
リザルト 

 

 

 

１.競技会名：2022大分市長距離記録会 競技会ｺｰﾄﾞ：22440705 

２.主催者名：大分市陸上競技協会 

３.競技会場名：ジェイリーススタジアム 競技場ｺｰﾄﾞ：442040 

４.開催日：2022/11/12 

５.気象状況： 

日付 時間 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速(m/sec) 気圧 

2022/11/12 14:00 晴れ 23.5 63 東南東 2.6  

2022/11/12 15:00 晴れ 23.0 63 南東 3.5  

 



小学生男子 800m 
        県小記録  2'17"72 林 聖也 (なかつ楽走倶楽部) 2019 

決勝 14:00 

【決勝】 

 

1組      2組 

 ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    
   あべ しゅうま うすきじゅにあ     としみつ りんと おおいたちゅうおうりくじょ  

 5   762 安部  修真(3) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 1)  2:50.86  5   403 利光  凛人(4) 大分中央陸上   ( 1)  2:38.39  
   せきや のあ ななせりくじょう     うちだ なりつぐ おおいたちゅうおうりくじょ  

 6   556 関谷  永碧(4) ななせ陸上   ( 2)  2:56.65  3   407 内田  也継(6) 大分中央陸上   ( 2)  2:38.69  
   なかの りょうすけ おおいたちゅうおうりくじょ     ひらおか つばさ おおいたちゅうおうりくじょ  

 2   402 中野  亮佑(4) 大分中央陸上   ( 3)  2:57.02  6   404 平岡    翼(5) 大分中央陸上   ( 3)  2:39.43  
   ほかいけ ゆうだい おおいたちゅうおうりくじょ     みしろ たいよう うすきじゅにあ  

 9   400 外池  優大(3) 大分中央陸上   ( 4)  2:58.31  7   754 三城  大耀(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 4)  2:54.43  
   かん しゅんすけ おおいたちゅうおうりくじょ     ひらかわ ひろき うすきじゅにあ  

 1   401 管    駿介(3) 大分中央陸上   ( 5)  3:01.13  9   756 平川  宏希(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 5)  2:59.08  
   すえなみ たいら うすきじゅにあ     せきや そら ななせりくじょう  

 8   755 末並  太良(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 6)  3:01.24  1   555 関谷  碧空(6) ななせ陸上   ( 6)  3:05.88  
   せきや るあ ななせりくじょう     いたい しんせい うすきじゅにあ  

 7   560 関谷  琉蒼(3) ななせ陸上   ( 7)  3:04.32  2   757 板井  心聖(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ    DS 
   みしろ あおば うすきじゅにあ     かねがわ はるき うすきじゅにあ  

 3   766 三城  碧葉(3) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ    DS 4   788 兼川  陽旭(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ    DS 
   まつうら あさひ じょうなんしょう     かねがわ なおき うすきじゅにあ  

 4  2052 松浦  朝陽(6) 城南小    DS 8   787 兼川  直鶴(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ    DS 
 

3組       

 ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    
   よしかわ みつひこ おおいたちゅうおうりくじょ   

 4   405 吉川  満彦(6) 大分中央陸上   ( 1)  2:29.99  
   おぐら はると うすきじゅにあ   

 5   780 小倉  遙隼(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 2)  2:30.25  
   あべ あきひろ うすきじゅにあ   

 6   781 安部  晃洋(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 3)  2:30.59  
   そぶえ こうし うすきじゅにあ   

 7   777 祖父江幸志(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 4)  2:30.69  
   きよまつ りひと おおいたちゅうおうりくじょ   

 8   406 清松  理人(6) 大分中央陸上   ( 5)  2:31.87  
   しゅとう ひなた おしのりくじょう   

 3   452 首藤  陽向(6) 鴛野陸上   ( 6)  2:32.34  
   さとう じょうたろう うすきじゅにあ   

 9   785 佐藤丈太郎(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 7)  2:33.37  
   まつざき かなた おしのりくじょう   

 2   456 松﨑  叶翔(6) 鴛野陸上   ( 8)  2:41.82  
 



 

共通男子 3000m 
          県記録  8'07"61 油布 郁人 (駒澤大学) 2010 

        県高記録  8'15"91 油布 郁人 (大分東明高) 2009 

        県中記録  8'37"60 小野 知大 (大分市立坂ノ市中) 2014 

決勝 14:35 

【決勝】 

 

1組       

 ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    
   やの ようすけ うさしりっきょう   

 1  1220 矢野  陽介 宇佐市陸協   ( 1)  9:02.84  
   みなみ はやと ながすちゅう   

 2  8001 南    隼人(3) 長洲中   ( 2)  9:48.81  
   おの ひかる うすきにしちゅう   

 5  8304 小野    輝(3) 臼杵西中   ( 3) 10:12.70  
   とくみつ るい つるさきちゅう   

 9  9169 德光  流唯(2) 鶴崎中   ( 4) 10:23.37  
   こだま そうた うすきにしちゅう   

 7  9349 兒玉  壮太(2) 臼杵西中   ( 5) 10:29.59  
   とくなが しょうせい おおいたにしちゅう   

 3  7208 徳永  昇生(1) 大分西中   ( 6) 10:34.08  
   よろいざか やいちろう じょうほくちゅう   

 6  9288 鎧坂八一郎(2) 城北中   ( 7) 10:45.98  
   ともとし れん べっぷにしちゅう   

 11  7094 友利    蓮(1) 別府西中   ( 8) 11:01.23  
   くわはら たいが べっぷにしちゅう   

 12  7092 桑原  大河(1) 別府西中   ( 9) 11:06.17  
   えとう たいよう つくみだいにちゅう   

 13  7008 江藤  太陽(1) 津久見第二中   (10) 11:39.53  
   とくなが ひろまさ おおいたりっきょう   

 4  0168 徳永  拓真 大分陸協    DS 
   ありとく かおん ひじちゅう   

 8  9009 有徳  迦恩(2) 日出中    DS 
   ただ けいた ひじちゅう   

 10  9261 多田  敬大(2) 日出中    DS 
 
 
 
 

 

 

 

共通男子 5000m 
          県記録 13'42"09 油布 郁人 (駒澤大学) 2011 

        県高記録 13'52"77 油布 郁人 (大分東明高) 2009 

        県中記録 15'20"93 小野 知大 (大分市立坂ノ市中) 2014 

決勝 15:00 

【決勝】 

 

1組       

 ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    
   かなざわ たけし おおいたけんちょう   

 1  1135 金澤    健 大分県庁   ( 1) 17:54.79  
   かどわき ゆうと おおいたこうせん   

 2  5740 門脇  悠斗(2) 大分高専   ( 2) 19:07.58  
 



 

共通女子 3000m 
          県記録  9'09"64 工藤 杏華 (大分西高校) 2016 

        県高記録  9'09"64 工藤 杏華 (大分西高校) 2016 

        県中記録  9'27"65 松本 明莉 (大分市立稙田南中) 2019 

        大会記録  9'15"69 K.ジョアン (九電工) 2019 

決勝 14:35 

【決勝】 

 

1組       

 ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    
   かんだ みく わさだみなみちゅう   

 15  8062 神田  翠来(3) 稙田南中   ( 1) 10:12.29  
   みやざき このは つるさきちゅう   

 17  9132 宮﨑小乃葉(2) 鶴崎中   ( 2) 10:24.07  
   きど ゆり なかつらくそうくらぶ   

 14    97 城戸  優里(1) なかつ楽走C   ( 3) 10:58.97  
   わかばやし みさき うすきひがしちゅう   

 18  9091 若林  美咲(2) 臼杵東中   ( 4) 11:15.49  
   としみつ あいり わさだちゅう   

 16  7161 利光  愛理(1) 稙田中    DS 
   おの あやか あけのちゅう   

 19  9075 小野  綾香(2) 明野中    DS 
 
 

 

 

 

 

小学生女子 800m 
        県小記録  2'20"46 利光 愛理 (ななせ陸上) 2021 

決勝 14:20 

【決勝】 

 

1組      2組 

 ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    ﾚｰﾝ No. 氏名 所属  (順位) 記録    
   やまだ わこ おおいたちゅうおうりくじょ     えとう ふゆね おおいたちゅうおうりくじょ  

 4   401 山田  わこ(5) 大分中央陸上   ( 1)  2:54.22  5   404 江藤  冬寧(6) 大分中央陸上   ( 1)  2:44.09  
   ふじめ ひより うすきじゅにあ     おかの ここな おおいたちゅうおうりくじょ  

 5   787 藤目  陽愛(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 2)  2:58.54  4   403 岡野  志菜(6) 大分中央陸上   ( 2)  2:44.35  
   なかお ふうか うすきじゅにあ     にうら なお おおいたちゅうおうりくじょ  

 7   790 中尾  風花(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 3)  2:59.01  7   402 三浦  菜緒(5) 大分中央陸上   ( 3)  2:45.11  
   すえなみ すい うすきじゅにあ     おの さち わさだゆめ  

 8   786 末並  粋衣(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 4)  3:00.87  8  1355 小野    幸(6) わさだ夢   ( 4)  2:50.55  
   ないとう さえ うすきじゅにあ     ふかた ここ わさだゆめ  

 3   783 内藤  彩愛(4) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 5)  3:01.67  3  1356 深田  心瑚(6) わさだ夢   ( 5)  2:50.83  
   まつだ さき うすきじゅにあ     たにかわ りん うすきじゅにあ  

 2   752 松田  彩希(3) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 6)  3:14.95  6   781 谷川    凜(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 6)  3:01.06  
   そぶえ わかな うすきじゅにあ     ごとう みはね ななせりくじょう  

 9   795 祖父江和奏(4) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ   ( 7)  3:21.49  2   557 後藤美羽音(4) ななせ陸上   ( 7)  3:01.75  
   よしみね はるな おおいたちゅうおうりくじょ   

 6   400 吉峰  遙菜(4) 大分中央陸上    DS 
 



2022大分市長距離記録会
期日: 2022年11月12日 男子決勝一覧表
競技会場:ジェイリーススタジアム
月日 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11/12
共通男子

3000m
矢野  陽介

宇佐市陸協

9'02"84 南    隼人(3)

長洲中

9'48"81 小野    輝(3)

臼杵西中

10'12"70 德光  流唯(2)

鶴崎中

10'23"37 兒玉  壮太(2)

臼杵西中

10'29"59 徳永  昇生(1)

大分西中

10'34"08 鎧坂八一郎(2)

城北中

10'45"98 友利    蓮(1)

別府西中

11'01"23

11/12 5000m
金澤    健

大分県庁

17'54"79 門脇  悠斗(2)

大分高専

19'07"58

11/12
小学生男子

800m
吉川  満彦(6)

大分中央陸上

2'29"99 小倉  遙隼(6)

臼杵ｼﾞｭﾆｱ

2'30"25 安部  晃洋(6)

臼杵ｼﾞｭﾆｱ

2'30"59 祖父江幸志(6)

臼杵ｼﾞｭﾆｱ

2'30"69 清松  理人(6)

大分中央陸上

2'31"87 首藤  陽向(6)

鴛野陸上

2'32"34 佐藤丈太郎(6)

臼杵ｼﾞｭﾆｱ

2'33"37 利光  凛人(4)

大分中央陸上

2'38"39

1/2



2022大分市長距離記録会
期日: 2022年11月12日 女子決勝一覧表
競技会場:ジェイリーススタジアム
月日 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11/12
共通女子

3000m
神田  翠来(3)

稙田南中

10'12"29 宮﨑小乃葉(2)

鶴崎中

10'24"07 城戸  優里(1)

なかつ楽走C

10'58"97 若林  美咲(2)

臼杵東中

11'15"49

11/12
小学生女子

800m
江藤  冬寧(6)

大分中央陸上

2'44"09 岡野  志菜(6)

大分中央陸上

2'44"35 三浦  菜緒(5)

大分中央陸上

2'45"11 小野    幸(6)

わさだ夢

2'50"55 深田  心瑚(6)

わさだ夢

2'50"83 山田  わこ(5)

大分中央陸上

2'54"22 藤目  陽愛(5)

臼杵ｼﾞｭﾆｱ

2'58"54 中尾  風花(5)

臼杵ｼﾞｭﾆｱ

2'59"01

2/2



2022大分市長距離記録会
期日: 2022年11月12日 記録表 (男子・決勝)
競技会場:ジェイリーススタジアム
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

11/12
共通男子

3000m
1 1 矢野  陽介 宇佐市陸協 9'02"84 2 南    隼人(3) 長洲中 9'48"81 3 小野    輝(3) 臼杵西中 10'12"70 4 德光  流唯(2) 鶴崎中 10'23"37

5 兒玉  壮太(2) 臼杵西中 10'29"59 6 徳永  昇生(1) 大分西中 10'34"08 7 鎧坂八一郎(2) 城北中 10'45"98 8 友利    蓮(1) 別府西中 11'01"23

9 桑原  大河(1) 別府西中 11'06"17 10 江藤  太陽(1) 津久見第二中 11'39"53

11/12
5000m

1 1 金澤    健 大分県庁 17'54"79 2 門脇  悠斗(2) 大分高専 19'07"58

11/12
小学生男子

800m
1 1 安部  修真(3) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'50"86 2 関谷  永碧(4) ななせ陸上 2'56"65 3 中野  亮佑(4) 大分中央陸上 2'57"02 4 外池  優大(3) 大分中央陸上 2'58"31

5 管    駿介(3) 大分中央陸上 3'01"13 6 末並  太良(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3'01"24 7 関谷  琉蒼(3) ななせ陸上 3'04"32

2 1 利光  凛人(4) 大分中央陸上 2'38"39 2 内田  也継(6) 大分中央陸上 2'38"69 3 平岡    翼(5) 大分中央陸上 2'39"43 4 三城  大耀(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'54"43

5 平川  宏希(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'59"08 6 関谷  碧空(6) ななせ陸上 3'05"88

3 1 吉川  満彦(6) 大分中央陸上 2'29"99 2 小倉  遙隼(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'30"25 3 安部  晃洋(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'30"59 4 祖父江幸志(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'30"69

5 清松  理人(6) 大分中央陸上 2'31"87 6 首藤  陽向(6) 鴛野陸上 2'32"34 7 佐藤丈太郎(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'33"37 8 松﨑  叶翔(6) 鴛野陸上 2'41"82

1/2



2022大分市長距離記録会
期日: 2022年11月12日 記録表 (女子・決勝)
競技会場:ジェイリーススタジアム
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

11/12
共通女子

3000m
1 1 神田  翠来(3) 稙田南中 10'12"29 2 宮﨑小乃葉(2) 鶴崎中 10'24"07 3 城戸  優里(1) なかつ楽走C 10'58"97 4 若林  美咲(2) 臼杵東中 11'15"49

11/12
小学生女子

800m
1 1 山田  わこ(5) 大分中央陸上 2'54"22 2 藤目  陽愛(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'58"54 3 中尾  風花(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 2'59"01 4 末並  粋衣(5) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3'00"87

5 内藤  彩愛(4) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3'01"67 6 松田  彩希(3) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3'14"95 7 祖父江和奏(4) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3'21"49

2 1 江藤  冬寧(6) 大分中央陸上 2'44"09 2 岡野  志菜(6) 大分中央陸上 2'44"35 3 三浦  菜緒(5) 大分中央陸上 2'45"11 4 小野    幸(6) わさだ夢 2'50"55

5 深田  心瑚(6) わさだ夢 2'50"83 6 谷川    凜(6) 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 3'01"06 7 後藤美羽音(4) ななせ陸上 3'01"75

2/2
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