
第23回庄原市小学校陸上競技記録会結果について 
 

■  ６月 16日（ 土） に第 23回庄原 市小 学校 陸上 競技

記録 会を 開催 しま し た。 出場 種目 の標 準 記録を

突 破 し た 市 内 の 第 ４ ～ ６ 学 年 の 小 学 生 429名 が

参加 しま した 。梅 雨 を感 じさ せな い好 天 の中，

大会 新記 録が ３種 目 ，昨 年の 県大 会の 優 勝タイ

ムを 上回 る記 録が 出 るな ど大 変盛 り上 が りのあ

る記録会となりました。  

■  男 女 ４ ×100ｍ リ レ ー の 上 位 ２ チ ー ム ， 男 女 100

ｍ・ 80ｍ Ｈ・ 走幅 跳 の記 録上 位４ 名は ， 10月７

日（日）庄原市上野総合公園陸上競技場で行われる第 43回広島県民体育大会に出場しま

す。昨年度より参加選手には，庄原市体育協会よりユニフォームが貸し出されることに

なっています。庄原市の代表として，県大会での活躍を期待しています。  

■  庄原市陸上競技協会，庄原市少年少女スポーツ振興会，庄原市体育協会，庄原中学校陸

上部等，多くの方々のご協力により，記録会を終えることができましたことに，心より

感謝申し上げます。       

【大会結果】各種目記録上位３位（チーム），大会新記録の紹介 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

※氏名，学校名の次にある数字は学年。写真は，上野総合公園から提供。  

男子４×100ｍリレー  
第１位  庄原小Ａ（金井  聖直５，宮﨑  幸汰６，片岡  皓心６，佐倉  貫太６）  
第２位  口南小Ａ（早井  隼平６，小滝  大翔６，川内  卿道６，棟山  稟登６）  
第３位  西城小Ａ（大場  次悦６，小谷  駿介６，若佐  淳平６，長野  一希６）  

男子100ｍ  

第１位  棟山  稟登（口南小６） 

第２位  早井  隼平（口南小６） 

第３位  門主圭太郎（高野小６） 

男子80ｍＨ  

第１位   湯谷  涼月（峰田小６） 

第２位   門主圭太郎（高野小６） 

第３位   福場  大貴（峰田小６） 

 

男子走幅跳  

第１位   早井  隼平（口南小６） 

第２位   棟山  稟登（口南小６） 

第３位   政森   翼  （東城小６） 

女子４×100ｍリレー  
第１位  板橋小Ａ（八谷  咲輝５，山下  咲希５，奥井  清加６，藤谷  凪沙５）  
第２位  庄原小Ａ（豊原  志穂６，徳永  紗里６，荒木  莉音６，越道  玲奈６）  
第３位  高野小  （吉田  彩笑４，藤元   逢  ６，前田  夏穂６，  境   真慧６）  

女子100ｍ  

第１位   池田咲瑠萌（口北小６） 

第２位   山下  咲希（板橋小５） 

第３位   藤谷奈々子（峰田小６） 
 

女子 80ｍＨ  

第１位   藤谷奈々子（峰田小６） 

第２位   池田咲瑠萌（口北小６） 

第３位   越道  玲奈（庄原小６） 

女子走幅跳  

第１位   山下  咲希（板橋小５） 

第２位   荒木  莉音（庄原小６） 

第３位   藤田  苺華（美古登小６） 

 

混成４×100ｍリレー   

第１位  比和小（  杠  航太朗４，長谷川舞姫６，立花  大虎５，杠  蓮太朗６）  

第２位  八幡小（香川ももか４，  林   瑛太６，兼次  泰政５，高柴祥太郎６）  

第３位  粟田小（藤原  雄太５，酒井  大貴６，竹田  心美６，小林  優人６）  

大会新記録  

男子６年 80ｍ H  記録： 12秒 85  湯谷  涼月（峰田小６）  

女子５年 100ｍ   記録： 14秒 96  山下  咲希（板橋小５）  

女子５年走幅跳   記録：３ｍ 58cm 山下  咲希（板橋小５）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場

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

06/16 森戸　章裕(4)16.35(-1.6) 光久　威吹(4)16.70(-1.6) 迫　啓仁(4) 16.89(-1.6) 大山　啓輔(4)16.96(-1.0) 下川　新太(4)16.98(-0.1) 市岡　優心(4)17.06(-1.6) 馬場　稟士(4)17.06(-2.4) 藤岡　一心(4)17.15(-1.0)

４年　１００ｍ 総領 板橋 西城 高野 東城 東城 板橋 永末

06/16 坪倉　璃典(5)15.29(-0.5) 曽田　篤生(5)15.44(-0.5) 児玉　功輝(5)15.83(-0.5) 山本　千尋(5)15.90(-0.3) 國利　育叶(5)15.92(-0.5) 荒木　太我(5)16.07(+0.3) 伊山　桂生(5)16.08(-1.2) 黑野　真之(5)16.09(-1.2)

５年　１００ｍ 小奴可 高野 峰田 美古登 庄原 美古登 東城 庄原

06/16 棟山　稟登(6)13.98(-2.0) 早井　隼平(6)14.26(-0.3) 門主圭太郎(6)14.69(-0.3) 大場　次悦(6)14.72(-1.5) 湯谷　涼月(6)14.73(-0.3) 道下　由聖(6)14.79(-0.3) 仁井琥太郎(6)14.84(-1.5) 政森　翼(6) 14.85(-1.5)

６年　１００ｍ 口南 口南 高野 西城 峰田 山内 山内 東城

06/16 森戸　章裕(4)16.51(+1.4) 横川　陽大(4)16.66(+1.4) 森山　皓太(4)16.89(+1.4) 藤岡　一心(4)17.18(+1.6) 末長　蒼大(4)17.31(+1.0) 西野　佑哉(4)17.62(+1.6) 盛原　透真(4)17.76(+1.6) 内田　大瑚(4)17.96(+1.6)

４年　８０ｍＨ 総領 東城 高 永末 山内 板橋 高野 山内

06/16 児玉　功輝(5) 15.24(0.0) 曽田　篤生(5)15.46(+1.1) 石田　真聖(5)15.58(+1.4) 伊山　桂生(5)15.76(+1.1) 宮﨑　遥斗(5)16.46(+1.4) 寺岡　佑記(5) 16.50(0.0) 松永　謡(5) 16.93-1.9) 長重　勇文(5)16.98(+1.4)

５年　８０ｍＨ 峰田 高野 口南 東城 庄原 東城 口南 山内

06/16 湯谷　涼月(6)12.85(-0.5) 門主圭太郎(6)13.92(-0.5) 福場　大貴(6)14.24(-1.9) 道下　由聖(6)14.38(-1.9) 片山　航大(6)14.38(-0.5) 平岡　琉偉(6)15.49(-0.5) 高柴祥太郎(6)15.49(-0.8) 道下虎の介(6)15.56(-0.8)

６年　８０ｍＨ 峰田 大会新 高野 峰田 山内 峰田 川北 八幡 口南

06/16 男子 庄原A       58.42 口南A       58.63 西城A       58.98 峰田       59.30 東城B     1,00.88 小奴可A     1,01.13 高野     1,01.38 東     1,01.40

男子 4×100mR 金井　聖直(5) 早井　隼平(6) 大場　次悦(6) 藤谷　太一(6) 名越　悦二(6) 髙名　凱斗(6) 上関　煌樹(6) 今田　凪人(6)

宮﨑　幸汰(6) 小滝　大翔(6) 小谷　　駿介(6) 福場　大貴(6) 小笹　陽琉(6) 坪倉　璃典(5) 曽田　篤生(5) 秋山　修己(6)

片岡　皓心(6) 川内　卿道(6) 若佐　淳平(6) 片山　航大(6) 髙阪　優悟(6) 冨田　健太(6) 種元　幸星(5) 梨岡　蓮(6)

佐倉　貫太(6) 棟山　稟登(6) 長野　　一希(6) 湯谷　涼月(6) 政森　翼(6) 細川　友埜(6) 門主　圭太郎(6) 浅井　幸翔(6)

06/16 大山　啓輔(4) 3.13() 中川　雄太(4) 3.00() 内田　大瑚(4) 2.88() 森山　皓太(4) 2.74() 栁生　旺輝(4) 2.74() 安田　大介(4) 2.69() 横川　陽大(4) 2.67() 小田　佳吾(4) 2.67()

４年　走幅跳 高野 東 山内 高 庄原 西城 東城 庄原

06/16 國利　育叶(5) 3.63(+0.1) 山本　千尋(5) 3.62(+0.5) 荒木　太我(5) 3.57(+0.6) 松島　優笑(5) 3.55(+1.2) 石田　真聖(5) 3.51(-0.9) 黑野　武之(5) 3.48(+1.0) 大谷　夏南太(5)3.43(0.0) 藤田　宗羽(5) 3.35(+1.1)

５年　走幅跳 庄原 美古登 美古登 板橋 口南 庄原 庄原 美古登

06/16 早井　隼平(6) 4.04(-0.7) 棟山　稟登(6) 3.96(-1.3) 政森　翼(6) 3.80(-0.5) 大場　次悦(6) 3.78(-0.3) 曽利　海舟(6) 3.71(-1.6) 片岡　皓心(6) 3.68(-0.9) 沼田　篤希(6) 3.65(-0.6) 細川　友埜(6) 3.65(-1.7)

６年　走幅跳 口南 口南 東城 西城 庄原 庄原 板橋 小奴可

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場

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

06/16 吉田　彩笑(4)16.70(+0.2) 加藤那奈子(4)16.72(+1.1) 日野　唯花(4)16.94(-1.2) 山口小友季(4)17.05(-1.5) 石川　歩果(4)17.16(+0.2) 平田　蒼(4) 17.21(-1.2) 伊ノ木佑衣(4)17.27(-1.0) 新本　聖來(4)17.45(+1.1)

４年　１００ｍ 高野 比和 口北 庄原 高 東 東城 東城

06/16 山下　咲希(5)14.96(+1.6) 永井さくら(5)15.77(-0.5) 藤原　葉月(5)15.95(+0.9) 上間　京美(5)16.05(+0.7) 八谷　咲輝(5)16.13(-0.5) 松尾莉里花(5)16.34(+1.6) 友貞　楓花(5)16.39(-0.5) 藤本　真歩(5)16.42(+0.7)

５年　１００ｍ 板橋 大会新 永末 庄原 西城 板橋 東 庄原 庄原

06/16 池田咲瑠萌(6)14.72(-1.2) 藤谷奈々子(6)15.47(-0.9) 越道　玲奈(6)15.68(-1.2) 藤元　逢(6) 15.72(-1.5) 山岡　瑠生(6)15.78(-2.4) 藤田　苺華(6)15.97(-1.2) 豊原　志穂(6)16.03(-2.4) 田邉　麻那(6)16.08(-0.9)

６年　１００ｍ 口北 峰田 庄原 高野 永末 美古登 庄原 東城

06/16 渡辺　心椛(4)17.39(-0.7) 瀧口あいり(4)17.96(+1.3) 瀧口　心結(4)18.10(-0.7) 太田　千捺(4)18.15(+1.3) 平田　美結(4)18.38(+1.8) 中畦すみれ(4)18.69(+1.8) 池田　真緒(4)18.80(+1.8) 前原　菜月(4)18.85(-0.7)

４年　８０ｍＨ 東 総領 総領 西城 総領 庄原 東 高

06/16 藤谷　凪沙(5)15.70(-1.0) 藤谷　藍美(5)16.35(+0.6) 幹戸菜々子(5)16.98(-0.1) 田岡　千乃(5)17.34(+0.6) 佐々木稟子(5)17.45(-1.0) 今井さくら(5)17.47(-1.0) 森永　彩水(5)17.82(+0.6) 引田　衣厘(5)17.92(+0.6)

５年　８０ｍＨ 板橋 山内 口北 東 総領 口北 峰田 東城

06/16 藤谷奈々子(6)13.72(+1.3) 池田咲瑠萌(6)14.38(+1.2) 越道　玲奈(6) 14.71(+1.2)丹羽　苺美(6)14.71(+0.3) 稲垣　彩音(6)15.13(+0.5) 宗清　未來(6)15.77(+0.5) 森田　麗菜(6)15.97(+0.3) 岡本　咲那(6)15.98(+1.2)

６年　８０ｍＨ 峰田 口北 庄原 東 東城 山内 峰田 峰田

06/16 女子 板橋A     1,02.24 庄原A     1,02.73 高野     1,03.00 東城A     1,03.18 永末A     1,03.62 東     1,03.96 口北A     1,04.22 峰田     1,04.93

女子 4×100mR 八谷　咲輝(5) 豊原　志穂(6) 吉田　彩笑(4) 長代　華林(6) 久保　憩生(6) 松尾　莉里花(5) 藤岡　心菜(6) 岡本　咲那(6)

山下　咲希(5) 徳永　紗里(6) 藤元　逢(6) 稲垣　彩音(6) 永井　さくら(5) 中迫　海(5) 幹戸　菜々子(5) 森田　麗菜(6)

奥井　清加(6) 荒木　莉音(6) 前田　夏穂(6) 清水　咲夕紀(6) 宮木　日菜子(6) 奈良木　梗椛(5) 堂前　ゆきの(6) 吉本　涼風(6)

藤谷　凪沙(5) 越道　玲奈(6) 境　真慧(6) 田邉　麻那(6) 山岡　瑠生(6) 石出　心羽(5) 池田　咲瑠萌(6) 藤谷　奈々子(6)

06/16 加藤　那奈子(4) 3.04() 周藤　瑚音(4) 2.90() 稲富　心乃羽(4) 2.68() 山口　小友季(4) 2.63() 鈩谷　凛(4) 2.63() 藤谷　陽果(4) 2.53() 吉田　彩笑(4) 2.53() 藤谷　彩映子(4) 2.49()

４年　走幅跳 比和 比和 永末 庄原 庄原 川北 高野 峰田

06/16 山下　咲希(5) 3.58(-0.3) 藤原　葉月(5) 3.31(+0.4) 永井　さくら(5)3.15(0.0) 吉田　未来(5) 2.98(+1.1) 平田　結花(5) 2.94(-0.2) 古主　ひかり(5)2.89(+0.1) 八谷　咲輝(5) 2.88(-1.2) 長岡　鈴愛(5) 2.87(-1.0)

５年　走幅跳 板橋 大会新 庄原 永末 東城 美古登 山内 板橋 川北

06/16 荒木　莉音(6) 3.49(0.0) 藤田　苺華(6) 3.39(+1.1) 重原　ゆず(6) 3.29(+0.3) 勝部　りな(6) 3.29(+1.2) 森田　麗菜(6) 3.24(+0.2) 渡邊　沙弥子(6)3.22(-0.4) 酒井　彩奈(6) 3.21(+0.1) 浅井　ちひろ(6)3.16(+1.6)

６年　走幅跳 庄原 美古登 美古登 美古登 峰田 川北 小奴可 板橋

決勝記録一覧表
混　　成 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場

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

06/16 混成 比和     1,05.98 八幡     1,06.14 粟田     1,06.69

混成 4×100mR 杠　航太朗(4) 香川　ももか(4) 藤原　雄太(5)

長谷川　舞姫(6) 林　瑛太(6) 酒井　大輝(6)

立花　大虎(5) 兼次　泰政(5) 竹田　心美(6)

杠　蓮太朗(6) 高柴　祥太郎(6) 小林　優人(6)


