
種目 アップ開始時間 召集開始時間 競技開始時間 注意事項

女子走幅跳

女子走高跳

男子ジャベリック投

女子８０ｍＨ予 8:50 9:30
男子８０ｍＨ予 9:00 9:40
男子８００ｍ予 9:30 10:10
女子6年1００ｍ予 9:50 10:30
男子6年1００ｍ予 10:10 10:50
女子5年1００ｍ予 10:30 11:10
男子5年1００ｍ予 10:55 11:35
男子走幅跳 11:00 12:00 ※リレーの招集と重

なる

男子走高跳 11:00 12:00
女子4年100ｍ予 11:20 12:00
男子4年100ｍ予 11:50 12:30
女子3年60ｍ予 12:20 13:00
男子3年60ｍ予 12:50 13:30

女子４×１００ｍR 予 12:30 13:10 14:00
男子４×１００ｍR 予 12:55 13:35 14:25
混成４×１００ｍR 予 13:25 14:05 14:55
男子８００ｍ決 14:35 15:05 15:35
女子８０ｍＨ決 14:45 15:15 15:45

10:35

7:45

8:45

9:45

10:15

8:05

8:30 9:30

各チームで考えて
アップを開始する

11:35



種目 アップ開始時間 召集開始時間 競技開始時間 注意事項

男子８０ｍＨ決 14:50 15:20 15:50
女子6年1００ｍ決 15:00 15:30 16:00
女子5年1００ｍ決 15:05 15:35 16:05
男子6年1００ｍ決 15:10 15:40 16:10
男子5年1００ｍ決 15:15 15:45 16:15
女子4年1００ｍ決 15:20 15:50 16:20
男子4年1００ｍ決 15:25 15:55 16:25
女子3年６０ｍ決 15:35 16:05 16:35
男子3年６０ｍ決 15:40 16:10 16:40

女子４×１００ｍR 決 15:50 16:20 16:50
男子４×１００ｍR 決 15:55 16:25 16:55
混成４×１００ｍR 決 16:00 16:30 17:00

各チームで考えて
アップを開始する



男子5・6年4×100ｍＲ Ａ 走順 Ｂ 走順
伊藤悠真 1 三谷伊吹 1
渡辺悠斗 2 鈴木陽々希 2
鈴木亜成 3 倉本晃羽 3
秋田琉希 4 阪 琉世 4
淺野 孔 補 近藤遼空 補

女子5・6年4×100ｍＲ Ａ 走順
秋田陽菜 補
松原美空 2
豊田芽以 3
山路彩乃 1
早川乃愛 4

混成4×100ｍＲ Ａ 走順 Ｂ 走順
黒木唯香 1 山田和花 1
清水彩加 2 板谷桃嘉 2
稲生 悠 3 近藤璃空 3

鈴木佑太朗 4 村田丈治 4
笠木颯斗 補 近藤百晏（当日欠場）

津田夏実 補



男子3年60ｍ 鈴木絢世 高橋大叶
男子4年100ｍ 山路陽彩 北村 航
男子5年100ｍ 近藤璃空 笠木颯斗 鈴木佑太朗 村田丈治
男子6年100ｍ 渡辺悠斗
男子5・6年800ｍ 鈴木亜成 鈴木陽々希 倉本晃羽
男子5・6年80ｍＨ 稲生 悠 近藤遼空 三谷伊吹
男子5・6年走高跳 淺野 孔
男子5・6年走幅跳 秋田琉希 伊藤悠真 阪 琉世 浜村律貴
男子5・6年ジャベリック 眞瀬新一
男子5・6年4×100ｍＲ Ａ Ｂ

伊藤悠真 三谷伊吹
渡辺悠斗 鈴木陽々希
鈴木亜成 倉本晃羽
秋田琉希 阪 琉世
淺野 孔 近藤遼空

女子3年60ｍ 谷本陽菜 深見紗矢 橋本怜奈 金原由実
女子4年100ｍ 近藤百晏（当日欠場） 山田和花 板谷桃嘉
女子5年100ｍ 清水彩加 黒木唯香
女子6年100ｍ 松原美空 山路彩乃 早川乃愛
女子5・6年80ｍＨ 秋田陽菜
女子5・6年走高跳 豊田芽以
女子5・6年走幅跳 津田夏実
女子5・6年4×100ｍＲ Ａ

秋田陽菜
松原美空
豊田芽以
山路彩乃
早川乃愛

混成4×100ｍＲ Ａ Ｂ
黒木唯香 山田和花
清水彩加 板谷桃嘉
稲生 悠 近藤璃空

鈴木佑太朗 村田丈治
笠木颯斗 近藤百晏（当日欠場）

津田夏実

女子

7/3（日）県大会出場者

男子
大橋健人


