
第３１回 峡中陸上競技選手権大会
※訂正→女子１００ｍ決勝記録を訂正しました。（6/20)

種　目

100ｍ 川和田 龍聖 12.31 水上　陽仁 12.76 野中　昭太 12.84 大川　悠月 13.09 横内　峻 13.42 深澤　貴晟 13.58

大国ク -3.0 中村塾 -3.0 押原中 -3.0 ひよどり山中 -3.0 櫛形中 -3.0 押原中 -3.0

800ｍ 萩原　健太 2.14.70 安東　竜平 2.15.39 藤本　真生 2.20.47 小林　拓登 2.22.94 近藤　大介 2.23.24 石原　大誠 2.23.49 望月 隆之介 2.24.38 くらもと　とうる 2.26.36

大国ク 押原中 大国ク 大国ク 大国ク 甲西中 甲西中 押原中

3000ｍ 岩瀬　大周 09.46.34 橘田　大河 10.08.29小林　拓登 10.38.26森田　克馬 10.41.32羽田 虎太郎 10.52.35小野　健太 11.22.12斉藤　ゆうた 12.13.33

大国ク 大国ク 大国ク 大国ク 南アAC 大国ク 敷島中

4×100ｍＲ 若草中　Ａ 0.47.06 ひよどり山中 0.47.71 八田中 0.48.13 大国陸上クラブ 0.49.68 櫛形中　Ａ 0.51.17 押原中　Ａ 0.51.41 櫛形中　Ｂ 0.51.93 若草中　Ｂ 0.52.90

桜田　風大 板谷　越祐貴 矢崎　史紘 藤本　真生 野中　颯 深澤　貴晟 丸山　礼聖 小田切修流

笛　　 遼太 川口　侑真 新奥　亮雅 川和田 龍聖 丹澤　寛太 野中　昭太 村田　翔哉 小池　準太

雨宮　光輝 大川　悠月 水越　将司 岩瀬　大周 小山　和馬 今澤　優作 中込　諒一 野田　紘夢

内藤　光 杜　　　賢伍 上野　利輝 萩原　健太 近藤　寿之 望月　龍寿 横内　峻 三枝　史弥

走幅跳 水上　陽仁 5.42 横地　龍弥 5.40 内藤　萌 5.00 久根口 亮明 4.61 小林　　璃空 4.14 高遠　涼介 3.00

中村塾 甲西中 大国ク 甲西中 押原中 甲西中

砲丸投 小池　昌哉 7.39 名取　純矢 6.48 羽田 虎太郎 5.33 上の内こうき 4.78

櫛形中 櫛形中 南アAC 敷島中

棒高跳 鶴田　嵩 2.70 佐藤　丈 2.30 斉藤　勇貴 2.30

櫛形中 櫛形中 櫛形中

100ｍ 阿部　亜美 13.77 松岡　実玖 13.87 雨宮　珠麻 13.97 星野　るか 14.21 飯島　蛍 14.34 星　　　ゆうき 14.36 村松　美穂 14.38 久保田ゆりあ 14.39

押原中 -2.1 南アＡＣ -2.1 中村塾 -2.1 敷島中 -2.1 押原中 -2.1 押原中 -2.1 大国陸上ク -2.1 押原中 -2.1

800ｍ 河野　もな 2.31.36 雨宮　珠麻 2.35.14 羽田　麗子 2.37.21 宮川　実咲 2.39.58 長田　理子 2.41.32 武　　すみれ 2.42.10 内藤　美夕 2.44.48 大木　美空 2.56.16

大国陸上ク 中村塾 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 押原中 敷島中 大国陸上ク 甲西中 押原中

4×100ｍＲ 双葉中 0.52.32 櫛形中　Ａ 0.52.82 押原中　Ａ 0.54.21 若草中　Ａ 0.56.21 ひよどり山中 0.58.06 押原中　Ｅ 0.58.12 櫛形中　Ｃ 0.58.41 大国陸上クラブ0.59.01

飯室　奈菜 保坂　綾音 飯島　蛍 常盤　絢音 鶴沢　奏 藤原　詩乃 相川　明日香 椙村　ちひろ

横森　一加 青栁　波留 水垣　佑惟 坂本　栞理 小野　恵蓮 水野　奈緒 土屋　あい 村松　美穂

赤澤　雅 相原　咲良 星　　　ゆうき 坂口　莉緒 葛野　亜紀 四氏　晶 五味　優香 辻　　彩花

稲場　理乃 三吉　南緒 阿部　亜美 内田　夏帆 中村　眞子 久保田ゆりあ 清水　菜生 塩沢　夏音

走幅跳 雨宮　珠麻 5.08 松岡　実玖 4.73 辻　　彩花 4.28 村松　美穂 3.93 塩沢　夏音 3.82 大森　彩加 3.77 高野　遥日 3.62 鮎川　未貴 3.29

中村塾 +4.2 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ +0.7 大国陸上ク +2.4 大国陸上ク +2.0 大国陸上ク +2.0 押原中 +2.4 押原中 +2.3 押原中 +2.2

走高跳 水野　奈緒 130 四氏　晶 130 角野　遥香 115 竹村　黎菜 110 保坂　恭子 100

押原中 押原中 押原中 押原中 押原中

砲丸投 久保田　せな 8.17 岡　　智恵美 7.94 相原　咲良 7.62 宮沢　ゆりか 7.23 ゆみた愛美 5.87 有泉　玲奈 5.68 小尾　はるな 5.43 古畑　羽菜 5.00

櫛形中 櫛形中 櫛形中 敷島中 敷島中 甲西中 敷島中 押原中
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