
中学女子

 県中学記録 11.87 高須 鮎香 （城北） 2016

 本年平均 12.570 昨年平均 12.470

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 12.05 -0.9* 佐藤 俐有 田原東部中 2 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

2 12.50 +0.3* 真田 あこ 豊橋章南中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

3 12.53 +1.1* 嶋 結菜 ＴＴランナーズ 3 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

3 12.53 +0.7* 三輪 琉姫 トライルＡＣ 1 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

5 12.60 -0.9* 岡田 翠 田原中 2 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

6 12.61 +1.1* 中沢 愛菜 弥富北中 3 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

7 12.67 -0.1* 片山 心菜 ＴＳＭ 3 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

8 12.71 +0.5* 石倉 実侑 田原東部中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

9 12.73 +1.0* 神谷 朱里 安城ジュニアＡＣ 1 西三河中学校新人競技会 愛知 龍北 10/11

10 12.77 +1.1* 鈴木 虹葉 知立竜北中 3 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

100m

 県中学記録 24.84 掛川 栞 （豊明 栄） 2013

 本年平均 26.137 昨年平均 25.837

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 25.60 -0.6* 片山 心菜 城北中 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

2 25.64 -0.9* 林 美希 岡崎翔南中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/17

3 25.83 -1.0* 真田 あこ 豊橋章南中 2 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

4 26.17 -0.5* 田島 七里香 ＴＳＭ 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

4 26.17 -0.6* 小酒井 結菜 ＪＡＣＴ 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

6 26.18 -0.6* 中沢 愛菜 尾張ランスター 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

7 26.24 +1.6* 松岡 実佑 名古屋南陽中 2 名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂 12/13

8 26.33 -1.0* 三輪 琉姫 トライルＡＣ 1 名古屋地区中学新人 愛知 瑞穂 9/20

9 26.60 -0.4* 加藤 ひなた 大須ＡＣ 3 愛知県ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/12

10 26.61 +0.3* 岩田 祐香 西尾平坂中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 龍北 10/11

200m

 県中学記録 41.64 青山 理奈 （御幸山） 2019

 本年平均 47.240 昨年平均 43.983

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 44.08 * 遠藤 ゆら 瑞穂ケ丘中 2 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

2 46.32 * 山田 彩乃ＳＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ1 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

3 46.67 * 神谷 美南 瀬戸南山中 3 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

4 47.44 * 加藤 柚夏ＳＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ1 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

5 48.64 * 渡辺 奏那 御幸山中 2 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

6 48.75 * 久松 杏友梨 御幸山中 2 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

7 48.78 * 久保田 侑来 瑞穂ケ丘中 1 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

8 49.00 * 福島 菜々子 瑞穂ケ丘中 2 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

9 49.53 * 村瀬 美月 御幸山中 2 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

10 49.91 * 野田 彩夏 沓掛中 1 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

300m

− 80 −



 県中学記録 57.80 掛川 栞 （豊明 栄） 2013

 本年平均 1.06.648 昨年平均 1.02.379

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 59.18 * 中沢 愛菜 弥富北中 3 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

2 1.01.64 * 野村 美結 ＴＳＭ 2 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

3 1.02.34 * 古市 さくら 愛知陸協 1 名古屋地区記録会 愛知 瑞穂 10/18

4 1.05.03 * 河合 夏希 田原東部中 3 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

5 1.06.28 * 金子 茉梨華 江南宮田中 2 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

6 1.09.21 * 和田 美優 ＡＣ一宮Ｊｕｎｉｏｒ 3 尾張記録会 愛知 一宮 9/20

7 1.11.43 * 玉置 咲菜 豊橋本郷中 1 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

8 1.11.48 * 古田 真穂 江南宮田中 1 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

9 1.13.24 * 佐々木 悠楽 豊橋羽田中 1 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

10 1.14.77 * 中野 楓花 豊川代田中 2 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

400m

 県中学記録 2.08.68 鈴木 亜由子 （豊橋陸上・豊城） 2006

 本年平均 2.16.660 昨年平均 2.15.702

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.11.42 * 壁谷 衿奈 竜海中 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

2 2.12.57 * 森 千莉 豊田浄水中 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

3 2.16.23 * 菅沼 梨瑚 愛知陸協 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

4 2.16.89 * 江藤 柚葉 刈谷東中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

5 2.17.37 * 内田 詩乃 矢作北中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

6 2.17.79 * 野村 美結 ＴＳＭ 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

7 2.18.35 * 林 彩夢 西尾鶴城中 2 西三河中学校秋季記録会 愛知 豊田 9/22

8 2.19.63 * 村松 杏音 豊橋陸上クラブ 1 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

9 2.19.69 * 柴田 桃花 弥富中 3 尾張記録会 愛知 一宮 9/19

10 2.20.00 * 副島 佑衣 竜南中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

800m

 県中学記録 4.24.74 鈴木 亜由子 （豊橋陸上・豊城） 2006

 本年平均 4.32.970 昨年平均 4.35.967

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 4.26.31 * 小嶋 聖来 岡崎六ツ美北中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

2 4.28.25 * 柴田 桃花 弥富中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

3 4.28.48 * 林 彩夢 西尾鶴中 2 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

4 4.29.33 * 壁谷 衿奈 竜海中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

5 4.30.06 * 中馬 蘭奈 逢妻中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

6 4.34.69 * 鈴村 愛菜 岡崎六ツ美北中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

7 4.39.57 * 杉浦 華夏 へきなん陸上クラブ 1 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

8 4.39.97 * 都築 優衣華 吉良中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

9 4.40.07 * 山本 理乃 名古屋猪高中 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

10 4.42.19 * 坂田 朋花 西尾平坂中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

1500m

− 81 −



 県中学記録 9.10.71 鈴木 亜由子 （豊橋陸上・豊城） 2006

 本年平均 10.12.16 昨年平均 9.58.10

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 09.52.35 * 小嶋 聖来 岡崎六ツ美北中 3 駅伝強化 愛知 知多 11/7

2 10.01.70 * 鈴村 愛菜 岡崎六ツ美北中 3 駅伝強化 愛知 知多 11/7

3 10.06.18 * 都築 優衣華 吉良中 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

4 10.13.33 * 渡辺 凛 ＳＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ3 駅伝強化 愛知 知多 11/7

5 10.13.70 * 渡辺 有咲 岡崎六ツ美北中 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

6 10.14.30 * 高橋 沙綾 刈谷ＡＣ 1 駅伝強化 愛知 知多 11/7

7 10.14.41 * 渡辺 愛来 岡崎六ツ美北中 1 駅伝強化 愛知 知多 11/7

8 10.17.35 * 松山 由奈 岡崎六ツ美北中 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

9 10.22.53 * 織田 晃帆ＳＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

10 10.25.74 * 水谷 侑愛 愛知陸協 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

3000m

 県中学記録 13.80 松本 佳音彩 （上社） 2018

 本年平均 16.677 昨年平均 14.387

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.02 -1.7* 林 美希 岡崎翔南中 3 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/4

2 15.14 -0.6* 松村 琴都 ＴＳＭ 3 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/4

3 16.84 -2.3* 時田 真歩 知立中 3 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

4 17.30 -2.3* 那波 瞳 安城東山中 2 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

5 17.50 -1.6* 中村 朱琳 西尾平坂中 2 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

6 17.85 -2.3* 成田 雛乃 葵中 2 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

7 18.09 -2.5* 中山 綾乃 岡崎岩津中 2 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

8 18.16 -2.5* 結城 陽香 葵中 2 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

8 18.16 -1.6* 柴田 はな 矢作北中 2 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

10 18.20 -2.3* 杉浦 育 安城南中 3 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

100mYH(76.2cm_8.5m)

 県中学記録 13.76 林 美希 （岡崎翔南中） 2020

 本年平均 14.573 昨年平均 14.199

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 13.76 -1.3* 林 美希 岡崎翔南中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/16

2 14.23 +0.7* 片山 心菜 城北中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

3 14.34 +1.2* 田島 七里香 ＴＳＭ 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

4 14.81 -1.3* 牛田 麻琴 豊橋南陽中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

5 14.90 -1.3* 熊谷 実華 ＹＲＣ 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

6 14.95 +1.8* 松村 琴都 ＴＳＭ 3 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

7 15.02 +0.1* 高塚 虹百 岡崎南中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 龍北 10/11

7 15.02 +1.8* 大和 令奈 ＴＳＭ岡崎 2 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

9 15.12 +0.6* 菊田 彩 ＴＳＭ 2 名古屋地区中学新人 愛知 瑞穂 9/22

10 15.24 +1.2* 椎屋 怜奈 ＴＳＭ 2 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

100mMH(76.2cm_8.0m)

− 82 −



チーム最高

 県中学記録(単） 47.65 2018

 本年度平均 50.777 昨年度平均 49.807

順位 記録 所属 選手/チーム 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 49.37 御幸山中
松浦紗良(3)⇒磯村怜佳(2)

⇒合田亜舞(3)⇒森田真暢(3)
全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

2 49.47 田原東部中
行田果奈朋(2)⇒高津采里(2)

⇒門間理莉(1)⇒佐藤俐有(2)
中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

3 50.57 知立竜北中
小木曽悠(3)⇒鈴木咲葉(3)

⇒鈴木虹葉(3)⇒中村叶恋(2)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

4 50.67 西尾平坂中
中村朱琳(2)⇒松永彩織(2)

⇒鈴木瑚々(2)⇒岩田祐香(2)
中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

5 50.77 江南古知野中
鈴木里歩(3)⇒林夏穂(2)

⇒竹内由奈(2)⇒青山和奏(3)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

6 50.91 神丘中
菱田れみ(3)⇒大谷遥香(3)

⇒越野友(2)⇒村田絢菜(3)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

7 51.09 振甫中
浜あい莉(2+)⇒原空音(2+)

⇒美濃島妃夏(1+)⇒加藤心春(2+)
名古屋市小中 愛知 瑞穂 1/26

8 51.38 安城ｼﾞｭﾆｱAC
佐野日香(1)⇒神谷朱里(1)

⇒細井杏菜(1)⇒山本遥(1)
西三河中学夏季 愛知 豊田 8/8

9 51.46 日進西中
森さくら(3)⇒布谷泉澄(3)

⇒永田未羽(2)⇒成田遥香(2)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

10 52.08 守山東中
伊藤凪紗(2+)⇒堀場結子(1+)

⇒千田日向(2+)⇒荒井奈桜(2+)
名古屋市小中 愛知 瑞穂 1/26

4×100mR

上郷（曽我･久野･沖･倉橋）

 県中学記録 46.72 2018

(単） 47.65 2018

 本年度平均 50.289 昨年度平均 49.004

順位 記録 所属 選手/チーム 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 49.37 御幸山中
松浦紗良(3)⇒磯村怜佳(2)

⇒合田亜舞(3)⇒森田真暢(3)
全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

2 49.47 田原東部中
行田果奈朋(2)⇒高津采里(2)

⇒門間理莉(1)⇒佐藤俐有(2)
中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

3 49.80 御幸山中
藤原杏優(2)⇒磯村怜佳(2)

⇒合田亜舞(3)⇒森田真暢(3)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

4 50.57 知立竜北中
小木曽悠(3)⇒鈴木咲葉(3)

⇒鈴木虹葉(3)⇒中村叶恋(2)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

5 50.67 西尾平坂中
中村朱琳(2)⇒松永彩織(2)

⇒鈴木瑚々(2)⇒岩田祐香(2)
中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

6 50.75 田原東部中
河合夏希(3)⇒佐藤俐有(2)

⇒高津采里(2)⇒石倉実侑(3)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

7 50.77 江南古知野中
鈴木里歩(3)⇒林夏穂(2)

⇒竹内由奈(2)⇒青山和奏(3)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

8 50.91 神丘中
菱田れみ(3)⇒大谷遥香(3)

⇒越野友(2)⇒村田絢菜(3)
中学通信 愛知 瑞穂 9/5

9 51.09 振甫中
浜あい莉(2+)⇒原空音(2+)

⇒美濃島妃夏(1+)⇒加藤心春(2+)
名古屋市小中 愛知 瑞穂 1/26

10 51.27 江南古知野中
鈴木萌香(2)⇒林夏穂(2)

⇒森那帆(2)⇒竹内由奈(2)
尾張選手権 愛知 一宮 10/17

愛知選抜(田島・飯田・沖・倉橋)

上郷（曽我･久野･沖･倉橋）

4×100mR

− 83 −



 県中学記録 1.73 今泉 美紀 （三谷） 1990

1.73 今井 美希 (平針) 1990

 本年平均 1.566 昨年平均 1.593

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.64 * 林 美希 岡崎翔南中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/16

2 1.58 * 鰐部 茜 愛知陸協 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

2 1.58 * 太田 結愛 ＴＳＭ 3 名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂 12/13

4 1.55 * 田島 七里香 尾張旭西中 3 知多愛日中学夏季 愛知 知多 8/2

4 1.55 * 寺島 慶 汐路中 2 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

4 1.55 * 安藤 奏乃 ＴＳＭ岡崎 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

7 1.51 * 高塚 虹百 ＴＳＭ岡崎 2 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

8 1.50 * 春日 凛 名古屋東港中 2+ 名古屋市小中競技会 愛知 瑞穂 1/26

8 1.50 * 沢 実伶 西尾平坂中 3 西三河中学夏季 愛知 豊田 8/8

8 1.50 * 原田 碧 豊橋羽田中 2 東三河新人 愛知 豊橋 10/4

8 1.50 * 岡本 結衣 豊川東部中 1 東三河新人 愛知 豊橋 10/4

8 1.50 * 林 咲希 江南古知野中 2 尾張選手権 愛知 一宮 10/18

走高跳

チーム最高

 県中学記録(単） 4.01.79 2014

 本年度平均 4.32.626 昨年度平均 4.18.838

順位 記録 所属 選手/チーム 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.55.60 ＴＳＭ
寺島慶(2)⇒片山心菜(3)

⇒松村琴都(3)⇒林美希(3)
名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

2 4.25.32 汐路中
井上瑠波(2)⇒山内萌々華(2)

⇒寺島慶(2)⇒山田侑佳(1)
名古屋選手権 愛知 瑞穂 10/18

3 4.27.90 ＡＣ一宮Junior
石田莉子(2)⇒山下紗寧(3)

⇒神田華音(1)⇒和田美優(3)
尾張選手権 愛知 一宮 10/18

4 4.44.35 大高中
後藤杏莉(2)⇒高野美優(2)

⇒徳山碧(1)⇒杉浦美夕(2)
名古屋選手権 愛知 瑞穂 10/18

5 5.09.96 豊明栄中
大沢彩乃(2)⇒中野華実(2)

⇒中村美波(2)⇒富田真果(2)
名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

大高（江頭･鈴木･山口･柴崎）

4×400mR

 県中学記録 3.53.97 2017

(単） 4.01.79 2014

 本年度平均 4.36.85 昨年度平均 4.09.06

順位 記録 所属 選手/チーム 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.55.60 ＴＳＭ
寺島慶(2)⇒片山心菜(3)

⇒松村琴都(3)⇒林美希(3)
名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

2 4.25.32 汐路中
井上瑠波(2)⇒山内萌々華(2)

⇒寺島慶(2)⇒山田侑佳(1)
名古屋選手権 愛知 瑞穂 10/18

3 4.27.90 ＡＣ一宮Junior
石田莉子(2)⇒山下紗寧(3)

⇒神田華音(1)⇒和田美優(3)
尾張選手権 愛知 一宮 10/18

4 4.44.35 大高中
後藤杏莉(2)⇒高野美優(2)

⇒徳山碧(1)⇒杉浦美夕(2)
名古屋選手権 愛知 瑞穂 10/18

5 4.46.34 ＡＣ一宮Junior
和田美優(3)⇒山下紗寧(3)

⇒橋本美颯(3)⇒橋本美空(3)
③尾張記録会 愛知 一宮 9/19

6 4.48.51 ＡＣ一宮Junior
和田美優(3)⇒井之輪栞(2)

⇒橋本美空(3)⇒橋本美颯(3)
尾張記録会 愛知 一宮 8/23

7 5.09.96 豊明栄中
大沢彩乃(2)⇒中野華実(2)

⇒中村美波(2)⇒富田真果(2)
名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

TSM(高嵜・澤・中西百・大井)

大高（江頭･鈴木･山口･柴崎）

4×400mR
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 県中学記録 3.00 佐藤  愛 (千種) 2011

3.00 浦野 ななの (東浦北部) 2016

 本年平均 2.517 昨年平均 2.629

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.80 * 岡部 陽奈 逢妻中 2 西三河中学夏季 愛知 豊田 8/8

2 2.72 * 草野 咲蕾 ⿁崎中 2 愛知県ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/12

3 2.70 * 都築 彩花 西尾鶴城中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

3 2.70 * 松本 希 西尾鶴城中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

5 2.30 * 藤原 早紀 名古屋守山中 2+ 名古屋市小中競技会 愛知 瑞穂 1/26

6 2.20 * 高須 柚寿 西尾鶴城中 3 西三河中学春季 愛知 豊田 7/26

6 2.20 * 水野 向葵 愛知陸協 3 知多愛日中学夏季 愛知 知多 8/2

6 2.20 * 石原 咲季 東浦北部中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

6 2.20 * 後藤 芽生 宝神中 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

10 2.10 * 高瀬 杏美 名古屋守山中 2+ 名古屋市小中競技会 愛知 瑞穂 1/26

棒高跳

 県中学記録 5.99 松村 琴都 (ＴＳＭ) 2020

 本年平均 5.391 昨年平均 5.483

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 5.99 +1.6* 松村 琴都 ＴＳＭ 3 名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 11/8

2 5.40 -0.2* 渡辺 実優花 木曽川中 3 県ジュニア 愛知 瑞穂 8/30

3 5.35 +0.8* 武井 葉夏 岩倉南部中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

4 5.31 +1.2* 市川 彩乃 知立中 3 愛知県ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/12

5 5.30 +0.9* 酒井 菜胡 雁が音中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

6 5.20 -0.1* 新井 沙也加 なごや陸上ク 2 名古屋地区中学新人 愛知 瑞穂 9/22

7 5.19 +1.4* 寺島 慶 汐路中 2 名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 11/8

8 5.15 -1.2* 河合 くるみ 豊川東部中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

9 5.02 -1.6* 中田 もえ 愛知陸協 3 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

10 4.97 +0.8* 水野 文由里 ＴＳＭ 2 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

5.36 * 田島 七里香 ＴＳＭ 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

走幅跳

 県中学記録 15.94 山田 真央 (御幸山中) 2020

 本年平均 12.531 昨年平均 12.946

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 15.94 * 山田 真央 御幸山中 3 名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂 12/13

2 12.85 * 平岩 里彩 名古屋守山中 2 名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 11/8

3 12.01 * 村瀬 晴菜 名古屋大高中 2+ 名古屋市小中競技会 愛知 瑞穂 2/23

3 12.01 * 佐々木 安里 豊正中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

5 11.70 * 上出 聖華 春日井高蔵寺中 2 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

6 11.63 * 林 美希 岡崎翔南中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

7 11.58 * 川村 茉凛 名古屋守山東中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

8 11.50 * 成田 沙穂 桜田中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

9 11.47 * 伊藤 綾音 名古屋振甫中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

10 11.26 * 田島 七里香 ＴＳＭ 3 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

12.60 * 岡嶋 真帆 名古屋守山東中 3+ 名古屋市小中競技会 愛知 瑞穂 1/26

砲丸投(2.721kg)
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 県中学記録 37.11 伊藤 圭菜 (TSM) 2019

 本年平均 25.769 昨年平均 28.601

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 28.68 * 岩田 明樺梨 ＴＳＭ 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

2 28.42 * 山田 茉央 愛知陸協 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

3 28.09 * 小栗 由莉 牧の池中 3 名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 8/4

4 25.24 * 鷲尾 也哉子 瑞穂ケ丘中 3 愛知県ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/12

5 23.83 * 金山 未来 豊正中 3 愛知県ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/12

6 23.08 * 加藤 優貴 大口中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

7 23.04 * 小島 日依梨 名古屋守山東中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

8 21.88 * 山口 愛里加 神丘中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

9 21.78 * 船水 琴未 ⾧久手北中 1 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

10 21.68 * 河村 美来 ⾧久手北中 2 県中学生新人 愛知 瑞穂 10/31

円盤投(1.000kg)

参考種目

 県中学最高 56.43 堤 陽菜 2019

 本年平均 39.431 昨年平均 42.389

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 43.39 * 細貝 美桜 尾張旭西中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

2 43.29 * 木村 優星 知立竜北中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

3 39.72 * 諏訪 帆南 神丘中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

4 38.65 * ⾧谷川 叶美 愛知陸協 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

5 38.05 * 成田 沙穂 桜田中 2 名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 11/8

6 36.81 * 松原 愛実 城北中 2 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

7 36.11 * 上杉 心菜 名古屋富田中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

8 34.89 * 岩田 麻里 千種台中 2 名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 11/8

9 34.71 * 伊藤 優亜 愛知陸協 1 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

10 34.35 * 松葉 桃香 桜田中 2 名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂 12/13

ジャベリックスロー（300g）

(東郷ＡＣ)

 県中学記録 3233 林 美希 (TSM) 2020

 本年平均 2672.1 昨年平均 2686.6

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

3233 * 林 美希 岡崎翔南中 3 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/17

2975 * 田島 七里香 ＴＳＭ 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

2617 * 太田 結愛 ＴＳＭ 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

2557 * 高塚 虹百 ＴＳＭ岡崎 2 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

2517 * 寺島 慶 汐路中 2 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

2420 * 椎屋 怜奈 ＴＳＭ 2 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

2386 * 打田 瞳美 ＴＳＭ 2 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

2304 * 井坂 優里 ＴＳＭ 1 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

2241 * 内田 愛夕 名古屋港南中 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

2081 * 白鳥 七聖 ＴＳＭ 3 中学通信 愛知 瑞穂 8/29

13.76(-1.3)-1.64-11.19-25.64(-0.9)----

14.34(+1.2)-1.55-10.83-26.17(-0.5)----

16.55(-0.6)-1.30-9.45-29.33(-2.0)----

16.55(-0.6)-1.40-9.41-28.52(-2.0)----

15.60(+0.4)-1.48-7.54-28.77(+3.0)----

15.50(+1.2)-1.52-10.35-27.83(-0.5)----

15.36(+0.4)-1.51-8.97-27.54(+3.0)----

15.90(-0.6)-1.55-8.42-27.33(-0.5)----

15.24(+1.2)-1.43-8.78-28.19(-0.5)----

15.89(+0.6)-1.40-9.93-28.13(+3.0)----

◎1

2

10

9

3

4

5

8

7

6

四種競技（中学）
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中学女子 参考・室内

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 8.89 * 坂口 由花 ＴＳＭ 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

2 8.94 * 高木 茜里 名古屋⾧良中 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

3 9.18 * 中西 百萌佳 ＴＳＭ 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 8.52 * 林 美希 ＴＳＭ 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

2 9.17 * 松浦 紗良 御幸山中 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

60mYH(76.2cm_8.5m) 

60mMH(76.2cm_8.0m)

摘要 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 7.65 室外 佐藤 俐有 田原東部中 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

2 7.92 室外 片山 心菜 ＴＳＭ岡崎 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城ホール 2/1

60m
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