
 第1回大分県小学生陸上競技記録会

 期日：2007年09月02日

 競技会場：佐伯市陸上競技場

月日 種目

9/2  1年男子 宮邉  幸平(1)  20"15 後藤昇次郎(1)  20"54 木下  将輝(1)  20"56 寺嶋  拓己(1)  21"35 金丸  拓誠(1)  22"76

-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8

100m 　渡町JAC 　わくわく 　八幡陸上 　八幡陸上 　小郡陸上

9/2  2年男子 藤井  大門(2)  17"48 高司　泰知(2)  17"93 笠村  亮介(2)  18"40 川下  廉弥(2)  18"49 清水  僚真(2)  18"51 吉田  大成(2)  18"59 入江  友規(2)  18"64 平川  敦大(2)  19"39

-2.9 -2.8 -1.1 -2.8 -2.8 -2.9 -2.8 -1.1

100m 　松浦小 　弥生明治小 　八幡陸上 　渡町JAC 　渡町台陸上 　佐伯陸上 　佐伯陸上 　中津陸上

9/2  3年男子 藤内  裕夢(3)  16"02 足立  元哉(3)  16"12 後藤  聖拓(3)  16"64 宮本  直樹(3) 16"64 金丸  亞聖(3)  16"71  三浦崇太郎(3) 16"71 一宮    遼(3)  16"82 恩塚真太郎(3)  16"96

0.0 -0.8 0.0 0.0  (3位) (3位) (3位) (3位) -0.4 -2.1  (5位) -0.8 -1.5

100m 　大分中央陸上 　鶴岡陸上 　佐伯陸上 　渡町JAC 　小郡陸上 　大分中央陸上 　渡町JAC 　中津陸上

9/2  4年男子 亀田  太星(4)  15"70 松本  高明(4)  16"27 岩尾  駿也(4)  16"46 竹本  一晴(4)  16"78 江藤  寿樹(4)  16"88 遠藤  真悟(4)  17"07 原田  滉斗(4)  17"18 山﨑  祥太(4)  17"23

-1.1 -1.6 -0.4 -1.1 -1.1 -3.5 -0.4 -1.1

100m 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　別府市陸上教室 　中津陸上 　中津陸上 　佐伯陸上 　八幡陸上 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　中津陸上

9/2  5年男子 冨田    廉(5)  14"72 三浦  祐輝(5)  15"21 小野  哲平(5)  15"23 武藤  拓海(5)  15"25 佐藤  史弥(5)  15"50 汐月    廉(5)  15"53 永松  元気(5)  15"68 堤    勇太(6)  15"75

-1.1 -1.1 -2.4 -1.1 -2.4 -2.4 -1.2 -1.1

100m 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　鴛野陸上 　渡町台陸上 　佐伯東陸上 　大分中央陸上 　鶴岡陸上 　中津陸上 　小郡陸上

9/2  6年男子 永松  龍志(6)  14"24 伊東  海里(6)  14"46 成迫  大樹(6)  14"86 古野晋太郎(6)  14"99 大久保友貴(6)  15"26 後藤  和典(6)  15"32 宮地    岳(6)  15"55 大岩  欣弘(6)  15"60

-2.1 -2.1 -3.1 -2.5 -3.1 -2.1 -3.1 -2.5

100m 　中津陸上 　別府市陸上教室 　渡町JAC 　中津陸上 　大分中央陸上 　蒲江陸上 　渡町JAC 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ

9/2 1年男子 清松  翔真(1)  4'28"94

1000m 　わくわく

9/2  2年男子 佐藤  亮太(2)  4'05"03 渡辺    翼(2)  4'12"10 黒澤  元尊(2)  4'13"09 阿南  凌也(2)  4'13"10 中園    龍(2)  4'27"43 南    貴信(2)  4'32"47 山田  直登(2)  4'32"74 岡田  颯太(2)  4'33"15

1000m 　佐伯陸上 　三重町陸上 　わくわく 　三重町陸上 　中津陸上 　佐伯陸上 　Nｽﾎﾟｰﾂ 　Nｽﾎﾟｰﾂ

9/2  3年男子 大峯    翼(3)  3'46"22 岩尾  崇冶(3)  3'47"28 清松  拓真(3)  3'55"87 松永  駿斗(3)  3'58"33 川合  裕己(3)  4'02"02 日野  雅也(3)  4'06"55 笹原  大介(3)  4'07"85 塚本  達也(3)  4'07"86

1000m 　大分市長距離教 　豊後高田陸上 　わくわく 　佐伯陸上 　豊後高田陸上 　挾間陸上 　豊後高田陸上 　豊後高田陸上

9/2  4年男子 木村  隼太(4)  3'33"84 佐藤  孝貴(4)  3'46"97 神田  光喜(4)  3'50"18 佐方    沢(4)  3'57"12 江藤  尚輝(4)  3'57"68 岡田  朋也(4)  4'20"63

1000m 　三光陸上 　三光陸上 　佐伯陸上 　大分市長距離教 　わくわく Nｽﾎﾟｰﾂ

9/2  5年男子 田崎  将真(5)  3'22"51 山際    樹(5)  3'23"83 岩尾  始門(5)  3'24"26 渡辺    凌(5)  3'28"43 渡辺  拓也(5)  3'36"84 卜部  哲碩(5)  3'39"62 釘宮  大知(5)  3'43"44 佐藤    暢(5)  3'44"16

1000m 　三重町陸上 　わくわく 　豊後高田陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　挾間陸上 　三重町陸上 　佐伯陸上

9/2  6年男子 安藤    聡(6)  3'12"38 安部  優佑(6)  3'13"86 宮本  敬一(6)  3'20"22 大津  貴俊(6)  3'23"67 松木    亮(6)  3'26"08 鳥倉  覧維(6)  3'31"49 井和丸  涼(6)  3'35"30 福島  博史(6)  3'38"95

1000m 　豊後高田陸上 　大分中央陸上 　わくわく 　挾間陸上 　豊後高田陸上 　三重町陸上 　豊後高田陸上 　わくわく

9/2 3・4年共通男子 中津陸上A  1'05"29 佐伯陸上A  1'05"49 豊後高田陸上  1'08"04 鶴岡陸上A  1'08"67 渡町ＪＡＣ  1'09"47 中津陸上B  1'10"44 八幡陸上  1'10"48 佐伯陸上B  1'11"33

 

4x100mR     山﨑　祥太(4)     川野　悠介(3)     河野　豊顕(3)     中山　浩輝(3)     吉田　聖雅(3)     時松　隆元(4)     小畑　臣慶(3)     赤峰　敬人(4)

    竹本　一晴(4)     江藤　寿樹(4)     大鍛冶秀俊(4)     森本　拓実(3)     宮本　直樹(3)     宇都龍太郎(3)     吉田　光騎(4)     牧口　翔(4)

    古野　修平(4)     神田　義史(4)     笹原　大介(3)     西谷　陸(3)     坂本　幸駿(3)     中園　吟(3)     寺嶋　敏也(3)     近藤　圭祐(3)

    岩尾　駿也(4)     後藤　聖拓(3)     川合　裕己(3)     足立　元哉(3)     一宮　遼(3)     中尾剣三郎(4)     遠藤　真悟(4)     神田　光喜(4)

9/2 5・6年共通男子 中津陸上A  58"51 大分中央陸上  59"12 渡町ＪＡＣA  59"41 臼杵ｼﾞｭﾆｱ  1'00"35 鶴岡陸上A  1'00"66 別府市陸上教  1'01"50 豊後高田陸上  1'01"66 鴛野陸上A  1'01"96

  室A

4x100mR     永松　元気(5)     水野　登生(5)     河村　直(6)     首藤　弘樹(5)     山路　晃佑(5)     菅　章暢(5)     河野　挙顕(6)     廣瀬　智幸(5)

    古野晋太郎(6)     佐藤　史弥(5)     廣瀬　晴旗(6)     大岩　欣弘(6)     汐月　廉(5)     末綱昇太朗(5)     松木　亮(6)     倉原　悠真(5)

    岡本　皓太(5)     高井　泰(6)     宮地　岳(6)     北山　大志(6)     三股　翼(6)     江口　恵哉(6)     井和丸　涼(6)     倉住　航太(5)

    永松　龍志(6)     大久保友貴(6)     成迫　大樹(6)     冨田     甲斐　祐人(6)     伊東　海里(6)     安藤　聡(6)     三浦　祐輝(5)

9/2 清家  康政(5)  1m15 岩佐凌太郎(5)  1m10 松岡  賢人(5)  1m00

走高跳         佐伯東陸上 鶴岡陸上 鶴岡陸上

9/2 神田  知哉(5)  4m27 脇田    遼(6)  3m97 金丸  怜夢(5)  3m93 清松  雅也(5)  3m77 甲斐  祐人(6)  3m66 坂本  春樹(6)  3m56

-2.1 -2.4 -0.9 -1.4 -0.2 -1.7

走幅跳 　渡町台陸上 　佐伯陸上 　小郡陸上 　佐伯東陸上 　鶴岡陸上 　八幡陸上

9/2 山路  晃佑(5)  29m36 上杉  駿一(6)  25m61 戸高  頌梧(6)  25m25 三股    翼(6)  19m63 青山  信児(5)  16m09 村上  功起(5)  13m66

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ･ｽﾛｰ 　鶴岡陸上 　西上浦陸上 　西上浦陸上 　鶴岡陸上 　別府市陸上教室 　鶴岡陸上

                                                                                                                                               決勝記録一覧表(男子)

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位



 第1回大分県小学生陸上競技記録会

 期日：2007年09月02日

 競技会場：佐伯市陸上競技場

月日 種目

9/2  1年女子 田中  夕貴(1)  20"64 佐藤    樹(1)  20"66 岩崎  楓菜(1)  21"41 田平  紅菜(1)  21"64

-2.2 -2.2 -2.2 -2.2

100m 　佐伯陸上 　西上浦陸上 　渡町JAC 　三重町陸上

9/2  2年女子 兒玉  芽生(2)  17"30 安部実伽子(2)  17"96 河野  志歩(2)  18"33 山際  七海(2)  18"36 吉松  理子(2)  19"12 首藤    光(2)  19"16 岡本あずみ(2)  19"30 矢野友莉香(2)  19"52

-2.2 -0.8 -3.7 -0.8 -0.8 -2.2 -2.2 -3.7

100m 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　大分中央 　渡町台陸上 　わくわく 　渡町台陸上 　佐伯東陸上 　中津陸上 　渡町台陸上

9/2  3年女子 廣瀬  友葵(3)  16"64 宮地  海希(3)  16"67 下田  真子(3)  17"22 宮崎  樹羅(3)  17"23 大戸悠里衣(3)  17"29 亘鍋  彩花(3)  17"45 木下  瑞貴(3)  17"49 佐藤  伶菜(3)  17"72

0.0 +0.9 0.0 0.0 +0.2 +0.9 +0.2 +0.9 

100m 　渡町JAC 　渡町JAC 　大分中央陸上 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　八幡陸上 　佐伯陸上

9/2  4年女子 兒玉  彩希(4)  15"53 岡野  知佳(4)  16"41 赤峰  結夏(4)  16"68 永野  優花(4)  16"87 濱田  優奈(4) 16"87 八木  有咲(4) 16"87 釘宮  未歩(4)  17"13 高次友里花(4)  17"30

-2.1 -3.0 -2.4 -1.2 -1.2  (4位) (4位) (4位) (4位) -2.4  (4位) (4位) (4位) (4位) +0.3 -2.4

100m 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　大分中央陸上 　鶴岡陸上 　別府市陸上教室 　蒲江陸上 　佐伯陸上 　Nｽﾎﾟｰﾂ 　弥生明治小

9/2  5年女子 長瀬  理沙(5)  14"75 曽我  由紀(5)  15"02 原    京子(5)  15"30 足立紗矢香(5)  15"48 小田  千夏(5)  15"54 下川  史恵(5)  15"57 成松    栞(5)  15"62 酒井  友理(5)  15"87

-1.7 -1.1 -1.7 -3.3 -1.8 -1.8 -1.1 -1.8

100m 　わくわく 　中津陸上 　佐伯陸上 　大分中央陸上 　中津陸上 　佐伯陸上 　佐伯東陸上 　中津陸上

9/2  6年女子 田中  慶子(6)  14"52 久保田瑞穂(6) 14"52 緒賀    悠(6)  14"56 三重野真美(6)  14"71 亀田    渚(6)  15"17 津野  友香(6)  15"41 川上  万鈴(6)  15"50 萩平  千尋(6)  15"59

-0.6 -0.6  (1位) (1位) (1位) (1位) -1.9 -2.4 -1.8 -0.1 -1.9 -0.6

100m 　大分中央陸上 　わくわく 　大分中央陸上 　大分中央陸上 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　大分中央陸上 　臼杵ｼﾞｭﾆｱ 　佐伯陸上

9/2  2年女子 古荘  理恵(2)  4'20"36 上杉なごみ(2)  4'30"68 卜部  智衣(2)  4'35"08

1000m 　鴛野陸上 　わくわく 　挾間陸上

9/2  3年女子 工藤  杏華(3)  3'44"37 富樫    葵(3)  3'55"09 田崎  夢依(3)  3'58"37 工藤由鯉子(3)  3'59"36 阿南    芳(3)  4'02"24 赤嶺このみ(3)  4'07"16 林  望乃佳(3)  4'17"78 佐用  瑠衣(3)  4'19"67

1000m 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　豊後高田陸上 　鴛野陸上

9/2  4年女子 伊東  明音(4)  3'51"42 濱砂  千咲(4)  3'55"54 大島梨紗子(4)  3'57"75 川邊  綺音(4)  4'04"17 中津留千尋(4)  4'14"15 永元  優衣(4)  4'17"46 山口くるみ(4)  4'17"80 佐藤  莉央(4)  4'23"51

1000m 　三重町陸上 　佐伯陸上 　鶴岡陸上 　三重町陸上 　鶴岡陸上 　豊後高田陸上 　挾間陸上 　鶴岡陸上

9/2 5年女子 高橋  彩良(5)  3'25"00 大戸  麻菜(5)  3'32"27 福井あかね(5)  3'32"63 川野  智未(5)  3'36"97 工藤  佑華(5)  3'40"37 麻生  優衣(5)  3'51"64 児玉    蘭(5)  3'54"22 矢野  明菜(5)  3'54"93

1000m 　三重町陸上 　三重町陸上 　わくわく 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　弥生明治小 　鶴岡陸上

9/2  6年女子 森田  侑莉(6)  3'20"43 堤    えり(6)  3'22"30 工藤  遥菜(6)  3'29"91 生野    遥(6)  3'34"59 宇高  志織(6)  3'44"26 薬師寺香帆(6)  3'46"59 田村真里菜(6)  3'56"50 神田  未夢(6)  3'57"27

1000m 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　三重町陸上 　鶴岡陸上 　わくわく 　わくわく 　わくわく

9/2 3・4年共通女子 臼杵ｼﾞｭﾆｱA  1'05"49 佐伯陸上A  1'06"71 鶴岡陸上A  1'07"16 渡町ＪＡＣA  1'08"63 三重町陸上A  1'10"23 三重町陸上B  1'11"96 弥生明治小  1'12"07 渡町台陸上A  1'12"17

4x100mR     壱岐　祥英(4)     谷口愛友子(4)     井上瑛里加(4)     柴田　梨帆(4)     伊東　明音(4)     富樫　葵(3)     御手洗木の実(4)     水本みなみ(4)

    廣田　穂波(4)     八木　有咲(4)     中津留千尋(4)     廣瀬　友葵(3)     工藤　杏華(3)     田崎　夢依(3)     岩木明香里(4)     松川　菜月(4)

    宮崎　樹羅(3)     佐藤　伶菜(3)     大島梨紗子(4)     川下　留菜(4)     川邊　綺音(4)     工藤由鯉子(3)     本田　真弓(4)     神田怜央奈(3)

    兒玉　彩希(4)     濱砂千咲(4)     赤峰　結夏(4)     宮地　海希(3)     阿南　芳(3)     赤嶺このみ(3)     高次友里花(4)     藤原　史帆(4)

9/2 5・6年共通女子 大分中央陸上A  55"44 三重町陸上A  59"18 臼杵ｼﾞｭﾆｱA  59"54 佐伯陸上A  59"66 中津陸上A  59"93 渡町台陸上B  1'00"79 わくわくB  1'00"82 鶴岡陸上A  1'01"08

4x100mR     田中　慶子(6)     堤　えり(6)     川上　万鈴(6)     下川　史恵(5)     曽我　由紀(5)     安部　史香(5)     司農　芽生(5)     新留　麻友(6)

    緒賀　悠(6)     森田　侑莉(6)     川辺　実香(6)     原　京子(5)     酒井　友理(5)     小田　麻由(5)     福井あかね(5)     岩佐　春花(6)

    三重野真美(6)     工藤　遥菜(6)     山本　美和(6)     萩平　千尋(6)     三ッ広圭代(5)     河野萌々子(5)     林　真帆(6)     宇高　志織(6)

    三浦　真子(6)     生野　遥(6)     亀田　渚(6)     田鹿　未菜(6)     小田　千夏(5)     森﨑　怜美(5)     薬師寺香帆(6)     甲斐友里愛(6)

9/2 薬師寺  並(6)  1m20 岩佐  春花(6)  1m10 森﨑  怜美(5) 1m10 河野萌々子(5)  1m10 安部  史香(5)  1m10 山内  真樹(5)  1m05 吉田  里華(6) 1m05 中江  遥香(6)  1m05

走高跳 　別府市陸上教室 　鶴岡陸上 　渡町台陸上  (2位) (2位) (2位) (2位) 　渡町台陸上 　渡町台陸上 　鶴岡陸上 　別府市陸上教室 (6位) 　別府市陸上教室

9/2 近澤    萌(6)  4m52 三浦  真子(6)  4m43 小田  麻由(5)  3m81 小寺  里奈(6)  3m78 藤田  奈々(5)  3m55 坪根  萌絵(5)  3m47 甲斐友里愛(6)  3m32 竹中裟也香(5)  3m24

-0.2 -0.9 -0.6 -0.4 -0.2 -0.7 -1.3 -1.0

走幅跳 　佐伯東陸上 　大分中央陸上 　渡町台陸上 　西上浦陸上 　鶴岡陸上 　佐伯東陸上 　鶴岡陸上 　渡町台陸上

9/2 染矢  早貴(6)  31m47 溝尻  凌子(6)  24m13 嶋原  奈々(6)  21m63 清家  佳奈(6)  19m11 岩佐  瑞希(6)  15m65

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ･ｽﾛｰ 　佐伯東陸上 　八幡陸上 　佐伯東陸上 　渡町台陸上 　八幡陸上

                                                                                                                                               決勝記録一覧表(女子)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位


