
ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　雅博

ス タ ー ト 審 判 長 小田嶋信也

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 五十嵐綾子

記 録 主 任 伊藤　賢悦

日付 種目

照井　日々喜(5) 13.26 佐々木　愛斗(5) 13.83 柴田　夏向(5) 13.97 本間　春輝(5) 14.20 熊谷　匠(5) 14.36 照井　悠生(5) 14.41 本間　陽翔(5) 14.42

旭小学校 きさかた 高梨小学校 浅舞アスリートクラブ 横堀小学校 大雄小学校 西仙北ランナーズ

宇佐美　海斗(5) 14.41

ＪＡＣ－Ａ

大森　悠司(6) 12.99 井島　來(6) 13.33 小西　翔(6) 13.35 金　龍之介(6) 13.44 藤原　穂泉(6) 13.62 鈴木　大翔(6) 13.63 佐藤　惺多(6) 13.78 今野　竜斗(6) 13.98

旭小学校 小友ランナーズ 神岡小学校 秋田ベーシックTC 皆瀬小学校 大森小学校 山瀬アスリートクラブ 大川西根ランナーズ

吉田　仁(6) 3:03.21 宮澤　凛太(6) 3:05.44 小田嶋　優希(6) 3:06.56 山本　奏太(6) 3:07.38 小坂　祥太朗(6) 3:08.36 早川　駿(6) 3:13.62 佐々木　瑠清(6) 3:13.78 早川　洸(5) 3:14.28

秋田ベーシックTC 長木小学校 十和田小学校 川口小学校 横手南アスリートクラブ ＪＡＣ－Ａ 平沢小学校 長木小学校

髙橋　春馬(6) 2050点 長澤　優真(6) 1964点 関　彪牙(6) 1896点 佐々木　琉衣(6) 1865点 加藤　蒼涼(6) 1853点 松山　怜央(5) 1807点 柴田　煌輝(6) 1805点 宮原　颯大(6) 1793点

十文字小学校 GR AC豊成 GR 柴平小学校 ＪＡＣ－Ａ 尾崎小学校 きさかた 山田小学校 十文字小学校

茂木　孝哉(6) 2092点 蛭川　太雅(6) 2067点 髙橋　旺世(6) 2014点 照井　秀哉(6) 1890点 小原　昌太(6) 1883点 高橋　優太(6) 1875点 佐々木　楽節(6) 1810点 石綿　瑛心(6) 1762点

高梨小学校 横手市立栄小学校 大川西根ランナーズ 千畑小学校陸上部 旭小学校 十和田小学校 ＪＡＣ－Ａ 湯沢東小学校

北嶋　耶絵(5) 14.00 煤賀　理緒(5) 14.14 佐野　えみり(5) 14.29 大石　希乃羽(5) 14.43 大日向　千里奈(5) 14.53 小谷　真鈴(5) 14.53 本城　葵子(5) 14.61 新開　蒼愛(5) 14.88

長木小学校 港北小学校 横手南アスリートクラブ 増田小学校 平沢小学校 ＪＡＣ－Ａ 清鷹小学校 追分ＲＣ

近藤　里胡(6) 13.55 佐々木　優月(6) 13.86 小林　幸来(6) 13.98 堀　菜七美(6) 14.02 菊池　凛(6) 14.34 山本　祐里那(6) 14.35 藤原　心暖(6) 14.48 高橋　美杜(6) 14.70

大館ジュニアアスリート 平沢小学校 山内やまばと 平沢小学校 桂城アスリートクラブ 柴平小学校 追分ＲＣ 湯沢西小学校

高橋　愛紗(6) 2:27.02 髙橋　心花(6) 2:28.67 石垣　珠麗(5) 2:32.51 豊嶋　心子(6) 2:33.37 高橋　柚唯(5) 2:33.52 奈良　紅羽(6) 2:34.89 櫻庭　若葉(6) 2:37.62 小田嶋　葉月(6) 2:37.79

ＪＡＣ－Ａ 千畑小学校陸上部 外旭川小学校 協和小学校 大館ジュニアアスリート 八幡平小学校 皆瀬小学校 横手北小学校

前山　実来(6) 1695点 遠藤　亜純(6) 1656点 木内　凜(6) 1653点 鷹觜　愛珠(6) 1590点 菅原　さら(6) 1566点 吉尾　晴華(6) 1552点 畠山　樹乃(6) 1521点 藤島　月香(6) 1511点

尾崎小学校 浅舞アスリートクラブ 西目小学校 太田東AC 横手市立栄小学校 岩城小学校 成章ランナーズ 成章ランナーズ

藤原　葵衣(6) 1631点 佐藤　桜華(6) 1620点 佐藤　芽衣(5) 1599点 齋藤　萌衣(5) 1576点 伊藤　蓮夏(6) 1566点 村木　愛実(6) 1554点 佐藤　結花(6) 1538点 鎌田　結妃(6) 1492点

上川沿ＴＦＣ 旭小学校 大館南小学校 増田小学校 岩城小学校 十和田小学校 秋田ベーシックTC 旭小学校

ＪＡＣ－Ａ 53.31 横手南アスリートクラブ 54.90 横手北小学校 55.40 花輪小学校 58.14 旭川陸上部 58.45 平沢小学校 59.52 六郷小学校A 59.82 旭小学校 1:00.45

鈴木　里彩(6) 北見　瑛斗(6) 佐藤　虎二朗(6) 畠山　凜音(6) 櫻田　美咲(6) 三浦　琉聖(6) 戸澤　姫那(6) 吉澤　心羽(6)

加賀谷　陽(6) 奥山　芽以叶(6) 照井　珠莉愛(6) 小鴨　晴真(6) 工藤　陽仁(6) 楢岡　英翔(6) 栗林　新太(6) 佐藤　剛琉(6)

中村　颯斗(6) 藤田　心陽菜(6) 日野　天花(6) 熊谷　みどり(6) 小玉　杏奈(6) 佐々木　祐嘉(5) 加藤　結愛(6) 柏倉　陽華(6)

和田　姫怜(6) 藤田　健正(6) 菅野　蓮(6) 小田島　幸周(6) 佐々木　陽斗(6) 佐藤　柚希(6) 藤城　柊夢生(6) 保坂　勇豪　(6)

凡例  GR:大会記録

“日清食品カップ”　秋田県小学生陸上競技交流大会　令和４年度　秋田県少年少女陸上競技大会 【22050006】 
秋田県立中央公園陸上競技場 【51020】 
2022/07/10 ～ 2022/07/10

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月10日
男子5年100m 

風：+0.8

7月10日
男子6年100m 

風：+1.5

7月10日 男子1000m

14.28(+1.8)-1m40

7月10日 男子コンバインドＡ

14.11(-1.0)-1m30 14.51(-1.0)-1m30 15.03(+1.8)-1m35 14.42(-1.0)-1m25 14.69(+0.5)-1m25 14.70(+0.5)-1m25 14.44(-1.0)-1m20

4m44(-0.4)-49m95

7月10日 男子コンバインドＢ

4m63(-2.5)-46m10 4m02(-1.7)-51m92 4m26(-0.9)-42m53 3m70(+0.7)-49m90 4m03(-0.4)-44m94 4m12(+0.5)-40m51 4m15(-0.3)-37m77

7月10日
女子5年100m 

風：+0.4

7月10日
女子6年100m 

風：-0.7

7月10日 女子800m

15.01(+0.6)-1m20

7月10日 女子コンバインドＡ

3m53(-0.2)-36m63 3m36(+0.7)-38m40 3m95(+0.9)-29m51

15.24(+0.6)-1m20 15.26(0.0)-1m20 15.29(0.0)-1m15 16.10(0.0)-1m25 15.17(+0.6)-1m10 16.03(+0.6)-1m20

3m23(-0.2)-37m11

7月10日 男女4×100mR

16.42(0.0)-1m25

4m13(-1.5)-31m56

7月10日 女子コンバインドＢ

3m31(+1.4)-42m31 3m76(-0.1)-35m12 3m93(+0.3)-31m60


