
第３４回大分県小学生陸上競技選手県体会 　平成１６年１１月３日(水)

大分スポーツ公園総合競技場大分スポーツ公園総合競技場大分スポーツ公園総合競技場大分スポーツ公園総合競技場

記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属

15.22 御手洗　翔 16.05 杉本　大起 16.09 諌山　大蔵 16.55 永松　龍志 16.65 渡辺健太郎 16.67 渡辺　功一 16.75 樋口　雄介 16.92 西嶋　　矯

-0.9 渡町ＪＡＣ +0.2 佐伯陸上 -0.9 三和小陸上 +0.6 中津陸上A +0.6 蒲江陸上 +0.2 日田市陸上 +0.2 三和小陸上 +0.6 大分中央陸上

県新記録・大会新

15.12 垣内　悠兵 15.23 佐藤　　駿 15.29 福井　翔太 15.36 樋口　航也 15.36 青山　隆治 15.41 上田　浩樹 15.47 森山　慎也 15.70 玉井　修平

-0.3 わくわくク +0.8 佐伯陸上 -1.1 わくわくク ±0 挾間陸上 ±0 別府市陸上 ±0 佐伯陸上 ±0 三和小陸上 -1.1 舞鶴小陸上

±0 14.40 佐藤　雅也 14.54 釘宮　良典 14.62 高井　数雅 14.65 下山　大介 14.97 安部　宏平 15.04 後藤　鉄朗 15.06 清家　航太 15.24 小松　売成

八幡陸上 大分中央陸上A 杵築市陸上 国東ク 大分中央陸上A 鴛野陸上B 蒲江陸上 別府朝日ク

±0 13.10 杉本　昂亮 13.16 成迫　泰平 13.45 白根　亮汰 13.67 工藤　勇輝 13.74 渡辺　翔馬 13.90 杉田    惇 14.09 矢羽多左京 14.11 野田　大樹

佐伯陸上A わくわくク 臼杵陸上 野津クラブ 日田市陸上 日田ｼﾞｭﾆｱA 日田ｼﾞｭﾆｱB 日田ｼﾞｭﾆｱA

大会新 大会新 大会新

3.34.95 中津留　樹 3.42.61 松本　拓也 3.43.37 安部　優佑 3.43.72 福嶋　博史 3.54.74 吉田　賢人 4.00.34 廣瀬　智幸 4.09.51 高木　紀史 4.11.58 永松　元気

安心院陸上ク 三光陸上 大分中央陸上 わくわくク 挾間陸上 鴛野陸上A 鴛野陸上A 中津陸上B

3.24.24 後藤健志郎 3.26.48 穴見　友弘 3.32.34 後藤　雅裕 3.36.80 佐藤　孝行 3.38.89 河辺　健太 3.40.74 小池　遥平 3.40.79 穴見　史洋 3.43.50 渡部　昂平

三重町陸上 わくわくク 豊府小陸上 三重町陸上 舞鶴小陸上 三重町陸上 わくわくク 豊後高田陸上B

県新記録・大会新

3.14.97 松田　直也 3.18.64 福嶋　誠治 3.27.56 増野　頌己 3.31.38 多田　圭佑 3.31.70 平野　裕也 3.32.30 角谷　　佳 3.35.15 久保田健太 3.41.00 柳井　真人

三光陸上 わくわくク 蒲江陸上 三重町陸上B 挾間陸上 三重町陸上A 鴛野陸上C わくわくク

3.12.07 徳永　健太 3.14.43 芦刈　　開 3.15.16 桑野　康徳 3.15.33 池部　壮太 3.16.96 後藤　　孔 3.18.36 佐藤　尭彦 3.19.88 久保田浩平 3.20.47 矢羽多右京

鴛野陸上A 鴛野陸上B 日田ｼﾞｭﾆｱB 鴛野陸上A 三重町陸上A 竹田市陸上 鴛野陸上B 日田ｼﾞｭﾆｱB

-0.5 15.12 高畠　一滉 16.20 板井　友宏

渡町ＪＡＣ 渡町ＪＡＣ

60.83 佐伯陸上 60.96 わくわくク 64.23 舞鶴小陸上 64.90 三和小陸上 65.55 大分中央陸上A 65.59 三重町陸上 65.96 中津陸上A 66.37 別府市陸上

下川　高史 穴見　友弘 大塚　慎也 諌山　大蔵 間地　隆宏 足立　勝弥 永松　龍志 小松竜太郎

上田　浩樹 垣内　悠兵 河辺　健太 後藤　優介 伊賀龍之介 佐藤　孝行 賀来　　岳 永野　　侑

杉本　大起 穴見　史洋 藤澤圭二郎 樋口　雄介 大久保友貴 後藤健志郎 宮崎　　隼 登川　大地

佐藤　　駿 福井　翔太 玉井　修平 森山　慎也 脇坂　昌平 小池　遥平 大久保　篤 青山　隆治

54.31 日田ｼﾞｭﾆｱA 54.82 佐伯陸上A 55.96 野津クラブ 56.95 中津陸上A 57.63 わくわくク 57.88 鴛野陸上A 58.23 国東ク 58.26 別府市陸上

田中　智大 石井　竜太 川野　元己 甲斐　弘起 長瀬　彰吾 長浜　祐太 下山　大介 衛藤　貴也

藤原　享平 木津　敬佑 渡邊　魁暉 財前　卓也 福嶋　誠治 田中　健介 橋本　直樹 山本　一真

杉田    惇 岡本　昂士 大塚　亮輔 中尾龍二郎 疋田　幸輝 池部　壮太 重柗　　守 竹本　健吾

野田　大樹 杉本　昂亮 工藤　勇輝 東　　勇作 成迫　泰平 徳永　健太 寺川　　亮 青山　頌司

1.30 竹本　健吾6 1.25 岡本　昂士6 1.15 元兼　寛行5 1.10 田吹　　淳5

別府市陸上 佐伯陸上 国東ク 国東ク

大会新 大会タイ 光本　有吾6

国東ク

4.23 塩月優之介6 4.04 木津　敬佑6 3.99 橋本　直樹6 3.95 和田　政也6 3.91 後藤　貴元6 3.80 衛藤　貴也6 3.80 甲斐　弘起6 .3.80 佐脇　拓弥6

+0.3 八幡陸上 +1.1 佐伯陸上 +0.5 国東ク -0.7 豊後高田陸上 }0.0 鶴岡陸上 -1.9 別府市陸上 +0.7 中津陸上 -..1 鶴岡陸上

33.26 寺川　将史5 31.91 徳丸　史博6 .31.85 児玉　和重6 .31.71 秦　　貴裕6 .30.45 佐藤　隼太6 .29.94 栗田　和成6 .29.79 祖田　真吾6 .28.19 佐藤　　旬6

国東ク 野津クラブ 国東ク 中部翼ク 院内陸上 中部翼ク 鶴岡陸上 臼杵陸上

4.60 汐月　友典 3.10 鷹取　政和 .3.00 岩本　拓也 .2.90 工藤　大輝 .2.50 藤田　和城 .2.10 平川　和樹 .2.10 釘宮　敬史

大分ＡＣ 佐賀関高 鶴崎工高 稙田東中 稙田東中 稙田中 稙田東中
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第３４回大分県小学生陸上競技選手県体会 　平成１６年１１月３日(水)

大分スポーツ公園総合競技場大分スポーツ公園総合競技場大分スポーツ公園総合競技場大分スポーツ公園総合競技場

記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属

16.49 久保田瑞穂 16.99 三浦　真子 17.16 堤　　えり 17.58 大澤　みさ 17.60 長瀬　理沙 17.65 岩田亜香里 17.68 江藤　結衣 17.75 斉藤　萌子

+1.2 わくわくク ±0 大分中央陸上 ±0 三重町陸上 +1.2 大分中央陸上 +0.5 わくわくク +0.2 わくわくク +0.2 玖珠Jｒ陸上 ±0 中津陸上

15.29 土岐　遥奈 15.95 荻本明日香 15.96 伊藤　瀬奈 16.12 椋本　菜穂 16.31 佐藤　成美 16.35 井澤　里菜 16.51 亘鍋　弥美 16.52 後藤　彩衣

+1.1 中津陸上 +0.7 佐伯東陸上 +1.1 院内陸上 +1.0 日田あさひク +1.4 渡町台陸上 ±0 佐伯東陸上 +0.6 臼杵陸上 +0.7 わくわくク

±0 14.38 加島　　樹 14.75 田代　　彩 14.84 久保　茉央 14.88 三宅　未紗 14.91 渡辺　　歩 15.21 甲斐　玲菜 15.35 佐藤香奈枝 15.45 清国　紫帆

大分中央陸上 鴛野陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 佐伯陸上 挾間陸上 国東ク

-0.5 13.65 清水　嘉子 13.74 田邉ちひろ 14.21 小野加奈絵 14.35 松尾　詩帆 14.65 安藤　　樹 14.74 太田　奈月 14.88 三苫　あみ 15.14 藤永　真也

大分中央陸上 大分中央陸上 渡町台陸上 玖珠Jｒ陸上 鴛野陸上 鴛野陸上 日田ｼﾞｭﾆｱ 中津陸上

大会新 大会新

3.43.29 森田　侑莉 3.44.45 上杉　円香 3.54.48 長谷川弥生 4.10.23 戸田　千尋 4.20.62 水本友里加 4.23.99 森永　小波 4.33.66 田邉　桃子 4.35.79 清水　結衣

三重町陸上 わくわくク 三光陸上 渡町ＪＡＣ 三光陸上 豊後高田陸上 鴛野陸上 豊後高田陸上

県新・大会新 県新・大会新

3.35.06 上杉ひかり 3.40.50 神田　　愛 3.43.65 木村　椎菜 3.47.62 相馬　沙紀 3.55.04 西岡　里香 3.57.21 佐々木暢子 3.58.28 三宮　悠美 3.59.01 江河　智恵

わくわくク 佐伯陸上 三光陸上 南部小陸上 三重町陸上 三重町陸上 中部翼ク 三光陸上

3.28.63 佐藤　里帆 3.36.17 森　美沙枝 3.38.16 原田　美和 3.39.13 佐矢　彩華 3.40.12 猪島　千聡 3.43.29 迫　亜弥芽 3.46.05 大塚さおり 3.47.23 大畑亜耶香

挾間陸上 玖珠Jｒ陸上 中津陸上 院内陸上 中部翼ク 三光陸上 佐伯陸上 院内陸上

3.22.83 卜部　瑞穂 3.26.90 足立　友菜 3.28.11 富樫　　茜 3.29.06 小野　彩菜 3.30.98 高木　　萌 3.33.59 清松　優希 3.34.52 木村　　楓 3.35.71 野村　奈美

挾間陸上 中部翼ク 三重町陸上 鴛野陸上 鴛野陸上 佐伯陸上 三光陸上 日田ｼﾞｭﾆｱ

13.55 吉田　優希 16.93 川野　毬菜 17.80 有永　安佑 18.95 安東　栞理 19.32 高野由希子

-0.4 渡町台陸上 -0.4 渡町台陸上 -0.4 清川小陸上 }0.0 渡町台陸上 }0.0 渡町台陸上

県新・大会新

65.49 中津陸上 65.69 わくわくク 65.77 佐伯東陸上 66.31 渡町台陸上 67.11 大分中央陸上 67.18 別府市陸上 67.37 院内陸上 67.90 大分中央陸上

三ッ広昌代 広津留みにか 後藤　麻友 竹中　万由 薬師寺由宜 樫村　侑希 加来沙也香 大塚　聡子

坪根　　舞 久保田瑞穂 妹尾ちあき 中田　匠子 工藤菜津美 松本　成葉 後藤　遥花 三浦　真子

入江　美佳 後藤　彩衣 荻本明日香 木下加奈子 末延　　遥 塩崎　　心 大石　　雅 冨松　南那

土岐　遥奈 上杉ひかり 井澤　里菜 佐藤　成美 首藤　真美 加藤　菖子 伊藤　瀬奈 武石　　涼

55.50 大分中央陸上A 57.07 鴛野陸上A 57.54 渡町台陸上A 58.99 中津陸上A 59.76 日田ｼﾞｭﾆｱ 60.38 大分中央陸上B 60.50 玖珠Jｒ陸上 60.77 挾間陸上

久保　茉央 高木　　萌 安東　栞理 筧　理保子 後藤　美里 今村　朱理 佐藤　里咲 佐藤香奈枝

予)55.09 田邉ちひろ 田代　　彩 吉田　優希 牧野　彩恵 井上　愛里 三宅　未紗 堀　　藍子 高野　笑子

県新 加島　　樹 安藤　　樹 竹中　莉央 兎田　智彗 野村　奈美 渡辺　千尋 黒木由布里 佐藤　里帆

大会新 清水　嘉子 太田　奈月 小野加奈絵 藤永　真也 三苫　あみ 渡辺　　歩 松尾　詩帆 梶原　美佳

1.20 河野　由衣6 1.15 樫村　采花6 1.15 後藤　　萌6 1.15 平野　友梨5 1.15 小坪詩織里6 1.10 猪上　佳奈6 1.10 植田　理沙5

別府市陸上 別府市陸上 別府市陸上 国東ク 国東ク 国東ク 大分中央陸上

松田　未宇6

佐伯陸上

4.04 藤原　　香6 3.92 竹中　莉央6 3.72 国広　侑里6 3.69 河津　美幸5 3.67 上田麻里奈6 3.57 阿部可奈子6 3.54 藤田かなえ6 3.52 山田菜津美6

-0.7 わくわくク +0.4 渡町台陸上 +0.6 国東ク }0.0 日田市陸上 }0.0 渡町台陸上 +1.6 鶴岡陸上 -0.2 渡町台陸上 +0.7 八幡陸上

28.10 佐藤みなみ6 27.53 渡辺　千尋6 25.91 岡田　朝奈6 21.81 柴北真由子5 21.41 渡辺亜利沙5 19.58 小野　麻美6 19.29 田坂　優実5 18.03 末広えり子5

国東ク 大分中央陸上 国東ク 佐伯東陸上 鶴岡陸上 鶴岡陸上 佐伯東陸上 国東ク

時現在 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

天気 晴 晴 曇 晴 曇 晴

温度 20.5 21.0 19.5 19.5 19.0 19.0

湿度 48.0 49.0 42.0 38.0 40.0 41.0

風向 東南東 南東 東北東 南南西 南南東 東

風速 ##### 1.4m/s 0.6m/s 1.2m/s 0.9m/s 0.2m/s 連絡先　塩手　090-1511-5179
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