
小４男子100m

4月20日 10:08 予選  
大会記録 (GR)           14.5      石岡　昌明 (今市小)                                         1986        4月20日 11:12 決勝  
大会記録 (GR)           14.50     岩谷　守将 (久手小)                                         1994        
大会記録 (GR)           14.50     三島　　匡 (大田小)                                         1994        
大会記録 (GR)           14.50     高野　辰也 (大田小)                                         1994        

予選  3組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｲ ｲｵﾘ 島　根 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥　取
1 2 795 新井　　伊織 (4) 日貫クラブ 15.08 q 1 8 86 大田　　　丈 (4) 布勢ＴＣ 15.46 q

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 島　根 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 島　根
2 8 902 山本　陽 (4) 高松小 15.31 q 2 3 787 足立　　一磨 (4) 灘分小 16.16 q

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥　取 ﾌﾉ ｼｭｳ 島　根
3 7 96 小林　　蒼空 (4) 徳田クラブ 16.00 q 3 5 960 布野　柊 (4) 塩冶小 16.70

ｲﾀｸﾗ ﾊﾙﾄ 島　根 ﾔﾏｻｷ ﾘｸ 島　根
4 5 961 板倉　陽斗 (4) 塩冶小 16.30 4 2 923 山﨑　　莉玖 (4) 高浜小 16.80

ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島　根 ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 島　根
5 6 924 内藤　　　海 (4) 高浜小 16.36 5 6 900 出羽　陽貴 (4) 高松小 17.11

ﾔﾏﾓﾄｺｳｼﾛｳ 島　根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島　根
6 4 252 山本晃士朗 (4) 北陽小 16.70 6 4 950 藤原　　琢也 (4) 平田陸上教室 18.06

ﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 島　根 ﾀﾅｶﾀﾞｲｺﾞ 島　根
7 3 788 原　　　琉斗 (4) 灘分小 18.24 7 7 251 田中大悟 (4) 北陽小 18.32

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｲ ﾕｳﾀ 島　根
1 8 796 新井　　裕太 (4) 日貫クラブ 15.38 q

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島　根
2 4 922 山﨑　　琉惟 (4) 高浜小 15.45 q

ｲﾄｳ ﾄｲ 島　根
3 6 901 伊藤　翔音 (4) 高松小 16.28 q

ﾖﾈﾊﾗﾐｽﾞｷ 島　根
4 3 253 米原瑞揮 (4) 北陽小 16 57

風:  0.0

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +2.5 風:  -0.7

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

4 3 253 米原瑞揮 (4) 北陽小 16.57
ｶﾈﾂｷ ｼｷ 島　根

5 7 962 鐘築　識 (4) 塩冶小 16.70
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島　根

6 5 948 福田　　遥大 (4) 平田陸上教室 17.64
ﾐﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ 鳥　取

7 2 989 道田　　七海 (4) 米子陸上ク 18.33

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥　取
1 8 86 大田　　　丈 (4) 布勢ＴＣ 15.28

ﾆｲ ｲｵﾘ 島　根
2 6 795 新井　　伊織 (4) 日貫クラブ 15.33

ﾆｲ ﾕｳﾀ 島　根
3 5 796 新井　　裕太 (4) 日貫クラブ 15.45

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島　根
4 7 922 山﨑　　琉惟 (4) 高浜小 15.65

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 島　根
5 4 902 山本　陽 (4) 高松小 15.72

ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 島　根
6 3 787 足立　　一磨 (4) 灘分小 16.15

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥　取
7 9 96 小林　　蒼空 (4) 徳田クラブ 16.24

ｲﾄｳ ﾄｲ 島　根
8 2 901 伊藤　翔音 (4) 高松小 16.70

風:  -0.1

凡例  



小５男子100m

4月20日 09:50 予選  
大会記録 (GR)           13.6      石岡　昌明 (今市小)                                         1987        4月20日 11:06 決勝  

予選  3組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥　取
1 5 84 山口　　大凱 (5) 布勢ＴＣ 14.40 q 1 9 85 山田　遼太郎 (5) 布勢ＴＣ 14.87 q

ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 島　根
2 8 957 高野　翔大 (5) 塩冶小 15.17 q 2 8 794 岩本　　凌弥 (5) 日貫クラブ 15.64 q

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島　根 ﾓﾄﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 島　根
3 6 874 永岡　勇次郎 (5) 出雲陸上教室 15.36 q 3 3 883 元山　凛太郎 (5) 邑智JTS 15.99

ﾋﾀﾞｶ ｹｲｺﾞ 島　根 ﾌｸﾀﾞ ｶﾝﾀ 島　根
4 3 882 日高　　啓吾 (5) 邑智JTS 15.89 4 6 785 福田　　栞太 (5) 灘分小 16.19

ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ 島　根 ｵﾑﾗ ｷｮｳﾔ 島　根
5 7 784 西尾　　心虎 (5) 灘分小 16.00 5 4 959 小村　京矢 (5) 塩冶小 16.36

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥　取 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根
6 9 94 本多　　礼旺 (5) 徳田クラブ 16.09 6 5 949 藤原　　有希 (5) 平田陸上教室 16.68

ｲﾉｳｴ ｹｲｼｮｳ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ｹｲｽｹ 島　根
7 4 95 井上　　啓聖 (5) 徳田クラブ 16.41 7 7 927 山﨑　　勁介 (5) 高浜小 17.74

ﾅｶｵ ｱﾔｾ 島　根 ﾏﾂﾀﾞﾕｳｽｹ 島　根
8 1 926 中尾　　彪聖 (5) 高浜小 16.79 8 2 255 松田優介 (5) 北陽小 18.45

ｲｲﾂｶ ﾚﾝ 島　根 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥　取
9 2 254 飯塚　連 (5) 北陽小 19.42 1 97 岡崎　　凌太 (5) 徳田クラブ DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｾｲ 島　根
1 5 797 村上　　純生 (5) 遙堪小 15.14 q

ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取
2 3 83 上田　　瑞樹 (5) 布勢ＴＣ 15.47 q

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ 島　根
3 6 875 川上　　翔也 (5) 出雲陸上教室 15.82 q

ｼﾗﾐｽﾞ ｼ ｳﾀ 鳥 取

風:  +0.6

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.2 風:  -0.2

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｼﾗﾐｽ  ｼｮｳﾀ 鳥　取
4 9 92 白水　　渉太 (5) 徳田クラブ 15.95

ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳｺﾞ 島　根
5 8 958 兒玉　崇吾 (5) 塩冶小 16.17

ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島　根
6 1 881 上田　涼太郎 (5) 邑智JTS 16.62

ﾂﾁｴ ﾋﾋﾞｷ 島　根
7 2 783 土江　　　響 (5) 灘分小 16.64

ｶﾅﾔﾏﾚｵ 島　根
8 7 256 金山怜央 (5) 北陽小 16.91

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲﾄ 島　根
9 4 925 宮本　　大斗 (5) 高浜小 17.33

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥　取
1 4 84 山口　　大凱 (5) 布勢ＴＣ 14.19

ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥　取
2 6 85 山田　遼太郎 (5) 布勢ＴＣ 14.68

ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根
3 7 957 高野　翔大 (5) 塩冶小 15.04

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｾｲ 島　根
4 5 797 村上　　純生 (5) 遙堪小 15.14

ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取
5 9 83 上田　　瑞樹 (5) 布勢ＴＣ 15.28

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島　根
6 8 874 永岡　勇次郎 (5) 出雲陸上教室 15.51

ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 島　根
7 3 794 岩本　　凌弥 (5) 日貫クラブ 15.77

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ 島　根
8 2 875 川上　　翔也 (5) 出雲陸上教室 16.32

風:  +1.4

凡例    DNS：欠場



小６男子100m

4月20日 09:35 予選  
大会記録 (GR)           12.4      岩田　佳委 (大田小)                                         1989        4月20日 10:59 決勝  

予選  2組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 島　根 ﾄﾐﾀﾘｸﾄ 島　根
1 3 892 足立　　駿人 (6) 神戸川小 14.93 q 1 2 259 富田陸斗 (6) 北陽小 14.94 q

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥　取 ﾋﾛｾ ﾘｸ 島　根
2 9 985 遠藤　　新大 (6) 米子陸上ク 14.99 q 2 8 789 広瀬　　　陸 (6) 出雲陸上教室 14.97 q

ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 島　根 ｵｷﾅﾀｶﾗ 島　根
3 8 791 伊東　　諒介 (6) 出雲陸上教室 15.48 q 3 7 257 置名飛羅 (6) 北陽小 15.22 q

ﾓﾘﾔﾏ ｼｭｳﾄ 島　根 ｵｵﾔ ｼｭﾝｽｹ 島　根
4 1 930 森山　　就斗 (6) 高浜小 16.13 4 6 893 大矢　　峻輔 (6) 神戸川小 15.37 q

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 鳥　取 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 島　根
5 4 987 加藤　　　巧 (6) 米子陸上ク 16.43 5 3 790 梶谷　　勇希 (6) 出雲陸上教室 15.66 q

ｳｴﾀﾞｶｲﾄ 島　根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷﾌｼﾞﾊﾗｲﾌ島　根
6 7 262 上田海翔 (6) 北陽小 16.82 6 4 781 藤原　　生輝 (6) 灘分小 17.07

ﾌﾉ ｶｴﾃﾞ 島　根 ﾊﾗ ｱｵｲ 島　根
7 6 954 布野　楓 (6) 塩冶小 16.95 7 1 929 原　　　蒼偉 (6) 高浜小 17.25

ﾂﾈﾏﾂ ﾄｳﾔ 島　根 ｶﾈﾓﾄ ｼﾕｳ 島　根
8 2 782 常松　　寛弥 (6) 灘分小 17.14 8 5 956 金本　紫悠 (6) 塩冶小 19.16

ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｷ 島　根 ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳ 島　根
5 953 竹下　晴貴 (6) 塩冶小 DQ,*T1 9 928 勝部　　　遼 (6) 高浜小 DNS

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 島　根
1 6 892 足立　　駿人 (6) 神戸川小 14.49

ﾋﾛｾ ﾘｸ 島　根
2 5 789 広瀬　　　陸 (6) 出雲陸上教室 14.61

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥　取
3 4 985 遠藤　　新大 (6) 米子陸上ク 14.66

ﾄﾐﾀﾘｸﾄ 島 根

風:  +1.8

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  -1.4 風:  -1.9

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾄﾐﾀﾘｸﾄ 島　根
4 7 259 富田陸斗 (6) 北陽小 14.71

ｵｷﾅﾀｶﾗ 島　根
5 9 257 置名飛羅 (6) 北陽小 14.95

ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 島　根
6 2 791 伊東　　諒介 (6) 出雲陸上教室 15.12

ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 島　根
7 3 790 梶谷　　勇希 (6) 出雲陸上教室 15.12

ｵｵﾔ ｼｭﾝｽｹ 島　根
8 8 893 大矢　　峻輔 (6) 神戸川小 15.15

凡例    DQ：失格  *T1：他競技者の走路妨害  DNS：欠場



小全男子1000m

4月20日 12:32 決勝  
大会記録 (GR)           3.05.6    間賀部和秀 (神戸川小)                                       1984        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲｷ ﾕｳﾏ 鳥　取

1 1 988 斉木　　優真 (6) 米子陸上ク 3.19.26
ｲﾄｳ ｱｵｲ 島　根

2 6 895 伊藤　　蒼唯 (5) 神戸川小 3.23.37
ｷｻ ﾘｮｳﾀ 島　根

3 17 947 木佐　　亮太 (6) 平田陸上教室 3.25.79
ｵｵｸﾞﾆﾀｹﾙ 島　根

4 16 263 大國尊 (5) 北陽小 3.30.38
ﾆｲ ｲｵﾘ 島　根

5 10 795 新井　　伊織 (4) 日貫クラブ 3.32.07
ﾌｸﾏ ﾐｷﾋｻ 島　根

6 14 965 福間　幹久 (5) 塩冶小 3.34.89
ﾆｲ ﾕｳﾀ 島　根

7 15 796 新井　　裕太 (4) 日貫クラブ 3.36.12
ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 鳥　取

8 2 92 白水　　渉太 (5) 徳田クラブ 3.36.23
ﾌｸｼﾏｺｳﾀ 島　根

9 13 265 福島康太 (5) 北陽小 3.37.81
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 島　根

10 18 794 岩本　　凌弥 (5) 日貫クラブ 3.37.84
ｲﾉｳｴ ﾕｳｾｲ 島　根

11 22 964 井上　悠生 (5) 塩冶小 3.37.89
ﾌﾙﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 島　根

12 12 931 古山　　大雅 (6) 高浜小 3.40.51
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 島　根

13 20 896 田中　　冴樹 (5) 神戸川小 3.42.06
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥　取

14 11 96 小林　　蒼空 (4) 徳田クラブ 3.47.00
ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島　根
内藤 海 ( ) 高浜小

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

15 3 924 内藤　　　海 (4) 高浜小 3.47.41
ﾔﾉﾙｷ 島　根

16 21 264 矢野琉星 (5) 北陽小 3.47.74
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根

17 8 949 藤原　　有希 (5) 平田陸上教室 3.52.95
ﾌﾙﾔﾏ ｼﾝﾀﾞｲ 島　根

18 9 932 古山　　真大 (4) 高浜小 3.53.09
ﾐﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ 鳥　取

19 19 989 道田　　七海 (4) 米子陸上ク 4.05.01
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 島　根

20 4 963 竹田　祐太 (6) 塩冶小 4.08.47
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島　根

21 5 950 藤原　　琢也 (4) 平田陸上教室 4.26.09
ｲﾄｳ ﾊｸ 島　根

7 903 伊藤　羽空 (6) 高松小 DNS

凡例    DNS：欠場



小全男子4X100mR

4月20日 14:30 決勝  
大会記録 (GR)           53.6      西野小 (本田－佐藤－山田－山根)                             1989        

決勝

1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  布勢ＴＣ 57.86 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  塩冶小 58.93
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ
1 86 大田　　　丈 (4) 鳥　取 布勢ＴＣ 1 957 高野　翔大 (5) 島　根 塩冶小

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾂﾁｴ ｹﾝﾀ
2 84 山口　　大凱 (5) 鳥　取 布勢ＴＣ 2 966 土江　健太 (6) 島　根 塩冶小

ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ
3 85 山田　遼太郎 (5) 鳥　取 布勢ＴＣ 3 968 佐藤　勇斗 (6) 島　根 塩冶小

ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ ﾐﾔｹ ﾕｳﾔ
4 83 上田　　瑞樹 (5) 鳥　取 布勢ＴＣ 4 967 三宅　優也 (6) 島　根 塩冶小

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  北陽小 1.00.40 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  徳田クラブ 1.01.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾊﾀﾞｼﾝｾｲ ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ
1 268 秦　伸成 (6) 島　根 北陽小 1 94 本多　　礼旺 (5) 鳥　取 徳田クラブ

ﾄﾐﾀﾘｸﾄ ｲﾉｳｴ ｹｲｼｮｳ
2 259 富田陸斗 (6) 島　根 北陽小 2 95 井上　　啓聖 (5) 鳥　取 徳田クラブ

ｳｴﾀﾞｶｲﾄ ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
3 262 上田海翔 (6) 島　根 北陽小 3 92 白水　　渉太 (5) 鳥　取 徳田クラブ

ｵｷﾅﾀｶﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
4 257 置名飛羅 (6) 島　根 北陽小 4 96 小林　　蒼空 (4) 鳥　取 徳田クラブ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  米子陸上ク 1.02.26 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  灘分小 1.02.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾐﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
1 989 道田　　七海 (4) 鳥　取 米子陸上ク 1 787 足立　　一磨 (4) 島　根 灘分小

ｻｲｷ ﾕｳﾏ ﾌｸﾀﾞ ｶﾝﾀ
2 988 斉木　　優真 (6) 鳥　取 米子陸上ク 2 785 福田　　栞太 (5) 島　根 灘分小

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷﾌｼﾞﾊﾗｲﾌﾞｷ
3 987 加藤　　　巧 (6) 鳥　取 米子陸上ク 3 781 藤原　　生輝 (6) 島　根 灘分小

ﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ ｼｵ ｷ ﾄﾗ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ
4 985 遠藤　　新大 (6) 鳥　取 米子陸上ク 4 784 西尾　　心虎 (5) 島　根 灘分小

凡例  



小全男子走幅跳

大会記録 (GR)           4m64      高見　時広 (神戸川小)                                       1984        4月20日 13:30 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ ﾘｸ 島　根 4m06 3m98 3m77 4m06 × 4m01 4m01 4m06

1 13 789 広瀬　　　陸 (6) 出雲陸上教室 -1.6 +0.8 -1.8 -1.6 -0.1 0.0 -1.6

ﾂﾁｴ ｹﾝﾀ 島　根 3m76 3m43 3m02 3m76 2m75 3m55 3m84 3m84

2 7 966 土江　健太 (6) 塩冶小 0.0 0.0 -0.1 0.0 +0.8 +0.1 +0.8 +0.8

ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 島　根 3m82 × 3m44 3m82 3m49 3m74 3m47 3m82

3 12 790 梶谷　　勇希 (6) 出雲陸上教室 -1.4 -1.3 -1.4 +0.5 -0.2 +0.4 -1.4

ﾐﾔｹ ﾕｳﾔ 島　根 3m76 3m54 3m63 3m76 3m81 3m70 × 3m81

4 9 967 三宅　優也 (6) 塩冶小 -0.5 -0.5 0.0 -0.5 +1.1 +0.3 +1.1

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 島　根 3m70 3m55 3m50 3m70 3m09 3m43 × 3m70

5 18 968 佐藤　勇斗 (6) 塩冶小 -0.2 +2.8 +0.5 -0.2 +0.7 +0.4 -0.2

ﾊﾀﾞｼﾝｾｲ 島　根 × 3m23 3m48 3m48 3m21 3m10 × 3m48

6 10 268 秦　伸成 (6) 北陽小 -0.1 -1.2 -1.2 +1.4 -0.6 -1.2

ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島　根 3m40 3m24 3m13 3m40 2m84 3m26 × 3m40

7 14 881 上田　涼太郎 (5) 邑智JTS -0.9 0.0 -0.1 -0.9 +1.5 +1.2 -0.9

ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 島　根 3m08 3m10 3m21 3m21 3m11 3m37 3m36 3m37

8 11 791 伊東　　諒介 (6) 出雲陸上教室 -2.2 -0.4 -0.5 -0.5 +0.7 +1.7 +0.9 +1.7

ｶﾈﾓﾄ ｶｲﾄ 島　根 3m10 2m87 2m84 3m10 3m10

9 16 933 金本　　海人 (5) 高浜小 -0.6 +1.6 0.0 -0.6 -0.6

ｼｼﾞｷﾘｭｳｷ 島　根 2m81 2m57 2m72 2m81 2m81

10 5 266 志食隆希 (5) 北陽小 -0.1 -1.2 -0.3 -0.1 -0.1

ﾜﾀﾞｱﾂｷ 島　根 × × ×

1 267 和田在月 (6) 北陽小 NM

ﾀｸﾜ ﾊﾙﾄ 島　根

17 786 多久和　暖人 (5) 灘分小 DNS

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

多 和 灘分

ﾋﾀﾞｶ ｹｲｺﾞ 島　根

8 882 日高　　啓吾 (5) 邑智JTS DNS

ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

2 83 上田　　瑞樹 (5) 布勢ＴＣ DNS

ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥　取

15 85 山田　遼太郎 (5) 布勢ＴＣ DNS

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥　取

3 94 本多　　礼旺 (5) 徳田クラブ DNS

ｲﾉｳｴ ｹｲｼｮｳ 鳥　取

4 95 井上　　啓聖 (5) 徳田クラブ DNS

ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

6 97 岡崎　　凌太 (5) 徳田クラブ DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



中２男子100m

4月19日 11:30 予選  
大会記録 (GR)           11.5      三村　　覚 (平田中)                                         1987        4月20日 10:21 決勝  

予選  5組1着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼｵ ﾀｲｾｲ 島　根 ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山
1 8 2307 西尾　　太成 (2) 平田中 12.35 Q 1 3 1522 齊藤　栄輝 (2) 金浦中 12.20 Q

ｲｸﾀ ﾘｮｳ 島　根 ﾌｶﾂ ﾐｸﾐ 島　根
2 6 2130 生田　　　凌 (2) 河南中 12.92 q 2 6 2312 深津　未来海 (2) 平田中 13.25

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 島　根 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳﾀ 島　根
3 5 4008 藤原　　修平 (2) 大田二中 13.24 3 4 2271 吾郷　涼太 (2) 浜山中 13.43

ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｷｼ 島　根 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 島　根
4 9 1938 金澤　　迅志 (2) 出雲二中 13.30 4 5 1944 平川　　大地 (2) 出雲二中 13.61

ｶﾀﾖｾ ﾏｻｷ 島　根 ｺﾀﾞﾏﾕｳｷ 島　根
5 3 2060 片寄　　優希 (2) 出雲三中 13.33 5 9 3810 児玉　祐希 (2) 仁多横田中 13.70

ﾀﾅﾍﾞ ｱｷ 島　根 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 島　根
6 7 3114 田部　明 (2) 大東中 13.88 6 2 2548 本藤　稜也 (2) 大社中 13.74

ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 島　根 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 島　根
7 4 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東中 14.13 7 7 3755 塚原　　優斗 (2) 仁多中 14.28

ﾀﾏｷ ｺｳﾍｲ 島　根 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 島　根
2 1840 玉木　浩平 (2) 出雲一中 DNS 8 8 4003 田中　　航太 (2) 大田二中 14.41

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 島　根 ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ 島　根
1 4 2263 永岡宗一郎 (2) 浜山中 12.69 Q 1 7 2411 兼折　彰 (2) 向陽中 12.69 Q

ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島　根 ﾏｽﾀﾆ ﾛｲ 島　根
2 6 1842 多々納　唯人 (2) 出雲一中 12.79 q 2 2 2066 増谷　　呂威 (2) 出雲三中 13.21

ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 島　根 ﾀﾅｶ ﾙｲ 島　根
3 9 2705 西　　　健一 (2) 斐川西中 13.36 3 8 2129 田中　　　塁 (2) 河南中 13.37

ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 島　根 ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 島　根
4 3 2413 田中　慎也 (2) 向陽中 13.52 4 3 2274 日野　翔太 (2) 浜山中 13.59

ﾔﾏｵｶ ｼ ｳﾀ 島 根 ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ 島 根

風:  -0.3 風:  -2.7

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  -2.4 風:  -0.5

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾔﾏｵｶ ｼｮｳﾀ 島　根 ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ 島　根
5 8 2126 山岡　　翔太 (2) 河南中 13.64 5 9 2704 玉木　　達也 (2) 斐川西中 13.60

ｶﾓｷﾞ ｾｲﾔ 島　根 ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾂｷ 島　根
6 5 2545 鴨木　聖也 (2) 大社中 13.84 6 5 1939 宮廻　　敦樹 (2) 出雲二中 13.62

ﾜｷﾇｷ ﾘｭｳﾄ 島　根 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 島　根
7 7 2332 綿貫　　琉人 (2) 平田中 14.13 7 6 2608 古川　　晃希 (2) 斐川東中 13.84

ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 島　根 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾀ 島　根
2 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東中 DQ 8 4 4007 中村　　蓮太 (2) 大田二中 15.08

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 島　根 ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山
1 9 2061 須田　　和真 (2) 出雲三中 13.01 Q 1 5 1522 齊藤　栄輝 (2) 金浦中 12.23

ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島　根 ﾆｼｵ ﾀｲｾｲ 島　根
2 7 1841 永瀬　海生 (2) 出雲一中 13.14 q 2 6 2307 西尾　　太成 (2) 平田中 12.33

ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島　根 ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ 島　根
3 3 2414 三島　央志 (2) 向陽中 13.65 3 7 2411 兼折　彰 (2) 向陽中 12.56

ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ 島　根 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 島　根
4 6 3119 工藤　匡史 (2) 大東中 13.66 4 4 2263 永岡宗一郎 (2) 浜山中 12.85

ﾋﾛｻﾜ ｿｳ 島　根 ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島　根
5 2 2546 廣澤　創 (2) 大社中 13.68 5 2 1841 永瀬　海生 (2) 出雲一中 12.88

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 島　根 ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島　根
6 4 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多中 13.71 6 8 1842 多々納　唯人 (2) 出雲一中 12.88

ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ 島　根 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 島　根
7 5 3818 安部　　樹 (2) 仁多横田中 15.77 7 3 2061 須田　　和真 (2) 出雲三中 12.97

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 島　根 ｲｸﾀ ﾘｮｳ 島　根
8 8 2706 古川　　大秋 (2) 斐川西中 15.89 8 9 2130 生田　　　凌 (2) 河南中 13.18

風:  -2.5 風:  +1.4

凡例    DNS：欠場  DQ：失格



中３男子100m

4月19日 12:12 予選  
大会記録 (GR)           11.2      三村　　覚 (平田中)                                         1988        4月20日 10:28 決勝  

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾝﾄﾞ ｺｳｷ 島　根 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 島　根
1 4 2333 神門　　昂輝 (3) 平田中 12.50 Q 1 3 2012 福田　　優人 (3) 出雲三中 12.63 Q

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 島　根 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ 島　根
2 8 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲三中 12.62 q 2 5 2250 森山　結太 (3) 浜山中 12.69 q

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島　根 ｻﾄｳ ﾀｹﾄ 島　根
3 2 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 12.78 3 6 2423 佐藤　健人 (3) 向陽中 12.84

ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 島　根 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島　根
4 3 1931 福永　　　怜 (3) 出雲二中 12.84 4 4 3747 内田　裕一郎 (3) 仁多中 13.33

ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島　根 ｵｵｻｶ ｱｷﾋﾛ 島　根
5 5 3749 千原　　和也 (3) 仁多中 13.03 5 9 3113 大坂　晃広 (3) 大東中 13.68

ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ 島　根 ﾎﾘ ｶｲﾄ 島　根
6 6 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東中 13.41 6 7 2122 堀　　　開斗 (3) 河南中 13.76

ﾏﾂｳﾗ ﾘｸﾔ 島　根 ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島　根
7 9 2425 松浦　陸矢 (3) 向陽中 13.53 2 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 DNS

ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ 島　根 ｸﾉ ｶﾝﾀ 島　根
8 1 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう 15.24 8 2535 久野　完太 (3) 大社中 DNS

ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ 島　根 ｵﾁｱｲ ﾕｳｽｹ 島　根
7 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南中 DNS 1 2353 落合　　勇介 (3) 平田中 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 島　根 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島　根
1 6 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲二中 12.21 Q 1 1 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 12.15 Q

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島　根 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ 島　根
2 3 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 12.39 q 2 3 2340 福島　　悠斗 (3) 平田中 12.72

ｵｳﾐ ﾄｼｷ 島　根 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 島　根
3 2 2019 近江　　俊樹 (3) 出雲三中 12.69 q 3 9 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 12.76

ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ 島 根 ﾄﾔｵ ｺｳｷ 島 根

風:  +1.7 風:  -0.7

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  -1.1 風:  -0.9

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ 島　根 ﾄﾔｵ ｺｳｷ 島　根
4 4 2123 山岡　　滉生 (3) 河南中 12.75 4 6 2254 鳥屋尾　洸樹 (3) 浜山中 12.79

ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ 島　根 ｶﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ 島　根
5 5 3109 末光　雄介 (3) 大東中 12.88 5 2 3108 河角　雅晃 (3) 大東中 12.98

ｶﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根 ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島　根
6 9 2537 加田　翔大 (3) 大社中 12.94 6 7 2541 杉谷　陸斗 (3) 大社中 13.06

ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 島　根 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 島　根
7 8 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西中 13.30 6 5 2426 森本　優生 (3) 向陽中 13.06

ﾉﾀﾞ ｱﾗﾀ 島　根 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ 島　根
8 1 2257 野田　新太 (3) 浜山中 13.31 8 8 2711 山城　　侑希 (3) 斐川西中 13.53

ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ 島　根 ﾆｼｺｵﾘ ﾀﾂﾔ 島　根
9 7 3813 石原　秀真 (3) 仁多横田中 13.64 9 4 2636 錦織　　竜也 (3) 斐川東中 14.75

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島　根
1 6 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 12.21

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 島　根
2 5 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲二中 12.26

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 島　根
3 9 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲三中 12.45

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島　根
4 8 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 12.65

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 島　根
5 7 2012 福田　　優人 (3) 出雲三中 12.65

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ 島　根
6 3 2250 森山　結太 (3) 浜山中 12.66

ｵｳﾐ ﾄｼｷ 島　根
7 2 2019 近江　　俊樹 (3) 出雲三中 12.76

ｶﾝﾄﾞ ｺｳｷ 島　根
4 2333 神門　　昂輝 (3) 平田中 DNS

風:  -0.5

凡例    DNS：欠場



中全男子400m

4月19日 10:50 予選  
大会記録 (GR)           0.52.5    塩野　稔昭 (出雲二中)                                       1987        4月20日 10:46 決勝  

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島　根 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島　根
1 7 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 0.54.24 Q 1 4 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 0.56.99 Q

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 島　根 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 島　根
2 4 2351 高橋　　郁也 (3) 平田中 0.57.37 Q 2 6 2339 杉原　隆太郎 (3) 平田中 0.57.41 Q

ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ 島　根 ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ 島　根
3 3 3109 末光　雄介 (3) 大東中 0.59.18 q 3 3 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南中 0.59.34

ﾀﾅｶ ﾙｲ 島　根 ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島　根
4 5 2129 田中　　　塁 (2) 河南中 0.59.81 4 5 1841 永瀬　海生 (2) 出雲一中 1.00.93

ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾉｽｹ 島　根 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ 島　根
5 9 2014 松尾　龍之介 (3) 出雲三中 1.01.15 5 7 2269 杉原　拓真 (2) 浜山中 1.01.62

ﾉﾀﾞ ｱﾗﾀ 島　根 ｲｼｶﾜ ﾀｶｵ 島　根
6 8 2257 野田　新太 (3) 浜山中 1.01.52 6 2 1927 石川　　剛生 (3) 出雲二中 1.04.40

ﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 島　根 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 島　根
6 2708 水　　　祥大 (2) 斐川西中 DNS 8 2536 藤井　大樹 (3) 大社中 DNS

ｸﾛｻｷ ﾀｶﾊﾙ 島　根
2 2538 黒崎　聖陽 (3) 大社中 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾅｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞ 島　根
1 3 2338 品川　　銀二 (3) 平田中 0.55.92 Q

ｵﾀﾞ ｹｲﾀ 島　根
2 4 2013 小田　　啓太 (3) 出雲三中 0.56.91 Q

ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島　根
3 8 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲一中 0.57.37 q

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ 島　根
4 7 2250 森山　結太 (3) 浜山中 0.59.70

ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｷ 島 根

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾅｶ ｵｶ ﾀ ｲｷ 島　根
5 5 2112 永岡　　大樹 (3) 河南中 1.03.41

ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 島　根
6 2 2413 田中　慎也 (2) 向陽中 1.05.20

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 島　根
6 2540 小川　晃平 (3) 大社中 DNS

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島　根
1 4 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 0.55.03

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島　根
2 7 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 0.55.35

ｼﾅｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞ 島　根
3 5 2338 品川　　銀二 (3) 平田中 0.56.12

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 島　根
4 8 2351 高橋　　郁也 (3) 平田中 0.57.18

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 島　根
5 9 2339 杉原　隆太郎 (3) 平田中 0.57.46

ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島　根
6 3 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲一中 0.57.50

ｵﾀﾞ ｹｲﾀ 島　根
7 6 2013 小田　　啓太 (3) 出雲三中 0.57.53

ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ 島　根
8 2 3109 末光　雄介 (3) 大東中 0.59.08

凡例    DNS：欠場



中全男子1500m

4月19日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ
大会記録 (GR)           4.22.72   田部　　幹也 (仁多中)                                       2011        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾅﾘ ﾀｷﾄ 島　根 ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島　根
1 17 3815 三成　多希人 (3) 仁多横田中 4.54.61 1 1 2539 山崎　穂高 (3) 大社中 4.22.42 GR

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾛｳ 島　根 ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 島　根
2 2 2421 遠藤　充朗 (3) 向陽中 4.56.22 2 2 2114 福間　　悠太 (3) 河南中 4.25.71

ﾐｳﾗ ｲﾂｷ 島　根 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ 島　根
3 9 2065 三浦　　　樹 (2) 出雲三中 4.59.32 3 18 2334 原田　創之介 (3) 平田中 4.33.71

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 島　根 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 島　根
4 7 1928 石橋　　涼介 (3) 出雲二中 5.00.60 4 8 1930 山口　　翔太 (3) 出雲二中 4.34.04

ｷｯｶﾜ ﾅｵﾄ 島　根 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ 島　根
5 5 3753 吉川　　直斗 (3) 仁多中 5.05.26 5 14 2310 山岡　　竜也 (2) 平田中 4.35.07

ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 島　根 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島　根
6 14 2424 田村　義信 (3) 向陽中 5.07.33 6 11 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲一中 4.36.53

ｺｲｹ ﾕｳﾀ 島　根 ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ 島　根
7 6 2055 小池　　勇太 (2) 出雲三中 5.07.43 7 9 2134 今若　　　流 (2) 河南中 4.38.12

ｶﾈﾂｷ ﾏｻｼ 島　根 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 島　根
8 15 2053 金築　　征志 (2) 出雲三中 5.07.58 8 15 2549 松井　海斗 (2) 大社中 4.43.72

ﾂﾁｴ ﾄﾓﾔ 島　根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾕﾄ 島　根
9 3 4002 土江　　友弥 (3) 大田二中 5.08.23 9 3 2337 梶谷　　寛 (3) 平田中 4.44.34

ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 島　根 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 島　根
10 1 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東中 5.10.75 10 6 1824 山崎　　宏大 (3) 出雲一中 4.47.90

ﾔﾀ ｿｳｼﾞｭ 島　根 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 島　根
11 11 2610 矢田　　蒼樹 (2) 斐川東中 5.15.22 11 12 1929 桐原　　勇斗 (3) 出雲二中 4.48.76

ﾌｼﾞﾊﾗｼｮｳﾀ 島　根 ﾅｷﾞﾗ ｶｽﾞｷ 島　根
12 8 3814 藤原　彰大 (3) 仁多横田中 5.19.20 12 10 2255 柳楽　和輝 (3) 浜山中 4.55.27

ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島　根 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 島　根
13 18 2703 岸本　　龍二 (2) 斐川西中 5.20.00 13 7 2115 佐々木　大佑 (3) 河南中 4.55.81

ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 島　根 ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 島　根
14 10 3754 泉 知貴 (3) 仁多中 5.21.54 14 16 2709 神崎 洸太郎 (3) 斐川西中 4.56.98

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

14 10 3754 泉　　　知貴 (3) 仁多中 5.21.54 14 16 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西中 4.56.98
ｻﾄｳ ｺｳｷ 島　根 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ 島　根

15 13 2422 佐藤　弘毅 (3) 向陽中 5.22.58 15 17 2277 川上　竜司 (2) 浜山中 4.57.50
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 島　根 ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ 島　根

16 4 2536 藤井　大樹 (3) 大社中 5.27.54 16 13 2251 井上　寿紀 (3) 浜山中 4.59.08
ｲﾏﾖｼ ﾘｮｳﾀ 島　根 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島　根

17 12 2701 今吉　　亮太 (2) 斐川西中 5.32.09 17 4 3752 松田　雄一郎 (3) 仁多中 5.03.52
ﾌｼﾞﾊﾗﾄｵﾙ 島　根 ﾂﾁｴ ﾀｲﾁ 島　根

18 16 3820 藤原　　透 (2) 仁多横田中 6.00.39 18 5 1843 土江　大智 (2) 出雲一中 5.06.31

凡例    GR：大会記録



中全男子1500m

大会記録 (GR)           4.22.72   田部　　幹也 (仁多中)                                       2011        

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 2539 山崎　穂高 ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 4.22.42 GR 2 1 1
2 2114 福間　　悠太 ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 4.25.71 2 2 2
3 2334 原田　創之介 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ 4.33.71 2 18 3
4 1930 山口　　翔太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 4.34.04 2 8 4
5 2310 山岡　　竜也 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ 4.35.07 2 14 5
6 1820 仲西　　峻穂 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 4.36.53 2 11 6
7 2134 今若　　　流 ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ 4.38.12 2 9 7
8 2549 松井　海斗 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 4.43.72 2 15 8
9 2337 梶谷　　寛 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾕﾄ 4.44.34 2 3 9

10 1824 山崎　　宏大 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 4.47.90 2 6 10
11 1929 桐原　　勇斗 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 4.48.76 2 12 11
12 3815 三成　多希人 ﾐﾅﾘ ﾀｷﾄ 4.54.61 1 17 1
13 2255 柳楽　和輝 ﾅｷﾞﾗ ｶｽﾞｷ 4.55.27 2 10 12
14 2115 佐々木　大佑 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 4.55.81 2 7 13
15 2421 遠藤　充朗 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾛｳ 4.56.22 1 2 2
16 2709 神崎　洸太郎 ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 4.56.98 2 16 14
17 2277 川上　竜司 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ 4.57.50 2 17 15
18 2251 井上　寿紀 ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ 4.59.08 2 13 16
19 2065 三浦　　　樹 ﾐｳﾗ ｲﾂｷ 4.59.32 1 9 3
20 1928 石橋　　涼介 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 5.00.60 1 7 4
21 3752 松田　雄一郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 5.03.52 2 4 17
22 3753 吉川　　直斗 ｷｯｶﾜ ﾅｵﾄ 5.05.26 1 5 5
23 1843 土江　大智 ﾂﾁｴ ﾀｲﾁ 5.06.31 2 5 18
24 2424 田村　義信 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 5.07.33 1 14 6
25 2055 小池　　勇太 ｺｲｹ ﾕｳﾀ 5.07.43 1 6 7
26 2053 金築　　征志 ｶﾈﾂｷ ﾏｻｼ 5.07.58 1 15 8
27 4002 土江　　友弥 ﾂﾁｴ ﾄﾓﾔ 5.08.23 1 3 9
28 2609 井上　架未冶 ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 5.10.75 1 1 10
29 2610 矢田　　蒼樹 ﾔﾀ ｿｳｼﾞｭ 5.15.22 1 11 11

藤原 彰大 ﾌｼﾞ ﾗｼ ｳﾀ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

30 3814 藤原　彰大 ﾌｼﾞﾊﾗｼｮｳﾀ 5.19.20 1 8 12
31 2703 岸本　　龍二 ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 5.20.00 1 18 13
32 3754 泉　　　知貴 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 5.21.54 1 10 14
33 2422 佐藤　弘毅 ｻﾄｳ ｺｳｷ 5.22.58 1 13 15
34 2536 藤井　大樹 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 5.27.54 1 4 16
35 2701 今吉　　亮太 ｲﾏﾖｼ ﾘｮｳﾀ 5.32.09 1 12 17
36 3820 藤原　　透 ﾌｼﾞﾊﾗﾄｵﾙ 6.00.39 1 16 18

凡例    GR：大会記録



中全男子3000m

4月20日 09:10 決勝  
大会記録 (GR)           9.12.83   水内　賢司 (仁多中)                                                     

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島　根

1 2 2539 山崎　穂高 (3) 大社中 9.36.66
ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 島　根

2 4 1822 槇原　　洸槻 (3) 出雲一中 9.37.77
ｵｶ ﾕｳﾄ 島　根

3 6 2336 岡　　　悠斗 (3) 平田中 9.43.94
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 島　根

4 10 1821 藤原　　蓮磨 (3) 出雲一中 9.54.38
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島　根

5 9 2116 高橋　椿太郎 (3) 河南中 9.57.85
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 島　根

6 11 1930 山口　　翔太 (3) 出雲二中 9.59.84
ｼﾏﾂﾞ ｱｽﾞｻ 島　根

7 7 2354 島津　　梓 (3) 平田中 10.09.42
ｵｵﾆｼ ｿﾗ 島　根

8 19 2349 大西　　空良 (3) 平田中 10.10.42
ﾌﾙﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 島　根

9 3 2547 古山　新之助 (2) 大社中 10.34.48
ﾌｼﾞｴ ｹﾝﾄ 島　根

10 16 2278 藤江　健人 (2) 浜山中 10.34.54
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 島　根

11 22 1826 竹内　　壱輝 (3) 出雲一中 10.34.79
ﾂﾁｴ ﾄﾓﾔ 島　根

12 13 4002 土江　　友弥 (3) 大田二中 10.50.48
ｲｲﾂｶ ﾕｳｷ 島　根

13 17 2265 飯塚　祐貴 (2) 浜山中 10.54.93
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 島　根

14 14 2540 小川　晃平 (3) 大社中 11.02.92
ｷｯｶﾜ ﾋﾛﾄ 島　根
吉川 裕人 ( ) 仁多中

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

15 5 3758 吉川　　裕人 (2) 仁多中 11.16.83
ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 島　根

16 12 1935 石田　　直久 (2) 出雲二中 11.30.24
ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島　根

17 21 2703 岸本　　龍二 (2) 斐川西中 11.32.92
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島　根

18 18 3757 加藤　　大希 (2) 仁多中 11.34.10
ｱﾗｷ ﾄﾓｽﾞﾐ 島　根

19 8 1941 荒木　　友純 (2) 出雲二中 12.03.25
ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 島　根

20 1 2256 田原　練 (3) 浜山中 12.06.36
ｽｶﾞｲ ｼｮｳｷ 島　根

20 2111 菅井　　晶希 (3) 河南中 DNS
ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ 島　根

15 2136 高見　　真拓 (2) 河南中 DNS

凡例    DNS：欠場



中全男子110mH

4月19日 09:35 予選  
大会記録 (GR)           15.54     井上　　翔遥 (山口FSL)                                      2013        4月19日 13:55 決勝  

予選  2組2着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根 ｶﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根
1 4 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中 18.72 Q 1 5 2537 加田　翔大 (3) 大社中 17.73 Q

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 島　根 ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島　根
2 6 2351 高橋　　郁也 (3) 平田中 19.32 Q 2 9 2120 阿川　　公希 (3) 河南中 18.04 Q

ﾔｸﾆ ﾕｳｷ 島　根 ｾﾉｵ ｺｳﾀ 島　根
3 5 1832 八國　優輝 (2) 出雲一中 20.11 q 3 8 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲一中 18.52 q

ｵﾀﾞ ｹｲﾀ 島　根 ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ 島　根
4 8 2013 小田　　啓太 (3) 出雲三中 20.35 4 7 1839 今岡　紘希 (2) 出雲一中 18.58 q

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 島　根 ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 島　根
5 9 2064 藤岡　　哲也 (2) 出雲三中 21.30 5 3 2343 淺野　　翔太 (3) 平田中 19.75 q

ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 島　根 ｶﾀﾖｾ ﾏｻｷ 島　根
3 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 DNS 6 6 2060 片寄　　優希 (2) 出雲三中 21.53

ｸﾛｻｷ ﾀｶﾊﾙ 島　根 ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島　根
7 2538 黒崎　聖陽 (3) 大社中 DNS 4 2125 加芽田　悠丞 (2) 河南中 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根

1 6 2537 加田　翔大 (3) 大社中 17.90
ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島　根

2 5 2120 阿川　　公希 (3) 河南中 18.58
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根

3 4 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中 18.73
ｾﾉｵ ｺｳﾀ 島　根

4 8 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲一中 18.89
ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ 島 根

風:  -3.2

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  -1.1 風:  +1.0

ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ 島　根
5 9 1839 今岡　紘希 (2) 出雲一中 19.30

ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 島　根
6 3 2343 淺野　　翔太 (3) 平田中 19.32

ﾔｸﾆ ﾕｳｷ 島　根
7 2 1832 八國　優輝 (2) 出雲一中 19.49

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 島　根
7 2351 高橋　　郁也 (3) 平田中 DNS

凡例    DNS：欠場



中全男子4X100mR

4月19日 14:55 予選  
大会記録 (GR)           44.17     出雲一中 (土江－安井－嘉本－塚田)                           2008        4月20日 14:20 決勝  

予選  2組2着+4

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲一中 47.24 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田中 48.43 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｾﾉｵ ｺｳﾀ ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝﾔ

1 1816 妹尾　　航汰 (3) 島　根 出雲一中 1 2341 松浦　　峻也 (3) 島　根 平田中
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2 1823 山上　　響輝 (3) 島　根 出雲一中 2 2339 杉原　隆太郎 (3) 島　根 平田中
ｾﾉｵ ﾕｳﾔ ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ

3 1817 妹尾　　侑哉 (3) 島　根 出雲一中 3 2340 福島　　悠斗 (3) 島　根 平田中
ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ

4 1842 多々納　唯人 (2) 島　根 出雲一中 4 2351 高橋　　郁也 (3) 島　根 平田中

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  河南中 48.91 q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  向陽中 49.42 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲｸﾀ ﾘｮｳ ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ
1 2130 生田　　　凌 (2) 島　根 河南中 1 2413 田中　慎也 (2) 島　根 向陽中

ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ
2 2121 漆谷　　知紀 (3) 島　根 河南中 2 2411 兼折　彰 (2) 島　根 向陽中

ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ
3 2120 阿川　　公希 (3) 島　根 河南中 3 2426 森本　優生 (3) 島　根 向陽中

ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ ｻﾄｳ ﾀｹﾄ
4 2123 山岡　　滉生 (3) 島　根 河南中 4 2423 佐藤　健人 (3) 島　根 向陽中

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多中 49.64 q 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大田二中 55.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ ｺﾀﾆ ﾊﾔﾄ
1 3749 千原　　和也 (3) 島　根 仁多中 1 4006 小谷　　隼斗 (2) 島　根 大田二中

ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ
2 3746 井上　　大輝 (3) 島　根 仁多中 2 4008 藤原　　修平 (2) 島　根 大田二中

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾀ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾜｶﾂ ｷ ｼ ｳ ﾅｶ ﾗ ﾚﾝﾀ
3 3756 若槻　　秀磨 (2) 島　根 仁多中 3 4007 中村　　蓮太 (2) 島　根 大田二中

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ｺｳﾀ
4 3747 内田　裕一郎 (3) 島　根 仁多中 4 4003 田中　　航太 (2) 島　根 大田二中

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲三中 48.21 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社中 49.60 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾋﾛｻﾜ ｿｳ

1 2012 福田　　優人 (3) 島　根 出雲三中 1 2546 廣澤　創 (2) 島　根 大社中
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ ｸﾉ ｶﾝﾀ

2 2029 岡田　　大輝 (3) 島　根 出雲三中 2 2535 久野　完太 (3) 島　根 大社中
ｵｳﾐ ﾄｼｷ ｶﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ

3 2019 近江　　俊樹 (3) 島　根 出雲三中 3 2537 加田　翔大 (3) 島　根 大社中
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ

4 2017 吉田　　寛大 (3) 島　根 出雲三中 4 2541 杉谷　陸斗 (3) 島　根 大社中

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜山中 49.63 q 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東中 51.01
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｵｻｶ ｱｷﾋﾛ
1 2263 永岡宗一郎 (2) 島　根 浜山中 1 3113 大坂　晃広 (3) 島　根 大東中

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ
2 2250 森山　結太 (3) 島　根 浜山中 2 3109 末光　雄介 (3) 島　根 大東中

ﾄﾔｵ ｺｳｷ ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ
3 2254 鳥屋尾　洸樹 (3) 島　根 浜山中 3 3119 工藤　匡史 (2) 島　根 大東中

ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾋﾛ ｶﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ
4 2252 川上　陽大 (3) 島　根 浜山中 4 3108 河角　雅晃 (3) 島　根 大東中

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲二中 51.29 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川西中 51.49
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ
1 1931 福永　　　怜 (3) 島　根 出雲二中 1 2704 玉木　　達也 (2) 島　根 斐川西中

ﾋﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ
2 1944 平川　　大地 (2) 島　根 出雲二中 2 2709 神崎　洸太郎 (3) 島　根 斐川西中

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾂｷ ﾆｼ ｹﾝｲﾁ
3 1939 宮廻　　敦樹 (2) 島　根 出雲二中 3 2705 西　　　健一 (2) 島　根 斐川西中

ﾏｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ
4 1925 前田　　渓一 (3) 島　根 出雲二中 4 2711 山城　　侑希 (3) 島　根 斐川西中

凡例  



中全男子4X100mR

4月19日 14:55 予選  
大会記録 (GR)           44.17     出雲一中 (土江－安井－嘉本－塚田)                           2008        4月20日 14:20 決勝  

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲三中 46.94 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲一中 47.25

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ ｾﾉｵ ｺｳﾀ

1 2012 福田　　優人 (3) 島　根 出雲三中 1 1816 妹尾　　航汰 (3) 島　根 出雲一中
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ

2 2029 岡田　　大輝 (3) 島　根 出雲三中 2 1823 山上　　響輝 (3) 島　根 出雲一中
ｵｳﾐ ﾄｼｷ ｾﾉｵ ﾕｳﾔ

3 2019 近江　　俊樹 (3) 島　根 出雲三中 3 1817 妹尾　　侑哉 (3) 島　根 出雲一中
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ

4 2017 吉田　　寛大 (3) 島　根 出雲三中 4 1842 多々納　唯人 (2) 島　根 出雲一中

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田中 47.56 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  河南中 48.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ ｲｸﾀ ﾘｮｳ
1 2343 淺野　　翔太 (3) 島　根 平田中 1 2130 生田　　　凌 (2) 島　根 河南中

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ
2 2351 高橋　　郁也 (3) 島　根 平田中 2 2121 漆谷　　知紀 (3) 島　根 河南中

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ
3 2340 福島　　悠斗 (3) 島　根 平田中 3 2120 阿川　　公希 (3) 島　根 河南中

ﾆｼｵ ﾀｲｾｲ ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ
4 2307 西尾　　太成 (2) 島　根 平田中 4 2123 山岡　　滉生 (3) 島　根 河南中

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  向陽中 48.70 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社中 48.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ ﾋﾛｻﾜ ｿｳ
1 2413 田中　慎也 (2) 島　根 向陽中 1 2546 廣澤　創 (2) 島　根 大社中

ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ ｸﾉ ｶﾝﾀ
2 2411 兼折　彰 (2) 島　根 向陽中 2 2535 久野　完太 (3) 島　根 大社中

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ ｶﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ
3 2426 森本 優生 (3) 島 根 向陽中 3 2537 加田 翔大 (3) 島 根 大社中

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

3 2426 森本　優生 (3) 島　根 向陽中 3 2537 加田　翔大 (3) 島　根 大社中
ｻﾄｳ ﾀｹﾄ ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ

4 2423 佐藤　健人 (3) 島　根 向陽中 4 2541 杉谷　陸斗 (3) 島　根 大社中

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜山中 49.02 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多中 49.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ
1 2263 永岡宗一郎 (2) 島　根 浜山中 1 3749 千原　　和也 (3) 島　根 仁多中

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ
2 2250 森山　結太 (3) 島　根 浜山中 2 3746 井上　　大輝 (3) 島　根 仁多中

ﾄﾔｵ ｺｳｷ ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ
3 2254 鳥屋尾　洸樹 (3) 島　根 浜山中 3 3756 若槻　　秀磨 (2) 島　根 仁多中

ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾋﾛ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
4 2252 川上　陽大 (3) 島　根 浜山中 4 3747 内田　裕一郎 (3) 島　根 仁多中

凡例  



中全男子走高跳
審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

4月20日 11:20 決勝  

大会記録 (GR)           1m84      錦織　祐太 (斐川西中)                                       2010        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島　根 － － － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

1 14 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 × × × 1m75

ﾋﾉ ﾀｶｼ 島　根 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

2 7 1836 日野　楼士 (2) 出雲一中 1m60

ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島　根 － － ○ ○ ○ × × ×

3 2 2541 杉谷　陸斗 (3) 大社中 1m55

ｻｶﾀ ﾋﾛｷ 島　根 － － × × ○ × ○ ○ × × ×

4 16 2249 坂田　宏樹 (3) 浜山中 1m55

ﾂﾁｴ ﾕｳｽｹ 島　根 － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

5 21 2352 土江　　祐介 (2) 平田中 1m55

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 島　根 － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

6 18 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多中 1m55

ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島　根 ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 10 2120 阿川　　公希 (3) 河南中 1m50

ｵｳﾐ ﾄｼｷ 島　根 － ○ ○ × × ×

8 12 2019 近江　　俊樹 (3) 出雲三中 1m45

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｼﾞﾛｳ 島　根 － × × ○ ○ × × ×

9 17 1844 立花　健二郎 (3) 出雲一中 1m45

ﾓﾁﾀﾞ ｷｮｳﾀﾛｳ 島　根 ○ ○ × ○ × × ×

10 9 2355 持田　京太郎 (2) 平田中 1m45

ｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ 島　根 × ○ ○ × ○ × × ×

11 4 2026 嘉本　　圭哲 (3) 出雲三中 1m45

ﾏﾂｳﾗ ﾘｸﾔ 島　根 － ○ × × ×

12 8 2425 松浦　陸矢 (3) 向陽中 1m40

1m63 1m65 1m70 1m751m35
1m78

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

松浦 陸 向陽中

ﾕｱｻ ﾋﾛｷ 島　根 ○ ○ × × ×

12 5 2335 湯淺　　大暉 (3) 平田中 1m40

ﾏｽﾀﾆ ﾛｲ 島　根 × ○ ○ × × ×

14 3 2066 増谷　　呂威 (2) 出雲三中 1m40

ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾋﾛ 島　根 ○ × × ×

15 6 2252 川上　陽大 (3) 浜山中 1m35

ｷｮｳｺﾞｸ ﾌﾐﾔ 島　根 ○ × × ×

15 13 2412 京極　史弥 (2) 向陽中 1m35

ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 島　根

1 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 DNS

ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾓﾄ 島　根

11 2612 石原　　清泉 (2) 斐川東中 DNS

ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ 島　根

15 3119 工藤　匡史 (2) 大東中 DNS

ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｷｼ 島　根

20 1938 金澤　　迅志 (2) 出雲二中 DNS

ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島　根

19 2125 加芽田　悠丞 (2) 河南中 DNS

凡例    DNS：欠場



中全男子棒高跳
審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

4月20日 11:20 決勝  

大会記録 (GR)           3m80      今岡　佑太朗 (出雲一中)                                     2009        

大会記録 (GR)           3m80      曽田　昇汰 (出雲一中)                                       2011        

大会記録 (GR)           3m80      山田　寛大 (出雲一中)                                       2013        

大会記録 (GR)           3m80      吉原　修成 (斐川東中)                                       1999        

大会記録 (GR)           3m80      柳楽　達也 (出雲一中)                                       1979        

大会記録 (GR)           3m80      持田　林希 (出雲一中)                                       1984        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾓﾄ ﾘｮｳ 島　根 － － － － ○ ○ ○ ○ × ○ ○

1 3 1814 嘉本　　　燎 (3) 出雲一中 ○ × × × 3m60

ｻﾄｳ ﾀｹﾄ 島　根 － － － ○ × × ○ × ○ × × ×

2 2 2423 佐藤　健人 (3) 向陽中 3m10

ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ 島　根 － － × ○ × ○ ○ × × ×

3 12 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東中 3m00

ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓﾔ 島　根 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 1 1833 高畑　友哉 (2) 出雲一中 3m00

ｲｴﾊﾗ ﾏｻﾔ 島　根 － － ○ ○ × × ○ × × ×

5 8 1812 家原　　眞哉 (3) 出雲一中 3m00

ｲｼﾊﾗ ｵｷﾄ 島　根 － ○ × × ×

6 11 3751 石原　　起人 (3) 仁多中 2m40

ｵｵｻｶ ｱｷﾋﾛ 島　根 － ○ × × ×

6 13 3113 大坂　晃広 (3) 大東中 2m40

ﾋﾛｻﾜ ｿｳ 島　根 ○ × ○ × × ×

8 6 2546 廣澤　創 (2) 大社中 2m40

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 島　根 ○ × × ×

9 5 2548 本藤　稜也 (2) 大社中 2m20

ｱﾗｷ ｿｳﾀ 島　根 ○ × × ×

3m20 3m30 3m40 3m502m20
3m60

2m40
3m70

2m60
3m80

2m80
3m90

3m00 3m10

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

ｳ 島 根

9 4 2127 荒木　　創太 (2) 河南中 2m20

ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 島　根 × × ×

9 2544 勝部　雅紘 (2) 大社中 NM

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 島　根 × × ×

7 2118 伊藤　龍之介 (3) 河南中 NM

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 島　根 × × ×

10 2128 小玉　　雄大 (2) 河南中 NM

凡例    NM：記録なし



中全男子走幅跳

大会記録 (GR)           6m48      大野　哲弥 (出雲二中)                                       1978        4月20日 09:20 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ 島　根 5m36 5m31 5m49 5m49 5m19 5m73 5m79 5m79 公認5回目

1 2 2411 兼折　彰 (2) 向陽中 -0.6 +0.6 -0.4 -0.4 0.0 -0.1 +2.9 +2.9 5m73(-0.1)

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 島　根 5m48 4m71 × 5m48 5m31 5m77 5m39 5m77

2 9 2426 森本　優生 (3) 向陽中 +0.7 +3.2 +0.7 -0.7 +0.5 +1.8 +0.5

ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 島　根 5m22 5m31 5m29 5m31 5m48 5m43 5m41 5m48 公認5回目

3 16 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 -0.1 -1.8 -1.4 -1.8 +2.1 +0.9 -0.4 +2.1 5m43(+0.9)

ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ 島　根 5m08 5m30 5m46 5m46 5m47 5m46 5m42 5m47

4 12 2123 山岡　　滉生 (3) 河南中 -1.5 +1.2 -1.1 -1.1 +0.1 +0.3 +0.4 +0.1

ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島　根 × 5m07 5m03 5m07 5m24 5m03 5m27 5m27

5 29 3749 千原　　和也 (3) 仁多中 +2.3 +0.7 +2.3 0.0 -1.3 0.0 0.0

ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島　根 5m18 5m13 5m16 5m18 × 5m08 5m26 5m26

6 10 2414 三島　央志 (2) 向陽中 -1.2 -1.3 +3.9 -1.2 +2.1 -0.1 -0.1

ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 島　根 × 5m16 5m14 5m16 5m23 5m16 5m12 5m23

7 6 1931 福永　　　怜 (3) 出雲二中 +1.8 -0.9 +1.8 +0.3 -1.0 -0.1 +0.3

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 島　根 3m80 5m07 × 5m07 － × 4m97 5m07

8 15 4008 藤原　　修平 (2) 大田二中 -0.1 -1.2 -1.2 +0.9 -1.2

ﾅｲﾄｳ ｹｲ 島　根 × 5m04 4m96 5m04 5m04

9 11 2028 内藤　　　渓 (3) 出雲三中 -0.3 -0.7 -0.3 -0.3

ｶﾓｷﾞ ｾｲﾔ 島　根 4m97 4m70 × 4m97 4m97

10 25 2545 鴨木　聖也 (2) 大社中 -1.5 +1.2 -1.5 -1.5

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 島　根 × 4m84 × 4m84 4m84

11 18 2263 永岡宗一郎 (2) 浜山中 +0.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｽｹ 島　根 × 4m83 × 4m83 4m83

12 14 2348 山﨑　　友輔 (3) 平田中 +0.8 +0.8 +0.8

ﾏｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 島　根 4m80 3m93 4m66 4m80 4m80

13 31 1925 前田　　渓一 (3) 出雲二中 -0.4 +3.4 -0.8 -0.4 -0.4

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 島　根 × 4m68 4m49 4m68 4m68 公認3回目

14 5 2248 小林　凌太 (3) 浜山中 +2.7 0.0 +2.7 +2.7 4m49(-0.7)

ｲｲﾂｶ ﾕｳﾀ 島　根 4m45 4m49 4m59 4m59 4m59

15 20 2542 飯塚　悠太 (2) 大社中 +0.6 -0.7 -0.2 -0.2 -0.2

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ 島　根 × 4m59 × 4m59 4m59

16 1 2340 福島 悠斗 (3) 平田中 +1 9 +1 9 +1 9

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

16 1 2340 福島　　悠斗 (3) 平田中 +1.9 +1.9 +1.9

ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 島　根 4m23 4m29 4m58 4m58 4m58

17 21 3755 塚原　　優斗 (2) 仁多中 +1.1 -0.7 +0.1 +0.1 +0.1

ﾅｶﾞｾ ﾏﾋﾛ 島　根 4m47 4m51 4m52 4m52 4m52

18 30 1834 永瀬　麻裕 (2) 出雲一中 +0.5 +1.4 -0.1 -0.1 -0.1

ｲｸﾀ ﾘｮｳ 島　根 3m85 × 4m41 4m41 4m41

19 8 2130 生田　　　凌 (2) 河南中 +0.8 -1.4 -1.4 -1.4

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾂｷ 島　根 2m74 4m31 4m06 4m31 4m31

20 17 1939 宮廻　　敦樹 (2) 出雲二中 -0.2 -0.1 +1.0 -0.1 -0.1

ﾎﾘ ｶｲﾄ 島　根 × 4m29 × 4m29 4m29

21 24 2122 堀　　　開斗 (3) 河南中 +0.4 +0.4 +0.4

ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｳﾔ 島　根 4m16 4m14 × 4m16 4m16

22 4 2261 杉本　斗夜 (2) 浜山中 -1.9 +0.9 -1.9 -1.9

ﾔﾀ ｿｳｼﾞｭ 島　根 4m12 × 4m04 4m12 4m12

23 28 2610 矢田　　蒼樹 (2) 斐川東中 -1.4 +0.9 -1.4 -1.4

ｺﾂｷﾞ ｶﾝﾀ 島　根 3m70 4m12 3m84 4m12 4m12

24 26 2056 木次　　貫太 (2) 出雲三中 -1.8 +0.1 -2.0 +0.1 +0.1

ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 島　根 3m85 4m09 3m92 4m09 4m09

25 22 4003 田中　　航太 (2) 大田二中 -2.3 +0.6 +2.9 +0.6 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾀ 島　根 × 4m03 3m67 4m03 4m03

26 19 4007 中村　　蓮太 (2) 大田二中 +1.7 -1.7 +1.7 +1.7

ﾅｷﾞﾗ ｶﾝﾀ 島　根 3m70 3m65 3m79 3m79 3m79

27 23 2062 椥樂　　寛太 (2) 出雲三中 -0.5 +1.9 -0.3 -0.3 -0.3

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島　根 × × ×

13 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 NM

ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 島　根

27 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東中 DNS

ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島　根

7 1842 多々納　唯人 (2) 出雲一中 DNS

ｵﾁｱｲ ﾕｳｽｹ 島　根

3 2353 落合　　勇介 (3) 平田中 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



中全男子砲丸投

大会記録 (GR)           17m36     岡先　聖太 (大和中)                                         1999        4月20日 09:20 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾂ ｶｲﾁ 島　根

1 1 1811 淺津　　海知 (3) 出雲一中 8m47 × 9m14 9m14 8m39 8m97 9m44 9m44

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 島　根

2 12 2009 吉川　　　凜 (3) 出雲三中 8m96 9m05 8m71 9m05 8m77 9m28 9m18 9m28

ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ 島　根

3 14 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう 8m94 8m15 8m39 8m94 8m90 9m15 9m28 9m28

ﾀﾏｸﾞｼ ﾀｸﾔ 島　根

4 6 1819 玉串　　拓也 (3) 出雲一中 8m65 8m39 8m27 8m65 8m58 8m76 8m86 8m86

ｲﾏｲ ｼｮｳｼﾞ 島　根

5 21 1933 今井　　正司 (3) 出雲二中 × 8m80 × 8m80 8m28 8m03 8m81 8m81

ｷｼﾓﾄ ｻﾄｷ 島　根

6 11 1815 岸本　　慧樹 (3) 出雲一中 8m22 8m65 8m60 8m65 8m47 8m79 8m56 8m79

ﾔﾏｵｶ ｼｮｳﾀ 島　根

7 9 2126 山岡　　翔太 (2) 河南中 8m42 8m36 7m02 8m42 7m97 7m52 7m62 8m42

ﾏｷﾉ ﾏｻｼ 島　根

8 22 2347 槇野　　正志 (3) 平田中 × 8m02 7m87 8m02 8m25 8m15 8m29 8m29

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 島　根

9 17 2608 古川　　晃希 (2) 斐川東中 7m98 7m80 7m67 7m98 7m98

ｸﾉ ｶﾝﾀ 島　根

10 13 2535 久野　完太 (3) 大社中 7m22 7m61 7m28 7m61 7m61

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ 島　根

11 5 2124 岩田　　涼真 (3) 河南中 7m31 7m07 7m23 7m31 7m31

ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根

12 18 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中 6m10 6m58 7m11 7m11 7m11

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

竹原 裕貴 南中

ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 島　根

13 15 3819 安部　雅人 (2) 仁多横田中 6m78 6m91 6m85 6m91 6m91

ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 島　根

14 8 2061 須田　　和真 (2) 出雲三中 6m33 6m60 6m84 6m84 6m84

ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 島　根

15 16 1946 加藤　　裕真 (2) 出雲二中 6m53 6m17 6m13 6m53 6m53

ﾅｶﾞｻｺ ﾊﾔﾃ 島　根

16 3 2058 長廻　　　颯 (2) 出雲三中 6m01 6m33 6m20 6m33 6m33

ﾆｼｺｵﾘ ﾀﾂﾔ 島　根

17 19 2636 錦織　　竜也 (3) 斐川東中 × 5m59 4m75 5m59 5m59

ｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島　根

18 2 2543 加田　雅大 (2) 大社中 5m29 4m81 5m47 5m47 5m47

ｱｼﾞｷ ｼｮｳﾀ 島　根

19 7 1934 安喰　　昌太 (2) 出雲二中 5m12 5m38 5m16 5m38 5m38

ｱｼｷ ｶｲﾄ 島　根

20 4 2264 阿式　海斗 (2) 浜山中 5m03 4m95 5m33 5m33 5m33

ﾏｴｼﾞﾏ ｶｲ 島　根

21 20 2270 前島　改 (2) 浜山中 4m17 4m40 4m41 4m41 4m41

ｿﾀ ｺｳﾀﾞｲ 島　根

10 2613 曽田　　亘乃 (2) 斐川東中 DNS

凡例    DNS：欠場



一般男子100m

4月19日 12:45 予選  
大会記録 (GR)           10.51     土江　寛裕 (富士通)                                                     4月19日 15:20 準決  

4月20日 10:35 決勝  

予選  7組2着+10

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島　根
1 6 7-1243 清水　宅麻 (4) 福山平成大 11.15 Q 1 5 348 足立　祥史 (3) 松江東高 11.31 Q

ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 山　口 ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 島　根
2 5 4416 神徳　毅 東ソー 11.99 Q 2 2 612 金山　陽平 (1) 松江北高 11.44 Q

ﾔｽｷﾞ ﾖｼｷ 島　根 ｶﾈﾂｷ ﾋﾛﾏｻ 島　根
3 8 285 安來　良樹 (2) 松江商高 12.37 3 3 582 金築　　大将 (1) 大社高 11.71 q

ﾄﾔ ﾕｳｷ 島　根 ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ 島　根
4 4 246 鳥谷　　祐希 (3) 大東高 12.60 4 9 314 元井　　大輔 (2) 平田高 11.74 q

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 島　根 ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 島　根
5 7 346 吉村　　尚幸 (2) 島根中央高 12.69 5 4 129 石原　　隆弘 (2) 出雲高 12.40

ｾｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 島　根 ﾄﾔ ﾀｲｽｹ 島　根
6 9 262 清山　遼太 (2) 安来高 13.11 6 7 245 鳥谷　　泰佑 (3) 大東高 12.63

ｱｵﾔｷﾞ ｼｭｳｻｸ 島　根 ｼﾞﾝﾀ ﾕｳﾔ 島　根
2 234 青柳　周作 (2) 松江北高 DNS 7 6 338 甚田　　裕也 (3) 島根中央高 12.80

ｶﾜﾓﾄ ｼｭｳﾄ 島　根 ｱﾂﾀ ｹｲﾀ 島　根
3 142 川本　脩斗 (2) 開星高 DNS 8 8 300 熱田　啓太 (2) 松江西高 13.50

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 島　根
1 533 清水　裕貴 (3) 矢上高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼｵ ｿｳﾀ 島　根 ﾘｭｳｺｳ ｻﾄｼ 島　根
1 2 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 11.32 Q 1 3 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 11.19 Q

ｱﾗｲ ﾑﾈｱｷ 島　根 ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島　根
2 6 7-1472 新井　宗晃 (4) 島根大 11.62 Q 2 8 302 多々納　大地 (3) 平田高 11.36 Q

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｳｷｮｳ 島　根 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 島　根
3 4 138 立花 右京 (3) 開星高 11 79 3 5 141 林 直輝 (3) 開星高 11 64

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +1.5 風:  +3.0

風:  +0.2 風:  +2.1

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

3 4 138 立花　右京 (3) 開星高 11.79 q 3 5 141 林　直輝 (3) 開星高 11.64 q
ﾔﾏｳﾁｹﾝｼﾝ 島　根 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 島　根

4 9 170 山内剣心 (2) 大田高 11.88 q 4 9 7-1777 柴原　　魁人 (5) 松江高専 11.70 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 島　根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ 島　根

5 7 339 谷口　　大樹 (3) 島根中央高 12.12 5 1 472 栗原　　拓巳 (2) 出雲農高 11.95 q
ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 島　根 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 島　根

6 8 483 森山　　一広 (3) 出雲北陵高 12.28 6 4 488 中村　　勇希 (2) 出雲北陵高 12.14
ﾜﾀﾞ ﾀｲﾁ 島　根 ｲｼｸﾗ ﾕｳｻｸ 島　根

7 5 479 和田　　太一 (2) 出雲農高 12.69 7 2 258 石倉　勇作 (2) 安来高 12.78
ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 島　根 ｿｳｼﾞｮｳ ﾓﾄﾔ 島　根

3 350 水田　悠介 (2) 松江東高 DNS 8 6 629 宗條　基也 (3) 出雲西高 12.87
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 島　根

7 537 伊東　瑞貴 (2) 矢上高 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾅｶ ﾂｸﾊﾞ 島　根 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山　口
1 1 7-1779 田中　　継馬 (4) 松江高専 11.51 Q 1 5 3636 佐々木信一郎 下松市陸協 11.63 Q

ｷｼﾓﾄ ｿｳ 島　根 ﾏﾂﾄﾞ ﾅｵﾔ 島　根
2 2 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 11.75 Q 2 9 118 松戸　　直也 (3) 出雲高 11.66 Q

ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島　根 ｿﾉﾔﾏ ﾀﾂﾔ 島　根
3 4 7-1478 佐々木　拡志 (2) 島根大 11.82 q 3 7 482 園山　　達也 (3) 出雲北陵高 11.72 q

ｵｵﾀﾕｳｲﾁ 島　根 ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾏ 島　根
4 5 162 太田勇一 (3) 大田高 12.08 4 2 215 山﨑　　拓馬 (2) 大社高 12.05 q

ｺｳﾉ ﾔｽﾕｷ 島　根 ｲﾜﾀ ﾅｵﾕｷ 島　根
5 6 481 高野　　靖之 (3) 出雲北陵高 12.14 5 4 259 岩田　直之 (2) 安来高 12.07

ﾋﾛﾉ ｶｽﾞｷ 島　根 ﾖﾘﾋﾛ ﾏｻﾐ 島　根
6 3 252 廣野　和希 (3) 安来高 12.23 6 1 316 寄廣　　雅己 (2) 平田高 12.15

ﾀﾏｷ ｻｷﾔ 島　根 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾔ 島　根
7 9 114 玉木　佐希哉 (3) 出雲高 12.46 7 3 301 石原　拓哉 (2) 松江西高 12.94

ｲﾄｶﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根 ﾐｶﾐ ｺｳｽｹ 島　根
8 7 626 糸賀　翔大 (3) 出雲西高 13.54 8 143 三上　航介 (2) 開星高 DNS

ﾘｭｳｺｳ ﾀﾞｲｷ 島　根 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 島　根
8 546 柳幸　大輝 (2) 矢上高 DNS 6 531 久保田　謙吾 (3) 矢上高 DNS

風:  +0.4 風:  +1.4

凡例    DNS：欠場



一般男子100m

4月19日 12:45 予選  
大会記録 (GR)           10.51     土江　寛裕 (富士通)                                                     4月19日 15:20 準決  

4月20日 10:35 決勝  

予選  7組2着+10

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｻｸ 島　根
1 6 1005 門脇　優作 松江ＮＧＣ 11.44 Q

ﾀｵ ｶｲｾｲ 島　根
2 4 468 田尾　　海星 (3) 出雲農高 11.68 Q

ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 島　根
3 7 7-1773 佐藤　　翔哉 (5) 松江高専 12.11

ｱﾗｷ ｺｳ 島　根
4 1 353 荒木　晃 (2) 松江東高 12.21

ﾅｶﾞｵｶ ﾄｵﾙ 島　根
5 5 247 長岡　　　徹 (3) 大東高 12.23

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳｽｹ 島　根
6 9 115 錦織　　優介 (3) 出雲高 12.25

ｳﾒｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島　根
7 2 390 梅木　　淳兵 (3) 松江ろう 13.10

ｻｻｷ ﾏｵ 島　根
3 237 佐々木　茉央 (2) 松江北高 DNS

ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾄ 島　根
8 344 大畑　　祐人 (2) 島根中央高 DNS

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島
1 5 7-1243 清水　宅麻 (4) 福山平成大 11.08

ﾆｼｵ ｿｳﾀ 島　根
2 7 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 11.26

ﾘｭｳｺｳ ｻﾄｼ 島 根

風:  -2.0

風:  -0.9

ﾘ ｳ ｳ ｻﾄｼ 島　根
3 4 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 11.29

ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島　根
4 2 302 多々納　大地 (3) 平田高 11.29

ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 島　根
5 3 612 金山　陽平 (1) 松江北高 11.45

ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｻｸ 島　根
6 8 1005 門脇　優作 松江ＮＧＣ 11.49

ﾀｵ ｶｲｾｲ 島　根
7 9 468 田尾　　海星 (3) 出雲農高 11.77

ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島　根
6 348 足立　祥史 (3) 松江東高 DQ,FS

凡例    DNS：欠場



一般男子400m

4月19日 10:30 予選  
大会記録 (GR)           0.47.02   野田　浩之 (早稲田大)                                       2004        4月20日 10:42 決勝  

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 山　口 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾄ 島　根
1 7 4416 神徳　毅 東ソー 0.53.94 Q 1 8 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 0.51.32 Q

ｶﾜｶﾐ ｹﾝｽｹ 島　根 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根
2 3 131 川上　　健介 (2) 出雲高 0.54.70 q 2 2 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 0.53.36 q

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｸﾄ 島　根 ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島　根
3 9 236 小早川　拓人 (2) 松江北高 0.56.08 3 3 235 神田　恭輔 (2) 松江北高 0.55.14

ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 島　根 ｵｶﾞﾜﾏｻﾀｶ 島　根
4 2 213 村松　　大輔 (2) 大社高 0.56.44 4 6 163 尾川雅隆 (3) 大田高 0.56.13

ｲﾅﾀ ﾀｸﾔ 島　根 ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ 島　根
5 6 279 稲田　拓也 (2) 松江商高 0.59.27 5 9 476 三宅　　柊生 (2) 出雲農高 0.56.75

ｿｳｼﾞｮｳ ﾓﾄﾔ 島　根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 島　根
6 4 629 宗條　基也 (3) 出雲西高 1.00.63 6 4 489 渡部　　敬太 (2) 出雲北陵高 1.02.05

ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 島　根 ﾏﾂｼﾏ ｼｹﾞﾉﾘ 島　根
7 5 389 内田　　瞬哉 (3) 松江ろう 1.02.47 7 5 543 松島　重範 (2) 矢上高 1.05.38

ｵｵﾔ ﾕｳｷ 島　根 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 島　根
8 1 1085 大矢　　勇輝 出雲丸三 1.03.31 7 250 内田　悠太 (3) 安来高 DNS

ﾏｴﾀﾞ ｿｳｶ 島　根 ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 島　根
8 535 前田　早霞 (3) 矢上高 DNS 1 7-1477 川上　晃樹 (3) 島根大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 島　根 ﾌｻﾉ ﾀﾞﾝ 島　根
1 2 7-1473 河角　敬太 (4) 島根大 0.53.35 Q 1 6 7-1775 房野　　　弾 (5) 松江高専 0.52.55 Q

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島　根 ﾀﾋﾞﾗｹﾝｼﾞﾛｳ 島　根
2 1 135 藤原　　優也 (2) 出雲高 0.54.95 2 7 165 田平賢次郎 (3) 大田高 0.53.42 q

ﾋﾛｴ ｼｭﾝｽｹ 島　根 ﾋﾛﾉ ｹﾝ 島　根
3 9 283 廣江　俊介 (2) 松江商高 0.55.99 3 8 210 広野　　　健 (2) 大社高 0.53.88 q

ｶﾂﾊﾞ ｺｳﾍｲ 島 根 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ 島 根

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｶﾂﾊ  ｺｳﾍｲ 島　根 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ 島　根
4 5 462 勝葉　　航平 (2) 三刀屋高 1.00.42 4 5 227 金山　悠太 (3) 松江北高 0.55.94

ｲﾄｶﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島　根 ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島　根
5 7 626 糸賀　翔大 (3) 出雲西高 1.04.63 5 4 355 大矢根　功季 (2) 松江東高 0.56.54

ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島　根 ｲﾏｵｶ ﾅｵﾋｻ 島　根
4 351 都田　諒磨 (3) 松江東高 DNS 6 9 627 今岡　直久 (3) 出雲西高 0.57.47

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳ 島　根 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 島　根
6 181 永島　　　聖 (3) 松江高専 DNS 7 2 486 足立　　翔悟 (2) 出雲北陵高 0.59.78

ﾋﾀﾞｶ ﾜﾀﾙ 島　根 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島　根
3 542 日高　渉 (2) 矢上高 DNS 8 1 257 池田　崇弘 (2) 安来高 1.03.03

ｼﾗｲﾜ ｷｲﾁ 島　根 ｸｻﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 島　根
8 106 白岩　希一 立正大淞南高 DNS 3 540 草村　純 (2) 矢上高 DNS

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 島　根
1 6 7-1473 河角　敬太 (4) 島根大 0.52.07

ﾌｻﾉ ﾀﾞﾝ 島　根
2 5 7-1775 房野　　　弾 (5) 松江高専 0.52.49

ﾋﾛﾉ ｹﾝ 島　根
3 3 210 広野　　　健 (2) 大社高 0.53.10

ｶﾜｶﾐ ｹﾝｽｹ 島　根
4 2 131 川上　　健介 (2) 出雲高 0.53.64

ﾀﾋﾞﾗｹﾝｼﾞﾛｳ 島　根
5 9 165 田平賢次郎 (3) 大田高 0.53.71

ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾄ 島　根
4 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 DNS

ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 山　口
7 4416 神徳　毅 東ソー DNS

ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根
8 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 DNS

凡例    DNS：欠場



一般男子1500m

4月19日 10:10 予選  
大会記録 (GR)           3.57.84   松本　　巌 (ホシザキ電機)                                   1995        4月19日 15:10 決勝  

予選  3組3着+6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島　根 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 島　根
1 14 1212 野津　侑輝 桜江ＡＣ 4.21.85 Q 1 7 250 内田　悠太 (3) 安来高 4.22.74 Q

ｶﾀﾖｾ ｼﾝﾀﾛｳ 島　根 ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島　根
2 7 349 片寄　真太郎 (3) 松江東高 4.24.54 Q 2 17 413 黒木　みひろ (1) 出雲工高 4.23.70 Q

ﾋﾉ ﾏｻﾀｶ 島　根 ﾌｶﾂ ﾅｵﾔ 島　根
2 8 296 日野　　正崇 (2) 松江南高 4.24.54 Q 3 3 195 深津　　直也 (3) 大社高 4.24.05 Q

ﾅｷﾞﾗ ﾀｶﾄ 島　根 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 島　根
4 12 415 柳樂　　天斗 (1) 出雲工高 4.24.67 q 4 1 61 井上　智貴 (3) 松江農高 4.25.90 q

ｱｷﾓﾄ ｹｲﾀ 島　根 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 島　根
5 5 225 秋本　啓太 (3) 松江北高 4.28.67 q 5 5 238 城山　大地 (2) 松江北高 4.32.89 q

ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 島　根 ｶﾈｻｶ ﾕｳｷ 島　根
6 11 243 石原　　翔太 (3) 大東高 4.36.87 6 16 539 金坂　裕貴 (2) 矢上高 4.36.94

ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 島　根 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 島　根
7 18 456 藤原　　夏望 (3) 三刀屋高 4.38.25 7 6 417 松田　　優紀 (1) 出雲工高 4.37.58

ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 島　根 ｶｽｶﾞ ﾕｳｽｹ 島　根
8 15 538 上田　湧也 (2) 矢上高 4.39.05 8 8 251 春日　友輔 (3) 安来高 4.37.67

ﾌﾙﾔ ｲﾁﾛｳ 島　根 ｶﾉｳ ﾋﾛﾌﾐ 島　根
9 3 470 古家　　壱朗 (3) 出雲農高 4.41.03 9 15 7-1774 加納　　浩文 (5) 松江高専 4.46.15

ｶﾀﾔﾏ ﾀﾛｳ 島　根 ｵｵｸﾞﾆ ﾏｻｷ 島　根
10 9 528 片山　太郎 (3) 矢上高 5.06.87 10 11 130 大國　　眞輝 (2) 出雲高 4.46.47

ﾏﾂｼﾏ ｶﾂｱｷ 島　根 ｲﾏｵｶ ﾘｮｳｽｹ 島　根
11 17 342 松嶋　　克明 (3) 島根中央高 5.12.09 11 10 354 今岡　良介 (2) 松江東高 4.56.25

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島　根 ｺｳｻｶ ｻﾄｼ 島　根
12 16 633 吉田　翔平 (2) 出雲西高 5.24.74 12 4 105 上坂　智士 立正大淞南高 4.58.46

ﾔﾏﾈ ﾅﾙﾋﾛ 島　根 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 島　根
10 240 山根　成陽 (2) 松江北高 DNS 13 12 628 神田　湧太 (3) 出雲西高 5.01.10

ｿﾀ ﾘｮｳﾀ 島　根 ｼﾗｻｷﾞ ｺｳｷ 島　根
13 474 曽田 龍太 (2) 出雲農高 DNS 14 18 337 白鷺 光輝 (3) 島根中央高 5.13.31

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

13 474 曽田　　龍太 (2) 出雲農高 DNS 14 18 337 白鷺　　光輝 (3) 島根中央高 5.13.31
ｱﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島　根 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 島　根

4 411 尼　　　大輔 (1) 出雲工高 DNS 15 9 465 村上　　　聡 (2) 三刀屋高 5.26.55
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 島　根 ﾔﾏﾄ ﾋﾛｷ 島　根

1 416 橋本　　春貴 (1) 出雲工高 DNS 13 478 大和　　弘樹 (2) 出雲農高 DNS
ﾀｷ ﾏｻﾕｷ 島　根 ﾔﾉ ｷｮｳﾔ 島　根

6 132 瀧　　　将之 (2) 出雲高 DNS 14 477 矢野　　杏弥 (2) 出雲農高 DNS
ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島　根 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 島　根

19 257 池田　崇弘 (2) 安来高 DNS 2 244 桑原　　　徹 (3) 大東高 DNS
ﾜﾀﾇｷ ｶｽﾞﾔ 島　根

2 190 綿貫　　和也 (2) 松江高専 DNS

凡例    DNS：欠場



一般男子1500m

4月19日 10:10 予選  
大会記録 (GR)           3.57.84   松本　　巌 (ホシザキ電機)                                   1995        4月19日 15:10 決勝  

予選  3組3着+6

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

3組 決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾈﾀｶ ﾂｶｻ 島　根 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 3 412 金高　　　司 (1) 出雲工高 4.29.62 Q ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島　根

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ 島　根 1 12 1212 野津　侑輝 桜江ＡＣ 4.09.93
2 16 414 田部　　雄作 (1) 出雲工高 4.32.96 Q ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ 島　根

ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島　根 2 11 414 田部　　雄作 (1) 出雲工高 4.14.49
3 9 351 都田　諒磨 (3) 松江東高 4.33.62 Q ｶﾈﾀｶ ﾂｶｻ 島　根

ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 島　根 3 4 412 金高　　　司 (1) 出雲工高 4.15.66
4 18 177 小田　　泰輝 (3) 松江高専 4.34.18 q ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島　根

ﾅｶｵ ﾕｳｷ 島　根 4 5 413 黒木　みひろ (1) 出雲工高 4.17.06
5 14 185 中尾　　勇貴 (2) 松江高専 4.35.29 q ﾌｶﾂ ﾅｵﾔ 島　根

ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾄｼ 島　根 5 8 195 深津　　直也 (3) 大社高 4.17.65
6 2 134 中垣　　仁志 (2) 出雲高 4.35.32 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 島　根

ﾐﾖｼ ｼｭｳﾍｲ 島　根 6 2 250 内田　悠太 (3) 安来高 4.21.13
7 8 544 三好　修平 (2) 矢上高 4.38.31 ｶﾀﾖｾ ｼﾝﾀﾛｳ 島　根

ｼﾗｲﾜ ｷｲﾁ 島　根 7 10 349 片寄　真太郎 (3) 松江東高 4.23.44
8 11 106 白岩　希一 立正大淞南高 4.41.09 ﾅｷﾞﾗ ﾀｶﾄ 島　根

ｱｷﾀ ｺｳﾍｲｱｷﾀ 島　根 8 7 415 柳樂　　天斗 (1) 出雲工高 4.25.18
9 17 347 秋田　康平 (3) 松江東高 4.43.25 ｱｷﾓﾄ ｹｲﾀ 島　根

ﾏｴﾀﾞ ｿｳｶ 島　根 9 13 225 秋本　啓太 (3) 松江北高 4.26.02
10 12 535 前田　早霞 (3) 矢上高 4.43.86 ﾅｶｵ ﾕｳｷ 島　根

ｾｼﾞﾘ ｼｭﾝ 島　根 10 1 185 中尾　　勇貴 (2) 松江高専 4.27.12
11 15 239 瀬尻　瞬 (2) 松江北高 4.44.97 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 島　根

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 島　根 11 9 61 井上　智貴 (3) 松江農高 4.28.73
12 10 186 長谷川　雅人 (3) 松江高専 4.47.10 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 島　根

ｼﾞﾂﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根 12 15 238 城山　大地 (2) 松江北高 4.30.83
13 6 541 実原　勇樹 (2) 矢上高 4.48.53 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島　根

ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｷ 島　根 13 6 351 都田　諒磨 (3) 松江東高 4.32.94
14 13 536 石橋 和希 (2) 矢上高 4.52.23 ﾋﾉ ﾏｻﾀｶ 島 根14 13 536 石橋　和希 (2) 矢上高 4.52.23 ﾉ ｻﾀｶ 島　根

ｶﾐﾔﾏﾈ ﾖｼﾋｺ 島　根 14 296 日野　　正崇 (2) 松江南高 DNS
15 1 261 上山根　吉彦 (2) 安来高 4.53.72 ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 島　根

ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島　根 3 177 小田　　泰輝 (3) 松江高専 DNS
16 4 467 佐々木　勇人 (3) 出雲農高 4.59.64

ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 島　根
17 7 249 田部　　憲司 (2) 大東高 5.00.37

ｲﾏｵｶ ﾅｵﾋｻ 島　根
19 627 今岡　直久 (3) 出雲西高 DNS

ｳﾒﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 島　根
5 95 梅村　　篤広 (3) 松江南高 DNS

凡例    DNS：欠場



一般男子5000m

4月20日 13:50 決勝  
大会記録 (GR)           14.43.30  杉本　昇三 (芙蓉)                                           1993        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 島　根

1 24 315 山根　　大輝 (2) 平田高 15.56.18
ｺｳﾉ ｹｲｽｹ 島　根

2 4 97 河野　　佳佑 (3) 松江南高 15.59.87
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 島　根

3 15 313 高橋　　友也 (2) 平田高 16.35.12
ﾋﾉ ﾏｻﾀｶ 島　根

4 20 296 日野　　正崇 (2) 松江南高 16.51.19
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾛｳ 島　根

5 7 112 小林　　卓郎 (3) 出雲高 16.58.28
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 島　根

6 26 456 藤原　　夏望 (3) 三刀屋高 16.59.04
ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｼ 島　根

7 9 133 竹本　　大志 (2) 出雲高 17.04.51
ﾅｶｵ ﾕｳｷ 島　根

8 2 185 中尾　　勇貴 (2) 松江高専 17.04.52
ｶﾈｻｶ ﾕｳｷ 島　根

9 17 539 金坂　裕貴 (2) 矢上高 17.13.43
ﾏﾂｳﾗ ｶﾝ 島　根

10 27 187 松浦　　　漢 (2) 松江高専 17.26.75
ﾐﾖｼ ｼｭｳﾍｲ 島　根

11 1 544 三好　修平 (2) 矢上高 17.27.69
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 島　根

12 25 538 上田　湧也 (2) 矢上高 17.41.01
ｲｲﾂｶ ﾕｳﾄ 島　根

13 14 459 飯塚　　悠斗 (2) 三刀屋高 17.42.75
ｶｽｶﾞ ﾕｳｽｹ 島　根

14 11 251 春日　友輔 (3) 安来高 17.57.53
ﾔﾏﾈ ｹﾝｾｲ 島　根
山根 健靖 ( ) 松江高専

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

15 8 188 山根　　健靖 (2) 松江高専 18.00.75
ｱｷﾀ ｺｳﾍｲｱｷﾀ 島　根

16 23 347 秋田　康平 (3) 松江東高 18.13.18
ﾀｲﾍｲ ﾋｶﾙ 島　根

17 3 475 大平　　　輝 (2) 出雲農高 18.22.76
ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根

18 19 460 内田　　啓介 (2) 三刀屋高 18.31.96
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾄｼ 島　根

19 21 134 中垣　　仁志 (2) 出雲高 18.35.21
ｼﾞﾂﾊﾗ ﾕｳｷ 島　根

20 6 541 実原　勇樹 (2) 矢上高 19.06.65
ｶﾀﾔﾏ ﾀﾛｳ 島　根

21 29 528 片山　太郎 (3) 矢上高 19.20.35
ﾔﾏﾈ ﾅﾙﾋﾛ 島　根

13 240 山根　成陽 (2) 松江北高 DNS
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 島　根

28 628 神田　湧太 (3) 出雲西高 DNS
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島　根

10 633 吉田　翔平 (2) 出雲西高 DNS
ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 島　根

22 243 石原　　翔太 (3) 大東高 DNS
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 島　根

5 244 桑原　　　徹 (3) 大東高 DNS
ﾜﾀﾇｷ ｶｽﾞﾔ 島　根

18 190 綿貫　　和也 (2) 松江高専 DNS
ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｷ 島　根

16 536 石橋　和希 (2) 矢上高 DNS
ｺｳｻｶ ｻﾄｼ 島　根

12 105 上坂　智士 立正大淞南高 DNS

凡例    DNS：欠場



一般男子110mH

4月19日 14:05 決勝  
大会記録 (GR)           14.22     西澤　真徳 (鳥取県教委)                                     2010        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊﾀ ﾀﾞｲｷ 島　根

1 3 585 高畑　　大輝 (1) 大社高 15.84
ｲﾉｳｴ ｺｳｷ 島　根

2 8 175 井上　　幸輝 (3) 松江高専 16.89
ﾌｸｼﾏ ﾕｲﾄ 島　根

3 6 211 福嶋　　唯人 (2) 大社高 16.92
ｳｼﾛﾀﾆﾕｳﾄ 島　根

4 2 161 後谷  悠斗 (3) 大田高 17.00
ﾏｴｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 島　根

5 4 471 前島　　直人 (3) 出雲農高 17.25
ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根

6 5 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 17.78
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 島　根

7 9 7-1780 小山　　友貴 (4) 松江高専 18.54
ﾆｼｵ ｿｳﾀ 島　根

7 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 DNS

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  -0.1

凡例    DNS：欠場



一般男子4×100mR

4月19日 14:20 予選  
大会記録 (GR)           0.42.20   大社高 (吉田－佐々木－岩田－安井)                           2010        4月20日 12:25 決勝  

予選  2組2着+4

1組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社高 0.43.23 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  開星高 0.44.75 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｻﾜ ｼﾝｺﾞ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｷｮｳ

1 194 澤　　　慎吾 (3) 島　根 大社高 1 139 立花　左京 (3) 島　根 開星高
ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾄ ﾊﾔｼ ﾅｵｷ

2 192 稲葉　　直人 (3) 島　根 大社高 2 141 林　直輝 (3) 島　根 開星高
ｷｼﾓﾄ ｿｳ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｳｷｮｳ

3 205 岸本　　　宗 (2) 島　根 大社高 3 138 立花　右京 (3) 島　根 開星高
ﾘｭｳｺｳ ｻﾄｼ ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ

4 196 柳幸　　怜志 (3) 島　根 大社高 4 145 善浪　大雅 (1) 島　根 開星高

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲農高 0.46.38 q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江商高 0.47.53 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ ﾔｽｷﾞ ﾖｼｷ
1 476 三宅　　柊生 (2) 島　根 出雲農高 1 285 安來　良樹 (2) 島　根 松江商高

ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾋﾛｴ ｼｭﾝｽｹ
2 472 栗原　　拓巳 (2) 島　根 出雲農高 2 283 廣江　俊介 (2) 島　根 松江商高

ﾀｵ ｶｲｾｲ ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾄ
3 468 田尾　　海星 (3) 島　根 出雲農高 3 270 森脇　就士 (3) 島　根 松江商高

ﾜﾀﾞ ﾀｲﾁ ｲﾅﾀ ﾀｸﾔ
4 479 和田　　太一 (2) 島　根 出雲農高 4 279 稲田　拓也 (2) 島　根 松江商高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  矢上高 0.49.18 DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江東高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ
1 531 久保田　謙吾 (3) 島　根 矢上高

ﾏﾂｼﾏ ｼｹﾞﾉﾘ
2 543 松島　重範 (2) 島　根 矢上高

ﾘｭｳｺｳ ﾀﾞｲｷ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾘ ｳ ｳ ﾀ ｲｷ
3 546 柳幸　大輝 (2) 島　根 矢上高

ﾏｴﾀﾞ ｿｳｶ
4 535 前田　早霞 (3) 島　根 矢上高

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江北高 0.45.04 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲高 0.45.72 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

1 612 金山　陽平 (1) 島　根 松江北高 1 129 石原　　隆弘 (2) 島　根 出雲高
ｱｺﾞｳ ﾖｳ ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳｽｹ

2 226 吾郷　陽 (3) 島　根 松江北高 2 115 錦織　　優介 (3) 島　根 出雲高
ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ

3 227 金山　悠太 (3) 島　根 松江北高 3 135 藤原　　優也 (2) 島　根 出雲高
ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾏﾂﾄﾞ ﾅｵﾔ

4 235 神田　恭輔 (2) 島　根 松江北高 4 118 松戸　　直也 (3) 島　根 出雲高

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲北陵高 0.46.19 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  安来高 0.46.97 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｺｳﾉ ﾔｽﾕｷ ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ
1 481 高野　　靖之 (3) 島　根 出雲北陵高 1 263 山岡　裕紀 島　根 安来高

ｿﾉﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｲﾜﾀ ﾅｵﾕｷ
2 482 園山　　達也 (3) 島　根 出雲北陵高 2 259 岩田　直之 (2) 島　根 安来高

ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ｾｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
3 483 森山　　一広 (3) 島　根 出雲北陵高 3 262 清山　遼太 (2) 島　根 安来高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾋﾛﾉ ｶｽﾞｷ
4 488 中村　　勇希 (2) 島　根 出雲北陵高 4 252 廣野　和希 (3) 島　根 安来高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東高 0.49.46 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江高専 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄﾔ ﾀｲｽｹ ﾀﾅｶ ﾂｸﾊﾞ
1 245 鳥谷　　泰佑 (3) 島　根 大東高 1 7-1779 田中　　継馬 (4) 島　根 松江高専

ﾄﾔ ﾕｳｷ ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ
2 246 鳥谷　　祐希 (3) 島　根 大東高 2 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 島　根 松江高専

ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ
3 243 石原　　翔太 (3) 島　根 大東高 3 7-1773 佐藤　　翔哉 (5) 島　根 松江高専

ﾅｶﾞｵｶ ﾄｵﾙ ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｲﾄ
4 247 長岡 徹 (3) 島 根 大東高 4 7-1777 柴原 魁人 (5) 島 根 松江高専4 247 長岡　　　徹 (3) 島　根 大東高 4 7 1777 柴原　　魁人 (5) 島　根 松江高専

凡例    DNS：欠場



一般男子4×100mR

4月19日 14:20 予選  
大会記録 (GR)           0.42.20   大社高 (吉田－佐々木－岩田－安井)                           2010        4月20日 12:25 決勝  

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社高 0.43.02 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  開星高 0.44.17

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｻﾜ ｼﾝｺﾞ ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ

1 194 澤　　　慎吾 (3) 島　根 大社高 1 145 善浪　大雅 (1) 島　根 開星高
ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾄ ﾊﾔｼ ﾅｵｷ

2 192 稲葉　　直人 (3) 島　根 大社高 2 141 林　直輝 (3) 島　根 開星高
ｷｼﾓﾄ ｿｳ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｳｷｮｳ

3 205 岸本　　　宗 (2) 島　根 大社高 3 138 立花　右京 (3) 島　根 開星高
ﾘｭｳｺｳ ｻﾄｼ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｷｮｳ

4 196 柳幸　　怜志 (3) 島　根 大社高 4 139 立花　左京 (3) 島　根 開星高

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江北高 0.44.22 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲高 0.44.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ
1 612 金山　陽平 (1) 島　根 松江北高 1 129 石原　　隆弘 (2) 島　根 出雲高

ｱｺﾞｳ ﾖｳ ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳｽｹ
2 226 吾郷　陽 (3) 島　根 松江北高 2 115 錦織　　優介 (3) 島　根 出雲高

ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ
3 227 金山　悠太 (3) 島　根 松江北高 3 135 藤原　　優也 (2) 島　根 出雲高

ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾏﾂﾄﾞ ﾅｵﾔ
4 235 神田　恭輔 (2) 島　根 松江北高 4 118 松戸　　直也 (3) 島　根 出雲高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲北陵高 0.45.33 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲農高 0.45.80
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｺｳﾉ ﾔｽﾕｷ ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ
1 481 高野　　靖之 (3) 島　根 出雲北陵高 1 476 三宅　　柊生 (2) 島　根 出雲農高

ｿﾉﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ
2 482 園山　　達也 (3) 島　根 出雲北陵高 2 472 栗原　　拓巳 (2) 島　根 出雲農高

ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ﾀｵ ｶｲｾｲ
3 483 森山 一広 (3) 島 根 出雲北陵高 3 468 田尾 海星 (3) 島 根 出雲農高

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

3 483 森山　　 広 (3) 島　根 出雲北陵高 3 468 田尾　　海星 (3) 島　根 出雲農高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾜﾀﾞ ﾀｲﾁ

4 488 中村　　勇希 (2) 島　根 出雲北陵高 4 479 和田　　太一 (2) 島　根 出雲農高

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  安来高 0.46.72 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江商高 0.46.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ ﾔｽｷﾞ ﾖｼｷ
1 263 山岡　裕紀 島　根 安来高 1 285 安來　良樹 (2) 島　根 松江商高

ｲﾜﾀ ﾅｵﾕｷ ﾋﾛｴ ｼｭﾝｽｹ
2 259 岩田　直之 (2) 島　根 安来高 2 283 廣江　俊介 (2) 島　根 松江商高

ｾｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾄ
3 262 清山　遼太 (2) 島　根 安来高 3 270 森脇　就士 (3) 島　根 松江商高

ﾋﾛﾉ ｶｽﾞｷ ｲﾅﾀ ﾀｸﾔ
4 252 廣野　和希 (3) 島　根 安来高 4 279 稲田　拓也 (2) 島　根 松江商高

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



一般男子4×400mR

4月19日 15:50 予選  
大会記録 (GR)           3.16.96   平田高 (細田－滝本－吾郷－金子)                             1995        4月20日 14:35 決勝  

予選  2組2着+4

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社高 3.36.16 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江北高 3.38.00 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｻｶﾈ ﾀｸﾏ ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ

1 206 坂根　　拓馬 (2) 島　根 大社高 1 227 金山　悠太 (3) 島　根 松江北高
ｷｼﾓﾄ ｿｳ ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

2 205 岸本　　　宗 (2) 島　根 大社高 2 612 金山　陽平 (1) 島　根 松江北高
ﾋﾛﾉ ｹﾝ ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｸﾄ

3 210 広野　　　健 (2) 島　根 大社高 3 236 小早川　拓人 (2) 島　根 松江北高
ｻﾜ ｼﾝｺﾞ ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

4 194 澤　　　慎吾 (3) 島　根 大社高 4 235 神田　恭輔 (2) 島　根 松江北高

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲農高 3.41.71 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江東高 3.43.50 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ ｱﾗｷ ｺｳ
1 476 三宅　　柊生 (2) 島　根 出雲農高 1 353 荒木　晃 (2) 島　根 松江東高

ﾀｵ ｶｲｾｲ ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ
2 468 田尾　　海星 (3) 島　根 出雲農高 2 351 都田　諒磨 (3) 島　根 松江東高

ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ
3 472 栗原　　拓巳 (2) 島　根 出雲農高 3 348 足立　祥史 (3) 島　根 松江東高

ﾏｴｼﾞﾏ ﾅｵﾄ ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ
4 471 前島　　直人 (3) 島　根 出雲農高 4 355 大矢根　功季 (2) 島　根 松江東高

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江商高 3.46.35 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾋﾛｴ ｼｭﾝｽｹ
1 283 廣江　俊介 (2) 島　根 松江商高

ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾄ
2 270 森脇　就士 (3) 島　根 松江商高

ﾔｽｷﾞ ﾖｼｷ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

ﾔｽｷ  ｼｷ
3 285 安來　良樹 (2) 島　根 松江商高

ｲﾅﾀ ﾀｸﾔ
4 279 稲田　拓也 (2) 島　根 松江商高

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江高専 3.33.67 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  開星高 3.34.64 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾌｻﾉ ﾀﾞﾝ ﾏｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ

1 7-1775 房野　　　弾 (5) 島　根 松江高専 1 149 槙原　千裕 (1) 島　根 開星高
ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ

2 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 島　根 松江高専 2 140 中村　翔太 (3) 島　根 開星高
ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ

3 7-1773 佐藤　　翔哉 (5) 島　根 松江高専 3 145 善浪　大雅 (1) 島　根 開星高
ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｳｷｮｳ

4 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 島　根 松江高専 4 138 立花　右京 (3) 島　根 開星高

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲高 3.42.79 q 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲北陵高 3.52.58
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ
1 111 岩本　　拓也 (3) 島　根 出雲高 1 489 渡部　　敬太 (2) 島　根 出雲北陵高

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ
2 135 藤原　　優也 (2) 島　根 出雲高 2 486 足立　　翔悟 (2) 島　根 出雲北陵高

ｵｵｸﾞﾆ ﾏｻｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
3 130 大國　　眞輝 (2) 島　根 出雲高 3 488 中村　　勇希 (2) 島　根 出雲北陵高

ｶﾜｶﾐ ｹﾝｽｹ ｺｳﾉ ﾔｽﾕｷ
4 131 川上　　健介 (2) 島　根 出雲高 4 481 高野　　靖之 (3) 島　根 出雲北陵高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  矢上高 4.04.96 DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島根大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ
1 537 伊東　瑞貴 (2) 島　根 矢上高

ﾏｴﾀﾞ ｿｳｶ
2 535 前田　早霞 (3) 島　根 矢上高

ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ
3 531 久保田　謙吾 (3) 島　根 矢上高

ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｷ
4 536 石橋　和希 (2) 島　根 矢上高

凡例    DNS：欠場



一般男子4×400mR

4月19日 15:50 予選  
大会記録 (GR)           3.16.96   平田高 (細田－滝本－吾郷－金子)                             1995        4月20日 14:35 決勝  

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社高 3.25.29 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  開星高 3.31.77
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｷｼﾓﾄ ｿｳ ﾏｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ
1 205 岸本　　　宗 (2) 島　根 大社高 1 149 槙原　千裕 (1) 島　根 開星高

ﾋﾛﾉ ｹﾝ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
2 210 広野　　　健 (2) 島　根 大社高 2 140 中村　翔太 (3) 島　根 開星高

ﾘｭｳｺｳ ｻﾄｼ ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ
3 196 柳幸　　怜志 (3) 島　根 大社高 3 145 善浪　大雅 (1) 島　根 開星高

ｻﾜ ｼﾝｺﾞ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｳｷｮｳ
4 194 澤　　　慎吾 (3) 島　根 大社高 4 138 立花　右京 (3) 島　根 開星高

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江北高 3.33.17 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江東高 3.36.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ
1 227 金山　悠太 (3) 島　根 松江北高 1 356 野口　尚樹 (2) 島　根 松江東高

ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ
2 612 金山　陽平 (1) 島　根 松江北高 2 351 都田　諒磨 (3) 島　根 松江東高

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｸﾄ ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ
3 236 小早川　拓人 (2) 島　根 松江北高 3 348 足立　祥史 (3) 島　根 松江東高

ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ
4 235 神田　恭輔 (2) 島　根 松江北高 4 355 大矢根　功季 (2) 島　根 松江東高

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲高 3.36.82 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲農高 3.36.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ
1 111 岩本　　拓也 (3) 島　根 出雲高 1 476 三宅　　柊生 (2) 島　根 出雲農高

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ ﾀｵ ｶｲｾｲ
2 135 藤原　　優也 (2) 島　根 出雲高 2 468 田尾　　海星 (3) 島　根 出雲農高

ｵｵｸﾞﾆ ﾏｻｷ ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ
3 130 大國　　眞輝 (2) 島　根 出雲高 3 472 栗原　　拓巳 (2) 島　根 出雲農高

ｶﾜｶﾐ ｹﾝ ｹ ｼﾞ ﾅｵﾄ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

ｶﾜｶﾐ ｹﾝｽｹ ﾏｴｼﾞﾏ ﾅｵﾄ
4 131 川上　　健介 (2) 島　根 出雲高 4 471 前島　　直人 (3) 島　根 出雲農高

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江商高 3.47.23 DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾋﾛｴ ｼｭﾝｽｹ
1 283 廣江　俊介 (2) 島　根 松江商高

ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾄ
2 270 森脇　就士 (3) 島　根 松江商高

ﾔｽｷﾞ ﾖｼｷ
3 285 安來　良樹 (2) 島　根 松江商高

ｲﾅﾀ ﾀｸﾔ
4 279 稲田　拓也 (2) 島　根 松江商高

凡例    DNS：欠場



一般男子走高跳
審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

4月19日 12:00 決勝  

大会記録 (GR)           2m05      土江　孝司 (中京大)                                         1990        

大会記録 (GR)           2m05      関口　　暁 (島根大)                                         1989        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 島　根 － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

1 2 209 原田　　康輝 (2) 大社高 1m85

ﾏﾂﾄﾞ ﾅｵﾔ 島　根 － － － ○ ○ × × ×

2 4 118 松戸　　直也 (3) 出雲高 1m80

ｲﾉｳｴ ｺｳｷ 島　根 － － － ○ × × ○ × × ×

3 3 175 井上　　幸輝 (3) 松江高専 1m80

ﾌｸｼﾏ ﾕｲﾄ 島　根 － － － ○ × × ×

4 5 211 福嶋　　唯人 (2) 大社高 1m75

ﾅｷﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 島　根 － － － ○ × × ×

4 1 303 柳楽　　隼也 (3) 平田高 1m75

ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 島　根 － － ○ × × ○ × × ×

6 6 66 松本　善幸 (2) 松江農高 1m75

YUNSeunghyun － － － － － ○ × － － － －

OP 8 992 YUNSeunghyun 韓国 ○ － － × ○ － × × ○ ○ × × × 2m20

PARKSangwon － － － － － － － － ○ －

OP 7 991 PARKSangwon 韓国 × × ○ － × × ／ 2m00

1m88
2m20

1m91
2m24

1m94 1m971m60
2m00

1m65
2m03

1m70
2m06

1m75
2m09

1m80
2m12

1m85
2m15

凡例  



一般男子棒高跳
審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

4月19日 09:30 決勝  

大会記録 (GR)           4m80      柳楽　達也 (大社高)                                         1982        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 島　根 － － － － － － － － － －

1 5 194 澤　　　慎吾 (3) 大社高 － ○ × ○ × ○ × × × 4m90 GR

ﾆｼｺﾘ ﾐﾉﾙ 島　根 － － － － － － － － － ○

2 3 57 錦織　実 (3) 松江農高 × × ○ × × × 4m60

ﾉﾉﾑﾗ ｹｲｽｹ 島　根 － － － － × ○ ○ × × ○ × × ×

3 1 208 野々村　圭介 (2) 大社高 4m20

ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 島　根 × ○ － × × ×

4 2 7-1780 小山　　友貴 (4) 松江高専 3m60

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 島　根 － － － － × × ×

4 589 山田　　寛大 (1) 大社高 NM

ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 島　根 － － － － － － × × ×

7 70 小山　智紀 (2) 松江農高 NM

ｿﾀ ｼｮｳﾀ 島　根 － － － － － － × × ×

6 113 曽田　　昇汰 (3) 出雲高 NM

4m20 4m30 4m40 4m503m60
4m60

3m70
4m70

3m80
4m80

3m90
4m90

4m00
5m00

4m10

凡例    GR：大会新記録  NM：記録なし



一般男子走幅跳

大会記録 (GR)           7m08      大野　哲弥 (大社高)                                         1980        4月19日 09:30 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 兵　庫 7m03 7m13 6m93 7m13 8 × 7m25 7m19 7m25 公認6回目

1 13 313 小川　恭輔 住友電工 -2.3 +3.1 -0.7 +3.1 +2.7 +1.3 +2.7 7m19(+1.3)GR

ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山　口 6m95 6m76 × 6m95 7 6m95 6m96 6m72 6m96 公認1回目

2 1 3636 佐々木信一郎 下松市陸協 +1.4 -0.9 +1.4 +2.1 +2.1 0.0 +2.1 6m95(+1.4)

ﾘｭｳｺｳ ｻﾄｼ 島　根 6m62 × × 6m62 6 × 6m55 × 6m62

3 5 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 +1.6 +1.6 +0.6 +1.6

ｷﾀﾜｷ ﾏｵ 島　根 6m06 6m13 6m41 6m41 5 6m38 6m30 × 6m41 公認4回目

4 11 193 北脇　　真央 (3) 大社高 +2.0 +0.3 +2.6 +2.6 +0.4 +2.1 +2.6 6m38(+0.4)

ｻｶﾈ ﾀｸﾏ 島　根 × 6m09 6m03 6m09 4 × 5m93 5m92 6m09

5 10 206 坂根　　拓馬 (2) 大社高 -1.1 -1.3 -1.1 -2.1 +1.6 -1.1

ﾅｶｵ ｼｮｳﾀ 島　根 6m05 × × 6m05 3 × 5m69 × 6m05 公認5回目

6 21 207 中尾　　尚太 (2) 大社高 +2.2 +2.2 -0.7 +2.2 5m69(-0.7)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 島　根 × 5m85 5m66 5m85 2 × × × 5m85

7 7 533 清水　裕貴 (3) 矢上高 +1.5 -1.1 +1.5 +1.5

ﾐﾖｼ ﾋﾛｷ 島　根 5m49 5m82 5m44 5m82 1 5m77 5m04 5m20 5m82 公認6回目

8 15 345 三好　　寛生 (2) 島根中央高 +2.2 +4.0 -0.7 +4.0 +2.2 +1.2 -2.6 +4.0 5m20(-2.6)

ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ 島　根 × × 5m77 5m77 5m77

9 2 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 松江高専 -0.3 -0.3 -0.3

ﾄﾔ ﾀｲｽｹ 島　根 5m63 × 5m65 5m65 5m65

10 9 245 鳥谷　　泰佑 (3) 大東高 -0.1 +1.9 +1.9 +1.9

ﾏﾂｲ ﾕｳ 島　根 5m65 3m82 5m58 5m65 5m65

11 3 341 松井　　優 (3) 島根中央高 +0.1 -2.3 -4.1 +0.1 +0.1

ﾜﾀﾞ ﾀｲﾁ 島　根 × 5m36 5m37 5m37 5m37

12 19 479 和田　　太一 (2) 出雲農高 -2.2 +1.4 +1.4 +1.4

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：出雲市陸上競技協会

和田 出雲農高

ﾘｭｳｺｳ ﾀﾞｲｷ 島　根 4m83 5m32 4m21 5m32 5m32

13 18 546 柳幸　大輝 (2) 矢上高 -3.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1

ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳﾄ 島　根 5m31 × × 5m31 5m31

14 12 270 森脇　就士 (3) 松江商高 +0.1 +0.1 +0.1

ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 島　根 × × 5m25 5m25 5m25

15 20 356 野口　尚樹 (2) 松江東高 +3.8 +3.8 +3.8

ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 島　根 × × 2m79 2m79 2m79

16 4 537 伊東　瑞貴 (2) 矢上高 -3.5 -3.5 -3.5

ｻｻｷ ﾏｵ 島　根

17 237 佐々木　茉央 (2) 松江北高 DNS

ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳﾀ 島　根

14 469 長岡　　翔太 (3) 出雲農高 DNS

ｼｼﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 島　根

6 473 志食　　亮輔 (2) 出雲農高 DNS

ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 島　根

8 350 水田　悠介 (2) 松江東高 DNS

ﾏﾂｼﾏ ｼｹﾞﾉﾘ 島　根

16 543 松島　重範 (2) 矢上高 DNS

凡例    GR：大会新記録  *F6：６回目が公認最高  DNS：欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)

4月19日 12:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗｲ ﾘｭｳ 島　根

1 5 429 平井　　　龍 (3) 松江工高 13m78 13m13 × 13m78 × 13m54 13m56 13m78

ﾓﾁﾀﾞ ｺﾞｳ 島　根

2 2 214 持田　　　豪 (2) 大社高 11m27 11m06 11m49 11m49 11m93 12m45 12m74 12m74

ｱﾝｼﾞｷ ﾀｸﾔ 島　根

3 6 203 安食　　拓哉 (2) 大社高 10m13 10m64 10m73 10m73 10m99 11m48 10m41 11m48

ｷﾖﾊﾗ ﾋﾗﾋﾄ 島　根

4 1 584 清原　　平仁 (1) 大社高 9m54 10m67 10m78 10m78 10m67 10m93 11m01 11m01

ｵｻｷ ﾀｶﾉﾘ 島　根

5 3 527 尾﨑　貴徳 (3) 矢上高 10m48 10m24 10m37 10m48 9m27 9m64 9m08 10m48

ｵｵﾉ ﾀｶﾔ 島　根

6 7 526 大野　貴也 (3) 矢上高 9m12 9m46 9m95 9m95 9m88 9m53 9m86 9m95

ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 島　根

7 8 440 和田　　康希 (2) 松江工高 8m90 8m47 8m81 8m90 8m72 8m75 9m28 9m28

ｱｶﾅ ﾔｽｶｽﾞ 島　根

8 12 435 赤名　　恭和 (2) 松江工高 8m40 8m48 8m79 8m79 8m71 8m92 8m92 8m92

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾄ 島　根

9 9 534 藤田　直人 (3) 矢上高 8m11 7m85 7m74 8m11 8m11

ﾓﾘﾜｷ ﾀｸﾔ 島　根

10 10 545 森脇　琢哉 (2) 矢上高 6m59 6m99 6m84 6m99 6m99

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 島　根

4 297 中山　尚紀 (3) 松江西高 DNS

ｷｼ ﾋｮｳｺﾞ 島　根

11 530 岸　兵吾 (3) 矢上高 DNS

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：出雲市陸上競技協会

凡例    DNS：欠場



一般男子砲丸投(7.260kg)

4月19日 12:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島　根

1 1 7-1263 三原　涼 (2) 福山平成大 × 10m19 10m07 10m19 10m17 10m00 × 10m19

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：出雲市陸上競技協会

凡例  



高校男子円盤投(1.750kg)

4月19日 14:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗｲ ﾘｭｳ 島　根

1 11 429 平井　　　龍 (3) 松江工高 31m80 33m46 30m72 33m46 36m40 34m18 32m20 36m40

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 島　根

2 3 297 中山　尚紀 (3) 松江西高 × 29m02 29m10 29m10 33m82 31m66 31m38 33m82

ｱﾝｼﾞｷ ﾀｸﾔ 島　根

3 10 203 安食　　拓哉 (2) 大社高 32m16 × × 32m16 × × 25m52 32m16

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 島　根

4 8 212 藤原　　正仁 (2) 大社高 × 28m36 23m32 28m36 30m76 28m52 × 30m76

ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 島　根

5 5 204 伊藤　　吉彦 (2) 大社高 28m54 27m12 27m44 28m54 × 27m42 25m78 28m54

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳｽｹ 島　根

6 15 115 錦織　　優介 (3) 出雲高 × 27m36 27m96 27m96 27m10 × 23m34 27m96

ｳﾙｼﾀﾞﾆｴｲｽｹ 島　根

7 2 168 漆谷瑛介 (2) 大田高 26m00 26m20 26m52 26m52 26m76 26m70 23m40 26m76

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾄ 島　根

8 14 534 藤田　直人 (3) 矢上高 23m68 22m64 23m44 23m68 23m16 24m08 21m68 24m08

ｵｵﾉ ﾀｶﾔ 島　根

9 6 526 大野　貴也 (3) 矢上高 23m08 19m10 × 23m08 23m08

ｵｻｷ ﾀｶﾉﾘ 島　根

10 4 527 尾﨑　貴徳 (3) 矢上高 22m02 21m68 22m50 22m50 22m50

ｸｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 島　根

11 9 178 串崎　　隼斗 (3) 松江高専 18m98 21m30 × 21m30 21m30

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 島　根

12 12 346 吉村　　尚幸 (2) 島根中央高 18m70 21m00 19m36 21m00 21m00

ﾀｶﾑﾗ ｻﾄﾙ 島　根

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

島 根

13 1 487 高村　　　悟 (2) 出雲北陵高 19m50 20m20 20m50 20m50 20m50

ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝ 島　根

13 340 中島　　　駿 (3) 島根中央高 DNS

ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾄ 島　根

7 344 大畑　　祐人 (2) 島根中央高 DNS

凡例    DNS：欠場



一般男子円盤投(2.000kg)

4月19日 14:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴｽﾐ ﾋｶﾙ 島　根

1 1 7-1476 江角　輝 (3) 島根大 19m48 × 17m56 19m48 18m60 18m80 × 19m48

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

凡例  



一般男子やり投

大会記録 (GR)           65m66     青戸　慎太 (松江市陸協)                                     1989        4月19日 09:30 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ 島　根

1 11 1544 山根　卓也 ＢＭＡＣ × × 52m68 52m68 52m52 58m14 56m08 58m14

ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島　根

2 14 58 小豆澤　徹 (3) 松江農高 44m04 43m20 38m82 44m04 45m42 44m00 45m12 45m42

ﾔｽｷﾞ ﾖｼｷ 島　根

3 4 285 安來　良樹 (2) 松江商高 42m22 44m16 43m92 44m16 44m96 40m60 × 44m96

ｻｻｷ ﾀｸﾐ 島　根

4 1 532 佐々木　拓海 (3) 矢上高 39m50 43m16 36m80 43m16 33m92 × 36m36 43m16

ｱｶﾅ ﾔｽｶｽﾞ 島　根

5 7 435 赤名　　恭和 (2) 松江工高 36m30 32m76 32m74 36m30 × × － 36m30

ｶｹﾞﾔﾏ ﾜﾀﾙ 島　根

6 9 461 景山　　　渉 (2) 三刀屋高 × × 35m10 35m10 × 31m48 36m04 36m04

ｼﾞﾝﾀ ﾕｳﾔ 島　根

7 10 338 甚田　　裕也 (3) 島根中央高 30m12 × 35m04 35m04 33m82 33m02 36m04 36m04

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 島　根

8 2 180 田中　　大地 (3) 松江高専 28m46 × 33m18 33m18 34m60 30m12 28m86 34m60

ﾓﾘﾜｷ ﾀｸﾔ 島　根

9 5 545 森脇　琢哉 (2) 矢上高 31m32 32m72 × 32m72 32m72

ｶﾂﾍﾞ ｻﾄｼ 島　根

10 12 463 勝部　　　聡 (2) 三刀屋高 × 30m28 28m76 30m28 30m28

ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 島　根

11 3 531 久保田　謙吾 (3) 矢上高 23m56 × 25m60 25m60 25m60

ｸｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 島　根

12 13 178 串崎　　隼斗 (3) 松江高専 18m94 18m70 19m00 19m00 19m00

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

串崎 隼斗 松 高専

ﾓﾁﾀﾞ ｺﾞｳ 島　根

8 214 持田　　　豪 (2) 大社高 DNS

ｷｼ ﾋｮｳｺﾞ 島　根

6 530 岸　兵吾 (3) 矢上高 DNS

凡例    DNS：欠場



小４女子100m

4月20日 10:00 予選  
大会記録 (GR)           14.9      景山　祐己 (粕淵小)                                         1986        4月20日 11:09 決勝  
大会記録 (GR)           14.9      糸川　昌子 (大津小)                                         1986        

予選  2組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島　根 ﾋｮｳｺﾞ ﾓﾓ 島　根
1 6 905 福本　智帆 (4) 高松小 16.72 q 1 6 977 兵庫　萌々 (4) 塩冶小 16.95 q

ﾐｻｷ ﾋﾅ 島　根 ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｳｶ 島　根
2 7 976 三﨑　陽菜 (4) 塩冶小 16.79 q 2 2 934 澄川　　友香 (4) 高浜小 17.33 q

ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島　根 ﾄﾔ ﾐﾕｳ 島　根
3 5 889 金子　　　継 (4) 邑智JTS 17.70 q 3 8 978 鳥谷　美悠 (4) 塩冶小 17.40 q

ｵｵﾀ ﾚｱ 島　根 ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島　根
4 2 904 太田　伶愛 (4) 高松小 17.74 4 5 906 白築　澪 (4) 高松小 17.49 q

ﾊﾗﾉｿﾞﾑ 島　根 ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島　根
5 3 271 原　希夢 (4) 北陽小 17.99 5 4 888 日野山　咲希 (4) 邑智JTS 17.51 q

ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取 ﾊﾗｱｽﾞｻ 島　根
6 4 995 福嶋　ひなた (4) 米子陸上ク 18.01 6 7 270 原　梓紗 (4) 北陽小 19.19

ｲｲﾂｶ ｱｲ 島　根
7 3 269 飯塚　愛 (4) 北陽小 21.10

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｻｷ ﾋﾅ 島　根
1 6 976 三﨑　陽菜 (4) 塩冶小 16.90

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島　根
2 7 905 福本　智帆 (4) 高松小 16.91

ﾋｮｳｺﾞ ﾓﾓ 島　根
3 4 977 兵庫　萌々 (4) 塩冶小 17.01

ﾄﾔ ﾐﾕｳ 島　根
4 8 978 鳥谷　美悠 (4) 塩冶小 17.11

ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｳｶ 島　根
5 5 934 澄川 友香 (4) 高浜小 17 30

風:  +0.5

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +1.2 風:  -0.3

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

5 5 934 澄川　　友香 (4) 高浜小 17.30
ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島　根

6 9 906 白築　澪 (4) 高松小 17.49
ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島　根

7 3 888 日野山　咲希 (4) 邑智JTS 17.51
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島　根

8 2 889 金子　　　継 (4) 邑智JTS 18.05

凡例  



小５女子100m

4月20日 09:42 予選  
大会記録 (GR)           14.2      森本美奈子 (粕淵小)                                         1986        4月20日 11:02 決勝  

予選  2組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾐｽﾞﾉ ｱｲ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 鳥　取
1 8 91 水野　　愛唯 (5) 布勢ＴＣ 15.66 q 1 5 90 清水　　美京 (5) 布勢ＴＣ 14.26 q

ﾐﾅﾘﾐｵ 島　根 ﾋﾉﾔﾏ ﾐｳ 島　根
2 5 272 三成美緒 (5) 北陽小 16.35 q 2 3 886 日野山　未羽 (5) 邑智JTS 16.00 q

ﾉｸﾞﾁ ﾙｶ 島　根 ｵｸｲ ﾕﾅ 島　根
3 7 885 野口　　月華 (5) 邑智JTS 16.44 q 3 7 973 奥井　結菜 (5) 塩冶小 16.29 q

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 島　根 ｶﾂﾍﾞﾅﾅｺ 島　根
4 9 974 坂東　里菜 (5) 塩冶小 16.44 q 4 4 274 勝部七虹 (5) 北陽小 16.43 q

ﾌﾙﾀﾆ ｶﾘﾝ 島　根 ﾋﾛｾ ﾅﾅﾎ 島　根
5 2 907 古谷　花鈴 (5) 高松小 16.71 5 6 887 広瀬　　七穂 (5) 邑智JTS 17.07

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 島　根 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ 島　根
6 4 891 小笠原　綾乃 (5) 邑智JTS 16.81 6 8 975 藤永　千夏 (5) 塩冶小 17.39

ﾖｼﾀﾞｶﾝﾅ 島　根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 島　根
7 3 273 吉田栞菜 (5) 北陽小 17.00 7 2 936 小林　　　南 (5) 高浜小 18.87

ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 鳥　取
8 6 921 中村　　育海 (5) 東山クラブ 17.26

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 鳥　取

1 7 90 清水　　美京 (5) 布勢ＴＣ 14.19 GR
ﾐｽﾞﾉ ｱｲ 鳥　取

2 5 91 水野　　愛唯 (5) 布勢ＴＣ 15.76
ﾋﾉﾔﾏ ﾐｳ 島　根

3 4 886 日野山　未羽 (5) 邑智JTS 15.86
ﾐﾅﾘﾐｵ 島　根

4 8 272 三成美緒 (5) 北陽小 16 16

風:  +0.2

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.9 風:  -0.5

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

4 8 272 三成美緒 (5) 北陽小 16.16
ｶﾂﾍﾞﾅﾅｺ 島　根

5 9 274 勝部七虹 (5) 北陽小 16.58
ﾉｸﾞﾁ ﾙｶ 島　根

6 3 885 野口　　月華 (5) 邑智JTS 16.60
ｵｸｲ ﾕﾅ 島　根

7 6 973 奥井　結菜 (5) 塩冶小 16.64
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 島　根

8 2 974 坂東　里菜 (5) 塩冶小 16.75

凡例  



小６女子100m

4月20日 09:25 予選  
大会記録 (GR)           13.4      森本美奈子 (粕淵小)                                         1987        4月20日 10:55 決勝  

予選  3組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾀﾞﾁ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取
1 5 990 足立　　　渚 (6) 米子陸上ク 14.39 q 1 7 89 尾崎　　　星 (6) 布勢ＴＣ 14.10 q

ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ 島　根 ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取
2 4 970 松浦　千春 (6) 塩冶小 14.69 q 2 3 98 岸本　百桃 (6) 徳田クラブ 14.75 q

ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥　取 ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥　取
3 3 87 大田　　絵恋 (6) 布勢ＴＣ 14.88 q 3 9 994 宮平　　亜美 (6) 米子陸上ク 14.95 q

ﾌｼﾞｵｶ ｼﾎ 島　根 ﾃﾞﾜ ﾏﾋﾛ 島　根
4 8 938 藤岡　　志帆 (6) 高浜小 15.66 4 1 910 出羽　茉緩 (6) 高松小 15.48

ﾊﾔｼｶﾘﾝ 島　根 ﾄﾞｲ ﾗﾗ 島　根
5 7 276 林　華梨 (6) 北陽小 15.78 5 6 972 土井　楽 (6) 塩冶小 15.64

ﾏﾆﾜ ﾘﾉ 島　根 ﾅｽ ﾓﾄﾊ 島　根
6 2 909 馬庭　理乃 (6) 高松小 16.66 5 8 937 那須　　瑞羽 (6) 高浜小 15.64

ﾆｼｲ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取 ｲﾏｵｶ ｸﾐ 島　根
7 6 916 西井　　　萌 (6) 東山クラブ 16.81 7 2 897 今岡　　久実 (6) 神戸川小 15.65

ﾅﾊﾞﾗ ｼﾎﾐ 島　根 ﾕﾑﾗﾘｵ 島　根
8 9 884 南原　志穂美 (6) 邑智JTS 17.55 8 4 277 湯村梨緒 (6) 北陽小 16.72

ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥　取
9 5 915 佐川　　花野 (6) 東山クラブ 17.79

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取
1 6 88 吉田　明香里 (6) 布勢ＴＣ 13.70 q

ﾌﾉ ﾙﾐ 島　根
2 5 971 布野　瑠海 (6) 塩冶小 15.15 q

ﾐﾔﾀ ﾎｼﾉ 島　根
2 3 877 宮田　　星乃 (6) 出雲陸上教室 15.15 q

ｲｼﾊﾗ ｶﾎ 島 根

風:  0.0

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.1 風:  +0.1

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｲｼﾊﾗ ｶﾎ 島　根
4 1 951 石原　　佳歩 (6) 平田陸上教室 15.30

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥　取
5 7 991 北窓　　玲奈 (6) 米子陸上ク 15.67

ﾏｷﾉﾅﾙ 島　根
6 4 275 槇野名留 (6) 北陽小 15.76

ｸﾗﾊｼ ｻｷ 島　根
7 8 940 倉橋　　早輝 (6) 高浜小 16.01

ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 鳥　取
8 2 919 林　　　千花 (6) 東山クラブ 16.18

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾖﾘ 島　根
9 9 908 竹田　ひより (6) 高松小 16.27

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取
1 6 88 吉田　明香里 (6) 布勢ＴＣ 13.60

ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取
2 3 89 尾崎　　　星 (6) 布勢ＴＣ 14.24

ｱﾀﾞﾁ ﾅｷﾞｻ 鳥　取
3 4 990 足立　　　渚 (6) 米子陸上ク 14.70

ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ 島　根
4 5 970 松浦　千春 (6) 塩冶小 14.82

ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥　取
5 8 87 大田　　絵恋 (6) 布勢ＴＣ 14.85

ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取
6 7 98 岸本　百桃 (6) 徳田クラブ 14.94

ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥　取
7 9 994 宮平　　亜美 (6) 米子陸上ク 14.96

ﾐﾔﾀ ﾎｼﾉ 島　根
8 1 877 宮田　　星乃 (6) 出雲陸上教室 15.06

ﾌﾉ ﾙﾐ 島　根
9 2 971 布野　瑠海 (6) 塩冶小 15.10

風:  +0.8

凡例  



小全女子600m

4月20日 12:40 決勝  
大会記録 (GR)           1.46.07   椿　　玲美 (高松小)                                         2010        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾋﾅ 鳥　取

1 3 992 佐々木　飛南 (6) 米子陸上ク 1.54.85
ﾋﾉﾔﾏ ﾐｳ 島　根

2 9 886 日野山　未羽 (5) 邑智JTS 1.56.24
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

3 2 920 宮崎　　　望 (6) 東山クラブ 1.57.09
ﾋﾗｶﾜ ｱﾕﾐ 島　根

4 16 979 平川　歩 (6) 塩冶小 1.57.50
ﾅｽ ﾓﾄﾊ 島　根

5 20 937 那須　　瑞羽 (6) 高浜小 2.01.36
ｿﾉﾔﾏ ｻﾜ 島　根

6 17 941 園山　　紗羽 (5) 高浜小 2.01.84
ﾄﾐｵｶ ﾐｺﾄ 島　根

7 12 898 冨岡　　心琴 (5) 神戸川小 2.01.95
ﾐﾀﾆ ｼｭﾘ 島　根

8 1 873 三谷　　珠李 (5) 朝波小 2.03.28
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取

9 11 98 岸本　百桃 (6) 徳田クラブ 2.03.47
ﾕﾑﾗﾘｵ 島　根

10 5 277 湯村梨緒 (6) 北陽小 2.05.66
ｱﾍﾞ ｺﾄﾐ 島　根

11 10 942 安部　　琴美 (6) 高浜小 2.06.16
ｱｵｷ ﾘｻ 島　根

12 7 914 青木　莉紗 (6) 高松小 2.06.37
ｷﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ 島　根

13 19 981 桐原　七海 (4) 塩冶小 2.07.36
ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島　根

14 23 888 日野山　咲希 (4) 邑智JTS 2.08.40
ﾅｶﾀﾞ ｺﾕｷ 島　根
仲田 小雪 ( ) 塩冶小

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

15 22 980 仲田　小雪 (6) 塩冶小 2.09.16
ﾂﾙﾐ ﾎﾉｶ 島　根

16 8 912 鶴見　萌栞 (6) 高松小 2.09.22
ｶﾂﾍﾞﾅﾅｺ 島　根

17 14 274 勝部七虹 (5) 北陽小 2.10.21
ﾆｼｲ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

18 21 916 西井　　　萌 (6) 東山クラブ 2.13.28
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 島　根

19 24 891 小笠原　綾乃 (5) 邑智JTS 2.14.18
ｵｿﾞｴ ﾜｶﾅ 島　根

20 15 913 尾添　和奏 (6) 高松小 2.15.18
ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥　取

21 13 915 佐川　　花野 (6) 東山クラブ 2.18.90
ﾊﾗﾉｿﾞﾑ 島　根

22 4 271 原　希夢 (4) 北陽小 2.25.45
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥　取

18 87 大田　　絵恋 (6) 布勢ＴＣ DNS
ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 鳥　取

6 90 清水　　美京 (5) 布勢ＴＣ DNS

凡例    DNS：欠場



小全女子4X100mR

4月20日 14:25 決勝  
大会記録 (GR)           54.86     米子陸上ｸﾗﾌﾞ (大森－遠崎－梶谷－宮平)                       2009        

決勝

1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  布勢ＴＣ 53.61 GR 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  米子陸上ク 57.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵﾀ ｴﾚﾝ ｻｻｷ ﾋﾅ
1 87 大田　　絵恋 (6) 鳥　取 布勢ＴＣ 1 992 佐々木　飛南 (6) 鳥　取 米子陸上ク

ｵｻｷ ｱｶﾘ ｱﾀﾞﾁ ﾅｷﾞｻ
2 89 尾崎　　　星 (6) 鳥　取 布勢ＴＣ 2 990 足立　　　渚 (6) 鳥　取 米子陸上ク

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ
3 88 吉田　明香里 (6) 鳥　取 布勢ＴＣ 3 991 北窓　　玲奈 (6) 鳥　取 米子陸上ク

ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ
4 90 清水　　美京 (5) 鳥　取 布勢ＴＣ 4 994 宮平　　亜美 (6) 鳥　取 米子陸上ク

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  塩冶小 58.55 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  高浜小 1.01.55
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄﾞｲ ﾗﾗ ﾌｼﾞｵｶ ｼﾎ
1 972 土井　楽 (6) 島　根 塩冶小 1 938 藤岡　　志帆 (6) 島　根 高浜小

ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ ｸﾗﾊｼ ｻｷ
2 970 松浦　千春 (6) 島　根 塩冶小 2 940 倉橋　　早輝 (6) 島　根 高浜小

ﾋﾗｶﾜ ｱﾕﾐ ﾅｲﾄｳ ｱﾔｶ
3 979 平川　歩 (6) 島　根 塩冶小 3 944 内藤　　綾香 (6) 島　根 高浜小

ﾌﾉ ﾙﾐ ﾅｽ ﾓﾄﾊ
4 971 布野　瑠海 (6) 島　根 塩冶小 4 937 那須　　瑞羽 (6) 島　根 高浜小

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  北陽小 1.02.21 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東山クラブ 1.06.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾊﾔｼｶﾘﾝ ｻｶﾞﾜ ｶﾉ
1 276 林　華梨 (6) 島　根 北陽小 1 915 佐川　　花野 (6) 鳥　取 東山クラブ

ﾐﾅﾘﾐｵ ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ
2 272 三成美緒 (5) 島　根 北陽小 2 919 林　　　千花 (6) 鳥　取 東山クラブ

ﾕﾑﾗﾘｵ ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ
3 277 湯村梨緒 (6) 島　根 北陽小 3 921 中村　　育海 (5) 鳥　取 東山クラブ

ｷﾉﾅ ｼｲ ﾒｸﾞﾐ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

ﾏｷﾉﾅﾙ ﾆｼｲ ﾒｸﾞﾐ
4 275 槇野名留 (6) 島　根 北陽小 4 916 西井　　　萌 (6) 鳥　取 東山クラブ

凡例    GR：大会記録



小全女子走幅跳

4月20日 13:30 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ 島　根 3m44 3m44 3m73 3m73 3m63 3m57 3m52 3m73

1 5 911 安部山　夏希 (6) 高松小 0.0 -0.9 -1.6 -1.6 +0.6 0.0 +0.6 -1.6

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 3m69 3m21 3m29 3m69 3m53 3m58 3m55 3m69

2 3 920 宮崎　　　望 (6) 東山クラブ -0.1 -0.7 -1.2 -0.1 +0.2 -0.3 +0.1 -0.1

ﾊﾗ ｼｵﾘ 島　根 × 3m26 2m80 3m26 3m16 2m95 2m60 3m26

3 4 983 原　詩織 (6) 塩冶小 +0.4 -1.6 +0.4 +1.0 0.0 +0.7 +0.4

ﾓﾘﾔﾏﾕｷﾉ 島　根 × 3m06 3m06 3m06 3m03 3m03 3m11 3m11

4 9 279 森山由希乃 (5) 北陽小 +1.1 +1.2 +1.1 +0.4 +0.6 +1.0 +1.0

ｻﾝﾉﾐﾔ ｱｲｺ 島　根 3m07 2m80 × 3m07 × 2m96 2m52 3m07

5 12 984 三宮　愛子 (5) 塩冶小 -1.1 +0.3 -1.1 +0.7 +0.9 -1.1

ﾖｼｲ ｲｵﾘ 島　根 3m03 2m82 2m80 3m03 2m93 2m79 2m93 3m03

6 10 982 吉井　一織 (6) 塩冶小 0.0 +1.8 +1.2 0.0 +1.4 -0.7 +1.5 0.0

ﾊﾔｼｶﾘﾝ 島　根 2m73 2m73 2m92 2m92 2m75 2m70 2m48 2m92

7 2 276 林　華梨 (6) 北陽小 0.0 -0.7 +0.7 +0.7 +1.1 +1.1 +1.6 +0.7

ﾓﾘﾓﾄ ｱｶﾈ 島　根 2m87 2m78 2m78 2m87 2m89 2m85 2m85 2m89

8 11 945 森本　あか音 (6) 高浜小 -1.1 +1.9 +2.3 -1.1 +1.3 +1.2 +1.9 +1.3

ﾅｲﾄｳ ｱﾔｶ 島　根 2m81 2m70 2m60 2m81 2m81

9 13 944 内藤　　綾香 (6) 高浜小 -1.2 -0.5 -0.6 -1.2 -1.2

ｻﾄｳ ﾅｵ 島　根 2m77 2m74 2m62 2m77 2m77

10 6 946 佐藤　　南旺 (4) 高浜小 -1.4 -1.3 -1.6 -1.4 -1.4

ﾅﾊﾞﾗ ｼﾎﾐ 島　根 2m74 2m68 2m70 2m74 2m74

11 7 884 南原　志穂美 (6) 邑智JTS -1.7 +0.2 -1.5 -1.7 -1.7

ﾐｼﾏｻﾂｷ 島　根 2m43 × 2m09 2m43 2m43

12 8 278 三島沙月 (4) 北陽小 -0.6 +0.7 -0.6 -0.6

ﾋﾛｾ ﾅﾅﾎ 島　根 × × ×

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

島 根

1 887 広瀬　　七穂 (5) 邑智JTS NM

凡例    NM：記録なし



中２女子100m

4月19日 11:10 予選  
大会記録 (GR)           12.7      加藤　育子 (出雲二中)                                       1982        4月20日 10:18 決勝  
大会記録 (GR)           12.7      土江　由紀 (平田中)                                         1989        

予選  5組1着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾄﾔ ﾓｴﾅ 島　根 ﾊﾝｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 山　口
1 8 3101 戸屋　萌南 (2) 大東中 13.84 Q 1 1 29 繁澤　音羽 (2) 光市立光井中 13.29 Q

ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 島　根 ﾐｼﾏ ｺﾄﾅ 島　根
2 2 2545 西田　亜優美 (2) 大社中 14.22 q 2 8 2267 三島　琴菜 (2) 浜山中 14.54

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 島　根 ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ 島　根
3 7 2042 宮崎　　夢衣 (2) 出雲三中 14.36 q 3 2 2027 園山　実沙季 (2) 出雲三中 14.58

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 島　根 ﾓﾘﾜｷ ｻｷ 島　根
4 4 1826 池田　愛花 (2) 出雲一中 14.55 4 4 2310 森脇　　彩貴 (2) 平田中 14.67

ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ 島　根 ﾋﾉ ﾕｳﾘ 島　根
5 6 3737 植田　　絢香 (2) 仁多中 14.77 5 5 3100 樋野　侑里 (2) 大東中 15.14

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ 島　根 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾔｶ 島　根
6 5 153 遠藤　紗耀 (2) 安来一中 14.89 6 3 1828 飯島　紗弥香 (2) 出雲一中 15.39

ｵｵｻｶ ﾁｻﾄ 島　根 ｲｲﾂｶ ﾏｵ 島　根
7 3 2607 大坂　千紗都 (2) 斐川東中 15.03 7 7 2610 飯塚　　真生 (2) 斐川東中 15.57

ﾎｿｶﾜ ﾘｻｺ 島　根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ 島　根
8 1 3055 細川　理紗子 (2) 出雲北陵中 15.35 8 9 3739 藤原　　　澪 (2) 仁多中 15.97

ｲｲﾂｶ ｻｸﾗ 島　根 ｻｴｷ ﾘﾎ 島　根
9 9 2701 飯塚　さくら (2) 斐川西中 17.83 9 6 3811 佐伯　莉帆 (2) 仁多横田中 17.42

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ 島　根 ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ 島　根
1 3 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 13.80 Q 1 4 2309 立石　　裕香 (2) 平田中 13.96 Q

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ 島　根 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島　根
2 7 2547 藤原　春菜 (2) 大社中 14.26 q 2 5 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西中 14.37

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾅ 島　根 ｵﾑﾗ ﾕｳｶ 島　根
3 4 2137 松原 日南 (2) 河南中 14 61 3 3 2132 小村 優香 (2) 河南中 14 47

風:  +1.7 風:  -2.7

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.5 風:  -1.6

3 4 2137 松原　　日南 (2) 河南中 14.61 3 3 2132 小村　　優香 (2) 河南中 14.47
ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 島　根 ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ 島　根

4 5 2306 福田　　眞子 (2) 平田中 14.89 4 1 1932 平野　ほの香 (2) 出雲二中 14.65
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ 島　根 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾅ 島　根

5 9 2024 水谷　　　英 (2) 出雲三中 14.99 5 7 2250 内田　花 (2) 浜山中 14.99
ﾊﾀ ｶﾎ 島　根 ｽﾐ ｸﾙﾐ 島　根

6 6 1929 秦　　　夏帆 (2) 出雲二中 15.22 6 8 2433 角　玖留未 (2) 向陽中 15.51
ｲﾜﾅﾘ ﾁｶｺ 島　根 ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ 島　根

7 2 2431 岩成　知可子 (2) 向陽中 15.88 7 9 2606 飯塚　　香穏 (2) 斐川東中 15.61
ﾌｼﾞｲ ﾏﾕﾐ 島　根 ﾔﾀ ｱｽｶ 島　根

8 8 3109 藤井　万悠美 (2) 大東中 15.93 8 2 4001 矢田　明日香 (2) 大田二中 15.75
ｽﾔﾏ ｱｲﾘ 島　根

9 6 1702 須山　　愛里 (2) 松江ろう 16.14

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島　根 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 8 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西中 13.98 Q ﾊﾝｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 山　口

ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ 島　根 1 4 29 繁澤　音羽 (2) 光市立光井中 13.31
2 5 2544 杉谷　未来 (2) 大社中 14.52 ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ 島　根

ﾐﾅﾘ ｶﾖ 島　根 2 6 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 13.83
3 7 2138 三成　　香代 (2) 河南中 14.75 ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ 島　根

ｲｴﾊﾗ ﾅﾎ 島　根 3 5 2309 立石　　裕香 (2) 平田中 13.89
4 4 1825 家原　奈穂 (2) 出雲一中 14.87 ﾄﾔ ﾓｴﾅ 島　根

ﾋﾉ ｱｽｶ 島　根 4 7 3101 戸屋　萌南 (2) 大東中 13.97
5 2 2262 日野あすか (2) 浜山中 14.97 ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島　根

ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ 島　根 5 8 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西中 14.28
6 6 1931 景山　　純名 (2) 出雲二中 15.12 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ 島　根

ﾅｶﾞｻｷ ｷｮｳｶ 島　根 6 3 2547 藤原　春菜 (2) 大社中 14.43
7 1 2435 長崎　京夏 (2) 向陽中 16.13 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 島　根

ﾌｸﾀﾞｻﾔｶ 島　根 7 2 2042 宮崎　　夢衣 (2) 出雲三中 14.68
8 3 3812 福田　紗也香 (2) 仁多横田中 17.46 ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 島　根

ﾆｼｺｵﾘ ｱﾑ 島　根 8 9 2545 西田　亜優美 (2) 大社中 14.77
9 3054 錦織　　彩夢 (2) 出雲北陵中 DNS

風:  +0.2

風:  0.0

凡例    DNS：欠場



中３女子100m

4月19日 11:50 予選  
大会記録 (GR)           12.6      富永　敬子 (湖南中)                                         1996        4月20日 10:25 決勝  

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島　根 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島　根
1 9 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 13.45 Q 1 8 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 13.47 Q

ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島　根 ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ 島　根
2 1 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 13.49 q 2 1 3105 内田　芽衣 (3) 大東中 14.20

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 島　根 ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ 島　根
3 7 1731 桑原　菜摘 (3) 開星中 13.83 q 3 3 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東中 14.25

ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 島　根 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島　根
4 3 2716 持田　　柚希 (3) 斐川西中 14.14 4 6 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 14.35

ﾀｶｾ ﾘｶｺ 島　根 ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ 島　根
5 5 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南中 14.46 5 4 2423 岩成　佳代子 (3) 向陽中 14.80

ｶﾈﾂ ｴﾘ 島　根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｶ 島　根
6 8 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多中 14.62 6 5 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南中 15.03

ﾏﾂﾅｵ ﾅﾂｷ 島　根 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 島　根
7 4 4002 松直　　奈月 (3) 大田二中 15.47 7 7 2243 石川　鈴那 (3) 浜山中 15.15

ﾁﾊﾗﾎﾉﾐ 島　根 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 島　根
8 2 3825 千原　補巳 (3) 仁多横田中 16.45 8 2 1926 近藤　　沙耶 (3) 出雲二中 15.16

ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 島　根 ｲｼｶﾜ ﾊﾅ 島　根
6 2317 福田　　葵 (3) 平田中 DNS 9 9 2713 石川　　巴菜 (3) 斐川西中 17.94

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島　根 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島　根
1 2 2542 大賀　結莉 (3) 大社中 12.93 Q 1 8 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 13.28 Q

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島　根 ｻｶｲ ﾜｶﾅ 島　根
2 1 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 13.96 q 2 9 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 13.70 q

ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ 島　根 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｻ 岡　山
3 6 2118 松下　　愛可 (3) 河南中 14.07 3 3 734 藤本　理沙 (3) 井原中 14.33

ｶﾈﾂｷ ﾕﾗ 島 根 ｾｻｷ ﾁｶ 島 根

風:  -0.7 風:  +0.2

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +3.4 風:  +0.8

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｶﾈﾂｷ ﾕﾗ 島　根 ｾｻｷ ﾁｶ 島　根
4 5 2316 金築　　優来 (3) 平田中 14.47 4 2 2651 瀬崎　　千佳 (3) 斐川東中 14.79

ﾔﾉ ｱｵｲ 島　根 ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾉ 島　根
5 4 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 14.50 5 7 3731 石原　　春乃 (3) 仁多中 14.91

ﾋﾉ ｼｲﾅ 島　根 ﾌｸｼﾏ ﾅｵ 島　根
6 3 2652 日野　　詩菜 (3) 斐川東中 14.99 6 5 1814 福嶋　　名緒 (3) 出雲一中 14.95

ｱｻﾂ ﾘｺ 島　根 ｶﾜｲ ｳﾌﾞ 島　根
7 7 3729 朝津　　璃子 (3) 仁多中 15.27 7 1 2246 川井　優舞 (3) 浜山中 15.38

ｿﾀ ｴﾘﾅ 島　根 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 島　根
8 8 3826 曽田　恵梨奈 (3) 仁多横田中 15.80 8 4 1928 山田　　友菜 (3) 出雲二中 15.61

ﾋﾉ ﾕｲ 島　根 ﾄﾐｵ ｻﾗｻ 島　根
9 9 2240 日野　結衣 (3) 浜山中 16.19 9 6 4003 冨尾　さら紗 (3) 大田二中 15.97

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島　根
1 5 2542 大賀　結莉 (3) 大社中 13.07

ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島　根
2 4 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 13.38

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島　根
3 7 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 13.45

ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島　根
4 8 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 13.63

ｻｶｲ ﾜｶﾅ 島　根
5 9 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 13.77

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島　根
6 2 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 13.96

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 島　根
7 3 1731 桑原　菜摘 (3) 開星中 14.19

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島　根
6 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 DNS

風:  -1.1

凡例    DNS：欠場



中全女子800m

4月19日 09:50 予選  
大会記録 (GR)           2.27.13   嘉本　　彩佳 (出雲一中)                                     2011        4月19日 13:25 決勝  

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾉｳｴｱｶﾘ 岡　山 ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 島　根
1 2 731 井上あかり (3) 井原中 2.36.67 Q 1 2 2548 別所　いづみ (2) 大社中 2.37.10 Q

ｿﾀ ﾏﾕｷ 島　根 ﾜｶﾂｷ ﾕﾅ 島　根
2 3 1820 曽田　舞雪 (2) 出雲一中 2.38.66 q 2 9 2319 若槻　　ゆな (3) 平田中 2.40.92

ｽﾔﾏ ｱｴﾘ 島　根 ｷﾏﾁ ﾀｴ 島　根
3 5 2125 須山　愛絵里 (3) 河南中 2.41.79 3 3 2425 來海　多栄 (3) 向陽中 2.42.01

ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 島　根 ｵﾑﾗ ｶｽﾐ 島　根
4 6 2318 清水　　悠愛 (3) 平田中 2.46.87 4 4 2123 小村　　春弥 (3) 河南中 2.44.12

ｶﾉ ﾕｳｶ 島　根 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 島　根
5 9 2260 狩野　優花 (2) 浜山中 2.48.09 5 8 2608 昌子　実那美 (2) 斐川東中 2.44.72

ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｺ 島　根 ﾜﾀﾊﾅﾍﾞ ｻﾁ 島　根
6 8 3740 西村　真依子 (2) 仁多中 3.00.09 6 6 2712 渡部　　沙千 (2) 斐川西中 2.53.04

ﾌﾉ ﾅﾐ 島　根 ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｶ 島　根
7 7 1927 布野　　那海 (3) 出雲二中 3.00.80 7 7 3733 石原　　百華 (3) 仁多中 2.59.87

ｶﾅﾔﾏ ﾁﾅﾂ 島　根 ｵｵﾉ ﾘﾘｶ 島　根
4 2012 金山　　千夏 (3) 出雲三中 DNS 8 5 1930 大野　利々佳 (2) 出雲二中 3.06.41

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島　根 ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島　根
1 4 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 2.31.69 Q 1 9 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 2.38.22 Q

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島　根 ｵｶ ﾋｶﾘ 島　根
2 8 3732 藤原　　有菜 (3) 仁多中 2.37.22 q 2 5 2307 岡　　ひかり (2) 平田中 2.38.23 q

ｸﾛｻｷ ﾏｲ 島　根 ﾅｶﾞ ｵｶ ﾏﾕ 島　根
3 2 3056 黒崎　　真依 (2) 出雲北陵中 2.43.33 3 2 2537 長岡　真由 (3) 大社中 2.40.59 q

ｵｵｸﾞﾆ ﾐﾕ 島　根 ﾐｼﾏ ｶｽﾐ 島　根
4 5 2238 大国　美優 (3) 浜山中 2.48.28 4 8 2711 三島　　佳純 (2) 斐川西中 2.48.66

ﾀｹｳﾁ ﾅﾅｺ 島 根 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 島 根

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

ﾀｹｳﾁ ﾅﾅｺ 島　根 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 島　根
5 7 2023 竹内　奈那子 (3) 出雲三中 2.48.29 5 6 2034 山本　　晴香 (2) 出雲三中 2.49.18

ﾀｶﾊｼ ｲｸﾐ 島　根 ﾔｽﾀﾞ ｱｻﾋ 島　根
6 6 1924 高橋　　郁美 (3) 出雲二中 2.50.03 6 3 2252 安田　旭 (2) 浜山中 2.49.34

ｲｼﾂﾞ ｱﾝﾅ 島　根 ﾌﾉ ｱﾔﾅ 島　根
7 3 2533 石津　杏菜 (3) 大社中 2.51.20 7 7 2128 布野　　綾菜 (2) 河南中 2.49.53

ｺﾂｷﾞ ﾏﾕ 島　根 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 島　根
8 9 2650 木次　　真由 (3) 斐川東中 2.56.31 8 4 2611 高橋　　里緒 (2) 斐川東中 3.07.52

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾉｳｴｱｶﾘ 岡　山

1 6 731 井上あかり (3) 井原中 2.29.09
ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島　根

2 5 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 2.29.61
ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 島　根

3 4 2548 別所　いづみ (2) 大社中 2.29.82
ｵｶ ﾋｶﾘ 島　根

4 9 2307 岡　　ひかり (2) 平田中 2.34.59
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島　根

5 8 3732 藤原　　有菜 (3) 仁多中 2.35.23
ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島　根

6 7 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 2.37.23
ﾅｶﾞ ｵｶ ﾏﾕ 島　根

7 2 2537 長岡　真由 (3) 大社中 2.37.25
ｿﾀ ﾏﾕｷ 島　根

8 3 1820 曽田　舞雪 (2) 出雲一中 2.38.97

凡例    DNS：欠場



中全女子1500m

4月20日 09:00 決勝  
大会記録 (GR)           4.45.74   足立　知世 (出雲一中)                                       2010        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 島　根

1 2 2126 田中　　愛樹 (2) 河南中 5.02.37
ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 島　根

2 15 2548 別所　いづみ (2) 大社中 5.08.20
ｲﾉｳｴｱｶﾘ 岡　山

3 6 731 井上あかり (3) 井原中 5.09.23
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 島　根

4 14 2428 原田　菜月 (3) 向陽中 5.09.42
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 島　根

5 13 2427 原田　奈央 (3) 向陽中 5.18.89
ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島　根

6 17 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 5.21.44
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ 島　根

7 12 2127 田邊　　　夢 (2) 河南中 5.25.17
ｱｺﾞｳ ﾏﾎ 島　根

8 18 2122 吾郷　　真帆 (3) 河南中 5.26.64
ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 島　根

9 21 2608 昌子　実那美 (2) 斐川東中 5.26.89
ｽﾐ ﾕﾒｺ 島　根

10 10 2032 角　　　夢子 (3) 出雲三中 5.27.62
ﾜｶﾂｷ ﾕﾅ 島　根

11 11 2319 若槻　　ゆな (3) 平田中 5.27.71
ｿﾀ ﾏﾕｷ 島　根

12 16 1820 曽田　舞雪 (2) 出雲一中 5.29.87
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島　根

13 8 3732 藤原　　有菜 (3) 仁多中 5.30.41
ﾐｼﾏ ｶｽﾐ 島　根

14 27 2711 三島　　佳純 (2) 斐川西中 5.38.07
ﾅｶﾞ ｵｶ ﾏﾕ 島　根
長岡 真由 ( ) 大社中

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

15 3 2537 長岡　真由 (3) 大社中 5.39.67
ｶﾅﾔﾏ ﾁﾅﾂ 島　根

16 1 2012 金山　　千夏 (3) 出雲三中 5.40.05
ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 島　根

17 4 2318 清水　　悠愛 (3) 平田中 5.41.86
ﾜﾀﾊﾅﾍﾞ ｻﾁ 島　根

18 19 2712 渡部　　沙千 (2) 斐川西中 5.42.57
ｶﾉ ﾕｳｶ 島　根

19 20 2260 狩野　優花 (2) 浜山中 5.43.35
ﾔｽﾀﾞ ｱｻﾋ 島　根

20 22 2252 安田　旭 (2) 浜山中 5.44.00
ｲｼﾂﾞ ｱﾝﾅ 島　根

21 9 2533 石津　杏菜 (3) 大社中 5.48.60
ｺﾂｷﾞ ﾏﾕ 島　根

22 23 2650 木次　　真由 (3) 斐川東中 5.54.00
ﾌｸﾊﾗ ﾁｱﾘ 島　根

23 24 2263 福原知亜莉 (2) 浜山中 6.01.26
ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｶ 島　根

24 25 3733 石原　　百華 (3) 仁多中 6.12.70
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 島　根

25 26 2611 高橋　　里緒 (2) 斐川東中 6.18.34
ｱﾀﾞﾁ ｴﾘｺ 島　根

7 2035 足立　衣莉子 (3) 出雲三中 DNS
ｵｶ ﾋｶﾘ 島　根

5 2307 岡　　ひかり (2) 平田中 DNS

凡例    DNS：欠場



中全女子100mH

4月19日 09:20 予選  
大会記録 (GR)           14.50     富永　敬子 (湖南中)                                         1996        4月19日 13:40 決勝  

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島　根 ｺﾜ ﾘﾅ 島　根
1 1 2542 大賀　結莉 (3) 大社中 14.86 Q 1 4 2536 古和　里奈 (3) 大社中 16.44 Q

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島　根 ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島　根
2 2 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 16.86 Q 2 5 1821 髙原　七恵 (2) 出雲一中 17.58 Q

ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ 島　根 ｵｶ ｻﾅﾐ 島　根
3 8 3126 石原　優花 (3) 大東中 17.12 q 3 6 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西中 17.93

ﾀｹﾁ ｺﾄｺ 島　根 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 島　根
4 7 2117 武智　　琴子 (3) 河南中 17.33 q 4 3 2116 武田　　晴香 (3) 河南中 18.01

ｲｴﾊﾗ ﾅﾎ 島　根 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ 島　根
5 6 1825 家原　奈穂 (2) 出雲一中 17.93 5 9 2024 水谷　　　英 (2) 出雲三中 18.92

ｲﾄｳ ﾋﾅﾘ 島　根 ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 島　根
6 9 2013 伊藤　　妃音 (3) 出雲三中 18.11 6 7 3738 高野　　彩香 (2) 仁多中 19.14

ﾐｼﾏ ｺﾄﾅ 島　根 ﾅｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 島　根
7 5 2267 三島　琴菜 (2) 浜山中 20.79 7 2 2258 中野　葉月 (2) 浜山中 20.69

ｱﾘﾄｳ ｴﾚﾅ 島　根 ﾄﾐｵｶ ﾁﾅﾂ 島　根
8 3 2658 有藤　　愛麗 (3) 斐川東中 20.98 8 8 2661 富岡　　千夏 (3) 斐川東中 20.99

ﾄﾐｵ ｻﾗｻ 島　根
9 4 4003 冨尾　さら紗 (3) 大田二中 21.63

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島　根
1 8 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 16.48 Q

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島　根
2 4 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 17.16 Q

ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島　根
3 6 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 17.39

ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島 根

風:  +2.5

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  -1.0 風:  -1.7

ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島　根
4 5 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西中 17.67

ﾀﾀﾞｲ ﾐｷ 島　根
5 7 3116 忠井　美樹 (3) 大東中 17.71

ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 島　根
6 2 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南中 18.38

ｵｿﾞｴ ﾏﾎ 島　根
7 9 2255 雄副　真帆 (2) 浜山中 21.24

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ 島　根
8 3 153 遠藤　紗耀 (2) 安来一中 21.77

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島　根

1 4 2542 大賀　結莉 (3) 大社中 14.78
ｺﾜ ﾘﾅ 島　根

2 5 2536 古和　里奈 (3) 大社中 15.79
ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島　根

3 7 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 16.37
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島　根

4 6 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 16.84
ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ 島　根

5 3 3126 石原　優花 (3) 大東中 16.86
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島　根

6 9 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 17.08
ﾀｹﾁ ｺﾄｺ 島　根

7 2 2117 武智　　琴子 (3) 河南中 17.09
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島　根

8 8 1821 髙原　七恵 (2) 出雲一中 17.57

風:  +2.9

凡例  



中全女子4X100mR

4月19日 14:45 予選  
大会記録 (GR)           51.58     斐川東中 (佐々木－内田－福間－福間)                         1996        4月20日 14:15 決勝  

予選  2組2着+4

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲三中 51.93 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田中 54.90 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾕﾑﾗ ﾙﾅ ｶﾈﾂｷ ﾕﾗ

1 2006 湯村　　瑠奈 (3) 島　根 出雲三中 1 2316 金築　　優来 (3) 島　根 平田中
ｲｼｶﾜ ﾕｷ ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ

2 2010 石川　　結貴 (3) 島　根 出雲三中 2 2309 立石　　裕香 (2) 島　根 平田中
ｻｶｲ ﾜｶﾅ ｵｶ ﾋｶﾘ

3 2009 酒井　　和奏 (3) 島　根 出雲三中 3 2307 岡　　ひかり (2) 島　根 平田中
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ

4 2007 石岡　　茉尋 (3) 島　根 出雲三中 4 2306 福田　　眞子 (2) 島　根 平田中

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲一中 55.04 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川東中 55.42 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ ｷﾑﾗ ﾅﾅ
1 1815 安田　　　結 (3) 島　根 出雲一中 1 2654 木村　　菜々 (3) 島　根 斐川東中

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ
2 1826 池田　愛花 (2) 島　根 出雲一中 2 2653 中島　　朱音 (3) 島　根 斐川東中

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ ﾋﾉ ｼｲﾅ
3 1811 阿川　　美優 (3) 島　根 出雲一中 3 2652 日野　　詩菜 (3) 島　根 斐川東中

ﾔﾉ ｱｵｲ ｾｻｷ ﾁｶ
4 1816 矢野　　　葵 (3) 島　根 出雲一中 4 2651 瀬崎　　千佳 (3) 島　根 斐川東中

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多中 55.43 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜山中 57.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾉ ｳﾁﾀﾞ ﾊﾅ
1 3731 石原　　春乃 (3) 島　根 仁多中 1 2250 内田　花 (2) 島　根 浜山中

ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ ﾐｼﾏ ｺﾄﾅ
2 3734 糸原　　　悠 (2) 島　根 仁多中 2 2267 三島　琴菜 (2) 島　根 浜山中

ｶﾈﾂ ｴﾘ ｶﾜｲ ｳﾌﾞ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｶﾈﾂ ﾘ ｶﾜｲ ｳﾌ
3 3730 鐘撞　　絵理 (3) 島　根 仁多中 3 2246 川井　優舞 (3) 島　根 浜山中

ｱｻﾂ ﾘｺ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ
4 3729 朝津　　璃子 (3) 島　根 仁多中 4 2243 石川　鈴那 (3) 島　根 浜山中

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社中 50.74 GR Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東中 53.50 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｺﾜ ﾘﾅ ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ

1 2536 古和　里奈 (3) 島　根 大社中 1 3126 石原　優花 (3) 島　根 大東中
ｵｵｶ ﾕｲﾘ ﾄﾔ ﾓｴﾅ

2 2542 大賀　結莉 (3) 島　根 大社中 2 3101 戸屋　萌南 (2) 島　根 大東中
ｱﾏﾉ ｶﾅｺ ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ

3 2539 天野　加奈子 (3) 島　根 大社中 3 3105 内田　芽衣 (3) 島　根 大東中
ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ ｲﾉｳｴ ﾏｲ

4 2538 山川　祐紀恵 (3) 島　根 大社中 4 3129 井上　舞 (3) 島　根 大東中

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川西中 54.05 q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  河南中 55.41 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾄｳ ﾐﾕｳ ﾀｶｾ ﾘｶｺ
1 2706 加藤　　実夕 (2) 島　根 斐川西中 1 2111 高瀬　里佳子 (3) 島　根 河南中

ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ
2 2709 高田　　桃花 (2) 島　根 斐川西中 2 2118 松下　　愛可 (3) 島　根 河南中

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ ｵﾑﾗ ﾕｳｶ
3 2715 清水　　友花 (3) 島　根 斐川西中 3 2132 小村　　優香 (2) 島　根 河南中

ｵｶ ｻﾅﾐ ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｶ
4 2702 岡　　　紗波 (2) 島　根 斐川西中 4 2114 梶谷　　梨花 (3) 島　根 河南中

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲二中 57.83 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  向陽中 60.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔ ﾅｶﾞｻｷ ｷｮｳｶ
1 1926 近藤　　沙耶 (3) 島　根 出雲二中 1 2435 長崎　京夏 (2) 島　根 向陽中

ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ ｲﾜﾅﾘ ﾁｶｺ
2 1931 景山　　純名 (2) 島　根 出雲二中 2 2431 岩成　知可子 (2) 島　根 向陽中

ﾊﾀ ｶﾎ ﾀﾏｷ ﾙﾘ
3 1929 秦　　　夏帆 (2) 島　根 出雲二中 3 2434 玉木　琉梨 (2) 島　根 向陽中

ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ
4 1932 平野　ほの香 (2) 島　根 出雲二中 4 2423 岩成　佳代子 (3) 島　根 向陽中

凡例  GR 大会記録



中全女子4X100mR

4月19日 14:45 予選  
大会記録 (GR)           51.58     斐川東中 (佐々木－内田－福間－福間)                         1996        4月20日 14:15 決勝  

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社中 50.18 GR 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲三中 51.80

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｺﾜ ﾘﾅ ﾕﾑﾗ ﾙﾅ

1 2536 古和　里奈 (3) 島　根 大社中 1 2006 湯村　　瑠奈 (3) 島　根 出雲三中
ｵｵｶ ﾕｲﾘ ｲｼｶﾜ ﾕｷ

2 2542 大賀　結莉 (3) 島　根 大社中 2 2010 石川　　結貴 (3) 島　根 出雲三中
ｱﾏﾉ ｶﾅｺ ｻｶｲ ﾜｶﾅ

3 2539 天野　加奈子 (3) 島　根 大社中 3 2009 酒井　　和奏 (3) 島　根 出雲三中
ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ

4 2538 山川　祐紀恵 (3) 島　根 大社中 4 2007 石岡　　茉尋 (3) 島　根 出雲三中

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東中 53.26 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川西中 53.77
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
1 3126 石原　優花 (3) 島　根 大東中 1 2716 持田　　柚希 (3) 島　根 斐川西中

ﾄﾔ ﾓｴﾅ ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ
2 3101 戸屋　萌南 (2) 島　根 大東中 2 2715 清水　　友花 (3) 島　根 斐川西中

ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ ｶﾄｳ ﾐﾕｳ
3 3105 内田　芽衣 (3) 島　根 大東中 3 2706 加藤　　実夕 (2) 島　根 斐川西中

ｲﾉｳｴ ﾏｲ ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ
4 3129 井上　舞 (3) 島　根 大東中 4 2709 高田　　桃花 (2) 島　根 斐川西中

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田中 54.24 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲一中 54.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾈﾂｷ ﾕﾗ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ
1 2316 金築　　優来 (3) 島　根 平田中 1 1815 安田　　　結 (3) 島　根 出雲一中

ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ
2 2309 立石　　裕香 (2) 島　根 平田中 2 1826 池田　愛花 (2) 島　根 出雲一中

ｵｶ ﾋｶﾘ ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ
3 2307 岡 ひかり (2) 島 根 平田中 3 1811 阿川 美優 (3) 島 根 出雲一中

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

3 2307 岡　　ひかり (2) 島　根 平田中 3 1811 阿川　　美優 (3) 島　根 出雲 中
ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ ﾔﾉ ｱｵｲ

4 2306 福田　　眞子 (2) 島　根 平田中 4 1816 矢野　　　葵 (3) 島　根 出雲一中

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  河南中 54.41 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川東中 54.55
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀｶｾ ﾘｶｺ ｷﾑﾗ ﾅﾅ
1 2111 高瀬　里佳子 (3) 島　根 河南中 1 2654 木村　　菜々 (3) 島　根 斐川東中

ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ
2 2118 松下　　愛可 (3) 島　根 河南中 2 2653 中島　　朱音 (3) 島　根 斐川東中

ｵﾑﾗ ﾕｳｶ ﾋﾉ ｼｲﾅ
3 2132 小村　　優香 (2) 島　根 河南中 3 2652 日野　　詩菜 (3) 島　根 斐川東中

ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｶ ｾｻｷ ﾁｶ
4 2114 梶谷　　梨花 (3) 島　根 河南中 4 2651 瀬崎　　千佳 (3) 島　根 斐川東中

凡例    GR：大会記録



中全女子走高跳
審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

4月20日 09:20 決勝  

大会記録 (GR)           1m64      宇田川萌乃香 (仁多中)                                       2010        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾓﾄ ﾄｳｺ 島　根 － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 13 2540 宮本　瞳子 (3) 大社中 1m50

ﾉﾉﾑﾗ ｺﾄ 島　根 － ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

2 17 3103 野々村　来都 (2) 大東中 1m43

ｶﾂﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島　根 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 3 2704 勝部　　涼香 (2) 斐川西中 1m40

ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ 島　根 × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

4 1 2606 飯塚　　香穏 (2) 斐川東中 1m40

ｼﾏﾀﾞ ﾘﾅ 島　根 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 9 2311 島田　　李奈 (2) 平田中 1m35

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ 島　根 ○ ○ × × ×

6 23 2541 栗田　優彩 (3) 大社中 1m25

ﾔﾉ ｱｵｲ 島　根 ○ × ○ × × ×

7 19 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 1m25

ｶﾈﾂ ｴﾘ 島　根 ○ × × ○ × × ×

8 11 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多中 1m25

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｵﾐ 島　根 × ○ × × ○ × × ×

9 10 2253 石飛　汐望 (2) 浜山中 1m25

ﾔﾀ ｱｽｶ 島　根 ○ × × ×

10 20 4001 矢田　明日香 (2) 大田二中 1m20

ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｶ 島　根 ○ × × ×

10 18 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南中 1m20

ｱｺﾞｳ ﾐｷ 島　根 ○ × × ×

10 14 2130 吾郷　　未来 (2) 河南中 1m20

1m46 1m48 1m50 1m531m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

吾郷 未来 南中

ﾂﾈﾏﾂ ﾐｶ 島　根 × ○ × × ×

13 5 1822 常松　美華 (2) 出雲一中 1m20

ﾎｿｶﾜ ﾘｻｺ 島　根 × ○ × × ×

13 4 3055 細川　理紗子 (2) 出雲北陵中 1m20

ｸｽﾉｷｸﾙﾐ 島　根 × × ○ × × ×

15 12 3824 楠　　胡桃 (3) 仁多横田中 1m20

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ 島　根 × × ×

21 3739 藤原　　　澪 (2) 仁多中 NM

ｲﾁｲ ﾚﾅ 島　根 × × ×

22 2656 市居　　玲奈 (3) 斐川東中 NM

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｺ 島　根 × × ×

16 3108 原田　莉子 (2) 大東中 NM

ｳﾁﾀﾞ ﾊﾅ 島　根 × × ×

7 2250 内田　花 (2) 浜山中 NM

ﾌｸｼﾏ ﾅｵ 島　根 × × ×

2 1814 福嶋　　名緒 (3) 出雲一中 NM

ｵｵｸﾆ ﾏﾅﾐ 島　根 × × ×

8 2131 大國　　真凡 (2) 河南中 NM

ｱﾂﾀ ﾒｲﾅ 島　根 × × ×

6 2308 熱田　女衣奈 (2) 平田中 NM

ｲﾏｵｶ ﾐﾕ 島　根

15 2534 今岡　弥夕 (3) 大社中 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



中全女子走幅跳

大会記録 (GR)           5m19      奥　　秋葉 (旭丘中)                                         2009        4月19日 14:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ 島　根 4m79 5m03 4m39 5m03 8 4m98 4m90 4m91 5m03

1 13 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 +1.1 +0.1 -1.0 +0.1 +0.6 +1.3 +1.6 +0.1

ｻｶｲ ﾜｶﾅ 島　根 4m80 3m47 4m55 4m80 7 4m86 － 4m56 4m86 公認1回目

2 11 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 +0.6 +1.2 +0.7 +0.6 +2.4 -3.6 +2.4 4m80(+0.6)

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島　根 4m69 4m33 4m35 4m69 6 4m46 × 4m40 4m69 公認3回目

3 5 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 +2.1 -1.1 +0.7 +2.1 +2.6 +3.0 +2.1 4m35(+0.7)

ﾀｶｾ ﾘｶｺ 島　根 4m60 4m64 4m60 4m64 4 4m68 4m61 4m40 4m68

4 1 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南中 -2.0 +2.1 -1.3 +2.1 +1.6 +3.6 +2.1 +1.6

ｲﾉｳｴ ﾏｲ 島　根 × × 4m66 4m66 5 × × 4m47 4m66

5 2 3129 井上　舞 (3) 大東中 +1.6 +1.6 +1.7 +1.6

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 島　根 × 4m35 4m64 4m64 3 × 4m39 4m57 4m64 公認2回目

6 12 1826 池田　愛花 (2) 出雲一中 +1.8 +2.1 +2.1 +2.9 +3.4 +2.1 4m35(+1.8)

ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 島　根 4m41 4m38 4m26 4m41 1 4m29 4m43 4m38 4m43 公認1回目

7 16 2545 西田　亜優美 (2) 大社中 -0.6 +1.0 +1.6 -0.6 +3.1 +3.0 +2.1 +3.0 4m41(-0.6)

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島　根 4m31 3m72 4m18 4m31 × 4m01 4m25 4m31

8 14 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 +0.4 -3.2 -1.4 +0.4 +1.8 +1.8 +0.4

ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 島　根 4m11 × 4m28 4m28 4m28

9 21 2716 持田　　柚希 (3) 斐川西中 +2.4 +2.2 +2.2 +2.2

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾅ 島　根 4m05 4m19 × 4m19 4m19 公認1回目

10 15 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲三中 +0.6 +3.0 +3.0 +3.0 4m05(+0.6)

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 島　根 × 3m85 4m13 4m13 4m13

11 23 2710 原　　　菜摘 (2) 斐川西中 +1.7 +0.4 +0.4 +0.4

ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ 島　根 4m10 3m78 3m84 4m10 4m10

12 3 2309 立石　　裕香 (2) 平田中 -2.9 +1.2 -0.2 -2.9 -2.9

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

裕香 平田中

ｲﾉｳｴ ﾕｷ 島　根 4m07 × 4m06 4m07 4m07

13 18 2655 井上　　結稀 (3) 斐川東中 -2.1 +2.8 -2.1 -2.1

ｳｴﾀﾞ ﾏﾅ 島　根 4m05 × 3m91 4m05 4m05

14 10 2714 植田　　　愛 (3) 斐川西中 +1.1 +0.6 +1.1 +1.1

ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ 島　根 3m91 4m03 3m68 4m03 4m03

15 4 2118 松下　　愛可 (3) 河南中 +1.5 -1.1 +1.6 -1.1 -1.1

ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 島　根 × 3m65 4m03 4m03 4m03

16 17 2243 石川　鈴那 (3) 浜山中 -3.1 -1.3 -1.3 -1.3

ﾐﾅﾘ ｶﾖ 島　根 3m98 3m85 3m99 3m99 3m99

17 24 2138 三成　　香代 (2) 河南中 +1.4 +0.1 -0.7 -0.7 -0.7

ﾂﾈﾏﾂ ﾅｵ 島　根 3m94 3m89 3m84 3m94 3m94

18 19 2659 常松　　奈緒 (3) 斐川東中 +1.7 -1.0 +1.7 +1.7 +1.7

ﾎｿｶﾜ ﾏｷﾎ 島　根 3m87 × 3m91 3m91 3m91

19 8 2041 細川　まきほ (2) 出雲三中 +4.1 +3.6 +3.6 +3.6

ﾀｼﾞﾏ ｻﾗｻ 島　根 3m83 × × 3m83 3m83

20 26 3102 田島　更紗 (2) 大東中 +1.4 +1.4 +1.4

ﾃｾﾞﾝ ﾓｴ 島　根 3m60 3m50 3m78 3m78 3m78

21 22 2261 手銭　萌絵 (2) 浜山中 -2.7 -0.5 +0.4 +0.4 +0.4

ｼｮｳｼﾞ ﾐﾕｷ 島　根 × 3m73 3m66 3m73 3m73

22 7 2609 昌子　実佑紀 (2) 斐川東中 -0.2 +0.7 -0.2 -0.2

ﾀﾏｷ ﾙﾘ 島　根 × 3m64 × 3m64 3m64

23 25 2434 玉木　琉梨 (2) 向陽中 -1.2 -1.2 -1.2

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 島　根 3m59 × 3m00 3m59 3m59

24 20 2543 嘉藤　帆香 (2) 大社中 +2.8 +2.5 +2.8 +2.8

ｽﾐ ｸﾙﾐ 島　根 3m20 3m55 3m45 3m55 2 3m55

25 6 2433 角　玖留未 (2) 向陽中 -1.5 +1.2 +0.7 +1.2 +1.2

ｶｼﾞﾀﾆ ﾌｳｶ 島　根 × 3m33 × 3m33 3m33

26 27 2242 梶谷ふうか (3) 浜山中 +0.7 +0.7 +0.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽｽﾞ 島　根 × 3m13 × 3m13 3m13

27 9 1824 渡部　美涼 (2) 出雲一中 +1.2 +1.2 +1.2

凡例  



中全女子砲丸投

大会記録 (GR)           13m57     高橋　千秋 (斐川東中)                                       2005        4月20日 11:20 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾉ ｱｲｺ 島　根

1 26 2022 岩野　　愛子 (3) 出雲三中 10m44 9m47 10m16 10m44 10m05 10m35 10m32 10m44

ｲﾜﾀ ｼﾂﾞ 島　根

2 4 3111 岩田　志津 (3) 大東中 9m55 9m34 7m51 9m55 9m53 9m23 9m82 9m82

ｻﾙｷ ﾊﾙｶ 島　根

3 9 2657 猿木　　　悠 (3) 斐川東中 8m66 9m03 9m33 9m33 9m15 9m57 9m25 9m57

ｱｻﾂ ﾘｺ 島　根

4 14 3729 朝津　　璃子 (3) 仁多中 9m08 9m42 9m15 9m42 8m82 9m33 9m22 9m42

ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 島　根

5 8 3738 高野　　彩香 (2) 仁多中 8m69 8m96 8m91 8m96 9m35 7m75 7m86 9m35

ｵﾎ ﾅﾙﾐ 島　根

6 10 2039 於保　　成実 (3) 出雲三中 9m33 8m99 9m17 9m33 9m10 9m01 8m53 9m33

ｴｽﾐ ﾕｽﾞ 島　根

7 13 2535 江角　ゆず (3) 大社中 9m25 9m02 9m21 9m25 9m21 8m01 8m57 9m25

ｷﾑﾗ ﾅﾅ 島　根

8 23 2654 木村　　菜々 (3) 斐川東中 8m46 8m19 8m65 8m65 8m36 7m44 8m26 8m65

ﾓﾘﾜｷ ｻｷ 島　根

9 5 2310 森脇　　彩貴 (2) 平田中 8m01 8m14 8m30 8m30 8m30

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ 島　根

10 1 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多中 7m49 7m39 8m27 8m27 8m27

ｵｵﾄﾞｺ ﾓｴ 島　根

11 7 2120 大床　　　萌 (3) 河南中 8m00 7m21 6m94 8m00 8m00

ﾏﾂﾅｵ ﾅﾂｷ 島　根

12 3 4002 松直　　奈月 (3) 大田二中 7m88 7m59 7m83 7m88 7m88

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

松直 田 中

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ 島　根

13 22 3123 藤本　彩 (3) 大東中 7m11 7m65 6m55 7m65 7m65

ﾌｸﾀﾞﾓﾓｶ 島　根

14 24 3827 福田　萌々香 (3) 仁多横田中 7m60 7m41 7m30 7m60 7m60

ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 島　根

15 2 2113 竹中　ひかる (3) 河南中 7m57 × 7m19 7m57 7m57

ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ 島　根

16 21 2259 伊藤　成未 (2) 浜山中 7m55 7m35 6m80 7m55 7m55

ﾉﾊﾗ ﾕﾘ 島　根

17 19 1823 野原　結莉 (2) 出雲一中 7m06 7m29 6m91 7m29 7m29

ｶﾔﾏ ﾅﾂｷ 島　根

18 16 2708 香山　　名月 (2) 斐川西中 6m42 6m57 7m11 7m11 7m11

ｼﾝｼﾞ ﾅﾎ 島　根

19 15 2663 宍道　　奈穂 (3) 斐川東中 6m86 6m49 6m59 6m86 6m86

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ 島　根

20 12 2541 栗田　優彩 (3) 大社中 6m44 5m96 6m67 6m67 6m67

ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｷ 島　根

21 25 3106 奥村　なつき (3) 大東中 6m16 6m40 6m64 6m64 6m64

ﾀｸﾜ ﾁﾊﾙ 島　根

22 17 2115 宅和　ちはる (3) 河南中 6m57 6m27 × 6m57 6m57

ｶﾂﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 島　根

23 6 2244 勝部　望 浜山中 5m47 5m83 4m98 5m83 5m83

ﾅｶﾞｻｷ ｷｮｳｶ 島　根

24 18 2435 長崎　京夏 (2) 向陽中 5m82 5m11 4m84 5m82 5m82

ﾊﾗ ﾕﾐｺ 島　根

25 27 2546 原　優美子 (2) 大社中 5m77 5m28 5m80 5m80 5m80

ｽﾄｳ ﾅﾙﾐ 島　根

26 20 2432 周藤　成美 (2) 向陽中 5m14 4m86 5m33 5m33 5m33

ｶﾜｲ ﾁﾎ 島　根

27 11 2266 河井　千歩 (2) 浜山中 4m52 4m76 4m26 4m76 4m76

凡例  



一般女子100m

4月19日 12:30 予選  
大会記録 (GR)           12.39     宇田川朱美 (松江西高)                                       1995        4月20日 10:32 決勝  

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾐｽﾞｼ ﾘｺ 島　根 ｱﾀﾞﾁ ｶﾎ 島　根
1 6 594 水師　　莉子 (1) 大社高 13.17 Q 1 4 272 安達　佳穂 (3) 松江商高 13.10 Q

ｲｼｵｶ ﾅﾐ 島　根 ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ 島　根
2 4 120 石岡　　菜美 (3) 出雲高 13.95 2 2 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 13.16 q

ｱｻﾋ ｶﾎ 島　根 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島　根
3 5 318 淺日　　香帆 (2) 平田高 14.85 3 3 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高 13.58 q

ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾕｷ 島　根 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｶ 島　根
4 8 391 石橋　　美幸 (3) 松江ろう 14.95 4 7 124 内藤　　有香 (3) 出雲高 13.72

ｵｵｻｶ ﾅﾂﾐ 島　根 ｶﾓ ﾅﾅﾐ 島　根
5 3 565 大坂　奈津美 (2) 出雲商高 15.06 5 8 241 加茂　七海 (2) 松江北高 14.27

ﾀｹﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 島　根 ﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 島　根
6 2 630 竹田　美鈴 (3) 出雲西高 15.59 6 5 266 田邊　希 (2) 安来高 15.56

ｲﾜｻｷ ｱﾔｶ 島　根 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｶ 島　根
7 229 岩崎　絢加 (3) 松江北高 DNS 6 311 松崎　　有香 (3) 平田高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾓｴﾅ 島　根 ﾏｴｼﾞﾏ ﾙｶ 島　根
1 2 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 13.28 Q 1 2 358 前島　瑠華 (2) 松江東高 13.01 Q

ﾀｶﾅｼ ﾘｶ 島　根 ﾍﾀ ｼｽﾞﾊ 島　根
2 5 273 髙梨　理佳 (3) 松江商高 13.53 q 2 5 233 部田　倭葉 (3) 松江北高 13.35 q

ﾀﾞﾃ ﾋﾅｺ 島　根 ﾆｼｺﾘ ﾏﾕ 島　根
3 6 352 伊達　日向子 (3) 松江東高 14.07 3 4 319 錦織　　真由 (2) 平田高 13.76

ｶﾅﾂ ﾕﾐｴ 島　根 ﾍﾀ ｼﾂﾞｸ 島　根
4 3 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 14.18 4 6 191 部田　しづく (2) 松江高専 13.96

ｼﾝｼﾞ ｶﾎ 島　根 ｺﾔﾏ  ﾅﾂﾐ 島　根
5 7 308 宍道　　香穂 (3) 平田高 14.97 5 7 570 小山　なつ美 (1) 出雲商高 14.03

ｱｵﾔﾏ ﾓﾓｺ 島 根 ｻﾄｳ ﾉﾉｶ 島 根

風:  -1.3 風:  +1.4

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.1 風:  +0.3

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｱｵﾔﾏ ﾓﾓｺ 島　根 ｻﾄｳ ﾉﾉｶ 島　根
6 8 253 青山　桃子 (3) 安来高 15.02 6 8 232 佐藤　乃々香 (3) 松江北高 14.85

ｷｼﾉ ﾙﾐｺ 島　根 ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 島　根
7 4 457 岸野　留美子 (3) 三刀屋高 15.65 7 3 264 河本　瑞季 (2) 安来高 16.25

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞｼ ﾘｺ 島　根
1 5 594 水師　　莉子 (1) 大社高 13.06

ﾏｴｼﾞﾏ ﾙｶ 島　根
2 4 358 前島　瑠華 (2) 松江東高 13.17

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾓｴﾅ 島　根
3 6 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 13.20

ｱﾀﾞﾁ ｶﾎ 島　根
4 7 272 安達　佳穂 (3) 松江商高 13.38

ﾀｶﾅｼ ﾘｶ 島　根
5 2 273 髙梨　理佳 (3) 松江商高 13.41

ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ 島　根
6 8 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 13.46

ﾍﾀ ｼｽﾞﾊ 島　根
7 9 233 部田　倭葉 (3) 松江北高 13.63

ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島　根
8 3 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高 13.91

風:  -0.5

凡例    DNS：欠場



一般女子800m

4月19日 13:20 決勝  
大会記録 (GR)           2.14.17   糸原　綾 (福島大)                                           2011        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島　根

1 7 617 福田　翔子 (1) 松江北高 2.21.75
ﾊﾗ ｶﾅｺ 島　根

2 5 100 原　　加奈子 (3) 松江南高 2.34.92
ｶﾂﾍﾞ ﾅｽﾞﾅ 島　根

3 3 491 勝部　なずな (2) 出雲北陵高 2.35.60
ｻﾄｳ ﾕﾅ 島　根

4 1 466 佐藤　　友奈 (2) 三刀屋高 2.46.61
ｶﾅﾓﾘ ﾓﾓｶ 島　根

5 9 492 金森　　百花 (2) 出雲北陵高 2.47.01
ｺﾋｷ ﾏｵ 島　根

6 6 254 古曳　舞桜 (3) 安来高 3.07.09
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾚﾝ 島　根

7 4 632 山田　かれん (3) 出雲西高 3.25.45
ｷﾀﾑﾗ ｷｮｳｶ 島　根

8 592 北村　　京香 (1) 大社高 DNS
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 島　根

2 230 小川　桃果 (3) 松江北高 DNS
ｸﾔ ﾋｶﾘ 島　根

10 567 久家　光梨 (2) 出雲商高 DNS

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

凡例    DNS：欠場



一般女子3000m

4月20日 13:30 決勝  
大会記録 (GR)           9.40.29   深津　裕子 (アラコ)                                                     

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｺ 島　根

1 16 309 武田　　夏子 (3) 平田高 11.08.47
ﾏﾂｼﾏ ﾅﾅｺ 島　根

2 14 458 松島　菜々子 (3) 三刀屋高 11.38.11
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷ 島　根

3 13 202 宮﨑　　有紀 (3) 大社高 11.44.19
ｲﾏﾀｹ ﾋｶﾙ 島　根

4 7 7-2967 今竹　ひかる (4) 島根大 11.58.72
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ 島　根

5 5 256 宮崎　真衣 (3) 安来高 12.01.28
ﾀｶﾊｼ ﾈﾈ 島　根

6 3 255 高橋　寧々 (3) 安来高 13.26.66
ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 島　根

8 218 昌子　　有貴 (2) 大社高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｷｷｮｳ 島　根

4 219 高橋　　希香 (2) 大社高 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｺ 島　根

10 568 高橋　美智子 (2) 出雲商高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾙﾐ 島　根

6 569 山本　成美 (2) 出雲商高 DNS
ｷﾑﾗ ｱｶﾘ 島　根

17 123 木村　あかり (3) 出雲高 DNS
ﾄﾔ ｷｮｳｺ 島　根

12 454 鳥谷　香子 (2) 横田高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島　根

9 312 渡部　　　結 (3) 平田高 DNS
ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾅ 島　根

1 307 黒田　　純菜 (3) 平田高 DNS
ﾂｹﾞ ｱﾕﾘ 島　根
柘植 愛侑里 ( ) 平田高

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

11 310 柘植　愛侑里 (3) 平田高 DNS
ｵｻﾞｻ ﾐﾅﾐ 島　根

15 306 小笹　　美波 (3) 平田高 DNS
ﾉｻｶ ﾐﾎ 島　根

2 320 野坂　　美帆 (2) 平田高 DNS

凡例    DNS：欠場



一般女子100mH

4月19日 13:45 決勝  
大会記録 (GR)           13.82     松浦　真枝 (島根大)                                         1995        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾏｶﾞｲ  ﾌﾐｺ 北海道

1 1 48 熊谷　史子 北海道ﾊｲﾃｸ 13.96
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾓｴﾅ 島　根

2 6 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 16.24
ｶﾅﾂ ﾕﾐｴ 島　根

3 7 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 16.90
ﾆｼｺﾘ ﾏﾕ 島　根

4 9 319 錦織　　真由 (2) 平田高 18.23
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｶ 島　根

5 5 124 内藤　　有香 (3) 出雲高 18.37
ﾆｼｺｵﾘ ﾘｺ 島　根

6 3 299 錦織　莉子 (3) 松江西高 19.51
ｲﾜｻｷ ｱﾔｶ 島　根

2 229 岩崎　絢加 (3) 松江北高 DNS
ﾏｷﾊﾗ ｱﾔｶ 島　根

8 125 槇原　　彩夏 (3) 出雲高 DNS
ﾖﾓﾀ ﾊﾙﾅ 島　根

4 127 四方田　晴菜 (3) 出雲高 DNS

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +3.0

凡例    DNS：欠場



一般女子4×100mR

4月20日 12:20 決勝  
大会記録 (GR)           0.48.07   島根大 (松本－澤田－安達－松浦)                             1995        

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社高 0.48.87 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲北陵高 0.50.59
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾓｴﾅ ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ
1 224 山上　　萌菜 (2) 島　根 大社高 1 493 黒田　　千晴 (2) 島　根 出雲北陵高

ﾐｽﾞｼ ﾘｺ ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ
2 594 水師　　莉子 (1) 島　根 大社高 2 502 椿　　　玲美 (1) 島　根 出雲北陵高

ﾐﾔﾀ ﾅﾐ ﾐｽﾞｼ ﾈﾈ
3 223 宮田　　七海 (2) 島　根 大社高 3 494 水師　　寧々 (2) 島　根 出雲北陵高

ﾋﾉ ｲｽﾞ ｵｵｶ ｱｲﾅ
4 200 日野　　依瑞 (3) 島　根 大社高 4 490 大賀　　愛水 (2) 島　根 出雲北陵高

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲高 0.52.48 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江北高 0.54.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾅｲﾄｳ ﾕｳｶ ｶﾓ ﾅﾅﾐ
1 124 内藤　　有香 (3) 島　根 出雲高 1 241 加茂　七海 (2) 島　根 松江北高

ｲｼｵｶ ﾅﾐ ﾍﾀ ｼｽﾞﾊ
2 120 石岡　　菜美 (3) 島　根 出雲高 2 233 部田　倭葉 (3) 島　根 松江北高

ｶﾅﾔﾏ ｱｶﾈ ｻﾄｳ ﾉﾉｶ
3 121 金山　　朱音 (3) 島　根 出雲高 3 232 佐藤　乃々香 (3) 島　根 松江北高

ﾅﾘｱｲ ｱﾐ ｸﾉｳ ｻﾂｷ
4 136 成相　　亜美 (2) 島　根 出雲高 4 231 九重　佐都季 (3) 島　根 松江北高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  安来高 0.59.84 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江商高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
1 264 河本　瑞季 (2) 島　根 安来高

ｱｵﾔﾏ ﾓﾓｺ
2 253 青山　桃子 (3) 島　根 安来高

ﾅｶﾞｾ ｻｷﾞﾘ
3 267 永瀬　沙霧 (2) 島　根 安来高

ﾀﾅ ﾞ ﾉｿﾞﾐ

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
4 266 田邊　希 (2) 島　根 安来高

凡例    DNS：欠場



一般女子走高跳
審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

4月19日 09:30 決勝  

大会記録 (GR)           1m65      金山　久美 (大社高)                                         1989        

大会記録 (GR)           1m65      福田　悦子 (出雲農高)                                       1985        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 島　根 － － － － ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

1 6 128 渡部　　海帆 (3) 出雲高 1m57

ｼｼﾞｷ ﾚｲﾅ 島　根 － － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 1 217 志食　　伶奈 (2) 大社高 1m54

ﾌｸｼﾏ ﾅｷﾞｻ 島　根 － － ○ × × ○ ○ × × ×

3 7 201 福島　　　渚 (3) 大社高 1m45

ｿﾀ ｱﾔｶ 島　根 － － － ○ × × ○ × × ×

4 4 485 曽田　　彩華 (3) 出雲北陵高 1m45

ｷｼﾓﾄ ｶﾅ 島　根 － － ○ × ○ × × ×

5 5 198 岸本　　華奈 (3) 大社高 1m40

ﾄﾐｵｶ ﾊﾙﾅ 島　根 ○ ○ × × ×

6 3 571 富岡　遥奈 (1) 出雲商高 1m30

ﾌﾉ ｶﾅｺ 島　根 × × ×

2 572 布野　華奈子 (1) 出雲商高 NM

1m57 1m611m45 1m48 1m51 1m541m25 1m30 1m35 1m40

凡例    NM：記録なし



一般女子走幅跳

大会記録 (GR)           5m87      湊　つばさ (鳥取県教委)                                     2010        4月19日 12:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾀ ｼｽﾞﾊ 島　根 × 4m76 4m98 4m98 4m97 4m80 4m64 4m98

1 1 233 部田　倭葉 (3) 松江北高 +2.0 +0.4 +0.4 -1.8 -1.2 -2.2 +0.4

ﾀｹﾀﾞ ｶﾅｺ 島　根 4m70 4m80 4m81 4m81 4m93 4m52 4m76 4m93 公認3回目

2 8 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 +0.4 +1.9 +1.8 +1.8 +2.9 -1.0 -0.4 +2.9 4m81(+1.8)

ﾍﾀ ｼﾂﾞｸ 島　根 × 4m76 × 4m76 4m86 4m49 4m61 4m86

3 3 191 部田　しづく (2) 松江高専 +0.4 +0.4 +1.6 +1.6 -2.3 +1.6

ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ 島　根 4m61 4m76 4m75 4m76 4m78 4m72 4m82 4m82

4 11 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 +1.4 +4.3 +0.7 +4.3 -2.3 -1.4 -1.0 -1.0

ﾊﾗﾀﾞ ｳﾘﾝ 島　根 × 4m43 × 4m43 × × × 4m43

5 7 137 原田　　右琳 (2) 出雲高 +0.9 +0.9 +0.9

ｶﾓ ﾅﾅﾐ 島　根 × × 3m71 3m71 4m02 4m08 4m02 4m08

6 9 241 加茂　七海 (2) 松江北高 -0.9 -0.9 -0.1 +1.4 +1.1 +1.4

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾚﾝ 島　根 3m83 3m78 3m87 3m87 3m61 3m78 3m39 3m87

7 2 632 山田　かれん (3) 出雲西高 -0.7 +1.9 +1.0 +1.0 +2.7 +3.5 +1.3 +1.0

ﾀｹﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 島　根 × 3m66 3m79 3m79 － － × 3m79

8 10 630 竹田　美鈴 (3) 出雲西高 +1.8 +0.9 +0.9 +0.9

ｸﾉｳ ｻﾂｷ 島　根 3m40 3m58 3m45 3m58 3m58

9 4 231 九重　佐都季 (3) 松江北高 -2.1 +0.1 -0.9 +0.1 +0.1

ﾌｸﾏ ｱﾘｻ 島　根

5 618 福間　有紗 (1) 松江北高 DNS

ﾖﾓﾀ ﾊﾙﾅ 島　根

6 127 四方田　晴菜 (3) 出雲高 DNS

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

凡例    DNS：欠場



一般女子砲丸投(4.000kg)

大会記録 (GR)           12m58     高橋　千秋 (松江西高)                                       2008        4月19日 12:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾅｺ 島　根

1 4 197 門脇　　七虹 (3) 大社高 9m95 9m46 9m76 9m95 × × × 9m95

ｱｶｷﾞ ﾐﾎ 島　根

2 6 305 赤木　　美保 (3) 平田高 × 9m24 9m11 9m24 9m59 9m07 9m79 9m79

ｵｵﾂｶ ﾊﾙｶ 島　根

3 1 216 大塚　　春華 (2) 大社高 8m79 8m81 8m58 8m81 8m34 8m31 9m32 9m32

ﾀﾅｶ ﾏｲ 島　根

4 2 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう 7m74 7m91 7m63 7m91 7m65 7m38 7m72 7m91

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐ 島　根

5 7 248 渡部　　瑠美 (3) 大東高 6m93 6m77 7m51 7m51 7m28 7m40 7m61 7m61

ｳｴﾀﾞ ｼｵﾘ 島　根

6 3 298 上田　志織 (3) 松江西高 6m62 6m49 6m89 6m89 6m77 6m80 6m69 6m89

ｻｲｷ ﾕｳｶ 島　根

5 343 才木　　邑佳 (3) 島根中央高 DNS

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

凡例    DNS：欠場



一般女子円盤投(1.000kg)

4月19日 14:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶｷﾞ ﾐﾎ 島　根

1 7 305 赤木　　美保 (3) 平田高 28m60 19m92 27m32 28m60 30m16 32m36 33m58 33m58

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔｶ 島　根

2 3 221 中川　紗也加 (2) 大社高 × 23m18 24m52 24m52 25m30 26m04 × 26m04

ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾅｺ 島　根

3 2 197 門脇　　七虹 (3) 大社高 × × × 23m76 25m68 20m14 25m68

ｶﾅﾔﾏ ｱｶﾈ 島　根

4 6 121 金山　　朱音 (3) 出雲高 22m72 × 19m28 22m72 23m24 × 20m00 23m24

ﾀﾅｶ ﾏｲ 島　根

5 4 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう 21m38 22m36 20m16 22m36 20m46 × 18m80 22m36

ﾂﾁｴ ﾙﾐ 島　根

6 8 274 土江　瑠実 (3) 松江商高 × 18m58 × 18m58 × 20m26 17m26 20m26

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐ 島　根

7 5 248 渡部　　瑠美 (3) 大東高 15m26 15m46 16m30 16m30 18m56 19m54 19m54 19m54

ｻｲｷ ﾕｳｶ 島　根

8 1 343 才木　　邑佳 (3) 島根中央高 18m58 18m84 18m04 18m84 × 17m00 18m56 18m84

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

凡例  



一般女子やり投

大会記録 (GR)           44m04     中山ふしみ (安来高)                                         1987        4月19日 09:30 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 島　根

1 2 128 渡部　　海帆 (3) 出雲高 32m18 － － 32m18 35m44 32m66 29m24 35m44

ﾀｹﾀﾞ ｶﾅｺ 島　根

2 7 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 34m66 34m24 33m50 34m66 30m88 32m58 31m54 34m66

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｲﾘ 島　根

3 5 265 小松原　愛里 (2) 安来高 × 29m82 × 29m82 23m44 23m30 22m52 29m82

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔｶ 島　根

4 3 221 中川　紗也加 (2) 大社高 27m04 19m92 20m50 27m04 21m78 23m28 20m48 27m04

ｵｵﾂｶ ﾊﾙｶ 島　根

5 4 216 大塚　　春華 (2) 大社高 × 26m40 × 26m40 × 21m62 24m24 26m40

ｶﾅﾔﾏ ｱｶﾈ 島　根

6 6 121 金山　　朱音 (3) 出雲高 20m24 × 22m08 22m08 21m62 17m74 21m62 22m08

ｳｴﾀﾞ ｼｵﾘ 島　根

7 1 298 上田　志織 (3) 松江西高 × 18m82 18m84 18m84 19m16 15m02 21m94 21m94

ﾅｶﾞｾ ｻｷﾞﾘ 島　根

8 8 267 永瀬　沙霧 (2) 安来高 17m06 18m86 × 18m86 17m98 × 20m92 20m92

審 判 長：持田　清道

記録主任：松本　浩介

凡例  



YOSHIOKASPRINT男子100m

4月20日 13:20 予選  
4月20日 15:10 決勝  

予選  2組3着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 埼　玉 ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ 東　京
1 4 4 桐生　祥秀 (1) 東洋大 10.33 Q 1 6 15 塚原　直貴 富士通 10.36 Q

ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ 福　岡 ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ 千　葉
2 5 5 大瀬戸　一馬 法政大 10.40 Q 2 7 16 高平　慎士 富士通 10.41 Q

KIMKukyoung 韓　国 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ 神奈川
3 6 6 KIMKukyoung 韓国 10.42 Q 3 2 11 森　雅治 大東大 10.45 Q

ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ 兵　庫 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 静　岡
4 9 9 堀江　新太郎 住友電工 10.46 q 4 5 14 畠山　純 スズキ浜松 10.49 q

ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 兵　庫 ﾅｼﾓﾄ ﾏｻｷ 千　葉
5 2 2 藤澤　亮輔 住友電工 10.64 q 5 9 18 梨本　真輝 大東大 10.52 q

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大　阪 ﾆｼｶﾞｷ ﾖｼﾔ 愛　知
6 8 8 後藤　乃毅 大阪ガス 10.74 q 6 3 12 西垣　佳哉 法政大 10.55 q

ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ 北海道 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 三　重
7 3 3 馬場　友也 LALLAC 10.75 q 7 8 17 小林　雄一 NTN 10.55 q

ｱｺﾞｳ ﾖｳ 島　根 ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大　阪
8 1 1 吾郷　　　陽 (3) 松江北高 10.78 q 8 4 13 江里口　匡史 大阪ガス 10.70 q

ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 神奈川 ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ 島　根
9 7 7 本間　圭祐 城西大 10.86 q 1 10 花田　達也 大社高 DNS

決勝

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 三　重 ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 埼　玉
1 5 17 小林　雄一 NTN 10.48 1 5 4 桐生　祥秀 (1) 東洋大 10.26

ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大　阪 ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ 福　岡
2 4 13 江里口　匡史 大阪ガス 10.49 2 4 5 大瀬戸　一馬 法政大 10.40

ﾆｼｶﾞｷ ﾖｼﾔ 愛 知 KIMK k 韓 国

風:  +0.6 風:  +0.6

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +1.8 風:  +1.9

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ﾆｼｶ ｷ ﾖｼﾔ 愛　知 KIMKukyoung 韓　国
3 3 12 西垣　佳哉 法政大 10.51 3 8 6 KIMKukyoung 韓国 10.44

ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 兵　庫 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ 兵　庫
4 6 2 藤澤　亮輔 住友電工 10.56 4 7 9 堀江　新太郎 住友電工 10.56

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大　阪 ﾅｼﾓﾄ ﾏｻｷ 千　葉
5 8 8 後藤　乃毅 大阪ガス 10.69 5 1 18 梨本　真輝 大東大 10.56

ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ 北海道 ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ 千　葉
6 7 3 馬場　友也 LALLAC 10.71 6 6 16 高平　慎士 富士通 10.58

ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 神奈川 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ 神奈川
7 2 7 本間　圭祐 城西大 10.77 7 9 11 森　雅治 大東大 10.62

ｱｺﾞｳ ﾖｳ 島　根 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 静　岡
1 1 吾郷　　　陽 (3) 松江北高 DNS 8 2 14 畠山　純 スズキ浜松 10.65

ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ 東　京
3 15 塚原　直貴 富士通 DNS

凡例    DNS：欠場



YOSHIOKASPRINT男子300m

4月20日 15:30 決勝  

決勝

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川 ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ 神奈川
1 6 23 木村　和史 環太平洋大 0.33.12 1 5 29 藤光　謙司 ゼンリン 0.32.25 NR

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川 ﾀｶｾ ｹｲ 千　葉
2 4 21 小林　直己 東海大 0.33.29 2 4 28 高瀬　慧 富士通 0.32.39

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛　知 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ 徳　島
3 7 24 屋貝　博文 中京大 0.33.80 3 3 27 金丸　祐三 大塚製薬 0.32.53

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼　玉 ｲｼﾂｶ ﾕｳｽｹ 茨　城
4 5 22 伊藤　卓 大東大 0.33.81 4 7 31 石塚　祐輔 ミズノ 0.32.96

ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾄ 島　根 ﾓﾄｼｵ ﾘｮｳ 埼　玉
5 8 25 稲葉　直人 大社高 0.36.02 5 2 26 本塩　遼 富士通 0.33.07

ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾀ 新　潟 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川
3 20 猪口　悠太 法政大 DNF 6 6 30 廣瀬　英行 富士通 0.33.18

ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島　根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 宮　城
2 19 山崎　定将 明誠高 DNS 7 8 32 渡邉　和也 チームミズノ 0.33.43

ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 大　阪
8 9 33 木村　淳 大阪ガス 0.33.83

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠場  NR：日本記録



招待高校男子5000m

4月20日 11:40 決勝  

決勝
1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅﾍﾞﾐｷﾔ 島　根 ｵｻﾞﾜﾅｵﾄ 滋　賀
1 25 5 田部　　幹也 (3) 出雲工高 14.54.13 1 23 19 小澤　　直人 (3) 草津東 14.57.28

ﾅｶﾀﾆﾀｶﾋﾛ 岡　山 ｲｼｲｺｳｷ 福　岡
2 7 60 中谷　　貴弘 (2) 倉敷 14.56.69 2 26 29 石井　　幸喜 (3) 大牟田 15.07.08

ｶﾜｼﾏﾀｶﾔ 滋　賀 ﾖﾈﾐﾂﾚﾝ 福　岡
3 34 21 川島　　貴哉 (2) 草津東 14.56.85 3 30 30 米満　　　怜 (2) 大牟田 15.08.10

ｻｶｸﾞﾁﾘｭｳﾍｲ 京　都 ｵｶﾓﾄｿｳﾍｲ 島　根
4 27 13 阪口　　龍平 (2) 洛南 14.58.02 4 27 2 岡本　　創平 (3) 出雲工高 15.09.17

ﾏﾂﾊﾞﾗｱｷﾄ 鳥　取 ｶﾀｵｶｼｭｳﾀ 大　阪
5 28 64 松原　　晃人 (3) 鳥取中央育英14.58.33 5 12 47 片岡　　柊太 (2) 大阪 15.11.67

ﾏﾂﾑﾗｱｷﾀｶ 兵　庫 ｵｶﾞﾕｳﾄ 岡　山
6 6 24 松村　　壮顕 (2) 報徳学園 15.03.17 6 6 62 小賀　　悠人 (2) 倉敷 15.19.72

ﾔﾏｼﾀﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾊﾗｾｲｼﾞ 京　都
7 3 42 山下　　智也 (2) 米子松蔭 15.04.70 7 31 15 原　　　青磁 (3) 洛南 15.22.22

ｲﾜﾑﾗﾄｼﾋﾛ 鳥　取 ﾔﾏｻｷﾘｭｳｷ 京　都
8 29 55 岩村　　稔大 (2) 鳥取城北 15.12.02 8 29 14 山崎　　龍輝 (2) 洛南 15.24.87

ｲﾏﾀﾞｱﾂｼ 島　根 ｲﾏｲﾀｹｼ 兵　庫
9 2 1 今田　　　淳 (3) 出雲工高 15.14.43 9 16 26 今井　　　毅 (1) 報徳学園 15.28.19

ｵｵﾄﾉｼｮｳｼﾞ 徳  島 ﾎﾝﾀﾞｹｲｺﾞ 鳥　取
10 9 52 大殿　　将司 (3) つるぎ 15.16.15 10 19 43 本田　　圭吾 (1) 米子松蔭 15.28.90

ｼﾗﾐｽﾞﾄﾓﾋｺ 京　都 ﾊﾏﾉﾋﾛｷ 島　根
11 31 16 白永　　智彦 (2) 洛南 15.20.06 11 34 6 濵野　　拓希 (3) 出雲工高 15.30.97

ﾓﾘｸﾞﾁﾘｭｳｾｲ 福　岡 ｵｶﾀﾞｺｳﾍｲ 京　都
12 32 31 守口　　琉征 (2) 大牟田 15.24.29 12 18 18 岡田　　浩平 (1) 洛南 15.32.24

ｶﾅｵｼｭｳﾍｲ 鳥　取 ｱﾂﾀｶﾂﾋｻ 島　根
13 20 41 金尾　　翔平 (3) 米子松蔭 15.26.39 13 5 3 熱田　　勝久 (3) 出雲工高 15.32.84

ﾆｼﾘｮｳﾀ 兵　庫 ﾄﾐﾀﾅｵｷ 滋　賀
14 15 25 西　　　涼太 (2) 報徳学園 15.29.13 14 11 22 冨田　　直樹 (2) 草津東 15.33.23

ｵｵﾂｺｳﾍｲ 大　阪 ﾔﾌﾞﾀｶｽﾞｼ 兵　庫
15 1 44 大津 晃平 (3) 大阪 15.29.43 15 3 23 薮田 一志 (1) 報徳学園 15.33.27

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

15 1 44 大津　　晃平 (3) 大阪 15.29.43 15 3 23 薮田　　 志 (1) 報徳学園 15.33.27
ﾅｶｶﾞﾜﾓﾄﾔ 滋　賀 ﾌｸﾀﾞﾊｼﾞﾒ 大　阪

16 26 20 中川　　元哉 (3) 草津東 15.29.55 16 14 48 福田　　　創 (2) 大阪 15.35.07
ｵｸﾞﾁｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 福　岡 ﾀｶﾂｶｶｲ 岡　山

17 24 32 尾口　健三郎 (2) 大牟田 15.31.39 17 33 59 高務　　佳已 (3) 倉敷 15.35.76
ｷﾑﾗｼｭﾝ 岡　山 ﾅｶｶﾞﾐﾂｶｻ 徳  島

18 12 63 木邑　　　駿 (2) 倉敷 15.31.95 18 13 53 中上　　　司 (3) つるぎ 15.36.09
ﾄｳｹﾞﾘｮｳﾍｲ 岡　山 ｺｻｶﾀﾂﾔ 鳥　取

19 8 58 峠　　　亮平 (3) 倉敷 15.33.25 19 7 67 小阪　　竜也 (2) 鳥取中央育英15.41.54
ﾔﾏﾀﾞｺｳﾖｳ 大　阪 ﾄﾞｲﾊﾙｷ 徳  島

20 17 49 山田　　滉耀 (2) 大阪 15.37.77 20 25 50 土井　　晴樹 (2) つるぎ 15.42.93
ｺﾀﾞﾏﾀﾞｲﾁ 広　島 ｼﾝｸﾞｳﾖｼﾋﾛ 島　根

21 30 35 児玉　　大知 (3) 世羅 15.37.80 21 28 11 新宮　　良啓 (3) 松江南高 15.55.84
ﾔﾏﾅｶﾀｶﾖｼ 京　都 ｸﾗﾊｼｺｳﾀ 島　根

22 5 17 山中　　貴義 (2) 洛南 15.40.98 22 9 4 倉橋　　光太 (3) 出雲工高 15.56.66
ﾌﾙﾔﾀｸﾑ 島　根 ｴﾉﾓﾄｱｵｲ 大　阪

23 33 8 古屋　　拓夢 (2) 出雲工高 15.43.46 23 17 45 榎本　　　葵 (3) 大阪 15.57.78
ﾖｼﾅﾘﾘｮｳｽｹ 徳  島 ｻﾈﾄｳｺｳｷ 岡　山

24 4 51 吉成　　椋介 (3) つるぎ 15.49.54 24 4 61 実藤　　康樹 (2) 倉敷 15.57.88
ﾏｴﾀﾞｼｮｳﾀ 大　阪 ｳｽｲｹﾝﾀ 鳥　取

25 16 46 前田　　翔太 (3) 大阪 15.51.72 25 8 57 臼井　　健太 (1) 鳥取城北 15.57.94
ﾎﾝﾏｾｲﾔ 兵　庫 ﾐｽﾞﾉｶｽﾞﾐﾂ 広　島

26 21 28 本馬　　聖也 (2) 報徳学園 15.53.17 26 2 34 水野　　一光 (3) 世羅 16.04.43
ｸｶﾞﾋﾛﾏｻ 島　根 ｲｼﾓﾘﾐﾊﾙ 島　根

27 11 12 久我　　浩正 (3) 松江南高 15.54.27 27 21 27 石森　　海晴 (1) 報徳学園 16.07.98
ｵｵﾑﾗﾀｸﾔ 鳥　取 ﾊﾊﾞﾗﾀﾂﾔ 広　島

28 10 56 大村　　拓也 (2) 鳥取城北 16.18.86 28 10 33 羽原　　辰哉 (3) 世羅 16.09.82
ｱｶﾞﾜﾀﾞｲｽｹ 島　根 ﾜｻｷﾕﾀｶ 島　根

29 14 9 阿川　　大祐 (2) 出雲工高 16.18.88 29 35 69 和崎　　　裕 (2) 出雲工高 16.13.52
ﾂﾙﾊﾗｶﾞｸｼ 鳥　取 ﾅｶﾞｲﾘｭｳｼﾞ 鳥　取

30 22 68 鶴原　　楽士 (3) 鳥取中央育英16.35.43 30 15 40 永井　　龍司 (3) 米子松蔭 16.18.24
ﾌｼﾞﾜﾗﾀｶﾔ 広　島 ﾊｾｶﾞﾜｺｳﾀ 山　梨

31 18 36 藤原　　隆矢 (2) 世羅 16.38.13 31 32 38 長谷川　　孝太 (1山梨学院付属16.20.05
ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾀ 島　根 ﾀｹﾀﾞﾘｮｳｽｹ 鳥　取

32 19 10 中村　　亮太 (2) 出雲工高 16.42.63 32 1 65 武田　　遼佑 (2) 鳥取中央育英16.28.83
ﾌｶｻﾞﾜﾘｮｳﾔ 山　梨 ﾓﾘﾔﾏｼｮｳﾀ 島　根

33 23 37 深澤　　亮哉 (1) 山梨学院付属16.48.99 33 20 7 森山　　翔太 (3) 出雲工高 16.35.71
ｱｻｻｶｼｮｳｷ 鳥　取 ﾀｶﾊﾗｶｽﾞｷ 山　梨

34 13 66 赤坂　　将輝 (2) 鳥取中央育英16.53.50 34 22 39 嵩原　　和樹 (2) 山梨学院付属16.35.73
ﾐﾔﾓﾄｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

24 54 宮本　健太郎 (3) 鳥取城北 DQ,*T3

凡例    DQ：失格  *T3：走路外インフィールド進入



YOSHIOKASPRINT女子100m

4月20日 15:00 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 茨　城

1 5 37 世古　和 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ 11.70
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ 東　京

2 4 36 藤森　安奈 青山学院大 11.77
ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡　山

3 6 38 青木　益未 環太平洋大 11.87
ﾜﾀﾞ ﾏｷ 京　都

4 3 35 和田　麻希 ミズノ 11.90
ｸﾏｶﾞｲ  ﾌﾐｺ 北海道

5 1 48 熊谷　史子 北海道ﾊｲﾃｸ 12.07
ｺｵ ｱｻﾅ 福　井

6 8 40 小尾　麻菜 仁愛女子短大 12.18
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ 宮　崎

7 7 39 松田　優美 環太平洋大 12.18
ﾋﾉ ｲｽﾞ 島　根

8 2 34 日野　依瑞 大社高 12.29
ｵｵｶﾞ  ｱｲﾅ 島　根

9 9 41 大賀　愛水 出雲北陵高 12.94

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.9

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

凡例  



YOSHIOKASPRINT女子300m

4月20日 15:25 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ 静　岡

1 4 44 杉浦　はる香 青山学院大 0.39.35
ｷﾑﾗ ｱｶﾈ 滋　賀

2 5 45 木村　茜 大阪成蹊大 0.39.57
ﾖｼﾐ ﾐｻｷ 京　都

3 6 46 吉見　美咲 大阪成蹊大 0.40.51
ﾐﾔﾀ ﾅﾐ 島　根

4 2 42 宮田　七海 大社高 0.40.69
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島　根

5 8 617 福田　翔子 (1) 松江北高 0.41.20
ﾔﾏﾀﾞ ｶｺ 島　根

6 7 47 山田　かこ (3) 松江商高 0.41.28
ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 島　根

3 271 青山　聖佳 (3) 松江商高 DNS

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

凡例    DNS：欠場



招待高校女子3000m

4月20日 11:20 決勝  

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄｱﾘｻ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼｲｸﾐ 鳥　取

1 25 29 山本　亜利沙 (3) 鳥取中央育英 9.48.31 20 16 21 小林　　育美 (3) 鳥取城北 10.49.66
ﾀﾅｲｹﾎﾉｶ 滋　賀 ﾉｶﾞﾜﾏｺﾄ 広　島

2 10 6 棚池　穂乃香 (3) 草津東 9.51.23 21 21 13 野川　　真琴 (2) 世羅 10.52.63
ｳﾒﾊﾗﾁｶ 京　都 ｽｽﾞｷﾓﾓｶ 福　岡

3 24 1 梅原　　千佳 (3) 立命館宇治 9.52.58 22 5 9 鈴木　　百華 (2) 大牟田 10.53.74
ﾉｻﾞｶﾐﾎ 島　根 ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｺ 鳥　取

4 31 24 野坂　　美帆 (2) 平田高 9.56.07 23 17 22 山田　真佑子 (3) 鳥取城北 10.56.21
ｽﾝﾀﾞｻｸﾗ 京　都 ﾀｶﾊｼﾐﾁｺ 島　根

5 36 4 寸田　　　桜 (1) 立命館宇治 10.01.69 24 23 36 高橋　美智子 (1) 出雲商高 10.56.76
ﾀﾃｲﾜｳﾐ 福　岡 ﾀｶﾊﾞﾔｼﾕｶ 島　根

6 6 10 立岩　　宇美 (2) 大牟田 10.02.21 25 15 19 高林　　由佳 (3) つるぎ 10.59.68
ｵｶﾓﾄｱﾔﾈ 京　都 ﾔﾏﾓﾄﾅﾙﾐ 島　根

7 1 2 岡本　　彩音 (1) 立命館宇治 10.02.67 26 19 35 山本　　成美 (2) 出雲商高 11.05.78
ﾂｹﾞｱﾕﾘ 島　根 ﾓﾁｽﾂﾞｷｱｹﾐ 広　島

8 37 37 柘植　愛侑里 (3) 平田高 10.08.31 27 22 14 望月　　紹美 (2) 世羅 11.06.32
ｵｸﾞﾗﾎﾉｶ 鳥　取 ｵｶﾓﾄｻｸﾗ 鳥　取

9 8 32 小倉　帆乃佳 (2) 鳥取中央育英10.16.84 28 32 31 岡本　　　桜 (2) 鳥取中央育英11.18.17
ｸﾛﾀﾞｽﾐﾅ 島　根 ﾌﾙｶﾜｼﾎ 島　根

10 30 26 黒田　　純菜 (3) 平田高 10.17.46 29 20 34 古川　　偲帆 (3) 出雲商高 11.28.62
ｵﾀﾞｶﾞｷﾐｻ 岡　山 ｺﾆｼﾏｱｺ 京　都

11 35 17 小田垣　美沙 (2) 興譲館 10.22.45 27 5 小西　真亜子 (2) 立命館宇治 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｲ 島　根 ｵｻﾞｻﾐﾅﾐ 島　根

12 33 25 渡部　　　結 (3) 平田高 10.28.17 4 27 小笹　　美波 (3) 平田高 DNS
ｲｿｺﾞﾁｻ 京　都 ｱｵｷﾅﾅ 島　根

13 2 3 五十子　知沙 (1) 立命館宇治 10.33.40 7 16 青木　　奈菜 (2) 興譲館 DNS
ｽﾐﾓﾄﾕｳｺ 広　島 ﾖｼﾓﾄｱﾔｶ 島　根

14 12 11 炭本　由布子 (2) 世羅 10.34.87 28 15 嘉本　　彩佳 (3) 興譲館 DNS
ｱｼﾊﾞﾐｻｷ 鳥　取 ｶﾅｻﾞﾜﾐｽﾞｷ 京　都

15 11 33 足羽　　美咲 (2) 鳥取中央育英10.36.26 26 18 金澤　　瑞希 (2) 興譲館 DNS
ﾞﾔｼ ｳｶ 鳥 取 ﾈﾔ ﾘﾅ 島 根

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

主催：出雲市、(一財)島根陸上競技協会

後援：(公財)日本陸上競技連盟、出雲市教育委員会

主管：(一財)島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｶ 鳥　取 ﾖﾈﾔﾏﾏﾘﾅ 島　根
16 29 30 小林　　優香 (1) 鳥取中央育英10.39.20 9 7 米山　真理菜 (3) 出雲高 DNS

ﾀﾆｶﾞｷ 福　岡 ﾀｶﾊｼｷｷｮｳ 島　根
17 3 8 谷垣　歌悠里 (2) 大牟田 10.41.31 14 28 高橋　　希香 (2) 大社高 DNS

ﾏﾂｵｶﾅﾂ 広　島 ﾊﾔｼﾋｶﾙ 鳥　取
18 13 12 松岡　　奈都 (2) 世羅 10.47.92 34 20 林　　ひかる (3) 鳥取西 DNS

ﾔｷﾞﾋｶﾙ 鳥　取
19 18 23 八木　ひかる (1) 鳥取城北 10.48.28

凡例    DNS：欠場



招待男子ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾚｰｽ100m

4月20日 13:15 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｾ ｹｲ 千　葉

1 3 28 高瀬　慧 富士通 10.25
ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ 神奈川

2 4 29 藤光　謙司 ゼンリン 10.27
ｲｼﾂｶ ﾕｳｽｹ 茨　城

3 5 31 石塚　祐輔 ミズノ 10.58
ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾀ 新　潟

4 2 20 猪口　悠太 法政大 10.80
ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川

5 8 23 木村　和史 環太平洋大 10.90
ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾄ 島　根

6 1 25 稲葉　直人 大社高 11.33
ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島　根

7 19 山崎　定将 明誠高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 宮　城

6 32 渡邉　和也 チームミズノ DNS

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +2.6

凡例    DNS：欠場



招待女子ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾚｰｽ100m

4月20日 13:05 決勝  

決勝

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 茨　城 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ 東　京
1 4 37 世古　和 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ 11.79 1 4 36 藤森　安奈 青山学院大 11.78

ﾜﾀﾞ ﾏｷ 京　都 ｷﾑﾗ ｱｶﾈ 滋　賀
2 6 35 和田　麻希 ミズノ 11.95 2 6 45 木村　茜 大阪成蹊大 12.03

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡　山 ｺｵ ｱｻﾅ 福　井
3 5 38 青木　益未 環太平洋大 12.03 3 8 40 小尾　麻菜 仁愛女子短大 12.22

ｸﾏｶﾞｲ  ﾌﾐｺ 北海道 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ 宮　崎
4 9 48 熊谷　史子 北海道ﾊｲﾃｸ 12.22 4 5 39 松田　優美 環太平洋大 12.39

ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ 静　岡 ﾐﾔﾀ ﾅﾐ 島　根
5 8 44 杉浦　はる香 青山学院大 12.37 5 3 42 宮田　七海 大社高 12.84

ﾋﾉ ｲｽﾞ 島　根 ﾔﾏﾀﾞ ｶｺ 島　根
6 7 34 日野　依瑞 大社高 12.60 6 2 276 山田　かこ (3) 松江商高 12.96

ﾖｼﾐ ﾐｻｷ 京　都 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 島　根
7 2 46 吉見　美咲 大阪成蹊大 12.69 7 271 青山　聖佳 (3) 松江商高 DNS

ｵｵｶﾞ  ｱｲﾅ 島　根
8 3 41 大賀　愛水 出雲北陵高 12.79

審 判 長：金山　　滉
記録主任：松本　浩介

風:  +0.9 風:  +1.9

凡例    DNS：欠場
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