
期日：2011年10月15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

1/1 ﾍﾟｰｼﾞ秋季延岡記録会

 男子決勝記録表
競技会場：延岡市西階陸上競技場

5000m
10/15 1

1 小方  正幸 旭化成延岡 16'19"49 2 三森  達也 旭化成延岡 16'21"91 3 田邉  雄也(1) 延岡工業高 16'23"82 4 長瀬  彰吾(1) 九保大 16'30"27男子

5 髙森  達弥(1) 延岡工業高 16'31"42 6 北林  誠人(1) 延岡商業高 16'48"68 7 林田  秀俊(1) 延岡星雲高 16'51"65 8 甲斐  聖章(2) 延岡工業高 16'53"59

9 山口  広樹(1) 延岡工業高 16'55"34 10 平安  智哉(4) 九保大 16'55"49 11 抜屋    慎(3) 延岡星雲高 16'57"87 12 須田  将太 旭化成延岡 17'02"72

13 瀧本  優博(2) 延岡高 17'04"98 14 請関  将伍(2) 延岡工業高 17'05"29 15 佐藤  敦士 西都市陸協 17'07"96 16 浮島  貴志(1) 延岡工業高 17'09"64

17 山﨑  主坪(1) 延岡工業高 17'16"34 18 向山  幸希(2) 延岡星雲高 17'27"29 19 後藤  崇文(2) 宮崎産経大 17'29"73 20 栁田  匠汰(1) 延岡工業高 17'30"55

21 水本  大貴(1) 延岡星雲高 17'34"38 22 甲斐  達也(2) 延岡高 17'36"17 23 釘宮  暉幸(1) 延岡工業高 17'41"78 24 田中  直輝(2) 延岡星雲高 17'45"73

25 須田  恵介 旭化成延岡 17'55"74 26 早瀨  竜馬(1) 延岡工業高 17'59"96 27 久保﨑竣平(1) 延岡工業高 18'17"83 28 里見  嘉一(2) 延岡工業高 19'10"05

29 佐藤  祥太(2) 延岡商業高 19'23"71

10000m
10/15 1

1 出口  和也 旭化成 28'54"21 2 丸山  文裕 旭化成 28'58"28 3 大野  龍二 旭化成 29'00"01 4 佐藤  智之 旭化成 29'01"11

5 森    賢大 旭化成 29'05"52 6 佐々木  悟 旭化成 29'31"56 7 河添  俊司 旭化成 29'34"67 8 豊後  友章 旭化成 29'38"32

9 瀬戸口賢一郎 旭化成 29'40"74 10 足立  知弥 旭化成 29'45"86 11 東野  賢治 旭化成 29'51"89 12 荒川  丈弘 旭化成 29'58"66

13 清水  将也 旭化成 30'42"33 14 松尾  良一 旭化成 31'05"68 15 柴田  省吾 西都市陸協 31'18"53 16 米倉  伸一 宮崎市陸協 31'21"73

17 岩田  貴志(1) 宮崎産経大 31'34"16 18 横山  慶尚 旭化成延岡 31'36"25 19 竹崎  翔里(4) 宮崎産経大 31'47"92 20 岡本  峻悟(3) 宮崎産経大 31'55"10

21 河野  文憲 旭化成延岡 32'05"80 22 藤本  和秀 西臼杵陸協 32'06"21 23 甲斐聡一郎(1) 九保大 32'12"85 24 蒲生  功一 宮崎県教員ｸﾗﾌﾞ 32'14"99

25 稲田    淳(2) 宮崎産経大 32'25"31 26 河野  裕司(3) 宮崎産経大 32'25"95 27 角田  大地(2) 宮崎産経大 33'00"51 28 大久保  誠 北諸県郡陸協 33'15"71

29 竹下  和弥(3) 宮崎産経大 33'40"98 30 近藤  寛光 宮崎市陸協 33'53"45 31 宮本  龍二(1) 宮崎産経大 34'27"84 32 河野  剛大 旭化成延岡 35'23"90


