
ト ラ ッ ク 審 判 長 上野　悟一郎

記 録 主 任 石原　愛莉

日付 種目

中須　逞(2) 12.52(-1.6) 山口　晃生(2) 12.58(-0.9) 岩井　風雅(1) 12.70(-0.9) 野々部　魁人(2) 12.72(+1.9) 寺本　拳志朗(2) 12.77(+0.7) 島岡　亮多(2) 12.80(-0.8) 小久保　彩人(1) 12.87(+1.1) 服部　蒼汰(2) 12.97(-0.7)
可児中部中 可児中部中 関桜ヶ丘中 緑ヶ丘中 可児中部中 可児中部中 東可児中 東可児中
小川　智也(3) 24.27(-0.8) 河原　良真(2) 24.62(-2.8) 下條　稜真(3) 24.93(-1.6) 西田　光騎(2) 25.18(-1.6) 高木　琉偉(2) 25.94(-1.6) 和田　一真(3) 26.19(-0.8) 瀬戸口　寛明(2) 26.35(-0.8) 伊野　未来人(2) 26.79(-2.8)
美濃加茂中 緑ヶ丘中 小金田中 下有知中 双葉中 美濃加茂東中 美濃加茂西中 美濃加茂東中
吉田　崇将(3) 55.05 高林　涼夢(3) 55.97 岡田　大輝(2) 58.80 須田　來希(2) 59.51 木村　比呂(2) 59.62 澤村　利九志(2) 1:02.99 後藤　遼大(2) 1:07.08 土本　徳哉(1) 1:11.58
小金田中 美濃ジュニア中 小金田中 西可児中 緑ヶ丘中 美濃ジュニア中 下有知中 美濃ジュニア中
石郷　健翔(2) 2:11.54 足立　翔駿(2) 2:13.01 岩田　虎士(2) 2:34.41 村井　琉起(2) 2:37.59 渡邉　将五(1) 2:40.75 林　厚輝(1) 2:43.09 渡邉　拓実(1) 2:45.89 羽木　渉太(1) 2:46.23
可児中部中 坂祝中 下有知中 下有知中 可児中部中 美濃加茂西中 可児中部中 緑ヶ丘中
安藤　涼太郎(3) 4:20.40 吉田　橙正(2) 4:34.99 井上　昴　(2) 4:59.91 田中　孝誠(2) 5:10.39 吉川　凌平(2) 5:15.63 日比野　泰成(1) 5:17.42 前田　爽太(1) 5:18.91 吉田　歩夢(2) 5:23.81
蘇南中 西可児中 関桜ヶ丘中 美濃加茂西中 下有知中 蘇南中 蘇南中 関桜ヶ丘中
松岡　凌玖(2) 17.19(-0.6) 若尾　晄希(2) 18.28(-0.6) 宇野　遥翔　　(2) 19.48(-0.6) 鬼頭　幸大(1) 20.54(-0.6) 今江　太一　(1) 21.17(-0.6)
西可児中 西可児中 関桜ヶ丘中 東可児中 美濃加茂西中
タムラ　ラウロ(1) 1m45
可児中部中
田嶋　祐弥(2) 5m06(+0.6) 佐藤　健太　(2) 5m03(+3.5) 澤田　庵　(2) 4m65(+2.1) 服部　晃知(1) 4m44(+0.3) 加藤　聖也(2) 4m40(+1.9) 川上　玄徳(3) 4m38(+1.5) 佐口　颯(2) 4m24(+1.1) 三輪　瑠偉(1) 4m22(+2.2)
旭ヶ丘中 関桜ヶ丘中 公認4m57(-0.2) 関桜ヶ丘中 公認4m40(-0.1) 旭ヶ丘中 緑ヶ丘中 東白川中 緑ヶ丘中 関桜ヶ丘中 公認記録なし

柴田　廉人(6) 4m03(-0.3) 大脇　蒼士(6) 3m82(-1.0) 松田 将明(5) 3m73(-0.4) 太田　一華(6) 3m40(-0.6) 矢野 晴都(5) 3m25(-0.8) 内間 千尋(5) 3m10(-0.6) 山田 美緒(6) 3m02(0.0) 加藤　梓(5) 2m99(-0.2)
美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア 中池ジュニア 上牧陸上 中池ジュニア 中池ジュニア 中池ジュニア 中池ジュニア
石川　潮早(2) 10m50 小坂　龍心　(2) 6m90
蘇南中 美濃加茂西中
國枝　新平(1) 7m98 渡邉　修平(1) 7m67 馬渕　勇之心(1) 7m39 片桐　悠惺(1) 6m03
緑ヶ丘中 旭ヶ丘中 旭ヶ丘中 緑ヶ丘中
櫻井　翔太(6) 46m06 山村　　航(6) 44m70 岸　　直史(6) 42m28 武藤　康生(6) 37m82 谷口　実優(6) 37m22 大野　健琉(5) 34m81 木之村　綸巴(6) 30m85 山下　智矢(4) 19m25
相生陸上 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア 相生陸上 相生陸上 相生陸上 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア
樹山　由來(2) 13.13(0.0) 鈴木　瑚栞(2) 13.69(+1.2) 土居　帆夏(3) 13.71(+1.2) 篠田　心晴(1) 13.80(+1.2) 今峰　紗希(1) 13.88(+1.2) 小栗　柚月(2) 14.11(-2.0) 水野　蒼唯(2) 14.13(+1.1) 桜井　日菜(2) 14.14(0.0)
美濃加茂西中 美濃加茂東中 可児中部中 関桜ヶ丘中 緑ヶ丘中 美濃加茂東中 美濃加茂東中 小金田中
稲熊 伶圭(3) 27.15(-0.5) 今井　菜々乃(2) 28.17(-0.5) 佐藤　厘(2) 28.56(-0.5) 長沼　映実(1) 29.31(-0.5) 武田　百花(2) 29.94(-0.5) 小塩　唯莉(1) 32.19(-0.5)
可児中部中 西可児中 西可児中 緑ヶ丘中 小金田中 緑ヶ丘中
大崎　優月(1) 2:35.17 西岡　愛梨沙(1) 2:35.60 田中　沙和(3) 2:37.85 大野　真奈(2) 2:37.95 矢野  由輝菜(2) 2:42.59 冨田　美月(1) 2:44.07 山田　怜奈(2) 2:46.29 東　芽衣菜(1) 2:48.08
可児中部中 東可児中 蘇南中 蘇南中 美濃加茂中 蘇南中 緑ヶ丘中 可児中部中
長谷川　蘭菜(3) 5:00.25 大矢　真理子(3) 5:17.90 家田　あいら(1) 5:24.18 冨田　乎姫(3) 5:25.93 木村　朱里(2) 5:34.89 古川　日奈子(1) 5:36.96 松本　彩愛(1) 5:43.65 松本　悠愛(3) 5:51.55
蘇南中 東可児中 西可児中 蘇南中 蘇南中 緑ヶ丘中 八幡西中 八幡西中
伊藤　暖絆(6) 15.01(-0.8)
相生陸上
上村　胡桃(2) 1m30 田畑　亜梨(1) 1m20 吉田　心春(1) 1m20 長谷川　桃子(1) 1m10 熊澤　華帆(1) 1m10 後藤　杏月(1) 1m05 藤川　倫歌(2) 1m05
緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 東可児中 蘇南中 蘇南中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中
立元　莉里子(2) 1m30
東可児中
磯谷　和(3) 4m46(+1.4) 武藤　歩莉(1) 4m07(-0.5) 岩崎　陽菜(2) 3m91(-0.3) 篭橋　愛桔(1) 3m81(+0.2) 渥美　遙(2) 3m74(-0.8) 奥山　珠羽(2) 3m65(-0.1) 永田　唯華(2) 3m62(-0.5) 川合　佑芽(2) 3m57(-1.0)
可児中部中 八幡西中 西可児中 蘇南中 東可児中 可児中部中 関桜ヶ丘中 可児中部中
若宮　沙和　(2) 7m08 横地　海咲(2) 6m44 渡邉　しゅな(2) 5m75 住友　姫香(1) 5m56 久保田　茜(1) 5m01
美濃加茂東中 旭ヶ丘中 緑ヶ丘中 蘇南中 東可児中
山本　琉凪(3) 15.12(-0.5) 佐藤　椛(3) 16.59(-0.5) 柳原　由奈(1) 16.70(-0.5) 川上　紗來(2) 18.28(-0.5) 山本　和心(2) 19.71(-0.5) 加藤　果歩(1) 20.44(-0.5) 勝本　栞花(1) 22.06(-0.5) 旭　乃愛(1) 22.77(-0.5)
双葉中 八百津中 美濃加茂西中 可児中部中 旭ヶ丘中 緑ヶ丘中 東可児中 緑ヶ丘中
佐藤　遥馬(6) 13.37(+0.1) 樋口 堅信(5) 13.58(+1.2) 各務　大輝(6) 14.20(-1.4) 熊﨑 来翔(6) 14.29(-1.3) 亀山　香里菜(6) 14.60(-1.4) 山田　夢桜(5) 14.64(+1.2) 鬼塚　友大(6) 14.70(-1.0) 河村　咲楽(6) 14.81(+1.3)
美濃加茂ジュニア 中池ジュニア 美濃加茂ジュニア 中池ジュニア 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア
藤田　青空(5) 3:24.99 吉田　倫菜(5) 3:28.29 渡邉　湊(4) 3:51.49 今井　花音(6) 3:56.44 谷口　心望(6) 3:57.79 岸　洸成(4) 3:58.34 三品  絢星(5) 3:59.51 柳原　由來(4) 4:04.37
相生陸上 春里小 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア 相生陸上 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア 美濃加茂ジュニア

凡例 

10月11日 小学100m

10月11日 小学1000m

10月11日 中学女子走幅跳

10月11日 中学女子砲丸投(2.721kg)

10月11日 中学女子100mH

10月11日 中学女子1500m

10月11日 小学80mH(70㎝/7.0m)

10月11日 中学女子走高跳

10月11日 中学女子100m

10月11日 中学女子200m

10月11日 中学女子800m

10月11日 中学男子砲丸投(5.000kg)

10月11日
中学1年男子砲丸投

(2.721kg)

10月11日 小学ジャベリックボール

10月11日 中学男子走高跳

10月11日 中学男子走幅跳

10月11日 小学走幅跳

10月11日 中学男子800m

10月11日 中学男子1500m

10月11日 中学男子110mH

8位

10月11日 中学男子100m

10月11日 中学男子200m

10月11日 中学男子400m
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