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記 録 主 任 竹田 道宏

日付 種目

森田　陽斗(5) 14.15 平松　大輝(5) 14.29 青木　康太(5) 14.64 阿久田　圭佑(5) 14.75 田島　連(5) 14.94 川村　晃之(5) 15.01 須山　恵成(5) 15.25 藤井　幸太郎(5) 15.38
K.S.D. K.S.D. 横浜AC 横浜杉田ｸﾗﾌﾞ 逗子文十郎'S K.S.D. 川崎陸上 横浜AC
高　　琉斗(6) 12.64 柴田　晃良(6) 13.69 早坂　佑太(6) 13.83 岡村　滉大(6) 13.97 吉野　友貴(6) 13.98 西條　将平(6) 14.07 鈴木　謙心(6) 14.12 木寺　嘉晴(6) 14.25
KaJAC 逗子文十郎'S K.S.D. 馬場陸上ｸﾗﾌﾞ KaJAC 横浜杉田ｸﾗﾌﾞ 愛川ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ
加藤　凜(6) 13.41 菊田　響生(6) 13.69 飯島　大智(6) 14.86 松谷　迅人(6) 15.12 加納　音生(6) 15.18 瀬戸　俊輔(6) 15.22 鈴木　唯世(6) 15.42 赤松　陽太(6) 15.45
KaJAC KaJAC 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 明神ｸﾗﾌﾞ ﾊﾋﾟﾈｽAC 川崎陸上
佐藤　叶空(6) 14.74 渡部　瑞己(6) 14.98 桂田　竜輔(5) 15.76 白井　愛輝(6) 15.95 米田　悠人(5) 16.77 岸田　悠希(6) 17.06 山口　一優(6) 17.28 森　　海翔(5) 17.39
横須賀ﾘﾄﾙ 横浜AC ちがさきﾘﾄﾙ T&F秦野 明神ｸﾗﾌﾞ 相模原陸上教室 葉山陸上ｸﾗﾌﾞ 逗子文十郎'S
横浜AC 54.00 横須賀ﾘﾄﾙ 54.09 横浜ｼﾞｭﾆｱ 54.86 ちがさきﾘﾄﾙ 55.03 T&F秦野 58.64 明神ｸﾗﾌﾞ 59.68 ﾍﾞｲｷｯｽﾞ横浜 59.82 葉山ｷｯｽﾞTF 1:00.27
城野　悠大(6) 片岡　輝星(6) 村井　歩真(6) 長谷川　涼介(6) 宮本　咲太(6) 佐藤　重光(5) 舘　　建輔(6) 竹俣　歩生(6)
渡部　陽斗(6) 木村　昊葵(6) 安達　壮吾(6) 枝光　大樹(6) 菅谷　陽和(6) 飯田　海志(6) 神　　遼大(6) 小高　湘(6)
佐上　湘哉(6) 佐々木　希(6) 小谷　綾(6) 野川　零(6) 権代　祐輔(6) 内田　大輝(6) 依田　昊大(6) 木村　建心(6)
飛田　敦斗(6) 別府　公太郎(6) 村田　歓太朗(6) 山田　涼太(6) 森谷　未紀(6) 加藤　周(6) 金子　歩夢(6) 亀田　晴人(6)
高橋　海吏(6) 1m41 熊谷ｴｸﾞｾﾞｲｳﾞｨｱ叶海流(6) 1m38 髙部　理輝(6) 1m25 竹垣　心翔(6) 1m25 中　　柾人(6) 1m25 瀬川　三矢斗(6) 1m25 渡辺　七斗(6) 1m20
ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞ 横須賀ﾘﾄﾙ 松原ｸﾗﾌﾞ 秦野AC 横浜AC 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ

大坂　虎剣(6) 1m20
秦野AC

鈴木　陸斗(6) 4m50(+3.4) 甲斐　壮吾(6) 4m50(+3.4) 久場　宝来(6) 4m40(+2.0) 高橋　穰太朗(6) 4m29(+2.2) 八木　涼太(6) 4m14(+2.9) 丸山　貞(6) 4m08(+2.7) 中野　湘一郎(5) 4m07(+1.6) 橋本　悠希(6) 3m99(+2.3)
藤沢ﾘﾄﾙ 公認記録なし 川崎陸上 公認4m07(+1.4) 横須賀ﾘﾄﾙ ﾆｼｶｼﾞｼｮｳ 公認3m97(+1.0) ﾍﾞｲｷｯｽﾞ横浜 公認4m09(+2.0) 平塚ｼﾞｭﾆｱ 公認3m90(+1.5) 横浜AZUMA 川崎陸上 公認3m97(+1.3)

赤川　音(5) 48m12 臼倉　海斗(5) 45m45 井芹　響(6) 42m79 上原　広太郎(6) 42m40 島雄　尚史(6) 42m31 佐々木　優太(5) 40m90 新堀　響治(5) 39m95 鈴木　真心(6) 39m95
横浜AC KPR 横須賀ﾘﾄﾙ 秦野AC T&F秦野 ちがさきﾘﾄﾙ 藤沢ﾘﾄﾙ 横浜AC 秦野Jr.
佐藤　梨沙(5) 14.92 佐藤　梨菜(5) 15.10 後藤　千里(5) 15.21 山田　紗世(5) 15.22 岡崎　愛夏(5) 15.28 洪　　鈴和(5) 15.43 鴻田　柚(5) 15.54 山本　美空(5) 15.54
庄戸SV 藤沢AC 川崎陸上 YNUS 富士見ｸﾗﾌﾞ SCDAC 箱根ｼﾞｭﾆｱ 横浜AC
ソック　サラ(6) 14.17 鈴木　恵(6) 14.32 齋藤　凪彩(6) 14.41 細野　美歩(6) 14.41 多田　楓音(6) 14.56 宮原　絵舞(6) 14.80 礒野　紗季(6) 15.26 小林　未侑(6) 19.20
ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞ ﾊﾋﾟﾈｽAC K.S.D. ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞ 秦野AC 相模原陸上教室 T&F秦野 川崎陸上
大平　知香(6) 14.15 横瀬　姫由(6) 14.28 安部　優乃(6) 15.26 山崎　はるか(6) 15.35 土屋　琴美(6) 15.36 山口　芽生(6) 15.40 出口　萌夏(6) 15.68 高橋　朱音(6) 16.05
川崎陸上 ﾊﾋﾟﾈｽAC 相模原陸上教室 明神ｸﾗﾌﾞ 横浜AC 横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ KaJAC
ｼﾓﾝｽﾞ　環奈(6) 15.48 宮澤　瑞希(6) 15.56 長谷川　菜緒(6) 15.56 大菅　優奈(6) 16.12 黒田　陽南(6) 16.81 大川　小雪(6) 17.27 吉冨　悠月(5) 18.13 菅野　未結(6) 18.28
横須賀ﾘﾄﾙ YNUS 横浜AC ﾍﾞｲｷｯｽﾞ横浜 K.S.D. 秦野Jr. ちがさきﾘﾄﾙ 秦野陸上ｸﾗﾌﾞ
YNUS 54.75 横須賀ﾘﾄﾙ 54.87 横浜AC 55.86 ちがさきﾘﾄﾙ 59.34 ﾍﾞｲｷｯｽﾞ横浜 1:01.08 K.S.D. 1:01.09 1994寒川 1:02.14 秦野AC 1:02.46
岩倉　雪月花(6) 村瀬　音々羽(6) 小林　杏奈(6) 下松　映舞(6) 荻巣　由梨(6) 古谷　渚紗(6) 阿部　涼佳(6) 高橋　采羽(6)
喜多　桜子(5) エゼ　アマカ(5) 髙山　みなみ(6) 石塚　莉彩(6) 山本　薫(6) 斎藤　優花(6) 長坂　詩織(5) 後藤　陽世(6)
山口　瑞生(6) 矢澤　はな(6) 中村　梓音(6) 高畠　夕愛(6) 曽條　明凛(6) 白鳥　ゆい(6) 福岡　美幸(6) 澤田　ひかり(6)
永井　真心(6) 加川　美礼(6) 加藤　菜々(6) 野中　海音(6) 五十畑　美月(6) 小髙　梨沙(6) 石坂　朝陽(6) 志村　遙香(6)
石原　真咲(6) 1m30 大森　優希(6) 1m25 中渡　玲(6) 1m20 柏木　凉香(6) 1m20 横澤　優衣(5) 1m20
相模原陸上教室 T&F秦野 SCDAC 藤沢AC 横須賀ﾘﾄﾙ

丸山　あおい(6) 1m25 別府　杏子(6) 1m20
横浜AC 横須賀ﾘﾄﾙ
北爪　絢乃(6) 1m25
T&F秦野

釜屋　舞姫(6) 4m56(+1.1) 茂木　いづみ(6) 4m05(+3.0) 丸山　柊花(6) 3m88(+2.6) 小島　渚(6) 3m79(+4.0) 菊地原　理希(6) 3m78(+2.6) 長島　彩乃(6) 3m78(+2.7) 安藤　優理杏(6) 3m74(+3.3) 古川　姫新(6) 3m52(+3.8)
横須賀ﾘﾄﾙ 横須賀ﾘﾄﾙ 公認3m78(+1.2) 川崎陸上 公認3m82(+1.9) 鎌倉ﾘﾄﾙ陸上 公認3m55(+1.2) 愛川ﾘﾄﾙ 公認3m71(+1.5) 秦野Jr. 公認3m37(+2.0) 横須賀ﾘﾄﾙ 公認3m32(+2.0) 平塚ｼﾞｭﾆｱ 公認3m28(+1.4)

青山　歩生(6) 37m22 中路　花(5) 36m48 岡田　彩夏(6) 33m46 近藤　花(6) 33m05 斉藤　彩夏(6) 32m79 佐々治　美歩(6) 32m79 野口　愛莉(6) 32m74 柏原　愛莉(6) 32m64
横浜AC 川崎陸上 庄戸SV 藤沢ﾘﾄﾙ ちがさきﾘﾄﾙ 秦野AC ちがさきﾘﾄﾙ 湘南Jr.AC

凡例  KPR:県小学生記録

7月7日 共通女子走幅跳

7月7日 共通女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

7月7日 共通女子4x100mR

7月7日 共通女子走高跳

7月7日
6年女子100m

風：-2.7

7月7日
友好女子100m

風：-2.9

7月7日
共通女子80mH

風：-4.9

7月7日 共通男子走幅跳

7月7日 共通男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

7月7日
5年女子100m

風：-2.4

7月7日
共通男子80mH

風：-2.2

7月7日 共通男子4x100mR

7月7日 共通男子走高跳

8位

7月7日
5年男子100m

風：-4.2

7月7日
6年男子100m

風：-1.1

7月7日
友好男子100m

風：-1.2

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

日清食品カップ 第34回全国小学生陸上競技交流大会神奈川県予選会 【18140002】
Shonan BMWスタジアム平塚 【142040】
2018/07/07




