
第61回島根県高等学校新人陸上競技大会 審判長：豊田嘉男(トラック)、清水禎宏(スタート)、島田正大（フィールド） 平成27年9月20、21日
男子決勝一覧表 記録主任：増野　浩 益田陸上競技場

日付 種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位 ７　　位 ８　　位
9/20 １年男子１００ｍ 勝田　　　築(1) 10.97 橋本　　大輝(1) 11.20 山上　　響輝(1) 11.22 田村　　真嗣(1) 11.32 大崎　　晴斗(1) 11.34 齋藤　　寛流(1) 11.34 越野　　龍聖(1) 11.58 落合　　勇介(1) 11.59 

風:+2.7 開星 明誠 大社 浜田 明誠 大田 開星 平田
9/20 ２年男子１００ｍ 花田　　達也(2) 10.68 中隠居　一輝(2) 10.69 畑中　　将彦(2) 11.07 伊藤　　弘紀(2) 11.17 大野　　奏真(2) 11.27 大峠　　佑樹(2) 11.51 飯塚　　天嶺(2) 11.53 大上　　明人(2) 11.63 

風:+2.0 大社 明誠 開星 松江南 大社 大田 出雲 大社
9/21 男子２００ｍ 花田　　達也(2) 21.89 金山　　陽平(2) 22.20 中隠居　一輝(2) 22.27 森山　　皓太(2) 22.55 武田　　悠真(2) 22.88 槙原　　千裕(2) 23.13 山上　　響輝(1) 23.15 松原　　泰基(2) 23.66 

風:+2.2 大社 松江北 明誠 出雲 松江北 開星 大社 横田
9/20 男子４００ｍ 金山　　陽平(2) 49.47 森山　　皓太(2) 51.14 武田　　悠真(2) 51.78 槙原　　千裕(2) 51.80 石出　　創士(2) 52.04 日下　　優登(2) 52.65 中前　　佑斗(2) 53.04 日高　　拓真(2) 53.15 

松江北 出雲 松江北 開星 松江北 大社 開星 矢上
9/21 男子８００ｍ 重田　純太郎(1) 2:00.19 高橋　　昂大(2) 2:00.72 原　　　貫太(2) 2:01.64 石出　　創士(2) 2:02.33 橋本　　武大(2) 2:02.78 塚本　　康太(2) 2:05.73 一瀨　　天志(1) 2:05.95 原　　　尚樹(2) 2:10.99

明誠 安来 松江高専 松江北 益田 隠岐 松江南 松江南
9/20 男子１５００ｍ 伊藤　　太一(1) 4:07.25 上岡　　拓海(2) 4:07.42 山崎　　穂高(1) 4:07.65 高橋　　昂大(2) 4:07.76 小林　遼太郎(1) 4:12.26 福間　　悠太(1) 4:13.20 志食　　歩輝(1) 4:14.78 橋本　　春貴(2) 4:14.86

松江南 明誠 出雲工 安来 明誠 平田 平田 出雲工
9/21 １年男子５０００ｍ 槇原　　洸槻(1) 15:34.97 伊藤　　太一(1) 15:38.92 小林　遼太郎(1) 15:43.95 黒田　　敦斗(1) 15:53.20 山崎　　穂高(1) 15:53.42 小林　　龍二(1) 16:03.72 清水　　椋太(1) 16:18.38 舩津　　涼太(1) 16:29.94

出雲工 松江南 明誠 平田 出雲工 出雲工 平田 松江商
9/21 ２年男子５０００ｍ 田部　　雄作(2) 15:22.14 黒木　みひろ(2) 15:22.44 上岡　　拓海(2) 15:24.72 芦田　　隼人(2) 15:32.37 柳樂　　天斗(2) 15:42.62 前田　　雄飛(2) 15:45.35 池尻　　悠人(2) 15:50.14 高橋　　聡利(2) 16:02.92

出雲工 出雲工 明誠 平田 出雲工 浜田 松江南 平田
9/20 男子110mH(1.067m) 高畑　　大輝(2) 15.19 石田　　　舜(2) 15.94 北澤　　　諄(2) 16.36 宮崎　　幹太(1) 16.45 阿川　　公希(1) 16.52 河野　　鉄太(1) 16.86 篠原　　隆真(2) 17.13 山中　　陽太(1) 18.26 

風:+1.5 大社 出雲 大社 明誠 出雲 明誠 矢上 矢上
9/21 男子400mH(0.914m) 石田　　　舜(2) 57.72 藤原　　侑斗(2) 58.73 日高　　拓真(2) 58.89 星野　　成哉(2) 59.41 阿川　　公希(1) 60.42 高畑　　大輝(2) 61.36 岸本　　将之(2) 63.89 宮崎　　幹太(1) 64.34 

出雲 出雲 矢上 大社 出雲 大社 開星 明誠
9/20 男子3000mSC(0.914m) 前田　　雄飛(2) 9:52.50 柳樂　　天斗(2) 9:59.64 船木　　拓海(2) 10:01.38 湯原　　健太(2) 10:06.22 松田　　優紀(2) 10:07.06 高橋　椿太郎(1) 10:25.61 早弓　　　航(2) 10:28.04 森山　　　樹(2) 10:42.35

浜田 出雲工 出雲 出雲 出雲工 平田 浜田 松江商
9/20 男子５０００ｍＷ 泉　　　健太(2) 21:18.24 奥名　　夏喜(2) 24:16.91 若松　　弘樹(2) 24:24.43 今岡　　駿太(2) 25:50.98 原　　　周平(1) 26:00.99 佐藤　綜一郎(1) 26:30.09 木村　　　輝(2) 26:41.09 藤井　　勇生(2) 29:31.75

松江北 PR,HPR,GR 松江北 明誠 出雲 出雲工 出雲 出雲 松江高専
9/20 男子４×１００ｍＲ 大社 42.66 開星 43.08 松江北 43.44 明誠 43.66 松江南 45.09 益田 45.40 平田 45.43 大田 45.48 

   山上　　響輝    善浪　　大雅    石出　創士    福間　　尚斗    村田　　一晟    五藤　　雄司    落合　　勇介    福間　　　啓
   花田　　達也    勝田　　　築    金山　　陽平    中隠居　一輝    伊藤　　弘紀    大達　　　航    大福　　暉嵐    齋藤　　寛流
   大野　　奏真    槙原　　千裕    武田　　悠真    大崎　　晴斗    森本　耕太郎    岩本　　龍人    志食　　和馬    森山　　慎也
   金築　　大将    畑中　　将彦    一戸　遼太郎    橋本　　大輝    元上　俊太郎    永安　　風輝    浅野　　翔太    大峠　　佑樹

9/21 男子４×４００ｍＲ 松江北 3:23.64 明誠 3:24.74 大社 3:25.34 開星 3:28.48 横田 3:30.65 出雲 3:33.21 矢上 3:38.01 浜田 3:41.38
   石出　　創士    橋本　　大輝    日下　　優登    中前　　佑斗    加納エイロン    藤原　　侑斗    日高　　　幹    前田　　雄飛
   武田　　悠真    中隠居　一輝    桐原　　勇斗    善浪　　大雅    吉川　　和希    石田　　　舜    日高　　拓真    久保田　真規
   引野　　隆輔    大崎　　晴斗    花田　　達也    越野　　龍聖    井上　　大輝    園山　雄一郎    小笠原　真矢    川本　　悠都
   金山　　陽平    矢野　　巧樹    金築　　大将    槙原　　千裕    松原　　泰基    森山　　皓太    篠原　　隆真    末友　　悠生

9/21 男子走高跳 志食　　和馬(2) 1m82 中尾　亜斗夢(2) 1m81 吉川　　和希(2) 1m81 ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰﾛ･ｱﾘｿﾞﾉ(2) 1m75 山﨑　　達也(1) 1m75 曽田　　隼輝(2) 1m75 石原　　慶生(2) 1m65 
平田 明誠 横田 明誠 大社 出雲北陵 松江商

9/20 男子棒高跳 本多　健太郎(2) 4m00 橋本　　　翔(2) 3m90 柳楽　　篤志(2) 3m90 佐藤　　健人(1) 3m70 永瀬　　　翔(2) 3m70 橋添　　修弥(1) 3m60
出雲西 松江農 大社 松江工 松江農 大社

9/20 男子走幅跳 金築　　大将(2) 6m98 伊藤　　弘紀(2) 6m60 大峠　　佑樹(2) 6m54 園山　雄一郎(2) 6m36 善浪　　大雅(2) 6m33 森山　　　駿(2) 6m27 和田守　祥吾(2) 6m17 森本　　優生(1) 6m13
大社   +1.9 松江南   +3.1 大田   +2.6 公認3回目6m38(+1.5) 出雲   +2.4 公認2回目6m28(+0.8) 開星   +1.5 出雲北陵   +2.2 出雲   +1.1 大社   +2.3 公認1回目6m09(+1.8)

9/21 男子三段跳 大野　　奏真(2) 13m41 園山　雄一郎(2) 13m29 金築　　大将(2) 13m16 中尾　亜斗夢(2) 12m92 善浪　　大雅(2) 12m53 福庭　　将仁(2) 12m37 ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰﾛ･ｱﾘｿﾞﾉ(2) 12m35 森本　　優生(1) 12m02 
大社   +2.2 公認1回目13m30(+0.6) 出雲   +2.6 公認6回目13m16(+0.6) 大社   +1.4 明誠   +2.3 公認3回目12m88(+0.6) 開星   +0.3 松江工   +1.0 明誠   +0.7 大社   +1.4

9/21 男子砲丸投 清原　　平仁(2) 14m16 田中　　亮伍(2) 13m68 山本　幸志郎(2) 12m05 須田　　賢司(2) 11m84 水津　　　周(1) 11m60 増野　紀一郎(1) 10m94 大畑　　瑞照(1) 10m87 倉本　　晃多(1) 10m21 
大社 GR 松江工 明誠 松江工 大社 松江南 益田 松江ろう

9/20 男子円盤投 清原　　平仁(2) 39m98 須田　　賢司(2) 36m28 加藤　　　陸(2) 31m96 水津　　　周(1) 30m90 山本　幸志郎(2) 29m83 小林　　篤史(2) 28m32 柳井　清太郎(1) 26m33 内藤　　　涼(2) 25m79
(2.000kg) 大社 GR 松江工 松江工 大社 明誠 松江農 益田翔陽 出雲

9/20 男子ハンマー投 田中　　亮伍(2) 49m01 門脇　　聡志(2) 36m60 小林　　篤史(2) 34m84 柳井　清太郎(1) 34m48 加藤　　　陸(2) 33m70 倉本　　晃多(1) 29m42 増野　紀一郎(1) 27m20 佐藤　　佑哉(1) 20m88
(6.000kg) 松江工 GR 松江西 松江農 益田翔陽 松江工 松江ろう 松江南 松江農

9/21 男子やり投 安部　圭太郎(2) 58m29 山本　　卓矢(2) 50m21 和田　　大祐(2) 46m26 大畑　　瑞照(1) 45m49 東　　廣二郎(2) 37m89 河野　　鉄太(1) 36m26 錦織　　汰一(1) 35m74 高橋　　郁也(1) 31m87 
(800g) 出雲 GR 出雲 安来 益田 矢上 明誠 松江農 大社



第61回島根県高等学校新人陸上競技大会 審判長：豊田嘉男(トラック)、清水禎宏(スタート)、島田正大（フィールド） 平成27年9月20、21日
女子決勝一覧表 記録主任：増野　浩 益田陸上競技場

日付 種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位 ７　　位 ８　　位
9/20 １年女子１００ｍ 前田　　瑠音(1) 12.24 石川　　結貴(1) 12.71 金坂　　優衣(1) 12.79 酒井　　和奏(1) 13.03 井上　　　舞(1) 13.07 安達　　桃香(1) 13.17 平山　　雪乃(1) 13.37 小豆澤　真帆(1) 13.63 

風:+2.7 明誠 開星 開星 出雲 大社 開星 明誠 三刀屋
9/20 ２年女子１００ｍ 水師　　莉子(2) 12.23 三上　　真奈(2) 12.51 日野　　那柚(2) 12.87 小山　なつ美(2) 13.31 畑　　　成美(2) 13.56 足立　早弥香(2) 13.69 岡本　　なつ(2) 13.74 服部　　　結(2) 13.76 

風:+1.5 大社 矢上 大社 出雲商 松江南 松江商 松江東 江津
9/21 女子２００ｍ 水師　　莉子(2) 25.37 矢田　　静香(2) 25.61 大賀　　結莉(1) 25.84 三上　　真奈(2) 26.25 石川　　結貴(1) 26.39 米田　　涼帆(1) 26.59 伊津　　萌里(2) 26.70 

風:+2.2 大社 大社 松江北 矢上 開星 明誠 浜田
9/20 女子４００ｍ 福田　　翔子(2) 56.68 矢田　　静香(2) 57.87 伊津　　萌里(2) 59.14 藤原　茉奈美(2) 60.54 北村　　京香(2) 60.98 伊藤　　元伽(2) 61.39 米田　　涼帆(1) 61.64 桑原　　菜摘(1) 64.96 

松江北 大社 浜田 松江北 大社 松江北 明誠 開星
9/21 女子８００ｍ 福田　　翔子(2) 2:10.55 今岡　　春菜(2) 2:27.73 吉井　　暖乃(1) 2:31.15 松浦　　萌笑(1) 2:32.70 山根　　澪那(2) 2:32.99 三上　　真希(1) 2:33.60 北村　　京香(2) 2:34.09 藤伊　柚花里(2) 2:34.17

松江北 GR 出雲 出雲 浜田 大東 出雲 大社 益田
9/20 女子１５００ｍ 小玉　　芽依(2) 4:42.57 原田　　菜月(1) 4:49.27 志波　　郁子(1) 4:50.93 松尾　のの花(2) 4:59.77 岩佐　　彩乃(2) 5:06.00 藤井　　朱里(1) 5:08.83 清水　　妃菜(2) 5:09.82 加藤　めぐみ(1) 5:11.33

平田 出雲 浜田 出雲商 出雲 石見智翠館 松江商 出雲
9/21 女子３０００ｍ 小玉　　芽依(2) 10:02.08 志波　　郁子(1) 10:14.00 原田　　菜月(1) 10:19.08 原田　　奈央(1) 10:22.31 日野　　寛菜(2) 10:27.10 松尾　のの花(2) 10:43.52 吾郷　　真帆(1) 10:44.42 加藤　　真帆(1) 10:46.97

平田 浜田 出雲 出雲 出雲 出雲商 平田 平田
9/20 女子100mH(0.838m) 大賀　　結莉(1) 15.26 皆尾　　早耶(2) 15.75 奥田　しおり(2) 16.44 上木　　桃香(1) 16.45 石岡　　茉尋(1) 16.47 飯塚　　真帆(2) 16.55 橋本　　梨未(1) 16.73 淸水　　友花(1) 16.97 

風:+1.9 松江北 浜田 松江北 矢上 大社 平田 浜田 出雲
9/21 女子400mH(0.762m) 皆尾　　早耶(2) 66.51 伊藤　　元伽(2) 67.66 中嶋　　彩夏(1) 68.62 淸水　　友花(1) 70.23 飯塚　　真帆(2) 74.11 上木　　桃香(1) 74.11 桑原　　菜摘(1) 77.60 

浜田 松江北 浜田 出雲 平田 矢上 開星
9/20 女子４×１００ｍＲ 大社 48.39 明誠 49.65 開星 50.31 松江北 50.41 浜田 51.15 出雲 52.47 平田 53.43 松江商 53.49 

   日野　　那柚 GR    前田　　愛理    金坂　　優衣    奥田　しおり    田邨　　夏歩    飯塚　　夏穂    中島　　朱音    春日　　美月
   水師　　莉子    米田　　涼帆    石川　　結貴    大賀　　結莉    田邨　　真歩    酒井　　和奏    飯塚　　真帆    上田　　栞奈
   矢田　　静香    齋藤　　　恵    桑原　　菜摘    伊藤　　元伽    畑岡　　颯貴    淸水　　友花    兼折　　美紅    柳川　　莉子
   北村　　京香    前田　　瑠音    安達　　桃香    藤原　茉奈美    伊津　　萌里    三谷　　瑞綺    藤井　　菜央    足立　早弥香

9/21 女子４×４００ｍＲ 松江北 3:54.52 大社 3:56.30 浜田 4:05.08 明誠 4:09.31 開星 4:11.30 出雲 4:17.51 松江商 4:19.63 矢上 4:30.34
   藤原　茉奈美 GR    日野　　那柚 GR    田邨　　真歩    米田　　涼帆    金坂　　優衣    吉井　　暖乃    足立　早弥香    上木　　桃香
   大賀　　結莉    水師　　莉子    皆尾　　早耶    前田　　瑠音    桑原　　菜摘    酒井　　和奏    柳川　　莉子    三上　　真奈
   伊藤　　元伽    北村　　京香    田邨　　夏歩    平山　　雪乃    原田　　季歩    三谷　　瑞綺    春日　　美月    三上　　杏里
   福田　　翔子    矢田　　静香    伊津　　萌里    前田　　愛理    石川　　結貴    淸水　　友花    上田　　栞奈    洲濵　由喜美

9/20 女子走高跳 勝部　　瑞稀(2) 1m52 森藤　　莉弥(2) 1m52 藤井　　美紀(1) 1m52 宮本　　瞳子(1) 1m49 沖田　　菜未(2) 1m49 炭本　　智子(1) 1m43 今岡　　弥夕(1) 1m40
大社 大社 浜田 大社 島根中央 浜田 出雲商

富岡　　遥奈(2)
出雲商

9/21 女子走幅跳 前田　　瑠音(1) 5m31 日野　　那柚(2) 5m28 酒井　　和奏(1) 5m22 田邨　　夏歩(1) 5m07 井上　　　舞(1) 5m06 高瀬　里佳子(1) 4m79 神田　　成美(1) 4m76 奥田　しおり(2) 4m71 
明誠   -0.9 大社   +0.6 出雲   +0.9 浜田   +1.2 大社   +0.0 出雲北陵   +0.0 隠岐   +1.1 松江北   +0.9

9/20 女子砲丸投 行吉　　南菜(2) 10m19 太田　　純香(2) 9m21 岩野　　愛子(1) 9m19 長岡　　　涼(2) 8m43 田中　　　舞(2) 8m38 於保　　成実(1) 8m31 岩田　　志津(1) 7m76 朝比奈　里菜(2) 7m66 
(4.000kg) 明誠 明誠 大社 明誠 松江ろう 大社 松江農 大東

9/20 女子円盤投 井上　　遥風(2) 30m03 岩野　　愛子(1) 29m81 澄川　　結菜(2) 27m89 岩田　　志津(1) 25m76 飯塚　　夏穂(2) 24m81 田中　　　舞(2) 24m70 木村　　菜々(1) 24m49 田中　　里沙(1) 24m37
(1.000kg) 大社 大社 吉賀 松江農 出雲 松江ろう 松江農 大田

9/21 女子やり投 服部　　未来(2) 37m25 正司　いのり(2) 35m40 井上　　遥風(2) 35m33 勝部　　瑞稀(2) 32m73 齋藤　　　恵(1) 28m90 於保　　成実(1) 26m81 和田　　仁美(2) 26m11 浅野　菜称美(2) 24m71 
(600g) 島根中央 島根中央 大社 大社 明誠 大社 出雲農 松江東

9/20 ＯＰ女子棒高跳 古和　　里奈(1) 2m30 安達　　美紅(1) 2m10 宍道　　奈穂(1) 2m10
大社 松江農 松江農

9/21 ＯＰ女子三段跳 今岡　　千景(1) 10m51 柳川　　莉子(2) 9m73 阿川　　美優(1) 9m50 布野　華奈子(2) 9m37 田邨　　夏歩(1) 9m16 
大社   +0.3 松江商   +1.2 大社   +2.1 公認5回目9m46(+0.8) 出雲商   +1.3 浜田   +1.1

9/20 ＯＰ女子ハンマー投 猿木　　　悠(1) 27m81 田中　　　舞(2) 27m43 浅野　菜称美(2) 22m38 岩田　　志津(1) 20m96 木村　　菜々(1) 15m90 長岡　　　涼(2) 15m76
(4.000kg) 大社 松江ろう 松江東 松江農 松江農 明誠
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○ 女子 ４×１００ｍR

日野　　那柚(2)
水師　　莉子(2)
矢田　　静香(2)
北村　　京香(2)

大社 ４８秒８４（予選）

○ 女子 ４×１００ｍR

日野　　那柚(2)
水師　　莉子(2)
矢田　　静香(2)
北村　　京香(2)

大社 ４８秒３９（決勝）

○ 男子 円盤投 清原　　平仁(2) 大社 ３９ｍ９８

○ 男子 ハンマー投 田中　亮伍(2) 松江工 ４９ｍ０１

○ ○ ○ 男子 ５０００ｍW 泉　健太(2) 松江北 ２１分１８秒２４

○ 男子 やり投 安部 圭太郎(2) 出雲 ５８ｍ２９

○ 男子 砲丸投 清原　　平仁(2) 大社 １４ｍ１６

○ 女子 ８００ｍ 福田　翔子(2) 松江北 ２分１０秒５５

○ 女子 ４×４００ｍR

藤原　茉奈美(2)
大賀　結莉(1)
伊藤　元伽(2)
福田　翔子(2)

松江北 ３分５４秒５２

○ 女子 ４×４００ｍR

日野　那柚(2)
水師　莉子(2)
北村　京香(2)
矢田　静香(2)

大社 ３分５６秒３０

優秀選手賞

9/21

9/20

第６１回島根県高等学校新人陸上競技大会 新記録一覧表

男子 泉 健太(松江北)

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速ｍ/sec

9 20 9 30 曇 21.0 65 南 0.3

10 00 曇 22.5 59 東 0.4

11 00 曇 23.0 53 北西 1.5

12 00 晴 24.0 53 北 1.6

13 00 晴 25.0 47 北 0.8

14 00 晴 25.0 47 北東 1.4

15 00 晴 24.5 46 北東 2.0

16 00 晴 23.5 53 北東 1.2

9 21 9 30 晴 23.0 59 南 0.2

10 00 晴 24.0 54 南 0.8

11 00 晴 24.5 54 北西 1.5

12 00 晴 26.0 50 北 1.1

13 00 晴 26.0 48 北 2.1

14 00 晴 24.0 53 北西 1.5

15 00 晴 24.5 54 北東 1.5

気 象 条 件

　　　　　　　　　　　　　　　　女子　　福田　翔子(松江北)

　　　　　　　　　　　　　　　　男子　　泉　　健太(松江北)

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速ｍ/sec

9 20 9 30 曇 21.0 65 南 0.3

10 00 曇 22.5 59 東 0.4

11 00 曇 23.0 53 北西 1.5

12 00 晴 24.0 53 北 1.6

13 00 晴 25.0 47 北 0.8

14 00 晴 25.0 47 北東 1.4

15 00 晴 24.5 46 北東 2.0

16 00 晴 23.5 53 北東 1.2

9 21 9 30 晴 23.0 59 南 0.2

10 00 晴 24.0 54 南 0.8

11 00 晴 24.5 54 北西 1.5

12 00 晴 26.0 50 北 1.1

13 00 晴 26.0 48 北 2.1

14 00 晴 24.0 53 北西 1.5

15 00 晴 24.5 54 北東 1.5

気 象 条 件
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