
回 西暦 和暦 開催地 順位 得点 監督名 選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名 選　手　名

榮木　　 一 少年男子Ａ８００ｍ 少年女子共通３０００ｍ 少年男子Ｂ１１０ｍＨ 成年男子走幅跳 少年女子Ａ１５００ｍ 少年男子Ａ５０００ｍ

三嶋　泰英 ２位　　1分52秒１１ ２位　　9分16秒９４ ３位　　14秒４７ ４位　　７ｍ６７ ４位　　4分22秒７４ ６位　　14分11秒４６

衞藤　道夫 内匠屋　秀則(楊志館高) 奥永　美香(鶴崎工高) 成迫　健児(佐伯鶴城高) 尾熊　利昭(日田市陸) 奥永　美香(鶴崎工高) 益永　哲朗(鶴崎工高)

榮木　　 一 少年男子共通４００ｍＨ 少年女子Ｂ８００ｍ

三嶋　泰英 ２位　　51秒３３ ８位　　2分19秒４６

衞藤　道夫 成迫　健児(佐伯鶴城高) 高浪　由希(大分女子高)

廣末    　敬 少年男子共通４００ｍＨ 成年男子走幅跳

田崎　弘宣 ２位　　51秒５７ ７位　　７ｍ４６

衞藤　道夫 成迫　健児(佐伯鶴城高) 尾熊　利昭(日田市陸)     

廣末   　 敬 少年女子Ａ４００ｍＨ 成年男子４００ｍＨ 少年男子共通４００ｍ 少年女子Ａ１５００ｍ

田崎　弘宣 ３位　　61秒０９ ７位　　51秒１４ ７位　　53秒５６ ７位　　4分27秒５６

上杉　貴志 澤田　実希(大分高) 崎山　仁　(日体大) 田内　文博(楊志館高) 高浪　由希(大分西高)

廣末    　敬 成年男子４００ｍＨ 少年女子Ａ４００ｍ 少年女子Ａ４００ｍＨ 少年女子Ａ１５００ｍ 少年男子Ａ１１０ｍＨ 成年女子ハンマー投

竹下　幸喜 1位　　48秒５４ 1位　　55秒０５ 1位　　58秒８２ ５位　　4分24秒４９ ７位　　14秒８３ ８位　　４７ｍ２４

 羽田野明美 成迫　健児(筑波大) 澤田　実希(大分高) 澤田　実希(大分高) 下藤　ひとみ(大分西高) 八坂　成信(杵築高) 合澤　理絵(中京大)

廣末 　   敬 成年男子４００ｍＨ 成年男子 ４００ｍ 少年男子Ａ８００ｍ 少年女子Ｂ２００ｍ 少年女子Ｂ８００ｍ 少年男子Ａ ４００ｍＨ 少年男子Ａ４００ｍ

山下　英夫 1位　　48秒０９ ２位　　46秒０２ ２位　　1分50秒６１ ２位　　25秒２２ ６位　　2分15秒１４ ７位　　52秒５３ ８位　　49秒２２

江口　善宣 成迫　健児(筑波大) 成迫　健児(筑波大) 新宮　裕一郎(鶴崎工高) 右田　真衣子(大分雄城台高）) 右田　真衣子(大分雄城台高）) 用松　与一(楊志館高) 桑野　峻(大分雄城台高)

衞藤　道夫 成年男子４００ｍＨ 成年男子４００ｍ 成年女子10000W

廣末　    敬 1位　　49秒１９ ３位　　46秒５１ ５位　　 47分26秒３７

江口　善宣 成迫　健児(筑波大) 成迫　健児(筑波大) 桐生　文香(環微研)

衞藤　道夫 成年男子４００ｍＨ 少年女子Ｂ２００ｍ 成年女子10000W

宮成　康蔵 1位　　49秒０９ ７位　　25秒５９ ８位　　48分24秒３１

廣末  　  敬 成迫　健児(ミズノ) 藤田　知香(上野ヶ丘中) 桐生　文香(環微研)

成年男子４００ｍＨ 少年男子Ｂ１１０ｍＨ 少年男子共通走高跳 少年女子Ｂ１００ｍ 少年女子共通走高跳 少年女子Ａハンマー投 少年男子Ｂ１００ｍ 成年男子ハンマー投

1位　　48秒６２ ２位　　14秒４５ ２位　   ２ｍ０６ ２位　　11秒９９ ２位　　１ｍ７２ ４位 　 ４６ｍ６４ ５位　　10秒８７ ６位　　６４ｍ６８

成迫　健児(ミズノ) 成迫　泰平（佐伯鶴城高) 佐脇　慧一(佐伯鶴城高) 藤田　知香（大分舞鶴高) 藤澤　香菜(佐伯鶴城高) 後藤　彩花(鶴崎工高) 永沼　賢治(明野中) 長瀬　翔馬(大分AC)

成年男子棒高跳 少年男子Ｂ円盤投 少年女子共通円盤投 少年男子Ａ三段跳

６位　　 ５ｍ１０ ６位  　４３ｍ２４ ７位  　４１ｍ７０ ８位　 １４ｍ４３

小野寺　亮(ﾌﾝﾄﾞｰｷﾝ) 佐藤　翔太郎(大分雄城台高) 佐藤　菜央美(大分雄城台高） 吉田　哲也(佐伯鶴城高)

少年女子共通やり投 成年男子４００ｍＨ 少年男子Ｂ１００ｍ 少年男子Ａ１００００ｍ 少年男子共通走高跳 成年女子４００ｍＨ 成年男子ハンマー投

1位  　５０ｍ９３ ２位　　48秒８４ ２位　　10秒８０ ３位 28分51秒７１ ４位　　２ｍ０６ ４位　　58秒３８ ７位　　６１ｍ１５

川述　　優(大分雄城台高) 成迫　健児(ミズノ) 永沼　賢治(大分舞鶴高) 由布　郁人(大分東明高) 久島　貴大(日田林工高) 澤田　実希(福岡大) 長瀬　翔馬(大分AC)

宮成　康蔵
上杉　貴志

大　分20200863 10 67

国　体　入　賞　者　一　覧　表　（１）　　　　　　一般財団法人大分陸上競技協会
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少年男子Ａ４００ｍ 成年男子４００ｍＨ 少年男子Ｂ３０００ｍ 成年女子10000W

２位　　47秒３６ ３位49秒６３ ６位　　8分31秒１７ ７位　　48分08秒３８

木村　賢太(杵築高) 成迫　健児(ミズノ) 大塚　祥平(大分東明高） 桐生　文香(キヤノン)

少年男子Ａ４００ｍ 少年女子Ａ１００ｍ 成年女子４００ｍ 少年女子共通棒高跳 少年女子共通８００ｍ 少年女子Ａハンマー投 少年女子Ｂ１００ｍ 成年女子10000W

２位　　47秒１０ ２位　　11秒９５ ３位　　54秒２２ ５位　　３ｍ５０ ６位　　2分11秒９７ ７位　　４５ｍ１８ ７位　　12秒２６ ８位　　50分00秒０２

木村　賢太(杵築高) 三代　友紀(大分雄城台高) 澤田　実希(JRJ) 十時　千歌 (大分西高) 宮川　優子(杵築高) 山本　匠子(大分雄城台高) 足立　紗矢香(滝尾中) 桐生　文香(キヤノン)

少年女子共通棒高跳 少年女子Ａ１００ｍ 成年男子３０００ｍＳ 少年女子Ａハンマー投 少年女子共通砲丸投

1位　　 ３ｍ６５ ４位　　12秒００ ５位　　8分48秒４２ ６位　　４８ｍ８４ ７位　　１２ｍ４６

十時　千歌(大分西高) 緒賀　悠(大分舞鶴高) 難波　祐樹(大分東明高教) 山本　匠子(大分雄城台高) 川野　尚美(大分雄城台高)

成年男子４００ｍ 成年男子３０００ｍＳ 少年女子共通砲丸投 少年女子Ｂ２００ｍ 成年女子棒高跳

４位　　46秒９５ ６位　　8分48秒６９ ６位　　１２ｍ９１ ７位　　24秒９４ ８位　　３ｍ６０

木村　賢太　(早大) 難波　祐樹(大分東明高教) 川野　尚美(大分雄城台高) 大平　穂乃佳(坂ノ市中) 十時　千歌(中京大)

少年女子共通砲丸投 少年男子Ｂ１１０ｍＨ 少年男子Ａハンマー投 少年女子Ａ１００ｍ 少年女子Ｂ１５００ｍ

５位　　１３ｍ５０ ７位　　14秒５１ ８位　　 ５４ｍ３４ ８位12秒０７ ８位　　4分27秒５１

川野　尚美(大分雄城台高) 杉山　孟示(大分雄城台高) 長谷川　武(双国高) 足立　紗矢香(大分雄城台高) 工藤　杏華(大分西高)

少年女子Ａ４００ｍＨ 少年女子共通棒高跳 成年男子４００ｍ 少年男子Ａ４００ｍ 少年男子Ｂ３０００ｍ 少年女子Ｂ１００ｍ 女子共通４×100ｍR

1位　　58秒９６ ２位　　３ｍ７０ ３位　　47秒１１ ３位　　47秒７４ ４位　　8分27秒４１ ７位　　12秒３７ ７位　　46秒０１

兒玉　彩希(大分雄城台高) 乙津　侑加(大分工高) 木村　賢太　(早大) 松清　和希(楊志館高) 小野　知大(鶴崎工高) 都甲　留愛(大分舞鶴高) 三代・足立・兒玉彩・兒玉芽

少年男子Ａ４００ｍＨ 少年男子共通８００ｍ 少年女子共通１５００ｍ 成年女子棒高跳 成年女子三段跳 少年女子共通棒高跳

４位　　52秒８７ ４位　　1分52秒９０ ４位　　4分23秒５１ ７位　　３ｍ７０ ７位 　　１２ｍ４０ ７位　　 ３ｍ５０

杉山　孟示(大分雄城台高) 加藤　健吾(楊志館高) 工藤　杏華(大分西高) 乙津　侑加(九共大) 佐藤　由貴(臼杵市役所) 皆見　志歩(大分西高)

少年男子Ａ５０００ｍ 少年女子Ａ１００ｍ 少年男子Ｂ走幅跳 少年女子Ａ３０００ｍ 少年女子共通三段跳 少年女子Ａ４００ｍ

1位　13分55秒９２ 1位　　11秒８２ ２位    　７ｍ１６ ２位　　8分54秒６８ ２位　１２ｍ７９ ７位　　55秒６０

ベヌエル・モゲニ（大分東明高) 兒玉　芽生(大分雄城台高） 小畑　葵(佐伯鶴城高)  ﾏｰﾀ・ ﾓｶﾔ(大分東明高) 金子　史絵奈(大分西高) 仲道　彩音(大分西高)

少年男子Ａ５０００ｍ 少年女子Ａ３０００ｍ 少年女子共通円盤投 少年男子Ａ４００ｍＨ 少年男子Ｂ３０００ｍ 少年女子Ｂ１００ｍ 成年男子８００ｍ 成年女子1００ｍ

1位　13分56秒２５ 1位　　8分51秒１１ ２位　　４４ｍ５７ ４位　　53秒１４ ７位　　8分30秒５２ ７位　　12秒８２ ８位　　1分50秒４１ ８位　　12秒４６

ベヌエル・モゲニ（大分東明高)  ﾏｰﾀ・ ﾓｶﾔ（大分東明高) 奈須　貴子(大分雄城台高) 神徳　元太(大分雄城台高) 庭瀬　俊輝　(大分東明高) 新名　陽花(大分雄城台高) 山夲　悠矢(大分大医学) 足立　紗矢香 (青学大)

少年男子Ａ５０００ｍ 少年女子Ａ３０００ｍ 少年女子共通円盤投 女子共通４×４００ｍR 成年女子１５００ｍ 成年女子棒高跳 成年男子４００ｍ

1位　　13分57秒１５ ３位　　9分13秒１８ ４位　　４２ｍ６２ ５位　　45秒８３ ７位　　4分26秒３６ ８位   ３ｍ８０ ７位　　48秒２７

ダンカン・キサイサ （大分東明高)  メアリー・ムイタ(大分東明高) 奈須　貴子(大分雄城台高) 新名・兒玉・佐伯・加藤 日隈　彩美(鹿屋体育大） 山本　亜希(大分大) 松清　和希(福岡大）

75 2020 2 鹿児島

76 2021 3 三　重

成年女子１００ｍ 少年女子B１００ｍH 少年男子B走幅跳 少年女子共通走幅跳 成年女子３００ｍ 成年女子５０００ｍ 少年男子Aやり投げ 成年少年男女混合４×４００ｍＲ

1位　　１１秒４７ ２位　　１３秒７４ ３位　　７ｍ０６ ４位　　５ｍ９４ ６位　　３８秒３４ ６位　1５分5４秒６４ ８位　　６０ｍ２４ ８位　　3分２８秒１３

兒玉　芽生（ミズノ) 谷中　天架(大分雄城台高) 佐藤　遥生(佐伯鶴城高) 佐藤　なな（大分豊府高） 加藤　汐織(福岡大） 小松　優衣（松山大） 藥師寺　新(大分雄城台高） 河合・森・加藤・佐伯

77 2022 4 茨　城 28 37
穴井　伸也
拂川　真寿

2023年（令和５年）に延期

新型コロナウイルス感染症拡大のため大会中止

74 2019 元 茨　城 28 37
汐月　友典
穴井　伸也

宮成　康蔵
上杉　貴志

国　体　入　賞　者　一　覧　表　（２）　　　　　　一般財団法人大分陸上競技協会

3234岐　阜

201065

宮成　康蔵
上杉　貴志

4225山　口23201166

宮成　康蔵
上杉　貴志

28千　葉

28

4222

24201267

25201368

69 45

小川　健太
町田　　圭

4620和歌山27201570

小川　健太
町田　　圭

19長　崎262014

宮成　康蔵
上杉　貴志

2445東　京

201873
町田　　圭
穴井　伸也

4426福　井30

201671

町田　　圭
穴井　伸也

4921愛　媛29201772

町田　　圭
穴井　伸也

3137岩　手


