
小学男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12.1      岩田　　佳委(島根・大田小)            1989(73回) 4月27日 13:05 予選
小学校山陰記録(AER)     12.05     岩田　　佳委(島根・大田小)            1989 4月27日 14:55 決勝

予選 6組0着＋8

1組 風:  -1.1 2組 風:  -1.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾉｳｴ   ﾀｸﾐ 鳥取 ｵﾊﾞﾀ  ﾀｲｶﾞ 島根

1 5 T43 井上　　　匠 (6) TF倉吉 13.95 q 1 1 E46 小畑　　大楓 (6) 松江陸上教室 14.10 q
ﾓﾘﾜｷ  ﾖｳｽｹ 島根 ﾏｷﾉ  ｱｷﾋﾛ 鳥取

2 4 E34 森脇　　庸介 (5) 浜田JAS 15.40 2 3 T42 牧野　　晃大 (6) TF倉吉 14.47 q
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ 鳥取 ｲﾄｳ  ﾘｮｳｽｹ 島根

3 3 T118 中村　　大作 (5) 河北SS 15.44 3 2 E10 伊東　　諒介 (6) 出雲陸上教室 15.26
ｶﾜｶﾐ  ｼｮｳﾔ 島根 ｳｴﾀ  ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 1 E12 川上　　翔也 (5) 出雲陸上教室 15.78 4 6 T5 上田　　瑞樹 (5) 布勢TC 15.29
ﾊﾗﾀﾞ  ﾆﾄ 鳥取 ｵｵﾀ  ｼﾞｮｳ 鳥取

5 7 T39 原田　　弐翔 (4) TF倉吉 16.03 5 5 T7 大田　　　丈 (4) 布勢TC 15.65
ﾌｸﾊﾞ  ﾀｲｽｹ 島根 ﾑﾗｶﾐ  ﾄｼｷ 鳥取

6 2 E14 福庭　　泰佑 (5) 出雲陸上教室 16.22 6 4 T165 村上　　利樹 (6) 境港ジュニア 16.49
ｵｵｷﾞ ﾚﾝﾀ 鳥取 ｲﾉｳｴ  ｹｲｼｮｳ 鳥取

7 8 T115 大木　　蓮太 (6) 河北SS 16.55 7 8 T1 井上　　啓聖 (5) 布勢TC 16.61
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｷ 島根 ｼﾏ   ｷｮｳｽｹ 鳥取

8 6 E35 近藤　　礼基 (5) 浜田JAS 17.01 8 7 T19 嶌　　　恭介 (5) 米子陸上クラブ 17.00

3組 風:  +1.4 4組 風:  +1.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｲｶﾞ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ  ｾｲﾔ 鳥取

1 3 T2 山口　　大凱 (5) 布勢TC 13.74 q 1 5 T129 下村　　聖也 (6) TF米子 14.13 q
ﾋﾛｾ  ﾘｸ 島根 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥取

2 5 E9 広瀬　　　陸 (6) 出雲陸上教室 14.32 q 2 6 T40 井上　　瑞葵 (6) TF倉吉 14.51
ｵｷﾅ  ﾀｶﾗ 島根 ﾓﾘﾀ  ｺｳｽｹ 島根

3 2 E11 置名　　飛羅 (6) 出雲陸上教室 14.78 3 1 E44 森田　　光典 (6) 松江陸上教室 14.71
ｵｶｻﾞｷ  ﾘｮｳﾀ 鳥取 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根

4 4 T6 岡崎　　凌大 (5) 布勢TC 14.83 4 4 E13 永岡　勇次郎 (5) 出雲陸上教室 15.19
ｷｯｶﾜ ﾕｳｱ 鳥取 ｺｳﾉ  ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

5 6 T56 吉川　　優有 (5) 三朝AC 15.52 5 3 E15 高野　　翔大 (5) 出雲陸上教室 15.20
ﾌｸﾀﾞ   ﾂﾊﾞｻ 島根 ｶﾄｳ   ﾀｸﾐ 鳥取

6 1 E16 福田　　　翼 (5) 出雲陸上教室 15.64 6 7 T17 加藤　　　巧 (6) 米子陸上クラブ 15.59
ﾎﾝﾀﾞ  ﾚｵ 鳥取 ﾀｶｷ ｼｭｳﾄ 島根ﾀ ｵ 鳥取 ﾀｶｷ ｳﾄ 島根

7 7 T4 本多　　礼旺 (5) 布勢TC 15.66 7 2 E7 高木　　柊人 (6) 松江陸上教室 15.92
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｾｲ 鳥取 ｻﾈﾁｶ  ｴｲﾄ 鳥取

8 8 T112 堂本　　侑誠 (6) 河北SS 16.97 8 8 T130 実近　　瑛努 (5) TF米子 15.93

5組 風:  +1.7 6組 風:  +1.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ  ｱﾑ 鳥取

1 3 T16 遠藤　　新大 (6) 米子陸上クラブ 14.07 q 1 4 T38 原田　　歩武 (6) TF倉吉 15.03
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ  ｼｮｳﾀ 鳥取

2 8 T3 山田　遼太郎 (5) 布勢TC 14.47 q 2 5 T44 河本　　翔太 (5) TF倉吉 15.23
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取 ﾀｶﾀ  ﾕｳｾｲ 鳥取

3 6 T162 足立　龍之介 (6) 境港ジュニア 14.51 3 3 T163 高田　　悠成 (6) 境港ジュニア 15.49
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島根 ｱﾀﾞﾁ  ｶｽﾞﾏ 島根

4 4 E4 藤原　　有希 (5) 平田陸上教室 16.02 4 8 E26 足立　　一磨 (4) 灘分小 16.21
ｲﾉｳｴ ｺﾄﾜ 鳥取 ｷﾑﾗ  ﾀｲｷ 島根

5 1 T41 井上　　詞倭 (3) TF倉吉 16.02 5 2 E45 木村　　大輝 (6) 松江陸上教室 16.47
ｺｳﾉ  ｹｲﾏ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ  ｲﾌﾞｷ 島根

6 5 E33 河野　　圭眞 (5) 浜田JAS 16.25 6 6 E25 藤原　　生輝 (6) 灘分小 16.53
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾔ 鳥取 ﾑｶｲ ﾌｳﾏ 鳥取

7 7 T58 中村　　優也 (4) 三朝AC 17.15 7 7 T59 向井　　楓真 (4) 三朝AC 17.68
ﾅｶﾞﾉ  ｼｮｳﾏ 島根 ｳｴﾀﾞ  ﾘｭｳｾｲ 鳥取

8 2 E48 長野　　翔馬 (5) 松江陸上教室 17.94 1 T131 植田　　竜星 (5) TF米子 DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12.1      岩田　　佳委(島根・大田小)            1989(73回) 4月27日 13:05 予選
小学校山陰記録(AER)     12.05     岩田　　佳委(島根・大田小)            1989 4月27日 14:55 決勝

決勝 

風:  +2.3
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾉｳｴ   ﾀｸﾐ 鳥取

1 5 T43 井上　　　匠 (6) TF倉吉 13.56
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｲｶﾞ 鳥取

2 3 T2 山口　　大凱 (5) 布勢TC 13.62
ｵﾊﾞﾀ  ﾀｲｶﾞ 島根

3 4 E46 小畑　　大楓 (6) 松江陸上教室 13.77
ｼﾓﾑﾗ  ｾｲﾔ 鳥取

4 7 T129 下村　　聖也 (6) TF米子 13.92
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥取

5 6 T16 遠藤　　新大 (6) 米子陸上クラブ 13.94
ﾏｷﾉ  ｱｷﾋﾛ 鳥取

6 2 T42 牧野　　晃大 (6) TF倉吉 14.13
ﾋﾛｾ  ﾘｸ 島根

7 8 E9 広瀬　　　陸 (6) 出雲陸上教室 14.41
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取

8 1 T3 山田　遼太郎 (5) 布勢TC 14.47

凡例  DNS:欠場



小学男子1000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            3:03.0    藤川　　高広(島根・阿須那小)          1982(66回)
小学校山陰記録(AER)     2:55.1    木佐　　充伸(島根・平田小)            1984 4月27日 11:45 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲｷ  ﾕｳﾏ 鳥取
1 1 T18 斉木　　優真 (6) 米子陸上クラブ 3:16.95

ｲﾄｳ ｱｵｲ 島根
2 8 E1 伊藤　　蒼唯 (5) 神戸川小 3:20.15

ﾋﾛﾅｶ  ﾋｼﾞﾘ 島根
3 4 E47 廣中　　　聖 (6) 松江陸上教室 3:21.24

ｷｻ  ﾘｮｳﾀ 島根
4 16 E3 木佐　　亮太 (6) 平田陸上教室 3:22.64

ﾀﾅｶ  ｻﾂｷ 島根
5 18 E17 田中　　冴樹 (5) 出雲陸上教室 3:35.33

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根
6 9 E6 藤原　　隆星 (5) 掛合小 3:38.00

ｵﾊﾞﾔｼ  ｺｳｾｲ 島根
7 6 E18 尾林　　恒星 (5) 出雲陸上教室 3:39.38

ﾅｶﾞﾔｽ  ﾀｸﾐ 鳥取
8 12 T55 長安　　拓海 (5) 三朝AC 3:40.18

ｺﾊﾞﾔｼ  ｿﾗ 鳥取
9 13 T8 小林　　蒼空 (4) 布勢TC 3:43.24

ｱﾃｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 島根
10 14 E36 當木　拳志郎 (5) 浜田JAS 3:46.31

ｺｳﾉ  ｹｲﾏ 島根
11 2 E33 河野　　圭眞 (5) 浜田JAS 3:48.30

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島根
12 7 E4 藤原　　有希 (5) 平田陸上教室 3:49.38

ｱﾀﾞﾁ  ｶｽﾞﾏ 島根
13 10 E26 足立　　一磨 (4) 灘分小 3:50.20

ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｷ 島根
14 3 E35 近藤　　礼基 (5) 浜田JAS 3:50.67

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾔ 鳥取
15 17 T58 中村　　優也 (4) 三朝AC 4:05.41

ﾅｶﾞﾉ  ｼｮｳﾏ 島根
16 5 E48 長野　　翔馬 (5) 松江陸上教室 4:09.72

ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 鳥取
17 15 T111 福田　　玖司 (6) 河北SS 4:20.97

ﾅｶﾀﾞ ｹﾞﾝｶ 鳥取
18 11 T114 中田 玄香 (6) 河北SS 4:23 7918 11 T114 中田　　玄香 (6) 河北SS 4:23.79

凡例 



小学男子80mH
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            13.99     菊井　　大輝(鳥取・河北SS)            2010(93回)
小学校山陰記録(AER)     12.42     福田　　晃大(鳥取・明倫クラブ)        2005 4月27日 14:00 決勝

決勝 

風:  +2.8
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥取

1 6 T16 遠藤　　新大 (6) 米子陸上クラブ 13.74
ﾓﾘﾀ  ｺｳｽｹ 島根

2 4 E44 森田　　光典 (6) 松江陸上教室 15.66
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取

3 7 T3 山田　遼太郎 (5) 布勢TC 15.79
ﾑﾗｶﾐ  ﾄｼｷ 鳥取

4 3 T165 村上　　利樹 (6) 境港ジュニア 17.81
ｲﾉｳｴ  ｹｲｼｮｳ 鳥取

5 5 T1 井上　　啓聖 (5) 布勢TC 17.85
ﾀｶﾀ  ﾕｳｾｲ 鳥取

6 8 T163 高田　　悠成 (6) 境港ジュニア 18.46

凡例 



小学男子走高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1m44      小前　　　将(島根・大庭小)            1989(73回)
小学校山陰記録(AER)     1m60      中西　　健志(島根・五箇小)            1999 4月27日 13:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾋﾛｾ  ﾘｸ 島根 ○ － ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 4 E9 広瀬　　　陸 (6) 出雲陸上教室 1m30
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

2 6 T116 松井　　秀憲 (6) 河北SS 1m25
ｵｸﾞﾗ ﾀｹｵ 鳥取 ○ × ○ × × ○ ○ × × ○ × × ×

3 1 T113 小椋　　猛雄 (6) 河北SS 1m20
ｲﾄｳ  ﾘｮｳｽｹ 島根 × ○ － ○ × ○ × × ×

4 7 E10 伊東　　諒介 (6) 出雲陸上教室 1m15
ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取 ○ ○ × × ×

5 3 T54 枡本　　楓生 (5) 三朝AC 1m05
ｱﾃｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 島根 ○ × × ○ × × ×

6 8 E36 當木　拳志郎 (5) 浜田JAS 1m05
ｵｷﾅ  ﾀｶﾗ 島根 × ○ － × × ×

7 2 E11 置名　　飛羅 (6) 出雲陸上教室 1m00
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取

5 T117 宮本　　一樹 (5) 河北SS DNS

1m30 1m321m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

凡例  DNS:欠場



小学男子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            5m06      河合　　純也(島根・宇賀荘小)          1978(62回)
小学校山陰記録(AER)     5m47      山藤　　涼太(島根・川波小)            1998
小学校山陰記録(AER)     5m47      桑原　　賢廣(島根・三隅陸上教室)      2001 4月27日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｷ ｼｭｳﾄ 島根 4m02 3m39 3m60 4m02 3m80 × 3m98 4m02
1 5 E7 高木　　柊人 (6) 松江陸上教室 +0.5 0.0 0.0 +0.5 -0.3 +0.6 +0.5

ｶﾜｶﾐ  ｼｮｳﾔ 島根 3m38 3m40 3m45 3m45 3m53 3m57 3m69 3m69
2 6 E12 川上　　翔也 (5) 出雲陸上教室 +2.6 -0.9 +0.3 +0.3 +0.9 +0.2 +2.0 +2.0

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ 鳥取 3m31 3m37 3m43 3m43 3m47 3m63 3m06 3m63
3 7 T118 中村　　大作 (5) 河北SS -1.5 0.0 +0.2 +0.2 -0.1 -0.5 +0.8 -0.5

ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｾｲ 鳥取 3m26 3m11 3m14 3m26 × 3m33 3m39 3m39 公認5回目
4 1 T112 堂本　　侑誠 (6) 河北SS -0.6 -0.1 0.0 -0.6 -0.4 +4.0 +4.0 3m33(-0.4)

ﾌｸﾀﾞ   ﾂﾊﾞｻ 島根 3m37 3m27 3m25 3m37 × － － 3m37
5 3 E16 福田　　　翼 (5) 出雲陸上教室 -0.7 -0.2 +1.0 -0.7 -0.7

ﾅｶﾞﾔｽ  ﾀｸﾐ 鳥取 3m20 3m16 3m23 3m23 3m28 2m91 3m31 3m31 公認4回目
6 10 T55 長安　　拓海 (5) 三朝AC 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -1.1 -1.3 +2.8 +2.8 3m28(-1.1)

ｼﾏ   ｷｮｳｽｹ 鳥取 3m00 2m85 3m00 3m00 2m32 × 3m13 3m13 公認1回目
7 2 T19 嶌　　　恭介 (5) 米子陸上クラブ -1.1 +0.5 -0.9 -1.1 +0.7 +2.6 +2.6 3m00(-1.1)

ﾓﾘﾜｷ  ﾖｳｽｹ 島根 2m98 2m93 × 2m98 2m85 2m71 3m12 3m12
8 9 E34 森脇　　庸介 (5) 浜田JAS 0.0 -1.5 0.0 -0.1 +0.6 +0.4 +0.4

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根 2m87 2m84 2m92 2m92 2m92
9 11 E13 永岡　勇次郎 (5) 出雲陸上教室 +0.6 0.0 +0.3 +0.3 +0.3

ｷﾑﾗ  ﾀｲｷ 島根 2m46 2m87 2m54 2m87 2m87
10 8 E45 木村　　大輝 (6) 松江陸上教室 +0.5 -1.1 0.0 -1.1 -1.1

ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取 2m52 × 2m81 2m81 2m81
11 12 T117 宮本　　一樹 (5) 河北SS -0.4 -1.8 -1.8 -1.8

ﾏｷﾀ  ｶﾝｽｹ 鳥取 × 2m20 2m41 2m41 2m41
12 4 T57 牧田　　寛介 (5) 三朝AC +0.3 -0.1 -0.1 -0.1

凡例 



小学男子ソフトボール投
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            70m82     小林　　瑞季(鳥取・加茂小)            1991(85回)
小学校山陰記録(AER)     81m30     村上　　浩康(鳥取・浦富小)            1983 4月27日 15:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾊﾗ  ｲﾌﾞｷ 島根
1 1 E25 藤原　　生輝 (6) 灘分小 31m31 34m68 34m75 34m75 31m89 32m81 31m96 34m75

ｷｯｶﾜ ﾕｳｱ 鳥取
2 2 T56 吉川　　優有 (5) 三朝AC 29m82 29m18 26m20 29m82 28m51 27m95 26m13 29m82

ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥取
3 3 T116 松井　　秀憲 (6) 河北SS 29m31 27m09 23m91 29m31 × 26m03 28m17 29m31

ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取
4 4 T54 枡本　　楓生 (5) 三朝AC 24m05 22m55 28m04 28m04 27m08 22m66 23m83 28m04

ｵｵｷﾞ ﾚﾝﾀ 鳥取
5 7 T115 大木　　蓮太 (6) 河北SS 22m72 21m46 23m42 23m42 25m65 25m33 24m28 25m65

ﾏｷﾀ  ｶﾝｽｹ 鳥取
6 6 T57 牧田　　寛介 (5) 三朝AC 21m11 24m40 24m74 24m74 21m09 22m88 22m03 24m74

ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 鳥取
7 5 T111 福田　　玖司 (6) 河北SS 16m53 × 21m53 21m53 20m33 18m27 15m51 21m53

凡例 



中学男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            10.98     木原　　　博(島根・美都中)            2002(85回)
中学校山陰記録(AJR)     10.86     木原　　　博(島根・美都中)            2002 4月26日 11:55 予選
中学校山陰記録(AJR)     10.8      増井　　健二(鳥取・中山中)            1988 4月26日 14:10 準決勝
中学校山陰記録(AJR)     10.8      原　　　佳宏(島根・安来三中)          1992 4月26日 15:45 決勝

予選 9組2着＋6

1組 風:  0.0 2組 風:  +0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 島根

1 6 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 12.29 Q 1 5 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲二中 12.16 Q
ｻﾄｳ  ﾀｹﾄ 島根 ｴﾝｼﾞｮ  ﾕｳﾎ 島根

2 5 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽中 12.42 Q 2 6 723 遠所　　勇歩 (2) 松江四中 12.33 Q
ﾓﾘﾔﾏ  ｼﾝﾔ 島根 ｵｵﾋﾞﾂ ﾀｶﾋﾛ 島根

3 4 3915 森山　　慎也 (3) 大田一中 12.56 q 3 3 215 大櫃　　崇弘 (2) 安来三中 12.42 q
ﾀｺﾞ  ｶｲﾄ 島根 ｱｶﾞﾜ  ｺｳｷ 島根

4 3 900 田子　　海音 (3) 美保関中 12.58 q 4 8 2120 阿川　　公希 (3) 河南中 12.83
ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ 島根 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根

5 7 2711 山城　　侑希 (3) 斐川西中 13.21 5 4 3749 千原　　和也 (3) 仁多中 12.85
ﾀｹﾊﾗ  ﾕｳｷ 島根 ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ 島根

6 2 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中 13.25 6 7 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東中 13.16
ｺﾞﾄｳ  ﾋﾃﾞｷ 島根 ﾌｶﾀﾞ  ﾘｭｳﾔ 島根

8 4616 五島　　秀記 (3) 青陵中 DNS 7 2 816 深田　　竜矢 (2) 湖南中 14.37
ﾌｸﾏ  ﾕｳﾔ 島根

8 1 907 福間　　優哉 (2) 美保関中 14.96

3組 風:  -0.7 4組 風:  -0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根 ﾋﾀﾞｶ   ﾓﾄｷ 島根

1 6 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 12.25 Q 1 6 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂中 12.49 Q
ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｷ 島根 ﾌｸﾅｶﾞ　ﾘｮｳ 島根

2 4 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 12.52 Q 2 5 1931 福永　　　怜 (3) 出雲二中 12.53 Q
ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島根 ｲｸﾀ   ﾘｮｳ 島根

3 3 1842 多々納　唯人 (2) 出雲一中 12.87 3 7 2130 生田　　　凌 (2) 河南中 12.67 q
ﾌｼﾞﾊﾗ   ﾙｲ 島根 ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島根

4 5 813 藤原　　　塁 (3) 湖南中 12.98 4 4 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社中 12.79 q
ｱﾀﾞﾁ   ﾘｮｳ 島根 ｲﾖﾓﾘ ﾕｳｷ 島根

5 7 610 足立　　　量 (2) 松江二中 13.36 5 3 608 伊與森　勇希 (3) 松江二中 12.89
ﾀﾅｶ  ｺｳｽｹ 島根 ﾀｺﾞ  ｷｮｳﾀ 島根ﾀﾅｶ ｳ ｹ 島根 ﾀ ｷ ｳﾀ 島根

6 8 1127 田中　　洸佑 (3) 島大附属中 13.61 6 8 225 多胡　　京太 (2) 安来三中 13.18
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳｷ 島根 ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾉｽｹ 島根

7 1 135 近藤　　悠貴 (2) 安来一中 13.80 7 2 6304 高島　悠之介 (3) 益田東中 13.30
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 島根

8 2 2706 古川　　大秋 (2) 斐川西中 15.60

5組 風:  -0.2 6組 風:  -0.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾘｭｳ 島根 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 島根

1 6 3914 齋藤　　寛流 (3) 大田一中 12.26 Q 1 5 6302 岩本　　龍人 (3) 益田東中 12.25 Q
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ﾊﾗ  ｼｮｳｲﾁ 島根

2 3 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲中 12.48 Q 2 4 901 原　　　翔一 (3) 美保関中 13.48 Q
ｶﾜｽﾐ  ﾏｻｱｷ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 島根

3 5 3108 河角　　雅晃 (3) 大東中 12.82 3 7 615 山本　　弥人 (2) 松江二中 13.56
ｱｼﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ 島根 ﾅｶﾑﾗ  ﾄﾜ 島根

4 4 152 蘆田　　将吾 (3) 安来一中 12.90 4 2 6306 中村　　永遠 (3) 益田東中 13.87
ｸﾗﾓﾄ  ｺｳﾀ 島根 ｶｯﾀ　ｷｽﾞｷ 島根

5 8 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう 13.08 3 512 勝田　　　築 (3) 松江一中 DNS
ﾂｶﾊﾗ  ﾕｳﾄ 島根 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 島根

6 2 3755 塚原　　優斗 (2) 仁多中 14.05 6 507 石川　　優也 (2) 松江一中 DNS
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 島根 ｶﾝﾄﾞ  ﾕｳｷ 島根

7 7 505 森永　　夏野 (2) 松江一中 14.23 8 1252 神門　　勇輝 (3) 湖東中 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:不正スタート



中学男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            10.98     木原　　　博(島根・美都中)            2002(85回)
中学校山陰記録(AJR)     10.86     木原　　　博(島根・美都中)            2002 4月26日 11:55 予選
中学校山陰記録(AJR)     10.8      増井　　健二(鳥取・中山中)            1988 4月26日 14:10 準決勝
中学校山陰記録(AJR)     10.8      原　　　佳宏(島根・安来三中)          1992 4月26日 15:45 決勝

7組 風:  -1.8 8組 風:  -2.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾀﾞ  ﾀｲｷ 島根 ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島根

1 5 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲三中 12.38 Q 1 5 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 12.40 Q
ﾌｸﾏ  ﾅｵﾄ 島根 ｺｼﾉ  ﾘｭｳｾｲ 島根

2 1 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵中 12.39 Q 2 3 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲中 12.48 Q
ｶﾈｵﾘ   ｱｷﾗ 島根 ﾓﾘﾓﾄ  ﾕｳｷ 島根

3 6 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽中 12.73 q 3 4 2426 森本　　優生 (3) 向陽中 13.03
ｻﾄｳ  ｱｱﾄ 島根 ｵｸﾞｻ  ﾀﾞｲﾁ 島根

4 4 1203 佐藤　亜々人 (2) 松江三中 12.84 4 8 1017 小草　　大地 (3) 東出雲中 13.23
ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ 島根 ﾋﾛｻﾜ   ｿｳ 島根

5 3 3109 末光　　雄介 (3) 大東中 13.03 5 6 2546 廣澤　　　創 (2) 大社中 13.62
ﾔﾀﾞ ｱｷﾖｼ 島根 ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 島根

6 2 222 矢田　　顕義 (3) 安来三中 13.73 6 7 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東中 13.79
ｷﾑﾗ   ﾋｶﾙ 島根 ｶﾄｳ  ﾕｳﾔ 島根

7 7 3917 木村　　　輝 (2) 大田一中 13.85 7 1 148 加藤　　裕也 (3) 安来一中 14.83
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾘｮｳｽｹ 島根

8 815 渡部　　大貴 (3) 湖南中 DNS 8 2 1131 藤原　　稜介 (2) 島大附属中 15.23

9組 風:  -1.2
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

1 4 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 12.51 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根

2 5 2012 福田　　優人 (3) 出雲三中 12.64 Q
ﾏｽﾀﾞ  ｶｽﾞｷ 島根

3 6 4633 益田　　和希 (3) 青陵中 13.56
ﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 島根

3 7 2708 水　　　祥大 (2) 斐川西中 13.56
ｼﾉﾊﾗ  ｺｳｼﾛｳ 島根

5 3 726 篠原　光史朗 (2) 松江四中 13.80
ﾆｼｺｵﾘ ﾀﾂﾔ 島根

6 1 2636 錦織　　竜也 (3) 斐川東中 14.76
ﾐｶﾐ  ﾕｳｼﾞ 島根

2 5949 三上　　裕嗣 (2) 瑞穂中 DNS
ｵｵｻｶ  ｱｷﾋﾛ 島根
大坂 晃広 ( ) 大東中8 3113 大坂　　晃広 (3) 大東中 DNS

準決勝 3組2着＋2

1組 風:  -1.3 2組 風:  -0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 島根 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島根

1 5 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲二中 12.52 Q 1 5 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 12.09 Q
ﾋﾀﾞｶ   ﾓﾄｷ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根

2 3 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂中 12.54 Q 2 3 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 12.16 Q
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ﾌｸﾏ  ﾅｵﾄ 島根

3 7 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲中 12.65 3 6 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵中 12.31 q
ｻﾄｳ  ﾀｹﾄ 島根 ｺｼﾉ  ﾘｭｳｾｲ 島根

4 4 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽中 12.77 4 8 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲中 12.36 q
ｵｵﾋﾞﾂ ﾀｶﾋﾛ 島根 ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｷ 島根

5 1 215 大櫃　　崇弘 (2) 安来三中 12.77 5 7 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 12.53
ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島根 ｶﾈｵﾘ   ｱｷﾗ 島根

6 2 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社中 12.95 6 2 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽中 12.53
ﾊﾗ  ｼｮｳｲﾁ 島根 ﾓﾘﾔﾏ  ｼﾝﾔ 島根

7 8 901 原　　　翔一 (3) 美保関中 13.53 7 1 3915 森山　　慎也 (3) 大田一中 13.00
ｵｶﾀﾞ  ﾀｲｷ 島根 ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島根

6 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲三中 DQ,FS 4 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:不正スタート



中学男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            10.98     木原　　　博(島根・美都中)            2002(85回)
中学校山陰記録(AJR)     10.86     木原　　　博(島根・美都中)            2002 4月26日 11:55 予選
中学校山陰記録(AJR)     10.8      増井　　健二(鳥取・中山中)            1988 4月26日 14:10 準決勝
中学校山陰記録(AJR)     10.8      原　　　佳宏(島根・安来三中)          1992 4月26日 15:45 決勝

3組 風:  -0.4
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾘｭｳ 島根

1 3 3914 齋藤　　寛流 (3) 大田一中 12.17 Q
ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

2 4 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 12.44 Q
ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 島根

3 5 6302 岩本　　龍人 (3) 益田東中 12.50
ｴﾝｼﾞｮ  ﾕｳﾎ 島根

4 6 723 遠所　　勇歩 (2) 松江四中 12.60
ﾌｸﾅｶﾞ　ﾘｮｳ 島根

5 7 1931 福永　　　怜 (3) 出雲二中 12.61
ﾀｺﾞ  ｶｲﾄ 島根

6 1 900 田子　　海音 (3) 美保関中 12.93
ｲｸﾀ   ﾘｮｳ 島根

7 2 2130 生田　　　凌 (2) 河南中 13.17
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根

8 8 2012 福田　　優人 (3) 出雲三中 14.47

決勝 

風:  +0.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島根

1 5 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 11.87
ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾘｭｳ 島根

2 6 3914 齋藤　　寛流 (3) 大田一中 11.90
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根

3 3 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 11.98
ﾌｸﾏ  ﾅｵﾄ 島根

4 1 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵中 12.12
ｺｼﾉ  ﾘｭｳｾｲ 島根

5 2 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲中 12.15
ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

6 8 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 12.19
ﾀﾞｶ ﾄｷ 島根ﾋﾀﾞｶ   ﾓﾄｷ 島根

7 7 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂中 12.41
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 島根

8 4 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲二中 12.74

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:不正スタート



中学男子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            51.64     金子　　正志(島根・瑞穂中)            1992(76回) 4月27日 10:15 予選
中学校山陰記録(AJR)     50.28     住谷　　俊亮(鳥取・鳥取西中)          2013 4月27日 15:20 決勝

予選 5組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

1 4 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 55.72 q 1 2 5502 小林　良太郎 (3) 金城中 55.35 q
ｵｵｻｷ  ﾊﾙﾄ 島根 ｶﾀﾖｾ ﾏｻｷ 島根

2 3 6303 大崎　　晴斗 (3) 益田東中 56.11 q 2 4 2060 片寄　　優希 (2) 出雲三中 57.45
ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾘｭｳ 島根

3 2 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西中 58.68 3 5 3914 齋藤　　寛流 (3) 大田一中 58.36
ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ   ﾙｲ 島根

4 7 1841 永瀬　　海生 (2) 出雲一中 58.96 4 3 813 藤原　　　塁 (3) 湖南中 58.52
ﾌｸﾏ  ﾅｵﾄ 島根 ﾅｶﾞｵｶ  ﾀﾞｲｷ 島根

5 1 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵中 1:00.31 5 7 2112 永岡　　大樹 (3) 河南中 1:02.41
ｶﾐﾔ  ﾀｶﾕｷ 島根 ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 島根

6 6 612 神谷　　孝之 (2) 松江二中 1:00.42 6 1 2705 西　　　健一 (2) 斐川西中 1:02.43
ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾏﾂｳﾗ  ﾀﾂﾔ 島根

7 8 4629 堀　　翔太郎 (2) 青陵中 1:15.63 7 8 1040 松浦　　竜弥 (3) 東出雲中 1:03.67
ｸﾛｻｷ ﾀｶﾊﾙ 島根 ｺｼﾉ  ﾘｭｳｾｲ 島根

5 2538 黒崎　　聖陽 (3) 大社中 DNS 6 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲中 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾂｶ   ﾘｮｳ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根

1 6 224 高塚　　　稜 (2) 安来三中 55.93 q 1 3 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 55.50 q
ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島根 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ 島根

2 5 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲一中 55.99 q 2 6 4900 久保田　真規 (3) 浜田二中 56.62
ﾓﾘﾔﾏ  ｼﾝﾔ 島根 ﾀﾅｶ   ﾙｲ 島根

3 4 3915 森山　　慎也 (3) 大田一中 57.84 3 7 2129 田中　　　塁 (2) 河南中 58.76
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 島根 ｱｼﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ 島根

4 3 5936 小笠原　真也 (3) 瑞穂中 59.25 4 5 152 蘆田　　将吾 (3) 安来一中 58.94
ｷｼ   ﾀﾂﾔ 島根 ﾀｶﾊｼ  ﾅｵﾔ 島根

5 7 1045 岸　　　達也 (3) 東出雲中 1:00.22 5 2 147 高橋　　直也 (3) 安来一中 1:00.58
ﾀﾅｶ  ｼﾝﾔ 島根 ﾋﾗｶﾜ  ﾀﾞｲﾁ 島根

6 8 2413 田中　　慎也 (2) 向陽中 1:02.49 6 1 1944 平川　　大地 (2) 出雲二中 1:00.92
ｲﾘｴ  ﾕｳﾀ 島根 ｾﾝｶﾞ  ﾀｹﾙ 島根ｲﾘ ｳﾀ 島根 ｶ ﾀｹ 島根

7 1 153 入江　　悠太 (2) 安来一中 1:02.68 7 4 3912 千賀　　岳瑠 (2) 大田一中 1:05.40
ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ 島根 ﾀｺﾞ  ｶｲﾄ 島根

8 2 2704 玉木　　達也 (2) 斐川西中 1:04.87 8 900 田子　　海音 (3) 美保関中 DNS

5組 決勝 
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾀﾞ  ｹｲﾀ 島根 ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ 島根

1 6 2013 小田　　啓太 (3) 出雲三中 55.65 q 1 6 1926 山根　　元暉 (3) 出雲二中 54.17
ﾋﾀﾞｶ   ﾓﾄｷ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根

2 3 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂中 56.14 q 2 3 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 54.72
ｳﾙｼﾀﾞﾆ  ﾄﾓｷ 島根 ｵｵｻｷ  ﾊﾙﾄ 島根

3 4 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南中 58.04 3 2 6303 大崎　　晴斗 (3) 益田東中 54.80
ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ 島根 ﾀｶﾂｶ   ﾘｮｳ 島根

4 1 3109 末光　　雄介 (3) 大東中 59.12 4 7 224 高塚　　　稜 (2) 安来三中 55.47
ﾀﾞﾃ ﾕﾀｶ 島根 ﾋﾀﾞｶ   ﾓﾄｷ 島根

5 7 1126 伊達　　　豊 (3) 島大附属中 1:01.63 5 1 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂中 56.25
ﾔﾏﾀﾞ   ﾂｶｻ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

6 2 1940 山田　　　司 (2) 出雲二中 1:06.11 6 4 5502 小林　良太郎 (3) 金城中 56.59
ｵｶﾀﾞ  ﾕｳﾀ 島根 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島根

7 8 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂中 1:08.08 7 8 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲一中 58.21
ﾋﾗｻｶ   ﾘｮｳ 島根 ｵﾀﾞ  ｹｲﾀ 島根

5 812 平坂　　　崚 (3) 湖南中 DNS 8 5 2013 小田　　啓太 (3) 出雲三中 59.25

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            4:17.11   中村　　研二(島根・青陵中)            2005(88回)
中学校山陰記録(AJR)     4:05.44   本田　　　慎(鳥取・岸本中)            2011 4月26日 10:25 タイムレース

タイムレース 3組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島根 ﾀｶﾂｶ   ﾘｮｳ 島根

1 13 517 細田　　一樹 (2) 松江一中 4:56.43 1 19 224 高塚　　　稜 (2) 安来三中 4:34.81
ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島根 ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根

2 17 508 陶山　　海鷹 (2) 松江一中 4:59.34 2 17 4512 越間　　大輔 (2) 江津中 4:40.74
ｲｼﾊﾞｼ  ﾘｮｳｽｹ 島根 ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根

3 19 1928 石橋　　涼介 (3) 出雲二中 4:59.41 3 12 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西中 4:42.70
ﾀﾑﾗ  ﾖｼﾉﾌﾞ 島根 ﾓﾄﾈ  ﾏｻﾄ 島根

4 6 2424 田村　　義信 (3) 向陽中 5:00.06 4 15 5940 元根　　雅斗 (3) 瑞穂中 4:45.62
ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 島根 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 島根

5 15 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東中 5:03.75 5 14 1123 佐々木　俊輔 (3) 島大附属中 4:47.38
ﾀｹｳﾁ  ﾕｳﾄ 島根 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 島根

6 3 1128 竹内　　悠人 (2) 島大附属中 5:04.10 6 4 4628 小田原　颯汰 (2) 青陵中 4:47.49
ｲﾜﾀ  ﾖｳﾍｲ 島根 ﾖｼﾀﾞ  ﾀｲﾁ 島根

7 12 301 岩田　　陽平 (3) 広瀬中 5:07.79 7 16 616 吉田　　太一 (2) 松江二中 4:48.48
ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 ｷﾀﾑﾗ  ﾏｻｷ 島根

8 9 2703 岸本　　龍二 (2) 斐川西中 5:08.24 8 5 1032 北村　　将騎 (3) 東出雲中 4:48.52
ｲﾏﾑﾗ  ｹﾝﾄ 島根 ｺｲｹ  ﾕｳﾀ 島根

9 1 154 今村　　健斗 (2) 安来一中 5:10.78 9 11 2055 小池　　勇太 (2) 出雲三中 4:56.81
ｷｯｶﾜ  ﾋﾛﾄ 島根 ﾔﾅｲ  ｺｳｷ 島根

10 11 3758 吉川　　裕人 (2) 仁多中 5:10.79 10 9 149 栁井　　孝紀 (3) 安来一中 4:57.38
ﾌｸﾀﾞ  ﾘｸ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ  ｱﾂﾛｳ 島根

11 10 3924 福田　　陸人 (2) 大田一中 5:12.52 11 13 2421 遠藤　　充朗 (3) 向陽中 4:57.84
ﾌｶﾂ  ﾀｸﾔ 島根 ｵﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 島根

12 8 2113 深津　　拓哉 (3) 河南中 5:15.63 12 18 5945 小田　　隼祐 (2) 瑞穂中 4:58.37
ｸﾏﾉ  ﾀﾂﾉﾘ 島根 ﾀﾅｶ  ｷﾀﾞｲ 島根

13 5 2135 熊野　　辰紀 (2) 河南中 5:16.46 13 10 5946 田中　　貴大 (2) 瑞穂中 5:00.90
ｻﾄｳ  ｺｳｷ 島根 ﾐｳﾗ ｲﾂｷ 島根

14 2 2422 佐藤　　弘毅 (3) 向陽中 5:16.72 14 8 2065 三浦　　　樹 (2) 出雲三中 5:04.18
ｲｽﾞﾐ  ﾕｳﾔ 島根 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根

15 16 1041 和泉　　湧也 (3) 東出雲中 5:18.25 15 7 3752 松田　雄一郎 (3) 仁多中 5:05.29
ｼｮｳｼﾞ   ｶｹﾙ 島根 ﾀｶﾊｼ  ﾅｵﾔ 島根

16 18 810 昌子　　　翔 (3) 湖南中 5:18.71 16 3 147 高橋　　直也 (3) 安来一中 5:08.41
ｶﾜﾓﾄ   ｶｴﾃﾞ 島根 ｶﾈﾂｷ ﾏｻｼ 島根

17 14 906 河本　　　楓 (2) 美保関中 5:25.81 17 1 2053 金築　　征志 (2) 出雲三中 5:12.76
ｲﾏﾖｼ ﾘｮｳﾀ 島根 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 島根

18 20 2701 今吉　　亮太 (2) 斐川西中 5:28.69 18 6 2540 小川　　晃平 (3) 大社中 5:19.75
ｶﾄｳ  ﾀﾞｲｷ 島根 ﾐﾀﾆ  ﾕｳﾄ 島根ﾄｳ ﾀ ｲ 島根 ﾀ ｳﾄ 島根

19 7 3757 加藤　　大希 (2) 仁多中 5:28.72 19 2 3921 三谷　　勇斗 (2) 大田一中 5:21.93
ﾖｼﾉ  ｺｳｼ 島根

20 4 617 吉野　　航史 (2) 松江二中 5:43.00

3組
カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島根

1 13 2539 山崎　　穂高 (3) 大社中 4:19.26
ｲﾄｳ  ﾀｲﾁ 島根

2 6 1008 伊藤　　太一 (3) 東出雲中 4:20.37
ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 島根

3 8 607 大谷　　邦平 (3) 松江二中 4:20.41
ｷﾑﾗ  ｼｭﾝｺﾞ 島根

4 15 4615 木村　　駿吾 (3) 青陵中 4:26.66
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 島根

5 14 1821 藤原　　蓮磨 (3) 出雲一中 4:27.99
ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島根

6 1 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲一中 4:28.39
ﾄﾐﾀ  ｱｷﾋﾛ 島根

7 5 220 富田　　晃弘 (3) 安来三中 4:29.72
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 島根

8 9 1824 山崎　　宏大 (3) 出雲一中 4:31.38
ﾄﾐﾀ  ﾀｶﾋﾛ 島根

9 2 221 富田　　崇弘 (3) 安来三中 4:31.61
ﾀｶﾄｳ ﾏｻﾙ 島根

10 17 5303 髙藤　　　将 (3) 三隅中 4:39.30
ﾏﾂｲ  ｶｲﾄ 島根

11 4 2549 松井　　海斗 (2) 大社中 4:39.44
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根

12 3 504 高橋　　晃大 (2) 松江一中 4:39.45
ｷﾘﾊﾗ  ﾕｳﾄ 島根

13 7 1929 桐原　　勇斗 (3) 出雲二中 4:41.66
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼｮｳﾀ 島根

14 18 1930 山口　　翔太 (3) 出雲二中 4:42.26
ﾌｼﾞｶﾜ  ｺｳｷ 島根

15 19 5305 藤川　　宏紀 (3) 三隅中 4:42.34
ﾆｼ   ﾕｳﾋ 島根

16 11 5304 西　　　勇飛 (3) 三隅中 4:42.52
ﾌﾅﾂ  ﾘｮｳﾀ 島根

10 814 舩津　　涼太 (3) 湖南中 DNS
ｽｶﾞｲ  ｼｮｳｷ 島根

12 2111 菅井　　晶希 (3) 河南中 DNS
ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 島根

16 4618 重田　純太郎 (3) 青陵中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            4:17.11   中村　　研二(島根・青陵中)            2005(88回)
中学校山陰記録(AJR)     4:05.44   本田　　　慎(鳥取・岸本中)            2011 4月26日 10:25 タイムレース

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順
1 2539 山崎　　穂高 (3) ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島根 大社中 4:19.26 3 13 1
2 1008 伊藤　　太一 (3) ｲﾄｳ  ﾀｲﾁ 島根 東出雲中 4:20.37 3 6 2
3 607 大谷　　邦平 (3) ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 島根 松江二中 4:20.41 3 8 3
4 4615 木村　　駿吾 (3) ｷﾑﾗ  ｼｭﾝｺﾞ 島根 青陵中 4:26.66 3 15 4
5 1821 藤原　　蓮磨 (3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 島根 出雲一中 4:27.99 3 14 5
6 1820 仲西　　峻穂 (3) ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 島根 出雲一中 4:28.39 3 1 6
7 220 富田　　晃弘 (3) ﾄﾐﾀ  ｱｷﾋﾛ 島根 安来三中 4:29.72 3 5 7
8 1824 山崎　　宏大 (3) ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 島根 出雲一中 4:31.38 3 9 8
9 221 富田　　崇弘 (3) ﾄﾐﾀ  ﾀｶﾋﾛ 島根 安来三中 4:31.61 3 2 9

10 224 高塚　　　稜 (2) ﾀｶﾂｶ   ﾘｮｳ 島根 安来三中 4:34.81 2 19 1
11 5303 髙藤　　　将 (3) ﾀｶﾄｳ ﾏｻﾙ 島根 三隅中 4:39.30 3 17 10
12 2549 松井　　海斗 (2) ﾏﾂｲ  ｶｲﾄ 島根 大社中 4:39.44 3 4 11
13 504 高橋　　晃大 (2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根 松江一中 4:39.45 3 3 12
14 4512 越間　　大輔 (2) ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根 江津中 4:40.74 2 17 2
15 1929 桐原　　勇斗 (3) ｷﾘﾊﾗ  ﾕｳﾄ 島根 出雲二中 4:41.66 3 7 13
16 1930 山口　　翔太 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼｮｳﾀ 島根 出雲二中 4:42.26 3 18 14
17 5305 藤川　　宏紀 (3) ﾌｼﾞｶﾜ  ｺｳｷ 島根 三隅中 4:42.34 3 19 15
18 5304 西　　　勇飛 (3) ﾆｼ   ﾕｳﾋ 島根 三隅中 4:42.52 3 11 16
19 2709 神崎　洸太郎 (3) ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根 斐川西中 4:42.70 2 12 3
20 5940 元根　　雅斗 (3) ﾓﾄﾈ  ﾏｻﾄ 島根 瑞穂中 4:45.62 2 15 4
21 1123 佐々木　俊輔 (3) ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 島根 島大附属中 4:47.38 2 14 5
22 4628 小田原　颯汰 (2) ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 島根 青陵中 4:47.49 2 4 6
23 616 吉田　　太一 (2) ﾖｼﾀﾞ  ﾀｲﾁ 島根 松江二中 4:48.48 2 16 7
24 1032 北村　　将騎 (3) ｷﾀﾑﾗ  ﾏｻｷ 島根 東出雲中 4:48.52 2 5 8
25 517 細田　　一樹 (2) ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島根 松江一中 4:56.43 1 13 1
26 2055 小池　　勇太 (2) ｺｲｹ  ﾕｳﾀ 島根 出雲三中 4:56.81 2 11 9
27 149 栁井　　孝紀 (3) ﾔﾅｲ  ｺｳｷ 島根 安来一中 4:57.38 2 9 10
28 2421 遠藤　　充朗 (3) ｴﾝﾄﾞｳ  ｱﾂﾛｳ 島根 向陽中 4:57.84 2 13 11
29 5945 小田　　隼祐 (2) ｵﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 島根 瑞穂中 4:58.37 2 18 12
30 508 陶山 海鷹 (2) ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島根 松江 中 4:59 34 1 17 230 508 陶山　　海鷹 (2) ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島根 松江一中 4:59.34 1 17 2
31 1928 石橋　　涼介 (3) ｲｼﾊﾞｼ  ﾘｮｳｽｹ 島根 出雲二中 4:59.41 1 19 3
32 2424 田村　　義信 (3) ﾀﾑﾗ  ﾖｼﾉﾌﾞ 島根 向陽中 5:00.06 1 6 4
33 5946 田中　　貴大 (2) ﾀﾅｶ  ｷﾀﾞｲ 島根 瑞穂中 5:00.90 2 10 13
34 2609 井上　架未冶 (2) ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 島根 斐川東中 5:03.75 1 15 5
35 1128 竹内　　悠人 (2) ﾀｹｳﾁ  ﾕｳﾄ 島根 島大附属中 5:04.10 1 3 6
36 2065 三浦　　　樹 (2) ﾐｳﾗ ｲﾂｷ 島根 出雲三中 5:04.18 2 8 14
37 3752 松田　雄一郎 (3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根 仁多中 5:05.29 2 7 15
38 301 岩田　　陽平 (3) ｲﾜﾀ  ﾖｳﾍｲ 島根 広瀬中 5:07.79 1 12 7
39 2703 岸本　　龍二 (2) ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 斐川西中 5:08.24 1 9 8
40 147 高橋　　直也 (3) ﾀｶﾊｼ  ﾅｵﾔ 島根 安来一中 5:08.41 2 3 16
41 154 今村　　健斗 (2) ｲﾏﾑﾗ  ｹﾝﾄ 島根 安来一中 5:10.78 1 1 9
42 3758 吉川　　裕人 (2) ｷｯｶﾜ  ﾋﾛﾄ 島根 仁多中 5:10.79 1 11 10
43 3924 福田　　陸人 (2) ﾌｸﾀﾞ  ﾘｸ 島根 大田一中 5:12.52 1 10 11
44 2053 金築　　征志 (2) ｶﾈﾂｷ ﾏｻｼ 島根 出雲三中 5:12.76 2 1 17
45 2113 深津　　拓哉 (3) ﾌｶﾂ  ﾀｸﾔ 島根 河南中 5:15.63 1 8 12
46 2135 熊野　　辰紀 (2) ｸﾏﾉ  ﾀﾂﾉﾘ 島根 河南中 5:16.46 1 5 13
47 2422 佐藤　　弘毅 (3) ｻﾄｳ  ｺｳｷ 島根 向陽中 5:16.72 1 2 14
48 1041 和泉　　湧也 (3) ｲｽﾞﾐ  ﾕｳﾔ 島根 東出雲中 5:18.25 1 16 15
49 810 昌子　　　翔 (3) ｼｮｳｼﾞ   ｶｹﾙ 島根 湖南中 5:18.71 1 18 16
50 2540 小川　　晃平 (3) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 島根 大社中 5:19.75 2 6 18
51 3921 三谷　　勇斗 (2) ﾐﾀﾆ  ﾕｳﾄ 島根 大田一中 5:21.93 2 2 19
52 906 河本　　　楓 (2) ｶﾜﾓﾄ   ｶｴﾃﾞ 島根 美保関中 5:25.81 1 14 17
53 2701 今吉　　亮太 (2) ｲﾏﾖｼ ﾘｮｳﾀ 島根 斐川西中 5:28.69 1 20 18
54 3757 加藤　　大希 (2) ｶﾄｳ  ﾀﾞｲｷ 島根 仁多中 5:28.72 1 7 19
55 617 吉野　　航史 (2) ﾖｼﾉ  ｺｳｼ 島根 松江二中 5:43.00 1 4 20

4618 重田　純太郎 (3) ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 島根 青陵中 DNS 3 16
2111 菅井　　晶希 (3) ｽｶﾞｲ  ｼｮｳｷ 島根 河南中 DNS 3 12
814 舩津　　涼太 (3) ﾌﾅﾂ  ﾘｮｳﾀ 島根 湖南中 DNS 3 10
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中学男子3000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            9:01.17   山口　　誓己(島根・川本中)            1992(76回)
中学校山陰記録(AJR)     8:38.64   川上　　大輔(鳥取・東伯中)            1992 4月27日 15:30 タイムレース

タイムレース 2組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ｲﾄｳ  ﾀｲﾁ 島根

1 17 4512 越間　　大輔 (2) 江津中 10:08.84 1 18 1008 伊藤　　太一 (3) 東出雲中 9:27.93
ｽﾊﾏ  ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾄﾐﾀ  ﾀｶﾋﾛ 島根

2 4 5938 洲濱　　俊輔 (3) 瑞穂中 10:21.40 2 14 221 富田　　崇弘 (3) 安来三中 9:28.65
ｵﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島根

3 6 5945 小田　　隼祐 (2) 瑞穂中 10:23.60 3 1 2539 山崎　　穂高 (3) 大社中 9:31.46
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 島根 ﾄﾐﾀ  ｱｷﾋﾛ 島根

4 10 4628 小田原　颯汰 (2) 青陵中 10:23.81 4 16 220 富田　　晃弘 (3) 安来三中 9:35.68
ﾏｴｼﾞﾏ  ﾕｳｽｹ 島根 ﾌｸﾏ  ﾕｳﾀ 島根

5 15 121 前島　　裕佑 (3) 安来一中 10:26.29 5 21 2114 福間　　悠太 (3) 河南中 9:38.02
ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 島根

6 18 508 陶山　　海鷹 (2) 松江一中 10:34.79 6 7 1821 藤原　　蓮磨 (3) 出雲一中 9:39.44
ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島根 ｷﾑﾗ  ｼｭﾝｺﾞ 島根

7 16 517 細田　　一樹 (2) 松江一中 10:40.80 7 11 4615 木村　　駿吾 (3) 青陵中 9:39.72
ﾔﾏﾈ ｷｭｳｼﾞ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳｼﾞ 島根

8 12 213 山根　　赳士 (2) 安来三中 10:41.46 8 20 609 小林　　龍二 (3) 松江二中 9:40.91
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 島根 ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 島根

9 8 800 遠藤　　暉大 (3) 湖南中 10:43.19 9 17 1822 槇原　　洸槻 (3) 出雲一中 9:41.58
ｲﾜﾀ  ﾖｳﾍｲ 島根 ﾌﾅｺｼ  ｼｭｳﾀ 島根

10 5 301 岩田　　陽平 (3) 広瀬中 10:44.38 10 5 905 船越　　秀太 (2) 美保関中 9:53.03
ﾂﾁｴ ﾀｲﾁ 島根 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根

11 19 1843 土江　　大智 (2) 出雲一中 10:49.63 11 22 2116 高橋　椿太郎 (3) 河南中 9:56.89
ｺｼﾉ  ｿｳﾀ 島根 ﾅｶﾞﾀ  ｶｽﾞｷ 島根

12 20 1042 越野　　壮太 (3) 東出雲中 10:58.65 12 19 120 永田　　一貴 (3) 安来一中 10:08.60
ﾌﾙﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 島根 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 島根

13 1 2547 古山　新之助 (2) 大社中 11:17.72 13 9 4901 齋藤　　誉也 (3) 浜田二中 10:11.65
ｷｯｶﾜ ﾅｵﾄ 島根 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根

14 21 3753 吉川　　直斗 (3) 仁多中 11:18.27 14 12 504 高橋　　晃大 (2) 松江一中 10:15.01
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼｮｳﾀ 島根

15 2 3752 松田　雄一郎 (3) 仁多中 11:18.92 15 13 1930 山口　　翔太 (3) 出雲二中 10:16.26
ﾃﾗﾓﾄ  ﾅﾙｷ 島根 ｽﾄｳ ﾄﾓｷ 島根

16 13 1003 寺本　　成希 (2) 東出雲中 11:23.76 16 4 1125 周藤　　智規 (3) 島大附属中 10:16.43
ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 島根 ｸﾗﾊｼ  ｹｲﾄ 島根

17 11 3754 泉　　　知貴 (3) 仁多中 11:26.16 17 15 3919 倉橋　　啓斗 (2) 大田一中 10:18.64
ｲｼﾀﾞ  ﾅｵﾋｻ 島根 ﾓﾄﾈ  ﾏｻﾄ 島根
石田 直久 ( ) 出雲二中 元根 雅斗 ( ) 瑞穂中18 14 1935 石田　　直久 (2) 出雲二中 11:32.27 18 2 5940 元根　　雅斗 (3) 瑞穂中 10:30.82
ﾂﾎﾞｸﾗ  ｿｳﾀ 島根 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 島根

19 7 1130 坪倉　　壮太 (2) 島大附属中 11:55.48 19 10 2115 佐々木　大佑 (3) 河南中 10:37.04
ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 ﾖﾈﾊﾗ  ﾀﾂﾖｼ 島根

20 3 2703 岸本　　龍二 (2) 斐川西中 11:56.06 20 6 3918 米原　　辰挙 (2) 大田一中 11:03.29
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 島根 ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 島根

21 9 2536 藤井　　大樹 (3) 大社中 12:20.95 3 607 大谷　　邦平 (3) 松江二中 DNS
ｱﾗｷ　ﾄﾓｽﾞﾐ 島根 ﾌﾅﾂ  ﾘｮｳﾀ 島根

22 22 1941 荒木　　友純 (2) 出雲二中 12:31.72 8 814 舩津　　涼太 (3) 湖南中 DNS
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中学男子3000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            9:01.17   山口　　誓己(島根・川本中)            1992(76回)
中学校山陰記録(AJR)     8:38.64   川上　　大輔(鳥取・東伯中)            1992 4月27日 15:30 タイムレース

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順
1 1008 伊藤　　太一 (3) ｲﾄｳ  ﾀｲﾁ 島根 東出雲中 9:27.93 2 18 1
2 221 富田　　崇弘 (3) ﾄﾐﾀ  ﾀｶﾋﾛ 島根 安来三中 9:28.65 2 14 2
3 2539 山崎　　穂高 (3) ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島根 大社中 9:31.46 2 1 3
4 220 富田　　晃弘 (3) ﾄﾐﾀ  ｱｷﾋﾛ 島根 安来三中 9:35.68 2 16 4
5 2114 福間　　悠太 (3) ﾌｸﾏ  ﾕｳﾀ 島根 河南中 9:38.02 2 21 5
6 1821 藤原　　蓮磨 (3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 島根 出雲一中 9:39.44 2 7 6
7 4615 木村　　駿吾 (3) ｷﾑﾗ  ｼｭﾝｺﾞ 島根 青陵中 9:39.72 2 11 7
8 609 小林　　龍二 (3) ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳｼﾞ 島根 松江二中 9:40.91 2 20 8
9 1822 槇原　　洸槻 (3) ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 島根 出雲一中 9:41.58 2 17 9

10 905 船越　　秀太 (2) ﾌﾅｺｼ  ｼｭｳﾀ 島根 美保関中 9:53.03 2 5 10
11 2116 高橋　椿太郎 (3) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 河南中 9:56.89 2 22 11
12 120 永田　　一貴 (3) ﾅｶﾞﾀ  ｶｽﾞｷ 島根 安来一中 10:08.60 2 19 12
13 4512 越間　　大輔 (2) ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根 江津中 10:08.84 1 17 1
14 4901 齋藤　　誉也 (3) ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 島根 浜田二中 10:11.65 2 9 13
15 504 高橋　　晃大 (2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根 松江一中 10:15.01 2 12 14
16 1930 山口　　翔太 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼｮｳﾀ 島根 出雲二中 10:16.26 2 13 15
17 1125 周藤　　智規 (3) ｽﾄｳ ﾄﾓｷ 島根 島大附属中 10:16.43 2 4 16
18 3919 倉橋　　啓斗 (2) ｸﾗﾊｼ  ｹｲﾄ 島根 大田一中 10:18.64 2 15 17
19 5938 洲濱　　俊輔 (3) ｽﾊﾏ  ｼｭﾝｽｹ 島根 瑞穂中 10:21.40 1 4 2
20 5945 小田　　隼祐 (2) ｵﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 島根 瑞穂中 10:23.60 1 6 3
21 4628 小田原　颯汰 (2) ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 島根 青陵中 10:23.81 1 10 4
22 121 前島　　裕佑 (3) ﾏｴｼﾞﾏ  ﾕｳｽｹ 島根 安来一中 10:26.29 1 15 5
23 5940 元根　　雅斗 (3) ﾓﾄﾈ  ﾏｻﾄ 島根 瑞穂中 10:30.82 2 2 18
24 508 陶山　　海鷹 (2) ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島根 松江一中 10:34.79 1 18 6
25 2115 佐々木　大佑 (3) ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 島根 河南中 10:37.04 2 10 19
26 517 細田　　一樹 (2) ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島根 松江一中 10:40.80 1 16 7
27 213 山根　　赳士 (2) ﾔﾏﾈ ｷｭｳｼﾞ 島根 安来三中 10:41.46 1 12 8
28 800 遠藤　　暉大 (3) ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 島根 湖南中 10:43.19 1 8 9
29 301 岩田　　陽平 (3) ｲﾜﾀ  ﾖｳﾍｲ 島根 広瀬中 10:44.38 1 5 10
30 1843 土江 大智 (2) ﾂﾁｴ ﾀｲﾁ 島根 出雲 中 10:49 63 1 19 1130 1843 土江　　大智 (2) ﾂﾁｴ ﾀｲﾁ 島根 出雲一中 10:49.63 1 19 11
31 1042 越野　　壮太 (3) ｺｼﾉ  ｿｳﾀ 島根 東出雲中 10:58.65 1 20 12
32 3918 米原　　辰挙 (2) ﾖﾈﾊﾗ  ﾀﾂﾖｼ 島根 大田一中 11:03.29 2 6 20
33 2547 古山　新之助 (2) ﾌﾙﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 島根 大社中 11:17.72 1 1 13
34 3753 吉川　　直斗 (3) ｷｯｶﾜ ﾅｵﾄ 島根 仁多中 11:18.27 1 21 14
35 3752 松田　雄一郎 (3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根 仁多中 11:18.92 1 2 15
36 1003 寺本　　成希 (2) ﾃﾗﾓﾄ  ﾅﾙｷ 島根 東出雲中 11:23.76 1 13 16
37 3754 泉　　　知貴 (3) ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 島根 仁多中 11:26.16 1 11 17
38 1935 石田　　直久 (2) ｲｼﾀﾞ  ﾅｵﾋｻ 島根 出雲二中 11:32.27 1 14 18
39 1130 坪倉　　壮太 (2) ﾂﾎﾞｸﾗ  ｿｳﾀ 島根 島大附属中 11:55.48 1 7 19
40 2703 岸本　　龍二 (2) ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 斐川西中 11:56.06 1 3 20
41 2536 藤井　　大樹 (3) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 島根 大社中 12:20.95 1 9 21
42 1941 荒木　　友純 (2) ｱﾗｷ　ﾄﾓｽﾞﾐ 島根 出雲二中 12:31.72 1 22 22

814 舩津　　涼太 (3) ﾌﾅﾂ  ﾘｮｳﾀ 島根 湖南中 DNS 2 8
607 大谷　　邦平 (3) ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 島根 松江二中 DNS 2 3

1 / 1凡例  DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            15.1      曽根　　友一(島根・松江ろう)          1991(85回)
中学校山陰記録(AJR)     14.45     遠藤　　幸久(鳥取・河北中)            1983 4月26日 09:25 予選
中学校山陰記録(AJR)     14.4      田邊　　　剛(鳥取・鳥取北中)          2000 4月26日 13:35 決勝

予選 3組1着＋5

1組 風:  -0.7 2組 風:  +0.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根 ｷｼﾓﾄ  ﾀｸﾏ 島根

1 5 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 16.43 Q 1 3 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 17.81 Q
ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｷ 島根

2 4 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 17.33 q 2 5 1018 渡部　　晃希 (3) 東出雲中 19.47 q
ｾﾉｵ ｺｳﾀ 島根 ﾎﾞｸﾗ  ﾕｳｲﾁ 島根

3 3 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲一中 18.67 q 3 8 1030 卜藏　　優一 (3) 東出雲中 19.95
ﾔﾏﾅｶ  ﾖｳﾀ 島根 ﾌｼﾞｴ  ｲｯｷ 島根

4 6 5941 山中　　陽太 (3) 瑞穂中 18.76 q 4 2 902 藤江　　一気 (3) 美保関中 22.87
ﾌｼﾞｲ   ﾂｶｻ 島根 ｶｯﾀ　ｷｽﾞｷ 島根

5 8 5939 藤井　　　司 (3) 瑞穂中 19.69 4 512 勝田　　　築 (3) 松江一中 DNS
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根 ｵﾀﾞ  ｹｲﾀ 島根

6 7 506 伊藤　　千紀 (2) 松江一中 20.59 6 2013 小田　　啓太 (3) 出雲三中 DNS
ｲｼｸﾗ   ｿﾗ 島根 ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳｽｹ 島根

7 1 903 石倉　　　空 (2) 美保関中 21.47 7 2133 山本　　悠介 (2) 河南中 DNS
ｽｷﾞﾀﾜ  ﾀﾞｲﾁ 島根

8 2 1004 杉峠　　大地 (2) 東出雲中 21.53

3組 風:  -0.8
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｶﾞﾜ  ｺｳｷ 島根

1 4 2120 阿川　　公希 (3) 河南中 17.82 Q
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根

2 5 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 17.96 q
ﾜｶｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 島根

3 8 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多中 19.49
ｵｶﾀﾞ  ﾕｳﾀ 島根

4 2 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂中 22.18
ｶﾀﾖｾ ﾏｻｷ 島根

3 2060 片寄　　優希 (2) 出雲三中 DNS
ｸﾛｻｷ ﾀｶﾊﾙ 島根

6 2538 黒崎　　聖陽 (3) 大社中 DNS黒崎 聖陽 ( ) 大社中
ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根

7 2125 加芽田　悠丞 (2) 河南中 DNS

決勝 

風:  -0.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根

1 4 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 16.26
ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

2 3 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 16.97
ｱｶﾞﾜ  ｺｳｷ 島根

3 5 2120 阿川　　公希 (3) 河南中 17.25
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根

4 8 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 17.41
ｷｼﾓﾄ  ﾀｸﾏ 島根

5 6 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 17.86
ﾔﾏﾅｶ  ﾖｳﾀ 島根

6 1 5941 山中　　陽太 (3) 瑞穂中 18.31
ｾﾉｵ ｺｳﾀ 島根

7 7 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲一中 18.44
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｷ 島根

8 2 1018 渡部　　晃希 (3) 東出雲中 18.90

凡例  DNS:欠場



中学男子走高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1m90      阿部　　雄一(鳥取・境港一中)          1991(75回)
中学校山陰記録(AJR)     2m00      小谷　　　彰(鳥取・岩美中)            1997 4月27日 10:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根 － － － ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 2 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 1m69
ｻｻﾀﾞ  ﾋﾛﾄ 島根 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

2 11 1043 笹田　　央人 (3) 東出雲中 1m66
ﾋﾉ ﾀｶｼ 島根 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 12 1836 日野　　楼士 (2) 出雲一中 1m60
ﾜｶｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 島根 － ○ ○ ○ × × ×

4 18 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多中 1m55
ｷｼﾓﾄ  ﾀｸﾏ 島根 － － ○ × ○ × × ×

5 4 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 1m55
ｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 14 2026 嘉本　　圭哲 (3) 出雲三中 1m55
ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島根 － ○ ○ × × ×

7 19 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社中 1m50
ｵｳﾐ  ﾄｼｷ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

8 15 2019 近江　　俊樹 (3) 出雲三中 1m50
ﾏﾂｳﾗ  ﾘｸﾔ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

9 3 2425 松浦　　陸矢 (3) 向陽中 1m50
ｷｮｳｺﾞｸ  ﾌﾐﾔ 島根 ○ × ○ × × ×

10 9 2412 京極　　史弥 (2) 向陽中 1m45
ｶﾓｷﾞ ｾｲﾔ 島根 ○ × × ×

11 16 2545 鴨木　　聖也 (2) 大社中 1m40
ﾔﾏﾅｶ  ﾖｳﾀ 島根 × ○ × × ×

12 5 5941 山中　　陽太 (3) 瑞穂中 1m40
ﾏｽﾀﾆ  ﾛｲ 島根 × ○ × × ×

12 17 2066 増谷　　呂威 (2) 出雲三中 1m40
ﾀﾅﾍﾞ   ｱｷ 島根 × × ×

7 3114 田部　　　明 (2) 大東中 NM
ｸﾄﾞｳ  ﾏｻｼ 島根 × × ×

10 3119 工藤　　匡史 (2) 大東中 NM
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳｽｹ 島根 × × ×

13 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲中 NM

1m66 1m69 1m751m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63

ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾓﾄ 島根
1 2612 石原　　清泉 (2) 斐川東中 DNS

ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根
6 1844 立花　健二郎 (3) 出雲一中 DNS

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾄｷｼ 島根
8 1938 金澤　　迅志 (2) 出雲二中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子棒高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            4m00      金山　　周平(島根・出雲一中)          2010(93回)
中学校山陰記録(AJR)     4m40      礒江　　裕一(鳥取・北冥中)            1991 4月27日 10:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 鳥取 － － － － － － － － － －
1 10 T64 鍬本　　聡大 (3) 大栄中 － ○ － × × ○ － × × ○ × × × 4m00 =GR

ｶﾓﾄ ﾘｮｳ 島根 － － － － － － － × ○ ○ ○
2 6 1814 嘉本　　　燎 (3) 出雲一中 × ○ × × × 3m50

ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ 島根 － － × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ×
3 4 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東中 3m20

ｺﾀﾞﾆ ﾘｭｳｾｲ 島根 － － － ○ ○ × ○ ○ × × ×
4 8 5501 小谷　　龍生 (3) 金城中 3m10

ｻﾄｳ  ﾀｹﾄ 島根 － － － － － × ○ × × ×
5 5 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽中 3m00

ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓﾔ 島根 － － × × ○ × ○ × ○ × × ×
6 7 1833 高畑　　友哉 (2) 出雲一中 2m90

ｲｼﾊﾗ ｵｷﾄ 島根 － ○ × ○ × × ×
7 1 3751 石原　　起人 (3) 仁多中 2m60

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×
8 15 2118 伊藤　龍之介 (3) 河南中 2m60

ﾋﾛｻﾜ   ｿｳ 島根 ○ × ○ × × ×
9 2 2546 廣澤　　　創 (2) 大社中 2m40

ｱﾗｷ  ｿｳﾀ 島根 ○ × × ○ × × ×
10 14 2127 荒木　　創太 (2) 河南中 2m40

ﾎﾝﾄﾞｳ  ﾘｮｳﾔ 島根 × ○ × × ○ × × ×
11 13 2548 本藤　　稜也 (2) 大社中 2m40

ｶﾂﾍﾞ  ﾏｻﾋﾛ 島根 ○ × × ×
12 12 2544 勝部　　雅紘 (2) 大社中 2m20

ｲｴﾊﾗ ﾏｻﾔ 島根 － － － × × ×
3 1812 家原　　眞哉 (3) 出雲一中 NM

ｵｵｻｶ  ｱｷﾋﾛ 島根
9 3113 大坂　　晃広 (3) 大東中 DNS

ｺﾀﾞﾏ  ﾕｳﾀﾞｲ 島根
11 2128 小玉　　雄大 (2) 河南中 DNS

3m10

4m10

3m20 3m30 3m402m80

3m80

2m90

3m90

3m00

4m00

2m20

3m50

2m40

3m60

2m60

3m70

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            6m68      大野　　哲弥(島根・出雲二中)          1978(62回)
中学校山陰記録(AJR)     6m91      元田　　　剛(島根・出雲一中)          1990 4月26日 12:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

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 5m82 5m87 5m88 5m88 － － × 5m88
1 29 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽中 +0.5 +3.5 +0.6 +0.6 +0.6

ﾓﾘﾓﾄ  ﾕｳｷ 島根 5m47 × 5m79 5m79 × 5m65 5m72 5m79
2 25 2426 森本　　優生 (3) 向陽中 +1.3 +1.6 +1.6 +1.7 +0.1 +1.6

ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｷ 島根 5m64 5m61 5m71 5m71 5m55 5m58 5m61 5m71
3 18 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 +1.9 +2.5 +0.1 +0.1 +1.6 +1.1 +0.7 +0.1

ｶﾐﾔ  ﾀｶﾕｷ 島根 5m11 × 5m45 5m45 5m28 5m29 5m67 5m67
4 30 612 神谷　　孝之 (2) 松江二中 +1.3 -0.4 -0.4 +1.4 +1.0 +1.2 +1.2

ﾅｲﾄｳ   ｹｲ 島根 5m24 5m37 5m17 5m37 5m22 × 5m47 5m47
5 16 2028 内藤　　　渓 (3) 出雲三中 +2.5 +1.2 +0.7 +1.2 +0.5 +0.2 +0.2

ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根 × 5m46 × 5m46 5m32 4m98 4m81 5m46
6 13 2414 三島　　央志 (2) 向陽中 -0.9 -0.9 +0.2 +1.1 +0.3 -0.9

ﾔﾏｵｶ  ｺｳｷ 島根 × 5m41 5m23 5m41 5m22 4m88 5m22 5m41
7 35 2123 山岡　　滉生 (3) 河南中 +0.5 +0.4 +0.5 -0.1 +1.3 +0.9 +0.5

ﾌｸﾅｶﾞ　ﾘｮｳ 島根 × 5m37 × 5m37 × × × 5m37
8 8 1931 福永　　　怜 (3) 出雲二中 +1.9 +1.9 +1.9

ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 × 5m28 5m06 5m28 5m28 公認3回目
9 19 3749 千原　　和也 (3) 仁多中 +2.4 +0.2 +2.4 +2.4 5m06(+0.2)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 島根 × 5m27 × 5m27 5m27
10 3 5936 小笠原　真也 (3) 瑞穂中 +0.2 +0.2 +0.2

ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島根 × 5m09 4m97 5m09 5m09
11 17 1842 多々納　唯人 (2) 出雲一中 +0.7 +1.3 +0.7 +0.7

ｶﾓｷﾞ ｾｲﾔ 島根 5m05 4m91 × 5m05 5m05
12 4 2545 鴨木　　聖也 (2) 大社中 +1.8 +1.8 +1.8 +1.8

ﾐｻﾜ  ｶｲﾄ 島根 × 5m04 × 5m04 5m04
13 2 4902 三澤　　海斗 (2) 浜田二中 +0.9 +0.9 +0.9

ﾋﾗｲ  ﾄｳｲ 島根 × 4m97 4m78 4m97 4m97
14 23 904 平井　　統壱 (2) 美保関中 +0.5 +1.3 +0.5 +0.5

ﾂｶﾊﾗ  ﾕｳﾄ 島根 4m65 4m89 4m56 4m89 4m89
15 21 3755 塚原 優斗 (2) 仁多中 +1 1 +1 9 +1 4 +1 9 +1 915 21 3755 塚原　　優斗 (2) 仁多中 +1.1 +1.9 +1.4 +1.9 +1.9

ﾀﾅﾍﾞ  ﾕｳﾔ 島根 4m73 4m69 4m82 4m82 4m82
16 20 1034 田部　　佑哉 (3) 東出雲中 0.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0

ｻｶﾓﾄ  ｲｯﾀ 島根 4m78 × 4m60 4m78 4m78
17 5 1033 坂本　　一太 (3) 東出雲中 -0.3 +3.7 -0.3 -0.3

ｺﾂｷﾞ ｶﾝﾀ 島根 4m53 4m40 4m70 4m70 4m70
18 34 2056 木次　　貫太 (2) 出雲三中 +1.7 +1.3 +0.1 +0.1 +0.1

ﾏｴﾀﾞ  ｹｲｲﾁ 島根 4m63 4m42 × 4m63 4m63
19 1 1925 前田　　渓一 (3) 出雲二中 +0.3 +0.7 +0.3 +0.3

ｲｸﾀ   ﾘｮｳ 島根 4m61 4m48 4m51 4m61 4m61
20 7 2130 生田　　　凌 (2) 河南中 +1.3 +0.8 +1.0 +1.3 +1.3

ﾎﾘ   ｶｲﾄ 島根 × × 4m59 4m59 4m59
21 24 2122 堀　　　開斗 (3) 河南中 +2.0 +2.0 +2.0

ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 島根 4m57 × × 4m57 4m57
22 31 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東中 +0.3 +0.3 +0.3

ｲｲﾂｶ  ﾕｳﾀ 島根 × 4m53 4m54 4m54 4m54
23 22 2542 飯塚　　悠太 (2) 大社中 +1.0 +1.8 +1.8 +1.8

ﾅｶﾞｾ ﾏﾋﾛ 島根 4m49 × 4m30 4m49 4m49
24 27 1834 永瀬　　麻裕 (2) 出雲一中 +0.5 +1.0 +0.5 +0.5

ﾅｶﾞﾀ  ｹｲﾔ 島根 4m43 3m84 3m91 4m43 4m43
25 12 212 永田　　恵也 (2) 安来三中 +0.4 +0.2 +0.6 +0.4 +0.4

ﾂﾀﾞ    ｶｲ 島根 × × 4m18 4m18 4m18
26 26 614 津田　　　海 (2) 松江二中 +0.5 +0.5 +0.5

ｻｻｷ ｼﾂﾞｸ 島根 4m00 3m97 4m15 4m15 4m15
27 32 4622 佐々木　梓月 (2) 青陵中 +0.4 +1.0 +0.4 +0.4 +0.4

ｻﾉ  ｺｳﾀﾞｲ 島根 × 4m00 4m13 4m13 4m13
28 9 223 佐野　　航大 (2) 安来三中 +1.1 +1.7 +1.7 +1.7

ﾅｷﾞﾗ  ｶﾝﾀ 島根 3m60 4m12 4m02 4m12 4m12
29 6 2062 椥樂　　寛太 (2) 出雲三中 +1.1 +2.6 +1.2 +2.6 +2.6

ﾎｿｶﾞｲ  ﾕｳﾀ 島根 3m82 3m92 3m90 3m92 3m92
30 33 1038 細貝　　祐太 (3) 東出雲中 +0.9 +0.2 +0.5 +0.2 +0.2

ｲｼｶﾜ　ﾀｶｵ 島根 3m76 3m91 × 3m91 3m91
31 15 1927 石川　　剛生 (3) 出雲二中 +1.0 +0.4 +0.4 +0.4

ｺｳﾉ  ﾄｳﾔ 島根 3m21 3m76 3m53 3m76 3m76
32 14 4645 河野　　透也 (2) 青陵中 +1.2 -0.2 +2.0 -0.2 -0.2

ﾊﾙｷ   ﾘｸ 島根
10 811 春木　　　陸 (3) 湖南中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            6m68      大野　　哲弥(島根・出雲二中)          1978(62回)
中学校山陰記録(AJR)     6m91      元田　　　剛(島根・出雲一中)          1990 4月26日 12:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根
11 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 DNS

ﾔﾀ ｿｳｼﾞｭ 島根
28 2610 矢田　　蒼樹 (2) 斐川東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12m02     吉田　　　亘(鳥取・大栄中)            2010(93回)
中学校山陰記録(AJR)     14m74     田川　　　諒(鳥取・鳥大附中)          2007 4月26日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ   ﾘﾝ 島根
1 19 2009 吉川　　　凜 (3) 出雲三中 8m84 9m50 8m15 9m50 × × × 9m50

ｷｼﾓﾄ ｻﾄｷ 島根
2 25 1815 岸本　　慧樹 (3) 出雲一中 8m48 8m91 9m49 9m49 8m97 8m67 9m04 9m49

ｱｻﾂ ｶｲﾁ 島根
3 3 1811 淺津　　海知 (3) 出雲一中 8m42 × 9m06 9m06 9m06 9m44 9m42 9m44

ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根
4 1 1039 増野　紀一郎 (3) 東出雲中 9m17 × × 9m17 × × × 9m17

ｸﾗﾓﾄ  ｺｳﾀ 島根
5 5 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう 9m14 8m81 9m05 9m14 8m39 9m03 8m79 9m14

ﾀﾏｸﾞｼ ﾀｸﾔ 島根
6 9 1819 玉串　　拓也 (3) 出雲一中 8m81 8m81 8m91 8m91 8m80 8m85 8m77 8m91

ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 島根
7 17 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲中 8m45 8m40 8m44 8m45 8m72 8m42 8m90 8m90

ｲﾏｲ  ｼｮｳｼﾞ 島根
8 7 1933 今井　　正司 (3) 出雲二中 7m43 8m50 8m33 8m50 8m44 8m73 8m44 8m73

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 島根
9 14 2608 古川　　晃希 (2) 斐川東中 8m19 8m11 8m02 8m19 8m19

ｳﾙｼﾀﾞﾆ  ﾄﾓｷ 島根
10 10 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南中 7m99 8m00 8m10 8m10 8m10

ﾔﾏｵｶ  ｼｮｳﾀ 島根
11 24 2126 山岡　　翔太 (2) 河南中 7m84 7m86 7m58 7m86 7m86

ｸﾉ ｶﾝﾀ 島根
12 8 2535 久野  　完太 (3) 大社中 7m10 7m74 6m94 7m74 7m74

ﾌｼﾞｲ   ﾂｶｻ 島根
13 16 5939 藤井　　　司 (3) 瑞穂中 6m92 7m06 7m09 7m09 7m09

ﾀｹﾊﾗ  ﾕｳｷ 島根
14 13 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中 7m01 7m04 7m06 7m06 7m06

ｽﾀﾞ  ｶｽﾞﾏ 島根
15 2 2061 須田 和真 (2) 出雲三中 6 73 7 06 6 89 7 06 7 0615 2 2061 須田　　和真 (2) 出雲三中 6m73 7m06 6m89 7m06 7m06

ｾｵ  ﾉﾘﾕｷ 島根
16 11 211 瀬尾　　紀之 (2) 安来三中 7m01 × × 7m01 7m01

ｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島根
17 15 2543 加田　　雅大 (2) 大社中 4m74 5m24 6m96 6m96 6m96

ｵｵﾀ  ｶｲﾔ 島根
18 20 1007 太田　　魁也 (3) 東出雲中 6m79 6m12 6m71 6m79 6m79

ｻｸﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根
19 21 613 作野　凜太朗 (2) 松江二中 6m71 6m73 × 6m73 6m73

ｶﾄｳ  ﾕｳﾏ 島根
20 23 1946 加藤　　裕真 (2) 出雲二中 5m30 6m21 6m56 6m56 6m56

ﾆｼｺｵﾘ ﾀﾂﾔ 島根
21 6 2636 錦織　　竜也 (3) 斐川東中 6m52 × 6m36 6m52 6m52

ﾅｶﾞｻｺ  ﾊﾔﾃ 島根
22 18 2058 長廻　　　颯 (2) 出雲三中 6m05 6m20 6m48 6m48 6m48

ｱｼﾞｷ  ｼｮｳﾀ 島根
23 12 1934 安喰　　昌太 (2) 出雲二中 5m12 5m16 5m11 5m16 5m16

ﾐｶﾐ  ﾕｳｼﾞ 島根
4 5949 三上　　裕嗣 (2) 瑞穂中 DNS

ｿﾀ ｺｳﾀﾞｲ 島根
22 2613 曽田　　亘乃 (2) 斐川東中 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            15m00     景山　　輝久(島根・大社高)            2007(90回)
高校山陰記録(AHR)       16m84     福島　翔太郎(島根・大社高)            2006 4月27日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

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 1 429 平井　　　龍 (3) 松江工高 × 12m43 12m93 12m93 × 13m89 13m24 13m89

ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾀ 鳥取
2 2 T152 松村　　恭汰 (2) 八頭高 12m12 12m69 12m30 12m69 12m74 12m82 12m58 12m82

ﾓﾁﾀﾞ　ｺﾞｳ 島根
3 15 214 持田　　　豪 (2) 大社高 11m90 11m55 11m52 11m90 11m55 12m12 12m09 12m12

ﾀﾅｶ  ﾘｮｳｺﾞ 島根
4 7 427 田中　　亮伍 (1) 松江工高 11m26 11m13 × 11m26 11m35 11m89 11m44 11m89

ｽｷﾞﾊﾗ  ﾏﾔ 島根
5 12 9 杉原　　摩耶 (3) 明誠高 11m27 11m38 11m33 11m38 × × 11m02 11m38

ﾅｶﾔﾏ  ﾅｵｷ 島根
6 6 297 中山　　尚紀 (3) 松江西高 10m60 × 9m81 10m60 10m29 10m43 10m88 10m88

ｷﾖﾊﾗ　ﾋﾗﾋﾄ 島根
7 10 584 清原　　平仁 (1) 大社高 10m05 10m83 10m58 10m83 10m54 × 10m77 10m83

ｽﾀﾞ  ｹﾝjｼﾞ 島根
8 13 420 須田　　賢次 (1) 松江工高 10m67 9m97 9m92 10m67 10m47 10m14 10m17 10m67

ｱﾝｼﾞｷ　ﾀｸﾔ 島根
9 5 203 安食　　拓哉 (2) 大社高 9m92 10m59 × 10m59 10m59

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 島根
10 11 39 山本　幸志郎 (1) 明誠高 9m60 9m60 10m17 10m17 10m17

ｵｸﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 島根
11 8 4 奥田　昴史朗 (3) 明誠高 9m52 9m25 9m20 9m52 9m52

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 島根
12 9 597 小林　　篤史 (1) 松江農高 8m17 7m88 × 8m17 8m17

ｵｵﾉ  ﾀｶﾔ 島根
3 526 大野　　貴也 (3) 矢上高 DNS

ｵｷｻﾞｷ　ﾀｶﾉﾘ 島根
4 527 尾﨑　　貴徳 (3) 矢上高 DNS

ｸｼｻﾞｷ  ﾊﾔﾄ 島根
14 178 串崎 隼斗 (3) 松江高専 DNS14 178 串崎　　隼斗 (3) 松江高専 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            41m74     景山　　宣明(島根・松江工高)          2010(93回)
高校山陰記録(AHR)       45m39     勝部　　悠介(島根・大社高)            2010 4月26日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

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 12 429 平井　　　龍 (3) 松江工高 34m14 × 37m73 37m73 39m39 × 36m94 39m39

ｱﾝｼﾞｷ　ﾀｸﾔ 島根
2 9 203 安食　　拓哉 (2) 大社高 32m33 32m69 33m53 33m53 36m04 × 34m54 36m04

ﾊｼﾓﾄ   ﾘｮｳ 鳥取
3 3 T147 橋本　　　瞭 (3) 八頭高 × × 30m92 30m92 34m99 33m65 32m88 34m99

ﾅｶﾔﾏ  ﾅｵｷ 島根
4 8 297 中山　　尚紀 (3) 松江西高 31m67 32m06 32m91 32m91 32m52 32m90 28m88 32m91

ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾏｻﾋﾄ 島根
5 11 212 藤原　　正仁 (2) 大社高 29m04 × 29m92 29m92 × 31m87 32m13 32m13

ｽｷﾞﾊﾗ  ﾏﾔ 島根
6 4 9 杉原　　摩耶 (3) 明誠高 29m38 28m64 × 29m38 30m63 29m29 29m97 30m63

ｵｸﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 島根
7 5 4 奥田　昴史朗 (3) 明誠高 27m06 22m70 29m26 29m26 26m91 27m59 28m09 29m26

ｲﾄｳ　ﾖｼﾋｺ 島根
8 15 204 伊藤　　吉彦 (2) 大社高 28m77 × 27m27 28m77 27m10 28m35 28m70 28m77

ﾆｼｺｵﾘ  ﾕｳｽｹ 島根
9 14 115 錦織　　優介 (3) 出雲高 28m26 26m21 27m19 28m26 28m26

ｶﾜﾆｼ  ﾕｳﾔ 島根
10 1 450 川西　　祐哉 (2) 横田高 × × 26m79 26m79 26m79

ﾌｼﾞﾀ　ﾅｵﾄ 島根
11 7 534 藤田　　直人 (3) 矢上高 23m07 22m00 25m99 25m99 25m99

ｾｵ ｼｭﾝﾔ 鳥取
12 10 T187 瀬尾　　駿哉 (2) 境高 25m66 24m83 × 25m66 25m66

ｸｼｻﾞｷ  ﾊﾔﾄ 島根
13 13 178 串崎　　隼斗 (3) 松江高専 23m50 22m96 23m93 23m93 23m93

ﾀｶﾑﾗ ｻﾄﾙ 島根
14 6 487 高村　　　悟 (2) 出雲北陵高 21m67 22m22 × 22m22 22m22

ﾐﾉ ﾏｻｼ 島根
15 2 370 美濃 将志 (3) 益田翔陽高 19 43 20 54 21 55 21 55 21 5515 2 370 美濃　　将志 (3) 益田翔陽高 19m43 20m54 21m55 21m55 21m55

凡例 



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            63m29     柏村　　亮太(鳥取・倉吉北高)          2009(92回)
高校山陰記録(AHR)       68m33     柏村　　亮太(鳥取・倉吉北高)          2009 4月26日 13:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 鳥取
1 14 T201 伊藤　　剛史 (3) 鳥取中央育英高 50m95 49m91 49m61 50m95 8 49m14 50m30 49m67 50m95

ﾌｼﾞｲ　ﾖｳｽｹ 鳥取
2 1 T101 藤井　　陽介 (3) 倉吉総産高 50m75 × × 50m75 7 50m48 50m09 50m45 50m75

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥取
3 10 T71 門脇　　昭憲 (2) 倉吉北高 47m52 45m26 46m46 47m52 6 × 45m93 × 47m52

ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾏｻﾋﾄ 島根
4 8 212 藤原　　正仁 (2) 大社高 40m93 36m77 40m01 40m93 3 41m05 × 44m31 44m31

ｱｵﾔﾏ  ﾊﾙｷ 島根
5 15 59 青山　　治樹 (3) 松江農高 33m98 42m21 40m57 42m21 5 36m14 36m98 38m40 42m21

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥取
6 3 T151 山本　　喬也 (2) 八頭高 41m47 × × 41m47 4 38m45 38m68 40m30 41m47

ﾀﾏｷ ｻｷﾔ 島根
7 5 114 玉木　佐希哉 (3) 出雲高 32m51 × 38m37 38m37 2 39m74 37m48 × 39m74

ﾏﾂｵ  ﾖｼｷ 島根
8 11 64 松尾　　佳紀 (3) 松江農高 34m77 × 36m01 36m01 1 34m42 × 31m75 36m01

ｱﾀﾞﾁ  ｹﾞﾝﾀ 鳥取
9 7 T232 足立　　元太 (3) 境港総合高 35m00 34m42 35m29 35m29 35m29

ﾓﾁﾀﾞ　ｺﾞｳ 島根
10 9 214 持田　　　豪 (2) 大社高 29m70 32m87 34m50 34m50 34m50

ｱｶﾅ  ﾔｽｶｽﾞ 島根
11 13 435 赤名　　恭和 (2) 松江工高 31m76 32m26 × 32m26 32m26

ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾋｻ 鳥取
12 4 T191 岩本　　晃尚 (2) 境高 × 28m93 27m58 28m93 28m93

ﾆｼｺｵﾘ  ﾕｳｽｹ 島根
13 2 115 錦織　　優介 (3) 出雲高 28m41 × × 28m41 28m41

ﾜﾀﾞ  ｺｳｷ 島根
6 440 和田　　康希 (2) 松江工高 × × × NM

ｲﾄｳ　ﾖｼﾋｺ 島根
12 204 伊藤 吉彦 (2) 大社高 DNS12 204 伊藤　　吉彦 (2) 大社高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            10.3      清水　　禎宏(島根・島根県教委)        1984(68回) 4月26日 12:40 予選
山陰記録(AR)            10.24     石倉　　一希(島根・近畿大)            2002 4月26日 14:15 準決勝

4月26日 15:55 決勝

予選 13組1着＋11

1組 風:  -0.1 2組 風:  -0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾘｭｳｺｳ　ｻﾄｼ 島根 ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾏ 広島

1 3 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 11.33 Q 1 6 7-1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 11.17 Q
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根

2 6 7-1960 前垣　　雅哉 (3) 鳥取大 11.45 q 2 3 302 多々納　大地 (3) 平田高 11.37 q
ｼﾊﾞﾊﾗ  ｶｲﾄ 島根 ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取

3 1 7-1777 柴原　　魁人 (5) 松江高専 11.69 q 3 5 T217 野際　　拓朗 (3) 米子東高 11.45 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｳｷｮｳ 島根 ｸﾛﾐ  ﾘｮｳﾀ 鳥取

4 4 138 立花　　右京 (3) 開星高 11.76 4 2 T178 黒見　　亮太 (2) 米子西高 11.85
ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥取 ｷｯｶﾜ  ｴｲｼﾞ 鳥取

5 5 T142 山増　　和仁 (2) 倉吉西高 11.96 5 7 T66 吉川　　瑛士 (2) 米子北高 12.05
ﾏｼﾉ ﾘｮｳ 島根 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺｳ 鳥取

6 2 368 増野　　　凌 (3) 益田翔陽高 12.15 6 4 7-1963 藤居　　研考 (2) 鳥取大 12.12
ﾔｽｷﾞ  ﾖｼｷ 島根 ｱｵﾔｷﾞ　ｼｭｳｻｸ 島根

7 8 284 安來　　良樹 (2) 松江商高 12.34 7 8 234 青柳　　周作 (2) 松江北高 13.27
ｺﾞﾄｳ  ﾕｳﾔ 鳥取

8 7 T233 後藤　　優弥 (3) 境港総合高 12.92

3組 風:  -2.3 4組 風:  -0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取 ｽﾐﾀ  ﾏｻﾕｷ 島根

1 3 T33 笹鹿　　晶裕 鳥取AS 11.46 Q 1 3 10 住田　　雅之 (3) 明誠高 11.26 Q
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取

2 5 7-1961 原　　健太朗 (2) 鳥取大 12.11 2 6 T35 平林　　　匠 鳥取AS 11.54 q
ﾑﾗｶﾐ　ﾄﾓﾔ 島根 ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ 鳥取

3 8 383 村上　　智哉 (3) 江津高 12.54 3 5 T34 高塚　　　大 鳥取AS 11.70
ﾄﾔ  ﾕｳｷ 島根 ｸﾘﾊﾗ  ﾀｸﾐ 島根

4 6 246 鳥谷　　祐希 (3) 大東高 12.61 4 4 472 栗原　　拓巳 (2) 出雲農高 11.94
ｳﾒｷ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 ｱﾗｷ   ｺｳ 島根

5 7 390 梅木　　淳兵 (3) 松江ろう 12.95 5 8 353 荒木　　　晃 (2) 松江東高 12.20
ﾀｶｵ  ｱｲﾄ 島根 ﾏﾂｼﾏ　ｼｹﾞﾉﾘ 島根

6 2 7-1232 高尾　　愛斗 (2) 島根県立大 12.97 6 2 543 松嶋　　重範 (2) 矢上高 12.74高尾 愛斗 ( ) 島根県 大 松嶋 重範 ( ) 矢 高
ｻｻｷ　ﾏｵ 島根 ｲｼﾊﾗ  ﾀｸﾔ 島根

4 237 佐々木　茉央 (2) 松江北高 DNS 7 7 301 石原　　拓哉 (2) 松江西高 12.95

5組 風:  -0.3 6組 風:  -1.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾀ  ｲｸﾄ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ  ｼｮｳﾀ 島根

1 4 T206 坂田　　育斗 (1) 鳥取中央育英高 11.23 Q 1 5 7-1520 近藤　　翔太 (3) 岡山商科大 11.44 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 島根

2 5 T218 松本　　雄大 (3) 米子東高 11.31 q 2 6 7-1997 吉本　　涼人 (1) 岡山商科大 11.75
ﾀｵ  ｶｲｾｲ 島根 ﾊﾔｼ   ﾅｵｷ 島根

3 3 468 田尾　　海星 (3) 出雲農高 11.80 3 3 141 林　　　直輝 (3) 開星高 11.76
ｲｼﾊﾗ  ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾀﾅｶ  ﾏﾓﾙ 島根

4 6 129 石原　　隆弘 (2) 出雲高 11.94 4 4 426 田中　　　護 (3) 松江工高 12.24
ﾆｼﾉ ﾘﾝﾔ 島根 ｲｼｸﾗ　ﾕｳｻｸ 島根

5 8 323 西野　　凜也 (3) 石見智翠館高 13.18 5 8 258 石倉　　勇作 (2) 安来高 12.66
ｽｽﾞｷ  ﾋｮｳｶﾞ 島根 ｵﾀﾞ  ｺｳｷ 島根

6 2 425 鈴木　　彪我 (3) 松江工高 13.47 6 7 7-1463 小田　　紘己 (2) 島根大 12.78
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ｶﾉｳ ｴｲﾛﾝ 島根

1 T77 住谷　　俊亮 (1) 鳥取商高 DNS 7 1 639 加納エイロン (1) 横田高 12.93
ﾏﾆﾜ  ﾋﾛﾕｷ 島根 ｲｯｾ  ﾀｲﾗ 島根

7 78 眞庭　　周之 (3) 益田高 DNS 2 101 一瀬　　泰良 (2) 松江南高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            10.3      清水　　禎宏(島根・島根県教委)        1984(68回) 4月26日 12:40 予選
山陰記録(AR)            10.24     石倉　　一希(島根・近畿大)            2002 4月26日 14:15 準決勝

4月26日 15:55 決勝

7組 風:  -2.3 8組 風:  -0.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根 ﾆｼｵ  ｿｳﾀ 島根

1 3 7-1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 11.46 Q 1 3 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 11.53 Q
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取 ｷｼﾓﾄ　ｿｳ 島根

2 4 T32 前畑　　良一 鳥取AS 11.55 q 2 5 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 11.70 q
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取 ﾅｶﾞｼﾏ  ﾕｳﾀﾞｲ 島根

3 5 T149 新　　　幸汰 (2) 八頭高 11.97 3 2 103 永島　　裕大 (2) 松江南高 12.04
ｸﾏｶﾞｲ　ﾚﾝｼｮｳ 島根 ｲﾜﾀ　ﾅｵﾕｷ 島根

4 1 382 熊谷　　蓮生 (3) 江津高 12.21 4 6 259 岩田　　直之 (2) 安来高 12.05
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥取 ｵｵﾀﾆ  ﾕｳｷ 島根

5 6 T192 松本　　兼也 (2) 境高 12.27 5 1 7-1913 大谷　　祐貴 (1) 島根大 12.10
ﾔﾏｵｶ　ﾕｳｷ 島根 ｵﾁｱｲ  ﾕｳﾀ 鳥取

6 8 263 山岡　　裕紀 (2) 安来高 12.78 6 7 T65 落合　　祐太 (2) 米子北高 12.42
ﾊﾗ   ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根 ﾐﾔｸﾗ  ｶｽﾞｷ 鳥取

7 2 442 原　　　伸宏 (3) 横田高 12.88 7 8 T177 宮倉　　和希 (3) 米子西高 12.88
ﾋﾛｴ  ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾀﾅｶ  ﾂｸﾊﾞ 島根

7 283 廣江　　俊介 (2) 松江商高 DNS 4 7-1779 田中　　継馬 (4) 松江高専 DNS

9組 風:  -0.9 10組 風:  -1.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸｵｶ  ﾀﾞｲｷ 兵庫 ｶﾜｲ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取

1 4 1 福岡　　大生 team AMTC 11.32 Q 1 5 T205 河合　　亮祐 (2) 鳥取中央育英高 11.50 Q
ﾐﾔｼﾞ  ﾀｸﾐ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根

2 3 T207 宮治　　拓海 (3) 鳥取中央育英高 11.45 q 2 6 348 足立　　祥史 (3) 松江東高 11.57 q
ｲｼｸﾗ  ｶﾂﾔ 島根 ﾒﾂｷﾞ  ｼﾝﾔ 島根

3 6 18 石倉　　克哉 (2) 明誠高 12.05 3 2 99 目次　　真也 (3) 松江南高 11.82
ﾓﾘﾜｷ  ﾏｻﾅｵ 鳥取 ﾌﾅｺｼ  ﾃﾂﾔ 鳥取

4 5 T234 森脇　　将尚 (3) 境港総合高 12.28 4 8 T138 舟越　　哲也 (3) 米子工高 12.15
ﾓﾘﾔﾏ  ﾋﾛｼ 島根 ｵｵｳｴ　ｱｷﾄ 島根

5 8 80 森山　　広志 (3) 益田高 12.37 5 4 581 大上　　明人 (1) 大社高 12.43
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 島根 ﾄﾔ  ﾀｲｽｹ 島根

6 7 333 光吉　　　尭 (2) 石見智翠館高 13.24 6 7 245 鳥谷　　泰佑 (3) 大東高 12.74
ﾀﾃｲｼ  ﾋｶﾙ 島根 ﾅｶﾞｾ   ｼｮｳ 島根

2 438 立石　　　光 (2) 松江工高 DNS 7 1 599 永瀬　　　翔 (1) 松江農高 12.99
ﾌｻﾉ   ﾀﾞﾝ 島根

3 7-1775 房野　　　弾 (5) 松江高専 DNS

11組 風:  -0.3 12組 風:  -0.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 鳥取 ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根

1 5 T74 小林　　太一 (2) 鳥取商高 11.34 Q 1 4 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 11.29 Q
ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 島根 ｶﾜﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根

2 3 602 東岡　　快征 (2) 石見智翠館高 12.03 2 5 142 川本　　脩斗 (2) 開星高 11.67 q
ｷﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 島根 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根

3 2 363 木村　　隆一 (3) 益田翔陽高 12.69 3 6 31 中隠居　一輝 (1) 明誠高 11.81
ｲｹﾀﾞ  ｾｲｽｹ 鳥取 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 島根

1 T219 池田　　晴介 (2) 米子東高 DNS 4 3 517 小松原　悠生 (2) 浜田高 12.06
ｲｲﾀﾞ  ｱﾂｼ 鳥取 ﾀｼﾛ  ﾖｳｽｹ 島根

4 T75 飯田　　淳史 (2) 鳥取商高 DNS 5 7 77 田代　　葉介 (3) 益田高 12.39
ｶﾅﾔﾏ　ﾖｳﾍｲ 島根 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 島根

6 612 金山　　陽平 (1) 松江北高 DNS 6 8 531 久保田　謙吾 (3) 矢上高 12.78
ｼｼﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾐｼﾏ  ﾖｼｷ 島根

7 473 志食　　亮輔 (2) 出雲農高 DNS 7 1 68 三島　　佳起 (2) 松江農高 12.79
ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 島根 ｺﾏﾊﾗ   ﾐﾉﾙ 島根

8 350 水田　　悠介 (3) 松江東高 DNS 8 2 451 駒原　　　実 (2) 横田高 13.39

凡例  DNS:欠場



一般男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            10.3      清水　　禎宏(島根・島根県教委)        1984(68回) 4月26日 12:40 予選
山陰記録(AR)            10.24     石倉　　一希(島根・近畿大)            2002 4月26日 14:15 準決勝

4月26日 15:55 決勝

13組 風:  -1.4
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取

1 3 T36 石原　　寛之 鳥取AS 11.61 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 鳥取

2 5 T141 金森　　佑太 (3) 倉吉西高 11.79
ﾅｶﾞｵｶ   ﾄｵﾙ 島根

3 7 247 長岡　　　徹 (3) 大東高 12.18
ｻｲﾄｳ   ｶｲ 島根

4 6 518 齋藤　　　海 (2) 浜田高 12.38
ｸﾎﾞﾀ  ﾙｲ 島根

5 2 1427 久保田　瑠偉 SUNS AC 12.88
ｱﾂﾀ  ｹｲﾀ 島根

6 8 300 熱田　　啓太 (2) 松江西高 13.47
ﾀｳﾗ ｼｮｳﾀ 島根

4 365 田浦　　奨大 (3) 益田翔陽高 DNS

準決勝 3組2着＋2

1組 風:  -1.3 2組 風:  -1.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取 ｻｶﾀ  ｲｸﾄ 鳥取

1 4 T33 笹鹿　　晶裕 鳥取AS 11.21 Q 1 4 T206 坂田　　育斗 (1) 鳥取中央育英高 11.17 Q
ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根 ﾌｸｵｶ  ﾀﾞｲｷ 兵庫

2 6 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 11.26 Q 2 5 1 福岡　　大生 team AMTC 11.22 Q
ｽﾐﾀ  ﾏｻﾕｷ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

3 3 10 住田　　雅之 (3) 明誠高 11.26 q 3 8 T218 松本　　雄大 (3) 米子東高 11.34
ｶﾜｲ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ  ｼｮｳﾀ 島根

4 5 T205 河合　　亮祐 (2) 鳥取中央育英高 11.35 4 3 7-1520 近藤　　翔太 (3) 岡山商科大 11.36
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

5 2 348 足立　　祥史 (3) 松江東高 11.46 5 2 T32 前畑　　良一 鳥取AS 11.43
ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取

6 8 302 多々納　大地 (3) 平田高 11.48 6 7 7-1960 前垣　　雅哉 (3) 鳥取大 11.50
ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

7 7 T217 野際　　拓朗 (3) 米子東高 11.50 7 6 7-1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 11.52
ｶﾜﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根 ｷｼﾓﾄ　ｿｳ 島根

8 1 142 川本　　脩斗 (2) 開星高 11.75 8 1 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 11.66

3組 風:  -0.7
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾏ 広島

1 5 7-1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 11.09 Q
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取

2 7 T36 石原　　寛之 鳥取AS 11.19 Q
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 鳥取

3 6 T74 小林　　太一 (2) 鳥取商高 11.26 q
ﾘｭｳｺｳ　ｻﾄｼ 島根

4 3 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 11.37
ﾆｼｵ  ｿｳﾀ 島根

5 4 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 11.42
ﾐﾔｼﾞ  ﾀｸﾐ 鳥取

6 8 T207 宮治　　拓海 (3) 鳥取中央育英高 11.54
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取

7 2 T35 平林　　　匠 鳥取AS 11.59
ｼﾊﾞﾊﾗ  ｶｲﾄ 島根

8 1 7-1777 柴原　　魁人 (5) 松江高専 11.72

決勝 
風:  +2.0

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 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 10.76

ｻｶﾀ  ｲｸﾄ 鳥取
2 4 T206 坂田　　育斗 (1) 鳥取中央育英高 10.79

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取
3 3 T36 石原　　寛之 鳥取AS 10.84

ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取
4 6 T33 笹鹿　　晶裕 鳥取AS 10.90

ｽﾐﾀ  ﾏｻﾕｷ 島根
5 1 10 住田　　雅之 (3) 明誠高 10.93

ﾌｸｵｶ  ﾀﾞｲｷ 兵庫
6 7 1 福岡　　大生 team AMTC 10.97

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 鳥取
7 2 T74 小林　　太一 (2) 鳥取商高 10.98

ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根
8 8 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 11.06

凡例  DNS:欠場



一般男子200m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            21.46     野田　　浩之(島根・大社高)            2002(85回) 4月27日 11:10 予選
山陰記録(AR)            20.57     福長　　正彦(鳥取・東京学芸大)        2000 4月27日 14:35 準決勝

4月27日 16:40 決勝

予選 10組2着＋4

1組 風:  +1.1 2組 風:  +0.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘ   ﾄﾓﾕｷ 島根 ｲﾅﾊﾞ　ﾅｵﾄ 島根

1 4 7-1470 森　　　知幸 (2) 島根大 22.89 Q 1 5 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 23.54 Q
ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取 ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ 鳥取

2 3 T30 徳本　　和訓 鳥取AS 23.22 Q 2 4 T34 高塚　　　大 鳥取AS 23.73 Q
ｷｼﾓﾄ　ｿｳ 島根 ﾋﾛﾉ　ｹﾝ 島根

3 6 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 23.34 q 3 3 210 広野　　　健 (2) 大社高 23.76 q
ﾒﾂｷﾞ  ｼﾝﾔ 島根 ｲｼﾊﾗ  ﾀｶﾋﾛ 島根

4 2 99 目次　　真也 (3) 松江南高 23.36 q 4 6 129 石原　　隆弘 (2) 出雲高 23.88
ｷﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 島根 ﾐﾔｹ  ｼｭｳｾｲ 島根

5 7 363 木村　　隆一 (3) 益田翔陽高 24.37 5 8 476 三宅　　柊生 (2) 出雲農高 24.70
ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ 鳥取 ｵﾁｱｲ  ﾕｳﾀ 鳥取

6 5 T189 角　　　康也 (3) 境高 24.39 6 7 T65 落合　　祐太 (2) 米子北高 24.72
ｲｼﾊﾗ  ﾀｸﾔ 島根 ﾅｶﾞｼﾏ  ﾕｳﾀﾞｲ 島根

7 8 301 石原　　拓哉 (2) 松江西高 25.99 7 2 103 永島　　裕大 (2) 松江南高 24.79
ｶﾉｳ ｴｲﾛﾝ 島根 ｼﾓ  ﾀﾞｲｽｹ 島根

8 1 639 加納エイロン (1) 横田高 26.21 1 1429 下　　　大輔 SUNS AC DNS

3組 風:  -2.0 4組 風:  -1.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾉﾌﾞｻﾀﾞ  ﾕｳﾔ 岡山 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根

1 1 7-1206 信定　　裕也 (2) 美作大 23.84 Q 1 6 348 足立　　祥史 (3) 松江東高 23.13 Q
ﾔｽﾀﾞ  ﾅﾙｷ 鳥取 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥取

2 5 T67 安田　　成輝 (3) 米子北高 23.84 Q 2 4 T31 村田　　和章 鳥取AS 23.66 Q
ﾅｶﾞｵｶ  ｼｮｳﾀ 島根 ﾓﾄｲ  ﾀﾞｲｽｹ 島根

3 4 469 長岡　　翔太 (3) 出雲農高 24.54 3 1 314 元井　　大輔 (2) 平田高 24.30
ﾏﾂｳﾗ  ﾀﾞｲｽｹ 島根 ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｻｷｮｳ 島根

4 8 7-1776 松浦　　大介 (5) 松江高専 24.84 4 5 139 立花　　左京 (3) 開星高 24.59
ｲﾅﾀ  ﾀｸﾔ 島根 ｸﾏｶﾞｲ　ﾚﾝｼｮｳ 島根

5 7 279 稲田　　拓也 (2) 松江商高 26.94 5 2 382 熊谷　　蓮生 (3) 江津高 25.55
ﾜｶﾏﾂ  ｺｳ 島根 ﾄﾔ  ﾕｳｷ 島根

2 418 若松　　　航 (2) 松江工高 DNS 6 7 246 鳥谷　　祐希 (3) 大東高 26.02若松 航 ( ) 松江 高 鳥谷 祐希 ( ) 大東高
ｻｻｷ　ﾏｵ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ  ｼｭﾝﾔ 鳥取

3 237 佐々木　茉央 (2) 松江北高 DNS 3 T76 谷口　　瞬也 (2) 鳥取商高 DNS
ﾔﾏｻｷ  ｻﾀﾞﾏｻ 島根 ﾋﾛｴ  ｼｭﾝｽｹ 島根

6 16 山﨑　　定将 (3) 明誠高 DNS 8 283 廣江　　俊介 (2) 松江商高 DNS

5組 風:  -1.5 6組 風:  +1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸｵｶ  ﾀﾞｲｷ 兵庫 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 鳥取

1 4 1 福岡　　大生 team AMTC 23.58 Q 1 4 T74 小林　　太一 (2) 鳥取商高 23.27 Q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根 ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 島根

2 3 269 松原　　功樹 (3) 松江商高 24.02 Q 2 5 602 東岡　　快征 (2) 石見智翠館高 23.77 Q
ﾀﾅｶ  ﾏﾓﾙ 島根 ﾅｶﾞｵｶ   ﾄｵﾙ 島根

3 8 426 田中　　　護 (3) 松江工高 24.22 3 8 247 長岡　　　徹 (3) 大東高 24.68
ｻﾄｳ  ｼｮｳﾔ 島根 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根

4 7 7-1773 佐藤　　翔哉 (5) 松江高専 24.32 4 2 144 岸本　　将之 (1) 開星高 24.87
ｷｯｶﾜ  ｴｲｼﾞ 鳥取 ｱﾗｷ   ｺｳ 島根

5 6 T66 吉川　　瑛士 (2) 米子北高 24.80 5 7 353 荒木　　　晃 (2) 松江東高 24.94
ﾊﾗ   ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根 ｺﾏﾊﾗ   ﾐﾉﾙ 島根

6 2 442 原　　　伸宏 (3) 横田高 26.31 6 1 451 駒原　　　実 (2) 横田高 26.94
ﾀｳﾗ ｼｮｳﾀ 島根 ｶﾝｻﾞﾜ   ﾐｺﾄ 島根

5 365 田浦　　奨大 (3) 益田翔陽高 DNS 3 7 官澤　　　命 (3) 明誠高 DNS
ﾌｻﾉ   ﾀﾞﾝ 島根

6 7-1775 房野　　　弾 (5) 松江高専 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子200m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            21.46     野田　　浩之(島根・大社高)            2002(85回) 4月27日 11:10 予選
山陰記録(AR)            20.57     福長　　正彦(鳥取・東京学芸大)        2000 4月27日 14:35 準決勝

4月27日 16:40 決勝

7組 風:  +2.0 8組 風:  +2.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根 ｶﾜｲ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取

1 4 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 23.30 Q 1 4 T205 河合　　亮祐 (2) 鳥取中央育英高 23.00 Q
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ﾆｲ   ｹｲ 島根

2 3 7-1961 原　　健太朗 (2) 鳥取大 23.65 Q 2 3 24 新井　　　啓 (2) 明誠高 23.64 Q
ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥取 ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｽｹ 島根

3 6 T72 伊田　　幸司 (2) 倉吉北高 24.03 3 2 84 井上　大輔 (2) 益田高 23.79
ﾖﾘﾋﾛ  ﾏｻﾐ 島根 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝｽｹ 島根

4 2 316 寄廣　　雅己 (2) 平田高 24.74 4 8 322 榊原　　健介 (3) 石見智翠館高 24.49
ﾀｼﾛ  ﾖｳｽｹ 島根 ｵｶﾞﾜ  ﾉﾌﾞﾄｼ 島根

5 8 77 田代　　葉介 (3) 益田高 25.15 5 1 422 小川　　誠健 (3) 松江工高 25.52
ｳﾒｷ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

6 7 390 梅木　　淳兵 (3) 松江ろう 25.66 5 7-1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 DNS
ﾜｶｽｶﾞ　ﾀｶﾉﾘ 島根 ｲｲﾀﾞ  ｱﾂｼ 鳥取

7 1 386 若菅　　貴法 (2) 江津高 26.14 6 T75 飯田　　淳史 (2) 鳥取商高 DNS
ｲﾉｳｴ  ﾀｲﾖｳ 島根 ﾜﾀﾞ  ﾀｲﾁ 島根

5 1423 井上　　太陽 SUNS AC DNS 7 479 和田　　太一 (2) 出雲農高 DNS

9組 風:  +1.3 10組 風:  +1.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾏ 広島 ﾊﾔｼ   ｼｮｳﾀ 島根

1 4 7-1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 23.00 Q 1 6 1002 林　　　翔太 松江NGC 23.00 Q
ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取

2 5 302 多々納　大地 (3) 平田高 23.29 Q 2 4 T217 野際　　拓朗 (3) 米子東高 23.08 Q
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根 ﾅｶﾏｴ  ﾕｳﾄ 島根

3 3 613 武田　　悠真 (1) 松江北高 23.71 q 3 3 146 中前　　祐斗 (1) 開星高 23.80
ｵﾀﾞ  ｺｳｷ 島根 ﾋﾛﾉ　ｶｽﾞｷ 島根

4 8 7-1463 小田　　紘己 (2) 島根大 23.97 4 5 252 廣野　　和希 (3) 安来高 23.93
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 島根 ｻｲﾄｳ   ｶｲ 島根

5 6 517 小松原　悠生 (2) 浜田高 24.18 5 8 518 齋藤　　　海 (2) 浜田高 24.22
ﾔｶﾜ  ﾏｻﾔ 島根 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 島根

6 7 87 八川　　将也 (2) 益田高 24.63 6 1 598 小松原　拓実 (1) 松江農高 25.99
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 島根 ｱﾂﾀ  ｹｲﾀ 島根

2 364 小山　　和真　 (3) 益田翔陽高 DNS 7 7 300 熱田　　啓太 (2) 松江西高 26.86
ｲﾄｳ  ﾋﾛｷ 島根

2 641 伊藤　　弘紀 (1) 松江南高 DNS

準決勝 3組2着＋2

1組 風:  +2.0 2組 風:  +1.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾏ 広島 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥取

1 3 7-1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 22.28 Q 1 8 T31 村田　　和章 鳥取AS 22.83 Q
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根 ﾊﾔｼ   ｼｮｳﾀ 島根

2 5 348 足立　　祥史 (3) 松江東高 22.62 Q 2 6 1002 林　　　翔太 松江NGC 22.87 Q
ｲﾅﾊﾞ　ﾅｵﾄ 島根 ﾉﾌﾞｻﾀﾞ  ﾕｳﾔ 岡山

3 6 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 22.86 q 3 5 7-1206 信定　　裕也 (2) 美作大 23.11
ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取 ﾒﾂｷﾞ  ｼﾝﾔ 島根

4 4 T217 野際　　拓朗 (3) 米子東高 22.90 4 1 99 目次　　真也 (3) 松江南高 23.33
ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ 鳥取 ｷｼﾓﾄ　ｿｳ 島根

5 7 T34 高塚　　　大 鳥取AS 23.51 5 2 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 23.62
ﾆｲ   ｹｲ 島根 ｶﾜｲ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取

6 8 24 新井　　　啓 (2) 明誠高 23.61 3 T205 河合　　亮祐 (2) 鳥取中央育英高 DNS
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根 ﾌｸｵｶ  ﾀﾞｲｷ 兵庫

7 1 269 松原　　功樹 (3) 松江商高 24.07 4 1 福岡　　大生 team AMTC DNS
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

2 613 武田　　悠真 (1) 松江北高 DNS 7 7-1961 原　　健太朗 (2) 鳥取大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子200m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            21.46     野田　　浩之(島根・大社高)            2002(85回) 4月27日 11:10 予選
山陰記録(AR)            20.57     福長　　正彦(鳥取・東京学芸大)        2000 4月27日 14:35 準決勝

4月27日 16:40 決勝

3組 風:  +1.8
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘ   ﾄﾓﾕｷ 島根

1 3 7-1470 森　　　知幸 (2) 島根大 22.12 Q
ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根

2 5 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 22.33 Q
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 鳥取

3 6 T74 小林　　太一 (2) 鳥取商高 22.80 q
ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根

4 8 302 多々納　大地 (3) 平田高 23.02
ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取

5 4 T30 徳本　　和訓 鳥取AS 23.04
ﾔｽﾀﾞ  ﾅﾙｷ 鳥取

6 2 T67 安田　　成輝 (3) 米子北高 23.04
ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 島根

7 7 602 東岡　　快征 (2) 石見智翠館高 23.22
ﾋﾛﾉ　ｹﾝ 島根

1 210 広野　　　健 (2) 大社高 DNS

決勝 

風:  +2.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾏ 広島

1 4 7-1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 21.73
ﾓﾘ   ﾄﾓﾕｷ 島根

2 5 7-1470 森　　　知幸 (2) 島根大 22.02
ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根

3 6 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 22.23
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根

4 8 348 足立　　祥史 (3) 松江東高 22.44
ｲﾅﾊﾞ　ﾅｵﾄ 島根

5 2 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 22.59
ﾊﾔｼ   ｼｮｳﾀ 島根

6 7 1002 林　　　翔太 松江NGC 22.69
ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥取
村田 和章 鳥取7 3 T31 村田　　和章 鳥取AS 22.90
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 鳥取

8 1 T74 小林　　太一 (2) 鳥取商高 22.91

凡例  DNS:欠場



一般男子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            48.35     荒川　　慎司(島根・近畿大)            2003(86回) 4月26日 11:05 予選
山陰記録(AR)            46.42     北山　　慎一(鳥取・中京大)            2009 4月26日 14:50 決勝

予選 6組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾊﾞﾀ  ｺｳｷ 島根 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

1 6 76 柴田　　昂季 (3) 益田高 51.97 q 1 3 T77 住谷　　俊亮 (1) 鳥取商高 51.11 q
ﾔﾉ  ｺｳｷ 島根 ﾅｶﾑﾗ  ｼｮｳﾀ 島根

2 8 37 矢野　　巧樹 (1) 明誠高 52.29 2 1 140 中村　　翔太 (3) 開星高 51.41 q
ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾔ 島根 ﾔｽﾀﾞ  ﾅﾙｷ 鳥取

3 4 135 藤原　　優也 (2) 出雲高 52.94 3 4 T67 安田　　成輝 (3) 米子北高 52.32
ﾜｶｽｶﾞ　ﾀｶﾉﾘ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ  ｼｭﾝﾔ 鳥取

4 7 386 若菅　　貴法 (2) 江津高 56.79 4 5 T76 谷口　　瞬也 (2) 鳥取商高 53.30
ｲﾅﾀ  ﾀｸﾔ 島根 ﾔﾏｻｷ　ﾀｸﾏ 島根

5 1 279 稲田　　拓也 (2) 松江商高 58.83 5 2 215 山﨑　　拓馬 (2) 大社高 53.34
ｳﾁﾀﾞ  ｼｭﾝﾔ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根

6 2 389 内田　　瞬哉 (3) 松江ろう 1:03.76 6 6 269 松原　　功樹 (3) 松江商高 53.79
ﾔﾏｻｷ  ｻﾀﾞﾏｻ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥取

3 16 山﨑　　定将 (3) 明誠高 DNS 7 7 T188 石飛　　　駿 (1) 境高 57.21
ﾅｶﾞｼﾏ  ｼｮｳ 島根 ｶﾅﾔﾏ　ﾕｳﾀ 島根

5 181 永島　　　聖 (3) 松江高専 DNS 8 227 金山　　悠太 (3) 松江北高 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ 鳥取 ｽｽﾞｷ  ｴｲﾀ 鳥取

1 6 T148 櫻谷　　勇輝 (3) 八頭高 51.25 q 1 3 T204 鈴木　　英太 (3) 鳥取中央育英高 51.53 q
ﾜﾀﾞ  ｺｳﾍｲ 島根 ﾋﾛﾉ　ｹﾝ 島根

2 5 7-1455 和田　　考平 (4) 島根大 51.26 q 2 4 210 広野　　　健 (2) 大社高 52.29
ﾐﾉ  ｻｺﾝ 鳥取 ｵｵﾉ  ﾀｲｽｹ 島根

3 4 T100 美濃　　左近 (3) 倉吉総産高 52.03 3 6 421 大野　　太輔 (3) 松江工高 53.64
ﾏｷﾊﾗ  ﾁﾋﾛ 島根 ｺﾊﾞﾔｶﾜ　ﾀｸﾄ 島根

4 3 149 槙原　　千裕 (1) 開星高 53.91 4 7 236 小早川　拓人 (2) 松江北高 54.04
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾀｲｷ 島根 ﾅｶﾞｵ  ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

5 2 637 松原　　泰基 (1) 横田高 54.39 5 5 T175 長尾　　和紘 (3) 米子西高 55.50
ﾉｼﾞﾘ  ｱﾂｼ 島根 ｻｻｷ ｶｽﾞﾅｶﾞ 島根

6 8 513 野尻　　篤志 (3) 浜田高 54.56 6 1 376 佐々木　千暢 (2) 益田翔陽高 59.15
ｶｼﾞﾐ ﾜﾀﾙ 島根 ﾊﾀﾅｶ  ﾏｻﾋｺ 島根ｶ ﾐ ﾀ 島根 ﾀﾅｶ ｻ 島根

7 1 321 梶見　　　渉 (3) 石見智翠館高 56.71 2 147 畑中　　将彦 (1) 開星高 DNS
ﾔﾄﾞﾐ  ﾁｶﾌｻ 島根 ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島根

7 88 矢冨　　睦房 (2) 益田高 DNS 8 355 大矢根　功季 (2) 松江東高 DNS

5組 6組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取 ﾆｲ   ｹｲ 島根

1 6 T37 山脇　　竜徳 鳥取AS 50.81 q 1 3 24 新井　　　啓 (2) 明誠高 51.26 q
ｼﾝｶ ﾋﾛｵ 島根 ｻｶﾓﾄ  ﾖｳﾍｲ 鳥取

2 3 519 新家　　寛大 (2) 浜田高 52.02 2 6 T69 坂本　　陽平 (2) 米子北高 52.34
ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥取 ｵｺ  ﾘｮｳﾀ 島根

3 5 T190 本池　　　開 (2) 境高 53.02 3 5 7-1448 尾古　　涼太 (4) 島根大 53.07
ｲﾉｳｴ  ｺｳｷ 島根 ｶﾜｶﾐ  ｹﾝｽｹ 島根

4 2 175 井上　　幸輝 (3) 松江高専 53.49 4 7 131 川上　　健介 (2) 出雲高 53.62
ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳﾀ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙｷ 島根

5 4 T68 山田　　雄太 (3) 米子北高 53.68 5 1 449 遠藤　　晴輝 (2) 横田高 53.69
ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 島根 ﾋﾀﾞｶ　ﾀｸﾏ 島根

6 7 235 神田　　恭輔 (2) 松江北高 53.84 6 8 549 日高　　拓真 (1) 矢上高 55.33
ﾐﾔｹ  ｼｭｳｾｲ 島根 ﾔﾏｵ  ﾀｲｿﾞｳ 島根

7 8 476 三宅　　柊生 (2) 出雲農高 54.28 2 434 山尾　　泰三 (3) 松江工高 DNS
ﾌｸﾀﾞ  ｼｭﾝｾｲ 島根 ｺﾀﾞﾆ  ﾅｵﾔ 鳥取

8 1 439 福田　　峻世 (2) 松江工高 55.70 4 T235 小谷　　直也 (3) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            48.35     荒川　　慎司(島根・近畿大)            2003(86回) 4月26日 11:05 予選
山陰記録(AR)            46.42     北山　　慎一(鳥取・中京大)            2009 4月26日 14:50 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取
1 5 T77 住谷　　俊亮 (1) 鳥取商高 50.41

ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取
2 4 T37 山脇　　竜徳 鳥取AS 50.83

ﾆｲ   ｹｲ 島根
3 8 24 新井　　　啓 (2) 明誠高 50.95

ｽｽﾞｷ  ｴｲﾀ 鳥取
4 2 T204 鈴木　　英太 (3) 鳥取中央育英高 50.96

ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ 鳥取
5 3 T148 櫻谷　　勇輝 (3) 八頭高 51.03

ﾜﾀﾞ  ｺｳﾍｲ 島根
6 6 7-1455 和田　　考平 (4) 島根大 51.35

ｼﾊﾞﾀ  ｺｳｷ 島根
7 1 76 柴田　　昂季 (3) 益田高 52.62

ﾅｶﾑﾗ  ｼｮｳﾀ 島根
7 140 中村　　翔太 (3) 開星高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1:52.69   郷原　　　剛(島根・早稲田大)          1995(79回)
山陰記録(AR)            1:49.75   郷原　　　剛(島根・早稲田大)          1995 4月27日 09:30 予選
山陰記録(AR)            1:49.75   常田　　昌司(鳥取・筑波大)            1997 4月27日 14:20 決勝

予選 7組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 鳥取 ｶﾜｶﾄﾞ  ｹｲﾀ 島根

1 5 T184 木下　　功一 (3) 境高 2:03.29 q 1 7 7-1473 河角　　敬太 (4) 島根大 2:00.18 q
ｵｵﾀ  ﾀｸﾏ 島根 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

2 4 19 大田　　拓磨 (2) 明誠高 2:03.41 2 6 T37 山脇　　竜徳 鳥取AS 2:03.38 q
ｲﾜﾓﾄ  ﾀｸﾔ 島根 ｱｵｷ  ﾕｳﾀ 島根

3 7 111 岩本　　拓也 (3) 出雲高 2:07.07 3 3 360 青木 　悠太 (3) 益田翔陽高 2:07.21
ｼﾊﾞﾀ  ｺｳｷ 島根 ｺﾊﾞﾔｶﾜ　ﾀｸﾄ 島根

4 6 76 柴田　　昂季 (3) 益田高 2:08.11 4 5 236 小早川　拓人 (2) 松江北高 2:07.30
ｼﾛﾔﾏ　ﾀﾞｲﾁ 島根 ｼﾗｲﾜ　ｷｲﾁ 島根

5 3 238 城山　　大地 (2) 松江北高 2:09.68 5 2 106 白岩　　希一 (3) 立正大淞南高 2:09.76
ｶﾀﾔﾏ  ﾀﾛｳ 島根 ﾑﾗｶﾜ  ｹｲｼﾞ 島根

6 2 528 片山　　太郎 (3) 矢上高 2:17.31 6 4 433 村川　　慶次 (3) 松江工高 2:10.58
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 島根 ｶﾂﾊﾞ  ｺｳﾍｲ 島根

7 1 186 長谷川　雅人 (3) 松江高専 2:17.92 7 8 462 勝葉　　航平 (2) 三刀屋高 2:15.76
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲﾁ 島根

8 8 324 森山　　大地 (3) 石見智翠館高 2:25.31

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾔｼ  ｼｭﾝﾍﾟｲ 島根 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根

1 5 282 林　　　隼平 (2) 松江商高 2:05.14 1 2 362 大庭　　聖平 (3) 益田翔陽高 2:02.42 q
ｷﾓﾄ  ﾕｳｷ 鳥取 ﾆｼｵ  ﾅｵﾄ 鳥取

2 6 T220 木本　　悠貴 (3) 米子東高 2:05.63 2 6 T176 西尾　　直人 (3) 米子西高 2:03.66
ﾏｴﾀﾞ　ｿｳｶ 島根 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

3 2 535 前田　　早霞 (3) 矢上高 2:19.15 3 4 73 石川　遼太郎 (3) 益田高 2:06.40
ｲｼﾊﾞｼ  ｶｽﾞﾏ 島根 ｳﾁﾀﾞ  ﾖｳﾀ 島根

4 7 419 石橋　　和真 (3) 松江工高 2:21.59 4 7 448 内田　　陽太 (2) 横田高 2:07.56
ﾅｶﾞﾉ　ﾄﾓﾋﾛ 島根 ﾔﾉ  ｷｮｳﾔ 島根

5 8 575 長野　　友洋 (1) 江津高 2:28.92 5 8 477 矢野　　杏弥 (2) 出雲農高 2:14.12
ｿﾀ  ﾘｮｳﾀ 島根 ｵﾀﾞ  ﾋﾛｷ 島根

3 474 曽田　　龍太 (2) 出雲農高 DNS 3 177 小田　　泰輝 (3) 松江高専 DNS
ｸﾏｶﾞｲ  ｱﾂﾔ 島根 ﾃﾗｲ   ﾀｹﾙ 島根

4 8 熊谷　　篤弥 (3) 明誠高 DNS 5 511 寺井　　　健 (3) 浜田高 DNS熊谷 篤弥 ( ) 明誠高 寺井 健 ( ) 浜田高

5組 6組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾈｺ ﾔｽﾋｻ 島根 ﾌｶﾂ　ﾅｵﾔ 島根

1 1 1024 金子　　恭久 ALSOKあさひ播磨 2:01.07 q 1 3 195 深津　　直也 (3) 大社高 2:01.81 q
ｳﾁﾀﾞ　ﾕｳﾀ 島根 ﾓﾘｸﾞﾁ  ﾀｹﾙ 島根

2 3 250 内田　　悠太 (3) 安来高 2:01.12 q 2 4 14 森口　　　豪 (3) 明誠高 2:06.30
ﾏﾂﾓﾄ  ﾌﾐﾔ 愛媛 ﾉｼﾞﾘ  ｱﾂｼ 島根

3 5 7-1203 松本　　史哉 (3) 美作大 2:02.25 q 3 5 513 野尻　　篤志 (3) 浜田高 2:07.25
ｲﾄｳ　ﾕｳﾔ 鳥取 ｵｵｻｷ  ﾄﾓﾋﾛ 島根

4 6 T105 伊藤　　裕也 (3) 倉吉総産高 2:07.44 4 6 516 大崎　　友広 (2) 浜田高 2:09.28
ﾆｼﾑﾗ  ﾋﾛｷ 鳥取 ｳﾒﾑﾗ ｱﾂｼ 島根

5 4 T221 西村　　浩貴 (3) 米子東高 2:09.22 5 7 95 梅村　　篤宏 (3) 松江南高 2:12.39
ｻｶﾓﾄ  ﾖｳﾍｲ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾛｳ 島根

6 2 T69 坂本　　陽平 (2) 米子北高 2:12.26 6 2 7-1911 小林　　拓郎 (2) 島根大 2:16.60
ｳﾁﾀﾞ  ｼｭﾝﾔ 島根 ｵｵｸﾞﾆ  ﾏｻｷ 島根

7 8 389 内田　　瞬哉 (3) 松江ろう 2:29.41 7 8 130 大國　　眞輝 (2) 出雲高 2:17.47
ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ 島根 ﾑﾗｶﾐ   ｻﾄｼ 島根

7 464 松本　　滉平 (2) 三刀屋高 DNS 8 1 465 村上　　　聡 (2) 三刀屋高 2:36.67

7組 決勝 
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 島根 カナ名 所属地

1 4 327 尾林　　大河 (2) 石見智翠館高 2:05.22 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｺﾀﾞ  ﾘｮｳﾏ 島根 ｶﾜｶﾄﾞ  ｹｲﾀ 島根

2 6 351 都田　　諒磨 (3) 松江東高 2:08.82 1 3 7-1473 河角　　敬太 (4) 島根大 1:57.92
ｶｽｶﾞ　ﾕｳｽｹ 島根 ﾌｶﾂ　ﾅｵﾔ 島根

3 7 251 春日　　友輔 (3) 安来高 2:10.04 2 6 195 深津　　直也 (3) 大社高 1:58.68
ﾔｼｹﾞ  ﾀｲﾁ 島根 ｶﾈｺ ﾔｽﾋｻ 島根

4 3 81 彌重　　太一 (3) 益田高 2:11.18 3 4 1024 金子　　恭久 ALSOKあさひ播磨 1:59.07
ｸﾜﾊﾞﾗ   ﾄｵﾙ 島根 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

5 5 244 桑原　　　徹 (3) 大東高 2:13.84 4 2 T37 山脇　　竜徳 鳥取AS 2:00.34
ｶﾈｻｶ　ﾋﾛｷ 島根 ｳﾁﾀﾞ　ﾕｳﾀ 島根

6 1 539 金坂　　裕貴 (2) 矢上高 2:14.98 5 5 250 内田　　悠太 (3) 安来高 2:00.47
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島根 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根

7 8 467 佐々木　勇人 (3) 出雲農高 2:20.35 6 8 362 大庭　　聖平 (3) 益田翔陽高 2:01.66
ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳﾀ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ  ﾌﾐﾔ 愛媛

8 2 T68 山田　　雄太 (3) 米子北高 2:22.51 7 7 7-1203 松本　　史哉 (3) 美作大 2:03.68
ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 鳥取

8 1 T184 木下　　功一 (3) 境高 2:05.88

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            3:51.71   三代　　直樹(島根・松江商高)          1994(78回) 4月26日 09:55 予選
山陰記録(AR)            3:41.39   田子　　康宏(鳥取・立命館大)          2005 4月26日 14:35 決勝

予選 4組3着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｲﾄｳ  ﾏｻﾉﾘ 島根 ﾌｶﾂ　ﾅｵﾔ 島根

1 7 7-1458 齋藤　　昌範 (3) 島根大 4:20.44 Q 1 5 195 深津　　直也 (3) 大社高 4:15.73 Q
ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島根 ﾅｶﾑﾗ  ﾘｮｳﾀ 島根

2 5 413 黒木　みひろ (1) 出雲工高 4:20.72 Q 2 8 408 中村　　亮太 (2) 出雲工高 4:16.83 Q
ﾔｼｹﾞ  ﾀｲﾁ 島根 ｶﾐｵｶ  ﾀｸﾐ 島根

3 9 81 彌重　　太一 (3) 益田高 4:21.35 Q 3 18 30 上岡　　拓海 (1) 明誠高 4:16.91 Q
ｶﾀﾖｾ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ﾓﾘｸﾞﾁ  ﾀｹﾙ 島根

4 2 349 片寄　真太郎 (3) 松江東高 4:21.63 4 2 14 森口　　　豪 (3) 明誠高 4:18.33
ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ  ｱｷﾄ 島根

5 8 327 尾林　　大河 (2) 石見智翠館高 4:25.49 5 9 281 長谷川　晃人 (2) 松江商高 4:19.61
ﾏﾂｳﾗ   ｶﾝ 島根 ﾌﾙｲ  ﾄｼﾛｳ 島根

6 14 187 松浦　　　漢 (2) 松江高専 4:25.88 6 4 1172 古井　　敏朗 仁多郡体協 4:22.52
ｼﾗｲﾜ　ｷｲﾁ 島根 ｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 島根

7 11 106 白岩　　希一 (3) 立正大淞南高 4:34.00 7 13 7-1996 周田　　　滉 (1) 岡山商科大 4:26.85
ｱﾀﾞﾁ  ｾｲﾀﾛｳ 島根 ｲｼﾊﾗ  ｼｮｳﾀ 島根

8 13 268 足立　清太郎 (3) 松江商高 4:35.23 8 11 243 石原　　翔太 (3) 大東高 4:28.81
ｱｻｸﾗ  ﾀﾞｲｷ 島根 ﾆｼﾑﾗ  ﾋﾛｷ 鳥取

9 17 638 朝倉　　大貴 (1) 横田高 4:39.09 9 1 T221 西村　　浩貴 (3) 米子東高 4:28.91
ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 島根 ﾆｼ ｿｳﾔ 島根

10 1 7-1466 坂本　　光規 (2) 島根大 4:40.53 10 17 512 西　　　颯也 (3) 浜田高 4:29.13
ｲｼﾊﾞｼ　ｶｽﾞｷ 島根 ﾄﾔﾏ  ﾀｸﾔ 島根

11 4 536 石橋　　和希 (2) 矢上高 4:41.81 11 15 1060 戸山　　卓也 チームタスキ 4:31.14
ｳﾁﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根 ﾋﾗﾉ  ﾃｯﾀ 島根

12 15 460 内田　　啓介 (2) 三刀屋高 4:50.27 12 3 430 平野　　哲太 (3) 松江工高 4:35.93
ﾆｼﾑﾗ  ｱｷﾌﾐ 鳥取 ﾔﾏﾈ　ﾅﾙﾋﾛ 島根

3 T73 西村　　章史 王子製紙 DNS 13 10 240 山根　　成陽 (2) 松江北高 4:36.03
ｱｻｸﾗ  ｶｽﾞｷ 島根 ｱｷﾀ  ｺｳﾍｲ 島根

6 1374 朝倉　　一樹 ホシザキ電機 DNS 14 16 347 秋田　　康平 (3) 松江東高 4:45.84
ﾃﾞｶﾞﾜ   ｼｭﾝ 島根 ﾅｶﾞﾉ　ﾄﾓﾋﾛ 島根

10 1382 出川　　　諄 ホシザキ電機 DNS 15 6 575 長野　　友洋 (1) 江津高 5:06.51
ﾂｶﾞﾜ  ﾋﾛｼ 島根 ﾏﾂﾓﾄ  ﾌﾐﾔ 愛媛

12 1441 津川　　広志 松江市陸協 DNS 7 7-1203 松本　　史哉 (3) 美作大 DNS
ｱﾗﾀ  ｼｮｳｲ 鳥取 ﾌﾅｷ  ｶﾂﾄｼ 島根

16 T236 荒田　　翔惟 (2) 倉吉東高 DNS 12 1363 舟木　　勝俊 雲南市陸協 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾛｳ 島根 ｵﾀﾞ  ﾋﾛｷ 島根
小林 拓郎 ( ) 島根大 小田 泰輝 ( ) 松江高専18 7-1911 小林　　拓郎 (2) 島根大 DNS 14 177 小田　　泰輝 (3) 松江高専 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

1 3 362 大庭　　聖平 (3) 益田翔陽高 4:17.04 Q 1 2 T89 奥田　　政弘 自衛隊米子 4:13.00 Q
ﾄﾖﾀ  ｺｳｼﾞ 島根 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根

2 9 1458 豊田　　浩司 鹿足郡陸協 4:17.36 Q 2 15 1324 三賀森　智哉 益田市陸協 4:13.03 Q
ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島根 ﾉﾂﾞ  ﾕｳｷ 島根

3 14 7-1228 木村　進之介 (3) 島根県立大 4:18.07 Q 3 10 1212 野津　　侑輝 桜江AC 4:13.29 Q
ﾑﾗｶﾐ  ﾀｶｱｷ 島根 ｱｶﾞﾜ  ﾀﾞｲｽｹ 島根

4 16 1069 村上　　貴亮 チームタスキ 4:19.69 4 6 406 阿川　　大祐 (2) 出雲工高 4:13.36 q
ﾅｶﾑﾗ  ｼﾝｺﾞ 鳥取 ﾊﾔｼ  ｼｭﾝﾍﾟｲ 島根

5 13 T222 中村　　槙吾 (3) 米子東高 4:22.79 5 5 282 林　　　隼平 (2) 松江商高 4:13.80 q
ｳﾁﾀﾞ　ﾕｳﾀ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ 島根

6 18 250 内田　　悠太 (3) 安来高 4:23.31 6 13 325 吉田　　真勇 (3) 石見智翠館高 4:15.05 q
ｳﾒﾑﾗ ｱﾂｼ 島根 ｳﾁﾀﾞ  ﾖｳﾀ 島根

7 12 95 梅村　　篤宏 (3) 松江南高 4:32.52 7 18 448 内田　　陽太 (2) 横田高 4:19.11
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 島根 ﾋﾉ ﾏｻﾀｶ 島根

8 5 330 中村　　恒太 (2) 石見智翠館高 4:33.95 8 8 296 日野　　正崇 (3) 松江南高 4:21.54
ﾐﾔｻﾞｺ  ﾅｵﾔ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

9 4 432 宮廻　　直也 (3) 松江工高 4:38.55 9 17 75 河上　竜之奨 (3) 益田高 4:25.51
ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾏ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ   ﾄｵﾙ 島根

10 2 367 中野　　龍馬 (3) 益田翔陽高 4:40.14 10 14 244 桑原　　　徹 (3) 大東高 4:35.06
ﾏｴﾀﾞ　ｿｳｶ 島根 ｼﾛﾔﾏ　ﾀﾞｲﾁ 島根

11 17 535 前田　　早霞 (3) 矢上高 4:46.78 11 3 238 城山　　大地 (2) 松江北高 4:35.85
ｶﾐﾔﾏﾈ　ﾖｼﾋｺ 島根 ｲﾄｳ  ﾋﾃﾞﾕｷ 島根

12 7 261 上山根　吉彦 (2) 安来高 4:56.45 12 11 1434 伊藤　　秀幸 松江市陸協 4:44.50
ｼﾞﾂﾊﾗ  ﾕｳｷ 島根 ﾌﾙﾔ  ｲﾁﾛｳ 島根

13 8 541 實原　　勇樹 (2) 矢上高 4:57.43 13 9 470 古家　　壱朗 (3) 出雲農高 4:47.51
ﾅｶｶﾞｷ  ﾋﾄｼ 島根 ﾜﾀﾇｷ  ｶｽﾞﾔ 島根

1 134 中垣　　仁志 (2) 出雲高 DNS 14 1 190 綿貫　　和也 (2) 松江高専 4:48.43
ｸﾏｶﾞｲ  ｱﾂﾔ 島根 ｺｳｻｶ　ｻﾄｼ 島根

6 8 熊谷　　篤弥 (3) 明誠高 DNS 15 12 105 上坂　　智士 (3) 立正大淞南高 4:55.20
ﾔﾏﾈ  ﾋﾛｷ 島根 ｺﾞﾁｮｳ ﾋｶﾙ 島根

10 315 山根　　大輝 (2) 平田高 DNS 4 552 後長　　　輝 (2) 飯南高 DNS
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥取 ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾔ 島根

11 T237 西田　　倒生 (1) 倉吉東高 DNS 7 313 高橋　　友也 (2) 平田高 DNS
ﾓﾘﾜｷ   ﾋｶﾙ 島根 ｲﾏｵｶ  ﾘｮｳｽｹ 島根

15 1385 森脇　　　輝 ホシザキ電機 DNS 16 354 今岡　　良介 (2) 松江東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            3:51.71   三代　　直樹(島根・松江商高)          1994(78回) 4月26日 09:55 予選
山陰記録(AR)            3:41.39   田子　　康宏(鳥取・立命館大)          2005 4月26日 14:35 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾂﾞ  ﾕｳｷ 島根
1 15 1212 野津　　侑輝 桜江AC 4:07.13

ﾄﾖﾀ  ｺｳｼﾞ 島根
2 4 1458 豊田　　浩司 鹿足郡陸協 4:07.31

ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根
3 2 1324 三賀森　智哉 益田市陸協 4:07.43

ｻｲﾄｳ  ﾏｻﾉﾘ 島根
4 13 7-1458 齋藤　　昌範 (3) 島根大 4:07.56

ｱｶﾞﾜ  ﾀﾞｲｽｹ 島根
5 6 406 阿川　　大祐 (2) 出雲工高 4:09.47

ﾊﾔｼ  ｼｭﾝﾍﾟｲ 島根
6 1 282 林　　　隼平 (2) 松江商高 4:11.72

ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島根
7 12 7-1228 木村　進之介 (3) 島根県立大 4:12.47

ﾅｶﾑﾗ  ﾘｮｳﾀ 島根
8 8 408 中村　　亮太 (2) 出雲工高 4:12.76

ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根
9 11 362 大庭　　聖平 (3) 益田翔陽高 4:12.80

ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ 島根
10 10 325 吉田　　真勇 (3) 石見智翠館高 4:13.16

ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥取
11 3 T89 奥田　　政弘 自衛隊米子 4:13.60

ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島根
12 14 413 黒木　みひろ (1) 出雲工高 4:16.21

ﾔｼｹﾞ  ﾀｲﾁ 島根
13 9 81 彌重　　太一 (3) 益田高 4:18.86

ｶﾐｵｶ  ﾀｸﾐ 島根
14 5 30 上岡　　拓海 (1) 明誠高 4:19.00

ﾌｶﾂ　ﾅｵﾔ 島根
7 195 深津　　直也 (3) 大社高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14:32.1   中島　　修三(島根・松江市教委)        1983(67回)
山陰記録(AR)            13:44.07  三代　　直樹(島根・順天堂大)          1998 4月27日 12:05 タイムレース

タイムレース 2組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾅｺｼｹｲﾀ 島根 ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

1 15 1490 船越　　敬太 平田東ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15:51.25 1 8 T90 池本　　大介 自衛隊米子 15:10.94
ｺﾞﾁｮｳ ﾋｶﾙ 島根 ﾔﾏｼﾀ  ﾄﾓﾔ 鳥取

2 33 552 後長　　　輝 (2) 飯南高 16:32.72 2 26 T171 山下　　智也 (2) 米子松蔭高 15:14.03
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ 島根 ｴﾀﾞ  ﾕｳﾏ 鳥取

3 4 1460 中村　　勇太 鹿足郡陸協 16:36.72 3 4 T172 江田　　悠真 (3) 米子松蔭高 15:16.98
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸ 島根 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾋｺ 鳥取

4 19 1025 小松原　　拓 ALSOKあさひ播磨 16:39.26 4 22 T93 森下　　尚彦 自衛隊米子 15:21.34
ﾉﾑﾗ  ｹﾝｻｸ 島根 ﾑｺｳﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 鳥取

5 9 25 野村　　健策 (2) 明誠高 16:47.23 5 6 T96 向原　　佳和 自衛隊米子 15:25.27
ﾆｼｺｵﾘ  ｺｳﾍｲ 島根 ｼﾝｸﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 島根

6 24 428 錦織　　孝平 (3) 松江工高 16:49.21 6 10 98 新宮　　良啓 (3) 松江南高 15:28.77
ｱｷﾓﾄ　ｹｲﾀ 島根 ｲﾏﾀﾞ   ｱﾂｼ 島根

7 7 225 秋本　　啓太 (3) 松江北高 16:53.07 7 9 397 今田　　　淳 (3) 出雲工高 15:29.93
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾄﾖﾀ  ｺｳｼﾞ 島根

8 30 280 小林　　良輔 (2) 松江商高 17:00.50 8 25 1458 豊田　　浩司 鹿足郡陸協 15:40.96
ﾔﾏﾈ　ﾅﾙﾋﾛ 島根 ﾎﾝﾀﾞ  ｹｲｺﾞ 鳥取

9 29 240 山根　　成陽 (2) 松江北高 17:08.83 9 30 T173 本田　　圭吾 (1) 米子松蔭高 15:42.16
ｼﾝｶ  ﾗﾝｷ 島根 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根

10 1 510 新家　　蘭希 (3) 浜田高 17:16.17 10 2 1324 三賀森　智哉 益田市陸協 15:44.82
ﾆｼ ｿｳﾔ 島根 ﾔｽﾏﾂ ﾉﾌﾞｱｷ 鳥取

11 8 512 西　　　颯也 (3) 浜田高 17:17.85 11 14 T97 安松　　伸晃 自衛隊米子 15:49.12
ｲｼﾊﾗ  ｼｮｳﾀ 島根 ﾀﾜﾗ  ﾃﾂﾔ 島根

12 6 243 石原　　翔太 (3) 大東高 17:26.78 12 18 1379 田原　　哲也 ホシザキ電機 15:52.64
ｷﾑﾗ  ｹｲﾀ 島根 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 鳥取

13 5 67 木村　　恵太 (2) 松江農高 17:29.18 13 11 T92 西尾　　武士 自衛隊米子 15:53.69
ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 島根 ﾃﾞｶﾞﾜ   ｼｭﾝ 島根

14 14 7-1466 坂本　　光規 (2) 島根大 17:30.59 14 13 1382 出川　　　諄 ホシザキ電機 15:54.75
ｺｳﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 鳥取 ﾀﾅｶ ｹﾝ 鳥取

15 17 T159 幸本　　裕司 鳥取銀行 17:40.94 15 3 T91 田中　　　健 自衛隊米子 15:55.67
ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾔ 島根 ｸｶﾞ  ﾋﾛﾏｻ 島根

16 25 538 上田　　湧也 (2) 矢上高 17:41.44 16 20 96 久我　　浩正 (3) 松江南高 16:00.37
ｾｼﾞﾘ　ｼｭﾝ 島根 ｺｳﾉ ｹｲｽｹ 島根

17 31 239 瀬尻　　　瞬 (2) 松江北高 17:46.01 17 29 97 河野　　圭佑 (3) 松江南高 16:01.70
ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼｷ 島根 ﾑﾗｶﾐ  ﾀｶｱｷ 島根
中村 良樹 ( ) 松江農高 村上 貴亮 チ ムタ キ18 10 63 中村　　良樹 (3) 松江農高 17:59.28 18 17 1069 村上　　貴亮 チームタスキ 16:02.97
ﾀｲﾍｲ   ﾋｶﾙ 島根 ｱﾂﾀ  ｶﾂﾋｻ 島根

19 32 475 大平　　　輝 (2) 出雲農高 18:18.14 19 12 396 熱田　　勝久 (3) 出雲工高 16:12.87
ﾅｶﾞﾄﾐ ﾘｮｳ 島根 ｶﾒﾁ  ﾀｶﾔ 島根

20 26 328 長冨　　璃央 (2) 石見智翠館高 18:19.52 20 1 6 亀地　　貴哉 (3) 明誠高 16:14.14
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 ｲﾉｳｴ  ﾚｲｼﾞ 島根

21 27 T63 山口　　一之 竜ヶ山クラブ 18:29.57 21 23 1248 井上　　礼二 松江北山陸友会 16:14.38
ﾊﾗﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 島根 ﾓﾘ   ｹﾝﾔ 島根

22 3 86 原田　　涼太 (2) 益田高 18:44.90 22 28 28 森　　　健也 (2) 明誠高 16:27.36
ｱｷﾏ ﾊﾙｷ 島根 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

23 12 1524 秋間　　晴貴 広瀬陸上ｸﾗﾌﾞ 18:52.46 23 16 T89 奥田　　政弘 自衛隊米子 16:29.29
ﾔﾏﾄ  ﾋﾛｷ 島根 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｷ 鳥取

24 18 478 大和　　弘樹 (2) 出雲農高 18:56.76 24 15 T95 森下　　真基 自衛隊米子 16:31.34
ｲﾄｳ  ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 ｻｻｷ ﾔｽﾋﾛ 鳥取

25 13 1434 伊藤　　秀幸 松江市陸協 19:12.11 25 34 T225 佐々木　康光 (3) 米子東高 16:35.36
ﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｼﾞ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

26 28 249 田部　　憲司 (2) 大東高 19:57.42 26 7 T94 渡邊　　大介 自衛隊米子 16:45.66
ﾖｼｵｶ ｾｲﾅ 島根 ﾔﾉ  ﾋﾃﾞｱｷ 島根

27 2 69 吉岡　　征南 (2) 松江農高 21:48.43 27 32 1113 矢野　　秀明 松江市消防本部 16:47.86
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｶﾏｻ 島根 ｵｵｲｼ  ｼｮｳﾀ 島根

11 85 遠藤　　孝真 (2) 益田高 DNS 28 19 509 大石　　翔太 (3) 浜田高 16:54.72
ｺｳﾗ  ﾄﾖｷ 島根 ｻｶﾈ  ﾄﾓﾔ 島根

16 436 古浦　　豊樹 (2) 松江工高 DNS 29 24 1185 坂根　　智也 安来市陸協 17:50.48
ﾔﾏﾈ  ﾀｹﾋﾛ 島根 ﾔﾏﾈ  ﾋﾛｷ 島根

20 1072 山根　　武広 チームタスキ DNS 5 315 山根　　大輝 (2) 平田高 DNS
ﾔﾏﾈ  ｹﾝｾｲ 島根 ﾌﾙﾔ  ﾀｸﾑ 島根

21 188 山根　　健靖 (2) 松江高専 DNS 21 409 古屋　　拓夢 (2) 出雲工高 DNS
ｲﾂｸﾞ  ｹｲｲﾁ 鳥取 ｲｼﾀﾞ   ｼﾞｭﾝ 島根

22 T88 井次　　恵一 境港市陸協 DNS 27 1375 石田　　　準 ホシザキ電機 DNS
ﾀｹﾓﾄ  ﾀｲｼ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾊﾙ 島根

23 133 竹本　　大志 (2) 出雲高 DNS 31 74 遠藤　　正陽 (3) 益田高 DNS
ﾜｶﾂｷ ﾖｳ 鳥取

33 T98 若槻　　　陽 自衛隊米子 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14:32.1   中島　　修三(島根・松江市教委)        1983(67回)
山陰記録(AR)            13:44.07  三代　　直樹(島根・順天堂大)          1998 4月27日 12:05 タイムレース

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順
1 T90 池本　　大介 ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 自衛隊米子 15:10.94 2 8 1
2 T171 山下　　智也 (2) ﾔﾏｼﾀ  ﾄﾓﾔ 鳥取 米子松蔭高 15:14.03 2 26 2
3 T172 江田　　悠真 (3) ｴﾀﾞ  ﾕｳﾏ 鳥取 米子松蔭高 15:16.98 2 4 3
4 T93 森下　　尚彦 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾋｺ 鳥取 自衛隊米子 15:21.34 2 22 4
5 T96 向原　　佳和 ﾑｺｳﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 鳥取 自衛隊米子 15:25.27 2 6 5
6 98 新宮　　良啓 (3) ｼﾝｸﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 島根 松江南高 15:28.77 2 10 6
7 397 今田　　　淳 (3) ｲﾏﾀﾞ   ｱﾂｼ 島根 出雲工高 15:29.93 2 9 7
8 1458 豊田　　浩司 ﾄﾖﾀ  ｺｳｼﾞ 島根 鹿足郡陸協 15:40.96 2 25 8
9 T173 本田　　圭吾 (1) ﾎﾝﾀﾞ  ｹｲｺﾞ 鳥取 米子松蔭高 15:42.16 2 30 9

10 1324 三賀森　智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 益田市陸協 15:44.82 2 2 10
11 T97 安松　　伸晃 ﾔｽﾏﾂ ﾉﾌﾞｱｷ 鳥取 自衛隊米子 15:49.12 2 14 11
12 1490 船越　　敬太 ﾌﾅｺｼｹｲﾀ 島根 平田東ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15:51.25 1 15 1
13 1379 田原　　哲也 ﾀﾜﾗ  ﾃﾂﾔ 島根 ホシザキ電機 15:52.64 2 18 12
14 T92 西尾　　武士 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 鳥取 自衛隊米子 15:53.69 2 11 13
15 1382 出川　　　諄 ﾃﾞｶﾞﾜ   ｼｭﾝ 島根 ホシザキ電機 15:54.75 2 13 14
16 T91 田中　　　健 ﾀﾅｶ ｹﾝ 鳥取 自衛隊米子 15:55.67 2 3 15
17 96 久我　　浩正 (3) ｸｶﾞ  ﾋﾛﾏｻ 島根 松江南高 16:00.37 2 20 16
18 97 河野　　圭佑 (3) ｺｳﾉ ｹｲｽｹ 島根 松江南高 16:01.70 2 29 17
19 1069 村上　　貴亮 ﾑﾗｶﾐ  ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 16:02.97 2 17 18
20 396 熱田　　勝久 (3) ｱﾂﾀ  ｶﾂﾋｻ 島根 出雲工高 16:12.87 2 12 19
21 6 亀地　　貴哉 (3) ｶﾒﾁ  ﾀｶﾔ 島根 明誠高 16:14.14 2 1 20
22 1248 井上　　礼二 ｲﾉｳｴ  ﾚｲｼﾞ 島根 松江北山陸友会 16:14.38 2 23 21
23 28 森　　　健也 (2) ﾓﾘ   ｹﾝﾔ 島根 明誠高 16:27.36 2 28 22
24 T89 奥田　　政弘 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥取 自衛隊米子 16:29.29 2 16 23
25 T95 森下　　真基 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｷ 鳥取 自衛隊米子 16:31.34 2 15 24
26 552 後長　　　輝 (2) ｺﾞﾁｮｳ ﾋｶﾙ 島根 飯南高 16:32.72 1 33 2
27 T225 佐々木　康光 (3) ｻｻｷ ﾔｽﾋﾛ 鳥取 米子東高 16:35.36 2 34 25
28 1460 中村　　勇太 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ 島根 鹿足郡陸協 16:36.72 1 4 3
29 1025 小松原　　拓 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸ 島根 ALSOKあさひ播磨 16:39.26 1 19 4
30 T94 渡邊 大介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 自衛隊米子 16:45 66 2 7 2630 T94 渡邊　　大介 ﾜﾀﾅﾍ  ﾀ ｲｽｹ 鳥取 自衛隊米子 16:45.66 2 7 26
31 25 野村　　健策 (2) ﾉﾑﾗ  ｹﾝｻｸ 島根 明誠高 16:47.23 1 9 5
32 1113 矢野　　秀明 ﾔﾉ  ﾋﾃﾞｱｷ 島根 松江市消防本部 16:47.86 2 32 27
33 428 錦織　　孝平 (3) ﾆｼｺｵﾘ  ｺｳﾍｲ 島根 松江工高 16:49.21 1 24 6
34 225 秋本　　啓太 (3) ｱｷﾓﾄ　ｹｲﾀ 島根 松江北高 16:53.07 1 7 7
35 509 大石　　翔太 (3) ｵｵｲｼ  ｼｮｳﾀ 島根 浜田高 16:54.72 2 19 28
36 280 小林　　良輔 (2) ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ 島根 松江商高 17:00.50 1 30 8
37 240 山根　　成陽 (2) ﾔﾏﾈ　ﾅﾙﾋﾛ 島根 松江北高 17:08.83 1 29 9
38 510 新家　　蘭希 (3) ｼﾝｶ  ﾗﾝｷ 島根 浜田高 17:16.17 1 1 10
39 512 西　　　颯也 (3) ﾆｼ ｿｳﾔ 島根 浜田高 17:17.85 1 8 11
40 243 石原　　翔太 (3) ｲｼﾊﾗ  ｼｮｳﾀ 島根 大東高 17:26.78 1 6 12
41 67 木村　　恵太 (2) ｷﾑﾗ  ｹｲﾀ 島根 松江農高 17:29.18 1 5 13
42 7-1466 坂本　　光規 (2) ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 島根 島根大 17:30.59 1 14 14
43 T159 幸本　　裕司 ｺｳﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 鳥取 鳥取銀行 17:40.94 1 17 15
44 538 上田　　湧也 (2) ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾔ 島根 矢上高 17:41.44 1 25 16
45 239 瀬尻　　　瞬 (2) ｾｼﾞﾘ　ｼｭﾝ 島根 松江北高 17:46.01 1 31 17
46 1185 坂根　　智也 ｻｶﾈ  ﾄﾓﾔ 島根 安来市陸協 17:50.48 2 24 29
47 63 中村　　良樹 (3) ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼｷ 島根 松江農高 17:59.28 1 10 18
48 475 大平　　　輝 (2) ﾀｲﾍｲ   ﾋｶﾙ 島根 出雲農高 18:18.14 1 32 19
49 328 長冨　　璃央 (2) ﾅｶﾞﾄﾐ ﾘｮｳ 島根 石見智翠館高 18:19.52 1 26 20
50 T63 山口　　一之 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 竜ヶ山クラブ 18:29.57 1 27 21
51 86 原田　　涼太 (2) ﾊﾗﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 島根 益田高 18:44.90 1 3 22
52 1524 秋間　　晴貴 ｱｷﾏ ﾊﾙｷ 島根 広瀬陸上ｸﾗﾌﾞ 18:52.46 1 12 23
53 478 大和　　弘樹 (2) ﾔﾏﾄ  ﾋﾛｷ 島根 出雲農高 18:56.76 1 18 24
54 1434 伊藤　　秀幸 ｲﾄｳ  ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 19:12.11 1 13 25
55 249 田部　　憲司 (2) ﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｼﾞ 島根 大東高 19:57.42 1 28 26
56 69 吉岡　　征南 (2) ﾖｼｵｶ ｾｲﾅ 島根 松江農高 21:48.43 1 2 27

436 古浦　　豊樹 (2) ｺｳﾗ  ﾄﾖｷ 島根 松江工高 DNS 1 16
1072 山根　　武広 ﾔﾏﾈ  ﾀｹﾋﾛ 島根 チームタスキ DNS 1 20
T88 井次　　恵一 ｲﾂｸﾞ  ｹｲｲﾁ 鳥取 境港市陸協 DNS 1 22
188 山根　　健靖 (2) ﾔﾏﾈ  ｹﾝｾｲ 島根 松江高専 DNS 1 21
133 竹本　　大志 (2) ﾀｹﾓﾄ  ﾀｲｼ 島根 出雲高 DNS 1 23
85 遠藤　　孝真 (2) ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｶﾏｻ 島根 益田高 DNS 1 11
74 遠藤　　正陽 (3) ｴﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾊﾙ 島根 益田高 DNS 2 31

T98 若槻　　　陽 ﾜｶﾂｷ ﾖｳ 鳥取 自衛隊米子 DNS 2 33
1375 石田　　　準 ｲｼﾀﾞ   ｼﾞｭﾝ 島根 ホシザキ電機 DNS 2 27
409 古屋　　拓夢 (2) ﾌﾙﾔ  ﾀｸﾑ 島根 出雲工高 DNS 2 21
315 山根　　大輝 (2) ﾔﾏﾈ  ﾋﾛｷ 島根 平田高 DNS 2 5

1 / 1凡例  DNS:欠場



一般男子10000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            29:40.4   中島　　修三(島根・順天大)            1981(65回)
山陰記録(AR)            28:30.37  三代　　直樹(島根・順天堂大)          1998 4月26日 14:55 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取
1 2 T90 池本　　大介 自衛隊米子 32:05.77

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根
2 12 1437 小林　慶一郎 松江市陸協 32:44.04

ﾐｼﾏ  ｺｳｽｹ 島根
3 9 1066 三島　　巧丞 チームタスキ 33:52.70

ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島根
4 13 7-1460 森脇　　裕史 (3) 島根大 33:57.73

ｲﾘｴ ﾚﾝﾀﾛｳ 島根
5 7 2 入江　廉太郎 (3) 明誠高 34:18.61

ｼﾓﾐﾔ  ﾀｶﾕｷ 島根
6 4 1345 下宮　　隆行 雲南市陸協 34:26.13

ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 島根
7 8 20 佐々木　翔太 (2) 明誠高 34:36.38

ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根
8 11 1209 佐々木　宏幸 桜江AC 35:36.54

ﾅｶｵ  ﾕｳｷ 島根
9 10 185 中尾　　勇貴 (2) 松江高専 36:21.10

ﾉﾑﾗ    ｶｽﾞﾋﾛ 島根
10 6 1468 野村    一弘 津和野町役場 39:09.29

ﾀｶｸﾗ  ｱｷﾉﾌﾞ 島根
11 3 1234 高倉　　明信 東出雲体協 39:25.82

ﾔﾏﾌﾞｷ   ｱｷﾗ 島根
1 1462 山吹　　　彰 鹿足郡陸協 DNF

ｲｹﾓﾄ   ﾕｳ 鳥取
5 T161 池本　　　裕 布勢AC DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14.15     西澤　　真徳(鳥取・福岡大)            2009(92回) 4月26日 09:40 予選
山陰記録(AR)            13.72     西澤　　真徳(鳥取・鳥取県教委)        2013 4月26日 13:40 決勝

予選 2組3着＋2

1組 風:  -0.4 2組 風:  +0.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｻｸﾗｲ  ﾋﾃﾞｷ 岡山

1 4 T99 藤井　　亮汰 (3) 倉吉総産高 15.13 Q 1 4 7-1201 櫻井　　秀樹 (3) 美作大 14.87 Q
ｲｼﾀﾞ  ﾘｭｳｾｲ 島根 ｲﾉｳｴ  ﾀｲﾖｳ 島根

2 6 1 石田　　龍星 (3) 明誠高 15.17 Q 2 5 1423 井上　　太陽 SUNS AC 15.81 Q
ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 鳥取 ﾀｶﾊﾀ　ﾀﾞｲｷ 島根

3 5 T203 棚田　　誠人 (3) 鳥取中央育英高 16.28 Q 3 3 585 高畑　　大輝 (1) 大社高 15.83 Q
ｸﾛﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根 ﾅﾘｻｺ  ﾀｲﾍｲ 大分

4 7 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 16.84 4 7 7-1453 成迫　　泰平 (4) 島根大 16.11 q
ﾎﾝﾀﾞ  ﾅｵｷ 島根 ｲｲﾀﾞ  ﾏｻﾔ 島根

5 8 443 本田　　直紀 (3) 横田高 20.25 5 8 7-1461 飯田　　雅也 (2) 島根大 16.25 q
ﾏﾂﾓﾄ   ｻﾄｼ 島根 ﾌｸｼﾏ  ｼｮｳｼﾞ 島根

6 3 7-1469 松本　　　啓 (2) 島根大 20.41 6 13 福島　　昇治 (3) 明誠高 DNS

決勝 

風:  -1.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｸﾗｲ  ﾋﾃﾞｷ 岡山

1 3 7-1201 櫻井　　秀樹 (3) 美作大 14.62
ｲｼﾀﾞ  ﾘｭｳｾｲ 島根

2 5 1 石田　　龍星 (3) 明誠高 15.02
ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 4 T99 藤井　　亮汰 (3) 倉吉総産高 15.03
ﾅﾘｻｺ  ﾀｲﾍｲ 大分

4 2 7-1453 成迫　　泰平 (4) 島根大 15.65
ﾀｶﾊﾀ　ﾀﾞｲｷ 島根

5 7 585 高畑　　大輝 (1) 大社高 15.89高畑 大輝 ( ) 大社高
ｲﾉｳｴ  ﾀｲﾖｳ 島根

6 6 1423 井上　　太陽 SUNS AC 16.11
ｲｲﾀﾞ  ﾏｻﾔ 島根

7 1 7-1461 飯田　　雅也 (2) 島根大 16.22
ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 鳥取

8 8 T203 棚田　　誠人 (3) 鳥取中央育英高 16.26

凡例  DNS:欠場



一般男子400mH(0.914m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            52.80     横原　　和真(鳥取・鳥取SC)            2008(91回) 4月27日 10:00 予選
山陰記録(AR)            50.16     荒川　　勇希(島根・筑波大)            2004 4月27日 15:10 決勝

予選 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ 鳥取 ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳﾀ 鳥取

1 4 7-1202 野島　克斗志 (3) 美作大 56.35 Q 1 3 T99 藤井　　亮汰 (3) 倉吉総産高 55.55 Q
ｸﾛﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根 ｳｼｵ  ﾀｶｱｷ 島根

2 5 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 56.68 Q 2 4 7-1537 牛尾　　貴明 (2) 岡山商科大 58.27 Q
ｱｶｻｷ   ﾚﾝ 島根 ｵｺ  ﾘｮｳﾀ 島根

3 3 60 赤﨑　　　蓮 (3) 松江農高 1:00.63 3 8 7-1448 尾古　　涼太 (4) 島根大 59.85 q
ｼﾝｶ ﾋﾛｵ 島根 ｻｶﾈ　ﾀｸﾏ 島根

4 7 519 新家　　寛大 (2) 浜田高 1:00.73 4 1 206 坂根　　拓馬 (2) 大社高 1:00.86
ﾋﾀﾞｶ　ﾀｸﾏ 島根 ﾔﾏｶﾞﾐ  ｶﾝﾀ 島根

5 2 549 日高　　拓真 (1) 矢上高 1:02.18 5 5 15 山上　　寛太 (3) 明誠高 1:02.14
ﾑﾗﾏﾂ　ﾀﾞｲｽｹ 島根 ﾏｴｼﾞﾏ  ﾅｵﾄ 島根

6 8 213 村松　　大輔 (2) 大社高 1:04.04 6 6 471 前島　　直人 (3) 出雲農高 1:04.18
ｲﾜﾓﾄ  ﾀｸﾔ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾀｲｷ 島根

6 111 岩本　　拓也 (3) 出雲高 DNS 7 7 637 松原　　泰基 (1) 横田高 1:05.82
ﾀｹﾀﾞ   ｼｭｳ 島根

2 65 武田　　　脩 (2) 松江農高 DQ,T4

3組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 島根

1 8 235 神田　　恭輔 (2) 松江北高 59.57 Q
ﾐﾉ  ｻｺﾝ 鳥取

2 2 T100 美濃　　左近 (3) 倉吉総産高 1:00.16 Q
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾖｼｷ 鳥取

2 3 T183 柳原　　好幾 (3) 境高 1:00.16 Q
ﾋﾀﾞｶ   ｲﾂｷ 島根

4 4 27 日高　　　樹 (2) 明誠高 1:02.11
ｶｼﾞﾐ ﾜﾀﾙ 島根

5 7 321 梶見　　　渉 (3) 石見智翠館高 1:04.22
ﾐﾂｷ   ｻﾄｼ 岡山

5 3 光木　　　智 倉敷市消防局 DNS
ﾎｿｷ   ﾏｺﾄ 島根ｷ ﾄ 島根

6 116 細木　　　真 (3) 出雲高 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳﾀ 鳥取
1 3 T99 藤井　　亮汰 (3) 倉吉総産高 53.74

ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ 鳥取
2 6 7-1202 野島　克斗志 (3) 美作大 55.23

ｳｼｵ  ﾀｶｱｷ 島根
3 7 7-1537 牛尾　　貴明 (2) 岡山商科大 56.16

ｸﾛﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根
4 4 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 57.04

ﾐﾉ  ｻｺﾝ 鳥取
5 8 T100 美濃　　左近 (3) 倉吉総産高 59.52

ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 島根
6 5 235 神田　　恭輔 (2) 松江北高 1:00.17

ｵｺ  ﾘｮｳﾀ 島根
7 1 7-1448 尾古　　涼太 (4) 島根大 1:00.31

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾖｼｷ 鳥取
8 2 T183 柳原　　好幾 (3) 境高 1:01.07

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-3)レーン侵入



一般男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            9:17.55   大石　　正洋(島根・益田産高)          2002(85回)
山陰記録(AR)            8:39.36   岡田　　敦行(鳥取・明治大)            1989 4月27日 16:55 タイムレース

タイムレース 2組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥取 ﾉﾂﾞ  ﾕｳｷ 島根

1 8 T181 高梨　　貴一 (2) 境高 10:27.97 1 1 1212 野津　　侑輝 桜江AC 9:33.06
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 島根 ﾊﾏﾉ  ﾋﾛｷ 島根

2 3 20 佐々木　翔太 (2) 明誠高 10:31.85 2 7 403 濵野　　拓希 (3) 出雲工高 9:34.17
ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾔ 島根 ｲｼﾊﾞｼ  ﾄﾓﾋﾛ 島根

3 11 313 高橋　　友也 (2) 平田高 10:35.36 3 5 62 石橋　　和大 (3) 松江農高 9:40.85
ｲﾉｳｴ  ﾄﾓｷ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ 島根

4 9 61 井上　　智貴 (3) 松江農高 10:44.23 4 14 325 吉田　　真勇 (3) 石見智翠館高 9:58.28
ｱｵｷ  ﾕｳﾀ 島根 ｸﾗﾊｼ  ｺｳﾀ 島根

5 2 360 青木 　悠太 (3) 益田翔陽高 10:50.37 5 2 399 倉橋　　光太 (3) 出雲工高 10:13.52
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 島根 ｺｻｶ  ﾀﾂﾔ 鳥取

6 12 330 中村　　恒太 (2) 石見智翠館高 10:56.25 6 13 T209 小坂　　達也 (2) 鳥取中央育英高 10:18.79
ﾊﾀﾞｵ ﾏｻｼ 島根 ｶﾌｸ  ﾃﾂﾋﾛ 島根

7 1 377 羽多尾　　仁 (2) 益田翔陽高 11:00.00 7 12 5 家福　　哲洋 (3) 明誠高 10:26.46
ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ  ｱｷﾄ 島根

8 10 7-1228 木村　進之介 (3) 島根県立大 11:14.57 8 18 281 長谷川　晃人 (2) 松江商高 10:27.79
ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾏ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ   ﾜﾀﾙ 鳥取

9 6 367 中野　　龍馬 (3) 益田翔陽高 11:27.79 9 9 T170 遠藤　　　航 (3) 米子松蔭高 10:29.01
ﾌｼﾞﾊﾗ  ｶﾂﾞｷ 島根 ﾓﾘ   ｹﾝﾔ 島根

10 5 456 藤原　　夏望 (3) 三刀屋高 11:30.48 10 16 28 森　　　健也 (2) 明誠高 10:30.94
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾅｶﾞｲ  ﾘｭｳｼﾞ 鳥取

11 16 520 藤本　　貴大 (2) 浜田高 11:33.18 11 11 T169 永井　　龍司 (3) 米子松蔭高 10:37.15
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾛｳ 島根

12 13 186 長谷川　雅人 (3) 松江高専 11:34.39 12 3 112 小林　　卓郎 (3) 出雲高 10:48.55
ｱｷﾀ  ｺｳﾍｲ 島根 ｱﾀﾞﾁ  ｾｲﾀﾛｳ 島根

13 7 347 秋田　　康平 (3) 松江東高 11:41.55 13 4 268 足立　清太郎 (3) 松江商高 10:49.69
ﾀｶｸﾗ  ｱｷﾉﾌﾞ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

14 15 1234 高倉　　明信 東出雲体協 12:18.02 14 17 75 河上　竜之奨 (3) 益田高 10:52.19
ｺｳｻｶ　ｻﾄｼ 島根 ﾜﾀﾇｷ  ｶｽﾞﾔ 島根

15 14 105 上坂　　智士 (3) 立正大淞南高 12:35.96 15 15 190 綿貫　　和也 (2) 松江高専 11:51.09
ｸｶﾞ  ﾋﾛﾏｻ 島根 ｶﾅｵ  ｼｮｳﾍｲ 鳥取

4 96 久我　　浩正 (3) 松江南高 DNS 6 T168 金尾　　翔平 (3) 米子松蔭高 DQ,T6
ﾋﾉ ﾏｻﾀｶ 島根 ﾓﾘﾜｷ   ﾋｶﾙ 島根

17 296 日野　　正崇 (3) 松江南高 DNS 8 1385 森脇　　　輝 ホシザキ電機 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾊﾙ 島根
遠藤 正陽 ( ) 益田高10 74 遠藤　　正陽 (3) 益田高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T6:(R163-3)水濠前後の縁石からでた



一般男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            9:17.55   大石　　正洋(島根・益田産高)          2002(85回)
山陰記録(AR)            8:39.36   岡田　　敦行(鳥取・明治大)            1989 4月27日 16:55 タイムレース

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順
1 1212 野津　　侑輝 ﾉﾂﾞ  ﾕｳｷ 島根 桜江AC 9:33.06 2 1 1
2 403 濵野　　拓希 (3) ﾊﾏﾉ  ﾋﾛｷ 島根 出雲工高 9:34.17 2 7 2
3 62 石橋　　和大 (3) ｲｼﾊﾞｼ  ﾄﾓﾋﾛ 島根 松江農高 9:40.85 2 5 3
4 325 吉田　　真勇 (3) ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ 島根 石見智翠館高 9:58.28 2 14 4
5 399 倉橋　　光太 (3) ｸﾗﾊｼ  ｺｳﾀ 島根 出雲工高 10:13.52 2 2 5
6 T209 小坂　　達也 (2) ｺｻｶ  ﾀﾂﾔ 鳥取 鳥取中央育英高 10:18.79 2 13 6
7 5 家福　　哲洋 (3) ｶﾌｸ  ﾃﾂﾋﾛ 島根 明誠高 10:26.46 2 12 7
8 281 長谷川　晃人 (2) ﾊｾｶﾞﾜ  ｱｷﾄ 島根 松江商高 10:27.79 2 18 8
9 T181 高梨　　貴一 (2) ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥取 境高 10:27.97 1 8 1

10 T170 遠藤　　　航 (3) ｴﾝﾄﾞｳ   ﾜﾀﾙ 鳥取 米子松蔭高 10:29.01 2 9 9
11 28 森　　　健也 (2) ﾓﾘ   ｹﾝﾔ 島根 明誠高 10:30.94 2 16 10
12 20 佐々木　翔太 (2) ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 島根 明誠高 10:31.85 1 3 2
13 313 高橋　　友也 (2) ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾔ 島根 平田高 10:35.36 1 11 3
14 T169 永井　　龍司 (3) ﾅｶﾞｲ  ﾘｭｳｼﾞ 鳥取 米子松蔭高 10:37.15 2 11 11
15 61 井上　　智貴 (3) ｲﾉｳｴ  ﾄﾓｷ 島根 松江農高 10:44.23 1 9 4
16 112 小林　　卓郎 (3) ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾛｳ 島根 出雲高 10:48.55 2 3 12
17 268 足立　清太郎 (3) ｱﾀﾞﾁ  ｾｲﾀﾛｳ 島根 松江商高 10:49.69 2 4 13
18 360 青木 　悠太 (3) ｱｵｷ  ﾕｳﾀ 島根 益田翔陽高 10:50.37 1 2 5
19 75 河上　竜之奨 (3) ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 益田高 10:52.19 2 17 14
20 330 中村　　恒太 (2) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 島根 石見智翠館高 10:56.25 1 12 6
21 377 羽多尾　　仁 (2) ﾊﾀﾞｵ ﾏｻｼ 島根 益田翔陽高 11:00.00 1 1 7
22 7-1228 木村　進之介 (3) ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島根 島根県立大 11:14.57 1 10 8
23 367 中野　　龍馬 (3) ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾏ 島根 益田翔陽高 11:27.79 1 6 9
24 456 藤原　　夏望 (3) ﾌｼﾞﾊﾗ  ｶﾂﾞｷ 島根 三刀屋高 11:30.48 1 5 10
25 520 藤本　　貴大 (2) ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾀｶﾋﾛ 島根 浜田高 11:33.18 1 16 11
26 186 長谷川　雅人 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 島根 松江高専 11:34.39 1 13 12
27 347 秋田　　康平 (3) ｱｷﾀ  ｺｳﾍｲ 島根 松江東高 11:41.55 1 7 13
28 190 綿貫　　和也 (2) ﾜﾀﾇｷ  ｶｽﾞﾔ 島根 松江高専 11:51.09 2 15 15
29 1234 高倉　　明信 ﾀｶｸﾗ  ｱｷﾉﾌﾞ 島根 東出雲体協 12:18.02 1 15 14
30 105 上坂 智士 (3) ｺｳｻｶ ｻﾄｼ 島根 立正大淞南高 12:35 96 1 14 1530 105 上坂　　智士 (3) ｺｳｻｶ　ｻﾄｼ 島根 立正大淞南高 12:35.96 1 14 15

T168 金尾　　翔平 (3) ｶﾅｵ  ｼｮｳﾍｲ 鳥取 米子松蔭高 DQ,T6 2 6
296 日野　　正崇 (3) ﾋﾉ ﾏｻﾀｶ 島根 松江南高 DNS 1 17
96 久我　　浩正 (3) ｸｶﾞ  ﾋﾛﾏｻ 島根 松江南高 DNS 1 4

1385 森脇　　　輝 ﾓﾘﾜｷ   ﾋｶﾙ 島根 ホシザキ電機 DNS 2 8
74 遠藤　　正陽 (3) ｴﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾊﾙ 島根 益田高 DNS 2 10

1 / 1凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T6:(R163-3)水濠前後の縁石からでた



一般男子走高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            2m13      藤井　　教夫(島根・益田市陸協)        1992(76回)
山陰記録(AR)            2m27      内田　　剛弘(島根・福岡大)            2002 4月26日 10:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｼﾊﾞｼ   ｹﾝ 島根 － － － － － ○ － ○ － ○
1 6 7-1523 石橋　　　健 (3) 岡山商科大 × ○ × × × 2m05

ｻｶﾉ  ﾘｮｳｼﾞ 島根 ○ － － ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×
2 13 7-1992 坂野　　亮次 (1) 岡山商科大 1m96

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 鳥取 － － － ○ ○ × × ○ － × × ×
3 7 T186 藤井　　　丈 (3) 境高 1m90

ｶﾉｳ  ﾘｭｳｲﾁ 鳥取 － － ○ ○ × ○ × × ×
4 12 T139 加納　　隆一 (3) 米子工高 1m85

ﾏﾂﾄﾞ  ﾅｵﾔ 島根 － － ○ × ○ × ○ × × ×
5 3 118 松戸　　直也 (3) 出雲高 1m85

ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳｷ 島根 － － ○ ○ × × ○ × × ×
6 8 209 原田　　康輝 (2) 大社高 1m85

ｲﾉｳｴ  ｺｳｷ 島根 － － ○ × ○ × × ×
7 14 175 井上　　幸輝 (3) 松江高専 1m80

ﾌｸｼﾏ　ﾕｲﾄ 島根 － － ○ × × ×
8 5 211 福嶋　　唯人 (2) 大社高 1m75

ﾅｷﾞﾗ  ｼｭﾝﾔ 島根 － － ○ × × ×
8 10 303 柳楽　　隼也 (3) 平田高 1m75

ｺﾔﾏ  ﾕｳｷ 島根 × ○ ○ ○ × × ×
10 2 7-1780 小山　　友貴 (4) 松江高専 1m75

ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾕｷ 島根 － × ○ × × ×
11 1 66 松本　　善幸 (2) 松江農高 1m70

ﾅｶｵ ｱﾄﾑ 島根 ○ × × ×
12 9 32 中尾　亜斗夢 (1) 明誠高 1m65

ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰﾛ･ｱﾘｿﾞﾉ 島根 ○ × × ×
12 11 34 バハキ・ムリーロ・アリゾノ (1) 明誠高 1m65

ﾆｼﾉ ﾘﾝﾔ 島根 × × ×
4 323 西野　　凜也 (3) 石見智翠館高 NM

2m021m65

2m05

1m70

2m10

1m75 1m80 1m85 1m90 1m93 1m96 1m99

凡例  NM:記録なし



一般男子棒高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            4m95      小村　　俊介(島根・広島経大)          2008(91回)
山陰記録(AR)            5m20      柳楽　　達也(島根・順天堂大)          1986 4月27日 13:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾅﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ 島根 － － － － － － － － － －
1 10 7-1914 金山　　周平 (1) 島根大 ○ － ○ ○ × ○ × × × 4m90

ｻﾜ　ｼﾝｺﾞ 島根 － － － － － － － － － －
2 1 194 澤　　　慎吾 (3) 大社高 － － × ○ ○ × × ○ × × × 4m90

ﾆｼｺﾘ   ﾐﾉﾙ 島根 － － － － － － － － － －
3 8 57 錦織　　　実 (3) 松江農高 × ○ － ○ × × × 4m70

ｶﾔﾊﾗ  ﾏｻﾄ 鳥取 － － － － － － － － － ○
4 12 T104 茅原　　雅人 (3) 倉吉総産高 × ○ × × × 4m50

ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 鳥取 － － － － － － － ○ ○ × × ×
5 6 T70 横山　　和輝 (3) 倉吉北高 4m30

ﾉﾉﾑﾗ　ｹｲｽｹ 島根 － － － － － － ○ ○ × × ×
6 9 208 野々村　圭介 (2) 大社高 4m20

ｿﾀ  ｼｮｳﾀ 島根 － － － － － － ○ × ○ × × ×
7 3 113 曽田　　昇汰 (3) 出雲高 4m20

ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾛﾄ 島根 － － － － － ○ × × ×
8 4 589 山田　　寛大 (1) 大社高 4m00

ｺﾔﾏ  ﾕｳｷ 島根 － － － － ○ × × ／
9 14 7-1780 小山　　友貴 (4) 松江高専 3m90

ｸﾜﾀ ｶｽﾞｷ 徳島 － － － × ○ － × × ×
10 7 7-1449 桑田　　知輝 (4) 島根大 3m80

ﾑｶｲ  ﾀﾀﾞﾋﾛ 鳥取 ○ × × ×
11 5 T102 向井　　一鴻 (2) 倉吉総産高 3m20

ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 島根 － － － － － － － － － × × ×
11 7-1292 川西　　翔太 (3) 松山大 NM

ﾊｼﾓﾄ   ｼｮｳ 島根
2 600 橋本　　　翔 (1) 松江農高 DNS

ｺﾔﾏ  ﾄﾓｷ 島根
13 70 小山　　智紀 (2) 松江農高 DNS

4m10

5m10

4m20 4m30 4m403m80

4m80

3m90

4m90

4m00

5m00

3m20

4m50

3m40

4m60

3m60

4m70

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            7m50      森本　　真晃(島根・松江市陸協)        1995(79回)
山陰記録(AR)            7m87      古瀬　　智也(島根・福岡大)            2009 4月26日 15:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 × 6m80 × 6m80 6m54 7m08 6m87 7m08
1 11 7-1960 前垣　　雅哉 (3) 鳥取大 +1.0 +1.0 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

ﾏﾂｵ  ﾅｵｷ 鳥取 × × 6m75 6m75 6m85 × 6m96 6m96 公認4回目
2 6 T202 松尾　　直樹 (3) 鳥取中央育英高 -0.3 -0.3 +1.0 +2.3 +2.3 6m85(+1.0)

ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 6m61 × 6m64 6m64 6m87 6m88 6m68 6m88
3 22 T160 池田　　修平 鳥取銀行 -0.2 +1.4 +1.4 +1.2 +0.6 +0.6 +0.6

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 × 6m83 6m17 6m83 × 6m86 6m81 6m86 公認2回目
4 8 T182 森山　　大成 (3) 境高 +1.3 -2.5 +1.3 +2.2 +1.1 +2.2 6m83(+1.3)

ﾐｿﾞﾍﾞ   ｻﾄﾙ 岡山 6m69 4m73 6m74 6m74 6m75 6m70 5m23 6m75
5 4 4 溝邊　　　悟 岡山AC 0.0 +0.9 +0.3 +0.3 +1.3 +1.3 +1.7 +1.3

ｵｶｻﾞｷ  ﾄﾓｻﾄ 島根 6m44 × × 6m44 6m63 × － 6m63
6 25 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 松江高専 +0.2 +0.2 +1.9 +1.9

ｷﾀﾜｷ　ﾏｵ 島根 6m09 6m44 6m18 6m44 6m53 6m30 6m29 6m53 公認2回目
7 13 193 北脇　　真央 (3) 大社高 +0.6 +0.8 -0.9 +0.8 +2.8 +1.4 +0.8 +2.8 6m44(+0.8)

ﾘｭｳｺｳ　ｻﾄｼ 島根 6m48 × × 6m48 × － － 6m48
8 16 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 +1.5 +1.5 +1.5

ｴｷﾓﾄ   ﾚﾂ 島根 6m22 × × 6m22 6m22
9 33 3 浴元　　　烈 (3) 明誠高 +0.5 +0.5 +0.5

ｶﾈﾂｷ　ﾋﾛﾏｻ 島根 6m09 5m86 5m59 6m09 6m09
10 27 582 金築　　大将 (1) 大社高 +0.9 +0.5 -2.2 +0.9 +0.9

ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 島根 5m94 6m05 6m03 6m05 6m05
11 18 145 善浪　　大雅 (1) 開星高 +1.0 +1.1 -2.3 +1.1 +1.1

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 5m90 5m97 × 5m97 5m97
12 5 T140 松原　　國喜 (3) 倉吉西高 0.0 +1.4 +1.4 +1.4

ﾎﾝﾀﾞ  ﾅｵｷ 島根 5m60 5m95 5m96 5m96 5m96
13 2 443 本田　　直紀 (3) 横田高 -0.4 +1.0 +1.6 +1.6 +1.6

ﾄﾔ  ﾀｲｽｹ 島根 × 5m95 × 5m95 5m95
14 23 245 鳥谷　　泰佑 (3) 大東高 +0.6 +0.6 +0.6

ｻｴｷ  ﾉﾌﾞﾀｶ 島根 5m79 × 5m84 5m84 5m84
15 29 437 佐伯　　展宇 (2) 松江工高 +1.1 -3.0 -3.0 -3.0

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｲﾗ 島根 5m55 5m42 5m28 5m55 5m55
16 12 601 山本　　泰良 (1) 松江農高 +1.8 +1.6 -1.7 +1.8 +1.8

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ 鳥取 × × 5m48 5m48 5m48
17 14 T193 鐘築 直也 (2) 境高 0 9 0 9 0 917 14 T193 鐘築　　直也 (2) 境高 -0.9 -0.9 -0.9

ﾏｼﾉ ﾘｮｳ 島根 5m21 3m62 5m45 5m45 5m45
18 26 368 増野　　　凌 (3) 益田翔陽高 +1.5 +0.4 -2.1 -2.1 -2.1

ﾌｸﾊﾞ  ﾏｻﾖｼ 島根 × 5m42 × 5m42 5m42
19 10 431 福庭　　将仁 (1) 松江工高 +1.2 +1.2 +1.2

ﾅｶﾞｵｶ  ｼｮｳﾀ 島根 × 4m38 5m39 5m39 5m39
20 28 469 長岡　　翔太 (3) 出雲農高 +1.4 -1.3 -1.3 -1.3

ﾘｭｳｺｳ　ﾀﾞｲｷ 島根 5m31 × 4m11 5m31 5m31
21 36 546 柳幸　　大輝 (2) 矢上高 +0.8 -3.1 +0.8 +0.8

ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ 島根 × × 5m28 5m28 5m28
22 7 361 大羽　　航平 (3) 益田翔陽高 -1.4 -1.4 -1.4

ｼﾉﾊﾗ　ﾘｭｳｼﾝ 島根 × 5m25 × 5m25 5m25
23 31 547 篠原　　隆真 (1) 矢上高 +0.4 +0.4 +0.4

ﾓﾘﾜｷ  ｼｭｳﾄ 島根 × × 5m15 5m15 5m15
24 24 270 森脇　　就士 (3) 松江商高 +0.2 +0.2 +0.2

ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 島根 4m77 4m99 5m04 5m04 5m04
25 20 333 光吉　　　尭 (2) 石見智翠館高 +0.1 +2.3 +0.7 +0.7 +0.7

ﾜﾀﾞ  ﾀｲﾁ 島根 5m01 × 3m96 5m01 5m01
26 9 479 和田　　太一 (2) 出雲農高 +1.4 -0.8 +1.4 +1.4

ﾏﾙﾊｼ  ﾕｳﾄ 島根 × × ×
1 79 丸橋　　悠人 (3) 益田高 NM

ｼﾐｽﾞ　ﾕｳｷ 島根 × × ×
3 533 清水　　裕貴 (3) 矢上高 NM

ｲｼﾀﾞ  ﾔｽﾋﾛ 島根
15 7-1462 石田　　康博 (2) 島根大 DNS

ｶﾝﾀﾞ  ｹﾝｽｹ 島根
17 7-1456 神田　　健介 (3) 島根大 DNS

ｻｴｷ  ﾘｮｳﾀ 島根
19 424 佐伯　　良太 (3) 松江工高 DNS

ﾅｶﾞﾀ   ﾘｮｳ 島根
21 6-1300 永田　　　遼 (2) 神戸大 DNS

ﾏﾂｳﾗ  ｹﾝｺﾞ 鳥取
30 7-1200 松浦　　憲吾 (4) 美作大 DNS

ｼｼﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ 島根
32 473 志食　　亮輔 (2) 出雲農高 DNS

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝｽｹ 島根
34 322 榊原　　健介 (3) 石見智翠館高 DNS

ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｻﾔ 島根
35 89 山田　　真也 (2) 益田高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子三段跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            15m64     宮本　　輝雄(島根・須川小教)          1981(65回)
山陰記録(AR)            15m76     宮本　　輝雄(島根・須川小教)          1975 4月27日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 13m75 × 13m63 13m75 13m90 14m04 14m28 14m28
1 2 T160 池田　　修平 鳥取銀行 +1.3 +2.1 +1.3 +2.1 +1.4 +1.6 +1.6

ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥取 13m49 13m79 13m81 13m81 13m45 14m05 13m96 14m05
2 10 T185 永澤　竜太郎 (3) 境高 +1.9 +1.2 +1.9 +1.9 +1.5 +1.3 +2.6 +1.3

ｶﾝﾍﾞ  ﾘｷﾄ 鳥取 13m01 13m64 13m39 13m64 13m65 13m61 14m04 14m04 公認4回目
3 5 T145 神戸　　力斗 (3) 八頭高 +1.4 +2.2 +1.1 +2.2 +1.3 +1.5 +2.3 +2.3 13m65(+1.3)

ｵｶｻﾞｷ  ﾄﾓｻﾄ 島根 × 12m29 13m28 13m28 × 13m55 13m82 13m82
4 6 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 松江高専 +1.8 +0.9 +0.9 +1.3 +0.4 +0.4

ｷﾀｶﾞﾜ  ﾉﾌﾞﾕｷ 島根 13m63 13m51 13m36 13m63 13m47 13m29 13m74 13m74
5 1 423 北川　　伸幸 (3) 松江工高 +2.6 +1.9 +2.1 +2.6 +1.9 +1.3 +1.6 +1.6

ｷﾓﾄ  ﾄﾓﾋﾛ 島根 13m07 12m96 11m73 13m07 13m15 13m14 12m93 13m15 公認1回目
6 16 7-1465 木本　　知寛 (2) 島根大 +1.7 +1.2 +2.1 +1.7 +2.1 +2.7 +0.4 +2.1 13m07(+1.7)

ﾏﾂﾄﾞ  ﾅｵﾔ 島根 13m12 12m87 × 13m12 11m05 12m91 × 13m12 公認5回目
7 17 118 松戸　　直也 (3) 出雲高 +2.9 +1.2 +2.9 +0.6 +1.7 +2.9 12m91(+1.7)

ｷﾀﾜｷ　ﾏｵ 島根 12m51 12m80 12m67 12m80 － － － 12m80 公認3回目
8 4 193 北脇　　真央 (3) 大社高 -0.1 +2.4 +0.6 +2.4 +2.4 12m67(+0.6)

ﾅｶｵ　ｼｮｳﾀ 島根 12m40 12m72 12m76 12m76 12m76
9 9 207 中尾　　尚太 (2) 大社高 +1.9 +1.6 +1.3 +1.3 +1.3

ﾏﾂｳﾗ  ﾀﾞｲｽｹ 島根 12m58 12m20 12m14 12m58 12m58 公認2回目
10 18 7-1776 松浦　　大介 (5) 松江高専 +2.1 +0.3 +2.4 +2.1 +2.1 12m20(+0.3)

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取 12m26 12m56 11m90 12m56 12m56
11 3 T150 小栗　　拓海 (2) 八頭高 +1.8 +1.6 +1.4 +1.6 +1.6

ﾌｸｼﾏ　ﾕｲﾄ 島根 12m05 × 12m23 12m23 12m23
12 13 211 福嶋　　唯人 (2) 大社高 +1.6 +0.1 +0.1 +0.1

ﾉｸﾞﾁ  ﾅｵｷ 島根 × × 11m94 11m94 11m94
13 11 356 野口　　尚樹 (2) 松江東高 +1.1 +1.1 +1.1

ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾔｽﾕｷ 鳥取 11m27 11m22 11m32 11m32 11m32
14 12 T224 藤本　　康行 (2) 米子東高 +1.3 +0.8 +1.5 +1.5 +1.5

ｼﾉﾊﾗ　ﾘｭｳｼﾝ 島根 × × ×
8 547 篠原　　隆真 (1) 矢上高 NM

ﾓﾘﾜｷ  ｼｭｳﾄ 島根 × × ×
14 270 森脇　　就士 (3) 松江商高 NM

ﾅｶﾞﾀ   ﾘｮｳ 島根
7 6-1300 永田　　　遼 (2) 神戸大 DNS

ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｻﾔ 島根
15 89 山田　　真也 (2) 益田高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            16m05     福島　翔太郎(島根・BMAC)              2013(96回)
山陰記録(AR)            17m78     笹川　　勝彦(鳥取・茗友クラブ)        1998 4月27日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根
1 3 1542 福島　翔太郎 BMAC 14m00 14m75 × 14m75 × 14m65 × 14m75

ｶﾂﾍﾞ  ﾕｳｽｹ 島根
2 1 7-1910 勝部　　悠介 (4) 島根大 12m46 12m55 12m22 12m55 13m08 13m11 12m98 13m11

ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島根
3 2 7-1263 三原　　　涼 (2) 福山平成大 × 9m63 10m13 10m13 10m40 × × 10m40

凡例 



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            46m12     山崎　　裕司(島根・湖南中教)          1981(65回)
山陰記録(AR)            51m22     山崎　　裕司(島根・筑波大)            1978 4月26日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂﾍﾞ  ﾕｳｽｹ 島根
1 3 7-1910 勝部　　悠介 (4) 島根大 41m41 × 41m34 41m41 43m03 43m48 41m55 43m48

ﾊﾏｻｷ  ﾀｶﾕｷ 鳥取
2 2 7-1517 濱崎　　貴行 (4) 岡山商科大 × 39m00 38m79 39m00 39m16 39m25 × 39m25

ｱﾗｷ ｼﾝﾀﾛｳ 兵庫
3 1 7-1084 荒木　慎太郎 (2) 環太平洋大 34m63 34m10 36m23 36m23 × × 36m47 36m47

ﾅｶﾀﾆ  ﾔｽﾉﾘ 香川
4 6 7-1515 中谷　　泰規 (4) 岡山商科大 × 34m04 34m66 34m66 × 35m81 34m30 35m81

ｶｽﾞﾀ   ﾕｳ 島根
5 4 7-1464 数田　　　優 (2) 島根大 × 25m63 31m86 31m86 × × × 31m86

ｿﾀ  ｺｳﾀ 島根
6 5 7-1912 曽田　　康太 (2) 島根大 26m60 27m64 28m89 28m89 29m02 × 29m08 29m08

凡例 



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            55m67     松田　　　堯(島根・BMAC)              2012(95回)
山陰記録(AR)            67m25     柏村　　亮太(鳥取・日本大)            2012 4月26日 13:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾞ  ﾀｶｼ 島根
1 1 1548 松田　　　堯 コナミ松江 × 54m16 54m94 54m94 56m71 53m85 54m99 56m71 GR

ｿｶﾞﾍﾞ  ﾘｮｳ 愛媛
2 4 7-1995 曽我部　　亮 (1) 岡山商科大 × 38m50 39m82 39m82 38m89 × × 39m82

ﾊﾗ ﾋﾛｷ 島根
3 5 7-1109 原　　　煕生 (2) 環太平洋大 × 32m56 × 32m56 30m67 × × 32m56

ｺｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 島根
4 6 7-1457 小浦　　心充 (3) 島根大 × 31m04 29m43 31m04 29m11 × 30m22 31m04

ｶｽﾞﾀ   ﾕｳ 島根
5 2 7-1464 数田　　　優 (2) 島根大 30m13 × 30m12 30m13 29m42 × 28m14 30m13

ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島根
6 3 7-1263 三原　　　涼 (2) 福山平成大 × × 22m40 22m40 28m84 28m35 29m17 29m17

凡例  GR:大会記録



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            55m67     松田　　　堯(島根・BMAC)              2012(95回)
山陰記録(AR)            67m25     柏村　　亮太(鳥取・日本大)            2012 4月26日 13:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾞ  ﾀｶｼ 島根
1 1 1548 松田　　　堯 コナミ松江 × 54m16 54m94 54m94 56m71 53m85 54m99 56m71 GR

ｿｶﾞﾍﾞ  ﾘｮｳ 愛媛
2 4 7-1995 曽我部　　亮 (1) 岡山商科大 × 38m50 39m82 39m82 38m89 × × 39m82

ﾊﾗ ﾋﾛｷ 島根
3 5 7-1109 原　　　煕生 (2) 環太平洋大 × 32m56 × 32m56 30m67 × × 32m56

ｺｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 島根
4 6 7-1457 小浦　　心充 (3) 島根大 × 31m04 29m43 31m04 29m11 × 30m22 31m04

ｶｽﾞﾀ   ﾕｳ 島根
5 2 7-1464 数田　　　優 (2) 島根大 30m13 × 30m12 30m13 29m42 × 28m14 30m13

ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島根
6 3 7-1263 三原　　　涼 (2) 福山平成大 × × 22m40 22m40 28m84 28m35 29m17 29m17

凡例  GR:大会記録



一般男子やり投(800g)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            69m81     池本　　大史(島根・島根大)            2002(85回)
山陰記録(AR)            77m84     高力　　裕也(鳥取・鳥取AS)            2013 4月27日 12:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｶﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 島根
1 3 7-1915 小加本　裕真 (1) 島根大 57m49 52m23 57m53 57m53 55m03 61m01 62m51 62m51

ｲｼｻﾞｶ  ﾘｷﾅﾘ 鳥取
2 11 T103 石坂　　力成 (2) 倉吉総産高 55m68 52m38 56m39 56m39 56m92 61m44 54m11 61m44

ﾔﾏﾓﾄ  ｹﾝｼﾝ 鳥取
3 4 T146 山本　　謙信 (3) 八頭高 56m05 54m17 57m03 57m03 56m27 55m84 57m93 57m93

ﾔﾏﾈ  ﾀｸﾔ 島根
4 1 1544 山根　　卓也 BMAC 56m03 55m92 56m81 56m81 × 55m96 57m63 57m63

ﾀｹｳﾐ  ﾕｷﾉﾌﾞ 鳥取
5 20 T174 武海　　幸信 (3) 米子西高 × 48m85 51m00 51m00 51m63 46m91 51m79 51m79

ｿﾀ  ｺｳﾀ 島根
6 6 7-1912 曽田　　康太 (2) 島根大 50m55 48m81 × 50m55 48m34 × 49m84 50m55

ﾃﾗｵ ﾌﾐﾔ 島根
7 14 366 寺尾　　郁哉 (3) 益田翔陽高 45m67 43m96 45m75 45m75 43m88 41m39 39m94 45m75

ｱｽﾞｷｻﾞﾜ  ﾄｵﾙ 島根
8 9 58 小豆澤　　徹 (3) 松江農高 43m83 40m61 × 43m83 43m83

ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 島根
9 12 7-2099 藤田　　大勲 (1) 環太平洋大 42m66 40m61 42m16 42m66 42m66

ｻｻｷ　ﾀｸﾐ 島根
10 17 532 佐々木　拓海 (3) 矢上高 42m25 38m76 41m72 42m25 42m25

ﾔｽｷﾞ  ﾖｼｷ 島根
11 16 285 安來　　良樹 (2) 松江商高 41m51 41m10 36m27 41m51 41m51

ｶﾜｶﾐ  ｴｲｽｹ 鳥取
12 8 T179 川上　　英輔 (2) 米子西高 40m15 37m97 39m05 40m15 40m15

ﾀﾏｷ ｻｷﾔ 島根
13 5 114 玉木　佐希哉 (3) 出雲高 37m51 × 40m11 40m11 40m11

ﾑﾗｶﾐ　ﾄﾓﾔ 島根
14 7 383 村上　　智哉 (3) 江津高 37m86 × × 37m86 37m86

ﾓﾘﾜｷ　ﾀｸﾔ 島根
15 21 545 森脇 琢哉 (2) 矢上高 × 34 31 × 34 31 34 3115 21 545 森脇　　琢哉 (2) 矢上高 × 34m31 × 34m31 34m31

ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ 島根
16 15 180 田中　　大地 (3) 松江高専 32m93 34m18 31m14 34m18 34m18

ｶｹﾞﾔﾏ   ﾜﾀﾙ 島根
17 18 461 景山　　　渉 (2) 三刀屋高 × 31m30 32m31 32m31 32m31

ｶﾂﾍﾞ   ｻﾄｼ 島根
18 10 463 勝部　　　聡 (2) 三刀屋高 30m68 30m30 29m46 30m68 30m68

ｶﾜﾆｼ  ﾕｳﾔ 島根
19 2 450 川西　　祐哉 (2) 横田高 26m35 27m60 26m25 27m60 27m60

ｱｶﾅ  ﾔｽｶｽﾞ 島根
13 435 赤名　　恭和 (2) 松江工高 DNS

ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 島根
19 350 水田　　悠介 (3) 松江東高 DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            52.94     金山・佐藤・山田・山根(島根・西野小)  1992(76回)
小学校山陰記録(AER)     52.46     羽田・河野・田長・阿部(鳥取・余子小)  1986
小学校山陰記録(AER)     51.7      足立・中西・居川・河合(鳥取・弓ヶ浜小)1991 4月27日 16:20 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 TF倉吉・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 布勢TC・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 米子陸上クラブ・鳥取

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.12 記録 57.48 記録 1:00.24

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾎﾝﾀﾞ  ﾚｵ 鳥取 ｼﾏ   ｷｮｳｽｹ 鳥取
1 T40 井上　　瑞葵 (6) TF倉吉 1 T4 本多　　礼旺 (5) 布勢TC 1 T19 嶌　　　恭介 (5) 米子陸上クラブ

ﾏｷﾉ  ｱｷﾋﾛ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｲｶﾞ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥取
2 T42 牧野　　晃大 (6) TF倉吉 2 T2 山口　　大凱 (5) 布勢TC 2 T16 遠藤　　新大 (6) 米子陸上クラブ

ﾊﾗﾀﾞ  ｱﾑ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ｶﾄｳ   ﾀｸﾐ 鳥取
3 T38 原田　　歩武 (6) TF倉吉 3 T3 山田　遼太郎 (5) 布勢TC 3 T17 加藤　　　巧 (6) 米子陸上クラブ

ｲﾉｳｴ   ﾀｸﾐ 鳥取 ｳｴﾀ  ﾐｽﾞｷ 鳥取 ｻｲｷ  ﾕｳﾏ 鳥取
4 T43 井上　　　匠 (6) TF倉吉 4 T5 上田　　瑞樹 (5) 布勢TC 4 T18 斉木　　優真 (6) 米子陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 三朝AC・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河北SS・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浜田JAS・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DQ,R0
記録 1:03.67 記録 1:04.12 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞﾔｽ  ﾀｸﾐ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取 ｺｳﾉ  ｹｲﾏ 島根
1 T55 長安　　拓海 (5) 三朝AC 1 T117 宮本　　一樹 (5) 河北SS 1 E33 河野　　圭眞 (5) 浜田JAS

ﾏｷﾀ  ｶﾝｽｹ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ 鳥取 ﾓﾘﾜｷ  ﾖｳｽｹ 島根
2 T57 牧田　　寛介 (5) 三朝AC 2 T118 中村　　大作 (5) 河北SS 2 E34 森脇　　庸介 (5) 浜田JAS

ｷｯｶﾜ ﾕｳｱ 鳥取 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｾｲ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｷ 島根
3 T56 吉川　　優有 (5) 三朝AC 3 T112 堂本　　侑誠 (6) 河北SS 3 E35 近藤　　礼基 (5) 浜田JAS

ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取 ｵｵｷﾞ ﾚﾝﾀ 鳥取 ｱﾃｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 島根
4 T54 枡本　　楓生 (5) 三朝AC 4 T115 大木　　蓮太 (6) 河北SS 4 E36 當木　拳志郎 (5) 浜田JAS

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境港ジュニア・鳥取着順
3 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R0:(R170-14)ﾃｰｸｵｰﾊﾞｰｿﾞﾝ外での受け渡し



中学男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            44.96     嘉本・花田・山田・大谷(島根・出雲一中)2013(96回) 4月26日 16:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     43.51     土江・安井・嘉本・塚田(島根・出雲一中)2008 4月27日 16:25 決勝

予選 4組1着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 益田東中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 仁多中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中B・島根

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.65 q 記録 48.75 記録 49.32

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 島根 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 ｷｼ   ﾀﾂﾔ 島根
1 6302 岩本　　龍人 (3) 益田東中 1 3749 千原　　和也 (3) 仁多中 1 1045 岸　　　達也 (3) 東出雲中

ｵｵｻｷ  ﾊﾙﾄ 島根 ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｷ 島根 ﾎﾞｸﾗ  ﾕｳｲﾁ 島根
2 6303 大崎　　晴斗 (3) 益田東中 2 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 2 1030 卜藏　　優一 (3) 東出雲中

ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾉｽｹ 島根 ｷｼﾓﾄ  ﾀｸﾏ 島根 ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根
3 6304 高島　悠之介 (3) 益田東中 3 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 3 1039 増野　紀一郎 (3) 東出雲中

ﾅｶﾑﾗ  ﾄﾜ 島根 ﾜｶｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 島根 ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳｽｹ 島根
4 6306 中村　　永遠 (3) 益田東中 4 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多中 4 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大田一中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美保関中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中D・島根

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.22 記録 51.39 記録 52.25

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾘﾔﾏ  ｼﾝﾔ 島根 ｲｼｸﾗ   ｿﾗ 島根 ﾃﾗﾓﾄ  ﾅﾙｷ 島根
1 3915 森山　　慎也 (3) 大田一中 1 903 石倉　　　空 (2) 美保関中 1 1003 寺本　　成希 (2) 東出雲中

ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾘｭｳ 島根 ﾀｺﾞ  ｶｲﾄ 島根 ﾆｼﾑﾗ   ﾀｹﾙ 島根
2 3914 齋藤　　寛流 (3) 大田一中 2 900 田子　　海音 (3) 美保関中 2 1002 西村　　　健 (2) 東出雲中

ｾﾝｶﾞ  ﾀｹﾙ 島根 ﾋﾗｲ  ﾄｳｲ 島根 ﾏﾂﾑﾗ  ｺｳﾍｲ 島根
3 3912 千賀　　岳瑠 (2) 大田一中 3 904 平井　　統壱 (2) 美保関中 3 1005 松村　　康平 (2) 東出雲中

ｷﾑﾗ   ﾋｶﾙ 島根 ﾊﾗ  ｼｮｳｲﾁ 島根 ﾅｶﾏｴ  ｶﾂｷ 島根
4 3917 木村　　　輝 (2) 大田一中 4 901 原　　　翔一 (3) 美保関中 4 1001 中前　　克輝 (2) 東出雲中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 青陵中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 島大付属中B・島根着順 ﾚ ﾝ ﾁ ﾑ名・所属 青陵中A・島根 着順 ﾚ ﾝ ﾁ ﾑ名・所属 島大付属中B・島根

1 ｺﾒﾝﾄ DNS 2 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1

2 2

3 3

4 4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ FS:不正スタート



中学男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            44.96     嘉本・花田・山田・大谷(島根・出雲一中)2013(96回) 4月26日 16:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     43.51     土江・安井・嘉本・塚田(島根・出雲一中)2008 4月27日 16:25 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲一中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江二中・島根

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 47.34 q 記録 48.19 記録 49.79

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｾﾉｵ ｺｳﾀ 島根 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳｼﾞ 島根
1 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲一中 1 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲中 1 609 小林　　龍二 (3) 松江二中

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｺｼﾉ  ﾘｭｳｾｲ 島根 ｶﾐﾔ  ﾀｶﾕｷ 島根
2 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 2 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲中 2 612 神谷　　孝之 (2) 松江二中

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｷ 島根 ｲﾖﾓﾘ ﾕｳｷ 島根
3 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 3 1018 渡部　　晃希 (3) 東出雲中 3 608 伊與森　勇希 (3) 松江二中

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根 ｻｻﾀﾞ  ﾋﾛﾄ 島根 ｻｸﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根
4 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 4 1043 笹田　　央人 (3) 東出雲中 4 613 作野　凜太朗 (2) 松江二中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中C・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河南中B・島根

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.06 記録 52.25 記録 52.25

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸﾄﾞｳ  ﾏｻｼ 島根 ﾏﾂｳﾗ  ﾀﾂﾔ 島根 ｺﾀﾞﾏ  ﾕｳﾀﾞｲ 島根
1 3119 工藤　　匡史 (2) 大東中 1 1040 松浦　　竜弥 (3) 東出雲中 1 2128 小玉　　雄大 (2) 河南中

ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ 島根 ｵｸﾞｻ  ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾀﾅｶ   ﾙｲ 島根
2 3109 末光　　雄介 (3) 大東中 2 1017 小草　　大地 (3) 東出雲中 2 2129 田中　　　塁 (2) 河南中

ﾀﾅﾍﾞ   ｱｷ 島根 ﾖﾈﾀﾞ  ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾔﾏｵｶ  ｼｮｳﾀ 島根
3 3114 田部　　　明 (2) 大東中 3 1035 米田　　　翼 (3) 東出雲中 3 2126 山岡　　翔太 (2) 河南中

ｶﾜｽﾐ  ﾏｻｱｷ 島根 ｲﾜﾀ  ｹﾝｺﾞ 島根 ｲｸﾀ   ﾘｮｳ 島根
4 3108 河角　　雅晃 (3) 大東中 4 1019 岩田　　健吾 (3) 東出雲中 4 2130 生田　　　凌 (2) 河南中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社中B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 湖南中・島根

7 3 ｺﾒﾝﾄ 8 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 52.66 記録 54.16

カナ名 所属地 カナ名 所属地名 所属 名 所属
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾂﾍﾞ  ﾏｻﾋﾛ 島根 ﾌｶﾀﾞ  ﾘｭｳﾔ 島根
1 2544 勝部　　雅紘 (2) 大社中 1 816 深田　　竜矢 (2) 湖南中

ﾎﾝﾄﾞｳ  ﾘｮｳﾔ 島根 ｼｮｳｼﾞ   ｶｹﾙ 島根
2 2548 本藤　　稜也 (2) 大社中 2 810 昌子　　　翔 (3) 湖南中

ﾋﾛｻﾜ   ｿｳ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ   ﾙｲ 島根
3 2546 廣澤　　　創 (2) 大社中 3 813 藤原　　　塁 (3) 湖南中

ｶﾓｷﾞ ｾｲﾔ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｷ 島根
4 2545 鴨木　　聖也 (2) 大社中 4 815 渡部　　大貴 (3) 湖南中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ FS:不正スタート



中学男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            44.96     嘉本・花田・山田・大谷(島根・出雲一中)2013(96回) 4月26日 16:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     43.51     土江・安井・嘉本・塚田(島根・出雲一中)2008 4月27日 16:25 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲一中B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安来三中・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 49.43 記録 49.52 記録 50.40

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾅｶﾞｾ ﾏﾋﾛ 島根 ｻﾉ  ｺｳﾀﾞｲ 島根
1 2536 藤井　　大樹 (3) 大社中 1 1834 永瀬　　麻裕 (2) 出雲一中 1 223 佐野　　航大 (2) 安来三中

ｸﾉ ｶﾝﾀ 島根 ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島根 ｵｵﾋﾞﾂ ﾀｶﾋﾛ 島根
2 2535 久野  　完太 (3) 大社中 2 1841 永瀬　　海生 (2) 出雲一中 2 215 大櫃　　崇弘 (2) 安来三中

ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島根 ﾀｺﾞ  ｷｮｳﾀ 島根
3 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 3 1842 多々納　唯人 (2) 出雲一中 3 225 多胡　　京太 (2) 安来三中

ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島根 ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ 島根 ﾔﾀﾞ ｱｷﾖｼ 島根
4 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社中 4 1839 今岡　　紘希 (2) 出雲一中 4 222 矢田　　顕義 (3) 安来三中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安来一中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 斐川東中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 青陵中B・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.72 記録 52.25 記録 57.50

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｶﾊｼ  ﾅｵﾔ 島根 ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ 島根 ｺｳﾉ  ﾄｳﾔ 島根
1 147 高橋　　直也 (3) 安来一中 1 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東中 1 4645 河野　　透也 (2) 青陵中

ｱｼﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ 島根 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 島根 ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根
2 152 蘆田　　将吾 (3) 安来一中 2 2608 古川　　晃希 (2) 斐川東中 2 4629 堀　　翔太郎 (2) 青陵中

ｲﾘｴ  ﾕｳﾀ 島根 ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 島根 ｻｻｷ ｼﾂﾞｸ 島根
3 153 入江　　悠太 (2) 安来一中 3 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東中 3 4622 佐々木　梓月 (2) 青陵中

ﾔﾅｲ  ｺｳｷ 島根 ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 島根 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 島根
4 149 栁井　　孝紀 (3) 安来一中 4 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東中 4 4628 小田原　颯汰 (2) 青陵中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 斐川西中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲二中A・島根

1 ｺﾒﾝﾄ DQ,R2 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地名 所属 名 所属
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ 島根
1 2704 玉木　　達也 (2) 斐川西中

ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根 1
2 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西中

ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 島根 2
3 2705 西　　　健一 (2) 斐川西中

ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ 島根 3
4 2711 山城　　侑希 (3) 斐川西中

4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ FS:不正スタート



中学男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            44.96     嘉本・花田・山田・大谷(島根・出雲一中)2013(96回) 4月26日 16:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     43.51     土江・安井・嘉本・塚田(島根・出雲一中)2008 4月27日 16:25 決勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲三中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 向陽中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河南中A・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 47.22 q 記録 49.06 q 記録 49.08

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根 ﾀｹﾊﾗ  ﾕｳｷ 島根
1 2012 福田　　優人 (3) 出雲三中 1 2414 三島　　央志 (2) 向陽中 1 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中

ｵｶﾀﾞ  ﾀｲｷ 島根 ｶﾈｵﾘ   ｱｷﾗ 島根 ｳﾙｼﾀﾞﾆ  ﾄﾓｷ 島根
2 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲三中 2 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽中 2 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南中

ｵｳﾐ  ﾄｼｷ 島根 ﾓﾘﾓﾄ  ﾕｳｷ 島根 ｱｶﾞﾜ  ｺｳｷ 島根
3 2019 近江　　俊樹 (3) 出雲三中 3 2426 森本　　優生 (3) 向陽中 3 2120 阿川　　公希 (3) 河南中

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根 ｻﾄｳ  ﾀｹﾄ 島根 ﾔﾏｵｶ  ｺｳｷ 島根
4 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 4 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽中 4 2123 山岡　　滉生 (3) 河南中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江四中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 瑞穂中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲二中B・島根

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 49.96 記録 50.04 記録 51.38

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾉﾊﾗ  ｺｳｼﾛｳ 島根 ﾌｼﾞｲ   ﾂｶｻ 島根 ﾐﾔｻﾞｺ  ｱﾂｷ 島根
1 726 篠原　光史朗 (2) 松江四中 1 5939 藤井　　　司 (3) 瑞穂中 1 1939 宮廻　　敦樹 (2) 出雲二中

ｴﾝｼﾞｮ  ﾕｳﾎ 島根 ﾋﾀﾞｶ   ﾓﾄｷ 島根 ﾋﾗｶﾜ  ﾀﾞｲﾁ 島根
2 723 遠所　　勇歩 (2) 松江四中 2 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂中 2 1944 平川　　大地 (2) 出雲二中

ｶﾄﾞﾜｷ  ﾘｸ 島根 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 島根 ｶﾄｳ  ﾕｳﾏ 島根
3 724 門脇　　　陸 (2) 松江四中 3 5936 小笠原　真也 (3) 瑞穂中 3 1946 加藤　　裕真 (2) 出雲二中

ﾅﾙｾ  ｱﾝｺﾞ 島根 ﾔﾏﾅｶ  ﾖｳﾀ 島根 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾄｷｼ 島根
4 722 成瀬　　行吾 (2) 松江四中 4 5941 山中　　陽太 (3) 瑞穂中 4 1938 金澤　　迅志 (2) 出雲二中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 島大付属中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江一中・島根

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DQ,R1
記録 52.56 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地名 所属 名 所属
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾞﾃ ﾕﾀｶ 島根 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 島根
1 1126 伊達　　　豊 (3) 島大附属中 1 505 森永　　夏野 (2) 松江一中

ﾀﾅｶ  ｺｳｽｹ 島根 ｼﾛﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 島根
2 1127 田中　　洸佑 (3) 島大附属中 2 516 城山　　大河 (2) 松江一中

ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 島根 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根
3 1123 佐々木　俊輔 (3) 島大附属中 3 506 伊藤　　千紀 (2) 松江一中

ｽﾄｳ ﾄﾓｷ 島根 ﾀｶｲ ﾘｭｳﾔ 島根
4 1125 周藤　　智規 (3) 島大附属中 4 503 高井　　隆也 (2) 松江一中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ FS:不正スタート



中学男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            44.96     嘉本・花田・山田・大谷(島根・出雲一中)2013(96回) 4月26日 16:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     43.51     土江・安井・嘉本・塚田(島根・出雲一中)2008 4月27日 16:25 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲三中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲一中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中A・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.74 記録 46.95 記録 47.73

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 ｾﾉｵ ｺｳﾀ 島根 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 島根
1 2012 福田　　優人 (3) 出雲三中 1 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲一中 1 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲中

ｵｶﾀﾞ  ﾀｲｷ 島根 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｺｼﾉ  ﾘｭｳｾｲ 島根
2 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲三中 2 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 2 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲中

ｵｳﾐ  ﾄｼｷ 島根 ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｷ 島根
3 2019 近江　　俊樹 (3) 出雲三中 3 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 3 1018 渡部　　晃希 (3) 東出雲中

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根 ｻｻﾀﾞ  ﾋﾛﾄ 島根
4 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲三中 4 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 4 1043 笹田　　央人 (3) 東出雲中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 仁多中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 益田東中・島根

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.65 記録 48.74 記録 48.84

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 島根
1 2536 藤井　　大樹 (3) 大社中 1 3749 千原　　和也 (3) 仁多中 1 6302 岩本　　龍人 (3) 益田東中

ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｷ 島根 ｵｵｻｷ  ﾊﾙﾄ 島根
2 2537 加田　　翔大 (3) 大社中 2 3746 井上　　大輝 (3) 仁多中 2 6303 大崎　　晴斗 (3) 益田東中

ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ 島根 ｷｼﾓﾄ  ﾀｸﾏ 島根 ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾉｽｹ 島根
3 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社中 3 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多中 3 6304 高島　悠之介 (3) 益田東中

ｸﾉ ｶﾝﾀ 島根 ﾜｶｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 島根 ﾅｶﾑﾗ  ﾄﾜ 島根
4 2535 久野  　完太 (3) 大社中 4 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多中 4 6306 中村　　永遠 (3) 益田東中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河南中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 向陽中・島根

7 1 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DQ,FSQ,
記録 48.98 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｹﾊﾗ  ﾕｳｷ 島根 ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根
1 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南中 1 2414 三島　　央志 (2) 向陽中

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

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

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

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ FS:不正スタート



一般男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            41.42     廣山・金子・細田・尾原(島根・平田高)  1995(79回) 4月27日 13:35 予選
山陰記録(AR)            39.60     岩本・石倉・野田・木原(島根・島根選抜)2002 4月27日 16:10 決勝

予選 4組1着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境高・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江東高・島根

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.63 q 記録 45.20 記録 45.52

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｼﾀﾞ  ﾘｭｳｾｲ 島根 ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ 鳥取 ﾉｸﾞﾁ  ﾅｵｷ 島根
1 1 石田　　龍星 (3) 明誠高 1 T189 角　　　康也 (3) 境高 1 356 野口　　尚樹 (2) 松江東高

ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 ｱﾗｷ   ｺｳ 島根
2 31 中隠居　一輝 (1) 明誠高 2 T182 森山　　大成 (3) 境高 2 353 荒木　　　晃 (2) 松江東高

ｲｼｸﾗ  ｶﾂﾔ 島根 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 鳥取 ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島根
3 18 石倉　　克哉 (2) 明誠高 3 T186 藤井　　　丈 (3) 境高 3 355 大矢根　功季 (2) 松江東高

ｽﾐﾀ  ﾏｻﾕｷ 島根 ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根
4 10 住田　　雅之 (3) 明誠高 4 T185 永澤　竜太郎 (3) 境高 4 348 足立　　祥史 (3) 松江東高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江農高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作大・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 米子東高・鳥取

4 8 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DNS 7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 46.11 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾕｷ 島根
1 66 松本　　善幸 (2) 松江農高

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｲﾗ 島根 1 1
2 601 山本　　泰良 (1) 松江農高

ｱｶｻｷ   ﾚﾝ 島根 2 2
3 60 赤﨑　　　蓮 (3) 松江農高

ｱｽﾞｷｻﾞﾜ  ﾄｵﾙ 島根 3 3
4 58 小豆澤　　徹 (3) 松江農高

4 4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 横田高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商高・島根

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.43 q 記録 44.59 記録 46.23

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾜ　ｼﾝｺﾞ 島根 ｶﾜｽﾐ  ｹﾝﾀ 島根 ﾔｽｷﾞ  ﾖｼｷ 島根
1 194 澤　　　慎吾 (3) 大社高 1 441 川角　　健太 (3) 横田高 1 285 安來　　良樹 (2) 松江商高

ｲﾅﾊﾞ　ﾅｵﾄ 島根 ｱｻﾂ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 ﾋﾛｴ  ｼｭﾝｽｹ 島根
2 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 2 446 朝津　　順平 (2) 横田高 2 283 廣江　　俊介 (2) 松江商高

ｷｼﾓﾄ　ｿｳ 島根 ｲﾀﾓﾁ  ﾀｶﾋｻ 島根 ﾓﾘﾜｷ  ｼｭｳﾄ 島根
3 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 3 447 板持　　貴久 (2) 横田高 3 270 森脇　　就士 (3) 松江商高

ﾘｭｳｺｳ　ｻﾄｼ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙｷ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根
4 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 4 449 遠藤　　晴輝 (2) 横田高 4 269 松原　　功樹 (3) 松江商高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲北陵高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江高専・島根

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DQ,R3 7 ｺﾒﾝﾄ DQ,R3
記録 47.03 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾄﾔ  ﾀｲｽｹ 島根 ｺｳﾉ  ﾔｽﾕｷ 島根 ｻﾄｳ  ｼｮｳﾔ 島根
1 245 鳥谷　　泰佑 (3) 大東高 1 481 高野　　靖之 (3) 出雲北陵高 1 7-1773 佐藤　　翔哉 (5) 松江高専

ﾄﾔ  ﾕｳｷ 島根 ｿﾉﾔﾏ  ﾀﾂﾔ 島根 ｵｶｻﾞｷ  ﾄﾓｻﾄ 島根
2 246 鳥谷　　祐希 (3) 大東高 2 482 園山　　達也 (3) 出雲北陵高 2 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 松江高専

ｸﾜﾊﾞﾗ   ﾄｵﾙ 島根 ﾓﾘﾔﾏ  ｶｽﾞﾋﾛ 島根 ｲﾉｳｴ  ｺｳｷ 島根
3 244 桑原　　　徹 (3) 大東高 3 483 森山　　一広 (3) 出雲北陵高 3 175 井上　　幸輝 (3) 松江高専

ﾅｶﾞｵｶ   ﾄｵﾙ 島根 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｷ 島根 ｼﾊﾞﾊﾗ  ｶｲﾄ 島根
4 247 長岡　　　徹 (3) 大東高 4 488 中村　　勇希 (2) 出雲北陵高 4 7-1777 柴原　　魁人 (5) 松江高専

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４ FS:不正スタート



一般男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            41.42     廣山・金子・細田・尾原(島根・平田高)  1995(79回) 4月27日 13:35 予選
山陰記録(AR)            39.60     岩本・石倉・野田・木原(島根・島根選抜)2002 4月27日 16:10 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山商科大・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浜田高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江工高・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.82 記録 46.00 記録 46.07

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾝﾄﾞｳ  ｼｮｳﾀ 島根 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 島根 ﾀﾃｲｼ  ﾋｶﾙ 島根
1 7-1520 近藤　　翔太 (3) 岡山商科大 1 517 小松原　悠生 (2) 浜田高 1 438 立石　　　光 (2) 松江工高

ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根 ｼﾝｶ ﾋﾛｵ 島根 ﾀﾅｶ  ﾏﾓﾙ 島根
2 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 2 519 新家　　寛大 (2) 浜田高 2 426 田中　　　護 (3) 松江工高

ｳｼｵ  ﾀｶｱｷ 島根 ｻｲﾄｳ   ｶｲ 島根 ﾔﾏｵ  ﾀｲｿﾞｳ 島根
3 7-1537 牛尾　　貴明 (2) 岡山商科大 3 518 齋藤　　　海 (2) 浜田高 3 434 山尾　　泰三 (3) 松江工高

ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 島根 ﾉｼﾞﾘ  ｱﾂｼ 島根 ｵｵﾉ  ﾀｲｽｹ 島根
4 7-1997 吉本　　涼人 (1) 岡山商科大 4 513 野尻　　篤志 (3) 浜田高 4 421 大野　　太輔 (3) 松江工高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 益田高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安来高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北高・島根

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DQ,R3
記録 46.71 記録 46.72 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾘﾔﾏ  ﾋﾛｼ 島根 ﾔﾏｵｶ　ﾕｳｷ 島根 ｶﾅﾔﾏ　ﾖｳﾍｲ 島根
1 80 森山　　広志 (3) 益田高 1 263 山岡　　裕紀 (2) 安来高 1 612 金山　　陽平 (1) 松江北高

ﾀｼﾛ  ﾖｳｽｹ 島根 ｲﾜﾀ　ﾅｵﾕｷ 島根 ｱｺﾞｳ　ﾖｳ 島根
2 77 田代　　葉介 (3) 益田高 2 259 岩田　　直之 (2) 安来高 2 226 吾郷　　　陽 (3) 松江北高

ﾔｶﾜ  ﾏｻﾔ 島根 ｲｼｸﾗ　ﾕｳｻｸ 島根 ｻｻｷ　ﾏｵ 島根
3 87 八川　　将也 (2) 益田高 3 258 石倉　　勇作 (2) 安来高 3 237 佐々木　茉央 (2) 松江北高

ｲﾉｳｴ  ﾀﾞｲｽｹ 島根 ﾋﾛﾉ　ｶｽﾞｷ 島根 ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 島根
4 84 井上　大輔 (2) 益田高 4 252 廣野　　和希 (3) 安来高 4 235 神田　　恭輔 (2) 松江北高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取商高・島根

7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地名 所属
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４ FS:不正スタート



一般男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            41.42     廣山・金子・細田・尾原(島根・平田高)  1995(79回) 4月27日 13:35 予選
山陰記録(AR)            39.60     岩本・石倉・野田・木原(島根・島根選抜)2002 4月27日 16:10 決勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 島根大・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英高・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 開星高・島根

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 44.14 q 記録 44.20 q 記録 44.57

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｽｶﾞｲ  ﾕｳｾｲ 島根 ﾐﾔｼﾞ  ﾀｸﾐ 鳥取 ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 島根
1 7-1916 菅井　　雄生 (1) 島根大 1 T207 宮治　　拓海 (3) 鳥取中央育英高 1 145 善浪　　大雅 (1) 開星高

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根 ﾏﾂｵ  ﾅｵｷ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根
2 7-1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 2 T202 松尾　　直樹 (3) 鳥取中央育英高 2 142 川本　　脩斗 (2) 開星高

ﾓﾘ   ﾄﾓﾕｷ 島根 ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 鳥取 ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｳｷｮｳ 島根
3 7-1470 森　　　知幸 (2) 島根大 3 T203 棚田　　誠人 (3) 鳥取中央育英高 3 138 立花　　右京 (3) 開星高

ﾅﾘｻｺ  ﾀｲﾍｲ 大分 ｻｶﾀ  ｲｸﾄ 鳥取 ﾅｶﾏｴ  ﾕｳﾄ 島根
4 7-1453 成迫　　泰平 (4) 島根大 4 T206 坂田　　育斗 (1) 鳥取中央育英高 4 146 中前　　祐斗 (1) 開星高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 益田翔陽高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲農高・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DQ,R2 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 46.94 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 島根 ｲｼﾊﾗ  ﾀｶﾋﾛ 島根
1 363 木村　　隆一 (3) 益田翔陽高 1 129 石原　　隆弘 (2) 出雲高

ｻｻｷ ｶｽﾞﾅｶﾞ 島根 ﾆｼｺｵﾘ  ﾕｳｽｹ 島根 1
2 376 佐々木　千暢 (2) 益田翔陽高 2 115 錦織　　優介 (3) 出雲高

ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾔ 島根 2
3 361 大羽　　航平 (3) 益田翔陽高 3 135 藤原　　優也 (2) 出雲高

ﾏｼﾉ ﾘｮｳ 島根 ﾏﾂﾄﾞ  ﾅｵﾔ 島根 3
4 368 増野　　　凌 (3) 益田翔陽高 4 118 松戸　　直也 (3) 出雲高

4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江南高・島根

8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４ FS:不正スタート



一般男子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            41.42     廣山・金子・細田・尾原(島根・平田高)  1995(79回) 4月27日 13:35 予選
山陰記録(AR)            39.60     岩本・石倉・野田・木原(島根・島根選抜)2002 4月27日 16:10 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英高・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠高・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.98 記録 43.25 記録 43.45

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾜ　ｼﾝｺﾞ 島根 ﾐﾔｼﾞ  ﾀｸﾐ 鳥取 ｲｼﾀﾞ  ﾘｭｳｾｲ 島根
1 194 澤　　　慎吾 (3) 大社高 1 T207 宮治　　拓海 (3) 鳥取中央育英高 1 1 石田　　龍星 (3) 明誠高

ｲﾅﾊﾞ　ﾅｵﾄ 島根 ﾏﾂｵ  ﾅｵｷ 鳥取 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根
2 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 2 T202 松尾　　直樹 (3) 鳥取中央育英高 2 31 中隠居　一輝 (1) 明誠高

ｷｼﾓﾄ　ｿｳ 島根 ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 鳥取 ｲｼｸﾗ  ｶﾂﾔ 島根
3 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 3 T203 棚田　　誠人 (3) 鳥取中央育英高 3 18 石倉　　克哉 (2) 明誠高

ﾘｭｳｺｳ　ｻﾄｼ 島根 ｻｶﾀ  ｲｸﾄ 鳥取 ｽﾐﾀ  ﾏｻﾕｷ 島根
4 196 柳幸　　怜志 (3) 大社高 4 T206 坂田　　育斗 (1) 鳥取中央育英高 4 10 住田　　雅之 (3) 明誠高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 島根大・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 開星高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 横田高・島根

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 1 ｺﾒﾝﾄ DQ,FS
記録 43.45 記録 44.36 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｽｶﾞｲ  ﾕｳｾｲ 島根 ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 島根 ｶﾜｽﾐ  ｹﾝﾀ 島根
1 7-1916 菅井　　雄生 (1) 島根大 1 145 善浪　　大雅 (1) 開星高 1 441 川角　　健太 (3) 横田高

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根 ｶﾜﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根 ｱｻﾂ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根
2 7-1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 2 142 川本　　脩斗 (2) 開星高 2 446 朝津　　順平 (2) 横田高

ﾓﾘ   ﾄﾓﾕｷ 島根 ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｳｷｮｳ 島根 ｲﾀﾓﾁ  ﾀｶﾋｻ 島根
3 7-1470 森　　　知幸 (2) 島根大 3 138 立花　　右京 (3) 開星高 3 447 板持　　貴久 (2) 横田高

ﾅﾘｻｺ  ﾀｲﾍｲ 大分 ﾅｶﾏｴ  ﾕｳﾄ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙｷ 島根
4 7-1453 成迫　　泰平 (4) 島根大 4 146 中前　　祐斗 (1) 開星高 4 449 遠藤　　晴輝 (2) 横田高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境高・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山商科大・岡山

2 ｺﾒﾝﾄ DQ,R3 5 ｺﾒﾝﾄ DNSQ,
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ 鳥取
1 T189 角　　　康也 (3) 境高

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 1
2 T182 森山　　大成 (3) 境高

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 鳥取 2
3 T186 藤井　　　丈 (3) 境高

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥取 3
4 T192 松本　　兼也 (2) 境高

4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４ FS:不正スタート



小学女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            13.2      向井　　智美(島根・周布小)            1990(74回)
大会記録(GR)            13.20     石田　由起子(島根・長久小)            1995(79回) 4月27日 12:00 予選
小学校山陰記録(AER)     13.11     錦織　　彩夢(島根・出雲陸上教室)      2012 4月27日 14:50 決勝

予選 5組0着＋8

1組 風:  +1.7 2組 風:  +1.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ   ﾅｷﾞｻ 鳥取 ｲｼﾊﾗ  ｶﾎ 島根

1 4 T27 足立　　　渚 (6) 米子陸上クラブ 14.15 q 1 5 E5 石原　　佳歩 (6) 平田陸上教室 14.34 q
ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取 ﾏﾂｳﾗ  ﾁﾊﾙ 島根

2 3 T133 堀尾　　月奈 (6) TF米子 14.34 q 2 3 E19 松浦　　千春 (6) 出雲陸上教室 14.50
ｵｵﾀ  ｴﾚﾝ 鳥取 ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ 鳥取

3 6 T9 大田　　絵恋 (6) 布勢TC 14.46 3 6 T119 土井　あかり (6) 河北SS 14.87
ﾌｼﾞｵｶ  ｼﾎ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾐﾎ 島根

4 2 E20 藤岡　　志帆 (6) 出雲陸上教室 15.38 4 2 E49 桑原　　美歩 (6) 松江陸上教室 15.33
ｵｵｲｼ ﾏﾕｺ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ    ｶｴﾃﾞ 鳥取

5 5 T166 大石　真唯子 (6) 境港ジュニア 15.39 5 4 T167 足立　　　楓 (5) 境港ジュニア 15.89
ｶｼﾞｶﾜ ﾘﾉｱ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ  ﾅﾐ 鳥取

6 8 T28 梶川　璃乃亜 (5) 米子陸上クラブ 16.23 6 8 T49 松本　　凪海 (5) TF倉吉 16.15
ﾐﾔｻﾞｺ  ｱﾔｶ 島根 ｶｶﾞﾜ  ﾕｲ 島根

7 1 E28 宮廻　　彩香 (4) 灘分小 16.25 7 1 E29 加川　　結唯 (4) 灘分小 18.60
ﾏﾂﾓﾄ  ｱｶﾘ 鳥取 ﾐｽﾞﾉ  ｱｲ 鳥取

7 T45 松本　　明里 (6) TF倉吉 DNS 7 T15 水野　　愛唯 (5) 布勢TC DNS

3組 風:  +0.3 4組 風:  +0.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｻｷ  ｱｶﾘ 鳥取 ｼﾐｽﾞ  ﾐﾔｺ 鳥取

1 5 T11 尾崎　　　星 (6) 布勢TC 14.00 q 1 3 T13 清水　　美京 (5) 布勢TC 13.86 q
ｶﾒｲｻﾔｶ 鳥取 ﾏﾌﾞﾁﾂｸﾞﾐ 鳥取

2 4 T135 亀居　　紗楓 (6) TF米子 14.37 2 5 T134 馬淵　つぐみ (6) TF米子 14.35 q
ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾐﾀﾆ  ﾙﾅ 鳥取

3 3 T50 薮本　　香倫 (5) TF倉吉 14.51 3 6 T120 三谷　　琉月 (6) 河北SS 14.79
ｳｼｵ  ﾕｲｶ 島根 ﾓﾘﾓﾄ   ｻｷ 鳥取

4 6 E39 牛尾　　結香 (6) 浜田JAS 15.02 4 4 T48 森本　　　咲 (6) TF倉吉 14.80
ﾃﾞﾜ  ﾏﾋﾛ 島根 ｻｷﾑﾗ  ﾄﾓｴ 島根

5 2 E21 出羽　　茉緩 (6) 出雲陸上教室 15.33 5 7 E23 向村　ともえ (5) 出雲陸上教室 15.23
ｱｻｷ ﾅﾅﾐ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

6 7 T14 麻木　菜々美 (5) 布勢TC 15.56 6 8 T121 中村　　風音 (6) 河北SS 15.62麻木 菜 美 ( ) 布勢 中村 風音 ( ) 河北
ｶﾜﾓﾄ  ﾐﾕ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ  ｾﾘﾊ 鳥取

7 8 T51 河本　　美祐 (5) TF倉吉 15.62 7 1 T47 保田　　芹葉 (2) TF倉吉 17.79
ｲｹﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ  ﾏｵ 鳥取

8 1 T61 池田　　愛佳 (4) 三朝AC 17.38 8 2 T62 米田　　真央 (2) 三朝AC 20.80

5組 風:  +1.6 決勝 風:  +2.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

1 4 T10 吉田　明香里 (6) 布勢TC 13.25 q 1 5 T10 吉田　明香里 (6) 布勢TC 13.21
ｷｼﾓﾄ  ﾓﾓ 鳥取 ｵｻｷ  ｱｶﾘ 鳥取

2 7 T12 岸本　　百桃 (6) 布勢TC 14.34 q 2 4 T11 尾崎　　　星 (6) 布勢TC 13.81
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 島根 ｼﾐｽﾞ  ﾐﾔｺ 鳥取

3 3 E40 榊原　なつみ (6) 浜田JAS 14.37 3 3 T13 清水　　美京 (5) 布勢TC 13.83
ｷﾀﾏﾄﾞ  ﾚﾅ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ   ﾅｷﾞｻ 鳥取

4 5 T20 北窓　　玲奈 (6) 米子陸上クラブ 14.85 4 6 T27 足立　　　渚 (6) 米子陸上クラブ 14.16
ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 島根 ﾏﾌﾞﾁﾂｸﾞﾐ 鳥取

5 6 E37 管澤　ひなの (5) 浜田JAS 14.87 5 1 T134 馬淵　つぐみ (6) TF米子 14.21
ｱｵｷ  ｴﾐ 鳥取 ｲｼﾊﾗ  ｶﾎ 島根

6 8 T52 青木　　　咲 (5) TF倉吉 15.97 6 7 E5 石原　　佳歩 (6) 平田陸上教室 14.22
ﾌｸｼﾏ   ﾘﾝ 島根 ｷｼﾓﾄ  ﾓﾓ 鳥取

7 1 E30 福島　　　凜 (4) 灘分小 17.54 7 2 T12 岸本　　百桃 (6) 布勢TC 14.30
ｸﾏﾉ  ﾊﾙﾅ 島根 ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取

8 2 E22 熊野　　陽奈 (6) 出雲陸上教室 18.02 8 8 T133 堀尾　　月奈 (6) TF米子 14.70

凡例  DNS:欠場



小学女子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            2:30.1    菅井　　寿子(島根・竹矢小)            1989(73回)
小学校山陰記録(AER)     2:25.84   大島　沙和子(島根・広瀬陸上ｸﾗﾌﾞ)      2006 4月27日 11:55 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｲｶﾞﾐ ﾒｲ 島根
1 8 E42 拝上　　芽生 (6) 浜田JAS 2:35.18

ｻｻｷ  ﾋﾅ 鳥取
2 11 T22 佐々木　飛南 (6) 米子陸上クラブ 2:38.07

ｳｴﾀﾞﾓｴ 鳥取
3 9 T136 植田　　萌恵 (6) TF米子 2:39.32

ﾌｸﾏ ｱｵｿﾞﾗ 島根
4 17 E2 福間　青空 (6) 来島小クラブ 2:44.97

ﾋﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 島根
5 10 E41 日原　穂乃花 (5) 浜田JAS 2:45.73

ﾄﾐｵｶ  ﾐｺﾄ 島根
6 7 E24 冨岡　　心琴 (5) 出雲陸上教室 2:47.26

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取
7 13 T25 宮崎　　　望 (6) 米子陸上クラブ 2:47.27

ﾔｽﾀﾞ  ｶﾘﾝ 鳥取
8 14 T46 保田　　夏凛 (6) TF倉吉 2:54.23

ﾌｼﾞｵｶ  ｼﾎ 島根
9 6 E20 藤岡　　志帆 (6) 出雲陸上教室 2:58.86

ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取
10 15 T121 中村　　風音 (6) 河北SS 2:59.07

ﾊﾔｼ  ﾁﾊﾙ 鳥取
11 18 T24 林　　　千花 (6) 米子陸上クラブ 3:00.52

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵ 鳥取
12 16 T60 長谷川　詩桜 (5) 三朝AC 3:01.65

ﾆｼｲ ﾒｸﾞﾐ 鳥取
13 3 T23 西井　　　萌 (6) 米子陸上クラブ 3:03.16

ﾌｶﾀﾞ ﾏﾘﾝ 島根
14 5 E8 深田　　茉鈴 (5) 雲南ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 3:04.44

ﾂﾑﾗ ｱﾐ 鳥取
15 4 T126 津村　　碧美 (6) 河北SS 3:12.85

ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥取
16 1 T21 佐川　　花野 (6) 米子陸上クラブ 3:14.78

ｲｹﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥取
17 12 T61 池田　　愛佳 (4) 三朝AC 3:21.50

ﾖﾈﾀﾞ  ﾏｵ 鳥取
18 2 T62 米田 真央 (2) 三朝AC 3:33 8318 2 T62 米田　　真央 (2) 三朝AC 3:33.83

凡例 



小学女子80mH
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14.03     谷川　　穂果(鳥取・河北SS)            2013(96回)
小学校山陰記録(AER)     13.03     幸田　　未夢(島根・大田陸上教室)      2013 4月27日 13:55 決勝

決勝 

風:  +1.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｲｶﾞﾐ ﾒｲ 島根

1 6 E42 拝上　　芽生 (6) 浜田JAS 13.20 GR
ﾐﾔﾋﾗ  ｱﾐ 鳥取

2 5 T26 宮平　　亜美 (6) 米子陸上クラブ 13.70 GR
ﾐﾀﾆ  ﾙﾅ 鳥取

3 1 T120 三谷　　琉月 (6) 河北SS 14.56
ﾏﾂｲ  ﾎﾟｴﾑ 鳥取

4 2 T123 松井　　歩笑 (6) 河北SS 15.23
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ 鳥取

5 8 T122 西村　　華乃 (6) 河北SS 15.36
ﾋﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 島根

6 4 E41 日原　穂乃花 (5) 浜田JAS 18.63
ﾔﾏｵ  ﾐｸ 島根

7 3 E38 山尾　　美来 (5) 浜田JAS 20.03
ﾐｽﾞﾉ  ｱｲ 鳥取

7 T15 水野　　愛唯 (5) 布勢TC DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



小学女子走高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1m39      佐々木　明菜(島根・三隅小)            1997(80回)
小学校山陰記録(AER)     1m45      田中　智佳子(島根・窪田小)            1987 4月27日 13:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 1 T133 堀尾　　月奈 (6) TF米子 1m20
ﾌｸｲ  ｱﾔﾉ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 6 T125 福井　　綾乃 (6) 河北SS 1m20
ｵｻｶ  ｻﾄ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × × ×

3 5 T124 尾坂　　紗都 (6) 河北SS 1m15
ﾅｶﾞﾐ ﾎﾉｶ 島根 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

4 4 E43 永見　穂乃香 (6) 浜田JAS 1m15
ｳｼｵ  ﾕｲｶ 島根 － ○ ○ × × ×

5 2 E39 牛尾　　結香 (6) 浜田JAS 1m10
ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 島根 － ○ × ○ × × ×

6 3 E37 管澤　ひなの (5) 浜田JAS 1m10

1位決定戦
カナ名 所属地

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取 × × × ○

T133 堀尾　　月奈 (6) TF米子
ﾌｸｲ  ｱﾔﾉ 鳥取 × × × ×

T125 福井　　綾乃 (6) 河北SS

1m20 1m25

1m25 1m23 1m21 1m19

1m00 1m05 1m10 1m15

凡例 



小学女子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            4m65      佐々木　茂美(島根・森山小)            1974(58回)
大会記録(GR)            4m65      江東　千代子(島根・宍道小)            1978(62回)
小学校山陰記録(AER)     4m92      湊　　つばさ(鳥取・境港Ｊｽｸｰﾙ)        1995 4月27日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｵﾉﾘｺ 鳥取 × 3m95 3m79 3m95 4m00 × 3m96 4m00
1 8 T132 西小野　莉子 (6) TF米子 -1.8 -1.2 -1.8 +0.5 -1.3 +0.5

ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ 鳥取 3m94 × × 3m94 × × × 3m94
2 1 T119 土井　あかり (6) 河北SS -0.5 -0.5 -0.5

ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥取 3m42 3m30 3m07 3m42 3m63 3m65 3m58 3m65
3 3 T53 山本　明香理 (6) TF倉吉 -2.5 -0.2 -0.6 -2.5 -0.7 -1.3 +0.3 -1.3

ｵｻｶ  ｻﾄ 鳥取 3m56 × 3m52 3m56 × 3m19 × 3m56
4 13 T124 尾坂　　紗都 (6) 河北SS -0.6 -1.4 -0.6 +0.2 -0.6

ｷﾀﾏﾄﾞ  ﾚﾅ 鳥取 3m42 3m54 3m27 3m54 3m34 3m26 3m26 3m54
5 12 T20 北窓　　玲奈 (6) 米子陸上クラブ 0.0 -2.6 +1.0 -2.6 0.0 +0.7 +0.1 -2.6

ﾓﾘﾓﾄ   ｻｷ 鳥取 3m36 2m71 3m46 3m46 3m46 3m51 3m49 3m51
6 11 T48 森本　　　咲 (6) TF倉吉 -0.1 0.0 0.0 0.0 +1.3 +1.6 -0.3 +1.6

ｷﾑﾗ  ﾘﾅ 鳥取 3m31 3m24 3m43 3m43 3m44 3m51 3m40 3m51
7 2 T127 木村　　りな (5) 河北SS -3.4 -0.2 +0.2 +0.2 +0.8 +1.2 -0.8 +1.2

ﾔﾏｵ  ﾐｸ 島根 3m16 3m19 3m40 3m40 3m22 3m26 3m42 3m42
8 6 E38 山尾　　美来 (5) 浜田JAS -0.6 +1.0 -0.1 -0.1 -1.5 -0.6 -0.1 -0.1

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 島根 3m13 3m08 3m35 3m35 3m35
9 10 E40 榊原　なつみ (6) 浜田JAS -0.6 -0.1 -0.7 -0.7 -0.7

ｱﾀﾞﾁ    ｶｴﾃﾞ 鳥取 2m88 2m59 2m38 2m88 2m88
10 14 T167 足立　　　楓 (5) 境港ジュニア +0.2 0.0 -1.5 +0.2 +0.2

ﾅｶﾑﾗ  ｲｸﾐ 鳥取 2m85 2m77 2m84 2m85 2m85
11 4 T29 中村　　育海 (5) 米子陸上クラブ -1.2 -1.2 -0.2 -1.2 -1.2

ﾐｼﾏ  ﾊﾙｶ 島根 2m70 2m62 2m72 2m72 2m72
12 9 E27 三島　　明華 (4) 灘分小 -0.5 0.0 -0.4 -0.4 -0.4

ｶﾈﾀﾞ  ｱﾔｶ 島根 2m43 2m54 2m59 2m59 2m59
13 5 E32 金田　　彩花 (4) 灘分小 -0.3 -0.8 0.0 0.0 0.0

ｲﾏｶﾞﾜ ｱｶﾘ 島根 2m30 2m34 2m10 2m34 2m34
14 7 E31 今川　あかり (4) 灘分小 -1.1 +0.8 -1.4 +0.8 +0.8

凡例 



小学女子ソフトボール投
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            57m30     田城　　早苗(島根・白砂小)            1992(76回)
小学校山陰記録(AER)     57m85     藤原　　麻里(島根・三刀屋小)          2000 4月27日 15:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸｲ  ｱﾔﾉ 鳥取
1 4 T125 福井　　綾乃 (6) 河北SS 25m86 32m01 30m21 32m01 26m74 32m39 26m51 32m39

ｷﾑﾗ  ﾘﾅ 鳥取
2 1 T127 木村　　りな (5) 河北SS 27m30 23m51 26m42 27m30 21m82 25m40 26m24 27m30

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵ 鳥取
3 3 T60 長谷川　詩桜 (5) 三朝AC 19m69 18m31 21m80 21m80 12m97 15m11 18m03 21m80

ｻｶﾓﾄ  ｶﾔ 鳥取
4 2 T128 坂本　　かや (5) 河北SS 12m65 14m53 14m88 14m88 15m48 × 15m86 15m86

凡例 



中学女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12.2      斎藤　まゆみ(島根・松江四中)          1990(74回) 4月26日 11:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     12.34     山田　　莉己(鳥取・加茂中)            2008 4月26日 13:50 準決勝
中学校山陰記録(AJR)     12.1      佐々木　圭子(鳥取・倉吉西中)          1997 4月26日 15:40 決勝

予選 8組2着＋8

1組 風:  -1.1 2組 風:  -0.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根 ﾔﾉ ｱｵｲ 島根

1 6 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 13.29 Q 1 7 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 14.12 Q
ｲﾄﾊﾗ   ﾕｳ 島根 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島根

2 4 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 13.52 Q 2 5 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西中 14.21 Q
ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ 島根 ｺｳﾀ  ﾐﾕ 島根

3 3 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東中 14.17 q 3 4 3918 幸田　　未夢 (1) 大田一中 14.36 q
ﾐｼﾛ  ﾒｲ 島根 ｺﾝﾄﾞｳ  ｻﾔ 島根

4 7 611 三代　　芽依 (3) 松江二中 14.47 q 4 2 1926 近藤　　沙耶 (3) 出雲二中 15.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘﾅ 島根 ｷﾀﾑﾗ   ﾓﾓ 島根

5 5 149 渡部　　璃奈 (3) 安来一中 15.30 5 1 2134 北村　　　李 (2) 河南中 15.28
ｽﾔﾏ  ﾘｵ 島根 ｻｶｲ  ﾜｶﾅ 島根

6 2 150 須山　　莉央 (3) 安来一中 15.43 3 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 DNS
ﾔﾏﾈ  ｱｶﾘ 島根 ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

7 1 217 山根　　朱里 (2) 安来三中 15.67 6 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 DNS
ﾌｸｼﾏ ﾅｵ 島根 ｽﾐﾀ  ﾕﾒ 島根

8 1814 福嶋　　名緒 (3) 出雲一中 DNS 8 1011 角田　　優芽 (3) 東出雲中 DNS

3組 風:  -0.7 4組 風:  -1.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾁﾀﾞ  ﾒｲ 島根 ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根

1 6 3105 内田　　芽衣 (3) 大東中 13.98 Q 1 4 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中 13.68 Q
ｶﾜﾓﾄ  ﾕｳﾅ 島根 ﾄﾔ  ﾓｴﾅ 島根

2 5 712 川本　　侑奈 (2) 松江四中 14.27 Q 2 6 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東中 13.77 Q
ﾊｲｶﾞﾐ ﾋﾖﾘ 島根 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 島根

3 7 4806 拝上　　日和 (2) 浜田一中 14.40 q 3 7 2716 持田　　柚希 (3) 斐川西中 14.74
ｲｲﾂｶ ﾏﾔ 島根 ｵｵﾋﾞﾂﾏﾐ 島根

4 2 1130 飯塚　　まや (2) 島大附属中 15.15 4 8 147 大櫃　　茉美 (3) 安来一中 14.78
ｽﾔﾏ  ｱｲﾘ 島根 ﾌﾅﾂｶ ﾁﾊﾔ 島根

5 1 1702 須山　　愛里 (2) 松江ろう 15.33 5 3 1118 舟塚　　千敬 (3) 島大附属中 14.84
ｱﾘｲ  ﾌｳｶ 島根 ﾔﾏﾈ  ｷﾎ 島根

6 8 5921 有井　　風花 (2) 瑞穂中 15.60 6 5 6303 山根　　希帆 (3) 益田東中 15.01有井 風花 ( ) 瑞穂中 山根 希帆 ( ) 益田東中
ﾖﾑﾗ   ﾕｲ 島根 ﾐｳﾗ ﾏｲ 島根

3 1009 余村　　　唯 (3) 東出雲中 DNS 7 1 4523 三浦　　　茉 (2) 江津中 15.11
ﾆｼｺｵﾘ ｱﾑ 島根 ｵﾝﾀﾞ  ｶﾅ 島根

4 3054 錦織　　彩夢 (2) 出雲北陵中 DNS 8 2 2133 恩田　　加奈 (2) 河南中 15.28

5組 風:  -0.6 6組 風:  -1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島根 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根

1 5 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 13.54 Q 1 3 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 13.28 Q
ﾂｶﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾅﾂﾐ 島根

2 6 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂中 14.10 Q 2 6 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星中 14.00 Q
ﾊﾗﾀﾞ　ｷﾎ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ 島根

3 4 521 原田　　季歩 (3) 松江一中 14.24 q 3 5 2547 藤原　　春菜 (2) 大社中 14.27 q
ｶﾂﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島根 ﾋﾗﾉ  ﾅﾂﾎ 島根

4 8 2704 勝部　　涼香 (2) 斐川西中 14.76 4 1 6306 平野　　夏帆 (2) 益田東中 14.86
ｲｴﾊﾗ ﾅﾎ 島根 ﾊﾀﾅｶ ﾅﾅ 島根

5 3 1825 家原　　奈穂 (2) 出雲一中 14.85 5 7 615 畑中　　菜南 (2) 松江二中 15.20
ｳｴﾀﾞ  ｱﾔｶ 島根 ﾅｶﾞｼﾏ  ｺﾊﾙ 島根

6 7 3737 植田　　絢香 (2) 仁多中 15.03 6 8 1001 永島　　小春 (2) 東出雲中 15.33
ｲﾜﾅﾘ ﾁｶｺ 島根 ｵｶﾓﾄ ﾜｶﾅ 島根

7 1 2431 岩成　知可子 (2) 向陽中 15.70 7 4 4520 岡本　　若奈 (3) 江津中 15.69
ｵｶﾞﾜ  ｱﾐ 島根 ﾅｶﾞｻｷ  ｷｮｳｶ 島根

2 809 小川　　愛美 (2) 湖南中 DNS 8 2 2435 長崎　　京夏 (2) 向陽中 16.18

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12.2      斎藤　まゆみ(島根・松江四中)          1990(74回) 4月26日 11:30 予選
中学校山陰記録(AJR)     12.34     山田　　莉己(鳥取・加茂中)            2008 4月26日 13:50 準決勝
中学校山陰記録(AJR)     12.1      佐々木　圭子(鳥取・倉吉西中)          1997 4月26日 15:40 決勝

7組 風:  -1.7 8組 風:  -1.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾁﾔﾏ　ｱｽｶ 島根 ｶﾈｻｶ  ﾕｲ 島根

1 6 518 土山　明日加 (3) 松江一中 13.69 Q 1 5 808 金坂　　優衣 (3) 湖南中 13.68 Q
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾓﾓｶ 島根 ｵｵｻｷ  ﾐﾅﾐ 島根

2 3 734 安達　　桃香 (3) 松江四中 13.74 Q 2 3 3911 大﨑　　南美 (3) 大田一中 13.85 Q
ｾｻｷ ﾁｶ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｻﾞﾈ 島根

3 5 2651 瀬崎　　千佳 (3) 斐川東中 14.56 q 3 6 3916 渡辺　　風音 (3) 大田一中 14.48 q
ｶﾈﾂｸ ｴﾘ 島根 ｶﾜﾀﾆ　ﾏｵ 島根

4 4 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多中 14.63 4 4 517 川谷　　茉央 (3) 松江一中 14.69
ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ 島根 ﾋﾉ  ﾕｳﾘ 島根

5 8 1932 平野　ほの香 (2) 出雲二中 14.67 5 1 3100 樋野　　侑里 (2) 大東中 15.00
ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ 島根 ﾋﾉ ｼｲﾅ 島根

6 7 2423 岩成　佳代子 (3) 向陽中 14.74 6 8 2652 日野　　詩菜 (3) 斐川東中 15.07
ﾀｹﾀﾞ  ﾊﾙｶ 島根 ﾊﾔｼ   ﾐｽﾞｷ 島根

7 2 2116 武田　　晴香 (3) 河南中 14.84 7 7 616 林　　　瑞季 (2) 松江二中 15.54
ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳﾅ 島根 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 島根

8 1 1928 山田　　友菜 (3) 出雲二中 15.61 2 1250 安藤　みつき (2) 湖東中 DNS

準決勝 3組2着＋2

1組 風:  -0.9 2組 風:  -1.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島根 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根

1 3 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 13.47 Q 1 6 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 13.28 Q
ｶﾈｻｶ  ﾕｲ 島根 ﾂﾁﾔﾏ　ｱｽｶ 島根

2 4 808 金坂　　優衣 (3) 湖南中 13.51 Q 2 4 518 土山　明日加 (3) 松江一中 13.59 Q
ｲﾄﾊﾗ   ﾕｳ 島根 ｵｵｻｷ  ﾐﾅﾐ 島根

3 5 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 13.66 q 3 5 3911 大﨑　　南美 (3) 大田一中 13.90
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾓﾓｶ 島根 ｳﾁﾀﾞ  ﾒｲ 島根

4 6 734 安達　　桃香 (3) 松江四中 13.66 q 4 3 3105 内田　　芽衣 (3) 大東中 14.11
ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ 島根 ﾂｶﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根

5 7 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東中 14.10 5 7 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂中 14.13
ﾊﾗﾀﾞ　ｷﾎ 島根 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島根

6 8 521 原田　　季歩 (3) 松江一中 14.18 6 8 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西中 14.46
ｺｳﾀ  ﾐﾕ 島根 ﾊｲｶﾞﾐ ﾋﾖﾘ 島根

7 2 3918 幸田　　未夢 (1) 大田一中 14.36 7 2 4806 拝上　　日和 (2) 浜田一中 14.53
ﾐｼﾛ  ﾒｲ 島根 ｾｻｷ ﾁｶ 島根ﾐ ﾒｲ 島根 ｻｷ ﾁｶ 島根

1 611 三代　　芽依 (3) 松江二中 DNS 8 1 2651 瀬崎　　千佳 (3) 斐川東中 14.70

3組 風:  -0.9
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根

1 6 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 13.36 Q
ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根

2 4 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中 13.44 Q
ﾄﾔ  ﾓｴﾅ 島根

3 3 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東中 13.72
ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾅﾂﾐ 島根

4 8 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星中 13.84
ﾔﾉ ｱｵｲ 島根

5 5 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 14.14
ｶﾜﾓﾄ  ﾕｳﾅ 島根

6 7 712 川本　　侑奈 (2) 松江四中 14.29
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｻﾞﾈ 島根

7 2 3916 渡辺　　風音 (3) 大田一中 14.37
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ 島根

1 2547 藤原　　春菜 (2) 大社中 DNS

決勝 
風:  -0.8

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根
1 4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 13.05

ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根
2 3 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 13.38

ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根
3 6 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中 13.47

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島根
4 5 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 13.59

ｶﾈｻｶ  ﾕｲ 島根
4 8 808 金坂　　優衣 (3) 湖南中 13.59

ﾂﾁﾔﾏ　ｱｽｶ 島根
6 7 518 土山　明日加 (3) 松江一中 13.60

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾓﾓｶ 島根
7 1 734 安達　　桃香 (3) 松江四中 13.68

ｲﾄﾊﾗ   ﾕｳ 島根
8 2 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 13.70

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            25.95     三上　　真奈(島根・瑞穂中)            2013(96回) 4月27日 10:35 予選
中学校山陰記録(AJR)     24.79     秋田　　真実(島根・浜田三中)          2003 4月27日 14:30 準決勝

4月27日 16:45 決勝

予選 7組2着＋2

1組 風:  -0.1 2組 風:  -0.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根

1 5 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 27.08 Q 1 6 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 27.49 Q
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾓﾓｶ 島根 ﾂｶﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根

2 6 734 安達　　桃香 (3) 松江四中 28.23 Q 2 5 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂中 28.71 Q
ﾐﾀﾆ  ﾓｴｶ 島根 ﾊｲｶﾞﾐ ﾋﾖﾘ 島根

3 3 3915 三谷　　萌華 (3) 大田一中 30.55 3 7 4806 拝上　　日和 (2) 浜田一中 29.17
ﾊﾏｻｷ  ﾄﾓｶ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ 島根

4 4 714 濱崎　　知香 (2) 松江四中 30.77 4 4 2547 藤原　　春菜 (2) 大社中 29.22
ﾎﾘｳﾁ  ﾕｲ 島根 ﾏﾁﾀﾞ ｲｵﾘ 島根

5 7 1004 堀内　　優衣 (2) 東出雲中 30.78 5 3 5916 町田　いおり (3) 瑞穂中 29.81
ｲｲﾂｶ ﾏｵ 島根 ﾀｺﾞ  ﾐｻｷ 島根

6 2 2610 飯塚　　真生 (2) 斐川東中 32.22 6 8 155 多胡　　美咲 (2) 安来一中 30.38
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ 島根 ｶﾅﾂ ﾐｳ 島根

7 8 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多中 32.85 7 2 538 金津　　未羽 (2) 松江一中 31.37

3組 風:  -2.5 4組 風:  -0.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根 ｶﾈｻｶ  ﾕｲ 島根

1 3 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中 27.93 Q 1 3 808 金坂　　優衣 (3) 湖南中 28.23 Q
ｵﾑﾗ  ﾕｳｶ 島根 ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ 島根

2 5 2132 小村　　優香 (2) 河南中 29.65 Q 2 6 532 千葉　いくみ (2) 松江一中 28.77 Q
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾉ 島根 ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ 島根

3 7 6301 平山　　雪乃 (3) 益田東中 30.03 3 4 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東中 29.17
ｱﾀﾞﾁ  ﾐｽﾞｷ 島根 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾙ 島根

4 8 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南中 30.75 4 5 617 森本　　千陽 (2) 松江二中 29.51
ﾃﾞｷｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 島根 ｵｵｻｶ ﾁｻﾄ 島根

2 138 出来島　夕菜 (2) 安来一中 DNS 5 7 2607 大坂　千紗都 (2) 斐川東中 30.28
ｵｶ ｻﾅﾐ 島根 ｻｻｲ  ﾓｴｶ 島根

4 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西中 DNS 6 8 6305 笹井　　萌香 (2) 益田東中 30.45岡 紗波 ( ) 斐川西中 笹井 萌香 ( ) 益田東中
ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 島根 ｷｼﾓﾄ ｱﾘｻ 島根

6 1826 池田　　愛花 (2) 出雲一中 DNS 7 2 146 岸本　愛里紗 (2) 安来一中 32.74

5組 風:  +0.8 6組 風:  -0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾅﾂﾐ 島根

1 3 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 25.72 GR Q 1 2 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星中 27.66 Q
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根 ｵｵｻｷ  ﾐﾅﾐ 島根

2 5 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 28.16 Q 2 3 3911 大﨑　　南美 (3) 大田一中 28.15 Q
ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ 島根

3 8 607 安達　　美紅 (3) 松江二中 28.47 q 3 5 2027 園山　実沙季 (2) 出雲三中 28.59 q
ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島根 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島根

4 6 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 28.85 4 6 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西中 29.34
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 島根 ﾌﾀｵｶ  ﾅｵ 島根

5 4 606 山口　由佳莉 (3) 松江二中 29.71 5 7 1007 二岡　　菜緒 (2) 東出雲中 29.81
ｵｵﾄﾞｺ   ﾓｴ 島根 ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ 島根

6 7 2120 大床　　　萌 (3) 河南中 31.36 6 4 2423 岩成　佳代子 (3) 向陽中 30.46
ｽﾐ  ｸﾙﾐ 島根 ｳｴﾀﾞ  ｱﾔｶ 島根

2 2433 角　　玖留未 (2) 向陽中 DNS 7 8 3737 植田　　絢香 (2) 仁多中 31.22

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            25.95     三上　　真奈(島根・瑞穂中)            2013(96回) 4月27日 10:35 予選
中学校山陰記録(AJR)     24.79     秋田　　真実(島根・浜田三中)          2003 4月27日 14:30 準決勝

4月27日 16:45 決勝

7組 風:  -0.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根

1 6 526 山口　　愛莉 (2) 松江一中 27.67 Q
ﾀﾑﾗ  ﾏﾎ 島根

2 3 5512 田邨　　真歩 (3) 金城中 27.82 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｻﾞﾈ 島根

3 5 3916 渡辺　　風音 (3) 大田一中 29.55
ﾕﾑﾗ  ﾙﾅ 島根

4 4 2006 湯村　　瑠奈 (3) 出雲三中 29.82
ｲｼﾊﾗ  ﾊﾙﾉ 島根

5 7 3731 石原　　春乃 (3) 仁多中 30.31
ｵﾑﾗ  ｻﾂｷ 島根

6 8 1005 小村　　咲月 (2) 東出雲中 31.67
ｽﾔﾏ  ｱｲﾘ 島根

7 2 1702 須山　　愛里 (2) 松江ろう 31.87

準決勝 2組3着＋2

1組 風:  +2.0 2組 風:  +2.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根 ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根

1 4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 26.84 Q 1 3 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 26.19 Q
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根 ﾀﾑﾗ  ﾏﾎ 島根

2 3 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 27.17 Q 2 6 5512 田邨　　真歩 (3) 金城中 27.40 Q
ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾅﾂﾐ 島根

3 5 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中 27.47 Q 3 4 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星中 27.69 Q
ｶﾈｻｶ  ﾕｲ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根

4 6 808 金坂　　優衣 (3) 湖南中 28.10 q 4 5 526 山口　　愛莉 (2) 松江一中 28.03 q
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾓﾓｶ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 島根

5 7 734 安達　　桃香 (3) 松江四中 28.31 5 1 607 安達　　美紅 (3) 松江二中 28.28
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根 ｵｵｻｷ  ﾐﾅﾐ 島根

6 8 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 28.56 6 8 3911 大﨑　　南美 (3) 大田一中 28.40
ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ 島根ﾁ ｲｸﾐ 島根 ﾔ ﾐｻｷ 島根

7 2 532 千葉　いくみ (2) 松江一中 28.84 7 2 2027 園山　実沙季 (2) 出雲三中 29.28
ｵﾑﾗ  ﾕｳｶ 島根 ﾂｶﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根

8 1 2132 小村　　優香 (2) 河南中 29.19 7 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂中 DNS

決勝 

風:  +1.2
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根

1 3 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 25.30 GR
ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根

2 6 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 26.54
ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根

3 8 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中 26.94
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根

4 4 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 27.22
ﾀﾑﾗ  ﾏﾎ 島根

5 5 5512 田邨　　真歩 (3) 金城中 27.24
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根

6 1 526 山口　　愛莉 (2) 松江一中 27.68
ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾅﾂﾐ 島根

7 7 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星中 27.70
ｶﾈｻｶ  ﾕｲ 島根

8 2 808 金坂　　優衣 (3) 湖南中 28.12

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            2:16.8    福島　　祐子(島根・湖南中)            1988(72回) 4月27日 08:50 予選
中学校山陰記録(AJR)     2:11.73   青山　真知子(鳥取・河北中)            1990 4月27日 14:10 決勝

予選 7組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島根 ﾊﾗﾀﾞ  ﾅﾂｷ 島根

1 4 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 2:35.37 1 6 2428 原田　　菜月 (3) 向陽中 2:27.67 q
ｷﾏﾁ ﾀｴ 島根 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 島根

2 3 2425 來海　　多栄 (3) 向陽中 2:36.50 2 4 527 青山　　春菜 (2) 松江一中 2:31.95 q
ｻｶｲ ﾕｷﾉ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 島根

3 6 3912 坂井　裕紀乃 (3) 大田一中 2:42.74 3 5 606 山口　由佳莉 (3) 松江二中 2:35.02 q
ｳﾙｼﾊﾞﾗ  ﾏﾕ 島根 ﾐｼﾏ ｶｽﾐ 島根

4 1 152 漆原　　真由 (3) 安来一中 2:49.50 4 8 2711 三島　　佳純 (2) 斐川西中 2:38.82
ｺﾂｷﾞ ﾏﾕ 島根 ｽﾔﾏ ｱｴﾘ 島根

5 7 2650 木次　　真由 (3) 斐川東中 2:53.14 5 7 2125 須山　愛絵里 (3) 河南中 2:39.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕﾅ 島根 ﾀｹｳﾁ ﾅﾅｺ 島根

6 5 524 渡辺　　由渚 (3) 松江一中 2:54.42 6 3 2023 竹内　奈那子 (3) 出雲三中 2:47.04
ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｺ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 島根

7 2 3740 西村　真依子 (2) 仁多中 3:02.86 7 2 2611 高橋　　里緒 (2) 斐川東中 2:58.74
ﾑﾗｵ ﾏｷ 島根 ｲｼﾊﾗ  ﾓﾓｶ 島根

8 1119 村尾　　舞妃 (3) 島大附属中 DNS 8 1 3733 石原　　百華 (3) 仁多中 2:59.26

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島根 ｶﾔﾏ  ﾐｷ 島根

1 4 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 2:32.74 q 1 3 5906 加山　　美貴 (3) 瑞穂中 2:31.69 q
ﾔｼｹﾞ ｳﾐ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 島根

2 5 6302 彌重　　　海 (3) 益田東中 2:35.12 2 4 2427 原田　　奈央 (3) 向陽中 2:34.52 q
ｿﾀ ﾏﾕｷ 島根 ﾌｼﾞｲ ｱｶﾘ 島根

3 6 1820 曽田　　舞雪 (2) 出雲一中 2:36.67 3 5 4519 藤井　　朱里 (3) 江津中 2:35.51
ﾏﾂﾓﾄ  ﾐﾕ 島根 ｶﾄｳ  ﾏﾎ 島根

4 8 1003 松本　　美優 (2) 東出雲中 2:41.89 4 6 609 加藤　　真帆 (3) 松江二中 2:36.95
ﾐﾜ  ﾏｺ 島根 ｸﾛｻｷ  ﾏｲ 島根

5 3 148 三輪　　真子 (3) 安来一中 2:42.34 5 7 3056 黒崎　　真依 (2) 出雲北陵中 2:37.36
ﾋﾀﾞｶ  ﾏﾅ 島根 ｺﾆｼ ﾋﾖﾘ 島根

6 7 5925 日高　　真那 (2) 瑞穂中 2:42.73 6 8 154 小西　ひより (2) 安来一中 2:46.12
ｶｹﾞﾔﾏ  ﾐﾚｲ 島根 ﾊﾔｼ   ｷﾐ 島根

7 2 1010 蔭山　　実玲 (3) 東出雲中 2:47.22 7 1 1117 林　　　希美 (3) 島大附属中 2:59.47
ﾌｼﾞｲ ﾏﾕﾐ 島根ｲ ﾐ 島根

8 2 3109 藤井　万悠美 (2) 大東中 3:09.44

5組 6組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 島根 ｵｵﾀﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 島根

1 5 2548 別所　いづみ (2) 大社中 2:28.39 q 1 6 4901 大達　　結月 (2) 浜田二中 2:36.10
ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾅ 島根 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 島根

2 6 3732 藤原　　有菜 (3) 仁多中 2:35.66 2 3 2608 昌子　実那美 (2) 斐川東中 2:38.71
ｽﾐ   ﾕﾒｺ 島根 ｶﾅﾔﾏ  ﾁﾅﾂ 島根

3 3 2032 角　　　夢子 (2) 出雲三中 2:41.64 3 4 2012 金山　　千夏 (3) 出雲三中 2:45.83
ｼﾞｮｳｲﾁ　ﾉｴ 島根 ｲｼﾂﾞ  ｱﾝﾅ 島根

4 2 523 城市　　乃恵 (3) 松江一中 2:42.54 4 7 2533 石津　　杏菜 (3) 大社中 2:49.53
ﾐｶﾐ  ﾏｷ 島根 ﾖﾑﾗ   ﾕｲ 島根

5 4 2124 三上　　真希 (3) 河南中 2:44.53 5 5 1009 余村　　　唯 (3) 東出雲中 2:50.29
ﾀｶﾊｼ  ｲｸﾐ 島根 ﾌﾉ　ﾅﾐ 島根

6 7 1924 高橋　　郁美 (3) 出雲二中 2:44.76 6 2 1927 布野　　那海 (3) 出雲二中 2:55.30
ﾊﾀ   ﾋﾖﾘ 島根 ｵｵﾉ ﾘﾘｶ 島根

7 8 3913 畑　　　日和 (3) 大田一中 2:50.08 8 1930 大野　利々佳 (2) 出雲二中 DNS

7組 決勝 
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｹﾉ  ﾕｳﾅ 島根 カナ名 所属地

1 6 6304 池野　　佑奈 (2) 益田東中 2:30.44 q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｳﾗ ﾓｴ 島根 ﾊﾗﾀﾞ  ﾅﾂｷ 島根

2 4 4518 松浦　　萌笑 (3) 江津中 2:35.90 1 3 2428 原田　　菜月 (3) 向陽中 2:25.06
ﾔﾏﾈ ﾐﾕ 島根 ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島根

3 3 2129 山根　　みゆ (2) 河南中 2:37.15 2 8 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 2:27.68
ﾅｶﾞ ｵｶ  ﾏﾕ 島根 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 島根

4 5 2537 長岡　　真由 (3) 大社中 2:39.20 3 7 527 青山　　春菜 (2) 松江一中 2:28.39
ｲﾂﾞ ｶﾅｴ 島根 ｲｹﾉ  ﾕｳﾅ 島根

5 7 4807 伊津　かなえ (2) 浜田一中 2:41.08 4 5 6304 池野　　佑奈 (2) 益田東中 2:30.38
ｱﾀﾞﾁ  ﾐﾂﾞｷ 島根 ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 島根

6 8 612 足立　　美月 (2) 松江二中 2:42.34 5 4 2548 別所　いづみ (2) 大社中 2:32.43
ｲﾜﾀ  ﾏﾐ 島根 ｶﾔﾏ  ﾐｷ 島根

7 2 215 岩田　　真実 (2) 安来三中 2:52.66 5 6 5906 加山　　美貴 (3) 瑞穂中 2:32.43
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 島根

7 1 2427 原田　　奈央 (3) 向陽中 2:35.49
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 島根

8 2 606 山口　由佳莉 (3) 松江二中 2:37.74

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14.5      松浦　　真枝(島根・湖南中)            1988(72回) 4月26日 08:50 予選
中学校山陰記録(AJR)     14.03     松浦　　真枝(島根・湖南中)            1988 4月26日 13:25 決勝

予選 5組1着＋3

1組 風:  -0.1 2組 風:  -0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根 ｺﾜ ﾘﾅ 島根

1 5 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 16.50 Q 1 3 2536 古和　　里奈 (3) 大社中 15.56 Q
ｺｳﾀ  ﾐﾕ 島根 ｲｴﾊﾗ ﾅﾎ 島根

2 2 3918 幸田　　未夢 (1) 大田一中 17.38 q 2 5 1825 家原　　奈穂 (2) 出雲一中 17.46
ｵｵﾊﾀ ﾕｲ 島根 ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 島根

3 7 540 大畑　　結衣 (2) 松江一中 20.01 3 8 3738 高野　　彩香 (2) 仁多中 19.37
ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 島根 ｸﾘﾀ ﾕｳｱ 島根

4 8 531 田中　　優凪 (2) 松江一中 20.87 4 6 2541 栗田　　優彩 (3) 大社中 19.52
ｻﾄｳ  ﾋﾅ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 島根

5 3 610 佐藤　　日菜 (3) 松江二中 21.73 5 4 607 安達　　美紅 (3) 松江二中 19.53
ｶﾐ ｱｽﾅ 島根 ｲﾅﾀ  ﾓｴﾘ 島根

6 6 1006 嘉見　明日菜 (3) 東出雲中 23.36 6 2 2139 稲田　　萌里 (2) 河南中 20.26
ｲﾄｳ ﾋﾅﾘ 島根 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘｻｺ 島根

4 2013 伊藤　　妃音 (3) 出雲三中 DNF 7 613 大林　里沙子 (2) 松江二中 DNS

3組 風:  -0.2 4組 風:  -0.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根 ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ 島根

1 3 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 14.56 Q 1 6 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂中 16.60 Q
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根

2 5 1821 髙原　　七恵 (2) 出雲一中 17.40 q 2 7 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 17.41
ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島根 ﾐﾀﾆ  ﾓｴｶ 島根

3 6 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西中 17.57 3 5 3915 三谷　　萌華 (3) 大田一中 18.91
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ 島根 ﾀｹﾊﾗ  ｱﾝﾘ 島根

4 8 3739 藤原　　　澪 (2) 仁多中 19.92 4 3 2135 竹原　　安里 (2) 河南中 19.35
ｱﾘﾄｳ ｴﾚﾅ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ  ｻﾖ 島根

5 7 2658 有藤　　愛麗 (3) 斐川東中 20.33 5 8 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来一中 20.29
ｲﾏｵｶ ﾐｸ 島根 ｵｶ ｻﾅﾐ 島根

6 2 535 今岡　　未空 (2) 松江一中 20.97 4 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西中 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ 島根

7 4 2024 水谷　　　英 (2) 出雲三中 26.75

5組 風:  +0.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴｷ  ﾓﾓｶ 島根

1 6 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂中 16.76 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島根

2 4 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 16.95 q
ﾀﾀﾞｲ  ﾐｷ 島根

3 5 3116 忠井　　美樹 (3) 大東中 17.57
ﾄﾐｵｶ ﾁﾅﾂ 島根

4 8 2661 富岡　　千夏 (3) 斐川東中 21.32
ﾌｼﾞﾊﾗ  ｱﾐ 島根

5 3 2121 藤原　　亜未 (3) 河南中 22.41
ｲｼﾊﾗ  ﾕｳｶ 島根

7 3126 石原　　優花 (3) 大東中 DNS

決勝 

風:  -1.9
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根

1 3 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 14.74
ｺﾜ ﾘﾅ 島根

2 4 2536 古和　　里奈 (3) 大社中 15.89
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

3 6 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 16.09
ｳｴｷ  ﾓﾓｶ 島根

4 7 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂中 16.31
ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ 島根

5 5 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂中 16.45
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島根

6 8 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 17.04
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島根

7 2 1821 髙原　　七恵 (2) 出雲一中 17.95
ｺｳﾀ  ﾐﾕ 島根

8 1 3918 幸田　　未夢 (1) 大田一中 18.70

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学女子走高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1m70      川本　衣里子(鳥取・境港二中)          1990(74回)
大会記録(GR)            1m70      船寄　恵未野(鳥取・北冥中)            1991(75回)
中学校山陰記録(AJR)     1m76      川本　衣里子(鳥取・境港二中)          1990 4月26日 15:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔﾓﾄ ﾄｳｺ 島根 － － － － × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○
1 12 2540 宮本　　瞳子 (3) 大社中 × ○ × × ○ ○ × × × 1m59

ｳﾜﾍﾞ ｻｵﾘ 島根 － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
2 8 4810 上部　　沙織 (2) 浜田一中 × × × 1m50

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 島根 － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×
3 20 4902 小林　亜衣梨 (2) 浜田二中 1m44

ﾌｼﾞｲ  ﾐｷ 島根 － － － － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×
4 5 5400 藤井　　美紀 (3) 弥栄中 1m44

ﾉﾉﾑﾗ ｺﾄ 島根 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×
5 18 3103 野々村　来都 (2) 大東中 1m41

ｶﾂﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島根 － － － × × ○ ○ × × ×
6 3 2704 勝部　　涼香 (2) 斐川西中 1m35

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ 島根 － ○ × ○ × ○ ○ × × ×
6 7 2541 栗田　　優彩 (3) 大社中 1m35

ｲﾏｵｶ ﾐﾕ 島根 － － － － × ○ × × ×
8 11 2534 今岡　　弥夕 (3) 大社中 1m35

ｽﾐﾓﾄ  ﾄﾓｺ 島根 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×
9 22 4900 炭本　　智子 (3) 浜田二中 1m35

ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ 島根 － － ○ ○ × × ×
10 24 2606 飯塚　　香穏 (2) 斐川東中 1m30

ﾔﾉ ｱｵｲ 島根 ○ ○ ○ × × ×
11 10 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 1m25

ｻｻｷ ﾚｲﾅ 島根 ○ ○ × ○ × × ×
12 6 4521 佐々木　玲南 (2) 江津中 1m25

ｶｼﾞﾀﾆ  ﾘｶ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×
13 9 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南中 1m25

ｱｺﾞｳ  ﾐｷ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×
13 23 2130 吾郷　　未来 (2) 河南中 1m25

ｵｵｸﾆ  ﾏﾅﾐ 島根 ○ ○ × × ×
15 1 2131 大國　　真凡 (2) 河南中 1m20

ﾂﾈﾏﾂ ﾐｶ 島根 ○ ○ × × ×

1m15

1m53

1m20

1m56

1m25

1m59

1m47 1m501m30

1m62

1m35 1m38 1m41 1m44

ﾂﾈﾏﾂ ﾐｶ 島根 ○ ○ × × ×
15 15 1822 常松　　美華 (2) 出雲一中 1m20

ﾎｿｶﾜ ﾘｻｺ 島根 ○ × × ×
17 13 3055 細川　理紗子 (2) 出雲北陵中 1m15

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ 島根 × ○ × × ×
18 19 3739 藤原　　　澪 (2) 仁多中 1m15

ｲﾁｲ ﾚﾅ 島根 × × ×
2 2656 市居　　玲奈 (3) 斐川東中 NM

ｻｻｷ ﾗﾑ 島根 × × ×
4 4509 佐々木　蘭夢 (2) 江津中 NM

ﾊﾗﾀﾞ  ﾘｺ 島根 × × ×
14 3108 原田　　莉子 (2) 大東中 NM

ｶﾈﾂｸ ｴﾘ 島根 － × × ×
17 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多中 NM

ﾌｸｼﾏ ﾅｵ 島根
16 1814 福嶋　　名緒 (3) 出雲一中 DNS

ｶﾐ ｱｽﾅ 島根
21 1006 嘉見　明日菜 (3) 東出雲中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            5m53      木村　　悦子(島根・松江一中)          1978(62回)
中学校山陰記録(AJR)     5m65      湊　　つばさ(鳥取・境港一中)          1998 4月27日 11:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ  ｶﾎ 島根 5m01 5m06 5m04 5m06 5m16 4m86 5m12 5m16 公認6回目
1 2 5511 田邨　　夏歩 (3) 金城中 +1.5 +1.3 +1.1 +1.3 +2.1 -1.6 +0.8 +2.1 5m12(+0.8)

ｲﾉｳｴ   ﾏｲ 島根 × 4m73 5m13 5m13 × × 5m13 5m13
2 24 3129 井上　　　舞 (3) 大東中 -1.8 +2.2 +2.2 +0.9 +0.9

ｲﾄﾊﾗ   ﾕｳ 島根 4m89 4m90 5m09 5m09 5m08 4m94 5m10 5m10
3 26 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 +2.1 +2.6 +0.5 +0.5 +1.5 -1.7 +0.1 +0.1

ｵｸﾞｻ  ﾅﾎ 島根 4m62 3m65 4m52 4m62 × 4m72 4m87 4m87
4 35 614 小草　　菜歩 (2) 松江二中 +0.7 +1.7 +1.4 +0.7 -1.3 +0.2 +0.2

ﾀｶｾ ﾘｶｺ 島根 4m69 4m70 4m54 4m70 4m75 4m67 4m75 4m75
5 22 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南中 +1.6 +0.9 +1.8 +0.9 +1.8 0.0 +1.5 +1.5

ｵｵﾋﾞﾂﾏﾐ 島根 4m47 4m64 4m61 4m64 4m41 4m52 4m57 4m64
6 14 147 大櫃　　茉美 (3) 安来一中 +0.9 +1.5 +1.4 +1.5 +1.2 -0.9 +1.4 +1.5

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島根 4m48 4m61 4m43 4m61 4m29 4m51 4m44 4m61
7 13 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 +2.0 +1.3 +1.2 +1.3 +0.5 -0.2 -1.6 +1.3

ﾆｯﾀ  ﾓﾓｺ 島根 × 4m54 4m46 4m54 4m24 4m49 4m24 4m54 公認5回目
8 27 3127 新田　　桃子 (3) 大東中 +2.7 +2.2 +2.7 +0.7 0.0 -1.7 +2.7 4m49(0.0)

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島根 4m03 4m51 4m39 4m51 4m51
9 18 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 0.0 +1.7 +1.4 +1.7 +1.7

ｲﾉｳｴ ﾕｷ 島根 × 4m45 × 4m45 4m45
10 3 2655 井上　　結稀 (3) 斐川東中 +2.5 +2.5 +2.5

ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ 島根 4m21 4m34 4m03 4m34 4m34 公認1回目
11 17 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂中 +0.1 +3.4 +2.4 +3.4 +3.4 4m21(+0.1)

ﾏﾂｼﾀ  ｱｲｶ 島根 4m33 4m02 4m31 4m33 4m33
12 5 2118 松下　　愛可 (3) 河南中 +1.8 +0.1 +1.4 +1.8 +1.8

ﾏﾂｳﾗ  ｶﾝﾅ 島根 × 4m19 4m29 4m29 4m29 公認2回目
13 6 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲三中 0.0 +2.2 +2.2 +2.2 4m19(0.0)

ﾀｼﾞﾏ  ｻﾗｻ 島根 4m28 × × 4m28 4m28
14 32 3102 田島　　更紗 (2) 大東中 +2.0 +2.0 +2.0

ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 島根 4m20 4m21 4m15 4m21 4m21 公認1回目
15 8 2716 持田　　柚希 (3) 斐川西中 +1.5 +2.6 +2.0 +2.6 +2.6 4m20(+1.5)

ﾂﾉﾀﾞ  ﾋｽｲ 鳥取 × × 4m13 4m13 4m13
16 7 T200 角田　　妃吹 (2) 大山中 +1.6 +1.6 +1.6

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 島根 4m12 4m09 4m12 4m12 4m12
17 34 5513 小林　みなみ (2) 金城中 +1.1 +1.4 +1.4 +1.1 +1.1

ｳｴﾀﾞ ﾏﾅ 島根 3m98 × 4m11 4m11 4m11
植 愛 ( ) 斐川西中18 36 2714 植田　　　愛 (3) 斐川西中 -0.2 +0.9 +0.9 +0.9
ﾎｿｶﾜ ﾏｷﾎ 島根 3m89 3m94 4m10 4m10 4m10

19 16 2041 細川　まきほ (3) 出雲三中 +0.5 +1.8 +1.3 +1.3 +1.3
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 島根 4m09 4m00 3m93 4m09 4m09

20 15 2710 原　　　菜摘 (2) 斐川西中 +1.4 +1.4 +1.8 +1.4 +1.4
ﾔｽﾀﾞ　ﾁｻ 島根 × 4m07 4m07 4m07 4m07

21 33 519 安田　　千紗 (3) 松江一中 +2.1 +2.2 +2.1 +2.1
ｼｮｳｼﾞ ﾐﾕｷ 島根 4m04 3m85 3m81 4m04 4m04

22 25 2609 昌子　実佑紀 (2) 斐川東中 +1.3 -1.8 +2.0 +1.3 +1.3
ｶｼﾞ　ﾕｳﾅ 島根 × 4m03 3m92 4m03 4m03

23 1 520 加地　　優奈 (3) 松江一中 0.0 +1.0 0.0 0.0
ｵｶﾓﾄ ﾜｶﾅ 島根 × × 4m03 4m03 4m03

24 4 4520 岡本　　若奈 (3) 江津中 +1.3 +1.3 +1.3
ﾐｳﾗ ﾏｲ 島根 4m01 3m99 3m98 4m01 4m01

25 12 4523 三浦　　　茉 (2) 江津中 +0.9 +1.1 +1.2 +0.9 +0.9
ﾂﾈﾏﾂ ﾅｵ 島根 × 3m98 3m82 3m98 3m98

26 31 2659 常松　　奈緒 (3) 斐川東中 +1.2 +1.9 +1.2 +1.2
ｵﾝﾀﾞ  ｶﾅ 島根 3m69 3m91 3m88 3m91 3m91

27 23 2133 恩田　　加奈 (2) 河南中 +1.3 +1.3 +1.7 +1.3 +1.3
ｼｭｳﾄｳ  ｶｲ 島根 3m73 3m79 3m47 3m79 3m79 公認1回目

28 38 151 周藤　　夏衣 (3) 安来一中 +0.6 +2.5 +1.1 +2.5 +2.5 3m73(+0.6)
ｲﾅﾀ ｱｽｶ 島根 3m75 × × 3m75 3m75

29 28 608 稲田　あすか (3) 松江二中 +0.8 +0.8 +0.8
ﾜﾀﾞ  ﾕｳｶ 島根 3m45 3m72 3m51 3m72 3m72

30 10 618 和田　　悠佳 (2) 松江二中 +0.5 +0.7 +1.5 +0.7 +0.7
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 島根 3m47 3m34 3m71 3m71 3m71

31 21 2543 嘉藤　　帆香 (2) 大社中 +2.4 +2.2 +1.8 +1.8 +1.8
ｺﾆｼ ﾋﾖﾘ 島根 3m64 3m70 3m49 3m70 3m70 公認1回目

32 29 154 小西　ひより (2) 安来一中 +0.9 +2.3 +1.1 +2.3 +2.3 3m64(+0.9)
ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ 島根 3m47 3m42 3m53 3m53 3m53

33 9 1813 岡元　　彩香 (3) 出雲一中 +0.6 +1.6 +1.4 +1.4 +1.4
ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 島根 × × ×

19 2545 西田　亜優美 (2) 大社中 NM
ﾀﾏｷ ﾙﾘ 島根 × × ×

20 2434 玉木　　琉梨 (2) 向陽中 NM
ｽﾐ  ｸﾙﾐ 島根

11 2433 角　　玖留未 (2) 向陽中 DNS
ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 島根

30 1826 池田　　愛花 (2) 出雲一中 DNS
ｻｶｲ  ﾜｶﾅ 島根

37 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            13m78     松下　　雪枝(島根・浜田四中)          1974(58回)
中学校山陰記録(AJR)     14m55     松下　　雪枝(島根・浜田四中)          1973 4月26日 12:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

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 22 2022 岩野　　愛子 (3) 出雲三中 10m76 11m00 10m77 11m00 10m68 10m64 11m08 11m08

ｲﾜﾀ  ｼｽﾞ 島根
2 16 3111 岩田　　志津 (3) 大東中 9m68 9m32 9m46 9m68 9m51 9m93 9m75 9m93

ｵﾎ  ﾅﾙﾐ 島根
3 27 2039 於保　　成実 (3) 出雲三中 9m70 9m77 9m63 9m77 9m70 9m15 9m14 9m77

ｴｽﾐ  ﾕｽﾞ 島根
4 29 2535 江角　　ゆず (3) 大社中 9m49 9m00 8m42 9m49 8m35 8m63 8m26 9m49

ﾐｼﾏ  ｲｽﾞﾐ 島根
5 15 1002 三島　　　和 (2) 東出雲中 9m33 8m52 8m43 9m33 8m80 8m08 8m28 9m33

ｱｻﾂ ﾘｺ 島根
6 17 3729 朝津　　璃子 (3) 仁多中 8m97 9m14 9m14 9m14 9m14 8m80 9m24 9m24

ｻﾙｷ ﾊﾙｶ 島根
7 6 2657 猿木　　　悠 (3) 斐川東中 8m16 8m85 9m02 9m02 9m08 9m01 9m17 9m17

ｷﾑﾗ ﾅﾅ 島根
8 4 2654 木村　　菜々 (3) 斐川東中 8m78 8m06 8m91 8m91 8m58 7m91 8m42 8m91

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島根
9 8 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 8m53 8m15 8m13 8m53 8m53

ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 島根
10 21 2113 竹中　ひかる (3) 河南中 8m22 7m95 8m19 8m22 8m22

ｼﾝｼﾞ ﾅﾎ 島根
11 25 2663 宍道　　奈穂 (3) 斐川東中 7m89 6m71 7m57 7m89 7m89

ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 島根
12 5 3738 高野　　彩香 (2) 仁多中 7m78 7m81 7m31 7m81 7m81

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ 島根
13 14 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多中 6m84 7m43 7m79 7m79 7m79

ﾉﾊﾗ ﾕﾘ 島根
14 7 1823 野原　　結莉 (2) 出雲一中 7m68 7m25 7m26 7m68 7m68

ﾌｼﾞﾓﾄ   ｱﾔ 島根
15 2 3123 藤本 彩 (3) 大東中 7 32 7 49 7 62 7 62 7 6215 2 3123 藤本　　　彩 (3) 大東中 7m32 7m49 7m62 7m62 7m62

ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ 島根
16 28 4517 藤田　　咲良 (3) 江津中 7m26 6m40 6m96 7m26 7m26

ｶﾔﾏ ﾅﾂｷ 島根
17 1 2708 香山　　名月 (2) 斐川西中 7m00 7m13 6m33 7m13 7m13

ｴﾝﾄﾞｳ  ｻﾖ 島根
18 23 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来一中 6m14 6m99 5m62 6m99 6m99

ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ 島根
19 11 2544 杉谷　　未来 (2) 大社中 6m40 5m64 6m77 6m77 6m77

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔｶ 島根
20 3 1116 小笠原　彩華 (3) 島大附属中 6m74 6m24 6m30 6m74 6m74

ｲﾜﾀ ﾐﾄ 島根
21 19 530 岩田　　美澄 (2) 松江一中 6m58 × 6m31 6m58 6m58

ｷｼ  ﾘｶｺ 島根
22 18 2136 岸　　里伽子 (2) 河南中 5m30 6m57 6m56 6m57 6m57

ﾏﾁﾀﾞ ｲｵﾘ 島根
23 24 5916 町田　いおり (3) 瑞穂中 6m54 5m40 5m51 6m54 6m54

ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｷ 島根
24 20 3106 奥村　なつき (3) 大東中 6m52 6m25 6m33 6m52 6m52

ﾊﾗ ﾕﾐｺ 島根
25 12 2546 原　　優美子 (2) 大社中 5m19 5m24 6m09 6m09 6m09

ﾅｶﾞｻｷ  ｷｮｳｶ 島根
26 9 2435 長崎　　京夏 (2) 向陽中 4m80 5m93 4m66 5m93 5m93

ﾌｼﾞﾊﾗ  ｱﾐ 島根
27 10 2121 藤原　　亜未 (3) 河南中 5m52 5m67 5m65 5m67 5m67

ｽﾄｳ  ﾅﾙﾐ 島根
28 13 2432 周藤　　成美 (2) 向陽中 5m17 4m39 5m08 5m17 5m17

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 島根
26 2710 原　　　菜摘 (2) 斐川西中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12.00     末成　　康子(島根・益田市陸協)        2005(88回) 4月26日 12:20 予選
山陰記録(AR)            11.62     澤田　　博美(鳥取・鳥取県ＳＣ)        2000 4月26日 14:10 準決勝

4月26日 15:50 決勝

予選 6組2着＋4

1組 風:  -0.2 2組 風:  -1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾊｼ  ﾏﾐ 鳥取 ｶﾜﾑﾗ  ﾋﾄﾐ 山口

1 4 T81 三橋　　真美 (3) 鳥取商高 13.27 Q 1 5 2 河村　　仁美 周南市役所 12.86 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ 鳥取 ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根

2 3 T226 森本　　結布 (2) 米子東高 13.61 Q 2 3 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 13.37 Q
ｼﾐｽﾞ   ﾕｳｶ 島根 ﾍﾀ　ｼｽﾞﾊ 島根

3 5 45 清水　　夕夏 (1) 明誠高 13.76 3 4 233 部田　　倭葉 (3) 松江北高 13.57 q
ﾊｯﾄﾘ　ﾕｲ 島根 ﾅｶﾞﾀ  ｻｷ 岡山

4 8 388 服部　　　結 (1) 江津高 14.27 4 6 7-2888 永田　　沙紀 (2) 美作大 13.67
ｵﾓﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根 ﾅｲﾄｳ  ﾕｳｶ 島根

5 2 93 表田　ことみ (2) 益田高 15.05 5 8 124 内藤　　有香 (3) 出雲高 13.85
ｷｼﾉ ﾙﾐｺ 島根 ﾀﾏｷ  ﾘﾅ 島根

6 7 457 岸野　留美子 (3) 三刀屋高 15.27 6 7 336 玉木　　里奈 (2) 石見智翠館高 14.65
ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥取 ｻｻｷ ﾕｶ 島根

6 T238 岡崎　　麻央 (3) 倉吉東高 DNS 7 2 335 佐々木　優佳 (2) 石見智翠館高 15.29

3組 風:  -1.1 4組 風:  -0.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根 ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ 島根

1 5 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高 13.18 Q 1 6 594 水師　　莉子 (1) 大社高 13.03 Q
ﾔﾏﾀﾞ  ﾐﾙ 島根 ﾓﾘﾔﾏ  ﾒｸﾞﾐ 島根

2 4 7-2880 山田　　みる (3) 美作大 13.52 Q 2 5 1305 森山　　恵美 大田市陸協 13.09 Q
ﾀｶﾉ  ﾐｶ 島根 ﾓﾘﾀ  ﾑﾂﾐ 鳥取

3 6 41 高野　　美加 (2) 明誠高 13.66 q 3 4 7-2875 森田　　睦未 (4) 美作大 13.45 q
ﾀﾑﾗ ﾐﾅﾐ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 島根

4 2 524 田邨　みなみ (2) 浜田高 14.13 4 3 42 山口　　眞歩 (2) 明誠高 13.60 q
ｳｴﾀ  ﾘﾎ 鳥取 ﾆｼｺﾘ  ﾏﾕ 島根

5 8 T85 上田　　璃穂 (3) 鳥取商高 14.54 5 2 319 錦織　　真由 (2) 平田高 13.89
ｱｻﾋ  ｶﾎ 島根 ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾘｺ 島根

6 1 318 淺日　　香帆 (2) 平田高 15.01 6 1 295 柳川　　莉子 (1) 松江商高 14.06淺日 香帆 ( ) 平田高 柳川 莉子 ( ) 松江商高
ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取 ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 島根

3 T242 中原　　美仁 (3) 倉吉東高 DNS 7 7 92 大畑　はるな (2) 益田高 14.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 鳥取 ｻﾄｳ　ﾉﾉｶ 島根

7 T144 山本　　麻郁 (2) 倉吉西高 DNS 8 8 232 佐藤　乃々香 (3) 松江北高 14.82

5組 風:  -1.4 6組 風:  -0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根 ﾏｴｼﾞﾏ  ﾙｶ 島根

1 6 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 13.41 Q 1 6 358 前島　　瑠華 (2) 松江東高 12.97 Q
ﾌｸﾏ  ｱﾘｻ 島根 ﾀｶｼﾊﾞ　ｿﾉｶ 島根

2 2 618 福間　　有紗 (1) 松江北高 13.88 Q 2 5 199 高柴　　苑花 (3) 大社高 13.41 Q
ﾏｴﾀ ﾘｶ 鳥取 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ 鳥取

3 3 T143 前田　　梨華 (3) 倉吉西高 13.89 3 7 T227 柴田　　友理 (2) 米子東高 14.09
ﾀﾞﾃ ﾋﾅｺ 島根 ﾄｸﾅﾐ  ﾖｼｴ 島根

4 7 352 伊達　日向子 (3) 松江東高 14.06 4 2 1431 徳浪　　慶恵 SUNS AC 14.39
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥取 ﾎﾞﾝｺﾊﾞﾗ　ﾅﾐ 島根

5 5 T87 東上　　紗耶 (1) 鳥取商高 14.13 5 8 576 盆子原　奈美 (1) 江津高 14.96
ｲｼﾊﾞｼ  ﾐﾕｷ 島根 ﾏﾂｳﾗ  ﾏｻﾐ 島根

6 8 391 石橋　　美幸 (3) 松江ろう 14.81 6 1 104 松浦　　雅実 (3) 松江南高 15.05
ﾐｶﾐ  ﾏﾅ 島根 ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根

4 550 三上　　真奈 (1) 矢上高 DNS 3 136 成相　　亜美 (2) 出雲高 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取

4 T239 遠藤　　菜々 (1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            12.00     末成　　康子(島根・益田市陸協)        2005(88回) 4月26日 12:20 予選
山陰記録(AR)            11.62     澤田　　博美(鳥取・鳥取県ＳＣ)        2000 4月26日 14:10 準決勝

4月26日 15:50 決勝

準決勝 2組3着＋2

1組 風:  -0.8 2組 風:  -0.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜﾑﾗ  ﾋﾄﾐ 山口 ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ 島根

1 4 2 河村　　仁美 周南市役所 12.78 Q 1 3 594 水師　　莉子 (1) 大社高 12.84 Q
ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根 ﾏｴｼﾞﾏ  ﾙｶ 島根

2 6 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高 13.01 Q 2 6 358 前島　　瑠華 (2) 松江東高 13.05 Q
ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根 ﾓﾘﾔﾏ  ﾒｸﾞﾐ 島根

3 5 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 13.21 Q 3 4 1305 森山　　恵美 大田市陸協 13.12 Q
ﾐﾊｼ  ﾏﾐ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根

4 3 T81 三橋　　真美 (3) 鳥取商高 13.33 q 4 5 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 13.21 q
ﾓﾘﾀ  ﾑﾂﾐ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ  ﾐﾙ 島根

5 2 7-2875 森田　　睦未 (4) 美作大 13.60 5 7 7-2880 山田　　みる (3) 美作大 13.37
ﾀｶﾉ  ﾐｶ 島根 ﾍﾀ　ｼｽﾞﾊ 島根

6 1 41 高野　　美加 (2) 明誠高 13.60 6 2 233 部田　　倭葉 (3) 松江北高 13.60
ﾌｸﾏ  ｱﾘｻ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 島根

7 7 618 福間　　有紗 (1) 松江北高 13.96 7 1 42 山口　　眞歩 (2) 明誠高 13.69
ﾀｶｼﾊﾞ　ｿﾉｶ 島根 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ 鳥取

8 199 高柴　　苑花 (3) 大社高 DNS 8 8 T226 森本　　結布 (2) 米子東高 13.74

決勝 

風:  +2.2
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾑﾗ  ﾋﾄﾐ 山口

1 5 2 河村　　仁美 周南市役所 12.20
ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ 島根

2 3 594 水師　　莉子 (1) 大社高 12.41
ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根

3 4 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高 12.64
ﾏｴｼﾞﾏ  ﾙｶ 島根

4 6 358 前島　　瑠華 (2) 松江東高 12.64
ﾐﾊｼ  ﾏﾐ 鳥取

5 1 T81 三橋　　真美 (3) 鳥取商高 12.85
ﾓﾘﾔﾏ  ﾒｸﾞﾐ 島根ﾘﾔ ﾒｸ ﾐ 島根

6 8 1305 森山　　恵美 大田市陸協 12.85
ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根

7 2 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 12.88
ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根

8 7 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 12.99

凡例  DNS:欠場



一般女子200m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            24.79     青山　　聖佳(島根・松江商高)          2012(95回) 4月27日 10:55 予選
山陰記録(AR)            23.78     青山　　聖佳(島根・松江商高)          2013 4月27日 16:35 決勝

予選 4組1着＋4

1組 風:  -0.2 2組 風:  +0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾈﾌﾞﾁ  ﾘｻ 広島 ﾐﾔﾀ　ﾅﾐ 島根

1 4 7-2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 25.44 Q 1 4 223 宮田　　七海 (2) 大社高 25.97 Q
ｲﾜｻｷ  ﾏｷ 鳥取 ﾀｶﾉ  ﾐｶ 島根

2 5 T211 岩崎　　万季 (2) 鳥取中央育英高 26.04 q 2 6 41 高野　　美加 (2) 明誠高 27.59
ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根 ﾀﾞﾃ ﾋﾅｺ 島根

3 2 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 26.94 q 3 5 352 伊達　日向子 (3) 松江東高 27.93
ﾐﾊｼ  ﾏﾐ 鳥取 ｶﾓ　ﾅﾅﾐ 島根

4 6 T81 三橋　　真美 (3) 鳥取商高 27.25 4 3 241 加茂　　七海 (2) 松江北高 29.51
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ  ｶｺ 島根

5 3 T79 三田　華菜子 (2) 鳥取商高 28.54 7 276 山田　　かこ (3) 松江商高 DNS
ﾅｶｲﾝｷｮ ﾐｸ 島根 ｲｼｵｶ  ﾅﾐ 島根

6 8 40 中隠居　実紅 (3) 明誠高 29.26 8 120 石岡　　菜美 (3) 出雲高 DNS
ｻｻｷ ﾕｶ 島根

7 7 335 佐々木　優佳 (2) 石見智翠館高 32.11

3組 風:  +1.2 4組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山 ﾋﾉ　ｲｽﾞ 島根

1 7 7-2877 久松　花朱実 (3) 美作大 25.57 Q 1 6 200 日野　　依瑞 (3) 大社高 25.83 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 島根 ｲｶﾀﾞﾂ  ｻｷ 広島

2 6 619 藤原　茉奈美 (1) 松江北高 27.14 q 2 4 7-3107 筏津　　沙紀 (1) 美作大 26.84 q
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 島根 ｼﾐｽﾞ   ﾕｳｶ 島根

3 4 42 山口　　眞歩 (2) 明誠高 27.89 3 7 45 清水　　夕夏 (1) 明誠高 29.03
ｳｴﾀ  ﾘﾎ 鳥取 ｻﾄｳ　ﾉﾉｶ 島根

4 8 T85 上田　　璃穂 (3) 鳥取商高 29.29 4 8 232 佐藤　乃々香 (3) 松江北高 29.78
ｻｻｷ　ｻﾁｴ 島根 ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根

5 3 384 佐々木　幸恵 (3) 江津高 31.84 3 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 DNS
ﾐｶﾐ  ﾏﾅ 島根 ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根

5 550 三上　　真奈 (1) 矢上高 DNS 5 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高 DNS

決勝 

風:  +2.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾈﾌﾞﾁ  ﾘｻ 広島

1 6 7-2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 25.03
ﾐﾔﾀ　ﾅﾐ 島根

2 5 223 宮田　　七海 (2) 大社高 25.52
ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山

3 3 7-2877 久松　花朱実 (3) 美作大 25.64
ｲﾜｻｷ  ﾏｷ 鳥取

4 7 T211 岩崎　　万季 (2) 鳥取中央育英高 25.66
ﾋﾉ　ｲｽﾞ 島根

5 4 200 日野　　依瑞 (3) 大社高 26.11
ｲｶﾀﾞﾂ  ｻｷ 広島

6 8 7-3107 筏津　　沙紀 (1) 美作大 26.62
ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根

7 2 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 26.63
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 島根

8 1 619 藤原　茉奈美 (1) 松江北高 27.50

凡例  DNS:欠場



一般女子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            57.24     末光　　眞子(島根・松江北高)          2010(93回) 4月26日 10:55 予選
山陰記録(AR)            53.40     青山　　聖佳(島根・松江商高)          2013 4月26日 14:45 決勝

予選 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島根

1 6 136 成相　　亜美 (2) 出雲高 1:02.01 Q 1 2 617 福田　　翔子 (1) 松江北高 57.80 Q
ﾏｽｵ  ﾊﾙﾅ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ  ｶｺ 島根

2 5 T210 升尾　　春奈 (3) 鳥取中央育英高 1:02.90 Q 2 5 276 山田　　かこ (3) 松江商高 1:01.30 Q
ｵｷﾀ ﾊﾙﾅ 島根 ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取

3 1 374 沖田　　春菜 (3) 益田翔陽高 1:05.89 3 4 T154 濱田　　千里 (3) 八頭高 1:02.62 q
ｱﾘﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島根

4 7 T155 有田　　なつみ (3) 八頭高 1:07.55 4 8 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高 1:05.60
ｻｻｷ　ｻﾁｴ 島根 ﾌｸｲ  ﾐｽﾞｷ 鳥取

5 8 384 佐々木　幸恵 (3) 江津高 1:15.76 5 3 T107 福井　　瑞季 (3) 倉吉総産高 1:07.14
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ 鳥取 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾅ 島根

2 T197 松本　　梨花 (2) 境高 DNS 6 7 373 大谷　　優奈 (3) 益田翔陽高 1:13.02
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥取 ﾊﾏﾉ  ﾏﾎ 島根

3 T243 松本　　亜美 (2) 倉吉東高 DNS 6 525 濵野　　真帆 (2) 浜田高 DNS
ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取

4 T242 中原　　美仁 (3) 倉吉東高 DNS

3組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根

1 2 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高 1:00.52 Q
ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取

2 5 T194 小松　　　華 (3) 境高 1:01.50 Q
ﾅｶｲﾝｷｮ ﾐｸ 島根

3 4 40 中隠居　実紅 (3) 明誠高 1:04.08 q
ｲﾜｻｷ　ｱﾔｶ 島根

4 3 229 岩崎　　絢加 (3) 松江北高 1:04.12
ｷﾀﾑﾗ　ｷｮｳｶ 島根

5 7 592 北村　　京香 (1) 大社高 1:05.29
ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ 鳥取

6 8 T228 足立　佐千子 (3) 米子東高 1:05.81
ﾅｶﾞﾐ  ｴﾅ 鳥取ﾅｶ ﾐ ﾅ 鳥取

6 T213 永見　　恵奈 (2) 鳥取中央育英高 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島根
1 3 617 福田　　翔子 (1) 松江北高 58.15

ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根
2 4 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高 1:00.13

ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取
3 8 T194 小松　　　華 (3) 境高 1:00.99

ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根
4 6 136 成相　　亜美 (2) 出雲高 1:01.84

ﾏｽｵ  ﾊﾙﾅ 鳥取
5 7 T210 升尾　　春奈 (3) 鳥取中央育英高 1:02.43

ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取
6 2 T154 濱田　　千里 (3) 八頭高 1:03.57

ﾅｶｲﾝｷｮ ﾐｸ 島根
7 1 40 中隠居　実紅 (3) 明誠高 1:04.82

ﾔﾏﾀﾞ  ｶｺ 島根
5 276 山田　　かこ (3) 松江商高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            2:12.3    大国　美喜子(島根・出雲農高)          1983(67回) 4月27日 09:20 予選
山陰記録(AR)            2:08.27   中原　　孝子(鳥取・鳥取女子高)        1987 4月27日 14:15 決勝

予選 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥取 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島根

1 3 T231 大森　真歩子 (2) 米子東高 2:24.08 Q 1 5 617 福田　　翔子 (1) 松江北高 2:22.29 Q
ﾄｻｷ  ｴﾘｶ 島根 ｵｷﾀ ﾊﾙﾅ 島根

2 5 289 戸崎　絵里花 (2) 松江商高 2:30.61 Q 2 1 374 沖田　　春菜 (3) 益田翔陽高 2:32.04 Q
ﾊﾗ  ｶﾅｺ 島根 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥取

3 4 100 原　　加奈子 (3) 松江南高 2:32.24 3 4 T82 近藤　さくら (2) 鳥取商高 2:33.69
ｷﾑﾗ ﾎﾅﾐ 島根 ﾏｽﾀﾞ ﾐｵ 島根

4 1 334 木村　帆菜美 (2) 石見智翠館高 2:34.00 4 7 326 増田　　弥央 (3) 石見智翠館高 2:35.92
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｻﾎ 島根 ﾉﾑﾗ　ﾘｮｳｺ 島根

5 6 278 渡部　　紗歩 (3) 松江商高 2:50.27 5 3 387 野村　　涼子 (1) 江津高 2:43.33
ﾆｯﾀ ﾘﾅ 島根 ｸﾉｳ　ｻﾂｷ 島根

2 380 新田　　利奈 (2) 益田翔陽高 DNS 6 6 231 九重　佐都季 (3) 松江北高 2:51.30
ﾄﾔ  ｷｮｳｺ 島根 ｷﾀﾑﾗ　ｷｮｳｶ 島根

7 454 鳥谷　　香子 (2) 横田高 DNS 2 592 北村　　京香 (1) 大社高 DNS
ｵｶﾞﾜ　ﾓﾓｶ 島根 ｵｵｼﾏ ｻﾜｺ 島根

8 230 小川　　桃果 (3) 松江北高 DNS 8 7-2884 大島　沙和子 (2) 美作大 DNS

3組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｻﾞｻ  ﾐﾅﾐ 島根

1 3 306 小笹　　美波 (3) 平田高 2:28.56 Q
ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ 鳥取

2 4 T228 足立　佐千子 (3) 米子東高 2:28.89 Q
ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島根

3 5 7-2964 鈴木　　真綾 (3) 島根大 2:29.50 q
ｲｼｶﾜ  ﾘﾅ 島根

4 2 378 石川　　理那 (2) 益田翔陽高 2:31.95 q
ﾀﾊﾞﾗ  ﾐｽﾞｷ 島根

5 6 523 田原　　瑞希 (2) 浜田高 2:33.32
ｽﾐﾀ　ﾘｵ 島根

6 1 385 住田　　梨緒 (3) 江津高 2:49.10
ｻﾄｳ  ﾕﾅ 島根

7 7 466 佐藤　　友奈 (2) 三刀屋高 2:56.14
ﾂﾎﾞｳﾁ  ﾏｺ 島根ｳﾁ 島根

8 275 坪内　　真子 (3) 松江商高 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島根
1 3 617 福田　　翔子 (1) 松江北高 2:17.22

ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥取
2 4 T231 大森　真歩子 (2) 米子東高 2:18.48

ｲｼｶﾜ  ﾘﾅ 島根
3 1 378 石川　　理那 (2) 益田翔陽高 2:25.94

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島根
4 2 7-2964 鈴木　　真綾 (3) 島根大 2:27.10

ｵｻﾞｻ  ﾐﾅﾐ 島根
5 5 306 小笹　　美波 (3) 平田高 2:30.13

ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ 鳥取
6 6 T228 足立　佐千子 (3) 米子東高 2:31.14

ｵｷﾀ ﾊﾙﾅ 島根
7 7 374 沖田　　春菜 (3) 益田翔陽高 2:34.18

ﾄｻｷ  ｴﾘｶ 島根
8 8 289 戸崎　絵里花 (2) 松江商高 2:39.81

凡例  DNS:欠場



一般女子100mH(0.840m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14.25     中山　　ゆかり(島根・松江北高)        2005(88回) 4月26日 09:10 予選
山陰記録(AR)            13.48     松浦　　真枝(島根・島根大)            1995 4月26日 13:30 決勝

予選 3組2着＋2

1組 風:  -0.8 2組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾎﾘ   ﾊﾙﾅ 広島 ﾅｶｲ  ﾕﾒﾐ 鳥取

1 5 7-3109 堀　　　遥菜 (1) 美作大 16.29 Q 1 4 T212 中井　　夢実 (2) 鳥取中央育英高 16.03 Q
ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾓｴﾅ 島根 ﾀｹﾀﾞ　ｶﾅｺ 島根

2 3 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 16.30 Q 2 5 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 17.30 Q
ｶﾅﾂ  ﾕﾐｴ 島根 ｽｴﾂｸﾞ   ﾘﾝ 鳥取

3 6 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 17.52 q 3 8 T180 末次　　　凜 米子西高 18.63
ｲﾄｳ  ﾓﾄｶ 島根 ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ 島根

4 2 615 伊藤　　元伽 (1) 松江北高 19.10 4 2 616 奥田　しおり (1) 松江北高 19.98
ﾆｼｺﾘ  ﾘｺ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ  ﾐｷ 鳥取

5 7 299 錦織　　莉子 (3) 松江西高 20.09 3 T240 門脇　　美季 (3) 倉吉東高 DNS
ﾍﾀ ｼﾂﾞｸ 島根 ﾖﾓﾀ ﾊﾙﾅ 島根

8 191 部田　しづく (2) 松江高専 DQ,T11 6 127 四方田　晴菜 (3) 出雲高 DNS
ﾏｷ   ｶｽﾐ 鳥取 ﾏｷﾊﾗ  ｱﾔｶ 島根

4 T241 牧　　　香澄 (3) 倉吉東高 DNS 7 125 槇原　　彩夏 (3) 出雲高 DNS

3組 風:  -0.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾛｶﾞ  ｱﾔｶ 鳥取

1 4 7-3110 廣賀　　彩香 (1) 美作大 15.39 Q
ﾖﾈﾀﾞ  ｱｷ 鳥取

2 5 T108 米田　　亜希 (3) 倉吉総産高 17.35 Q
ｱｻｵ  ﾏﾉ 鳥取

3 7 T80 浅尾　　まの (2) 鳥取商高 17.49 q
ﾏｴﾀﾞ  ｱｲﾘ 島根

4 2 47 前田　　愛理 (1) 明誠高 17.99
ﾅｲﾄｳ  ﾕｳｶ 島根

5 8 124 内藤　　有香 (3) 出雲高 18.64
ﾐﾔｻｺ  ｻｱﾔ 広島

3 7-2889 宮迫　　紗綾 (2) 美作大 DNS
ﾃﾗﾀﾆ  ｻﾄﾐ 鳥取ﾃﾗﾀ ｻﾄﾐ 鳥取

6 T244 寺谷　　諭美 (3) 倉吉東高 DNS

決勝 

風:  0.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾛｶﾞ  ｱﾔｶ 鳥取

1 6 7-3110 廣賀　　彩香 (1) 美作大 15.32
ﾅｶｲ  ﾕﾒﾐ 鳥取

2 3 T212 中井　　夢実 (2) 鳥取中央育英高 15.84
ﾎﾘ   ﾊﾙﾅ 広島

3 5 7-3109 堀　　　遥菜 (1) 美作大 15.97
ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾓｴﾅ 島根

4 4 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 16.15
ｶﾅﾂ  ﾕﾐｴ 島根

5 1 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 16.73
ﾀｹﾀﾞ　ｶﾅｺ 島根

6 7 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 17.02
ﾖﾈﾀﾞ  ｱｷ 鳥取

7 8 T108 米田　　亜希 (3) 倉吉総産高 17.48
ｱｻｵ  ﾏﾉ 鳥取

8 2 T80 浅尾　　まの (2) 鳥取商高 18.06

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T11:ハードルを跳ばなかった



一般女子400mH(0.762m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1:02.95   新　　　里菜(鳥取・鳥取育英高)        2005(88回)
山陰記録(AR)            59.62     秋元　千鶴子(鳥取・鳥取女短大教)      1985 4月27日 15:05 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ  ﾐｷ 島根
1 6 7-2886 清水　　美希 (2) 美作大 1:09.06

ｱｻｵ  ﾏﾉ 鳥取
2 3 T80 浅尾　　まの (2) 鳥取商高 1:09.91

ｲﾜｻｷ　ｱﾔｶ 島根
3 5 229 岩崎　　絢加 (3) 松江北高 1:10.50

ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾅ 島根
4 2 373 大谷　　優奈 (3) 益田翔陽高 1:19.61

ｶﾅﾂ  ﾕﾐｴ 島根
4 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 DQ,T11

ｶﾂﾍﾞ ﾏﾘｱ 島根
1 484 勝部　まりあ (3) 出雲北陵高 DNS

ﾊﾏﾉ  ﾏﾎ 島根
7 525 濵野　　真帆 (2) 浜田高 DNS

ﾏｷﾊﾗ  ｱﾔｶ 島根
8 125 槇原　　彩夏 (3) 出雲高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T11:ハードルを跳ばなかった



一般女子走高跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            1m73      渡部　ゆかり(鳥取・鳥取西高)          1984(68回)
山陰記録(AR)            1m79      渡部　ゆかり(鳥取・鳥取西高)          1984 4月26日 12:30 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 － － － － ○ － ○ ○ ○ × × ×

1 9 T198 河野　恵里花 (3) 境高 1m62
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐﾎ 島根 － － － ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 6 128 渡部　　海帆 (3) 出雲高 1m62
ｼｼﾞｷ　ﾚｲﾅ 島根 － － － ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

3 13 217 志食　　伶奈 (2) 大社高 1m59
ﾌｸｼﾏ　ﾅｷﾞｻ 島根 － ○ ○ ○ × × ×

4 5 201 福島　　　渚 (3) 大社高 1m45
ｷｼﾓﾄ　ｶﾅ 島根 － ○ × ○ × ○ × × ×

5 3 198 岸本　　華奈 (3) 大社高 1m45
ｶﾈﾀﾆ  ｱﾂﾅ 鳥取 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 12 T78 金谷　　厚奈 (3) 鳥取商高 1m45
ｳｽﾞﾏｷ ﾐﾅﾐ 島根 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

7 2 515 宇津巻　　南 (3) 浜田高 1m45
ﾌﾙｶﾜ  ｷｮｳｶ 鳥取 ○ ○ × ○ × × ×

8 7 T214 古川　　京香 (2) 鳥取中央育英高 1m40
ﾅｶｻﾞﾄ  ｱﾐ 愛媛 × ○ ○ × × ○ × × ×

9 10 7-2887 中里　　亜美 (2) 美作大 1m40
ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ 島根 × × ○ ○ × × ×

10 11 91 大庭　由加里 (2) 益田高 1m35
ﾊﾗﾀﾞ  ｳﾘﾝ 島根 × × ×

4 137 原田　　右琳 (2) 出雲高 NM
ｱｵｷ   ﾐﾅﾐ 島根 × × ×

8 90 青木　　　南 (2) 益田高 NM
ｿﾀ ｱﾔｶ 島根

14 485 曽田　　彩華 (3) 出雲北陵高 DNS
ﾃﾗﾀﾆ  ｻﾄﾐ 鳥取

1 T244 寺谷　　諭美 (3) 倉吉東高 DNS

1m56 1m59 1m62 1m651m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m53

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子走幅跳
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            6m01      湊　　つばさ(鳥取・島根大)            2005(88回)
山陰記録(AR)            6m32      佐藤　　　緑(島根・筑波大)            1979 4月26日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 山口 × 4m20 5m86 5m86 5m76 × 5m77 5m86
1 67-2879 宗村　麻理子 (3) 美作大 -1.2 +0.1 +0.1 0.0 +0.3 +0.1

ｺﾊﾗ  ﾐﾊﾙ 鳥取 × 5m45 5m37 5m45 5m54 5m44 × 5m54
2 137-2966 小原　　未陽 (2) 島根大 +0.6 0.0 +0.6 +0.3 0.0 +0.3

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取 × 5m19 × 5m19 5m34 5m42 5m31 5m42
3 11 T195 宍戸　　美咲 (2) 境高 -0.7 -0.7 +0.8 0.0 -0.9 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴﾘ 岡山 5m41 5m25 － 5m41 5m37 5m21 － 5m41
4 107-2882 渡邊　　冴理 (3) 美作大 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾌｼﾞｲ   ｳﾗﾗ 鳥取 5m24 5m32 5m20 5m32 × × × 5m32
5 187-2965 藤井　　　麗 (3) 島根大 0.0 +0.2 0.0 +0.2 +0.2

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取 × 4m91 5m16 5m16 × 4m95 5m30 5m30
6 1 T84 福長　ちひろ (3) 鳥取商高 -0.7 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2

ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 岡山 5m08 5m21 5m10 5m21 × 5m23 × 5m23
7 247-2876 小野　みどり (3) 美作大 -0.1 +0.8 -0.7 +0.8 -0.2 -0.2

ﾍﾀ　ｼｽﾞﾊ 島根 4m86 4m42 5m14 5m14 × 4m02 4m99 5m14
8 21 233 部田　　倭葉 (3) 松江北高 -0.5 -0.2 0.0 0.0 -0.6 -0.1 0.0

ﾀｹﾀﾞ　ｶﾅｺ 島根 × 4m82 5m10 5m10 5m10
9 15 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 -0.7 +0.3 +0.3 +0.3

ﾍﾀ ｼﾂﾞｸ 島根 × 4m94 4m98 4m98 4m98
10 2 191 部田　しづく (2) 松江高専 -0.7 0.0 0.0 0.0

ｲﾁｷﾞ ﾕｶ 島根 4m98 × 4m72 4m98 4m98
11 16 521 市木　　由香 (2) 浜田高 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾏﾂｳﾗ　ﾐｻｷ 島根 4m85 4m87 4m74 4m87 4m87
12 7 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 +0.1 -0.7 0.0 -0.7 -0.7

ﾀｶｼﾊﾞ　ｿﾉｶ 島根 × × 4m70 4m70 4m70
13 14 199 高柴　　苑花 (3) 大社高 -1.4 -1.4 -1.4

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ 鳥取 4m28 4m55 4m60 4m60 4m60
14 26 T156 谷口　　沙樹 (3) 八頭高 -0.4 -0.2 0.0 0.0 0.0

ﾀﾏｷ  ﾘﾅ 島根 4m42 4m39 4m40 4m42 4m42
15 8 336 玉木 里奈 (2) 石見智翠館高 0 1 0 0 +0 1 0 1 0 115 8 336 玉木　　里奈 (2) 石見智翠館高 -0.1 0.0 +0.1 -0.1 -0.1

ﾊﾗﾀﾞ  ｳﾘﾝ 島根 × 4m40 4m30 4m40 4m40
16 23 137 原田　　右琳 (2) 出雲高 +0.4 0.0 +0.4 +0.4

ｼﾝｼﾞ  ｶﾎ 島根 3m93 4m36 3m73 4m36 4m36
17 12 308 宍道　　香穂 (3) 平田高 -0.8 +0.1 -0.7 +0.1 +0.1

ﾐｽﾞｼ ﾈﾈ 島根 4m09 3m85 4m16 4m16 4m16
18 27 494 水師　　寧々 (2) 出雲北陵高 -0.8 +0.4 +0.2 +0.2 +0.2

ﾊｯﾄﾘ　ﾕｲ 島根 × 4m06 4m05 4m06 4m06
19 4 388 服部　　　結 (1) 江津高 0.0 -0.2 0.0 0.0

ｵｸﾀﾆ ﾌﾐｴ 鳥取 3m83 3m94 3m90 3m94 3m94
20 20 T153 奥谷　　文栄 (3) 八頭高 -0.1 0.0 +0.1 0.0 0.0

ｶﾓ　ﾅﾅﾐ 島根 × 3m89 3m90 3m90 3m90
21 9 241 加茂　　七海 (2) 松江北高 +0.4 -0.4 -0.4 -0.4

ﾏﾂｳﾗ  ﾏｻﾐ 島根 3m53 2m94 3m72 3m72 3m72
22 25 104 松浦　　雅実 (3) 松江南高 -0.6 -0.5 -0.7 -0.7 -0.7

ｸﾉｳ　ｻﾂｷ 島根 × 3m36 3m71 3m71 3m71
23 22 231 九重　佐都季 (3) 松江北高 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀﾑﾗ ﾐﾅﾐ 島根 × × ×
3 524 田邨　みなみ (2) 浜田高 NM

ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｶ 島根
5 311 松崎　　有香 (3) 平田高 DNS

ﾖﾓﾀ ﾊﾙﾅ 島根
17 127 四方田　晴菜 (3) 出雲高 DNS

ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥取
19 T137 岩本　　理沙 SMTC DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            14m20     佐々木　美幸(鳥取・倉吉東中教)        1984(68回)
山陰記録(AR)            15m27     佐々木　美幸(鳥取・倉吉東中教)        1985 4月27日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｻｷ  ﾅﾐ 島根
1 14 82 野﨑　　菜美 (3) 益田高 10m43 10m35 10m52 10m52 11m19 × 10m68 11m19

ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取
2 2 T83 冨山　ほのか (3) 鳥取商高 9m26 9m97 10m17 10m17 9m15 9m33 9m83 10m17

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥取
3 5 T157 山田　　真規 (2) 八頭高 9m80 8m91 9m32 9m80 9m03 9m59 10m03 10m03

ｶﾄﾞﾜｷ　ﾅﾅｺ 島根
4 4 197 門脇　　七虹 (3) 大社高 8m88 9m16 9m48 9m48 9m70 × × 9m70

ｵｵﾂｶ　ﾊﾙｶ 島根
5 15 216 大塚　　春華 (2) 大社高 8m94 8m93 8m74 8m94 8m93 9m29 8m99 9m29

ｵｵﾀ  ｽﾐｶ 島根
6 7 44 太田　　純香 (1) 明誠高 8m27 8m93 7m83 8m93 7m93 8m18 8m38 8m93

ﾕｷﾖｼ  ﾅﾅ 島根
7 11 43 行吉　　南菜 (1) 明誠高 8m32 8m56 8m01 8m56 8m40 8m10 8m74 8m74

ﾀﾅｶ   ﾏｲ 島根
8 3 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう 7m54 8m08 7m89 8m08 7m61 8m01 × 8m08

ﾂﾁｴ  ﾙﾐ 島根
9 6 274 土江　　瑠実 (3) 松江商高 7m67 7m63 7m28 7m67 7m67

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾙﾐ 島根
10 12 248 渡部　　瑠美 (3) 大東高 6m90 6m19 7m39 7m39 7m39

ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取
11 8 T86 古田　あかり (2) 鳥取商高 6m92 6m87 7m23 7m23 7m23

ﾅｶﾞｵｶ   ﾘｮｳ 島根
12 1 46 長岡　　　涼 (1) 明誠高 6m24 7m22 7m06 7m22 7m22

ｶﾈﾀﾆ  ｱﾂﾅ 鳥取
13 9 T78 金谷　　厚奈 (3) 鳥取商高 7m06 7m07 7m06 7m07 7m07

ｲｼﾊﾞｼ  ﾐﾕｷ 島根
14 13 391 石橋　　美幸 (3) 松江ろう 6m24 5m96 6m58 6m58 6m58

ｳｴﾀﾞ  ｼｵﾘ 島根
10 298 上田 志織 (3) 松江西高 DNS10 298 上田　　志織 (3) 松江西高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            46m38     牧　　　和穂(鳥取・島根大)            2000(83回)
山陰記録(AR)            47m96     福代　　夏子(島根・島根大)            1998 4月26日 15:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥取
1 12 T110 吉田　　美月 (2) 倉吉総産高 30m28 30m74 34m44 34m44 33m51 30m55 33m92 34m44

ｱｶｷﾞ  ﾐﾎ 島根
2 6 305 赤木　　美保 (3) 平田高 30m23 23m18 × 30m23 27m25 × 30m20 30m23

ｲｹﾀﾞ  ﾕﾘ 鳥取
3 4 T106 池田　　有里 (3) 倉吉総産高 28m43 29m98 × 29m98 26m71 28m84 25m39 29m98

ﾅｶｶﾞﾜ　ｻﾔｶ 島根
4 7 221 中川　紗也加 (2) 大社高 × 27m85 28m33 28m33 29m87 27m90 27m96 29m87

ﾋﾗｶﾜ   ｱｲ 島根
5 17-2963 平川　　　愛 (4) 島根大 25m21 24m01 28m18 28m18 26m49 22m39 26m81 28m18

ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取
6 15 T83 冨山　ほのか (3) 鳥取商高 23m98 24m00 27m48 27m48 25m78 25m79 26m19 27m48

ｵｵﾂｶ　ﾊﾙｶ 島根
7 13 216 大塚　　春華 (2) 大社高 24m56 21m03 × 24m56 × × 26m42 26m42

ｶﾄﾞﾜｷ　ﾅﾅｺ 島根
8 10 197 門脇　　七虹 (3) 大社高 × 24m06 20m78 24m06 21m72 24m54 25m46 25m46

ﾕｷﾖｼ  ﾅﾅ 島根
9 3 43 行吉　　南菜 (1) 明誠高 × 22m57 23m36 23m36 23m36

ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取
10 11 T86 古田　あかり (2) 鳥取商高 × 23m04 × 23m04 23m04

ｶﾅﾔﾏ  ｱｶﾈ 島根
11 2 121 金山　　朱音 (3) 出雲高 20m85 20m04 19m04 20m85 20m85

ﾀﾅｶ   ﾏｲ 島根
12 16 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう × 20m17 19m29 20m17 20m17

ｵｵﾀ  ｽﾐｶ 島根
13 8 44 太田　　純香 (1) 明誠高 19m91 16m57 18m20 19m91 19m91

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾙﾐ 島根
14 9 248 渡部　　瑠美 (3) 大東高 18m36 17m82 19m76 19m76 19m76

ﾂﾁｴ  ﾙﾐ 島根
15 5 274 土江 瑠実 (3) 松江商高 19 07 19 01 18 59 19 07 19 0715 5 274 土江　　瑠実 (3) 松江商高 19m07 19m01 18m59 19m07 19m07

ﾅｶﾞｵｶ   ﾘｮｳ 島根
16 14 46 長岡　　　涼 (1) 明誠高 13m03 14m67 14m87 14m87 14m87

凡例 



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            46m38     牧　　　和穂(鳥取・島根大)            2000(83回)
山陰記録(AR)            47m96     福代　　夏子(島根・島根大)            1998 4月26日 15:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥取
1 12 T110 吉田　　美月 (2) 倉吉総産高 30m28 30m74 34m44 34m44 33m51 30m55 33m92 34m44

ｱｶｷﾞ  ﾐﾎ 島根
2 6 305 赤木　　美保 (3) 平田高 30m23 23m18 × 30m23 27m25 × 30m20 30m23

ｲｹﾀﾞ  ﾕﾘ 鳥取
3 4 T106 池田　　有里 (3) 倉吉総産高 28m43 29m98 × 29m98 26m71 28m84 25m39 29m98

ﾅｶｶﾞﾜ　ｻﾔｶ 島根
4 7 221 中川　紗也加 (2) 大社高 × 27m85 28m33 28m33 29m87 27m90 27m96 29m87

ﾋﾗｶﾜ   ｱｲ 島根
5 17-2963 平川　　　愛 (4) 島根大 25m21 24m01 28m18 28m18 26m49 22m39 26m81 28m18

ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取
6 15 T83 冨山　ほのか (3) 鳥取商高 23m98 24m00 27m48 27m48 25m78 25m79 26m19 27m48

ｵｵﾂｶ　ﾊﾙｶ 島根
7 13 216 大塚　　春華 (2) 大社高 24m56 21m03 × 24m56 × × 26m42 26m42

ｶﾄﾞﾜｷ　ﾅﾅｺ 島根
8 10 197 門脇　　七虹 (3) 大社高 × 24m06 20m78 24m06 21m72 24m54 25m46 25m46

ﾕｷﾖｼ  ﾅﾅ 島根
9 3 43 行吉　　南菜 (1) 明誠高 × 22m57 23m36 23m36 23m36

ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取
10 11 T86 古田　あかり (2) 鳥取商高 × 23m04 × 23m04 23m04

ｶﾅﾔﾏ  ｱｶﾈ 島根
11 2 121 金山　　朱音 (3) 出雲高 20m85 20m04 19m04 20m85 20m85

ﾀﾅｶ   ﾏｲ 島根
12 16 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう × 20m17 19m29 20m17 20m17

ｵｵﾀ  ｽﾐｶ 島根
13 8 44 太田　　純香 (1) 明誠高 19m91 16m57 18m20 19m91 19m91

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾙﾐ 島根
14 9 248 渡部　　瑠美 (3) 大東高 18m36 17m82 19m76 19m76 19m76

ﾂﾁｴ  ﾙﾐ 島根
15 5 274 土江 瑠実 (3) 松江商高 19 07 19 01 18 59 19 07 19 0715 5 274 土江　　瑠実 (3) 松江商高 19m07 19m01 18m59 19m07 19m07

ﾅｶﾞｵｶ   ﾘｮｳ 島根
16 14 46 長岡　　　涼 (1) 明誠高 13m03 14m67 14m87 14m87 14m87

凡例 



一般女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            52m78     牧　　　和穂(鳥取・島根大)            2001(84回)
山陰記録(AR)            58m57     牧　　　和穂(鳥取・鳥取県ＳＣ)        2003 4月26日 13:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

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 1 305 赤木　　美保 (3) 平田高 26m86 24m37 25m97 26m86 31m77 25m37 27m56 31m77

凡例 



一般女子やり投(600g)
審 判 長：井上　　　充
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            44m13     平川　　　愛(島根・島根大)            2013(96回)
山陰記録(AR)            52m12     田中　　晴菜(鳥取・倉吉総産高)        2013 4月27日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗｶﾜ   ｱｲ 島根
1 7 7-2963 平川　　　愛 (4) 島根大 40m58 36m58 40m86 40m86 38m76 37m79 37m87 40m86

ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥取
2 10 T109 手石　　侑岐 (2) 倉吉総産高 35m79 36m19 34m30 36m19 × 31m35 34m29 36m19

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐﾎ 島根
3 3 128 渡部　　海帆 (3) 出雲高 29m08 29m23 30m17 30m17 33m07 30m42 35m20 35m20

ﾉｻｷ  ﾅﾐ 島根
4 2 82 野﨑　　菜美 (3) 益田高 27m78 26m72 29m12 29m12 × 34m22 × 34m22

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 鳥取
5 6 T196 錦織　　由佳 (3) 境高 30m30 31m15 32m16 32m16 32m92 30m82 33m63 33m63

ﾏﾀﾞ ｱｽｶ 鳥取
6 8 T229 馬田　あすか (2) 米子東高 × 26m10 27m13 27m13 28m96 25m20 27m76 28m96

ﾅｶｶﾞﾜ　ｻﾔｶ 島根
7 9 221 中川　紗也加 (2) 大社高 20m35 20m10 22m28 22m28 24m30 22m82 24m82 24m82

ｶﾅﾔﾏ  ｱｶﾈ 島根
8 12 121 金山　　朱音 (3) 出雲高 21m53 23m22 22m25 23m22 23m17 22m86 23m02 23m22

ｳｴﾀﾞ  ｼｵﾘ 島根
9 4 298 上田　　志織 (3) 松江西高 15m92 18m05 20m99 20m99 20m99

ｱｵｷ   ﾐﾅﾐ 島根
10 5 90 青木　　　南 (2) 益田高 15m00 14m65 16m60 16m60 16m60

ﾀｶﾊｼ ﾏﾔ 島根
1 72 高橋　　麻弥 (2) 松江農高 DNS

ｲｼﾊﾗ ｱﾕﾐ 島根
11 71 石原　　歩実 (2) 松江農高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・中学女子3000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            9:42.04   邸　　　媛媛(島根・江の川高通)        1998(81回)
山陰記録(AR)            9:13.33   日下部　和子(鳥取・芙蓉)              1994 4月26日 16:05 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｲ ﾖｼｶ 鳥取
1 16 T158 荒井 　 悦加 SMTC 10:05.27

ﾂｹﾞ  ｱﾕﾘ 島根
2 20 310 柘植　愛侑里 (3) 平田高 10:21.00

ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾅ 島根
3 6 126 米山　真里菜 (3) 出雲高 10:25.25

ﾖﾈﾊﾗ  ｱﾔｶ 島根
4 11 277 米原　　綾香 (3) 松江商高 11:06.62

ﾀｶﾊｼ　ｷｷｮｳ 島根
5 8 219 高橋　　希香 (2) 大社高 11:09.34

ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥取
6 10 T82 近藤　さくら (2) 鳥取商高 11:09.78

ﾀｹﾀﾞ  ﾅﾂｺ 島根
7 2 309 武田　　夏子 (3) 平田高 11:10.01

ﾔﾏｻｷ  ﾋﾅﾉ 島根
8 14 290 山崎　ひなの (2) 松江商高 11:21.09

ﾏﾂｼﾏ ﾅﾅｺ 島根
9 18 458 松島　菜々子 (3) 三刀屋高 11:35.92

ｶﾄｳ  ﾏﾎ 島根
10 13 609 加藤　　真帆 (3) 松江二中 11:40.62

ﾊﾗ  ｶﾅｺ 島根
11 5 100 原　　加奈子 (3) 松江南高 11:41.52

ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕｷ 島根
12 7 202 宮﨑　　有紀 (3) 大社高 11:45.24

ﾏｼﾉ ﾔｽﾐ 島根
13 9 381 増野　　安美 (2) 益田翔陽高 11:50.20

ﾉﾑﾗ　ﾘｮｳｺ 島根
14 1 387 野村　　涼子 (1) 江津高 11:52.93

ｻﾝﾄｳ  ﾏﾕ 島根
15 17 522 山藤　　真由 (2) 浜田高 11:54.73

ｽﾐﾀ　ﾘｵ 島根
16 15 385 住田　　梨緒 (3) 江津高 12:18.34

ｱﾘﾀ  ｽｽﾞ 島根
17 4 286 有田　　　鈴 (2) 松江商高 12:30.30

ｼｮｳｼﾞ　ﾕｷ 島根
18 19 218 昌子 有貴 (2) 大社高 13:17 9118 19 218 昌子　　有貴 (2) 大社高 13:17.91

ﾅｶﾞﾀ  ﾐﾕ 鳥取
3 T230 永田　　美優 (3) 米子東高 DNS

ｶﾔﾏ  ﾐｷ 島根
12 5916 加山　　美貴 (3) 瑞穂中 DNS

凡例  DNS:欠場



小学女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            54.80     島田・石川・大畑・田中(島根・益田陸上教室)1997(80回)
小学校山陰記録(AER)     53.15     坂本・樋野・岩本・新田(鳥取・ＴＦ米子)2007 4月27日 16:15 タイムレース

タイムレース 2組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 TF米子・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浜田JAS・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河北SSB・鳥取

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.91 記録 57.66 記録 1:04.55

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｼｵﾉﾘｺ 鳥取 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 島根 ﾂﾑﾗ ｱﾐ 鳥取
1 T132 西小野　莉子 (6) TF米子 1 E40 榊原　なつみ (6) 浜田JAS 1 T126 津村　　碧美 (6) 河北SS

ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取 ﾊｲｶﾞﾐ ﾒｲ 島根 ﾌｸｲ  ｱﾔﾉ 鳥取
2 T133 堀尾　　月奈 (6) TF米子 2 E42 拝上　　芽生 (6) 浜田JAS 2 T125 福井　　綾乃 (6) 河北SS

ﾏﾌﾞﾁﾂｸﾞﾐ 鳥取 ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 島根 ﾏﾂｲ  ﾎﾟｴﾑ 鳥取
3 T134 馬淵　つぐみ (6) TF米子 3 E37 管澤　ひなの (5) 浜田JAS 3 T123 松井　　歩笑 (6) 河北SS

ｶﾒｲｻﾔｶ 鳥取 ｳｼｵ  ﾕｲｶ 島根 ｻｶﾓﾄ  ｶﾔ 鳥取
4 T135 亀居　　紗楓 (6) TF米子 4 E39 牛尾　　結香 (6) 浜田JAS 4 T128 坂本　　かや (5) 河北SS

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 米子陸上クラブB・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 TF倉吉A・鳥取

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 1:05.72 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥取
1 T21 佐川　　花野 (6) 米子陸上クラブ

ﾊﾔｼ  ﾁﾊﾙ 鳥取 1
2 T24 林　　　千花 (6) 米子陸上クラブ

ﾅｶﾑﾗ  ｲｸﾐ 鳥取 2
3 T29 中村　　育海 (5) 米子陸上クラブ

ﾆｼｲ ﾒｸﾞﾐ 鳥取 3
4 T23 西井　　　萌 (6) 米子陸上クラブ

4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 布勢TC・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 米子陸上クラブA・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河北SSA・鳥取

1 5 ｺﾒﾝﾄ GR 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.35 記録 56.98 記録 1:00.12

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾀ  ｴﾚﾝ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取
1 T9 大田　　絵恋 (6) 布勢TC 1 T25 宮崎　　　望 (6) 米子陸上クラブ 1 T121 中村　　風音 (6) 河北SS

ｵｻｷ  ｱｶﾘ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ   ﾅｷﾞｻ 鳥取 ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ 鳥取
2 T11 尾崎　　　星 (6) 布勢TC 2 T27 足立　　　渚 (6) 米子陸上クラブ 2 T119 土井　あかり (6) 河北SS

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ｷﾀﾏﾄﾞ  ﾚﾅ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ 鳥取
3 T10 吉田　明香里 (6) 布勢TC 3 T20 北窓　　玲奈 (6) 米子陸上クラブ 3 T122 西村　　華乃 (6) 河北SS

ｷｼﾓﾄ  ﾓﾓ 鳥取 ﾐﾔﾋﾗ  ｱﾐ 鳥取 ﾐﾀﾆ  ﾙﾅ 鳥取
4 T12 岸本　　百桃 (6) 布勢TC 4 T26 宮平　　亜美 (6) 米子陸上クラブ 4 T120 三谷　　琉月 (6) 河北SS

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 TF倉吉B・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 灘分小・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:01.10 記録 1:10.01

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾂﾓﾄ  ﾅﾐ 鳥取 ﾌｸｼﾏ   ﾘﾝ 島根
1 T49 松本　　凪海 (5) TF倉吉 1 E30 福島　　　凜 (4) 灘分小

ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾐｼﾏ  ﾊﾙｶ 島根
2 T50 薮本　　香倫 (5) TF倉吉 2 E27 三島　　明華 (4) 灘分小

ｶﾜﾓﾄ  ﾐﾕ 鳥取 ｶｶﾞﾜ  ﾕｲ 島根
3 T51 河本　　美祐 (5) TF倉吉 3 E29 加川　　結唯 (4) 灘分小

ｱｵｷ  ｴﾐ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｺ  ｱﾔｶ 島根
4 T52 青木　　　咲 (5) TF倉吉 4 E28 宮廻　　彩香 (4) 灘分小

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



小学女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            54.80     島田・石川・大畑・田中(島根・益田陸上教室)1997(80回)
小学校山陰記録(AER)     53.15     坂本・樋野・岩本・新田(鳥取・ＴＦ米子)2007 4月27日 16:15 タイムレース

タイムレース

順位 ﾁｰﾑ名/ｶﾅ名 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 布勢TC 1 T9 大田　　絵恋 (6) ｵｵﾀ  ｴﾚﾝ 鳥取 布勢TC 54.35 GR 2 5 1

ﾌｾTC 2 T11 尾崎　　　星 (6) ｵｻｷ  ｱｶﾘ 鳥取 布勢TC
3 T10 吉田　明香里 (6) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 布勢TC
4 T12 岸本　　百桃 (6) ｷｼﾓﾄ  ﾓﾓ 鳥取 布勢TC

2 TF米子 1 T132 西小野　莉子 (6) ﾆｼｵﾉﾘｺ 鳥取 TF米子 56.91 1 7 1
TFﾖﾅｺﾞ 2 T133 堀尾　　月奈 (6) ﾎﾘｵﾙﾅ 鳥取 TF米子

3 T134 馬淵　つぐみ (6) ﾏﾌﾞﾁﾂｸﾞﾐ 鳥取 TF米子
4 T135 亀居　　紗楓 (6) ｶﾒｲｻﾔｶ 鳥取 TF米子

3 米子陸上クラブA 1 T25 宮崎　　　望 (6) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 米子陸上クラブ 56.98 2 7 2
ﾖﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｸﾗﾌﾞA 2 T27 足立　　　渚 (6) ｱﾀﾞﾁ   ﾅｷﾞｻ 鳥取 米子陸上クラブ

3 T20 北窓　　玲奈 (6) ｷﾀﾏﾄﾞ  ﾚﾅ 鳥取 米子陸上クラブ

4 T26 宮平　　亜美 (6) ﾐﾔﾋﾗ  ｱﾐ 鳥取 米子陸上クラブ

4 浜田JAS 1 E40 榊原　なつみ (6) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 島根 浜田JAS 57.66 1 8 2
ﾊﾏﾀﾞJAS 2 E42 拝上　　芽生 (6) ﾊｲｶﾞﾐ ﾒｲ 島根 浜田JAS

3 E37 管澤　ひなの (5) ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 島根 浜田JAS
4 E39 牛尾　　結香 (6) ｳｼｵ  ﾕｲｶ 島根 浜田JAS

5 河北SSA 1 T121 中村　　風音 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取 河北SS 1:00.12 2 8 3
ｶﾎｸSSA 2 T119 土井　あかり (6) ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ 鳥取 河北SS

3 T122 西村　　華乃 (6) ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ 鳥取 河北SS
4 T120 三谷　　琉月 (6) ﾐﾀﾆ  ﾙﾅ 鳥取 河北SS

6 TF倉吉B 1 T49 松本　　凪海 (5) ﾏﾂﾓﾄ  ﾅﾐ 鳥取 TF倉吉 1:01.10 2 6 4
TFｸﾗﾖｼB 2 T50 薮本　　香倫 (5) ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ 鳥取 TF倉吉

3 T51 河本　　美祐 (5) ｶﾜﾓﾄ  ﾐﾕ 鳥取 TF倉吉
4 T52 青木　　　咲 (5) ｱｵｷ  ｴﾐ 鳥取 TF倉吉

7 河北SSB 1 T126 津村　　碧美 (6) ﾂﾑﾗ ｱﾐ 鳥取 河北SS 1:04.55 1 4 3
ｶﾎｸSSB 2 T125 福井　　綾乃 (6) ﾌｸｲ  ｱﾔﾉ 鳥取 河北SS

3 T123 松井　　歩笑 (6) ﾏﾂｲ  ﾎﾟｴﾑ 鳥取 河北SS
4 T128 坂本　　かや (5) ｻｶﾓﾄ  ｶﾔ 鳥取 河北SS

8 米子陸上クラブB 1 T21 佐川 花野 (6) ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 1:05 72 1 6 48 米子陸上クラブB 1 T21 佐川　　花野 (6) ｻｶ ﾜ ｶﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 1:05.72 1 6 4
ﾖﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｸﾗﾌﾞB 2 T24 林　　　千花 (6) ﾊﾔｼ  ﾁﾊﾙ 鳥取 米子陸上クラブ

3 T29 中村　　育海 (5) ﾅｶﾑﾗ  ｲｸﾐ 鳥取 米子陸上クラブ

4 T23 西井　　　萌 (6) ﾆｼｲ ﾒｸﾞﾐ 鳥取 米子陸上クラブ

9 灘分小 1 E30 福島　　　凜 (4) ﾌｸｼﾏ   ﾘﾝ 島根 灘分小 1:10.01 2 4 5
ﾅﾀﾞﾌﾞﾝｼｮｳ 2 E27 三島　　明華 (4) ﾐｼﾏ  ﾊﾙｶ 島根 灘分小

3 E29 加川　　結唯 (4) ｶｶﾞﾜ  ﾕｲ 島根 灘分小
4 E28 宮廻　　彩香 (4) ﾐﾔｻﾞｺ  ｱﾔｶ 島根 灘分小

TF倉吉A DNS 1 5
TFｸﾗﾖｼA

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 1 / 1



中学女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            50.44     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013(96回) 4月26日 16:20 予選
中学校山陰記録(AJR)     48.86     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 4月27日 16:00 決勝

予選 5組1着＋3

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大田一中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 江津中・島根

1 4 ｺﾒﾝﾄ GR 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 50.09 記録 54.69 記録 56.21

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾜ ﾘﾅ 島根 ｺｳﾀ  ﾐﾕ 島根 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ 島根
1 2536 古和　　里奈 (3) 大社中 1 3918 幸田　　未夢 (1) 大田一中 1 4517 藤田　　咲良 (3) 江津中

ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根 ｵｵｻｷ  ﾐﾅﾐ 島根 ｻｻｷ ﾗﾑ 島根
2 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 2 3911 大﨑　　南美 (3) 大田一中 2 4509 佐々木　蘭夢 (2) 江津中

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｻﾞﾈ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾓｴ 島根
3 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 3 3916 渡辺　　風音 (3) 大田一中 3 4518 松浦　　萌笑 (3) 江津中

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根 ﾐﾀﾆ  ﾓｴｶ 島根 ｻｻｷ ﾚｲﾅ 島根
4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 4 3915 三谷　　萌華 (3) 大田一中 4 4521 佐々木　玲南 (2) 江津中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 島大付属中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江一中B・島根

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.20 記録 58.90

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｲﾂｶ ﾏﾔ 島根 ｲﾏｵｶ ﾐｸ 島根
1 1130 飯塚　　まや (2) 島大附属中 1 535 今岡　　未空 (2) 松江一中

ﾌﾅﾂｶ ﾁﾊﾔ 島根 ｲｲﾂｶ ﾏｵ 島根
2 1118 舟塚　　千敬 (3) 島大附属中 2 529 飯塚　　茉央 (2) 松江一中

ﾊﾔｼ   ｷﾐ 島根 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 島根
3 1117 林　　　希美 (3) 島大附属中 3 531 田中　　優凪 (2) 松江一中

ﾑﾗｵ ﾏｷ 島根 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｺ 島根
4 1119 村尾　　舞妃 (3) 島大附属中 4 534 奥田　ももこ (2) 松江一中

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲三中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲一中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 仁多中A・島根

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 51.83 q 記録 54.56 記録 56.30

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾕﾑﾗ  ﾙﾅ 島根 ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島根 ｲｼﾊﾗ  ﾊﾙﾉ 島根
1 2006 湯村　　瑠奈 (3) 出雲三中 1 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 1 3731 石原　　春乃 (3) 仁多中

ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根 ﾔﾉ ｱｵｲ 島根 ｶﾈﾂｸ ｴﾘ 島根
2 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 2 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 2 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多中

ｻｶｲ  ﾜｶﾅ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾅ 島根
3 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 3 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 3 3732 藤原　　有菜 (3) 仁多中

ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根 ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島根 ｱｻﾂ ﾘｺ 島根
4 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 4 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 4 3729 朝津　　璃子 (3) 仁多中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江一中C・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中A・島根

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 57.73 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾅﾂ ﾐｳ 島根
1 538 金津　　未羽 (2) 松江一中

ｵｵﾊﾀ ﾕｲ 島根 1
2 540 大畑　　結衣 (2) 松江一中

ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ 島根 2
3 537 安達　　桃花 (2) 松江一中

ﾋｷﾉ ｻｵ 島根 3
4 536 引野　　冴緖 (2) 松江一中

4

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            50.44     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013(96回) 4月26日 16:20 予選
中学校山陰記録(AJR)     48.86     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 4月27日 16:00 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江一中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江二中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 益田東中・島根

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 53.00 q 記録 53.68 記録 55.50

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ 島根 ｻﾄｳ  ﾋﾅ 島根 ｻｻｲ  ﾓｴｶ 島根
1 532 千葉　いくみ (2) 松江一中 1 610 佐藤　　日菜 (3) 松江二中 1 6305 笹井　　萌香 (2) 益田東中

ﾂﾁﾔﾏ　ｱｽｶ 島根 ｵｸﾞｻ  ﾅﾎ 島根 ﾋﾗﾉ  ﾅﾂﾎ 島根
2 518 土山　明日加 (3) 松江一中 2 614 小草　　菜歩 (2) 松江二中 2 6306 平野　　夏帆 (2) 益田東中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾙ 島根 ﾔｼｹﾞ ｳﾐ 島根
3 526 山口　　愛莉 (2) 松江一中 3 617 森本　　千陽 (2) 松江二中 3 6302 彌重　　　海 (3) 益田東中

ﾊﾗﾀﾞ　ｷﾎ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 島根 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾉ 島根
4 521 原田　　季歩 (3) 松江一中 4 607 安達　　美紅 (3) 松江二中 4 6301 平山　　雪乃 (3) 益田東中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東出雲中B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 斐川西中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安来一中B・島根

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DQ,R3
記録 56.76 記録 59.35 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞｼﾏ  ｺﾊﾙ 島根 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 島根 ｷｼﾓﾄ ｱﾘｻ 島根
1 1001 永島　　小春 (2) 東出雲中 1 2716 持田　　柚希 (3) 斐川西中 1 146 岸本　愛里紗 (2) 安来一中

ﾏﾂﾓﾄ  ﾐﾕ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ  ｻﾖ 島根
2 1003 松本　　美優 (2) 東出雲中 2 2715 清水　　友花 (3) 斐川西中 2 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来一中

ﾎﾘｳﾁ  ﾕｲ 島根 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島根 ﾀｺﾞ  ﾐｻｷ 島根
3 1004 堀内　　優衣 (2) 東出雲中 3 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西中 3 155 多胡　　美咲 (2) 安来一中

ﾐｼﾏ  ｲｽﾞﾐ 島根 ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島根 ｺﾆｼ ﾋﾖﾘ 島根
4 1002 三島　　　和 (2) 東出雲中 4 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西中 4 154 小西　ひより (2) 安来一中

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 瑞穂中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 斐川東中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河南中B・島根

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 54 17 記録 55 18 記録 56 83Q 記録 54.17 記録 55.18 記録 56.83

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｴｷ  ﾓﾓｶ 島根 ｷﾑﾗ ﾅﾅ 島根 ﾐﾅﾘ  ｶﾖ 島根
1 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂中 1 2654 木村　　菜々 (3) 斐川東中 1 2138 三成　　香代 (2) 河南中

ﾂｶﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根 ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ 島根 ｵﾑﾗ  ﾕｳｶ 島根
2 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂中 2 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東中 2 2132 小村　　優香 (2) 河南中

ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ 島根 ﾋﾉ ｼｲﾅ 島根 ｷﾀﾑﾗ   ﾓﾓ 島根
3 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂中 3 2652 日野　　詩菜 (3) 斐川東中 3 2134 北村　　　李 (2) 河南中

ﾏﾁﾀﾞ ｲｵﾘ 島根 ｾｻｷ ﾁｶ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾋﾅ 島根
4 5916 町田　いおり (3) 瑞穂中 4 2651 瀬崎　　千佳 (3) 斐川東中 4 2137 松原　　日南 (2) 河南中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲二中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 斐川東中B・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 57.75 記録 59.59

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶｹﾞﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾅ 島根 ｲｲﾂｶ ﾏｵ 島根
1 1931 景山　　純名 (2) 出雲二中 1 2610 飯塚　　真生 (2) 斐川東中

ｵｵﾉ ﾘﾘｶ 島根 ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ 島根
2 1930 大野　利々佳 (2) 出雲二中 2 2606 飯塚　　香穏 (2) 斐川東中

ﾊﾀ ｶﾎ 島根 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾕｷ 島根
3 1929 秦　　　夏帆 (2) 出雲二中 3 2609 昌子　実佑紀 (2) 斐川東中

ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ 島根 ｵｵｻｶ ﾁｻﾄ 島根
4 1932 平野　ほの香 (2) 出雲二中 4 2607 大坂　千紗都 (2) 斐川東中

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            50.44     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013(96回) 4月26日 16:20 予選
中学校山陰記録(AJR)     48.86     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 4月27日 16:00 決勝

5組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河南中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社中B・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 53.23 q 記録 54.57 記録 54.87

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｯﾀ  ﾓﾓｺ 島根 ﾀｶｾ ﾘｶｺ 島根 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ 島根
1 3127 新田　　桃子 (3) 大東中 1 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南中 1 2544 杉谷　　未来 (2) 大社中

ﾄﾔ  ﾓｴﾅ 島根 ﾏﾂｼﾀ  ｱｲｶ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ 島根
2 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東中 2 2118 松下　　愛可 (3) 河南中 2 2547 藤原　　春菜 (2) 大社中

ｳﾁﾀﾞ  ﾒｲ 島根 ﾀｹﾁ  ｺﾄｺ 島根 ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 島根
3 3105 内田　　芽衣 (3) 大東中 3 2117 武智　　琴子 (3) 河南中 3 2545 西田　亜優美 (2) 大社中

ｲﾉｳｴ   ﾏｲ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ  ﾘｶ 島根 ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 島根
4 3129 井上　　　舞 (3) 大東中 4 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南中 4 2548 別所　いづみ (2) 大社中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲一中B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 仁多中B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安来一中A・島根

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 55.72 記録 56.02 記録 57.32

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾈﾏﾂ ﾐｶ 島根 ｳｴﾀﾞ  ｱﾔｶ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘﾅ 島根
1 1822 常松　　美華 (2) 出雲一中 1 3737 植田　　絢香 (2) 仁多中 1 149 渡部　　璃奈 (3) 安来一中

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 島根 ｲﾄﾊﾗ   ﾕｳ 島根 ｳﾙｼﾊﾞﾗ  ﾏﾕ 島根
2 1826 池田　　愛花 (2) 出雲一中 2 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多中 2 152 漆原　　真由 (3) 安来一中

ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ 島根 ｽﾔﾏ  ﾘｵ 島根
3 1821 髙原　　七恵 (2) 出雲一中 3 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多中 3 150 須山　　莉央 (3) 安来一中

ｲｴﾊﾗ ﾅﾎ 島根 ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 島根 ｵｵﾋﾞﾂﾏﾐ 島根
4 1825 家原　　奈穂 (2) 出雲一中 4 3738 高野　　彩香 (2) 仁多中 4 147 大櫃　　茉美 (3) 安来一中

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            50.44     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013(96回) 4月26日 16:20 予選
中学校山陰記録(AJR)     48.86     大岩・樋野・曾田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 4月27日 16:00 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲三中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 瑞穂中・島根

1 3 ｺﾒﾝﾄ GR 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 49.92 記録 51.55 記録 52.27

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾜ ﾘﾅ 島根 ﾕﾑﾗ  ﾙﾅ 島根 ｳｴｷ  ﾓﾓｶ 島根
1 2536 古和　　里奈 (3) 大社中 1 2006 湯村　　瑠奈 (3) 出雲三中 1 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂中

ｵｵｶ  ﾕｲﾘ 島根 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根 ﾂｶﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根
2 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 2 2010 石川　　結貴 (3) 出雲三中 2 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂中

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ 島根 ｻｶｲ  ﾜｶﾅ 島根 ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ 島根
3 2539 天野　加奈子 (3) 大社中 3 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲三中 3 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂中

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ 島根 ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根 ｷﾊﾗ  ｻﾔ 島根
4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社中 4 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲三中 4 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江一中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江二中・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大東中・島根

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 52.91 記録 53.61 記録 53.78

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ 島根 ｻﾄｳ  ﾋﾅ 島根 ﾉﾉﾑﾗ ｺﾄ 島根
1 532 千葉　いくみ (2) 松江一中 1 610 佐藤　　日菜 (3) 松江二中 1 3103 野々村　来都 (2) 大東中

ﾂﾁﾔﾏ　ｱｽｶ 島根 ｵｸﾞｻ  ﾅﾎ 島根 ﾄﾔ  ﾓｴﾅ 島根
2 518 土山　明日加 (3) 松江一中 2 614 小草　　菜歩 (2) 松江二中 2 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾙ 島根 ﾆｯﾀ  ﾓﾓｺ 島根
3 526 山口　　愛莉 (2) 松江一中 3 617 森本　　千陽 (2) 松江二中 3 3127 新田　　桃子 (3) 大東中

ﾊﾗﾀﾞ　ｷﾎ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 島根 ｲﾉｳｴ   ﾏｲ 島根
4 521 原田　　季歩 (3) 松江一中 4 607 安達　　美紅 (3) 松江二中 4 3129 井上　　　舞 (3) 大東中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲一中A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 河南中A・島根

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.29 記録 54.93

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島根 ﾀｶｾ ﾘｶｺ 島根
1 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 1 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南中

ﾔﾉ ｱｵｲ 島根 ﾏﾂｼﾀ  ｱｲｶ 島根
2 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲一中 2 2118 松下　　愛可 (3) 河南中

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島根 ﾀｹﾁ  ｺﾄｺ 島根
3 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 3 2117 武智　　琴子 (3) 河南中

ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ  ﾘｶ 島根
4 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲一中 4 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南中

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



一般女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            47.96     錦織・目宅・安食・中島(島根・平田高)  1995(79回) 4月27日 13:30 予選
山陰記録(AR)            46.86     松浦・目宅・安食・澤田(島根・島根選抜)1994 4月27日 16:05 決勝

予選 2組2着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境高・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲高・島根

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 50.96 Q 記録 51.51 q 記録 52.03

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾅﾂ  ﾕﾐｴ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 鳥取 ﾅｲﾄｳ  ﾕｳｶ 島根
1 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 1 T196 錦織　　由佳 (3) 境高 1 124 内藤　　有香 (3) 出雲高

ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根 ﾏﾂﾓﾄ  ﾊﾙｶ 島根 ｲｼｵｶ  ﾅﾐ 島根
2 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 2 T245 松本　　　遥 (3) 境高 2 120 石岡　　菜美 (3) 出雲高

ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾘｺ 島根 ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取 ｶﾅﾔﾏ  ｱｶﾈ 島根
3 295 柳川　　莉子 (1) 松江商高 3 T195 宍戸　　美咲 (2) 境高 3 121 金山　　朱音 (3) 出雲高

ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根 ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取 ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根
4 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 4 T194 小松　　　華 (3) 境高 4 136 成相　　亜美 (2) 出雲高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北高A・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取商高・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
q 記録 52.60 記録 53.04 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 島根 ｶﾓ　ﾅﾅﾐ 島根
1 42 山口　　眞歩 (2) 明誠高 1 241 加茂　　七海 (2) 松江北高

ﾀｶﾉ  ﾐｶ 島根 ﾍﾀ　ｼｽﾞﾊ 島根 1
2 41 高野　　美加 (2) 明誠高 2 233 部田　　倭葉 (3) 松江北高

ﾅｶｲﾝｷｮ ﾐｸ 島根 ｲﾜｻｷ　ｱﾔｶ 島根 2
3 40 中隠居　実紅 (3) 明誠高 3 229 岩崎　　絢加 (3) 松江北高

ｼﾐｽﾞ   ﾕｳｶ 島根 ﾆｼﾑﾗ ｶｵ 島根 3
4 45 清水　　夕夏 (1) 明誠高 4 242 西村　　佳央 (2) 松江北高

4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作大・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英高・鳥

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.82 Q 記録 49.57 q 記録 51.71

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾓｴﾅ 島根 ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山 ﾌﾙｶﾜ  ｷｮｳｶ 鳥取
1 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 1 7-2877 久松　花朱実 (3) 美作大 1 T214 古川　　京香 (2) 鳥取中央育英高

ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ 島根 ﾐﾔｻｺ  ｻｱﾔ 広島 ｲﾜｻｷ  ﾏｷ 鳥取
2 594 水師　　莉子 (1) 大社高 2 7-2889 宮迫　　紗綾 (2) 美作大 2 T211 岩崎　　万季 (2) 鳥取中央育英高

ﾐﾔﾀ　ﾅﾐ 島根 ｲｶﾀﾞﾂ  ｻｷ 広島 ﾏｽｵ  ﾊﾙﾅ 鳥取
3 223 宮田　　七海 (2) 大社高 3 7-3107 筏津　　沙紀 (1) 美作大 3 T210 升尾　　春奈 (3) 鳥取中央育英高

ﾋﾉ　ｲｽﾞ 島根 ｷﾈﾌﾞﾁ  ﾘｻ 広島 ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾘｮｳｶ 鳥取
4 200 日野　　依瑞 (3) 大社高 4 7-2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 4 T215 谷口　　涼香 (1) 鳥取中央育英高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北高B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲北陵高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浜田高・島根

4 3 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DQ,R3 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
q 記録 51.82 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 島根 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島根
1 619 藤原　茉奈美 (1) 松江北高 1 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高

ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ 島根 ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根 1
2 616 奥田　しおり (1) 松江北高 2 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高

ｲﾄｳ  ﾓﾄｶ 島根 ﾐｽﾞｼ ﾈﾈ 島根 2
3 615 伊藤　　元伽 (1) 松江北高 3 494 水師　　寧々 (2) 出雲北陵高

ﾌｸﾏ  ｱﾘｻ 島根 ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根 3
4 618 福間　　有紗 (1) 松江北高 4 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高

4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



一般女子4X100mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            47.96     錦織・目宅・安食・中島(島根・平田高)  1995(79回) 4月27日 13:30 予選
山陰記録(AR)            46.86     松浦・目宅・安食・澤田(島根・島根選抜)1994 4月27日 16:05 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作大・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境高・鳥取

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.29 記録 48.55 記録 50.84

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾓｴﾅ 島根 ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 鳥取
1 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 1 7-2877 久松　花朱実 (3) 美作大 1 T196 錦織　　由佳 (3) 境高

ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ 島根 ﾐﾔｻｺ  ｻｱﾔ 広島 ﾏﾂﾓﾄ  ﾊﾙｶ 島根
2 594 水師　　莉子 (1) 大社高 2 7-2889 宮迫　　紗綾 (2) 美作大 2 T245 松本　　　遥 (3) 境高

ﾐﾔﾀ　ﾅﾐ 島根 ｲｶﾀﾞﾂ  ｻｷ 広島 ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取
3 223 宮田　　七海 (2) 大社高 3 7-3107 筏津　　沙紀 (1) 美作大 3 T195 宍戸　　美咲 (2) 境高

ﾋﾉ　ｲｽﾞ 島根 ｷﾈﾌﾞﾁ  ﾘｻ 広島 ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取
4 200 日野　　依瑞 (3) 大社高 4 7-2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 4 T194 小松　　　華 (3) 境高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英高・鳥取着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲高・島根

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.55 記録 52.07 記録 52.15

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾅﾂ  ﾕﾐｴ 島根 ﾌﾙｶﾜ  ｷｮｳｶ 鳥取 ﾅｲﾄｳ  ﾕｳｶ 島根
1 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 1 T214 古川　　京香 (2) 鳥取中央育英高 1 124 内藤　　有香 (3) 出雲高

ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根 ｲﾜｻｷ  ﾏｷ 鳥取 ｲｼｵｶ  ﾅﾐ 島根
2 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 2 T211 岩崎　　万季 (2) 鳥取中央育英高 2 120 石岡　　菜美 (3) 出雲高

ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾘｺ 島根 ﾏｽｵ  ﾊﾙﾅ 鳥取 ｶﾅﾔﾏ  ｱｶﾈ 島根
3 295 柳川　　莉子 (1) 松江商高 3 T210 升尾　　春奈 (3) 鳥取中央育英高 3 121 金山　　朱音 (3) 出雲高

ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾘｮｳｶ 鳥取 ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根
4 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 4 T215 谷口　　涼香 (1) 鳥取中央育英高 4 136 成相　　亜美 (2) 出雲高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北高B・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠高・島根

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 52.83 記録 53.36

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 島根
1 619 藤原　茉奈美 (1) 松江北高 1 42 山口　　眞歩 (2) 明誠高

ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ 島根 ﾀｶﾉ  ﾐｶ 島根
2 616 奥田　しおり (1) 松江北高 2 41 高野　　美加 (2) 明誠高

ｲﾄｳ  ﾓﾄｶ 島根 ﾅｶｲﾝｷｮ ﾐｸ 島根
3 615 伊藤　　元伽 (1) 松江北高 3 40 中隠居　実紅 (3) 明誠高

ﾌｸﾏ  ｱﾘｻ 島根 ｼﾐｽﾞ   ﾕｳｶ 島根
4 618 福間　　有紗 (1) 松江北高 4 45 清水　　夕夏 (1) 明誠高

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



一般女子4X400mR
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

大会記録(GR)            3:58.46   三谷・杵渕・山根・大澤(岡山・美作大)  2005(88回)
山陰記録(AR)            3:49.08   立脇・清水・山田・青山(島根・松江商高)2012 4月27日 17:30 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境高・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲北陵高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社高・島根

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:11.04 記録 4:13.95 記録 4:16.09

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取 ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根 ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾓｴﾅ 島根
1 T194 小松　　　華 (3) 境高 1 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高 1 224 山上　　萌菜 (2) 大社高

ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島根 ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ 島根
2 T198 河野　恵里花 (3) 境高 2 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高 2 594 水師　　莉子 (1) 大社高

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ 鳥取 ﾐｽﾞｼ ﾈﾈ 島根 ｼｼﾞｷ　ﾚｲﾅ 島根
3 T199 松下　　小夜 (1) 境高 3 494 水師　　寧々 (2) 出雲北陵高 3 217 志食　　伶奈 (2) 大社高

ﾏﾂﾓﾄ  ﾊﾙｶ 島根 ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根 ﾋﾉ　ｲｽﾞ 島根
4 T245 松本　　　遥 (3) 境高 4 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高 4 200 日野　　依瑞 (3) 大社高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠高・島根

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:17.90 記録 4:20.75 記録 4:31.27

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 島根 ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根 ﾅｶｲﾝｷｮ ﾐｸ 島根
1 619 藤原　茉奈美 (1) 松江北高 1 136 成相　　亜美 (2) 出雲高 1 40 中隠居　実紅 (3) 明誠高

ｲﾜｻｷ　ｱﾔｶ 島根 ﾅｲﾄｳ  ﾕｳｶ 島根 ﾀｶﾉ  ﾐｶ 島根
2 229 岩崎　　絢加 (3) 松江北高 2 124 内藤　　有香 (3) 出雲高 2 41 高野　　美加 (2) 明誠高

ｲﾄｳ  ﾓﾄｶ 島根 ﾊﾗﾀﾞ  ｳﾘﾝ 島根 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 島根
3 615 伊藤　　元伽 (1) 松江北高 3 137 原田　　右琳 (2) 出雲高 3 42 山口　　眞歩 (2) 明誠高

ｶﾓ　ﾅﾅﾐ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐﾎ 島根 ｼﾐｽﾞ   ﾕｳｶ 島根
4 241 加茂　　七海 (2) 松江北高 4 128 渡部　　海帆 (3) 出雲高 4 45 清水　　夕夏 (1) 明誠高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 浜田高・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商高・島根

7 4 ｺﾒﾝﾄ 1 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 4:34.15 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｽﾞﾏｷ ﾐﾅﾐ 島根
1 515 宇津巻　　南 (3) 浜田高

ｲﾁｷﾞ ﾕｶ 島根 1
2 521 市木　　由香 (2) 浜田高

ｻﾝﾄｳ  ﾏﾕ 島根 2
3 522 山藤　　真由 (2) 浜田高

ﾀﾊﾞﾗ  ﾐｽﾞｷ 島根 3
4 523 田原　　瑞希 (2) 浜田高

4

凡例  DNS:欠場


	01_小学男子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02_小学男子1000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03_小学男子80mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04_小学男子走高跳
	R6_1組

	05_小学男子走幅跳
	R6_1組

	06_小学男子ソフトボール投
	R6_1組

	07_中学男子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	08_中学男子400ｍ
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	09_中学男子1500m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	09_中学男子1500m2
	13-1-1 リザルトリスト（タイムレースその他）

	10_中学男子3000m1
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	10_中学男子3000m2
	13-1-1 リザルトリスト（タイムレースその他）

	11_中学男子110mH（0.914m）
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	12_中学男子走高跳
	R6_1組

	13_中学男子棒高跳
	R6_1組

	14_中学男子走幅跳
	R6_1組

	15_中学男子砲丸投(5.000kg)
	R6_1組

	16_高校男子砲丸投(6.000kg)
	R6_1組

	17_高校男子円盤投(1.750kg)
	R6_1組

	18_高校男子ハンマー投（6.000kg）
	R6_1組

	19_一般男子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	20_一般男子200m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	21_一般男子400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	22_一般男子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	23_一般男子1500m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	24_一般男子5000m1
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	24_一般男子5000m2
	13-1-1 リザルトリスト（タイムレースその他）

	25_一般男子10000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	26_一般男子110mH（1.067m）
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	27_一般男子400mH（0.914m）
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	28_一般男子3000mSC1
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	28_一般男子3000mSC2
	13-1-1 リザルトリスト（タイムレースその他）

	29_一般男子走高跳
	R6_1組

	30 一般男子棒高跳
	R6_1組

	31_一般男子走幅跳
	R6_1組

	32_一般男子三段跳
	R6_1組

	33 一般男子砲丸投(7.260kg)
	R6_1組

	34_一般男子円盤投(2.000kg)
	R6_1組

	35 一般男子ハンマー投(7.260kg)
	R6_1組

	35_一般男子ハンマー投(7.260kg)
	R6_1組

	36_一般男子やり投げ（800g）
	R6_1組

	37_小学男子4×100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	38_中学男子4X100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	39_一般男子4x100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	41_小学女子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	42_小学女子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	43_小学女子80mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	44_小学女子走高跳
	R6_1組

	45_小学女子走幅跳
	R6_1組

	46_小学女子ソフトボール投
	R6_1組

	47_中学女子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	48_中学女子200m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	49_中学女子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	50_中学女子100mH(0.762m)
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	51_中学女子走高跳
	R6_1組

	52_中学女子走幅跳
	R6_1組

	53_中学女子砲丸投(2.721kg)
	R6_1組

	54_一般女子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	55_一般女子200m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	56_一般女子400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	57_一般女子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	58_一般女子100mH（0.840m）
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	59_一般女子400mH（0.762m）
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	60_一般女子走高跳
	R6_1組

	61_一般女子走幅跳
	R6_1組

	62_一般女子砲丸投(4.000kg)
	R6_1組

	63 一般女子円盤投(1.000kg)
	R6_1組

	63_一般女子円盤投(1.000kg)
	R6_1組

	64_一般女子ハンマー投(4.000kg)
	R6_1組

	65_一般女子やり投(600g)
	R6_1組

	66_一般・中学女子3000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	67_小学女子4×100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	67_小学女子4X100mR2
	13-1-2 リザルトリスト（タイムレースリレー）

	68_中学女子4X100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	69_一般女子4X100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	70_一般女子4X400mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）


