
日付 種目
平松　大雅  7.88 星野　佑汰  8.13 (+0.5) 伊藤　琳大郎  8.14 (-0.5) 神谷　唯斗  8.22 (-0.5) 田中　典真  8.25 徳増　晃希  8.28 (+0.1) 森下　龍雅  8.30 (-0.5) 高橋　亮祐  8.31 (-0.3)

豊川AC 豊川AC 豊橋陸上クラブ 豊川AC ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＴＴランナーズ

田中　大和  3.17 (+0.8) 柏原　京平  3.06 (+0.8) 神谷　厚吉  2.94 (+1.1) 鈴木　徠  2.25 (+0.1)

ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ

渡辺　拓志  33.97 清田　楓麻  33.89 片山　瑛翔  30.16 木戸　悠太  27.34

豊川AC ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ

鈴木　琉聖  14.04 (+1.8) 大武　滉征  14.36 (+1.8) 渡辺　颯  14.51 (+1.8) 三矢　悠人  14.82 (+1.8) 川西　優輝  14.89 (+1.8) 市川　陸仁  14.93 (+1.8) 沓名　修吾  14.93 (+1.8) 小林　直喜  15.02 (+1.8)

田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＴＴランナーズ ＴＴランナーズ 豊橋陸上クラブ 蒲郡クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

太田　真洋  3.81 (+1.0) 菅沼　岳  3.78 (+0.8) 馬替　恵士  3.70 (+0.5) 田中　大雅  3.56 (+0.6) 川口　周真  3.52 (+0.1) 朝倉　快信  2.99 (+0.1)

ＪＡＣあつみ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

寺下　頼檜  13.83 (+0.1) 伊藤　結太  13.94 (+0.1) 大場　万央  14.11 (+0.1) 渡辺　翔大  14.17 (+0.1) 杉原　明成  14.31 (+0.1) 山本　琉誠  14.44 (+0.1) 鈴木　優太  14.45 (+0.1) 竹森　斗渉  14.47 (+0.1)

豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＴＴランナーズ 豊橋陸上クラブ

川越　友哉  15.25 (+1.4) 山本　慎二朗  16.74 (+1.4) 小田　達平  20.19 (+1.4)

田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 蒲郡クラブ
豊橋陸上クラブＡ  54.54 田原陸上クラブ  57.15 蒲郡クラブＡ  59.12 蒲郡クラブＣ  1:04.40

山本　琉誠 夏目　直英 竹内　実陽 酒井　鉄平

大場　万央 杉原　明成 河井　壱樹 鳥居　大暉

渡辺　翔大 川越　友哉 島田　優大 久世　蒼空

寺下　頼檜 伊藤　結太 稲吉　孝明 深谷　竜依

鈴木　駿介  1.25 白井　龍  1.20

豊川AC 新城陸上教室

外山　晏気  4.62 (+0.5) 稲吉　孝明  4.22 (+1.2)

豊川AC 蒲郡クラブ

鬼頭　孝征  50.96 木村　慶多  48.06 荻野　悠生  44.10 片岡　風斗  39.60 山田　輝  37.17 竹内　羽琉  37.01 小田　悠太郎  36.14 木戸　龍之介  36.05

ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ 蒲郡クラブ 豊川AC ＪＡＣあつみ 蒲郡クラブ 豊川AC ＪＡＣあつみ

石川　櫻花  8.02 (+1.4) 三好　澄果  8.30 (-0.2) 石川　柚果  8.31 (+0.2) 渥美　紅芭  8.34 (-0.4) 皆上　友希乃  8.35 (+1.4) 新庄　真子  8.43 (-0.4) 都築　夢叶  8.46 (+0.2) 市川　心々音  8.49 (+1.4)
豊橋陸上クラブ ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊川AC SR 蒲郡クラブ

村松　杏音  8.49 (+0.2)
豊橋陸上クラブ

堀　和月  3.28 (+0.2) 糟谷　朋葉  3.25 (+0.4) 水野　愛美梨  3.13 (+1.4) 長尾　杏奈  3.09 (+0.1) 石倉　苺奈  2.97 (+0.2) 石内　愛  2.63 (+0.1) 小久保　香  2.55 (+1.2)

豊川AC ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ 新城陸上教室 ＪＡＣあつみ

清田　彩月  21.67

ＪＡＣあつみ

佐藤　俐有  14.08 (+1.1) 加藤　愛菜  14.38 (+1.1) 渡辺　栞夏  14.47 (+1.1) 花井　愛唯  14.47 (+1.1) 河合　美駒  14.86 (+1.1) 高津　采里  14.88 (+1.1) 眞田　あこ  14.89 (+1.1) 辻　柚子奈  14.96 (+1.1)

田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

竹島　桃菜  17.40 (+0.9) 田中　咲甫  18.51 (+0.9) 西野　七海  18.74 (+0.9)

豊橋陸上クラブ 蒲郡クラブ 田原陸上クラブ

平原　明歩  1.20
田原陸上クラブ

向坂　裕香  3.45 (+0.1) 山上　夢乃  3.43 (+0.2) 行田　果奈朋  3.39 (+0.1) 柳田　明日美  2.75 (+0.3)
豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

伊藤　千夏  13.55 (+1.2) 熊本　彩  13.60 (+1.2) 嶋　結菜  13.65 (+1.2) 小酒井　結菜  13.75 (+1.2) 片山　由梨  13.82 (+1.2) 菅沼　梨瑚  13.84 (+1.2) 小原　すずか  13.92 (+1.2) 小久保　綾華  14.22 (+1.2)

田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＴＴランナーズ 豊橋陸上クラブ ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＪＡＣあつみ

河合　姫星  13.86 (+0.4) 牛田　麻琴  15.30 (+1.5) 牧原　凪芭  16.70 (+1.5) 西山　未桜  17.43 (+0.4) 角谷　育美  18.01 (+0.1) 小山　紗里奈  18.38 (+0.1)

ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ 蒲郡クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

河合　くるみ  4.05 (+0.1) 吉田　花野  3.78 (+1.2) 小川　真央  3.58 (+1.3) 市川　愛萌  3.58 (+0.9)

豊川AC SR 豊川AC SR ＪＡＣあつみ 蒲郡クラブ

主催団体名 東三河陸上競技協会 陸協名 東三河陸上競技協会

競技会名 第１８回東三河小学生リレー競走大会
期日・時刻 2017/5/14 審判長 兵藤重二

競技場名 豊川市陸上競技場 記録主任 伊藤朝一　永井祥也
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豊橋陸上クラブＡ  53.51 ＪＡＣあつみ  56.11 田原陸上クラブＡ  56.14 豊川ACA  57.92 ＴＴランナーズ  59.65 田原陸上クラブＢ  59.97 蒲郡クラブ  1:00.99 豊川ACB  1:04.46

菅沼　梨瑚 河合　姫星 緒方　歩姫 浜島　莉乃 酒井　玲奈 浜田　萌花 市川　愛萌 羽田野　百椛

小酒井　結菜 小久保　綾華 伊藤　千夏 日髙　寿音 加藤　美咲 横江　ひかり 牧原　百芭 橋本　真結子

小原　すずか 小川　真央 河合　夏希 河合　くるみ 伊藤　詩麻 西尾　帆乃花 牧原　凪芭 佐原　千輪

熊本　彩 片山　由梨 石倉　実侑 吉田　花野 嶋　結菜 皆越　咲彩 松下　美和 橋本　妃菜

横江　ひかり  40.88 河合　南菜  38.82 久保　凛奈  38.78 森田　好映  20.43
田原陸上クラブ ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ 豊川AC
豊橋陸上クラブＡ  1:01.33 豊川ACA  1:02.36 豊橋陸上クラブＢ  1:03.40 田原陸上クラブ  1:03.41 ＪＡＣあつみＡ  1:03.53 豊橋陸上クラブＣ  1:04.38 豊橋陸上クラブＤ  1:04.66 ＪＡＣあつみＢ  1:06.63

石川　櫻花 都築　夢叶 中村　圭琳 釣釜　楓歩 三好　澄果 皆上　友希乃 阿部　心美 高橋　陽香

石川　柚果 堀　和月 新庄　真子 渥美　紅芭 糟谷　朋葉 村松　杏音 池田　侑姫 水野　愛美梨

冨山　一樹 安形　宗士 金子　依楓 林　天心 間瀬　凌成 工藤　玲来 徳増　晃希 清田　楓麻

伊藤　琳大郎 星野　佑汰 森下　龍雅 鈴江　温大 田中　典真 鈴木　稀己 岩堀　倭 渡會　陵斗
田原陸上クラブＡ  57.59 豊橋陸上クラブＡ  57.68 豊橋陸上クラブＢ  58.49 田原陸上クラブＢ  59.93 豊橋陸上クラブＣ  1:00.44 豊橋陸上クラブＤ  1:00.71 蒲郡クラブ  1:01.12 田原陸上クラブＣ  1:01.53

佐藤　俐有 辻　柚子奈 斉藤　ゆずな 高津　采里 鈴木　瑠利子 川岸　芽依 星野　夏凛 眞田　あこ

渡辺　栞夏 加藤　愛菜 河合　美駒 花井　愛唯 高岸　佑奈 坂本　葉月 高橋　香里奈 川合　佐和

藤村　航成 大武　滉征 小林　直喜 寺田　淳珠 都築　竣吏 大河戸　晴斗 竹内　羽琉 田中　大雅

鈴木　琉聖 川西　優輝 沓名　修吾 林　天志郎 鎌戸　煌大 原田　直亮 市川　陸仁 土谷　倭史

本明　勇歩  8.56 (-1.6) 近藤　颯哉  8.80 (+1.5) 籔田　竜史朗  8.92 (+1.5) 伊藤　快  9.14 (+1.5) 大塚　翔太  9.42 (-1.6) 戸苅　洋太  9.80 (-1.6) 安達　恭也  9.83 (+1.5)

蒲郡クラブ 豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊川AC

田中　壱斎  9.14 (-1.6)

豊川AC

田中　武蔵  2.83 (+0.3) 加藤　考喜  2.75 (+0.2)

ＪＡＣあつみ 豊川AC

松本　晴佳  8.63 久保　結愛  9.10 田中　奏好  9.12 (-1.2) 小田　芽生  9.37 (-1.2) 山下　真緒  9.67 (-1.2) 橋詰　優杏  9.70 (-1.2) 高瀬　紗羅  9.74

豊川AC 豊川AC 豊川AC 蒲郡クラブ 豊川AC 豊川AC ＪＡＣあつみ

小久保　茉耶  9.10 (-1.2)

ＪＡＣあつみ

林　采来采  2.49 (+0.1)

ＪＡＣあつみ
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