
 秋季延岡記録会
 期日:2013年10月12日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:延岡市西階陸上競技場
 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

 10/12  男子
 1500m

 1  1  濱田  達也  西臼杵陸協  4'39"16  2  黒田  将気(3)  岡富中  4'56"73

 10/12
 3000m

 1  1  甲斐    翼(3)  東海中  9'49"85  2  小野  和輝(3)  東海中  10'10"67  3  辻    優希(3)  東海中  10'40"65

 10/12
 5000m

 1  1  清家  由宇(3)  岡富中  16'05"31  2  疋田  寛樹(2)  日章学園高  16'12"73  3  宮本    翼(2)  日章学園高  16'48"81  4  黒木  雄太(3)  門川高  16'57"15

 5  柳田  武美(3)  日章学園高  16'57"48  6  岩佐  宏登  宮崎県庁  17'18"22  7  柳瀬  涼介(3)  岡富中  17'49"32  8  木藤章一郎(3)  日章学園高  18'09"84

 9  福留  和広  旭化成延岡  18'17"20  10  日高  時男(2)  日向高  18'24"25  11  彼末  将悟(2)  日章学園高  18'27"47  12  猪尾晨之佑(1)  日向高  18'47"53

 13  吉留  拓孝(1)  日章学園高  19'12"07  14  長友  拓人(1)  日章学園高  19'36"89  15  甲斐    明(2)  日向高  20'15"20

 10/12
 10000m

 1  1  荒川  丈弘  旭化成  28'43"43  2  八木  勇樹  旭化成  28'44"97  3  丸山  文裕  旭化成  28'55"50  4  佐々木  悟  旭化成  29'23"20

 5  堀端  宏行  旭化成  29'27"13  6  木下  潤哉  旭化成  29'29"85  7  白石  賢一  旭化成  29'45"88  8  河添  俊司  旭化成  30'04"15

 9  足立  知弥  旭化成  30'07"90  10  佐藤  智之  旭化成  30'17"30  11  清水  将也  旭化成延岡  30'59"41  12  中嶋  和希  旭化成  31'11"64

 13  横山  慶尚  旭化成延岡  31'19"84  14  森  賢大  旭化成  31'22"66  15  米倉  伸一  宮崎市陸協  31'37"13  16  脇田    進  都城自衛隊  31'42"13

 17  稲田    淳(4)  宮崎産経大  31'50"27  18  樋口    亨  西都市陸協  31'52"92  19  瀬戸口賢一郎  旭化成延岡  32'03"86  20  戸田  智洋  西臼杵陸協  32'15"88

 21  岩田  貴志(3)  宮崎産経大  32'16"45  22  山下  勝也(1)  宮崎大  32'24"14  23  石﨑啓一郎  都城自衛隊  32'41"81  24  角田  大地(4)  宮崎産経大  32'48"17

 25  大久保  誠  北諸県陸協  32'49"41  26  柳田  勇平  旭化成延岡  33'10"42  27  鈴木槙一郎  旭化成延岡  33'11"54  28  野上  策史  旭化成延岡  33'15"82

 29  枦    尚平  都城自衛隊  33'23"74  30  下川  貴也  旭化成延岡  33'30"17  31  山下  未来  都城自衛隊  34'07"18  32  溝下    翔  都城自衛隊  35'08"24

 33  河野  剛大  旭化成延岡  35'22"46  34  三森  達也  旭化成延岡  36'13"60
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 秋季延岡記録会
 期日:2013年10月12日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:延岡市西階陸上競技場
 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

 10/12  女子
 1500m

 1  1  古小路七海(3)  岡富中  5'34"40  2  中城  奈那(3)  岡富中  5'47"51  3  竹森  夏実(3)  岡富中  5'59"59

 10/12
 3000m

 1  1  佐藤  愛美(1)  延岡高  11'04"74  2  長谷川鈴香(2)  延岡高  11'21"15  3  梅田  祐衣(1)  延岡高  11'46"99  4  甲斐由起子(2)  延岡高  12'49"96

 5  甲斐茉莉穂(3)  東海中  13'57"72

 10/12
 5000m

 1  1  中村  祐希  宮崎銀行  17'02"66  2  新地    楓  宮崎銀行  17'18"73  3  亀安  愛菜  宮崎銀行  17'54"85  4  松田  梨沙(2)  延岡高  18'36"83

 5  原田  葉月(3)  岡富中  18'54"22  6  瀧本  砂知(2)  延岡高  19'22"89
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