
順位
種目

加藤　大輝 上田　啓太 梅沢　宙夢 高橋　大翔 葛生　雄人 武田　憧偉 渡邊　翔太 林　淮亮
館一中1 館三中1 館三中1 館一中1 館三中1 館二中1 館三中1 館四中1

宍戸　昭文 吉永　歩 山井　健人 鳥居　士門 早川　朋杜 田野入叶翔 三田　朝日 中山　　創
館二中1 館三中1 館二中1 館三中1 館多中1 館多中1 館三中1 館多中1

栁田　聖人 中村　陸人 武田　憧偉 小林　　稜 榎本　光希 森脇　蒼空 金子　陸
館一中1 館三中1 館二中1 館二中1 館三中1 館二中1 館三中1

栁田　大輝 高橋　瑞希 髙橋　聖怜 須永　啓太 星野　舜人 渡邊　蛍舞 古川　野歩 大賀　敬太
館一中2 館四中2 館四中2 館四中2 館三中2 館三中2 館四中2 館四中2

高橋　瑞希 加藤　大輝 髙橋　聖怜 神藤　大揮 栗原　大翔 大賀　敬太 石川　瑛大
館四中2 館一中1 館四中2 館三中2 館三中2 館四中2 館四中1

栁田　聖人 野村　優太 渡邊　蛍舞 黒坂　剛士 榎本　光希 鈴木　良太
館一中1 館三中2 館三中2 館四中2 館三中1 館二中1

野村　優太 中村　　蓮 須永　鉄平 横堀　温斗 神藤　大揮 鈴木　良太 齋藤　優吏

館三中2 館四中2 館一中2 館一中1 館三中2 館二中1 館一中2
上野　雄大 佐藤　聖真 島野正一朗 須永　鉄平 中村　　蓮 福地　将英 大中　隼以 野村　涼介
館三中2 館四中2 館三中2 館一中2 館四中2 館多中2 館多中2 館四中2

上野　雄大 佐藤　聖真 島野正一朗 宍戸　昭文 山井　健人 福地　将英 大中　隼以
館三中2 館四中2 館三中2 館二中1 館二中1 館多中2 館多中2

須永　啓太 駒形　　翔 山城　仁志 林　淮亮

館四中2 館二中1 館三中1 館四中1

井野口想空 栗原　大翔 小林　　稜
館三中2 館三中2 館二中1

栁田　大輝 井野口想空 古川　野歩 黒坂　剛士
館一中2 館三中2 館四中2 館四中2

上田　啓太 駒形　　翔 山城　仁志 高橋　大翔 渡邊　翔太

館三中1 館二中1 館三中1 館一中1 館三中1
恩田　未來 松久　優希 山田　葵彩 川村　伶奈 小幡　花鈴 生井　未来 小嶋　乃々香 長谷川　綾音
館四中1 館四中1 館二中1 館一中1 館二中1 館四中1 館三中1 館三中1

渡邊　真唯 坂田　真優 小堀　真鈴 大出　なつみ 岡部　未弥 大塚　乃彩 石井　苺花 野中　美翔
館四中1 館一中1 館三中1 館二中1 館二中1 館四中1 館三中1 館四中1

小島　璃桜 大出　なつみ 川村　伶奈 髙田　彩智 橋本　菜那 岡部　未弥
館一中1 館二中1 館一中1 館四中1 館二中1 館二中1

山岸　奈那 堀越　愛海 笠井　ひなた 15"11 三田万璃亜 15"11 佐竹　雛多 吉田　彩希 上岡　実莉
館一中2 館一中2 館二中2 ③異組同タイム 館三中2 ③異組同タイム 館一中2 館三中2 館二中2

堀越　愛海 小島　璃桜 笠井　ひなた 篠原　弥希 山口　來華
館一中2 館一中1 館二中2 館一中2 館三中1

須藤　美姫 板垣　里桜 篠原　弥希 尾形　英莉 伊藤　　唯 青木　美空
館一中2 館三中2 館一中2 館二中2 館三中2 館一中2

須藤　美姫 渡邊　真唯 小堀　真鈴 尾形　英莉 石井　苺花
館一中2 館四中1 館三中1 館二中2 館三中1

恩田　未來 三田万璃亜 門井　陽奈 山口　來華 櫻井　未結
館四中1 館三中2 館一中2 館三中1 館二中1

松久　優希 1m50 長澤　彩加 1m30 小林　彩音 門井　陽奈 長谷川　綾音 1m15 青木　美空 1m15 塚越　芽玖 1m10 櫻井　未結 1m10
館四中1 館三中2 館二中2 館一中2 館三中1 無効試技数 館一中2 無効試技数 館二中1 無効試技数 館二中1 無効試技数

佐竹　雛多 小林　彩音 板垣　里桜 山岸　奈那 高橋　未美莉 上岡　実莉
館一中2 館二中2 館三中2 館一中2 館三中2 館二中2

小幡　花鈴 吉田　彩希 伊藤　　唯 生井　未来 山田　葵彩 野中　美翔 橋本　菜那
館二中1 館三中2 館三中2 館四中1 館二中1 館四中1 館二中1

砲丸投 8m04 6m71 6m43 6m37 6m32

3m43 3m23

5m22 4m37

走幅跳 4m06 4m02 3m55 3m46

走高跳 1m30

館三中 1'00"804×100mR 館四中 55''22

1m20

館一中 56''14

6'06"70

23"16

館二中 57''90

100mH 15"93 18"71 19"22 22"90

2'55''96

共通

1500m 4'57"73 5'30"22 5'51"63 5'59"45

800m 2'28''50 2'37''94 2'42''30 2'52''75 2'54''79

15"96

共通 200m 29"69 31"79 32"15 32"22 33"88

2m18

２年 100m 14"20 14"29 15"16 15"24

2'57''00 2'58''97 3'03''00

走幅跳 3m71 3m46 3m40 3m13 2m57

800m 2'41''86 2'43''92 2'46''68 2'52''30 2'54''63

14"85 14"87 15"03 15"08 15"24

女子

１年

100m 13"56 13"81 14"73

砲丸投 6m30 5m56 5m28 5m15 3m52

走幅跳 6m45 4m35 4m19 3m91

走高跳 1m40 1m30 1m25

4×100mR 館一中 49''28 館二中 55''72

10'45''43 11'17''47

110mH 20"32 20"74 21"30 22"55

5'11"33 5'33"04

共通

3000m 9'58''82 10'09''27 10'29''55 10'34''49 10'37''95

２年 1500m 4'43"80 4'47"69 4'50"52 4'56"76 5'01"73 5'01"91

800m 2'18''92 2'20''88 2'25''83 2'34''77 2'36''36 2'40''78 2'42''53

400m 59"80 1'00"53 1'04"41 1'05"42 1'08"80 1'08"83共通

200m 25"72 26"52 27"32 27"59 27"74 32'66 34"56

２年 100m 11''30 12''67 13''38 13''73 13''95 14''13 14''18

走幅跳 4m81 4m25 4m17 4m08 4m05 3m46 3m16

1500m 4'57"51 5'00"55 5'00"61 5'16"15 5'21"11 5'28"34 5'43"19 6'35"32

備考

男子

１年

100m 13''02 13''82 14''20 14''22 14''38 14''53

性別 種別 第１位 第２位 第３位 第４位
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第５位 第６位 第７位

２年

第８位

15''50 15''73

16''05


