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種目名 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
１００ｍ 境　亮陽(3) 11.06/-1.0

大垣西部中

大橋　聖哉(3) 11.26/-1.0

高田中

吉田　侑生(3) 11.62/-1.0

RIXPERT

河原　良真(3) 11.63/-1.0

緑ヶ丘中

武藤　勇介(3) 11.69/-1.0

巣南中

西田　光騎(3) 11.83/-1.0

SGA

大塚　樹(3) 11.86/-1.0

北方中

白川　諒侑(3) 11.91/-1.0

精華中

１５０ｍ 佐々木　琉羽(3) 16.67/-0.4

日新中

岡村　祐樹(3) 17.72/-0.4

不破中

加藤　響介(3) 17.81/-0.4

金山中

小川　福太朗(3) 17.96/-0.4

多治見北陵中

岡田　大輝(3) 18.20/-0.4

小金田中

才本　斗星(3) 18.24/-0.4

境川中

岩井　瑠希(2) 18.45/-0.4

緑ヶ丘中

菅原  朝日(3) 18.90/-0.4

長森南中

１０００ｍ 渡邊　颯汰(3)  2:36.30

麗澤瑞浪中

石郷　健翔(3)  2:39.66

可児中部中

タムラ　ラウロ(2)  2:40.97

可児中部中

横山　心咲(2)  2:45.57

那加中

山本　昂輝(3)  2:46.24

日枝中

長尾　優汰(2)  2:46.40

金山中

春日　惇汰(3)  2:46.65

島中

小木曽　太一(3)  2:47.35

瑞浪南中

１１０ｍＨ

(0.991m)

日下部　寛斗(3) 16.74/-0.0

萩原北中

若田　理央(3) 16.78/-0.0

日枝中

西尾　璃優(3) 17.32/-0.0

中津川第二中

永井　琉生(2) 17.42/-0.0

長森中

山口　晃生(3) 17.46/-0.0

可児中部中

今江　太一(2) 17.81/-0.0

美濃加茂西中

桃原　康太郎(3) 18.45/-0.0

萩原南中

後藤　悠大(2) 20.97/-0.0

緑ヶ丘中

走高跳 松田　凌真(3) 1m76

金山中

大橋　一心(3) 1m73

精華中

堀　佑輔(3) 1m60

境川中

寺本　拳志朗(3) 1m55

可児中部中

森　駿太(1) 1m50

中津川Jr

棒高跳 濱野　雄平(3) 3m80

大垣西部中

渡邉　晟大(2) 2m80

土岐津中

永田　優輝(2) 2m60

土岐津中

野田　頼玖(2) 2m40

神戸中

走幅跳 境　亮陽(3)   6m23/+0.8

大垣西部中

松田　凌真(3)   6m20/+2.1

金山中

河西　正寛(1)   6m17/+1.4

岐阜北高

永井　翼(3)   6m12/+1.4

大垣西部中

可知　佑英(3)   5m85/-0.4

恵那西中

水谷　岳夢(3)   5m74/-0.3

日新中

荒深　駿斗(2)   5m65/+0.9

美山中

大橋　聖哉(3)   5m62/-0.7

高田中

三段跳 山田　健翔(3)  12m46/-0.5

不破中

中田　陽寿(3)  12m03/-0.7

中津川第二中

川﨑　映輔(3)  12m00/+0.2

大垣西部中

大石　蓮(2)  11m84/-0.7

陽南中

恩田　雄翔(3)  11m54/+0.8

島中

曽我　麟太郎(3)  11m53/+1.6

中津川Jr

石川　潮早(3)  10m65/-0.0

蘇南中

橋本　伊織(2)   9m49/-1.0

旭ヶ丘中

砲丸投

(5.000kg)

松田　流輝(1)  14m69

市岐阜商高

楯　奏志(2)   9m38

中津川第二中

仙田　大典(3)   9m26

美濃加茂西中

大場　遥貴(2)   9m03

神戸中

武藤　陸人(2)   8m92

八幡西中

加納　学敏(3)   8m34

高田中

長縄　昊陽(1)   8m30

岐阜西中

渡邉　修平(2)   7m53

旭ヶ丘中

円盤投

(1.500kg)

松田　流輝(1)  42m75

市岐阜商高

瀬古　楓芽(2)  31m99

神戸中

田中　伸明(3)  29m38

高田中

石川　潮早(3)  28m00

蘇南中

島岡　亮多(3)  26m81

可児中部中

清水　悠介(3)  25m21

島中

楯　奏志(2)  22m73

中津川第二中

山田　統也(2)  19m51

島中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 鬼頭　涼王(3)  55m35

大垣西部中

長尾　來輝音(3)  54m93

金山中

赤松　奏(3)  46m51

高田中

片岡　恭俊(2)  40m43

精華中

渡邉　颯太(3)  34m76

三輪中

大久保　弾心(3)  33m42

大垣西部中

森永　琉希(3)  32m97

岐大附属中

岸　直史(1)  27m52

美濃加茂東中

男子

１００ｍ 下谷　雫(2) 13.00/+0.4

梅林中

藤井　菜緒(3) 13.32/+0.4

大垣西部中

石垣　宙(3) 13.36/+0.4

RIXPERT

石垣　涼(1) 13.38/+0.4

RIXPERT

杉本　和奏(2) 13.47/+0.4

各務原中央中

熊澤　柚乃(2) 多治見中 13.62/+0.4

山根　来実(2) 長森南中

細川　留葵(1) 13.65/+0.4

神戸中

１５０ｍ 樹山　由來(3) 19.44/-0.5

美濃加茂西中

市原　奈那(2) 19.50/-0.5

中津川Jr

坂本　詩乃(3) 19.63/-0.5

古川中

山岸　恵理子(3) 19.77/-0.5

梅林中

佐藤　茉実(3) 20.37/-0.5

多治見中

水野　はる華(1) 20.71/-0.5

多治見中

福井　咲良(2) 20.72/-0.5

島中

今峰　紗希(2) 20.72/-0.5

緑ヶ丘中

１０００ｍ 宇納　杏莉(3)  3:00.96

大垣西部中

波夛野　陽菜(3)  3:04.80

岐阜西中

田中　千晶(1)  3:08.72

中山中

長谷川　蘭菜(1)  3:15.03

美濃加茂高

服部　七海(3)  3:15.31

可児中部中

岩永　好加(3)  3:18.28

羽島中

尾関　里帆(2)  3:19.71

聖マリア中

山田　ゆい(3)  3:20.17

島中

１００ｍH

(0.762/8.5)

山本　琉凪(1) 14.91/+0.7

美濃加茂高

蒲　凛香(2) 15.33/+0.7

日枝中

野口　萌夢(3) 16.36/+0.7

中山中

益田　彩良(3) 16.89/+0.7

日枝中

酒井　那帆(3) 17.35/+0.7

中津川Jr

和田　英美里(3) 18.19/+0.7

美濃加茂東中

児嶋　七星(2) 18.25/+0.7

恵那東中

佐々木　ひより(1) 18.34/+0.7

RIXPERT

走高跳 中山　鈴菜(3) 1m48

恵那東中

山本　佳奈(2) 1m35

各務原中央中

松本　伊生(2) 1m35

泉中

大山　絢音(2) 多治見中 1m30

坂井　恋(3) 青山中

後藤　夏姫(3) 1m30

精華中

吉本　絆(2) 土岐津中 1m25

田畑　亜梨(2) 緑ヶ丘中

棒高跳 塚口　舞海(2) 2m00

大垣西部中

前出　菜々美(2) 1m90

島中

走幅跳 大橋　歩佳(3)   4m86/-0.5

大垣西部中

茲出　蒼衣(2)   4m77/-0.1

KJAC

森　絢音(1)   4m72/-1.1

済美高

中山　鈴菜(3)   4m72/+0.1

恵那東中

鈴木　みお(3)   4m68/+0.3

KJAC

髙梨　萌々美(2)   4m53/-0.5

陶都中

和智　由理奈(2)   4m51/+0.1

各務原中央中

各務　かんな(2)   4m39/-0.5

高富中

三段跳 田中　榛那(1)  10m60/-1.7

大垣商高

鈴木　稀咲(3)  10m46/+0.6

中津川Jr

池田　笑花(2)  10m41/-0.0

日枝中

佐竹　美緒(2)  10m19/+0.8

高田中

西川　ゆりと(2)  10m10/+0.3

加納中

東園　紗李(3)   9m88/+0.2

三輪中

澤部　晴菜(3)   9m55/-1.1

緑ヶ丘中

和多野　咲衣(3)   9m47/-0.1

RIXPERT

砲丸投

(2.721kg)

三井　蒼葉(3)  10m09

日枝中

和田　陽菜音(2)   9m73

各務原中央中

小川　梓月(3)   9m28

泉中

恩田　桃花(2)   9m02

島中

森　麻理亜(2)   8m46

神戸中

川見　美空(2)   7m45

土岐津中

横地　海咲(3)   7m37

旭ヶ丘中

吉田　佳保(3)   6m72

多治見中

円盤投

(1.000kg)

大島　寛奈(3)  24m06

瑞浪南中

横地　ひとみ(3)  22m58

島中

土山　真由(1)  22m08

各務原中央中

武山　栞(3)  21m87

日枝中

ﾋﾞﾄﾘｱｰﾉ　ﾘｻ(1)  20m14

大垣西部中

森　由妃(3)  19m52

中津川Jr

久江　一椛(2)  17m67

島中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 眞武　里帆(2)  38m00

多治見中

大熊　心愛(3)  31m28

島中

町田　萌々子(3)  26m47

神戸中

吉川　朋伽(3)  24m87

神戸中

紀岡　葉瑠(3)  21m02

中津川Jr

中川　結愛(3)  18m82

KJAC

木村　心陽(1)  16m91

各務原中央中

金　韓拏(1)  14m37

各務原中央中

女子


