
第１位 第２位 第３位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

所属・学校名など 所属・学校名など 所属・学校名など

タイム タイム タイム

岩瀬愛菜 久永結葉里 平松芹梨

西尾ACJr 三和小 市内在住

新　8.4 8.9（同2位） 8.9（同2位）

畠山壱希 都築司 久永英継

八ツ面小 一色中部小 三和小

新　7.6 8.1 8.6

宮崎咲月 岩下空真 鳥居莉愛

西尾小学生 平坂小 八ツ面小

新　8.1 8.4 8.4(着差有)

鈴木英志郎 鎌田智滉 石崎侑真

東幡豆小 なし 吉田小

8.0 8.3 8.5

河野結音 長谷川彩心 岩瀬優菜

西尾で真剣に走る会 西尾ACJr 西尾ACJr

15.2 15.3 15.6

水鳥晴駆 小嶌蒼太 鈴木　璃音

吉田小 東幡豆小 いっしき陸上クラブ

15.1 15.2 15.2（着差有）

加藤いろは 野下日向子 山﨑美和

いっしき陸上クラブ 平坂小 西尾で真剣に走る会

新　3:51.6 4:19.5 4:31.3

鈴木莉乃 榊原瑠那

福地南部小 西尾小

4:12.8 4:19.4

鈴木丈太郎 稲垣璃空 万徳優生

西尾で真剣に走る会 平坂小 サタデープラン陸上

3:45.4 3:50.4 4:03.9

本多翔悟 岩瀬将真 水野睦斗

八ツ面小 寺津小 西野町小

3:40.7 3:49.2 4:44.8

西尾ACJr 西尾で真剣に走る会 いっしき陸上クラブ

61.3 61.8 63.4

髙須海璃

いっしき陸上クラブ

1m15

小学５・６年男子１０００ｍ

小学４×１００ｍＲ
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 小学５・６年女子１００ｍ

小学校５・６年男子５０ｍ

小学校５・６年女子５０ｍ

小学校４年以下男子５０ｍ

小学校４年以下女子５０ｍ

種　目　名

小学４年以下男子１０００ｍ

小学５・６年女子１０００ｍ

小学４年以下女子１０００ｍ

 小学５・６年男子１００ｍ

小学５・６年女子走高跳



山本陽大

いっしき陸上クラブ

1m05

古川咲希子

いっしき陸上クラブ

3m24

犬塚隆貴 中川晴貴

平坂小 いっしき陸上クラブ

3m21 2m50

松永真夏 羽佐田佳穂

西尾ACJr サタデープラン

34m76 31m70

浅井俊喬 井野碩飛 永坂連

西尾ACJr 花ノ木小 西野町小

31m48 29m93 28m17

藤樫陽向 大河内日向 水鳥結斗

平坂中 鶴城中 西尾中

12.0 12.2 12.3

平賀あきお 藤井颯大 池田陽

鶴城中 一色中 西尾中

24.9 27.6 28.3

鈴木愛斗 加藤来輝 鳥居奏汰

東部中 東部中 一色中

62.7 66.8 68.1

高須泉希 稲垣拓摩 四方誠哉

鶴城中 西尾中 東部中

2:21.7 2:23.5 2:34.7

榊原滉 松尾拓海 岩瀬俊太郎

西尾中 西尾中 吉良中

4:58.1 4:59.9 5:02.0

稲垣琉希 田中壮吾 山本奏真

平坂中 平坂中 平坂中

11:41.4 11:41.8 12:02.6

島快醒 尾﨑悠斗 竹内颯

鶴城中 平坂中 平坂中

20.8 22.3（同2位） 22.3（同2位）

鶴城中 平坂中 西尾中

48.4 50.1 51.5

由比藤匠

西尾中

1m30

小学５・６年男子走高跳

小学５・６女子走幅跳

小学５・６男子走幅跳

小学５・６女子
ジャベリックボール投

小学５・６男子
ジャベリックボール投

中学男子１００ｍ

中学男子２００ｍ

中学男子４００ｍ

中学男子８００ｍ

中学男子１５００ｍ

中学男子３０００ｍ

中学男子１１０ｍH

中学男子４×１００ｍR

中学男子走高跳



杉澤陽

平坂中

2m60

加藤煌大 遠山琉晟 清水幸一

一色中 一色中 鶴城中

5m57 4m86 4m73

水上常史 和田淳智

鶴城中 吉良中

8m08 6m95

杉浦苺姫 小林杏奈 近藤理巴

東部中 東部中 鶴城中

14.4(同1位) 14.4(同1位) 14.5

山﨑桃奈 伊藤七帆 中村夏梨

幡豆中 吉良中 東部中

32.1 32.7 34.7

松田莉子 杉浦実優 角谷花音

西尾中 東部中 東部中

2:47.8 2:49.1 2:50.5

杉浦有音 神谷あんり 天野紗良

吉良中 一色中 鶴城中

5:56.9 6:10.5 6:19.7

西村汐里 加藤千愛 呉永笑子

平坂中 東部中 西尾中

19.3 20.0 20.5

東部 平坂 鶴城

57.0 57.9 58.0

山本莉瑳 ミランダ・ルアニ 花田珠愛

東部中 平坂中 平坂中

1m30 1m25 1m20

一安結叶 杉澤愛結

平坂中 平坂中

2m30 2m20

名幸芽衣 尾﨑ほまり 稲垣結月

東部中 平坂中 一色中

4m14 4m06 4m04

塚本凪南 岡本ひなた

平坂中 東部中

7m93 6m12

中学男子棒高跳

中学男子走幅跳

中学男子砲丸投

中学女子１００ｍ

中学女子２００ｍ

中学女子走高跳

中学女子棒高跳

中学女子走幅跳

中学女子砲丸投

中学女子８００ｍ

中学女子１５００ｍ

中学女子１００ｍH

中学女子４×１００ｍR


