
第４回　大分県小学生長距離記録会第４回　大分県小学生長距離記録会第４回　大分県小学生長距離記録会第４回　大分県小学生長距離記録会

期　　　日：２００９年２月１日期　　　日：２００９年２月１日期　　　日：２００９年２月１日期　　　日：２００９年２月１日

競技会場：大分市営陸上競技場競技会場：大分市営陸上競技場競技会場：大分市営陸上競技場競技会場：大分市営陸上競技場

3年女子1000ｍ3年女子1000ｍ3年女子1000ｍ3年女子1000ｍ 3年男子1000ｍ3年男子1000ｍ3年男子1000ｍ3年男子1000ｍ

県記録県記録県記録県記録 3.33.453.33.453.33.453.33.45 安部　実伽子 （2008） 大分中央陸上安部　実伽子 （2008） 大分中央陸上安部　実伽子 （2008） 大分中央陸上安部　実伽子 （2008） 大分中央陸上 県記録県記録県記録県記録 3.32.163.32.163.32.163.32.16 奈良　亮 （2008） 大分市長距離教室奈良　亮 （2008） 大分市長距離教室奈良　亮 （2008） 大分市長距離教室奈良　亮 （2008） 大分市長距離教室

順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 3.33.78 仲道　彩音 ﾅｶﾐﾁ ｱﾔﾈ 鴛野陸上 1

3.27.46

学年新記

佐藤　亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 佐伯陸上

2 3.41.71 山際　七海 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾅﾐ わくわく 2

3.29.11

学年新記

後藤　仁 ｺﾞﾄｳ ｼﾞﾝ わくわく

3 3.47.20 古荘　理恵 ﾌﾙｼｮｳ ﾘｴ 鴛野陸上 3 3.38.62 三戸　駿輝 ﾐﾄ　ｼｭﾝｷ 大分市立桃園小

4 3.50.33 永藪　あおい ﾅｶﾞヤﾌﾞ ｱｵｲ 三光陸上 4 3.39.17 若林　将希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ わくわく

5 3.51.50 上杉　なごみ ｳｴｽｷﾞ ﾅｺﾞﾐ わくわく 5 3.39.92 川口　祥史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 大分中央陸上

6 3.58.62 金子　史絵奈 ｶﾈｺ ｼｴﾅ 大分中央陸上 6 3.43.29 梅田　凱斗 ｳﾒﾀﾞ ｶｲﾄ わくわく

7 4.00.86 原田　穂香 ﾊﾗﾀﾞ ﾎﾉｶ 臼杵ジュニア 7 3.51.61 阿部　鈴恩 ｱﾍﾞ ﾚｵﾝ 大分市立舞鶴小

8 4.05.82 市原　梨花 ｲﾁﾊﾗ ﾘｶ わくわく 8 3.51.88 中園　龍 ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｭｳ 三光陸上

4年女子1000ｍ4年女子1000ｍ4年女子1000ｍ4年女子1000ｍ 4年男子1000ｍ4年男子1000ｍ4年男子1000ｍ4年男子1000ｍ

県記録県記録県記録県記録 3.28.623.28.623.28.623.28.62 森田　侑莉 （2005） 三重町陸上森田　侑莉 （2005） 三重町陸上森田　侑莉 （2005） 三重町陸上森田　侑莉 （2005） 三重町陸上 県記録県記録県記録県記録 3.14.643.14.643.14.643.14.64 樋口　慎九郎 （2007） 三光陸上樋口　慎九郎 （2007） 三光陸上樋口　慎九郎 （2007） 三光陸上樋口　慎九郎 （2007） 三光陸上

順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 3.34.92 和貞　夢乃 ﾜｻﾀﾞ ﾕﾒﾉ 三光陸上 1 3.22.94 清松　拓真 ｷﾖﾏﾂ ﾀｸﾏ わくわく

2 3.37.08 南金山　美咲 ﾅﾝｷﾝｻﾞﾝ ﾐｻｷ 三光陸上 2 3.28.29 渡辺　政哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ わくわく

3 3.42.83 野々下　舞笑 ﾉﾉｼﾀ ﾏｴ 大分中央陸上 3 3.29.13 杉本　恵貴 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｷ 別府市陸上

4 3.53.82 下田　真子 ｼﾓﾀﾞ ﾏｺ 大分中央陸上 4 3.30.74 宮本　直樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 渡町ＪＡＣ

5 3.54.63 亘鍋　彩花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 臼杵ジュニア 5 3.31.07 大峯　　翼 ｵｵﾐﾈ ﾂﾊﾞｻ 大分中央陸上

6 3.55.07 薬師寺　祐稀 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳｷ わくわく 6 3.31.38 岐部　大也 ｷﾍﾞ ﾀﾞｲﾔ 大分中央陸上

7 3.55.94 椎葉　紋 ｼｲﾊﾞ ｱﾔ 三光陸上 7 3.37.99 本庄　優志 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｼ 三光陸上

8 3.58.41 小林　真琴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 挟間陸上 8 3.32.27 日野　雅也 ﾋﾉ ﾏｻﾔ 挟間陸上

5年女子1000ｍ5年女子1000ｍ5年女子1000ｍ5年女子1000ｍ 5年男子1000ｍ5年男子1000ｍ5年男子1000ｍ5年男子1000ｍ

県記録県記録県記録県記録 3.11.903.11.903.11.903.11.90 長瀬　理沙 （2008） わくわく長瀬　理沙 （2008） わくわく長瀬　理沙 （2008） わくわく長瀬　理沙 （2008） わくわく 県記録県記録県記録県記録 3.08.683.08.683.08.683.08.68 和久　敬明 （1998） わくわく和久　敬明 （1998） わくわく和久　敬明 （1998） わくわく和久　敬明 （1998） わくわく

順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 3.41.42 田崎　礼華 ﾀｻﾞｷ ｱﾔｶ 大分中央陸上 1 3.24.15 奥西　瑞希 ｵｸﾆｼ ﾐｽﾞｷ 三光陸上

2 3.41.73 若杉　優希 ﾜｶｽｷﾞ ﾕｳｷ 鴛野陸上 2 3.24.55 佐藤　賢太朗 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 大分中央陸上

3 3.42.00 久保田　智美 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾐ 鴛野陸上 3 3.25.86 佐藤　孝貴 ｻﾄｳ ｺｳｷ 三光陸上

4 3.42.59 首藤　紗英 ｼｭﾄｳ ｻｴ 別府朝日陸上 4 3.26.10 江藤　尚輝 ｴﾄｳ ﾅｵｷ わくわく

5 3.50.79 中野　圭穂 ﾅｶﾉ ｶﾎ 別府朝日陸上 5 3.31.22 麻生　勇介 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 挟間陸上

6 3.53.78 小池　佳菜 ｺｲｹ ｶﾅ 挟間陸上 6 3.35.97 興田　朋樹 ｵｷﾀ ﾄﾓｷ 別府朝日陸上

7 3.53.98 山口　くるみ ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 挟間陸上 7 3.38.04 佐方　沢 ｻｶﾀ ﾀク 大分長距離

8 3.55.30 後藤　祐衣 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲ 鴛野陸上 8 3.38.70 植田　啓太 ｳｴﾀﾞ ｹｲﾀ わくわく

6年女子1000ｍ6年女子1000ｍ6年女子1000ｍ6年女子1000ｍ 6年男子1000ｍ6年男子1000ｍ6年男子1000ｍ6年男子1000ｍ

県記録県記録県記録県記録 3.08.013.08.013.08.013.08.01 高橋　彩良 （2008） 三重町陸上高橋　彩良 （2008） 三重町陸上高橋　彩良 （2008） 三重町陸上高橋　彩良 （2008） 三重町陸上 県記録県記録県記録県記録 2.56.262.56.262.56.262.56.26 垣内　悠兵 （2005） わくわく垣内　悠兵 （2005） わくわく垣内　悠兵 （2005） わくわく垣内　悠兵 （2005） わくわく

順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 順位 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1

3.06.64

県新記録

長瀬　理沙 ﾅｶﾞｾ ﾘｻ わくわく 1 3.12.57 猪股　裕人 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛﾄ わくわく

2 3.27.07 福井　あかね ﾌｸｲ ｱｶﾈ わくわく 2 3.13.14 山際　樹 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀﾂｷ わくわく

3 3.27.88 司農　芽生 ｼﾉｳ ﾒｲ わくわく 3 3.14.92 野中　雄伍 ﾉﾅｶ ﾕｳｺﾞ 鴛野陸上

4 3.39.54 白石　佳奈子 ｼﾗｲｼ ｶﾅｺ 鴛野陸上 4 3.17.10 倉原　悠真 ｸﾗﾊﾗ ﾕｳﾏ 鴛野陸上

5 3.40.05 吉永　唯菜 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲﾅ わくわく 5 3.21.68 冨田　廉 ﾄﾐﾀ ﾚﾝ 臼杵ジュニア

6 3.42.72 平山　紗弥 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾔｶ 挟間陸上 6 3.23.61 斉高　真 ｻｲﾀｶ ﾏｺﾄ 佐伯陸上

7 3.44.42 麻生　夏美 ｱｿｳ ﾅﾂﾐ ななせ陸上 7 3.26.66 佐藤　凜太朗 ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 大分中央陸上

8 3.44.90 間地　美月 ﾏﾁﾞ ﾐﾂｷ 大分中央陸上 8 3.27.16 池田　尚樹 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 鶴岡陸上


