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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 6/26 河野   琉維 (1) 18.12/-0.9

ｌｉｂｅｒｔｅ

髙田   丈成 (1) 18.49/+0.1

JJ窪田

友近   洋斗 (1) 18.57/+0.3

B&Mキッズ

石丸   絢都 (1) 18.74/+0.3

あいリンクSC

坂本     圭 (1) 19.05/-0.9

松山陸上クラブ

青木   岳広 (1) 19.07/+0.3

雄郡ＡＣ

越智   悠陽 (1) 19.23/-0.9

飯岡ＡＣ

堀江   智晴 (1) 19.26/+0.1

KOMATSU

男子
小１

１００ｍ 6/26 丹     諒介 (2) 16.56/+0.7

氷見ＡＣ

善家     渉 (2) 17.29/-0.2

LODESTARAC

吉見   奏音 (2) 17.40/-0.2

宇和島Ｔ＆Ｆ

大野   蒼空 (2) 17.63/+0.7

チーターズ

堀川   詢真 (2) 17.65/-0.2

ＭＰＣ

泉     恒行 (2) 17.93/-0.2

津島しらさぎ

岡田   侑平 (2) 18.01/-0.2

八幡浜AC

西川   英汰 (2) 18.48/+0.7

愛南町スポ少

男子
小２

１００ｍ 6/26 宮司   晃輔 (3) 15.48/+1.6

しまなみJAC

河野   陽翔 (3) 15.59/+1.6

ＬＩＲＵＮＡＣ

松田   理生 (3) 15.84/+1.6

B&Mキッズ

髙須賀   廉 (3) 16.38/-1.5

今治イーグルス

藤岡   弘輔 (3) 16.50/+1.6

八幡浜AC

二神   朱羅 (3) 16.51/+1.0

B&Mキッズ

新田     暖 (3) 16.63/+1.6

B&Mキッズ

矢野   海翔 (3) 16.67/+0.2

あいリンクSC

男子
小３

１００ｍ 6/26 三島     佑 (4) 15.14/+1.1

ＬＩＲＵＮＡＣ

久保   夏騎 (4) 15.20/+1.1

しまなみJAC

桐田   葵翔 (4) 15.46/+1.1

宇和島Ｔ＆Ｆ

小池   來生 (4) 15.75/+1.1

しまなみJAC

須納瀬 竜馬 (4) 15.76/-1.2

あいリンクSC

井村   柊也 (4) 16.01/+1.1

愛南町スポ少

橘井   達矢 (4) 16.07/+1.1

八幡浜AC

岡本   宗久 (4) 16.07/-0.8

あいリンクSC

男子
小４

１００ｍ 6/26 越智   裕惺 (5) 13.45/+2.3

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

清水   倖多 (5) 13.94/+2.3

桑の実クラブ

阿部   基輝 (5) 14.31/+2.3

ＦｕｊｉＡｔｈ

西村   颯真 (5) 14.31/+2.3

八幡浜AC

辻     暁経 (5) 14.64/+2.3

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

竹田   昂生 (5) 14.71/+2.3

B&Mキッズ

越智   大稀 (5) 15.00/+2.3

ＬＩＲＵＮＡＣ

大野   零稀 (5) 15.09/+2.3

チーターズ

男子
小５

１００ｍ 6/26 小川   竜輝 (6) 13.04/+2.3

垣生ＪＡＣ

森     滉平 (6) 13.07/+2.3

吉田陸上クラブ

井村   直也 (6) 13.53/+2.3

愛南町スポ少

小笠原 一心 (6) 13.73/+2.3

LODESTARAC

藤田     湊 (6) 14.01/+2.3

ひうちクラブ

福原   享弥 (6) 14.26/+2.3

LODESTARAC

三浦   悠斗 (6) 14.28/+2.3

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

男子
小６

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-3回R)

80mH-走高跳

6/26 清家   爽良 (6)  1981

宇和島Ｔ＆Ｆ

13.81/-0.9-1m27

田村     公 (6)  1671

LODESTARAC

14.41/-1.0-1m09

檜垣   歩叶 (6)  1604

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

15.41/-1.0-1m18

大熊   遼一 (6)  1555

新居浜Ｔ＆Ｆ

15.49/-1.0-1m15

一色     慶 (6)  1490

LODESTARAC

15.87/-0.9-1m15

鴻上     翔 (5)  1240

新居浜Ｔ＆Ｆ

16.32/-0.9-1m00

眞鍋   典史 (6)  1134

新居浜Ｔ＆Ｆ

16.94/-1.0-1m00

本多   晴大 (5)   305

LODESTARAC

18.06/-0.9-NM

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/26 長野   賢斗 (6)  1843

桑の実クラブ

4m04/+1.0-43m21

和田   直斗 (6)  1584

*C1 *C2桑の実クラブ

3m66/+3.1-35m76

公認最高 1556点 走幅跳 3m56/+0.7(770)

河野   新大 (5)  1538

*C1八幡浜AC

3m78/+3.1-31m81

近藤   天童 (6)  1529

桑の実クラブ

3m91/-0.3-29m58

藤原     陸 (6)  1519

*C1 *C2新居浜Ｔ＆Ｆ

3m75/+2.4-31m32

公認最高 1500点 走幅跳 3m68/+2.0(804)

近泉   大希 (6)  1510

桑の実クラブ

4m14/+1.0-25m45

三好   颯音 (6)  1499

桑の実クラブ

2m72/+0.7-44m47

山下   遥大 (6)  1446

津島しらさぎ

3m55/+0.4-30m46

男子
小5･6

１００ｍ 6/26 神野   那歩 (1) 19.03/+0.9

新居浜Ｔ＆Ｆ

近藤   羅夢 (1) 19.54/+0.9

R'S

青野     蛍 (1) 19.84/+0.9

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

笹本 ひかり (1) 20.09/+0.9

新居浜Ｔ＆Ｆ

髙橋   愛未 (1) 20.37/+0.9

ＳＴＡＲ

阿部 しおり (1) 20.89/+0.9

LODESTARAC

壷内   玲奈 (1) 23.30/+0.9

あいリンクSC

女子
小１

１００ｍ 6/26 藤原   玲奈 (2) 17.26/+1.3

VIVID陸上

村上     杏 (2) 17.67/-1.6

M&I

水口   結葵 (2) 17.84/+0.9

LODESTARAC

山口     蘭 (2) 17.85/-1.6

津島しらさぎ

須納瀬 愛里 (2) 17.90/+1.3

あいリンクSC

井上   瑚都 (2) 18.01/+0.9

宇和島Ｔ＆Ｆ

伊藤   栞那 (2) 18.02/+1.3

あいリンクSC

山田   陽葵 (2) 18.57/-1.6

新居浜Ｔ＆Ｆ

女子
小２

１００ｍ 6/26 髙橋     玲 (3) 16.46/+1.7

レイカーズ

中川   環菜 (3) 16.57/-3.8

味酒ＮＲＣ

竹田   有里 (3) 16.78/+1.7

B&Mキッズ

中川   結菜 (3) 16.82/+1.7

味酒ＮＲＣ

青野   彩芽 (3) 16.83/-3.8

あいリンクSC

石﨑   心晴 (3) 16.92/+1.7

g-kids

北村   青麗 (3) 16.94/+1.7

津島しらさぎ

渡邉   真央 (3) 17.09/+1.7

ＬＩＲＵＮＡＣ

女子
小３

１００ｍ 6/26 唐田   優羽 (4) 16.18/-1.9

愛南町スポ少

宮本   莱来 (4) 16.35/-1.9

八幡浜AC

北浦   心結 (4) 16.41/-1.9

宇和島Ｔ＆Ｆ

稲井 あいか (4) 16.41/-1.9

ＬＩＲＵＮＡＣ

牧野   ゆず (4) 16.69/-0.0

ＬＩＲＵＮＡＣ

清水 ひなの (4) 16.73/-2.2

ＦｕｊｉＡｔｈ

金房   愛心 (4) 16.81/-1.9

LODESTARAC

久原 ひなた (4) 16.84/-2.2

VIVID陸上

女子
小４

１００ｍ 6/26 辰野   允音 (5) 14.21/+1.6

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

東灘     優 (5) 14.46/+1.6

八幡浜AC

西田   実央 (5) 14.58/+1.6

津島しらさぎ

堀川 愛苺乃 (5) 15.12/+1.6

ＭＰＣ

岡田   真侑 (5) 15.25/+1.6

八幡浜AC

髙橋   美琴 (5) 15.40/+1.6

ＬＩＲＵＮＡＣ

矢野 ここる (5) 15.68/+1.6

あいリンクSC

近藤   莉愛 (5) 15.73/+1.6

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

女子
小５

１００ｍ 6/26 小枝   涼杏 (6) 13.75/+2.9

四国中央ＡＣ

島部   心優 (6) 14.12/+2.9

桑の実クラブ

井上   沙南 (6) 14.20/+2.9

愛南町スポ少

菅     心暖 (6) 14.31/+2.9

ひうちクラブ

寶田   悠那 (6) 14.55/+2.9

新居浜Ｔ＆Ｆ

木下 莉依咲 (6) 14.63/+2.9

ＭＰＣ

天崎   結萌 (6) 14.68/+2.9

B&Mキッズ

白川   月華 (6) 14.74/+2.9

四国中央ＡＣ

女子
小６

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-3回R)

80mH-走高跳

6/26 鎌田   悠里 (6)  1786

LODESTARAC

14.14/-1.2-1m15

若松   那歩 (6)  1744

宇和島Ｔ＆Ｆ

14.59/-0.1-1m18

藤堂     景 (6)  1740

八幡浜AC

14.41/-1.2-1m15

山下   瑞妃 (6)  1705

桑の実クラブ

14.82/-1.2-1m18

野間 あかり (6)  1515

新居浜Ｔ＆Ｆ

15.52/-0.1-1m12

中村   優亜 (6)  1493

宇和島Ｔ＆Ｆ

14.84/-1.2-1m00

武西 知菜月 (6)  1330

かけっこ道場

17.28/-1.2-1m22

赤根   愛深 (6)  1325

桑の実クラブ

16.84/-0.1-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/26 矢野   帆香 (6)  1786

LODESTARAC

4m34/+0.3-36m27

山口   紗弥 (6)  1674

桑の実クラブ

4m08/+1.1-34m38

新田 真奈美 (6)  1656

LODESTARAC

3m90/+0.9-36m00

眞木   晴妃 (6)  1420

しまなみJAC

3m59/-0.2-28m64

髙橋   帆乃 (5)  1415

*C1 *C2新居浜Ｔ＆Ｆ

3m60/+2.2-28m25

公認最高 1337点 走幅跳 3m32/+0.7(703)

曽我   咲耶 (6)  1321

ひうちクラブ

3m27/+1.0-28m14

山之内 彩祐 (6)  1294

ひうちクラブ

3m04/+0.3-30m03

岡本     杏 (6)  1256

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

3m42/+0.4-22m90

女子
小5･6
年

４×１００ｍＲ 6/26 桑の実クラブ A 54.49

山口   紗弥 (6)

清水   倖多 (5)

島部   心優 (6)

村上     諒 (6)

LODESTAR AC A 55.49

一色     慶 (6)

矢野   帆香 (6)

鎌田   悠里 (6)

小笠原 一心 (6)

四国中央ＡＣ 56.95

江間   雄章 (6)

小枝   涼杏 (6)

白川   月華 (6)

喜田   陽真 (6)

八幡浜AC A 56.97

渡壁   春仁 (6)

藤堂     景 (6)

西村   颯真 (5)

東灘     優 (5)

宇和島Ｔ＆Ｆ A 58.06

若松   那歩 (6)

中野   友貴 (6)

中村   優亜 (6)

清家   爽良 (6)

B&Mキッズ 59.10

天野   冴綴 (6)

竹田   昂生 (5)

竹村   美柚 (5)

天崎   結萌 (6)

新居浜Ｔ＆Ｆ B 59.78

寶田   悠那 (6)

神野   瑛士 (5)

鴻上     翔 (5)

原     千織 (6)

桑の実クラブ B  1:00.19

森田   梨生 (5)

近藤   天童 (6)

山下   瑞妃 (6)

近泉   大希 (6)

男女
小5･6

４×１００ｍＲ 6/26 八幡浜AC C  1:03.15

藤堂     彩 (2)

宮本   莱来 (4)

藤岡   弘輔 (3)

橘井   達矢 (4)

LIRUNAC B  1:03.69

高橋   七愛 (4)

三島     佑 (4)

稲井 あいか (4)

河野   陽翔 (3)

愛南町スポ少  1:03.90

井村   柊也 (4)

唐田   優羽 (4)

黒田   真希 (4)

大森     天 (4)

宇和島Ｔ＆Ｆ B  1:04.98

若松   紗奈 (3)

中村   琉聖 (4)

桐田   葵翔 (4)

北浦   心結 (4)

津島しらさぎ B  1:07.63

山口     蘭 (2)

池田   晶翔 (4)

北村   青麗 (3)

宇都宮   颯 (4)

VIVID陸上 A  1:07.98

高橋   希帆 (4)

仮屋   颯人 (4)

久原 ひなた (4)

石川   裕太 (4)

LODESTAR AC B  1:09.49

一色 こころ (3)

金房   愛心 (4)

松岡   毅興 (4)

善家     渉 (2)

g-kids C  1:10.16

石﨑   心晴 (3)

田中   太陽 (3)

西原   希空 (4)

橋本   旺典 (4)

男女
小1~4

気象状況  6月26日 10:00 雨    26.5℃   76％ 東南東 0.2m/s

 6月26日 12:00 晴れ  28.0℃   70％ 南南東 0.5m/s

 6月26日 14:00 晴れ  30.0℃   59％ 南南西 1.9m/s

凡例（*C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）
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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

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/26 永井   太樹 (3)  1873

今治南中

19.51/+0.9-9m24-1m64-56.29

黒川   勇真 (3)  1730

今治日吉中

18.67/+0.9-8m19-1m70-1:02.04

武田     一 (2)  1707

港南中

18.28/+0.9-9m72-1m43-1:00.34

曽我   晴臣 (3)  1477

今治日吉中

18.66/+0.9-8m68-1m40-1:03.90

男子
中学

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/26 河野   亜海 (2)  1909

津島中

17.93/+0.9-1m38-7m95-29.39/+3.0

藤本 茉里奈 (3)  1654

勝山中

18.28/+0.9-1m26-6m27-29.24/+3.0

大西   凜佳 (2)  1381

三島西中

20.37/+0.9-1m26-7m26-31.41/+3.0

女子
中学

１５０ｍ 6/26 西岡   優樹 16.38/-0.9

B&M

森田   惠己 (3) 16.90/-0.9

LODESTARAC

江藤   羽生 (1) 17.04/-0.9

愛媛大

平井   遥陽 (1) 17.42/-0.9

内子高

小野 晋治郎 (2) 17.56/-0.9

愛媛大

入口   輝空 (2) 18.18/-0.9

松山聖陵高

３００ｍ 6/25 畠中   寧樹 (1) 35.48

済美高

山本   大地 (3) 35.67

済美高

池本   昂輝 (2) 36.04

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

岡田   和輝 36.10

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

相原   海斗 (3) 36.38

済美高

窪田   賢心 (1) 36.80

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

坂本     舜 (2) 37.13

済美高

１０００ｍ 6/25 越智     劉 (3)  2:37.89

大西中

島田   悠史 (3)  2:41.48

新居浜西中

源代   瑛己 (3)  2:43.20

新居浜西中

河野   翔来 (3)  2:43.23

北郷中

三鍋　 一真 (3)  2:44.68

四国中央ＡＣ

白石   蒼真 (3)  2:49.19

今治南中

渡邊     樹 (3)  2:49.66

新居浜西中

山本   陽滉 (2)  2:49.88

今治南中

３０００ｍ 6/25 南     凱士 (1)  8:48.21

広島大

韓     知温 (2)  8:58.44

愛媛大

都築   由弥 (1)  8:59.65

八幡浜高

平家   知典  9:00.13

県庁遊走会

武智     陸 (3)  9:03.27

松山工業高

加藤   佑樹 (3)  9:05.05

今治南中

村田   友輝 (2)  9:11.01

八幡浜工業高

德本   直暉 (3)  9:11.36

松山工業高

男子

110mH

(0.991/9.14m)

※荒天のため中止男子
U16
U18

300mH

(0.914/35m)

6/25 須賀田   陽 (3) 39.20

今治西高

西岡   颯来 (2) 42.04

内子高

男子

３０００ｍＷ 6/25 東     士朗 (3) 13:20.17

東温高

竹内   悠人 (1) 15:04.84

東温高

男子
U18

砲丸投

(5.000kg)

6/25 中村   鴻太 (3)  11m87

今治明徳中

松本   佳汰 (3)  11m65

大島中

吉川   成樹 (3)   9m24

城西中

田中   愉人 (1)   9m18

松山工業高

村上   湘也 (2)   8m84

大島中

八幡　 和磨 (3)   8m64

四国中央ＡＣ

末廣 虎大朗 (2)   8m47

大島中

男子

円盤投

(1.500kg)

6/25 田窪   一翔 (1)  39m93

今治明徳高

小池   京汰 (1)  33m90

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

岡田   櫂斗 (1)  27m81

新田高

佐々木 志温 (1)  23m23

新田高

宮本   迅平 (3)  20m26

城西中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ ※荒天のため中止

男子
U16

１５０ｍ 6/26 宮崎   愛海 (3) 19.25/-0.4

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

飛鷹　 心暖 (3) 19.49/-0.4

四国中央ＡＣ

伊達   一花 (2) 19.82/-0.4

LODESTARAC

森下 さくら (2) 20.13/-0.4

四国中央ＡＣ

松本   宥香 (1) 20.91/-0.4

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

村上   夏音 (2) 21.93/-0.4

大島中

小田 乃野夏 (2) 22.35/-0.4

大島中

村上   栞菜 (2) 27.70/-0.4

大島中

３００ｍ 6/25 小島   あん (2) 42.56

済美高

矢野   萌香 (3) 42.57

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

鶴井   結莉 (1) 44.11

済美高

堀口   虹光 (1) 44.64

済美高

池田   梨音 (1) 44.94

川之石高

篠崎   吹花 (2) 45.85

大西中

黒田   優芽 (1) 46.30

済美高

１０００ｍ 6/25 堀口   虹光 (1)  3:00.28

済美高

御手洗 心菜 (2)  3:01.18

大西中

浅野     真 (1)  3:09.19

松山聖陵高

大野   貴瑛 (3)  3:09.39

港南中

武田   唯愛 (2)  3:09.79

四国中央ＡＣ

越智   天音 (1)  3:20.10

済美高

洲之内 楓夏 (3)  3:20.29

港南中

寺尾   咲音 (3)  3:27.84

新居浜西中

女子

100mH

(0.762/8.5m)

※荒天のため中止女子
U16
U18

300mH

(0.762/35m)

6/25 武田   海愛 (2) 44.47

済美高

池田   梨音 (1) 52.96

川之石高

女子

３０００ｍＷ 6/25 岡田   佳乃 (1) 15:34.08

川之石高

八塚   咲空 (1) 19:05.48

東温高

女子
U18

砲丸投

(4.000kg)

6/25 相原   歩夏 (1)   8m16

済美高

岩佐   妃花 (1)   7m61

済美高

山崎   虹香 (2)   7m25

内子高

大野   春陽 (2)   6m53

内子高

河野   花音 (2)   6m49

済美高

光宗   花風 (1)   5m84

済美高

女子

円盤投

(1.000kg)

6/25 近藤 真巳子 (1)  30m99

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

大内   優花 (1)  20m22

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ ※荒天のため中止

女子
U16

気象状況  6月25日 10:00 曇り  32.0℃   58％ 南南西 1.1m/s

 6月25日 12:00 雨    27.0℃   81％ 南西 1.1m/s

 6月26日 10:00 雨    26.5℃   76％ 東南東 0.2m/s

 6月26日 12:00 晴れ  28.0℃   70％ 南南東 0.5m/s

 6月26日 14:00 晴れ  30.0℃   59％ 南南西 1.9m/s


