
第30回全国小学生陸上競技大会島根県予選大会 松江市営陸上競技場 審判長　　　 安田孝志

主催：(一財)島根陸上競技協会　　後援：(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団、島根県教育委員会、NHK松江放送局　　主管：松江市陸上競技協会　 記録・情報主任　　 大野真理子
男子

日付 種目

2014/06/29 5年男子100m 清水　　涼太 14.14 重富　　大空 14.36 佐野　　秀太 14.47 永岡　勇次郎 14.56 西尾　　心虎 14.57 福間　　雅哉 14.72 村上　　瑠仁 14.83 川上　　翔也 14.85

風:+3.4

2014/06/29 6年男子100m 川畑　　侑大 12.61 高橋　　　蓮 12.85 佐野　　陸歩 12.93 西村　　　誉 13.44 大野　　晴基 13.69 川上　　航汰 13.69 石橋　　佑基 13.86

風:+4.5 島根:浜田JAS 島根:浜田JAS 島根:浜田JAS

2014/06/29 男子80mH 戸津川　音愛 13.49 松直　　惣太 13.59 小田　　楓斗 14.02 森田　　光典 14.63 鎌田　　真央 14.96

風:+4.3 島根:浜田JAS 島根:浜田JAS

2014/06/29 男子4X100mR 53.51 54.16 54.53 54.80 55.18 島根:浜田JAS 55.56 58.09

矢野　　佑介 井本　悠太郎 高木　　柊人 松直　　惣太 溝上　康之介 戸津川　音愛 田頭　　賢人

川上　　航汰 高橋　　　蓮 佐野　　陸歩 井谷　雄一郎 大井　　汐音 三明　　大騎 田邨　　真夢

中島　　祐樹 広瀬　　　陸 森田　　光典 和田　真那斗 佐々木　一馬 大野　　晴基 三浦　　瑞希

野上　　萌士 足立　　駿人 小畑　　太楓 門谷　　昇星 西村　　　誉 石橋　　佑基 小田　　楓斗

2014/06/29 男子走高跳 佐々木　悠人 1m30 広瀬　　　陸 1m25 和久里　柾斗 1m20

島根:浜田JAS

佐々木　一馬 1m20

2014/06/29 男子走幅跳 中島　　祐樹 5m09 小畑　　太楓 4m88 竹下　　大斗 4m75 細木　　俊希 4m49 中田　　勇希 4m45 田邨　　真夢 4m42 新本　　修士 4m27 高木　　柊人 4m15

(+3.5) (+3.2) (+4.2) (+5.3) (+2.3) (+3.3) (+4.3) (+4.0)

2014/06/29 男子ソフトボール投 岡山　　倖樹 57m64 楫野　　奨悟 50m31 田頭　　賢人 46m57

女子

日付 種目

2014/06/29 5年女子100m 官澤　ひなの 14.14 齋藤　さくら 14.39 向村　ともえ 14.62 中隠居　香澄 14.63 飯塚　　音葉 14.85 日野山　未羽 15.13 志村　　　南 15.23 吉朝　　亜泉 15.38

風:+4.4 島根:浜田JAS

2014/06/29 6年女子100m 寺戸　　花心 14.00 松浦　　千春 14.01 石原　　佳歩 14.08 重田　　夏希 14.24 榊原　なつみ 14.31 牛尾　　結香 14.53 吉岡　　晴菜 14.70 桑原　　未歩 14.71

風:+3.3 島根:浜田JAS 島根:浜田JAS

2014/06/29 女子80mH 拝上　　芽生 13.26 上原　　佑月 15.25 日原　穂乃花 16.56 廣瀬　　七穂 17.51

風:+4.2 島根:浜田JAS 島根:浜田JAS 島根:浜田JAS

2014/06/29 女子4X100mR 55.34 57.27 島根:浜田JAS 57.57 58.16 1:00.32 1:02.40

錦織　　綺羅 森山　　　凛 田村　　　輝 伊藤　　鈴華 吉岡　　晴菜 松原　　唯衣

渡部　　鈴夏 重田　　夏希 榊原　なつみ 野坂　　育見 五嶋　　美月 河内　　美南

松浦 千春 長島 詩月 官澤 ひなの 元上 葉 石田 亜衣 河野 仁美

島根:大田陸上教室 島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 島根:松江陸上教室 島根:松江陸上教室

島根:平田陸上教室 島根:山佐小クラブ 島根:出雲陸上教室

島根:大田陸上教室 島根:出雲陸上教室 島根:大田陸上教室 島根:大田陸上教室 島根:邑智J・T・S 島根:江津陸上教室

島根:出雲陸上教室 島根:松江陸上教室

島根:江津陸上教室

島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室島根:江津陸上教室

島根:大田陸上教室

7位

7位5位 6位

5位 6位

島根:江津陸上教室 島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室

島根:邑智J・T・S

島根:出雲陸上教室

2位 3位1位

島根:邑智J・T・S 島根:久屋小クラブ 島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室

島根:大田陸上教室

島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室
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島根:出雲陸上教室

島根:邑智J・T・S

島根:益田陸上教室

島根:大田陸上教室 島根:松江陸上教室

島根:邑智J・T・S島根:松江陸上教室

1位 2位 3位 4位

島根:松江陸上教室 島根:大田陸上教室
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8位

島根:益田陸上教室

島根:松江陸上教室島根:江津陸上教室島根:平田陸上教室

島根:益田陸上教室

島根:三隅ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 島根:隠岐ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

8位

島根:出雲陸上教室 島根:松江陸上教室 島根:江津陸上教室

島根:益田陸上教室 島根:出雲陸上教室 島根:大田陸上教室

島根:松江陸上教室島根:出雲陸上教室島根:益田陸上教室

島根:松江陸上教室

気象状況

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2014/06/29 09:00 晴 26.5 66.0 北西 1.9

10:00 曇 27.0 62.0 北西 2.0

11:00 晴 28.0 60.0 北西 2.8

12:00 晴 29.0 55.0 北西 2.5

松浦　　千春 長島　　詩月 官澤　ひなの 元上　　一葉 石田　　亜衣 河野　　仁美

黒崎　万葉子 山田　八重桜 牛尾　　結香 桑原　　未歩 横川　　咲花 星野　　桃香

2014/06/29 女子走高跳 尾崎　　千里 1m25 平川　　　歩 1m25 石田　　亜衣 1m15 永見　穂乃花 1m15 宮内　　結友 1m05

島根:浜田JAS 島根:浜田JAS

2014/06/29 女子走幅跳 千原　　明音 4m43 野口　　月華 4m19 山尾　　美来 3m94 福田　菜々生 3m94 横川　　咲花 3m84 山本　　千尋 3m73 長島　　詩月 3m70 松原　　唯衣 3m70

(+7.1) (+3.7) 島根:浜田JAS (+5.3) (+4.9) (+6.1) (+4.3) (+3.5) (+4.4)

2014/06/29 女子ソフトボール投 豊田　　愛夏 54m06 布野　　瑠海 49m31 河内　　美南 48m24 鹿野　　華蓮 47m34 山田　八重桜 42m87 松田　　咲希 33m46 星野　　桃香 29m41 花田　　都葉 28m79

島根:大田陸上教室

島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室島根:馬木小クラブ 島根:邑智J・T・S 島根:松江陸上教室 島根:江津陸上教室 島根:江津陸上教室

島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室

島根:出雲陸上教室 島根:江津陸上教室 島根:江津陸上教室

島根:大田陸上教室

島根:江津陸上教室 島根:出雲陸上教室 島根:金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 島根:亀嵩小クラブ 島根:大田陸上教室 島根:大田陸上教室

気象状況

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2014/06/29 09:00 晴 26.5 66.0 北西 1.9

10:00 曇 27.0 62.0 北西 2.0

11:00 晴 28.0 60.0 北西 2.8

12:00 晴 29.0 55.0 北西 2.5
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