
第７１回島根陸上競技選手権大会（兼　第72回国民体育大会兼予選会）

【男子決勝一覧表】 主催　（一財）島根陸上競技協会
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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
 +0.9 吾郷　陽(3) 10.64 漆谷　健太 10.80 三上　航介(2) 10.83 門脇　陸(2) 10.93 西尾　颯汰(3) 10.99 吉田　健作 11.03 田村　真嗣(3) 11.05 亀田　広夢(2) 11.15

１００ｍ 東洋大 Ｔeam　OJC 城西大 松江北高 広経大 SUNS AC 浜田高 島根大
 +3.0 門脇　陸(2) 21.91 桐原　勇斗(3) 22.13 田村　真嗣(3) 22.60 川本　晟馬　(2) 22.75 吉田　健作 23.06 石原　秀真(3) 23.12

２００ｍ 松江北高 大社高 浜田高 明誠高 SUNS AC 横田高
山﨑　定将(3) 49.07 菅井　雄生(4) 50.34 舩木　健二(4) 51.11 金子　敬志 51.25 伊藤　千紀(2) 51.33 田中　智久(4) 51.34 勝手　泰治(2) 51.99 大達　　航(3) 52.69

４００ｍ 環太平洋大学 島根大 島根大 Ｔeam　OJC 松江北高 島根大 浜田高 益田高
山﨑　定将(3) 1,56.74 成清　拓己(2) 1,57.70 内田　悠太(2) 1,59.11 須山　泰成(3) 2,02.19 別木　政彦 2,04.89 山岡　竜也(2) 2,05.28 伊藤　千紀(2) 2,05.67 重田　純太郎(3) 2,18.40

８００ｍ 環太平洋大学 島根大 関学大 三刀屋高 SUNS AC 平田高 松江北高 明誠高
槇原　洸槻(3) 4,00.69 山崎　穂高(3) 4,01.07 福濱　駿 4,01.93 井上　翔太(2) 4,03.72 高橋　椿太郎(3) 4,08.29 小林　遼太郎(3) 4,08.33 志食　歩輝(3) 4,10.08 伊藤　太一(3) 4,10.65

１５００ｍ 出雲工高 出雲工高 ホシザキ 島根大 平田高 明誠高 平田高 松江南高
槇原　洸槻(3) 14,55.59 福濱　駿 14,56.15 高見　真拓(2) 14,57.14 志食　歩輝(3) 14,57.55 黒田　敦斗(3) 15,16.39 伊藤　太一(3) 15,32.73 河北　竜治(3) 15,33.94 原　一智(2) 15,34.05

５０００ｍ 出雲工高 ホシザキ 出雲工高 平田高 平田高 松江南高 広島大 島根大
田中　達也 35,01.32 小林　慶一郎 35,01.32 柴田　一平 35,36.91 大屋　一喜(2) 35,56.33 園山　健太 36,47.66 月輪　浩之 37,35.73 高倉　明信 39,06.04

１００００ｍ ホシザキ 松江市陸協 益田市陸協 明誠高 島根AC 島根AC 東出雲体協
110mH  -0.2 勝田　　築(3) 14.61 中屋敷　祐人(3) 15.27 宮崎　幹太(3) 15.55 遠所　勇歩(2) 15.62 渡邉　孝道(3) 15.68 今岡　紘希(2) 15.97 河野　鉄太(3) 16.15
1.067m 開星高 島根大 明誠高 松江北高 島根大 大社高 明誠高

４００ｍＨ 阿川　公希(3) 55.03 田中　　塁(2) 55.27 遠藤　晴輝(2) 56.49 梅木　雅矢(4) 56.91 宮崎　幹太(3) 57.45 久保田　真規(3) 58.30 一瀬　天志(3) 58.79 玉木　浩平(2) 59.95
0.914m 出雲高 出雲高 東経大 島根大 明誠高 浜田高 松江南高 平田高

高橋　椿太郎(3) 9,41.22 舩津　涼太(3) 9,48.90 清水　椋太(3) 9,57.87 中澤　仁(3) 10,01.28 山崎　穂高(3) 10,11.50 梶谷　寛(3) 10,11.51 原　　　周平(3) 10,12.26 藤澤　浄(2) 10,31.62
３０００ｍＳＣ 平田高 松江商高 平田高 矢上高 出雲工高 平田高 出雲工高 浜田高

月輪　浩之 24,19.76 菅井　晶希(3) 24,36.77 古山　新之助(2) 26,22.08
５０００ｍＷ 島根AC 出雲高 出雲高

大社高       42.89 SUNS AC       43.42 明誠高       43.77 松江工高       43.85 松江北高       44.11 平田高       44.64 浜田高       44.84 開星高       44.91
４×１００ｍＲ 西尾　太成(2) 吉田　健作 福間　尚斗(3) 加納　夏葵(2) 石川　優也(2) 杉原　隆太郎(3) 大谷　大夢(2) 渡部　龍斗(2)

桐原　勇斗(3) 林　　翔太 吉田　　寛大(3) 佐藤　健人(3) 門脇　陸(2) 落合　勇介(3) 田村　真嗣(3) 平谷　彰吾(1)
永瀬　海生(2) 井上　太陽 大崎　晴斗(3) 多胡　京太(2) 遠所　勇歩(2) 岡田　大輝(3) 森　翔太(2) 福田　亮太(1)
山上　響輝(3) 安部　雄一郎 河野　鉄太(3) 林　　頼人(2) 森永  夏野(2) 玉木　浩平(2) 久保田　真規(3) 土江　陸空(1)

松江北高     3,27.54 明誠高     3,27.73 出雲高Ａ     3,28.73 益田高     3,30.41 SUNS AC     3,30.95 浜田高     3,32.31 島根県立大     3,34.56 開星高     3,44.17
４×４００ｍＲ 森永  夏野(2) 大崎　晴斗(3) 藤岡　哲也(2) 銭本　捺(2) 井上　太陽 川本　瑞記(1) 清水　星輝(4) 福田　亮太(1)

伊藤　千紀(2) 宮崎　幹太(3) 田中　　塁(2) 永安　風輝(3) 林　　翔太 大谷　大夢(2) 馬場　康平(2) 土江　陸空(1)
門脇　陸(2) 福間　尚斗(3) 阿川　公希(3) 五藤　雄司(3) 下　　大輔 三澤　海斗(2) 下元　謙信(2) 渡部　龍斗(2)
細田　一樹(2) 吉田　寛大(3) 永岡　宗一郎(2) 大達　　航(3) 別木　政彦 田村　真嗣(3) 落合　駿斗(3) 平谷　彰吾(1)

陶山　勇人(1) 2.01 坂野　亮次(4) 1.90 原田　真紘(1) 1.85 山﨑　達也(3) 1.85 日野　楼士(2) 1.80 大久保　尚耶(2) 1.80 志食　真陽瑠(1) 1.75
走高跳 大社高 岡山商大 松江北高 大社高 明誠高 明誠高 大社高

高畑　友哉(2) 4.20 橋添　修弥(3) 4.00 佐藤　健人(3) 3.90 成相　貴裕(2) 3.80 田部　明(2) 松江農高 3.60 中村　慎太郎(1) 大社高 3.40
棒高跳 大社高 大社高 松江工高 大社高 荒木　創太(2) 大社高 廣澤　　創(2) 出雲高

𨑕田　周平(3) 7.45(+1.8) 川角　健太(3) 6.90(+2.2) 坂元　郁弥(3) 6.84(+1.6) 金築　大将(1) 6.65(+1.3) 清水翔一郎(3) 6.61(+1.9) 永岡宗一郎(2) 6.60(+2.0) 朝津　順平(2) 6.57(+1.3) 亀田　広夢(2) 6.55(+1.4)
走幅跳 島根大 福岡大 島根大 福岡大 島根大 出雲高 島根大 島根大

朝津　順平(2)14.01(+1.1) 坂元　郁弥(3)13.95(-0.2) 13.95(-1.5) 佐佐木裕大(4)13.38(+0.7) 清水翔一郎(3)13.01(+0.8) 福庭　将仁(1) 12.89(0.0) 小笠原真也(3)12.73(-0.5) 新谷　俊季(2)12.67(+0.8)
三段跳 島根大 島根大 島根大 福山大 島根大 岡山商大 矢上高 大社高
砲丸投 福島　翔太郎 15.80 杉原　摩耶(3) 12.18 水津　　周(3) 11.78 山本 幸志郎(1) 11.50
7.260kg BMAC GR 九共大 大社高 徳山大
円盤投 森川　太陽(2) 31.35 佐藤　佑哉(3) 27.63
2.000kg 島根県立大 松江農高
ﾊﾝﾏｰ投 松田　堯 54.19 田中　亮伍(1) 53.71 小浦　心充 39.56 和田森　司 38.68 佐藤　佑哉(3) 34.16 野田　嘉彦 31.47 山本　弥人(2) 26.65
7.260kg BMAC 岐経大 BMAC BMAC 松江農高 Ｔeam　OJC 松江農高
やり投 大村　司(1) 62.30 小加本　裕真(4) 57.92 大畑　瑞照(3) 54.68 山根　卓也 52.35 河野　鉄太(3) 42.46 錦織　汰一(3) 42.27 山中　陽太(3) 40.12 三原　太一(1) 39.51
0.800kg 岐経大 島根大 益田高 BMAC 明誠高 松江農高 矢上高 大社高

05/05 十種競技 本田　直紀 5,440 水田　悠介 4,262
～ 06 岡山商科大(3) GR SUNS　AC

100ｍ 11.86(-0.4) 679 11.67(-0.4) 717
走幅跳 6m26(-1.2) 644 5m76(+1.7) 535
砲丸投 8m04 369 8m44 392
走高跳 1m70 544 1m55 426
400ｍ 54.13 634 54.95 601

110ｍＨ 17.11(+1.1) 613 20.06(+1.1) 344
円盤投 23m48 338 23m42 337
棒高跳 3m40 457 2m40 220
やり投 45m17 517 30m77 310
1500ｍ 4.45.68 645 5.33.96 380

.
【男子オープン種目決勝一覧表】

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

高校砲丸投 増野　紀一郎(3) 11.49 渡邊　行陽(1) 11.41 金山　光明(2) 10.82 倉本　晃多(3) 10.47 瀬尾　紀之(2) 10.24 平井　統壱(2) 9.71 米澤　勝幸(2) 9.60 野津　拓万(2) 9.57
6.000kg 松江南高 大社高 大社高 松江ろう 松江西高 松江東高 横田高 隠岐高

高校円盤投 水津　　周(3) 39.89 大畑　瑞照(3) 34.40 古川　晃希(2) 34.09 樋口　　魁(2) 33.46 金山　光明(2) 31.32 平井　統壱(2) 30.09 柳井　清太郎(3) 29.53 安喰　昌太(2) 24.97
1.750kg 大社高 益田高 松江工高 明誠高 大社高 松江東高 益田翔陽高 出雲北陵高

高校ハンマー投 増野　紀一郎(3) 42.78 柳井　清太郎(3) 41.22 須田　和真(2) 40.15 平岡　紀彦(2) 39.10 高橋　絃斗(3) 37.05 倉本　晃多(3) 35.27 瀬尾　紀之(2) 20.98
6.000kg 松江南高 益田翔陽高 大社高 大社高 松江工高 松江ろう 松江西高

岸本　和真(1) 9,12.04 加藤　照瑛(1) 9,20.41 大皷　力斗(1) 9,26.18 奥田　捺暉(1) 9,28.09 田部　智暉 9,31.52 千代延　巧(1) 9,34.96 長嶺　佑生(1) 9,35.28 陶山　輝文(1) 9,37.16
中高３０００ｍ 出雲工高 出雲工高 松江商高 明誠高 仁多中 明誠高 益田高 出雲工高

GR:大会新 審判長 トラック スタート フィールド 混成・招集所 記録主任
豊田　嘉男 清水　禎宏 中村　　茂 細川　寿雄 大田　　裕
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公認6回目6m79(+1.2)



第７１回島根陸上競技選手権大会（兼　第72回国民体育大会兼予選会）

【女子決勝一覧表】 主催　（一財）島根陸上競技協会
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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
 +0.4 前田　瑠音(3) 12.48 髙田　桃花(2) 12.52 三上　真奈(1) 12.58 米田　涼帆(3) 12.80 長戸　友花(2) 12.90 大下　愛梨(1) 12.91 今岡　千景(3) 13.11 大﨑　南美(3) 13.14

１００ｍ 明誠高 松江北高 福岡大 明誠高 明誠高 松江北高 大社高 大田高
+2.0 石川　結貴(3) 25.27 米田　涼帆(3) 25.92 戸屋　萌南(2) 26.24 前田　瑠音(3) 26.26 田邨　真歩(3) 26.91 中島　朱音(3) 27.40 大﨑　南美(3) 27.48 山口　愛莉(2) 27.76

２００ｍ 開星高 明誠高 開星高 明誠高 浜田高 平田高 大田高 松江北高
石川　結貴(3) 57.95 米田　涼帆(3) 58.66 戸屋　萌南(2) 59.42 中嶋　彩夏(3) 1,00.32 大賀　結莉(3) 1,00.44 田邨　真歩(3) 1,00.66 渋谷　里帆(2) 1,01.96 門城　菜々美(1) 1,03.23

４００ｍ 開星高 明誠高 開星高 浜田高 松江北高 浜田高 明誠高 松江北高
三浦　優葉(2) 2,19.91 加藤　小雪(3) 2,22.14 門城　菜々美(1) 2,24.51 伊津　かなえ(2) 2,26.44 松浦　萌笑(3) 2,27.57 片寄　結衣(1) 2,31.48 日原　穂乃花(2) 2,35.51

８００ｍ 益田東高 仁多中 松江北高 浜田高 浜田高 出雲商高 浜田三中
三浦　優葉(2) 4,44.13 志波　郁子(3) 4,46.45 田中　愛樹(2) 4,47.13 加藤　小雪(3) 4,50.89 渡部　結(3) 4,51.80 原田　菜月(3) 4,53.28 角　　夢子(2) 4,53.93 加藤　真帆(3) 4,54.72

１５００ｍ 益田東高 浜田高 平田高 仁多中 島根大 出雲高 出雲高 平田高
田中　愛樹(2) 17,53.62 角　　夢子(2) 18,06.12 渡部　結(3) 18,22.05 吾郷　真帆(3) 18,54.34 原田　奈央(3) 19,25.62 石橋　奈実(2) 19,30.61 加藤　めぐみ(3) 20,19.45 佐藤　　奈菜(3) 20,54.59

５０００ｍ 平田高 出雲高 島根大 平田高 出雲高 出雲高 出雲高 益田東高
100ｍＨ  +1.8 長﨑　さゆり(1) 14.13 髙田　桃花(2) 14.44 西村　佳央(2) 14.66 石岡　茉尋(3) 14.91 大下　愛梨(1) 15.66 大林　里沙子(2) 15.75 上木　桃香(3) 15.80
0.838m 大社高 松江北高 環太平洋大学 大社高 松江北高 松江東高 矢上高

４００ｍＨ 石岡　茉尋(3) 1,03.16 大賀　結莉(3) 1,04.33 中嶋　彩夏(3) 1,05.21 拝上　日和(2) 1,07.28 淸水　友花(3) 1,07.89 水谷　英(2) 1,19.53
0.762m 大社高 松江北高 浜田高 浜田高 出雲高 平田高

三上　真希(3) 25,55.50
５０００ｍＷ 出雲高 GR

05/06 松江北高       48.51 明誠高       49.07 大社高       49.56 開星高       50.11 浜田高       51.18 平田高       51.41 出雲高       52.47 松江東高       52.54
４×１００ｍＲ 山口　愛莉(2) 梨田　安乃(2) 長﨑　さゆり(1) 原田　季歩(3) 田邨　夏歩(3) 水谷　英(2) 細川　まきほ(2) 多胡　美咲(2)

大下　愛梨(1) 米田　涼帆(3) 石岡　茉尋(3) 戸屋　萌南(2) 田中　彩絵(1) 立石　裕香(2) 酒井　和奏(3) 川本　侑奈(2)
髙田　桃花(2) 井口　彩実(1) 井上　　舞(3) 小草　菜歩(2) 田邨　真歩(3) 石川　鈴那(3) 淸水　友花(3) 森本　千陽(2)
大賀　結莉(3) 前田　瑠音(3) 今岡　千景(3) 石川　結貴(3) 拝上　日和(2) 中島　朱音(3) 吉井　暖乃(3) 大林　里沙子(2)

05/06 開星高     4,00.76 明誠高     4,01.58 浜田高     4,02.66 大社高     4,08.35 松江北高     4,08.77 出雲高     4,16.45 松江商高     4,26.11 益田高     4,36.79
４×４００ｍＲ 原田　季歩(3) 梨田　安乃(2) 拝上　日和(2) 髙原　七恵(2) 山口　愛莉(2) 細川　まきほ(2) 松本　美優(2) 佐藤　晏寿(3)

戸屋　萌南(2) 米田　涼帆(3) 田邨　真歩(3) 井上　　舞(3) 大下　愛梨(1) 淸水　友花(3) 松浦　未歩(2) 又賀　敏子(2)
中林　亜佐(1) 前田　瑠音(3) 中嶋　彩夏(3) 園山　実沙季(2) 髙田　桃花(2) 吉井　暖乃(3) 加藤　実夕(2) 井上　千樺(2)
石川　結貴(3) 渋谷　里帆(2) 田邨　夏歩(3) 石岡　茉尋(3) 大賀　結莉(3) 酒井　和奏(3) 竹内　陽菜(2) 澄川　美波(2)

上部　沙織(2) 1.58 長島　日和(2) 1.55 飯塚　香穏(2) 1.45 月森　希歩(1) 1.45 今岡　弥夕(3) 1.45 宮本　瞳子(3) 1.45 池田　愛花(2) 1.40 佐藤　心(1) 1.40
走高跳 浜田高 明誠高 平田高 大社高 出雲商高 大社高 出雲商高 浜田高

園山　実沙季(2) 3.10 古和　里奈(3) 3.00 宍道　奈穂(3) 2.60 安達　美紅(3) 2.50 幸田　未夢(1) 2.20 伊藤　芹佳(2) 2.10 大國　那月(1) 1.90
棒高跳 大社高 HPR 大社高 =HPR 松江農高 松江農高 大社高 松江農高 大社高

田邨　夏歩(3) 5.32(+1.5) 小草　菜歩(2) 5.19(+1.5) 都野守　育美 5.15(+0.4) 井口　彩実(1) 5.14(+2.9) 京面 華菜恵(4)5.11(+1.0) 井上　　舞(3) 4.98(+0.5) 尾﨑　千里(2) 4.98(+0.8) 山尾　美来(2) 4.84(+2.9)
走幅跳 浜田高 開星高 益田市陸協 明誠高 公認5m09(+1.4) 島根大 大社高 浜田東中 浜田四中 公認4m73(+0.3)

今岡　千景(3)11.45(+2.3) 小草　菜歩(2)10.67(-0.3) 井上　　舞(3)10.30(+0.7) 高瀬里佳子(3)10.18(+0.5) 細川まきほ(2) 9.71(+1.4) 洲濵由喜美(3) 9.61(+0.7) 川本　侑奈(2) 9.12(-0.2) 飯塚　香穏(2) 8.97(-0.2)
三段跳 大社高 公認11.32(+1.4) 開星高 大社高 出雲北陵高 出雲高 矢上高 松江東高 平田高

05/06 砲丸投 野﨑　菜美(3) 11.80 岩野　愛子(3) 10.34 木原　彩弥(2) 9.19 於保　成実(3) 9.09 高野　彩香(2) 8.91 岩田　志津(3) 8.39 吉岡　杏莉(1) 8.08 田中　里沙(3) 7.31
4.00kg 島根大 大社高 大社高 大社高 三刀屋高 松江農高 開星高 大田高
円盤投 手島　彩乃(4) 33.79 岩野　愛子(3) 33.25 田中　里沙(3) 31.11 岩田　志津(3) 30.31 牛尾　結香(3) 27.69 吉岡　杏莉(1) 24.25 木村　菜々(3) 23.48 矢田　明日香(2) 22.27
1.000kg 島根大 大社高 大田高 松江農高 浜田東中 開星高 松江農高 大田高
ﾊﾝﾏｰ投 赤木　美保(3) 53.03 猿木　悠(3) 40.22 岩田　志津(3) 34.45 野﨑　菜美(3) 29.00
4.000kg 環太平洋大学 GR 大社高 松江農高 島根大
やり投 戸川　結惟(4) 40.14 木原　彩弥(2) 39.22 松浦　未歩(2) 35.84 齋藤　恵(3) 32.39 木村　菜々(3) 30.41 小松　由奈(3) 29.60 於保　成実(3) 29.11 山本　舞(2) 28.02
0.600kg 島根大 大社高 松江商高 明誠高 松江農高 石見智翠館高 大社高 益田東高

05/05 七種競技 京面　華菜恵(4) 3,212
～ 06 島根大

100ｍＨ 17.74(-1.1) 516
走高跳 1m22 331
砲丸投 7m55 370
200ｍ 28.58(+1.1) 586

走幅跳 4m71 482
やり投 22m26 331
800ｍ 2.38.01 596

GR:大会新　HPR：県高校新　=HPR：県高校ﾀｲ 審判長 トラック スタート フィールド 混成・招集所 記録主任

豊田　嘉男 清水　禎宏 中村　　茂 細川　寿雄 大田　　裕
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記　　録 氏　　　名 所　　　属

○ 女子 5000ｍＷ 決 25分55秒50 三上　真希(3) 出雲商高

○ 女子 ハンマー投(4.00kg) 決 ５３ｍ０３ 赤木　美保(3) 環太平洋大学

○ 女子 棒高跳 決 ３ｍ１０ 園山　実沙季(2) 大社高

○ 女子 棒高跳 決 ３ｍ００ 古和　里奈(3) 大社高

○ 男子 砲丸投(7.260kg) 決 １５ｍ８０ 福島　翔太郎 BMAC

○ 男子 十種 決 ５４４０点 本田　直紀(3) 岡山商科大

１００ｍ １１秒８６（-0.4） ６７９点

走幅跳 ６ｍ２６（-1.2） ６４４点

砲丸投(7.260kg) ６ｍ０４ ３６９点

走高跳 １ｍ７０ ５４４点

４００ｍ ５４秒１３ ６３４点

１１０ｍH(1.067ｍ) １７秒１１（+1.1） ６１３点

円盤投(2.000kg) ２３ｍ４８ ３３８点

棒高跳 ３ｍ４０ ４５７点

やり投(0.800kg) ４５ｍ１７ ５１７点

１５００ｍ ４分４５秒６８ ６４５点

第７１回島根陸上競技選手権大会兼第７２回国民体育大会予選会

陸　上　競　技　新　記　録　一　覧　表

5月5日

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速ｍ/sec
5 5 9 00 曇 26.0 50% 北西 0.6

10 00 晴 26.0 48% 北東 1.1
11 00 晴 27.0 55% 南 1.4
12 00 晴 26.0 50% 西 1.0
13 00 晴 26.0 55% 南 1.6
14 00 晴 25.0 61% 東 1.2
15 00 晴 26.0 55% 南東 1.9
16 00 晴 25.0 54% 南 1.6
17 00

5 6 9 00 曇 21.0 85% 北 1.0
10 00 曇 21.0 85% 西 1.1
11 00 曇 20.0 73% 北東 0.2
12 00 曇 20.0 73% 南東 0.5
13 00 曇 22.0 66% 南 0.5
14 00 晴 23.0 59% 西 2.1
15 00 晴 23.0 43% 北 1.6
16 00 晴 21.0 57 西 1.7

備 考

気 象 条 件


