
 男子1500m

島根県高校記録(HPR)     3:51.07   多久和　能広(平田)                    2016 5月26日 09:40 予　選

大会記録(GR)            3:54.26   水内　　賢司(出雲工)                  2000 5月26日 13:20 決　勝

予　選　5組2着＋5

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

ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌｳｷ 島　根 ｵｵﾊﾞﾐｽﾞﾅﾗ 島　根

1 747 溝辺　　風希(1) 益田翔陽 1 717 大場みずなら(1) 浜田 4:19.95

ﾀｹﾐｮｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 島　根 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島　根

2 132 竹明　竜太朗(3) 松江高専 4:13.98 2 59 高橋　椿太郎(3) 平田 4:07.41

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 島　根 ｷｸｶﾜ ｺｳｷ 島　根

3 261 吉田　　太一(2) 松江東 4:20.61 3 776 菊川　　幸暉(1) 松江東

ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 島　根 ﾋｷﾉ ﾊﾔﾄ 島　根

4 385 永井　　宏樹(3) 三刀屋 4:31.45 4 287 曳野　　　迅(2) 松江農林 4:35.88

ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ 島　根 ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 島　根

5 203 西村　　　樹(3) 石見智翠館 4:22.67 5 625 永田　　晃弘(3) 安来 4:22.67

ｻｻｷ ﾖｼｷ 島　根 ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島　根

6 180 佐々木　良樹(3) 益田東 4:42.69 6 150 細田　　一樹(2) 松江北 4:29.74

ｷﾝﾉ ﾅｵｷ 島　根 ｸﾏﾉ ﾀﾂﾉﾘ 島　根

7 506 金野　　直生(2) 立正大淞南 5:11.43 7 338 熊野　　辰紀(2) 出雲 4:46.43

ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 島　根 ﾏｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 島　根

8 223 林　　　知希(2) 隠岐 8 714 増野　健太郎(1) 松江南

ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 島　根 ﾌﾅﾂ ﾘｮｳﾀ 島　根

9 194 加藤　　拓也(3) 横田 5:22.08 9 375 舩津　　涼太(3) 松江商業 4:16.71

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 島　根 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝ 島　根

10 853 渡部　　瑞希(1) 松江西 10 537 黒田　　　健(2) 吉賀 5:17.74

ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ 島　根 ｵﾑﾛ ｱﾂｼ 島　根

11 840 水野　　良祐(1) 津和野 11 365 小室　　　惇(2) 松江工業 4:54.66

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島　根 ﾍｲﾀﾞｲ ﾔｽﾋｻ 島　根

12 87 小林　遼太郎(3) 明誠 4:08.33 12 851 平代　　恭久(1) 松江西

ｲｼﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 島　根 ﾓﾄﾈ ﾏｻﾄ 島　根

13 739 石原　聖一郎(1) 矢上 13 611 元根　　雅斗(3) 矢上

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 島　根 ｽﾄｳ ﾀｲｶﾞ 島　根

14 684 福田　　健人(1) 松江農林 5:02.07 14 560 須藤　　大河(2) 出雲北陵

ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｷ 島　根 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ 島　根

15 246 前田　　翔星(2) 益田 4:34.99 15 133 原田　創之介(3) 松江高専 4:41.33

ｵｸﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ 島　根 ｲﾜﾀﾆ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島　根

16 546 奥村　　竜大(2) 松江ろう 4:45.85 16 752 岩谷　遼太郎(1) 大田



 男子1500m

島根県高校記録(HPR)     3:51.07   多久和　能広(平田)                    2016 5月26日 09:40 予　選

大会記録(GR)            3:54.26   水内　　賢司(出雲工)                  2000 5月26日 13:20 決　勝

予　選　5組2着＋5

3組 4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

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 島　根 ｳﾉ ﾋﾋﾞｷ 島　根

1 615 石田　　裕哉(2) 浜田商業 4:50.35 1 144 宇野　　　響(3) 松江北 4:19.94

ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島　根 ｱｺﾞｳ ﾏｻｷ 島　根

2 149 陶山　　海鷹(2) 松江北 4:28.58 2 509 吾郷　　正樹(2) 出雲西 4:52.98

ｲｼﾄﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 島　根 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ 島　根

3 20 石富　駿一郎(2) 大社 3 69 山岡　　竜也(2) 平田 4:14.52

ﾀｲｺ ﾘｷﾄ 島　根 ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島　根

4 708 太皷　　力斗(1) 松江商業 4 164 山崎　　穂高(3) 出雲工業 4:01.07

ﾅﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 島　根 ﾌｸｲ ｶｽﾞﾔ 島　根

5 388 名原　　良太(2) 三刀屋 5 245 福井　　和哉(2) 益田 4:46.48

ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 島　根 ﾀｶｲ ｱｷﾄ 島　根

6 609 中澤　　　仁(3) 矢上 4:24.05 6 226 高井　　章利(2) 隠岐 4:41.35

ｽｷﾞｳﾁ ﾘｮｳﾀ 島　根 ｱﾏﾉ ﾀｲﾖｳ 島　根

7 89 杉内　　亮太(3) 明誠 4:16.84 7 135 天野　　太陽(2) 松江高専 4:36.47

ﾀｸﾉ ｱｷﾋﾛ 島　根 ﾌﾉ ﾘｭｳｼｮｳ 島　根

8 529 宅野　　晃裕(2) 津和野 4:37.00 8 810 布野　　隆省(1) 出雲北陵

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 島　根 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 島　根

9 322 石橋　　涼介(3) 出雲 4:51.14 9 824 佐藤　　裕汰(1) 安来

ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 島　根 ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ 島　根

10 163 槇原　　洸槻(3) 出雲工業 4:00.69 10 112 千代延　　巧(1) 明誠 4:22.55

ｼﾝﾓﾘ ﾅｵﾄ 島　根 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾔ 島　根

11 238 新森　　直人(3) 益田 4:18.10 11 299 藤原　　柊弥(3) 開星

ﾑﾛﾔﾏ ｹｲｺﾞ 島　根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 島　根

12 228 室山　　圭吾(2) 隠岐 5:20.63 12 730 藤原　　恵太(1) 横田

ﾋｭｳｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 島　根 ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ 島　根

13 815 日向　　貴大(1) 島根中央 13 640 高塚　　　稜(2) 松江南

ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島　根 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳﾀ 島　根

14 206 越間　　大輔(2) 石見智翠館 4:38.83 14 811 陰山　　洸太(1) 松江農林

ｶﾈｻｶ ﾀｹﾙ 島　根 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ 島　根

15 850 金阪　　　岳(1) 松江西 15 790 上田　　大樹(1) 益田翔陽

ﾆｼ ﾕｳﾋ 島　根 ｸﾗﾊｼ ｹｲﾄ 島　根

16 573 西　　　勇飛(3) 浜田 16 273 倉橋　　啓人(2) 大田 4:25.27
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島根県高校記録(HPR)     3:51.07   多久和　能広(平田)                    2016 5月26日 09:40 予　選
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予　選　5組2着＋5 決　勝　

5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 前記録 順位 記録

ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 島　根

1 158 大谷　　邦平(3) 出雲工業 1

ﾆｼｺｵﾘ ﾀｹﾙ 島　根

2 342 錦織　タケル(2) 出雲 4:44.69 2

ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 島　根

3 505 鈴木　　　豊(2) 立正大淞南 4:44.04 3

ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島　根

4 823 坂本　駿太郎(1) 安来 4

ｲｲﾀﾞ ﾋﾕｳ 島　根

5 812 飯田　　飛悠(1) 島根中央 5

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾉｽｹ 島　根

6 748 村上　拓之介(1) 益田翔陽 6

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 島　根

7 398 遠藤　　暉大(2) 開星 7

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 島　根

8 527 小川　　晴斗(2) 津和野 4:33.36 8

ﾀﾃﾜｷ ﾘｮｳﾀ 島　根

9 274 立脇　　遼大(2) 大田 5:04.23 9

ｷﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 島　根

10 202 木村　　駿吾(3) 石見智翠館 4:22.42 10

ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾄ 島　根

11 510 石原　　悠人(2) 出雲西 5:04.94 11

ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 島　根

12 61 福間　　悠太(3) 平田 4:10.68 12

ﾌﾅｺｼ ｼｭｳﾀ 島　根

13 260 船越　　秀太(2) 松江東 4:20.72 13

ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 島　根

14 635 伊藤　　太一(3) 松江南 4:10.65 14

ｵﾉ ｶﾝﾀ 島　根

15 576 小野　　寛太(2) 浜田 4:32.92 15

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ 島　根

16 647 山本　　彪南(1) 情報科学
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