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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 3/19 森田　 惠己(中2) 11.22/+1.0

LODESTARAC

畠中　 寧樹(中3) 11.27/+1.0

LODESTARAC

川本　 一輝(2) 11.58/+1.0

愛媛大附属

石井　 斗輝(2) 11.66/+1.0

港南

泉田　 陸斗(3) 11.72/+1.0

南第二

田中　 煌亮(2) 11.74/+1.0

愛媛大附属

黒田　   優(2) 11.97/+0.1

垣生

杉本   　陸(3) 11.98/+1.0

愛光

１５００ｍ 3/19 泉田　 陸斗(3)  4:12.15

南第二

赤尾　 優斗(3)  4:36.78

港南

栗田   　遥(2)  4:39.51

松山西

近藤　 泉希(3)  4:40.08

愛媛大附属

赤松　 航成(1)  4:40.36

重信

梅木　 新太(2)  4:40.94

余土

玉井　 奏多(1)  4:41.49

松山西

今井　 天音(2)  4:43.39

余土

１１０ｍＨ

(0.914m)

3/19 伊藤　 友希(2) 16.88/+1.4

勝山

二宮　 立築(2) 18.36/+1.4

愛媛大附属

大家　 康太(2) 18.43/+1.4

松山西

山口　 夏来(2) 18.47/-0.3

松山西

宮川　 怜大(2) 18.86/+1.4

愛媛大附属

田畑　 勇河(2) 19.44/+1.4

勝山

中尾　 蘭丸(1) 19.70/-0.3

南第二

二俣　 亮太(1) 20.30/-0.3

松山南

走高跳 3/19 小林　 優介(3) 1m84

港南

蚊帳　 太志(2) 重信 1m63

味岡　 英汰(2) 愛媛大附属

大家　 康太(2) 1m55

松山西

大西   　陸(1) 1m55

重信

相原 幸太郎(2) 1m50

勝山

中島 虎太郎(1) 1m40

松山南

亀田　 悠輔(1) 1m30

愛媛大附属

棒高跳 3/19 大野　 瑞遥(2) 3m60

松山西中等

村上　 倖太(3) 3m60

桑原

亀松　 昊生(3) 3m60

南第二

重信　 歓二(中3) 3m40

ＭＰＣ

藤岡 璃依也(1) 2m70

雄新

走幅跳 3/19 渡部　 京志(3)   6m31/-0.1

南第二

川本　 一輝(2)   6m20/+0.6

愛媛大附属

直野　 悠吾(2)   5m95/ 0.0

松山西

林　   泰輝(3)   5m82/+1.2

重信

木下　 幸翼(2)   5m67/+2.1

勝山

宮本　 喬輔(2)   5m51/-0.7

桑原

片岡　 楓冴(2)   5m40/ 0.0

南第二

佐々木 伸治(2)   5m37/+1.8

南第二

砲丸投

(5.000kg)

3/19 池川 龍之介(2)   9m00

余土

水沼　 航平(1)   8m40

城西

中野　 結翔(1)   7m34

雄新

男子
中学

１００ｍ 3/19 宮崎　 愛海(中2) 12.94/+0.2

愛アスリートクラブ

星野 みらい(2) 13.06/+0.2

愛媛大附属

伊達　 一花(1) 13.12/+0.2

南第二

白石　 彩乃(2) 13.50/+0.2

松山南

福岡　 玲菜(1) 13.58/+1.5

垣生

坂井　 杏月(2) 13.68/+0.2

松山西中等

烏谷　 莉央(2) 13.77/+0.2

垣生

葛原　   伶(1) 13.88/+1.5

松山西

１５００ｍ 3/19 北嶋 さくら(2)  5:07.61

砥部

大野   貴瑛(2)  5:09.42

港南

井門   　萌(1)  5:10.80

砥部

河本　   虹(2)  5:19.99

松山南

福野 李々花(1)  5:30.25

砥部

浮穴　 和花(1)  5:30.46

愛媛大附属

宮脇　 心美(2)  5:30.71

南第二

磯金　 栞那(2)  5:39.68

重信

１００ｍＨ

(0.762m)

3/19 伊達　 一花(1) 16.31/+1.8

南第二

返脚 ひなた(1) 17.62/+1.3

松山西中等

笠岡　 芽生(2) 18.06/+1.3

松山西

徳岡　   陽(2) 18.14/+1.8

愛媛大附属

武智 茉里奈(2) 18.15/+1.3

勝山

大崎　 璃子(中1) 18.45/+1.3

LODESTARAC

渡部　 花音(2) 18.61/+1.3

重信

上山　 心路(1) 18.67/+1.8

南第二

走高跳 3/19 徳岡　   陽(2) 1m49

愛媛大附属

森　　 葵音(2) 1m46

勝山

大谷　 凪葵(2) 1m35

松山西中等

相原　 歩夏(中3) 1m35

愛アスリートクラブ

丸野　 一花(1) 1m30

南第二

原口   　華(2) 1m25

重信

笠岡　 芽生(2) 1m25

松山西

福德　 桜華(2) 1m10

砥部

棒高跳 3/19 倉橋　 花奏(中3) 2m60

ＭＰＣ

立花 　彩羽(1) 2m60

桑原

中田　 幸乃(1) 2m50

桑原

走幅跳 3/19 鶴井　 結莉(3)   4m58/+1.1

愛媛大附属

上田　 光結(3)   4m19/-1.1

愛媛大附属

小原　 果鈴(2)   4m16/ 0.0

松山西中等

松岡   夏芽(2)   4m14/-0.7

港南

川口　 風佳(2)   4m04/+0.3

重信

三浦　 日郁(2)   3m93/+0.8

愛媛大附属

曽我　 　瞳(1)   3m80/-2.5

南第二

西園寺 萌衣(2)   3m78/ 0.0

垣生

砲丸投

(2.721kg)

3/19 崎山　 莉央(2)   8m46

三津浜

德廣　 凜花(2)   8m41

松山西

坂本　 菜南(2)   8m34

砥部

池川　 結那(2)   8m27

重信

福増　 愛彩(2)   7m86

重信

山本　 真由(2)   7m52

城西

大野　 倖奈(2)   7m01

重信

田中　 新菜(2)   6m66

松山西

女子
中学

１００ｍ 3/19 横山　 芹碧(6) 12.88/+0.5

LODESTARAC

栗岡　 颯太(6) 12.92/+1.7

LODESTARAC

村上　 稀桜(6) 13.34/-0.2

桑の実ｸﾗﾌﾞ

松尾　 浩志(6) 13.45/+1.6

ＭＰＣ

東村　 悠眞(6) 13.53/+1.6

LODESTARAC

古野　 滉貴(6) 13.75/+0.1

桑の実ｸﾗﾌﾞ

玉井 隼士郎(6) 13.83/+0.5

LODESTARAC

嶋本 昊一郎(6) 13.94/-0.2

桑の実ｸﾗﾌﾞ

１０００ｍ 3/19 東村　 悠眞(6)  3:24.78

LODESTARAC

鶴田　 勇心(3)  3:27.98

TEAM勇

田村　   公(5)  3:35.30

LODESTARAC

栗岡　 颯太(6)  3:35.34

LODESTARAC

廣藤　 巧人(4)  3:36.55

松前小

影浦　 音王(6)  3:37.12

LODESTARAC

舩倉　 晴矢(5)  3:42.95

LODESTARAC

藤本 承太郎(3)  3:43.51

愛アスリートクラブ

男子
小学

１００ｍ 3/19 本田　 美波(6) 14.39/+1.4

桑の実ｸﾗﾌﾞ

島部　 心優(5) 14.55/+0.5

桑の実ｸﾗﾌﾞ

岡本　 光流(6) 14.65/+1.0

LODESTARAC

宮本　 華暖(6) 14.68/+1.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

山口　 紗弥(5) 14.82/+2.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

片山　 実紅(6) 14.93/+0.5

ＭＰＣ

石﨑　 心琴(6) 14.95/+2.0

桑の実ｸﾗﾌﾞ

新田　 怜奈(6) 15.01/+0.5

桑の実ｸﾗﾌﾞ

１０００ｍ 3/19 中島　 希咲(4)  4:19.64

LODESTARAC

女子
小学

気象状況  3月19日 10:00 晴れ  12.5℃   65％ 東南東 0.2m/s

 3月19日 11:00 曇り  14.0℃   57％ 北西 1.5m/s

 3月19日 12:00 晴れ  15.0℃   53％ 北北東 1.5m/s

 3月19日 13:00 雨    12.0℃   70％ 南 1.6m/s


