
第3回 徳 島 県 小 学 校 陸 上 競 技 普 及 記 録 会 一 覧 表 平成30年10月20日 場所　　ポカリエットスタジアム

性 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
種　　目 風力 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

別 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属

(+4.4) 新谷　寛介 (+4.4) 久米川　佑斗 (+4.4) 新開　奏太 (+4.5) 武市　千輝 (+4.5) 寺井　琉久 (+4.4) 中南　礼 (+4.5) 船戸　大瑚 (+4.5) 逢坂　龍河

1年50m 8”99 (阿波市陸上1) 9”20 (いしいドーム1) 9”80 (北島ジュニア陸上クラブ1) 9”99 (阿波市陸上1) 10”07 (阿波市陸上1) 10”19 (いしい陸上1) 10”23 (貞光陸上1) 10”32 (貞光陸上1)

県小新(+2.0） 髙内　奏叶 県小新(+2.0） 山田　遥大 県小新(+2.0） 小畠　空 (+2.0) 生野　諒 (+2.0) 久米川　佑樹 (+2.0) 河井　大峨 (+2.5) 田口　志優虎 (+2.0) 古川　大翔

2年50m 8”00 (鳴門ＫＡＣ2) 8”07 (阿波市陸上2) 8”13 (徳島あわっこ2) 8”42 (阿南ＪＡＣ2) 8”87 (いしいドーム2) 8”94 (阿波市陸上2) 9”00 (阿波市陸上2) 9”03 (阿波市陸上2)

(+4.1) 木内　新 (+4.1) 渡辺　哲平 (+4.1) 竹原　壱星 (+4.1) 木内　誠 (+4.1) 岡田　陸玖 (+5.2) 大牛　庵志 (+3.3) 仁木　弥斗 (+3.3) 上島　やまと (+4.1) 町口　泰暉

3年100m 15”18 (AiJAC3) 15”23 (鳴門ＫＡＣ3) 15”52 (木綿麻陸上クラブ3) 15”55 (AiJAC3) 16”00 (さくらＲＣ3) 16”30 (阿波市陸上3) 16”33 (さくらＲＣ3) 16”36 (香川レーシング3) 16"36　（徳島市ＲＣ)

(+2.7) 高橋　大 (+2.7) 佐藤　悠雅 (+4.2) 塩田　脩真 (+2.7) 中南　仁 (+2.7) 小野　颯大 (+2.7) 玉谷　陽 (+2.7) 宮北　慶大 (+4.2) 加藤　詩温

4年100m 14”76 (鳴門ＫＡＣ4) 14”92 (ゆず4) 15”06 (さくらＲＣ4) 15”40 (いしい陸上4) 15”41 (さくらＲＣ4) 15”44 (阿南ＪＡＣ4) 15”47 (さくらＲＣ4) 15”58 (阿波市陸上4)

(+3.3) 山澤　斉周 (+1.8) 矢野　陽向 (+3.3) 川田　愛翔 (+3.3) 宮崎　克希 (+3.3) 吉住　大 (+3.3) 多田 健人 (+3.3) 大屋敷　官明 (+1.8) 福田　煌晟

男 5年100m 13”93 (阿南ＪＡＣ5) 14”17 (鳴門市陸協5) 14”40 (阿南ＪＡＣ5) 14”43 (AiJAC5) 14”47 (阿波市陸上5) 14”90 (鳴門ＫＡＣ5) 15”11 (鳴門ＫＡＣ5) 15”18 (徳島あわっこ5)

(+3.0) 森　悠偉 (+3.0) 坂東　海里 (+3.0) 露口　智理 (+3.0) 竹原　幸壱 (+3.6) 濵口　大和 (+3.6) 福井　倖之介 (+3.0) 桜井　旺歩 (+3.6) 多賀原　慎

6年100m 12”69 (鳴門ＫＡＣ6) 13”35 (阿波市陸上6) 13”43 (阿南ＪＡＣ6) 13”51 (木綿麻陸上クラブ6) 13”81 (阿南ＪＡＣ6) 14”07 (阿南ＪＡＣ6) 14”08 (さくらＲＣ6) 14”36 (AiJAC6)

(+3.0) 濵口　大和 (+3.0) 藤本　大雅 (+3.0) 舟本　陽 (+3.0) 佐野　楓真 (+3.0) 橘　拓空 (+3.0) 上島　やまと

80mH 13”72 (阿南ＪＡＣ6) 14”67 (さくらＲＣ6) 14”98 (徳島市ＲＣ6) 16”24 (徳島市ＲＣ6) 17”49 (徳島市ＲＣ6) 17”76 (香川レーシング3)

藤井　優作 吉良　壮太郎 日下　獅子

走高跳 1m20 (いしい陸上) 1m10 (北島ジュニア陸上クラブ) 1m05 (北島ジュニア陸上クラブ6)

(+1.6) 桜井　旺歩 (+1.7) 小西　修司 (+4.9) 川田　愛翔 (+3.8) 山澤　斉周 (+2.1) 藤井　勇羽 (+1.0) 松内　優斗 (+0.8) 生野　悠斗 (+2.4) 森藤　優太

走幅跳 4m81 (さくらＲＣ6) 4m31 (阿南ＪＡＣ6) 4m26 (阿南ＪＡＣ5) 4m05 (阿南ＪＡＣ5) 4m02 (さくらＲＣ5) 3m93 (阿南ＪＡＣ6) 3m78 (阿南ＪＡＣ5) 3m71 (貞光陸上5)

安宅　諒介 舟本　陽 上西　康太 三石　悠太 三宅　蒼馬 中野　航汰 廣尾　咲仁 扶川　大翔

子 ジャベリック投 45m25 (いしい陸上6) 38m65 (徳島市ＲＣ6) 36m33 (AiJAC6) 32m83 (さくらＲＣ6) 32m18 (貞光陸上5) 30m31 (さくらＲＣ4) 28m35 (貞光陸上5) 27m01 (さくらＲＣ5)

吉住　大 小西　修司 高橋　大 田渕　悠良 山澤　斉周 多賀原　慎 日下　獅子 町口　温暉

4×100m 坂東　海里 露口　智理 森　悠偉 桜井　旺歩 川田　愛翔 宮崎　克希 吉良　壮太郎 舟本　陽

54”67 岡田　朗秀 55’60 松内　優斗 56’47 大屋敷　官明 57’48 藤本　大雅 58’75 城浦　悠人 58’93 河口　結音 1’00”25 岡島　圭佑 1’00”29 福田　雄大

リレー 吉岡　輝乃臣 福井　倖之介 多田 健人 三石　悠太 玉谷　陽 上西　康太 一本木　誠 佐野　楓真

(阿波市陸上) (阿南ＪＡＣ) (鳴門ＫＡＣ) (さくらＲＣ) (阿南ＪＡＣ) (AiJAC) (北島ジュニア陸上クラブ) (徳島市ＲＣ)

(+5.0) 福田　杏心 (+5.0) 樋口　葵 (+5.0) 橋野　夏実 (+5.0) 西村　亜美 (+5.0) 西村　笑里 (+5.0) 大和　愛華 (+5.0) 佐藤　柚葉 (+5.0) 永井　希実

1年50m 8”86 (徳島あわっこ1) 9”15 (さくらＲＣ1) 9”26 (岩倉　T＆F1) 9”76 (岩倉　T＆F1) 9”95 (岩倉　T＆F1) 9”99 (徳島市ＲＣ1) 10”05 (ゆず1) 10”52 (徳島市ＲＣ1)

(+1.3) 安部　舞紘 (+1.3) 喜耒　陽菜 (+1.3) 水村　芽生 (+1.3) 森本　幸来 (+3.9) 林　愛結 (+3.9) 坂東　莉緒 (+1.3) 佐川　菫子 (+3.9) 堀北　奈那

2年50m 8”82 (阿南ＪＡＣ2) 8”86 (さくらＲＣ2) 9”01 (阿波市陸上2) 9”08 (板野郡陸協Jr 2) 9”26 (阿波市陸上2) 9”33 (阿波市陸上2) 9”41 (鳴門ＫＡＣ2) 9”42 (阿波市陸上2)

(+3.8) 黒濱　美桜 (+3.8) 福井　有未子 (+3.8) 上安　海恋 (+3.8) 片山　実紅 (+3.8) 吉岡　夢野 (+3.8) 仁志　天寧 (+2.4) 永正　瑠奈 (+2.4) 谷口　杏奈

3年100m 16”31 (さくらＲＣ3) 16”65 (阿南ＪＡＣ3) 16”71 (いしい陸上3) 16”73 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”17 (阿波市陸上3) 17”42 (徳島あわっこ3) 18”39 (いしい陸上3) 18”40 (貞光陸上3)

(+2.4) 杉村　望来 (+2.4) 東山　詩歩 (+2.4) 森本　未来 (+2.4) 宮崎　那菜 (+2.4) 吉岡　華野 (+2.4) 秦　実妃 (+2.4) 上安　海彩 (+2.4) 新開　華凜

女 4年100m 14”21 (さくらＲＣ4) 14”98 (阿波市陸上4) 15”19 (板野郡陸協Jr 4) 15”48 (板野郡陸協Jr 4) 15”96 (阿波市陸上4) 16”10 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”17 (いしい陸上4) 16”24 (阿波市陸上4)

(+2.0) 桑城　茉菜 (+2.0) 増田　桜子 (+2.0) 古林　凛乃 (+4.0) 仁志　舞優 (+2.0) 百々　杏爽葉 (+2.0) 黒濱　咲月 (+2.0) 木内　稟 (+2.0) 森北　凜

5年100m 14"02 (いしいドーム5) 14"43 (徳島市ＲＣ5) 14"62 (さくらＲＣ5) 14"68 (徳島あわっこ5) 14"74 (AiJAC5) 14"77 (さくらＲＣ5) 14"89 (AiJAC5) 14”91 (阿波市陸上5)

(+4.2) 西岡　美耶弥 (+4.2) 濵田　星 (+4.2) 藤村　ななこ (+4.2) 谷木　理央 (+4.2) 城福　未結 (+4.2) 藤井　彩花 (+4.2) 折村　暖花 (+4.2) 庄村　花菜

6年100m 13”73 (阿波市陸上6) 13”89 (さくらＲＣ6) 14”31 (さくらＲＣ6) 14”42 (阿波市陸上6) 14”44 (AiJAC6) 14”45 (AiJAC6) 14”46 (北島ジュニア陸上クラブ6) 14”49 (阿波市陸上6)

(+4.1) 苅田　真希 (+3.5) 藤井　彩花 (+4.1) 平井　琶子 (+3.5) 西内　胡桃 (+4.1) 豊澤　釉梨 (+3.5) 元木　陽菜 (+3.5) 玉井　菜々美 (+3.5) 高橋　ゆい

80mH 13”81 (香川レーシング6) 13”82 (AiJAC6) 13”85 (香川レーシング6) 13”96 (阿波市陸上6) 14”18 (東みよしＴＦ6) 14”53 (東みよしＴＦ6) 14”88 (阿波市陸上6) 15”18 (鳴門ＫＡＣ5)

泉　彩花 百々　杏爽葉 久米　梨心

走高跳 1m40 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m20 (AiJAC5) 1m15 (北島ジュニア陸上クラブ6)

(+3.5) 濵田　星 (+1.0) 木内　稟 (+3.4) 田形　詩子 (+1.7) 元木　陽菜 (+1.7) 黒濱　咲月 (+1.9) 中山　愛弓 (+4.3) 吉岡　美音 (+3.5) 加藤　志歩

子 走幅跳 4m66 (さくらＲＣ6) 4m41 (AiJAC5) 4m31 (さくらＲＣ5) 4m05 (東みよしＴＦ6) 3m98 (さくらＲＣ5) 3m85 (徳島あわっこ6) 3m78 (阿波市陸上6) 3m78 (北島ジュニア陸上クラブ6)

豊澤　釉梨 津田　菜々子 里見　愛羅 杉田　彩寧 重見　菜南子 岩朝　朱寿 津田　絢子 岩佐　優杏

ジャベリック投 39m07 (東みよしＴＦ6) 32m29 (さくらＲＣ6) 29m57 (さくらＲＣ6) 24m02 (AiJAC6) 23m67 (板野郡陸協Jr 6) 23m33 (板野郡陸協Jr 5) 17m76 (さくらＲＣ4) 17m46 (阿波市陸上5)

黒濱　咲月 庄村　花菜 城福　未結 久次米　七望 川人　悠菜 表原　愛純 楠　結季 岩佐　優杏

4×100m 濵田　星 谷木　理央 藤井　彩花 泉　彩花 苅田　真希 中村　心美 飛越　くるみ 森北　凜

56”82 藤村　ななこ 57”05 吉岡　美音 57’83 百々　杏爽葉 58’72 久米　梨心 59’77 平井　琶子 1’00”14 中山　愛弓 1’00”21 村上　寧音 1’00”85 東山　詩歩

リレー 古林　凛乃 玉井　菜々美 木内　稟 折村　暖花 梅田　夏琉 庄野　里彩 高橋　ゆい 高嶋　千尋

(さくらＲＣ) (阿波市陸上) (AiJAC) (北島ジュニア陸上クラブ) (香川レーシング) (徳島あわっこ) (鳴門ＫＡＣ) (阿波市陸上)

参加校 20 参加人数 384 主　催 徳島陸上競技協会 記録主任 大倉　由香里 総　　　務 竹内　洋 審判長 岸　　 勉


