
中国五県小学生陸上競技交流記録会 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 ※男子1000m，女子800mは、7月29日(土) 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 鬼木 楓奏 13.96 国本 一 14.01 大場 涼雅 14.06 枝木 蓮 14.38 宇都宮 璃来 14.46 原田 辿地 14.56 齊藤 颯斗 14.78
１組 0.0 小郡陸上少 小郡陸上少 江津陸上教室 松江陸上教室 ふくっこ陸上 布勢ＴＣ ゆうスポ陸少

５年１００ｍ 加地 拓稀 14.69 前永 蒼登 15.29 桑原 光駿 15.41 内山 昂 15.44 青木 悠翔 15.46 福本 航大 15.46
２組 -0.5 ＫＡＺ’ｓ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 奇兵隊 徳山コネット 東広島ＴＦＣ

５年１００ｍ 林 航太朗 15.24 下村 悠太 15.57 大隈 匠真 15.60 小林 隆正 15.86 林 宗汰 16.53 澤村 亮汰 17.12 宮川 大輝 17.41
３組 -0.6 出雲陸上教室 奇兵隊 山口陸スポ 美祢陸スポ 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

５年１００ｍ 馬場 倖範 14.64 柳瀬 琥百 14.78 森本 龍弥 14.97 川上 流矢 15.20 吉田 泰士 15.64 三宅 悠斗 15.70 高野 遥登 16.33
４組 0.7 ゆうスポ陸少 油谷陸スタ ふくっこ陸上 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 塩冶小学校

５年１００ｍ 末永 蒼真 15.36 山根 楓馬 15.41
５組 2.0 徳山コネット 奇兵隊

５年１００ｍ 眞崎 陽希 15.17 有川 幸樹 18.32 桑原 佳吾 19.49 安井 憂斗 19.97
６組 0.4 コウビン陸上 東広島ＴＦＣ 出雲陸上教室 出雲陸上教室

５年１００ｍ 追参 鬼木 楓奏 13.90 国本 一 14.09 大場 涼雅 14.18 宇都宮 璃来 14.22 枝木 蓮 14.27 馬場 倖範 14.42 加地 拓稀 14.46 原田 辿地 14.52
第2レース 2.4 小郡陸上少 小郡陸上少 江津陸上教室 ふくっこ陸上 松江陸上教室 ゆうスポ陸少 ＫＡＺ’ｓ 布勢ＴＣ

６年１００m 久保 陽向 13.54 恒富 滉大 13.70 廣瀬 遼太 13.79 太田 咲真 13.80 谷野 佑成 13.94 山﨑 章充 13.96 松﨑 泰知 13.99 山形 匠 14.03
１組 -0.5 益田陸上教室 徳山コネット 浜田ＪＡＳ 布勢ＴＣ 福浜ＡＣ 松江陸上教室 山口陸スポ 新見ジュニア

６年１００m 大谷 悠真 13.77 成相 龍人 13.94 櫛田 翔真 14.07 安達 皓哉 14.18 鴨川 洸登 14.19 宮田 孝輝 14.29 山本 陸斗 14.58 石田 経光 14.63
２組 -0.3 布勢ＴＣ 松江陸上教室 美祢陸スポ 新見ジュニア 仙崎みすゞ 東広島ＴＦＣ 益田陸上教室 新見ジュニア

６年１００m 木下 裕翔 14.07 大坪 新歩 14.10 鈴木斗雄哉 14.28 藤本 隆司 14.98 笠野 俊介 15.02 桑嶋松太郎 15.34
３組 -1.1 油谷陸スタ 布勢ＴＣ 東広島ＴＦＣ 益田陸上教室 下松東陽ク 奇兵隊

６年１００m 廣中 暉 14.55 吉田 凪音 14.66 月本 雄基 14.66 竹内 優斗 14.83 谷 昌郁 15.04 土島 空 15.09 赤宗 拓弥 15.18
４組 -1.0 松江陸上教室 東広島ＴＦＣ 新見ジュニア 着差アリ 小郡陸上少 山口陸スポ 山口陸スポ 東広島ＴＦＣ

６年１００m 吉村 謙吾 14.52 茗荷 駿多 14.58 岡野 稜平 14.74 阿部 夏基 14.83 丸山 永遠 15.35 高橋 敦大 15.66
５組 -0.7 油谷陸スタ 布勢ＴＣ ふくっこ陸上 東広島ＴＦＣ カツミ陸上 東広島ＴＦＣ

６年１００m 横田 諒人 15.17 山中 柊弥 15.19 小池 湊 15.53 濵口 悠 15.54 江平 莉阿武 15.82
６組 -1.6 油谷陸スタ 小郡陸上少 東広島ＴＦＣ ふくっこ陸上 美祢陸スポ

６年１００m 久保 陽向 13.50 恒富 滉大 13.74 大谷 悠真 13.76 谷野 佑成 13.84 太田 咲真 13.90 山﨑 章充 13.94 廣瀬 遼太 13.98 成相 龍人 14.17
第2レース 益田陸上教室 土江賞 徳山コネット 布勢ＴＣ 福浜ＡＣ 布勢ＴＣ 松江陸上教室 浜田ＪＡＳ 松江陸上教室

５年男１０００ｍ 三宅 悠斗 3'16”66 下村 悠太 3'19”92 国本 一 3'25”10 前永 蒼登 3'26”86 末永 蒼真 3'27”98 高野 創 3'28”82 齊藤 颯斗 3'29”25 牛尾 壮太 3'30”05 山根 楓馬 3'35”07
東広島TFC 奇兵隊 小郡陸上少 東広島TFC 徳山コネット 出雲陸上教室 ゆうスポ陸 浜田ＪＡＳ 奇兵隊
⑩福本 航大 3'35”50 ⑪細木 駿一 3'37”04 ⑫田村 累斗 3'38”43 ⑬吉田 泰士 3'42”61 ⑭澤村 亮汰 ⑮有川 幸樹
東広島TFC 松江陸上教室 邑智ＪＴＳ 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC

６年男１０００ｍ 谷本 昂士郎 3'01”36 宮田 孝輝 3'02”49 太田 咲真 3'06”81 森田 那生 3'09”38 丸山 永遠 3'11”96 江平 莉阿武 3'13”23 吉田 凪音 3'24”27 中嶋 健翔 3'25”75 赤宗 拓弥 3'29”03
平生陸スポ 東広島TFC 布勢ＴＣ 日貫陸上クラブ カツミ陸上 美祢陸スポ 東広島TFC 美祢陸スポ 東広島TFC
⑩高橋 敦大 3'30”68 ⑪延井 陸大 3'31”10 ⑫蛯原 駿 3'32”15 ⑬門脇 孟毅 3'41”88 ⑭伊藤 大輔 3'43”59 ⑮金谷 俐希 3'47”89 ⑯小池 湊 4'05”56 ⑰田原 結翔 4'13”88
東広島TFC ふくっこ陸上 東広島TFC 出雲陸上教室 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC 出雲陸上教室

男子８０ｍH 恒富滉大 13.53 谷本昂士郎 13.55 松本 楓月 13.84 茗荷 駿多 14.33 蛯原 駿 15.48 日野山青翔 17.33
１組 -0.3 徳山コネット 平生陸スポ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 東広島ＴＦＣ 邑智ＪＴＳ

男子８０ｍH 倉光 一冴 13.57 上田 康生 13.59 太田 咲真 13.95 阿部 夏基 14.30 松本 葉月 14.94 岡野 稜平 15.66
２組 0.5 布勢ＴＣ 邑智ＪＴＳ 布勢ＴＣ 東広島ＴＦＣ 布勢ＴＣ ふくっこ陸上
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中国五県小学生陸上競技交流記録会 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 布勢ＴＣ 53.60 東広島ＴＦＣ Ａ 54.69 新見ジュニア 54.75 美祢陸スポ 56.82 東広島ＴＦＣ Ｂ 57.47
１組 茗荷 駿多 吉田 凪音 月本 雄基 中村 真人 伊藤 大輔

太田 咲真 宮田 孝輝 月形 匠 中嶋 健翔 赤宗 拓弥
大谷 悠真 阿部 夏基 石田 経光 江平 莉阿武 高橋 敦大
大坪 新歩 鈴木 斗雄哉 安達 皓哉 櫛田 翔真 金谷 俐希

男子４×１００ｍR 山口県選抜Ｂ 56.44 山口陸スポ 57.03 徳山コネット 58.97 東広島ＴＦＣ Ｄ 100.19 奇兵隊 100.43 東広島ＴＦＣ Ｃ 103.31
２組 眞崎 陽希 大隈 匠真 青木 悠翔 三宅 悠斗 桑嶋 松太郎 蛯原 駿

谷本 昂士郎 松﨑 泰知 高橋 晴 桑原 光駿 内山 昂 小池 湊
丸山 永遠 土島 空 末永 蒼真 福本 航大 山根 楓馬 澤村 亮汰
鴨川 洸登 谷 昌郁 恒富 滉大 前永 蒼登 下村 悠太 綾 佑心

男子４×１００ｍR 小郡陸上少 56.69 油谷陸スタ 57.03 ふくっこ陸上 57.19 山口県選抜A 59.12 東広島TFC E 105.91
３組 竹内 優斗 柳瀬 琥百 森本 龍弥 北村 怜也 土田 涼大

鬼木 楓奏 吉村 謙吾 宇都宮 璃来 笠野 俊介 後藤 春輝
山中 柊弥 木下 裕翔 延井 陸大 神田 宗太 吉田 泰士

国本 一 横田 諒人 岡野 稜平 齊藤 颯斗 緒方 真那斗
男子走高跳 鈴木 斗雄哉 1m32 石見だいや 1m32 松本 聖也 1m29 神田 宗太 1m20 中村 真人 1m20 緒方 真那斗 1m15 ⑦綾 佑心 1m15 ⑦中嶋 健翔 1m15

東広島TFC 八橋クラブ 三隅ジュニア陸上教室 アカデミー 美祢陸スポ 東広島TFC 東広島TFC 美祢陸スポ
男子走幅跳 鴨川 洸登 4m75 伊藤 大輔 4m34 大坪 新歩 4m22 宇都宮 璃来 4m10 笠野 俊介 4m07 久保 陽向 4m06 森本 龍弥 3m99 櫛田 翔真 3m93 神田 宗太 3m88

仙崎みすゞ +0.7 東広島TFC +0.9 布勢ＴＣ +1.4 ふくっこ陸上 -0.2 下松東陽ク -1.6 益田陸上教室 -1.2 ふくっこ陸上 +1.4 美祢陸スポ -0.5 アカデミー +0.7
※同記録の順位 ⑩濵口 悠 3m80 ⑪吉村 謙吾 3m77 ⑫山本 陸斗 3m76 ⑬日野 風舞 3m76 ⑭延井 陸大 3m74 ⑮柳瀬 琥百 3m66 ⑯青木 悠翔 3m63 ⑰桑嶋 松太郎 3m63 ⑱内山 昂 3m60
決定は、第2記録 ふくっこ陸上 +0.2 油谷陸スタ -0.2 益田陸上教室 +1.0 塩冶小学校 -1.4 ふくっこ陸上 -1.8 油谷陸スタ -1.3 徳山コネット -1.5 奇兵隊 -1.5 奇兵隊 -0.4
による。 ⑲後藤 春輝 3m60 ⑳山根 想大 3m59 ㉑土田 涼大 3m51 ㉒林 航太朗 3m50 ㉓藤本 隆司 3m45 ㉔横田 諒人 3m33 ㉕小林 隆正 3m28 ㉖川上 流矢 3m20 ㉗高野 遥登 2m98

東広島TFC -1.5 出雲陸上教室 0.0 東広島TFC -0.1 出雲陸上教室 +0.3 益田陸上教室 +0.5 油谷陸スタ -1.4 美祢陸スポ +1.5 出雲陸上教室 -1.6 塩冶小学校 0.0
男子 松本 葉月 45m20 金谷 俐希 44m36 松本 楓月 44m26 谷 昌郁 42m12 北村 怜也 41m29 松﨑 泰知 41m03 高橋 晴 40m55 倉光 一冴 35m30 大隈 匠真 34m29
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 布勢ＴＣ 東広島TFC 布勢ＴＣ 山口陸スポ アカデミー 山口陸スポ 徳山コネット 布勢ＴＣ 山口陸スポ

⑩高見 晃史郎 28m37 ⑪田原 結翔 28m19 ⑫土島 空 26m97
出雲陸上教室 出雲陸上教室 山口陸スポ
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中国五県小学生陸上競技交流記録会 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 ※男子1000m，女子800mは、7月29日(土) 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 淺田 結衣 14.77 野田 一葉 14.95 細川 実優 15.15 田熊 柚 15.25 向田 帆花 15.32 内藤 央瑠 15.58 中村 琴葉 15.69
１組 -0.4 浜田ＪＡＳ 邑智ＪＴＳ 東広島ＴＦＣ 平生陸スポ ゆうスポ陸少 光スポ少 コウビン陸上

５年１００ｍ 三隅 笑子 15.75 松井 陽向 16.26 本田 海央 16.35 山口 七愛 16.64 三秋 遙乃 17.52 矢野 有紗 18.01
２組 -1.1 小郡陸上少 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ ふくっこ陸上 東広島ＴＦＣ 出雲陸上教室

５年１００ｍ 石川 栞菜 15.64 中原 紗奈 16.17 布野 心美 16.73 高取亜也子 16.91 中上 遥 17.41
３組 -0.4 小郡陸上少 邑智ＪＴＳ 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

５年１００ｍ 吾郷 愛莉 16.10 藤井 彩奈 16.90 堀 菜々美 16.95 上田 陽葵 18.03
４組 -1.3 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

５年１００ｍ 藤原 愛心 15.23 熊谷 美優 15.54 末永真衣 15.79 橋本 友紀 16.71 清水 彩加 17.21 井上 芽吹 17.92
５組 -1.0 東広島ＴＦＣ 豊浦陸スポ 小郡陸上少 浜田ＪＡＳ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

５年１００ｍ 追参 淺田 結衣 14.44 野田 一葉 14.60 藤原 愛心 14.93 向田 帆花 14.93 細川 実優 15.02 田熊 柚 15.08 熊谷 美優 15.22 内藤 央瑠 15.30
第2レース 2.5 浜田ＪＡＳ 邑智ＪＴＳ 東広島ＴＦＣ ゆうスポ陸少 着差アリ 東広島ＴＦＣ 平生陸スポ 豊浦陸スポ 光スポ少

６年１００m 先村 若奈 13.18 西口 そら 14.09 石倉 珠妃 14.09 岸 美穏 14.27 柏原 早希 14.31 和田 桜月 14.54 深田 姫菜 14.55
１組 -0.8 奇兵隊 八橋クラブ 松江陸上教室 着差アリ 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 小郡陸上少 松江陸上教室

６年１００m 萩野 凪咲 14.41 永谷 優美紗 14.61 藤田 実優 14.85 髙木 萌衣 14.94 原田 結愛 15.32 塩見 林果 15.53 山本 千夏 15.80 川上 香音 15.88
２組 0.5 豊浦陸スポ 奇兵隊 東広島ＴＦＣ 周陽体振陸上 徳山コネット 小郡陸上少 ふくっこ陸上 小郡陸上少

６年１００m 石原 朋華 15.25 高見瑠里子 15.54 片野 瑠唯 15.75 中村 佳純 15.83 田代 月碧 15.92 川上 紗季 16.14 笹川 樹里 16.42
３組 -0.9 奥出雲Jr 出雲陸上教室 下松東陽ク 徳山コネット ふくっこ陸上 新見ジュニア 出雲陸上教室

６年１００m 町田 楓 14.49 石橋 望美 15.10 幸田 由菜 15.11 野口 絢音 15.15 佃 こごみ 15.55 古米あすか 15.60 山田 慈 16.43
４組 -0.8 ふくっこ陸上 出雲陸上教室 大田陸上教室 下松東陽ク 豊浦陸スポ 新見ジュニア 東広島ＴＦＣ

６年１００m 松原しほり 14.68 須田 彩蓉 15.62 山本 綸 15.63 黒原 那津 15.78 二嶋 夏萌 15.90 岡村 緑子 16.04 福田 紗菜 16.49
５組 0.4 出雲陸上教室 出雲陸上教室 下松東陽ク 東広島ＴＦＣ 新見ジュニア 豊浦陸スポ 平生陸スポ

６年１００m 亀瀧 愛海 14.58 三井 綾乃 14.64 安達 こころ 14.72 山本 萌 15.47 竹山 七海 16.16 小林 玲奈 16.22
６組 0.9 出雲陸上教室 小郡陸上少 松江陸上教室 平生陸スポ 美祢陸スポ 豊浦陸スポ

６年１００m 佐々木 優奈 14.07 渡邊 菜々実 14.68 川満 有紗 14.73 三島 梨華 14.97 小畠 芽 15.26
７組 0.1 松江陸上教室 小郡陸上少 ふくっこ陸上 松江陸上教室 東広島ＴＦＣ

６年１００m 先村 若奈 13.02 西口 そら 13.85 石倉 珠妃 13.98 岸 美穏 13.99 佐々木 優奈 14.08 柏原 早希 14.26 萩野 凪咲 14.42 町田 楓 14.58
第2レース 0.9 奇兵隊 土江賞 八橋クラブ 松江陸上教室 出雲陸上教室 松江陸上教室 東広島ＴＦＣ 豊浦陸スポ ふくっこ陸上

５年女８００ｍ 高取 亜也子 2'43”80 佐々木 悠里 2'48”94 真崎 ひまり 2'49”97 堀 菜々美 2'52”15 藤井 彩奈 2'55”03 小笠原 遥 2'55”16 本田 海央 2'56”23 中上 遥 2'56”25 高本 依真 2'59”51
東広島TFC 浜田ＪＡＳ ふくっこ陸上 東広島TFC 東広島TFC 邑智ＪＴＳ 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC
⑩浅井 悠華 2'59”78 ⑪清水 彩加 2'59”93 ⑫畝 千尋 3'01”07 ⑬上田 陽葵 3'02”87 ⑭德丸 しゅう 3'03”36 ⑮片平 陽菜 3'06”87 ⑯布野 心美 3'09”89 ⑰三秋 遙乃 3'17”02
東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC 邑智ＪＴＳ 出雲陸上教室 東広島TFC

６年女８００ｍ 髙木 萌衣 2'34”27 片野 瑠唯 2'40”08 藤田 実優 2'43”38 柏原 早希 2'49”60 中井 美波 2'51”58 石原 朋華 2'52”29 岡村 緑子 2'52”87 土肥 珠梨 2'53”83 佃 こごみ 2'54”46
周陽体振陸上 下松東陽 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC 奥出雲ジュニア 豊浦陸スポ 平生陸スポ 豊浦陸スポ
⑩山本 千夏 2'56”44 ⑪久保 和奏 3'04”62 ⑫小田 菜々美 3'07”92 ⑬原田 結愛 3'14”52
ふくっこ陸上 平生陸スポ 東広島TFC 徳山コネット

女子８０ｍH 深田 彩名 13.10 先村 若奈 13.12 小畠 芽 13.65 幸田 由菜 14.17 飯田 唯 15.38 唐谷 里緒 15.62 山岡 蓮花 17.32 小畠 碧 17.73 德丸しゅう 17.82
１組 1.5 布勢ＴＣ 奇兵隊 東広島ＴＦＣ 大田陸上教室 光スポ少 光スポ少 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

女子８０ｍH 尾﨑 未南 15.69 畝 千尋 18.15 永谷 優美紗 18.94 吾郷 愛莉 19.44 佐々木 花梨 19.63
２組 0.3 浜田ＪＡＳ 東広島ＴＦＣ 奇兵隊 出雲陸上教室 美祢陸スポ
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中国五県小学生陸上競技交流記録会 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 ※男子1000m，女子800mは、7月29日(土) 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 松江陸上教室 55.98 出雲陸上教室 56.55 小郡陸上少A 56.62 東広島TFC A 56.87 山口県選抜A 59.51 東広島TFC B 100.94 光スポ少 100.99
１組 安達 こころ 石橋 望美 塩見 林果 藤原 愛心 永谷 優美紗 細川 実優 飯田 唯

三島 梨華 松原 しほり 和田 桜月 小畠 芽 先村 若奈 中井 美波 内藤 央瑠
佐々木 優奈 岸 美穏 渡邊 菜々実 藤田 実優 中村 乃々子 本田 海央 徳田 早希
深田 姫菜 亀瀧 愛海 三井 綾乃 柏原 早希 髙木 萌衣 堀部 小波 唐谷 里緒

女子４×１００ｍR 豊浦陸スポ 58.97 徳山コネット 59.13 山口県選抜B 59.87 平生陸スポ 102.91 東広島TFC C 104.86 東広島TFC D 104.89 東広島TFC E 105.00
２組 岡村 緑子 原田 結愛 山本 綸 土肥 珠梨 川西 彩月 山岡 蓮花 高本 依真

佃 こごみ 徳永 七菜 野口 絢音 福田 紗菜 迫田なるみ 黒原 那津 畝 千尋
熊谷 美優 中村 佳純 片野 瑠唯 久保 和奏 井上 芽吹 小田菜々美 德丸しゅう
萩野 凪咲 西村 萌衣 向田 帆花 山本 萌 山田 慈 山本 結子 三秋 遙乃

女子４×１００ｍR ふくっこ陸上 58.54 小郡陸上少B 100.46 山口県選抜C 101.16 美祢陸スポ 101.58 東広島TFC F 105.01 東広島TFC G 108.66
３組 山本 千夏 末永 真衣 中村 琴葉 櫛田 愛衣 中上 遥 清水 彩加

川満 有紗 川上 香音 山口 七愛 竹山 七海 高取 亜也子 浅井 悠華
田代 月碧 三隅 笑子 真崎 ひまり 佐々木 花梨 堀 菜々美 小畠 碧
町田 楓 石川 栞菜 田熊 柚 鍋山 侑花 藤井 彩奈 上田 陽葵

女子走高跳 西村 萌衣 1m32 鍋山 侑花 1m26 大場 梛 1m23 ④中井 美波 1m15 ④堀部 小波 1m15 ⑥松井 陽向 1m10 ⑥小田菜々美 1m10 川満 有紗 NM
徳山コネット 美祢陸スポ 浜田ＪＡＳ 東広島TFC 東広島TFC 出雲陸上教室 東広島TFC ふくっこ陸上

女子走幅跳 町田 楓 4m39 沖田 侑来 4m07 尾﨑 未南 3m90 松原 しほり 3m88 山本 綸 3m82 川西 彩月 3m79 野口 絢音 3m73 鍋山 侑花 3m72 深田 彩名 3m70
ふくっこ陸上 0.0 邑智ＪＴＳ +0.2 浜田ＪＡＳ +3.2 出雲陸上教室 +0.5 下松東陽ク +1.4 東広島TFC +1.6 下松東陽ク +1.8 美祢陸スポ -0.1 布勢ＴＣ +3.0

※同記録の順位 ⑩山本 萌 3m61 ⑪古米 あすか 3m56 ⑫小林 玲奈 3m54 ⑬野田 一葉 3m53 ⑭中村 佳純 3m53 ⑮向村 あずみ 3m51 ⑯飯田 唯 3m46 ⑰山口 七愛 3m41 ⑱迫田 なるみ 3m39
決定は、第2記録 平生陸スポ 0.0 新見ジュニア 0.0 豊浦陸スポ +0.5 邑智ＪＴＳ +0.9 徳山コネット +2.9 出雲陸上教室 +2.2 光スポ少 -0.6 ふくっこ陸上 +0.9 東広島TFC +0.5
による。 ⑲二嶋 夏萌 3m39 ⑳高見 瑠里子 3m38 ㉑竹山 七海 3m37 ㉒川上 紗季 3m33 ㉓真崎 ひまり 3m28 ㉔山本 結子 3m27 ㉕田熊 柚 3m22 ㉖佐々木 花梨 3m21 ㉗小笠原 遥 3m21

新見ジュニア -1.2 出雲陸上教室 +0.2 美祢陸スポ -0.7 新見ジュニア +0.5 ふくっこ陸上 +1.3 東広島TFC -0.5 平生陸スポ +0.7 美祢陸スポ +2.6 邑智ＪＴＳ +0.7
㉘福田 紗菜 3m07 ㉙石原 朋華 3m03 ㉚片平 陽菜 2m99 ㉛内藤 央瑠 2m69 ㉜熊谷 美優 2m34
平生陸スポ +1.0 奥出雲ジュニア +0.4 邑智ＪＴＳ +1.1 光スポ少 0.0 豊浦陸スポ 0.0

女子 徳田 早希 33m00 中村 乃々子 30m76 土肥 珠梨 26m84 高本 依真 21m37 久保 和奏 19m12 浅井 悠華 17m47
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 光スポ少 アカデミー 平生陸スポ 東広島TFC 平生陸スポ 東広島TFC
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