
性
種　　目 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

(-1.8) 佐賀　勇太 (-2.1) 奥田　智之 (-1.7) 濱川　佳紀 (-2.1) 宮下　敦志 (-1.8) 中野 遼太郎 (-1.7) 小笠原 和哉 (-1.8) 中浦　里玖 (-1.7) 藤家　涼祐
1年100m 12”87 (鳴門市第一1) 12”94 (徳島1) 13”08 (大麻1) 13”40 (徳島1) 13”43 (城西1) 13”58 (美馬1) 13”76 (阿南第一1) 13”80 (那賀川1)

(-1.1) 井上　健一 (-1.6) 田原　和真 (-1.6) 久次米 悠雅 (-2.0) 生田　真魚 (-1.5) 堺　栄佳 (-1.5) 浜崎　祐希 (-0.9) 伊藤　宏太 (-1.6) 松田　龍希
2年100m 11”70 (川内2) 12”25 (城ノ内2) 12”43 (鳴門市第一2) 12”65 (阿南第二2) 12”68 (小松島2) 12”69 (鳴門2) 12”80 (国府2) 12”82 (阿南第一2)

(-0.3) 中内　洸希 (-1.5) 田中　達貴 (-1.3) 小西　将暉 (-0.6) 三谷　真弘 (-2.7) 酒井 幸一郎 (-1.1) 宮城　啓学 (-1.1) 寒川　拓海 (-0.9) 中山　昌孝
3年100m 11”46 (藍住東3) 11”70 (徳島文理3) 12”03 (藍住3) 12”07 (鳴門3) 12”10 (徳島3) 12”27 (城西3) 12”27 (藍住3) 12”38 (阿南第一3)

(-1.0) 中内　洸希 (-0.5) 小西　将暉 (-0.6) 田中　達貴 (-0.6) 吉田　敏希 (0.0) 十川　拓巳 (-0.6) 板東　　輝 (-0.5) 久次米 悠雅 (-0.6) 岩本　颯太
200m 22”93 (藍住東3) 24”24 (藍住3) 24”70 (徳島文理3) 25”14 (南部3) 25”29 (川内3) 25”38 (城東3) 25”46 (鳴門市第一2) 25”59 (小松島3)

竹原　徳壱 松鷹　邑雅 船田　篤史 場合　泰地 四宮　甲斐 笠井　良大 井上　和樹 佐光　　基
男 400m 54’61 (貞光3) 55’96 (不動3) 56’01 (鷲敷3) 56’50 (城西3) 56’77 (阿南3) 57’50 (南部3) 58’66 (大麻3) 58’78 (城西3)

金森　博至 横瀬　春紀 川上　智寛 佐藤　匠 髙見　綾哉 新田　真也 吉野　遙也 立田　優詞
800m 2’07”62 (鳴門3) 2’10”06 (鳴門市第一2) 2’11”54 (石井3) 2’14”96 (北島3) 2’17”02 (阿南3) 2’18”67 (川内3) 2’18”80 (鳴門市第一2) 2’19”39 (阿南3)

井内　優輔 天羽　海人 濱　泰梓 六車　飛翔 奥田　智之 千村　康介 沖津　力 東　龍一朗
1年1500m 4’47”92 (小松島1) 4’53”19 (吉野1) 4’56”75 (鳴門1) 4’57”76 (江原1) 4’59”01 (徳島1) 5’02”38 (日和佐1) 5’02”47 (阿南第二1) 5’02”67 (藍住東1)

志摩　銀河 相原　孝俊 中野　飛騎 板東　耕平 古田　蒼馬 福田  那優人 田中　翔磨 倉橋 真之介
2年1500m 4’31”94 (城西2) 4’39”27 (吉野2) 4’46”34 (鷲敷2) 4’46”37 (城ノ内2) 4’49”44 (鳴門市第一2) 4’49”90 (阿南第二2) 4’53”45 (牟岐2) 4’54”62 (国府2)

金森　博至 熊井　　現 三馬　啓人 野口　佳人 稲岡　絵晴 曽川　　裕 髙見　綾哉 折野 佑一郎
3年1500m 4’09”24 (鳴門3) 4’09”26 (国府3) 4’30”37 (鷲敷3) 4’32”08 (国府3) 4’34”07 (上板3) 4’34”12 (城西3) 4’34”90 (阿南3) 4’35”41 (阿南第一3)

熊井　　現 西田　光佑 福池　陽夏太 三馬　啓人 大上　智史 稲岡　絵晴 住友　裕紀 辻　　陽平
3000m 8’58”51 (国府3) 9’30”31 (鳴門市第一3) 9’32”50 (鳴門3) 9’40”11 (鷲敷3) 9’45”30 (国府3) 10’04”18 (上板3) 10’06”92 (国府3) 10’16”81 (鳴門市第一3)

(-1.4) 田中　春紀 (-1.5) 猪子　智至 (-1.4) 北原　右京 (-1.5) 伊藤　宏太 (-1.4) 前川　裕亮 (-1.5) 岡　修平 (-1.4) 上野　想朔 (-1.4) 平井　直人
110mH 16”46 (藍住3) 16”61 (城西3) 16”98 (新野3) 18”58 (国府2) 18”94 (鳴門2) 18”95 (南部2) 19”03 (徳島3) 19”28 (小松島2)

子 宮崎　大智 武市　龍河 山下　寛太 三笠　祐輔 東條　太則 本間　一輝 遠藤　凌 小出　悠人
走高跳 1m55 (新野3) 1m50 (城西2) 1m50 (城ノ内3) 1m45 (江原3) 1m45 (城ノ内2) 1m45 (鳴門市第一2) 1m45 (半田2) 1m45 (半田2)

杉﨑　弘基 金子　優汰 湯浅　一真 水島　拓也 中村　翼 中田　知貴 猪谷　保仁 西條　凪秋
棒高跳 3m10 (城西3) 3m10 (美馬3) 3m10 (阿南3) 3m10 (城西3) 2m60 (半田2) 2m20 (阿南第一2) 1m80 (福井2) 1m80 (阿南第一3)

(+0.5) 井上　健一 (0.0) 源　　文也 (-0.3) 知名　朝啓 (-0.8) 武林　　仁 (-0.2) 俵内　翼 (0.0) 西尾　和真 (-1.0) 郡　　太陽 (-0.9) 井口　奨也
走幅跳 6m19 (川内2) 5m84 (八万3) 5m53 (鳴門3) 5m30 (鳴門市第一3) 5m30 (福井3) 5m28 (城西3) 5m20 (板野3) 5m16 (藍住3)

金谷　　駿 小松　将弘 祖父江　智仁 多田　　翼 石田　寛弥 吉井　隼也 山路　涼介 篠原　司
砲丸投 11m15 (国府3) 11m13 (木屋平2) 9m55 (江原3) 9m52 (国府3) 8m82 (鳴門市第一2) 8m70 (羽ノ浦2) 8m52 (徳島文理3) 8m45 (鳴門2)

田岡和成 藤田　駿介
1年砲丸投 9m29 (半田1) 7m08 (美馬1)

井口　奨也 西尾　和真 樫本　紀尚 前川　裕亮 十河 雅依篤 上田　翔月 岩間 優一郎 武林　　仁
4×100m 小西　将暉 宮城　啓学 齋藤　　光 知名　朝啓 池上　克哉 小野　零矢 葛原　僚太 久次米 悠雅

46’62 田中　春紀 47’06 場合　泰地 47’43 村越　大成 47’67 浜崎　祐希 48’05 福本　大介 48’65 板東　　輝 48’90 湯浅　一真 48’93 坂口　涼介
リレー 寒川　拓海 猪子　智至 平田　　遼 三谷　真弘 十川　拓巳 矢野　寛太 天羽　龍哉 本間　一輝

(藍住) (城西) (鳴門市第二) (鳴門) (川内) (城東) (阿南) (鳴門市第一)
(-0.1) 竹原　幸恵 (-0.3) 川原　亜美 (-1.4) 笠岡 美由葵 (-0.1) 松永　蒼生 (-1.6) 三谷　法子 (-1.4) 枝川 侑希乃 (-2.1) 山橋　美優 (-0.3) 二宮　優香

1年100m 13”80 (貞光1) 13”82 (貞光1) 13”96 (鳴門市第一1) 14”06 (藍住東1) 14”25 (鳴門1) 14”26 (鳴門市第一1) 14”41 (藍住東1) 14”45 (美馬1)
(-1.2) 山本　　渚 (-1.4) 米田　安里 (-1.1) 奥村　早希 (-1.3) 木村　紀香 (+0.1) 小路　佑実 (-1.1) 椋下　美里 (+0.1) 桒田 ひより (-1.3) 多田　　恵

2年100m 13”79 (鳴門市第二2) 13”81 (鳴門市第一2) 13”82 (城西2) 13”83 (鳴門市第一2) 13”83 (小松島2) 13”98 (那賀川2) 13”99 (城ノ内2) 14”10 (川内2)
(-1.0) 松井　令奈 (-0.5) 近藤　真由 (-0.5) 田村　綾菜 (-2.1) 江東　鈴夏 (-0.7) 早川　美穂 (-1.2) 丸宮　綾華 (-1.4) 本田　彩夏 (-1.4) 坂本 帆奈美

3年100m 12”75 (城西3) 13”18 (石井3) 13”19 (石井3) 13”26 (吉野3) 13”41 (吉野3) 13”50 (鳴門市第一3) 13”53 (藍住東3) 13”61 (城ノ内3)
(-0.7) 近藤　真由 (-0.5) 江東　鈴夏 (-0.1) 米田　安里 (-0.3) 本田　彩夏 (-0.5) 奥村　早希 (-0.1) 六車　梨那 (-0.7) 木村　紀香 (-0.7) 寺内　春菜

200m 27”06 (石井3) 27”14 (吉野3) 27”88 (鳴門市第一2) 27”91 (藍住東3) 28”04 (城西2) 28”57 (加茂名3) 28”76 (鳴門市第一2) 28”91 (国府2)
女 岩浅　好香 美喜　百果 守野　美祐 髙見　宥妃 尾崎　夢 松永　優実 亀井　早苗 嶋田　真子

800m 2’29”05 (阿南2) 2’30”79 (阿南第二3) 2’30”84 (阿南1) 2’31”68 (阿南1) 2’32”66 (由岐3) 2’35”75 (徳島3) 2’36”85 (阿南1) 2’37”61 (阿南第一2)
宮﨑　理乃 藤本　歩優 山田　友菜 稲居　優希 中川　凜香 松家　由依 大西　真子 曽川　由衣

1年1500m 5’17”54 (鳴門市第一1) 5’18”05 (三加茂1) 5’18”46 (鳴門市第一1) 5’37”24 (上板1) 5’43”58 (阿南第二1) 5’43”88 (鳴門市第二1) 5’46”38 (富岡東1) 5’49”78 (城西1)
玉置　亜弥香 吉成　佑奈 悦見  彩華 青野　菜美 佐藤　萌絵美 岡田　更紗 荒川　保乃香 浦上　瑞希

2年1500m 5’00”37 (北島2) 5’03”58 (阿南2) 5’06”59 (阿南第二2) 5’10”55 (大麻2) 5’14”47 (半田2) 5’20”07 (北島2) 5’21”51 (小松島2) 5’23”35 (阿南第一2)
浜　亜由美 小笠　葉奈 篠原　彩那 島田 万由子 小谷　亜美 山内　唯華 橘　穂乃香 松永　優実

3年1500m 4’58”35 (由岐3) 5’03”86 (川内3) 5’05”57 (半田3) 5’11”51 (阿南第一3) 5’11”65 (阿南第二3) 5’15”54 (半田3) 5’21”10 (半田3) 5’21”35 (徳島3)
(-1.4) 藤丸 みなみ (0.0) 早川　美穂 (-1.4) 六車　梨那 (-1.7) 藤田　もも夏 (-1.7) 末廣　佳奈 (0.0) 村田 津耶子 (0.0) 村本 依美佳 (0.0) 石井　真由

100mH 15”79 (三加茂3) 15”85 (吉野3) 15”88 (加茂名3) 16”17 (那賀川2) 17”22 (阿南第一3) 17”57 (阿南第一3) 17”66 (城ノ内2) 17”66 (国府2)
梶　　朱莉 小笠原 麻結 濵井　晶子 近藤　　舞 金山　彩香 北原　志保 松島　光希 清水　愛奈

子 走高跳 1m52 (城東3) 1m49 (徳島2) 1m43 (城西3) 1m40 (城ノ内2) 1m35 (鴨島第一2) 1m35 (城ノ内3) 1m35 (城西3) 1m35 (阿南第二3)
(+0.9) 田村　綾菜 (+2.5) 山本　　渚 (+0.7) 喜多　世奈 (0.0) 丸宮　綾華 (+1.1) 野々瀬　悠 (+1.3) 古川　香奈 (0.0) 竹松　美鈴 (+1.5) 緒方 咲由里

走幅跳 5m09 (石井3) 4m95 (鳴門市第二2) 4m94 (城東2) 4m68 (鳴門市第一3) 4m63 (国府3) 4m62 (羽ノ浦3) 4m61 (鳴門市第二3) 4m54 (貞光3)
曽川　　光 稲垣 はるな 森　優姫黄 青木　沙織 渡部　美咲 山仲　依吹 田岡　真菜 大家　　梓

砲丸投 10m24 (松茂3) 9m49 (徳島2) 8m97 (半田2) 8m68 (福井2) 8m55 (城ノ内2) 8m02 (半田3) 7m97 (半田2) 7m44 (城西2)
木内　　桃 村上　夏美 笠岡　夏葵 赤澤　侑香 小笠原 麻結 張　　実里 兼松　　睦 村本 依美佳

4×100m 濵井　晶子 近藤　真由 丸宮　綾華 早川　美穂 石坂　琴美 松浦　みゆ 野々瀬　悠 桒田 ひより
50’80 奥村　早希 52’06 田中　麻菜花 52’08 木村　紀香 52’18 吉岡　祐奈 53’37 佐々木 佳鈴 54’44 林　　美里 54’74 寺内　春菜 54’82 近藤　　舞

リレー 松井　令奈 田村　綾菜 米田　安里 江東　鈴夏 早内　陽菜 郡　真由佳 石井　真由 芝　　初日
(城西) (石井) (鳴門市第一) (吉野) (徳島) (八万) (国府) (城ノ内)

参加校 47 参加人数 776 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 清水　英伸 総　　　務総　　　務総　　　務総　　　務 山本　貴春 審判長審判長審判長審判長 岸　勉・上田　善一徳島陸上競技協会

７１ ２ ３ ４ ５ ６ ８

徳徳徳徳 島島島島 県県県県 中中中中 学学学学 校校校校 陸陸陸陸 上上上上 競競競競 技技技技 記記記記 録録録録 会会会会 一一一一 覧覧覧覧 表表表表 平成24年5月27日 場所　ポカリスエットスタジアム（鳴門運動公園陸上競技場）


