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日付 種目

杉山　航太(3) 8.53(-1.2) 橋本　弘(3) 8.71(-1.2) 山中　類翔(3) 8.79(-1.2) 小西　奏諒(3) 8.82(-1.2) 尾形　竜(3) 8.84(+0.6) 南沢　朔(3) 8.93(+0.7) 小倉　浩暉(2) 8.95(+0.6) 山﨑　亘乃信(3) 8.97(+0.6)
ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 たかはま陸上 ＴＳＭ岡崎小学 浄水AC へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上
鈴木　蒼大(4) 7.76(+1.1) 加藤　星汰(4) 7.79(+1.1) 田畑　空愛(4) 8.05(+1.1) 丸山　太陽(4) 8.17(-0.3) 斉藤　壱斗(4) 8.20(+1.1) 福田　悠真(4) 8.20(+1.1) 鈴木　彰之輔(4) 8.30(-0.3) 加藤　翔太(4) 8.31(-0.3)
安城JAC 刈谷ＡＣ ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 安城JAC 安城JAC ＴＳＭ岡崎小学 刈谷ＡＣ
岡田　修実(5) 14.09(+0.3) 大久保　結月(5) 14.27(+0.3) 蒲田　煌成(5) 14.29(+0.3) 鈴木　竣也(5) 14.59(+0.3) 久田　太一(5) 14.72(+0.3) 原　悠悟(5) 14.81(+0.3) 宮川　成家(5) 14.94(+1.5) 藍原　唯人(5) 14.99(+0.3)
安城JAC たかはま陸上 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 安城JAC ハイテクＡＣ 上郷JAC
安藤　璃宮(6) 12.97(+1.9) 神谷　一希(6) 13.29(+1.9) 杉浦　崇義(6) 13.40(+1.9) 佐藤　伸哉(6) 13.51(+1.9) 神谷　奏閏(6) 13.84(+1.9) 大矢　琉生(6) 13.94(+1.9) 横山　健大(6) 14.70(+1.9) 横山　湧(6) 14.92(+1.0)
安城JAC 刈谷ＡＣ ＴＳＭ岡崎小学 安城JAC 安城JAC 安城JAC 上郷JAC たかはま陸上
菱田　貴助(4) 14.60 石川　凛一(4) 16.90
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学
矢田　獅温(5) 13.91 西﨑　拓磨(5) 15.95 水谷　優佑(5) 17.31
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上
加藤　遼大(6) 13.14(-0.1) 高見　宗作(6) 13.44(-0.1) 和知　志侑(6) 13.49(-0.1) 問川　蓮斗(6) 13.51(-0.1) 堀口　斗眞(6) 14.35(-0.1) 石黒　陸(6) 14.99(-0.1) 由比藤　匠(6) 15.02(+0.1) 今井　朔太郎(6) 15.38(+0.1)
へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 いっしき陸上 ＴＳＭ岡崎小学
菱田　貴助(4) 1m05 石川　凛一(4) 1m00 田畑　空愛(4) 0m90
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学
村田　悠(5) 1m20 矢田　獅温(5) 1m10 内藤　征優介(5) 1m10 西﨑　拓磨(5) 1m05 水谷　優佑(5) 1m05 鈴木　竣也(5) 1m00
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学
杉浦　崇義(6) 1m30 由比藤　匠(6) 1m30 堀口　斗眞(6) 1m25 下田　智生(6) 1m25 高見　宗作(6) 1m25 大参　泉琉(6) 1m20 和知　志侑(6) 1m20
ＴＳＭ岡崎小学 いっしき陸上 へきなん陸上 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学

石黒　陸(6) 1m25
ＴＳＭ岡崎小学

鈴木　蒼大(4) 3m55(+0.4) 猪飼　泰史(4) 2m85(-0.6) 林　漣恩(4) 2m72(+1.4) 岩井　貫太(4) 2m65(+1.4) 佐藤　匠真(4) 2m55(+1.5) 神谷　夏希(4) 2m38(+0.6) 鈴木　遥仁(4) 2m34(-0.6) 新垣　波琉(4) 2m28(+1.0)
安城JAC 刈谷ＡＣ 刈谷ＡＣ たかはま陸上 刈谷ＡＣ たかはま陸上 たかはま陸上 たかはま陸上
大久保　結月(5) 3m39(+0.8) 飯沼　貴一(5) 3m25(+0.4) 藤平　賢吾(5) 3m00(+0.4) 山口　夢志(5) 2m93(+1.8) 佐藤　蓮琥(5) 2m73(+0.2) 栄口　哲聖(5) 2m71(+0.1) 佐野　拳享(5) 2m70(+0.2) 工藤　皇輝(5) 2m48(+1.0)
たかはま陸上 たかはま陸上 たかはま陸上 ハイテクＡＣ たかはま陸上 たかはま陸上 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上
加藤　遼大(6) 4m48(+0.4) 神谷　奏閏(6) 3m97(+1.3) 近藤　良(6) 3m78(-0.7) 小木曽　風雅(6) 3m57(-0.8) 問川　蓮斗(6) 3m54(-0.5) 安井　太志(6) 3m49(0.0) 山本　寛大(6) 3m47(+1.0) 判治　哲紹(6) 3m44(+1.3)
へきなん陸上 安城JAC ＴＳＭ岡崎小学 知立ジュニア ＴＳＭ岡崎小学 刈谷ＡＣ いっしき陸上 西尾ＡＣＪｒ　
田原　秀一(4) 39m35 山田　朝陽(4) 31m20 鈴木　彰之輔(4) 30m43 山本　健心(4) 30m34 渡辺　明希(4) 29m37 丸山　太陽(4) 27m69 角谷　蒼大郎(4) 24m40 工藤　光琉(4) 23m39
ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 team RIZE へきなん陸上 へきなん陸上 へきなん陸上 知立ジュニア
久田　太一(5) 36m93 新開　一聖(5) 31m31 近藤　圭太(5) 28m00 片山　喬介(5) 26m65 竹若　紘斗(5) 23m82 下村　涼真(5) 23m82 前田　充輝(5) 20m23
たかはま陸上 ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 刈谷ＡＣ たかはま陸上 たかはま陸上 たかはま陸上
横山　湧(6) 39m30 小原　天成(6) 36m77 石田　渉(6) 35m76 新井　敦己(6) 34m70 岸端　優汰(6) 32m91 杉浦　陽斗(6) 32m45 村中　優斗(6) 30m15 早川　怜皇(6) 24m98
たかはま陸上 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 へきなん陸上 知立ジュニア へきなん陸上 刈谷ＡＣ たかはま陸上

5月23日
小学5年男子ジャベリックボー

ル投

5月23日
小学6年男子ジャベリックボー

ル投

5月23日 小学5年男子走幅跳

5月23日 小学6年男子走幅跳

5月23日
小学4年男子ジャベリックボー

ル投

5月23日 小学6年男子走高跳

5月23日 小学4年男子走幅跳

5月23日 小学6年男子80mH

5月23日 小学4年男子走高跳

5月23日 小学5年男子走高跳

5月23日 小学6年男子100m

5月23日
小学4年男子80mH

風：+1.1

5月23日
小学5年男子80mH

風：+0.3

8位

5月23日 小学3年以下男子50m

5月23日 小学4年男子50m

5月23日 小学5年男子100m
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ウエーブスタジアム刈谷 【223130】
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

山下　櫻(3) 8.62(+0.4) 加藤　いろは(3) 8.72(0.0) 柴崎　栞奈(3) 8.75(0.0) 加藤　希呼(3) 8.82(+0.1) 大河内　海衣(3) 9.03(+0.1) 井戸　杏美(3) 9.15(+0.4) 中西　結菜(3) 9.28(+0.4) 佐藤　莉紗(3) 9.28(+0.1)
たかはま陸上 いっしき陸上 いっしき陸上 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 刈谷ＡＣ ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上
小池　愛里子(4) 8.22(+1.2) 田尻　百菜(4) 8.31(+1.2) 西原　凪紗(4) 8.32(+1.1) 三浦　愛珠(4) 8.33(+1.2) 出口　莉奈(4) 8.38(+1.2) 森田　あお(4) 8.42(+1.2) 牧野　芽依(4) 8.44(+1.5) 吉本　依里(4) 8.46(+1.2)
へきなん陸上 安城JAC ＴＳＭ岡崎小学 上郷JAC team RIZE ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 刈谷ＡＣ
間瀬　咲良(5) 14.63(+1.6) 野場　涼楓(5) 14.95(+1.6) 竹本　沙良(5) 15.02(+1.6) 犬塚　玲莉(5) 15.17(+1.6) 松本　実々(5) 15.23(+1.6) 杉浦　ひかり(5) 15.36(+1.6) 加納　奈和(5) 15.41(+1.6) 小野　華乃音(5) 15.63(+1.6)
たかはま陸上 上郷JAC 安城JAC たかはま陸上 安城JAC へきなん陸上 刈谷ＡＣ たかはま陸上
八代　理衣(6) 13.83(-0.8) 伊藤　凛心(6) 14.19(-0.8) 伊藤　綸華(6) 14.29(-0.8) 天羽　璃緒(6) 14.34(-0.8) 松本　萌来(6) 14.49(-0.8) 和佐田　るい(6) 14.55(-0.8) 稲垣　葵(6) 14.60(+0.7) 北出　菜桜(6) 14.67(+0.7)
上郷JAC 上郷JAC ＴＳＭ岡崎小学 安城JAC 安城JAC ハイテクＡＣ 安城JAC 安城JAC
興梠　葵(4) 17.15 沢城　優奈(4) 18.22 三矢　夏帆(4) 19.25
刈谷ＡＣ へきなん陸上 いっしき陸上
山本　さくら(5) 15.40(+0.8) 横井　心菜(5) 15.55(+0.8) 小林　奈央(5) 17.04(+0.8) 峯澤　優芽(5) 17.40(+0.8) 杉浦　果子(5) 17.64(+0.8) 上井　美来(5) 18.00(+0.8) 加藤　愛菜(5) 18.28(+0.8) 大谷　空恋(5) 18.49(+0.8)
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 刈谷ＡＣ 刈谷ＡＣ 知立ジュニア 刈谷ＡＣ
浅井　暖乃(6) 14.11(+0.6) 小田　千紘(6) 14.80(+0.8) 渡邉　明花(6) 14.87(+0.6) 市川　南魅(6) 15.57(+0.8) 小早川　結唯(6) 15.60(+0.8) 矢野　夢乃(6) 16.22(+0.6) 伊藤　羽依(6) 17.65(+0.6) 井上　真悠(6) 17.77(+0.6)
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 へきなん陸上 刈谷ＡＣ
沢城　優奈(4) 1m00 西原　凪紗(4) 0m95 三矢　夏帆(4) 0m95 石澤　きら(4) 0m95 髙須　海璃(4) 0m90
へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 いっしき陸上 ＴＳＭ岡崎小学 いっしき陸上
山本　さくら(5) 1m10 加藤　愛菜(5) 1m10 鵜飼　絢香(5) 1m05 上井　美来(5) 1m00
ＴＳＭ岡崎小学 知立ジュニア ＴＳＭ岡崎小学 刈谷ＡＣ

横井　心菜(5) 1m10
ＴＳＭ岡崎小学

渡邉　明花(6) 1m30 浅井　暖乃(6) 1m25 小田　千紘(6) 1m20 小早川　結唯(6) 1m20 井上　真悠(6) 1m15 清水　音花(6) 1m15 伊藤　羽依(6) 1m10 市川　南魅(6) 1m10
ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 刈谷ＡＣ 刈谷ＡＣ へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学
森田　あお(4) 3m30(-1.3) 小池　愛里子(4) 3m12(+0.3) 鈴木　実那弥(4) 3m02(-0.1) 瀬野　真央(4) 2m97(-0.6) 石黒　杏(4) 2m89(+0.4) 山﨑　璃海(4) 2m79(+0.7) 近藤　彩(4) 2m73(-0.8) 長谷部　絢(4) 2m62(+0.4)
ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 team RIZE へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上
松本　実々(5) 3m36(-0.8) 西沢　優里奈(5) 3m00(0.0) 杉浦　ひかり(5) 2m99(+0.7) 鏡味　れい(5) 2m98(+1.8) 小林　奈央(5) 2m96(+0.5) 梶山　さくら子(5) 2m95(+0.6) 松川　芽生(5) 2m89(+1.2) 杉浦　果子(5) 2m79(+0.9)
安城JAC 知立ジュニア へきなん陸上 知立ジュニア ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 知立ジュニア 刈谷ＡＣ
曽場　柚希(6) 3m87(-1.1) 吉田　椛々果(6) 3m76(+0.9) 木村　茅咲(6) 3m60(+0.1) 市川　紗帆(6) 3m41(+0.6) 美野部　友芽(6) 3m35(+2.3) 前田　のえる(6) 3m08(-1.1) 江坂　由愛(6) 3m03(0.0) 矢野　夢乃(6) 2m97(-0.4)
知立ジュニア ハイテクＡＣ へきなん陸上 ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 公認3m34(-0.3) ＴＳＭ岡崎小学 たかはま陸上 たかはま陸上
冨田　瑠夏(4) 28m89
ＴＳＭ岡崎小学
中野　美和(5) 27m40 中倉　幸音(5) 25m37 早川　友麻(5) 21m86 土江　優菜(5) 21m55 加納　奈和(5) 21m17 松澤　奈々子(5) 18m96 大谷　空恋(5) 15m74
たかはま陸上 安城JAC 安城JAC 知立ジュニア 刈谷ＡＣ へきなん陸上 刈谷ＡＣ
伊藤　綸華(6) 43m35 渡辺　夢奈(6) 34m00 川澄　瑠華(6) 27m85 松井　菜々美(6) 27m79 磯村　優衣奈(6) 26m32 木村　日陽(6) 24m58 東原　戊佳(6) 23m09 神田　唯花(6) 22m94
ＴＳＭ岡崎小学 へきなん陸上 安城JAC 安城JAC 安城JAC 安城JAC 知立ジュニア 知立ジュニア
安城JAC 1:01.88 刈谷ＡＣ 1:02.83 へきなん陸上 1:03.80 ＴＳＭ岡崎小学 1:04.39 たかはま陸上 1:06.05 team RIZE 1:06.45
田尻　百菜(4) 神谷　美緒(4) 小池　愛里子(4) 山﨑　璃海(4) 王子　愛望(4) 山本　健心(4)
鈴木　蒼大(4) 興梠　葵(4) 丸山　太陽(4) 菱田　貴助(4) 牧野　芽依(4) 平原　拓歩(4)
北出　彩貴(4) 加藤　翔太(4) 角谷　蒼大郎(4) 森田　あお(4) 鈴木　遥仁(4) 瀬野　真央(4)
斉藤　壱斗(4) 加藤　星汰(4) 沢城　優奈(4) 鈴木　彰之輔(4) 神谷　夏希(4) 出口　莉奈(4)
たかはま陸上 57.01 安城JAC 57.75 ＴＳＭ岡崎小学 59.73 ハイテクＡＣ 1:02.11 知立ジュニア 1:03.84 team RIZE 1:05.23 へきなん陸上 1:10.09
犬塚　玲莉(5) 松本　実々(5) 横井　心菜(5) 宮川　成家(5) 川崎　夏輝(4) 片山　虹花(5) 水谷　優佑(5)
間瀬　咲良(5) 岡田　修実(5) 矢田　獅温(5) 吉田　楓彩(5) 加藤　愛菜(5) 早川　蒼馬(5) 工藤　皇輝(5)
久田　太一(5) 原　悠悟(5) 山本　さくら(5) 西山　ゆずき(5) 西沢　優里奈(5) 成瀬　栞那(5) 松澤　奈々子(5)
大久保　結月(5) 竹本　沙良(5) 鈴木　竣也(5) 山口　夢志(5) 鈴木　晴揮(5) 松山　昊翔(5) 山口　桃果(4)
安城JAC 54.67 ＴＳＭ岡崎小学 55.18 上郷JAC 57.07 へきなん陸上 58.56 たかはま陸上 1:01.04 G・ナインA 1:01.48 知立ジュニア 1:01.87 team RIZE 1:04.17
大矢　琉生(6) 浅井　暖乃(6) 渋谷　遥斗(6) 美野部　友芽(6) 江坂　由愛(6) 青井　耀平(6) 神田　唯花(6) 富永　こころ(6)
安藤　璃宮(6) 杉浦　崇義(6) 横山　健大(6) 加藤　遼大(6) 原田　葵(6) 秋田　璃子(6) 小木曽　風雅(6) 出口　凌大(6)
稲垣　葵(6) 伊藤　綸華(6) 丹羽　陽花(6) 大参　泉琉(6) 早川　怜皇(6) 後藤　貴羽(6) 曽場　柚希(6) 竹中　颯紳(6)
天羽　璃緒(6) 問川　蓮斗(6) 伊藤　凛心(6) 杉浦　ひかり(5) 横山　湧(6) 加納　潤希(6) 前薗　一輝(6) 浅川　夏凛(6)

凡例 

5月23日 小学6年混合4X100mR

5月23日
小学6年女子ジャベリックボー

ル投

5月23日 小学4年混合4X100mR

5月23日 小学5年混合4X100mR

5月23日 小学6年女子走幅跳

5月23日
小学4年女子ジャベリックボー

ル投

5月23日
小学5年女子ジャベリックボー

ル投

5月23日 小学6年女子走高跳

5月23日 小学4年女子走幅跳

5月23日 小学5年女子走幅跳

5月23日 小学4年女子走高跳

5月23日 小学5年女子走高跳

5月23日
小学4年女子80mH

風：+1.1

5月23日 小学5年女子80mH

5月23日 小学6年女子80mH

5月23日 小学4年女子50m

5月23日 小学5年女子100m

5月23日 小学6年女子100m

5月23日 小学3年以下女子50m


