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日付 種目

栁瀬　功貴(3) 11.38(+0.3) 向井　悠汰(3) 11.38(+0.3) 加藤　颯真(3) 11.48(+0.3) 鈴木　由舞(3) 11.69(+0.4) 宮川　煌世(3) 11.77(+0.4) 日髙　嘉恩(2) 11.79(+0.3) 山田　凱斗(2) 11.79(+0.4) 久野　聡(2) 11.90(+0.3)
末野原中 安城南中 猿投台 末野原中 岡崎北 西尾東部中 西尾東部中 上郷中
濱名　新(2) 26.20(-1.5) 服部　仁弥(1) 26.32(-0.8) 山口　洸生(2) 26.86(-1.5) 齋藤　巧茉(2) 26.92(-1.5) 原口　聖陽(2) 27.26(-1.0) 長坂　虹(1) 28.12(-0.8) 小川　直人(1) 29.02(-1.5) 吉田　洸太(2) 29.10(-0.8)
福岡中 東山中 浄水中 竜海中 刈谷東中 常磐中 竜海中 篠目中
柴田　大和(2) 54.31 宮下　颯汰(2) 54.48 守内　麻騎(2) 57.69 杉浦　颯志(2) 57.87 西川　秀(2) 58.41 鈴木　達司(2) 59.37 南部　晃利(2) 59.85 平林　和磨(2) 59.85
矢作北中 城北中 猿投台 竜海中 刈谷東中 安祥中 矢作北中 ハイテクＡＣ
藤村　汰樹(2) 18.09(-1.7) 飯星　亮斗(2) 18.18(-1.6) 野上　歩積(2) 18.50(-1.7) 山田　蓮也(2) 18.70(-1.5) 塚田　王将(2) 19.01(-1.7) 長田　昇大(2) 19.56(-1.6) 石野　壱人(2) 19.60(-1.7) 加藤　侑貞(1) 19.67(-1.6)
岡崎北 竜海中 安城南中 刈谷東中 桜井 西尾一色中 西尾一色中 岡崎東海中
日比　建汰(2) 5m67(+0.5) 平林　駿登(2) 5m47(+1.3) 宮田　来樹(2) 5m18(+0.3) 飯田　優葵(2) 5m02(+1.4) 畔柳　大希(2) 4m97(+1.4) 梅本　憧威(2) 4m93(+1.0) 藤原　叶大(2) 4m78(+1.8) 森川　陽介(1) 4m67(+0.8)
刈谷東中 桜井 知立南中 福岡中 竜海中 愛知陸協 東山中 安城南中
北岡　知也(2) 16m67 湯浅　雅空(2) 12m00
高中 矢作北中
林　美希(3) 12.96(-0.9) 神谷　朱里(1) 13.23(-0.9) 吉本　結羅(2) 13.28(-0.9) 川口　莉絆(3) 13.40(-0.9) 杉浦　千恵(2) 13.49(-0.9) 松永　彩織(2) 13.54(-0.8) 仙石　華子(2) 13.62(-0.9) 野見山　寧祢(1) 13.66(-0.8)
翔南中 明祥中 富士松中 東山中 六ツ美中 平坂中 篠目中 富士松中
岩田　祐香(2) 26.97(+0.3) 鈴木　瑚々(2) 27.05(+0.3) 山本　遥(1) 27.77(+0.3) 小島　奈々(2) 28.04(+0.3) 田中　優星(1) 28.47(-0.6) 秋葉　莉帆(2) 28.52(+0.3) 井口　陽葉里(2) 29.02(+0.3) 宮本　紗那(2) 29.10(-1.1)
平坂中 平坂中 安城西中 岡崎東海中 安祥中 六ツ美中 竜南中 城北中
片山　心菜(3) 14.47(+0.9) 髙塚　虹百(2) 15.23(+0.9) 那波　瞳(2) 16.00(+0.9) 平塚　玲音(1) 16.33(+0.9) 新開　愛純(1) 16.40(+0.9) 柴田　はな(2) 16.50(+0.9) 富田　理央(2) 16.64(+0.4) 清水　くるみ(2) 17.11(+1.0)
城北中 岡崎南中 東山中 岡崎東海中 六ツ美北中 矢作北中 西尾東部中 三好丘中
大和　令奈(2) 4m79(+0.9) 近藤　愛(1) 4m38(-0.2) 尾形　瑞予(2) 4m36(+0.7) 杉浦　愛菜(2) 4m31(+0.3) 赤川　恭音(1) 4m27(+0.2) 堀　和月(1) 4m25(+1.2) 木村　真衣(2) 4m24(+1.3) 渡辺　星奈(1) 4m20(+1.1)
矢作北中 TSM岡崎 浄水中 前林中 ハイテクＡＣ 愛教大附属中 刈谷東中 碧南新川
伊藤　久め佳(2) 13m50 花井　茉結(2) 13m04 矢野　澄玲(2) 12m60 永谷　玲奈(1) 9m80 大當　いろは(1) 8m33
矢作北中 知立中 平坂中 矢作北中 矢作北中

凡例 

9月13日 中学女子走幅跳

9月13日 中学女子円盤投(1.000kg)

9月13日 中学女子100m

9月13日 中学女子200m

9月13日 中学女子100mH(0.762m)

9月13日 中学男子110mH(0.914m)

9月13日 中学男子走幅跳

9月13日 中学男子円盤投(1.500kg)

8位

9月13日 中学男子100m

9月13日 中学男子200m

9月13日 中学男子400m
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