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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 松田　凌真(3) 11.79/+1.3

金山中

長尾　來輝音(3) 11.94/+1.3

金山中

山下　誓己(2) 11.95/+1.3

松倉中

石原　圭祐 11.97/+1.3

SELECT

藤本　遥斗(2) 12.01/+1.3

松倉中

今村　駿太(3) 12.03/+1.3

丹生川中

小林　煌輝(2) 12.17/-0.8

松倉中

大野　和真(2) 12.35/-0.8

中山中

２００ｍ 藤本　遥斗(2) 24.25/

松倉中

今村　駿太(3) 24.43/

丹生川中

加藤　響介(3) 24.47/

金山中

長尾　來輝音(3) 24.49/

金山中

蓑毛　劉鳶(2) 24.74/+0.6

下呂中

谷尻　光翼(2) 25.06/+0.6

東山中

大野　和真(2) 25.42/

中山中

小林　悠輝(2) 25.65/

松倉中

４００ｍ 井口　優冴(1) 56.95

飛騨高山高

河合　諒真(2) 57.59

松倉中

谷尻　光翼(2) 58.03

東山中

曽我　温仁(3) 58.94

竹原中

高木　心(3) 59.88

日枝中

戸市　康太(2)  1:01.45

中山中

和仁　瑞貴(2)  1:02.45

国府中

福田　一功  1:03.52

高山陸協

８００ｍ 竹本　悠将(2)  2:16.52

中山中

石原　睦希(2)  2:17.00

中山中

坂上　颯(2)  2:18.39

国府中

横矢　直  2:23.91

高山陸協

谷口　諒真(2)  2:24.80

国府中

熊倉　優来(2)  2:26.58

竹原中

山本　祐希(2)  2:40.02

東山中

松本　拓己(1)  2:42.75

国府中

１５００ｍ 長尾　優汰(2)  4:25.91

金山中

中島　雅輝(3)  4:33.35

金山中

栃井　悠太朗(3)  4:41.72

竹原中

中島　皐(2)  4:42.00

金山中

熊倉　優来(2)  4:42.90

竹原中

中島　叶夢(1)  4:42.94

金山中

田中　謙太郎  4:46.06

高山陸協

赤木　敏彦  4:48.83

高山陸協

３０００ｍ 森本　欽也(2)  9:53.52

萩原南中

岡野　光知 11:19.08

高山陸協

小笠原　将矢(2) 11:31.09

松倉中

山岸　龍ノ介(2) 12:59.58

下呂中

５０００ｍ 続葛　啓伍 17:19.45

高山陸協

下形　涼斗(3) 18:39.90

飛騨高山高

大森　智泰 18:50.35

下呂市陸上クラブ

走高跳 松田　凌真(3) 1m75

金山中

走幅跳 石原　圭祐   6m67/+0.3

SELECT

中澤　花道(2)   4m51/-1.9

北稜中

畑中　蒼平(2)   4m51/-0.5

北稜中

岩野　遥貴(1)   4m38/-0.1

宮中

大塚　遼翔(7)   4m33/+0.4

白川郷学園

都竹　央太郎(2)   4m30/+0.6

萩原南中

下洞　智陽(2)   4m26/-0.9

東山中

西垣内　琥士(1)   4m07/+0.8

下呂中

砲丸投

(2.721kg)

船坂　泰生(1)  10m12

国府中

船坂　晃生(1)   8m65

国府中

上島　脩生(1)   8m38

古川中

草壁　快飛(1)   7m64

古川中

江嵜　蒼太(1)   4m83

金山中

砲丸投

(5.000kg)

中西　礼(2)   9m34

宮中

丹羽　一真(2)   9m07

萩原南中

水田　夏芽(2)   7m88

古川中

井戸　理人(2)   6m10

金山中

山本　悠生   5m91

久々野中

吉野　思唯(2)   4m24

東山中

円盤投

(1.750kg)

谷口　永起(2)  17m50

飛騨高山高

やり投

(0.800kg)

谷口　永起(2)  27m60

飛騨高山高

男子
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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 坂本　詩乃(3) 12.91/+0.2

古川中

蒲　凛香(2) 13.25/+0.2

日枝中

今井　凜里(2) 13.60/+0.2

下呂中

金子　育千(2) 13.84/+0.3

下呂中

中川　彩(1) 13.97/+0.2

萩原南中

兼山　真空(1) 13.99/+0.3

金山中

木下　美琴(3) 14.02/+0.3

萩原南中

杉山　侑恰(2) 14.11/+0.2

金山中

２００ｍ 坂本　詩乃(3) 27.02/-0.5

古川中

今井　凜里(2) 28.27/-0.5

下呂中

金子　育千(2) 28.70/-0.5

下呂中

中川　彩(1) 29.04/-0.5

萩原南中

木下　美琴(3) 29.21/-0.5

萩原南中

杉山　侑恰(2) 29.52/-0.5

金山中

今村　千春(1) 29.85/+0.5

丹生川中

中垣　美羽(2) 30.05/+0.5

国府中

８００ｍ 表　心音(3)  2:30.58

丹生川中

長谷　美冬(2)  2:30.69

金山中

福澤　幸芽(2)  2:34.63

国府中

池田　笑花(2)  2:37.65

日枝中

松井　莉那(1)  2:40.31

中山中

野村　彩(2)  2:41.66

国府中

兼山　真空(1)  2:44.13

金山中

森下　由羽愛(2)  2:46.10

国府中

３０００ｍ 田中　千晶(1) 10:55.73

中山中

坂上　由美子 11:44.26

高山陸協

竹内　葵 12:28.36

高山陸協

走高跳 櫻野　双葉(2) 1m30

中山中

柚原　天音(1) 古川中 1m25

大林　ある菜(2) 萩原南中

梨谷　ほのか(7) 1m15

白川郷学園

川﨑　友奈(1) 古川中 1m10

加藤　櫻子(1) 金山中

中村　奈乃葉(1) 1m10

古川中

星合　小夏(1) 1m05

古川中

走幅跳 福澤　幸芽(2)   4m69/+1.3

国府中

池田　笑花(2)   4m48/+0.0

日枝中

蒲　凛香(2)   4m34/+0.1

日枝中

田口　菜優(1)   4m19/-0.5

下呂中

江崎　真桜(2)   4m15/+1.0

金山中

吉上　依里(2)   4m07/+1.8

古川中

溝端　杏奈(2)   3m72/+2.2

中山中

野谷　このは(2)   3m66/-1.1

中山中

砲丸投

(2.721kg)

武山　栞(3)  10m09

日枝中

三井　蒼葉(3)   8m90

日枝中

青木　結菜(1)   7m79

萩原南中

中嶋　唄(2)   6m92

日枝中

大澤　玲音(8)   6m82

白川郷学園

髙田　朱莉(2)   6m60

東山中

大坪　明日菜(2)   4m98

国府中

遠藤　光紗(2)   4m98

東山中

女子


