
第６回大分県小学生長距離記録会
2011/2/6

順位 記　　　録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　 属

1 3分54秒.89 70 吉良　瑞希 ｷﾗ ﾐｽﾞｷ 三重町陸上

2 3分57秒.38 67 小野　明日香 ｵﾉ ｱｽｶ 三重町陸上

3 4分07秒.74 54 迫　彩乃 ｻｺ ｱﾔﾉ 挟間陸上

4 4分10秒.26 47 阿部　友香 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 滝尾陸上

5 4分13秒.47 26 甲斐　千尋 ｶｲ ﾁﾋﾛ 鴛野陸上

6 4分21秒.48 105 安部　恵都 ｱﾍﾞ ｹｲﾄ 八幡陸上

7 4分26秒.67 68 麻生　真彩 ｱｿｳ ﾏｱﾔ 三重町陸上

8 4分28秒.63 113 清家　恵美 ｾｲｹ ﾒｸﾞﾐ 佐伯わくわく

9 4分45秒.49 104 溝尻　冴夏 ﾐｿﾞｼﾘ ｻﾔｶ 八幡陸上

DNS 48 竹永　実桜 ﾀｹﾅｶﾞ ﾐｵ 滝尾陸上

DNS 28 村上　麻里愛 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘｱ 鴛野陸上

DNS 27 中村　雅 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 鴛野陸上

DNS 84 井餘田　萌 ｲﾖﾀ ﾓｴ 臼杵ジュニア陸上

DNS 15 金子　絵美里 ｶﾈｺ ｴﾐﾘ 大分中央陸上

DNS 69 川邉　月瞳 ｶﾜﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 三重町陸上

３年生女子　１０００ｍ
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順位 記　　　録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　 属

1 3分36秒.95 74 高野　真心 ﾀｶﾉ ﾏﾅｶ 三重町陸上

2 3分39秒.87 77 田平　紅菜 ﾀﾋﾗ ｸﾚﾅ 三重町陸上

3 3分40秒.26 126 高田　あみ ﾀｶﾀ ｱﾐ 由布院小

4 3分42秒.23 16 松山　厘可 ﾏﾂﾔﾏ ﾘﾝｶ 大分中央陸上

5 3分42秒.54 76 神田　美沙 ｶﾝﾀﾞ ﾐｻ 三重町陸上

6 3分48秒.76 49 宮川　結衣 ﾐﾔｶﾜ ﾕｲ 滝尾陸上

7 3分49秒.10 98 末永　詩織 ｽｴﾅｶﾞ ｼｵﾘ 渡町ＪＡＣ

8 3分53秒.20 125 上尾　奈々 ｱｶﾞﾘｵ ﾅﾅ 大分中央陸上

9 3分55秒.15 71 工藤　千佳 ｸﾄﾞｳ ﾁｶ 三重町陸上

10 3分56秒.22 63 重光　優美 ｼｹﾞﾐﾂ ﾕｳﾐ ななせ陸上

11 3分58秒.33 19 長谷川　実柚 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕ 大分中央陸上

12 3分58秒.52 101 森本　温子 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｺ 鶴岡陸上

13 3分59秒.70 29 中村　真唯 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 鴛野陸上

14 4分01秒.53 30 赤峰　実来 ｱｶﾐﾈ ﾐｸ 鴛野陸上

15 4分04秒.81 106 寺原　亜郁 ﾃﾗﾊﾞﾙ ｱｲ 八幡陸上

16 4分06秒.65 32 是永　優花 ｺﾚﾅｶﾞ ﾕｳｶ 鴛野陸上

17 4分06秒.96 33 佐藤　唯夏 ｻﾄｳ ﾕｲｶ 鴛野陸上

18 4分08秒.93 7 荒金　秦羽 ｱﾗｶﾞﾈ ｶﾅﾊ 別府市陸上教室

19 4分09秒.62 107 小野　ちひろ ｵﾉ ﾁﾋﾛ 八幡陸上

20 4分11秒.01 97 岩崎　楓菜 ｲﾜｻｷ ﾌｳﾅ 渡町ＪＡＣ

21 4分16秒.08 17 広瀬　菜月 ﾋﾛｾ ﾅﾂｷ 大分中央陸上

22 4分19秒.72 61 大石　悠乃 ｵｵｲｼ ﾕﾉ ななせ陸上

23 4分20秒.73 18 阿部　あすか ｱﾍﾞ ｱｽｶ 大分中央陸上

24 4分29秒.83 62 近藤　楓 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ ななせ陸上

25 4分36秒.05 31 衛藤　優香 ｴﾄｳ ﾕｳｶ 鴛野陸上

DNS 86 向畑　結衣 ﾑｺﾊﾀ ﾕｲ 臼杵ジュニア陸上

DNS 85 五嶋　梨沙 ｺﾞｼﾏ ﾘｻ 臼杵ジュニア陸上

DNS 8 山村　愛里 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾘｻ 別府市陸上教室

DNS 4 江藤　聖菜 ｴﾄｳ ｾﾅ 院内陸上

DNS 72 麻生　梨都 ｱｿｳ ﾘｽﾞ 三重町陸上

DNS 73 山口　紗都美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 三重町陸上

DNS 75 長澤　京香 ﾅｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 三重町陸上

４年生女子　１０００ｍ
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1 3分27秒.72 115 山際　七海 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾅﾐ 佐伯わくわく

2 3分32秒.98 78 大野　美咲 ｵｵﾉ ﾐｻｷ 三重町陸上

3 3分33秒.14 37 仲道　彩音 ﾅｶﾐﾁ ｱﾔﾈ 鴛野陸上

4 3分34秒.67 114 上杉　なごみ ｳｴｽｷﾞ ﾅｺﾞﾐ 佐伯わくわく

5 3分36秒.01 34 古荘　理恵 ﾌﾙｼｮｳ ﾘｴ 鴛野陸上

6 3分36秒.78 1 安部　琴美 ｱﾍﾞ ｺﾄﾐ 安心院陸上

7 3分37秒.27 95 神崎　信穂 ｶﾝｻﾞｷ ｼﾎ 渡町台陸上

8 3分37秒.98 116 市原　梨花 ｲﾁﾊﾗ ﾘｶ 佐伯わくわく

9 3分39秒.81 5 石川　野々子 ｲｼｶﾜ ﾉﾉｺ 院内陸上

10 3分42秒.45 94 川　歩未 ｶﾜ ｱﾕﾐ 渡町台陸上

11 3分42秒.96 50 鈴木　遥香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 滝尾陸上

12 3分43秒.65 88 神田　木綿 ｶﾝﾀﾞ ｺﾉﾒ 臼杵ジュニア陸上

13 3分46秒.21 87 三重野　美空 ﾐｴﾉ ﾐｸ 臼杵ジュニア陸上

14 3分46秒.41 51 安達　理沙 ｱﾀﾞﾁ ﾘｻ 滝尾陸上

15 3分47秒.63 35 河野　泉 ｺｳﾉ ｲｽﾞﾐ 鴛野陸上

16 3分49秒.37 108 高原　若菜 ﾀｶﾊﾗ ﾜｶﾅ 八幡陸上

17 3分52秒.63 36 荒金　万由子 ｱﾗｶﾞﾈ ﾏﾕｺ 鴛野陸上

18 3分52秒.83 9 吉松　美穂 ﾖｼﾏﾂ ﾐﾎ 別府市陸上教室

19 3分59秒.36 21 安部　実伽子 ｱﾍﾞ ﾐｶｺ 大分中央陸上

20 4分06秒.69 79 田平　詩菜 ﾀﾋﾗ ｼｲﾅ 三重町陸上

21 4分07秒.31 124 宮崎　紀杏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 大分中央陸上

22 4分08秒.25 96 阿部　はな ｱﾍﾞ ﾊﾅ 渡町台陸上

23 4分08秒.44 102 河原　美優 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾕ 鶴岡陸上

24 4分09秒.78 6 本田　夕貴 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 院内陸上

25 4分23秒.52 3 佐藤　里菜 ｻﾄｳ ﾘﾅ 安心院陸上

26 4分25秒.31 38 若杉　朋佳 ﾜｶｽｷﾞ ﾄﾓｶ 鴛野陸上

27 4分27秒.40 89 原田　穂香 ﾊﾗﾀﾞ ﾎﾉｶ 臼杵ジュニア陸上

28 4分37秒.79 10 江口　幸花 ｴｸﾞﾁ ｻﾁｶ 別府市陸上教室

29 4分38秒.34 14 高倉　未遥 ﾀｶｸﾗ ﾐﾊﾙ 別府朝日陸上

30 4分38秒.56 90 桑原　果林 ｸﾜﾊﾗ ｶﾘﾝ 臼杵ジュニア陸上

31 4分55秒.95 39 村上　結里愛 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｱ 鴛野陸上

DNS 109 神田　里緒 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 八幡陸上

DNS 55 百田　桃野 ﾋｬｸﾀﾞ ﾓﾓﾉ 挟間陸上

DNS 118 清家　生美 ｾｲｹ ｲｸﾐ 佐伯わくわく

DNS 40 照岡　未来 ﾃﾙｵｶ ﾐｸ 鴛野陸上

DNS 52 米田　菜央 ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵ 滝尾陸上

DNS 117 柳生　彩乃 ﾔｷﾞｭｳ ｱﾔﾉ 佐伯わくわく

DNS 110 神田　季未子 ｶﾝﾀﾞ ｷﾐｺ 八幡陸上

2 石川　茉由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 安心院陸上

20 金子　史絵奈 ｶﾈｺ ｼｴﾅ 大分中央陸上

13 中村　美奈 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅ 別府朝日陸上
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1 3分24秒.13 80 工藤　杏華 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｶ 三重町陸上

2 3分31秒.82 81 阿南　芳 ｱﾅﾝ ｶｵﾙ 三重町陸上

3 3分35秒.81 57 牧　あかり ﾏｷ ｱｶﾘ 挟間陸上

4 3分37秒.28 22 竹下　夏海 ﾀｹｼﾀ ﾅﾂﾐ 大分中央陸上

5 3分37秒.42 41 佐用　瑠衣 ｻﾖｳ ﾙｲ 鴛野陸上

6 3分37秒.55 64 白石　愛莉 ｼﾗｲｼ ｱｲﾘ ななせ陸上

7 3分37秒.66 119 大島　楓子 ｵｵｼﾏ ﾌｳｺ 佐伯わくわく

8 3分37秒.90 58 朝久野　紗英 ｱｻｸﾉ ｻｴ 挟間陸上

9 3分38秒.40 23 下田　真子 ｼﾓﾀﾞ ﾏｺ 大分中央陸上

10 3分38秒.68 43 川合　南実 ｶﾜｲ ﾐﾅﾐ 鴛野陸上

11 3分43秒.37 42 三浦　友舞 ﾐｳﾗ ﾕﾏ 鴛野陸上

12 3分46秒.74 56 平野　菜緒 ﾋﾗﾉ ﾅｵ 挟間陸上

13 3分47秒.12 120 後藤　冴香 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 佐伯わくわく

14 3分48秒.21 53 河野　里佳 ｶﾜﾉ ﾘｶ 滝尾陸上

15 3分48秒.42 11 松本　えな ﾏﾂﾓﾄ ｴﾅ 別府市陸上教室

16 3分53秒.61 91 宮﨑　樹羅 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾗ 臼杵ジュニア陸上

17 3分55秒.93 92 大戸　悠里衣 ﾈｷﾞ ﾕﾘｴ 臼杵ジュニア陸上

18 3分56秒.13 99 廣瀬　友葵 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 渡町ＪＡＣ

19 3分57秒.70 111 大澤　佳湖 ｵｵｻﾜ ｶｺ 八幡陸上

20 3分58秒.14 82 工藤　由鯉子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾘｺ 三重町陸上

21 4分01秒.14 25 野々下　舞笑 ﾉﾉｼﾀ ﾏｴ 大分中央陸上

22 4分01秒.78 59 二宮　美彩 ﾆﾉﾐﾔ ﾐｻ 挟間陸上

23 4分03秒.15 24 南　　　華夏 ﾐﾅﾐ ｶﾅ 大分中央陸上

24 4分03秒.96 123 薬師寺　祐稀 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳｷ 佐伯わくわく

25 4分08秒.25 60 小林　真琴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 挟間陸上

26 4分23秒.23 66 波多野　圭純 ﾊﾀﾉ ｶｽﾐ ななせ陸上

27 4分31秒.21 103 大島　千歩 ｵｵｼﾏ ﾁﾎ 鶴岡陸上

DNS 12 平野　美憂 ﾋﾗﾉ ﾐﾕｳ 別府市陸上教室

DNS 65 橋本　千輝 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ ななせ陸上

DNS 46 興梠　渚 ｺｵﾛｷﾞ ﾅｷﾞｻ 鴛野陸上

DNS 122 川野　ひな ｶﾜﾉ ﾋﾅ 佐伯わくわく

DNS 45 赤峰　純菜 ｱｶﾐﾈ ｼﾞｭﾝﾅ 鴛野陸上

DNS 100 岩崎　帆香 ｲﾜｻｷ ﾎﾉｶ 渡町ＪＡＣ

DNS 121 真田　茉弥佳 ｻﾅﾀﾞ ﾏﾔｶ 佐伯わくわく

DNS 44 入田　楓 ﾆｭｳﾀ ｶｴﾃﾞ 鴛野陸上

DNS 93 亘鍋　彩花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 臼杵ジュニア陸上

DNS 112 岩佐　菜津美 ｲﾜｻ ﾅﾂﾐ 八幡陸上

DNS 83 富樫　葵 ﾄｶﾞｼ ｱｵｲ 三重町陸上

６年生女子　１０００ｍ
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1 3'33''.61 153 宮崎　魁舟 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲｼｭｳ 大分中央陸上

2 3'34''.19 121 三重野　颯 ﾐｴﾉ ﾊﾔﾃ 佐伯わくわく

3 3'38''.48 61 田口　直樹 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 三重町陸上

4 3'38''.85 138 太田　瑠星 ｵｵﾀ ﾘｭｳｾｲ 丹生小

5 3'42''.29 120 梅田　篤史 ｳﾒﾀﾞ ｱﾂｼ 佐伯わくわく

6 3'43''.04 139 山口　和真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 丹生小

7 3'43''.14 1 江口　凱也 ｴｸﾞﾁ ｶｲﾔ 安心院陸上

8 3'44''.21 49 麻生　裕紀 ｱｿｳ ﾋﾛﾉﾘ 挟間陸上

9 3'44''.23 108 新留　康友 ｼﾝﾄﾒ ﾔｽﾄﾓ 鶴岡陸上

10 3'44''.87 97 阿南　誠治 ｱﾅﾝ ｾｲｼﾞ 渡町台陸上

11 3'48''.20 13 岐部　　 翔 ｷﾍﾞ ｶｹﾙ 大分中央陸上

12 3'48''.53 62 和田　慧悟 ﾜﾀﾞ ｹｲｺﾞ 三重町陸上

13 3'48''.82 98 重石　拓郎 ｼｹﾞｲｼ ﾀｸﾛｳ 渡町台陸上

14 3'49''.67 84 五嶋　祥大 ｺﾞｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 臼杵ジュニア陸上

15 3'52''.55 140 首藤　滉士郎 ｼｭﾄｳ ｺｳｼﾛｳ 丹生小

16 3'53''.10 146 内海　宏太 ｳﾁｳﾐ ｺｳﾀ 舞鶴小

17 3'53''.34 141 佐々木　勇太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 丹生小

18 3'56''.59 30 仲道　拓未 ﾅｶﾐﾁ ﾀｸﾐ 鴛野陸上

19 3'56''.72 4 山﨑　航暉 ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 院内陸上

20 3'56''.94 145 竹下　凛 ﾀｹｼﾀ ﾘﾝ 舞鶴小

21 3'57''.31 2 安部　雅人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 安心院陸上

22 3'58''.22 99 清家　聖也 ｾｲｹ ﾏｻﾔ 渡町台陸上

23 4'01''.39 100 福永　樹 ﾌｸﾅｶﾞ ｲﾂｷ 渡町台陸上

24 4'01''.62 65 信貴　直人 ｼｷﾞ ﾅｵﾄ 三重町陸上

25 4'01''.96 14 畔津　佑汰 ｱｾﾞﾂ ﾕｳﾀ 大分中央陸上

26 4'02''.28 64 首藤　充希 ｼｭﾄｳ ﾐｽﾞｷ 三重町陸上

27 4'10''.21 142 指原　悠真 ｻｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 丹生小

28 4'10''.47 15 宮本　幸輝 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 大分中央陸上

29 4'16''.83 143 幸　晃太郎 ﾕｷ ｺｳﾀﾛｳ 丹生小

30 4'20''.58 122 佐保　龍樹 ｻﾎ ﾘｭｳｼﾞｭ 佐伯わくわく

31 4'23''.10 16 竹下　　 凜 ﾀｹｼﾀ ﾘﾝ 大分中央陸上

32 4'23''.79 101 神崎　凌 ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳ 渡町台陸上

33 4'24''.06 10 河野　歩実 ｺｳﾉ ｱﾕﾐ 別府朝日陸上

34 4'35''.66 85 神田　伝央 ｶﾝﾀﾞ ﾂﾀｳ 臼杵ジュニア陸上

DNS 3 佐藤　颯太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 安心院陸上

DNS 147 小手川　諒 ｺﾃｶﾞﾜ ﾘｮｳ 舞鶴小

DNS 86 平林　太陽 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 臼杵ジュニア陸上

DNS 148 齊藤　そら ｻｲﾄｳ ｿﾗ 佐伯陸上

DNS 63 三浦　孝文 ﾐｳﾗ ﾀｶﾌﾐ 三重町陸上

DNS 137 小野　陸登 ｵﾉ ﾘｸﾄ 丹生小
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順位 記　　　録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　 属

1 3'24''.96 67 倉原　優太 ｸﾗﾊﾗ ﾕｳﾀ 三重町陸上

2 3'34''.02 20 北野　耀次郎 ｷﾀﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ 大分中央陸上

3 3'34''.48 123 清松　翔真 ｷﾖﾏﾂ ｼｮｳﾏ 佐伯わくわく

4 3'40''.38 124 後藤　駿平 ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 佐伯わくわく

5 3'40''.89 66 山崎　元汰 ﾔﾏｻｷ ｹﾞﾝﾀ 三重町陸上

6 3'41''.69 125 古賀　祐紀 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 佐伯わくわく

7 3'45''.14 17 甲斐　迅人 ｶｲ ﾊﾔﾄ 大分中央陸上

8 3'46''.95 8 山口　颯大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 別府市陸上教室

9 3'48''.21 89 川野　聖雅 ｶﾜﾉ ｾｲｶﾞ 臼杵ジュニア陸上

10 3'48''.41 19 小野　力矢 ｵﾉ ﾘｷﾔ 大分中央陸上

11 3'49''.67 87 足立　龍哉 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 臼杵ジュニア陸上

12 3'51''.87 53 篠原　大晟 ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ ななせ陸上

13 3'57''.06 31 田野　駿介 ﾀﾉ ｼｭﾝｽｹ 鴛野陸上

14 3'59''.95 18 足立　岳大 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 大分中央陸上

15 4'03''.31 150 三浦　知晃 ﾐｳﾗ　ﾄﾓｱｷ 明治北小

16 4'06''.89 32 木津　達也 ｷﾂﾞ ﾀﾂﾔ 鴛野陸上

17 4'09''.46 109 河野　呼人 ｶﾜﾉ ﾖﾋﾄ 鶴岡陸上

18 4'12''.33 151 佐藤　仲善 ｻﾄｳ ﾅｶﾖｼ 明野西小

19 4'14''.65 34 今冨　裕太 ｲﾏﾄﾐ ﾕｳﾀ 鴛野陸上

20 4'52''.53 136 井戸口　明樹 ｲﾄﾞｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 丹生小

DNS 48 佐藤　初秀 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋﾃﾞ 滝尾陸上

DNS 102 宮里　勝竜 ﾐﾔｻﾄ ｼｮｳﾘ 渡町台陸上

DNS 33 角熊　晃希 ﾂﾉｸﾏ ｺｳｷ 鴛野陸上

DNS 7 山上　雄己 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｷ 別府市陸上教室

DNS 88 川邉　裕次朗 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 臼杵ジュニア陸上

DNS 90 亘鍋　龍輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ 臼杵ジュニア陸上
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順位 記　　　録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　 属

1 3'20''.89 69 阿南　凌也 ｱﾅﾝ ﾘｮｳﾔ 三重町陸上

2 3'23''.05 22 川口　祥史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 大分中央陸上

3 3'23''.48 68 佐藤　龍也 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾔ 三重町陸上

4 3'25''.31 126 平瀬　龍太郎 ﾋﾗｾ ﾘｮｳﾀﾛｳ 佐伯わくわく

5 3'25''.58 36 松川　拓朗 ﾏﾂｶﾜ ﾀｸﾛｳ 鴛野陸上

6 3'26''.45 55 岡田　颯太 ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ ななせ陸上

7 3'28''.64 35 佐藤　周也 ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 鴛野陸上

8 3'29''.57 127 後藤　仁 ｺﾞﾄｳ ｼﾞﾝ 佐伯わくわく

9 3'29''.89 54 梅田　祥伍 ｳﾒﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ななせ陸上

10 3'30''.19 21 宮村　真史 ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 大分中央陸上

11 3'30''.29 9 安部　将人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 別府市陸上教室

12 3'30''.62 91 陶山　一輝 ｽﾔﾏ ｶｽﾞｷ 臼杵ジュニア陸上

13 3'30''.90 37 興梠　泰知 ｺｵﾛｷﾞ ﾀｲﾁ 鴛野陸上

14 3'35''.67 135 指原　諒平 ｻｼﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ 丹生小

15 3'37''.64 50 小原　滉太 ｵﾊﾗ ｺｳﾀ 挟間陸上

16 3'37''.79 110 米澤　怜央 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾚｵ 鶴岡陸上

17 3'38''.39 134 原　慶太郎 ﾊﾗ ｹｲﾀﾛｳ 丹生小

18 3'39''.93 113 笠村　亮介 ｶｻﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 八幡陸上

19 3'43''.21 56 川上　隆治 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ ななせ陸上

20 3'43''.52 70 伊井　勇成 ｲｲ ﾕｳｾｲ 三重町陸上

21 3'46''.28 72 渡辺　翼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 三重町陸上

22 3'46''.61 133 小野　知大 ｵﾉ ﾁﾋﾛ 丹生小

23 3'47''.42 128 梅田　凱斗 ｳﾒﾀﾞ ｶｲﾄ 佐伯わくわく

24 3'51''.53 73 大里　治誉 ｵｵｻﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 三重町陸上

25 4'03''.72 57 河野　詞也 ｶﾜﾉ ﾌﾐﾔ ななせ陸上

26 4'12''.62 5 安松　　良 ﾔｽﾏﾂ ﾘｮｳ 院内陸上

27 4'20''.09 23 甲斐　夢人 ｶｲ ﾕﾒﾄ 大分中央陸上

28 4'20''.65 152 足立　崚真 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 大分中央陸上

29 4'22''.36 71 竹内　直之 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾕｷ 三重町陸上

DNS 58 篠原　彰伸 ｼﾆﾊﾗ ｱｷﾉﾌﾞ ななせ陸上

DNS 92 吉田　竜也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 臼杵ジュニア陸上

DNS 59 彦久保　翔太 ﾋｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ ななせ陸上

DNS 114 溝尻　雅斗 ﾐｿﾞｼﾘ ﾏｻﾄ 八幡陸上

DNS 39 田中　悠斗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 鴛野陸上

DNS 38 西村　怜 ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ 鴛野陸上

DNS 51 山口　大和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 挟間陸上

DNS 129 若林　将希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 佐伯わくわく

DNS 103 宿野　圭佑 ｼｭｸﾉ ｹｲｽｹ 渡町台陸上

DNS 93 吉賀　治人 ﾖｼｶﾞ ﾊﾙﾄ 臼杵ジュニア陸上

DNS 74 加藤　諒馬 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ 三重町陸上
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順位 記　　　録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所　　　　 属

1 3'10''.47 130 清松　拓真 ｷﾖﾏﾂ ﾀｸﾏ 佐伯わくわく

2 3'10''.78 75 山田　真 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 三重町陸上

3 3'10''.96 76 土谷　智紀 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｷ 三重町陸上

4 3'11''.25 24 岐部　大也 ｷﾍﾞ ﾀﾞｲﾔ 大分中央陸上

5 3'12''.05 25 畔津　恵祐 ｱｾﾞﾂ ｹｲｽｹ 大分中央陸上

6 3'14''.08 40 田野　聡一朗 ﾀﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 鴛野陸上

7 3'21''.50 42 原口　雅也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 鴛野陸上

8 3'22''.63 52 日野　雅也 ﾋﾉ ﾏｻﾔ 挟間陸上

9 3'23''.12 95 上杉　仁 ｳｴｽｷﾞ ｼﾞﾝ 臼杵ジュニア陸上

10 3'24''.23 11 木村　航季 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 別府朝日陸上

11 3'25''.88 104 佐藤　春風 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 渡町台陸上

12 3'28''.45 41 幸野　秀平 ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 鴛野陸上

13 3'29''.54 77 佐藤　広大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 三重町陸上

14 3'30''.57 117 岩田　隼弥 ｲﾜﾀ ﾄｼﾔ 八幡陸上

15 3'30''.61 6 谷　　英喬 ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾀｶ 院内陸上

16 3'31''.14 106 坂本　幸駿 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄｼ 渡町ＪＡＣ

17 3'32''.75 111 上野　由太佳 ｳｴﾉ ﾕﾀｶ 鶴岡陸上

18 3'33''.09 94 亀井　大雅 ｶﾒｲ ﾀｲｶﾞ 臼杵ジュニア陸上

19 3'36''.07 43 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 鴛野陸上

20 3'36''.58 115 狩生　健太 ｶﾘｳ ｹﾝﾀ 八幡陸上

21 3'39''.93 116 山岡　空 ﾔﾏｵｶ ｿﾗ 八幡陸上

22 3'40''.14 26 三浦　崇太郎 ﾐｳﾗ ｿｳﾀﾛｳ 大分中央陸上

23 3'41''.27 78 神品　史輝 ｺｳｼﾞﾅ ﾌﾐﾃﾙ 三重町陸上

24 3'41''.52 79 神田　康太郎 ｶﾝﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 三重町陸上

25 3'41''.83 107 宮本　直樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 渡町ＪＡＣ

26 3'42''.71 149 阿部　侑哉 ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ 日出小

27 3'42''.92 131 渡辺　政哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 佐伯わくわく

28 3'43''.19 60 麻生　敏樹 ｱｿｳ ﾄｼｷ ななせ陸上

29 3'45''.75 12 河野　拓実 ｺｳﾉ ﾀｸﾐ 別府朝日陸上

30 3'49''.39 81 田口　翔平 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 三重町陸上

31 3'50''.58 27 藤内　裕夢 ﾄｳﾅｲ ﾋﾛﾑ 大分中央陸上

32 3'58''.20 45 斉藤　健介 ｻｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 鴛野陸上

33 3'59''.11 112 森本　拓実 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾐ 鶴岡陸上

34 4'07''.99 47 大津　勇太朗 ｵｵﾂ ﾕｳﾀﾛｳ 鴛野陸上

35 4'11''.43 119 寺嶋　敏也 ﾃﾗｼﾏ ﾄｼﾔ 八幡陸上

36 4'11''.66 144 吉田　快 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 舞鶴小

37 4'44''.71 28 北野　謙蔵 ｷﾀﾉ ｹﾝｿﾞｳ 大分中央陸上

DNS 29 佐藤　大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 大分中央陸上

DNS 46 山村　祐貴 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 鴛野陸上

DNS 80 麻生　大翔 ｱｿｳ ﾋﾛﾄ 三重町陸上

DNS 105 石橋　凌 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 渡町台陸上

DNS 44 倉住　豊富 ｸﾗｽﾞﾐ ﾕﾀｶ 鴛野陸上

DNS 96 矢野　悠斗 ﾔﾉ ﾕｳﾄ 臼杵ジュニア陸上

DNS 118 小畑　享慶 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶﾉﾘ 八幡陸上

DNS 132 清家　勝吾 ｾｲｹ ｼｮｳｺﾞ 佐伯わくわく

DNS 82 松本　康太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 三重町陸上

DNS 83 市川　翔大 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 三重町陸上
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