
審 判 長 大丸　益夫

記 録 主 任 松 井　　豪

日付 種目

田村　蒼太(4) 16.1(-0.7) 桐田　柊(4) 16.3(-0.7) 柏谷　敬介(5) 16.4(-0.9) 濵野　颯希(5) 16.5(-0.9) 内本　春太(3) 16.7(-0.3) 四宮　玖恩(5) 16.9(-0.9) 財部　翔(5) 17.1(-0.9)

久賀小学校 明新小学校 安下庄小学校 久賀小学校 久賀小学校 三蒲小学校 久賀小学校

古市　颯吹(4) 17.1(-0.3)

久賀小学校

米村　羚皇(6) 15.0 井上　颯(6) 15.7 中村　拓音(6) 16.1 廣田　一真(6) 16.3 坂根　颯(6) 18.8

安下庄小学校 明新小学校 安下庄小学校 明新小学校 三蒲小学校

田村　蒼太(4) 3:30.4 福田　宝晴(2) 3:52.4 岡廣　優汰(4) 4:00.5 橋本　宗一郎(5) 4:05.8 柏谷　敬介(5) 4:07.4 浜岡　知哉(4) 4:13.0 大川　正棟(3) 4:13.9 菅原　颯馬(4) 4:15.7

久賀小学校 GR 明新小学校 安下庄小学校 三蒲小学校 安下庄小学校 東和スイミングクラブ 久賀小学校 安下庄小学校

坂根　颯(6) 3:48.6 中村　拓音(6) 3:57.6

三蒲小学校 安下庄小学校

三蒲小学校 1:04.5 安下庄小学校 1:04.9 久賀小学校 1:07.9 明新小学校 1:23.0 周防大島陸上クラブ 1:24.8

橋本　宗一郎(5) 柏谷　敬介(5) 田村　蒼太(4) 高村　琉斗(1) 福川　楓真(2)

四宮　玖恩(5) 山崎　究(4) 濵野　颯希(5) 堀田　明良(2) 金井　翼(3)

森次　春樹(6) 中村　拓音(6) 財部　翔(5) 山内　政人(1) 西村　竜海(2)

坂根　颯(6) 米村　羚皇(6) 三浦　悠佑(5) 福田　宝晴(2) 福川　蒼真(4)

橋本　宗一郎(5) 3m23(0.0) 内本　春太(3) 3m02(0.0) 山崎　究(4) 2m97(0.0) 四宮　玖恩(5) 2m88(0.0) 市田　暖弥(5) 2m74(0.0) 松田　大樹(4) 2m49(0.0) 鍵本　湊志(3) 2m08(0.0)

三蒲小学校 久賀小学校 安下庄小学校 三蒲小学校 安下庄小学校 安下庄小学校 三蒲小学校

森次　春樹(6) 3m67(0.0) 井上　颯(6) 3m50(0.0) 廣田　一真(6) 3m35(0.0)

三蒲小学校 明新小学校 明新小学校

松井　梨々香(4) 15.9(-0.6) 川田　颯稀(4) 16.5(-0.6) 山近　結梨(4) 16.6(-0.6) 藤本　愛理(5) 17.1(-0.9) 橋本　柚莉(4) 17.2(-0.6) 長久　音羽(4) 17.4(0.0) 辻　心夢(5) 17.5(-0.9)

明新小学校 久賀小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校 安下庄小学校

仲　梨花(4) 17.1(0.0)

久賀小学校

米元　杏純(6) 15.7(-0.6) 松田　綾乃(6) 16.0(-0.6) 鶴原　日菜子(6) 16.1(-0.6) 泉谷　彩音(6) 16.2(-0.6) 秋山　未楽(6) 16.6(-0.6) 乙井　萌惠(6) 16.7(-0.6) 山本　幸乃(6) 16.8(-0.6) 髙瀨　楓花(6) 16.9(-0.6)

久賀小学校 安下庄小学校 久賀小学校 久賀小学校 久賀小学校 明新小学校 明新小学校 久賀小学校

川田　颯稀(4) 3:04.8 仲　梨花(4) 3:09.8 吉村　夢羽(5) 3:11.2 山近　結梨(4) 3:11.4 後藤　琉月(5) 3:11.8 村田　碧衣(3) 3:13.0 野坂　錦希(5) 3:14.1 松永　瑞葵(4) 3:19.0

久賀小学校 久賀小学校 久賀小学校 明新小学校 安下庄小学校 周防大島陸上クラブ 明新小学校 明新小学校

秋山　未楽(6) 2:58.7 米元　杏純(6) 3:01.9 柳樂　優月(6) 3:04.5

久賀小学校 久賀小学校 安下庄小学校

久賀小学校 1:03.5 明新小学校A 1:07.4 明新小学校Ｂ 1:08.0 安下庄小学校 1:08.1 明新小学校Ｃ 1:11.8 三蒲小学校 1:14.9 東和スイミングクラブ 1:22.0

秋山　未楽(6) 佐野　芹奈(6) 松永　瑞葵(4) 天河　明莉(6) 福田　絆奈(4) 波戸　星姫(6) 木村　彩花(4)

米元　杏純(6) 山本　幸乃(6) 山近　結梨(4) 後藤　琉月(5) 長久　音羽(4) 中島　美來(5) 西村　芙樹(3)

泉谷　彩音(6) 北村　美佳(6) 橋本　柚莉(4) 柳樂　優月(6) 藤本　愛理(5) 岡原　実来(5) 新定　羽唯(3)

髙瀨　楓花(6) 乙井　萌惠(6) 松井　梨々香(4) 松田　綾乃(6) 藤谷　珠有(6) 鍵本　菜々海(5) 木村　杏奈(5)

野坂　錦希(5) 2m94(0.0) 辻　心夢(5) 2m94(0.0) 後藤　琉月(5) 2m65(0.0) 長久　音羽(4) 2m55(0.0) 福田　絆奈(4) 2m37(0.0) 橋本　柚莉(4) 2m27(0.0) 鶴原　いろは(2) 2m11(0.0)

明新小学校 安下庄小学校 安下庄小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校 久賀小学校

鶴原　日菜子(6) 3m61(0.0) 松田　綾乃(6) 3m32(0.0) 天河　明莉(6) 3m27(0.0) 佐野　芹奈(6) 2m98(0.0) 山本　幸乃(6) 2m92(0.0) 北村　美佳(6) 2m80(0.0) 小林　はな(6) 2m74(0.0) 波戸　星姫(6) 2m73(0.0)

久賀小学校 安下庄小学校 安下庄小学校 明新小学校 明新小学校 明新小学校 久賀小学校 三蒲小学校
凡例  GR:大会記録

8位

令和元年度大島郡陸上競技大会 【19350704】 競技結果一覧表（小学男女）
周防大島町陸上競技場 【354060】 

2019/07/07 ～ 2019/07/07
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

7月7日 小学6年女子走幅跳

7月7日 小学6年女子800m

7月7日 小学女子4X100mR

7月7日 小学6年女子100m

7月7日 小学5年以下男子1000m

7月7日 小学6年男子1000m

7月7日 小学5年以下女子100m

7月7日 小学5年以下男子100m

7月7日
小学6年男子100m 

風：-0.8

7月7日 小学5年以下女子800m

7月7日 小学男子4X100mR

7月7日 小学5年以下女子走幅跳

7月7日 小学5年以下男子走幅跳

7月7日 小学6年男子走幅跳


