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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
２００ｍ 6/19 武本　凰希  (2) 24.59/+0.8

調川

内野　　玲  (3) 25.00/+0.8

志佐

谷口　　虹  (3) 25.16/+0.8

志佐

谷川　叶多  (3) 25.87/+0.8

御厨

内野　法幸  (1) 26.47/+0.8

志佐

東　　奏音  (3) 27.59/+0.8

御厨

白石　鈴平  (1) 31.02/+0.8

鷹島

丸山　亮雅  (1) 32.35/+0.8

御厨

４００ｍ 6/19 谷川　叶多  (3) 57.20

御厨

内野　　玲  (3) 57.42

志佐

立石　慶太  (3) 58.10

調川

峰松　　駿  (1)  1:01.70

志佐

坂本　聖名  (2)  1:03.56

御厨

８００ｍ 6/19 長谷川煌二  (3)  2:11.51

志佐

久保川　仁  (2)  2:12.61

調川

林　　大桜  (3)  2:13.32

御厨

前田　旺祐  (3)  2:13.73

御厨

野口　　晄  (3)  2:18.33

御厨

３０００ｍ 6/19 谷村　哲平  (3)  9:07.59

NGR御厨

吉浦　広翔  (2) 10:22.73

志佐

河野　貴広  (3) 10:22.96

調川

川添　祐季  (3) 10:53.40

調川

川畑　波琉  (3) 11:12.09

御厨

丸山　　愼  (3) 11:47.79

御厨

１１０ｍＨ

(0.914m)

6/19 和田　貴広  (3) 20.53/+1.1

御厨

走高跳 6/19 金子　脩汰  (3) 1m46

福島

田中　泰夢  (1) 1m46

今福

柿山　空駕  (2) 1m40

今福

峯　　悠都  (1) 1m30

志佐

走幅跳 6/19 白石　呼人  (3)   5m56/+1.5

鷹島

福田　瑛大  (2)   5m50/+0.4

御厨

吉田　叶太  (2)   5m30/+0.8

福島

松本　颯斗  (3)   5m04/+1.6

調川

和田　貴広  (3)   5m04/+1.4

御厨

金石陽日樹  (2)   4m94/+1.4

福島

奥川　蒼馬  (2)   4m92/+0.9

志佐

立山　煌晟  (2)   4m91/+1.5

今福

三段跳 6/19 白石　呼人  (3)  10m72/+1.6

鷹島

砲丸投

(5.000kg)

6/19 豊川　海音  (3)  11m22

福島

永野　楓真  (3)   7m92

志佐

脇山　颯汰  (3)   7m69

御厨

近藤　悠翔  (3)   7m60

御厨

上場真凪斗  (3)   6m01

青島

田口　彩人  (2)   6m01

青島

４×１００ｍ 6/19 御厨 48.15

谷村　哲平  (3)

福田　瑛大  (2)

前田　旺祐  (3)

谷川　叶多  (3)

志佐 50.75

内野　　玲  (3)

長谷川煌二  (3)

浦田　　翔  (1)

濱道　望絆  (3)

男子共
通

１００ｍ 6/19 谷口　　虹  (3) 12.14/+1.6

志佐

黒木　允章  (3) 12.93/+1.6

御厨

濱道　望絆  (3) 13.18/+1.6

志佐

豊田　南音　(3) 13.71/+1.6

今福

上場真凪斗  (3) 13.89/+1.6

青島

１５００ｍ 6/19 谷村　哲平  (3)  4:23.98

御厨

黒澤　和真  (3)  4:55.73

御厨

長谷川煌二  (3)  4:57.55

志佐

河野　貴広  (3)  5:00.92

調川

中嶋　大翔  (3)  5:02.15

御厨

中山　隼翔  (3)  5:02.96

調川

立石　慶太  (3)  5:15.86

調川

男子３
年

１００ｍ 6/19 武本　凰希  (2) 11.87/+2.1

調川

松本　陽向  (2) 12.19/+2.1

福島

福田　瑛大  (2) 12.41/+2.1

御厨

西吉　秀騎  (2) 12.90/+2.1

鷹島

奥川　蒼馬  (2) 12.92/+2.1

志佐

立山　煌晟  (2) 13.46/+2.1

今福

堤　　友夢  (2) 13.79/+2.1

御厨

藤崎　大志  (2) 13.92/+2.1

志佐

１５００ｍ 6/19 久保川　仁  (2)  4:54.25

調川

吉浦　広翔  (2)  4:59.99

志佐

　　宏太  (2)  5:13.00

御厨

濱道磨裟斗  (2)  5:14.15

御厨

板倉総二郎  (2)  5:25.93

志佐

久家　翔誠  (2)  5:27.50

御厨

田中　和志  (2)  5:39.61

志佐

４×１００ｍ 6/19 志佐 53.63

奥川　蒼馬  (2)

藤崎　大志  (2)

板倉総二郎  (2)

濵田　　凌  (2)

男子２
年

１００ｍ 6/19 内野　法幸  (1) 12.83/+0.7

志佐

村　知将  (1) 13.27/+0.7

調川

宮本　脩平  (1) 13.35/+0.7

志佐

峰松　　駿  (1) 13.36/+0.7

志佐

末永　　龍  (1) 13.74/+0.7

福島

脇山　蓮大  (1) 13.90/+0.7

福島

松坂　丞純  (1) 13.96/+0.7

御厨

前濱　羽輝  (1) 13.96/+0.7

福島

１５００ｍ 6/19 長谷川雅皇  (1)  4:55.45

志佐

田中　駿成  (1)  5:08.88

志佐

吉岡　陸翔  (1)  5:09.90

調川

浦田　　翔  (1)  5:15.82

志佐

門野　陸翔  (1)  5:25.45

調川

川崎　煌晟  (1)  5:27.17

調川

松坂　丞純  (1)  5:48.08

御厨

荒木亮多郎  (1)  5:48.42

御厨

４×１００ｍ 6/19 志佐 52.26

内野　法幸  (1)

宮本　脩平  (1)

峰松　　駿  (1)

福島　快進  (1)

調川 56.54

川崎　煌晟  (1)

村　知将  (1)

吉岡　陸翔  (1)

武本　駿都  (1)

御厨 57.24

荒木亮多郎  (1)

松坂　丞純  (1)

丸山　亮雅  (1)

谷川　光希  (1)

男子１
年

１００ｍＨ

(0.762m)

6/19 宮本　脩平  (1) 17.94/+1.5

志佐

福島　快進  (1) 20.17/+1.5

志佐

４×１００ｍ 6/19 調川 50.66

久保川　仁  (2)

村　知将  (1)

吉岡　陸翔  (1)

武本　凰希  (2)

福島 51.81

金石陽日樹  (2)

末永　　龍  (1)

前濱　羽輝  (1)

松本　陽向  (2)

今福 53.72

田川　優心  (2)

松尾　和真  (1)

田中　泰夢  (1)

立山　煌晟  (2)

志佐 57.27

渡邊　航志  (2)

田中　駿成  (1)

内野　　柊  (1)

田中　和志  (2)

男子低
学年

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
２００ｍ 6/19 北川　　祐  (3) 27.23/+2.0

NGR鷹島

堤　ひなた  (2) 29.09/+2.0

調川

１５００ｍ 6/19 今里あんり  (3)  5:06.22

志佐

川島　彩良  (3)  5:14.66

志佐

山本　　胤  (3)  5:41.26

調川

川下　和楓  (2)  5:42.64

青島

１００ｍＨ

(0.762m)

6/19 松田莉々沙  (3) 19.71/+0.1

御厨

大下　知愛  (3) 20.53/+0.1

志佐

田　夢那  (3) 21.30/+0.1

志佐

走高跳 6/19 畑尾　奈穂  (2) 1m32

今福

野林　咲香  (3) 1m29

御厨

吉田　幸來  (3) 1m23

福島

松園　映那  (1) 1m23

志佐

走幅跳 6/19 木谷　心愛  (1)   4m56/+1.3

鷹島

小野田梛咲  (1)   4m15/+0.6

鷹島

太田　藍加  (3)   4m11/+1.4

福島

松坂　咲良  (3)   3m94/+1.3

御厨

赤木　來桃  (3)   3m82/+0.9

今福

前田　芽生  (1)   3m78/+1.3

福島

山口　美優  (1)   3m77/+0.9

志佐

成富　姫香  (2)   3m76/+1.0

御厨

砲丸投

(2.721kg)

6/19 大川内優希  (3)  10m47

福島

井戸 愛    (2)   7m17

御厨

杉山　　楓  (2)   6m79

志佐

德田　陽向  (1)   6m02

福島

４×１００ｍ 6/19 鷹島 56.83

木谷　心愛  (1)

北川　　祐  (3)

田畑愛采美  (3)

小野田梛咲  (1)

今福 57.54

小田　柑菜  (3)

永戸　愛莉  (2)

田中　伽奈  (2)

永戸　優妃  (3)

御厨 58.04

内野　南海  (2)

磯田　鈴菜  (2)

大橋　智優  (2)

松田莉々沙  (3)

志佐 58.37

内野　妙華  (3)

川島　彩良  (3)

松園　映那  (1)

今里あんり  (3)

女子共
通

１００ｍ 6/19 北川　　祐  (3) 12.94/+1.1

NGR鷹島

大山　美音  (3) 14.06/+1.1

御厨

永戸　優妃  (3) 14.45/+1.1

今福

小田　柑菜  (3) 14.57/+1.1

今福

田畑愛采美  (3) 14.66/+1.1

鷹島

内野　妙華  (3) 15.01/+1.1

志佐

大下　知愛  (3) 16.09/+1.1

志佐

今村　圭紀  (3) 17.02/+1.1

志佐

８００ｍ 6/19 今里あんり  (3)  2:25.30

志佐

川島　彩良  (3)  2:32.81

志佐

吉岡　玲奈  (3)  2:50.61

調川

大山　美音  (3)  2:53.14

御厨

大橋真彩実  (3)  2:54.12

御厨

前田　璃空  (3)  2:57.41

調川

柴原　暖和  (3)  2:58.14

志佐

女子３
年

１００ｍ 6/19 堤　ひなた  (2) 13.41/+1.9

調川

伊藤　真央  (2) 14.24/+1.9

志佐

山田　美月  (2) 14.77/+1.9

御厨

永戸　愛莉  (2) 15.17/+1.9

今福

内野　南海  (2) 15.20/+1.9

御厨

久保川愛子  (2) 15.27/+1.9

調川

山内　彩音  (2) 15.44/+1.9

御厨

山口菜々花  (2) 15.61/+1.9

志佐

８００ｍ 6/19 磯田　鈴菜  (2)  2:42.57

御厨

川下　和楓  (2)  2:42.88

青島

川崎　華穂  (2)  2:43.62

調川

大橋　智優  (2)  2:46.40

御厨

増田　もも  (2)  2:55.27

志佐

田中　伽奈  (2)  2:56.30

今福

大石実可子  (2)  3:00.84

御厨

４×１００ｍ 6/19 調川 58.67

久保川愛子  (2)

松浦　心春  (2)

川崎　華穂  (2)

堤　ひなた  (2)

志佐  1:02.55

伊藤　真央  (2)

杉山　　楓  (2)

増田　もも  (2)

山口菜々花  (2)

女子２
年

１００ｍ 6/19 松園　映那  (1) 14.38/+2.2

志佐

木谷　心愛  (1) 14.49/+2.2

鷹島

久保川凛子  (1) 14.77/+2.2

調川

山本　　昊  (1) 14.86/+2.2

調川

藤澤萌々菜  (1) 15.30/+2.2

志佐

川島　利織  (1) 15.93/+2.2

志佐

小野田梛咲  (1) 15.96/+2.2

鷹島

東　ゆめか  (1) 16.33/+2.2

御厨

８００ｍ 6/19 山本　　昊  (1)  2:33.77

調川

川島　利織  (1)  2:34.82

志佐

久保川凛子  (1)  2:38.75

調川

前田　夏穂  (1)  2:39.26

福島

福本　彩音  (1)  2:40.51

御厨

岡　　優空  (1)  2:49.34

志佐

前田　小春  (1)  3:34.37

鷹島

４×１００ｍ 6/19 志佐 59.76

山口　美優  (1)

川島　利織  (1)

藤澤萌々菜  (1)

松園　映那  (1)

御厨  1:02.90

東　ゆめか  (1)

福本　彩音  (1)

前田　彩奈  (1)

山口　夏花  (1)

女子１
年

８０ｍＨ

(0.762m)

6/19 伊藤　真央  (2) 16.51/+1.4

志佐

藤澤萌々菜  (1) 17.33/+1.4

志佐

尾辻　紗世  (2) 17.99/+1.4

志佐

４×１００ｍ 6/19 調川 57.67

川崎　華穂  (2)

山本　　昊  (1)

久保川凛子  (1)

堤　ひなた  (2)

志佐  1:00.75

伊藤　真央  (2)

川島　利織  (1)

藤澤萌々菜  (1)

山口菜々花  (2)

女子低
学年

凡例（NGR:大会新記録）


