
小４女子100m

11月1日 10:02 予選  
大会記録 (GR)           14.62     椿　　玲美 (高松小)                                         2008        11月1日 14:50 決勝  

予選  3組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌﾙﾀﾆ ｴﾘﾝ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ
1 7 584 古谷　依鈴 (4) 高松小 16.29 q 1 9 181 松原　しほり (4) 神戸川小 16.07 q

ｲﾀｶﾞｷ ﾏｲ ｲﾄｳ ｻｷﾉ
2 2 111 板垣　舞 (4) 塩冶小 16.54 q 2 2 113 伊藤　咲乃 (4) 塩冶小 16.15 q

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅｶ ﾄﾖﾀ ﾓﾓｺ
3 4 20 谷口　陽奈花 (4) 今市小 16.59 3 3 621 豊田　桃子 (4) 四絡小 16.49 q

ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾋﾛ ｵﾑﾗﾓﾓｶ
4 8 619 渡邊　真優 (4) 四絡小 16.65 4 8 680 小村　　百花 (4) 大社小 16.72

ﾃｾﾞﾝﾕｳｶ ﾐﾅﾘ ﾅｵ
5 3 686 手銭　　優果 (4) 大社小 16.72 5 5 342 三成　　菜緒 (4) 北陽小 16.88

ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ
6 9 338 金山　　　葵 (4) 北陽小 16.80 6 7 773 小田　萌々子 (4) 大津小 16.95

ﾂﾁｴ ｶﾉﾝ ﾅｶｵ ﾊﾙ
7 5 769 土江　華音 (4) 大津小 17.08 7 4 585 中尾　陽琉 (4) 高松小 17.86

ｱｻﾂﾞ ｶﾉﾝ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ
8 6 183 淺津　　果音 (4) 神戸川小 17.65 8 1 546 桑原　　悠衣 (4) 長浜小 18.33

ﾔﾏｻｷ ｼｵﾘ
9 6 21 山﨑　紫央桜 (4) 今市小 18.36

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷｼ ﾐｵﾝ
1 6 182 岸　　　美穏 (4) 神戸川小 15.76 q

ｶﾒﾀｷ ｱﾐ
2 9 112 亀瀧　愛海 (4) 塩冶小 16.38 q

ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ
3 2 583 石橋　望美 (4) 高松小 16.53 q

ﾔﾏｻｷ ﾄｳｺ
4 8 339 山崎　　敦子 (4) 北陽小 16.84

ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ
5 7 620 田村　遥菜 (4) 四絡小 17.08

ﾆｼｵ ｻﾗ
6 5 770 西尾　小蘭 (4) 大津小 17.21

ﾊﾗﾐﾉﾘ
7 4 683 原　　美埜里 (4) 大社小 17.24

ｳｴﾊﾗ ｸﾚｶ
8 3 22 上原　紅華 (4) 今市小 18.34

ﾌｸｼﾛ ｱｷ
9 1 681 福代　　彩月 (4) 高浜小 19.07

風:  -0.6

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.5 風:  +1.1

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小４女子100m

11月1日 10:02 予選  
大会記録 (GR)           14.62     椿　　玲美 (高松小)                                         2008        11月1日 14:50 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｼ ﾐｵﾝ

1 4 182 岸　　　美穏 (4) 神戸川小 15.74
ﾌﾙﾀﾆ ｴﾘﾝ

2 6 584 古谷　依鈴 (4) 高松小 15.98
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ

3 5 181 松原　しほり (4) 神戸川小 16.00
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ

4 8 112 亀瀧　愛海 (4) 塩冶小 16.40
ｲﾄｳ ｻｷﾉ

5 7 113 伊藤　咲乃 (4) 塩冶小 16.41
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ

6 2 583 石橋　望美 (4) 高松小 16.48
ｲﾀｶﾞｷ ﾏｲ

7 3 111 板垣　舞 (4) 塩冶小 16.67
ﾄﾖﾀ ﾓﾓｺ

8 9 621 豊田　桃子 (4) 四絡小 16.90

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  +0.1

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小４女子600m

11月1日 13:15 決勝  
大会記録 (GR)           1.58.2    立花　めぐみ (大津小)                                       1990        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾖﾀ ﾓﾓｺ

1 21 621 豊田　桃子 (4) 四絡小 2.09.78
ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾋﾛ

2 6 619 渡邊　真優 (4) 四絡小 2.10.48
ﾆｼｵ ｻﾗ

3 12 770 西尾　小蘭 (4) 大津小 2.11.67
ﾐﾅﾘ ﾅｵ

4 3 342 三成　　菜緒 (4) 北陽小 2.12.00
ｱｷﾖｼ ﾐﾊﾔ

5 20 587 穐吉　美颯 (4) 高松小 2.12.20
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｲ

6 11 687 安田　　美唯 (4) 高浜小 2.13.01
ﾂﾁｴｶﾉﾝ

7 15 685 土江　　喜愛 (4) 大社小 2.14.15
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐｳ

8 19 768 杉原　美羽 (4) 大津小 2.14.72
ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ

9 4 773 小田　萌々子 (4) 大津小 2.16.54
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅｶ

10 2 20 谷口　陽奈花 (4) 今市小 2.18.38
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

11 13 190 吉田　　凪佐 (4) 神戸川小 2.18.72
ﾅｶﾑﾗ ｱﾐ

12 14 345 中村　　愛美 (4) 北陽小 2.20.93
ｲﾄｶﾞ ﾋﾌﾐ

13 10 128 糸賀一二三 (4) 塩冶小 2.21.74
ｱﾘﾄﾐ ﾕｲ

14 8 626 有富　優衣 (4) 四絡小 2.23.64
ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ

15 17 127 大森　美優 (4) 塩冶小 2.24.67
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕ

16 1 129 宮本　麻由 (4) 塩冶小 2.25.33
ﾌｸｼﾛ ﾅｷﾞｻ

17 18 686 福代　　凪紗 (4) 高浜小 2.25.72
ﾖｼｵｶ ｵｳｶ

18 23 191 吉岡　　桜華 (4) 神戸川小 2.28.15
ｷｽﾞｷ ｱﾕﾅ

19 5 192 杵築　　歩那 (4) 神戸川小 2.28.17
ﾔﾏｻｷ ｼｵﾘ

20 22 21 山﨑　紫央桜 (4) 今市小 2.31.03
ﾅｶﾞﾀ ﾏｵ

21 7 23 永田　麻緒 (4) 今市小 2.31.39
ﾔﾏｻｷ ﾄｳｺ

22 9 339 山崎　　敦子 (4) 北陽小 2.32.59
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ

16 546 桑原　　悠衣 (4) 長浜小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小４男子100m

11月1日 10:12 予選  
大会記録 (GR)           14.1      和田　誉司 (四絡小)                                         1993        11月1日 14:53 決勝  

予選  4組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ
1 7 603 太田　峻輔 (4) 四絡小 15.35 q 1 8 602 梶谷　聖也 (4) 四絡小 15.69 q

ﾋﾉ ｷﾖﾀｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ
2 6 552 日野　晴天 (4) 高松小 15.50 q 2 4 322 山本　　耀介 (4) 北陽小 15.79

ｻｻｷ ｺｳｾｲ ｱﾏﾉ ｶﾞｸ
3 3 2 佐々木　煌晴 (4) 今市小 15.55 q 3 2 3 天野　岳 (4) 今市小 16.19

ﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ
4 8 657 三谷　　竣祐 (4) 高浜小 16.47 4 3 153 高見　　京依 (4) 神戸川小 16.99

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ ｲｲﾂｶｱﾂﾔ
5 9 60 渡辺　泰斗 (4) 大津小 16.74 5 6 650 飯塚　　敦也 (4) 大社小 17.18

ｳｴﾀﾞﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ｶｹﾙ
6 2 775 植田龍之介 (4) 平田陸上教室 16.78 6 5 103 山田　駈 (4) 塩冶小 17.44

ｿﾀ ｺｳｾｲ ｸﾗﾊｼ ｱﾕﾑ
7 5 531 曽田　　凰靖 (4) 長浜小 17.07 7 7 659 倉橋　　歩夢 (4) 高浜小 17.55

ﾔﾀﾖｳｽｹ
8 4 651 矢田　　陽亮 (4) 大社小 17.29

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾊﾞﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ ｱﾍﾞﾔﾏ ﾕｳｻｸ
1 9 1 田原　創二郎 (4) 今市小 15.25 q 1 8 551 安部山　侑作 (4) 高松小 15.54 q

ｱﾂﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ
2 2 530 熱田　　雄大 (4) 長浜小 15.26 q 2 2 601 三原　颯真 (4) 四絡小 15.65 q

ｱｺﾞｳ ｿﾗ ﾏｷﾉ ｼｭﾝｷ
3 3 102 吾郷　空 (4) 塩冶小 16.41 3 4 325 槇野　　隼稀 (4) 北陽小 15.96

ｸﾗﾂｶ ﾘｸ ｵｵﾉ ｺｳｽｹ
4 8 152 倉塚　　　陸 (4) 神戸川小 16.51 4 9 151 大野　　光祐 (4) 神戸川小 16.01

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀ
5 6 327 森山　航太郎 (4) 北陽小 16.71 5 6 658 山﨑　　健太 (4) 高浜小 16.03

ﾀｶｾ ｼｭﾝｷ ｽﾄｳ ﾌｳﾏ
6 5 553 高瀬　俊輝 (4) 高松小 16.98 6 7 57 周藤　風磨 (4) 大津小 16.33

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀ ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾄ
7 4 59 山﨑　滉太 (4) 大津小 16.99 7 3 529 小川　　健斗 (4) 長浜小 16.61

ﾌｼﾞｲﾊﾙﾄ ﾔﾏﾈ ｶｹﾙ
8 7 652 藤井　　春人 (4) 大社小 17.53 8 5 101 山根　翔 (4) 塩冶小 16.65

風:  +0.7 風:  0.0

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.2 風:  +1.2

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小４男子100m

11月1日 10:12 予選  
大会記録 (GR)           14.1      和田　誉司 (四絡小)                                         1993        11月1日 14:53 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ

1 6 603 太田　峻輔 (4) 四絡小 15.42
ｱﾍﾞﾔﾏ ﾕｳｻｸ

2 9 551 安部山　侑作 (4) 高松小 15.44
ｱﾂﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

3 4 530 熱田　　雄大 (4) 長浜小 15.46
ﾀﾊﾞﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ

4 7 1 田原　創二郎 (4) 今市小 15.52
ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ

5 2 601 三原　颯真 (4) 四絡小 15.78
ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ

6 3 602 梶谷　聖也 (4) 四絡小 15.79
ｻｻｷ ｺｳｾｲ

7 8 2 佐々木　煌晴 (4) 今市小 15.87
ﾋﾉ ｷﾖﾀｶ

8 5 552 日野　晴天 (4) 高松小 15.99

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.1

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小４男子600m

11月1日 13:33 決勝  
大会記録 (GR)           1.53.1    山代　恭秀 (四絡小)                                         1989        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｵｶ ｶﾞｸﾀﾛｳ

1 29 162 山岡　楽太郎 (4) 神戸川小 1.54.98
ﾀﾊﾞﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ

2 4 1 田原　創二郎 (4) 今市小 1.58.39
ﾋﾛｾ ｿｳ

3 7 612 廣瀬　壮 (4) 四絡小 2.01.03
ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｮｳ

4 21 4 児玉　晴 (4) 今市小 2.02.13
ｻｻｷ ｺｳｾｲ

5 18 2 佐々木　煌晴 (4) 今市小 2.04.24
ｶﾂﾍﾞ ｺｳ

6 27 319 勝部　　　煌 (4) 北陽小 2.05.89
ｷﾊﾞ ﾕｳﾄ

7 12 53 木場　優斗 (4) 大津小 2.06.42
ﾊﾗ ｱﾕﾑ

8 11 58 原　歩夢 (4) 大津小 2.07.03
ﾅｽ ﾋﾅﾘ

9 26 665 那須　　飛成 (4) 高浜小 2.08.76
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

10 5 120 小林　拓海 (4) 塩冶小 2.09.39
ｵｶ ｱﾂｼ

11 6 611 岡　篤志 (4) 四絡小 2.10.17
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ

12 15 610 宮本　春輝 (4) 四絡小 2.10.79
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

13 1 561 藤原　将太 (4) 高松小 2.11.10
ﾐｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ

14 22 664 三島　　幸大 (4) 高浜小 2.11.27
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ

15 28 164 伊藤　　凪沙 (4) 神戸川小 2.13.53
ｲﾀｸﾗ ｺｳｷ

16 10 165 板倉　　広樹 (4) 神戸川小 2.14.30
ｵｵﾉ ﾚｲﾔ

17 25 532 大野　　玲也 (4) 長浜小 2.14.63
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ

18 8 122 杉原　和真 (4) 塩冶小 2.15.57
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ

19 24 560 竹田　　雄 (4) 高松小 2.15.63
ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ

20 19 317 品川　　遥叶 (4) 北陽小 2.16.72
ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ

21 17 55 井上　脩也 (4) 大津小 2.16.93
ﾅｶﾞｵｶﾕｳﾀ

22 23 658 長岡　　酉太 (4) 大社小 2.17.62
ﾅｶﾞﾐﾕｳﾀﾞｲ

23 13 654 永見　　侑大 (4) 大社小 2.17.67
ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ

24 2 554 足立　拓巳 (4) 高松小 2.17.77
ﾏｷﾉ ｼｭﾝｷ

25 16 325 槇野　　隼稀 (4) 北陽小 3.27.24
ﾔｽﾀﾞ ｱｻﾋ

26 3 666 安田　　　旭 (4) 高浜小 3.28.82
ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ

27 9 121 原　和真 (4) 塩冶小 3.29.90
ﾌｼﾞｲﾊﾙﾄ

20 652 藤井　　春人 (4) 大社小 DNS
ｸﾜﾓﾄｼｮｳﾀﾛｳ

14 653 桑本　祥太朗 (4) 大社小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小４男子オープン600m

11月1日 14:01 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾄ

1 6 855 高橋　朔斗 (4) 今市小 2.10.57
ｵｶ ﾕｳｻｸ

2 7 988 岡　　　優作 (4) 神戸川小 2.11.24
ｱｻﾂﾞ ﾕｳｼﾞﾝ

3 4 982 淺津　　友仁 (4) 神戸川小 2.22.24
ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｾｲ

4 2 562 寺本　晄盛 (4) 高松小 2.22.32
ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

5 3 813 田邊　大誠 (4) 塩冶小 2.25.76
ﾊﾀ ﾘｸﾄ

6 1 812 秦　陸斗 (4) 塩冶小 2.29.43
ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ

7 8 52 岡元　翔 (4) 大津小 2.57.43
ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾔ

5 978 吉川　　智也 (4) 神戸川小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小５女子100m

11月1日 10:25 予選  
大会記録 (GR)           14.1      和田　広実 (今市小)                                         1982        11月1日 14:56 決勝  
大会記録 (GR)           14.1      向村　春名 (塩冶小)                                         1991        

予選  4組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾐｻｷ ﾋﾅ ﾋｮｳｺﾞ ﾓﾓ
1 9 114 三﨑　陽菜 (5) 塩冶小 15.90 q 1 6 115 兵庫　萌々 (5) 塩冶小 15.36 q

ﾖｼｲ ﾒｸﾞﾐ ﾊﾗ ｺﾅﾂ
2 2 186 吉井　　恵美 (5) 神戸川小 15.92 q 2 2 95 原　小夏 (5) 大津小 16.04

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ ﾀｶﾐ ﾙﾅ
3 8 589 藤原　文音 (5) 高松小 16.25 3 3 185 高見　　瑠菜 (5) 神戸川小 16.18

ﾓﾘﾔﾏ ﾓﾓｺ ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ
4 3 26 森山　萌々子 (5) 今市小 16.27 4 4 627 三島　光薫 (5) 四絡小 16.22

ｳｷｮｳ ﾏﾎ ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ
5 5 537 宇京　　真歩 (5) 長浜小 16.33 5 9 25 松本　春佳 (5) 今市小 16.32

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ
6 4 633 松﨑　和奏 (5) 四絡小 16.54 6 8 538 川上　陽佳里 (5) 長浜小 16.35

ﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ ｵｵﾑﾗﾓｴ
7 7 333 原　　　希夢 (5) 北陽小 16.73 7 5 697 大村　　萌恵 (5) 大社小 16.36

ｱﾝｼﾞｷ ﾕﾘ ﾐｼﾛ ｱｶﾘ
8 6 93 安食　柚里 (5) 大津小 16.78 8 7 330 三代　あかり (5) 北陽小 16.50

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ ｱﾗｺﾓ ｱﾔｶ
1 3 588 福本　智帆 (5) 高松小 15.45 q 1 3 622 荒薦　綾香 (5) 四絡小 14.90 q

ﾐﾔｻﾞｺｱﾔｶ ｲﾀｶﾞｷ ﾐｸ
2 8 785 宮廻彩香 (5) 平田陸上教室 15.54 q 2 7 352 板垣　美紅 (5) 須佐小 15.21 q

ﾀｶﾀﾞ ﾘﾎ ｵｵﾀ ﾚｱ
3 7 184 髙田　　莉帆 (5) 神戸川小 15.86 q 3 5 590 太田　伶愛 (5) 高松小 15.92 q

ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｳｶ
4 5 539 藤江　　莉菜 (5) 長浜小 16.03 4 8 679 澄川　　友香 (5) 高浜小 16.08

ﾄﾔ ﾐﾕｳ ﾓﾘ ﾉﾄﾞｶ
5 4 116 鳥谷　美悠 (5) 塩冶小 16.09 5 2 24 森　のどか (5) 今市小 16.20

ｵｶ ﾅﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞﾒｲ
6 6 680 岡　　　七海 (5) 高浜小 16.24 6 6 767 山田　　萌衣 (5) 大社小 16.40

ﾔﾏｻｷﾏｺ ﾐﾊﾗ ﾉｱ
7 2 696 山崎　　真瑚 (5) 大社小 16.36 7 4 87 三原　乃愛 (5) 大津小 16.66

ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ
8 9 332 直良　美蘭乃 (5) 北陽小 16.39

風:  -0.6 風:  +0.5

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -1.1 風:  -1.1

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小５女子100m

11月1日 10:25 予選  
大会記録 (GR)           14.1      和田　広実 (今市小)                                         1982        11月1日 14:56 決勝  
大会記録 (GR)           14.1      向村　春名 (塩冶小)                                         1991        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾗｺﾓ ｱﾔｶ

1 6 622 荒薦　綾香 (5) 四絡小 14.80
ﾋｮｳｺﾞ ﾓﾓ

2 3 115 兵庫　萌々 (5) 塩冶小 15.30
ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ

3 5 588 福本　智帆 (5) 高松小 15.55
ﾖｼｲ ﾒｸﾞﾐ

4 1 186 吉井　　恵美 (5) 神戸川小 15.60
ﾐﾔｻﾞｺｱﾔｶ

5 9 785 宮廻彩香 (5) 平田陸上教室 15.69
ﾀｶﾀﾞ ﾘﾎ

6 7 184 髙田　　莉帆 (5) 神戸川小 15.89
ｵｵﾀ ﾚｱ

7 2 590 太田　伶愛 (5) 高松小 16.14
ﾐｻｷ ﾋﾅ

8 8 114 三﨑　陽菜 (5) 塩冶小 16.15
ｲﾀｶﾞｷ ﾐｸ

4 352 板垣　美紅 (5) 須佐小 DQ,*T2

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.5

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DQ：失格  *T2：レーン侵害



小５女子600m

11月1日 13:21 決勝  
大会記録 (GR)           1.48.62   椿　　　玲美 (高松小)                                       2009        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ

1 12 130 桐原　七海 (5) 塩冶小 1.56.07
ﾊﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ

2 18 193 浜村　　遥加 (5) 神戸川小 1.58.43
ｾﾉｵ ﾕﾏ

3 13 131 妹尾　有真 (5) 塩冶小 1.58.98
ｱﾗｺﾓ ｱﾔｶ

4 3 622 荒薦　綾香 (5) 四絡小 2.01.65
ｽﾐ ﾓﾓｺ

5 23 684 角　　　桃子 (5) 高浜小 2.01.69
ｲﾀｶﾞｷ ﾐｸ

6 1 352 板垣　美紅 (5) 須佐小 2.03.79
ﾐｼﾛ ｱｶﾘ

7 17 330 三代　あかり (5) 北陽小 2.04.41
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ

8 9 623 藤原　茉優 (5) 四絡小 2.04.60
ﾀｹｼﾀ ｶﾚﾝ

9 20 685 竹下　　楓恋 (5) 高浜小 2.06.45
ｶﾂﾍﾞ ﾏｲ

10 6 132 勝部　舞 (5) 塩冶小 2.06.47
ﾖｼｲ ｾｲﾗ

11 19 596 吉井　星桜 (5) 高松小 2.07.74
ｳﾒｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

12 2 591 梅澤　美月 (5) 高松小 2.08.22
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ

13 16 25 松本　春佳 (5) 今市小 2.09.56
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ

14 15 627 三島　光薫 (5) 四絡小 2.10.13
ｲﾜｲﾊﾞﾗ ﾊﾅ

15 7 335 祝原　　羽夏 (5) 北陽小 2.10.15
ﾓﾘﾔﾏ ﾓﾓｺ

16 22 26 森山　萌々子 (5) 今市小 2.10.92
ｶﾜｶﾐ ﾕﾅ

17 10 550 川上　　友凪 (5) 長浜小 2.11.57
ｵｶ ﾕﾘﾅ

18 14 331 岡　　ゆりな (5) 北陽小 2.12.17
ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ

19 5 85 井上　緋奈子 (5) 大津小 2.13.13
ｶﾈﾂｷ ｺﾄｲ

20 24 94 金築　琴衣 (5) 大津小 2.14.79
ｱﾘﾄｳ ﾕｽﾞ

21 21 92 有藤　ゆず (5) 大津小 2.17.07
ｿﾀ ﾅﾂﾐ

22 11 541 曽田　菜津美 (5) 長浜小 2.26.40
ｼﾗﾊﾏ ｻﾅ

23 8 598 白濵　紗菜 (5) 高松小 2.33.44
ｷｸﾁ ｻﾁ

4 28 菊地　幸 (5) 今市小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小５女子4X100mR

タイムレース

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属
1 神戸川小 60.67 1 2 1 1 185 高見　　瑠菜 (5) ﾀｶﾐ ﾙﾅ 神戸川小

2 184 髙田　　莉帆 (5) ﾀｶﾀﾞ ﾘﾎ 神戸川小
3 193 浜村　　遥加 (5) ﾊﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 神戸川小
4 186 吉井　　恵美 (5) ﾖｼｲ ﾒｸﾞﾐ 神戸川小

2 四絡小 61.05 1 5 2 1 633 松﨑　和奏 (5) ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ 四絡小
2 622 荒薦　綾香 (5) ｱﾗｺﾓ ｱﾔｶ 四絡小
3 635 奥井　千愛 (5) ｵｸｲ ﾁﾅﾘ 四絡小
4 627 三島　光薫 (5) ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 四絡小

3 高松小 61.14 2 4 1 1 590 太田　伶愛 (5) ｵｵﾀ ﾚｱ 高松小
2 589 藤原　文音 (5) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 高松小
3 591 梅澤　美月 (5) ｳﾒｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 高松小
4 588 福本　智帆 (5) ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 高松小

4 塩冶小 61.89 1 6 3 1 133 竹田　華音 (5) ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 塩冶小
2 115 兵庫　萌々 (5) ﾋｮｳｺﾞ ﾓﾓ 塩冶小
3 114 三﨑　陽菜 (5) ﾐｻｷ ﾋﾅ 塩冶小
4 116 鳥谷　美悠 (5) ﾄﾔ ﾐﾕｳ 塩冶小

5 今市小 62.97 2 3 2 1 27 古谷　紗輝 (5) ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 今市小
2 26 森山　萌々子 (5) ﾓﾘﾔﾏ ﾓﾓｺ 今市小
3 24 森　のどか (5) ﾓﾘ ﾉﾄﾞｶ 今市小
4 25 松本　春佳 (5) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 今市小

6 大社小 63.10 1 3 4 1 698 川上　　瑞希 (5) ｶﾜｶﾐﾐｽﾞｷ 大社小
2 697 大村　　萌恵 (5) ｵｵﾑﾗﾓｴ 大社小
3 767 山田　　萌衣 (5) ﾔﾏﾀﾞﾒｲ 大社小
4 696 山崎　　真瑚 (5) ﾔﾏｻｷﾏｺ 大社小

7 長浜小 63.26 2 6 3 1 550 川上　　友凪 (5) ｶﾜｶﾐ ﾕﾅ 長浜小
2 539 藤江　　莉菜 (5) ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ 長浜小
3 538 川上　陽佳里 (5) ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 長浜小
4 537 宇京　　真歩 (5) ｳｷｮｳ ﾏﾎ 長浜小

8 大津小 63.57 2 5 4 1 93 安食　柚里 (5) ｱﾝｼﾞｷ ﾕﾘ 大津小
2 95 原　小夏 (5) ﾊﾗ ｺﾅﾂ 大津小
3 85 井上　緋奈子 (5) ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ 大津小
4 87 三原　乃愛 (5) ﾐﾊﾗ ﾉｱ 大津小

9 北陽小 64.75 1 4 5 1 333 原　　　希夢 (5) ﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 北陽小
2 332 直良　美蘭乃 (5) ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 北陽小
3 335 祝原　　羽夏 (5) ｲﾜｲﾊﾞﾗ ﾊﾅ 北陽小
4 330 三代　あかり (5) ﾐｼﾛ ｱｶﾘ 北陽小

10 高浜小 66.85 2 2 5 1 691 佐藤　　南旺 (5) ｻﾄｳ ﾅｵ 高浜小
2 685 竹下　　楓恋 (5) ﾀｹｼﾀ ｶﾚﾝ 高浜小
3 689 大田　　優衣 (5) ｵｵﾀ ﾕｲ 高浜小
4 679 澄川　　友香 (5) ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｳｶ 高浜小

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 



小５男子100m

11月1日 10:37 予選  
大会記録 (GR)           13.4      嘉儀　裕二 (四絡小)                                         1984        11月1日 14:59 決勝  

予選  4組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ ﾔﾏｻｷ ﾙｲ
1 8 349 三原　　陸蒼 (5) 北陽小 15.18 q 1 8 656 山﨑　　琉惟 (5) 高浜小 14.49 q

ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ
2 9 105 寺本　颯哉 (5) 塩冶小 15.27 q 2 5 63 藤沢　和睦 (5) 大津小 15.37

ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀ ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
3 5 606 高橋　桜太 (5) 四絡小 15.30 3 6 155 石原　　秀明 (5) 神戸川小 15.41

ｲﾊﾞﾗ ﾄﾜ ﾖﾈﾊﾗ ﾐｽﾞｷ
4 2 655 伊原　　人和 (5) 高浜小 15.95 4 3 316 米原　　瑞揮 (5) 北陽小 15.51

ｻｻｷ ｾﾗ ﾉﾀﾞ ｺﾀﾛｳ
5 6 7 佐々木　聖羅 (5) 今市小 15.98 5 4 523 野田　湖太朗 (5) 長浜小 15.97

ｲﾏｵｶ ﾏﾅﾄ ｵｵﾊﾀ ｼｭｳﾄ
6 4 522 今岡　　愛翔 (5) 長浜小 16.16 6 9 106 大畑　柊翔 (5) 塩冶小 16.07

ﾆｼｵ ｺｳﾔ ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ
7 7 67 西尾　向矢 (5) 大津小 16.18 7 2 566 出羽　陽貴 (5) 高松小 16.22

ｵｵﾑﾗｱｾｾｲ ｶﾂﾍﾞ ﾀｸ
8 3 662 大村　　明聖 (5) 大社小 16.38 8 7 251 勝部　　　拓 (5) 上津小 18.10

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ ｲﾀｸﾗ ﾊﾙﾄ
1 2 604 藤原　涼介 (5) 四絡小 14.57 q 1 9 104 板倉　陽斗 (5) 塩冶小 15.24 q

ｲｼﾄﾋﾞ ﾖｳﾀ ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ
2 3 654 石飛　　瑛太 (5) 高浜小 14.91 q 1 2 68 藤原　光誠 (5) 大津小 15.24 q

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵﾄ ｵｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ
3 9 5 児玉　直人 (5) 今市小 14.96 q 3 4 6 小川　慶悟 (5) 今市小 15.30

ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ
4 5 157 石原　　和明 (5) 神戸川小 15.78 4 7 158 藤原　莉久斗 (5) 神戸川小 15.38

ｶｽｶﾞﾋﾛﾀﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ
5 6 666 春日　大太郎 (5) 大社小 15.80 5 5 564 北村　　允 (5) 高松小 15.64

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ ｻｻｷｱｶﾙ
6 4 309 山本　晃士朗 (5) 北陽小 15.97 6 3 661 佐々木　　耀 (5) 大社小 16.73

ｳﾁﾀﾞ ｱﾗﾀ ｶﾅﾔﾏ ｿﾗ
6 8 565 内田　新大 (5) 高松小 15.97 7 8 255 金山　　蒼来 (5) 上津小 16.81

ｿﾀ ﾋﾛﾄ ﾓﾄｲｹ ｼﾞｮｳ
8 7 524 曽田　　大翔 (5) 長浜小 16.64 6 605 本池　治洋 (5) 四絡小 DQ,*T2

風:  -0.6 風:  +2.3

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  +0.7 風:  -0.3

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DQ：失格  *T2：レーン侵害



小５男子100m

11月1日 10:37 予選  
大会記録 (GR)           13.4      嘉儀　裕二 (四絡小)                                         1984        11月1日 14:59 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾙｲ

1 4 656 山﨑　　琉惟 (5) 高浜小 14.38
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

2 5 604 藤原　涼介 (5) 四絡小 14.70
ｲｼﾄﾋﾞ ﾖｳﾀ

3 7 654 石飛　　瑛太 (5) 高浜小 14.89
ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ

4 9 349 三原　　陸蒼 (5) 北陽小 14.90
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵﾄ

5 6 5 児玉　直人 (5) 今市小 15.24
ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ

6 3 105 寺本　颯哉 (5) 塩冶小 15.29
ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ

7 2 68 藤原　光誠 (5) 大津小 15.30
ｲﾀｸﾗ ﾊﾙﾄ

8 8 104 板倉　陽斗 (5) 塩冶小 15.52

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.6

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小５男子1000m

11月1日 13:40 決勝  
大会記録 (GR)           3.13.1    原　　健二 (北陽小)                                         1995        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀ

1 22 606 高橋　桜太 (5) 四絡小 3.18.43
ﾀﾃﾜｷ ﾕｳｾｲ

2 4 613 立脇　有晟 (5) 四絡小 3.20.44
ｺｳ ﾀｲｶﾞ

3 1 614 洪　大雅 (5) 四絡小 3.25.37
ｾﾉｵ ﾏｻﾌﾐ

4 23 123 妹尾　将史 (5) 塩冶小 3.26.90
ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾑﾗ

5 11 166 高橋　　幸村 (5) 神戸川小 3.27.21
ﾅｶﾞｼﾏｵﾄ

6 10 665 永島　　和心 (5) 大社小 3.27.72
ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ

7 24 65 佐々木　一哲 (5) 大津小 3.28.04
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾀ

8 7 308 長岡　　勇汰 (5) 北陽小 3.33.55
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾚﾝﾄ

9 12 124 藤丸　廉人 (5) 塩冶小 3.33.71
ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾄ

10 21 8 山崎　温音 (5) 今市小 3.33.81
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｺﾞ

11 16 315 田中　　大悟 (5) 北陽小 3.34.24
ｲﾏｵｶ ｺｳﾀ

12 5 311 今岡　　航大 (5) 北陽小 3.34.82
ﾌﾙﾔﾏ ｼﾝﾀﾞｲ

13 9 661 古山　　真大 (5) 高浜小 3.35.93
ｲｲﾂｶ ｸｳﾔ

14 18 168 飯塚　　空哉 (5) 神戸川小 3.36.45
ｱｸﾀﾔｶﾅﾄ

15 27 660 芥屋　　叶人 (5) 大社小 3.38.58
ﾔﾏｻｷ ﾘｸ

16 26 662 山﨑　　莉玖 (5) 高浜小 3.39.32
ｱｻﾂﾞ ﾘｸ

17 15 167 浅津　　凌空 (5) 神戸川小 3.41.87
ﾆｼｵ ｺｳﾔ

18 14 67 西尾　向矢 (5) 大津小 3.41.96
ｸﾘﾊﾗ ｶﾝﾀ

19 8 568 栗原　寛大 (5) 高松小 3.43.30
ｲｲﾂｶ ﾄｼﾅﾘ

20 19 525 飯塚　　敏成 (5) 長浜小 3.44.46
ﾏｷﾊﾗ ｼｭｳﾄ

21 2 64 槇原　秀斗 (5) 大津小 3.45.28
ｶﾈﾂｷ ｼｷ

22 3 125 鐘築　識 (5) 塩冶小 3.45.54
ｵｵﾉ ｶｲﾁ

23 28 526 大野　　海知 (5) 長浜小 3.45.70
ｺﾞｳﾄﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

24 13 9 神門　佑一郎 (5) 今市小 3.47.44
ｲﾏｵｶ ﾏﾅﾄ

25 6 522 今岡　　愛翔 (5) 長浜小 3.52.08
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

26 17 663 小林　　大輝 (5) 高浜小 3.57.84
ｵｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ

27 25 6 小川　慶悟 (5) 今市小 4.02.45
ｽﾀﾆｼｮｳﾀ

28 20 673 須谷　　将大 (5) 大社小 4.10.70

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小５男子4X100mR

タイムレース

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属
1 四絡小 58.37 1 6 1 1 606 高橋　桜太 (5) ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀ 四絡小

2 604 藤原　涼介 (5) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 四絡小
3 613 立脇　有晟 (5) ﾀﾃﾜｷ ﾕｳｾｲ 四絡小
4 605 本池　治洋 (5) ﾓﾄｲｹ ｼﾞｮｳ 四絡小

2 高浜小 58.69 2 2 1 1 668 内藤　　　海 (5) ﾅｲﾄｳ ｶｲ 高浜小
2 656 山﨑　　琉惟 (5) ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 高浜小
3 655 伊原　　人和 (5) ｲﾊﾞﾗ ﾄﾜ 高浜小
4 654 石飛　　瑛太 (5) ｲｼﾄﾋﾞ ﾖｳﾀ 高浜小

3 塩冶小 60.52 2 4 2 1 125 鐘築　識 (5) ｶﾈﾂｷ ｼｷ 塩冶小
2 104 板倉　陽斗 (5) ｲﾀｸﾗ ﾊﾙﾄ 塩冶小
3 106 大畑　柊翔 (5) ｵｵﾊﾀ ｼｭｳﾄ 塩冶小
4 105 寺本　颯哉 (5) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 塩冶小

4 今市小 60.73 2 6 3 1 8 山崎　温音 (5) ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾄ 今市小
2 5 児玉　直人 (5) ｺﾀﾞﾏ ﾅｵﾄ 今市小
3 10 新宮　涼太郎 (5) ｼﾝｸﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 今市小
4 6 小川　慶悟 (5) ｵｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ 今市小

5 神戸川小 61.29 1 5 2 1 158 藤原　莉久斗 (5) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ 神戸川小
2 155 石原　　秀明 (5) ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 神戸川小
3 157 石原　　和明 (5) ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 神戸川小
4 179 槇原　　健人 (5) ﾏｷﾊﾗ ｹﾝﾄ 神戸川小

6 高松小 61.57 1 2 3 1 566 出羽　陽貴 (5) ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 高松小
2 570 伊藤　翔音 (5) ｲﾄｳ ﾄｲ 高松小
3 565 内田　新大 (5) ｳﾁﾀﾞ ｱﾗﾀ 高松小
4 564 北村　　允 (5) ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 高松小

7 大津小 61.63 1 4 4 1 67 西尾　向矢 (5) ﾆｼｵ ｺｳﾔ 大津小
2 68 藤原　光誠 (5) ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ 大津小
3 72 妹尾　歩佑人 (5) ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 大津小
4 63 藤沢　和睦 (5) ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ 大津小

8 北陽小 63.46 1 3 5 1 309 山本　晃士朗 (5) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 北陽小
2 316 米原　　瑞揮 (5) ﾖﾈﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 北陽小
3 349 三原　　陸蒼 (5) ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 北陽小
4 315 田中　　大悟 (5) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｺﾞ 北陽小

9 長浜小 63.98 2 3 4 1 526 大野　　海知 (5) ｵｵﾉ ｶｲﾁ 長浜小
2 527 曾根　　大磨 (5) ｿﾈ ﾄｳﾏ 長浜小
3 523 野田　湖太朗 (5) ﾉﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 長浜小
4 522 今岡　　愛翔 (5) ｲﾏｵｶ ﾏﾅﾄ 長浜小

10 大社小 63.99 2 5 5 1 665 永島　　和心 (5) ﾅｶﾞｼﾏｵﾄ 大社小
2 660 芥屋　　叶人 (5) ｱｸﾀﾔｶﾅﾄ 大社小
3 661 佐々木　　耀 (5) ｻｻｷｱｶﾙ 大社小
4 666 春日　大太郎 (5) ｶｽｶﾞﾋﾛﾀﾛｳ 大社小

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 



小６女子100m

11月1日 10:50 予選  
大会記録 (GR)           13.4      奥井　葉子 (朝山小)                                         1988        11月1日 15:02 決勝  
大会記録 (GR)           13.4      石野　ふみ (今市小)                                         1990        

予選  4組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶﾐ ｻﾔｺ ｻｷﾑﾗ ﾄﾓｴ
1 3 187 高見　咲也子 (6) 神戸川小 15.24 q 1 3 929 向村　ともえ (6) 出雲陸上教室 14.64 q

ｵｸｲ ﾘﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ
2 5 624 奥井　莉奈 (6) 四絡小 15.46 q 2 6 99 中村　寧々 (6) 大津小 14.82 q

ﾊﾀﾅﾅﾐ ﾂﾁｴ ﾐｸ
3 6 789 秦菜々美 (6) 平田陸上教室 15.51 3 8 29 土江　未來 (6) 今市小 15.60

ﾓﾘﾔﾏﾗﾅ ﾐﾅﾐ ﾊﾙｶ
4 4 691 森山　　蘭那 (6) 大社小 15.57 4 4 834 南　はるか (6) 高松小 15.82

ﾑﾗｵｶ ﾐｽﾞｷ ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ
5 8 31 村岡　瑞希 (6) 今市小 16.18 5 5 625 北村　未来 (6) 四絡小 15.83

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ ｸﾘﾊﾗ ﾏｲ
6 7 119 藤永　千夏 (6) 塩冶小 16.28 6 7 533 栗原　　　舞 (6) 長浜小 16.31

ｽｷﾞﾀﾆ ｺｳ ﾄﾔｵ ｺﾊﾙ
2 692 杉谷　　　幸 (6) 高浜小 DNS 2 693 鳥屋尾　香春 (6) 高浜小 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾂﾈﾏﾂ ｳﾀﾉ ﾅｶﾞﾐ ﾁﾖﾘ
1 5 630 恒松　詩乃 (6) 四絡小 15.33 q 1 2 599 永見　千和 (6) 高松小 15.69

ﾐｽﾞｼｻｸﾗ ｲｼﾄﾋﾞ ｱﾔｶ
2 8 690 水師　さくら (6) 大社小 15.40 q 2 4 534 石飛　　彩花 (6) 長浜小 16.15

ｱｼﾞｷ ﾏﾎ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ
3 3 100 安食　真帆 (6) 大津小 15.44 q 3 6 118 坂東　里菜 (6) 塩冶小 16.25

ｵｸｲ ﾕﾅ ｲﾏｵｶ ｷｻｷ
4 2 117 奥井　結菜 (6) 塩冶小 15.48 q 4 7 97 今岡　妃咲 (6) 大津小 16.41

ﾐﾅﾘ ﾐｵ ﾔﾏﾈ ﾚｱ
5 7 329 三成　　美緒 (6) 北陽小 15.97 5 5 30 山根　礼愛 (6) 今市小 16.69

ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ
6 4 189 前田　　　樹 (6) 神戸川小 16.29 6 3 188 来間　　美月 (6) 神戸川小 16.88

ﾖﾈﾊﾗ ｱﾔｶ ﾌﾙﾔﾏ ｱﾐ
7 6 535 米原　　彩加 (6) 長浜小 16.35 8 678 古山　　愛実 (6) 高浜小 DNS

風:  -0.2 風:  -1.5

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.2 風:  -0.8

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小６女子100m

11月1日 10:50 予選  
大会記録 (GR)           13.4      奥井　葉子 (朝山小)                                         1988        11月1日 15:02 決勝  
大会記録 (GR)           13.4      石野　ふみ (今市小)                                         1990        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｷﾑﾗ ﾄﾓｴ

1 6 929 向村　ともえ (6) 出雲陸上教室 14.71
ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ

2 4 99 中村　寧々 (6) 大津小 14.91
ﾀｶﾐ ｻﾔｺ

3 5 187 高見　咲也子 (6) 神戸川小 15.39
ﾂﾈﾏﾂ ｳﾀﾉ

4 7 630 恒松　詩乃 (6) 四絡小 15.48
ｵｸｲ ﾘﾅ

5 3 624 奥井　莉奈 (6) 四絡小 15.57
ﾐｽﾞｼｻｸﾗ

6 9 690 水師　さくら (6) 大社小 15.64
ｱｼﾞｷ ﾏﾎ

7 8 100 安食　真帆 (6) 大津小 15.71
ｵｸｲ ﾕﾅ

8 2 117 奥井　結菜 (6) 塩冶小 15.78

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.3

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小６女子600m

11月1日 13:27 決勝  
大会記録 (GR)           1.47.11   椿　　　玲美 (高松小)                                       2010        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶ ﾋﾜﾉ

1 9 98 岡　日輪乃 (6) 大津小 1.53.96
ﾄﾐｵｶ ﾐｺﾄ

2 14 194 冨岡　　心琴 (6) 神戸川小 1.54.86
ﾂﾁｴ ﾐｸ

3 1 29 土江　未來 (6) 今市小 2.00.18
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ

4 4 628 松原　のどか (6) 四絡小 2.00.21
ﾊﾗ ﾐﾅﾓ

5 16 195 原　　美菜萌 (6) 神戸川小 2.00.60
ｱｼﾞｷ ﾏﾎ

6 3 100 安食　真帆 (6) 大津小 2.01.37
ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ

7 11 196 井上　みづき (6) 神戸川小 2.02.53
ﾊﾀﾅﾅﾐ

8 19 789 秦菜々美 (6) 平田陸上教室 2.04.30
ｲﾏｵｶ ｷｻｷ

9 6 97 今岡　妃咲 (6) 大津小 2.06.12
ｽﾀﾆ ｸﾙﾐ

10 18 835 須谷くるみ (6) 高松小 2.06.77
ﾑﾗｵｶ ﾐｽﾞｷ

11 17 31 村岡　瑞希 (6) 今市小 2.10.69
ﾖﾈﾊﾗ ﾌｳｶ

12 15 536 米原　　楓加 (6) 長浜小 2.13.46
ﾖﾈﾊﾗ ｱﾔｶ

13 5 535 米原　　彩加 (6) 長浜小 2.13.59
ｷﾀﾉ ﾕｳｶ

14 13 629 北野　優香 (6) 四絡小 2.15.13
ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ

15 2 32 吉川　美月 (6) 今市小 2.15.23
ｸﾘﾊﾗ ﾏｲ

16 12 533 栗原　　　舞 (6) 長浜小 2.21.07
ﾖﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ

7 634 米原　美洸 (6) 四絡小 DNS
ｿﾉﾔﾏ ｻﾜ

10 682 園山　　紗羽 (6) 高浜小 DNS
ｲﾉｳｴ ﾐﾊﾙ

8 683 井上　　美春 (6) 高浜小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小６女子4X100mR

決勝

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属
1 神戸川小 59.73 1 3 1 1 188 来間　　美月 (6) ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ 神戸川小

2 198 山﨑　理紗子 (6) ﾔﾏｻｷ ﾘｻｺ 神戸川小
3 194 冨岡　　心琴 (6) ﾄﾐｵｶ ﾐｺﾄ 神戸川小
4 187 高見　咲也子 (6) ﾀｶﾐ ｻﾔｺ 神戸川小

2 四絡小 60.03 1 8 2 1 625 北村　未来 (6) ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ 四絡小
2 624 奥井　莉奈 (6) ｵｸｲ ﾘﾅ 四絡小
3 628 松原　のどか (6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 四絡小
4 634 米原　美洸 (6) ﾖﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 四絡小

3 大津小 60.63 1 7 3 1 100 安食　真帆 (6) ｱｼﾞｷ ﾏﾎ 大津小
2 99 中村　寧々 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 大津小
3 97 今岡　妃咲 (6) ｲﾏｵｶ ｷｻｷ 大津小
4 98 岡　日輪乃 (6) ｵｶ ﾋﾜﾉ 大津小

4 高松小 61.25 1 9 4 1 599 永見　千和 (6) ﾅｶﾞﾐ ﾁﾖﾘ 高松小
2 835 須谷くるみ (6) ｽﾀﾆ ｸﾙﾐ 高松小
3 833 古谷　花鈴 (6) ﾌﾙﾀﾆ ｶﾘﾝ 高松小
4 834 南　はるか (6) ﾐﾅﾐ ﾊﾙｶ 高松小

5 塩冶小 61.86 1 5 5 1 136 吾郷　加奈 (6) ｱｺﾞｳ ｶﾅ 塩冶小
2 117 奥井　結菜 (6) ｵｸｲ ﾕﾅ 塩冶小
3 119 藤永　千夏 (6) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ 塩冶小
4 118 坂東　里菜 (6) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 塩冶小

6 長浜小 61.93 1 2 6 1 535 米原　　彩加 (6) ﾖﾈﾊﾗ ｱﾔｶ 長浜小
2 534 石飛　　彩花 (6) ｲｼﾄﾋﾞ ｱﾔｶ 長浜小
3 533 栗原　　　舞 (6) ｸﾘﾊﾗ ﾏｲ 長浜小
4 536 米原　　楓加 (6) ﾖﾈﾊﾗ ﾌｳｶ 長浜小

7 大社小 62.11 1 6 7 1 693 三原　　万奈 (6) ﾐﾊﾗﾏﾅ 大社小
2 690 水師　さくら (6) ﾐｽﾞｼｻｸﾗ 大社小
3 694 吉田　　珠羽 (6) ﾖｼﾀﾞｼｭｳ 大社小
4 691 森山　　蘭那 (6) ﾓﾘﾔﾏﾗﾅ 大社小

8 今市小 62.33 1 4 8 1 30 山根　礼愛 (6) ﾔﾏﾈ ﾚｱ 今市小
2 31 村岡　瑞希 (6) ﾑﾗｵｶ ﾐｽﾞｷ 今市小
3 32 吉川　美月 (6) ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 今市小
4 29 土江　未來 (6) ﾂﾁｴ ﾐｸ 今市小

北陽小 DQ,*R3 1 1 0 1 348 宮内　　歩実 (6) ﾐﾔｳﾁ ｱﾕﾐ 北陽小
2 347 勝部　　菜穂 (6) ｶﾂﾍﾞ ﾅﾎ 北陽小
3 328 森山　由希乃 (6) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾉ 北陽小
4 329 三成　　美緒 (6) ﾐﾅﾘ ﾐｵ 北陽小

高浜小 DNS 2 3 0

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

  DQ：失格  *R3：オーバーゾーン ３→４  DNS：欠場



小６男子100m

11月1日 11:02 予選  
大会記録 (GR)           12.7      山本　　章 (四絡小)                                         1982        11月1日 15:05 決勝  
大会記録 (GR)           12.7      植田　伸治 (高松小)                                         1991        

予選  4組0着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ
1 8 75 品川　絢人 (6) 大津小 13.70 q 1 4 503 永岡　勇次郎 (6) 長浜小 13.58 q

ｲｼｸﾗ ﾀｲｷ ｲｿﾀﾞﾊﾔﾄ
2 9 607 石倉　泰樹 (6) 四絡小 13.93 q 2 8 671 磯田　　勇人 (6) 大社小 14.55

ｺｳﾉ ﾊﾙｷ ﾊﾏﾑﾗ ｺｳ
3 6 571 河野　春輝 (6) 高松小 13.99 q 3 2 609 濵村　滉 (6) 四絡小 14.99

ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ
4 5 303 志食　　隆希 (6) 北陽小 14.40 4 6 572 川上　晃輝 (6) 高松小 14.99

ﾔﾏｵｶ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ
5 3 159 山岡　　翔太 (6) 神戸川小 14.68 5 9 305 山本　　將太 (6) 北陽小 15.13

ﾐｼﾏｹｲﾄ ｲﾄﾊﾗ ﾘｮｳ
6 2 774 三嶋慧斗 (6) 平田陸上教室 15.22 6 7 74 糸原　陵央 (6) 大津小 15.44

ｲﾏｵｶ ｺｳﾀ ｶﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ
7 4 110 今岡　洸太 (6) 塩冶小 15.44 7 5 13 金沢　一輝 (6) 今市小 15.62

ｺｲｹ ﾕｳﾔ ﾌｸｼﾛ ｹｲｽｹ
8 7 12 小池　佑弥 (6) 今市小 15.53 3 651 福代　　圭祐 (6) 高浜小 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ ﾐﾊﾗｺｳｷ
1 5 501 川上　　翔也 (6) 長浜小 14.01 q 1 6 676 三原　　弘稀 (6) 大社小 13.65 q

ﾅｶﾞｵｶ ｱﾕﾑ ｺｳﾂｷ ｺｳｷ
2 7 161 永岡　　歩望 (6) 神戸川小 14.33 q 2 8 608 髙月　昂希 (6) 四絡小 14.34 q

ﾔﾅｷﾞﾊﾔﾄ ﾌｸﾊﾞ ﾀｲｽｹ
3 4 677 柳　　　勇翔 (6) 大社小 14.56 3 5 11 福庭　泰助 (6) 今市小 14.59

ｷｼ ﾘｭｳｺﾞ ｿﾉﾔﾏ ﾋﾅﾀ
4 3 81 岸　龍吾 (6) 大津小 14.75 4 9 160 園山　　陽大 (6) 神戸川小 14.80

ｵｵﾆｼ ﾀｽｸ ｱｺﾞｳ ﾘｷ
5 2 108 大西　侑 (6) 塩冶小 14.83 5 7 109 吾郷　力 (6) 塩冶小 14.83

ﾓﾘﾔﾏ ｶﾝﾀ ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
6 9 350 森山　幹太 (6) 須佐小 14.93 6 4 302 三上　　純平 (6) 北陽小 15.80

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾐﾁ ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾄ
7 8 574 小林　悠道 (6) 高松小 15.32 2 502 川上　　隆史 (6) 長浜小 DNS

ﾐｼﾏ ﾂｶｻ ﾅｷﾞﾗ ﾕｲﾄ
6 652 三島　　司早 (6) 高浜小 DNS 3 653 柳樂　　唯人 (6) 高浜小 DNS

風:  -0.4 風:  +0.3

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.7 風:  -0.2

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小６男子100m

11月1日 11:02 予選  
大会記録 (GR)           12.7      山本　　章 (四絡小)                                         1982        11月1日 15:05 決勝  
大会記録 (GR)           12.7      植田　伸治 (高松小)                                         1991        

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1 7 503 永岡　勇次郎 (6) 長浜小 13.60
ﾐﾊﾗｺｳｷ

2 4 676 三原　　弘稀 (6) 大社小 13.74
ｼﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ

3 6 75 品川　絢人 (6) 大津小 13.95
ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ

4 8 501 川上　　翔也 (6) 長浜小 14.08
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ

5 9 571 河野　春輝 (6) 高松小 14.20
ﾅｶﾞｵｶ ｱﾕﾑ

6 2 161 永岡　　歩望 (6) 神戸川小 14.46
ｲｼｸﾗ ﾀｲｷ

7 5 607 石倉　泰樹 (6) 四絡小 14.47
ｺｳﾂｷ ｺｳｷ

8 3 608 髙月　昂希 (6) 四絡小 14.58

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  -0.5

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小６男子1000m

11月1日 13:47 決勝  
大会記録 (GR)           2.55.4    岩佐　朋史 (今市小)                                         1986        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ

1 5 927 米山　　光輝 (6) 出雲陸上教室 3.09.30
ｵｵｸﾞﾆ ﾄﾜ

2 15 573 大國　都倭 (6) 高松小 3.14.47
ｲﾄｳ ｱｵｲ

3 25 169 伊藤　　蒼唯 (6) 神戸川小 3.16.03
ｵｵｸﾞﾆ ﾀｹﾙ

4 10 301 大國　　　尊 (6) 北陽小 3.21.46
ｱｵﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ

5 19 73 青山　響 (6) 大津小 3.22.36
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

6 2 305 山本　　將太 (6) 北陽小 3.24.84
ｽﾀﾆ ｶｽﾞﾔ

7 6 575 須谷　和弥 (6) 高松小 3.26.12
ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾑ

8 16 504 小川　　歩夢 (6) 長浜小 3.27.24
ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ

9 3 579 尾林　恒星 (6) 高松小 3.28.81
ｲﾜｲ ﾕｳｾｲ

10 9 126 岩井　悠生 (6) 塩冶小 3.29.89
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ

11 23 170 田中　　冴樹 (6) 神戸川小 3.30.68
ﾌｼﾞｴ ﾚｲｲ

12 29 505 藤江　　玲依 (6) 長浜小 3.32.20
ﾐｼﾏｹｲﾄ

13 1 774 三嶋慧斗 (6) 平田陸上教室 3.32.24
ﾖﾘｻﾀﾞ ﾊﾔﾄ

14 12 510 寄貞　　勇斗 (6) 長浜小 3.32.74
ｺｳﾂｷ ｺｳｷ

15 18 608 髙月　昂希 (6) 四絡小 3.34.86
ｵﾁｱｲ ｼｮｳﾀﾞｲ

16 4 80 落合　翔大 (6) 大津小 3.35.43
ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳｷ

17 14 616 持田　悠希 (6) 四絡小 3.35.72
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾉﾘ

18 30 351 桑原　武則 (6) 須佐小 3.36.01
ﾅｶｻｶ ﾃﾝ

19 22 615 中坂　天 (6) 四絡小 3.36.06
ｹﾝﾏ ﾚｲﾄ

20 17 171 験馬　　怜人 (6) 神戸川小 3.36.44
ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾔ

21 27 304 大倉　　央也 (6) 北陽小 3.36.63
ﾔﾏｻｷ ﾘｸﾄ

22 28 15 山﨑　崚玖斗 (6) 今市小 3.39.97
ﾅｲﾄｳﾚｲﾀ

23 21 679 内藤　　励太 (6) 大社小 3.40.18
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

24 20 928 藤原　　隆星 (6) 出雲陸上教室 3.48.44
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

25 8 16 若林　怜 (6) 今市小 3.49.44
ｿﾀﾘｭｳﾀﾛｳ

26 26 678 曽田　龍太郎 (6) 大社小 3.50.70
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｷ

27 24 77 清水　琉貴 (6) 大津小 3.52.66
ﾎﾝﾀﾞﾕｳﾏ

28 11 675 本田　　雄馬 (6) 大社小 4.10.80
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

7 14 木村　大輝 (6) 今市小 DNS
ﾔﾏｻｷ ｹｲｽｹ

13 660 山﨑　　勁介 (6) 高浜小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小６男子4X100mR

決勝

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属
1 長浜小 54.75 1 8 1 1 510 寄貞　　勇斗 (6) ﾖﾘｻﾀﾞ ﾊﾔﾄ 長浜小

2 508 日野　　竜汰 (6) ﾋﾉ ﾘｭｳﾀ 長浜小
3 501 川上　　翔也 (6) ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ 長浜小
4 503 永岡　勇次郎 (6) ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 長浜小

2 大社小 54.91 1 4 2 1 677 柳　　　勇翔 (6) ﾔﾅｷﾞﾊﾔﾄ 大社小
2 676 三原　　弘稀 (6) ﾐﾊﾗｺｳｷ 大社小
3 671 磯田　　勇人 (6) ｲｿﾀﾞﾊﾔﾄ 大社小
4 669 徳田　　渉琉 (6) ﾄｸﾀﾞﾜﾀﾙ 大社小

3 大津小 56.27 1 7 3 1 74 糸原　陵央 (6) ｲﾄﾊﾗ ﾘｮｳ 大津小
2 75 品川　絢人 (6) ｼﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 大津小
3 78 福田　悠喜 (6) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ 大津小
4 81 岸　龍吾 (6) ｷｼ ﾘｭｳｺﾞ 大津小

4 塩冶小 56.49 1 5 4 1 109 吾郷　力 (6) ｱｺﾞｳ ﾘｷ 塩冶小
2 137 高野　翔大 (6) ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 塩冶小
3 108 大西　侑 (6) ｵｵﾆｼ ﾀｽｸ 塩冶小
4 110 今岡　洸太 (6) ｲﾏｵｶ ｺｳﾀ 塩冶小

5 神戸川小 56.76 1 3 5 1 161 永岡　　歩望 (6) ﾅｶﾞｵｶ ｱﾕﾑ 神戸川小
2 175 福田　　　翼 (6) ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 神戸川小
3 160 園山　　陽大 (6) ｿﾉﾔﾏ ﾋﾅﾀ 神戸川小
4 159 山岡　　翔太 (6) ﾔﾏｵｶ ｼｮｳﾀ 神戸川小

6 四絡小 57.40 1 9 6 1 609 濵村　滉 (6) ﾊﾏﾑﾗ ｺｳ 四絡小
2 608 髙月　昂希 (6) ｺｳﾂｷ ｺｳｷ 四絡小
3 618 末次　純 (6) ｽｴﾂｸﾞ ｼﾞｭﾝ 四絡小
4 607 石倉　泰樹 (6) ｲｼｸﾗ ﾀｲｷ 四絡小

7 高松小 57.56 1 2 7 1 574 小林　悠道 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾐﾁ 高松小
2 573 大國　都倭 (6) ｵｵｸﾞﾆ ﾄﾜ 高松小
3 572 川上　晃輝 (6) ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 高松小
4 571 河野　春輝 (6) ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 高松小

8 北陽小 59.28 1 1 8 1 305 山本　　將太 (6) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 北陽小
2 306 金山　　怜央 (6) ｶﾅﾔﾏ ﾚｵ 北陽小
3 302 三上　　純平 (6) ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 北陽小
4 303 志食　　隆希 (6) ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ 北陽小

9 今市小 59.70 1 6 9 1 13 金沢　一輝 (6) ｶﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ 今市小
2 12 小池　佑弥 (6) ｺｲｹ ﾕｳﾔ 今市小
3 18 杉浦　久 (6) ｽｷﾞｳﾗ ｷｭｳ 今市小
4 11 福庭　泰助 (6) ﾌｸﾊﾞ ﾀｲｽｹ 今市小

高浜小 DNS 2 2 0

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

  DNS：欠場





小全女子走幅跳

大会記録 (GR)           4m54      渡部　美由紀 (朝山小)                                       1987        11月1日 09:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾘｻｺ 3m60 3m54 3m86 3m86 8 3m60 3m82 3m69 3m86

1 12 198 山﨑　理紗子 (6) 神戸川小 -1.0 +0.2 +1.2 +1.2 +1.5 +1.3 +1.0 +1.2

ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 3m46 3m54 3m59 3m59 6 － 3m82 3m74 3m82

2 25 99 中村　寧々 (6) 大津小 -0.5 -1.7 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1

ﾌﾙﾀﾆ ｶﾘﾝ 2m95 3m34 3m63 3m63 7 3m08 3m72 3m79 3m79

3 3 833 古谷　花鈴 (6) 高松小 -0.1 0.0 -0.7 -0.7 0.0 +0.5 +1.7 +1.7

ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ × 3m52 3m41 3m52 5 3m51 × 3m58 3m58

4 1 133 竹田　華音 (5) 塩冶小 0.0 -0.8 0.0 -0.3 -0.1 -0.1

ﾖﾈﾊﾗ ﾌｳｶ × 3m28 3m50 3m50 4 3m36 3m55 2m94 3m55

5 14 536 米原　　楓加 (6) 長浜小 0.0 +1.8 +1.8 -2.2 -0.9 -1.8 -0.9

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾉ 3m26 3m42 3m27 3m42 3 3m26 3m37 3m16 3m42

6 19 328 森山　由希乃 (6) 北陽小 +0.6 -1.4 -1.0 -1.4 -0.6 -3.8 -2.0 -1.4

ｵｵｶﾞ ﾙﾙ 3m18 3m39 3m03 3m39 2 3m12 2m91 3m23 3m39

7 6 134 大賀　るる (5) 塩冶小 -0.3 +0.4 +0.4 +0.4 +1.1 +0.3 -1.0 +0.4

ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ 3m07 3m35 3m33 3m35 1 － － 3m16 3m35

8 15 625 北村　未来 (6) 四絡小 -0.5 -0.3 +0.3 -0.3 +1.4 -0.3

ｵｵﾀ ﾕｲ 3m26 × 2m80 3m26 3m26

9 18 689 大田　　優衣 (5) 高浜小 -0.2 +0.1 -0.2 -0.2

ﾔﾏﾈ ﾚｱ 2m52 3m25 3m18 3m25 3m25

10 24 30 山根　礼愛 (6) 今市小 -1.2 -0.5 -2.0 -0.5 -0.5

ｻﾄｳ ﾅｵ 3m25 3m17 3m12 3m25 3m25

11 26 691 佐藤　　南旺 (5) 高浜小 -0.3 +0.3 -1.5 -0.3 -0.3

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ × 2m98 3m25 3m25 3m25

12 9 632 山下　桃佳 (6) 四絡小 0.0 +0.8 +0.8 +0.8

ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 3m11 3m21 3m24 3m24 3m24

13 7 32 吉川　美月 (6) 今市小 -1.5 0.0 +0.2 +0.2 +0.2

ﾄﾔｵﾒｸﾞﾐ 3m24 2m77 2m98 3m24 3m24

14 13 688 鳥屋尾　　恵 (6) 大社小 0.0 +0.6 +1.7 0.0 0.0

ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾋﾛ 3m08 3m13 3m14 3m14 3m14

15 21 199 永岡　　茉尋 (6) 神戸川小 +0.1 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5

ﾖｼｶﾜﾏｵ × 3m12 3m14 3m14 3m14

16 20 692 吉川　　真央 (6) 大社小 -0.4 -1.0 -1.0 -1.0

ｶﾞﾓｳｽｽﾞｶ 3m12 2m84 3m01 3m12 3m12

17 5 695 蒲生　　涼夏 (6) 大社小 0.0 -1.1 +1.2 0.0 0.0

ｱﾘﾄｳ ﾕｽﾞ 2m79 3m06 2m78 3m06 3m06

18 23 92 有藤　ゆず (5) 大津小 -1.5 +0.8 -0.3 +0.8 +0.8

ﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 2m96 2m90 1m77 2m96 2m96

19 22 333 原　　　希夢 (5) 北陽小 -2.1 -0.4 -0.3 -2.1 -2.1

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 2m61 2m95 2m84 2m95 2m95

20 2 690 宮本　　優生 (5) 高浜小 -1.5 -0.6 +1.3 -0.6 -0.6

ｻｻｷ ﾕﾐ 2m93 × × 2m93 2m93

21 11 135 佐々木　友美 (5) 塩冶小 -0.8 -0.8 -0.8

ﾔﾏﾈ ﾐｲﾅ × 2m90 2m63 2m90 2m90

22 16 96 山根　未唯那 (5) 大津小 -0.9 +0.3 -0.9 -0.9

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 2m54 2m58 2m81 2m81 2m81

23 10 334 山本　　璃奈 (5) 北陽小 -1.4 0.0 -0.4 -0.4 -0.4

ﾔﾏｼﾛ ﾎﾉｶ 2m09 2m69 2m61 2m69 2m69

24 17 200 山城　　穂果 (6) 神戸川小 +0.9 -1.0 -0.7 -1.0 -1.0

ﾖｼﾀﾞ ｺﾄﾅ 2m58 × 2m50 2m58 2m58

25 4 33 吉田　琴菜 (6) 今市小 -1.2 -0.1 -1.2 -1.2

ｵｸｲ ﾘﾅ

8 624 奥井　莉奈 (6) 四絡小 DNS

審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小全男子走高跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月1日 11:30 決勝  

大会記録 (GR)           1m50      足立　悠旗 (神戸川小)                                       2011        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｿﾀﾞﾊﾔﾄ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 26 671 磯田　　勇人 (6) 大社小 1m32

ﾐﾔｻﾞｺ ﾀﾞｲｷ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 12 172 宮廻　　大樹 (6) 神戸川小 1m25

ﾌｸﾏ ﾖｳﾀ ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 10 507 福間　　陽太 (6) 長浜小 1m25

ｷｼ ﾘｭｳｺﾞ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 11 81 岸　龍吾 (6) 大津小 1m25

ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ ○ ○ × ○ × × ×

5 21 349 三原　　陸蒼 (5) 北陽小 1m20

ｶﾈﾂｷ ｶｽﾞｷ ○ ○ × × ○ × × ×

6 2 617 鐘築　一輝 (6) 四絡小 1m20

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ ○ ○ × × ○ × × ×

6 18 78 福田　悠喜 (6) 大津小 1m20

ｽｴﾂｸﾞ ｼﾞｭﾝ ○ × ○ × × ○ × × ×

8 4 618 末次　純 (6) 四絡小 1m20

ｱﾀﾞﾁ ｿﾗ ○ ○ × × ×

9 23 576 足立　空良 (6) 高松小 1m15

ｶﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ ○ × × ○ × × ×

10 25 13 金沢　一輝 (6) 今市小 1m15

ｼﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ ○ × × ○ × × ×

10 20 76 篠原　諒斗 (6) 大津小 1m15

ｵｶﾓﾄﾙｶ ○ × × ○ × × ×

10 16 668 岡元　　瑠風 (6) 大社小 1m15

ｵｵﾀｹﾞﾝﾄ ○ × × ○ × × ×

10 24 672 太田　　源人 (6) 大社小 1m15

ｲﾀｻﾞｷ ﾕｷﾔ ○ × × ○ × × ×

10 19 174 板﨑　　翔哉 (5) 神戸川小 1m15

ｶﾅﾔﾏ ﾚｵ ○ × × ×

15 8 306 金山　　怜央 (6) 北陽小 1m10

ﾀﾃﾜｷ ﾕｳｾｲ × ○ × × ×

16 3 613 立脇　有晟 (5) 四絡小 1m10

ﾂﾁｴ ﾘｸﾄ × × ○ × × ×

17 17 19 土江　陸斗 (5) 今市小 1m10

ｺｲｹ ﾕｳﾔ × × ×

7 12 小池　佑弥 (6) 今市小 NM

ﾖﾈﾊﾗ ﾐｽﾞｷ × × ×

22 316 米原　　瑞揮 (5) 北陽小 NM

ﾊﾗ ｴｲﾀﾛｳ × × ×

1 173 原　　瑛太朗 (6) 神戸川小 NM

ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ × × ×

5 506 児玉　　匠海 (6) 長浜小 NM

ﾖｼｲ ｿﾗ × × ×

15 578 吉井　蒼空 (6) 高松小 NM

ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾄ

6 502 川上　　隆史 (6) 長浜小 DNS

ﾅｶｵ ｱﾔｾ

13 670 中尾　　彪聖 (6) 高浜小 DNS

ｳﾒｷ ﾅｵﾔ

9 671 梅木　　直哉 (6) 高浜小 DNS

ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ

14 672 大谷　　優輝 (6) 高浜小 DNS

1m341m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m32

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技

協会 

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



小全男子走幅跳

大会記録 (GR)           4m93      和田　誉司 (四絡小)                                         1995        11月1日 09:00 決勝  

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ × 4m72 4m44 4m72 8 × 4m69 4m86 4m86

1 23 137 高野　翔大 (6) 塩冶小 +0.7 -0.9 +0.7 +0.7 +0.6 +0.6

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 4m41 4m39 × 4m41 7 － － 4m21 4m41

2 17 503 永岡　勇次郎 (6) 長浜小 +1.0 -1.3 +1.0 +0.1 +1.0

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ 4m28 4m01 3m99 4m28 6 － － 4m22 4m28

3 7 501 川上　　翔也 (6) 長浜小 -1.0 0.0 +1.3 -1.0 -1.0 -1.0

ﾓﾄｲｹ ｼﾞｮｳ 4m22 － － 4m22 5 － － 4m19 4m22

4 19 605 本池　治洋 (5) 四絡小 0.0 0.0 +0.5 0.0

ｲﾄﾊﾗ ﾘｮｳ 3m97 4m21 3m87 4m21 4 4m05 － － 4m21

5 8 74 糸原　陵央 (6) 大津小 -1.1 0.0 +1.4 0.0 +0.4 0.0

ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 4m02 3m97 3m32 4m02 2 4m09 4m20 3m91 4m20

6 2 175 福田　　　翼 (6) 神戸川小 -1.3 -1.5 +0.6 -1.3 +1.4 0.0 +0.2 0.0

ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 4m05 4m13 × 4m13 3 4m13 3m86 4m06 4m13

7 15 504 小川　　歩夢 (6) 長浜小 -1.8 -0.6 -0.6 -0.1 -2.1 -0.9 -0.6

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ × 3m98 － 3m98 1 － － 3m85 3m98

8 4 604 藤原　涼介 (5) 四絡小 -0.3 -0.3 -1.5 -0.3

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵﾄ 3m81 3m93 3m95 3m95 3m95

9 5 5 児玉　直人 (5) 今市小 -1.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

ｼﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ × 3m94 3m84 3m94 3m94

10 18 75 品川　絢人 (6) 大津小 -0.4 +0.6 -0.4 -0.4

ｶﾅﾔﾏ ﾚｵ 3m92 3m66 3m18 3m92 3m92

11 29 306 金山　　怜央 (6) 北陽小 -0.4 +0.4 +0.6 -0.4 -0.4

ｶｲﾀﾞ ﾊﾙﾔ 3m88 3m77 3m08 3m88 3m88

12 27 176 貝田　　陽哉 (6) 神戸川小 +0.7 +0.1 +0.8 +0.7 +0.7

ﾄｸﾀﾞﾜﾀﾙ 3m81 3m78 3m05 3m81 3m81

13 3 669 徳田　　渉琉 (6) 大社小 -0.7 -0.1 +0.2 -0.7 -0.7

ﾌｼﾞｲﾓﾄｷ × 3m59 3m62 3m62 3m62

14 26 670 藤井　　　幹 (6) 大社小 +0.6 -0.7 -0.7 -0.7

ｵｵｸﾞﾆ ﾀｹﾙ 3m51 3m62 3m46 3m62 3m62

15 22 301 大國　　　尊 (6) 北陽小 +0.8 +0.6 -0.8 +0.6 +0.6

ﾅｲﾄｳ ｶｲ 3m38 3m19 3m59 3m59 3m59

16 21 668 内藤　　　海 (5) 高浜小 -1.1 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8

ｲﾄｳ ﾄｲ 3m57 3m52 3m42 3m57 3m57

17 25 570 伊藤　翔音 (5) 高松小 -0.8 +0.8 +1.0 -0.8 -0.8

ﾌｼﾞｲﾏｻｷ 3m53 3m24 3m26 3m53 3m53

18 24 674 藤井　　大旗 (6) 大社小 -0.5 +1.0 +1.9 -0.5 -0.5

ｵﾑﾗ ｷｮｳﾔ × 3m41 3m52 3m52 3m52

19 1 139 小村　京矢 (6) 塩冶小 -1.2 +1.3 +1.3 +1.3

ｲﾏｵｶ ｶｲ 3m44 3m23 3m44 3m44 3m44

20 28 178 今岡　　　快 (6) 神戸川小 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1

ｲｼﾄﾋﾞ ﾀｸﾔ 3m33 3m18 3m12 3m33 3m33

21 12 138 石飛　拓也 (6) 塩冶小 -0.7 0.0 +0.1 -0.7 -0.7

ﾀﾅｶ ﾋｻﾉﾘ 3m32 3m22 3m27 3m32 3m32

22 6 83 田中　玖昇 (6) 大津小 0.0 +0.3 +0.1 0.0 0.0

ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ 3m04 3m31 3m31 3m31 3m31

23 10 303 志食　　隆希 (6) 北陽小 -1.0 +0.3 +2.4 +0.3 +0.3

ﾌｸﾊﾞ ﾀｲｽｹ 3m20 3m30 3m25 3m30 3m30

24 14 11 福庭　泰助 (6) 今市小 +1.0 +0.3 +1.5 +0.3 +0.3

ｲｼｸﾗ ﾀｲｷ 2m54 3m01 3m29 3m29 3m29

25 11 607 石倉　泰樹 (6) 四絡小 -0.6 -1.7 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔｵ ｺｳｾｲ 3m21 3m20 3m16 3m21 3m21

26 16 577 八尾　康生 (6) 高松小 -0.5 -0.2 +0.6 -0.5 -0.5

ﾀｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 2m84 3m21 3m11 3m21 3m21

27 9 669 竹下　　　元 (5) 高浜小 -1.4 0.0 +2.3 0.0 0.0

ｻｷﾔﾏ ｶｲﾄ 3m16 2m96 2m98 3m16 3m16

28 13 17 﨑山　魁仁 (6) 今市小 0.0 -0.5 +0.9 0.0 0.0

ｶﾈﾓﾄ ｶｲﾄ

20 667 金本　　海人 (6) 高浜小 DNS

審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小全女子オープン100m

11月1日 11:14 決勝  

決勝

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾊﾗﾏﾅ ﾔﾀ ｶﾘﾝ
1 1 693 三原　　万奈 (6) 大社小 16.12 1 4 991 矢田　　華鈴 (6) 神戸川小 16.31

ｵｸｲ ﾁﾅﾘ ﾖｼﾀﾞｼｭｳ
2 4 635 奥井　千愛 (5) 四絡小 16.41 2 5 694 吉田　　珠羽 (6) 大社小 16.53

ﾌｸｼﾏ ｶﾅｳ ｵﾊﾞﾗ ｾﾅ
2 3 90 福島　叶優 (5) 大津小 16.41 3 9 826 尾原　聖奈 (5) 塩冶小 16.76

ｵｵｸﾞﾆ ﾐﾕｷ ﾁﾉﾐ ﾕｲﾎ
4 7 542 大国　みゆき (5) 長浜小 16.82 4 6 341 知野見　結星 (4) 北陽小 17.19

ｺｼ ﾏﾘﾅ ｶﾔｱﾔﾈ
5 8 921 古志　茉莉名 (5) 四絡小 18.41 5 2 681 蚊屋　　彩音 (4) 大社小 17.53

ﾐｼﾏ ﾅﾅｺ ﾀﾅｶ ｱﾒﾘ
6 9 340 三島　名那子 (4) 北陽小 18.43 6 7 818 田中　天里 (5) 塩冶小 17.60

ｸﾛｶﾜ ﾏﾎ ｼﾓｲ ｺｳ
7 2 933 黒川　真帆 (4) 四絡小 18.83 7 3 908 下井　琥優 (4) 四絡小 17.76

ｲﾏｵｶ ｽｽﾞﾅ ｶﾝﾀﾞ ｱｵｲ
8 6 545 今岡　すず菜 (5) 長浜小 18.95 8 8 586 神田　碧泉 (4) 高松小 18.16

ｵｶﾀﾞ ｺｺ ｲﾜﾅﾘ ﾙﾅ
5 867 岡田　幸呼 (4) 今市小 DNS 1 859 岩成　月渚 (4) 今市小 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｶﾐｱﾘｻ ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾚﾝ
1 6 699 川上　　侑紗 (5) 大社小 16.87 1 3 925 長島　かれん (6) 四絡小 16.53

ﾊﾗ ｳﾀｺ ｶﾜｶﾐﾐｽﾞｷ
2 8 827 原　歌乃子 (5) 塩冶小 17.07 2 9 698 川上　　瑞希 (5) 大社小 16.73

ｱﾂﾀ ﾐｳ ﾀｶﾊｼ ﾘｾ
3 2 592 熱田　美羽 (5) 高松小 17.39 3 1 992 高橋　　璃汐 (6) 神戸川小 16.80

ｸﾛｻｷ ﾘﾅ ﾅｶﾞｻｺ ﾘﾝ
4 4 898 黒崎　里菜 (4) 四絡小 17.68 4 7 593 長廻　　凜 (5) 高松小 17.84

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｽｶ ﾀｸﾜ ｷｻﾄ
5 3 594 藤原あすか (5) 高松小 17.69 5 4 597 多久和希里 (5) 高松小 19.33

ﾏｶﾍﾞ ｱﾝﾅ ｱｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ
6 1 990 間賀部　杏奈 (6) 神戸川小 18.26 6 6 337 阿川　菜々実 (4) 北陽小 20.10

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾄ ﾎｯﾀ ﾘﾝ
7 5 344 島田　　美星 (4) 北陽小 18.51 8 926 堀田　凜 (5) 四絡小 DNS

ｽﾔﾏ ﾋﾅﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
8 7 820 陶山　ひなた (5) 塩冶小 18.98 2 829 山口　七海 (5) 塩冶小 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ ﾅﾊﾀﾞﾒｲ
9 870 近藤　玲奈 (4) 今市小 DNS 5 682 花田　　萌衣 (4) 大社小 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾆｼ ﾆｲﾅ ｲｼﾀﾞﾕｳｷ
1 5 824 大西　二夏 (5) 塩冶小 16.47 1 3 764 石田　　侑希 (5) 大社小 17.53

ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷ
2 4 27 古谷　紗輝 (5) 今市小 16.71 2 7 902 水谷　晶 (4) 四絡小 17.54

ｵｵﾀﾕﾂﾞｷ ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾖ
3 2 684 太田　　結月 (4) 大社小 17.76 3 5 544 伊藤　　瑞代 (5) 長浜小 18.10

ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂｷ ﾔﾏｼﾛ ｶﾘﾝ
4 9 89 早川　菜月 (5) 大津小 17.82 4 8 756 山城　　果凛 (4) 神戸川小 18.36

ﾅｽﾉ ｼｽﾞﾅ ﾌｼﾞｴ ﾐｸ
5 1 343 那須野　静南 (4) 北陽小 18.01 5 9 755 藤江　　望来 (4) 神戸川小 18.37

ﾅｶｼﾏ ﾘｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ
6 8 923 中島　李子 (5) 四絡小 18.33 6 2 595 渡部　史子 (5) 高松小 18.77

ｶﾄｳ ﾐﾕ ﾀｹﾀﾞ  ﾕｳｶ
7 3 874 加藤　美夢 (4) 今市小 19.24 7 1 791 武田　　釉香 神戸川小 18.83

ｺﾀﾞﾏ ﾏﾅ ｼｮｳｼﾞｻﾂｷ
8 7 49 兒玉　茉那 (5) 今市小 19.50 4 899 庄司　颯紀 (4) 四絡小 DQ,*T2

ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ ｸﾛｻｷ ﾅﾅﾐ
9 6 919 川上　里菜 (4) 四絡小 19.67 6 837 黒崎　七海 (6) 高松小 DNS

風:  +2.7 風:  -0.2

風:  +1.4 風:  +0.5

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  +1.2 風:  +1.0

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  *T2：レーン侵害



小全女子オープン100m

11月1日 11:14 決勝  

決勝

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｴ ﾕﾒ
1 4 543 藤江　　ゆめ (5) 長浜小 17.40

ｶﾜﾑｶｲ ﾐｺﾄ
2 3 50 川向　美琴 (5) 今市小 17.45

ﾀｶﾐ ﾙﾘｺ
3 9 754 高見　瑠里子 (4) 神戸川小 17.49

ｸﾙﾏ ﾅﾅｾ
4 6 897 來間　七星 (4) 四絡小 18.14

ﾌｼﾞﾔﾏ ｱｲ
5 1 819 藤山　愛 (5) 塩冶小 18.15

ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓｺ
6 2 346 石橋　　知子 (4) 北陽小 18.32

ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ
7 5 901 川原　陽和 (4) 四絡小 18.67

ｶﾒﾀﾞ ﾕｷ
8 8 753 加芽田　百姫 (6) 神戸川小 19.01

ｶｷﾀﾞｻｵﾘ
7 761 柿田　　咲織 (5) 大社小 DNS

風:  -0.5

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  *T2：レーン侵害



小全女子オープン600m

11月1日 14:01 決勝  

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗﾎ ｶﾅ

1 11 830 村穗　加奈 (5) 塩冶小 2.10.88
ｱﾍﾞ ﾐﾗｲ

2 10 88 阿部　美来 (5) 大津小 2.18.70
ｱﾗｷ ﾊﾅ

3 12 831 荒木　華那 (5) 塩冶小 2.18.85
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ

4 9 91 松本　実桜 (5) 大津小 2.19.51

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例  



小全男子オープン100m

11月1日 11:35 決勝  

決勝

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｲﾄｳﾄｼｷ ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ
1 2 760 内藤　　才貴 (6) 大社小 15.09 1 3 515 前島　　慧士 (6) 長浜小 15.38

ｵｶ ｶｲｾﾞﾝ ｶｼﾞﾀ ﾚﾝ
2 7 180 岡　　　海善 (5) 神戸川小 15.68 2 7 807 梶田　蓮 (6) 塩冶小 15.55

ﾅﾗ ﾕｳｽｹ ｲﾓﾄﾂﾊﾞｻ
3 1 894 奈良　宥佑 (5) 四絡小 15.99 3 4 667 井元　　大翔 (6) 大社小 16.29

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ ﾊﾏｵｶ ｼﾞｭﾝ
4 6 326 永田　　裕暉 (4) 北陽小 16.98 4 8 888 濱岡　純 (5) 四絡小 16.31

ｸｻｶ ｺｳﾀﾞｲ ｶﾄｳ ｼｮｳ
5 5 555 日下　輝大 (4) 高松小 17.87 5 2 937 加藤　　　聖 (5) 神戸川小 16.78

ﾐﾔﾓﾄ ﾔﾏﾄ ｵｵﾊﾀ ｻｷﾄ
6 4 675 宮本　　大和 (4) 高浜小 18.00 6 9 558 大畑　咲人 (4) 高松小 17.65

ｿﾀ ﾑﾂｷ ﾌｼﾞｴ ｶｽﾞｷ
7 9 528 曽田　　睦季 (5) 長浜小 18.21 7 1 62 藤江　和希 (5) 大津小 17.73

ｲｲｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ ｺｲｹ ﾄﾓﾔ
8 8 854 飯島　航 (4) 今市小 19.13 6 47 小池　那弥 (5) 今市小 DNS

ﾃﾞｵﾄﾞﾛﾋﾞ ﾋﾞｰﾄﾙ ｱﾏﾉ ｲｯﾄ
3 142 ﾃﾞｵﾄﾞﾛﾋﾞ　ﾋﾞｰﾄﾙ (4)塩冶小 DNS 5 324 天野　　壱都 (4) 北陽小 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾉ ﾘｭｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ
1 6 508 日野　　竜汰 (6) 長浜小 14.92 1 1 581 山本　陽 (5) 高松小 15.17

ｱｺﾞｳ ﾕｳﾄ ｲﾄｳ ｱｻﾋ
2 7 37 吾郷　雄飛 (6) 今市小 16.37 2 8 977 伊藤　　朝陽 (5) 神戸川小 16.92

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ
3 8 801 吉田　朋哉 (5) 塩冶小 17.13 3 2 676 中島　　晶翔 (4) 高浜小 17.24

ｺｳﾑﾗ  ｵﾄﾊ ｶﾂﾍﾞ ｵｳｽｹ
4 1 790 幸村　　音羽 (4) 四絡小 17.26 4 4 323 勝部　　央佑 (4) 北陽小 17.53

ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ ｵｵｸﾞﾆ ｼｭﾝｽｹ
5 3 556 打田　直輝 (4) 高松小 17.77 5 9 35 大国　駿輔 (6) 今市小 17.62

ｴｽﾐ ｼｭｳﾄ ｱﾍﾞｴｲｷ
6 2 79 江角　柊斗 (6) 大津小 17.78 6 3 655 阿部　　瑛紀 (4) 大社小 17.64

ﾔﾏｵｶ ﾊﾙｷ ｸﾏﾊｼ ﾏｻﾕｷ
7 5 932 山岡　　春輝 (6) 神戸川小 17.90 7 6 881 熊橋　昌之 (4) 四絡小 18.57

ﾐｷ ｶﾝﾀ ｶﾂﾍﾞ ｼｭﾝｷ
8 4 321 三木　　寛太 (4) 北陽小 17.93 8 7 148 勝部　駿貴 (5) 塩冶小 18.66

ｵﾑﾗ ｼｭﾝﾄ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ
9 9 877 小村　駿斗 (4) 四絡小 18.42 9 5 513 林　　　拓光 (6) 長浜小 20.13

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾔｵ ﾂﾊﾞｻ ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞﾝ
1 9 567 鳥屋尾　翼 (5) 高松小 15.92 1 4 517 板垣　　　迅 (6) 長浜小 16.15

ﾅﾝﾊﾞ ﾊﾙﾄ ｶﾝ ﾕｳｷ
2 6 512 南場　　陽翔 (6) 長浜小 16.13 2 9 149 管　優希 (5) 塩冶小 16.41

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ ｼﾝｸﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ
3 1 318 東原　　　舜 (4) 北陽小 16.29 3 5 10 新宮　涼太郎 (5) 今市小 16.61

ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛﾄ ｻﾇｷ ﾚﾝ
4 7 886 高原　宏斗 (4) 四絡小 16.53 4 2 82 佐貫　蓮 (6) 大津小 16.86

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｽｹ
5 2 145 宮嵜　夢太 (5) 塩冶小 17.07 5 3 952 山本　　健介 (4) 神戸川小 16.96

ﾋﾗﾀ ﾖｳ ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾎ
6 5 934 平田　　　瑶 (5) 神戸川小 17.17 6 6 320 勝部　　有歩 (4) 北陽小 17.75

ﾐｼﾏ ｼｭｳﾄ ｲｲﾂｶ ﾀｲﾁ
7 3 847 三島　周斗 (4) 今市小 17.27 7 1 891 飯塚　太一 (5) 四絡小 17.87

ｶｼﾞﾀﾆ ｷｯﾍﾟｲ ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｱﾝ
8 8 674 梶谷　　桔平 (4) 高浜小 17.83 8 7 559 松浦　虹晏 (4) 高松小 18.67

ﾀｷｼﾞﾘ ｴｲｼｮｳ ﾀｶﾗﾕｳｷ
9 4 61 瀧尻　瑛匠 (5) 大津小 18.06 9 8 657 寶　　　勇気 (4) 大社小 19.26

風:  +0.1 風:  +2.1

風:  0.0 風:  +0.4

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

風:  +1.1 風:  +0.5

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場



小全男子オープン100m

11月1日 11:35 決勝  

決勝

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖﾈﾔﾏ ｴｲﾄ ｿﾀ ﾊﾙﾄ
1 5 895 米山　瑛人 (6) 四絡小 15.88 1 3 520 曽田　　遥斗 (6) 長浜小 14.99

ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾔ ﾀｹﾅｶﾞ ｿﾗ
2 7 803 金田　涼椰 (5) 塩冶小 16.16 2 6 40 武永　青空 (5) 今市小 17.29

ﾔﾏﾈ ﾃﾙ ｲﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀﾛｳ
3 1 931 山根　　　輝 (6) 神戸川小 16.80 3 4 38 稲村　信太郎 (5) 今市小 17.46

ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ ﾓﾘ ｶｲｾｲ
4 3 313 坂口　　　輝 (5) 北陽小 16.87 4 8 948 森　　　海晴 (5) 神戸川小 17.56

ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ ﾐﾓﾄ ﾀｸﾐ
5 8 519 川上　　　晴 (6) 長浜小 17.37 5 5 45 三本　拓海 (5) 今市小 18.01

ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾄ ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｭｳﾉｽｹ
6 2 959 錦織　　魁士 (4) 神戸川小 18.10 6 9 848 杠　龍之介 (4) 今市小 18.15

ﾀﾅﾍﾞ ｼｾｲ ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾑ
7 9 851 田部　志聖 (4) 今市小 18.50 7 7 883 大塚　寛夢 (4) 四絡小 18.21

ｽﾐﾀ ﾘｮｳﾏ ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾀﾞｲ
8 4 44 蔽田　龍馬 (5) 今市小 18.51 8 2 958 石橋　　雄大 (4) 神戸川小 18.49

ﾎﾘｴ ﾕｳﾀ ｱｺﾞｳ ｶﾁ
6 54 堀江　結太 (4) 大津小 DNS 1 146 吾郷　勝弛 (5) 塩冶小 DNS

9組 10組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾉ ｼｭﾝﾔ ﾌｼﾞｴ ﾘｵ
1 7 810 布野　駿也 (6) 塩冶小 15.01 1 1 509 藤江　　梨旺 (6) 長浜小 14.92

ｻﾉ ﾋﾛﾄ ﾏｷﾊﾗ ｹﾝﾄ
2 2 312 佐野　　泰斗 (5) 北陽小 16.17 2 5 179 槇原　　健人 (5) 神戸川小 15.72

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ ﾆｯﾀ ｺｳﾒｲ
3 9 41 武永　廉 (5) 今市小 16.47 3 2 314 新田　　孔明 (5) 北陽小 16.96

ｾﾉｵ ｱﾕﾄ ｺｳﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
4 5 72 妹尾　歩佑人 (5) 大津小 17.01 4 9 896 幸村　流星 (6) 四絡小 17.52

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾙ ﾃｾﾞﾝ ﾕｳｷ
5 4 514 藤村　　成留 (6) 長浜小 17.11 5 7 569 手錢　勇喜 (5) 高松小 18.13

ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ ｳｴﾀﾞﾀｲﾖｳ
6 1 951 小川　　泰成 (5) 神戸川小 17.37 6 4 656 上田　　太陽 (4) 大社小 18.19

ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ ﾅﾗｲ ﾀﾂｷ
7 8 677 大谷　　遥輝 (4) 高浜小 19.46 7 6 143 奈良井　達樹 (4) 塩冶小 18.90

ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ﾔﾏﾈ ｱｷﾄ
6 893 加藤　和宏 (5) 四絡小 DNS 8 3 43 山根　晶斗 (5) 今市小 19.17

ｵｸﾉ ﾘｮｳﾀ ｲｼﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ
3 557 奥野　亮太 (4) 高松小 DNS 8 930 石場　　貴寛 (6) 神戸川小 DNS

11組 12組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲﾂｶ ｱﾗﾀ ｽｷﾞｳﾗ ｷｭｳ
1 6 51 飯塚　新太 (4) 大津小 15.92 1 3 18 杉浦　久 (6) 今市小 15.37

ｳﾁﾍﾞ ﾕｳﾀ ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｼﾞ
2 4 150 内部　祐汰 (5) 塩冶小 16.43 2 6 875 板垣　宏治 (4) 四絡小 16.78

ｶﾂﾍﾞ ｱｻﾋ ﾋﾛﾀ ﾕｳﾄ
3 1 936 勝部　　朝陽 (5) 神戸川小 16.78 3 4 804 広田　侑斗 (5) 塩冶小 16.93

ﾀｶﾔﾏ ｵｳｶ ｲﾏｵｶ ﾑﾈｼｽﾞ
4 2 857 高山　桜嘩 (4) 今市小 16.88 4 8 36 今岡　宗静 (6) 今市小 17.50

ｴﾁｺﾞｶｲﾄ ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ
5 3 659 越後　　海翔 (4) 大社小 17.67 5 9 147 大嶋　悠斗 (5) 塩冶小 18.32

ﾅｶｽｼﾞ ｶｲﾄ ﾀｶﾉ ﾊﾔﾃ
6 7 582 中筋　海翔 (4) 高松小 18.13 6 5 511 高野　　　颯 (6) 長浜小 18.39

ｼﾝｸﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ ﾌﾙｶﾜｴｲｼﾞ
7 5 310 新宮　　琉次 (5) 北陽小 18.21 7 2 759 古川　　瑛士 (5) 大社小 18.46

ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾄ ﾀｶﾐ ｼｭﾝｽｹ
8 9 885 松本　柊斗 (4) 四絡小 18.55 8 7 960 高見　　駿佑 (4) 神戸川小 19.34

ｿﾈ ﾄｳﾏ ｲﾄｳ ﾕｳｷ
8 527 曾根　　大磨 (5) 長浜小 DNS 9 1 849 伊藤　優希 (4) 今市小 19.99

風:  +0.3 風:  -1.0

風:  +0.9 風:  +0.5

風:  +1.5 風:  +0.3

凡例    DNS：欠場



小全男子オープン100m

11月1日 11:35 決勝  

決勝

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

13組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾄﾐ ﾏｻｼ
1 1 516 石富　　将史 (6) 長浜小 16.20

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ
2 2 518 小川　　日葵 (6) 長浜小 16.28

ｲﾜﾀﾆ ｲﾂｷ
3 9 39 岩谷　一希 (5) 今市小 17.09

ﾆｼｵ ﾐｽﾞｷ
4 4 84 西尾　瑞基 (6) 大津小 17.52

ﾐﾁｼﾀ ｼﾝｶﾞ
5 5 940 道下　　真我 (5) 神戸川小 17.55

ｲﾏｵｶ ｺｳｷ
6 6 957 今岡　　幸己 (4) 神戸川小 18.07

ﾖﾈﾊﾗ ﾀｸﾐ
7 3 884 米原　拓未 (4) 四絡小 18.14

ﾀｹｳﾁ ﾄｳﾔ
8 8 563 竹内　透哉 (4) 高松小 18.38

ﾔｸﾗ ﾘｭｳｾｲ
9 7 144 矢倉　琉生 (4) 塩冶小 18.41

風:  +1.2

凡例    DNS：欠場



小全男子オープン1000m

11月1日 13:54 決勝  

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｲ ﾄﾓﾕｷ

1 1 521 河井　　友幸 (6) 長浜小 3.34.35
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｸ

2 16 972 石川　　華玖 (5) 神戸川小 3.38.81
ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ

3 8 814 川本　周 (5) 塩冶小 3.41.67
ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞｷ

4 6 975 勝部　　和樹 (5) 神戸川小 3.44.87
ﾔﾀ ｾｲﾄ

5 4 962 矢田　　聖都 (6) 神戸川小 3.44.94
ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ

6 10 887 石橋　諒 (5) 四絡小 3.50.44
ﾖｼｵｶ ﾕｲﾄ

7 2 974 吉岡　　由翔 (5) 神戸川小 3.51.95
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾔ

8 15 882 足立　雄彌 (4) 四絡小 3.54.60
ﾀﾈ ﾗｲｷ

9 23 66 多根　来輝 (5) 大津小 3.55.00
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ

10 14 976 宮本　　航汰 (5) 神戸川小 3.55.16
ﾔｽﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ

11 12 42 安田　一平 (5) 今市小 3.55.34
ﾐｷ ｶｲﾄ

12 3 307 三木　　海音 (6) 北陽小 3.56.63
ﾎﾝﾀﾞｿｳ

13 20 664 本田　　　想 (5) 大社小 4.06.42
ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

14 9 46 吉川　大輝 (5) 今市小 4.06.75
ﾌｼﾞﾊﾗ ｲｯｾｲ

15 19 48 藤原　一成 (5) 今市小 4.07.91
ｺﾔﾏ ﾊﾙｷ

16 11 892 古山　晴貴 (5) 四絡小 4.08.41
ｶﾜﾓﾄｺｳｷ

17 18 663 川本　　晄輝 (5) 大社小 4.08.50
ｵｵﾉ ﾐｽﾞｷ

18 22 889 大野　瑞祈 (5) 四絡小 4.12.96
ｲﾜﾅﾘ ﾄﾜ

19 7 69 岩成　永久 (5) 大津小 4.13.48
ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ

20 17 673 伊藤　　大陽 (5) 高浜小 4.13.92
ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐﾔ

21 21 71 篠原　郁哉 (5) 大津小 4.27.06
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾏ

13 971 松村　　創雅 (6) 神戸川小 DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ

5 580 安達　優翔 (5) 高松小 DNS

審 判 長：鎌田　満文
記録主任：河村　靖宏

主催：出雲市体育協会・出雲市教育委員会・出雲市小・中学校体育連盟・出雲市陸上競技協会 

凡例    DNS：欠場
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