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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 8/27 大野　和真(3) 11.26/-0.2

中山中

山下　誓己(3) 11.43/-0.2

松倉中

岩井　風雅(3) 11.54/-0.2

関桜ヶ丘中

栗本　颯大(3) 11.63/-0.2

長森中

安藤　勇輝(2) 11.71/-0.2

駄知中

小林　煌輝(3) 11.71/-0.2

松倉中

阿部　晃大(3) 11.78/-0.2

中津川第二中

中田　晧清(3) 11.87/-0.2

中津川第二中

１５０ｍ 8/27 河原　良真(1) 16.58/+0.5

関商工高

近藤　駈(3) 17.03/+0.5

岐阜西中

池之端　琉太(3) 17.40/+0.5

小泉中

臼田　智紀(3) 17.58/+0.5

国府中

早野　双葉(2) 17.68/+0.5

不破中

岩井　瑠希(3) 17.75/+0.5

緑ヶ丘中

小林　悠輝(3) 17.91/+0.5

松倉中

薮崎　光成(2) 25.09/+0.5

長森中

１０００ｍ 8/27 永井　琉生(3)  2:40.72

長森中

長尾　優汰(3)  2:40.75

金山中

森　亮太(3)  2:44.22

萩原北中

園原　巧海(1)  2:45.81

麗澤瑞浪高

久保　俊太(2)  2:47.35

西可児中

中島　叶夢(2)  2:47.52

金山中

後藤　駿弥(2)  2:48.60

KJAC

坂上　颯(3)  2:49.57

国府中

１１０ｍＨ

(0.991m)

8/27 藤本　遥斗(3) 15.86/+0.2

松倉中

曽我　羽琉(3) 16.07/+0.2

恵那西中

廣瀨　玄門(3) 17.36/+0.2

池田中

渡邊　峻(2) 19.47/+0.2

大垣東中

岡部　倫之(3) 19.57/+0.2

陸岐道

山田　遥都(2) 19.75/+0.2

各務原中央中

熊田　壮汰(2) 20.11/+0.2

陽南中

廣瀬　拓夢(2) 20.33/+0.2

穂積北中

走高跳 8/27 竹本　悠将(3) 1m65

中山中

沼田　頼優(3) 1m65

関桜ヶ丘中

柴田　廉人(2) 1m55

西可児中

児島　颯空(1) 1m50

大野中

山崎　稜登(2) 大垣西部中 1m45

冨田　和志(3) 陸岐道

矢島　陽生(1) 1m40

金山中

加納　奏空(1) 1m35

瑞浪北中

棒高跳 8/27 境　蓮音(3) 3m60

大垣西部中

山田　敦也(3) 大垣西部中 3m40

永田　優輝(3) 土岐津中

祢冝　頼飛(2) 3m20

大垣西部中

鎌田　悠佑(3) 3m20

真正中

渡邉　晟大(3) 3m00

土岐津中

冨田　龍玖(3) 3m00

池田中

山内　涼聖(2) 2m60

瑞浪北中

走幅跳 8/27 旭　秀太(3)   5m93/-1.5

八幡西中

安立　雅司(3)   5m74/-1.4

日新中

白木　朝陽(3)   5m69/-0.7

神岡中

ﾃｨﾆｽｳｯﾄﾞ　蒼空(3)   5m65/-0.4

伊自良中

佐合　隼(3)   5m65/-0.9

小泉中

服部　晃知(3)   5m61/-1.2

旭ヶ丘中

和田　悠真(2)   5m49/-1.3

大垣東中

加納　知紀(2)   5m45/-0.6

糸貫中

三段跳 8/27 中村　拳士郎(3)  12m25/+0.6

国府中

水谷　岳夢(1)  11m94/-0.9

大垣商高

田中　陽己(3)  11m93/+0.1

不破中

北嶋　十都(3)  11m87/+0.3

大垣西部中

足立　桐馬(3)  11m78/-0.4

可児中部中

市原　優樹(3)  11m42/-0.8

高富中

西脇　一斗(3)  10m85/+0.0

高田中

中井　稜人(3)  10m84/+0.0

神戸中

砲丸投

(5.000kg)

8/27 瀬古　楓芽(3)  12m41

神戸中

宮坂　信之介(3)  11m84

大垣西部中

楯　奏志(3)  11m43

中津川第二中

永田　大翔(3)  11m35

岐阜西中

若園　龍世(1)  10m46

岐南工高

丹羽　一真(3)  10m18

萩原南中

井上　直樹(1)   8m61

岐南工高

立川　大三朗(2)   8m49

大垣北中

円盤投

(1.500kg)

8/27 瀬古　楓芽(3)  34m12

神戸中

青木　風雅(3)  29m92

池田中

今田　亘亮(2)  19m75

日枝中

白石　琥太郎(3)  19m65

神戸中

溝口　陽奈太(3)  19m10

神岡中

宮坂　隆之介(1)  18m04

大垣西部中

服部　将伍(2)  15m08

日新中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8/27 田中　琉偉(3)  46m84

笠松中

片岡　恭俊(3)  46m00

精華中

纐纈　弦吾(3)  41m18

土岐津中

武藤　魁里(1)  40m91

大和中

山本　泰誠(1)  40m68

伊自良中

中家　梁登(3)  40m19

神岡中

吉村　優翔(1)  35m07

羽島中

野口　圭冴(2)  34m22

池田中

男子

１００ｍ 8/27 樹山　由來(1) 12.36/+1.7

済美高

下谷　雫(3) 12.81/+1.7

RIXPERT

田高　乃愛(2) 12.97/+1.7

KJAC

大國谷　柚妃(1) 12.99/+1.7

陸岐道

松波　更紗(3) 13.04/+1.7

RIXPERT

中井　蒼菜(2) 13.07/+1.7

RIXPERT

酒井　伶菜(2) 13.08/+1.7

中津川Jr

１５０ｍ 8/27 樹山　由來(1) 18.45/+2.1

済美高

市原　奈那(3) 18.45/+2.1

中津川Jr

森　沙也香(1) 18.73/+2.1

済美高

水野　はる華(2) 19.35/+2.1

多治見中

今峰　紗希(3) 19.64/+2.1

緑ヶ丘中

伴　実乃里(3) 19.79/+2.1

日新中

大西　莉緒奈(2) 20.09/+2.1

KJAC

竹中　暖乃(3) 20.26/+2.1

RIXPERT

１０００ｍ 8/27 宇納　杏莉(1)  2:57.64

美濃加茂高

篠田　心晴(3)  3:01.60

関桜ヶ丘中

今井　梨稜(3)  3:04.68

下呂中

田中　千晶(2)  3:05.21

中山中

尾関　里帆(3)  3:06.74

聖マリア中

受川　芽生(3)  3:07.59

大垣西部中

小坂　誠空(1)  3:11.62

美濃加茂西中

伊藤　綾音(1)  3:12.35

美濃加茂高

１００ｍH

(0.762/8.5)

8/27 三好　心実(3) 14.14/+1.1

中津川Jr

蒲　凛香(3) 14.28/+1.1

日枝中

柳原　由奈(3) 15.59/+1.1

美濃加茂西中

佐藤　未梨亜(3) 16.37/+1.1

那加中

近藤　桃羽(2) 17.44/+1.1

各務原中央中

中澤　亜美(2) 17.70/+1.1

RIXPERT

堤　莉衣奈(2) 17.75/+1.1

穂積北中

秦　柚葉(3) 18.19/+1.1

ROBLE

走高跳 8/27 今西　凉麻(2) 1m40

島中

味岡　れな(3) 高田中 1m40

長谷川　真子(3) 大垣西部中

味岡　ゆな(3) 1m35

高田中

田畑　亜梨(3) 緑ヶ丘中 1m30

原　凜華(2) 中津川第二中

深見　理世奈(3) 中津川第二中

大山　絢音(3) 多治見中

棒高跳 8/27 矢野　由輝菜(1) 2m50

美濃加茂高

塚口　舞海(3) 2m50

大垣西部中

前出　菜々美(3) 2m50

島中

亀山　桜菜(2) 2m30

KJAC

瀬　愛加(2) 2m10

大垣西部中

坂元　琉海(2) 2m00

土岐津中

走幅跳 8/27 福澤　幸芽(3)   5m04/-1.4

国府中

伊藤　希実(1)   4m73/-0.9

RIXPERT

髙梨　萌々美(3)   4m46/-1.6

陶都中

羽藤　華梨(2)   4m43/-1.6

KJAC

古田　伊織(3)   4m40/-0.8

大垣東中

安藤　実莉(1)   4m39/-1.1

中津川Jr

長尾　彩加(2) 旭ヶ丘中   3m99/-0.2

中田　侑愛(1) 中山中   3m99/-1.3

三段跳 8/27 佐竹　美緒(3)  10m44/-0.2

高田中

茲出　蒼衣(3)  10m10/-0.5

KJAC

江崎　真桜(3)   9m24/+0.3

金山中

櫻野　双葉(3)   9m16/-0.5

中山中

砲丸投

(2.721kg)

8/27 土山　真由(2)  10m65

各務原中央中

恩田　桃花(3)   9m14

島中

渡辺　千花(2)   8m73

瑞浪北中

中川　心愛(1)   8m72

KJAC

井戸　レイラ恭果(1)   7m70

美濃加茂西中

森　麻理亜(3)   7m57

神戸中

田中　柚羽(1)   7m04

大垣西部中

原　和花奈(2)   6m86

中津川第二中

円盤投

(1.000kg)

8/27 中嶋　唄(3)  23m14

日枝中

土山　真由(2)  23m13

各務原中央中

中嶋　まひろ(3)  22m73

神戸中

ビトリアーノ　リサ(2)  21m71

大垣西部中

杉山　侑恰(3)  19m05

金山中

中川　心愛(1)  17m35

KJAC

工藤　琉愛(1)  12m75

瑞浪北中

山中　心結(1)  12m12

大垣西部中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8/27 眞武　里帆(3)  39m13

多治見中

伊藤　羽菜(3)  34m04

付知中

今井　凜里(3)  31m98

下呂中

二羽　めぐみ(2)  31m87

大垣西部中

茲出　蒼衣(3)  31m10

KJAC

中畑　七夏花(3)  30m04

国府中

上村　彩乃(3)  22m64

神戸中

田口　優衣(3)  22m33

金山中

女子


