
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６月１日（水） ｽﾀｰﾄ審判長 市川 哲男

【主催団体】 益田市中学校体育連盟  鹿足郡中学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任 大田 裕

女  子 【競技場】益田陸上競技場 招集所審判長 山本 一美
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

 6/ 1 女子  -0.1 湯浅  帆菜(1) 13.77 山本  心香(1) 14.28 市川    知佳(1) 14.31 大竹  葵空(1) 15.02 入江  風歌(1) 15.24 茂呂      陽(1) 15.29 高橋  花帆(1) 15.39 河野  遙佳(1) 16.00

1年女子100m 益田 津和野 益田東 益田 益田 益田東 益田 日原

 6/ 1  -0.7 田中  紗英(2) 14.30 益成  樹音(2) 14.45 津野守  優香(2) 14.52 原納  みなみ(2) 14.75 澄川  未来(2) 14.81 小笠原  加奈(2) 14.82 山本  桜子(2) 14.86 齋藤      笑(2) 14.94

2年女子100m 高津 益田 日原 東陽 美都 益田東 益田 益田東

 6/ 1  -0.3 市川    佳歩(3) 13.62 橋渡  華音(3) 14.08 中島  璃子(3) 14.19 植松  愛和(3) 14.86 大竹  未空(3) 15.52 城市  愛夏(3) 15.71

3年女子100m 益田東 美都 益田 益田 益田 美都
 6/ 1  +0.6 中山    愛子(3) 28.74 湯浅  帆菜(1) 29.63 橋渡  華音(3) 30.24 益成  樹音(2) 30.27 澄川  未来(2) 30.51 大竹  葵空(1) 33.04 石川      希(1) 34.96 長尾    璃音(1) 37.18

全学年女子200m 益田東 益田 美都 益田 美都 益田 益田東 益田東

 6/ 1 上野  彩良(1) 2:42.11 岡﨑  信香(1) 2:43.52 大石  日鞠(1) 2:52.53 足立  美結(1) 2:52.84 加茂  こころ(1) 2:59.50 石川  穂花(1) 3:02.07 植松  礼佳(1) 3:19.77 竹原  和実(1) 3:24.21

1年女子800m 六日市 中西 六日市 益田 柿木 高津 益田 柿木

 6/ 1 澄川  由乃(3) 2:20.24 齋藤  梨菜(2) 2:25.07 中山    愛子(3) 2:32.58 若杉  美空(3) 2:36.46 福間  理央(3) 2:43.71 河内  ひより(3) 2:45.66 南海    埜乃(2) 2:46.08 堂床    幸夏(2) 2:48.36

2･3年女子800m 益田 高津 益田東 美都 益田 六日市 益田東 益田東

 6/ 1 澄川  由乃(3) 4:52.07 齋藤  梨菜(2) 4:54.71 若杉  美空(3) 5:17.83 樋口  絢心(1) 5:33.27 大峠  ほたる(1) 5:33.56 桑原  葵(3) 5:38.35 安藤      唯(2) 5:43.02 福間  理央(3) 5:46.34

全学年女子1500m 益田 高津 美都 益田 益田 六日市 益田東 益田

 6/ 1 全学年女子100mH  -1.6 市川    佳歩(3) 15.39 森屋  杏(3) 18.25 柳井  結月(3) 18.82 入江  風歌(1) 21.15 永田  はなみ(1) 23.46

（0.762m） 益田東 日原 益田 益田 益田

 6/ 1 益  田       58.66 益田東     1:02.50
1年女子4×100mR 永田  はなみ(1) 島田    美空(1)

山口  珠莉(1) 茂呂      陽(1)
山口  楓(1) 石川      希(1)

太田  愛菜(1) 山根    夢叶(1)

 6/ 1 益田東       54.18 日  原       55.66 益  田       56.55
全学年女子4×

100mR 市川    知佳(1) 森屋  杏(3) 柳井  結月(3)

市川    佳歩(3) 齋藤  楓季(3) 植松  愛和(3)

中山    愛子(3) 中島  未空(3) 大竹  未空(3)

小笠原  加奈(2) 中村  彩乃(3) 中島  璃子(3)

 6/ 1 日  原     1:00.98 柿  木     1:04.84
低学年女子4×

100mR 津野守  優香(2) 吉本  実優(2)

下田  麻湖(2) 加茂  こころ(1)

古山  佳穂(1) 竹原  和実(1)
河野  遙佳(1) 橋本  朋佳(2)

 6/ 1 中島  未空(3) 1.45 市川    知佳(1) 1.35 原納  みなみ(2) 1.30 中村  彩乃(3) 1.20 城市  愛夏(3) 美都 1.15

全学年女子走高跳 日原 益田東 東陽 日原 古山  佳穂(1) 日原

 6/ 1 中島  璃子(3) 4.32(+0.5) 大竹  未空(3) 3.55(+0.6) 松原  楓華(1) 3.38(+0.4)

全学年女子走幅跳 益田 益田 益田

 6/ 1 全学年女子砲丸投 長嶺  花音(3) 9.49 津野守  優香(2) 8.37 塚本  麻友(3) 8.19 森屋  杏(3) 6.73 久保    亜矢(3) 5.63

（2.721Kg） 日原 日原 日原 日原 益田東

 6/ 1 中島  未空(3) 2043 齋藤  楓季(3) 2026 中村  彩乃(3) 1348 0

四種競技 日原 日原 日原

100mH 17.01(-1.6) 594 100mH 16.16(-1.6) 695 100mH 18.75(-1.6) 414

走高跳 1.45 566 走高跳 1.25 359 走高跳 1.20 312

砲丸投 8.18 411 砲丸投 8.29 418 砲丸投 6.36 294

200m 30.15 (-1.1) 472 200m 29.00 (-1.1) 554 200m 32.39 (-1.1) 328


	決勝記録一覧表

