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日付 種目

天野　啓太(3) ※ 松井　寛翔(3) ※ 髙畑　蓮(3) 4:24.48 熱海　琢人(2) 4:26.60 加藤　快都(2) 4:29.73 山上　峻汰(2) 4:35.25 辻　陽介(2) 4:36.04 武田　爽太郎(3) 4:37.33
翔南 逢妻 矢作北 六ツ美 安城西 甲山 矢作北 刈谷東
松井　寛翔(3) 4:15.80 天野　啓太(3) 4:24.88
逢妻 翔南
河野　温喜(3) 9:12.29 松井　寛翔(3) 9:14.23 髙山　瑞士(3) 9:25.20 和田　侑磨(3) 9:26.45 山田　直希(3) 9:31.22 竹田　大輔(3) 9:31.66 内山　駿(3) 9:39.55 尾崎　健太(3) 9:45.89
葵 逢妻 竜南 新川 上郷 矢作 末野原 安城西
金原　一惺(2) 16.25 松嶋　計太(2) 16.96 服部　虎之介(2) 17.52 上野　靖起(2) 17.56 杉浦　颯志(1) 17.85 杉江　圭都(2) 18.71 三田　唯人(1) 19.38
吉良 六ツ美北 新川 知立 TSM岡崎 鶴城 TSM岡崎
髙須　敦史(2) 16.25(+0.5) 北村　櫂(3) 17.32(+0.5) 海老原　竜也(2) 17.81(+0.5) 原田　峻希(2) 18.80(+0.5) 髙須　力(3) 18.96(+0.5) 大畑　貴裕(2) 19.11(+0.5) 田中　亮伍(3) 19.21(+0.5) 神谷　祐生(2) 19.45(+0.5)
平坂 西尾 平坂 桜井 鶴城 知立 六ツ美北 安城南
古橋　航青(2) 5m84(0.0) 松井　飛夏(2) 5m56(-0.3) 本田　脩真(2) 5m15(-0.8) 鈴木　鴻明(3) 5m05(-0.6) 近藤　晃由(2) 4m95(+0.1) 久徳　一翔(2) 4m85(-0.4) 今村　柚貴(1) 4m83(+0.2) 恵良　龍貴(2) 4m78(-0.3)
竜北 雁が音 逢妻 西尾 鶴城 平坂 知立南 西尾
阿知波　宏斗(2) 11m66 松田　流輝(2) 10m32 稲熊　孝亮(2) 8m26 木村　羽玖(2) 7m41 松原　一輝(2) 7m37 北山　龍(3) 6m80 早川　佳希(2) 6m71 荻野　堪太(2) 6m48
平坂 福岡 安城南 竜北 TSM岡崎 知立 吉良 鶴城
瀧村　蓮(3) 1911点 伊藤　暖明人(3) 1637点 ペニーラ　アンドルウ(2) 1530点 森川　湊(2) 1464点 鈴木　爽介(3) 1422点 平橋　隼人雪(2) 1346点 皆川　朋輝(2) 1302点 牧野　雄也(3) 1099点
矢作 岡崎北 逢妻 岡崎北 美川 刈谷東 前林 吉良

森　千莉(2) 2:20.43 火山　華(1) 2:26.72 宇井　優月(2) 2:27.28 副島　佑衣(1) 2:28.44 加藤　春菜(2) 2:30.62 伊藤　華(2) 2:30.79 榊原　彩羽(2) 2:35.01 藤井　音寧(1) 2:35.13
浄水 S.T 安城北 竜南 前林 知立 西尾一色 S.T
内山　由菜(3) 4:51.62 坂田　朋花(2) 4:52.14 中馬　蘭奈(2) 4:54.54 山田　はるの(2) 5:01.47 武藤　苺花(2) 5:01.53 鈴木　陽香(3) 5:03.00 金田　茉耶(2) 5:09.13 田中　小萩(2) 5:09.64
逢妻 平坂 逢妻 葵 葵 浄水 六ツ美北 西尾
三ツ矢　妃奈(3) 10:47.21 谷口　晴菜(3) 10:54.53 平岡　彩花(3) 11:16.98 山口　紋奈(3) 11:32.52 内藤　桜(3) 12:03.59 内山　詩音(3) 12:12.61 石川　恵里加(2) 12:28.30 林　実祐里(2) 12:49.04
西尾一色 新香山 六ツ美北 依佐美 吉良 へきなん陸上クラブ へきなん陸上クラブ 前林
林　美希(2) 14.42(+0.3) 片山　心菜(2) 14.61(+0.3) 長野　沙弥(2) 15.94(+0.3) 鈴木　美和(3) 16.28(+0.3) 小野山　静流(2) 16.31(+0.3) 髙塚　虹百(1) 16.69(+0.3) 佐藤　胡花(3) 16.75(+0.2) 近藤　芽依(2) 16.81(+0.2)
翔南 城北 岡崎北 知立南 鶴城 TSM岡崎 岡崎南 平坂
市川　彩乃(2) 5m16(+0.4) 酒井　菜胡(2) 5m11(-0.6) 齋藤　羽花(2) 4m70(-0.4) 平岩　穂(2) 4m47(-0.4) 杉浦　千恵(1) 4m41(-0.4) 大和　令奈(1) 4m25(-1.2) 川端　愛奈(2) 4m18(-1.0) 岩田　真実(2) 4m17(+0.4)
知立 雁が音 浄水 六ツ美北 TSM岡崎 TSM岡崎 三好丘 鶴城
古木　日菜(2) 9m85 宮脇　美桜(3) 9m62 谷村　和佳(2) 8m49 野澤　愛香(3) 8m20 片岡　美羽(2) 7m74 木村　優星(2) 7m64 今泉　優菜(2) 7m27 木下　小暖(2) 7m04
浄水 鶴城 浄水 吉良 知立 竜北 城北 安城西
鈴木　菜美(3) 2550点 村松　優(3) 2365点 今井　亜美(3) 2180点 河内　千歳(3) 2013点 村松　優心(3) 1969点 稲垣　美侑(3) 1920点 小嶋　さつき(3) 1913点 箕浦　萌夏(3) 1795点
六ツ美北 平坂 前林 岡崎南 鶴城 竜南 岡崎北 六ツ美

※危機の不良により記録が測定できず。

18.10(-0.3)-1m45-9m06-27.53(+0.3) 18.34(+0.7)-1m45-9m23-29.55(+0.3) 17.49(+0.7)-1m25-9m73-28.97(+0.3) 17.04(+0.7)-1m30-8m16-29.62(+0.1) 18.04(-0.6)-1m35-9m78-30.41(+0.3) 18.42(+0.7)-1m35-7m28-29.25(+0.1)16.00(+0.5)-1m60-7m84-27.01(+0.3)

5月26日 中学女子四種競技

16.75(+0.7)-1m57-7m45-27.45(+0.3)

5月26日 BC女子砲丸投(2.721kg)

5月26日 BC女子走幅跳

5月26日 中学女子3000m

5月26日 BC女子100mH(0.762m)

5月26日 C女子800m

5月26日 B女子1500m

20.32(+0.4)-7m15-1m35-57.59 21.18(+0.4)-9m09-1m45-1:03.53 21.18(+0.4)-8m19-1m45-1:03.24 22.15(+0.7)-10m01-NM-59.9816.15(+0.7)-8m64-1m40-58.26

5月26日 中学男子四種競技

18.43(+0.7)-7m54-1m45-58.60 19.64(+0.4)-7m12-1m50-58.98 18.22(+0.7)-6m46-1m30-59.38

5月26日 BC男子走幅跳

5月26日 BC男子砲丸投(4.000kg)

5月26日
C男子100mH

風：+0.9

5月26日 B男子110mH(0.914m)

5月26日
BC男子1500m

再レース

5月26日 中学男子3000m

8位

5月26日 BC男子1500m

混成競技西三河予選会兼西三河中学校記録会　2019第２回西三河小学生記録会 【19223533】
ウェーブスタジアム刈谷 【223130】
2019/05/26 ～ 2019/05/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


