
日付 種目
澤村　斗唯(4)  7.88 (+0.7) 今泉　成聖(4)  8.02 (-0.7) 清水　翔介(4)  8.14 (+1.6) 村田　洋望(4)  8.15 (-0.7) 長岡　碧(4)  8.18 (+1.1) 近藤　颯哉(4)  8.19 (+0.7)

新城陸上教室 豊川AC 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊川AC
小林　大晟(4)  8.15 (+1.1)

新城陸上教室
吉田　直生(4)  8.15 (-0.7)

田原陸上クラブ

杉浦　蒼生(4)  3:26.30 籔田　竜史朗(4)  3:34.34 村田　空偉(4)  3:46.32 小川　武琉(4)  3:56.73 都築　飛翔(4)  4:04.10 林　蒼大(4)  4:14.90 鈴木　智也(4)  4:28.31

蒲郡クラブ 豊川AC 新城陸上教室 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊川AC 豊川AC

小林　航大(4)  3.29 (+0.5) 廣瀬　蒼介(4)  3.10 (+1.3) 東風平　侑希(4)  3.08 (+0.5) 田中　武蔵(4)  2.76 (+0.7) 安藤　雅浩(4)  2.76 (0.0)

豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ

加藤　考喜(4)  28.65 中神　蒼一朗(4)  28.52

豊川AC 田原陸上クラブ

星野　佑汰(5)  14.24 (+1.2) 山村　瑠(5)  14.28 (+1.2) 森下　龍雅(5)  14.37 (+1.2) 平松　大雅(5)  14.49 (+1.2) 安形　宗士(5)  14.76 (+1.2) 小澤　聡真(5)  14.87 (+1.2) 水元　空(5)  14.94 (+1.2)

豊川AC 新城陸上教室 豊橋陸上クラブ 豊川AC 豊川AC 蒲郡クラブ 豊橋陸上クラブ

前川　心響(5)  4:56.58 松下　獅(5)  4:59.24 中村　柊斗(5)  5:21.15 小倉　天心(5)  5:25.46 浦野　倫生(5)  5:26.48 鈴江　温大(5)  5:30.03 嶋　大雅(5)  5:30.67 小山　武蔵(5)  5:32.45

田原陸上クラブ 蒲郡クラブ 豊川AC 小浜 ＴＴランナーズ 田原陸上クラブ ＴＴランナーズ 蒲郡クラブ

80mH 田中　大和(5)  18.56

1.9 ＪＡＣあつみ

齋藤　悠羽(5)  3.96 (+0.1) 金子　依楓(5)  3.76 (+0.2) 天野　壬(5)  3.72 (-0.5) 柏原　京平(5)  3.55 (+0.2) 清田　楓麻(5)  3.19 (+0.6) 吉本　廉(5)  3.00 (+0.2) 豊田　暁都(5)  2.90 (+0.1)

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

渡辺　拓志(5)  40.26 片山　瑛翔(5)  38.71

豊川AC ＪＡＣあつみ

菊本　成連(6)  12.81 (+0.8) 村松　泰雅(6)  13.18 (+0.8) 河邉　一秀(6)  13.22 (+0.8) 鈴木　琉聖(6)  13.49 (+0.8) 西山　悠雅(6)  13.56 (+0.8) 鎌戸　煌大(6)  13.66 (+0.8) 沓名　修吾(6)  13.76 (+0.8) 大武　滉征(6)  14.03 (+0.8)

豊川AC 豊橋陸上クラブ 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 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

西村　和樹(6)  5:09.42 林　天志郎(6)  5:19.11 太田　尊(6)  5:29.18 上野　絢人(6)  5:43.74 柏木　直人(6)  5:44.16 柏木　隆人(6)  5:51.95 田﨑　功太郎(6)  6:11.00

田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊川AC ＴＴランナーズ ＴＴランナーズ ＴＴランナーズ

牧野　航大(6)  14.38 (+1.9) 藤村　航成(6)  16.38 (+1.9)

豊川AC 田原陸上クラブ

嶋谷　公希(6)  1.20

田原陸上クラブ

鬼頭　孝征(6)  4.71 (+0.2) 鳥居　大暉(6)  4.12 (+1.7) 菅沼　岳(6)  4.07 (+0.1) 酒井　鉄平(6)  4.03 (-0.2) 原田　直亮(6)  3.90 (+0.7) 馬替　恵士(6)  3.73 (+0.1) 永井　漸(6)  3.69 (+0.1) 川口　周真(6)  3.65 (+0.9)

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

片山　塔揮(6)  50.66 加藤　龍喜(6)  30.87

ＪＡＣあつみ 豊川AC

豊橋陸上クラブA  52.99 田原陸上クラブＡ  53.25 豊川AC  53.73 豊橋陸上クラブB  56.16 田原陸上クラブＢ  57.69 蒲郡クラブＡ  57.98 田原陸上クラブＣ  59.93 ＴＴランナーズＡ  1:00.02

鎌戸　煌大(6) 菱川　義史(6) 清水　友貴(6) 都築　竣吏(6) 寺田　淳珠(6) 酒井　鉄平(6) 川口　周真(6) 金田　将直(6)
大武　滉征(6) 河邉　一秀(6) 安達　泰誠(6) 小林　直喜(6) 鳥居　秀吉(6) 市川　陸仁(6) 堀江　勇斗(6) 渡辺　颯(6)
沓名　修吾(6) 西山　悠雅(6) 小林　海音(6) 川西　優輝(6) 藤村　航成(6) 鳥居　大暉(6) 太田　尊(6) 田﨑　功太郎(6)

村松　泰雅(6) 鈴木　琉聖(6) 菊本　成連(6) 田邉　豪埼(6) 林　天志郎(6) 深谷　竜依(6) 菅沼　岳(6) 三矢　悠人(6)

林　妃愛(4)  7.98 (0.0) 松本　晴佳(4)  8.05 勘解由　紗帆(4)  8.13 (0.0) 花井　咲愛(4)  8.17 (+0.4) 佐藤　那有(4)  8.23 布施　一葉(4)  8.36 (0.0) 今泉　花梨(4)  8.39 (-0.1) 平井　友徠々(4)  8.40 (-0.1)

豊橋陸上クラブ 豊川AC 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 豊橋陸上クラブ 田原陸上クラブ

平山　祈空(4)  3:51.60 柳田　麻央美(4)  3:53.33 山口　愛結(4)  3:58.49 鈴江　瑞希(4)  4:05.48 菰田　ひより(4)  4:10.06 鈴木　小町(4)  4:15.86 森　かのん(4)  4:19.59 田中　奏好(4)  4:36.60

豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ ＭＫＦＲＳ 田原陸上クラブ 豊川AC ＭＫＦＲＳ 豊川AC 豊川AC

小久保　茉耶(4)  2.93 (-0.1) 水野　桃花(4)  2.78 (-0.7) 酒井　花梨(4)  2.73 (+0.7) 竹内　ひなの(4)  2.63 (+1.1) 吉本　莉央(4)  2.60 (+0.7) 鳥居　咲良(4)  2.57 (+0.6) 永井　詩乃(4)  2.33 (+0.4)

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

石川　櫻花(5)  14.07 (+0.1) 石川　柚果(5)  14.52 (+0.1) 竹内　茉奈(5)  14.71 (+0.1) 中村　圭琳(5)  14.82 (+0.1) 新庄　真子(5)  14.84 (+0.1) 伊藤　彩莉(5)  14.88 (+0.1) 野宮　夢叶(5)  14.91 (+0.1)

豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊川AC

中村　やよい(5)  5:32.74 菅谷　みつな(5)  5:48.75 稲垣　祐亜(5)  5:49.50 太田　結菜(5)  5:54.65 菅沼　莉桜(5)  5:55.68 大平　明璃(5)  5:55.77 高柳　咲來(5)  6:08.06 海老原　葵(5)  6:16.95

豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊橋陸上クラブ ＭＫＦＲＳ 豊川AC 豊橋陸上クラブ

山本　菜七望(5)  16.66 (+1.8) 平川　望乃華(5)  16.78 (+1.8) 阿部　心美(5)  17.11 (+1.8) 斉藤　ゆりの(5)  18.55 (+1.8) 外山　心結(5)  19.34 (+1.8) 浅岡　莉子(5)  20.09 (+1.8)

豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

石倉　苺奈(5)  1.10

ＪＡＣあつみ

競技会名 第29回　東三河小学生陸上競技選手権大会
期日・時刻 2018年9月16日 審判長 兵藤重二　兵道政明

競技場名 豊橋市陸上競技場 記録主任

主催団体名 東三河陸上競技協会　（財）愛知陸上競技協会 陸協名 東三河陸上競技協会
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日付 種目 8位7位1位 2位 3位 4位 5位 6位
糟谷　朋葉(5)  3.95 (-0.3) 堀　和月(5)  3.71 (+0.2) 長尾　杏奈(5)  3.35 (-0.9) 髙橋　真彩(5)  3.23 (+0.9) 磯貝　和奏(5)  3.23 (-0.2) 高橋　葵(5)  3.17 (+0.5) 荒木　瀬那(5)  3.12 (0.0) 柏屋　ゆう(5)  3.10 (+0.5)

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

清田　彩月(5)  31.86

ＪＡＣあつみ

佐藤　俐有(6)  13.15 (+0.1) 高津　采里(6)  13.30 (+0.1) 加藤　愛菜(6)  13.43 (+0.1) 眞田　あこ(6)  13.80 (+0.1) 岡田　翠(6)  14.00 (+0.1) 河合　美駒(6)  14.02 (+0.1) 斉藤　ゆずな(6)  14.07 (+0.1) 辻　柚子奈(6)  14.88 (+0.1)

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 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

渡辺　栞夏(6)  5:32.68 村松　和奏(6)  5:35.76 鈴江　夏希(6)  5:45.93 小石原　舞(6)  5:48.35 横山　史桜(6)  6:35.35 西野　七海(6)  6:43.14

田原陸上クラブ ＴＳＵＧＵ－ＡＣ 田原陸上クラブ 豊川AC 蒲郡クラブ 田原陸上クラブ

花井　紫歩(6)  14.63 (+1.5) 竹島　桃菜(6)  15.39 (+1.5) 角谷　采紀(6)  17.44 (+1.5)

田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

高橋　香里奈(6)  1.20 山上　夢乃(6)  1.15 佐原　千輪(6)  1.10

蒲郡クラブ 田原陸上クラブ 豊川AC

川合　佐和(6)  4.23 (+0.2) 行田　果奈朋(6)  4.09 (+0.6) 望月　愛理(6)  4.01 (+0.4) 田中　咲甫(6)  3.71 (+0.1) 岡本　陽香(6)  3.61 (-0.3) 荒木　智香(6)  3.27 (-0.5) 向坂　裕香(6)  3.12 (-0.1)

田原陸上クラブ 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 ＪＡＣあつみ 豊橋陸上クラブ

河合　南菜(6)  39.80

ＪＡＣあつみ

田原陸上クラブＡ  52.60 豊橋陸上クラブA  53.54 田原陸上クラブＣ  57.71 田原陸上クラブB  58.46 豊川ACA  1:00.21 蒲郡クラブＡ  1:00.45 ＪＡＣあつみ  1:00.89 豊橋陸上クラブB  1:01.37

眞田　あこ(6) 辻　柚子奈(6) 山上　夢乃(6) 鈴江　夏希(6) 橋本　妃菜(6) 吉見　友李(6) 清田　彩月(5) 津川　愛依(6)
高津　采里(6) 斉藤　ゆずな(6) 平井　夢李華(6) 川合　佐和(6) 橋本　真結子(6) 高橋　香里奈(6) 糟谷　朋葉(5) 鈴木　瑠利子(6)

渡辺　栞夏(6) 河合　美駒(6) 皆越　咲彩(6) 行田　果奈朋(6) 松岡　美佑(6) 田中　咲甫(6) 水野　愛美梨(5) 川岸　芽依(6)
佐藤　俐有(6) 加藤　愛菜(6) 望月　愛理(6) 岡田　翠(6) 中山　晄(5) 星野　夏凛(6) 三好　澄果(5) 小林　楓(6)

豊川AC  1:00.24 豊橋陸上クラブA  1:00.41 豊橋陸上クラブB  1:01.76 田原陸上クラブ  1:01.99 豊橋陸上クラブC  1:02.22 ＴＴランナーズ  1:10.19

久保　結愛(4) 林　妃愛(4) 勘解由　紗帆(4) 平井　友徠々(4) 今泉　花梨(4) 鋤柄　怜那(4)
松本　晴佳(4) 花井　咲愛(4) 布施　一葉(4) 佐藤　那有(4) 高岡　優愛(4) 田﨑　遥佳(4)
今泉　成聖(4) 鳥山　流生(4) 長岡　碧(4) 古橋　旺侑(4) 清水　翔介(4) 八木　快理(4)
近藤　颯哉(4) 森本　幸希(4) 河合　啄摩(4) 吉田　直生(4) 山田　玄貴(4) 松山　綾翔(4)

田原陸上クラブ  57.20 豊川ACA  57.60 豊橋陸上クラブA  57.86 豊橋陸上クラブB  58.23 豊橋陸上クラブC  1:00.10 豊川ACB  1:00.35 蒲郡クラブＡ  1:02.07

藤城　咲(5) 野宮　夢叶(5) 伊藤　彩莉(5) 新庄　真子(5) 石川　柚果(5) 中村　やよい(5) 坂本　朱梨(5)
渥美　紅芭(5) 堀　和月(5) 石川　櫻花(5) 中村　圭琳(5) 竹内　茉奈(5) 太田　結菜(5) 浅井　玲那(5)
鈴江　温大(5) 平松　大雅(5) 森下　龍雅(5) 伊藤　琳大郎(5) 鈴木　稀己(5) 安形　宗士(5) 小林　文汰(5)
巻口　周平(5) 星野　佑汰(5) 水元　空(5) 冨山　一樹(5) 山科　樹輝(5) 渡辺　拓志(5) 牧原　歩希(5)

内藤　湧真(3)  8.72 (-1.3) 杦岡　侑樹(3)  8.84 (-1.3) 佐竹　彪月(3)  8.97 (-1.3) 岩瀬　充槻(3)  9.20 (-1.3) 柴田　陽呂(3)  9.21 (-1.3) 安形　昊士(3)  9.30 (-1.3) 柴田　知希(3)  9.31 (-1.3)

豊川AC 田原陸上クラブ 豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊川AC 豊川AC

八木　晴弥(3)  9.31 (-1.3)

田原陸上クラブ

村田　頼矢(3)  4:03.97 吉村　太明(3)  4:17.47

新城陸上教室 豊川AC

前川　紡(3)  8.55 (0.0) 小林　ゆら(3)  8.67 (0.0) 上原　莉乃(3)  8.88 (0.0) 吉田　咲那(3)  9.03 (+0.2) 西山　ひかり(3)  9.35 (0.0) 杉原　佑南(3)  9.41 (+0.2) 藤城　夏(3)  9.91 (0.0) 磯貝　愛莉(3)  10.43 (0.0)

田原陸上クラブ 豊川AC 蒲郡クラブ 蒲郡クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 豊川AC

松下　詩(3)  3:46.13 杉浦　有音(3)  3:54.74 服部　風花(3)  4:06.83 林　天花(3)  4:19.64 神田　桃花(3)  4:24.57

蒲郡クラブ 蒲郡クラブ 蒲郡クラブ 田原陸上クラブ 蒲郡クラブ

鵜飼　渚(3)  2.81 (+0.4) 大谷　一華(3)  2.70 (+0.5)

ＪＡＣあつみ ＪＡＣあつみ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

100m

走幅跳

５年男子 9/16

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

混合4年 9/16 4x100mR

9/16６年女子

走高跳

走幅跳

1500m

80mH

50m

4x100mR

9/16 4x100mR

1000m

走幅跳

9/16３年女子

1000m

50m

9/16３年男子

混合5年


