
トラック審判長 岡田　昌明
記 録 主 任 仁泉　健太郎

日付 種目

木村　祐樹 15.16 安原　康喜 15.30 豊原　大世 15.61 後藤　聖空 16.03 井上　史琉 16.08 渡邉　蒼太 16.28 岡本　友平 16.51 崎谷　謙成 16.60

福山ジュニア 湯田陸上 福山ジュニア 新涯JAC 新涯JAC 中条走ろう会 湯田陸上 御野陸上クラブ

江原　美月優 14.85 藤井　ひより 15.33 坂本　小春 15.52 藤原　里音 15.55 松永　琴音 15.72 小林　咲花 15.79 辰本　心音 15.89 渡辺　百香 16.11

竹尋アスリート 御野陸上クラブ 福山ジュニア 湯田陸上 御野陸上クラブ 湯田陸上 竹尋アスリート 神村体育振興会

坂本　拓望 13.64 福井　凪冴 13.95 西本　博紀 14.40 石田　樹 14.74 小畠　航 15.00 清水　颯大 15.23 佐藤　太宥 15.39 金口　泰三 15.55

福山ジュニア 福山ジュニア 湯田陸上 福山ジュニア 湯田陸上 竹尋アスリート 福山ジュニア 湯田陸上

高垣　知里 14.44 中野　さくら 14.72 佐藤　陽菜 15.09 赤田　桜優 15.53 右川　心優 15.54 中塚　梨菜 15.79 赤田　華瑠菜 15.81 藤田　絢子 16.16

中条走ろう会 竹尋アスリート 湯田陸上 福山ジュニア 湯田陸上 竹尋アスリート 新涯JAC 湯田陸上

井上　未来翔 15.41 浅野　冬也 17.27 井上　輝翔 17.67

中条走ろう会 神辺走ろう会 中条走ろう会

生田　彩華 15.58 和田　佳緒莉 15.77 重宗　姫香 16.11 片岡　碧巴葉 17.72 渡辺　和未 18.58 藤本　小花 20.39 水永　彩華 21.39

中条走ろう会 新涯JAC 竹尋アスリート 新涯JAC 福山ジュニア 福山ジュニア 中条走ろう会

福山ジュニア  A 56.56 湯田陸上 57.55 竹尋アスリート 58.09 福山ジュニアB 1:00.68 中条走ろう会 1:01.82 神辺走ろう会A 1:02.06 新涯JAC	B 1:02.24 御野陸上B 1:03.54

石田　樹 犬石　真尋 桑山　流星 門矢　和大 井上　輝翔 舘原　陸 赤木　朔弥 菅田　優貴

坂本　拓望 西本　博紀 清水　颯大 豊原　大世 井上　未来翔 浅野　冬也 後藤　聖空 藤井　幹進

佐藤　太宥 小畠　航 妹尾　壮真 枡田　健伸 児島　匠悟 吉村　良輔 東本　直 重政　幸樹

木村　祐樹 金口　泰三 山下　壮太 皿谷　光 渡邉　創太 松川　翔 井上　史琉 崎谷　謙成

中条走ろう会 57.34 新涯JAC	A 58.74 湯田陸上A 59.15 竹尋アスリート 59.45 御野陸上B 1:00.88 福山ジュニアA 1:01.27 湯田陸上B 1:01.59 竹尋アスリートB 1:02.62

生田　彩華 宮本　紗弥 六原　未智 辰本　心音 藤井　咲菜子 伊東　虹安 菅野　夏希 中山　葵月

沖中　友佳 中久保　侑花 高橋　真美 中野　さくら 松永　琴音 坂本　小春 小林　咲花 杉森　月音

藤本　真穂 猪原　樹莉 右川　心優 重宗　姫香 安原　弥佑 渡辺　和未 山本　真央 土井　歩凛

高垣　知里 和田　佳緒莉 佐藤　陽菜 江原　美月優 藤井　ひより 赤田　桜優 藤原　里音 中塚　梨菜

妹尾　壮真 1m20 

竹尋アスリート

猪原　樹莉 1m20

新涯JAC

山下　壮太 4m54（-0.5） 門矢　和大 4m14（+0.3） 荒谷　瑠希 3m96（-0.8） 児島　匠悟 3m43（+0.6） 村上　昴史朗 3m29（+0.6） 高野　元幹 3m02（-0.9 ） 林　候至 2m87（+0.0） 藤井　瞬 2m75（+0.0）

竹尋アスリート 福山ジュニア 新涯JAC 中条走ろう会 福山ジュニア 御野陸上 神辺走ろう会 神辺走ろう会

宮本　紗弥 3m91（-2.0） 沖中　友佳 3m59（-2.0） 高橋　真美 3m59（-0.9） 六原　未智 3m55（- 0.1） 唐島　奈々 3m40（-1.0） 藤井　咲菜子 3m38（-1.5） 山内　椎菜 3m35（+0.0） 土井　歩凛 3m32（-1.3）

新涯JAC 中条走ろう会 湯田陸上 湯田陸上 新涯JAC 御野陸上 福山ジュニア 竹尋アスリート

真田　温大 36m20 皿谷　充 36m20 石本　愛翔 33m90 川内　鈴麻奈 31m55 上野　浬久 31m43 松川　翔 30m59 吉村　良輔 29m69 村上　寛太 28m17

竹尋アスリート 福山ジュニア 竹尋アスリート 神辺走ろう会 御野陸上 神辺走ろう会 神辺走ろう会 福山ジュニア

庵地　束紗 35m92 中久保　侑花 32m00 藤野原　桜 29m30 大家　夕凪 26m04 笠原　綾乃 23m80 中山　葵月 23m75 赤田　麻優 23m71 杉森　月音 18m98

竹尋アスリート 新涯JAC 御野陸上 福山ジュニア 御野陸上 竹尋アスリート 福山ジュニア 竹尋アスリート
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