
種目 順位 １位 ２位 備考

選手名 清水　　真 阿部　明和 山下　健一 岩本　竜童 松村　和彦 浜砂　友輝 佐々木智宏 八川　薫 3位の6名は落車事故による

郡市名 大分市 杵築市 中津市 佐伯市 日田市 別府市 速見郡 由布市 救済措置

タイム 1分25秒59 - - - - - - - ２位以下計測せず

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 越海　誠一 津末　浩平 三重野将章 岩切　弘輝 坂本　純也 ６～８位は空位

郡市名 杵築市 大分市 別府市 中津市 日田市

ﾎﾟｲﾝﾄ 18点 13点 9点 4点 -40点

選手名 高橋　文仁 朝稲　秀雄 松成　努 藤井　正 宮内　政臣 豊田　浩史 長岡　新也 山﨑　重夫

郡市名 大分市 別府市 日田市 杵築市 中津市 速見郡 宇佐市 津久見市

（40歳以上） タイム 29秒76 31秒77 31秒90 32秒09 32秒14 32秒18 34秒03 34秒23

選手名 竹田　一郎 後藤　和義 三好林太郎 渡邉　幸則 三瀬　将一 今冨　紳夫 山本　祐司 高倉　照也

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

（50歳以上） タイム 30秒86 31秒69 32秒12 33秒35 33秒61 34秒62 35秒64 38秒06

選手名 村上　幸生 久保　良三 河村　信幸 松田　　智 井上　徹 武田　崇 江藤　正美 渡辺　研一 1位のタイムは大会新記録

郡市名 別府市 国東市･東国東郡 大分市 速見郡 中津市 臼杵市 日田市 由布市

（60歳以上） タイム 32秒60 34秒12 35秒70 36秒06 36秒42 36秒98 37秒10 37秒96

選手名 林　美穂 越海ニコール 松井　唯穂 伊藤妃佐子 江藤　輝美 参加者５名

郡市名 別府市 杵築市 杵築市 別府市 大分市

（女子） タイム 34秒64 36秒39 37秒14 39秒88 40秒00

選手名 宮成　國仁 小倉　教之 西村　公一 増中　洋二 藤川雄一郎 小野　尚登 山田　弘 小野　隼人

郡市名 大分市 中津市 速見郡 臼杵市 別府市 宇佐市 佐伯市 豊後大野市

（30歳以上） タイム 1分09秒80 1分13秒91 1分15秒85 1分16秒23 1分17秒63 1分19秒09 1分19秒11 1分24秒68

選手名 鎌田　翔 豊田　耕作 一木　辰也 土肥　幸成 赤尾健太郎 佐藤　淳治 荒木　茂 団塚　義則

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

タイム 12秒49 - - - - - 14秒86 - 2位以下計測せず

選手名 井門　聖貴 山崎　慎也 竹本　伸也 寺田　信彦 菊池　偉友 福田　修 佐藤　貴己 麻生　吉生

郡市名 杵築市 佐伯市 大分市 別府市 中津市 宇佐市 由布市 豊後大野市

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

津末　浩平 越海　誠一 宮内　政臣 藤川雄一郎 赤尾健太郎 福田　修 秋吉　浩之 小川　大輔

2kmﾁｰﾑ 清水　　峻 藤井　正 菊池　偉友 朝稲　秀雄 熊川　司 長岡　新也 長岡　健朗 小島　直之

ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 清水　　真 井門　聖貴 岩切　弘輝 寺田　信彦 坂本　純也 佐藤　淳治 首藤　義文 荒木　茂

清水　　剛 阿部　明和 村上　隆弘 桜木　三能 田中　功一 小野　尚登 松田　大樹 岡本　篤史

タイム 2分26秒49 2分33秒51 2分37秒57 2分41秒32 2分42秒14 2分47秒86 2分52秒61 2分53秒81

郡市名 大分市 別府市 速見郡 豊後大野市 国東市･東国東郡 臼杵市 日田市 中津市 中津市は交代違反のため降格

高橋　文仁 一木　宏紀 豊田　浩史 麻生　吉生 久保　良三 渡邉　幸則 高村　昌宣 小倉　教之

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 宮成　國仁 一木　辰也 西村　公一 後藤　公博 三瀬　将一 安藤　悠城 高倉　照也 今冨　紳夫

鎌田　翔 三重野将章 後藤　和義 小野　隼人 末松　幹哲 増中　洋二 松成　努 土肥　幸成

タイム 1分23秒19 1分24秒54 1分30秒19 1分39秒34 1分40秒51 1分43秒85 1分51秒90 1分30秒08

選手名 宮成　國仁 岩切　弘輝 越海　誠一 山崎　慎也 野仲　勝彦 津末　浩平 新地　義昭 三重野将章

郡市名 大分市 中津市 杵築市 佐伯市 竹田市 大分市 竹田市 別府市

タイム 42分35秒 42分37秒 42分38秒 42分38秒 42分39秒 43分47秒 43分48秒 44分50秒 同タイムは着差あり

選手名 宮内　政臣 西村　公一 三浦大五郎 藤井　正 佐藤　弘典 寺田　信彦 藤川雄一郎 麻生　吉生

郡市名 中津市 速見郡 豊後大野市 杵築市 大分市 別府市 別府市 豊後大野市

タイム 36分05秒 36分05秒 36分05秒 36分05秒 36分05秒 36分06秒 36分06秒 36分06秒 同タイムは着差あり

選手名 後藤　和義 清水　　剛 田中　功一 高橋　強 長岡　健朗 今冨　紳夫 雄山　浩一 河平　芳幸

郡市名 速見郡 大分市 日田市 津久見市 速見郡 中津市 大分市 中津市

タイム 29分18秒 29分19秒 29分21秒 29分22秒 29分24秒 29分24秒 29分31秒 29分39秒 同タイムは着差あり

選手名 久保　良三 江藤　正美 河村　信幸 武田　崇 村上　幸生 久保田健康 羽田野心一 松田　　智

郡市名 国東市･東国東郡 日田市 大分市 臼杵市 別府市 由布市 杵築市 速見郡

タイム 20分22秒 20分44秒 20分52秒 21分07秒 21分15秒 21分16秒 21分30秒 21分56秒 同タイムは着差あり

選手名 江藤　輝美 越海ニコール 林　美穂 伊藤妃佐子 参加者４名

郡市名 大分市 杵築市 別府市 別府市

タイム 21分11秒 21分17秒 21分51秒 22分06秒

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 中津市 杵築市 速見郡 日田市 国東市･ 東国東郡 臼杵市

種目得点 133点 85.5点 85.5点 84点 74.5点 62.5点 47点 39点

競技得点 17点 15点 14点 13点 12点 11点 10点 9点

順位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位

郡市名 佐伯市 豊後大野市 由布市 宇佐市 津久見市 竹田市 豊後高田市 玖珠郡 同点異順位は入賞者数による

種目得点 35.5点 29点 28.5点 27点 19点 10点 6点 1点

競技得点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 大分市は９年連続36回目の優勝
※ロードレース（共通）のタイムを修正しました

総　合

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）

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

（50歳以上）

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

（60歳以上）

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
（女子）

４００ｍ
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

４００ｍ
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

1km
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

ケイリン

スクラッチ

選手名
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３位

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


