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平成29年度　第3回　跳躍投てき記録会　 2017年6月24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 6/24 走高跳 白石　隆斗(2) 1m78 沖田　陸也(2) 1m65 仙波　空也(1) 1m55

愛媛･松山大 愛媛･愛媛大 愛媛･今治工

男子 6/24 走幅跳 村上　稜将() 6m32 藤田　隼人(1) 6m12 高田　凌佑(M1) 6m06 白石　隆斗(2) 6m00 松本　宏輝(2) 6m00 塩谷　燦秀(2) 5m92 小泉　恭佑(1) 5m89 山本　涼平(1) 5m59
愛媛･松山AC +2.0 愛媛･松山大 +1.7 愛媛･愛媛大 +0.8 愛媛･松山大 +1.4 愛媛･今治工 +2.2 愛媛･聖カ +0.8 愛媛･愛媛大 +0.4 愛媛･今治工 +0.3 

男子 6/24 三段跳 高田　凌佑(M1) 12m32 小泉　恭佑(1) 12m10 大久保　征(3) 11m50 安部　匠(4) 11m30
愛媛･愛媛大 +0.7 愛媛･愛媛大 +1.5 愛媛･愛媛大 +0.6 愛媛･愛媛大 +0.6 

男子高校 6/24 砲丸投 祖母井　天太(1)  11m19 新家　源之(2)  11m14 菊川　大樹(2)  10m81 松本　健冴(2)   9m90 中嶋　翼(1)   9m25
(6.000kg) 愛媛･今治工 愛媛･今治工 愛媛･今治工 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農

男子 6/24 円盤投 重松　泰雅()  41m96 渡邊　龍樹(2)  26m79 森口　幸輝(2)  26m41
(2.000kg) 愛媛･愛媛陸 高知･高知大 高知･高知大

男子高校 6/24 円盤投 髙田　涼平(2)  35m89 松本　健冴(2)  27m86 高倉　銀冴(2)  24m13 亀岡　尚真(1)  21m22 中嶋　翼(1)  20m33 窪田　啓斗(1)  19m60 渡部　礼璽(1)  17m45
(1.750kg) 愛媛･明徳 愛媛･伊予農 愛媛･土居 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農

男子 6/24 ハンマー投 貝原　麻人(3)  36m76 森口　幸輝(2)  32m52
(7.260kg) 愛媛･愛媛大 高知･高知大

男子高校 6/24 ハンマー投 久門　大起(2)  62m68 竹中　颯志(3)  49m08 坂本　丞優(3)  47m05 矢野　　翔(1)  22m47
(6.000kg) 愛媛･明徳 愛媛･明徳矢 愛媛･明徳 愛媛･土居

男子 6/24 やり投 小西　裕也(2)  53m51 真木　良彰(2)  43m54 津崎　冠成(2)  43m43 景浦　祐光(1)  43m07 高橋　　亮(2)  42m37 塩谷　燦秀(2)  40m12 日野　敬太(2)  37m13 麻生　虎太郎(1)  36m54
(0.800kg) 愛媛･松山大 愛媛･土居 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･土居 愛媛･聖カ 愛媛･聖カ 高知･高知大

女子 6/24 走高跳 土山　万緒(2） 1m50 森　　夢輝(2） 1m45 山崎　陽奈(1） 1m45 角村　あかり(2） 1m40
愛媛･聖カ 愛媛･今治南 愛媛･聖カ 愛媛･聖カ

女子 6/24 走幅跳 石橋　奈月(3） 4m93 江原　実優(3） 4m91 濱田　梨湖(2） 4m68 角村　あかり(2） 4m50 筒井　ひとみ(1） 4m43 段ノ上　彩乃(1） 4m18 徳永　佳音(1） 3m23
愛媛･聖カ +2.2 愛媛･聖カ +1.3 愛媛･聖カ +2.5 愛媛･聖カ +0.5 愛媛･聖カ +0.5 愛媛･聖カ +1.9 愛媛･今北大三島 +2.1 

女子 6/24 砲丸投 築山　葵(1）   9m58
(4.000kg) 愛媛･聖カ

女子 6/24 円盤投 高良　優佳里(3）  34m78 山本　京季(3）  34m63 渡部　　舞(2）  33m30 築山　　葵(1）  30m45 上田　のぞみ(2）  27m91 山﨑　千夏(2）  26m18 藤原　伊万里(2）  23m00
(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･伊予農 愛媛･今北大三島

女子 6/24 ハンマー投 村上　実由(3）  41m35 舟戸　亜依里(2）  35m17 藤本　毬乃(1）  23m16 田辺　莉穂(2）  20m36
(4.000kg) 愛媛･精華 愛媛･明徳 愛媛･明徳 愛媛･土居

女子 6/24 やり投 村上　美月(）  49m54 二神　泰佳(3）  41m10 中野　　光(3）  40m05 石橋　奈月(3）  35m15 泉　　怜那(2）  30m34 魚見　緋奈(2）  28m42 上田　のぞみ(2）  25m74 石川　莉乃(1）  23m41
(0.600kg) 愛媛･愛媛陸 愛媛･明徳 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･東温 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農 愛媛･明徳矢


