
日付 種目

堀　紘輝(5) 14.15 松永　航太朗(5) 14.25 寺下　頼檜(5) 14.42 佐々木　康太郎(5) 14.48 石川　智基(5) 14.51 大場　万央(5) 14.72 天野　友貴(5) 14.73 前田　真宗(5) 14.73
安城ジュニア 安城ジュニア 豊橋陸上クラブ 東浦ＡＣ ＴＦＣ半田 豊橋陸上クラブ ＴＳＭ 十四山体育クラブ
浅井　駿輝(6) 13.13 池田　駿大(6) 13.21 加藤　真浩(6) 13.41 橋本　結友(6) 13.81 香山　勇輝(6) 13.85 佐藤　元哉(6) 13.92 三浦　和真(6) 13.93 塚本　泰晟(6) 14.02
なごや陸上 ＡＣ一宮 安城ジュニア 豊橋陸上クラブ 東郷ＡＣ ＡＣ一宮 岡崎ＪＡＣ 豊橋陸上クラブ
亀山　聡太(6) 13.32 岡副　周平(6) 13.42 江崎　光輝(6) 13.94 澤田　晃太朗(6) 13.98 織田　友寛(6) 14.18 朝倉　拓己(6) 14.34 青山　幸平(6) 14.36 松原　海成(6) 14.54
ＴＳＭ 布袋陸上クラブ ＴＳＭ 成岩ＳＣ陸上 ＴＳＭ 豊橋陸上クラブ ＴＳＭ ＴＳＭ
川口　遥己(6) 1m47 川島　晴(6) 1m35 多木　良太朗(6) 1m30 一色　新太(6) 1m30 古橋　治大(6) 1m30 村上　颯汰朗(6) 1m25
ＪＡＣ武豊 GR 安城ジュニア 刈谷ＡＣ 豊橋陸上クラブ 成岩ＳＣ陸上 ＪＡＣ武豊

清水　翔(6) 1m30 南　倖太郎(6) 1m30
なごや陸上 ＴＳＭ

田中　瑛一(6) 5m14(+1.0) 西脇　匡毅(6) 4m72(+1.1) 高橋　寛汰(6) 4m63(+0.9) 寺田　在里(6) 4m33(+1.1) 高木　翔大(6) 4m27(+0.9) 山本　駿之介(6) 4m16(+2.1) 渡邊　来依(6) 4m05(+1.2) 森部　諒(5) 3m98(+2.1)
田原陸上クラブ 知立ジュニア ＪＡＣあつみ 刈谷ＡＣ ＯＢＵエニスポ 西尾ＡＣＪｒ 公認3m94(-0.2) ＳＰＩＲＩＴＳ ＪＡＣ武豊 公認3m94(+1.7)

河合　大地(6) 58m21 鳥居　大誠(6) 57m32 田中　亮輔(6) 52m48 大槻　希良(6) 47m34 渡邊　涼介(6) 47m34 永井　海(5) 46m88 渡辺　陸(5) 45m89 中西　尊琉(6) 45m51
ＪＡＣあつみ 作野ＡＣ 作野ＡＣ 作野ＡＣ トライルＡＣ 安城北部小 ＪＡＣ武豊 ＡＣ一宮
椙山　泰輔(4) 7.77(-0.9) 高井　佑太(4) 7.82(-0.9) 平林　駿登(4) 7.91(-0.9) 大武　滉征(4) 7.93(-0.9) 田中　俊介(4) 7.94(-0.9) 高士　空也(4) 7.97(-0.7) 桂木　遥都(4) 8.07(-0.7) 脇山　善(4) 8.08(-0.4)
ハイテクAC ＪＡＣ武豊 安城ジュニア 豊橋陸上クラブ 大須ＡＣ ＴＳＭ ＴＳＭ 安城ジュニア
中野　彰人(4) 3m96(+2.3) 村林　航輔(4) 3m81(+0.3) 島　広海(4) 3m70(+0.6) 神谷　光(4) 3m54(+2.5) 酒井　健太郎(4) 3m53(+0.9) 間瀬　仁(4) 3m53(+1.4) 石原　虎二郎(4) 3m52(+0.9) 水野　　頌大(4) 3m31(+1.6)
ＪＡＣ武豊 公認3m95(+1.4) ＪＡＣ武豊 蒲郡クラブ 刈谷ＡＣ 公認3m40(+0.8) 布袋陸上クラブ ＴＦＣ半田 安城ＢＭＡＣ 東浦ＡＣ
増田　敬亮(4) 40m86 鈴木　琥太郎(4) 40m72 廣瀬　行成(4) 39m75 竹内　羽琉(4) 37m43 木下　羽琉(4) 35m89 古橋　弦大(4) 34m60 清田　琉生(4) 33m76 朝倉　侑哉(4) 33m37
安城ＢＭＡＣ ＴＳＭ いっしき陸上 蒲郡クラブ 布袋陸上クラブ 成岩ＳＣ陸上 ＪＡＣあつみ ＴＳＭ
田島　七里香(5) 14.41 小酒井　結菜(5) 14.46 菅沼　梨瑚(5) 14.65 小原　すずか(5) 14.66 嶋　結菜(5) 14.82 伊藤　千夏(5) 14.86 熊本　彩(5) 14.86 今村　静来(5) 14.98
ＴＳＭ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＴＴランナーズ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 尾張ランスタークラブ
土居　幸愛(6) 13.04 北田　野々花(6) 13.43 黒田　茜音(6) 13.68 藤江　美空(6) 13.70 井貝　華央(6) 13.71 藤井　鈴奈(6) 13.72 中野　知咲(6) 13.74 杉本　遥(6) 13.75
岡崎ＪＡＣ 岡崎ＪＡＣ とよたＡＣ 岡崎ＪＡＣ ＡＣ一宮 岡崎ＪＡＣ 豊橋陸上クラブ ＡＣ一宮
中西　百萌佳(6) 13.18 荒川　由奈(6) 13.82 坂井　寿々(6) 13.87 矢野　萌果(6) 13.96 坂口　由花(6) 13.98 佐野　萌々春(6) 14.11 辻　美羽(6) 14.17 山上　瑞季(6) 14.22
ＴＳＭ たかはま陸上 ＴＳＭ ＴＳＭ ＴＳＭ 豊川ＡＣ 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ
二村　菜津乃(6) 1m30 木村　海優(6) 1m25 今井　亜美(6) 1m25 高橋　穂月(6) 1m20 堀　丹音(6) 1m20 柏﨑　真和(6) 1m20
ＴＳＭ 知立ジュニア 上郷ＪＡＣ 蒲郡クラブ 豊川ＡＣ 作野ＡＣ

伊藤　圭菜(6) 1m25
ＴＳＭ
山内　梨聖(5) 1m25
なごや陸上

菅沼　瑠璃(6) 4m72(+2.7) 内田　紫野(6) 4m58(+1.5) 田上　ゆい(6) 4m40(+0.9) 大嶋　心寧(6) 4m29(+0.9) 小畠　嘉恩(6) 4m28(+1.9) 武井　葉夏(5) 4m27(+0.5) 池田　りの(6) 4m13(+0.8) 榊原　未彩(6) 4m00(+0.4)
田原陸上クラブ 公認4m68(+0.7) 蒲郡クラブ 大須ＡＣ ＪＡＣ武豊 ハイテクAC なごや陸上 豊橋陸上クラブ たかはま陸上
清田　朋花(6) 47m56 堤　陽菜(6) 44m56 木村　優星(5) 43m72 中田　瑠乃(6) 42m14 川﨑　菜瑞奈(6) 41m53 青木　来々愛(6) 41m08 河合　里奈(6) 38m70 村中　志穂(6) 38m66
ＪＡＣあつみ PR 東郷ＡＣ PR 知立ジュニア PR 橘ＡＣ 知立ジュニア たかはま陸上 知立ジュニア 稲沢ＡＣ
佐藤　俐有(4) 8.01(-1.6) 花井　愛唯(4) 8.19(-0.8) 手嶋　咲貴(4) 8.23(-1.2) 河合　美駒(4) 8.23(-0.8) 岸本　侑里(4) 8.25(-1.6) 石田　彩桜(4) 8.30(-1.6) 加藤　愛菜(4) 8.30(-0.8)
田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 安城ジュニア 豊橋陸上クラブ ＴＳＭ ＴＳＭ 豊橋陸上クラブ

松原　帆南(4) 8.25(-1.2)
安城ジュニア

安江　舞莉(4) 3m58(+0.8) 寺戸　彩純(4) 3m38(+1.1) 三浦　蜜華(4) 3m37(+1.5) 梶川　真鈴(4) 3m26(+0.8) 高木　遥汐(4) 3m16(+1.4) 林　彩夢(4) 3m08(+1.2) 田中　笑緒(4) 3m08(+0.6) 酒井　七聖(4) 3m06(+0.6)
ＯＢＵエニスポ ＯＢＵエニスポ ＪＡＣ武豊 へきなん陸上 ＯＢＵエニスポ 西尾ＡＣＪｒ 日進ＲＣ ＪＡＣ武豊
中村　文香(4) 34m13 河合　南菜(4) 31m09 高木　海羽(4) 28m85 山川　智加(4) 26m57 寄田　暖華(4) 19m98 永谷　風結(4) 19m78
ＴＳＭ PR ＪＡＣあつみ PR 十四山体育クラブ 知立ジュニア 安城北部小 いっしき陸上
ＡＣ一宮 51.93 安城ジュニア 53.22 豊橋陸上クラブ 53.70 田原陸上クラブ 55.49 ＪＡＣあつみ 56.49 ＴＳＭ 56.50 東浦ＡＣ 57.04 トライルＡＣ 57.42
中西　尊琉(6) 岡田　拓也(6) 山本　凌平(6) 菰田　歩夢(6) 清田　竜之介(6) 江崎　光輝(6) 佐々木　悠人(6) 渡邊　涼介(6)
佐藤　元哉(6) 加藤　真浩(6) 橋本　結友(6) 三浦　宙(6) 小川　颯(6) 織田　友寛(6) 古賀　　藍翔(6) 安田　涼平(6)
池田　駿大(6) 杉山　海月(6) 冨山　詞央(6) 田中　瑛一(6) 清田　虎太朗(6) 青山　幸平(6) 近藤　　羽流(6) 山田　智仁(6)
石田　大河(6) 高木　海佑(6) 塚本　泰晟(6) 後藤　栄作(6) 高橋　寛汰(6) 亀山　聡太(6) 米川　　悠貴(6) 加藤　嗣道(6)
岡崎ＪＡＣ 52.19 豊橋陸上クラブ 54.16 ＴＳＭ 54.39 安城ジュニア 55.35 ＡＣ一宮 55.40 田原陸上クラブ 55.68 ハイテクAC 56.93 豊川ＡＣ 57.02
藤井　鈴奈(6) GR 大場　琴華(6) 坂口　由花(6) 薮　泉月(6) 小島　希望(6) 田中　愛彩(6) 小畠　嘉恩(6) 佐野　萌々春(6)
土居　幸愛(6) 加藤　愛結(6) 坂井　寿々(6) 神谷　莉子(6) 杉本　遥(6) 菅沼　瑠璃(6) 時吉　七海(6) 今泉　亜純(6)
藤江　美空(6) 森山　夢菜(6) 矢野　萌果(6) 安藤　楓良(6) 山崎　美祐(6) 小松　璃野(6) 酒井　杏菜(6) 夏目　紗彩(6)
北田　野々花(6) 中野　知咲(6) 中西　百萌佳(6) 平林　京果(6) 井貝　華央(6) 彦坂　美玖(6) 和佐田　真広(6) 堀　丹音(6)
豊橋陸上クラブ 56.23 安城ジュニア 56.25 ＴＳＭ 57.46 田原陸上クラブ 57.69 東浦ＡＣ 58.89 豊橋陸上クラブ Ｂ 58.99 浄水ＡＣ 1:00.06 ＪＡＣあつみ 1:01.48
小酒井　結菜(5) 新家　あさひ(5) 脇田　サラ愛香(5) 石倉　実侑(5) 藤本　　梨々華(5) 鈴木　愛良(5) 羽根田　優梨亜(5) 河合　姫星(5)
小原　すずか(5) 松浦　加奈(5) 田島　七里香(5) 伊藤　千夏(5) 吉川　　姫織(5) 熊本　彩(5) 森　千莉(5) 片山　由梨(5)
大場　万央(5) 堀　紘輝(5) 岩本　清成(5) 杉原　明成(5) 佐々木　康太郎(5) 渡辺　翔大(5) 高橋　舜人(5) 田中　青波(5)
寺下　頼檜(5) 松永　航太朗(5) 天野　友貴(5) 伊藤　結太(5) 中山　　二千翔(5) 奥村　思波(5) 山田　来夢(5) 石倉　滉己(5)
安城ジュニア 59.80 田原陸上クラブ 1:00.02 ＴＳＭ Ｂ 1:00.68 ＴＳＭ 1:01.28 大須ＡＣ 1:01.89 田原陸上クラブ Ｂ 1:02.37 安城ジュニア Ｂ 1:02.60 布袋陸上クラブ Ｂ 1:02.74
松原　帆南(4) 渡辺　栞夏(4) 石田　彩桜(4) 菊田　彩(4) 小川　心優(4) 山上　夢乃(4) 大山　莉奈(4) 神崎　七星(4)
手嶋　咲貴(4) 佐藤　俐有(4) 岸本　侑里(4) 中村　文香(4) 星川　琴々音(4) 花井　愛唯(4) 三戸　佳穂子(4) 岩田　帆海(4)
山崎　鉄馬(4) 藤村　航成(4) 桂木　遥都(4) 杉浦　碧(4) 糸原　龍海(4) 寺田　淳珠(4) 近藤　淳貴(4) 木下　羽琉(4)
平林　駿登(4) 鈴木　琉聖(4) 三井　隆正(4) 鈴木　琥太郎(4) 田中　俊介(4) 山田　優我(4) 脇山　善(4) 森　悠真(4)

凡例  PR:県小学生記録 GR:大会記録

6月19日 小学4年混合4X100mR

6月19日 小学6年男子4X100mR

6月19日 小学6年女子4X100mR

6月19日 小学5年混合4X100mR

6月19日 小学4年女子50m

6月19日 小学4年女子走幅跳

6月19日
小学4年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

6月19日 小学共通女子走高跳

6月19日 小学共通女子走幅跳

6月19日
小学共通女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

6月19日
小学5年女子100m

風：+0.1

6月19日
小学6年女子100m

風：-0.2

6月19日
小学共通女子80mH(0.0700m)

風：-0.7

6月19日 小学4年男子50m

6月19日 小学4年男子走幅跳

6月19日
小学4年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

6月19日 小学共通男子走高跳

6月19日 小学共通男子走幅跳

6月19日
小学共通男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

8位

6月19日
小学5年男子100m

風：+0.4

6月19日
小学6年男子100m

風：-1.4

6月19日
小学共通男子80mH(0.0700m)

風：-1.0

第３２回全国小学生陸上競技交流大会愛知県予選会 【15220110】
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