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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

１５０ｍ 6/26 西岡　 優樹 15.98/-0.2

Ｂ＆Ｍ

小川　 泰輝(3) 16.22/-0.2

済美高

中山 未空翔(3) 16.52/-0.2

済美高

山本　 一葵(2) 16.78/-0.2

済美高

畠中　 寧樹(3) 16.85/-0.2

LODESTARAC

松本　 悠来(3) 16.86/-0.2

済美高

村上　 海翔(1) 17.05/-0.2

新居浜東高

森田　 惠己(2) 17.17/-0.2

LODESTARAC

３００ｍ 6/26 大舘　 侑弥(3) 34.08

広島大

中山 雄憂希(3) 34.64

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

片岡　 良男(3) 34.73

新居浜東高

渡部　 慶次(3) 35.20

新田高

直野　 航大(2) 36.06

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

岡田　 和輝(3) 37.29

愛アスリートクラブ

１０００ｍ 6/26 泉田　 陸斗(3)  2:37.81

LODESTARAC

福本　 龍輝(3)  2:41.33

済美高

伊藤　 翔馬(3)  2:43.59

今東中等中

松田　 悠吾(2)  2:45.48

松山聖陵高

末浪　 誠也(2)  2:46.70

済美高

谷口　 海音(3)  2:48.15

城辺中

中矢　 夢斗(3)  2:49.55

中萩中

池田　 頼哉(3)  2:51.85

大島中

３０００ｍ 6/26 大田　 真輝  8:37.46

愛媛銀行

神野　 裕貴  8:40.57

愛媛銀行

河内　 宏太  8:44.60

愛媛銀行

一宮　 颯斗  8:55.33

愛媛銀行

青野　 勇紀  8:56.02

愛媛陸協

龍田　 琉生(1)  8:58.35

新田高

宮本   　潤  9:01.96

西条市陸協

佐々木 一輝  9:06.73

西条市陸協

１１０ｍＪＨ

(0.991m)

6/26 中山 雄憂希(3) 14.96/-0.6

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

本田　 羽空(3) 15.20/-0.6

済美高

山本　 大地(2) 17.04/-0.6

済美高

高平　 晃成(3) 17.63/-0.6

広見中

佐野　 悠太(3) 19.99/-0.6

済美高

３００ｍＨ

(0.914m)

6/26 藤本　 彩十(2) 40.74

済美高

森　   悠稀(3) 40.96

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

生田　 崚二(3) 41.50

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

三好　 拓海(2) 43.50

川之石高

眞矢 大志朗(2) 44.02

川之石高

３０００ｍＷ 6/26 井上   　崇(3) 13:50.82

野村高

砲丸投

(5.000kg)

6/26 岡田　 櫂斗(3)  11m92

道後中

御堂　 椋賀(1)   9m79

済美高

大野　 優樹(2)   9m73

東温高

大元　 敦貴(3)   9m33

城辺中

円盤投

(1.500kg)

6/26 松本　   匠(3)  26m69

城西中

日野　 夢雅(3)  26m17

南第二中

田中　 愉人(3)  19m97

南第二中

ジャベリックスロー 6/26 近藤　 大河(2)  41m21

城西中

岡田　 櫂斗(3)  38m74

道後中

田中　 愉人(3)  34m18

南第二中

日野　 夢雅(3)  26m12

南第二中

松本　   匠(3)  21m28

城西中

男子

１５０ｍ 6/26 入山　 眞菜(3) 18.48/+0.1

済美高

松島　 穂佳(3) 19.15/+0.1

済美高

丹下　 佑莉(3) 19.27/+0.1

済美高

大原　 妃華(2) 19.54/+0.1

済美高

松島　 理乃(3) 19.67/+0.1

中萩中

飛鷹　 心暖(2) 19.71/+0.1

四国中央ＡＣ

宇野　 若菜(2) 19.85/+0.1

済美高

伊達　 一花(1) 19.92/+0.1

LODESTARAC

３００ｍ 6/26 本岡　 真悠(2) 41.09

園田学園女大

髙橋 瀬莉華(3) 41.59

新居浜東高

矢野　 遥楓(3) 41.75

新居浜東高

中村　 咲心(3) 41.96

済美高

矢野　 萌香(2) 42.76

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

大原　 妃華(2) 43.05

済美高

１０００ｍ 6/26 梶原　 璃音(2)  3:12.72

立花中

井関　 日南(2)  3:15.70

野村高

永易   　聖(2)  3:17.47

中萩中

原　   杏菜(3)  3:20.56

中萩中

山﨑 　  葉(3)  3:22.49

重信中

奥村 かなる(3)  3:22.81

四国中央ＡＣ

伊藤　 悠来(2)  3:24.20

中萩中

武田　 唯愛(1)  3:24.32

四国中央ＡＣ

１００ｍＹＨ

(0.762m)

6/26 藤山　 沙也(1) 15.39/-0.7

聖ｶﾀﾘﾅ学園高

香川　 菜摘(2) 16.55/-0.7

新居浜東高

菅　   麗華(1) 16.76/-0.7

済美高

３００ｍＨ

(0.762m)

6/26 中村　 咲心(3) 44.55

済美高

菊川　 咲良(3) 46.13

今東中等高

吉田 菜七海(3) 48.26

済美高

香川　 菜摘(2) 48.72

新居浜東高

武田　 海愛(1) 48.74

済美高

３０００ｍＷ 6/26 小林　 琉奈(3) 15:30.36

東温高

渡邊   　絆(2) 16:30.90

野村高

砲丸投

(4.000kg)

6/26 堀口　 花凪(2)   9m31

済美高

倉藤　 百花(3)   8m60

済美高

横田　 瑞樹(2)   8m10

済美高

井門　 咲乃(3)   7m67

重信中

弘瀬　 未有(2)   7m21

中萩中

円盤投

(1.000kg)

6/26 杉本 莉亜羅(2)   9m51

中萩中

ジャベリックスロー 6/26 山戸　 風音(3)  34m08

城西中

織田 わかば(1)  33m94

野村高

大川　 若菜(2)  28m86

北郷中

妻鳥 ゆらら(3)  20m18

VIVID陸上クラブ

小野 かなみ(1)  14m76

中萩中

女子

気象状況  6月26日 10:00 雨    23.0℃   83％ 北西 0.1m/s

 6月26日 12:00 曇り  25.0℃   68％ 東南東 0.2m/s

 6月26日 14:00 曇り  26.5℃   62％ 東 0.5m/s

※女子３００ｍ　予選　　入山　眞菜(済　美)　39.45　NPR:愛媛県新記録


