
期日：2010年09月23日

月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

1/3 ﾍﾟｰｼﾞ宮崎県長距離記録会（中学生の部）

男子決勝記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第１陸上競技場

2000m
9/23 1

1 長野  正吾(3) 日向学院中 6'32"94 2 福島  孝紘(3) 日向学院中 7'05"46 3 関谷亮太郎(3) 日向学院中 7'08"13 4 倉永  忠治(2) 南・北郷小中 7'09"42男子

5 河野    巧(3) 都農中 7'25"38 6 山口  公徳(3) 加納中 7'28"20 7 近藤    海(1) 紙屋中 7'28"90 8 吉岡    沢(1) 土々呂中 7'38"10

9 若松  佳靖(1) 土々呂中 7'39"03 10 甲斐圭一郎(2) 高千穂中 7'45"91 11 西村  翔司(1) 田野中 7'52"86 12 黒原  一真(1) 田野中 7'58"35

13 八木  達也(2) 土々呂中 7'58"96 14 野元    忠(2) 紙屋中 7'58"98 15 白石  健太(1) 土々呂中 8'03"91 16 吉留  拓孝(1) 加納中 8'13"85

17 弓削  隼人(1) 野尻中 8'20"93 18 竹本  秀斗(1) 油津中 8'32"59 19 戸田  雄大(1) 土々呂中 8'34"71 20 鳥越  晋平(1) 高千穂中 8'35"90

21 柴    慧章(1) 野尻中 8'53"82 22 濵元    陽(1) 高千穂中 9'00"85 23 堀口  祐貴(2) 生目中 9'09"96

2
1 川野  祐矢(3) 小林中 6'22"90 2 兒玉  佳大(2) 生目台中 6'24"53 3 宮崎柔之介(1) 三股中 6'34"62 4 橋口  裕成(2) 妻中 6'39"53

5 川平  達也(3) 生目中 6'42"33 6 上別府秀一(3) 小林中 6'44"85 7 楠本  健志(1) 紙屋中 6'46"18 8 井上  裕太(1) 生目中 6'46"56

9 内嶋  航輝(3) 小林中 6'46"98 10 黒木  拓実(3) 大宮中 6'55"12 11 宮崎  龍城(3) 小林中 6'58"94 12 佐藤  弘規(1) 高千穂中 7'03"43

13 山口  那輝(2) 妻中 7'04"13 14 篠村  太輔(1) 高千穂中 7'04"58 15 長納  侑生(3) 岡富中 7'05"18 16 緒方  保希(3) 生目台中 7'14"57

17 成瀬  友哉(2) 久峰中 7'17"42 18 甲斐  達朗(1) 高千穂中 7'19"95 19 川野  僚也(2) 生目中 7'20"03 20 木脇  広大(1) 木城中 7'23"77

21 長谷川洋介(2) 生目中 7'27"35 22 原口  優希(2) 紙屋中 7'28"02 23 富髙  一輝(2) 高千穂中 7'30"64 24 碓井  翔太(2) 久峰中 7'38"07

25 杉尾龍之介(2) 久峰中 7'41"21 26 末原  叶望(1) 生目中 8'04"40

3000m
9/23 1

1 久嶋  弘充(1) 妻中 10'09"34 2 藤岡  拓麻(3) 都農中 10'28"65 3 税田  千尋(3) 都農中 10'38"79 4 長友  章悟(3) 都農中 10'48"75

5 鎌田  和博(2) 生目台中 11'00"19 6 萱嶋  広平(2) 都農中 11'04"89 7 寺原  大智(1) 妻中 11'12"53 8 谷口  友亮(2) 田野中 11'14"97

9 峯田  征和(2) 土々呂中 11'17"92 10 河野    匠(1) 大淀中 11'21"48 11 鈴木  健太(1) 妻中 11'24"86 12 村山  直矢(2) 油津中 11'32"21

13 池田  捷記(2) 生目台中 11'33"44 14 宮川  一輝(1) 土々呂中 11'41"93 15 菊池  勇人(1) 紙屋中 11'50"58 16 大山  和茂(2) 木城中 11'55"90

17 彼末  将悟(2) 日章学園中 11'57"69 18 津田  和澄(1) 油津中 12'09"87 19 福永  勇晟(1) 土々呂中 12'19"10 20 若松  大地(1) 大宮中 12'22"25

21 奥村  敬介(2) 生目台中 12'36"76 22 長友  拓人(1) 日章学園中 12'38"86

2
1 四田    啓(3) 都農中 10'12"04 2 山村  凱斗(1) 高原中 10'13"02 3 今西  駿介(1) 高原中 10'17"64 4 濱田  晃成(1) 大淀中 10'26"54

5 村田  寛貴(3) 紙屋中 10'36"45 6 壱岐  晃平(3) 生目台中 10'36"86 7 三浦    凌(3) 久峰中 10'39"49 8 山下俊一郎(3) 高原中 10'40"52

9 長渡    淳(3) 大淀中 10'40"58 10 細山田守斗(1) 祝吉中 10'41"70 11 新名  一輝(3) 久峰中 10'43"63 12 栁田  匠汰(3) 岡富中 10'44"37

13 石山  帝斗(2) 高原中 10'46"58 14 黒木  剛皓(2) 高原中 10'53"28 15 永井  智喜(1) 小林中 10'57"71 16 廣山  直輝(2) 高原中 11'03"71



期日：2010年09月23日
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2/3 ﾍﾟｰｼﾞ宮崎県長距離記録会（中学生の部）

男子決勝記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第１陸上競技場

3000m
9/23 2

17 矢野  裕明(1) 岡富中 11'05"29 18 成岡  拓海(1) 土々呂中 11'07"40 19 ラメル健也(2) 加納中 11'09"36 20 桑原    樹(1) 東海中 11'30"16男子

21 東    大成(1) 祝吉中 11'35"75 22 中村  響介(3) 祝吉中 11'54"83 23 河野    純(1) 大宮中 12'10"57

3
1 川添  杏太(1) 紙屋中 9'55"35 2 青木  慎吾(3) 高原中 10'00"44 3 瀬下  浩司(2) 大宮中 10'13"64 4 竹内  雄真(3) 三股中 10'14"01

5 曽山  廉央(2) 高原中 10'15"56 6 平山  竜樹(2) 祝吉中 10'18"14 7 甲斐  奎佑(3) 高千穂中 10'21"41 8 福永  一平(3) 高原中 10'22"25

9 川越  隆暉(2) 三股中 10'27"79 10 寺井  駿志(2) 久峰中 10'29"09 11 黒木    翔(2) 三股中 10'31"72 12 湯川  竣太(1) 岡富中 10'33"67

13 佐藤  建太(2) 土々呂中 10'34"51 14 大木場祐一(3) 日向学院中 10'40"60 15 永光    翔(2) 木城中 10'41"48 16 有村  悟史(3) 日向学院中 10'50"56

17 北林  誠人(3) 東海中 10'52"61 18 栗林  昂平(2) 加納中 10'53"97 19 渡邉  直通(2) 加納中 10'54"55 20 桐村  憲佑(2) 加納中 10'55"35

21 小野  晃輔(2) 東海中 11'07"15 22 佐藤    駿(3) 高千穂中 11'22"36 23 堀川    陸(3) 久峰中 11'35"36

4
1 藤野  源気(3) 高千穂中 9'52"90 2 大村  友哉(3) 三股中 9'56"93 3 有田  龍星(3) 高原中 10'06"64 4 信時  凪帆(3) 紙屋中 10'07"97

5 西川  良介(2) 高原中 10'08"67 6 山﨑  主坪(3) 岡富中 10'13"37 7 早瀨  竜馬(3) 岡富中 10'18"51 8 髙橋  征輝(2) 大淀中 10'19"67

9 仙波    昇(3) 日向学院中 10'24"34 10 飯干  恭平(3) 高千穂中 10'25"99 11 大迫  裕貴(3) 高原中 10'27"55 12 釘宮  暉幸(3) 土々呂中 10'30"04

13 上別府希一(1) 小林中 10'30"62 14 山村  賢斗(2) 高原中 10'35"04 15 内倉  俊貴(2) 高千穂中 10'49"73 16 山口  登大(2) 加納中 10'50"21

17 長岡    誉(3) 小林中 11'02"62 18 小川  依吹(3) 大宮中 11'08"93 19 佐藤  且弥(3) 高千穂中 11'29"61 20 黒木  佑圭(3) 日章学園中 12'38"67

5
1 山本  智紘(3) 生目中 9'26"78 2 谷口  善康(3) 祝吉中 9'39"33 3 長嶺    光(3) 生目中 9'44"74 4 國分  康平(1) 三股中 9'46"73

5 辨畑  裕斗(3) 飫肥中 9'47"50 6 田中  雄大(3) 大宮中 9'52"22 7 佐藤  卓也(3) 東海中 9'53"67 8 田中  寛二(2) 大淀中 9'59"09

9 本部  啓多(3) 大淀中 10'03"08 10 川内  亮太(3) 紙屋中 10'04"45 11 渡部  裕太(3) 西中 10'04"76 12 綿屋  成亮(3) 三股中 10'05"47

13 宮元  冴貴(2) 祝吉中 10'07"65 14 中内  昌輝(3) 三股中 10'07"71 15 竹内    啓(3) 小林中 10'11"06 16 中田  恭真(2) 木城中 10'23"25

17 白石  宏輝(3) 大宮中 10'23"44 18 木藤章一郎(3) 日章学園中 10'26"35 19 田中    陸(3) 妻中 10'33"51 20 林田  尚樹(3) 日章学園中 10'38"05

21 竹之山  渡(2) 生目中 11'03"19

6
1 荒武  星哉(3) 細田中 8'56"62 2 國分  翔太(3) 三股中 9'09"78 3 河野  浩二(3) 都農中 9'13"96 4 河野    誉(3) 大淀中 9'14"00

5 松野  雄太(2) 三股中 9'18"34 6 新    涼汰(3) 小林中 9'19"20 7 蔵元  剛志(3) 三股中 9'20"12 8 河野  敢太(3) 妻中 9'21"85

9 福留  大樹(3) 高原中 9'24"83 10 月野  誠也(2) 三股中 9'27"18 11 轟木  亜問(2) 小林中 9'28"17 12 宮崎  皇城(3) 小林中 9'31"77

13 上村涼太朗(3) 三股中 9'33"40 14 田中  智貴(2) 祝吉中 9'33"80 15 甲斐  聡樹(3) 高千穂中 9'34"90 16 堀口    悠(3) 生目中 9'38"66
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3/3 ﾍﾟｰｼﾞ宮崎県長距離記録会（中学生の部）

男子決勝記録表
競技会場：宮崎県総合運動公園　第１陸上競技場

3000m
9/23 6

17 長友  幹久(2) 生目中 9'41"87 18 林田  秀俊(3) 土々呂中 9'50"43 19 甲斐  湧士(3) 生目中 9'59"45男子


