
日付 種目

梶原　光稀(3)  23.69 (-3.4) 目代　吏功(3)  24.00 (-3.4) 三重野　元章(3)  24.19 (-1.3) 井手　雅斗(3)  24.24 (-3.5) 相澤　孝介(3)  24.24 (-3.5) 佐藤　凛太郎(3)  24.37 (-1.7) 渡辺　倖成(3)  24.39 (-1.7) 足立　翼(3)  24.47 (-1.3)

大分・大在中 別府・朝日中 大分・鶴崎中 大分・稙田南中 大分・坂ノ市中 大分・滝尾中 速見・日出中 大分・滝尾中

宮﨑　良(3)  54.82 柴﨑　祥太(3)  55.44 上田　涼太(3)  55.87 辰本　可成(2)  56.72 嶋﨑　太一(3)  57.91 牧野　絢(3)  58.24 桑門　快(2)  59.14

別府・朝日中 大分・稙田中 速見・日出中 臼杵・東中 大分・坂ノ市中 大分・明野中 大分・王子中

佐藤　侑峨(3)  2:04.18 南　隼人(3)  2:05.01 坂本　伊葡希(3)  2:07.92 岩本　旺晟(2)  2:10.07 宇藤　煌基(2)  2:10.60 少路　悠人(2)  2:12.41 渡邉　裕斗(3)  2:18.52

大分・大在中 宇佐・長洲中 豊後高田・高田中 豊後大野・三重中 豊後高田・高田中 豊後高田・戴星学園 豊後大野・三重中

平野　遥斗(3)  4:12.45 重藤　開(3)  4:13.99 南　隼人(3)  4:17.73 中山田　蒼汰(2)  4:17.91 吉本　玲音(3)  4:19.74 青松　昊汰(3)  4:26.15 西田　翼(2)  4:28.59 少路　悠人(2)  4:28.68

速見・大神中 日田・東部中 宇佐・長洲中 豊後高田・高田中 大分・滝尾中 大分・稙田南中 豊後高田・高田中 豊後高田・戴星学園

平野　遥斗(3)  9:12.14 重藤　開(3)  9:23.53 阿部　煌空(3)  9:29.55 吉本　玲音(3)  9:34.39 渡邊　統稀(3)  9:36.74 青松　昊汰(3)  9:41.13 末吉　優太(3)  9:43.95 伊東　克弥(3)  9:47.21

速見・大神中 日田・東部中 豊後高田・高田中 大分・滝尾中 別府・朝日中 大分・稙田南中 大分・城東中 杵築・杵築中

大村　春太(3)  16.22 (-1.5) 園田　智康(3)  17.46 (-1.5) 福本　大樹(2)  17.70 (-3.3) 加藤　風凪(2)  19.16 (-1.5) 迎田　陸仁(3)  19.65 (-3.3) 長野　零央(3)  19.91 (-1.5) 嶋﨑　太一(3)  19.93 (-3.3) 阿南　柊哉(2)  20.37 (-1.5)

大分・大在中 大分・城南中 別府・別府西中 大分・大東中 大分・吉野中 大分・吉野中 大分・坂ノ市中 大分・坂ノ市中

大分・坂ノ市中  44.66 大分・城東中  45.08 大分・大東中  45.26 別府・朝日中  45.46 大分・滝尾中  45.58 大分・大在中  45.80 佐伯・佐伯南中  46.57 中津・中津中  52.88

長谷川　晴人(2) 入江　健心(3) 吉田　陽斗(3) 岡田　壮史(3) 木村　楓(3) 長浦　獅行(3) 清永　春幸(3) 石崎　隆太(2)

相澤　孝介(3) 神﨑　新太(3) 安部　哲平(3) 目代　吏功(3) 足立　翼(3) 梶原　光稀(3) 金田　侑也(2) 高村　侑冶(2)

冨田　遥希(3) 池邉　遼太(3) 前田　大志(3) 行平　遥人(3) 益田　亜希良(2) 大村　春太(3) 河野　悠斗(2) 河野　伊吹(2)

吉田　智士(2) 日野　太喜(3) 石田　創大(3) 髙田　恵人(1) 佐藤　凛太郎(3) 泊　政樹(3) 米田　世渚(3) 木部　順太(2)

渡邊　凌已(2)  1.65 柴田　喜望(3)  1.50 近藤　創士(2)  1.45 田嶋　陸翔(3)  1.45

大分・大在中 別府・北部中 大分・坂ノ市中 大分・城東中

木許　瑞歩(3)  2.00

佐伯・佐伯城南中

脇坂　承太郎(3)  6.09 (+1.5) 神﨑　新太(3)  6.06 (+1.4) 木許　颯明(2)  w5.82 (+4.4) 松丸　晴樹(2)  5.73 (+1.3) 井上　煌己(3)  w5.68 (+2.3) 前原　陸仁(3)  w5.54 (+2.5) 小場川　星斗(3)  w5.24 (+2.2)

別府・青山中 大分・城東中 佐伯・蒲江翔南中 別府・北部中 別府・朝日中 大分・大東中 杵築・宗近中

重田　空良(3)  12.59 荒金　竜騎(3)  11.97 泊　政樹(3)  10.46 後藤　俊輔(3)  9.53 麻生　歩夢(2)  9.43 中川　匠(2)  9.06 中村　拓(1)  8.47 木村　楓(3)  8.41

佐伯・東雲中 別府・鶴見台中 大分・大在中 臼杵・西中 豊後大野・三重中 別府・青山中 佐伯・東雲中 大分・滝尾中

髙田　恵人(1)  11.59 (+2.0) 佐藤　光(1)  11.75 (+2.0) 大石　悠人(1)  12.44 (+2.0) 森　航太郎(1)  12.49 (+2.0) 河野　仁太朗(1)  12.76 (+2.0) 國吉　達也(1)  12.78 (+2.0) 土井　悠惺(1)  12.79 (+2.0) 冨髙　悟(1)  12.88 (+2.0)

別府・朝日中 GR 大分・上野ヶ丘中 GR 大分・南大分中 佐伯・米水津中 大分・南大分中 大分・明野中 中津・緑ヶ丘中 佐伯・鶴谷中

重藤　浩太(1)  4:44.55 伊藤　壮真(1)  4:48.65 清田　航羽(1)  4:49.30 小田原　聖(1)  4:49.43 山本　蒼介(1)  4:49.50 奥永　歩(1)  4:50.17 穴井　優希(1)  4:50.81 甲斐　拓弥(1)  4:53.52

日田・東部中 豊後大野・三重中 大分・大東中 豊後高田・高田中 大分・大東中 中津・緑ヶ丘中 大分・大在中 大分・稙田南中

首藤　潤希(2)  w11.59 (+2.9) 金田　侑也(2)  w11.83 (+2.9) 福本　大樹(2)  w11.85 (+2.9) 益田　亜希良(2)  w12.02 (+2.9) 岡部　翔(2)  w12.08 (+2.9) 佐藤　梛(2)  w12.15 (+2.9) 伊藤　良輝(2)  w12.15 (+2.9) 坂本　惠輔(2)  w12.38 (+2.9)

由布・挾間中 佐伯・佐伯南中 別府・別府西中 大分・滝尾中 大分・大東中 大分・明野中 別府・朝日中 佐伯・米水津中

冨田　遥希(3)  w11.20 (+2.5) 相澤　孝介(3)  w11.26 (+2.5) 梶原　光稀(3)  w11.49 (+2.5) 足立　翼(3)  w11.57 (+2.5) 井手　雅斗(3)  w11.59 (+2.5) 目代　吏功(3)  w11.60 (+2.5) 神﨑　新太(3)  w11.66 (+2.5) 米田　世渚(3)  w11.68 (+2.5)

大分・坂ノ市中 大分・坂ノ市中 大分・大在中 大分・滝尾中 大分・稙田南中 別府・朝日中 大分・城東中 佐伯・佐伯南中

主 催 団 体 名 日本陸上競技連盟・日本中学校体育連盟・大分県教育委員会・大分県中体連・大分陸上競技協会 陸 協 名 大分陸上競技協会

競 技 会 名 第68回全日本中学校通信陸上競技大分大会
期 日 ・ 時 刻 2022年6月25・26/7月2日

競 技 場 名 ジェイリーススタジアム

6月26日 400m

1位 2位 7位 8位

共通男子 7月2日 200m

3位 4位 5位 6位

6月26日 800m

7月2日 1500m

6月26日 3000m

7月2日 110mH

7月2日 4x100mR

6月26日 走高跳

6月26日 棒高跳

7月2日 走幅跳

7月2日 砲丸投

１年男子 6月26日 100m

GR:大会記録  ZEN:全中標準記録  w (wind assist) : 追風参考

３年男子 6月26日 100m

7月2日 1500m

２年男子 6月26日 100m



日付 種目

佐藤　梨央(3)  26.25 (-3.9) 小川　らん(3)  27.15 (-2.0) 小島　菜望(3)  27.37 (-2.1) 河村　咲瑠(3)  27.69 (-2.1) 安東　美羽(1)  27.82 (-2.1) 若杉　杏花(3)  28.17 (-3.9) 神田　紗衣(3)  28.33 (-2.1) 藤本　夕梨花(2)  28.73 (-2.0)

大分・大在中 大分・稙田南中 佐伯・佐伯南中 大分・上野ヶ丘中 別府・朝日中 別府・鶴見台中 大分・城東中 竹田・久住中

神田　翠来(3)  2:15.13 高岡　真奈(3)  2:16.95 利光　愛理(1)  2:23.10 酒井　ななみ(3)  2:26.72 河村　咲瑠(3)  2:26.87 尾野　実咲(2)  2:27.09 伊藤　芽生(3)  2:27.31 安部　紅希(3)  2:27.48

大分・稙田南中 ZEN 大分・城東中 大分・稙田中 大分・大東中 大分・上野ヶ丘中 大分・南大分中 豊後大野・三重中 別府・別府西中

神田　翠来(3)  4:43.42 猪原　愛咲(3)  4:52.09 伊藤　芽生(3)  4:53.31 利光　愛理(1)  4:55.74 尾野　実咲(2)  5:00.50 柴田　歌音(2)  5:01.35 松本　夕空(3)  5:03.29 安部　紅希(3)  5:05.79

大分・稙田南中 大分・城東中 豊後大野・三重中 大分・稙田中 大分・南大分中 豊後大野・三重中 中津・城北中 別府・別府西中

堀尾　采愛(3)  14.75 (-2.3) 川邉　真子(3)  16.00 (-2.3) 安東　桃花(3)  16.73 (-2.2) 日野　碧(3)  17.64 (-2.3) 徳永　舞香(3)  18.19 (-2.3) 二宮　凛(3)  18.61 (-2.2) 岡﨑　日花(2)  19.02 (-2.3) 松尾　怜奈(3)  19.53 (-2.2)

大分・坂ノ市中 ZEN 佐伯・蒲江翔南中 大分・坂ノ市中 大分・城東中 中津・中津中 杵築・宗近中 別府・別府西中 大分・鶴崎中

大分・大在中  52.42 佐伯・佐伯南中  53.25 別府・別府西中  53.59 由布・挾間中  53.67 大分・大分中  54.23 臼杵・北中  54.47 大分・城東中  1:04.01

池山　歩来(1) 井ノ上　奏(2) 西村　花凛(1) 伊藤　凜花(2) 友永　つづみ(1) 小畑　こころ(2) 日野　碧(3)

佐藤　梨央(3) 小島　菜望(3) 佐藤　結奈(2) 藤川　遥菜(2) 鈴木　志歩(2) 養父　里咲(2) 神田　紗衣(3)

阿部　絢音(2) 松﨑　永花(1) 永山　栞(3) 甲斐　美葵(2) 桑原　結衣(3) 平岡　美咲(3) 廣木　優希乃(3)

阿部　暖乃(2) 小野　菜々花(3) 本田　美空(1) 安部　咲希(3) 友永　きらら(2) 石橋　桃花(3) 吉賀　ひなた(3)

帆秋　凛(3)  1.45 瀬口　禾々(3)  1.35 飯倉　心音(3)  1.30 竹元　実花子(1)  1.30 吉賀　ひなた(3)  1.25

大分・稙田南中 大分・鶴崎中 大分・稙田南中 別府・青山中 大分・城東中

倉田　心華(3)  1.25

中津・緑ヶ丘中

古矢　心琴(3)  4.88 (+0.9) 嶋末　結心(3)  w4.88 (+2.5) 首藤　風綾(1)  4.68 (+1.2) 小野　萌杏(2)  4.61 (+1.1) 近藤　咲愛(2)  w4.55 (+2.1) 北村　芽生(1)  4.48 (+1.8) 川下　彩衣(2)  4.45 (+1.9) 安東　桃花(3)  4.42 (+0.8)

佐伯・佐伯城南中 豊後大野・三重中 大分・明野中 佐伯・鶴谷中 別府・別府西中 大分・大東中 別府・中部中 大分・坂ノ市中

池田　すみれ(2)  11.11 瀧田　春暖(2)  9.61 吉田　真帆(2)  9.56 村上　瑚乃夏(3)  9.33 安森　咲恵(3)  9.07 山田　美翠(3)  8.92 土田　佳穂(3)  8.15 今井　美優(3)  8.05

佐伯・東雲中 大分・大在中 大分・大在中 佐伯・東雲中 別府・北部中 豊後高田・香々地中 杵築・山香中 大分・城東中

古矢　心琴(3)  1985 山田　千尋(3)  876

佐伯・佐伯城南中 佐伯・佐伯南中

6月25日 100mH

6月26日 走高跳

6月26日 砲丸投

6月26日 200m

安東　美羽(1)  w13.11 (+2.7) 築城　芙侑花(1)  w13.41 (+2.7) 本田　美空(1)  w13.49 (+2.7) 髙橋　瑠衣(1)  w13.54 (+2.7) 後藤　紗愛(1)  w13.59 (+2.7) 西村　花凛(1)  w13.61 (+2.7) 松﨑　永花(1)  w13.71 (+2.7) 利光　優音(1)  w13.97 (+2.7)

別府・朝日中 大分・賀来中 別府・別府西中 臼杵・東中 竹田・竹田南部中 別府・別府西中 佐伯・佐伯南中 速見・日出中

阿南　ちはる(1)  2:27.84 多田　陽葵(1)  2:29.82 岩尾　望愛(1)  2:31.91 福田　瑞季(1)  2:32.15 德永　三香子(1)  2:36.15 宮﨑　琉愛(1)  2:37.74 河邉　琴音(1)  2:38.11 笠置　羽菜(1)  2:38.11

豊後大野・三重中 竹田・直入中 大分・明野中 大分・賀来中 豊後高田・高田中 大分・城東中 大分・明野中 別府・青山中

小野　萌杏(2)  w13.07 (+2.5) 麻生　なるみ(2)  w13.19 (+2.5) 佐藤　凜(2)  w13.28 (+2.5) 牛迫　七海(2)  w13.30 (+2.5) 藤本　夕梨花(2)  w13.34 (+2.5) 鈴木　志歩(2)  w13.47 (+2.5) 狹間　愛唯(2)  w13.56 (+2.5)

佐伯・鶴谷中 大分・王子中 別府・青山中 中津・中津中 竹田・久住中 大分・大分中 佐伯・昭和中

阿部　絢音(2)  w13.30 (+2.5)

大分・大在中

佐藤　梨央(3)  12.26 (+1.6) 堀尾　采愛(3)  12.49 (+1.6) 小川　らん(3)  12.87 (+1.6) 小島　菜望(3)  12.87 (+1.6) 徳永　舞香(3)  13.13 (+1.6) 濱本　玲羅(3)  13.23 (+1.6) 若杉　杏花(3)  13.32 (+1.6) 藤原　千櫻(3)  16.77 (+1.6)

大分・大在中 ZEN 大分・坂ノ市中 ZEN 大分・稙田南中 佐伯・佐伯南中 中津・中津中 大分・滝尾中 別府・鶴見台中 別府・朝日中

主 催 団 体 名 日本陸上競技連盟・日本中学校体育連盟・大分県教育委員会・大分県中体連・大分陸上競技協会 陸 協 名 大分陸上競技協会

競 技 会 名 第68回全日本中学校通信陸上競技大分大会
期 日 ・ 時 刻 2022年6月25・26/7月2日

競 技 場 名 ジェイリーススタジアム

共通女子 7月2日 200m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

7月2日 100mH

7月2日 4x100mR

7月2日 800m

6月26日 1500m

7月2日 走高跳

6/25～6/26 四種競技

 16.64 (-1.3)  23.74 (-1.3)

6月26日 走幅跳

6月26日 砲丸投

 1.25  1.16

 9.14  6.54

w 29.53 (+2.2) w 34.23 (+2.2)

GR:大会記録  ZEN:全中標準記録  w (wind assist) : 追風参考

２年女子 6月26日 100m

３年女子 6月26日 100m

１年女子 6月26日 100m

7月2日 800m


