
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（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

板橋　利玖 15.51 多賀谷彩斗 15.76 工藤　煌 16.34 本間　　黎 16.50 尾川　佑理 16.57 川尻　朝陽 16.67 加藤　成真 16.74 木次谷海斗 16.85 15"30 平成２４年

長木小学校 +1.3
桂城アスリートクラブ

-0.9
二ツ井小学校

-0.5
扇田トットランナーズ

+1.3
城南ランナーズ

+1.3 峰浜小学校 -0.9 山瀬 -0.9
成章ランナーズ

-0.5 黒澤　大希
（花輪アスリートクラブ）

布袋屋侑羽 3.37.60 芳賀　　仁 3.45.55 味森　　陽 3.51.62 川村　徠知 3.54.18 池田　透海 3.54.40 鈴木　和真 3.55.60 高橋　悠真 3.58.16 奥村　礼智 4.05.54 3'26"31 平成２４年

山内　創太 （長木小学校）

芳賀　光槻 14.67
木次谷　颯陸

14.69 富樫　知希 14.98 虻川　柊哉 15.60 花田　心晴 15.77 近藤　聖夏 15.78 秦　　広孝 15.91 佐藤　悟翔 16.21 13"30 平成２３年

大館南小学校
+1.3

成章ランナーズ
+1.3

大館南小学校
+0.2

川口小スポ少陸上部

+1.3
川口小スポ少陸上部

+1.3
大館南小学校

+0.2
大館南小学校

+1.3
北秋田市ジュニア陸上クラブ

+0.2 松橋　和也 （有浦小学校）

桜庭　愛琉 ◎13.09 原田　愛輝 13.56 小松　和也 13.91 大坂　陽斗 13.97 田中　天虎 14.28 畠山　昴琉 14.29 柳舘　健吾 14.53 鈴木　蒼生 14.68 13"32 平成２５年

花岡小学校 +0.6 
花輪アスリートクラブ

+0.6 
東館スポーツ少年団

-0.7
北秋田市ジュニア陸上クラブ

-0.7 早口クラブ -0.7
東館スポーツ少年団

+0.6 
花輪アスリートクラブ

+0.6 崇徳小学校 +0.6 奈良慎三郎 （東館クラブ）

近藤　玲旺 ◎3.05.17 近藤　海旺 3.07.91 金澤　悠陽 3.15.92 米村　修翔 3.16.27 吉野　　碧 3.19.33 髙畑　　歩 3.23.53 濱松　聖至 3.25.14 山田　達琉 3.31.00 3'07"37 平成２６年

山内　創太 （長木小学校）

５・６年８０ｍH 安保　　匠 16.81 小舘　　翼 16.98 粕田　舞翔 18.98 14"12 平成２５年

(+2.1) 秋本　凌太
（扇田トットランナーズ６）

５・６年 53"59 平成２４年

４×１００ｍリレー

１走・２走 田村 近藤海 佐藤 原田 武田 小松 虻川 高橋 秦 虻川 佐藤 菅原 土田 明石 布袋屋 阿部

３走・４走 木次谷 近藤玲 舘花 柳舘 根市 畠山 秋本 福田 伊藤 畠山 塚田 柳舘 小舘 金澤 濱松 北林

石黒　裕一 1m30 安保　陸斗 1m20 三浦　　蓮 1m15 1m36 平成２４年

５・６年走幅跳 菅原　夢大 4m24 高橋　琉斗 3m94 佐藤　　翼 3m91 田村　和杜 3m64 長崎　大陸 3m60 因幡　颯汰 3m56 片岡　武蔵 3m47 塚田　陸翔 3m46 4m36 平成２３年

（風速）
桂城アスリートクラブ６

(-0.2)
川口小スポ少陸上部６

(-1.9) 大館南小学校６ (-0.4) #N/A (+1.9) 城南ランナーズ６ (-0.1) 大館南小学校５ (-1.4) 城南ランナーズ５ (-2.5)
桂城アスリートクラブ６

(+0.2)

福田　春輝 51m88 長岡　凌佑 44m26 虻川　健真 40m17 畠山　陽樹 38m36 藤盛　瑠維 35m30 村上　優雅 35m15 笹川　大斗 29m23 長内　優之 28m28 64m29 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

八幡平小学校６

男子成績

平成28年8月21日(日)

成章ランナーズ６ 成章ランナーズ６ 有浦陸上クラブ６

第１位 第２位 第３位

４年１００ｍ

５年１００ｍ

釈迦内アスリート

第７位 第８位

５・６年１０００ｍ

藤里小学校 有浦陸上クラブ

6年１００ｍ

４年１０００ｍ

アスリート城西 成章ランナーズ 崇徳小学校 城南ランナーズ 早口クラブ

花輪アスリートクラブ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

城南ランナーズ６

花輪アスリートクラブ５ アスリート城西５花輪アスリートクラブ６ 城南ランナーズ６

成章ランナーズ 花輪アスリートクラブ 東館スポーツ少年団 川口小スポ少陸上部 大館南小学校A 有浦陸上クラブ桂城アスリートクラブA

有浦クラブ（秋本・熊田・日景・松橋）

５・６年走高跳

尾去沢小学校６ 八幡平小学校６ 川口小スポ少陸上部６

55.52 56.34 59.44 1.00.40

有浦陸上クラブ５

1.01.01

アスリート城西

笹嶋　崇杜

大館南小学校６ 長木小学校６ 阿部　達也

59.93

５・６年ソフトボール投

川口小スポ少陸上部６ 崇徳小学校６

1.00.631.00.31

桂城アスリートクラブ６ 扇田トットランナーズ４ 扇田トットランナーズ６ 扇田トットランナーズ４

　《グランドコンディション》

伊藤　尚之

3位
6位


