
【中学男子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

田中　陽三 浜田二中 第9回　S51.10.3

滝本  剛司 浜田一中 第23回　H3.10.10

2年100m 11秒69 市木　智也 三隅中 第41回　H21.10.11

3年100m 11秒29 古瀬　智也 浜田一中 第34回　H14.10.14

全200m 23秒30 斎藤　伸 浜田一中 第35回　H15.10.13

全400m 52秒99 吉本　涼人 三隅中 第42回　H22.10.10

1年1500m 4分33秒95 三浦　龍司 浜田東中 第46回　H26.10.12

全3000m 9分28秒21 大峠　健太 青陵中 第35回　H15.10.13

全110mH 15秒44 日高　樹 瑞穂中 第44回　H24.10.7

1年4×100mR 50秒0 辻野 直幸・杉本 幸司・田中 陽三・金沢 誠 浜田二中 第9回　S51.10.3

全4×100mR 45秒3 森　映彦・日下　敬・山根　憲治・長井　千秋 浜田一中 第7回　S49.10.6

全走高跳 1ｍ85 バハキ・ムリーロ・アリゾノ 浜田三中 第45回　H25.10.13

全走幅跳 6ｍ54 古瀬　智也 浜田一中 第34回　H14.10.14

全砲丸投（５kg) 12ｍ46 岡田　繁樹 川本中 第41回　H21.10.11

全ジャベリックスロー 64ｍ02 小加本　裕真 三隅中 第42回　H22.10.10

【中学女子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

１年100m 13秒03 水津　杏里 浜田三中 第34回　H14.10.14

2年100m 13秒04 秋田　真美 浜田三中 第34回　H14.10.14

3年100m 12秒6 久保田　双美 三隅中 第7回　S49.10.6

全200m 26秒08 秋田　真美 浜田三中 第35回　H15.10.13

1年800m 2分30秒31 濵野　真帆 浜田三中 第42回　H22.10.10

2・3年800m 2分25秒85 バハキ・フェルナンダ・アリゾノ 浜田三中 第40回　H20.10.12

全1500m 4分52秒45 高藤　千紘 浜田一中 第37回　H17.10.10

全100mH 15秒91 西村　佳央 浜田一中 第42回　H22.10.10

1年4×100mR 55秒09 佐藤　心・田中 彩絵・田中 杏海・佐田 由葉 浜田三中 第46回　H26.10.12

全4×100mR 51秒5 杠　葉子・大倉　玲子・葛籠　真美・小林　薫里 浜田一中 第7回　S49.10.6

全走高跳 1ｍ58 上部　沙織 浜田一中 第47回　H27.10.11

全走幅跳 5ｍ22 尾﨑　千里 浜田東中 第48回　H28.10.9

全砲丸投(2.721kg) 14ｍ37 松下　雪枝 浜田四中 第7回　S49.10.6

全ジャベリックスロー 34ｍ57 大野　唄 金城中 第50回　H30.10.8

浜田ジュニア陸上競技大会 大会記録

１年100m 12秒0

浜田ジュニア陸上競技大会 大会記録

※1年1500mは第20回から実施。全3000ｍは第48回から全学年で実施。全110ｍＨは第11回から実施

　 全砲丸投（5kg）は第38回から実施。全ジャベリックスローは第41回から実施

※1年800m及び2・3年800ｍは第20回から学年を分けて実施。全100ｍＨは第11回から実施。全棒高跳は第38回から実施

　 全ジャベリックスローは第41回から実施



【小学男子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

1年50ｍ 9秒21 佐伯　一朗 原井小 第48回　H28.10.9

2年50ｍ 8秒68 文野　蒼音 周布小 第48回　H28.10.9

3年50ｍ 8秒07 佐伯　一朗 原井小 第50回　H30.10.8

4年100m 14秒58 斎藤　伸 三階小 第30回　H10.10.10

5年100m 13秒9 石本　誠二 原井小 第28回　H8.10.10

6年100m 12秒58 住田　雅之 浜田JAS 第40回　H20.10.12

全200m 25秒45 住田　雅之 浜田JAS 第40回　H20.10.12

全1000m 3分01秒82 和田　拓実 川波小 第36回　H16.10.11

全80mH 13秒10 日高　樹 邑智JTS 第41回　H21.10.11

4年4×100mR 61秒0 高子 和馬・大屋 雅人・佐々井 文・西田 雄一郎 今市小 第20回　S63.10.9

5年4×100mR 58秒64 渡利 柾志・日高 孝一朗・大屋 聡・佐々木 悠希 邑智ＪＴＳ 第38回　H18.10.9

全男4×100mR 51秒52 坂山 光輝・坂井 秀・大﨑 拓馬・住田 雅之 浜田JAS 第40回　H20.10.12

全走高跳 1ｍ48 寺戸　浩久 益田小 第8回　S49.10.6

全走幅跳 5ｍ46 飯塚　智 浜原小 第10回　S51.10.5

全ジャベリックボール投 51ｍ70 大谷　洵史 美川小 第48回　H28.10.9

【小学女子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

１年50ｍ 9秒55 大矢　彩乃 石見小 第50回　H30.10.8

2年50ｍ 8秒92 林原　陽莉 米子陸上クラブ 第48回　H28.10.9

3年50ｍ 8秒50 佐々木　秋水 原井小 第45回　H25.10.13

4年100m 14秒5 日浦　恵美 松原小 第21回　H1.10.10

5年100m 14秒22 宮田　七海 三隅陸上教室 第40回　H20.10.12

6年100m 13秒80 水津　杏里 周布小 第33回　H13.10.8

全200m 29秒20 水津　杏里 周布小 第33回　H13.10.8

全800m 2分40秒55 片岡　あおば 金城陸上教室 第51回　R元.10.5

全80mＨ 13秒46 拝上　芽生 上府小 第46回　H26.10.12

4年4×100mＲ 62秒7 浜本 佳奈・吹訳 靖子・山本 美奈子・門田 和江 石見小 第20回　S63.10.9

5年4×100mＲ 60秒3 木原 小百合・前迫 由美子・河島 亜紀・植田 由美子 石見小 第8回　S49.10.6

全女4×100mＲ 57秒1 佐藤 真貴子・川本 八寿子・笹部 美佳・西峯 光子 松原小 第12回　S53.10.22

全走高跳 1ｍ40 尾﨑　千里 国府小 第47回　H27.10.11

全走幅跳 4ｍ74 新田　佳世 三隅小 第29回　H9.10.10

全ジャベリックボール投 48ｍ64 新田　朋華 浜田JAS 第54回　R4.10.8

浜田ジュニア陸上競技大会 大会記録

※1・2年50ｍ及び3年50ｍは第43回から実施し、第46回から1年50m及び2年50ｍに学年を分けて実施

　 全80ｍＨは第32回から実施。全ジャベリックボール投は第48回から実施

※1・2年50ｍ及び3年50ｍは第43回から実施し、第46回から1年50m及び2年50ｍに学年を分けて実施

　 全800ｍは第51回から実施。全80ｍＨは第32回から実施。全ジャベリックボール投は第48回から実施

浜田ジュニア陸上競技大会 大会記録



【中学男子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

全800m 2分08秒6 梶谷　賢二 浜田四中 第7回　S49.10.6

全1500m 4分23秒9 栗栖　秀範 旭中 第11回　S53.10.22

全100mH 14秒0 佐々木　章 浜田二中 第9回　S51.10.3

山根 信二・仲田 浩慈・大駅 康夫・遠藤 進 浜田一中 第7回　S49.10.6

和泉 雅史・久保田 芳郎・表田 賢治・野地 文悟 浜田二中 第12回　S55.10.10

岡本　肇晋・岡本　直昭・表田　英治・大田　知行 旭中 第16回　S60.10.10

全4×200mR 1分36秒2 吉本　幸三・桑原　義美・斉藤　和美・前　重明 三隅中 第12回　S55.10.10

全棒高跳 3ｍ60 渡辺　浩之 浜田一中 第26回　H6.10.10

全砲丸投（４kg) 15ｍ08 羽原　純二 浜田四中 第16回　S60.10.10

【中学女子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

全80mH 13秒0 永見　純子 浜田四中 第7回　S49.10.6

2年4×100mR 53秒0 駅田 文恵・笠井 康子・森口 紀子・佐々木 いづみ 浜田一中 第7回　S49.10.6

全棒高跳 2ｍ00 大野　亜里紗 浜田一中 第38回　H18.10.9

【小学男子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

5年1000m 3分26秒4 岡田　了 石見小 第6回　S47.10.8

全60mH 9秒7 秋田　直樹 周布小 第28回　H8.10.10

全ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(一号) 71ｍ34 小川　恭平 美川小 第36回　H16.10.11

【小学女子】

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 大会

全600m 1分50秒14 濵野　真帆 周布小 第41回　H21.10.11

全60mＨ 10秒0 森岡　真生 久佐小 第27回　H7.10.10

全ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(一号) 56ｍ02 田城　早苗 白砂小 第24回　H4.10.10

浜田ジュニア陸上競技大会 大会記録（現在は実施していない種目）

※全600ｍは第50回まで実施。全60ｍHは第31回まで実施。全ソフトボール投（一号）は第47回まで実施

2年4×100mR 48秒2

※全800mは第10回まで実施。全1500ｍは第19回まで実施。全100ｍＨは第10回まで実施

　 2年4×100mRは第18回まで実施。全4×200ｍＲは第34回まで実施

※全80ｍＨは第10回まで実施。2年4×100mRは第18回まで実施。全棒高跳は第50回まで実施

※5年1000mは第6回のみ実施。全60ｍHは第31回まで実施。全ソフトボール投（一号）は第47回まで実施

　 全棒高跳は第50回まで実施。全砲丸投（4kg）は第37回まで実施


