
ト ラ ッ ク 審 判 長 島田　　正大

跳 躍 審 判 長 島田　　正大

投 て き 審 判 長 島田　　正大

記 録 主 任 大野　真理子

日付 種目

成相　　龍人(5) 14.11 山﨑　　章充(5) 14.20 高橋　　亮伍(5) 14.38 栗栖　　伊吹(5) 14.51 川谷　　結人(5) 14.67 山本　　蒼生(5) 14.71 土本　　海航(5) 14.93 大賀　　翔太(5) 14.94
島根・松江陸上教室 島根・松江陸上教室 島根・松江陸上教室 島根・浜田JAS 島根・松江陸上教室 島根・浜田JAS 島根・大田陸上教室 島根・江津陸上教室

坂本　　千斗(6) 12.81 渡部　幸二郎(6) 12.87 澤村　　大和(6) 12.92 新井　　裕太(6) 12.93 古谷　　有己(6) 13.19 山﨑　　琉惟(6) 13.53 森山　　広大(6) 13.70 吉田　　新太(6) 13.70
島根・出雲陸上教室 島根・浜田JAS 島根・益田陸上教室 島根・邑智J.T.S 島根・出雲陸上教室 島根・大田陸上教室 島根・松江陸上教室

石飛　　瑛太 13.16 佃　　胡太朗 14.11 多原　　大和 14.73 小川　　泰知 14.77 品川　　侑斗 14.80 多原　　航汰 17.10
島根・出雲陸上教室 島根・松江陸上教室 島根・浜田JAS 島根・松江陸上教室 島根・浜田JAS 島根・浜田JAS
島根・出雲陸上教室 54.14 島根・浜田JAS 54.39 島根・邑智J.T.S 55.08 島根・松江陸上教室 55.50 島根・益田陸上教室 55.50 島根・江津陸上教室 57.12 島根・大田陸上教室 57.25
山﨑　　莉玖 津野　　遥人 元木　　陽滋(6) 吉田　　新太(6) 入澤　　疾風 須藤　　広征 都志見　真夏
坂本　　千斗(6) 渡部　幸二郎(6) 新井　　裕太(6) 谷本　　勇介(6) 澤村　　大和(6) 川端　　涼太 松原　　朋希(6)
山﨑　　琉惟(6) 多原　　大和 新井　　伊織(6) 福田　　一雲(6) 牛山　　雄心(6) 筆谷　　綜太(6) 白根　　大地(6)
石飛　　瑛太 谷口　　真人 中島　　聡太 武良　　心誓(6) 山本　　凌士 小松　　竜也 西村　　洸希(6)
中川　　碧志 1m40 小松　　竜也 1m40 牛尾　　伊吹 1m25 柊　　　優太 1m20 月森　　世那 1m20 田中　　悠貴 1m15
島根・松江陸上教室 GR 島根・江津陸上教室 GR 島根・江津陸上教室 島根・大田陸上教室 島根・浜田JAS
入澤　　疾風 4m47(+2.9) 谷口　　真人 4m41(+3.1) 山本　　凌士 4m36(+2.4) 須藤　　広征 4m29(+3.0) 山本　　飛湧 4m17(+1.1) 都志見　真夏 4m17(+3.7) 山﨑　　莉玖 4m15(+4.2) 吉岡　　敬多 3m94(+3.9)
島根・益田陸上教室 島根・浜田JAS 島根・益田陸上教室 島根・江津陸上教室 島根・松江陸上教室 島根・大田陸上教室 島根・出雲陸上教室 島根・大田陸上教室 *F1

公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし 公認3m66(+1.3)

津野　　遥人 53m07 宮本　　大輝 51m66 織田　　祐輔 46m93 松井　　誠也 43m92 永岡　　大凱 43m58 福島　　脩太 42m20 熊谷　　颯砥 40m97 福田　　康生 40m82
島根・浜田JAS 島根・矢上小クラブ 島根・来島小クラブ 島根・浜田JAS 島根・松江陸上教室 島根・邑智小クラブ 島根・大田陸上教室

石倉　　珠妃(5) 14.39 三島　　梨華(5) 14.67 岸　　　美隠(5) 14.73 辻　　　優美(5) 14.74 亀瀧　　愛海(5) 14.96 稲田　　七星(5) 14.96 原田　　奈茄(5) 15.01
島根・KAZ's AC 島根・松江陸上教室 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・日貫クラブ

松村　　咲弥(5) 14.96
島根・大田陸上教室

村上　　玉藻(6) 13.27 大崎　　琴葉(6) 13.80 菅田　　菜那(6) 13.95 福岡　　桃子(6) 14.03 小川　葉琉夏(6) 14.13 永海　　結妃(6) 14.17 代　　　悠乃(6) 14.20 吉川　さらさ(6) 14.32
島根・益田陸上教室 島根・益田陸上教室 島根・雲南ジュニア 島根・松江陸上教室 島根・松江陸上教室 島根・隠岐ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 島根・松江陸上教室 島根・松江陸上教室

福嶋　ひなた 13.40 金子　　　継 14.73 大前　つかさ 14.80 幸田　　由菜 14.84 日野山　咲希 15.19 黒石　　亜裕 15.87
島根・米子陸上クラブ 島根・邑智J.T.S 島根・浜田JAS 島根・大田陸上教室 島根・邑智J.T.S 島根・浜田JAS
島根・松江陸上教室 56.63 島根・KAZ's AC 57.76 島根・浜田JAS 57.83 島根・大田陸上教室 57.98 島根・益田陸上教室 58.81 島根・邑智J.T.S 59.05 島根・隠岐ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 1:00.04 島根・出雲陸上教室 1:00.88
吉川　さらさ(6) 原田　　琴都 西谷　　優花 生越　　歩佑(6) 岡﨑　　千華 日野山　咲希 今岡　　七菜 伊藤　　咲乃(5)
福岡　　桃子(6) 周藤　　夢采 佐々木　秋水(6) 岩谷　　萌桃 大崎　　琴葉(6) 金子　　　継 永海　　結妃(6) 亀瀧　　愛海(5)
小川　葉琉夏(6) 三好　　杏奈(6) 榊原　　そら(6) 三谷　　礼那(6) 米田　　弘渚(6) 名原　かのん 藤野　　瑠南 岸　　　美隠(5)
代　　　悠乃(6) 石倉　　珠妃(5) 直江　　陽香(6) 小原　　桃佳(6) 石橋　　海和(6) 奥羽場　杏里 斎藤　　立花(6) 松原　しほり(5)
下田　　　希 1m30 島田　　心乃 1m20 木佐　友衣菜 1m20 山尾　　美月 1m10 岩谷　　萌桃 1m10
島根・浜田JAS 島根・益田陸上教室 島根・平田陸上教室 島根・浜田JAS 島根・大田陸上教室

山本　　咲幸 1m20
島根・出雲陸上教室

奥羽場　杏里 4m20(+4.2) 岡﨑　　千華 4m17(+1.9) 西谷　　優花 4m10(+2.0) 名原　かのん 4m03(+5.0) 沖田　　侑来 3m91(+3.3) 植田　　愛唯 3m85(+3.5) 尾崎　　未南 3m77(+2.8) 佐々木いづみ 3m74(+3.4)
島根・邑智J.T.S 島根・益田陸上教室 島根・浜田JAS 島根・邑智J.T.S 島根・邑智J.T.S 島根・江津陸上教室 *F2 島根・浜田JAS 島根・松江陸上教室

公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし 公認3m78(+0.5) 公認記録なし 公認記録なし

上田　　智子 42m89 梶野　　涼葉 37m88 大野　　　唄 37m63 井上　　七海 31m91 森脇　　　蘭 28m53
島根・大田陸上教室 島根・大田陸上教室 島根・山佐クラブ 島根・松江陸上教室 島根・邑智J.T.S

凡例  GR:大会記録 *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高

6月26日
小学男子80mH

風：+3.5

第32回全国小学生陸上競技大会 【16320010】
松江市営陸上競技場 【322030】
2016/06/26 ～ 2016/06/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月26日
5年男子100m

風：+4.1

6月26日
6年男子100m

風：+6.8

小学男子ジャベリックボール
投

6月26日
5年女子100m

風：+3.4

6月26日 小学男子4X100mR

6月26日 小学男子走高跳

6月26日 小学男子走幅跳

6月26日
小学女子ジャベリックボール

投

島根・隠岐ｼﾞｭﾆｱ陸上知夫ｸﾗﾌﾞ

島根・隠岐ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

島根・金城ｼﾞｭﾆｱ陸上教室

6月26日 小学女子走高跳

6月26日 小学女子走幅跳

6月26日
6年女子100m

風：+5.1

6月26日
小学女子80mH

風：+5.6

6月26日 小学女子4X100mR

6月26日


