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第32回全国小学生陸上競技交流大会岩手県大会 2016年6月19日(日)
決勝一覧表

北上陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
5年男子 6/19 １００ｍ 葛西　　俊仁(5) 13.72 小原　　　駿(5) 14.24 千田　　海人(5) 14.30 小田嶋　心潤(5) 14.69 松川　　咲埜(5) 14.74 高橋　　渉成(5) 14.92 宮﨑　　秀都(5) 14.93 船野　　寿陽(5) 14.94

陸上塾 -1.2 前沢小 -1.2 若葉小 -1.2 矢沢小 -1.2 野田小 -1.2 若柳小 -1.2 石切所 -1.2 日頃市 -1.2 
6年男子 6/19 １００ｍ 菊地　　凌平(6) 13.30 菅原　  真瞬(6) 13.43 佐藤　　　旭(6) 13.50 小谷地　翔大(6) 13.65 多田　　結輝(6) 13.66 石川　　康明(6) 13.72 小野寺　　駆(6) 13.93 佐藤　　遼岬(6) 14.08

若葉小 -0.8 一関小 -0.8 金ケ崎 -0.8 野田小 -0.8 矢沢小 -0.8 宮野目 -0.8 前沢小 -0.8 平田小 -0.8 
5年女子 6/19 １００ｍ 宇夫方　　和(5) 14.52 佐々木　陽彩(5) 14.54 菅原　　美優(5) 15.06 小野寺まゆ香(5) 15.27 髙橋  　知沙(5) 15.42 瀬川　　侑生(5) 15.42 阿部　　心遥(5) 15.57 菊池　　　遥(5) 15.60

黒東TC -1.5 盛岡KTC -1.5 一関南 -1.5 南都田 -1.5 煙山小 -1.5 大迫小 -1.5 立花ｸﾗﾌﾞ -1.5 奥州AC -1.5 
6年女子 6/19 １００ｍ 栃澤　  里奈(6) 13.38 筑後　なごみ(6) 13.82 長坂　　柊花(6) 14.02 小倉　　侑奈(6) 14.06 及川　　美咲(6) 14.23 佐藤　　未悠(6) 14.31 大洞　　直生(6) 14.34 川原　　寧乃(6) 14.48

盛岡KTC -0.1 NGR 盛岡KTC -0.1 盛岡KTC -0.1 盛岡KTC -0.1 盛岡KTC -0.1 洋野ク -0.1 遠土淵 -0.1 陸上塾 -0.1 
共通男子 6/19 ８０ｍＨ 橘　　　主税(6) 13.65 鈴木  　大輝(6) 14.09 川村　　来夢(6) 14.13 畠山　　駿慶(6) 14.32 佐藤　　大伸(6) 14.49 佐々木　治親(6) 14.51 今野　　翔斗(6) 16.12 千葉　　　心(6) 18.90

(0.700m) 盛土淵 -1.3 萩荘小 -1.3 矢沢小 -1.3 赤荻ｸﾗﾌﾞ -1.3 北上南 -1.3 金田一 -1.3 陸上塾 -1.3 衣里小 -1.3 
共通女子 6/19 ８０ｍＨ 黒川　　　澪(6) 13.69 古川　　莉子(6) 13.79 鈴木　　海咲(6) 14.17 菊池　　美旺(6) 14.54 菅原　　彩衣(6) 14.63 藤原　　あい(6) 14.69 千葉　　萌香(5) 14.76 細川　　里緒(6) 15.06

(0.700m) 盛岡ｸﾗﾌﾞ -1.1 陸上塾 -1.1 陸上塾 -1.1 東和小 -1.1 中央小 -1.1 盛土淵 -1.1 山目小 -1.1 西和賀 -1.1 
共通男子 6/19 走高跳 菅原　　輝星(6) 1m34 北條　　時寛(6) 1m28 久世　　紫聖(6) 1m28 八重樫　湧理(6) 1m25 千葉　浩太郎(6) 1m25 同順：藤原凜(6) 1m25 梅村　　颯希(6) 1m25 只野　　太智(6) 1m25

赤荻ｸﾗﾌﾞ 花巻小 久慈ク 岩泉小 江釣子 一関南 陸上塾 若葉小

共通女子 6/19 走高跳 平賀　　真帆(6) 1m35 北口　　聖子(6) 1m32 小田島　佳音(6) 1m23 同順：藤原　  萌菜(6) 1m23 佐々木　　萌(6) 1m23 佐々木　海緒(6) 1m20 斉藤　　妃羅(6) 1m20 前川　　未夢(6) 1m20
黒東TC 盛岡KTC 湯本 萩荘小 安代ｸﾗﾌﾞ 磯鶏小 江釣子 陸上塾

共通男子 6/19 走幅跳 桐野　　　光(6) 4m73 及川　真ノ介(6) 4m47 菊池　皐了(6) 4m26 藤原　　義大(6) 4m26 及川　　健太(6) 4m25 川村　　凌太(6) 4m18 松岡　  崇仁(6) 4m15 佐々木　駿汰(6) 4m14
若葉小 +2.6 山目小 +3.4 青笹ｸﾗﾌﾞ +0.5 前沢小 +2.7 宮野目 +2.2 矢沢小 +0.9 一関小 +0.7 高AC +2.2 

共通女子 6/19 走幅跳 橋本　　清花(6) 4m40 多田　　愛佳(6) 4m34 船木　　陽帆(6) 4m30 熊谷　　帆乃(6) 4m08 亀澤　　萌々(6) 4m07 藪井　　沙英(6) 3m96 西舘　　朱里(5) 3m94 多田　　寛乃(6) 3m93
黒北ｸﾗﾌﾞ +3.4 陸上塾 +2.6 陸上塾 +0.6 猪川小 +3.2 盛岡KTC +0.7 盛岡KTC +2.9 奥中山 +1.6 東和小 +1.5 

共通男子 6/19 ボール投げ 佐々木　将太(6)  57m51 佐々木　秀太(6)  54m37 柿澤　　佑多(6)  53m03 佐々木　亮汰(6)  52m52 小山　　湧大(6)  48m98 矢吹　　舜太郎(6)  47m72 佐藤　　史隆(5)  46m92 山形　　海渡(6)  46m39
黒北ｸﾗﾌﾞ 青笹ｸﾗﾌﾞ 鬼柳ｸﾗﾌﾞ 若葉小 一関小 陸上塾 湯口小 野田小

共通女子 6/19 ボール投げ 千葉　  春花(6)  49m60 阿部　　礼知(6)  46m02 太野　　未来(6)  43m21 栗谷川　　葵(6)  42m99 菊地　麻衣織(6)  42m66 佐々木美野里(6)  40m79 八重畑　小菜(6)  40m15 堀　　　夢桜(6)  39m35
萩荘小 太田小 北厨小 盛岡KTC 前沢小 田野畑 大迫小 北上南

共通男子 6/19 ４×１００ｍ 前沢小学校 54.69 金ケ崎小学校 54.83 陸上塾 54.99 野田小学校 55.48 奥州ＡＣ 55.98 宮野目小学校 56.24 山目小学校 57.01 東和小学校 57.16
  吉田　　優良(6)   及川　　颯太(6)   前山　　海音(6)   山形　　海渡(6)   藤　　　純輝(6)   及川　　健太(6)   小西　　琉聖(6)   藤根　　聖文(6)
  佐藤　　優成(6)   小野寺　桜飛(6)   葛西　　俊仁(5)   中村　　悠介(6)   畠山　　由惟(6)   瀬川　　光希(6)   菅原　　　大(6)   星　　　結太(6)
  藤原　　義大(6)   及川　　雄生(6)   錦戸　　昴雅(6)   松川　　咲埜(5)   岩淵　　勇樹(6)   似内　聡太郎(6)   千葉　　遥斗(6)   一ノ倉　柊介(6)
  小野寺　　駆(6)   佐藤　　　旭(6)   今野　　翔斗(6)   小谷地　翔大(6)   佐々木　颯良(6)   石川　　康明(6)   及川　真ノ介(6)   姉帶　拓久斗(6)

共通女子 6/19 ４×１００ｍ 盛岡ＫＴＣ 53.56 陸上塾 56.83 盛岡ＫＴＣＢ 57.07 黒沢尻東TC 57.39 中央小学校 57.73 盛岡ＫＴＣＣ 57.74 若葉小学校 58.00
  小倉　　侑奈(6)   古川　　莉子(6)   亀澤　　萌々(6)   田川　日菜乃(6)   古舘　　瑠南(6)   川上　　桃花(6)   澤里　亜佑佳(6)
  栃澤　  里奈(6)   川原　　寧乃(6)   田屋　　優夢(6)   平賀　　真帆(6)   泥濘　　奈央(6)   栗谷川　　葵(6)   阿部　いろは(6)
  筑後　なごみ(6)   田中　　希歩(6)   長坂　　柊花(6)   小島　　　彩(6)   菅原　　彩衣(6)   佐々木　陽彩(5)   福代　　瀬菜(6)
  及川　　美咲(6)   鈴木　　海咲(6)   高橋　　歩楓(6)   宇夫方　　和(5)   山田　　杏美(6)   大竹　　理子(6)   瀬川　　佳那(6)

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


