
(男子）

日付 種目

20150704 男子３年110mH(0.990m) 京極　　史弥 (3) 16.33 三島　　央志 (3) 17.92

風:+1.1 島　根：向陽 島　根：向陽

20150704 男子１年走幅跳 小畑　　太楓 (1) 5m50 0.0 米原　　佑哉 (1) 4m92 +0.1 松直　　惣太 (1) 4m59 -0.1 周藤　　悠人 (1) 4m54 +0.7 井上　　勇翔 (1) 4m45 +1.5 荏田　　陽向 (1) 4m37 +0.4 堀　　　汐音 (1) 4m34 -0.2 武田　　朋樹 (1) 4m12 -0.3

島　根：松江第二 島　根：浜山 島　根：大田第二 島　根：出雲第三 島　根：出雲第一 島　根：大社 島　根：河南 島　根：大東

20150704 男子２年砲丸投(4.000kg)三原　　太一 (2) 9m50 伊藤　　悠希 (2) 9m30 佐藤　　翔悟 (2) 8m84 藤原　　恵太 (2) 8m38 高橋　　光生 (2) 7m89 陶山　　輝文 (2) 7m89 高橋　　李空 (2) 7m19

島　根：河南 島　根：東出雲 島　根：出雲第三 島　根：仁多 島　根：出雲第三 島　根：仁多 島　根：出雲第三

20150704 男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 曽田　　亘乃 (3) 45m12 和栗　　誠也 (2) 42m80 中前　　克輝 (3) 39m46 加藤　　大希 (3) 38m78 内田　　啓斗 (3) 37m14 尾添　　　翼 (2) 34m82 安部　　優人 (3) 31m48 吉田　　伊吹 (2) 30m86

島　根：斐川東 島　根：大東 島　根：東出雲 島　根：仁多 島　根：仁多横田 島　根：浜山 島　根：仁多横田 島　根：河南

20150704 男子円盤投(1.500kg) 古川　　晃希 (3) 24m45 安部　　雅人 (3) 22m88 曽田　　亘乃 (3) 18m95 藤原　　恵太 (2) 18m34 陶山　　輝文 (2) 17m93 長廻　　　颯 (3) 17m50

島　根：斐川東 島　根：仁多横田 島　根：斐川東 島　根：仁多 島　根：仁多 島　根：出雲第三

20150704 男子四種競技(男子) 若槻　　秀磨 (3) 2214 平川　　大地 (3) 2028 加芽田　悠丞 (3) 1947 藤田　寛耀 (3) 1945 永瀬　　海生 (3) 1919 奥井　　歩夢 (2) 1841 原田　　真紘 (2) 1837 須田　　和真 (3) 1816

島　根：仁多 島　根：出雲第二 島　根：河南 島　根：松江第一 島　根：出雲第一 島　根：浜山 島　根：向陽 島　根：出雲第三

(女子）

日付 種目

20150704 女子３年100mH(0.762m) 髙田　　桃花 (3) 15.29

風:+0.2 島　根：斐川西

20150704 女子１年走幅跳 宮田　　星乃 (1) 4m36 +1.1 今岡　　久実 (1) 4m11 +0.4 福田　菜々生 (1) 4m01 +0.8 安部山　夏希 (1) 3m99 0.0 江角　　楓花 (1) 3m95 -0.9 生田　　華佳 (1) 3m92 +0.6 永沼　　里帆 (1) 3m89 +0.9 山脇　　麻子 (1) 3m86 0.0

島　根：大社 島　根：河南 島　根：松江第一 島　根：浜山 島　根：河南 島　根：河南 島　根：仁多横田 島　根：仁多横田

20150704 女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 鹿野　　華蓮 (1) 33m98 三島　　　和 (3) 31m30 廣江　　歩美 (2) 26m88 香山　　名月 (3) 26m66 藤森　　まみ (2) 22m86 原　　　菜摘 (3) 22m06 林　　　瑞季 (3) 21m20 和田　　悠佳 (3) 18m12

島　根：仁多 島　根：東出雲 島　根：東出雲 島　根：斐川西 島　根：浜山 島　根：斐川西 島　根：松江第二 島　根：松江第二

20150704 女子３年砲丸投(4.000kg)高野　　彩香 (3) 8m89 三島　　　和 (3) 8m21 森脇　　彩貴 (3) 8m04 松原　　日南 (3) 7m90 伊藤　　成未 (3) 7m87 岩田　美澄 (3) 7m26 藤原　　七瀬 (3) 6m52 岸　　里伽子 (3) 5m99

島　根：仁多 島　根：東出雲 島　根：平田 島　根：河南 島　根：浜山 島　根：松江第一 島　根：仁多 島　根：河南

20150704 女子円盤投(1.000kg) 藤原　　七瀬 (3) 20m59 矢田　明日香 (3) 18m17 景山　　彩水 (2) 15m18 米山　　咲輝 (3) 14m91 福田　紗也花 (3) 13m87 中村　　愛美 (3) 11m77 マソーラマルセリヒカリ(1) 10m18

島　根：仁多 島　根：大田第二 島　根：仁多 島　根：出雲第三 島　根：仁多横田 島　根：出雲第三 島　根：出雲第三

20150704 女子四種競技(女子) 糸原　　　悠 (3) 2190 岡　　　紗波 (3) 2047 髙原　　七恵 (3) 2038 野々村　来都 (3) 1969 杉谷　　未来 (3) 1860 小村　　優香 (3) 1771 松浦　　真歩 (2) 1761 原　　　和心 (2) 1743

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

18.16-1m30-7m15-29.26 17.40-1m33-6m02-30.0516.54-1m15-8m74-29.78 16.87-1m20-6m37-29.0215.99-1m30-6m48-28.24 18.18-1m42-7m91-28.7715.97-1m33-7m85-27.84 16.94-1m42-6m64-28.42

審判長：鎌田　満文　　　記録主任：内藤　美枝

第22回島根県中学生混成競技大会　兼　ジュニアオリンピック特殊種目記録挑戦会　兼　第70回国体（少年種目）予選大会

決勝記録一覧 平成27年7月4日(土)　場所：浜山公園陸上競技場
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16.74-10m01-1m79-59.73 16.93-9m20-1m50-55.74 17.59-8m99-1m58-57.31 18.49-9m49-1m55-58.7415.98-8m39-1m40-58.17 17.21-7m09-1m58-58.20 16.77-8m88-1m45-59.87


