
日付 種目

岩﨑　太志(3)  10.96 (+1.3) 高岡　晃  11.07 (+1.3) 阿南　龍生(2)  11.11 (+1.3) 橋本　俊作(3)  11.23 (+1.3) 高原　快成(2)  11.26 (+1.3) 小野　力矢(2)  11.40 (+1.3) 首藤　一輝(3)  11.41 (+1.3) 高原　裕成(2)  11.47 (+1.3)

大分雄城台高 熊本陸協 竹田高 別府鶴見丘高 別府翔青高 大分雄城台高 楊志館高 明豊高校

小野　源太(5)  50.69 吉野　弘登(3)  50.82 佐藤　亮太(3)  51.23 塩崎　永久(3)  51.60 大西　広晃(3)  51.70 渡辺　聖崇(4)  51.93 中山　康生(3)  52.05 神徳　元太(2)  52.11

大分高専 大分西高 楊志館高 楊志館高 大分大 大分大 杵築高 大分雄城台高

山夲　悠矢(4)  1:56.40 佐藤　亮太(3)  1:58.83 佐藤　奎斗(2)  1:59.09 清水　大智(3)  2:00.65 中山　康生(3)  2:00.96 成迫　昭太(3)  2:01.58 中村　俊哉(3)  2:02.01 西尾　勝樹(3)  2:02.84

大分大医学部 楊志館高 鶴崎工高 高田高 杵築高 佐伯鶴城高 杵築高 中津東高

重田　一成  9:00.24 藍澤　朋来(3)  9:16.31 橋爪　暁弘(2)  9:23.66 安部　雅治(2)  9:26.03 安藤　貴信(2)  9:28.63 萱島　和(3)  9:31.58 渡邉　飛彰(3)  9:37.20 土谷　翔一(3)  9:41.39

ソレイユ 豊後大野・三重中 大分西高 安心院高 北九州市立大 大分・坂ノ市中 豊後大野・三重中 豊後大野・三重中

内田　涼太  15:26.08 十川　裕次  15:29.82 神志那　優輝  15:30.01 西村　勇(3)  15:58.81 山内　海斗(3)  16:14.17 其田　智遼(3)  16:39.59 岩田　隆正(5)  16:41.99 吉野　空(3)  16:51.50

大分市役所 ソレイユ 大分市役所 日本文理大 中津東高 大分舞鶴高 大分高専 大分雄城台高

宮村　真史(3)  55.00 野尻　瞬(3)  57.00 渡辺　将人(3)  59.65 渡邊　大五(3)  59.68 松下　廉(3)  1:00.65 岩崎　隼也(3)  1:04.61 竹本　悠朔(2)  1:06.45 濵田　涼太(2)  1:06.90

大分雄城台高 大分雄城台高 大分高 大分高 臼杵高 佐伯鶴城高 大分東明高 国東高

杵築高  44.15 臼杵高  44.29 大分高  45.04 別府翔青高  45.10 大分東明高  45.22 鶴崎工高  47.22 大分・坂ノ市中  48.17 高田高  48.66

中村　俊哉(3) 松下　廉(3) 木良　武蔵(1) 佐藤　蓮(2) 佐々木　寿磨(2) 高橋　龍人(2) 川野　竜輝(3) 松尾　優賜(3)

中川　朋哉(3) 石田　亜吏也(3) 渡辺　将人(3) 高原　快成(2) 安藤　遼祐(3) 山崎　浩志(3) 小手川　智紀(2) 松成　蒼汰(3)

安部　将人(3) 赤嶺　恭平(2) 敷嶋　和仁(3) 渡邉　竜乃介(2) 竹本　悠朔(2) 大嶋　蓮(3) 甲斐　太陽(2) 西岡　祐輝(3)

三浦　寿起(3) 陶山　一輝(3) 田村　顕正(1) 花澤　絢介(3) 前川　和慶(3) 木村　龍太郎(3) 吉野　朋紀(3) 松尾　竜志(3)

中野　絢太(2)  3.10 増尾　颯大(3)  2.80 神﨑　吏一(3)  2.70

杵築高 佐伯鶴城高 大分・滝尾中

小山　高広  w13.44 (+2.6) 熊谷　凌(3)  12.40 (+2.0) 渡邉　竜乃介(2)  w12.26 (+3.0) 安部　将弥(3)  12.25 (+1.3) 野間　信太朗(2)  11.25 (+2.0) 丸山　響(2)  11.20 (+0.2)

長門記念病院 大分雄城台高 別府翔青高 別府翔青高 大分高 竹田高

瓜田　蒼(3)  38.72 永松　泰征(3)  33.37 松本　大輝(3)  33.36 芦刈　隆太(2)  32.05 伊藤　毅登(2)  28.59 深井　幸宏(3)  28.55 貝嶋　直也(3)  27.98 村上　慶造(3)  24.57

大分雄城台高 高田高 別府鶴見丘高 佐伯豊南高 大分雄城台高 佐伯豊南高 鶴崎工高 高田高

丸小野　錬(3)  45.70 山下　北斗(3)  42.95 安藤　颯(3)  37.16 衣笠　海依(3)  36.49 吉廣　幹(2)  33.45 尾田　清志丸(2)  26.40 姫野　章太郎(2)  22.16 佐藤　匠輝(3)  18.04

国東高 双国校 大分高 双国校 双国校 大分高 大分鶴崎高 大分高

田﨑　来夢(3)  11.46 (+1.0) 成瀬　樹(3)  11.66 (+1.0) 中橋　優生(2)  11.75 (+1.0) 河田　蒼汰(3)  11.86 (+1.0) 山越　聖矢(2)  11.97 (+1.0) 大野　雄暉(3)  11.98 (+1.0) 園部　輝紀(3)  12.06 (+1.0)

大分・城南中 大分・大在中 大分・大在中 別府・山の手中 大分・大東中 大分・滝尾中 大分・大在中

田村　奏人(2)  11.75 (+1.0)

大分・稙田東中

小川　陽叶(3)  2:06.31 鈴木　隆太(2)  2:08.20 近藤　燎(3)  2:14.11 松田　健太(2)  2:17.11 杉田　侃音(3)  2:17.90 芦刈　翼(3)  2:20.29 赤尾　駿太(3)  2:20.33 堤　海翔(3)  2:21.37

大分・滝尾中 大分・滝尾中 豊後高田・高田中 大分・大東中 大分・大東中 碩田学園 大分・城南中 大分・大在中

竹本　蓮(3)  14.87 友岡　慎太郎(3)  12.88 安部　駿亮(3)  11.10 田中　翔麻(3)  8.45 川野　竜輝(3)  8.32 井上　康大(2)  7.94 一松　大晴(2)  7.85 那木　悠右(2)  7.46

泉中 泉中 大分・坂ノ市中 泉中 大分・坂ノ市中 由布・挾間中 泉中 大分・稙田東中

竹本　蓮(3)  36.93 友岡　慎太郎(3)  25.83 田中　翔麻(3)  17.47 一松　大晴(2)  17.47

泉中 泉中 泉中 泉中

競技会名 平成29年度　第１回春季陸上競技大会
期日・時刻 2017/4/9 審判長

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任

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

7位 8位

共通男子 4月9日 100m

4月9日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

4月9日 5000m

4月9日 400mH

4月9日 800m

4月9日 3000m

4月9日 三段跳

高校男子 4月9日 円盤投

4月9日 4x100mR

4月9日 棒高跳

4月9日 800m

4月9日 砲丸投

4月9日 ﾊﾝﾏｰ投

中学男子 4月9日 100m

4月9日 円盤投



日付 種目

競技会名 平成29年度　第１回春季陸上競技大会
期日・時刻 2017/4/9 審判長

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任

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

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

佐藤　由貴  12.50 (+1.2) 後藤　帆花(3)  12.80 (+1.2) 田中　志歩(2)  12.88 (+1.2) 竹島　佳子(3)  12.91 (+1.2) 湯通堂　光流(2)  12.96 (+1.2) 加藤　晶(2)  13.14 (+1.2) 瓜生田　萌枝  13.17 (+1.2) 髙野　七海(1)  13.26 (+1.2)

臼杵市陸協 大分商業高 大分雄城台高 大分・稙田南中 KSSC 別府翔青高 大分AC 大分高

高野　真心(2)  1:01.69 髙野　七海(1)  1:02.14 江藤　咲(3)  1:03.23 児玉　くるみ(3)  1:05.20 姫野　綾香(2)  1:05.78 川﨑　春莉(3)  1:07.30 中磨　里彩(3)  1:07.34 神志那　愛加(3)  1:07.72

大分舞鶴高 大分高 由布・挾間中 佐伯鶴城高 杵築高 大分・大分中 国東高 豊後大野・三重中

江藤　咲(3)  2:21.38 常廣　美羽(3)  2:22.02 高野　真心(2)  2:28.08 姫野　綾香(2)  2:28.91 林　真鈴(2)  2:29.44 森本　紗妃(3)  2:29.65 住本　愛華(2)  2:32.34 阿部　紗也(2)  2:32.68

由布・挾間中 豊後高田・高田中 大分舞鶴高 杵築高 別府鶴見丘高 鶴崎工高 大分雄城台高 豊後高田・高田中

古川　夏海  9:53.62 竹本　由佳  10:02.60 平松　彩華(3)  10:26.41 藤井　さくら(2)  10:41.66 筒井　夢香(3)  10:55.86 常廣　美羽(3)  11:08.63 小松　愛華(2)  11:09.37 上尾　美空(2)  11:11.07

ｷﾔﾉﾝAC九州 ｷﾔﾉﾝAC九州 大分・大東中 佐伯・鶴谷中 大分・大東中 豊後高田・高田中 大分・大東中 大分・大東中

後藤　みのり  16:53.16 川嶋　利佳  17:14.68 新山　美帆  17:35.24

ｷﾔﾉﾝAC九州 ｷﾔﾉﾝAC九州 ｷﾔﾉﾝAC九州

長谷川　実柚(2)  1:12.39 吉田　眞菜(3)  1:15.70 西山　文香(3)  1:19.71

大分高 大分高 鶴崎工高

杵築高  51.21 由布・挾間中  52.04 大分高B  53.24 臼杵・西中  53.58 別府鶴見丘高  54.00 大分・城東中  54.25 泉中  55.24 大分・明野中  55.55

恒松　奏子(2) 戸澤　琉華(2) 田島　優風(3) 菅本　爽帆(2) 工藤　彩那(3) 伊東　梨沙(3) 石橋　ほのか(2) 髙木　清香(2)

後藤　優香(3) 髙橋　日笑(3) 吉田　眞菜(3) 平川　泉都(2) 井上　美有紀(2) 桒野　葵(2) 中村　由希子(3) 屋田　咲衣(3)

草野　真衣(2) 麻生　春香(3) 内田　咲希(3) 若狭　心音(2) 木村　萌々香(2) 藤澤　華音(3) 川野　莉果(2) 安藤　美麗(3)

酒井　麻耶子(3) 原口　萌々花(2) 向井　まりな(3) 西郷　天(2) 荒金　奏羽(2) 牧野　菜沙(3) 木下　桃花(3) 一原　彩花(2)

金子　絵美里(1)  3.20 乙津　彩乃(2)  3.10 赤井　あい(2)  2.20

大分西高 大分西高 杵築高

三浦　真子(3)  11.03 (+1.7) 高畑　優美(2)  w10.59 (+2.1) 内田　咲希(3)  10.13 (+1.8) 川野　真里  10.11 (+1.3) 神田　木綿(3)  10.08 (+1.9) 二宮　侑澄(3)  8.57 (+1.6) 梅木　琴音(3)  w8.39 (+2.5)

大分大医学部 大分舞鶴高 大分高 大分AC 臼杵高 大分雄城台高 鶴崎工高

石橋　彩子(3)  32.70 肥川　花実(2)  27.98 林　真夕(3)  25.30 尾﨑　百香(3)  21.99 丸山　こころ(2)  21.07 疋田　華(3)  16.59 池上　紗佳(3)  15.05 中山　あゆみ(2)  14.44

佐伯豊南高 佐伯豊南高 大分東明高 中津東高 泉中 佐伯鶴城高 大分東明高 泉中

杉本　綾音(3)  42.87 松井　楓花(2)  33.49 肥川　花実(2)  26.64 石橋　彩子(3)  20.64

大分雄城台高 鶴崎工高 佐伯豊南高 佐伯豊南高

麻生　春香(3)  13.05 (+2.0) 髙橋　日笑(3)  13.10 (+2.0) 戸澤　琉華(2)  13.15 (+2.0) 川野　舞(3)  13.20 (+2.0) 桒野　葵(2)  13.35 (+2.0) 西郷　天(2)  13.39 (+2.0) 杉本　晴(2)  13.40 (+2.0) 一原　彩花(2)  13.45 (+2.0)

由布・挾間中 由布・挾間中 由布・挾間中 杵築・山香中 大分・城東中 臼杵・西中 大分・滝尾中 大分・明野中

藤井　さくら(2)  2:23.33 平松　彩華(3)  2:26.12 板井　愛菜(2)  2:28.68 筒井　夢香(3)  2:30.52 小松　愛華(2)  2:30.71 泥谷　美来(2)  2:33.03 神﨑　詩月(2)  2:35.04 植村　梨乃(2)  2:35.18

佐伯・鶴谷中 大分・大東中 大分・坂ノ市中 大分・大東中 大分・大東中 大分・坂ノ市中 佐伯・鶴谷中 大分・滝尾中

河野　凜(3)  12.85 櫻井　仁美(3)  11.03 丸山　こころ(2)  10.27 原口　萌々花(2)  10.14 麻生　美優奈(3)  10.07 牧野　菜沙(3)  9.75 柴田　綾乃(3)  9.29 中山　あゆみ(2)  8.34

佐伯・東雲中 臼杵・西中 泉中 由布・挾間中 豊後大野・三重中 大分・城東中 佐伯・鶴谷中 泉中

4月9日 400m

4月9日 800m

共通女子 4月9日 100m

4月9日 400mH

4月9日 4x100mR

4月9日 3000m

4月9日 5000m

4月9日 円盤投

4月9日 ﾊﾝﾏｰ投

4月9日 棒高跳

4月9日 三段跳

4月9日 砲丸投

w (wind assist) : 追風参考

中学女子 4月9日 100m

4月9日 800m


