
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

男  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 男子 早井　隼平(4) 15.86 門主　圭太郎(4) 15.94 道下　由聖(4) 16.26 福場　大貴(4) 16.28 佐倉　貫太(4) 16.42 湯谷　涼月(4) 16.44 片山　航大(4) 16.56 沼田　篤希(4) 16.64

４年　１００ｍ 口南 (-0.4) 高野 (+1.1) 山内 (-1.0) 峰田 (+2.0) 庄原 (+2.0) 総領 (-3.3) 峰田 (-0.4) 板橋 (-0.4)
06/18 坪倉　　瑠快(5) 14.30 下宮　大和(5) 15.77 中谷　里樹斗(5) 15.88 草岡　蒼汰(5) 15.92 森田　旭(5) 16.01 片山　颯大(5) 16.02 山本　望史(5) 16.03 黒木　大雅(5) 16.23

５年　１００ｍ 小奴可  大会新　(+1.5) 西城 (-3.1) 高野 (-1.5) 西城 (+0.6) 西城 (-1.2) 峰田 (-2.5) 美古登 (-1.2) 総領 (+0.4)
06/18 児玉　成輝(6) 14.28 黒田　昂汰(6) 西城 14.29 (-1.9) 和田　琳(6) 14.43 近藤　佳由(6) 14.90 上田　祐大(6) 14.92 福本　光稀(6) 15.14 小滝　天翔(6) 15.27

６年　１００ｍ 峰田 (+1.5) 松川　晟夕(6) 山内 (-0.8) 総領 (+1.5) 山内 (-3.2) 庄原 (-0.7) 美古登 (-3.2) 口南 (-1.5)
06/18 門主　圭太郎(4) 2,44.81 大場　次悦(4) 2,57.68 川内　卿道(4) 2,58.18 末長　颯(4) 2,58.54 福場　大貴(4) 3,01.81 落付　亞旦(4) 3,03.25 平岡　琉偉(4) 3,04.28 丸山　陽生(4) 3,04.30

４年　８００ｍ 高野 大会新 西城 口南 永末 峰田 庄原 川北 総領
06/18 森永　隆真(5) 2,47.60 田中　陽大(5) 2,52.20 山本　照英(5) 2,52.69 黒木　大雅(5) 2,53.95 繁平　航太(5) 2,57.79 倉橋　光希(5) 2,57.92 近久　敦史(5) 2,58.22 門主　律己(5) 2,59.02

５年　８００ｍ 口北 東城 比和 総領 山内 庄原 総領 高野
06/18 松川　晟夕(6) 2,39.04 杠　瑞樹(6) 2,45.17 渡辺　　美翔(6) 2,45.72 梶田　　健斗(6) 2,49.15 加藤　周平(6) 2,50.30 川内　龍哉(6) 2,50.55 岡﨑　聡侍(6) 2,50.73 増原　祥太郎(6) 2,54.38

６年　８００ｍ 山内 比和 東 東 高野 口南 庄原 庄原
06/18 曽利　海舟(4) 16.81 湯谷　涼月(4) 16.89 片山　航大(4) 16.91 道下　虎の介(4) 17.23 林　志穏(4) 18.06 信清　晟凪(4) 18.23 中井　陽々気(4) 18.76 髙柴　祥太郎(4) 18.92

４年　８０ｍＨ 庄原 (-1.9) 総領 (+0.9) 峰田 (-1.9) 口南 (+0.9) 川北 (-1.9) 板橋 (+0.9) 峰田 (+0.9) 八幡 (-1.9)
06/18 片山　颯大(5) 14.52 増田　健人(5) 15.07 佐藤　優粋(5) 16.44 山本　望史(5) 16.57 穂崎　拓也(5) 16.64 田邉　聖和(5) 16.69 中田　蓮人(5) 16.81 立花　碧羽(5) 16.85

５年　８０ｍＨ 峰田 大会新　(0.0) 庄原 (+1.4) 東城 (-0.9) 美古登 (-1.2) 峰田 (+1.4) 東城 (-1.2) 西城 (-1.2) 比和 (-1.2)
06/18 児玉　成輝(6) 13.68 主田　周平(6) 14.37 和田　琳(6) 14.42 杠　瑞樹(6) 14.97 白根　颯(6) 14.99 渡辺　　美翔(6) 15.06 城田　昇吾(6) 美古登 15.23 (-0.9)

６年　８０ｍＨ 峰田 (-1.7) 西城 (+1.8) 総領 (+1.8) 比和 (-1.9) 高野 (-1.7) 東 (-1.9) 山﨑　隆平(6) 総領 (-1.7)
06/18 庄原A       59.58 山内A     1,00.01 東A     1,00.28 高野A     1,00.99 美古登A     1,01.04 西城A     1,01.83 峰田A     1,02.18 高野B     1,02.77

男子 4×100mR 松島　結斗(6) 松川　晟夕(6) 渡辺　　美翔(6) 加藤　周平(6) 城田　昇吾(6) 下宮　大和(5) 片山　颯大(5) 境　胡太郎(6)
増原　祥太郎(6) 繁平　航太(5) 梶田　　健斗(6) 藤元　奏汰(6) 福本　光稀(6) 主田　周平(6) 三浦　颯真(6) 中谷　里樹斗(5)
岡﨑　聡侍(6) 内海　元太(5) 秋山　　湧大(6) 横谷　天星(6) 永井　大貴(6) 森田　旭(5) 竹岡　賢太(6) 門主　律己(5)
上田　祐大(6) 近藤　佳由(6) 松田　　啓杜(6) 白根　颯(6) 松本　明日翔(6) 黒田　昂汰(6) 児玉　成輝(6) 藤長　煌斗(6)

06/18 佐倉　貫太(4) 3.17 早井　隼平(4) 3.15 大場　次悦(4) 3.13 沼田　篤希(4) 3.07 家島　爽(4) 2.93 森下　椋太(4) 2.91 川内　卿道(4) 2.90 長野　一希(4) 2.86

４年　走幅跳 庄原 口南 西城 板橋 口北 板橋 口南 西城
06/18 下宮　大和(5) 3.86(+0.7) 森田　旭(5) 3.61(+1.2) 平田　陸人(5) 3.56(+1.3) 久保　允治(5) 3.55(+0.3) 増田　健人(5) 3.50(+0.7) 坪倉　　瑠快(5)3.45(+2.3) 三吉　秀汰(5) 3.39(-0.1) 森永　隆真(5) 3.38(0.0)

５年　走幅跳 西城 西城 美古登 西城 庄原 小奴可 公 3.42(-0.4) 口北 口北
06/18 黒田　昂汰(6) 4.26(-0.2) 松田　　啓杜(6)3.95(-0.1) 田口　翔大(6) 3.65(-0.3) 伊吹　陽介(6) 3.63(+0.7) 秋山　　湧大(6)3.62(+0.7) 白根　颯(6) 3.61(+0.3) 水野　俊之介(6)3.61(+0.2) 上田　祐大(6) 3.61(+0.3)

６年　走幅跳 西城 大会新 東 粟田 永末 東 高野 永末 庄原


