
日付日付日付日付 種目種目種目種目

佐藤　なな 19"85 (+1.2) 井餘田　由香 19"95 (+1.2) 江藤　叶 21"03 (+1.2) 入田　夏凛 21"24 (+1.2) 上尾　由羽 22"29 (+1.2)

明野西小 臼杵ジュニア 挾間陸上 鴛野陸上女 別保小

國廣　汐音 18"05 (+2.0) 後藤　咲良 18"09 (+2.0) 宮川　紗耶 18"37 (+1.4) 佐藤　可詠乃 18"47 (+1.4) 宮本　実佳 18"49 (+2.0) 安部　日菜 18"65 (+1.4) 古庄　若菜 19"08 (+1.4) 石川　由希菜 19"28 (+2.0)

別府朝日陸上 田尻小 滝尾陸上 滝尾陸上 舞鶴小 別府朝日陸上 無所属 院内陸上

宮崎　友紀菜 w16"36 (+2.3) 川﨑　和音 16"96 (+2.0) 石川　菜々美 16"96 (+2.0) 小松　愛華 17"09 (+2.0) 松村　和 w17"13 (+2.4) 福井　那奈子 17"15 (+2.0) 匹田　雛凪 w17"26 (+2.4) 西田　瑞樹 w17"52 (+2.2)

滝尾陸上 大分中央 院内陸上 滝尾陸上 臼杵ジュニア 大分中央 明野北小 大分中央

福井　那奈子 3'51"96 小松　愛華 3'56"75 宮崎　友紀菜 4'06"93 廣橋　亜美 4'15"70 松村　和 4'21"98 上尾　美空 4'23"51 匹田　雛凪 4'26"84 石川　星菜 4'27"54

大分中央 滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央 臼杵ジュニア 大分中央 明野北小 大分中央

神徳　美咲 w15"05 (+2.5) 橘　麻季 w15"09 (+2.9) 河野　愛莉 w15"49 (+2.5) 神志那　愛加 w15"52 (+2.5) 後藤　彩来 w15"63 (+3.2) 福永　美柊 w15"89 (+3.2) 西村　澪 w15"95 (+3.2) 竹島　佳子 w15"99 (+3.2)

臼杵ジュニア 別府朝日陸上 大分中央 三重町陸上 ななせ陸上 中津陸上 鴛野陸上女 大分中央

江藤　咲 3'36"10 西村　澪 3'49"28 平野　よう 3'57"18 川崎　春莉 4'04"16 岩永　純佳 4'05"83 渋谷　菜七 4'06"24 福永　美柊 4'07"18 神志那　愛加 4'16"09

挾間陸上 鴛野陸上女 鴛野陸上女 鴛野陸上女 挾間陸上 大分中央 中津陸上 三重町陸上

辻井　花音 14"01 (+1.5) 山村　紗也佳 14"24 (+1.6) 野上　愛美 14"38 (+1.5) 吉良　瑞希 14"50 (+1.5) 井餘田　萌 14"77 (+1.6) 足立　陽菜 14"93 (+1.8) 加藤　汐織 15"21 (+1.7) 川邉　月瞳 15"34 (+1.8)

大分中央 大分中央 別府朝日陸上 三重町陸上 臼杵ジュニア 滝尾陸上 大分中央 三重町陸上

熊谷　梓希 3'37"97 阿部　友香 3'38"40 足立　陽菜 3'41"01 木本　胡実 3'44"35 井餘田　萌 3'44"77 竹永　実桜 3'58"80 石川　瑠菜 4'16"35

大分中央 滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央 臼杵ジュニア 滝尾陸上 大分中央

麻生　真彩 1m00

三重町陸上

奈須　貴子 w3m41 (+3.4) 辻井　花音 w3m36 (+2.1) 小野　明日香 w3m27 (+2.1) 川邉　月瞳 w3m20 (+2.3) 藤田　真帆 w3m19 (+2.5) 山村　紗也佳 w3m16 (+2.8) 中村　雅 w3m09 (+2.5) 手嶋　美由 w2m95 (+3.1)

挾間陸上 大分中央 三重町陸上 三重町陸上 三重町陸上 大分中央 鴛野陸上女 挾間陸上

大塚　美穂 13"65 (+1.7) 長谷川　実柚 14"17 (+1.6) 恒松　奏子 w14"19 (+2.3) 長峰　百合 w14"21 (+2.3) 広瀬　菜月 14"25 (+1.7) 河西　夏希 14"35 (+1.6) 阿部　あすか 14"42 (+1.7) 宮川　結衣 14"50 (+1.6)

豊後高田陸上 大分中央 別府朝日陸上 大分中央 大分中央 別府朝日陸上 大分中央 滝尾陸上

宮川　結衣 3'21"07 小松　優衣 3'26"52 上尾　奈々 3'41"15 波多江　凪紗 3'43"68 森　奏音子 3'55"42 川畑　春奈 3'59"55 大原　芽依 4'14"45 久々宮　可子 4'25"87

滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央 滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央 滝尾陸上 鴛野陸上女

工藤　千佳 1m10

三重町陸上

河西　夏希 w4m16 (+2.8) 中村　真唯 w3m88 (+2.8) 高野　真心 w3m59 (+2.7) 田平　紅菜 w3m51 (+2.2) 神田　美沙 w3m28 (+2.9) 是永　優花 w3m23 (+2.5) 衛藤　優香 w3m05 (+2.7) 向畑　結衣 w2m54 (+3.7)

別府朝日陸上 鴛野陸上女 三重町陸上 三重町陸上 三重町陸上 鴛野陸上女 鴛野陸上女 臼杵ジュニア

大分中央A 1'06"12 別府朝日陸上 1'07"37 大分中央B 1'09"77 鴛野陸上女C 1'10"13 大分中央C 1'13"83 鴛野陸上女D 1'16"14

川﨑　和音 大塚　玲奈 若林　人生 石崎　萌子 一原　彩花 今冨　萌香

岩田　優美 国広　南海 八尋　梨穂 西村　澪 宮﨑　麻琳 川崎　春莉

山内　玲奈 河野　光羽 石川　星菜 田中　蒼衣 西田　瑞樹 荒金　未由来

河野　愛莉 橘　麻季 竹島　佳子 平野　よう 市原　こころ 甲斐　夢乃

長谷川　実柚 w14"49 (+2.1) 広瀬　菜月 w14"99 (+2.1) 阿部　あすか w15"57 (+2.1) 恒松　奏子 w16"04 (+2.1) 長峰　百合 w16"72 (+2.1) 赤峰　実来 w17"67 (+2.1) 佐藤　唯夏 w17"84 (+2.1) 山口　紗都美 w17"97 (+2.1)

大分中央 大分中央 大分中央 別府朝日陸上 大分中央 鴛野陸上女 鴛野陸上女 三重町陸上

大分中央A 56"34 別府朝日A 56"51 滝尾陸上A 58"92 大分中央B 59"55 臼杵ジュニア 1'00"01 三重町陸上A 1'00"42 三重町陸上B 1'01"42 鴛野陸上女A 1'03"07

長峰　百合 恒松　奏子 足立　陽菜 石川　瑠菜 北山　夢乃 吉良　瑞希 神田　美沙 赤峰　実来

阿部　あすか 野上　愛美 小松　優衣 山村　紗也佳 井餘田　萌 田平　紅菜 川邉　月瞳 久々宮　可子

広瀬　菜月 上原　萌花 阿部　友香 加藤　汐織 向畑　結衣 工藤　千佳 小野　明日香 佐藤　唯夏

長谷川　実柚 河西　夏希 宮川　結衣 辻井　花音 遠藤　有純 高野　真心 山口　紗都美 中村　真唯

w (wind assist) : 追風参考

５・６年共通女子 5月6日 80mH

5月6日 4x100mR

３・４年共通女子 5月6日 4x100mR

5月6日 走高跳

5月6日 走幅跳

6年女子 5月6日 100m

5月6日 1000m

5月6日 走高跳

5月6日 走幅跳

5年女子 5月6日 100m

5月6日 1000m

4年女子 5月6日 100m

5月6日 1000m

3年女子 5月6日 100m

5月6日 1000m

1年女子 5月6日 100m

2年女子 5月6日 100m
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日付日付日付日付 種目種目種目種目

姫野　晃峻 w19"15 (+2.2) 江川　大貴 w19"18 (+2.2) 野崎　政多 w19"51 (+2.2) 財津　輝也 w19"53 (+2.2) 林　暉大 w19"84 (+2.2) 相馬　陽翔 w21"28 (+2.2)

鶴崎小学校 明野東小 おしの陸上 横瀬西小 高田小 松岡小

河野　流聖 w16"95 (+2.9) 吉田　光希 w17"25 (+2.2) 原　貴浩 w17"55 (+2.2) 新尾　拓人 w18"00 (+2.9) 徳光　寿斗 w18"22 (+2.2) 井元　楓 w18"30 (+2.2) 竹島　圭祐 w18"33 (+2.9) 熊谷　敏成 w18"38 (+2.9)

明野西小 滝尾陸上 丹生小学校 滝尾陸上 明野西小 滝尾陸上 田尻小 明野東小

高野　智紀 15"77 (+1.8) 足立　珠凜 w16"09 (+2.3) 髙田　優磨 16"43 (+1.8) 古川　裕貴 w16"58 (+2.7) 姫野　晃竜 w16"69 (+2.5) 荒金　巧光 w16"81 (+2.5) 赤峰　颯太 w16"85 (+2.3) 三重野　凌空 w16"99 (+2.2)

臼杵ジュニア 滝尾陸上 大在西小学校 臼杵ジュニア 鶴崎小学校 おしの陸上 おしの陸上 臼杵ジュニア

北野　琳平 3'45"10 相馬　海翔 3'49"35 高野　智紀 3'51"68 赤峰　颯太 3'51"71 井戸口　歩夢 3'55"95 足立　珠凜 4'05"31 深邉　世那 4'08"78 江口　峻哉 4'12"86

大分中央 大分中央 臼杵ジュニア おしの陸上 丹生小学校 滝尾陸上 三重町陸上 おしの陸上

藤原　歩 14"50 (+1.7) 神崎　吏一 w14"92 (+3.9) 河野　樹葵 w15"20 (+3.3) 日高　圭佑 w15"28 (+3.3) 斎藤　将太 w15"31 (+3.3) 渡邉　飛彰 15"77 (+1.7) 鷹野　晴 w15"85 (+3.9) 三浦　佑 w15"97 (+3.3)

別府朝日陸上 滝尾陸上 滝尾陸上 臼杵ジュニア 臼杵ジュニア 三重町陸上 滝尾陸上 三重町陸上

有薗　浩陽 3'22"99 土井　康平 3'30"88 渡邉　飛彰 3'31"98 後藤　幹太 3'38"54 玉田　優乃介 3'42"16 藍沢　朋来 3'42"99 河野　樹葵 3'43"48 鷹野　晴 3'52"05

大分中央 ななせ陸上 三重町陸上 大分中央 三重町陸上 三重町陸上 滝尾陸上 滝尾陸上

畔津　佑汰 w14"12 (+2.3) 森　真聡 w14"15 (+2.8) 宮﨑　魁舟 w14"38 (+2.3) 姫野　一平 w14"44 (+2.8) 信貴　直人 w14"57 (+2.8) 麻生　裕紀 14"66 (+1.9) 田口　直樹 14"79 (+1.9) 宮本　幸輝 w14"80 (+2.3)

大分中央 三重町陸上 大分中央 滝尾陸上 三重町陸上 挾間陸上 三重町陸上 大分中央

太田　瑠星 3'28"65 幸　晃太郎 3'33"86 荒金　裕斗 3'36"20 千原　凱也 3'37"12 姫野　一平 3'39"84 清家　聖也 3'43"45 麻生　裕紀 3'48"21 中山　幹太 3'55"61

丹生小学校 丹生小学校 滝尾陸上 大分中央 滝尾陸上 渡町台小学校 挾間陸上 大分中央

森本　海斗 1m00

臼杵ジュニア

神田　伝央 3m99 (+1.8) 森　真聡 w3m76 (+2.8) 田口　直樹 w3m53 (+2.6) 信貴　直人 w3m47 (+3.3) 首藤　充希 w3m42 (+2.7)

臼杵ジュニア 三重町陸上 三重町陸上 三重町陸上 三重町陸上

小野　力矢 14"02 (+1.7) 川野　聖雅 w14"13 (+2.5) 甲斐　迅人 14"15 (+1.6) 佐藤　初秀 14"23 (+1.6) 市原　健之郎 14"34 (+1.7) 神徳　元太 14"39 (+1.7) 武藤　悠希 w14"47 (+3.2) 小野　創志郎 w14"48 (+2.5)

大分中央 臼杵ジュニア 大分中央 滝尾陸上 臼杵ジュニア 臼杵ジュニア 滝尾陸上 大分中央

〆野　泰俊 3'34"00 武藤　悠希 3'37"43 川島　大輝 3'37"75 末広　湧帆 3'38"81 亘鍋　龍輝 3'39"43 橋爪　暁弘 3'44"72 篠原　大晟 3'45"20 今冨　裕太 3'47"68

大分中央 滝尾陸上 滝尾陸上 大分中央 臼杵ジュニア 丹生小学校 ななせ陸上 おしの陸上

山崎　元汰 1m15

三重町陸上

佐藤　初秀 w4m25 (+2.1) 川野　聖雅 w3m86 (+3.5) 倉原　優太 w3m57 (+3.3) 足立　龍哉 3m39 (+1.9) 鯰越　由偉 2m89 (+2.0)

滝尾陸上 臼杵ジュニア 三重町陸上 臼杵ジュニア 三重町陸上

三重町陸上A 1'06"02 滝尾陸上 1'06"17 別府朝日陸上 1'07"65 大分中央B 1'11"65 三重町陸上 1'12"87 おしの陸上B 1'14"44 おしの陸上C 1'15"21 おしの陸上E 1'15"92

渡邉　飛彰 河野　樹葵 関　優樹 綿貫　晃太郎 深邉　世那 吉田　健二郎 赤峰　颯太 小林　倫也

玉田　優乃介 足立　珠凜 植原　茂樹 佐藤　光陽 佐藤　翔 目原　良悟 江口　峻哉 杉村　龍馬

藍沢　朋来 鷹野　晴 河西　遼太郎 八尋　隆史 萩田　雅己 入田　颯斗 羽田　新世 安藤　豊大

三浦　佑 神崎　吏一 藤原　歩 安部　竜乃介 神品　裕一郎 岡松　宏亮 荒金　巧光 幸　能亜

小野　力矢 w13"92 (+2.6) 甲斐　迅人 w14"35 (+3.4) 宮本　幸輝 w14"50 (+3.4) 江田　舜彌 w14"56 (+2.6) 小野　創志郎 w16"83 (+2.6) 岐部　翔 w17"11 (+3.4) 宮﨑　魁舟 w18"09 (+2.6) 竹下　凜 w18"12 (+2.6)

大分中央 大分中央 大分中央 おしの陸上 大分中央 大分中央 大分中央 大分中央

大分中央A 56"01 三重町陸上 57"90 臼杵ジュニア 58"28 滝尾陸上A 58"81 大分中央B 59"88 大分中央C 1'00"55 大分中央D 1'01"27 おしの陸上A 1'03"55

宮﨑　魁舟 首藤　充希 川野　聖雅 姫野　一平 佐藤　仲善 徳光　優斗 吉本　響 江田　舜彌

甲斐　迅人 森　真聡 神徳　元太 武藤　悠希 宮本　幸輝 足立　岳大 江口　凱也 今冨　裕太

畔津　佑汰 倉原　優太 神田　伝央 荒金　裕斗 岐部　翔 竹下　凜 宮﨑　慧人 木津　達也

小野　力矢 山崎　元汰 市原　健之郎 佐藤　初秀 小野　創志郎 村瀬　怜 益田　慎之介 田野　駿介

w (wind assist) : 追風参考

５・６年共通男子 5月6日 80mH

5月6日 4x100mR

5月6日 走幅跳

３・４年共通男子 5月6日 4x100mR

5月6日 1000m

5月6日 走高跳

5月6日 走幅跳

6年男子 5月6日 100m

5月6日 1000m

5月6日 走高跳

5月6日 1000m

5年男子 5月6日 100m

5月6日 1000m

4年男子 5月6日 100m

2年男子 5月6日 100m

3年男子 5月6日 100m

1年男子 5月6日 100m
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