
男子１年100m

6月14日 13:45 予選  
島根県中学記録 (PR)     11.42     木原　　博 (美濃・美都)                                     H12         6月14日 15:05 決勝  
島根県大会記録 (GR)     11.52     木原　　博 (美濃・美都)                                     H12         

予選  5組0着+8

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

ﾐｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ ｲﾄｳ ｾｲﾒｲ
1 6 1133 三島　　崚平 (1) 島大附属 12.40 q 1 4 1025 伊藤　　清明 (1) 東出雲 13.10 q

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｺｼﾛｶﾈ ｺｳﾍｲ
2 5 514 福田　　亮太 (1) 松江第一 12.71 q 2 7 2224 小白金　航平 (1) 浜山 13.17

ﾂﾁｴ ﾘｸ ﾏﾂﾅｵ ﾂﾊﾞｻ
3 2 2073 土江　　流空 (1) 出雲第三 12.72 q 3 8 4013 松直　　　翼 (1) 大田第二 13.30

ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾎﾘﾆｼ ｺｳｼﾞｭﾝ
4 4 5600 今田　　裕二 (1) 旭 12.77 q 4 9 2148 堀西　　洸惇 (1) 河南 13.50

ﾐｷ ﾏｻﾄ ﾏｷﾉ ﾅｵｷ
5 7 510 三木　　真慧 (1) 松江第一 12.80 q 5 3 1857 槇野　　尚輝 (1) 出雲第一 13.51

ｿﾀ ﾋﾋﾞｷ ｱｺﾞｳ　ｶﾞｸﾄ
6 9 2323 曽田　　　響 (1) 平田 12.96 q 6 5 1911 吾郷　　楽斗 (1) 出雲第二 13.52

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾏ ｲｼﾂﾞ ﾀｸﾐ
7 3 7214 大久保　良真 (1) 日原 13.03 q 7 2 5147 石津　　　匠 (1) 浜田第四 13.67

ﾀｵﾀﾞ ｴｲｷ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
8 8 5327 垰田　　瑛輝 (1) 三隅 13.49 8 6 6510 村山　　　響 (1) 美都 13.72

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

ｲｿﾀ ｹｲｺﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ
1 5 2715 磯田　　圭吾 (1) 斐川西 13.24 1 8 5508 遠藤　　直樹 (1) 金城 13.17

ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾀｶﾐ ｼｭﾝｽｹ
2 6 2416 原田　　真紘 (1) 向陽 13.58 2 5 621 高見　　俊介 (1) 松江第二 13.78

ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｷ ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ
3 9 2616 内田　　泰暉 (1) 斐川東 13.64 3 3 217 近藤　　晃輝 (1) 安来第三 13.94

ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ ｵｵﾓﾘ ｾﾂﾑ
4 3 3127 後藤 達也 (1) 大東 13 66 4 4 3760 大森 雪夢 (1) 仁多 14 30

風:  +2.8 風:  +3.7

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +3.1 風:  -1.8

4 3 3127 後藤　　達也 (1) 大東 13.66 4 4 3760 大森　　雪夢 (1) 仁多 14.30
ﾏﾄﾊﾞ ﾏﾅﾄ ｻｻｷ ﾄﾓﾔ

5 8 5950 的場　真那斗 (1) 瑞穂 13.74 5 2 4910 佐々木　友也 (1) 浜田第二 14.43
ﾌｶﾉ ﾄﾓﾔ ﾀｲｺ ﾘｷﾄ

6 2 4650 深野　　友哉 (1) 青陵 13.91 6 9 909 太皷　　力斗 (1) 美保関 14.61
ﾐﾀﾆ ﾘｭｳ ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ

7 4 3903 三谷　　　瑠 (1) 大田第一 13.91 7 6 5702 岡本　　朋也 (1) 川本 14.67
ﾐﾅﾘ ﾚｵ ﾊｼｶﾞｻｺ ﾀﾂﾙ

8 7 2515 三成　　玲緒 (1) 大社 13.96 8 7 4817 橋ヶ迫　　樹 (1) 浜田第一 15.19

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶｲ ﾘｭｳｾｲ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 7 3801 甲斐　　瑠聖 (1) 仁多横田 13.38 ﾐｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ

ｽﾔﾏ ﾕｳｷ 1 7 1133 三島　　崚平 (1) 島大附属 12.44
2 8 1704 須山　　勇希 (1) 松江ろう 13.75 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ 2 6 514 福田　　亮太 (1) 松江第一 12.58
3 2 326 山本　　彪南 (1) 広瀬 14.45 ﾂﾁｴ ﾘｸ

ｶｽｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 3 5 2073 土江　　流空 (1) 出雲第三 12.70
4 6 167 春日　　良輔 (1) 安来第一 15.22 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

ｳｴﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 4 4 5600 今田　　裕二 (1) 旭 12.88
5 5 4107 上田　　太陽 (1) 志学 15.40 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾏ

ﾅｶﾞﾐ ﾕｲﾄ 5 2 7214 大久保　良真 (1) 日原 12.97
6 3 5201 長見　　由翔 (1) 浜田東 15.75 ﾐｷ ﾏｻﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ 6 8 510 三木　　真慧 (1) 松江第一 12.98
7 4 710 松原　　太一 (1) 松江第四 16.30 ｿﾀ ﾋﾋﾞｷ

7 9 2323 曽田　　　響 (1) 平田 13.12
ｲﾄｳ ｾｲﾒｲ

8 3 1025 伊藤　　清明 (1) 東出雲 13.13

風:  +2.9

風:  0.0

凡例  



男子２年100m

6月14日 13:15 予選  
島根県中学記録 (PR)     11.12     木原　　博 (美濃・美都)                                     H13         6月14日 15:15 決勝  
島根県中学記録 (PR)     11.1      細田　真史 (松江・湖南)                                     H3          
島根県大会記録 (GR)     11.32     岩田　大輝 (益田・東陽)                                     H12         
島根県大会記録 (GR)     11.2      滝本　剛司 (浜田・浜田一)                                   H4          

予選  5組0着+8

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

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ ｻﾄｳ ｱｱﾄ
1 5 724 門脇　　　陸 (2) 松江第四 11.99 q 1 5 712 佐藤　亜々人 (2) 松江第四 12.10 q

ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ
2 2 723 遠所　　勇歩 (2) 松江第四 12.06 q 2 9 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽 12.11 q

ｶﾐﾔ ﾀｶﾕｷ ｲｸﾀ ﾘｮｳ
3 1 612 神谷　　孝之 (2) 松江第二 12.15 q 3 6 2130 生田　　　凌 (2) 河南 12.45

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾐ ｹｲﾀ
4 4 2263 永岡　宗一郎 (2) 浜山 12.19 q 4 4 5143 永見　　啓太 (2) 浜田第四 12.75

ｵｵﾋﾞﾂ ﾀｶﾋﾛ ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ
5 9 215 大櫃　　崇宏 (2) 安来第三 12.29 q 5 2 5205 西岡　　優輝 (2) 浜田東 12.77

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ ﾏｽﾀﾆ ﾛｲ
6 8 7213 森本　　啓介 (2) 日原 12.34 q 6 8 2066 増谷　　呂威 (2) 出雲第三 12.83

ｶｯﾃ ﾔｽﾊﾙ ｶﾜﾓﾄ ｾｲﾏ
7 6 4811 勝手　　泰治 (2) 浜田第一 12.41 7 7 5314 川本　　晟馬 (2) 三隅 12.94

ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ ﾌｶﾂ ﾐｸﾐ
8 3 507 石川　　優也 (2) 松江第一 12.74 8 1 2312 深津　未来海 (2) 平田 12.98

ﾆｼｵ ﾀｲｾｲ ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ
7 2307 西尾　　太成 (2) 平田 DNS 3 1842 多々納　唯人 (2) 出雲第一 DNS

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

ｳｴﾀﾞ ﾚｵ ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ
1 2 4103 上田　　怜央 (2) 志学 12.82 1 4 2608 古川　　晃希 (2) 斐川東 13.09

ﾋﾗｶﾜ　ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾏｴ ｶﾂｷ
2 1 1944 平川 大地 (2) 出雲第二 12 91 2 6 1001 中前 克輝 (2) 東出雲 13 10

風:  +1.7 風:  +3.2

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +3.0 風:  +1.1

2 1 1944 平川　　大地 (2) 出雲第二 12.91 2 6 1001 中前　　克輝 (2) 東出雲 13.10
ﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ ﾎﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ

3 5 2708 水　　　祥大 (2) 斐川西 12.91 3 8 2548 本藤　　稜也 (2) 大社 13.12
ﾀｺﾞ ｷｮｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ

4 3 225 多胡　　京太 (2) 安来第三 12.94 4 5 7001 松田　　昂己 (2) 六日市 13.15
ｶﾜｲ ﾏﾅﾄ ｷﾑﾗ ﾋｶﾙ

5 6 4619 河合　　愛斗 (2) 青陵 12.97 5 7 3917 木村　　　輝 (2) 大田第一 13.40
ﾋﾉｷﾀﾞﾆ ｺｳｲﾁ ｾｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ

6 4 6504 檜谷　　晃一 (2) 美都 13.02 6 9 5700 瀬上　　一樹 (2) 川本 13.42
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ ﾀﾅﾍﾞ ｱｷ

7 7 3810 兒玉　　祐希 (2) 仁多横田 13.14 7 3 3114 田部　　　明 (2) 大東 13.48
ｶﾝﾄﾞ ﾕｳｷ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ

8 9 1252 神門　　勇輝 (2) 湖東 13.31 8 1 3755 塚原　　優斗 (2) 仁多 13.84
ｲｼｸﾗ ｿﾗ ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ

9 8 903 石倉　　　空 (2) 美保関 13.69 2 2414 三島　　央志 (2) 向陽 DNS

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 135 近藤　　悠貴 (2) 安来第一 13.33 ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ

ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 1 4 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽 11.99
2 4 4003 田中　　航太 (2) 大田第二 13.58 ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ

ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ 2 7 723 遠所　　勇歩 (2) 松江第四 12.10
3 6 4907 安達　　一貴 (2) 浜田第二 13.73 ｻﾄｳ ｱｱﾄ

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 3 6 712 佐藤　亜々人 (2) 松江第四 12.14
4 2 505 森永　　夏野 (2) 松江第一 13.75 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ

ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 4 8 2263 永岡　宗一郎 (2) 浜山 12.19
5 7 5509 岡本　　龍司 (2) 金城 13.92 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ

ﾌｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 5 5 724 門脇　　　陸 (2) 松江第四 12.27
6 3 816 深田　　竜矢 (2) 湖南 14.27 ｶﾐﾔ ﾀｶﾕｷ

ﾐｶﾐ ﾕｳｼﾞ 6 9 612 神谷　　孝之 (2) 松江第二 12.28
7 8 5949 三上　　裕嗣 (2) 瑞穂 14.50 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 7 2 7213 森本　　啓介 (2) 日原 12.47
8 9 1131 藤原　　稜介 (2) 島大附属 15.01 ｵｵﾋﾞﾂ ﾀｶﾋﾛ

8 3 215 大櫃　　崇宏 (2) 安来第三 12.48

風:  +3.4

風:  +3.4

凡例    DNS：欠場



男子３年100m

6月14日 13:00 予選  
島根県中学記録 (PR)     10.86     木原　　博 (美濃・美都)                                     H14         6月14日 16:00 決勝  
島根県中学記録 (PR)     10.8      原　　佳宏 (安来・安来三)                                   H4          
島根県大会記録 (GR)     10.86     木原　　博 (美濃・美都)                                     H14         
島根県大会記録 (GR)     10.8      原　　佳宏 (安来・安来三)                                   H4          

予選  6組0着+8

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

ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ ｺｼﾉ ﾘｭｳｾｲ
1 5 512 勝田　　　築 (3) 松江第一 11.64 q 1 7 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲 11.94 q

ｻｲﾄｳ ｶﾝﾘｭｳ ｻﾄｳ ﾀｹﾄ
2 7 3914 斎藤　　寛流 (3) 大田第一 11.77 q 2 6 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽 12.00 q

ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
3 6 1201 安食　　椋太 (3) 松江第三 11.80 q 3 2 7503 橋本　　大輝 (3) 津和野 12.10

ｼﾊﾞﾀ ﾘﾁ ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ
4 8 6701 柴田　　璃知 (3) 東陽 11.83 q 4 5 2123 山岡　　滉生 (3) 河南 12.18

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝﾔ
5 4 1823 山上　　響輝 (3) 出雲第一 11.85 q 5 4 3915 森山　　慎也 (3) 大田第一 12.33

ﾌｸﾏ ﾅｵﾄ ﾌｸﾏ ﾘｮｳ
6 2 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵 12.07 6 9 3311 福間　　　稜 (3) 加茂 12.53

ﾂｷﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄ
9 2258 月森　　大介 (3) 浜山 DNS 8 6301 岩本　　龍人 (3) 益田東 DNS

ｶﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｸﾉ ｶﾝﾀ
3 5133 官澤　　祐斗 (3) 浜田第四 DNS 3 2535 久野　　完太 (3) 大社 DNS

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

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ
1 8 2250 森山　　結太 (3) 浜山 12.05 q 1 4 5136 永見　　裕介 (3) 浜田第四 12.40

ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ ﾅｽ ｿｳｷ
2 3 2343 淺野　　翔太 (3) 平田 12.14 2 8 4102 那須　　壮希 (3) 志学 12.45

ｶﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ
3 7 3108 河角 雅晃 (3) 大東 12 23 3 2 3749 千原 和也 (3) 仁多 12 45

風:  +1.1 風:  +2.1

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +2.1 風:  +1.7

3 7 3108 河角　　雅晃 (3) 大東 12.23 3 2 3749 千原　　和也 (3) 仁多 12.45
ｱｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｲﾖﾓﾘ ﾕｳｷ

4 4 152 蘆田　　将吾 (3) 安来第一 12.32 4 7 608 伊與森　勇希 (3) 松江第二 12.65
ﾌｸﾅｶﾞ　ﾘｮｳ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

5 6 1931 福永　　　怜 (3) 出雲第二 12.39 5 6 5504 杉本　　　涼 (3) 金城 12.75
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ

6 9 4801 柳原　　琢人 (3) 浜田第一 12.61 6 3 3813 石原　　秀真 (3) 仁多横田 12.84
ﾐｳﾗ ﾚｲｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

7 2 5300 三浦　　玲児 (3) 三隅 12.75 7 5 6704 齋藤　　勇人 (3) 東陽 13.03
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ ﾌｼﾞｲ ﾂｶｻ

5 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲第三 DNS 8 9 5939 藤井　　　司 (3) 瑞穂 13.52

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

ﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ ﾄﾞｲ ｱｽｶ
1 8 901 原　　　翔一 (3) 美保関 12.58 1 6 7203 土井　　飛鳥 (3) 日原 12.81

ﾏﾂｳﾗ ﾘｸﾔ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
2 3 2425 松浦　　陸矢 (3) 向陽 12.72 2 4 1127 田中　　洸佑 (3) 島大附属 12.89

ﾋﾗｻｶ ﾘｮｳ ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ
3 5 812 平坂　　　崚 (3) 湖南 12.73 3 2 4616 五島　　秀記 (3) 青陵 13.31

ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ ｷｼﾓﾄ ｻﾄｼｷ
4 2 2711 山城　　侑希 (3) 斐川西 12.76 4 9 1815 岸本　　慧樹 (3) 出雲第一 13.48

ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ ﾌｸﾄﾐ ｼｭﾝﾔ
5 7 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう 12.87 5 3 5727 福富　　舜也 (3) 川本 13.52

ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ ｶｷﾀ ﾀｸﾐ
6 6 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東 13.05 6 8 4903 柿田　　拓海 (3) 浜田第二 13.83

ﾔﾀﾞ ｱｷﾖｼ ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ
7 9 222 矢田　　晃義 (3) 安来第三 13.14 7 7 6247 齋藤　　　晨 (3) 益田 13.86

ﾃﾗﾄﾞ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾔﾄ
4 7002 寺戸　　光輝 (3) 六日市 DNS 8 5 720 渡邊　　迅都 (3) 松江第四 14.01

風:  +2.3 風:  +2.4

凡例    DNS：欠場



男子３年100m

6月14日 13:00 予選  
島根県中学記録 (PR)     10.86     木原　　博 (美濃・美都)                                     H14         6月14日 16:00 決勝  
島根県中学記録 (PR)     10.8      原　　佳宏 (安来・安来三)                                   H4          
島根県大会記録 (GR)     10.86     木原　　博 (美濃・美都)                                     H14         
島根県大会記録 (GR)     10.8      原　　佳宏 (安来・安来三)                                   H4          

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ

1 5 512 勝田　　　築 (3) 松江第一 11.58
ｻｲﾄｳ ｶﾝﾘｭｳ

2 4 3914 斎藤　　寛流 (3) 大田第一 11.76
ｻﾄｳ ﾀｹﾄ

3 2 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽 11.90
ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ

4 7 1201 安食　　椋太 (3) 松江第三 11.93
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾁ

5 6 6701 柴田　　璃知 (3) 東陽 11.94
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ

6 3 2250 森山　　結太 (3) 浜山 12.14
ｺｼﾉ ﾘｭｳｾｲ

7 8 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲 12.15
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ

9 1823 山上　　響輝 (3) 出雲第一 DNS

風:  -0.8

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

凡例    DNS：欠場



男子１年1500m

6月14日 14:40 決勝  
島根県中学記録 (PR)     4.24.0    木佐　充伸 (出雲・平田)                                     S60         
島根県大会記録 (GR)     4.27.2    会下　　毅 (邑智・川本)                                     S63         

決勝

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

ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｺｳﾉ ｼｭﾝ
1 11 5206 三浦　　龍司 (1) 浜田東 4.41.60 1 6 2220 河野　　　駿 (1) 浜山 5.12.41

ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾀ ﾂﾈﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ
2 9 5154 中島　　将太 (1) 浜田第四 4.48.12 2 4 3901 恒松　晃太郎 (1) 大田第一 5.13.33

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ ｱｵｷ ﾖｳｾｲ
3 8 6321 竹林　　　翼 (1) 益田東 4.54.43 3 11 2707 靑木　　陽生 (1) 斐川西 5.14.63

ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾄ ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾔﾄ
4 1 4649 永井　　雅人 (1) 青陵 4.57.88 4 15 619 門脇　　勇人 (1) 松江第二 5.23.33

ﾉｼﾞﾘ ﾅﾂｷ ｳｴﾀﾞ ｱｻﾋ
5 12 5328 野尻　　夏暉 (1) 三隅 4.59.73 5 10 5200 植田　　朝陽 (1) 浜田東 5.23.88

ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾔ
6 10 1135 今田　　優佑 (1) 島大附属 5.02.53 6 16 2415 橋本　　幸弥 (1) 向陽 5.26.54

ﾖﾈﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ
7 13 2143 米山　　哲平 (1) 河南 5.02.75 7 14 513 福田　　健人 (1) 松江第一 5.27.38

ｵｵﾊﾞ ﾐｽﾞﾅﾗ ｻｻｷ ﾀｲﾖｳ
8 7 4816 大場みずなら (1) 浜田第一 5.06.06 8 7 5952 佐々木　太陽 (1) 瑞穂 5.28.26

ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ
9 15 4909 松本　　青空 (1) 浜田第二 5.07.58 9 12 326 山本　　彪南 (1) 広瀬 5.29.85

ﾅｶﾞｼﾏ ｸｳ ﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ
10 5 2513 永島　　空海 (1) 大社 5.08.23 10 5 4017 和田　　駿平 (1) 大田第二 5.31.38

ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ｺｳﾉ ﾕｳｷ
11 16 3766 岸本　　和真 (1) 仁多 5.08.35 11 3 2614 河野　　優生 (1) 斐川東 5.34.38

ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ
12 14 164 西村　　大稀 (1) 安来第一 5.10.12 12 9 3121 渡部　　瑞希 (1) 大東 5.37.73

ｵｿﾞｴ ｺﾀﾛｳ ｲﾏﾀﾆ ﾊﾔﾄ
13 3 2016 尾添　虎太郎 (1) 出雲第三 5.10.78 13 8 5518 今谷　　　隼 (1) 金城 5.44.04

ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾄ

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

ﾔ ｻｷ ｳﾀ ｲ ｲｶ ﾜ ｹ ﾝﾄ
14 2 1861 山崎　　雄大 (1) 出雲第一 5.11.12 14 13 226 井川　　元斗 (1) 安来第三 5.49.37

ﾏｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ
15 4 1029 増野　健太郎 (1) 東出雲 5.12.19 15 1 4108 景山　　尚宏 (1) 志学 6.18.91

ｷｸｶﾜ ｺｳｷ ｲｲﾀﾞ ﾋﾕｳ
16 6 912 菊川　　幸暉 (1) 美保関 5.25.96 16 2 5701 飯田　　飛悠 (1) 川本 6.30.52

ｵｵﾉ　ｼｭﾝｽｹ
17 1915 大野　　隼輔 (1) 出雲第二 DNS

凡例    DNS：欠場



男子１年1500m

島根県中学記録 (PR)     4.24.0    木佐　充伸 (出雲・平田)                                     S60         
島根県大会記録 (GR)     4.27.2    会下　　毅 (邑智・川本)                                     S63         

決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5206 三浦　　龍司 (1) ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 浜田東 4.41.60
2 5154 中島　　将太 (1) ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾀ 浜田第四 4.48.12
3 6321 竹林　　　翼 (1) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 益田東 4.54.43
4 4649 永井　　雅人 (1) ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾄ 青陵 4.57.88
5 5328 野尻　　夏暉 (1) ﾉｼﾞﾘ ﾅﾂｷ 三隅 4.59.73
6 1135 今田　　優佑 (1) ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島大附属 5.02.53
7 2143 米山　　哲平 (1) ﾖﾈﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 河南 5.02.75
8 4816 大場みずなら (1) ｵｵﾊﾞ ﾐｽﾞﾅﾗ 浜田第一 5.06.06
9 4909 松本　　青空 (1) ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ 浜田第二 5.07.58

10 2513 永島　　空海 (1) ﾅｶﾞｼﾏ ｸｳ 大社 5.08.23
11 3766 岸本　　和真 (1) ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 仁多 5.08.35
12 164 西村　　大稀 (1) ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 安来第一 5.10.12
13 2016 尾添　虎太郎 (1) ｵｿﾞｴ ｺﾀﾛｳ 出雲第三 5.10.78
14 1861 山崎　　雄大 (1) ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 出雲第一 5.11.12
15 1029 増野　健太郎 (1) ﾏｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 東出雲 5.12.19
16 2220 河野　　　駿 (1) ｺｳﾉ ｼｭﾝ 浜山 5.12.41
17 3901 恒松　晃太郎 (1) ﾂﾈﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 大田第一 5.13.33
18 2707 靑木　　陽生 (1) ｱｵｷ ﾖｳｾｲ 斐川西 5.14.63
19 619 門脇　　勇人 (1) ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾔﾄ 松江第二 5.23.33
20 5200 植田　　朝陽 (1) ｳｴﾀﾞ ｱｻﾋ 浜田東 5.23.88
21 912 菊川　　幸暉 (1) ｷｸｶﾜ ｺｳｷ 美保関 5.25.96
22 2415 橋本　　幸弥 (1) ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾔ 向陽 5.26.54
23 513 福田　　健人 (1) ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 松江第一 5.27.38
24 5952 佐々木　太陽 (1) ｻｻｷ ﾀｲﾖｳ 瑞穂 5.28.26
25 326 山本　　彪南 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ 広瀬 5.29.85
26 4017 和田　　駿平 (1) ﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大田第二 5.31.38
27 2614 河野　　優生 (1) ｺｳﾉ ﾕｳｷ 斐川東 5.34.38
28 3121 渡部　　瑞希 (1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 大東 5.37.73

今谷 隼 ( ) ｲ ﾀ ﾔﾄ 金城

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

29 5518 今谷　　　隼 (1) ｲﾏﾀﾆ ﾊﾔﾄ 金城 5.44.04
30 226 井川　　元斗 (1) ｲｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾄ 安来第三 5.49.37
31 4108 景山　　尚宏 (1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 志学 6.18.91
32 5701 飯田　　飛悠 (1) ｲｲﾀﾞ ﾋﾕｳ 川本 6.30.52

1915 大野　　隼輔 (1) ｵｵﾉ　ｼｭﾝｽｹ 出雲第二 DNS

凡例    DNS：欠場



男子200m

6月14日 11:00 予選  
島根県中学記録 (PR)     22.11     細田　真史 (松江・湖南)                                     H4          6月14日 16:55 決勝  
島根県大会記録 (GR)     22.0      細田　真史 (松江・湖南)                                     H4          

予選  5組0着+8

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

ｱﾀﾞﾁ　ﾕｳｷ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ
1 4 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲第二 23.70 q 1 3 2250 森山　　結太 (3) 浜山 24.50 q

ﾔﾏﾈ　ｹﾞﾝｷ ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ
2 5 1926 山根　　元暉 (3) 出雲第二 24.43 q 2 8 3109 末光　　雄介 (3) 大東 25.19 q

ｻｲﾄｳ ｶﾝﾘｭｳ ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ
3 6 3914 斎藤　　寛流 (3) 大田第一 24.54 q 3 1 1841 永瀬　　海生 (2) 出雲第一 25.50 q

ﾌｸﾏ ﾅｵﾄ ｷｼ ﾀﾂﾔ
4 9 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵 25.11 q 4 2 1045 岸　　　達也 (3) 東出雲 25.82

ｲｼﾊﾗ ｱﾕﾑ ｽｴﾄﾓ ﾕｳｷ
5 3 3310 石原　　亜夢 (3) 加茂 25.52 5 5 5302 末友　　悠希 (3) 三隅 25.91

ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝﾔ ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｷ
6 2 2341 松浦　　峻也 (3) 平田 26.54 6 7 2112 永岡　　大樹 (3) 河南 26.05

ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾞﾔｽ ﾌｳｷ
8 1201 安食　　椋太 (3) 松江第三 DNS 7 4 7108 永安　　風輝 (3) 柿木 26.56

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ ｻﾉ ｺｳﾀﾞｲ
1 1823 山上　　響輝 (3) 出雲第一 DNS 8 9 223 佐野　　航大 (2) 安来第三 27.96

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾉｽｹ
7 2012 福田　　優人 (3) 出雲第三 DNS 6 6303 高島　悠之介 (3) 益田東 DNS

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

ﾅｽ ｿｳｷ ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ
1 5 4102 那須　　壮希 (3) 志学 26.44 1 1 2704 玉木　　達也 (2) 斐川西 27.41

ﾅﾙｾ ｱﾝｺﾞ ﾆｼｶﾜ ｷﾞﾝﾄ
2 1 722 成瀬　　行吾 (2) 松江第四 27.16 2 7 4908 西川　　銀斗 (2) 浜田第二 28.25

ｶﾈﾔﾏ ﾀｲﾁ ｵｵﾊﾞ ｼｮｳｷ
3 3 4814 金山 太 (2) 浜田第 27 39 3 9 7207 大庭 将希 (2) 日原 28 66

風:  +0.3 風:  +0.1

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +2.5 風:  +1.7

3 3 4814 金山　　太一 (2) 浜田第一 27.39 3 9 7207 大庭　　将希 (2) 日原 28.66
ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

4 7 4616 五島　　秀記 (3) 青陵 27.60 4 5 2544 勝部　　雅紘 (2) 大社 28.90
ｾﾝｶﾞ ﾀｹﾙ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ

5 2 3912 千賀　　岳瑠 (2) 大田第一 27.93 5 8 6511 藤井　　裕輝 (1) 美都 29.31
ｲﾘｴ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞｴ ｲｯｷ

6 8 153 入江　　悠太 (2) 安来第一 28.48 6 3 902 藤江　　一気 (3) 美保関 29.32
ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ ﾀｶｲ ﾘｭｳﾔ

7 9 6247 齋藤　　　晨 (3) 益田 29.19 7 4 503 高井　　隆也 (2) 松江第一 30.42
ｱｻｳﾗ ｼｭﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾀ

8 6 5132 淺浦　　　舜 (3) 浜田第四 30.03 8 6 4007 中村　　蓮太 (2) 大田第二 30.69
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ ﾂｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ

4 6705 原田　　功輝 (3) 東陽 DNS 9 2 5953 津川　　史也 (1) 瑞穂 31.42

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 7 2426 森本　　優生 (3) 向陽 25.11 q ｱﾀﾞﾁ　ﾕｳｷ

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 1 6 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲第二 23.63
2 5 1137 田中　健太郎 (1) 島大附属 26.76 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾘｭｳ

ﾌｸﾄﾐ ｼｭﾝﾔ 2 4 3914 斎藤　　寛流 (3) 大田第一 24.10
3 9 5727 福富　　舜也 (3) 川本 27.29 ﾔﾏﾈ　ｹﾞﾝｷ

ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 3 7 1926 山根　　元暉 (3) 出雲第二 24.54
4 8 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東 27.59 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ

ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 4 5 2250 森山　　結太 (3) 浜山 24.72
5 2 3755 塚原　　優斗 (2) 仁多 29.23 ﾌｸﾏ ﾅｵﾄ

ｵｵﾏｴ ｼﾞｭﾝｷ 5 8 4613 福間　　尚斗 (3) 青陵 24.82
6 4 5207 大前　　諄起 (1) 浜田東 32.28 ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 6 3 3109 末光　　雄介 (3) 大東 25.35
6 815 渡部　　大貴 (3) 湖南 DNS ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ

ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ 7 9 2426 森本　　優生 (3) 向陽 25.42
3 3818 安部　　樹 (2) 仁多横田 DNS ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ

8 2 1841 永瀬　　海生 (2) 出雲第一 25.98

風:  +1.5

風:  +1.2

凡例    DNS：欠場



男子400m

6月14日 10:20 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.50.72   坂本　安弘 (簸川・斐川西)                                   H12         6月14日 15:45 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.50.9    金子　正志 (邑智・瑞穂)                                     H4          

予選  4組0着+8

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

ｵｵｻｷ ﾊﾙﾄ ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ
1 3 6302 大崎　　晴斗 (3) 益田東 0.55.72 q 1 7 2339 杉原　隆太郎 (3) 平田 0.55.05 q

ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ
2 1 224 高塚　　　稜 (2) 安来第三 0.56.33 q 2 3 7101 山口　　　翔 (3) 柿木 0.57.24 q

ｻﾜｴ ﾊﾙｱ ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾉｽｹ
3 6 6702 澤江　　温天 (3) 東陽 0.56.66 q 3 6 2014 松尾　龍之介 (3) 出雲第三 0.58.00 q

ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ
4 5 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南 0.56.69 q 4 8 4901 川本　　悠都 (3) 浜田第二 0.58.07

ｵﾀﾞ ｹｲﾀ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
8 2013 小田　　啓太 (3) 出雲第三 DNS 5 1 3747 内田　裕一郎 (3) 仁多 0.58.12

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ ｽｴﾐﾂ ﾕｳｽｹ
7 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲第三 DNS 6 9 3109 末光　　雄介 (3) 大東 0.58.47

ﾋﾀﾞｶ ﾓﾄｷ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｲ
4 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂 DNS 7 4 813 藤原　　　塁 (3) 湖南 0.58.82

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ ﾄﾔｵ ｺｳｷ
9 2351 高橋　　郁也 (3) 平田 DNS 8 2 2254 鳥屋尾　洸樹 (3) 浜山 0.59.71

ｼﾅｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞ ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀ
2 2338 品川　　銀二 (3) 平田 DNS 5 5941 山中　　陽太 (3) 瑞穂 DNS

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

ｲｼｶﾜ　ﾀｶｵ ｵｵﾀﾆ ﾀｹﾄ
1 9 1927 石川　　剛生 (3) 出雲第二 0.58.03 q 1 6 5726 大谷　　威斗 (3) 川本 1.02.35

ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ
2 4 147 高橋　　直也 (3) 安来第一 0.58.69 2 5 5511 福原　　陽介 (2) 金城 1.02.71

ﾀﾞﾃ ﾕﾀｶ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾂﾔ
3 3 1126 伊達 豊 (3) 島大附属 0 59 56 3 2 1040 松浦 竜弥 (3) 東出雲 1 02 85

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

3 3 1126 伊達　　　豊 (3) 島大附属 0.59.56 3 2 1040 松浦　　竜弥 (3) 東出雲 1.02.85
ﾀｺﾞ ｶｲﾄ ﾎﾄﾘﾈ ﾕｳﾏ

4 7 900 田子　　海音 (3) 美保関 0.59.91 4 3 5137 邉根　　悠真 (3) 浜田第四 1.04.18
ﾆｼ ｹﾝｲﾁ ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ

5 5 2705 西　　　健一 (2) 斐川西 0.59.97 5 9 4101 五島　　大輝 (3) 志学 1.05.42
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ

6 6 5320 山本　　竜大 (2) 三隅 1.01.34 6 8 2536 藤井　　大樹 (3) 大社 1.07.42
ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 2 2413 田中　　慎也 (2) 向陽 1.01.97 7 4 4629 堀　　翔太郎 (2) 青陵 1.11.54
ｼﾛﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾔﾀ ｿｳｼﾞｭ

8 8 516 城山　　大河 (2) 松江第一 1.03.76 7 2610 矢田　　蒼樹 (2) 斐川東 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｻｷ ﾊﾙﾄ

1 4 6302 大崎　　晴斗 (3) 益田東 0.53.98
ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ

2 6 224 高塚　　　稜 (2) 安来第三 0.55.00
ｻﾜｴ ﾊﾙｱ

3 7 6702 澤江　　温天 (3) 東陽 0.57.43
ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ

4 9 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南 0.58.44
ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾉｽｹ

5 3 2014 松尾　龍之介 (3) 出雲第三 0.58.82
ｲｼｶﾜ　ﾀｶｵ

6 2 1927 石川　　剛生 (3) 出雲第二 0.59.01
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ

8 7101 山口　　　翔 (3) 柿木 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

5 2339 杉原　隆太郎 (3) 平田 DNS

凡例    DNS：欠場



男子800m

6月14日 10:05 予選  
島根県中学記録 (PR)     1.55.60   宍道　正五 (松江・湖南)                                     H1          6月14日 14:10 決勝  
島根県大会記録 (GR)     2.01.1    宍道　正五 (松江・湖南)                                     H1          

予選  4組0着+8

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

ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ
1 4 2539 山崎　　穂高 (3) 大社 2.03.70 q 1 3 6507 松本　　竜拓 (2) 美都 2.09.54 q

ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ
2 5 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲第一 2.07.26 q 2 4 1824 山崎　　宏大 (3) 出雲第一 2.12.39

ｼﾅｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞ ﾌｼﾞｶﾜ ｺｳｷ
3 2 2338 品川　　銀二 (3) 平田 2.07.40 q 3 5 5305 藤川　　宏紀 (3) 三隅 2.13.45

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾓﾄﾈ ﾏｻﾄ
4 3 5502 小林　遼太郎 (3) 金城 2.08.34 q 4 9 5940 元根　　雅斗 (3) 瑞穂 2.13.78

ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ
5 8 2310 山岡　　竜也 (2) 平田 2.09.33 q 5 2 4900 久保田　真規 (3) 浜田第二 2.14.15

ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾙｲ
6 6 4618 重田　純太郎 (3) 青陵 2.11.48 q 6 6 2129 田中　　　塁 (2) 河南 2.19.60

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾄ
7 9 5936 小笠原　真也 (3) 瑞穂 2.13.65 7 8 7103 永安　　悠人 (3) 柿木 2.21.20

ｷﾘﾊﾗ　ﾕｳﾄ ｶﾀﾖｾ ﾏｻｷ
7 1929 桐原　　勇斗 (3) 出雲第二 DNS 8 7 2060 片寄　　優希 (2) 出雲第三 2.26.57

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

ﾅｷﾞﾗ ｶｽﾞｷ ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ
1 4 2255 柳楽　　和輝 (3) 浜山 2.17.44 1 9 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西 2.11.25 q

ﾖｺﾀ ﾄﾓｱｷ ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ
2 5 5039 横田　　智映 (3) 浜田第三 2.18.39 2 3 121 前嶋　　裕佑 (3) 安来第一 2.12.10

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾛｳ ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ
3 3 2421 遠藤　　充朗 (3) 向陽 2.21.98 3 6 517 細田　　一樹 (2) 松江第一 2.24.76

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ
4 6 1128 竹内 悠人 (2) 島大附属 2 22 85 4 2 2609 井上 架未冶 (2) 斐川東 2 28 30

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

4 6 1128 竹内　　悠人 (2) 島大附属 2.22.85 4 2 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東 2.28.30
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｱｵｷ ﾋﾛｷ

5 9 3814 藤原　　彰大 (3) 仁多横田 2.24.75 5 4 5131 青木　　大輝 (3) 浜田第四 2.31.66
ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ ﾌｷﾝﾊﾞﾗ ｼﾝｾｲ

6 2 1041 和泉　　湧也 (3) 東出雲 2.27.40 6 8 4643 冨金原　新世 (2) 青陵 2.40.74
ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲｷ ｻﾜﾀﾆ ﾊﾞﾝ

7 7 6304 豊田　　大暉 (3) 益田東 2.28.94 7 5 5204 澤谷　　　孟 (2) 浜田東 2.43.84
ｲｼﾀﾞ　ﾅｵﾋｻ ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ

8 8 1935 石田　　直久 (2) 出雲第二 2.29.66 8 7 4104 尾崎　　広翔 (2) 志学 3.00.41

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ

1 6 2539 山崎　　穂高 (3) 大社 2.05.85
ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ

2 3 4618 重田　純太郎 (3) 青陵 2.07.34
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ

3 9 6507 松本　　竜拓 (2) 美都 2.08.19
ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ

4 7 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲第一 2.08.99
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 4 5502 小林　遼太郎 (3) 金城 2.09.84
ｶﾝｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

6 2 2709 神崎　洸太郎 (3) 斐川西 2.15.35
ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ

8 2310 山岡　　竜也 (2) 平田 DNS
ｼﾅｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞ

5 2338 品川　　銀二 (3) 平田 DNS

凡例    DNS：欠場



男子1500m

6月14日 11:20 決勝  
島根県中学記録 (PR)     4.06.1    佐々木　正史 (安来・安来三)                                 H5          
島根県大会記録 (GR)     4.08.97   中村　研二 (江津・青陵)                                     H17         

決勝

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

ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ
1 8 2114 福間　　悠太 (3) 河南 4.16.35 1 12 504 高橋　　晃大 (2) 松江第一 4.30.69

ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ
2 13 607 大谷　　邦平 (3) 松江第二 4.17.94 2 9 2134 今若　　　流 (2) 河南 4.36.20

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ
3 6 1821 藤原　　蓮磨 (3) 出雲第一 4.22.08 3 13 4512 越間　　大輔 (2) 江津 4.38.28

ｷﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ
4 14 4615 木村　　駿吾 (3) 青陵 4.24.49 4 6 616 吉田　　太一 (2) 松江第二 4.42.96

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ
5 4 609 小林　　龍二 (3) 松江第二 4.25.51 5 7 1123 佐々木　俊輔 (3) 島大附属 4.43.59

ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ
6 19 1822 槇原　　洸槻 (3) 出雲第一 4.26.43 6 11 7003 桑原　　健斗 (3) 六日市 4.44.20

ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻﾔ ﾏﾂｲ ｶｲﾄ
7 2 6307 笹川　　雅也 (3) 益田東 4.28.58 7 14 2549 松井　　海斗 (2) 大社 4.45.34

ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ ﾜｶｽｶﾞ ｿｳﾀ
8 16 2334 原田　創之介 (3) 平田 4.34.68 8 18 4630 若菅　　颯太 (2) 青陵 4.45.81

ﾄﾐﾀ ｱｷﾋﾛ ﾐﾅﾘ ﾀｷﾄ
9 9 220 富田　　晃弘 (3) 安来第三 4.35.23 9 19 3815 三成　多希人 (3) 仁多横田 4.46.12

ｼｼﾞｷ ｱﾕｷ ｵｵﾊﾀ ﾕｳ
10 18 2346 志食　　歩輝 (3) 平田 4.35.38 10 5 6207 大畑　　　悠 (3) 益田 4.47.28

ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｮｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ
11 5 1930 山口　　翔太 (3) 出雲第二 4.36.94 11 1 800 遠藤　　暉大 (3) 湖南 4.47.50

ﾀｶﾄｳ ﾏｻﾙ ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ
12 10 5303 髙藤　　　将 (3) 三隅 4.37.42 12 10 7102 久保　僚太朗 (3) 柿木 4.47.72

ｵｵｲｼ ﾕｳﾄ ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
13 17 4813 大石　　悠人 (2) 浜田第一 4.38.99 13 4 2424 田村　　義信 (3) 向陽 4.49.21

ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ ｷ ﾗ ｳﾀ ｲ
14 1 224 高塚　　　稜 (2) 安来第三 4.40.13 14 17 7501 木村　　雄大 (3) 津和野 4.50.87

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ ｺｲｹ ﾕｳﾀ
15 7 1824 山崎　　宏大 (3) 出雲第一 4.44.40 15 3 2055 小池　　勇太 (2) 出雲第三 4.52.66

ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ ｵｵﾊﾞ ﾄｳﾔ
16 3 221 富田　　崇弘 (3) 安来第三 4.44.92 16 2 6501 大庭　　燈弥 (3) 美都 4.54.49

ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ ｺｼﾉ ｿｳﾀ
11 1820 仲西　　峻穂 (3) 出雲第一 DNS 17 8 1042 越野　　壮太 (3) 東出雲 4.55.94

ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ ｽﾊﾏ ｼｭﾝｽｹ
12 2539 山崎　　穂高 (3) 大社 DNS 18 15 5938 洲濱　　俊輔 (3) 瑞穂 4.57.10

ｵｶ ﾕｳﾄ ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾛ
15 2336 岡　　　悠斗 (3) 平田 DNS 16 2267 川上　　雄大 (2) 浜山 DNS

凡例    DNS：欠場



男子1500m

6月14日 11:20 決勝  
島根県中学記録 (PR)     4.06.1    佐々木　正史 (安来・安来三)                                 H5          
島根県大会記録 (GR)     4.08.97   中村　研二 (江津・青陵)                                     H17         

決勝

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ
1 12 301 岩田　　陽平 (3) 広瀬 4.51.32

ｵﾉ ｶﾝﾀ
2 4 5505 小野　　寛太 (2) 金城 4.51.41

ﾖﾈﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ
3 8 3918 米原　　辰挙 (2) 大田第一 4.54.92

ﾔﾅｲ ｺｳｷ
4 1 149 栁井　　孝紀 (3) 安来第一 4.58.71

ﾀｹｼﾀ ｹｲｷ
5 6 1818 竹下　　慶紀 (3) 出雲第一 5.00.18

ｺﾊﾀ ﾖｳｲﾁ
6 10 5730 小畑　　陽一 (2) 川本 5.04.35

ｲｼﾊﾞｼ　ﾘｮｳｽｹ
7 11 1928 石橋　　涼介 (3) 出雲第二 5.04.35

ﾜﾀﾞ ﾗｲﾑ
8 14 4106 和田　　來夢 (2) 志学 5.06.72

ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ
9 15 4810 大谷　　大夢 (2) 浜田第一 5.08.26

ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ
10 9 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東 5.11.68

ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ
11 2 3754 泉　　　知貴 (3) 仁多 5.14.80

ｶﾜﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
12 17 906 河本　　　楓 (2) 美保関 5.28.39

ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ
13 3 2703 岸本　　龍二 (2) 斐川西 5.29.99

ｼｭｳﾄｳ ｿｳｼｼ ｳﾄｳ ｿｳｼ
14 7 219 周藤　　颯志 (1) 安来第三 5.32.17

ｻﾔﾏ ﾕｳ
15 18 5203 佐山　　　優 (2) 浜田東 5.38.76

ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ
16 19 7201 後藤　　直起 (3) 日原 6.09.20

ﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ
5 6305 前田　　　輝 (3) 益田東 DNS

ﾖｺﾀ ﾄﾓｱｷ
13 5039 横田　　智映 (3) 浜田第三 DNS

ｵｵｻｷ ﾘｭｳ
16 4906 大崎　　　竜 (2) 浜田第二 DNS

凡例    DNS：欠場



男子1500m

島根県中学記録 (PR)     4.06.1    佐々木　正史 (安来・安来三)                                 H5          
島根県大会記録 (GR)     4.08.97   中村　研二 (江津・青陵)                                     H17         

決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 2114 福間　　悠太 (3) ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 河南 4.16.35
2 607 大谷　　邦平 (3) ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 松江第二 4.17.94
3 1821 藤原　　蓮磨 (3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 出雲第一 4.22.08
4 4615 木村　　駿吾 (3) ｷﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 青陵 4.24.49
5 609 小林　　龍二 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 松江第二 4.25.51
6 1822 槇原　　洸槻 (3) ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 出雲第一 4.26.43
7 6307 笹川　　雅也 (3) ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 益田東 4.28.58
8 504 高橋　　晃大 (2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 松江第一 4.30.69
9 2334 原田　創之介 (3) ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ 平田 4.34.68

10 220 富田　　晃弘 (3) ﾄﾐﾀ ｱｷﾋﾛ 安来第三 4.35.23
11 2346 志食　　歩輝 (3) ｼｼﾞｷ ｱﾕｷ 平田 4.35.38
12 2134 今若　　　流 (2) ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ 河南 4.36.20
13 1930 山口　　翔太 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｮｳﾀ 出雲第二 4.36.94
14 5303 髙藤　　　将 (3) ﾀｶﾄｳ ﾏｻﾙ 三隅 4.37.42
15 4512 越間　　大輔 (2) ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 江津 4.38.28
16 4813 大石　　悠人 (2) ｵｵｲｼ ﾕｳﾄ 浜田第一 4.38.99
17 224 高塚　　　稜 (2) ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ 安来第三 4.40.13
18 616 吉田　　太一 (2) ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 松江第二 4.42.96
19 1123 佐々木　俊輔 (3) ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 島大附属 4.43.59
20 7003 桑原　　健斗 (3) ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ 六日市 4.44.20
21 1824 山崎　　宏大 (3) ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 出雲第一 4.44.40
22 221 富田　　崇弘 (3) ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ 安来第三 4.44.92
23 2549 松井　　海斗 (2) ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大社 4.45.34
24 4630 若菅　　颯太 (2) ﾜｶｽｶﾞ ｿｳﾀ 青陵 4.45.81
25 3815 三成　多希人 (3) ﾐﾅﾘ ﾀｷﾄ 仁多横田 4.46.12
26 6207 大畑　　　悠 (3) ｵｵﾊﾀ ﾕｳ 益田 4.47.28
27 800 遠藤　　暉大 (3) ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 湖南 4.47.50
28 7102 久保　僚太朗 (3) ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 柿木 4.47.72

田村 義信 ( ) ﾀﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 向陽

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

29 2424 田村　　義信 (3) ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 向陽 4.49.21
30 7501 木村　　雄大 (3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 津和野 4.50.87
31 301 岩田　　陽平 (3) ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ 広瀬 4.51.32
32 5505 小野　　寛太 (2) ｵﾉ ｶﾝﾀ 金城 4.51.41
33 2055 小池　　勇太 (2) ｺｲｹ ﾕｳﾀ 出雲第三 4.52.66
34 6501 大庭　　燈弥 (3) ｵｵﾊﾞ ﾄｳﾔ 美都 4.54.49
35 3918 米原　　辰挙 (2) ﾖﾈﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ 大田第一 4.54.92
36 1042 越野　　壮太 (3) ｺｼﾉ ｿｳﾀ 東出雲 4.55.94
37 5938 洲濱　　俊輔 (3) ｽﾊﾏ ｼｭﾝｽｹ 瑞穂 4.57.10
38 149 栁井　　孝紀 (3) ﾔﾅｲ ｺｳｷ 安来第一 4.58.71
39 1818 竹下　　慶紀 (3) ﾀｹｼﾀ ｹｲｷ 出雲第一 5.00.18
40 5730 小畑　　陽一 (2) ｺﾊﾀ ﾖｳｲﾁ 川本 5.04.35
41 1928 石橋　　涼介 (3) ｲｼﾊﾞｼ　ﾘｮｳｽｹ 出雲第二 5.04.35
42 4106 和田　　來夢 (2) ﾜﾀﾞ ﾗｲﾑ 志学 5.06.72
43 4810 大谷　　大夢 (2) ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ 浜田第一 5.08.26
44 2609 井上　架未冶 (2) ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ 斐川東 5.11.68
45 3754 泉　　　知貴 (3) ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 仁多 5.14.80
46 906 河本　　　楓 (2) ｶﾜﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 美保関 5.28.39
47 2703 岸本　　龍二 (2) ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 斐川西 5.29.99
48 219 周藤　　颯志 (1) ｼｭｳﾄｳ ｿｳｼ 安来第三 5.32.17
49 5203 佐山　　　優 (2) ｻﾔﾏ ﾕｳ 浜田東 5.38.76
50 7201 後藤　　直起 (3) ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ 日原 6.09.20

6305 前田　　　輝 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ 益田東 DNS
1820 仲西　　峻穂 (3) ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾎ 出雲第一 DNS
2539 山崎　　穂高 (3) ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 大社 DNS
2267 川上　　雄大 (2) ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾛ 浜山 DNS
5039 横田　　智映 (3) ﾖｺﾀ ﾄﾓｱｷ 浜田第三 DNS
4906 大崎　　　竜 (2) ｵｵｻｷ ﾘｭｳ 浜田第二 DNS
2336 岡　　　悠斗 (3) ｵｶ ﾕｳﾄ 平田 DNS

凡例    DNS：欠場



男子3000m

6月14日 16:25 決勝  
島根県中学記録 (PR)     8.43.49   松原　健太 (仁多・仁多)                                     H16         
島根県大会記録 (GR)     8.58.41   平野　護 (浜田・浜田四)                                     H12         

決勝

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

ｲﾄｳ ﾀｲﾁ ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ
1 14 1008 伊藤　　太一 (3) 東出雲 9.19.67 1 7 5506 山根　　光二 (2) 金城 10.16.60

ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ
2 12 2114 福間　　悠太 (3) 河南 9.23.35 2 9 1826 竹内　　壱輝 (3) 出雲第一 10.19.08

ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ ｸﾗﾊｼ ｹｲﾄ
3 8 1822 槇原　　洸槻 (3) 出雲第一 9.23.35 3 13 3919 倉橋　　啓人 (2) 大田第一 10.19.61

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ
4 7 1821 藤原　　蓮磨 (3) 出雲第一 9.23.39 4 6 2251 井上　　寿紀 (3) 浜山 10.27.27

ｵｶ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾈ ｷｭｳｼﾞ
5 5 2336 岡　　　悠斗 (3) 平田 9.28.11 5 15 213 山根　　赳士 (2) 安来第三 10.28.78

ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ
6 11 607 大谷　　邦平 (3) 松江第二 9.32.74 6 8 508 陶山　　海鷹 (2) 松江第一 10.29.52

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ ｵｵﾊﾀ ﾕｳ
7 6 609 小林　　龍二 (3) 松江第二 9.40.92 7 10 6207 大畑　　　悠 (3) 益田 10.34.98

ﾄﾐﾀ ｱｷﾋﾛ ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ
8 10 220 富田　　晃弘 (3) 安来第三 9.41.47 8 14 301 岩田　　陽平 (3) 広瀬 10.36.09

ﾌﾅｺｼ ｼｭｳﾀ ﾂﾁｴ ﾄﾓﾔ
9 3 905 船越　　秀太 (2) 美保関 9.41.54 9 5 4002 土江　　友弥 (3) 大田第二 10.36.78

ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｷ
10 2 120 永田　　一貴 (3) 安来第一 9.44.10 10 3 1032 北村　　将騎 (3) 東出雲 10.39.22

ﾌﾅﾂ ﾘｮｳﾀ ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ
11 15 814 舩津　　涼太 (3) 湖南 9.46.22 11 12 4628 小田原　颯汰 (2) 青陵 10.46.72

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ｷﾀﾞｲ
12 4 2116 高橋　椿太郎 (3) 河南 9.49.42 12 16 5946 田中　　貴大 (2) 瑞穂 10.53.91

ｼﾏﾂﾞ ｱｽﾞｻ ﾀｸﾉ ｱｷﾋﾛ
13 1 2354 島津　　　梓 (3) 平田 9.58.72 13 18 7500 宅野　　晃裕 (2) 津和野 10.56.88

ｽﾄｳ ﾄﾓｷ ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

ｽﾄｳ ﾄ ｷ ｵｶ ﾜ ｳ ｲ
14 18 1125 周藤　　智規 (3) 島大附属 10.00.00 14 4 2540 小川　　晃平 (3) 大社 10.59.32

ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ ｶﾈﾂｷ ﾏｻｼ
15 16 4902 齋藤　　誉也 (3) 浜田第二 10.03.45 15 1 2053 金築　　征志 (2) 出雲第三 11.11.69

ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ
16 13 221 富田　　崇弘 (3) 安来第三 10.07.30 16 19 7201 後藤　　直起 (3) 日原 13.48.87

ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾄｳ ｺｳｷ
17 19 4512 越間　　大輔 (2) 江津 10.08.37 17 2422 佐藤　　弘毅 (3) 向陽 DNS

ｽｶﾞｲ ｼｮｳｷ ﾆｼ ﾕｳﾋ
18 9 2111 菅井　　晶希 (3) 河南 10.09.65 11 5304 西　　　勇飛 (3) 三隅 DNS

ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ
19 17 7003 桑原　　健斗 (3) 六日市 10.19.44 2 3754 泉　　　知貴 (3) 仁多 DNS

凡例    DNS：欠場



男子3000m

島根県中学記録 (PR)     8.43.49   松原　健太 (仁多・仁多)                                     H16         
島根県大会記録 (GR)     8.58.41   平野　護 (浜田・浜田四)                                     H12         

決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 1008 伊藤　　太一 (3) ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 東出雲 9.19.67
2 2114 福間　　悠太 (3) ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 河南 9.23.35
3 1822 槇原　　洸槻 (3) ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 出雲第一 9.23.35
4 1821 藤原　　蓮磨 (3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾚﾝﾏ 出雲第一 9.23.39
5 2336 岡　　　悠斗 (3) ｵｶ ﾕｳﾄ 平田 9.28.11
6 607 大谷　　邦平 (3) ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 松江第二 9.32.74
7 609 小林　　龍二 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 松江第二 9.40.92
8 220 富田　　晃弘 (3) ﾄﾐﾀ ｱｷﾋﾛ 安来第三 9.41.47
9 905 船越　　秀太 (2) ﾌﾅｺｼ ｼｭｳﾀ 美保関 9.41.54

10 120 永田　　一貴 (3) ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ 安来第一 9.44.10
11 814 舩津　　涼太 (3) ﾌﾅﾂ ﾘｮｳﾀ 湖南 9.46.22
12 2116 高橋　椿太郎 (3) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 河南 9.49.42
13 2354 島津　　　梓 (3) ｼﾏﾂﾞ ｱｽﾞｻ 平田 9.58.72
14 1125 周藤　　智規 (3) ｽﾄｳ ﾄﾓｷ 島大附属 10.00.00
15 4902 齋藤　　誉也 (3) ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 浜田第二 10.03.45
16 221 富田　　崇弘 (3) ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ 安来第三 10.07.30
17 4512 越間　　大輔 (2) ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 江津 10.08.37
18 2111 菅井　　晶希 (3) ｽｶﾞｲ ｼｮｳｷ 河南 10.09.65
19 5506 山根　　光二 (2) ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ 金城 10.16.60
20 1826 竹内　　壱輝 (3) ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 出雲第一 10.19.08
21 7003 桑原　　健斗 (3) ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ 六日市 10.19.44
22 3919 倉橋　　啓人 (2) ｸﾗﾊｼ ｹｲﾄ 大田第一 10.19.61
23 2251 井上　　寿紀 (3) ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ 浜山 10.27.27
24 213 山根　　赳士 (2) ﾔﾏﾈ ｷｭｳｼﾞ 安来第三 10.28.78
25 508 陶山　　海鷹 (2) ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 松江第一 10.29.52
26 6207 大畑　　　悠 (3) ｵｵﾊﾀ ﾕｳ 益田 10.34.98
27 301 岩田　　陽平 (3) ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ 広瀬 10.36.09
28 4002 土江　　友弥 (3) ﾂﾁｴ ﾄﾓﾔ 大田第二 10.36.78

北村 将騎 ( ) ｷﾀﾑﾗ ｻｷ 東出雲

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

29 1032 北村　　将騎 (3) ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 東出雲 10.39.22
30 4628 小田原　颯汰 (2) ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 青陵 10.46.72
31 5946 田中　　貴大 (2) ﾀﾅｶ ｷﾀﾞｲ 瑞穂 10.53.91
32 7500 宅野　　晃裕 (2) ﾀｸﾉ ｱｷﾋﾛ 津和野 10.56.88
33 2540 小川　　晃平 (3) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大社 10.59.32
34 2053 金築　　征志 (2) ｶﾈﾂｷ ﾏｻｼ 出雲第三 11.11.69
35 7201 後藤　　直起 (3) ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ 日原 13.48.87

2422 佐藤　　弘毅 (3) ｻﾄｳ ｺｳｷ 向陽 DNS
5304 西　　　勇飛 (3) ﾆｼ ﾕｳﾋ 三隅 DNS
3754 泉　　　知貴 (3) ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 仁多 DNS

凡例    DNS：欠場



男子110mH

6月14日 12:10 予選  
島根県中学記録 (PR)     14.53     矢田　　弦 (大田・大田一)                                   H21         6月14日 15:35 決勝  
島根県大会記録 (GR)     14.65     山田　一雄 (松江・湖東)                                     H5          

予選  3組0着+8

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

ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ
1 2 512 勝田　　　築 (3) 松江第一 15.46 q 1 6 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多 17.85 q

ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｷ
2 5 4800 宮崎　　幹太 (3) 浜田第一 16.76 q 2 8 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南 18.25 q

ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾎﾞｸﾗ ﾕｳｲﾁ
3 8 2120 阿川　　公希 (3) 河南 16.84 q 3 3 1030 卜蔵　　優一 (3) 東出雲 18.54

ｺｳﾉ ﾃﾂﾀ ﾃﾗﾄﾞ ｺｳｷ
4 9 7105 河野　　鉄太 (3) 柿木 17.17 q 4 9 7002 寺戸　　光輝 (3) 六日市 19.13

ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ ｲｹﾓﾄ ｱﾕﾑ
5 3 2537 加田　　翔大 (3) 大社 17.24 q 7 4511 池本　　歩睦 (2) 江津 DQ,*T9

ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ ｾﾉｵ ｺｳﾀ
6 6 5307 三浦　　真琴 (3) 三隅 18.25 q 4 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲第一 DNS

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ ﾋﾀﾞｶ ﾓﾄｷ
7 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲第一 DNS 2 5937 日高　　　幹 (3) 瑞穂 DNS

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ
4 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲第一 DNS 5 2351 高橋　　郁也 (3) 平田 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ
1 4 723 遠所　　勇歩 (2) 松江第四 17.37 q

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｷ
2 5 4803 柳川　　　往 (3) 浜田第一 18.68

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ
3 6 2064 藤岡　　哲也 (2) 出雲第三 18.99

ｷｮｳｺﾞｸ ﾌﾐﾔ
4 7 2412 京極 史弥 (2) 向陽 19 04

風:  +3.0

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +4.0 風:  +1.6

4 7 2412 京極　　史弥 (2) 向陽 19.04
ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ

5 3 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社 19.45
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

6 8 506 伊藤　　千紀 (2) 松江第一 19.88
ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ

7 2 7200 大庭　　知士 (3) 日原 20.85
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ

8 9 148 加藤　　裕也 (3) 安来第一 23.47

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ

1 4 512 勝田　　　築 (3) 松江第一 15.25
ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ

2 9 723 遠所　　勇歩 (2) 松江第四 16.52
ｺｳﾉ ﾃﾂﾀ

3 5 7105 河野　　鉄太 (3) 柿木 16.53
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ

4 6 4800 宮崎　　幹太 (3) 浜田第一 16.58
ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ

5 3 2120 阿川　　公希 (3) 河南 17.04
ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ

6 7 2537 加田　　翔大 (3) 大社 17.13
ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ

7 1 5307 三浦　　真琴 (3) 三隅 17.86
ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

8 8 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多 18.06
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｷ

9 2 2119 竹原　　裕貴 (3) 河南 18.43

風:  0.0

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  *T9：ハードルを跳ばなかった



男子走高跳
審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

6月14日 13:30 決勝  

島根県中学記録 (PR)     1m99      中野　進也 (出雲・出雲一)                                   H1          

島根県大会記録 (GR)     1m89      横田　　浩 (那賀・金城)                                     S51         

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ － － × ○ × × ○ × ○ × × ×

1 2 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲第一 1m70

ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ ○ ○ × × ×

2 9 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多 1m55

ﾂﾁｴ ﾕｳｽｹ ○ ○ × × ×

2 7 2352 土江　　祐介 (3) 平田 1m55

ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ ○ × ○ × × ×

4 17 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社 1m55

ｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ × × ○ × ○ × × ×

5 16 2026 嘉本　　圭哲 (3) 出雲第三 1m55

ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ ○ × × ×

6 8 2120 阿川　　公希 (3) 河南 1m50

ﾏﾂｳﾗ ﾘｸﾔ ○ × × ×

6 13 2425 松浦　　陸矢 (3) 向陽 1m50

ｶﾅｻﾞﾜ　ﾄｷｼ ○ × × ×

6 11 1938 金澤　　迅志 (2) 出雲第二 1m50

ｶﾈｺ ｼｭｳﾀ × ○ × × ×

9 14 4510 金子　　修大 (2) 江津 1m50

ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｹﾝｼﾞﾛｳ × ○ × × ×

9 12 1844 立花　健二郎 (3) 出雲第一 1m50

ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾓﾄ × × ×

5 2612 石原　　清泉 (2) 斐川東 NM

ｻｻｳﾗ ﾘｭｳｷ × × ×

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

ｳ ｳ

15 4637 佐々浦　龍希 (1) 青陵 NM

ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ × × ×

1 3119 工藤　　匡史 (2) 大東 NM

ﾀﾅｶ ｲｸﾓ × × ×

4 1129 田中　　一雲 (2) 島大附属 NM

ｻｶﾀ ﾋﾛｷ × × ×

10 2249 坂田　　宏樹 (3) 浜山 NM

ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀ

3 5941 山中　　陽太 (3) 瑞穂 DNS

ｻｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ

6 1043 笹田　　央人 (3) 東出雲 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子棒高跳
審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

6月14日 10:00 決勝  

島根県中学記録 (PR)     4m31      金山　周平 (出雲・出雲一)                                   H22         

島根県大会記録 (GR)     4m10      野々村圭介 (雲南・大東)                                     H24         

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾓﾄ ﾘｮｳ － － － － － ○ － － － －

1 9 1814 嘉本　　　燎 (3) 出雲第一 － ○ × × × 3m60

ｻﾄｳ ﾀｹﾄ － － － － ○ － － ○ ○ ○

2 5 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽 × × × 3m40

ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓﾔ － － － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○

3 3 1833 高畑　　友哉 (2) 出雲第一 × × × 3m40

ｲｴﾊﾗ ﾏｻﾔ － － × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

4 1 1812 家原　　眞哉 (3) 出雲第一 3m20

ﾊｼｿﾞｴ ｼｭｳﾔ － － － － － × × ○ × × ○ × × ×

5 11 2635 橋添　　修弥 (3) 斐川東 3m10

ｺﾀﾞﾆ ﾘｭｳｾｲ － － － ○ － × × ×

6 8 5501 小谷　　龍生 (3) 金城 2m80

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ○ ○ ○ × × ×

7 6 2118 伊藤　龍之介 (3) 河南 2m60

ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼ － ○ ○ × × ×

7 7 1813 井上　　大志 (3) 出雲第一 2m60

ﾋﾛｻﾜ ｿｳ － ○ ○ × × ×

7 4 2546 廣澤　　　創 (2) 大社 2m60

ｵｵｻｶ ｱｷﾋﾛ － ○ × ○ × × ×

10 2 3113 大坂　　晃広 (3) 大東 2m60

ｲｼﾊﾗ ｵｷﾄ － × × ○ × ○ × × ×

11 12 3751 石原　　起人 (3) 仁多 2m60

ﾐﾔﾑﾗ ﾘｭｳｷ ○ × × ×

3m10 3m20 3m30 3m402m20
3m50

2m40
3m60

2m60
3m70

2m80 2m90 3m00

主催：(公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟

(一財)島根陸上競技協会、島根県中学校体育連盟

ｳ

12 10 4905 宮村　　龍希 (3) 浜田第二 2m20

凡例  



男子走幅跳

島根県中学記録 (PR)     6m91      元田　　剛 (出雲・出雲一)                                   H2          6月14日 12:30 決勝  

島根県大会記録 (GR)     6m70      大野　哲也 (出雲・出雲ニ)                                   S53         

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 5m31 5m36 × 5m36 5 5m29 5m69 5m64 5m69

1 6 2426 森本　　優生 (3) 向陽 -0.8 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.2 +1.5

ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ 5m06 5m48 5m44 5m48 6 5m68 × × 5m68

2 1 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽 +0.4 +0.3 +2.4 +0.3 +1.1 +1.1

ｶﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 5m64 5m47 × 5m64 8 5m50 × 5m61 5m64

3 9 612 神谷　　孝之 (2) 松江第二 +2.8 +0.4 +2.8 +1.7 +1.3 +2.8

ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 5m13 5m49 × 5m49 7 5m60 × 5m53 5m60

4 18 3746 井上　　大輝 (3) 仁多 +2.4 +0.7 +0.7 -0.1 +1.7 -0.1

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 5m14 5m35 × 5m35 4 5m12 × 5m35 5m35

5 21 5936 小笠原　真也 (3) 瑞穂 -1.4 -0.1 -0.1 +1.9 +1.4 -0.1

ﾐｻﾜ ｶｲﾄ × 5m03 × 5m03 1 5m22 × × 5m22

6 12 4911 三澤　　海斗 (2) 浜田第二 +1.4 +1.4 +2.3 +2.3

ﾅｲﾄｳ ｹｲ × 5m17 5m16 5m17 3 ／ 5m17

7 10 2028 内藤　　　渓 (3) 出雲第三 +1.6 0.0 +1.6 +1.6

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ × 5m03 5m02 5m03 2 × 5m03 5m08 5m08

8 26 4008 藤原　　修平 (2) 大田第二 +0.1 -0.5 +0.1 +0.2 +1.8 +1.8

ﾏｴﾀﾞ　ｹｲｲﾁ 5m01 × × 5m01 5m01

9 24 1925 前田　　渓一 (3) 出雲第二 -0.1 -0.1 -0.1

ｶﾓｷﾞ ｾｲﾔ 5m01 × × 5m01 5m01

9 19 2545 鴨木　　聖也 (2) 大社 -0.2 -0.2 -0.2

ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 4m97 × × 4m97 4m97

11 14 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東 +1.1 +1.1 +1.1

ｲｹﾓﾄ ｱﾕﾑ 4m97 × × 4m97 4m97

11 15 4511 池本　　歩睦 (2) 江津 +0.2 +0.2 +0.2

ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 4m84 × × 4m84 4m84

13 20 5040 佐々木　知典 (3) 浜田第三 +1.2 +1.2 +1.2

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 4m82 × × 4m82 4m82

14 7 2248 小林　　凌太 (3) 浜山 -0.2 -0.2 -0.2

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 4m76 × × 4m76 4m76

15 25 1034 田部　　佑哉 (3) 東出雲 +0.3 +0.3 +0.3

ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ 4m71 － × 4m71 4m71

16 29 3813 石原　　秀真 (3) 仁多横田 +1.5 +1.5 +1.5

ﾋﾗｲ ﾄｳｲ 4m59 × × 4m59 4m59

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

17 5 904 平井　　統壱 (2) 美保関 0.0 0.0 0.0

ｺｳﾉ ｶｽﾞｷ 4m57 × × 4m57 4m57

18 16 4105 河野　　一希 (2) 志学 -0.8 -0.8 -0.8

ｷﾀﾔﾏ ｼｭｳﾄ 4m15 × × 4m15 4m15

19 3 5729 北山　　修人 (2) 川本 +2.7 +2.7 +2.7

ﾜｸﾘ ｾｲﾔ 4m15 × × 4m15 4m15

19 11 3126 和栗　　誠也 (1) 大東 -1.4 -1.4 -1.4

ｽﾔﾏ ﾕｳｷ 4m13 × － 4m13 4m13

21 28 1704 須山　　勇希 (1) 松江ろう -1.6 -1.6 -1.6

ｻｻｷ ｼﾂﾞｸ 4m01 × × 4m01 4m01

22 22 4622 佐々木　梓月 (2) 青陵 +0.7 +0.7 +0.7

ﾌﾙﾊｼ ﾕｳﾄ 3m94 × × 3m94 3m94

23 17 1132 古橋　　祐人 (2) 島大附属 +2.2 +2.2 +2.2

ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ × × ×

30 154 今村　　健斗 (2) 安来第一 NM

ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾔ × × ×

32 212 永田　　恵也 (2) 安来第三 NM

ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ × × ×

4 2123 山岡　　滉生 (3) 河南 NM

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ × × ×

33 5503 田邨　　優希 (3) 金城 NM

ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ × × ×

13 4808 岩本　　拓真 (2) 浜田第一 NM

ｿﾉﾊﾗ ﾘｮｳ × × ×

27 5152 其原　　　諒 (1) 浜田第四 NM

ﾊﾙｷ ﾘｸ

31 811 春木　　　陸 (3) 湖南 DNS

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ

2 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲第一 DNS

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｱｷ

23 509 藤田　　寛耀 (2) 松江第一 DNS

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ

8 2340 福島　　悠斗 (3) 平田 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子砲丸投

島根県中学記録 (PR)     13m49     大高　夏輝 (安来・比田)                                     H18         6月14日 10:30 決勝  

島根県大会記録 (GR)     13m49     大高　夏輝 (安来・比田)                                     H18         

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｼ

1 1 7202 水津　　　周 (3) 日原 10m88 10m96 × 10m96 8 11m41 11m03 11m31 11m41

ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ

2 9 1039 増野　紀一郎 (3) 東出雲 9m16 9m21 9m42 9m42 6 10m25 10m05 9m74 10m25

ｱｻﾂ ｶｲﾁ

3 21 1811 淺津　　海知 (3) 出雲第一 9m45 × 9m26 9m45 7 8m97 9m85 9m23 9m85

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ

4 13 2009 吉川　　　凜 (3) 出雲第三 9m16 8m06 9m36 9m36 5 8m78 8m92 9m59 9m59

ﾏｷﾉ ﾏｻｼ

5 14 2347 槇野　　正志 (3) 平田 8m53 9m13 × 9m13 4 9m16 9m40 8m71 9m40

ﾀﾏｸﾞｼ ﾀｸﾔ

6 8 1819 玉串　　拓也 (3) 出雲第一 8m38 9m03 7m91 9m03 3 8m83 9m02 8m78 9m03

ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ

7 3 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう × 8m72 8m93 8m93 1 8m57 8m99 8m17 8m99

ｲﾏｲ　ｼｮｳｼﾞ

8 17 1933 今井　　正司 (3) 出雲第二 × × 8m94 8m94 2 8m04 8m52 8m84 8m94

ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

9 2 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲 × 8m08 8m56 8m56 8m56

ﾃﾗｻｺ ﾀｶｷ

10 4 4812 寺迫　　貴希 (2) 浜田第一 8m26 7m95 8m04 8m26 8m26

ﾊﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ

11 7 7204 羽野　龍太朗 (3) 日原 8m16 × 7m83 8m16 8m16

ｾｵ ﾉﾘﾕｷ

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

主催：(公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟

(一財)島根陸上競技協会、島根県中学校体育連盟

12 18 211 瀬尾　　紀之 (2) 安来第三 8m07 7m83 7m79 8m07 8m07

ﾔﾏｵｶ ｼｮｳﾀ

13 22 2126 山岡　　翔太 (2) 河南 8m07 × 7m36 8m07 8m07

ｻｸﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ

14 5 613 作野　凜太朗 (2) 松江第二 × 7m70 7m49 7m70 7m70

ﾆｼｺｵﾘ ﾀﾂﾔ

15 15 2636 錦織　　竜也 (3) 斐川東 7m42 7m69 × 7m69 7m69

ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ

16 16 4509 池田　　竜雅 (2) 江津 7m45 7m53 7m47 7m53 7m53

ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ

17 6 3819 安部　　雅人 (2) 仁多横田 7m29 × 7m45 7m45 7m45

ﾋﾗｲ ﾄｳｲ

18 10 904 平井　　統壱 (2) 美保関 7m40 7m27 × 7m40 7m40

ﾌｼﾞｲ ﾂｶｻ

19 24 5939 藤井　　　司 (3) 瑞穂 7m15 7m35 × 7m35 7m35

ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

20 23 2061 須田　　和真 (2) 出雲第三 7m12 × × 7m12 7m12

ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ

21 20 7107 田村　　大貴 (3) 柿木 × 6m83 × 6m83 6m83

ﾜﾀﾞ ﾚｵﾝ

22 11 4014 和田　　蓮音 (1) 大田第二 5m44 × × 5m44 5m44

ｱｼﾞｷ　ｼｮｳﾀ

23 12 1934 安喰　　昌太 (2) 出雲第二 5m39 × × 5m39 5m39

ﾏｴｼﾞﾏ ｶｲ

24 19 2270 前島　　　改 (2) 浜山 × 5m16 × 5m16 5m16

凡例  



男子四種競技(男子) 110mH

島根県中学記録 (PR)     2427      渡辺　一樹 (出雲・河南)                                     H22         
島根県大会記録 (GR)     2295      大田　健斗 (益田・横田)                                     H20         

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ
1 5 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多 18.31 495

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ
2 6 2124 岩田　　涼真 (3) 河南 18.96 436

ﾕｱｻ ﾋﾛｷ
3 2 2335 湯淺　　大暉 (3) 平田 19.88 359

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ
4 3 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲 21.31 253

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ
5 7 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂 21.34 251

ｻｻｷ ｶﾝﾀ
6 4 4513 佐々木　勘太 (2) 江津 22.67 169

審 判 長：井上　　充
記録主任：金築　誠二

風:  +0.4

凡例  



男子四種競技(男子) 砲丸投

島根県中学記録 (PR)     2427      渡辺　一樹 (出雲・河南)                                     H22         

島根県大会記録 (GR)     2295      大田　健斗 (益田・横田)                                     H20         

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1 6 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲 9m23 9m37 9m06 9m37 448

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ

2 5 2124 岩田　　涼真 (3) 河南 8m02 8m31 7m94 8m31 385

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ

3 2 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多 8m29 7m97 7m64 8m29 384

ｻｻｷ ｶﾝﾀ

4 4 4513 佐々木　勘太 (2) 江津 7m83 8m26 7m78 8m26 382

ﾕｱｻ ﾋﾛｷ

5 1 2335 湯淺　　大暉 (3) 平田 6m72 6m83 7m19 7m19 318

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

6 3 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂 5m16 4m64 5m03 5m16 200

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

凡例  



男子四種競技(男子) 走高跳
審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

島根県中学記録 (PR)     2427      渡辺　一樹 (出雲・河南)                                     H22         

島根県大会記録 (GR)     2295      大田　健斗 (益田・横田)                                     H20         

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

1 1 2124 岩田　　涼真 (3) 河南 1m55 426

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ － － － ○ ○ × × ○ × × ×

2 3 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多 1m55 426

ﾕｱｻ ﾋﾛｷ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 4 2335 湯淺　　大暉 (3) 平田 1m45 352

ｻｻｷ ｶﾝﾀ ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 2 4513 佐々木　勘太 (2) 江津 1m45 352

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ × × ×

5 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂 0 NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ × × ×

6 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲 0 NM

1m601m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

凡例    NM：記録なし



男子四種競技(男子) 400m

島根県中学記録 (PR)     2427      渡辺　一樹 (出雲・河南)                                     H22         
島根県大会記録 (GR)     2295      大田　健斗 (益田・横田)                                     H20         

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾕｱｻ ﾋﾛｷ
1 7 2335 湯淺　　大暉 (3) 平田 57.60 498

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ
2 8 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲 60.28 404

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ
3 6 2124 岩田　　涼真 (3) 河南 61.27 371

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ
4 5 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多 61.56 362

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ
5 3 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂 66.01 232

ｻｻｷ ｶﾝﾀ
6 4 4513 佐々木　勘太 (2) 江津 67.95 183

審 判 長：井上　　充
記録主任：金築　誠二

主催：(公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟

(一財)島根陸上競技協会、島根県中学校体育連盟

凡例  



男子4X100mR

6月14日 09:35 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.43.51   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         6月14日 14:30 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.43.85   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         

予選  5組1着+3

1組
1着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田 0.46.61 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  向陽 0.47.26 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｶﾝﾄﾞ ｺｳｷ ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ

1 2333 神門　　昂輝 (3) 平田 1 2426 森本　　優生 (3) 向陽
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ

2 2351 高橋　　郁也 (3) 平田 2 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽
ｵﾁｱｲ ﾕｳｽｹ ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾛｳ

3 2353 落合　　勇介 (3) 平田 3 2421 遠藤　　充朗 (3) 向陽
ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ﾀｹﾄ

4 2340 福島　　悠斗 (3) 平田 4 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  安来第一 0.48.96 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社 0.49.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ
1 147 高橋　　直也 (3) 安来第一 1 2536 藤井　　大樹 (3) 大社

ｱｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ
2 152 蘆田　　将吾 (3) 安来第一 2 2537 加田　　翔大 (3) 大社

ｲｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｸﾄ
3 165 石原　　大雅 (3) 安来第一 3 2541 杉谷　　陸斗 (3) 大社

ﾔﾅｲ ｺｳｷ ｸﾉ ｶﾝﾀ
4 149 栁井　　孝紀 (3) 安来第一 4 2535 久野　　完太 (3) 大社

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島大附属 0.49.44 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多横田 0.51.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ
1 1137 田中　健太郎 (1) 島大附属 1 3813 石原　　秀真 (3) 仁多横田

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ
2 1127 田中 洸佑 (3) 島大附属 2 3810 兒玉 祐希 (2) 仁多横田

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

2 1127 田中　　洸佑 (3) 島大附属 2 3810 兒玉　　祐希 (2) 仁多横田
ﾀﾞﾃ ﾕﾀｶ ｶｲ ﾘｭｳｾｲ

3 1126 伊達　　　豊 (3) 島大附属 3 3801 甲斐　　瑠聖 (1) 仁多横田
ﾐｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ ﾐﾅﾘ ﾀｷﾄ

4 1133 三島　　崚平 (1) 島大附属 4 3815 三成　多希人 (3) 仁多横田

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川東 0.51.80 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  河南 DQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾓﾄ ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｷ
1 2612 石原　　清泉 (2) 斐川東 1 2112 永岡　　大樹 (3) 河南

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ ｳﾙｼﾀﾞﾆ ﾄﾓｷ
2 2608 古川　　晃希 (2) 斐川東 2 2121 漆谷　　知紀 (3) 河南

ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ
3 2611 池淵　　奎弥 (2) 斐川東 3 2120 阿川　　公希 (3) 河南

ｲﾉｳｴ ｶﾐﾔ ﾔﾏｵｶ ｺｳｷ
4 2609 井上　架未冶 (2) 斐川東 4 2123 山岡　　滉生 (3) 河南

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場



男子4X100mR

6月14日 09:35 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.43.51   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         6月14日 14:30 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.43.85   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         

予選  5組1着+3

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東出雲 0.47.54 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第一 0.48.16

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

1 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲 1 506 伊藤　　千紀 (2) 松江第一
ｺｼﾉ ﾘｭｳｾｲ ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ

2 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲 2 512 勝田　　　築 (3) 松江第一
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

3 1018 渡部　　晃希 (3) 東出雲 3 514 福田　　亮太 (1) 松江第一
ｻｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾐｷ ﾏｻﾄ

4 1043 笹田　　央人 (3) 東出雲 4 510 三木　　真慧 (1) 松江第一

3着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第四 0.48.92 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川西 0.50.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅﾙｾ ｱﾝｺﾞ ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ
1 722 成瀬　　行吾 (2) 松江第四 1 2704 玉木　　達也 (2) 斐川西

ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ ﾆｼ ｹﾝｲﾁ
2 723 遠所　　勇歩 (2) 松江第四 2 2705 西　　　健一 (2) 斐川西

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ ﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
3 724 門脇　　　陸 (2) 松江第四 3 2708 水　　　祥大 (2) 斐川西

ｼﾉﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ
4 726 篠原　光史朗 (2) 松江第四 4 2711 山城　　侑希 (3) 斐川西

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  美都 0.52.13 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大田第一 0.57.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾉｷﾀﾞﾆ ｺｳｲﾁ ｶｼﾞﾉ ｼｭｳﾄ
1 6504 檜谷　　晃一 (2) 美都 1 3902 楫野　　愁斗 (1) 大田第一

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ ﾐﾀﾆ ﾘｭｳ
2 6510 村山 響 (1) 美都 2 3903 三谷 瑠 (1) 大田第一2 6510 村山　　　響 (1) 美都 2 3903 三谷　　　瑠 (1) 大田第

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ ﾂﾈﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ
3 6511 藤井　　裕輝 (1) 美都 3 3901 恒松　晃太郎 (1) 大田第一

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ ﾀｹｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ
4 6507 松本　　竜拓 (2) 美都 4 3928 竹下　　昴輝 (1) 大田第一

DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  益田東 DNS DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  青陵 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場



男子4X100mR

6月14日 09:35 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.43.51   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         6月14日 14:30 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.43.85   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         

予選  5組1着+3

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

3組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第一 0.46.03 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多 0.48.00 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｾﾉｵ ｺｳﾀ ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

1 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲第一 1 3749 千原　　和也 (3) 仁多
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ

2 1823 山上　　響輝 (3) 出雲第一 2 3746 井上　　大輝 (3) 仁多
ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

3 1842 多々納　唯人 (2) 出雲第一 3 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多
ｾﾉｵ ﾕｳﾔ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲第一 4 3747 内田　裕一郎 (3) 仁多

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜山 0.48.11 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東 0.49.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｺﾞｳ ﾘｮｳﾀ ｵｵｻｶ ｱｷﾋﾛ
1 2271 吾郷　　涼太 (3) 浜山 1 3113 大坂　　晃広 (3) 大東

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

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

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ｶﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ
4 2263 永岡　宗一郎 (2) 浜山 4 3108 河角　　雅晃 (3) 大東

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  美保関 0.50.11 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  安来第三 0.50.39
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼｸﾗ ｿﾗ ｻﾉ ｺｳﾀﾞｲ
1 903 石倉　　　空 (2) 美保関 1 223 佐野　　航大 (2) 安来第三

ﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ ｾｵ ﾉﾘﾕｷ
2 901 原 翔一 (3) 美保関 2 211 瀬尾 紀之 (2) 安来第三2 901 原　　　翔  (3) 美保関 2 211 瀬尾　　紀之 (2) 安来第三

ﾋﾗｲ ﾄｳｲ ﾀｺﾞ ｷｮｳﾀ
3 904 平井　　統壱 (2) 美保関 3 225 多胡　　京太 (2) 安来第三

ﾀｺﾞ ｶｲﾄ ﾔﾀﾞ ｱｷﾖｼ
4 900 田子　　海音 (3) 美保関 4 222 矢田　　晃義 (3) 安来第三

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  江津 0.53.23 DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  柿木 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｻｷ ｶﾝﾀ
1 4513 佐々木　勘太 (2) 江津

ｶﾈｺ ｼｭｳﾀ
2 4510 金子　　修大 (2) 江津

ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ
3 4509 池田　　竜雅 (2) 江津

ｲｹﾓﾄ ｱﾕﾑ
4 4511 池本　　歩睦 (2) 江津

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場



男子4X100mR

6月14日 09:35 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.43.51   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         6月14日 14:30 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.43.85   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         

予選  5組1着+3

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第二 0.46.04 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第一 0.47.91 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾌｸﾅｶﾞ　ﾘｮｳ ｶｯﾃ ﾔｽﾊﾙ

1 1931 福永　　　怜 (3) 出雲第二 1 4811 勝手　　泰治 (2) 浜田第一
ﾔﾏﾈ　ｹﾞﾝｷ ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ

2 1926 山根　　元暉 (3) 出雲第二 2 4800 宮崎　　幹太 (3) 浜田第一
ﾔﾏﾈ　ｱｷﾋﾛ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ

3 1932 山根　　諒大 (3) 出雲第二 3 4801 柳原　　琢人 (3) 浜田第一
ｱﾀﾞﾁ　ﾕｳｷ ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ

4 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲第二 4 4810 大谷　　大夢 (2) 浜田第一

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第四 0.48.82 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第二 0.48.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶｲ ｼｮｳ ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳ
1 5134 坂井　　　翔 (3) 浜田第四 1 610 足立　　　量 (2) 松江第二

ﾅｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ ｶﾐﾔ ﾀｶﾕｷ
2 5136 永見　　裕介 (3) 浜田第四 2 612 神谷　　孝之 (2) 松江第二

ﾅｶﾞﾐ ｹｲﾀ ｲﾖﾓﾘ ﾕｳｷ
3 5143 永見　　啓太 (2) 浜田第四 3 608 伊與森　勇希 (3) 松江第二

ｶﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｻｸﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ
4 5133 官澤　　祐斗 (3) 浜田第四 4 613 作野　凜太朗 (2) 松江第二

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  三隅 0.48.97 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川本 0.50.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｴﾄﾓ ﾕｳｷ ﾌｸﾄﾐ ｼｭﾝﾔ
1 5302 末友　　悠希 (3) 三隅 1 5727 福富　　舜也 (3) 川本

ﾐｳﾗ ﾚｲｼﾞ ｳｴﾀﾞ ﾘｵ
2 5300 三浦 玲児 (3) 三隅 2 5728 上田 理央 (2) 川本2 5300 三浦　　玲児 (3) 三隅 2 5728 上田　　理央 (2) 川本

ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ ｵｵﾀﾆ ﾀｹﾄ
3 5307 三浦　　真琴 (3) 三隅 3 5726 大谷　　威斗 (3) 川本

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ ｾｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
4 5311 渡辺　　　稜 (3) 三隅 4 5700 瀬上　　一樹 (2) 川本

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大田第二 0.53.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ｺｳﾀ
1 4003 田中　　航太 (2) 大田第二

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ
2 4008 藤原　　修平 (2) 大田第二

ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾀ
3 4007 中村　　蓮太 (2) 大田第二

ｺﾀﾆ ﾊﾔﾄ
4 4006 小谷　　隼斗 (2) 大田第二

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場



男子4X100mR

6月14日 09:35 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.43.51   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         6月14日 14:30 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.43.85   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         

予選  5組1着+3

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

5組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第三 0.46.38 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第二 0.48.70

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ

1 2012 福田　　優人 (3) 出雲第三 1 4901 川本　　悠都 (3) 浜田第二
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ

2 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲第三 2 4900 久保田　真規 (3) 浜田第二
ﾅｲﾄｳ ｹｲ ﾐﾔｹ ｶｽﾞｷ

3 2028 内藤　　　渓 (3) 出雲第三 3 4904 三宅　　一生 (3) 浜田第二
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ ﾐｻﾜ ｶｲﾄ

4 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲第三 4 4911 三澤　　海斗 (2) 浜田第二

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  日原 0.49.80 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  志学 0.51.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ ﾜﾀﾞ ﾗｲﾑ
1 7200 大庭　　知士 (3) 日原 1 4106 和田　　來夢 (2) 志学

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ ｳｴﾀﾞ ﾚｵ
2 7213 森本　　啓介 (2) 日原 2 4103 上田　　怜央 (2) 志学

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾏ ｺｳﾉ ｶｽﾞｷ
3 7214 大久保　良真 (1) 日原 3 4105 河野　　一希 (2) 志学

ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｼ ﾅｽ ｿｳｷ
4 7202 水津　　　周 (3) 日原 4 4102 那須　　壮希 (3) 志学

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  湖南 0.52.74 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  瑞穂 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
1 816 深田　　竜矢 (2) 湖南

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｲ
2 813 藤原 塁 (3) 湖南2 813 藤原　　　塁 (3) 湖南

ﾋﾗｻｶ ﾘｮｳ
3 812 平坂　　　崚 (3) 湖南

ｼｮｳｼﾞ ｶｹﾙ
4 810 昌子　　　翔 (3) 湖南

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東陽 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場



男子4X100mR

6月14日 09:35 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.43.51   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         6月14日 14:30 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.43.85   出雲・出雲一 (土江・安井・嘉本・塚田)                       H20         

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第二 0.45.99 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第一 0.46.04
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｸﾅｶﾞ　ﾘｮｳ ｾﾉｵ ｺｳﾀ
1 1931 福永　　　怜 (3) 出雲第二 1 1816 妹尾　　航汰 (3) 出雲第一

ﾔﾏﾈ　ｹﾞﾝｷ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ
2 1926 山根　　元暉 (3) 出雲第二 2 1823 山上　　響輝 (3) 出雲第一

ﾔﾏﾈ　ｱｷﾋﾛ ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ
3 1932 山根　　諒大 (3) 出雲第二 3 1842 多々納　唯人 (2) 出雲第一

ｱﾀﾞﾁ　ﾕｳｷ ｾﾉｵ ﾕｳﾔ
4 1924 足立　　悠旗 (3) 出雲第二 4 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲第一

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田 0.46.45 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第三 0.46.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾝﾄﾞ ｺｳｷ ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ
1 2333 神門　　昂輝 (3) 平田 1 2012 福田　　優人 (3) 出雲第三

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ
2 2351 高橋　　郁也 (3) 平田 2 2017 吉田　　寛大 (3) 出雲第三

ｵﾁｱｲ ﾕｳｽｹ ﾅｲﾄｳ ｹｲ
3 2353 落合　　勇介 (3) 平田 3 2028 内藤　　　渓 (3) 出雲第三

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ
4 2340 福島　　悠斗 (3) 平田 4 2029 岡田　　大輝 (3) 出雲第三

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東出雲 0.46.66 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  向陽 0.47.21
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ
1 1013 森本　耕太郎 (3) 東出雲 1 2426 森本　　優生 (3) 向陽

ｺｼﾉ ﾘｭｳｾｲ ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ
2 1006 越野　　龍聖 (3) 東出雲 2 2411 兼折　　　彰 (2) 向陽

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾛｳ
渡部 晃希 ( ) 東出雲 遠藤 充朗 ( ) 向陽

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

3 1018 渡部　　晃希 (3) 東出雲 3 2421 遠藤　　充朗 (3) 向陽
ｻｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾀｹﾄ

4 1043 笹田　　央人 (3) 東出雲 4 2423 佐藤　　健人 (3) 向陽

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第一 0.48.32 8着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多 0.48.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｯﾃ ﾔｽﾊﾙ ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ
1 4811 勝手　　泰治 (2) 浜田第一 1 3749 千原　　和也 (3) 仁多

ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ
2 4800 宮崎　　幹太 (3) 浜田第一 2 3746 井上　　大輝 (3) 仁多

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ
3 4801 柳原　　琢人 (3) 浜田第一 3 3750 岸本　　琢磨 (3) 仁多

ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
4 4810 大谷　　大夢 (2) 浜田第一 4 3747 内田　裕一郎 (3) 仁多

凡例  



女子１年100m

6月14日 13:30 予選  
島根県中学記録 (PR)     12.75     宮田　七海 (益田・益田東)                                   H22         6月14日 15:00 決勝  
島根県大会記録 (GR)     12.85     錦織　彩夢 (出雲・出雲北陵)                                 H25         

予選  5組0着+8

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

ｵｵｼﾀ ｱｲﾘ ﾔﾏｻｷ ﾜｶﾊﾞ
1 6 7001 大下　　愛梨 (1) 六日市 13.13 q 1 8 2412 山崎　　若葉 (1) 向陽 14.69

ｺｳﾀ ﾐﾕ ﾄｶﾞ ﾅﾅｴ
2 7 3918 幸田　　未夢 (1) 大田第一 13.41 q 2 9 161 栂　　菜々笑 (1) 安来第一 14.73

ﾅｶﾞｾ ﾉｿﾞﾐ ﾂｷﾓﾘ ﾉｱ
3 5 3112 永瀬　　　望 (1) 大東 13.68 q 3 6 4007 月森　　希歩 (1) 大田第二 14.82

ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ ｶﾜﾓﾄ ﾋﾄﾐ
4 9 2509 長崎　さゆり (1) 大社 13.93 q 4 7 4513 川本　　　瞳 (1) 江津 14.85

ﾅｶﾞﾉ ﾐﾕｺ ｱﾗｷ ﾓﾓ
5 4 4625 長野　珠由子 (1) 青陵 14.07 q 5 5 621 荒木　　　桃 (1) 松江第二 15.02

ﾏﾆﾜ　ﾓｴﾅ ｵｵｸﾞﾆ ﾅﾂｷ
6 3 1911 馬庭　　萌名 (1) 出雲第二 14.50 q 6 2 1836 大國　　那月 (1) 出雲第一 15.03

ﾋﾗｷ ﾐｽﾞｷ ﾄｻ ｺｳﾒ
7 8 5306 開　　　水晶 (1) 三隅 14.83 7 3 6505 土佐　　小梅 (1) 美都 15.05

ﾅｶﾞｲ ﾐﾂﾞｷ ﾄﾔ ｱｶﾘ
2 2223 永井　みづき (1) 浜山 DNS 8 4 3117 戸屋　　茜梨 (1) 大東 15.38

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

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ ｶﾜﾍﾞ ｶﾎ
1 7 902 山本　　亜季 (1) 美保関 14.55 1 2 4905 川辺　　香帆 (1) 浜田第二 14.84

ｼﾗｽ ﾋﾏﾘ ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅｶ
2 5 4815 白須　妃麻里 (1) 浜田第一 14.76 2 7 726 安達　　愛夏 (1) 松江第四 14.99

ﾊﾗ ﾕｶﾘ ｲﾉｳｴ ﾏｷ
3 6 2048 原　　由香里 (1) 出雲第三 14.77 3 4 2614 井上　　満稀 (1) 斐川東 15.30

ﾑﾗﾀ ﾐｻｷ ｶﾀﾖｾ ﾕｲ
4 4 2314 村田 美咲 (1) 平田 14 96 4 6 2141 片寄 結衣 (1) 河南 15 34

風:  +3.4 風:  +3.3

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +4.3 風:  +2.7

4 4 2314 村田　　美咲 (1) 平田 14.96 4 6 2141 片寄　　結衣 (1) 河南 15.34
ﾊﾗ ﾅﾅｶ ﾀﾅｶ ｱﾕ

5 8 2725 原　　　和心 (1) 斐川西 15.20 5 8 3919 田中　　愛悠 (1) 大田第一 15.54
ｵﾓｽ ｱﾔﾉ ﾓﾘﾓﾄ ｶﾎ

6 3 1012 重栖　　綾乃 (1) 東出雲 15.25 6 3 7210 森本　　夏帆 (1) 日原 15.57
ｽﾐ ﾕｳﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｺ

7 2 2111 角　　　優奈 (1) 安来第三 15.58 7 9 5508 渡邉　　修子 (1) 金城 15.86
ｲﾏｵｶ ｼﾞｭﾘ ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ

8 9 1134 今岡　　樹里 (1) 島大附属 15.72 5 514 吉岡　　杏莉 (1) 松江第一 DNS

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 風:  -1.3

ｻﾄｳ ﾕﾘｺ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 8 3051 佐藤　祐里子 (1) 出雲北陵 13.59 q ｵｵｼﾀ ｱｲﾘ

ｻﾀﾞ ﾖｼﾊ 1 7 7001 大下　　愛梨 (1) 六日市 13.40
2 2 5021 佐田　　由葉 (1) 浜田第三 13.64 q ｺｳﾀ ﾐﾕ

ﾎﾘｴ ﾊﾅ 2 5 3918 幸田　　未夢 (1) 大田第一 13.60
3 9 3802 堀江　　　花 (1) 仁多横田 14.53 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ

ｳｴｷ ﾕﾘｺ 3 4 3051 佐藤　祐里子 (1) 出雲北陵 13.61
4 6 5930 上木　優梨子 (1) 瑞穂 15.52 ﾅｶﾞｾ ﾉｿﾞﾐ

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾅｾ 4 8 3112 永瀬　　　望 (1) 大東 13.67
5 7 818 桑原　　七瀬 (1) 湖南 15.91 ｻﾀﾞ ﾖｼﾊ

ﾅｶｼﾏ ｳﾐ 5 6 5021 佐田　　由葉 (1) 浜田第三 13.71
6 3 5204 中島　　侑海 (1) 浜田東 16.09 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ

ｺﾞﾄｳ ｱｲﾕ 6 9 2509 長崎　さゆり (1) 大社 14.13
7 4 4104 五島　　愛友 (1) 志学 16.13 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾕｺ

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 7 2 4625 長野　珠由子 (1) 青陵 14.39
8 5 3741 西村　　花奈 (1) 仁多 16.18 ﾏﾆﾜ　ﾓｴﾅ

8 3 1911 馬庭　　萌名 (1) 出雲第二 14.68

風:  +3.4

凡例    DNS：欠場



女子２年100m

6月14日 12:45 予選  
島根県中学記録 (PR)     12.38     宮田　七海 (益田・益田東)                                   H23         6月14日 15:10 決勝  
島根県中学記録 (PR)     12.3      斉藤　まゆみ (松江・松江四)                                 H2          
島根県大会記録 (GR)     12.74     水津　杏里 (浜田・浜田三)                                   H15         
島根県大会記録 (GR)     12.6      古田　葉子 (出雲・出雲三)                                   S57         
島根県大会記録 (GR)     12.6      江戸　雅美 (出雲・出雲ニ)                                   S49         

予選  6組0着+8

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

ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ
1 3 4811 長戸　　友花 (2) 浜田第一 13.15 q 1 9 526 山口　　愛莉 (2) 松江第一 13.46 q

ﾄﾔ ﾓｴﾅ ｶﾄｳ ﾐﾕｳ
2 9 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東 13.18 q 2 3 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西 13.72 q

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ
3 7 5208 田中　　璃奈 (2) 浜田東 13.22 q 3 7 532 千葉　いくみ (2) 松江第一 13.74

ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ ﾐｼﾏ ｺﾄﾅ
4 4 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多 13.40 q 4 5 2267 三島　　琴菜 (2) 浜山 13.85

ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾅ
5 2 2309 立石　　裕香 (2) 平田 13.41 q 5 6 2547 藤原　　春菜 (2) 大社 13.89

ﾆｲ ﾘﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ
6 6 5048 新井　　里帆 (2) 浜田第三 13.49 q 6 4 5513 小林　みなみ (2) 金城 14.20

ﾅｼﾀﾞ ｱﾝﾉ ﾊｲｶﾞﾐ ﾋﾖﾘ
7 8 4616 梨田　　安乃 (2) 青陵 13.85 7 8 4806 拝上　　日和 (2) 浜田第一 14.21

ｷﾊﾗ ｻﾔ ｵｸﾞｻ ﾅﾎ
5 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂 DNS 2 614 小草　　菜歩 (2) 松江第二 DNS

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

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ ﾀｺﾞ ﾐｻｷ
1 5 712 川本　　侑奈 (2) 松江第四 13.96 1 3 155 多胡　　美咲 (2) 安来第一 14.22

ﾋﾉ ｱｽｶ ﾋﾗﾉ　ﾎﾉｶ
2 4 2262 日野　あすか (2) 浜山 14.02 2 7 1932 平野　ほの香 (2) 出雲第二 14.37

ｵﾑﾗ ﾕｳｶ ｻｻｷ ﾗﾑ

風:  +0.6 風:  +0.5

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  -0.5 風:  -1.2

ｵﾑﾗ ﾕｳｶ ｻｻｷ ﾗﾑ
3 6 2132 小村　　優香 (2) 河南 14.03 3 6 4509 佐々木　蘭夢 (2) 江津 14.48

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ ｵｵｻｶ ﾁｻﾄ
4 7 2042 宮崎　　夢衣 (2) 出雲第三 14.04 4 8 2607 大坂　千紗都 (2) 斐川東 14.59

ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾎ ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ
5 9 6306 平野　　夏帆 (2) 益田東 14.13 5 4 3737 植田　　絢香 (2) 仁多 14.63

ｸﾛｶﾜ ﾎﾉｶ ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ
6 8 5301 黒川　穂乃香 (2) 三隅 14.22 6 2 5514 岡本　　春香 (2) 金城 14.74

ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ ﾐﾁﾉ ﾉﾘｶ
7 2 2306 福田　　眞子 (2) 平田 14.35 7 5 4103 道野　　紀香 (2) 志学 15.24

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾙ ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ
3 617 森本　　千陽 (2) 松江第二 DNS 9 1826 池田　　愛花 (2) 出雲第一 DNS

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

ｲｲﾂｶ ﾏﾔ ｱﾘｲ ﾌｳｶ
1 5 1130 飯塚　　まや (2) 島大附属 14.55 1 5 5921 有井　　風花 (2) 瑞穂 15.32

ﾔﾏｻｷ ﾓｴ ﾌｼﾞｲ ﾏﾕﾐ
2 9 5209 山﨑　　　萌 (2) 浜田東 14.68 2 2 3109 藤井　万悠美 (2) 大東 15.39

ｵﾑﾗ ｻﾂｷ ｽﾐｶﾜ ﾐﾅﾐ
3 3 1005 小村　　咲月 (2) 東出雲 14.85 3 7 7002 澄川　　美波 (2) 六日市 15.80

ｲﾜﾅﾘ ﾁｶｺ ｲｼﾀﾞ ｱｲｶ
4 2 2431 岩成　知可子 (2) 向陽 14.92 4 3 5713 石田　　愛香 (2) 川本 16.06

ﾔﾏﾈ ｱｶﾘ ｻｴｷ ﾘﾎ
5 8 217 山根　　朱里 (2) 安来第三 15.17 5 4 3811 佐伯　　莉帆 (2) 仁多横田 16.60

ﾏﾀｶ ﾄｼｺ ﾆｼｺｵﾘ ｱﾑ
6 4 6249 又賀　　敏子 (2) 益田 15.22 6 3054 錦織　　彩夢 (2) 出雲北陵 DNS

ｽﾔﾏ ｱｲﾘ ｵｶﾞﾜ ｱﾐ
7 7 1702 須山　　愛里 (2) 松江ろう 15.34 8 809 小川　　愛美 (2) 湖南 DNS

ﾉｼﾞ ﾕｳｶ
8 6 4907 野地　　悠花 (2) 浜田第二 15.43

風:  -1.7 風:  +1.2

凡例    DNS：欠場



女子２年100m

6月14日 12:45 予選  
島根県中学記録 (PR)     12.38     宮田　七海 (益田・益田東)                                   H23         6月14日 15:10 決勝  
島根県中学記録 (PR)     12.3      斉藤　まゆみ (松江・松江四)                                 H2          
島根県大会記録 (GR)     12.74     水津　杏里 (浜田・浜田三)                                   H15         
島根県大会記録 (GR)     12.6      古田　葉子 (出雲・出雲三)                                   S57         
島根県大会記録 (GR)     12.6      江戸　雅美 (出雲・出雲ニ)                                   S49         

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ

1 7 4811 長戸　　友花 (2) 浜田第一 12.93
ﾄﾔ ﾓｴﾅ

2 4 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東 13.15
ﾀﾅｶ ﾘﾅ

3 5 5208 田中　　璃奈 (2) 浜田東 13.19
ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ

4 9 2309 立石　　裕香 (2) 平田 13.31
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ

5 8 526 山口　　愛莉 (2) 松江第一 13.39
ﾆｲ ﾘﾎ

6 3 5048 新井　　里帆 (2) 浜田第三 13.46
ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ

7 6 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多 13.50
ｶﾄｳ ﾐﾕｳ

8 2 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西 13.52

風:  +2.0

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

凡例  



女子３年100m

6月14日 12:30 予選  
島根県中学記録 (PR)     12.36     宮田　七海 (益田・益田東)                                   H24         6月14日 15:55 決勝  
島根県中学記録 (PR)     12.2      斉藤　まゆみ (松江・松江四)                                 H2         
島根県大会記録 (GR)     12.3      斉藤　まゆみ (松江・松江四)                                 H2          

予選  5組0着+8

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

ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ
1 6 5018 前田　　瑠音 (3) 浜田第三 12.79 q 1 7 734 安達　　桃香 (3) 松江第四 13.34 q

ｲｼｶﾜ ﾕｷ ﾂﾁﾔﾏ ｱｽｶ
2 3 2010 石川　　結貴 (3) 出雲第三 12.83 q 2 8 518 土山　明日加 (3) 松江第一 13.34 q

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ ﾊﾀｵｶ ｻﾂｷ
3 7 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社 12.87 q 3 1 5019 畑岡　　颯貴 (3) 浜田第三 13.37

ﾀﾑﾗ ﾏﾎ ﾀﾑﾗ ｶﾎ
4 2 5512 田邨　　真歩 (3) 金城 12.95 q 4 2 5511 田邨　　夏歩 (3) 金城 13.39

ｶﾈｻｶ ﾕｲ ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ
5 4 808 金坂　　優衣 (3) 湖南 13.00 q 5 6 3105 内田　　芽衣 (3) 大東 13.63

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ ﾌｼﾞｲ ﾐｸ
6 5 2539 天野　加奈子 (3) 大社 13.25 q 6 4 5109 藤井　　美玖 (3) 浜田第四 13.71

ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ
7 1 6503 米田　　涼帆 (3) 美都 13.34 q 7 3 2118 松下　　愛可 (3) 河南 13.80

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ ﾂｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
8 9 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星 13.39 8 5 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂 13.88

ｵｵｻｷ ﾐﾅﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ
9 8 3911 大﨑　　南美 (3) 大田第一 13.40 9 607 安達　　美紅 (3) 松江第二 DNS

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

ﾊﾗﾀﾞ ｷﾎ ﾌﾅﾂｶ ﾁﾊﾔ
1 1 521 原田　　季歩 (3) 松江第一 13.65 1 2 1118 舟塚　　千敬 (3) 島大附属 13.93

ﾔﾉ ｱｵｲ ﾐｳﾗ　ｱｶﾘ
2 5 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲第一 13.69 2 4 736 三浦　あかり (3) 松江第四 14.30

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｻﾞﾈ ｶﾈﾂｸ ｴﾘ

風:  +0.7 風:  -0.5

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  -0.1 風:  +0.6

ﾜﾀﾅﾍ  ｶｻ ﾈ ｶﾈﾂｸ ｴﾘ
3 3 3916 渡辺　　風音 (3) 大田第一 13.99 3 5 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多 14.32

ﾐｼﾛ ﾒｲ ﾋﾉ ｼｲﾅ
4 2 611 三代　　芽依 (3) 松江第二 14.15 4 7 2652 日野　　詩菜 (3) 斐川東 14.33

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ ﾕﾑﾗ ﾙﾅ
5 4 4801 渡邊　　千晴 (3) 浜田第一 14.20 5 3 2006 湯村　　瑠奈 (3) 出雲第三 14.34

ｶﾈﾂｷ ﾕﾗ ｺﾝﾄﾞｳ　ｻﾔ
6 7 2316 金築　　優来 (3) 平田 14.33 6 9 1926 近藤　　沙耶 (3) 出雲第二 14.53

ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ ﾀﾜﾗ ﾜｶｺ
7 8 2243 石川　　鈴那 (3) 浜山 14.38 7 8 6227 俵　　わかこ (3) 益田 14.61

ｵｵﾊﾏ ﾅﾐ ｳｴﾀﾞ ﾏﾅ
8 6 7650 大濱　　奈美 (3) 西ノ島 14.48 8 6 2714 植田　　　愛 (3) 斐川西 14.64

ﾌｼﾞｲ ﾐｷ ﾔﾏﾈ ｷﾎ
9 5400 藤井　　美紀 (3) 弥栄 DNS 1 6303 山根　　稀帆 (3) 益田東 DNS

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 1 5041 斎藤　　　恵 (3) 浜田第三 13.86 ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ

ｽﾔﾏ ﾘｵ 1 5 5018 前田　　瑠音 (3) 浜田第三 12.68
2 9 150 須山　　莉央 (3) 安来第一 14.61 ｲｼｶﾜ ﾕｷ

ﾀﾅｶ ﾘﾝｶ 2 3 2010 石川　　結貴 (3) 出雲第三 12.97
3 2 5108 田中　りんか (3) 浜田第四 14.85 ﾀﾑﾗ ﾏﾎ

ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳｶ 3 6 5512 田邨　　真歩 (3) 金城 13.01
4 6 3052 庄司　　椋香 (3) 出雲北陵 14.90 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ

ｿﾀ ｴﾘﾅ 4 4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社 13.07
5 5 3826 曾田　恵梨奈 (3) 仁多横田 14.93 ｶﾈｻｶ ﾕｲ

ﾏﾂﾅｵ ﾅﾂｷ 5 7 808 金坂　　優衣 (3) 湖南 13.14
6 4 4002 松直　　奈月 (3) 大田第二 15.05 ﾂﾁﾔﾏ ｱｽｶ

ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ 6 2 518 土山　明日加 (3) 松江第一 13.36
7 3 4517 藤田　　咲良 (3) 江津 15.10 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ

ﾐﾔﾓﾄ ｻﾔｶ 7 1 734 安達　　桃香 (3) 松江第四 13.45
8 8 4908 宮本　彩也香 (3) 浜田第二 15.58 ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ

ｻﾀﾞﾉ ﾙﾎ 8 8 6503 米田　　涼帆 (3) 美都 13.54
9 7 5712 左田野　瑠歩 (3) 川本 16.01 ｱﾏﾉ ｶﾅｺ

9 2539 天野　加奈子 (3) 大社 DNS

風:  +2.2

風:  +0.2

凡例    DNS：欠場



女子200m

6月14日 10:40 予選  
島根県中学記録 (PR)     24.79     秋田　真美 (浜田・浜田三)                                   H15         6月14日 16:50 決勝  
島根県大会記録 (GR)     25.19     秋田　真美 (浜田・浜田三)                                   H15         

予選  6組0着+8

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

ｵｵｶ ﾕｲﾘ ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ
1 4 2542 大賀　　結莉 (3) 大社 25.71 q 1 9 734 安達　　桃香 (3) 松江第四 28.14

ﾀﾑﾗ ﾏﾎ ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ
2 5 5512 田邨　　真歩 (3) 金城 27.53 q 2 4 2027 園山　実沙季 (2) 出雲第三 28.29

ﾄﾔ ﾓｴﾅ ﾊﾀｵｶ ｻﾂｷ
3 3 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東 27.65 q 3 7 5019 畑岡　　颯貴 (3) 浜田第三 28.61

ｷﾊﾗ ｻﾔ ﾊﾗﾀﾞ ｷﾎ
4 6 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂 27.82 q 4 3 521 原田　　季歩 (3) 松江第一 28.68

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ ﾆｲ ﾘﾎ
5 8 526 山口　　愛莉 (2) 松江第一 28.01 q 5 5 5048 新井　　里帆 (2) 浜田第三 28.83

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ
6 9 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星 28.02 q 6 1 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東 28.94

ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ ﾊｲｶﾞﾐ ﾋﾖﾘ
7 7 6503 米田　　涼帆 (3) 美都 28.03 q 7 8 4806 拝上　　日和 (2) 浜田第一 30.17

ｶﾈｻｶ ﾕｲ ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ
8 2 808 金坂　　優衣 (3) 湖南 28.33 6 607 安達　　美紅 (3) 松江第二 DNS

ｵｵｻｷ ﾐﾅﾐ ﾂｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
9 1 3911 大﨑　　南美 (3) 大田第一 28.49 2 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂 DNS

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｻﾞﾈ ﾐﾅﾘ ｶﾖ
1 8 3916 渡辺　　風音 (3) 大田第一 29.85 1 3 2138 三成　　香代 (2) 河南 29.39

ﾏﾁﾀﾞ ｲｵﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ
2 2 5906 町田　いおり (3) 瑞穂 29.85 2 9 1003 松本　　美優 (2) 東出雲 29.99

ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾉ ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ
3 4 6301 平山 雪乃 (3) 益田東 29 86 3 2 2318 清水 悠愛 (3) 平田 30 43

風:  -1.6 風:  +1.8

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  +0.6 風:  -0.7

3 4 6301 平山　　雪乃 (3) 益田東 29.86 3 2 2318 清水　　悠愛 (3) 平田 30.43
ｵｵﾋﾞﾂﾏﾐ ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ

4 5 147 大櫃　　茉美 (3) 安来第一 30.14 4 6 2423 岩成　佳代子 (3) 向陽 30.48
ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ ﾐｳﾗ ﾏｲ

5 3 2544 杉谷　　未来 (2) 大社 30.76 5 4 4523 三浦　　　茉 (2) 江津 31.03
ﾊｾ ｼｽﾞｶ ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾉ

6 9 5302 長谷　　静香 (2) 三隅 31.31 6 8 3731 石原　　春乃 (3) 仁多 31.06
ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ

7 7 5716 重富　　優希 (2) 川本 32.34 7 7 2024 水谷　　　英 (2) 出雲第三 31.27
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾙ ｶﾜｲ ｳﾌﾞ

6 617 森本　　千陽 (2) 松江第二 DNS 8 5 2246 川井　　優舞 (3) 浜山 31.29

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

ｵｵﾉ　ﾘﾘｶ ﾆｼｺｵﾘ ｱﾑ
1 2 1930 大野　利々佳 (2) 出雲第二 30.88 1 2 3054 錦織　　彩夢 (2) 出雲北陵 28.05 q

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾔｶ ﾋﾉ ﾕｳﾘ
2 7 1828 飯島　紗弥香 (2) 出雲第一 30.92 2 6 3100 樋野　　侑里 (2) 大東 29.71

ﾊﾏｻｷ ﾄﾓｶ ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ
3 9 714 濵崎　　知香 (2) 松江第四 30.95 3 5 5042 山本　　愛梨 (3) 浜田第三 31.59

ｵｵｼﾀ ﾖｳ ﾊﾗ ﾅﾂﾐ
4 4 4909 大下　　　葉 (2) 浜田第二 31.63 4 9 2710 原　　　菜摘 (2) 斐川西 32.07

ﾔﾏﾈ ｱｶﾘ ﾂﾂﾐ ｻｴ
5 5 217 山根　　朱里 (2) 安来第三 32.08 5 3 4624 堤　　　彩瑛 (1) 青陵 33.43

ﾏﾀｶ ﾄｼｺ ｵｶﾑﾗ ｻﾂｷ
6 3 6249 又賀　　敏子 (2) 益田 32.17 6 7 7201 岡村　　颯稀 (3) 日原 33.59

ｽﾔﾏ ｱｲﾘ ﾐﾀﾆ ｶｴ
7 8 1702 須山　　愛里 (2) 松江ろう 32.33 7 4 4009 三谷　　花英 (1) 大田第二 35.26

ﾔﾏﾈ ﾋﾄﾐ ｵﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ
8 6 7508 山根　　瞳美 (2) 津和野 34.15 8 5203 尾林　　　渚 (1) 浜田東 DNS

風:  +0.5 風:  +1.0

凡例    DNS：欠場



女子200m

6月14日 10:40 予選  
島根県中学記録 (PR)     24.79     秋田　真美 (浜田・浜田三)                                   H15         6月14日 16:50 決勝  
島根県大会記録 (GR)     25.19     秋田　真美 (浜田・浜田三)                                   H15         

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾑﾗ ﾏﾎ

1 7 5512 田邨　　真歩 (3) 金城 27.41
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ

2 9 1731 桑原　　菜摘 (3) 開星 27.81
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ

3 8 526 山口　　愛莉 (2) 松江第一 27.83
ｷﾊﾗ ｻﾔ

4 5 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂 27.88
ﾄﾔ ﾓｴﾅ

5 6 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東 28.03
ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ

6 2 6503 米田　　涼帆 (3) 美都 28.04
ﾆｼｺｵﾘ ｱﾑ

3 3054 錦織　　彩夢 (2) 出雲北陵 DNS
ｵｵｶ ﾕｲﾘ

4 2542 大賀　　結莉 (3) 大社 DNS

風:  -0.4

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

凡例    DNS：欠場



女子800m

6月14日 09:50 予選  
島根県中学記録 (PR)     2.11.77   福島　祐子 (松江･湖南)                                      S63         6月14日 14:05 決勝  
島根県大会記録 (GR)     2.12.7    來海　りえ (出雲・旭丘)                                     H19         

予選  4組0着+8

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

ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ ｵｵﾀﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
1 5 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲第一 2.28.56 q 1 3 4902 大達　　結月 (2) 浜田第二 2.30.67 q

ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ ﾏﾂｳﾗ ﾓｴ
2 4 527 青山　　春菜 (2) 松江第一 2.30.84 q 2 2 4518 松浦　　萌笑 (3) 江津 2.31.13 q

ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ ｷﾏﾁ ﾀｴ
3 1 2127 田邊　　　夢 (2) 河南 2.31.71 q 3 10 2425 來海　　多栄 (3) 向陽 2.31.16 q

ﾖﾑﾗ ﾕｲ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾘｱ
4 10 1009 余村　　　唯 (3) 東出雲 2.32.99 4 7 5026 杉本　麻里亜 (2) 浜田第三 2.32.16 q

ｶﾔﾏ ﾐｷ ｿﾀ ﾏﾕｷ
5 9 5916 加山　　美貴 (3) 瑞穂 2.33.31 5 8 1820 曽田　　舞雪 (2) 出雲第一 2.32.71 q

ｵｶ ﾋｶﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾘ
6 2 2307 岡　　ひかり (2) 平田 2.33.49 6 6 606 山口　由佳莉 (3) 松江第二 2.32.97

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
7 7 3732 藤原　　有菜 (3) 仁多 2.34.78 7 5 5300 石原　　萌水 (2) 三隅 2.35.73

ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ ｸﾛｻｷ ﾏｲ
8 6 2548 別所　いづみ (2) 大社 2.35.75 8 9 3056 黒崎　　真依 (2) 出雲北陵 2.36.22

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾏﾕ ﾐｼﾏ ｶｽﾐ
9 3 152 漆原　　真由 (3) 安来第一 2.42.84 9 4 2711 三島　　佳純 (2) 斐川西 2.37.07

ｻﾀﾞﾋﾃﾞ ﾊﾙｶ ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕ
8 901 定秀　　陽果 (2) 美保関 DNS 10 1 2537 長岡　　真由 (3) 大社 2.39.12

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

ｶﾅﾔﾏ ﾁﾅﾂ ｺﾂｷﾞ ﾏﾕ
1 4 2012 金山　　千夏 (3) 出雲第三 2.33.31 1 7 2650 木次　　真由 (3) 斐川東 2.45.58

ｼﾞｮｳｲﾁ ﾉｴ ｺﾊﾏ ｱﾐ
2 5 523 城市 乃恵 (3) 松江第 2 33 63 2 4 7003 小濱 明未 (2) 六日市 2 46 92

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

2 5 523 城市　　乃恵 (3) 松江第一 2.33.63 2 4 7003 小濱　　明未 (2) 六日市 2.46.92
ﾉﾎﾞﾘｵ ﾕﾅ ﾀｶﾊﾗ ﾘｺ

3 3 5401 登尾　　祐奈 (2) 弥栄 2.39.73 3 6 4006 高原　　理子 (1) 大田第二 2.47.84
ﾀﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ ｷﾑﾗ ﾋﾅ

4 7 6248 田原　　　遥 (2) 益田 2.40.31 4 8 7507 木村　　陽菜 (2) 津和野 2.50.88
ｵｵｸﾞﾆ ﾐﾕ ﾊﾔｼ ｷﾐ

5 2 2238 大国　　未優 (3) 浜山 2.41.55 5 5 1117 林　　　希美 (3) 島大附属 2.55.35
ﾊﾅﾀﾞ ﾓｴﾘ ｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ

6 10 5205 花田　　萌里 (3) 浜田東 2.42.66 6 1 5714 小山　　夏実 (2) 川本 2.56.95
ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾐ ｲﾜﾀ ﾏﾐ

7 6 1924 高橋　　郁美 (3) 出雲第二 2.44.78 7 3 215 岩田　　真実 (2) 安来第三 2.57.06
ﾊﾀ ﾋﾖﾘ ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｺ

8 9 3913 畑　　　日和 (3) 大田第一 2.45.68 8 2 3740 西村　真依子 (2) 仁多 2.57.48
ｵｶﾑﾗ ｻﾂｷ ﾆｼｷｵﾘ ｶﾉﾊ

9 8 7201 岡村　　颯稀 (3) 日原 2.49.46 9 4101 錦織　　叶羽 (3) 志学 DNS
ｴｷﾞ ﾐｽﾞｷ

10 1 4804 江木　　瑞季 (3) 浜田第一 2.51.42

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ

1 7 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲第一 2.28.52
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾘｱ

2 2 5026 杉本　麻里亜 (2) 浜田第三 2.30.43
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ

3 5 527 青山　　春菜 (2) 松江第一 2.30.44
ﾏﾂｳﾗ ﾓｴ

4 6 4518 松浦　　萌笑 (3) 江津 2.31.59
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ

5 9 2127 田邊　　　夢 (2) 河南 2.32.39
ｷﾏﾁ ﾀｴ

6 8 2425 來海　　多栄 (3) 向陽 2.32.86
ｿﾀ ﾏﾕｷ

7 3 1820 曽田　　舞雪 (2) 出雲第一 2.35.30
ｵｵﾀﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ

4 4902 大達　　結月 (2) 浜田第二 DNS

凡例    DNS：欠場



女子1500m

6月14日 16:10 決勝  
島根県中学記録 (PR)     4.31.18   來海　りえ (出雲・旭丘)                                     H19         
島根県大会記録 (GR)     4.41.39   山吹　愛子 (鹿足・蔵木)                                     H16         

決勝

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

ｼﾊﾞ ｲｸｺ ﾉﾎﾞﾘｵ ﾕﾅ
1 5 5017 志波　　郁子 (3) 浜田第三 4.52.50 1 5 5401 登尾　　祐奈 (2) 弥栄 5.19.79

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ ｷﾏﾁ ﾀｴ
2 13 2428 原田　　菜月 (3) 向陽 4.53.36 2 17 2425 來海　　多栄 (3) 向陽 5.22.06

ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ
3 15 2126 田中　　愛樹 (2) 河南 4.54.43 3 11 522 渡辺　　由渚 (3) 松江第一 5.22.97

ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ ｲﾂﾞ ｶﾅｴ
4 14 527 青山　　春菜 (2) 松江第一 4.57.00 4 6 4807 伊津　かなえ (2) 浜田第一 5.25.84

ﾌｼﾞｲ ｱｶﾘ ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
5 1 4519 藤井　　朱里 (3) 江津 5.05.61 5 4 5300 石原　　萌水 (2) 三隅 5.26.37

ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ ｻｶｲ ﾕｷﾉ
6 9 1818 吉井　　暖乃 (3) 出雲第一 5.07.66 6 8 3912 坂井　裕紀乃 (3) 大田第一 5.29.07

ｽﾐ ﾕﾒｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁ
7 8 2032 角　　　夢子 (2) 出雲第三 5.10.34 7 16 2712 渡部　　沙千 (2) 斐川西 5.30.46

ｲｹﾉ ﾕｳﾅ ﾐﾜ ﾏｺ
8 7 6304 池野　　佑奈 (2) 益田東 5.12.38 8 10 148 三輪　　真子 (3) 安来第一 5.32.06

ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ
9 12 2548 別所　いづみ (2) 大社 5.13.08 9 3 6247 小林　日なた (2) 益田 5.32.44

ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ ｶﾉ ﾕｳｶ
10 17 2608 昌子　実那美 (2) 斐川東 5.18.39 10 13 2260 狩野　　優花 (2) 浜山 5.32.63

ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ
11 16 2427 原田　　奈央 (3) 向陽 5.18.94 11 14 5925 日高　　真那 (2) 瑞穂 5.32.85

ｿﾀ ﾏﾕｷ ﾊﾅﾀﾞ ﾓｴﾘ
12 4 1820 曽田　　舞雪 (2) 出雲第一 5.19.11 12 9 5205 花田　　萌里 (3) 浜田東 5.33.06

ﾐｶﾐ ﾏｷ ｻｻｲ ｶﾉﾝ
13 6 2124 三上　　真希 (3) 河南 5.21.98 13 12 5515 佐々井　花音 (2) 金城 5.33.18

ｶﾄｳ ﾏﾎ ﾑﾗｵ ﾏｷ

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

ｶﾄｳ ﾎ ﾗｵ ｷ
14 3 609 加藤　　真帆 (3) 松江第二 5.24.47 14 7 1119 村尾　　舞妃 (3) 島大附属 5.37.16

ﾜｶﾂｷ ﾕﾅ ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｶ
15 2 2319 若槻　　ゆな (3) 平田 5.25.63 15 1 3733 石原　　百華 (3) 仁多 5.58.61

ｱｺﾞｳ ﾏﾎ ｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ
16 10 2122 吾郷　　真帆 (3) 河南 5.26.43 16 18 5714 小山　　夏実 (2) 川本 6.08.26

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ｲｼﾂﾞ ｱﾝﾅ
17 19 4910 谷口　　百佳 (3) 浜田第二 5.27.49 15 2533 石津　　杏菜 (3) 大社 DNS

ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾚｲ ｻｻｲ ﾏﾕ
18 18 1010 蔭山　　実玲 (3) 東出雲 5.29.69 2 7205 佐々井　真祐 (2) 日原 DNS

ｻﾀﾞﾋﾃﾞ ﾊﾙｶ
11 901 定秀　　陽果 (2) 美保関 DNS

凡例    DNS：欠場



女子1500m

島根県中学記録 (PR)     4.31.18   來海　りえ (出雲・旭丘)                                     H19         
島根県大会記録 (GR)     4.41.39   山吹　愛子 (鹿足・蔵木)                                     H16         

決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5017 志波　　郁子 (3) ｼﾊﾞ ｲｸｺ 浜田第三 4.52.50
2 2428 原田　　菜月 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 向陽 4.53.36
3 2126 田中　　愛樹 (2) ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 河南 4.54.43
4 527 青山　　春菜 (2) ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 松江第一 4.57.00
5 4519 藤井　　朱里 (3) ﾌｼﾞｲ ｱｶﾘ 江津 5.05.61
6 1818 吉井　　暖乃 (3) ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 出雲第一 5.07.66
7 2032 角　　　夢子 (2) ｽﾐ ﾕﾒｺ 出雲第三 5.10.34
8 6304 池野　　佑奈 (2) ｲｹﾉ ﾕｳﾅ 益田東 5.12.38
9 2548 別所　いづみ (2) ﾍﾞｯｼｮ ｲﾂﾞﾐ 大社 5.13.08

10 2608 昌子　実那美 (2) ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 斐川東 5.18.39
11 2427 原田　　奈央 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 向陽 5.18.94
12 1820 曽田　　舞雪 (2) ｿﾀ ﾏﾕｷ 出雲第一 5.19.11
13 5401 登尾　　祐奈 (2) ﾉﾎﾞﾘｵ ﾕﾅ 弥栄 5.19.79
14 2124 三上　　真希 (3) ﾐｶﾐ ﾏｷ 河南 5.21.98
15 2425 來海　　多栄 (3) ｷﾏﾁ ﾀｴ 向陽 5.22.06
16 522 渡辺　　由渚 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ 松江第一 5.22.97
17 609 加藤　　真帆 (3) ｶﾄｳ ﾏﾎ 松江第二 5.24.47
18 2319 若槻　　ゆな (3) ﾜｶﾂｷ ﾕﾅ 平田 5.25.63
19 4807 伊津　かなえ (2) ｲﾂﾞ ｶﾅｴ 浜田第一 5.25.84
20 5300 石原　　萌水 (2) ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 三隅 5.26.37
21 2122 吾郷　　真帆 (3) ｱｺﾞｳ ﾏﾎ 河南 5.26.43
22 4910 谷口　　百佳 (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 浜田第二 5.27.49
23 3912 坂井　裕紀乃 (3) ｻｶｲ ﾕｷﾉ 大田第一 5.29.07
24 1010 蔭山　　実玲 (3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾚｲ 東出雲 5.29.69
25 2712 渡部　　沙千 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁ 斐川西 5.30.46
26 148 三輪　　真子 (3) ﾐﾜ ﾏｺ 安来第一 5.32.06
27 6247 小林　日なた (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ 益田 5.32.44
28 2260 狩野　　優花 (2) ｶﾉ ﾕｳｶ 浜山 5.32.63

日高 真那 ( ) ﾀﾞｶ ﾅ 瑞穂

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

29 5925 日高　　真那 (2) ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 瑞穂 5.32.85
30 5205 花田　　萌里 (3) ﾊﾅﾀﾞ ﾓｴﾘ 浜田東 5.33.06
31 5515 佐々井　花音 (2) ｻｻｲ ｶﾉﾝ 金城 5.33.18
32 1119 村尾　　舞妃 (3) ﾑﾗｵ ﾏｷ 島大附属 5.37.16
33 3733 石原　　百華 (3) ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｶ 仁多 5.58.61
34 5714 小山　　夏実 (2) ｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 川本 6.08.26

2533 石津　　杏菜 (3) ｲｼﾂﾞ ｱﾝﾅ 大社 DNS
7205 佐々井　真祐 (2) ｻｻｲ ﾏﾕ 日原 DNS
901 定秀　　陽果 (2) ｻﾀﾞﾋﾃﾞ ﾊﾙｶ 美保関 DNS

凡例    DNS：欠場



女子100mH

6月14日 11:40 予選  
島根県中学記録 (PR)     14.03     松浦　真枝 (松江・湖南)                                     S63         6月14日 15:25 決勝  
島根県大会記録 (GR)     14.5      松浦　真枝 (松江・湖南)                                     S63         

予選  4組0着+8

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

ｵｵｶ ﾕｲﾘ ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ
1 5 2542 大賀　　結莉 (3) 大社 14.50 =GR 1 7 1821 髙原　　七恵 (2) 出雲第一 16.51

ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ ﾀﾀﾞｲ ﾐｷ
2 6 4811 長戸　　友花 (2) 浜田第一 15.47 2 8 3116 忠井　　美樹 (3) 大東 16.81

ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ ｶﾉｳﾏﾂ ﾁｱｷ
3 9 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西 15.99 3 4 4802 叶松　　千明 (3) 浜田第一 16.86

ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ ﾀｹﾁ ｺﾄｺ
4 3 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂 16.03 4 2 2117 武智　　琴子 (3) 河南 17.10

ｳｴｷ ﾓﾓｶ ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ
5 7 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂 16.07 5 6 3126 石原　　優花 (3) 大東 17.26

ﾊｼﾓﾄ ﾘﾐ ﾀﾅｶ ｻｴ
6 2 4800 橋本　　梨未 (3) 浜田第一 16.26 6 3 5022 田中　　彩絵 (1) 浜田第三 17.35

ｺｳﾀ ﾐﾕ ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ
7 1 3918 幸田　　未夢 (1) 大田第一 17.15 7 1 5016 中嶋　　彩夏 (3) 浜田第三 17.55

ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ ｲｴﾊﾗ ﾅﾎ
8 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲第三 DNS 8 9 1825 家原　　奈穂 (2) 出雲第一 17.58

ｺﾜ ﾘﾅ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ
4 2536 古和　　里奈 (3) 大社 DNS 5 1815 安田　　　結 (3) 出雲第一 DNS

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

ｵｶ ｻﾅﾐ ﾀｶﾉ ｻﾔｶ
1 6 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西 16.95 1 7 3738 高野　　彩香 (2) 仁多 18.57

ﾐﾀﾆ ﾓｴｶ ｵｵﾊﾀ ﾕｲ
2 3 3915 三谷　　萌華 (3) 大田第一 17.70 2 9 540 大畑　　結衣 (2) 松江第一 19.06

ｲﾄｳ ﾋﾅﾘ ｱﾘﾄｳ ｴﾚﾅ
3 4 2013 伊藤 妃音 (3) 出雲第三 17 87 3 3 2658 有藤 愛麗 (3) 斐川東 19 72

風:  +0.6 風:  +2.6

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

風:  -2.1 風:  +1.5

3 4 2013 伊藤　　妃音 (3) 出雲第三 17.87 3 3 2658 有藤　　愛麗 (3) 斐川東 19.72
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ ｲﾁｵｶ ｱｶﾘ

4 5 2116 武田　　晴香 (3) 河南 18.30 4 2 5922 一岡　あかり (2) 瑞穂 19.73
ｻﾄｳ ﾋﾅ ｶﾐ ｱｽﾅ

5 7 610 佐藤　　日菜 (3) 松江第二 18.52 5 5 1006 嘉美　明日菜 (3) 東出雲 19.92
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ ﾅｶﾑﾗ ｻｴ

6 8 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来第一 19.56 6 4 2256 中村　　咲絵 (2) 浜山 20.76
ﾀｺﾞ ﾋﾅﾀ ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ

7 9 5047 田子　　　陽 (2) 浜田第三 19.83 7 6 7204 齋藤　　綾華 (2) 日原 21.18
ﾄﾐｵ ｻﾗｻ ｶﾘﾉ ﾏﾔ

2 4003 冨尾　さら紗 (3) 大田第二 DQ,*T9 8 3121 狩野　　真弥 (1) 大東 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶ ﾕｲﾘ

1 7 2542 大賀　　結莉 (3) 大社 14.48 GR
ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ

2 4 4811 長戸　　友花 (2) 浜田第一 15.64
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾐ

3 8 4800 橋本　　梨未 (3) 浜田第一 15.83
ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ

4 6 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂 16.07
ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ

5 5 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西 16.18
ｳｴｷ ﾓﾓｶ

6 9 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂 16.20
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ

7 3 1821 髙原　　七恵 (2) 出雲第一 16.69
ﾀﾀﾞｲ ﾐｷ

8 2 3116 忠井　　美樹 (3) 大東 16.73

風:  -0.2

凡例    GR：大会新記録　=GR：大会タイ記録  DNS：欠場  DQ：失格  *T9：ハードルを跳ばなかった



女子走高跳
審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

6月14日 10:00 決勝  

島根県中学記録 (PR)     1m73      宇田川萌乃香 (仁多・仁多)                                   H22         

島根県大会記録 (GR)     1m68      宇田川萌乃香 (仁多・仁多)                                   H22         

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾜﾍﾞ ｻｵﾘ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

1 12 4810 上部　　沙織 (2) 浜田第一 1m51

ｲﾏｵｶ ﾐﾕ － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

2 17 2534 今岡　　弥夕 (3) 大社 1m51

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 19 4903 小林　亜衣梨 (2) 浜田第二 1m48

ﾐﾔﾓﾄ ﾄｳｺ － ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

4 5 2540 宮本　　瞳子 (3) 大社 1m48

ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

5 22 2606 飯塚　　香穏 (2) 斐川東 1m45

ﾌｼﾞｲ ﾐｷ － － ○ ○ × ○ × × ×

6 9 5400 藤井　　美紀 (3) 弥栄 1m45

ﾉﾉﾑﾗ ｺﾄ － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

7 21 3103 野々村　来都 (2) 大東 1m45

ｶﾂﾍﾞ ｽｽﾞｶ － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

7 20 2703 勝部　　涼香 (2) 斐川西 1m45

ｽﾐﾀ ﾕﾒ ○ ○ ○ × × ×

9 24 1011 角田　　優芽 (3) 東出雲 1m35

ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｶ ○ × ○ × ○ × × ×

10 13 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南 1m35

ﾔﾉ ｱｵｲ ○ ○ × × ○ × × ×

11 15 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲第一 1m35

ﾂｷﾓﾘ ﾉｱ ○ ○ × × ○ × × ×

11 2 4007 月森　　希歩 (1) 大田第二 1m35

ｼﾏﾀﾞ ﾘﾅ ○ ○ × × ○ × × ×

11 7 2311 島田　　李奈 (2) 平田 1m35

1m51 1m541m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48

島田 李奈 ( ) 平田

ｵｶ ｻﾅﾐ × ○ × × ○ × × ○ × × ×

14 18 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西 1m35

ｽﾐﾓﾄ ﾄﾓｺ ○ ○ × × ×

15 16 4900 炭本　　智子 (3) 浜田第二 1m30

ｸｽﾉｷ ｸﾙﾐ ○ × × ○ × × ×

16 6 3824 楠　　　胡桃 (3) 仁多横田 1m30

ｲﾄｳ ﾋﾅﾘ ○ × × ×

17 26 2013 伊藤　　妃音 (3) 出雲第三 1m25

ﾎｿｶﾜ ﾘｻｺ × ○ × × ×

18 4 3055 細川　理紗子 (2) 出雲北陵 1m25

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｵﾐ × ○ × × ×

18 23 2253 石飛　　汐望 (2) 浜山 1m25

ﾔｼﾞ ﾆﾁｶ × ○ × × ×

18 1 5044 矢地　二千華 (3) 浜田第三 1m25

ｲﾁｲ ﾚﾅ × × ×

11 2656 市居　　玲奈 (3) 斐川東 NM

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ × × ×

3 3739 藤原　　　澪 (2) 仁多 NM

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ × × ×

8 2543 嘉藤　　帆香 (2) 大社 NM

ｲｼｶﾜ ｷﾎ × × ×

14 7206 石川　　希帆 (1) 日原 NM

ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ

10 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂 DNS

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｺ

25 3108 原田　　莉子 (2) 大東 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子走幅跳

島根県中学記録 (PR)     5m63      水津　幸世 (益田・益田)                                     S50         6月14日 09:30 決勝  

島根県大会記録 (GR)     5m49      今井　恭子 (浜田・浜田一)                                   H6          

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ 5m22 5m07 5m00 5m22 8 4m56 × 5m41 5m41

1 24 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多 0.0 +0.5 +1.5 0.0 0.0 +0.9 +0.9

ﾀﾑﾗ ｶﾎ × 4m90 5m06 5m06 7 5m15 4m94 4m80 5m15

2 8 5511 田邨　　夏歩 (3) 金城 -0.9 +0.1 +0.1 -0.3 0.0 0.0 -0.3

ｲﾉｳｴ ﾏｲ × × 4m85 4m85 5 × 5m07 × 5m07

3 17 3129 井上　　　舞 (3) 大東 +1.2 +1.2 +1.0 +1.0

ｵｸﾞｻ ﾅﾎ 4m85 4m81 4m62 4m85 6 4m85 4m84 4m00 4m85

4 23 614 小草　　菜歩 (2) 松江第二 +0.3 +2.1 +0.8 +0.3 +0.7 +1.7 -0.6 +0.3

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 4m50 4m65 4m69 4m69 1 4m43 4m75 4m83 4m83

5 9 1811 阿川　　美優 (3) 出雲第一 0.0 +0.1 +1.1 +1.1 +0.6 +1.2 +1.1 +1.1

ﾀｶｾ ﾘｶｺ 4m75 4m68 4m77 4m77 4 4m71 4m56 4m52 4m77

6 26 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南 +1.1 +0.6 +0.9 +0.9 -0.1 +1.1 +1.5 +0.9

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 3m78 4m54 4m75 4m75 3 4m45 4m64 4m75 4m75

7 15 1826 池田　　愛花 (2) 出雲第一 +0.3 +0.1 +0.7 +0.7 +0.2 -0.6 +2.9 +0.7

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 4m69 4m72 4m59 4m72 2 × × 4m68 4m72

8 13 5208 田中　　璃奈 (2) 浜田東 +1.1 -0.4 +1.0 -0.4 +1.4 -0.4

ﾌｼﾞｲ ﾐｸ × 4m58 4m49 4m58 4m58

9 4 5109 藤井　　美玖 (3) 浜田第四 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3

ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 4m32 4m34 4m52 4m52 4m52

10 34 2545 西田　亜優美 (2) 大社 -0.8 +0.7 -0.6 -0.6 -0.6

ﾆｯﾀ ﾓﾓｺ 4m47 4m33 4m42 4m47 4m47

11 7 3127 新田　　桃子 (3) 大東 -1.8 -0.7 +8.0 -1.8 -1.8

ﾎｿｶﾜ ﾏｷﾎ × 4m44 4m42 4m44 4m44

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

12 12 2041 細川　まきほ (2) 出雲第三 +0.3 +1.4 +0.3 +0.3

ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ × 4m43 4m40 4m43 4m43

13 38 2118 松下　　愛可 (3) 河南 -0.1 +1.5 -0.1 -0.1

ﾌﾅﾂｶ ﾁﾊﾔ 4m23 × 4m33 4m33 4m33

14 22 1118 舟塚　　千敬 (3) 島大附属 -0.1 +1.1 +1.1 +1.1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 4m30 4m26 4m24 4m30 4m30

15 19 5513 小林　みなみ (2) 金城 -0.4 +1.3 +0.2 -0.4 -0.4

ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 4m30 4m02 × 4m30 4m30

16 5 2243 石川　　鈴那 (3) 浜山 -0.4 +0.2 -0.4 -0.4

ｲﾉｳｴ ﾕｷ × × 4m28 4m28 4m28

17 31 2655 井上　　結稀 (3) 斐川東 +3.1 +3.1 +3.1

ﾓﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｷ × 4m25 4m27 4m27 4m27

18 30 2716 持田　　柚希 (3) 斐川西 -0.1 +0.2 +0.2 +0.2

ｵｶﾓﾄ ﾜｶﾅ 4m02 4m15 4m04 4m15 4m15

19 35 4520 岡本　　若奈 (3) 江津 +1.9 +1.1 +1.4 +1.1 +1.1

ｶｼﾞ ﾕｳﾅ × × 4m04 4m04 4m04

20 29 520 加地　　優奈 (3) 松江第一 +1.1 +1.1 +1.1

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ 4m02 × × 4m02 4m02

21 3 4904 中村　佳奈子 (2) 浜田第二 +0.7 +0.7 +0.7

ﾆｼﾑﾗ ﾘｵ 3m76 × × 3m76 3m76

22 16 4808 西村　　里央 (2) 浜田第一 +0.8 +0.8 +0.8

ｼｭｳﾄｳ ｶｲ 3m70 × × 3m70 3m70

23 6 151 周藤　　夏衣 (3) 安来第一 +0.5 +0.5 +0.5

ｲﾅﾀ ｱｽｶ 3m55 × × 3m55 3m55

24 11 608 稲田　あすか (3) 松江第二 +0.1 +0.1 +0.1

ｽﾐ ｸﾙﾐ 3m33 × × 3m33 3m33

25 36 2433 角　　玖留未 (2) 向陽 -0.2 -0.2 -0.2

ﾌｶﾀﾞ ﾏﾅ 3m33 × × 3m33 3m33

25 14 3742 深田　　真奈 (1) 仁多 -0.3 -0.3 -0.3

ｵｵﾊﾞ ｱﾐ 3m03 × × 3m03 3m03

27 20 7207 大庭　　亜弥 (1) 日原 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾊﾗ ｱﾔ × × ×

28 6207 中原　　　彩 (3) 益田 NM

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子走幅跳

島根県中学記録 (PR)     5m63      水津　幸世 (益田・益田)                                     S50         6月14日 09:30 決勝  

島根県大会記録 (GR)     5m49      今井　恭子 (浜田・浜田一)                                   H6          

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ × × ×

10 5303 山本　　　舞 (2) 三隅 NM

ｻｶｲ ﾜｶﾅ × × ×

25 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲第三 NM

ｾﾝﾀﾞ ﾓｴ × × ×

37 3803 千田　　萌愛 (1) 仁多横田 NM

ｻﾀﾞﾉ ﾙﾎ × × ×

1 5712 左田野　瑠歩 (3) 川本 NM

ｳｴﾉ ﾁｶ × × ×

33 5043 上野　　千夏 (3) 浜田第三 NM

ｶﾝﾀﾞ ﾅﾙﾐ

21 7800 神田　　成美 (3) 西郷南 DNS

ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ

32 5931 岡田　　はな (1) 瑞穂 DNS

ﾅｼﾀﾞ ｱﾝﾉ

18 4616 梨田　　安乃 (2) 青陵 DNS

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ

2 2539 天野　加奈子 (3) 大社 DNS

ｱﾂﾀ ﾒｲﾅ

27 2308 熱田　女衣奈 (2) 平田 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子砲丸投

島根県中学記録 (PR)     14m55     松下　雪枝 (浜田・浜田四)                                   S48         6月14日 13:30 決勝  

島根県大会記録 (GR)     14m48     松下　雪枝 (浜田・浜田四)                                   S48         

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾉ ｱｲｺ

1 20 2022 岩野　　愛子 (3) 出雲第三 11m24 11m39 10m77 11m39 8 11m33 11m16 9m75 11m39

ｱｻﾂ ﾘｺ

2 22 3729 朝津　　璃子 (3) 仁多 9m61 8m73 8m92 9m61 7 8m80 9m70 9m82 9m82

ｵﾎ ﾅﾙﾐ

3 14 2039 於保　　成実 (3) 出雲第三 9m22 9m56 × 9m56 6 9m39 9m59 9m46 9m59

ｲﾜﾀ ｼｽﾞ

4 10 3111 岩田　　志津 (3) 大東 9m37 9m30 9m54 9m54 5 9m20 9m43 9m44 9m54

ﾓﾘﾜｷ ｻｷ

5 24 2310 森脇　　彩貴 (2) 平田 8m81 8m84 8m75 8m84 2 8m57 8m55 9m30 9m30

ｴｽﾐ ﾕｽﾞ

6 2 2535 江角　　ゆず (3) 大社 8m64 9m15 8m37 9m15 4 8m70 8m74 8m40 9m15

ｻﾙｷ ﾊﾙｶ

7 4 2657 猿木　　　悠 (3) 斐川東 8m94 8m83 8m82 8m94 3 8m88 8m80 8m85 8m94

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｶ

8 23 7004 中村　　涼香 (2) 六日市 8m50 8m11 8m79 8m79 1 8m66 － 8m50 8m79

ﾏﾂﾅｵ ﾅﾂｷ

9 7 4002 松直　　奈月 (3) 大田第二 8m64 8m06 8m42 8m64 8m64

ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ

10 17 2259 伊藤　　成未 (2) 浜山 7m95 8m17 8m25 8m25 8m25

ｲﾜﾀ ﾐﾄ

11 3 530 岩田　　美澄 (2) 松江第一 7m85 7m97 × 7m97 7m97

ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

主催：(公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟

(一財)島根陸上競技協会、島根県中学校体育連盟

12 11 4517 藤田　　咲良 (3) 江津 7m92 × × 7m92 7m92

ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ

13 5 2113 竹中　ひかる (3) 河南 7m76 × × 7m76 7m76

ｶﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ

14 9 4901 鎌田　　　環 (3) 浜田第二 7m75 × × 7m75 7m75

ｶﾔﾏ ﾅﾂｷ

15 25 2708 香山　　名月 (2) 斐川西 7m62 × × 7m62 7m62

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ

16 19 4102 山田　友梨香 (3) 志学 7m33 × × 7m33 7m33

ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ

17 21 2423 岩成　佳代子 (3) 向陽 7m20 × × 7m20 7m20

ｻｲｷ ﾋｶﾘ

18 6 5715 才木　妃香利 (2) 川本 7m18 × × 7m18 7m18

ﾉﾊﾗ ﾕﾘ

19 16 1823 野原　　結莉 (2) 出雲第一 7m12 × × 7m12 7m12

ﾏﾁﾀﾞ ｲｵﾘ

20 8 5906 町田　いおり (3) 瑞穂 6m43 × × 6m43 6m43

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔｶ

21 1 1116 小笠原　彩華 (3) 島大附属 6m39 × × 6m39 6m39

ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｶ

22 13 3827 福田　萌々香 (3) 仁多横田 6m36 × × 6m36 6m36

ﾃﾞｷｼﾞﾏ ﾕｳﾅ

23 15 138 出来島　夕菜 (2) 安来第一 5m49 × × 5m49 5m49

ﾐｼﾏ ｲｽﾞﾐ

18 1002 三島　　　和 (2) 東出雲 DNS

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾅ

12 4803 遠藤　　彩菜 (3) 浜田第一 DNS

凡例    DNS：欠場



女子四種競技(女子)

島根県中学記録 (PR)     2663      糸原　　綾 (仁多・仁多)                                     H19         
島根県大会記録 (GR)     2302      梅木　智加子 (雲南・三刀屋)                                 H17         

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 16.08 1m25 8m01 28.43

1 2715 清水　　友花 (3) 斐川西 -0.9 -0.5 2060
(704) (359) (400) (597)

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ 18.32 1m35 7m97 29.74
2 2541 栗田　　優彩 (3) 大社 -0.9 -0.5 1813

(456) (460) (397) (500)
ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 17.66 1m30 6m70 31.00

3 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南 -0.9 -0.5 1663
(524) (409) (316) (414)

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ 19.22 1m10 6m54 30.37
4 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来第一 -0.9 -0.5 1355

(370) (222) (306) (457)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ 20.31 1m15 8m77 32.26

5 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多 -0.9 -0.5 1328
(277) (266) (449) (336)

ﾔﾀ ｱｽｶ 19.76 1m15 6m55 31.13
6 4001 矢田　明日香 (2) 大田第二 -0.9 -0.5 1300

(322) (266) (306) (406)
ﾀｼﾞﾏ ｻﾗｻ 19.27 1m15 5m75 31.81

7 3102 田島　　更紗 (2) 大東 -0.9 -0.5 1250
(366) (266) (255) (363)

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾅ 20.46 1m10 5m88 31.14
8 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲第三 -0.9 -0.5 1156

(265) (222) (264) (405)
ｻｻｷ ﾚｲﾅ

4521 佐々木　玲南 (2) 江津

審 判 長：井上　　充
記録主任：金築　誠二

凡例  



男子四種競技(男子)

島根県中学記録 (PR)     2427      渡辺　一樹 (出雲・河南)                                     H22         
島根県大会記録 (GR)     2295      大田　健斗 (益田・横田)                                     H20         

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 18.31 8m29 1m55 61.56

1 3756 若槻　　秀磨 (2) 仁多 +0.4 1667
(495) (384) (426) (362)

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ 18.96 8m31 1m55 61.27
2 2124 岩田　　涼真 (3) 河南 +0.4 1618

(436) (385) (426) (371)
ﾕｱｻ ﾋﾛｷ 19.88 7m19 1m45 57.60

3 2335 湯淺　　大暉 (3) 平田 +0.4 1527
(359) (318) (352) (498)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 21.31 9m37 NM 60.28
4 1031 山本　　裕介 (3) 東出雲 +0.4 1105

(253) (448) (0) (404)
ｻｻｷ ｶﾝﾀ 22.67 8m26 1m45 67.95

5 4513 佐々木　勘太 (2) 江津 +0.4 1086
(169) (382) (352) (183)

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 21.34 5m16 NM 66.01
6 5944 岡田　　雄大 (2) 瑞穂 +0.4 683

(251) (200) (0) (232)

審 判 長：井上　　充
記録主任：金築　誠二

主催：(公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟

(一財)島根陸上競技協会、島根県中学校体育連盟

凡例  



女子四種競技(女子) 100mH

島根県中学記録 (PR)     2663      糸原　　綾 (仁多・仁多)                                     H19         
島根県大会記録 (GR)     2302      梅木　智加子 (雲南・三刀屋)                                 H17         

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ
1 1 2715 清水　　友花 (3) 斐川西 16.08 704

ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
2 6 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南 17.66 524

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ
3 5 2541 栗田　　優彩 (3) 大社 18.32 456

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ
4 7 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来第一 19.22 370

ﾀｼﾞﾏ ｻﾗｻ
5 9 3102 田島　　更紗 (2) 大東 19.27 366

ﾔﾀ ｱｽｶ
6 2 4001 矢田　明日香 (2) 大田第二 19.76 322

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ
7 8 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多 20.31 277

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾅ
8 4 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲第三 20.46 265

ｻｻｷ ﾚｲﾅ
3 4521 佐々木　玲南 (2) 江津 DNS

審 判 長：井上　　充
記録主任：金築　誠二

風:  -0.9

凡例    DNS：欠場



女子四種競技(女子) 走高跳
審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

島根県中学記録 (PR)     2663      糸原　　綾 (仁多・仁多)                                     H19         

島根県大会記録 (GR)     2302      梅木　智加子 (雲南・三刀屋)                                 H17         

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 8 2541 栗田　　優彩 (3) 大社 1m35 460

ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × ×

2 5 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南 1m30 409

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ － － ○ ○ × × ×

3 1 2715 清水　　友花 (3) 斐川西 1m25 359

ﾀｼﾞﾏ ｻﾗｻ ○ ○ × × ×

4 2 3102 田島　　更紗 (2) 大東 1m15 266

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ × ○ ○ × × ×

5 9 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多 1m15 266

ﾔﾀ ｱｽｶ ○ × ○ × × ×

6 7 4001 矢田　明日香 (2) 大田第二 1m15 266

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ ○ × × ×

7 6 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来第一 1m10 222

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾅ ○ × × ×

7 3 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲第三 1m10 222

ｻｻｷ ﾚｲﾅ

4 4521 佐々木　玲南 (2) 江津 DNS

1m401m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

主催：(公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟

(一財)島根陸上競技協会、島根県中学校体育連盟

凡例    DNS：欠場



女子四種競技(女子) 砲丸投

島根県中学記録 (PR)     2663      糸原　　綾 (仁多・仁多)                                     H19         

島根県大会記録 (GR)     2302      梅木　智加子 (雲南・三刀屋)                                 H17         

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ

1 3 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多 8m63 8m53 8m77 8m77 449

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ

2 5 2715 清水　　友花 (3) 斐川西 8m01 × 7m43 8m01 400

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ

3 2 2541 栗田　　優彩 (3) 大社 7m56 7m08 7m97 7m97 397

ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ

4 1 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南 6m46 6m70 6m69 6m70 316

ﾔﾀ ｱｽｶ

5 8 4001 矢田　明日香 (2) 大田第二 6m24 6m37 6m55 6m55 306

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ

6 9 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来第一 6m02 6m54 6m17 6m54 306

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾅ

7 7 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲第三 5m88 5m43 × 5m88 264

ﾀｼﾞﾏ ｻﾗｻ

8 6 3102 田島　　更紗 (2) 大東 5m30 × 5m75 5m75 255

ｻｻｷ ﾚｲﾅ

4 4521 佐々木　玲南 (2) 江津 DNS

審 判 長：井上　　充

記録主任：金築　誠二

凡例    DNS：欠場



女子四種競技(女子) 200m

島根県中学記録 (PR)     2663      糸原　　綾 (仁多・仁多)                                     H19         
島根県大会記録 (GR)     2302      梅木　智加子 (雲南・三刀屋)                                 H17         

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ
1 4 2715 清水　　友花 (3) 斐川西 28.43 597

ｸﾘﾀ ﾕｳｱ
2 6 2541 栗田　　優彩 (3) 大社 29.74 500

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾖ
3 9 153 遠藤　　紗耀 (2) 安来第一 30.37 457

ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
4 5 2119 足立　　瑞稀 (3) 河南 31.00 414

ﾔﾀ ｱｽｶ
5 8 4001 矢田　明日香 (2) 大田第二 31.13 406

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾅ
6 2 2008 松浦　　歓奈 (3) 出雲第三 31.14 405

ﾀｼﾞﾏ ｻﾗｻ
7 3 3102 田島　　更紗 (2) 大東 31.81 363

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｾ
8 7 3735 藤原　　七瀬 (2) 仁多 32.26 336

審 判 長：井上　　充
記録主任：金築　誠二

風:  -0.5

凡例  



女子１年800m

6月14日 14:15 決勝  
島根県中学記録 (PR)     2.18.25   福田　翔子 (松江・松江一)                                   H23         
島根県中学記録 (PR)     2.11.77   福島　祐子 (松江･湖南)                                      S63         
島根県大会記録 (GR)     2.26.69   井上　実乃里 (出雲･出雲三)                                  H18         

決勝

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

ﾓﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅﾐ ﾎﾘｲ ﾏｵ
1 3 510 門城　菜々美 (1) 松江第一 2.34.84 1 8 163 堀井　　麻櫻 (1) 安来第一 2.42.70

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅﾐ ﾋﾗｲｼ ﾄﾜ
2 5 5928 澤田　　華心 (1) 瑞穂 2.39.97 2 3 3920 平石　　都環 (1) 大田第一 2.45.66

ｲﾉｳｴ ｱﾕﾐ ﾌﾅｷ ﾅﾅﾐ
3 6 2045 井上　　　歩 (1) 出雲第三 2.43.02 3 5 3113 舟木　　七海 (1) 大東 2.47.09

ﾉﾂ ｷﾅﾘ ﾖｼｲ ｻﾔｶ
4 10 623 野津　きなり (1) 松江第二 2.45.08 4 10 1831 吉井　　彩夏 (1) 出雲第一 2.47.75

ｵｿﾞｴ ﾘｻ ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾙ
5 2 2228 尾添　　里紗 (1) 浜山 2.45.81 5 4 2550 高橋　ほたる (1) 大社 2.49.39

ﾊﾀｵｶ ﾅｷﾞｻ ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ
6 4 5028 畑岡　　凪彩 (1) 浜田第三 2.46.49 6 2 7509 遠藤　　咲季 (1) 津和野 2.49.50

ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ
7 8 5931 岡田　　はな (1) 瑞穂 2.47.92 7 7 2143 山田　　利奈 (1) 河南 2.50.76

ｻｶﾓﾄ ﾐﾋﾛ ﾀﾀﾉ ｻﾗ
8 9 2408 坂本　　弥優 (1) 向陽 2.48.69 8 1 2723 多々納　沙羅 (1) 斐川西 2.53.82

ｸﾎﾞ ﾕｷ ﾋﾗｲ ｱｽｶ
7 7103 久保　　佑季 (1) 柿木 DNS 9 9 2323 平井　明日花 (1) 平田 2.57.59

ﾊﾗ ｶﾉﾝ ﾀﾏｲ ﾚｲﾅ
1 4906 原　　　花音 (1) 浜田第二 DNS 10 6 5305 玉井　　玲奈 (1) 三隅 3.13.77

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼﾉ ｽｽﾞｶ
1 2 4514 星野　　鈴花 (1) 江津 2.51.65

ﾋﾗﾉ ﾓﾓｺ

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

ﾋﾗﾉ ﾓﾓｺ
2 8 5202 平野　　桃子 (1) 浜田東 3.02.89

ﾀｹｼﾀ ﾚｲﾅ
3 1 4105 竹下　　玲奈 (1) 志学 3.02.90

ｵﾝﾀﾞ ﾕﾘ
4 5 3744 恩田　　有里 (1) 仁多 3.05.54

ｿﾀ ﾏﾅﾐ
5 3 3801 曾田　　愛望 (1) 仁多横田 3.06.81

ｶｯﾀ ﾁﾅﾂ
6 9 4812 勝田　　智夏 (1) 浜田第一 3.07.39

ｼﾐｽﾞ ｼｭｶ
7 6 4005 清水　　珠香 (1) 大田第二 3.08.18

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾁｶ
8 4 1014 竹林　　知華 (1) 東出雲 3.11.16

ﾔﾏﾈ ｱｽｶ
9 7 212 山根　明日花 (1) 安来第三 3.34.22

凡例    DNS：欠場



女子１年800m

島根県中学記録 (PR)     2.18.25   福田　翔子 (松江・松江一)                                   H23         
島根県中学記録 (PR)     2.11.77   福島　祐子 (松江･湖南)                                      S63         
島根県大会記録 (GR)     2.26.69   井上　実乃里 (出雲･出雲三)                                  H18         

決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 510 門城　菜々美 (1) ﾓﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅﾐ 松江第一 2.34.84
2 5928 澤田　　華心 (1) ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅﾐ 瑞穂 2.39.97
3 163 堀井　　麻櫻 (1) ﾎﾘｲ ﾏｵ 安来第一 2.42.70
4 2045 井上　　　歩 (1) ｲﾉｳｴ ｱﾕﾐ 出雲第三 2.43.02
5 623 野津　きなり (1) ﾉﾂ ｷﾅﾘ 松江第二 2.45.08
6 3920 平石　　都環 (1) ﾋﾗｲｼ ﾄﾜ 大田第一 2.45.66
7 2228 尾添　　里紗 (1) ｵｿﾞｴ ﾘｻ 浜山 2.45.81
8 5028 畑岡　　凪彩 (1) ﾊﾀｵｶ ﾅｷﾞｻ 浜田第三 2.46.49
9 3113 舟木　　七海 (1) ﾌﾅｷ ﾅﾅﾐ 大東 2.47.09

10 1831 吉井　　彩夏 (1) ﾖｼｲ ｻﾔｶ 出雲第一 2.47.75
11 5931 岡田　　はな (1) ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 瑞穂 2.47.92
12 2408 坂本　　弥優 (1) ｻｶﾓﾄ ﾐﾋﾛ 向陽 2.48.69
13 2550 高橋　ほたる (1) ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾙ 大社 2.49.39
14 7509 遠藤　　咲季 (1) ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ 津和野 2.49.50
15 2143 山田　　利奈 (1) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 河南 2.50.76
16 4514 星野　　鈴花 (1) ﾎｼﾉ ｽｽﾞｶ 江津 2.51.65
17 2723 多々納　沙羅 (1) ﾀﾀﾉ ｻﾗ 斐川西 2.53.82
18 2323 平井　明日花 (1) ﾋﾗｲ ｱｽｶ 平田 2.57.59
19 5202 平野　　桃子 (1) ﾋﾗﾉ ﾓﾓｺ 浜田東 3.02.89
20 4105 竹下　　玲奈 (1) ﾀｹｼﾀ ﾚｲﾅ 志学 3.02.90
21 3744 恩田　　有里 (1) ｵﾝﾀﾞ ﾕﾘ 仁多 3.05.54
22 3801 曾田　　愛望 (1) ｿﾀ ﾏﾅﾐ 仁多横田 3.06.81
23 4812 勝田　　智夏 (1) ｶｯﾀ ﾁﾅﾂ 浜田第一 3.07.39
24 4005 清水　　珠香 (1) ｼﾐｽﾞ ｼｭｶ 大田第二 3.08.18
25 1014 竹林　　知華 (1) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 東出雲 3.11.16
26 5305 玉井　　玲奈 (1) ﾀﾏｲ ﾚｲﾅ 三隅 3.13.77
27 212 山根　明日花 (1) ﾔﾏﾈ ｱｽｶ 安来第三 3.34.22

久保 佑季 ( ) ｸﾎﾞ ｷ 柿木

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

7103 久保　　佑季 (1) ｸﾎﾞ ﾕｷ 柿木 DNS
4906 原　　　花音 (1) ﾊﾗ ｶﾉﾝ 浜田第二 DNS

凡例    DNS：欠場



女子4X100mR

6月14日 09:20 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.49.49   浜田・浜田三 (有田・秋田・笹井・水津)                       H15         6月14日 14:25 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.49.86   松江・松江一 (藤原・奥田・足立・福田)                       H25         

予選  4組1着+4

1組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第三 0.51.99 Q 2着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  瑞穂 0.53.10 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ｳｴｷ ﾓﾓｶ

1 5041 斎藤　　　恵 (3) 浜田第三 1 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂
ﾊﾀｵｶ ｻﾂｷ ﾂｶﾑﾗ ﾊﾙｷ

2 5019 畑岡　　颯貴 (3) 浜田第三 2 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂
ｳｴﾉ ﾁｶ ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ

3 5043 上野　　千夏 (3) 浜田第三 3 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ ｷﾊﾗ ｻﾔ

4 5018 前田　　瑠音 (3) 浜田第三 4 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大田第一 0.53.21 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜山 0.55.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｳﾀ ﾐﾕ ﾋﾉ ｱｽｶ
1 3918 幸田　　未夢 (1) 大田第一 1 2262 日野　あすか (2) 浜山

ｵｵｻｷ ﾐﾅﾐ ﾐｼﾏ ｺﾄﾅ
2 3911 大﨑　　南美 (3) 大田第一 2 2267 三島　　琴菜 (2) 浜山

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｻﾞﾈ ｶﾜｲ ｳﾌﾞ
3 3916 渡辺　　風音 (3) 大田第一 3 2246 川井　　優舞 (3) 浜山

ﾐﾀﾆ ﾓｴｶ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ
4 3915 三谷　　萌華 (3) 大田第一 4 2243 石川　　鈴那 (3) 浜山

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第二 0.55.77 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  益田 0.57.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ ﾀﾜﾗ ﾜｶｺ
1 4904 中村　佳奈子 (2) 浜田第二 1 6227 俵　　わかこ (3) 益田

ｽﾐﾓﾄ ﾄﾓｺ ﾏﾀｶ ﾄｼｺ
2 4900 炭本 智子 (3) 浜田第二 2 6249 又賀 敏子 (2) 益田

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

2 4900 炭本　　智子 (3) 浜田第 2 6249 又賀　　敏子 (2) 益田
ｵｵﾀﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ

3 4902 大達　　結月 (2) 浜田第二 3 6247 小林　日なた (2) 益田
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ ﾅｶﾊﾗ ｱﾔ

4 4903 小林　亜衣梨 (2) 浜田第二 4 6207 中原　　　彩 (3) 益田

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島大附属 0.58.43 8着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  志学 1.00.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾏｵｶ ｼﾞｭﾘ ﾀｹｼﾀ ﾚｲﾅ
1 1134 今岡　　樹里 (1) 島大附属 1 4105 竹下　　玲奈 (1) 志学

ｲｲﾂｶ ﾏﾔ ﾐﾁﾉ ﾉﾘｶ
2 1130 飯塚　　まや (2) 島大附属 2 4103 道野　　紀香 (2) 志学

ﾀｲﾗ ｻﾗ ｺﾞﾄｳ ｱｲﾕ
3 1135 平　　　彩楽 (1) 島大附属 3 4104 五島　　愛友 (1) 志学

ﾂﾁｴ ﾄﾓｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ
4 1136 土江　　知歌 (1) 島大附属 4 4102 山田　友梨香 (3) 志学

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場  GR：大会記録



女子4X100mR

6月14日 09:20 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.49.49   浜田・浜田三 (有田・秋田・笹井・水津)                       H15         6月14日 14:25 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.49.86   松江・松江一 (藤原・奥田・足立・福田)                       H25         

予選  4組1着+4

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東 0.52.12 Q 2着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川東 0.54.22

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾅｶﾞｾ ﾉｿﾞﾐ ｲﾉｳｴ ﾕｷ

1 3112 永瀬　　　望 (1) 大東 1 2655 井上　　結稀 (3) 斐川東
ﾄﾔ ﾓｴﾅ ﾅｶｼﾏ ｱｶﾈ

2 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東 2 2653 中島　　朱音 (3) 斐川東
ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ ﾋﾉ ｼｲﾅ

3 3105 内田　　芽衣 (3) 大東 3 2652 日野　　詩菜 (3) 斐川東
ｲﾉｳｴ ﾏｲ ｾｻｷ ﾁｶ

4 3129 井上　　　舞 (3) 大東 4 2651 瀬崎　　千佳 (3) 斐川東

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第一 0.54.23 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第三 0.56.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ ｻｶｲ ﾜｶﾅ
1 1815 安田　　　結 (3) 出雲第一 1 2009 酒井　　和奏 (3) 出雲第三

ﾔﾉ ｱｵｲ ｲｼｶﾜ ﾕｷ
2 1816 矢野　　　葵 (3) 出雲第一 2 2010 石川　　結貴 (3) 出雲第三

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ
3 1811 阿川　　美優 (3) 出雲第一 3 2042 宮崎　　夢衣 (2) 出雲第三

ﾌｸｼﾏ ﾅｵ ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ
4 1814 福嶋　　名緒 (3) 出雲第一 4 2007 石岡　　茉尋 (3) 出雲第三

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  江津 0.57.64 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  日原 1.02.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ
1 4517 藤田　　咲良 (3) 江津 1 7204 齋藤　　綾華 (2) 日原

ｻｻｷ ﾗﾑ ｵｶﾑﾗ ｻﾂｷ
2 4509 佐々木 蘭夢 (2) 江津 2 7201 岡村 颯稀 (3) 日原2 4509 佐 木　蘭夢 (2) 江津 2 7201 岡村　　颯稀 (3) 日原

ｶﾜﾓﾄ ﾋﾄﾐ ｵｵﾊﾞ ｱﾐ
3 4513 川本　　　瞳 (1) 江津 3 7207 大庭　　亜弥 (1) 日原

ﾐｳﾗ ﾏｲ ﾓﾘﾓﾄ ｶﾎ
4 4523 三浦　　　茉 (2) 江津 4 7210 森本　　夏帆 (1) 日原

7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田東 DQ,*R1 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  益田東 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｻｷ ﾓｴ
1 5209 山﨑　　　萌 (2) 浜田東

ﾅｶｿ ﾐﾑ
2 5207 中祖　　未夢 (3) 浜田東

ﾊﾅﾀﾞ ﾓｴﾘ
3 5205 花田　　萌里 (3) 浜田東

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
4 5208 田中　　璃奈 (2) 浜田東

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場  GR：大会記録



女子4X100mR

6月14日 09:20 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.49.49   浜田・浜田三 (有田・秋田・笹井・水津)                       H15         6月14日 14:25 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.49.86   松江・松江一 (藤原・奥田・足立・福田)                       H25         

予選  4組1着+4

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

3組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社 0.49.69 GR Q 2着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第一 0.51.81 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｺﾜ ﾘﾅ ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ

1 2536 古和　　里奈 (3) 大社 1 532 千葉　いくみ (2) 松江第一
ｵｵｶ ﾕｲﾘ ﾂﾁﾔﾏ ｱｽｶ

2 2542 大賀　　結莉 (3) 大社 2 518 土山　明日加 (3) 松江第一
ｱﾏﾉ ｶﾅｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ

3 2539 天野　加奈子 (3) 大社 3 526 山口　　愛莉 (2) 松江第一
ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ ﾊﾗﾀﾞ ｷﾎ

4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社 4 521 原田　　季歩 (3) 松江第一

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第一 0.52.44 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  平田 0.53.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾉｳﾏﾂ ﾁｱｷ ﾓﾘﾜｷ ｻｷ
1 4802 叶松　　千明 (3) 浜田第一 1 2310 森脇　　彩貴 (2) 平田

ﾊｼﾓﾄ ﾘﾐ ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ
2 4800 橋本　　梨未 (3) 浜田第一 2 2309 立石　　裕香 (2) 平田

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ ｵｶ ﾋｶﾘ
3 4801 渡邊　　千晴 (3) 浜田第一 3 2307 岡　　ひかり (2) 平田

ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ
4 4811 長戸　　友花 (2) 浜田第一 4 2306 福田　　眞子 (2) 平田

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多 0.54.29 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東出雲 0.55.80
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ ﾖﾑﾗ ﾕｲ
1 3737 植田　　絢香 (2) 仁多 1 1009 余村　　　唯 (3) 東出雲

ｲﾄﾊﾗ ﾕｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ
2 3734 糸原 悠 (2) 仁多 2 1003 松本 美優 (2) 東出雲2 3734 糸原　　　悠 (2) 仁多 2 1003 松本　　美優 (2) 東出雲

ｶﾈﾂｸ ｴﾘ ﾎﾘｳﾁ ﾕｲ
3 3730 鐘撞　　絵理 (3) 仁多 3 1004 堀内　　優衣 (2) 東出雲

ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾉ ｵﾑﾗ ｻﾂｷ
4 3731 石原　　春乃 (3) 仁多 4 1005 小村　　咲月 (2) 東出雲

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  出雲第二 0.56.26 8着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  仁多横田 0.58.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾝﾄﾞｳ　ｻﾔ ｸｽﾉｷ ｸﾙﾐ
1 1926 近藤　　沙耶 (3) 出雲第二 1 3824 楠　　　胡桃 (3) 仁多横田

ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳﾅ ﾎﾘｴ ﾊﾅ
2 1928 山田　　友菜 (3) 出雲第二 2 3802 堀江　　　花 (1) 仁多横田

ﾏﾆﾜ　ﾓｴﾅ ﾁﾊﾗ ﾎﾉﾐ
3 1911 馬庭　　萌名 (1) 出雲第二 3 3825 千原　　穂巳 (3) 仁多横田

ﾋﾗﾉ　ﾎﾉｶ ｿﾀ ｴﾘﾅ
4 1932 平野　ほの香 (2) 出雲第二 4 3826 曾田　恵梨奈 (3) 仁多横田

9着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  向陽 0.58.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞｻｷ ｷｮｳｶ
1 2435 長崎　　京夏 (2) 向陽

ｲﾜﾅﾘ ｶﾖｺ
2 2423 岩成　佳代子 (3) 向陽

ｲﾜﾅﾘ ﾁｶｺ
3 2431 岩成　知可子 (2) 向陽

ｽﾐ ｸﾙﾐ
4 2433 角　　玖留未 (2) 向陽

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場  GR：大会記録



女子4X100mR

6月14日 09:20 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.49.49   浜田・浜田三 (有田・秋田・笹井・水津)                       H15         6月14日 14:25 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.49.86   松江・松江一 (藤原・奥田・足立・福田)                       H25         

予選  4組1着+4

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

4組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川西 0.52.24 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第四 0.54.45

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｶﾄｳ ﾐﾕｳ ﾐｳﾗ　ｱｶﾘ

1 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西 1 736 三浦　あかり (3) 松江第四
ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ

2 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西 2 734 安達　　桃香 (3) 松江第四
ｵｶ ｻﾅﾐ ﾊﾏｻｷ ﾄﾓｶ

3 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西 3 714 濵崎　　知香 (2) 松江第四
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ

4 2715 清水　　友花 (3) 斐川西 4 712 川本　　侑奈 (2) 松江第四

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  河南 0.54.56 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  安来第一 0.59.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶｾ ﾘｶｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ
1 2111 高瀬　里佳子 (3) 河南 1 149 渡部　　璃奈 (3) 安来第一

ﾏﾂｼﾀ ｱｲｶ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾏﾕ
2 2118 松下　　愛可 (3) 河南 2 152 漆原　　真由 (3) 安来第一

ｵﾑﾗ ﾕｳｶ ｽﾔﾏ ﾘｵ
3 2132 小村　　優香 (2) 河南 3 150 須山　　莉央 (3) 安来第一

ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｶ ｵｵﾋﾞﾂﾏﾐ
4 2114 梶谷　　梨花 (3) 河南 4 147 大櫃　　茉美 (3) 安来第一

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大田第二 0.59.44 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川本 1.01.31
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｼﾊﾗ ｶﾎ ｻｲｷ ﾋｶﾘ
1 4008 鴛原　　花葉 (1) 大田第二 1 5715 才木　妃香利 (2) 川本

ﾂｷﾓﾘ ﾉｱ ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｷ
2 4007 月森 希歩 (1) 大田第二 2 5716 重富 優希 (2) 川本2 4007 月森　　希歩 (1) 大田第 2 5716 重富　　優希 (2) 川本

ﾀｶﾊﾗ ﾘｺ ｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ
3 4006 高原　　理子 (1) 大田第二 3 5714 小山　　夏実 (2) 川本

ｳｴﾓﾄ ｼｭﾘ ｻﾀﾞﾉ ﾙﾎ
4 4004 上本　　珠莉 (1) 大田第二 4 5712 左田野　瑠歩 (3) 川本

DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  湖南 DNS DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第二 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DQ：失格  *R1：オーバーゾーン １→２  DNS：欠場  GR：大会記録



女子4X100mR

6月14日 09:20 予選  
島根県中学記録 (PR)     0.49.49   浜田・浜田三 (有田・秋田・笹井・水津)                       H15         6月14日 14:25 決勝  
島根県大会記録 (GR)     0.49.86   松江・松江一 (藤原・奥田・足立・福田)                       H25         

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大社 0.49.98 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大東 0.51.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾜ ﾘﾅ ﾅｶﾞｾ ﾉｿﾞﾐ
1 2536 古和　　里奈 (3) 大社 1 3112 永瀬　　　望 (1) 大東

ｵｵｶ ﾕｲﾘ ﾄﾔ ﾓｴﾅ
2 2542 大賀　　結莉 (3) 大社 2 3101 戸屋　　萌南 (2) 大東

ｱﾏﾉ ｶﾅｺ ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ
3 2539 天野　加奈子 (3) 大社 3 3105 内田　　芽衣 (3) 大東

ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｴ ｲﾉｳｴ ﾏｲ
4 2538 山川　祐紀恵 (3) 大社 4 3129 井上　　　舞 (3) 大東

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江第一 0.52.23 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  斐川西 0.52.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾁﾊﾞ ｲｸﾐ ｶﾄｳ ﾐﾕｳ
1 532 千葉　いくみ (2) 松江第一 1 2706 加藤　　実夕 (2) 斐川西

ﾂﾁﾔﾏ ｱｽｶ ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ
2 518 土山　明日加 (3) 松江第一 2 2709 高田　　桃花 (2) 斐川西

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ ｵｶ ｻﾅﾐ
3 526 山口　　愛莉 (2) 松江第一 3 2702 岡　　　紗波 (2) 斐川西

ﾊﾗﾀﾞ ｷﾎ ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ
4 521 原田　　季歩 (3) 松江第一 4 2715 清水　　友花 (3) 斐川西

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  瑞穂 0.52.80 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第一 0.53.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴｷ ﾓﾓｶ ｶﾉｳﾏﾂ ﾁｱｷ
1 5915 上木　　桃香 (3) 瑞穂 1 4802 叶松　　千明 (3) 浜田第一

ﾂｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾊｼﾓﾄ ﾘﾐ
2 5919 束村　　春来 (3) 瑞穂 2 4800 橋本　　梨未 (3) 浜田第一

ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ
洲濵 由喜美 ( ) 瑞穂 渡邊 千晴 ( ) 浜田第

審 判 長：錦織　昭十四
記録主任：金築　誠二

3 5918 洲濵　由喜美 (3) 瑞穂 3 4801 渡邊　　千晴 (3) 浜田第一
ｷﾊﾗ ｻﾔ ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ

4 5923 木原　　彩弥 (2) 瑞穂 4 4811 長戸　　友花 (2) 浜田第一

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  浜田第三 0.53.65 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大田第一 0.53.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ｺｳﾀ ﾐﾕ
1 5041 斎藤　　　恵 (3) 浜田第三 1 3918 幸田　　未夢 (1) 大田第一

ﾊﾀｵｶ ｻﾂｷ ｵｵｻｷ ﾐﾅﾐ
2 5019 畑岡　　颯貴 (3) 浜田第三 2 3911 大﨑　　南美 (3) 大田第一

ｳｴﾉ ﾁｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｻﾞﾈ
3 5043 上野　　千夏 (3) 浜田第三 3 3916 渡辺　　風音 (3) 大田第一

ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ ﾐﾀﾆ ﾓｴｶ
4 5018 前田　　瑠音 (3) 浜田第三 4 3915 三谷　　萌華 (3) 大田第一
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