
第３０回　境港市陸上競技選手権大会
　

主催：境港市陸上競技協会 場所：竜ヶ山陸上競技場 開催日：平成２６年６月８日（日） 記録主任：伊田敬哲
【小学校】

種 目
４年100m 石原心汰朗 15.6 喜多村侑生 16.4 角　昂心 16.5 小椋平慈 16.9 山﨑壮太朗 17.0 永見　海 17.0 川井向芽 17.2 吉持壱生 18.0
+1.9 中浜 境 中浜 中浜 上道 中浜 余子 誠道

５年100m 前田慎之介 15.1 武良優人 15.5 門脇礼樹 15.6 濱﨑明洋 15.7 鈴木　星　 16.0 佐々木崚人 16.2 中山翔吾 16.2 坪倉大悟 16.5
+1.2 中浜 余子 渡 中浜 余子　 余子 中浜 渡　

６年100m 足立龍之介 15.3 濵橋　蓮 15.5 高田悠成 15.5 酒井仁大 15.7 福家諒也 16.3 佐々木佑士 16.4 村上利樹 16.4 家中祐綺 16.8
+1.8 中浜 中浜 中浜 中浜 渡 中浜 中浜 外江

大﨑龍馬 2.47.0 渡邉祐成 2.53.3 松本航典 2.57.7 佐々木佑士 2.59.9 山﨑壮太朗 3.10.2 足立大知 3.19.6 永里京介 3.20.8 濱田　元 3.24.3
渡６ 渡５ 渡６ 中浜６ 上道４ 上道３ 外江４ 外江４

中浜Ａ 1.02.4 余子B 1.02.6 渡A 1.04.0 渡B 1.05.6 中浜B 1.08.3 余子A 1.10.9 誠道A 1.15.9 以下なし

足立龍之介 池淵龍之輔 福家諒也 田口璃空 永見　海 阿部　司 渡邉天翔
佐々木佑士 武良優人 松本航典 坪倉大悟 小椋平慈 升田春翔 鈴木康太
村上利樹 佐々木崚人 齋賀大地 渡邉祐成 石原心汰朗 川井向芽 吉持壱生
高田悠成 鈴木　星 大﨑龍馬 門脇礼樹 角　昂心 阿部充輝 岩山結真
杉本琉登 1.20 坪倉大悟 1.15 中山翔吾 1.10 以下なし

境６ 渡５ 中浜５
高田悠成 3.91 門脇礼樹 3.76 足立龍之介 3.65 前田慎之介 3.58 武良優人 3.53 村上利樹 3.44 酒井仁大 3.40 佐々木崚人 3.36
中浜６ +1.9 渡５ +0.3 中浜６ +2.1 中浜５ +2.9 余子５ +0.2 中浜６ +2.0 中浜６ +1.8 余子５ +1.1

齋賀大地 41.98 高美怜司 38.48 佐々木隆弘 28.84 鈴木康太 24.74 小椋平慈 18.80 若林遼弥 12.98 以下なし
渡６ 上道６ 余子４ 誠道５ 中浜 外江４

４年100m 西尾心優 16.6 景山優花 16.8 中島　楓 16.9 金築　希 17.4 田阪優衣 17.7 鈴木美葉 17.7 兼田奈々月 17.7 渡辺詩絵 18.0
+0.4 境 上道 誠道 誠道 中浜 誠道 上道 境港J

５年100m 元岡茜音 15.6 足立　楓 15.8 上灘千紘 16.1 角　こころ 16.7 加藤愛衣 16.9 藤中可暖 17.0 石田栞菜 17.0 仲村　温 17.5
+1.7 外江 中浜 中浜 中浜 中浜 渡 外江 中浜

６年100m 前原佑衣 15.5 山本魅空 15.6 木村志和 16.0 佐藤日和 16.1 柳樂はるか 16.5 菅原遥音 16.5 濱田莉央 16.9 安倍奈珠 17.0
+1.9 渡 誠道 中浜 境 外江 誠道 外江 誠道

駒井朝伽 2.54.1 寺本千鯉 2.55.1 美濃蓮凪 3.04.6 佐々木真央 3.07.0 濱田莉子 3.16.4 元岡茜音 3.18.7 寺本安鯉 3.23.5 中山莉胡 3.29.2
上道５ 上道６ 上道６ 外江５ 外江６ 外江５ 上道４ 外江５
渡 1.05.5 中浜B 1.05.7 外江A 1.07.2 中浜A 1.07.9 上道A 1.08.1 外江B 1.09.1 誠道A 1.11.1 誠道B 1.11.4

松永りん 角こころ 濱田莉央 吉田芽生 景山麻衣 佐々木真央 田邊陽香 瀬戸彩花
菅原愛妃 上灘千紘 首藤梨乃 田坂優衣 加藤愛衣 元岡茜音 菅原遥音 手島碧美
野田　奏 仲村　温 濱田莉子 山田　栞 足立鈴華 中山莉胡 山本魅空 鈴木美葉
前原佑衣 足立　楓 柳樂はるか 木村志和 駒井朝伽 石田栞菜 安倍奈珠 金築　希
山田　栞 1.17 山本魅空 1.10 安倍奈珠 1.00 以下なし
中浜６ 誠道６ 外江４

上灘千紘 3.52 駒井朝伽 3.47 山田　栞 3.30 下屋敷七海 3.28 足立　楓 3.26 足立鈴華 3.18 菅原遥音 3.15 首藤梨乃 3.11
中浜５ +0.5 上道５ +0.9 中浜６ +1.4 外江５ +1.9 中浜５ +1.1 上道５ +1.1 誠道６ +0.4 外江６ +1.7

柳樂はるか 32.88 美濃蓮凪 30.98 足立鈴華 28.18 吉田芽生 21.73 下屋敷七海 20.10 田邊陽香 19.21 兼田奈々月 17.20 寺澤　舞 14.67
外江６ 上道６ 上道５ 中浜４ 外江５ 誠道６ 上道４ 渡５
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第３０回　境港市陸上競技選手権大会

主催：境港市陸上競技協会 場所：竜ヶ山陸上競技場 開催日：平成２６年６月８日（日） 記録主任：伊田敬哲
【中学校】

種 目
中１100m 角　啓汰 13.1 石飛　秀 13.4 勝部和磨 14.7 以下なし
+1.6 境港二 境港一 境港二

中２100m 下村好誠 12.7 永田脩斗 13.5 下浦可信 14.1 以下なし
+1.1 境港一 境港二 境港三

中３100m 濱田慶介 13.0 佐藤虎太郎 14.4 以下なし
+1.9 境港三 境港一

永田脩斗 1.03.3 下浦可信 1.09.2 以下なし
境港三２ 境港三２
秀島脩人 2.35.3 以下なし
境港一３
秀島脩人 5.11.7 以下なし
境港一３
境港一 54.5 以下なし

下村好誠
秀島脩人
佐藤虎太郎
石飛　秀
角　啓汰 1.50 下村好誠 1.40 大塚磨周 1.35 以下なし
境港二１ 境港一２ 境港一１

砲丸投 森　広大 2.99 以下なし
5.0kg 境港一１

中１100m 和泉優里 13.8 青木里衣 14.1 岡崎果音 14.3 黒田彩乃 15.4 足立あみ 16.1 阿部有希 16.2 山本優理 16.3 以下なし
+2.2 境港三 境港三１ 境港一 境港一 境港二 境港二 境港二

中２100m 宍戸　遥 13.3 門脇愛音 13.6 久保田春菜 13.9 松本ひなた 14.2 花原紗也加 14.5 道田美優 14.8 以下なし
+2.0 境港二 境港三 境港二 境港一 境港二 境港三

中３100m 黒見まい 14.1 足立佳穂 14.3 松田彩香 15.0 高木美羽 15.0 加本真由 15.3 濱田あみ 15.4 以下なし
+1.4 境港一 境港二 境港一 境港二 境港一 境港三
200m 久保田晴菜 29.3 黒見まい 30.3 足立佳穂 31.5 加本真由 32.4 以下なし
+0.8 境港二２ 境港一３ 境港二３ 境港一３

高嶋優奈 2.40.1 吉澤亜弥 2.49.1 以下なし
境港二３ 境港二３
高嶋優奈 5.31.7 相川夏穂 5.39.1 鈴木里実 5.47.1 以下なし
境港二３ 境港三２ 境港三１

100mH 門脇愛音 18.8 和泉優里 19.6 鈴木里実 20.7 以下なし
+0.0 境港三２ 境港三１ 境港三１

境港二 55.6 境港三 55.7 境港一 59.2 以下なし

走順不明 和泉優里 走順不明
道田美優
門脇愛音
青木里衣

高木美羽 1.40 松田彩香 1.15 以下なし
境港二３ 境港一３
濱田愛莉 4.78 宍戸　遥 4.68 花原紗也加 4.32 以下なし
境港一３ +1.1 境港二２ +1.4 境港二２ 0.0

砲丸投 松本ひなた 7.95 以下なし
2.72kg 境港一２
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第３０回　境港市陸上競技選手権大会
　

主催：境港市陸上競技協会 場所：竜ヶ山陸上競技場 開催日：平成２６年６月１０日（日） 記録主任：伊田敬哲
【一般・高校】

種 目
100m 竹本和生 12.2 清水勇介　 12.8 以下なし 　
+1.2 境港総合高 境港総合高

境高 46.2 以下なし

４×100ｍ 鐘築直也
本池　開
岩本理矩
松本兼也

走高跳 加納隆一 1.80 檜　拓哉 1.75 森元虎一郎 1.65 以下なし
米子工高 米子西高 米子西高
友森翔吾 4.50 以下なし

境高 0.0
永澤竜太朗 13.96 鐘築直也 11.19 以下なし

境高 +1.6 境高 +0.9
砲丸投 岩本晃尚 8.24 以下なし
6.00kg 境高

武海幸信 45.98 瀬尾駿哉 36.02 川上英輔 35.20 松本兼也 23.35 以下なし
米子西高 境高 米子西高 境高

100m 菊島爽風 14.5 福島美友 15.7 以下なし
+1.4 境高 境港総合高
400m 松下小夜 1.04.8 以下なし

境高
境高A 52.4 境高B 56.3 以下なし

４×100m 錦織由佳 田中美桜子
松本　遥 手島那奈
宍戸美咲 松本梨花
小松　華 柏木咲良
田中美桜子 1.40 以下なし

境高
小原未陽 5.73 宍戸美咲 5.51 手島那奈 4.51 以下なし
島根大 +1.7 境高 +0.9 境高 +2.6

宍戸美咲 11.02 河野恵里花 10.95 以下なし
境高 +0.5 境高 +0.6

錦織由佳 26.56 以下なし
境高

錦織由佳 32.60 松本梨花 13.76 柏木咲良 10.67 以下なし
境高 境高 境高
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