
高校招待男子5000m

4月24日 11:30 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾜｷﾓﾄ ﾀｹﾙ ﾖｼﾑﾗ ｺｳｾｲ

1 47 脇本　　岳(2) 倉敷高 15:19.31 1 31 吉村　晃世(3) 小林高 14:28.09
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｷ ｳﾈ ｱﾕﾑ

2 60 宮本　　大生(1) つるぎ高 14:45.82 2 43 畝　　歩夢(3) 倉敷高 15:03.55
ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ

3 37 岩本　健次郎(2) 石見智翠館高 15:40.77 3 22 宮崎　勇樹(17) 大阪高 14:45.89
ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ ﾐﾊﾗ ｶｲﾄ

4 53 槇原　　洸槻(2) 出雲工高 14:55.00 4 30 三原　魁人(2) 洛南高 15:14.74
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ

5 36 安達　　祐太(3) 米子松蔭高 15:54.57 5 34 清水　　寛大(2) 米子松蔭高 15:36.76
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ

6 15 三ツ星　翔(3) 八頭高 14:58.25 6 19 大森　太楽(3) 鳥取城北高 14:50.62
ﾐｽﾞﾀﾏ ｺｳﾀ ﾅｷﾞﾗ ﾀｶﾄ

7 45 水玉　康太(3) 倉敷高 15:29.23 7 52 柳樂　　天斗(3) 出雲工高 14:55.00
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾄｳｷ

8 16 杉村　宗哉(3) 八頭高 14:38.66 8 27 吉田　登輝(3) 洛南高 15:34.45
ｸﾗﾉ ｷｮｳｽｹ ｱﾏｻｷ ｼｮｳ

9 4 倉野　　恭佑(2) 大牟田高 15:11.22 9 38 甘崎　勝(3) 世羅高 15:02.00
ｵｵｸﾎﾞ ｲﾁｷ ﾀｹﾔｽ ｶｽﾞﾔ

10 41 大久保　樹(2) 世羅高 15:15.00 10 35 竹安　　和也(2) 米子松蔭高 15:47.22
ﾀﾅｶ ｺﾌﾟｾｲ ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ

11 32 田中　康　靖(2) 小林高 14:32.76 11 33 本田　　圭吾(3) 米子松蔭高 14:48.06
ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ ﾔﾏﾈ ｹｲﾄ

12 50 黒木　みひろ(3) 出雲工高 14:50.00 12 7 山根　恵大(2) 鳥取育英高 15:20.37
ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ

13 21 山根　鉄朗(2) 鳥取城北高 15:37.45 13 29 小林　峻也(2) 洛南高 15:13.71
ﾊﾗﾉ ｼｭｳﾏ ｲｹｼﾞﾘ ﾕｳﾄ

14 48 原野　秀馬(2) 倉敷高 15:52.18 14 42 池尻　　悠人(3) 松江南高
ｵﾘﾍﾞ ｷﾖﾊﾙ ｲﾜｻ ﾐｽﾞｷ

15 2 吉冨　　裕太(2) 大牟田高 15:02.63 15 61 岩浅　　瑞樹(1) つるぎ高 14:56.12
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｲｷ

16 51 田部　　雄作(3) 出雲工高 14:50.00 16 12 谷澤　泰輝(3) 報徳学園高 14:59.33
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ

17 10 矢島　　洸一(2) 山梨学院附高 14:55.44 17 54 小林　　龍二(2) 出雲工高 14:56.00
ﾅﾊﾗ ｼﾝｺﾞ ﾓﾘﾍﾞ ｷﾖﾊﾙ

18 39 菜原　伸吾(3) 世羅高 15:10.00 18 3 森部　　清陽(2) 大牟田高 15:18.11
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ ｳｽｲ ｹﾝﾀ

19 11 高橋　隼人(3) 報徳学園高 14:55.22 19 18 臼井　健太(3) 鳥取城北高 14:50.97
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾀ

20 21 德田　大祐(3) 鳥取城北高 15:11.96 20 59 片岡　　龍大(2) つるぎ高 15:00.24
ｻｻﾀﾞ ﾕｳﾀ ｽｻ ﾀｲﾁ

21 44 笹田　優太(3) 倉敷高 15:07.16 21 1 須佐　　多智(2) 大牟田高 15:20.88
ｵﾊﾞﾗ ﾎｸﾄ ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ

22 5 小原　北斗(3) 鳥取育英高 15:16.31 22 55 大谷　　邦平(2) 出雲工高 15:10.28
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾄﾓﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

23 9 吉田　　　巧(3) 山梨学院附高 14:41.94 23 14 友村　俊介(2) 報徳学園高 15:06.09
ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ

24 26 新井　和貴(16) 大阪高 14:57.88 24 56 山崎　　穂高(2) 出雲工高 15:02.18
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾌﾐ ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

25 8 河口　　英史(3) 山梨学院附高 15:01.52 25 24 呑村　大樹(16) 大阪高 14:41.54
ﾔｽﾓﾄ ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

26 17 安本　元虎(3) 鳥取西高 14:54.57 26 13 木村　純一郎(3) 報徳学園高 15:10.23
ﾏﾂｳﾗ ﾚﾝ ｱﾂﾀ ｹﾝﾔ

27 58 松浦　　　蓮(2) つるぎ高 15:00.65 27 28 熱田　賢哉(3) 洛南高 15:42.36
ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ ｵｵｻｶ ﾕｳｷ

28 57 高見　　真拓(1) 出雲工高 15:26.81 28 23 大坂　祐輝(17) 大阪高 14:39.70
ｻｻｷ ﾋｶﾙ ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

29 40 佐々木　光(2) 世羅高 15:03.00 29 6 前嶋　昴宏(3) 鳥取育英高 15:17.25
ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ ｱﾏﾉ ｶﾂﾄｼ

30 46 前田　晃伸(3) 倉敷高 15:18.73 30 25 天野　克俊(16) 大阪高 14:55.13
ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

31 49 多久和　能広(3) 平田高



招待女子ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾚｰｽ100m

4月23日 13:00 決　勝

決　勝　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ ｻｻｺ ﾏｲ

1 27 水師　　莉子(3) 大社高 1 20 笹子　真衣 駿河台大学
ｼﾏﾀﾞ ｻｴ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ

2 25 島田　沙絵 青山学院大学 2 31 藤沢　沙也加 セレスポ
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ

3 22 藤森　安奈 青山学院大学 3 32 青山　聖佳 大阪成蹊大学

ﾜﾀﾞｱｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ

4 23 和田　麻希 ミズノ 4 21 渡邉　ひかる 駿河台大学
ﾅｶｼﾞﾏｱｻﾘ ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ

5 30 中島　藍梨 大阪成蹊大学 5 26 足立　沙矢香 青山学院大学

ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ ｳｴﾑﾗ ｷﾐ

6 24 エドバーイヨバ(1) 日本大 6 29 上村　希実 青山学院大学

ｼﾏｵｶ ﾐﾅﾐ ﾖｼﾐ ﾐｻｷ

7 33 島岡　未奈美 大阪成蹊大学 7 36 吉見　美咲 大阪成蹊大学

ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ ｺﾃﾗ ﾐｻｷ

8 34 武石　この実 東邦銀行 8 19 小寺　美沙季 作新学院大学

ｻﾄｳ ﾋﾅｺ ﾀｶﾓﾘ ﾏﾎ

9 35 佐藤　日奈子 大東文化大学 9 28 高森　真帆 青山学院大学



招待男子ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾚｰｽ100m

4月23日 13:10 決　勝

決　勝　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ ｷﾑﾗｼﾞｭﾝ

1 13 渡邉　和也 ミズノ 1 12 木村　淳 大阪ガス
ｱｺﾞｳ ﾖｳ ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ

2 1 吾郷　　陽 東洋大学 2 16 木村　和史 四電工
ｶﾜｾ ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ

3 17 川瀬　実来央 大東文化大学 3 2 堀江　新太郎 住友電工
ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾌｼﾞﾋｶﾙ ｹﾝｼﾞ

4 11 ウォルシュジュリアン 東洋大学 4 15 藤光　謙司 ゼンリン
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

5 5 小林　雄一 NTN 5 6 山口　竜哉 出水陸協
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ

6 4 原　翔太 スズキ浜松AC 6 7 本間　圭祐 アキレス瞬足AC

ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ｻｻｷｼｭｳﾔ

7 3 高平　慎士 富士通 7 8 佐々木　秀哉 大東文化大学

ﾊﾅﾀﾞ　ﾀﾂﾔ ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ

8 9 花田　　達也(3) 大社高 8 3-18 岩本　武(2) 順天堂大
ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ

9 14 金丸　祐三 大塚製薬 9 10 森　　　知幸 島根大



YOSHIOKASPRINT女子100m

4月23日 15:00 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｺﾃﾗ ﾐｻｷ

1 19 小寺　美沙季 作新学院大学

ｻｻｺ ﾏｲ

2 20 笹子　真衣 駿河台大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ

3 21 渡邉　ひかる 駿河台大学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ

4 22 藤森　安奈 青山学院大学

ﾜﾀﾞｱｻｷ

5 23 和田　麻希 ミズノ
ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ

6 24 エドバーイヨバ(1) 日本大 11.66
ｼﾏﾀﾞ ｻｴ

7 25 島田　沙絵 青山学院大学

ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ

8 26 足立　沙矢香 青山学院大学

ﾐｽﾞｼ　ﾘｺ

9 27 水師　　莉子(3) 大社高



YOSHIOKASPRINT男子100m

4月23日 15:10 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｱｺﾞｳ ﾖｳ

1 1 吾郷　　陽 東洋大学
ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ

2 2 堀江　新太郎 住友電工
ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ 島根

3 3 高平　慎士 富士通
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 島根

4 4 原　翔太 スズキ浜松AC

ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｲﾁ 島根

5 5 小林　雄一 NTN
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

6 6 山口　竜哉 出水陸協
ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 島根

7 7 本間　圭祐 アキレス瞬足AC

ｻｻｷｼｭｳﾔ

8 8 佐々木　秀哉 大東文化大学

ﾊﾅﾀﾞ　ﾀﾂﾔ

9 9 花田　　達也(3) 大社高



YOSHIOKASPRINT女子300m

4月23日 15:20 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾀｶﾓﾘ ﾏﾎ

1 28 高森　真帆 青山学院大学

ｳｴﾑﾗ ｷﾐ

2 29 上村　希実 青山学院大学

ﾅｶｼﾞﾏｱｻﾘ

3 30 中島　藍梨 大阪成蹊大学

ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ

4 31 藤沢　沙也加 セレスポ
ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ

5 32 青山　聖佳 大阪成蹊大学

ｼﾏｵｶ ﾐﾅﾐ 島根

6 33 島岡　未奈美 大阪成蹊大学

ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ

7 34 武石　この実 東邦銀行
ｻﾄｳ ﾋﾅｺ

8 35 佐藤　日奈子 大東文化大学

ﾖｼﾐ ﾐｻｷ

9 36 吉見　美咲 大阪成蹊大学



YOSHIOKASPRINT男子300m

4月23日 15:30 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ

1 10 森　　　知幸 島根大
ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ

2 11 ウォルシュジュリアン 東洋大学
ｷﾑﾗｼﾞｭﾝ

3 12 木村　淳 大阪ガス
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

4 13 渡邉　和也 ミズノ
ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ

5 14 金丸　祐三 大塚製薬
ﾌｼﾞﾋｶﾙ ｹﾝｼﾞ

6 15 藤光　謙司 ゼンリン
ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ

7 16 木村　和史 四電工
ｶﾜｾ

8 17 川瀬　実来央 大東文化大学

ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ

9 3-18 岩本　武(2) 順天堂大
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