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日付 種目

山下　侑冴(2) 11.64(-0.6) 鈴木　一磨(2) 11.72(-0.6) 原田　和真(2) 11.88(-0.6) 松本　拓斗(2) 12.01(-0.6) 大浦　丞(2) 12.21(-0.6) 新實　篤和(2) 12.30(-0.6) 近藤　壮真(2) 12.31(-0.7) 森　大輔(2) 12.35(-0.6)

竜海 桜井 城北 矢作 浄水 鶴城 浄水 井郷

湯浅　幸介(2) 23.57(0.0) 原田　和真(2) 23.66(0.0) 鈴木　一磨(2) 23.84(-1.0) 山口　晴生(2) 24.00(0.0) 時田　雅紘(2) 24.81(-0.9) 伊藤　圭吾(2) 24.89(0.0) 柴田　海貴(2) 24.92(0.0) 森　大輔(2) 24.99(-0.9)

上郷 城北 桜井 浄水 翔南 矢作 矢作 井郷

吉田　稜矢(2) 53.22 杉本　翔音(2) 53.93 太田　悠斗(2) 54.13 伊藤　圭吾(2) 55.22 佐藤　渉真(2) 56.33 玉木　裕真(2) 56.65 國本　蒼太(2) 57.10 森川　晟(2) 57.38

猿投台 前林 岡崎南 矢作 浄水 六ツ美北 前林 岡崎北

板倉 愛翔(2) 2:07.78 大元 蓮斗(2) 2:09.41 杉浦　晴人(2) 2:11.13 早川　恭介(1) 2:12.61 林 秀吉(1) 2:15.40 田中　涼雅(2) 2:15.62 石田 知憲(2) 2:16.01 青井　琳彗(2) 2:16.05

朝日丘 朝日丘 知立 岩津 岡崎東海 常磐 朝日丘 岡崎北

松井　寛翔(1) 4:21.06 加藤　文太(2) 4:29.50 十河　拓平(1) 4:31.48 成田　悠人(2) 4:32.22 浅井　駿佑(2) 4:32.23 内山　陽太(2) 4:33.43 天野　啓太(1) 4:34.97 眞田　樹心(2) 4:35.06

逢妻 一色 竜海 末野原 美川 逢妻 翔南 高浜

鈴木　将矢(2) 9:15.76 酒井　健成(2) 9:40.27 本間　脩規(2) 9:42.39 天野　威風(2) 9:46.30 谷村　恒晟(2) 9:51.51 南　怜生(2) 9:59.30 的場　温大(2) 10:01.06 鈴木　健太(2) 10:01.73

逢妻 上郷 甲山 岡崎南 上郷 甲山 六ツ美北 上郷

鈴木　空也(2) 16.70(-0.4) 國場　貴博 17.65(-0.4) 五島　　陸(2) 17.66(-0.4) 中尾　理飛斗(2) 17.73(-0.4) 佐川　博也(2) 17.94(-0.4) 今泉 公貴(2) 17.98(-0.4) 近藤　杏空(2) 18.04(-0.4) 高橋　龍(2) 18.04(-0.4)

六ツ美 西尾東部 福岡 新香山 六ツ美北 岡崎東海 美川 安城南

上郷 46.00 浄水 46.33 矢作 46.59 六ツ美 46.62 六ツ美北 47.50 岡崎東海 47.57 安城南 47.96 鶴城 48.01

神尾　一輝(2) 近藤　壮真(2) 柴田　海貴(2) 鈴木　空也(2) 佐川　博也(2) 神谷 汰地(2) 杉田　悠綺(2) 市川　海斗(2)

湯浅　幸介(2) 大浦　丞(2) 伊藤　圭吾(2) 田原　慧人(2) 小林　贊(2) 石川 陽ノ介(1) 鈴木　雅也(2) 神取　昂応(2)

稲澤　柊哉(2) 吉田　隼麻(2) 髙橋　諒(1) 玉野　大智(2) 曽我　亮太(2) 今泉 公貴(2) 兼井　琉星也(2) 近藤　大将(2)

柴田　凪都(2) 山口　晴生(2) 松本　拓斗(2) 犬塚　丈瑠(2) 藤澤　登生(2) 桑原 朋輝(2) 楠見　テンシ(2) 榊原　暉生(2)

田中　鉄馬(2) 1m75 鈴木　琉太(2) 1m70 熊崎　航(2) 1m65 長谷川　豪(1) 1m65 中野 将豪(2) 1m60 新實　咲哉(2) 1m60 猪口　竜之介(2) 1m55 安藤　瑞輝(2) 1m55

城北 新香山 竜南 新川 朝日丘 鶴城 福岡 安城南

谷口　柊斗(2) 3m50 吉村　亮祐(2) 2m50

猿投 六ツ美北

曽我　亮太(2) 5m69(-1.6) 池ヶ谷　賢吾(2) 5m52(-0.9) 藤島　圭佑(2) 5m52(-1.3) 時田　雅紘(2) 5m34(-0.8) 髙野　大地(2) 5m33(+1.3) 柴田　凪都(2) 5m32(-1.2) 前田　直樹(2) 5m24(+0.8) 立野　秀(1) 5m07(-0.1)

六ツ美北 竜北 美川 翔南 桜井 上郷 知立南 一色

近藤　大将(2) 9m40 西川　大貴(2) 8m67 阿部　慧吾(1) 8m61 岡本　健伸(2) 8m43 岩附　大雅(2) 8m37 池添　聖矢(2) 8m17 佐藤　遼(2) 8m16 村瀬　カイキ(2) 8m08

鶴城 六ツ美 上郷 刈谷東 矢作北 新香山 常磐 鶴城

手島　美咲(2) 12.73(+0.3) 藤井　鈴奈(1) 12.74(+0.3) 藤原　古都羽(2) 12.93(+0.3) 北田　野々花(1) 12.95(+0.3) 土居　幸愛(1) 12.96(+0.3) 澤田　幸奈(2) 13.14(+0.3) 磯貝　茅於(2) 13.27(+0.3) 藤江　美空(1) 13.42(+0.3)

竜海 岡崎南 甲山 岡崎北 竜海 矢作 鶴城 幸田北部

土居　心愛(2) 25.29(-0.3) 倉橋　美穂(2) 25.31(-0.3) 沖　美月(2) 26.15(-0.3) 川澄　千晶(2) 26.80(-0.3) 中根　葵(2) 27.04(-0.4) 手島　美咲(2) 27.25(-0.3) 石川　碧(2) 27.69(-0.4) イシマツ　ナオミ(2) 27.87(-0.4)

竜海 上郷 上郷 鶴城 矢作 竜海 甲山 知立南

谷口　晴菜(1) 2:20.58 衣川　陽菜(2) 2:22.48 清水　美来(2) 2:22.69 森　千紘(2) 2:23.75 鈴木　双葉(2) 2:25.23 内山　由菜(1) 2:26.94 飯田　菜々子(1) 2:27.80 高見　英里(2) 2:29.23

新香山 甲山 矢作北 翔南 福岡 逢妻 愛教大附属 竜海

山川　紗季(1) 4:46.82 林　愛望(1) 4:46.84 浅野　寿佳(2) 4:49.29 杉浦　花音(2) 4:52.15 渡邉　絢香(2) 4:55.09 雨宮　沙空(2) 5:01.46 磯部　早良(2) 5:01.67 石﨑　真衣(2) 5:01.88

幸田 鶴城 岩津 矢作 新香山 岩津 矢作 一色

服部　明日風(2) 15.09(-1.1) 齋藤　未来(2) 15.70(-1.1) 本多　柚稀(2) 15.84(-1.1) 加治川　愛里(2) 16.30(-1.1) 古俣　衣梨(2) 16.30(-1.1) 加藤　桜空(2) 16.87(-1.1) 森田　琉水(1) 17.11(-1.2) スミス　にこら(1) 17.22(-1.1)

明祥 矢作 平坂 福岡 高橋 竜南 矢作北 明祥

竜海 49.82 上郷 50.42 矢作 50.57 甲山 51.88 翔南 52.75 岡崎北 52.86 桜井 53.06 六ツ美北 53.09

高倉　なな(2) 藪下　結乃(1) 太田　愛美(2) 大石　晴香(2) 大西　玲那(2) 菅野　桜音(1) 平林　京果(1) 杉本  恵美(2)

土居　心愛(2) 倉橋　美穂(2) 中根　葵(2) 石川　碧(2) 永松　ちずる(2) 芳賀　絵実香(2) 神谷　莉子(1) 永易　玲奈(1)

手島　美咲(2) 沖　美月(2) 齋藤　未来(2) 兵藤　美咲(1) 浅井　遥(1) 中村　咲絢(1) 安藤　颯良(1) 宮田　怜奈(2)

土居　幸愛(1) 伊藤　風香(1) 澤田　幸奈(2) 藤原　古都羽(2) 野々山　綺音(2) 北田　野々花(1) 川澄　有彩(2) 米丸三沙希(2)

野村　美咲(2) 1m55 野澤 知世(2) 1m50 中原　唯菜(2) 1m45 井上　萌美(2) 1m45 浅見　なな(2) 1m40 村松　優(1) 1m35

福岡 岡崎東海 末野原 逢妻 矢作 平坂

鈴木　菜美(1) 1m50 吉岡　夏希(2) 1m35

六ツ美北 竜海
永松　ちずる(2) 4m86(+1.3) 二村　真央(2) 4m86(+1.6) 岩見　珠希(2) 4m83(+0.6) 宮道　杏琉(2) 4m66(+2.3) 山田　紗瑛(1) 4m54(+1.4) 蒲野　なつみ(2) 4m46(+1.2) 荻野　由菜(2) 4m45(+1.9) 木村　柚月(2) 4m42(+0.7)

翔南 鶴城 竜南 矢作北 公認4m59(+1.1) 安城南 河合 竜南 豊南

戸田　彩穂(2) 9m32 浅田　結衣(1) 9m30 鈴木　彩香(1) 9m16 杉浦　遥(2) 9m14 山本　桜子(2) 8m61 安藤　菜那(2) 8m55 星  桃子(2) 8m37 片岡　紗羽(2) 8m27

末野原 鶴城 城北 六ツ美 六ツ美 逢妻 葵 知立
凡例 

西三河中学校新人陸上競技大会 【17224031】
豊田市運動公園陸上競技場 【222030】
2017/10/09 ～ 2017/10/09

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月9日 中学男子100m

10月9日 中学男子200m

10月9日 中学男子400m

10月9日 中学男子800m

10月9日 中学男子1500m

10月9日 中学男子3000m

10月9日 中学男子110mH(0.914m)

10月9日 中学男子4X100mR

10月9日 中学男子走高跳

10月9日 中学男子棒高跳

10月9日 中学男子走幅跳

10月9日 中学男子砲丸投(5.000kg)

10月9日 中学女子100m

10月9日 中学女子200m

10月9日 中学女子800m

10月9日 中学女子1500m

10月9日 中学女子100mH(0.762m)

10月9日 中学女子4X100mR

10月9日 中学女子砲丸投(2.721kg)

10月9日 中学女子走高跳

10月9日 中学女子走幅跳


