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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 6/27 玉川   晴翔 (1) 19.91/-0.4

宇和島T&F

岡田   侑平 (1) 20.22/-0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

大森 優太郎 (1) 21.05/-0.4

東雲小学校

髙橋   琢磨 (1) 21.28/-0.4

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

石川 愛と武 (1) 21.94/-0.4

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

秋山   宗佑 (1) 21.97/-0.4

g-kids

男子
小１

１００ｍ 6/27 宮司   晃輔 (2) 16.90/+1.1

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

野間   純平 (2) 16.99/+1.0

NiihamaT&F

二神   朱羅 (2) 17.02/+1.1

余土

竹之下 春仁 (2) 17.10/+1.0

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

河野   陽翔 (2) 17.39/+1.1

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

藤岡   弘輔 (2) 17.43/+1.0

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

岩川     丈 (2) 17.53/+1.0

RLｸﾗﾌﾞ

池内   康晟 (2) 17.67/+1.0

M&I

男子
小２

１００ｍ 6/27 須納瀬 竜馬 (3) 16.45/+0.3

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

伊藤   幸永 (3) 16.48/+0.3

NiihamaT&F

小池   來生 (3) 16.51/+0.5

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山田     潤 (3) 16.60/+0.5

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

久保   夏騎 (3) 16.65/+1.5

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

菊池   旺介 (3) 16.78/+1.5

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

井村   柊也 (3) 16.80/+0.5

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

鎌倉     慧 (3) 16.90/+0.5

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

男子
小３

１００ｍ 6/27 渡邉   大峨 (4) 15.49/ 0.0

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

阿部   基輝 (4) 15.67/-0.2

ﾌｼﾞﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

玉川   友翔 (4) 15.72/ 0.0

宇和島T&F

二宮   叶夢 (4) 15.80/-0.2

松山かけっこ道場

越智   大稀 (4) 15.94/ 0.0

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

西村   颯真 (4) 15.98/ 0.0

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

河野   宇竜 (4) 16.01/ 0.0

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

菊川   海音 (4) 16.02/-0.2

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子
小４

１００ｍ 6/27 村上     諒 (5) 14.43/+0.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

久保   浩志 (5) 14.74/+0.0

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

井村   直也 (5) 14.85/+0.0

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

村上   友快 (5) 15.02/+0.0

伯方T&F

喜田   陽真 (5) 15.07/+0.0

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小川   竜輝 (5) 15.08/+0.0

垣生JAC

中野   友貴 (5) 15.67/+0.0

宇和島T&F

近泉   大希 (5) 15.70/+0.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

男子
小５

１００ｍ 6/27 河野   快飛 (6) 13.16/-0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

松井   想真 (6) 13.55/-0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

井村   竜也 (6) 13.63/-0.4

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

栗岡   颯太 (6) 14.01/-0.4

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

田中   徠斗 (6) 14.15/-0.4

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

眞木   翔大 (6) 14.24/-0.4

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

尾﨑   太輔 (6) 14.41/-0.4

ﾌｼﾞﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

齊藤   弘哉 (6) 14.43/-0.4

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

男子
小６

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-3回R)

80mH-走高跳

6/27 村上   稀桜 (6)  2206

桑の実ｸﾗﾌﾞ

13.51/-0.3-1m42

稲葉   智大 (6)  1919

宇和島T&F

14.58/-0.3-1m33

松平   斉季 (6)  1807

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

14.02/-0.3-1m15

前川   侑大 (6)  1717

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

14.95/-0.3-1m21

阿部   穂積 (6)  1447

松山かけっこ道場

15.92/-0.3-1m12

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/27 赤尾   琉成 (6)  1851

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

4m32/+1.2-39m78

田村   翔生 (6)  1694

宇和島T&F

4m64/+0.1-27m64

三好   颯音 (5)  1531

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m09/+0.5-40m99

長野   賢斗 (5)  1310

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m06/+0.1-30m50

大西   飛隆 (6)  1269

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m51/+0.8-22m32

立花   元気 (6)  1087

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

3m03/-0.2-19m94

合田   陽輝 (6)  1072

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

2m72/+0.4-23m50

和田   直斗 (5)  1032

桑の実ｸﾗﾌﾞ

2m79/+0.2-20m59

男子
小５･
６

１００ｍ 6/27 村上     杏 (1) 18.76/-0.3

M&I

須納瀬 愛里 (1) 19.17/-0.3

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山口     蘭 (1) 19.81/-0.5

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

二宮   叶羽 (1) 20.08/-0.5

松山かけっこ道場

唐田   叶夢 (1) 20.27/-0.5

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

藤堂     彩 (1) 22.05/-0.5

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

那須   桃花 (1) 23.12/-0.3

ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ

小池   咲來 (1) 23.21/-0.5

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子
小１

１００ｍ 6/27 青野   彩芽 (2) 17.92/-0.3

あいﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

山下   咲笑 (2) 18.46/-0.3

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

井出   奈那 (2) 18.67/-0.2

あいﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

坂和 さくら (2) 18.97/-0.2

g-kids

渡邉   真央 (2) 19.24/-0.2

ﾁｰﾑT&M

藤坂 茉依香 (2) 19.76/-0.2

あいﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

神野   真紘 (2) 20.57/-0.3

あいﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

吉良   心晴 (2) 20.70/-0.3

g-kids

女子
小２

１００ｍ 6/27 北浦   心結 (3) 16.37/+1.2

宇和島T&F

唐田   優羽 (3) 16.39/+1.2

愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団

正岡   愛結 (3) 16.83/+0.6

M&I

宮下   桃果 (3) 17.03/+1.2

桑の実ｸﾗﾌﾞ

宮本   莱来 (3) 17.52/+0.6

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

二宮   羅夢 (3) 17.73/+1.2

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

久原 ひなた (3) 17.95/+1.2

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

垣内   杏月 (3) 18.12/+1.2

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子
小３

１００ｍ 6/27 西田   美央 (4) 15.28/+0.3

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

髙橋   美琴 (4) 15.95/+0.5

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

藤岡   陽葵 (4) 15.97/-0.4

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

東灘     優 (4) 16.21/+0.3

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

谷原     桜 (4) 16.31/+0.5

しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

藤本   子楽 (4) 16.32/+0.3

LIRUNｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

岡田   真侑 (4) 16.40/-0.4

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

西田   莉緒 (4) 16.63/-0.4

宇和島T&F

女子
小４

１００ｍ 6/27 小枝   涼杏 (5) 14.46/+0.0

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

藤堂     景 (5) 14.96/+0.0

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

島部   心優 (5) 15.22/+0.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

大西   乃愛 (5) 15.62/+0.0

川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

赤根   愛深 (5) 15.64/+0.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

菅     心暖 (5) 15.92/+0.0

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

石村   香穏 (5) 16.10/+0.0

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

濵田   佳音 (5) 16.12/+0.0

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

女子
小５

１００ｍ 6/27 北浦   茉奈 (6) 14.09/-0.6

宇和島T&F

定由 いちか (6) 14.51/-0.6

伯方T&F

平田   莉子 (6) 14.52/-0.6

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

佐伯   美奈 (6) 14.73/-0.6

ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

亀田   凜佳 (6) 14.89/-0.6

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ

本田   美波 (6) 14.95/-0.6

桑の実ｸﾗﾌﾞ

島村 翔里菜 (6) 14.99/-0.6

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

青野   詩月 (6) 15.02/-0.6

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子
小６

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(HJ-3回R)

80mH-走高跳

6/27 片山   実紅 (6)  1736

桑の実ｸﾗﾌﾞ

15.24/+0.0-1m27

井上   月乃 (6)  1586

桑の実ｸﾗﾌﾞ

15.31/+0.0-1m15

若松   那歩 (5)  1328

宇和島T&F

16.82/+0.0-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/27 宮本   華暖 (6)  1634

桑の実ｸﾗﾌﾞ

4m03/+0.7-33m07

池田 菜乃花 (6)  1617

津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ

4m28/+0.3-28m80

矢野   帆香 (5)  1607

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

4m16/+0.6-29m98

大西   海優 (6)  1525

NiihamaT&F

4m43/+1.1-22m21

石﨑   心琴 (6)  1515

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m95/+0.1-28m34

河野   日和 (6)  1452

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m52/+0.2-31m16

伊賀上 愛菜 (6)  1234

桑の実ｸﾗﾌﾞ

3m28/+0.9-23m72

水野   椎菜 (6)  1201

*C1 *C2宇和島T&F

3m49/+2.1-19m25

公認最高 1134点 走幅跳 3m25/+1.4(683)

女子
小５･
６

４×１００ｍＲ 6/27 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ A 54.26

土屋   桃花 (6)

松井   想真 (6)

平田   莉子 (6)

河野   快飛 (6)

宇和島T&F A 56.99

中村   優亜 (5)

北浦   茉奈 (6)

稲葉   智大 (6)

田村   翔生 (6)

桑の実ｸﾗﾌﾞ A 57.09

片山   実紅 (6)

村上     諒 (5)

本田   美波 (6)

村上   稀桜 (6)

四国中央ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 57.89

島村 翔里菜 (6)

小枝   涼杏 (5)

喜田   陽真 (5)

井手   暖人 (6)

VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ 58.00

山本   紗季 (6)

亀田   凜佳 (6)

真鍋   龍心 (6)

齊藤   弘哉 (6)

八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ B 58.63

山口   咲良 (6)

大澤   晴悟 (6)

山本   莉子 (6)

松平   斉季 (6)

桑の実ｸﾗﾌﾞ B 59.58

近泉   大希 (5)

石﨑   心琴 (6)

宮本   華暖 (6)

嶋本 昊一郎 (6)

桑の実ｸﾗﾌﾞ C  1:00.50

大西   飛隆 (6)

伊藤   慶人 (6)

島部   心優 (5)

新田   怜奈 (6)

男女
混合
小５･
６

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/27 小林   優介(3)  2296

港南

16.91/-0.5-9m91-1m85-57.24

田畑   勇河(2)  1347

勝山

19.76/-0.5-7m36-1m34-1:01.15

相原 幸太郎(2)  1266

勝山

20.23/-0.5-7m71-1m37-1:03.95

男子
中学

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/27 藤田　 瑚子(3)  1757

三島東

17.87/-0.3-1m26-7m96-29.90/+0.0

河野　 亜海(1)  1750

津島

18.42/-0.3-1m35-6m94-29.56/+0.0

宮崎 あおい(3)  1599

津島

18.02/-0.3-1m17-6m89-29.73/+0.0

阿部　 穂花(3)  1582

南第二

18.44/-0.3-1m35-6m95-32.09/+0.0

竹葉　 小晴(3)  1543

南第二

17.57/-0.3-1m20-5m48-30.34/+0.0

清水　 心結(3)  1145

南第二

18.56/-0.3-NM-5m48-30.10/+0.0

川本　 咲穂(3)  1111

南第二

20.26/-0.3-1m14-7m17-34.25/+0.0

藤本 茉里奈(2)   971

勝山

20.56/-0.3-NM-6m27-30.83/+0.0

女子
中学

気象状況  6月27日 10:00 曇り  23.5℃   79％ 南 0.2m/s

 6月27日 12:00 雨    23.5℃   83％ 南南東 1.1m/s

 6月27日 14:00 曇り  24.5℃   80％ 南東 1.2m/s

凡例（*C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


