
日清食品カップ 平成１７年８月２７日(土)

第21回 全国小学生陸上競技交流大会 決勝一覧表

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

５年 １００ｍ 福富　晃希 13.14 両角　将太 13.32 牛玖　智裕 13.36 山田　輝和 13.42 島田　貴行 13.46 伊藤　侃嗣 13.61 大原　圭太 13.65 森　　勇人 13.67

風:-0.5 佐　賀･伊万里クラブ 長　野･宮川陸上クラブ 千　葉･根郷クラブ 岩　手･若葉 埼　玉･根岸クラブ 茨　城･竜ヶ崎Jr陸上ク 愛　知･安城作野ＡＣ 福　島･小高RC

６年 １００ｍ 板本　雄太 富　山･さみさと 12.47 永沼　賢治 12.58 稲葉　駿介 12.68 前川　　峻 12.68 綱川　隼人 12.70 石川　拓人 12.76 辻　　智彦 12.82

風:-2.7 遠藤　純貴 北海道･共和北辰スポ少 大　分･大分市長距離教室 埼　玉･騎西陸上クラブ 滋　賀･栗東市陸上教室 千　葉･我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 静　岡･袋井ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 京　都･長岡第四クラブ

８０ｍＨ 田村　龍輝 12.14 福田　晃大 12.42 古川　真也 12.51 森永　　樹 12.53 門馬　　慧 12.64 佐藤　雅也 12.67 櫻井　秀樹 12.94 杉浦　涼太 17.43

男 風:+0.5 千　葉･大室台陸上ｸﾗﾌﾞNGR 鳥　取･明倫クラブ 青　森･中里ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 兵　庫･四郷クラブ 福　島･小名浜一 大　分･八幡陸上クラブ 岡　山･津山ジュニア 愛　知･ＪＡＣ成岩

４×１００ｍ 屋島クラブ･香川 49.59 岡山市ｼﾞｭﾆｱ･岡山 49.98 上越はね馬ク･新潟 49.99 下都賀TOJ･栃木 大野RC･北海道 50.37 大垣市スポ少･岐阜 50.55 熊本ＪＡＣ･熊本 50.65 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ･三重 51.21

   岡本　理紀斗    小倉　利仁    坂詰　大地    峯吉　　翼    久保　圭祐    伊藤　尊史    戸高　豊章    野村　卓矢

   橋本　健太    乙倉　悠真    澤田　晃佑    鈴木　崇仁    池下　京佑    笹田　康弘    原田　大史    曽根　啓登

   水口　勝貴    赤木　勇太    南雲　広大    白澤　一樹    高橋　拓也    渡辺　尚登    原　昇太郎    中西　太一

   岡　　雄大    近久　伊吹    長谷川　優樹    五十嵐　涼亮    本多　正樹    矢橋　勇輝    石原　大聖    大仲　洋人

子 走高跳 浅野　恭平 1m51 米村　亮哉 1m48 厚楽　雅史 1m45 松田　和成 1m45 須山　司朗 1m40 成田　　駿 北海道･七重陸上教 1m40

福　島･松長 福　井･磯部陸上クラブ 岩　手･土淵クラブ 京　都･福西クラブ 鳥　取･五千石クラブ 高橋　洋昭 秋　田･高松Ｔ＆Ｆ

岡田　準矢 愛　知･田原陸上教室

走幅跳 本多　隆成   5m12 谷村　洋幸   5m09 小松山　慎   4m95 松原　　奨   4m90 青木　貴司   4m81 飯塚　大和   4m80 橋ノ口　和暉   4m79 矢野　優友   4m70

熊　本･松島陸上クラブ -0.1 島　根･隠岐ジュニア    0.0 岩　手･田野畑AC   +0.8 静　岡･千代田ＡＣ    +0.7 愛　知･ＪＡＣ武豊  +0.7 栃　木･下都賀TOJ   +0.9 兵　庫･陵北クラブ  -1.1 宮　崎･串間陸友クラブ -1.8

ソフトボール投 百井　淳平  82m01 佐々木　周平  69m70 宇佐美　光希  69m64 佐藤　晴信  65m71 善養寺　竣也  65m35 水木　優誠  63m99 法岡　耕太  63m45 折原　佑斗  63m44

岩　手･盛岡クラブ 青　森･町畑クラブ 山　形･二井宿スポ少 秋　田･直根ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 群　馬･群馬郡陸協 富　山･福野 石　川･穴水クラブ 埼　玉･春日部陸友

５年 １００ｍ 森　佑紀那 13.60 村上　彩花 13.80 古川　真瑚 13.90 八巻　由香里 13.94 高山　真里奈 13.96 磯部　莉菜 14.05 山本　遥菜 14.20 鈴木　愛梨 14.22

風:+0.4 愛　知･なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 兵　庫･米田クラブ 岐　阜･関陸上スポ少 福　島･吉井田 静　岡･清水ミズノＳＣ 新　潟･佐渡行谷ﾄｷっ子 山　口･大道陸上教室 埼　玉･三郷クラブ

６年 １００ｍ 佐竹　春南 13.30 中上　理渚 13.36 永井　里奈 13.39 山本　芽依 13.52 中川　悠希 13.65 家田　知佳 13.71 福嶋　美和子 13.81 財部　愛里 13.98

風:-0.5 熊　本･阿蘇陸上クラブ 兵　庫･家島陸上クラブ 北海道･七重陸上教室 東　京･ミウラSC 京　都･アラキスポーツ 愛　知･知多ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 福　岡･小石原クラブ 長　崎･比田勝陸上ｸﾗﾌﾞ

８０ｍＨ 山下　治菜 13.20 沼岡　咲樹 13.21 小田原　海 13.24 久松　花朱実 13.39 久貝　瑞稀 13.49 小沢　沙里花 13.50 伊藤　美希 13.59 嶋崎　恭子 13.69

女 風:-1.6 富　山･かみだきっず 栃　木･佐野SAC 北海道･函館鍛神CRS 岡　山･津山ジュニア 茨　城･ｱｽﾚｯｺｸﾗﾌﾞ 静　岡･浜松河輪ＡＣ 岩　手･南城クラブ 秋　田･追分RC

４×１００ｍ 浜松陸上･静岡 51.83 荒井クラブ･兵庫 53.00 京都ジュニア･京都 53.21 下都賀TOJ･栃木 53.66 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ･沖縄 53.93 高崎市陸協･群馬 54.08 ＳＩクラブ･長崎 54.20 日立陸上ｸﾗﾌﾞ･茨城 54.22

   西﨑　美姫    稲田　美夏    能　量子    川島　侑芽乃    屋良　彩音    坂上　律子    松田　美海    加藤　里菜

   丸谷　まい    小山　結花    大西　晴香    早坂　奈菜    島仲　美香    堀口　莉奈    福井　晴子    瀧口　あずさ

   池谷　双葉    駒井　佑香    八木　千春    清野　華菜    島仲　美和    小板橋　絵名    中嶋　良恵    仲田　侑美

   清水　香帆    永安　麻優    泉井　梨沙    池沢　寿香    具志堅　あかり    齋藤　素代    岩竹　愛理    阿部　桃子

子 走高跳 仲野　由真 1m41 中山　美月 1m38 有賀　楓子 1m35 木村　沙綾加 1m35 羽鳥　　馨 福　井･敦賀南 1m30 吉田　茉央 1m30 寺田　優美 1m30

山　形･天童南部ｱｽﾘｰﾄ 香　川･坂出西部クラブ 長　野･西春近北陸上ク 秋　田･岩野目ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 薩川　千緒 静　岡･清水ＡＣ 兵　庫･鹿の子台クラブ 長　崎･口之津ジュニア

走幅跳 仲澤　由依   5m02 池田　友香   4m82 宮本　由梨奈   4m66 川田　智恵   4m59 阪本　侑加   4m57 黒川　奈緒   4m47 白鳥　　愛   4m39 中澤　佳香   4m36

北海道･上ノ国スポ少   -1.5 愛　媛･津島しらさぎク +2.5 兵　庫･大山クラブ  +2.6 広　島･栗原陸上クラブ +2.2 熊　本･花房クラブ   +0.1 静　岡･浜松河輪ＡＣ -1.4 東　京･江東JAC     +1.9 山　梨･大国陸上クラブ +1.8

ソフトボール投 平田　　愛  56m58 伊達　久美子  55m99 福本　律花  55m17 山本　彩加  54m67 濱田　祐子  52m49 小宮　志織  50m68 早田　咲紀  50m40 戸島　明子  50m19

沖　縄･馬天クラブ 大　阪･吹田陸上クラブ 奈　良･三宅陸上クラブ 兵　庫･賀茂クラブ 鹿児島･頴娃ジュニア 滋　賀･栗東市陸上教室 長　崎･SIクラブ 徳　島･美馬クラブ

トラック審判長 　田中　利雄 フィールド審判長 　佐藤　三千雄

NGR:大会新記録


