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平成29年度　第1回　跳躍投てき記録会　 2017年4月8日(土)
決勝一覧表

今治市桜井スポーツランド陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 走高跳

男子中学4/8 走高跳 鎌田　悠輔(2) 1m40 山本　伊織(3) 1m35 中田　貴之(2) 1m35 町田　怜央(2) 1m35 吉田　広和(3) 1m25 同順：石川　広晴(2) 1m25
愛媛･北郷 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･北郷 愛媛･立花

男子 4/8 走幅跳 山上　雄大(2) 5m93 塩谷　燦秀(2) 5m60 苅田　　翔(1) 5m34 淺野　幸司(2) 5m21
愛媛･今治北 -0.2 愛媛･聖カ +0.1 愛媛･今東高 -0.2 愛媛･聖カ +0.4 

男子中学4/8 走幅跳 木村　拓真(3) 5m04 越智　哉仁(3) 4m97 中田　貴之(2) 4m72 真木　章汰(1) 4m67 町田　怜央(2) 4m53 八木　蒼汰(3) 4m34 菊川　　陸(3) 3m40
愛媛･立花 +0.2 愛媛･立花 -0.3 愛媛･立花  0.3 愛媛･東予東 -0.5 愛媛･立花  0.1 愛媛･北郷 -0.4 愛媛･北郷 +0.0 

男子 三段跳

男子中学4/8 三段跳 越智　哉仁(3) 10m66 藤村　倖大(2) 9m96
愛媛･立花 -1.2 愛媛･立花 -0.3 

男子高校4/8 砲丸投 髙田　涼平(2)  11m70 篠浦　雄太(1)  10m35 松本　健冴(1)   9m45 真木　良彰(2)   9m22 三谷　康太郎(1)   8m91 高倉　銀河(2)   8m01 高橋　　亮(2)   7m70
(6.000kg) 愛媛･明徳 愛媛･長浜 愛媛･伊予農 愛媛･土居 愛媛･伊予農 愛媛･土居 愛媛･土居

男子中学4/8 砲丸投 久門　弘汰(2)  11m94 木村　駿斗(2)   8m16 高山　颯人(3)   7m72 渡部　裕太(2)   7m20
(5.000kg) 愛媛･小松 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･立花

男子高校4/8 円盤投 佐竹　真琴(3)  43m82 久門　大起(2)  36m97 坂本　丞優(3)  32m95 竹中　颯志(3)  32m06 髙田　涼平(2)  31m33 三谷　康太郎(1)  29m79 石本　晴幹(2)  28m90 白石　剣心(3)  28m56
(1.750kg) 愛媛･八幡浜 愛媛･明徳 愛媛･明徳 愛媛･明徳矢 愛媛･明徳 愛媛･伊予農 愛媛･長浜 愛媛･長浜

男子高校4/8 ハンマー投 久門　大起(2)  63m48 花山　光汰(3)  58m35 竹中　颯志(3)  48m08 坂本　丞優(3)  47m42 山本　涼太(3)  39m49 橋本　　優(3)  38m35 飛鷹　　歩(2)  31m47 矢野　貴一(2)  31m28
(6.000kg) 愛媛･明徳 NPH 愛媛･松山北 愛媛･明徳矢 愛媛･明徳 愛媛･今東高 愛媛･今東高 愛媛･宇和水 愛媛･西条

男子 4/8 ハンマー投 久門　大起(2)  70m38
(5.000kg) 愛媛･明徳 JYR

男子高校 ハンマー投
(6.351kg)

男子 4/8 やり投 鎌田　祥平(3)  48m09 津崎　冠成(2)  44m21 渡部　哲平(3)  42m10 真木　良彰(2)  38m78 渡邉　慶太郎(2)  37m15 塩谷　燦秀(2)  36m14 高橋　　亮(2)  35m94 日野　敬太(2)  35m94
(0.800kg) 愛媛･長浜 愛媛･明徳 愛媛･松山北 愛媛･土居 愛媛･松山北 愛媛･聖カ 愛媛･土居 愛媛･聖カ

女子 4/8 走高跳 土山　万緒(2） 1m53 正岡　愛菜(2） 1m40 角村　あかり(2） 1m35 山﨑　　陽(1） 1m35
愛媛･聖カ 愛媛･今治北 愛媛･聖カ 愛媛･聖カ

女子中学4/8 走高跳 藤井　智美(2） 1m30 同順：越智　心愛(2） 1m30 岩崎　莉子(3） 1m25 尾﨑　七海(2） 1m25 楠原　なのは(2） 1m20 松尾　麻伶(2） 1m15
愛媛･北郷 愛媛･立花 愛媛･東予東 愛媛･北郷 愛媛･立花 愛媛･立花

女子 4/8 走幅跳 村上　咲彩子(2） 4m70 濱田　梨湖(2） 4m67 平井　美帆(2） 4m39
愛媛･今治北 -0.3 愛媛･聖カ -0.5 愛媛･今東高  0.2 

女子中学4/8 走幅跳 中澤　瑠衣(3） 4m14 大岩　花日実(2） 3m94 村上　彩乃(2） 3m94 髙山　理名(2） 3m88 秋山　七美(2） 3m84 森内　優衣(2） 3m59 池田　心渚(2） 3m03
愛媛･立花 +0.2 愛媛･立花 -0.1 愛媛･北郷 -0.6 愛媛･立花 +0.2 愛媛･立花 +0.1 愛媛･北郷 +0.4 愛媛･北郷 +0.5 

女子 4/8 三段跳 石橋　奈月(3） 10m85 平井　美帆(2） 9m44 濱田　梨湖(2） 9m08
愛媛･聖カ -0.4 愛媛･今東高 -0.2 愛媛･聖カ -0.6 

女子 4/8 砲丸投 藤本　佑月(3）  11m90 石橋　奈月(3）   9m93 村上　実由(3）   8m46 鴨﨑　亜香里(2）   8m13 秋山　朱里(2）   7m82 渡部　　舞(2）   7m60
(4.000kg) 愛媛･徳山大 愛媛･聖カ 愛媛･精華 愛媛･今東高 愛媛･今東高 愛媛･聖カ

女子中学4/8 砲丸投 野村　美羽(3）  10m68 山路　　杏(3）   9m82 河島　美優(2）   9m81 越智　綾香(2）   9m23 森　　海羽(3）   8m96 阿部　碧衣(2）   8m68 松尾　麻伶(2）   8m28 眞鍋　友海(2）   7m69
(2.721kg) 愛媛･今東中 愛媛･立花 愛媛･東予東 愛媛･立花 愛媛･伯方 愛媛･北郷 愛媛･立花 愛媛･北郷

女子 4/8 円盤投 高良　優佳里(3）  34m29 山本　京季(3）  31m39 渡部　　舞(2）  30m38 築山　　葵(1）  29m12 矢野　桃子(3）  28m66 篠浦　美幸(3）  28m30 山﨑　千夏(2）  26m67 上田　のぞみ(2）  24m73
(1.000kg) 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･聖カ 愛媛･聖カ 愛媛･伊予農 愛媛･長浜 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農

女子 4/8 ハンマー投 篠浦　美幸(3）  43m30 村上　実由(3）  40m28 舟戸　亜依里(2）  35m14 中野　香穂(2）  34m30 篠浦　菜津美(1）  16m97 田辺　莉穂(2）  15m31
(4.000kg) 愛媛･長浜 愛媛･精華 愛媛･明徳 愛媛･松山北 愛媛･長浜 愛媛･土居

女子 4/8 やり投 菊池　光夏(3）  38m56 二神　泰佳(3）  38m28 中野　　光(3）  36m17 山本　京季(3）  30m05 石橋　奈月(3）  29m69 矢野　桃子(3）  28m92 川田　玲菜(3）  28m62 魚見　緋奈(2）  26m08
(0.600kg) 愛媛･八幡浜 愛媛･明徳 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･聖カ 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農

凡例（ NPH: 愛媛県高校新記録/ JYR： U18日本最高記録）


