
 第３１回河北郡市小学生陸上競技選手権大会
はれ

「ＧＲ」…大会新、「＝ＧＲ」…大会タイ

２・３年 畠山　悠汰 19秒25

（オープン種目） 河北ＡＣ(3) 風：+0.1

GR 山口 智也 14秒98 泉　　和希 15秒73 表　　健太 16秒73 池上 碧 17秒14 加藤　碧空 17秒46 河奥 陸 17秒60

津幡ＪｒＡＣ(4) 風：+0.7 河北ＡＣ(4) 風：+0.7 河北ＡＣ(4) 風：+0.7 津幡ＪｒＡＣ(4) 風：+0.7 津幡町陸上教室(4) 風：+0.7 津幡ＪｒＡＣ(4) 風：+0.7

寺西　拓斗 14秒97 伊戸川 幹太 15秒12 中 煌瑠 15秒99 杉本　悠綺 16秒08 池野 拓人 16秒78 松本 瑛士 17秒13

河北ＡＣ(5) 風：+1.0 津幡ＪｒＡＣ(5) 風：+1.0 津幡ＪｒＡＣ(5) 風：+1.0 津幡町陸上教室(5) 風：+0.1 津幡ＪｒＡＣ(5) 風：+0.1 津幡ＪｒＡＣ(5) 風：+0.1

宮村　海輝 13秒83 加藤　建 13秒88 広野　滉大　 14秒11 山田　航生 14秒61 松井 空嵐 15秒36 吉川 恭介 15秒57

河北ＡＣ(6) 風：+2.1 津幡町陸上教室(6) 風：+2.1 河北ＡＣ(6) 風：+2.1 河北ＡＣ(6) 風：+2.1 津幡ＪｒＡＣ(6) 風：+1.2 津幡ＪｒＡＣ(6) 風：+1.2

澤井 克樹 16秒52 日光　剛 16秒99 泉　　佑樹 18秒39

津幡ＪｒＡＣ(5) 風：+2.0 河北ＡＣ(6) 風：+2.0 河北ＡＣ(6) 風：+2.0

低学年 池上 碧 3分46秒12 河奥 陸 4分12秒91

（オープン種目） 津幡ＪｒＡＣ(4) 津幡ＪｒＡＣ(4)

澤井 克樹 3分12秒98 室谷 拓実 3分13秒04 中 煌瑠 3分23秒57 山本 大樹 3分28秒57 松本 瑛士 3分29秒90 松井 空嵐 3分34秒10

津幡ＪｒＡＣ(5) 津幡ＪｒＡＣ(6) 津幡ＪｒＡＣ(5) 津幡ＪｒＡＣ(6) 津幡ＪｒＡＣ(5) 津幡ＪｒＡＣ(6)

低学年 山口 智也 3m48 m00 m00

（オープン種目） 津幡ＪｒＡＣ(4） 風：-0.2 津幡ＪｒＡＣ(4） 風：+0.0

山田　航生 3m68 泉　　佑樹 3m34 濱田　匠 3m33 三崎　航波 3m09 岡島　璃空 2m86

河北ＡＣ(6） 風：-0.9 河北ＡＣ(6） 風：+1.7 河北ＡＣ(5） 風：-1.0 河北ＡＣ(6） 風：-0.2 津幡町陸上教室(5） 風：+1.2

三崎　航波 1m15 澤田　泰成 1m05

河北ＡＣ(6） 河北ＡＣ(6）

低学年 泉　　和希 29m52 表　　健太 14m95 畠山　悠汰 10m53

（オープン種目） 河北ＡＣ(4） 河北ＡＣ(4） 河北ＡＣ(4）

高井　克真 41m00 広野　滉大　 40m59 宮村　海輝 40m22 濱田　匠 35m33 古川　諒 35m05 澤田　泰成 29m54

河北ＡＣ(6） 河北ＡＣ(6） 河北ＡＣ(6） 河北ＡＣ(5） かほくＪｒＡＣ(5） 河北ＡＣ(6）

GR 河北ＡＣ　 55秒73 津幡ＪｒＡＣ　 61秒99

5　　位

吉川 恭介（6)
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 第３１回河北郡市小学生陸上競技選手権大会
はれ

「ＧＲ」…大会新、「＝ＧＲ」…大会タイ

5　　位

津幡運動公園陸上競技場　　

6　　位

平成２７年６月１３日（土）

1　　位 2　　位 3　　位 4　　位

２・３年 岡井　美咲 17秒52 板坂　七海 18秒25 平下　望実 18秒35 櫻井　美咲 19秒59

（オープン種目） 河北ＡＣ(3) 風：+1.3 河北ＡＣ(2) 風：+1.3 河北ＡＣ(3) 風：+1.3 かほくＪｒＡＣ(2) 風：+1.3

野村 通子 15秒76 加藤　直 16秒14 登坂　空 16秒60 徳成　稀愛来 16秒90 室谷 紅葉 17秒71 室谷 柚葉 18秒40

津幡ＪｒＡＣ(4) 風：+0.8 津幡町陸上教室(4) 風：+0.8 かほくＪｒＡＣ(4) 風：+0.8 津幡町陸上教室(4) 風：+0.8 津幡ＪｒＡＣ(4) 風：+0.8 津幡ＪｒＡＣ(4) 風：+0.8

宮前　有里 15秒26 湯原　真央 15秒33 山下　果鈴 15秒73 岡井　綾音 16秒59 飛田 真璃奈 17秒11

河北ＡＣ(5) 風：+1.3 かほくＪｒＡＣ(5) 風：+1.3 河北ＡＣ(5) 風：+1.3 河北ＡＣ(5) 風：+1.3 津幡ＪｒＡＣ(5) 風：+1.3

山田　莉沙 14秒95 田島　愛莉 15秒04 坂井　海帆 15秒27 遠田　理那 15秒52 竹内 凪 15秒70 寺山　聖菜 15秒95

かほくＪｒＡＣ(6) 風：+0.9 津幡町陸上教室(6) 風：+0.9 津幡町陸上教室(6) 風：+0.2 河北ＡＣ(6) 風：+0.9 津幡ＪｒＡＣ(6) 風：+0.9 津幡町陸上教室(6) 風：+0.9

GR 一二三　舞桜 14秒91 田中 杏果 19秒45

かほくＪｒＡＣ(6) 風：+0.7 津幡ＪｒＡＣ(6) 風：+0.7

低学年 GR 野村 通子 3分35秒55 室谷 紅葉 3分52秒69 岡井　美咲 3分59秒13 室谷 柚葉 3分59秒27 平下　望実 4分06秒86

（オープン種目） 津幡ＪｒＡＣ(4) 津幡ＪｒＡＣ(4) 河北ＡＣ(3) 津幡ＪｒＡＣ(4) 河北ＡＣ(3)

寺坂 涼帆 3分18秒66 橋村 英里 3分22秒99 竹内 凪 3分25秒95 飛田 真璃奈 3分33秒80

津幡ＪｒＡＣ(6) 津幡ＪｒＡＣ(6) 津幡ＪｒＡＣ(6) 津幡ＪｒＡＣ(5)

低学年 登坂　空 3m27 板坂　七海 2m43

（オープン種目） ﾄｻｶ ｿﾗ(かほくＪｒＡＣ） 風：+0.8 河北ＡＣ(2） 風：+1.2

GR 山田　莉沙 4m04 一二三　舞桜 3m88 遠田　理那 3m74 寺山　聖菜 3m69 新村　知紗 3m49 宮前　有里 3m26

かほくＪｒＡＣ(6) 風：+1.5 かほくＪｒＡＣ(6) 風：+0.7 河北ＡＣ(6) 風：+1.5 津幡町陸上教室(6) 風：+0.9 津幡町陸上教室(6) 風：+2.7 河北ＡＣ(5) 風：+2.0

木下　遥 1m20 山本　悠花 1m10

かほくＪｒＡＣ(6） かほくＪｒＡＣ(6）

低学年 櫻井　美咲 7m57

（オープン種目） かほくＪｒＡＣ(2）

湯原　真央 29m87 岡井　綾音 13m92

かほくＪｒＡＣ(5） 河北ＡＣ(5）

かほくＪｒＡＣ　 60秒55 津幡町陸上教室　 62秒33 河北ＡＣ　 65秒12

坂井　海帆（6) 遠田　理那（6)

岡井　綾音（5)

宮前　有里（5)
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一二三　舞桜（6)

山田　莉沙（6)

東谷　いづみ（6)

山下　果鈴（5)



 第３１回河北郡市小学生陸上競技選手権大会 平成２７年６月１３日（土） 津幡運動公園陸上競技場　　

小学　男子　共通 ８０ｍH

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 16秒52 +2.0 澤井 克樹 ｻﾜｲ　ｶﾂｷ 津幡ＪｒＡＣ 5

2 16秒99 +2.0 日光　剛 ﾆｯｺｳ ﾂﾖｼ 河北ＡＣ 6

3 18秒39 +2.0 泉　　佑樹 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 河北ＡＣ 6

小学　男子　２・３年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 19秒25 +0.1 畠山　悠汰 ﾊﾔｹﾔﾏ ﾕｳﾀ 河北ＡＣ 3

小学　男子　４年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 14秒98 +0.7 山口 智也 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾄﾓﾔ 津幡ＪｒＡＣ 4 GR

2 15秒73 +0.7 泉　　和希 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 河北ＡＣ 4

3 16秒73 +0.7 表　　健太 ｵﾓﾃ ｹﾝﾀ 河北ＡＣ 4

4 17秒14 +0.7 池上 碧 ｲｹｶﾞﾐ　ｱｵｲ 津幡ＪｒＡＣ 4

5 17秒46 +0.7 加藤　碧空 ｶﾄｳ ｿﾗ 津幡町陸上教室 4

6 17秒60 +0.7 河奥 陸 ｶﾜｵｸ　ﾘｸ 津幡ＪｒＡＣ 4

小学　男子　５年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 14秒97 +1.0 寺西　拓斗 ﾃﾗﾆｼ ﾀｸﾄ 河北ＡＣ 5

2 15秒12 +1.0 伊戸川 幹太 ｲﾄｶﾞﾜ　ｶﾝﾀ 津幡ＪｒＡＣ 5

3 15秒99 +1.0 中 煌瑠 ﾅｶ　ｷﾗﾙ 津幡ＪｒＡＣ 5

4 16秒08 +0.1 杉本　悠綺 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 津幡町陸上教室 5

5 16秒78 +0.1 池野 拓人 ｲｹﾉ　ﾀｸﾄ 津幡ＪｒＡＣ 5

6 17秒13 +0.1 松本 瑛士 ﾏﾂﾓﾄ　ｴｲｼﾞ 津幡ＪｒＡＣ 5

7 17秒40 +1.0 岡島　璃空 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｸｳ 津幡町陸上教室 5

8 17秒49 +0.1 広瀬　響 ﾋﾛｾ ﾋﾋﾞｷ 津幡町陸上教室 5

小学　男子　６年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 13秒83 +2.1 宮村　海輝 ﾐﾔﾑﾗ ｶｲｷ 河北ＡＣ 6

2 13秒88 +2.1 加藤　建 ｶﾄｳ ﾀﾂｷ 津幡町陸上教室 6

3 14秒11 +2.1 広野　滉大　 ﾋﾛﾉ ｺｳﾀﾞｲ 河北ＡＣ 6

4 14秒61 +2.1 山田　航生 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 河北ＡＣ 6

5 15秒36 +1.2 松井 空嵐 ﾏﾂｲ　ｿﾗﾝ 津幡ＪｒＡＣ 6

6 15秒57 +1.2 吉川 恭介 ﾖｼｶﾜ　ｷｮｳｽｹ 津幡ＪｒＡＣ 6

7 15秒63 +1.2 室谷 拓実 ﾑﾛﾀﾆ　ﾀｸﾐ 津幡ＪｒＡＣ 6

8 15秒80 +1.2 山本 大樹 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｲｷ 津幡ＪｒＡＣ 6

9 16秒92 +1.2 越元　丈流 ｺｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 津幡町陸上教室 6

10 17秒26 +1.2 日光　剛 ﾆｯｺｳ ﾂﾖｼ 河北ＡＣ 6



 第３１回河北郡市小学生陸上競技選手権大会 平成２７年６月１３日（土） 津幡運動公園陸上競技場　　

小学　男子　低学年 1000ｍ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 3分46秒12 池上 碧 ｲｹｶﾞﾐ　ｱｵｲ 津幡ＪｒＡＣ 4

2 4分12秒91 河奥 陸 ｶﾜｵｸ　ﾘｸ 津幡ＪｒＡＣ 4

小学　男子　共通 1000ｍ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 3分12秒98 澤井 克樹 ｻﾜｲ　ｶﾂｷ 津幡ＪｒＡＣ 5

2 3分13秒04 室谷 拓実 ﾑﾛﾀﾆ　ﾀｸﾐ 津幡ＪｒＡＣ 6

3 3分23秒57 中 煌瑠 ﾅｶ　ｷﾗﾙ 津幡ＪｒＡＣ 5

4 3分28秒57 山本 大樹 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｲｷ 津幡ＪｒＡＣ 6

5 3分29秒90 松本 瑛士 ﾏﾂﾓﾄ　ｴｲｼﾞ 津幡ＪｒＡＣ 5

6 3分34秒10 松井 空嵐 ﾏﾂｲ　ｿﾗﾝ 津幡ＪｒＡＣ 6

7 3分34秒73 吉川 恭介 ﾖｼｶﾜ　ｷｮｳｽｹ 津幡ＪｒＡＣ 6

8 3分35秒65 寺西　拓斗 ﾃﾗﾆｼ ﾀｸﾄ 河北ＡＣ 5

9 3分38秒31 古川　諒 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ かほくＪｒＡＣ 5

10 3分40秒27 越元　丈流 ｺｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 津幡町陸上教室 6

11 3分53秒63 池野 拓人 ｲｹﾉ　ﾀｸﾄ 津幡ＪｒＡＣ 5

12 3分58秒47 伊戸川 幹太 ｲﾄｶﾞﾜ　ｶﾝﾀ 津幡ＪｒＡＣ 5

13 4分14秒69 吉浦　悠一郎 ﾖｼｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 津幡町陸上教室 5

14 4分40秒57 鶴見　光太郎 ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾛｳ 津幡町陸上教室 5

15 4分42秒88 西森　天馬 ﾆｼﾓﾘﾃﾝﾏ 津幡町陸上教室 5

小学　男子　共通

順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

GR河北ＡＣ　

山本 大樹（6)

チーム 名前　（学年）

山田　航生（6)

高井　克真（6)

松井 空嵐（6)

室谷 拓実（6)

吉川 恭介（6)

広野　滉大　（6)

宮村　海輝（6)

表　　健太（4)

59秒89 津幡ＪｒＡＣＯＰ

泉　　和希（4)

中 煌瑠（5)

澤井 克樹（5)

伊戸川 幹太（5)

山口 智也（4)

寺西　拓斗（5)

濱田　匠（5)

4×100ｍＲ

OP 64秒79 河北ＡＣＯＰ

OP

55秒731

2 61秒99 津幡ＪｒＡＣ　



 第３１回河北郡市小学生陸上競技選手権大会 平成２７年６月１３日（土） 津幡運動公園陸上競技場　　

小学　男子　低学年 ソフトボール投げ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年

1 29m52 泉　　和希 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 河北ＡＣ 4

2 14m95 表　　健太 ｵﾓﾃ ｹﾝﾀ 河北ＡＣ 4

3 10m53 畠山　悠汰 ﾊﾔｹﾔﾏ ﾕｳﾀ 河北ＡＣ 3

小学　男子　共通 ソフトボール投げ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 41m00 高井　克真 ﾀｶｲ ｶﾂﾏ 河北ＡＣ 6

2 40m59 広野　滉大　 ﾋﾛﾉ ｺｳﾀﾞｲ 河北ＡＣ 6

3 40m22 宮村　海輝 ﾐﾔﾑﾗ ｶｲｷ 河北ＡＣ 6

4 35m33 濱田　匠 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳ 河北ＡＣ 5

5 35m05 古川　諒 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ かほくＪｒＡＣ 5

6 29m54 澤田　泰成 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 河北ＡＣ 6

7 13m70 広瀬　響 ﾋﾛｾ ﾋﾋﾞｷ 津幡町陸上教室 5

加藤　悠吾 ｶﾄｳ ﾕｳｺﾞ 津幡町陸上教室 5 DNS

小学　男子　低学年 走高跳

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年

1 1m15 三崎　航波 ﾐｻｷ ｺｳﾊ 河北ＡＣ 6

2 1m05 澤田　泰成 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 河北ＡＣ 6

小学　男子　共通　 走幅跳

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 3m68 -0.9 山田　航生 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 河北ＡＣ 6

2 3m34 +1.7 泉　　佑樹 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 河北ＡＣ 6

3 3m33 -1.0 濱田　匠 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳ 河北ＡＣ 5

4 3m09 -0.2 三崎　航波 ﾐｻｷ ｺｳﾊ 河北ＡＣ 6

5 2m86 +1.2 岡島　璃空 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｸｳ 津幡町陸上教室 5
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女子　 共通 ８０ｍH

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 14秒91 +0.7 一二三　舞桜 ﾋﾌﾐ ﾏｵ かほくＪｒＡＣ 6 GR

2 19秒45 +0.7 田中 杏果 ﾀﾅｶ　ｷｮｳｶ 津幡ＪｒＡＣ 6

女子　 ２・３年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 17秒52 +1.3 岡井　美咲 ｵｶｲ ﾐｻｷ 河北ＡＣ 3

2 18秒25 +1.3 板坂　七海 ｲﾀｻｶ ﾅﾅﾐ 河北ＡＣ 2

3 18秒35 +1.3 平下　望実 ﾋﾗｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 河北ＡＣ 3

4 19秒59 +1.3 櫻井　美咲 ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ かほくＪｒＡＣ 2

女子　 ４年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 15秒76 +0.8 野村 通子 ﾉﾑﾗ　ﾐﾁｺ 津幡ＪｒＡＣ 4

2 16秒14 +0.8 加藤　直 ｶﾄｳ ﾅｵｲ 津幡町陸上教室 4

3 16秒60 +0.8 登坂　空 ﾄｻｶ ｿﾗ かほくＪｒＡＣ 4

4 16秒90 +0.8 徳成　稀愛来 ﾄｸﾅﾘ ｷｱﾗ 津幡町陸上教室 4

5 17秒71 +0.8 室谷 紅葉 ﾑﾛﾀﾆ　ｲﾛﾊ 津幡ＪｒＡＣ 4

女子　 ５年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 15秒26 +1.3 宮前　有里 ﾐﾔﾏｴ ﾕﾘ 河北ＡＣ 5

2 15秒33 +1.3 湯原　真央 ﾕﾊﾗ ﾏｵ かほくＪｒＡＣ 5

3 15秒73 +1.3 山下　果鈴 ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ 河北ＡＣ 5

4 16秒59 +1.3 岡井　綾音 ｵｶｲ ｱﾔﾈ 河北ＡＣ 5

5 17秒11 +1.3 飛田 真璃奈 ﾄﾋﾞﾀ　ﾏﾘﾅ 津幡ＪｒＡＣ 5

女子　 ６年 １００ｍ

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 14秒95 +0.9 山田　莉沙 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｻ かほくＪｒＡＣ 6

2 15秒04 +0.9 田島　愛莉 ﾀｼﾞﾏ ｱｲﾘ 津幡町陸上教室 6

3 15秒27 +0.2 坂井　海帆 ｻｶｲ ﾐﾎ 津幡町陸上教室 6

4 15秒52 +0.9 遠田　理那 ﾄｳﾀﾞ ﾘﾅ 河北ＡＣ 6

5 15秒70 +0.9 竹内 凪 ﾀｹｳﾁ　ﾅｷﾞ 津幡ＪｒＡＣ 6

6 15秒95 +0.9 寺山　聖菜 ﾃﾗﾔﾏ ｾｲﾅ 津幡町陸上教室 6

7 16秒07 +0.2 北川　奈津美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 津幡町陸上教室 6

8 16秒09 +0.2 寺坂 涼帆 ﾃﾗｻｶ　ｽｽﾞﾎ 津幡ＪｒＡＣ 6

9 16秒20 +0.9 加藤 　斎 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 津幡町陸上教室 6

10 16秒21 +0.2 田中 杏果 ﾀﾅｶ　ｷｮｳｶ 津幡ＪｒＡＣ 6
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小学　女子　低学年 1000ｍ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 3分35秒55 野村 通子 ﾉﾑﾗ　ﾐﾁｺ 津幡ＪｒＡＣ 4 GR

2 3分52秒69 室谷 紅葉 ﾑﾛﾀﾆ　ｲﾛﾊ 津幡ＪｒＡＣ 4

3 3分59秒13 岡井　美咲 ｵｶｲ ﾐｻｷ 河北ＡＣ 3

4 3分59秒27 室谷 柚葉 ﾑﾛﾀﾆ　ﾕｽﾞﾊ 津幡ＪｒＡＣ 4

5 4分06秒86 平下　望実 ﾋﾗｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 河北ＡＣ 3

小学　女子　共通 1000ｍ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 3分18秒66 寺坂 涼帆 ﾃﾗｻｶ　ｽｽﾞﾎ 津幡ＪｒＡＣ 6

2 3分22秒99 橋村 英里 ﾊｼﾑﾗ　ｴﾘ 津幡ＪｒＡＣ 6

3 3分25秒95 竹内 凪 ﾀｹｳﾁ　ﾅｷﾞ 津幡ＪｒＡＣ 6

4 3分33秒80 飛田 真璃奈 ﾄﾋﾞﾀ　ﾏﾘﾅ 津幡ＪｒＡＣ 5

小学　女子　共通

順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 65秒12 河北ＡＣ　

岡井　綾音（5)

宮前　有里（5)

山下　果鈴（5)

遠田　理那（6)

4×100ｍＲ

チーム 名前　（学年）

1 60秒55 かほくＪｒＡＣ　

山田　莉沙（6)

一二三　舞桜（6)

木下　遥（6)

湯原　真央（5)

2 62秒33 津幡町陸上教室　

北川　奈津美（6)

東谷　いづみ（6)

田島　愛莉（6)

坂井　海帆（6)

OP 62秒54 津幡ＪｒＡＣＯＰ

田中 杏果（6)

竹内 凪（6)

寺坂 涼帆（6)

橋村 英里（6)

OP 62秒89 津幡町陸上教室ＯＰ

加藤 　斎（6)

新村　知紗（6)

黒﨑　千怜（6)

寺山　聖菜（6)
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小学　女子　低学年 ソフトボール投げ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年

1 7m57 櫻井　美咲 ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ かほくＪｒＡＣ 2

小学　女子　共通 ソフトボール投げ

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 29m87 湯原　真央 ﾕﾊﾗ ﾏｵ かほくＪｒＡＣ 5

2 13m92 岡井　綾音 ｵｶｲ ｱﾔﾈ 河北ＡＣ 5

小学　女子　 走高跳

順位 記録 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 1m20 木下　遥 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ かほくＪｒＡＣ 6

2 1m10 山本　悠花 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ かほくＪｒＡＣ 6

小学　女子　低学年 走幅跳

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年

1 3m27 +0.8 登坂　空 ﾄｻｶ ｿﾗ かほくＪｒＡＣ 4

2 2m43 +1.2 板坂　七海 ｲﾀｻｶ ﾅﾅﾐ 河北ＡＣ 2

小学　女子　共通 走幅跳

順位 記録 風 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 ｺﾒﾝﾄ

1 4m04 +1.5 山田　莉沙 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｻ かほくＪｒＡＣ 6 GR

2 3m88 +0.7 一二三　舞桜 ﾋﾌﾐ ﾏｵ かほくＪｒＡＣ 6

3 3m74 +1.5 遠田　理那 ﾄｳﾀﾞ ﾘﾅ 河北ＡＣ 6

4 3m69 +0.9 寺山　聖菜 ﾃﾗﾔﾏ ｾｲﾅ 津幡町陸上教室 6

5 3m49 +2.7 新村　知紗 ｼﾝﾑﾗ ﾁｻ 津幡町陸上教室 6

6 3m26 +2.0 宮前　有里 ﾐﾔﾏｴ ﾕﾘ 河北ＡＣ 5

7 3m24 -0.2 山下　果鈴 ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ 河北ＡＣ 5

8 3m23 +0.7 加藤 　斎 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 津幡町陸上教室 6


