
第59回　出雲市陸上競技大会 小学校 審判長：鎌田満文　記録主任：河村靖宏 平成27年11月1日（日） 県立浜山公園陸上競技場

種目
小４男子100m 太田　峻輔 (4) 15.42 安部山　侑作 (4) 15.44 熱田　　雄大 (4) 15.46 田原　創二郎 (4) 15.52 三原　颯真 (4) 15.78 梶谷　聖也 (4) 15.79 佐々木　煌晴 (4) 15.87 日野　晴天 (4) 15.99

風:-0.1 島　根：四絡小 島　根：高松小 島　根：長浜小 島　根：今市小 島　根：四絡小 島　根：四絡小 島　根：今市小 島　根：高松小
小５男子100m 山﨑　　琉惟 (5) 14.38 藤原　涼介 (5) 14.70 石飛　　瑛太 (5) 14.89 三原　　陸蒼 (5) 14.90 児玉　直人 (5) 15.24 寺本　颯哉 (5) 15.29 藤原　光誠 (5) 15.30 板倉　陽斗 (5) 15.52

風:-0.6 島　根：高浜小 島　根：四絡小 島　根：高浜小 島　根：北陽小 島　根：今市小 島　根：塩冶小 島　根：大津小 島　根：塩冶小
小６男子100m 永岡　勇次郎 (6) 13.60 三原　　弘稀 (6) 13.74 品川　絢人 (6) 13.95 川上　　翔也 (6) 14.08 河野　春輝 (6) 14.20 永岡　　歩望 (6) 14.46 石倉　泰樹 (6) 14.47 髙月　昂希 (6) 14.58

風:-0.5 島　根：長浜小 島　根：大社小 島　根：大津小 島　根：長浜小 島　根：高松小 島　根：神戸川小 島　根：四絡小 島　根：四絡小
小４男子600m 山岡　楽太郎 (4) 1.54.98 田原　創二郎 (4) 1.58.39 廣瀬　壮 (4) 2.01.03 児玉　晴 (4) 2.02.13 佐々木　煌晴 (4) 2.04.24 勝部　　　煌 (4) 2.05.89 木場　優斗 (4) 2.06.42 原　歩夢 (4) 2.07.03

島　根：神戸川小 島　根：今市小 島　根：四絡小 島　根：今市小 島　根：今市小 島　根：北陽小 島　根：大津小 島　根：大津小
小５男子1000m 高橋　桜太 (5) 3.18.43 立脇　有晟 (5) 3.20.44 洪　大雅 (5) 3.25.37 妹尾　将史 (5) 3.26.90 高橋　　幸村 (5) 3.27.21 永島　　和心 (5) 3.27.72 佐々木　一哲 (5) 3.28.04 長岡　　勇汰 (5) 3.33.55

島　根：四絡小 島　根：四絡小 島　根：四絡小 島　根：塩冶小 島　根：神戸川小 島　根：大社小 島　根：大津小 島　根：北陽小
小６男子1000m 米山　　光輝 (6) 3.09.30 大國　都倭 (6) 3.14.47 伊藤　　蒼唯 (6) 3.16.03 大國　　　尊 (6) 3.21.46 山本　　將太 (6) 3.24.84 須谷　和弥 (6) 3.26.12 小川　　歩夢 (6) 3.27.24 尾林　恒星 (6) 3.28.81

島　根：出雲陸上教室 島　根：高松小 島　根：神戸川小 島　根：北陽小 島　根：北陽小 島　根：高松小 島　根：長浜小 島　根：高松小
小５男子4X100mR 島　根：四絡小 58.37 島　根：高浜小 58.69 島　根：塩冶小 60.52 島　根：今市小 60.73 島　根：神戸川小 61.29 島　根：高松小 61.57 島　根：大津小 61.63 島　根：北陽小 63.46

  高橋　桜太 (5)   内藤　　　海 (5)   鐘築　識 (5)   山崎　温音 (5)   藤原　莉久斗 (5)   出羽　陽貴 (5)   西尾　向矢 (5)   山本　晃士朗 (5)
  藤原　涼介 (5)   山﨑　　琉惟 (5)   板倉　陽斗 (5)   児玉　直人 (5)   石原　　秀明 (5)   伊藤　翔音 (5)   藤原　光誠 (5)   米原　　瑞揮 (5)
  立脇　有晟 (5)   伊原　　人和 (5)   大畑　柊翔 (5)   新宮　涼太郎 (5)   石原　　和明 (5)   内田　新大 (5)   妹尾　歩佑人 (5)   三原　　陸蒼 (5)
  本池　治洋 (5)   石飛　　瑛太 (5)   寺本　颯哉 (5)   小川　慶悟 (5)   槇原　　健人 (5)   北村　　允 (5)   藤沢　和睦 (5)   田中　　大悟 (5)

小６男子4X100mR 島　根：長浜小 54.75 島　根：大社小 54.91 島　根：大津小 56.27 島　根：塩冶小 56.49 島　根：神戸川小 56.76 島　根：四絡小 57.40 島　根：高松小 57.56 島　根：北陽小 59.28
  寄貞　　勇斗 (6)   柳　　　勇翔 (6)   糸原　陵央 (6)   吾郷　力 (6)   永岡　　歩望 (6)   濵村　滉 (6)   小林　悠道 (6)   山本　　將太 (6)
  日野　　竜汰 (6)   三原　　弘稀 (6)   品川　絢人 (6)   高野　翔大 (6)   福田　　　翼 (6)   髙月　昂希 (6)   大國　都倭 (6)   金山　　怜央 (6)
  川上　　翔也 (6)   磯田　　勇人 (6)   福田　悠喜 (6)   大西　侑 (6)   園山　　陽大 (6)   末次　純 (6)   川上　晃輝 (6)   三上　　純平 (6)
  永岡　勇次郎 (6)   徳田　　渉琉 (6)   岸　龍吾 (6)   今岡　洸太 (6)   山岡　　翔太 (6)   石倉　泰樹 (6)   河野　春輝 (6)   志食　　隆希 (6)

小全男子走高跳 磯田　　勇人 (6) 1m32 宮廻　　大樹 (6) 1m25 福間　　陽太 (6) 1m25 岸　龍吾 (6) 1m25 三原　　陸蒼 (5) 1m20 鐘築　一輝 (6) 1m20 末次　純 (6) 1m20
島　根：大社小 島　根：神戸川小 島　根：長浜小 島　根：大津小 島　根：北陽小 島　根：四絡小 同順 島　根：四絡小

福田　悠喜 (6) 1m20
島　根：大津小 同順

小全男子走幅跳 高野　翔大 (6) 4m86 +0.6 永岡　勇次郎 (6) 4m41 +1.0 川上　　翔也 (6) 4m28 -1.0 本池　治洋 (5) 4m22 0.0 糸原　陵央 (6) 4m21 0.0 福田　　　翼 (6) 4m20 0.0 小川　　歩夢 (6) 4m13 -0.6 藤原　涼介 (5) 3m98 -0.3
島　根：塩冶小 島　根：長浜小 島　根：長浜小 島　根：四絡小 島　根：大津小 島　根：神戸川小 島　根：長浜小 島　根：四絡小

小４女子100m 岸　　　美穏 (4) 15.74 古谷　依鈴 (4) 15.98 松原　しほり (4) 16.00 亀瀧　愛海 (4) 16.40 伊藤　咲乃 (4) 16.41 石橋　望美 (4) 16.48 板垣　舞 (4) 16.67 豊田　桃子 (4) 16.90
風:+0.1 島　根：神戸川小 島　根：高松小 島　根：神戸川小 島　根：塩冶小 島　根：塩冶小 島　根：高松小 島　根：塩冶小 島　根：四絡小

小５女子100m 荒薦　綾香 (5) 14.80 兵庫　萌々 (5) 15.30 福本　智帆 (5) 15.55 吉井　　恵美 (5) 15.60 宮廻彩香 (5) 15.69 髙田　　莉帆 (5) 15.89 太田　伶愛 (5) 16.14 三﨑　陽菜 (5) 16.15
風:-0.5 島　根：高松小 島　根：神戸川小 島　根：平田陸上教室 島　根：神戸川小 島　根：高松小 島　根：塩冶小

小６女子100m 向村　ともえ (6) 14.71 中村　寧々 (6) 14.91 高見　咲也子 (6) 15.39 恒松　詩乃 (6) 15.48 奥井　莉奈 (6) 15.57 水師　さくら (6) 15.64 安食　真帆 (6) 15.71 奥井　結菜 (6) 15.78
風:-0.3 島　根：出雲陸上教室 島　根：神戸川小 島　根：四絡小 島　根：四絡小 島　根：大社小 島　根：大津小 島　根：塩冶小

小４女子600m 豊田　桃子 (4) 2.09.78 渡邊　真優 (4) 2.10.48 西尾　小蘭 (4) 2.11.67 三成　　菜緒 (4) 2.12.00 穐吉　美颯 (4) 2.12.20 安田　　美唯 (4) 2.13.01 土江　　喜愛 (4) 2.14.15 杉原　美羽 (4) 2.14.72
島　根：四絡小 島　根：四絡小 島　根：大津小 島　根：北陽小 島　根：高松小 島　根：高浜小 島　根：大社小 島　根：大津小

小５女子600m 桐原　七海 (5) 1.56.07 浜村　　遥加 (5) 1.58.43 妹尾　有真 (5) 1.58.98 荒薦　綾香 (5) 2.01.65 角　　　桃子 (5) 2.01.69 板垣　美紅 (5) 2.03.79 三代　あかり (5) 2.04.41 藤原　茉優 (5) 2.04.60
島　根：塩冶小 島　根：神戸川小 島　根：塩冶小 島　根：四絡小 島　根：高浜小 島　根：須佐小 島　根：北陽小 島　根：四絡小

小６女子600m 岡　日輪乃 (6) 1.53.96 冨岡　　心琴 (6) 1.54.86 土江　未來 (6) 2.00.18 松原　のどか (6) 2.00.21 原　　美菜萌 (6) 2.00.60 安食　真帆 (6) 2.01.37 井上　みづき (6) 2.02.53 秦菜々美 (6) 2.04.30
島　根：大津小 島　根：神戸川小 島　根：今市小 島　根：四絡小 島　根：神戸川小 島　根：大津小 島　根：神戸川小 島　根：平田陸上教室

小５女子4X100mR 島　根：神戸川小 60.67 島　根：四絡小 61.05 島　根：高松小 61.14 島　根：塩冶小 61.89 島　根：今市小 62.97 島　根：大社小 63.10 島　根：長浜小 63.26 島　根：大津小 63.57
  高見　　瑠菜 (5)   松﨑　和奏 (5)   太田　伶愛 (5)   竹田　華音 (5)   古谷　紗輝 (5)   川上　　瑞希 (5)   川上　　友凪 (5)   安食　柚里 (5)
  髙田　　莉帆 (5)   荒薦　綾香 (5)   藤原　文音 (5)   兵庫　萌々 (5)   森山　萌々子 (5)   大村　　萌恵 (5)   藤江　　莉菜 (5)   原　小夏 (5)
  浜村　　遥加 (5)   奥井　千愛 (5)   梅澤　美月 (5)   三﨑　陽菜 (5)   森　のどか (5)   山田　　萌衣 (5)   川上　陽佳里 (5)   井上　緋奈子 (5)
  吉井　　恵美 (5)   三島　光薫 (5)   福本　智帆 (5)   鳥谷　美悠 (5)   松本　春佳 (5)   山崎　　真瑚 (5)   宇京　　真歩 (5)   三原　乃愛 (5)

小６女子4X100mR 島　根：神戸川小 59.73 島　根：四絡小 60.03 島　根：大津小 60.63 島　根：高松小 61.25 島　根：塩冶小 61.86 島　根：長浜小 61.93 島　根：大社小 62.11 島　根：今市小 62.33
  来間　　美月 (6)   北村　未来 (6)   安食　真帆 (6)   永見　千和 (6)   吾郷　加奈 (6)   米原　　彩加 (6)   三原　　万奈 (6)   山根　礼愛 (6)
  山﨑　理紗子 (6)   奥井　莉奈 (6)   中村　寧々 (6)   須谷くるみ (6)   奥井　結菜 (6)   石飛　　彩花 (6)   水師　さくら (6)   村岡　瑞希 (6)
  冨岡　　心琴 (6)   松原　のどか (6)   今岡　妃咲 (6)   古谷　花鈴 (6)   藤永　千夏 (6)   栗原　　　舞 (6)   吉田　　珠羽 (6)   ??川　美月 (6)
  高見　咲也子 (6)   米原　美洸 (6)   岡　日輪乃 (6)   南　はるか (6)   坂東　里菜 (6)   米原　　楓加 (6)   森山　　蘭那 (6)   土江　未來 (6)

小全女子走高跳 岡　日輪乃 (6) 1m25 手島　彩羽 (6) 1m20 桑本　　真弥 (6) 1m20 森山　由希乃 (6) 1m15 吾郷　加奈 (6) 1m15 太田　かのか (6) 1m10
島　根：大津小 島　根：高松小 島　根：大社小 島　根：北陽小 同順 島　根：塩冶小 島　根：四絡小 同順

恒松　詩乃 (6) 1m15 増原　　帆花 (6) 1m10
島　根：四絡小 同順 島　根：神戸川小同順
平岡　奈緒子 (6) 1m15 安井　和佳子 (6) 1m10
島　根：大社小 同順 島　根：高松小 同順

小全女子走幅跳 山﨑　理紗子 (6) 3m86 +1.2 中村　寧々 (6) 3m82 -0.1 古谷　花鈴 (6) 3m79 +1.7 竹田　華音 (5) 3m58 -0.1 米原　　楓加 (6) 3m55 -0.9 森山　由希乃 (6) 3m42 -1.4 大賀　るる (5) 3m39 +0.4 北村　未来 (6) 3m35 -0.3
島　根：神戸川小 島　根：大津小 島　根：高松小 島　根：塩冶小 島　根：長浜小 島　根：北陽小 島　根：塩冶小 島　根：四絡小

島　根：大津小

島　根：塩冶小島　根：四絡小
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