
第３４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３０年６月１０日（日） 記録主任：伊田敬哲

【中学校】

種目

中１100m 松下　隼太 13.4 武良　壮真 13.5 丸山　空斗 13.7 東郷 八瑠 16.0 以下なし

+1.5 境一中1 境二中1 境二中1 境三中1

中２100m 永見　海 11.8 松本　波空 11.8 福井　一義 13.1 松本　遊太 13.2 石原　心汰朗 13.4 菊地　祐平 14.1 皆吉　天太 14.7 以下なし

+3.7 境二中2 境一中2 境二中2 境二中2 境二中2 境二中2 境二中2

中３100m 門脇 礼樹 11.9 坪倉 大悟 12.1 青木 佑太 12.4 藤井 翔夢 12.9 東郷 瀬七 13.3 森 琴次 13.4 田口 璃空 13.4 以下なし

+1.9 境三中3 境三中3 境三中3 境三中3 境三中3 境三中3 境三中3

400m 菊地　祐平 1.06.1 以下なし

境二中2

800m 田中　秀樹 2.22.1 以下なし

境三中3

1500m 田中　秀樹 5.00.9 大橋　智充 5.47.9 佐伯　優斗 6.10.5 以下なし

境三中3 境二中3 境二中2

110mH 松下　隼太 23.5 以下なし

[0.914m/9.14m] 境一中1 (+0.9)

4×100m 境三中 47.7 以下なし

藤井 翔夢3

坪倉 大悟3

門脇 礼樹3

青木 佑太3

走高跳 坪倉 大悟 1m60 以下なし

境三中3

走幅跳 門脇 礼樹 6m33 松本　波空 5m95(+2.3) 石原　心汰朗 4m92(+2.7) 田口 璃空 4m68 以下なし

境三中3 (+0.3) 境一中2 公認5m74(-0.3) 境二中2 公認4m49(+1.7) 境三中3 (+1.5)

砲丸投 青木 佑太 8m11 福井　一義 8m10 森 琴次 6m02 以下なし

5.0kg 境三中3 境二中2 境三中3

中１100m 田中 美来 14.9 河村あおい 15.1 以下なし

+2.0 境二中1 境三中1

中２100m 西尾　心優 13.7 以下なし

+2.0 境一中2

中３100m 加藤　愛衣 14.0 以下なし

+2.0 境一中3

800m 駒井　朝伽 2.32.8 門永　瑚幸 2.59.9 以下なし

境一中3 境一中3

100mH 門脇　萌夏 21.0 以下なし

[0.762m/8.0m] 境一中1 (+0.9)

走高跳 出場者なし

走幅跳 西尾　心優 4m85 田中 美来 4m29(+2.9) 十河　舞 4m26 以下なし

境一中2 (+1.4) 境二中1 公認4m24(-0.6) 境三中1 (+0.7)

砲丸投 天野 梨花 7m25 勝部 愛結 6m84 以下なし

2.721kg 境三中2 境三中2
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第３４回　境港市陸上競技選手権大会
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【小学校】

種目

４年以下100m 畑野　蒼心 15.7 南家　颯吾 15.9 寺澤　旭 16.4 大山　惺吾 16.4 手島　創士 16.5 高田　剛翔 16.6 松谷　優佑 16.7

上道4 (+1.9) 渡4 (+1.9) 上道3 (+2.2) 中浜4 (+0.6) 上道4 (+0.5) 中浜4 (+1.9) 上道4 (+2.2)

門脇　湊 16.5

中浜4 (+1.1)

５年100m 遠藤　息吹 14.8 京久野　翔汰 15.1 寺﨑　想 15.6 大田　優聖 15.7 濵田　格 16.2 吉田　晴音 16.2 山本　壮太 16.3

中浜5 (+1.1) 外江5 (+1.1) 余子5 (+1.1) 境５ (+1.1) 外江5 (+0.6) 上道5 (+1.1) 外江5 (+1.5)

寺澤　侑汰 15.6

上道5 (+0.6)

６年100m 玉木　來輝 14.1 濵田　寛太 14.5 山本　一護 15.2 西山　倖詩 15.2 酒井　吾羽 15.6 池田　裕貴 15.6 横田　泰河 15.6

渡6 (+0.7) 上道6 (+1.3) 誠道6 (+1.3) 渡6 (+1.3) 中浜6 (+0.7) 中浜6 (+0.2) 余子6 (+0.7)

福島　純清 15.6

中浜6 (+1.3)

800m 倉元　健智 2.45.5 福島　純清 2.48.4 月谷　槙之介 2.51.3 古田　一乃涼 2.51.7 伊東　玲桜 2.52.1 松谷　優佑 2.52.5 中瀬　來嬉 2.58.4 高田　剛翔 3.00.3

上道6 中浜6 境6 上道4 余子5 上道4 上道4 中浜4

4×100m 渡A 1.02.1 上道A 1.03.0 中浜A 1.03.3 外江 1.03.7 誠道 1.05.0 上道B 1.06.6 余子A 1.07.0 中浜B 1.07.2

西山　倖詩 藤坂　凌央 福島　純清 濵田　格 森　柾翔 古田　一乃涼 古瀬　日向 揚本　琉衣斗

玉木　來輝 濵田　寛太 遠藤　息吹 秋吉　慶人 上山　貴弘 畑野　蒼心 石倉　羽陽 先東　滉司

髙梨　来夢 倉元　健智 酒井　吾羽 山本　壮太 松本　瑞生 手島　創士 寺﨑　想 吉井　尽

足立　海斗 真栄　大輝 池田　裕貴 京久野　翔汰 山本　一護 松谷　優佑 藤景　吟 青野　叶汰

走高跳 藤坂　凌央 1m20 秋吉　慶人 1m15 武田　知之 1m10 先東　滉司 1m10 以下なし

上道6 外江6 渡5 中浜6

走幅跳 玉木　來輝 4m11 濵田　寛太 3m96 京久野　翔汰 3m87 阿部　修馬 3m74 畑野　蒼心 3m48 西山　倖詩 3m43(+3.8) 池田　裕貴 3m36 上山　貴弘 3m25(+2.5)

渡6 (+1.6) 上道6 (+1.9) 外江5 (+1.0) 余子6 (+2.6) 上道4 (+1.2) 渡6 公認3m41(+1.6) 中浜6 (+2.2) 誠道6 公認3m17(+1.8)

ボール投 藤坂　凌央 61m55 寺澤　佑 59m46 真栄　大輝 53m01 吉井　尽 52m98 倉元　健智 51m36 山本　一護 46m35 髙梨　来夢 45m86

上道6 上道6 上道6 中浜5 上道6 誠道6 渡6

北川　莉央 45m86

誠道6

４年以下100m 渡辺　心結 15.7 北野　羽菜 16.2 眞明　希実 16.5 遠藤　さくら 16.9 小松　美月 17.2 遠藤　玲音 17.4 渡邉　舞桜 17.4 山根　くるみ 17.6

境4 (+2.1) 渡4 (+0.2) 上道4 (+1.7) 外江4 (+0.2) 中浜4 (+0.2) 外江4 (+1.7) 渡4 (+0.2) 上道4 (+1.7)

５年100m 大德　美蘭 14.8 山田　結菜 15.4 門脇　仁香 15.5 松本　莉桜 16.2 岡野　なつ 16.2 渡邊　七海 16.2 松本　実澪 16.3 松本　妃利 16.4

渡5 (+2.8) 外江5 (+1.3) 境5 (+2.8) 中浜5 (+1.3) 誠道5 (+0.6) 余子5 (+0.6) 外江5 (+2.8) 渡5 (+1.3)

６年100m 松本　春香 14.8 加納　有紗 15.3 髙田　明日美 15.4 奥森　ひな 15.6 藤林　美優 16.2 角　咲桜 16.4 頼田　陽菜里 16.7 村上　亜樹 17.0

(+2.2) 渡6 境6 中浜6 境6 境6 中浜6 アスリート米子6 中浜6

800m 頼田　陽菜里 2.42.9 楠本　日胡 2.50.3 角　祭 2.58.2 佐藤　未来 2.58.4 小川　桜子 2.59.6 足立　ほの香 3.02.3 武智　千夏 3.04.8 前川　心音 3.07.8

アスリート米子6 アスリート米子5 境6 アスリート米子5 境6 上道6 中浜5 中浜6

4×100m 渡A 1.02.7 境A 1.03.1 中浜A 1.04.5 誠道 1.08.6 中浜B 1.09.9 外江B 1.10.1 渡B 1.10.2 外江C 1.10.5

松本　真実 藤林　美優 前川　心音 山浦　彩夏 板垣　知実 神門　心彩 髙梨　夢望 遠藤　玲音

松本　春香 角　    祭 髙田　明日美 三宅　未来 松本　莉桜 髙梨　麗 渡邉　舞桜 堀江　亜唯里

松本　妃利 奥森　ひな 村上　亜樹 手島　咲穂 岡　珠榎 金本　藍 渡邉　美桜 松本　夕璃

大德　美蘭 加納　有紗 角　咲桜 岡野　なつ 武智　千夏 高梨　ゆい 北野　羽菜 遠藤　さくら

走高跳 角　咲桜 1m10 手島　咲穂 記録なし 以下なし

中浜6 誠道5

走幅跳 松本　春香 4m11 髙田　明日美 3m59 門脇　仁香 3m50 北野　羽菜 3m22 松本　実澪 3m20 岩崎　希音 3m17 前川　心音 3m11 眞明　希実 3m06(+2.1)

渡6 (+1.8) 中浜6 (+1.7) 境5 (+1.2) 渡4 (+1.1) 外江5 (+1.2) 外江5 (+1.9) 中浜6 (+1.9) 上道4 公認2m93(+1.4)

ボール投 屋敷　希実 39m17 足立　ほの香 34m76 金本　藍 32m07 濵田　紅 30m78 松本　妃利 30m13 安井　美優 27m12 田中　美帆 26m16 佐々木　可音 25m47

外江6 上道6 外江5 外江6 渡5 外江6 渡6 余子4
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第３４回　境港市陸上競技選手権大会
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【高校・一般】

種目

100m 荒木　翔 11.2 池田　奎太郎 11.5 川本　竜也 11.6 松本　雄大 11.8 永田　脩斗 11.9 野村　諒 12.2 森　広大 13.1 以下なし

+2.2 境高3 境高1 境高3 境高3 境高3 境高1 境高2

400m 野村　諒 56.3 佐々木　佑士 58.2 以下なし

境高1 境高1

4×100m 境高 46.9 以下なし

池田　奎太郎1

永田　脩斗3

高田　悠成1

野村　諒1

走幅跳 高田　悠成 6m08(+4.3) 以下なし

境高1 公認6m02(-0.3)

三段跳 高田　悠成 11m72 以下なし

境高1 (+1.8)

砲丸投 松本　海虎 10m29 以下なし

6.0kg 境総合高2

円盤投 松本　海虎 30m05 森　広大 21m20 以下なし

1.75kg 境総合高2 境高2

100m 宮崎　望 13.1 渡邉　佳穏 13.3 森田　綺鈴 14.1 以下なし

+3.6 境高1 境高1 境高2

400m 出場者なし

4×100m 境高 53.5 以下なし

島谷　莉帆1

宮崎　望1

渡邉　佳穏1

縄本　すず1

走高跳 多久和　菜緒 1m40 坂本　葵 記録なし 以下なし

境高3 境高2

走幅跳 小原　未陽 5m70 西小野　莉子 5m38 縄本　すず 4m96 島谷　莉帆 4m60 以下なし

ＳＭＴＣ (+2.0) 境高1 (-0.1) 境高1 (+1.6) 境高1 (+1.1)

三段跳 島谷　夏帆 11m16 島谷　莉帆 9m71(+2.7) 以下なし

ＳＭＴＣ (+1.8) 境高1 公認9m60(+1.4)

円盤投 松本　ひなた 30m32 以下なし

1.0kg 境高3

やり投 渡邉　梨穏 20m50 縄本　すず 19m40 以下なし

境高3 境高1
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