
日付 種目
藤田　大貴  11.26 (-0.3) 新藤　翼  11.35 (-0.3) 永戸　宏和  11.46 (-0.3) 成迫　大樹  11.71 (-0.3) 草牧　裕矢  11.77 (-0.3) 佐々木　聖法  12.55 (-0.3) 三重野　光平  11.48 (+0.3) 中川　璃矩  11.61 (+0.3)
大分大 高田高 日田市陸協 大分陸協 別府鶴見丘高 ﾐﾗｲﾝｱｽﾘｰﾄ 大分西高 大分西高
藤田　大貴  22.77 (+1.5) 坂本　一樹  23.11 (+1.5) 三浦　広海  23.38 (+1.5) 出納　優響  23.56 (+1.5) 中島　和輝  23.65 (+1.5) 伊美　泰成  23.71 (+1.5) 都甲　健翔  24.27 (+1.2) 坪根　秀樹  24.79 (+1.2)
大分大 楊志館高 竹田高 佐伯豊南高 楊志館高 竹田高 高田高 大分陸協
坂本　一樹  51.53 中島　和輝  53.25 清松　創史  53.27 長瀬　遥  55.08 熊谷　一輝  55.70 林　陽太  56.13 熊谷　幸翔  56.39 上田　涼太  56.61
楊志館高 楊志館高 佐伯豊南高 佐伯豊南高 楊志館高 中津北高 大分西高 速見・日出中
佐藤　黎治  1:56.73 清松　創史  2:01.78 別府　慈啓  2:02.54 平野　遥斗  2:03.67 齋藤　舞人  2:06.95 関根　大耀  2:09.25 林　聖也  2:09.74 兒玉　颯斗  2:09.85
玖珠郡陸協 佐伯豊南高 竹田高 速見・大神中 佐伯鶴城高 大分西高 中津・城北中 佐伯鶴城高
佐藤　黎治  8:43.16 中村　雄人  8:44.14 姫野　直人  9:14.67 重藤　開  9:20.01 富田　賢也  9:20.61 平野　勇太  9:28.97 渡邊　統稀  9:39.66 関　隆晴  9:45.73
玖珠郡陸協 玖珠郡陸協 玖珠郡陸協 日田・東部中 玖珠郡陸協 別府市役所 別府・朝日中 大分県庁
小手川　寛弥  15:37.56 岡野　蒼大  15:51.89 手嶋　純輝  15:52.61 山内　健宏  16:31.14 矢野　義昌  17:09.98 ショーン　先元  17:35.02 古澤　直樹  17:37.80 金澤　健  17:49.75
津久見市陸協 国東高 由布市陸協 藤蔭高 国東高 別府鶴見丘高 大分県庁 大分県庁
河野　隼  w14.98 (+2.1) 川野　優陽  w15.62 (+2.1)
大分西高 佐伯鶴城高

佐藤　遥生  6.85 (+1.9) 竹島　圭祐  w6.76 (+3.5) 河野　隆之介  w6.63 (+2.7) 福谷　星哉  6.24 (+1.1) 横田　大典  6.06 (+2.0) 衛藤　旦陽  w5.90 (+2.1) 畔津　琥太郎  w5.77 (+2.1) 佐藤　慧  5.75 (+0.8)
大分・滝尾中 大分豊府高校 大分舞鶴高 佐伯鶴城高 大分西高 別府鶴見丘高 大分西高 佐伯豊南高
阿部　叶稟  13.36 麻生　貫太  12.51
溝部学園高 大分・大在中
藥師寺　新  56.05 池田　彩人  47.97 大塚　壮太  41.29 衛藤　旦陽  38.93 下川　翔大  37.18 姫野　章太郎  35.44 林　凛平  25.55
大分雄城台高 大分大 国東高 別府鶴見丘高 佐伯鶴城高 大分陸協 中津北高
安東　優稀  13.14 後藤　啓汰  11.40 後藤　大輝  10.35 吉田　匡宏  8.50 川野　翔大  8.15 尾立　亮大  7.98 新貝　天眞  7.95 信原　光稀  7.22
佐伯鶴城高 佐伯鶴城高 別府鶴見丘高 中津北高 佐伯豊南高 国東高 別府鶴見丘高 国東高
増永　友弘  34.73 仲野　隆貴  29.28 尾立　亮大  23.16
佐伯鶴城高 三重総合高 国東高

110mH 大野　葵生  w16.46
2.7 大分・稙田中

白根　悠暉  8.64
中津・城北中
藤原　千櫻  13.02 (+0.8) 中村　さき  13.39 (+0.8) 三橋　小桜  13.45 (+0.8) 西川　友里  13.45 (+0.8) 髙倉　朱里  13.64 (+0.8) 山内　麻瑚  13.96 (+0.8) 桑原　結衣  14.10 (+0.8) 鈴木　志歩  14.04 (+0.6)
別府・朝日中 佐伯鶴城高 大分中央陸上 中津・今津中 大分・明野中 佐伯鶴城高 大分・大分中 大分・大分中
髙倉　朱里  w27.97 (+2.3) 國廣　汐音  28.39 (+2.0) 鈴木　志歩  29.13 (+2.0) 松本　姫凛  w30.21 (+2.3) 後藤　京美  30.29 (+2.0) 播　日聖  w30.39 (+2.3) 廣島　てん  w31.66 (+2.3) 犬丸　英那  w31.69 (+2.3)
大分・明野中 別府鶴見丘高 大分・大分中 宇佐西部中 宇佐西部中 宇佐西部中 宇佐西部中 宇佐西部中
堤　汐莉  1:01.66 河村　咲瑠  1:03.69 友永　きらら  1:14.76
楊志館高 大分中央陸上 大分・大分中
河村　咲瑠  2:26.29 今永　結月  2:40.64 髙野　花菜  2:41.19 村上　香奈  2:41.65 藤崎　結華  2:43.20 二宮　菜摘  2:54.68 繁永　璃音  2:58.33 中山　夢月希  2:58.63
大分中央陸上 宇佐西部中 佐伯鶴城高 大分陸協 楊志館高 宇佐西部中 宇佐西部中 宇佐西部中
帆足　茉優  10:18.09 宮川　紗耶  10:35.32 高司　果歩  10:49.27 匹田　雛凪  10:50.36 戸髙　弥桜  11:17.10 森　一沙  11:32.99 今永　結月  13:02.86 二宮　菜摘  13:33.88
大分西高 大分西高 大分西高 大分雄城台高 大分西高 大分西高 宇佐西部中 宇佐西部中
谷本　優奈  22.79 (+1.4)
楊志館高
上田　椎㮈  1.40 谷本　優奈  1.35
佐伯鶴城高 楊志館高
山本　亜希  3.70 疋田　莉菜  2.80
大分大 大分西高
堤　汐莉  4.96 (+0.1) 今村　珊瑚  4.95 (+0.7) 若林　幸果  4.81 (+0.1) 三橋　小桜  4.78 (+1.1) 桑原　結衣  4.10 (+0.9)
楊志館高 佐伯鶴城高 佐伯鶴城高 大分中央陸上 大分・大分中
國廣　汐音  10.68 (+0.4)
別府鶴見丘高
松本　莉奈  11.41 後藤　雪心  9.70
大分雄城台高 三重総合高
朝長　菜乃  39.84 由利　凛  36.75 松田　侑来  32.08 後藤　雪心  25.66 石本　万葉  24.09 江藤　彩恵  23.32
大分雄城台高 大分・稙田南中 県中学記録 佐伯鶴城高 三重総合高 高田高 大分西高
渡邊　麻央  33.90 白井　愛友子  22.67 土橋　令奈  13.44
大分雄城台高 別府鶴見丘高 佐伯豊南高
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