
(男子）

日付 種目

20140705 男子３年110mH(0.991m) 勝田　　　築 (3) 16.01 渡部　　晃希 (3) 18.20 卜蔵　　優一 (3) 19.70

風:+2.8 島　根：松江第一 島　根：東出雲 島　根：東出雲

20140705 男子１年走幅跳 小白金　航平 (1) 5m02 +0.5 奥井　　歩夢 (1) 4m92 +1.2 三島　　崚平 (1) 4m82 +0.8 矢田　　寛也 (1) 4m65 +0.9 平谷　　彰吾 (1) 4m62 +2.2 須山　　勇希 (1) 4m53 +1.1 山根　龍之介 (1) 4m49 0.0 和栗　　誠也 (1) 4m42 +1.0

島　根：浜山 島　根：浜山 島　根：島大附属 島　根：浜山 島　根：松江第一 島　根：松江ろう 島　根：東出雲 島　根：大東

20140705 男子２年砲丸投(4.000kg) 曽田　　亘乃 (2) 10m81 古川　　晃希 (2) 10m78 金山　　光明 (2) 10m69 山岡　　翔太 (2) 9m00 加田　　雅大 (2) 8m71 中前　　克輝 (2) 8m67 作野　凜太朗 (2) 8m49 加藤　　裕真 (2) 7m67

島　根：斐川東 島　根：斐川東 島　根：出雲第一 島　根：河南 島　根：大社 島　根：東出雲 島　根：松江第二 島　根：出雲第二

20140705 男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 増野　紀一郎 (3) 47m82 松田　雄一郎 (3) 38m86 森山　　結太 (3) 35m18 泉　　　知貴 (3) 31m88 古川　　晃希 (2) 30m84 和栗　　誠也 (1) 30m62 工藤　　匡史 (2) 29m84 尾添　　　翼 (1) 27m20

島　根：東出雲 島　根：仁多 島　根：浜山 島　根：仁多 島　根：斐川東 島　根：大東 島　根：大東 島　根：浜山

20140705 男子円盤投(1.500kg) 増野　紀一郎 (3) 22m32 兼折　　　彰 (2) 19m99 倉本　　晃多 (3) 18m02 曽田　　亘乃 (2) 17m12 藤原　　恵太 (1) 12m92

島　根：東出雲 島　根：向陽 島　根：松江ろう 島　根：斐川東 島　根：仁多

20140705 男子四種競技(男子) 岸本　　琢磨 (3) 1892 阿川　　公希 (3) 1863 高橋　　郁也 (3) 1744 若槻　　秀磨 (2) 1699 山本　　裕介 (3) 1599 竹原　　裕貴 (3) 1534 杉谷　　陸斗 (3) 1476 永瀬　　海生 (2) 1463

島　根：仁多 島　根：河南 島　根：平田 島　根：仁多 島　根：東出雲 島　根：河南 島　根：大社 島　根：出雲第一

19.58-6m72-1m50-60.3820.18-9m36-1m50-59.57 18.13-8m05-1m40-62.37 19.87-7m90-1m50-61.38

5位 6位 7位 8位

17.29-9m07-1m50-58.12

追風参考

16.82-8m11-1m45-57.69

追風参考

18.60-8m82-1m40-56.40

1位 2位 3位 4位

18.17-7m95-1m61-61.75
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(女子）

日付 種目

20140705 女子３年100mH(0.762m) 大賀　　結莉 (3) 14.51

風:+2.1 島　根：大社

20140705 女子１年走幅跳 西尾　　有紗 (1) 4m60 -0.6 森山　　　咲 (1) 4m44 +0.5 石田　マリア (1) 4m39 +0.5 長崎　さゆり (1) 4m31 -0.1 永井　みづき (1) 3m97 -0.3 松浦　　真歩 (1) 3m86 +0.7 坂本　　鮎香 (1) 3m71 +0.9 尾添　　里紗 (1) 3m67 +0.9

島　根：西郷南 島　根：大社 島　根：西郷南 島　根：大社 島　根：浜山 島　根：大社 島　根：大東 島　根：浜山

20140705 女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 佐藤　　日菜 (3) 28m84 三島　　　和 (2) 28m14 山口　由佳莉 (3) 26m50 香山　　名月 (2) 26m34 小笠原　彩華 (3) 25m38 藤原　　七瀬 (2) 22m20 石原　　百華 (3) 19m12 藤本　　　彩 (3) 18m06

島　根：松江第二 島　根：東出雲 島　根：松江第二 島　根：斐川西 島　根：島大附属 島　根：仁多 島　根：仁多 島　根：大東

20140705 女子３年砲丸投(4.000kg) 岩野　　愛子 (3) 9m29 朝津　　璃子 (3) 7m64 猿木　　　悠 (3) 7m51 岩田　　志津 (3) 7m38 江角　　ゆず (3) 7m32 竹中　ひかる (3) 6m33

島　根：出雲第三 島　根：仁多 島　根：斐川東 島　根：大東 島　根：大社 島　根：河南

20140705 女子円盤投(1.000kg) 岩田　　志津 (3) 21m03 藤原　　七瀬 (2) 19m43 猿木　　　悠 (3) 16m64 景山　　彩水 (1) 9m48

島　根：大東 島　根：仁多 島　根：斐川東 島　根：仁多

20140705 女子四種競技(女子) 清水　　友花 (3) 2127 糸原　　　悠 (2) 2121 高田　　桃花 (2) 1979 安田　　　結 (3) 1912 今岡　　弥夕 (3) 1876 髙原　　七恵 (2) 1843 岡　　　紗波 (2) 1825 栗田　　優彩 (3) 1802

島　根：斐川西 島　根：仁多 島　根：斐川西 島　根：出雲第一 島　根：大社 島　根：出雲第一 島　根：斐川西 島　根：大社

3位 4位 5位 6位 7位 8位1位 2位

15.88-1m25-6m96-28.94 16.71-1m25-7m95-29.3715.85-1m25-8m50-28.36 16.50-1m39-7m19-28.16 17.21-1m39-5m27-29.40 17.93-1m36-7m48-30.1717.76-1m51-6m37-30.68 16.54-1m25-6m62-29.41
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