
第21回庄原市小学校利上競技記録会（16340754） 審判長 堀江　信之

記録主任 松木　茂穂
決勝記録一覧表

女  子 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

06/18 女子 境　真慧(4) 16.31 池田　咲瑠萌(4) 16.36 荒木　美侑(4) 16.58 藤元　逢(4) 16.81 長谷川　舞姫(4) 16.94 藤谷　奈々子(4) 16.99 越道　玲奈(4) 17.09 石川　未奈(4) 17.21

４年　１００ｍ 高野 (+0.8) 口北 (+0.5) 板橋 (+0.5) 高野 (+2.0) 比和 (-0.6) 峰田 (+2.0) 庄原 (-0.2) 西城 (+2.0)
06/18 藤原　柚葉(5) 14.97 坂本　三菜子(5) 15.80 清水　菜月(5) 16.03 中曽　琴葉(5) 16.28 矢吹　咲(5) 16.31 永迫　紗弥(5) 16.33 東　　あさひ(5) 16.49 佐藤　遙香(5) 16.51

５年　１００ｍ 庄原 大会新 (+1.1) 庄原 (+2.0) 庄原 (+0.7) 峰田 (+0.7) 板橋 (+2.0) 庄原 (+1.2) 東 (+1.4) 八幡 (+1.4)
06/18 武田　志央里(6) 14.47 松川　瑠華(6) 14.77 田邊　果歩(6) 15.14 新井　椿(6) 15.23 竹田　七海(6) 15.39 稲垣　帆乃(6) 15.44 豊原　千鶴(6) 15.68 奥井　彩乃(6) 15.81

６年　１００ｍ 山内 大会新 (+1.8) 山内 (+1.0) 総領 (+1.5) 庄原 (+1.7) 粟田 (+0.6) 山内 (-1.0) 庄原 (-0.5) 板橋 (+1.7)
06/18 倉本　杏珠(4) 3,02.97 山岡　瑠生(4) 3,06.04 久保　憩生(4) 3,11.66 沼田　優那(4) 3,19.27 荒木　美侑(4) 3,19.28 高浦　七帆(4) 3,26.27 市川　日向(4) 3,27.90 勝部　りな(4) 3,28.05

４年　８００ｍ 庄原 永末 永末 板橋 板橋 東城 川北 美古登
06/18 清水　菜月(5) 2,56.49 井上　愛敬(5) 3,00.84 芳賀　ひかり(5) 3,01.41 峠　結翔(5) 3,03.28 森山　遥香(5) 3,10.78 迫　想菜乃(5) 3,12.53 周藤　咲李(5) 3,13.37 藤岡　美優(5) 3,13.99

５年　８００ｍ 庄原 東城 八幡 高野 高 西城 比和 永末
06/18 新井　椿(6) 2,43.19 阪本　日葵(6) 3,08.30 荒木　紗和(6) 3,12.45 藤井　愛美(6) 3,15.06 東　春奈(6) 3,21.85 橋本　優良(6) 3,31.80 名越　由織(6) 3,38.22 久田　深月(6) 3,38.57

６年　８００ｍ 庄原 東城 板橋 比和 東 庄原 東城 東城
06/18 丹羽　　苺美(4) 17.41 宗清　未來(4) 17.72 越道　玲奈(4) 17.78 竹田　心美(4) 17.94 豊原　志穂(4) 18.08 森田　　琶月(4) 18.27 主田　志乃(4) 18.47 石川　未奈(4) 18.48

４年　８０ｍＨ 東 (+1.2) 山内 (+0.6) 庄原 (+2.0) 粟田 (+0.7) 庄原 (+0.7) 小奴可 (+2.0) 西城 (+1.2) 西城 (+0.7)
06/18 坂本　三菜子(5) 15.35 芳賀　あかり(5) 15.80 咽原　　萌々(5) 16.20 中曽　琴葉(5) 16.31 咽原　　菜々(5) 16.71 荒木　優奈(5) 16.75 岩花　　咲良(5) 17.24 東　　あさひ(5) 17.61

５年　８０ｍＨ 庄原 (+0.1) 八幡 (+1.2) 東 (+0.1) 峰田 (+0.9) 東 (+0.9) 美古登 (+0.9) 東 (+1.2) 東 (+1.0)
06/18 武田　志央里(6) 14.61 藤谷　弓乃(6) 15.42 竹田　七海(6) 15.57 奥井　彩乃(6) 15.82 亀石　奈々(6) 15.83 田坂　　遥菜(6) 16.21 市村　はや(6) 16.45 近實　　砂嬉(6) 16.62

６年　８０ｍＨ 山内 (+1.2) 峰田 (+1.2) 粟田 (+1.4) 板橋 (+1.2) 庄原 (+1.2) 東 (+1.4) 西城 (+1.2) 東 (+1.2)
06/18 山内A     1,02.14 庄原B     1,02.46 庄原A     1,04.40 東A     1,04.80 東城A     1,05.87 西城A     1,06.23 八幡A     1,07.06 東城B     1,07.38

女子 4×100mR 稲毛　玲優(6) 坂本　三菜子(5) 亀石　奈々(6) 田坂　　遥菜(6) 伊藤　愛星(6) 清水　百葉(6) 芳賀　ひかり(5) 横内　野々華(6)
松川　瑠華(6) 永迫　紗弥(5) 橋本　優良(6) 谷先　七夏(6) 阪本　日葵(6) 市村　はや(6) 芳賀　あかり(5) 西田　芙泉(6)
稲垣　帆乃(6) 清水　菜月(5) 豊原　千鶴(6) 近實　　砂嬉(6) 下川　真緒(6) 迫　想菜乃(5) 吉川　小菜津(5) 杉　安捺(6)
武田　志央里(6) 藤原　柚葉(5) 新井　椿(6) 横山　　葵咲(6) 長木　海樹(6) 岡田　鈴花(6) 髙柴　桜(6) 藤原　汐里(6)

06/18 境　真慧(4) 2.72 藤元　逢(4) 2.59 福田　楓(4) 2.57 竹森　悠(4) 2.51 渡邊　沙弥子(4) 2.48 柳生　まどか(4) 2.37 宮木　日菜子(4) 2.36 森田　　琶月(4) 2.20

４年　走幅跳 高野 高野 口南 西城 川北 西城 永末 小奴可
06/18 藤原　柚葉(5) 3.31(+0.4) 佐藤　遙香(5) 3.00(0.0) 藤岡　美優(5) 2.85(+1.3) 梶村　真菜香(5)2.84(+1.3) 吉川　小菜津(5)2.81(+1.6) 堀井　楓(5) 2.81(-0.3) 城田　真夢(5) 2.78(+1.1) 荒木　ひなた(5)2.75(-0.9)

５年　走幅跳 庄原 八幡 永末 高 八幡 西城 西城 美古登
06/18 亀石　奈々(6) 3.35(-0.6) 稲垣　帆乃(6) 3.33(+0.7) 松川　瑠華(6) 3.30(0.0) 近實　　砂嬉(6)3.23(-0.2) 岡田　鈴花(6) 3.09(-0.9) 田坂　　遥菜(6)3.08(+0.8) 石川　ゆづき(6)3.07(+1.1) 柳原　もも(6) 2.86(+0.6)

６年　走幅跳 庄原 山内 山内 東 西城 東 高 高野


