
日付 種目

佐藤　遥馬(1) 13.01 笹山　煌介(1) 13.19 竹内　琉泰(1) 13.53 山田　晃大(1) 13.65 大脇　蒼士(1) 13.71 岩田　慶伍(1) 13.81 山村　航(1) 14.12 平井　勇成(1) 14.42

上之郷中学校 八百津中学校 東可児中学校 西可児中学校 東中学校 蘇南中学校 蘇南中学校 中部中学校

小久保　彩人(2) 12.54 加藤　大地(2) 12.64 榊間　啓生(2) 12.75 玉野　颯久(2) 12.79 福田　大?(2) 12.82 山田　健斗(2) 12.84 林　宥舞(2) 12.84 吉田　心(2) 12.94

東可児中学校 蘇南中学校 白川中学校 西可児中学校 双葉中学校 西中学校 蘇南中学校 八百津中学校

中須　逞(3) 12.18 武市　恵司(3) 12.21 狭石　和(3) 12.63 玉田　光呂(3) 12.63 加地　亮太(3) 12.70 大鋸　琉星(3) 12.72 池戸　颯祐(3) 12.73 土佐　魁士(3) 12.94

中部中学校 川辺中学校 広陵中学校 中部中学校 西可児中学校 西中学校 川辺中学校 西中学校

岩井　聡季(3) 24.87 瀬戸口　寛明(3) 25.86 蜂矢　陽向(3) 26.46 酒向　琉斗(3) 26.67 松岡　真吾(2) 27.01 古田　涼(3) 27.27 赤谷　唯記(3) 27.38

八百津中学校 西中学校 中部中学校 東中学校 川辺中学校 川辺中学校 蘇南中学校

伊野　未来人(3) 57.16 須田　來希(3) 59.53 安江　桐也(2) 1:02.41 長尾　奏音(3) 1:03.70 前島　都和(2) 1:04.23 山田　空(2) 1:08.49

東中学校 西可児中学校 佐見中学校 美濃加茂中 川辺中学校 中部中学校

石郷　健翔(3) 2:02.03 タムラ　ラウロ(2) 2:02.10 足立　翔駿(3) 2:11.03 田中　孝誠(3) 2:17.46 櫻井　拓実(3) 2:19.97 石原　瑛二(3) 2:25.53 石井　翔大(2) 2:38.09 奥村　朔史(2) 2:38.93

中部中学校 中部中学校 坂祝中学校 西中学校 川辺中学校 美濃加茂中 美濃加茂中 蘇南中学校

永田　蒼汰郎(1) 4:55.95 亀井　翔葵(1) 5:08.52 久保　俊太(1) 5:10.60 伊野　亜冴人(1) 5:12.43 吉田　優月(1) 5:17.39 長谷川　恵大(1) 5:19.15 小林　啓人(1) 5:28.90 鈴村　崇秋(1) 5:54.25

八百津中学校 共和中学校 西可児中学校 東中学校 蘇南中学校 東中学校 蘇南中学校 黒川中学校

太田　大聖(2) 4:53.33 日比野　泰成(2) 4:53.57 足立　稜真(2) 4:56.70 森川　颯真(2) 4:59.77 服部　丈琉(2) 5:00.51 纐纈　優太(2) 5:00.90 高村　仁士(2) 5:02.77 馬場　航平(2) 5:03.45

東中学校 蘇南中学校 坂祝中学校 東可児中学校 西可児中学校 八百津中学校 美濃加茂中 川辺中学校

吉田　橙正(3) 4:27.33 安江　以緒太(3) 4:59.54 中上　煌斗(3) 5:02.02 森　優斗(3) 5:14.20 各務　翔哉(3) 5:21.33 澤田　陸杜(3) 5:45.11

西可児中学校 黒川中学校 蘇南中学校 蘇南中学校 黒川中学校 美濃加茂中

今井　琉稀(3) 10:22.07 髙田　倫政(2) 11:22.46 前田　啓汰(2) 11:40.82 遠藤　賢志郎(3) 11:49.39 飯田　桜大(3) 12:42.87

向陽中学校 美濃加茂中 蘇南中学校 川辺中学校 蘇南中学校

若尾　晄希(3) 16.39 松岡　凌玖(3) 16.54 山口　晃生(3) 17.32 古田　誠弥(2) 18.55 鬼頭　幸大(2) 18.62 松山　颯汰(3) 18.65 今江　太一(2) 19.05 片山　健太(3) 19.08

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

中部中学校 47.53 西可児中学校 48.05 西中学校 48.88 川辺中学校 48.93 蘇南中学校 49.51 美濃加茂中 49.98 向陽中学校 51.10 黒川中学校 53.13

山口　晃生(3) 岩崎　陽斗(3) 土佐　魁士(3) 古田　涼(3) 石川　潮早(3) 高村　仁士(2) 今井　琉稀(3) 小村　結輝(3)

島岡　亮多(3) 松岡　凌玖(3) 大鋸　琉星(3) 谷　竜輝(3) 中上　煌斗(3) 石原　瑛二(3) 林　朔矢　(2) 古田　子竜(3)

蜂矢　陽向(3) 若尾　晄希(3) 波部　光輝(3) 池戸　颯祐(3) 赤谷　唯記(3) 鈴木　颯太(2) 牛谷　徠人(3) 各務　翔哉(3)

中須　逞(3) 佐藤　慶長(3) 瀬戸口　寛明(3) 武市　恵司(3) 加藤　大地(2) 長尾　奏音(3) 中島　心(2) 安江　以緒太(3)

東可児中学校 51.17 西可児中学校 52.00 八百津中学校 52.40 西中学校 52.68 中部中学校 53.31 蘇南中学校 53.70 美濃加茂中 58.43

小久保　彩人(2) 玉野　颯久(2) 各務　玄人(2) 土谷　俐月(2) 吉田　碧斗(2) 林　宥舞(2) 石井　翔大(2)

竹内　琉泰(1) 山田　晃大(1) 笹山　煌介(1) 仲田　圭汰(1) 安江 准一(1) 山村　航(1) 川合　彩廉(1)

伊藤　吏槻(1) 柴田　廉人(1) 飯田　凛(1) 鬼塚　友大(1) 平井　勇成(1) 岩田　慶伍(1) 佐光　流来(1)

森川　颯真(2) 服部　丈琉(2) 吉田　心(2) 山田　健斗(2) 櫻井　珀(2) 日比野　泰成(2) 髙田　倫政(2)

渡辺　陸人(3) 1m44 牛谷　徠人(3) 1m30 座間　大夢(3) 1m30 千代田　朋大(3) 1m25 寺本　拳志朗(3) 1m20

川辺中学校 向陽中学校 川辺中学校 中部中学校 中部中学校

波部　光輝(3) 5m29(+0.7) 岩崎　陽斗(3) 5m19(+0.2) 加藤　温人(3) 5m18(+0.2) 神田　藍吏(3) 4m84(+0.1) 吉田　羽琉(3) 4m68(-0.2) 柴田　廉人(1) 4m49(-0.9) 加藤　珀椰(2) 4m22(+0.6) 桝井　惟吹(3) 4m19(+0.2)

西中学校 西可児中学校 中部中学校 中部中学校 八百津中学校 西可児中学校 東可児中学校 八百津中学校

石川　潮早(3) 11m81 有国　滉仁　(3) 9m14 島岡　亮多(3) 8m48 髙橋　璃紅(3) 7m95 古田　子竜(3) 7m55 仙田　大典(3) 7m39 小坂　龍心(3) 7m09 坪内　颯汰(2) 7m02

蘇南中学校 向陽中学校 中部中学校 中部中学校 黒川中学校 西中学校 西中学校 上麻生中学校

対抗得点
令和３年度可茂地区
中学校陸上大会男子

中部中学校 56点 西可児中学校 52点 蘇南中学校 35点 川辺中学校 29点 八百津中学校 24点 東中学校 24点 西中学校 24点 東可児中学校 21点

凡例 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

令和３年度可茂地区中学校陸上競技大会　関市中池公園陸上競技場 【243110】　2021/06/12

審判長　　　トラック : 堀江俊男　　フィールド : 渡邉謙吾

8位

6月12日
中学1年男子100m 

風：+1.4

6月12日
中学2年男子100m 

風：-0.4

6月12日
中学3年男子100m 

風：-1.4

6月12日
中学男子200m 

風：-0.8

6月12日 中学男子400m

6月12日 中学男子800m

6月12日 中学1年男子1500m

6月12日 中学2年男子1500m

6月12日 中学3年男子1500m

6月12日 中学男子3000m

6月12日
中学男子110mH 

風：+0.1

6月12日 中学男子4×100mR

6月12日
中学男子砲丸投

(5.000kg)

6月12日
低学年男子4×

100mR

6月12日 中学男子走高跳

6月12日 中学男子走幅跳


