
ト ラ ッ ク 審 判 長 左高　英希

記 録 主 任 大家　俊一

日付 種目

伊藤　大知 10.98(-0.6) 内記 拓哉 11.01(-0.6) 川口　修平 11.02(-0.3) 國枝　温樹 11.05(-0.3) 石塚 春輝 11.06(-0.3) 山田　真夢 11.14(+0.1) 杉山　陽一 11.18(-0.6) 高井貴一 11.22(-0.6)
関西学院大学 HST 関西学院大学 関西学院大学 HST 至学館大学 岐阜陸協 岐阜マスターズ
國枝　温樹 21.82(+1.5) 石塚 春輝 22.08(+1.1) 川口　修平 22.13(+1.5) 伊藤　大知 22.15(+1.1) 松村 翔 22.37(+1.5) 山口峰昌 23.25(+0.1) 小野　宏貴 23.65(+0.6) 太田　孝之 23.90(+1.1)
関西学院大学 HST 関西学院大学 関西学院大学 HST 東海デカストロン 岐阜アスリート 中津川陸友
小川遼真 1:59.85 横山　心咲(2) 2:06.00 野津　慎人(2) 2:11.31 村井　咲斗(2) 2:12.79 今藤　真一 2:13.31 中西　優太(2) 2:13.86 野村　陸斗(2) 2:15.71 足立　翔駿(3) 2:16.13
至学館大学 那加中学校 尾北高校 那加中学校 市内一般 中央中学校 各務原ジュニアアスリート 各務原ジュニアアスリート
SGAA 46.08 大須AC男子A 46.19 古知野中学校男子A 47.29 糸貫中学校男子 48.73 中央中学校 49.06 SGAB 49.26 大須AC男子C 51.08 古知野中学校男子B 51.91
伊野　未来人(3) 西尾泰(2) 鈴木　颯真　(2) 加納　知紀(1) 中西　優太(2) 下條　聖弥(2) 高橋宗汰(2) 宇野 圭亮(1)
西田　光騎(3) 木村海斗(3) 岡松　晴芽　　(2) 吉田　智樹(2) 石田　光生(2) 森　隆幸(2) 鏡味元喜(2) 村瀬　涼太(1)
高木　瑠偉(3) 高原耀太(2) 古池　駿也　(2) 杉野　善一(2) 前田　悠貴(2) 熊﨑　来翔(1) 瀧本和希(2) 武田　理磨(1)
岡田　大輝(3) 坪井桂(2) 青山　翔英　(2) 山村　悠太(1) 田中　友也(2) 福田　大翔(2) 比良壮維(2) 西尾　健汰(1)
岩瀨　彰賢(2) 11.73(+0.3) 山下　聖(2) 12.14(+0.3) 関谷　翔輝(2) 12.27(+0.3) 窪田　大旺(2) 13.52(+0.3)
尾北高校 尾北高校 尾北高校 高山工業高校
木村海斗(3) 11.96(+0.6) 菅原　朝日(3) 12.01(+1.0) 西尾泰(2) 12.02(+1.0) 坪井桂(2) 12.19(+1.1) 青山　翔英　(2) 12.25(+1.0) 岡松　晴芽　　(2) 12.31(+1.0) 青山周平(3) 12.37(+0.6) 鈴木　颯真　(2) 12.38(+0.6)
大須AC 各務原ジュニアアスリート 大須AC 大須AC 古知野中学校 古知野中学校 愛知陸協 古知野中学校
大澤　寛太(6) 12.83(+1.1) 城所 悠太(6) 13.40(+1.1) 赤尾　海友(6) 13.96(+1.1) 三原　悠吾(6) 14.22(+1.1) 長屋　侑心士(6) 14.26(+1.4) 松本 一輝(6) 14.41(+1.4) 生駒　宗太郎(6) 14.51(+1.4) 林　旺史朗(4) 14.61(+1.1)
たかとみSC 各陸スポ少 はしまモア 各務原ジュニアアスリート たかとみSC 各陸スポ少 はしまモア 松川陸上クラブ
山田　圭吾(6) 2:35.67 古市　友矩(6) 2:40.96 佐藤 来空(5) 2:47.80 森　恒太朗(6) 2:48.24 伏屋 拓馬(6) 2:48.42 古池 優晴(5) 2:49.51 棚橋 佑介(6) 3:00.94 大音師 悠斗(4) 3:02.99
たかとみSC たかとみSC 各陸スポ少 各務原ジュニアアスリート 各陸スポ少 各陸スポ少 各陸スポ少 各陸スポ少

凡例 

10月24日 小学男子100m

10月24日 小学男子800m

10月24日 一般男子4X100mR

10月24日 高校男子100m

10月24日 中学男子100m

8位

10月24日 一般男子100m

10月24日 一般男子200m

10月24日 一般男子800m
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ト ラ ッ ク 審 判 長 左高　英希

記 録 主 任 大家　俊一

日付 種目

松井　美樹 12.91(+2.5) 磯谷　友里 12.97(+2.5) 土田　咲葉(2) 13.58(+2.5) 古田　柚愛(2) 14.36(+2.5)
Gerbera RC 日本体育大学 尾北高校 尾北高校
松井　美樹 26.28(+1.0) 柳原　さくら(2) 27.85(+1.0) 横濱　花歩(2) 28.15(-0.3) 田高　乃愛(1) 28.46(+1.0) 奥田　圭(2) 28.51(+1.0) 杉本　和奏(2) 28.93(-0.3) 山本　佳奈(2) 28.95(+1.0) 福島菜々子(3) 29.46(+1.0)
Gerbera RC 聖マリア女学院 尾北高校 各務原ジュニアアスリート 中央中学校 中央中学校 中央中学校 大須AC
多田　彩乃(2) 2:24.23 尾関　里帆(2) 2:24.92 木本　美咲(2) 2:29.61 日比野　心泉(2) 2:36.90 戸澤　ほまれ(2) 2:37.72 森田　景　(2) 2:42.32 長谷川　恵愛(2) 2:45.39 森井　瑠菜(1) 2:49.40
尾北高校 聖マリア女学院 各務原ジュニアアスリート 糸貫中学校 聖マリア女学院 古知野中学校 恵那東中学校 聖マリア女学院
古知野中学校女子A 51.15 聖マリアA 52.29 古知野中学校女子E 52.30 中央中学校女子 53.67 各務原JAC女子A 53.69 大須AC女子A 55.42 各務原JAC女子B 55.53 小金田中学校 56.04
鈴木　萌香(3) 小笠原　もこ(2) 藤村　優有　(2) 奥田　圭(2) 田高　乃愛(1) 仲尾若葉(3) 亀山　桜菜(1) 岡田　春乃(1)
森　那帆(3) 日比野　彩優(2) 滝　双葉　(2) 杉本　和奏(2) 岩田　千愛(1) 鈴木美生(1) 黒井　妃奈乃(2) 亀山　香里菜(1)
林　夏穂(3) 柳原　さくら(2) 小椋　千智　(2) 和田　陽菜音(2) 木本　美咲(2) 福島菜々子(3) 島田　沙葵(1) 武田　百花(3)
竹内　由奈(3) 別府　希菜(1) 中西　麻友　(2) 山本　佳奈(2) 佐藤　未梨亜(2) 堤愛花(2) 大西　莉緒奈(1) 桜井　日菜(3)
日比野　彩優(2) 13.74(+0.5) 別府　希菜(1) 13.91(+0.5) 小笠原　もこ(2) 14.05(+0.5) 堤愛花(2) 14.09(+0.5) 平田　茉祐(2) 14.28(+0.5)
聖マリア女学院 聖マリア女学院 聖マリア女学院 大須AC 聖マリア女学院
森　那帆(3) 12.80(+1.6) 中西　麻友　(2) 13.33(+1.6) 滝　双葉　(2) 13.51(+1.2) 田高　乃愛(1) 13.61(+1.6) 木本　美咲(2) 13.67(+1.5) 杉本　和奏(2) 13.74(+1.6) 小椋　千智　(2) 13.81(+1.6) 藤村　優有　(2) 13.97(+1.2)
古知野中学校 古知野中学校 古知野中学校 各務原ジュニアアスリート 各務原ジュニアアスリート 中央中学校 古知野中学校 古知野中学校
林　かれん(6) 14.04(+0.4) 藤崎 響子(6) 14.45(+0.4) 高木　日菜(6) 14.52(+0.4) 岩田 千聖(5) 15.05(+0.4) 佐々木 盟(5) 15.40(+0.2) 林　音寧(4) 15.47(+0.2) 浅野　朱花(4) 15.54(+0.5) 藤田　真央(5) 15.62(+0.2)
松川陸上クラブ 各陸スポ少 各務原ジュニアアスリート 各陸スポ少 各陸スポ少 たかとみSC たかとみSC たかとみSC
藤崎 響子(6) 2:54.93 尾崎 明花(5) 2:56.84 若森 風和(5) 2:56.96 林 紗衣(6) 3:05.60 池田　仲穂摩(4) 3:07.61 阿部 夏希(6) 3:08.62 田髙 奏羽(4) 3:09.61 浜口優乃花(3) 3:12.20
各陸スポ少 各陸スポ少 各陸スポ少 各陸スポ少 各務原ジュニアアスリート 各陸スポ少 各陸スポ少 各陸スポ少

藤原 希瑛(4) 3:12.20
各陸スポ少

凡例 

10月24日 小学女子100m

10月24日 小学女子800m

10月24日 一般女子4X100mR

10月24日 高校女子100m

10月24日 中学女子100m

8位

10月24日 一般女子100m

10月24日 一般女子200m

10月24日 一般女子800m

秋季スプリントトライアル 【21246939】 
各務原市総合運動公園 【244040】 
2021/10/24 ～ 2021/10/24

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 左高　英希

記 録 主 任 大家　俊一

日付 種目

たかとみSCA 56.52 各陸スポ少A 56.79 各務原JAC 58.22 たかとみSCF 1:00.01 各陸スポ少B 1:00.70 たかとみSCB 1:00.80 たかとみSCE 1:02.01 各陸スポ少D 1:03.23

藤田　真央(5) 松本 一輝(6) 森　恒太朗(6) 林　音寧(4) 佐々木 盟(5) 堀　新那(6) 森谷　奈々利(4) 森下 統矢(6)

長屋　侑心士(6) 藤崎 響子(6) 高木　日菜(6) 長屋　奏也士(5) 岩田 千聖(5) 小林　輝彰(6) 上野　紘豊(5) 林 紗衣(6)

吉村　夢華(6) 渡邉 りこ(6) 池田　実生(6) 浅野　朱花(4) 古瀬 皓大(5) 大前　絢菜(6) 大澤　柚月(4) 伏屋 拓馬(6)

大澤　寛太(6) 城所 悠太(6) 三原　悠吾(6) 各務　仁翔(5) 古池 優晴(5) 村瀬　惟京(6) ティニスウッド　悠月(5) 阿部 夏希(6)

凡例 

6位 7位 8位

10月24日 小学混合4X100mR

秋季スプリントトライアル 【21246939】 
各務原市総合運動公園 【244040】 
2021/10/24 ～ 2021/10/24

1位 2位 3位 4位 5位


