
平成１９年１１月３日（土）

男　子男　子男　子男　子

日付 種目

20071103 ３年男子１００ｍ 足立　元哉 (3) 15.76 -0.3 藤内　裕夢 (3) 15.93 +0.5 岐部　大也 (3) 15.94 +0.6 一宮　遼 (3) 16.10 +0.5 大峰　翼 (3) 16.16 0.0 後藤　聖拓 (3) 16.37 +0.5 三浦　崇太郎 (3) 16.55 0.0 徳丸　貴哉 (3) 16.56 0.0

大分：鶴岡陸上 大分：大分中央陸上 大分：大分中央陸上 大分：渡町ＪＡＣ 大分：大分長距離教 大分：佐伯陸上 大分：大分中央陸上 大分：国東クラブ

20071103 ４年男子１００ｍ 阿部　美利 (4) 14.84 -0.7 亀田　太星 (4) 15.13 -0.7 松本　高明 (4) 15.49 +0.2 西尾　和将 (4) 15.76 +0.2 岩尾　駿也 (4) 15.76 -0.5 竹本　一晴 (4) 15.83 -0.7 工藤　俊哉 (4) 15.94 +0.7 江藤　尚輝 (4) 16.08 +0.7

大分：杵築市陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：別府市陸上 大分：国東クラブ 大分：中津陸上 4位 大分：中津陸上 大分：弥生明治小ク 大分：わくわくク

20071103 ５年男子１００ｍ 冨永　貴弘 (5) 13.40 津高　駿 (5) 14.11 冨田　廉 (5) 14.39 汐月　廉 (5) 14.58 三浦　祐輝 (5) 14.60 佐藤　史弥 (5) 14.93 白江　将 (5) 15.03 深町　悠貴 (5) 15.21

風:+0.3 大分：弥生明治小ク

予13.39

+0.1

大会新

大分：清川小陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：鶴岡陸上 大分：鴛野陸上 大分：大分中央陸上

予14.92

+0.0

大分：佐伯東陸上 大分：大分中央陸上

20071103 ６年男子１００ｍ 永松　龍志 (6) 13.46 御手洗　翔 (6) 13.65 本松　克也 (6) 13.71 豊原　龍秀 (6) 13.76 伊東　海里 (6) 13.90 村上　義泰 (6) 13.95 仲井　賢太 (6) 14.04 成迫　大樹 (6) 14.21

風:+1.5 大分：中津陸上 大分：渡町ＪＡＣ

予13.57

+0.4

大分：日田ジュニア 大分：国東クラブ 大分：別府市陸上 大分：国東クラブ

予13.88

+0.0

大分：別府朝日陸上 大分：渡町ＪＡＣ

予14.12

+0.3

20071103 奈良　亮 (3) 3.35.97 岩尾　崇冶 (3) 3.42.22 杉本　恵貴 (3) 3.42.23 西谷　陸 (3) 3.44.96 笹原　大介 (3) 3.47.31 河野　拓実 (3) 3.50.28 清松　拓真 (3) 3.50.33 土谷　智紀 (3) 3.51.32

大分：大分長距離教 大分：豊後高田陸上 大分：日出川崎小 大分：鶴岡陸上 大分：豊後高田陸上 大分：別府朝日陸上 大分：わくわくク 大分：三重町陸上

20071103 木村　隼太 (4) 3.21.39 新穂　天志 (4) 3.22.44 佐藤　孝貴 (4) 3.40.60 山口　大河 (4) 3.42.56 佐方　沢 (4) 3.43.44 岡本　直幸 (4) 3.45.09 神田　光喜 (4) 3.45.68 荒木　智 (4) 3.50.92

大分：三光陸上 大会新 大分：三光陸上 大会新 大分：三光陸上 大分：丹生小 大分：大分長距離教 大分：三光陸上 大分：佐伯陸上 大分：国東クラブ

20071103 高柿　康平 (5) 3.13.49 田崎　将真 (5) 3.21.84 永松　元気 (5) 3.22.63 岩尾　始門 (5) 3.22.84 渡辺　凌 (5) 3.26.66 林　南海人 (5) 3.28.12 廣瀬　智幸 (5) 3.28.99 渡辺　拓也 (5) 3.29.17

大分：三光陸上 大分：三重町陸上 大分：中津陸上 大分：豊後高田陸上 大分：三重町陸上 大分：豊後高田陸上 大分：鴛野陸上 大分：三重町陸上

20071103 中津留　樹 (6) 3.03.57 安部　優佑 (6) 3.06.37 首藤　弘樹 (6) 3.08.32 安藤　聡 (6) 3.09.72 宮本　敬一 (6) 3.12.78 首藤　聖一郎 (6) 3.16.14 平岡　将豪 (6) 3.16.26 山下　和真 (6) 3.17.28

大分：安心院陸上 大分：大分中央陸上 大分：別府朝日陸上 大分：豊後高田陸上 大分：わくわくク 大分：挾間陸上 大分：三光陸上 大分：国東クラブ

20071103 ５・６年男子共通 武藤　拓海 (5) 15.31 -0.3 廣瀬　晴旗 (6) 15.85 +1.3 水野　登生 (5) 16.32 -0.3 佐用　慶太 (6) 17.03 +1.3 池田　尚樹 (5) 17.67 -0.3 野中　雄伍 (5) 17.76 -0.3 柴田　匠 (5) 17.78 +1.3 坂本　春樹 (6) 18.96 +1.3

８０ｍＨ 大分：佐伯東陸上 大分：渡町ＪＡＣ 大分：大分中央陸上 大分：鴛野陸上 大分：鶴岡陸上 大分：鴛野陸上 大分：鶴岡陸上 大分：八幡陸上

20071103 ３・４年男子共通 国東クラブ 63.22 佐伯陸上Ａ 63.37 中津陸上Ａ 63.54 大分中央陸上Ａ 64.05 中津陸上Ｂ 65.63 鶴岡陸上 65.96 別府市陸上 66.13 豊後高田陸上Ｂ 67.06

4×100mR   河野　翔輝 (4)   簀戸　泰成 (4)   山﨑　祥太 (4)   堤　義彦 (3)   時松　隆元 (4)   森本　拓実 (3)   吉川　千尋 (3)   河野　豊顕 (3)

  徳丸　貴哉 (3)   神田　義史 (4)   竹本　一晴 (4)   三浦　崇太郎(3)   古野　修平 (4)   中山　浩輝 (3)   安部　洋樹 (4)   川合　裕巳 (3)

  藤垣　大雅 (4)   後藤　聖拓 (3)   恩塚　真太郎(3)   岐部　大也 (3)   永松　勇輝 (3)   西谷　陸 (3)   塩月　康貴 (4)   岩尾　崇冶 (3)

  西尾　和将 (4)   江藤　寿樹 (4)   岩尾　駿也 (4)   藤内　裕夢 (3)   中尾　剣三郎(4)   足立　元哉 (3)   松本　高明 (4)   大鍛冶　秀優(4)

20071103 ５・６年男子共通 国東クラブ 53.78 渡町ＪＡＣ　Ａ 55.39 中津陸上 56.35 日田ジュニア 56.75 安心院陸上 56.78 みさとＡＣ 56.81 鶴岡陸上Ａ 58.45 豊後高田陸上Ｂ 59.31

４×１００ｍＲ  原田　佑真 (6)   池田　蓮太郎(6)   永松　元気 (5)   山本　雅史 (5)   中津留　樹 (6)   江藤　正信 (6)   甲斐　祐人 (6)   河野　拳顕 (6)

  山本　雅俊 (6)   御手洗　翔 (6)   古野　晋太郎(6)   松木　大地 (6)   佐藤　翔太 (6)   進　公平 (6)   汐月　廉 (5)   松木　亮 (6)

  豊原　龍秀 (6)   成迫　大樹 (6)   岡本　皓太 (5)   見良津凛 (5)   石川　昴裕 (6)   熊谷　武流 (6)   三股　翼 (6)   広崎　健太 (6)

  村上　義泰 (6)   神崎　貴大 (6)   永松　龍志 (6)   本松　克也 (6)   久保　諄 (6)   小畑　亮 (6)   高原　和士 (6)   安藤　聡 (6)

20071103 ５・６年男子共通 乙津　駿太 (6) 4m29 +1.5 原田　佑真 (6) 4m16 +0.4 神田　知哉 (5) 3m87 +0.6 脇田　遼 (6) 3m80 +0.4 清松　雅也 (5) 3m70 +0.8 白岩　直希 (6) 3m69 0.0 秋国　敬洋 (5) 3m50 +0.1 船越　英明 (6) 3m43 -0.5

走幅跳 大分：八幡陸上 大分：国東クラブ 大分：渡町台陸上 大分：佐伯陸上 大分：佐伯東陸上 大分：蒲江陸上 大分：国東クラブ 大分：八幡陸上

20071103 ５・６年男子共通 宮地　岳 (6) 1m15 池田　開斗 (6) 1m15 岩佐　凌太郎 (5) 1m10 本田　怜 (6) 1m05 松岡　賢人 (5) 1m00

走高跳 大分：渡町ＪＡＣ 大分：八幡陸上 大分：鶴岡陸上 大分：国東クラブ 大分：鶴岡陸上

20071103 ５・６年男子共通 原田　誠也 (5) 33m18 吉川　晃司 (5) 30m35 平本　昇悟 (6) 29m81 上杉　駿一 (6) 27m13 山路　晃佑 (5) 26m00 青野　辰哉 (5) 22m29 青山　信児 (5) 21m34 矢野　駿二 (5) 19m55

ジャベリックスロー 大分：国東クラブ 大分：佐伯東陸上 大分：国東クラブ 大分：西上浦陸上 大分：鶴岡陸上 大分：佐伯陸上 大分：別府市陸上 大分：別府市陸上

20071103中学・一般男子小野寺　亮 5m10 汐月　友典 4m40 工藤　大輝 (2) 4m30 古賀　佑介 4m10 賀来　大樹 (2) 3m50 繁昌　大介 (3) 3m30 小俣　賢二郎 (2) 3m30 堀　友輔 (2) 3m20

棒高跳 大分：フンドーキン 大分：大分ＡＣ 大分：大分雄城台高 大分：大分市消防局 大分：大分舞鶴高 大分：別府青山中 大分：杵築高 大分：大分西高

優秀選手 5年男子100ｍ　冨永　貴弘（弥生明治小ク） 4年男子1000ｍ　木村　隼太（三光陸上） トラック審判長 首藤　秀能

フィールド審判長 村上　孝生

記録主任 田崎　弘宣

3位 4位

場　所　：大分スポーツ公園 九州石油ドーム

第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会

5位 6位 7位 8位1位 2位
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平成１９年１１月３日（土）

女　子女　子女　子女　子

日付 種目

20071103 ３年女子１００ｍ 宮崎　樹羅 (3) 16.56 0.0 大戸　悠里衣 (3) 16.64 0.0 廣瀬　友葵 (3) 16.68 -0.3 宮地　海希 (3) 16.97 0.0 石丸　美来 (3) 16.97 -0.5 深田　麻里名 (3) 17.06 0.0 下田　真子 (3) 17.09 0.0 木下　 瑞貴 (3) 17.19 -0.5

大分：臼杵ジュニア 大分：臼杵ジュニア 大分：渡町ＪＡＣ 大分：渡町ＪＡＣ 大分：中津陸上 ４位 大分：清川小陸上 大分：大分中央陸上 大分：八幡陸上

20071103 ４年女子１００ｍ 児玉　彩希 (4) 15.29 +0.5 岡野　知佳 (4) 15.79 -0.3 佐藤　萌 (4) 16.00 +0.1 濱田　優奈 (4) 16.15 +1.1 角田　彩佳 (4) 16.18 +1.1 赤峰　結夏 (4) 16.29 -0.3 八木　有咲 (4) 16.33 -0.7 首藤　紗憂 (4) 16.33 +0.5

大分：臼杵ジュニア 大分：大分中央陸上 大分：三光陸上 大分：蒲江陸上 大分：三重町陸上 大分：鶴岡陸上 大分：佐伯陸上 大分：別府朝日陸上８位

20071103 ５年女子１００ｍ 曽我　由紀 (5) 14.24 長瀬　理沙 (5) 14.32 足立　紗矢香 (5) 14.33 城戸　春菜 (5) 14.68 小田　千夏 (5) 14.69 吉光　若葉 (5) 14.95 原　京子 (5) 15.12

風:+0.5 大分：中津陸上 大分：わくわくク 大分：大分中央陸上 大分：別府朝日陸上

予14.67

+0.1

大分：中津陸上

予14.65

+0.1

大分：淮園小

予14.93

+0.1

大分：佐伯陸上

予15.09

+0.0

20071103 ６年女子１００ｍ 三浦　真子 (6) 13.73 三重野　真美 (6) 13.88 緒賀　悠 (6) 13.92 田村　真里菜 (6) 14.36 亀田　渚 (6) 14.54 田中　慶子 (6) 14.60 久保田　瑞穂 (6) 14.63 川上　万鈴 (6) 14.89

風:0.0 大分：大分中央陸上 大分：大分中央陸上 大分：大分中央陸上 大分：わくわくク

予14.20

+0.1

大分：臼杵ジュニア 大分：大分中央陸上

予14.52

+0.9

大分：わくわくク

予14.52

+0.7

大分：臼杵ジュニア

予14.78

+0.3

20071103 工藤　杏華 (3) 3.36.31 富樫　葵 (3) 3.51.63 林　望乃佳 (3) 3.54.44 工藤　由鯉子 (3) 3.55.38 田崎　夢依 (3) 3.58.62 山際　七海 (3) 3.59.28 亘鍋　彩花 (3) 4.04.07 上杉　なごみ (3) 4.04.86

大分：三重町陸上

県小3新

大会新

大分：三重町陸上 大分：豊後高田陸上 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：わくわくク 大分：臼杵ジュニア 大分：わくわくク

20071103 濱砂　千咲 (4) 3.48.02 大霜　香歩 (4) 3.50.14 伊東　明音 (4) 3.51.18 大島　梨紗子 (4) 3.52.99 中津留　千尋 (4) 3.56.28 後藤　萌 (4) 3.57.49 植山　栞 (4) 3.58.89 高司　菜央 (4) 4.01.84

大分：佐伯陸上 大分：三光陸上 大分：三重町陸上 大分：鶴岡陸上 大分：鶴岡陸上 大分：院内陸上 大分：三光陸上 大分：弥生明治小ク

20071103 高橋　彩良 (5) 3.18.82 木本　舞 (5) 3.22.39 後藤　美音 (5) 3.23.98 川野　智未 (5) 3.30.75 福井　あかね (5) 3.31.19 工藤　佑華 (5) 3.32.05 大戸　麻菜 (5) 3.32.57 土居　夏実 (5) 3.35.51

大分：三重町陸上 大分：大分長距離教 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：わくわくク 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：院内陸上

20071103 上杉　円香 (6) 3.09.90 森田　侑莉 (6) 3.13.15 堤　えり (6) 3.21.75 冨松　南那 (6) 3.27.21 工藤　遥菜 (6) 3.28.82 川辺　実香 (6) 3.39.65 宇高　志織 (6) 3.39.99 水本　友里加 (6) 3.42.23

大分：わくわくク

県小新

大会新

大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：大分中央陸上 大分：三重町陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：鶴岡陸上 大分：三光陸上

20071103 ５・６年女子共通 生野　遥 (6) 14.86 0.0 白石　佳奈子 (5) 15.37 +0.5 森﨑　怜美 (5) 16.79 +0.5 信岡　好佳 (6) 17.69 +0.5 牧野　夏佳 (6) 18.96 0.0 岩佐　瑞希 (6) 19.25 0.0 後藤　祐佳子 (6) 19.52 0.0 中津留　沙樹 (6) 20.05 0.0

８０ｍＨ 大分：三重町陸上 大分：鴛野陸上 大分：渡町台陸上 大分：鴛野陸上 大分：鴛野陸上 大分：八幡陸上 大分：清川小陸上 大分：鴛野陸上

20071103 ３･４年女子共通 臼杵ジュニアＡ 63.17 大分中央陸上Ａ 64.18 佐伯陸上Ａ 65.43 三光陸上 65.58 国東クラブ 66.00 三重町陸上Ａ 66.07 渡町ＪＡＣ　Ａ 67.08 鶴岡陸上Ａ 67.55

4×100mR   壱岐　祥英 (4)   下田　真子 (3)   谷口  愛友子(4)   阿部　萌加 (4)   堀部　早紀 (3)   難波　玖留実(4)   廣瀬　友葵 (3)   井上　瑛里加(4)

  廣田　穂波 (4)   松山　鈴奈 (4)   八木　有咲 (4)   植山　栞 (4)   中嶋　栞奈 (4)   川邊　綺音 (4)   宮地　海希 (3)   中津留　千尋(4)

  宮崎　樹羅 (3)   藤本　想果 (4)   佐藤　伶菜 (3)   大霜　香歩 (4)   加藤　早紀 (4)   伊東　明音 (4)   川下　留菜 (4)   大島　梨紗子(4)

  児玉　彩希 (4)   岡野　知佳 (4)   濱砂　千咲 (4)   佐藤　萌 (4)   西山　朱音 (4)   角田　彩佳 (4)   柴田　梨帆 (4)   赤峰　結夏 (4)

20071103 ５・６年女子共通 大分中央陸上Ａ 53.98 わくわくクＡ 57.02 中津陸上Ａ 57.73 大分中央陸上Ｂ 57.94 臼杵ジュニア 57.99 三重町陸上Ａ 58.78 佐伯東陸上 58.93 佐伯陸上Ａ 59.30

4×100mR 　田中　慶子 (6) 県小新 　薬師寺　香帆(6) 　酒井　友理 (5) 　高橋　美理 (5) 　川上　万鈴 (6) 　堤　えり (6) 　黒田　千紘 (6) 　下川　史恵 (5)

　緒賀　悠 (6) 大会新 　長瀬　理沙 (5) 　小田　千夏 (5) 　津野　友香 (6) 　山本　美和 (6) 　森田　侑莉 (6) 　成松　栞 (5) 　原　京子 (5)

　三重野　真美(6) 　田村　真里菜(6) 　山下　りさ (6) 　冨松　南那 (6) 　川辺　実香 (6) 　工藤　遥菜 (6) 　染矢　早貴 (6) 　萩平　千尋 (6)

　三浦　真子 (6) 　久保田　瑞穂(6) 　曽我　由紀 (5) 　足立　紗矢香(5) 　亀田　渚 (6) 　生野　遥 (6) 　近澤　萌 (6) 　田鹿　未菜 (6)

20071103 ５・６年女子共通 近澤　萌 (6) 4m40 -0.2 小寺　里奈 (6) 3m92 +0.2 上野　沙希那 (6) 3m80 +1.4 小田　麻由 (5) 3m77 -0.2 小松　日向 (5) 3m70 +0.4 二宮　美久 (6) 3m69 +0.1 竹中　裟也香 (5) 3m59 +0.1 間地　美月 (5) 3m55 +0.4

走幅跳 大分：佐伯東陸上 大分：西上浦陸上 大分：杵築市陸上 大分：渡町台陸上 大分：別府朝日陸上 大分：別府朝日陸上 大分：渡町台陸上 大分：大分中央陸上

20071103 ５・６年女子共通 岩佐　春花 (6) 1m23 薬師寺　並 (6) 1m20 山本　純香 (6) 1m20 吉田　里華 (6) 1m20 新留　麻友 (6) 1m15 河野　萌々子 (5) 1m10 山口　紗苗 (5) 1m10 安達　清子 (6) 1m05

走高跳 大分：鶴岡陸上 大分：別府市陸上 大分：鶴岡陸上 大分：別府市陸上 大分：鶴岡陸上 大分：渡町台陸上 大分：別府市陸上 大分：四日市南ク

20071103 ５・６年女子共通 染矢　早貴 (6) 32m08 重光　優希 (6) 29m49 堀部　千翔 (5) 23m01 安部　史香 (5) 22m68 嶋原　奈々 (6) 18m30 束野　美咲 (6) 13m49

ジャベリックスロー 大分：佐伯東陸上 大分：国東クラブ 大分：国東クラブ 大分：渡町台陸上 大分：佐伯東陸上 大分：杵築市陸上

優秀選手 6年女子1000ｍ　上杉　円香（わくわくｸﾗﾌﾞ） 3年女子1000ｍ　工藤　杏華（三重町陸上） トラック審判長 首藤　秀能

フィールド審判長 村上　孝生

記録主任 田崎　弘宣

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

場　所　：大分スポーツ公園 九州石油ドーム

第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会第３７回大分県小学生陸上競技選手権大会

３年女子

１０００ｍ

４年女子

１０００ｍ

５年女子

１０００ｍ

６年女子

１０００ｍ


