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記 録 主 任 細井太郎

日付 種目

加藤　颯真(3) 11.55(-0.4) 浦口　泰陽(3) 11.72(-0.4) 藤井　幸之介(3) 11.96(+1.5) 髙橋　歩夢(3) 11.96(+1.5) 近藤　紘史(2) 11.99(-0.4) 山下　誉純(2) 12.00(+1.5) 天野　友誠(3) 12.01(-1.2) 白崎　羚桜(3) 12.03(-1.4)
猿投台 鶴城中 朝日中 美川中 前林中 知立中 岩津中 矢作中
田實　陽翔(3) 24.12 横道　絢(3) 24.55 松山　大輝(3) 24.96 鈴木　由舞(3) 25.13 鈴木　球太(3) 25.61 今井　陸翔(3) 26.09 石川　陽大(3) 26.45
愛知陸協 愛知陸協 愛知陸協 愛知陸協 美川中 吉良中 前林中
ペニーラ　アンドルウ(3) 55.20 久田　竜士(3) 55.80 柴田　大和(2) 56.00 舛田　祥拓(3) 57.48 平野　永愛(3) 57.89 森本　ハル(2) 58.32 牧　遼一(3) 58.47 下野江　柊弥(2) 59.30
愛知陸協 三好丘中 矢作北中 前林中 知立中 愛知陸協 吉良中 朝日丘中
葛西　太陽(3) 2:09.03 仲地　昊輝(3) 2:09.46 宮川　春晃(3) 2:10.15 三浦　拓馬(3) 2:11.72 榊原　拓海(3) 2:11.75 福田　日向(3) 2:12.76 朝岡　龍樹(3) 2:14.64 仲本　優助(3) 2:17.45
六ツ美中 碧南新川中 愛知陸協 甲山中 六ツ美中 猿投台 吉良中 碧南東中
犬塚　陸斗(3) 4:22.67 辻　陽介(3) 4:25.46 寺本　悠二(3年) 4:25.62 川手　健太郎(3) 4:28.88 桑田　駿介(3) 4:29.18 宮下　颯汰(2) 4:29.24 安福　瞬(3) 4:29.96 近田　一耀(3) 4:30.91
矢作中 矢作北中 愛知陸協 三好丘中 TSM岡崎 城北中 愛知陸協 矢作中
野川　元希(3) 9:32.46 杉田　晃大(3) 9:32.79 近井　洸太(3) 9:36.92 柳　尚吾(3) 9:38.42 井野　開(3) 9:38.78 城間　龍奨(3) 9:43.47 八尋　友希(3) 9:44.51 鈴木　逞太(3) 9:50.68
三好北中 竜海中 前林中 知立中 知立中 六ツ美中 愛知陸協 岡崎南中
大畑　貴裕(3) 17.07(-2.4) 山田　壮真(3) 17.77(-2.4) 上野　靖起(3) 18.82(-2.4) 佐々木　麻皓(3) 19.91(-4.1) 沓名　麟太郎(2) 19.91(-2.4) 水野　纏(3) 20.08(-4.1) 鋤柄　海都(2) 20.52(-2.4) 水谷　哲生(2) 21.15(-4.1)
知立中 猿投台 知立中 前林中 朝日丘中 猿投台 朝日丘中 朝日丘中
土本　修斗(3) 1m70 冨山　ダイム(3) 1m65 深谷　祐琉(3) 1m60 平橋　隼人雪(3) 1m55 服部　虎之介(3) 1m55 鈴木　羽玖斗(2) 1m50 小久保　蒼獅(3) 1m50 永田　晴琉(2) 1m45
竜海中 西尾一色中 朝日中 刈谷東中 碧南新川中 朝日丘中 碧南新川中 朝日丘中
谷口　海斗(2) 3m63 大竹　琉人(3) 3m00 劉　津良(3) 3m00 吉野　雄也(3) 2m80 牧野　絃輝(3) 2m80 川口　翔聖(3) 2m60 岩原　優太(3) 2m40
ハイテクＡＣ 岡崎北中 高橋中 愛知陸協 岡崎北中 岡崎南中 竜南中

鶴重　颯矢(3) 2m80
前林中

岩瀬　颯汰(3) 5m78(-0.4) 日比　建汰(2) 5m54(+0.4) 本田　脩真(3) 5m51(-0.5) 近藤　晃由(3) 5m49(+0.1) 大畑　秀翔(3) 5m46(-0.7) 宮田　来樹(2) 5m39(-0.2) 鈴木　耀(3) 5m19(-0.1) 草深　遥音(3) 5m11(0.0)
岡崎北中 刈谷東中 愛知陸協 鶴城中 朝日中 知立南中 知立中 矢作北中
奥谷　麟太朗(3) 9m95 皆川　朋輝(3) 8m94 川端　理水(3) 8m68 岡部　颯(3) 8m64 早川　佳希(3) 7m59 荻野　堪太(3) 7m40 稲熊　孝亮(3) 7m36 田中　旬(3) 6m47
愛知陸協 前林中 刈谷南中 愛知陸協 吉良中 鶴城中 安城南中 愛知陸協
岩田　祐香(2) 13.20(+0.2) 仙石　華子(2) 13.39(+1.2) 松永　彩織(2) 13.44(+1.8) 竹内　理桜華(3) 13.55(+0.2) 池田　花音(3) 13.59(+0.2) 野見山　寧祢(1) 13.62(+0.2) 加藤　千愛(2) 13.64(+1.8)
平坂中 篠目中 平坂中 六ツ美中 桜井中 愛知陸協 篠目中

小島　奈々(2) 13.59(+0.1)
岡崎東海中

川口　莉絆(3) 27.68(-1.2) 髙塚　虹百(2) 27.91(-1.2) 松坂　朋香(3) 28.08(-1.0) 佐藤　菜月(3) 28.31(-1.0) 中野　希望(2) 28.33(-1.0) 小野山　静流(3) 28.49(-1.0) 成瀬　すみれ(3) 28.80(-1.0) 澤　あやめ(3) 29.35(-1.2)
安城JAC 岡崎南中 矢作中 愛知陸協 前林中 鶴城中 美川中 平坂中
澤間　由奈(2) 2:25.32 内田　詩乃(2) 2:25.37 古市　早理奈(3) 2:34.85 星井　暁名(3) 2:35.14 大滝　紗帆(3) 2:39.04 加藤　穂香(2) 2:39.50 和田　花凛(2) 2:40.74 和田　優花(2) 2:41.40
愛知陸協 矢作北中 岡崎南中 西尾東部中 矢作中 浄水中 刈谷南中 刈谷南中
高橋　沙綾(1) 4:52.00 秋竹　凛音(2) 4:55.07 秋竹　奏音(2) 4:56.57 火山　華(2) 4:57.73 神谷　美雨(2) 4:58.64 高木　杏珠(2) 4:59.82 筒　菜乃芭(2) 5:00.59 宮澤　くるみ(2) 5:01.28
刈谷ＡＣ 矢作北中 矢作北中 S.T 雁が音中 竜海中 愛知陸協 六ツ美北中
時田　真歩(3) 16.84(-2.3) 那波　瞳(2) 17.30(-2.3) 中村　朱琳(2) 17.50(-1.6) 成田　雛乃(2) 17.85(-2.3) 中山　綾乃(2) 18.09(-2.5) 結城　陽香(2) 18.16(-2.5) 柴田　はな(2) 18.16(-1.6) 杉浦　育(3) 18.20(-2.3)
知立中 東山中 平坂中 葵中 岩津中 葵中 矢作北中 安城南中
角谷　槙香(3) 1m35 瀬木　姫依(3) 1m35 加能　愛香(3) 1m30 近藤　瑞季(3) 1m25 南部　ひより(3) 1m20
碧南東中 矢作北中 岡崎東海中 前林中 西尾東部中
高須　柚寿(3) 2m20
鶴城中
大和　令奈(2) 4m74(+2.1) 寺田　花南(3) 4m73(+1.8) 磯貝　苺花(3) 4m59(+3.3) 近藤　愛(1) 4m49(+1.0) 伊藤　ひかる(2) 4m35(+2.7) 宮川　茉裕(3) 4m32(+3.9) 佐々木　円香(3) 4m32(+2.3) 赤川　恭音(1) 4m30(+1.5)
矢作北中 公認3m78(+1.5) 知立中 高浜中 公認4m27(+1.2) TSM岡崎 鶴城中 公認4m30(+1.7) 矢作北中 公認記録なし 平坂中 公認記録なし ハイテクＡＣ
片岡　美羽(3) 10m40 今村　藍子(3) 9m94 安藤　瑞七海(2) 9m26 有吉　沙羅(3) 8m98 廣瀬　結花(2) 8m03 木下　小暖(3) 7m95 花井　茉結(2) 7m82 大隅　彩加(3) 7m75
知立中 矢作北中 美川中 鶴城中 六ツ美北中 安城西中 知立中 刈谷南中

凡例 

7月26日 中学女子走幅跳

7月26日 中学女子砲丸投(2.721kg)

7月26日 中学女子100mH(0.762m)

7月26日 中学女子走高跳

7月26日 中学女子棒高跳

7月26日 中学女子200m

7月26日 中学女子800m

7月26日 中学女子1500m

7月26日 中学男子走幅跳

7月26日 中学男子砲丸投(5.000kg)

7月26日 中学女子100m

7月26日 中学男子110mH(0.914m)

7月26日 中学男子走高跳

7月26日 中学男子棒高跳

7月26日 中学男子800m

7月26日 中学男子1500m

7月26日 中学男子3000m

8位

7月26日 中学男子100m

7月26日
中学男子200m 

風：-4.0

7月26日 中学男子400m
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