
順位
種目

山田　崇太 鈴木　紫苑 髙橋　玲央 矢島伶音叶 道久　拓歩 茂木　優弥 佐藤　隆政 小林　蓮虎
館四中1 館四中1 館四中1 館一中1 館三中1 館二中1 館四中1 館一中1

和田　滉二郎 砂賀　成陽 樫村　大地 阿部　悠大 牛坂　隆良 市川　裕亮 高橋　広樹 小松原　優
館四中1 館三中1 館二中1 館四中1 館二中1 館四中1 館三中1 館四中1

下山　藍叶 矢島伶音叶 植木　春太 佐藤　隆政 神藤　優斗 小林　楓駕 髙橋　玲央 小堀　暢大
館一中1 館一中1 館二中1 館四中1 館三中1 館二中1 館四中1 館三中1

加藤　大輝 上田　啓太 梅沢　宙夢 渡辺　翔太 齋藤　友輝 山城　仁志 葛生　雄人 小林　　稜
館一中2 館三中2 館三中2 館三中2 館三中2 館三中2 館三中2 館二中2

加藤　大輝 上田　啓太 梅沢　宙夢 駒形　　翔 鈴木　紫苑 植木　春太 樫村　大地 石川　瑛大
館一中2 館三中2 館三中2 館二中2 館四中1 館二中1 館二中1 館四中2

鈴木　良太
館二中2

宍戸　昭文 鳥居　士門 和田　滉二郎 阿部　悠大 森脇　蒼空 横堀　温斗 三田　朝日 市川　裕亮

館二中2 館三中2 館四中1 館四中1 館二中2 館一中2 館三中2 館四中1
吉永　歩 早川　朋杜 田野入　叶翔 中山　　創 的場　尚騎
館三中2 館多中2 館多中2 館多中2 館多中2
吉永　歩 山田　崇太 山井　健人
館三中2 館四中1 館二中2

栁田　聖人 駒形　　翔 山城　仁志 林　淮亮

館一中2 館二中2 館三中2 館四中2

小林　　稜 榎本　光希
館二中2 館三中2

栁田　聖人 中村　陸人
館一中2 館三中2

町井　颯助 葛生　雄人 齋藤　友輝

館四中1 館三中2 館三中2
桑内　美優 遠藤　華菜 ルミ　葡乃香
館四中1 館四中1 館一中1

清水　愛実 大関　星来 清水みのり
館四中1 館一中1 館二中1

遠藤　華菜 桑内　美優
館四中1 館四中1

恩田　未來 松久　優希 川村　伶奈 14"27 小嶋　乃々香 14"94 長谷川　綾音 生井　未来 山田　葵彩
館四中2 館四中2 館一中2 館三中2 館三中2 館四中2 館二中2

川村　伶奈 山田　葵彩 山口　來華 小堀　真鈴 橋本　菜那
館一中2 館二中2 館三中2 館三中2 館二中2

渡邊　真唯 坂田　真優 小堀　真鈴 出口　愛里彩 石井　苺花 大塚　乃彩 野中　美翔
館四中2 館一中2 館三中2 館三中2 館三中2 館四中2 館四中2

清水　愛実 渡邊　真唯 岡部　未弥 安間　日向乃 出口　絵里彩 大塚　乃彩 野中　美翔
館四中1 館四中2 館二中2 館多中2 館三中2 館四中2 館四中2

恩田　未來 清水みのり 山口　來華 櫻井　未結
館四中2 館二中1 館三中2 館二中2

松久　優希 長谷川　綾音 梶田　流那 塚越　芽玖 ルミ　葡乃香 1m15 武藤　綺寧 1m10 荒川　実優 1m10
館四中2 館三中2 館三中2 館二中2 館一中1 館一中2 館一中2

小嶋　乃々香 小島　璃桜 大出なつみ
館三中2 館一中2 館二中2

生井　未来 小幡　花鈴 湯本　広美 橋本　菜那 荒川　実優
館四中2 館二中2 館三中2 館二中2 館一中2

1m59 1m25
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男子

１年

100m 13"20 13"41 13"88 14"21 14"29 14"53

1500m 5'00"99 5'08"89 5'10"89 5'15"23 5'18"37 5'20"02 5'29"32 5'53"04

走幅跳 4m32 3m98 3m82 3m72 3m62 3m44 3m30 2m17

２年 100m 12"57 12"87 13"06 13"32 13"50 13"59 13"70

共通

200m 25"53 26"52 27"30 27"81 28"06 29"66 31"03

400m 1'01"45

800m 2'10"02 2'22"20 2'26"84 2'28"63 2'30"88 2'31"71 2'33"36 2'34"05

２年 1500m 4'42"98 5'13"40 5'37"55 5'59"92 6'40"48

共通

3000m 9'57"83 10'19"81 10'40"32

110mH 17"04 20"13 20"44 20"53

4×100mR 館三中 50"66 館一中 52"34 館二中 52"42 館四中 53"17

走高跳 1m45 1m35

走幅跳 5m56 5m13

砲丸投 8m40 7m07 6m17

女子

１年

100m 14"34 15"20 16"09

800m 2'27"03 3'07"01 3'07"76

走幅跳 3m62 3m33

２年 100m 13"12 13"85 15"07 15"16 15"17

共通 200m 29"39 31"63 32"72 32"73 37"13

800m 2'43"44 2'45"69 2'47"19 2'51"52 2'56"93 2'58"52 3'00"32

共通

1500m 4'59"89 5'39"25 5'48"04 5'50"90 6'19"05 6'23"59

100mH 14"84 21"58 22"47 23"18

館三中 58"20

5'59"95

館二中 58"37

1m20走高跳 1m20

4×100mR 館一中 57"98

走幅跳 3m85 3m74 3m73

砲丸投 9m15 8m72 7m40 6m15 5m47


