
ト ラ ッ ク 審 判 長 菊池芳次

跳 躍 審 判 長 菊池芳次

混 成 審 判 長 町田壽章

記 録 主 任 稲村泰伸

日付 種目

横山　煌匠(5) 14.65(+1.1) 八木沢　武尊(5) 14.87(+1.1) 渡邉　心翔(5) 15.43(0.0) 中川　丈(5) 15.50(0.0) 松川　経(5) 15.54(0.0) 薄葉　渓心(5) 15.59(-1.2) 小林　來斗(5) 15.62(+0.6) 岩渕　賢志(5) 15.65(+0.6)

城西 田島 一箕 塩川 会津ＡＣジュニア 河東学園 城西 荒舘

上野　慎之助(6) 14.05(+0.1) 大塚　侑哉(6) 14.12(-2.1) 野口　大和(6) 14.17(+0.1) 谷ヶ城　稔(6) 14.19(-2.1) 北村　詞音(6) 14.30(-0.7) 長谷川　龍真(6) 14.39(-2.1) 小池　虹太(6) 14.58(+1.3) 齋藤　翔(6) 14.70(-2.1)

松山 会津ＡＣジュニア 長瀬 小金井 城北 門田 東山 旭田

古内　駿多(6) 1891点 鈴木　望礼(6) 1743点 川俣　幹裕(6) 1425点 日置　悠真(6) 1376点 生亀　龍雅(6) 1375点 高橋　玖恩(6) 1231点 山口　蓮(6) 1198点 佐藤　豊人(5) 1119点

緑 GR 城南 東山 城南 城西 一箕 一箕 緑

古川　栄仁(6) 1982点 堀　一翔(6) 1823点 高橋　悠樹(6) 1649点 小柴　琥太(6) 1597点 髙橋　空馬(6) 1588点 遠藤　輪人(6) 1522点 高橋　伸幸(5) 1517点

一箕 旭田 門田 鶴友会 行仁 鶴友会 山都

鴻巣　醍(6) 1597点

松長

星　寧音アイシャ(5) 14.94(-0.8) 一ノ瀬　愛希(5) 15.04(+1.9) 大橋　梨央(5) 15.35(-0.8) 寿上　夏鈴(5) 15.37(-0.8) 大竹　涼音(5) 15.67(+1.9) 田代　凜音(5) 15.70(-0.3) 山田　亜実(5) 16.06(-0.8) 野口　実莉(5) 16.07(-0.2)

一箕 猪苗代 田島 城南 松長 東山 塩川 猪苗代TF

新明　美結(6) 13.91(+0.6) 小川　結羽(6) 14.41(+0.6) 棚木　桜香(6) 14.51(-1.1) 宇津城　優芽(6) 14.61(-1.1) 佐藤　結(6) 14.77(+0.6) 五十嵐　愛奈(6) 14.84(+0.6) 横山　佳朋(6) 14.86(+1.7) 二木　優奈(6) 15.10(-1.1)

一箕 城南 門田 城北 会津ＡＣジュニア 長瀬 ザベリオ 西会津

堀金　心結(6) 1872点 矢邉　優月(6) 1592点 猪巻　卯菜(6) 1561点 渡部　星空(6) 1544点 岩沢　莉子(6) 1541点 村澤　寿々(6) 1328点 村松　弥季(6) 1308点

会津ＡＣジュニア 会津ＡＣジュニア 荒舘 城南 会津ＡＣジュニア 緑 一箕

奥田　知世(6) 1328点

会津ＡＣジュニア

小池　彩音(6) 1825点 佐藤　綾音(6) 1640点 愛澤　華蓮(6) 1438点 上野　留花子(6) 1371点 仲田　愛海(5) 1298点 佐藤　美優(6) 1188点 藤原　杏奈(6) 1175点 安部　恋(6) 1151点

河東学園 GR 城西 ザベリオ 松山 ザベリオ ほおの木 西会津 山都

一箕A 56.66 行仁小学校 1:00.89 荒舘 1:02.47 田島小A 1:03.56 城北A 1:04.16 ほおの木Ａ 1:04.41 一箕B 1:07.30 城北B 1:09.17

渡部　詩津(6) 安田　早矢(6) 五十嵐　啓太(6) 五十嵐　姫生(5) 竹内　美翔(5) 猪俣　涼太(6) 大堀　柚喜(5) 田場川　羽優(5)

橋本　拓洋(6) 佐藤　伶音(6) 矢吹　佳菜(6) 馬場　心花(5) 大野　凌雅(5) 橋谷田　みな実(5) 富岡　湊(5) 星　祥輝(5)

吉川　莉桜菜(6) 谷口　葵(6) 星　陽和子(6) 大野　智寛(5) 馬場　心優(5) 菊地　まこ(5) 神田　偉咲(5) 青山　未幸(5)

五ノ井　汰河(6) 冨髙　陽太郎(6) 遠藤　駿太郎(6) 芳賀沼　仁(5) 鈴木　紫響(5) 佐藤　遼季(6) 原　碧月(5) 八巻　尊泰(5)

凡例  GR:大会記録

2m71(+1.1)-27m51

6月5日 小学混合4X100mR

16.60(-1.2)-1m10

4m45(+1.9)-36m74

6月5日 小学女子コンバインドＢ

3m70(+1.3)-37m93 3m73(+1.7)-27m56 3m33(+2.5)-29m78 3m30(+1.0)-26m61 3m35(+1.6)-20m54 2m97(+1.8)-25m11

15.48(+0.5)-1m18 15.12(+0.5)-1m10 15.96(+0.5)-1m21 15.78(+0.5)-1m18 16.15(-1.5)-1m05

16.48(+0.5)-1m10

6月5日 小学5年女子100m

6月5日 小学6年女子100m

14.04(+0.5)-1m21
6月5日 小学女子コンバインドＡ

3m64(+1.1)-47m81 3m68(+0.2)-38m64 3m40(-1.1)-39m97

3m62(+1.3)-36m91

6月5日 小学男子コンバインドＢ

15.53(+1.0)-1m00 15.87(+1.8)-1m05 17.05(+1.0)-1m10 16.57(+1.8)-1m00 17.03(+1.9)-1m00

3m92(-0.1)-51m71 3m75(+0.4)-34m70 3m70(-0.2)-32m14 3m70(+1.3)-31m89

8位

6月5日 小学5年男子100m

6月5日 小学6年男子100m

14.20(+1.9)-1m25

6月5日 小学男子コンバインドＡ

14.73(+1.8)-1m20 16.25(+1.9)-1m15

第３８回　全国小学生陸上競技交流大会会津地区予選会 【22070526】
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