
日付 種目

新屋　快浬  11.63 (+0.1) 小河原　優大  11.82 (+0.1) 新美　凌大  12.03 (+0.1) 寺尾　陽人  12.07 (+0.1) 井本　怜良  12.22 (+0.2) 坂上　明成  12.24 (+0.1) 別府　岳透  12.31 (+0.1) 鈴木　大翔  12.71 (+0.2)

高砂 宝殿 白陵 宝殿 松陽 松陽 鹿島 白陵

東　倫太朗  23.28 (+0.3) 新屋　快浬  23.74 (+0.3) 小河原　優大  24.32 (+0.3) 新美　凌大  24.44 (+0.3) 鈴木　大翔  26.16 (+0.3) 清水　康平  26.30 (+0.3) 真鍋　天馬  28.19 (+0.3)

宝殿 高砂 宝殿 白陵 白陵 宝殿 白陵

関岡　聖  1:00.54 彌永　圭佑  1:02.91 奥吉　一慶  1:04.43

宝殿 白陵 松陽

松井　大倭  2:10.61 小林　琉聖  2:20.58 彌永　圭佑  2:22.49 奥吉　一慶  2:27.52

宝殿 松陽 白陵 松陽

松井　大倭  4:43.48 濵野　隆弘  4:52.54 小林　駿斗  4:56.65 小林　琉聖  5:04.50 後藤　洋希  5:10.86 山本　隆博  5:18.18

宝殿 宝殿 松陽 松陽 宝殿 宝殿

濵野　隆弘  10:18.60 小林　駿斗  10:25.66 山本　隆博  11:54.22

宝殿 松陽 宝殿

宝殿  47.14 高砂  48.85 荒井  48.86 松陽  49.10 白陵  49.36

寺尾　陽人 坂本　健 寺田　勇介 岩井　耀世 真鍋　天馬

関岡　聖 門野　隼斗 澤田　真広 井本　怜良 鈴木　大翔

清水　康平 西村　泰星 今村　啓汰 秦　槙之介 彌永　圭佑

小河原　優大 新屋　快浬 詫摩　真 坂上　明成 新美　凌大

秦　槙之介  5.05 (0.0)

松陽

寺尾　陽人  11.32 (+2.0) 坂上　明成  11.19 (+1.0) 坂本　健  10.61 (+1.6) 井本　怜良  10.53 (+1.4) 西村　泰星  10.48 (+1.6)

宝殿 松陽 高砂 松陽 高砂

吉田　伊吹  9.52 岩井　耀世  6.44

宝殿 松陽

吉田　伊吹  13.30

宝殿

恩田　美桜  13.33 (+0.4) 市位　陽奈子  13.59 (+0.4) 羽田　愛音  13.67 (+0.4) 作間　柚希  13.91 (+0.4) 菅原　心渚  13.97 (+0.4) 本村　晏那  14.27 (+0.8) 楡井　華菜  14.35 (+0.4) 中野　彩華  14.52 (+0.4)

竜山 宝殿 鹿島 鹿島 荒井 松陽 宝殿 松陽

恩田　美桜  w27.81 (+2.4) 市位　陽奈子  w28.21 (+2.4) 中野　彩華  w29.48 (+2.4) 本村　晏那  w29.92 (+2.4) 中條　慧  w30.69 (+2.4) 富永　百合子  w32.64 (+2.4)

竜山 宝殿 松陽 松陽 白陵 白陵

柳井　蓮音  2:24.10 稲田　桜子  2:34.25 前田　萌愛  2:42.16 川口　真美  2:53.27 武井　寧々  3:03.17

宝殿 松陽 荒井 竜山 高砂

柳井　蓮音  5:09.96 大西　理桜  5:34.81 東　菜摘  5:43.57

宝殿 鹿島 荒井

100mH 楡井　華菜  21.78

0.9 宝殿

宝殿  53.52 荒井  54.41 竜山  54.75 高砂  55.77 松陽  56.47 白陵  57.35

楡井　華菜 加治屋　ゆう 大槻　愛奈 福永　あん 吉川　蒼衣 衣笠　美咲

加藤　愛結 井上　結菜 福井　こころ 松本　珠樹 本村　晏那 中條　慧

柳井　蓮音 藤井　優希菜 川尻　羽純 名倉　沙綾 藤原　唯 富永　百合子

市位　陽奈子 菅原　心渚 恩田　美桜 武井　寧々 中野　彩華 中嶋　満来

山内　麻由  1.35

宝殿

福井　こころ  3.95 (-0.1) 加茂　瑠沙  3.84 (-0.6) 川尻　羽純  3.51 (-0.8)

竜山 松陽 竜山

林　実慧  8.49 常本　彩香  7.78 野村　鈴音  7.52 大槻　愛奈  6.31 尾西　和來  4.72

松陽 宝殿 鹿島 竜山 高砂

野村　鈴音  25.22 常本　彩香  23.58 加藤　愛結  20.61 大槻　愛奈  16.98 川尻　羽純  16.60 古川　樹里  14.75

鹿島 宝殿 宝殿 竜山 竜山 松陽
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8月2日 走幅跳

高砂女子 8月2日 100m

8月2日 円盤投

8月2日 三段跳

8月2日 砲丸投
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w (wind assist) : 追風参考
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8月2日 砲丸投


