
日付 種目

大塚　美穂  12.78 (-1.8) 加藤　汐織  12.98 (-1.8) 広瀬　菜月  13.17 (-1.8) 久保　千春  13.28 (-1.8) 吉藤　純衣  13.37 (-1.8) 仁田脇　志歩  13.39 (-1.8) 宮岡　悠子  13.55 (-1.8) 藤川　奈々雅  13.60 (-1.8)

大分西高 大分雄城台高 大分舞鶴高 佐伯鶴城高 佐伯豊南高 佐伯鶴城高 大分・明野中 佐伯鶴城高

吉野　奈子  25.92 (0.0) 一原　彩花  27.37 (0.0) 杉本　晴  27.53 (0.0) 岩堀　里菜  27.64 (0.0) 林　　風夏  27.87 (-0.6) 吉賀　文音  28.01 (0.0) 川﨑　春莉  28.08 (-0.6) 伊藤　碧海  28.43 (-0.6)

大分西高 大分・明野中 大分・滝尾中 熊本工 大分高 臼杵・北中 大分高 大分東明高

今村　菜々子  4:26.50 井手　彩乃  4:31.01 松宮　茜  4:36.29 光恒　悠里  4:39.16 守田　詩歩  4:40.46 工藤　佑華  4:41.93 田中　祐香  4:42.78 井筒　結希  4:44.31

福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学

村本　唯花  11:28.88 藤原　奈央  11:36.57 永松　春香  11:38.59 永松　美咲  11:41.62 中荘　彩奈  12:13.61 永松　朋実  12:14.05 厚田　虹空  12:31.38

臼杵・北中 杵築高 中津・中津中 中津・中津中 安心院高 杵築高 杵築高

岡村　周子  17.02 (-0.4) 岩堀　里菜  17.43 (-0.4) 辻井　花音  17.72 (-0.4) 木村　萌々香  17.78 (-0.4) 濱口　真由  17.91 (-0.4) 白岩　星  18.83 (-0.4) 神鳥　琴海  19.03 (-0.4) 三浦　小夏  19.87 (-0.4)

佐伯鶴城高 熊本工 大分高 別府鶴見丘高 佐伯豊南高 佐伯豊南高 杵築高 杵築高

佐伯豊南高  52.38 臼杵・北中  53.25 大分東明高  53.75 大分・滝尾中  53.76 別府・鶴見台中  54.46 大分・坂ノ市中Ｂ  54.77 大分・坂ノ市中A  55.56 中津・中津中  58.49

宮地　咲里 陶山　みずき 伊藤　碧海 矢野　愛海 一木　花音 尾渡　優嘉 橋爪　千聡 山﨑　未羽

吉藤　純衣 中村　さき 髙橋　日笑 小田巻　沙和 江藤　萌 佐藤　李音 岩田　杏梨 幡手　希乃香

白岩　星 中村　さくら 武内　彩華 宮川　香鈴 瀬田　咲綺 嶋﨑　和海 田村　妙華 神田　萌

濱口　真由 吉賀　文音 古後　祐奈 杉本　晴 片島　歩 可畑　花恋 實﨑　華音 門本　実晶

森　奏音子  1.50 山城　梨央  1.45 瀬田　咲綺  1.40 橋本　真鈴  1.35 吉見　向日葵  1.30

大分西高 佐伯鶴城高 別府・鶴見台中 佐伯鶴城高 佐伯豊南高

川野　玖瑠美  1.40 後藤　葵  1.35 山口　鈴音  1.30

佐伯豊南高 大分舞鶴高 大分・坂ノ市中

江藤　萌  1.35

別府・鶴見台中

乙津　彩乃  3.70 金子　絵美里  3.70 山本　亜希  3.60 土居　望  2.70 赤井　あい  2.50 児玉　暖  2.40 児玉　蒼空  2.30 阿南　春奏  2.10

大分西高 =PR-=HR 大分西高 =PR-=HR 大分西高 大分舞鶴高 杵築高 波野中 波野中 波野中

吉藤　純衣  5.35 (+1.1) 白岩　星  4.90 (+1.9) 中村　小夏  4.78 (-1.0) 髙木　碧海  4.74 (-0.3) 井上　美有紀  4.71 (-0.1) 藤澤　華音  4.62 (-0.9) 岩田　杏梨  4.59 (-0.8) 佐藤　多葵  4.47 (0.0)

佐伯豊南高 佐伯豊南高 佐伯豊南高 大分上野丘高 別府鶴見丘高 楊志館高 大分・坂ノ市中 大分舞鶴高

佐藤　菜央美  40.15 工藤　毬登  34.76 櫻井　仁美  28.36 英　鮎美  28.22 中原　瑠南  28.21 麻生　美優奈  27.61 肥川　花実  24.86 久末　彩加  23.50

大分陸協 大和青藍高校 大分雄城台高 杵築高 熊本工 大分舞鶴高 佐伯豊南高 熊本工

中村　ののか  39.81 工藤　毬登  33.43 中原　瑠南  33.19 肥川　花実  32.46 大海　乙葉  29.16 久末　彩加  24.45

大分雄城台高 大和青藍高校 熊本工 佐伯豊南高 双国校 熊本工

亀井　桜  42.79 英　鮎美  35.29 柴田　綾乃  34.56 増村　瑞稀  30.68 戝津　はるひ  15.73

別府鶴見丘高 杵築高 佐伯豊南高 佐伯鶴城高 大分豊府高

佐藤　なな  13.69 (-0.6) 可畑　花恋  14.08 (-0.6) 矢野　愛海  14.09 (-0.2) 宮川　香鈴  14.15 (-0.6) 片島　歩  14.26 (-0.6) 橋爪　千聡  14.28 (-0.6) 関根　ひまり  14.29 (-0.2)

大分中央陸上 大分・坂ノ市中 大分・滝尾中 大分・滝尾中 別府・鶴見台中 大分・坂ノ市中 大分・城南中

礒﨑　真由  14.09 (-0.2)

大分西中

髙橋　日笑  17.95 (+0.3) 幡手　希乃香  19.12 (+0.3) 麻生　春香  19.37 (+0.3) 萩原　優妃  20.80 (+0.3)

大分東明高 中津・中津中 大分雄城台高 中津・中津中
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