
期日・時刻

トラック審判長 榮木　一 跳躍審判長 廣末　敬

投てき審判長 羽田野明美 記録主任 森崎　宣和

日付 種目

松下　かなう 10.80 (0.0) 山越　聖矢 10.88 (0.0) 阿部　壱慶 10.89 (0.0)

大分東明高 大分雄城台高 別府鶴見丘高

山越　聖矢 21.99 (-0.2) 佐田　龍昇 22.14 (-0.2) 阿部　壱慶 22.29 (-0.2)

大分雄城台高 大分東明高 別府鶴見丘高

佐田　龍昇 49.37 佐藤　亮吾 50.01 中野　雄生 50.02

大分東明高 杵築高 杵築高

佐藤　主理 1:54.17 藍澤　朋来 1:54.64 吉田　優大 1:57.74

藤蔭高 大分舞鶴高 鶴崎工高

ダンカン　キサイサ 3:51.32 庭瀬　俊輝 3:52.32 詫間　僚 3:59.10

大分東明高 大分東明高 藤蔭高

ダンカン　キサイサ 13:59.41 河野　琉威 14:27.07 柴戸　遼太 14:40.95

大分東明高 大会新 鶴崎工高 大分東明高

河野　隼 15.18 (+0.9) 清家　海輝 15.38 (+0.9) 今宮　光貴 15.61 (+0.9)

大分西高 佐伯豊南高 大分西高

山内　隆之助 57.50 奈須　翔 58.19 坂本　雄哉 58.49

佐伯鶴城高 大分西高 楊志館高

清松　朝斗 9:48.72 藤井　健登 9:51.29 柏木　天空 9:52.91

大分東明高 藤蔭高 柳ケ浦高

河野　雅也 27:10.41 楳木　遥斗 27:46.91 稙田　悠真 27:47.00

杵築高 大分雄城台高 大分東明高

杵築高 42.74 大分雄城台高 42.80 佐伯鶴城高 42.87

小股　功揮 祖田　啓輔 森　天克

友岡　優仁 足立　珠凛 小川　優輝

木村　孝太朗 岩男　青空 渡邉　航大

吉岩　凜太郎 山越　聖矢 冨永　覚斗

大分東明高 3:17.84 杵築高 3:20.08 佐伯鶴城高 3:20.34

成瀬　樹 佐藤　亮吾 冨永　覚斗

松下　かなう 宗安　幸誠 森　天克

八岡　陽斗 友岡　優仁 山内　隆之助

佐田　龍昇 中野　雄生 小川　優輝

森　天克 1.97 立川　矢真人 1.94 増永　晃弘 1.94

佐伯鶴城高 大分舞鶴高 佐伯鶴城高

神崎　吏一 4.00 阿部　飛朗 3.90

大分舞鶴高 杵築高

佐藤　快 6.98 (0.0) 足立　珠凛 6.53 (0.0) 堂本　愛琉 6.45 (0.0)

大分舞鶴高 大分雄城台高 中津東高

小関　晃太郎 13.93 (0.0) 吉野　朋紀 13.79 (0.0) 俵　颯悟 12.99 (0.0)

別府鶴見丘高 鶴崎工高 佐伯鶴城高

井上　康大 13.01 西　勇人 12.10 藥師寺　新 11.55

大分雄城台高 大分高 大分雄城台高

後藤　健太 36.31 友岡　優仁 35.47 白根　大暉 33.95

佐伯鶴城高 杵築高 中津東高

結城　浩平 49.26 中島　聡宣 46.23 井上　康大 45.97

鶴崎工高 双国校 大分雄城台高

藥師寺　新 52.75 後藤　健太 50.20 中野　雄生 48.59

大分雄城台高 佐伯鶴城高 杵築高
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期日・時刻

トラック審判長 榮木　一 跳躍審判長 廣末　敬

投てき審判長 羽田野明美 記録主任 森崎　宣和

日付 種目

新名　陽花 11.99 (0.0) 佐伯　典香 12.41 (0.0) 山本　侑歩 12.46 (0.0)

大分雄城台高 大分雄城台高 佐伯鶴城高

新名　陽花 24.54 (+0.5) 一原　彩花 25.51 (+0.5) 山本　侑歩 25.55 (+0.5)

大分雄城台高 大分雄城台高 佐伯鶴城高

江藤　咲 57.87 藤澤　華音 58.54 神徳　美咲 58.57

大分雄城台高 楊志館高 大分雄城台高

メアリー　ムイタ 2:10.18 江藤　咲 2:11.07 常広　美羽 2:16.08

大分東明高 大会新 大分雄城台高 高田高

メアリー　ムイタ 4:25.04 常広　美羽 4:41.49 宮川　紗耶 4:45.32

大分東明高 高田高 大分西高

帆足　茉優 10:19.98 竹原　さくら 10:27.18 板井　加奈 10:32.13

大分西高 大分東明高 大分東明高

神徳　美咲 1:05.35 田中　陽菜 1:08.72 菅本　爽帆 1:10.76

大分雄城台高 大分雄城台高 大分雄城台高

髙橋　日笑 15.36 (0.0) 菅本　爽帆 15.91 (0.0) 永野　蒼葉 16.04 (0.0)

大分東明高 大分雄城台高 大分高

中野　真希 32:53.30

杵築高

大分雄城台高 47.50 佐伯鶴城高 49.71 大分東明高 49.83

戸澤　琉華 山本　侑歩 宮本　実佳

河野　愛莉 幾田　美玲 渕上　ジーン

一原　彩花 藤井　寧亜 髙橋　日笑

新名　陽花 中村　さき 竹田　光里

大分雄城台高 4:00.12 大分西高 4:03.08 大分高 4:03.14

一原　彩花 植村　梨乃 藤田　璃音

佐伯　典香 若林　人生 安部　帆花

吉賀　文音 桒野　葵 宮川　香鈴

匹田　雛凪 住本　優奈 川﨑　春莉

瀬田　咲綺 1.58 田原　咲良 1.55 小畑　華音 1.50

大分西高 大分西高 杵築高

若林　人生 3.30 山本　有理紗 2.90 古園　ちせ 2.60

大分西高 大分西高 大分西高

竹島　佳子 5.62 (0.0) 安部　日菜 5.16 (0.0) 村上　果凜 5.03 (0.0)

大分西高 杵築高 杵築高

竹島　佳子 11.22 (0.0) 國廣　南海 10.89 (0.0) 安部　日菜 10.79 (0.0)

大分西高 別府鶴見丘高 杵築高

河野　凜 11.99 松本　莉奈 10.65 朝長　菜乃 10.54

佐伯鶴城高 大分雄城台高 大分雄城台高

櫻井　仁美 35.96 牧野　菜沙 35.37 朝長　菜乃 34.49

大分雄城台高 大分高 大分雄城台高

黒木　ありさ 38.01 羽迫　優依 36.72 小野　葉月 26.89

大分高 双国校 大分高

柴田　綾乃 38.88 岩田　結香 37.22 有田　結菜 30.45

佐伯豊南高 佐伯鶴城高 杵築高

2位 3位

競技会名 第68回大分県高等学校総合体育大会

競技場名 昭和電工ドーム大分
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主催団体名 大分県高等学校体育連盟
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