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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
１００ｍ 6/10 原田　　翔吾 (1) 12.22/-1.3

唐商

市川　　敬祐 (2) 12.36/-1.3

有工

谷口　　　諒 (1) 12.67/-1.3

伊商

斉藤　　良弥 (1) 12.69/-1.3

鳥工

犬塚　　玄史 (4) 12.72/-1.3

有工

瀬頭　　魁仁 (4) 13.07/-1.3

佐商

松本　　慶人 (1) 13.83/-1.3

佐工

園田　　裕大 (1) 14.26/-1.3

佐商

２００ｍ 6/10 山﨑　　裕斗 (4) 25.05/-0.1

鳥工

原田　　翔吾 (1) 25.12/-0.1

唐商

市川　　敬祐 (2) 25.70/-0.1

有工

犬塚　　玄史 (4) 26.13/-0.1

有工

小川　　義也 (2) 26.22/-0.1

唐商

原田　　純耶 (3) 28.26/-0.1

唐商

坂井　　孝輝 (3) 29.29/-0.1

佐商

谷口　　　諒 (1) 30.41/-0.1

伊商

４００ｍ 6/10 原田　　純耶 (3)  1:01.45

唐商

瀬頭　　魁仁 (4)  1:01.50

佐商

谷村　　直哉 (3)  1:03.38

有工

織田　　俊哉 (2)  1:05.24

有工

江越　　建心 (1)  1:06.44

佐工

小松　　真成 (2)  1:07.16

唐商

浦川　　寿斗 (2)  1:07.46

鳥工

淵上　　朋弘 (1)  1:09.25

佐工

８００ｍ 6/10 村山　　　遼 (3)  2:13.30

佐工

小川　　義也 (2)  2:23.20

唐商

宮﨑　　恭兵 (2)  2:32.97

佐工

蘭　　　真樹 (4)  2:34.06

佐工

谷村　　直哉 (3)  2:35.96

有工

渋谷　　翔輝 (3)  2:52.69

鳥工

富安　　俊介 (1)  2:58.99

佐商

大隈　　北斗 (4)  3:00.55

鳥工

１５００ｍ 6/10 村山　　　遼 (3)  4:42.84

佐工

江越　　建心 (1)  5:29.76

佐工

小島　　弘之 (3)  5:58.37

唐商

山田　　大喜 (1)  6:32.19

佐工

５０００ｍ 6/10 宮﨑　　恭兵 (2) 21:34.41

佐工

渋谷　　翔輝 (3) 24:58.79

鳥工

大隈　　北斗 (4) 29:51.10

鳥工

４００ｍＨ

(0.914m)

6/10 山﨑　　裕斗 (4)  1:12.45

鳥工

浦川　　寿斗 (2)  1:28.82

鳥工

４×１００ｍ 6/10 有　工 50.19

谷村　　直哉 (3)

市川　　敬祐 (2)

織田　　俊哉 (2)

犬塚　　玄史 (4)

鳥　工 51.30

山﨑　　裕斗 (4)

斉藤　　良弥 (1)

浦川　　寿斗 (2)

佐藤　　陽平 (2)

唐　商 51.76

原田　　純耶 (3)

小川　　義也 (2)

岩村　　悠平 (1)

原田　　翔吾 (1)

佐　商 54.83

園田　　裕大 (1)

坂井　　孝輝 (3)

富安　　俊介 (1)

瀬頭　　魁仁 (4)

佐　工 55.16

淵上　　朋弘 (1)

山田　　大喜 (1)

松本　　慶人 (1)

蘭　　　真樹 (4)

４×４００ｍ 6/10 佐　工  4:10.98

蘭　　　真樹 (4)

宮﨑　　恭兵 (2)

江越　　建心 (1)

村山　　　遼 (3)

唐　商  4:11.08

原田　　純耶 (3)

原田　　翔吾 (1)

小松　　真成 (2)

小川　　義也 (2)

鳥　工  4:17.37

斉藤　　良弥 (1)

山﨑　　裕斗 (4)

浦川　　寿斗 (2)

中山　　　蓮 (1)

走高跳 6/10 中山　　　蓮 (1) 1m25

鳥工

早田　　和寿 (4) 1m20

鳥工

走幅跳 6/10 坂井　　孝輝 (3)   4m23/+0.9

佐商

佐藤　　陽平 (2)   4m15/+0.8

鳥工

小松　　真成 (2)   4m12/-0.4

唐商

園田　　裕大 (1)   3m77/+0.6

佐商

岩村　　悠平 (1)   3m07/-1.1

唐商

山下　　　悠 (4)   2m96/+0.2

伊商

砲丸投

(6.000kg)

6/10 松ケ野　海斗 (4)   7m60

鳥工

西野　　竜生 (3)   7m54

唐商

坂口　　晃基 (2)   6m99

鳥工

小島　　弘之 (3)   6m83

唐商

円盤投

(1.750kg)

6/10 松ケ野　海斗 (4)  21m77

鳥工

斉藤　　良弥 (1)  21m46

鳥工

西野　　竜生 (3)  20m82

唐商

大島　　　聡 (1)  19m72

佐工

蘭　　　真樹 (4)  17m07

佐工

坂口　　晃基 (2)  16m09

鳥工

浦田　　英俊 (2)  12m37

唐商

男子

男子総合得点 鳥　工 77点 唐　商 57点 佐　工 48点 有　工 29点 佐　商 18点 伊　商 5点

男子トラック得点 佐　工 43点 鳥　工 39点 唐　商 39点 有　工 29点 佐　商 9点 伊　商 4点

男子フィールド得点 鳥　工 38点 唐　商 18点 佐　商 9点 佐　工 5点 伊　商 1点

 6月10日  9:45 曇り    28℃   64％ 北東 1.5m/s

 6月10日 10:00 曇り    28℃   64％ 北東 1.5m/s

 6月10日 11:00 曇り    28℃   63％ 東 1.5m/s

 6月10日 12:00 曇り    27℃   70％ 北東 1.0m/s

 6月10日 13:00 曇り    28℃   70％ 南東 2.7m/s

　

総務　　　　　　： 北村　　健

トラック審判長　： 田中　修司

フィールド審判長： 山口　一誠

記録主任　　　　： 小城　典隆
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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
１００ｍ 6/10 坂西　　　瞳 (4) 14.82/-0.5

NGR佐商

松永　　優那 (2) 15.75/-0.5

佐商

井本　理梨香 (3) 16.49/-0.5

唐商

谷口　悠樹奈 (2) 16.51/-0.5

伊商

日野　　愛夏 (1) 20.97/-0.5

鳥工

２００ｍ 6/10 松永　　優那 (2) 32.98/-0.8

佐商

日野　　愛美 (3) 35.48/-0.8

鳥工

三吉野　日優 (1) 36.33/-0.8

唐商

中島　　朋美 (3) 40.07/-0.8

鳥工

日野　　愛夏 (1) 47.39/-0.8

鳥工

４００ｍ 6/10 石橋　真由美 (3)  1:35.19

鳥工

中島　　朋美 (3)  1:37.14

鳥工

８００ｍ 6/10 三吉野　日優 (1)  3:17.42

唐商

谷口　悠樹奈 (2)  3:22.93

伊商

石橋　真由美 (3)  3:56.29

鳥工

４×１００ｍ 6/10 鳥　工  1:09.17

日野　　愛美 (3)

山津　愛由奈 (1)

石橋　真由美 (3)

中島　　朋美 (3)

走高跳 6/10 山津　愛由奈 (1) 1m10

鳥工

走幅跳 6/10 坂西　　　瞳 (4)   3m84/-0.5

佐商

井本　理梨香 (3)   3m40/-1.1

唐商

日野　　愛美 (3)   3m38/+0.5

鳥工

砲丸投

(4.000kg)

6/10 玉木　　利沙 (3)   7m73

唐商

山津　愛由奈 (1)   6m02

鳥工

馬場　　梨瑚 (3)   5m51

佐商

宮﨑　ひなた (3)   4m79

唐商

入江　　美希 (2)   4m61

唐商

円盤投

(1.000kg)

6/10 玉木　　利沙 (3)  21m34

唐商

馬場　　梨瑚 (3)  14m13

佐商

宮﨑　ひなた (3)  13m69

唐商

入江　　美希 (2)  10m63

唐商

女子

女子総合得点 鳥　工 48点 唐　商 43点 佐　商 32点 伊　商 8点

女子トラック得点 鳥　工 33点 佐　商 17点 唐　商 14点 伊　商 8点

女子フィールド得点 唐　商 29点 鳥　工 15点

佐　商

 6月10日  9:45 曇り    28℃   64％ 北東 1.5m/s

 6月10日 10:00 曇り    28℃   64％ 北東 1.5m/s

 6月10日 11:00 曇り    28℃   63％ 東 1.5m/s

 6月10日 12:00 曇り    27℃   70％ 北東 1.0m/s

 6月10日 13:00 曇り    28℃   70％ 南東 2.7m/s

　

総務　　　　　　： 北村　　健

トラック審判長　： 田中　修司

フィールド審判長： 山口　一誠

記録主任　　　　： 小城　典隆

　

凡例（NGR:大会新記録）


