
日付 種目

岩尾　直樹  11.13 (-1.2) 唐嶋　大騎  11.32 (-1.2) 日高　克哉  11.52 (-1.2) 飛弾　光星  11.55 (-1.2) 北野　耀次郎  11.62 (-1.2) 小畑　葵  11.69 (-1.2) 川野　流星  11.73 (-1.7) 竹本　悠朔  11.78 (-1.7)

福岡大 大分大 新日鐵住金 佐伯豊南高 大分高 佐伯鶴城高 佐伯豊南高 大分東明高

楡田　章人  22.42 (-0.7) 飛弾　光星  22.76 (-0.3) 北野　耀次郎  22.78 (-0.7) 竹本　悠朔  22.89 (-0.3) 髙瀬　翔龍  23.06 (-0.3) 森田　大智  23.12 (-0.3) 中川　透  23.16 (-0.3) 吉良　虹太  23.18 (-0.3)

大分大 佐伯豊南高 大分高 大分東明高 佐伯豊南高 大分大医学部 福岡大学 大分商業高

都甲　大地  4:11.63 江藤　仁  4:12.31 藍澤　朋来  4:13.85 大戸　悠揮  4:17.58 吉野　空  4:18.66 安部　雅治  4:24.15 北村　匠  4:26.36 鈴木　隆太  4:27.30

楊志館高 大分雄城台高 大分舞鶴高 大分・坂ノ市中 竹田市陸協 安心院高 福岡大学 大分・滝尾中

藤田　幸喜  9:26.65 有川　虹太郎  9:47.66 山口　和真  10:01.76 小田原　諒  10:14.78 川村　修史  10:16.92 杉田　侃音  10:24.60 小股　将綱  10:34.78 光武　智英  10:36.52

大分・坂ノ市中 大分・滝尾中 大分上野丘高 杵築高 大分・滝尾中 大分上野丘高 杵築高 杵築高

河野　大毅  15:35.31 佐藤　志鳳  15:43.15 安藤　貴信  16:01.80 石谷　公平  16:11.72 宗岡　一心  16:20.92 手嶋　純輝  16:22.61 松本　有起  16:24.96 吉野　空  16:29.20

杵築高 新日鐵住金 北九州市立大 延岡市陸協 別府鶴見丘高 大分大 国東市陸協 竹田市陸協

清水　滉平  14.64 (-0.5) 甲斐　叶夢  15.68 (-0.5) 畔津　佑汰  16.40 (-0.5) 貞光　孝則  16.61 (-1.0) 村上　練  16.87 (-0.5) 口元　謙真  17.47 (-0.5) 宮嶋　高彰  19.26 (-1.0) 棚成　拓哉  19.76 (-1.0)

福岡大学 大分高 大分舞鶴高 新日鐵八幡 楊志館高 熊本工 熊本工 大分鶴崎高

大分大  42.30 大分高A  43.17 佐伯豊南高A  43.35 大分東明高  43.57 大分鶴崎高A  44.65 熊本工  44.81 大分高B  45.92 大分豊府高  45.97

神田　浩樹 甲斐　叶夢 三浦　涼聖 竹本　悠朔 山﨑　元哉 山城　優慎 有永　智也 渡辺　秀悟

井上　滉太 北野　耀次郎 川野　流星 松下　かなう 棚成　拓哉 岩﨑　廉 園部　輝紀 佐藤　仲善

唐嶋　大騎 田村　顕正 髙瀬　翔龍 成瀬　樹 田中　友祥 井上　涼太 吉本　響 上田　竜也

楡田　章人 田﨑　来夢 飛弾　光星 柴田　龍海 野田　朋翼 口元　謙真 佐藤　太喜 小田巻　陽登

渡辺　聖崇  1.91 森　天克  1.85 西山　賢太朗  1.85 古賀　悠平  1.80 山上　雄己  1.80 足立　幹太  1.75 坂元　海斗  1.70 黒木　空  1.70

大分大 佐伯鶴城高 熊本工 大分高 杵築高 大分東明高 杵築高 佐伯鶴城高

宮本　幸輝  4.40 小野　幹太  3.60 丸山　颯  3.20 神崎　吏一  3.10 岩下　斗翔也  2.80 志賀　翔太  2.80 川嶋　宥喜  2.60 志賀　一富生  2.60

大分西高 大分豊府高 波野中 大分舞鶴高 波野中 波野中 波野中 波野中

貞光　孝則  6.36 (+0.3) 小田巻　陽登  6.31 (+1.7) 汐月　泰雅  6.31 (+1.1) 三ヶ尻　京和  6.25 (+0.7) 山上　雄己  6.13 (-1.0) 吉野　朋紀  6.04 (+0.5) 佐藤　快  6.01 (+0.3) 岩矢　有騎  5.86 (+0.7)

新日鐵八幡 大分豊府高 楊志館高 杵築高 杵築高 鶴崎工高 大分舞鶴高 佐伯豊南高

疋田　隼士  48.85 山田　昂佳  42.87 植田　元春  37.74 口元　謙真  35.59 千﨑　冴人  33.58 深井　駿介  32.03 宇土　朋輝  27.25 片岡　裕斗  25.16

佐伯鶴城高 熊本大学 佐伯豊南高 熊本工 佐伯鶴城高 別府鶴見丘高 宇佐産業科学高 杵築高

林　莉士  39.72 日野　祐太  37.92 芦刈　隆太  36.36 川野　大吏  31.40 園田　空河  30.88 坂梨　海斗  29.31 岩本　優希  27.33 友岡　優仁  27.10

熊本工 大分豊府高 佐伯豊南高 佐伯鶴城高 熊本工 熊本工 熊本工 杵築高

角田　篤俊  50.90 林　莉士  43.90 阿部　雅功  41.38 尾田　清志丸  40.49 吉廣　幹  37.13 泉田　優太  37.09 坂梨　海斗  36.36 姫野　章太郎  33.20

熊本工 熊本工 鶴崎工高 大分高 双国校 熊本工 熊本工 大分鶴崎高

井元　楓  11.64 (+1.4) 中尾　光輝  11.75 (+1.4) 小野　成史  11.79 (+1.4) 和田　大輝  11.81 (+1.4) 岩男　青空  11.95 (+1.2) 河越　健太  12.03 (+1.2) 鶴田　勝将  12.04 (+1.4)

大分・滝尾中 大分中央陸上 大分・滝尾中 大分・滝尾中 大分・稙田中 大分・大在中 大分・稙田東中

丹生　敦也  11.75 (+1.4)

大分・坂ノ市中

清水　城斗  27.73 岩下　真大  24.78 丹生　瑛仁  22.79 小野　海騎  17.81

波野中 波野中 臼杵・北中 臼杵・北中

甲斐　叶夢  15.21 (-0.7) 麻生　裕紀  15.78 (-0.7) 河上　亮太  20.73 (-0.7)

大分高 大分雄城台高 大分・稙田東中
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