
決勝 5月26日 12:35

風速 +0.2

 1 坪倉　璃典(5)     15.09 
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘﾂ 庄原ＡＣ

 2 松島　優笑(5)     15.93 
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼｮｳ 庄原ＡＣ

 3 栗下　遼駕(5)     16.99 
ｸﾘｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ 庄原ＡＣ

 4 中曽　瑛太(5)     17.03 
ﾅｶｿ ｴｲﾀ 庄原ＡＣ
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氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

男子

小学生5年100ｍ小学生5年100ｍ

決勝決勝決勝



決勝 5月26日 12:40

風速 +0.3

 1 早井　隼平(6)     14.36 
ﾊﾔｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 庄原ＡＣ
沼田　篤希(6)
ﾇﾏﾀ ｱﾂｷ 庄原ＡＣ

男子

小学生6年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1101

5  1105
欠場



決勝 5月26日 10:45

片岡　皓心(6)   4.07   3.73   3.83    4.07 
ｶﾀｵｶ ｺｳｼﾝ 庄原ＡＣ   +0.7   +0.8   +0.1    +0.7
矢野　 颯(6)   3.57   3.84   3.81    3.84 
ﾔﾉ ｿﾖｷﾞ 庄原ＡＣ   +0.5   +0.3   +0.3    +0.3
國利　育叶(5)   3.70   3.62   3.65    3.70 
ｸﾆﾄｼ ｲｸﾄ 庄原ＡＣ   +0.4   +0.7   +0.7    +0.4
黒野　真之(5)   3.33   2.82   3.48    3.48 
ｸﾛﾉ ｻﾅﾕｷ 庄原ＡＣ   +0.4   +0.8   +1.0    +1.0

男子

小学生走幅跳

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 3  1106

2 4  1104

-2- -3- -4-

3 2  1114

4 1  1119



決勝 5月26日 10:30

藤田　宗羽(5)
ﾌｼﾞﾀ ﾄｷﾜ 美古登小
城田　侑希(5)
ｼﾛﾀ ﾕｳｷ 美古登小

所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

男子

ジャベリックボール投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

38.39   X   X

-3- -4- -5-

 24.98 

 38.39 

2 1  1121
19.61 24.98 22.04

1 2  1122



決勝 5月26日 12:45

風速 -0.2

 1 山下　咲希(5)     14.91 
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 庄原ＡＣ

 2 森永　葉月(5)     18.32 
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾂﾞｷ 庄原ＡＣ

女子

小学生5年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2115

5  2112



決勝 5月26日 12:50

風速 +1.0

 1 山岡　瑠生(6)     15.30 
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 庄原ＡＣ

 2 長谷川　舞姫(6)     16.21 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 庄原ＡＣ

女子

小学生6年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2108

5  2105



決勝 5月26日 11:05

風速 +0.3

 1 藤谷　奈々子(6)     15.00 
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾅﾅｺ 庄原ＡＣ

 2 丹羽　苺美(6)     16.10 
ﾆﾜ ﾏｲﾐ 庄原ＡＣ

 3 宗清　未來(6)     16.83 
ﾑﾈｷﾖ ﾐﾗｲ 庄原ＡＣ

 4 岡本　咲那(6)     18.02 
ｵｶﾓﾄ ｻｷﾅ 庄原ＡＣ

女子

小学生80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2103

3  2107

6  2104

5  2102



決勝 5月26日 10:45

荒木　莉音(6)   3.50   3.36   3.42    3.50 
ｱﾗｷ ﾘｵ 庄原ＡＣ   +0.1   +0.1   +0.9    +0.1
滝口　ゆいあ(6)   3.12   2.89   2.94    3.12 
ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｲｱ 庄原ＡＣ   +0.5   +0.4   +0.6    +0.5

女子

小学生走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1  2109

2 2  2106


