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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 7/23 小川   竜輝 (4) 15.55/-1.3

垣生JAC

久保   浩志 (4) 15.58/-1.6

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

梅﨑     煌 (4) 15.59/-0.1

垣生JAC

菰田   統弥 (4) 15.90/-2.1

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

内田   湊太 (4) 16.05/-0.1

NiihamaT&F

喜田   陽真 (4) 16.16/-0.1

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

田村     公 (4) 16.27/-1.6

松山かけっこ道場

矢原 颯太郎 (4) 16.64/-2.1

NiihamaT&F

男子
４年

１００ｍ 7/23 河野   快飛 (5) 13.65/+1.1

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

松井   想真 (5) 14.03/+1.1

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

田中   徠斗 (5) 14.38/+1.2

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

尾崎   太輔 (5) 14.43/+0.6

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

古野   滉貴 (5) 14.53/+1.1

桑の実ｸﾗﾌﾞ

矢野   陽琥 (5) 14.60/+1.1

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

井村   竜也 (5) 14.64/+0.6

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小北   啓人 (5) 14.94/+0.1

ﾁｰﾑｵｷﾀﾛｳ

男子
５年

１００ｍ 7/23 矢野   右竜 (6) 13.48/+0.5

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

井手   友郎 (6) 13.69/+0.9

桑の実ｸﾗﾌﾞ

奥村     響 (6) 13.94/-0.1

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

仙波   奈誠 (6) 14.05/-0.3

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

真鍋 龍太郎 (6) 14.12/+0.5

垣生JAC

加地   隼平 (6) 14.16/+0.9

NiihamaT&F

川本   公大 (6) 14.26/-0.1

宇和島T&F

中矢   橙吾 (6) 14.40/-0.3

垣生JAC

男子
６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

7/23 松崎   隼翔 (6)  2259

宇和島T&F

4m24/+0.5-60m94

賴本   桂吾 (6)  1933

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

4m49/+0.4-41m42

田村   悠宇 (6)  1925

桑の実ｸﾗﾌﾞ

4m18/-0.1-45m31

中平   樹暉 (6)  1898

桑の実ｸﾗﾌﾞ

4m30/-1.5-42m39

佐伯   和真 (6)  1881

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

4m41/+0.4-40m00

浅海   龍伸 (6)  1760

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

3m63/-0.3-44m81

山本 朔太郎 (6)  1688

桑の実ｸﾗﾌﾞ

4m11/+0.8-34m66

阿部   夕日 (6)  1623

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

3m76/-0.1-36m27

男子
5･6年

１００ｍ 7/23 小枝   涼杏 (4) 15.02/+1.1

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

藤堂     景 (4) 15.73/+0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

矢野   帆香 (4) 15.85/+0.4

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

山口   紗弥 (4) 15.90/-0.4

桑の実ｸﾗﾌﾞ

藤井   咲希 (4) 15.95/+0.3

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

寶田   悠那 (4) 16.44/+1.1

NiihamaT&F

徳岡     葵 (4) 16.45/+0.3

愛大附属小

清水   実愛 (4) 16.47/+1.1

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

女子
４年

１００ｍ 7/23 北浦   茉奈 (5) 14.65/+0.3

宇和島T&F

亀田   凜佳 (5) 15.14/-0.7

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

平野   萌架 (5) 15.33/-1.3

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

二宮   夏楓 (5) 15.37/-1.6

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

宮本   華暖 (5) 15.43/+0.3

桑の実ｸﾗﾌﾞ

平田   莉子 (5) 15.45/-1.3

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

青野   詩月 (5) 15.61/-1.6

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

島村 翔里菜 (5) 15.61/+0.3

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

女子
５年

１００ｍ 7/23 森下 さくら (6) 13.58/+2.6

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

森松   映凪 (6) 13.63/-0.8

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

伊達   一花 (6) 13.66/+1.5

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

廣岡   里穂 (6) 13.84/+0.2

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

福岡   玲菜 (6) 14.41/-0.8

垣生JAC

三瀬   羚珂 (6) 14.45/+1.7

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

宮川 明日香 (6) 14.60/+1.7

宇和島T&F

合田   琴葉 (6) 14.67/+0.2

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子
６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

7/23 中岡     愛 (6)  1801

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

3m83/+0.2-44m03

菊池 癒羽里 (6)  1663

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

4m19/+2.0-32m29

菊池   優月 (6)  1479

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

3m57/+0.2-31m79

岡田   実侑 (6)  1443

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

3m54/+0.3-30m46

増田   絢音 (6)  1281

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m38/-0.6-24m66

佐藤   瑠音 (6)  1270

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m46/+0.1-23m03

河野   日和 (5)  1213

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m01/+1.4-26m46

石﨑   心琴 (5)  1212

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m26/+1.3-22m95

女子
5･6年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-3回R)

80mH-走高跳

7/23 吉良   遼真 (6)  1927

*C1八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

13.72/+2.4-1m21

北野   昊樹 (6)  1703

*C1愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

15.03/+2.4-1m21

阿部   穂積 (5)   972

*C1松山かけっこ道場

18.70/+2.4-1m12

男子
5･6年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-3回R)

80mH-走高跳

7/23 眞木   結菜 (6)  1776

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

14.81/+0.1-1m24

木下   未亜 (6)  1643

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

14.77/+0.1-1m12

岩川   愛実 (5)   925

RLｸﾗﾌﾞ

18.37/+0.1-1m03

女子
5･6年

４×１００ｍ 7/23 四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 54.00

合田   琴葉 (6)

森下 さくら (6)

奥村     響 (6)

矢野   右竜 (6)

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 54.67

菊池 癒羽里 (6)

伊達   一花 (6)

松井   想真 (5)

河野   快飛 (5)

桑の実ｸﾗﾌﾞ A 56.18

越智 友希乃 (6)

中平   樹暉 (6)

中田   幸乃 (6)

井手   友郎 (6)

宇和島T&F A 56.59

宮川 明日香 (6)

北浦   茉奈 (5)

松崎   隼翔 (6)

川本   公大 (6)

垣生JAC A 57.40

大森   未羽 (6)

福岡   玲菜 (6)

竹内   佑生 (6)

中矢   橙吾 (6)

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ A 57.64

三木   陽成 (6)

大西   璃音 (6)

青野   詩月 (5)

大黒   誠悟 (6)

桑の実ｸﾗﾌﾞ B 58.97

宮本   華暖 (5)

田村   悠宇 (6)

本田   美波 (5)

山本 朔太郎 (6)

宇和島T&F B 59.88

井上   真緒 (6)

菅原   魅心 (6)

丸碆   遥斗 (5)

田村   翔生 (5)

男女
混合

凡例（*C1:追風参考(得点参考記録)）


