
ト ラ ッ ク 審 判 長 鎌田　満文

跳 躍 審 判 長 花原　良治

投 て き 審 判 長 花原　良治

記 録 主 任 河村　靖宏

日付 種目

足立　　駿人(3) 15.11 堀　　　汐音(3) 15.85 秦　　　伸成(3) 15.98 荏田　　陽向(3) 16.22
出雲第二 河南 出雲第三 大社
石田　　優太(1) 5m11(+3.1) 山﨑　　琉惟(1) 4m86(+3.4) 田食　　大樹(1) 4m82(+2.3) 奥谷　　和生(1) 4m70(+1.8) 安田　　博人(1) 4m61(+2.6) 石倉　　翔馬(1) 4m59(+4.5) 平方　　伶和(1) 4m55(+3.0) 犬山　　　海(1) 4m54(+3.7)
大社 *F3 出雲第三 *F4 横田 *F2 河南 浜山 *F0 横田 *F1 東出雲 *F0 東出雲 *F0

公認4m69(+1.8) 公認4m61(+1.5) 公認4m78(+1.3) 公認4m43(+1.6) 公認4m29(+2.0) 公認記録なし 公認記録なし

山之内　武威(2) 10m20 佐藤　　蓮文(2) 9m52 岡　　　俊輔(2) 8m81 多納　　大智(2) 8m57 山本　　志竜(2) 8m45 宇田川　祥汰(2) 8m03 安喰　　大胡(2) 7m92 岩本　　　悠(2) 7m44
出雲第三 平田 平田 平田 仁多 仁多 出雲第二 向陽
富田　　陸斗(3) 27m92 奥村　　俊彦(3) 24m54 藤原　　葵生(3) 21m49 武田　　朋樹(3) 18m73
出雲第三 向陽 仁多 大東
勝部　　正樹(3) 45m84 須田　　唯斗(2) 43m53 武田　　朋樹(3) 42m08 三原　　友大(1) 41m75 杠　　　駿造(3) 40m73 嘉本　　玲央(2) 33m60 米原　　佑哉(3) 31m81 河野　　春輝(2) 30m76
島大附属 斐川西 大東 河南 松江第四 出雲第一 浜山 浜山
加藤　　小雪(3) 10:08.59 今岡　宥莉香(3) 10:31.87 今岡　英莉南(3) 10:40.66 加藤　　美咲(3) 10:50.90 福間　　涼子(3) 11:00.75 土江　　莉子(3) 11:02.32
仁多 河南 河南 仁多 河南 松江第一
周藤　　沙羅(3) 15.74 髙田　　菜月(3) 15.85 藤岡　　志帆(3) 16.90 桑原　　未歩(3) 17.58
大社 斐川西 出雲第三 八雲
福本　　智帆(1) 4m55(+2.7) 山尾　　華凜(1) 4m36(+1.9) 藤江　　莉菜(1) 4m12(+3.3) 山本　　彩花(1) 4m12(+1.6) 安食　　侑来(1) 4m04(+3.0) 神田　　裕希(1) 4m00(+2.0) 井上　あや音(1) 3m99(+3.4) 藤原　　日和(1) 3m97(+3.1)
浜山 *F5 出雲第一 浜山 *F2 大社 斐川西 *F0 河南 松江第二 *F0 大社 *F0

公認4m42(+2.0) 公認4m07(+1.0) 公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし

牛尾　　結香(3) 9m42 尾添　　和奏(3) 8m66 鈴木　　智子(3) 8m40 山脇　　麻子(3) 8m32 飯塚　明夏花(3) 8m13 岡　　なつみ(3) 7m73 永沼　　里帆(3) 6m40
浜田東 浜山 松江第一 横田 斐川西 出雲第三 横田
牛尾　　結香(3) 30m52 鈴木　　智子(3) 21m98 山脇　　麻子(3) 21m05 佐野　　陽菜(1) 16m36 福間　　知優(3) 14m70 椿　　尋南子(2) 14m39 長岡　　明里(2) 14m07
浜田東 JPR 松江第一 横田 松江第四 斐川西 大東 斐川西
鹿野　　華蓮(3) 41m47 布野　　瑠海(3) 35m02 岡　　なつみ(3) 29m63 勝代アイリッシュ(2) 28m91 飯塚　明夏花(3) 25m52 尾添　　和奏(3) 22m90 飯塚　　未羽(3) 22m72 金津　　　凜(3) 22m21
仁多 出雲第二 出雲第三 出雲第一 斐川西 浜山 松江第四 松江第一

凡例  JPR:島根県中学記録 *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高

8月26日 共通女子円盤投(1.000kg)

8月26日 共通女子ジャベリックスロー

8月26日 １年女子走幅跳

8月26日 ３年女子砲丸投(4.000kg)

8月26日
３年女子100mYH(0.762m)

風：+1.1

8月26日 ３年女子3000m

8月26日 共通男子円盤投(1.500kg)

8月26日 共通男子ジャベリックスロー

8月26日 １年男子走幅跳

8月26日 ２年男子砲丸投(4.000kg)

8月26日
３年男子110mJH(0.991m)

風：+1.1
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ジュニアオリンピック特殊種目記録挑戦会　兼記録会 【17323006】
浜山公園陸上競技場 【321010】
2017/08/26 ～ 2017/08/26
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