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横手　瞳万  谷澤  一輝  高木　結都  花﨑　楓   原田ﾚﾝｺﾞ-一之  西浦  秀悟   
100m 12”1 (阿南3) 12”2 (羽ノ浦2) 12”3 (阿南3) 12”4 (阿南二3) 12”5 (富岡東2) 12”9 (羽ノ浦2)

       
200m

 井田　敦士  上岡　暉和  吉田　康晟      
400m 1’00”1 (富岡東2) 1’04”0 (羽ノ浦2) 1’10”7 (羽ノ浦1)

       
800m

 井田　敦士  竹本　迅   山田　慮宇  山本　航輝  浅野　俊亮  川田　理貴  山口　駿雄  岩佐　昴
1500m 4’46”4 (富岡東2) 4’49”1 (羽ノ浦2) 4’55”1 (小松島南3) 4’58”6 (阿南3) 4’59”8 (阿南1) 5’06”5 (羽ノ浦2) 5’06”8 (阿南一3) 5’07”3 (羽ノ浦2)

桑原　想真  中山　歩希  山本　航輝   山田　会一期  島田　創太  株木　和斗  川口  諒也  高野　優作
3000m 10’14”6 (阿南二3) 10’18”8 (新野2) 10’29”9 (阿南3) 10’36”1 (小松島南2) 10’49”8 (羽ノ浦3) 10’57”8 (羽ノ浦3) 10’59”4 (羽ノ浦3) 11’00”2 (羽ノ浦3)

西田  隼磨  森　 　麗央  大前  雄三      
走高跳 1m63 (羽ノ浦3) 1m50 (羽ノ浦2) 1m45 (羽ノ浦2) .

       

走幅跳 5m91 (阿南3) 5m41 (阿南3) 5m38 (羽ノ浦2) 5m16 (阿南二3) 4m96 (羽ノ浦1) 4m85 (羽ノ浦2) 4m83 (羽ノ浦1) 4m68 (羽ノ浦2)
       

三段跳
長坂  拓磨        

砲丸投 10m42 (羽ノ浦3)
       

円盤投
橋本  渉太朗 横手　瞳万 大坂　竜太 森　 　麗央 竹垣　正輝 髙島　和真

4×100m 谷澤  一輝  高木　結都  三好　隆誠  西浦  秀悟  吉田　康晟  大林　陽向   
49”0 上岡　暉和 49”4 福本　一鷹 49”6 島﨑　真翔 52”6 大前  雄三 52”6 宮本　琉希 57”1 加納　康成

リレー 西浦　巧人 山崎　力斗 花﨑　楓 奥野  涼太 鈴木　　壮 井上　　天
(羽ノ浦) (阿南) (阿南二) (羽ノ浦) (羽ノ浦) (羽ノ浦)

NGR  岩田　真弥  撫養あかり  川那部　志歩  井上　桜  新野　乃杏  花木　香凜   
100m 12”9 (富岡東3) 13”2 (羽ノ浦3) 13”5 (富岡東2) 13”6 (富岡東1) 13”7 (阿南2) 13”8 (阿南1)

 岩田　真弥  撫養あかり       
200m 26”8 (富岡東3) 28”5 (羽ノ浦3)

       
800m

久龍　未空  前川　千夏  板垣　綾佳  亀居　菜月  折野　心々  下野　朝光  四宮　ゆめ  東明　希実
1500m 5’32”8 (阿南二3) 5’49”7 (羽ノ浦3) 5’55”1 (阿南二2) 5’58”0 (阿南二2) 5’59”1 (阿南1) 6’04”5 (阿南二3) 6’06”5 (阿南二3) 6’07”4 (阿南二2)

 満石　万葉  萩原　萌  片平　陽彩      
走高跳 1m38 (富岡東3) 1m35 (羽ノ浦3) 1m30 (阿南2)

       

走幅跳 4m78 (阿南2) 4m20 (阿南1) 4m03 (羽ノ浦1) 3m85 (伊島2) 3m69 (富岡東1) 3m22 (新野3)
松本　珠侑  片平　陽彩  林　夏実  水本　明     

砲丸投 8m94 (阿南二2) 8m59 (阿南2) 7m97 (阿南二2) 6m75 (伊島2)
       

円盤投
井上　桜 新野　乃杏

4×100m NGR  岩田　真弥  髙島　楓       
53”3 下平　怜奈 57”0 炭谷　奈菜

リレー 川那部　志歩 花木　香凜
(富岡東) (阿南)

参加校 8 参加人数 114 主　催 記録主任 山本　貴春 総　　　務 伊丹　伸 審判長 和渕孝行
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上岡　暉和高木　結都横手　瞳万
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第 51 回 阿 南 市 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 一 覧 表 平成29年9月2日 阿南高専陸上競技場場所

小西  篤史鈴木　　壮西浦　巧人吉田　康晟大坂　竜太

野々宮　舞石川　歩佳神野　さくら髙島　由芽鎌田　美月新野　乃杏




