
チームの部

順　位

所　属 岡崎ＪＡＣ　Ａ 30：02.36 豊橋陸上クラブ　Ａ 31：07.47 大須ＡＣ 31：35.87 蒲郡クラブ 32：05.31 岡崎ＪＡＣ　Ｂ 3：分06.87 豊橋陸上クラブ　Ｂ 32：24.０５ 田原陸上クラブ　Ａ 32：30.44 田原陸上クラブ　Ｂ 34：06.40

杉田　晃大 (6) 大場　万央 (6) 槇　信太朗 (6) 稲吉　孝明 (6) 野末　虎太郎 (6) 渡辺　翔大 (6) 林　天志郎 (5) 藤村　航成 (5)

細井　奏太郎 (6) 奥村　思波 (6) 吉村　一音 (5) 小池　哲平 (5) 吉田　龍海 (6) 佐藤　優成 (6) 山本　慎二朗 (6) 立岩　千宙 (6)

山上　峻汰 (6) 近藤　唯斗 (6) 柿本　友哉 (5) 市川　陸仁 (5) 判治　孝哉 (6) 金子　凌空 (6) 川越　友哉 (6) 土谷　倭史 (5)

桑田　駿介 (6) 川西　優輝 (5) 槇　健二朗 (5) 島　広海 (5) 中保　勲 (6) 村田　雄一郎 (6) 太田　尊 (5)

壁谷　衿奈 (6) 小原　すずか (6) 中島　汐菜 (6) 坂田　朋花 (6) 坂下　優衣 (5) 鈴木　愛良 (6) 河合　夏希 (6) 渡辺　栞夏 (5)

鈴木　若菜 (6) 菅沼　梨湖 (6) 中村　美波 (6) 高橋　香里奈 (5) 渡邉　治香 (6) 加藤　愛菜 (5) 伊藤　千夏 (6) 花井　紫歩 (5)

天野　花音 (6) 辻　柚子奈 (5) 堀川　そよぐ (6) 谷口　ひかり (5) 大和　令奈 (5) 川岸　萌依 (5) 浜田　萌花 (6) 皆越　咲彩 (5)

山田　はるの (6) 牧原　凪芭 (6) 中根　瑚々奈 (5) 高岸　佑奈 (5) 佐藤　俐有 (5) 緒方　歩姫 (6)

順　位

所　属 へきなん陸上クラブ 34：23.16 たかはま陸上クラブ 35：16.72 ＪＡＣとよあけ 35：47.54

服部　虎之介 (6) 坂倉　璃羽 (6) 佐藤　湊 (6)

高須　陸斗 (5) 田原　利矩 (5) 岩田　輝 (6)

下田　直澄 (5) 磯貝　太生 (6) 兵藤　友喜 (6)

磯貝　健登 (5) 堤　優斗 (6) 斎藤　京介 (6)

ﾜﾈｹｼﾞｼﾞｭﾘｴｯﾄ 杏奈 (5) 磯﨑　悠花 (6) 渡邉　亜実 (6)

中原　麻友 (5) 小堀　心華 (6) 佐々木　寧子 (6)

二宮　凰歌 (6) 酒向　桃羽 (5) 福井　莉桜 (5)

石川　恵里加 (6) 牧野　桃花 (5)

トラック審判長 榊原　茂
記録主任 名倉喜三郎

種目

桑田　駿介 4:50.43 山上　峻汰 4:50.44 槇　信太朗 4:51.49 杉田　晃大 4:52.45 細井　奏太郎 5:01.23 大場　万央 5:03.03 藤原　光一郎(6) 5:03.25 奥村　思波 5:03.29

岡崎ＪＡＣ 岡崎ＪＡＣ 大須ＡＣ 岡崎ＪＡＣ 岡崎ＪＡＣ 豊橋陸上クラブ あぐい陸上クラブ 豊橋陸上クラブ

坂田　剛(4) 3:13.81 前川　心響(4) 3:14.47 鈴江　温大(4) 3:27.43 西野　利来(4) 3:28.42 福井　慧大(4) 3:28.72 松下　獅(4) 3:29.38 髙木　博章(4) 3:30.25 加藤　功大(4) 3:33.78

蒲郡クラブ 田原陸上クラブ 田原陸上クラブ 岡崎ＪＡＣ ＪＡＣとよあけ 蒲郡クラブ 大須ＡＣ あぐい陸上クラブ

坂田　朋花 (6) 4:58.92 壁谷　衿奈 (6) 5:05.17 鈴木　若菜 (6) 5:06.67 柴田　桃花(6) 5:09.76 河合　夏希 (6) 5:12.97 菅沼　梨湖 (6) 5:15.25 小原　すずか (6) 5:15.27 岡田　なのは(6) 05:17.1

蒲郡クラブ 岡崎ＪＡＣ 岡崎ＪＡＣ 十四山少年少女体育クラブ 田原陸上クラブ 豊橋陸上クラブ 豊橋陸上クラブ アグイ陸上クラブ

中田　朱音(4) 3:25.35 山森　湖子(4) 3:32.60 市川　心々音(4) 3:36.27 冨澤　茉那(4) 3:37.49 渥美　紅芭(4) 3:42.42 小高　胡春(4) 3:43.45 山田　亜采(4) 3:49.51 下山　玲乃(4) 3:50.33

ＡＣ一宮 上郷ＪＡＣ 蒲郡クラブ SQUAD-TAKUYA 田原陸上クラブ アグイ陸上クラブ 知立ジュニア 布袋陸上クラブ

愛知県小学生長距離走記録会 【17220301】
知多運動公園陸上競技場 【222010】
2017/10/15～2017/10/15
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