
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　幸人

ス タ ー ト 審 判 長 市川　陽明

跳 躍 審 判 長 中尾　洋一

投 て き 審 判 長 中尾　洋一

招 集 所 審 判 長 小林　暎冶

記 録 主 任 阿部　哲也

日付 種目

湯浅　幸介(3) 11.41(+0.5) 田原　慧人(3) 11.57(+0.5) 稲澤　柊哉(3) 11.89(+0.5) 沓名　龍希(3) 11.91(+0.5) 万前　瑞葵(2) 11.97(+0.2) 曽我　亮太(3) 12.12(+0.5) 鈴木　雅也(3) 12.13(+0.2) 新實　篤和(3) 12.17(+0.5)
上郷 六ツ美 上郷 猿投 知立 六ツ美北 安城南 鶴城

犬塚　丈瑠(3) 12.17(+0.2)
六ツ美

湯浅　幸介(3) 23.18(-0.5) 田原　慧人(3) 23.55(-0.5) 杉本　翔音(3) 23.80(-1.4) 松本　拓斗(3) 23.84(-0.5) 伊藤　圭吾(3) 24.44(-0.5) 藤澤　登生(3) 24.46(-1.4) 鳥越　誼彦(3) 24.51(-1.4) 新實　篤和(3) 24.55(-0.5)
上郷 六ツ美 前林 矢作 矢作 六ツ美北 西尾東部 鶴城
杉本　翔音(3) 53.75 太田　悠斗(3) 54.34 板倉　愛翔(3) 54.47 玉木　裕真(3) 54.47 谷口　柊斗(3) 55.38 市川　海斗(3) 56.21 長尾　侑生斗(3) 56.60 沓名　龍希(3) 57.21
前林 岡崎南 朝日丘 六ツ美北 猿投 鶴城 知立 猿投
佐川　博也(3) 16.06(-0.1) 五島　陸(3) 16.27(-0.1) 鈴木　空也(3) 16.72(-0.1) 高橋　龍(3) 17.31(-0.1) 今泉　公貴(3) 17.62(-0.1) 千足　海都(3) 17.69(-0.1) 神谷　汰地(3) 17.77(-1.1) 國場　貴博(3) 17.89(-0.1)
六ツ美北 福岡 六ツ美 安城南 岡崎東海 葵 岡崎東海 西尾東部
上郷中 44.91 六ツ美北中A 45.68 鶴城中 46.58 福岡中 47.06 前林中 47.43 岡崎東海中 47.60 刈谷東中 47.61 朝日丘中A 47.76
神尾　一輝(3) 佐川　博也(3) 森　壮一郎(3) 五島　陸(3) 加藤　諒真(3) 神谷　汰地(3) 山口　凌汰(3) 板倉　大悟(2)
湯浅　幸介(3) 小林　贊(3) 鈴木　拓斗(3) 林　成弥(2) 杉本　翔音(3) 桑原　朋輝(3) 中平　歩(3) 中野　将豪(3)
稲澤　柊哉(3) 曽我　亮太(3) 市川　海斗(3) 後藤　大和(3) 國本　蒼太(3) 今泉　公貴(3) 花井　謙(3) 岡田　翔瑠(3)
岡田　陸玖(3) 藤澤　登生(3) 榊原　暉生(3) 山本　洸希(3) 森　汐音(3) 小島　颯太(2) 青野　蒼太(3) 板倉　愛翔(3)
新實　咲哉(3) 1m60 早川　幸希(3) 1m60 鈴木　大志(3) 1m55 石原　純成(3) 1m50 芦田　幸大(3) 1m50 フジムラ　ダイキ(3) 1m50 齋場　詢(3) 1m50
鶴城 安城北 鶴城 岡崎竜南 西尾東部 知立南 朝日丘

中野　将豪(3) 1m55
朝日丘

阿部　泰典(2) 43m91 青山　颯汰(3) 38m69 下野　大和(3) 34m77 飯島　大吉(3) 30m84 伊藤　快晟(3) 30m26 渡辺　隼人(2) 29m28 犬塚　大護(3) 28m10 前田　柊翔(3) 27m44
矢作北 西尾 西尾東部 西尾東部 岡崎竜南 六ツ美 西尾 前林
沖　美月(3) 12.91(-0.5) 石川　碧(3) 13.32(-0.5) 林　美希(1) 13.36(-0.3) 北田　野々花(2) 13.51(-0.5) 藪下　結乃(2) 13.62(-0.9) 田中　萌葉(3) 13.63(-0.5) 新實　彩乃(3) 13.65(0.0) 米丸　三沙希(3) 13.70(0.0)
上郷 甲山 TSM岡崎 岡崎北 上郷 岡崎竜南 西尾 六ツ美北
土居　心愛(3) 25.92(-2.0) 沖　美月(3) 26.33(-2.0) 倉橋　美穂(3) 26.65(-2.0) 土居　幸愛(2) 26.96(-2.0) 澤田　幸奈(3) 27.28(-1.3) 手島　美咲(3) 27.48(-2.0) 中根　葵(3) 27.71(-2.0) 芳賀　絵実香(3) 28.24(-1.3)
竜海 上郷 上郷 竜海 矢作 竜海 矢作 岡崎北
服部　　明日風(3) 15.33(-0.3) 本多　柚稀(3) 15.90(-0.3) 加藤　桜空(3) 16.07(-0.3) 齋藤　未来(3) 16.24(-0.3) 古俣　衣梨(3) 16.35(-0.3) 加治川　愛里(3) 16.77(-0.3) 谷村　日和(3) 16.80(-0.3) 永坂　衣舞妃(3) 16.93(-0.1)
明祥 平坂 岡崎竜南 矢作 高橋 福岡 逢妻 鶴城
上郷中 49.53 竜海中 49.62 矢作中A 51.40 六ツ美北中A 52.39 岡崎北中A 52.99 矢作北中 53.80 竜南中 54.17 岡崎南中A 54.38
曽我　日葵(2) 高倉　なな(3) 長谷川　葵(3) 杉本　恵美(3) 市川　茶子(3) 森田　琉水(2) 加藤　桜空(3) 三田　彩加(3)
久野　香奈(3) 土居　心愛(3) 澤田　幸奈(3) 永易　玲奈(2) 芳賀　絵実香(3) 宮道　杏琉(3) 田中　萌葉(3) 藤井　鈴奈(2)
沖　美月(3) 手島　美咲(3) 太田　愛美(3) 宮田　怜奈(3) 中村　咲絢(2) 森田　玲那(2) 岩見　珠希(3) 古東　千明(2)
倉橋　美穂(3) 土居　幸愛(2) 中根　葵(3) 米丸　三沙希(3) 北田　野々花(2) 三浦　美憂(3) 荻野　由菜(3) 酒井　優衣(3)
野村　美咲(3) 1m55 清水　千夏(2) 1m40 吉岡　夏希(3) 1m35 山本　愛子(3) 1m35 大須賀　文乃(3) 1m30
福岡 高浜南 竜海 西尾 鶴城

井上　萌美(3) 1m35 宮本　いろは(3) 1m35 小寺　ここる(2) 1m30
逢妻 六ツ美 六ツ美

浅見　なな(3) 1m30
矢作
倉　　　友美(3) 1m30
六ツ美北
今井　亜美(2) 1m30
前林
宗石　彩那(3) 1m30
刈谷東

清水　美有(3) 28m00 久田松　梨乃(3) 24m79 野田　瑠華(3) 23m50 本田　梨香(3) 21m66 佐奈田　彩(3) 21m57 坂井　美心(2) 21m11 中嶋　りょう(3) 20m54 山田　彩乃(3) 20m45
西尾 矢作北 六ツ美 六ツ美 六ツ美 知立 吉良 竜海

5位 6位 7位 8位

5月13日 中学3年男子110mH(0.914m)

5月13日 中学共通男子100m
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1位 2位 3位 4位

5月13日 中学共通男子200m

5月13日 中学共通男子400m

5月13日 中学共通男子4X100mR

5月13日 中学共通男子走高跳

5月13日
中学共通男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

(0.300kg)

5月13日 中学共通女子100m

5月13日 中学共通女子走高跳

5月13日 中学共通女子200m

5月13日 中学共通女子4X100mR

5月13日 中学3年女子100mH(0.762m)

5月13日
中学共通女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

(0.300kg)


