
種目
下岡　将也(3) 11.46 中山　将吾(3) 11.65 濱口　竜星(3) 11.77
・山手 ・八風 ・菰野
矢谷　克己(3) 22.95 下岡　将也(3) 23.35 森田　大智(3) 23.73
・八風 ・山手 ・桜
中山　将吾(3) 53.68 坂倉　叶将(3) 53.90 市川　航大(3) 54.02
・八風 ・楠 ・保々
湯淺　慎也(2) 2:04.45 市川　航大(3) 2:04.52 上村　一真(3) 2:07.96
・四日市南 ・保々 ・楠
飯田　康平(3) 9:23.08 山田　侑生(3) 9:30.25 杉田　　衛(3) 9:31.03
・川越 ・川越 ・四日市南
栁川　龍臣(3) 15.41 山下　真吾(3) 15.53 松岡　桂市(3) 16.47
・川越 GR ・山手 GR ・楠
山手 48.76 川越 49.72 八風 49.97
川村　京平(2) 太田　恭輔(2) 岡本　一純(2)
高橋　良輔(1) 伊藤　　遼(1) 鷲田伸太郎(1)
瀧川　凌我(1) 寺本　拓真(1) 伊藤　汰晟(1)
桜木　笙伍(2) 澤野　拓実(2) 神谷　光輝(2)
山手 1:36.56 楠 1:37.28 八風 1:37.65
田中　淳雄(3) 前田　智将(3) 矢谷　克己(3)
山下　真吾(3) 松岡　桂市(3) 森　　雄大(3)
吉野　友貴(3) 坂倉　叶将(3) 南部　幸裕(3)
下岡　将也(3) 辻　　拓真(3) 中山　将吾(3)
永井奈央起(2) 1m75 矢谷　克己(3) 1m70 川北　拓史(3) 1m60
・山手 ・八風 ・桜
齋藤　佑樹(3) 6m22(+0.7) 坂田　一馬(3) 6m05(+0.5) 田中　淳雄(3) 5m96(+0.8)
・保々 ・常磐 ・山手
齋藤　佑樹(3) 12m53(-0.1) 田中　淳雄(3) 12m50(-0.1) 城田　悠佑(3) 12m02(+0.1)
・保々 ・山手 ・楠
瀬尾　隼大(3) 11m67 中西　幹太(3) 11m55 伊髙　良介(3) 10m07
・菰野 GR ・山手 GR ・桜
中西　幹太(3) 34m20 倉林　将吾(3) 32m83 市川　純輝(3) 31m72
・山手 ・山手 ・保々

伊藤　美穂(2) 13.11 繁永　朋香(3) 13.25 山本　真鼓(3) 13.41
・桜 ・富田 ・朝日
伊藤　美穂(2) 26.91 近藤　綾美(3) 27.97 山本　真鼓(3) 28.08
・桜 ・八風 ・朝日
藤田　愛子(3) 2:20.80 岩髙　莉奈(3) 2:25.10 梅谷　沙代(3) 2:26.87
・菰野 ・山手 ・富洲原
藤田　愛子(3) 6:36.30 伊藤　朱里(3) 6:53.76 梅谷　沙代(3) 6:59.45
・菰野 GR ・川越 ・富洲原
辻　りさ子(3) 17.69 矢田　もこ(3) 17.89 山本　沙和(2) 18.69
・山手 ・菰野 ・山手
桜 54.04 山手 54.53 富田 54.61
鈴木　愛実(3) 山本　沙和(2) 荒木奈津美(3)
服部　　瞳(3) 岩髙　莉奈(3) 中世古祥恵(2)
山中理紗子(2) 池田　智音(2) 伊藤さくら(3)
伊藤　美穂(2) 辻　りさ子(3) 繁永　朋香(3)
四日市南 56.09 楠 56.81 八風 57.08
眞田　莉沙(2) 黒宮　和泉(2) 伊藤　理沙(2)
松本　　葵(1) 成松万里菜(1) 栄喜　有未(1)
市川　桃子(1) 早川　凜香(1) 舘　穂乃佳(1)
杉野　美咲(2) 山下真里菜(2) 山岡　瑞季(2)
四位茉祐果(3) 1m38 水谷　真維(3) 1m35 船引　理絵(3) 1m30
・八風 ・山手 ・常磐
横谷　菜緒(3) 4m62(+0.1) 山本　沙和(2) 4m53(+0.1) 石橋　瑞季(2) 4m44(+0.1)
・常磐 ・山手 ・八風
上野　晴菜(3) 9m69 福井　友香(3) 9m62 遊田　瑞生(3) 9m33
・菰野 ・菰野 ・菰野
遊田　瑞生(3) 28m29 福井　友香(3) 26m54 林　真奈美(2) 21m62
・菰野 ・菰野 ・桜

男子総合 山手 74点 菰野 33点 楠 33点

女子総合 菰野 56点 山手 45点 八風 28点

男女総合 山手 119点 菰野 89点 八風 58点
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 男子100m

風：+0.1

 男子200m
風：+0.9
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 男子110mYH(0.914m)
風：+0.6

低学年男子4×100mR
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男子走高跳

 女子200m
風：-0.4

女子800m
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男子三段跳

男子砲丸投(5.0kg)

男子円盤投(1.5kg)

女子走幅跳

女子砲丸投(2.721kg)

女子円盤投(1.0kg)

陸上競技　（男子）

陸上競技　（女子）

 女子100mH
風：-1.3

女子4×100mR

低学年女子4×100mR

女子走高跳

 女子100m
風：+2.0


