
ト ラ ッ ク 審 判 長 野村 弥寿男

フィールド審判長 村上 　脩一

記 録 主 任 川浪 　泰郎

日付 種目

早瀬　賢吾(1) 10.99 中島　亨(1) 11.04 戸田　健太(1) 11.19 中谷　竜麻(1) 11.38 中谷　将麻(1) 11.38 石神　夏実(1) 11.41 清水　智也(1) 11.55 田中　将太(1) 11.72

岡崎西 GR 岡崎城西 安城東 岡崎城西 岡崎城西 *TK 岡崎西 西尾 安城南

佐古　真歩(1) 51.20 西川　泰誠(1) 52.37 児玉　拓夢(1) 53.95 野々山　裕晃(1) 54.07 間瀬 望(1) 54.45 長谷部　辰三(1) 54.92 早川　達也(1) 54.93 中根　大河(1) 55.23

知立東 岡崎西 刈谷 刈谷北 岡崎北 岡崎 刈谷 愛教大附

岩瀬　大起(1) 2:00.67 平松　昂龍(1) 2:00.87 山西　悠葵(1) 2:04.23 谷口　結都(1) 2:04.54 増元　翔(1) 2:05.38 服部　祐汰(1) 2:09.70 武川　修也(1) 2:11.17 高須　三久留(1) 2:11.96

岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎西 刈谷北 鶴城丘

富山　翔太(1) 9:00.00 三浦　真和(1) 9:08.34 宇都木　秀太(1) 9:08.47 原田　八哉輝(1) 9:11.00 瀬筒　智哉(1) 9:23.06 原林　諒(1) 9:25.79 太田　竣介(1) 9:31.04 杉浦　旬陛(1) 9:35.85

岡崎 岡崎城西 岡崎西 岡崎北 岡崎城西 岡崎北 岡崎西 岡崎城西

若松　晃太郎(1) 16.05(+0.1) 伊奈　忠浩(1) 16.56(+0.5) 大上　由宇(1) 17.19(+0.1) 小島 七洋希(1) 18.41(+0.5) 小嶋 真矢(1) 18.66(+0.1) 鎌倉  伊織(1) 18.83(+0.5) 千田　将(1) 18.90(+0.5) 鶴田　響(1) 19.08(+0.1)

岡崎北 愛産大三河 岡崎城西 岡崎北 幸田 西尾東 岡崎 岡崎工

難波　拓未(1) 1m85 木田 大晴(1) 1m80 稲葉 蒼士(1) 1m75 杉崎　智哉(1) 1m75 齊藤　太暉(1) 1m75 松山　志成(1) 1m75

西尾東 岡崎北 岡崎北 安城学園 岡崎西 岡崎城西

畠中　喜輝(1) 1m75 石田　明人(1) 1m75

安城学園 岡崎西

景山　知樹(1) 3m80 榊原　圭悟(1) 3m60 髙須　航志郎(1) 3m40

岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西

久保田　群青(1) 6m28(+1.0) 河合　優作(1) 6m06(+0.1) 安田　尚弘(1) 6m03(+0.7) 仲平　孝太郎(1) 5m87(+0.8) 西野　孝優(1) 5m72(+0.3) 磯谷　望(1) 5m67(+0.4) 花井  耀世(1) 5m51(+0.5) 増元　和哉(1) 5m29(+0.2)

西尾東 岡崎城西 幸田 岡崎西 岡崎城西 岡崎城西 刈谷工 岡崎城西

狩野　龍星(1) 12m04 佐々木　聖虎(1) 9m98 熊谷　タケル(1) 9m58 奥田　大(1) 8m92 紅林　優良(1) 8m46 林 克(1) 8m35 服部　航三郎(1) 7m89 小島　啓太(1) 7m69

安城学園 猿投農林 岡崎工 杜若 岩津 松平 知立東 三好

榊原　一(1) 33m03 光岡　奨平(1) 32m70 高須　郡(1) 29m25 神田　康佑(1) 23m66 三治　大晃(1) 22m01 本村　達也(1) 21m43 美馬　夢斗(1) 19m74

安城学園 安城学園 鶴城丘 愛教大附 知立 豊田西 猿投農林

山本　海斗(1) 44m48 加藤 健人(1) 43m50 米津　昌哉(1) 38m42 鬼頭　毅望(1) 38m26 岩瀬 悠乃介(1) 35m01 吉田　和生(1) 33m76 三坂　斗真(1) 32m67 千賀 拓弥(1) 32m54

豊田大谷 豊田北 安城東 愛教大附 岡崎北 豊田西 三好 幸田

深町　優衣(1) 12.71 花井　聖(1) 12.97 畔柳　幸奈(1) 13.05 坂田　伊吹(1) 13.12 斎藤　朱乃(1) 13.25 浅岡　陽名(1) 13.30 安井  萌(1) 13.49 百﨑　汐音(1) 13.54

岡崎城西 岡崎城西 岡崎学園 安城学園 光ヶ丘女子 安城東 岡崎東 安城

佐々木　希ら里(1) 1:00.28 山口　実桜(1) 1:01.90 宮長　玲奈(1) 1:02.99 近藤　夕雅(1) 1:04.85 山崎　はるの(1) 1:05.53 竹田　実祐(1) 1:06.38 伊藤 皆美(1) 1:10.24 小峰 花梨(1) 1:10.37

光ヶ丘女子 光ヶ丘女子 愛教大附 岡崎城西 光ヶ丘女子 岡崎商 知立東 豊田

神野　志歩(1) 2:21.90 長野　紗来(1) 2:21.90 都築　陽奈(1) 2:26.69 中根　和香(1) 2:32.19 川村　碧乃(1) 2:33.75 石原　春妃(1) 2:34.40 駿河 萌(1) 2:34.90 野澤　里奈(1) 2:38.47

岡崎城西 安城学園 *TK 三好 岡崎北 岡崎城西 刈谷北 岡崎北 知立

藤中　佑美(1) 4:40.70 稲吉　椿(1) 4:44.73 山本　有真(1) 4:45.63 小笠原　安香音(1) 4:48.26 伊藤　舞(1) 4:53.56 冨田　麻里(1) 4:56.33 浦野　真由(1) 5:00.53 早川　有羽(1) 5:03.66

光ヶ丘女子 GR 光ヶ丘女子 光ヶ丘女子 安城学園 刈谷 岡崎城西 岡崎北 安城学園

山本　遼(1) 15.48(-0.3) 久保寺　桃花(1) 15.70(-1.1) 沼沢　初来(1) 16.88(-0.3) 太田　紫音(1) 17.29(-1.1) 辻　和佳(1) 17.47(-0.3) 古俣　里花(1) 17.95(-0.3) 畔柳　映里(1) 17.97(-1.1) 岩瀬　奈緒(1) 18.12(-0.3)

安城学園 刈谷北 岩津 岡崎北 岡崎 豊田西 知立 西尾東

小笠原　早矢楓(1) 1m63 塩澤　日菜子(1) 1m60 鈴木  玲(1) 1m50 糸崎　夏美(1) 1m50 田中　遥(1) 1m45 梅村  真奈(1) 1m45 岩下　陽美(1) 1m40

安城学園 岡崎城西 西尾東 安城農林 安城学園 西尾東 岡崎西

中村　友香(1) 1m45

岡崎

安藤　由梨花(1) 5m34(-1.5) 吉田　伊吹(1) 5m15(-0.6) 神取　空那(1) 5m14(-0.9) 柴田　夏凜(1) 4m90(+0.2) 英　千夏(1) 4m88(+0.1) 清水　咲穂(1) 4m88(+0.7) 宮川　愛海(1) 4m65(+0.3) 武田　沙綺(1) 4m62(+0.2)

光ヶ丘女子 光ヶ丘女子 安城学園 光ヶ丘女子 鶴城丘 岡崎城西 安城東 豊田南

大久保　春香(1) 8m89 近藤  優萌(1) 8m49 淺沼　絢花(1) 8m39 岩野　紋佳(1) 7m55 森　彩乃(1) 5m60 杉浦 穏香(1) 5m14 水野　由惟(1) 5m05 宇井　恵里菜(1) 4m62

安城学園 西尾東 豊田東 安城 松平 松平 岡崎東 松平

鳥居　佑南(1) 30m50 高木　希望(1) 25m82 岩崎　三月(1) 23m21 金原　唯菜(1) 17m36 柘植　彩(1) 16m24 佐々野　帆夏(1) 11m68

安城学園 GR 知立東 鶴城丘 愛教大附 愛教大附 鶴城丘

仲藤　佳奈(1) 28m09 寄神　美羽(1) 24m90 上田 祈未(1) 24m48 鮫島　悠風(1) 23m70 榊　菜月(1) 22m98 今井　しずく(1) 22m49 野々山　千晶(1) 22m45 栗原　菜緒(1) 21m83

知立 岡崎学園 知立東 猿投農林 愛教大附 岡崎学園 豊田南 安城

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

第18回西三河高等学校陸上競技一年生大会 【16221503】
ウェーブスタジアム刈谷 【223130】
2016/07/18 ～ 2016/07/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月18日
一年男子100m

風：+1.1

7月18日 一年男子400m

7月18日 一年男子800m

7月18日 一年男子3000m

7月18日 一年男子110mJH(0.991m)

7月18日 一年男子走高跳

7月18日 一年男子円盤投(1.750kg)

7月18日 一年男子やり投(0.800kg)

7月18日 一年男子棒高跳

7月18日 一年男子走幅跳

7月18日 一年男子砲丸投(5.000kg)

7月18日
一年女子100m

風：+0.8

7月18日 一年女子400m

7月18日 一年女子800m

7月18日 一年女子1500m

7月18日 一年女子100mYH(0.762m)

7月18日 一年女子走高跳

7月18日 一年女子やり投(0.600kg)

7月18日 一年女子走幅跳

7月18日 一年女子砲丸投(4.000kg)

7月18日 一年女子円盤投(1.000kg)


