
ト ラ ッ ク 審 判 長 木村　元彦

ス タ ー ト 審 判 長 木村　元彦

跳 躍 審 判 長 市川　陽明

投 て き 審 判 長 市川　陽明

混 成 審 判 長 木村　元彦・市川　陽明

招 集 所 審 判 長 入江　伸幸

記 録 主 任 阿部　哲也

日付 種目

岡本　紘太朗(2) 11.53(-0.1) 小野　真大(2) 11.53(-0.1) 藤井　志道(2) 11.68(-0.2) 長坂　虹(2) 11.91(-0.2) 鈴木　琉晟(2) 11.96(-0.2) 近藤　祐伍(1) 12.07(-1.1) 山内　達平(2) 12.11(-0.2) 金子　瑛士(2) 12.13(-0.3)
明祥中 東山中 篠目中 常磐中 依佐美中 前林中 安城JAC 前林中
小野　真大(2) 23.77(-1.0) 岡本　紘太朗(2) 23.79(-1.5) 戸谷　瞭太(2) 24.25(-1.5) 藤井　志道(2) 24.46(-1.5) 金子　瑛士(2) 24.81(-1.5) 渡辺 　匠翔(2) 24.82(-1.9) 服部　仁弥(2) 24.86(-1.5) 近藤　祐伍(1) 25.08(-1.5)
東山中 明祥中 竜海中 篠目中 前林中 浄水中 東山中 前林中
川添　蓮(2) 54.27 杉浦　圭(2) 56.39 荒川　隼輝(2) 56.57 小西　泰地(2) 57.75 加藤　侑貞(2) 57.89 井口　登生(2) 58.08 奥村　亮太(2) 58.29 渡辺 　匠翔(2) 58.52
岡崎岩津 前林中 翔南中 上郷中 岡崎東海中 末野原中 岡崎岩津 浄水中
坂田　剛(2) 2:04.38 中村　悠斗(2) 2:04.73 宮田　蓮(2) 2:06.70 三浦　昇馬(2) 2:14.36 村田　航基(2) 2:15.26 大山　七輝(2) 2:16.39 久田　隼己(2) 2:16.43 山西　裕月(2) 2:18.81
ＸＮＯＳ　ＡＣ GR S.T GR 岡崎岩津 甲山中 依佐美中 矢作中 三好丘中 翔南中
坂田　剛(2) 4:27.77 宮田　蓮(2) 4:28.83 松下　獅(2) 4:29.38 竹内　蓮(2) 4:29.43 今瀬　颯一朗(2) 4:31.21 柴田　貫慈(2) 4:32.31 兼定　星那(2) 4:36.90 安部　和希(2) 4:38.86
ＸＮＯＳ　ＡＣ 岡崎岩津 安城南中 保見中 六ツ美北中 S.T 矢作北中 葵中
伊藤　颯汰(2) 9:33.74 山本　光太郎(2) 9:43.25 松下　獅(2) 9:47.00 柴田　貫慈(2) 9:49.80 竹内　蓮(2) 10:01.02 山口　朝陽(2) 10:01.21 安部　和希(2) 10:08.08 藤澤　悠晃(2) 10:12.73
矢作北中 六ツ美中 安城南中 S.T 保見中 竜北中 葵中 矢作中
藤田　唯央(2) 15.89(-0.8) 森川　陽介(2) 16.48(-0.8) 許田　響(1) 17.12(+1.3) 時吉　智矢(2) 17.16(-0.8) 足立　拡都(2) 17.27(-0.8) 権田　颯志(1) 17.30(+1.3) 加藤　雅琉(2) 18.55(-1.7) 加藤　侑貞(2) 18.65(-0.8)
福岡中 安城南中 矢作中 城北中 矢作中 翔南中 甲山中 岡崎東海中
前林中 46.68 逢妻中 46.75 東山中 47.28 竜海中 47.79 矢作中 48.21 篠目中 48.49 翔南中 48.71 岡崎岩津 48.81
小島　叶大(2) 田實　英治(2) 服部　仁弥(2) 小川　直人(2) 許田　響(1) 宮本　倖尚(2) 権田　颯志(1) 太田　歩夢(2)
近藤　祐伍(1) 吉永　隆之介(2) 今村　琉翔(1) 上村　虹雅(2) 生田　昌長(2) 藤井　志道(2) 佐藤　太星(2) 宮田　蓮(2)
杉浦　圭(2) 三村　祐輝(2) 藤原　敬大(1) 小林　幹也(2) 間瀬　奏太(2) 髙須　蒼矢(2) 浅井　岳(2) 奥村　亮太(2)
金子　瑛士(2) 佐藤　迅(2) 小野　真大(2) 戸谷　瞭太(2) 加納　颯翔(2) 志賀　晴(1) 戸田　景斗(2) 川添　蓮(2)
山口　朝陽(2) 1m65 降旗　優佑(2) 1m50 小林　幹也(2) 1m45 松浦　凌雅(2) 1m40 上原　志優(1) 1m30
竜北中 六ツ美北中 竜海中 前林中 前林中

森田　伊織(2) 1m45 山本　敦大(2) 1m30
豊南中 甲山中

杉澤　翔世(2) 2m60 岩田　結翔(2) 2m20
ＸＮＯＳ　ＡＣ 竜海中
藤田　唯央(2) 5m91(+1.7) 辻本　智希(2) 5m76(+2.3) 佐藤　太星(2) 5m64(+0.1) 足立　拡都(2) 5m58(+0.9) 杉浦　佳樹(2) 5m32(+1.8) 生田　昌長(2) 5m30(+1.5) 前田　隼兵(2) 5m17(+1.3) 上村　虹雅(2) 5m17(+0.8)
福岡中 福岡中 公認5m73(+1.6) 翔南中 矢作中 安祥 矢作中 矢作中 竜海中
塚原　輝(2) 9m18 白久　本気(2) 8m94 松ケ野　万利(2) 8m86 野村　奏太(2) 8m73 阿部　優樹(2) 8m10 土屋　蓮(2) 7m87 藤崎　歓多(2) 7m71 佐藤　凌穏(2) 6m79
ＸＮＯＳ　ＡＣ 猿投台 福岡中 前林中 末野原中 前林中 矢作中 竜海中
白久　本気(2) 22m52 松ケ野　万利(2) 22m07 橋谷　拓実(2) 19m27
猿投台 GR 福岡中 GR TSM岡崎 GR
川口　創司(2) 1518点 荒木　永勝(2) 1350点 野村　桜希(2) 1153点
竜海中 猿投台 前林中

19.13(-0.1)-8m79

1m40-1:07.29

21.64(-0.1)-8m09

1m40-1:05.95

10月17日 男子円盤投(1.500kg)

18.54(-0.1)-8m74

1m45-1:04.18

10月9日 
～10日

男子四種競技

10月9日 男子棒高跳

10月10日 男子走幅跳

10月9日 男子砲丸投(5.000kg)

10月10日 男子110mH(0.914m/9.14m)

10月10日 男子4X100mR

10月9日 男子走高跳

10月10日 男子800m

10月9日 男子1500m

10月10日 男子3000m

8位

10月9日 男子100m

10月10日 男子200m

10月9日 男子400m

西三河中学校新人陸上競技大会 【21224301】
ウェーブスタジアム刈谷 【223130】10/9,10
岡崎市龍北運動場 【223160】10/17

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 木村　元彦

ス タ ー ト 審 判 長 木村　元彦

跳 躍 審 判 長 市川　陽明

投 て き 審 判 長 市川　陽明

混 成 審 判 長 木村　元彦・市川　陽明

招 集 所 審 判 長 入江　伸幸

記 録 主 任 阿部　哲也

日付 種目 8位

西三河中学校新人陸上競技大会 【21224301】
ウェーブスタジアム刈谷 【223130】10/9,10
岡崎市龍北運動場 【223160】10/17

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

山本　遥(2) 12.74(+1.4) 時任　陽菜(2) 12.81(+1.4) 佐野　日香(2) 12.85(+0.4) 野見山　寧祢(2) 12.92(+0.4) 田中　咲有(1) 13.02(+0.4) 神谷　朱里(2) 13.10(+0.4) 松澤　由奈(2) 13.15(+1.4) 竹内　沙葉(1) 13.31(+1.4)
安城西中 東山中 安城西中 富士松中 安城西中 明祥中 桜井中 末野原中
佐野　日香(2) 26.09(-1.3) 山本　遥(2) 26.84(-1.3) 時任　陽菜(2) 26.95(-1.3) 松澤　由奈(2) 27.04(-0.8) 野見山　寧祢(2) 27.13(-1.3) 田中　咲有(1) 27.22(-1.3) 竹内　沙葉(1) 27.76(-1.5) 梅村　実桜(2) 28.03(-1.5)
安城西中 安城西中 東山中 桜井中 富士松中 安城西中 末野原中 矢作中
杉浦　華夏(2) 2:16.38 冨澤　茉那(2) 2:17.85 宇野　莉里杏(2) 2:20.34 大畑　夢依里(2) 2:23.50 高橋　沙綾(2) 2:23.72 佐藤　里帆(2) 2:24.24 石田　恵梨果(2) 2:29.18 鈴木　ちひろ(1) 2:30.76
西端中 GR 甲山中 GR 篠目中 GR ＸＮＯＳ　ＡＣ 刈谷南中 前林中 知立南中 S.T
杉浦　華夏(2) 4:39.21 宇野　莉里杏(2) 4:50.70 大畑　夢依里(2) 4:54.01 高橋　沙綾(2) 4:54.13 江藤　杏奈(1) 4:54.30 犬塚　美桜(1) 4:54.81 石田　恵梨果(2) 4:56.79 近藤　真依(1) 5:07.68
西端中 GR 篠目中 ＸＮＯＳ　ＡＣ 刈谷南中 刈谷東中 矢作北中 知立南中 幸田中
平塚　玲音(2) 15.02(-0.1) 山本　星姫(1) 15.54(-0.1) 黒栁　紗依(1) 16.22(-0.1) 間瀬　奏波(1) 16.90(-0.1) 近藤　　由奈(2) 17.11(-0.1) 滝沢　林子(2) 17.21(+1.3) 杉浦　若菜(2) 17.44(+1.3) 棚橋　呼春(2) 17.44(+1.3)
岡崎東海中 =GR 幸田中 甲山中 幸田南部中 岡崎岩津 ＸＮＯＳ　ＡＣ 安祥 桜井中
安城西中 51.87 東山中 52.24 矢作中 53.32 桜井中 54.20 甲山中 54.47 美川中 55.04 豊南中 55.11 ＸＮＯＳ　ＡＣ 55.30
田中　咲有(1) 永井　優芽(2) 津田　琴音(2) 棚橋　呼春(2) 菱田　咲貴(2) 髙橋　澪里(1) 中屋　暢胡(2) 中島　彩菜(2)
山本　遥(2) 奥山　　莉奈(1) 弓木野　杏純(2) 松澤　由奈(2) 黒栁　紗依(1) 本多　菜夏(2) 山岸　弓乃(1) 滝沢　林子(2)
佐野　日香(2) 伏木　杏莉(1) 山本　真莉菜(1) 後藤　咲心(1) 入山　五葉(2) 塩谷　なつみ(2) 東城　咲美(1) 川部　栞奈(2)
水谷　悠那(2) 時任　陽菜(2) 梅村　実桜(2) 角谷　祐生子(1) 近藤　愛(2) 稲吉　由奈(2) 岩倉　由依(2) 禰冝田　美奈(2)
鏡味　あい(2) 1m50 菱田　咲貴(2) 1m45 伊藤　陽南(1) 1m45 三宅　奈々(2) 1m45 石田　結女(2) 1m40 磯　くるみ(2) 1m40 佐々木　凜娃(2) 1m35
知立中 甲山中 竜北中 猿投台 葵中 城北中 猿投台

太田　妃菜(2) 1m40
朝日丘中

禰冝田　美奈(2) 2m20
ＸＮＯＳ　ＡＣ
赤川　恭音(2) 5m18(+1.7) 奥山　　莉奈(1) 5m00(+3.0) ダニエック　シドニー(2) 4m98(+2.5) 近藤　愛(2) 4m98(+3.4) 山岸　未來(2) 4m88(+2.4) 永井　優芽(2) 4m80(+2.5) 山口　柚依(2) 4m43(+5.4) 四戸 　実子(2) 4m41(+3.0)
猿投中 =GR 東山中 公認4m81(+2.0) 刈谷南中 公認4m82(+2.0) 甲山中 公認4m84(+1.9) 桜井中 公認記録なし 東山中 公認4m57(+1.2) 岡崎南中 公認4m12(+0.8) 高橋中 公認4m31(+0.8)

新開　愛純(2) 10m93 今井　優希(1) 9m10 足名　珠琴(2) 8m60 渡邉 　南実(2) 8m59 柴田　帆南(2) 8m57 尾﨑　蒼月美(2) 8m19 柴田　佳歩(2) 8m17 森　一紗(2) 7m23
六ツ美北中 GR 岡崎南中 六ツ美北中 浄水中 前林中 東山中 美川中 竜海中
伏木　杏莉(1) 24m46 樋渡　凪(2) 16m35 塚本　凪南(1) 15m10
東山中 GR ＸＮＯＳ　ＡＣ ＸＮＯＳ　ＡＣ
平塚　玲音(2) 2436点 山本　星姫(1) 2225点 新開　愛純(2) 2193点 近藤　愛(2) 2130点 間瀬　奏波(1) 2068点 夏目　純佳(1) 2023点 黒栁　紗依(1) 1938点 渡辺　星奈(2) 1867点
岡崎東海中 幸田中 六ツ美北中 甲山中 幸田南部中 矢作北中 甲山中 碧南新川

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

17.75(0.0)-1m40

7m56-30.19(-1.1)

16.39(-0.2)-1m35

8m04-29.21(-1.1)

16.94(-1.1)-1m40

8m12-29.73(-1.1)

16.05(0.0)-1m25

7m95-30.10(-1.1)

15.54(0.0)-1m40

8m12-29.28(-1.1)

16.20(0.0)-1m25

10m42-28.57(-1.1)

16.22(0.0)-1m35

8m32-28.89(-1.1)

10月17日 女子円盤投(1.000kg)

15.43(-0.2)-1m50

8m23-28.20(-1.1)

10月9日 
～10日

女子四種競技

10月9日 女子棒高跳

10月10日 女子走幅跳

10月10日 女子砲丸投(2.721kg)

10月10日 女子100mH(0.762m/8.00m)

10月10日 女子4X100mR

10月9日 女子走高跳

10月10日 女子200m

10月10日 女子800m

10月9日 女子1500m

10月9日 女子100m


