
ﾄﾗｯｸ審判長 豊田 嘉男

跳躍審判長 柴田 和治
投てき審判長 柴田 和治

【開催日】 令和3年10月23日(土)～令和3年10月24日(日) ｽﾀｰﾄ審判長 石川 欽司

【主催団体】 益田市陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 大田 裕

男  子 【競技場】益田陸上競技場 招集所審判長 松本 徹
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

10/23 小学男子3･4  +2.7 天津  兼継(4) 14.97 金子 和馬(4) 15.24 古城  多偉(3) 16.13 佐々木朝之臣(3) 16.39 日野  颯汰(4) 16.44 永島 結月(4) 16.45 井上  凌杜(4) 16.49 西田  秀俊(4) 17.37
１００ｍ 邑智JTS 益田陸上教室 浜田JAS 浜田JAS ｶｯﾂAC 益田陸上教室 金城陸上教室 益田陸上教室

10/23 小学男子5･6  +0.7 飯塚  友紀(6) 12.59 石橋  翔汰(6) 13.16 拝上  大樹(6) 13.54 岩谷  磨嵯也(6) 13.61 増野  有真(6) 13.67 佐藤  宏祐(6) 14.23 生越  そら(5) 14.31 澄川 愛斗(6) 14.36
１００ｍ 邑智JTS 邑智JTS 浜田JAS 大田陸上教室 益田陸上教室 浜田JAS 大田陸上教室 都茂小

10/23 小学男子 拝上  大樹(6) 3:12.62 日野  颯汰(4) 3:22.08 竹村  比呂(5) 3:28.73 三浦 大翔(5) 3:31.61 井上  凌杜(4) 3:38.69 鯨井 滉太(5) 3:40.99 齋藤 陽向(3) 3:42.79 斎藤  冬聖(6) 3:46.90
１０００ｍ 浜田JAS ｶｯﾂAC 浜田JAS 都茂小 金城陸上教室 弥栄陸上教室 益田陸上教室 山吹塾

10/23 飯塚  友紀(6) 5.37(+1.5) 金子  一冴(6) 4.37(+3.6) 沼田  五月(6) 4.09(+2.4) 山﨑  和(6) 3.88(+2.5) 佐々岡  玲生(6) 3.73(+1.5) 天津  兼継(4) 3.67(+3.5) 三明 淳一(6) 3.64(+1.8) 岸本  紘歩(6) 3.59(+4.1)
走幅跳 邑智JTS 大会新 邑智JTS 公認.4.25(+1.7) 金城陸上教室公認.3.88(+1.9) 大田陸上教室公認.3.82(+1.9) 金城陸上教室 邑智JTS 公認3.52(+1.3) 浜田JAS 金城陸上教室 公認3.57(+1.1)

10/23  +1.7 金子  一冴(6) 13.21 佐藤  宏祐(6) 13.57 石橋  翔汰(6) 13.96 竹村  比呂(5) 15.32 三明 淳一(6) 16.96 細尾 遙愛(5) 18.81 細尾 龍央(3) 24.09
80mH(0.70m) 邑智JTS 浜田JAS 邑智JTS 浜田JAS 浜田JAS 益田陸上教室 益田陸上教室

10/24 中学男子  +0.8 錦織  遊心(3) 11.61 沼田  都福(3) 11.71 細川  晴喜(2) 11.99 坂根  唯真(3) 11.99 倉本  凜空(2) 12.14 吉田  碧翔(3) 12.36 石橋  大輔(2) 12.37
１００ｍ 出雲一中 金城中 益田中 江津中 益田中 益田中 瑞穂中

10/23  +0.1 錦織  遊心(3) 23.64 田村  累斗(3) 23.76 沼田  都福(3) 23.78 倉本  凜空(2) 25.00 吉田  碧翔(3) 25.04 佐々木  大起(2) 25.10 河野  啓輔(3) 25.35 曽田  悠馬(3) 25.47
２００ｍ 出雲一中 瑞穂中 金城中 益田中 益田中 浜田二中 江津中 出雲一中

10/24 田村  累斗(3) 54.09 植木 成愛斗(3) 56.63 日高  啓(3) 58.18 日野  広大(3) 58.61 福田  拳大(3) 58.82 森脇  里恩(2) 59.81 山藤  英志(2) 1:01.13 城市  陽輝(2) 1:01.34
４００ｍ 瑞穂中 横田中 瑞穂中 出雲一中 日原中 瑞穂中 青陵中 益田東中

10/23 松崎  悠生(1) 2:13.29 田邊  優治(2) 2:14.28 山本  光雅(2) 2:16.28 大場  赤樫(2) 2:16.90 大島  虎太郎(2) 2:17.68 城山  大直(2) 2:20.09 大崎  拓朗(3) 2:21.05 北野  龍政(2) 2:23.39
８００ｍ 浜田一中 川本中 浜田三中 浜田一中 金城中 青陵中 益田中 益田東中

10/24 阿妻  光秀(3) 4:28.26 山本  智礼(2) 4:28.64 須古星  駿太(1) 4:28.74 松崎  悠生(1) 4:29.63 新田  大(2) 4:31.48 吉永  夏正(3) 4:33.04 大場  赤樫(2) 4:36.96 岡本  聡人(2) 4:40.58
１５００ｍ 金城中 江津中 浜田一中 浜田一中 浜田三中 日原中 浜田一中 金城中

10/23 市山  温輝(3) 9:26.80 川上 拓海(3) 9:33.61 阿妻  光秀(3) 9:47.14 山本  智礼(2) 9:49.79 新田  大(2) 9:53.13 板本  陽平(1) 10:13.80 上見  慎之助(2) 10:24.92 三浦  璃空(2) 10:26.81
３０００ｍ 瑞穂中 安来市陸協 金城中 江津中 浜田三中 浜田三中 浜田三中 益田東中

10/24  +0.1 坂根  唯真(3) 18.05 大達  龍仁(2) 20.27 吉原  春樹(2) 20.72
110ｍH(0.914m) 江津中 浜田一中 浜田三中

10/24 久本  悠睦(1) 1.30 原田  大輝(2) 1.30
走高跳 浜田一中 瑞穂中

10/24 德光  晃(2) 5.55(-0.2) 伊東  昌大(1) 5.49(+0.3) 大谷  拓也(2) 5.44(+0.2) 石橋  明士(2) 5.35(-0.2) 日高  瑛太(3) 5.31(-0.2) 深野  悠人(1) 5.28(-0.4) 海老田  隆生(1) 5.19(+1.5) 犬山  倫平(2) 5.10(+1.5)
走幅跳 三隅中 益田東中 江津中 出雲一中 瑞穂中 青陵中 浜田東中 出雲一中

10/23 大谷  天翔(3) 9.94 安永  拓磨(2) 8.79 佐々木  海空(2) 8.15 藤永  剣心(2) 7.39 大庭  伊織(2) 7.33 大野  快斗(1) 7.19 藤井  侑真(2) 6.85 澄川  一樹(3) 6.45
砲丸投(5.000kg) 匹見中 浜田四中 桜江中 益田東中 日原中 弥栄中 益田東中 匹見中

10/24 益田中A       46.63 瑞穂中A       46.68 江津中       49.22 浜田一中B       49.49 浜田東中       49.50 浜田三中A       49.64 青陵中A       50.12 益田東中A       50.61
4×100ｍR 森下    冬(2) 森脇  里恩(2) 寺本  陸空(1) 須古星  駿太(1) 新崎  陽叶(2) 吉原  春樹(2) 植田  倖希(2) 村上  晴海(2)

細川  晴喜(2) 田村  累斗(3) 大場  聖也(2) 景山  裕真(1) 矢野  咲良(1) 山本  光雅(2) 山藤  英志(2) 山見  悠翔(2)
倉本  凜空(2) 日高  啓(3) 澤口  睦(2) 松崎  悠生(1) 海老田  隆生(1) 新田  大(2) 横田  航希(2) 伊東  昌大(1)
向井  陽人(2) 石橋  大輔(2) 大谷  拓也(2) 吉本  日向(1) 小林  大晟(2) 岩本  魁斗(2) 筆谷  悟士(2) 城市  陽輝(2)
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10/24 男子  +0.7 寺迫  貴希(3) 10.84 須藤  広征(2) 11.06 多田  裕紀(3) 11.06 岡本  亮太郎(2) 11.09 吉地  颯太(3) 11.18 中村  海奈斗 11.39 川端  涼太(2) 12.50
１００ｍ 島根大 石見智翠館高 島根大 益田高 明誠高 SUNSAC 石見智翠館高

10/23  +0.5 伊藤  千紀(3) 22.00 吉地  颯太(3) 22.48 木村  拓志(2) 22.88 田中  優二(2) 22.94 久保  陽向(1) 23.14 前田  大和(M2) 23.44 藤本 隆司(1) 23.74
２００ｍ 島根大 大会タイ 明誠高 山  口･島根大 益田東高 明誠高 島根大 大社高

10/24 伊藤  千紀(3) 49.46 西尾  心虎(3) 51.35 宅和  尚之(2) 52.33 橋井  佑空(2) 53.34 品川  智史(2) 53.88 岡本    源(2) 53.90 横路  昴大(2) 54.33 藤原  紀允 54.65
４００ｍ 島根大 大社高 島根大 石見智翠館高 益田高 浜田商業高 浜田高 雲南市陸協

10/23 黒石  隆博(3) 1:58.84 橋井  佑空(2) 2:03.12 大垰  侑輝(3) 2:05.32 片野  卓哉(2) 2:07.56 中田  理貴(3) 2:08.44 栗栖  利玖(1) 2:10.05 松下  滉平(1) 2:10.88 久保  陽生(1) 2:11.75
８００ｍ 石見智翠館高 石見智翠館高 石見智翠館高 益田高 島根大 石見智翠館高 島根大 益田翔陽高

10/24 佐々木  敦弘(2) 4:11.27 平岡  七斗(3) 4:12.14 濱村  祐成(3) 4:14.66 大垰  侑輝(3) 4:20.38 柴田  一平 4:21.83 宅野  貴紀(2) 4:22.43 長谷川  広大(2) 4:23.08 大石  淳陽(1) 4:23.36
１５００ｍ 浜田高 明誠高 明誠高 石見智翠館高 益田市陸協 津和野高 明誠高 益田高

10/23 大庭  一心(2) 15:16.05 濱村  祐成(3) 15:20.31 佐々木  敦弘(2) 15:22.41 深谷  慧 15:25.38 山吹  彰 15:40.18 豊田  浩司 15:44.35 平岡  七斗(3) 15:55.16 月輪  浩之 16:03.43
５０００ｍ 益田東高 明誠高 浜田高 X-Rabbits 鹿足郡陸協 鹿足郡陸協 明誠高 X-Rabbits

10/24  +1.5 谷岡  直輝(3) 15.84 三浦  伊織(M2) 16.04 品川  侑斗(1) 16.19
110ｍH(1.067m) 鳥  取･島根県立大 島根大 浜田商業高

10/24 鳥屋尾  優介(1) 1.95 田中  悠貴(1) 1.80
走高跳 島根大 明誠高

10/23 永岡  勇次郎(3) 7.10(+3.7) 佐藤  孝三(4) 6.41(+1.0) 上田  康生(1) 6.17(+1.6) 泉  隼斗(2) 6.06(+2.0) 山本  陸斗(1) 5.85(+1.1) 入澤  疾風(2) 5.42(+2.5) 内田  孝 5.38(+4.2)
走幅跳 大社高 公認6.98(+1.4) 島根大 矢上高 石見智翠館高 明誠高 益田高 公認5.28(+1.6) 松江NGC 公認5.35(+1.5)

10/23 高校男子 三原  友大(2) 12.34 青木  竜斗(3) 11.40 大久保  泰伽(1) 10.66 川神  尚輝(2) 9.27 前田  大成(1) 8.21 原田  悠汰(2) 7.49
砲丸投(6.000kg) 大社高 明誠高 明誠高 浜田高 吉賀高 益田東高

10/24 高校男子 青木  竜斗(3) 28.47 大久保  泰伽(1) 26.38 川神  尚輝(2) 25.09 三沢  朋也(2) 22.87
円盤投(1.750kg) 明誠高 明誠高 浜田高 浜田高

10/24 男子 山野健太 49.22 垰田  仁輝(2) 45.07 佐内  修 38.27 黒石  隆博(3) 35.62 横田  友紀(2) 35.40
やり投(0.800kg) 松江市陸協 明誠高 鹿足郡陸協 石見智翠館高 石見智翠館高

10/24 明誠高       44.39 益田高       45.34 矢上高       45.43 益田東高       46.03 石見智翠館高校B      46.78
4×100ｍR 越野  天馬(2) 入澤  疾風(2) 畑野  颯太(1) 佐々木  暉斗(2) 黒石  隆博(3)

橋渡  響生(1) 岡本  亮太郎(2) 上田  康生(1) 田中  優二(2) 橋井  佑空(2)
久保  陽向(1) 石橋  直明(1) 重岡   幸能(1) 渋谷  泰太郎(2) 大垰  侑輝(3)
山本  陸斗(1) 大羽  虹輝(2) 上田  涼太郎(3) 野村  一咲(3) 栗栖  利玖(1)
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