
平成１９年１２月９日（日）

場　所　：大分スポーツ公園九州石油ドーム

男　子男　子男　子男　子

日付 種目

20071209 １年男子１０００ｍ 倉原　優太 (1) 4.10.33 清松　翔真 (1) 4.11.73 小仲　翔真 (1) 4.22.88 今永　湧斗 (1) 4.24.28 後藤　駿平 (1) 4.37.40 財津　佑汰 (1) 4.41.87 後藤　風希 (1) 5.06.87 有地　宏徳 (1) 5.22.45

大分：三重町陸上 大分：わくわくク 大分：院内陸上 大分：中津陸上 大分：わくわくク 大分：中津陸上 大分：わくわくク 大分：中津陸上

20071209 ２年男子１０００ｍ 松尾　慶太 (2) 3.44.59 藤井　大門 (2) 3.47.92 中園　龍 (2) 3.56.05 後藤　仁 (2) 3.59.61 高木　渓一郎 (2) 4.01.66 黒澤　元尊 (2) 4.02.53 平川　敦大 (2) 4.02.55 恩塚　幸之助 (2) 4.07.38

大分：三光陸上 大分：松浦小ク 大分：中津陸上 大分：わくわくク 大分：院内陸上 大分：わくわくク 大分：中津陸上 大分：中津陸上

20071209 ３年男子１０００ｍ 土谷　智紀 (3) 3.34.90 大峯　翼 (3) 3.36.23 奈良　亮 (3) 3.36.93 恩塚　真太郎 (3) 3.44.41 河野　拓実 (3) 3.45.71 山田　真 (3) 3.49.81 清松　拓真 (3) 3.52.64 渡辺　政哉 (3) 3.53.77

大分：三重町陸上 大分：大分長距離教 大分：大分長距離教 大分：中津陸上 大分：別府朝日陸上 大分：三重町陸上 大分：わくわくク 大分：わくわくク

20071209 ４年男子１０００ｍ 木村　隼太 (4) 3.18.31 新穂　天志 (4) 3.18.60 清水　航希 (4) 3.32.23 後藤　康成 (4) 3.34.28 江藤　尚輝 (4) 3.35.05 麻生　勇介 (4) 3.36.44 岡本　直幸 (4) 3.37.47 佐藤　孝貴 (4) 3.39.98

大分：三光陸上 大分：三光陸上 大分：大野翼ク 大分：大野翼ク 大分：わくわくク 大分：挾間陸上 大分：三光陸上 大分：三光陸上

20071209 ５年男子１５００ｍ 高柿　康平 (5) 5.06.21 田崎　将真 (5) 5.11.51 永松　元気 (5) 5.13.26 古澤　叡 (5) 5.14.82 渡辺　拓也 (5) 5.15.88 渡辺　凌 (5) 5.16.91 山際　樹 (5) 5.22.69 三宮　寛輝 (5) 5.24.30

大分：三光陸上 大分：三重町陸上 大分：中津陸上 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：わくわくク 大分：大野翼ク

６年男子１５００ｍ 安部　優佑 (6) 4.47.91 鳥倉　覧維 (6) 5.02.51 大津　貴俊 (6) 5.03.06 小代　幸生 (6) 5.04.10 宮本　敬一 (6) 5.05.02 首藤　誠一朗 (6) 5.08.45 後藤　綾介 (6) 5.13.32 冨田　誠 (6) 5.13.43

大分：大分中央陸上 大分：三重町陸上 大分：挾間陸上 大分：大野翼ク 大分：わくわくク 大分：挾間陸上 大分：大野翼ク 大分：三重町陸上

女子女子女子女子

日付 種目

20071209 １年女子１０００ｍ 梅高　真菜 (1) 4.57.82

大分：中津陸上

20071209 ２年女子１０００ｍ 安部　実伽子 (2) 3.47.60 山際　七海 (2) 4.00.17 兒玉　芽生 (2) 4.08.44 上杉　なごみ (2) 4.13.46 卜部　智衣 (2) 4.15.77 原田　穂香 (2) 4.21.55 古荘　理恵 (2) 4.30.31 岡本　あずみ (2) 4.33.06

大分：大分中央陸上 大分：わくわくク 大分：臼杵ジュニア 大分：わくわくク 大分：挾間陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：鴛野陸上 大分：中津陸上

20071209 ３年女子１０００ｍ 工藤　杏華 (3) 3.40.47 富樫　 葵 (3) 3.49.16 工藤　由鯉子 (3) 3.51.28 阿南　 芳 (3) 3.52.11 亘鍋　彩花 (3) 4.00.25 田崎　夢依 (3) 4.01.90 佐用　瑠衣 (3) 4.01.94 赤嶺　このみ (3) 4.03.56

大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：三重町陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：三重町陸上 大分：鴛野陸上 大分：三重町陸上

20071209 ４年女子１０００ｍ 伊東　明音 (4) 3.35.52 兒玉　彩希 (4) 3.36.05 岡野　知佳 (4) 3.38.02 佐藤　萌 (4) 3.38.92 壱岐　祥英 (4) 3.46.73 小池　加菜 (4) 3.48.90 川邊　綺音 (4) 3.55.78 佐藤　茉奈 (4) 4.00.82

大分：三重町陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：大分中央陸上 大分：三光陸上 大分：臼杵ジュニア 大分：挾間陸上 大分：三重町陸上 大分：Nスポーツク

20071209 ５年女子１５００ｍ 高橋　彩良 (5) 5.07.94 工藤　佑華 (5) 5.09.17 長瀬　理沙 (5) 5.10.27 後藤　美音 (5) 5.18.20 川野　智未 (5) 5.21.33 福井　あかね (5) 5.21.97 木本　舞 (5) 5.25.57 大戸　麻菜 (5) 5.30.70

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：わくわくク 大分：大分長距離教 大分：三重町陸上

20071209 ６年女子１５００ｍ 上杉　円香 (6) 5.01.03 森田　侑莉 (6) 5.03.54 工藤　遥菜 (6) 5.14.71 冨松　南那 (6) 5.22.84 堤　えり (6) 5.23.19 久保田　瑞穂 (6) 5.24.09 生野　遥 (6) 5.31.33 加藤　由梨佳 (6) 5.34.74

大分：わくわくク 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：わくわくク 大分：三重町陸上 大分：別府朝日陸上

トラック審判長 首藤　秀能

記録主任 田崎　弘宣
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第２回大分県小学生陸上記録会兼第10回全国小学生クロスカントリーリレー予選会


