
日付 種目

小野　綾夏  12.58 (+1.5) 日髙　蘭菜  12.62 (+1.5) 山神　真央  13.76 (+1.5) 内藤　彩愛  14.08 (+1.5)

鴛野陸上 西の台小学校 大在かけっ子 臼杵ジュニア

野田　莉世  10.89 (+1.8) 鶴原　瑛奈  11.00 (+1.8) 西谷　桃花  11.05 (+1.8) 麻生　莉依咲  w11.07 (+2.5) 藤川　優寿  w11.09 (+2.5) 新野　江理  w11.10 (+2.5) 新田　琉心  11.34 (+1.8) 阿南　つるみ  w11.37 (+2.5)

滝尾陸上 鴛野陸上 院内陸上 三重町陸上 挾間陸上 滝尾陸上 鴛野陸上 三重町陸上

麻生　悠永  w11.37 (+2.5)

Nスポななせ

南　心菜  16.44 (+1.4) 岡野　志菜  17.12 (+1.4) 高橋　蘭  17.16 (+1.8) 有徳　蓮恩  17.23 (+1.4) 辻本　舞姫  17.41 (+1.3) 岩本　和乃子  17.43 (+1.3) 柴田　詩音  17.46 (+1.8) 石橋　瑚子海  17.57 (+1.8)

豊後高田陸上 大分中央陸上 臼杵ジュニア きつきJr きつきJr 三重町陸上 三重町陸上 豊後高田陸上

安東　美羽  15.66 (+1.4) 山脇　未梨  15.74 (+1.4) 友永　つづみ  w16.11 (+2.1) 嶋﨑　光里  16.15 (+1.4) 北村　芽生  w16.22 (+2.1) 衛藤　愛華  w16.46 (+2.1) 曽根崎　心  16.47 (+1.4)

別府朝日陸上 滝尾陸上 滝尾陸上 大在かけっ子 滝尾陸上 臼杵ジュニア 挾間陸上

阿南　ちはる  16.47 (+1.8)

三重町陸上

利光　愛理  2:36.34 福田　瑞季  2:54.56 山脇　未梨  3:02.11 阿南　ちはる  3:02.46 池邉　莉音  3:08.26 北村　芽生  3:08.95 友永　つづみ  3:10.34 柴田　珂子  3:19.44

Nスポななせ 挾間陸上 滝尾陸上 三重町陸上 わさだ夢 滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央陸上

佐藤　凜  w13.93 (+2.6) 麻生　なるみ  w14.59 (+2.6) 西谷　柚花  w14.60 (+2.6) 鈴木　志歩  w14.82 (+2.6) 佐藤　凛  w14.88 (+2.6) 杉田　晴香  w15.09 (+2.5) 藤原　みゆ  w15.43 (+2.5)

別府朝日陸上 大分中央陸上 院内陸上 滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央陸上 大分中央陸上

中嶋　琴海  w14.82 (+2.6)

成迫陸上

小野　綾香  2:43.59 惠良　緋美  2:47.98 内藤　凪紗  2:48.77 大塚　向日葵  2:51.54 大石　唯莉  2:53.41 若林　美咲  2:53.45 藤原　みゆ  2:55.48 森山　萌乃  2:56.14

滝尾陸上 滝尾陸上 臼杵ジュニア 豊後高田陸上 鴛野陸上 臼杵ジュニア 大分中央陸上 挾間陸上

藤原　千櫻  13.06 (+0.2) 佐藤　梨央  13.32 (+0.2) 堀尾　采愛  13.47 (+0.2) 安倍　陽葵  14.00 (+0.2) 平岡　美咲  14.37 (+1.9) 河野　美碧  14.47 (+0.2) 若杉　杏花  14.51 (+0.2) 桑原　結衣  14.74 (+0.2)

別府朝日陸上 大分中央陸上 大在かけっ子 別府朝日陸上 臼杵ジュニア 別府朝日陸上 別府朝日陸上 大分中央陸上

津末　くるみ  2:30.41 松本　夕空  2:32.93 堂原　一華  2:37.96 若杉　杏花  2:44.33 首藤　心晴  2:44.71 宮脇　亜子  2:46.37 岩田　圭永  2:48.19 石田　せな  2:51.29

滝尾陸上 なかつ楽走 Nスポななせ 別府朝日陸上 挾間陸上 滝尾陸上 なかつ楽走 大分中央陸上

Nスポななせ  1:07.17 大分中央陸A  1:08.03 豊後高田陸上  1:10.80 臼杵ジュニア  1:11.98 三重町陸上  1:12.58 大在かけっ子  1:13.35

澤村　花 岡野　志菜 中野　風花 仲松　紗奈 岩本　和乃子 梶原　妃菜

利光　愛理 川上　七実 南　心菜 高橋　蘭 萩田　真依 嶋﨑　光里

小野　真歩 池山　歩来 中山田　花穏 小川　彩羽 三代　莉子 河内山　礼菜

麻生　苺花 林　万里 石橋　瑚子海 衛藤　愛華 阿南　ちはる 村上　結捺

平岡　美咲  13.60 (+1.4) 阿部　絢音  14.82 (+1.4) 西谷　柚花  15.22 (+1.4) 西谷　美桜  15.27 (+1.4) 麻生　なるみ  15.90 (+1.5) 麻生　暖菜  17.10 (+1.5) 河野　莉奈  17.95 (+1.4)

臼杵ジュニア 大在かけっ子 院内陸上 院内陸上 大分中央陸上 大在かけっ子 大在かけっ子

安東　桃花  15.22 (+1.4)

大在かけっ子

三重町陸上A  1:00.49 滝尾陸上Ａ  1:00.86 挾間陸上  1:02.22 滝尾陸上Ｂ  1:04.58 鴛野陸上A  1:06.61 大分中央陸上  1:06.79 三重町陸上B  1:07.40 鴛野陸上B  1:11.47

伊藤　芽生 井元　柊花 安部　咲希 津末　くるみ 越川　桜羽 後藤　陽菜 川邊　桃 阿南　彰笑

嶋末　結心 鈴木　志歩 藤川　遥菜 三浦　彩夢 大石　唯莉 前田　理詠 柴田　歌音 田中　日葵

麻生　麗流 惠良　緋美 森山　萌乃 池永　虹美 成迫　千愛 姫野　愛菜 佐藤　由羽 赤城　柚衣

甲斐　心瑞 佐藤　凛 首藤　心晴 酒井　ななみ 長野　真奈 喜讀　葵 矢野　遥花 石井　美音

堀尾　采愛  1.20 安倍　陽葵  1.20 酒井　ななみ  1.15 飯倉　心音  1.15 池邉　莉瑚  1.10 高橋　梓沙  1.00 後藤　陽菜  1.00

大在かけっ子 別府朝日陸上 滝尾陸上 わさだ夢 わさだ夢 大分中央陸上 大分中央陸上

阿部　絢音  1.10 實方　萌夏  1.00

大在かけっ子 滝尾陸上

石橋　桃花  4.22 (+1.2) 嶋末　結心  w4.10 (+2.7) 髙倉　朱里  4.07 (+1.8) 桑原　結衣  4.06 (+1.8) 中嶋　琴海  3.73 (+1.9) 杉田　晴香  3.70 (+1.6) 陶山　なつき  w3.64 (+2.2) 甲斐　心瑞  3.54 (+2.0)

臼杵ジュニア 三重町陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 成迫陸上 大分中央陸上 臼杵ジュニア 三重町陸上

甲斐　心瑞  34.29 麻生　麗流  31.35 嶋末　結心  25.49 佐藤　亜美  24.40 吉田　味伶  23.31 髙倉　朱里  22.43 波多野　百葉  21.37 川邊　桃  17.25

三重町陸上 GR 三重町陸上 GR 三重町陸上 臼杵ジュニア 臼杵ジュニア 大分中央陸上 別府朝日陸上 三重町陸上

別府朝日陸上A  53.84 大分中央陸上A  55.21 臼杵ジュニアA  55.38 大分中央陸上B  56.69 大在かけっ子A  57.33 別府朝日陸上B  58.14 大分中央陸上C  58.67 院内陸上  59.95

行平　遥人 國司　海斗 辰本　可成 石田　せな 吉田　智士 宮崎　良 広瀬　朱莉 西谷　柚花

目代　吏功 上村　翔迦 石橋　桃花 野々下　輝 堀尾　采愛 河野　美碧 小川　らん 浮城　浩友

安倍　陽葵 髙倉　朱里 平岡　美咲 桑原　結衣 阿部　絢音 井上　煌己 冨田　遥希 塩田　啓人

藤原　千櫻 佐藤　梨央 本田　千真 星田　貫太朗 大村　春太 若杉　杏花 足立　翼 西谷　美桜

小学5・6年混男女 5月12日 4x100mR

5月12日 走幅跳

5月12日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

5月12日 4x100mR

5月12日 走高跳

小学3・4年共女子 5月12日 4x100mR

小学5・6年共女子 5月12日 80mH

小学6年女子 5月12日 100m

5月12日 800m

小学5年女子 5月12日 100m

5月12日 800m

小学4年女子 5月12日 100m

5月12日 800m

小学2年女子 5月12日 60m

小学3年女子 5月12日 100m

小学1年女子 5月12日 60m
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主催団体名 大分陸上競技協会 陸協名

競技会名 第22回大分市近郊小学生陸上競技記録会
期日・時刻 2019/5/12 審判長

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任 栗林　勝利


