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3年女子 1000m 県記録 3.42.24 原　　　京子 佐伯陸上 2005

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 360 後藤　萌 ｺﾞﾄｳ ﾓｴ 院内陸上 3 3'48''9

（　2　） 352 岡野　知佳 ｵｶﾉ ﾁｶ 大分市丹生小 3 3'51''7

（　3　） 308 首藤　沙英 ｼｭﾄｳ ｻｴ 別府朝日　　　　 3 3'54''7

（　4　） 357 壱岐　祥英 ｲｷ　ｻﾁｴ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3 3'55''1

（　5　） 325 植山　栞 ｳｴﾔﾏ ｼｵﾘ 三光陸上 3 4'01''9

（　6　） 351 谷山　芽未 ﾀﾆﾔﾏ ﾒﾐ 大分市長距離教室 3 4'14''7

（　7　） 338 甲斐　やよい ｶｲ ﾔﾖｲ 鴛野陸上 3 4'16''3

（　8　） 317 山口　くるみ ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 挟間陸上 3 4'19''8

（　9　） 307 永野　優花 ﾅｶﾞﾉ  ﾕｳｶ 別府市陸上教室 3 4'22''6

（　10　） 318 柴田　梨帆 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾎ 渡町ＪＡＣ 3 4'24''3

（　11　） 298 西野　香穂 ﾆｼﾉ　ｶﾎ 八幡陸上 3 4'28''5

（　12　） 299 茂里　侑加 ﾓﾘ　ﾕｳｶ 八幡陸上 3 4'30''6

（　13　） 319 川下　留菜 ｶﾜｼﾀ ﾙﾅ 渡町ＪＡＣ 3 4'32''3

（　14　） 300 神志名　つかさ ｶｼﾅ　ﾂｶｻ 八幡陸上 3 4'38''0

（　15　） 320 下川　瑞稀 ｼﾓｶﾜ ﾐｽﾞｷ 渡町ＪＡＣ 3 4'40''0

（　16　） 361 山本　裕妃 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 院内陸上 3 4'43''0

3年男子 1000m 県記録 3.33.97 木村　隼太 三光陸上 2006

　

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 357 木村　隼太 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾀ 三光陸上 3 3'33''1 県新記録

（　2　） 359 新穂　天志 ﾆｲﾎ ﾀｶｼ 三光陸上 3 3'35''3

（　3　） 310 遠藤　真悟 ｴﾝﾄﾞｳ　ｼﾝｺﾞ 八幡陸上 3 3'35''6

（　4　） 334 興田　朋樹 ｵﾓﾀ ﾄﾓｷ 別府朝日　　　　 3 3'36''0

（　5　） 345 大鍛冶　秀優 ｵｵｶｼﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 豊後高田陸上 3 3'45''9

（　6　） 392 山口　大河 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 大分市丹生小 3 3'47''5

（　7　） 358 佐藤　孝貴 ｻﾄｳ ｺｳｷ 三光陸上 3 3'47''8

（　8　） 391 佐方　沢 ｻｶﾀ ﾀｸ 大分市長距離教室 3 3'53''9

（　9　） 306 江藤　尚輝 ｴﾄｳ ﾅｵｷ わくわく　　　　 3 3'55''1

（　10　） 387 大平　滉稀 大分市立舞鶴小 3 3'58''1

（　11　） 379 山本　涼介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 鴛野陸上 3 3'58''8

（　12　） 329 渡辺　衆雅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｶﾞ 別府市陸上教室 3 4'05''3

（　13　） 389 工藤　寛太 大分市立舞鶴小 3 4'10''5

（　14　） 393 工藤　匡貴 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ 大分市丹生小 3 4'13''2

（　15　） 325 間地　良太 ﾏｼﾞ  ﾘｮｳﾀ 別府市陸上教室 3 4'38''6
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4年女子 1000m 県記録 3.28.62 森田　侑莉 三重町陸上 2005

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 286 長瀬　理沙 ﾅｶﾞｾ ﾘｻ わくわく　　　　 4 3'29''7

（　2　） 287 福井　あかね ﾌｸｲ ｱｶﾈ わくわく　　　　 4 3'38''3

（　3　） 354 姫野　香菜子 ﾋﾒﾉ ｶﾅｺ 大分市坂ノ市小 4 3'44''6

（　4　） 316 平山　沙弥琹 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾔｶ 挟間陸上 4 3'48''8

（　5　） 326 池辺　小百合 ｲｹﾍﾞ　ｻﾕﾘ 坂ノ市小学校 4 3'53''5

（　6　） 323 森川　ちひろ ﾓﾘｶﾜ　ﾁﾋﾛ 丹生小学校 4 3'58''6

（　7　） 322 船田　有希子 ﾌﾅﾀﾞ　ﾕｷｺ 丹生小学校 4 4'01''4

（　8　） 289 司農　芽生 ｼｳﾉ ﾒｲ わくわく　　　　 4 4'01''6

（　9　） 347 間地　美月 ﾏﾁﾞ ﾐﾂｷ 大分中央陸上 4 4'02''2

（　10　） 288 杉山　未来 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｸ わくわく　　　　 4 4'02''7

（　11　） 337 白石　佳奈子 ｼﾗｲｼ ｶﾅｺ 鴛野陸上 4 4'02''9

（　12　） 348 若林　麗人 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾄ 大分中央陸上 4 4'03''2

（　13　） 290 橋本　彩花 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｶ わくわく　　　　 4 4'07''5

（　14　） 327 姫野　栞奈 ﾋﾒﾉ　ｶﾝﾅ 坂ノ市小学校 4 4'11''8

（　15　） 324 岡崎　美祐 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾕ　 坂ノ市小学校 4 4'12''1

（　16　） 297 高原　菜々美 ﾀｶﾊﾗ　ﾅﾅﾐ 八幡陸上 4 4'22''1

（　17　） 291 本田　里穂 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾎ わくわく　　　　 4 4'24''3

4年男子 1000m 県記録 3.24.24 後藤　建志郎 三重町陸上 2004

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 360 樋口　慎九郎 ﾋｸﾞﾁｼﾝｸﾛｳ 三光陸上 4 3'14''7 県新記録

（　2　） 361 高柿　康平 ﾀｶｶﾞｷｺｳﾍｲ 三光陸上 4 3'20''9

（　3　） 333 金光　謙 ｶﾈﾐﾂ ｹﾝ 別府朝日　　　　 4 3'26''0

（　4　） 305 山際　樹 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀﾂｷ わくわく　　　　 4 3'26''6

（　5　） 376 廣瀬　智幸 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾕｷ 鴛野陸上 4 3'33''0

（　6　） 390 乙川　征平 ｵﾄｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 大分市長距離教室 4 3'37''1

（　7　） 351 宿名　隼人 ｼｭｸﾅ ﾊﾔﾄ 挟間陸上 4 3'40''8

（　8　） 395 首藤　弘樹 ｼｭﾄｳ　ｺｳｷ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 4 3'42''8

（　9　） 367 武藤　拓海 ﾑﾄｳ ﾀｸﾐ 佐伯東陸上 4 3'43''7

（　10　） 355 池田　直樹 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 鶴岡陸上 4 3'44''7

（　11　） 373 倉住　航太 ｸﾗｽﾞﾐ ｺｳﾀ 鴛野陸上 4 3'46''2

（　12　） 377 渕　滉治 ﾌﾁ ｺｳｼﾞ 鴛野陸上 4 3'47''3

（　13　） 375 野中　雄伍 ﾉﾅｶ ﾕｳｺﾞ 鴛野陸上 4 3'49''7

（　14　） 365 清家　康政 ｾｲｹ ﾔｽﾏｻ 佐伯東陸上 4 3'50''4

（　15　） 378 三浦　祐輝 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 鴛野陸上 4 3'56''4

（　16　） 356 柴田　匠 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 鶴岡陸上 4 3'58''4

（　17　） 363 清松　雅也 ｷﾖﾏﾂ ﾏｻﾔ 佐伯東陸上 4 3'59''5

（　18　） 397 櫛野　祐希 ｸｼﾉ ﾕｳｷ 院内陸上 4 4'00''7

（　19　） 368 吉川　晃司 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 佐伯東陸上 4 4'02''4

（　20　） 337 小川　康平 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 別府朝日　　　　 4 4'10''1

（　21　） 320 末綱　昇太郎 ｽｴﾂﾅ  ｼｮｳﾀﾛｳ別府市陸上教室 4 4'14''5

（　22　） 319 青山　信児 ｱｵﾔﾏ  ｼﾝｼﾞ 別府市陸上教室 4 4'18''9

（　23　） 324 林　直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 別府市陸上教室 4 4'19''3

（　24　） 364 志賀　雅樹 ｼｶﾞ ﾏｻｷ 佐伯東陸上 4 4'23''8

（　25　） 366 髙橋　遼平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 佐伯東陸上 4 4'26''0

（　26　） 388 小名川　真吾 大分市立舞鶴小 4 4'31''7

（　27　） 322 矢野　駿二 ﾔﾉ  ｼｭﾝｼﾞ 別府市陸上教室 4 4'35''0

（　28　） 321 菅　聡明 ｽｶﾞ  ﾄｼｱｷ 別府市陸上教室 4 4'41''0
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5年女子 1000m 県記録 3.15.43 上杉　円香 わくわく 2006

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 282 上杉　円香 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ わくわく　　　　 5 3'22''6

（　2　） 283 久保田　瑞穂 ｸﾎﾞﾀ ﾐｽﾞﾎ わくわく　　　　 5 3'27''5

（　3　） 284 田村　真里菜 ﾀﾑﾗ ﾏﾘﾅ わくわく　　　　 5 3'35''6

（　4　） 345 冨松　南那 ﾄﾐﾏﾂ ﾅﾅ 大分中央陸上 5 3'37''2

（　5　） 321 戸田　千尋 ﾄﾀﾞ　ﾁﾋﾛ 渡町ＪＡＣ 5 3'42''7

（　6　） 306 薬師寺　並 ﾔｸｼｼﾞ  ﾅﾐ 別府市陸上教室 5 3'46''8

（　7　） 349 日元　世菜 大分市立舞鶴小 5 3'48''7

（　8　） 333 永井　美月 ﾅｶﾞｲ ﾐﾂﾞｷ 鴛野陸上 5 3'50''9

（　9　） 335 信岡　好佳 ﾉﾌﾞｵｶ ｺﾉｶ 鴛野陸上 5 3'53''8

（　10　） 315 平山　遥 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ 挟間陸上 5 3'54''1

（　11　） 336 牧野　夏佳 ﾏｷﾉ ﾅﾂｶ 鴛野陸上 5 3'54''5

（　12　） 353 工藤　奈央 ｸﾄﾞｳ ﾅｵ 大分市丹川小 5 3'59''1

（　13　） 332 伊藤　清香 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 鴛野陸上 5 4'00''3

（　14　） 344 三浦　真子 ﾐｳﾗ ﾏｺ 大分中央陸上 5 4'04''3

（　15　） 346 緒賀　　悠 ｵｶﾞ ﾊﾙｶ 大分中央陸上 5 4'04''6

（　16　） 285 林　真帆 ﾊﾔｼ ﾏﾎ わくわく　　　　 5 4'04''9

（　17　） 304 飛田　朱里 ﾋﾀﾞ ｱｶﾘ 別府市陸上教室 5 4'07''5

（　18　） 305 樋渡　智美 ﾋﾜﾀﾘ  ﾄﾓﾐ 別府市陸上教室 5 4'09''7

（　19　） 334 中津留　沙樹 ﾅｶﾂﾙ ｻｷ 鴛野陸上 5 4'15''7

5年男子 1000m 県記録 3.08.68 和久　敬明 わくわく 1998

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 385 安部　優佑 ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ 大分中央陸上 5 3'16''8

（　2　） 353 御手洗　翔 ﾐﾀﾗｲ ｼｮｳ 渡町ＪＡＣ 5 3'23''0

（　3　） 304 宮本　敬一 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｲﾁ わくわく　　　　 5 3'26''2

（　4　） 308 瀬尾　知大 ｾｵ ﾄﾓﾋﾛ 四日市北小 5 3'29''5

（　5　） 307 福嶋　博史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ わくわく　　　　 5 3'36''5

（　6　） 350 大津　貴俊 ｵｵﾂ ﾀｶﾄｼ 挟間陸上 5 3'38''7

（　7　） 343 松木　亮 ﾏﾂｷ ﾘｮｳ 豊後高田陸上 5 3'43''7

（　8　） 332 仲井　賢大 ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 別府朝日　　　　 5 3'45''9

（　9　） 372 西薗　拓也 ﾆｼｿﾞﾉ ﾀｸﾔ 鴛野陸上 5 3'46''1

（　10　） 312 恵藤　航平 ｴﾄｳ ｺｳﾍｲ 別府市立石垣小 5 3'47''5

（　11　） 349 半沢　翼 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 挟間陸上 5 3'51''2

（　12　） 309 柴田　良輔 ｼﾊﾞﾀ　ﾘｮｳｽｹ 八幡陸上 5 3'52''7

（　13　） 316 伊東　海里 ｲﾄｳ  ｶｲﾘ 別府市陸上教室 5 3'53''2

（　14　） 370 河野　嶺 ｶﾜﾉ ﾚｲ 鴛野陸上 5 3'53''7

（　15　） 348 山口　太一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 挟間陸上 5 3'54''1

（　16　） 383 大久保　友貴 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｷ 大分中央陸上 5 3'55''6

（　17　） 317 植木　海帆 ｳｴｷ  ｶｲﾎ 別府市陸上教室 5 3'56''9

（　18　） 354 白石　貴大 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 渡町ＪＡＣ 5 3'58''5

（　19　） 311 渡邉　大介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 別府市立石垣小 5 3'59''8

（　20　） 318 江口　恵哉 ｴｸﾞﾁ ｹｲﾔ 別府市陸上教室 5 4'08''4
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6年女子 1000m 県記録 3.10.44 加藤　　岬 挟間陸上 2003

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 280 上杉　ひかり ｳｴｽｷﾞ ﾋｶﾘ わくわく　　　　 6 3'15''4

（　2　） 311 園田　理沙子 ｿﾉﾀﾞ ﾘｻｺ 挟間陸上 6 3'33''3

（　3　） 312 油布　ありさ ﾕﾌ ｱﾘｻ 挟間陸上 6 3'37''0

（　4　） 292 笠村　洋子 ｶｻﾑﾗ　ﾖｳｺ 八幡陸上 6 3'38''3

（　5　） 340 武石　　涼 ﾀｹｲｼ ｼｽﾞ 大分中央陸上 6 3'38''8

（　6　） 331 工藤　佳世 ｸﾄﾞｳ ｶﾖ 鴛野陸上 6 3'43''3

（　7　） 342 首東　真美 ｼｭﾄｳ ﾏﾐ 大分中央陸上 6 3'44''6

（　8　） 358 後藤　遥花 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｶ 院内陸上 6 3'47''1

（　9　） 293 戸高　恵梨 ﾄﾀﾞｶ　ｴﾘ 八幡陸上 6 3'52''7

（　10　） 295 神志名　あかり ｶｼﾅ　ｱｶﾘ 八幡陸上 6 3'53''0

（　11　） 310 若杉　真佑 ﾜｶｽｷﾞ ﾏﾕ 挟間陸上 6 3'55''2

（　12　） 339 薬師寺　由宜 ﾔｸｼｼﾞ ﾖｼｷ 大分中央陸上 6 3'57''0

（　13　） 343 小手川　真美 ｺﾃｶﾞﾜ ﾏﾐ 大分中央陸上 6 3'58''0

（　14　） 314 岩田　はるな ｲﾜﾀ ﾊﾙﾅ 挟間陸上 6 3'58''6

（　15　） 362 仮屋　溜里 ｶﾘﾔ ﾙﾘ 舞鶴小 6 3'59''0

（　16　） 281 橋本　苑果 ﾊｼﾓﾄ ｿﾉｶ わくわく　　　　 6 3'59''6

（　17　） 341 工藤　菜津美 ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 大分中央陸上 6 4'00''9

（　18　） 355 亘鍋　弥美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛﾐ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 6 4'03''4

（　19　） 303 樋渡　あゆみ ﾋﾜﾀﾘ  ｱﾕﾐ 別府市陸上教室 6 4'08''3

（　20　） 294 菅　千絵美 ｶﾝ　ﾁｴﾐ 八幡陸上 6 4'09''3

（　21　） 356 壱岐　紗也加 ｲｷ　ｻﾔｶ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 6 4'12''2

（　22　） 328 藤原　楓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 佐伯市西上浦小 6 4'14''1

（　23　） 302 樫村　侑希 ｶｼﾑﾗ  ﾕｳｷ 別府市陸上教室 6 4'22''4

（　24　） 301 松本　成葉 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾊ 別府市陸上教室 6 4'36''7

6年男子 1000m 県記録 2.56.57 小谷　政宏 佐伯陸上 2005

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　　属 学年 記　　　録

（　1　） 300 垣内　悠兵 ｶｷｳﾁ ﾕｳﾍｲ わくわく　　　　 6 2'56''3

（　2　） 362 盛永　悠嗣 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 三光陸上 6 3'00''0

（　3　） 339 渡部　昂平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 豊後高田陸上 6 3'07''0

（　4　） 302 穴見　友弘 ｱﾅﾐ ﾄﾓﾋﾛ わくわく　　　　 6 3'07''6

（　5　） 301 穴見　史洋 ｱﾅﾐ ﾌﾐﾋﾛ わくわく　　　　 6 3'14''5

（　6　） 303 福井　翔太 ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ わくわく　　　　 6 3'18''9

（　7　） 342 東　大介 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 豊後高田陸上 6 3'28''1

（　8　） 330 上原　大樹 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 別府朝日　　　　 6 3'30''3

（　9　） 369 古荘　耕平 ﾌﾙｼｮｳ ｺｳﾍｲ 鴛野陸上 6 3'31''0

（　10　） 341 伊丹　勇祐 ｲﾀﾐ ﾕｳｽｹ 豊後高田陸上 6 3'31''2

（　11　） 380 間地　隆宏 ﾏﾁﾞ ﾀｶﾋﾛ 大分中央陸上 6 3'31''8

（　12　） 340 大鍛冶　寿優 ｵｵｶｼﾞ ﾄｼﾏｻ 豊後高田陸上 6 3'34''1

（　13　） 381 釘宮　良太 ｸｷﾞﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 大分中央陸上 6 3'40''7

（　14　） 382 玉井　修平 ﾀﾏｲ ｼｭｳﾍｲ 大分中央陸上 6 3'43''7

（　15　） 338 神　誠也 ｺｳ ﾏｻﾔ 別府朝日　　　　 6 3'45''8

（　16　） 314 青山　隆治 ｱｵﾔﾏ  ﾘｭｳｼﾞ 別府市陸上教室 6 3'47''8

（　17　） 331 金光　隆二 ｶﾈﾐﾂ ｼﾞｭｳｼﾞ 別府朝日　　　　 6 3'49''1

（　18　） 394 甲斐　湧吾 ｶｲ　ﾕｳｺﾞ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 6 3'51''6

（　19　） 347 小川　翔也 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 挟間陸上 6 3'52''3

（　20　） 335 石田　耕陽 別府朝日　　　　 6 3'54''8

（　21　） 336 平野　隼己 別府朝日　　　　 6 3'59''1

（　22　） 313 永野　侑　 ﾅｶﾞﾉ  ﾀｽｸ 別府市陸上教室 6 4'08''2
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