
Page: 1 of  1

第33回全国小学生陸上競技交流大会愛媛県最終選考会 2017年7月17日(月)
決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 7/17 １００ｍ 田中   咲翔 (4) 14.51 中村   颯汰 (4) 15.20 兵頭   太嘉 (4) 15.24 森下     和 (4) 15.30 菅   将那士 (4) 15.32 黒田     優 (4) 15.59 河野   結仁 (4) 15.92 藤堂   煌斗 (4) 16.00

４年 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.8 宇和島T&F -0.8 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 -0.8 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ -0.9 国安ｸﾗﾌﾞ -0.8 垣生JAC -0.8 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.8 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.8 

男子 7/17 １００ｍ 森實   倖大 (5) 13.30 大原   夕聖 (5) 14.48 尾崎   壮太 (5) 14.53 山本   隼輔 (5) 14.60 有馬   惠叶 (5) 14.64 水野     亮 (5) 14.73 玉井 仁太朗 (5) 14.74 月岡   優羽 (5) 17.67

５年 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ +1.2 垣生JAC +1.2 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +1.2 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +1.2 宇和島T&F +1.2 宇和島T&F +1.2 桑の実ｸﾗﾌﾞ +1.2 国安ｸﾗﾌﾞ +1.2 

男子 7/17 １００ｍ 小枝   蓮武 (6) 13.12 武内   快斗 (6) 13.14 今井   陸仁 (6) 13.55 冠     大樹 (6) 13.65 伊藤   琉成 (6) 13.69 西村   虎徹 (6) 13.73 尾崎   元輔 (6) 13.76

６年 三崎小学校 -0.1 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.1 番町小学校 -0.1 壬生川ｸﾗﾌﾞ -0.1 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ -0.1 荏原陸上ｸﾗﾌﾞ -0.1 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ -0.1 

男子 7/17 ８０ｍＨ 和田   琉聖 (6) 13.35 真鍋   大暉 (6) 13.69 吉本     創 (6) 14.03 菊池   武琉 (6) 14.31 福島   隼人 (6) 14.59 佐伯 伸汰郎 (6) 15.56 梶田     恵 (6) 15.80 石﨑   航羽 (6) 16.73

５･６年 (0.762m) 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.3 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.3 宇和島T&F +0.3 宇和島T&F +0.3 宇和島T&F +0.3 荏原陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 

男子 7/17 ４×１００ｍ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ A･ 51.95 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ A･ 52.82 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ A･ 55.56 宇和島T&F A･ 56.72 壬生川ｸﾗﾌﾞ A･ 57.19 宇和島T&F B･ 58.65 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ A･ 58.79

小学   村上 比々輝 (6)   菊池   武琉 (6)   山川   慶翔 (6)   鴻上   桃矢 (5)   八木田 大晴 (5)   松下   歩叶 (5)   濵之上 陸翔 (6)

  尾崎   元輔 (6)   曽我   俊明 (6)   伊藤   琉成 (6)   田村   湧生 (6)   冠     大樹 (6)   福島   隼人 (6)   加藤   輝士 (6)

  高田   聖都 (6)   平田   大翔 (6)   村上   暖音 (6)   水野     亮 (5)   水津   智哉 (6)   梶田     恵 (6)   長井   柊磨 (6)

  佐伯   岳大 (6)   武内   快斗 (6)   森實   倖大 (5)   有馬   惠叶 (5)   信岡   大智 (6)   島内   亮典 (6)   久門   奨弥 (6)

男子 7/17 走高跳 清水     倭 (6) 1m20 同順：粟野   直人 (6)1m20 藤原   大翔 (6) 1m15 同順：鴻上   桃矢 (5)1m15 鶴川   快斗 (5) 1m10

小学 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ 壬生川ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

男子 7/17 走幅跳 田村   湧生 (6) 5m04 久門   奨弥 (6) 4m77 葛原   永和 (5) 4m23 片山   悠太 (6) 4m19 江戸   将生 (6) 4m02 細川   葵生 (6) 4m01 赤根   柊人 (6) 3m85 髙須賀 祥也 (6) 3m83

小学 宇和島T&F -0.6 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +1.4 泉川小学校 +0.5 桑の実ｸﾗﾌﾞ +0.2 桑の実ｸﾗﾌﾞ +1.2 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ +1.9 桑の実ｸﾗﾌﾞ +0.5 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +0.8 

男子 7/17 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 長井 寿希哉 (6)  50m30 竹本   市忠 (6)  48m72 水津   智哉 (6)  44m60 舩見   侑良 (5)  43m82 早野   智仁 (6)  41m15 島田   翔太 (6)  37m03 橋田   凌一 (6)  36m31 武方   奏空 (5)  35m99

小学 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 壬生川ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 壬生川ｸﾗﾌﾞ

女子 7/17 １００ｍ 宮崎   愛海 (4) 15.52 福原   未唯 (4) 15.98 村上   瑠唯 (4) 16.06 須﨑   吏彩 (4) 16.16 松岡   美来 (4) 16.17 森     優月 (4) 16.17 伊藤     菫 (4) 16.31 越智   愛良 (4) 16.45

４年 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.1 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.3 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ +0.9 垣生JAC -0.3 宇和島T&F +0.1 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +0.9 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ -1.2 国安ｸﾗﾌﾞ -0.3 

女子 7/17 １００ｍ 片山   亜紀 (5) 14.52 岡田 ひまり (5) 14.96 篠原   彩緒 (5) 15.19 八津川 望愛 (5) 15.21 西田   奈央 (5) 15.34 一色   紗那 (5) 15.40 寺田   ゆい (5) 15.43 西本   百華 (5) 15.45

５年 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.7 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 -1.7 桑の実ｸﾗﾌﾞ -1.7 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ -1.7 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ -1.7 国安ｸﾗﾌﾞ -1.7 宇和島T&F -1.7 垣生JAC -1.7 

女子 7/17 １００ｍ 菅   野乃花 (6) 13.56 上野   心華 (6) 13.57 森実 あずみ (6) 14.20 石川   伽音 (6) 14.38 笠岡   海快 (6) 14.49 清水 ことね (6) 14.53 和田   可憐 (6) 14.55 寺林   愛夏 (6) 14.60

６年 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +0.6 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.6 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ +0.6 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ +0.6 宇和島T&F +0.6 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.6 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +0.6 垣生JAC +0.6 

女子 7/17 ８０ｍＨ 松本     葵 (6) 13.78 伊藤   樺音 (6) 13.96 井上   美来 (6) 14.66 南     結衣 (6) 14.68 花山   晴香 (6) 15.00 三谷   志希 (6) 15.15 中尾     杏 (6) 15.30 秋山   莉子 (6) 16.24

５･６年 (0.762m) 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 川内さくらｸﾗﾌﾞ -0.8 壬生川ｸﾗﾌﾞ -0.8 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 宇和島T&F -0.8 

女子 7/17 ４×１００ｍ 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ A･ 56.14 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ A･ 56.35 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ A･ 57.82 垣生JAC A･ 58.63 宇和島T&F A･ 58.70 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ･ 58.73 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ A･ 59.80 荏原陸上ｸﾗﾌﾞ A･  1:00.08

小学   米井 ひかり (6)   和田   可憐 (6)   脇     紅果 (6)   小川   璃子 (6)   宮本 こころ (6)   梅田   百希 (6)   藤山   沙也 (6)   和氣 菜々美 (6)

  清水 ことね (6)   岡田 夢珠結 (6)   石川   伽音 (6)   安高   真梨 (6)   笠岡   海快 (6)   岡本     凜 (6)   八津川 望愛 (5)   吉良 愛奈弥 (6)

  鍬本   葉月 (6)   伊藤   樺音 (6)   大黒   柚南 (6)   和田   夏希 (6)   寺田   ゆい (5)   松本   麻菜 (6)   御手洗 そら (6)   内山 穂乃里 (6)

  上野   心華 (6)   菅   野乃花 (6)   森実 あずみ (6)   寺林   愛夏 (6)   東     晴七 (6)   松本     葵 (6)   矢野   百香 (6)   髙岡   悠妃 (6)

女子 7/17 走高跳 廣田   結音 (6) 1m31 山中   綾乃 (6) 1m28 西尾   思音 (6) 1m15 同順：藤田   彩世 (6)1m15 藤山   沙也 (6) 1m15 大村   優奈 (6) 1m10 同順：小林 みこと (6)1m10 山内     麗 (5) 1m00

小学 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ 西条小陸上ｸﾗﾌﾞ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ 壬生川ｸﾗﾌﾞ

女子 7/17 走幅跳 宇高   夏帆 (6) 4m41 原田     藍 (6) 4m13 木村     愛 (6) 4m01 近泉   紗耶 (5) 3m86 奥村 かなる (5) 3m83 御手洗 そら (6) 3m76 山本   祐希 (5) 3m70 野本   美咲 (6) 3m69

小学 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +1.2 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ -2.2 宇和島T&F -1.4 桑の実ｸﾗﾌﾞ -0.2 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +1.0 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ -0.1 宇和島T&F +0.7 宇和島T&F -0.7 

女子 7/17 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 織田 わかば (6)  45m65 東     晴七 (6)  40m05 藥師寺 美優 (6)  39m41 真木   帆花 (6)  38m43 早野   仁美 (6)  37m32 河野   桜子 (6)  34m29 井上   七星 (6)  33m33 岸岡   優羅 (6)  33m13

小学 城川陸上ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 宇和島T&F ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

男子走高跳　全国大会出場決定戦により　　清水   倭(波っこﾗﾝﾅｰｽﾞ)が全国大会に出場

気象状況  7月17日 10: 00 曇り   32. 0℃   61％ 南 1. 1m/s

 7月17日 12: 00 曇り   33. 0℃   67％ 北北東 1. 4m/s

 7月17日 14: 00 晴れ  32. 5℃   58％ 南東 0. 9m/s


