
順位 種　　　　　目 氏名 記　　　録 所　　　属

１ 中学校１年男子１００ｍ 景山　裕真 １２秒６８ 浜田市立第一中学校

２ 中学校１年男子１００ｍ 矢野　咲良 １２秒８４ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校１年男子１００ｍ 吉本　日向 １２秒８８ 浜田市立第一中学校

１ 中学校２年男子１００ｍ 佐々木　大起 １２秒４２ 浜田市立第二中学校

２ 中学校２年男子１００ｍ 德光　晃 １２秒５０ 浜田市立三隅中学校

３ 中学校２年男子１００ｍ 岩本　魁斗 １２秒６４ 浜田市立第三中学校

１ 中学校３年男子１００ｍ 沼田　都福 １１秒８５ 浜田市立金城中学校

２ 中学校３年男子１００ｍ 木村　典宗 １２秒６８ 浜田市立第三中学校

３ 中学校３年男子１００ｍ 三内　幸芽 １３秒０９ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年男子２００ｍ 佐々木　大起 ２５秒８７ 浜田市立第二中学校

２ 中学校全学年男子２００ｍ 木村　典宗 ２６秒６１ 浜田市立第三中学校

３ 中学校全学年男子２００ｍ 岩本　魁斗 ２７秒２３ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年男子４００ｍ 沼田　都福 ５８秒３３ 浜田市立金城中学校

２ 中学校全学年男子４００ｍ 岡本　聡人 ５９秒７２ 浜田市立金城中学校

３ 中学校全学年男子４００ｍ 景山　裕真 ６０秒１５ 浜田市立第一中学校

１ 中学校1年男子１５００ｍ 須古星　駿太 ４分３５秒７４ 浜田市立第一中学校

２ 中学校1年男子１５００ｍ 松崎　悠生 ４分３６秒５６ 浜田市立第一中学校

３ 中学校1年男子１５００ｍ 板本　陽平 ５分０１秒４８ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年男子３０００ｍ 阿妻　光秀 １０分０９秒６０ 浜田市立金城中学校

２ 中学校全学年男子３０００ｍ 松井　瀧 １０分２４秒７８ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校全学年男子３０００ｍ 大場　赤樫 １０分２８秒１７ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年男子１１０ｍＨ 牛尾　壮太 １８秒７１ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年男子１１０ｍＨ 大達　龍仁 １９秒１９ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年男子１１０ｍＨ 吉原　春樹 ２０秒５８ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年男子走高跳 久本　悠睦 １m２５ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年男子走幅跳 德光　晃 ５m７８ 浜田市立三隅中学校

２ 中学校全学年男子走幅跳 坂本　成謙 ４m２６ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年男子走幅跳 直江　諒成 ４m０９ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年男子砲丸投 安永　拓磨 ８m４１ 浜田市立第四中学校

２ 中学校全学年男子砲丸投 岩原　連咲浪 ６m９４ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年男子砲丸投 大野　快斗 ６m２０ 浜田市立弥栄中学校

１ 中学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 牛尾　壮太 ５０m１６ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 矢野　咲良 ３３m４０ 浜田市立浜田東中学校
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順位 種　　　　　目 氏名 記　　　録 所　　　属

１ 中学校１年女子１００ｍ 安達　夕里 １３秒５０ 浜田市立第一中学校

２ 中学校１年女子１００ｍ 村上　紗良 １４秒７３ 浜田市立第一中学校

３ 中学校１年女子１００ｍ 林　凛花 １４秒７９ 浜田市立浜田東中学校

１ 中学校２年女子１００ｍ 古和　聖菜 １３秒８７ 浜田市立第一中学校

２ 中学校２年女子１００ｍ 中野　里南 １４秒３２ 浜田市立第一中学校

３ 中学校２年女子１００ｍ 久保　ことね １４秒４０ 浜田市立第一中学校

１ 中学校３年女子１００ｍ 千部　ほのみ １４秒９３ 浜田市立弥栄中学校

２ 中学校３年女子１００ｍ 三浦　亜華梨 １５秒４３ 浜田市立第四中学校

１ 中学校全学年女子２００ｍ 中野　里南 ２９秒７４ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年女子２００ｍ 久保　ことね ２９秒７７ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年女子２００ｍ 柴田　涼香 ３０秒９２ 浜田市立金城中学校

１ 中学校１年女子８００ｍ 大濵　歩花 ２分４２秒４４ 浜田市立第三中学校

２ 中学校１年女子８００ｍ 小野　こころ ２分４８秒６５ 浜田市立金城中学校

３ 中学校１年女子８００ｍ 釜江　由來 ２分５０秒１０ 浜田市立第三中学校

１ 中学校２・３年女子８００ｍ 竹田　さくら ２分３０秒２３ 浜田市立金城中学校

２ 中学校２・３年女子８００ｍ 三明　愛果 ２分３４秒７４ 浜田市立第一中学校

３ 中学校２・３年女子８００ｍ 片岡　あおば ２分３６秒５９ 浜田市立金城中学校

１ 中学校全学年女子１５００ｍ 竹田　さくら ５分０５秒１３ 浜田市立金城中学校

２ 中学校全学年女子１５００ｍ 片岡　あおば ５分０７秒１８ 浜田市立金城中学校

３ 中学校全学年女子１５００ｍ 大濵　歩花 ５分２４秒９３ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年女子１００ｍＨ 古和　聖菜 １６秒０６ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年女子走高跳 横山　雅乃 １m５１ 浜田市立弥栄中学校

２ 中学校全学年女子走高跳 小松原　玲 １m２５ 浜田市立弥栄中学校

３ 中学校全学年女子走高跳 大島　七桜 １m２０ 浜田市立第二中学校

１ 中学校全学年女子走幅跳 中野　花美 ４m９６ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年女子走幅跳 安達　夕里 ４m７３ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年女子走幅跳 溝端　海咲 ４m４３ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年女子砲丸投 千部　ほのか ７m４９ 浜田市立弥栄中学校

２ 中学校全学年女子砲丸投 神村　華音 ５m２３ 浜田市立三隅中学校



順位 種　　　　　目 氏名 記　　　録 所　　　属

１ 小学校１年男子５０ｍ 田中　奏志 ９秒５０ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校１年男子５０ｍ 杉原　玲音 ９秒６０ 浜田市立長浜小学校

３ 小学校１年男子５０ｍ 田原　駈 ９秒８１ 浜田市立三階小学校

１ 小学校２年男子５０ｍ 森本　京介 ９秒４３ 浜田市立美川小学校

２ 小学校２年男子５０ｍ 森山　颯太 ９秒５２ 浜田市立周布小学校

３ 小学校２年男子５０ｍ 岩下　直央 ９秒５４ 浜田市立長浜小学校

１ 小学校３年男子５０ｍ 佐々木　友陽 ８秒３９ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校３年男子５０ｍ 佐々木　朝之臣 ８秒４３ 浜田市立石見小学校

３ 小学校３年男子５０ｍ 日髙　流心 ８秒５０ 浜田市立雲雀丘小学校

１ 小学校４年男子１００ｍ 三浦　慈海 １６秒４２ 浜田市立岡見小学校

２ 小学校４年男子１００ｍ 長谷川　康空 １６秒６８ 浜田市立石見小学校

３ 小学校４年男子１００ｍ 井上　凌杜 １６秒９６ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

１ 小学校５年男子１００ｍ 大川　颯太 １５秒２８ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校５年男子１００ｍ 岡村　瑛人 １５秒４９ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校５年男子１００ｍ 吉本　新汰 １６秒１３ 浜田市立三階小学校

１ 小学校６年男子１００ｍ 佐々岡　玲生 １４秒８５ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

２ 小学校６年男子１００ｍ 有田　伊吹 １５秒６８ 浜田市立周布小学校

３ 小学校６年男子１００ｍ 倉井　奏多 １５秒７２ 浜田市立周布小学校

１ 小学校全学年男子２００ｍ 大賀　晴翔 ３４秒１９ 浜田市立長浜小学校

１ 小学校全学年男子１０００ｍ 竹村　比呂 ３分２９秒７６ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年男子１０００ｍ 鯨井　滉太 ３分４０秒８１ 弥栄陸上教室

３ 小学校全学年男子１０００ｍ 井上　凌杜 ３分４１秒３６ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

１ 小学校全学年男子８０ｍＨ 佐藤　宏祐 １４秒２８ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年男子８０ｍＨ 岡村　瑛人 １５秒５７ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校全学年男子８０ｍＨ 竹村　比呂 １５秒７６ 浜田ジュニア陸上教室

１ 小学校全学年男子走高跳 三明　淳一 １m２０ 浜田市立石見小学校

２ 小学校全学年男子走高跳 佐藤　宏祐 １m２０ 浜田ジュニア陸上教室

１ 小学校全学年男子走幅跳 児玉　光 ４m１２ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校全学年男子走幅跳 沼田　五月 ４m０１ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校全学年男子走幅跳 大川　颯太 ３m８４ 浜田市立長浜小学校

１ 小学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 児玉　光 ４７m８２ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 佐々岡　玲生 ４０m２０ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 泉水　湊 ３１m５６ 浜田市立周布小学校



順位 種　　　　　目 氏名 記　　　録 所　　　属

１ 小学校１年女子５０ｍ 佐々木　若菜 ９秒６５ 浜田市立石見小学校

２ 小学校１年女子５０ｍ 岡　心桜　 ９秒９５ 浜田市立三階小学校

３ 小学校１年女子５０ｍ 佐々木　友希 １０秒００ 浜田市立長浜小学校

１ 小学校２年女子５０ｍ 登尾　悠未 ９秒６１ 弥栄陸上教室

２ 小学校２年女子５０ｍ 開　凛音 ９秒６３ 浜田市立三階小学校

３ 小学校２年女子５０ｍ 濱井　希香 ９秒９０ 浜田市立石見小学校

１ 小学校３年女子５０ｍ 黒見　未織 ９秒２８ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校３年女子５０ｍ 鯨井　絢音 ９秒４８ 弥栄陸上教室

３ 小学校３年女子５０ｍ 森下　紗弥香 ９秒５３ 浜田市立長浜小学校

１ 小学校４年女子１００ｍ 藤田　愛奈華 １６秒４３ 浜田市立三階小学校

２ 小学校４年女子１００ｍ 齋藤　彩羽 １７秒０２ 浜田市立美川小学校

３ 小学校４年女子１００ｍ 森本　ありさ １７秒０５ 浜田市立美川小学校

１ 小学校５年女子１００ｍ 小谷　芽生 １５秒７１ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

２ 小学校５年女子１００ｍ 吉野　凛 １５秒９７ 浜田ジュニア陸上教室

３ 小学校５年女子１００ｍ 森山　裕梨 １６秒３０ 浜田市立周布小学校

１ 小学校６年女子１００ｍ 岡本　瑠海 １４秒７７ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

２ 小学校６年女子１００ｍ 伊達　心菜 １４秒９１ 浜田市立周布小学校

３ 小学校６年女子１００ｍ 柴田　璃音 １５秒３３ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

１ 小学校全学年女子２００ｍ 岡本　瑠海 ３０秒６６ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

２ 小学校全学年女子２００ｍ 花木　結衣 ３２秒６７ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校全学年女子２００ｍ 森山　裕梨 ３３秒５９ 浜田市立周布小学校

１ 小学校全学年女子８００ｍ 柴田　璃音 ２分４７秒５４ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

２ 小学校全学年女子８００ｍ 吉野　凛 ２分５４秒８２ 浜田ジュニア陸上教室

３ 小学校全学年女子８００ｍ 中上　詩恵里 ２分５５秒２１ 浜田市立周布小学校

１ 小学校全学年女子８０ｍＨ 伊達　心菜 １３秒７０ 浜田市立周布小学校

２ 小学校全学年女子８０ｍＨ 三明　美咲 １７秒１２ 浜田市立石見小学校

１ 小学校全学年女子走高跳 坂根　未来乃 １m１０ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年女子走高跳 三明　美咲 １m０５ 浜田市立石見小学校

１ 小学校全学年女子走幅跳 新田　朋華 ３m６９ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年女子走幅跳 淺田　芽以 ３m５１ 浜田ジュニア陸上教室

３ 小学校全学年女子走幅跳 多原　優樹菜 ３m４６ 浜田市立美川小学校

１ 小学校全学年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 新田　朋華 ３９m５７ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 多原　優樹菜 ２９m６５ 浜田市立美川小学校

３ 小学校全学年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 大島　小春 ２６m４１ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室



順位 種　　　　　目 氏名 記　　　録 所　　　属

１ 60歳以上男子１００ｍ 櫻木　桂二 １３秒８０ 三隅町

２ 60歳以上男子１００ｍ 三澤　能喜 １８秒１２ 天満町

１ 50歳以上60歳未満男子１００ｍ 池辺　恭一朗 １３秒３３ 三隅町


