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１年１００ｍ 藤田陽太郎 浅江 12.6 倉田　　響 大和 13.4 竹中　晟生 室積 13.9 松井　楓雅 光井 14.4 高橋  新武 島田 14.5 岩本  和樹 島田 14.5 唐谷　勇希 附属光 14.6 楠　　宗征 浅江 14.9

１００ｍ 桧垣　零生 島田 11.6 兵頭　和磨 附属光 12.0 中村　颯太 浅江 12.7 木村　俊貴 大和 12.9 山本　啓登 光井 13.3 中本　至音 室積 14.4 山本　皓介 室積 14.3 市山　大翔 光井 15.1

２００ｍ 河合　一夫 附属光 25.3 浅田　涼介 光井 27.1 井上　秋夜 光井 27.1 濵田　将和 大和 27.5 松ノ木拓馬 島田 27.9 加藤　　成 浅江 28.1 福田　将人 浅江 29.9 稗田　将也 室積 30.3

４００ｍ 洌鎌　優希 浅江 59.0 山根　涼介 島田 59.5 石田　竜輝 光井 1.00.3 渡邊　　凪 光井 1.01.2 吉田　壱晟 浅江 1.01.2 村田　英生 室積 1.01.9 松田　淳平 大和 1.03.0 大井　　岬 大和 1.05.5

８００ｍ 福字涼太郎 室積 2.14.2 宗山　　淳 浅江 2.20.0 遠山　雄大 光井 2.21.9 水谷　涼雅 島田 2.28.7 中谷　健人 光井 2.29.4 山本　　樹 浅江 2.30.8 田代　玲央 附属光 2.30.9 福谷　大輝 室積 2.35.6

１年１５００ｍ 玉井　正紘 浅江 5.02.5 網永　海人 室積 5.05.6 福原　大門 附属光 5.06.4 藤本悠大朗 光井 5.11.4 光井　優貴 島田 5.25.0 國光　正俊 光井 5.27.5 福本　一護 室積 5.30.1 清水　蒼空 浅江 5.32.3

１５００ｍ 小林　海葵 室積 4.34.7 東　　大暉 附属光 4.40.1 田村　　陸 大和 4.45.1 藤川　幸也 島田 4.45.4 古城　大吾 浅江 4.46.4 周田　智貴 光井 4.53.2 三輪　昇汰 室積 4.54.3 佐野　武生 大和 4.55.9

３０００ｍ 菖蒲　敦司 浅江 10.11.6 星山　誕也 浅江 10.27.2 森次　千聖 大和 10.41.1 山本　優希 島田 10.53.7 村上胡太郎 室積 11.20.6 吉長　大貴 室積 11.25.2 吉井　　翼 光井 11.27.1 村田　一紗 光井 11.40.1

１１０ｍＨ 寄川　晃生 島田 16.9 林山　太一 室積 19.8 濱野　俊介 光井 21.0 河村　　翼 室積 23.9

４×100ｍＲ 浅江 48.6 大和 50.1 光井 50.8 室積 52.6 附属光 54.4

走高跳 間竹　勇登 室積 1m60 石原隆之介 島田 1m55 髙島　健一 大和 1m45 岩本　大輝 光井 1m40 高橋　菖成 室積 1m40 西田　　駿 光井 1m35 庄田　匡伸 大和 1m30 公畑　　陸 浅江 1m30

走幅跳 橋本　雅也 光井 5m77 森下　瑛仁 光井 5m48 堅多　優一 大和 5m16 藤谷　洋平 附属光 4m80 相原　零亜 大和 4m34 坂本　大河 浅江 3m95 石坂　　駿 附属光 4m15 船戸　稀平 室積 3m84

三段跳 中村　凌介 光井 11m49 河﨑　蘭丸 大和 11m00 土井　辰允 浅江 10m47 中尾　光騎 光井 9m45 瀬来　音稀 大和 9m38 竹中　大智 室積 7m80 吉良　翔吾 室積 7m67

砲丸投 水谷壮一朗 浅江 9m24 松根　　秀 浅江 8m39 西本　海月 室積 8m03 山本　知宙 室積 7m90 河﨑　一輝 光井 6m12 下川　蓮斗 光井 6m03

１年１００ｍ 萩本　莉帆 浅江 14.2 三島　夕芽 島田 14.3 山縣　真愛 室積 14.6 井本　早紀 附属光 14.8 中西　花奈 光井 15.0 岡村　音乃 大和 15.1 遠山　恵理 光井 15.4 土橋　音々 浅江 15.7

１００ｍ 髙野　桃伽 浅江 13.5 福島　　遥 浅江 14.4 鈴木　　碧 大和 14.6 守田　　楓 附属光 14.8 佐川　萌香 島田 14.9 友貞　里紗 室積 15.2 田丸　祐奈 附属光 15.3 財間　　望 光井 15.7

２００ｍ 富田　芙由 浅江 29.6 坪根　朋花 浅江 30.9 原田　渚冴 光井 31.1 上川　紫乃 光井 31.8 徳長　沙都 附属光 31.8 加藤比奈子 島田 31.9 福田　鈴音 室積 32.0 丸山　鈴菜 室積 33.7

４００ｍ 崎野　愛理 室積 1.08.8 瀬戸　麻鈴 室積 1.10.5 小山　美南 附属光 1.12.3 野村　希美 浅江 1.12.6 尾坂　咲歩 光井 1.12.8 有光ほのか 大和 1.13.1 吉田　鈴 光井 1.15.7 田中　七海 浅江 1.16.0

８００ｍ 土井　咲乃 浅江 2.27.7 益田　夏鈴 室積 2.32.6 高部百々花 光井 2.39.3 盛田　千尋 光井 2.39.6 西田　菜緒 室積 2.50.7 杉本　寛果 島田 2.50.9 赤岸真央子 附属光 2.59.2 吉岡　佑季 大和 3.06.1

１５００ｍ 岩本　里菜 浅江 4.59.0 棟近　　光 浅江 5.02.0 木本柚里杏 大和 5.33.9 山口　寿乃 島田 5.36.4 地頭なるみ 光井 5.39.6 山本　果音 光井 5.42.5 末永　詩帆 室積 5.47.4 柳井　晶穂 室積 5.52.0

１００ｍＨ 吉岡花菜美 浅江 17.4 崎本　楓華 島田 19.0 浅原　優希 附属光 19.6 田川　未夢 光井 20.1 和田　萌花 附属光 21.1 酒井　音愛 室積 22.3 上島　　蘭 室積 25.5

４×１００ｍＲ 浅江 54.2 島田 57.2 附属光 58.1 光井 58.6 室積 58.7

走高跳 渡邊　華奈 浅江 1m30 村田　亜美 大和 1m25 大江なるみ 室積 1m25 金盛　彩音 浅江 1m25 中川　萌愛 室積 1m20 林　　美沙 島田 1m20 竹本　　杏 光井 1m15 神谷　莉菜 光井 1m15

走幅跳 船戸　梨瑚 室積 4m19 多田　和葉 島田 4m12 兼森　　葵 光井 4m11 山口ひかり 大和 3m91 赤根　初香 室積 3m36 三浦　舞桜 浅江 3m52 松岡　利音 光井 3m46 友重　舞海 浅江 3m06

砲丸投 田村　優衣 島田 11m08 田中　愛 室積 9m54 河谷　汐香 室積 8m19 脇山　優衣 浅江 7m88 弘中　愛乃 光井 6m96 小西　優奈 浅江 6m52 有間　友美 光井 6m37 加藤　愛子 島田 6m02

58 53 51 43 39 29

62 41.5 34.5 32 30.5 21.5

120 87.5 83 80.5 64.5 59.5
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