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2019年度　第2回　跳躍投てき記録会　 2019年5月25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

男子一・高 5/25 走高跳 深見　祐士() 1m70 守谷　永翔(3) 1m65 影浦　祐光(3) 1m65 板井　昌太(M2) 1m60 横山　陸巳(1) 1m60 宮崎　吹桜(1) 1m60

愛媛･朝玉ク 愛媛･川之江 愛媛･聖カ 大分･愛媛大 愛媛･新居東 愛媛･新居東

男子中学 5/25 走高跳 苅田　悠斗(2) 1m50 赤瀬　　尊(2) 1m50 鍋島　斗羽(2) 1m50 加古川　凌斗(3) 1m45 長野　駿(3) 1m35 東　誠太(3) 1m30 中村　瑛士郎(3) 1m30 越智　海帆(2) 1m30

愛媛･北郷 愛媛･北郷 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･今日吉 愛媛･立花 愛媛･今日吉 愛媛･今日吉

男子一・高 5/25 走幅跳 小泉　恭佑(3) 6m24 真島　颯汰(1) 5m72 影浦　祐光(3) 5m49 三宅　史浩(3) 5m31 真木　章汰(1) 5m10 山口　優人(2) 5m07

愛媛･愛媛大 +1.2 鳥取･愛媛大 -0.1 愛媛･聖カ +1.1 愛媛･三島 +0.7 愛媛･新居東 +0.7 愛媛･聖カ +1.2 

男子中学 5/25 走幅跳 美濃　　海(3) 5m60 須賀田　陽(3) 5m51 河野　大誠(3) 5m13 鍋島　斗羽(2) 4m29 松本　祐典(2) 4m24

愛媛･城西 +0.6 愛媛･北郷 +1.6 愛媛･余土 +0.9 愛媛･立花 +0.4 愛媛･立花 -0.6 

男子一・高 5/25 三段跳 蔵敷　顕志朗(1) 11m54 山口　優人(2) 11m08 石川　広晴(1) 11m00

愛媛･今東高 -0.5 愛媛･聖カ +1.4 愛媛･今東高 +1.9 

男子中学 5/25 三段跳 美濃　　海(3) 12m03 山下　凌(3) 11m15 河野　大誠(3) 10m94 加古川　凌斗(3) 10m36 榊　琉偉(2) 10m36 東　誠太(3) 10m29 松本　祐典(2) 9m54 越智　大耀(2) 9m35

愛媛･城西 +1.5 愛媛･今日吉 -0.2 愛媛･余土 +1.5 愛媛･立花 +1.5 愛媛･立花 -0.2 愛媛･立花 -0.6 愛媛･立花 +1.0 愛媛･今日吉 -0.2 

男子 5/25 砲丸投 髙橋　克昌()  11m31

(7.260kg) 愛媛･愛媛陸

男子高・U20 5/25 砲丸投 久門　弘汰(2)  13m43 濱田　守良(1)  12m75 中嶋　　翼(3)  11m13 井上　雄斗(1)  10m44 影浦　祐光(3)   9m43 山本　悠眞(1)   9m12

(6.000kg) 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･伊予農 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･明徳

男子中学 5/25 砲丸投 小澤　勇太(3)  11m91 大西　祥平(3)   8m31 青野　慎翔(3)   8m25 谷　真央(2)   8m12 越智　涼太(2)   7m31 安藤　賢史(2)   7m02

(5.000kg) 愛媛･立花 愛媛･今日吉 愛媛･北郷 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･東予東

男子 5/25 円盤投 高田　涼平(1)  36m65

(2.000kg) 愛媛･松山大

男子高・U20 5/25 円盤投 秋山 太志(3)  35m20 濱田　守良(1)  33m01 安田　康太朗(2)  31m63 高橋　来希(2)  27m51 越智　彪至(3)  27m05 鷹野　優士(2)  26m84 窪田　啓斗(3)  25m31 井上　雄斗(1)  24m68

(1.750kg) 愛媛･川之江 愛媛･聖カ 愛媛･伊予農 愛媛･川之江 愛媛･新居東 愛媛･新居東 愛媛･伊予農 愛媛･明徳

男子U18 5/25 円盤投 小澤　勇太(3)  25m70 谷　真央(2)  15m85 越智　涼太(2)  14m03

(1.500kg) 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･立花

男子高・U20 5/25 ハンマー投 久門　弘汰(2)  50m62 鷹野　優士(2)  41m54 山本　悠眞(1)  37m99 大橋　智哉(2)  34m00 後藤　　廉(3)  23m66

(6.000kg) 愛媛･明徳 愛媛･新居東 愛媛･明徳 愛媛･今治南 愛媛･新居東

男子U18 ハンマー投

(5.000kg)

男子一・高・U20 5/25 やり投 崎山　雄太()  72m00 葛山　和己(3)  54m38 宮崎　蒼麻(3)  47m77 川部　優磨(1)  40m23

(0.800kg) 愛媛･愛媛陸 愛媛･明徳 愛媛･三島 愛媛･明徳

女子一・高 5/25 走高跳 内田　菜月(1） 1m50 日和佐 梨加(3） 1m45

愛媛･川之江 愛媛･川之江

女子中学 5/25 走高跳 黒川　実園(3） 1m45 白石　あこ(3） 1m40 松本　光優(3） 1m40 阿部　佳恋(3） 1m35 藤山　沙也(2） 1m30 佐々木　里花(3） 1m30 平田ののは(2） 1m30 御手洗そら(2） 1m25

愛媛･重信 愛媛･立花 愛媛･東予東 愛媛･南第二 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･北郷 愛媛･北郷

平尾　伶音(2） 1m25

愛媛･立花

女子一・高 5/25 走幅跳 渡部　　遥(2） 4m67

愛媛･聖カ +0.6 

女子中学 5/25 走幅跳 森　心花(2） 4m32 佐々木　里花(3） 4m30 曽我部　麗愛(2） 4m12 岡野　夢奈(3） 4m10 横田　瑞樹(3） 4m02 神野　舞梨花(3） 4m02 平尾　伶音(2） 3m99 青野　藍衣(3） 3m83

愛媛･立花 -0.5 愛媛･立花 +0.7 愛媛･立花 +1.1 愛媛･今日吉 +0.9 愛媛･城西 +0.9 愛媛･城西 +0.8 愛媛･立花 +1.1 愛媛･城西 +1.2 

女子一・高 5/25 砲丸投 中田　恵莉子(）  13m07 松木 悠莉(2）  11m45 石川　莉乃(3）  10m96 杉原 由子(2）  10m80 藤本　毬乃(3）  10m18 越智　心愛(1）   9m37 尾﨑 琴音(2）   9m16 上別府　梨凪(2）   7m81

(4.000kg) 徳島･四大ＡＣ 愛媛･明徳 愛媛･明徳矢 愛媛･明徳矢 愛媛･明徳 愛媛･聖カ 愛媛･明徳 愛媛･伊予農

女子中学 5/25 砲丸投 渡邉　明日美(3）  10m19 森　唯花(3）  10m17 虎谷　佳奈(2）   9m66 谷田　花(3）   9m12 横田　瑞樹(3）   9m05 白石　あこ(3）   9m01 神野　舞梨花(3）   8m60 吉井　杏(2）   8m24

(2.721kg) 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･立花 愛媛･今日吉 愛媛･城西 愛媛･立花 愛媛･城西 愛媛･立花

女子一・高 5/25 円盤投 中田　恵莉子(）  43m47 築山　　葵(3）  38m16 石川　莉乃(3）  30m67 森　　海羽(2）  30m21 松木 悠莉(2）  29m05 吉田　美穂(3）  27m32 溝口　乃子(2）  22m57 篠原　桃香(2）  21m09

(1.000kg) 徳島･四大ＡＣ 愛媛･聖カ 愛媛･明徳矢 愛媛･明徳 愛媛･明徳 愛媛･伊予農 愛媛･伊予農 愛媛･川之江

女子一・高 5/25 ハンマー投 山本　匠子(）  52m42 藤本　毬乃(3）  47m85 尾﨑 琴音(2）  44m91 三浦　彩花(1）  22m64

(4.000kg) 大分･小田開発 愛媛･明徳 愛媛･明徳 愛媛･明徳

女子一・高 5/25 やり投 杉原 由子(2）  32m37 中山　　葵(3）  30m93 田中　李奈子　(1）  28m98 森　　海羽(2）  28m62

(0.600kg) 愛媛･明徳矢 愛媛･伊予農 愛媛･明徳 愛媛･明徳


