
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4年4月23日(土) ｽﾀｰﾄ審判長 市川 哲男

【主催団体】 益田市陸上競技大会 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

 4/23 小男  +0.8 須古星  友騎(3) 17.55 島田 慎(3) 18.52 岩本  悠輝(3) 19.82

３年１００ｍ 浜田JAS 益田陸上教室 金城陸上教室

 4/23  +1.1 古城  多偉(4) 15.43 佐々木  朝之臣(4) 15.93 佐々岡  来翔(4) 17.21

４年１００ｍ 浜田JAS 浜田JAS 金城陸上教室

 4/23  +1.3 梶谷 優伍(5) 13.50 金子 和馬(5) 14.68 井上  凌杜(5) 15.91 阿妻  元治(5) 15.92 鳥屋 大翔(5) 16.53 西田 秀俊(5) 16.57 日野  颯汰(5) 16.93

５年１００ｍ 益田陸上教室 大会新 益田陸上教室 金城陸上教室 金城陸上教室 益田陸上教室 益田陸上教室 ｶｯﾂAC
 4/23  +2.2 岡村  瑛人(6) 14.70 吉本  新汰(6) 14.81 古賀  暖人(6) 16.26

６年１００ｍ 金城陸上教室 浜田JAS 金城陸上教室

 4/23 日野  颯汰(5) 3:20.57 齋藤 陽向(4) 3:39.51 井上  凌杜(5) 3:41.60 上野  玲(6) 3:51.01 三河  陽稀(6) 4:01.75 島田 慎(3) 4:07.92 島田 陽登(5) 4:24.13 正木  陽太(3) 4:32.80

１０００ｍ ｶｯﾂAC 益田陸上教室 金城陸上教室 山吹塾 山吹塾 益田陸上教室 益田陸上教室 山吹塾

 4/23  +0.3 岡村  瑛人(6) 14.59 竹村  比呂(6) 14.73

80mH(0.70m) 金城陸上教室 浜田JAS

 4/23 竹村  比呂(6) 1.18

走高跳 浜田JAS

 4/23 吉本  新汰(6) 3.76(+1.6) 古賀  暖人(6) 3.55(+1.0) 島田 陽登(5) 3.13(+1.7) 古城  璃大(6) 3.06(+0.6) 佐々木  朝之臣(4)3.01(+0.9)

走幅跳 浜田JAS 金城陸上教室 益田陸上教室 浜田JAS 浜田JAS

 4/23 古城  璃大(6) 30.92 古城  多偉(4) 30.71 阿妻  元治(5) 25.05 佐々岡  来翔(4) 23.68
ｼﾞｬべﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 浜田JAS 浜田JAS 金城陸上教室 金城陸上教室

 4/23 中男  +0.7 吉本  日向(2) 12.10 赤井  寛人(2) 12.22 景山  裕真(2) 12.31 伊東  昌大(2) 12.33 海老田  隆生(2) 12.35 矢野  咲良(2) 12.48 寺本  陸空(2) 12.51 大舘  翼(2) 12.56
1・2年100ｍ 浜田一中 益田中 浜田一中 益田東中 浜田東中 浜田東中 江津中 浜田三中

 4/23  +1.3 向井  陽人(3) 11.41 細川  晴喜(3) 11.69 倉本  凜空(3) 11.84 大谷  拓也(3) 12.12 森脇  里恩(3) 12.17 森下  冬(3) 12.23 筆谷  悟士(3) 12.30 小濱  瑠希也(3) 12.43

３年１００ｍ 益田中 益田中 益田中 江津中 瑞穂中 益田中 青陵中 美都中

 4/23 細川  晴喜(3) 57.01 山藤  英志(3) 57.21 小林  大晟(3) 58.28 森脇  里恩(3) 58.65 筆谷  悟士(3) 59.47 藤林  恵大(3) 59.93 城市  陽輝(3) 1:00.60 村上  晴海(3) 1:01.73

４００ｍ 益田中 青陵中 浜田東中 瑞穂中 青陵中 弥栄中 益田東中 益田東中

 4/23 新田  大(3) 4:18.80 須古星  駿太(2) 4:20.53 松崎  悠生(2) 4:24.85 山本  智礼(3) 4:30.58 岡本  聡人(3) 4:39.07 大場  赤樫(3) 4:43.41 岡本  陽(2) 4:44.96 藤井  真龍(3) 4:46.71

１５００ｍ 浜田三中 浜田一中 浜田一中 江津中 金城中 浜田一中 金城中 美都中

 4/23 １１０ｍＨ  +0.7 新田  大(3) 16.40 吉本  日向(2) 17.46 植田  倖希(3) 18.46 大達  龍仁(3) 18.92 勝田  伊吹(3) 19.67 原田  大輝(3) 20.00

(0.914m) 浜田三中 浜田一中 青陵中 浜田一中 浜田東中 瑞穂中

 4/23 益田中A       45.76 江津中       48.63 益田東中A       48.90 青陵中       49.05 浜田一中B       49.34 浜田東中       49.67 浜田一中A       49.68 美都中       49.74
4×100ｍR 森下  冬(3) 大会新 髙橋  凌太(3) 城市  陽輝(3) 植田  倖希(3) 坂本  成謙(2) 佐々木  陽星(3) 直江  諒成(2) 寺戸  芽久(2)

細川  晴喜(3) 寺本  陸空(2) 山見  悠翔(3) 筆谷  悟士(3) 吉本  日向(2) 勝田  伊吹(3) 大達  龍仁(3) 海老谷  颯音(3)

倉本  凜空(3) 澤口  睦(3) 村上  晴海(3) 横田  航希(3) 松崎  悠生(2) 新崎  陽叶(3) 大場  赤樫(3) 小濱  瑠希也(3)
向井  陽人(3) 大谷  拓也(3) 伊東  昌大(2) 山藤  英志(3) 景山  裕真(2) 小林  大晟(3) 須古星  駿太(2) 小濱  有希也(3)

 4/23 久本  悠睦(2) 1.35 原田  大輝(3) 1.30

走高跳 浜田一中 瑞穂中

 4/23 大谷  拓也(3) 5.79(+0.4) 伊東  昌大(2) 5.73(+0.8) 海老田  隆生(2) 5.70(+0.5) 深野  悠人(2) 5.35(+1.1) 森下  冬(3) 5.35(+0.1) 大谷  晃生(3) 5.11(+1.4) 山見  悠翔(3) 5.09(+0.7) 笹倉  瞬(3) 5.03(+2.0)

走幅跳 江津中 益田東中 浜田東中 青陵中 益田中 益田東中 益田東中 益田東中

 4/23 佐々木佑斗(2) 9.39 大野  快斗(2) 7.95 大庭  伊織(3) 7.68 藤永  剣心(3) 7.57 藤井  侑真(3) 6.89 佐々木  順脩(2) 6.76 久保田  真斗(2) 6.18 坂本  成謙(2) 6.10
砲丸投(5.000kg) 瑞穂中 弥栄中 日原中 益田東中 益田東中 六日市中 益田東中 浜田一中

 4/23 男子  +0.8 岡本  亮太郎(3) 10.99 安部  雄一郎 11.13 新井  伊織(3) 11.18 田中  優二(3) 11.19 山崎  定将 11.40 橋渡  響生(2) 11.59 青木  亮太(1) 11.59 山本  陸斗(2) 11.64

１００ｍ 益田高 松江NGC 矢上高 益田東高 江津市陸協 明誠高 矢上高 明誠高

 4/23 新井  伊織(3) 51.88 橋渡  響生(2) 52.48 岡本    源(3) 53.45 田中  優二(3) 53.92 田村  累斗(1) 54.10 品川  智史(3) 54.47 石橋  直明(2) 54.50 原田  悠汰(3) 54.72

４００ｍ 矢上高 明誠高 浜田商高 益田東高 矢上高 益田高 益田高 益田東高

 4/23 橋井  佑空(3) 2:00.27 大石  淳陽(2) 2:01.86 片野  卓哉(3) 2:06.44 吉野  北斗(2) 2:11.19 �田  匠(3) 2:18.93
８００ｍ 石見智翠館高 益田高 益田高 石見智翠館高 津和野高

 4/23 大庭  一心(3) 4:05.86 中村  颯冶(3) 4:09.59 大石  淳陽(2) 4:13.82 黒見  紘大(2) 4:14.85 金子  恭久 4:15.64 藤田  楓(3) 4:17.58 小川  翔(2) 4:17.71 市山  温輝(1) 4:18.82

１５００ｍ 益田東高 益田高 益田高 浜田商高 金城AC 石見智翠館高 石見智翠館高 石見智翠館高

 4/23 大庭  一心(3) 15:43.04 中村  勇太 16:17.52 藤林  昂也(3) 17:33.01 齋藤  修二 17:42.76 小谷  春輝(2) 17:44.04 齋藤  陽亮 17:48.79 野村  峻平 18:47.00

５０００ｍ 益田東高 鹿足郡陸協 明誠高 益田市陸協 浜田高 益田市陸協 益田市陸協

 4/23 １１０ｍＨ  +0.5 品川  侑人(2) 16.35 牧田    煌(3) 18.18

(1.076m) 浜田商高 浜田商高

 4/23 矢上高       44.51 益田東高A       44.80 益田高       44.85 益田東高B       46.21 明誠高B       50.29
4×100ｍR 青木  亮太(1) 渋谷  泰太郎(3) 石橋  直明(2) 永井  宙(3) 木村  典宗(1)

新井  伊織(3) 佐々木  暉斗(3) 岡本  亮太郎(3) 藤井  勇太(3) 垰田  仁輝(3)

田村  累斗(1) 佐々木  陽斗(2) 大羽  虹輝(3) 伏谷  久慧(2) 田中  悠貴(2)

的場  尋(3) 田中  優二(3) 入澤  疾風(3) 原田  悠汰(3) 篠原  拓海(2)

 4/23 田中  悠貴(2) 1.80
走高跳 明誠高



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4年4月23日(土) ｽﾀｰﾄ審判長 市川 哲男

【主催団体】 益田市陸上競技大会 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
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 4/23 入澤  疾風(3) 6.01(+1.7) 山本  陸斗(2) 5.82(+1.6) 永井  宙(3) 5.69(+1.2) 日高瑛太(1) 5.54(+0.8) 吉原  拓海(2) 5.26(+1.1)

走幅跳 益田高 明誠高 益田東高 矢上高 益田高

 4/23 高男  砲丸投 大久保  泰伽(2) 10.48 伏谷  久慧(2) 9.48 竹佐  亮真(1) 9.31 前田  大成(2) 8.27 貫里  一生(2) 6.76

(6.000kg) 明誠高 益田東高 明誠高 吉賀高 矢上高

 4/23 一般男 砲丸投 竹内  満 9.43

（7.260ｋｇ） 浜田市陸協
 4/23 やり投 垰田  仁輝(3) 43.87 三浦  健吾(2) 40.41 伏谷  久慧(2) 37.18 柳幸大和(1) 29.24

（0.800ｋｇ） 明誠高 益田翔陽高 益田東高 矢上高


	決勝記録一覧表

