
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
女  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 小学女子  +0.8 島田  望未(3) 16.50 桐田  朱花(3) 16.51 樋野  絵麻(3) 17.94 多原  優樹菜(3) 18.12 笹倉  愛菜(3) 19.15
３年１００ｍ 益田陸上教室 GR 益田小 GR 益田陸上教室 浜田JAS 高津小

 4/21  +0.8 山田  聖空(4) 益田小 16.31 伊達 心菜(4) 16.43 木地谷  彩実(4) 17.16 市川  知佳(4) 17.17 茂呂  陽(4) 17.67 松本  美輝(4) 18.03
４年１００ｍ 澄川  夏音(4) 高津小 浜田JAS 益田小 益田小 豊川小 益田陸上教室

 4/21  +1.0 松下  実世(5) 15.41 齋藤  梨菜(5) 15.64 安達  夕里(5) 15.73 水浦  伶美(5) 15.77 上田  理央(5) 16.54 上田  結心(5) 16.61 宮崎  永彩(5) 16.96 増永  愛來(5) 17.13
５年１００ｍ 邑智JTS 益田陸上教室 浜田JAS 都茂小 邑智JTS 邑智JTS 高津小 益田小

 4/21  +2.1 市川  佳歩(6) 14.29 金子  映(6) 14.34 齋藤  楓季(6) 14.58 中野  花美(6) 14.94 中原  紗奈(6) 15.19 久保  ことね(6) 15.57 岡     玲奈(6) 15.58 中島  璃子(6) 16.04
６年１００ｍ 益田小 邑智JTS 益田陸上教室 浜田JAS 邑智JTS 浜田JAS 邑智JTS 益田陸上教室

 4/21 河内  ひより(6) 2:41.70 三明 愛果(6) 2:47.00 日高  心羽(6) 2:47.12 小川  真依(6) 2:50.72 澄川  由乃(6) 2:50.77 藤田 明日華(6) 2:57.32 坂本  心瑚(6) 2:59.36 安藤  唯(5) 3:01.84
８００ｍ 山吹塾 浜田JAS 邑智JTS 浜田JAS 益田陸上教室 浜田JAS 豊川小 益田小

 4/21  +0.0 市川  佳歩(6) 13.80 金子  映(6) 14.54 日高  心羽(6) 14.98 橋本 友紀(6) 15.10 古和 聖菜(6) 15.46
80mH(0.70m) 益田小 邑智JTS 邑智JTS 浜田JAS 浜田JAS

 4/21 邑智JTS A       58.64 浜田JAS       59.15 益田陸上教室       59.82 邑智JTS B     1:05.46
４×１００ｍR 中原  紗奈(6) 久保  ことね(6) 澄川  由乃(6) 沖田  蒼来(5)

日高  心羽(6) 橋本  友紀(6) 市川  佳歩(6) 松下  実世(5)
金子   映(6) 中野  里南(6) 中島  璃子(6) 佐々木 彩乃(5)
岡    玲奈(6) 中野  花美(6) 齋藤  楓季(6) 上田  結心(5)

 4/21 橋本  友紀(6) 1.20 久保  ことね(6) 1.15 藤田  明日華(6) 1.10
走高跳 浜田JAS 浜田JAS 浜田JAS

 4/21 中野 花美(6) 4.10(+2.4) 中島  璃子(6) 3.66(+1.3) 中原  紗奈(6) 3.61(+1.2) 古和 聖菜(6) 3.59(+0.8) 中野 里南(6) 3.51(+0.1) 松下  実世(5) 3.49(+1.3) 上田  結心(5) 3.17(+1.6)
走幅跳 浜田JAS 益田陸上教室 邑智JTS 浜田JAS 浜田JAS 邑智JTS 邑智JTS

 4/21 市川　知佳(４) 21.17 水野  楓(6) 17.96 益田  渚(5) 10.49
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 益田陸上教室 益田小 豊川小

 4/21 中学女子  +2.3 三浦  亜華梨(1) 16.73
１年１００ｍ 浜田四中

 4/21  +1.8 佐々木  美晴(2) 13.20 原田  奈茄(2) 13.59 齋藤  結菜(2) 14.09 洲濵  美晴(2) 14.29 上田  遥妃(2) 14.42 高橋  直子(2) 14.50 山本  佳奈(2) 14.53 上杉  那緒(2) 14.79
２年１００ｍ 川本中 瑞穂中 高津中 瑞穂中 弥栄中 益田中 六日市中 高津中

 4/21  +1.5 金子  継(3) 12.83 榊原  そら(3) 12.99 大崎  琴葉(3) 13.70 増村  小雪(3) 14.10 堀江  亜海(3) 14.81 米田  弘渚(3) 15.07 吉村  由唯(3) 15.08 栗栖  和虹(3) 15.65
３年１００ｍ 瑞穂中 浜田四中 益田東中 益田中 益田中 美都中 益田中 匹見中

 4/21 山尾  美月(2) 2:36.47 大矢  千尋(3) 2:37.62 日野山  咲希(3) 2:37.67 齋藤  結菜(2) 2:39.22 齋藤  桃(2) 2:40.24 土田  阿子(2) 2:44.54 石川  雅(3) 2:49.37 青江  美咲季(2) 2:49.60
８００ｍ 浜田四中 瑞穂中 瑞穂中 高津中 益田中 六日市中 日原中 匹見中

 4/21 石田  萌笑(2) 5:12.43 山尾  美月(2) 5:17.72 日野山  咲希(3) 5:20.38 齋藤  桃(2) 5:37.55 石川  雅(3) 5:45.22 山本  莉加(2) 5:46.97 中村  由起(3) 5:47.44 青江  美咲季(2) 5:47.70
１５００ｍ 益田東中 浜田四中 瑞穂中 益田中 日原中 益田東中 六日市中 匹見中

 4/21  +0.3 金子  継(3) 15.48 奥羽場  杏里(3) 16.94 沖田  侑来(2) 16.99 名原  かのん(3) 17.53
100mH(0.762m) 瑞穂中 川本中 瑞穂中 川本中

 4/21 瑞穂中       52.99 益田中       55.91 六日市中A       58.43 日原中     1:01.49
４×１００ｍR 原田  奈茄(2) 増村  小雪(3) 永田  真帆(2) 中島  一華(3)

金子  継(3) 堀江  亜海(3) 山本  佳奈(2) 石川  雅(3)
森脇  千智(3) 吉村  由唯(3) 河内  花穏(2) 山内  梨緒(2)
沖田  侑来(2) 高橋  直子(2) 土田  阿子(2) 岩本  彩芭(3)

 4/21 大崎  琴葉(3) 4.82(+1.3) 村上  玉藻(3) 4.75(+2.0) 名原  かのん(3) 4.67(+1.0) 奥羽場  杏里(3) 4.67(+0.8) 洲濵  美晴(2) 4.41(+0.5) 上田  遥妃(2) 4.03(+2.4)
走幅跳 益田東中 益田東中 川本中 川本中 瑞穂中 弥栄中

 4/21 三浦  亜優(2) 7.69 吉村  由唯(3) 7.36 上杉  望乃桜(2) 7.08
砲丸投（2.720kg） 瑞穂中 益田中 益田東中



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
女  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･高校女  +0.6 森山  凜(2) 12.54 井口  彩実(3) 12.71 宮田  星乃(2) 12.83 永見  穂乃香(2) 13.02 山尾  美来(1) 13.03 内部  百笑(1) 13.09 平藪  芽唯(2) 13.34 榊原  なつみ(2) 13.34
１００ｍ 明誠高 明誠高 益田高 明誠高 明誠高 明誠高 浜田高 石見智翠館高

 4/21 平藪  芽唯(2) 1:01.91 日原  穂乃花(1) 1:03.09 豊田  陽菜(3) 1:10.47
４００ｍ 浜田高 明誠高 益田東高

 4/21 水津  陽(1) 2:24.59 日原  穂乃花(1) 2:29.58 石田  紗愛(1) 2:30.07 檜垣  ひなた(3) 2:30.27 佐々木 麻由乃(2) 2:36.53 橋本  菜々(2) 2:36.97 岡本  涼花(3) 2:37.72 豊田  陽菜(3) 2:43.54
８００ｍ 益田東高 明誠高 益田東高 明誠高 明誠高 吉賀高 浜田高 益田東高

 4/21 JUDYJ  EPNGETICH(2) 4:23.11 SHEILA  CHEROTICH(2) 4:23.66 水津  陽(1) 5:04.20 今岡  英莉南(2) 5:08.38 石田  紗愛(1) 5:10.78 能美  瑚都美(3) 5:17.03 爲石  莉子(2) 5:22.14 橋本  菜々(2) 5:22.16
１５００ｍ 益田東高 GR 益田東高 GR 益田東高 益田東高 益田東高 浜田高 浜田高 吉賀高

 4/21 JUDYJ  EPNGETICH(2) 9:21.26 SHEILA  CHEROTICH(2) 9:22.20
３０００ｍ 益田東高 PR/GR 益田東高 PR/GR

 4/21  +0.9 上木  杏香音(1) 17.84
100mH(0.840m) 矢上高

 4/21 明誠高A       50.09 浜田高       52.60 明誠高B       53.41
４×１００ｍR 井口  彩実(3) 山根  花音(2) 官澤  ひなの(1)

山尾  美来(1) 平藪  芽唯(2) 中隠居  香澄(1)
森山  凜(2) 田中  杏海(3) 吉岡  野々実(1)
永見  穂乃香(2) 佐藤  心(3) 拝上  芽生(2)

 4/21 長島  日和(3) 1.51 佐藤  心(3) 1.48 岩本  ひなた(2) 1.48 上木  杏香音(1) 1.40
走高跳 明誠高 浜田高 益田高 矢上高

 4/21 井口  彩実(3) 5.44(+2.0) 宮田  星乃(2) 5.30(-0.6) 田中  杏海(3) 4.55(+1.2) 山根  花音(2) 4.40(+3.0) 米原  楓加(1) 4.07(+3.2) 友重  有加里(2) 3.76(+2.2) 青江  彩乃(2) 3.47(+2.7)
走幅跳 明誠高 益田高 浜田高 浜田高 明誠高 吉賀高 吉賀高

 4/21 杉内  宏衣(3) 10.96 尾添  和奏(2) 9.96 畑本  乃愛(1) 8.04 井本  ことみ(2) 6.06
砲丸投(4.000kg) 明誠高 明誠高 明誠高 矢上高


