
日付 種目
唐嶋　大騎  10.89 (+0.7) 中峰　航  10.95 (+0.7) 山本　達也  11.05 (+0.7) 河野　将己  11.09 (+0.7) 吉岡　侑星  11.23 (+0.7) 松本　海斗  11.26 (+0.7) 冨田　遥希  11.26 (+0.7) 本村　優太郎  11.34 (+0.7)

中津市陸協 宮崎北高 高知union 熊本陸協 宮崎北高 ＲＪＴＣ 大分・坂ノ市中 シュブスタン

中峰　航  22.07 (-2.0) 東　莉玖  22.36 (-2.0) 小山　知祐  22.38 (-2.0) 関　大樹  22.38 (-2.0) 宮脇　英  22.67 (+0.7) 冨田　遥希  22.79 (+0.4) 永楽　晴三  22.87 (+0.4) 荒川　諒  22.93 (+0.4)

宮崎北高 東筑紫 YASC 杵築高 佐伯鶴城高 大分・坂ノ市中 藤蔭高 大分舞鶴高

福嶋　慶記  49.01 清水　暖太  49.45 山下　謙尊  49.95 髙木　煌之介  50.16 安心院　大渡  50.66 永楽　晴三  50.83 関　大樹  50.87 八岡　陽斗  51.34

福岡大学 宮崎北 福岡大学 大分舞鶴高 大分舞鶴高 藤蔭高 杵築高 大分東明高

清水　暖太  1:51.87 八岡　陽斗  1:57.57 宗安　幸誠  1:57.97 東條　吏起  1:58.48 佐伯　俊徳  1:59.06 橋本　侑昌  1:59.63 十川　裕次  2:01.98 河上　祐太朗  2:02.73

宮崎北 大分東明高 杵築高 日本文理大 藤蔭高 日本文理大 大分陸協 藤蔭高

十川　裕次  8:57.60 渡邊　統稀  9:07.49 鈴木　雄貴  9:08.38 西田　翼  9:17.19 佐々木　優  9:24.83 平岡　巧大  9:25.46 竹宮　流星  9:25.98 平野　勇太  9:32.82

大分陸協 別府・朝日中 向陽中 豊後高田・高田中 TRISE 別府・中部中 豊後大野・三重中 別府市役所

清水　雄翔  15:15.54 後藤　航大  15:19.26 林　桐生  15:33.55 安部　翼  15:37.95 中島　巨翔  15:40.72 楠元　裕也  15:42.68 中村　俊太  15:49.64 岩木　愁治  15:52.92

慶誠高 大分陸協 慶誠高 宇佐市陸協 藤蔭高 藤蔭高 慶誠高 慶誠高

今宮　光貴  w15.28 (+2.4) 大野　葵生  w15.48 (+2.4) 中村　行成  w16.53 (+2.4)

福岡大学 楊志館高 佐伯鶴城高

松尾　圭悟  1.85 渡邊　凌已  1.80 小畑　優真  1.75 藤原　惇寛  1.50 宮内　凛  1.45

東筑紫 大分・大在中 杵築高 別府・朝日中 別府・北部中

髙橋　睦喜  1.75

大分西高

小畑　優真  4.20 今村　壱徹  4.00 園田　征  3.60 小池　来空  3.00

杵築高 リンクス阿蘇 リンクス阿蘇 阿蘇中央高校

佐藤　遥生  7.07 (+1.8) 増永　晃弘  6.83 (+1.1) 河野　隆之介  6.66 (+1.1) 貞光　孝則  6.47 (+1.6) 吉村　和真  6.25 (+0.5) 中山　陽介  6.19 (+1.2) 仙川　晃聖  6.12 (+1.9) 大村　春太  6.05 (+0.6)

佐伯鶴城高 熊本大学 大分舞鶴高 日本製鉄八幡 東筑紫 藤蔭高 杵築高 大分・大在中

黒木　雄太朗  14.82 (+0.4) 俵　颯悟  14.00 (-0.7) 麻生　貫太  w13.00 (+2.6) 後藤　聖  w12.95 (+2.7) 井原　虎太郎  12.76 (-1.4) 小畑　春太  w11.94 (+2.7) 大津　俊輔  11.34 (+1.5)

東海AC 佐伯鶴城高 佐伯鶴城高 佐伯鶴城高 宮崎北高 大分・大在中 別府・別府西中

姫野　章太郎  8.67

まいにちSTサラマンダーズ

鈴木　涼真  56.80 姫野　章太郎  34.33 西脇　博之  22.25

福岡大学 まいにちSTサラマンダーズ 滋賀陸協

工藤　大介  52.51 齋藤　瑛  47.21 後藤　啓汰  44.09 下川　翔大  42.93 鈴木　世那  40.80 阿部　晃士  29.10

大分雄城台高 宮崎北高 佐伯鶴城高 佐伯鶴城高 東筑紫 国東高

井上　大地  15.25 香崎　克実  13.80 安東　優稀  13.31 丸山　颯太  13.25 中村　海  12.02 山本　育利  10.72 信原　光稀  7.26

大分雄城台高 HR 東筑紫 佐伯鶴城高 東筑紫 佐伯鶴城高 東筑紫 国東高

増永　友弘  41.43 渡辺　竣太  36.76 田中　亮  35.77 仲野　隆貴  35.25 堀田　快里  34.02 垣迫　雅侑  29.62

佐伯鶴城高 大分西高 苅田工業 三重総合高 大分雄城台高 溝部学園高

信原　光稀  41.03

国東高

福本　大樹  w16.09 (+3.0) 利光　航琉  w16.34 (+3.0) 吉田　智士  w18.45 (+3.3) 廣尾　圭亮  w20.38 (+3.0) 藤野　汰一  w20.38 (+3.3) 赤嶺　塁  w20.88 (+3.3)

別府・別府西中 大分・上野ヶ丘中 大分・坂ノ市中 ミラインアスリート 大分・大在中 臼杵・野津中

荒金　竜騎  14.04 中村　拓  10.75 麻生　歩夢  10.24 白根　悠暉  9.41 甲斐　尊  6.98 後藤　銀時  6.40

別府・鶴見台中 佐伯・東雲中 豊後大野・三重中 中津・城北中 佐伯・東雲中 豊後大野・三重中

松林　玲佳  12.02 (+1.5) 神山　菜々  12.50 (+1.5) 森　なつみ  12.55 (+1.5) 三木　心乃  12.68 (+1.5) 藤原　千櫻  12.86 (+1.5) 井　千夏  13.06 (+1.5) 河田　留実  13.19 (+1.5) 木原　万里花  12.58 (-0.9)

ＭＭＧ 宮崎北高 シュブスタン YASC 別府・朝日中 シュブスタン 杵築高 宮崎北高

松林　玲佳  w24.24 (+2.2) 樋口　萌花  w25.26 (+2.2) 木原　万里花  w25.55 (+2.2) 堀尾　朱音  w25.78 (+2.2) 神山　菜々  w26.05 (+2.2) 三木　心乃  w26.33 (+2.1) 本田　美空  w26.35 (+3.7) 西村　綺咲  w26.63 (+3.7)

ＭＭＧ 東筑紫 宮崎北高 大分舞鶴高 宮崎北高 YASC 別府・別府西中 東筑紫

伊藤　冬花  1:00.49 河村　咲瑠  1:00.75 後藤　若奈  1:00.78 吉村　百華  1:00.93 小川　らん  1:01.68 長野　梨心  1:03.02 若杉　杏花  1:03.31 久松　美優  1:03.53

藤蔭高 大分・上野ヶ丘中 大分舞鶴高 大分舞鶴高 大分・稙田南中 臼杵・野津中 別府・鶴見台中 杵築高

河村　咲瑠  2:21.29 利光　愛理  2:23.60 庭瀬　沙耶  2:24.09 長野　梨心  2:28.31 石橋　紗希  2:29.26 猪原　愛咲  2:29.58 丸山　莉颯  2:29.74 曽我　心ノ花  2:30.78

大分・上野ヶ丘中 大分・稙田中 大分東明高 臼杵・野津中 藤蔭高 大分・城東中 竹田高 大分・大東中

阿南　ちはる  10:23.00 岩尾　姫菜乃  10:49.11 佐藤　由羽  10:49.85 眞田　陽芽  10:57.02 佐藤　優  10:58.94 安田　雪乃  10:59.33 匹田　雛凪  11:07.37 後藤　結衣  11:08.37

豊後大野・三重中 藤蔭高 豊後大野・三重中 大分西高 藤蔭高 杵築高 TRISE 竹田高

堤　汐莉  w16.37 (+2.3) 渡部　美玲  w16.62 (+2.3) 荒巻　心愛  w17.77 (+2.3) 加藤　咲依  w18.26 (+2.3)

楊志館高 杵築高 YASC 佐伯鶴城高

上田　椎㮈  1.50 谷本　優奈  1.45 安部　心美  1.35 渡部　美玲  1.30 岡﨑　日花  1.30

佐伯鶴城高 楊志館高 別府・北部中 杵築高 別府・別府西中

志賀　日向子  3.00 富永　結衣  2.60 兪　青良  2.20

阿蘇中央高校 東海大星翔 大分西高

佐藤　なな  5.98 (+1.7) 堤　汐莉  5.45 (+0.8) 三橋　小桜  5.28 (+0.2) 黒木　凪沙  4.91 (+1.0) 畠中　一莉  w4.81 (+2.6) 笠　沙弥佳  4.78 (+0.6) 小野　萌杏  4.61 (+1.4) 後藤　蓮華  4.55 (+1.9)

大分豊府高 楊志館高 大分西高 佐伯鶴城高 東筑紫 Luster 佐伯・鶴谷中 大分西高

近藤　咲愛  9.71 (+1.2) 今吉　美来  8.73 (+1.6)

別府・別府西中 東筑紫

後藤　雪心  9.93 若山　美月  9.11 古森　星名  8.06

三重総合高 溝部学園高 国東高

奈須　貴子  43.16 由利　凛  35.31 白木　和海  27.68 若山　美月  21.88

福岡大学 大分西高 苅田工業 溝部学園高

中村　ののか  52.43 富川　真依  39.44 古森　星名  30.77 壽崎　羽純  29.08

九共大 大分雄城台高 国東高 苅田工業

亀井　桜  52.01 織田　わかば  36.96 山本　華穂  30.52 熊谷　真桜  28.69 松岡　叶恵  28.52 寺次　海音  28.18 白井　愛友子  26.05 伊藤　彩葉  25.03

中央大学 野村高校 鶴崎工高 鶴崎工高 東筑紫 鶴崎工高 別府鶴見丘高 苅田工業

井　千夏  14.59 (+1.2) 堀尾　采愛  14.86 (+1.2) 阿部　絢音  15.41 (+1.2) 池山　歩来  16.23 (+1.2) 森　なつみ  16.78 (+1.2) 金光　夏蓮  17.56 (+1.2) 三浦　珠奈  18.07 (+1.2) 中嶋　りりい  18.31 (+1.2)

シュブスタン 大分・坂ノ市中 大分・大在中 大分・大在中 シュブスタン 別府・別府西中 大分・大在中 八屋中

奥村　愛良  12.31 池田　すみれ  11.57 瀧田　春暖  10.84 吉田　真帆  10.46 髙槻　嘉乃  8.73 野田　寧  7.86 小川　美里  7.53

佐伯・東雲中 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 別府・北部中

主催団体名 一般財団法人大分陸上競技協会 陸協名 一般財団法人大分陸上競技協会

競技会名 2023スプリングチャレンジ陸上inリバスタ
期日・時刻 2023/3/5 審判長
競技場名 ジェイリーススタジアム 記録主任
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共通男子 3月5日 100m

3月5日 200m
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3月5日 5000m
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3月5日 800m

3月5日 棒高跳

3月5日 走幅跳

3月5日 110mH

3月5日 走高跳

3月5日 円盤投

3月5日 ﾊﾝﾏｰ投

3月5日 三段跳

3月5日 砲丸投

3月5日 円盤投

3月5日 ﾊﾝﾏｰ投

3月5日 やり投

高校男子 3月5日 砲丸投

共通女子 3月5日 100m

3月5日 200m

中学男子 3月5日 110mH

3月5日 砲丸投

3月5日 3000m

3月5日 100mH

3月5日 400m

3月5日 800m

3月5日 走幅跳

3月5日 三段跳

3月5日 走高跳

3月5日 棒高跳

3月5日 ﾊﾝﾏｰ投

3月5日 やり投

3月5日 砲丸投

3月5日 円盤投

w (wind assist) : 追風参考

HR : 県高校記録

HR : 県高校記録

中学女子 3月5日 100mH

3月5日 砲丸投


