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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 3/18 川本　 一輝(3) 11.44/+0.2

愛媛大附属

井手　 友郎(2) 11.49/+0.2

桑原

石井　 斗輝(3) 11.60/+0.2

港南

森田　 惠己(3) 11.61/+0.2

LODESTARAC

伊藤　 友希(3) 11.74/+0.2

勝山

近藤　 大河(3) 11.77/+0.2

城西

仙波　 奈誠(2) 11.79/+0.2

南第二

清本　 優貴(2) 11.92/-1.0

愛媛大附属

１５００ｍ 3/18 羽藤　 昂起(2)  4:24.79

道後

玉井　 奏多(2)  4:28.00

松山西

坂本　 晴紀(2)  4:31.63

松山南

阿部　 悠春(3)  4:32.15

桑原

栗田   　遥(3)  4:32.93

松山西

兵頭　 銀二(2)  4:35.37

松山西

山本　 唯翔(1)  4:40.73

松山西

高市　 壮磨(1)  4:42.53

南第二

１１０ｍＨ

(0.914m)

3/18 伊藤　 友希(3) 15.16/+1.2

勝山

黒田　   優(3) 15.72/+1.2

垣生

大家　 康太(3) 16.41/+1.2

松山西

武田   　一(2) 16.61/+1.2

港南

中尾　 蘭丸(2) 17.06/+1.2

南第二

村上　 歩夢(2) 17.12/+1.2

愛媛大附属

大西   　陸(2) 17.71/+1.2

重信

正岡 虎太郎(2) 17.93/+1.0

愛光

走高跳 3/18 中島 虎太郎(2) 1m60

松山南

岩岡　 匡嗣(2) 1m55

松山西

亀田　 悠輔(2) 1m50

愛媛大附属

仙波 麟太郎(2) 1m45

久米

川西　 悠介(2) 港南 1m40

丸本　 敦士(2) 港南

棒高跳 3/18 藤岡 璃依也(2) 3m50

雄新

砂田　 悠貴(2) 2m50

桑原

走幅跳 3/18 直野　 悠吾(3)   6m25/-1.0

松山西

扇谷　 陸斗(2)   6m17/-1.3

城西

星川   　仁(2)   5m94/-1.8

LODESTARAC

宮本　 喬輔(3)   5m94/+0.3

桑原

寺田　 空知(3)   5m73/-0.6

愛光

兼久　 陽光(2)   5m70/+0.4

余土

大野　 生吹(2)   5m66/+1.5

愛媛大附属

押野　 友樹(2)   5m59/+0.8

勝山

砲丸投

(5.000kg)

3/18 本田　 大悟(3)  10m38

松山西

綱島　 康翔(1)   9m95

南第二

水沼　 航平(2)   9m26

城西

川﨑　 想平(1)   7m93

砥部

佐々木 魁人(1)   7m84

南第二

中野　 結翔(2)   7m61

雄新

西内　 遥翔(2)   7m56

勝山

佐伯　   陸(2)   7m46

桑原

男子

１００ｍ 3/18 宮崎　 愛海(3) 12.83/-0.8

愛アスリートクラブ

伊達　 一花(2) 12.94/-0.8

南第二

星野 みらい(3) 13.03/-0.8

愛媛大附属

福岡　 玲菜(2) 13.31/-0.8

垣生

岩川　 愛実(1) 13.40/-0.8

重信

葛原　   伶(2) 13.48/-0.8

松山西

坂井　 杏月(3) 13.61/-0.8

松山西中等

山内　 柚葉(2) 13.72/-0.8

LODESTARAC

１５００ｍ 3/18 大野 　結菜(1)  5:11.14

城西

福野 李々花(2)  5:13.95

砥部

田窪 みのり(1)  5:23.30

桑原

濱本　 聖奈(2)  5:28.24

松山西中等

岡本　 光流(1)  5:29.31

LODESTARAC

丹生谷 　雛(2)  5:33.47

砥部

鈴木　 彩奈(2)  5:37.81

道後

一色   咲羽(1)  5:37.97

松山西中等

１００ｍＨ

(0.762m)

3/18 岩川　 愛実(1) 15.65/+1.5

重信

返脚 ひなた(2) 15.95/+1.5

松山西中等

玉井　 心葉(2) 16.47/+1.5

南第二

井上　 月乃(1) 16.91/+1.5

愛媛大附属

平田　 柑南(1) 17.38/+1.6

椿

三瀬　 桜礼(2) 17.44/+1.5

椿

野中　 心結(2) 17.46/+1.5

重信

赤松　 仁香(2) 17.49/+1.5

城西

走高跳 3/18 赤松　 仁香(2) 1m45

城西

小森　 白蘭(2) 1m30

砥部

大谷　 鈴凪(1) 1m25

松山西

川野　 里心(1) 1m25

南第二

鈴木　 汐夏(1) 1m25

勝山

田中　 希美(1) 1m20

港南

返脚　 希音(1) 1m10

勝山

棒高跳 3/18 片山　 実紅(1) 3m10

雄新

石﨑　 心琴(1) 2m90

桑原

河野　 日和(1) 2m30

愛媛大附属

重信　 仁子(1) 2m30

桑原

走幅跳 3/18 宮本　 華暖(1)   5m13/+2.8

桑原

伊達　 一花(2)   4m54/+0.5

南第二

永井　 菜麻(1)   4m44/+2.4

LODESTARAC

加藤　 理子(1)   4m42/+1.6

愛媛大附属

小原　 果鈴(3)   4m31/+1.0

松山西中等

八束　 心音(2)   4m17/+2.1

南第二

小原　 芽生(1)   4m11/+0.7

南第二

戸田　 優衣(2)   4m10/+4.8

椿

砲丸投

(2.721kg)

3/18 西中　 心音(2)   8m63

南第二

岡田　   雫(2)   7m75

松山西

富岡　 夏菜(1)   7m52

砥部

丸野　 一花(2)   7m50

南第二

上山　 心路(2)   7m43

南第二

福德 あいる(1)   7m26

南第二

小田　 ?月(2)   7m20

愛媛大附属

上田　 詩織(1)   7m06

松山南

女子

１００ｍ 3/18 村上   　諒(6) 13.70/-2.3

桑の実クラブ

越智   珂衣(6) 13.75/-2.3

LODESTARAC

髙野　 宙翔(6) 13.80/-2.3

桑の実クラブ

清水　 倖多(5) 13.86/-2.3

桑の実クラブ

飯田　 曙若(6) 14.01/-0.7

GlanzAC

小笠原 一心(6) 14.03/-2.3

LODESTARAC

天野　 冴綴(6) 14.32/-0.7

Ｂ＆Ｍキッズ

一色　   慶(6) 14.33/-0.4

LODESTARAC

１０００ｍ 3/18 二宮　 海哩(6)  3:08.74

愛媛ＲＡ

田村 　  公(6)  3:11.41

LODESTARAC

鶴田　 勇心(4)  3:13.76

愛媛ＲＡ

廣藤　 巧人(5)  3:24.32

愛媛ＲＡ

三田　 瑛斗(4)  3:28.01

愛媛ＲＡ

ｽﾃｨｰﾝﾊｲｾﾞﾝｶｲﾃﾞﾝ(5)  3:28.28

LODESTARAC

武知　 海斗(5)  3:28.98

愛媛ＲＡ

藤本 承太郎(4)  3:31.22

愛媛ＲＡ

男子
小学

１００ｍ 3/18 鎌田　 悠里(6) 14.16/+2.0

LODESTARAC

島部　 心優(6) 14.22/+2.0

桑の実クラブ

木下 莉依咲(6) 14.23/+2.0

GlanzAC

山口　 紗弥(6) 14.36/+2.0

桑の実クラブ

堀川 愛苺乃(5) 14.80/+2.0

GlanzAC

井手　 美來(5) 14.83/-0.2

桑の実クラブ

武西 知菜月(6) 14.97/+1.1

LODESTARAC

米虫　 美穂(6) 14.98/+1.1

GlanzAC

１０００ｍ 3/18 谷本　 梨沙(4)  3:37.42

愛媛ＲＡ

新田 真奈美(6)  3:40.03

LODESTARAC

鶴田　 梨心(3)  3:48.69

愛媛ＲＡ

坂和 さくら(3)  4:04.42

g-kids

清水 恵里花(3)  4:16.67

LODESTARAC

吉岡　   凜(4)  4:17.09

GlanzAC

女子
小学


