
日付 種目

都甲　留愛  12.51 (+1.1) 後藤　帆花  12.84 (+1.1) 広瀬　菜月  12.87 (+1.1) 瓜生田　萌枝  13.06 (+1.1) 加藤　晶  13.08 (+1.1) 川野　真里  13.09 (+1.1) 髙野　七海  13.18 (+1.1) 吉田　眞菜  13.36 (+1.1)

大分舞鶴高 大分商業高 大分舞鶴高 大分AC 別府翔青高 大分AC 大分高 大分高

後藤　帆花  26.35 (+1.1) 山上　葉月  26.54 (+1.1) 髙野　七海  26.84 (+1.7) 長谷川　実柚  w27.39 (+2.9) 川野　舞  27.43 (+1.1) 仁田脇　志歩  w27.65 (+2.9) 田島　優風  27.68 (+1.1) 吉田　眞菜  27.94 (+1.0)

大分商業高 青山学院大 大分高 大分高 杵築・山香中 佐伯鶴城高 大分高 大分高

一原　彩花  27.94 (+1.1)

大分・明野中

中村　朱里  4:42.16 齊藤　うた  4:46.52 小松　優衣  4:48.73 石川　茉由  4:52.01 宮川　結衣  4:54.33 大塚　彩也香  4:57.99 酒井　美優  4:59.16 浅倉　愛  5:08.10

大分西高 大分西高 大分西高 大分西高 大分西高 大分西高 大分西高 竹田・久住中

新名　風花  10:08.83 平塚　真菜  10:20.01 大野　美咲  10:28.57 磯部　涼美  10:30.38 紀野　愛実  10:39.78 新貝　奈乃葉  10:41.13 賀籠六　里歩  10:56.62 酒井　奏  12:57.92

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 国東高

高畑　優美  16.90 (+0.8) 辻井　花音  17.30 (+0.8) 白岩　月  17.43 (+0.8) 長谷川　実柚  18.88 (+0.8) 新銅　ひかり  18.91 (+0.8) 白岩　星  18.94 (+0.8)

大分舞鶴高 大分高 佐伯豊南高 大分高 大分雄城台高 佐伯豊南高

大分・明野中  51.55 佐伯鶴城高  51.79 大分高B  52.53 大分高  52.99 大分・滝尾中A  53.96 大分商業高  54.27 大分上野丘高  54.45 杵築・山香中  54.75

宮岡　悠子 久保　映里奈 田島　優風 長谷川　実柚 小田巻　沙和 租田　悠花 髙木　碧海 河野　朱里

一原　彩花 仁田脇　志歩 吉田　眞菜 辻井　花音 佐東　美紅 後藤　帆花 江口　幸花 川野　舞

若林　人生 石井　柚香 向井　まりな 井餘田　萌 宮川　香鈴 尚山　遥南 坂本　明玖美 大河内　杜華

河野　愛莉 黒木　凜 小野　悠奈 髙野　七海 杉本　晴 清田　藍巴 後藤　萌子 岩尾　優香

渡邉　智世  1.45 宮本　芽依  1.40 坂本　明玖美  1.40 山城　梨央  1.40 白岩　星  1.40 白岩　月  1.35 橋本　真鈴  1.35

杵築高 佐伯・鶴谷中 大分上野丘高 佐伯鶴城高 佐伯豊南高 佐伯豊南高 佐伯鶴城高

津田　実璃  1.35

鶴崎工高

赤井　あい  2.40 吉村　まどか  2.20

杵築高 大分豊府高

荒木　菜緒  5.36 (+1.2) 吉藤　純衣  5.31 (+1.5) 肥川　唯  5.04 (+0.7) 高畑　優美  4.94 (+2.0) 髙木　碧海  4.82 (+1.2) 安部　柚花  4.80 (+0.9) 久保　千春  4.64 (+1.1) 川野　真里  4.53 (+1.9)

延岡星雲高校 佐伯豊南高 鶴崎工高 大分舞鶴高 大分上野丘高 杵築高 佐伯鶴城高 大分AC

佐藤　菜央美  38.99 石橋　彩子  31.50 肥川　花実  25.75 疋田　華  16.79

大分陸協 佐伯豊南高 佐伯豊南高 佐伯鶴城高

杉本　綾音  44.49 田中　瑠那  42.27 中村　ののか  28.94 大海　乙葉  16.55

大分雄城台高 鞍手竜徳 大分雄城台高 双国校

田崎　陽子  34.54 森﨑　智絵  32.40 姫野　由依  31.40 玉田　光来  24.26

大分舞鶴高 佐伯豊 大分上野丘高 大分豊府高

土矢　未悠  13.18 (0.0) 一原　彩花  13.37 (0.0) 杉本　晴  13.42 (0.0) 荒川　茉優  13.93 (0.0) 小田巻　沙和  14.01 (0.0) 若林　人生  14.02 (0.0) 佐東　美紅  13.80 (+0.8) 衛藤　実杏  13.83 (+0.8)

佐伯・鶴谷中 大分・明野中 大分・滝尾中 大分・坂ノ市中 大分・滝尾中 大分・明野中 大分・滝尾中 大分・大在中

土矢　未悠  4.79 (+1.2) 植村　沙羅  4.56 (+1.1) 小田巻　沙和  4.43 (+1.2) 甲斐　愛純  w4.33 (+2.1) 岩田　杏梨  4.32 (+1.1) 矢野　愛海  3.87 (+1.6) 實﨑　華音  3.83 (+2.0) 田村　妙華  3.33 (+1.7)

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

藤川　奈々雅  17.34 (-0.6) 久保　鈴  19.14 (-0.6)

佐伯鶴城高 大分雄城台高

w (wind assist) : 追風参考

5月7日 走幅跳

少年B女子 5月7日 100mH

5月7日 やり投

中学女子 5月7日 100m

5月7日 円盤投

5月7日 ﾊﾝﾏｰ投

5月7日 棒高跳

5月7日 走幅跳

5月7日 4x100mR

5月7日 走高跳

5月7日 5000m

5月7日 100mH

5月7日 1500m

5月7日 3000m

7位 8位

共通女子 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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