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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 7/16 中矢   橙吾 (4) 15.04/+1.7

垣生JAC

大黒   誠悟 (4) 15.32/+1.7

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

井手   友郎 (4) 15.37/+1.7

桑の実ｸﾗﾌﾞ

佐伯   和真 (4) 15.47/+1.7

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

渡邉   俊史 (4) 15.70/+1.5

北久米SC

奥村     響 (4) 15.72/+1.7

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

寺林     隼 (4) 15.85/+0.9

垣生JAC

中井   奏汰 (4) 15.89/-0.1

北久米SC

男子
４年

１００ｍ 7/16 中村   颯汰 (5) 14.28/+1.7

宇和島T&F

菅   将那士 (5) 14.60/+1.7

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

森下     和 (5) 14.75/+1.7

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

松井   悠真 (5) 14.77/+1.7

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

藤田   直貴 (5) 14.78/+1.7

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

佐々木 景亮 (5) 14.86/+1.7

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

黒田     優 (5) 14.90/+1.7

垣生JAC

真鍋   壱都 (5) 14.92/+1.7

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

男子
５年

１００ｍ 7/16 森實   倖大 (6) 12.57/+1.5

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

長間   啓志 (6) 12.72/+1.5

大三島小学校

月岡   優羽 (6) 13.39/+1.5

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

大原   夕聖 (6) 13.94/+1.5

垣生JAC

山本   隼輔 (6) 14.03/+1.5

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

渡部   京志 (6) 14.20/+1.5

松山陸上ｸﾗﾌﾞ

男子
６年

８０ｍＨ

(0.762m)

7/16 林     照真 (6) 13.97/+0.6

宇和島T&F

尾崎   壮太 (6) 15.97/+0.6

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

谷村   瑛基 (6) 16.09/+0.6

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

東郡   周生 (6) 16.99/+0.6

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

藤堂   煌斗 (5) 18.18/+0.6

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

篠原 永太郎 (5) 19.02/+0.6

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

河野   蒼空 (6) 19.06/+0.6

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

男子
5･6年

４×１００ｍ 7/16 宇和島T&F A 53.62

松下   歩叶 (6)

水野     亮 (6)

有馬   惠叶 (6)

鴻上   桃矢 (6)

垣生JAC A 53.81

元木   陸駆 (6)

野本   直杜 (6)

中矢   晃成 (6)

大原   夕聖 (6)

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ A 56.92

辻     優樹 (5)

菅   将那士 (5)

越智   健記 (6)

月岡   優羽 (6)

宇和島T&F B 57.19

舩見   侑良 (6)

中村   颯汰 (5)

若宮   史裕 (6)

林     照真 (6)

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ A 57.86

佐々木 景亮 (5)

尾崎   壮太 (6)

浅川   迅介 (6)

藤田   直貴 (5)

桑の実ｸﾗﾌﾞ A 58.43

日野   碧星 (6)

山口   顕正 (6)

辻井   太一 (6)

玉井 仁太朗 (6)

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ A 58.93

髙橋   颯志 (6)

森下     和 (5)

南     魁利 (5)

石川   裕月 (6)

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ B 59.33

渡部     翔 (5)

高見     誠 (6)

檜垣     慧 (5)

阿部 隆之介 (6)

走高跳 7/16 鴻上   桃矢 (6) 1m31

宇和島T&F

鶴川   快斗 (6) 1m25

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

石川   裕月 (6) 1m25

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

藥師寺 壱咲 (6) 1m20

宇和島T&F

走幅跳 7/16 有馬   惠叶 (6)   4m77/-0.1

宇和島T&F

葛原　 永和 (6)   4m56/+0.6

泉川小学校

八木田 大晴 (6)   4m22/+1.1

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

浅川   迅介 (6)   4m15/+2.1

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

玉井 仁太朗 (6)   4m11/+0.3

桑の実ｸﾗﾌﾞ

木村   聡太 (6)   3m86/+0.2

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

若宮   史裕 (6)   3m82/+0.6

宇和島T&F

越智   涼太 (6)   3m76/+1.7

桑の実ｸﾗﾌﾞ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/16 舩見   侑良 (6)  48m25

宇和島T&F

菊池   陽登 (5)  42m01

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

脇     惟斗 (6)  39m29

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

田邊   雄心 (5)  34m20

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

橋本   康汰 (6)  34m11

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

大西   春太 (6)  31m82

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

松下   峻也 (5)  29m63

宇和島T&F

笹倉   真弘 (5)  26m70

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

男子
小学

１００ｍ 7/16 伊達   一花 (4) 15.28/+1.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

森下 さくら (4) 15.35/+1.4

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

三瀬   羚珂 (4) 15.71/+1.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

池田   立希 (4) 15.85/+1.4

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

後藤   望伽 (4) 16.39/-0.5

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

中西   美結 (4) 16.40/+1.9

垣生JAC

山下 三奈美 (4) 16.42/+1.1

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

古川   夏羽 (4) 16.49/+1.1

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

女子
４年

１００ｍ 7/16 宮崎   愛海 (5) 14.58/+1.3

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

上田 さやか (5) 14.94/+1.3

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

諸江   夏海 (5) 14.97/+1.3

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

河田   有沙 (5) 15.10/+1.3

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

松岡   美来 (5) 15.21/+1.3

宇和島T&F

西岡   郁花 (5) 15.32/+1.3

垣生JAC

菊池 陽菜乃 (5) 15.42/+1.3

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

窪田   颯菜 (5) 15.65/+1.3

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

女子
５年

１００ｍ 7/16 片山   亜紀 (6) 13.73/+0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山口   日向 (6) 13.73/+0.4

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

岡田 ひまり (6) 13.76/+0.4

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

笹本   羽奈 (6) 14.05/+0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

玉ノ井 桜心 (6) 14.09/+0.4

垣生JAC

丹下   乃愛 (6) 14.34/+0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

池田   梨音 (6) 14.39/+0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

竹葉   晴子 (6) 14.49/+0.4

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

女子
６年

８０ｍＨ

(0.762m)

7/16 西田   奈央 (6) 13.29/+0.5

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

芝﨑 美琵亜 (6) 13.67/+0.5

宇和島T&F

力石     咲 (6) 14.05/+0.5

宇和島T&F

二宮   緋愛 (6) 14.16/+0.5

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

石川 真理奈 (6) 15.62/+0.5

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

宮﨑 あおい (6) 15.64/+0.5

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

土居原 倖祈 (6) 15.66/+0.5

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山下     葵 (6) 17.07/+0.5

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

女子
5･6年

４×１００ｍ 7/16 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ A 55.16

池田   梨音 (6)

笹本   羽奈 (6)

丹下   乃愛 (6)

片山   亜紀 (6)

波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ A 56.82

村越     楓 (6)

山口   日向 (6)

池田   詩之 (6)

八津川 望愛 (6)

宇和島T&F A 57.50

笠岡   海見 (6)

力石     咲 (6)

芝﨑 美琵亜 (6)

寺田   ゆい (6)

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 58.04

近平 まるこ (6)

二宮   緋愛 (6)

吉田 さくら (6)

岡田 ひまり (6)

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ 58.18

山口 さくら (6)

西田   奈央 (6)

宮﨑 あおい (6)

竹葉   晴子 (6)

宇和島T&F B 59.70

島原     渚 (6)

柚村 こころ (6)

上甲   実咲 (6)

山本   祐希 (6)

桑の実ｸﾗﾌﾞ A  1:00.64

倉橋   花奏 (6)

越智   天音 (6)

近泉   紗耶 (6)

篠原   彩緒 (6)

垣生JAC A  1:01.34

岡本 英香李 (6)

西岡   郁花 (5)

中矢   深結 (6)

玉ノ井 桜心 (6)

走高跳 7/16 相原   歩夏 (6) 1m20

垣生JAC

峯田   柚葉 (6) 1m20

宇和島T&F

山口 さくら (6) 1m20

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

近藤   真悠 (6) 垣生JAC 1m15

西本   百華 (6) 垣生JAC

帽子   心結 (5) 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1m10

田中   風吹 (6) 宇和島T&F

大岡   詩苑 (5) 1m00

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 7/16 近泉   紗耶 (6)   4m20/+0.5

桑の実ｸﾗﾌﾞ

山本   祐希 (6)   4m11/-0.5

宇和島T&F

吉良   光咲 (6)   4m06/+1.7

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

久岡   凛彩 (6)   4m00/+1.0

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

山本   優奈 (6)   3m85/+1.1

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

奥村 かなる (6)   3m84/-0.7

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

岡島 野乃華 (6)   3m82/-1.2

宇和島T&F

篠原   彩緒 (6)   3m78/+1.7

桑の実ｸﾗﾌﾞ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/16 根本   もな (6)  42m33

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

石丸   夏実 (6)  39m54

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

田中   千紗 (6)  35m16

宇和町小学校

新谷   紗良 (5)  29m60

VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

女子
小学

３０００ｍ 7/16 宮岡　 幸大(1)  8:52.59

宇和島東高

原　   秀寿(1)  8:54.45

新居浜東高

中矢　 愛斗(1)  8:56.65

新居浜東高

中条　 拓馬(1)  9:06.80

新居浜東高

上甲　 和樹(1)  9:09.45

宇和島東高

吉田　 藍希(1)  9:12.15

新居浜東高

久保　 貴大(1)  9:13.26

松山商高

棚野　 奏音(1)  9:18.49

新居浜東高

砲丸投

(5.000kg)

7/16 久門　 弘汰(1)  14m61

今治明徳高

柴田　 貴裕(3)  12m63

桑原中

井上　 雄斗(3)  12m03

西条北中

山崎　 侑大(1)  10m82

新田高

男子
少年B

１００ｍＹＨ

(0.762m)

7/16 越智　 心愛(3) 14.42/+3.4

立花中

芝山   詩乃(1) 14.49/+3.4

新居浜東高

藤田　 結菜(3) 14.97/+3.4

西条北中

勝田   桃加(1) 16.03/+3.4

松西中等高

勝田　 萌加(1) 16.39/+3.4

松山中央高

吉平 あやね(1) 17.43/+3.4

済美高

入船　 綾菜(1) 19.40/+3.4

八幡浜高

女子
少年B

気象状況  7月16日 10:00 晴れ  32.0℃   63％ 北東 1.3m/s

 7月16日 12:00 晴れ  32.0℃   61％ 北北東 2.0m/s

 7月16日 14:00 晴れ  33.0℃   58％ 南東 2.2m/s


