
主催：一般社団法人島根陸上競技協会

平成27年5月10日(日) 於：浜山公園陸上競技場
主管：島根陸上競技協会普及育成部 審判長 矢田 悦夫

記録・情報主任 杠 憲司

記録一覧
種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位
女子 ８０ｍH １組 日原 穂乃花 14.56 上原 佑月 14.83 福嶋 ひなた 15.38 道前 奈々 18.41

+0.9 浜田ＪＡＳ・６ 浜田ＪＡＳ・６ 米子陸上ク・５ 平田陸上教室・６

3･4女子 １００ｍ １組 山尾 美月 16.33 中田 希実 16.46 吉田 咲 16.48 川瀬 はな 16.95 遠藤 真輝 17.52

+1.4 浜田ＪＡＳ・４ 浜田ＪＡＳ・４ 平田陸上教室・４ 平田陸上教室・４ 母里小・３
女子 １００ｍ １組 佐々木 秋水 14.89 宮廻 彩香 15.33 福本 智帆 15.68 福嶋 ひなた 15.84 兵庫 萌々 15.95 大崎 琴葉 16.04 松本 葵 16.29 金田 彩花 17.95

+1.0 浜田ＪＡＳ・５ 平田陸上教室・５ 高松小・５ 米子陸上ク・５ 出雲陸上教室・５ 益田陸上教室・５ 川合小・５ 平田陸上教室・５

女子 １００ｍ ２組 官澤 ひなの 14.77 中隠居 香澄 15.22 村上 玉藻 15.34 尾﨑 千里 15.55 荒薦 綾香 15.68 中田 美希 15.98 上原 佑月 16.10 深田 茉鈴 16.20

-1.9 浜田ＪＡＳ・６ 大田小・６ 益田陸上教室・５ 浜田ＪＡＳ・６ 四絡小・６ 浜田ＪＡＳ・６ 浜田ＪＡＳ・６ 宍道小・６
女子 １００ｍ ３組 山尾 美来 14.56 齋藤 さくら 14.71 向村 ともえ 15.06 大山 瑞生 15.78 和田 美月 15.88 戸津川 有愛 16.58 道前 奈々 16.74

-1.0 浜田ＪＡＳ・６ 静間小・６ 出雲陸上教室・６ 邑智ＪＴＳ・６ 川合小・６ 浜田ＪＡＳ・６ 平田陸上教室・６

男子 ８０ｍH １組 永岡 勇次郎 15.47 上田 涼太郎 16.28

-0.3 出雲陸上教室・６ 邑智ＪＴＳ・６
3･4男子 １００ｍ １組 石原 由章 16.63 佐藤 成 16.64 多原 航汰 16.93 川上 流矢 16.98 飯塚 陸 17.32 布野 新太郎 17.64 植田 龍之介 17.89 道前 佑史朗 17.95

+2.3 平田陸上教室・３ 平田陸上教室・４ 浜田ＪＡＳ・４ 出雲陸上教室・３ 平田陸上教室・３ 神西JrAC 平田陸上教室・４ 平田陸上教室・３

男子 １００ｍ １組 新井 伊織 14.81 元木 陽滋 15.37 米原 瑞揮 15.73 松原 朋希 15.83 多原 大和 15.89 白根 大地 16.41 塚田 楓也 18.17

-0.6 日貫小・５ 邑智ＪＴＳ・５ 平田陸上教室・５ 大田陸上教室・５ 浜田ＪＡＳ・５ 長久小・５ 邑智ＪＴＳ・５
男子 １００ｍ ２組 白井 蓮成 13.94 高野 翔大 14.72 新井 裕太 14.72 日高 啓吾 15.02 日野 竜汰 15.29 谷本 勇介 15.35 高砂 昴河 18.75

0.0 浜田ＪＡＳ・６ 出雲陸上教室・６ 日貫小・５ 邑智ＪＴＳ・６ 出雲陸上教室・６ 松江陸上教室・５ 平田陸上教室・５

男子 １００ｍ ３組 清水 涼太 14.22 永岡 勇次郎 14.36 川上 翔也 14.66 松﨑 唯斗 14.98 西尾 心虎 15.08 嶌 恭介 16.34
-0.6 大野小・６ 出雲陸上教室・６ 出雲陸上教室・６ 鳥上小・６ 平田陸上教室・６ 河崎ＡＣ・６

女子 ８００ｍ 日原 穂乃花 2'35''91 園山 紗羽 2'47''23 冨岡 心琴 2'48''09 松本 葵 2'48''25 深田 茉鈴 2'49''51 桐原 七海 2'49''63 中田 美希 2'49''87 戸津川 有愛 2'53''18 川瀬 晴愛 3'09''50
邑智ＪＴＳ・６ 出雲陸上教室・６ 出雲陸上教室・６ 川合小・５ 宍道小・６ 塩冶小・５ 浜田ＪＡＳ・６ 浜田ＪＡＳ・６ 出雲陸上教室・４

男子 １０００ｍ 松﨑 唯斗 3'10''29 伊藤 蒼唯 3'14''75 米山 光輝 3'15''69 多原 大和 3'24''93 布野 雅也 3'25''21 當 﨔志郎 3'31''17 三嶋 慧斗 3'37''39 米原 瑞揮 3'48''87 塚田 楓也 3'53''38
鳥上小・６ 出雲陸上教室・６ 神西小・６ 浜田ＪＡＳ・６ 神西JrAC・６ 浜田ＪＡＳ・６ 平田陸上教室・６ 平田陸上教室・５ 邑智ＪＴＳ・５

⑩布野 新太郎 3'58''64 ⑪高見 陸 4'02''13 ⑫道前 佑史朗 4'16''34 ⑬石原 由章 4'31''12
神西JrAC・４ 阿用小・４ 平田陸上教室・３ 平田陸上教室・３

女子走高跳 尾﨑 千里 1m35 官澤 ひなの 1m10
浜田ＪＡＳ・６ 浜田ＪＡＳ・６

男子走高跳 當 﨔志郎 1m05
浜田ＪＡＳ・６

女子走幅跳 山尾 美来 4m37 尾﨑 千里 4m05 村上 玉藻 4m00 大山 瑞生 3m54 佐々木 秋水 3m43 山尾 美月 3m10 遠藤 真輝 2m72
浜田ＪＡＳ・６ +0.8 浜田ＪＡＳ・６ -0.4 益田陸上教室・５ +0.3 邑智ＪＴＳ・６ +0.8 浜田ＪＡＳ・５ -1.2 浜田ＪＡＳ・４ +0.2 母里小・３ -2.2

男子走幅跳 高野 翔大 4m04 川上 翔也 4m03 日高 啓吾 4m02 松﨑 唯斗 3m80 元木 陽滋 3m62 嶌 恭介 3m55 日野 竜汰 3m03
出雲陸上教室・６ -0.1 出雲陸上教室・６ +0.1 邑智ＪＴＳ・５ -3.2 鳥上小・６ 0.0 邑智ＪＴＳ・５ +2.0 河崎ＡＣ -1.5 出雲陸上教室・６ -1.1
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