
第42回県北陸上庄原大会                                                          
第34回全国小学生陸上競技交流大会庄原市予選会 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
05/26 女子  -0.2 山下　咲希(5) 14.91 森永　葉月(5) 18.32

小学生5年100ｍ 庄原ＡＣ 庄原ＡＣ
05/26  +1.0 山岡　瑠生(6) 15.30 長谷川　舞姫(6) 16.21

小学生6年100ｍ 庄原ＡＣ 庄原ＡＣ
05/26  +0.3 藤谷　奈々子(6) 15.00 丹羽　苺美(6) 16.10 宗清　未來(6) 16.83 岡本　咲那(6) 18.02

小学生80mH 庄原ＡＣ 庄原ＡＣ 庄原ＡＣ 庄原ＡＣ
05/26 荒木　莉音(6) 3.50(+0.1) 滝口ゆいあ(6) 3.12(+0.5)

小学生走幅跳 庄原ＡＣ 庄原ＡＣ
05/26 １年女子 光源寺　泉和(1) 14.40 中曽　琴葉(1) 14.98 定本　夢花(1) 14.98 伊吹　若那(1) 15.43 片岡　瑞希(1) 15.50 中島　怜子(1) 15.63 中村　望来(1) 15.77 中島　絢子(1) 15.78

１００ｍ 塩町 (-1.5) 庄原 (-0.9) 十日市A (-0.7) 十日市B (-1.5) 川地 (-0.7) 十日市C (-1.5) 吉舎 (-1.5) 十日市C (-1.5)
05/26 芳賀　ひかり(1) 2,48.67 福間　結蘭(1) 2,57.02 脇坂　恵羽(1) 2,57.25 熊田　美希(1) 2,58.40 周藤　咲李(1) 3,00.53 永迫　紗弥(1) 3,00.53 久岡　叶実(1) 3,06.71 福岡　愛望(1) 3,26.47

８００ｍ 東城 布野 口和A 塩町 比和 庄原 庄原 庄原
05/26 十日市       58.79 庄原       59.43

４×１００ｍＲ 岸本　美凜(1) 久岡　叶実(1)
竹森　莉佳(1) 清水　菜月(1)
伊吹　若那(1) 永迫　紗弥(1)
定本　夢花(1) 中曽　琴葉(1)

05/26 中曽　琴葉(1) 4.20(+0.9) 芳賀あかり(1) 4.05(+2.9) 清水　菜月(1) 3.88(+0.7) 岡﨑羽留花(1) 2.71(-1.0) 横山　百夏(1) 2.58(-0.5)
走幅跳 庄原 東城 公認 3.88(-1.9) 庄原 口和A 東城

05/26 ２年女子  -1.3 藤永　彩花(2) 14.86 藤谷　弓乃(2) 15.06 山下　向日葵(2) 16.37 永川　咲文(2) 18.40
１００ｍ 三次A 庄原 塩町 八次

05/26 ３年女子 荒木　綸(3) 14.08 伊藤　有咲(3) 14.37 粟飯原　帆愛(3) 14.49 田中　麗寧(3) 14.52 加藤　　瑞喜(3) 14.59 浅原　紗耶(3) 14.71 松本　真理子(3) 15.27 福永　陽菜(3) 15.61
１００ｍ 庄原 (-3.1) 東城 (-3.1) 八次 (-2.3) 八次 (-2.3) 比和 (-3.1) 三次A (-2.3) 東城 (-3.1) 吉舎 (-2.3)

05/26 共通女子 竹明　穂乃花(3) 28.89 田中　麗寧(3) 29.49 伊藤　有咲(3) 29.95 藤谷　弓乃(2) 30.95 定本　夢花(1) 31.18 松本　真理子(3) 31.46 中島　怜子(1) 32.34 伊藤　音葉(3) 32.43
２００ｍ 庄原 (+0.1) 八次 (+0.1) 東城 (+0.1) 庄原 (+0.1) 十日市A (+1.0) 東城 (+0.1) 十日市C (+1.0) 三次A (+0.1)

05/26 木本 　菜々美(3) 2,35.98 田中　夢奈(2) 2,44.78 清水　菜月(1) 2,45.61 赤羽　美奈(2) 2,51.42 谷　笑伽(3) 2,55.98 大原　佑月(2) 2,58.05 横山　朋叶(3) 2,58.06 沖田　菫(3) 2,58.09
８００ｍ 十日市A 塩町 庄原 塩町 東城 八次 東城 川地

05/26 木本 　菜々美(3) 5,17.87 田中　夢奈(2) 5,25.32 赤羽　美奈(2) 5,43.02 横山　朋叶(3) 5,50.25 谷　笑伽(3) 5,54.93 加藤　瑞貴(3) 5,56.57 亀山　聖美(2) 5,57.86 森永　伊織(3) 6,07.58
１５００ｍ 十日市A 塩町 塩町 東城 東城 東城 三次A 口和A

05/26   0.0 藤本　瑞生(3) 18.13 加藤　　瑞喜(3) 18.64 小川　汐李(3) 18.90
１００ｍＨ 八次 比和 庄原

05/26 庄原       54.73 八次       55.59 東城       57.24 三次       59.11
４×１００ｍＲ 藤谷　弓乃(2) 藤本　瑞生(3) 芳賀　あかり(1) 伊藤　音葉(3)

竹明　穂乃花(3) 田中　麗寧(3) 石田　瑠菜(3) 藤永　彩花(2)
小川　汐李(3) 小土居　未羽(3) 松本　真理子(3) 亀山　聖美(2)
荒木　綸(3) 粟飯原　帆愛(3) 伊藤　有咲(3) 浅原　紗耶(3)

05/26 亀山　聖美(2) 1.30 小川　汐李(3) 1.25 藤永　彩花(2) 1.20 西山　侑李(2) 1.20 永迫　紗弥(1) 1.15
走高跳 三次A 庄原 三次A 甲奴 庄原

05/26 荒木　綸(3) 4.85(-0.4) 竹明穂乃花(3) 4.56(+2.0) 小土居未羽(3) 4.34(+1.0) 藤本　瑞生(3) 4.11(+0.1)
走幅跳 庄原 庄原 八次 八次

05/26 石田　瑠菜(3) 9.38 平田　実里(3) 8.68 松本　彩里(3) 8.58 浅原　紗耶(3) 8.29 粟飯原　帆愛(3) 7.52 伊藤　音葉(3) 6.81 切田　　海鈴(3) 6.80 山崎　莉歩(2) 6.29
砲丸投 東城 総領 比和 三次A 八次 三次A 庄原 甲奴


