
第2回愛媛陸協記録挑戦会（国体選考対象大会）
21380009 2021年8月28日(土)      決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場 381010

  Page: 12021/08/28 13:29:45

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１５０ｍ 8/28 畠中　 寧樹(3) 16.74/+2.9

LODESTARAC

森田　 惠己(2) 17.11/+2.9

余土中

窪田　 賢心(3) 17.84/+2.9

椿中

森實　 倖大(3) 17.92/+2.9

川之江南中

河田 虎太郎(3) 17.99/+2.9

重信中

矢野　 惺稀(2) 18.27/+2.9

桑原中

伊藤 光大郎(2) 18.51/+2.9

重信中

後藤　 環太(2) 18.71/+2.9

川東中

１０００ｍ 8/28 泉田　 陸斗(3)  2:38.95

南第二中

西野　 永遠(3)  2:39.59

川東中

赤尾　 優斗(3)  2:44.52

港南中

龍田　 琉生(1)  2:47.12

新田高

源代　 瑛己(2)  2:47.31

新居浜西中

中矢　 夢斗(3)  2:48.32

中萩中

土廣　 怜音(3)  2:49.02

宇南中等中

加藤　 佑樹(2)  2:49.30

今治南中

110mH

(0.991/9.14m)

8/28 高平　 晃成(3) 16.22/+2.1

八幡浜ＡＣ

高市　 雄飛(3) 16.23/+2.1

南第二中

三段跳 8/28 林　   泰輝(3)  13m02/-0.4

重信中

松本　 祐仁(3)  12m94/-0.1

城東中

渡部　 京志(3)  12m47/+3.0

南第二中

世良　 陸人(3)  12m27/+0.5

桜井中

佐々木 景亮(2)  12m08/+1.3

立花中

宮本　 喬輔(2)  11m87/+1.2

桑原中

小野植 謙信(3)  11m50/-1.2

重信中

澤田　 昊空(2)  11m18/+1.6

砥部中

円盤投

(1.500kg)

8/28 田窪　 一翔(3)  31m85

立花中

小池　 京汰(3)  28m10

松山南中

松本   　匠(3)  27m93

城西中

日野　 夢雅(3)  23m37

南第二中

東海林 　翼(3)  17m40

砥部中

成瀬　   勇(2)  14m92

宇和中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8/28 岡田　 櫂斗(3)  55m30

道後中

大沢　 闘夢(3)  53m02

今治西中

尾﨑　 壮太(3)  42m96

北郷中

近藤　 大河(2)  36m63

城西中

田中　 愉人(3)  35m12

南第二中

東海林 　翼(3)  10m52

砥部中

男子
U16

１５０ｍ 8/28 菅　 野乃花(1) 18.99/+0.7

西条高

松島　 理乃(3) 19.19/+0.7

中萩中

笹本　 羽奈(3) 19.29/+0.7

八幡浜ＡＣ

宮崎　 愛海(2) 19.53/+0.7

愛アスリートクラブ

山口　 日向(3) 19.62/+0.7

今治西中

伊達　 一花(1) 19.65/+0.7

南第二中

飛鷹　 心暖(2) 19.66/+0.7

四国中央ＡＣ

河野　 由奈(2) 20.09/+0.7

八幡浜ＡＣ

１０００ｍ 8/28 山本　 祐希(3)  2:55.30

城南中

松岡　 美来(2)  2:56.03

城南中

堀口   虹光(3)  3:01.48

松山西中等中

瀬野　 千聖(3)  3:07.14

近見中

御手洗 心菜(1)  3:08.67

大西中

三宅 わかば(2)  3:11.03

大洲北中

梶原　 璃音(2)  3:12.88

立花中

松原　 礼奈(3)  3:13.38

新居浜西中

100mH

(0.762/8.5m)

8/28 二宮　 緋愛(3) 15.36/+0.8

御荘中

東　 心々美(3) 15.39/+0.8

重信中

福原   未唯(2) 15.86/+0.8

大洲北中

高山　 莉子(3) 16.30/+0.8

済美平成中等中

宮脇　 紗彩(2) 18.20/+0.8

済美平成中等中

棒高跳 8/28 倉橋　 花奏(3) 2m70

桑原中

中田　 幸乃(1) 2m70

桑原中

立花　 彩羽(1) 2m60

桑原中

合田　 朱利(3) 2m50

川之江南中

三段跳 8/28 吉良　 光咲(3)  11m21/+2.1

保内中

円盤投

(1.000kg)

8/28 近藤 真巳子(3)  21m64

川東中

弘瀬　 未有(2)  19m49

中萩中

坂本　 菜南(2)  16m04

砥部中

大内　 優花(3)  15m41

南第二中

杉本 莉亜羅(2)  13m88

中萩中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 8/28 山戸　 風音(3)  36m94

城西中

坂井　 杏月(2)  32m28

松山西中等中

戒能　 茜音(3)  28m26

今治西中

中林　 杏音(3)  28m26

松前中

大川　 若菜(2)  27m72

北郷中

保利 ひなの(2)  18m81

中萩中

中田　 美緒(1)  16m56

港南中

坂本　 菜南(2)  15m73

砥部中

女子
U16

気象状況  8月28日 10:00 晴れ  31.5℃   57％ 北 1.7m/s

 8月28日 11:00 晴れ  32.0℃   55％ 北東 1.2m/s

 8月28日 12:00 晴れ  32.0℃   55％ 北東 1.5m/s

 8月28日 13:00 晴れ  32.5℃   52％ 北北東 1.0m/s


