
性別 １００ｍ 所属 組 ﾚｰﾝ 順位 種別 順位

男 男子友好100ｍ 髙島 誉 ゆめが丘ＲＣ 6 8 2 14 78 +1 2

第３５回全国小学生陸上競技交流大会 大会結果 　　　2019.8.10

記録

予選

記録選手

決勝

男 男子友好100ｍ 髙島 誉 ゆめが丘ＲＣ 6 8 2 14.78 +1.2

男 男子５年100m 福本 惟月 いすずＵＫ 4 3 7 14.15 -1.0

男 男子６年100m 加藤 光一郎 イムラAA 5 6 2 12.24 +0.1 Ａ決勝 5 12.27 +0.8

女 女子友好100ｍ 花本 夏菜 ゆめが丘ＲＣ 1 7 5 14.78 +1.0

女 女子５年100m 斉藤 優莉奈 いなべRC 6 6 2 13 93 -1 0 B決勝 3 13 96 +0 7女 女子５年100m 斉藤 優莉奈 いなべRC 6 6 2 13.93 -1.0 B決勝 3 13.96 +0.7

女 女子６年100m 北尾 心映 いすずＵＫ 6 6 1 12.82 +0.1 Ａ決勝 1 12.67 +0.7

性別 コンバインド 所属 順位

13.01 +1.6

記録 得点

大会新記録

種目

８０ｍＨ
男 男子 ンバインドＡ 上田

合計得点選手

1118
涼平 J&E久居 22679

13.01 1.6

13.46 -0.9

4ｍ21

50m86

走幅跳

８０ｍＨ

男 男子コンバインドＡ 上田

男

1149

952

1093

1041

1m40走高跳

ジャベリックボール投
叶人 多気RC

涼平 J&E久居

男子コンバインドＢ 堀江

女 女子コンバインドＡ 中垣内 万尋 イムラAA

2267

2017

9

19

17

2045

4ｍ19 -1.2

1m25 976

947

104248ｍ35

走高跳

ジャベリックボール投
女 女子コンバインドＢ 中田 陽菜 いすずＵＫ

女 女子コンバインドＡ 中垣内 万尋 イムラAA

走幅跳
1989

201717

2

性別 競技種目 所属 組 ﾚｰﾝ 順位 種別 順位

女 前川 華乃音

女 福岡 結奈

男 惠土 湊暉

予選

選手 記録 記録

決勝

7 52.1951.74 Ａ決勝混合4×100ｍR ゆめが丘ＲＣ 6 8 2
男 惠土 湊暉

男 森川 瑛士郎



北尾　心映 中田　陽菜 加藤　光一郎

ゆめが丘ＲＣ　混合リレー
左から　髙島誉・花本夏菜・前川華乃音・惠土湊暉・福岡結奈・森川瑛士郎



三重県選手団



トラック審判長

混 成 審 判 長

招集所審判長

記 録 主 任

日付 種目

西村 源斗(5) 13.26 田中 翔晟(5) 13.41 寸田 蓮人(5) 13.42 福原 悠吾(5) 13.42 江崎 光(5) 13.54 佐々木 悠希(5) 13.57 小川 夏生(5) 13.60 熊井 奨真(5) 13.75
兵　庫・但馬AC 埼　玉・三郷ｸﾗﾌﾞ 京　都・亀岡陸上教室 長　崎・壱岐Jr 福　岡・戸畑AC 岩　手・遠野土淵小 長　野・茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 秋　田・秋田ﾍﾞｰｼｯｸTC
松本 明樹(6) 11.87 伊東 湊隼(6) 11.97 中島 悠太(6) 12.01 平田 瑛大(6) 12.08 加藤 光一郎(6) 12.27 前田 拓輝(6) 12.30 岸 健人(6) 12.31 樫野 太志(6) 12.47
兵　庫・誉田小 宮　城・築館小 愛　知・TSM 沖　縄・ｱｽﾘｰﾄ工房 三　重・ｲﾑﾗAA 千　葉・RUNchers TFC 山　形・楯岡小 佐　賀・佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ
古味 駿都(6) 2416点 大渕 龍之介(6) 2403点 坂井 大一(6) 2366点 近藤 嵐(6) 2335点 濱崎 秀馬(6) 2303点 伊藤 大翔(6) 2297点 藤井 亮太(6) 2287点 橋本 太陽(6) 2274点
高　知・くろしお陸上 神奈川・ﾊﾋﾟﾈｽAC 愛　知・TSM 新　潟・赤塚飛翔ｸﾗﾌﾞ 静　岡・牧之原AC 滋　賀・LAKES大津 広　島・御野陸上ｸﾗﾌﾞ 埼　玉・加須ｼﾞｭﾆｱ

椿 真拓(6) 2390点 渡部 純也(6) 2353点 猪狩 悠人(6) 2311点 大谷 海心(6) 2300点 碓井 翔晴(6) 2221点 迫 大介(6) 2220点 本田 夏生(6) 2198点 藤崎 怜(6) 2189点
千　葉・桜田小 兵　庫・旭陽小 東　京・ﾐｳﾗSC 島　根・大田陸上教室 香　川・古高松南小 広　島・御調西小陸上部 宮　城・築館小 埼　玉・所沢走学校

岡本 紘太朗(6) 13.56(-0.7) 永山 賀一朗(6) 13.64(+0.7) 景山 慎也(6) 13.66(+0.7) 上村 謙心(6) 13.68(-0.7) 津村 貴一(6) 13.73(-0.6) 伊東 誠生(6) 13.74(-0.1) 下地 明太(6) 13.80(-0.1) 吉田 晴斗(6) 13.89(-0.1)
愛　知・安城JAC 兵　庫・米田小 岡　山・岡山ｼﾞｭﾆｱ 東　京・ゆめおりAC 佐　賀・鳥栖陸上教室 長　崎・長崎陸上ｸﾗﾌﾞ 沖　縄・ｱｽﾘｰﾄ工房 北海道・新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ
石原 南菜(5) 13.17 楠田 ゆうな(5) 13.35 香取 奈摘(5) 13.45 北 愛葉(5) 13.59 杉村 望来(5) 13.60 山﨑 蒼海(5) 13.72 佐藤 凜(5) 13.81 菅原 咲希(5) 14.00
栃　木・足利陸上教室 鹿児島・阿久根陸上 茨　城・三和ﾄﾗｯｸ 石　川・物見山ｼﾞｭﾆｱ 徳　島・ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 千　葉・ima kids 大　分・別府朝日陸上 大　阪・ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ
北尾 心映(6) 12.67 大熊 杏美(6) 12.81 渡辺 幸穂(6) 12.93 エゼ アマカ(6) 13.01 大上 カレン(6) 13.03 丸山 彩華(6) 13.06 山田 姫蘭(6) 13.10 三輪 琉姫(6) 13.12
三　重・いすずUK GR 長　野・坂城JAC 埼　玉・RUN.jp 神奈川・横須賀ﾘﾄﾙ 東　京・ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 北海道・北斗谷川小 千　葉・ima kids 愛　知・ﾄﾗｲﾙAC
長谷川 愛良(6) 2290点 並木 彩華(6) 2214点 村田 愛奈(6) 2207点 坂下 茉優(6) 2183点 小松 心奏(6) 2176点 村上 杏梨愛(6) 2128点 高橋 佑奈(6) 2099点
千　葉・ima kids 長　野・軽井沢A&AC 愛　知・TSM 静　岡・千代田AC 富　山・慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 青　森・藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ 岡　山・竜之口小

成澤 花奈(6) 2128点
埼　玉・RUN.jp

田中 結衣(6) 2043点 中田 陽菜(6) 1989点 石川 華音(6) 1974点 後藤 千里(6) 1961点 砂辺 璃己(6) 1958点 大森 玲花(6) 1957点 成澤 柚日(6) 1928点 伊藤 優亜(6) 1927点
富　山・さみさと 三　重・いすずUK 栃　木・大内中央小 神奈川・川崎陸上 沖　縄・あわせJRC 長　野・軽井沢A&AC 群　馬・どりかむ太田 愛　知・愛知つばさTCA

藤井 優奈(6) 13.84(+2.2) 細井 杏菜(6) 13.95(+2.4) 中川 はづき(6) 14.10(+2.2) 船田 美雪(6) 14.11(+0.3) 菊池 陽菜乃(6) 14.12(+0.3) 江田 なつみ(6) 14.13(+1.0) 福井 咲良(6) 14.21(+0.3) 木見 鈴菜(6) 14.29(+2.2)
埼　玉・RUN.jp 愛　知・安城JAC 宮　崎・東海ｱｽﾘ 大　阪・吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上 愛　媛・八幡浜AC 新　潟・長岡T&F 岐　阜・島陸上 岡　山・岡山ｼﾞｭ
愛　知・安城JAC 50.48 栃　木・那須塩原Jr. 51.04 鹿児島・ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 51.35 埼　玉・RUN.jp 51.37 新　潟・長岡T&F 51.39 北海道・新札幌陸上ｸﾗﾌﾞ 52.14 三　重・ゆめが丘RC 52.19 大　阪・吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上 52.39
山本 遥(6) 木村 百恵(6) 宮園 美多(6) 宮北 健太朗(6) 永井 実花(6) 岩野 美心(6) 前川 華乃音(6) 小川 慎太郎(6)
神谷 朱里(6) 相馬 元紀(6) 田嶋 結月(6) 近藤ﾅｼﾞｪﾈﾊﾞ望奈(6) 和久井 梨瑚(6) 谷田 煌里(6) 福岡 結奈(6) 大前 陽菜乃(6)
小野 真大(6) 岡田 愛生(6) 木下 暖(6) 高津 怜愛(6) 橋本 逸平(6) 森江 渚早(6) 惠土 湊暉(6) 細谷 彩也香(6)
山内 達平(6) 小須賀 優(6) 西尾 優之介(6) 赤田 結理(6) 小林 大騎(6) 溝延 亘(6) 森川 瑛士郎(6) 小林 葉太(6)

凡例  GR:大会記録

日清食品カップ 第35回全国小学生陸上競技交流大会 【19500213】 新・タイ記録一覧表
日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 【141020】
2019/08/10 ～ 2019/08/10

No. 日付 記録名 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力
1 8月10日 大会記録 決　勝 3 1 12.67 +0.7m/s

岡本　克巳･諸石　晃

松尾　正弘

竹田　道宏

種目
6年女子 100m

氏名/ﾁｰﾑ名
北尾 心映(6)

所属/ｵｰﾀﾞｰ
いすずUK(三　重)

8位

日清食品カップ 第35回全国小学生陸上競技交流大会 【19500213】
日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 【141020】
2019/08/10 ～ 2019/08/10

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

鎌倉　光男

12.56(+1.6)-1m35 12.64(+0.1)-1m35

8月10日 友好男子100m

12.55(+1.6)-1m46

8月10日 男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

12.42(-0.7)-1m43

5m18(+0.1)-50m55 4m46(-1.0)-59m93

12.64(-0.7)-1m43 12.82(0.0)-1m43 12.47(-0.7)-1m35 12.50(0.0)-1m35

8月10日
5年女子100m A決勝

風：+0.6

4m47(-0.8)-55m91 5m00(-0.3)-48m60 4m72(-0.5)-51m32 4m68(-0.3)-51m454m96(+0.3)-57m49

8月10日 男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

5m06(+1.4)-54m30

12.87(-0.9)-1m30 13.15(+0.6)-1m30

12.81(-0.1)-1m25

8月10日 女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
13.32(-0.9)-1m3012.95(-1.4)-1m41 12.65(+0.6)-1m30 12.35(-0.1)-1m25 12.83(+0.6)-1m30

4m29(-0.3)-45m44 4m47(-0.9)-42m94 4m61(-1.1)-39m56 4m18(+0.5)-45m454m40(-1.2)-48m12

8月10日 女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

4m19(-1.2)-48m35 3m89(-0.5)-51m71 4m03(-0.3)-49m16

6年男子100m A決勝
風：+0.8

8月10日

8月10日 男女混合4x100mR A決勝

5年男子100m A決勝
風：+0.3

8月10日

8月10日
6年女子100m A決勝

風：+0.7

8月10日 友好女子100m

- 
3
 -




