
第６回 県北ブロック少年少女陸上競技交流大会 記録一覧（女子）

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

奈良あかり 15.74 小松原愛佳 15.78 山本　由菜 15.86 日景　玲奈 15.94 金谷優愛子 16.07 山内　暖姫 16.18 畠山愛珠美 16.22 工藤　碧海 16.48 15"29 平成２６年

東館スポ少 +0.4
アスリート城西

-1.0
有浦陸上クラブ

+1.6
有浦陸上クラブ

-1.0
扇田トットランナーズ

-1.0
桂城アスリートクラブ

-0.2 長木小学校 +0.4
成章ランナーズ

-0.2 　佐藤　　杏
（ＧＡＮＢＡ．Ｊｒ陸上クラブ）

秋本　亜湖 ◎2.54.96 藤原　利有 2.57.60 藤田みるる 2.57.99 榊　　舞雪 2.58.80 大越　美咲 3.05.14 萬田　美羽 3.07.39 藤澤　彩心 3.09.85 中村　瑠菜 3.09.89 2'56"11 平成２４年

　山内　愛美
（ＧＡＮＢＡ．Ｊｒ陸上クラブ）

黒澤　未羽黒澤　未羽黒澤　未羽黒澤　未羽 15.0715.0715.0715.07 鳥潟　瑠花鳥潟　瑠花鳥潟　瑠花鳥潟　瑠花 15.0715.0715.0715.07 似鳥　　咲 15.17 金子　月奏 15.48 奈良　心海 15.78 岩澤　　凜 15.91 加藤　翠夕 15.93 堀部　愛美 16.23 14"09 平成２４年

花輪アスリートクラブ花輪アスリートクラブ花輪アスリートクラブ花輪アスリートクラブ

-0.1-0.1-0.1-0.1 山瀬山瀬山瀬山瀬 -0.2-0.2-0.2-0.2 八幡平小学校 -0.2 浜口小学校 -0.2
扇田トットランナーズ

+1.1
城南ランナーズ

-0.1 合川ACスポ少 +1.1 山瀬 -0.1 　浅井　咲来

櫻庭ひまり 14.26 三沢　菜緒 14.49 秋本　陽南 14.56 藤嶋　菜々 14.77 浪岡　美月 14.84 坂下　苺花 15.56 津谷　舞姫 15.63 椿谷　結子 15.64 13"44 平成２３年

桂城アスリートクラブ

-0.3
北秋田市ジュニア陸上クラブ

-0.3
アスリート城西

-0.3
北秋田市ジュニア陸上クラブ

-0.3 長木小学校 -0.3
花輪アスリートクラブ

-0.3
北秋田市ジュニア陸上クラブ

-0.3
桂城アスリートクラブ

-0.3

吉原　莉胡 ◎2.24.55 武田　桜 ◎2.26.11 片岡　春薫 ◎2.33.25 大村　彩華 2.37.12 津谷　咲姫 2.37.14 金谷　七海 2.39.56 畠山　香恋 2.40.98 小鮒　玲愛 2.43.03 2'35"50 平成２３年

５・６年８０ｍH 阿部のぞみ 16.59 安保　佑泉 16.76 松澤　里音 17.63 宮本　綾乃 19.45 笹川　莉奈 20.86 石黒　亜惟 25.26 13"61 平成２５年

(-0.4m)

５・６年 54"20 平成２３年

４×１００ｍリレー

１走・２走 佐々木 片岡 藤田 松嶋 小鮒玲 武田 安保 黒澤 杉沢 佐藤彩 山内 椿谷 松澤 小松原 加藤 柳原

３走・４走 秋本 加賀 藤田 三沢 金谷 小松原 宮本 坂下 佐藤亜 岡 櫻庭 三沢 富澤 虻川 虻川 田山

児玉　愛清 1m10 上村　桜香 1m00 1m27 平成２４年

５・６年走幅跳 加賀　優月 3m83 小田嶋恵菜 3m73 小畑瑠流花 3m62 櫻田　美羽 3m60 藤嶋　風花 3m47 佐藤　亜紀 3m44 今井　　愛 3m34 工藤　柚葉 3m19 4m01 平成２４年

（風速） アスリート城西６ (-0.2) 八幡平小学校６ (+1.4) 大館南小学校６ (-1.5)
扇田トットランナーズ６

(0.0)
北秋田市ジュニア陸上クラブ６

(+0.3) 東館スポ少６ (+0.3) 峰浜小学校６ (+1.3) 城南ランナーズ５ (0.0)

原田　由真 ◎55m80 佐藤　彩美 36m08 嶋田　茉央 27m50 池田　玲 27m06 畠山　聖菜 22m09 阿部　琴美 21m07 若狭　康美 18m29 佐藤　新菜 17m27 48m44 平成２４年

 ９：４５ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃ 湿度： ６６％ 風： 東　　　 ０．６ｍ/ｓ

１０：００ 天候： 晴れ 気温： ３１．５℃ 湿度： ６７％ 風： 南東　　１．３ｍ/ｓ

１１：００ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃ 湿度： ６６％ 風： 北東　　２．１ｍ/ｓ

１２：００ 天候： 晴れ 気温： ３１．０℃ 湿度： ７１％ 風： 南西　　０．７ｍ/ｓ

１３：００ 天候： 曇り 気温： ３１．５℃ 湿度： ６７％ 風： 南西　　０．７ｍ/ｓ

１３：２１ 天候： 曇り 気温： 3０．０℃° 湿度： ７５％ 風： 北北東　１．２ｍ/ｓ

東館スポ少４ 峰浜小学校６ 桂城アスリートクラブ５ アスリート城西６

　齋藤　けい（ＧＡＮＢＡ．Ｊｒ陸上クラブ）

　《グランドコンディション》

　阿部　美羽

　安保　友希

扇田トットランナーズ４ 十和田小学校６ 　田中　優衣

1.01.13

５・６年ソフトボール投

浅内小学校６ 東館スポ少６

1.02.611.01.44

十和田小学校６

1.03.85

桂城アスリートクラブB

　ＧＡＮＢＡ．Ｊｒ陸上クラブ

５・６年走高跳

花輪アスリートクラブ６ 釈迦内アスリート６

57.63 59.94 1.00.56 1.01.47

アスリート城西A
北秋田市ジュニア陸上クラブ

大館Jrアスリート 花輪アスリートクラブ
東館スポ少 アスリート城西B

桂城アスリートクラブA

　小林　夏月尾去沢小学校４アスリート城西６ 花輪アスリートクラブ 扇田トットランナーズ４

大館ジュニアアスリート６ 八幡平小学校６湖北小学校５
北秋田市ジュニア陸上クラブ６

大　会　記　録

佐々木孝男・千葉慎吾 髙橋　　誠

第４位 第５位 第６位

扇田トットランナーズ

　棚谷　小梅

有浦陸上クラブ 早口クラブ 十和田小学校

大館ジュニアアスリート６

５年１００ｍ

北秋田市ジュニア陸上クラブ

第７位 第８位

５・６年８００ｍ

城南ランナーズ 城南ランナーズ

6年１００ｍ

４年８００ｍ

川口小スポ少陸上部

有浦陸上クラブ６

女子成績

平成28年8月21日(日)

有浦陸上クラブ６ 大館ジュニアアスリート６ アスリート城西６

第１位 第２位 第３位

４年１００ｍ

１位


