
ト ラ ッ ク 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

招 集 所 審 判 長 小林　暎治

記 録 主 任 飯見　仁

日付 種目

日髙　嘉恩(2) 11.55(+1.1) 山田　凱斗(2) 11.63(+1.1) 久野　聡(2) 11.74(+1.1) 鶴田　晴斗(2) 11.82(+1.1) 山下　誉純(2) 11.91(+1.1) 中川　雅希(2) 11.92(+0.3) 鳥居　侑眞(2) 12.01(+0.3) 川島　孝史(2) 12.02(+1.1)
西尾東部中 西尾東部中 上郷中 葵中 知立中 刈谷東中 猿投台 逢妻中
天野　薫(2) 24.67(+0.8) 森本　ハル(2) 24.75(+0.8) 稲垣　樟(2) 25.11(+0.8) 須田　隼斗(2) 25.40(+0.8) 中根　蒼惟(2) 25.41(+0.8) 濱名　新(2) 25.47(+2.0) 佐野　翔哉(2) 25.53(+0.5) 山口　洸生(2) 25.54(+2.0)
TSM岡崎 逢妻中 刈谷東中 六ツ美中 鶴城中 福岡中 竜海中 浄水中
城地　櫂(2) 56.53 岩月　龍也(2) 58.44 南部　晃利(2) 59.10 中村　旭翔(2) 59.32 成瀬　吏流(2) 59.88 近藤 　空翔(2) 1:00.26 近藤　蒼泉(2) 1:00.75 川添　蓮(1) 1:00.88
六ツ美中 篠目中 矢作北中 篠目中 TR5 末野原中 高橋中 西尾東部中 岩津中
杉浦　颯志(2) 15.84(+0.1) 藤村　汰樹(2) 17.33(+0.1) 塚田　王将(2) 17.85(+0.1) 野上　歩積(2) 17.93(+0.1) 藤田　唯央(1) 18.25(+2.6) 飯星　亮斗(2) 18.41(+0.1) 深谷　太良(2) 18.77(+1.3) 石野　壱人(2) 19.10(+2.6)
竜海中 岡崎北 桜井 安城南中 福岡中 竜海中 六ツ美中 西尾一色中
宮田　来樹(2) 5m25(+0.3) 平林　駿登(2) 5m25(-0.5) 飯田　優葵(2) 5m22(-0.3) 古川　拓磨(2) 5m15(-0.1) 清水　煉(2) 5m15(+0.4) 鳥井　開世(2) 5m08(+0.7) 森川　陽介(1) 5m00(-1.6) 伴野　凱(1) 4m97(+0.4)
知立南中 桜井 福岡中 西尾東部中 岡崎北 岡崎北 安城南中 福岡中
北岡　知也(2) 17m13
高浜中
神谷　朱里(1) 12.73(+1.0) 吉本　結羅(2) 12.94(+1.0) 小島　奈々(2) 12.96(+1.0) 山本　遥(1) 13.07(+1.0) 杉浦　千恵(2) 13.18(+1.0) 時任　陽菜(1) 13.24(+1.2) 大山　　　莉奈(2) 13.35(-1.3) 中野　希望(2) 13.36(+1.0)
安城JAC 富士松中 岡崎東海中 安城西中 六ツ美中 東山中 明祥中 前林中
岩田　祐香(2) 26.61(+0.3) 鈴木　瑚々(2) 26.96(+0.3) 野見山　寧祢(1) 27.36(+0.3) 井口　陽葉里(2) 28.24(+0.3) 秋葉　莉帆(2) 28.55(+0.3) 宮本　紗那(2) 28.67(+0.2) 新開　愛純(1) 28.92(+0.2) 河合　彩見(2) 29.05(+0.3)
平坂中 平坂中 富士松中 竜南中 六ツ美中 城北中 六ツ美北中 美川中
髙塚　虹百(2) 15.02(+0.1) 大和　令奈(2) 15.34(+0.1) 成田　雛乃(2) 15.75(+0.1) 那波　瞳(2) 15.84(+0.1) 平塚　玲音(1) 15.93(+0.1) 柴田　はな(2) 16.09(+0.1) 富田　理央(2) 16.16(+0.1) 松永　彩織(2) 16.29(+0.1)
岡崎南中 矢作北中 葵中 東山中 岡崎東海中 矢作北中 西尾東部中 平坂中
近藤　愛(1) 4m52(-1.2) 尾形　瑞予(2) 4m49(+0.5) 伊藤　ひかる(2) 4m49(-1.1) 杉浦　愛菜(2) 4m40(-0.1) 赤川　恭音(1) 4m39(-0.8) 永井　優芽(1) 4m30(+0.9) 清水　友結(2) 4m30(+2.3) 松原　愛実(2) 4m29(+2.6)
TSM岡崎 浄水中 鶴城中 前林中 ハイテクＡＣ 東山中 依佐美中 公認3m83(-0.4) 城北中 公認4m19(-1.1)

矢野　澄玲(2) 15m15 内倉　フランシェル(2) 12m23 酒井　麻衣(2) 11m54
平坂中 岡崎南中 岡崎南中

凡例  TR5:規定外シューズ使用

西三河中学校新人陸上競技大会 【20224031】 
岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 【223160】 
2020/10/10 ～ 2020/10/11

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月11日 中学男子100m

10月11日 中学男子200m

10月11日 中学男子400m

10月11日 中学男子110mH(0.914m)

10月11日 中学男子走幅跳

10月11日 中学男子円盤投(1.500kg)

10月11日 中学女子走幅跳

10月11日 中学女子円盤投(1.000kg)

10月11日 中学女子100m

10月11日 中学女子200m

10月11日 中学女子100mH(0.762m)


