
ト ラ ッ ク 審 判 長 橋本　洋

跳 躍 審 判 長 岩崎　一男
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記 録 主 任 中村　勝則

種目

松木　陽達(1) 12.53(+1.5) 大平　遼(1) 12.87(+1.5) 田中　康暉(1) 12.96(+1.5) 堅田　剛生(1) 13.02(+1.9) 由田　琥太郎(1) 13.05(+1.5) 小西　玲人(1) 13.30(+1.5) 野田　洋希(1) 13.32(+3.0)
粟野中 武生第二中 武生第二中 気比中 TK 中央中 美浜中 粟野中

中村　継士(1) 13.02(+1.9)
美浜中

大和　翔稀(2) 11.85(+2.5) 堀川　章吾(2) 11.98(+2.5) 石綿　颯馬(2) 12.26(+3.1) 中村　日琉哉(2) 12.27(+3.1) 川口　稜護(2) 12.32(+2.4) 辻本　光希(2) 12.55(+2.5) 岩本　佳久(2) 12.59(+2.4) 武中　空(2) 12.62(+2.4)
中央中 社中 気比中 気比中 美浜中 きらめきＡ.Ｃ. 社中 松陵中
辻本　光希(2) 25.82(+2.1) 松井　尚羅(2) 25.86(+1.2) 武中　空(2) 26.14(+2.1) 髙島　玄多(2) 26.28(+1.2) 大平　遼(1) 26.36(+1.2) 藪　汰季(2) 26.72(+2.1) 森　龍之介(2) 26.83(+2.1) 阿辺山　政良(2) 27.08(+1.2)
きらめきＡ.Ｃ. 粟野中 松陵中 中央中 武生第二中 中央中 粟野中 東陽中
川口　稜護(2) 54.55 中村　日琉哉(2) 55.68 森下　凌(2) 55.95 冨岡　真海(2) 58.95 藤原　憧(2) 59.07 小西　玲人(1) 59.91 堤野　涼(2) 1:00.39 石綿　颯馬(2) 1:01.53
美浜中 気比中 美浜中 粟野中 粟野中 美浜中 松陵中 気比中
森下　凌(2) 2:12.43 小林　漣(1) 2:13.10 家光　応輔(1) 2:13.65 庭本　輝星(2) 2:15.19 岡田　悠吏(2) 2:18.99 斉藤　琉星(2) 2:19.88 西田　征司(2) 2:23.75 辻谷　颯人(2) 2:25.83
美浜中 角鹿中 美浜中 中央中 粟野中 社中 粟野中 社中
家光　応輔(1) 4:36.80 山口　翼(1) 4:37.50 小山　澄馬(1) 4:42.95 谷口　琥太郎(1) 4:55.61 小川　恭平(1) 4:59.71 坂本　瑛飛(1) 5:05.97 田中　康暉(1) 5:07.23 佐々木　統也(1) 5:10.29
美浜中 武生第二中 東陽中 武生第二中 東陽中 三方中 武生第二中 気比中
大野　蒼来(2) 4:30.83 奥村　侑哉(2) 4:34.11 島田　大志(2) 4:43.62 庭本　輝星(2) 4:50.67 林　脩一(2) 5:01.02 山本　敦己(2) 5:07.56 梅田　竜輝(2) 5:14.15
美浜中 粟野中 東陽中 中央中 美浜中 武生第二中 社中
大野　蒼来(2) 9:35.39 奥村　侑哉(2) 9:41.71 冨岡　真海(2) 9:58.53 山口　翼(1) 10:00.71 岩田　凪生(2) 10:11.76 小林　漣(1) 10:14.19 坪内　千大(2) 10:22.23 谷口　琥太郎(1) 10:43.03
美浜中 粟野中 粟野中 武生第二中 三方中 角鹿中 三方中 武生第二中
高橋　佳大(1) 16.06 堅田　剛生(1) 16.90 柏崎　晴(1) 17.69 中村　輝(1) 17.74 桑原　空之介(1) 18.46 藤井　郁晃(1) 18.58 林　竜空(1) 19.44
きらめきＡ.Ｃ. 気比中 中央中 気比中 高志中 高志中 松陵中
中村　日琉哉(2) 16.43(+2.0) 山本　安柊(2) 17.88(+2.0) 片山　透也(2) 17.99(+0.6) 栄田　藍斗(2) 18.04(+2.0) 大坊　蒼星(2) 18.13(+2.0) 角谷　颯飛(2) 19.71(+2.0) 吉崎　広輝(2) 19.81(+0.6) 堀川　章吾(2) 20.32(+0.6)
気比中 中央中 気比中 中央中 松陵中 粟野中 中央中 社中
社中A 48.28 中央中A 48.36 松陵中A 49.73 三方中 49.83 東陽中 50.98 武生第二中 52.37 気比中B 52.45 中央中B 52.85
森國　拓馬(2) 山本　安柊(2) 堤野　涼(2) 坂本　瑛飛(1) 阿辺山　政良(2) 山腰　藍生(1) 清水　宥良(2) 吉崎　広輝(2)
堀川　章吾(2) 大和　翔稀(2) 大坊　蒼星(2) 加藤　壱宙(2) 佐々木　正道(2) 田中　康暉(1) 水嶋　蓮(1) 田端　諒介(2)
吉田　光佑(2) 栄田　藍斗(2) 武中　空(2) 武長　洸杜(2) 福島　瑶周(2) 山上　蓮(1) 中村　輝(1) 東　凌羽(2)
岩本　佳久(2) 髙島　玄多(2) 川端　　光希(2) 中田　凉雅(2) 西川　悠翔(2) 大平　遼(1) 小俣　尋人(2) 由田　琥太郎(1)
水嶋　蓮(1) 1m45 中村　輝(1) 1m35 田中　隆之介(1) 1m35 山本　大翔(1) 1m30 阪井　賢人(1) 1m25 野田　洋希(1) 1m25 佐伯　優心(1) 1m25
気比中 気比中 松陵中 松陵中 社中 粟野中 粟野中

辻　隼次郎(1) 1m35
粟野中

小俣　尋人(2) 1m60 片山　透也(2) 1m55 杉本　晃基(2) 1m45 藤原　憧(2) 1m35 大﨑　陸翔(2) 1m30
気比中 気比中 社中 粟野中 社中
高橋　佳大(1) 5m48(+0.5) 堅田　剛生(1) 4m88(+0.1) 山腰　藍生(1) 4m83(+0.1) 水嶋　蓮(1) 4m56(+0.8) 川端　龍斗(1) 4m35(+0.2) 吉村　碧(1) 4m32(+0.3) 櫻井　絢陽(1) 4m32(+0.3) 佐々木　統也(1) 4m07(+1.6)
きらめきＡ.Ｃ. 気比中 武生第二中 気比中 粟野中 中央中 中央中 気比中
石綿　颯馬(2) 5m58(-0.6) 髙島　玄多(2) 5m35(+0.4) 中田　凉雅(2) 5m25(+0.5) 角谷　颯飛(2) 5m21(+2.8) 松井　尚羅(2) 5m13(+1.3) 栄田　藍斗(2) 5m06(+2.3) 吉田　光佑(2) 5m01(+1.3) 川端　　光希(2) 4m97(+1.6)
気比中 中央中 三方中 粟野中 公認5m12(-0.4) 粟野中 中央中 公認4m79(-0.6) 社中 松陵中
嶋田　好輔(1) 7m96 野田　洋希(1) 7m52 宮本　源二郎(1) 7m50 落合　翔大(1) 7m48 西村　一希(1) 7m34 酒井　康輔(1) 7m19 佐伯　優心(1) 6m19
美浜中 粟野中 粟野中 中央中 粟野中 武生第二中 粟野中
藪　汰季(2) 9m79 山本　倖希(2) 9m39 堤野　涼(2) 6m73 畑中　鋼(2) 6m20 千田　瞬人(2) 5m70
中央中 粟野中 松陵中 気比中 三方中
山本　倖希(2) 61m05 西村　一希(1) 19m19 吉田　大基(2) 16m26 小泉　伊織(2) 14m41
粟野中 粟野中 松陵中 粟野中
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中学1年男子100m

中学2年男子100m

中学1・2年男子200m

中学1・2年男子400m

中学1・2年男子800m

中学1年男子1500m

中学2年男子1500m

中学1・2年男子3000m

中学1年男子100mH(0.838m) 
風：+0.6

中学2年男子110mH(0.914m)

中学1・2年男子4X100mR

中学1・2年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

中学1年男子走高跳

中学2年男子走高跳

中学1年男子走幅跳

中学2年男子走幅跳

中学1年男子砲丸投(4.000kg)

中学2年男子砲丸投(5.000kg)


