
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

【女子記録一覧表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 藤井 真鈴 14.18 濱田 美幸 14.48 金光 沙月 14.52 高道 友愛 14.54 村上 玉藻 14.69 中村 香子 15.28 福嶋 ひなた 15.43 山尾 美月 16.65 西江 真菜 17.45
１組 -0.2 山口陸スポ ふくっこ陸上 岡山ジュニア 山口陸スポ 益田陸上教室 河北ＳＳ 米子陸上ク 浜田ＪＡＳ 岡山ジュニア

５年１００ｍ 末澤 里奈子 14.20 金子 明未 14.68 草野 菜々子 14.79 平山 遥子 15.06 佐々木 秋水 15.15 室園 咲花 15.39 菅田 菜那 15.81 日野山 咲希 16.50
２組 0.0 岡山ジュニア 防府陸スポ 岡山ジュニア 菊川クラブ 浜田ＪＡＳ 豊浦陸スポ 雲南ジュニア 邑智ＪＴＳ

５年１００ｍ 綿木 由佳 15.20 前村 真央 15.21 岡村 美歩 15.22 宮廻 彩香 15.63 石中 裕美 15.66 渡部 真子 16.29
３組 +0.6 豊浦陸スポ ふくっこ陸上 徳山コネット 平田陸上教室 東広島TFC 山陽レッツ

５年１００ｍ 塚田 陽菜 15.09 牧野 色花 15.33 石井 嘉乃 15.37 河原 乙々寧 15.49 三浦 小幸 15.64 平本 結子 16.03 小松 凜 16.12
４組 -0.6 小郡陸上少 岡山ジュニア 岡山ジュニア 菊川クラブ 光スポ少 東広島TFC 山陽レッツ

５年１００ｍ 金子 継 15.34 大崎 琴葉 15.53 林 菜々子 15.61 平本 倫子 16.03 河野 さやな 16.13 澄川 友香 16.34 山田 茉央 17.41
５組 +1.0 邑智ＪＴＳ 益田陸上教室 菊川クラブ 東広島TFC 東広島TFC 出雲陸上教室 河北ＳＳ

５年１００ｍ 武林 未紗 14.70 福本 智帆 15.50 西川 和花 15.93 中野 綾乃 16.56 吉田 咲 16.59 後藤 鞠奈 16.70 安本 千紘 16.81 田原 彩希 18.17
６組 +1.5 仙崎みすゞ 出雲陸上教室 東広島TFC 下松東陽 平田陸上教室 山口ＦＳＬ 東広島TFC 出雲陸上教室

５年１００ｍ 古永 佑生 15.42 兵庫 萌々 15.84 立元 茉那 16.36 松﨑 和奏 16.95 古谷 紗輝 17.19 金田 彩花 17.82 深田 実伶 17.92
７組 +1.1 豊浦陸スポ 出雲陸上教室 小郡陸上少 出雲陸上教室 出雲陸上教室 平田陸上教室 雲南ジュニア

６年１００m 岸本 結郁 13.37 頓宮 未空 13.65 白神 綾乃 13.80 梅澤 里歩 13.81 青木 優奈 13.96 工藤 琉楠 14.13 官澤 ひなの 14.42 中隠居 香澄 14.45
１組 +1.2 福米東小 土江賞 岡山ジュニア 岡山ジュニア 福浜ＡＣ 徳山コネット ふくっこ陸上 浜田ＪＡＳ 大田陸上教室

６年１００m 安富 友菜 13.87 向村 ともえ 14.49 志村 南 14.50 藤田 紗菖 14.51 馬場 裟也香 14.52 小笠原 彩乃 14.58 工藤 琉楓 14.87 坂本 かや 14.95
２組 +1.5 岡山ジュニア 出雲陸上教室 邑智ＪＴＳ ふくっこ陸上 岡山ジュニア 邑智ＪＴＳ ふくっこ陸上 河北ＳＳ

６年１００m 山尾 美来 13.99 入屋 瑠菜 14.53 三島 夕芽 14.67 徳田 芽依 14.70 湯本 乃映 14.93 野口 月華 15.00 森本 愛菜 15.13 林 美沙 15.39 藤間 彩 15.50
３組 +2.2 浜田ＪＡＳ 山口陸スポ 光スポ少 ふくっこ陸上 山口陸スポ 邑智ＪＴＳ 布勢ＴＣ 光スポ少 松江陸上教室

６年１００m 崎本 楓華 14.77 飯塚 音葉 14.86 大來 真緒 14.87 萩本 莉帆 14.99 重政 朱里 15.04 長廣 琉那 15.24 田淵 日菜子 15.29 糸山 和花 15.39
４組 +2.9 光スポ少 大田陸上教室 山口陸スポ 光スポ少 下松東陽 徳山コネット 岡山ジュニア 光スポ少

６年１００m 日野山 未羽 14.30 見寄 あゆみ 14.60 山本 沙希菜 15.03 松本 ひかり 15.12 神坂 侑希 15.25 塚田 亜美 15.40 深田 茉鈴 15.56 野口 結衣 15.62 村田 実那峰 15.88
５組 +2.1 邑智ＪＴＳ 山口陸スポ 東広島TFC カツミ陸上 岡山ジュニア 小郡陸上少 雲南ジュニア 美祢陸スポ 菊川クラブ

６年１００m 尾﨑 千里 14.62 冨田 陽菜 14.94 相本 紫苑 15.01 長津 青空 15.14 串﨑 日生 15.27 廣瀬 七穂 15.74 桝村 希実 16.35 城戸 夏海 16.53
６組 +2.0 浜田ＪＡＳ 奇兵隊 麻郷陸スポ カツミ陸上 大田陸上教室 邑智ＪＴＳ コウビン陸上 小郡陸上少

６年１００m 小橋 璃子 14.18 市原 怜華 14.74 大山 瑞生 15.00 矢頭 愛菜 15.08 林 真衣 15.26 水田 ほのか 15.65 内山 澪 15.96
７組 +0.2 萩陸上スポ少 カツミ陸上 邑智ＪＴＳ 麻郷陸スポ コウビン陸上 麻郷陸スポ 奇兵隊

６年１００m 清水 美京 14.17 網本 京佳 14.62 船戸 梨瑚 14.67 上木 杏香音 15.21 内山 萌 15.56 上原 佑月 15.74 貞金 愛佳 16.17 橋本 奈心 16.23
８組 +3.1 布勢ＴＣ カツミ陸上 麻郷陸スポ 邑智ＪＴＳ 奇兵隊 浜田ＪＡＳ 東広島TFC 小郡陸上少

５年女８００ｍ 渡部 真子 2'41”12 後藤 鞠奈 2'45”64 綿木 由佳 2'47”74 松原 彩華 2'50”94 平本 結子 2'52”46 日野山 咲希 2'53”52 冨田 眞菜 2'55”24 室園 咲花 2'55”35 小松 凜 2'57”05
山陽レッツ 山口ＦＳＬ 豊浦陸スポ コウビン陸上 東広島TFC 邑智ＪＴＳ 奇兵隊 豊浦陸スポ 山陽レッツ
⑩林 千智 2'59”11 ⑪田中 遥音 3'00”79 ⑫国次 真帆 3'02”16 ⑬角 桃子 3'02”95 ⑭菅田 菜那 3'04”17 ⑮安本 千紘 3'04”52 ⑯立元 茉那 3'06”27 ⑰寺脇 美空 3'06”65 ⑱深田 実伶 3'07”44
豊浦陸スポ 山陽レッツ 奇兵隊 出雲陸上教室 雲南ジュニア 東広島TFC 小郡陸上少 美祢陸スポ 雲南ジュニア
⑲野間 萌香 3'10”52 ⑳西村 萌々 3'16”07 ㉑古谷 紗輝 3'23”88 ㉒矢野 幹子 3'24”04
美祢陸スポ 平生陸スポ 出雲陸上教室 福浜ＡＣ

６年女８００ｍ 日野山 未羽 2'33”68 生本 鈴菜 2'34”22 町田 萌 2'37”69 小笠原 彩乃 2'38”39 入屋 瑠菜 2'42”08 日原 穂乃花 2'42”52 工藤 琉楠 2'42”79 市原 怜華 2'42”81 林 真衣 2'43”06
邑智ＪＴＳ 平生陸スポ ふくっこ陸上 邑智ＪＴＳ 山口陸スポ 浜田ＪＡＳ ふくっこ陸上 カツミ陸上 コウビン陸上
⑩園山 紗羽 2'43”07 ⑪長津 青空 2'44”08 ⑫矢野 芙由子 2'45”48 ⑬高橋 紗菜恵 2'46”46 ⑭大山 瑞生 2'46”92 ⑮深田 茉鈴 2'47”43 ⑯中野 友紀子 2'48”67 ⑰上木 杏香音 2'49”16 ⑱見寄 あゆみ 2'49”36
出雲陸上教室 カツミ陸上 福浜ＡＣ 東広島TFC 邑智ＪＴＳ 雲南ジュニア 仙崎みすゞ 邑智ＪＴＳ 山口陸スポ
⑲清中 真衣 2'49”53 ⑳小濱 舞 2'50”53 ㉑冨岡 心琴 2'50”57 ㉒城山 紗葉 2'51”19 ㉓山根 佳奈 2'57”66 ㉔藤永 蒼衣 2'57”67 ㉕貞金 愛佳 2'58”57 ㉖鹿取 すみれ 3'00”60 ㉗河内 玲奈 3'01”16
平生陸スポ 東広島TFC 出雲陸上教室 カツミ陸上 浜田ＪＡＳ ふくっこ陸上 東広島TFC 美祢陸スポ 徳山コネット
㉘寺本 杏梨 3'02”18 ㉙権田 光 3'03”56
平生陸スポ 小郡陸上少

女子８０ｍH 福嶋ひなた 13.84 上原 佑月 14.29 相本 紫苑 14.68 森本 愛菜 14.73 金子 明未 14.88 廣瀬 七穂 16.18 鹿取 すみれ 17.42
１組 +2.2 米子陸上ク 浜田ＪＡＳ 麻郷陸スポ 布勢ＴＣ 防府陸スポ 邑智ＪＴＳ 美祢陸スポ

女子８０ｍH 冨田 陽菜 14.32 山下 彩菜 15.66 林 美沙 15.80 井上 茉優 16.21 柏原 美希 16.69 三重野 栞 16.72 森山 瑚都 17.20 前村 真央 18.33
２組 +1.9 奇兵隊 岡山ジュニア 光スポ少 山口ＦＳＬ 東広島TFC ふくっこ陸上 徳山コネット ふくっこ陸上

女子８０ｍH 清水 美京 12.98 中村 香子 14.96 金子 継 16.71 大久保 萌加 16.90 古永 佑生 17.62 水成 夏未 18.39
３組 +0.2 布勢ＴＣ 河北ＳＳ 邑智ＪＴＳ 東広島TFC 豊浦陸スポ 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

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

女子４×１００ｍR 岡山ジュニアＡ 54.29 邑智ＪＴＳ 56.98 カツミ陸上 58.70 光スポ少 59.11 東広島TFC Ａ 59.60 ふくっこ陸上Ａ 63.09 山口県選抜Ａ 64.41
１組 西江 真菜 志村 南 松本 ひかり 糸山 和花 石中 裕美 徳田 芽依 後藤 鞠奈

安富 友菜 日野山 未羽 市原 怜華 三島 夕芽 柏原 美希 工藤 琉楠 井上 茉優
白神 綾乃 小笠原 彩乃 長津 青空 林 美沙 山本 沙希菜 工藤 琉楓 中野 綾乃
頓宮 未空 野口 月華 網本 京佳 崎本 楓華 高橋 紗菜恵 藤田 紗菖 重政 朱里

女子４×１００ｍR 山口県選抜Ｂ 57.28 浜田ＪＡＳ 57.42 麻郷陸スポ 58.88 徳山コネット 59.01 岡山ジュニアＢ 59.17 ふくっこ陸上Ｂ DQ
２組 中野 友紀子 佐々木 秋水 相本 紫苑 岡村 美歩 神坂 侑希 町田 萌 参考(58.48)

金子 明未 山尾 美来 水田 ほのか 長廣 琉那 田淵 日菜子 三重野 栞
武林 未紗 上原 佑月 矢頭 愛菜 森山 瑚都 山下 彩菜 藤永 蒼衣
小橋 璃子 官澤 ひなの 船戸 梨瑚 青木 優奈 馬場 裟也香 藤岡 優芽

女子４×１００ｍR 山口陸スポ 56.36 奇兵隊 61.52 小郡陸上少 62.70 山口県選抜Ｃ 63.54 東広島TFC Ｂ 64.62
３組 入屋 瑠菜 冨田 陽菜 立元 茉那 河内 玲奈 小濱 舞

藤井 真鈴 国次 真帆 塚田 陽菜 桝村 希実 松井 志歩
高道 友愛 内山 萌 城戸 夏海 松原 彩華 貞金 愛佳
湯本 乃映 内山 澪 塚田 亜美 林 真衣 大久保 萌加

女子４×１００ｍR 岡山ジュニアＣ 58.15 菊川クラブ 60.76 東広島TFC Ｃ 62.90 美祢陸スポ 64.15 山口県選抜Ｅ 64.20 山口県選抜Ｄ 66.71
４組 石井 嘉乃 村田 実那峰 河野 さやな 野口 結衣 橋本 奈心 渡部 真子

草野 菜々子 平山 遥子 平本 倫子 野間 萌香 萩本 莉帆 田中 遥音
牧野 色花 河原 乙々寧 安本 千紘 寺脇 美空 城山 紗葉 権田 光
金光 沙月 林 菜々子 平本 結子 鹿取 すみれ 三浦 小幸 小松 凜

女子走高跳 尾﨑 千里 1m40 矢頭 愛菜 1m29 崎本 楓華 1m23 ④城山 紗葉 1m15 ④水田 ほのか 1m15 ⑥藤田 紗菖 1m15 ⑦野口 結衣 1m10 ⑦寺脇 美空 1m10 ⑨中野 友紀子 1m10
浜田ＪＡＳ 麻郷陸スポ 光スポ少 カツミ陸上 麻郷陸スポ ふくっこ陸上 美祢陸スポ 美祢陸スポ 仙崎みすゞ
⑨大久保 萌加 1m10 ⑪清中 真衣 1m10 ⑫田中 遥音 1m10
東広島TFC 平生陸スポ 山陽レッツ

女子走幅跳 山尾 美来 4m36 野口 月華 4m23 濱田 美幸 4m21 坂本 かや 4m10 船戸 梨瑚 4m07 藤岡 優芽 3m97 生本 鈴菜 3m92 重政 朱里 3m91 井上 茉優 3m91
浜田ＪＡＳ 0.0 邑智ＪＴＳ +0.1 ふくっこ陸上 -0.2 河北ＳＳ +1.1 麻郷陸スポ +0.6 ふくっこ陸上 0.0 平生陸スポ +1.9 下松東陽 +0.5 山口ＦＳＬ +1.2

※同記録の順位 ⑩内山 澪 3m85 ⑪山本 沙希菜 3m78 ⑫村田 実那峰 3m76 ⑬長廣 琉那 3m72 ⑭武林 未紗 3m70 ⑮森山 瑚都 3m67 ⑯村上 玉藻 3m52 ⑰山根 佳奈 3m48 ⑱中野 綾乃 3m48
決定は、第2記録 奇兵隊 +1.1 東広島TFC +0.8 菊川クラブ +0.5 徳山コネット +1.7 仙崎みすゞ +0.7 徳山コネット +1.1 益田陸上教室 +0.4 浜田ＪＡＳ +0.9 下松東陽 +0.7
による。 ⑲松井 志歩 3m47 ⑳三上 心菜 3m44 ㉑萩本 莉帆 3m42 ㉒大崎 琴葉 3m30 ㉓湯本 乃映 3m27 ㉔三浦 小幸 3m14 ㉕野間 萌香 3m05 ㉖西村 萌々 3m05 ㉗松﨑 和奏 2m87

東広島TFC +0.2 邑智ＪＴＳ -0.1 光スポ少 +0.7 益田陸上教室 0.0 山口陸スポ 0.0 光スポ少 +1.4 美祢陸スポ +1.1 平生陸スポ +0.9 出雲陸上教室 0.0
㉘山田 茉央 2m84
河北ＳＳ +0.6

女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 三重野 栞 35m30 大來 真緒 34m89 三島 夕芽 31m54 松本 ひかり 31m41 内山 萌 29m95 糸山 和花 21m53 寺本 杏梨 21m18 河内 玲奈 20m28
ふくっこ陸上 山口陸スポ 光スポ少 カツミ陸上 奇兵隊 光スポ少 平生陸スポ 徳山コネット
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