
日付 種目

佐藤　直樹  w11.02 (+2.3) 利光　凛人  w11.08 (+2.3) 佐藤　拓馬  11.35 (+1.5) 小倉　瑠隼  11.82 (+1.5) 西谷　蓮人  12.04 (+1.5) 足立　惺愛  12.16 (+1.5) 青木　遙哉  12.19 (+1.5) 後藤　祝仁  w12.27 (+2.3)

滝尾陸上 Nスポななせ 松岡小学校 臼杵ジュニア 院内陸上 太陽ＳＣ 豊後高田陸上 臼杵ジュニア

村井　新太郎  10.31 (+1.2) 越川　結太  10.54 (+1.5) 麻生　俊  10.61 (+1.2) 亀井　元貴  10.72 (+2.0) 牧　皇太朗  10.91 (+1.5) 矢野　快  10.94 (+1.5) 佐藤　碧映  10.99 (+2.0) 阿南　拓実  11.07 (+1.2)

太陽ＳＣ GR 鴛野陸上 鴛野陸上 鴛野陸上 太陽ＳＣ 滝尾陸上 三重町陸上 鴛野陸上

桒原　暁士  15.47 (+1.7) 吉川　満彦  15.96 (+1.6) 高橋　陽  16.39 (+2.0) 清松　理人  16.40 (+1.6) 西谷　球児  w16.43 (+2.2) 倉原　悠友  16.55 (+1.7)

豊後高田陸上 滝尾陸上 臼杵ジュニア 大分中央陸上 院内陸上 三重町陸上

首藤　陽向  16.39 (+0.9) 高橋　朝陽  16.43 (+2.0)

鴛野陸上 別府朝日陸上

高田　恵人  14.92 (+1.7) 大石　悠人  14.96 (+1.7) 佐藤　光  15.09 (+1.7) 長野　　貴信  15.42 (+1.7) 菊次　奏汰  15.43 (+1.7) 服部　樹彦  15.58 (+1.7) 伊藤　壮真  15.63 (+2.0) 林　裕太  15.64 (+1.2)

別府朝日陸上 大分中央陸上 大分中央陸上 滝尾陸上 滝尾陸上 別府朝日陸上 三重町陸上 なかつ楽走

谷　海吏  2:35.50 長野　　貴信  2:36.85 吉田　哲士  2:45.86 伊藤　壮真  2:46.53 清田　航羽  2:46.61 青松　真汰  2:46.82 菊次　奏汰  2:47.46 工藤　翔太  2:48.19

なかつ楽走 滝尾陸上 Nスポななせ 三重町陸上 清田RC 大分中央陸上 滝尾陸上 滝尾陸上

首藤　潤希  14.42 (+2.0) 吉田　智士  w14.45 (+2.1) 辰本　可成  w14.50 (+2.1) 佐土原　直希  w14.65 (+2.1) 利光　航琉  14.67 (+2.0) 後藤　信繁  14.79 (+2.0) 矢野　巧輝  w14.84 (+2.2) 橋本　怜也  w14.88 (+2.2)

挾間陸上 大在かけっ子 臼杵ジュニア 滝尾陸上 大分中央陸上 臼杵ジュニア 滝尾陸上 鴛野陸上

鎧坂　八一郎  2:29.61 生田　悠輔  2:35.25 塩田　啓人  2:38.75 中山田　蒼汰  2:41.33 安東　雅晴  2:42.15 佐土原　直希  2:43.78 首藤　潤希  2:45.46 河野　宅摩  2:47.31

なかつ楽走 滝尾陸上 院内陸上 豊後高田陸上 臼杵ジュニア 滝尾陸上 挾間陸上 豊後高田陸上

本田　千真  13.86 (0.0) 目代　吏功  13.90 (0.0) 國司　海斗  14.30 (0.0) 柴﨑　祥太  14.31 (+2.0) 行平　遥人  14.56 (0.0) 浮城　浩友  14.58 (0.0) 足立　翼  14.60 (+1.2) 髙橋　壮太朗  14.62 (0.0)

臼杵ジュニア 別府朝日陸上 大分中央陸上 わさだ夢 別府朝日陸上 院内陸上 大分中央陸上 滝尾陸上

南　隼人  2:23.20 坂本　伊葡希  2:23.55 林　聖也  2:25.31 星田　貫太朗  2:28.51 吉川　雅彦  2:31.32 青松　昊汰  2:32.11 吉良　怜哉  2:32.35 重藤　開  2:32.61

豊後高田陸上 豊後高田陸上 なかつ楽走 大分中央陸上 滝尾陸上 大分中央陸上 Nスポななせ 三芳小

別府朝日陸上A  1:02.18 大分中央陸上A  1:02.85 滝尾陸上  1:03.24 わさだ夢  1:06.21 大在かけっ子A  1:08.73 大分中央陸上B  1:09.74 臼杵ジュニアB  1:11.02 鴛野陸上A  1:11.55

高橋　朝陽 青松　真汰 千島　優槻 柴﨑　倖太 藤野　汰一 清松　理人 佐藤　光 河野　悠未

服部　樹彦 大石　悠人 長野　貴信 甲斐　拓弥 桃園　理央 東　駿佑 小倉　遥隼 那須　陽太

長野　春道 佐藤　凜太朗 菊次　奏汰 伊藤　煌 髙橋　吏人 行野　悠心 佐藤　丈太郎 髙倉　壮史

高田　恵人 佐藤　光 吉川　満彦 吉瀬　惣観 河野　夢生 三浦　綾斗 安部　晃洋 首藤　陽向

大村　春太  13.17 (+1.2) 星田　貫太朗  14.28 (+1.2) 嶋﨑　太一  14.83 (+1.2) 梶原　光稀  15.18 (+1.2) 祖父江　和志  15.50 (+1.2) 穴井　光希  15.58 (+1.2) 小柳　漣太郎  15.75 (+1.2) 安藤　駿作  17.17 (+1.2)

大在かけっ子 GR 大分中央陸上 大在かけっ子 大在かけっ子 臼杵ジュニア 大在かけっ子 大在かけっ子 大在かけっ子

滝尾陸上  58.18 豊後高田陸上A  59.10 挾間陸上A  1:00.26 三重町陸上A  1:01.43 豊後高田陸上B  1:02.84 挾間陸上B  1:06.58 鴛野陸上A  1:07.64 鴛野陸上Ｂ  1:09.55

佐土原　直樹 河野　宅摩 首藤　潤希 高山　紘人 熊井　浩光 富川　悠真 那須　優樹 河野　托未

前原　陸仁 南　隼人 園田　良威輝 髙木　敦史 土谷　謙斗 坂本　幹弥 阿南　裕己 村上　晴大

加藤　風凪 藤垣　慶伍 佐藤　海斗 阿南　旺佑 中山田　蒼汰 石角　勇人 小野　陽翔 師藤　光希

髙橋　壮太朗 坂本　伊葡希 河野　光佑 渡邉　裕斗 宇藤　煌基 足立　二祐 田﨑　大智 橋本　怜也

大村　春太  1.30 嶋﨑　太一  1.20 梶原　光稀  1.15 須藤　玲衣  1.10 足立　二祐  1.10 穴井　光希  1.05

大在かけっ子 大在かけっ子 大在かけっ子 臼杵ジュニア 挾間陸上 大在かけっ子

前原　陸仁  4.18 (+1.5) 加藤　風凪  4.16 (+2.0) 井上　煌己  3.99 (+1.3) 高橋　櫂  3.96 (+1.6) 小川　陽彩  3.76 (+1.2) 國広　太洋  w3.73 (+2.5) 安藤　駿作  3.73 (+0.9) 安東　雅晴  3.60 (+1.2)

滝尾陸上 滝尾陸上 別府朝日陸上 臼杵ジュニア 臼杵ジュニア 別府朝日陸上 大在かけっ子 臼杵ジュニア

平野　遥斗  42.12 石角　勇人  37.83 田﨑　大智  34.57 阿南　旺佑  33.82 平林　照輝  32.21 髙木　敦史  31.76 野尻　匠真  31.60 宮崎　良  29.99

きつきJr GR 挾間陸上 鴛野陸上 三重町陸上 大在かけっ子 三重町陸上 大分中央陸上 別府朝日陸上

w (wind assist) : 追風参考

5月12日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

5月12日 走高跳

5月12日 走幅跳

小学5・6年共男子 5月12日 80mH

5月12日 4x100mR

5月12日 800m

小学3・4年共男子 5月12日 4x100mR

5月12日 800m

小学6年男子 5月12日 100m

5月12日 800m

小学5年男子 5月12日 100m

小学3年男子 5月12日 100m

小学4年男子 5月12日 100m

7位 8位

小学1年男子 5月12日 60m

小学2年男子 5月12日 60m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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