
主催：一般社団法人島根陸上競技協会

平成31年３月2３日(土) 於：浜山公園陸上競技場
主管：島根陸上競技協会普及育成部 審判長 小田 公弘

記録・情報主任 杠 憲司

記録一覧
種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位
女子 ８０ｍH １組 野田 一葉 13.93 橋本 友紀 15.03 金子 映 23.26

-0.3 邑智ＪＴＳ・６ 浜田ＪＡＳ・５ 邑智ＪＴＳ・５

1･2女子 ５０ｍ １組 淺田 めい 9.20 矢野 あやこ 9.56 福嶋 あいさ 10.01 多久和 こはる 10.14

-0.1 浜田ＪＡＳ・１ 神戸川・１ 母里・２ 大津・２
3･4女子 １００ｍ １組 日野 夏愛 17.08 前川 和花 17.89 高橋 花澄 18.05 木村 愛 19.00

-0.2 KAZ's AC・３ 神戸川・３ 出雲陸上教室・３ 遥堪・３
3･4女子 １００ｍ ２組 林原 陽莉 15.60 枝木 香歩 17.00 中村 美琴 17.21 沖田 蒼来 17.39 木村 南帆 17.49

+1.0 米子陸上ク・４ 松江陸上教室・４ 平田陸上教室・４ 邑智ＪＴＳ・４ 遥堪・４
女子 １００ｍ １組 中野 花美 15.24 山根 一巴 15.54 金廻 来優 15.77 岩本 夏姫 16.02 中野 里南 16.12 日野 真愛 17.60

-2.0 浜田ＪＡＳ・５ 高浜・５ 出雲陸上教室・５ 北陽・５ 浜田ＪＡＳ・５ KAZ's AC・５
女子 １００ｍ ２組 野田 一葉 14.10 別所 みゆ 14.56 中原 紗奈 15.12 金子 映 15.50 佐川 穏乃 16.00 園山 美月 18.19

+1.4 邑智ＪＴＳ・６ 出雲陸上教室・６ 邑智ＪＴＳ・５ 邑智ＪＴＳ・５ 米子陸上ク・６ 忌部・５

男子 ８０ｍH １組 牛尾 壮太 13.96

-0.3 浜田ＪＡＳ・６
1･2男子 ５０ｍ １組 山根 結大 9.52 飯塚 優 9.84 日野 颯汰 9.91

-0.1 神戸川・２ 津田・１ KAZ's AC・１
3･4男子 １００ｍ １組 金子 一冴 15.83 嘉本 雄斗 17.69 金廻 佑郁 17.84 来間 碩也 17.86 園山 悠斗 19.07

0.0 邑智ＪＴＳ・３ 出雲・東・３ 出雲陸上教室・３ 四絡・３ 忌部・３
3･4男子 １００ｍ ２組 大舘 翼 15.14 田村 優和 15.88 梅木 郁弥 16.17 須古星 駿太 16.25 尾﨑 翔琉 16.71 松原 晴汰 16.97 尾原 冬馬 22.57

+0.2 浜田ＪＡＳ・４ 朝酌・４ 松江陸上教室・４ 浜田ＪＡＳ・４ 松江陸上教室 神戸川・４ 出東・４
男子 １００ｍ １組 枝木 蓮 12.83 青木 亮太 13.73 石飛 洸人 14.66 田邊 優治 14.69 岡本 晃一 14.74 石原 由章 15.40

-2.6 松江陸上教室・６ 三階・６ 高松・５ 邑智ＪＴＳ・５ 三階・６ 平田・６
男子 １００ｍ ２組 野津 柾宏 14.13 川上 陸哉 14.44 山根 想大 14.65 川上 悠介 15.25 佐藤 千真 15.47 板垣 遼太郎 15.93 水谷 由 16.69

-0.5 中央・５ 出雲・長浜・５ 出雲陸上教室・５ 出雲・長浜・５ 大社・５ 出雲陸上教室・５ 四絡・５

女子 ８００ｍ 日高 心羽 2'43''78 園山 果林 2'50''39 日野 夏愛 2'51''45 日野 真愛 2'54''14 森口 かな 3'06''76 杉原 那奈 3'06''91 園山 美月 3'23''38 前川 和花 3'25''96
邑智ＪＴＳ・５ 高浜・５ KAZ's AC・３ KAZ's AC・５ 出雲陸上教室・５ 出雲陸上教室・４ 忌部・５ 神戸川・３

男子 １０００ｍ 田邊 優治 3'16''54 牛尾 壮太 3'20''03 大場 赤樫 3'28''17 布野 幹太郎 3'29''19 須古星 駿太 3'34''04 布野 央士 3'56''48 野津 寛成 3'57''24 嘉本 雄斗 3'58''35 梅木 郁弥 4'01''97
邑智ＪＴＳ・５ 浜田ＪＡＳ・６ 浜田ＪＡＳ・５ 神西・５ 浜田ＪＡＳ・４ 神西・３ 松江陸上教室・４ 出雲・東・３ 松江陸上教室・４

⑩多久和 響己 4'06''24 ⑪山根 結大 4'07''92 ⑫日野 颯汰 4'08''75 ⑬佐藤 千真 4'12''73 ⑭園山 悠斗 4'28''21 ⑮飯塚 優 4'48''01
大津・５ 神戸川・２ KAZ's AC・１ 大社・５ 忌部・３ 津田・１

女子走高跳 別所 みゆ 1m25 松井 陽向 1m15 橋本 友紀 1m10 日高 心羽 1m10 金子 映 1m05
出雲陸上教室・６ 出雲陸上教室・６ 浜田ＪＡＳ・５ 邑智ＪＴＳ・５ 邑智ＪＴＳ・５

女子走幅跳 佐々木 悠里 4m65 中野 花美 3m52 中原 紗奈 3m49 中野 里南 3m15
浜田ＪＡＳ・６ +0.8 浜田ＪＡＳ・５ +1.8 邑智ＪＴＳ・５ -0.4 浜田ＪＡＳ・５ -0.3

男子走高跳

男子走幅跳 大場 赤樫 3m86 串﨑 日向 3m83 山根 想大 3m67 高野 遥登 3m41 大舘 翼 3m37 山根 陽希 3m15 松原 晴汰 3m11 野津 寛成 3m08 金子 一冴 3m03
浜田ＪＡＳ・５ +0.6 大田・５ 0.0 神戸川・５ +1.4 出雲陸上教室・６ +0.1 浜田ＪＡＳ・４ -0.1 浜田ＪＡＳ・５ 0.0 神戸川・４ +0.2 松江陸上教室・４ -0.2 邑智ＪＴＳ・３ 0.0

⑩水谷 由 2m81
四絡・５ +1.0

串﨑 日向 37m58 梅木 郁弥 32m41 山根 陽希 27m23 水谷 由 12m93
大田・５ 松江陸上教室・４ 浜田ＪＡＳ・５ 四絡・５

平成３０年度
第２回島根県小学生陸上記録会

男子ジャベリック
ボール投


