
日付 種目

松下　叶羽(2)  24.22 (+1.3) 田﨑　来夢(2)  24.25 (+0.8) 成瀬　樹(2)  24.42 (+0.8) 山越　聖矢(1)  24.80 (+0.8) 神﨑　祭(2)  25.79 (+0.8) 小野　成史(1)  25.87 (+2.0) 城門　拓巳(2)  25.91 (+1.1) 甲斐　康太(1)  25.95 (+1.6)

南大分中 城南中 大在中 大東中 城南中 滝尾中 稙田中 稙田中

内田　吏一知(2)  56.57 内山　洋輔(2)  57.40 吉田　優大(2)  57.65 和田　大輝(1)  57.73 松本　浩志(2)  58.45 桑原　昂汰(1)  59.01 森　天克(2)  59.10 佐田　龍昇(1)  59.68

上野ヶ丘中 城東中 上野ヶ丘中 滝尾中 明野中 碩田中 滝尾中 碩田中

鈴木　隆太(1)  2:15.43 小野　颯真(2)  2:16.88 吉良　大輝(1)  2:18.11 芦刈　翼(2)  2:19.17 杉田　侃音(2)  2:21.87 亀井　愛心(2)  2:24.26 舩木　涼雅(2)  2:24.56 安部　空(2)  2:25.62

滝尾中 坂ノ市中 大東中 碩田中 大東中 南大分中 明野中 王子中

萱島　和(2)  9:21.59 小川　陽叶(2)  9:27.57 小山　晴空(2)  9:31.57 河野　樹葵(2)  9:37.80 藤田　幸喜(1)  9:49.82 中津留　海翔(2)  9:52.70 松田　健太(1)  9:54.29 小野　涼翔(2)  9:56.23

坂ノ市中 滝尾中 稙田中 大東中 坂ノ市中 稙田中 大東中 坂ノ市中

今宮　光貴(2)  w16.07 (+2.3) 吉田　健二郎(2)  w18.42 (+2.3) 末松　宙大(2)  w18.67 (+2.3) 疋田　和正(2)  w20.04 (+2.3) 砂川　雅博(2)  w20.52 (+2.3) 可畑　凜乃介(2)  w20.54 (+2.3) 八坂　龍之介(2)  w21.36 (+2.3) 長谷川　陽仁(2)  w21.91 (+2.3)

城南中 城南中 城東中 坂ノ市中 坂ノ市中 坂ノ市中 坂ノ市中 賀来中

大在中  48.15 滝尾中  48.18 坂ノ市中A  48.26 城南中A  48.56 大東中Ａ  49.02 上野ヶ丘中  49.24 稙田中  49.41 城東中  50.11

藤原　爽羽汰(2) 森　天克(2) 安部　駿亮(2) 吉田　健二郎(2) 定行　瑠偉(2) 光来出　快斗(2) 城門　拓巳(2) 古谷　拓登(2)
園部　輝紀(2) 小野　成史(1) 吉野　朋紀(2) 神﨑　祭(2) 山越　聖矢(1) 内田　吏一知(2) 甲斐　康太(1) 内山　洋輔(2)
河越　健太(1) 和田　大輝(1) 丹生　敦也(1) 今宮　光貴(2) 上杉　悠陽(1) 冨髙　元太郎(1) 岩男　青空(1) 末松　宙大(2)
成瀬　樹(2) 大野　雄暉(2) 川野　竜輝(2) 田﨑　来夢(2) 工藤　滉平(2) 吉田　優大(2) 小林　廉二朗(2) 河野　斗眞(2)

森　天克(2)  1.65 疋田　和正(2)  1.45 可畑　凜乃介(2)  1.35

滝尾中 坂ノ市中 坂ノ市中

吉野　朋紀(2)  5.83 (+0.4) 末松　宙大(2)  w5.32 (+2.3) 光来出　快斗(2)  4.94 (+1.3) 園田　幸大(2)  4.91 (+0.5) 藤原　爽羽汰(2)  4.90 (-0.3) 甲斐　太陽(1)  4.78 (0.0) 河野　斗眞(2)  4.65 (+2.0) 上松　万真(1)  w4.65 (+2.2)

坂ノ市中 城東中 上野ヶ丘中 王子中 大在中 坂ノ市中 城東中 鶴崎中

安部　駿亮(2)  9.70 小林　廉二朗(2)  9.42 吉田　優大(2)  8.37 猪原　皇海(2)  8.13 川野　竜輝(2)  7.88 羽田野　心之介(2)  7.84 内尾　千剣(2)  7.53 舩木　涼雅(2)  6.45

坂ノ市中 稙田中 上野ヶ丘中 賀来中 坂ノ市中 滝尾中 稙田中 明野中

山越　聖矢(1)  11.96 (+1.7) 佐田　龍昇(1)  12.29 (+1.7) 田村　奏人(1)  12.47 (+1.7) 小野　成史(1)  12.55 (+1.7) 三浦　孝明(1)  12.62 (+0.5) 丹生　敦也(1)  12.67 (+1.7) 岩男　青空(1)  12.74 (+1.7) 上杉　悠陽(1)  12.76 (+0.5)

大東中 碩田中 稙田東中 滝尾中 滝尾中 坂ノ市中 稙田中 大東中

鈴木　隆太(1)  4:36.34 藤田　幸喜(1)  4:39.02 大戸　悠揮(1)  4:42.34 松田　健太(1)  4:44.36 赤峰　尚輝(1)  4:46.24 北野　琳平(1)  4:48.54 吉良　大輝(1)  4:53.24 井戸口　歩夢(1)  4:59.26

滝尾中 坂ノ市中 坂ノ市中 大東中 大東中 大東中 大東中 坂ノ市中

丹生　敦也(1)  15.75 (+1.6) 高野　智紀(1)  17.60 (+1.6) 河野　隼(1)  18.88 (+1.6) 帆玉　翔景(1)  19.12 (+1.5) 佐藤　愛翔(1)  19.13 (+1.6) 河上　亮太(1)  19.70 (+1.5) 末光　隆一(1)  21.38 (+1.5) 藤澤　槻葉(1)  22.23 (+1.5)

坂ノ市中 大会新 坂ノ市中 城南中 坂ノ市中 稙田中 稙田東中 坂ノ市中 坂ノ市中

松下　叶羽(2)  11.88 (+0.2) 大野　雄暉(2)  11.95 (+0.2) 田﨑　来夢(2)  11.97 (+0.2) 成瀬　樹(2)  12.14 (+0.2) 内田　吏一知(2)  12.17 (+0.2) 吉野　朋紀(2)  12.27 (+0.2) 園田　幸大(2)  12.33 (+0.2) 岩田　陸人(2)  12.36 (+1.7)

南大分中 滝尾中 城南中 大在中 上野ヶ丘中 坂ノ市中 王子中 稙田東中

小山　晴空(2)  4:27.82 小川　陽叶(2)  4:29.07 萱島　和(2)  4:31.17 河野　樹葵(2)  4:31.23 小野　颯真(2)  4:36.51 水野　壮馬(2)  4:40.90 中津留　海翔(2)  4:43.96 有薗　滉陽(2)  4:46.03

稙田中 滝尾中 坂ノ市中 大東中 坂ノ市中 大東中 稙田中 稙田南中

内田　万裕(1)  27.76 (+1.1) 川﨑　春莉(2)  27.83 (+1.8) 竹田　光里(2)  28.44 (+1.8) 佐東　美紅(2)  28.51 (+1.8) 小手川　杏菜(2)  28.76 (+1.7) 隅　暖空(2)  28.90 (+1.8) 後藤　彩来(2)  28.93 (+1.8) 一原　彩花(1)  29.17 (+1.1)

上野ヶ丘中 大分中 碩田中 滝尾中 王子中 鶴崎中 稙田西中 明野中

匹田　雛凪(1)  5:00.13 平野　よう(2)  5:00.81 泥谷　美来(1)  5:01.19 筒井　夢香(2)  5:01.19 板井　愛菜(1)  5:07.35 佐藤　心楼(2)  5:10.89 中上　和奏(1)  5:15.28 姫野　咲希(1)  5:15.80

明野中 滝尾中 坂ノ市中 大東中 坂ノ市中 大東中 滝尾中 大東中

平松　彩華(2)  10:38.94 平野　よう(2)  11:04.61 小松　愛華(1)  11:16.65 髙野　笑未(2)  11:23.71 本田　花奈(1)  11:25.32 上尾　美空(1)  11:32.50 植村　梨乃(1)  11:59.58

大東中 滝尾中 大東中 坂ノ市中 南大分中 大東中 滝尾中

高畑　歩美(2)  w15.73 (+2.1) 山本　侑歩(2)  16.65 (+1.2) 荒川　茉優(2)  w16.72 (+2.1) 森田　沙耶(2)  w17.00 (+2.1) 牧野　菜沙(2)  w17.16 (+2.1) 猪原　里菜(2)  w17.89 (+2.1) 横山　里咲(2)  w18.34 (+2.1) 西森　潮音(2)  w18.45 (+2.1)

稙田南中 稙田南中 坂ノ市中 明野中 城東中 稙田中 上野ヶ丘中 滝尾中

稙田南中A  53.37 城東中  53.89 明野中  54.48 上野ヶ丘中Ａ  54.62 大東中Ａ  55.93 大在中Ａ  56.56 坂ノ市中  56.60 稙田中  56.77

古賀　未怜(2) 伊東　梨沙(2) 匹田　雛凪(1) 村吉　涼花(2) 岡部　伊吹(2) 平本　志保(2) 植村　沙羅(2) 安部　愛梨(1)
竹島　佳子(2) 桒野　葵(1) 一原　彩花(1) 内田　万裕(1) 鶴田　明香里(2) 姫野　華名(2) 荒川　茉優(2) 猪原　里菜(2)
高畑　歩美(2) 藤澤　華音(2) 若林　人生(1) 吉野　結衣(1) 野々下　舞桜(2) 中西　瑞樹(2) 岩田　杏梨(1) 栗山　愛巳(1)
山本　侑歩(2) 牧野　菜沙(2) 森田　沙耶(2) 横山　里咲(2) 岩田　優美(2) 多田　日那乃(2) 橋爪　千聡(1) 後藤　千尋(1)

山本　有理紗(1)  1.35 糸永　結愛(2)  1.20 岡本　聖菜(1)  1.20

大在中 城東中 城東中

黒田　彩香(2)  1.20

城東中

桒野　葵(1)  4.75 (+1.4) 藤澤　華音(2)  4.63 (+0.7) 伊東　梨沙(2)  4.59 (0.0) 高畑　歩美(2)  4.58 (+0.1) 竹島　佳子(2)  4.46 (+0.4) 安藤　美麗(2)  4.25 (+1.6) 若林　人生(1)  4.23 (+0.7) 佐藤　二胡(2)  4.01 (+0.8)

城東中 城東中 城東中 稙田南中 稙田南中 明野中 明野中 上野ヶ丘中

分藤　文美(2)  7.92 牧野　菜沙(2)  7.88 髙路木　二千花(1)  7.76 岡田　深月(2)  7.03 中野　遙菜(2)  6.36 小山　りか(2)  5.96 青木　桃子(2)  5.45 津末　真陽(1)  5.44

城東中 城東中 明野中 城東中 岩田中 大分西中 岩田中 岩田中

内田　万裕(1)  13.50 (+2.0) 一原　彩花(1)  13.65 (+2.0) 桒野　葵(1)  13.72 (+2.0) 杉本　晴(1)  13.79 (+2.0) 後藤　千尋(1)  14.10 (+2.0) 吉野　結衣(1)  14.17 (+2.0) 小田巻　沙和(1)  14.24 (+1.7) 上野　真愛(1)  14.38 (+0.7)

上野ヶ丘中 明野中 城東中 滝尾中 稙田中 上野ヶ丘中 滝尾中 大在中

匹田　雛凪(1)  2:24.12 板井　愛菜(1)  2:28.93 中上　和奏(1)  2:32.08 泥谷　美来(1)  2:32.75 姫野　咲希(1)  2:33.91 小松　愛華(1)  2:36.50 吉田　結(1)  2:38.95 比永　真衣(1)  2:39.82

明野中 大会新 坂ノ市中 滝尾中 坂ノ市中 大東中 大東中 明野中 大在中

若林　人生(1)  13.05 (+0.6) 田村　綾香(1)  14.00 (+0.6) 播本　彩乃(1)  14.86 (+0.6) 篠田　未来(1)  15.41 (+0.6) 岩田　杏梨(1)  16.40 (+0.6) 古園　ちせ(1)  16.86 (+0.6) 垰　凜果(1)  17.44 (+0.6) 後藤　菜羽(1)  17.96 (+0.6)

明野中 城南中 城東中 稙田中 坂ノ市中 城東中 明野中 明野中

竹島　佳子(2)  13.28 (+0.2) 新名　陽花(2)  13.46 (+0.2) 山本　侑歩(2)  13.51 (+0.2) 小手川　杏菜(2)  13.67 (+1.1) 竹田　光里(2)  13.70 (+1.1) 荒川　茉優(2)  w13.81 (+2.3) 武内　悠華(2)  13.84 (+1.1) 川﨑　春莉(2)  13.85 (+1.1)

稙田南中 稙田東中 稙田南中 王子中 碩田中 坂ノ市中 王子中 大分中

伊東　梨沙(2)  13.85 (+1.1)

城東中

住本　優奈(2)  2:27.65 平松　彩華(2)  2:27.88 佐藤　心楼(2)  2:28.72 筒井　夢香(2)  2:29.04 西村　澪(2)  2:35.99 森　楽歩(2)  2:37.01 大島　沙耶佳(2)  2:37.27 足立　愛香(2)  2:37.51

賀来中 大東中 大東中 大東中 吉野中 南大分中 大東中 城東中

男子の部 坂ノ市中 129 滝尾中 74 大東中 57 城南中 43 稙田中 39 上野ヶ丘中 33 大在中・城東中 23

女子の部 城東中 86.5 明野中 59 大東中 57 稙田南中 46 坂ノ市中 42 滝尾中 37 上野ヶ丘中 27 大在中・稙田中 13

10月6日 走幅跳

10月6日

大分陸上競技協会

競技会名 大分市中学校新人陸上大会
期日・時刻 2016年10月6日 審判長 油布　晋一
競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任 宿理　智明

主催団体名 大分市中学校体育連盟 陸協名

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

学校対抗

共通男子 10月6日 200m

10月6日 400m

10月6日 800m

10月6日 3000m

10月6日 110mH

10月6日 走高跳

10月6日 4x100mR

砲丸投

１年男子 10月6日 100m

10月6日 1500m

10月6日 100mH

２年男子 10月6日 100m

10月6日 1500m

共通女子 10月6日 200m

10月6日 1500m

10月6日 3000m

10月6日 100mH

10月6日 走高跳

10月6日 走幅跳

10月6日 砲丸投

10月6日 4x100mR

２年女子 10月6日 100m

10月6日 800m

１年女子 10月6日 100m

10月6日 800m

10月6日 80mH


