
日付 種目

居川　太城 13.10 髙野　幹也 13.69 松木　大輔 14.08 阿部　真一 14.34 山下　大輔 15.02 高司政文 15.47 首藤　健二郎 16.88 後藤雅克 17.44

日田市 津久見市 大分市 別府市 国東市・東郡 佐伯市 竹田市 豊後大野市

久保　勇人 10.83 竹島　大喜 10.83 新田　慎一 11.15 伊東直哉 11.36 恵藤　航平 11.44 中村　圭佑　 11.78 永松　龍志 11.86 伊東大介 12.18

大分市 国東市・東郡 日田市 佐伯市 別府市 玖珠郡 宇佐市 豊後大野市

成迫健児 11.42 吉村　哲彦 11.55 矢野　　慎 11.67 小田泰央 12.56 吉田　仁哉 12.71 相良　拓也 13.23 桜井　徹 13.29

佐伯市 日田市 大分市 臼杵市 国東市・東郡 玖珠郡 中津市

佐々木　聖法 11.55

速見郡

板井　保明 12.19 穴井　良治 12.22 小山　修治 12.24 松尾　隆道 12.33 岩尾　善治 12.57 松本知行 12.74 安藤　晶 12.82 須賀　宣光 12.90

豊後高田市 玖珠郡 日田市 大分市 杵築市 由布市 豊後大野市 国東市・東郡

三浦　真弘 12.72 田中　裕司 12.83 山田　義高 13.02 志賀　昌広 13.10 井上保彦 13.75 仁保　直樹 14.07 佐世健一 14.07

大分市 日田市 玖珠郡 竹田市 佐伯市 中津市 臼杵市

高野　　陸 48.79 森田大智 49.75 麻川　昂佑 51.41 和久敬明 51.82 篠崎　洋平 52.24 豊嶋　壮太郎 52.66 大塚　夏風 53.32 梅木　将馬 53.32

大分市 由布市 宇佐市 佐伯市 中津市 別府市 豊後高田市 玖珠郡

山本悠矢 3:52.29 宮本　剛志 3:58.38 河野龍也 3:59.33 小手川　寛弥 4:03.40 尼子　　啓 4:03.80 佐藤　黎治 4:05.23 坂井　徹成 4:08.19 鹿島　将大 4:13.98

由布市 GR 大分市 佐伯市 津久見市 豊後高田市 玖珠郡 別府市 国東市・東郡

穴井　雄大 4:07.97 高倉　靖広 4:09.83 宇都　俊哉 4:10.09 姫野　　亮 4:12.92 平野　勇太 4:13.23 三浦浩二 4:14.55 廣岡　隆二 4:15.36 藤本翔太郎 4:16.43

日田市 中津市 大分市 豊後高田市 速見郡 豊後大野市 宇佐市 国東市・東郡

戸高博彦 4:17.63 田中　秀貴 4:18.23 佐藤　友和 4:20.88 有薗　康博 4:21.87 河村　剛 4:29.00 元近　啓之 4:30.25 中島　勝憲 4:32.77 染矢雄二 4:36.20

佐伯市 津久見市 国東市・東郡 大分市 別府市 中津市 日田市 由布市

石田　善彦 4:37.09 江田　友樹 4:39.92 森　浩二郎 4:44.45 吉田　　研 4:51.75 御手洗利彦 4:53.07 平川幸彦 4:56.50 甲斐　正寿 4:57.60 中野　宗博 5:02.36

宇佐市 日田市 玖珠郡 大分市 佐伯市 臼杵市 竹田市 国東市・東郡

山田　泰史 15:04.95 田吹　隆一 15:10.41 関　　穂嵩 15:16.67 佐竹　一弘 15:29.57 日野雅也 15:31.48 西山　容平 15:33.43 小川尚人 15:34.50 松下　源記 15:41.45

竹田市 日田市 大分市 別府市 由布市 速見郡 佐伯市 臼杵市

興儀　達朗 1)31:10.96 勝田　レイトン 4)32:16.70 三嶋　晃宏 8)33:19.18 野中　洋輝 2)31:22.35 三苫　天義 3)31:29.86 廣岡　隆二 10)33:49.33 栗林　大樹 7)33:09.58 新田　涼 9)33:29.29

神志那優輝 6)32:37.61 寺田　康平 5)32:22.81 三浦　寛士 11)33:55.44 小原　祐生 20)34:52.86 判田　宏一 19)34:35.13 山口　高明 16)34:14.75 柿本　友彦 22)35:10.37 伊東　顕太郎 24)35:47.52

大分市 7P 速見郡 9P 豊後大野市 19P 臼杵市 22P 日田市 22P 宇佐市 26P 国東市・東郡 津久見市 33P

大分市 41.13 日田市 43.53 佐伯市 44.70 玖珠郡 45.40 別府市 45.57 国東市・東郡 46.82 杵築市 47.10

日高　克哉 GR 酒井　省吾 成迫泰平 梅木　将馬 竹本　健吾 藤本翔太郎 桝本　颯佑

久保　勇人 新田　慎一 成迫健児 佐藤　功一 豊嶋　壮太郎 竹島　大喜 後藤　一也

高野　　陸 河津　卓哉 金田祐基 原田　高志 阿南　貴浩 古達　駿也 中山　健

永沼　賢治 尾熊　利昭 濱脇栄俊 中村　圭佑　 恵藤　航平 麻生　茂樹 渡邉　祐也

大分市 56.78 佐伯市 58.63 中津市 59.62 津久見市 1:00.63 竹田市 1:01.73 国東市・東郡 1:01.88 日田市 1:02.43 別府市 1:03.67

宮邉　和弘 富松万平 山影　智一 黒木　章三 吉竹　　悟 野田　忠治 日隈　知重 阿部　真一

高松　大樹 清田哲也 千木良　孝之 井戸川　幸弘 井　英昭 山下　大輔 居川　太城 野上　泰生

髙野　博幸 大野達也 松井　康之 塩﨑　雄司 阿部　雅彦 石川　泰也 渡辺　孝裕 竹内　善浩

小野　仁志 西条隆洋 大塚　正俊 髙野　幹也 徳永　信二 後藤　貴志 梅原　竜也 安部　一郎

久島 貴大 2m00 河野　右京 1m83 竹本　健吾 1m80 川野　智仁 1m75 濱脇栄俊 1m70 古澤慶大 1m60 東　利幸 1m50

大分市 竹田市 別府市 津久見市 佐伯市 豊後大野市 臼杵市

河津　卓哉 6m90(+1.3) 澤　祐樹 6m36(+0.5) 原田　高志 6m32(+0.1) 小山高広 6m29(+0.1) 安部　達輝 5m93(-0.2) 足立亮太郎 5m65(-0.4) 阿南　貴浩 5m49(-0.2) 山下悠生 5m42(+0.5)

日田市 杵築市 玖珠郡 佐伯市 大分市 竹田市 別府市 由布市

甲斐裕樹 11m38 中村　　学 10m80 衛藤秀徳 10m59 荒木　成幸 10m59 釜土　佑太 10m23 山下　竜太郎 9m74 野口隼人 9m58 岩崎　史晃 9m27

臼杵市 大分市 豊後大野市 別府市 中津市 玖珠郡 佐伯市 国東市・東郡

町田   圭 12m63 長谷川　良 12m16 宮本　健治 11m02 西原　浩文 10m88 大戸敏雄 10m04 林　　　昭 10m01 松本　学 9m90 山崎  充 8m59

大分市 国東市・東郡 別府市 中津市 臼杵市 豊後高田市 日田市 由布市

佐藤由貴 12.54 湯通堂　光流 13.03 安藤　江里 13.59 竹島美季 13.89 堤　えり 14.35 宇都宮　楓菜 14.83 伊藤　ひとみ 15.10 田中　里奈 15.25

臼杵市 中津市 大分市 由布市 豊後大野市 速見郡 国東市・東郡 玖珠郡

川野　真里 13.38 宇都　優子 13.88 花田　聖子 14.67 吉村　朋美 14.68 本川　絵理子 14.86 西田　久子 15.35 羽田野恵里 15.40 山﨑冴香 15.42

大分市 宇佐市 竹田市 日田市 中津市 豊後高田市 豊後大野市 臼杵市

金子　千里 26.67 瓜生田萌枝 26.88 松田絵里菜 27.02 末吉里帆 28.44 小野史媛 29.54 狩生あおい 30.97 姫野　彩香 31.44 秋山　有紀 31.46

別府市 大分市 由布市 臼杵市 佐伯市 豊後大野市 豊後高田市 日田市

吉村陽子 10:30.83 岩尾　愛子 10:31.09 児玉実果子 10:35.11 富高由香 11:16.38 藤波　奈美 11:21.31 浅野　佳代子 11:22.43 首藤麻希 11:24.26 大石　美希 11:25.65

由布市 杵築市 大分市 佐伯市 豊後高田市 玖珠郡 豊後大野市 別府市

大分市 50.37 由布市 52.49 臼杵市 53.53 日田市 54.58 別府市 55.07 中津市 56.40 豊後大野市 57.33 玖珠郡 58.15

柳井さわ子 竹島美季 石井悠葵 藤田　知香 工藤　早苗 柾木　麻美 後藤彩花 田中　里奈

安藤　江里 三浦真子 犬塚栞奈 秋山　有紀 亀川　美津希 湯通堂　光流 狩生あおい 佐藤　樹

川野　真里 鈴木瑛美 末吉里帆 阿南　美奈 国広　幸子 本川　絵理子 川野智暖 武石　知子

瓜生田萌枝 松田絵里菜 佐藤由貴 河津　美幸 金子　千里 熊谷　木莉子 堤　えり 宇佐　夏希

木津　有架 1m45 佐脇沙織 1m40 犬塚栞奈 1m35 国広　幸子 1m30

大分市 佐伯市 臼杵市 別府市

奥切　才也香 1m30

速見郡

河津　美幸 5m58(+0.7) 三浦真子 5m25(+0.4) 亀川　美津希 4m79(+0.3) 藤本　想果 4m62(+0.3) 河野　純奈 4m53(+1.1) 熊谷　木莉子 4m35(+1.0) 後藤麻友 4m34(-0.6) 宇佐　夏希 4m34(-0.1)

日田市 由布市 別府市 大分市 豊後高田市 中津市 佐伯市 玖珠郡

佐藤菜央美 11m07 山本匠子 10m92 後藤彩花 9m18 佐藤　茉優 8m48 石井悠葵 8m16 鈴木瑛美 6m27 二宮　里紗 5m73 宮本　七菜子 5m71

大分市 佐伯市 豊後大野市 竹田市 臼杵市 由布市 杵築市 別府市

小田　恵 9m30 山路　明子 8m97 是永　愛子 7m97 菅　利津子 7m50 長谷川はるえ 7m11 黒木亜希子 6m46 足立由香里 6m33 安藤涼子 5m65

日田市 大分市 豊後高田市 別府市 国東市・東郡 佐伯市 臼杵市 豊後大野市

対抗得点 男子 大分市 120点 日田市 80.5点 佐伯市 69点 別府市 47点 玖珠郡 42点 国東市・東郡 40点 中津市 33点 竹田市 31点

対抗得点 女子 大分市 63点 由布市 36点 臼杵市 32点 別府市 29.5点 佐伯市 28点 日田市 27点 豊後大野市 20点 豊後高田市 19点

対抗得点 総合 大分市 183点 日田市 107.5点 佐伯市 97点 別府市 76.5点 由布市 61点 臼杵市 61点 中津市 50点 玖珠郡 48点

凡例  GR:大会記録

9月10日
30歳未満女子砲丸投

(4.000kg)

9月10日
30歳以上女子砲丸投

(4.000kg)

9月10日 共通女子4X100mR

9月10日 共通女子走高跳

9月10日 共通女子走幅跳

9月10日
30歳以上女子100m

風：+1.0

9月10日
共通女子200m

風：+0.3

9月10日 共通女子3000m

9月10日
40歳未満男子砲丸投

(7.260kg)

9月10日
40歳以上男子砲丸投

(6.000kg)

9月10日
30歳未満女子100m

風：0.0

9月10日 議員・教委男子4X100mR

9月10日 共通男子走高跳

9月10日 共通男子走幅跳

9月10日 共通男子5000m

9月10日 共通男子10000m

9月10日 共通男子4X100mR

9月10日 40歳未満男子1500m

9月10日 50歳未満男子1500m

9月10日 50歳以上男子1500m

9月10日
50歳以上男子100m

風：+0.1

9月10日 共通男子400m

9月10日 30歳未満男子1500m

40歳未満男子100m
風：+0.5

1位 2位 3位

9月10日
50歳未満男子100m

風：+0.9

平成29年度大分県民体育大会　陸上競技　大分銀行ドーム　2017/09/10

総合優勝 大分市（９年連続４５回目） 総合２位

8位

9月10日
議員・教委男子100m

風：-0.7

9月10日
30歳未満男子100m

風：+1.5

9月10日

日田市 総合３位 佐伯市 男子１位　　大分市（９年連続４６回目）　　　男子２位　　日田市　　男子３位　　佐伯市
女子１位　　大分市（１４年連続３２回目）　　女子２位　　由布市　　女子３位　　臼杵市

4位 5位 6位 7位


