
日付 種目

柴山　沙也香  12.00 (+0.4) 田代　純子  12.33 (+0.4) 柴山　亜沙美  12.41 (+0.4) 都甲　留愛  12.64 (+0.4) 大平　穂乃佳  12.66 (+0.4) 松屋　芽衣  12.71 (+1.3) 猪瀬　唯  12.79 (+1.6) 竹下　夏海  12.84 (+0.4)

至学館高校 筑紫女学園高 至学館高校 大分舞鶴高 大分舞鶴高 大分舞鶴高 筑紫女学園高 大分舞鶴高

柴山　亜沙美  57.79 上野　遥香  1:00.36 高木　優奈  1:02.04 西山　真夢  1:02.24 田島　優風  1:03.99 大塚　美穂  1:04.50 川﨑　春莉  1:04.54 橋本　華恋  1:08.15

至学館高校 筑紫女学園高 筑紫女学園高 筑紫女学園高 大分高 豊後高田・高田中 大分・大分中 大分高

西村　澪  5:13.03 平野　よう  5:17.41 二宮　美彩  5:26.52 弥吉　琴理  5:38.55 遠藤　美貴  5:38.85 迫　香凜  5:41.53 和田　琴葉  5:43.37 染矢　さくら  5:51.81

大分中央陸上 大分・滝尾中 大分雄城台高 大分中央陸上 大分舞鶴高 大分・滝尾中 大分・滝尾中 佐伯・佐伯南中

宮川　結衣  11:03.66 新貝　奈乃葉  11:19.99 藤丸　瑞季  11:31.10 阿部　友香  11:32.09 中上　夏花  11:39.36 紀野　愛実  12:07.36 平岡　優利奈  12:14.03 佐藤　未菜  12:23.99

大分・滝尾中 大分・滝尾中 臼杵・北中 大分・滝尾中 大分・滝尾中 大分・滝尾中 臼杵・北中 大分舞鶴高

大分舞鶴高  49.50 筑紫女学園高  50.38 大分中学選抜  50.75 大分高A  52.33 由布・挾間中  55.49 大分・稙田南中  56.54 大分高B  57.87

竹下　夏海 田口　貴未花 河野　愛莉 田島　優風 浦田　和香 古賀　未怜 小野　悠奈

都甲　留愛 堀内　沙耶 辻井　花音 増田　美稀 大谷　夏稀 山本　侑歩 吉田　眞菜

松屋　芽衣 近藤　眞世 杉原　理歩 若杉　朋佳 髙橋　日笑 重光　歩美 内山　悠子

野々下　舞笑 猪瀬　唯 広瀬　菜月 宮﨑　樹羅 麻生　春香 竹島　佳子 吉田　希

渡邉　智世  1.60 松井　楓花  1.48 伊藤　あかり  1.48 森　奏音子  1.45 安河内　咲奈  1.25 川迫　寧々  1.25 浦田　和香  1.20

杵築高 GR 別府・北部中 豊後高田・高田中 大分・滝尾中 筑紫女学園高 筑紫女学園高 由布・挾間中

國廣　南海  1.20

別府･朝日中

宮地　海希  5.62 (+0.2) 馬場　千明  5.12 (+1.7) 吉藤　純衣  5.09 (+0.4) 重光　優美  4.96 (+0.5) 近藤　眞世  4.81 (+0.9) 田口　貴未花  4.80 (+1.0) 内田　咲希  4.72 (+1.3) 中村　小夏  4.55 (+1.0)

佐伯鶴城高 GR 筑紫女学園高 佐伯・鶴谷中 大分・稙田南中 筑紫女学園高 筑紫女学園高 大分高 佐伯・鶴谷中

白岩　月  10.23 (0.0)

新佐伯豊南

大谷　夏稀  11.98 佐藤　愛子  9.99 杉本　綾音  8.84 山崎　みすず  8.13 吉田　希  7.78

由布・挾間中 GR 大分雄城台高 大分雄城台高 筑紫女学園高 大分高

川述　優  43.57 山崎　みすず  33.26 下鳥　愛  30.84 田崎　陽子  29.21 近藤　眞世  28.86

ＴＯＰ GR 筑紫女学園高 大分雄城台高 大分舞鶴高 筑紫女学園高

奈須　貴子  12.03 吉良　ひかる  8.07 柴田　綾乃  7.96 後藤　日向子  6.58

由布・挾間中 大分・滝尾中 佐伯・鶴谷中 大分・滝尾中

柴田　綾乃  36.20 福原　彩花  28.92

佐伯・鶴谷中 佐伯・鶴谷中

中山　未結  16.15 (+0.8) 後藤　若奈  16.49 (+0.8) 齊藤　里沙  16.91 (+0.8) 田坂　埜羽  17.15 (+0.8) 黒木　凪沙  17.19 (+0.8) 山本　華穂  17.27 (+0.4) 護城　唯香  17.30 (+0.8) 松村　華依  17.33 (+0.8)

大在かけっ子 大分中央陸上 小国ＪＲＣ 滝尾陸上 成迫陸上 大在かけっ子 豊後高田 臼杵ジュニア

田坂　埜羽  3:54.41 中山　未結  3:59.24 護城　唯香  4:00.11 松村　華依  4:01.87 齊藤　里沙  4:04.50 石山　紗羽  4:09.07 佐藤　純麗  4:18.77 大岡　愛音  4:24.28

滝尾陸上 大在かけっ子 豊後高田 臼杵ジュニア 小国ＪＲＣ 豊後高田 滝尾陸上 AC佐伯

末﨑　七実  14.65 (+0.2) 井餘田　由香  15.18 (+0.2) 佐藤　なな  15.65 (+0.2) 佐藤　愛  15.89 (+0.2) 大林　璃音  15.92 (+0.2) 足立　里嘉子  16.02 (+0.2) 三浦　朱莉  16.32 (+0.2) 疋田　凛桜  16.50 (+0.2)

大分中央陸上 GR 臼杵ジュニア 大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 滝尾陸上 AC佐伯 佐伯わくわく

馬見塚　心  3:38.57 山本　釉未  3:41.80 江藤　叶  3:50.29 井餘田　由香  3:51.29 足立　里嘉子  3:55.43 疋田　凛桜  3:58.36 上尾　由羽  4:04.32 藤井　夕逢  4:06.55

別府朝日陸上 滝尾陸上 挟間陸上 臼杵ジュニア 滝尾陸上 佐伯わくわく 滝尾陸上 滝尾陸上

田形　汐里  14.26 (+1.3) 尾渡　優嘉  14.45 (+1.3) 佐伯　典香  14.45 (+1.3) 礒﨑　真由  14.66 (+1.3) 清水　愛結  14.76 (+1.3) 宮岡　悠子  14.78 (+1.3) 栗　陽奈代  15.08 (+1.6) 河野　美怜  15.12 (+1.4)

大分中央陸上 大分中央陸上 佐伯わくわく 大分中央陸上 豊後高田 大分中央陸上 豊後高田 別府朝日陸上

清水　愛結  3:12.01 松本　明莉  3:16.70 宮川　紗耶  3:29.79 蛯原　来美  3:30.69 栗　陽奈代  3:35.25 片桐　佳歩  3:39.28 穴井　希実  3:45.06 和田　美月  3:45.54

豊後高田 GR 大分中央陸上 GR 滝尾陸上 佐伯わくわく 豊後高田 豊後高田 大在かけっ子 滝尾陸上

菅本　爽帆  13.53 (+1.8) 泥谷　歩香  13.72 (+1.8) 内田　万裕  13.97 (+1.8) 一原　彩花  14.11 (+1.8) 桑野　葵  14.17 (+1.8) 永野　蒼葉  14.19 (+1.0) 陶山　みずき  14.37 (+1.8) 佐保　寿珠  14.53 (+1.2)

臼杵ジュニア AC佐伯 大分中央陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 挟間陸上 臼杵ジュニア 佐伯わくわく

佐保　寿珠  3:17.22 阿部　紗也  3:20.46 中上　和奏  3:22.98 松村　和心  3:24.57 姫野　咲希  3:26.25 吉田　結  3:26.35 田中　結  3:27.30 小松　　愛華  3:28.17

佐伯わくわく 豊後高田 滝尾陸上 臼杵ジュニア 滝尾陸上 滝尾陸上 臼杵ジュニア 滝尾陸上

大分中央陸上  1:01.64 滝尾陸上  1:07.24 大在かけっ子  1:08.38 AC佐伯  1:12.22 豊後高田  1:16.11

佐藤　愛 上尾　由羽 山本　華穂 塩月　ひかり 護城　唯香

大林　璃音 山本　釉未 中山　未結 三浦　朱莉 大塚　愛美

佐藤　なな 田坂　埜羽 姫野　杏悠 大岡　愛音 土谷　百合花

末﨑　七実 足立　里嘉子 長﨑　輝 木許　一花 石山　紗羽

大分中央陸上A  56.33 臼杵ジュニアA  57.02 大分中央陸上B  57.60 AC佐伯A  59.09 大分中央陸上C  1:00.16 別府朝日陸上  1:00.54 豊後高田  1:01.16 滝尾陸上Ｂ  1:01.46

若林　人生 松村　和心 礒﨑　真由 金上　未羽 吉野　結衣 國廣　汐音 阿部　紗也 瀧口　菜々美

内田　万裕 陶山　みずき 田形　汐里 大岡　百寧 上田　夏穂 大塚　玲奈 日高　碧唯 渡辺　美空

一原　彩花 吉賀　文音 宮岡　悠子 木下　智香子 松本　明莉 安部　日菜 萱嶌　咲耶 小松　愛華

桑野　葵 菅本　爽帆 尾渡　優嘉 泥谷　歩香 田中　陽菜 河野　美怜 清水　愛結 中上　和奏

大岡　百寧  4.12 (+1.1) 陶山　みずき  4.12 (+1.5) 今村　珊瑚  3.78 (+0.1) 福谷　愛梨  w3.71 (+2.1) 河野　芽依  3.63 (+1.0) 國廣　汐音  3.61 (+1.4) 安部　日菜  3.55 (+2.0) 麻生　理紗  3.49 (+0.9)

AC佐伯 臼杵ジュニア 臼杵ジュニア AC佐伯 AC佐伯 別府朝日陸上 別府朝日陸上 大在かけっ子

岩田　結香  24.71 三好　凛  24.30

AC佐伯 滝尾陸上

石井　マサ子

主催団体名 一般財団法人大分陸上競技協会 陸協名 大分陸上競技協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 第15回大分県レディース陸上競技大会
期日・時刻 2015/9/22

競技場名 大分市営陸上競技場 審判長

9月22日 走幅跳

9月22日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

小学3・4年共女子 9月22日 4x100mR

小学5・6年共女子 9月22日 4x100mR

小学6年女子 9月22日 100m

9月22日 1000m

小学5年女子 9月22日 100m

9月22日 1000m

小学4年女子 9月22日 100m

9月22日 1000m

小学3年女子 9月22日 100m

9月22日 1000m

中学女子 9月22日 砲丸投

9月22日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

9月22日 砲丸投

9月22日 やり投

9月22日 走幅跳

9月22日 三段跳

9月22日 4x100mR

9月22日 走高跳

9月22日 1500m

9月22日 3000m

7位 8位

共通女子 9月22日 100m

9月22日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位


