
第７０回大分県高等学校総合体育大会兼全国高校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選大分大会
都道府県名 大　分

記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名

6/5 100m 96  11.27 金本　凌弥( 2 )  大分  11.31 井元　楓( 3 )  大分舞鶴  11.33 木村　優二朗( 3 )  杵築  11.44 挾間　夢翔( 3 )  大分東明  11.48 平松　空大( 3 )  大分  11.50 江藤　陽輝( 3 )  鶴崎工

(-3.2 m/s)

6/6 200m 65 w 21.47 河合　敏斗( 2 )  大分東明 w 21.72 金本　凌弥( 2 )  大分 w 21.77 河野　流聖( 3 )  大分舞鶴 w 21.95 進藤　翼( 3 )  高田 w 22.20 挾間　夢翔( 3 )  大分東明 w 22.22 岩男　昇空( 2 )  大分雄城台

(+4.2 m/s)

6/4 400m 53  48.04 河合　敏斗( 2 )  大分東明  49.04 河野　流聖( 3 )  大分舞鶴  49.40 髙木　煌之介( 2 )  大分舞鶴  50.09 安心院　大渡( 2 )  大分舞鶴  51.00 宗安　幸誠( 3 )  杵築  51.05 坂本　一樹( 2 )  楊志館

6/5 800m 62  1:56.38 荒尾　波瑠( 3 )  大分東明  1:56.51 岡野　蒼大( 3 )  国東  1:56.60 安陪　柊吾( 3 )  藤蔭  1:57.43 八岡　陽斗( 3 )  大分東明  1:57.63 清松　創史( 3 )  佐伯豊南  1:58.48 宗安　幸誠( 3 )  杵築

6/4 1500m 66  3:58.73 中島　巨翔( 3 )  藤蔭  3:59.80 岡本　凌弥( 2 )  大分東明  4:00.53 清原　琢磨( 3 )  国東  4:03.53 荒尾　波瑠( 3 )  大分東明  4:04.21 井手　圭吾( 3 )  藤蔭  4:05.25 岡野　蒼大( 3 )  国東

6/5 5000m 39  13:47.36 (GR ダニエル　ディリツ( 3 )  大分東明  14:30.92 中島　巨翔( 3 )  藤蔭  14:35.41 松井　一( 2 )  大分東明  14:45.61 束木原　海( 3 )  大分東明  15:31.44 原田　紳助( 2 )  藤蔭  15:32.97 姫野　平汰( 3 )  藤蔭

6/6 110mH 11 w 15.03 堀　隼太朗( 3 )  大分西 w 15.39 川野　優陽( 3 )  佐伯鶴城 w 15.41 川野　晟輝( 3 )  大分 w 16.18 中村　行成( 2 )  佐伯鶴城 w 16.73 大野　葵生( 1 )  楊志館 w 16.74 伊東　大翔( 1 )  大分西

(+3.3 m/s)

6/5 400mH 12  56.23 川野　優陽( 3 )  佐伯鶴城  58.30 竹丸　烈( 3 )  大分西  58.94 中村　行成( 2 )  佐伯鶴城  59.32 熊谷　幸翔( 2 )  大分西  59.83 中島　和輝( 3 )  楊志館  59.98 小野　月翔( 2 )  大分

6/6 3000mSC 19  9:47.07 有田　湊( 2 )  大分東明  9:57.16 清原　琢磨( 3 )  国東  10:15.89 パーレント　太陽( 3 )  佐伯鶴城  10:25.23 山本　隆矢( 2 )  藤蔭  10:29.58 藤原　愛斗( 3 )  鶴崎工  10:32.51 兒玉　颯斗( 2 )  佐伯鶴城

6/4 5000mW 6  24:27.34 今村　歩夢( 3 )  別府鶴見丘  25:59.56 表　碧都( 3 )  東九州龍谷  27:49.47 藤垣　空我( 3 )  中津東

6/5 4x100mR 24  41.94 宮﨑　大彰( 1 )  大分東明  42.34 古城　遥斗( 3 )  大分  42.43 荒川　諒( 1 )  大分舞鶴  42.45 堀　隼太朗( 3 )  大分西  42.55 平田　泰信( 2 )  大分雄城台  42.70 酒井　響生( 3 )  杵築

挾間　夢翔( 3 )  平松　空大( 3 )  河野　隆之介( 2 )  三重野　光平( 3 )  吉田　光希( 3 )  仙川　晃聖( 2 ) 

久富　悠翔( 2 )  首藤　倖( 3 )  井元　楓( 3 )  荒川　優季( 2 )  山口　颯太( 3 )  木村　優二朗( 3 ) 

河合　敏斗( 2 )  金本　凌弥( 2 )  河野　流聖( 3 )  中川　璃矩( 2 )  岩男　昇空( 2 )  関　大樹( 2 ) 

6/6 4x400mR 21  3:19.30 安心院　大渡( 2 )  大分舞鶴  3:21.29 挾間　夢翔( 3 )  大分東明  3:26.19 酒井　響生( 3 )  杵築  3:27.43 吉田　光希( 3 )  大分雄城台  3:29.04 濵田　誠也( 2 )  佐伯鶴城  3:30.30 大戸　基暉( 2 )  大分

井元　楓( 3 )  八岡　陽斗( 3 )  宗安　幸誠( 3 )  平田　泰信( 2 )  宮脇　英( 1 )  首藤　倖( 3 ) 

髙木　煌之介( 2 )  河原　晴輝( 3 )  宇都宮　直日( 3 )  椎原　海( 2 )  中村　行成( 2 )  平松　空大( 3 ) 

河野　流聖( 3 )  河合　敏斗( 2 )  関　大樹( 2 )  岩男　昇空( 2 )  川野　優陽( 3 )  小野　月翔( 2 ) 

6/5 走高跳 8  1.88 酒井　響生( 3 )  杵築  1.80 岩尾　蓮( 3 )  杵築  1.55 高倉　宏介( 3 )  大分豊府  1.50 市原　悠世( 1 )  大分東明

 1.55 佐々木　豪孜( 1 )  鶴崎工  1.50 稲益　颯太( 3 )  大分雄城台

6/4 棒高跳 3  3.50 小畑　優真( 2 )  杵築  3.40 本村　奏汰( 3 )  杵築  2.20 脇屋　楓( 1 )  杵築

6/4 走幅跳 31 w 7.07(+2.6) 佐藤　遥生( 1 )  佐伯鶴城  7.03(+0.8) 俵　颯悟( 3 )  佐伯鶴城  6.94(+1.8) 木村　優二朗( 3 )  杵築  6.80(+1.8) 竹島　圭祐( 3 )  大分豊府  6.76(+0.3) 仙川　晃聖( 2 )  杵築  6.75(+1.8) 中橋　翔海( 3 )  鶴崎工

公認:7.02(0.4)

6/6 三段跳 13 w 13.87(+2.4) 俵　颯悟( 3 )  佐伯鶴城 w 13.69(+2.5) 阿部　叶稟( 2 )  溝部学園 w 13.60(+3.3) 堀　勇太( 3 )  鶴崎工 w 13.40(+2.1) 竹島　圭祐( 3 )  大分豊府 w 13.38(+3.1) 中村　一太( 3 )  大分舞鶴 w 13.13(+3.3) 横田　大典( 2 )  大分西

公認:13.49(1.0) 公認:12.99(1.6) 公認:13.31(2.0) 公認:13.31(2.0)

6/5 砲丸投 20  13.74 井上　大地( 2 )  大分雄城台  12.89 安東　優稀( 2 )  佐伯鶴城  12.64 後藤　啓汰( 2 )  佐伯鶴城  12.52 藥師寺　新( 3 )  大分雄城台  11.82 中村　海( 1 )  佐伯鶴城  10.82 城門　蒼生( 3 )  大分上野丘

6/6 円盤投 11  41.98 増永　友弘( 3 )  佐伯鶴城  35.37 藥師寺　新( 3 )  大分雄城台  33.95 渡辺　竣太( 1 )  大分西  33.05 安東　優稀( 2 )  佐伯鶴城  32.15 仲野　隆貴( 2 )  三重総合  30.85 溝部　優作( 2 )  鶴崎工

6/4 ﾊﾝﾏｰ投 6  47.20 尾立　亮大( 3 )  国東  37.74 信原　光稀( 2 )  国東  33.70 増永　友弘( 3 )  佐伯鶴城  33.24 鈴木　優樹( 2 )  日出総合  32.54 安東　優稀( 2 )  佐伯鶴城  27.87 原　翔来( 3 )  日出総合

6/5 やり投 17  53.81 藥師寺　新( 3 )  大分雄城台  47.53 増永　友弘( 3 )  佐伯鶴城  47.22 大塚　壮太( 3 )  国東  46.42 松井　涼馬( 3 )  大分東明  45.66 工藤　大介( 1 )  大分雄城台  43.20 下川　翔大( 2 )  佐伯鶴城

6/4 八種競技 9  4436 坂元　光(3) 杵築  4077 稲益　颯太(3) 大分雄城台  4047 衛藤　旦陽(3) 別府鶴見丘  4024 馬場　温都(3) 竹田  3811 塩月　仁盛(1) 大分西  3102 内田　佳壱(1) 杵築

～6/5 w11.12 (+2.2)-w6.44 (+2.4)- 8.53- 52.77 w11.49 (+2.2)-w5.83 (+3.2)- 8.15- 55.69 w11.89 (+2.2)-w5.99 (+2.8)- 7.61- 56.46 w11.74 (+2.2)-w5.44 (+2.4)- 7.49- 54.60 w11.21 (+2.2)-w 5.89 (+2.2)- 8.38- 55.21 w12.35 (+2.2)-w 4.84 (+3.2)- 7.78- 54.94

 17.06 (-1.2)- 30.41- 1.60- 5:21.49  17.52 (-1.2)- 31.29- 1.70- 5:31.04  19.87 (-1.2)- 41.56- 1.60- 4:50.23  18.63 (-1.2)- 39.77- 1.45- 4:45.73  20.47 (-1.2)- 29.50- 1.60- 5:32.82  23.28 (-1.2)- 20.67- 1.30- 4:43.98

74.0点 佐伯鶴城 68.5点 大分東明 51.0点 杵築 34.5点 大分雄城台 33.0点 大分舞鶴 30.0点 国東

64.0点 大分東明 31.0点 大分舞鶴 25.0点 佐伯鶴城 24.0点 大分 23.0点 藤蔭 18.0点 大分西

49.0点 佐伯鶴城 32.0点 杵築 23.5点 大分雄城台 15.0点 国東 9.5点 鶴崎工 9.5点 大分豊府

7.0点 杵築 5.0点 大分雄城台 4.0点 別府鶴見丘 3.0点 竹田 2.0点 大分西

主催者名

PR:県新記録　HR：県高校新記録　GR:大会新記録　 塩手　朗輝 羽田野　明美

瀧口　登志朗 小俣　秀之

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 廣末　敬 栗林　敏勝

5月21日 13:00 曇 21.0℃ 65% 南東 0.2 田崎　弘宣 井上　穰二

6月4日 13:00 晴 28.5℃ 51% 北 3.2

6月5日 13:00 雨 22.0℃ 87% 南東 2.1

6月6日 13:00 晴 26.0℃ 65% 北 5.9
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第７０回大分県高等学校総合体育大会兼全国高校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選大分大会
都道府県名 大　分

記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名 記録 氏　　名 学校名

6/5 100m 60  12.37 佐伯　典香( 3 )  大分雄城台  12.40 大林　璃音( 2 )  大分雄城台  12.56 宮岡　悠子( 3 )  大分雄城台  12.57 堀尾　朱音( 2 )  大分舞鶴  12.58 宮本　実佳( 3 )  大分東明  12.92 疋田　絵凱( 3 )  大分舞鶴

(-1.6 m/s)

6/6 200m 37 w 24.74 大林　璃音( 2 )  大分雄城台 w 24.99 佐伯　典香( 3 )  大分雄城台 w 25.47 堀尾　朱音( 2 )  大分舞鶴 w 25.64 宮本　実佳( 3 )  大分東明 w 25.84 佐藤　愛( 2 )  大分雄城台 w 26.47 伊藤　冬花( 2 )  藤蔭

 (+3.8 m/s)

6/4 400m 27  58.78 佐藤　愛( 2 )  大分雄城台  59.68 伊藤　冬花( 2 )  藤蔭  59.71 末﨑　七実( 2 )  大分雄城台  1:00.04 堤　汐莉( 2 )  楊志館  1:00.58 藤田　璃音( 3 )  大分  1:00.59 河野　美怜( 3 )  大分雄城台

6/5 800m 40  2:13.41 宮川　紗耶( 3 )  大分西  2:20.91 庭瀬　沙耶( 3 )  大分東明  2:21.72 寺村　花笑( 3 )  藤蔭  2:21.80 常廣　美月( 2 )  高田  2:23.90 丸山　莉颯( 2 )  竹田  2:25.94 関　綾乃( 2 )  大分上野丘

6/4 1500m 31  4:17.06 スーサン　カモソ( 3 )  大分東明  4:28.38 多田　妃奈( 3 )  大分東明  4:37.83 宮川　紗耶( 3 )  大分西  4:45.48 帆足　茉優( 3 )  大分西  4:52.27 常廣　美月( 2 )  高田  4:52.30 関　綾乃( 2 )  大分上野丘

6/6 3000m 21  9:04.63 スーサン　カモソ( 3 )  大分東明  9:55.34 多田　妃奈( 3 )  大分東明  10:08.95 帆足　茉優( 3 )  大分西  10:19.38 谷　佳純( 1 )  大分西  10:35.22 藤戸　華( 1 )  大分東明  10:46.02 有田　未菜美( 3 )  中津東

6/6 100mH 10 w 14.09 谷中　天架( 1 )  大分雄城台 w 14.77 柴﨑　菜々実( 2 )  大分雄城台 w 15.54 上田　ちゅら( 2 )  大分東明 w 15.69 織田　桜( 3 )  大分雄城台 w 18.66 白井　愛友子( 2 )  別府鶴見丘 w 19.51 安部　こはる( 2 )  大分豊府

6/5 400mH 11  1:05.42 柴﨑　菜々実( 2 )  大分雄城台  1:05.84 末﨑　七実( 2 )  大分雄城台  1:05.99 後藤　若奈( 1 )  大分舞鶴  1:06.64 織田　桜( 3 )  大分雄城台  1:06.86 安部　帆花( 3 )  大分  1:07.78 村本　唯花( 3 )  大分西

6/4 5000mW 3  26:21.51 吉本　思帆( 3 )  大分西  34:11.59 藤崎　結華( 3 )  楊志館

6/5 4x100mR 14 46.96 谷中　天架( 1 )  大分雄城台  48.81 宮崎　涼( 3 )  大分東明  49.24 後藤　若奈( 1 )  大分舞鶴  50.24 後藤　あすか( 2 )  大分  51.57 黒木　凪沙( 1 )  佐伯鶴城  51.81 西川　友里( 1 )  杵築

宮岡　悠子( 3 )  宮本　実佳( 3 )  疋田　絵凱( 3 )  友永　こころ( 1 )  中村　さき( 3 )  久松　美優( 3 ) 

佐伯　典香( 3 )  大江　愛里沙( 3 )  前田　樹李( 2 )  藤田　璃音( 3 )  今村　珊瑚( 3 )  渡部　美玲( 2 ) 

大林　璃音( 2 )  上田　ちゅら( 2 )  堀尾　朱音( 2 )  安部　帆花( 3 )  上田　椎㮈( 2 )  河田　留実( 1 ) 

6/6 4x400mR 13  3:59.85 末﨑　七実( 2 )  大分雄城台  4:04.97 藤田　璃音( 3 )  大分  4:07.24 三浦　茉夏( 2 )  大分東明  4:07.98 前田　樹李( 2 )  大分舞鶴  4:12.49 村本　唯花( 3 )  大分西  4:18.45 伊藤　冬花( 2 )  藤蔭

柴﨑　菜々実( 2 )  安部　帆花( 3 )  宮本　実佳( 3 )  後藤　若奈( 1 )  三橋　小桜( 1 )  寺村　花笑( 3 ) 

河野　美怜( 3 )  後藤　あすか( 2 )  大江　愛里沙( 3 )  吉良　優南( 2 )  西郷　風花( 1 )  稲尾　実優( 1 ) 

佐藤　愛( 2 )  髙野　夕凪( 3 )  庭瀬　沙耶( 3 )  疋田　絵凱( 3 )  宮川　紗耶( 3 )  宮崎　沙也加( 3 ) 

6/4 走高跳 7  1.63 田原　咲良( 3 )  大分西  1.50 山根　晴( 3 )  鶴崎工  1.45 上田　椎㮈( 2 )  佐伯鶴城  1.40 谷本　優奈( 2 )  楊志館  1.40 佐藤　李音( 3 )  鶴崎工  1.25 二宮　優 大分舞鶴

6/4 棒高跳 2  3.10 疋田　莉菜( 2 )  大分西  2.10 水野　りこ( 1 )  大分西

6/5 走幅跳 16 w 5.75(+2.1) 佐藤　なな( 2 )  大分豊府  5.43(+1.9) 今村　珊瑚( 3 )  佐伯鶴城 w 5.39(+3.1) 三橋　小桜( 1 )  大分西 w 5.36(+2.5) 黒木　凪沙( 1 )  佐伯鶴城  5.29(+1.0) 若林　幸果( 3 )  佐伯鶴城 w 5.29(+2.5) 堤　汐莉( 2 )  楊志館

公認:5.66(0.6) 公認:5.27(1.2) 公認:5.12(1.1) 公認:5.16(1.0)

6/6 三段跳 w 11.62(+6.2) 三橋　小桜( 1 )  大分西 w 11.60(+4.4) 安部　日菜( 3 )  杵築 w 11.36(+4.3) 國廣　汐音( 3 )  別府鶴見丘 w 10.84(+4.0) 後藤　蓮華( 2 )  大分西 w 10.73(+3.9) 関根　ひまり( 3 )  大分舞鶴 w 10.14(+3.6) 西野　雅( 1 )  大分雄城台

6/6 砲丸投 11  11.60 松本　莉奈( 3 )  大分雄城台  10.33 高村　美咲( 3 )  大分  10.33 後藤　雪心( 2 )  三重総合  9.43 山本　華穂( 1 )  鶴崎工  9.33 若山　美月( 2 )  溝部学園  8.48 富川　真依( 1 )  大分雄城台

6/5 円盤投 9  40.02 朝長　菜乃( 3 )  大分雄城台  34.62 由利　凛( 1 )  大分西  29.56 松田　侑来( 3 )  佐伯鶴城  26.05 石本　万葉( 3 )  高田  25.02 後藤　雪心( 2 )  三重総合  24.00 江藤　彩恵( 2 )  大分西

6/4 ハンマー投 6  41.23 小野　葉月( 3 )  大分  38.73 松田　侑来( 3 )  佐伯鶴城  35.15 松本　莉奈( 3 )  大分雄城台  31.57 桜木　沙蘭( 2 )  大分  31.54 富川　真依( 1 )  大分雄城台  27.85 小畑　茅優( 3 )  大分西

6/4 やり投 20  31.83 中山　未結( 1 )  大分雄城台  31.83 渡部　美玲( 2 )  杵築  26.56 木下　和佳奈( 2 )  東九州龍谷  25.28 白井　愛友子( 2 )  別府鶴見丘  24.43 橋本　萌香( 3 )  東九州龍谷  24.21 田原　笑子( 2 )  杵築

6/4 七種競技 5  3690 渡部　美玲(2) 杵築  3181 荒巻　真麻(3) 楊志館  2655 田原　笑子(2) 杵築  2258 谷本　優奈(2) 楊志館

～6/5 w 16.30 (+3.0)- 1.30- 8.11- 27.52 (+0.8) w 18.85 (+3.0)- 1.20- 6.78- 26.95 (+0.8) w 19.45 (+3.0)- 1.25- 6.30- 29.32 (+0.8) w 21.68 (+3.0)- 1.46- 4.98- 29.30 (+0.8)

 4.63 (+1.0)- 28.92- 2:36.70  4.37 (+0.4)- 26.81- 2:36.34  4.29 (+1.2)- 18.53- 2:47.69  4.34 (+1.5)- 9.62- 3:10.09

105.0点 大分雄城台 66.0点 大分西 36.0点 大分東明 26.0点 大分 25.0点 佐伯鶴城 22.0点 杵築

79.0点 大分雄城台 36.0点 大分東明 29.0点 大分西 19.0点 大分舞鶴 12.0点 大分 11.0点 藤蔭

37.0点 大分西高 26.0点 大分雄城台高 23.0点 佐伯鶴城高 14.0点 大分高 11.0点 杵築高 10.0点 鶴崎工高

10.0点 杵築 8.0点 楊志館

主催者名

PR:県新記録　HR：県高校新記録　GR:大会新記録　 塩手　朗輝 羽田野　明美

瀧口　登志朗 小俣　秀之

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 廣末　敬 栗林　敏勝

5月21日 13:00 曇 21.0℃ 65% 南東 0.2 田崎　弘宣 井上　穰二

6月4日 13:00 晴 28.5℃ 51% 北 3.2

6月5日 13:00 雨 22.0℃ 87% 南東 2.1

6月6日 13:00 晴 26.0℃ 65% 北 5.9

跳 躍 審 判 長

トラック審判長(ﾄﾗｯｸ)備考 記 録 主 任

情 報 処 理

参加校数

参加人数

36

212 昭和電工ドーム大分開

トラック審判長(ｽﾀｰﾄ)

６2

大分県高等学校体育連盟・大分陸上競技協会

投 て き 審 判 長

混 成 審 判 長

4

得　点
学校名

総 合

ト ラ ッ ク

フィールド

混成競技

総 務

日 種目
参加
人員

(+5.1 m/s)
予)14.37（+1.9）GR

女　子

51 3

昭和電工ドーム大分・ジェイリーススタジアム



第７０回大分県高等学校総合体育大会兼全国高校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選大分大会

都道府県予選会　八種競技記録得点表 6月4日～6月5日

ジェイリーススタジアム 都道府県名 大 分

100m w11.12 +2.2 834 w11.49 +2.2 755 w11.89 +2.2 673 w11.74 +2.2 703

走幅跳 w6.44 +2.4 684 w5.83 +3.2 550 w5.99 +2.8 584 w5.44 +2.4 469

砲丸投  8.53 398  8.15 375  7.61 343  7.49 336

400m  52.77 691  55.69 571  56.46 541  54.60 615

110mH  17.06 -1.2 618  17.52 -1.2 571  19.87 -1.2 360  18.63 -1.2 465

やり投  30.41 305  31.29 317  41.56 465  39.77 439

走高跳  1.60 464  1.70 544  1.60 464  1.45 352

1500m  5:21.49 442  5:31.04 394  4:50.23 617  4:45.73 645

主　催　者
大分県高等学校体育連盟 記録主任　栗林　敏勝
大分県教育委員会 総　　務　塩手　朗輝
大分陸上競技協会 審 判 長　小俣　秀之

男　子

順　　位

氏　　名

校　　名

4024点

大分県

種
　
　
　
目

大分県大分県

4436点総　得　点 4077点

県　　名

1 2

杵築 大分雄城台

坂元　光(3) 稲益　颯太(3)

4047点

馬場　温都(3)

竹田

3

衛藤　旦陽(3)

別府鶴見丘

大分県

4



第７０回大分県高等学校総合体育大会兼全国高校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選大分大会

都道府県予選会　七種競技記録得点表 6月4日～6月5日

ジェイリーススタジアム 都道府県名 大 分

100mH w16.30 +3.0 678 w18.85 +3.0 404 w19.45 +3.0 349 w21.68 +3.0 178

走高跳  1.30 409  1.20 312  1.25 359  1.46 577

砲丸投  8.11 406  6.78 321  6.30 290  4.98 207

200m  27.52 +0.8 669  26.95 +0.8 716  29.32 +0.8 531  29.30 +0.8 532

走幅跳  4.63 +1.0 461  4.37 +0.4 396  4.29 +1.2 376  4.34 +1.5 388

やり投  28.92 456  26.81 416  18.53 262  9.62 99

800m  2:36.70 611  2:36.34 616  2:47.69 488  3:10.09 277

主　催　者
大分県高等学校体育連盟 記録主任　栗林　敏勝
大分県教育委員会 総　　務　塩手　朗輝
大分陸上競技協会 審 判 長　小俣　秀之

谷本　優奈(2)

3

田原　笑子(2)

杵築

1

杵築

渡部　美玲(2)

楊志館 楊志館

2 4

荒巻　真麻(3)

3181点 2258点

大分 大分大分

3690点

大分

2655点総　得　点

女子

順　　位

氏　　名

校　　名

種
　
　
　
　
目

県　　名


