
日付 種目

山中　悠生  24.91 (+1.1) 口原　優登  25.01 (+1.1) 小川　昂太朗  25.08 (+1.1) 道安　優斗  25.22 (+1.1) 多田　有輝  25.61 (+1.1) 松下　幸聖  26.25 (+1.1) 石田　皓太郎  26.69 (+1.1) 山口　正貴  28.03 (+1.1)

鷹匠 上野 上野 長峰 鷹匠 原田 長峰 原田

河端　麗桜  57.88 藤木　隆之介  1:05.10 堂前　琉惺  1:12.05

上野 鷹匠 鷹匠

松本　圭吾  2:16.65 杉本　優心  2:22.35 廣嶋　諭  2:28.01 濱岸　礼於  2:30.38 竹林　来輝  2:35.57 森　大誠  2:57.93

上野 原田 鷹匠 鷹匠 長峰 長峰

松本　圭吾  4:39.80 笹岡　樹  4:43.47 多喜田　和磨  4:50.62 夛田　楓  5:02.23 山﨑　陽仁  5:02.45 杉本　優心  5:03.77 竹林　空哉  5:27.22

上野 原田 鷹匠 長峰 鷹匠 原田 長峰

三浦　晴  10:15.50 笹岡　樹  10:19.88 野田　優心  10:44.68 寺本　慶斗  11:16.59 榎本　伊純  11:28.95

長峰 原田 鷹匠 長峰 鷹匠

荒藤　樹  w15.69 (+3.5) 平野　佑弥  w16.68 (+3.5)

原田 原田

鷹匠  47.99 原田  48.23 長峰  48.72 上野  49.13

戸谷　優太 松下　幸聖 白石　遼 犬飼　命尊

多田　有輝 名生　稀伊介 西岡　英資 口原　優登

西山　大城 平野　佑弥 石田　皓太郎 河端　麗桜

山中　悠生 荒藤　樹 道安　優斗 小川　昂太朗

山﨑　陽仁  1.45 多喜田　和磨  1.30

鷹匠 鷹匠

宮尾　真仁  w6.41 (+3.7) 木高　勇樹  w5.13 (+7.6) 名生　稀伊介  w4.92 (+3.1) 浮田　悠吾  w4.29 (+6.7) 工樂　瑛友  w4.02 (+4.7) 西山　大城  w3.96 (+7.0) 國廣　勇気  3.53 (-1.6)

烏帽子 長峰 原田 上野 鷹匠 鷹匠 長峰

戸谷　優太  11.25 (+1.8) 犬飼　命尊  9.52 (+0.8)

鷹匠 上野

内田　琉斗  8.07 多田　有輝  5.85

長峰 鷹匠

濱岸　礼於  15.47 林　蒼真  11.57

鷹匠 鷹匠

宮尾　真仁  w11.49 (+3.6) 荒藤　樹  w11.77 (+3.6) 戸谷　優太  w11.97 (+3.6) 口原　優登  w11.98 (+3.6) 南家　直樹  w12.33 (+3.6) 松下　幸聖  w12.39 (+3.6) 木高　勇樹  w12.79 (+3.6) 西山　大城  w12.83 (+3.6)

烏帽子 原田 鷹匠 上野 長峰 原田 長峰 鷹匠

河端　麗桜  w12.83 (+3.6)

上野

小川　昂太朗  w12.26 (+5.0) 名生　稀伊介  w12.59 (+5.0) 犬飼　命尊  w12.70 (+5.0) 山口　正貴  w13.06 (+5.0) 前田　樹生  w13.37 (+5.0) 工樂　瑛友  w13.73 (+5.0) 周栄　秀翔  w13.76 (+5.0) 逢坂　昂汰  w15.76 (+5.0)

上野 原田 上野 原田 鷹匠 鷹匠 長峰 長峰

北浦　雅久  13.23 (+1.6) 戸澤　直哉  13.83 (+1.6) 田之畑　享助  13.98 (+1.6) 上杉　仁  14.50 (+1.6) 上木　獅流  15.04 (+1.6) 中安　喬一  15.15 (+1.6) 佐藤　恵行  15.35 (+1.6)

鷹匠 鷹匠 原田 原田 長峰 上野 上野

川崎　喬仁  5:37.20 三輪　康太  5:50.11 宮内　陽紀  5:53.96 岩本　遼  6:00.18 青木　華虹  6:22.05 田中　陽大  6:34.46 島崎　颯士  7:34.97

鷹匠 上野 鷹匠 上野 長峰 原田 原田

鷹匠  53.79 上野  55.53 長峰  57.03

工樂　瑛友 長坂　周一 中山　丈太郎

北浦　雅久 佐藤　恵行 西川　克翔

戸澤　直哉 中安　喬一 竹村　陽洋

豊澤　陽 安田　真都 葉山　仁

低学年男子 6月15日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

1年男子 6月15日 100m

6月15日 1500m

3年男子 6月15日 100m

2年男子 6月15日 100m

6月15日 砲丸投

6月15日 円盤投

6月15日 走幅跳

6月15日 三段跳

6月15日 4x100mR

6月15日 走高跳

6月15日 3000m

6月15日 110mH

6月15日 800m

6月15日 1500m

7位 8位

共通男子 6月15日 200m

6月15日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

藤田　勝久
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