
審 判 長 大丸　益夫

記 録 主 任 松井   　豪

日付 種目

郡山　大輝(5) 15.3(-0.9) 北村　楢樹(3) 16.5(+0.1) 吉村　海翔(5) 16.7(-0.9) 坂根　颯(5) 16.9(-0.1) 田村　蒼太(3) 17.1(+0.2) 木村　総太(5) 17.2(-0.1)
久賀小学校 明新小学校 久賀小学校 三蒲小学校 久賀小学校 明新小学校

中尾　拓正(5) 16.5(-0.1) 柏谷　敬介(4) 16.9(-0.9) 桐田　柊(3) 17.2(+0.1)
東和ソフトボールスポ少 安下庄小学校 明新小学校

中村　拓音(5) 17.2(-0.1)
安下庄小学校

今尾　駿介(6) 14.4(0.0) 平井　慎也(6) 15.1(0.0) 森次　葉一(6) 15.2(0.0) 小林　大透(6) 15.8(0.0) 桐田　嶺(6) 15.9(-0.5) 木谷　友哉(6) 16.8(-0.5) 濵崎　俊輔(6) 16.9(0.0)
明新小学校 東和スイミングクラブ 三蒲小学校 安下庄小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校

浜岡　昌平(6) 15.2(-0.5)
東和スイミングクラブ

田村　蒼太(3) 3:39.4 坂根　颯(5) 3:45.6 木村　康佑(3) 4:01.7 森次　春樹(5) 4:03.1 西村　琉平(3) 4:04.8 柏谷　敬介(4) 4:06.9 岡廣　優汰(3) 4:07.2 福田　宝晴(1) 4:10.0
久賀小学校 三蒲小学校 明新小学校 三蒲小学校 久賀小学校 安下庄小学校 東和スイミングクラブ 明新小学校
今尾　駿介(6) 3:26.0 小林　大透(6) 3:39.2 桐田　嶺(6) 3:47.1 森次　葉一(6) 3:56.9
明新小学校 安下庄小学校 明新小学校 三蒲小学校
明新小学校A 1:02.1 久賀小学校 1:04.7 東和スイミングクラブ 1:07.7 安下庄小学校 1:08.4 明新小学校B 1:09.6 明新小学校C 1:17.6 沖浦小学校 1:19.9
濵崎　俊輔(6) 吉村　海翔(5) 岡廣　優汰(3) 市田　暖弥(4) 木村　総太(5) 木谷　珀斗(2) 田辺　晋一(2)
木谷　友哉(6) 郡山　大輝(5) 浜岡　昌平(6) 柏谷　敬介(4) 北村　楢樹(3) 岡本　勇大(3) 花田　航丞(2)
桐田　嶺(6) 濵野　結喜(5) 浜岡　知哉(3) 中村　拓音(5) 木村　康佑(3) 草野　想(2) 隠田　琉聖(4)
今尾　駿介(6) 山中　俊弥(5) 平井　慎也(6) 小林　大透(6) 長久　尚太郎(6) 桐田　柊(3) 小林　柊(4)

三蒲小学校 1:07.7
森次　葉一(6)
坂根　颯(5)
森次　春樹(5)
岡原　徳郁(6)

郡山　大輝(5) 3m64 吉村　海翔(5) 3m16 木村　康佑(3) 3m13 内本　春太(2) 3m03 森次　春樹(5) 2m86 木村　総太(5) 2m86 橋本　宗一郎(4) 2m74 濵野　結喜(5) 2m67
久賀小学校 久賀小学校 明新小学校 久賀小学校 三蒲小学校 明新小学校 三蒲小学校 久賀小学校
平井　慎也(6) 3m93 濵崎　俊輔(6) 3m27 浜岡　昌平(6) 3m20 長久　尚太郎(6) 2m82 岡原　徳郁(6) 2m78
東和スイミングクラブ 明新小学校 東和スイミングクラブ 明新小学校 三蒲小学校
松田　綾乃(5) 16.0(-0.4) 松井　梨々香(3) 16.5(-1.0) 篠原　まどか(4) 16.6(-0.6) 森元　詞栞(4) 17.0(-0.6) 橋本　柚莉(3) 17.1(-1.0) 米元　杏純(5) 17.2(-0.4) 秋山　未楽(5) 17.4(-0.8)
安下庄小学校 明新小学校 久賀小学校 久賀小学校 明新小学校 久賀小学校 久賀小学校

草野　桜(4) 17.0(-0.6)
明新小学校

中原　里穂奈(6) 14.7(-0.6) 山近　結麻(6) 15.4(-0.6) 棚田　佐和子(6) 15.8(-0.6) 清木　寧々(6) 16.1(-0.3) 安本　祐子(6) 16.2(-0.6) 上元　乙稀(6) 16.5(-0.3) 江本　桃香(6) 16.9(-0.1)
安下庄小学校 明新小学校 久賀小学校 久賀小学校 安下庄小学校 久賀小学校 東和ソフトボールスポ少

海津　由羽(6) 16.9(-0.3)
久賀小学校

秋山　未楽(5) 3:05.1 米元　杏純(5) 3:11.3 川田　颯稀(3) 3:13.9 柳樂　優月(5) 3:14.8 草野　桜(4) 3:17.8 山近　結梨(3) 3:18.2 橋本　柚莉(3) 3:19.9 野坂　錦希(4) 3:23.0
久賀小学校 久賀小学校 久賀小学校 安下庄小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校
中川　千夏(6) 3:00.2 田辺　春菜(6) 3:05.9 森本　香(6) 3:14.2 中村　柚月(6) 3:20.2 北村　涼海(6) 3:26.4
東和スイミングクラブ 沖浦小学校 明新小学校 沖浦小学校 明新小学校
久賀小学校 1:04.4 明新小学校A 1:05.8 明新小学校B 1:07.9 安下庄小学校B 1:08.0 沖浦小学校 1:09.1 安下庄小学校A 1:09.6 明新小学校C 1:13.4 三蒲小学校 1:23.3
清木　寧々(6) 光田　結菜(6) 松井　梨々香(3) 大本　さよ(5) 濵口　夏海(5) 岡廣　果奈(6) 橋本　柚莉(3) 岡原　実来(4)
棚田　佐和子(6) 鈴木　歌乃(6) 草野　美桜(6) 柳樂　優月(5) 中村　柚月(6) 安本　祐子(6) 福田　絆奈(3) 中島　美來(4)
篠原　玲有(6) 森本　香(6) 草野　桜(4) 天河　明莉(5) 田辺　春菜(6) 石川　伊紗(6) 松永　瑞葵(3) 坂根　蒼空(2)
海津　由羽(6) 山近　結麻(6) 北村　涼海(6) 松田　綾乃(5) 河原　弥空(6) 中原　里穂奈(6) 山近　結梨(3) 鍵本　菜々海(4)
松田　綾乃(5) 2m98 森元　詞栞(4) 2m93 篠原　まどか(4) 2m88 天河　明莉(5) 2m61 大本　さよ(5) 2m60 野坂　錦希(4) 2m54 辻　心夢(4) 2m53 小林　はな(5) 2m47
安下庄小学校 久賀小学校 久賀小学校 安下庄小学校 安下庄小学校 明新小学校 安下庄小学校 久賀小学校
中原　里穂奈(6) 3m86 清木　寧々(6) 3m21 安本　祐子(6) 3m21 光田　結菜(6) 3m15 鈴木　歌乃(6) 3m01 田辺　春菜(6) 2m91 上元　乙稀(6) 2m77 井岡　さら(6) 2m74
安下庄小学校 久賀小学校 安下庄小学校 明新小学校 明新小学校 沖浦小学校 久賀小学校 久賀小学校

凡例  GR:大会記録

平成３０年度大島郡陸上競技大会 【18350501】 競技結果一覧表（小学男女）
周防大島町陸上競技場 【354060】 

2018/07/01 ～ 2018/07/01

7月1日 小学5年以下女子走幅跳

7月1日 小学6年女子走幅跳

7月1日 小学女子4X100mR

7月1日 小学5年以下女子800m

7月1日 小学6年女子800m

7月1日 小学5年以下女子100m

7月1日 小学6年女子100m

7月1日 小学6年男子走幅跳

7月1日 小学5年以下男子走幅跳

7月1日 小学男子4X100mR

7月1日 小学6年男子1000m

7月1日 小学5年以下男子1000m

7月1日 小学5年以下男子100m

7月1日 小学6年男子100m

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


