
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7月27日(土) 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

４･５年１００ｍ 伊達 心菜 16.46 山根みひろ 16.61 鵜飼そよか 16.71 船越 菜花 16.95 宮田 瑚子 17.00 西山 美咲 17.47 高橋 汐里 18.27 伊藤 紗莉 18.44
１組 +0.5 浜田ＪＡＳ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ にゃんじゃＳ 邑智ＪＴＳ

４･５年１００ｍ 光野 星莉 14.58 井戸風和里 14.93 林原 陽莉 15.55 髙橋 あやめ 15.70 大森 楓菜 16.09 木谷 優月 16.13 枝木 香歩 16.17 前原 知宙 16.19 上田 理央 16.90
２組 -0.7 東広島ＴＦＣ 大田陸上教室 米子陸上ク 久米陸スポ 久米陸スポ 東広島ＴＦＣ 松江陸上教室 SMTCJr 邑智ＪＴＳ

４･５年１００ｍ 山角きりこ 15.00 安達 夕里 15.24 安保 葵 15.53 里 彩葵 15.72 新庄 茜 15.93 藤井 咲花 15.96 山本 友子 16.02 安村凜愛星 16.23
３組 +1.0 長門陸上 浜田ＪＡＳ にゃんじゃＳ 豊浦陸上 戸田陸上 周陽体振 東広島ＴＦＣ 久米陸スポ

４･５年１００ｍ 志賀 愛理 15.38 岡野 結菜 15.91 瀧口 愛望 16.21 藤井 柑奈 16.57 上田 結心 16.69 山本 七海 16.69 花田あかり 17.88
４組 +1.4 山口陸スポ 東広島ＴＦＣ 徳山コネット 東広島ＴＦＣ 邑智ＪＴＳ 東広島ＴＦＣ 出雲陸上教室

４･５年１００ｍ 川谷 彩結 14.84 渡辺 心結 15.01 松尾紗莉愛 16.64 田中愛里華 16.86 飯田みなみ 17.08 三宅 凜 17.11 小笠原杏梨 17.66 堀 菜乃花 18.04
５組 -0.1 カッツAC SMTCJr 豊浦陸上 東広島ＴＦＣ 東広島TFC 東広島TFC 邑智ＪＴＳ 出雲陸上教室

４･５年１００ｍ 宮木 優愛 14.79 宮田 恋果 15.38 中野 朱理 15.43 原野 妃菜 15.64 田上夕由奈 15.79 植木 真歩 16.40 宮﨑 結愛 17.96
６組 -0.2 長門陸上 東広島ＴＦＣ 菊川クラブ 戸田陸上 東広島TFC 布勢ＴＣ 東広島ＴＦＣ

５年女子１００ｍ 光野 星莉 14.27 井戸風和里 14.53 渡辺 心結 14.60 宮木 優愛 14.81 川谷 彩結 14.83 山角きりこ 15.16 志賀 愛理 15.19 安達 夕里 15.21
決勝 +2.0 東広島ＴＦＣ 大田陸上教室 SMTCJr 長門陸上 カッツＡＣ 長門陸上 山口陸スポ 浜田ＪＡＳ

６年１００m 藤田 実央 13.67 大塚 美心 14.06 西尾七月葉 14.31 杉原 葉音 14.60 重松 柚杏 14.76 中村 京香 15.21 松本 るり 16.27
１組 +0.6 東広島ＴＦＣ カッツＡＣ 布勢ＴＣ 松江陸上教室 東広島ＴＦＣ 大田陸上教室 山口陸スポ

６年１００m 齋藤 楓季 14.19 岩本 紗季 14.49 小山 ゆい 15.10 西川 芽生 15.31 中村 星梨 15.34 岡田 姫花 15.45 和田 杏梨 15.64
２組 +0.5 益田陸上教室 奇兵隊 周陽体振 豊浦陸上 カツミ陸上 徳山コネット 豊浦陸上

６年１００m 鴈田 心 14.87 岡本 夏宝 15.10 中原 紗奈 15.12 中島 璃子 15.22 岩本 夏姫 15.51 進藤菜々美 15.60 森口 佳奈 15.81 町田 梓 15.86
３組 +1.9 東広島ＴＦＣ にゃんじゃＳ 邑智ＪＴＳ 益田陸上教室 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 出雲陸上教室 ふくっ子

６年１００m 大徳 美蘭 14.13 樫部 茉鈴 14.56 江角 和華 14.61 野田 彩羽 14.83 小川 真依 14.84 楠 樹乃 15.45 米村 莉子 16.47
４組 +0.8 SMTCJr 久米陸スポ 出雲陸上教室 東広島ＴＦＣ 浜田ＪＡＳ 光スポ少 布勢ＴＣ

６年１００m 前田 由依 14.07 田中 萌香 14.26 上田 晴子 14.54 宮本 愛奈 14.61 荻原 菜々子 14.69 宮野 彩香 14.76 山根 一巴 15.36
５組 +1.1 菊川クラブ 出雲陸上教室 長門陸上 山口陸スポ 東広島ＴＦＣ コウゴン陸 出雲陸上教室

６年１００m 藤井 紗夢 14.45 西 春歌 15.04 弓場 星香 15.14 恒富 七海 15.46 佐々木葉音 15.57 藤岡 咲衣 15.82 久保 綺寧 17.03 佐伯 真歩 17.63
６組 +0.0 富田西陸上 山口陸スポ 東広島ＴＦＣ 徳山コネット 出雲陸上教室 布勢ＴＣ 菊川クラブ 菊川クラブ

６年１００m 金廻 来優 14.02 温品 晴 14.04 塩見 咲心 14.81 笹井 美来 14.83 中村 夢奈 14.98 中野 里南 15.32 門脇 仁香 15.47 根賀千沙希 17.09
７組 +1.4 出雲陸上教室 光スポ少 山口陸スポ ふくっ子 カツミ陸上 浜田ＪＡＳ SMTCJr ＡＣ小野田

６年１００m 井上 璃子 14.77 山本 絵美 15.02 林 舞陽 15.21 和田 すず 15.49 上田 杏 15.54 土井美菜子 16.31 岡田 桃佳 16.53
８組 +1.2 布勢ＴＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 布勢ＴＣ 菊川クラブ ＡＣ小野田

６年女子１００ｍ 藤田 実央 13.51 温品 晴 13.89 金廻 来優 13.97 齋藤 楓季 14.00 前田 由依 14.02 田中 萌香 14.13 大徳 美蘭 14.16 大塚 美心 14.22
決勝 +2.3 東広島ＴＦＣ 土江賞 光スポ少 出雲陸上教室 益田陸上教室 菊川クラブ 出雲陸上教室 SMTCJr カッツＡＣ

５年女８００ｍ 安村凜愛星 久米陸スポ 宮木 優愛 長門陸上 山本 友子 東広島ＴＦＣ 瀧口 愛望 徳山コネット 宮田 瑚子 布勢ＴＣ 鵜飼そよか 布勢ＴＣ 藤井 柑奈 東広島ＴＦＣ 岡野 結菜 東広島ＴＦＣ 松尾紗莉愛 豊浦陸上
2'38”72 2'38”74 2'47”19 2'47”96 2'48”16 2'48”82 2'50”93 2'51”49 2'52”64

⑩安保 葵 にゃんじゃＳ ⑪杉原 那奈 出雲陸上教室 ⑫三宅 凜 東広島ＴＦＣ ⑬前原 知宙 ＳＭＴＣＪｒ ⑭山根みひろ 布勢ＴＣ ⑮髙橋 あやめ 久米陸スポ ⑯山本 七海 東広島ＴＦＣ ⑰大森 楓菜 久米陸スポ ⑱小笠原杏梨 邑智ＪＴＳ
2'53”08 2'55”17 2'55”36 2'55”39 2'55”59 2'56”64 2'59”40 3'04”35 3'14”61

⑲植木 真歩 布勢ＴＣ ⑳堀 菜乃花 出雲陸上教室 ㉑花田あかり 出雲陸上教室

3'20”37 3'35”58 3'54”40
６年女８００ｍ 金子 瑛怜 コウビン陸 竹田さくら 金城陸上教室 中嶋 菜月 美祢陸スポ 岡田 莉央 浜田ＪＡＳ 山本 絵美 東広島ＴＦＣ 岡田 姫花 徳山コネット 松井 乃愛 コウビン陸 栢 芽生 長門陸上 米村 莉子 布勢ＴＣ

１組 2'33”98 2'35”07 2'37”43 2'37”75 2'41”05 2'43”14 2'44”89 2'48”34 2'49”00
⑩藤岡 咲衣 布勢ＴＣ ⑪和田 すず 東広島ＴＦＣ ⑫松本 芽夏 豊浦陸上 ⑬中村 星梨 カツミ陸上 ⑭中原 紗奈 邑智ＪＴＳ ⑮根賀千沙希 AC小野田 ⑯岡本 夏宝 にゃんじゃＳ ⑰楠 樹乃 光スポ少 ⑱中野 里南 浜田ＪＡＳ

2'49”35 2'49”87 2'51”01 2'51”84 2'54”03 2'54”83 2'56”38 2'59”98 3'07”89
⑲加藤 葉月 出雲陸上教室

3'10”81
６年女８００ｍ 片岡あおば 金城陸上教室 日高 心羽 邑智ＪＴＳ 川野 真奈 カツミ陸上 小山 ゆい 周陽体振 岡田 桃佳 AC小野田 中山 夢菜 布勢ＴＣ 中野 花美 浜田ＪＡＳ 三明 愛果 浜田ＪＡＳ 上田 杏 布勢ＴＣ

２組 2'34”89 2'35”44 2'42”83 2'42”98 2'43”19 2'45”42 2'46”43 2'48”07 2'49”71
⑩中村 夢奈 カツミ陸上 ⑪海地さやか 大道陸上教 ⑫吉住 祐子 豊浦陸上 ⑬西 春歌 山口陸スポ ⑭広重 昭美 アカデミー ⑮松本 真実 ＳＭＴＣＪｒ ⑯松本 るり 山口陸スポ

2'50”91 2'54”80 2'56”91 2'59”20 2'59”25 3'00”73 3'03”04
⑲
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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

【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８０ｍH 西尾七月葉 13.66 鴈田 心 14.12 井上 璃子 14.99 神田 琴音 15.10 吉住 祐子 18.07 田中 彩葉 19.50
１組 +0.0 布勢ＴＣ 東広島ＴＦＣ 布勢ＴＣ 徳山コネット 豊浦陸上 奇兵隊

女子８０ｍH 橋本 友紀 14.03 古和 聖菜 14.45 中野 恵里 14.58 甲方 愛菜 17.42 藤井 柑奈 17.49 上田 理央 17.51 木谷 優月 19.42 堀 菜乃花 19.87
２組 +2.2 浜田ＪＡＳ 浜田ＪＡＳ 平生陸スポ ゆう陸スポ 東広島ＴＦＣ 邑智ＪＴＳ 東広島ＴＦＣ 出雲陸上教室

女子８０ｍH 鵜飼そよか 16.45 恒富 七海 16.65 西山 美咲 16.66 松本 芽夏 17.44 山根みひろ 17.83 宮田 瑚子 18.47 船越 菜花 18.73
３組 +0.4 布勢ＴＣ 徳山コネット 布勢ＴＣ 豊浦陸上 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ

女子４×１００ｍR 東広島ＴＦＣ 56.47 布勢ＴＣ 59.54 山口陸スポ 59.01 山口県選抜 59.54 SMTCJr 59.94 東広島ＴＦＣ 60.50
１組 野田 彩羽 藤岡 咲衣 西 春歌 甲方 愛菜 門脇 仁香 鴈田 心

光野 星莉 井上 璃子 宮本 愛奈 笹井 美来 渡辺 心結 進藤菜々美
木谷 優月 西尾七月葉 塩見 咲心 中野 恵里 大徳 美蘭 和田 すず
藤田 実央 上田 杏 志賀 愛理 町田 梓 松本 真実 林 舞陽

女子４×１００ｍR 東広島ＴＦＣ 58.84 山口県選抜 61.11 久米陸スポ 61.70 豊浦陸上 61.73 東広島ＴＦＣ 62.34 山口県選抜 64.29
２組 荻原菜々子 川野 真奈 樫部 茉鈴 西川 芽生 宮田 恋果 五十部 葵

重松 柚杏 中村 夢奈 安村凜愛星 和田 杏梨 岡野 結菜 広重 昭美
山本 絵美 中村 星梨 髙橋 あやめ 松本 芽夏 田上夕由奈 河口 望愛
弓場 星香 佐伯 真歩 大森 楓菜 里 彩葵 山本 友子 松井 乃愛

女子４×１００ｍR 長門陸上 58.09 徳山コネット 61.22 山口県選抜 61.77 菊川クラブ 61.92 布勢ＴＣ 65.62 東広島ＴＦＣ 66.31
３組 上田 晴子 神田 琴音 新庄 茜 前田 由依 宮田 瑚子 能島 千幸

栢 芽生 恒富 七海 原野 妃菜 久保 綺寧 鵜飼そよか 藤井 柑奈
宮木 優愛 岡田 姫花 藤井 紗夢 土井美菜子 船越 菜花 三宅 凜
山角きりこ 瀧口 愛望 海地さやか 中野 朱理 山根みひろ 田中愛里華

女子走高跳 橋本 友紀 1m23 神田 琴音 1ｍ20 井上 璃子 1m20 中野 恵里 1m15 甲方 愛菜 1m15 西尾七月葉 1m15 古和 聖菜 1m15 温品 晴 1m15 西川 芽生 1m15
浜田JAS 徳山コネット 布勢ＴＣ 平生陸スポ ゆう陸スポ 布勢ＴＣ 浜田ＪＡＳ 光スポ少 豊浦陸上
岡本 夏宝 1m10 松本 真実 1m10 海道さやか 1m10 ⑬ ⑭
にゃんじゃＳ SMTCJr 大道陸上

女子走幅跳 樫部 茉鈴 4m35 重松 柚杏 4m14 和田 杏梨 4m01 中野 花美 4m00 川野 真奈 4m00 中嶋 菜月 3m97 中原 紗奈 3m96 林 舞陽 3m94 荻原 菜々子 3m81
久米陸スポ +0.0 東広島TFC +0.5 豊浦陸上 -0.8 浜田JAS +0.0 カツミ陸上 +0.0 美祢陸スポ +0.0 邑智JTS +0.0 東広島TFC +1.0 東広島TFC +0.0

※同記録の順位 中島 璃子 3m80 河口 望愛 3m75 門脇 仁香 3m56 笹井 美来 3m54 里 彩葵 3m38 岩本 夏姫 3m36 寺本 百花 3m35 藤井 咲花 3m21 森口 佳奈 3m18
決定は、第2記録 益田陸上 +0.0 奇兵隊 -0.5 SMTCJr -0.4 ふくっ子 -0.5 豊浦陸上 +0.0 出雲陸上教室 -0.8 大田陸上教室 +0.0 周陽体振 +0.0 出雲陸上教室 -0.5
による。 安達 夕里 3m10 高橋 汐里 2m80 五十部 葵 2m78 花田あかり 2m51 ㉓

浜田JAS -0.1 にゃんじゃS +1.0 アカデミー -0.1 出雲陸上教室 +0.2
女子 河口 望愛 44m23 弓場 星香 37m87 五十部 葵 34m98 寺本 百花 34m09 野田 彩羽 31m82 広重 昭美 26m77 岡本 夏宝 25m52 田上夕由奈 25ｍ03 田中愛里華 21ｍ77
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 奇兵隊 東広島ＴＦＣ アカデミー 大田陸上教室 東広島ＴＦＣ アカデミー にゃんじゃＳ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ
※同記録の順位 町田 梓 21m41 花田あかり 21m46 堀 菜乃花 14m06 ⑬安保 葵 13m77 ⑬高橋 汐里 13m77 ⑮飯田みなみ 11m79 ⑯ ⑰ ⑱
決定は、第2記録 ふくっ子 出雲陸上教室 出雲陸上教室 にゃんじゃＳ にゃんじゃＳ 東広島ＴＦＣ
による。 ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗

㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝
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