
運運運運 動動動動 部部部部 名名名名 成成成成　　　　　　　　績績績績

【【【【 陸陸陸陸 上上上上 部部部部 】】】】

４００ｍ　　　　 2位　 楡田　章人
３０００ｍ　　　 7位 　春田　大河
１１０ｍJH　　   6位 　井上　雄介
　　　　　　　　 7位　 杉野　敬士郎
４×１００ｍＲ　 3位 　髙橋・楡田・壹岐・井上
走高跳　　　　　 4位 　大津　瑛
　＊男子：総合の部７位（１３点）
          トラックの部５位（１０点）フィールドの部８位（３点）
１００ｍ　　　　 6位　 三井　綾乃
　　　　　　　　 2位　 津田　栞
３０００ｍ　　　 6位　 増田　希英
１００ｍYH　　   5位　 田川　可奈子
４×１００ｍＲ　 3位　 津田・三井・田川・齋藤
　＊女子：トラックの部５位（８点）

【【【【 新新新新 体体体体 操操操操 部部部部 】】】】 髙藤　千聖　ボール第３位

【【【【 水水水水 泳泳泳泳 部部部部 】】】】

男子団体　1位
　１００ｍ背泳ぎ　1位　門田凌我（１：０２．５９）
                  3位　梅原一樹（１：２１．５４）
　１００ｍ自由形　2位　清水大輔（１：０１．０９）
　２００ｍ背泳ぎ　2位　梅原一樹（３：０１．１６）
　２００ｍ自由形　3位　清水大輔（２：１４．７８）
　　５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ　1位　阿部俊隆（２７．６１）
　　５０ｍ自由形 １位　阿部俊隆（２６．５９）
　２００ｍ個人メドレー　1位　下池広大（２：３５．２２）
　　５０ｍ背泳ぎ　１位　門田凌我　（２９．２３）
　
　２００ｍメドレーリレー　１位（門田，清水，阿部，下池）（１：５９．６１）
　２００ｍフリーリレー　　１位（門田，清水，阿部，下池）（１：４９．５９）

【【【【男男男男子子子子ババババススススケケケケッッッットトトトボボボボーーーールルルル部部部部】】】】
３回戦（２試合目）：宮崎南58-51日向工業
３回戦（２試合目）：宮崎南35-72大宮

【【【【女女女女子子子子ババババススススケケケケッッッットトトトボボボボーーーールルルル部部部部】】】】

３位
1回戦：宮崎南101-10延岡星雲／２回戦：宮崎南72-31佐土原／
3回戦：宮崎南33-22延岡商／準決勝：小林109-28宮崎南／
3位決定戦：日章学園55-41宮崎南（敗退，記録上は両校3位）

【【【【 男男男男 子子子子 ババババ レレレレ ーーーー ボボボボ ーーーー ルルルル 部部部部 】】】】
予選グループ戦　宮崎南０－２都城農・泉ヶ丘
敗者復活戦　    宮崎南０－２宮崎北

【【【【 女女女女 子子子子 ババババ レレレレ ーーーー ボボボボ ーーーー ルルルル 部部部部 】】】】
予選グループ戦　宮崎南０－２小林西
敗者復活戦　    宮崎南０－２小林秀峰

【【【【 男男男男 子子子子 卓卓卓卓 球球球球 部部部部 】】】】
男子シングルス予選リーグ
  山本蓮０－３白上(宮崎商業)　山本蓮３－２高原（高城）
 １勝1敗で予選リーグ敗退

【【【【 男男男男 子子子子 ソソソソ フフフフ トトトト テテテテ ニニニニ スススス 部部部部 】】】】
学校対抗戦⇒荒天のため中止
個人対抗戦⇒渡邊公貴／長友昭大ペア　ベスト８

【【【【 女女女女 子子子子 ソソソソ フフフフ トトトト テテテテ ニニニニ スススス 部部部部 】】】】

個人戦
１回戦　生駒咲妃，雉子谷菜々子④－１（泉ヶ丘）
        徳丸真杜花，押川彩香④－０（西都商）
２回戦　生駒咲妃，雉子谷菜々子１－④（都城東）
        徳丸真杜花，押川彩香０－④（延岡学）

【【【【 男男男男 子子子子 テテテテ ニニニニ スススス 部部部部 】】】】

団体戦  ベスト８     宮崎南②－①宮崎学園（２回戦）
                     宮崎南②－①高千穂（３回戦）
                     宮崎西②－①宮崎南（４回戦）
シングル ベスト１６　日高大地

【【【【 女女女女 子子子子 テテテテ ニニニニ スススス 部部部部 】】】】

団体     １回戦   宮崎南3-0小林秀峰
         ２回戦   宮崎南3-0高千穂
         準々決勝 宮崎南2-0宮崎北
　　　   準決勝   宮崎南2-0泉ヶ丘
         決勝     宮崎南0-2宮崎商業（２位）
シングルス 黒木日菜子、西田百花（ベスト８）
ダブルス   黒木日菜子・西田百花（ベスト４・３位）
           柴萌絵・中武美玖（ベスト８）

【【【【 ササササ ッッッッ カカカカ ーーーー 部部部部 】】】】 2回戦　宮崎南１－０宮崎第一         準々決勝　宮崎南１－３日章学園
【【【【 ララララ ググググ ビビビビ ーーーー 部部部部 】】】】 7人制  ２回戦　宮崎合同 17-10 都城　 準決勝　延岡工業 36-0 宮崎合同

【【【【 男男男男 子子子子 ハハハハ ンンンン ドドドド ボボボボ ーーーー ルルルル 部部部部 】】】】
宮崎南 対 都城工１０対２１
宮崎南 対 泉ヶ丘 ９対１８　予選リーグ敗退

【【【【 女女女女 子子子子 ハハハハ ンンンン ドドドド ボボボボ ーーーー ルルルル 部部部部 】】】】
宮崎南 対 日向　　 ７対７
宮崎南 対 宮崎商業 ７対８　予選リーグ敗退

【【【【 男男男男 子子子子 剣剣剣剣 道道道道 部部部部 】】】】
個人　池田將真 3回戦敗退　　庄屋空斗 ２回戦敗退　　四反田佳樹 2回戦敗退
団体　2回戦敗退　1回戦 都城泉ヶ丘 　2回戦 宮崎大宮

【【【【 男男男男 子子子子 弓弓弓弓 道道道道 部部部部 】】】】 男子団体　宮崎南A計３中（予選敗退）　宮崎南B計１中（予選敗退）
【【【【 女女女女 子子子子 弓弓弓弓 道道道道 部部部部 】】】】 女子団体　宮崎南A計５中（予選敗退）　宮崎南B計３中（予選敗退）
【【【【 男男男男 子子子子 ババババ ドドドド ミミミミ ンンンン トトトト ンンンン 部部部部 】】】】 個人戦　シングルス　ベスト16　田村駿斗

【【【【 女女女女 子子子子 ババババ ドドドド ミミミミ ンンンン トトトト ンンンン 部部部部 】】】】
個人戦ダブルス　  ２位　一ノ瀬沙也夏・山﨑了
個人戦シングルス　ベスト８　一ノ瀬沙也夏
　　　　　　　　　ベスト１６　山﨑了

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度　　　　１１１１年生大会成績一覧年生大会成績一覧年生大会成績一覧年生大会成績一覧


