
ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　雅博

ス タ ー ト 審 判 長 伊藤　雅博

跳 躍 審 判 長 渡邊　久人

投 て き 審 判 長 渡邊　久人

混 成 審 判 長 渡邊　久人

招 集 所 審 判 長 駒野　仁彦

記 録 主 任 伊藤　賢悦

日付 種目

荻原　悠樹(5) 14.40 似鳥　陽真(5) 14.49 高橋　拓隼(5) 14.50 藤原　穂泉(5) 14.53 佐藤　惺多(5) 14.68 田中　志門(5) 14.81 村山 徠純(5) 14.87 佐々木　拓哉(5) 14.93

旭川陸上部 花輪小学校 ＪＡＣ－Ａ 皆瀬小学校 山瀬アスリート 花館小学校陸上部 鶴舞小学校 大館Ｊｒ.アスリート

佐藤　京介(6) 12.15 東海林　隆辰(6) 12.17 藤原　魁土(6) 13.13 戸田　尚希(6) 13.22 五十嵐　壮志(6) 13.62 片岡　恵生(6) 13.66 細田　璃歩(6) 13.78 伊藤　大翔(6) 13.83

仙南ＴＦＣスポーツ少年団 GR,AER 秋田ベーシックTC GR,AER 皆瀬小学校 由利アスリート 新山小学校 上小阿仁陸上クラブ 綴子ＡＣ 清水っ子TFC

笹森　琉仁(6) 3:10.84 小田嶋　優希(5) 3:14.11 吹谷　俐音(6) 3:14.21 成田　銀(6) 3:16.61 山本　奏太(5) 3:17.67 小野　暖心(6) 3:18.03 吉田　仁(5) 3:18.58 阿部　煌磨(6) 3:22.88

アスリート城西 十和田ＡＣ 日新小学校 尾崎小学校 川口陸上部 綴子ＡＣ 秋田ベーシックTC 八幡平小学校

佐藤　璃空(6) 1959点 阿部　修斗(6) 1797点 小松　拓実(6) 1757点 佐藤　莉仁(6) 1750点 佐々木　琉樹(6) 1713点 古川　遼(6) 1712点 佐々木　幹太(6) 1593点 熊谷　和壽(6) 1564点

西目小学校 GR,AER 柴平小学校 GR,AER 子吉ランナーズ チームひばり野 象潟小学校 柴平小学校 清水っ子TFC 中仙小学校

齋藤　涼真(6) 2099点 今田　樹(6) 2098点 清水　来要(6) 1996点 佐藤　琉心(6) 1934点 小笠原　永至(6) 1844点 菅原　洋祐(6) 1796点 佐々木　楽節(5) 1782点 和泉　覇雄馬(6) 1775点

象潟小学校 協和小学校 矢立小 象潟小学校 アスリート大内 湯沢西小学校 ＪＡＣ－Ａ 三輪小学校

近藤　里胡(5) 14.29 北林　結花(5) 14.40 堀　菜七美(5) 14.63 和田　姫怜(5) 14.78 佐々木　優月(5) 15.09 佐藤　仁衣南(5) 15.11 山本　祐里那(5) 15.12 鎌田　愛衣(5) 17.14

大館Ｊｒ.アスリート ＮＡＣ 平沢小学校 ＪＡＣ－Ａ 平沢小学校 神代小学校 柴平小学校 十和田ＡＣ

松橋　美希(6) 13.71 石井　愛来(6) 13.94 菅原　絆(6) 14.08 三浦　茉空(6) 14.30 関　花音(6) 14.31 三浦　菜々緒(6) 14.38 木内　那奈(6) 14.41 石河　真優(6) 14.44

太田北小学校 秋田ベーシックTC 追分ＲＣ 由利アスリート 柴平小学校 AC豊成 由利アスリート 大曲小学校

菅原　彩(6) 2:29.58 佐々木　花潤　(6) 2:33.00 石田　萌愛菜(6) 2:33.46 高橋　愛紗(5) 2:34.55 石垣　夢凛愛(6) 2:35.20 田中　雅姫(6) 2:36.51 田中　芹(6) 2:37.63 澤田　理央(5) 2:37.90

花輪小学校 長木小 長木小 ＪＡＣ－Ａ 外旭川小学校 アスリート城西 柴平小学校 小坂小学校

阿部　みゆき(6) 1661点 佐藤　希羽(6) 1617点 渡辺　葵桜音(6) 1595点 佐藤　碧乃(6) 1590点 齊藤　琉月(6) 1586点 石井　まりい(6) 1581点 加賀谷　綺水(6) 1516点 小松　心暖(6) 1497点

有浦陸上クラブ 三梨小学校 AC豊成 追分ＲＣ 由利アスリート 柴平小学校 アスリート城西 尾崎小学校

泉　寧音(6) 1603点 佐々木　柑愛(6) 1483点 藤原　麗奈(6) 1475点 内藤　咲蘭(6) 1453点 伊藤　由良(6) 1400点 村木　愛実(5) 1396点 小松　結愛(6) 1355点 伊藤　愛純(6) 1285点

東館小 東館小 角館陸上スポーツ少年団 尾小アスリートクラブ 由利アスリート 十和田ＡＣ 湯沢西小学校 象潟小学校

秋　田・ＪＡＣ－Ａ 54.12 秋　田・大館Ｊｒ.アスリート 54.74 秋　田・有浦陸上クラブ 55.64 秋　田・城南ランナーズ 55.80 秋　田・仙南ＴＦＣスポーツ少年団 55.96 秋　田・中仙小学校 57.11 秋　田・チーム金浦 57.87

高橋　里奈(6) 谷本　龍星(6) 日景　拓真(6) 桜庭　海聖(6) 小野寺　菫(6) 玉井　ゆら(6) 齊藤　大河(5)

石井　颯(6) 佐々木　結生(6) 切替　陽奈子(6) 竹村　唯花(6) 髙橋　昌峯(6) 高橋　柚次(6) 今野　莉心(6)

石井　蓮(6) 上原　楓音(6) 堀部　蓮(5) 佐藤　璃歩(6) 泉谷　奈々瑛(6) 高根　悠有(6) 佐藤　莉緒(6)

工藤　優里(6) 多賀谷　歩音(6) 三浦　菜央(6) 羽沢　琉飛(6) 松井　蒼真(6) 高橋　　仁(6) 佐藤　蓮(6)

川井　健太朗(6) 14.85 畑中　斗真(5) 15.49 江村　律季(6) 15.75 熊谷　晃(6) 15.77 松崎　心音(6) 16.15 中田　結人(5) 16.43 木村　春翔(5) 16.53 高橋　颯真(5) 17.88

ＪＡＣ－Ａ チーム金浦 仙南ＴＦＣスポーツ少年団 尾崎小学校 大曲小学校 大館Ｊｒ.アスリート 城南ランナーズ 有浦陸上クラブ

今村　百花(6) 15.28 高橋　陽星(6) 15.80 桜庭　聖菜(5) 15.88 佐藤　笑里(6) 16.43 氏家　颯夏(6) 17.69

大館Ｊｒ.アスリート 中仙小学校 城南ランナーズ 追分ＲＣ イーストランナーズ

渋谷　音葉(6) 14.60 久米　陽菜(6) 15.19 佐藤　莉乃(5) 15.68 福士　花乃(6) 16.66 髙桑　唯夏(6) 16.77 袴田　幸葉(5) 16.81

ＪＡＣ－Ａ 大曲小学校 チーム金浦 有浦陸上クラブ 追分ＲＣ 能山ＪＡＣ

凡例  GR:大会記録 AER:県小学記録

“日清食品カップ”秋田県小学生陸上競技交流大会　令和３年度秋田県少年少女陸上競技大会 【21050006】 
秋田県立中央公園陸上競技場 【51020】 
2021/06/27 ～ 2021/06/27

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月27日
男子100m友情レース 

風：-0.6

6月27日
男子5年100m 

風：+2.6

6月27日
男子6年100m 

風：+1.4

15.27(-0.6)-1m15 15.44(+0.3)-1m15

6月27日 男子1000m

13.80(-0.6)-1m25

6月27日 男子コンバインドＡ

14.75(-0.6)-1m25

3m84(-1.1)-53m48 3m63(-2.5)-53m36

14.65(-0.6)-1m20 14.35(-0.6)-1m15 14.57(+0.3)-1m15 14.91(+0.3)-1m20

4m12(+0.2)-42m20 3m82(-0.2)-43m93 4m00(-1.5)-40m81 3m45(-0.1)-48m04

6月27日
女子100m友情レース 

風：+1.8

4m02(-1.3)-56m10

6月27日 男子コンバインドＢ

4m48(-1.3)-49m73

6月27日
女子100m友情レース(2) 

風：+2.2

6月27日
女子5年100m 

風：+1.4

6月27日
女子6年100m 

風：+1.1

15.05(-0.5)-1m05 15.83(-0.5)-1m15

6月27日 女子800m

14.87(-0.7)-1m15

6月27日 女子コンバインドＡ

15.13(-0.5)-1m15

3m12(-0.1)-37m80 3m47(+1.0)-31m90

15.26(-0.7)-1m15 14.95(-0.7)-1m10 15.31(-0.5)-1m15 15.34(-0.5)-1m15

3m47(-0.4)-29m30 3m46(-1.0)-29m22 3m31(+2.1)-29m30 3m29(-0.2)-26m15

6月27日 男女4×100mR

3m87(+0.3)-33m79

6月27日 女子コンバインドＢ

3m41(-0.5)-34m19


