
日付 種目

古田　結愛 (1) 14.14 日比野　歩音(1) 14.26 渡邉　しおり(1) 14.49 小池　優月      (1) 14.55 今井　彩月姫(1) 14.58 河村　咲楽 (1) 14.58 小川　葵(1) 14.79 山下　華嘉(1) 14.97

向陽中学校 中部中学校 中部中学校 白川中学校 蘇南中学校 東中学校 川辺中学校 川辺中学校

飯田　柑奈(2) 13.65 青山　香乃(2) 13.86  古橋　来夏 (2) 13.95 鈴木　花歩(2) 14.18 藤澤　凜(2) 14.41 鈴木　里歩(2) 14.56 横田　美乙(2) 14.63 山口　華凜(2) 14.82

東中学校 中部中学校 西可児中学校 向陽中学校 蘇南中学校 向陽中学校 広陵中学校 西中学校

樹山　由來(3) 12.98 佐藤　厘((3) 13.39 榊原　里紗(3) 13.64 鈴木　瑚栞(3) 13.71 水野　蒼唯(3) 14.09 橋本　若和(3) 14.17 谷口　瑞紀(3) 14.48 坂﨑　結菜(3) 14.50

西中学校 西可児中学校 蘇南中学校 東中学校 東中学校 八百津中学校 東可児中学校 蘇南中学校

今井　菜々乃 (3) 28.06  酒向　百香 (3) 28.35 佐合　里菜(3) 29.32 汐満　羽音(3) 29.93 佐合　由菜(3) 30.57 田牧　結愛(1) 30.70 端無　ゆら(3) 30.84 谷口　夕波　(2) 31.12

西可児中学校 坂祝中学校 東中学校 西中学校 川辺中学校 中部中学校 川辺中学校 向陽中学校

大崎　優月(2) 2:28.87 東　芽衣菜(2) 2:37.66 大野　真奈(3) 2:37.95 矢野　由輝菜(3) 2:39.06 平井　夏姫 (3) 2:39.57 齋藤　弥恵(3) 2:41.03 猪野　真由子(3) 2:41.16 山口　紀香(2) 2:48.04

中部中学校 中部中学校 蘇南中学校 美濃加茂中 向陽中学校 白川中学校 上之郷中学校 東中学校

奥村 幸美(1) 2:44.51 榊間　さくら(1) 2:49.69 平岡　玲奈(1) 2:50.02 今井　花音(1) 2:53.53 三浦　埜愛(1) 3:04.02 日比野　明莉(1) 3:04.65

中部中学校 黒川中学校 蘇南中学校 広陵中学校 中部中学校 美濃加茂中

服部　七海(3) 5:04.71 堀江　冬柚(2) 5:17.03 西岡　愛梨沙(2) 5:17.92  家田　あいら (2) 5:21.43 冨田　美月(2) 5:26.12 木村　朱里(3) 5:30.71 後藤　綺更(3) 5:39.15 杉山　遥香(3) 5:39.80

中部中学校 川辺中学校 東可児中学校 西可児中学校 蘇南中学校 蘇南中学校 八百津中学校 美濃加茂中

東中学校 52.92 西可児中学校 53.16 西中学校 53.55 蘇南中学校 56.09 八百津中学校 56.66 広陵中学校 57.34 中部中学校 57.77 川辺中学校 58.39

和田　英美里(3) 佐藤　厘((3) 山口　華凜(2) 宮園　暖陽(3) 橋本　若和(3) 大久保　颯姫(3) 川上　紗來(3) 吉岡　優衣(3)

小栗　柚月(3) 今井　菜々乃 (3) 柳原　由奈(2) 坂﨑　結菜(3) 山内　愛理(3) 寺嶋　芙歩(2) 奥山　珠羽(3) 佐合　由菜(3)

水野　蒼唯(3) 岩崎　陽菜 (3) 汐満　羽音(3) 奥村　侑楽(3) 佐藤　琳望(3) 玉置　乃亜(3) 服部　友海(3) 端無　ゆら(3)

鈴木　瑚栞(3)  古橋　来夏 (2) 樹山　由來(3) 榊原　里紗(3) 後藤　綺更(3) 和田　海愛(3) 服部　七海(3) 竹内　遥菜(3)

中部中学校 54.10 向陽中学校 56.02 川辺中学校 56.17 蘇南中学校 56.71 東中学校 57.02 広陵中学校 59.23 東可児中学校 59.66 上麻生中学校 1:00.22

大崎　優月(2) 鈴木　花歩(2) 加納　れみな(2) 鈴木　優奈(2) 松田　奏波(2) 中川　こころ(2) 服部　咲楽(2) 池戸　彩夢(2)

渡邉　しおり(1) 古田　結愛 (1) 小川　葵(1) 森川　芽愛(1) 河村　咲楽 (1) 今井　花音(1) 鏡味　結心(1) 岩田　莉里菜(1)

日比野　歩音(1) 渡邉　日葵　       (1) 山下　華嘉(1) 今井　彩月姫(1) 日比野　凛杏(1) 渡辺　莉彩(1)  山崎　愛梨(1) 渡邉　璃子(1)

青山　香乃(2) 鈴木　里歩(2) 加藤　綺理(2) 藤澤　凜(2) 飯田　柑奈(2) 横田　美乙(2) 戸松　芽生(2) 長谷川　歩花(2)

竹内　遥菜(3) 1m33 熊崎　結衣(2) 1m30 吉田　心春(2) 1m25 奥村　侑楽(3) 1m25 立元　莉里子(3) 1m20 佐々木　夏海(3) 1m20 長谷川 留依(3) 1m15 熊澤　華帆(2) 1m10

川辺中学校 佐見中学校 東可児中学校 蘇南中学校 東可児中学校 八百津中学校 向陽中学校 蘇南中学校

小栗　柚月(3) 4m61(+1.1) 各務　萌(3) 4m54(+0.3) 岩崎　陽菜 (3) 4m21(+0.6) 川合　佑芽(3) 3m93(+2.1) 長谷川　桃子(2) 3m78(+0.4) 加納　れみな(2) 3m69(+1.5) 奥山　珠羽(3) 3m52(+0.7) 磯貝　知佐(2) 3m41(+1.0)

東中学校 東中学校 西可児中学校 中部中学校公認3m84(-0.3) 蘇南中学校 川辺中学校 中部中学校 東可児中学校

林　優海 (3) 8m38 若宮　沙和(3) 8m08 住友　姫香(2) 7m39 安江　梨湖 (3) 6m90 古田　実莉(2) 6m89 千葉凛乃 (2) 6m78 伊藤　かのん(1) 6m41 石井　月乃(3) 5m50

八百津東部中学校 東中学校 蘇南中学校 黒川中学校 上麻生中学校 共和中学校 上麻生中学校 八百津中学校

柳原　由奈(2) 16.24 和田　英美里(3) 16.42 加藤　綺理(2) 18.19 川上　紗來(3) 18.28 勝本　栞花(2) 21.04 吉岡　優衣(3) 21.59 森口　環(2) 23.11 金子　櫻(3) 24.24

西中学校 東中学校 川辺中学校 中部中学校 東可児中学校 川辺中学校 東可児中学校 中部中学校

対抗得点
令和３年度可茂地区
中学校陸上大会女子

中部中学校 52点 東中学校 45点 蘇南中学校 34点 西可児中学校 27点 川辺中学校 23点 西中学校 19点 向陽中学校 17点 東可児中学校 12点

凡例 

審判長　　　トラック : 堀江俊男　　フィールド : 渡邉謙吾

6月12日
中学女子100mH　風：

-1.1

6月12日 中学女子走高跳

6月12日 中学女子走幅跳

6月12日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

6月12日 中学女子1500m

6月12日 中学女子4×100mR

6月12日
低学年女子4×

100mR

6月12日
中学女子200m 

風：+0.5

6月12日 中学女子800m

6月12日 中学1年女子800m

8位

6月12日
中学1年女子100m 

風：-0.7

6月12日
中学2年女子100m 

風：+0.6

6月12日
中学3年女子100m 

風：+0.5

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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