
平成30年度大分県高等学校新人陸上競技大会兼第36回全九州高等学校新人陸上競技大会予選大会
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

9/15 100m 61  11.07 (-0.5) 麻生　裕紀(2) 大分雄城台高  11.20 (-0.5) 松下　かなう(1) 大分東明高  11.24 (-0.5) 飛弾　光星(2) 佐伯豊南高  11.37 (-0.5) 田﨑　来夢(1) 大分高  11.38 (-0.5) 田村　顕正(2) 大分高  11.39 (-0.5) 伊東　拓巳(2) 大分雄城台高

予)10.97(+1.5) 予)11.03(+0.9) 予)10.99(+1.0)

9/16 200m 53  w21.94 (+2.2) 飛弾　光星(2) 佐伯豊南高  w22.36 (+2.2) 麻生　裕紀(2) 大分雄城台高  w22.46 (+2.2) 川野　流星(2) 佐伯豊南高  w22.58 (+2.2) 伊東　拓巳(2) 大分雄城台高  w22.63 (+2.2) 小川　優輝(1) 佐伯鶴城高  w22.63 (+2.2) 佐保　龍樹(2) 佐伯鶴城高

予)22.37(+0.6) 予)23.01(-0.8) 予)22.69(-0.3)

9/15 400m 48  49.03 髙瀬　翔龍(2) 佐伯豊南高  49.79 柴田　龍海(2) 大分東明高  50.10 桑鶴　礼於(2) 日田高  50.91 千原　凱也(2) 大分西高  51.79 岩﨑　陽大(2) 大分雄城台高  51.90 古庄　束采(2) 大分西高

9/16 800m 52  2:01.01 藍澤　朋来(1) 大分舞鶴高  2:01.25 藤松　遥翔(2) 大分豊府高  2:01.78 早水　潤一(2) 鶴崎工高  2:02.22 小手川　夏葵(2) 楊志館高  2:03.29 古庄　束采(2) 大分西高  2:08.54 福永　悠翔(2) 楊志館高

予)2:01.68

9/15 1500m 59  3:59.84 太田　瑠星(2) 鶴崎工高  4:00.51 藍澤　朋来(1) 大分舞鶴高  4:02.32 宮﨑　魁舟(2) 大分東明高  4:09.62 青木　森(2) 大分東明高  4:10.52 成松　星流(1) 中津東高  4:13.04 佐藤　憲太朗(2) 大分西高

9/16 5000m 29  14:37.38 遠入　剛(2) 大分東明高  15:28.48 河野　琉威(1) 鶴崎工高  15:36.82 髙木　克嘉(2) 大分東明高  15:56.85 太田　瑠星(2) 鶴崎工高  16:43.94 河野　春樹(2) 国東高  16:46.76 薬師寺　祐気(2) 日本文理大附高

9/15 110mH 13  15.66 (-0.7) 今宮　光貴(1) 大分西高  15.67 (-0.7) 友岡　優仁(1) 杵築高  15.91 (-0.7) 畔津　佑汰(2) 大分舞鶴高  16.43 (-0.7) 村上　練(2) 楊志館高  16.47 (-0.7) 増永　晃弘(1) 佐伯鶴城高  16.95 (-0.7) 清家　海輝(1) 佐伯豊南高

予)15.63(-0.1) 予)15.87(0.0)

9/16 400mH 13  55.72 千原　凱也(2) 大分西高  57.13 岩﨑　陽大(2) 大分雄城台高  57.28 新留　康友(2) 佐伯豊南高  59.21 友岡　優仁(1) 杵築高  1:00.37 今川　空弥(2) 杵築高  1:01.38 今宮　光貴(1) 大分西高

9/16 3000mSC 6  9:54.78 久我　駿太(2) 鶴崎工高  9:55.01 河野　大毅(2) 杵築高  10:14.83 佐藤　憲太朗(2) 大分西高  10:31.38 藤井　健登(1) 藤蔭高  10:31.96 安東　慶介(2) 鶴崎工高

9/15 5000mW 5  25:56.80 臼井　理悦(2) 竹田高  25:57.29 小股　将綱(2) 杵築高  26:34.26 佐々木　文哉(2) 東九州龍谷高  26:34.31 光武　智英(1) 杵築高

9/15 4x100mR 27  42.26 三浦　涼聖(2) 佐伯豊南高  42.87 伊東　拓巳(2) 大分雄城台高  43.04 吉本　響(2) 大分高  43.21 成瀬　樹(1) 大分東明高  44.00 岡野　耕也(2) 鶴崎工高  44.03 竹下　凜(2) 大分西高

GR 川野　流星(2) 岩﨑　陽大(2) 木良　武蔵(2) 柴田　龍海(2) 内田　吏一知(1) 千原　凱也(2)

髙瀬　翔龍(2) 河田　蒼汰(1) 田﨑　来夢(1) 佐藤　壮真(2) 吉野　朋紀(1) 宮本　幸輝(2)

飛弾　光星(2) 麻生　裕紀(2) 田村　顕正(2) 松下　かなう(1) 菊口　凜(2) 古庄　束采(2)

9/16 4x400mR 22  3:23.16 川野　流星(2) 佐伯豊南高  3:25.70 宮本　幸輝(2) 大分西高  3:27.60 山田　飛勇(2) 佐伯鶴城高  3:29.29 佐藤　壮真(2) 大分東明高  3:31.07 桑鶴　礼於(2) 日田高  3:32.27 岩﨑　蒼大(2) 杵築高

髙瀬　翔龍(2) 加藤　優希(2) 重石　拓郎(2) 柴田　龍海(2) 山田　智也(2) 西川　純平(2)

岩切　優大(2) 古庄　束采(2) 佐保　龍樹(2) 成瀬　樹(1) 五島　岳春(1) 河野　亮(1)

飛弾　光星(2) 千原　凱也(2) 小川　優輝(1) 松下　かなう(1) 矢野　秀治(2) 友岡　優仁(1)

9/16 走高跳 14  1.88 森　天克(1) 佐伯鶴城高  1.85 古賀　悠平(2) 大分高  1.85 竹下　凜(2) 大分西高  1.80 木村　孝太朗(1) 杵築高  1.75 森竹　龍平(2) 佐伯豊南高  1.70 森﨑　楓(1) 佐伯豊南高

9/15 棒高跳 5 GR　4.60 宮本　幸輝(2) 大分西高  3.80 小野　幹太(2) 大分豊府高  3.60 神崎　吏一(1) 大分舞鶴高  3.10 岩下　勇祐(1) 竹田高  3.00 阿部　飛朗(1) 杵築高

9/15 走幅跳 30  7.18 (-0.8) 小畑　葵(2) 佐伯鶴城高  6.59 (-1.5) 三ヶ尻　京和(2) 杵築高  6.55 (-0.9) 岡野　耕也(2) 鶴崎工高  6.50 (-1.5) 神田　伝央(2) 大分舞鶴高  6.40 (+0.6) 佐藤　快(1) 大分舞鶴高  6.23 (-0.8) 加藤　優希(2) 大分西高

9/16 三段跳 16  w14.44 (+3.0) 三ヶ尻　京和(2) 杵築高  w13.74 (+2.7) 神田　伝央(2) 大分舞鶴高  13.67 (+1.3) 岡野　耕也(2) 鶴崎工高  13.56 (+1.8) 佐藤　快(1) 大分舞鶴高  w13.35 (+2.8) 吉野　朋紀(1) 鶴崎工高  w12.81 (+2.7) 小関　晃太郎(1) 別府鶴見丘高

9/15 砲丸投 18  12.97 阿部　雅功(2) 鶴崎工高  12.61 日野　祐太(2) 大分豊府高  10.53 後藤　滉太(1) 大分高専  10.53 西　勇人(1) 大分高  10.44 青木　冬威(1) 佐伯豊南高  9.85 出口　清也(2) 大分西高

9/16 円盤投 17  35.77 日野　祐太(2) 大分豊府高  31.60 川野　大吏(2) 佐伯鶴城高  28.34 安藤　豪浩(2) 高田高  28.13 猪野　佑麿(2) 三重総合高  28.09 青木　冬威(1) 佐伯豊南高  26.66 白根　大暉(1) 中津東高

9/15 ﾊﾝﾏｰ投 10  44.56 阿部　雅功(2) 鶴崎工高  44.18 金丸　陽希(2) 大分高  43.26 出口　清也(2) 大分西高  34.45 植野　涼(2) 双国校  32.36 是木　佑太(2) 大分雄城台高  29.47 藤本　聖汀(2) 国東高

9/16 やり投 15  53.89 疋田　隼士(2) 佐伯鶴城高  52.69 三重野　颯(2) 佐伯鶴城高  48.59 岡田　天輝都(1) 別府鶴見丘高  44.44 後藤　祐晟(2) 臼杵高  42.29 末廣　紳(2) 大分東明高  42.13 児玉　啓翔(1) 佐伯豊南高

9/15 八種競技 2  4285 坂元　海斗(2) 杵築高  3303 中野　雄生(1) 杵築高

～9/16  11.54 (+1.3)- 5.93 (+1.2)- 8.84- 53.15  12.14 (+1.3)- 5.14 (+1.4)- 8.58- 56.77

 17.63 (-0.2)- 28.97- 1.70- 5:12.42  21.91 (-0.2)- 36.71- 1.50- 5:42.29

51.0点 杵築高 50.0点 鶴崎工高 46.0点 大分西高 45.0点 佐伯豊南高 37.0点 佐伯鶴城高 35.0点 大分東明高

37.0点 佐伯豊南高 33.0点 大分東明高 30.0点 大分西高 28.0点 鶴崎工高 27.0点 大分雄城台高 24.0点 杵築高

28.0点 佐伯鶴城高 22.0点 鶴崎工高 17.0点 大分舞鶴高 16.0点 大分豊府高 16.0点 杵築高 16.0点 大分西高

11.0点 杵築

主催者名

GR:大会新記録　 　塩手　朗輝 羽田野　明美

　榮木　一 廣末　敬

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 　石橋　寿利 　栗林　敏勝

9月15日 13:00 曇 27.5℃ 81% 北 1.6 　堤　　紘一 井上　穰二

9月16日 13:00 晴 30.5℃ 66% 北東 1.7
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大分県高等学校体育連盟最優秀選手 小畑　葵(2)　佐伯鶴城高
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平成30年度大分県高等学校新人陸上競技大会兼第36回全九州高等学校新人陸上競技大会予選大会
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

9/15 100m 41  12.35 (-0.9) 加藤　汐織(2) 大分雄城台高  12.43 (-0.9) 新名　陽花(1) 大分雄城台高  12.98 (-0.9) 仁田脇　志歩(2) 佐伯鶴城高  13.11 (-0.9) 山本　侑歩(1) 佐伯鶴城高  13.12 (-0.9) 林　　風夏(2) 大分高  13.29 (-0.9) 土矢　未悠(1) 佐伯豊南高

予)12.30(+1.1) 予)12.77(+1.6)

9/16 200m 27  25.11 (+2.0) 加藤　汐織(2) 大分雄城台高  25.48 (+2.0) 河野　愛莉(1) 大分雄城台高  26.22 (+2.0) 仁田脇　志歩(2) 佐伯鶴城高  26.64 (+2.0) 林　　風夏(2) 大分高  27.05 (+2.0) 山本　侑歩(1) 佐伯鶴城高  27.26 (+2.0) 森山　穂南(1) 藤蔭高

9/15 400m 26  GR　56.69 髙野　七海(2) 大分高  57.54 吉良　瑞希(2) 大分舞鶴高  57.77 江藤　咲(1) 大分雄城台高  58.94 藤川　奈々雅(2) 佐伯鶴城高  1:02.51 川﨑　春莉(1) 大分高  1:02.71 住本　優奈(1) 大分西高

9/16 800m 28  2:13.15 江藤　咲(1) 大分雄城台高  2:14.17 吉良　瑞希(2) 大分舞鶴高  2:20.74 丸井　菜子(2) 大分舞鶴高  2:23.19 住本　優奈(1) 大分西高  2:25.51 岩崎　彩香(2) 楊志館高  2:26.78 常広　美羽(1) 高田高

9/15 1500m 25  4:39.80 奥西　杏樹(2) 大分西高  4:40.24 木本　胡実(2) 大分西高  4:42.31 紀野　愛実(2) 大分東明高  4:46.50 板井　加奈(1) 大分東明高  5:03.48 内那　由乃(2) 日本文理大附高  5:05.12 藤田　真帆(2) 大分豊府高

9/16 3000m 20  9:36.78 磯部　涼美(2) 大分東明高  10:07.18 木本　胡実(2) 大分西高  10:23.24 平松　彩華(1) 大分西高  11:02.18 内那　由乃(2) 日本文理大附高  11:04.94 杉本　美晴(2) 大分上野丘高  11:15.24 藤原　奈央(1) 杵築高

9/15 100mH 13  15.73 (-1.1) 久保　鈴(2) 大分雄城台高  16.19 (-1.1) 辻井　花音(2) 大分高  16.33 (-1.1) 髙橋　日笑(1) 大分東明高  16.91 (-1.1) 濱口　真由(2) 佐伯豊南高  17.69 (-1.1) 幾田　美玲(1) 佐伯鶴城高  18.57 (-1.1) 尚山　遥南(2) 大分商業高

予)15.86(+0.5) 予)16.27(+0.5)

9/16 400mH 9  GR　1:01.46 髙野　七海(2) 大分高  1:04.18 藤川　奈々雅(2) 佐伯鶴城高  1:05.92 足立　陽菜(2) 大分雄城台高  1:11.74 久保　鈴(2) 大分雄城台高  1:11.96 神志那　愛加(1) 大分西高  1:14.25 古庄　亜由美(2) 杵築高

9/15 5000mW 2  GR　27:32.50 永松　朋実(2) 杵築高  32:08.59 藤原　奈央(1) 杵築高

9/15 4x100mR 16  47.40 久保　鈴(2) 大分雄城台高  49.13 仁田脇　志歩(2) 佐伯鶴城高  49.81 辻井　花音(2) 大分高  50.81 水野　莉子(2) 大分舞鶴高  51.44 中村　小夏(1) 佐伯豊南高  51.47 羽田野　芹李(1) 大分東明高

GR 加藤　汐織(2) 幾田　美玲(1) 林　　風夏(2) 古賀　未怜(1) 土矢　未悠(1) 渕上　ジーン(1)

河野　愛莉(1) 山本　侑歩(1) 川﨑　春莉(1) 佐藤　多葵(2) 安部　未紗希(1) 髙橋　日笑(1)

新名　陽花(1) 久保　千春(2) 髙野　七海(2) 吉良　瑞希(2) 濱口　真由(2) 伊藤　碧海(2)

9/16 4x400mR 14  3:58.01 江藤　咲(1) 大分雄城台高  4:02.31 辻井　花音(2) 大分高  4:11.72 藤川　奈々雅(2) 佐伯鶴城高  4:11.91 佐藤　心楼(1) 大分西高  4:13.56 丸井　菜子(2) 大分舞鶴高  4:21.34 伊藤　碧海(2) 大分東明高

河野　愛莉(1) 髙野　七海(2) 幾田　美玲(1) 住本　優奈(1) 後藤　葵(2) 髙橋　日笑(1)

足立　陽菜(2) 川﨑　春莉(1) 久保　千春(2) 川野　舞(1) 弥吉　琴理(1) 渕上　ジーン(1)

加藤　汐織(2) 林　　風夏(2) 石井　柚香(2) 奥西　杏樹(2) 吉良　瑞希(2) 羽田野　芹李(1)

9/15 走高跳 11  1.50 甲斐田　結(1) 楊志館高  1.45 津田　実璃(2) 鶴崎工高  1.45 糸永　結愛(1) 鶴崎工高  1.40 川野　玖瑠美(2) 佐伯豊南高  1.40 國廣　南海(1) 別府鶴見丘高  1.35 吉見　向日葵(2) 佐伯豊南高

9/15 棒高跳 2  3.40 金子　絵美里(2) 大分西高  2.60 佐藤　はるな(1) 大分西高

9/15 走幅跳 24  5.60 (+1.2) 久保　千春(2) 佐伯鶴城高  5.41 (+1.0) 石井　柚香(2) 佐伯鶴城高  5.32 (+1.7) 竹島　佳子(1) 大分西高  5.30 (+1.9) 安部　柚花(2) 杵築高  5.20 (+1.1) 村上　果凛(1) 杵築高  w5.11 (+2.6) 肥川　唯(2) 鶴崎工高

9/15 三段跳 11  11.32 (+1.6) 肥川　唯(2) 鶴崎工高  11.15 (+1.3) 金子　絵美里(2) 大分西高  11.06 (+1.3) 安部　柚花(2) 杵築高  10.97 (+1.5) 後藤　佑理(2) 大分雄城台高  10.90 (+1.9) 村上　果凛(1) 杵築高  10.74 (+0.8) 國廣　南海(1) 別府鶴見丘高

9/16 砲丸投 13  12.02 河野　凜(1) 佐伯鶴城高  10.92 中村　ののか(2) 大分雄城台高  10.82 添田　真季(2) 溝部学園高  10.44 櫻井　仁美(1) 大分雄城台高  9.62 下山　恵衣(1) 中津南高  9.28 牧野　菜沙(1) 大分高

9/15 円盤投 13 GR　42.90 奈須　貴子(2) 大分雄城台高  35.64 櫻井　仁美(1) 大分雄城台高  32.12 麻生　美優奈(1) 大分舞鶴高  31.57 英　鮎美(2) 杵築高  30.43 牧野　菜沙(1) 大分高  27.62 川邉　月瞳(2) 大分西高

9/15 ﾊﾝﾏｰ投 5 GR　40.72 中村　ののか(2) 大分雄城台高  30.75 大海　乙葉(2) 双国校  29.88 奈須　貴子(2) 大分雄城台高  27.12 黒木　ありさ(1) 大分高

9/15 やり投 20  40.38 柴田　綾乃(1) 佐伯豊南高  39.37 杉田　萌依(2) 佐伯鶴城高  37.33 岐部　夢菜(2) 双国校  36.47 英　鮎美(2) 杵築高  36.23 増村　瑞稀(2) 佐伯鶴城高  33.92 坂口　凛子(1) 柳ケ浦高

9/15 七種競技 3  3620 藤澤　華音(1) 楊志館高  2819 三浦　小夏(2) 杵築高  2335 甲斐田　結(1) 楊志館高

～9/16  16.97 (+0.9)- 1.40- 6.34- 27.92 (-0.7)  19.08 (+0.9)- 1.35- 5.90- 29.68 (-0.7)  21.53 (+0.9)- 1.43- 5.82- 30.98 (-0.7)

 4.97 (0.0)- 17.29- 2:22.62  4.39 (-1.0)- 19.05- 2:43.40  4.47 (-0.1)- 16.69- 3:09.96

89.0点 大分雄城台高 56.0点 佐伯鶴城高 50.0点 大分西高 39.0点 大分高 35.0点 杵築高 23.0点 大分舞鶴高

57.0点 大分雄城台高 33.0点 大分高 32.0点 佐伯鶴城高 29.0点 大分西高 19.0点 大分東明高 19.0点 大分舞鶴高

32.0点 大分雄城台高 24.0点 佐伯鶴城高 21.0点 大分西高 17.0点 杵築高 16.0点 鶴崎工高 10.0点 佐伯豊南高

10.0点 楊志館 5.0点 杵築

主催者名

GR:大会新記録　 　塩手　朗輝 羽田野　明美

　榮木　一 廣末　敬

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 　石橋　寿利 　栗林　敏勝

9月15日 13:00 曇 27.5℃ 81% 北 1.6 　堤　　紘一 井上　穰二

9月16日 13:00 晴 30.5℃ 66% 北東 1.7

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

35

227

最優秀選手 奈須　貴子(2)　大分雄城台高

トラック審判長 (ｽ ﾀｰ ﾄ)

６2

大分県高等学校体育連盟

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

女　子
大分市営陸上競技場

51 3



平成30年度大分県高等学校新人陸上競技大会兼第36回全九州高等学校新人陸上競技大会予選大会

八種競技記録得点表 9月15日～9月16日

大分市営陸上競技場 都道府県名 大分

100m  11.54 +1.3 814  12.14 +1.3 618

走幅跳  5.93 +1.2 711  5.14 +1.4 463

砲丸投  8.84 519  8.58 375

400m  53.15 721  56.77 604

110mH  17.63 -0.2 710  21.91 -0.2 347

やり投  28.97 477  36.71 452

走高跳  1.70 569  1.50 352

1500m  5:12.42 496  5:42.29 501

主　催　者
大分県高等学校体育連盟 記録主任　　栗林　敏勝

総　　務　  塩手　朗輝
審 判 長　  廣末　敬

女　子

男　子

順　　位

氏　　名

校　　名

大分県

種
　
　
　
目

大分県

5017点総　得　点 3712点

県　　名

1 2

杵築高 杵築高

坂元　海斗(2) 中野　雄生(1)

3 4

100mH  16.97 +0.9 796  19.08 +0.9 463  21.53 +0.9 686

走高跳  1.40 577  1.35 512  1.43 512

砲丸投  6.34 469  5.90 520  5.82 243

200m  27.92 -0.7 694  29.68 -0.7 638  30.98 -0.7 694

走幅跳  4.97 0.0 592  4.39 -1.0 551  4.47 -0.1 535

やり投  17.29 477  19.05 550  16.69 338

800m  2:22.62 580  2:43.40 639  3:09.96 628

3

甲斐田　結(1)

楊志館高

1

楊志館高

藤澤　華音(1)

杵築高

2 4

三浦　小夏(2)

3873点

大分大分

4185点

大分

3636点総　得　点

順　　位

氏　　名

校　　名

種
　
　
　
　
目

県　　名


