
第３５回大分県小学生陸上競技選手県体会 平成１７年１１月３日(木)

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

15.44 冨永　貴弘 15.76  武藤　拓海 15.99 神田　知哉 16.08 土岐　凌介 16.12 小野　哲平 16.39 櫛野　祐希 16.63 水野　登生 16.68 三浦　祐輝

+0.4 明治弥生小ク ±0.0 佐伯東陸上 ±0.0 渡町台陸上 ±0.0 中津陸上ク -0.1 渡町台陸上 +0.4 院内陸上 +0.4 大分中央陸上 ±0.0 鴛野陸上ク

14.56 御手洗　翔 15.27 杉本　大起 15.38 澤　　祐樹 15.47 諌山　大蔵 15.70 仲井　賢太 15.76 脇田　　遼 15.93 三城　智貴 15.93 大久保友貴

-0.2 渡町ＪＡＣ +0.4 大分中央陸上 -0.7 杵築市陸上 -0.2 日田三和小ク ±0 別府朝日ク -0.7 佐伯陸上 -0.7 別府市陸上 -0.2 大分中央陸上

-0.7 14.55 玉井　修平 14.61 垣内　悠兵 14.77 丸野　勝也 14.94 青山　隆治 15.01 佐藤　　駿 15.06 阿部　利央 15.19 伊丹　勇祐 15.19 佐加良友貴

大分中央陸上 わくわくク 四日市南JAC 別府市陸上 佐伯陸上 杵築市陸上 豊後高田陸上 国東クラブ

-0.9 12.62 永沼　賢治 13.84 下山　大介 13.95 大塚　雄太 13.99 高井　数雅 14.09 後藤　鉄朗 14.45 荒木　優也 14.58 清家　航太 14.65 板井　友宏

大分長距離 国東クラブ 渡町台陸上 杵築市陸上 鴛野陸上ク 国東クラブ 蒲江陸上 渡町ＪＡＣ

大会新

3.40.37 田崎　将真 3.43.61 宿名　隼人 3.48.68 岩尾　始門 3.51.32 渡辺　　凌 3.51.51 永松　元気 3.53.84 川島　稜平 3.56.26 甲斐　悠人 3.56.88 廣瀬　智幸

三重町陸上ク 挾間陸上ク 豊後高田陸上 三重町陸上ク 中津陸上ク 中津陸上ク 三重町陸上ク 鴛野陸上ク

3.28.13 安部　優佑 3.28.68 中津留　樹 3.34.57 松本　拓也 3.41.31 福嶋　博史 3.42.23 吉田　賢人 3.44.96 首藤聖一郎 3.46.19 藤田　航平 3.48.13 猪島　頌太

大分中央陸上 安心院陸上ク 三光陸上ク わくわくク 舞鶴小陸上 舞鶴小陸上 渡町ＪＡＣ 大野翼ク

3.17.08 後藤健志郎 3.20.50 穴見　友弘 3.22.82 佐藤　孝行 3.23.21 後藤　雅裕 3.29.12 清末　雄平 3.30.59 小池　遥平 3.30.86 渡部　昂平 3.31.84 古荘　耕平

三重町陸上ク わくわくク 三重町陸上ク 豊府小ｾﾚｸﾄ 国東クラブ 三重町陸上ク 豊後高田陸上 鴛野陸上ク

2.58.85 小谷　政宏 3.02.02 松田　直也 3.15.72 後藤　択哉 3.16.33 福嶋　誠治 3.16.71 多田　圭佑 3.18.21 木永　　駿 3.19.94 平野　裕也 3.20.60 増野　頌己

佐伯陸上 三光陸上ク わくわくク わくわくク 三重町陸上ク 鴛野陸上ク 挾間陸上ク 蒲江陸上

県新・大会新 県新・大会新

-1.1 12.94 佐藤　雅也 13.27 釘宮　良典

八幡陸上 大分中央陸上

大会新 大会新

62.31 大分中央陸上Ａ 63.58 渡町ＪＡＣ 63.70 日田三和小ク 66.78 中津陸上ク 66.84 渡町台陸上 66.86 三重町陸上ク 67.00 鴛野陸上ク 67.46 鶴岡陸上クＡ

西嶋　　矯(4) 池田蓮太郎(4) 樋口　雄介(4) 永松　元気(3) 神田　知哉(3) 大野　祐史(3) 廣瀬　智幸(3) 甲斐　祐人(4)

高井　　泰(4) 御手洗　翔(4) 諌山　大蔵(4) 土岐　凌介(3) 佐野　皓大(3) 田崎　将真(3) 倉住　航太(3) 高原　和士(4)

大久保友貴(4) 白石　貴大(4) 梶原　博之(4) 川島　稜平(3) 芦刈　亜虎(3) 甲斐　悠人(3) 野中　雄伍(3) 出来本悟志(4)

杉本　大起(4) 廣瀬　晴旗(4) 河野　慎也(4) 永松　龍志(4) 小野　哲平(3) 古澤　　叡(3) 西薗　拓也(4) 池田　尚樹(3)

県新・大会新

55.35 わくわくクＡ 55.60 大分中央陸上 56.04 鴛野陸上クＡ 56.04 国東クラブ 57.54 佐伯陸上Ａ 57.66 渡町台陸上Ａ 57.95 わくわくクＢ 58.42 蒲江陸上

柳井　真人(6) 石井　寛海(6) 木永　　駿(6) 吉弘　尚大(6) 佐藤　　駿(5) 安部　和基(6) 穴見　友弘(5) 松井　一樹(6)

福嶋　誠治(6) 玉井　修平(5) 白石　弘幸(6) 荒木　優也(6) 上田　浩樹(5) 大塚　雄太(6) 垣内　悠兵(5) 増野　頌己(6)

疋田　幸輝(6) 安部　宏平(6) 永井　達朗(6) 清原　正光(6) 下川　高史(5) 荒井　雄貴(6) 福井　翔太(5) 白岩　大暉(5)

久保田康平(6) 釘宮　良典(6) 後藤　鉄朗(6) 下山　大介(6) 小谷　政宏(6) 山井　皓貴(6) 後藤　択哉(6) 清家　航太(6)

1.25 田吹　　淳6 1.15 小田　佳寛5 1.15 清松　顕紀5

国東クラブ 国東クラブ 佐伯陸上

4.56 小松　壱成6 4.07 疋田　幸輝6 4.01 國本　竜矢6 3.96 上田　浩樹5 3.84 山井　皓貴6 3.75 軸丸　陽仁5 3.72 小島　慎治6 3.65 畑野　光輝6

-0.4 別府朝日ク ±0.0 わくわくク -0.5 国東クラブ -0.4 佐伯陸上 -0.4 渡町台陸上 -0.3 渡町台陸上 -0.4 蒲江陸上 -0.4 国東クラブ

38.44 寺川　将史6 34.39 久保田康平6 32.80 清原　正光6 30.66 高野　雅記6 30.60 八幡　浩平6 28.41 館　　佑哉5 26.67 羽迫　哲平6 26.57 塩月　友也5

国東クラブ わくわくク 国東クラブ 大野翼ク 別府市陸上 国東クラブ 豊後高田陸上 渡町台陸上

県新・大会新
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第３５回大分県小学生陸上競技選手県体会 平成１７年１１月３日(木)

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

15.94 長瀬　理沙 16.45 曽我　由紀 16.58 森崎　怜美 16.65 小田　千夏 16.70 白石佳奈子 16.73 下川　史恵3 16.76 城戸　春奈3 16.81 住本つぐみ3

+0.4 わくわくク +0.6 中津陸上ク +0.3 渡町台陸上 ±0.0 中津陸上ク +0.6 鴛野陸上ク +0.4 佐伯陸上 +0.3 別府朝日ク +0.6 玖珠jr陸上

県新・大会新

15.84 久保田瑞穂 16.15 近澤　　萌 16.27 堤　　えり 16.33 三浦　真子 16.34 亀田　　渚 16.43 阿孫　信果 16.60 石田　美咲 16.67 山上　葉月

-0.9 わくわくク -0.1 佐伯東陸上 -0.8 三重町陸上ク -1.1 大分中央陸上 -1.3 臼杵ｼﾞｭﾆｱ -1.3 清川小陸上ク -0.1 西上浦陸上ク -0.4 大分中央陸上

-1.4 14.43 土岐　遥奈 15.26 薬師寺由宜 15.36 若杉　真佑 15.47 荻本明日香 15.59 大野　晴佳 15.61 佐藤　佑衣 15.70 吉田　唯華 15.76 亘鍋　弥美

中津陸上ク 大分中央陸上 挾間陸上 渡町台陸上 玖珠jr陸上 中津陸上ク 八幡陸上 臼杵ｼﾞｭﾆｱ

-0.9 13.95 久保　茉央 14.11 渡辺　　歩 14.12 加島　　樹 14.34 植田　理紗 14.53 三宅　未紗 14.62 植田　理加 14.80 佐藤香奈枝 14.92 児玉　容子

大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 挾間陸上 大分中央陸上

3.42.24 原　　京子 3.43.79 後藤　美音 3.44.12 木本　　舞 3.52.43 児玉　　蘭 4.06.77 川野　智未 4.22.82 工藤　佑華

佐伯陸上 三重町陸上ク 大分長距離 明治弥生小ク 三重町陸上ク 三重町陸上ク

県新・大会新

3.29.54 森田　侑莉 3.30.80 上杉　円香 3.46.72 江藤　結衣 3.49.92 長谷川弥生 3.50.11 戸田　千尋 3.53.35 上田　麻央 3.58.76 椎原　江美 3.58.85 森永　小波

三重町陸上ク わくわくク 玖珠jr陸上 三光陸上ク 渡町ＪＡＣ 横瀬小ク 大分中央陸上 豊後高田陸上

大会新 大会新

3.28.38 長尾穂奈美 3.30.89 佐々木暢子 3.32.87 木村　椎菜 3.39.96 神田　　愛 3.41.42 園田理沙子 3.42.54 小関　真奈 3.43.59 福田　真歩 3.46.12 藤田みなみ

日田ｼﾞｭﾆｱ 三重町陸上ク 三光陸上ク 佐伯陸上 挾間陸上 日田ｼﾞｭﾆｱ 日田ｼﾞｭﾆｱ 三重町陸上ク

3.17.56 佐藤　里帆 3.24.00 原田　美和 3.27.20 森　美沙枝 3.30.09 大塚さおり 3.32.44 迫　亜弥芽 3.32.95 猪島　千聡 3.35.02 石上　真由 3.35.36 名部　彩香

挾間陸上 中津陸上ク 玖珠jr陸上 佐伯陸上 三光陸上ク 大野翼ク 鴛野陸上ク 三重町陸上ク

14.00 川野　毬菜 17.82 永田菜奈美 18.07 古戎　里帆 18.08 中田　匠子 18.71 後藤　朋恵 18.73 後藤　遥花 18.97 梶間　菜摘5

-1.1 渡町台陸上 -0.9 院内陸上 -1.1 渡町台陸上 -0.9 渡町台陸上 -1.1 渡町台陸上 -1.1 院内陸上 -0.9 渡町台陸上

63.73 わくわくク 65.11 三重町陸上クＡ 66.41 中津陸上クＡ 66.58 大分中央陸上Ａ 66.89 鴛野陸上ク 67.03 渡町台陸上Ａ 67.12 西上浦陸上ク 67.70 大分中央陸上Ｂ

福井あかね(3) 堤　　えり(4) 酒井　友理(3) 大澤　みさ(4) 白石佳奈子(3) 清家　佳奈(4) 大星　涼音(4) 福永　　愛(4)

上杉　円香(4) 生野　　遥(4) 曽我　由紀(3) 斉藤　朱里(3) 永井　美月(4) 岡山　真子(4) 小寺　里奈(4) 若林　麗人(3)

長瀬　理沙(3) 川野　智未(3) 三ッ広圭代(3) 山上　葉月(4) 田邉　桃子(4) 小田　麻由(3) 福谷　愛花(4) 足立紗矢香(3)

久保田瑞穂(4) 森田　侑莉(4) 小田　千夏(3) 三浦　真子(4) 伊藤　清香(4) 森崎　怜美(3) 石田　美咲(4) 冨松　南那(4)

54.82 大分中央陸上A 57.02 大分中央陸上Ｂ 58.50 中津陸上クＡ 59.36 佐伯陸上Ａ 59.58 鴛野陸上クＡ 59.64 鶴岡陸上クＡ 60.33 渡町台陸上Ａ 64.65 挾間陸上Ａ

植田　理紗(6) 山村　美咲(6) 前平亜香里(6) 坂本　愛美(6) 松下　　萌(6) 広瀬　　結(6) 小嶋　　遥(6) 若杉　真佑(5)

久保　茉央(6) 三宅　未紗(6) 佐藤　佑衣(5) 吉行　ラナ(6) 工藤　真由(6) 中原　志保(6) 小坂めぐみ(6) 佐藤　里帆(6)

県新 渡辺　　歩(6) 児玉　容子(6) 坪根　　舞(5) 佐脇　沙織(6) 石上　真由(6) 柴田　遥奈(6) 水田　早紀(6) 園田理沙子(5)

大会新 加島　　樹(6) 植田　理加(6) 土岐　遥奈(5) 大塚さおり(6) 田代　　彩(6) 植村　沙織(6) 川野　毬菜(6) 佐藤香奈枝(6)

1.20 猪原　由貴(6) 1.15 松本　成葉(5) 1.15 平野　友梨(6) 1.10 岡部　真子(6) 1.10 吉行　ラナ(6)

別府市陸上 別府市陸上 国東クラブ 国東クラブ 佐伯陸上

4.56 河津　美幸(6) 3.94 広瀬　　結(6) 3.92 佐脇　沙織(6) 3.79 中原　志保(6) 3.73 長野　里奈(6) 3.71 笠村　洋子(5) 3.66 武藤　菜美(6) 3.51 竹中　万由(5)

-0.4 桂林小 -0.7 鶴岡陸上ク -1.2 佐伯陸上 +0.5 鶴岡陸上ク -1.1 三重町陸上ク +0.2 八幡陸上 -0.1 佐伯東陸上 -0.4 渡町台陸上

33.15 田坂　優実(6) 32.24 柴北真由子(6) 27.76 渡辺亜利沙(6) 23.52 森田小百合(6) 21.35 山田　映見(5) 19.28 佐藤　妃菜(5) 19.18 岡田　怜子(5) 16.13 阿南　咲貴(5)

佐伯東陸上 佐伯東陸上 鶴岡陸上ク 国東クラブ 八幡陸上 国東クラブ 国東クラブ 鴛野陸上ク

県新・大会新 県新・大会新
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