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一般男子 100ｍ 10.79 平ｹ倉　寿則 九州情報大学 2009

一般男子 200ｍ 21.85 松清　　和希 楊志館高校 2014

一般男子 400ｍ 49.10 松清  　和希 楊志館高校 2014

一般男子 800ｍ 1.54.66 内匠屋 秀則 楊志館高校 2000

一般男子 1500ｍ 3.58.63 北川　　博規 別府自衛隊 2009

一般男子 5000ｍ 14.40.10 吉田　  亮太 日本文理大学 2009

一般男子 10000ｍ 30.58.22 畑山　　修生 日本文理大学 2011

シニア男子 100ｍ 13.31 中村　　勝利 ﾚｽﾄﾗﾝｳｴﾀﾞ 2009

シニア男子 1500ｍ 4.25.15 金澤  　　 健 大分県庁 2011

一般男子 110ｍＨ 14.72 安部    達樹 揚志館高校教員 2014

一般男子 400ｍＨ 55.43 佐藤　　将仁 大分大学 2011

一般男子 走高跳 1ｍ95 渡辺  　聖崇 大分大学 2014

一般男子 走幅跳 7ｍ06 佐藤　　　 駿 佐伯鶴城高校 2011

一般男子 三段跳 14ｍ41 拂川　　真寿 大分陸協 2011

一般男子 砲丸投 12ｍ86 児玉　　和也 大分ＡＣ 2007

高校男子 砲丸投 15ｍ17 甲斐　  裕樹 鶴崎工業高校 2009県高校新

一般男子 円盤投 41m24 長谷川　  良 大分教員クラブ 2001

高校男子 円盤投 44ｍ43 梶原　　啓太 楊志館高校 2006

一般男子 やり投 56ｍ44 後藤　　健太 大分豊府高校 2009

中学男子 100ｍ 11.60 指原　　拡始 稙田東中学校

中学男子 200ｍ 23.16 玉井　　修平 城東中学校 2009

中学男子 400ｍ 56.11 神田　　浩樹 稙田南中学校 2011

中学男子 1500ｍ 4.23.10 田中　　健介 稙田東中学校 2007

中学男子 3000ｍ 9.39.45 湯地　　俊介 上野ｹ丘中学校 2005

中学男子 5000ｍ

中学男子 110mH 15.63 定平    瑞希 日出中学校 2013

川野　　智仁 津久見第二中 2010

玉井　　修平 城東中学校 2009

中学男子 走幅跳 5.97 浦邊    諒太 臼杵東中学校 2013

中学男子 三段跳 11m54 安部　　壮一 滝尾中学校 2008

中学男子 砲丸投 12ｍ30 柴田　　　 論 大分西中学校 2011

中学男子 四種競技 1479 三浦 崇太郎 附属中学校 2011

一般男子 4×100mＲ 43.25 寺脇　　海人 大分大学 2008

上野　　博文

梶原　　啓太

伊井　　俊平

中学男子 4×100mＲ 46.59 瀧　　　 拓哉 大分大付属中学校 2013

藤内    裕夢

畔津　　恵祐

三浦 崇太郎

小学１年男子 100ｍ 18.21 内山　　洋輔 大分中央陸上 2009

小学２年男子 100ｍ 16.55 宮崎　　魁舟 桃園小学校 2009

小学３年男子 100ｍ 15.36 畔津　　佑汰 大分中央陸上 2010

小学４年男子 100ｍ 14.52 畔津　　佑汰 大分中央陸上 2011

小学５年男子 100ｍ 14.22 河村　　享俊 三佐小学校 2009

小学６年男子 100ｍ 12.28 佐藤 賢太郎 大分中央陸上 2009

小学1年男子 1000ｍ

小学２年男子 1000ｍ 4.10.86 杉本　　　 光 院内陸上 2009

小学３年男子 1000ｍ 3.38.74 有薗　　滉陽 大分中央陸上 2011

小学４年男子 1000ｍ 3.22.89 宮崎　　魁舟 大分中央陸上 2011

小学５年男子 1000ｍ 3.24.00 佐藤　　龍也 三重町陸上 2010

小学６年男子 1000ｍ 3.13.06 古澤　　   叡 三重町陸上 2008

小学５．６年 ８０ｍＨ 13.81 岐部　　大地 大分中央陸上 2010

小学男子 走高跳 1ｍ30 三浦 崇太郎 大分中央陸上 2010

小学５年 走幅跳 4ｍ53 三浦 崇太郎 大分中央陸上 2009

小学６年 走幅跳 4ｍ92 三浦 崇太郎 大分中央陸上 2010

小学男子 ３・４年 58.69 岐部　　　 翔 大分中央陸上 2011

4×100mＲ 宮崎　　魁舟

宮本　　幸輝

畔津　　佑汰

小学男子 ５・６年 54.50 亀田　　太星 臼杵ジュニア 2009

4×100mＲ 藤原　　伸明

杉山　　孟示

古庄　　和也

種目

中学男子 走高跳 1ｍ70
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20001ｍ70 鬼丸　　　 翔 稙田東中学校
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一般女子 100ｍ 12.62 土岐　　遥菜 大分西高校 2011

一般女子 200ｍ 25.05 土岐　　遥菜 大分西高校 2011

一般女子 400ｍ 58.39 目黒 真奈美 大分ＡＣ 2007

一般女子 800ｍ 2.19.39 宮川　　優子 杵築高校 2011

一般女子 3000ｍ 9.50.32 神品　　枝里 大分東明高校 2000

一般女子 100ｍＨ 15.59 岡野  　知佳 大分舞鶴高校 2014

一般女子 400ｍＨ 1.08.29 脇田　　敦己 杵築高校 2011

一般女子 走高跳 1ｍ63 藤澤　　香菜 佐伯鶴城高校 2008

一般女子 走幅跳 5ｍ46 馬渡 那津子 大分大学 2009

一般女子 砲丸投 11ｍ17 加藤    　碧 佐伯豊南高校 2010

高校女子 砲丸投 12ｍ00 楢木野愛理 鶴崎工業高校 2009

一般女子 やり投 38ｍ14 橋本　　留美 大分陸協 2006

一般女子 円盤投 38ｍ06 大賀 惠美子 大分陸協 2006

高校女子 円盤投 31ｍ36 山本　　佳世 大分雄城台高校 2003

一般女子 棒高跳

一般女子 4×100mＲ 49.97 小田　　佳奈 大分雄城台高校 2011

山上　　葉月

古城 亜里沙

坂本　　有紀

中学女子 100ｍ 12.28 緒賀　　　 悠 大分中央陸上 2010

中学女子 200ｍ 26.06 緒賀　　　 悠 大分中央陸上 2010

中学女子 400ｍ

中学女子 800ｍ 2.22.21 松川　  涼子 滝尾中学校 2010

中学女子 1500ｍ 4.51.57 矢野　　美羽 滝尾中学校 2010

中学女子 3000ｍ 10.58.89 関　   みゆき 上野ｹ丘中学校 2010

中学女子 80ｍＨ

中学女子 100ｍＨ 15.85 松川　　　 愛 臼杵東中学校 2010

中学女子 走高跳 1ｍ45 木津　　有架 王子中学校 2010 1ｍ45 藤田　　知香 上野ｹ丘中学校 2006

中学女子 走幅跳 5ｍ02 高畠　　留美 滝尾中学校 2011

中学女子 砲丸投 12ｍ70 佐藤　　春花 稙田南中学校 2011

中学女子 四種競技 2399 岡野　　知佳 坂ノ市中学校 2011県中学新

中学女子 4×100mＲ 49.42 玉江　　諒映 大分中央陸上 2010

足立 紗矢香

田中　　慶子

緒賀　　　 悠

小学１年女子 100ｍ 20.78 上尾　　美空 大分中央陸上 2010

小学２年女子 100ｍ 18.01 釘宮　　　 結 松岡小学校 2009

小学３年女子 100ｍ 16.32 神徳　　美咲 臼杵ジュニア 2011

小学４年女子 100ｍ 14.26 児玉　　芽生 臼杵ジュニア 2009県学年新

小学５年女子 100ｍ 14.83 阿部  あすか 大分中央陸上 2011

小学６年女子 100ｍ 13.32 児玉　　芽生 臼杵ジュニア 2011

小学１年女子 1000ｍ 5.19.40 神志那 愛加 三重町陸上 2009

小学２年女子 1000ｍ 4.12.03 川邉　　月瞳 三重町陸上 2009

小学３年女子 1000ｍ 3.45.17 江藤　　 　咲 挾間陸上ｸﾗﾌﾞ 2011

小学４年女子 1000ｍ 3.27.81 安部 実伽子 大分中央陸上 2009県学年新

小学５年女子 1000ｍ 3.21.81 安部 実伽子 大分中央陸上 2010

小学６年女子 1000ｍ 3.15.26 高橋　　彩良 三重町陸上 2008

小学５．６年 ８０ｍＨ 14.55 河野　　志歩 大分中央陸上 2011

小学５年 走幅跳 4ｍ03 仲道　　彩音 鴛野陸上 2010

小学６年 走幅跳 4ｍ22 仲道　　彩音 鴛野陸上 2011

小学女子 4×100mＲ 56.67 赤嶺　　　 遥 大分中央陸上 2009

田崎　　礼華

南　     華夏

岡野　　知佳

渡町台陸上 20111m20 矢野 友莉香小学女子 走高跳
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