
第２回 県北ブロック少年少女陸上競技交流大会 記録一覧（男子）
日時： 審判長 記録主任 大会新 ◎

会場： 能代市風の松原陸上競技場 大会タイ ○

種目　／　順位

黒澤　大希 15.30 柴田　和希 15.64 越前　雄太 15.66 榎本　道一 15.71 佐々木友也 15.75 田中翔太郎 16.16 浪岡　　稜 16.16 嶋田偉月・三熊皐太 16.49 なし

花輪アスリートクラブ (+0.7) 浦田小学校 (+0.3) 渟城南小学校 (+0.7) 渟城西小学校 (+0.7) 二ツ井小学校 (+0.7) 桂城小学校 (+0.7) 有浦クラブ (+0.3) 渟城西小・朴瀬小 (+0.3)

山内　創太 3.26.31 河田　健登 3.36.64 工藤　瑛貴 3.40.71 山田　龍輔 3.44.17 岩山　創羽 3.50.78 小林龍之介 3.55.21 安井　大斗 3.57.00 竹内　　輝 3.58.56 なし

熊田　清琉 13.83 嘉成　　駿 14.81 松浦　　翔 14.94 小林真太郎 15.06 藤田　海輝 15.27 奈良　　樹 15.38 高橋　遥希 15.40 高谷　秀聖 15.74 13"3 平成２３年

有浦クラブ (+2.5) GANBAJr.陸上クラブ (+2.5) 米内沢小学校 (-1.3) 上小阿仁小学校 (+1.8) 草木小学校 (-1.3) 花輪アスリートクラブ (+2.5) 扇田小学校 (+1.8) 花輪アスリートクラブ (+1.8) 松橋和也（有浦）

畠山　　蓮 ◎13.60 金田　　爽 13.86 佐藤匠之伸 13.97 田崎　由啓 13.97 川又　大聖 14.15 金田　健仁 14.18 古家　和哉 14.38 中村　快斗 14.47 13"61 平成２３年

城南ランナーズ (+1.4) 合川小学校 (+0.8) 成章小学校 (+0.5) 琴丘小学校 (+1.4) 花輪アスリートクラブ (+1.4) 合川小学校 (+0.5) 有浦クラブ (+0.5) 扇田小学校 (+0.5) 阿部憲宜

戸田　瑞希 3.13.35 渡辺　大地 3.16.45 畠山　莉央 3.16.48 佐藤　稜士 3.25.67 伊藤　慎也 3.25.87 上平　晃也 3.26.03 佐藤　玲音 3.27.59 工藤　　壮 3.33.50 3'09"0 平成２３年

５・６年８０ｍH 田口　稜也 14.14 秋本　凌汰 14.77 島内　宇宙 14.79 越前　翔太 14.93 山本　織登 15.84 工藤　大紀 16.86 14"9 平成２３年

(+2.1)

５・６年 56"3 平成２３年

４×１００ｍリレー

１走・２走 秋本 日景 髙橋 秋本 佐藤 筒井 米村 伊多波 藤原 田崎 佐藤 秋元 畠山 菅原 岩澤 島内

３走・４走 熊田 松橋 佐藤 中村 藤田 畠山 田口 川又 柴田 渡辺 阿部 中村 横山 小堀 安保 佐藤

伊藤　尚之 ◎1m36 小堀　渓太 ○1m25 秋元　哉汰 1m10 1m25 平成２３年

５・６年走幅跳 宮本　海青 4m13 宮腰　　武 3m97 佐藤竜太郎 3m90 横山　開世 3m80 菅原　　槙 3m63 米村　宗平 3m47 加藤　海音 3m46 岩澤　千里 3m39 4m36 平成２３年

（風速） 八幡平小学校6 (+0.2) 第五小学校6 (-0.1) 湖北小学校6 (+1.8) 小坂小学校6 (-0.5) 小坂小学校6 (-1.2) 花輪アスリートクラブ6 (-1.5) GANBAJr.陸上クラブ5 (-2.2) 城南ランナーズ6 (-0.3)

阿部　達也 ◎64m29 下間　貴翔 ◎57m28 石田　雄大 ◎54m75 笠井　智樹 54m05 成田　海斗 52m00 鈴木　和真 50m97 佐藤　　聖 50m25 銭谷　空星 49m93 54m15 平成２３年

 ９：４５ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃ 湿度： ６６％ 風： 北北西　２．５ｍ/ｓ
１０：００ 天候： 晴れ 気温： ３２．０℃ 湿度： ６１％ 風： 北北東　１．２ｍ/ｓ
１１：００ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃ 湿度： ６３％ 風： 東北東　２．１ｍ/ｓ
１２：００ 天候： 晴れ 気温： ３１．５℃ 湿度： ６３％ 風： 東南東　２．６ｍ/ｓ
１３：００ 天候： 晴れ 気温： ３０．５℃ 湿度： ６８％ 風： 西南西　２．７ｍ/ｓ
１３：０７ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃° 湿度： ６６％ 風： 南西　　２．２ｍ/ｓ

花輪アスリートクラブ6

男子成績 平成24年8月5日(日)

GANBAJr.陸上クラブ6 琴丘小学校6 小坂小学校6

第１位 第２位 第３位

４年１００ｍ

５年１００ｍ

花輪アスリートクラブ

第７位 第８位

５・６年１０００ｍ

上小阿仁小学校 向能代小学校

6年１００ｍ

４年１０００ｍ
長木小学校 合川北小学校

山口聖輝

第五小学校 有浦クラブ 渟城西小学校

大　会　記　録

大村幸信・佐々木孝男 髙橋　　誠
第４位 第５位 第６位

桂城小学校5 渟城南小学校 花輪アスリートクラブ6

上小阿仁小学校5 花輪アスリートクラブ6扇田小学校6 桂城小学校6

桂城小学校B

二ツ井小学校5

大野雅史城南ランナーズ6

有浦クラブ 扇田小学校 城南ランナーズ 花輪アスリートクラブ 琴丘小学校 小坂小学校成章小学校

扇田小学校5

1.01.01 有浦クラブ

５・６年走高跳
城南ランナーズ6 小坂小学校6 成章小学校5

◎53.59 58.03 58.09 59.31

５・６年ソフトボール投
八幡平小学校6 桂城小学校6

59.9259.79 59.83

　《グランドコンディション》

伊藤尚之

笹嶋崇杜

桂城小学校6 渟城南小学校6 工藤康希合川小学校6 浦田小学校5 成章小学校6 水沢小学校6

3位

6位


