
日付 種目

田中　伸哉  10.84 (+0.9) 木場　彪実  10.91 (+0.9) 久保　勇人  10.92 (+0.9) 小野　源太  11.15 (+0.9) 山﨑　匠  11.16 (+0.9) 片山　隼斗  11.26 (+0.9) 津田　宗一郎  11.34 (+0.9)

国際武道大 大分東明高 大分AC 大分高専 佐伯鶴城高 大分豊府高 佐伯鶴城高

高原　快成  10.92 (+0.9)

別府翔青高

片山　隼斗  22.61 (+1.1) 野々下　薫  22.71 (+1.1) 神田　浩樹  22.86 (+1.1) 田村　顕正  23.23 (+1.3) 若林　将希  23.41 (+1.1) 友岡　優仁  23.46 (+1.1) 甲斐　叶夢  23.60 (+1.4) 吉良　虹太  23.69 (+1.3)

大分豊府高 佐伯鶴城高 大分大 大分高 佐伯鶴城高 杵築・山香中 大分高 大分商業高

山口　祐介  4:12.31 佐藤　黎治  4:14.32 小川　陽叶  4:16.88 坂井　徹成  4:17.14 其田　智遼  4:18.12 小出　陽世  4:21.24 畠　直輝  4:21.26 北野　耀次郎  4:25.68

長崎陸協 玖珠郡陸協 大分・滝尾中 別府自衛隊 大分舞鶴高 大分上野丘高 大分鶴崎高 大分高

十川　裕次  15:22.14 熊谷　奨  15:31.77 小川　尚人  15:36.52 塩田　祥梧  15:57.87 松下　源記  16:01.93 齋藤　瑞希  16:09.81 佐藤　黎治  16:18.93 河野　慶太  16:21.60

ソレイユ 大分東明高 佐伯市駅伝 大分東明高 臼杵市陸協 大分東明高 玖珠郡陸協 大分東明高

田中　伸哉  14.48 (+0.1) 宮村　真史  15.58 (+0.1) 甲斐　叶夢  15.91 (+0.1) 中山　遥斗  16.91 (-0.7) 岩崎　隼也  17.44 (-0.7) 河上　亮太  22.27 (-0.7)

国際武道大 大分雄城台高 大分高 大分舞鶴高 佐伯鶴城高 大分・稙田東中

佐伯鶴城高  43.77 大分舞鶴高  44.24 大分高  44.78 大分・大在中  45.51 鶴崎工高  45.60 大分鶴崎高  45.64 杵築・山香中  46.78 大分高専  46.87

津田　宗一郎 福田　巧巳 甲斐　叶夢 中橋　優生 高橋　龍人 山﨑　元哉 木村　孝太朗 高田　康之佑

若林　将希 長屋　博斗 木良　武蔵 園部　輝紀 岡野　耕也 棚成　拓哉 友岡　優仁 山下　颯一朗

小畑　葵 中山　遥斗 佐藤　太喜 河越　健太 大嶋　蓮 佐藤　公輝 塩澤　康志 森山　神

野々下　薫 首藤　建 田村　顕正 成瀬　樹 木村　龍太郎 野田　朋翼 石堂　瑞稀 小野　源太

渡辺　聖崇  1.88 甲斐　紀光  1.75 森　天克  1.70 木村　孝太朗  1.60 長屋　博斗  1.55

大分大 大分豊府高 大分・滝尾中 杵築・山香中 大分舞鶴高

増尾　颯大  3.30 小野　幹太  3.30 中野　絢太  3.10 神﨑　吏一  2.80

佐伯鶴城高 大分豊府高 杵築高 大分・滝尾中

尾熊　利昭  6.70 (+0.8) 安部　将人  6.64 (-0.6) 小畑　葵  6.60 (+0.9) 岡野　耕也  6.32 (+1.4) 川西　勇希  5.96 (-0.3) 長屋　博斗  5.95 (-1.2) 小田巻　陽登  5.89 (+0.6) 神田　伝央  5.72 (-1.4)

日田市陸協 杵築高 佐伯鶴城高 鶴崎工高 大分大 大分舞鶴高 大分豊府高 大分舞鶴高

江頭　壱成  56.71 疋田　直輝  51.68 安松　良  49.76 西村　怜  47.93 山下　翔太  46.60 鶴原　光輝  46.09 安部　将人  44.37 吉武　息吹  42.67

熊本大 佐伯鶴城高 大分上野丘高 大分豊府高 国東高 佐伯豊南高 杵築高 大分豊府高

日野　祐太  36.50 古市　多聞  30.80 貝嶋　直也  30.40 芦刈　隆太  29.92 深井　幸宏  25.01

大分豊府高 大分豊府高 鶴崎工高 佐伯豊南高 佐伯豊南高

丸小野　錬  42.11 安藤　颯  37.33 引地　泰雅  31.84 國廣　星矢  30.70 尾田　清志丸  28.90 姫野　章太郎  25.62 佐藤　匠輝  21.00

国東高 大分高 国東高 鞍手竜徳 大分高 大分鶴崎高 大分高

田﨑　来夢  11.41 (+0.4) 田村　奏人  11.79 (+0.4) 成瀬　樹  11.83 (+0.4) 園部　輝紀  11.86 (+0.4) 渡邉　航大  11.91 (+0.4) 大野　雄暉  11.94 (+0.4) 中島　光星  12.14 (+0.4) 吉野　朋紀  12.23 (+0.4)

大分・城南中 大分・稙田東中 大分・大在中 大分・大在中 佐伯・鶴谷中 大分・滝尾中 佐伯・蒲江翔南中 大分・坂ノ市中

岩下　翔哉  9:33.34 有川　虹太郎  10:42.17 土矢　颯介  10:50.74 椎原　雅久斗  11:02.16 新尾　拓人  11:02.60 南村　祐毅  11:06.19 江口　慎太郎  11:13.14 加島　直樹  11:19.83

一の宮中学 大分・滝尾中 佐伯・鶴谷中 大分・坂ノ市中 大分・滝尾中 杵築・山香中 大分・稙田中 大分・稙田中

吉野　朋紀  5.66 (+0.1) 岩津　昇吾  5.35 (-0.9) 小手川　智紀  5.29 (+0.9) 石堂　瑞稀  5.17 (-0.1) 甲斐　太陽  5.11 (+1.4) 藤原　爽羽汰  5.08 (-0.3) 吉田　泰乃亮  4.87 (0.0) 小野　隆介  4.44 (-0.8)

大分・坂ノ市中 大分・稙田中 大分・坂ノ市中 杵築・山香中 大分・坂ノ市中 大分・大在中 大分・坂ノ市中 大分・明野中

遠入　剛  8:41.05 上野　優人  9:08.42 宮﨑　魁舟  9:10.54 片岡　凜太郎  9:23.08 河野　友誠  9:32.51 入口　翔太  9:36.11 髙木　克嘉  9:45.73 森　真聡  9:51.73

大分東明高 大分東明高 大分東明高 大分東明高 大分東明高 大分東明高 大分東明高 大分東明高

5月7日 走幅跳

少年B男子 5月7日 3000m

中学男子 5月7日 100m

5月7日 3000m

高校男子 5月7日 円盤投

5月7日 ﾊﾝﾏｰ投

5月7日 走幅跳

5月7日 やり投

5月7日 走高跳

5月7日 棒高跳

5月7日 110mH

5月7日 4x100mR

5月7日 1500m

5月7日 5000m

7位 8位

共通男子 5月7日 100m

5月7日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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