
性
種　　目 風力 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

別 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属

(+2.9) 井川　欧莉 (+0.1) 吉本　昂世 (+0.1) 岩本　晴來 (+0.7) 森　丈二 (+2.9) 宮本　淳平 (+2.9) 木下　雄太 (+0.7) 湊　銀士 (+0.7) 向井　希

1.2年50m 2.9 8”95 (東みよしＴＦ2) 9”11 (阿波市陸上1) 9”14 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ2) 9”36 (鳴門ＫＡＣ2) 9”37 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ2) 9”41 (鳴門ＫＡＣ2) 9”57 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ2) 9”57 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ2)

(-0.3) 松家　昂生 (-0.3) 小濱　大雅 (-0.3) 山根　斗亜 (-0.3) 杉本　悠真 (-0.3) 久保井　颯 (-0.3) 多田　幸生 (-0.3) 綾野　蒼士 (-0.3) 明石　和真

3年100m 16”27 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ4) 16”28 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 16”47 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 16”59 (阿波市陸上3) 16”60 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 16”70 (阿波市陸上3) 0”00 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 17”07 (徳島市ＲＣ3)

(-0.5) 吉本　吏玖 (0.0) 山本　智丈 (+0.7) 多田　圭吾 (-0.5) 東　純ノ介 (-0.5) 川原　流空 (-0.5) 住友　優真 (+0.7) 福田　彪斗 富銅　柊介

4年100m 14”48 (阿波市陸上4) 15”09 (阿南ＪＡＣ4) 15”59 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ4) 15”94 (Aijac4) 16”00 (貞光陸上4) 16”05 (阿南ひかり4) 16”42 (阿南ひかり4) 16”43 (徳島市ＲＣ4)

(-1.7) 大西　晃平 (-1.7) 井上　芽久 (+0.8) 山本　伊織 (-1.7) 八尾　康平 (-1.7) 江藤　宗一郎 (-1.7) 緒方　雅浩 (-1.7) 福田　憲人 (+0.8) 播田　遼生

男 5年100m 14”91 (三好ドリーミー5) 15”06 (阿波市陸上5) 15”43 (東みよしＴＦ5) 15”50 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ5) 15”52 (徳島あわっこ5) 15”54 (貞光陸上5) 15”64 (徳島あわっこ5) 15”79 (阿南ひかり5)

(+0.1) 中井　啓貴 (+0.1) 小出　悠介 (+0.1) 菊地 翔太 (+0.1) 阿部　将也 (+0.1) 寺内　智哉 (-1.6) 宮本　一平 (-0.2) 竹内　奨真 (-1.6) 山縣　諄季

6年100m 13”04 (徳島市ＲＣ6) 13”67 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ6) 13”90 (徳島あわっこ6) 14”04 (北島J陸上6) 14”17 (阿南ＪＡＣ6) 14”77 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ6) 14”79 (徳島あわっこ6) 14”88 (阿波市陸上6)

(0.0) 蔭山　竜一 (0.0) 青木　大空 (0.0) 福池　周 (0.0) 渡辺　勇輝

80mH 13”86 (貞光陸上6) 14”84 (阿波市陸上6) 14”90 (鳴門ＫＡＣ6) 16”61 (鳴門ＫＡＣ4)

阿部　将也 井上　芽久 坂田　俊輔

走高跳 1m35 (北島J陸上) 1m15 (阿波市陸上) 1m05 (北島J陸上)

(+0.8) 野口　航平 (+1.1) 小出　悠介 (+0.4) 荒岡　秀伍 (-0.1) 寺内　智哉 (0.0) 菊地 翔太 (-0.6) 山縣　諄季 (-0.5) 新居　哲甚 (-0.8) 山本　智丈

走幅跳 4m76 (鳴門ＫＡＣ6) 4m29 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ6) 4m21 (貞光陸上6) 4m08 (阿南ＪＡＣ6) 3m82 (徳島あわっこ6) 3m79 (阿波市陸上6) 3m72 (阿南ＪＡＣ6) 3m57 (阿南ＪＡＣ4)

山本　伊織 井川　欧莉

子 ソフトボール投 25m53 (東みよしＴＦ5) 18m48 (東みよしＴＦ2)

西路　翔太 中井　啓貴 多田　直生 松岡　出海

4×100m 蔭山　竜一 三木　啓夢 青木　大空 吉本　吏玖

58’57 緒方　雅浩 58’64 新田　峻大 59’22 井上　芽久 1’03”20 山縣　　樹

リレー 荒岡　秀伍 磯崎　錬太郎 山縣　諄季 多田　幸生

(貞光陸上) (徳島市ＲＣ) (阿波市陸上) (阿波市陸上)

(+2.9) 高橋　はな (-0.4) 北野　楓子 (+2.9) 鳥庭　彩華 (+2.9) 森本　　萌 (-0.4) 山本　麻衣 (+2.9) 田中ひなの (+0.7) 藤井　優花 (-0.4) 西條　琳風

1.2年50m 9”24 (鳴門ＫＡＣ2) 9”34 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ2) 9”42 (いしいドーム2) 9”50 (阿波市陸上2) 9”53 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ2) 9”58 (いしいドーム2) 9”83 (Aijac2) 9”93 (阿波市陸上2)

(+0.4) 天羽　楓香 (+0.4) 竹原　由姫 (+0.4) 裏巽　あや (-0.5) 西田　智尋 (+0.6) 北島　鈴菜 (+0.4) 新野　乃杏 (-0.5) 豊澤　琴羽 (+0.4) 岡村　りお

3年100m 16”17 (阿波市陸上3) 16”36 (貞光陸上3) 16”65 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 17”07 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 17”34 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ3) 17”41 (阿南ＪＡＣ3) 17”55 (東みよしＴＦ3) 17”81 (阿波市陸上3)

(-0.6) 高原　真琳 (-0.6) 吉田　花音 (-0.6) 岩田　真弥 (-0.6) 多田　妃菜 (-0.6) 森　美由紀 (-0.6) 下平　怜奈 (-0.3) 岡　紗葵 (-0.3) 湊　小楽

女 4年100m 15”55 (徳島あわっこ4) 15”62 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ4) 15”71 (阿南ＪＡＣ4) 16”08 (鳴門ＫＡＣ4) 16”21 (阿波市陸上4) 16”29 (阿南ＪＡＣ4) 16”31 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ4) 16”32 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ4)

(-0.4) 平子　七佳 (-0.4) 丸宮　凜華 (-0.4) 小濱　麻央 (-0.4) 宇井　美月 (+0.6) 切上　菜々 (+0.6) 陽地　みゆき (+0.6) 藤本　千愛 (+0.6) 吉田　美優

5年100m 14”86 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ5) 15”22 (鳴門ＫＡＣ5) 15”71 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ5) 15”85 (鳴門ＫＡＣ5) 16”18 (貞光陸上5) 16”33 (徳島市ＲＣ5) 16”38 (東みよしＴＦ5) 16”39 (阿南ＪＡＣ5)

(+0.1) 岡村　あみか (+0.1) 杉本　友咲 (+0.1) 梅本　真有 (+0.1) 虎谷　初音 (+0.1) 久次米　萌 (+0.1) 松田  愛理 (+0.1) 木村　美海 (+0.1) 場合　美貴

6年100m 13”59 (阿波市陸上6) 14”15 (阿南ひかり6) 14”44 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ6) 14”50 (阿波市陸上6) 14”57 (鳴門ＫＡＣ6) 14”58 (鳴門ＫＡＣ6) 14”59 (阿波市陸上6) 14”62 (徳島市ＲＣ6)

(+0.4) 久米　杏奈 (+0.4) 薦田　さつき (+0.4) 藤丸　まゆ (+0.4) 藤本　千愛

80mH 13”99 (藍ランズ6) 15”94 (徳島あわっこ6) 19”43 (東みよしＴＦ4) 19”49 (東みよしＴＦ5)

県小新 岡村　あみか 秋永　凪咲 阿部ひかる

走高跳 1m41 (阿波市陸上6) 1m15 (藍ランズ6) 1m10 (北島J陸上5)

(+0.7) 木村　美海 (-1.6) 久米　菜々子 (-2.1) 竹松　瑠美 (-0.6) 浦田　安奈 (-0.3) 岩田　真弥 (+0.2) 中村　羽留 (+0.3) 米崎　葵衣 (-1.7) 吉田　美優

子 走幅跳 4m14 (阿波市陸上6) 3m99 (阿南ＪＡＣ6) 3m88 (藍ランズ6) 3m74 (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ6) 3m29 (阿南ＪＡＣ4) 3m17 (徳島市ＲＣ6) 3m15 (阿南ＪＡＣ4) 3m15 (阿南ＪＡＣ5)

薦田　さつき 岸本　ななみ 松井　　萌 坪井　綾音 島本　桃奈

ソフトボール投 44m42 (徳島あわっこ6) 39m63 (阿南ひかり6) 36m00 (徳島市ＲＣ6) 35m98 (阿南ひかり5) 24m98 (藍ランズ6)

木村　美海 平子　七佳 丸宮　凜華 中村　羽留 岩田　真弥 多田　妃菜

4×100m 岡村　あみか 梅本　真有 久次米　萌 松浦　さくら 久米　菜々子 宇井　美月

55’34 服部　智夏  56’82 浦田　安奈 57’03 松田  愛理 1’00”26 松井　　萌 1’01”54 吉田　美優 1’02”78 浜田　こころ

リレー 虎谷　初音 八木しおり 藤井　佑衣 場合　美貴 下平　怜奈 森岡  美羽

(阿波市陸上) (ｱﾝﾋﾞｼｬｽ) (鳴門ＫＡＣ) (徳島市ＲＣ) (阿南ＪＡＣ) (鳴門ＫＡＣ)

参加校 10 参加人数 246 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 大倉　由香里 総　　　務総　　　務総　　　務総　　　務 加藤　順曠 審判長審判長審判長審判長 播磨　純代徳島陸上競技協会

７１ ２ ３ ４ ５ ６ ８
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