
成年男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          10.24     石倉　一希(近畿大)                    2002 7月13日 12:10 予選
7月13日 13:40 決勝

予選 3組1着＋5

1組 風:  0.0 2組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾅﾓﾘ  ｶｽﾞｷ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ  ﾕｳｻｸ 島根

1 4 3-679 金森　　和貴 (2) 筑波大 10.95 Q 1 5 1005 門脇　　優作 松江NGC 10.96 Q
ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根 ｳﾙｼﾀﾞﾆ  ｹﾝﾀ 島根

2 6 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 11.22 q 2 4 1449 漆谷　　健太 TeamOJC 11.10 q
ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根 ｼﾏﾀﾞ  ﾖｼｷ 島根

3 5 6-1120 安井　　徳孝 (3) 明治国際医大 11.28 q 3 6 8-511 嶋田　　芳希 (M2) 九州工業大 11.37 q
ｼﾊﾞﾊﾗ  ｶｲﾄ 島根 ﾀﾅｶ  ﾂｸﾊﾞ 島根

4 8 7-1777 柴原　　魁人 (5) 松江高専 11.48 4 3 7-1779 田中　　継馬 (4) 松江高専 11.55
ﾊﾔｼ   ｼｮｳﾀ 島根 ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ 島根

5 1 1002 林　　　翔太 松江NGC 11.72 5 7 7-1916 菅井　　雄生 (1) 島根大 11.61
ｵﾀﾞ ｺｳｷ 島根 ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

6 7 7-1463 小田　　紘己 (2) 島根大 11.96 6 8 7-1946 佐佐木　裕大 (1) 福山大 12.01
ｻｸﾜ ｾｲｼﾞ 島根 ﾌｸﾀﾞ  ｶｽﾞｼ 島根

7 2 7-1459 佐桒　　聖司 (3) 島根大 12.44 7 2 7-2206 福田　　和司 (1) 島根大 12.32
ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳｲﾁ 島根 ﾆｼﾑﾗ  ﾀｶﾋﾛ 島根

8 3 6-612 米山　　涼一 (2) 京都産業大 12.87 8 1 7-1468 西村　　貴博 (2) 島根大 13.09

3組 風:  +0.3
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄﾞｲ  ﾅｵﾄ 島根

1 5 3-604 土井　　尚人 (4) 筑波大 10.76 Q
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根

2 6 7-1381 吉田　　健作 (3) 広島大 11.40 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

3 4 7-1467 中村　海南斗 (2) 島根大 11.43
ｱﾗｲ ﾑﾈｱｷ 島根

4 3 7-1472 新井　　宗晃 (1) 島根大 11.47
ｲﾉｳｴ  ﾀｲﾖｳ 島根

5 7 1423 井上　　太陽 SUNS AC 11.66
ｻﾄｳ  ｼｮｳﾔ 島根

1 7-1773 佐藤　　翔哉 (5) 松江高専 DNS
ｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 島根ｷ ﾄ ﾄ 島根

2 7-1465 木本　　知寛 (2) 島根大 DNS
ﾅｶﾀﾆ  ｼｮｳﾏ 島根

8 1003 中谷　　翔真 松江NGC DNS

決勝 

風:  -0.4
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄﾞﾜｷ  ﾕｳｻｸ 島根

1 3 1005 門脇　　優作 松江NGC 10.87
ﾄﾞｲ  ﾅｵﾄ 島根

2 4 3-604 土井　　尚人 (4) 筑波大 10.91
ｳﾙｼﾀﾞﾆ  ｹﾝﾀ 島根

3 6 1449 漆谷　　健太 TeamOJC 10.95
ｶﾄﾞﾜｷ   ﾘｮｳ 島根

4 8 7-1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 11.28
ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根

5 7 6-1120 安井　　徳孝 (3) 明治国際医大 11.29
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根

6 2 7-1381 吉田　　健作 (3) 広島大 11.48
ｼﾏﾀﾞ  ﾖｼｷ 島根

1 8-511 嶋田　　芳希 (M2) 九州工業大 FS
ｶﾅﾓﾘ  ｶｽﾞｷ 島根

5 3-679 金森　　和貴 (2) 筑波大 DNS

凡例  DNS:欠場 FS:不正スタート



成年男子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          46.46     山本　朋則(関西学院大)                1998 7月13日 15:55 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島根
1 4 7-1470 森　　　知幸 (2) 島根大 48.96

ｶﾜｶﾄﾞ  ｹｲﾀ 島根
2 3 7-1473 河角　　敬太 (4) 島根大 50.22

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾀﾞｲｷ 島根
3 5 8-889 宮崎　　大樹 (1) 福岡大 50.96

ｱﾗｲ ﾑﾈｱｷ 島根
4 6 7-1472 新井　　宗晃 (1) 島根大 51.68

ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 島根
5 7 7-1455 和田　　考平 (4) 島根大 52.04

ｵﾀﾞ ｺｳｷ 島根
6 8 7-1463 小田　　紘己 (2) 島根大 53.96

ﾌｸﾀﾞ  ｶｽﾞｼ 島根
7 2 7-2206 福田　　和司 (1) 島根大 54.42

ｻｸﾜ ｾｲｼﾞ 島根
8 1 7-1459 佐桒　　聖司 (3) 島根大 56.25

凡例 



成年男子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          1:49.75   郷原　　剛(早稲田大)                  1995 7月13日 12:30 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島根
1 6 7-1228 木村　進之介 (3) 島根県立大 2:00.63

ﾜﾀﾞ  ｼｭｳﾍｲ 島根
2 5 1534 和田　　周平 島根AC 2:04.91

ﾀｶｸﾗ  ｱｷﾉﾌﾞ 島根
3 7 1234 高倉　　明信 東出雲体協 2:32.97

ｶﾜｶﾄﾞ  ｹｲﾀ 島根
3 7-1473 河角　　敬太 (4) 島根大 DNS

ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根
4 7-1904 千原　　康大 (1) 広島経済大 DNS

凡例  DNS:欠場



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

島根県記録(PR)          13.98     矢田　　弦(東京学芸大)                2013 7月13日 14:00 決勝

決勝 

風:  -1.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾀﾞ   ｹﾞﾝ 島根

1 4 3-3778 矢田　　　弦 (2) 東京学芸大 14.60
ｲﾉｳｴ  ﾀｲﾖｳ 島根

2 6 1423 井上　　太陽 SUNS AC 16.09
ｲｲﾀﾞ  ﾏｻﾔ 島根

3 3 7-1461 飯田　　雅也 (2) 島根大 17.28
ｸﾛﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根

5 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 島根

7 7-1469 松本　　　啓 (2) 島根大 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子400mH(0.914m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          50.16     荒川　勇希(筑波大)                    2004 7月13日 13:05 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾀﾞｲｷ 島根
1 5 8-889 宮崎　　大樹 (1) 福岡大 55.02

ｸﾛﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根
2 6 7-1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 58.56

凡例 



成年男子5000mW
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          22:24.88  秋本　啓太(松江北高)                  2013 7月13日 09:30 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｷﾜ  ﾋﾛﾕｷ 島根
1 2 1535 月輪　　浩之 島根AC 22:42.68

ｲｼｶﾜ　ﾉﾌﾞﾀｶ 島根
2 1 7-1882 石川　　暢峻 (3) 山口大 25:24.19

凡例 



成年男子走高跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          2m27      内田　剛弘(福岡大)                    2002 7月13日 13:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾋﾗﾉ  ﾕｳｽｹ 島根 － － － － － － － ○ － ○
1 1 3-627 平野　　祐介 (3) 筑波大 ○ × ○ × × × 1m99

ｻｶﾉ  ﾘｮｳｼﾞ 島根 ○ － ○ － － ○ － ○ ○ × × ×
2 4 7-1992 坂野　　亮次 (1) 岡山商科大 1m90

ｲｼﾊﾞｼ   ｹﾝ 島根 ○ － ○ － － － × ○ － × ○ －
3 2 7-1523 石橋　　　健 (3) 岡山商科大 － × × × 1m90

ﾏｷﾊﾗ  ｺｳｷ 島根 × ○ － ○ － － × × ○ － × × ×
4 3 7-2008 槇原　　光基 (1) 九州共立大 1m81

1m60

1m96

1m65

1m99

1m70

2m03

1m931m75 1m78 1m81 1m84 1m87 1m90

凡例 



成年男子棒高跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          5m20      柳楽　達也(順天堂大)                  1986 7月13日 09:45 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｸﾙﾏ  ｺｳｷ 島根 － － － × ○ ○ × × ×

1 2 3-4916 来間　　弘樹 (1) 順天堂大 4m90
ｶﾅﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ 島根 × ○ － × ○ × × ×

2 4 7-1914 金山　　周平 (1) 島根大 4m70
ｶﾜﾆｼ  ｼｮｳﾀ 島根

1 7-1292 川西　　翔太 (3) 松山大 DNS
ｺﾔﾏ  ﾕｳｷ 島根

3 7-1780 小山　　友貴 (4) 松江高専 DNS

5m004m50 4m60 4m70 4m80 4m90

凡例  DNS:欠場



成年男子走幅跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          7m87      古瀬　智也(福岡大)                    2009 7月13日 12:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ  ﾊﾙﾐ 島根 6m72 × × 6m72 6m71 × 6m54 6m72
1 2 6-1058 廣瀬　　晴海 (3) 滋賀大 -0.5 -0.5 -1.1 -0.5 -0.5

ﾎﾝﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ 島根 6m49 4m37 5m97 6m49 × 6m25 6m45 6m49
2 4 1277 本田　　翔梧 浜田市陸協 0.0 -0.6 0.0 0.0 -1.1 -0.7 0.0

ｵｶｻﾞｷ  ﾄﾓｻﾄ 島根 5m67 6m24 6m02 6m24 4m95 4m51 5m46 6m24
3 6 7-1778 岡﨑　　友聖 (4) 松江高専 -0.4 -0.2 +0.2 -0.2 -0.8 -0.3 -0.7 -0.2

ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 × × 6m14 6m14 × × × 6m14
4 5 7-1946 佐佐木　裕大 (1) 福山大 +0.4 +0.4 +0.4

ｶﾝﾀﾞ  ｹﾝｽｹ 島根 6m12 4m47 × 6m12 × 5m90 5m79 6m12
5 3 7-1456 神田　　健介 (3) 島根大 0.0 -0.5 0.0 -0.9 -0.2 0.0

ｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 島根 5m96 5m82 5m90 5m96 × 5m83 5m87 5m96
6 1 7-1465 木本　　知寛 (2) 島根大 0.0 +0.1 +0.1 0.0 -0.6 -0.4 0.0

凡例 



成年男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          16m50     福島翔太郎(九州情報大)                2010 7月13日 10:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根
1 1 1542 福島　翔太郎 BMAC × × 14m19 14m19 14m13 × 14m68 14m68

ﾐﾊﾗ   ﾘｮｳ 島根
2 7-1263 三原　　　涼 (2) 福山平成大 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子やり投(800g)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          73m42     中村　康夫(中京大)                    1990 7月13日 11:15 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾆ  ｺｳｾｲ 島根
1 4 8-114 松谷　　昂星 (3) 九州共立大 64m42 × － 64m42 － 63m68 × 64m42

ﾔﾏﾀﾞ  ﾃﾂｵ 島根
2 5 1029 山田　　哲生 ALSOKあさひ播磨 54m16 － － 54m16 × 47m76 51m46 54m16

ｺｶﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 島根
3 1 7-1915 小加本　裕真 (1) 島根大 51m72 50m37 － 51m72 50m67 × 51m06 51m72

ﾔﾏﾈ  ﾀｸﾔ 島根
2 1544 山根　　卓也 BMAC DNS

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根
3 7-1467 中村　海南斗 (2) 島根大 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         10.43     野田　浩之(大社高)                    2002 7月13日 11:50 予選
高校県記録(HPR)         10.4      石飛　　剛(大社高)                    1993 7月13日 13:30 決勝

予選 7組0着＋8

1組 風:  0.0 2組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根 ｱｺﾞｳ　ﾖｳ 島根

1 3 302 多々納　大地 (3) 平田高 11.33 q 1 5 226 吾郷　　　陽 (3) 松江北高 11.14 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｳｷｮｳ 島根 ﾓﾄｲ  ﾀﾞｲｽｹ 島根

2 5 138 立花　　右京 (3) 開星高 11.57 q 2 3 314 元井　　大輔 (2) 平田高 11.67
ｲｼｸﾗ  ｶﾂﾔ 島根 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾕｳｷ 島根

3 6 18 石倉　　克哉 (2) 明誠高 11.99 3 4 517 小松原　悠生 (2) 浜田高 11.83
ｱﾗｷ   ｺｳ 島根 ﾓﾘﾔﾏ  ｶｽﾞﾋﾛ 島根

4 4 353 荒木　　　晃 (2) 松江東高 12.16 4 6 483 森山　　一広 (3) 出雲北陵高 12.26
ﾋﾛｴ  ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｷ 島根

5 1 283 廣江　　俊介 (2) 松江商高 12.51 5 8 488 中村　　勇輝 (2) 出雲北陵高 12.27
ｻｻｷ ｶｽﾞﾅｶﾞ 島根 ｻｴｷ  ﾄﾓﾔ 島根

6 8 376 佐々木　千暢 (2) 益田翔陽高 12.56 6 2 184 佐伯　　知哉 (2) 松江高専 12.73
ﾊﾗ   ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根 ｱｵﾔｷﾞ　ｼｭｳｻｸ 島根

7 7 442 原　　　伸宏 (3) 横田高 12.90 7 7 234 青柳　　周作 (2) 松江北高 13.04
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ  ﾄｵﾙ 島根

2 58 小豆澤　　徹 (3) 松江農高 DNS

3組 風:  +0.1 4組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄｳｵｶ  ｶｲｾｲ 島根 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根

1 4 602 東岡　　快征 (2) 石見智翠館高 11.64 q 1 4 22 徳田　裕次郎 (2) 明誠高 11.65
ｿﾉﾔﾏ  ﾀﾂﾔ 島根 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

2 6 482 園山　　達也 (3) 出雲北陵高 11.86 2 6 103 永島　　裕大 (2) 松江南高 11.79
ｲｼﾊﾗ  ｺｳｾｲ 島根 ﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 島根

3 3 503 石原　　光星 (3) 津和野高 12.07 3 5 87 八川　　将也 (2) 益田高 12.21
ﾏｴｶﾜ  ｶｲﾄ 島根 ﾐｼﾏ  ﾖｼｷ 島根

4 1 156 前川　　海斗 (2) 益田東高 12.26 4 7 68 三島　　佳起 (2) 松江農高 12.79
ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ 島根 ｺﾏﾊﾗ   ﾐﾉﾙ 島根

5 7 476 三宅　　柊生 (2) 出雲農高 12.37 5 8 451 駒原　　　実 (2) 横田高 13.32
ｳﾒｷ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 ｲﾉｳｴ  ﾕｳﾀﾞｲ 島根

6 8 390 梅木　　淳兵 (3) 松江ろう 13.05 6 1 394 井上　　雄大 (2) 吉賀高 13.58
ｻｴｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 島根 ﾐｶﾐ ｺｳｽｹ 島根ｻ ｷ ﾀｶ 島根 ﾐｶﾐ ｳ ｹ 島根

2 437 佐伯　　展宇 (2) 松江工高 DNS 7 3 143 三上　　航介 (2) 開星高 15.96
ｽﾐﾀ  ﾏｻﾕｷ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀｸﾏ 島根

5 10 住田　　雅之 (3) 明誠高 DNS 2 317 渡部　　拓磨 (2) 平田高 DNS

5組 風:  0.0 6組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼｵ ｿｳﾀ 島根 ｶﾜﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根

1 6 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 11.37 q 1 6 142 川本　　脩斗 (2) 開星高 11.48 q
ｷｼﾓﾄ   ｿｳ 島根 ﾀｵ ｶｲｾｲ 島根

2 5 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 11.40 q 2 5 468 田尾　　海星 (3) 出雲農高 11.69
ｲｼﾊﾗ  ﾀｶﾋﾛ 島根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根

3 4 129 石原　　隆弘 (2) 出雲高 12.03 3 3 472 栗原　　拓巳 (2) 出雲農高 12.02
ｻｲﾄｳ　ｶｲ 島根 ﾖﾘﾋﾛ ﾏｻﾐ 島根

4 3 518 齋藤　　　海 (2) 浜田高 12.04 4 1 316 寄廣　　雅己 (2) 平田高 12.25
ﾋｸﾞﾁ  ｼｭｳﾍｲ 島根 ﾔｽｷﾞ  ﾖｼｷ 島根

5 1 151 樋口　　秀平 (3) 益田東高 12.30 5 2 285 安来　　良樹 (2) 松江商高 12.69
ﾏﾂｼﾏ　ｼｹﾞﾉﾘ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

6 7 543 松嶋　　重範 (2) 矢上高 12.43 6 8 301 石原　　拓哉 (2) 松江西高 13.06
ｲｯｾ ﾀｲﾗ 島根 ﾋﾛﾉ   ｹﾝ 島根

7 2 101 一瀬　　泰良 (2) 松江南高 14.59 4 210 広野　　　健 (2) 大社高 DNS
ｼｼﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾜﾀﾞ  ﾀｲﾁ 島根

8 473 志食　　亮輔 (2) 出雲農高 DNS 7 479 和田　　太一 (2) 出雲農高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         10.43     野田　浩之(大社高)                    2002 7月13日 11:50 予選
高校県記録(HPR)         10.4      石飛　　剛(大社高)                    1993 7月13日 13:30 決勝

7組 風:  0.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｻｷ  ｻﾀﾞﾏｻ 島根

1 5 16 山﨑　　定将 (3) 明誠高 11.30 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根

2 4 269 松原　　功樹 (3) 松江商高 11.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ   ﾀｸﾐ 島根

3 6 508 渡辺　　　匠 (2) 津和野高 12.14
ﾑﾗﾏﾂ  ﾀﾞｲｽｹ 島根

4 3 213 村松　　大輔 (2) 大社高 12.25
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 島根

5 7 346 吉村　　尚幸 (2) 島根中央高 12.55
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｾｲ 島根

6 1 439 福田　　峻世 (2) 松江工高 12.66
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 島根

7 8 333 光吉　　　尭 (2) 石見智翠館高 13.22
ﾄﾖﾀ  ｼｭｳﾔ 島根

2 155 豊田　　秀矢 (2) 益田東高 DNS

決勝 

風:  0.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｺﾞｳ　ﾖｳ 島根

1 3 226 吾郷　　　陽 (3) 松江北高 11.04
ﾀﾀﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根

2 6 302 多々納　大地 (3) 平田高 11.28
ｷｼﾓﾄ   ｿｳ 島根

3 8 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 11.36
ﾔﾏｻｷ  ｻﾀﾞﾏｻ 島根

4 4 16 山﨑　　定将 (3) 明誠高 11.36
ｶﾜﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 島根

5 7 142 川本　　脩斗 (2) 開星高 11.42
ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｳｷｮｳ 島根

6 2 138 立花　　右京 (3) 開星高 11.61
ﾄｳｵｶ  ｶｲｾｲ 島根

7 1 602 東岡　　快征 (2) 石見智翠館高 11.81
ｼｵ ｿｳﾀ 島根ﾆｼｵ ｿｳﾀ 島根

5 304 西尾　　颯汰 (3) 平田高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         47.01     尾原　康信(平田高)                    1996 7月13日 14:10 予選
7月13日 15:50 決勝

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾔ 島根 ｲﾅﾊﾞ  ﾅｵﾄ 島根

1 4 135 藤原　　優也 (2) 出雲高 54.08 Q 1 6 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 54.24 Q
ﾔﾏｻｷ  ﾀｸﾏ 島根 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 島根

2 5 215 山﨑　　拓馬 (2) 大社高 54.50 q 2 5 84 井上　　大輔 (2) 益田高 54.94
ﾊﾗ   ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根 ﾏｴｶﾜ  ｶｲﾄ 島根

3 3 442 原　　　伸宏 (3) 横田高 56.06 3 4 156 前川　　海斗 (2) 益田東高 56.81
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｾｲ 島根 ﾀﾏｶﾞﾜ  ﾏｻｷ 島根

4 6 439 福田　　峻世 (2) 松江工高 56.10 4 2 169 玉川　　正樹 (2) 大田高 57.37
ｾｲﾔﾏ　ﾘｮｳﾀ 島根 ｷﾑﾗ  ﾕｳﾀ 島根

5 8 262 清山　　遼太 (2) 安来高 59.94 5 7 505 木村　　勇太 (2) 津和野高 58.30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 島根 ｱﾂﾀ ｹｲﾀ 島根

6 7 489 渡部　　敬太 (2) 出雲北陵高 1:00.18 6 8 300 熱田　　啓太 (2) 松江西高 1:02.47
ﾄﾖﾀ  ｼｭｳﾔ 島根 ﾔﾏｵ ﾀｲｿﾞｳ 島根

2 155 豊田　　秀矢 (2) 益田東高 DNS 3 434 山尾　　泰三 (3) 松江工高 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島根 ﾆｲ   ｹｲ 島根

1 3 355 大矢根　功季 (2) 松江東高 54.96 Q 1 3 24 新井　　　啓 (2) 明誠高 53.22 Q
ﾋｸﾞﾁ  ｼｭｳﾍｲ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根

2 6 151 樋口　　秀平 (3) 益田東高 55.09 2 5 269 松原　　功樹 (3) 松江商高 54.83 q
ｻｲﾄｳ　ｶｲ 島根 ﾜﾗﾋﾞ   ｲｯｾｲ 島根

3 2 518 齋藤　　　海 (2) 浜田高 55.84 3 6 172 蕨　　　一成 (2) 大田高 55.23
ｲﾅﾀ  ﾀｸﾔ 島根 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾕｳｷ 島根

4 8 279 稲田　　拓也 (2) 松江商高 59.37 4 7 517 小松原　悠生 (2) 浜田高 55.54
ｳﾁﾀﾞ  ｼｭﾝﾔ 島根 ﾔﾏﾈ  ｹﾝｾｲ 島根

5 7 389 内田　　瞬哉 (3) 松江ろう 1:04.33 5 8 188 山根　　健靖 (2) 松江高専 57.13
ｵｵﾉ ﾀｲｽｹ 島根 ｺﾏﾊﾗ   ﾐﾉﾙ 島根

4 421 大野　　太輔 (3) 松江工高 DNS 6 2 451 駒原　　　実 (2) 横田高 59.85
ﾋﾛﾉ   ｹﾝ 島根 ｵｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾄｼ 島根ｹ 島根 ｵｶ ﾄ 島根

5 210 広野　　　健 (2) 大社高 DNS 4 422 小川　　誠健 (3) 松江工高 DNS

5組 決勝 
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｻｷ  ｻﾀﾞﾏｻ 島根 カナ名 所属地

1 6 16 山﨑　　定将 (3) 明誠高 53.30 Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 島根 ﾔﾏｻｷ  ｻﾀﾞﾏｻ 島根

2 2 426 田中　　　護 (3) 松江工高 54.41 q 1 6 16 山﨑　　定将 (3) 明誠高 50.31
ｻｻｷ ｶｽﾞﾅｶﾞ 島根 ｲﾅﾊﾞ  ﾅｵﾄ 島根

3 5 376 佐々木　千暢 (2) 益田翔陽高 59.14 2 5 192 稲葉　　直人 (3) 大社高 51.00
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾔ 島根

4 8 186 長谷川　雅人 (3) 松江高専 1:00.41 3 4 135 藤原　　優也 (2) 出雲高 52.05
ﾐﾔｹ ｼｭｳｾｲ 島根 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 島根

3 476 三宅　　柊生 (2) 出雲農高 DNS 4 7 426 田中　　　護 (3) 松江工高 52.91
ﾋﾛｴ  ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根

4 283 廣江　　俊介 (2) 松江商高 DNS 5 1 269 松原　　功樹 (3) 松江商高 54.83
ｷｼﾓﾄ   ｿｳ 島根 ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島根

7 205 岸本　　　宗 (2) 大社高 DNS 6 8 355 大矢根　功季 (2) 松江東高 55.85
ﾔﾏｻｷ  ﾀｸﾏ 島根

2 215 山﨑　　拓馬 (2) 大社高 DNS
ﾆｲ   ｹｲ 島根

3 24 新井　　　啓 (2) 明誠高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子5000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         14:08.86  大浜　洋平(開星高)                    1995 7月13日 15:15 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅﾍﾞ  ﾐｷﾔ 島根
1 13 401 田部　　幹也 (3) 出雲工高 15:37.73

ｲﾘｴ ﾚﾝﾀﾛｳ 島根
2 9 2 入江　廉太郎 (3) 明誠高 15:57.28

ｼﾝｸﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 島根
3 10 98 新宮　　良啓 (3) 松江南高 15:59.91

ﾓﾘ   ｹﾝﾔ 島根
4 20 28 森　　　健也 (2) 明誠高 16:04.40

ﾉﾑﾗ  ｹﾝｻｸ 島根
5 16 25 野村　　健策 (2) 明誠高 16:07.44

ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 島根
6 4 315 山根　　大輝 (2) 平田高 16:09.63

ｶﾌｸ  ﾃﾂﾋﾛ 島根
7 6 5 家福　　哲洋 (3) 明誠高 16:14.69

ﾀｹﾓﾄ  ﾀｲｼ 島根
8 14 133 竹本　　大志 (2) 出雲高 16:21.50

ｳﾁﾀﾞ  ﾖｳﾀ 島根
9 30 448 内田　　陽太 (2) 横田高 16:22.65

ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾋﾛ 島根
10 19 520 藤本　　貴大 (2) 浜田高 16:31.39

ﾔﾏﾈ　ﾅﾙﾋﾛ 島根
11 27 240 山根　　成陽 (2) 松江北高 16:36.66

ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 島根
12 2 20 佐々木　翔太 (2) 明誠高 16:43.54

ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾔ 島根
13 11 313 高橋　　友也 (2) 平田高 16:52.45

ﾔﾏﾈ  ﾀﾞｲｷ 島根
14 7 775 山根　　大樹 (2) 松江東高 17:12.62

ﾊﾀﾞｵ ﾏｻｼ 島根
15 1 377 羽多尾　　仁 (2) 益田翔陽高 17:15.31

ｶﾈｻｶ　ﾋﾛｷ 島根
16 18 539 金坂　　裕貴 (2) 矢上高 17:16.73

ｵｵｻｷ　ﾄﾓﾋﾛ 島根
17 21 516 大崎　　友広 (2) 浜田高 17:17.56

ｶﾒﾁ  ﾀｶﾔ 島根
18 24 6 亀地　　貴哉 (3) 明誠高 17:19.03

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根ﾊﾗﾀ  ﾘｮｳﾀ 島根
19 25 86 原田　　涼太 (2) 益田高 17:19.36

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 島根
20 8 85 遠藤　　孝真 (2) 益田高 17:23.93

ﾆｼｺｵﾘ ｺｳﾍｲ 島根
21 29 428 錦織　　孝平 (3) 松江工高 17:29.48

ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾔ 島根
22 22 538 上田　　湧也 (2) 矢上高 17:32.44

ﾜﾀﾇｷ  ｶｽﾞﾔ 島根
23 12 190 綿貫　　和也 (2) 松江高専 17:32.85

ﾔﾏﾄ  ﾋﾛｷ 島根
24 5 478 大和　　弘樹 (2) 出雲農高 17:55.72

ｲｲﾂｶ  ﾕｳﾄ 島根
25 3 459 飯塚　　悠斗 (2) 三刀屋高 18:00.84

ﾀｲﾍｲ   ﾋｶﾙ 島根
26 23 475 大平　　　輝 (2) 出雲農高 18:01.67

ﾅｶﾉ　ﾘｮｳﾏ 島根
27 31 367 中野　　龍馬 (3) 益田翔陽高 18:26.91

ﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｼﾞ 島根
28 26 249 田部　　憲司 (2) 大東高 18:35.91

ｻｻｷ  ｼｭﾝ 島根
15 153 佐々木　　駿 (2) 益田東高 DNS

ﾅｶｵ  ﾕｳｷ 島根
17 185 中尾　　勇貴 (2) 松江高専 DNS

ﾋﾉ  ﾏｻﾀｶ 島根
28 296 日野　　正崇 (2) 松江南高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子400mH(0.914m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         51.29     荒川　勇希(安来高)                    2001 7月13日 10:10 予選
7月13日 13:00 決勝

予選 2組3着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙｷ 島根 ﾔﾄﾞﾐ ﾁｶﾌｻ 島根

1 6 449 遠藤　　晴輝 (2) 横田高 56.30 Q 1 5 88 矢冨　　睦房 (2) 益田高 58.18 Q
ｼﾝｶ　ﾋﾛｵ 島根 ﾋﾀﾞｶ   ｲﾂｷ 島根

2 7 519 新家　　寛大 (2) 浜田高 59.30 Q 2 4 27 日高　　　樹 (2) 明誠高 59.02 Q
ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 島根 ｻｶﾈ  ﾀｸﾏ 島根

3 4 235 神田　　恭輔 (2) 松江北高 59.61 Q 3 6 206 坂根　　拓馬 (2) 大社高 59.22 Q
ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾕｷ 島根 ﾔﾏｶﾞﾐ  ｶﾝﾀ 島根

4 8 66 松本　　善幸 (2) 松江農高 1:01.78 4 7 15 山上　　寛太 (3) 明誠高 59.38 q
ﾀｹﾀﾞ   ｼｭｳ 島根 ｱｶｻｷ   ﾚﾝ 島根

5 5 65 武田　　　脩 (2) 松江農高 1:06.50 5 3 60 赤﨑　　　蓮 (3) 松江農高 1:01.36 q
ﾉｸﾞﾁ  ﾅｵｷ 島根

6 8 356 野口　　尚樹 (2) 松江東高 1:01.58

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙｷ 島根
1 5 449 遠藤　　晴輝 (2) 横田高 56.93

ﾋﾀﾞｶ   ｲﾂｷ 島根
2 6 27 日高　　　樹 (2) 明誠高 58.22

ﾔﾄﾞﾐ ﾁｶﾌｻ 島根
3 3 88 矢冨　　睦房 (2) 益田高 59.15

ｻｶﾈ  ﾀｸﾏ 島根
4 8 206 坂根　　拓馬 (2) 大社高 59.58

ｼﾝｶ　ﾋﾛｵ 島根
5 4 519 新家　　寛大 (2) 浜田高 59.63新家 寛大 ( ) 浜田高

ﾔﾏｶﾞﾐ  ｶﾝﾀ 島根
6 1 15 山上　　寛太 (3) 明誠高 1:00.52

ｱｶｻｷ   ﾚﾝ 島根
7 2 60 赤﨑　　　蓮 (3) 松江農高 1:01.30

ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 島根
7 235 神田　　恭輔 (2) 松江北高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子棒高跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         5m05      金山　周平(大社高)                    2013 7月13日 09:45 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾜ   ｼﾝｺﾞ 島根 － － － － － － － － ○ －
1 4 194 澤　　　慎吾 (3) 大社高 × × × 4m80

ﾉﾉﾑﾗ ｹｲｽｹ 島根 ○ × × ×
2 1 208 野々村　圭介 (2) 大社高 4m00

ﾆｼｺﾘ   ﾐﾉﾙ 島根 － － － － － × × ×
3 57 錦織　　　実 (3) 松江農高 NM

ｺﾔﾏ  ﾄﾓｷ 島根
2 70 小山　　智紀 (2) 松江農高 DNS

4m404m00

5m00

4m10 4m20 4m30 4m50 4m60 4m70 4m80 4m90

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年A男子走幅跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         7m36      石川　久夫(出雲農高)                  1982 7月13日 09:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴｷﾓﾄ   ﾚﾂ 島根 6m41 6m48 × 6m48 6m48 4m78 6m32 6m48
1 2 3 浴元　　　烈 (3) 明誠高 +0.8 +0.3 +0.3 +0.9 +0.5 +0.7 +0.3

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 島根 6m33 2m90 × 6m33 4m98 5m97 × 6m33
2 4 89 山田　　真也 (2) 益田高 +0.9 +0.3 +0.9 +0.6 +0.6 +0.9

ﾔﾏｳﾁ  ｹﾝｼﾝ 島根 6m26 5m90 6m04 6m26 6m13 6m07 6m03 6m26
3 7 170 山内　　剣心 (2) 大田高 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 +0.5 0.0

ﾎﾝﾀﾞ  ﾅｵｷ 島根 5m96 5m85 5m92 5m96 6m13 6m15 6m00 6m15
4 13 443 本田　　直紀 (3) 横田高 +0.7 -0.5 -0.4 +0.7 +0.5 +1.0 +0.2 +1.0

ｼﾝｶ　ﾋﾛｵ 島根 × 6m07 5m55 6m07 5m85 5m81 6m05 6m07
5 1 519 新家　　寛大 (2) 浜田高 +0.7 -0.9 +0.7 0.0 +0.7 +0.5 +0.7

ｻｴｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 島根 × 5m90 5m90 5m90 5m72 5m46 5m87 5m90
6 9 437 佐伯　　展宇 (2) 松江工高 0.0 0.0 0.0 +0.8 +1.2 +0.8 0.0

ｲﾀﾓﾁ  ﾀｶﾋｻ 島根 5m62 5m63 5m30 5m63 5m21 5m35 × 5m63
7 8 447 板持　　貴久 (2) 横田高 +0.3 0.0 -0.2 0.0 +0.8 +0.6 0.0

ｼｼﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 島根 5m63 5m38 4m94 5m63 － － － 5m63
8 12 473 志食　　亮輔 (2) 出雲農高 +0.4 -0.3 -0.3 +0.4 +0.4

ｱｶｻｷ   ﾚﾝ 島根 5m60 5m49 5m38 5m60 5m60
9 11 60 赤﨑　　　蓮 (3) 松江農高 +0.9 -0.1 0.0 +0.9 +0.9

ﾑﾗﾏﾂ  ﾀﾞｲｽｹ 島根 × 5m41 5m58 5m58 5m58
10 6 213 村松　　大輔 (2) 大社高 +0.2 -0.2 -0.2 -0.2

ｱｻﾂ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 × × ×
3 446 朝津　　順平 (2) 横田高 NM

ｶﾜｽﾐ  ｹﾝﾀ 島根
5 441 川角　　健太 (3) 横田高 DNS

ﾜﾀﾞ  ﾀｲﾁ 島根
10 479 和田　　太一 (2) 出雲農高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年A男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         59m27     松田　　堯(大社高)                    2006 7月13日 09:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗｲ ﾘｭｳ 島根
1 6 429 平井　　　龍 (3) 松江工高 45m76 47m64 47m38 47m64 × 41m30 × 47m64

ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾏｻﾋﾄ 島根
2 3 212 藤原　　正仁 (2) 大社高 43m54 40m37 42m60 43m54 × 42m81 × 43m54

ｱｵﾔﾏ  ﾊﾙｷ 島根
3 4 59 青山　　治樹 (3) 松江農高 34m67 36m70 37m15 37m15 39m52 39m38 × 39m52

ﾏﾂｵ  ﾖｼｷ 島根
4 2 64 松尾　　佳紀 (3) 松江農高 36m04 37m74 32m39 37m74 36m85 35m68 × 37m74

ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 島根
5 5 440 和田　　康希 (2) 松江工高 29m53 30m60 32m64 32m64 × 33m78 33m08 33m78

ｱｶﾅ  ﾔｽｶｽﾞ 島根
6 1 435 赤名　　恭和 (2) 松江工高 × × 30m07 30m07 32m90 33m75 32m69 33m75

凡例 



少年A男子やり投(800g)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         69m10     中村　康夫(松江西高)                  1989 7月13日 11:15 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸｼﾏ  ｼｮｳｼﾞ 島根
1 12 13 福島　　昇治 (3) 明誠高 × × 50m11 50m11 49m06 43m27 49m69 50m11

ﾃﾗｵ　ﾌﾐﾔ 島根
2 11 366 寺尾　　郁哉 (3) 益田翔陽高 47m56 × 46m73 47m56 45m29 43m96 45m18 47m56

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根
3 9 29 若林　兼示郎 (2) 明誠高 45m97 － － 45m97 － － － 45m97

ﾅｶﾞﾐﾈ  ｺｳﾀﾞｲ 島根
4 2 504 長嶺　　紘大 (3) 津和野高 42m13 36m59 41m24 42m13 43m00 42m03 41m60 43m00

ｱｽﾞｷｻﾞﾜ  ﾄｵﾙ 島根
5 13 58 小豆澤　　徹 (3) 松江農高 37m66 35m92 × 37m66 28m21 36m96 35m43 37m66

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕｳｷ 島根
6 3 480 渡部　　雄貴 (2) 出雲農高 × 34m75 34m08 34m75 33m40 33m59 34m54 34m75

ﾓﾘﾜｷ　ﾀｸﾔ 島根
7 6 545 森脇　　琢哉 (2) 矢上高 × × 34m37 34m37 34m07 × 34m49 34m49

ｶｹﾞﾔﾏ   ﾜﾀﾙ 島根
8 7 461 景山　　　渉 (2) 三刀屋高 × 33m65 × 33m65 × 30m60 28m18 33m65

ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 島根
9 10 333 光吉　　　尭 (2) 石見智翠館高 － － 32m15 32m15 32m15

ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ 島根
10 5 180 田中　　大地 (3) 松江高専 27m81 30m91 × 30m91 30m91

ｶﾂﾍﾞ   ｻﾄｼ 島根
11 4 463 勝部　　　聡 (2) 三刀屋高 × 30m52 × 30m52 30m52

ｱｶﾅ  ﾔｽｶｽﾞ 島根
12 1 435 赤名　　恭和 (2) 松江工高 × × 26m62 26m62 26m62

ﾔｽｷﾞ  ﾖｼｷ 島根
8 285 安来　　良樹 (2) 松江商高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         10.43     野田　浩之(大社高)                    2002
中学校県記録(JPR)       10.86     木原　　博(美都中)                    2002 7月13日 11:15 予選
中学校県記録(JPR)       10.8      原　　佳宏(安来三中)                  1992 7月13日 13:20 決勝

予選 8組0着＋8

1組 風:  0.0 2組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

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

1 3 1823 山上　　響輝 (3) 出雲一中 12.06 1 3 641 伊藤　　弘紀 (1) 松江南高 11.76 q
ｲﾁﾉﾍ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾀｲｷ 島根

2 7 794 一戸　遼太郎 (1) 松江北高 12.20 2 8 637 松原　　泰基 (1) 横田高 11.91 q
ｺﾝﾄﾞｳ   ｼﾞｭﾝ 島根 ﾊﾀﾅｶ  ﾏｻﾋｺ 島根

3 1 578 近藤　　　隼 (1) 益田東高 12.59 3 2 147 畑中　　将彦 (1) 開星高 12.07
ﾓﾘﾔﾏ  ｺｳﾀ 島根 ﾅｶﾉ  ﾚｲｼﾞ 島根

4 5 658 森山　　皓太 (1) 出雲高 12.65 4 5 691 中野　　怜史 (1) 飯南高 12.23
ｲﾜﾀ  ﾀｲｶﾞ 島根 ﾅｶﾞｾ   ｼｮｳ 島根

5 6 812 岩田　　泰雅 (1) 出雲農高 12.74 5 1 599 永瀬　　　翔 (1) 松江農高 12.70
ﾑﾗﾀ ｲｯｾｲ 島根 ｻｲﾄｳ  ﾘｮｳﾀ 島根

6 2 758 村田　　一晟 (1) 松江南高 12.91 6 7 686 齋藤　　綾太 (1) 津和野高 13.17
ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ 島根 ﾋｶﾞｼ　ｺｳｼﾞﾛｳ 島根

7 8 719 水野　　　涼 (1) 松江工高 13.02 7 6 548 東　　廣二朗 (1) 矢上高 13.17
ｸﾜﾊﾞﾗ  ﾀｲﾁ 島根 ﾏｷﾉ  ｿｳﾔ 島根

8 4 739 桑原　　太一 (1) 吉賀高 14.19 8 4 657 槇野　　颯哉 (1) 出雲高 13.55

3組 風:  0.0 4組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾀﾞ ﾘｼﾝ 島根 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根

1 6 634 石田　　理心 (1) 益田高 11.57 q 1 4 31 中隠居　一輝 (1) 明誠高 11.74 q
ﾏｷﾊﾗ  ﾁﾋﾛ 島根 ﾊｼﾓﾄ   ｼｮｳ 島根

2 2 149 槙原　　千裕 (1) 開星高 11.71 q 2 8 600 橋本　　　翔 (1) 松江農高 12.16
ｳｴﾀﾞ  ﾅｵｷ 島根 ｵｵﾌｸ  ｷﾗﾝ 島根

3 3 765 上田　　直輝 (1) 島根中央高 12.32 3 7 604 大福　　暉嵐 (1) 平田高 12.32
ｵｵｳｴ  ｱｷﾄ 島根 ｽﾔﾏ ｶｽﾞｷ 島根

4 5 581 大上　　明人 (1) 大社高 12.49 4 5 635 須山　　和樹 (1) 益田高 12.32
ﾓﾄｶﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 島根

5 8 759 元上　俊太郎 (1) 松江南高 12.67 5 2 743 中村　　　巧 (1) 益田翔陽高 12.90
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｺｳﾖｳ 島根 ﾐﾉ  ｶﾝｾｲ 島根

6 4 740 山口　　航洋 (1) 吉賀高 13.20 6 6 579 美濃　　寛成 (1) 益田東高 12.96山口 航洋 ( ) 吉賀高 美濃 寛成 ( ) 益田東高
ﾔﾏﾀﾞ  ﾀﾞｲｷ 島根 ﾅｲﾄｳ   ﾏｺﾄ 島根

1 622 山田　　大貴 (1) 出雲高 DNS 7 3 705 内藤　　　諒 (1) 大田高 13.11
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 島根

7 598 小松原　拓実 (1) 松江農高 DNS

5組 風:  0.0 6組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾏｴ  ﾕｳﾄ 島根 ﾀｹﾀﾞ　ﾕｳﾏ 島根

1 3 146 中前　　佑斗 (1) 開星高 11.93 q 1 4 613 武田　　悠真 (1) 松江北高 11.38 q
ｶﾓﾄ   ﾚｲ 島根 ﾌｸﾏ  ﾋﾛﾑ 島根

2 6 813 嘉本　　　嶺 (1) 出雲農高 12.03 2 2 706 福間　　　啓 (1) 大田高 12.31
ﾋｷﾉ　ﾘｭｳｽｹ 島根 ﾉｶﾞﾐ  ｿｳﾀ 島根

3 2 614 引野　　隆輔 (1) 松江北高 12.22 3 1 806 野上　　颯汰 (1) 立正大淞南高 12.65
ﾑﾗｶﾐ  ｷｮｳｽｹ 島根 ﾉﾑﾗ  ﾘｭｳｼﾞ 島根

4 1 260 村上　　恭介 (1) 津和野高 12.40 4 7 679 野村　　龍慈 (1) 大東高 13.07
ﾅｲﾄｳ   ﾘｮｳ 島根 ﾐｼﾏ  ｶｲﾄ 島根

5 4 656 内藤　　　涼 (1) 出雲高 13.02 5 3 668 三島　　海斗 (1) 平田高 13.17
ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓｱｷ 島根 ｵｶﾞﾜ  ｱｷﾋｺ 島根

6 5 726 小早川　友亨 (1) 横田高 13.10 6 5 672 小川　　昭彦 (1) 益田東高 13.50
ﾌｸﾀﾞ  ｼｮｳﾏ 島根 ｲｼﾀﾞ  ﾀｲｷ 島根

7 7 667 福田　　奨真 (1) 平田高 13.64 7 8 764 石田　　大貴 (1) 島根中央高 14.13
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾏﾅﾄ 島根 ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 島根

8 8 807 松枝　真直人 (1) 立正大淞南高 13.77 6 145 善浪　　大雅 (1) 開星高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B男子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         10.43     野田　浩之(大社高)                    2002
中学校県記録(JPR)       10.86     木原　　博(美都中)                    2002 7月13日 11:15 予選
中学校県記録(JPR)       10.8      原　　佳宏(安来三中)                  1992 7月13日 13:20 決勝

7組 風:  0.0 8組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾉｳ ｴｲﾛﾝ 島根 ｶﾅﾔﾏ　ﾖｳﾍｲ 島根

1 4 639 加納エイロン (1) 横田高 12.15 1 3 612 金山　　陽平 (1) 松江北高 11.07 q
ｲｼﾃﾞ　ｿｳｼ 島根 ﾋﾀﾞｶ　ﾀｸﾏ 島根

1 5 610 石出　　創士 (1) 松江北高 12.15 2 4 549 日高　　拓真 (1) 矢上高 12.31
ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｲﾗ 島根 ｺﾞｳﾊﾞﾗ  ﾀｸﾔ 島根

3 2 601 山本　　泰良 (1) 松江農高 12.18 3 2 749 郷原　　拓也 (1) 出雲北陵高 12.32
ｼﾉﾊﾗ　ﾘｭｳｼﾝ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根

4 6 547 篠原　　隆真 (1) 矢上高 12.36 4 5 746 松本　　大典 (1) 益田翔陽高 12.82
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｽﾞｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾏｻｼ 島根

5 7 659 渡部　　一輝 (1) 出雲高 12.85 5 8 731 藤原　　雅志 (1) 出雲高 13.02
ﾊﾅﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 島根 ﾄﾔ  ﾏｻﾉﾘ 島根

3 586 花田　　達也 (1) 大社高 DNS 6 6 727 戸屋　　真範 (1) 横田高 13.04
ｲｼﾀﾞ  ｶｽﾞｷ 島根 ﾑﾗｶﾐ  ｾｲｷﾁ 島根

8 789 石田　　一伎 (1) 三刀屋高 DNS 7 7 688 村上　　聖吉 (1) 津和野高 13.86

決勝 

風:  0.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾅﾔﾏ　ﾖｳﾍｲ 島根

1 3 612 金山　　陽平 (1) 松江北高 11.07
ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根

2 8 31 中隠居　一輝 (1) 明誠高 11.42
ﾀｹﾀﾞ　ﾕｳﾏ 島根

3 4 613 武田　　悠真 (1) 松江北高 11.46
ｲｼﾀﾞ ﾘｼﾝ 島根

4 5 634 石田　　理心 (1) 益田高 11.62
ﾏｷﾊﾗ  ﾁﾋﾛ 島根

5 6 149 槙原　　千裕 (1) 開星高 11.71
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾀｲｷ 島根

6 1 637 松原　　泰基 (1) 横田高 11.78
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島根
伊藤 弘紀 ( ) 松江南高7 7 641 伊藤　　弘紀 (1) 松江南高 11.85
ﾅｶﾏｴ  ﾕｳﾄ 島根

8 2 146 中前　　佑斗 (1) 開星高 11.87

凡例  DNS:欠場



少年B男子3000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県最高記録(HPR)     8:25.47   松原　健太(出雲工高)                  2005
中学校県記録(JPR)       8:43.49   松原　健太(仁多中)                    2004 7月13日 14:30 タイムレース

タイムレース 2組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾐｮｳ　ﾅﾂｷ 島根 ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島根

1 12 796 奥名　　夏喜 (1) 松江北高 9:27.19 1 19 413 黒木　みひろ (1) 出雲工高 8:53.90
ﾀｶﾊｼ　ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾀﾅﾍﾞ  ﾕｳｻｸ 島根

2 5 779 高橋　　昂大 (1) 安来高 9:31.89 2 10 414 田部　　雄作 (1) 出雲工高 9:03.47
ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾋ 島根 ﾔﾏｻｷ  ﾎﾀﾞｶ 島根

3 13 663 前田　　雄飛 (1) 浜田高 9:40.96 3 15 2539 山崎　　穂高 (3) 大社中 9:16.45
ﾅｶﾞｾ   ﾘｮｳ 島根 ｶﾐｵｶ  ﾀｸﾐ 島根

4 9 756 永瀬　　　諒 (1) 松江南高 9:41.10 4 14 30 上岡　　拓海 (1) 明誠高 9:17.69
ﾊﾗ   ｶﾝﾀ 島根 ｱｼﾀﾞ  ﾊﾔﾄ 島根

5 8 712 原　　　寛太 (1) 松江高専 9:42.39 5 6 603 芦田　　隼人 (1) 平田高 9:33.76
ﾊﾗ   ﾅｵｷ 島根 ﾌﾅｷ  ﾀｸﾐ 島根

6 16 757 原　　　尚樹 (1) 松江南高 9:49.36 6 7 621 船木　　拓海 (1) 出雲高 9:41.83
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 島根 ﾓﾘﾔﾏ   ﾀﾂｷ 島根

7 6 636 橋本　　武大 (1) 益田高 10:12.91 7 17 291 森山　　　樹 (1) 松江商高 9:42.85
ｻｲﾄｳ　ﾊﾙﾀｶ 島根 ｳﾁﾀﾞ  ﾘｮｳ 島根

8 18 798 齋藤　　悠宇 (1) 松江北高 10:15.59 8 9 495 内田　　　遼 (1) 出雲北陵高 9:46.43
ﾋﾛﾀ  ﾏｻﾄ 島根 ﾀｶﾊｼ   ｻﾄｼ 島根

9 2 148 広田　　将人 (1) 開星高 10:17.79 9 18 607 高橋　　聡利 (1) 平田高 9:47.68
ｽﾐｶﾞﾜ ｿｳ 島根 ﾓﾘｶﾜ  ﾕｳﾄ 島根

10 15 742 澄川　　　颯 (1) 益田翔陽高 10:36.24 10 16 714 森川　　裕斗 (1) 松江高専 9:47.76
ﾌｼﾞｲ  ﾕｳｷ 島根 ｶﾈﾂｷ  ｱﾂﾛｳ 島根

11 7 713 藤井　　勇生 (1) 松江高専 10:47.94 11 13 710 金築　　敦郎 (1) 松江高専 9:52.66
ｲｼﾀﾞ  ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｽｷﾞﾔﾏ  ﾋｭｳｶﾞ 島根

12 14 640 石田　　航大 (1) 横田高 11:01.81 12 2 653 杉山　　彪雅 (1) 出雲高 9:53.94
ﾅｶﾓﾄ ﾄﾜ 島根 ｷﾑﾗ  ﾋｶﾙ 島根

13 3 744 中本　　斗和 (1) 益田翔陽高 12:00.44 13 11 697 木村　　　輝 (1) 出雲高 10:01.37
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ 島根 ｱｻｸﾗ  ﾀﾞｲｷ 島根

14 4 745 樋口　　雅貴 (1) 益田翔陽高 13:39.18 14 1 638 朝倉　　大貴 (1) 横田高 10:05.76
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾘｭｳｾｲ 島根 ｼｵﾑﾗ  ﾉﾌﾞﾋﾄ 島根

1 786 松原　　瑠星 (1) 三刀屋高 DNS 15 8 711 塩村　　信人 (1) 松江高専 10:10.30
ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾅｶﾞﾀ  ﾘｮｳ 島根

10 715 加藤　　俊介 (1) 松江工高 DNS 16 3 700 永田　　　稜 (1) 松江商高 10:13.22
ｲｹｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 島根 ﾕﾊﾞﾗ  ｹﾝﾀ 島根

11 754 池尻　　悠人 (1) 松江南高 DNS 17 4 623 湯原　　健太 (1) 出雲高 10:15.81
ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾙ 島根 ﾆｯﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ 島根
山下 薫 ( ) 島根中央高 新田 啓二郎 ( ) 横田高17 766 山下　　　薫 (1) 島根中央高 DNS 18 12 728 新田　啓二郎 (1) 横田高 10:53.57

ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ 島根
5 608 多久和　能広 (1) 平田高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B男子110mH(0.991m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県最高記録(HPR)     13.92     矢田　　弦(松江北高)                  2011
中学県最高記録(JPR)     15.01     矢田　　弦(大田一中)                  2009 7月13日 13:55 決勝

決勝 

風:  -1.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊﾀ  ﾀﾞｲｷ 島根

1 5 585 高畑　　大輝 (1) 大社高 15.72
ｷｼﾓﾄ  ﾏｻﾕｷ 島根

2 3 144 岸本　　将之 (1) 開星高 17.38
ﾋﾀﾞｶ　ﾀｸﾏ 島根

3 7 549 日高　　拓真 (1) 矢上高 18.16
ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾄ 島根

4 8 620 藤原　　優斗 (1) 出雲高 18.33
ﾋｶﾞｼ　ｺｳｼﾞﾛｳ 島根

2 548 東　　廣二朗 (1) 矢上高 DQ,T11
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 島根

4 598 小松原　拓実 (1) 松江農高 DNS
ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根

6 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T11:ハードルを跳ばなかった



少年B男子走幅跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         7m36      石川　久夫(出雲農高)                  1982
中学校県記録(JPR)       6m91      元田　　剛(出雲一中)                  1990 7月13日 12:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｵ  ﾕｳｷ 島根 4m51 × 5m99 5m99 6m19 6m35 × 6m35
1 4 703 大峠　　佑樹 (1) 大田高 0.0 -0.5 -0.5 -1.2 -0.4 -0.4

ｶﾈﾂｷ  ﾋﾛﾏｻ 島根 5m95 5m92 6m34 6m34 5m91 6m06 5m73 6m34
2 15 582 金築　　大将 (1) 大社高 0.0 -0.4 +0.2 +0.2 -0.9 -0.9 -0.5 +0.2

ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ 島根 5m53 6m00 6m19 6m19 5m93 6m01 6m31 6m31
3 14 145 善浪　　大雅 (1) 開星高 -0.1 0.0 +0.3 +0.3 -0.9 -1.0 -0.7 -0.7

ｵｵﾊﾀ  ﾕｳﾔ 島根 × × 5m77 5m77 × 6m04 × 6m04
4 5 652 大畑　　佑弥 (1) 出雲高 -0.3 -0.3 -0.7 -0.7

ﾜﾀﾞﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 島根 5m71 5m85 5m86 5m86 × 5m63 × 5m86
5 3 664 和田守　祥吾 (1) 出雲高 -0.4 -0.2 -0.4 -0.4 -1.2 -0.4

ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 島根 5m72 5m81 5m39 5m81 5m63 5m44 5m59 5m81
6 13 400 井上　　大将 (1) 松江西高 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.7 -0.8 0.0

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 5m40 5m78 × 5m78 5m63 5m21 5m31 5m78
7 17 641 伊藤　　弘紀 (1) 松江南高 0.0 -0.3 -0.3 -0.9 -0.4 -0.5 -0.3

ｿﾉﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根 5m53 5m46 × 5m53 × 5m42 5m41 5m53
8 2 654 園山　雄一郎 (1) 出雲高 -0.3 -0.5 -0.3 -0.7 -1.1 -0.3

ﾔﾏﾀﾞ   ﾐｷ 島根 5m22 5m51 5m47 5m51 5m51
9 7 787 山田　　　幹 (1) 三刀屋高 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｲﾗ 島根 × 5m44 × 5m44 5m44
10 9 601 山本　　泰良 (1) 松江農高 -0.1 -0.1 -0.1

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓｱｷ 島根 × × 5m28 5m28 5m28
11 10 726 小早川　友亨 (1) 横田高 +0.2 +0.2 +0.2

ﾌｸﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 島根 × 5m25 5m20 5m25 5m25
12 6 431 福庭　　将仁 (1) 松江工高 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀﾅｶ　ﾐｽﾞｷ 島根 5m12 4m98 5m02 5m12 5m12
13 11 799 田中　　瑞樹 (1) 松江北高 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0

ｱｻｸﾗ  ﾄｼﾔ 島根 4m34 4m53 4m31 4m53 4m53
14 1 666 朝倉　　俊哉 (1) 平田高 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0

ﾓﾘﾔﾏ  ｼｭﾝ 島根 × × －
8 750 森山 駿 (1) 出雲北陵高 NM8 750 森山　　　駿 (1) 出雲北陵高 NM

ﾑﾗｶﾐ  ｿｳﾏ 島根 × × ×
16 689 村上　　漱真 (1) 津和野高 NM

ｾﾉｵ ﾕｳﾔ 島根
12 1817 妹尾　　侑哉 (3) 出雲一中 DNS

ｵｶﾞﾜ  ｱｷﾋｺ 島根
18 672 小川　　昭彦 (1) 益田東高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年B男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県最高記録(HPR)     14m24     岡田　繁樹(島根中央高)                2010
中学校県記録(JPR)       13m49     大高　夏輝(比田中)                    2006 7月13日 10:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 島根
1 6 427 田中　　亮伍 (1) 松江工高 12m69 12m65 12m76 12m76 13m22 13m17 13m16 13m22

ｷﾖﾊﾗ ﾋﾗﾋﾄ 島根
2 8 584 清原　　平仁 (1) 大社高 11m92 × 11m62 11m92 11m35 × × 11m92

ｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 島根
3 4 420 須田　　賢司 (1) 松江工高 10m53 11m46 11m67 11m67 11m52 11m58 × 11m67

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 島根
4 7 39 山本　幸志郎 (1) 明誠高 × 11m29 11m34 11m34 11m07 11m31 × 11m34

ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根
5 1 1039 増野　紀一郎 (3) 東出雲中 9m31 9m91 8m84 9m91 9m68 9m93 10m06 10m06

ｱｻﾂ ｶｲﾁ 島根
6 2 1811 淺津　　海知 (3) 出雲一中 × × 8m90 8m90 9m44 9m50 9m76 9m76

ｲｼﾀﾞ   ｼｭﾝ 島根
7 10 650 石田　　　瞬 (1) 出雲高 9m74 9m52 × 9m74 9m51 9m41 9m17 9m74

ｷｼﾓﾄ ｻﾄｷ 島根
8 5 1815 岸本　　慧樹 (3) 出雲一中 × 9m13 8m90 9m13 × 8m39 8m75 9m13

ﾀﾏｸﾞｼ ﾀｸﾔ 島根
9 9 1819 玉串　　拓也 (3) 出雲一中 × 8m72 8m07 8m72 8m72

ｺﾊﾞﾔｼ  ｱﾂｼ 島根
10 3 597 小林　　篤史 (1) 松江農高 8m50 8m68 8m03 8m68 8m68

ｸﾗﾓﾄ  ｺｳﾀ 島根
11 11 1703 倉本　　晃多 (3) 松江ろう 8m40 8m21 8m40 8m40 8m40

ｶﾗﾑﾗ  ﾊﾙｷ 島根
12 12 738 河村　　春輝 (1) 吉賀高 8m21 8m39 × 8m39 8m39

凡例 



少年共通男子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         1:50.11   郷原　　剛(出雲高)                    1994 7月13日 10:35 予選
中学校県記録(JPR)       1:55.60   宍道　正五(湖南中)                    1989 7月13日 12:40 決勝

予選 6組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾋ 島根 ﾃﾗｲ　ﾀｹﾙ 島根

1 2 663 前田　　雄飛 (1) 浜田高 2:02.83 q 1 3 511 寺井　　　健 (3) 浜田高 2:00.91 q
ﾔﾉ  ｺｳｷ 島根 ｴﾄｳ ｼｭﾝ 島根

2 4 37 矢野　　巧樹 (1) 明誠高 2:04.68 q 2 5 717 江藤　　　駿 (1) 松江工高 2:11.20
ﾅｶｶﾞｷ  ﾋﾄｼ 島根 ｱﾀﾞﾁ  ｼｮｳｺﾞ 島根

3 5 134 中垣　　仁志 (2) 出雲高 2:04.75 q 3 4 486 足立　　翔悟 (2) 出雲北陵高 2:11.71
ﾊﾔﾕﾐ　ﾜﾀﾙ 島根 ｵﾀﾞ  ﾋﾛｷ 島根

4 1 643 早弓　　　航 (1) 浜田高 2:08.36 4 6 177 小田　　泰輝 (3) 松江高専 2:12.04
ﾊｼﾓﾄ  ｶｽﾞｷ 島根 ﾀｶｷﾞ  ﾄﾓﾋﾛ 島根

5 3 506 橋本　　一輝 (2) 津和野高 2:10.41 5 7 655 高木　　智弘 (1) 出雲高 2:18.09
ﾔﾉ  ｷｮｳﾔ 島根 ｼﾗｶﾜ  ｺｳｽｹ 島根

6 6 477 矢野　　杏弥 (2) 出雲農高 2:11.75 6 1 154 白川　　洸亮 (2) 益田東高 2:19.14
ﾑﾗｶﾐ   ｻﾄｼ 島根 ﾅｶﾞﾐﾈ   ｼｮｳ 島根

7 7 465 村上　　　聡 (2) 三刀屋高 2:35.28 7 8 687 長嶺　　　匠 (1) 津和野高 2:19.15
ｺｳｲｽﾞﾐ  ﾕｳﾄ 島根 ｻｻｷ  ｼｭﾝ 島根

8 678 幸泉　　裕人 (1) 大東高 DNS 2 153 佐々木　　駿 (2) 益田東高 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾀ  ﾀｸﾏ 島根 ｵｵﾊﾞ　ｼｮｳﾍｲ 島根

1 5 19 大田　　拓磨 (2) 明誠高 2:03.97 q 1 6 362 大庭　　聖平 (3) 益田翔陽高 2:04.07 q
ﾋﾉ  ﾏｻﾀｶ 島根 ｺﾊﾞﾔｶﾜ　ﾀｸﾄ 島根

2 6 296 日野　　正崇 (2) 松江南高 2:04.04 q 2 3 236 小早川　拓人 (2) 松江北高 2:05.23
ﾏﾂｳﾗ   ｶﾝ 島根 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾋﾛ 島根

3 4 187 松浦　　　漢 (2) 松江高専 2:07.95 3 2 520 藤本　　貴大 (2) 浜田高 2:08.38
ﾏﾂｵ ｺﾀﾛｳ 島根 ﾐﾖｼ　ｼｭｳﾍｲ 島根

4 3 497 松尾　虎太郎 (1) 出雲北陵高 2:11.67 4 4 544 三好　　修平 (2) 矢上高 2:10.57
ｶﾂﾀ　ｺｳｷ 島根 ｿﾀ  ﾘｮｳﾀ 島根

5 2 642 勝田　　弘輝 (1) 浜田高 2:20.48 5 5 474 曽田　　龍太 (2) 出雲農高 2:11.62
ｺｳｻｶ ｻﾄｼ 島根 ｳﾁﾀﾞ  ｹｲｽｹ 島根

6 7 105 上坂　　智士 (3) 立正大淞南高 2:22.49 6 7 460 内田　　啓介 (2) 三刀屋高 2:20.78
ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ 島根 ｲﾏｵｶ  ｼｭﾝﾀ 島根

7 8 464 松本　　滉平 (2) 三刀屋高 2:24.06 7 8 651 今岡　　駿太 (1) 出雲高 2:29.80
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 島根 ｵｵﾊﾞ  ｼﾞｭﾝｷ 島根ﾀ ﾃ ﾄ 島根 ｵｵ ｷ 島根

8 1 808 吉田　　英利 (1) 立正大淞南高 2:37.49 1 152 大庭　　准樹 (2) 益田東高 DNS

5組 6組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾛﾔﾏ　ﾀﾞｲﾁ 島根 ｸﾏｶﾞｲ  ｱﾂﾔ 島根

1 5 238 城山　　大地 (2) 松江北高 2:10.08 1 5 8 熊谷　　篤弥 (3) 明誠高 2:04.69 q
ｵｷﾞ ｹﾝﾀ 島根 ｵｵｻｷ　ﾄﾓﾋﾛ 島根

2 6 741 尾木　　謙太 (1) 益田翔陽高 2:13.63 2 6 516 大崎　　友広 (2) 浜田高 2:08.48
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ 島根 ｲﾉｳｴ  ﾄﾓｷ 島根

3 8 751 渡部　　隼司 (1) 出雲北陵高 2:15.38 3 3 61 井上　　智貴 (3) 松江農高 2:09.02
ｸﾘﾊﾗ　ﾋﾃﾞﾄｼ 島根 ﾉｻﾞｶ　ﾕｳｷ 島根

7 797 栗原　　英駿 (1) 松江北高 DQ,T1 4 7 781 野坂　　祐希 (1) 安来高 2:12.69
ﾔｼｹﾞ  ﾀｲﾁ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 島根

1 81 彌重　　太一 (3) 益田高 DNS 5 2 733 長谷川　優介 (1) 松江東高 2:15.43
ｳﾁﾀﾞ　ｱﾂｼ 島根 ｲｹﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 島根

2 795 内田　　篤志 (1) 松江北高 DNS 6 8 257 池田　　崇弘 (2) 安来高 2:19.64
ﾑﾗｶﾜ ｹｲｼﾞ 島根 ｵｵｸﾞﾆ  ﾏｻｷ 島根

3 433 村川　　慶次 (3) 松江工高 DNS 7 4 130 大國　　眞輝 (2) 出雲高 2:25.30
ﾌｶﾂ  ﾅｵﾔ 島根

4 195 深津　　直也 (3) 大社高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



少年共通男子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         1:50.11   郷原　　剛(出雲高)                    1994 7月13日 10:35 予選
中学校県記録(JPR)       1:55.60   宍道　正五(湖南中)                    1989 7月13日 12:40 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗｲ　ﾀｹﾙ 島根
1 6 511 寺井　　　健 (3) 浜田高 1:57.57

ｸﾏｶﾞｲ  ｱﾂﾔ 島根
2 1 8 熊谷　　篤弥 (3) 明誠高 1:58.56

ｵｵﾊﾞ　ｼｮｳﾍｲ 島根
3 7 362 大庭　　聖平 (3) 益田翔陽高 2:01.39

ｵｵﾀ  ﾀｸﾏ 島根
4 3 19 大田　　拓磨 (2) 明誠高 2:03.41

ﾋﾉ  ﾏｻﾀｶ 島根
5 5 296 日野　　正崇 (2) 松江南高 2:04.15

ﾅｶｶﾞｷ  ﾋﾄｼ 島根
6 2 134 中垣　　仁志 (2) 出雲高 2:05.28

ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾋ 島根
7 4 663 前田　　雄飛 (1) 浜田高 2:05.31

ﾔﾉ  ｺｳｷ 島根
8 8 37 矢野　　巧樹 (1) 明誠高 2:05.97

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



少年共通男子5000mW
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         22:24.88  秋本　啓太(松江北高)                  2013 7月13日 16:20 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｷﾓﾄ　ｹｲﾀ 島根
1 3 225 秋本　　啓太 (3) 松江北高 22:23.16 HPR

ｾｼﾞﾘ　ｼｭﾝ 島根
2 1 239 瀬尻　　　瞬 (2) 松江北高 23:06.63

ｲｽﾞﾐ　ｹﾝﾀ 島根
3 4 611 泉　　　健太 (1) 松江北高 23:55.48

ﾀｷ   ﾏｻﾕｷ 島根
4 2 132 瀧　　　将之 (2) 出雲高 26:23.64

凡例  HPR:高校県記録



少年共通男子走高跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         2m12      内田　剛弘(大社高)                    1998
中学校県記録(JPR)       1m99      中野　新也(出雲一中)                  1990 7月13日 13:00 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾊﾗﾀﾞ  ｺｳｷ 島根 － － － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 1 209 原田　　康輝 (2) 大社高 1m81
ｲﾉｳｴ  ｺｳｷ 島根 ○ ○ － － × ○ ○ × × ×

2 3 175 井上　　幸輝 (3) 松江高専 1m78
ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰﾛ･ｱﾘｿﾞﾉ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 11 34 ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰﾛ･ｱﾘｿﾞﾉ (1) 明誠高 1m75
ﾅｷﾞﾗ  ｼｭﾝﾔ 島根 ○ － － × × ○ × × ○ × × ×

4 2 303 柳楽　　隼也 (3) 平田高 1m75
ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾕｷ 島根 － － － ○ × × ×

5 8 66 松本　　善幸 (2) 松江農高 1m70
ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

6 6 748 岡本リュウジ (1) 出雲北陵高 1m65
ｷｯｶﾜ  ｶｽﾞｷ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

6 13 725 吉川　　和希 (1) 横田高 1m65
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根 － × ○ × × ○ × × ×

8 7 1825 山﨑　　達也 (3) 出雲一中 1m65
ｼｼﾞｷ  ｶｽﾞﾏ 島根 × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

9 10 606 志食　　和馬 (1) 平田高 1m65
ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳﾄ 島根 ○ － － － × × ×

10 12 620 藤原　　優斗 (1) 出雲高 1m55
ｲｼﾊﾗ ｹｲｲ 島根 × × ×

4 698 石原　　慶生 (1) 松江商高 NM
ﾌｸｼﾏ  ﾕｲﾄ 島根 － － － － × × ×

9 211 福嶋　　唯人 (2) 大社高 NM
ｲｲﾂｶ  ｱﾏﾈ 島根

5 646 飯塚　　天嶺 (1) 出雲高 DNS

1m81 1m841m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m78

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年共通男子三段跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         15m08     清水　　悠(松江北高)                  2005
中学県最高記録(JPR)     13m46     青木　　弘太(北中)                    1982 7月13日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 島根 13m47 13m48 × 13m48 13m62 × 13m92 13m92
1 6 423 北川　　伸幸 (3) 松江工高 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3

ｱｻﾂ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 × 12m47 12m67 12m67 12m87 × 13m17 13m17
2 2 446 朝津　　順平 (2) 横田高 -0.9 -1.0 -1.0 -0.9 0.0 0.0

ｶﾜｽﾐ  ｹﾝﾀ 島根 × 12m54 12m61 12m61 11m42 × 12m15 12m61
3 1 441 川角　　健太 (3) 横田高 -0.8 -0.6 -0.6 -0.4 0.0 -0.6

ｲﾀﾓﾁ  ﾀｶﾋｻ 島根 12m34 × 11m84 12m34 11m98 × 12m50 12m50
4 3 447 板持　　貴久 (2) 横田高 -0.9 -0.5 -0.9 -0.7 0.0 0.0

ﾅｶｵ  ｼｮｳﾀ 島根 12m48 12m00 12m29 12m48 × 12m31 12m19 12m48
5 10 207 中尾　　尚太 (2) 大社高 -0.9 -0.5 -0.9 -0.9 0.0 0.0 -0.9

ﾌｸﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 島根 12m24 11m55 × 12m24 12m02 × 12m14 12m24
6 4 431 福庭　　将仁 (1) 松江工高 -1.1 -1.0 -1.1 -1.0 0.0 -1.1

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾚﾝ 島根 × 11m12 11m88 11m88 12m03 × × 12m03
7 8 26 長谷川　　廉 (2) 明誠高 -0.5 -1.0 -1.0 -0.8 -0.8

ﾎﾝﾀﾞ  ﾅｵｷ 島根 11m79 11m96 11m71 11m96 11m61 × 11m87 11m96
8 7 443 本田　　直紀 (3) 横田高 -0.6 -0.7 -0.3 -0.7 -0.9 0.0 -0.7

ｼﾉﾊﾗ　ﾘｭｳｼﾝ 島根 11m72 × 11m34 11m72 11m72
9 5 547 篠原　　隆真 (1) 矢上高 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3

ｲｼﾊﾗ ｹｲｲ 島根 × × ×
9 698 石原　　慶生 (1) 松江商高 NM

凡例  NM:記録なし



少年共通男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         45m39     勝部　悠介(大社高)                    2010 7月13日 14:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗｲ ﾘｭｳ 島根
1 7 429 平井　　　龍 (3) 松江工高 30m76 × 30m32 30m76 × × 34m28 34m28

ｱﾝｼﾞｷ  ﾀｸﾔ 島根
2 11 203 安食　　拓哉 (2) 大社高 31m62 32m51 22m85 32m51 × 32m80 × 32m80

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 島根
3 9 297 中山　　尚紀 (3) 松江西高 × 32m24 29m28 32m24 31m26 29m68 31m28 32m24

ｽｷﾞﾊﾗ  ﾏﾔ 島根
4 4 9 杉原　　摩耶 (3) 明誠高 28m92 31m41 × 31m41 29m58 28m46 × 31m41

ｶﾜﾆｼ  ﾕｳﾔ 島根
5 18 450 川西　　祐哉 (2) 横田高 25m95 27m16 25m30 27m16 27m78 27m24 25m90 27m78

ｳﾙｼﾀﾞﾆ  ｴｲｽｹ 島根
6 16 168 漆谷　　瑛介 (2) 大田高 × × 23m08 23m08 24m85 27m30 27m70 27m70

ｶﾂﾊﾞ  ｺｳﾍｲ 島根
7 13 462 勝葉　　航平 (2) 三刀屋高 × 24m36 26m67 26m67 26m39 26m56 23m91 26m67

ﾐﾉ　ﾏｻｼ 島根
8 6 370 美濃　　将志 (3) 益田翔陽高 19m52 25m59 23m12 25m59 × 21m82 23m79 25m59

ﾀｶﾑﾗ   ｻﾄﾙ 島根
9 19 487 高村　　　悟 (2) 出雲北陵高 22m09 22m85 × 22m85 22m85

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 島根
10 8 346 吉村　　尚幸 (2) 島根中央高 20m28 18m70 × 20m28 20m28

ﾅｲﾄｳ   ﾘｮｳ 島根
11 2 656 内藤　　　涼 (1) 出雲高 15m23 20m12 16m51 20m12 20m12

ｲｼﾀﾞ   ｼｭﾝ 島根
12 3 650 石田　　　瞬 (1) 出雲高 × 20m01 18m80 20m01 20m01

ｶｹﾞﾔﾏ   ﾜﾀﾙ 島根
13 15 461 景山　　　渉 (2) 三刀屋高 18m23 19m89 × 19m89 19m89

ｱﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ 島根
14 17 649 阿部　圭太郎 (1) 出雲高 17m34 17m27 19m50 19m50 19m50

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根
15 5 402 植原　　卓也 (1) 松江西高 × 17m83 18m83 18m83 18m83

ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾄ 島根ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾄ 島根
16 1 344 大畑　　祐人 (2) 島根中央高 18m51 18m77 18m74 18m77 18m77

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｸﾔ 島根
17 10 677 山本　　卓也 (1) 出雲高 17m59 16m36 17m15 17m59 17m59

ﾓﾘﾔﾏ  ｼｭﾝ 島根
18 14 750 森山　　　駿 (1) 出雲北陵高 × × 16m88 16m88 16m88

ﾅｶﾞﾐﾈ  ｺｳﾀﾞｲ 島根
12 504 長嶺　　紘大 (3) 津和野高 DNS

凡例  DNS:欠場



成年女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          11.85     桐田　康子(益田市陸協)                2008
島根県記録(PR)          11.8      土江　由紀(平田高)                    1993
島根県記録(PR)          11.8      斉藤まゆみ(松江西高)                  1993 7月13日 13:35 決勝

決勝 

風:  -0.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾘﾀ  ﾔｽｺ 島根

1 5 1330 桐田　　康子 益田市陸協 13.18
ｷﾂｶｼﾞ ﾌｳｶ 島根

2 6 1328 木束地　風香 益田市陸協 13.76

凡例 



少年B男子3000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県最高記録(HPR)     8:25.47   松原　健太(出雲工高)                  2005
中学校県記録(JPR)       8:43.49   松原　健太(仁多中)                    2004 7月13日 14:30 タイムレース

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順
1 413 黒木　みひろ (1) ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島根 出雲工高 8:53.90 2 19 1
2 414 田部　　雄作 (1) ﾀﾅﾍﾞ  ﾕｳｻｸ 島根 出雲工高 9:03.47 2 10 2
3 2539 山崎　　穂高 (3) ﾔﾏｻｷ  ﾎﾀﾞｶ 島根 大社中 9:16.45 2 15 3
4 30 上岡　　拓海 (1) ｶﾐｵｶ  ﾀｸﾐ 島根 明誠高 9:17.69 2 14 4
5 796 奥名　　夏喜 (1) ｵｸﾐｮｳ　ﾅﾂｷ 島根 松江北高 9:27.19 1 12 1
6 779 高橋　　昂大 (1) ﾀｶﾊｼ　ｺｳﾀﾞｲ 島根 安来高 9:31.89 1 5 2
7 603 芦田　　隼人 (1) ｱｼﾀﾞ  ﾊﾔﾄ 島根 平田高 9:33.76 2 6 5
8 663 前田　　雄飛 (1) ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾋ 島根 浜田高 9:40.96 1 13 3
9 756 永瀬　　　諒 (1) ﾅｶﾞｾ   ﾘｮｳ 島根 松江南高 9:41.10 1 9 4

10 621 船木　　拓海 (1) ﾌﾅｷ  ﾀｸﾐ 島根 出雲高 9:41.83 2 7 6
11 712 原　　　寛太 (1) ﾊﾗ   ｶﾝﾀ 島根 松江高専 9:42.39 1 8 5
12 291 森山　　　樹 (1) ﾓﾘﾔﾏ   ﾀﾂｷ 島根 松江商高 9:42.85 2 17 7
13 495 内田　　　遼 (1) ｳﾁﾀﾞ  ﾘｮｳ 島根 出雲北陵高 9:46.43 2 9 8
14 607 高橋　　聡利 (1) ﾀｶﾊｼ   ｻﾄｼ 島根 平田高 9:47.68 2 18 9
15 714 森川　　裕斗 (1) ﾓﾘｶﾜ  ﾕｳﾄ 島根 松江高専 9:47.76 2 16 10
16 757 原　　　尚樹 (1) ﾊﾗ   ﾅｵｷ 島根 松江南高 9:49.36 1 16 6
17 710 金築　　敦郎 (1) ｶﾈﾂｷ  ｱﾂﾛｳ 島根 松江高専 9:52.66 2 13 11
18 653 杉山　　彪雅 (1) ｽｷﾞﾔﾏ  ﾋｭｳｶﾞ 島根 出雲高 9:53.94 2 2 12
19 697 木村　　　輝 (1) ｷﾑﾗ  ﾋｶﾙ 島根 出雲高 10:01.37 2 11 13
20 638 朝倉　　大貴 (1) ｱｻｸﾗ  ﾀﾞｲｷ 島根 横田高 10:05.76 2 1 14
21 711 塩村　　信人 (1) ｼｵﾑﾗ  ﾉﾌﾞﾋﾄ 島根 松江高専 10:10.30 2 8 15
22 636 橋本　　武大 (1) ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 島根 益田高 10:12.91 1 6 7
23 700 永田　　　稜 (1) ﾅｶﾞﾀ  ﾘｮｳ 島根 松江商高 10:13.22 2 3 16
24 798 齋藤　　悠宇 (1) ｻｲﾄｳ　ﾊﾙﾀｶ 島根 松江北高 10:15.59 1 18 8
25 623 湯原　　健太 (1) ﾕﾊﾞﾗ  ｹﾝﾀ 島根 出雲高 10:15.81 2 4 17
26 148 広田　　将人 (1) ﾋﾛﾀ  ﾏｻﾄ 島根 開星高 10:17.79 1 2 9
27 742 澄川　　　颯 (1) ｽﾐｶﾞﾜ ｿｳ 島根 益田翔陽高 10:36.24 1 15 10
28 713 藤井　　勇生 (1) ﾌｼﾞｲ  ﾕｳｷ 島根 松江高専 10:47.94 1 7 11
29 728 新田　啓二郎 (1) ﾆｯﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ 島根 横田高 10:53.57 2 12 18
30 640 石田 航大 (1) ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 横田高 11:01 81 1 14 1230 640 石田　　航大 (1) ｲｼﾀ   ｺｳﾀ ｲ 島根 横田高 11:01.81 1 14 12
31 744 中本　　斗和 (1) ﾅｶﾓﾄ ﾄﾜ 島根 益田翔陽高 12:00.44 1 3 13
32 745 樋口　　雅貴 (1) ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ 島根 益田翔陽高 13:39.18 1 4 14

754 池尻　　悠人 (1) ｲｹｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 島根 松江南高 DNS 1 11
766 山下　　　薫 (1) ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾙ 島根 島根中央高 DNS 1 17
715 加藤　　俊介 (1) ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 島根 松江工高 DNS 1 10
786 松原　　瑠星 (1) ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾘｭｳｾｲ 島根 三刀屋高 DNS 1 1
608 多久和　能広 (1) ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ 島根 平田高 DNS 2 5

1 / 1凡例  DNS:欠場



成年女子1500m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          4:21.13   來海　りえ(平田高)                    2008 7月13日 16:15 決勝

決勝 

カナ名 所属地
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 愛知
1 1 万代　　美幸 豊田自動織機 DNS

凡例 



成年女子5000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          15:59.69  須谷　彩香(名城大)                    2009 7月13日 15:15 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈﾑﾗ  ﾋｶﾘ 島根
1 1 1538 金村　　光里 島根AC 19:38.41

凡例 



成年女子走高跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          1m75      吉田　厚子(県体協)                    1982 7月13日 09:45 決勝

決勝 
カナ名 所属地 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐﾎ 島根 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 2 128 渡部　　海帆 (3) 出雲高 1m60
ｼｼﾞｷ  ﾚｲﾅ 島根 － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 3 217 志食　　伶奈 (2) 大社高 1m51
ﾓﾘ      ﾐﾎ 島根 × × ○ ○ ○ × × ×

3 4 159 森　　　三峰 (2) 益田東高 1m40
ｱｵｷ   ﾐﾅﾐ 島根 × × ×

1 90 青木　　　南 (2) 益田高 NM

1m54 1m57 1m60 1m631m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51

凡例  NM:記録なし



成年女子走幅跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

島根県記録(PR)          6m32      佐藤　　緑(筑波大)                    1979 7月13日 09:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ  ｲｸﾐ 島根 5m09 5m22 5m25 5m25 × × 5m25 5m25
1 1 1329 石川　　育美 益田市陸協 +0.6 +0.3 -0.5 -0.5 +0.5 -0.5

凡例 



少年A女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         11.88     青山　聖佳(松江商高)                  2013
高校県記録(HPR)         11.8      土江　由紀(平田高)                    1993 7月13日 11:40 予選
高校県記録(HPR)         11.8      斉藤まゆみ(松江西高)                  1992 7月13日 13:25 決勝

予選 3組1着＋5

1組 風:  0.0 2組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｵﾔﾏ  ｾｲｶ 島根 ﾏｴｼﾞﾏ  ﾙｶ 島根

1 3 271 青山　　聖佳 (3) 松江商高 12.17 Q 1 4 358 前島　　瑠華 (2) 松江東高 13.15 Q
ﾏﾂｳﾗ  ﾐｻｷ 島根 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島根

2 5 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 13.17 q 2 3 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高 13.42
ﾔﾏﾀﾞ  ｶｺ 島根 ﾆｼｺﾘ  ﾏﾕ 島根

3 6 276 山田　　かこ (3) 松江商高 13.17 q 3 5 319 錦織　　真由 (2) 平田高 13.70
ﾍﾀ  ｼﾂﾞｸ 島根 ｶﾅﾂ  ﾕﾐｴ 島根

4 4 191 部田　しづく (2) 松江高専 13.70 4 1 287 金津　唯美絵 (2) 松江商高 14.21
ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 島根 ｲｼﾊﾞｼ  ﾐﾕｷ 島根

5 7 92 大畑　はるな (2) 益田高 14.09 5 7 391 石橋　　美幸 (3) 松江ろう 14.47
ﾐﾂｻﾞﾜ  ｶｵﾘ 島根 ｵﾓﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根

6 2 110 光澤　　香織 (2) 立正大淞南高 15.43 6 8 93 表田　ことみ (2) 益田高 14.84
ﾅｶﾞﾔﾏ  ﾐｸ 島根 ﾓﾘ      ﾐﾎ 島根

8 157 永山　　ミク (2) 益田東高 DNS 2 159 森　　　三峰 (2) 益田東高 DNS
ｵｵｶ ｱｲﾅ 島根

6 490 大賀　　愛水 (2) 出雲北陵高 DNS

3組 風:  0.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾉ  ｲｽﾞ 島根

1 3 200 日野　　依瑞 (3) 大社高 12.76 Q
ﾆｼﾑﾗ　ｶｵ 島根

2 5 242 西村　　佳央 (2) 松江北高 12.87 q
ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根

3 4 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 13.20 q
ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根

4 6 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 13.22 q
ｶﾓ　ﾅﾅﾐ 島根

5 7 241 加茂　　七海 (2) 松江北高 13.86
ﾏﾂｳﾗ  ﾏｻﾐ 島根

6 8 104 松浦　　雅実 (2) 松江南高 14.93松浦 雅実 ( ) 松江南高
ｱｻﾋ  ｶﾎ 島根

7 2 318 淺日　　香帆 (2) 平田高 15.37

決勝 

風:  -0.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾉ  ｲｽﾞ 島根

1 3 200 日野　　依瑞 (3) 大社高 12.55
ﾏｴｼﾞﾏ  ﾙｶ 島根

2 4 358 前島　　瑠華 (2) 松江東高 12.79
ﾆｼﾑﾗ　ｶｵ 島根

3 5 242 西村　　佳央 (2) 松江北高 12.97
ｱﾀﾞﾁ  ｶﾎ 島根

4 1 272 安達　　佳穂 (3) 松江商高 13.21
ﾀｶﾅｼ  ﾘｶ 島根

5 2 273 高梨　　理佳 (3) 松江商高 13.21
ﾔﾏﾀﾞ  ｶｺ 島根

6 8 276 山田　　かこ (3) 松江商高 13.31
ｱｵﾔﾏ  ｾｲｶ 島根

6 271 青山　　聖佳 (3) 松江商高 DNS
ﾏﾂｳﾗ  ﾐｻｷ 島根

7 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A女子400m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         53.40     青山　聖佳(松江商高)                  2013 7月13日 15:45 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾘｱｲ  ｱﾐ 島根
1 3 136 成相　　亜美 (2) 出雲高 1:02.38

ｸﾛﾀﾞ ﾁﾊﾙ 島根
2 5 493 黒田　　千晴 (2) 出雲北陵高 1:04.72

ﾊﾏﾉ　ﾏﾎ 島根
3 4 525 濵野　　真帆 (2) 浜田高 1:05.20

ﾌｼﾞｲ  ﾅﾂﾐ 島根
4 7 94 藤伊　　夏未 (2) 益田高 1:05.79

ﾀﾊﾞﾗ　ﾐｽﾞｷ 島根
5 6 523 田原　　瑞希 (2) 浜田高 1:07.87

凡例 



少年A女子3000m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         9:24.14   宗正　美海(益田東高)                  2005 7月13日 15:00 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛﾀﾞ  ｽﾐﾅ 島根
1 11 307 黒田　　純菜 (3) 平田高 10:07.92

ﾉｻｶ  ﾐﾎ 島根
2 4 320 野坂　　美帆 (2) 平田高 10:19.49

ｵｻﾞｻ  ﾐﾅﾐ 島根
3 10 306 小笹　　美波 (3) 平田高 10:32.59

ﾂｹﾞ ｱﾕﾘ 島根
4 1 310 柘植　愛侑里 (3) 平田高 10:55.13

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾙﾐ 島根
5 8 569 山本　　成美 (2) 出雲商高 11:06.61

ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｺ 島根
6 12 568 高橋　美智子 (2) 出雲商高 11:08.43

ﾀｹﾀﾞ  ﾅﾂｺ 島根
7 5 309 武田　　夏子 (3) 平田高 11:09.23

ﾄﾔ  ｷｮｳｺ 島根
8 13 454 鳥谷　　香子 (2) 横田高 11:32.80

ﾌﾙｶﾜ  ｼﾎ 島根
9 7 563 古川　　偲帆 (3) 出雲商高 11:35.84

ｻﾝﾄｳ　ﾏﾕ 島根
10 9 522 山藤　　真由 (2) 浜田高 11:55.94

ｸﾔ ﾋｶﾘ 島根
11 3 567 久家　　光梨 (2) 出雲商高 12:29.77

ｺｳ ｱﾔｶ 島根
12 14 108 黄　　　文香 (2) 立正大淞南高 13:25.44

ﾏｼﾉ　ﾔｽﾐ 島根
2 381 増野　　安美 (2) 益田翔陽高 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ   ﾕｲ 島根
6 312 渡部　　　結 (3) 平田高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A女子400mH(0.762m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         1:00.27   糸原　　綾(松江北高)                  2010 7月13日 12:55 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾞﾐ  ﾓｴﾅ 島根
1 5 224 山上　　萌菜 (2) 大社高 1:06.65

ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ 島根
2 6 91 大庭　由加里 (2) 益田高 1:15.07

ｵｵﾀﾆ　ﾕｳﾅ 島根
3 4 373 大谷　　優奈 (3) 益田翔陽高 1:19.35

凡例 



少年A女子走幅跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         6m07      山本　恵美(松江東高)                  1986 7月13日 12:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾀﾞ ｶﾅｺ 島根 4m96 5m10 × 5m10 × × × 5m10
1 14 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

ﾏﾂｳﾗ  ﾐｻｷ 島根 5m01 5m02 5m01 5m02 4m74 5m04 4m95 5m04
2 9 222 松浦　　美咲 (2) 大社高 0.0 -0.3 -1.0 -0.3 -1.2 -0.6 -0.4 -0.6

ﾍﾀ  ｼﾂﾞｸ 島根 4m52 × 5m02 5m02 5m00 × × 5m02
3 5 191 部田　しづく (2) 松江高専 +0.3 +0.1 +0.1 -0.7 +0.1

ﾀﾑﾗ　ﾐﾅﾐ 島根 4m61 × 4m87 4m87 4m94 × 4m70 4m94
4 6 524 田邨　みなみ (2) 浜田高 -0.2 +0.2 +0.2 -0.5 -1.1 -0.5

ｲﾁｷﾞ　ﾕｶ 島根 4m72 4m84 4m86 4m86 4m76 － － 4m86
5 1 521 市木　　由香 (2) 浜田高 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6

ｶﾓ　ﾅﾅﾐ 島根 4m40 4m19 4m33 4m40 4m30 4m48 4m23 4m48
6 2 241 加茂　　七海 (2) 松江北高 0.0 -0.5 -0.2 0.0 -1.1 -0.5 -0.5 -0.5

ﾀﾏｷ  ﾘﾅ 島根 3m94 4m40 4m38 4m40 4m30 4m27 × 4m40
7 10 336 玉木　　里奈 (2) 石見智翠館高 0.0 -0.6 -0.9 -0.6 -0.3 -0.3 -0.6

ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 島根 × 4m22 3m81 4m22 × 4m30 4m23 4m30
8 12 92 大畑　はるな (2) 益田高 -0.6 -0.8 -0.6 -0.9 -0.7 -0.9

ｵﾓﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根 × 4m11 4m04 4m11 4m11
9 13 93 表田　ことみ (2) 益田高 -0.4 -0.8 -0.4 -0.4

ｲｼﾊﾞｼ  ﾐﾕｷ 島根 × 4m10 4m09 4m10 4m10
10 8 391 石橋　　美幸 (3) 松江ろう -0.6 -0.4 -0.6 -0.6

ﾏﾂｳﾗ  ﾏｻﾐ 島根 3m91 3m97 × 3m97 3m97
11 4 104 松浦　　雅実 (2) 松江南高 +0.2 -0.3 -0.3 -0.3

ﾀｶｼﾊﾞ  ｿﾉｶ 島根 × × 3m72 3m72 3m72
12 3 199 高柴　　苑花 (3) 大社高 0.0 0.0 0.0

ﾊﾗﾀﾞ  ｳﾘﾝ 島根 × × ×
7 137 原田　　右琳 (2) 出雲高 NM

ﾐｽﾞｼ ﾈﾈ 島根
11 494 水師　　寧々 (2) 出雲北陵高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年A女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県最高記録(HPR)     50m78     池田　　愛(松江西高)                  2002 7月13日 09:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶｷﾞ  ﾐﾎ 島根
1 2 305 赤木　　美保 (3) 平田高 27m89 28m74 26m17 28m74 24m40 × × 28m74

ｵｵﾂｶ  ﾊﾙｶ 島根
2 1 216 大塚　　春華 (2) 大社高 24m08 24m21 × 24m21 × × × 24m21

凡例 



少年B女子100m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         11.88     青山　聖佳(松江商高)                  2013
高校県記録(HPR)         11.8      土江　由紀(平田高)                    1993
高校県記録(HPR)         11.8      斉藤まゆみ(松江西高)                  1992
中学校県記録(JPR)       12.36     宮田　七海(益田東中)                  2012
中学校県記録(JPR)       12.36     三上　真奈(瑞穂中)                    2013 7月13日 11:00 予選
中学校県記録(JPR)       12.2      斉藤まゆみ(松江四中)                  1990 7月13日 13:15 決勝

予選 4組1着＋4

1組 風:  +0.6 2組 風:  +0.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐｶﾐ  ﾏﾅ 島根 ﾐｽﾞｼ  ﾘｺ 島根

1 4 550 三上　　真奈 (1) 矢上高 12.57 Q 1 3 594 水師　　莉子 (1) 大社高 12.69 Q
ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾘｺ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ 島根

2 6 295 柳川　　莉子 (1) 松江商高 13.68 q 2 6 292 足立　早弥香 (1) 松江商高 13.34 q
ﾌﾉ ｶﾅｺ 島根 ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根

3 7 572 布野　華奈子 (1) 出雲商高 15.21 3 8 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高 13.58 q
ｲｲﾀﾞ ﾁｻﾄ 島根 ｵｶﾓﾄ  ﾅﾂ 島根

4 5 815 飯田　千沙都 (1) 島根中央高 15.50 4 7 736 岡本　　なつ (1) 松江東高 14.33
ﾓﾘｶﾞﾐ  ｱﾔﾉ 島根 ﾐﾊﾗ ﾎﾉｶ 島根

5 8 752 森上　　彩乃 (1) 益田東高 15.72 5 5 761 三原　穂乃佳 (1) 松江南高 14.35
ｵｵｻｶ ｱｽｶ 島根 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵ 島根

6 1 681 大坂　明日香 (1) 大東高 15.85 6 2 776 藤永　　奈穂 (1) 益田東高 14.93
ﾏﾂﾓﾄ  ﾅﾅﾐ 島根 ﾐﾀﾆ  ﾐｽﾞｷ 島根

2 801 松本　　七海 (1) 松江南高 DNS 7 4 662 三谷　　瑞綺 (1) 出雲高 15.70
ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾏﾅﾐ 島根

3 619 藤原　茉奈美 (1) 松江北高 DNS

3組 風:  0.0 4組 風:  0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾑﾗ ﾏﾎ 島根 ｲﾂﾞ　ﾓｴﾘ 島根

1 4 5512 田邨　　真歩 (3) 金城中 13.34 Q 1 5 644 伊津　　萌里 (1) 浜田高 13.16 Q
ｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 島根 ｵｸﾀﾞ　ｼｵﾘ 島根

2 3 570 小山　なつ美 (1) 出雲商高 13.95 2 6 616 奥田　しおり (1) 松江北高 13.23 q
ﾎｼﾉ  ﾘﾎ 島根 ｳｴﾀﾞ  ｶﾝﾅ 島根

3 1 788 星野　　里歩 (1) 三刀屋高 14.06 3 4 293 上田　　栞菜 (1) 松江商高 14.32
ﾔﾏﾈ  ﾚﾅ 島根 ｲｲﾂｶ  ﾏﾎ 島根

4 7 685 山根　　澪那 (1) 大東高 14.51 4 1 669 飯塚　　真帆 (1) 平田高 14.48
ﾎﾘｴ   ｱﾔ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 島根ﾘ ｱﾔ 島根 ｻｶ ﾄ ﾅﾐ 島根

5 5 760 堀江　　　彩 (1) 松江南高 14.60 5 8 682 坂本　茉奈美 (1) 大東高 15.18
ｶｽｶﾞ  ﾐﾂﾞｷ 島根 ｻｲﾄｳ   ﾋﾄﾐ 島根

6 8 701 春日　　美月 (1) 松江商高 14.83 6 2 811 齋藤　　　瞳 (1) 津和野高 15.42
ﾏｴｶﾜ  ﾕﾏ 島根 ｵｶﾀﾞ  ﾋﾄﾐ 島根

7 2 580 前川　　悠舞 (1) 益田東高 15.64 7 7 767 岡田　　仁美 (1) 島根中央高 15.77
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ 島根 ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根

6 5018 前田　　瑠音 (3) 浜田三中 DNS 3 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 DNS

決勝 

風:  0.0
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｶﾐ  ﾏﾅ 島根

1 4 550 三上　　真奈 (1) 矢上高 12.47
ﾐｽﾞｼ  ﾘｺ 島根

2 5 594 水師　　莉子 (1) 大社高 12.72
ｲﾂﾞ　ﾓｴﾘ 島根

3 3 644 伊津　　萌里 (1) 浜田高 13.15
ｵｸﾀﾞ　ｼｵﾘ 島根

4 8 616 奥田　しおり (1) 松江北高 13.26
ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ 島根

5 7 292 足立　早弥香 (1) 松江商高 13.38
ﾀﾑﾗ ﾏﾎ 島根

6 6 5512 田邨　　真歩 (3) 金城中 13.40
ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根

7 1 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高 13.59
ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾘｺ 島根

8 2 295 柳川　　莉子 (1) 松江商高 13.74

凡例  DNS:欠場



少年B女子1500m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         4:21.13   來海　りえ(平田高)                    2008
中学校県記録(JPR)       4:31.18   來海　りえ(旭丘中)                    2007 7月13日 16:05 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞ  ｲｸｺ 島根
1 3 5017 志波　　郁子 (3) 浜田三中 4:50.87

ｺﾀﾞﾏ  ﾒｲ 島根
2 5 605 小玉　　芽依 (1) 平田高 4:53.80

ﾏﾂｵ ﾉﾉｶ 島根
3 11 573 松尾　のの花 (1) 出雲商高 5:08.61

ｷﾀﾑﾗ  ｷｮｳｶ 島根
4 1 592 北村　　京香 (1) 大社高 5:16.60

ｲﾜｻ  ｱﾔﾉ 島根
5 10 661 岩佐　　彩乃 (1) 出雲高 5:17.29

ﾅｶﾊﾏ ﾎﾉｶ 島根
6 7 284 中濱　萌乃夏 (1) 開星高 5:26.33

ｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根
7 4 500 嘉本　　捺紀 (1) 出雲北陵高 5:33.49

ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳｶ 島根
8 12 802 山本　　悠佳 (1) 松江南高 5:33.73

ｵｸﾀﾞ ﾐｵ 島根
9 8 720 奥田　　弥緒 (1) 益田高 5:36.38

ﾖｼﾊﾗ ﾏｲｺ 島根
10 14 574 吉原　真衣子 (1) 出雲商高 5:39.27

ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島根
2 730 森山　　水晶 (1) 横田高 DNS

ﾄﾔ   ｱｶﾈ 島根
6 729 鳥谷　　　茜 (1) 横田高 DNS

ﾐﾊﾗ  ﾓﾓｶ 島根
9 809 三原　　桃香 (1) 平田高 DNS

ｵｷﾀ  ﾏﾅﾐ 島根
13 690 沖田　　愛美 (1) 津和野高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B女子100mH(0.762m/8.50m)
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県最高記録(HPR)     15.09     糸原　　　綾(松江北高)                2008
中学県最高記録(JPR)     15.25     西村　　佳央(松江北高)                2012 7月13日 13:50 決勝

決勝 

風:  -0.7
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根

1 7 2542 大賀　　結莉 (3) 大社中 15.53
ﾐﾅｵ　ｻﾔ 島根

2 4 645 皆尾　　早耶 (1) 浜田高 15.64
ｵｸﾀﾞ　ｼｵﾘ 島根

3 6 616 奥田　しおり (1) 松江北高 16.46
ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ 島根

4 5 615 伊藤　　元伽 (1) 松江北高 17.00
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ 島根

5 8 1815 安田　　　結 (3) 出雲一中 17.56
ﾂﾊﾞｷ ﾚﾐ 島根

3 502 椿　　　玲美 (1) 出雲北陵高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B女子走幅跳
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         6m07      山本　恵美(松江東高)                  1986
中学校県記録(JPR)       5m63      水津　幸世(益田中)                    1975 7月13日 09:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ  ﾏｲ 島根 × 4m95 4m82 4m95 × 5m01 × 5m01
1 11 3129 井上　　　舞 (3) 大東中 -0.2 -0.5 -0.2 +0.3 +0.3

ﾀﾑﾗ ｶﾎ 島根 × 4m93 4m94 4m94 × 4m85 × 4m94
2 12 5511 田邨　　夏歩 (3) 金城中 -0.9 -0.8 -0.8 +0.4 -0.8

ｲｲﾂｶ  ﾅﾂﾎ 島根 4m44 × × 4m44 × 4m44 × 4m44
3 6 660 飯塚　　夏穂 (1) 出雲高 +1.1 +1.1 +0.7 +0.7

ﾎﾘｴ   ｱﾔ 島根 4m22 4m08 × 4m22 4m42 4m22 × 4m42
4 9 760 堀江　　　彩 (1) 松江南高 +1.1 -0.1 +1.1 +0.7 +1.1 +0.7

ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾘｺ 島根 4m40 4m24 4m16 4m40 4m24 4m33 4m18 4m40
5 13 295 柳川　　莉子 (1) 松江商高 +0.5 -0.4 -1.0 +0.5 +0.5 +0.8 +0.5 +0.5

ｱｶﾞﾜ ﾐﾕ 島根 4m29 4m36 4m38 4m38 － － － 4m38
6 10 1811 阿川　　美優 (3) 出雲一中 +0.6 -0.1 -0.8 -0.8 -0.8

ｶｵﾘ  ﾐｸ 島根 4m15 4m10 4m08 4m15 4m11 4m10 4m36 4m36
7 3 670 兼折　　美紅 (1) 平田高 +0.4 0.0 -0.5 +0.4 -0.8 +1.0 +1.2 +1.2

ﾌｼﾞｲ ﾅｵ 島根 4m01 4m21 3m97 4m21 4m24 4m08 3m69 4m24
8 2 671 藤井　　菜央 (1) 平田高 +0.8 +0.5 -0.1 +0.5 +0.2 +0.7 +0.8 +0.2

ｶﾅﾔﾏ ﾐｻﾄ 島根 × × 4m12 4m12 4m12
9 8 499 金山　　美聖 (1) 出雲北陵高 -0.7 -0.7 -0.7

ｶｽｶﾞ  ﾐﾂﾞｷ 島根 3m97 3m92 3m86 3m97 3m97
10 1 701 春日　　美月 (1) 松江商高 +0.9 0.0 0.0 +0.9 +0.9

ｳｴﾀﾞ  ｶﾝﾅ 島根 3m75 3m97 3m87 3m97 3m97
11 7 293 上田　　栞菜 (1) 松江商高 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵ 島根
4 776 藤永　　奈穂 (1) 益田東高 DNS

ﾌｸﾏ　ｱﾘｻ 島根
5 618 福間　　有紗 (1) 松江北高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年共通女子800m
審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         2:08.68   井上実乃里(出雲北陵高)                2009 7月13日 10:25 予選
中学校県記録(JPR)       2:11.77   福島　祐子(湖南中)                    1988 7月13日 12:35 決勝

予選 3組1着＋5

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾏﾉ　ﾏﾎ 島根 ｲｼｶﾜ　ﾘﾅ 島根

1 4 525 濵野　　真帆 (2) 浜田高 2:32.44 Q 1 7 378 石川　　理那 (2) 益田翔陽高 2:33.08 Q
ｵｷﾀ　ﾊﾙﾅ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾅｽﾞﾅ 島根

2 7 374 沖田　　春菜 (3) 益田翔陽高 2:33.77 q 2 6 491 勝部　なずな (2) 出雲北陵高 2:36.34 q
ﾌｼﾞｲ ﾕｶﾘ 島根 ﾆｯﾀ　ﾘﾅ 島根

3 5 721 藤伊　柚花里 (1) 益田高 2:41.71 q 3 3 380 新田　　利奈 (2) 益田翔陽高 2:47.39
ｲﾜｻ  ｱﾔﾉ 島根 ﾅｶﾄｳ　ｱﾐ 島根

4 8 661 岩佐　　彩乃 (1) 出雲高 2:42.70 4 4 379 中藤　　安美 (2) 益田翔陽高 2:55.03
ﾓﾘﾜｷ ｻｷｺ 島根 ﾀｶｷ  ﾏﾔ 島根

5 3 359 森脇　紗貴子 (2) 松江東高 2:47.51 5 8 501 高木　　茉椰 (1) 出雲北陵高 3:10.21
ｻﾄｳ  ﾕﾅ 島根 ｲﾏｵｶ  ﾊﾙﾅ 島根

6 6 466 佐藤　　友奈 (2) 三刀屋高 2:49.82 5 624 今岡　　春菜 (1) 出雲高 DNS

3組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾀﾞ　ｼｮｳｺ 島根

1 3 617 福田　　翔子 (1) 松江北高 2:21.10 Q
ﾀﾊﾞﾗ　ﾐｽﾞｷ 島根

2 6 523 田原　　瑞希 (2) 浜田高 2:38.09 q
ｻﾝﾄｳ　ﾏﾕ 島根

3 2 522 山藤　　真由 (2) 浜田高 2:41.34 q
ﾋﾉ  ｶﾝﾅ 島根

4 5 625 日野　　寛菜 (1) 出雲高 2:42.43
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾄﾐ 島根

5 4 767 岡田　　仁美 (1) 島根中央高 2:56.99
ﾐｳﾗ  ﾆｲﾅ 島根

6 8 158 三浦　　初菜 (2) 益田東高 3:02.21
ｵｷﾀ  ﾏﾅﾐ 島根

7 7 690 沖田　　愛美 (1) 津和野高 3:05.65

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ　ｼｮｳｺ 島根
1 6 617 福田　　翔子 (1) 松江北高 2:15.60

ｲｼｶﾜ　ﾘﾅ 島根
2 4 378 石川　　理那 (2) 益田翔陽高 2:27.55

ﾊﾏﾉ　ﾏﾎ 島根
3 5 525 濵野　　真帆 (2) 浜田高 2:30.06

ｶﾂﾍﾞ ﾅｽﾞﾅ 島根
4 7 491 勝部　なずな (2) 出雲北陵高 2:32.44

ｵｷﾀ　ﾊﾙﾅ 島根
5 3 374 沖田　　春菜 (3) 益田翔陽高 2:32.55

ﾀﾊﾞﾗ　ﾐｽﾞｷ 島根
6 8 523 田原　　瑞希 (2) 浜田高 2:34.37

ﾌｼﾞｲ ﾕｶﾘ 島根
7 1 721 藤伊　柚花里 (1) 益田高 2:40.24

ｻﾝﾄｳ　ﾏﾕ 島根
8 2 522 山藤　　真由 (2) 浜田高 2:42.98

凡例  DNS:欠場



少年共通女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         14m55     石田　千恵(松江西高)                  1995
中学県最高記録(JPR)     11m55     城市　淑恵(益田中)                    1984 7月13日 10:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｻｷ ﾅﾐ 島根
1 3 82 野﨑　　菜美 (3) 益田高 10m49 10m73 9m65 10m73 × 9m77 9m87 10m73

ｵｵﾀ  ｽﾐｶ 島根
2 4 44 太田　　純香 (1) 明誠高 8m67 8m14 8m19 8m67 8m18 8m05 8m26 8m67

ﾀﾅｶ   ﾏｲ 島根
3 2 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう 7m89 7m30 8m08 8m08 － － 7m66 8m08

ｱｻﾋﾅ ﾘﾅ 島根
4 1 680 朝比奈　里菜 (1) 大東高 6m62 6m42 6m45 6m62 6m38 6m27 6m68 6m68

ﾄﾐｵｶ ﾊﾙﾅ 島根
5 5 571 富岡　　遥奈 (1) 出雲商高 4m36 × 4m54 4m54 4m17 4m37 4m40 4m54

凡例 



少年共通女子やり投(600g)
審 判 長：島田　　正大
記録主任：大野　真理子

高校県記録(HPR)         43m54     大屋　靖子(松江西高)                  2003
中学県最高記録(JPR)     27m92     山本　　清香(蔵木中)                  1996 7月13日 11:15 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)

所属地
所属

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｻｷ ﾅﾐ 島根
1 5 82 野﨑　　菜美 (3) 益田高 34m02 31m65 40m20 40m20 35m85 34m95 35m02 40m20

ﾀｹﾀﾞ ｶﾅｺ 島根
2 3 220 武田　伽奈子 (2) 大社高 × 22m45 33m50 33m50 27m90 30m83 33m40 33m50

ﾅｶﾞﾔﾏ  ﾐｸ 島根
3 1 157 永山　　ミク (2) 益田東高 25m01 26m40 28m61 28m61 22m08 23m78 × 28m61

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 島根
4 7 590 井上　　遥風 (1) 大社高 × 23m27 24m24 24m24 27m90 23m27 27m52 27m90

ﾊｯﾄﾘ ﾐｸ 島根
5 10 817 服部　　未来 (1) 島根中央高 25m93 26m69 × 26m69 21m05 18m96 × 26m69

ｼｮｳｼﾞ ｲﾉﾘ 島根
6 4 816 正司　いのり (1) 島根中央高 25m63 × 23m23 25m63 × 23m11 × 25m63

ﾀﾅｶ   ﾏｲ 島根
7 8 392 田中　　　舞 (1) 松江ろう 21m01 × × 21m01 19m12 22m38 × 22m38

ｱｵｷ   ﾐﾅﾐ 島根
8 2 90 青木　　　南 (2) 益田高 17m70 17m75 18m89 18m89 17m84 × 18m04 18m89

ｼﾗﾂｷ ﾐｽﾞﾎ 島根
9 9 150 白築　　瑞穂 (1) 開星高 18m82 18m68 18m77 18m82 18m82

ｲｼﾊﾗ  ｱﾕﾐ 島根
10 11 71 石原　　歩実 (2) 松江農高 13m08 18m73 × 18m73 18m73

ﾐﾀﾆ  ﾐｽﾞｷ 島根
11 12 662 三谷　　瑞綺 (1) 出雲高 × × 17m71 17m71 17m71

ﾏﾂｼﾏ  ｶﾅ 島根
12 13 109 松島　　加奈 (2) 立正大淞南高 15m87 × × 15m87 15m87

ｲｲﾂｶ  ﾅﾂﾎ 島根
6 660 飯塚　　夏穂 (1) 出雲高 × × × NM

凡例  NM:記録なし


	01_成年男子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02_成年男子400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03_成年男子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04_成年男子110mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	05_成年男子400mH(0.914m)
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	06_成年男子5000mW
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	07_成年男子走高跳
	1組

	08_成年男子棒高跳
	R6_1組

	09_成年男子走幅跳
	R6_1組

	10_成年男子砲丸投
	R6_1組

	11_成年男子やり投(800g)
	R6_1組

	12_少年A男子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	13_少年A男子400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	14_少年A男子5000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	15_少年A男子400mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	16_少年A男子棒高跳
	R6_1組

	17_少年A男子走幅跳
	R6_1組

	18_少年A男子ハンマー投(6.000kg)
	R6_1組

	19_少年A男子やり投(800g)
	R6_1組

	20_少年B男子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	21_少年B男子3000m1
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	22_少年B男子110mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	23_少年B男子走幅跳
	R6_1組

	24_少年B男子砲丸投
	R6_1組

	25_少年共通男子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	26_少年共通男子5000mW
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	27_少年共通男子走高跳
	1組

	28_少年共通男子三段跳
	R6_1組

	29_少年共通男子円盤投(1.750kg)
	R6_1組

	30_成年女子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	32_少年B男子3000m2
	13-1-1 リザルトリスト（タイムレースその他）

	32_成年女子1500m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	33_成年女子5000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	36_成年女子走高跳
	R6_1組

	37_成年女子走幅跳
	R6_1組

	40_少年A女子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	41_少年A女子400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	42_少年A女子3000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	43_少年女子A女子400mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	44_少年A女子走幅跳
	R6_1組

	45_少年A女子ハンマー投(4.000kg)
	R6_1組

	46_少年B女子100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	47_少年B女子1500m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	48_少年B女子100mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	49_少年B女子走幅跳
	R6_1組

	50_少年共通女子800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	52_少年共通女子砲丸投
	R6_1組

	53_少年共通女子やり投(600g)
	R6_1組


