
記 録 主 任 岡田　淳史

日付 種目

岩重　聡(1) 12.84 大場　万央(1) 12.88 鈴木　優太(1) 13.04 鈴木　琉斗(1) 13.11 井澤　海輝(1) 13.20 坂部　優斗(1) 13.24 竹森　斗渉(1) 13.29 荻野　凌羽(1) 13.37
南陽中学校 豊橋北部中学校 豊橋南部中学校 本郷中学校 五並中学校 豊橋南部中学校 豊橋中部中学校 豊橋北部中学校
茂木　貴哉(2) 11.99 橋本　結友(2) 12.10 中山　日向(2) 12.18 村田　光流(2) 12.30 夫馬　裕成(2) 12.43 羽田野　優人(2) 12.45 鈴木　健生(2) 12.46 河合　蔵人(2) 12.67
本郷中学校 東陵中学校 豊岡中学校 南稜中学校 高豊中学校 豊岡中学校 豊橋中部中学校 南稜中学校
大木　一真(3) 11.83 児玉　紘汰(3) 11.90 原　　一輝(3) 12.02 西川　拳人(3) 12.03 加藤　杜真(3) 12.10 堀田　晴(3) 12.20 藤田　航輝(3) 12.26 大石　優介(3) 12.44
石巻中学校 二川中学校 本郷中学校 本郷中学校 羽田中学校 石巻中学校 豊岡中学校 吉田方中学校
坂口　藍樹(3) 23.94 山本　晟也(3) 24.35 林　　嶺太郎(3) 24.53 杉浦　英輝(3) 24.65 梶　夢月(3) 25.15 櫻井　稜也(2) 25.24 大竹　德征(3) 25.38 村松　凌太朗(3) 25.43
東陽中学校 石巻中学校 本郷中学校 豊岡中学校 五並中学校 豊橋北部中学校 本郷中学校 南陽中学校
鈴木　洋平(3) 52.87 安藤　生貴(3) 53.46 柳　龍太郎(3) 53.97 河合　燦門(3) 55.13 田村　陸久(3) 55.15 道下　優太(3) 58.10 夏目　真伍(3) 59.76
豊橋東部中学校 東陵中学校 南陽中学校 南稜中学校 高師台中学校 南陽中学校 東陽中学校
渡辺　大星(3) 2:02.44 榮　塁唯(3) 2:05.25 松井　佑翔(3) 2:08.10 彦坂　汐(3) 2:09.67 森田　颯志(3) 2:10.25 森村　怜司(3) 2:10.84 和田　実大(3) 2:13.59 小林　鴻之介(3) 2:14.45
南稜中学校 豊橋東部中学校 石巻中学校 章南中学校 牟呂中学校 東陵中学校 二川中学校 吉田方中学校
仲井　蓮人(1) 4:43.09 奥村　思波(1) 4:56.24 栗田　喬平(1) 4:58.53 牧野　龍哉(1) 4:58.55 曽田　翔五(1) 4:58.75 山本　慎二朗(1) 5:01.44 村田雄一郎(1) 5:02.38 坂神　諒亮(1) 5:03.14
羽田中学校 東陵中学校 豊橋北部中学校 東陵中学校 南稜中学校 章南中学校 豊橋南部中学校 南稜中学校
柴田　侑(2) 4:22.20 植村　龍一(2) 4:26.72 金田　健慎(2) 4:30.57 矢崎　遥大(2) 4:31.49 スタンリー　頼安(2) 4:32.46 夏目　拓(2) 4:33.47 宮川　拓朗(2) 4:35.59 高須　心輝(2) 4:37.98
南陽中学校 二川中学校 豊橋中部中学校 本郷中学校 豊岡中学校 豊橋南部中学校 豊橋南部中学校 高師台中学校
伊藤　彰吾(3) 4:24.83 纐纈　開(3) 4:28.51 山本　晟也(3) 4:35.20 大谷　慶来(3) 4:40.49 菅沼　颯太(3) 4:44.86 鵜野　　陸斗(3) 4:47.88 古橋　暁斗(3) 4:49.38 畔柳　款(3) 4:50.29
南陽中学校 高師台中学校 羽田中学校 本郷中学校 五並中学校 本郷中学校 豊岡中学校 羽田中学校
栁本　和紀(3) 9:26.45 近田　陽路(3) 9:33.58 北野　夏生(3) 9:50.13 深谷　麻陽(3) 9:50.66 西村　捷英(3) 10:02.43 井上　彰馬(2) 10:03.33 鈴木　丈陽(3) 10:03.53 黒栁　一総(2) 10:13.52
南稜中学校 羽田中学校 南稜中学校 南陽中学校 東陵中学校 本郷中学校 羽田中学校 二川中学校
澤田　来翔(3) 15.86 宮園　優妃(3) 16.21 舘　省吾(3) 17.38 大場　遥斗(2) 17.53 辻　康平(3) 18.20 駒田　玲欧(2) 18.42 野田　篤慈(2) 18.57
羽田中学校 五並中学校 青陵中学校 牟呂中学校 石巻中学校 五並中学校 高豊中学校

7月7日 男子低学年4×100mR 本郷中学校 47.72 豊橋南部中学校 48.86 豊橋北部中学校 49.57 五並中学校 50.05 牟呂中学校 50.31 南陽中学校 50.34 青陵中学校 50.97 二川中学校 51.27
7月7日 男子4×100mR 石巻中学校 44.45 本郷中学校 45.12 豊岡中学校 45.73 羽田中学校 45.98 二川中学校 46.00 青陵中学校 47.03 東陽中学校 47.67 高師台中学校 47.88

乙部　真吾(3) 1m70 大見　悠真 (3) 1m65 鈴木　啓太(3) 1m65 佐野　匠(3) 1m65 宮地　陸翔(3) 1m60 泉　夏喜(3) 1m55
二川中学校 高豊中学校 二川中学校 羽田中学校 羽田中学校 豊岡中学校

一色　新太(2) 1m65 白井　蓮 (3) 1m60
豊岡中学校 高豊中学校

下嶋　結月(3) 3m60 下枝　太陽(3) 2m70
羽田中学校 羽田中学校
吉田　和輝(3) 6m36(0.0) 上村耕志郎(3) 5m98(0.0) 白井　真弘 (3) 5m76(0.0) 黒木　和志(3) 5m67(0.0) 河邊　大飛(2) 5m64(0.0) 和田　直樹(3) 5m54(0.0) 夏目　廉太郎(3) 5m38(0.0) 戸谷　純也(2) 5m35(0.0)
豊橋東部中学校 豊城中学校 高豊中学校 東陽中学校 牟呂中学校 豊橋北部中学校 二川中学校 豊岡中学校
磯部　佳孝(3) 12m68 佐藤　喜嗣(2) 10m69 小林　歩希(3) 9m65 鈴木　喜彦(3) 9m42 夏目　佳明(3) 9m36 長嶺　颯亮(3) 9m31 牧園　康平(2) 9m24 髙柳　翼(2) 9m02
豊橋東部中学校 羽田中学校 石巻中学校 石巻中学校 二川中学校 豊岡中学校 羽田中学校 本郷中学校
熊本　彩(1) 13.41 嶋　結菜(1) 13.54 小酒井結菜(1) 13.66 菅沼　梨瑚(1) 13.75 長崎　心美(1) 14.37 鈴木　心寧(1) 14.60 野末　知里(1) 14.67 坂本　ラリザ(1) 14.89
高師台中学校 高豊中学校 豊橋南部中学校 豊橋東部中学校 青陵中学校 本郷中学校 青陵中学校 東陽中学校
加藤　愛結(2) 13.55 大原　貴音(2) 13.72 町田　心奈(2) 13.75 山田　玲奈(2) 13.97 伊藤　七泉(2) 14.01 渡邉　花歩(2) 14.09 中村　有沙(2) 14.29 大場　琴華(2) 14.36
本郷中学校 豊橋東部中学校 高師台中学校 羽田中学校 青陵中学校 羽田中学校 東陽中学校 東陵中学校
岩月　遥(3) 13.10 岩瀨　愛佳(3) 13.36 沓名　美佳(3) 13.57 伊藤　明蘭(3) 13.61 鈴木　日菜(3) 13.63 柳瀬　璃音(3) 13.71 岡田　菜那(3) 14.05 源　るり(3) 14.05
本郷中学校 牟呂中学校 豊橋東部中学校 南稜中学校 青陵中学校 南稜中学校 牟呂中学校 羽田中学校
筒井　玲奈(3) 26.33 鈴木　野々花(2) 27.89 春名　このか(2) 28.32 杢野　明香(3) 28.33 佐原　明佑香(3) 29.11 岡田　紗佳(2) 29.11 山田　菜月(2) 29.49 藤原　未奈(2) 29.49
豊橋中部中学校 豊岡中学校 豊橋北部中学校 青陵中学校 南陽中学校 石巻中学校 豊橋北部中学校 青陵中学校
小原　すずか(1) 2:34.71 酒井　玲奈(1) 2:40.19 鵜野　ひなた(1) 2:40.22 小川　紗弥(1) 2:42.11 岡本　聖生(1) 2:42.15 浅井　慧(1) 2:43.03 松下　苺(1) 2:44.20 奥野　結那(1) 2:44.97
二川中学校 石巻中学校 本郷中学校 豊橋南部中学校 東陽中学校 南稜中学校 東陽中学校 東陽中学校
伊藤　晏奈(2) 2:24.04 牧野　春陽(2) 2:24.57 相場　茉奈(2) 2:25.64 中根　彩生(2) 2:28.99 長濱　まみ(3) 2:30.43 仲井　琴音(3) 2:31.00 山本　楓乃(2) 2:31.03 池山　生真(3) 2:32.11
高師台中学校 青陵中学校 南稜中学校 豊橋北部中学校 高師台中学校 羽田中学校 二川中学校 南稜中学校
柳澤　紀杏(3) 5:02.81 田草川　舞桜(2) 5:08.91 沓掛　桃奈(2) 5:11.14 松本　華和(2) 5:13.06 榎本　加枝(3) 5:20.84 河合　萌花(3) 5:22.02 冨田　奈那(2) 5:23.45 髙橋　花奈(2) 5:25.34
高師台中学校 高師台中学校 吉田方中学校 豊橋北部中学校 南稜中学校 南稜中学校 羽田中学校 本郷中学校
佐原　早耶香(3) 15.48 金子　早穂(3) 15.79 石川　綾音(3) 15.87 田中　凛(2) 16.16 鈴木　晴扉(3) 16.44 ディアス　ユキエ(2) 18.42 伊藤　優希(3) 18.42 小川　紗奈(2) 19.00
南陽中学校 吉田方中学校 牟呂中学校 二川中学校 本郷中学校 豊橋東部中学校 牟呂中学校 石巻中学校

7月7日 女子低学年4×100mR 青陵中学校 53.85 二川中学校 54.41 豊岡中学校 54.60 豊橋南部中学校 54.89 高豊中学校 55.06 牟呂中学校 55.28 高師台中学校 55.38 南稜中学校 56.90
7月7日 女子4×100mR 豊橋東部中学校 52.19 本郷中学校 52.31 高師台中学校 52.49 牟呂中学校 52.56 青陵中学校 52.83 南稜中学校 52.98 二川中学校 53.27 羽田中学校 53.33

夏目　彩美(3) 1m50 山本　梨帆(3) 1m45 矢野　夏希(2) 1m45 小林　悠香(2) 1m35 中村　留菜(2) 1m35 本間　友羅(2) 1m30 加藤　真銘(3) 1m30
青陵中学校 二川中学校 章南中学校 青陵中学校 東陵中学校 高豊中学校 豊橋南部中学校

酒井　優実(3) 1m35
高豊中学校

髙橋　知伽(3) 4m95(0.0) 池田　りの(2) 4m50(0.0) 鈴木　美砂(3) 4m50(0.0) 篠原　愛美(3) 4m49(0.0) 田中　姫(3) 4m45(0.0) 鶴田　紗梨(2) 4m26(0.0) 鈴木　うた(3) 4m26(0.0) 高橋　暮羽(3) 4m25(0.0)
羽田中学校 南稜中学校 東陵中学校 二川中学校 牟呂中学校 東陵中学校 本郷中学校 青陵中学校
佐藤　ありさ(3) 10m29 堀田　萌生(3) 9m99 浅井　真亜子(3) 9m41 天野　海渚々(3) 9m18 浅井　美南(3) 8m74 小野　優心(2) 8m67 宮川　茉奈(3) 8m51 木村　由美子(3) 8m26
南陽中学校 吉田方中学校 羽田中学校 高豊中学校 豊岡中学校 豊橋東部中学校 豊橋北部中学校 高師台中学校

対抗得点 市総体（男子） 羽田中学校 71.5点 本郷中学校 64点 石巻中学校 47点 南陽中学校 42点 二川中学校 41.5点 豊岡中学校 38.5点 南稜中学校 38点 東陵中学校 33点
対抗得点 市総体（女子） 青陵中学校 52.5点 高師台中学校 50点 本郷中学校 39点 二川中学校 36点 南稜中学校 36点 豊橋東部中学校 32点 羽田中学校 29点 牟呂中学校 29点

第７１回市内総合体育大会陸上競技大会 【0】
豊橋市陸上競技場 【223030】
2018/07/07 ～ 2018/07/07
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7月7日
男子1年100m

風：0.0

7月7日
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風：0.0
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男子3年100m

風：0.0

7月7日
男子200m

風：0.0

7月7日 男子400m

7月7日 男子800m

7月7日 男子1年1500m

7月7日 男子2年1500m

7月7日 男子3年1500m

7月7日 男子3000m

7月7日
男子110mH

風：0.0

7月7日 男子走高跳

7月7日 男子棒高跳

7月7日 男子走幅跳

7月7日 男子砲丸投

7月7日
女子1年100m

風：0.0

7月7日
女子2年100m

風：0.0

7月7日
女子3年100m

風：0.0

7月7日
女子200m

風：0.0

7月7日 女子1年800m

7月7日 女子800m

7月7日 女子走幅跳

7月7日 女子砲丸投

7月7日 女子1500m

7月7日
女子100mH

風：0.0

7月7日 女子走高跳


