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第47回小学生陸上競技秋季大会　　日清食品カップ 福井県小学生陸上競技交流大会 2020年10月18日(日)

主催：一般財団法人福井陸上競技協会　　共催：福井県教育委員会　福井新聞社 決勝一覧表
福井県営陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子５年 10/18 １００ｍ 小林 弥真士(5) 14.13 木村 稜良(5) 14.50 吉田 永翔(5) 14.94 吉田 晴翔(5) 14.99 手鹿 悠明(5) 15.01 吉田 航(5) 15.13 野阪 桐暖(5) 15.23 浜瀬 友翔(5) 15.26

成器南 -1.4 UTICT&FJr -0.3 丸岡陸上スポ少 -0.3 UTICT&FJr -1.5 UTICT&FJr -0.3 wecan -0.3 東郷陸上 -1.4 福井ﾌｪﾆｯｸｽ -1.4 
男子５年 10/18 １５００ｍ 野尻 陸斗(5)  5:02.26 高野 疾颯(5)  5:05.11 阪井 健心(5)  5:10.37 髙橋 央祐(5)  5:18.24 向岩 玖恩(5)  5:26.36 吉村 琉翔(5)  5:28.64 棗 隆人(5)  5:31.04 福島 諒(5)  5:31.16

みんスポクラブ 勝山ＲＣ 鯖江ランキッズ UTICT&FJr みんスポクラブ 東郷陸上 白山小 福井ﾌｪﾆｯｸｽ

男子５年 10/18 ８０ｍＨ 三原 直紀(5) 15.18 滝口 侑誠(5) 18.39
(0.7m/7m) 鯖江ランキッズ -0.5 wecan -0.5 

男子５年 10/18 ４×１００ｍ ﾋﾟｰｽACＢ  1:00.19 武生南  1:04.58
  田中 優翔(5)   西坂 優獅(5)
  杉坂 瞭太朗(5)   山腰 光輝(5)
  前田 湊(5)   福田 悠力(5)
  中川 尋(5)   田中 滉己(5)

男子５年 走高跳 （エントリーなし）

男子５年 10/18 走幅跳 山内 拓馬(5) 2m84 菅原 流星(5) 2m71
東郷陸上 -0.4 みのり陸上 -0.5 

男子５年 10/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 吉田 翔真(5)  50m20 末政 大志(5)  40m88 中村 銀翔(5)  35m02 笠松 煌己(5)  33m40 近間 新ノ介(5)  30m03 新海 綾人(5)  28m03 仁川 拓真(5)  18m93
武生西小 NPR TRB 大石陸上 成器南 成器南 大石陸上 敦賀Jr. みのり陸上

男子６年 10/18 １００ｍ 富田 尚毅(6) 12.69 野坂 圭(6) 13.64 髙間 陽斗(6) 14.02 松村 幸樹(6) 14.26 辻川 朝陽(6) 14.48 中尾 理人 14.49 髙山 凌空(6) 14.54
ｱｽﾘｭｩﾄAC -0.6 TRB 福井ﾌｪﾆｯｸｽ -0.6 大石陸上 -1.3 東郷陸上 -0.6 越前陸協ＡＣ -0.6 吉川SS -1.3 ピースＡＣ -0.7 

酒井 淳之介(6) 13.64
丸岡陸上スポ少 -0.6 

男子６年 10/18 １５００ｍ 山本 竜星(6)  5:01.82 齋藤 結人(6)  5:13.68 道願 蒼空(6)  5:15.66 布目 瞬輔(6)  5:29.57 西村 柊哉(6)  5:35.21 中村 遼太  5:36.04 増田 健吾(6)  5:41.61 田村 優斗(6)  5:46.25
池田小学校 鯖江ランキッズ みんスポクラブ ピースＡＣ 敦賀Jr. 吉川SS 大石陸上 大石陸上

男子６年 10/18 ８０ｍＨ 長崎 快星(6) 14.46
(0.7m/7m) みんスポクラブ -0.5 

男子６年 10/18 ４×１００ｍ ﾋﾟｰｽACＡ 51.89
  木村 月音(6) TRB
  北川 瑛介(6)
  多賀 航己(6)
  上田 恵梧(6)

男子６年 10/18 走高跳 西川 拓摩(6) 1m25 渡辺 伊織(6) 1m20
丸岡陸上スポ少 みのり陸上

男子６年 10/18 走幅跳 小林 良輔(6) 4m52 金谷 迅(6) 3m91 若林 惺次郎(6) 3m70 齋藤 煌生 3m33 冨田 圭吾(6) 3m29 井上 貴陽(6) 2m61
UTICT&FJr -0.3 丸岡陸上スポ少 -0.9 みんスポクラブ +0.5 吉川SS +0.3 東郷陸上 -0.1 東郷陸上 -0.8 

男子６年 10/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 月岡 大晟(6)  47m34 森 リュウイチ(6)  40m72 澤田 怜旺(6)  35m55 榎 勇一(6)  34m30 伊藤 一敬(6)  34m23 佐々木 逞巳(6)  32m94 松田 朋樹(6)  32m25 中司 大陽  30m63
ピースＡＣ 武生南 みんスポクラブ みんスポクラブ みんスポクラブ 大石陸上 みんスポクラブ 吉川SS

男子 10/18 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 佐々木 空(6)  2295 本田 真梧(6)  1957 振川 晏果(6)  1871 中尾 章人  1806 辻 寛次朗(6)  1094 岩尾 真(6)   779 尾﨑 友梧(6)   150
丸岡陸上スポ少 NPR TRB 丸岡陸上スポ少 丸岡陸上スポ少 吉川SS みのり陸上 北新庄小 みのり陸上
13.05/-0.4-1m43 13.41/-0.4-1m19 13.91/-0.4-1m19 14.50/-0.4-1m22 18.26/-0.4-1m16 15.29/-0.4-NM 19.86/-0.4-NM

※走高跳1m43→目標記録突破（TRB）

男子 10/18 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 元山 尚紀(6)  2283 森木 優太(5)  1873 住田 成大(6)  1770 白崎 友梧(6)  1428 田中 一茶(5)   562
丸岡陸上スポ少 NPR TRB 武生西小 丸岡陸上スポ少 wecan UTICT&FJr
4m85/-0.6-53m74 4m22/-1.2-42m25 3m77/-0.5-43m34 3m16/-1.2-34m97 NM-22m24

80mH-走高跳

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

凡例（NPR:福井県新記録/ TRB:県目標記録突破）
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第47回小学生陸上競技秋季大会　　日清食品カップ 福井県小学生陸上競技交流大会 2020年10月18日(日)

主催：一般財団法人福井陸上競技協会　　共催：福井県教育委員会　福井新聞社 決勝一覧表
福井県営陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子５年 10/18 １００ｍ 榮 南智(5) 14.93 石川 夕乃(5) 15.23 前田 結凪(5) 15.65 清水 愛莉那(5) 15.88 中村 果穂(5) 16.02 林 咲絢(5) 16.31 福岡 愛梨(5) 16.32 竹内 悠華(5) 16.34

ピースＡＣ -0.6 丸岡陸上スポ少 -0.6 wecan -0.6 UTICT&FJr -0.6 東郷陸上 -0.9 ピースＡＣ -0.6 東郷陸上 -1.1 福井ﾌｪﾆｯｸｽ -0.6 
女子５年 10/18 １５００ｍ 松本 紗弥(5)  5:30.58 野崎 実愛(5)  5:34.98 奥村 望愛(5)  5:36.23 北川 奈聖(5)  5:36.83 伊藤 咲和(5)  5:39.48 奥野 琴音(5)  5:44.74 片村 日咲(5)  5:44.76 石川 悠空(5)  5:52.29

UTICT&FJr 敦賀Jr. ｱｽﾘｭｩﾄAC ブレイク 武生西小 敦賀Jr. 勝山ＲＣ 丸岡陸上スポ少

女子５年 10/18 ８０ｍＨ 谷尾 采星(5) 16.24 川内 恋(5) 23.03
(0.7m/7m) 武生西小 -0.7 ディスポルテ -0.7 

女子５年 10/18 ４×１００ｍ UTIC T&F Jr 56.69
  岩堀 寧々花(5) NPR TRB
  三谷 まい(5)
  畑 絢奈(5)
  西出 結香(5)

女子５年 10/18 走高跳 山村 由弥(5) 1m15 佐々木 琉夏(5) 1m10 山野田 杏香(5) 1m10
武生南 丸岡陸上スポ少 丸岡陸上スポ少

女子５年 10/18 走幅跳 藤田 紗季(5) 4m04 樋口 嘉恋(5) 3m38 南 葵衣(5) 3m34 大木 陽莉(5) 3m27
AWARA.T&F -1.3 丸岡陸上スポ少 -1.0 福井ﾌｪﾆｯｸｽ -0.6 丸岡陸上スポ少 -0.0 

女子５年 10/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 和田 ゆきの(5)  31m01 吉田 望花(5)  26m49
成器南 ブレイク

女子６年 10/18 １００ｍ 桝谷 皐月(6) 14.25 吉田 早希(6) 14.46 伊藤 紫世(6) 14.68 山口 玲花(6) 14.77 廣辻 七花(6) 14.94 北野 真悠(6) 14.97 清水 柚葉(6) 15.30 嶋田 珠季(6) 15.37
福井ﾌｪﾆｯｸｽ -0.1 福井ﾌｪﾆｯｸｽ -0.1 AWARA.T&F -1.7 UTICT&FJr -1.8 wecan -0.1 みんスポクラブ -0.6 wecan -0.1 wecan -0.6 

女子６年 10/18 １５００ｍ 大塚 結衣(6)  5:13.29 伊東 瞳(6)  5:27.43 荻野 珠琳(6)  5:42.54 黒田 菜々美(6)  5:46.04 竹内 萌以(6)  5:57.64 松村 いぶき(6)  6:32.23
UTICT&FJr 武生南 UTICT&FJr 勝山ＲＣ UTICT&FJr ピースＡＣ

女子６年 10/18 ８０ｍＨ 五十嵐 みひろ(6) 15.31 上田 椛乃子(6) 15.37 廣瀬 詩乃(6) 16.84 矢田 芽優(6) 18.45
(0.7m/7m) 大石陸上 -0.7 みんスポクラブ -0.7 みんスポクラブ -0.7 みんスポクラブ -0.7 

女子６年 10/18 ４×１００ｍ 越前陸協ＡＣ 58.81
  塚崎 里奈(6)
  髙田 唯未(6)
  吉田 愛(6)
  村中 彩(6)

女子６年 10/18 走高跳 尾形 菜津子(6) 1m15 柳橋 布季(6) 1m05
鯖江鳥羽小 成器南

女子６年 10/18 走幅跳 伊東 佑夏(6) 4m15 西畑 彩美(6) 4m13 田崎 文香(6) 3m68 坂本 麗名(6) 3m54
丸岡陸上スポ少 -0.4 丸岡陸上スポ少 +0.3 大石陸上 +0.3 成器南 +0.4 

女子６年 10/18 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 加藤 彩華  43m37 上島 未夢(6)  17m02
吉川SS 越前陸協ＡＣ

女子 10/18 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 源田 実咲(6)  1973 武藤 梨愛(6)  1926 宇野 百香(6)  1675 内田 結菜(6)  1011 山本 夏翠(5)   983
UTICT&FJr NPR 大石陸上 みんスポクラブ ピースＡＣ 敦賀Jr.

14.13/-1.2-1m31 14.20/-1.2-1m28 15.06/-1.2-1m19 18.54/-1.2-1m13 18.50/-1.2-1m10

女子 10/18 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 応﨑 唯香(6)  1728 山野田 彩乃(6)  1518 佐々木 優愛(6)  1438 神近 里桜(6)  1386 藤田 萌々(6)  1369 同順：吉川 翠(6)  1369 山川 琴子(5)  1285 森 久依(6)  1279
丸岡陸上スポ少 NPR 丸岡陸上スポ少 ピースＡＣ ふくいｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ AWARA.T&F 片上 武生南 AWARA.T&F

3m69/-0.9-42m45 3m56/-0.8-33m88 3m62/-1.2-29m10 3m29/-1.2-31m09 3m63/-1.4-25m55 3m40/-1.5-28m76 3m06/-1.2-29m28 3m48/-1.3-23m20

混合 10/18 ４×１００ｍ みのり陸上 55.82 東郷陸上 57.96
  山﨑 蓮菜(6)   田村 優希菜(6)
  中道 仁葉(6)   亘 慶乃(6)
  脇本 恭丞(6)   土谷 駿太(6)
  多田 有李(6)   岩佐 遼真(6)

友好レース 10/18 １００ｍ 岡田　陽樹 15.90 更谷　ひなた 16.86
東郷陸上 -0.2 東郷陸上 -0.2 

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

80mH-走高跳

凡例（NPR:福井県新記録/ TRB:県目標記録突破）


