
順位 種　　　　　目 氏　名 記　録 所　　　属

１ 中学校１年男子１００ｍ 拝上　大樹 １３秒０５ 浜田市立浜田東中学校

２ 中学校１年男子１００ｍ 岡﨑　春樹 １３秒１７ 浜田市立第三中学校

３ 中学校１年男子１００ｍ 中川　璃空 １３秒３５ 浜田市立第二中学校

１ 中学校２年男子１００ｍ 吉本　日向 １２秒２４ 浜田市立第一中学校

２ 中学校２年男子１００ｍ 矢野　咲良 １２秒３４ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校２年男子１００ｍ 海老田　隆生 １２秒５５ 浜田市立浜田東中学校

１ 中学校全学年男子２００ｍ 景山　裕真 ２４秒５６ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年男子２００ｍ 吉本　日向 ２４秒７１ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年男子２００ｍ 矢野　咲良 ２５秒９０ 浜田市立浜田東中学校

１ 中学校全学年男子４００ｍ 景山　裕真 ５７秒５６ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年男子４００ｍ 拝上　大樹 ６０秒７０ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校全学年男子４００ｍ 中村　晴和 ６２秒２８ 浜田市立第四中学校

１ 中学校1年男子１５００ｍ 吉田　圭吾 ５分１０秒２３ 浜田市立弥栄中学校

２ 中学校1年男子１５００ｍ 竹田　景哉 ５分２５秒２７ 浜田市立金城中学校

３ 中学校1年男子１５００ｍ 三明　淳一 ５分２５秒５７ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年男子３０００ｍ 新田　大 ９分３７秒９９ 浜田市立第三中学校

２ 中学校全学年男子３０００ｍ 松崎　悠生 ９分５０秒９８ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年男子３０００ｍ 岡本　聡人 １０分１１秒７９ 浜田市立金城中学校

１ 中学校全学年男子１１０ｍＨ 大達　龍仁 １９秒０３ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年男子１１０ｍＨ 多田 蒼哉 ２２秒６１ 浜田市立三隅中学校

１ 中学校全学年男子走高跳 久本　悠睦 １m５５ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年男子走幅跳 海老田　隆生 ５m９６ 浜田市立浜田東中学校

２ 中学校全学年男子走幅跳 直江　諒成 ５m４８ 浜田市立第一中学校

３ 中学校全学年男子走幅跳 沼田　五月 ４m７２ 浜田市立金城中学校

１ 中学校全学年男子砲丸投 安永　拓磨 １０m１４ 浜田市立第四中学校

２ 中学校全学年男子砲丸投 大野　快斗 ８m３０ 浜田市立弥栄中学校

３ 中学校全学年男子砲丸投 坂本　成謙 ７m４６ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 佐々岡　玲生 ３５m７６ 浜田市立金城中学校

１ 中学校１年女子１００ｍ 伊達　心菜 １４秒１３ 浜田市立第三中学校

２ 中学校１年女子１００ｍ 岡本　瑠海 １４秒６３ 浜田市立金城中学校

３ 中学校１年女子１００ｍ 長谷川　詩 １４秒７０ 浜田市立第一中学校

１ 中学校２年女子１００ｍ 安達　夕里 １３秒７７ 浜田市立第一中学校

２ 中学校２年女子１００ｍ 村上　紗良 １４秒３６ 浜田市立第一中学校

３ 中学校２年女子１００ｍ 林　凜花 １４秒５７ 浜田市立浜田東中学校

１ 中学校全学年女子２００ｍ 村上　紗良 ２９秒６２ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年女子２００ｍ 林　凜花 ２９秒８６ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校全学年女子２００ｍ 佐々浦　結槻 ３０秒４２ 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８００ｍ 木下　千晶 ２分５８秒７８ 浜田市立第一中学校

２ 中学校１年女子８００ｍ 東條　由奈 ３分１６秒１１ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校１年女子８００ｍ 塩滿　桜愛奈 ３分１６秒７０ 浜田市立第一中学校

１ 中学校２・３年女子８００ｍ 大濵　歩花 ２分２８秒１９ 浜田市立第三中学校

２ 中学校２・３年女子８００ｍ 竹田　さくら ２分３０秒３３ 浜田市立金城中学校

３ 中学校２・３年女子８００ｍ 釜江　由來 ２分４８秒４３ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年女子１５００ｍ 大濵　歩花 ５分０７秒６８ 浜田市立第三中学校

２ 中学校全学年女子１５００ｍ 竹田　さくら ５分１２秒９３ 浜田市立金城中学校

３ 中学校全学年女子１５００ｍ 釜江　由來 ５分３２秒６９ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年女子１００ｍＨ 伊達　心菜 １８秒９４ 浜田市立第三中学校

２ 中学校全学年女子１００ｍＨ 堅田　唯夏 ２１秒８３ 浜田市立第三中学校

１ 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

２ 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

３ 中学校全学年女子走高跳 山下　汐夏 １m１５ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年女子走幅跳 安達　夕里 ４m７１ 浜田市立第一中学校

２ 中学校全学年女子走幅跳 鞍田　結 ４m６９ 浜田市立浜田東中学校

３ 中学校全学年女子走幅跳 漆谷　優花 ４m０４ 浜田市立第三中学校

１ 中学校全学年女子砲丸投 下手　月菜 ７m４２ 浜田市立第一中学校

１ 中学校全学年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 花木　結衣 ２３m９０ 浜田市立金城中学校

２ 中学校全学年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 大島　小春 ２０m９２ 浜田市立金城中学校

１ 小学校１年男子５０ｍ 佐々木　吟 ８秒８５ 浜田市立石見小学校

２ 小学校１年男子５０ｍ 藤井　駿 ９秒４８ 浜田市立石見小学校

３ 小学校１年男子５０ｍ 中根　鼓虎 ９秒５７ 浜田市立国府小学校

１ 小学校２年男子５０ｍ 田中　奏志 ９秒００ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校２年男子５０ｍ 杉原　玲音 ９秒１６ 浜田市立長浜小学校

３ 小学校２年男子５０ｍ 山根　悠誠 ９秒２０ 浜田市立国府小学校

１ 小学校３年男子５０ｍ 高山　鈴琥 ８秒５７ 浜田市立周布小学校

２ 小学校３年男子５０ｍ 桑本　　櫂 ８秒７１ 浜田市立三階小学校

３ 小学校３年男子５０ｍ 野上　龍盛 ８秒７７ 浜田市立国府小学校

１ 小学校４年男子１００ｍ 古城　多偉 １５秒３０ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校４年男子１００ｍ 佐々木　朝之臣 １５秒８４ 浜田市立石見小学校

３ 小学校４年男子１００ｍ 佐々木友陽 １５秒９０ 浜田市立長浜小学校

１ 小学校５年男子１００ｍ 花崎　瑛太 １５秒１８ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校５年男子１００ｍ 井上　凌杜 １５秒９８ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校５年男子１００ｍ 齋藤　皇龍 １６秒３２ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

１ 小学校６年男子１００ｍ 吉本　新汰 １５秒０４ 浜田市立三階小学校

２ 小学校６年男子１００ｍ 杉原　璃空 １５秒３０ 浜田市立長浜小学校

３ 小学校６年男子１００ｍ 田中　賢太郎 １５秒８８ 浜田ジュニア陸上教室



順位 種　　　　　目 氏　名 記　録 所　　　属

１ 小学校全学年男子２００ｍ 杉原　璃空 ３１秒５１ 浜田市立長浜小学校

２ 小学校全学年男子２００ｍ 大屋　晴生 ３６秒４５ 浜田市立国府小学校

３ 小学校全学年男子２００ｍ 藤本　大和 ４２秒６７ 浜田市立石見小学校

１ 小学校全学年男子１０００ｍ 竹村　比呂 ３分３８秒３６ 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５０秒５１ 弥栄陸上教室

３ 小学校全学年男子１０００ｍ 斎藤　玄哉 ４分０５秒５２ 浜田市立国府小学校

１ 小学校全学年男子８０ｍＨ 竹村　比呂 １４秒１７ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年男子８０ｍＨ 砂川　璃空 ２３秒０４ 浜田市立国府小学校

１ 小学校全学年男子走高跳 佐々木　朝之臣 １m２０ 浜田市立石見小学校

２ 小学校全学年男子走高跳 河野　央聖 １m１０ 浜田市立国府小学校

１ 小学校全学年男子走幅跳 吉本　新汰 ４m０３ 浜田市立三階小学校

２ 小学校全学年男子走幅跳 佐々木　朝之臣 ３m６３ 浜田市立石見小学校

３ 小学校全学年男子走幅跳 古城　璃大 ３m４６ 浜田ジュニア陸上教室

１ 小学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 古城　璃大 ３７m８０ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 田中　賢太郎 ３６m４８ 浜田ジュニア陸上教室

３ 小学校全学年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 古城　多偉 ３５m８７ 浜田ジュニア陸上教室

１ 小学校１年女子５０ｍ 高山　ひより ９秒７０ 浜田市立周布小学校

２ 小学校１年女子５０ｍ 中根　芽結 ９秒７３ 浜田市立国府小学校

３ 小学校１年女子５０ｍ 前田　笑瑠 ９秒８４ 浜田市立周布小学校

１ 小学校２年女子５０ｍ 奥田　由宇 ９秒２５ 浜田市立三階小学校

２ 小学校２年女子５０ｍ 串﨑　由萌 ９秒３２ 弥栄陸上教室

３ 小学校２年女子５０ｍ 松下　瑚子 ９秒３２ 浜田市立原井小学校

１ 小学校３年女子５０ｍ 開　　凛音 ８秒８３ 浜田市立三階小学校

２ 小学校３年女子５０ｍ 古賀　愛花 ８秒９２ 金城ｼﾞｭﾆｱ陸上競技教室

３ 小学校３年女子５０ｍ 登尾　悠未 ９秒２３ 弥栄陸上教室

１ 小学校４年女子１００ｍ 佐々木　楽 １６秒６５ 浜田市立石見小学校

２ 小学校４年女子１００ｍ 三浦　蒼唯 １６秒８１ 浜田市立周布小学校

３ 小学校４年女子１００ｍ 尾村　桃花 １７秒３８ 浜田市立原井小学校

１ 小学校５年女子１００ｍ 藤田　愛奈華 １５秒３４ 浜田市立三階小学校

２ 小学校５年女子１００ｍ 佐々木　菜緒 １６秒８６ 浜田市立石見小学校

３ 小学校５年女子１００ｍ 上田　実央 １６秒９６ 浜田市立国府小学校

１ 小学校６年女子１００ｍ 新田　朋華 １４秒４２ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校６年女子１００ｍ 小谷　芽生 １５秒５１ 浜田市立今福小学校

１ 小学校全学年女子２００ｍ 吉野　凛 ３２秒３２ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年女子２００ｍ 上田　実央 ３６秒５３ 浜田市立国府小学校

１ 小学校全学年女子８００ｍ 竹村　紗英 ３分０５秒０１ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年女子８００ｍ 鯨井　絢音 ３分２６秒１９ 弥栄陸上教室

１ 小学校全学年女子８０ｍＨ 三明　美咲 １６秒１６ 浜田市立石見小学校

２ 小学校全学年女子８０ｍＨ 横山　千紗 １９秒８１ 浜田市立三階小学校



順位 種　　　　　目 氏　名 記　録 所　　　属

１ 小学校全学年女子走高跳 藤田　愛奈華 １m２０ 浜田市立三階小学校

２ 小学校全学年女子走高跳 吉野　凛 １m２０ 浜田ジュニア陸上教室

３ 小学校全学年女子走高跳 多原　優樹菜 １m１５ 浜田ジュニア陸上教室

１ 小学校全学年女子走幅跳 多原　優樹菜 ４m０６ 浜田ジュニア陸上教室

２ 小学校全学年女子走幅跳 小谷　芽生 ３m２０ 浜田市立今福小学校

３ 小学校全学年女子走幅跳 森本　ありさ ３m０１ 浜田ジュニア陸上教室

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 ４８m６４ 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 牛尾　陽菜 １８m２２ 浜田市立国府小学校

１ 60歳以上男子１００ｍ 櫻木　桂二 １３秒６５ 三隅町

１ 50歳～60歳未満男子1500ｍ 寺井　大 ５分１４秒４３ 三隅町


