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2019年5月12日(日)
決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 １年 １００ｍ 大原   海璃 (1) 18.70 藤本   虹斗 (1) 19.65 中村   琉聖 (1) 20.43 石川   真聖 (1) 22.17

垣生JAC +2.4 ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ +2.4 宇和島T&F +2.4 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +2.4 

男子 ２年 １００ｍ 菊川   海音 (2) 17.46 池内   奏斗 (2) 17.71 清水   稜也 (2) 18.84 森永     優 (2) 18.98 多田   歩高 (2) 19.44 中村   麻滉 (2) 19.71 堀本   颯介 (2) 21.45 兵頭   篤人 (2) 22.12
波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ -0.3 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ -0.3 垣生JAC -0.3 垣生JAC -0.3 八幡浜AC -0.3 垣生JAC -0.3 八幡浜AC -0.3 八幡浜AC -0.3 

男子 ３年 １００ｍ 指方   來輝 (3) 16.12 小川   竜輝 (3) 16.46 濵田   蓮王 (3) 16.93 吉田   卓司 (3) 17.61 篠原   颯大 (3) 17.67 豊岡   佑月 (3) 17.79 浅海   匠栄 (3) 18.02 山口   蓮王 (3) 18.05
宇和島T&F +2.0 垣生JAC +0.7 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 +2.0 宇和島T&F +2.0 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ +0.7 ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ +2.0 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +2.0 津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ +0.7 

男子 ４年 １００ｍ 松井   想真 (4) 15.27 山田   幹太 (4) 15.28 小北   啓人 (4) 15.35 阿部   航海 (4) 15.51 田村   翔生 (4) 15.72 住田   尚仁 (4) 15.79 矢野   陽琥 (4) 15.82 丸碆   遥斗 (4) 15.90
八幡浜AC +2.1 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +2.1 ﾁｰﾑｵｷﾀﾛｳ +1.9 しまなみ陸上ｸﾗﾌﾞ +1.9 宇和島T&F +2.1 宇和島T&F +2.1 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +1.9 宇和島T&F +1.9 

男子 ５年 １００ｍ 井手   友郎 (5) 14.44 佐伯   和真 (5) 14.66 船本   恵汰 (5) 14.86 中矢   橙吾 (5) 14.92 野間   大瑚 (5) 15.10 竹内   佑生 (5) 15.42 佐伯   謙心 (5) 15.66 黒木   蓮人 (5) 15.71
桑の実ｸﾗﾌﾞ +1.4 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +0.1 垣生JAC +1.4 垣生JAC +1.1 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +1.4 垣生JAC +1.6 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +1.4 桑の実ｸﾗﾌﾞ +1.6 

男子 ６年 １００ｍ 菅   将那士 (6) 13.80 大孝   聖弥 (6) 13.95 河合   堆希 (6) 14.10 矢野   惺稀 (6) 14.16 藤田   直貴 (6) 14.33 松井   悠真 (6) 14.35 渡部     翔 (6) 14.52 辻     優樹 (6) 14.55
ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +1.0 垣生JAC +0.8 垣生JAC +1.9 桑の実ｸﾗﾌﾞ -0.0 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +0.8 八幡浜AC -0.0 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +1.9 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +1.9 

男子 ５･６年 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 中村   颯汰 (6)  1887 藤堂   煌斗 (6)  1619 真鍋   壱都 (6)  1614 有田   成来 (6)  1453 志賀   陽輝 (6)  1176
宇和島T&F 八幡浜AC ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

13.55/+0.1-1m15 15.12/+0.1-1m15 14.94/+0.1-1m12 15.48/+0.1-1m06 17.10/+0.1-1m06

男子 ５･６年 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 佐々木 景亮 (6)  1908 山之内 悠人 (6)  1760 越智   陽貴 (6)  1706 日野     空 (6)  1697 伊藤   祥汰 (5)  1662 菊池   陽登 (6)  1659 山本 朔太郎 (5)  1562 田村   悠宇 (5)  1550
波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ *C1 *C3 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ 桑の実ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F *C1 *C3 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 桑の実ｸﾗﾌﾞ *C1 *C2 桑の実ｸﾗﾌﾞ

4m67/+2.9-37m77 4m23/+1.8-36m50 3m84/+0.6-39m24 3m88/+2.7-38m25 3m52/+1.3-41m48 3m32/+1.4-44m10 3m40/+2.3-38m24 3m20/+1.3-40m40

公認最高 827点 走幅跳 NM 公認最高 837点 走幅跳 NM 公認最高 1526点 走幅跳 3m27/+1.1(689)

女子 １年 １００ｍ 唐田   優羽 (1) 19.67 矢野   華葵 (1) 19.96 下田   琴葉 (1) 21.18 越智 菜々子 (1) 22.05
愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 +2.4 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +2.4 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 +2.4 ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ +2.4 

女子 ２年 １００ｍ 西田   実央 (2) 17.40 清水   結愛 (2) 18.24 岡田   真侑 (2) 18.30 佐伯   結花 (2) 18.31 大澤   亜美 (2) 20.53
津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ +3.2 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +3.2 八幡浜AC +3.2 ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ +3.2 ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ +3.2 

女子 ３年 １００ｍ 小枝   涼杏 (3) 15.75 丹下   恋夏 (3) 16.43 矢野   帆香 (3) 16.50 井上   沙南 (3) 16.84 藤堂     景 (3) 16.91 窪田   世莉 (3) 17.12 中村   優亜 (3) 17.37 赤根   愛深 (3) 17.47
VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +1.1 八幡浜AC +2.3 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +1.1 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 +1.1 八幡浜AC +1.1 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +2.3 宇和島T&F +1.1 桑の実ｸﾗﾌﾞ +2.3 

女子 ４年 １００ｍ 青野   詩月 (4) 15.68 二宮   夏楓 (4) 15.71 平野   萌架 (4) 15.95 山本   楓夏 (4) 16.24 山本   紗季 (4) 16.28 島村 翔里菜 (4) 16.28 吉田   絆夏 (4) 16.40 河野   優衣 (4) 16.54
川之江T&Fｸﾗﾌﾞ +2.4 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 +2.3 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +2.4 津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ +2.9 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +2.9 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +2.9 垣生JAC +2.3 津島しらさぎ陸上ｸﾗﾌﾞ +2.3 

女子 ５年 １００ｍ 伊達   一花 (5) 14.57 三瀬   羚珂 (5) 15.26 木下   未亜 (5) 15.37 宮川 明日香 (5) 15.37 伊藤   蒼珠 (5) 15.43 越智 友咲菜 (5) 15.44 後藤   望伽 (5) 15.53 池田   立希 (5) 15.61
八幡浜AC +0.6 八幡浜AC +2.7 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +0.9 宇和島T&F +0.4 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +2.3 八幡浜AC +0.9 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +0.6 

女子 ６年 １００ｍ 高山   果穂 (6) 14.25 諸江   夏海 (6) 14.27 上田 さやか (6) 14.27 菊池 陽菜乃 (6) 14.51 窪田   颯菜 (6) 14.69 菊川 莉緒奈 (6) 14.80 渡邊 妃那梨 (6) 14.83 西岡   郁花 (6) 14.88
波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +2.8 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +1.4 八幡浜AC -1.1 八幡浜AC +1.6 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +1.6 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ +1.4 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ +1.6 垣生JAC +2.8 

女子 ５･６年 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 福原   未唯 (6)  1847 松岡   美来 (6)  1788 赤尾   美玲 (6)  1766 國峯   美智 (6)  1584 井上   直央 (6)  1524 中西     紗 (6)  1520 帽子   心結 (6)  1486 島村 美菜未 (6)   968
八幡浜AC 宇和島T&F 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 愛南町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ
14.19/+1.7-1m21 14.13/+1.8-1m15 14.26/+1.7-1m15 14.92/+1.7-1m09 15.27/+1.8-1m09 15.49/+1.8-1m12 16.10/+1.8-1m18 18.52/+1.7-1m09

女子 ５･６年 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 冨田   美空 (6)  1659 伊藤     菫 (6)  1553 山中 こころ (6)  1403 岡崎   莉子 (6)  1388 丹下   心美 (6)  1229 増田   絢音 (5)  1203 加藤     柚 (6)  1200 大岡   詩苑 (6)  1194
波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ *C1 *C3 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ 桑の実ｸﾗﾌﾞ 宇和島T&F *C1 *C2 八幡浜AC 桑の実ｸﾗﾌﾞ 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ *C1 *C2 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ *C1 *C2

3m69/+3.0-39m03 3m90/+0.1-30m90 3m67/+1.8-26m69 3m60/+2.6-26m93 3m44/+1.7-21m31 3m20/+0.9-23m32 3m25/+2.6-22m50 3m26/+2.4-22m04

公認最高 853点 走幅跳 NM 公認最高 1343点 走幅跳 3m44/+0.2(736) 公認最高 1150点 走幅跳 3m07/+0.8(633) 公認最高 1188点 走幅跳 3m24/+1.8(680)

共通 １～４年 ４×１００ｍ 八幡浜AC D  1:05.81 宇和島T&F D  1:07.15 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ C  1:07.42 宇和島T&F E  1:09.68 垣生JAC F  1:10.52 ﾊﾞﾘﾊﾞﾘｷｯｽﾞ B  1:17.02
  兵頭     樹 (4)   中村   優亜 (3)   齊藤   弘哉 (4)   若山   瑳那 (3)   小川   竜輝 (3)   大澤 亮太朗 (4)
  丹下   恋夏 (3)   松岡   咲奈 (4)   石川   真煌 (4)   有田   来花 (4)   山本 あのん (3)   武田 柚莉愛 (4)
  藤堂     景 (3)   丸碆   遥斗 (4)   島村 翔里菜 (4)   指方   來輝 (3)   森永     優 (2)   豊岡   佑月 (3)
  松井   想真 (4)   田村   翔生 (4)   山本   紗季 (4)   住田   尚仁 (4)   吉田   絆夏 (4)   村山   心海 (3)

共通 ５･６年 ４×１００ｍ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ A 55.35 八幡浜AC A 56.29 ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ A 56.86 桑の実ｸﾗﾌﾞ A 57.76 宇和島T&F A 57.91 垣生JAC A 58.89 垣生JAC B 59.78 八幡浜AC B  1:00.10
  高山   果穂 (6)   藤堂   煌斗 (6)   越智   るり (6)   大原 向日葵 (6)   宮川 明日香 (5)   西園寺 萌衣 (6)   河合   堆希 (6)   吉良   遼真 (5)
  諸江   夏海 (6)   上田 さやか (6)   渡邊 妃那梨 (6)   井手   友郎 (5)   松岡   美来 (6)   大孝   聖弥 (6)   西岡   郁花 (6)   福原   未唯 (6)
  藤田   直貴 (6)   菊池 陽菜乃 (6)   真鍋   壱都 (6)   大塚   史帆 (6)   日野     空 (6)   須﨑   吏彩 (6)   烏谷   莉央 (6)   二宮   颯汰 (6)
  佐々木 景亮 (6)   松井   悠真 (6)   菅   将那士 (6)   矢野   惺稀 (6)   中村   颯汰 (6)   中矢   橙吾 (5)   中矢   裕暉 (6)   三宅 わかば (6)

気象状況  5月12日 10:00 晴れ  25.0℃   44％ 北 1.0m/s
 5月12日 12:00 晴れ  26.0℃   42％ 北東 0.4m/s
 5月12日 14:00 晴れ  26.0℃   38％ 北北西 2.0m/s

第35回全国小学生陸上競技交流大会 愛媛県１次選考会

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

80mH-走高跳

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

80mH-走高跳

凡例（*C3:走幅跳サードで公認最高/ *C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


