
日付 種目

荒川　諒(3)  23.60 (0.0) 梶原　光稀(2)  24.11 (0.0) 石田　創大(2)  24.22 (0.0) 冨田　遥希(2)  24.47 (0.0) 中橋　健斗(3)  24.50 (0.0) 井手　雅斗(2)  24.50 (0.0) 廣木　春颯(3)  24.83 (0.0) 安倍　康太朗(3)  24.93 (0.0)
明野中 大在中 大東中 坂ノ市中 大在中 稙田南中 城東中 滝尾中
池山　千翔(3)  54.97 柴﨑　祥太(2)  56.38 嶋﨑　太一(2)  56.78 山上　泰雅(3)  56.90 切封　蹴人(3)  58.37 佐藤　凱翔(3)  58.63 三代　脩(3)  58.95 明里　春佑(3)  59.18
大在中 稙田中 坂ノ市中 城南中 明野中 賀来中 明野中 賀来中
清田　知希(3)  2:03.69 和田　龍希(3)  2:09.20 池山　千翔(3)  2:10.30 大石　駿斗(3)  2:11.93 牧野　絢(2)  2:12.16 島　凜太(2)  2:12.18 阿南　拓哉(3)  2:14.25 佐土原　悠人(3)  2:14.63
大東中 滝尾中 大在中 稙田東中 明野中 鶴崎中 大在中 滝尾中
渡邊　理人(3)  9:23.76 利光　優真(3)  9:31.36 佐藤　侑峨(2)  9:59.13 吉本　航心(3)  9:59.17 徳丸　詞音(3)  10:08.96 穴井　光希(2)  10:21.35 佐藤　櫂吏(3)  10:27.10 住本　孝行(2)  10:27.78
大東中 稙田中 大在中 滝尾中 坂ノ市中 大在中 賀来中 賀来中
伊東　大翔(3)  15.98 (-0.5) 三井　大輝(3)  17.24 (-0.5) 大野　葵生(3)  17.64 (-0.5) 秋山　心(3)  18.81 (-0.5) 山口　力輝(3)  20.59 (-0.5) 板井　博煌(3)  21.46 (-0.5)
城東中 坂ノ市中 稙田中 大在中 城東中 坂ノ市中
城東中  46.34 大在中  46.64 稙田東中  47.44 城南中  47.57 明野中  47.79 坂ノ市中  48.06 滝尾中  48.40 大東中  48.42
小野　颯太(3) 後藤　琥太郎(3) 佐藤　伶斗(3) 三原　海斗(3) 柳田　琉稀斗(2) 小濱　悠輝(3) 佐藤　凛太郎(2) 安部　哲平(2)

伊東　大翔(3) 梶原　光稀(2) 大石　駿斗(3) 久野　涼真(2) 荒川　諒(3) 三井　大輝(3) 塩月　遥大(3) 前田　大志(2)

神﨑　新太(2) 池山　千翔(3) 河野　天翔(3) 山上　泰雅(3) 三代　脩(3) 内田　丈之眞(3) 木村　楓(2) 安藤　諒(3)

関　翼沙(3) 中橋　健斗(3) 姫野　楓介(3) 木原　温樹(3) 牧野　絢(2) 佐々木　豪孜(3) 安倍　康太朗(3) 南　龍成(3)
渡辺　竣太  1.55 清水　雄太  1.35
大在中 城東中
佐々木　豪孜  1.55
坂ノ市中
佐藤　伶斗(3)  5.95 (-0.2) 安藤　諒(3)  5.67 (0.0) 麻生　貫太(3)  5.65 (-0.3) 神﨑　新太(2)  5.56 (+0.9) 永田　櫂音(3)  5.39 (+0.5) 小野　颯太(3)  5.29 (+0.2) 藤澤　心大(3)  5.20 (+0.3) 三原　海斗(3)  5.08 (-0.1)
稙田東中 大東中 大在中 城東中 上野ヶ丘中 城東中 大在中 城南中
伊藤　僚志(3)  12.45 (+1.4) 麻生　貫太(3)  12.35 (+0.9) 三井　大輝(3)  11.36 (+1.1) 安部　哲平(2)  10.84 (+1.1) 東　龍之介(3)  w10.79 (+2.6) 前原　陸仁(2)  10.57 (+1.3) 平野　煌己(3)  9.79 (+0.8) 渡辺　真斗(2)  9.22 (+1.1)
大在中 大在中 坂ノ市中 大東中 坂ノ市中 大東中 城東中 城東中
後藤　琥太郎(3)  11.83 泊　政樹(2)  9.68 吉田　快斗(3)  9.49 横山　衛(3)  9.32 堀田　快里(3)  8.85 但馬　拓峻(3)  8.49 三宮　佑斗(3)  8.25 徳丸　陸(3)  7.75
大在中 大在中 稙田中 上野ヶ丘中 滝尾中 稙田東中 稙田東中 城東中
吉田　智士(1)  12.66 (-3.3) 橋本　怜也(1)  13.33 (-3.3) 利光　航琉(1)  13.40 (-3.3) 岡部　翔(1)  13.49 (-3.3) 工藤　大夢(1)  13.50 (-3.3) 佐藤　柚樹(1)  13.52 (-3.3) 金子　蒼平(1)  13.53 (-3.3) 佐藤　梛(1)  13.90 (-3.3)
坂ノ市中 南大分中 上野ヶ丘中 大東中 大在中 稙田南中 明野中 明野中
木下　遥斗(1)  4:54.23 美登　敬仁(1)  4:57.34 花宮　蓮(1)  5:09.87 川村　理人(1)  5:11.31 秦　直駿(1)  5:19.72 首藤　成央(1)  5:20.08 末成　隼(1)  5:20.82 小畑　春太(1)  5:21.91
大東中 大東中 碩田学園 滝尾中 城南中 稙田中 大分西中 大在中
石田　創大(2)  12.21 (-2.3) 神﨑　新太(2)  12.27 (-2.3) 冨田　遥希(2)  12.27 (-2.3) 梶原　光稀(2)  12.28 (-2.3) 久野　涼真(2)  12.46 (-2.3) 小野　竜希(2)  12.67 (-2.3) 井手　雅斗(2)  12.69 (-2.3) 吉田　陽斗(2)  12.74 (-2.3)
大東中 城東中 坂ノ市中 大在中 城南中 吉野中 稙田南中 大東中
佐藤　侑峨(2)  4:36.01 吉本　玲音(2)  4:37.71 吉良　怜哉(2)  4:38.73 石田　亞紫(2)  4:42.21 星田　貫太朗(2)  4:43.26 住本　孝行(2)  4:45.43 穴井　光希(2)  4:46.24 岸本　大成(2)  4:52.49
大在中 滝尾中 稙田中 南大分中 大東中 賀来中 大在中 南大分中
荒川　諒(3)  11.90 (-1.7) 伊東　大翔(3)  12.02 (-1.7) 後藤　琥太郎(3)  12.21 (-1.7) 関　翼沙(3)  12.26 (-1.7) 中橋　健斗(3)  12.26 (-1.7) 木原　温樹(3)  12.41 (-1.7) 佐藤　伶斗(3)  12.47 (-1.7) 大石　駿斗(3)  12.51 (-1.7)
明野中 城東中 大在中 城東中 大在中 城南中 稙田東中 稙田東中
清田　知希(3)  4:17.45 渡邊　理人(3)  4:20.84 吉本　航心(3)  4:24.13 利光　優真(3)  4:26.68 和田　龍希(3)  4:32.76 髙橋　彪我(3)  4:38.81 野崎　琉生(3)  4:47.01 阿南　拓哉(3)  4:48.71
大東中 大東中 滝尾中 稙田中 滝尾中 城南中 上野ヶ丘中 大在中
日野　太喜(2)  14.76 (-1.0) 久野　涼真(2)  15.25 (-1.0) 竹内　慶大(2)  15.73 (-1.0) 利光　航琉(1)  15.93 (-1.0) 大村　春太(2)  16.03 (-1.0) 園田　智康(2)  17.49 (-1.0) 嶋﨑　太一(2)  18.26 (-1.0) 長野　零央(2)  19.70 (-1.0)
城東中 城南中 城東中 上野ヶ丘中 大在中 城南中 坂ノ市中 吉野中
坂ノ市中  48.80 大東中  49.10 大在中  50.16 明野中  51.40 稙田中  52.29 城東中  52.37 南大分中  52.44 上野ヶ丘中  55.10
冨田　遥希(2) 吉田　陽斗(2) 高橋　遥喜(2) 姫野　留稼(2) 眞田　海斗(2) 竹内　慶大(2) 井上　陽葵(2) 酒井　光之輔(2)

吉田　智士(1) 岡部　翔(1) 渡邊　凌已(1) 佐藤　梛(1) 三重野　風雅(1) 熊谷　颯人(1) 橋本　怜也(1) 川嶋　映多(1)

近藤　創士(1) 木下　遥斗(1) 工藤　大夢(1) 金子　蒼平(1) 佐藤　雅陽(1) 末永　宇宙(1) 矢野　巧輝(1) 佐藤　泰人(1)

相澤　孝介(2) 石田　創大(2) 泊　政樹(2) 坂口　心軌(2) 柴﨑　祥太(2) 日野　太喜(2) 石本　星七(2) 後藤　颯馬(2)

男子の部 大在中 134.5 大東中 93 城東中 76 坂ノ市中 69.5 稙田中 44 滝尾中 42 明野中 38 城南中 35

6月3日 走高跳

低学年男子 6月2日 100mH

6月3日 4x100mR

３年男子 6月2日 100m

6月2日 1500m

２年男子 6月2日 100m
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１年男子 6月2日 100m
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6月3日 三段跳
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学校対抗

競技会名 大分市中学校総合体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2021年6月2日、3日

主催団体名 大分市中学校体育連盟 陸協名 大分陸上競技協会
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6月2日

油布　晋一

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任 伊藤　雅則

審判長

8位3位 4位 5位 6位 7位



日付 種目

佐藤　梨央(2)  26.90 (-0.5) 神徳　美香(3)  27.26 (-0.5) 小川　らん(2)  27.68 (-0.5) 中山　未結(3)  27.86 (-0.5) 濱本　玲羅(2)  28.05 (-0.5) 佐藤　麻菜(3)  28.06 (-0.5) 吉村　百華(3)  28.13 (-0.5) 宇野　妙(3)  28.69 (-0.5)
大在中 南大分中 稙田南中 大在中 滝尾中 城東中 明野中 大東中
萩原　こころ(3)  4:53.11 神田　翠来(2)  4:55.02 酒井　ななみ(2)  5:02.65 松尾　奈那(3)  5:13.52 赤峰　瑞希(2)  5:24.26 室谷　佳奈(3)  5:24.76 上島　瑞葉(2)  5:29.93 橋下　和花(2)  5:31.22
城東中 稙田南中 大東中 城東中 大東中 滝尾中 賀来中 賀来中
後藤　若奈(3)  14.75 (+0.2) 三橋　小桜(3)  15.52 (+0.2) 堀尾　采愛(2)  15.63 (+0.2) 山本　華穂(3)  16.25 (+0.2) 古木　彩羽(3)  18.25 (+0.2) 渡邉　愛里(3)  18.64 (+0.2) 田川　栞菜(3)  19.44 (+0.2) 渡邉　花恵(3)  20.02 (+0.2)
上野ヶ丘中 城東中 坂ノ市中 大在中 大在中 坂ノ市中 城南中 城南中
城東中  51.60 大在中  51.85 大東中  52.51 上野ヶ丘中  52.59 稙田南中  53.47 坂ノ市中  54.04 大分中  55.69 滝尾中  58.41
西田　花音(3) 中山　未結(3) 丸井　彩羽(3) 後藤　春花(3) 塩崎　紗也(2) 安東　桃花(2) 鈴木　志歩(1) 岩男　友結(3)

三橋　小桜(3) 佐藤　梨央(2) 鳥越　美玖(3) 鶴岡　美宮(3) 小川　らん(2) 水野　りこ(3) 桑原　結衣(2) 濱本　玲羅(2)

恵良　来美(3) 阿部　絢音(1) 上杉　葵唯(3) 河村　咲瑠(2) 伊藤　コハク(2) 渡邉　愛里(3) 友永　こころ(3) 吉田　鈴菜(3)

佐藤　麻菜(3) 山本　華穂(3) 宇野　妙(3) 後藤　若奈(3) 由利　凛(3) 堀尾　采愛(2) 友永　きらら(1) 河野　紗音(2)
小野　美羽音(3)  1.35 帆秋　凛(2)  1.35 工藤　芽維(2)  1.25
鶴崎中 稙田南中 鶴崎中
上杉　葵唯  5.05 (+0.6) 鳥越　美玖  w4.74 (+2.8) 工藤　栞  4.48 (+0.6) 岩尾　みづき  4.31 (+0.5) 岩男　友結  4.20 (+1.1) 田井　佑実  4.10 (+1.4) 松尾　幸樹  4.08 (+1.2) 橋本　真希  4.06 (-0.2)
大東中 大東中 城南中 稙田南中 滝尾中 大在中 上野ヶ丘中 上野ヶ丘中
山本　華穂  9.56 古木　彩羽  7.66 西田　花音  7.28 盛武　栞那  7.15 上場　愛音衣  6.82 瀬口　禾々  6.59 谷崎　舞  5.74 中村　美穂里  5.56
大在中 大在中 城東中 王子中 大分西中 鶴崎中 城東中 稙田南中
鈴木　志歩(1)  14.03 (-2.1) 阿部　絢音(1)  14.16 (-2.1) 松本　向日葵(1)  14.54 (-2.1) 杉田　晴香(1)  14.55 (-2.1) 姫野　愛菜(1)  15.03 (-2.1) 大石　唯莉(1)  15.03 (-2.1) 廣川　穂実(1)  15.05 (-2.1) 安部　悠月(1)  15.23 (-2.1)
大分中 大在中 大東中 南大分中 坂ノ市中 稙田東中 滝尾中 大東中
尾野　実咲(1)  2:36.52 曽我　心ノ花(1)  2:37.60 阿部　暖乃(1)  2:39.31 温　望桜(1)  2:39.36 恵良　緋美(1)  2:40.10 三浦　彩夢(1)  2:40.43 大石　唯莉(1)  2:40.66 小野　綾香(1)  2:40.98
南大分中 大東中 大在中 上野ヶ丘中 城東中 大東中 稙田東中 明野中
佐藤　梨央(2)  12.90 (-1.6) 小川　らん(2)  13.71 (-1.6) 髙倉　朱里(2)  13.71 (-1.6) 堀尾　采愛(2)  13.71 (-1.6) 古小路　瑞樹(2)  13.90 (-1.6) 神田　紗衣(2)  14.03 (-1.6) 伊藤　水優(2)  14.04 (-1.6) 穴井　雛(2)  14.17 (-1.6)
大在中 稙田南中 明野中 坂ノ市中 城南中 城東中 稙田東中 大分西中
酒井　ななみ(2)  2:24.37 河村　咲瑠(2)  2:25.40 猪原　愛咲(2)  2:28.67 穴見　優衣(2)  2:29.54 藤本　心優(2)  2:32.23 堂原　一華(2)  2:33.93 池田　有沙(2)  2:34.82 米原　彩華(2)  2:36.14
大東中 上野ヶ丘中 城東中 城東中 滝尾中 稙田中 稙田中 南大分中
後藤　若奈(3)  12.76 (-1.2) 神徳　美香(3)  13.02 (-1.2) 三橋　小桜(3)  13.16 (-1.2) 佐藤　麻菜(3)  13.29 (-1.2) 水野　りこ(3)  13.30 (-1.2) 中山　未結(3)  13.43 (-1.2) 田島　綾乃(3)  13.49 (-1.2) 由利　凛(3)  13.55 (-1.2)
上野ヶ丘中 南大分中 城東中 城東中 坂ノ市中 大在中 滝尾中 稙田南中
福山　友菜(3)  2:16.81 萩原　こころ(3)  2:25.34 中村　瑚琉玖(3)  2:25.60 松尾　奈那(3)  2:31.93 浅野　凪咲(3)  2:38.63 佐藤　純麗(3)  2:41.38 伊東　愛夏(3)  2:42.20 竹内　花菜子(3)  2:43.13
滝尾中 城東中 滝尾中 城東中 大在中 大東中 上野ヶ丘中 碩田学園
阿部　絢音(1)  13.00 (-1.9) 髙倉　朱里(2)  13.10 (-1.9) 広瀬　朱莉(1)  13.69 (-1.9) 安東　桃花(2)  13.87 (-1.9) 麻生　なるみ(1)  14.20 (-1.9) 日野　碧(2)  14.35 (-1.9) 秋國　一奈(2)  14.95 (-1.9) 水田　杏奈(2)  15.74 (-1.9)
大在中 明野中 滝尾中 坂ノ市中 王子中 城東中 上野ヶ丘中 鶴崎中
滝尾中  56.22 大東中  56.78 城南中  57.23 城東中  57.35 上野ヶ丘中  57.56 南大分中  59.68 大在中  1:00.65 稙田南中  1:01.30
衞藤　羽純(2) 小野　みなみ(2) 田中　愛澄(2) 神田　紗衣(2) 又吉　琉那(2) 右田　妃奈(2) 中野　綾香(2) 永野　颯希(2)

広瀬　朱莉(1) 松本　向日葵(1) 吉野　瑞晴(1) 川野　里莉(1) 前田　理詠(1) 杉田　晴香(1) 亀井　友花(1) 川野　楓奈(1)

佐藤　凛(1) 安部　悠月(1) 上野　凜(1) 恵良　緋美(1) 北村　美羽(1) 水城　杏(1) 吉田　真帆(1) 釘宮　真子(1)

金子　真央(2) 夏越　陽菜(2) 古小路　瑞樹(2) 日野　碧(2) 嶋津　杏実(2) 洞田貫　綾子(2) 五十川　由真(2) 柏木　美輝(2)

女子の部 城東中 88 大在中 85 大東中 67 滝尾中 48 上野ヶ丘中 44 稙田南中 39 南大分中 31 坂ノ市中 30

男女の部 大在中 219.5 城東中 164 大東中 160 坂ノ市中 99.5 滝尾中 90 上野ヶ丘中 67
明野中
城南中

54

低学年女子 6月2日 80mH

6月3日 4x100mR

３年女子 6月2日 100m

6月3日 800m

２年女子 6月2日 100m

6月3日 800m

１年女子 6月2日 100m

6月3日 800m

6月3日 走幅跳

6月3日 砲丸投

6月3日 走高跳

6月3日 4x100mR

学校対抗

競技会名 大分市中学校総合体育大会陸上競技大会
期日・時刻

主催団体名

学校対抗

共通女子 6月3日 200m

6月2日 1500m

6月2日 100mH

油布　晋一

競技場名 大分市営陸上競技場 記録主任 伊藤　雅則

2021年6月2日、3日 審判長

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

大分市中学校体育連盟 陸協名 大分陸上競技協会


