
日付 種目

甲斐　夢人(3)  11.17 (+0.7) 高原　裕成(2)  11.54 (+0.7) 安藤　遼祐(3)  11.60 (+0.7) 甲斐　叶夢(2)  11.60 (+0.7) 首藤　一輝(3)  11.63 (+0.7) 木良　武蔵(1)  11.80 (+0.7) 田村　顕正(1)  11.91 (+0.7) 柴田　龍海(1)  12.18 (+0.7)

楊志館高 明豊高 大分東明高 大分高 楊志館高 大分高 大分高 大分東明高

木場　彪実(3)  22.54 (-1.2) 甲斐　夢人(3)  22.67 (-0.8) 甲斐　迅人(2)  23.45 (-0.8) 竹本　悠朔(2)  24.26 (-1.2) 長谷川　一朗(2)  24.86 (-0.8) 塩崎　永久(3)  24.94 (-1.2) 矢幡　拓真(1)  25.26 (-0.8) 佐藤　一輝(2)  25.31 (-0.8)

大分東明高 楊志館高 楊志館高 大分東明高 大分東明高 楊志館高 藤蔭高 溝部学園高

都甲　大地(2)  50.65 甲斐　迅人(2)  51.28 佐藤　亮太(3)  52.75 佐々木　寿磨(2)  53.04 初田　進(3)  53.29 髙野　悠太(3)  53.56 伊東　笑汰郎(2)  54.08 住田　大樹(1)  54.88

楊志館高 楊志館高 楊志館高 大分東明高 溝部学園高 日本文理大附高 明豊高 大分高

佐藤　亮太(3)  2:02.62 都甲　大地(2)  2:02.74 髙野　悠太(3)  2:05.35 福永　悠翔(1)  2:08.58 初田　進(3)  2:09.62 河上　竜也(2)  2:11.60 髙山　雄大(3)  2:11.95 安藤　遼祐(3)  2:14.56

楊志館高 楊志館高 日本文理大附高 楊志館高 溝部学園高 溝部学園高 日本文理大附高 大分東明高

溝口　陸真(3)  4:09.92 髙山　雄大(3)  4:23.98 都甲　大地(2)  4:24.79 小森　悠斗(3)  4:33.58 河上　竜也(2)  4:33.99 足立　幹太(2)  4:34.25 平山　和輝(1)  4:34.33 高部　凌(2)  4:36.94

日本文理大附高 日本文理大附高 楊志館高 東九州龍谷高 溝部学園高 大分東明高 溝部学園高 日本文理大附高

溝口　陸真(3)  16:08.57 木原　雄大(2)  16:15.13 小手川　夏葵(1)  18:02.45 岩尾　統偉(2)  18:09.44 小森　悠斗(3)  18:26.94 大家　武(3)  18:49.80 木暮　歩夢(2)  19:28.04

日本文理大附高 日本文理大附高 楊志館高 大分東明高 東九州龍谷高 東九州龍谷高 東九州龍谷高

木原　雄大(2)  10:20.04 高部　凌(2)  10:39.71 小手川　夏葵(1)  11:30.15 安藤　遼祐(3)  13:31.63 村上　練(1)  14:03.98

日本文理大附高 日本文理大附高 楊志館高 大分東明高 楊志館高

楊志館高  43.73 大分高  44.07 大分東明高  45.32 岩田高  48.05 東九州龍谷高  49.12

汐月　泰雅(2) 佐藤　太喜(2) 長谷川　一朗(2) 安藤　賢(2) 中村　友哉(3)

首藤　一輝(3) 木良　武蔵(1) 竹本　悠朔(2) 神田　大地(1) 鈴木　健太(3)

甲斐　迅人(2) 田村　顕正(1) 佐々木　寿磨(2) 渡辺　宗賢(2) 岩丸　惇恵(3)

福永　悠翔(1) 甲斐　叶夢(2) 柴田　龍海(1) 塚本　覇虎(1) 伊藤　勝(1)

楊志館高  3:27.78 大分高  3:33.54 日本文理大附高  3:44.22 大分東明高  3:47.85 溝部学園高  3:49.64 東九州龍谷高  3:58.53

福永　悠翔(1) 佐藤　太喜(2) 溝口　陸真(3) 佐々木　寿磨(2) 平山　和輝(1) 小森　悠斗(3)

都甲　大地(2) 木良　武蔵(1) 高部　凌(2) 足立　幹太(2) 河上　竜也(2) 岩丸　惇恵(3)

佐藤　亮太(3) 田村　顕正(1) 木原　雄大(2) 河野　詞也(3) 佐藤　一輝(2) 伊藤　勝(1)

甲斐　迅人(2) 住田　大樹(1) 髙野　悠太(3) 佐藤　諒(3) 初田　進(3) 鈴木　健太(3)

甲斐　叶夢(2)  1.65 岩尾　泰希(3)  1.60 木場　彪実(3)  1.55 松崎　央雅(3)  1.55 前川　和慶(3)  1.50 汐月　泰雅(2)  1.45 首藤　一輝(3)  1.40

大分高 大分東明高 大分東明高 楊志館高 大分東明高 楊志館高 楊志館高

汐月　泰雅(2)  w6.59 (+3.1) 甲斐　夢人(3)  6.34 (+1.9) 木場　彪実(3)  6.20 (+0.4) 渡辺　将人(3)  5.98 (+0.8) 矢幡　拓真(1)  5.51 (+1.7) 藤塚　健(3)  w5.48 (+2.9) 福永　悠翔(1)  5.48 (+1.3) 甲斐　叶夢(2)  5.27 (-0.2)

楊志館高 楊志館高 大分東明高 大分高 藤蔭高 大分東明高 楊志館高 大分高

汐月　泰雅(2)  w12.18 (+3.5) 野間　信太朗(2)  w12.15 (+2.3) 工藤　大和(2)  11.63 (+1.4) 足立　幹太(2)  11.49 (+1.8) 飯田　千晴(3)  11.33 (+1.2) 竹本　悠朔(2)  11.29 (+1.7) 塩崎　永久(3)  11.21 (+0.1) 松崎　央雅(3)  10.81 (-0.3)

楊志館高 大分高 大分高 大分東明高 大分東明高 大分東明高 楊志館高 楊志館高

工藤　大和(2)  9.70 尾田　清志丸(2)  9.50 永沼　壇(2)  8.79 松崎　央雅(3)  8.67 竹本　悠朔(2)  8.45 竹尾　快晴(2)  8.34 安藤　颯(3)  8.31 大塚　陽太(3)  8.01

大分高 大分高 東九州龍谷高 楊志館高 大分東明高 楊志館高 大分高 楊志館高

竹尾　快晴(2)  22.84 大塚　陽太(3)  22.11 金丸　陽希(1)  20.95 永沼　壇(2)  20.48 飯田　千晴(3)  19.03 末廣　紳(1)  18.45 佐藤　匠輝(3)  16.42 吉本　響(1)  14.25

楊志館高 楊志館高 大分高 東九州龍谷高 大分東明高 大分東明高 大分高 大分高

大塚　陽太(3)  38.16 竹尾　快晴(2)  35.10 佐藤　亮太(3)  29.52 末廣　紳(1)  27.97 渡邊　大五(3)  27.47 河野　詞也(3)  25.63 佐藤　太喜(2)  25.06 長谷川　一朗(2)  23.89

楊志館高 楊志館高 楊志館高 大分東明高 大分高 大分東明高 大分高 大分東明高
8月6日 やり投

w (wind assist) : 追風参考

8月5日 砲丸投

8月5日 円盤投

8月5日 走幅跳

8月6日 三段跳

8月6日 4x400mR

8月6日 走高跳

8月5日 3000mSC

8月5日 4x100mR

8月5日 1500m

8月6日 5000m

8月5日 400m

8月6日 800m

男子 8月5日 100m

8月6日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

主催団体名 大分県私立中学高等学校協会、一般財団法人大分県私学協会 陸協名

田中　義博

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任 塩手　朗輝
競技会名 第32回大分県私立高等学校体育大会陸上競技大会

期日・時刻 2017/8/6 審判長



日付 種目

田島　優風(3)  13.68 (-1.8) 中野　実希(3)  13.73 (-1.8) 吉田　眞菜(3)  13.99 (-1.8) 井餘田　萌(1)  14.08 (-1.8) 武内　彩華(2)  14.35 (-1.8) 久下　葵(2)  14.45 (-1.8) 古後　祐奈(2)  14.66 (-1.8) 木下　唱(2)  14.70 (-1.8)

大分高 溝部学園高 大分高 大分高 大分東明高 大分東明高 大分東明高 藤蔭高

髙野　七海(1)  27.72 (-1.1) 中野　実希(3)  28.63 (-0.6) 武内　彩華(2)  29.05 (-0.6) 久下　葵(2)  30.06 (-1.1) 木下　唱(2)  30.09 (-1.1) 向井　まりな(3)  31.08 (-0.6) 松下　樺帆(2)  31.16 (-1.1) 藤井　未夢(2)  32.53 (-0.6)

大分高 溝部学園高 大分東明高 大分東明高 藤蔭高 大分高 日本文理大附高 大分高

髙野　七海(1)  1:02.48 木下　唱(2)  1:06.04 岩崎　彩香(1)  1:07.25 松下　樺帆(2)  1:08.53 井上　ほのか(3)  1:09.22 田中　美来(1)  1:09.47 内山　悠子(3)  1:09.96 尾潟　紗季(2)  1:15.49

大分高 藤蔭高 楊志館高 日本文理大附高 大分東明高 藤蔭高 大分高 大分東明高

小野　悠奈(3)  2:28.10 岩崎　彩香(1)  2:36.89 山中　緋彩(2)  2:38.04 内那　由乃(1)  2:42.97 尾潟　紗季(2)  2:43.87 井上　ほのか(3)  2:46.11 江隈　葵(2)  2:46.20 田中　美来(1)  2:48.98

大分高 楊志館高 藤蔭高 日本文理大附高 大分東明高 大分東明高 藤蔭高 藤蔭高

市原　梨花(3)  10:37.86 永田　翔子(3)  11:19.43 宮下　加奈江(3)  11:48.56 山中　緋彩(2)  11:58.35 岩崎　彩香(1)  12:21.50 森　満里奈(2)  12:25.28 山下　茜音(1)  12:34.94 尾潟　紗季(2)  12:52.33

日本文理大附高 日本文理大附高 日本文理大附高 藤蔭高 楊志館高 藤蔭高 藤蔭高 大分東明高

大分東明高  56.29 藤蔭高  57.18 溝部学園高  58.81 東九州龍谷高  1:03.34 日本文理大附高  1:04.74

安部　優実(3) 木下　唱(2) 梶原　京花(1) 青木　万緒(3) 宮田　奈美(1)

古後　祐奈(2) 田中　美来(1) 宮崎　有己奈(1) 堂園　涼花(1) 永田　翔子(3)

井上　ほのか(3) 山中　緋彩(2) 鎗丸　実那(3) 中澤　冴綺(3) 宮下　加奈江(3)

安部　日和(3) 山下　茜音(1) 中野　実希(3) 梶原　遥(1) 市原　梨花(3)

辻井　花音(1)  1.30 野上　千夏(1)  1.20 長谷川　実柚(2)  1.20 宮田　奈美(1)  1.15 江隈　葵(2)  1.15 市原　梨花(3)  1.15

大分高 楊志館高 大分高 日本文理大附高 藤蔭高 日本文理大附高

林　　風夏(1)  1.15

大分高

田中　美来(1)  1.15

藤蔭高

野上　千夏(1)  w4.83 (+4.1) 髙野　七海(1)  4.78 (-0.6) 内田　咲希(3)  4.74 (+1.1) 久下　葵(2)  4.61 (-0.6) 長谷川　実柚(2)  4.38 (+1.0) 青木　万緒(3)  w4.03 (+3.0) 内那　由乃(1)  3.63 (+1.9) 梶原　京花(1)  w3.56 (+2.7)

楊志館高 大分高 大分高 大分東明高 大分高 東九州龍谷高 日本文理大附高 溝部学園高

中井　歩優(2)  10.62 添田　真季(1)  9.73 吉田　希(3)  9.30 矢野　渚(1)  8.63 林　真夕(3)  7.85 上田　夏櫻(2)  7.80 中野　実咲(2)  7.15 辻井　花音(1)  6.20

溝部学園高 GR 溝部学園高 大分高 岩田高 大分東明高 大分東明高 溝部学園高 大分高

林　真夕(3)  26.40 中井　歩優(2)  25.71 矢野　渚(1)  22.74 川野　渚(1)  20.45 上田　夏櫻(2)  20.34 中野　実咲(2)  16.80 山中　緋彩(2)  15.35 森　満里奈(2)  13.45

大分東明高 溝部学園高 岩田高 溝部学園高 大分東明高 溝部学園高 藤蔭高 藤蔭高

古後　祐奈(2)  32.97 中井　歩優(2)  31.35 林　真夕(3)  28.98 矢野　渚(1)  24.05 野上　千夏(1)  21.74 添田　真季(1)  19.43 川野　渚(1)  18.17 山下　茜音(1)  16.77

大分東明高 溝部学園高 大分東明高 岩田高 楊志館高 溝部学園高 溝部学園高 藤蔭高
8月6日 やり投

w (wind assist) : 追風参考

8月5日 砲丸投

8月5日 円盤投

8月6日 走高跳

8月5日 走幅跳

8月5日 3000m

8月5日 4x100mR

8月5日 400m

8月6日 800m

女子 8月5日 100m

8月6日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

競技会名 第32回大分県私立高等学校体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2017/8/6 審判長 田中　義博

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任 塩手　朗輝

主催団体名 大分県私立中学高等学校協会、一般財団法人大分県私学協会 陸協名



男子
高校
100m

1 楊志館高 124 2+6 4+1+5 4+6+5 6+3+5 4 4 4+2 6 6 1+3 5+6 6 1+3 6+5 4+5+6
2 大分東明高 63 4 2+6+3 3 1 3 3 4 3 5+4+2 4+1 1+3+2 2 2+1 3+1
3 大分高 49 1+3 5 5 6 3 5+4 6+5 4 2
4 日本文理大附高 42 1 4 6+5 5+6 5+6 4
5 東九州龍谷高 16 3 1+2 2 1 4 3
6 溝部学園高 9 2 1+2 2 2
7 明豊高 5 5
8 岩田高 3 3
9 藤蔭高 2 2

総合得点　集計表

第32回大分県私立高等学校体育大会陸上
台風の影響で、競技時間の変更がありま
す。9時にﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙを更新します。
大分市営陸上競技場

走高跳
順
位

チーム
合計
得点

200m 400m 800m 1500m 5000m
3000m

SC
4x100
mR

4x400
mR

走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 やり投



女子
高校
100m

1 大分高 59 3+6+4 6+1 6 6 4+2+6 5+2+4 4
2 大分東明高 45 1+2 4+3 2 1+2 6 3 1+2 6+2 4+6
3 溝部学園高 40 5 5 4 6+5 1+3+5 1+5
4 日本文理大附高 25 3 3 5+6+4 2 2
5 楊志館高 24 4 5 2 5 6 2
6 藤蔭高 23 2 1+5 4 1+3 5 2
7 岩田高 10 3 4 3
8 東九州龍谷高 4 3 1

走幅跳 砲丸投 円盤投 やり投

総合得点　集計表

第32回大分県私立高等学校体育大会陸上競技大
台風の影響で、競技時間の変更があります。9時
にﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙを更新します。
大分市営陸上競技場

順位 チーム
合計
得点

200m 400m 800m 3000m
4x100m

R
走高跳


