
ト ラ ッ ク 審 判 長 小池　弘文

跳 躍 審 判 長 古西　敏彦

投 て き 審 判 長 大河内義弘

記 録 主 任 岡田　和久

日付 種目

北出　楓斗(3) 10.05(-2.0) 北村　玲(3) 10.16(-2.0) 今西　大和(3) 10.19(-1.5) 吉村　陵汰(3) 10.32(-1.5) 谷　　航多(3) 10.35(-2.0) 下村　　嶺(3) 10.40(-1.5) 宮本　到真(3) 10.49(-1.5) 髙倉　　逞(3) 10.65(-1.9)

明星小 HK 斎宮小 HK 大台陸上ク HK 多気ＲＣ HK 大台陸上ク HK 明星小 HK 斎宮小 HK 大台陸上ク HK

堀江　涼介(4) 16.65 濵野　陽太(4) 16.77 大川　帝華(4) 17.40 森川　龍征(4) 17.44 加藤　聡志(4) 17.46 橋本　英龍(4) 17.79 正木　歩武(4) 18.04 奥野　鉄平(4) 18.52

大台陸上ク HK 多気ＲＣ HK 明和陸上少 明和陸上少 多気ＲＣ 多気ＲＣ 大台陸上ク 明和陸上少

近藤　蒼真(5) 15.45 大西咲太朗(5) 15.49 福島　遙斗(5) 15.82 松本　大輝(5) 15.91 松本　千種(5) 16.05 前川　陸翔(5) 16.06 榊原　夢生(5) 16.88 大滝　康太(5) 17.85

多気ＲＣ HK 明和陸上少 HK 明和陸上少 HK 大台陸上ク HK 多気ＲＣ 大台陸上ク 明和陸上少 大台陸上ク

木下　友護(6) 13.12 中井　蒼瑛(6) 14.64 中西　虹翔(6) 14.68 北村　翔大(6) 14.79 横井　　仁(6) 16.06 安達　理人(6) 16.64

大台陸上ク GR,HK 大台陸上ク HK 明和陸上少 HK 明和陸上少 HK 大台陸上ク 明和陸上少

竹本　知真(6) 15.43

多気ＲＣ

世古口大我(5) 2:47.23 大西　訓生(5) 2:47.27 井上　創介(5) 2:49.16 佐々木瞭多(6) 2:58.97 花井　悠作(6) 3:03.74

明和陸上少 HK 多気ＲＣ HK 多気ＲＣ HK 明和陸上少 明和陸上少

倉口　秀梧(5) 961点

明和陸上少

岡島　悠太(5) 1627点 高倉　樹(6) 1526点 北山　滉大(6) 1522点 西村　立輝(5) 1514点 坂井　陽希(6) 1171点

多気ＲＣ 多気ＲＣ 明和陸上少 明和陸上少 多気陸上教室

福間　愛夏(3) 10.84 中村　友与(3) 10.86 青木　萌(3) 11.52 木地　希々絆(3) 11.63 小阪　楓華(3) 12.02 深江陽佳莉(3) 12.47

斎宮小 HK 斎宮小 HK 多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気陸上教室

亀田　有沙(4) 16.41 積木　　愛(4) 17.07 小山　結羽(4) 17.71 坂口　真琉(4) 18.05 谷口　優子(4) 18.21 堀江　那奈(4) 18.53 池山　心音(4) 18.70

多気ＲＣ HK 大台陸上ク HK 大台陸上ク 多気ＲＣ 大台陸上ク 大台陸上ク 多気ＲＣ

北出　菜月(5) 16.01 木地　美々香(5) 16.36 中村　青空(5) 16.39 坂口　涼音(5) 16.48 森川　妃梛(5) 16.68 松山　愛梨(5) 16.80 橋本　華歩(5) 16.82 山田　波月(5) 16.98

明星小 HK 多気ＲＣ HK 多気ＲＣ HK 大台陸上ク HK 明和陸上少 明和陸上少 多気ＲＣ 明和陸上少

松井　怜夏(6) 16.03 間井　愛奈(6) 16.35 松本　花鈴(6) 17.59

明和陸上少 大台陸上ク 大台陸上ク

西井　唯真(6) 15.52

多気ＲＣ

林　千愛(5) 3:07.47 中井　葵菜(5) 3:20.42

多気ＲＣ 多気ＲＣ

渡部　　華(6) 900点

明和陸上少

多気RC 56.30

村田　莉彩(6)

小島　逢美琉(6)

石田　明輝(6)

深江　諒磨(6)
凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり *TL:着差なし HK:県大会標準記録 =HK:県大会標準記録

18.65(-0.9)-1m05

6月13日 多気・混合　４×１００ｍＲ

6月13日
友好女子100m 

風：+0.2

6月13日 多気・女子　８００ｍ

6月13日 多気・女子コンバインドA

6月13日
多気・女子４年　１００ｍ 

風：-0.5

6月13日
多気・女子５年　１００ｍ 

風：-0.8

6月13日
多気・女子６年　１００ｍ 

風：-1.0

3m90(+2.3)-29m58 3m50(+1.9)-34m92 3m22(+1.2)-38m35 2m85(+1.5)-26m60

6月13日
多気・女子３年　６０ｍ 

風：-1.6

6月13日 多気・男子コンバインドA

21.95(-1.2)-1m15

6月13日 多気・男子コンバインドB

3m87(+0.4)-34m94

6月13日
多気・男子６年　１００ｍ 

風：+0.2

6月13日
友好男子100m 

風：-0.1

6月13日 多気・男子　８００ｍ

8位

6月13日 多気・男子３年　６０ｍ

6月13日
多気・男子４年　１００ｍ 

風：0.0

6月13日
多気・男子５年　１００ｍ 

風：+1.2
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6月13日 大会記録 男 多気 100m 決　勝 1 1 13.12 +0.2m/s 木下　友護(6) 大台陸上ク(多気)


