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記 録 主 任 阿部哲也

日付 種目

万前　瑞葵(3) 11.31(+1.8) 高倉　昂生(3) 11.33(+1.8) 岩田　航輝(3) 11.41(+1.8) 田谷　和真(3) 11.45(+1.8) 向井　悠汰(2) 11.64(+1.8) 栁瀬　功貴(2) 11.80(+1.8) 松山　大輝(2) 11.81(+3.5) 竹内　寛人(2) 11.85(+3.5)
知立 TSM岡崎 平坂 浄水 安城南 末野原 逢妻 刈谷東
山田　直希(3) 4:23.47 中谷　天星(2) 4:36.64 鈴木　逞太(2) 4:37.00 八尋　友希(2) 4:38.60 柴田　開陸(3) 4:42.01 杉浦　真悟(3) 4:42.48 尾田　悠翼(1) 4:42.97 福田　大馳(2) 4:43.89
上郷 前林 岡崎南 逢妻 福岡 岡崎南 岡崎南 西尾
伊藤　一喜(3) 9:42.83 井野　開(2) 9:43.42 辻　陽介(2) 9:43.43 岩附　優斗(3) 9:46.51 近藤　晴弥(3) 9:51.01 山本　駿之介(3) 9:58.53 犬塚　陸斗(2) 9:59.12 近井　洸太(2) 9:59.47
城北 知立 矢作北 矢作北 葵 鶴城 矢作 前林
髙須　敦史(2) 16.10(+1.3) 海老原　竜也(2) 16.55(+1.3) 森川　湊(2) 16.58(+1.3) 嶺田　翔栄(2) 18.37(+1.3) 原田　　峻希(2) 18.50(+1.3) 神谷　祐生(2) 18.56(+2.0) 大畑　貴裕(2) 18.74(+2.0) 大林　航也(2) 18.91(+2.0)
平坂 平坂 岡崎北 TSM岡崎 桜井 安城南 知立 福岡
逢妻 45.86 末野原 46.23 岡崎北 47.18 刈谷東 47.43 鶴城 47.48 TSM岡崎 47.54 平坂 47.61 前林 48.20
田實　陽翔(2) 阿部　幸陽(2) 森川　湊(2) 中川　雅希(1) 永江　響(2) 青山　紘大(3) 岩田　侑樹(2) 石川　陽大(2)
松山　大輝(2) 栁瀬　功貴(2) 宮川　煌世(2) 田中　叶太(2) 岡田　湊太(2) 高倉　昂生(3) 髙須　敦史(2) 近藤　紘史(1)
横道　絢(2) 橋本　樹(1) 平橋　隼人雪(2) オオタ　琉空(2) 磯貝　洋聡(1) 恒松　亮冴(2) 舛田　祥拓(2)
ペニーラ　アンドルウ(2) 鈴木　由舞(2) 後藤　隼大(1) 竹内　寛人(2) 浦口　泰陽(2) 嶺田　翔栄(2) 海老原　竜也(2) 佐々木　駿吏(2)
加藤　颯真(2) 1m80 西口　温(2) 1m65 高木　魁里(2) 1m65 酒井　那月(3) 1m60 冨山　ダイム(2) 1m60 喜多　禅(2) 1m55 服部　虎之介(2) 1m50 石川　悠太(2) 1m50
猿投台 六ツ美北 岡崎北 team RIZE 西尾一色 岡崎北 新川 六ツ美北
大竹　琉人(2) 2m60 谷口　海斗(1) 2m60 鶴重　颯矢(2) 2m40 川口　翔聖(2) 2m20
岡崎北 猿投 前林 岡崎南

牧野　絃輝(2) 2m20
岡崎北

浦口　泰陽(2) 5m57(+1.7) 古橋　航青(2) 5m53(+0.3) 岩瀬　颯汰(2) 5m30(+0.6) 本田　脩真(2) 5m18(+0.8) 小倉　直記(2) 5m05(+0.6) 伊藤　空(2) 5m05(+0.4) 金澤　知明(2) 5m00(-1.0) 仲地　昊輝(2) 4m95(+1.0)
鶴城 竜北 岡崎北 逢妻 竜神 福岡 安城北 新川
片山　心菜(2) 12.82(+1.7) 林　美希(2) 12.87(+1.7) 長野　沙弥(2) 13.08(+2.9) 鈴木　虹葉(2) 13.18(+1.7) 鈴木　咲葉(2) 13.26(+1.7) 佐野　由依(2) 13.40(+2.2) 池田　　花音(2) 13.57(+2.2) 時吉　真生(2) 13.58(+0.6)
城北 翔南 岡崎北 竜北 竜北 刈谷東 桜井 朝日丘
髙木　杏珠(1) 5:01.69 森田　玲那(3) 5:01.73 都築　優衣華(1) 5:05.41 江藤　柚葉(1) 5:06.44 高木　晴菜(2) 5:07.47 藤井　音寧(1) 5:14.43 筒　菜乃芭(1) 5:15.18 本多　李穏(3) 5:16.34
TSM岡崎 矢作北 S.T 刈谷東 岡崎東海 刈谷南 逢妻 矢作
本田　万結(2) 10:41.25 高吉　ももこ(3) 10:45.64 宇井　優月(2) 10:47.94 秋竹　凛音(1) 10:48.71 藤田　栞野(3) 10:58.28 折谷　優実(3) 11:01.43 秋竹　奏音(1) 11:05.80 谷口　晴菜(3) 11:09.41
矢作北 矢作北 安城北 矢作北 矢作 矢作北 矢作北 TSM岡崎
森田　琉水(3) 15.09(+1.4) 長野　沙弥(2) 15.18(+1.4) 高塚　虹百(1) 16.05(+1.4) 小野山　静流(2) 16.08(+1.4) 近藤　芽依(2) 16.25(+1.4) 梅村　真綾(3) 16.35(+1.4) 横井　綾(3) 16.69(+1.4) 成田　雛乃(1) 17.07(+1.4)
TSM岡崎 岡崎北 岡崎南 鶴城 平坂 TSM岡崎 TSM岡崎 葵
竜北 51.90 前林 52.26 TSM岡崎 52.26 矢作北 53.04 鶴城 53.69 知立 53.87 刈谷東 54.22 桜井 54.48
小木曽　悠(2) 加藤　春菜(2) 荒川　由奈(3) 海藤　早央莉(2) 榊原　綾花(2) 菖蒲谷　浬世(1) 木村　真衣(1) 堀　　歩実(2)
鈴木　咲葉(2) 野々山　友花(2) 羽賀　柚月(3) 山野　雅日(2) 佐々木　優花(1) 金子　翠(2) 佐野　由依(2) 福久　　真央(2)
鈴木　虹葉(2) 坂井田　真彩(1) 兵藤　美咲(3) 大和　令奈(1) 小野山　静流(2) 市川　彩乃(2) 宮本　みこ(2) 山本　　結愛(2)
中村　叶恋(1) 中野　希望(1) 森田　琉水(3) 神谷　暖菜(2) 金原　日菜子(2) 寺田　花南(2) 橋本　清愛(1)
ツィー　ナー(2) 1m50 澤　実伶(2) 1m50 井上　みのり(2) 1m45 河内　千歳(3) 1m40 角谷　槙香(2) 1m35 有田　桃菜(2) 1m35 瀬木　姫依(2) 1m30
鶴城 平坂 平坂 team RIZE 碧南東 逢妻 矢作北

稲垣　空良(1) 1m35 加能　愛香(2) 1m30
高浜南 岡崎東海

都築　彩花(2) 2m40 岡部　陽奈(1) 1m70
鶴城 逢妻
石川　凜(3) 5m03(-2.4) 市川　彩乃(2) 4m75(-1.2) 齋藤　羽花(2) 4m74(-1.6) 永井　愛香里(3) 4m64(-0.3) 大和　令奈(1) 4m40(-1.6) 磯貝　苺花(2) 4m23(-1.1) 水谷　日音(2) 4m20(-0.8) 鈴村　花央(2) 4m16(-0.1)
平坂 知立 浄水 TSM岡崎 矢作北 高浜 朝日丘 岡崎北

凡例 

9月16日 中学女子走幅跳

9月16日 中学女子棒高跳

9月16日 中学女子4X100mR

9月16日 中学女子走高跳

9月16日 中学女子100mH(0.762m)

9月16日 中学女子1500m

9月16日 中学女子3000m

9月16日 中学女子100m

9月16日 中学男子走幅跳

9月16日 中学男子棒高跳

9月16日 中学男子4X100mR

9月16日 中学男子走高跳

9月16日 中学男子110mH(0.914m)

9月16日 中学男子1500m

9月16日 中学男子3000m

8位

9月16日 中学男子100m
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