
第３２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２８年６月１２日（日） 記録主任：伊田敬哲
【中学校】

種 目

中１100m 門脇礼樹 13.5 坪倉大悟 13.7 林　駿希 14.3 青木佑太 14.7 田口璃空 15.2 藤井翔夢 15.6 東郷瀬七 16.2 大橋智充 18.0

-2.2 境港三 境港三 境港一 境港三 境港三 境港三 境港三 境港二

中２100m 高島悠暉 13.0 高田悠成 13.2 佐々木佑士 14.8 以下なし

-2.1 境港一 境港二 境港二

中３100m 石飛　秀 12.3 武良耕大 12.8 勝部和磨 13.7 小笹樹蓮 15.5 以下なし

-3.0 境港一 境港二 境港二 境港三

藤井翔夢 26.3 以下なし

境港三１

松下新平 4.44.5 以下なし

境港一１

境港二 48.0 境港一 49.0 境港三A 55.5 境港三B 1.01.6 以下なし

　勝部　和麿 大塚　磨周 門脇　礼樹 小笹　樹蓮

　角　啓汰 石飛　秀 田口　璃空 森　琴次

　高田　悠成 髙島　悠暉 坪倉　大悟 東郷　瀬七

　武良　耕大 松下　新平 青木　佑太 藤井　翔夢

角　啓汰 1.65 大塚磨周 1.65 坪倉大悟 1.50 高島悠暉 1.40 以下なし

境港二３ 境港一３ 境港三１ 境港一２

安達純太 5.30 門脇礼樹 5.02 林　駿希 4.64 足立龍之介 4.50 青木佑太 4.28 田口璃空 3.86 増田雄亮 3.59 松本來希 3.30

境港一３ +0.9 境港三１ +2.4 境港一１ +2.3 境港二２ 0.0 境港三１ +1.7 境港三１ -0.3 境港一１ 0.0 境港一１ 0.0

砲丸投 大塚磨周 7.15 森　広大 6.59 以下なし

5.0kg 境港一３ 境港一３

中１100m 上灘千紘 15.4 加藤愛衣 15.8 藤井杏歩 16.6 門永瑚幸 17.2 以下なし

-2.6 境港二 境港一 境港三 境港一

中２100m 柏木千裕 13.4 福岡里音 13.7 原　千尋 15.3 佐藤日和 15.8 以下なし

-1.9 境港三 境港三 境港一 境港一

中３100m 和泉優里 13.6 青木里衣 14.0 黒田彩乃 14.0 岡崎果音 15.0 以下なし

-2.9 境港三 境港三 境港一 境港一

200m 和泉優里 28.9 黒田彩乃 29.0 岡崎果音 30.8 以下なし

-1.2 境港三３ 境港一３ 境港一３

駒井朝伽 2.39.9 以下なし

境港一１

境港三 54.6 境港一 56.5

青木　里衣 原　千尋 以下なし

和泉　優里 黒田　彩乃

柏木　千裕 岡崎　果音

福岡　里音 駒井　朝伽

西小野莉子 4.94 青木里衣 4.45 上灘千紘 3.97 駒井朝伽 3.75 加藤愛衣 3.60 以下なし

福生２ +1.3 境港三３ +1.7 境港二１ 0.0 境港一１ +1.1 境港一１ +1.2

砲丸投 梅林麻耶 6.98 以下なし

2.72kg 日野３
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第３２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２８年６月１２日（日） 記録主任：伊田敬哲
【小学校】

種 目
４年100m 濱田寛太 16.7 遠藤優斗 17.0 山本一護 17.1 玉木来輝 17.4 池田裕貴 17.4 真栄大輝 177.5 酒井吾羽 17.6 濱口　大 17.9

-2.2 上道 余子 誠道 渡 中浜 上道 中浜　 余子
５年100m 松下隼太 15.8 寺沢晴斗 15.9 武良壮真 16.3 濱田大資 16.4 丸山空斗 16.5 足立大知 16.8 下村　浩 17.5 白石雅也 17.8

-2.1 渡 上道 余子 外江 余子 上道 余子 境
６年100m 永見　海 13.9 松本波空 15.0 石原心汰朗 15.9 岡本優作 16.0 白迫健翔 16.2 田中遥登 16.4 山﨑壮太朗 16.6 以下なし  

-2.5 中浜 境６ 中浜 上道 中浜 中浜 上道 　
高橋俊樹 2.42.4 高橋柚樹 2.45.2 山﨑壮太朗 2.48.0 渡辺倖弥 2.54.5 足立大知 2.55.9 白迫健翔 3.03.0 月谷眞之介 3.04.3 濵口　大 3.04.9

境６ 境６ 上道６ 中浜６ 上道５ 中浜６ 境４ 余子４
中浜Ａ 59.1 境Ａ 1.03.0 余子Ａ 1.04.5 余子Ｂ 1.06.8 外江 1.07.2 中浜Ｂ 1.08.1 中浜D 1.11.5 中浜Ｃ 1.11.8

田中遥登 白石雅也 武良壮真 遠藤優斗 森𦚰　蒼 白迫健翔 嶋田廉斗 青野叶汰
永見　海 金築幸輝 丸山大棋 濵口　大 濵田大資 永井楓誇 池田裕貴 酒井吾羽

石原心太朗 松本波空 丸山空斗 阿部修馬 濵田　翔 吉井　海 黒柳謙太 松本龍哉
渡辺倖弥 松下隼太 下村　渉 梁瀬優樹 濵田孝介 上田亨幸 村上叶真 角　健心
金築幸輝 1.25 田中遥登 1.20 松本波空 1.10 以下なし

渡６ 中浜６ 境６
永見　海 4.67 石原心汰朗 4.21 渡辺倖弥 3.66 松谷俊佑 3.45 濵田　翔 3.41 坂本澪音 3.37 寺澤晴斗 3.34 玉木來輝 3.27
中浜６ +3.2 中浜６ +3.5 中浜６ +2.2 上道５ +2.8 外江５ +1.5 渡６ +2.4 上道５ +2.6 渡４ +1.9

永井楓誇 39.29 真栄大輝 36.02 濵田寛太 35.06 山本一護 33.46 丸山大棋 33.61 倉元健智 32.95 酒井吾羽 29.63 下村　渉 29.41
中浜５ 上道４ 上道４ 誠道４ 余子５ 上道４ 中浜４ 余子５

４年100m 高田明日美 17.0 田中美帆 17.8 加納有紗 17.8 角　栄 17.9 松本春香 17.9 阿部夏奈 18.5 飛工茉稟 19.3 染川楓由 19.4
-3.6 中浜 渡 境 境　 渡 余子 余子 余子

５年100m 渡邉詩絵 15.9 澁山　優 16.4 井東　綾 16.5 手島樹里 16.7 田中美来 16.7 東こゆき 17.0 門脇萌夏 17.0 橘高美咲 17.2
-2.1 渡 中浜 中浜 余子 余子 中浜 境 中浜

６年100m 西尾心優 14.9 金築　希 16.2 中島　楓 16.3 青野いぶき 16.4 佐々木綾香 16.5 濱岡梨乃 16.8 福岡舞白 17.0 伊藤風桜 17.3
-1.6 境 誠道 誠道 中浜 中浜 余子 渡 余子

金築　希 2.49.9 門脇萌夏 2.59.0 東こゆき 3.05.7 守山すず 3.17.3 伊東里桜 3.23.3 飛工茉稟 3.29.8 以下なし
誠道６ 境５ 中浜５ 中浜５ 余子６ 余子４
中浜Ａ 1.03.3 余子Ａ 1.04.8 境Ａ 1.04.9 渡Ａ 1.05.5 誠道 1.05.6 中浜Ｂ 1.06.0 外江Ａ 1.08.9 境Ｂ 1.10.3

佐々木　綾音 濵岡　梨乃 山本　愛日 石橋　磨弥 中島　楓 青野いぶき 川村あおい 藤林　美優
吉田　芽生 澁山　茜子 小川　桃佳 福岡　舞白 渡部　里菜 井東　結 小野すみれ 徳尾　舞子
東　こゆき 田中　若葉 西尾　心優 村松　凜 市村　虹々彩 橘高　美咲 水野　心音 富谷　彩愛
澁山　優 伊東　里桜 門脇　萌夏 勝部　愛結 金築　希 守山すず 山中　葵 手島里菜
井東　結 1.20 水野心音 1.15 佐々木綾音 1.15 手島樹里 1.10 村松　凛 1.00 以下なし
中浜５ 外江６ 中浜６ 余子５ 渡６

勝部愛結 1.15
渡６

田中美来 1.15
余子５

西尾心優 3.87 澁山　優 3.43 吉田芽生 3.40 渡辺詩絵 3.35 鎌田菜々月 3.34 渡部里菜 3.32 坂下紅奈 2.31 十川　舞 3.27
境６ +0.9 中浜５ +1.8 中浜６ +2.3 渡５ +1.6 上道６ +2.9 誠道６ +2.8 中浜４ +1.3 渡５ +3.0

中島　楓 33.18 山本愛日 33.10 山中　葵 31.48 足立ほの香 27.13 水野心音 24.62 池淵百恵 22.79 高橋果希 15.06 久坂彩乃 12.38
誠道６ 境５ 外江６ 上道４ 外江６ 境５ 渡４ 上道４
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第３２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２８年６月１２日（日） 記録主任：伊田敬哲
【一般・高校】

種 目
100m 山田洋輔 11.8 青木　進 11.9 足立陽介 11.9 荒木　翔 12.2 岩村真希 12.2 渡邉雄大 13.2 以下なし
+1.5 境高２ SMTC ＳＭＴＣ 境高１ 境高２ 境総合高 　
400ｍ 山田洋輔 53.3 荒木　翔 558 岩村真希 57.2 永田脩斗 1.01.2 以下なし

境高２ 境高１ 境高２ 境高１
茂浦口幸輝 17.04.7 比田羽矢登 17.50.3 秀島駿人 17.54.3 秀島脩人 18.33.7 以下なし
境総合高３ 境総合高２ 境総合高２ 境高２

境高 45.8 ＳＭＴＣ 50.6

４×100ｍ 石飛　駿 青木　進 以下なし
岩村　真希 足立　陽介
山田　洋輔 門脇　光浩 走者走順不明
荒木　翔 佐々木　義幸
迥田周平 7.27 松浦憲吾 7.05 清水翔一郎 6.38 藤田　賢 6.10 川本竜也 5.06 以下なし
島根大 +0.8 伯耆町教委 +0.2 島根大 -3.0 島根大 +2.1 境高１ +1.3

木本知寛 13.27 以下なし
島根大 +2.7 　

安田光希 8.79 以下なし
境総合高３

円盤投 安田光希 28.43 川本竜也 19.44 以下なし
境総合高３ 境高１

100m 宍戸　遥 13.6 木村早希 13.9 門脇愛音 13.9 蒲生陽南 13.9 和泉里奈 14.4 尾古あゆみ 15.3 以下なし
-2.4 境高１ 境高２ 境高１ 境高２ 境港総合 境港総合

渡邉梨穏 1.12.0 以下なし
境高１
境高A 53.6 境高B 53.8 以下なし

４×100m 蒲生　陽南 木村　早希
松本　ひなた 島谷　夏帆 走者走順不明
宍戸　遥 門脇　愛音

多久和　菜緒 渡邉　梨穏
走高跳 河野恵里花 1.60 以下なし

島根大
小原未陽 5.50 蒲生陽南 4.93 島谷夏帆 4.91 宍戸　遥 4.70 以下なし
島根大 0.0 境高２ -0.1 境高２ +2.2 境高１ +2.3

小原未陽 11.51 島谷夏帆 10.81 以下なし
島根大 +2.4 境高２ +2.0

松本ひなた 23.05 梅林麻耶 18.47 以下なし
境高１ 日野中３
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