
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　幸人

ス タ ー ト 審 判 長 森園　知博

跳 躍 審 判 長 中尾　洋一
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記 録 主 任 阿部　哲也

日付 種目

杉浦　崇義(3) 8.42(-1.6) 中村　凌大(3) 8.65(-1.7) 中川　琉汰(3) 8.83(-1.6) 高見　宗作(3) 8.85(-1.6) 山岸　厚仁(3) 9.20(-1.6) 杉浦　丈晴(3) 9.20(-3.1) 横山　湧(3) 9.23(-1.6) 平川　寛樹(3) 9.27(-1.6)

TSM岡崎 安城JAC たかはま陸上 TSM岡崎 TSM岡崎 安城BMAC たかはま陸上 TSM岡崎

倉地　康介(4) 7.97(+2.4) 田澤　桜二郎(4) 8.01(+2.4) 石川　蒼唯(4) 8.08(+2.4) 鈴木　愛将(4) 8.10(+0.3) 木原　渉塁(4) 8.14(+2.4) 小田　智葵(4) 8.19(+2.4) 手嶋　修一(4) 8.23(+1.1) 西　蒼汰朗(4) 8.26(-0.3)

安城JAC TSM岡崎 安城JAC 上郷JAC 安城JAC 浄水AC 西尾ＡＣＪｒ　 TSM岡崎

小野　真大(5) 13.58(+1.4) 服部　仁弥(5) 14.09(+1.4) 岡本　紘太朗(5) 14.42(+1.4) 久野　永遠(5) 14.43(+1.4) 藤田　唯央(5) 14.75(+1.4) 足立　拡都(5) 14.81(+1.2) 生田　昌長(5) 14.93(+1.4) 髙須　蒼矢(5) 15.33(0.0)

安城JAC 安城JAC 安城JAC 安城JAC TSM岡崎 TSM岡崎 YMN 作野AC

久野　聡(6) 12.77(-1.9) 須網　亮太(6) 13.11(-1.9) 須網　佑太(6) 13.59(-1.9) 百﨑　蒼太(6) 13.72(-1.9) 平林　駿登(6) 13.85(-1.9) 近藤　淳貴(6) 13.89(-1.9) 丹羽　咲弥(6) 14.04(-1.9) 山崎　鉄馬(6) 14.06(-1.0)

上郷JAC TSM岡崎 TSM岡崎 安城JAC 安城JAC 安城JAC 安城JAC 安城JAC

藤田　唯央(5) 13.75 加藤　侑貞(5) 16.01 和田　宗大(5) 16.06 林　竜叶(5) 17.23 山口　朝陽(5) 18.54 山中　優汰(5) 18.70 渡辺　陽太(5) 18.99 小堀　温仁(5) 19.15

TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 知立ジュニア 安城北部小学校 知立ジュニア たかはま陸上

横山　拳(6) 14.20(-0.7) 三田　唯人(6) 15.10(-0.7) 古賀　雅也(6) 15.11(-0.7) 神田　悦士(6) 15.18(-1.1) 佐野　颯太(6) 15.83(-0.7) 野上　歩積(6) 16.11(-1.1) 下田　直澄(6) 16.31(-1.1) 田代　陸耶(6) 17.82(-1.1)

TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 桜町 へきなん陸上 作野AC

安城JACA 52.59 TSM岡崎A 54.43 上郷JAC 54.79 安城JACB 55.20 たかはま陸上A 56.12 作野ACA 57.35 ハイテクＡＣ 57.67 たかはま陸上B 58.54

丹羽　咲弥(6) 須網　佑太(6) 羽根　早玖哉(6) 岡本　紘太朗(5) 杉浦　陽生(6) 岩月　龍也(6) 平林　和磨(6) 前田　蒼汰(6)

平林　駿登(6) 須網　亮太(6) 木村　光志郎(6) 脇山　善(6) 北岡　知也(6) 瀧頭　唯稀(6) 吉田　蓮太郎(6) 宮田　来樹(6)

近藤　淳貴(6) 三田　唯人(6) 鈴木　温也(6) 天野　夢人(6) 小林　大倭(6) 中川　嶺(6) 谷口　海斗(6) 今村　柚貴(6)

百﨑　蒼太(6) 杉浦　颯志(6) 久野　聡(6) 山崎　鉄馬(6) 早川　吏一(6) 田代　陸耶(6) 三宅　結貴(6) 岩下　颯真(6)

渡辺　李生(6) 1m20 神田　悦士(6) 1m15 佐野　颯太(6) 1m10 井上　真尋(6) 1m05

へきなん陸上 TSM岡崎 TSM岡崎 作野AC

横山　拳(6) 1m15

TSM岡崎

中嶋　優晴(4) 3m39(0.0) 瀬野　一真(4) 3m26(+0.2) 田澤　桜二郎(4) 3m23(-0.8) 奥野　翔太(4) 3m16(-0.7) 細井　新(4) 3m13(-1.4) 手嶋　修一(4) 3m08(-1.9) 柴田　哲平(4) 3m08(+0.3) 磯﨑　陵太(4) 3m07(-0.4)

たかはま陸上 作野AC TSM岡崎 作野AC 刈谷ＡＣ 西尾ＡＣＪｒ　 西尾ＡＣＪｒ　 たかはま陸上

柏﨑　祐毅(5) 4m19(-0.9) 足立　拡都(5) 3m90(-0.5) 石川　健太(5) 3m60(+0.1) 田中　水樹(5) 3m46(-0.1) 時吉　智矢(5) 3m45(+0.1) 中島　陸(5) 3m42(-0.2) 村上　英駿(5) 3m11(+0.2) 河野　敬汰(5) 2m89(0.0)

作野AC TSM岡崎 へきなん陸上 安城北部小学校 TSM岡崎 知立ジュニア 作野AC 西尾ＡＣＪｒ　

椙山　泰輔(6) 4m93(+1.7) 今村　柚貴(6) 4m68(+0.4) 藤原　叶大(6) 4m39(+0.1) 山本　怜汰郎(6) 4m11(-0.1) 畔柳　大希(6) 4m09(+0.5) 宮田　来樹(6) 4m05(-0.5) 野々山　晄成(6) 3m80(0.0) 日髙　嘉恩(6) 3m78(-0.1)

ハイテクＡＣ たかはま陸上 安城北部小学校 西尾ＡＣＪｒ　 TSM岡崎 たかはま陸上 刈谷ＡＣ いっしき陸上

田中　昌吾(4) 34m30 小池　隆貴(4) 34m24 伊藤　佑馬(4) 34m04 若原　吉希(4) 34m02 森田　英慈(4) 32m19 横尾　天翔(4) 32m06 堤　莉玖(4) 31m45 岡田　啓聖(4) 27m46

安城北部小学校 安城北部小学校 安城北部小学校 安城北部小学校 安城北部小学校 安城北部小学校 たかはま陸上 安城北部小学校

栗田　篤志(5) 43m41 斉藤　佑(5) 41m96 川越　大和(5) 41m82 栁田　祇雄(5) 39m22 加藤　侑貞(5) 37m40 山口　朝陽(5) 37m18 板倉　立樹(5) 35m41 日沼　星七(5) 32m60

安城北部小学校 いっしき陸上 作野AC 作野AC TSM岡崎 知立ジュニア 安城北部小学校 たかはま陸上

廣瀬　行成(6) 49m99 北岡　知也(6) 49m43 河野　朔志(6) 43m63 増田　敬亮(6) 42m21 鈴木　健斗(6) 41m62 鳥居　頼人(6) 39m60 古賀　雅也(6) 39m28 杉山　諒(6) 38m68

いっしき陸上 たかはま陸上 知立ジュニア 安城BMAC 安城北部小学校 安城BMAC TSM岡崎 安城北部小学校

西三河小学生陸上競技選手権大会 【18220570】
豊田市運動公園陸上競技場 【222030】
2018/09/17 ～ 2018/09/17

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

9月17日
小学5年男子80mH

風：+0.8

8位

9月17日 小学5年男子100m

9月17日 小学6年男子100m

9月17日 小学6年男子80mH

9月17日 小学6年男子4X100mR

9月17日 小学6年男子走高跳

9月17日 小学4年男子走幅跳

9月17日 小学5年男子走幅跳

9月17日 小学6年男子走幅跳

9月17日
小学5年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

9月17日
小学6年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

9月17日 小学３年生以下男子50m

9月17日 小学4年男子50m

9月17日
小学4年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投



浅井　暖乃(3) 8.80(-0.4) 田畑　衣織(3) 9.12(-0.4) 和戸　玲美(3) 9.14(-0.4) 福岡　あかね(3) 9.17(-0.4) 柴田　湖春(3) 9.22(+0.9) 前田　のえる(3) 9.33(-3.5) 山本　悠(3) 9.34(+0.9) 松原　七海(3) 9.40(+0.9)

TSM岡崎 TSM岡崎 浄水AC 浄水AC 安城JAC TSM岡崎 安城JAC 安城JAC

筒井　優衣香(4) 8.03(+0.5) 田中　咲有(4) 8.05(+0.5) 平岩　琴葉(4) 8.07(+0.5) 竹内　沙葉(4) 8.12(+0.5) 髙塚　瞳衣(4) 8.22(+0.5) 相田　清良(4) 8.29(+0.5) 後藤　咲心(4) 8.45(0.0) 神谷　菜月(4) 8.46(-0.1)

TSM岡崎 安城JAC 上郷JAC 上郷JAC TSM岡崎 安城JAC 安城JAC へきなん陸上

神谷　朱里(5) 14.29(-2.0) 嶋貫　千滉(5) 14.53(-2.0) 野見山　寧祢(5) 14.59(-2.0) 酒井　日菜子(5) 14.60(-2.0) 山本　遥(5) 14.70(-2.0) 山岸　未來(5) 14.71(-2.0) 米津　海理(5) 14.73(-0.8) 細井　杏菜(5) 14.90(-2.0)

安城JAC 安城JAC NOMIYAMAチーム 安城JAC 安城JAC 安城JAC 安城JAC 安城JAC

加藤　千愛(6) 14.14(+1.0) 仙石　華子(6) 14.31(+1.0) 加藤　ゆら(6) 14.33(+1.0) 髙塚　虹百(6) 14.42(+0.7) ﾜﾈｹｼﾞｼﾞｭﾘｴｯﾄ　杏奈(6) 14.52(+0.7) 手嶋　咲貴(6) 14.62(+1.0) 大和　令奈(6) 14.79(+0.7) 吉本　結羅(6) 14.86(+1.0)

安城JAC 安城JAC 安城JAC TSM岡崎 へきなん陸上 安城JAC TSM岡崎 刈谷ＡＣ

加藤　里奈(5) 15.35(+0.3) 西郷　花音(5) 16.12(+0.3) 菱田　咲貴(5) 16.49(+0.3) 加藤　佑奈(5) 16.57(+0.3) 舩山　侑亜(5) 16.99(-0.7) 北田　愛佳(5) 17.71(+0.3) 横井　希夏(5) 17.80(-0.7) 浅井　仁美(5) 18.43(-0.7)

知立ジュニア 安城北部小学校 TSM岡崎 知立ジュニア TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 たかはま陸上

髙塚　虹百(6) 13.59(+2.0) 成田　雛乃(6) 14.42(+2.0) 那波　瞳(6) 14.50(+2.0) 青山　未怜(6) 14.82(+2.0) 新美　千穂(6) 15.91(+2.0) 岡本　沙也加(6) 16.21(+2.0) 中山　綾乃(6) 16.36(-1.6) 髙木　杏珠(6) 16.69(-1.6)

TSM岡崎 TSM岡崎 安城北部小学校 いっしき陸上 へきなん陸上 へきなん陸上 TSM岡崎 TSM岡崎

安城JACA 54.91 安城JACC 56.79 へきなん陸上A 57.71 TSM岡崎 57.86 安城JACB 58.28 へきなん陸上B 1:00.87 ハイテクＡＣ 1:01.16 たかはま陸上A 1:01.62

仙石　華子(6) 細井　杏菜(5) 新美　千穂(6) 大和　令奈(6) 松原　帆南(6) 中原　麻友(6) 中島　結愛(6) 清水　柚奈(6)

手嶋　咲貴(6) 酒井　日菜子(5) ﾜﾈｹｼﾞｼﾞｭﾘｴｯﾄ　杏奈(6) 髙塚　虹百(6) 都築　美愛(6) 小関　望愛(6) 岡部　陽奈(6) 牧野　桃花(6)

加藤　ゆら(6) 山本　遥(5) 田村　千奈(6) 松原　愛実(6) 石川　史織(6) 佐野　美優(6) 谷口　帆乃采(6) 酒向　桃羽(6)

加藤　千愛(6) 山岸　未來(5) 岡本　沙也加(6) 成田　雛乃(6) 福井　花乃(6) 石田　花奈(6) 中野　希望(6) 浅井　仁美(5)

渡辺　星奈(5) 1m10 清水　真菜美(5) 1m05 山田　亜采(5) 1m00

へきなん陸上 安城北部小学校 知立ジュニア

大岡　愛佳(6) 1m25 田村　千奈(6) 1m20 成田　雛乃(6) 1m20 竹本　瑠莉(6) 1m15 大和　令奈(6) 1m15 神谷　明依(6) 1m10

作野AC へきなん陸上 TSM岡崎 作野AC TSM岡崎 たかはま陸上

牧野　桃花(6) 1m10

たかはま陸上

神谷　莉緒奈(6) 1m10

安城北部小学校

筒井　優衣香(4) 3m42(-0.3) 伊藤　陽南(4) 3m42(+0.1) 髙塚　瞳衣(4) 3m33(-0.8) 安藤　胡桃(4) 3m27(-0.2) 藤田　恋羽(4) 3m15(-0.4) 尾形　菜月(4) 3m08(+0.4) 牧野　ひまり(4) 2m89(+0.3) 鈴木　空桜(4) 2m89(-0.8)

TSM岡崎 知立ジュニア TSM岡崎 たかはま陸上 TSM岡崎 浄水AC たかはま陸上 TSM岡崎

磯貝　心暖(5) 3m89(0.0) 加藤　佑奈(5) 3m83(-1.4) 近藤　愛(5) 3m59(+0.4) 赤川　恭音(5) 3m40(-0.5) 舩山　侑亜(5) 3m35(+0.8) 四戸　実子(5) 3m31(-0.1) 山口　果笑(5) 3m24(-0.8) 榎島　明日香(5) 3m20(-1.7)

たかはま陸上 知立ジュニア TSM岡崎 ハイテクＡＣ TSM岡崎 ハイテクＡＣ へきなん陸上 作野AC

岡部　陽奈(6) 3m91(-0.5) ﾜﾈｹｼﾞｼﾞｭﾘｴｯﾄ　杏奈(6) 3m90(+0.1) 山本　恭加(6) 3m60(-0.6) 石田　花奈(6) 3m53(+0.1) 林　彩夢(6) 3m50(+0.9) 新美　千穂(6) 3m46(-0.5) 針生　桜彩(6) 3m39(+0.1) 梶川　真鈴(6) 3m37(-1.1)

ハイテクＡＣ へきなん陸上 TSM岡崎 へきなん陸上 西尾ＡＣＪｒ　 へきなん陸上 へきなん陸上 へきなん陸上

夏目　純佳(4) 37m16 山本　星姫(4) 34m74 鈴木　菜央(4) 25m67 堤　日子(4) 24m08 上村　心葵(4) 16m99 小池　紗和歌(4) 14m43 鈴木　彩生(4) 13m89 榊　亜子(4) 12m27

TSM岡崎 TSM岡崎 TSM岡崎 安城BMAC 安城北部小学校 安城北部小学校 知立ジュニア 知立ジュニア

加藤　里奈(5) 34m43 新開　愛純(5) 33m73

知立ジュニア TSM岡崎

清水　陽由(6) 39m63 山川　智加(6) 37m89 松原　愛実(6) 35m16 村田　茉優(6) 30m61 渥美　佑菜(6) 28m88 小関　望愛(6) 28m68 佐野　美優(6) 28m53 青山　未怜(6) 27m76

安城北部小学校 知立ジュニア TSM岡崎 安城北部小学校 桜町 へきなん陸上 へきなん陸上 いっしき陸上

安城JACA 1:00.20 TSM岡崎A 1:01.74 上郷JAC 1:02.41 TSM岡崎B 1:02.92 たかはま陸上A 1:04.62 作野ACA 1:04.91 安城北部小学校A 1:05.48 安城北部小学校B 1:06.90

田中　咲有(4) 髙塚　瞳衣(4) 平岩　琴葉(4) 黒柳　紗依(4) 石川　琉惟(4) 小野　栞(4) 杉山　莉彩(4) 稲垣　咲也花(4)

相田　清良(4) 筒井　優衣香(4) 竹内　沙葉(4) 山本　星姫(4) 安藤　胡桃(4) 西村　夕(4) 上村　心葵(4) 江坂　仁菜(4)

石川　蒼唯(4) 山﨑  　澪生(4) 上村　泰輝(4) 許田　響(4) 早川　宗汰(4) 阿部　蒼馬(4) 森田　英慈(4) 上尾　碧月(4)

倉地　康介(4) 田澤　桜二郎(4) 久野　巧(4) 西　蒼汰朗(4) 中嶋　優晴(4) 田中　大翔(4) 伊藤　佑馬(4) 田中　昌吾(4)

安城JACA 54.53 安城JACB 57.53 TSM岡崎A 59.27 知立ジュニアA 1:00.45 ハイテクＡＣ 1:01.77 たかはま陸上A 1:01.92 作野ACA 1:01.93 安城北部小学校 1:02.19

嶋貫　千滉(5) 米津　海理(5) 北田　愛佳(5) 加藤　里奈(5) 四戸　実子(5) 山崎　有結(5) 南谷　唯夏(5) 鈴木　百華(5)

神谷　朱里(5) 時任　陽菜(5) 新開　愛純(5) 加藤　佑奈(5) 赤川　恭音(5) 磯貝　心暖(5) 河井　夢里菜(5) 西郷　花音(5)

服部　仁弥(5) 久野　永遠(5) 足立　拡都(5) 渡辺　陽太(5) 久保井　健斗(5) 小堀　温仁(5) 髙須　蒼矢(5) 田中　水樹(5)

小野　真大(5) 栗田　真陽路(5) 藤田　唯央(5) 中島　陸(5) 松本　新(5) 日沼　星七(5) 柏﨑　祐毅(5) 栗田　篤志(5)
凡例 

9月17日 小学5年女子80mH

9月17日 小学6年女子80mH

9月17日 小学5年女子100m

9月17日 小学6年女子100m

9月17日 小学6年女子走幅跳

9月17日 小学6年女子4X100mR

9月17日 小学5年女子走高跳

9月17日 小学6年女子走高跳

9月17日 小学３年生以下女子50m

9月17日 小学4年女子50m

9月17日
小学4年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

9月17日 小学4年女子走幅跳

9月17日 小学5年女子走幅跳

9月17日 小学5年混合4X100mR

9月17日
小学5年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

9月17日
小学6年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

投

9月17日 小学4年混合4X100mR


