
日清食品カップ　北海道小学生陸上競技交流大会 ﾄﾗｯｸ審判長 米澤　　勝
第39回北海道小学生陸上競技大会 跳躍審判長 米谷　元捷

投てき審判長 米谷　元捷
【開催日】 令和３年８月１５日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 南波　秀平

【主催団体】 一般財団法人北海道陸上競技協会　北海道新聞社 決勝記録一覧表 記録主任 前田　治彦
(GR:大会新) 男  子 【競技場】函館市千代台公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/15 小学5年男子 松田  大和(5) 13.35 本庄  航己(5) 13.83 鹿戸  泰成(5) 14.00 北    琉聖(5) 14.36 上戸    蓮(5) 14.58 並河  創太(5) 14.92 髙橋  大和(5) 15.01 品川  仁秀(5) 15.03
１００ｍ 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･SJAC 道　南･函館CRS 道　南･NASS 道　北･旭川神居東陸上少 苫小牧･白老GRC 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA

髙橋  玄樹(5)
十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/15 梅田    晄(5) 5:02.08 二階堂葵一(5) 5:03.06 馬場湊一朗(5) 5:03.21 上村  健人(5) 5:13.37 中野  創太(5) 5:13.60 山久保柚輝(5) 5:14.24 田代  奏太(5) 5:16.45 成ヶ澤隼人(5) 5:17.43
１５００ｍ 小樽後志･朝里TFC 道　北･旭川TRC 空  知･深川陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･手稲鉄北 札  幌･TONDEN.RC 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 道　北･東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ

 8/15 海沼  悠大(5) 1.26 中村  聖也(5) 1.20 伊場  奏太(5) 十  勝･上浦幌中央陸上少 1.15 水野ｶﾉｱ(5) 1.15 坂上  遥紀(5) 1.05 平尾    考(5) 1.00
走高跳 苫小牧･厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 道　南･NASS 長谷川大巧(5) ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC 道　南･TEAM北斗浜分 ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 十  勝･清水陸上少年団

工藤  爽叶(5) 道　南･NASS
 8/15 大﨑    礼(5) 4.21(+0.2) 中川  恵太(5) 4.18(+3.2) 干場  颯太(5) 4.16(-0.3) 菊池    瞬(5) 4.01(0.0) 福井  慶太(5) 3.91(+0.3) 今野    湊(5) 3.88(+0.4) 西條  陽琉(5) 3.79(-0.5) 森  彪乃介(5) 3.74(+2.0)

走幅跳 空  知･深川陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･TONDEN.RC 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 釧路地方･釧路JRC ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA 小樽後志･ﾆｯｷｰｽﾞAC 十  勝･上浦幌中央陸上少
 8/15 北海道ﾊｲﾃｸACA       57.64 函館CRS       58.31 釧路JRC       58.61 道　南･NASS       59.43 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ     1:00.15 旭川TRC     1:00.17 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ     1:00.92 美幌RC     1:01.12

４×１００ｍ 今野    湊(5) 森    穏月(5) 竹村  祥希(5) 工藤  爽叶(5) 山久保柚輝(5) 中屋  稀皓(5) 高橋  輝良(5) 佐藤  永琉(5)
松田  大和(5) 北    琉聖(5) 渡部  俊太(5) 中村  聖也(5) 髙橋  玄樹(5) 二階堂葵一(5) 福井  慶太(5) 吉田  恵吾(5)
前川  飛彩(5) 坂本  陽向(5) 金子    仁(5) 佐々木絢世(5) 太田  朝陽(5) 田村  颯汰(5) 成ヶ澤隼人(5) 長谷川大巧(5)
山内  裕太(5) 東谷  勇輝(5) 菊池    瞬(5) 上戸    蓮(5) 西川  武蔵(5) 朝日  輔久(5) 堀田  侑希(5) 鈴木  大介(5)

 8/15  -2.1 高野  剛琉(5) 14.00 吉田  恵吾(5) 14.02 大垣  成示(5) 14.75 佐々木絢世(5) 15.00 金子    仁(5) 15.44 村上  雄琉(5) 15.49 佐々木絆吾(5) 15.90 前川  飛彩(5) 19.45
80mH 道　南･熊石陸上ｸﾗﾌﾞ ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC 苫小牧･厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 道　南･NASS 釧路地方･釧路JRC 道　北･旭川神居東陸上少 小樽後志･小樽AJC 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA

 8/15 渡部  俊太(5) 48.15 髙崎  佑樹(5) 44.12 竹内  陽向(5) 42.87 小出  聖青(5) 42.00 脇坂  冠杜(5) 40.93 成澤  一颯(5) 40.85 奈良  成悟(5) 40.84 日下部寛太(5) 40.73
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 釧路地方･釧路JRC 小樽後志･留寿都陸上少年 道　南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･前田ﾒﾛｽ 小樽後志･岩内陸上少年団 道　南･知内陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･札幌JRC 空  知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/15 小学6年男子 宮本  哲朗(6) 12.55 槇本    詠(6) 札  幌･渡辺陸上ｸﾗﾌﾞ 13.04 野代  琉生(6) 13.15 丸山  遥誠(6) 13.36 大輪  莉陽(6) 13.48 安井  一晴(6) 13.57 菱川  暖喜(6) 13.62
１００ｍ 十  勝･Spo-RE札内陸上 鎌田亜津煌(6) ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC 十  勝･Spo-RE札内陸上 苫小牧･浦河陸上少年団 札  幌･札幌JRC ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC

 8/15 小林  一奈(6) 4:39.53 泉    圭輔(6) 4:39.61 増田優太朗(6) 4:49.90 浪岡  凌玖(6) 4:52.69 篠田  恵太(6) 4:53.30 野坂  怜央(6) 4:53.33 細井  大慎(6) 4:53.40 澤山  礼慈(6) 4:53.60
１５００ｍ 道　南･函館CRS 道　北･旭川神居東陸上少 ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC 道　北･東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｵﾎｰﾂｸ･清里陸上少年団 札  幌･TONDEN.RC ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸSS 十  勝･足寄陸上少年団

 8/15 本間  陽輝(6) 1.37 田中  綾真(6) 1.32 小関  佑心(6) 1.26 兼平  吏亜(6) 1.26 小笠原祥太(6) 1.23 西川  悠輝(6) 1.23 湯原  拓己(6) 1.23 岩本  誠介(6) 1.23
走高跳 道　南･TEAM北斗浜分 小樽後志･朝里TFC 小樽後志･ﾆｯｷｰｽﾞAC 道　北･愛宕AC 道　南･TEAM北斗浜分 ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC 道　央･千歳陸上少年団 ｵﾎｰﾂｸ･網走陸上少年団

 8/15 大塚  瑛翔(6) 4.66(+2.7) 井上裕士朗(6) 4.60(+1.9) 菊池  悠羽(6) 4.59(+3.5) 保里  朔哉(6) 4.54(+2.6) 高橋  幸十(6) 4.52(+3.1) 藤原  拓也(6) 4.52(-0.1) 高橋  主真(6) 4.44(+0.1) 加藤    椿(6) 4.30(+1.0)
走幅跳 札  幌･ﾁｰﾑC-3 札  幌･ﾁｰﾑC-3 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道　央･恵庭TAC 小樽後志･ﾆｾｺ陸少 釧路地方･鶴居AC 道　南･久遠陸上少年団 空  知･YRC

 8/15 工藤  龍祈(6) 10.81 赤﨑    蓮(6) 9.86 加藤田将映(6) 9.44 北見  歩夢(6) 9.11 三枝    天(6) 8.22 宮本  新太(6) 8.16 大南  颯祐(6) 8.10 佐藤    颯(6) 7.66
砲丸投 ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 苫小牧･苫小牧西陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･泊小学校 道　南･NASS 室  蘭･室蘭地球岬 道　南･松前陸上少年団 釧路地方･釧路JRC 道　南･NASS

 8/15 Spo-RE札内陸上       52.05 ﾁｰﾑC-3       53.78 札幌JRC       54.25 北海道ﾊｲﾃｸACA       54.70 知床斜里RC       55.33 函館CRS       55.76 白老GRC       55.80 渡辺陸上ｸﾗﾌﾞ       55.97
４×１００ｍ 小山  瑛士(6) 工藤隆之助(6) 長谷川恭平(6) 渡辺  篤希(6) 森    一馬(6) 味澤  謙辰(6) 髙橋  大和(5) 小野  祥太(6)

宮本  哲朗(6) 井上裕士朗(6) 大輪  莉陽(6) 松浦  琢己(6) 菱川  暖喜(6) 渡辺  翔太(6) 本間    亘(6) 槇本    詠(6)
三浦  璃玖(6) 大塚  瑛翔(6) 曽田  怜輝(6) 森崎    鳳(6) 西川  悠輝(6) 石山  竜聖(6) 佐々木  蓮(6) 伊藤    節(6)
野代  琉生(6) 遠藤  唯成(6) 北野瑛仁志(6) 林  俊太朗(6) 鎌田亜津煌(6) 片石  拓光(6) 船越    葵(6) 徳永    翔(6)

 8/15  -1.1 綱淵    蓮(6) 13.07 佐藤  奨真(6) 13.18 佐々木秀虎(6) 13.26 三浦  璃玖(6) 13.30 渡辺  篤希(6) 13.35 高橋  純生(6) 13.72 浅木弘太郎(6) 14.21
80mH 釧路地方･釧路JRC 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道　南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 十  勝･Spo-RE札内陸上 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA 小樽後志･小樽AJC 室  蘭･室蘭陸少

 8/15 前田  柚樹(6) 50.87 立野  煌空(6) 50.86 田中  雄隆(6) 49.84 齋藤  成希(6) 47.55 菅原  敦志(6) 46.57 中村  匠吾(6) 46.54 石津  颯大(6) 45.87 青山  郁斗(6) 43.40
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA 苫小牧･白老GRC 道　南･ﾁｰﾑ北斗上磯 十  勝･新得陸上少年団 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道　南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/15 片石  拓光(6) 2197 吉田  龍登(6) 2092 河野    葵(6) 2022 山下  仁來(6) 1991 岡崎  将都(6) 1772 工藤    凪(6) 1710 三好  輝空(6) 1703 藤永  一真(6) 1523

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA[男] 道　南･函館CRS 道　南･福島陸上ｸﾗﾌﾞ 十  勝･本別陸上少年団 十  勝･本別陸上少年団 札  幌･札幌JRC 道　南･熊石陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･岩内陸上少年団 道　北･旭川神居東陸上少
 8/15 秋山  梓祐(6) 2324 古川  諒弥(6) 2174 関    尚士(6) 2036 神田  蒼生(6) 1984 高橋  慧翔(6) 1747 鈴木  零生(6) 1725 石井    琉(6) 1713 寺西  大雅(6) 1555

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB[男] 道　北･留萌AC GR 道　南･さわらSC 道　南･久遠陸上少年団 道　南･NASS 室  蘭･伊達市立伊達小 釧路地方･鶴居AC 室  蘭･伊達市立伊達小 空  知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ



日清食品カップ　北海道小学生陸上競技交流大会 ﾄﾗｯｸ審判長 米澤　　勝
第39回北海道小学生陸上競技大会 跳躍審判長 米谷　元捷

投てき審判長 米谷　元捷
【開催日】 令和３年８月１５日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 南波　秀平

【主催団体】 一般財団法人北海道陸上競技協会　北海道新聞社 決勝記録一覧表 記録主任 前田　治彦
(GR:大会新,HER GR:道小学新) 女  子 【競技場】函館市千代台公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/15 小学5年女子 山田  莉瑚(5) 14.43 大野    紗(5) 14.46 佐藤  莉埜(5) 14.66 吉田  柑那(5) 14.67 若松    瑞(5) 14.68 丸井    椿(5) 14.72 石川    栞(5) 14.82 山崎  姫愛(5) 14.87
１００ｍ 札  幌･厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 札  幌･TONDEN.RC ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC 道　南･松前陸上少年団 道　南･函館CRS ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/15 人見  仁菜(5) 2:28.95 福井  梨央(5) 2:33.34 山岸  永怜(5) 2:33.60 石川  蛍莉(5) 2:35.40 三浦有咲美(5) 2:36.78 澤田  桜來(5) 2:37.55 押方  椛恋(5) 2:38.07 山田  莉央(5) 2:38.68
８００ｍ 十  勝･足寄陸上少年団 道　央･千歳陸上少年団 空  知･深川陸上ｸﾗﾌﾞ 道　北･旭川TRC ｵﾎｰﾂｸ･美幌XC少年団 苫小牧･浦河陸上少年団 小樽後志･岩内陸上少年団 札  幌･R&S

 8/15 山本  結菜(5)十  勝･鹿追陸上ｸﾗﾌﾞ 1.15 相馬  羽夏(5) 1.15 杉森  湖音(5) 1.15 瀬川ここみ(5) ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC 1.10
走高跳 佐藤寧々花(5)釧路地方･釧路JRC ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 十  勝･芽室町上美生小 音田  える(5) ｵﾎｰﾂｸ･知床斜里RC

升田  那奈(5) 小樽後志･留寿都陸上少年
石川  知優(5) ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC

 8/15 松本  結菜(5) 4.08(+2.1) 小野寺理子(5) 4.03(+0.4) 平    絢星(5) 4.02(+2.7) 眞田  陽向(5) 3.99(+2.7) 松原  結名(5) 3.91(+2.2) 伊藤  妃那(5) 3.84(+0.2) 藤井  彩花(5) 3.75(+2.6) 武田  璃穏(5) 3.73(+0.8)
走幅跳 道　北･旭川TRC 道　南･松前陸上少年団 釧路地方･釧路JRC 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 室  蘭･室蘭陸少 小樽後志･小樽AJC 小樽後志･岩内陸上少年団

 8/15 函館CRS       57.12 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ       58.27 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ      59.15 釧路JRC       59.30 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ     1:00.08 岩内陸上少年団     1:00.24 札幌JRC     1:00.76 室蘭陸少     1:01.16
４×１００ｍ 堀田  真央(5) 眞鍋  優月(5) 倉田  唯愛(5) 竹内  琉華(5) 久保田千瑚(5) 岩口  葵陽(5) 遠藤  真央(5) 奥村  菜月(5)

若松    瑞(5) 石川    栞(5) 嶋谷  椎名(5) 小野  愛來(5) 和田  明栞(5) 武田  璃穏(5) 城林  うた(5) 伊藤  妃那(5)
古舘  煌乃(5) 葛西  麻瑚(5) 熊谷  友里(5) 佐藤  琴奈(5) 飯田  凛花(5) 及川  真央(5) 本柳妃音乃(5) 豊岡  浬奈(5)
石岡  乃愛(5) 山崎  姫愛(5) 山田  莉瑚(5) 岡元  陽愛(5) 金本亜沙菜(5) 押方  椛恋(5) 安達  侑歩(5) 鳴海  理那(5)

 8/15  -2.1 小野  愛來(5) 14.07 谷脇那由多(5) 14.38 遠藤  真央(5) 14.76 林  侑里奈(5) 14.84 堀田  真央(5) 15.10 嵐    杏珠(5) 15.13 立花日茉梨(5) 16.37 清水  悠帆(5) 17.42
80mH 釧路地方･釧路JRC ｵﾎｰﾂｸ･ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 札  幌･札幌JRC 道　央･北海道ﾊｲﾃｸACA 道　南･函館CRS 釧路地方･釧路JRC 道　北･なよろJAC 空  知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/15 入山  夏羽(5) 40.23 木村  美桜(5) 38.08 大久保志穂(5) 37.67 坂口  優海(5) 36.64 小林  陽葵(5) 36.03 和田  明栞(5) 33.79 毛利  夢菜(5) 33.14 定廣采里紅(5) 31.61
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小樽後志･京極陸上少年団 ｵﾎｰﾂｸ･常呂陸上少年団 道　南･木古内小学校 室  蘭･室蘭陸少 苫小牧･厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･黒松内陸少 室  蘭･室蘭地球岬

 8/15 小学6年女子 大内  埜瑚(6) 13.61 橋詰  莉乃(6) 13.79 河本  由愛(6) 13.91 山本  結菜(6) 13.98 赤沼萠依颯(6) 14.09 丸岡  莉奈(6) 14.18 工藤  咲來(6) 14.29 佐藤  雪羽(6) 14.36
１００ｍ ｵﾎｰﾂｸ･美幌RC 札  幌･TONDEN.RC 道　南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 空  知･YRC 空  知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 苫小牧･厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 釧路地方･釧路JRC 札  幌･TONDEN.RC

 8/15 久保  柑奈(6) 2:24.36 佐々木百優(6) 2:25.95 小林  和奏(6) 2:28.11 後藤  真帆(6) 2:30.12 平賀  星空(6) 2:30.61 阿部  由愛(6) 2:30.72 鳴海  星恋(6) 2:31.27 中村  梨乃(6) 2:31.61
８００ｍ ｵﾎｰﾂｸ･美幌XC少年団 小樽後志･小樽AJC 室  蘭･室蘭陸少 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 道　南･北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 札  幌･ﾁｰﾑC-3 室  蘭･北海道AC 札  幌･TONDEN.RC

 8/15 佐々木夏菜(6) 1.26 佐々木結希奈(6) 1.23 長谷川心音(6) 道　南･乙部SC 1.23 朴木  毬乃(6) 十  勝･Spo-RE札内陸上ｸﾗ 1.20 宮部  愛咲(6) 1.20
走高跳 苫小牧･厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 道　南･TEAM北斗浜分 谷本あかり(6) 空  知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 酒井  彩吹(6) ｵﾎｰﾂｸ･網走陸上少年団 十  勝･鹿追陸上ｸﾗﾌﾞ

藤原  美結(6) 空  知･滝川陸上ｸﾗﾌﾞ 横井  虹遥(6)
札  幌･札幌JRC

 8/15 黒舘  未采(6) 4.47(+1.8) 上妻  咲桜(6) 4.35(-0.9) 船越  心夢(6) 4.32(+0.7) 服部  瑚白(6) 4.30(+1.7) 倉持  璃良(6) 4.21(+0.1) 須田  心海(6) 4.21(+0.9) 南    琉奈(6) 4.20(+2.0) 加藤    天(6) 4.13(+3.7)
走幅跳 札  幌･手稲鉄北 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 室  蘭･室蘭陸少 道　南･TEAM北斗浜分 道　南･乙部SC 空  知･赤平陸上ｸﾗﾌﾞ 道　南･函館CRS 札  幌･NTAC

 8/15 佐藤  希夢(6) 8.65 方川  心結(6) 8.10 毛利  姫菜(6) 7.15 佐々木そら(6) 6.64 野口  桃佳(6) 6.39 荒川  結愛(6) 6.21 嶋  百合奈(6) 5.85 松井  玲菜(6) 5.53
砲丸投 十  勝･本別陸上少年団 十  勝･足寄陸上少年団 小樽後志･黒松内陸少 十  勝･Spo-RE札内陸上ｸﾗ 道　南･七重小陸上教室 小樽後志･朝里TFC 道　南･あさひ小陸上部 釧路地方･釧路JRC

 8/15 TONDEN.RC       54.93 室蘭陸少       56.06 札幌JRC       56.56 美幌RC       56.79 NTAC       56.93 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ       57.40 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ       58.21 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ       59.40
４×１００ｍ 佐藤  雪羽(6) 德光  聖徠(6) 笠松  栞名(6) 細川  瑠花(6) 加藤    天(6) 小田  実來(6) 沢  優季那(6) 佐々木夏菜(6)

橋詰  莉乃(6) 千葉  日葵(6) ﾝﾀﾞｳｱﾀ(6) 大内  埜瑚(6) 高嶋  優陽(6) 河本  怜愛(5) 瀬口  歩叶(6) 丸岡  莉奈(6)
春日  小和(6) 小林  和奏(6) 池田  朱莉(6) 反怖ひより(6) 新田  羚夏(6) 小松  由奈(6) 土井  尋菜(6) 田中 こまち(5)
大野    紗(5) 船越  心夢(6) 横井  虹遥(6) 尾中ふたば(6) 江蔵  心春(6) 河本  由愛(6) 福田  琴世(6) 坂本梨理愛(5)

 8/15   0.0 松岡  夢羽(6) 13.78 曹路地陽菜(6) 14.11 瀬口  歩叶(6) 14.11 倉本  風音(6) 14.14 白崎  瑞奈(6) 14.23 菅    心海(6) 14.54 山本  咲菜(6) 14.73 川辺  華乃(6) 15.08
80mH 道　南･七重小陸上教室 釧路地方･釧路JRC 十  勝･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･朝里TFC 釧路地方･釧路JRC 道　北･旭川AC 空  知･YRC 道　南･七重小陸上教室

 8/15 植松  葉那(6) 52.99 前畑さくら(6) 47.32 小田  実來(6) 40.41 松田陽菜子(6) 39.39 永桶    蘭(6) 34.41 野崎ことみ(6) 33.15 市戸  真実(6) 32.24 草岡  芽依(6) 30.71

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 十  勝･芽室陸上少年団 GR 釧路地方･厚岸RC 道　南･中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 釧路地方･釧路JRC 空  知･岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･泊小学校 道　南･木古内小学校 室  蘭･登別鷲別
 8/15 塩田  梢葉(6) 1972 大西紗李亜(6) 1956 山内  咲耶(6) 1893 若松みちか(6) 1844 嶋    綾音(6) 1733 塚本  夏世(6) 1392 奧谷帆乃花(6) 1177 藤岡  春歩(6) 1003

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA[女] 釧路地方･釧路JRC 札  幌･厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 十  勝･上浦幌中央陸上少 小樽後志･朝里TFC 道　南･あさひ小陸上部 小樽後志･黒松内陸少 釧路地方･釧路JRC 道　南･NASS
 8/15 村山  はな(6) 1888 工藤  希美(6) 1790 千葉  日葵(6) 1783 鳴海  芽衣(6) 1654 成田  莉歩(6) 1467 高松  佳蓮(6) 1413 大塚  ひな(6) 1346 三井  花菜(6) 1312

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB[女] 空  知･深川陸上ｸﾗﾌﾞ HER GR 小樽後志･留寿都陸上少年 室  蘭･室蘭陸少 道　南･知内陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽後志･小樽AJC 釧路地方･鶴居AC 室  蘭･登別青葉小 十  勝･幕別陸上少年団



日清食品カップ　北海道小学生陸上競技交流大会 ﾄﾗｯｸ審判長 米澤　　勝
第39回北海道小学生陸上競技大会 跳躍審判長 米谷　元捷

投てき審判長 米谷　元捷
【開催日】 令和３年８月１５日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 南波　秀平

【主催団体】 一般財団法人北海道陸上競技協会　北海道新聞社 決勝記録一覧表 記録主任 前田　治彦
男  子 / 女  子 【競技場】函館市千代台公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/15 小学6年男女 札  幌･SJAC       54.05 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ       54.22 函館CRS       54.99 道　南･NASS       55.61 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ       55.68 手稲鉄北       55.69 道　南･TEAM北斗浜分      56.69 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ       57.18
４×１００ｍ 山口  亜琴(6) 平賀  星空(6) 髙橋  千空(6) 鈴木    此(6) 黒坂  理央(6) 阿部  隼己(6) 梅本  桧人(6) 永桶    蘭(6)

加藤  瑛太(6) 佐藤  奨真(6) 松田  大雅(6) 神田  蒼生(6) 上妻  咲桜(6) 黒舘  未采(6) 服部  瑚白(6) 鈴木  冬汰(6)
中島  綺音(6) 後藤  真帆(6) 南    琉奈(6) 後藤  紗彩(6) 野崎  煌士(6) 大久保璃胡(6) 佐々木結希奈(6) 小西  温葵(6)
鹿戸  泰成(5) 佐藤  湊太(6) 小林  一奈(6) 長谷部  豊(6) 本庄  航己(5) 上村  健人(5) 本間  陽輝(6) 赤沼萠依颯(6)



開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学5年男子  8/15 1組 -1.4  1 松田  大和(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    13.45  2 髙橋  玄樹(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.74  3 並河  創太(5) 旭川神居東陸上少年団   14.96  4 品川  仁秀(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    15.00

道　央 十  勝 道　北 道　央
 5 髙橋  隆斗(5) 室蘭白蘭小    15.61  6 高橋  輝良(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    15.62  7 村山  心和(5) 標茶陸上少年団    17.02

室  蘭 ｵﾎｰﾂｸ 釧路地方
2組 -0.8  1 本庄  航己(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    13.56  2 上戸    蓮(5) NASS    14.24  3 髙橋  大和(5) 白老GRC    14.75  4 朝日  輔久(5) 旭川TRC    14.90

十  勝 道　南 苫小牧 道　北
 5 吉道  渚亜(5) 沼ﾉ端RSC    15.32  6 内藤  羽琉(5) 登別市立富岸小学校   15.33  7 小野  永翔(5) 標茶陸上少年団    16.71

苫小牧 室  蘭 釧路地方
3組 -0.8  1 鹿戸  泰成(5) SJAC    13.97  2 北    琉聖(5) 函館CRS    14.25  3 川本  橙茉(5) 京極陸上少年団    15.21  4 正木  優樹(5) 滝川陸上ｸﾗﾌﾞ    15.30

札  幌 道　南 小樽後志 空  知
 5 佐藤  永琉(5) 美幌RC    15.47  6 佐藤晃士朗(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    15.69

ｵﾎｰﾂｸ 空  知
小学5年男子  8/15 1組 -0.8  1 高野  剛琉(5) 熊石陸上ｸﾗﾌﾞ    14.29  2 吉田  恵吾(5) 美幌RC    14.38  3 佐々木絢世(5) NASS    15.15  4 佐々木絆吾(5) 小樽AJC    15.47

道　南 ｵﾎｰﾂｸ 道　南 小樽後志
 5 竹村  祥希(5) 釧路JRC    16.54  6 廣川  健斗(5) 朝里TFC    17.74  7 太田    翔(5) NASS    18.60

釧路地方 小樽後志 道　南
2組 +0.1  1 金子    仁(5) 釧路JRC    14.33  2 大垣  成示(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    14.89  3 村上  雄琉(5) 旭川神居東陸上少年団   15.12  4 前川  飛彩(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    15.65

釧路地方 苫小牧 道　北 道　央
 5 大野  朝陽(5) Spo-RE札内陸上    15.69  6 大木  駿徹(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    18.10

十  勝 ｵﾎｰﾂｸ
小学6年男子  8/15 1組 -1.6  1 槇本    詠(6) 渡辺陸上ｸﾗﾌﾞ    13.07  2 大輪  莉陽(6) 札幌JRC    13.48  3 安井  一晴(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    13.60  4 菱川  暖喜(6) 知床斜里RC    13.83

札  幌 札  幌 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ
 5 松浦  琢己(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    13.90  6 森崎    鳳(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    14.44  7 別紙  悠希(6) 豊浦町立豊浦小学校   15.21  8 黒崎  翔空(6) 標茶陸上少年団    15.33

道　央 道　央 室  蘭 釧路地方
2組 +0.4  1 野代  琉生(6) Spo-RE札内陸上    12.89  2 丸山  遥誠(6) 浦河陸上少年団    13.28  3 今泉  良季(6) TONDEN.RC    13.93  4 佐々木  蓮(6) 白老GRC    14.05

十  勝 苫小牧 札  幌 苫小牧
 5 堀内  勇希(6) 別海陸上少年団    14.65  6 笠谷  應介(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ    15.35   加藤  瑛太(6) SJAC DNS

釧路地方 道　南 札  幌
3組 +1.0  1 宮本  哲朗(6) Spo-RE札内陸上    12.66  2 鎌田亜津煌(6) 知床斜里RC    12.98  3 長谷部  豊(6) NASS    13.46  4 園木  結翔(6) 清里陸上少年団    13.68

十  勝 ｵﾎｰﾂｸ 道　南 ｵﾎｰﾂｸ
 5 金澤  来翔(6) NASS    13.72  6 中村  優斗(6) 室蘭天神小    13.83  7 金本    倭(6) 岩内陸上少年団    14.50

道　南 室  蘭 小樽後志
小学6年男子  8/15 1組 -0.5  1 高橋  純生(6) 小樽AJC    13.60  2 佐々木秀虎(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    13.63  3 浅木弘太郎(6) 室蘭陸少    14.02  4 木明  藍琉(6) 釧路JRC    14.33

小樽後志 道　南 室  蘭 釧路地方
 5 三宅  蒼空(6) 小樽AJC    15.24  6 田村  莞汰(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ    16.70  7 和田  龍樹(6) 室蘭陸少    18.30

小樽後志 道　南 室  蘭
2組 +3.4  1 綱淵    蓮(6) 釧路JRC    13.14  2 三浦  璃玖(6) Spo-RE札内陸上    13.41  3 鈴木  冬汰(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    14.06  4 阿部  隼己(6) 手稲鉄北    14.25

釧路地方 十  勝 空  知 札  幌
 5 野崎  煌士(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.91  6 高橋  昌大(6) 旭川神居東陸上少年団   15.54

十  勝 道　北
3組 -0.9  1 佐藤  奨真(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ    13.33  2 渡辺  篤希(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    13.75  3 遠藤  唯成(6) ﾁｰﾑC-3    13.89  4 徳永    翔(6) 渡辺陸上ｸﾗﾌﾞ    14.72

道　南 道　央 札  幌 札  幌
 5 小笠原  樹(6) 朝里TFC    15.28  6 天野  将基(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    16.96

小樽後志 道　央

80mH

80mH
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開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学5年男子  8/15 1組 -0.9  1 並河  創太(5) 旭川神居東陸上少年団   14.92  2 品川  仁秀(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    15.03  3 正木  優樹(5) 滝川陸上ｸﾗﾌﾞ    15.27  4 内藤  羽琉(5) 登別市立富岸小学校   15.51

道　北 道　央 空  知 室  蘭
B決勝  5 川本  橙茉(5) 京極陸上少年団    15.58  6 佐藤  永琉(5) 美幌RC    15.73  7 吉道  渚亜(5) 沼ﾉ端RSC    15.75  8 髙橋  隆斗(5) 室蘭白蘭小    15.81

小樽後志 ｵﾎｰﾂｸ 苫小牧 室  蘭
2組 -0.8  1 松田  大和(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    13.35  2 本庄  航己(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    13.83  3 鹿戸  泰成(5) SJAC    14.00  4 北    琉聖(5) 函館CRS    14.36

道　央 十  勝 札  幌 道　南
A決勝  5 上戸    蓮(5) NASS    14.58  6 髙橋  大和(5) 白老GRC    15.01  7 髙橋  玄樹(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    15.03  8 朝日  輔久(5) 旭川TRC    15.21

道　南 苫小牧 十  勝 道　北
小学5年男子  8/15 1組  1 阿賀  柊人(5) 清里陸上少年団  5:21.65  2 桐山  晴良(5) 美幌XC少年団  5:25.40  3 南部  寛太(5) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ  5:35.42  4 草田  健登(5) 滝川陸上ｸﾗﾌﾞ  5:35.55

ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ 道　南 空  知
 5 向山  広琉(5) 苫小牧清水陸上ｸﾗﾌﾞ 5:35.57  6 林    奏佑(5) 室蘭旭ヶ丘小  5:48.06  7 太田  朝陽(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ  5:56.63  8 中尾  駿斗(5) 浦河陸上少年団  5:58.30

苫小牧 室  蘭 十  勝 苫小牧
 9 小杉山紫久(5) 標茶陸上少年団  6:08.23 10 北本凛太郎(5) 釧路JRC  6:08.24   濱    侑希(5) 登別市立富岸小学校DNS

釧路地方 釧路地方 室  蘭
2組  1 梅田    晄(5) 朝里TFC  5:02.08  2 二階堂葵一(5) 旭川TRC  5:03.06  3 馬場湊一朗(5) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ  5:03.21  4 上村  健人(5) 手稲鉄北  5:13.37

小樽後志 道　北 空  知 札  幌
 5 中野  創太(5) TONDEN.RC  5:13.60  6 山久保柚輝(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ  5:14.24  7 田代  奏太(5) 東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 5:16.45  8 成ヶ澤隼人(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ  5:17.43

札  幌 十  勝 道　北 ｵﾎｰﾂｸ
 9 桑原    楓(5) 小樽AJC  5:17.49 10 渋谷  郁史(5) 函館CRS  5:24.06 11 鎌田    蓮(5) TONDEN.RC  5:27.20   斉藤    陽(5) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

小樽後志 道　南 札  幌 道　南
小学5年男子  8/15 -2.1  1 高野  剛琉(5) 熊石陸上ｸﾗﾌﾞ    14.00  2 吉田  恵吾(5) 美幌RC    14.02  3 大垣  成示(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    14.75  4 佐々木絢世(5) NASS    15.00

道　南 ｵﾎｰﾂｸ 苫小牧 道　南
 5 金子    仁(5) 釧路JRC    15.44  6 村上  雄琉(5) 旭川神居東陸上少年団   15.49  7 佐々木絆吾(5) 小樽AJC    15.90  8 前川  飛彩(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    19.45

釧路地方 道　北 小樽後志 道　央
小学6年男子  8/15 1組 -0.5  1 菱川  暖喜(6) 知床斜里RC    13.62  2 中村  優斗(6) 室蘭天神小    13.74  3 園木  結翔(6) 清里陸上少年団    13.80  4 金澤  来翔(6) NASS    13.82

ｵﾎｰﾂｸ 室  蘭 ｵﾎｰﾂｸ 道　南
B決勝  5 松浦  琢己(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    14.03  6 今泉  良季(6) TONDEN.RC    14.11  7 佐々木  蓮(6) 白老GRC    14.14  8 森崎    鳳(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    14.36

道　央 札  幌 苫小牧 道　央
2組 +0.4  1 宮本  哲朗(6) Spo-RE札内陸上    12.55  2 槇本    詠(6) 渡辺陸上ｸﾗﾌﾞ    13.04  3 鎌田亜津煌(6) 知床斜里RC    13.04  4 野代  琉生(6) Spo-RE札内陸上    13.15

十  勝 札  幌 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝
A決勝  5 丸山  遥誠(6) 浦河陸上少年団    13.36  6 大輪  莉陽(6) 札幌JRC    13.48  7 安井  一晴(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    13.57  8 長谷部  豊(6) NASS    13.63

苫小牧 札  幌 ｵﾎｰﾂｸ 道　南
小学6年男子  8/15 1組  1 澤野  一輝(6) ゆうばり小学校  5:03.26  2 蠣崎  真翔(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ  5:08.56  3 藤田    昂(6) 美幌RC  5:09.07  4 前田  托海(6) 網走陸上少年団  5:12.64

空  知 道　南 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ
 5 小西  温葵(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ  5:12.69  6 小濱    漣(6) 別海陸上少年団  5:13.50  7 河原  琉生(6) 室蘭陸少  5:16.24  8 阿部    暖(6) TEAM北斗浜分  5:17.82

空  知 釧路地方 室  蘭 道　南
 9 遠藤  寛太(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA  5:19.22 10 ﾛｰｽﾞ直志(6) 苫小牧清水陸上ｸﾗﾌﾞ 5:21.70 11 川添  絆李(6) 室蘭市立八丁平小学校 5:22.17 12 松坂  恵人(6) 標茶陸上少年団  5:22.93

道　央 苫小牧 室  蘭 釧路地方
13 伊藤  颯真(6) ﾁｰﾑC-3  5:24.96 14 濱野谷海斗(6) 浦河陸上少年団  5:31.02

札  幌 苫小牧
2組  1 小林  一奈(6) 函館CRS  4:39.53  2 泉    圭輔(6) 旭川神居東陸上少年団 4:39.61  3 増田優太朗(6) 美幌RC  4:49.90  4 浪岡  凌玖(6) 東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4:52.69

道　南 道　北 ｵﾎｰﾂｸ 道　北
 5 篠田  恵太(6) 清里陸上少年団  4:53.30  6 野坂  怜央(6) TONDEN.RC  4:53.33  7 細井  大慎(6) ｵﾎｰﾂｸSS  4:53.40  8 澤山  礼慈(6) 足寄陸上少年団  4:53.60

ｵﾎｰﾂｸ 札  幌 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝
 9 和田  賢介(6) 網走陸上少年団  5:00.87 10 川崎  楓芽(6) 美幌RC  5:02.19 11 八巻  來龍(6) 倶知安小学校  5:05.01 12 高橋  丈琉(6) 足寄陸上少年団  5:10.61

ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ 小樽後志 十  勝
13 重成  篤希(6) 美幌RC  5:11.78 14 米山  幸汰(6) 千歳陸上少年団  5:20.61 15 原田  武道(6) ﾆｾｺ陸少  5:38.95

ｵﾎｰﾂｸ 道　央 小樽後志
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開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

小学6年男子  8/15 -1.1  1 綱淵    蓮(6) 釧路JRC    13.07  2 佐藤  奨真(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ    13.18  3 佐々木秀虎(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    13.26  4 三浦  璃玖(6) Spo-RE札内陸上    13.30
釧路地方 道　南 道　南 十  勝

 5 渡辺  篤希(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    13.35  6 高橋  純生(6) 小樽AJC    13.72  7 浅木弘太郎(6) 室蘭陸少    14.21   遠藤  唯成(6) ﾁｰﾑC-3 DNS
道　央 小樽後志 室  蘭 札  幌

80mH



開催日 令和３年８月１５日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学5年男子  8/15 1組     1 NASS 道　南 工藤  爽叶(5) 中村  聖也(5) 佐々木絢世(5) 上戸    蓮(5)       58.74           

    2 釧路JRC 竹村  祥希(5) 渡部  俊太(5) 金子    仁(5) 菊池    瞬(5)       58.75           
    3 旭川TRC 中屋  稀皓(5) 二階堂葵一(5) 田村  颯汰(5) 朝日  輔久(5)       59.54           
    4 Spo-RE札内陸上 松田琥汰楼(5) 青木  輝斗(5) 光本  由真(5) 大野  朝陽(5)     1:00.00           
    5 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 遠山  啓仁(5) 蔵井  慶斗(5) 瀬川琥二郎(5) 干場  颯太(5)     1:01.12           
    6 京極陸上少年団 関  柊太朗(5) 川本  橙茉(5) 笹原  啓人(5) 米田  朝陽(5)     1:02.31           
    7 標茶陸上少年団 髙橋  翔斗(5) 小杉山紫久(5) 小野  永翔(5) 村山  心和(5)     1:04.41           
    8 旭川神居東陸上少年団 村上  雄琉(5) 並河  創太(5) 莅戸  快翔(5) 篠田  賢佑(5)     1:04.43           
     岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ DNS       

2組     1 北海道ﾊｲﾃｸACA 今野    湊(5) 松田  大和(5) 前川  飛彩(5) 山内  裕太(5)       57.23           
    2 函館CRS 坂本  陽向(5) 北    琉聖(5) 渋谷  郁史(5) 東谷  勇輝(5)       58.13           
    3 美幌RC 佐藤  永琉(5) 吉田  恵吾(5) 長谷川大巧(5) 鈴木  大介(5)       59.44           
    4 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 高橋  輝良(5) 福井  慶太(5) 成ヶ澤隼人(5) 堀田  侑希(5)       59.54           
    5 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 山久保柚輝(5) 髙橋  玄樹(5) 太田  朝陽(5) 西川  武蔵(5)       59.72           
    6 清里陸上少年団 辺見  大雅(5) 阿賀  柊人(5) 森谷    樹(5) 土屋  温大(5)     1:02.07           
    7 朝里TFC 小野  佑真(5) 廣川  健斗(5) 塚崎煌太郎(5) 梅田    晄(5)     1:03.62           
     札幌JRC DNS       

小学6年男子  8/15 1組     1 Spo-RE札内陸上 山崎  修椰(6) 宮本  哲朗(6) 三浦  璃玖(6) 野代  琉生(6)       50.76           
    2 北海道ﾊｲﾃｸACA 渡辺  篤希(6) 松浦  琢己(6) 森崎    鳳(6) 林  俊太朗(6)       53.62           
    3 芽室陸上少年団 裏南  颯人(6) 石原  慶人(6) 手塚  奈和(6) 藤村  絆生(6)       56.05           
    4 ﾆｾｺ陸少 佐藤  大馳(6) 高橋  幸十(6) 反保  良太(6) 原田  武道(6)       56.61           
    5 美幌RC 重成  篤希(6) 菅田  皓生(6) 藤田    昂(6) 増田優太朗(6)       57.06           
    6 標茶陸上少年団 黒崎  翔空(6) 松坂  恵人(6) 齊藤優乃介(6) 松田  翼冴(6)       58.44           
    7 別海陸上少年団 福岡    廉(6) 堀内  勇希(6) 松田  奏南(6) 小濱    漣(6)       59.45           
    8 旭川AC 野崎  颯彪(6) 磯谷  怜汰(6) 中村  璃玖(6) 久場  優心(6)     1:02.34           

2組     1 札幌JRC 長谷川恭平(6) 大輪  莉陽(6) 曽田  怜輝(6) 北野瑛仁志(6)       54.41           
    2 白老GRC 田中  雄隆(6) 本間    亘(6) 佐々木  蓮(6) 船越    葵(6)       55.67           
    3 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 金本威沙也(6) 菊池  悠羽(6) 鈴木  郷介(6) 蠣崎  真翔(6)       55.70           
    4 TONDEN.RC 吉澤  蒼磨(6) 今泉  良季(6) 和島  央空(6) 中川  恵太(5)       56.29           
    5 岩内陸上少年団 松井  海翔(6) 三好  輝空(6) 土門  奏介(6) 金本    倭(6)       58.03           
    6 千歳陸上少年団 黒澤  蒼空(5) 小野  友雅(6) 藤井  那知(6) 米山  幸汰(6)       59.66           
    7 伊達市立伊達小 宮澤  煌羽(6) 石井    琉(6) 篠原  優希(6) 高橋  慧翔(6)       59.87           
    8 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 荒井  海惺(5) 大垣  成示(5) 海沼  悠大(5) 幅田  雄心(6)     1:03.41           

3組     1 ﾁｰﾑC-3 工藤隆之助(6) 井上裕士朗(6) 大塚  瑛翔(6) 遠藤  唯成(6)       53.50           
    2 知床斜里RC 森    一馬(6) 菱川  暖喜(6) 西川  悠輝(6) 鎌田亜津煌(6)       55.05           
    3 渡辺陸上ｸﾗﾌﾞ 小野  祥太(6) 槇本    詠(6) 伊藤    節(6) 徳永    翔(6)       55.16           
    4 函館CRS 味澤  謙辰(6) 渡辺  翔太(6) 石山  竜聖(6) 片石  拓光(6)       55.33           
    5 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 伊藤  悦大(6) 安井  一晴(6) 工藤  龍祈(6) 櫻井    晴(6)       58.01           
    6 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 岩舘蒼一郎(6) 佐々木秀虎(6) 青山  郁斗(6) 横川  侑大(6)       58.28           
    7 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 井手  奏汰(6) 折野  隼士(6) 寺西  大雅(6) 田家  陸斗(6)     1:00.13           

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ

４×１００ｍ



開催日 令和３年８月１５日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] 跳躍審判長  米谷　元捷
投てき審判長米谷　元捷

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学5年男子  8/15  1 海沼  悠大(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    1.26  2 中村  聖也(5) NASS    1.20  3 伊場  奏太(5) 上浦幌中央陸上少年団   1.15  3 長谷川大巧(5) 美幌RC    1.15

苫小牧 道　南 十  勝 ｵﾎｰﾂｸ
 3 工藤  爽叶(5) NASS    1.15  6 水野ｶﾉｱ(5) TEAM北斗浜分    1.15  7 坂上  遥紀(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    1.05  8 平尾    考(5) 清水陸上少年団    1.00

道　南 道　南 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝
小学5年男子  8/15  1 大﨑    礼(5) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ    4.21  2 中川  恵太(5) TONDEN.RC    4.18  3 干場  颯太(5) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ    4.16  4 菊池    瞬(5) 釧路JRC    4.01

空  知  +0.2 札  幌  +3.2 道　南  -0.3 釧路地方  0.0
 5 福井  慶太(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    3.91  6 今野    湊(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    3.88  7 西條  陽琉(5) ﾆｯｷｰｽﾞAC    3.79  8 森  彪乃介(5) 上浦幌中央陸上少年団   3.74

ｵﾎｰﾂｸ  +0.3 道　央  +0.4 小樽後志  -0.5 十  勝  +2.0
 9 久保田瑛葉(5) ｳﾞｪｲﾂ石狩陸上ｸﾗﾌﾞ   3.72 10 梶谷  卓矢(5) 厚真陸上ｸﾗﾌﾞ    3.66 11 増谷  龍駕(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    3.64 12 伊藤  奏介(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    3.64

道　央  -0.1 苫小牧  +0.7 十  勝  +1.3 空  知  -2.1
13 五十嵐大和(5) 室蘭みなと    3.49 14 今井  陽翔(5) 倶知安小学校    3.47 15 中屋  稀皓(5) 旭川TRC    3.34 16 田村  颯汰(5) 旭川TRC    3.10

室  蘭  +2.6 小樽後志  +1.0 道　北  +0.6 道　北  -0.4
小学5年男子  8/15  1 渡部  俊太(5) 釧路JRC   48.15  2 髙崎  佑樹(5) 留寿都陸上少年団  44.12  3 竹内  陽向(5) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ   42.87  4 小出  聖青(5) 前田ﾒﾛｽ   42.00

釧路地方 小樽後志 道　南 札  幌
 5 脇坂  冠杜(5) 岩内陸上少年団   40.93  6 成澤  一颯(5) 知内陸上ｸﾗﾌﾞ   40.85  7 奈良  成悟(5) 札幌JRC   40.84  8 日下部寛太(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ   40.73

小樽後志 道　南 札  幌 空  知
 9 荒井  海惺(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ   40.59 10 今野  雅大(5) ｳﾞｪｲﾂ石狩陸上ｸﾗﾌﾞ  40.09 11 遠山  啓仁(5) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ   39.49 12 阿部  優心(5) 室蘭地球岬   39.43

苫小牧 道　央 道　南 室  蘭
13 春田    翼(5) 千歳陸上少年団   39.30 14 志賀  友紀(5) 登別幌別西小学校  39.01 15 西川  航平(5) 新得陸上少年団   38.67 16 市川  大心(5) 旭川愛宕東小   37.45

道　央 室  蘭 十  勝 道　北
17 高瀬  生楓(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ   37.36 18 岡元  翔海(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ   35.52 19 高橋  紘彬(5) 別海陸上少年団   35.37 20 久保田虎哲(5) 浦河陸上少年団   34.68

ｵﾎｰﾂｸ 空  知 釧路地方 苫小牧
21 今野  吟耶(5) 本別陸上少年団   34.56 22 柴田  遥斗(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ   31.31

十  勝 ｵﾎｰﾂｸ
小学6年男子  8/15  1 本間  陽輝(6) TEAM北斗浜分    1.37  2 田中  綾真(6) 朝里TFC    1.32  3 小関  佑心(6) ﾆｯｷｰｽﾞAC    1.26  4 兼平  吏亜(6) 愛宕AC    1.26

道　南 小樽後志 小樽後志 道　北
 5 小笠原祥太(6) TEAM北斗浜分    1.23  6 西川  悠輝(6) 知床斜里RC    1.23  7 湯原  拓己(6) 千歳陸上少年団    1.23  8 岩本  誠介(6) 網走陸上少年団    1.23

道　南 ｵﾎｰﾂｸ 道　央 ｵﾎｰﾂｸ
 9 赤谷  亮太(6) 室蘭天神小    1.15  9 木戸龍太郎(6) 千歳陸上少年団    1.15 11 岩舘蒼一郎(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    1.15 12 田中  稟仁(6) 愛宕AC    1.10

室  蘭 道　央 道　南 道　北
小学6年男子  8/15  1 大塚  瑛翔(6) ﾁｰﾑC-3    4.66  2 井上裕士朗(6) ﾁｰﾑC-3    4.60  3 菊池  悠羽(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ    4.59  4 保里  朔哉(6) 恵庭TAC    4.54

札  幌  +2.7 札  幌  +1.9 道　南  +3.5 道　央  +2.6
 5 高橋  幸十(6) ﾆｾｺ陸少    4.52  6 藤原  拓也(6) 鶴居AC    4.52  7 高橋  主真(6) 久遠陸上少年団    4.44  8 加藤    椿(6) YRC    4.30

小樽後志  +3.1 釧路地方  -0.1 道　南  +0.1 空  知  +1.0
 9 和島  央空(6) TONDEN.RC    4.26 10 小山  瑛士(6) Spo-RE札内陸上    4.21 11 裏南  颯人(6) 芽室陸上少年団    4.20 12 伊藤    尊(6) OACｼﾞｭﾆｱ    4.08

札  幌  -0.4 十  勝  +0.9 十  勝  +2.7 ｵﾎｰﾂｸ  +3.3
13 菅田  皓生(6) 美幌RC    4.03 14 田家  陸斗(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    4.00 15 倉光慶太郎(6) NASS    3.98 16 反保  良太(6) ﾆｾｺ陸少    3.93

ｵﾎｰﾂｸ  -2.4 空  知  -0.2 道　南  +2.8 小樽後志  +0.3
17 篠原  優希(6) 伊達市立伊達小    3.86 18 宮澤  煌羽(6) 伊達市立伊達小    3.82 19 工藤  蒼史(6) 旭川神居東陸上少年団   3.75 20 廣橋  温真(6) 白糠陸上少年団    3.64

室  蘭  +1.1 室  蘭  -0.2 道　北  +0.8 釧路地方  +0.3
21 小野  友雅(6) 千歳陸上少年団    3.53

道　央  +0.9

走高跳

走幅跳

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳

走幅跳

ジャベリック



開催日 令和３年８月１５日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] 跳躍審判長  米谷　元捷
投てき審判長米谷　元捷

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

小学6年男子  8/15  1 工藤  龍祈(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ   10.81  2 赤﨑    蓮(6) 苫小牧西陸上ｸﾗﾌ ゙  9.86  3 加藤田将映(6) 泊小学校    9.44  4 北見  歩夢(6) NASS    9.11
ｵﾎｰﾂｸ 苫小牧 小樽後志 道　南

 5 三枝    天(6) 室蘭地球岬    8.22  6 宮本  新太(6) 松前陸上少年団    8.16  7 大南  颯祐(6) 釧路JRC    8.10  8 佐藤    颯(6) NASS    7.66
室  蘭 道　南 釧路地方 道　南

 9 浅野  悠斗(6) 登別鷲別    7.60 10 柳原  惺太(6) 浦河陸上少年団    7.30 11 国本  海音(6) 岩内陸上少年団    6.69 12 野田  将誠(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    6.03
室  蘭 苫小牧 小樽後志 ｵﾎｰﾂｸ

13 刈屋  柊晴(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    5.72 14 石井  滉大(6) 別海陸上少年団    4.53
ｵﾎｰﾂｸ 釧路地方

小学6年男子  8/15  1 前田  柚樹(6) 美幌RC   50.87  2 立野  煌空(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA   50.86  3 田中  雄隆(6) 白老GRC   49.84  4 齋藤  成希(6) ﾁｰﾑ北斗上磯   47.55
ｵﾎｰﾂｸ 道　央 苫小牧 道　南

 5 菅原  敦志(6) 新得陸上少年団   46.57  6 中村  匠吾(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ   46.54  7 石津  颯大(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ   45.87  8 青山  郁斗(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ   43.40
十  勝 十  勝 道　南 道　南

 9 武田航太朗(6) 常呂陸上少年団   40.75 10 井手  奏汰(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ   39.73 11 本間    亘(6) 白老GRC   38.42 12 傳法  伸輝(6) 伊達西小学校   37.17
ｵﾎｰﾂｸ 空  知 苫小牧 室  蘭

13 増原  和真(6) ﾆｾｺ陸少   36.34 14 長谷川恭平(6) 札幌JRC   34.79 15 東    皇希(6) 鶴居AC   32.12 16 野崎  颯彪(6) 旭川AC   26.99
小樽後志 札  幌 釧路地方 道　北

  清水  陽也(6) 羽幌Jr.RC DNS
道　北

砲丸投

ジャベリック



日清食品カップ　北海道小学生陸上競技交流大会
第39回北海道小学生陸上競技大会

混成審判長
ﾄﾗｯｸ審判長 米澤　　勝
跳躍審判長 米谷　元捷
投てき審判長 米谷　元捷
記録主任 前田　治彦

北海道小学記録(HER)              2259 
大会記録(GR)                     2225 

片石  拓光(6) 函館CRS       13.15        1.36    2197
ｶﾀｲｼ ﾀｸﾐ    (-0.5)    

道　南    1094    1103
吉田  龍登(6) 福島陸上ｸﾗﾌﾞ       13.36        1.30    2092
ﾖｼﾀﾞ  ﾘｭｳﾄ    (-0.5)    

道　南    1058    1034
河野    葵(6) 本別陸上少年団       13.37        1.24    2022
ｶﾜﾉ ｱｵｲ    (-0.5)    

十  勝    1057     965
山下  仁來(6) 本別陸上少年団       14.16        1.33    1991
ﾔﾏｼﾀ ﾆﾗｲ    (-0.5)    

十  勝     922    1069
岡崎  将都(6) 札幌JRC       15.03        1.27    1772
ｵｶｻﾞｷ  ﾏｻﾄ    (-0.5)    

札  幌     773     999
工藤    凪(6) 熊石陸上ｸﾗﾌﾞ       14.38        1.12    1710
ｸﾄﾞｳ  ﾅｷﾞ    (-0.5)    

道　南     884     826
三好  輝空(6) 岩内陸上少年団       14.42        1.12    1703
ﾐﾖｼ ﾙｲ    (-0.5)    

小樽後志     877     826
藤永  一真(6) 旭川神居東陸上少年団      15.68        1.15    1523
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ    (-0.5)    

道　北     662     861
伊藤  悦大(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ       16.34        1.21    1479
ｲﾄｳ ｴﾂﾀﾞｲ    (-0.5)    

ｵﾎｰﾂｸ     549     930
奥山    怜(6) 朝里TFC       15.99        1.15    1470
ｵｸﾔﾏ  ﾚﾝ    (-0.5)    

小樽後志     609     861
曽田  怜輝(6) 札幌JRC       16.91        1.21    1382
ｿﾀﾞ  ﾚｷ    (-0.5)    

札  幌     452     930

11   153

8   218

9   712

10   185

5   157

6    11

7   169

2    13

3   270

4   271

記録

備考

1    16

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 80mH H.J

競技結果        小学6年男子     コンバインドＡ［          
2021/08/15 15:16



開催日 令和３年８月１５日（日） 混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子） 小学6年男子  コンバインドＢ［男］

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] 混成審判長  

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

  226     9     2    26    61   282    62   200   232   186
秋山  梓祐(6) 古川  諒弥(6) 関    尚士(6) 神田  蒼生(6) 高橋  慧翔(6) 鈴木  零生(6) 石井    琉(6) 寺西  大雅(6) 吹田  丈拓(6) 高橋  遼真(6)
留萌AC さわらSC 久遠陸上少年団 NASS 伊達市立伊達小 鶴居AC 伊達市立伊達小 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 旭川TRC 朝里TFC
道　北 道　南 道　南 道　南 室  蘭 釧路地方 室  蘭 空  知 道　北 小樽後志

L.J     4.69  1087     4.17   941     4.26   966     4.80  1117     3.96   882     3.79   835     3.77   829     3.67   801     3.78   832     3.32   703
  (+0.6)  1087   (+1.0)   941   (+2.0)   966   (+1.2)  1117   (+0.1)   882   (-0.9)   835   (-0.5)   829   (+0.6)   801   (+1.4)   832   (-1.6)   703

ジャベリッ    57.92  1237    57.75  1233    49.71  1070    39.72   867    39.63   865    40.87   890    40.54   884    34.15   754    30.61   682    34.75   766
         2324          2174          2036          1984          1747          1725          1713          1555          1514          1469

総得点  2324  2174  2036  1984  1747  1725  1713  1555  1514  1469
順位     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

  187   266
金田  龍宇(6) 竹俣  漣凰(6)
朝里TFC 清水陸上少年団
小樽後志 十  勝

L.J     2.71   532      DNS      
  (+1.5)   532         

ジャベリッ    23.64   540      DNS      
         1072         

総得点  1072      
順位    11



開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学5年女子  8/15 1組 0.0  1 大野    紗(5) TONDEN.RC    14.59  2 丸井    椿(5) 知床斜里RC    14.70  3 岡元  陽愛(5) 釧路JRC    14.99  4 幕田  安寿(5) 浦河陸上少年団    15.22

札  幌 ｵﾎｰﾂｸ 釧路地方 苫小牧
 5 大澤  瑛花(5) ｳﾞｪｲﾂ石狩陸上ｸﾗﾌﾞ   15.70  6 木村  結衣(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    15.73  7 金兵  希空(5) 網走陸上少年団    15.87

道　央 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ
2組 -1.1  1 石川    栞(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.59  2 河本  怜愛(5) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    14.83  3 鳴海  理那(5) 室蘭陸少    14.95  4 葛西  麻瑚(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    15.15

十  勝 道　南 室  蘭 十  勝
 5 松本  桃佳(5) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ    15.41  6 滝沢  美陽(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    15.71  7 石垣  紗和(5) 伊達西小学校    17.04

空  知 空  知 室  蘭
3組 -1.3  1 山田  莉瑚(5) 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐ  ー  14.48  2 若松    瑞(5) 函館CRS    14.58  3 吉田  柑那(5) 松前陸上少年団    14.59  4 大月  美優(5) 旭川AC    15.11

札  幌 道　南 道　南 道　北
 5 高橋  円佳(5) 厚真陸上ｸﾗﾌﾞ    15.62  6 野口  苺香(5) 恵庭TAC    15.95

苫小牧 道　央
4組 -0.6  1 佐藤  莉埜(5) 美幌RC    14.41  2 山崎  姫愛(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.80  3 岡野    凜(5) NASS    14.92  4 及川  真央(5) 岩内陸上少年団    15.39

ｵﾎｰﾂｸ 十  勝 道　南 小樽後志
 5 坂口  仁心(5) 旭川TRC    15.41  6 八木ひかり(5) 別海陸上少年団    15.70

道　北 釧路地方
小学5年女子  8/15 1組 -1.2  1 遠藤  真央(5) 札幌JRC    15.09  2 清水  悠帆(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    17.37  3 中島  榎音(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    17.37  4 奥村  菜月(5) 室蘭陸少    17.55

札  幌 空  知 苫小牧 室  蘭
 5 高橋來蓮杏(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    18.89   石岡  乃愛(5) 函館CRS DQ

空  知 道　南
2組 +0.3  1 林  侑里奈(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    14.75  2 谷脇那由多(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    14.89  3 可香  瑠桜(5) NASS    17.58  4 宮野下  愛(5) 本別陸上少年団    17.88

道　央 ｵﾎｰﾂｸ 道　南 十  勝
  播磨  穂乃(5) 朝里TFC DNS   島田  咲菜(5) 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐ DーNS

小樽後志 札  幌
3組 -0.6  1 小野  愛來(5) 釧路JRC    13.99  2 堀田  真央(5) 函館CRS    14.80  3 嵐    杏珠(5) 釧路JRC    14.99  4 立花日茉梨(5) なよろJAC    16.65

釧路地方 道　南 釧路地方 道　北
 5 久保奈々美(5) 本別陸上少年団    17.95

十  勝
小学6年女子  8/15 1組 -0.8  1 橋詰  莉乃(6) TONDEN.RC    13.82  2 赤沼萠依颯(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    13.89  3 丸岡  莉奈(6) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    13.97  4 工藤  咲來(6) 釧路JRC    14.13

札  幌 空  知 苫小牧 釧路地方
 5 朝倉優莉愛(6) 厚別ｱｽﾚﾃｨｯｸｽ    14.21  6 岡崎  乃音(6) 興部小学校    14.46  7 尾中ふたば(6) 美幌RC    14.84  8 新岡さくら(6) 室蘭天神小    16.00

札  幌 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ 室  蘭
 9 森下  ﾕﾘｱ(6) 岩内陸上少年団    16.01

小樽後志
2組 -0.9  1 大内  埜瑚(6) 美幌RC    13.75  2 佐藤  雪羽(6) TONDEN.RC    14.16  3 山口  亜琴(6) SJAC    14.26  4 曽福    椛(6) えりもTFC    14.47

ｵﾎｰﾂｸ 札  幌 札  幌 苫小牧
 5 長山  彩葉(6) 三石陸上ｸﾗﾌﾞ    14.66  6 相嶋  栞和(6) ｳﾞｪｲﾂ石狩陸上ｸﾗﾌﾞ   15.35  7 鳴海  愛唯(6) 登別市立幌別小    15.47  8 石森  穂郁(6) 別海陸上少年団    15.63

苫小牧 道　央 室  蘭 釧路地方
3組 -0.5  1 山本  結菜(6) YRC    13.71  2 河本  由愛(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    13.91  3 髙橋  千空(6) 函館CRS    14.38  4 春日  小和(6) TONDEN.RC    14.63

空  知 道　南 道　南 札  幌
 5 篠原    奏(6) 清水陸上少年団    14.74  6 髙嶋  菜子(6) Spo-RE札内陸上ｸﾗﾌﾞ   14.82  7 吉田    椿(6) 恵庭TAC    15.21  8 阿部  莉子(6) 旭川AC    15.34

十  勝 十  勝 道　央 道　北
小学6年女子  8/15 1組 -1.6  1 曹路地陽菜(6) 釧路JRC    14.26  2 松岡  夢羽(6) 七重小陸上教室    14.39  3 ﾝﾀﾞｳｱﾀ(6) 札幌JRC    14.64  4 吉成  美遥(6) 釧路JRC    14.68

釧路地方 道　南 札  幌 釧路地方
 5 德光  聖徠(6) 室蘭陸少    14.92  6 板岡  沙英(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    15.84  7 林  実咲紀(6) NASS    16.01  8 吉田  瑠彩(6) 朝里TFC    18.01

室  蘭 ｵﾎｰﾂｸ 道　南 小樽後志
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開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

2組 -1.4  1 川辺  華乃(6) 七重小陸上教室    14.38  2 倉本  風音(6) 朝里TFC    14.42  3 菅    心海(6) 旭川AC    14.51  4 山本  咲菜(6) YRC    14.58
道　南 小樽後志 道　北 空  知

 5 大西  香瑚(6) 北海道ﾊｲﾃｸACA    14.95  6 後藤  紗彩(6) NASS    15.45  7 鈴木    凛(6) 知床斜里RC    16.20  8 佐々木詩葉(6) 本別陸上少年団    17.50
道　央 道　南 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝

3組 +0.9  1 瀬口  歩叶(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.23  2 白崎  瑞奈(6) 釧路JRC    14.31  3 大久保璃胡(6) 手稲鉄北    14.68  4 榊  かのあ(6) 釧路JRC    15.37
十  勝 釧路地方 札  幌 釧路地方

 5 山中  心寧(6) 朝里TFC    16.52  6 村木  光莉(6) 室蘭陸少    16.73   高嶋  優陽(6) NTAC DQ
小樽後志 室  蘭 札  幌



開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学5年女子  8/15 1組 -0.8  1 岡野    凜(5) NASS    15.02  2 河本  怜愛(5) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    15.02  3 大月  美優(5) 旭川AC    15.15  4 鳴海  理那(5) 室蘭陸少    15.27

道　南 道　南 道　北 室  蘭
B決勝  5 葛西  麻瑚(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    15.31  6 幕田  安寿(5) 浦河陸上少年団    15.35  7 岡元  陽愛(5) 釧路JRC    15.42  8 及川  真央(5) 岩内陸上少年団    15.71

十  勝 苫小牧 釧路地方 小樽後志
2組 -2.7  1 山田  莉瑚(5) 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐ  ー  14.43  2 大野    紗(5) TONDEN.RC    14.46  3 佐藤  莉埜(5) 美幌RC    14.66  4 吉田  柑那(5) 松前陸上少年団    14.67

札  幌 札  幌 ｵﾎｰﾂｸ 道　南
A決勝  5 若松    瑞(5) 函館CRS    14.68  6 丸井    椿(5) 知床斜里RC    14.72  7 石川    栞(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.82  8 山崎  姫愛(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.87

道　南 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝 十  勝
小学5年女子  8/15 1組  1 柴田  結菜(5) 旭川神居東陸上少年団 2:46.26  2 古舘  煌乃(5) 函館CRS  2:48.65  3 伊藤  杏奈(5) 浦幌らんらんRC  2:56.65  4 蝋山あかり(5) 別海陸上少年団  2:57.46

道　北 道　南 十  勝 釧路地方
 5 野田  愛彩(5) 美幌XC少年団  2:58.39  6 永井  咲菜(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ  3:00.26

ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ
2組  1 山本  彩瑛(5) 大樹小学校  2:45.73  2 石川    潤(5) 美幌XC少年団  2:46.78  3 河村  京葉(5) 士幌陸上ｸﾗﾌﾞ  2:49.28  4 中川  瑞月(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ  2:49.51

十  勝 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝 空  知
 5 歸山  恋夏(5) ﾁｰﾑ北斗上磯  2:49.52  6 川又  千尋(5) 大中山陸上ｸﾗﾌﾞ  2:49.64  7 德光  聖梛(5) 室蘭陸少  3:03.33

道　南 道　南 室  蘭
3組  1 竹内  琉華(5) 釧路JRC  2:40.58  2 古都  瑠亜(5) 網走陸上少年団  2:41.10  3 松井杏美李(5) 美幌RC  2:44.99  4 加藤  美羽(5) 苫小牧清水陸上ｸﾗﾌﾞ 2:45.94

釧路地方 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ 苫小牧
 5 酒井  梨帆(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ  2:47.46  6 石川  茉依(5) 千歳陸上少年団  2:51.01  7 安田  乃彩(5) SJAC  2:53.25

十  勝 道　央 札  幌
4組  1 三浦有咲美(5) 美幌XC少年団  2:36.78  2 押方  椛恋(5) 岩内陸上少年団  2:38.07  3 山田  莉央(5) R&S  2:38.68  4 豊岡  浬奈(5) 室蘭陸少  2:43.26

ｵﾎｰﾂｸ 小樽後志 札  幌 室  蘭
 5 柴田ひかり(5) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ  2:43.61  6 佐藤さくら(5) ﾁｰﾑC-3  2:44.67  7 髙田  花歩(5) 白老GRC  2:50.26

空  知 札  幌 苫小牧
5組  1 人見  仁菜(5) 足寄陸上少年団  2:28.95  2 福井  梨央(5) 千歳陸上少年団  2:33.34  3 山岸  永怜(5) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ  2:33.60  4 石川  蛍莉(5) 旭川TRC  2:35.40

十  勝 道　央 空  知 道　北
 5 澤田  桜來(5) 浦河陸上少年団  2:37.55  6 小野寺仁菜(5) 士幌陸上ｸﾗﾌﾞ  2:40.67  7 石川    華(5) 小樽AJC  2:47.59

苫小牧 十  勝 小樽後志
小学5年女子  8/15 -2.1  1 小野  愛來(5) 釧路JRC    14.07  2 谷脇那由多(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    14.38  3 遠藤  真央(5) 札幌JRC    14.76  4 林  侑里奈(5) 北海道ﾊｲﾃｸACA    14.84

釧路地方 ｵﾎｰﾂｸ 札  幌 道　央
 5 堀田  真央(5) 函館CRS    15.10  6 嵐    杏珠(5) 釧路JRC    15.13  7 立花日茉梨(5) なよろJAC    16.37  8 清水  悠帆(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    17.42

道　南 釧路地方 道　北 空  知
小学6年女子  8/15 1組 -1.4  1 朝倉優莉愛(6) 厚別ｱｽﾚﾃｨｯｸｽ    14.38  2 髙橋  千空(6) 函館CRS    14.46  3 曽福    椛(6) えりもTFC    14.54  4 長山  彩葉(6) 三石陸上ｸﾗﾌﾞ    14.72

札  幌 道　南 苫小牧 苫小牧
A決勝  5 春日  小和(6) TONDEN.RC    14.77  6 岡崎  乃音(6) 興部小学校    14.78  7 篠原    奏(6) 清水陸上少年団    14.92   山口  亜琴(6) SJAC DNS

札  幌 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝 札  幌
2組 0.0  1 大内  埜瑚(6) 美幌RC    13.61  2 橋詰  莉乃(6) TONDEN.RC    13.79  3 河本  由愛(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    13.91  4 山本  結菜(6) YRC    13.98

ｵﾎｰﾂｸ 札  幌 道　南 空  知
B決勝  5 赤沼萠依颯(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    14.09  6 丸岡  莉奈(6) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    14.18  7 工藤  咲來(6) 釧路JRC    14.29  8 佐藤  雪羽(6) TONDEN.RC    14.36

空  知 苫小牧 釧路地方 札  幌
小学6年女子  8/15 1組  1 増田  羽澪(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ  2:41.42  2 武田  琴葉(6) 千歳陸上少年団  2:42.13  3 甲斐  陽葵(6) 清里陸上少年団  2:42.31  4 名雪  詩織(6) 美幌RC  2:48.18

空  知 道　央 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ
 5 松崎  心美(6) 別海陸上少年団  2:52.33  6 渡邊  心暖(6) 白糠陸上少年団  2:52.59  7 木村  玲菜(6) 朝里TFC  2:53.91

釧路地方 釧路地方 小樽後志
2組  1 松本  橙和(6) 東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 2:40.48  2 本間さくら(6) 知床斜里RC  2:41.81  3 金津美和菜(6) 東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 2:43.19  4 成田  梨恋(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ  2:44.97

道　北 ｵﾎｰﾂｸ 道　北 道　南
 5 中村  柚杏(6) 北海道AC  2:46.16  6 飯山    旭(6) 美幌RC  2:46.73  7 黒坂  理央(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ  2:47.85

室  蘭 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝
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開催日 令和３年８月１５日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

3組  1 反怖ひより(6) 美幌RC  2:34.76  2 髙畑  芽依(6) 大中山陸上ｸﾗﾌﾞ  2:39.55  3 細川  瑠花(6) 美幌RC  2:39.57  4 中村  美月(6) 沼ﾉ端RSC  2:41.09
ｵﾎｰﾂｸ 道　南 ｵﾎｰﾂｸ 苫小牧

 5 雪田  和花(6) 手稲鉄北  2:41.27  6 土井  尋菜(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ  2:41.37  7 布施  妃葵(6) 恵庭TAC  2:47.17
札  幌 十  勝 道　央

4組  1 鳴海  星恋(6) 北海道AC  2:31.27  2 中村  桃愛(6) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ  2:35.61  3 長尾  汐莉(6) 浦河陸上少年団  2:38.51  4 香川  莉奈(6) SJAC  2:38.89
室  蘭 空  知 苫小牧 札  幌

 5 沢  優季那(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ  2:39.18  6 池田  朱莉(6) 札幌JRC  2:42.93  7 野坂  弥由(6) 芽室陸上少年団  2:48.03   大石沙也加(6) 朝里TFC DNS
十  勝 札  幌 十  勝 小樽後志

5組  1 久保  柑奈(6) 美幌XC少年団  2:24.36  2 佐々木百優(6) 小樽AJC  2:25.95  3 小林  和奏(6) 室蘭陸少  2:28.11  4 後藤  真帆(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ  2:30.12
ｵﾎｰﾂｸ 小樽後志 室  蘭 道　南

 5 平賀  星空(6) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ  2:30.61  6 阿部  由愛(6) ﾁｰﾑC-3  2:30.72  7 中村  梨乃(6) TONDEN.RC  2:31.61  8 大西莉代奈(6) TONDEN.RC  2:33.65
道　南 札  幌 札  幌 札  幌

小学6年女子  8/15 0.0  1 松岡  夢羽(6) 七重小陸上教室    13.78  2 曹路地陽菜(6) 釧路JRC    14.11  3 瀬口  歩叶(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    14.11  4 倉本  風音(6) 朝里TFC    14.14
道　南 釧路地方 十  勝 小樽後志

 5 白崎  瑞奈(6) 釧路JRC    14.23  6 菅    心海(6) 旭川AC    14.54  7 山本  咲菜(6) YRC    14.73  8 川辺  華乃(6) 七重小陸上教室    15.08
釧路地方 道　北 空  知 道　南

80mH



開催日 令和３年８月１５日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学5年女子  8/15 1組     1 函館CRS 堀田  真央(5) 若松    瑞(5) 古舘  煌乃(5) 石岡  乃愛(5)       56.55           

    2 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 倉田  唯愛(5) 嶋谷  椎名(5) 熊谷  友里(5) 山田  莉瑚(5)       58.92           
    3 岩内陸上少年団 岩口  葵陽(5) 武田  璃穏(5) 及川  真央(5) 押方  椛恋(5)       59.18           
    4 室蘭陸少 奥村  菜月(5) 伊藤  妃那(5) 豊岡  浬奈(5) 鳴海  理那(5)       59.73           
    5 札幌JRC 遠藤  真央(5) 城林  うた(5) 本柳妃音乃(5) 安達  侑歩(5)     1:00.00           
    6 小樽AJC 中畑    粋(5) 藤井  彩花(5) 石川    華(5) 木藤  心音(5)     1:02.34           
    7 別海陸上少年団 宮古    杏(5) 八木ひかり(5) 前田  柚葉(5) 高橋  陽愛(5)     1:02.57           
    8 室蘭蘭北 盛川日心夏(5) 小林  琉彩(5) 古川あおい(5) 山本  小春(5)     1:07.99           
     知床斜里RC 瀬川ここみ(5) 丸井    椿(5) 永江  綺良(5) 金澤  琉花(5) DQ        R1(3-4)

2組     1 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 眞鍋  優月(5) 石川    栞(5) 葛西  麻瑚(5) 山崎  姫愛(5)       57.03           
    2 釧路JRC 竹内  琉華(5) 小野  愛來(5) 佐藤  琴奈(5) 岡元  陽愛(5)       58.58           
    3 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 久保田千瑚(5) 和田  明栞(5) 飯田  凛花(5) 金本亜沙菜(5)       59.28           
    4 浦河陸上少年団 向井  琉花(5) 澤田  桜來(5) 大野  美月(5) 幕田  安寿(5)     1:00.74           
    5 美幌RC 福井こよみ(5) 佐藤  莉埜(5) 石川  知優(5) 松井杏美李(5)     1:00.79           
    6 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 鈴木  苺香(5) 髙橋  桜羽(5) 清水  悠帆(5) 滝沢  美陽(5)     1:03.06           
    7 鹿追陸上ｸﾗﾌﾞ 佐藤  玲菜(5) 木村  千夏(5) 佐伯  はな(5) 山本  結菜(5)     1:03.52           
     朝里TFC DNS       

小学6年女子  8/15 1組     1 TONDEN.RC 佐藤  雪羽(6) 橋詰  莉乃(6) 春日  小和(6) 大野    紗(5)       55.28           
    2 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 門脇  風花(6) 河本  怜愛(5) 小松  由奈(6) 河本  由愛(6)       57.24           
    3 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 沢  優季那(6) 瀬口  歩叶(6) 土井  尋菜(6) 福田  琴世(6)       57.67           
    4 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 佐々木夏菜(6) 丸岡  莉奈(6) 田中 こまち(5) 坂本梨理愛(5)       58.19           
    5 ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ 木村  結衣(5) 板岡  沙英(6) 相馬  羽夏(5) 谷脇那由多(5)     1:00.69           
    6 網走陸上少年団 田宮  綾乃(5) 小崎  杏梨(5) 小堀  空來(5) 金兵  希空(5)     1:02.63           
    7 岩内陸上少年団 安田あいさ(5) 中村  柚葉(5) 大山  千咲(5) 森下  ﾕﾘｱ(6)     1:07.46           
     深川陸上ｸﾗﾌﾞ 山岸  永怜(5) 中村  桃愛(6) 松本  桃佳(5) 麻生    雫(6) DQ        R1(3-4)10m

2組     1 室蘭陸少 德光  聖徠(6) 千葉  日葵(6) 小林  和奏(6) 船越  心夢(6)       56.62           
    2 札幌JRC 笠松  栞名(6) ﾝﾀﾞｳｱﾀ(6) 池田  朱莉(6) 横井  虹遥(6)       56.71           
    3 芽室陸上少年団 横山  千亜(6) 新宅  桜香(6) 野坂  弥由(6) 植松  葉那(6)       58.84           
    4 SJAC 札  幌 米田  悠舞(6) 村松  夏帆(6) 宇野  綺華(6) 香川  莉奈(6)       59.23           
    5 函館CRS 上村  愛梨(6) 岡部菜々実(6) 坂田  すず(6) 加藤  星桜(6)       59.65           
    6 沼ﾉ端RSC 山端  心優(6) 西原  美羽(6) 寺田  楓華(6) 中村  美月(6)     1:01.62           
    7 別海陸上少年団 紫藤  勇那(6) 松崎  心美(6) 紫藤  來那(6) 石森  穂郁(6)     1:02.15           
    8 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 高橋來蓮杏(5) 中川  瑞月(5) 増田  羽澪(6) 谷本あかり(6)     1:04.34           

3組     1 美幌RC 細川  瑠花(6) 大内  埜瑚(6) 反怖ひより(6) 尾中ふたば(6)       57.15           
    2 NTAC 手塚  なこ(6) 高嶋  優陽(6) 新田  羚夏(6) 江蔵  心春(6)       57.67           
    3 恵庭TAC 岩切    茜(6) 布施  妃葵(6) 野口  苺香(5) 吉田    椿(6)       58.95           
    4 七重小陸上教室 野口  桃佳(6) 松岡  夢羽(6) 川端  柊子(6) 川辺  華乃(6)       59.23           
    5 朝里TFC 吉田  瑠彩(6) 倉本  風音(6) 山中  心寧(6) 若松みちか(6)       59.62           
    6 釧路JRC 白崎  瑞奈(6) 松田陽菜子(6) 吉成  美遥(6) 曹路地陽菜(6)     1:00.13           
    7 留寿都陸上少年団 工藤  緒莉(6) 佐々木心優(6) 石井  愛咲(6) 工藤  希美(6)     1:03.81           
    8 室蘭天神小 熊谷  瞭那(6) 新岡さくら(6) 菅原千煌奈(6) 工藤  琉奈(6)     1:03.86           

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ

４×１００ｍ



開催日 令和３年８月１５日（日） リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学5年女子  8/15     1 函館CRS 堀田  真央(5) 若松    瑞(5) 古舘  煌乃(5) 石岡  乃愛(5)       57.12           

    2 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 眞鍋  優月(5) 石川    栞(5) 葛西  麻瑚(5) 山崎  姫愛(5)       58.27           
    3 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 倉田  唯愛(5) 嶋谷  椎名(5) 熊谷  友里(5) 山田  莉瑚(5)       59.15           
    4 釧路JRC 竹内  琉華(5) 小野  愛來(5) 佐藤  琴奈(5) 岡元  陽愛(5)       59.30           
    5 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 久保田千瑚(5) 和田  明栞(5) 飯田  凛花(5) 金本亜沙菜(5)     1:00.08           
    6 岩内陸上少年団 岩口  葵陽(5) 武田  璃穏(5) 及川  真央(5) 押方  椛恋(5)     1:00.24           
    7 札幌JRC 遠藤  真央(5) 城林  うた(5) 本柳妃音乃(5) 安達  侑歩(5)     1:00.76           
    8 室蘭陸少 奥村  菜月(5) 伊藤  妃那(5) 豊岡  浬奈(5) 鳴海  理那(5)     1:01.16           

小学6年女子  8/15     1 TONDEN.RC 佐藤  雪羽(6) 橋詰  莉乃(6) 春日  小和(6) 大野    紗(5)       54.93           
    2 室蘭陸少 德光  聖徠(6) 千葉  日葵(6) 小林  和奏(6) 船越  心夢(6)       56.06           
    3 札幌JRC 笠松  栞名(6) ﾝﾀﾞｳｱﾀ(6) 池田  朱莉(6) 横井  虹遥(6)       56.56           
    4 美幌RC 細川  瑠花(6) 大内  埜瑚(6) 反怖ひより(6) 尾中ふたば(6)       56.79           
    5 NTAC 加藤    天(6) 高嶋  優陽(6) 新田  羚夏(6) 江蔵  心春(6)       56.93           
    6 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ 小田  実來(6) 河本  怜愛(5) 小松  由奈(6) 河本  由愛(6)       57.40           
    7 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 沢  優季那(6) 瀬口  歩叶(6) 土井  尋菜(6) 福田  琴世(6)       58.21           
    8 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ 佐々木夏菜(6) 丸岡  莉奈(6) 田中 こまち(5) 坂本梨理愛(5)       59.40           

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ

４×１００ｍ



開催日 令和３年８月１５日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] 跳躍審判長  米谷　元捷
投てき審判長米谷　元捷

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学5年女子  8/15  1 山本  結菜(5) 鹿追陸上ｸﾗﾌﾞ    1.15  1 佐藤寧々花(5) 釧路JRC    1.15  3 相馬  羽夏(5) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    1.15  4 杉森  湖音(5) 芽室町上美生小    1.15

十  勝 釧路地方 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝
 5 瀬川ここみ(5) 知床斜里RC    1.10  5 音田  える(5) 知床斜里RC    1.10  5 升田  那奈(5) 留寿都陸上少年団   1.10  5 石川  知優(5) 美幌RC    1.10

ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ 小樽後志 ｵﾎｰﾂｸ
 9 青木恋乃葉(5) 真駒内桜山小    1.10  9 渡辺  心暖(5) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ    1.10  9 田中  怜來(5) 苫小牧西陸上ｸﾗﾌ ゙  1.10  9 山口  李紗(5) 朝里TFC    1.10

札  幌 道　南 苫小牧 小樽後志
13 澤田    花(5) 前田ﾒﾛｽ    1.10 13 加藤  優奈(5) 南幌SAC    1.10 15 小山内ひより(5)室蘭地球岬    1.10 16 岩城  幸奈(5) 室蘭地球岬    1.05

札  幌 空  知 室  蘭 室  蘭
16 坂本梨理愛(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    1.05 18 水野  楽々(5) NASS    1.05 18 板谷  梨央(5) NASS    1.05 18 西田  わこ(5) 厚岸RC    1.05

苫小牧 道　南 道　南 釧路地方
21 大野  美月(5) 浦河陸上少年団    1.05 22 山本  桜咲(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    1.00   本間  優来(5) 朝里TFC DNS

苫小牧 空  知 小樽後志
小学5年女子  8/15  1 松本  結菜(5) 旭川TRC    4.08  2 小野寺理子(5) 松前陸上少年団    4.03  3 平    絢星(5) 釧路JRC    4.02  4 眞田  陽向(5) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    3.99

道　北  +2.1 道　南  +0.4 釧路地方  +2.7 十  勝  +2.7
 5 松原  結名(5) 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐ  ー  3.91  6 伊藤  妃那(5) 室蘭陸少    3.84  7 藤井  彩花(5) 小樽AJC    3.75  8 武田  璃穏(5) 岩内陸上少年団    3.73

札  幌  +2.2 室  蘭  +0.2 小樽後志  +2.6 小樽後志  +0.8
 9 田中 こまち(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    3.66 10 金澤  琉花(5) 知床斜里RC    3.64 11 小田島璃奈(5) 釧路JRC    3.61 12 松本  玲奈(5) NASS    3.35

苫小牧  +1.4 ｵﾎｰﾂｸ  +1.8 釧路地方  +0.4 道　南  -1.4
13 井鳥  彩楽(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    3.31 14 髙橋  桜羽(5) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    3.31 15 皆口  夏輝(5) 鷲ﾉ木陸上ｸﾗﾌﾞ    3.21 16 坂本  亜優(5) 恵庭TAC    2.87

苫小牧  +2.6 空  知  -0.6 道　南  +0.1 道　央  +1.8
17 内城  七美(5) 室蘭地球岬    2.73   野口  夏帆(5) 士幌陸上ｸﾗﾌﾞ NM

室  蘭  +0.8 十  勝  
小学5年女子  8/15  1 入山  夏羽(5) 京極陸上少年団   40.23  2 木村  美桜(5) 常呂陸上少年団   38.08  3 大久保志穂(5) 木古内小学校   37.67  4 坂口  優海(5) 室蘭陸少   36.64

小樽後志 ｵﾎｰﾂｸ 道　南 室  蘭
 5 小林  陽葵(5) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ   36.03  6 和田  明栞(5) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ   33.79  7 毛利  夢菜(5) 黒松内陸少   33.14  8 定廣采里紅(5) 室蘭地球岬   31.61

苫小牧 道　南 小樽後志 室  蘭
 9 林    芽衣(5) MJAC   29.27 10 川村  花代(5) 厚岸RC   28.58 11 志村  美紅(5) 鶴居AC   27.32 12 犬山  佳音(5) えりもTFC   26.62

札  幌 釧路地方 釧路地方 苫小牧
  石岡  奈緒(5) 札幌市立札苗北小DNS   中村  夏帆(5) 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

札  幌 道　南
小学6年女子  8/15  1 佐々木夏菜(6) 厚真ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑ    1.26  2 佐々木結希奈(6) TEAM北斗浜分    1.23  3 長谷川心音(6) 乙部SC    1.23  3 谷本あかり(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ    1.23

苫小牧 道　南 道　南 空  知
 3 藤原  美結(6) 滝川陸上ｸﾗﾌﾞ    1.23  6 朴木  毬乃(6) Spo-RE札内陸上ｸﾗﾌﾞ   1.20  6 酒井  彩吹(6) 網走陸上少年団    1.20  8 宮部  愛咲(6) 鹿追陸上ｸﾗﾌﾞ    1.20

空  知 十  勝 ｵﾎｰﾂｸ 十  勝
 8 横井  虹遥(6) 札幌JRC    1.20 10 田村  愛美(6) 苫小牧清水陸上ｸﾗﾌﾞ   1.15 11 茂木ひなた(6) ｵﾎｰﾂｸｷｯｽﾞ    1.15 12 吉田    葵(6) 網走陸上少年団    1.10

札  幌 苫小牧 ｵﾎｰﾂｸ ｵﾎｰﾂｸ
13 佐藤  穂佳(6) 室蘭陸少    1.10 14 小間  美冴(6) 黒松内陸少    1.05

室  蘭 小樽後志
小学6年女子  8/15  1 黒舘  未采(6) 手稲鉄北    4.47  2 上妻  咲桜(6) 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ    4.35  3 船越  心夢(6) 室蘭陸少    4.32  4 服部  瑚白(6) TEAM北斗浜分    4.30

札  幌  +1.8 十  勝  -0.9 室  蘭  +0.7 道　南  +1.7
 5 倉持  璃良(6) 乙部SC    4.21  6 須田  心海(6) 赤平陸上ｸﾗﾌﾞ    4.21  7 南    琉奈(6) 函館CRS    4.20  8 加藤    天(6) NTAC    4.13

道　南  +0.1 空  知  +0.9 道　南  +2.0 札  幌  +3.7
 9 髙木  優佳(6) 京極陸上少年団    4.12 10 高田  実夢(6) 浦幌らんらんRC    3.92 11 新宅  桜香(6) 芽室陸上少年団    3.92 12 藤谷  愛音(6) 久遠陸上少年団    3.86

小樽後志  +1.9 十  勝  +3.1 十  勝  +3.5 道　南  +0.7
13 高橋凜々花(6) 黒松内陸少    3.76 14 久保瑠海奈(6) 室蘭市立海陽小学校   3.73 15 紫藤  勇那(6) 別海陸上少年団    3.21 16 水谷  有里(6) 常呂陸上少年団    3.13

小樽後志  +1.9 室  蘭  +0.6 釧路地方  +0.9 ｵﾎｰﾂｸ  +1.0

走高跳

走幅跳

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳

走幅跳

ジャベリック



開催日 令和３年８月１５日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] 跳躍審判長  米谷　元捷
投てき審判長米谷　元捷

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

小学6年女子  8/15  1 佐藤  希夢(6) 本別陸上少年団    8.65  2 方川  心結(6) 足寄陸上少年団    8.10  3 毛利  姫菜(6) 黒松内陸少    7.15  4 佐々木そら(6) Spo-RE札内陸上ｸﾗﾌﾞ   6.64
十  勝 十  勝 小樽後志 十  勝

 5 野口  桃佳(6) 七重小陸上教室    6.39  6 荒川  結愛(6) 朝里TFC    6.21  7 嶋  百合奈(6) あさひ小陸上部    5.85  8 松井  玲菜(6) 釧路JRC    5.53
道　南 小樽後志 道　南 釧路地方

 9 荒    一花(6) 豊浦町立豊浦小学校   5.22 10 山﨑  地恵(6) 豊浦町立豊浦小学校   5.13 11 梶浦えあり(6) 釧路JRC    4.71 12 牧野  香音(6) なよろJAC    4.29
室  蘭 室  蘭 釧路地方 道　北

小学6年女子  8/15  1 植松  葉那(6) 芽室陸上少年団   52.99  2 前畑さくら(6) 厚岸RC   47.32  3 小田  実來(6) 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ   40.41  4 松田陽菜子(6) 釧路JRC   39.39
十  勝 大会新 釧路地方 道　南 釧路地方

 5 永桶    蘭(6) 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ   34.41  6 野崎ことみ(6) 泊小学校   33.15  7 市戸  真実(6) 木古内小学校   32.24  8 草岡  芽依(6) 登別鷲別   30.71
空  知 小樽後志 道　南 室  蘭

 9 麻生    雫(6) 深川陸上ｸﾗﾌﾞ   30.12 10 加賀澤芹那(6) 室蘭市立海陽小学校  28.30 11 工藤  緒莉(6) 留寿都陸上少年団  27.70 12 笠松  栞名(6) 札幌JRC   24.47
空  知 室  蘭 小樽後志 札  幌

13 菊地  叶海(6) 千歳陸上少年団   14.72   山本  祐綺(6) 札幌市立北の沢小学校DNS
道　央 札  幌

砲丸投

ジャベリック



日清食品カップ　北海道小学生陸上競技交流大会
第39回北海道小学生陸上競技大会

混成審判長
ﾄﾗｯｸ審判長 米澤　　勝
跳躍審判長 米谷　元捷
投てき審判長 米谷　元捷
記録主任 前田　治彦

北海道小学記録(HER)              1996 
大会記録(GR)                     1993 

塩田  梢葉(6) 釧路JRC       13.66        1.24    1972
ｼｵﾀﾞ ｺﾉﾊ    (+0.1)    

釧路地方    1007     965
大西紗李亜(6) 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ       13.55        1.21    1956
ｵｵﾆｼ ｻﾘｱ    (+0.1)    

札  幌    1026     930
山内  咲耶(6) 上浦幌中央陸上少年団      14.73        1.33    1893
ﾔﾏｳﾁ  ｻﾔ    (+0.1)    

十  勝     824    1069
若松みちか(6) 朝里TFC       14.41        1.24    1844
ﾜｶﾏﾂ  ﾐﾁｶ    (+0.1)    

小樽後志     879     965
嶋    綾音(6) あさひ小陸上部       15.26        1.27    1733
ｼﾏ ｱﾔﾈ    (+0.1)    

道　南     734     999
塚本  夏世(6) 黒松内陸少       16.85        1.21    1392
ﾂｶﾓﾄ  ｶﾖ    (+0.1)    

小樽後志     462     930
奧谷帆乃花(6) 釧路JRC       17.30        1.09    1177
ｵｸﾔ ﾎﾉｶ    (+0.1)    

釧路地方     385     792
藤岡  春歩(6) NASS       18.11        1.06    1003
ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾙﾎ    (+0.1)    

道　南     246     757

8   337

5   309

6   494

7   606

2   458

3   588

4   504

記録

備考

1   600

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 80mH H.J

競技結果        小学6年女子     コンバインドA［           
2021/08/15 15:16



開催日 令和３年８月１５日（日） 混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]） 小学6年女子  コンバインドＢ［女］

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] 混成審判長  

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

  536   517   373   307   498   622   384   598   590   436
村山  はな(6) 工藤  希美(6) 千葉  日葵(6) 鳴海  芽衣(6) 成田  莉歩(6) 高松  佳蓮(6) 大塚  ひな(6) 三井  花菜(6) 木幡  優来(6) 新田  羚夏(6)
深川陸上ｸﾗﾌﾞ 留寿都陸上少年団室蘭陸少 知内陸上ｸﾗﾌﾞ 小樽AJC 鶴居AC 登別青葉小 幕別陸上少年団 清水陸上少年団 NTAC
空  知 小樽後志 室  蘭 道　南 小樽後志 釧路地方 室  蘭 十  勝 十  勝 札  幌

L.J     4.37   997     3.70   809     3.80   837     4.21   952     3.54   764     3.92   871     3.08   636     3.20   669     2.96   602       NM     0
  (+0.4)   997   (-0.5)   809   (-2.0)   837   (-0.1)   952   (+2.5)   764   (-1.4)   871   (+0.9)   636    (0.0)   669   (+2.6)   602             0

ジャベリッ    40.89   891    45.34   981    43.62   946    31.62   702    31.67   703    23.75   542    31.99   710    28.68   643    28.22   633    38.06   833
         1888          1790          1783          1654          1467          1413          1346          1312          1235           833

総得点  1888  1790  1783  1654  1467  1413  1346  1312  1235   833
順位     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10



開催日 令和３年８月１５日（日） リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学6年男女  8/15     1 SJAC 札  幌 山口  亜琴(6) 加藤  瑛太(6) 中島  綺音(6) 鹿戸  泰成(5)       54.05           

    2 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 平賀  星空(6) 佐藤  奨真(6) 後藤  真帆(6) 佐藤  湊太(6)       54.22           
    3 函館CRS 髙橋  千空(6) 松田  大雅(6) 南    琉奈(6) 小林  一奈(6)       54.99           
    4 NASS 道　南 鈴木    此(6) 神田  蒼生(6) 後藤  紗彩(6) 長谷部  豊(6)       55.61           
    5 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 黒坂  理央(6) 上妻  咲桜(6) 野崎  煌士(6) 本庄  航己(5)       55.68           
    6 手稲鉄北 阿部  隼己(6) 黒舘  未采(6) 大久保璃胡(6) 上村  健人(5)       55.69           
    7 TEAM北斗浜分 道　南 梅本  桧人(6) 服部  瑚白(6) 佐々木結希奈(6) 本間  陽輝(6)       56.69           
    8 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 永桶    蘭(6) 鈴木  冬汰(6) 小西  温葵(6) 赤沼萠依颯(6)       57.18           

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ



開催日 令和３年８月１５日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名 北海道 [1] 競技会名 日清食品カップ北海道小学生陸上競技交流大会 ｺｰﾄﾞ  [21010483] ﾄﾗｯｸ審判長  米澤　　勝

競技場名 函館市千代台公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [012040] 記録主任    前田　治彦

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学6年男女  8/15 1組     1 SJAC 札  幌 山口  亜琴(6) 加藤  瑛太(6) 中島  綺音(6) 鹿戸  泰成(5)       54.38           

    2 岩見沢陸上ｸﾗﾌﾞ 永桶    蘭(6) 鈴木  冬汰(6) 小西  温葵(6) 赤沼萠依颯(6)       55.83           
    3 厚別ｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 島田  結太(6) 塚本  悠生(6) 盛田  悠音(6) 中村  知世(6)       55.86           
    4 釧路JRC 塩田  梢葉(6) 綱淵    蓮(6) 木明  藍琉(6) 工藤  咲來(6)       56.86           
    5 鹿追陸上ｸﾗﾌﾞ 堀江  もも(6) 鈴木  謙心(6) 中谷  宇汰(6) 宮部  愛咲(6)       58.38           
    6 滝川陸上ｸﾗﾌﾞ 鈴木  那奈(5) 正木  優樹(5) 草田  健登(5) 藤原  美結(6)       58.77           
    7 室蘭陸少 德光  聖梛(5) 浅木弘太郎(6) 村木  光莉(6) 河原  琉生(6)     1:00.90           
    8 美幌RC 山口  珠依(5) 前田  柚樹(6) 上原  穂香(6) 吉田  壮佑(5)     1:03.17           

2組     1 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ 成田  梨恋(6) 佐藤  奨真(6) 後藤  真帆(6) 佐藤  湊太(6)       54.66           
    2 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ 黒坂  理央(6) 上妻  咲桜(6) 野崎  煌士(6) 本庄  航己(5)       55.05           
    3 手稲鉄北 阿部  隼己(6) 黒舘  未采(6) 大久保璃胡(6) 上村  健人(5)       55.33           
    4 小樽AJC 三宅  蒼空(6) 高橋  純生(6) 成田  莉歩(6) 佐々木百優(6)       57.16           
    5 東光ｽﾎﾟｰﾂ少年団 栗原  吏乎(6) 松本  橙和(6) 森    大晟(6) 浪岡  凌玖(6)       59.92           
    6 朝里TFC 高橋  弥来(6) 齋藤  紗花(6) 平塚  一琥(6) 播摩  亘輝(6)     1:02.26           
    7 鶴居AC 梅津  花鈴(5) 東    皇希(6) 志村  美紅(5) 須藤  旭飛(5)     1:06.14           

3組     1 函館CRS 髙橋  千空(6) 松田  大雅(6) 南    琉奈(6) 小林  一奈(6)       54.77           
    2 NASS 道　南 鈴木    此(6) 神田  蒼生(6) 後藤  紗彩(6) 長谷部  豊(6)       54.89           
    3 TEAM北斗浜分 道　南 梅本  桧人(6) 服部  瑚白(6) 佐々木結希奈(6) 本間  陽輝(6)       55.63           
    4 浦河陸上少年団 濱野谷海斗(6) 丸山  遥誠(6) 松田  咲優(6) 長尾  汐莉(6)       55.86           
    5 網走陸上少年団 吉田    葵(6) 酒井  彩吹(6) 前田  托海(6) 岩本  誠介(6)       56.72           
    6 ｳﾞｪｲﾂ石狩陸上ｸﾗﾌﾞ 佐々木優輝(6) 相嶋  栞和(6) 大澤  瑛花(5) 大島  颯良(5)       58.22           
    7 登別鷲別 大友  悠楓(6) 草岡  芽依(6) 浅野  悠斗(6) 杉山    渉(6)     1:00.63           

チーム名 競技者名１

４×１００ｍ


