
※浜田ＪＡＳ全国大会参加者の成績

◎平成８年度   

第 12 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

女子８０ｍＨ（オープン） 儀満紀子（13 秒 98）４位

◎平成９年度

第 13 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

女子走幅跳 新田佳世（4ｍ74 ㎝）優勝

◎平成１０年度

第 14 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  男子４×１００ｍＲ 佐々木達郎・柏木裕太・吉長哲平・青木良輔（50 秒 78）７位

  女子８０ｍＨ（オープン） 佐々木美緒（13秒 19）１位

◎平成１１年度

第 15 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  ５年男子１００ｍ 斎藤 伸（予選 14 秒 14、準決勝 14 秒 30）

５年女子１００ｍ 秋田真美（予選 14 秒 08、準決勝 14 秒 31）

◎平成１２年度

第 16 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  ６年男子１００ｍ 小松原 真（予選 13 秒 51）

  男子８０ｍＨ    斎藤 伸（予選 12秒 80、準決勝 13秒 05）

  ５年女子１００ｍ 水津杏里（予選 14 秒 15、準決勝 14 秒 60、決勝 14 秒 21）優勝

女子４×１００ｍＲ 野上綾乃・秋田真美・有田奈都子・永見沙織

（予選 54 秒 77、準決勝 54 秒 90、決勝：失格）

  友好女子１００ｍ  園山なつき（14 秒 45）

◎平成１３年度

第 17 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  ６年女子１００ｍ 水津杏里（決勝 13秒 66）４位

男子４×１００ｍＲ 中村明宏・小川 悟・竹山勇樹・石指一正

（決勝 50秒 14・山陰新、県新）５位

  友好男子１００ｍ  下迫岳瑠（13 秒 45）



◎平成１４年度

第 18 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  男子８０ｍＨ 坂田佳大（予選 14秒 46）

◎平成１５年度

第 19 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  男子走幅跳 福田竜慈（予選 4ｍ29 ㎝）

◎平成１６年度

第 20 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  女子走高跳     竹元麻希子（1ｍ30㎝）６位

  男子４×１００ｍＲ 出原直樹・佐々木哲也・浜口純平・佐々木靖典 （予選 53 秒 42）

  友好男子１００ｍ 吉田峻大（14 秒 73）

第 7 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（大阪・万博記念公園）

  浜角 栞、和田拓実、井上美空、西島太一郎、中村優希、上野貴幸  ７位 32 分 07 秒

  補員：中城 勇、佐々木香織         

◎平成１８年度

第 22 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  ６年男子１００ｍ 佐々木祥喜（予選 13秒 26）

  男子８０ｍＨ  牛尾貴明（予選 12 秒 82、 準決勝 14 秒 03）

女子走高跳   岩本 涼（予選 1ｍ25 ㎝）

第 9 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（大阪・万博記念公園）

  濱﨑 杏、道根裕基、三嶋 樹、大野 力、小竹桃香、田中和男  ３７位 36 分 19 秒

  補員：土井健瑠、バハキ・フェルナンダ・アリゾノ

◎平成１９年度

第 23 回全国小学生陸上競技交流大会（大阪・長居陸上競技場）

  ５年男子１００ｍ 住田雅之（予選 13 秒 42、準決勝 13 秒 10、決勝 13 秒 17）優勝

男子走幅跳 市木智也（三隅ジュニア陸上教室・予選 5ｍ10、決勝 5ｍ38）３位

◎平成２０年度

第 24 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  ６年男子１００ｍ 住田雅之（予選 12 秒 47、準決勝 12 秒 28、決勝 12 秒 32）３位

  男子８０ｍＨ  坂井 秀（予選 12 秒 57、 準決勝 13 秒 38）



女子ソフトボール投 平島穂並（53ｍ41）18位

第 11 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（大阪・万博記念公園）

  濱野真帆、田中新也、田中ちえり、濱野拓希、内藤千裕、河野 覚  ３２位 33 分 49 秒

  補員：坂井幸司、浜田真由

◎平成２１年度

第 25 回全国小学生陸上競技交流大会（神奈川・日産スタジアム）

  ６年男子１００ｍ 藤井 俊（予選 13秒 49）

  男子走高跳   河本典也（1ｍ40）２位

  男子走幅跳    大崎友広（4ｍ24）39 位

  女子４×１００ｍＲ 西村佳央・田邨みなみ・濱野 真帆・山口眞歩

（予選 54 秒 51、準決勝 54 秒 57）

女子ソフトボール投 平石華乃（50ｍ71）23 位

  友好女子１００ｍ 長谷奈月（棄権）

第 12 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（大阪・万博記念公園）

  濱野真帆、坂井幸司、田原瑞希、尾林大河、山藤真由、大崎友広  ３０位 34 分 10 秒

  補員：徳田裕次郎、井出春香

◎平成２２年度

第 26 回全国小学生陸上競技交流大会（東京・国立競技場）

  男子８０ｍＨ  矢部康大（予選 13 秒 27）

  男子走幅跳    渡邊颯斗（4ｍ12）42位

◎平成２３年度

第 27 回全国小学生陸上競技交流大会（神奈川・日産スタジアム）

  男子８０ｍＨ  中嶋周平（予選 13 秒 20、準決勝 13 秒 13）

第 14 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（大阪・万博記念公園）

  志波郁子、大石悠人、中嶋彩夏、高藤 将、田邨真歩、中嶋周平  ２８位 33 分 52 秒

  補員：岩本拓真、拝上日和

◎平成２４年度

第 28 回全国小学生陸上競技交流大会（8/25 神奈川・日産スタジアム）

  女子８０ｍＨ  長戸友花（予選 13 秒 27 -0.3、準決勝 13 秒 67 +1.6）

  女子走幅跳    服部未澄（38位 3ｍ94 -0.3）



第 15 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（H25.3.17 大阪・万博記念公園）

  拝上日和、大石悠人、橋本麻里亜、三浦龍司、道根優衣、大谷大夢 ２８位 32 分 47 秒

  補員：岩本拓真、大達結月

◎平成２５年度

第 29 回全国小学生陸上競技交流大会（8/24 神奈川・日産スタジアム）

  ５年男子１００ｍ 川畑侑大（予選 13秒 46、準決勝 13秒 20、決勝 13秒 23 ２位）

６年男子１００ｍ 濱口征和（予選 13 秒 55）

  男子走幅跳     其原 諒（4ｍ22）

第 16 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（12/8 大阪・万博記念公園）

  笹田美海、中島将太、原 花音、三浦龍司、拝上芽生、大場みずなら ２８位 32 分 52 秒

  補員：植田朝陽、畑岡凪彩

◎平成２６年度

第 30 回全国小学生陸上競技交流大会（8/23 神奈川・日産スタジアム）

  ６年男子１００ｍ 川畑侑大（予選 12秒 97、準決勝 12秒 85）

男子８０ｍＨ  戸津川音愛（予選 13 秒 50）

  男子走高跳     佐々木悠人（1ｍ40 ５位）

５年女子１００ｍ 官澤ひなの（予選 14 秒 70）

  女子８０ｍＨ   拝上芽生（予選 13秒 08、準決勝 13秒 07、決勝 12秒 90 ４位）

  女子走高跳     尾﨑千里（1ｍ20 31 位）

◎平成２７年度

第 31 回全国小学生陸上競技交流大会（8/22 神奈川・日産スタジアム）

６年男子１００ｍ  白井蓮成（予選 13 秒 17）

男子走高跳     真鍋風斗（1ｍ30 30 位）

男子ソフトボール投 木村 楓（62ｍ91 22 位）

６年女子１００ｍ  官澤ひなの（予選 14秒 35）

女子走高跳     尾﨑千里（1ｍ38 優勝）

女子走幅跳     山尾美来（4ｍ54 6 位）



◎平成２８年度

第 32 回全国小学生陸上競技交流大会（8/20 神奈川・日産スタジアム）

６年男子１００ｍ      渡部幸二郎（予選 12 秒 97、準決勝 12秒 92）

男子ジャベリックボール投  津野遥人 （52ｍ45 9 位）

女子走高跳         下田 希 （1ｍ25 15 位）

◎平成２９年度

第 33 回全国小学生陸上競技交流大会（8/19 神奈川・日産スタジアム）

男子走高跳         松本聖也（1ｍ30 21 位）

全女走高跳         大場 梛（1ｍ25 28 位）

◎平成３０年度

第 34 回全国小学生陸上競技交流大会（8/18 神奈川・日産スタジアム）

男子８０ｍＨ        牛尾壮太（予選 13秒 55）

６年女子１００ｍ      淺田結衣（予選 13秒 69、Ｃ決勝 13 秒 93 7 位）

女子走高跳         江川優月（1ｍ25 28 位）

  女子走幅跳         佐々木悠里（4ｍ63 6 位）

◎令和元年度

第 35 回全国小学生陸上競技交流大会（8/10 神奈川・日産スタジアム）

男子コンバインドＡ     新田 大 35位

80mH 13 秒 69 1002 点 走高跳 1m25 976 点 合計 1978 点

女子コンバインドＡ         橋本 友紀 36位

80mH 13 秒 90 966 点 走高跳 1m20 919 点 合計 1885 点

第 22 回全国小学生クロスカントリーリレー大会（12/8 大阪・万博記念公園）

  片岡あおば、新田 大、竹田さくら、岡本聡人、三明愛果、山根陽希 ２０位 32 分 27 秒

  補員：板本陽平、岡田莉央

◎令和 2 年度

第 36 回全国小学生陸上競技交流大会（9/20 神奈川・日産スタジアム）は、新型コロナウイル感

染症拡大のため中止となりました。



◎令和 3 年度

第 37 回全国小学生陸上競技交流大会（9/19 神奈川・日産スタジアム）

男子コンバインドＢ     児玉 光 41位

ジャベリックボール投 38ｍ70 846 点 走幅跳 3m52 762 点 合計 1608 点

女子コンバインドＡ         伊達 心菜 15位

80mH 13 秒 44 1045 点 走高跳 1m25 976 点 合計 2021 点

◎令和 4 年度

第 38 回全国小学生陸上競技交流大会（9/19 神奈川・日産スタジアム）

男子コンバインドＡ     竹村 比呂 41位

80mH 14 秒 04 942 点 走高跳 1m30 1034 点 合計 1976 点

女子コンバインドＢ         新田 朋華 ４位

ジャベリックボール投 41ｍ49 903 点 走幅跳 4m53 1042 点 合計 1945 点


