
トラック競技
順序 競技開始 種別 競技名 ラウンド 組数 着取＋α 招集開始 招集完了

共通女子 ８０ｍＨ 予　選 0着+8

共通男子 ８０ｍＨ 予　選 0着+8

年 女 子 １００ｍ 予　選 0着+8

年 女 子 １００ｍ 予　選 0着+8

年 男 子 １００ｍ 予　選 0着+8

年 男 子 １００ｍ 予　選 0着+8

年 女 子 １００ｍ 決　勝

年 男 子 １００ｍ 決　勝

共通女子 ４×１００ｍＲ 予　選 0着+8

年 女 子 １５００ｍ 決　勝

年 男 子 １５００ｍ 決　勝

年 女 子 １５００ｍ 決　勝

年 男 子 １５００ｍ 決　勝

共通女子 ８０ｍＨ 決　勝

共通男子 ８０ｍＨ 決　勝

年 女 子 １００ｍ 決　勝

年 女 子 １００ｍ 決　勝

年 男 子 １００ｍ 決　勝

年 男 子 １００ｍ 決　勝

共通女子 ４×１００ｍＲ 決　勝

共通男子 ４×１００ｍＲ 決　勝

跳躍競技

順序 競技開始 種別 競技名 ラウンド 組数 通過記録 招集開始 招集完了

共通女子 走幅跳 決　勝

共通女子 走高跳 決　勝

共通男子 走幅跳 決　勝

共通男子 走高跳 決　勝

投てき競技

順序 競技開始 種別 競技名 ラウンド 組数 通過記録 招集開始 招集完了

共通女子 ジャベリックボール投 決　勝

共通男子 ジャベリックボール投 決　勝

＊競技終了　14：20頃

＊表彰式　　14：30頃

競　技　日　程

主　催　　一般財団法人岩手陸上競技協会
　　　　　宮古市陸上競技協会
後　援　　宮古市・宮古市教育委員会
　　　　　一般財団法人宮古市体育協会

第１回 岩手県小学生選抜
陸 上 競 技 大 会

期日：平成 30 年 11 月３日㈯
場所：宮古運動公園陸上競技場

リザルト



コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2018/11/03 09:30 晴 14.7 43.0 南西 0.1

10:00 晴 14.1 44.0 北東 0.0

11:00 晴 14.3 50.0 北東 0.7

12:00 晴 14.7 51.0 北 1.1

13:00 晴 14.9 48.0 南西 0.0

14:00 晴 15.3 47.0 南西 0.5 陸上競技場

測定場所

陸上競技場

陸上競技場

陸上競技場

陸上競技場

陸上競技場
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第１回岩手県小学生選抜陸上競技大会

宮古運動公園陸上競技場

2018/11/03

【新・タイ記録一覧表】

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 11月3日 岩手県小学生記録 男 小学6年 100m 予　選 1 1 12.24 +2.0m/s 菊池　優空(6) リクブ遠野(岩　手)

2 11月3日 岩手県小学生記録 男 小学6年 100m 決　勝 1 1 12.17 +2.0m/s 菊池　優空(6) リクブ遠野(岩　手)



総 務 木村　剛

審 判 長 佐々木茂

記 録 主 任 在原敏司

【決勝一覧表】

日付 種目

川上　央真(4) 14.91 松尾　渚生(4) 15.16 竹越　葉大(4) 15.49 堀内　柊哉(4) 15.65 佐藤　真裕 16.98

奥中山小 陸上塾 緑が丘小 宮古ＴＣ 宮古ＴＣ

佐々木　裕人(5) 13.29 門間　将太(5) 13.82 蟻田　煌(5) 14.02 濱田　礼仁(5) 14.11 松本　塁(5) 14.16 山﨑　凉太(5) 14.56 吉岡　陽悠(5) 14.62

盛岡クラブ 千厩クラブ 八重畑小 陸上塾 宮古ＴＣ 山田ジュニア 盛岡クラブ

千葉　脩志(5) 14.56

一関南クラブ

菊池　優空(6) 12.17 柳生　政樹(6) 12.55 髙橋　陽仁(6) 12.58 渡邊　聖奈(6) 12.83 髙橋　隼人(6) 13.33 稲葉　悠斗(6) 13.34 小松　舜知(6) 13.34 佐藤　湊(6) 13.68

リクブ遠野 PER 奥州ＡＣ 石鳥谷小 奥州ＡＣ 北上ジュニア 陸上塾 北上ジュニア 藤沢小

伊藤　　千隼(5) 5:11.08 山田　陸(5) 5:12.15 小野寺　悠(5) 5:23.02 石嶋　優磨(5) 5:29.44

花巻AC 陸上塾 サンビレＲＣ サンビレＲＣ

花井　統(6) 4:55.05 藤原　想太(6) 4:55.33 岡山　直椰(6) 5:00.41 臼沢　勇星(6) 5:09.54 千葉　丈(6) 5:16.36 浜川　柊二(6) 5:18.26 佐藤　峻平(6) 5:19.33 千葉　純矢(6) 5:20.27

サンビレＲＣ 陸上塾 石鳥谷小 大槌学園 奥州ＡＣ リクブ遠野 平田小 宮古ＴＣ

吉田　有槻(6) 12.43 谷口　悠芽(6) 13.20 深澤　蒼太(6) 13.42 菊池　一朗(6) 13.83 鈴木　渉(6) 13.86 細川　隆清(6) 14.33 中屋　貴翔(6) 14.65 三浦　悠瑚(5) 14.95

陸上塾 陸上塾 陸上塾 甲子クラブ 鬼柳小 盛岡クラブ 宮古ＴＣ 盛岡クラブ

奥州ＡＣ 52.34 石鳥谷小 52.48 鬼柳小A 54.95 平田小 55.92 千厩クラブ 56.13 鵜住居小 1:02.58

武田　空久(6) 藤原　颯大(6) 佐藤　向日葵(6) 高澤　未希也(6) 後藤　颯太(5) 三浦　健心(5)

柳生　政樹(6) 髙橋　陽仁(6) 鈴木　渉(6) 菊池　迅斗(6) 門間　将太(5) 黒澤　強優(5)

松本　虎二(6) 千田　夕聖(6) 渡辺　龍輝(6) 熊谷　佳祐(6) 千葉　晴空(6) 青木　航海(5)

渡邊　聖奈(6) 岡山　直椰(6) ｷｬﾝﾍﾞﾙ　幸太郎(6) 菊地　咲輝翔(6) 小野寺　玲穏(6) 舘鼻　鉄心(5)

東方　飛龍(6) 1m36 小野寺　玲穏(6) 1m33 佐々木　寛太(6) 1m25 八重樫　明(5) 1m20 野﨑　翔愛(6) 1m15

釜石小 千厩クラブ 津軽石小 北上南小 甲子クラブ

藤根　慧悟(6) 4m38(-1.1) 阿部　凪生(6) 4m27(-1.7) 藤原　裕己(6) 4m13(-1.4) 伊藤　直人(6) 3m71(-2.2) 菊池　迅斗(6) 3m68(-1.3) 佐藤　遼河(6) 3m63(-1.8) 阿部　陽友(6) 3m48(-1.4) 山﨑　玲聖(6) 3m46(-1.5)

花巻AC 陸上塾 奥州ＡＣ 江釣子クラブ 平田小 千厩クラブ 宮古ＴＣ 平田小

吉田　蒼天(6) 58m53 千葉　晴空(6) 57m61 新沼　琉真(6) 53m40 佐々木　友誠(6) 53m02 菊池　康介(6) 43m19

緑が丘小 千厩クラブ 盛小 甲子クラブ 大槌学園

石嶋　萌衣(4) 15.69

サンビレＲＣ

川井　美悠(5) 14.26 新田　里穂子(5) 14.46 山本　倖奈(5) 14.67 髙橋　明里(5) 14.81 鎌田　結衣那(5) 15.05 矢澤　由衣(5) 15.08 及川　さくら(5) 15.15 照井　莉々子(5) 15.19

奥州ＡＣ 照岡小 崎山小 江釣子クラブ 亀ケ森小 盛岡クラブ 金ケ崎小 江釣子クラブ

吉田　芽衣(6) 13.91 田村　咲菜(6) 14.08 高橋　美月(6) 14.15 飛澤　乃希(6) 14.42 菊池　たまる(6) 14.54 千葉　綾音(6) 14.55 佐々木　颯希(6) 14.67 吉田　希優(6) 14.69

陸上塾 陸上塾 盛岡クラブ 盛岡クラブ リクブ遠野 千厩クラブ 奥州ＡＣ 川井小

川畑　夏妃(5) 5:34.58 菅原　雛星(4) 5:42.25 菅原　綺星(5) 5:49.10 佐々木　結彩(5) 5:58.74

田野畑小 リクブ遠野 リクブ遠野 千徳小

大澤　典佳(6) 5:10.12 多田　凪沙(6) 5:23.68 夏井　心咲季(6) 5:25.94 前田　望羽(6) 5:34.94 田代　彩華(6) 5:43.25 藤岡　実咲(6) 5:44.84 石川　侑希(6) 5:47.72 岩間　愛華(6) 5:51.92

田野畑小 江釣子クラブ 八重畑小 一関南クラブ サンビレＲＣ 北上ジュニア 盛岡クラブ 大槌学園

板井　彩奈(6) 13.28 田中　七海(6) 13.36 小長根　心桜(6) 13.53 吉田　香澄(6) 14.28 石塚　ありさ(6) 14.48 三浦　日菜(6) 14.62 菅原　彩花(6) 14.81 藤本　紗也(6) 14.83

緑が丘小 陸上塾 盛岡クラブ 陸上塾 山目小 一関南クラブ 千厩クラブ 陸上塾

盛岡クラブ 54.25 石鳥谷小 56.84 緑が丘小 57.78 津軽石小A 1:00.02 双葉小 1:00.04 甲子クラブ 1:01.22 釜石小 1:01.89 平田小 1:02.32

高橋　美月(6) 大竹　瑠里(6) 藤田　彩希(6) 白土　心愛(6) 菊池　夢捺(6) 菊池　音乃(6) 阿部　唯花(6) 和田　菜々恵(6)

小長根　心桜(6) 菊池　彩文(6) 板井　彩奈(6) 佐々木　優奈(6) 鈴木　遥香(6) 石村　海鈴(6) 金﨑　紗良(6) 久保　菜月(6)

飛澤　乃希(6) 橘　南海(6) 山根　佳歩(6) 佐々木　ゆき(6) 鈴木　あこ(6) 佐野　保奈美(6) 矢浦　望那(6) 前川　愛紗(6)

宮野　涼叶(6) 佐藤　心和(6) 吉田　雛(6) 齋藤　華(6) 古水　結菜(6) 菊池　悠里(6) 戸張　しゃな(6) 大和田　未桜(6)

小網　由華(6) 1m25 坂本　舞依(6) 1m25 張間　薫梨(5) 1m20 兼平　芽衣(5) 1m10 清水　美弥子(5) 1m10

陸上塾 江釣子クラブ 山口小 陸上塾 千徳小

菊池　彩文(6) 1m25

石鳥谷小

大道　空(6) 4m54(-1.4) 舩木　陽向(6) 4m36(-1.6) 宮野　涼叶(6) 4m23(-1.5) 阿部　美莉亜(6) 4m22(-0.8) 尾崎　蘭(6) 3m93(-0.9) 阿部　優音(6) 3m90(-1.1) 小野寺　仁菜(6) 3m85(-1.2) 及川　結希加(6) 3m84(-1.5)

久喜小 陸上塾 盛岡クラブ 盛岡クラブ 緑が丘小 南城小 宮古ＴＣ 奥州ＡＣ

加倉　陽奈季(6) 41m19 関口　萌々花(5) 34m96 佐々木　璃音(5) 34m33 村上　七望(6) 34m08 阿部　優葉里(6) 28m96 矢浦　望那(6) 28m68 平野　凛(6) 27m90

田老一小 千徳小 釜石小 甲子クラブ 津軽石小 釜石小 甲子クラブ

凡例  PER:岩手県小学生記録

第１回岩手県小学生選抜陸上競技大会
宮古運動公園陸上競技場
2018/11/03

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11月3日
小学4年男子100m

風：+1.5

11月3日
小学5年男子100m

風：+0.9

11月3日
小学6年男子100m

風：+2.0

11月3日 小学5年男子1500m

11月3日 小学6年男子1500m

11月3日
小学共通男子
80mH(0.700m)

風：+1.3

11月3日 小学共通男子4X100mR

11月3日 小学共通男子走高跳

11月3日 小学共通男子走幅跳

11月3日
小学共通男子

ジャベリックボール投

11月3日
小学4年女子100m

風：+1.5

11月3日
小学5年女子100m

風：0.0

11月3日
小学6年女子100m

風：-1.6

11月3日 小学5年女子1500m

11月3日 小学6年女子1500m

11月3日 小学共通女子走幅跳

11月3日
小学共通女子

ジャベリックボール投

11月3日
小学共通女子
80mH(0.700m)

風：0.0

11月3日 小学共通女子4X100mR

11月3日 小学共通女子走高跳



小学4年男子100m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 11:30 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾏ

1 3 62 川上　央真(4) 奥中山小 14.91
ﾏﾂｵ ｼｮｳ

2 5 8 松尾　渚生(4) 陸上塾 15.16
ﾀｹｺｼ ﾖｳﾀﾞｲ

3 6 70 竹越　葉大(4) 緑が丘小 15.49
ﾎﾘｳﾁ ｼｭｳﾔ

4 4 108 堀内　柊哉(4) 宮古ＴＣ 15.65
ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ

5 7 109 佐藤　真裕 宮古ＴＣ 16.98



小学5年男子100m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 11:10 予　選
11月3日 13:25 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+1.6) 2組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｻｷ ﾕｳﾄ ﾓﾝﾏ ｼｮｳﾀ

1 3 23 佐々木　裕人(5) 盛岡クラブ 13.22 q 1 3 89 門間　将太(5) 千厩クラブ 13.68 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ ﾁﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ

2 6 106 松本　塁(5) 宮古ＴＣ 14.17 q 2 6 44 千葉　脩志(5) 一関南クラブ 14.32 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾖｼｵｶ ﾋﾕｳ

3 5 73 山﨑　凉太(5) 山田ジュニア 14.44 q 3 5 24 吉岡　陽悠(5) 盛岡クラブ 14.59 q
ｷｸﾁ ﾋｻﾉﾘ ｸﾛｻﾜ ｷｮｳﾕｳ

4 4 83 菊池　悠徳(5) 花巻AC 14.67 4 7 32 黒澤　強優(5) 鵜住居小 15.23
ﾅｶﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ｲﾄｳ ｾﾞﾝ

5 7 52 中山　蒼一朗(5) 奥州ＡＣ 15.35 5 4 92 伊藤　禅(5) 津軽石小 15.26
ｻｻｷ ｼﾞｭﾗﾝ

8 107 佐々木　寿蘭(5) 宮古ＴＣ DNS

3組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾘﾀ ｷﾗ

1 4 26 蟻田　煌(5) 八重畑小 13.85 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ

2 5 5 濱田　礼仁(5) 陸上塾 14.13 q
ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ

3 6 90 後藤　颯太(5) 千厩クラブ 14.96
ｷｸﾁ ﾊﾙｷ

4 3 105 菊地　陽樹(5) 宮古ＴＣ 15.13
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ

5 7 95 山崎　宏汰(5) 津軽石小 15.23
ｻｶﾓﾄ ｷﾐﾄｼ

6 8 57 坂本　公稔(5) 双葉小 15.26

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾕｳﾄ

1 5 23 佐々木　裕人(5) 盛岡クラブ 13.29
ﾓﾝﾏ ｼｮｳﾀ

2 4 89 門間　将太(5) 千厩クラブ 13.82
ｱﾘﾀ ｷﾗ

3 6 26 蟻田　煌(5) 八重畑小 14.02
ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ

4 3 5 濱田　礼仁(5) 陸上塾 14.11
ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ

5 8 106 松本　塁(5) 宮古ＴＣ 14.16
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

6 1 73 山﨑　凉太(5) 山田ジュニア 14.56
ﾁﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ

6 7 44 千葉　脩志(5) 一関南クラブ 14.56
ﾖｼｵｶ ﾋﾕｳ

8 2 24 吉岡　陽悠(5) 盛岡クラブ 14.62

凡例  DNS:欠場



小学6年男子100m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 11:00 予　選
11月3日 13:20 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷｸﾁ ﾕﾗ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋﾄ

1 4 2 菊池　優空(6) リクブ遠野 12.24 PER q 1 6 14 髙橋　陽仁(6) 石鳥谷小 12.43 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ﾔｷﾞｭｳ ﾏｻｷ

2 3 50 渡邊　聖奈(6) 奥州ＡＣ 12.64 q 2 4 49 柳生　政樹(6) 奥州ＡＣ 12.56 q
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾄ ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ

3 5 13 稲葉　悠斗(6) 陸上塾 13.25 q 3 5 96 小松　舜知(6) 北上ジュニア 13.22 q
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ ｻﾄｳ ﾐﾅﾄ

4 7 97 髙橋　隼人(6) 北上ジュニア 13.30 q 4 1 41 佐藤　湊(6) 藤沢小 13.71 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ ｷｸﾁ ｻｷﾄ

5 8 29 渡辺　龍輝(6) 鬼柳小 13.73 5 8 64 菊地　咲輝翔(6) 平田小 13.85
ﾀｹﾀﾞ ｿﾗｸ ｷｸﾁ ｱﾂｷ

6 6 46 武田　空久(6) 奥州ＡＣ 14.35 6 7 54 菊池　忠樹(6) 盛小 14.52
ﾀｶｻﾜ ﾐｷﾔ ｻｻｷ ｴｲｼﾞ

7 1 63 高澤　未希也(6) 平田小 14.87 7 3 27 佐々木　瑛司(6) 川井小 14.60
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｻｸ ﾌﾙﾔ ｲﾌﾞｷ

2 38 菅原　優作(6) 甲子クラブ DNS 8 2 99 古屋　生吹(6) 宮古ＴＣ 14.63

決　勝　

(風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｸﾁ ﾕﾗ

1 3 2 菊池　優空(6) リクブ遠野 12.17 PER
ﾔｷﾞｭｳ ﾏｻｷ

2 4 49 柳生　政樹(6) 奥州ＡＣ 12.55
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋﾄ

3 5 14 髙橋　陽仁(6) 石鳥谷小 12.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ

4 6 50 渡邊　聖奈(6) 奥州ＡＣ 12.83
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

5 1 97 髙橋　隼人(6) 北上ジュニア 13.33
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾄ

6 8 13 稲葉　悠斗(6) 陸上塾 13.34
ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ

7 7 96 小松　舜知(6) 北上ジュニア 13.34
ｻﾄｳ ﾐﾅﾄ

8 2 41 佐藤　湊(6) 藤沢小 13.68

凡例  PER:岩手県小学生記録 DNS:欠場



小学5年男子1500m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ﾁﾊﾔ

1 4 82 伊藤　　千隼(5) 花巻AC 5:11.08
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ

2 2 10 山田　陸(5) 陸上塾 5:12.15
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ

3 1 61 小野寺　悠(5) サンビレＲＣ 5:23.02
ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳﾏ

4 3 60 石嶋　優磨(5) サンビレＲＣ 5:29.44



小学6年男子1500m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 12:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾅｲ ﾂｶｻ

1 2 59 花井　統(6) サンビレＲＣ 4:55.05
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ

2 8 6 藤原　想太(6) 陸上塾 4:55.33
ｵｶﾔﾏ ﾅｵﾔ

3 4 15 岡山　直椰(6) 石鳥谷小 5:00.41
ｳｽｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ

4 3 43 臼沢　勇星(6) 大槌学園 5:09.54
ﾁﾊﾞ ｼﾞｮｳ

5 6 48 千葉　丈(6) 奥州ＡＣ 5:16.36
ﾊﾏｶﾜ ｼｭｳｼﾞ

6 10 3 浜川　柊二(6) リクブ遠野 5:18.26
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ

7 9 68 佐藤　峻平(6) 平田小 5:19.33
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾔ

8 11 101 千葉　純矢(6) 宮古ＴＣ 5:20.27
ﾄﾉﾑﾗ ﾕｳｷ

9 12 20 戸野村　悠輝(6) 江釣子クラブ 5:22.49
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

10 5 58 田中　海人(6) 吉里吉里小 5:27.72
ﾁﾊﾞ ｼｮｳﾀ

11 1 87 千葉　昌太(6) 千厩クラブ 5:28.58
ﾔﾏﾈ ﾕｳｷ

12 7 102 山根　結貴(6) 宮古ＴＣ 5:40.25



小学共通男子80mH(0.700m)
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 10:15 予　選
11月3日 13:00 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

1 6 7 深澤　蒼太(6) 陸上塾 13.40 q 1 4 9 吉田　有槻(6) 陸上塾 12.42 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ ｷｸﾁ ｲﾁﾛｳ

2 4 11 谷口　悠芽(6) 陸上塾 13.44 q 2 3 36 菊池　一朗(6) 甲子クラブ 13.81 q
ﾐｳﾗ ﾕｳｺﾞ ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ

3 5 22 三浦　悠瑚(5) 盛岡クラブ 14.64 q 3 6 28 鈴木　渉(6) 鬼柳小 14.07 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾗｼﾞ ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｾｲ

4 3 47 松本　虎二(6) 奥州ＡＣ 14.65 4 5 25 細川　隆清(6) 盛岡クラブ 14.20 q
ﾎﾘｱｲ ﾕｳﾄ ﾅｶﾔ ﾀｶﾄ

5 8 94 堀合　優斗(6) 津軽石小 14.90 5 8 104 中屋　貴翔(6) 宮古ＴＣ 14.64 q
ｻｻｷ ﾕｳﾄ ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ

6 7 37 佐々木　悠友(6) 甲子クラブ 17.56 6 2 65 熊谷　佳祐(6) 平田小 15.08
ﾐｳﾗ ﾕｳ

7 7 45 三浦　悠(5) 一関南クラブ 16.63

決　勝　

(風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

1 3 9 吉田　有槻(6) 陸上塾 12.43
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ

2 4 11 谷口　悠芽(6) 陸上塾 13.20
ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ

3 5 7 深澤　蒼太(6) 陸上塾 13.42
ｷｸﾁ ｲﾁﾛｳ

4 6 36 菊池　一朗(6) 甲子クラブ 13.83
ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ

5 7 28 鈴木　渉(6) 鬼柳小 13.86
ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｾｲ

6 8 25 細川　隆清(6) 盛岡クラブ 14.33
ﾅｶﾔ ﾀｶﾄ

7 1 104 中屋　貴翔(6) 宮古ＴＣ 14.65
ﾐｳﾗ ﾕｳｺﾞ

8 2 22 三浦　悠瑚(5) 盛岡クラブ 14.95



小学共通男子4X100mR
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 奥州ＡＣ 46 武田　空久(6) ﾀｹﾀﾞ ｿﾗｸ 52.34
49 柳生　政樹(6) ﾔｷﾞｭｳ ﾏｻｷ
47 松本　虎二(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾗｼﾞ
50 渡邊　聖奈(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ

2 5 石鳥谷小 16 藤原　颯大(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 52.48
14 髙橋　陽仁(6) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋﾄ
17 千田　夕聖(6) ﾁﾀﾞ ﾕｳｾｲ
15 岡山　直椰(6) ｵｶﾔﾏ ﾅｵﾔ

3 4 鬼柳小A 30 佐藤　向日葵(6) ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 54.95
28 鈴木　渉(6) ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ
29 渡辺　龍輝(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ
31 ｷｬﾝﾍﾞﾙ　幸太郎(6) ｷｬﾝﾍﾞﾙ ｺｳﾀﾛｳ

4 8 平田小 63 高澤　未希也(6) ﾀｶｻﾜ ﾐｷﾔ 55.92
66 菊池　迅斗(6) ｷｸﾁ ﾊﾔﾄ
65 熊谷　佳祐(6) ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ
64 菊地　咲輝翔(6) ｷｸﾁ ｻｷﾄ

5 3 千厩クラブ 90 後藤　颯太(5) ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ 56.13
89 門間　将太(5) ﾓﾝﾏ ｼｮｳﾀ
86 千葉　晴空(6) ﾁﾊﾞ ﾊﾙｸ
85 小野寺　玲穏(6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｵﾝ

6 7 鵜住居小 34 三浦　健心(5) ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾝ 1:02.58

32 黒澤　強優(5) ｸﾛｻﾜ ｷｮｳﾕｳ
33 青木　航海(5) ｱｵｷ ﾜﾀﾙ
35 舘鼻　鉄心(5) ﾀﾃﾊﾅ ﾃｯｼﾝ



小学共通男子走高跳
審 判 長：皆川和範
記録主任：在原敏司

11月3日 12:10 決　勝

決　勝　

ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾘｭｳ － － × ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 5 1 東方　飛龍(6) 釜石小 1m36
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｵﾝ － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 7 85 小野寺　玲穏(6) 千厩クラブ 1m33
ｻｻｷ ｶﾝﾀ ○ ○ × ○ × × ×

3 6 91 佐々木　寛太(6) 津軽石小 1m25
ﾔｴｶﾞｼ ｱｷﾗ ○ ○ × × ×

4 4 98 八重樫　明(5) 北上南小 1m20
ﾉｻﾞｷ ﾄﾜ × ○ × × ×

5 3 40 野﨑　翔愛(6) 甲子クラブ 1m15
ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ × × ×

1 103 安倍　俐玖斗(6) 宮古ＴＣ NM
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｶﾂ × × ×

2 56 小野寺　俊勝(6) 双葉小 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m20 1m25 1m30 1m33 1m36 1m40

凡例  NM:記録なし



小学共通男子走幅跳
審 判 長：皆川和範
記録主任：在原敏司

11月3日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾈ ｹｲｺﾞ 4m38 4m35 4m13 4m38 8 4m22 × 4m28 4m38
1 10 84 藤根　慧悟(6) 花巻AC -1.1 -1.5 -2.7 -1.1 -1.2 -0.1 -1.1

ｱﾍﾞ ﾅｵ 4m20 4m27 × 4m27 7 4m06 4m02 4m17 4m27
2 9 4 阿部　凪生(6) 陸上塾 -1.1 -1.7 -1.7 -1.0 -1.5 -1.3 -1.7

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 3m92 4m05 4m13 4m13 6 3m76 3m55 3m73 4m13
3 7 51 藤原　裕己(6) 奥州ＡＣ -0.9 -1.8 -1.4 -1.4 -1.2 -2.1 -0.2 -1.4

ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 3m68 3m34 3m71 3m71 5 3m46 3m65 3m56 3m71
4 5 21 伊藤　直人(6) 江釣子クラブ -1.1 -1.9 -2.2 -2.2 -1.8 -1.7 -1.7 -2.2

ｷｸﾁ ﾊﾔﾄ 3m51 3m43 3m44 3m51 3 3m49 3m65 3m68 3m68
5 4 66 菊池　迅斗(6) 平田小 -1.9 -2.3 -1.0 -1.9 -1.3 -1.0 -1.3 -1.3

ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 3m53 3m63 3m42 3m63 4 3m25 3m56 × 3m63
6 6 88 佐藤　遼河(6) 千厩クラブ -1.1 -1.8 -1.9 -1.8 -1.6 -1.7 -1.8

ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 3m29 3m48 × 3m48 2 3m37 × 3m38 3m48
7 2 100 阿部　陽友(6) 宮古ＴＣ -1.2 -1.4 -1.4 -1.3 -1.4 -1.4

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｾｲ 3m37 3m28 3m16 3m37 1 2m95 3m38 3m46 3m46
8 1 67 山﨑　玲聖(6) 平田小 -1.4 -1.6 -0.9 -1.4 -0.8 -0.3 -1.5 -1.5

ｻｻｷ ﾋﾛ

3 55 佐々木　優大(6) 盛小 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

8 12 中村　聖蓮(6) 陸上塾 DNS

凡例  DNS:欠場



小学共通男子ジャベリックボール投
審 判 長：濱田　肇
記録主任：在原敏司

11月3日 11:50 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ

1 2 69 吉田　蒼天(6) 緑が丘小 46m71 42m21 58m53 58m53 5 × 49m82 54m53 58m53
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｸ

2 5 86 千葉　晴空(6) 千厩クラブ 51m62 44m23 57m61 57m61 4 52m34 54m10 53m98 57m61
ﾆｲﾇﾏ ﾘｭｳﾏ

3 4 53 新沼　琉真(6) 盛小 46m41 50m73 45m92 50m73 2 43m14 50m97 53m40 53m40
ｻｻｷ ﾄﾓﾅﾘ

4 3 39 佐々木　友誠(6) 甲子クラブ 50m78 51m27 53m02 53m02 3 45m97 47m17 42m42 53m02
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ

5 1 42 菊池　康介(6) 大槌学園 43m19 39m16 41m58 43m19 1 34m81 41m93 37m19 43m19



小学4年女子100m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 11:25 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｼﾞﾏ ﾒｲ

1 2 91 石嶋　萌衣(4) サンビレＲＣ 15.69



小学5年女子100m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 10:45 予　選
11月3日 13:15 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾏﾀﾞ ﾕｲﾅ ﾆｯﾀ ﾘﾎｺ

1 4 100 鎌田　結衣那(5) 亀ケ森小 14.77 q 1 4 10 新田　里穂子(5) 照岡小 14.26 q
ｵｲｶﾜ ｻｸﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ

2 6 127 及川　さくら(5) 金ケ崎小 14.91 q 2 8 111 山本　倖奈(5) 崎山小 14.42 q
ﾃﾙｲ ﾘﾘｺ ﾔｻﾜ ﾕｲ

3 3 36 照井　莉々子(5) 江釣子クラブ 14.99 q 3 5 47 矢澤　由衣(5) 盛岡クラブ 14.86 q
ｲﾄｳ ﾕﾏ ｲｼﾀﾞ ﾏｵﾘ

4 7 124 伊藤　優舞(5) 山口小 15.20 4 3 1 石田　真織(5) 釜石小 15.03
ｶﾜｻｷ ﾕｲ ﾀｶｷﾞ ﾘﾝ

5 5 146 川崎　結(5) 宮古ＴＣ 15.51 5 7 89 髙木　凛(5) 双葉小 15.85
ｻﾄｳ ｶﾉﾝ ﾐｳﾗ ｾﾅ

6 8 115 佐藤　花音(5) 山田ジュニア 16.33 6 2 144 三浦　聖波(5) 宮古ＴＣ 16.44
ﾀｶﾊｼ ﾌﾀﾊﾞ

6 123 髙橋　　双葉(5) 笠松クラブ DNS

3組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｲ ﾐﾕ

1 6 81 川井　美悠(5) 奥州ＡＣ 14.27 q
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ

2 4 35 髙橋　明里(5) 江釣子クラブ 14.72 q
ｵｻﾞﾜ ｿﾗﾐ

3 7 53 小澤　空泉(5) 鵜住居小 15.28
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉ

4 3 93 遠藤　佳乃(5) 平田小 15.68
ｱｶﾇﾏ ｱﾐ

5 5 145 赤沼　曖美(5) 宮古ＴＣ 15.75
ｵｶﾀﾞ ﾕｳ

6 8 136 岡田　夢羽(5) 津軽石小 16.42

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｲ ﾐﾕ

1 6 81 川井　美悠(5) 奥州ＡＣ 14.26
ﾆｯﾀ ﾘﾎｺ

2 3 10 新田　里穂子(5) 照岡小 14.46
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ

3 5 111 山本　倖奈(5) 崎山小 14.67
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ

4 4 35 髙橋　明里(5) 江釣子クラブ 14.81
ｶﾏﾀﾞ ﾕｲﾅ

5 7 100 鎌田　結衣那(5) 亀ケ森小 15.05
ﾔｻﾜ ﾕｲ

6 8 47 矢澤　由衣(5) 盛岡クラブ 15.08
ｵｲｶﾜ ｻｸﾗ

7 1 127 及川　さくら(5) 金ケ崎小 15.15
ﾃﾙｲ ﾘﾘｺ

8 2 36 照井　莉々子(5) 江釣子クラブ 15.19

凡例  DNS:欠場



小学6年女子100m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 10:30 予　選
11月3日 13:10 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ ﾄﾋﾞｻﾜ ﾉﾉ

1 5 46 高橋　美月(6) 盛岡クラブ 14.06 q 1 3 44 飛澤　乃希(6) 盛岡クラブ 14.33 q
ﾀﾑﾗ ｻﾅ ﾁﾊﾞ ｱﾔﾈ

2 6 24 田村　咲菜(6) 陸上塾 14.14 q 2 8 128 千葉　綾音(6) 千厩クラブ 14.47 q
ｷｸﾁ ﾀﾏﾙ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ

3 7 12 菊池　たまる(6) リクブ遠野 14.43 q 3 5 52 吉田　希優(6) 川井小 14.49 q
ﾌﾙﾐｽﾞ ﾕｳﾅ ｻｻｷ ｻﾂｷ

4 4 85 古水　結菜(6) 双葉小 14.95 4 6 79 佐々木　颯希(6) 奥州ＡＣ 14.56 q
ｻｲﾄｳ ﾊﾅ ｻﾉ ﾎﾅﾐ

5 8 130 齋藤　華(6) 津軽石小 15.00 5 7 61 佐野　保奈美(6) 甲子クラブ 15.37
ﾀﾅｶ ﾐｳ ｺｿﾃﾞ ｹｲﾄ

6 3 114 田中　美羽(6) 山田ジュニア 15.01 6 2 67 小袖　結永(6) 大槌学園 15.55
ｼﾗﾄ ｺｺｱ

7 4 131 白土　心愛(6) 津軽石小 15.75

3組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ

1 4 23 吉田　芽生(6) 陸上塾 13.86 q
ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｵｲ

2 5 37 谷川　あおい(6) 江釣子クラブ 14.56
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ

3 6 106 吉田　雛(6) 緑が丘小 14.70
ｶﾈｻﾜ ﾙﾙ

4 2 68 兼澤　琉月(6) 大槌学園 14.75
ｻﾜﾓﾄ ﾐｳﾅ

5 3 54 澤本　美海(6) 鵜住居小 14.99
ｲﾜｷ ﾕﾂｷ

6 8 84 岩城　優月(6) 宮古ＴＣ 15.56
ｷｸﾁ ﾕｳﾘ

7 7 60 菊池　悠里(6) 甲子クラブ 16.08

決　勝　

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ

1 4 23 吉田　芽生(6) 陸上塾 13.91
ﾀﾑﾗ ｻﾅ

2 6 24 田村　咲菜(6) 陸上塾 14.08
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ

3 5 46 高橋　美月(6) 盛岡クラブ 14.15
ﾄﾋﾞｻﾜ ﾉﾉ

4 3 44 飛澤　乃希(6) 盛岡クラブ 14.42
ｷｸﾁ ﾀﾏﾙ

5 8 12 菊池　たまる(6) リクブ遠野 14.54
ﾁﾊﾞ ｱﾔﾈ

6 7 128 千葉　綾音(6) 千厩クラブ 14.55
ｻｻｷ ｻﾂｷ

7 1 79 佐々木　颯希(6) 奥州ＡＣ 14.67
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ

8 2 52 吉田　希優(6) 川井小 14.69



小学5年女子1500m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 12:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾊﾀ ﾅﾂｷ

1 2 34 川畑　夏妃(5) 田野畑小 5:34.58
ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾘ

2 3 15 菅原　雛星(4) リクブ遠野 5:42.25
ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾗﾘ

3 5 14 菅原　綺星(5) リクブ遠野 5:49.10
ｻｻｷ ﾕｲ

4 4 108 佐々木　結彩(5) 千徳小 5:58.74
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ

1 140 高橋　鈴(5) 北上ジュニア DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年女子1500m
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｻﾜ ﾉﾘｶ

1 4 33 大澤　典佳(6) 田野畑小 5:10.12
ﾀﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

2 11 38 多田　凪沙(6) 江釣子クラブ 5:23.68
ﾅﾂｲ ﾐｻｷ

3 1 50 夏井　心咲季(6) 八重畑小 5:25.94
ﾏｴﾀ ﾐﾊﾈ

4 7 75 前田　望羽(6) 一関南クラブ 5:34.94
ﾀｼﾛ ｱﾔｶ

5 5 90 田代　彩華(6) サンビレＲＣ 5:43.25
ﾌｼﾞｵｶ ﾐｻｷ

6 9 141 藤岡　実咲(6) 北上ジュニア 5:44.84
ｲｼｶﾜ ﾕｷ

7 13 48 石川　侑希(6) 盛岡クラブ 5:47.72
ｲﾜﾏ ﾏﾅｶ

8 6 73 岩間　愛華(6) 大槌学園 5:51.92
ﾊﾀﾔﾏ ﾗﾝ

9 10 13 畑山　藍(6) リクブ遠野 5:53.01
ﾏﾂｸｻ ｶﾅｴ

10 8 51 松草　奏重(6) 川井小 5:53.04
ﾊｼﾊﾞﾀ ﾆｲﾅ

11 2 112 橋端　仁惟奈(6) 山田ジュニア 5:54.43
ｶﾈｻﾞｷ ｻﾗ

12 3 4 金﨑　紗良(6) 釜石小 6:08.56
ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ

12 143 伊東　仁美(6) 宮古ＴＣ DNS

凡例  DNS:欠場



小学共通女子80mH(0.700m)
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 10:00 予　選
11月3日 12:55 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ ｺﾅｶﾞﾈ ﾐｵ

1 4 16 田中　七海(6) 陸上塾 13.69 q 1 6 43 小長根　心桜(6) 盛岡クラブ 13.44 q
ｲｼﾂﾞｶ ｱﾘｻ ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ

2 3 26 石塚　ありさ(6) 山目小 14.45 q 2 3 22 吉田　香澄(6) 陸上塾 14.03 q
ﾐｳﾗ ﾋﾅ ｽｶﾞﾜﾗ ｻｲｶ

3 5 76 三浦　日菜(6) 一関南クラブ 14.49 q 3 4 129 菅原　彩花(6) 千厩クラブ 14.24 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ ﾌﾞﾄｳ ﾘﾝ

4 6 19 藤本　紗也(6) 陸上塾 14.59 q 4 5 78 武藤　凜(6) 若葉小 15.17
ｲｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｻｻｷ ﾕﾅ

5 8 59 石村　海鈴(6) 甲子クラブ 16.66 5 8 134 佐々木　優奈(6) 津軽石小 16.61
ｻｻｷ ﾕｷ ﾏｴｶﾜ ｱｲｼｬ

6 7 132 佐々木　ゆき(6) 津軽石小 17.01 6 7 94 前川　愛紗(6) 平田小 16.66
ｲﾄｳ ﾌｳﾐ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂｷ

7 2 126 伊東　鳳美(5) 山口小 17.11 7 1 65 畠山　菜希(6) 田老一小 18.25
ﾋﾗﾀ ﾕｲﾉ

8 2 9 平田　結乃(5) 富士見ＡＣ 18.44

3組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾀｲ ｱﾔﾅ

1 6 104 板井　彩奈(6) 緑が丘小 13.34 q
ｻﾄｳ ｱﾕﾅ

2 7 39 佐藤　歩夏(6) 江釣子クラブ 14.73
ﾖｺｻﾜ ﾁﾅﾂ

3 5 17 横澤　千夏(6) 陸上塾 14.83
ﾁﾊﾞ ｲﾂﾅ

4 4 11 千葉　依鶴菜(6) ラウンダー 15.29
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾅ

5 3 49 藤村　華(5) 盛岡クラブ 15.40
ﾔｽﾊﾗ ｷｸﾉ

6 2 109 安原　掬乃(5) 千徳小 16.52
ﾏｴｶﾜ ﾉﾝ

7 8 62 前川　叶夢(6) 甲子クラブ 17.34

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾀｲ ｱﾔﾅ

1 5 104 板井　彩奈(6) 緑が丘小 13.28
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ

2 3 16 田中　七海(6) 陸上塾 13.36
ｺﾅｶﾞﾈ ﾐｵ

3 4 43 小長根　心桜(6) 盛岡クラブ 13.53
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ

4 6 22 吉田　香澄(6) 陸上塾 14.28
ｲｼﾂﾞｶ ｱﾘｻ

5 7 26 石塚　ありさ(6) 山目小 14.48
ﾐｳﾗ ﾋﾅ

6 2 76 三浦　日菜(6) 一関南クラブ 14.62
ｽｶﾞﾜﾗ ｻｲｶ

7 8 129 菅原　彩花(6) 千厩クラブ 14.81
ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ

8 1 19 藤本　紗也(6) 陸上塾 14.83



小学共通女子4X100mR
審 判 長：佐々木茂
記録主任：在原敏司

11月3日 11:45 予　選
11月3日 14:10 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 盛岡クラブ 46 高橋　美月(6) ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 54.32 1 5 石鳥谷小 27 大竹　瑠里(6) ｵｵﾀｹ ﾙﾘ 57.12
43 小長根　心桜(6) ｺﾅｶﾞﾈ ﾐｵ q 29 菊池　彩文(6) ｷｸﾁ ｻﾔ q
44 飛澤　乃希(6) ﾄﾋﾞｻﾜ ﾉﾉ 32 橘　南海(6) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾅﾐ
45 宮野　涼叶(6) ﾐﾔﾉ ﾘｮｳｶ 28 佐藤　心和(6) ｻﾄｳ ｺﾖﾘ

2 6 津軽石小A 131 白土　心愛(6) ｼﾗﾄ ｺｺｱ 1:00.15 2 4 緑が丘小 103 藤田　彩希(6) ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 57.77
134 佐々木　優奈(6) ｻｻｷ ﾕﾅ q 104 板井　彩奈(6) ｲﾀｲ ｱﾔﾅ q
132 佐々木　ゆき(6) ｻｻｷ ﾕｷ 105 山根　佳歩(6) ﾔﾏﾈ ｶﾎ
130 齋藤　華(6) ｻｲﾄｳ ﾊﾅ 106 吉田　雛(6) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ

3 8 甲子クラブ 58 菊池　音乃(6) ｷｸﾁ ﾉﾝﾉ 1:01.13 3 6 双葉小 88 菊池　夢捺(6) ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 1:00.75

59 石村　海鈴(6) ｲｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ q 86 鈴木　遥香(6) ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ q
61 佐野　保奈美(6) ｻﾉ ﾎﾅﾐ 87 鈴木　あこ(6) ｽｽﾞｷ ｱｺ
60 菊池　悠里(6) ｷｸﾁ ﾕｳﾘ 85 古水　結菜(6) ﾌﾙﾐｽﾞ ﾕｳﾅ

4 5 千徳小 107 清水　美弥子(5) ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 1:03.16 4 3 釜石小 3 阿部　唯花(6) ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 1:01.42

109 安原　掬乃(5) ﾔｽﾊﾗ ｷｸﾉ 4 金﨑　紗良(6) ｶﾈｻﾞｷ ｻﾗ q
108 佐々木　結彩(5) ｻｻｷ ﾕｲ 7 矢浦　望那(6) ﾔｳﾗ ﾓﾅ
110 関口　萌々花(5) ｾｷｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 5 戸張　しゃな(6) ﾄﾊﾞﾘ ｼｬﾅ

5 7 鵜住居小 56 柏﨑　優(5) ｶｼﾜｻﾞｷ ﾕｳ 1:03.82 5 8 平田小 97 和田　菜々恵(6) ﾜﾀﾞ ﾅﾅｴ 1:02.55

53 小澤　空泉(5) ｵｻﾞﾜ ｿﾗﾐ 98 久保　菜月(6) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ q
55 佐々木　風彩(5) ｻｻｷ ﾌｳｱ 94 前川　愛紗(6) ﾏｴｶﾜ ｱｲｼｬ
57 瀬戸　美海(5) ｾﾄ ﾐｳ 95 大和田　未桜(6) ｵｵﾜﾀﾞ ﾐｵ

4 大槌学園 72 菊地　桜子(5) ｷｸﾁ ｻｸﾗｺ DQ,R1 6 7 津軽石小B 138 下川　真央(5) ｼﾓｶﾜ ﾏｵ 1:04.57

71 小笠原　佳音(5) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾉﾝ 136 岡田　夢羽(5) ｵｶﾀﾞ ﾕｳ
70 上野　安奈(5) ｳｴﾉ ｱﾝﾅ 139 久保田　千優(5) ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ
69 齋藤　真結(5) ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 137 沼里　千幸(5) ﾇﾏﾘ ﾁﾕｷ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 盛岡クラブ 46 高橋　美月(6) ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 54.25
43 小長根　心桜(6) ｺﾅｶﾞﾈ ﾐｵ
44 飛澤　乃希(6) ﾄﾋﾞｻﾜ ﾉﾉ
45 宮野　涼叶(6) ﾐﾔﾉ ﾘｮｳｶ

2 5 石鳥谷小 27 大竹　瑠里(6) ｵｵﾀｹ ﾙﾘ 56.84
29 菊池　彩文(6) ｷｸﾁ ｻﾔ
32 橘　南海(6) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾅﾐ
28 佐藤　心和(6) ｻﾄｳ ｺﾖﾘ

3 6 緑が丘小 103 藤田　彩希(6) ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 57.78
104 板井　彩奈(6) ｲﾀｲ ｱﾔﾅ
105 山根　佳歩(6) ﾔﾏﾈ ｶﾎ
106 吉田　雛(6) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ

4 4 津軽石小A 131 白土　心愛(6) ｼﾗﾄ ｺｺｱ 1:00.02

134 佐々木　優奈(6) ｻｻｷ ﾕﾅ
132 佐々木　ゆき(6) ｻｻｷ ﾕｷ
130 齋藤　華(6) ｻｲﾄｳ ﾊﾅ

5 7 双葉小 88 菊池　夢捺(6) ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 1:00.04

86 鈴木　遥香(6) ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ
87 鈴木　あこ(6) ｽｽﾞｷ ｱｺ
85 古水　結菜(6) ﾌﾙﾐｽﾞ ﾕｳﾅ

6 8 甲子クラブ 58 菊池　音乃(6) ｷｸﾁ ﾉﾝﾉ 1:01.22

59 石村　海鈴(6) ｲｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ
61 佐野　保奈美(6) ｻﾉ ﾎﾅﾐ
60 菊池　悠里(6) ｷｸﾁ ﾕｳﾘ

7 1 釜石小 3 阿部　唯花(6) ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 1:01.89

4 金﨑　紗良(6) ｶﾈｻﾞｷ ｻﾗ
7 矢浦　望那(6) ﾔｳﾗ ﾓﾅ
5 戸張　しゃな(6) ﾄﾊﾞﾘ ｼｬﾅ

8 2 平田小 97 和田　菜々恵(6) ﾜﾀﾞ ﾅﾅｴ 1:02.32

98 久保　菜月(6) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ
94 前川　愛紗(6) ﾏｴｶﾜ ｱｲｼｬ
95 大和田　未桜(6) ｵｵﾜﾀﾞ ﾐｵ

凡例  DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



小学共通女子走高跳
審 判 長：皆川和範
記録主任：在原敏司

11月3日 10:20 決　勝

決　勝　

ｺｱﾐ ﾕｳｶ － × ○ ○ × ○ × ×

1 7 21 小網　由華(6) 陸上塾 1m25
ｻｶﾓﾄ ﾏｲ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

2 5 40 坂本　舞依(6) 江釣子クラブ 1m25
ｷｸﾁ ｻﾔ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

2 8 29 菊池　彩文(6) 石鳥谷小 1m25
ﾊﾘﾏ ｶｵﾘ ○ ○ × × ○ × × ×

4 6 125 張間　薫梨(5) 山口小 1m20
ｶﾈﾋﾗ ﾒｲ ○ × × ×

5 4 20 兼平　芽衣(5) 陸上塾 1m10
ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ × × ○ × × ×

6 2 107 清水　美弥子(5) 千徳小 1m10
ﾇｶﾓﾘ ﾙﾅ × × ×

1 96 糠森　ルナ(6) 平田小 NM
ｵｵﾜﾀﾞ ﾐｵ × × ×

3 95 大和田　未桜(6) 平田小 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10 1m37

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m15 1m20 1m25 1m28 1m31 1m34

凡例  NM:記録なし



小学共通女子走幅跳
審 判 長：皆川和範
記録主任：在原敏司

11月3日 10:10 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾐﾁ ｿﾗ 4m54 4m02 4m31 4m54 8 4m33 4m22 4m21 4m54
1 20 77 大道　空(6) 久喜小 -1.4 -0.9 -0.8 -1.4 -2.3 -2.5 -2.1 -1.4

ﾌﾅｷ ﾋﾅﾀ 4m18 4m07 4m36 4m36 7 × 4m05 4m27 4m36
2 19 18 舩木　陽向(6) 陸上塾 -1.6 -0.8 -1.6 -1.6 -2.0 -3.0 -1.6

ﾐﾔﾉ ﾘｮｳｶ 4m18 4m15 4m23 4m23 6 4m05 4m06 3m86 4m23
3 17 45 宮野　涼叶(6) 盛岡クラブ -1.5 -0.6 -1.5 -1.5 -1.8 -2.0 -1.9 -1.5

ｱﾍﾞ ﾐﾘｱ 3m99 4m22 3m86 4m22 5 3m97 4m05 × 4m22
4 12 42 阿部　美莉亜(6) 盛岡クラブ -1.4 -0.8 -0.9 -0.8 -1.0 -1.4 -0.8

ｵｻﾞｷ ﾗﾝ 3m93 3m81 3m64 3m93 4 3m45 3m70 3m89 3m93
5 14 101 尾崎　蘭(6) 緑が丘小 -0.9 -1.4 -0.6 -0.9 -1.0 -1.6 -3.3 -0.9

ｱﾍﾞ ﾕﾈ × 3m90 × 3m90 3 3m83 × 3m49 3m90
6 15 99 阿部　優音(6) 南城小 -1.1 -1.1 -2.3 -2.6 -1.1

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾆﾅ 3m85 × 3m68 3m85 2 3m61 3m56 3m61 3m85
7 16 142 小野寺　仁菜(6) 宮古ＴＣ -1.2 -1.5 -1.2 -1.9 -1.9 -2.9 -1.2

ｵｲｶﾜ ﾕｷｶ 3m84 3m74 3m76 3m84 1 2m98 3m71 3m72 3m84
8 10 80 及川　結希加(6) 奥州ＡＣ -1.5 -0.5 -1.2 -1.5 -1.5 -1.7 -1.9 -1.5

ｷｸﾁ ﾐｶ × 3m81 × 3m81 3m81
9 6 82 菊池　美嘉(6) 上郷小 -1.0 -1.0 -1.0

ｵｻﾀﾞ ﾘｺ 3m69 3m62 3m75 3m75 3m75
10 4 74 長田　莉子(6) 一関南クラブ -1.3 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7

ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 3m34 3m48 3m41 3m48 3m48
11 3 3 阿部　唯花(6) 釜石小 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

ｻｻｷ ｼｭﾝｶ 3m30 3m10 3m42 3m42 3m42
12 8 133 佐々木　春華(6) 津軽石小 -1.7 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4

ｺﾞﾄｳ ﾅﾙｾ 3m34 3m26 3m28 3m34 3m34
13 5 41 後藤　成瀬(5) 江釣子クラブ -1.5 -1.1 -0.6 -1.5 -1.5

ｱｻﾇﾏ ｷﾗ 3m31 3m31 3m23 3m31 3m31
14 7 83 浅沼　希羅(6) 上郷小 -1.9 -0.9 -1.0 -1.9 -1.9

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 3m12 3m21 2m97 3m21 3m21
15 9 102 鈴木　優那(6) 緑が丘小 -1.3 -0.8 -1.0 -0.8 -0.8

ﾌﾅｺｼ ﾕｲ 2m98 3m01 × 3m01 3m01
16 1 147 船越　結衣(5) 山口小 -1.2 -1.7 -1.7 -1.7

ﾀﾅｶ ﾕﾅ 2m27 2m82 2m84 2m84 2m84
17 2 117 田中　結奈(5) 山田ジュニア -0.6 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1

ｻﾄｳ ｺﾖﾘ × × ×
11 28 佐藤　心和(6) 石鳥谷小 NM

ｵｵﾀｹ ﾙﾘ × × ×
13 27 大竹　瑠里(6) 石鳥谷小 NM

ｷｸﾁ ｷｯｶ

18 25 菊池　菊花(6) 日詰小 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



小学共通女子ジャベリックボール投
審 判 長：濱田　肇
記録主任：在原敏司

11月3日 10:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｸﾗ ﾋﾅｷ

1 6 66 加倉　陽奈季(6) 田老一小 41m19 38m42 37m97 41m19 7 38m82 37m75 36m62 41m19
ｾｷｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

2 8 110 関口　萌々花(5) 千徳小 33m25 33m36 34m96 34m96 6 × 29m34 30m12 34m96
ｻｻｷ ﾘﾉﾝ

3 5 2 佐々木　璃音(5) 釜石小 34m02 31m86 33m77 34m02 5 32m08 34m20 34m33 34m33
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅﾐ

4 4 64 村上　七望(6) 甲子クラブ × 32m40 31m34 32m40 4 34m08 30m26 31m88 34m08
ｱﾍﾞ ﾏﾖﾘ

5 7 135 阿部　優葉里(6) 津軽石小 × 26m13 26m65 26m65 1 28m96 26m45 26m21 28m96
ﾔｳﾗ ﾓﾅ

6 3 7 矢浦　望那(6) 釜石小 27m65 27m32 28m68 28m68 3 27m57 26m05 14m47 28m68
ﾋﾗﾉ ﾘﾝ

7 2 63 平野　凛(6) 甲子クラブ × 24m44 27m90 27m90 2 25m76 27m48 27m19 27m90
ﾀﾝﾅｲ ﾅﾅﾐ

1 92 丹内　奈々美(6) 奥中山小 DNS

凡例  DNS:欠場


