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藤原 琉暉  13.03 (-1.7) 八幡 響  13.13 (-0.8) 三枝 俊太  13.31 (-1.7) 杉原 翔馬  13.61 (-0.4) 中野 一稀  13.62 (-0.8) 小倉 知也  13.77 (+1.1) 溝端 悠人  13.91 (-0.8) 來住 侑亮  13.98 (-1.7)
重春 広野 市場 楠丘 滝野東 来住 三木 ⻄脇
石井 颯亜  4:51.53 稲村 優汰  5:08.16 小倉 臣斗  5:08.97 井上 大誠  5:17.84 依藤 大晟  5:23.08 ⻘木 紫⾳  5:25.94 南平 悠介  5:25.97 八木 悠斗  5:29.23
広野 社 来住 三樹 下東条 別所 緑が丘東 豊地
下崎 寛  13.59 (+0.4) 水野 光  13.90 (+0.3) 冨井 悠翔  14.34 (+0.4) ⻄村 聡和  14.45 (+0.3) ⼾⽥ 侑杜  16.39 (+0.4) 土井 流星  16.57 (+0.3) 大川 勝誉  17.99 (+0.4) 市橋 遥希  19.15 (+0.3)
滝野東 社 緑が丘東 北条 下東条 三木 中町北 平⽥
滝野東  53.84 来住  54.19 市場  54.73 重春  55.11 別所  56.16 ⻄脇  56.72 自由が丘  57.03 東条東  57.07
三崎 颯来 河合 聡典 ⽥中 翔大 梶原 功暉 ⻘木 紫⾳ 阪口 楓弥 水本 昊汰 岡林 壮真
中野 一稀 本⽥ 一貴 三枝 俊太 岡⽥ 慎之介 杉山 諒羽 高瀬 伊周 松本 琉風 藤原 奏
下崎 寛 ⽥ 尚叶 藤本 唯斗 山本 梛央 河原 夢來 稲垣 晃太朗 小⻄ 櫂正 畑瀬 彗太
菅井 丈次郎 小倉 知也 元梁 陽 藤原 琉暉 森下 心詞 來住 侑亮 橋本 舜太 山⽥ 稟翔
元梁 陽  1.44 後藤 由成  1.41 松井 敬悟  1.38 菅井 丈次郎  1.32 山崎 ⻯聖  1.23 森實 志月  1.23 岡林 壮真  1.20 大⽥ 僚介  1.15
市場 志染 下東条 滝野東 松井 緑が丘 東条東 平⽥
冨依 皇我  4.26 (+0.3) 前⽥ 泰志  4.21 (-0.3) 河原 夢來  4.18 (0.0) 竹本 愁  3.98 (+1.1) 本⽥ 一貴  3.93 (+0.9) 藤井 大和  3.86 (+0.3) 吉⽥ 隼  3.85 (+0.5) 清水 圭太  3.83 (-0.2)
東吉川 社 別所 滝野東 来住 鴨川 三木 三樹
山⽥ 稟翔  64.15 深瀬 天誠  62.48 坂本 航汰  59.01 宮崎 逢毅  56.02 ⽥ 尚叶  54.54 藤本 唯斗  52.61 山口 英⻁  51.79
東条東 中町北 日野 重春 来住 市場 杉原谷

常見 悠慎  51.79
鴨川

德岡 翔希  14.31 (-0.3) 山下 陽輝  14.39 (-0.3) 小倉 大意  14.49 (-0.3) 藤井 遥大  15.12 (-0.3) 遠藤 碧人  15.17 (-0.3) 前⽥ 和輝  15.19 (-0.3) 内橋 篤哉  15.38 (-0.3) 藤原 一冴  15.50 (-3.4)
⻄脇 広野 来住 日野 重春 緑が丘 滝野南 別所
森口 春芽  5:07.64 神⽥ 瑛太  5:13.52 藤中 蒼志  5:20.09 在里 悠希  5:23.92 永井 結崇  5:27.75 渡海 希光  5:31.29 松岡 雄飛  5:33.93 井上 友希  5:37.03
広野 滝野南 中町南 三木 日野 自由が丘 重春 ⻄脇
山本 爽天  14.46 (+0.9) 高橋 桐吾  15.58 (+0.9) 鐘元 拓己  15.60 (+0.3) 大山 遼翔  15.65 (+0.9) 稲見 悠  17.80 (+0.3) オマル アサラコ  18.64 (+0.9) 高橋 健斗  18.72 (+0.3) ⽥丸 葵  20.28 (+0.9)
広野 重春 社 ⻄脇 口吉川 自由が丘 杉原谷 緑が丘
来住  57.89 ⻄脇  58.94 広野  59.22 重春  59.65 杉原谷  1:01.55 社  1:01.73 八千代  1:01.97 別所  1:02.42
吉⽥ 佳矢 大山 遼翔 津留見 楓大 遠藤 碧人 池⽥ 彬人 中山 榮章 尾芝 瑛斗 岩木 智広
松⽥ 康佑 德岡 翔希 山本 爽天 松原 幹太朗 橋間 架 藤井 洸太朗 翁⽥ 安吏 石井 啓盛
森本 ⻯聖 宇仁 夢人 榎本 翔馬 松岡 雄飛 元木 柚希 石⽥ 真樹 山本 愛翔 南渕 凌大
小倉 大意 藤原 空奏 布施 雄大 小林 慶大朗 萬浪 大喜 鐘元 拓己 坂本 聖 井本 湧
藤井 洸太朗  1.29 松⽥ 康佑  1.23 雪本 大暉  1.20 元木 柚希  1.15 布施 雄大  1.15 藤原 透万  1.10
社 来住 市場 杉原谷 広野 楠丘

竸 尊  1.15
中吉川

小林 慶大朗  3.90 (0.0) ⻑谷川 温大  3.76 (-0.5) 上月 嘉人  3.72 (+0.8) 出雲 世那  3.71 (-0.9) 川⽥ 翔介  3.49 (+0.4) 藤本 要  3.45 (+1.9) 森本 ⻯聖  3.44 (+0.1) 宇仁 夢人  3.23 (+0.1)
重春 上吉川 三草 市場 平⽥ 松井 来住 ⻄脇
片岡 怜大  56.41 吉⽥ 佳矢  49.85 金髙 凛玖  49.72 間嶋 悠心  49.59 ⻑尾 玲汰  45.48 足立 海晟  45.24 藤原 梗太郎  39.86 笹倉 榎月  37.43
日野 来住 松井 中町南 滝野東 杉原谷 市場 ⻄脇

元梁　陽 市場 藤井　樹菜 八千代 藤井　洸太朗 社 前川　希羽 社
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岡 蒼依  14.35 (+0.1) 藤澤 結夢  14.51 (+0.1) 坪井 智加  14.72 (+0.6) 有⽥ 帆花  14.88 (+0.1) 河村 瑠莉  14.96 (0.0) 山本 沙綾子  15.04 (+0.1) 春名 明里  15.09 (+0.6) 豊川 ひなた  15.12 (+0.6)
北条東 別所 重春 八千代 米⽥ 豊地 滝野東 東条東
藤⽥ このあ  2:35.46 藤原 一花  2:43.04 山内 莉瑚  2:44.05 平井 心  2:46.27 松浦 美瑠玖  2:47.70 江頭 菜月  2:50.76 ⽥中 風逢  2:53.96 蔵迫 蘭  2:54.99
北条東 下東条 北条 平⽥ 東条東 社 重春 緑が丘東
井上 もも  13.85 (0.0) 竹中 結愛  14.76 (-0.1) 百⽥ 万穂  15.26 (0.0) 後藤 繭結  15.99 (+0.2) 丸山 実桜  16.10 (-0.1) 中井 香帆  16.70 (-0.1) ⻄垣 瞳  16.75 (-0.1) 仁尾 橙香  16.81 (+0.2)
社 下東条 滝野東 中町南 八千代 三木 みなぎ台 楠丘
社  57.88 滝野東  59.41 八千代  59.58 市場  1:00.37 楠丘  1:00.97 重春  1:01.25 中町南  1:01.75 日野  1:01.87
藤本 陽菜乃 丸山 瑞希 伊福 苺苑 松野 凛星 仁尾 橙香 重松 佑菜 寺井 美穏 岩崎 莉緒
山口 恵玲奈 百⽥ 万穂 尾芝 梨愛 松山 愛生 吉⽥ 栄姫 ⽥中 風逢 後藤 繭結 神崎 晶
井上 もも 前⽥ めい 丸山 実桜 堀 真奈美 竹内 來優 衣川 心咲 高⽥ 空来 金澤 羽⾳
ロクカルゲ 真桜里 春名 明里 有⽥ 帆花 阪野 伽歩 山本 樹里 坪井 智加 藤本 優陽 前⽥ 奏
阪野 伽歩  1.23 内⽥ 結菜  1.20 ロクカルゲ 真桜里  1.15 吉⽥ 栄姫  1.10 常深 菜月  1.10
市場 中町北 社 楠丘 平⽥

前⽥ 留花  1.10
下東条
上芝 帆乃花  1.10
口吉川
⻄村 海咲  1.10
緑が丘東

山口 恵玲奈  4.02 (-0.4) 岩根 さやか  3.76 (+0.3) 藤井 七聖  3.75 (0.0) 吉⽥ 千夏  3.75 (-1.0) 達可 くるみ  3.70 (0.0) 赤松 穂香  3.69 (-0.6) 上郡 真緒  3.58 (+1.3) 小島 由貴  3.41 (+0.3)
社 滝野東 中町南 2nd 3m64 来住 2nd  3m61 重春 広野 杉原谷 緑が丘
藤井 樹菜  51.55 前⽥ めい  50.25 堀井 さおり  43.46 安⽥ 圭伽  40.26 ⽥中 美帆  38.83 前⽥ 友愛  38.35 内橋 奈七  36.95 藤本 優陽  33.95
八千代 滝野東 平⽥ 下東条 みなぎ台 来住 重春 中町南
濱中 芽依  14.97 (+0.4) 井本 のん  14.99 (+0.6) 米村 ゆめ  15.52 (+0.6) ⽥中 弥生  15.52 (-0.6) 増⽥ 果歩  15.53 (+0.4) 板倉 花歩  15.54 (+0.4) 甘中 陽菜  15.58 (+0.6) 眞鍋 みのり  15.68 (-0.3)
緑が丘 別所 重春 15.511 市場 15.514 社 中吉川 泉 八千代
中張 柚乃  2:34.69 藤原 汐央香  2:39.96 竹谷 穂乃  2:40.99 松尾 菜々子  2:42.76 ⻘木 心愛  2:45.67 屋敷 乃梨子  2:46.55 池⽥ 咲那  2:48.09 森下 怜奈  2:48.59
自由が丘 社 緑が丘 北条東 別所 広野 緑が丘東 下東条
前川 希羽  14.50 (+0.9) 蓬莱 由夏  15.20 (+1.1) 眞鍋 はな  15.71 (+1.5) 山⽥ 那菜  16.59 (+1.5) 依藤 賀容子  17.10 (+0.9) ⻄山 楓  17.17 (+1.1) 市島 千尋  18.02 (+1.1) 住⽥ 乙姫  18.13 (+1.5)
社 自由が丘 中町南 松井 下東条 三草 自由が丘東 北条
重春  1:01.79 社  1:01.91 別所  1:02.43 ⻄脇  1:02.58 中町南  1:03.19 滝野東  1:03.66 八千代  1:04.09 中吉川  1:04.35
郡 碧衣 グェン ハイイエン 藤澤 美桜 芦⽥ 莉子 笹倉 わかな 森枝 菜海 渡辺 千惠 板倉 花歩
⻄村 実桜 前川 希羽 ⻘木 心愛 安達 心紅 藤本 更 廣⽥ 菜緒 生⽥ 埜愛 安倍 唯花
藤本 小鳥 増⽥ 果歩 藤原 幸知 筒井 アンナ 市位 紗耶 ⻑谷川 かこ 矢尾 一華 藤⽥ 千陽
米村 ゆめ 藤原 汐央香 井本 のん 辻 美月 眞鍋 はな 朝井 陽真莉 眞鍋 みのり ⻄岡 花菜
吉本 七海  1.15 ⻄岡 花菜  1.15 井上 耀  1.05 見坂 悠羽  1.00 藤次 明里咲  1.00
上吉川 中吉川 市場 中町南 社

松岡 優生  1.00 吉⽥ 優羽菜  1.00
杉原谷 下東条
荒巻 理乃  1.00
自由が丘

向井 杏奈  3.66 (-1.5) 岡庭 実佑  3.34 (-1.7) 大北 海咲希  3.33 (-0.4) 荻野 真菜  3.30 (+1.3) 岡本 芽衣  3.28 (-0.5) 常見 弥珠  3.05 (-0.6) 河合 優衣  3.04 (-0.9) 臼井 結梨  3.04 (-0.9)
東吉川 北条東 東条東 日野 三草 鴨川 来住 松井
森本 結月  41.45 竹本 あい  40.85 ⽥中 佑奈  35.02 羽渕 明  34.69 佐野 葵惟  33.02 南 美結  32.87 木下 璃亜羅  30.32 大塩 咲和  30.16
市場 松井 下東条 北条東 来住 東条東 重春 三草

天候
風向
風力
気温
湿度

気
象
状
況

14:4514:00
晴

0.2
17.5
52%

晴

0.2
17.2
52%

南 南

18.2 18.3 18.5 17.6
44% 44% 44% 62%

10:00 13:0012:0011:00
晴 晴 晴 晴

0.2 0.1 0.4 0.1
東 南西 南 南

小学６年女子 10月25日 100m

10月25日 800m

10月25日 走高跳

10月25日 走幅跳

10月25日 80mH

10月25日 4x100mR

10月25日 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

10月25日 4x100mR

10月25日 走高跳

7位7位7位7位 8位8位8位8位1位1位1位1位 2位2位2位2位 3位3位3位3位 4位4位4位4位 5位5位5位5位 6位6位6位6位

10月25日 走幅跳

10月25日 800m

10月25日 80mH

10月25日 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

小学５年女子 10月25日 100m


