
ト ラ ッ ク 審 判 長 横内　隆之

記 録 主 任 岡田　淳史

日付 種目

岩重　　聡(1) 12.29(0.0) 鈴木　優太(1) 12.52(0.0) 鈴木　凰介(1) 12.66(0.0) 竹森　斗渉(1) 12.78(0.0) 坂部　優斗(1) 12.94(0.0) 鈴木　琉斗(1) 12.97(0.0) 樋田　颯真(1) 13.09(0.0)

南陽 豊橋南部 本郷 豊橋中部 豊橋南部 本郷 五並
寺下　　頼檜(1) 13.09(0.0)

二川
長坂　凜之介(2) 11.83(0.0) 茂木　貴哉(2) 11.88(0.0) 河合　蔵人(2) 12.10(0.0) 羽田野　優人(2) 12.15(0.0) 河合　優飛(2) 12.25(0.0) 櫻井　稜也(2) 12.34(0.0) 福井　健真(2) 12.59(0.0) 長尾　倫定(2) 12.62(0.0)

本郷 本郷 南稜 豊岡 豊橋南部 豊橋北部 青陵 本郷

西山　魁人(2) 12.62(0.0)

牟呂

橋本　結友(2) 24.10(0.0) 長坂　凜之介(2) 24.13(0.0) 夫馬　裕成(2) 24.38(0.0) 茂木　貴哉(2) 24.42(0.0) 村田　光流(2) 24.58(0.0) 馬場　天都(2) 24.60(0.0) 羽田野　優人(2) 24.68(0.0) 河合　優飛(2) 24.93(0.0)

東陵 本郷 高豊 本郷 南稜 羽田 豊岡 豊橋南部

櫻井　稜也(2) 55.50 朝倉　拓己(2) 56.42 今泉　裕登(2) 56.44 大久保　壮真(2) 57.86 塚本　泰晟(2) 58.37 伊藤　彪希(2) 58.73 疋田　知暉(2) 59.11 田中　陽大(2) 59.38

豊橋北部 豊橋南部 南稜 高師台 東陵 南稜 石巻 高師台

柴田　　侑(2) 2:07.01 植村　　龍一(2) 2:11.38 藤原　大空(2) 2:14.59 内田　心葉(2) 2:18.83 仲井　蓮人(1) 2:19.45 浦野　成流(2) 2:20.16 石川　大智(2) 2:24.93 渥美　宇叶(1) 2:26.16

南陽 二川 高師台 東陽 羽田 桜丘 豊岡 豊岡

仲井　蓮人(1) 4:42.41 岸上　　誉(1) 4:46.30 栗田　喬平(1) 4:51.00 生田　響空(1) 4:51.87 奥村　思波(1) 4:55.39 佐藤　　優成(1) 4:55.77 中村　公輔(1) 4:57.60 牧野　龍哉(1) 4:58.32

羽田 南陽 豊橋北部 豊橋北部 東陵 二川 南稜 東陵

柴田　　侑(2) 4:20.88 金田　健慎(2) 4:29.08 植村　　龍一(2) 4:32.97 夏目　拓(2) 4:39.50 石田　　翔真(2) 4:41.35 スタンリー　頼安(2) 4:42.88 黒栁　　瑞稀(2) 4:45.54 草野　優斗(2) 4:46.71

南陽 豊橋中部 二川 豊橋南部 二川 豊岡 二川 東陵

矢崎　遥大(2) 9:39.03 夏目　拓(2) 9:40.25 金田　健慎(2) 9:44.63 黒栁　　一総(2) 9:51.57 岸上　　誉(1) 9:53.49 井上　彰馬(2) 9:58.05 高須　心輝(2) 9:58.07

本郷 豊橋南部 豊橋中部 二川 南陽 本郷 高師台

八木　晃大(3) 9:58.05

石巻

大場　遥斗(2) 17.34(0.0) 西澤　伊織(2) 17.42(0.0) 駒田　玲欧(2) 17.84(0.0) 野田　篤慈(2) 18.18(0.0) 大塚　柊哉(2) 18.98(0.0) 山本　竜輝(2) 19.67(0.0) 蜂須賀　京祐(2) 19.85(0.0)

牟呂 東陵 五並 高豊 本郷 五並 高豊

下田　隼人(1) 19.85(0.0)

牟呂

豊橋東陵 49.16 豊岡中 49.62 豊橋東部 53.59 吉田方中 54.46

笠原　海斗(2) 鵜飼　晃斗(2) 新美　良輝(1) 福井　琉斗(1)

西澤　伊織(2) 一色　新太(2) 三浦　正典(2) 松井　大和(2)

塚本　泰晟(2) 戸谷　純也(2) 鵜飼　衛次朗(1) 前原　遼(2)

橋本　結友(2) 羽田野　優人(2) 福住　龍汰(1) 森田　悠斗(1)

豊橋南稜中 47.38 羽田中 49.22 青陵中 49.52 高師台中 49.54 豊橋北部中 50.38 豊橋南陽中 52.41

向井　温哉(2) 佐藤　喜嗣(2) 鈴木　健太(2) 岩田　勇一朗(2) 朝倉　悠万(2) 阿部　　太翼(2)

今泉　裕登(2) 白井　大翔(2) 松尾　啓太(2) 山田　瑞貴(2) 久野　鉄晃(2) 山本　　皓介(2)

村田　光流(2) 鈴木　俊輔(2) 内田　貴士(2) 大久保　壮真(2) 安田　有輝(2) 藤原　　侑真(1)

河合　蔵人(2) 馬場　天都(2) 福井　健真(2) 廣瀬　源(2) 櫻井　稜也(2) 山田　　大雅(2)

本郷中 46.52 牟呂中 48.93 高豊中 49.90 五並中 50.18 二川中 51.78

右髙　空央(2) 待鳥　大陽(2) 野田　篤慈(2) 朝倉　涼介(2) 月野　　カイキ(1)

長尾　倫定(2) 西山　魁人(2) 梅村　拓実(2) 駒田　玲欧(2) 寺下　　頼檜(1)

長坂　凜之介(2) 河邊　大飛(2) 園部　健太(2) 山本　竜輝(2) 中西　　泰蔵(2)

茂木　貴哉(2) 加藤　大雅(2) 大野　晴貴(2) 朝倉　悠介(2) 杉浦　　夢紀(2)

豊橋南部中 51.22 高師台中 54.89 青陵中 55.65 豊橋南稜中 56.14 二川中 56.57 豊岡中 56.60 羽田中 57.86 吉田方中 1:00.47

松下　将(1) 戸所　俊輔(1) 鈴木　侑斗(1) 鈴木　温久(1) 水元　　大斗(1) 佐々木　統生(1) 加藤　颯真(1) 小池　篤輝(1)

坂部　優斗(1) 竹口　亮(1) 古川　佑(1) 馬場　啓明(1) 菰田　　有翔(1) 渥美　宇叶(1) 下嶋　蒼月(1) 大林　祥(1)

小鹿　由太郎(1) 家本　昂輝(1) 杉浦　啓太(1) 石田　空(1) 佐藤　　優成(1) 夏目　大暉(1) ユレキリ　フラット(1) 杉本　堅哉(1)

鈴木　優太(1) 近田　真吾(1) 鵜飼　陵史(1) 加藤　航(1) 鈴木　修太(1) ニシウラ　タケニチ(1) 加藤　伶理(1) 市川　斗琶(1)

本郷中 50.37 豊橋南陽中 51.00 五並中 53.61 牟呂中 53.72 豊橋北部中 54.42 高豊中 58.07 東陽中 58.50

小林　煌永(1) 彦坂　　悠太(1) 金子　凌空(1) 室井　龍我(1) 岡崎　好太郎(1) 柴田　煌也(1) 伊藤　眞都(1)

鈴木　琉斗(1) 石黒　　万喜(1) 樋田　颯真(1) 渡邉　翔大(1) 荻野　凌羽(1) 白井　優十(1) 河村　智靖(1)

平井　海莉(1) 中西　　亮人(1) 尾藤　禮慈(1) 髙栁　颯太(1) 浅岡　大智(1) 森谷　冨汰(1) 黒本　秀輝(1)

鈴木　凰介(1) 岩重　　聡(1) 井澤　海輝(1) 河口　尚太(1) 栗田　喬平(1) 飯田　捺千(1) 影山　蓮悟(1)

一色　新太(2) 1m65 山下　一誓(2) 1m50 園部　健太(2) 1m50 河口　尚太(1) 1m45 手塚　大翔(2) 1m45

豊岡 羽田 高豊 牟呂 羽田

梅村　拓実(2) 1m45

高豊

下嶋　蒼月(1) 2m00

羽田

戸谷　純也(2) 5m42(0.0) 河邊　大飛(2) 5m39(0.0) 山本　凌平(2) 5m28(0.0) 馬場　天都(2) 5m12(0.0) 橋本　結友(2) 5m08(0.0) 廣田　竜麻(2) 5m01(0.0) 大野　晴貴(2) 4m87(0.0) 朝倉　悠介(2) 4m84(0.0)

豊岡 牟呂 石巻 羽田 東陵 本郷 高豊 五並

佐藤　喜嗣(2) 11m40 髙柳　翼(2) 10m31 黒本　海輝(2) 8m55 大林　海向(2) 8m49 山口　悠人(2) 8m35 向笠　友翔(1) 8m05 黒本　秀輝(1) 7m88 水谷　孝志(2) 7m85

羽田 本郷 東陽 南稜 羽田 牟呂 東陽 章南

9月29日 男子棒高跳

9月29日 男子走幅跳

9月29日 男子砲丸投(4.000kg)

9月29日
低学年男子
4X100mR(2)

9月29日 男子走高跳

9月29日 男子4X100mR(2)

9月29日 男子4X100mR(3)

9月29日 低学年男子4X100mR

9月29日 男子110mH(0.914m)

9月29日 男子4X100mR

9月29日 1年男子1500m

9月29日 2年男子1500m

9月29日 男子3000m

9月29日 男子200m

9月29日 男子400m

9月29日 男子800m

9月29日 2年男子100m

豊橋市新人体育大会　陸上競技大会　雨天
豊橋陸上競技場
2018/09/29 ～ 2018/09/29

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月29日 1年男子100m



小酒井　結菜(1) 13.10(0.0) 嶋　結菜(1) 13.11(0.0) 熊本　彩(1) 13.33(0.0) 菅沼　梨瑚(1) 13.68(0.0) 小原　　すずか(1) 13.88(0.0) 長崎　心美(1) 13.96(0.0) 山本　環(1) 14.29(0.0) 松井　遥香(1) 14.30(0.0)

豊橋南部 高豊 高師台 豊橋東部 二川 青陵 高師台 南稜

加藤　愛結(2) 13.24(0.0) 大原　貴音(2) 13.30(0.0) 鈴木　野々花(2) 13.41(0.0) 町田　心奈(2) 13.55(0.0) 山田　玲奈(2) 13.57(0.0) 田中　　凛(2) 13.74(0.0) 大場　琴華(2) 13.83(0.0) 山本　　楓乃(2) 13.86(0.0)

本郷 豊橋東部 豊岡 高師台 羽田 二川 東陵 二川
小酒井　結菜(1) 26.94(0.0) 熊本　彩(1) 27.58(0.0) 鈴木　野々花(2) 27.84(0.0) 大原　貴音(2) 27.86(0.0) 嶋　結菜(1) 27.91(0.0) 大場　琴華(2) 28.29(0.0) 山田　玲奈(2) 28.57(0.0) 町田　心奈(2) 28.59(0.0)

豊橋南部 高師台 豊岡 豊橋東部 高豊 東陵 羽田 高師台
小原　　すずか(1) 2:24.16 牧野　春陽(2) 2:24.81 相場　茉奈(2) 2:24.90 伊藤　晏奈(2) 2:25.23 中根　彩生(2) 2:27.59 山本　　楓乃(2) 2:30.45 田草川　舞桜(2) 2:31.77 稲垣　萌花(2) 2:33.63

二川 青陵 南稜 高師台 豊橋北部 二川 高師台 石巻

相場　茉奈(2) 5:05.37 中根　彩生(2) 5:07.89 沓掛　桃奈(2) 5:09.21 松本　華和(2) 5:15.57 牧野　春陽(2) 5:17.55 大川　美玖(1) 5:19.86 冨田　奈那(2) 5:24.31 田草川　舞桜(2) 5:24.98

南稜 豊橋北部 吉田方 豊橋北部 青陵 豊橋東部 羽田 高師台

田中　　凛(2) 16.76(0.0) 夏目　早菜(2) 17.23(0.0) 大場　涼風(1) 17.59(0.0) 牛田　　麻琴(1) 17.77(0.0) 原田　奏(2) 18.01(0.0) 小川　紗奈(2) 18.03(0.0) ディアス　ユキエ(2) 18.48(0.0) 上原　綾乃(2) 18.76(0.0)

二川 本郷 牟呂 南陽 羽田 石巻 豊橋東部 羽田

青陵中 54.84 羽田中 56.20 豊橋北部中 56.53 豊橋南稜中 58.11 豊橋東陵 58.30 豊橋南陽中 59.70

伊藤　七泉(2) 原田　奏(2) 中鉢　玲菜(2) 中馬　摩美(2) 鶴田　紗梨(2) 中神　　侑菜(2)

奥田　瑞稀(2) 山田　玲奈(2) 山田　　菜月(2) 池田　りの(2) 中根　薫乃(2) 倉橋　　知里(1)

鈴木　佑佳(2) 上原　綾乃(2) 中根　彩生(2) 藤原　彩乃(2) 佐藤　知花(2) 久田　　華凛(1)

藤原　未奈(2) 渡邉　花歩(2) 春名　このか(2) 相場　茉奈(2) 大場　琴華(2) 原岡　　凜(2)

本郷中 54.18 二川中 54.22 石巻中 56.29 豊橋東部 56.46 豊橋南部中 58.85 吉田方中 1:00.06

及部　紗良(2) 田中　　真歩(2) 稲垣　萌花(2) 永田　彩莉(2) 山門　ありさ(2) 小野田　佳子(2)

夏目　早菜(2) 田中　　凛(2) 岡田　紗佳(2) 大原　貴音(2) 高橋　奏(2) 兼子　綺亜良(2)

山本　湖乃華(2) 小原　　すずか(1) 今川　真緒(2) ディアス　ユキエ(2) 近田　真子(2) 井川　輝来(2)

加藤　愛結(2) 山本　　楓乃(2) 田中　瑠菜(2) 菅沼　梨瑚(1) 立岩　亜弥(2) 沓掛　桃奈(2)

高師台中 53.57 高豊中 55.67 牟呂中 55.93 豊岡中 55.97 東陽中 59.08

八木　瑞穂(2) 岡崎　朱華(2) 谷山　莉奈(1) 佐貝　友紀奈(2) 請井　萌香(2)

町田　心奈(2) 嶋　結菜(1) 田中　美来(2) 田中　音羽(2) 安形　姫乃(2)

村田　朱怜(2) 中田　もえ(1) 鈴木　紬珈(2) 今泉　瑠莉(2) 花井　楓梨(2)

熊本　彩(1) 増田　菜々未(2) 今井　そのか(2) 鈴木　野々花(2) 坂本　ラリザ(1)

豊橋南部中 56.51 青陵中 56.84 豊橋南稜中 57.10 高師台中 59.87 東陽中 1:01.81

角谷　育美(1) 本庄　花(1) 池田　名月(1) 山本　環(1) 杉本　百合亜(1)

増冨　ほのか(1) 長崎　心美(1) 松井　遥香(1) 山本　結生(1) 遠藤　さくら(1)

中野　来春(1) 夏目　果梨菜(1) 柳瀬　乃彩(1) 春田　はな(1) 信田　直(1)

小酒井　結菜(1) 野末　知里(1) 河合　桃香(1) 伊藤　愛華(1) 伊藤　羽優(1)

豊橋南陽中 56.20 本郷中 57.56 豊橋北部中 58.61 吉田方中 59.07 豊橋東部 59.83 高豊中 1:01.09

尾﨑　　紗英(1) 谷野　博那(1) 米原　みゆ(1) 荻野　万海(1) 村田　果穂(1)

上田　　玲寧(1) 奥田　眞子(1) 松澤　愛紗(1) 大石　祈愛(1) 大見　桃香(1)

岡田　　ひらり(1) 松井　花南(1) 松下　紗弥(1) 川端　梨心(1) 上杉　鳳花(1)

牛田　　麻琴(1) 鵜野　ひなた(1) 大久保　心結(1) 大川　美玖(1) 加藤　美咲(1)

矢野　夏希(2) 1m40 小林　悠香(2) 1m35 増田　菜々未(2) 1m35 本間　友羅(2) 1m30 三上　美咲(1) 1m25 請井　萌香(2) 1m25 中村　留菜(2) 1m25 伊藤　羽優(1) 1m25

章南 青陵 高豊 高豊 青陵 東陽 東陵 東陽

鶴田　紗梨(2) 4m59(0.0) 池田　りの(2) 4m46(0.0) 八木　瑞穂(2) 4m41(0.0) 永田　彩莉(2) 4m20(0.0) 大森　　詩音(2) 4m14(0.0) 山本　湖乃華(2) 4m14(0.0) 下田　麻鈴(2) 4m11(0.0) 伊藤　七泉(2) 4m09(0.0)

東陵 南稜 高師台 豊橋東部 南陽 本郷 豊橋東部 青陵

小野　優心(2) 8m90 加藤　愛結(2) 8m76 東　　芽衣(2) 8m04 及部　紗良(2) 8m00 髙橋　真凜(2) 7m91 中根　薫乃(2) 7m48 松川　晴香(2) 7m40 小林　千夏(2) 7m17

豊橋東部 本郷 二川 本郷 豊岡 東陵 豊橋東部 石巻
凡例 

9月29日 女子走幅跳

9月29日 女子砲丸投(2.721kg)

9月29日 低学年女子4X100mR

9月29日
低学年女子
4X100mR(2)

9月29日 女子走高跳

9月29日 女子4X100mR

9月29日 女子4X100mR(2)

9月29日 女子4X100mR(3)

9月29日 女子800m

9月29日 女子1500m

9月29日 女子100mH(0.762m)

9月29日 1年女子100m

9月29日 2年女子100m

9月29日 女子200m


