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１年１００ｍ 石丸竣也 島田 13.4 金本将太郎 大和 13.4 緒方彬仁 室積 13.7 東  大翔 附属光 14.1 高木　翔 浅江 14.5 守田虎太郎 島田 14.5(5位) 岡本力虎 附属光 14.8 藤井優貴 浅江 15.0

１００ｍ 田原誠也 光井 12.6 松井健太 室積 12.6(1位) 原田淳平 浅江 12.7 吉村正基 浅江 12.7() 濱野航平 光井 12.8 森谷貴裕 附属光 13.3 國光航太 大和 13.3(6位） 藤井　諒 島田 13.3(6位）

２００ｍ 岩崎純矢 光井 24.4 森次政裕 大和 26.2 田中将平 浅江 26.2 中尾匡輝 附属光 26.9 森田博也 島田 27.8 小本一晟 室積 28.7 山田朝陽 室積 29.8 山本　新 附属光 30.1

４００ｍ 高野夏樹 浅江 57.4 藤田康平 大和 60.3 梅木　郷 光井 60.4 中川　魁 室積 61.4 水谷研介 光井 61.8 中村広大 大和 62.5 通山晴規 島田 63.6 山本佑樹 室積 66.6

８００ｍ 岡村悠司 島田 2.11.1 水柿岳大 附属光 2.12.4 惠本楓也 室積 2.14.1 和田慎平 浅江 2.20.7 濱松智也 光井 2.25.1 棟近真輝 浅江 2.29.6 吉長宏祐 室積 2.36.9 熊野琉斗 大和 2.42.3

１年１５００ｍ 藤井光瑠 光井 4.51.5 松村逸聖 島田 4.56.8 原田航也 浅江 4.57.4 岡田勇作 大和 5.04.9 水津凛太郎 附属光 5.10.2 國廣　蓮 室積 5.15.0 橋本紘汰 浅江 5.15.9 森口裕正 島田 5.20.2

１５００ｍ 嶋村直道 島田 4.31.5 吉本　励 浅江 4.38.2 仲山大輝 浅江 4.43.5 藤井　涼 大和 4.49.7 有間裕人 光井 5.02.0 仲子晋示 室積 5.03.9 京嶋竜慶 室積 5.07.2 河崎文俊 光井 5.07.6

３０００ｍ 角田峻士 浅江 10.03.3 白井朋希 浅江 10.24.2 古木瑞紀 大和 10.29.7 岡本友也 島田 10.57.7 森表拓哉 光井 11.15.0 瀬尾直樹 島田 11.18.6

１１０ｍＨ 福本治哉 島田 17.6 冨永理貴 浅江 19.0 友利　葵 大和 22.7

４×100ｍＲ 光　井 48.0 浅　江 48.4 大　和 50.7 室　積 50.8 島　田 51.2 附属光 52.7

走高跳 吉村和樹 大和 1.50 守田成里 島田 1.50 藤井秀俊 浅江 1.40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 樋口昂杜 島田 5.22 末岡恭介 室積 5.02 小林　颯 室積 4.75 山本天夢 光井 4.55 若林雅稀 浅江 4.19 栗田真聡 大和 4.05 中上太智 大和 3.91 中原　銀 光井 3.87

三段跳 河内伶太 島田 11.16 田中成来 光井 11.09 大陰　航 大和 10.75 尾上太一 浅江 9.88 #N/A #N/A #N/A

砲丸投 河本悠希 浅江 8.48 藤田遼太郎 島田 8.43 中西将斗 室積 7.75 友利　蓮 大和 7.25 兼森　楽 光井 6.79 前浜　輝 島田 6.70

１年１００ｍ 中川慧海 浅江 14.7 山口侑華 大和 14.7 山本悠華 浅江 14.9 松永美優 光井 15.3 國弘美穂 島田 15.4 福原玲奈 室積 15.5 手嶋彩乃 附属光 15.7 橋本花衣 大和 15.9

１００ｍ 繁澤音羽 光井 13.4 金本実華 大和 13.8 山崎紫央里 浅江 13.9 寺嶋文香 大和 14.3 森　映里香 浅江 14.7 山本結香子 島田 14.9 周田萌花 光井 15.2 立石恵梨奈 附属光 15.4

２００ｍ 松村理沙 浅江 29.7 岡村寧音 大和 30.2 清永夏実 島田 30.5 石坂優依 附属光 32.0 弘　智花 島田 32.5 原田瑞歩 光井 33.3 築山杏子 浅江 33.3(6位) 田中知佳 大和 34.0

４００ｍ 林　千夏 大和 67.3 森元あや 浅江 68.2 吉本侑以 大和 69.7 新山春香 浅江 70.2 小林成美 室積 70.3 網永麻友 室積 72.4 松重美咲 光井 73.2 林　昌美 島田 73.3

８００ｍ 金盛萌恵 島田 2.26.3 森本　遥 浅江 2.28.6 藤川さくら 浅江 2.32.1 西村未来 室積 2.35.8 加藤美鈴 光井 2.40.2 川口七海恵 室積 2.47.2 安達成美 島田 2.47.4 吉岡千陽 大和 2.49.2

１５００ｍ 叶　真輝子 浅江 4.57.5 中野沙彩 島田 5.00.4 寺尾紗耶 浅江 5.00.9 木村友香 大和 5.25.8 黒田　怜 光井 5.39.8 河村春佳 光井 5.52.0 #N/A #N/A #N/A

１００ｍＨ 木村早希 附属光 15.6◎ 林　美妃 島田 16.6 森山友香子 浅江 17.2 高松夏帆 浅江 18.8 山本優香里 光井 19.8 田村真唯 大和 20.3 糸山　遥 附属光 20.7 貞永知栄美 室積 21.2

４×１００ｍＲ 浅江 54.3 大和 55.4 附属光 55.9 光井 56.3 島田 57.6 室積 61.0

走高跳 林　鈴夏 大和 1.35 大坪瑶子 浅江 1.35 﨑野里佳子 室積 1.30 佐藤まな 室積 1.25 野村菜々香 島田 1.20 光井花佳 浅江 1.15 清木ともか 光井 1.15(6位) 酒井祐奈 光井 1.15

走幅跳 永尾まどか 附属光 4.32 友重七海 浅江 4.21 岡村結衣 大和 4.02 芳岡　萌 附属光 3.94 木下優花 島田 3.94 福森明奈 光井 3.88 矢次美貴 光井 3.84 森元あい 浅江 3.78

砲丸投 岩本　凜 室積 9.88 徳浪遥香 浅江 8.29 野田珠世 光井 7.32 金盛柚希 浅江 6.63 平岡このみ 大和 6.61 中野莉緒 島田 6.31 吉松優衣 光井 6.11 秦　麻尋 室積 5.03
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