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日清食品カップ 20130010
東京都小学生陸上競技交流大会
種別
男子５年

種目名
１００ｍ

男子６年

１００ｍ
８００ｍ

男子５・６年 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
(全国ﾙｰﾙ)
80mH-走高跳
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
(全国ﾙｰﾙ)
走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC
男子３・４年 (独自)
60m-走幅跳
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD
(独自)
ｼﾞｬﾍﾞ-60mH
女子５年
１００ｍ
女子６年

１００ｍ
８００ｍ

女子５・６年 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
(全国ﾙｰﾙ)
80mH-走高跳
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
(全国ﾙｰﾙ)
走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞC
女子３・４年 (独自)
60m-走幅跳
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞD
(独自)
ｼﾞｬﾍﾞ-60mH
４×１００ｍ
男女小学

日付
１位
２位
9/21 岩本 然(5)
13.69/-0.1 横江 豪(5)
ＫＭＣ陸上ク
BESTSPORTS
9/21 萩原 悠海(6)
12.90/+0.7 中村 建貴(6)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
江東ＪＡＣ
9/21 北山 俊太朗(6)
2:18.60 山川 朔太朗(6)
千住ジュニア
千住ジュニア
9/21 辻 晴太(6)
2132 山口 敬二郎(6)
ゆめおりAC
清新JAC
12.86/-2.1-1m26
13.51/-2.1-1m15
9/21 藤田 環(6)
1906 上田 惺(6)
MJアスリーツ
東京陸協
4m56/-0.2-39m18
3m58/+0.3-45m33
9/21 早瀬 舜(4)
1692 安波 慎二(4)
ﾌｫﾙﾃ世田谷
ゆめおりAC
8.86/+1.0-3m52/+0.1
9.22/-0.2-3m50/+1.7
9/21 瀬川 駿(4)
1536 前澤 樹希(4)
ＫＭＣ陸上ク
ＫＭＣ陸上ク
33m75-11.66/+0.1
31m29-11.49/+0.7
9/21 佐藤 杷奈(5)
14.45/-1.2 内山 ｿﾆｱ(5)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
ゆめおりAC
9/21 熊谷 采香(6)
13.55/+0.0 川口 心花(6)
ゆめおりAC
ゆめおりAC
9/21 一兜 咲子(6)
2:21.24 松井 瞳空(6)
済美山AC
KJR・Ｌ
9/21 金山 百合海(6)
1846 大西 優奈(6)
ＫＭＣ陸上ク
ゆめおりAC
13.45/+1.6-1m10
14.18/-0.1-1m20
9/21 滝本 優羽(6)
1675 磯部 友菜(6)
東京ドリーム
ＫＭＣ陸上ク
3m29/ 0.0-45m35
3m91/-0.7-25m96
9/21 田中 柚南(4)
1503 松井 杏莉(4)
清新JAC
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
9.44/+0.3-3m50/+0.2
9.18/+0.6-3m18/-0.6
9/21 藤本 美理(4)
1258 佐々木 純葉(4)
ファンアンドラン
*C1 ゆめおりAC
20m95-11.81/+2.2
17m61-11.26/+2.2
9/21 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
52.25 ゆめおりAC
佐藤 杷奈(5)
田草川 拓実(6)
杉田 壮哉(6)
小萱 暁遠(6)
ﾄﾞｽﾝﾑ ｱｲｼｬﾛﾗ(6)
熊谷 采香(6)
萩原 悠海(6)
川口 心花(6)
凡例（*C1:追風参考(得点参考記録)）

2020年9月21日(月)
決勝一覧表
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 132090
３位
13.77/-0.1 伊藤 遼二郎(5)
ゆめおりAC
13.18/+0.7 池田 悠斗(6)
ＫＭＣ陸上ク
2:24.16 出家 恒知(6)
千住ジュニア
1894 葛西 翔大(6)
ＫＭＣ陸上ク
14.09/-0.6-1m10
1757 飯塚 蒼士(5)
玉川学園陸上
3m57/-0.4-45m30
1573 伊藤 壮歩(4)
ゆめおりAC
9.40/-0.1-3m46/+1.2
1505 杉原 颯馬(4)
ファンアンドラン
35m31-12.26/+0.7
14.50/-1.2 田中 里音(5)
ＫＭＣ陸上ク
13.74/+0.0 鈴木 優菜(6)
清新JAC
2:29.90 前橋 莉桜(6)
東京ドリーム
1837 横山 葵美(6)
ゆめおりAC
13.99/-0.1-1m10
1455 石橋 幸歩(6)
バディ陸上
3m51/+0.3-30m24
1496 柴田 愛理(4)
ティガAC
9.68/+0.5-3m54/-0.2
1252 宮腰 芽吹(4)
*C1 エムズ８１
17m20-12.89/+1.0
52.63 ＫＭＣ陸上ク
岩本 然(5)
田中 里音(5)
金山 百合海(6)
池田 悠斗(6)

４位
14.21/-0.1 堀井 徳仁(5)
SLRC
13.28/+0.7 小萱 暁遠(6)
ゆめおりAC
2:24.50 麻田 結斗(6)
千住ジュニア
1737 細渕 希(6)
府中ＡＣ
15.21/-0.6-1m23
1753 中條 晄大(6)
ミウラSC
4m16/+0.4-35m10
1505 中村 勇希(4)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
9.28/-0.8-3m25/+0.4
1501 唐鎌 琉依(4)
東京ドリーム
28m84-11.90/+0.7
14.65/-1.2 木場 羽菜(5)
JointFlow
13.77/+0.0 ﾄﾞｽﾝﾑ ｱｲｼｬﾛﾗ(6)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
2:29.95 松下 倫子(6)
千住ジュニア
1754 鈴木 詩花(6)
ＫＭＣ陸上ク
14.00/+0.7-1m10
1430 平田 椛七(5)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
3m50/-0.2-29m05
1439 大島 文(4)
ﾌｫﾙﾃ江東
9.58/+0.5-3m27/+0.0
1063 高木 柚奈(4)
ＫＭＣ陸上ク
10m63-11.86/+1.0
53.55 千住ジュニア
寺内 紗羽(6)
関口 茉優(6)
ｲﾙﾏｽ 琉生(6)
小林 修三(6)

５位
14.32/-0.1 目黒 蓮大(5)
東京陸協
13.39/+0.7 原 虎太朗(6)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
2:24.51 中村 和真(6)
KJR・Ｌ
1695 小笠原 結大(5)
ゆめおりAC
15.54/-0.6-1m20
1711 民谷 和暉(6)
青南ＳＣ
3m28/-0.6-45m60
1484 榎戸 隼之介(4)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
9.47/+0.0-3m42/+0.7
1410 嶋津 海寿(4)
ＫＭＣ陸上ク
24m95-11.39/+0.8
14.80/-1.2 河田 天(5)
ゆめおりAC
14.08/+0.0 東 海花(6)
ミウラSC
2:31.41 松本 素直(6)
清新JAC
1752 末武 夏実(6)
府中ＡＣ
14.93/+1.6-1m23
1403 林 杏樹(6)
東京ドリーム
3m28/-0.1-29m71
1395 内山 和奏(4)
ゆめおりAC
9.65/+0.6-3m33/+0.5
1044 横山 菜奈(3)
ゆめおりAC
12m99-12.86/+1.0
53.99 いだてん
佐藤 美桜(6)
佐藤 衣恭(6)
松本 浩太(6)
櫛野 ｶﾘｯｸ(6)

６位
14.36/-0.1 中野 新太(5)
14.50/-0.1
いだてん
13.41/+0.7 杉田 壮哉(6)
13.41/+0.7
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
2:24.94 石井 幹成(6)
2:24.98
千住ジュニア
1605 松下 穂高(6)
1574
ＫＭＣ陸上ク
14.71/-0.9-1m05
1678 山本 大輝(6)
1672
ゆめおりAC
4m63/-0.5-26m68
1472 岸 建瑠(4)
1472
バディ陸上
9.57/-0.8-3m53/-2.2
1387 粟津 琥士郎(4)
1377
バディ陸上
24m77-11.44/+0.1
14.94/-1.2 大庭 唯奈(5)
14.99/-1.2
J.VIC
14.29/+0.0 関口 茉優(6)
14.44/+0.0
千住ジュニア
2:31.69 永渡 希音(6)
2:31.91
清新JAC
1743 佐藤 深青(6)
1728
バディ陸上
14.48/+1.6-1m15
1356 山本 夏翠(6)
1318
TRAC
3m84/-0.6-20m16
1390 新坂 空亜(4)
1357
日野JAC
9.54/-0.4-3m09/-1.1
982 税所 ももな(3)
976
バディ陸上
10m59-12.47/+1.0
54.34 清新JAC
55.52
山本 大幹(6)
鈴木 優菜(6)
北住 莉恋(6)
山口 敬二郎(6)

７位
ｼﾞｮｾﾌ ﾆｺﾗｽ陸都(5)
ゆめおりAC
市川 優空(6)
Ｒ－キッズ
東條 暖(6)
ゴーワイルド
篠原 葵羽(6)
SEIV
15.58/-0.9-1m15
大槻 敬人(6)
あきる野KC
3m85/+0.9-37m13
上野 柚貴(4)
ゆめおりAC
9.49/-1.1-3m42/-1.2
岡田 薫(4)
Ｒ－キッズ
26m07-11.97/+0.7
田尻 実奈海(5)
清新JAC
須藤 杏々(6)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
小林 彩音(5)
清新JAC
岩田 琴乃(6)
府中ＡＣ
14.51/-0.1-1m15
野間 芽実(6)
ゆめおりAC
3m51/-0.1-23m68
前田 彩帆(4)
MRC
9.83/+0.5-3m40/+0.0
青池 杏里(4)
白金クラブ
18m25-14.52/+2.2
東京ドリーム
前橋 莉桜(6)
菅谷 光盛(6)
後藤 悠大(5)
佐藤 真央(6)

８位
14.75/-0.1 鎌田 夏(5)
ＫＭＣ陸上ク
13.42/+0.7 ｲﾙﾏｽ 琉生(6)
千住ジュニア
2:25.55 松下 幸永(6)
城北AC
1540 岡本 悠哉(6)
ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
15.66/-0.6-1m15
1665 安藤 寧音(6)
URC八王子
3m44/-0.3-41m31
1466 厨川 十羽(4)
ゴーワイルド
9.47/-0.4-3m37/+1.1
1346 竹内 十朗(4)
白金クラブ
27m09-12.75/+0.8
15.13/-1.2 平井 心(5)
武蔵野東AC
14.60/+0.0 佐藤 衣恭(6)
いだてん
2:33.37 長沼 晴奈(6)
千住ジュニア
1723 北條 里奈(6)
府中ＡＣ
14.63/+0.7-1m15
1297 池田 識香(6)
SEIV
3m12/-0.9-27m67
1353 水上 花蓮(4)
ファンアンドラン
9.88/+0.3-3m33/-0.6
906 柴垣 結愛(3)
*C1 ゆめおりAC
9m21-13.00/+2.2
56.18 日野JAC
土屋 昇亮(6)
砂川 響介(6)
宮澤 眞花(6)
中村 しおり(6)

14.79/-0.1
13.49/+0.7
2:25.59
1526

1635

1458

1280

15.15/-1.2
14.65/+0.0
2:33.67
1702

1269

1318

889
*C1
57.36

