
第５回　大分県小学生長距離記録会第５回　大分県小学生長距離記録会第５回　大分県小学生長距離記録会第５回　大分県小学生長距離記録会

期　　　日：２０１０年２月７日（日）期　　　日：２０１０年２月７日（日）期　　　日：２０１０年２月７日（日）期　　　日：２０１０年２月７日（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年男子1000ｍ3年男子1000ｍ3年男子1000ｍ3年男子1000ｍ 3年女子1000ｍ3年女子1000ｍ3年女子1000ｍ3年女子1000ｍ

県記録県記録県記録県記録 3.23.663.23.663.23.663.23.66 佐藤  亮太（2009） 佐伯陸上佐藤  亮太（2009） 佐伯陸上佐藤  亮太（2009） 佐伯陸上佐藤  亮太（2009） 佐伯陸上 県記録県記録県記録県記録 3.30.313.30.313.30.313.30.31 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

順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属

1 3.30.49 長尾  壮一郎 佐伯わくわく 1 3.36.80 高野　真心 三重町陸上

2 3.34.87 北野　耀次郎 大分市長距離教室 2 3.45.71 田平　紅菜 三重町陸上

3 3.35.81 倉原　優太 三重町陸上 3 3.47.11 松山　厘可 大分中央陸上

4 3.42.71 清松　翔真 佐伯わくわく 4 3.50.78 神田　美沙 三重町陸上

5 3.46.44 山崎　元汰 三重町陸上 5 3.57.49 重光　優美 Ｎスポななせ陸上

6 3.46.80 神徳　元太 臼杵ジュニア陸上 6 4.03.22 江藤　聖菜 院内陸上

7 3.49.38 亘鍋　龍輝 臼杵ジュニア陸上 7 4.06.29 平岡　優利奈 臼杵ジュニア陸上

8 3.49.73 後藤　駿平 佐伯わくわく 8 4.20.70 中村　真唯 鴛野陸上

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

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 県記録県記録県記録県記録 3.25.173.25.173.25.173.25.17 安部　実伽子 （2009） 大分中央陸上安部　実伽子 （2009） 大分中央陸上安部　実伽子 （2009） 大分中央陸上安部　実伽子 （2009） 大分中央陸上

順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属

1 3.16.94 佐藤　亮太 佐伯陸上 1

3.18.43

学年新記

安部　実伽子 大分中央陸上

2 3.24.84 後藤　仁 佐伯わくわく 2 3.26.65 山際　七海 佐伯わくわく

3 3.25.22 宿野　圭佑 渡町台陸上 3 3.31.43 仲道　彩音 鴛野陸上

4 3.31.30 其田　智遼 大分大付属小 4 3.36.73 大野　美咲 三重町陸上

5 3.31..98 梅田　凱斗 佐伯わくわく 5 3.37.24 上杉　なごみ 佐伯わくわく

6 3.32.38 渡辺　翼 三重町陸上 6 3.38.95 金子　史絵奈 大分中央陸上

7 3.32.74 佐藤　龍也 三重町陸上 7 3.43.37 古荘　理恵 鴛野陸上

8 3.33.12 三戸　駿輝 桃園小 8 3.44.12 石川　野々子 院内陸上

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

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 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

順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属

1 3.12.00 神田　康太郎 三重町陸上 1 3.30.62 工藤　由鯉子 三重町陸上

2 3.14.49 土谷　智紀 三重町陸上 2 3.32.15 野々下　舞笑 大分中央陸上

3 3.16.07 渡辺　政哉 佐伯わくわく 3 3.32.53 阿南　芳 三重町陸上

4 3.20.53 阿部　侑哉 日出町陸上教室 4 3.37.02 亘鍋　彩花 臼杵ジュニア陸上

5 3.22.09 岐部　大也 大分中央陸上 5 3.41.64 牧　あかり 挾間陸上

6 3.23.44 山田　真 三重町陸上 6 3.42.76 橋本　千輝 Ｎスポななせ陸上

7 3.23.76 清松　拓真 佐伯わくわく 7 3.46.83 二宮　美彩 挾間陸上

8 3.32.48 田野　聡一朗 鴛野陸上 8 3.47.14 竹下　夏海 大分中央陸上

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

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 県記録県記録県記録県記録 3.06.443.06.443.06.443.06.44 長瀬　理沙 （2009） わくわく長瀬　理沙 （2009） わくわく長瀬　理沙 （2009） わくわく長瀬　理沙 （2009） わくわく

順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属

1 3.04.78 麻生　勇介 挾間陸上 1 3.24.29 神田　夏穂 三重町陸上

2 3.07.54 岩永　春紀 三重町陸上 2 3.27.32 兒玉　彩希 臼杵ジュニア陸上

3 3.12.16 薬師寺　祥 大分中央陸上 3 3.28.62 壱岐　祥英 臼杵ジュニア陸上

4 3.15.22 古庄　和也 臼杵ジュニア陸上 4 3.30.53 後藤　萌 院内陸上

5 3.19.05 石本　大歩 三重町陸上 5 3.30.88 伊東　明音 三重町陸上

6 3.19.35 石川　貴久 安心院陸上 6 3.35.14 若杉　優希 鴛野陸上

7 3.20.26 倉原　公平 三重町陸上 7 3.36.14 釘宮　未歩 Ｎスポななせ陸上

8 3.20.57 神田　光喜 佐伯陸上 8 3.38.60 後藤　祐衣 鴛野陸上


