
第６２回　島根県高等学校新人陸上競技大会　兼第２５回中国高等学校新人陸上競技大会島根県予選会　決勝記録一覧表 平成28年9月18日(日)～19日(月)
【女子決勝一覧】 総務：柳楽達也　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）　記録主任：増野　浩 【競技場】322010  益田陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/18  -0.5 田中　　璃奈(1) 12.86 高田　　桃花(1) 12.98 長戸　　友花(1) 13.06 戸屋　　萌南(1) 13.08 梨田　　安乃(1) 13.41 森本　　千陽(1) 13.55 加藤　実夕(1) 13.91 大林　里沙子(1) 14.04

1年１００ｍ 島　根･浜田 島　根･松江北 島　根･明誠 島　根･開星 島　根･明誠 島　根･松江東 島　根･松江商業 島　根･松江東
09/18   0.0 前田　　瑠音(2) 12.37 石川　　結貴(2) 12.65 金坂　　優衣(2) 13.14 今岡　　千景(2) 13.26 大﨑　　南美(2) 13.34 田邨　　夏歩(2) 13.51 酒井　　和奏(2) 13.52 佐藤　　晏寿(2) 13.64

2年１００ｍ 島　根･明誠 島　根･開星 島　根･開星 島　根･大社 島　根･大田 島　根･浜田 島　根･出雲 島　根･益田
09/19   0.0 石川　　結貴(2) 25.39 米田　　涼帆(2) 25.78 戸屋　　萌南(1) 26.35 金坂　　優衣(2) 26.73 田邨　　真歩(2) 27.00 新井　　里帆(1) 27.32 大﨑　　南美(2) 27.63 佐藤　　晏寿(2) 28.04

２００ｍ 島　根･開星 島　根･明誠 島　根･開星 島　根･開星 島　根･浜田 島　根･明誠 島　根･大田 島　根･益田
09/18 米田　　涼帆(2) 59.25 田邨　　真歩(2) 1,00.91 新井　　里帆(1) 1,01.18 中嶋　　彩夏(2) 1,01.56 原田　　季歩(2) 1,04.48 吉井　　暖乃(2) 1,04.89 松本　美優(1) 1,06.18

４００ｍ 島　根･明誠 島　根･浜田 島　根･明誠 島　根･浜田 島　根･開星 島　根･出雲 島　根･松江商業
09/19 青山　　春菜(1) 2,22.05 杉本　麻里亜(1) 2,25.56 伊津　かなえ(1) 2,26.34 池野　　佑奈(1) 2,27.93 岡　　ひかり(1) 2,29.98 吉井　　暖乃(2) 2,30.49 若槻　　ゆな(2) 2,33.00 原田　　季歩(2) 2,33.09

８００ｍ 島　根･松江北 島　根･明誠 島　根･浜田 島　根･益田 島　根･平田 島　根･出雲 島　根･平田 島　根･開星
09/18 青山　　春菜(1) 4,41.73 三浦　　優葉(1) 4,41.75 田中　　愛樹(1) 4,43.16 原田　　菜月(2) 4,49.78 池野　　佑奈(1) 5,07.63 杉本　麻里亜(1) 5,08.21 三上　　真希(2) 5,08.47 若槻　　ゆな(2) 5,10.12

１５００ｍ 島　根･松江北 島　根･益田東 島　根･平田 島　根･出雲 島　根･益田 島　根･明誠 島　根･出雲 島　根･平田
09/19 三浦　　優葉(1) 10,02.16 田中　　愛樹(1) 10,02.98 志波　　郁子(2) 10,09.19 角　　　夢子(1) 10,23.49 吾郷　　真帆(2) 10,29.84 原田　　奈央(2) 10,45.98 佐藤　　奈菜(2) 11,02.28 石橋　　奈実(1) 11,06.34

３０００ｍ 島　根･益田東 島　根･平田 島　根･浜田 島　根･出雲 島　根･平田 島　根･出雲 島　根･益田東 島　根･出雲
09/18 １００mH   0.0 大賀　　結莉(2) 14.82 石岡　　茉尋(2) 15.50 高田　　桃花(1) 15.56 淸水　　友花(2) 17.25 橋本　　梨未(2) 17.34 水谷　　　英(1) 17.82 大林　里沙子(1) 18.09

(0.838m) 島　根･松江北 島　根･大社 島　根･松江北 島　根･出雲 島　根･浜田 島　根･平田 島　根･松江東
09/19 ４００mH 大賀　　結莉(2) 1,03.33 石岡　　茉尋(2) 1,03.65 中嶋　　彩夏(2) 1,06.38 淸水　　友花(2) 1,09.51 拝上　　日和(1) 1,11.64

(0.762m) 島　根･松江北 GR 島　根･大社 GR 島　根･浜田 島　根･出雲 島　根･浜田
09/18 明誠       49.12 開星       49.87 浜田       50.61 大社       50.86 松江商業       53.04 平田       53.48 出雲       53.89 松江東       53.95

４×１００ｍR 梨田　　安乃(1) 金坂　　優衣(2) 田邨　　夏歩(2) 古和　　里奈(2) 竹内　陽菜(1) 石川　　鈴那(2) 細川　まきほ(1) 多胡　　美咲(1)
長戸　　友花(1) 石川　　結貴(2) 田中　　璃奈(1) 石岡　　茉尋(2) 加藤　実夕(1) 中島　　朱音(2) 酒井　　和奏(2) 川本　　侑奈(1)
米田　　涼帆(2) 戸屋　　萌南(1) 畑岡　　颯貴(2) 井上　　　舞(2) 松本　美優(1) 宮崎　　夢衣(1) 淸水　　友花(2) 森本　　千陽(1)
前田　　瑠音(2) 小草　　菜歩(1) 田邨　　真歩(2) 今岡　　千景(2) 松浦　未歩(1) 立石　　裕香(1) 吉井　　暖乃(2) 大林　里沙子(1)

09/19 明誠     3,59.00 浜田     4,03.27 開星     4,06.39 大社     4,10.22 出雲     4,11.08 松江商業     4,24.32 松江東     4,24.59 益田     4,41.10
４×４００ｍR 新井　　里帆(1) 中嶋　　彩夏(2) 金坂　　優衣(2) 今岡　　千景(2) 淸水　　友花(2) 松本　美優(1) 川本　　侑奈(1) 佐藤　　晏寿(2)

前田　　瑠音(2) 田中　　璃奈(1) 戸屋　　萌南(1) 井上　　　舞(2) 酒井　　和奏(2) 加藤　実夕(1) 森本　　千陽(1) 井上　　千樺(1)
梨田　　安乃(1) 田邨　　夏歩(2) 原田　　季歩(2) 園山　実沙季(1) 原田　　菜月(2) 竹内　陽菜(1) 多胡　　美咲(1) 又賀　　敏子(1)
米田　　涼帆(2) 田邨　　真歩(2) 石川　　結貴(2) 石岡　　茉尋(2) 吉井　　暖乃(2) 松浦　未歩(1) 大林　里沙子(1) 澄川　　美波(1)

09/18 上部　　沙織(1) 1.58 宮本　　瞳子(2) 1.43 飯塚　　香穏(1) 1.40 炭本　　智子(2) 1.40 池田　　愛花(2) 1.40 徳田　　希美(1) 1.25
走高跳 島　根･浜田 島　根･大社 島　根･平田 島　根･浜田 島　根･出雲商業 島　根･明誠

09/18 古和　　里奈(2) 2.90 宍道　　奈穂(2) 2.70 安達　　美紅(2) 2.70 園山　実沙季(1) 2.30 伊藤　　芹佳(1) 2.10
棒高跳 島　根･大社 HTR,GR 島　根･松江農林 GR 島　根･松江農林 GR 島　根･大社 =GR 島　根･松江農林

09/18 小草　　菜歩(1) 5.06(0.0) 前田　　瑠音(2) 5.01(+0.1) 田邨　　夏歩(2)5.01(+0.1) 酒井　　和奏(2)4.87(+0.1) 田中　　璃奈(1)4.87(-0.7) 神田　　成美(2)4.85(+0.5) 高瀬　里佳子(2) 4.84(+0.6) 井上　　　舞(2) 4.80(0.0)
走幅跳 島　根･開星 島　根･明誠 島　根･浜田 島　根･出雲 島　根･浜田 島　根･隠岐 島　根･出雲北陵 島　根･大社

09/19 今岡　　千景(2) 10.93(+2.5)　三成　　香代(2) 9.85(+1.5) 洲濵　由喜美(2) 9.58(+0.8) 川本　　侑奈(1) 9.31(+0.9)
三段跳 島根・大社 島根・出雲商業 島根・矢上 島根・松江東

公認2回目10m86(+1.3)　GR
09/19 砲丸投 岩野　　愛子(2) 9.77 高野　　彩香(1) 8.76 於保　　成実(2) 8.68 木原　　彩弥(1) 8.60 田中　　里沙(2) 6.60 小松　　由奈(2) 6.52 堀江　　喬子(2) 6.50 周藤　　成美(1) 6.48

(4.000kg) 島　根･大社 島　根･三刀屋 島　根･大社 島　根･大社 島　根･大田 島　根･石見智翠館 島　根･横田 島　根･出雲北陵
09/18 円盤投 岩野　　愛子(2) 30.93 田中　　里沙(2) 25.77 岩田　　志津(2) 25.44 木村　　菜々(2) 23.50 堀江　　喬子(2) 17.98

(1.000kg) 島　根･大社 島　根･大田 島　根･松江農林 島　根･松江農林 島　根･横田
09/18 ハンマー投 猿木　　　悠(2) 35.76 岩田　　志津(2) 25.28

(4.000kg) 島　根･大社 GR 島　根･松江農林
09/19 やり投 木原　　彩弥(1) 36.84 齋藤　　　恵(2) 32.26 松浦　未歩(1) 32.03 木村　　菜々(2) 30.73 梶谷　あかり(2) 29.93 小松　　由奈(2) 29.29 於保　　成実(2) 27.01 千葉　　いくみ(1) 17.94

(0.600kg) 島　根･大社 島　根･明誠 島　根･松江商業 島　根･松江農林 島　根･松江西 島　根･石見智翠館 島　根･大社 島　根･松江農林
凡例：HPR　高校島根県最高記録　GR　大会新記録　=GR　大会タイ記録


