
 宮崎県長距離記録会（一般）
 期日:2013年8月31日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:西階
 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

 8/31  男子
 5000m

 1  1  鈴木槙一郎  旭化成延岡  16'06"95  2  柳田  勇平  旭化成延岡  16'19"87  3  菅原  宏和  都城自衛隊  16'25"48  4  鬼束洋一郎  宮崎県庁  16'26"86

 5  蒲生  英樹  都城陸協  16'31"07  6  溝下    翔  都城自衛隊  16'49"28  7  末永  保貴  都城自衛隊  16'57"03  8  樋之口  稜  都城自衛隊  17'01"51

 9  三森  達也  旭化成延岡  17'01"83  10  戸高  寛基  都城自衛隊  17'12"69  11  河野  剛大  旭化成延岡  17'13"80  12  藤本  和秀  ＧＧＲＣ熊本  17'14"84

 13  徳留  英裕  宮崎県庁  17'20"59  14  岩佐  宏登  宮崎県庁  18'06"71  15  松木  祐樹  児湯陸協  18'16"28  16  今別府祐太  都城自衛隊  18'16"61

 17  福留  和広  旭化成延岡  18'45"24  18  後藤  崇夫(4)  宮崎産経大  19'22"23  19  黒原  一真(1)  本庄高  22'21"87

 2  1  齋藤  拓海(1)  宮崎日大高  15'35"21  2  畑田  拓哉(3)  宮崎日大高  15'39"92  3  亀安  勇斗(1)  宮崎日大高  15'41"47  4  野上  策史  旭化成延岡  15'41"95

 5  月野  誠也(2)  宮崎日大高  15'44"55  6  上田  俊貴(3)  宮崎大  15'45"56  7  蔵元  剛志(3)  宮崎日大高  15'50"32  8  甲斐  克典(2)  宮崎日大高  15'51"86

 9  佐藤  弘規(1)  宮崎日大高  15'58"26  10  久冨  辰祥(2)  宮崎日大高  16'01"90  11  大村  友哉(3)  宮崎日大高  16'09"52  12  濱田  晃成(1)  宮崎日大高  16'23"76

 13  栗山  弘二(1)  宮崎日大高  16'29"09  14  上村涼太朗(3)  宮崎日大高  16'29"75  15  増元    翔(1)  宮崎日大高  16'39"41  16  川添  杏太(1)  宮崎日大高  16'47"86

 17  靏      宝(1)  宮崎日大高  16'54"71  18  國分  翔太(3)  宮崎日大高  16'57"53

 8/31
 10000m

 1  1  岩井  勇輝  旭化成  29'56"92  2  八木  勇樹  旭化成  30'16"86  3  河添  俊司  旭化成  30'27"25  4  佐藤  智之  旭化成  30'29"15

 5  大野  龍二  旭化成  30'34"12  6  白石  賢一  旭化成  30'34"67  7  木下  潤哉  旭化成  30'36"51  8  荒毛  喬也(3)  宮崎日大高  31'05"71

 9  清水  将也  旭化成延岡  31'21"28  10  廣末    卓(2)  小林高  31'25"58  11  荒武  星哉(3)  小林高  31'39"67  12  福留  大樹(3)  小林高  31'42"66

 13  横山  慶尚  旭化成延岡  31'44"91  14  河野  敢太(3)  小林高  31'48"99  15  奈須  智晃(2)  小林高  31'50"00  16  河野    誉(3)  小林高  31'55"76

 17  河野  浩二(3)  宮崎日大高  32'02"34  18  甲斐  聡樹(3)  宮崎日大高  32'08"25  19  脇田    進  都城自衛隊  32'19"77  20  米倉  伸一  宮崎市陸協  32'32"32

 21  岩田  貴志(3)  宮崎産経大  33'13"96  22  松野  雄太(2)  宮崎日大高  33'21"47  23  山下  未来  都城自衛隊  33'22"76  24  大久保  誠  北諸県陸協  33'27"73

 25  石﨑啓一郎  都城自衛隊  33'32"37  26  稲田    淳(4)  宮崎産経大  33'32"39  27  西山  亮生(1)  宮崎産経大  34'43"52  28  内田  貴史  都城陸協  34'44"40

 29  宮本  龍二(3)  宮崎産経大  35'25"90
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 宮崎県長距離記録会（一般）
 期日:2013年8月31日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:西階
 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

 8/31  女子
 3000m

 1  1  林田  玲奈(3)  宮崎日大高  9'40"79  2  鬼塚  彩花(2)  宮崎日大高  9'41"06  3  加塩日奈子(3)  小林高  9'55"01  4  恒松  里奈(3)  小林高  10'01"90

 5  山本  理紗(2)  延岡高  10'08"12  6  猪原  千佳(3)  小林高  10'08"58  7  西村  奈央(3)  宮崎日大高  10'08"96  8  川元    楓(3)  小林高  10'15"62

 9  赤崎  加奈(1)  宮崎日大高  10'16"34  10  梯    夏子(3)  宮崎日大高  10'17"88  11  吉村葵夢弥(2)  宮崎日大高  10'18"14  12  横山  歌織(2)  小林高  10'18"69

 13  谷之木瑞季(3)  小林高  10'23"43  14  伊藤  知尋(2)  小林高  10'27"26  15  青木  結花(1)  小林高  10'33"81  16  松田  梨沙(2)  延岡高  10'38"58

 17  黒木  里夏(3)  宮崎日大高  10'38"77  18  和貞  夢乃(3)
 福岡

 上毛中  10'52"44  19  松長  愛香(1)  宮崎日大高  10'53"86  20  瀧本  砂知(2)  延岡高  10'56"86

 21  佐藤  愛美(1)  延岡高  11'02"61  22  福田  桃香(1)  小林高  11'03"33  23  中馬みなみ(3)  宮崎日大高  11'17"62
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