
第６８回島根県陸上競技選手権大会（兼　第６９回国民体育大会県予選会）            平成２６年５月４日（日）〜５月５日（月）
審判長　（トラック）　　豊田　嘉男
審判長　（スタート）　　清水　禎宏
審判長　（フィールド）　井上　　充

決勝記録一覧表 記録主任　　　　　　　　大田　　裕
男  子 【競技場】322010  益田陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/04 男子  +2.2 土井　尚人 10.50 佐々木靖典 10.71 吾郷　陽 10.73 漆谷　健太 10.74 門脇　優作 10.84 住田　雅之 10.97 森　知幸 10.98 門脇　凌 11.00

100ｍ 筑波大 順大 松江北高 Team OJC 松江ＮＧＣ 明誠高 島根大 岡山商科大
05/05  +1.9 漆谷　健太 22.07 森　知幸 22.26 門脇　凌 22.41 嶋田　芳希 22.49 吉岡　慎司 22.68 西尾　颯汰 22.85 秦 啓一郎 23.02 金山　陽平 23.28

200ｍ Team OJC 島根大 岡山商科大 九工大 吉備国際大 平田高 順大 松江北高
05/04 佐々川雄雅 48.73 渋谷　新 49.87 新井　啓 50.31 稲葉　直人 50.54 和田　考平 51.62 大田　拓磨 51.63 柴田　昂季 52.69

400ｍ 環太平洋大 環太平洋大 明誠高 大社高 島根大 明誠高 益田高
05/05 金子　恭久 1,58.22 秦　　弘也 1,58.44 深津　直也 1,59.01 大田　拓磨 2,02.32 千原　康大 2,02.97 彌重　太一 2,06.22 矢野　巧樹 2,08.46 林　隼平 2,09.27

800ｍ ALSOKあさひ播 出雲市消防本部 大社高 明誠高 広経大 益田高 明誠高 松江商高
05/04 千原　康大 4,03.12 濵野　拓希 4,05.64 三賀森　智哉 4,06.06 岡本　創平 4,07.15 齋藤　昌範 4,07.31 今田　淳 4,07.91 朝倉　一樹 4,08.56 阿川　大祐 4,09.28

1500ｍ 広経大 出雲工高 益田市陸協 出雲工高 島根大 出雲工高 ホシザキ電機 出雲工高
05/05 岡本　創平 15,07.12 三賀森　智哉 15,17.42 今田　淳 15,19.12 新宮　良啓 15,26.99 豊田　浩司 15,31.61 山根　大輝 15,33.59 光谷　雄佑 15,43.83 亀地　貴哉 15,47.12

5000ｍ 出雲工高 益田市陸協 出雲工高 松江南高 鹿足郡陸協 平田高 広経大 明誠高
05/04  +0.5 小林　慶一郎 32,54.19 豊田　浩司 32,57.45 入江　廉太郎 33,27.76 野村　健策 33,39.73 塩満　亮太 34,06.81 下宮　隆行 34,43.43 中村　勇太 35,14.55 月輪　浩之 36,21.86

10000ｍ 松江市陸協 鹿足郡陸協 明誠高 明誠高 環太平洋大 雲南市陸協 鹿足郡陸協 島根ＡＣ
05/04  +1.4 佐々木　拓 14.53 石田　龍星 14.87 松島　竜太 14.93 山下　敬貴 15.22 牛尾　貴明 15.61 飯田　雅也 15.79 黒田 圭亮 16.13 中尾　宗一郎 16.64

110ｍＨ 熊本大 明誠高 福教大 九共大 岡山商科大 島根大 松江高専 明誠高
05/05 佐々木　拓 52.18 佐々川雄雅 53.99 大田  健斗 55.14 宮崎　大樹 55.31 黒田 圭亮 55.37 牛尾　貴明 57.24 遠藤　晴輝 58.36 坂根　拓馬 1,00.72

400ｍＨ 熊本大 GR 環太平洋大 中京大 福岡大 松江高専 岡山商科大 横田高 大社高
05/05 野津　侑輝 9,28.75 石橋　和大 9,37.50 濵野　拓希 9,43.11 倉橋　光太 9,43.71 吉田　真勇 9,48.80 橋本　直之 9,55.74 出川　諒 9,58.47 森脇　　輝 10,05.65

3000ｍＳＣ 桜江ＡＣ 松江農高 出雲工高 出雲工高 石見智翠館高 広島大 ホシザキ電機 ホシザキ電機
05/04 秋本　啓太 23,11.14 月輪　浩之 23,16.47 瀬尻　瞬 23,26.69 森山　翔太 24,07.06 石川　暢峻 24,33.77

5000ｍＷ 松江北高 島根ＡＣ 松江北高 出雲工高 山口大
05/05 松江北高       42.66 大社高       43.05 岡山商科大       43.23 島根大       43.57 明誠高Ａ       43.99 開星高Ａ       44.33 出雲高       44.71 松江ＮＧＣ       44.99

４×100ｍＲ 金山　陽平 澤　慎吾 近藤　翔太 大谷　祐貴 石田　龍星 善浪　大雅 錦織　優介 稲野　龍太
吾郷　陽 稲葉　直人 門脇　凌 中村海奈斗 中隠居　一輝 林　直輝 藤原　優也 門脇　優作
佐々木茉央 岸本　宗 牛尾　貴明 森　知幸 石倉　克哉 立花　右京 石原　隆弘 中谷　翔真
武田　悠真 柳幸　怜志 吉本　涼人 金山　周平 住田　雅之 川本　脩斗 松戸　直也 目次　晋侍

05/05 大社高     3,25.86 島根大     3,26.80 松江北高     3,27.53 開星高Ａ     3,31.87 明誠高     3,33.77 益田高     3,36.19 松江ＮＧＣ     3,39.79 環太平洋大     3,47.05
４×400ｍＲ 広野　健 和田　考平 佐々木茉央 槙原　千裕 新井　啓 井上　大輔 畑中　勇樹 岡　高儀

岸本　宗 金山　周平 金山　陽平 中村　翔太 大田　拓磨 矢冨　睦房 門脇　優作 渋谷　新
澤　慎吾 尾古　涼太 神田　恭輔 川本　脩斗 熊谷　篤弥 眞庭　周之 稲野　龍太 藤田　大勲
稲葉 直人 森 知幸 吾郷 陽 立花 右京 徳田 裕次郎 柴田 昂季 目次 晋侍 塩満 亮太稲葉　直人 森　知幸 吾郷　陽 立花　右京 徳田　裕次郎 柴田　昂季 目次　晋侍 塩満　亮太

05/05 石橋　健 1.98 坂野　亮次 1.90 槇原　光基 1.85 原田　康輝 大社高 1.80 布野　朋弥 1.80 松本　善幸 1.75
走高跳 岡山商科大 岡山商科大 九共大 柳楽　隼也 平田高 岡山大 松江農高

松戸　直也 出雲高 福嶋　唯人
大社高

05/04 澤　慎吾 5.05 来間　弘樹 5.00 錦織　実 4.60 曽田　昇汰 4.20 野々村　圭介 4.10
棒高跳 大社高 =GR 順大 松江農高 出雲高 大社高

05/04 平松　忠浩 7.08(+1.6) 浴元　烈 6.59(+1.1) 朝津　順平 6.56(+1.5) 川角　健太 6.53(+0.3) 北脇　真央 6.52(+1.3) 神田　健介 6.43(+2.1) 本田　翔梧 6.41(+1.3) 岡崎 友聖 6.35(+1.9)
走幅跳 アルプロン製薬 明誠高 横田高 横田高 大社高 島根大 公認4回目6.30(+1.0) 浜田市陸協 松江高専

05/05 澤　慎吾 13.51(+0.9) 岡崎 友聖 13.31(+0.8) 北脇　真央 13.28(+1.0) 北川　伸幸 13.25(+0.5) 朝津　順平 12.96(+2.0) 板持　貴久 12.76(+1.1) 中尾　尚太 12.61(+1.0) 野口　尚樹 12.26(+0.6)
三段跳 大社高 松江高専 大社高 松江工高 横田高 横田高 大社高 松江東高

05/05 福島　翔太郎 14.59 山内　誠 12.11 三原　涼 10.40
砲丸投 ＢＭＡＣ 島根大 福山平成大

05/04 勝部　悠介 43.13 平松　忠浩 34.42 福島　翔太郎 33.08 数田　優 32.85
円盤投 島根大 アルプロン製薬 ＢＭＡＣ 島根大

05/04 松田　堯 55.79 和田森　司 40.11 小浦　心充 35.60 野田　嘉彦 35.07 三原　涼 32.98 数田　優 32.16 原　煕生 32.15 川西　祐哉 14.68
ハンマー投 コナミスポーツ ＢＭＡＣ 島根大 Team OJC 福山平成大 島根大 環太平洋大 横田高

05/05 山根　卓也 55.55 小加本裕真 53.90 山田　哲生 52.93 森山　裕文 48.29 寺尾　郁哉 47.10 藤田　大勲 45.83 福島　昇治 45.77 若林　兼示郎 43.60
やり投 ＢＭＡＣ 島根大 ALSOKあさひ播磨 ＢＭＡＣ 益田翔陽高 環太平洋大 明誠高 明誠高

05/04 １０種競技 本田　直紀 4329 官澤　命 4114
～ 横田高 明誠高
05/05 100ｍ 12”37（+0.4） 580 11”97（+0.4） 657

走幅跳 6m28（+1.5） 648 5m03（0.0） 388
砲丸投 7m38 330 7m35 328
走高跳 1m53 411 1m77 602
400ｍ 55”70 571 53”14 676

110ｍＨ 19”45（-0.6） 394 19”13（-0.6） 421
円盤投 19m44 262 16m11 200
棒高跳 2m00 140 NM 0
やり投 35m02 370 35m22 373
1500ｍ 4’49”33 623 5’16”40 469

GR：大会新 =GR:大会タイ



第６８回島根県陸上競技選手権大会（兼　第６９回国民体育大会県予選会）            平成２６年５月４日（日）〜５月５日（月）
審判長　（トラック）　　豊田　嘉男
審判長　（スタート）　　清水　禎宏
審判長　（フィールド）　井上　　充

決勝記録一覧表 記録主任　　　　　　　　大田　　裕
男  子 【競技場】322010  益田陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/05 中高        芦田　隼人 9,01.72 田部　雄作 9,07.81 黒木みひろ 9,08.27 上岡　拓海 9,18.43 金高　司 9,28.68 柳樂　天斗 9,31.28 船木　拓海 9,31.41 橋本　春貴 9,31.88

3000ｍ 平田高 出雲工高 出雲工高 明誠高 出雲工高 出雲工高 出雲高 出雲工高
05/05 高校        田中　亮伍 12.32 杉原　摩耶 11.72 中山　尚紀 11.34 清原　平仁 11.05 須田　賢司 10.72 安食　拓哉 10.47 山本　幸志郎 10.37 尾﨑　貴徳 10.35

砲丸投 松江工高 明誠高 松江西高 大社高 松江工高 大社高 明誠高 矢上高
05/04 高校        平井　　龍 37.19 安食　拓哉 35.17 錦織　優介 34.72 中山　尚紀 33.73 藤原　正仁 31.98 伊藤　吉彦 30.84 清原　平仁 28.49 杉原　摩耶 27.27

円盤投 松江工高 大社高 出雲高 松江西高 大社高 大社高 大社高 明誠高
05/04 高校        平井　　龍 43.00 藤原　正仁 42.57 青山　治樹 39.92 玉木　佐希哉 38.64 松尾　佳紀 38.30 中島　駿 38.12 持田　豪 35.91 錦織　優介 33.48

ハンマー投 松江工高 大社高 松江農高 出雲高 松江農高 島根中央高 大社高 出雲高



第６８回島根県陸上競技選手権大会（兼　第６９回国民体育大会県予選会）            
平成２６年５月４日（日）〜５月５日（月）

審判長　（トラック）　　豊田　嘉男
審判長　（スタート）　　清水　禎宏
審判長　（フィールド）　井上　　充

決勝記録一覧表 記録主任　　　　　　　　大田　　裕
女  子 【競技場】322010  益田陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/04 女子  +1.0 日野　依瑞 12.28 水師　莉子 12.55 大賀　愛水 12.80 森山　恵美 12.92 前島　瑠華 12.95 山田　かこ 12.96 山田　みる 13.23

100ｍ 大社高 大社高 出雲北陵高 大田市陸協 松江東高 松江商高 美作大
05/05  +1.7 日野　依瑞 25.56 森山　恵美 26.82 山田　かこ 26.85 山橋恵美子 27.05 髙梨　理佳 27.37 桐田　康子 27.70 三上　真奈 27.77

200ｍ 大社高 大田市陸協 松江商高 岡山大 松江商高 益田市陸協 矢上高
05/04 福田　翔子 57.94 山橋恵美子 59.32 椿　　玲美 1,00.26 黒田　千晴 1,03.47 成相　亜美 1,03.78 岩崎　絢加 1,04.24 北村　京香 1,04.61

400ｍ 松江北高 岡山大 出雲北陵高 出雲北陵高 出雲高 松江北高 大社高
05/05 糸原　綾 2,13.16 福田　翔子 2,17.14 米山　真里菜 2,27.51 鈴木　真綾 2,27.58 清水　妃菜 2,31.09 小笹　美波 2,31.84 原　加奈子 2,32.62 椋　美咲 2,34.95

800ｍ 福島大 松江北高 出雲高 島根大 松江商高 平田高 松江南高 益田高
05/04 黒田　純菜 4,42.95 野坂　美帆 4,43.44 柘植愛侑里 4,45.36 米山　真里菜 4,50.05 小玉　芽依 5,01.40 鈴木　真綾 5,02.77 米原　綾香 5,02.96 小笹　美波 5,06.44

1500ｍ 平田高 平田高 平田高 出雲高 平田高 島根大 松江商高 平田高
05/05 黒田　純菜 17,05.56 野坂　美帆 17,05.89 柘植愛侑里 17,41.87 金村　光里 18,21.06 青木　結子 19,04.52 高橋　希香 19,23.51 宮﨑　有紀 21,01.00

5000ｍ 平田高 平田高 平田高 島根ＡＣ 出雲高 大社高 大社高
05/04  +0.5 金村　光里 38,16.15

10000ｍ 島根ＡＣ
05/04  +0.5 山上　萌菜 15.40 武田　伽奈子 16.07 皆尾　早耶 16.40 四方田　晴菜 16.44 奥田　しおり 17.22 市木　由香 17.40 伊藤　元伽 17.40 内藤　有香 17.83

100ｍＨ 大社高 大社高 浜田高 出雲高 松江北高 浜田高 松江北高 出雲高
05/05 山上　萌菜 1,06.95 岩崎　絢加 1,09.04 椿　　玲美 1,09.25 清水　美希 1,10.06 槇原　彩夏 1,14.91 大庭由加里 1,17.79 大谷　優奈 1,21.04

400ｍＨ 大社高 松江北高 出雲北陵高 美作大 出雲高 益田高 益田翔陽高
05/04 古川　偲帆 26,03.93 青木　結子 26,13.39 金山　遥香 27,25.49 久家　光梨 28,11.49 飯島　可奈 29,44.46 渡部　紗歩 32,20.78

5000ｍＷ 出雲商高 GR 出雲高 GR 出雲高 GR 出雲商高 美作大 松江商高
05/05 大社高       49.12 出雲北陵高       50.17 松江商高       51.43 益田市陸協       51.75 出雲高       52.24 明誠高       52.86 益田高       55.79 松江北高       57.38

４×100ｍＲ 松浦　美咲 黒田　千晴 髙梨　理佳 橋本　千晶 内藤　有香  山口　眞歩 野﨑　菜美 藤原茉奈美
水師　莉子 椿　　玲美 安達　佳穂 木束地　風香 渡部　海帆  高野　美加 大畑はるな 部田　倭葉
山上　萌菜 水師　寧々 山田　かこ 桐田　康子 金山　朱音  中隠居　実紅 表田ことみ 奥田　しおり
日野 依瑞 大賀 愛水 柳川 莉子 石川 育美 成相 亜美 清水 夕夏 大庭由加里 西村 佳央日野　依瑞 大賀　愛水 柳川　莉子 石川　育美 成相　亜美 清水  夕夏 大庭由加里 西村　佳央

05/05 松江北高     4,06.86 大社高     4,08.13 出雲北陵高     4,10.81 松江商高     4,11.35 明誠高     4,20.56 浜田高     4,22.13 出雲高     4,28.03 益田翔陽高     4,35.18
４×400ｍＲ 藤原茉奈美 日野　依瑞 大賀　愛水 髙梨　理佳  中隠居　実紅 濵野　真帆 内藤　有香 沖田　春菜

岩崎　絢加 水師　莉子 黒田　千晴 山田　かこ  高野　美加 田原　瑞希 渡部　海帆 石川　理那
伊藤　元伽 志食　伶奈 水師　寧々 柳川　莉子  山口　眞歩 皆尾　早耶 槇原　彩夏 増野　安美
福田　翔子 山上　萌菜 椿　　玲美 安達　佳穂  清水  夕夏 田邨　みなみ 米山　真里菜 大谷　優奈

05/04 渡部　海帆 1.61 志食　伶奈 1.58 岸本　華奈 1.45 宇津巻　南 1.45 福島　渚 1.45 小林　亜衣梨 1.40 森　三峰 1.40
走高跳 出雲高 大社高 大社高 浜田高 大社高 浜田二中 益田東高

05/05 部田　倭葉 5.08(+0.4) 石川　育美 5.06(+0.3) 田邨　夏歩 5.02(+0.4) 松浦　美咲 4.98(+0.4) 福間　有紗 4.96(+0.4) 高柴　苑花 4.92(0.0) 四方田　晴菜 4.90(+0.7) 部田しづく 4.78(0.0)
走幅跳 松江北高 益田市陸協 金城中 大社高 松江北高 大社高 出雲高 松江高専

05/05 部田しづく 10.66(+0.8)
三段跳 松江高専

05/05 野﨑　菜美 10.73 門脇　七虹 9.52  行吉  南菜 9.11 大塚　春華 9.02  大田　純香 8.93 赤木　美保 8.53 渡部　瑠美 7.92 白築　瑞穂 7.67
砲丸投 益田高 大社高 明誠高 大社高 明誠高 平田高 大東高 開星高

05/04 赤木　美保 29.00 田中　伶奈 28.51 大塚　春華 27.25 野﨑　菜美 26.49 門脇　七虹 26.39 中川　紗也加 26.11  行吉  南菜 23.97 土江　瑠実 20.79
円盤投 平田高 大田高 大社高 益田高 大社高 大社高 明誠高 松江商高

05/04 赤木　美保 30.04
ハンマー投 平田高

05/05 野﨑　菜美 37.17 渡部　海帆 32.48 大塚　春華 31.25 小松原　愛里 26.62 中川　紗也加 25.44 永瀬　沙霧 22.75 金山　朱音 22.17 上田　志織 20.54
やり投 益田高 出雲高 大社高 安来高 大社高 安来高 出雲高 松江西高

GR：大会新



月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速ｍ/sec

5 4 9 00 晴 21.0 22% 南西 1.5

10 00 晴 24.5 24% 西 0.1

11 00 晴 25.0 26% 南西 1.4

12 00 晴 25.0 27% 南 2.4

13 00 晴 21.0 30% 西 0.7

14 00 晴 22.0 38% 北 1.4

15 00 晴 23.0 33% 北 0.8

16 00 晴 22.0 43% 北西 0.9

5 5 9 00 曇 11.0 88% 南 1.3

気 象 条 件

16 00 晴 22.0 43% 北西 0.9

5 5 9 00 曇 11.0 88% 南 1.3

10 00 曇 12.0 87% 南 1.0

11 00 晴 16.0 69% 南西 0.1

12 00 晴 17.0 44% 北西 1.4

13 00 晴 17.0 43% 北西 0.8

14 00 晴 18.0 38% 北西 1.7

15 00 晴 16.5 43% 北西 2.4

16 00 晴 17.0 43% 北 1.0

第６８回島根陸上競技選手権大会兼第６９回国民体育大会予選会
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記　　録 氏　　　名 所　　　属

5月4日 ○ 女子 5000ｍＷ 決 26,03.93 古川　偲帆 出雲商高

○ 女子 5000ｍＷ 決 26,13.39 青木　結子 出雲高

○ 女子 5000ｍＷ 決 27,25.49 金山　遥香 出雲高

○ 男子 棒高跳 決 5ｍ05 澤　慎吾 大社高

5月5日 ○ 男子 400ｍＨ 決 52.18 佐々木　拓 熊本大
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