
種　　目 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

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

福井 倖之介  福士　巧  奥田 将大  3位 桑野　隼人  3位 小西　修司  中島 克輝  6位 坂元 優太  仁木 春瑛

4年100m 15”6 (椿4) 16”0 (羽ノ浦4) 16”8 (吉井4) 16”8 (富岡4) 16”8 (羽ノ浦4) 17”0 (大野4) 17”0 (平島4) 17”1 (今津4)

井内 康介  橋本　碧偉  吉田 龍牙  阿竹 萠兎  前田 武蔵  5位 坂　龍樹  倉橋 光之介  三木　煌介

5年100m 15”5 (中野島5) 15”7 (羽ノ浦5) 15”9 (長生5) 16”0 (中野島5) 16”1 (中野島5) 16”1 (津乃峰5) 16”2 (平島5) 16”5 (見能林5)

井上 裕貴  古林  吾郎  松田　倫太朗  谷　春哉  奥田 裕大  田仁 翔悟  藤岡 凛来  7位 岩田　　隼

6年100m 14”8 (新野6) 15”1 (平島6) 15”2 (羽ノ浦6) 15”3 (羽ノ浦6) 15”6 (吉井6) 15”7 (横見6) 15”8 (大野6) 15”8 (見能林6)

NGR 濱口 大和  岸本 晄輝  吉田 真心  櫻田　智也  青木 謙信    

4年1000m 3’25”3 (由岐4) 4’09”2 (宝田4) 4’11”7 (宝田4) 4’17”3 (羽ノ浦4) 5’15”0 (桑野4)

東　　恭巧  村上 獅聖  和泉 凛斗  勇　 波琉  瀧上　凌  吉岡 翔生  内輪　颯太  天羽　千尋

5年1000m 3’40”3 (見能林5) 3’46”2 (長生5) 4’13”1 (長生5) 4’13”5 (橘5) 4’23”1 (富岡5) 4’23”4 (橘5) 4’44”9 (見能林5) 4’52”1 (見能林5)

NGR 米﨑　陽海  浅野　俊亮  粟飯原 蒼流  高橋　真生  鎌田　悠人  早川　大雅  柳本 祐冶  横坂 有紀

6年1000m 3’08”5 (富岡6) 3’22”9 (見能林6) 3’38”1 (平島6) 3’40”2 (見能林6) 3’45”4 (羽ノ浦6) 3’50”0 (富岡6) 3’58”0 (橘6) 4’07”8 (大野6)

久保 丈琉  露口　智理  富永 海斗  藤田　櫂  森内　建伍  田木　優河  冨江　恒樹  井上　愰太

4年50mH 11”2 (吉井4) 11”3 (羽ノ浦4) 11”3 (宝田4) 11”5 (富岡4) 11”8 (富岡4) 11”9 (羽ノ浦4) 12”0 (富岡4) 12”9 (羽ノ浦4)

村上 裕紀  大村　廉  浅川 遥音  高井 凌凱  天羽 勇翔  松崎 晃侑  6位 上原　櫂  中田　俊輔

5年50mH 10”2 (平島5) 10”8 (羽ノ浦5) 10”9 (今津5) 11”0 (大野5) 11”1 (大野5) 11”2 (宝田5) 11”2 (平島5) 11”3 (見能林5)

竹垣　正輝  近藤 佑哉  鈴木　壮  3位 竹治　洋哉  大坂 太人  5位 松崎　遥  橋本　隼利  笠江    彰

6年50mH 9”5 (羽ノ浦6) 9”6 (新野6) 9”7 (羽ノ浦6) 9”7 (羽ノ浦6) 9”8 (平島6) 9”8 (富岡6) 10”2 (富岡6) 10”4 (平島6)

(横見5) 篠原 勇介 (富岡5) 太田越　隼 (富岡5) 若井　巧磨      

5年走高跳 1m16 (横見5) 1m00 (富岡5) 0m95 (富岡5)

(大野6) 広瀬 逸葵 (宝田6) 松崎 光佑 (平島6) 玉置 文也 (富岡6) 3位 友廣　憲司     

6年走高跳 1m30 (大野6) 1m15 (宝田6) 1m10 (平島6) 1m10 (富岡6)

       

(+0.5) (0.0) (-0.7) (-0.3) (+0.1) (+1.4) (+0.1) (-0.8)

5年走幅跳 3m68 (羽ノ浦5) 3m65 (富岡5) 3m60 (富岡5) 3m59 (今津5) 3m56 (今津5) 3m45 (大野5) 3m36 (富岡5) 3m33 (羽ノ浦5)

       

(+0.9) (+1.4) (-0.7) (-0.5) (+0.8) (+1.4) (+0.5) (+0.5)

6年走幅跳 4m79 (羽ノ浦6) 4m20 (羽ノ浦6) 4m06 (羽ノ浦6) 3m98 (福井6) 3m89 (新野6) 3m85 (富岡6) 3m76 (富岡6) 3m63 (津乃峰6)

島村　魁悟  橋本　航汰  上平　圭亮  藪本　昴輝  炭谷　吏皇  西條 禅人　  谷口　颯  杉本　俊平

5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 34m66 (羽ノ浦5) 31m91 (見能林5) 31m85 (羽ノ浦5) 31m66 (富岡5) 31m42 (見能林5) 31m34 (中野島5) 28m87 (羽ノ浦5) 28m10 (津乃峰5)

久保田 志温  桂木　悠  岩橋 雄太  濱田 歩夢  柳田　和希  田村 真輝  貴田 愛翔  神野　敬亮

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 44m91 (平島6) 43m44 (桑野6) 42m77 (桑野6) 39m11 (横見6) 38m08 (桑野6) 36m84 (平島6) 35m20 (中野島6) 34m75 (羽ノ浦6)

竹垣　正輝(6) 阿竹 萠兎(5) 早川　大雅(6) 東　　恭巧(5) 玉置 文也(6) 川田 　楓(5) 横坂 有紀(6) 福良 研登(6)

4×100m NGR 吉田　康晟(6)  藤田暁至グレン(6)  松崎　遥(6)  岩田　　隼(6)  大坂 太人(6)  山本 賢太郎(6)  藤岡 凛来(6)  安永 一真(6)

56”8 谷　春哉(6) 1’00”3 前田 武蔵(5) 1’01”0 古里　遼(6) 1’01”5 福本　　蒼(6) 1’02”1 村上 裕紀(5) 1’03”2 松木 惇皓(6) 1’04”1 蔵本 大晟(6) 1’04”7 井上 裕貴(6)

リレー 鈴木　壮(6) 井内 康介(5) 米﨑　陽海(6) 高橋　真生(6) 古林  吾郎(6) 岩﨑 蒼空(5) 広瀬 逸葵 (6) 近藤 佑哉(6)

(羽ノ浦) (中野島) (富岡) (見能林) (平島) (今津) (大野) (新野)

参加人数 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 山本　貴春 総　　　務総　　　務総　　　務総　　　務 米山　　覚 審判長審判長審判長審判長 東　　隆幸

漆原　成希

吉田　康晟 長瀬　拳悟古里　遼佐々木　夏

入江　愛斗小島　康太郎森本 大智

８

阿南高専陸上競技場場所
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福良 研登片山  隼

種

別

４ ５

加納　康成髙島　和真

櫻川　紫琉 岩﨑 蒼空川田 　楓
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８

阿南高専陸上競技場場所平成28年9月3日
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７３ ６１ ２

種

別

４ ５

松村 愛未  1位 板東　茄奈  前村　環奈  高見　優奈  満石 愛和  小川　茉紘  竹内 梨恋  7位 成松　さつき

4年100m 17”4 (宝田4) 17”4 (富岡4) 17”6 (富岡4) 17”8 (見能林4) 17”9 (福井4) 18”1 (羽ノ浦4) 18”2 (平島4) 18”2 (桑野4)

賀上 叶愛  岩佐　寧々  西浦　志和  森　結子  小笠 百音  小暮 　里　  6位 山上　愛結  岩田 亞夕

5年100m 15”6 (長生5) 15”9 (見能林5) 16”0 (富岡5) 16”4 (富岡5) 16”9 (宝田5) 17”0 (中野島5) 17”0 (見能林5) 17”3 (福井5)

野村 　洸  満石 真秀  増田 梨亜  井馬 咲幸  井上　桜  藤川 真帆  浅野　苺珈  黒川 彩華

6年100m 15”5 (宝田6) 15”6 (福井6) 15”6 (長生6) 15”7 (橘6) 15”8 (羽ノ浦6) 16”3 (宝田6) 16”6 (羽ノ浦6) 16”8 (新野東6)

NGR 大西　楓來  浅野真梨奈  三間　理央奈  福島　真海  上手　美月  湯浅 茉衣  岡山　美月  福岡 ひなた 

4年1000m 3’41”3 (見能林4) 3’55”8 (見能林4) 4’06”9 (富岡4) 4’19”7 (富岡4) 4’24”3 (津乃峰4) 4’28”5 (吉井4) 4’30”7 (富岡4) 5’07”0 (吉井4)

青木 優香里  上手　彩愛  近藤 　礼  清水　春菜  丸山 美莉  熊山 咲良   

5年1000m 3’53”2 (福井5) 3’56”7 (津乃峰5) 4’02”8 (大野5) 4’25”5 (桑野5) 4’33”0 (橘5) 4’33”2 (橘5)

=GR 八木麻理奈  岡崎 真理子  村上 莉々  青木 寧々  前川　 花  森岡　心春   

6年1000m 3’22”1 (見能林6) 3’37”7 (平島6) 3’48”8 (長生6) 4’00”8 (平島6) 4’39”4 (宝田6) 5’08”3 (桑野6)

村上 沙南　  安倍　陽菜　  西岡 栞里  櫻井 優希  内田 美心  森本　杏莉   

4年50mH 11”0 (今津4) 11”2 (和田島4) 11”7 (平島4) 12”0 (平島4) 12”1 (平島4) 12”1 (津乃峰4)

土肥　綾乃  篠原　里奈  清水谷　夏央  薦田　咲良  阿井　楓    

5年50mH 10”2 (見能林5) 10”3 (富岡5) 10”6 (富岡5) 10”8 (富岡5) 13”6 (富岡5)

泉　 春香  西岡　璃音  中川 かのん  西崎 万葉  岩崎 心奈  戸井 千尋   

6年50mH 9”4 (新野6) 9”5 (見能林6) 10”9 (大野6) 11”1 (横見6) 11”3 (新野6) 12”2 (横見6)

篠原　風羽楽  2位 島田　莉沙  3位 新居　香麦  4位 永岡　里彩  5位 瀧川 晏授　  6位 米田　十彩   

5年走高跳 1m11 (富岡5) 1m11 (富岡5) 1m08 (富岡5) 1m05 (見能林5) 1m00 (今津5) 0m85 (富岡5)

前田 実佑  2 平塚 恋紅  3 土肥　楓果  4 清原 菜花     

6年走高跳 1m15 (横見6) 1m10 (今津6) 1m10 (富岡6) 1m05 (大野6)

NGR        

(0.0) (+1.7) (+0.8) (+0.3) (0.0) (+0.2)

5年走幅跳 4m30 (津乃峰5) 3m54 (津乃峰5) 3m14 (見能林5) 2m97 (富岡5) 2m84 (今津5) 2m79 (長生5)

       

(+0.3) (+1.9) (0.0) (+1.5) (+0.6) (+1.3) (+1.6) (-0.1)

6年走幅跳 3m83 (羽ノ浦6) 3m53 (長生6) 3m42 (横見6) 3m38 (見能林6) 3m36 (富岡6) 3m35 (大野6) 3m33 (吉井6) 3m20 (福井6)

菱井 咲希  清崎　優衣  大塚　優奈  湯浅　真優     

5年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 33m06 (平島5) 31m00 (羽ノ浦5) 21m56 (羽ノ浦5) 16m42 (津乃峰5)

徳田　梨乃  湯浅 裕美  高瀬 遥菜  南部 志帆  谷口　朔羅  安達　るか   

6年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 35m60 (富岡6) 34m65 (福井6) 31m90 (新野6) 29m88 (福井6) 27m32 (富岡6) 22m25 (富岡6)

賀上 叶愛(5) 髙島　由芽(6) 岩佐　寧々(5) 竹森　仁那(6) 満石 愛和(4) 藤川 真帆(6) 高瀬 遥菜(6) 株田 菜海(6)

4×100m 村上 莉々(6)  若山　奈央(6)  八木麻理奈(6)  西浦　志和(5)  満石 真秀(6)  野村 　洸(6)  秋守 菜々穂(6)  杉本 素楽(6)

1’01”6 名合 紗良奈(6) 1’02”7 浅野　苺珈(6) 1’02”9 西條成都佳(6) 1’03”0 森　結子(5) 1’03”6 岩田 亞夕(5) 1’03”7 森安 蝶羽(6) 1’06”4 泉　 春香(6) 1’06”4 青木 寧々(6)

リレー 増田 梨亜(6) 井上　桜(6) 西岡　璃音(6) 土肥　楓果(6) 青木 優香里(5) 前川　 花(6) 岩崎 心奈(6) 岡崎 真理子(6)

(長生) (羽ノ浦) (見能林) (富岡) (福井) (宝田) (新野) (平島)

参加人数 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 山本　貴春 総　　　務総　　　務総　　　務総　　　務 米山　　覚 審判長審判長審判長審判長 東　　隆幸

小

　

　

学

　

　

女

　

　

子

阿南市陸上競技協会参加ﾁｰﾑ数

半額 愛実

名合 紗良奈髙島　由芽

合野 聖奈

井上　妃菜西條成都佳石川 歩佳

祖父江　結子橫手和花菜豊丸　凛篠岡　千奈

山田 ちはる福岡 ほのか谷脇 華音



種　　目 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名
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原    浩史  小川　 　樹  中道　政志  谷澤  一輝  高木　結都  柏木　裕大   

100m 12”1 (阿南3) 12”2 (富岡東3) 12”6 (阿南一2) 12”7 (羽ノ浦1) 12”9 (阿南2) 13”2 (新野2)

小川　 　樹  多田　悠都  中道　政志  谷澤  一輝  森　 　麗央  三木  健正   

200m 25”1 (富岡東3) 26”5 (阿南2) 26”7 (阿南一2) 26”8 (羽ノ浦1) 27”6 (羽ノ浦1) 29”7 (羽ノ浦2)

花﨑　　 楓  八毛  翔太  西田  天斗  奥野  涼太     

400m 59”3 (阿南二2) 1’00”6 (羽ノ浦3) 1’03”1 (羽ノ浦3) 1’16”5 (羽ノ浦1)

中山　歩希  上田　悠人       

800m 2’31”0 (新野1) 2’43”0 (新野2)

小出橘平  神野　　悠  折上　泰生  山口　駿雄  川口  諒也  中山　歩希  鈴江　蔵夢  藤江　智也

1500m 4’35”9 (那賀川2) 4’38”8 (伊島3) 4’45”9 (小松島南1) 4’52”9 (阿南一2) 4’56”6 (羽ノ浦2) 5’00”1 (新野1) 5’07”9 (小松島南3) 5’27”3 (新野2)

神野　　悠  津川　翔貴  仁木  龍聖  西内　界吏  藤田　優史  中山  陽太  陶久　光聖　　  阿地　唯歩

3000m 9’55”7 (伊島3) 10’25”7 (羽ノ浦3) 10’40”4 (羽ノ浦3) 10’50”7 (阿南二3) 10’54”7 (新野3) 11’04”0 (羽ノ浦3) 11’18”3 (阿南二3) 11’21”2 (阿南二3)

NGR 鴛原　泰輝　  西田  隼磨  花﨑　　 楓      

走高跳 1m78 (富岡東3) 1m45 (羽ノ浦2) 1m40 (阿南二2) .

       

(+0.5) (+1.3) (+0.5) (+1.5) (+2.0) (+1.8)

走幅跳 5m13 (羽ノ浦3) 5m09 (阿南2) 5m02 (富岡東1) 4m95 (羽ノ浦1) 4m52 (羽ノ浦1) 4m28 (伊島2)

       

(-0.7)

三段跳 9m67 (羽ノ浦1)

中内  涼太  佐藤　和也  須賀陽貴  長坂  拓磨     

砲丸投 9m93 (羽ノ浦3) 8m95 (伊島2) 8m71 (那賀川3) 8m24 (羽ノ浦2)

       

円盤投

原    浩史

4×100m 多田　悠都        

50”7 高木　結都

リレー 西岡　　緑

(阿南)

岩田　真弥  吉田  美優  山本　萌恵  川那部　志歩  藤倉　麻央  新野　乃杏   

100m 13”3 (富岡東2) 13”5 (阿南3) 13”9 (阿南一2) 14”0 (富岡東1) 14”2 (阿南一2) 14”4 (阿南1)

NGR 岩田　真弥  撫養あかり  関口　　響      

200m 26”6 (富岡東2) 28”7 (羽ノ浦2) 29”1 (羽ノ浦2)

       

800m

西内　心瑠  山口　亜稀菜  濵野　未望  中川　まりん  髙島 　　楓  外磯　初希  山添　ひなた  絹川　紋奈

1500m 5’16”5 (阿南二1) 5’35”5 (阿南一3) 5’49”2 (阿南二3) 5’50”7 (阿南一3) 5’51”5 (阿南1) 5’58”1 (阿南二3) 6’05”9 (阿南二3) 6’49”2 (阿南一3)

満石　万葉  佐藤　佑紀  萩原　　萌  片平　陽彩     

走高跳 1m38 (富岡東2) 1m35 (富岡東3) 1m35 (羽ノ浦2) 1m20 (阿南1)

NGR        

(-0.1) (+0.4) (-0.7) (+0.1) (+1.8) (+0.3) (+1.1) (+0.1)

走幅跳 5m50 (阿南3) 5m12 (阿南一2) 4m64 (阿南1) 4m56 (富岡東2) 4m48 (阿南一2) 3m65 (新野2) 3m20 (伊島1) 3m11 (新野1)

坪井綾音  中島　真歩  大谷　寧々  森　希美香  水本  　明    

砲丸投 8m84 (那賀川3) 8m28 (新野2) 7m86 (新野1) 6m79 (新野2) 5m28 (伊島1)

       

円盤投

下平　怜奈 吉田  美優

4×100m NGR 岩田　真弥  新野　乃杏       

53”6 川那部　志歩 55”9 木下  捺菜

リレー 仁木　優花 吉田　未月　

(富岡東) (阿南)

参加校 参加人数 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 山本　貴春 総　　　務総　　　務総　　　務総　　　務 米山　　覚 審判長審判長審判長審判長 東　　隆幸

上岡  喗和

福田　梨音神野 さくら野々宮　舞山本　萌恵下平　怜奈新野　乃杏藤倉　麻央吉田  美優
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第第第第 50505050 回回回回 阿阿阿阿 南南南南 市市市市 陸陸陸陸 上上上上 競競競競 技技技技 選選選選 手手手手 権権権権 大大大大 会会会会 一一一一 覧覧覧覧 表表表表
平成28年9月3日 阿南高専陸上競技場場所

斉藤　仁也

６

原田レンゴ一之高木　結都八毛  翔太 西浦  巧人上岡  喗和

種

別

阿南市陸上競技協会

７１ ２ ３

中

　

　

学

　

　

男

　

　

子

中

　

　

学

　

　

女

　

　

子

４ ５



種　　目 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

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

神野 海斗        

100m 13”7 (阿南高専1)

正野　拓海        

200m 24”1 (小松島西1)

       

400m

       

800m

       

1500m

島田　洋一  土肥　浩敬       

5000m 19’37”0 (日亜化学) 22’17”3 (阿南市陸協)

       

走高跳 .

       

(+0.4) (+1.4)

走幅跳 6m28 (阿南高専2) 5m47 (阿南高専4)

       

(-1.0)

三段跳 13m13 (阿南高専2)

NGR 伊丹  　航 NGR 神野 海斗       

砲丸投 8m76 (阿南高専2) 7m68 (阿南高専1)

       

円盤投

島田 史也        

やり投 28m41 (阿南高専2)

4×100m

リレー

森本 博美        

100m 14”3 (板野郡陸協)

       

200m

       

800m

堺　　 満咲  佐野　芹奈  髙見　宥妃  杉谷　萌丹華     

1500m 5’16”3 (小松島西2) 5’16”8 (小松島西2) 5’17”3 (小松島西2) 5’19”9 (小松島西1)

       

3000m

       

走高跳

       

走幅跳

       

砲丸投

       

円盤投

       

やり投

4×100m

リレー

参加校 参加人数 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 山本　貴春 総　　務総　　務総　　務総　　務 米山　　覚 審判長審判長審判長審判長 東　　隆幸

谷　　亮磨

８

第第第第 50505050 回回回回 阿阿阿阿 南南南南 市市市市 陸陸陸陸 上上上上 競競競競 技技技技 選選選選 手手手手 権権権権 大大大大 会会会会 一一一一 覧覧覧覧 表表表表 平成28年9月3日 阿南高専陸上競技場場所

６

大平　祐生谷　　亮磨

種

別

阿南市陸上競技協会

７１ ２ ３

一

　

般

　

・

　

高

　

校

　

男

　

子

一

　

般

　

・

　

高

　

校

　

女

　

子

４ ５


