
80mH (+1.3) 13”20 (+1.3) 14”03 (+1.3) 14”20 (+1.3) 14”51
走高跳

走幅跳 (+0.7) 4m22 (+1.2) 4m63 (+0.1) 4m68 (+0.7) 4m28 (+0.9) 4m12 (+1.7) 3m85 4m01 (+1.1) 3m73
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

80mH (+2.4) 14”40 (+2.4) 14”44 (+2.4) 14”36 (+2.5) 14”68 (+2.4) 14”82 (+2.5) 15”27 (+2.5) 14”72 (+2.4) 15”40
走高跳

走幅跳 (+0.4) 4m24 (+1.8) 4m42 (+1.3) 4m02 (+1.1) 4m30 (+0.4) 3m07 (+1.4) 3m34 (+0.7) 3m02 (+1.0) 3m34
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

5･6年

4×100mﾘﾚｰ

女
　
　
　
　
　
　
　
子

男
　
　
　
　
　
　
　
子

1年  50m

4年　100m

競技種目
所属名(学年) 所属名(学年)記　録

5年　100m

鳴門ＫＡＣ14”39

(-0.2) (-0.2) (-0.2)
金徳　陽(6) 矢野　陽向(6)石元　碧泉(6)

15”27 阿波市陸上

(+2.9)(+2.9)

場所 鳴門大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

氏　名 氏　名

第 2 回
2019年6月9日

氏　名

徳島県小学生陸上競技普及記録会一覧表
4 5 63

氏　名
7

氏　名
8

佐藤　悠雅(5)
(+0.8) (+0.8) (+0.8) (+0.8)

森　蒼偉(1) 笹山　律希(1)

10”26 鳴門ＫＡＣ 10”34 AiJAC 10”53

坂口　塁玄(2)
(+1.6) (+1.6)

新谷　寛介(2)

記　録 所属名(学年)
氏　名 氏　名

記　録
氏　名

所属名(学年) 記　録所属名(学年) 記　録

神例　晃太朗(2)

高橋　大(5) 喜耒　裕弥(5)
6

(+1.0) (+1.0) (+1.0)

所属名(学年)所属名(学年)

野市JAC 8”63 阿波市陸上 9”34 AiJAC 9”34 北島ジュニアTFC 9”64
(+1.6)(+1.6)

AiJAC

混
成

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

性
別

記　録

1 2

14”44 さくらＲＣ 14”82 ゆず

6年　100m

3年　100m

2年  50m

阿波市陸上

761点 34m50 739点 33m43

15”09 ＤＲＥＡＭ　ＡＣ

1m25

所属名(学年)記　録 記　録

1831点 阿南ＪＡＣ 1823点 

1920点 

塩田　脩真(5) 玉谷　陽(5) 宮北　慶大(5)

919点 1m20

(+0.8) (+0.8) (+0.5) (+0.5)
小野　颯大(5) 中南　仁(5)

大倉　由香里記録員主任自署審判長自署 竹内　　洋参加チーム 20 参加人数 249

門田　菜緒(6) 大屋敷　官明(6)

11”27 野市JAC

15”40

古林　凛乃(6)

徳島市ＲＣ 15”44

楠　結季(6) 大塚　百々花(6)

1m20 919点 

1840点 さくらＲＣ

3年　100m

1年  50m

4年　100m

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

5年　100m

6年　100m

2年  50m

くろしお陸上
古味　駿都(6)

10”05

さくらＲＣ

岡林　沙季(6)

(-0.2) (-0.2)

さくらＲＣ 15”18 いしい陸上 15”21

町口　温暉(6) 山澤　斉周(6)
(0.0)

15”07

松岡　蒼(6)

14”33 AiJAC

浦松　知寛(6)
(-0.2)(0.0)

阿南ＪＡＣ 15”36 さくらＲＣ

宮崎　克希(6)

さくらＲＣ 15”21

13”18 土佐JAC 13”28 阿南ＪＡＣ 13”69 13”76
佐藤　悠月(6)

土佐JAC徳島市ＲＣ 13”92鳴門市陸協
岩元　太志(6) 吉住　大(6)

阿南ＪＡＣ 13”94 土佐JAC 13”99

1086点 944点 915点 862点 
2178点 野市JAC 1723点 阿波市陸上1834点 

山根　拓斗(6)
1092点 1m35 1m15

金徳　陽(6) 藤井　勇羽(6) 太田　裕輔(6)川田　愛翔(6) 山澤　斉周(6)
976点 

35m86

1840点 阿南ＪＡＣ
1084点 972点 927点 851点 896点 818点 955点 

37m54 838点 38m29 793点 36m07 789点 

土佐JAC

885点 40m62 35m97 823点 

阿波市陸上 1689点 鳴門ＫＡＣ

秦　実妃(5) 宮崎　那菜(5)杉村　望来(5) 森本　未来(5) 吉岡　華野(5)

8”90 さくらＲＣ 9”14 北島ジュニアTFC 9”21 徳島市ＲＣ 9”42 徳島市ＲＣ

(+0.2) (+0.2)
岡林　結衣(4)

関田　結菜(5)
(+1.1) (+1.1) (+1.1) (+2.5) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (+2.5)

久米川　優花(5)上安　海彩(5)

ＤＲＥＡＭ　ＡＣ 15”47 阿波市陸上 15”82 いしいドーム 15”86

小原　花奈(6)

13”65

(+2.5) (+2.5) (+2.5) (+2.5) (+2.5) (+2.2) (+2.5) (+2.2)
黒濱　咲月(6) 太田　心々菜(6) 増田　桜子(6)

まほろば南国

14”31 徳島市ＲＣ 14”54 まほろば南国
百々　杏爽葉(6) 小濱　悠愛(6) 高橋　ゆい(6)

14”17 さくらＲＣ 14”22 さくらＲＣ 14”27 まほろば南国13”59 まほろば南国 13”82 鳴門ＫＡＣ 13”83 阿波市陸上
森北　凜(6) 谷本　莉乃(6)

881点 874点 888点 833点 809点 732点 

横山　心咲(6) 上安　美海(6) 林　和希(6)
1892点 AiJAC 1850点 さくらＲＣ 1807点 鳴門ＫＡＣ

826点 710点 
1752点 まほろば南国

879点 40m29

1011点 

阿波市陸上
酒井　優衣(6) 横山　穂乃翔(6) 谷　彩色(6) 阿部　早希(6) 岩佐　優杏(6)新開　華凜(5) 西浦　結衣(6)

1m20 861点 
福井　想菜(6)

1m28 976点 1m25 919点 

961点 1011点 899点 977点 633点 
1745点 土佐JAC 1640点 野市JAC 1559点 

734点 33m17 741点 33m53 582点 25m70 723点 
708点 619点 708点 

阿波市陸上 1234点 阿波市陸上 1230点 鳴門ＫＡＣ 1177点 

27m14

田尾　優真(1)
(+1.0)

徳島市ＲＣ 10”61

(+1.6)(+1.6)

生野　諒(3)

ＤＲＥＡＭ　ＡＣ 9”71 いしい陸上 9”73

坂本　有之進(2) 吉本　篤弥(2)

徳島市ＲＣ

(+0.6)
中南　礼(2)新開　奏太(2) 宮崎　光矢(2)

(+0.6)

髙橋　良太(1)

田口　志優虎(3)

8”36

(+0.4) (+0.4) (+2.3) (+0.4) (+0.4) (-0.8) (+0.4)
藤井　奏介(3) 久米川　佑樹(3) 河井　大峨(3)

9”84 阿波市陸上

髙内　奏叶(3) 山田　遥大(3) 小畠　空(3)
(+0.4)

14”77 鳴門ＫＡＣ 15”12 阿波市陸上 15”39 徳島あわっこクラブ 16”12 阿南ＪＡＣ 16”62 阿波市陸上

木内　誠(4) 藤浦　枇呂　(4) 木内　新(4) 渡辺　哲平(4)

さくらＲＣ 16”63 いしいドーム 16”74 阿波市陸上 16”75

仁木　弥斗　(4)
(0.0) (+1.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (+1.7) (+1.7)

竹原　壱星(4) 大牛　庵志(4) 露口　裕理(4)

15”87 阿南ＪＡＣ 16”02

1607点 阿南ＪＡＣ 1763点 さくらＲＣ 1750点 

861点 
多田　健人(6) 廣尾　咲仁(6)

1689点 貞光陸上

791点 

さくらＲＣ

太田　栞菜(1) 三浦　　杏(1) 檜　実玖(1)

15”30 鳴門ＫＡＣ 15”52 木綿麻陸上クラブ 15”70 阿波市陸上14”77 AiJAC 15”12 鳴門ＫＡＣ 15”14 AiJAC

(+2.9)

1070点 

まほろば南国 10”42 いしいドーム 11”00 東みよしＴＦ
(+2.9)

倉橋　莉桜(1)

(+1.9) (+1.9) (+1.9) (+1.9) (+1.9)
大和　愛華(2) 佐藤　柚葉(2)樋口　葵(2) 稲井　悠華(2) 松浦　彩夏(2)

喜耒　陽菜(3) 安部　舞紘(3) 塩田　一葉(3) 谷木　咲希(3)

9”46 ゆず

小田　楓(3)
(+0.8) (+0.8) (+0.8) (+0.8) (+0.8)

植上　華音(4)
(+0.2)

(+0.8) (+1.2)
水村　芽生(3) 森本　幸来(3) 瀬留　里愛那(3)

17”24 さくらＲＣ 17”32

福井　有未子(4) 黒濱　美桜(4) 豊田　瑞季(4)

徳島市ＲＣ16”84 阿波市陸上 16”91 阿波市陸上 17”03
(+1.2)

さくらＲＣ

吉岡　夢野(4)

ＤＲＥＡＭ　ＡＣ16”29 さくらＲＣ 16”40 阿南ＪＡＣ 16”42

(+0.2) (+0.2)
14”51 まほろば南国 15”47 阿波市陸上 15”51 まほろば南国 15”76 阿波市陸上 16”73

(+0.2) (+0.2) (+1.0)
上安　海恋(4) 仁尾　摘麦(4)

阿南ＪＡＣ 15”83 さくらＲＣ 15”89 北島ジュニアTFC 16”32 さくらＲＣ

469点 

土佐JAC 1356点 

32m63 526点 22m94 611点 20m16

1670点 阿波市陸上 1651点 鳴門ＫＡＣ 1629点 阿波市陸上 阿南ＪＡＣ

1m15 919点 1m20 803点 1m10 861点 1m15

1571点 

太田　心々菜(6) 野口　心(6) 百々　杏爽葉(6)田渕　悠良(6) 森北　凜(6)

1’01”17 椛澤　ひいろ(5)
石元　碧泉(6)

55”97 大塚　百々花(6) 56”72 松田　涼太郎(6) 58”34 髙橋　健吾(6)53”91 横山　穂乃翔(6) 54”94 飛越　くるみ(6) 54”98 塩田　脩真(5)
増田　桜子(6) 宮崎　克希(6)小原　花奈(6)楠　結季(6) 黒濱　咲月(6) 吉住　大(6)

高芝　栄人(6)川田　勇翔(6) 古林　凛乃(6) 太田　裕輔(6)
AiJAC

浦松　知寛(6)
阿波市陸上 まほろば南国 徳島市ＲＣ土佐JAC 鳴門ＫＡＣ さくらＲＣ

町口　温暉(6) 澤野　航平(5)


