
招集所審判長 松本　徹
ｽﾀｰﾄ審判長 石川　欽司
ﾄﾗｯｸ審判長 豊田　嘉男

【開催日】 平成３１年４月２１日 投てき審判長 細川　寿雄

【主催団体】 益田市陸上競技協会 決勝記録一覧表 跳躍審判長 細川　寿雄
男  子 【競技場】益田陸上競技場

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

 4/21 小学男子  +1.0 山根 拓士(3) 16.60 安藤  直人(3) 16.62 山尾 郁斗(3) 17.81 寺戸  清也(3) 18.19 細尾　遥愛(3) 18.82 松本　響希(3) 19.90
３年１００ｍ 浜田JAS 益田小 浜田JAS 東仙道小 益田小 益田陸上教室

 4/21  +1.0 金子  一冴(4) 15.37 拝上 大樹(4) 15.71 石橋  翔汰(4) 16.11 池口  京汰(4) 16.49 永島  陽彩(4) 16.75 藤井  亜旺(4) 17.07 澄川  愛斗(4) 17.38 河村  彪歩(4) 17.39
４年１００ｍ 邑智JTS 浜田JAS 邑智JTS 東仙道小 益田小 高津小 都茂小 益田小

 4/21  +1.8 大舘 翼(5) 14.35 上野  高史(5) 15.03 伊東  昌大(5) 15.44 須古星 駿太(5) 15.72 山本  颯斗(5) 16.31 髙田  颯輝(5) 16.33
５年１００ｍ 浜田JAS 益田小 豊川小 浜田JAS 益田陸上教室 益田小

 4/21  +0.2 向井  陽人(6) 13.96 佐々木  大起(6) 14.04 清水  郁人(6) 14.25 田邊  優治(6) 14.55 上杉　将矢(6) 14.71 山尾 祐斗(6) 14.90 石橋  大輔(6) 15.00 山根 陽希(6) 15.00
６年１００ｍ 益田陸上教室 浜田JAS 益田小 邑智JTS 益田陸上教室 浜田JAS 邑智JTS 浜田JAS

 4/21 田邊  優治(6) 3:15.65 新田 大(6) 3:20.64 大場 赤樫(6) 3:27.91 須古星 駿太(5) 3:30.86 竹内  晴太(6) 3:35.79 三浦  璃空(6) 3:36.25 石田  真暉人(5) 3:40.91 拝上 大樹(4) 3:44.70
１０００ｍ 邑智JTS 浜田JAS 浜田JAS 浜田JAS 益田小 益田小 益田小 浜田JAS

 4/21  +0.1 新田  大(6) 14.22 坂根  克実(6) 15.68
８０mH(0.70m) 浜田JAS 邑智JTS

 4/21 浜田JAS       57.46 邑智JTS       58.96 豊川小     1:04.81
４×１００ｍR 大場 赤樫(6) 金子  一冴(4) 伊東  昌大(5)

新田  大(6) 田邊  優治(6) 御神本 晴之介(6)
山根  陽希(6) 坂根  克実(6) 城市  陽輝(6)
山尾  祐斗(6) 石橋  大輔(6) 茂呂  匠(5)

 4/21 大庭  光希(3) 1.40
走高跳 日原中

 4/21 大場  赤樫(6) 4.14(+0.6) 清水  郁人(6) 3.85(+1.0) 伊東  昌大(5) 3.74(+0.1) 石橋  大輔(6) 3.72(+2.7) 山根  陽希(6) 3.57(+1.6) 周藤  由珠(6) 3.55(+2.7) 石橋  翔汰(4) 3.50(+1.3) 大舘  翼(5) 3.40(+2.2)
走幅跳 浜田JAS 益田小 豊川小 邑智JTS 浜田JAS 益田小 邑智JTS 浜田JAS

 4/21 竹林  瑠唯(6) 48.39 山尾  祐斗(6) 46.41 石田  浩誠(5) 44.43 淺尾  優大(6) 42.74
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 益田小 浜田JAS 益田小 都茂小

 4/21 中学男子  -0.5 齋藤  碧斗(1) 15.08 寺西 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ(1) 16.20
１年１００ｍ 益田陸上教室(op) 益田陸上教室(op)

 4/21  +0.9 久保  陽向(2) 11.87 藤本  隆司(2) 12.15 山本  陸斗(2) 12.46 上田  康生(2) 12.83 三浦  瑠維(2) 12.95 小林  大悟(2) 13.05 橋渡  響生(2) 13.06 村上  知廉(2) 13.09
２年１００ｍ 益田中 益田中 益田･横田中 石見中 浜田四中 瑞穂中 美都中 日原中

 4/21  +1.4 新井  裕太(3) 11.51 神手ﾌﾟﾗﾅﾔﾏ晃明(3) 11.86 齋藤  仁(3) 11.93 登米  喬卿(3) 12.04 美濃地  優輝(3) 12.07 入澤  疾風(3) 12.14 齋藤  昌駿(3) 12.22 西川  翔(3) 12.43
３年１００ｍ 瑞穂中 六日市中 日原中 日原中 高津中 高津中 日原中 益田東中

 4/21 新井  裕太(3) 53.36 新井  伊織(3) 54.02 齋藤  仁(3) 58.51 木村  拓斗(2) 1:00.31 友重  貴尋(3) 1:00.55 的場  尋(3) 1:00.63 齋藤  泰稀(3) 1:01.05 永井  宙(3) 1:02.22
４００ｍ 瑞穂中 GR 瑞穂中 日原中 瑞穂中 柿木中 瑞穂中 柿木中 高津中

 4/21 田原  匠真(3) 4:27.55 森田  那生(2) 4:27.61 多原  大和(3) 4:32.02 新井  伊織(3) 4:37.32 安部  晄生(2) 4:47.25 大石  淳陽(2) 4:51.74 官沢  麻成斗(2) 4:52.50 中村  颯冶(3) 4:53.41
１５００ｍ 柿木中 瑞穂中 浜田四中 瑞穂中 川本中 美都中 旭中 小野中

 4/21 田原  匠真(3) 9:52.03 森田  那生(2) 9:59.26 中村  颯冶(3) 10:30.89 佐々木  智輝(2) 10:32.60 大石  淳陽(2) 10:38.74 藤林  昂也(3) 10:40.05 田中  一蕗(3) 10:52.40 金高  新(2) 11:06.45
３０００ｍ 柿木中 瑞穂中 小野中 美都中 美都中 弥栄中 瑞穂中 弥栄中

 4/21  +0.2 神手ﾌﾟﾗﾅﾔﾏ晃明(3) 17.03
110mH（0.914ｍ） 六日市中

 4/21 高津中       47.75 日原中A       48.55 瑞穂中A       49.39 瑞穂中B       51.02 柿木中       51.20 益田東中       51.32 浜田四中       51.49 美都中       51.85
４×１００ｍR 大羽  虹輝(3) 大庭  光希(3) 佐々木  康汰(3) 森田   那生(2) 三浦  明生(2) 練田  凌也(2) 中原  駿斗(3) 橋渡  響生(2)

美濃地  優輝(3) 登米  喬卿(3) 新井  裕太(3) 小林  大悟(2) 友重  貴尋(3) 高瀬  孔明(3) 多原  大和(3) 池口  颯人(3)
永井  宙(3) 齋藤  昌駿(3) 森脇  結良(3) 木村  拓斗(2) 齋藤  泰稀(3) 岩本  拓音(3) 石津  忠信(3) 大石  淳陽(2)
入澤  疾風(3) 齋藤  仁(3) 的場  尋(3) 貫里  一生(2) 石井  匠(3) 西川  翔(3) 三浦  瑠維(2) 佐々田  雄矢(3)

 4/21 大庭  光希(3) 1.40
走高跳 日原中

 4/21 入澤  疾風(3) 5.69(+1.2) 藤本  隆司(2) 5.61(+2.1) 泉  隼斗(3) 5.37(-0.1) 山本  陸斗(2) 5.25(+1.5) 島田  眞那斗(3) 5.13(+1.3) 森脇  結良(3) 4.72(+0.3) 上田  康生(2) 4.64(+0.4) 渡邊  航貴(2) 3.97(+1.8)
走幅跳 高津中 益田中 川本中 益田･横田中 弥栄中 瑞穂中 石見中 川本中

 4/21 三上  純真(3) 9.97 大久保  泰伽(2) 9.31 中島  聡太(3) 9.00 佐々木  康汰(3) 8.85 石田  大晴(2) 7.27 多原  航汰(2) 6.51 伊藤  昌直(2) 6.44
砲丸投(5.000kg) 川本中 日原中 川本中 瑞穂中 益田東中 浜田四中 川本中



招集所審判長 松本　徹
ｽﾀｰﾄ審判長 石川　欽司
ﾄﾗｯｸ審判長 豊田　嘉男

【開催日】 平成３１年４月２１日 投てき審判長 細川　寿雄

【主催団体】 益田市陸上競技協会 決勝記録一覧表 跳躍審判長 細川　寿雄
男  子 【競技場】益田陸上競技場

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

 4/21 一般･高校男  -0.3 遠藤  直樹(3) 11.41 千代延  源太(2) 明誠高 11.45 吉地  颯太(1) 11.46 安部  雄一郎 11.49 村山  響(3) 11.49 高橋  欣吾(3) 11.54 豊田  亮介(2) 11.66
１００ｍ 明誠高 今岡  蓮也(3) 明誠高 明誠高 松江NGC 益田翔陽高 浜田高 明誠高

 4/21 金子  敬志 52.39 川本  瑞記(3) 52.46 山本  日向(3) 53.66 坂井  継生(2) 54.39 花野  壱成(2) 54.79 米原  佑哉(2) 55.31 沖田  悠翔(1) 55.38 野上  萌士(2) 55.60
４００ｍ TeamOJC 浜田高 津和野高 浜田高 浜田高 明誠高 明誠高 明誠高

 4/21 川本  瑞記(3) 2:01.75 大場  みずなら(3) 2:02.60 水野  良祐(3) 2:05.03 横山  凌弥(3) 2:05.53 大垰  侑輝(1) 2:11.37 大賀  颯太(2) 2:13.08 遠藤  愛己(2) 2:15.41 大塚  陽希(2) 2:15.75
８００ｍ 浜田高 GR 浜田高 GR 津和野高 益田翔陽高 石見智翠館高 益田高 吉賀高 浜田商高

 4/21 千代延  巧(3) 4:10.22 勝部    遼(2) 4:11.20 日野  裕貴 4:11.44 奥田  捺暉(3) 4:17.02 岡﨑  大翔(3) 4:17.77 長嶺  佑生(2) 4:21.80 松本  青空(3) 4:23.01 大場  みずなら(3) 4:23.35
１５００ｍ 明誠高 明誠高 旭ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞ 明誠高 益田高 津和野高 浜田高 浜田高

 4/21 山吹  彰 16:03.53 落合  雄大(3) 16:09.82 日野  裕貴 16:11.76 長嶺  佑生(2) 16:25.70 柴田  一平 16:27.83 登尾  綜太(3) 16:38.16 上田  匠己(2) 16:55.52 岡﨑  大翔(3) 17:04.45
５０００ｍ 鹿足郡陸協 明誠高 旭ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞ 津和野高 益田市陸協 明誠高 明誠高 益田高

 4/21  +1.6 坂井  継生(2) 20.22
110mH（1.067ｍ） 浜田高

 4/21 明誠高A       44.65 明誠高B       44.71 浜田高       45.12 益田翔陽高       46.09
４×１００ｍR 遠藤  直樹(3) 豊田  亮介(2) 高橋  欣吾(3) 石川  滉斗(2)

竹下  大斗(2) 千代延  源太(2) 今谷  隼(3) 石川  虹輝(3)
篠原  政輝(3) 米原  佑哉(2) 鎌田  真央(2) 藤井  裕輝(3)
吉地  颯太(1) 今岡  蓮也(3) 田邨  真夢(2) 村山  響(3)

 4/21 泉  颯人(1) 1.83 吉川  和希(3) 1.80 今岡  蓮也(3) 1.80
走高跳 石見智翠館高 島根県立大 明誠高

 4/21 豊田  亮介(2) 6.62(+2.7) 髙木  拓人(3) 6.62(+3.3) 千代延  源太(2) 6.56(+1.9) 末益  潤 6.52(+2.3) 馬淵  竜希 6.41(+3.0) 田邨  真夢(2) 6.14(+2.4) 植田  聖人(2) 5.87(+2.2)
走幅跳 明誠高 益田高 明誠高 山  口･OPC 山  口･OPC 浜田高 浜田高

 4/21 高男 佐々木  淳平(3) 11.94 大久保  良真(3) 10.77 髙木  喜史(3) 9.63 伊藤  弘(2) 9.31 青木  竜斗(1) 8.69
砲丸投（6.000kg） 益田高 明誠高 石見智翠館高 津和野高 明誠高

 4/21 一男 薮木  勇 8.26
砲丸投（7.260kg） 旭ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞ

 4/21 佐々浦  龍希(3) 46.85 岡田  知恩(3) 36.70 友重  夏輝(2) 33.15 山中  蓮太(2) 25.32
やり投（0.800kg） 石見智翠館高 津和野高 益田翔陽高 矢上高


