
いなべ・中学男子100m

決　勝　

(風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘﾜｷ ｺｳﾀ

1 4 1389 森脇　康太(2) 大安中 12.68
ﾆｼｴ ﾕｳﾀﾛｳ

2 2 1368 西江優太朗(3) 大安中 12.78
ｻｻｷ ｶﾞｸﾄ

3 5 3587 佐々木岳和(2) 東員第二中 13.28
ｴﾓﾘ ﾏｺﾄ

4 7 3586 江守　真人(2) 東員第二中 13.41
ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｱｷ

5 3 1416 杉原　晴明(3) 東員第二中 13.63
ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

6 6 1387 吉田　資英(2) 大安中 13.96

中学男子オープン100m

決　勝　

(風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾜ

OP 5 1267 杉本　知環(2) 陵成中 13.43
ﾓﾘ ﾏｻｵｷ

OP 3 1273 森　　将起(2) 陵成中 14.30
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅﾄ

OP 4 1365 中川　叶都(3) 大安中 16.77
ﾋﾛｾ ﾂｶｻ

6 1117 廣瀬　司幸(2) 光風中 DNS
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

7 1090 大山　和真(3) 光風中 DNS



いなべ・中学男子200m

決　勝　

(風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ｶﾞｸﾄ

1 4 3587 佐々木岳和(2) 東員第二中 27.22
ﾔﾏｷﾀ ﾕｳ

2 7 1383 山北　悠央(2) 大安中 27.25
ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ

3 6 3589 平野　拓真(2) 東員第二中 28.26
ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾐ

4 3 3585 岩本　和己(2) 東員第二中 28.67
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

5 5 1386 樋口　聖真(2) 大安中 28.83



いなべ・中学男子400m

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ

1 4 1371 石崎　悠仁(3) 大安中 59.35
ﾆｼｴ ｺｳｾｲ

2 7 1385 西江　康晴(2) 大安中 1:03.90
ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ

3 5 3589 平野　拓真(2) 東員第二中 1:05.25
ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｱｷ

4 3 1416 杉原　晴明(3) 東員第二中 1:06.64
ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ

6 3588 寺田　雄亮(2) 東員第二中 DNS

凡例  DNS:欠場



いなべ・中学男子800m

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾏ

1 4 1417 平川　拓磨(3) 東員第二中 2:24.79
ｼｭﾄｳｺｳｷ

2 3 1397 首藤　光貴(2) 東員第一中 2:25.47
ﾆｼｴ ｺｳｾｲ

3 2 1385 西江　康晴(2) 大安中 2:30.00
ｲﾄｳﾙｷ

4 1 1399 伊藤　琉喜(2) 東員第一中 2:49.22



いなべ・中学男子1500m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾏ

1 4 1417 平川　拓磨(3) 東員第二中 4:51.11
ｼｭﾄｳｺｳｷ

2 2 1397 首藤　光貴(2) 東員第一中 4:59.27
ﾐﾜ ｿｳﾀﾛｳ

3 3 3590 三輪颯太郎(2) 東員第二中 5:27.61
ｲﾄｳﾙｷ

4 1 1399 伊藤　琉喜(2) 東員第一中 5:35.37



いなべ・中学男子3000m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ

1 1 1371 石崎　悠仁(3) 大安中 10:33.04



いなべ・中学男子110mYH

決　勝　

(風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳｷ

1 5 1388 水谷　壮希(2) 大安中 19.65
ﾓﾘﾜｷ ｺｳﾀ

2 4 1389 森脇　康太(2) 大安中 20.47



いなべ・中学男子4X100mR

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 大安中 1366 伊藤　球道(3) ｲﾄｳ ｷｭｳﾄﾞｳ 51.40
1368 西江優太朗(3) ﾆｼｴ ﾕｳﾀﾛｳ
1387 吉田　資英(2) ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ
1389 森脇　康太(2) ﾓﾘﾜｷ ｺｳﾀ

2 5 東員第二中 3589 平野　拓真(2) ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ 52.37
3590 三輪颯太郎(2) ﾐﾜ ｿｳﾀﾛｳ
1416 杉原　晴明(3) ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｱｷ
1417 平川　拓磨(3) ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾏ



いなべ・中学男子走高跳

決　勝　

ｴﾓﾘ ﾏｺﾄ － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 2 3586 江守　真人(2) 東員第二中 1m45
ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1 3588 寺田　雄亮(2) 東員第二中 DNS

1m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

凡例  DNS:欠場



いなべ・中学男子走幅跳

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｴ ﾕｳﾀﾛｳ 5m22 4m68 5m06 5m22
1 4 1368 西江優太朗(3) 大安中 +1.5 +2.4 +4.2 +1.5

ﾐﾜ ｿｳﾀﾛｳ 4m96 4m88 5m13 5m13
2 5 3590 三輪颯太郎(2) 東員第二中 +1.6 +2.6 +2.5 +2.5

ｲﾄｳ ｷｭｳﾄﾞｳ × 4m99 4m80 4m99
3 2 1366 伊藤　球道(3) 大安中 +2.1 +1.5 +2.1

ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 4m77 3m75 4m09 4m77
4 1 3585 岩本　和己(2) 東員第二中 +2.7 +2.4 +3.2 +2.7

ｲﾄﾐ ｶｲﾄ 3m21 4m66 4m28 4m66
5 3 1384 伊冨　海音(2) 大安中 +1.5 +2.8 +4.2 +2.8



いなべ・中学男子円盤投(1.500kg)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ｷｭｳﾄﾞｳ

1 1 1366 伊藤　球道(3) 大安中 × × 15m41 15m41 15m41



いなべ・中学女子100m

決　勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ

1 5 9001 渡辺　華音(3) 員弁中 14.12
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｻｷ

2 4 1361 川端　美咲(3) 大安中 14.33
ﾅｶｼﾏ ﾌｳｶ

3 7 3594 中島　颯花(2) 東員第二中 14.50
ｵｶﾑﾗ ﾕﾗ

4 8 3593 岡村　柚来(2) 東員第二中 14.60
ﾔﾏｷﾀ ﾐﾐ

5 2 1390 山北　美心(2) 大安中 16.04
ﾓﾘ ﾕｳﾅ

6 6 1362 森　　結奈(3) 大安中 16.42
ｵｸｵｶ ｼﾎ

3 1339 奥岡　志保(3) 員弁中 DNS

凡例  DNS:欠場



いなべ・中学女子200m

決　勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ

1 4 9001 渡辺　華音(3) 員弁中 29.02
ｱｻｲ ﾒｲ

2 5 1391 浅井　芽衣(2) 大安中 30.56
ｵｸｵｶ ｼﾎ

6 1339 奥岡　志保(3) 員弁中 DNS

凡例  DNS:欠場



いなべ・中学女子800m

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｶﾞｼﾐｸ

1 1 1394 東　　珠来(3) 東員第一中 2:36.53
ｱｻｲ ﾒｲ

2 4 1391 浅井　芽衣(2) 大安中 2:42.27
ﾔﾏｷﾀ ﾐﾐ

3 3 1390 山北　美心(2) 大安中 2:51.97
ｳﾉ ﾈﾈ

4 2 3592 卯野　寧々(2) 東員第二中 3:37.87



いなべ・中学女子1500m

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｶﾞｼﾐｸ

1 1 1394 東　　珠来(3) 東員第一中 5:20.95



いなべ・中学女子100mMH

決　勝　

(風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ

1 4 1364 古川　彩葉(3) 大安中 16.99
ｳﾉ ﾈﾈ

2 5 3592 卯野　寧々(2) 東員第二中 24.36



いなべ・中学女子4X100mR

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 大安中 1364 古川　彩葉(3) ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ 57.03
1361 川端　美咲(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｻｷ
1391 浅井　芽衣(2) ｱｻｲ ﾒｲ
1363 伊藤　由真(3) ｲﾄｳ ﾕﾏ



いなべ・中学女子走高跳

決　勝　

ｵｶﾑﾗ ﾕﾗ × ○ × × ×

1 1 3593 岡村　柚来(2) 東員第二中 1m10

1m15
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m10



いなべ・中学女子走幅跳

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｻｷ × 4m25 4m23 4m25
1 3 1361 川端　美咲(3) 大安中 +2.4 +2.3 +2.4

ﾅｶｼﾏ ﾌｳｶ 3m97 4m03 4m06 4m06
2 2 3594 中島　颯花(2) 東員第二中 +2.0 +2.4 +1.7 +1.7

ﾓﾘ ﾕｳﾅ × 2m59 2m68 2m68
3 1 1362 森　　結奈(3) 大安中 +4.2 +3.0 +3.0



いなべ・中学女子砲丸投(2.721kg)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ

1 2 1364 古川　彩葉(3) 大安中 7m79 8m80 9m00 9m00 9m00
ｲﾄｳ ﾕﾏ

2 1 1363 伊藤　由真(3) 大安中 7m78 × 7m94 7m94 7m94



いなべ・中学女子円盤投(1.000kg)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾕﾏ

1 1 1363 伊藤　由真(3) 大安中 × 17m57 × 17m57 17m57


