
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 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のみ8月4日(土) 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

１･２年１００ｍ 石川 蒼大 8.51 筧 蒼真 9.33 藤田 拓実 9.37 福本 涼太 9.56 北山 大亮 10.03
-1.0 東広島TFC 加茂小２ 東広島TFC 東広島TFC 東広島TFC

４･５年１００ｍ 山崎 雄生 14.34 升永 晴仁 14.79 山尾 祐斗 15.13 小早川智之 15.49 斎藤 琉音 16.42 末田唯久海 16.52 本橋七里都 17.34
１組 -0.8 布勢ＴＣ５ ゆう陸スポ５ 浜田ＪＡＳ５ 東広島TFC５ 豊浦陸上５ 東広島TFC５ 出雲陸上教室５

４･５年１００ｍ 安藤哲之介 14.22 前田 渉吾 14.40 古永 健志 14.61 山根 想大 14.76 坂本 蓮 16.91 野原 涼太 17.02
２組 +0.1 江津陸上教室５ 布勢ＴＣ５ 豊浦陸上５ 出雲陸上教室５ 東広島TFC５ ゆう陸スポ５

４･５年１００ｍ 竹中 優斗 14.73 竹重眞之介 15.06 石飛 洸人 15.36 佐藤 千真 15.49 大場 聖也 15.94 中尾 太紀 17.33
３組 +1.1 ゆう陸スポ５ 豊浦陸上５ 出雲陸上教室５ 出雲陸上教室５ 江津陸上教室５ 東広島TFC５

４･５年１００ｍ 大下 寿虎 14.43 森数 俊輔 14.65 佐貫 誠治 15.32 板垣遼太郎 15.82 藤田 温輝 16.32 末永 琉海 16.94 小池 千勇 17.25
４組 +0.2 ゆう陸スポ５ にゃんじゃSC５ ふくっこ陸上５ 出雲陸上教室５ 大田陸上教室５ 光市陸上５ 東広島TFC５

４･５年１００ｍ 野津 柾宏 14.32 松本 朔哉 14.60 串崎 日向 15.00 窪井 叶亮 15.30 川上 悠介 15.38 坂西優友 15.51 有田 光佑 17.10
５組 +0.2 KAZ's AC５ 東広島TFC５ 大田陸上教室５ 光市陸上５ 出雲陸上教室５ 浦安クラブ５ 東広島TFC５

４･５年１００ｍ 村上 大貴 14.99 川上 陸哉 15.00 藤本 華蓮 15.24 岡本 帆浬 15.70 上妻 遙人 16.32 高島 諭 17.19
６組 -0.6 布勢ＴＣ５ 出雲陸上教室５ 光市陸上５ にゃんじゃＳＣ５ 東広島TFC５ 東広島TFC５

４･５年１００ｍ 前村 一颯 15.58 加賀田琉月 15.77 徳光 泰知 16.41 原 貫輔 17.61 清水 耀介 18.14 岡嶋 颯 18.54
７組 -0.9 ふくっこ陸上４ 布勢ＴＣ４ 光市陸上５ 出雲陸上教室４ 出雲陸上教室４ 豊浦陸上４

４･５年１００ｍ 池本 稔生 15.79 三浦 瑚右 16.03 田村 優和 16.37 高塚 琥太郎 17.23 松原 晴汰 17.84 立花 凌 17.90 原田 慧叶 19.31
８組 +0.4 布勢ＴＣ４ 光市陸上４ 松江陸上教室４ KAZ's AC４ 出雲陸上教室４ 出雲陸上教室４ 豊浦陸上４

５年男子１００ｍ 山崎 雄生 13.83 古永 健志 13.94 安藤哲之介 14.23 前田 渉吾 14.24 野津 柾宏 14.31 大下 寿虎 14.39 松本 朔哉 14.51 森数 俊輔 14.74
決勝 +1.6 布勢ＴＣ 豊浦陸上 江津陸上教室 布勢ＴＣ KAZ's AC ゆう陸スポ 東広島TFC にゃんじゃSC

６年１００m 筧 光希也 13.80 安達 盛志郎 13.95 岡嶋 帆 14.38 小林 功季 15.66 富永 直貴 15.75 冷泉 元基 16.48
１組 -1.9 加茂小学校 松江陸上教室 豊浦陸上 東広島TFC 豊浦陸上 豊浦陸上

６年１００m 枝木 蓮 13.13 土橋 禅旅 14.08 福村 鉄平 14.63 綾 佑心 14.88 齋藤 碧斗 15.85 澤村 亮汰 16.26
２組 -0.8 松江陸上教室 布勢ＴＣ 松江陸上教室 東広島TFC 益田陸上教室 東広島TFC

６年１００m 渡辺 柊色 13.07 石見だいや 13.95 川上 流矢 14.17 門田 慎平 14.66 三宅 悠斗 14.88 下種 仁也 15.55 石原由章 15.59
３組 -1.5 光市陸上 八橋クラブ 出雲陸上教室 光市陸上 東広島TFC 東広島TFC 平田陸上教室

６年１００m 大場 涼雅 13.76 上川 悠太 14.25 吉田 泰士 15.53 仲子 晃央 15.69 金子 侑紀 16.18 北山 昌太 16.37 立花 蒼 18.44
４組 -0.6 江津陸上教室 周陽体振陸上 東広島TFC 光市陸上 豊浦陸上 東広島TFC 出雲陸上教室

６年１００m 上野 李騎斗 13.73 馬場 倖範 14.32 里 陽葵 14.95 高野 創 15.14 髙橋 希良 16.64 原田 真叶 17.19 丸本 怜獅 17.44
５組 -0.1 松江陸上教室 ゆう陸スポ 豊浦陸上 出雲陸上教室 江津陸上教室 豊浦陸上 東広島TFC５

６年１００m 三木 優 13.96 中村 真生 14.30 吉田 悠希 15.00 高野 遥登 15.65 新宮 岬 16.18 宮川 大輝 16.35 中野 隆悠 17.15
６組 -1.7 松江陸上教室 周陽体振陸上 周陽体振陸上 出雲陸上教室 松江陸上教室 東広島TFC 豊浦陸上

６年男子１００ｍ 枝木 蓮 12.65 渡辺 柊色 12.99 上野 李騎斗 13.41 大場 涼雅 13.52 筧 光希也 13.81 安達 盛志郎 13.83 三木 優 13.91 石見だいや DNS
決勝 -0.1 松江陸上教室 土江杯 光市陸上 松江陸上教室 江津陸上教室 加茂小学校 松江陸上教室 松江陸上教室 八橋クラブ

５年男１０００ｍ 末田唯久海 東広島TFC 白髪 将和 東広島TFC 竹重眞之介 豊浦陸上 松本 朔哉 東広島TFC 岡本 帆浬 にゃんじゃSC 藤本 華蓮 光市陸上 徳光 泰知 光市陸上 斎藤 琉音 豊浦陸上 森数 俊輔 にゃんじゃSC

3'23”94 3'25”38 3'30”38 3'31”55 3'46”62 3'48”02 3'50”75 3'50”95 4'08”76
⑩佐藤 千真 出雲陸上教室 ⑪大場 聖也 江津陸上教室

4'17”05 4'27”59
６年男１０００ｍ 三宅 悠斗 東広島TFC 髙杉 元也 益田陸上教室 上川 悠太 周陽体振陸上 中村 真生 周陽体振陸上 岡嶋 帆 豊浦陸上 前永 蒼登 東広島TFC 齊藤 颯斗 ゆう陸スポ 宮川 大輝 東広島TFC 福本 航大 東広島TFC

3'05”65 3'13”79 3'14”14 3'21”21 3'22”05 3'24”15 3'25”14 3'26”98 3'29”04
⑩吉田 悠希 周陽体振陸上 ⑪金子 侑紀 豊浦陸上 ⑫髙橋 希良 江津陸上教室 ⑬大場 涼雅 江津陸上教室

3'32”92 3'34”26 3'36”45 3'55”33
男子８０ｍH 原田 辿地 13.97 福本 航大 14.12 牛尾 壮太 14.13 前永 蒼登 15.47 村上 大貴 16.58 池本 稔生 17.09 冷泉 元基 17.37 仲子 晃央 19.37

１組 -0.7 布勢ＴＣ６ 東広島TFC６ 浜田ＪＡＳ６ 東広島TFC６ 布勢ＴＣ５ 布勢ＴＣ４ 豊浦陸上６ 光市陸上６
男子８０ｍH 加地 拓稀 13.70 齋藤 碧斗 15.60 白髪 将和 17.02 大場 聖也 17.30 有川 幸樹 17.40 林 亮太 17.77 渡部 利矛 18.11

２組 -0.2 KAZ's AC６ 益田陸上教室６ 東広島TFC５ 江津陸上教室５ 東広島TFC６ 東広島TFC５ KAZ's AC４
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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 松江陸上教室 53.83 布勢ＴＣ 54.55 東広島TFC 56.39 光市陸上A 57.16 東広島TFC C 1'02"85 東広島TFC E 1'05"72
１組 三木 優 前田 渉吾 前永 蒼登 仲子 晃央 小林 功季 白髪 将和

枝木 蓮 土橋 禅旅 福本 航大 門田 慎平 土田 涼大 林 亮太
安達 盛志郎 原田 辿地 三宅 悠斗 藤本 華蓮 宮川 大輝 末田唯久海
上野 李騎斗 山崎 雄生 松本 朔哉 渡辺 柊色 澤村 亮汰 坂本 蓮

男子４×１００ｍR 豊浦陸上 57.03 東広島TFC B 1'00"49 東広島TFC D 1'03"28 ゆう陸スポ 1'03"49 光市陸上 B 1'04"81 東広島TFC F 1'08"00
２組 竹重眞之介 下種 仁也 松井 聡士 竹中 優斗 徳光 泰知 北山 昌太

岡嶋 帆 緒方真那斗 吉田 海音 野原 涼太 末永 琉海 有川 幸樹
里 陽葵 吉田 泰士 上妻 遙人 升永 晴仁 窪井 叶亮 丸本 怜獅
古永 健志 綾 佑心 小早川智之 大下 寿虎 三浦 瑚右 中尾 太紀

男子走高跳 藤木 俊治 1m46 石見だいや 1m46 綾 佑心 1m30 緒方真那斗 1m20 坂西優友 1m20 吉田 泰士 1m15 下種 仁也 1m15 冷泉 元基 1m05
岡山神代小６ 八橋クラブ６ 東広島TFC６ 東広島TFC６ 浦安クラブ５ 東広島TFC６ 東広島TFC６ 豊浦陸上６

男子走幅跳 上川 悠太 4m46 土田 涼大 4m20 吉田 悠希 4m20 門田 慎平 4m17 串崎 日向 4m17 吉田 海音 4m11 川上 流矢 4m04 山根 想大 3m93 森数 俊輔 3m92
周陽体振陸上６ +0.3 東広島TFC６ -0.1 周陽体振陸上６ +1.5 光市陸上６ +1.0 大田陸上教室５ +0.5 東広島TFC５ +2.5 出雲陸上教室６ +0.4 出雲陸上教室５ +0.3 にゃんじゃSC５ +0.7

※同記録の順位 ⑩升永 晴仁 3m87 ⑪中村 真生 3m83 ⑫松井 聡士 3m83 ⑬里 陽葵 3m80 ⑭窪井 叶亮 3m56 ⑮佐貫 誠治 3m54 ⑯高野 遥登 3m42 ⑰前村 一颯 3m32 ⑱加賀田琉月 3m23
決定は、第2記録 ゆう陸スポ５ +0.4 周陽体振陸上６ +1.0 東広島TFC５ +0.1 豊浦陸上６ +1.2 光市陸上５ +2.7 ふくっこ陸上５ +0.5 出雲陸上教室６ 0.0 ふくっこ陸上４ +1.3 布勢ＴＣ４ +0.9
による。 ⑲大下 寿虎 3m18 ⑳富永 直貴 3m04 ㉑枝木 蓮 3m02 ㉒三木 優 2m93 ㉓岡本 帆浬 2m85 ㉔野原 涼太 2m45

ゆう陸スポ -0.2 豊浦陸上６ +1.9 松江陸上教室６ +0.2 松江陸上教室６ -0.1 にゃんじゃSC５ 0.0 ゆう陸スポ５ +2.2
男子 安達 盛志郎 46m97 大谷 海心 46m04 福村 鉄平 34m96 澤村 亮汰 33m91 森数 俊輔 32m48 齊藤 颯斗 32m08 佐藤 千真 30m63 馬場 倖範 30m63 原田 真叶 30m12
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 松江陸上教室６ 大田陸上教室５ 松江陸上教室６ 東広島TFC６ にゃんじゃSC５ ゆう陸スポ６ 出雲陸上教室５ ゆう陸スポ６ 豊浦陸上６
※同記録の順位決定 ⑩岡本 帆浬 26m59 ⑪中野 隆悠 26m12 ⑫末永 琉海 19m90
は、第2記録による。 にゃんじゃSC５ 豊浦陸上６ 光市陸上５
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