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平成27年6月21日 招 集 所 審 判 長 小野寺文朗
岩手県営陸上競技場 記 録 主 任 遠藤　文敬

日付 種目

笹倉　世凪(6) 77m53 船砥　　大(6) 63m48 菅原　利玖(6) 60m75 川上　隼人(6) 57m74 千葉　雄介(6) 57m34 石田　将汰(6) 57m03 森　太久斗(6) 55m57 粕加屋完汰(6) 55m41

一関市・花泉小 GR 陸前高田市・高田クラブ 一関市・金沢小 北上市・黒北クラブ 二戸市・御返地小 遠野市・土淵小 九戸村・伊保内クラブ 北上市・飯豊クラブ

菅原　真瞬(5) 14.31 及川真ノ介(5) 14.50 石川　康明(5) 14.55 西野　凌祐(5) 14.59 北條　時寛(5) 14.65 星　　結太(5) 14.71 佐々木悠人(5) 14.96 佐々木泰世(5) 15.13

一関市・一関Jrク 一関市・山目クラブ 花巻市・宮野目小 北上市・黒西クラブ 花巻市・花巻小 花巻市・東和小 奥州市・水沢小 宮古市・津軽石小

若槻　　猛(6) 12.72 後藤　大亮(6) 13.12 菅原　　蓮(6) 13.23 山崎　涼健(6) 13.32 千田滉司朗(6) 13.35 佐藤　昌苑(6) 13.39 菅原　良太(6) 13.48 留場　洸成(6) 13.48

奥州市・前沢小 奥州市・奥州AC 一関市・一関Jrク 花巻市・若葉小 一関市・中里小 盛岡市・盛岡KTC 北上市・黒西クラブ 遠野市・土淵小

北舘　宗馬(6) 12.69 吉田　優喜(6) 13.28 佐藤　夕太(6) 13.45 加藤　瑞基(6) 13.59 佐倉瑠之輔(6) 13.74 髙橋　洸成(6) 14.07 桑波田ヒカル(6) 14.37 加賀　優也(6) 15.79

盛岡市・盛岡クラブ 一関市・一関南小 盛岡市・盛岡クラブ 西和賀町・湯田クラブ 盛岡市・陸上塾AC 一関市・一関南小 花巻市・若葉小 大槌町・吉里吉里ク

盛岡KTC・　 52.25 一関Jrク・　 53.58 盛岡クラブ・　 53.74 若葉小・　 54.11 黒北クラブ・　 54.21 矢沢小・　 54.65 前沢小・　 55.58 陸上塾AC・　 55.60

吉田　拓未(6) 菅原　　竣(6) 竹澤　　哲(6) 小瀬川　宗(6) 及川　楓雅(6) 髙橋　　大(6) 尾形　元気(6) 今野　翔斗(5)

伊藤　　駿(6) 阿部優太朗(6) 北舘　宗馬(6) 鎌田　悠瑚(6) 奥玉　雄大(6) 佐々木柊汰(6) 若槻　　猛(6) 佐倉瑠之輔(6)

鷹羽　柊弥(6) 工藤　颯真(6) 佐藤　夕太(6) 菊地　凌平(5) 藤川　裕真(6) 菊池　優斗(6) 鈴木　大稀(6) 錦戸　昴雅(5)

佐藤　昌苑(6) 菅原　　蓮(6) 吉田　流華(6) 山崎　涼健(6) 大城　歩夢(6) 佐藤　史弥(6) 前田　翔平(6) 宮崎　　隼(6)

千葉　風河(6) 1m34 鈴木　壮浩(6) 1m31 及川　楓雅(6) 1m31 渡辺鼓大郎(6) 1m28 三ヶ森 秀典(6) 1m28 佐々木遼翔(6) 1m25 佐藤　翔太(6) 1m25

北上市・北上南クラブ 一関市・一関南小 北上市・黒北クラブ 盛岡市・大新小 野田村・野田クラブ 陸前高田市・気仙小 花巻市・東和小

佐々木碧蘭(6) 1m28

花巻市・花巻太田小

藤川　裕真(6) 5m01(+1.7) 小野寺陽紀(6) 4m51(+0.4) 小田島昂輝(6) 4m36(+2.1) 吉田　拓未(6) 4m34(+1.6) 箱崎　翔大(6) 4m19(+2.4) 村田　在音(6) 4m11(+1.6) 堀　　　楓(6) 4m07(+0.2) 長尾　　瞬(6) 4m07(+0.6)

北上市・黒北クラブ 奥州市・水沢小 北上市・黒岩クラブ 公認4m14(+1.1) 盛岡市・盛岡KTC 北上市・黒西クラブ 公認4m14(+0.8) 久慈市・久慈クラブ 北上市・北上南クラブ 一関市・萩荘小

本城　咲良(6) 57m26 吉田　麻那(6) 55m73 鎌田　志栞(6) 53m28 佐藤　寧音(6) 52m43 勝山穂乃花(6) 47m69 石川　愛癒(6) 46m08 小林　靖南(6) 45m36 佐々木彩花(6) 44m16

奥州市・前沢小 宮古市・花輪小 花巻市・花巻太田小 奥州市・伊手小 花巻市・東和小 一関市・萩荘小 一関市・金沢小 大船渡市・立根小

栃澤　里奈(5) 13.94 小倉　侑奈(5) 14.62 佐藤　未悠(5) 14.73 黒川　　澪(5) 14.77 及川　美咲(5) 14.78 筑後なごみ(5) 14.79 町中　芽衣(5) 14.95 川原　寧乃(5) 15.01

盛岡市・盛岡KTC GR,EGR 盛岡市・盛岡KTC 洋野町・種市小 盛岡市・盛岡クラブ 盛岡市・盛岡KTC 盛岡市・盛岡KTC 花巻市・花巻太田小 盛岡市・陸上塾AC

菅原さくら(6) 13.45 春日　美月(6) 13.52 吉田　朱里(6) 13.88 柴田　佳歩(6) 14.22 佐藤　美桜(6) 14.32 加藤　　空(6) 14.57 永畠　史稀(6) 14.58 佐々木愛央(6) 14.67

盛岡市・盛岡KTC 盛岡市・盛岡KTC 盛岡市・盛岡KTC 盛岡市・盛岡KTC 一関市・萩荘小 宮古市・宮古小 花巻市・花巻太田小 花巻市・矢沢小

千田　　茜(6) 13.90 加藤　瑠莉(6) 14.12 奥家　友理(6) 14.59 菅原ひかり(6) 14.76 工藤　冴子(6) 14.84 菊池　宥羽(6) 14.91 遠藤　真友(6) 15.15 佐藤　寿珠(6) 15.24

一関市・萩荘小 盛岡土淵小 花巻市・若葉小 一関市・一関Jrク 一戸町・一戸サンビレ 遠野市・遠野北小 奥州市・水沢小 花巻市・南城小

盛岡KTC・　 53.13 盛岡KTCB・　 56.27 若葉小・　 56.40 桜台小・　 57.49 盛岡クラブ・　 57.56 水沢小・　 57.80 陸上塾AC・　 58.00 黒西クラブ・　 58.60

吉田　朱里(6) GR 筑後なごみ(5) 瀬川　未来(6) 加藤奈々子(6) 田中　馨子(6) 佐々木陽万里(6) 鈴木　海咲(5) 多田　心音(5)

春日　美月(6) 栃澤　里奈(5) 佐々木柚菜(6) 鈴木　麻央(6) 小澤　　澪(6) 藤澤　穂香(6) 長畑　　星(6) 菊池かりん(6)

柴田　佳歩(6) 小倉　侑奈(5) 奥家　友理(6) 佐藤　来美(6) 平藤　　歌(6) 高橋　愛海(6) 川原　寧乃(5) 佐藤　　楓(6)

菅原さくら(6) 及川　美咲(5) 下新井田琴望(6) 及川　未来(6) 多田　美南(6) 遠藤　真友(6) 三浦明彩花(6) 晴山陽真李(6)

梅原　琴音(6) 1m26 小山　悠月(6) 1m23 遠藤　珠羽(6) 1m23 黒田　愛美(6) 1m23 清水　美羽(6) 1m23 佐藤菜々美(6) 1m20 長畑　　星(6) 1m20

北上市・黒東クラブ 一関市・室根東クラブ 二戸市・石切所小 一関市・厳美クラブ 花巻市・東和小 北上市・飯豊クラブ 盛岡市・陸上塾AC

鎌倉　悠奈(6) 1m20

花巻市・花巻小

小正路栞奈(6) 4m18(+1.4) 菊池かりん(6) 4m17(+1.0) 菊田ひかる(6) 4m16(+1.1) 山田　苑佳(6) 4m07(-0.6) 佐々木海音(6) 3m95(0.0) 机地　日和(6) 3m91(-0.6) 澤田真優華(6) 3m90(+0.3) 鈴木　夏未(6) 3m83(0.0)

久慈市・久慈クラブ 北上市・黒西クラブ 遠野市・上郷小 花巻市・花巻小 山田町・山田南小 一関市・萩荘小 一関市・萩荘小 北上市・北上南クラブ

凡例  GR:大会記録 EGR:県小学記録

時刻 天気 気温 湿度 風速 風向

9:30 晴 25.3 54 0.7 南東

10:00 晴 25.8 55 0.9 南東

11:00 晴 27 50 1.7 南東

12:00 晴 26.5 48 2 南南東

13:00 晴 27.4 50 1.3 南南西

14:00 晴 28 52 2 南東

6月21日 女子走高跳

6月21日 女子走幅跳

6月21日
男子80mH
風：-1.6

6月21日 男子走幅跳

6月21日 女子4×100mR

6月21日
6年女子100m

風：0.0

6月21日
女子80mH
風：-0.1

6月21日 男子4×100mR

6月21日 男子走高跳

7位 8位

6月21日 小学男子ソフトボール投

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月21日 小学女子ソフトボール投

6月21日
5年女子100m

風：-0.2

6月21日
5年男子100m

風：-1.8

6月21日
6年男子100m

風：-1.7

日清カップ 第31回全国小学生陸上競技大会岩手県大会 決勝一覧 


