
種目 順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 備考

選手名 竹田　一郎 金子　敦彦 古河　翔貴 小倉　教之 浜砂　友輝 長野　義雄 松田　大樹 菅　隆弘 1位は、大会新記録

郡市名 大分市 宇佐市 杵築市 中津市 別府市 臼杵市 速見郡 日田市

タイム 1分12秒18 - - - - - - - 2位以下計測せず

選手名 津末　浩平 桜木　三能 渡邊　泰暉 藤井　正 廣末　徹 麻生　吉生 衛藤　博

郡市名 大分市 別府市 日田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 国東市･東国東郡 完走７名

ﾎﾟｲﾝﾄ 60点 13点 9点 7点 3点 3点 0点 同点は着順による

選手名 高橋　文仁 朝稲　秀雄 松成　努 豊田　浩史 福田　修 田本　幸信 山﨑　重夫 今冨　紳夫

郡市名 大分市 別府市 日田市 速見郡 宇佐市 国東市･東国東郡 津久見市 中津市

（40歳以上） タイム 29秒40 31秒21 32秒14 32秒24 33秒06 34秒26 34秒32 34秒33

選手名 姫野　雅道 一木　宏紀 後藤　和義 三好林太郎 三瀬　将一 田中　功一 真路　誠司 坂越　辰生

郡市名 大分市 別府市 速見郡 杵築市 国東市･東国東郡 日田市 宇佐市 津久見市

（50歳以上） タイム 30秒31 31秒73 32秒17 32秒35 33秒49 34秒53 35秒88 36秒87

選手名 村上　幸生 久保　良三 松田　　智 津末　利保 羽田野心一 江藤　正美 砂田　晃一 上野　厚夫 1位は、大会新記録

郡市名 別府市 国東市･東国東郡 速見郡 大分市 杵築市 日田市 宇佐市 中津市

（60歳以上） タイム 32秒75 33秒77 35秒20 35秒93 36秒18 36秒26 38秒83 39秒25

選手名 増中　洋二 宮内　政臣 雄山　浩一 高野　一哉 佐藤　貴己 山田　弘 中根　竜 佐藤　淳治

郡市名 臼杵市 中津市 大分市 日田市 由布市 佐伯市 杵築市 宇佐市

（30歳以上） タイム 1分15秒49 1分18秒10 1分18秒42 1分19秒18 1分19秒74 1分19秒95 1分21秒90 1分27秒77

選手名 一木　辰也 清水　　真 赤尾健太郎 荒木　茂 内田　雄大 長岡　新也 後藤　章仁

郡市名 別府市 大分市 日田市 国東市･東国東郡 杵築市 宇佐市 豊後大野市 完走７名

タイム 11秒83 - - - - - - 2位以下計測せず

選手名 越海　誠一 熊川　司 山崎　慎也 渡邊　恭輔 岩切　弘輝 寺田　雅彦 小野　尚登 大隈　恒

郡市名 杵築市 日田市 佐伯市 大分市 中津市 別府市 宇佐市 豊後大野市

郡市名 大分市 日田市 杵築市 豊後大野市 別府市 中津市 宇佐市 国東市･東国東郡 1位は、大会新記録

清水　　剛 赤尾健太郎 藤井　正 大隈　恒 寺田　雅彦 宮内　政臣 佐藤　淳治 岡本　篤史

2kmﾁｰﾑ 津末　浩平 熊川　司 寺澤　明 藤原　稔 村上　幸生 菊池　偉友 長岡　新也 田本　幸信

ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 清水　　真 高野　一哉 中根　竜 麻生　吉生 桜木　三能 山下　健一 廣末　徹 小島　直之

渡邊　恭輔 渡邊　泰暉 内田　雄大 後藤　公博 浜砂　友輝 中島　晃延 真路　誠司 南　博

タイム 2分22秒94 2分35秒15 2分40秒81 2分41秒60 2分42秒14 2分43秒90 2分52秒42 2分56秒20

郡市名 別府市 大分市 宇佐市 速見郡 日田市 中津市 豊後大野市 臼杵市

朝稲　秀雄 高橋　文仁 福田　修 豊田　浩史 松成　努 今冨　紳夫 羽田　慶治 川上　富博

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 一木　宏紀 姫野　雅道 小野　尚登 松田　大樹 松村　和彦 岩切　弘輝 小野　隼人 奈須　剛

一木　辰也 竹田　一郎 金子　敦彦 後藤　和義 坂本　淳也 小倉　教之 後藤　章仁 長野　義雄

タイム 1分26秒74 1分27秒72 1分27秒99 1分31秒41 1分32秒56 1分32秒57 1分36秒75 1分37秒41 杵築市は交代違反により降格

選手名 金子　敦彦 越海　誠一 山崎　慎也 浜砂　友輝 熊川　司 永井　康文 小野　尚登 佐藤　弘典

郡市名 宇佐市 杵築市 佐伯市 別府市 日田市 大分市 宇佐市 大分市

タイム 5分29秒38 - - - - - - - 2位以下計測せず

選手名 一木　辰也 園田　祐一 高野　一哉 桜木　三能 廣末　徹 荒木　茂 福田　修 竹本　伸也

郡市名 別府市 大分市 日田市 別府市 宇佐市 国東市･東国東郡 宇佐市 大分市

タイム 5分42秒44 - - - - - - - 2位以下計測せず

選手名 一木　宏紀 清水　　剛 田中　功一 長野　安行 後藤　和義 高村　昌宜 長岡　健朗 池辺　邦夫

郡市名 別府市 大分市 日田市 臼杵市 速見郡 日田市 速見郡 由布市

タイム 6分00秒93 - - - - - - - 2位以下計測せず

選手名 久保　良三 村上　幸生 羽田野心一 江藤　正美 河村　信幸 砂田　晃一 松田　　智 後藤　由久

郡市名 国東市･東国東郡 別府市 杵築市 日田市 大分市 宇佐市 速見郡 豊後大野市

タイム 6分13秒94 - - - - - - - 2位以下計測せず

順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 備考

郡市名 大分市 別府市 日田市 宇佐市 杵築市 国東市･
東国東郡 速見郡 中津市

種目得点 121点 114点 98点 75点 74点 56点 50点 40点

競技得点 16点 14点 13点 12点 11点 10点 9点 8点

順位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位

郡市名 臼杵市 豊後大野市 佐伯市 由布市 津久見市 竹田市 玖珠郡

種目得点 30点 30点 26点 19点 17点 6点 2点 同点は入賞者数による

競技得点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 大分市は7年連続34回目の優勝

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
（60歳以上）

総　合

ケイリン

スクラッチ
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1km
速度競走

ポイントレース

４００ｍ
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

４００ｍ
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

４００ｍ
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

選手名

選手名

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ロードレース
（共通）

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
（40歳以上）

1km
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
（50歳以上）


