
小学生陸上競技合同記録会 島根県立浜山公園陸上競技場 審判長 矢田 悦夫

主催：一般財団法人 島根陸上競技協会 島根陸上競技協会普及育成部 記録・情報主任 杠 憲司

【男子記録一覧表１】
種目 風速 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位

５年１００ｍ 山口 大凱 13.50 田中 悠聖 14.03 小坂 琉星 14.13 清水 涼太 14.40 山田 遼太郎 14.78 小林 壮志 14.80 山田 彩翔 14.81
１組 -0.6 鳥取県 山口陸スポ 岡山ジュニア 松江陸上教室 布勢ＴＣ 豊田下ラン カツミ陸上

５年１００ｍ メルドラム 14.49 茶山 翔一 14.50 西川 正飛 14.82 池田 健 14.99 本多 礼旺 15.02 西尾 心虎 15.10 藤田 陽太郎 15.14 山口 碧紘 15.23
２組 +0.1 岡山ジュニア 小郡陸上少 東広島TFC 山陽レッツ 布勢ＴＣ 平田陸上教室 光スポ少 ふくっこ陸上

５年１００ｍ 重近 朋郎 14.81 大田 丈 14.91 永岡 勇次郎 14.93 川上 翔也 15.08 日高 啓吾 15.11 元山 凜太郎 15.26 門脇 礼樹 15.28 織田 倫太朗 15.47
３組 +0.8 岡山ジュニア 布勢ＴＣ 出雲陸上教室 出雲陸上教室 邑智ＪＴＳ 邑智ＪＴＳ 境港ジュニア 東広島TFC

５年１００ｍ 原川 翔太 14.73 難波 修哉 14.97 森重 真旺 15.01 福田 健宏 15.46 中尾 光騎 15.48 岡部 尋仁 15.64 秋本 雄一朗 15.67 大池 虎太郎 16.03
４組 +0.4 仙崎みすゞ 岡山ジュニア ゆうスポ陸 小郡陸上少 光スポ少 コウビン陸上 大道陸上教 ふくっこ陸上

５年１００ｍ 山下 優弥 15.79 中村 彰吾 15.88 吉木 海翔 16.02 今泉 健人 16.06 菅野 翔太 16.11 山根 慧希 16.14 小野 倖輝 16.39
５組 +0.2 小郡陸上少 下関陸スポ 下松東陽ク 東広島TFC 下関陸スポ ふくっこ陸上 ゆうスポ陸

５年１００ｍ 吉屋 正義 14.64 米原 瑞揮 16.15 ③原田 育典 16.42 ③仁井谷 拓海 16.42 藤本 拓真 16.72 藤原 有希 16.98 瀧 俊介 17.44
６組 +0.6 油谷陸スタ 平田陸上教室 下松東陽ク 東広島TFC ゆうスポ陸 下松東陽ク 出雲陸上教室

５年１００ｍ 光畑 星輝 13.02 高野 翔大 15.47 越智 陽人 16.65 阿部 直哉 16.98 石川 雄大 17.03 望月 祐吾 17.50 藤原 琢也 17.76
７組 +0.1 常磐 出雲陸上教室 山陽レッツ コウビン陸上 コウビン陸上 コウビン陸上 平田陸上教室

６年１００m 川畑 侑大 12.80 嶋田 悠万 12.89 田村 蓮 13.10 伊藤 択真 13.26 末友 晴基 13.38 小畑 太楓 13.88 下村 聖也 13.94 小西 勇翔 14.42 戸津川 音愛 14.84
１組 -0.3 浜田ＪＡＳ 土江賞 菊川クラブ ふくっこ陸上 東広島TFC 岡山ジュニア 松江陸上教室 鳥取県 ふくっこ陸上 浜田ＪＡＳ

６年１００m 中島 祐樹 13.84 原 優和 13.97 佐々木 龍佑 14.18 店村 憲征 14.44 岸本 海斗 14.51 岸本 流斗 14.52 原田 歩武 14.77
２組 -0.4 益田陸上教室 岡山ジュニア 岡山ジュニア 山口AC 山口AC 山口AC 鳥取県

６年１００m 竹下 大斗 14.06 藤本 寧生 14.20 川崎 雅弥 14.27 白井 翔也 14.51 増田 陸人 14.56 西田井 裕斗 14.98 森下 瑛仁 15.09 藤永 涼太郎 15.54
３組 -0.1 益田陸上教室 岡山ジュニア 岡山ジュニア 仙崎みすゞ カツミ陸上 ふくっこ陸上 光スポ少 ふくっこ陸上

６年１００m 牧野 晃大 13.61 広瀬 陸 14.23 原田 凌 14.83 田中 陸登 15.85 細貝 健太 15.91 木村 大輝 16.30
４組 +1.2 鳥取県 出雲陸上教室 下松東陽ク 東広島TFC 出雲陸上教室 松江陸上教室

６年１００m 井上 瑞葵 13.90 古屋 昴大 14.45 清見 涼真 14.56 梶谷 勇希 14.62 伊東 諒介 15.20 石田 誠治 15.26
５組 +0.3 鳥取県 山口陸スポ 藤山陸上教室 出雲陸上教室 出雲陸上教室 東広島TFC

６年１００m 井之上 匠 13.15 野上 萌士 13.84 須賀 恒太 14.45 佐藤 竜翔 14.57 上村 哉太 14.71 藤崎 陽向 15.10 今岡 拓海 15.18 置名 飛羅 15.37
６組 +0.2 鳥取県 益田陸上教室 岡山ジュニア 山口陸スポ 豊田下ラン 小郡陸上少 ふくっこ陸上 出雲陸上教室

６年１００m 小倉 朝陽 14.67 谷口 颯太 14.77 岡成 陸 15.08 高道 康聖 15.32 浅野 悠太 15.44 野田 哲平 15.71 木佐 亮太 15.73 長谷川 怜哉 16.04
７組 -0.5 岡山ジュニア 鳥取県 徳山コネット 山口陸スポ 岡山ジュニア 東広島TFC 平田陸上教室 東広島TFC

６年１００m 志賀 優希 14.77 黒田 賢輔 15.13 湯本 爽人 15.14 尾上 蓮 15.34 濱口 慧 15.54 大田 遥人 15.78 田中 護 15.79 末田 優人 16.10 長橋 郁真 16.19
８組 -1.4 下関陸スポ 岡山ジュニア 徳山コネット 徳山コネット ふくっこ陸上 ゆうスポ陸 山口AC 益田陸上教室 菊川クラブ

５年男１０００ｍ 岩井 寛征 3'19”73 原川 翔太 3'21”01 越智 陽人 3'21”20 玉利 和己 3'25”49 伊藤 蒼唯 3'26”38 山根 慧希 3'33”33 池田 健 3'33”35 原田 育典 3'40”41 野村 臣矢 3'42”30
山陽レッツ 仙崎みすゞ 山陽レッツ カツミ陸上 出雲陸上教室 ふくっこ陸上 山陽レッツ 下松東陽ク 東広島TFC
⑩山口 碧紘 3'47”36 ⑪吉木 海翔 3'49”30 ⑫三島 慧斗 3'49”85 ⑬藤原 有希 3'52”49 ⑭大池 虎太郎 3'57”16 ⑮瀧 俊介 4'13”53
ふくっこ陸上 下松東陽ク 平田陸上教室 平田陸上教室 ふくっこ陸上 出雲陸上教室

６年男１０００ｍ 橋本 航太 3'07”50 清見 涼真 3'10”00 早川 周吾 3'15”09 黒原 優人 3'19”36 福島 優太 3'20”25 阿部 陽樹 3'21”26 大田 遥人 3'24”78 中尾 紳二 3'24”81 木佐 亮太 3'26”21
鳥取県 藤山陸上教室 カツミ陸上 東広島TFC 下松東陽ク 山口陸スポ ゆうスポ陸 東広島TFC 出雲陸上教室
⑩井川 翔 3'26”29 ⑪藤崎 陽向 3'27”92 ⑫増田 陸人 3'28”23 ⑬中脇 志祐 3'30”41 ⑭中島 祐樹 3'31”24 ⑮上妻 慶太 3'31”79 ⑯藤村 太陽 3'33”38 ⑰末田 優人 3'35”40 ⑱原田 凌 3'42”26
下松東陽ク 小郡陸上少 カツミ陸上 東広島TFC 益田陸上教室 東広島TFC 美祢陸スポ 益田陸上教室 下松東陽ク
⑲西田井 裕斗 3'43”35 ⑳長橋 郁真 3'44”00 ㉑藤森 勇人 3'46”78
ふくっこ陸上 菊川クラブ 東広島TFC

男子８０ｍH 住友 悠馬 13.24 早川 周吾 14.11 戸津川 音愛 14.30 井川 翔 14.60 林 和哉 14.85 細貝 健太 18.62
１組 +0.1 鳥取県 カツミ陸上 浜田ＪＡＳ 下松東陽ク 東広島TFC 出雲陸上教室

男子８０ｍH 湯本 爽人 14.13 山田 遼太郎 14.37 吉屋 正義 15.37 日高 啓吾 17.44 元山 凜太郎 17.76 門脇 礼樹 17.79
２組 +1.0 徳山コネット 布勢ＴＣ 油谷陸スタ 邑智ＪＴＳ 邑智ＪＴＳ 境港ジュニア

男子８０ｍH 松直 惣太 13.45 岸本 海斗 13.66 広瀬 陸 15.19 上田 涼太郎 17.47 伊東 諒介 17.49 岸本 隆希 18.13
３組 +0.5 大田陸上教室 山口AC 出雲陸上教室 邑智ＪＴＳ 出雲陸上教室 東広島TFC
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小学生陸上競技合同記録会 島根県立浜山公園陸上競技場 審判長 矢田 悦夫

主催：島根陸上競技協会 島根県陸上競技協会普及部 記録・情報主任 杠 憲司

【男子記録一覧表２】
種目 風速 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位

男子４×１００ｍR 鳥取県 53.31 岡山ジュニアＡ 53.75 山口Ａ・Ｃ 54.50 東広島TFC Ａ 56.97 下松東陽ク 57.77 小郡陸上少 60.41 山口県選抜Ａ 62.40
１組 井上 瑞葵 藤本 寧生 岸本 流斗 西川 正飛 原田 凌 山下 優弥 阿部 陽樹

牧野 晃大 原 優和 岸本 海斗 伊藤 択真 橋本 寛風 藤崎 陽向 中尾 光騎
原田 歩武 佐々木龍佑 店村 憲征 石田 誠治 井川 翔 福田 健宏 森下 瑛仁
井之上 匠 末友 晴基 田村 蓮 高見 昌弥 福島 優太 茶山 翔一 藤田陽太郎

男子４×１００ｍR 益田陸上教室 55.38 山口県選抜Ｅ 56.93 岡山ジュニアＢ 58.15 ふくっこ陸上Ａ 61.41 東広島TFC Ｂ 62.12 ゆうスポ陸少 62.18
２組 末田 優人 小林 壮志 黒田 賢輔 濱口 慧 仁井谷 拓海 大田 遥人

竹下 大斗 上村 哉太 浅野 悠太 西田井裕斗 林 和哉 藤本 拓真
中島 祐樹 長橋 郁真 須賀 恒太 今岡 拓海 長谷川怜哉 小野 倖輝
野上 萌士 嶋田 悠万 小倉 朝陽 藤永涼太郎 野田 哲平 森重 真旺

男子４×１００ｍR 山口陸スポ 56.37 カツミ陸上 58.22 徳山コネット 60.63 山口県選抜Ｃ 61.26 山口県選抜Ｆ DQ
３組 田中 悠聖 増田 陸人 尾上 蓮 岩井 寛征 白井 翔也

佐藤 竜翔 早川 周吾 岡成 陸 池田 健 原川 翔太
古屋 昻大 玉利 和己 山本 大雅 越智 陽人 吉屋 正義
高道 康聖 山田 彩翔 湯本 爽人 清見 涼真 小西 勇翔

男子４×１００ｍR 岡山ジュニアＣ 57.51 東広島TFC Ｃ 59.66 山口県選抜Ｄ 61.53 コウビン陸上 66.45
４組 重近 朋郎 中尾 紳二 藤村 太陽 石川 雄大

メルドラム 黒原 優人 中村 彰吾 岡部 尋仁
難波 修哉 中脇 志祐 菅野 翔太 阿部 直哉
小坂 琉星 上妻 慶太 中村 彰吾 望月 祐吾

男子走高跳 橋本 寛風 1m23 横田 悠真 1m10 藤本 拓真 1m10 藤田 陽太郎 1m05 1m00
下松東陽ク 東広島TFC ゆうスポ陸 光スポ少

男子走幅跳 小畑 太楓 4m62 田村 蓮 4m62 中島 祐樹 4m58 竹下 大斗 4m35 白井 翔也 4m31 福島 優太 4m18 川畑 侑大 4m16 高見 昌弥 4m10 森下 瑛仁 4m04
松江陸上教室 -0.2 ふくっこ陸上 +0.6 益田陸上教室 +0.9 益田陸上教室 -0.9 仙崎みすゞ +1.4 下松東陽ク -0.1 浜田ＪＡＳ +1.2 東広島TFC +0.3 光スポ少 +0.8

※同記録の順位 ⑩谷口 颯太 4m01 ⑪中田 勇希 3m99 ⑫今岡 拓海 3m96 ⑬岸本 流斗 3m92 ⑭店村 憲征 3m88 ⑮梶谷 勇希 3m76 ⑯濱口 慧 3m75 ⑰藤村 太陽 3m74 ⑱小林 壮志 3m71
決定は、第2記録 鳥取県 +0.3 大田陸上教室 +0.5 ふくっこ陸上 -0.2 山口AC +0.9 山口AC -0.7 出雲陸上教室 +0.5 ふくっこ陸上 -0.4 美祢陸スポ +0.5 豊田下ラン 0.0
による。 ⑲志賀 優希 3m70 ⑳秋本 雄一朗 3m69 ㉑尾上 蓮 3m65 ㉒岡成 陸 3m52 ㉓橋本 寛風 3m52 ㉔森重 真旺 3m47 ㉕山本 大雅 3m42 ㉖中村 彰吾 3m39 ㉗中尾 光騎 3m33

下関陸スポ -1.1 大道陸上教 +0.5 徳山コネット +0.3 徳山コネット +0.3 下松東陽ク +0.5 ゆうスポ陸 -0.2 徳山コネット +0.1 下関陸スポ -0.1 光スポ少 +0.4
㉘上田涼太郎 3m24 ㉙菅野 翔太 3m19 ㉚置名 飛羅 3m13 ㉛藤永 涼太郎 2m32
邑智ＪＴＳ 下関陸スポ 出雲陸上教室 ふくっこ陸上

男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 上村 哉太 55m52 道祖尾 大輝 54m88 山本 大雅 48m53 岩井 寛征 48m33 田中 護 47m47 小西 勇翔 26m01
豊田下ラン 鳥取県 徳山コネット 山陽レッツ 山口AC ふくっこ陸上
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