
種　目 種別 記　録 風力 氏　　名 所 属 大会 年月日 記　録 風力 氏　　名 所 属 大会 年月日

小１ 16″69 ±0.0 森田　希夢 八代KAC 第8回 10.11.23 17″81 ±0.0 天水　美里 小郡陸上 第7回 08.11.16

小２ 15″88 +0.8 栗屋　大夢 大野小 第8回 09.11.8 16″13 +0.8 龍　　実由 大木AC 第7回 12.11.18

小３ 15″08 +0.4 栗屋　大夢 大野小 第7回 10.10.17 15″05 +0.5 成松　莉子 チャレンジみなまた 第5回 12.9.23

小４ 14″22 +0.4 藤野　雄大 山口FSL 第8回 15.11.15 14″46 ±0.0 兒玉　芽生 臼杵ジュニア 第3回 09.6.7

小５ 13″21 +0.8 吉田　智士 大在かけっ子ク 第5回 19.11.10 13″78 -1.6 堀尾　采愛 大在かけっ子 第7回 18.10.21

小６ 12″25 +0.9 佐藤 賢太朗 大分中央陸上 第3回 09.6.7 13″10 ±0.0 藤原　千櫻 別府朝日陸上 第4回 19.10.20

中学 10″98 ±0.0 永沼　賢治 チーム大分 第6回 08.9.23 12″44 +1.4 大平穂乃佳 坂ノ市中 第2回 13.5.12

高校・一般 10″53 +1.2 小野　裕太 九州情報大 第7回 06.10.15 11″97 +0.7 藤田　知香 チーム大分 第6回 08.9.23

中学 23″60 -0.5 山本　未来 中津城北中 第3回 15.6.14 26″72 +0.8 西原　千夏 今津中 第2回 14.6.22

高校・一般 21″83 +0.1 梅崎龍之介 有明高専 第3回 15.6.14 25″74 +1.2 森山　穂南 藤蔭高 第2回 19.6.9

中学 50″95 田中　智也 基山中 第6回 08.9.23 59″22 加来 さくら 志免町陸友会 第5回 19.11.10

高校・一般 47″43 岩城　拓磨 八女工高 第5回 13.9.22 57″22 久保井さくら 近大附福岡高 第5回 19.11.10

小４ 2′33″22 宮本　真道 豊後高田陸上 第5回 21.11.14 2′31″29 城戸　優里 なかつ楽走C 第4回 19.10.20

小５ 2′29″98 伊藤　　煌 わさだ夢 第5回 21.11.14 2′38″11 高橋　　蘭 臼杵ジュニア 第5回 21.11.14

小６ 2′17″72 林　　聖也 なかつ楽走C 第4回 19.10.20 2′23″67 城戸　優里 なかつ楽走C 第4回 21.10.17

中学 1′59″49 松木　大地 日田東部中 第4回 10.7.25 2′17″49 市川　碧花 福岡城南中 第3回 17.6.11

高校・一般 1′51″10 山夲　悠矢 大分大医学部 第2回 19.6.9 2′16″08 荒川　亜美 日田高 第7回 09.10.18

小３ 3′24″33 有薗　滉陽 田尻小 第6回 11.9.23 3′29″49 庭瀬　沙耶 Nクラブ 第5回 13.9.22

小４ 3′15″07 有薗　滉陽 田尻小 第7回 12.11.18 3′18″55 城戸　優里 中津楽走倶楽部 第5回 19.11.10

小５ 3′08″48 有薗　滉陽 田尻小 第6回 13.10.20 3′13″67 松本　明莉 田尻小 第9回 15.12.6

小６ 2′53″34 渡邊　亮斗 稲田小 第8回 16.11.20 3′01″24 松本　明莉 大分中央陸上 第8回 16.11.20

中学 4′09″61 鬼塚　大翔 飯塚第一中 第2回 18.5.13 4′35″27 市川　碧花 福岡城南中 第3回 18.6.10

高校・一般 3′47″61 中村信一郎 九電工 第1回 19.4.21 4′28″97 高田　鮎実 キャノンAC九州 第1回 12.4.22

中学 8′53″03 小野　知大 坂ノ市中 第1回 14.4.20 9′44″31 井上　佳恵 東峰中 第6回 10.9.23

高校・一般 8′13″72 大塚　祥平 九電工 第1回 17.4.23 9′16″10 メリー・ワンガリ 立命館APU 第8回 06.11.12

5000m 高校・一般 14′40″25 田吹　隆一 日田市役所 第8回 16.11.20 16′22″08 酒井　美玖 北九州市立高 第5回 19.11.10

10000m 高校・一般 30′45″22 田吹　隆一 日田市役所 第8回 12.12.9

小３以下 3m67 +0.8 池田　聖摩 三岳クラブ 第3回 17.6.11 3m65 -1.0 森木あかり 荒尾JAC 第7回 08.11.16

小４ 4m20 +0.4 福嶋　慶記 東峰陸上同好会 第7回 11.11.20 4m12 +0.5 森木あかり 荒尾JAC 第2回 09.5.10

小５ 4m59 +0.4 福嶋　慶記 東峰陸上同好会 第7回 12.11.18 4m31 +0.3 森木あかり 荒尾JAC 第4回 10.7.25

5m28 ±0.0 三浦崇太郎 大分中央陸上 第4回 10.7.25 4m79 -0.2 常住　沙絢 うきは市陸上 第6回 09.9.23

5m28 +0.7 本村　孝太 荒尾JAC 第8回 15.11.15

中学 6m42 +0.9 佐藤　遥生 滝尾中 第4回 21.10.17 5m51 +1.2 荒川　実咲 長崎大附中 第8回 18.11.11

高校・一般 7m56 +0.9 下野伸一郎 九電工 第5回 19.11.10 5m97 +0.3 桝見咲智子 九電工 第5回 19.11.10

中学 1m87 小金澤天眞 福岡泉中 第1回 17.4.23 1m64 古田　希実 香椎第2中 第2回 18.5.13

高校・一般 2m10 佐々木拓朗 福岡大 第5回 19.11.10 1m63 藤澤　香菜 佐伯鶴城高 第6回 08.9.23

中学 15m04 竹本　　蓮 福岡泉中 第1回 17.4.23 13m75 大谷　夏稀 挾間中 第2回 15.5.17

高校 16m35 井手上大翔 熊本西高 第5回 19.11.10

高校・一般 14m78 太田　亜矢 福大クラブ 第7回 18.10.21

一般 15m38 福島翔太郎 九州情報大 第7回 09.10.18

やり投 高校・一般 68m66 稲垣　啓輔 九州情報大 第2回 08.5.11 48m93 宮下恵里花 熊本西高 第1回 16.4.24

800m

※太字は、今年度更新記録

走幅跳

砲丸投

走高跳

小６

平ヶ倉寿則・武田雄平 後藤早紀・藤田知香
11.5.8 47″28

清水嘉子・澤田実希
第6回

10.10.17大分県選抜

九州情報大

大分県選抜

第2回 09.9.23チーム大分

足立紗矢香・兒玉彩希
48″73

田中慶子・緒賀　　悠真川聖人・冨永貴弘

第3回
佐藤なな・末崎七実

10.10.17 53″28
佐藤 愛・前田樹季

大分中央陸上第7回

第7回

[日田市陸上記録会　最高記録一覧]
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