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4月14日 14:50 決　勝

決　勝　4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

ｵｵﾓﾄ ﾊﾔﾄ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｵﾄﾔ 島根

1 4512 大本　隼(2) 江津中 6:24.09 1 3918 恒松　央都弥(2) 大田一中 5:15.00
ｱｺﾞｳ 　ｱﾕﾑ 島根 ｲｼﾄﾐ ﾏｻｼ 島根

2 1942 吾郷　　歩夢(2) 出雲二中 6:05.72 2 2269 石富　　将史(3) 浜山中 4:57.87
ｵﾊﾞﾗ ﾄｼﾏｻ 島根 ﾀﾃｲｼ ｶｲﾄ 島根

3 1012 小原　理雅(2) 東出雲中 5:25.20 3 3911 立石　　海斗(3) 大田一中 5:03.31
ｱｵﾄ ﾄﾓﾋﾛ 島根 ｲｲﾀﾞ ﾋﾕｳ 島根

4 528 青戸　智大(2) 松江一中 5:24.00 4 627 飯田　飛悠(2) 島根中央高 5:04.96
ﾂﾈﾏﾂ ﾚﾝ 島根 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳﾏ 島根

5 3913 恒松　　　蓮(3) 大田一中 5:25.50 5 4805 萩原　秀磨(3) 浜田一中 4:59.00
ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根 ｲﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ 島根

6 2715 陰山　湧登(2) 斐川西中 5:32.35 6 2704 井原　　悠人(3) 斐川西中 5:02.00
ｺﾀﾆ ﾊﾙｷ 島根 ｻﾄｳ ｱｵﾊﾞ 島根

7 5053 小谷　春輝(1) 浜田三中 7 147 佐藤　　碧波(3) 平田高 5:00.46
ｲﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀﾛｳ 島根 ﾉｳﾐ ﾕｳｾｲ 島根

8 1829 稲村　信太郎(2) 出雲一中 8 1014 能見　悠耀(2) 東出雲中 5:00.30
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀﾞｶ 島根

9 254 福田　健人(2) 松江農高 9 505 小林　穂高(3) 松江一中 4:59.00
ﾐﾔﾑﾗ ﾋｮｳｶﾞ 島根 ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根

10 4514 宮村　彪芽(2) 江津中 6:02.75 10 2224 曽田　　大翔(2) 浜山中 5:12.34
ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根 ｶﾜﾓﾄ　ｱﾏﾈ 島根

11 531 須田　智貴(2) 松江一中 5:15.00 11 1947 川本　　　周(2) 出雲二中 4:59.19
ﾋﾗﾔﾌﾞ ｷｲﾁ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 島根

12 5050 平藪　貴一(1) 浜田三中 12 1039 松本　祥太(3) 東出雲中 4:57.25
ｷｯｶﾜ ﾀｸﾏ 島根 ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根

13 1004 吉川　多久磨(2) 東出雲中 5:23.15 13 2417 森脇　　大貴(2) 向陽中 5:00.00
ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

14 753 三島　　大輝(2) 松江四中 5:33.58 14 2433 松浦　　悠太(2) 向陽中 5:00.00
ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 島根 ﾀﾅｶ ｲﾌﾞｷ 島根

15 2630 吉田　　　新(3) 斐川東中 5:38.18 15 5910 田中　一蕗(2) 瑞穂中 5:03.40
ﾋﾅﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 島根 ｲﾉｳｴ ﾏｵ 島根

16 2722 鄙山　太陽(2) 斐川西中 5:50.54 16 2263 井之上　真央(3) 浜山中 5:00.66
ﾌｼﾞｲ ｱﾕﾑ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 島根

17 258 藤井　歩(2) 松江農高 17 2421 足立　　琉季(2) 向陽中 5:05.00
ｱｵｷ ﾖｳｾｲ 島根 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾏ 島根

18 153 青木　　陽生(2) 平田高 18 741 長野　　翔馬(3) 松江四中 5:13.54
ﾆｯﾀ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ｶﾜｲ ﾄﾓﾕｷ 島根

19 5054 新田　弘太郎(1) 浜田三中 19 2260 河井　　友幸(3) 浜山中 4:57.10



 男子1500m

4月14日 14:50 決　勝
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3組 4組
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ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 島根 ｵｵﾓﾘ　ﾕｳﾀ 島根

1 1466 米澤　祐哉(32) 島大医学部 4:44.00 1 1934 大森　　優太(3) 出雲二中 4:36.27
ﾌｼﾞｴ ﾋﾛﾄ 島根 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ 島根

2 2267 藤江　　広人(3) 浜山中 4:54.49 2 151 山岡　　竜也(3) 平田高 4:14.52
ｵｸﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ 島根 ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根

3 185 奥村　竜大(3) 松江ろう 4:43.76 3 1009 布野　雅士(36) 出雲市消防本部陸上部 4:18.00
ﾋﾗｵｶ ﾅﾅﾄ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 島根

4 2446 平岡　　七斗(3) 向陽中 4:50.55 4 274 長谷川　　諒(2) 松江北高 4:30.79
ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾌﾐ 島根 ｽﾊﾏ ｷﾖﾊﾙ 島根

5 2279 川上　　達史(3) 浜山中 4:45.37 5 5905 洲濱　清晴(3) 瑞穂中 4:38.81
ﾌｼﾞﾊﾗ　ｹｲ 島根 ﾐｼﾏ ｹｲﾄ 島根

6 1935 藤原　　　慧(3) 出雲二中 4:53.39 6 2627 三嶋　　慧斗(3) 斐川東中 4:41.64
ｻﾄｳ ｾｲﾏ 島根 ｱｻﾋ ﾋﾛﾉﾌﾞ 島根

7 148 佐藤　　聖馬(3) 平田高 4:47.66 7 1004 朝日　宏宣(30) 出雲市消防本部陸上部 4:25.00
ｻｶﾈ ｶﾝﾀﾞｲ 島根 ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ 島根

8 3908 坂根　　寛大(3) 大田一中 4:50.00 8 146 今若　　　流(3) 平田高 4:28.82
ﾊﾘﾔﾏ ﾋﾛｷ 島根 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 島根

9 629 針山　弘基(2) 島根中央高 4:57.04 9 2264 小川　　歩夢(3) 浜山中 4:36.25
ﾀｶｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾅｶｵ　ｱﾕﾑ 島根

10 1001 高倉　幸大(3) 東出雲中 4:50.44 10 1823 中尾　　歩夢(3) 出雲一中 4:17.75
ﾀｶｸﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙｷ 島根

11 1296 高倉　明信(51) 松江市陸協 4:56.00 11 2706 勝部　陽貴(3) 斐川西中 4:41.10
ｻｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 島根 ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島根

12 2447 坂本　　太一(3) 向陽中 4:50.55 12 268 細田　　一樹(3) 松江北高 4:28.30
ｲﾄｶﾞ ﾁｱｷ 島根 ﾅｵﾗ　ｾｲﾔ 島根

13 512 糸賀　千晃(3) 松江一中 4:44.00 13 0 直良　　聖也(1) 平田高 4:30.00
ﾌｼﾞｴ ﾚｲ 島根 ｵﾁｱｲ　ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

14 2271 藤江　　玲依(3) 浜山中 4:44.76 14 1821 落合　　翔大(3) 出雲一中 4:42.12
ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根 ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾄ 島根

15 1826 佐々木　一哲(2) 出雲一中 4:47.34 15 608 安田　海翔(2) 出雲農林高 4:30.00
ﾌｼﾞｴ ｹｲﾀﾂ 島根 ﾆｲ ｲｵﾘ 島根

16 2283 藤江　　渓竜(3) 浜山中 4:51.63 16 5911 新井　伊織(2) 瑞穂中 4:39.85
ｲｷ ﾕﾀｶ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 島根

17 4511 壱岐　穣(3) 江津中 4:55.19 17 1045 渡部　太翔(3) 東出雲中 4:37.20
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根 ｱﾃｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 島根

18 615 佐藤　　大輝(2) 松江二中 4:50.00 18 5016 當木　拳志郎(3) 浜田三中 4:40.10
ｲﾀｶﾞｷ ﾘｵ 島根 ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ 島根

19 2287 板垣　　琳央(3) 浜山中 4:51.06 19 2272 松崎　　寧生(3) 浜山中 4:20.57
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ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙｷ 島根

1 350 石田　直久(3) 出雲高 1 2706 勝部　陽貴(3) 斐川西中 9:51.96
ﾀｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 島根 ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 島根

2 2058 竹下　　　元(2) 出雲三中 11:20.00 2 2284 尾林　　恒星(3) 浜山中 9:28.29
ｲｼﾄﾐ ﾏｻｼ 島根 ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ 島根

3 2269 石富　　将史(3) 浜山中 10:48.96 3 2095 志食　　隆希(3) 出雲三中 9:37.00
ﾌﾅｷ ｶﾂﾄｼ 島根 ﾅｶｻ ﾀｲﾖｳ 島根

4 1149 舟木　勝俊(43) 雲南市陸協 11:00.00 4 223 仲佐　太陽(3) 安来三中 9:53.55
ﾌｼﾞｴ ｹｲﾀﾂ 島根 ｵﾁｱｲ　ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

5 2283 藤江　　渓竜(3) 浜山中 10:43.47 5 1821 落合　　翔大(3) 出雲一中 9:52.50
ｶﾜｲ ﾄﾓﾕｷ 島根 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺﾞ 島根

6 2260 河井　　友幸(3) 浜山中 10:38.89 6 5907 村田　湧吾(3) 瑞穂中 10:15.91
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳﾏ 島根 ｻﾉ ﾋｶﾙ 島根

7 4805 萩原　秀磨(3) 浜田一中 10:29.00 7 7-1307 佐野　光(3) 島根県立大 9:15.00
ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 ｵﾑﾛ ｱﾂｼ 島根

8 2093 三上　　純平(3) 出雲三中 10:23.00 8 335 小室　惇(3) 松江工高 10:19.20
ｵｵﾉ ﾐｽﾞｷ 島根 ﾅｶｵ　ｱﾕﾑ 島根

9 2056 大野　　瑞祈(2) 出雲三中 11:15.00 9 1823 中尾　　歩夢(3) 出雲一中 9:18.10
ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 島根 ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 島根

10 2065 森山　　颯汰(2) 出雲三中 10:55.00 10 267 陶山　　海鷹(3) 松江北高 9:45.60
ﾖﾈｴ ﾂﾊﾞｻ 島根 ｶﾜｶﾐ ｹﾞﾝ 島根

11 2074 米江　　　翼(2) 出雲三中 11:40.00 11 2082 川上　　　弦(3) 出雲三中 9:33.00
ﾎｳﾘ ﾊﾙｷ 島根 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 島根

12 664 祝部　温己(1) 大社高 12 4803 嶋田　優希(3) 浜田一中 9:45.00
ｵｸﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ　ｴｲｼﾞ 島根

13 185 奥村　竜大(3) 松江ろう 10:55.00 13 0 藤原　栄司(51) 雲南市陸協 10:00.00
ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根 ﾀｲｺ ﾘｷﾄ 島根

14 2072 出川　　育夢(2) 出雲三中 11:00.00 14 168 大皷　力斗(2) 松江商高 9:11.25
ｵｶ ｳﾐ 島根 ｱﾃｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 島根

15 1064 岡　佑海(3) 東出雲中 15 5016 當木　拳志郎(3) 浜田三中 9:55.32
ｽﾐ ｺｳﾀ 島根 ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根

16 2071 角　　　航太(2) 出雲三中 10:45.00 16 613 加藤　　蒼梧(2) 松江二中 10:00.00
ﾌｼﾞｴ ﾋﾛﾄ 島根 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀ 島根

17 2267 藤江　　広人(3) 浜山中 10:43.28 17 2088 福島　　康太(3) 出雲三中 9:33.00
ﾏﾂｲ ﾐｵ 島根 ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根

18 2055 松井　　海央(2) 出雲三中 10:25.00 18 1826 佐々木　一哲(2) 出雲一中 10:06.19
ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾌﾐ 島根 ｽﾊﾏ ｷﾖﾊﾙ 島根

19 2279 川上　　達史(3) 浜山中 10:28.83 19 5905 洲濱　清晴(3) 瑞穂中 10:14.29
ﾌﾅｷ ｶｲﾄ 島根 ﾂﾁｴ ﾀｲﾁ 島根

20 3135 舟木　海翔(3) 大東中 10:51.23 20 298 土江　大智(3) 大社高 9:51.27
ﾔｵ ｺｳｾｲ 島根 ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

21 2282 八尾　　康生(3) 浜山中 10:33.07 21 2067 伊藤　　大陽(2) 出雲三中 10:07.00
ﾄﾁｷﾞ ﾀｲﾗ 島根 ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｷ 島根

22 2085 栃木　　太羅(3) 出雲三中 10:39.00 22 5017 近藤　礼基(3) 浜田三中 10:08.80
ｾﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ 島根

23 5313 瀨丸　大樹(3) 三隅中 12:40.00 23 1323 吉岡　和哉(36) 松江陸上クラブ 9:51.00
ｲﾀｶﾞｷ ﾘｵ 島根

24 2287 板垣　　琳央(3) 浜山中 10:21.98
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ﾌｸﾊﾞ　ﾀｲｽｹ 島根 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 島根

1 1824 福庭　　泰佑(3) 出雲一中 12.07 1 2265 河野　　春輝(3) 浜山中 12.27
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 島根

2 503 田中　隆太(3) 松江一中 12.10 2 5021 山本　涼太(3) 浜田三中 12.29
ﾖｼｼﾞ ｿｳﾀ 島根 ｶﾝ　ﾕｳｷ 島根

3 5027 吉地　颯太(3) 浜田三中 12.09 3 1943 管　　　優希(2) 出雲二中 12.26
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 島根 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

4 4801 伊東　拓真(3) 浜田一中 11.86 4 5319 岡本　亮太郎(2) 三隅中 12.23
ﾅﾘｱｲ　ﾋｶﾙ 島根 ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ 島根

5 1932 成相　　輝瑠(3) 出雲二中 11.85 5 2442 西尾　　心虎(3) 向陽中 12.23
ｺｳﾉ　ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 ﾓﾘﾜｷ ﾖｳｽｹ 島根

6 1929 高野　　翔大(3) 出雲二中 11.83 6 4806 森脇　庸介(3) 浜田一中 12.11
ﾖﾘｻﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 ｲｼｸﾗ ﾀｲｷ 島根

7 2262 寄貞　　勇斗(3) 浜山中 11.85 7 2099 石倉　　泰樹(3) 出雲三中 12.11
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ 島根 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根

8 1148 山本　康輔(3) 島大附属中 12.05 8 2712 東本　　匠(3) 斐川西中 12.24
ﾋﾉ ﾘｭｳﾀ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根

9 2261 日野　　竜汰(3) 浜山中 11.90 9 2276 永岡　勇次郎(3) 浜山中 12.26

3組 風(+/-    ) 4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

ﾅｶﾞｵｶ ﾀｸﾐ 島根 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 島根

1 2701 長岡　　拓実(3) 斐川西中 12.54 1 3907 和田　龍太朗(3) 大田一中 12.76
ｱﾂﾞﾏ ｶｲﾄ 島根 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

2 5020 阿妻　海斗(3) 浜田三中 12.50 2 3133 上原　卓也(3) 大東中 12.75
ｲｼﾄﾋﾞ ﾐｽﾞｷ 島根 ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根

3 3132 石飛　瑞輝(3) 大東中 12.55 3 3916 吉岡　　敬多(2) 大田一中 12.75
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｱ 島根 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛﾄ 島根

4 1015 小林　憂亜(3) 東出雲中 12.35 4 607 別所　　寛柊(3) 松江二中 12.56
ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

5 2112 佐々木　　輝(2) 河南中 12.34 5 2434 坂本　千斗(2) 向陽中 12.61
ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 島根 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ 島根

6 1054 井上　夏樹(3) 東出雲中 12.39 6 2278 川上　　翔也(3) 浜山中 12.64
ﾓﾁﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 島根

7 2054 持田　伸太朗(3) 出雲三中 12.34 7 2628 石川　　靖史(3) 斐川東中 12.56
ｵｷﾀ ﾕｳﾄ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ　ﾀｸﾔ 島根

8 5904 沖田　悠翔(3) 瑞穂中 12.49 8 1928 石飛　　拓也(3) 出雲二中 12.68
ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 島根

9 5912 新井　裕太(2) 瑞穂中 12.50 9 1062 福田　大地(3) 東出雲中 12.70

5組 風(+/-    ) 6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

ｲｽﾞﾐ ｿｳﾄ 島根 ｳﾗｶﾐ ｹｲｺﾞ 島根

1 4510 泉　颯人(3) 江津中 12.89 1 1150 浦上　慧伍(3) 島大附属中 12.95
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞﾝ 島根

2 616 中川　　碧志(2) 松江二中 12.90 2 3910 松原　　　稔(3) 大田一中 12.96
ｷｼ ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根

3 2707 岸　　大智(3) 斐川西中 12.86 3 3920 松原　　朋希(2) 大田一中 12.96
ｶﾅｻﾞﾜ　ｲﾂｷ 島根 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ 島根

4 1822 金沢　　一輝(3) 出雲一中 12.79 4 1153 尾﨑　将矢(3) 島大附属中 12.90
ｶﾅﾓﾘ ﾏﾅﾄ 島根 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 島根

5 2441 金森　　愛斗(3) 向陽中 12.80 5 2266 児玉　　匠海(3) 浜山中 12.92
ﾌｼﾞｴ ﾘｵ 島根 ﾀｵﾀﾞ ﾋﾄｷ 島根

6 2277 藤江　　梨旺(3) 浜山中 12.81 6 5320 垰田　仁輝(2) 三隅中 12.91
ﾀﾀﾉ ﾊﾔﾃ 島根 ﾄｳﾀﾞ ﾕｳｷ 島根

7 2710 多々納　　颯(3) 斐川西中 12.83 7 5316 當田　悠貴(3) 三隅中 12.90
ﾀﾏｸﾎﾞ ｹｲﾀﾛｳ 島根 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｻﾄｱｷ 島根

8 1009 玉久保慶太郎(3) 東出雲中 12.86 8 1061 柳谷　怜映(3) 東出雲中 12.94
ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ 島根 ｶｹﾞﾔﾏ　ﾀﾂｷ 島根

9 2281 前島　　慧士(3) 浜山中 12.85 9 1937 景山　　　樹(3) 出雲二中 12.94



中学男子100m

4月14日 11:30 決　勝

決　勝　22組

7組 風(+/-    ) 8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

ｺﾊﾞﾔｼｷｮｳｼﾛｳ 島根 ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ 島根

1 506 小林杏志朗(3) 松江一中 13.10 1 1016 平方　伶和(2) 東出雲中 13.29
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根 ｲﾇﾔﾏ ｶｲ 島根

2 617 矢野　　成唯(2) 松江二中 13.10 2 1003 犬山　海(2) 東出雲中 13.26
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

3 4800 原田　隆士(3) 浜田一中 13.06 3 3915 森山　　広大(2) 大田一中 13.27
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根

4 750 谷本　　勇介(2) 松江四中 12.99 4 533 中井　天(2) 松江一中 13.20
ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ 島根 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根

5 4516 林　陽永汰(3) 江津中 13.00 5 4513 川端　涼太(2) 江津中 13.18
ｸﾗｶｹ ﾘｸ 島根 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

6 2702 倉掛　凌空(3) 斐川西中 12.99 6 531 須田　智貴(2) 松江一中 13.20
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 島根 ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島根

7 1154 山本　雅人(3) 島大附属中 12.99 7 4637 須藤　広征(2) 青陵中 13.12
ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ 島根 ﾂｼﾞ ﾐｺﾄ 島根

8 2640 安食　　太智(2) 斐川東中 13.00 8 5026 辻　臣児斗(3) 浜田三中 13.26
ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根

9 502 山根　悠介(3) 松江一中 13.00 9 2226 川上　　哲宗(2) 浜山中 13.25

9組 風(+/-    ) 10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

ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ 島根

1 2641 福間　　一世(2) 斐川東中 13.39 1 2643 錦織　　　潤(2) 斐川東中 13.57
ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ 島根 ﾅｶﾞｵｶ　ﾕｳﾔ 島根

2 2111 奥谷　　和生(2) 河南中 13.44 2 1931 長岡　　佑哉(3) 出雲二中 13.54
ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 島根 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 島根

3 2060 川上　　蒼空(2) 出雲三中 13.42 3 508 嘉藤　和真(3) 松江一中 13.50
ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 島根 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 島根

4 2064 三原　　陸蒼(2) 出雲三中 13.36 4 5025 佐々木　大智(3) 浜田三中 13.48
ｱｶﾏﾂ ﾐﾂｷ 島根 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥取

5 2626 赤松　　充基(3) 斐川東中 13.35 5 714 本多　礼旺(3) 鳥取西中 13.49
ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙ 島根 ｱｼﾞｷ　ﾀﾞｲｺﾞ 島根

6 3100 武田　　輝(2) 大東中 13.33 6 1933 安喰　　大胡(3) 出雲二中 13.46
ｺｳﾉ ｶｹﾙ 島根 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島根

7 5018 河野　駆塁(3) 浜田三中 13.36 7 2718 佐々木　優斗(2) 斐川西中 13.49
ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 島根

8 3921 熱田　　夢空(2) 大田一中 13.38 8 2077 吉川　　聖隼(2) 出雲三中 13.50
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 島根 ｲｲﾂｶ ｼｮｳﾔ 島根

9 2629 中村　　大起(3) 斐川東中 13.37 9 2286 飯塚　　翔矢(3) 浜山中 13.50

11組 風(+/-    ) 12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

ﾔﾉ ｶﾅﾀ 島根 ﾐｳﾗ ｱｷﾉﾘ 島根

1 1156 谷野　彼方(2) 島大附属中 13.79 1 4809 三浦　明紀(2) 浜田一中 13.85
ｽﾀﾞ ﾕｲﾄ 島根 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 島根

2 2709 須田　唯斗(3) 斐川西中 13.75 2 3136 石川　侑樹(3) 大東中 13.84
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ 島根 ｱｵｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

3 751 藤原　　　佑(2) 松江四中 13.78 3 2703 青木　倫太郎(3) 斐川西中 13.85
ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳﾀ 島根

4 2075 内藤　　　海(2) 出雲三中 13.60 4 507 梶谷　洸太(3) 松江一中 13.80
ﾔﾏﾎﾝ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 ｵｵﾀ ﾔﾏﾄ 島根

5 5315 山本　翔大(3) 三隅中 13.60 5 5317 大田　倭(3) 三隅中 13.80
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾏ 島根

6 1830 藤澤　　和睦(2) 出雲一中 13.63 6 608 吉田　　脩馬(3) 松江二中 13.80
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾃﾗﾓﾄ　ｿｳﾔ 島根

7 534 杉原　凌甫(2) 松江一中 13.60 7 1939 寺本　　颯哉(2) 出雲二中 13.81
ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾄ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 島根

8 1701 池田　陸翔(3) 松江ろう 13.75 8 2230 安田　　博人(2) 浜山中 13.81
ｱｽﾞｷｻﾜﾘｭｳｲﾁﾛｳ 島根 ｲﾜｱｻ ｹｲｽｹ 島根

9 1007 小豆澤竜一朗(2) 東出雲中 13.69 9 2440 岩浅　　圭介(3) 向陽中 13.81



中学男子100m

4月14日 11:30 決　勝

決　勝　22組

13組 風(+/-    ) 14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

ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ 島根 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾋ 島根

1 3922 恒松　奏太(2) 大田一中 13.96 1 3914 竹下　　春日(2) 大田一中 14.06
ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 島根 ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ 島根

2 5913 野田　航平(2) 瑞穂中 13.97 2 2713 井谷　太一(3) 斐川西中 14.01
ﾓﾘｷ　ﾋﾛﾄ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕﾒﾀ 島根

3 1938 森木　　大翔(2) 出雲二中 13.97 3 1945 宮嵜　　夢太(2) 出雲二中 14.05
ﾄﾋﾞﾀ ｿﾗ 島根 ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島根

4 3110 飛田　空良(2) 大東中 13.92 4 2435 多久和　日向(2) 向陽中 13.99
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 島根 ｸﾗﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 島根

5 1063 渡部　颯太(3) 東出雲中 13.90 5 2070 倉橋　　翔平(2) 出雲三中 13.98
ﾊﾔｼ ｱﾕｳﾕﾒ 島根 ﾁﾉﾐ ｾｲﾗ 島根

6 5314 林　亜勇夢(3) 三隅中 13.90 6 2087 知野見　星嵐(3) 出雲三中 13.98
ｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｻｴｷ ﾀｸﾄ 島根

7 5318 佐田　航大(3) 三隅中 29.00 7 614 佐伯　　拓都(2) 松江二中 14.00
ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根 ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

8 1828 武永　　廉(2) 出雲一中 13.94 8 2416 田中　　　陸(2) 向陽中 14.01
ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｶﾓﾄ　ﾚｵ 島根

9 4515 横路　昂大(2) 江津中 13.94 9 1820 嘉本　　玲央(3) 出雲一中 14.01

15組 風(+/-    ) 16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

ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 島根 ﾀｶﾀ ｱｲﾙ 島根

1 3919 岩崎　　翔太(2) 大田一中 14.23 1 2719 高田　愛琉(2) 斐川西中 14.34
ｺﾀﾞﾆ ﾐﾂｷ 島根 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾂﾐ 島根

2 1002 小谷　充輝(2) 東出雲中 14.23 2 1702 山縣　克海(3) 松江ろう 14.40
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島根 ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根

3 2229 福田　　稜真(2) 浜山中 14.22 3 753 三島　　大輝(2) 松江四中 14.41
ﾂｷﾓﾘ ｾﾅ 島根 ﾅｶﾞｻｺ ﾘｸ 島根

4 4002 月森　世那(2) 大田二中 14.10 4 2084 長廻　　　吏(3) 出雲三中 14.27
ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾓﾘﾜｷ ﾕﾗ 島根

5 2417 森脇　　大貴(2) 向陽中 14.09 5 5915 森脇　結良(2) 瑞穂中 14.25
ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾔ 島根 ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 島根

6 2228 平山　　智也(2) 浜山中 14.07 6 2642 杉谷　　和哉(2) 斐川東中 14.26
ﾐﾂﾀ ｺﾀﾛｳ 島根 ﾐｼﾏ　ｿｳﾀ 島根

7 5024 満田　虎太郎(3) 浜田三中 14.08 7 1941 三島　　聡太(2) 出雲二中 14.26
ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ 島根 ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根

8 4001 田中　達貴(2) 大田二中 14.10 8 1827 妹尾　歩佑人(2) 出雲一中 14.28
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根 ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 島根

9 2443 岩本　　　悠(3) 向陽中 14.12 9 2225 出羽　　陽貴(2) 浜山中 14.29

17組 風(+/-    ) 18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

ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾏ 島根 ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 島根

1 741 長野　　翔馬(3) 松江四中 14.54 1 1017 田中　楽(3) 東出雲中 14.76
ｲｼﾊﾗ ﾐﾂｷ 島根 ﾋﾉ ﾀﾂｷ 島根

2 3116 石原　光希(2) 大東中 14.53 2 2437 日野　　達貴(2) 向陽中 14.89
ｿﾈ ﾄｳﾏ 島根 ｳﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 島根

3 2232 曽根　　大磨(2) 浜山中 14.55 3 612 宇山　　慶秀(2) 松江二中 14.80
ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

4 611 安部　　陸斗(2) 松江二中 14.50 4 2433 松浦　　悠太(2) 向陽中 14.70
ｺﾄｳ ﾕｳﾔ 島根 ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根

5 609 古藤　　由也(3) 松江二中 14.50 5 516 高見　凌丘(3) 松江一中 14.60
ｺｼﾉ ﾃﾝﾏ 島根 ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ 島根

6 5028 越野　天馬(2) 浜田三中 14.43 6 5914 的場　尋(2) 瑞穂中 14.69
ﾔﾀ　ｼｭﾝﾔ 島根 ﾂｼﾞ ｱｻﾋ 島根

7 1946 矢田　　俊也(2) 出雲二中 14.49 7 1005 辻　旭飛(2) 東出雲中 14.63
ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 島根

8 2062 山本　　　翼(2) 出雲三中 14.50 8 2280 林　　　拓光(3) 浜山中 14.74
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 島根 ｼｮｳｼﾞ　ﾖｼﾋﾛ 島根

9 529 長谷川　聖(2) 松江一中 14.50 9 1944 庄司　　佳弘(2) 出雲二中 14.76



中学男子100m

4月14日 11:30 決　勝

決　勝　22組

19組 風(+/-    ) 20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

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ 島根 ﾀﾏｷ ﾊﾙﾔ 島根

1 532 藤田　雅邦(2) 松江一中 15.20 1 2720 玉木　遥也(2) 斐川西中 15.45
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｻｸ 島根 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｷ 島根

2 530 春日　一作(2) 松江一中 15.00 2 2721 中島　涼希(2) 斐川西中 15.45
ﾌﾅｷ ｶｲﾄ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 島根

3 3135 舟木　海翔(3) 大東中 15.00 3 752 小林　　海斗(2) 松江四中 15.44
ﾓﾘﾜｷ ｺｳｲﾁ 島根 ｻｻｷ ｺｳﾀ 島根

4 1158 森脇　光一(2) 島大附属中 14.89 4 5909 佐々木　康汰(2) 瑞穂中 15.41
ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾔ 島根

5 2222 清水　　鉄平(2) 浜山中 14.92 5 3134 木村　晴弥(3) 大東中 15.33
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾃﾂﾔ 島根 ﾊﾀ　ﾐﾂｷ 島根

6 1157 藤原　徹也(2) 島大附属中 14.95 6 1940 秦　　美月祈(2) 出雲二中 15.34
ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 ﾐｳﾗ ﾏｵ 島根

7 2711 濱田　健太郎(3) 斐川西中 14.91 7 5023 三浦　真央(3) 浜田三中 15.23
ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ 島根

8 2220 大野　　海知(2) 浜山中 14.99 8 2716 北村　裕仁(2) 斐川西中 15.43
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

9 754 福田　　勇誠(2) 松江四中 14.96 9 5029 前原　琉之介(2) 浜田三中 15.43

21組 風(+/-    ) 22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

ｴｽﾐ ﾚｵ 島根 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 島根

1 2644 江角　　怜将(2) 斐川東中 16.11 1 5052 田中　悠貴(1) 浜田三中
ｶｼﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 島根 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根

2 526 梶谷　俊元(2) 松江一中 15.70 2 5051 品川　侑斗(1) 浜田三中
ｶﾘﾉ ﾀｲｾｲ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 島根

3 527 狩野　大誠(2) 松江一中 16.00 3 2447 坂本　　太一(3) 向陽中
ｲﾏｵｶ ﾋﾄｼ 島根 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼｭﾝ 島根

4 2438 今岡　　仁志(2) 向陽中 15.65 4 3115 松田　煌隼(2) 大東中 16.58
ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 島根 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根

5 5321 辻　啄也(2) 三隅中 15.50 5 2223 杉本　　　海(2) 浜山中 16.15
ﾖｺﾀ ﾋﾛﾑ 島根 ｱｼﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根

6 5030 横田　大夢(2) 浜田三中 15.68 6 2268 阿式　　大樹(3) 浜山中 17.02
ﾀﾏｷ ﾘｮｳｼｭﾝ 島根 ｲﾜﾀ ﾖｳｽｹ 島根

7 2436 玉木　　涼舜(2) 向陽中 15.52 7 2714 岩田　陽祐(2) 斐川西中 16.75
ｺｳﾉ ﾗｲﾄ 島根 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾄﾓﾔ 島根

8 509 河野　来飛(3) 松江一中 15.70 8 5322 堀之内　智也(2) 三隅中 17.80
ｱｵﾄ ﾀﾂﾔ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 島根

9 513 青戸　達哉(2) 松江一中 15.70 9 5055 山本　蒼生(1) 浜田三中



中学男子200m

4月14日 13:40 決　勝

決　勝　9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

ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ｱﾂﾞﾏ ｶｲﾄ 島根

1 5319 岡本　亮太郎(2) 三隅中 25.50 1 5020 阿妻　海斗(3) 浜田三中 25.77
ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｱ 島根

2 3907 和田　龍太朗(3) 大田一中 25.50 2 1015 小林　憂亜(3) 東出雲中 25.92
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 島根 ﾖﾘｻﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根

3 503 田中　隆太(3) 松江一中 25.50 3 2262 寄貞　　勇斗(3) 浜山中 25.76
ｵｷﾀ ﾕｳﾄ 島根 ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ 島根

4 5904 沖田　悠翔(3) 瑞穂中 25.28 4 2442 西尾　　心虎(3) 向陽中 25.55
ﾖｼｼﾞ ｿｳﾀ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 島根

5 5027 吉地　颯太(3) 浜田三中 25.31 5 5021 山本　涼太(3) 浜田三中 25.51
ﾓﾘﾜｷ ﾖｳｽｹ 島根 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根

6 4806 森脇　庸介(3) 浜田一中 25.22 6 2112 佐々木　　輝(2) 河南中 25.60
ﾌｸﾊﾞ　ﾀｲｽｹ 島根 ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根

7 1824 福庭　　泰佑(3) 出雲一中 24.74 7 3916 吉岡　　敬多(2) 大田一中 25.60
ｲｼｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ﾐｽﾞｷ 島根

8 2628 石川　　靖史(3) 斐川東中 25.45 8 3132 石飛　瑞輝(3) 大東中 25.65
ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根

9 1054 井上　夏樹(3) 東出雲中 25.49 9 3920 松原　　朋希(2) 大田一中 25.65

3組 風(+/-    ) 4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

ﾄｳﾀﾞ ﾕｳｷ 島根 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 島根

1 5316 當田　悠貴(3) 三隅中 26.80 1 3919 岩崎　　翔太(2) 大田一中 27.40
ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 島根

2 5912 新井　裕太(2) 瑞穂中 26.80 2 2266 児玉　　匠海(3) 浜山中 27.41
ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｻﾄｱｷ 島根

3 3921 熱田　　夢空(2) 大田一中 26.80 3 1061 柳谷　怜映(3) 東出雲中 27.22
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ 島根

4 2629 中村　　大起(3) 斐川東中 26.55 4 3922 恒松　奏太(2) 大田一中 27.10
ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾀｵﾀﾞ ﾋﾄｷ 島根

5 1062 福田　大地(3) 東出雲中 26.32 5 5320 垰田　仁輝(2) 三隅中 27.00
ｶﾅﾓﾘ ﾏﾅﾄ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 島根

6 2441 金森　　愛斗(3) 向陽中 26.55 6 529 長谷川　聖(2) 松江一中 27.00
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｳﾗｶﾐ ｹｲｺﾞ 島根

7 3915 森山　　広大(2) 大田一中 26.30 7 1150 浦上　慧伍(3) 島大附属中 27.12
ﾀﾀﾉ ﾊﾔﾃ 島根 ｱｶﾏﾂ ﾐﾂｷ 島根

8 2710 多々納　　颯(3) 斐川西中 26.67 8 2626 赤松　　充基(3) 斐川東中 27.14
ｵｵﾀｵ ﾕｳｷ 島根 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾋ 島根

9 5022 大垰　侑輝(3) 浜田三中 26.67 9 3914 竹下　　春日(2) 大田一中 27.20

5組 風(+/-    ) 6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

ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 島根

1 4515 横路　昂大(2) 江津中 28.00 1 5913 野田　航平(2) 瑞穂中 29.73
ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ 島根 ﾐﾂﾀ ｺﾀﾛｳ 島根

2 4516 林　陽永汰(3) 江津中 28.00 2 5024 満田　虎太郎(3) 浜田三中 29.33
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根 ｺｼﾉ ﾃﾝﾏ 島根

3 534 杉原　凌甫(2) 松江一中 28.00 3 5028 越野　天馬(2) 浜田三中 29.61
ｺｳﾉ ｶｹﾙ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳﾀ 島根

4 5018 河野　駆塁(3) 浜田三中 27.92 4 507 梶谷　洸太(3) 松江一中 28.60
ﾂｼﾞ ﾐｺﾄ 島根 ｵｵﾀ ﾔﾏﾄ 島根

5 5026 辻　臣児斗(3) 浜田三中 27.56 5 5317 大田　倭(3) 三隅中 28.50
ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ 島根 ﾔﾉ ｶﾅﾀ 島根

6 4001 田中　達貴(2) 大田二中 27.70 6 1156 谷野　彼方(2) 島大附属中 28.14
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 ﾔﾏﾎﾝ ｼｮｳﾀﾞｲ 島根

7 750 谷本　　勇介(2) 松江四中 27.80 7 5315 山本　翔大(3) 三隅中 28.40
ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ 島根 ｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根

8 2281 前島　　慧士(3) 浜山中 28.00 8 5318 佐田　航大(3) 三隅中
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島根 ﾐｳﾗ ｱｷﾉﾘ 島根

9 2718 佐々木　優斗(2) 斐川西中 27.98 9 4809 三浦　明紀(2) 浜田一中 28.88



中学男子200m

4月14日 13:40 決　勝

決　勝　9組

7組 風(+/-    ) 8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

ｶﾘﾉ ﾀｲｾｲ 島根 ｾﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 島根

1 527 狩野　大誠(2) 松江一中 32.00 1 5313 瀨丸　大樹(3) 三隅中 33.00
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 島根

2 532 藤田　雅邦(2) 松江一中 32.00 2 526 梶谷　俊元(2) 松江一中 33.00
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 ｺｳﾉ ﾗｲﾄ 島根

3 754 福田　　勇誠(2) 松江四中 31.76 3 509 河野　来飛(3) 松江一中 33.00
ﾐｳﾗ ﾏｵ 島根 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｻｸ 島根

4 5023 三浦　真央(3) 浜田三中 31.02 4 530 春日　一作(2) 松江一中 32.40
ﾊﾔｼ ｱﾕｳﾕﾒ 島根 ｳﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 島根

5 5314 林　亜勇夢(3) 三隅中 29.80 5 612 宇山　　慶秀(2) 松江二中 32.00
ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 島根 ﾂｼﾞ ｱｻﾋ 島根

6 611 安部　　陸斗(2) 松江二中 30.00 6 1005 辻　旭飛(2) 東出雲中 32.32
ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ 島根 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

7 5914 的場　尋(2) 瑞穂中 30.03 7 5029 前原　琉之介(2) 浜田三中 32.56
ｺﾀﾞﾆ ﾐﾂｷ 島根 ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 島根

8 1002 小谷　充輝(2) 東出雲中 31.52 8 5321 辻　啄也(2) 三隅中 33.00
ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 島根

9 1017 田中　楽(3) 東出雲中 31.45 9 752 小林　　海斗(2) 松江四中 32.67

9組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ﾆｯﾀ ｺｳﾀﾛｳ 島根

2 5054 新田　弘太郎(1) 浜田三中
ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 島根

3 2642 杉谷　　和哉(2) 斐川東中
ｺｳﾉ ｹｲﾏ 島根

4 5019 河野　圭眞(3) 浜田三中
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾄﾓﾔ 島根

5 5322 堀之内　智也(2) 三隅中 37.00
ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ 島根

6 2643 錦織　　　潤(2) 斐川東中
ﾖｺﾀ ﾋﾛﾑ 島根

7 5030 横田　大夢(2) 浜田三中 34.09
ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ 島根

8 2641 福間　　一世(2) 斐川東中
ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ 島根

9 2640 安食　　太智(2) 斐川東中



中学男子400m

4月14日 14:35 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
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

ﾐｼﾏ ｹｲﾄ 島根 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 島根

2 2627 三嶋　　慧斗(3) 斐川東中 58.71 2 503 田中　隆太(3) 松江一中 1:01.10
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根 ﾌｼﾞｴ ﾚｲ 島根

3 2276 永岡　勇次郎(3) 浜山中 58.00 3 2271 藤江　　玲依(3) 浜山中 1:02.38
ﾋﾉ ﾘｭｳﾀ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｸﾐ 島根

4 2261 日野　　竜汰(3) 浜山中 57.62 4 2701 長岡　　拓実(3) 斐川西中 1:00.09
ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ 島根 ﾔﾏﾈ ﾋﾅﾀ 島根

5 2272 松崎　　寧生(3) 浜山中 55.89 5 2273 山根　　陽向(3) 浜山中 1:00.68
ﾅｶｵ ｱﾔｾ 島根 ｵｵﾀｵ ﾕｳｷ 島根

6 2049 中尾　　彪聖(3) 出雲三中 57.11 6 5022 大垰　侑輝(3) 浜田三中 1:00.54
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 島根 ｶｹﾞﾔﾏ　ﾀﾂｷ 島根

7 2265 河野　　春輝(3) 浜山中 56.56 7 1937 景山　　　樹(3) 出雲二中 1:00.12
ｺｳﾉ ｹｲﾏ 島根 ﾐｼﾏ　ｿｳﾀ 島根

8 5019 河野　圭眞(3) 浜田三中 59.40 8 1941 三島　　聡太(2) 出雲二中 1:02.00
ﾌｼﾞｴ ﾘｵ 島根

9 2277 藤江　　梨旺(3) 浜山中 1:00.00 9

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

2 2416 田中　　　陸(2) 向陽中 1:06.73
ｲﾉｳｴ ﾏｵ 島根

3 2263 井之上　真央(3) 浜山中
ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 島根

4 508 嘉藤　和真(3) 松江一中 1:03.00
ﾅｶﾞｵｶ　ﾕｳﾔ 島根

5 1931 長岡　　佑哉(3) 出雲二中 1:03.20
ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島根

6 2435 多久和　日向(2) 向陽中 1:05.81
ｲｲﾂｶ ｼｮｳﾔ 島根

7 2286 飯塚　　翔矢(3) 浜山中 1:03.00
ｲﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ 島根

8 2704 井原　　悠人(3) 斐川西中

9



中学男子110mH(0.914m)

4月14日 10:25 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

ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ 島根 ｻｴｷ ﾀｸﾄ 島根

2 2281 前島　　慧士(3) 浜山中 19.28 2 614 佐伯　　拓都(2) 松江二中 23.00
ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｻﾄｱｷ 島根 ﾀｶｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根

3 1061 柳谷　怜映(3) 東出雲中 19.65 3 1001 高倉　幸大(3) 東出雲中
ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ 島根 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ 島根

4 502 山根　悠介(3) 松江一中 17.30 4 2086 西村　　樹希(3) 出雲三中 22.11
ﾅﾘｱｲ　ﾋｶﾙ 島根 ｷｼ ﾀﾞｲﾁ 島根

5 1932 成相　　輝瑠(3) 出雲二中 16.60 5 2707 岸　　大智(3) 斐川西中 19.89
ﾔﾏﾓﾄ　ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根

6 1825 山本　　俊介(3) 出雲一中 17.14 6 2712 東本　　匠(3) 斐川西中 19.74
ﾃﾗﾓﾄ　ｿｳﾔ 島根 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 島根

7 1939 寺本　　颯哉(2) 出雲二中 19.00 7 2280 林　　　拓光(3) 浜山中 20.72
ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根 ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

8 533 中井　天(2) 松江一中 19.50 8 2079 加藤　　紳磨(2) 出雲三中

9 9



中学男子4X100mR

4月14日 15:40 決　勝

決　勝　5組

1組
2ﾚｰﾝ 資格記録 49.00 3ﾚｰﾝ 資格記録 49.37 4ﾚｰﾝ 資格記録 47.14

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 502 松江一中 (   ) 5904 瑞穂中 (   ) 2261 浜山中
島根 島根 島根

(   ) 503 松江一中 (   ) 5912 瑞穂中 (   ) 2262 浜山中
島根 島根 島根

(   ) 506 松江一中 (   ) 5913 瑞穂中 (   ) 2265 浜山中
島根 島根 島根

(   ) 508 松江一中 (   ) 5914 瑞穂中 (   ) 2276 浜山中
島根

(   ) (   ) 5915 瑞穂中 (   )

(   ) (   ) (   )

5ﾚｰﾝ 資格記録 47.31 6ﾚｰﾝ 資格記録 48.47 7ﾚｰﾝ 資格記録 47.56

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 1928 出雲二中 (   ) 2701 斐川西中 (   ) 2090 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 1929 出雲二中 (   ) 2702 斐川西中 (   ) 2099 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 1932 出雲二中 (   ) 2707 斐川西中 (   ) 2049 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 1933 出雲二中 (   ) 2712 斐川西中 (   ) 2054 出雲三中
島根

(   ) 1937 出雲二中 (   ) (   )
島根

(   ) 1943 出雲二中 (   ) (   )

8ﾚｰﾝ 資格記録 48.76 9ﾚｰﾝ 資格記録 48.65

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根

(   ) 1822 出雲一中 (   ) 1054 東出雲中
島根 島根

(   ) 1825 出雲一中 (   ) 1015 東出雲中
島根 島根

(   ) 1824 出雲一中 (   ) 1009 東出雲中
島根 島根

(   ) 1823 出雲一中 (   ) 1062 東出雲中
島根 島根

(   ) 1820 出雲一中 (   ) 1061 東出雲中
島根 島根

(   ) 1821 出雲一中 (   ) 1063 東出雲中

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

渡部　颯太(3)

ﾀﾏｸﾎﾞ ｹｲﾀﾛｳ

玉久保慶太郎(3)

ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

福田　大地(3)
ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｻﾄｱｷ

柳谷　怜映(3)

ｶﾓﾄ　ﾚｵ

嘉本　　玲央(3)

ｵﾁｱｲ　ｼｮｳﾀﾞｲ

落合　　翔大(3)

東出雲中A

ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ

井上　夏樹(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｱ

小林　憂亜(3)

ﾔﾏﾓﾄ　ｼｭﾝｽｹ

山本　　俊介(3)

ﾌｸﾊﾞ　ﾀｲｽｹ

福庭　　泰佑(3)

ﾅｶｵ　ｱﾕﾑ

中尾　　歩夢(3)

ﾓﾁﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

持田　伸太朗(3)

出雲一中A

ｶﾅｻﾞﾜ　ｲﾂｷ

金沢　　一輝(3)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

東本　　匠(3)

ｱｼﾞｷ　ﾀﾞｲｺﾞ

安喰　　大胡(3)

ｶｹﾞﾔﾏ　ﾀﾂｷ

出雲三中A

ﾖﾈﾔﾏ ｴｲﾄ

米山　　瑛人(3)

ｲｼｸﾗ ﾀｲｷ

石倉　　泰樹(3)

ﾅｶｵ ｱﾔｾ

中尾　　彪聖(3)

ﾅｶﾞｵｶ ﾀｸﾐ

長岡　　拓実(3)

ｸﾗｶｹ ﾘｸ

倉掛　凌空(3)
ｷｼ ﾀﾞｲﾁ

岸　　大智(3)

ﾓﾘﾜｷ ﾕﾗ

景山　　　樹(3)

ｶﾝ　ﾕｳｷ

管　　　優希(2)

ｲｼﾄﾋﾞ　ﾀｸﾔ

石飛　　拓也(3)

ｺｳﾉ　ｼｮｳﾀﾞｲ

高野　　翔大(3)

ﾅﾘｱｲ　ﾋｶﾙ

成相　　輝瑠(3)

ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｺｳﾉ ﾊﾙｷ

河野　　春輝(3)

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

永岡　勇次郎(3)

出雲二中A 斐川西中A

野田　航平(2)
ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ

的場　尋(2)

瑞穂中

ｵｷﾀ ﾕｳﾄ

沖田　悠翔(3)
ﾆｲ ﾕｳﾀ

新井　裕太(2)

浜山中A

ﾋﾉ ﾘｭｳﾀ

日野　　竜汰(3)

ﾖﾘｻﾀﾞ ﾊﾔﾄ

寄貞　　勇斗(3)

松江一中A

ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ

山根　悠介(3)
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

田中　隆太(3)

森脇　結良(2)

ｺﾊﾞﾔｼｷｮｳｼﾛｳ

小林杏志朗(3)
ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ

嘉藤　和真(3)



中学男子4X100mR

4月14日 15:40 決　勝

決　勝　5組

2組
2ﾚｰﾝ 資格記録 51.62 3ﾚｰﾝ 資格記録 50.78 4ﾚｰﾝ 資格記録 50.00

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 2111 河南中 (   ) 2440 向陽中 (   ) 607 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 2112 河南中 (   ) 2442 向陽中 (   ) 608 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 2113 河南中 (   ) 2443 向陽中 (   ) 614 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 2114 河南中 (   ) 2447 向陽中 (   ) 616 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 2115 河南中 (   ) 2441 向陽中 (   ) 617 松江二中
島根

(   ) 2116 河南中 (   ) (   )

5ﾚｰﾝ 資格記録 49.48 6ﾚｰﾝ 資格記録 50.00 7ﾚｰﾝ 資格記録 49.94

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 1148 島大附属中 (   ) 2709 斐川西中 (   ) 4800 浜田一中
島根 島根 島根

(   ) 1150 島大附属中 (   ) 2710 斐川西中 (   ) 4801 浜田一中
島根 島根 島根

(   ) 1153 島大附属中 (   ) 2713 斐川西中 (   ) 4802 浜田一中
島根 島根 島根

(   ) 1154 島大附属中 (   ) 2718 斐川西中 (   ) 4803 浜田一中
島根 島根 島根

(   ) 1156 島大附属中 (   ) 2719 斐川西中 (   ) 4804 浜田一中
島根 島根

(   ) 1158 島大附属中 (   ) (   ) 4806 浜田一中

8ﾚｰﾝ 資格記録 51.46 9ﾚｰﾝ 資格記録 50.30

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根

(   ) 4510 江津中 (   ) 2628 斐川東中
島根 島根

(   ) 4511 江津中 (   ) 2626 斐川東中
島根 島根

(   ) 4516 江津中 (   ) 2629 斐川東中
島根 島根

(   ) 4513 江津中 (   ) 2627 斐川東中
島根 島根

(   ) 4515 江津中 (   ) 2630 斐川東中
島根

(   ) 4514 江津中 (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

ﾐｼﾏ ｹｲﾄ

三嶋　　慧斗(3)

ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ

吉田　　　新(3)

ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ

横路　昂大(2)
ﾐﾔﾑﾗ ﾋｮｳｶﾞ

宮村　彪芽(2)

斐川東中A

ｲｼｶﾜ ﾔｽﾌﾐ

石川　　靖史(3)

ｱｶﾏﾂ ﾐﾂｷ

赤松　　充基(3)

ｲｷ ﾕﾀｶ

林　陽永汰(3)
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ

川端　涼太(2)

ﾓﾘﾜｷ ﾖｳｽｹ

森脇　庸介(3)

江津中

ｲｽﾞﾐ ｿｳﾄ

泉　颯人(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

中村　　大起(3)

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

嶋田　優希(3)
ﾃﾗｻｺ ﾖｼｷ

寺迫　祥希(3)

壱岐　穣(3)
ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ

ｻｻｷ ﾕｳﾄ

佐々木　優斗(2)

ﾀｶﾀ ｱｲﾙ

高田　愛琉(2)

浜田一中

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

原田　隆士(3)
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

伊東　拓真(3)
ｻｶｲ ﾀｶｵ

ﾓﾘﾜｷ ｺｳｲﾁ

森脇　光一(2)

斐川西中B

ｽﾀﾞ ﾕｲﾄ

須田　唯斗(3)
ﾀﾀﾉ ﾊﾔﾃ

多々納　　颯(3)

ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ

井谷　太一(3)

ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ

山本　雅人(3)
ﾔﾉ ｶﾅﾀ

谷野　彼方(2)

島大付属中

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ

山本　康輔(3)
ｳﾗｶﾐ ｹｲｺﾞ

浦上　慧伍(3)

佐伯　　拓都(2)

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ

中川　　碧志(2)

ﾔﾉ ﾅﾙｲ

矢野　　成唯(2)

尾﨑　将矢(3) 坂井　尚生(3)

岩本　　　悠(3)

ｻｶﾓﾄ ﾀｲﾁ

坂本　　太一(3)

松江二中

ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛﾄ

別所　　寛柊(3)

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾏ

吉田　　脩馬(3)

ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ ｻｴｷ ﾀｸﾄ

ｶﾅﾓﾘ ﾏﾅﾄ

金森　　愛斗(3)

ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ

増原　　永人(2)

外野　　晴琉(2)

ﾋﾗﾀ ﾖｳ

平田　　　瑶(2)

ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

三原　　友大(2)

向陽中A

ｲﾜｱｻ ｹｲｽｹ

岩浅　　圭介(3)

ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ

西尾　　心虎(3)

ｻｻｷ ﾋｶﾙ

佐々木　　輝(2)

ｿﾄﾉ ﾊﾙ

河南中

ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ

奥谷　　和生(2)



中学男子4X100mR

4月14日 15:40 決　勝

決　勝　5組

3組
2ﾚｰﾝ 資格記録 52.80 3ﾚｰﾝ 資格記録 53.00 4ﾚｰﾝ 資格記録 51.64

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 3916 大田一中 (   ) 3907 大田一中 (   ) 3132 大東中
島根 島根 島根

(   ) 3920 大田一中 (   ) 3910 大田一中 (   ) 3134 大東中
島根 島根 島根

(   ) 3915 大田一中 (   ) 3913 大田一中 (   ) 3136 大東中
島根 島根 島根

(   ) 3921 大田一中 (   ) 3914 大田一中 (   ) 3135 大東中
島根 島根 島根

(   ) 3918 大田一中 (   ) 3919 大田一中 (   ) 3133 大東中
島根

(   ) (   ) 3922 大田一中 (   )

5ﾚｰﾝ 資格記録 51.76 6ﾚｰﾝ 資格記録 51.77 7ﾚｰﾝ 資格記録 52.00

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 1938 出雲二中 (   ) 2640 斐川東中 (   ) 529 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 1939 出雲二中 (   ) 2641 斐川東中 (   ) 533 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 1941 出雲二中 (   ) 2642 斐川東中 (   ) 531 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 1945 出雲二中 (   ) 2643 斐川東中 (   ) 534 松江一中
島根 島根

(   ) 1946 出雲二中 (   ) 2644 斐川東中 (   )
島根

(   ) 1947 出雲二中 (   ) (   )

8ﾚｰﾝ 資格記録 52.29

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根

(   ) 2416 向陽中
島根

(   ) 2417 向陽中
島根

(   ) 2433 向陽中
島根

(   ) 2434 向陽中
島根

(   ) 2435 向陽中
島根

(   ) 2437 向陽中

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ

坂本　千斗(2)
ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ

多久和　日向(2)

ﾋﾉ ﾀﾂｷ

日野　　達貴(2)

ﾀﾅｶ ﾘｸ

田中　　　陸(2)

ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ

森脇　　大貴(2)

ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ

松浦　　悠太(2)

ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ

須田　智貴(2)
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

杉原　凌甫(2)

向陽中B

ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ

錦織　　　潤(2)

ｴｽﾐ ﾚｵ

江角　　怜将(2)

ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾔ

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ

長谷川　聖(2)
ﾅｶｲ ﾃﾝ

中井　天(2)

ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ

安食　　太智(2)

ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ

福間　　一世(2)

杉谷　　和哉(2)

ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕﾒﾀ

宮嵜　　夢太(2)

ﾔﾀ　ｼｭﾝﾔ

矢田　　俊也(2)

ｶﾜﾓﾄ　ｱﾏﾈ

川本　　　周(2)

ﾓﾘｷ　ﾋﾛﾄ

森木　　大翔(2)

ﾃﾗﾓﾄ　ｿｳﾔ

寺本　　颯哉(2)

ﾐｼﾏ　ｿｳﾀ

三島　　聡太(2)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ

上原　卓也(3)

出雲二中B 斐川東中B

ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ

恒松　奏太(2)

岩崎　　翔太(2)

松江一中C

竹下　　春日(2)

ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ

大東中A

ｲｼﾄﾋﾞ ﾐｽﾞｷ

石飛　瑞輝(3)
ｷﾑﾗ ﾊﾙﾔ

木村　晴弥(3)
ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ

ﾌﾅｷ ｶｲﾄ

舟木　海翔(3)

松原　　　稔(3)

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

石川　侑樹(3)

ﾂﾈﾏﾂ ﾚﾝ

恒松　　　蓮(3)

ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾋ

熱田　　夢空(2)

ﾂﾈﾏﾂ ｵﾄﾔ

恒松　央都弥(2)

大田一中B

ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ

吉岡　　敬多(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ

松原　　朋希(2)

森山　　広大(2)

ｱﾂﾀ ﾕﾗ

大田一中A

ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

和田　龍太朗(3)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞﾝ



中学男子4X100mR

4月14日 15:40 決　勝

決　勝　5組

4組
2ﾚｰﾝ 資格記録 55.38 3ﾚｰﾝ 資格記録 56.68 4ﾚｰﾝ 資格記録 53.24

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 750 松江四中 (   ) 3100 大東中 (   ) 1007 東出雲中
島根 島根 島根

(   ) 751 松江四中 (   ) 3110 大東中 (   ) 1003 東出雲中
島根 島根 島根

(   ) 752 松江四中 (   ) 3115 大東中 (   ) 1002 東出雲中
島根 島根 島根

(   ) 753 松江四中 (   ) 3116 大東中 (   ) 1005 東出雲中
島根 島根

(   ) 754 松江四中 (   ) (   ) 1016 東出雲中

(   ) (   ) (   )

5ﾚｰﾝ 資格記録 53.05 6ﾚｰﾝ 資格記録 53.00 7ﾚｰﾝ 資格記録 54.00

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 2225 浜山中 (   ) 512 松江一中 (   ) 5316 三隅中
島根 島根 島根

(   ) 2226 浜山中 (   ) 507 松江一中 (   ) 5315 三隅中
島根 島根 島根

(   ) 2229 浜山中 (   ) 509 松江一中 (   ) 5318 三隅中
島根 島根 島根

(   ) 2230 浜山中 (   ) 516 松江一中 (   ) 5319 三隅中
島根

(   ) (   ) (   ) 5320 三隅中

(   ) (   ) (   )

8ﾚｰﾝ 資格記録 1:00.00

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根

(   ) 526 松江一中
島根

(   ) 527 松江一中
島根

(   ) 528 松江一中
島根

(   ) 530 松江一中
島根

(   ) 532 松江一中
島根

(   ) 513 松江一中

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

ｱｵﾄ ﾀﾂﾔ

青戸　達哉(2)

ｱｵﾄ ﾄﾓﾋﾛ

青戸　智大(2)
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｻｸ

春日　一作(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ

藤田　雅邦(2)

松江一中D

ｶｼﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ

梶谷　俊元(2)
ｶﾘﾉ ﾀｲｾｲ

狩野　大誠(2)

ｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

佐田　航大(3)
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

岡本　亮太郎(2)

ﾀｵﾀﾞ ﾋﾄｷ

垰田　仁輝(2)

ｺｳﾉ ﾗｲﾄ

河野　来飛(3)
ﾀｶﾐ ﾘｸ

高見　凌丘(3)

三隅中A

ﾄｳﾀﾞ ﾕｳｷ

當田　悠貴(3)
ﾔﾏﾎﾝ ｼｮｳﾀﾞｲ

山本　翔大(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

福田　　稜真(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

安田　　博人(2)

松江一中B

ｲﾄｶﾞ ﾁｱｷ

糸賀　千晃(3)
ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳﾀ

梶谷　洸太(3)

浜山中B

ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ

出羽　　陽貴(2)

ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ

川上　　哲宗(2)

ｺﾀﾞﾆ ﾐﾂｷ

小谷　充輝(2)
ﾂｼﾞ ｱｻﾋ

辻　旭飛(2)
ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ

平方　伶和(2)

ｲｼﾊﾗ ﾐﾂｷ

石原　光希(2)

東出雲中B

ｱｽﾞｷｻﾜﾘｭｳｲﾁﾛｳ

小豆澤竜一朗(2)

ｲﾇﾔﾏ ｶｲ

犬山　海(2)

大東中B

ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙ

武田　　輝(2)
ﾄﾋﾞﾀ ｿﾗ

飛田　空良(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ

小林　　海斗(2)

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼｭﾝ

松田　煌隼(2)
ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ

三島　　大輝(2)

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ

福田　　勇誠(2)

松江四中

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ

谷本　　勇介(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ

藤原　　　佑(2)



中学男子4X100mR

4月14日 15:40 決　勝

決　勝　5組

5組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根 島根 島根

(   ) 2060 出雲三中 (   ) 2075 出雲三中 (   ) 2084 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2079 出雲三中 (   ) 2077 出雲三中 (   ) 2086 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2062 出雲三中 (   ) 2064 出雲三中 (   ) 2089 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2071 出雲三中 (   ) 2070 出雲三中 (   ) 2094 出雲三中

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

5ﾚｰﾝ 資格記録 1:00.00 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根 島根 島根

(   ) 5317 三隅中 (   ) 5021 浜田三中 (   ) 2083 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 5313 三隅中 (   ) 5020 浜田三中 (   ) 2092 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 5314 三隅中 (   ) 5022 浜田三中 (   ) 2095 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 5321 三隅中 (   ) 5027 浜田三中 (   ) 2050 出雲三中
島根 島根

(   ) 5322 三隅中 (   ) 5018 浜田三中 (   )
島根

(   ) (   ) 5019 浜田三中 (   )

8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根

(   ) 1826 出雲一中
島根

(   ) 1827 出雲一中
島根

(   ) 1828 出雲一中
島根

(   ) 1829 出雲一中
島根

(   ) 1830 出雲一中

(   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ

辻　啄也(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ

藤澤　　和睦(2)

ｾﾉｵ ｱﾕﾄ

妹尾　歩佑人(2)

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ

武永　　廉(2)
ｲﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀﾛｳ

稲村　信太郎(2)

出雲一中B

ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ

佐々木　一哲(2)

ｺｳﾉ ｹｲﾏ

河野　圭眞(3)

河野　駆塁(3)

出雲三中B

ｷﾀﾞﾆ ﾘｮｳﾔ

木谷　　凌也(3)

ﾌｸｼﾛ ｹｲｽｹ

福代　　圭祐(3)

ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ

志食　　隆希(3)

ｵｵﾀｵ ﾕｳｷ

大垰　侑輝(3)
ﾖｼｼﾞ ｿｳﾀ

吉地　颯太(3)
ｺｳﾉ ｶｹﾙ

ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

原　　　綾佑(3)

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾄﾓﾔ

堀之内　智也(2)

浜田三中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

山本　涼太(3)
ｱﾂﾞﾏ ｶｲﾄ

阿妻　海斗(3)

ｵｵﾀ ﾔﾏﾄ

大田　倭(3)
ｾﾏﾙ ﾀﾞｲｷ

瀨丸　大樹(3)
ﾊﾔｼ ｱﾕｳﾕﾒ

林　亜勇夢(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｾｲ

山本　　神政(3)

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹｲ

山之内　武威(3)

三隅中B

ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ

三原　　陸蒼(2)

ｸﾗﾊｼ ｼｮｳﾍｲ

倉橋　　翔平(2)

出雲三中C

ﾅｶﾞｻｺ ﾘｸ

長廻　　　吏(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ

西村　　樹希(3)

出雲三中D

ﾅｲﾄｳ ｶｲ

内藤　　　海(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ

吉川　　聖隼(2)

ｶﾄｳ ｼﾝﾏ

加藤　　紳磨(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

山本　　　翼(2)

ｽﾐ ｺｳﾀ

角　　　航太(2)

出雲三中E

ｶﾜｶﾐ ｿﾗ

川上　　蒼空(2)



中学男子走高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾑﾗﾀ ﾕｳｺﾞ 島根

1 5907 村田　湧吾(3) 瑞穂中 1m45
ﾃﾗｻｺ ﾖｼｷ 島根

2 4804 寺迫　祥希(3) 浜田一中 1m45
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 島根

3 1039 松本　祥太(3) 東出雲中 1m30
ｷﾑﾗ ﾊﾙﾔ 島根

4 3134 木村　晴弥(3) 大東中 1m35
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 島根

5 5052 田中　悠貴(1) 浜田三中
ｶﾅｻﾞﾜ　ｲﾂｷ 島根

6 1822 金沢　　一輝(3) 出雲一中 1m60
ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

7 2113 外野　　晴琉(2) 河南中 1m40
ｻｶﾀ ﾘｷ 島根

8 2275 坂田　　理樹(3) 浜山中 1m65
ｻｶｲ ﾀｶｵ 島根

9 4802 坂井　尚生(3) 浜田一中 1m30
ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕﾒﾀ 島根

10 1945 宮嵜　　夢太(2) 出雲二中 1m20
ﾂｷﾓﾘ ｾﾅ 島根

11 4002 月森　世那(2) 大田二中 1m40
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根

12 616 中川　　碧志(2) 松江二中 1m40
ｲｽﾞﾐ ｿｳﾄ 島根

13 4510 泉　颯人(3) 江津中 1m71
ﾓﾘｷ　ﾋﾛﾄ 島根

14 1938 森木　　大翔(2) 出雲二中 1m35
ｱｽﾞｷｻﾜﾘｭｳｲﾁﾛｳ 島根

15 1007 小豆澤竜一朗(2) 東出雲中

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



中学男子棒高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根

1 1827 妹尾　歩佑人(2) 出雲一中 2m00
ｶﾓﾄ　ﾚｵ 島根

2 1820 嘉本　　玲央(3) 出雲一中 3m10
ﾀﾏｷ ﾊﾙﾔ 島根

3 2720 玉木　遥也(2) 斐川西中
ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島根

4 2075 内藤　　　海(2) 出雲三中 2m30
ﾀﾏｷ ﾘｮｳｼｭﾝ 島根

5 2436 玉木　　涼舜(2) 向陽中
ﾔﾏﾓﾄ　ｼｭﾝｽｹ 島根

6 1825 山本　　俊介(3) 出雲一中 3m00
ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根

7 2050 原　　　綾佑(3) 出雲三中 2m60
ﾖﾈﾔﾏ ｴｲﾄ 島根

8 2090 米山　　瑛人(3) 出雲三中 3m00
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛﾄ 島根

9 607 別所　　寛柊(3) 松江二中 3m20
ｱｵｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

10 2703 青木　倫太郎(3) 斐川西中 2m50
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｾｲ 島根

11 2089 山本　　神政(3) 出雲三中 2m60
ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ 島根

12 1153 尾﨑　将矢(3) 島大附属中
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

13 3133 上原　卓也(3) 大東中 2m80
ｽﾀﾞ ﾕｲﾄ 島根

14 2709 須田　唯斗(3) 斐川西中 3m00
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾏ 島根

15 608 吉田　　脩馬(3) 松江二中 2m60
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根

16 617 矢野　　成唯(2) 松江二中 2m40
ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 島根

17 2711 濱田　健太郎(3) 斐川西中 2m20

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

資格 
記録

m



中学男子走幅跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾀ ｱｲﾙ 島根 m m m m
1 2719 高田　愛琉(2) 斐川西中 4m46 +/- +/- +/- +/-

ｸﾗｶｹ ﾘｸ 島根 m m m m
2 2702 倉掛　凌空(3) 斐川西中 5m63 +/- +/- +/- +/-

ｶﾝ　ﾕｳｷ 島根 m m m m
3 1943 管　　　優希(2) 出雲二中 4m64 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ 島根 m m m m
4 1016 平方　伶和(2) 東出雲中 4m75 +/- +/- +/- +/-

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根 m m m m
5 1828 武永　　廉(2) 出雲一中 4m24 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根 m m m m
6 2226 川上　　哲宗(2) 浜山中 4m25 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾜｷ ﾕﾗ 島根 m m m m
7 5915 森脇　結良(2) 瑞穂中 4m24 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｷ 島根 m m m m
8 2721 中島　涼希(2) 斐川西中 3m71 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸﾊﾞ　ﾀｲｽｹ 島根 m m m m
9 1824 福庭　　泰佑(3) 出雲一中 5m08 +/- +/- +/- +/-

ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 島根 m m m m
10 2225 出羽　　陽貴(2) 浜山中 4m31 +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ 島根 m m m m
11 1830 藤澤　　和睦(2) 出雲一中 4m20 +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ 島根 m m m m
12 2111 奥谷　　和生(2) 河南中 4m70 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根 m m m m
13 4513 川端　涼太(2) 江津中 4m65 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 島根 m m m m
14 5055 山本　蒼生(1) 浜田三中 +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根 m m m m
15 2434 坂本　千斗(2) 向陽中 5m15 +/- +/- +/- +/-

ｺｳﾉ　ｼｮｳﾀﾞｲ 島根 m m m m
16 1929 高野　　翔大(3) 出雲二中 6m03 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾔ 島根 m m m m
17 2278 川上　　翔也(3) 浜山中 5m11 +/- +/- +/- +/-

ｷﾀﾞﾆ ﾘｮｳﾔ 島根 m m m m
18 2083 木谷　　凌也(3) 出雲三中 4m49 +/- +/- +/- +/-

ｲﾇﾔﾏ ｶｲ 島根 m m m m
19 1003 犬山　海(2) 東出雲中 4m72 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島根 m m m m
20 2229 福田　　稜真(2) 浜山中 4m04 +/- +/- +/- +/-

ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島根 m m m m
21 4637 須藤　広征(2) 青陵中 5m25 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ 島根 m m m m
22 1148 山本　康輔(3) 島大附属中 +/- +/- +/- +/-

ｺﾄｳ ﾕｳﾔ 島根 m m m m
23 609 古藤　　由也(3) 松江二中 3m70 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 島根 m m m m
24 1063 渡部　颯太(3) 東出雲中 4m25 +/- +/- +/- +/-

ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根 m m m m
25 5051 品川　侑斗(1) 浜田三中 +/- +/- +/- +/-



中学男子砲丸投(5.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

1 2116 三原　　友大(2) 河南中 8m64 m m m m
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根

2 2443 岩本　　　悠(3) 向陽中 7m25 m m m m
ｱｵﾄ ﾀﾂﾔ 島根

3 513 青戸　達哉(2) 松江一中 5m00 m m m m
ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ 島根

4 2713 井谷　太一(3) 斐川西中 6m46 m m m m
ｲﾜｱｻ ｹｲｽｹ 島根

5 2440 岩浅　　圭介(3) 向陽中 7m25 m m m m
ｱｼﾞｷ　ﾀﾞｲｺﾞ 島根

6 1933 安喰　　大胡(3) 出雲二中 7m92 m m m m
ｻｻｷ ｺｳﾀ 島根

7 5909 佐々木　康汰(2) 瑞穂中 6m21 m m m m
ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 島根

8 5025 佐々木　大智(3) 浜田三中 m m m m



中学男子円盤投(1.500kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹｲ 島根

1 2094 山之内　武威(3) 出雲三中 m m m m



中高男子110mH(0.991m)

4月14日 10:30 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

1

2

3

ﾏｽﾓﾄ　ﾌｳｷ 島根

4 390 枡本　楓生(3) 三朝中

5

6

7

8

9



高校男子砲丸投(6.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ 島根

1 319 渡邊　行陽(2) 大社高 12m41 m m m m
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾔ 島根

2 522 中山　達也(3) 開星高 m m m m
ｶﾅﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 島根

3 292 金山　光明(3) 大社高 12m28 m m m m
ﾐﾊﾗ ﾀｲﾁ 島根

4 318 三原　太一(2) 大社高 9m78 m m m m



高校男子円盤投(1.750kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 島根

1 292 金山　光明(3) 大社高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ 島根

2 319 渡邊　行陽(2) 大社高 m m m m
ｱｼﾞｷ ｼｮｳﾀ 島根

3 584 安喰　昌太(3) 出雲北陵高 28m25 m m m m
ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根

4 85 佐々木　淳平(2) 益田高 24m53 m m m m
ﾊﾗ ｶﾅﾄ 島根

5 257 原　叶季(2) 松江農高 m m m m
ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾏｺﾄ 島根

6 588 萬代　洵(3) 出雲北陵高 m m m m
ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 島根

7 301 平岡　紀彦(3) 大社高 26m55 m m m m



一般高校男子100m

4月14日 12:35 決　勝

決　勝　9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

ｶﾈﾔﾏ ﾀｲﾁ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島根

1 597 金山　太一(3) 浜田商高 11.30 1 0 松浦　大雅(1) 開星高 11.50
ｵｵﾋﾞﾂ ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

2 519 大櫃　嵩宏(3) 開星高 11.19 2 529 福田　亮太(2) 開星高 11.35
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳ 島根 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ 島根

3 303 松浦　優(3) 大社高 10.82 3 0 吉岡　凌(25) 松江NGC 11.31
ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ 島根 ｼﾝﾀﾆ ﾄｼｷ 島根

4 342 林　頼人(3) 松江工高 11.03 4 294 新谷　俊季(3) 大社高 11.30
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根

5 1028 吉田　健作(24) SUNS AC 10.94 5 0 安部　雄一郎(30) 松江NGC 11.33
ﾓﾝﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 島根 ｻﾄｳ ｱｱﾄ 島根

6 0 門谷　昇星(1) 開星高 11.15 6 270 佐藤　亜々人(2) 松江北高 11.31
ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 島根

7 0 藤原　樹(1) 開星高 11.22 7 1031 水田　悠介(20) SUNS AC 11.49
ﾆｼｵ ﾀｲｾｲ 島根 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 島根

8 0 西尾　太成(17) 松江NGC 11.26 8 1024 井上　太陽(26) SUNS AC 11.43
ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島根 ﾀｶｷ ﾀﾞｲｽｹ 島根

9 299 永瀬　海生(3) 大社高 11.24 9 338 高木　大輔(3) 松江工高 11.50

3組 風(+/-    ) 4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

ﾅｶｲ ｿﾗ 島根 ﾌｸﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 山口

1 272 中井　　　空(2) 松江北高 11.63 1 3253 福田　浩二(31) 宇部市陸協 11.72
ﾂﾁｴ ﾘｸ 島根 ﾂﾁｴ ｼﾞﾝ 島根

2 526 土江　流空(2) 開星高 11.54 2 365 土江　仁(2) 出雲高 11.71
ｱｵｷ ﾀｸ 島根 ﾐﾊﾗ ﾄｳﾏ 島根

3 287 青木　大空(3) 大社高 11.53 3 344 三原　斗有摩(3) 松江工高 11.65
ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ 島根 ﾐﾅﾘ ﾚｵ 島根

4 290 今岡　紘希(3) 大社高 11.54 4 317 三成　玲緒(2) 大社高 11.67
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 島根 ｽｶﾞﾓﾄ ﾋﾗｸ 島根

5 1027 林　翔太(26) SUNS AC 11.50 5 1022 菅本　啓(28) SUNS AC 11.65
ﾏﾂﾅｵ ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 島根

6 315 松直　翼(2) 大社高 11.51 6 523 渡辺　龍斗(3) 開星高 11.67
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 島根 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 島根

7 0 足立　駿人(1) 開星高 11.59 7 609 山根　拓海(2) 出雲農林高 11.77
ｽﾔﾏ ﾕｳｷ 島根 ﾎﾘ ｼｵﾝ 島根

8 187 須山　勇希(2) 松江ろう 11.57 8 665 堀汐　汐音(1) 大社高 11.75
ﾀｺﾞ ｷｮｳﾀ 島根 ﾐｷ ﾏｻﾄ 島根

9 339 多胡　京太(3) 松江工高 11.57 9 277 三木　　真慧(2) 松江北高 11.76

5組 風(+/-    ) 6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

ｲﾄｳ ｾｲﾒｲ 島根 ﾖｼｷﾞ ｺｳﾕｳ 島根

1 525 伊藤　清明(2) 開星高 12.02 1 170 吉木　公佑(2) 松江商高 12.19
ﾂﾊﾞｷ ｷﾖｼﾛｳ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根

2 1142 鍔木　清志郎 雲南市陸協 12.00 2 308 坂本　陽斗(2) 大社高 12.14
ｻｻｷ ｼﾂﾞｸ 島根 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 島根

3 133 佐々木　梓月(3) 江津高 11.92 3 263 石川　　優也(3) 松江北高 12.05
ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ 島根

4 304 三島　央志(3) 大社高 11.90 4 232 工藤　匡史(3) 松江高専 12.12
ｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根 ﾏｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

5 655 荏田　陽向(1) 大社高 11.83 5 314 正木　亮太郎(2) 大社高 12.06
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 島根 ｲｹﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 島根

6 269 森永　　夏野(3) 松江北高 11.83 6 333 池淵　奎弥(3) 松江工高 12.07
ﾊﾀ ｼﾝｾｲ 島根 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

7 662 秦　伸成(1) 大社高 12.00 7 312 中村　慎太郎(2) 大社高 12.16
ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ 島根

8 606 加芽田　悠丞(3) 出雲農林高 12.01 8 316 松本　達樹(2) 大社高 12.15
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根

9 0 藤原　紀允(26) 松江NGC 12.02 9



一般高校男子100m

4月14日 12:35 決　勝

決　勝　9組

7組 風(+/-    ) 8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

ｵﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 島根

1 360 小村　純(2) 出雲高 12.69 1 347 山田　直輝(2) 松江工高 13.02
ﾓﾁﾀﾞ ｲｱﾝﾌｨｯﾁ 島根 ｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 島根

2 368 持田偉行フィッチ(2) 出雲高 12.36 2 361 古山　太一(2) 出雲高 13.09
ﾀﾏｷ ｺｳﾍｲ 島根 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾔ 島根

3 150 玉木　　浩平(3) 平田高 12.34 3 271 塚本　　貴也(2) 松江北高 12.71
ｲｿﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根 ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根

4 524 磯田　圭悟(2) 開星高 12.24 4 511 堀　翔太郎(3) 石見智翠館 12.85
ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 島根 ｵｷﾞ ｺｳｷ 島根

5 607 西　健一(3) 出雲農林高 12.36 5 167 小城　晃樹(2) 松江商高 12.84
ｽﾄｳ ﾀｸﾐ 島根 ﾜｸﾘ ｾｲﾔ 島根

6 657 周藤　拓海(1) 大社高 12.29 6 255 和栗　誠也(2) 松江農高 12.86
ｽｷﾞﾀﾜ ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾎﾞｸﾗ ｼｭﾝｽｹ 島根

7 166 杉峠　大地(3) 松江商高 12.58 7 345 卜蔵　俊祐(2) 松江工高 12.93
ﾖｸﾗ ﾅｵﾔ 島根 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 島根

8 348 與倉　尚也(2) 松江工高 12.60 8 306 榎本　光希(2) 大社高 13.00

9 9

9組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根

1 264 伊藤　　千紀(3) 松江北高
ｷﾀﾔﾏ ｼｭｳﾄ 島根

2 626 北山　修人(3) 島根中央高
ﾂﾁﾀﾆ ｱｷﾖｼ 島根

3 1140 土谷　明由 雲南市陸協 13.90
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ 島根

4 346 松原　太一(2) 松江工高 13.19
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 島根

5 249 山本　弥人(3) 松江農高
ﾔｸﾆ ﾕｳｷ 島根

6 4 八國　　優輝(3) 出雲商業高
ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 島根

7 5 荒木　　貴裕(2) 出雲商業高
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 島根

8 648 谷口　稜真(1) 松江商高

9



一般高校男子200m

4月14日 14:05 決　勝

決　勝　3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

ｲﾄｶﾜ ｹﾞﾝｷ 島根 ﾀﾏｷ ｺｳﾍｲ 島根

2 250 糸川　元希(2) 松江農高 24.34 2 150 玉木　　浩平(3) 平田高 24.80
ﾌｸﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 山口 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 島根

3 3253 福田　浩二(31) 宇部市陸協 24.05 3 609 山根　拓海(2) 出雲農林高 24.82
ｱｵｷ ﾀｸ 島根 ｻｻｷ ｼﾂﾞｸ 島根

4 287 青木　大空(3) 大社高 23.33 4 133 佐々木　梓月(3) 江津高 24.45
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ 島根

5 1028 吉田　健作(24) SUNS AC 22.46 5 232 工藤　匡史(3) 松江高専 24.54
ﾐﾊﾗ ﾄｳﾏ 島根 ﾉﾂ ﾅｵﾔ 島根

6 344 三原　斗有摩(3) 松江工高 23.61 6 661 野津　直哉(1) 大社高 24.50
ｼﾝﾀﾆ ﾄｼｷ 島根 ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根

7 294 新谷　俊季(3) 大社高 23.31 7 606 加芽田　悠丞(3) 出雲農林高 24.45
ﾂﾁｴ ｼﾞﾝ 島根 ﾖｼｷﾞ ｺｳﾕｳ 島根

8 365 土江　仁(2) 出雲高 24.36 8 170 吉木　公佑(2) 松江商高 24.92

9 9

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾀﾞﾁ ﾌｳﾏ 島根

2 654 足立　風馬(2) 大社高 26.75
ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 島根

3 607 西　健一(3) 出雲農林高 25.50
ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根

4 511 堀　翔太郎(3) 石見智翠館 26.50
ﾏｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

5 314 正木　亮太郎(2) 大社高 25.09
ｽｶﾞﾓﾄ ﾋﾗｸ 島根

6 1022 菅本　啓(28) SUNS AC
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根

7 308 坂本　陽斗(2) 大社高

8

9



一般高校男子300m

4月14日 15:20 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
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

ﾂﾁｴ ﾘｸ 島根 ｲｿﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根

1 526 土江　流空(2) 開星高 1 524 磯田　圭悟(2) 開星高
ｵｷﾞ ｺｳｷ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

2 167 小城　晃樹(2) 松江商高 2 529 福田　亮太(2) 開星高
ﾅｶｲ ｿﾗ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 島根

3 272 中井　　　空(2) 松江北高 37.10 3 0 足立　駿人(1) 開星高
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根 ｽｷﾞﾀﾜ ﾀﾞｲﾁ 島根

4 266 門脇　　　陸(3) 松江北高 34.20 4 166 杉峠　大地(3) 松江商高
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 島根 ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根

5 269 森永　　夏野(3) 松江北高 37.00 5 0 藤原　樹(1) 開星高
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根 ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾑ 島根

6 264 伊藤　　千紀(3) 松江北高 36.00 6 169 山中　望(2) 松江商高
ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 島根 ﾀﾅｶ ﾙｲ 島根

7 1024 井上　太陽(26) SUNS AC 7 354 田中　塁(3) 出雲高
ﾓﾝﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 島根 ｲﾄｳ ｾｲﾒｲ 島根

8 0 門谷　昇星(1) 開星高 8 525 伊藤　清明(2) 開星高
ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 島根

9 0 松浦　大雅(1) 開星高 9 523 渡辺　龍斗(3) 開星高



一般高校男子400m

4月14日 14:45 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾍﾞﾂｷ ﾏｻﾋｺ 島根

2 1034 別木　政彦(28) SUNS AC
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 島根

3 1029 渡部　晃希(18) SUNS AC
ｿﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根

4 311 曽田　響(2) 大社高 56.80
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 島根

5 295 進藤　大地(3) 大社高 55.45
ﾌｸﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 山口

6 3253 福田　浩二(31) 宇部市陸協 52.86
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ 島根

7 316 松本　達樹(2) 大社高 54.87
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根

8 0 藤原　紀允(26) 松江NGC

9



一般高校男子110mH(1.067m)

4月14日 10:35 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

ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 島根

3 363 武田　秋星(2) 出雲高 19.18
ｷｮｳｺﾞｸ ﾌﾐﾔ 島根

4 293 京極　史弥(3) 大社高 15.20
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾋﾛ 島根

5 275 原田　　真紘(2) 松江北高 16.27
ｵﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 島根

6 360 小村　純(2) 出雲高 17.77

7

8

9



一般高校男子4X100mR

4月14日 16:00 決　勝

決　勝　

2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根 島根 島根

(   ) 338 松江工高 (   ) 346 松江工高 (   ) 166 松江商高
島根 島根 島根

(   ) 342 松江工高 (   ) 348 松江工高 (   ) 167 松江商高
島根 島根 島根

(   ) 344 松江工高 (   ) 345 松江工高 (   ) 168 松江商高
島根 島根 島根

(   ) 339 松江工高 (   ) 347 松江工高 (   ) 169 松江商高
島根

(   ) (   ) (   ) 170 松江商高

(   ) (   ) (   )

5ﾚｰﾝ 資格記録 46.19 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根 島根

(   ) 246 松江農高 (   ) 0 松江NGC
島根 島根

(   ) 247 松江農高 (   ) 0 松江NGC
島根 島根

(   ) 249 松江農高 (   ) 0 松江NGC
島根 島根

(   ) 255 松江農高 (   ) 0 松江NGC

(   ) (   )

(   ) (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

安部　雄一郎(30)

ﾊﾔｼ ﾅｵｷ

林　直樹(21)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ

山本　弥人(3)
ﾜｸﾘ ｾｲﾔ

和栗　誠也(2)

ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ

吉岡　凌(25)

松江農高

ﾀﾅﾍﾞ ｱｷ

田部　明(3)
ﾆｯﾀ ｺｳﾍｲ

新田　晃平(3)

山中　望(2)
ﾖｼｷﾞ ｺｳﾕｳ

吉木　公佑(2)

松江NGC

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ

藤原　紀允(26)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

山田　直輝(2)

松江商高

ｽｷﾞﾀﾜ ﾀﾞｲﾁ

杉峠　大地(3)
ｵｷﾞ ｺｳｷ

小城　晃樹(2)
ﾀｲｺ ﾘｷﾄ

大皷　力斗(2)
ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾑﾀｺﾞ ｷｮｳﾀ

多胡　京太(3)

松江工高B

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ

松原　太一(2)
ﾖｸﾗ ﾅｵﾔ

與倉　尚也(2)

松江工高A

ﾎﾞｸﾗ ｼｭﾝｽｹ

卜蔵　俊祐(2)

ﾀｶｷ ﾀﾞｲｽｹ

高木　大輔(3)
ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ

林　頼人(3)
ﾐﾊﾗ ﾄｳﾏ

三原　斗有摩(3)



一般高校男子走高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 島根

1 305 若槻　秀磨(3) 大社高 1m85
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 島根

2 7-1745 松本　善幸(3) 島根大 1m90
ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島根

3 309 志食　真陽瑠(2) 大社高 1m84
ｽﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根

4 310 陶山　勇人(2) 大社高 2m02

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



一般高校男子棒高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 島根

1 252 後藤　達也(2) 松江農高 3m40
ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓﾔ 島根

2 297 高畑　友哉(3) 大社高 4m20
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

3 312 中村　慎太郎(2) 大社高 3m40
ｲﾄｶﾜ ｹﾞﾝｷ 島根

4 250 糸川　元希(2) 松江農高 3m40
ｱｼﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 島根

5 349 蘆田　竜平(3) 出雲高 3m50
ﾀﾅﾍﾞ ｱｷ 島根

6 246 田部　明(3) 松江農高 3m70
ﾅﾘｱｲ ﾀｶﾋﾛ 島根

7 300 成相　貴裕(3) 大社高 4m20
ﾐﾅﾘ ﾚｵ 島根

8 317 三成　玲緒(2) 大社高 3m40
ｱﾗｷ ｿｳﾀ 島根

9 288 荒木　創太(3) 大社高 3m60

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

資格 
記録

m



一般高校男子走幅跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝ 島根 m m m m
1 6 藤原　　　志(2) 出雲商業高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｳﾗ ｼﾝ 島根 m m m m
2 1533 松浦　　晨(26) 江津市陸協 6m98 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾔﾄ 島根 m m m m
3 251 門脇　勇人(2) 松江農高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 島根 m m m m
4 520 神谷　孝之(3) 開星高 6m10 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 島根 m m m m
5 528 平谷　彰吾(2) 開星高 +/- +/- +/- +/-

ｽﾄｳ ﾕｳﾄ 島根 m m m m
6 658 周藤　悠人(1) 大社高 5m94 +/- +/- +/- +/-

ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 島根 m m m m
7 2 飯塚　　裕太(3) 出雲商業高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｺﾞ ｼｮｳﾏ 島根 m m m m
8 253 田子　翔馬(2) 松江農高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾁﾞ ｱﾓﾝ 島根 m m m m
9 259 山地　亜門(2) 松江農高 +/- +/- +/- +/-

ｽﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根 m m m m
10 310 陶山　勇人(2) 大社高 6m12 +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 島根 m m m m
11 1031 水田　悠介(20) SUNS AC 5m76 +/- +/- +/- +/-

ｽﾔﾏ ﾕｳｷ 島根 m m m m
12 187 須山　勇希(2) 松江ろう 6m12 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾛｾ ﾘｸ 島根 m m m m
13 663 広瀬　陸(1) 大社高 6m09 +/- +/- +/- +/-



一般高校男子三段跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島根 m m m m
1 309 志食　真陽瑠(2) 大社高 12m96 +/- +/- +/- +/-

ｵｸｲ ｱﾕﾑ 島根 m m m m
2 307 奥井　歩夢(2) 大社高 13m27 +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 m m m m
3 1032 坂本　裕亮(32) SUNS AC 14m91 +/- +/- +/- +/-

ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 島根 m m m m
4 2 飯塚　　裕太(3) 出雲商業高 13m71 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾀﾉ ﾕｲﾄ 島根 m m m m
5 149 多々納　唯人(3) 平田高 12m08 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾖｼ ﾏﾋﾛ 島根 m m m m
6 83 三好　真尋(3) 益田高 12m15 +/- +/- +/- +/-



一般高校男子やり投(800g)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｯﾀ ｺｳﾍｲ 島根

1 247 新田　晃平(3) 松江農高 43m36 m m m m
ﾅﾜ ｳｷｮｳ 島根

2 273 縄　　　右京(2) 松江北高 32m06 m m m m
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ 島根

3 0 山根　卓也(29) BMAC 55m00 m m m m
ﾐﾊﾗ ﾀｲﾁ 島根

4 318 三原　太一(2) 大社高 49m09 m m m m
ｳｴﾀﾞ ﾘｵ 島根

5 625 上田　理央(3) 島根中央高 45m56 m m m m
ｻｶﾉ ﾕｳｼﾞ 島根

6 628 坂野　勇次(2) 島根中央高 34m93 m m m m
ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ 島根

7 256 植田　大貴(2) 松江農高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ 島根

8 319 渡邊　行陽(2) 大社高 40m70 m m m m
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾋﾛ 島根

9 275 原田　　真紘(2) 松江北高 m m m m
ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｷ 島根

10 3 永田　　大樹(3) 出雲商業高 m m m m



 女子1500m

4月14日 14:15 決　勝

決　勝　3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

ｲｶﾞﾜ ﾐｻｷ 島根 ﾖｼｲ ｾｲﾗ 島根

1 1008 井川　実咲 東出雲中 5:50.23 1 2225 吉井　　星桜(2) 浜山中 5:22.86
ｼﾉﾊﾗ ﾓｴ 島根 ｺｼﾉ ﾘﾎ 島根

2 4808 篠原　萌衣(2) 浜田一中 6:10.00 2 1027 越野　りほ 東出雲中 5:23.68
ｴｷﾞ ﾕｴ 島根 ﾔﾏﾈ ｶﾅ 島根

3 4806 江木　結映(2) 浜田一中 5:50.00 3 4800 山根　佳奈(3) 浜田一中 5:25.00
ﾏﾂﾀﾆ ﾕｳｶ 島根 ｱﾍﾞ ｿﾗﾈ 島根

4 1030 松谷　優花 東出雲中 5:45.50 4 2226 安部　　空音(2) 浜山中 5:33.62
ｵｵﾊﾞ ｻﾜﾗ 島根 ﾀｶﾂ　ﾐｸ 島根

5 4804 大場　さわら(3) 浜田一中 5:51.00 5 1827 髙津　　未來(3) 出雲一中 5:25.54
ｻｲﾄｳ ｶﾚﾝ 島根 ﾔﾏﾈ　ﾌｸﾐ 島根

6 1832 齋藤　歌玲夢(2) 出雲一中 6:16.15 6 1936 山根　　吹実(2) 出雲二中 5:31.87
ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 島根 ｱｵｷ ｱｲﾊ 島根

7 2410 金田　　彩花(2) 向陽中 5:48.51 7 2709 青木　愛葉(2) 斐川西中 5:25.72
ｿﾄﾉ ｸﾙﾐ 島根 ﾌｼﾞｴ ｻﾗ 島根

8 373 外野　来海(2) 出雲高 6:18.46 8 2717 藤江　桜良(2) 斐川西中 5:27.38
ﾓﾘﾖｼ ﾅﾅﾊ 島根 ｶﾌﾞ ﾐｻｷ 島根

9 2708 森吉　七葉(3) 斐川西中 9 3137 加武　美咲(3) 大東中 5:35.35
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 島根

10 2408 高橋　真里奈(2) 向陽中 5:45.18 10 4003 岡田　萌花(2) 大田二中 5:38.42
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 島根 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾄﾊ 島根

11 376 山田　利奈(2) 出雲高 11 1011 稲村　一葉 東出雲中 5:31.52
ﾐﾔｳﾁ ｱｲﾅ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ｱﾔﾈ 島根

12 4541 宮内　愛奈(2) 江津中 5:50.00 12 550 大國　綾音(2) 松江一中 5:35.00
ｲｲﾉ ﾏﾅﾐ 島根 ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 島根

13 2664 飯野　　愛未(3) 斐川東中 5:47.87 13 617 田村　　りの(2) 松江二中 5:30.00
ﾄｯｺｳ ﾋﾅ 島根 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 島根

14 4811 時耕　陽菜(2) 浜田一中 6:20.00 14 1019 竹林　楓華 東出雲中 5:43.22
ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 島根 ﾀﾅｶ　ﾘﾉ 島根

15 2670 原　　　成美(3) 斐川東中 5:45.78 15 533 田中　梨乃(3) 松江一中 5:28.00
ﾆｯﾀ ｻﾂｷ 島根 ｲｲﾂｶ ｳﾀﾋ 島根

16 611 新田　　咲月(3) 松江二中 5:45.00 16 2406 飯塚　　詩姫(2) 向陽中 5:30.00
ｵｺﾞｼ ﾜｶﾊﾞ 島根 ｺﾔﾏ ｱﾐ 島根

17 4005 生越　若葉(2) 大田二中 5:50.32 17 3132 小山　亜美(3) 大東中 5:30.34
ﾎﾘｵ ｱｵｲ 島根 ｱｷﾀ ﾕﾒ 島根

18 806 堀尾　葵(3) 湖南中 5:57.85 18 2220 秋田　　柚芽(2) 浜山中 5:33.71
ﾅｶﾀ ﾉｿﾞﾐ 島根 ｵｵﾔ ﾁﾋﾛ 島根

19 5030 中田　希実(1) 浜田三中 19 5909 大矢　千尋(2) 瑞穂中 5:35.93
ﾅｶﾞｾ ﾗﾅ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾐｸ 島根

20 1018 永瀬　来愛 東出雲中 5:45.22 20 2713 勝部　　未来(2) 斐川西中 5:32.30
ﾔﾏｼﾀ ｾｲﾅ 島根 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 島根

21 4004 山下　惺奈(2) 大田二中 5:55.20 21 556 木下　祐稀(2) 松江一中 5:35.00
ｸﾛﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾜｶ 島根

22 2635 黒田　　凪紗(2) 斐川東中 22 5908 石原　和花(2) 瑞穂中 5:34.88
ｶﾄﾞﾜｷ ｻﾅ 島根

23 1012 門脇　紗奈 東出雲中 5:43.35



 女子1500m

4月14日 14:15 決　勝

決　勝　3組

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾏｵｶ ﾕﾘｶ 島根

1 636 今岡　宥莉香(1) 平田高 4:52.03
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 島根

2 1028 加藤　優奈 東出雲中 5:22.43
ﾓﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｶ 島根

3 561 門城　綾夏(2) 松江一中 5:20.00
ｵｸﾑﾗ ﾘｻ 島根

4 2414 奥村　　莉彩(3) 向陽中 4:58.02
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 島根

5 5903 小笠原　彩乃(3) 瑞穂中 4:56.70
ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾗｲ 島根

6 284 長岡　　実来(2) 松江北高 5:00.41
ｵｶ ｶｵﾘ 島根

7 372 岡　香里(2) 出雲高 5:17.46
ﾓﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅﾐ 島根

8 285 門城　菜々美(2) 松江北高 4:58.81
ｵｶﾀﾞ ﾅﾅｴ 島根

9 2024 岡田　菜那江(3) 出雲三中 5:14.00
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 島根

10 2027 松原　のどか(3) 出雲三中 5:09.00
ﾉﾂ ｷﾅﾘ 島根

11 164 野津　きなり(2) 平田高 4:55.27
ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島根

12 5907 日野山　咲希(2) 瑞穂中 5:08.40
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 島根

13 165 山本　　　春(2) 平田高 5:00.24
ｶﾜｶﾐ ｺﾕｷ 島根

14 1016 川上　小雪 東出雲中 5:21.25
ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾐ 島根

15 369 石橋　奈実(3) 出雲高 5:04.33
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁ 島根

16 161 渡部　　沙千(3) 平田高 5:12.42
ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 島根

17 156 田中　　愛樹(3) 平田高 4:47.02
ﾓﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ 島根

18 2707 持田　　唯菜(3) 斐川西中 5:20.01
ﾂｹﾞ ﾕｷﾊ 島根

19 283 柘植　裕季葉(2) 松江北高 4:45.45
ﾑﾗｵｶ　ﾐｽﾞｷ 島根

20 1822 村岡　　瑞希(3) 出雲一中 5:15.10
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 島根

21 278 青山　　春菜(3) 松江北高 4:43.82
ﾌｸﾏ ﾘｮｳｺ 島根

22 637 福間　　涼子(1) 平田高 5:10.00
ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

23 2055 角　　　桃子(2) 出雲三中 5:02.00
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決　勝　2組

決　勝　3組



中学女子100m

4月14日 10:45 決　勝

決　勝　18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

ｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ 島根 ﾔﾏｵ ｶﾘﾝ 島根

1 5904 志村　南(3) 瑞穂中 13.35 1 1830 山尾　　華凜(2) 出雲一中 13.77
ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾐ 島根 ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 島根

2 3914 中隠居　香澄(3) 大田一中 13.34 2 4001 齋藤　さくら(3) 大田二中 13.66
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根 ｷﾘｶﾜ　ﾕｶﾘ 島根

3 5906 金子　継(2) 瑞穂中 13.37 3 1823 切川　結加里(3) 出雲一中 13.87
ｶﾄﾞﾊｼ　ﾊﾅ 島根 ﾏﾂﾑﾗ ｱｲ 島根

4 531 角橋　花南(3) 松江一中 13.08 4 4002 松村　愛(3) 大田二中 13.40
ﾋﾉﾔﾏ ﾐｳ 島根 ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 島根

5 5905 日野山　未羽(3) 瑞穂中 13.16 5 5019 官澤　ひなの(3) 浜田三中 13.40
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根 ﾓﾁﾀﾞ ｶﾉﾝ 島根

6 821 小川　葉流夏(2) 湖南中 13.28 6 737 持田　かのん(3) 松江四中 13.44
ｳﾁﾍﾞ　ﾓｴ 島根 ﾎﾘｴ　ｶﾝﾅ 島根

7 1826 内部　　百笑(3) 出雲一中 13.02 7 526 堀江　栞和(3) 松江一中 13.50
ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾅ 島根 ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根

8 4540 宮内　春奈(3) 江津中 13.28 8 0 石倉　珠妃(1) 開星中 13.50
ﾅｶﾑﾗ　ﾈﾈ 島根 ｻｶｲ ﾄﾓｶ 島根

9 1821 中村　　寧々(3) 出雲一中 13.28 9 2010 酒井　　智花(3) 出雲三中 13.54

3組 風(+/-    ) 4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

ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 島根 ｱﾝﾉ ﾐﾕ 島根

1 731 三浦　かおり(3) 松江四中 13.95 1 1014 安野　心結 東出雲中 14.12
ﾅｶｵ ﾐﾅﾐ 島根 ﾊﾔｼ ﾁﾅﾂ 島根

2 2701 中尾　　皆美(3) 斐川西中 13.97 2 607 林　　　千夏(3) 松江二中 14.20
ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 島根 ｻｻｷ ｶｽﾞﾈ 島根

3 4802 上原　佑月(3) 浜田一中 13.97 3 606 佐々木　和音(3) 松江二中 14.00
ｲｲﾂｶ ﾕｲｶ 島根 ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ 島根

4 2044 飯塚　　唯華(3) 出雲三中 13.87 4 1932 大賀　　るる(2) 出雲二中 14.00
ｱﾏﾉ ﾙｲ 島根 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根

5 2253 天野　　瑠衣(3) 浜山中 13.88 5 735 中山　　春花(3) 松江四中 13.98
ｽﾄｳ ﾕｱ 島根 ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ 島根

6 1017 周藤　夢采 東出雲中 13.91 6 548 南　愛理(2) 松江一中 14.00
ﾔﾏｻｷ ﾘｻｺ 島根 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳｶ 島根

7 1924 山﨑　理紗子(3) 出雲二中 13.91 7 1023 前原　涼花 東出雲中 14.00
ｳｴｷ ｱｶﾈ 島根 ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根

8 5902 上木　杏香音(3) 瑞穂中 13.94 8 615 代　　　悠乃(2) 松江二中 14.00
ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根 ﾐｼﾏ　ﾕｲ 島根

9 613 門脇　　史華(2) 松江二中 13.91 9 527 三島　宥唯(3) 松江一中 14.00

5組 風(+/-    ) 6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

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 島根 ｶﾅﾂ ﾓﾓｱ 島根

1 3140 杉原　梨心(3) 大東中 14.33 1 614 金津　　桃杏(2) 松江二中 14.50
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根 ﾊﾗ ﾏｵ 島根

2 2059 直良　美蘭乃(2) 出雲三中 14.34 2 618 原　　　茉央(2) 松江二中 14.50
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 島根 ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ 島根

3 2665 伊藤　　優花(3) 斐川東中 14.30 3 610 竹田　　千笑(3) 松江二中 14.50
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 島根 ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根

4 3146 遠藤　由貴(2) 大東中 14.22 4 2710 安食　侑来(2) 斐川西中 14.43
ﾎﾘｴ ｱﾔﾘ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

5 2706 堀江　彩里(3) 斐川西中 14.23 5 5023 齋藤　友結(2) 浜田三中 14.35
ﾊﾗ ﾐｵｳ 島根 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ 島根

6 2669 原　　　実桜(3) 斐川東中 14.20 6 3916 黒田　なのは(2) 大田一中 14.42
ﾖﾈﾊﾗ ﾌｳｶ 島根 ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根

7 2252 米原　　楓加(3) 浜山中 14.20 7 3918 生越　　歩佑(2) 大田一中 14.40
ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ 島根 ｲｲﾂｶ ﾘｵ 島根

8 3915 岩谷　　萌桃(2) 大田一中 14.26 8 2663 飯塚　　莉央(3) 斐川東中 14.49
ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 島根 ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島根

9 4809 下田　希(2) 浜田一中 14.23 9 2221 白築　　　澪(2) 浜山中 14.43



中学女子100m

4月14日 10:45 決　勝

決　勝　18組

7組 風(+/-    ) 8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

ﾀｹﾀﾞ ﾓｴｶ 島根 ﾄｸﾐﾂ ｱﾕﾐ 島根

1 3134 武田　萌花(3) 大東中 14.59 1 5308 徳光　歩美(2) 三隅中 14.80
ｽｷﾞﾉ ﾒｲ 島根 ﾔﾏﾈ ｶﾅ 島根

2 4810 杉野　芽生(2) 浜田一中 14.62 2 4800 山根　佳奈(3) 浜田一中 14.78
ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂﾐ 島根 ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島根

3 4801 安達　なつ海(3) 浜田一中 14.59 3 5907 日野山　咲希(2) 瑞穂中 14.79
ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根

4 1833 古谷　　紗輝(2) 出雲一中 14.53 4 1829 松本　　春佳(2) 出雲一中 14.63
ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ 島根 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 島根

5 5910 森脇　千智(2) 瑞穂中 14.53 5 1923 坂東　　里菜(3) 出雲二中 14.66
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ 島根 ｶﾅｵﾘ ﾙｳ 島根

6 4816 松本　香穂(2) 浜田一中 14.55 6 1007 金織　琉羽 東出雲中 14.72
ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 島根 ｶﾄｳ ｻﾁ 島根

7 2407 宮廻　　彩香(2) 向陽中 14.55 7 2712 加藤　咲智(2) 斐川西中 14.64
ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ 島根 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾊ 島根

8 2224 藤江　　莉菜(2) 浜山中 14.58 8 3138 武田　恭葉(3) 大東中 14.75
ｻｶﾍﾞ　ﾆｼﾞｶ 島根 ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

9 530 阪部　虹架(3) 松江一中 14.57 9 2054 其原　　彩音(2) 出雲三中 14.74

9組 風(+/-    ) 10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

ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ 島根 ｺﾔﾏ ｱﾐ 島根

1 820 内田　一花(2) 湖南中 14.93 1 3132 小山　亜美(3) 大東中 15.00
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶ 島根 ｶﾜｲ ﾏﾅﾐ 島根

2 3148 遠藤　千加(2) 大東中 14.93 2 1004 川井　愛心 東出雲中 15.01
ｵｵｴｷ ﾁｶ 島根 ｲﾜｻ ｺﾉｶ 島根

3 4803 大驛　千花(3) 浜田一中 14.93 3 609 岩佐　木乃香(3) 松江二中 15.00
ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾉﾉ 島根

4 619 松浦　　寛南(2) 松江二中 14.80 4 3131 岡田　凌乃(3) 大東中 14.94
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 島根

5 5307 齋藤　鈴(2) 三隅中 14.80 5 4815 松本　莉奈(2) 浜田一中 14.94
ｱｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 島根 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ 島根

6 2113 阿川　　水希(3) 河南中 14.81 6 1921 藤永　　千夏(3) 出雲二中 14.96
ｲﾏﾑﾗ ｻｴ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島根

7 608 今村　　紗英(3) 松江二中 14.80 7 751 藤原　　友奈(2) 松江四中 14.98
ｳｴﾀﾞ ｱｲ 島根 ﾓﾘﾖｼ ﾅﾅﾊ 島根

8 4637 植田　愛唯(2) 青陵中 14.89 8 2708 森吉　七葉(3) 斐川西中 14.99
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 島根

9 553 原田　琴都(2) 松江一中 14.90 9 3139 松本　菜々美(3) 大東中 14.99

11組 風(+/-    ) 12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

ｶｼﾞﾀﾆ ｺﾑｷﾞ 島根 ｱｺﾞｳ ｶﾅ 島根

1 1031 梶谷　こむぎ 東出雲中 15.15 1 1922 吾郷　　加奈(3) 出雲二中 15.38
ﾔｽﾊﾗ ﾈﾈ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 島根

2 1022 安原　寧々 東出雲中 15.20 2 1831 松本　　実桜(2) 出雲一中 15.33
ﾌｸﾊﾗ ﾘﾘｶ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 島根

3 5309 福原　凜々花(2) 三隅中 15.20 3 2702 勝部　由珠紀(3) 斐川西中 15.37
ｻﾉ ﾋﾅ 島根 ﾐﾑﾗ ﾅﾅ 島根

4 752 佐野　　陽菜(2) 松江四中 15.02 4 1013 三村　菜奈 東出雲中 15.25
ﾌｸﾏ ﾅﾅｺ 島根 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾅ 島根

5 733 福間　菜々子(3) 松江四中 15.06 5 1020 藤原　茉那 東出雲中 15.30
ﾐｳﾗ ｻﾔｶ 島根 ｺﾀﾆ ﾘﾅ 島根

6 612 三浦　　彩華(3) 松江二中 15.10 6 3917 小谷　　璃奈(2) 大田一中 15.30
ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根 ｶﾒｵ ｱｷﾅ 島根

7 2418 山崎　　薫菜(2) 向陽中 15.09 7 1003 亀尾　明奈 東出雲中 15.30
ｷﾏﾁ ｶｴ 島根 ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 島根

8 558 来海　花英(2) 松江一中 15.10 8 2409 飯塚　　楽姫(2) 向陽中 15.31
ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 島根 ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

9 2223 川上　陽佳里(2) 浜山中 15.13 9 2411 久野　紗矢香(2) 向陽中 15.32



中学女子100m

4月14日 10:45 決　勝

決　勝　18組

13組 風(+/-    ) 14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

ｶﾌﾞ ﾐｻｷ 島根 ｲﾄﾊﾗ ﾌﾐ 島根

1 3137 加武　美咲(3) 大東中 15.50 1 557 糸原　風実(1) 松江一中 15.59
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根 ｱｷｱｹﾞ　ﾈﾈ 島根

2 562 安田　麻夏(2) 松江一中 15.50 2 1934 秋上　　寧音(2) 出雲二中 15.60
ｸﾛｻｷ　ﾒｲ 島根 ｽﾀﾞ ｱｵｲ 島根

3 532 黒崎　芽愛(3) 松江一中 15.50 3 2636 須田　　　葵(2) 斐川東中 15.62
ﾐｳﾗ ｸﾚｱ 島根 ｱｵﾄ　ｻｷﾎ 島根

4 5305 三浦　クレア(3) 三隅中 15.40 4 529 青戸　咲穂(3) 松江一中 15.50
ｲｼﾊﾗ ｱｽﾐ 島根 ｶﾈﾔﾏ ﾙｶ 島根

5 5303 石原　亜澄(3) 三隅中 15.40 5 1015 金山　瑠華 東出雲中 15.51
ﾀｹｳﾁ ﾘﾂ 島根 ﾌﾙｶﾜ ﾁｶ 島根

6 2715 竹内　梨都(2) 斐川西中 15.44 6 559 古川　千翔(2) 松江一中 15.50
ﾌｼﾞｴ ｻﾗ 島根 ﾔｸﾗ ﾊﾅ 島根

7 2717 藤江　桜良(2) 斐川西中 15.40 7 1006 矢倉　羽菜 東出雲中 15.52
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾔ 島根 ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 島根

8 616 武田　　真絢(2) 松江二中 15.50 8 2412 周藤　　怜菜(2) 向陽中 15.56
ﾉﾉｳﾁ ﾁﾅﾘ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ 島根

9 1029 野々内　一愛 東出雲中 15.45 9 3143 山本　麗夏(2) 大東中 15.58

15組 風(+/-    ) 16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

ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根

1 2714 澤田　聖菜(2) 斐川西中 15.80 1
ﾓﾝﾀﾆ ﾚｲｶ 島根 ｲﾄｶﾜ ﾊﾅ 島根

2 3919 門谷　　怜果(2) 大田一中 15.93 2 3141 糸川　映那(2) 大東中 16.45
ｶﾄｳ ｶﾎ 島根 ﾊﾅﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 島根

3 1703 加藤　佳朋(2) 松江ろう 15.82 3 1931 花田　ひなた(2) 出雲二中 16.31
ﾊｼﾓﾄ ﾑｳ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ｱﾝ 島根

4 4813 橋本　夢優(2) 浜田一中 15.65 4 2711 石飛　杏(2) 斐川西中 16.01
ﾀｶﾉ ｷｮｳｶ 島根 ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ 島根

5 560 高野　杏夏(2) 松江一中 15.70 5 555 吉岡　花梨(2) 松江一中 16.10
ﾌｼﾞﾊﾗ ｻｷ 島根 ｻﾄｳ　ｱｵｲ 島根

6 3145 藤原　早希(2) 大東中 15.62 6 1933 佐藤　　蒼生(2) 出雲二中 16.05
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 島根 ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 島根

7 551 山本　楓華(2) 松江一中 15.70 7 554 菅江　埜乃(2) 松江一中 16.00
ｲﾅﾑﾗ ﾕﾘ 島根 ｺｼﾞﾏ ｱﾘｻ 島根

8 3142 稲村　友里(2) 大東中 15.76 8 1032 小島　有紗 東出雲中 16.20
ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ 島根 ﾊﾗ ｱﾔﾒ 島根

9 1935 藤山　　　愛(2) 出雲二中 15.75 9 2666 原　　　彩女(3) 斐川東中 16.25

17組 風(+/-    ) 18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

1 1

ﾁﾌ ｴﾘﾅ 島根 ﾀﾃｲｼ ﾕｷﾉ 島根

2 5304 智夫　絵莉菜(3) 三隅中 17.00 2 2413 立石　由紀野(3) 向陽中
ｽｷﾞﾀﾆ ｵﾘﾅ 島根 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾈ 島根

3 549 杉谷おりな(2) 松江一中 17.00 3 2662 中西　　結音(3) 斐川東中
ﾀﾏｷ ｻﾗ 島根 ﾓﾘﾀﾁ ﾘﾘ 島根

4 750 玉木　　咲良(2) 松江四中 16.78 4 2251 森立　　梨琳(3) 浜山中 19.39
ﾓﾘｴ ﾕｶ 島根 ｼﾝｶﾜ ﾏﾐ 島根

5 5310 森江　友香(2) 三隅中 16.80 5 3147 新川　麻未(2) 大東中 18.78
ｶﾜﾓﾄ ｲﾏﾘ 島根 ｻｲﾄｳ ﾅｺﾞﾐ 島根

6 3144 川本　衣鞠(2) 大東中 16.60 6 4006 齋藤　なごみ(2) 大田二中 17.23
ﾅｶﾞｼﾏ ﾒｲﾐ 島根 ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾕ 島根

7 1033 永島　明依実 東出雲中 16.50 7 2415 長﨑　　未優(3) 向陽中
ｱﾗｷ ｻﾔ 島根 ﾅｶﾀ ﾉｿﾞﾐ 島根

8 5306 荒木　咲耶(2) 三隅中 16.90 8 5030 中田　希実(1) 浜田三中
ﾀﾀﾉ ﾐﾅﾘ 島根 ｱﾘﾄｳ ﾘﾝﾅ 島根

9 2667 多々納　美成(3) 斐川東中 16.95 9 2668 有藤　　琳菜(3) 斐川東中



中学女子200m

4月14日 13:25 決　勝

決　勝　7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

ﾏﾂﾑﾗ ｱｲ 島根 ﾐｼﾏ　ﾕｲ 島根

1 4002 松村　愛(3) 大田二中 28.31 1 527 三島　宥唯(3) 松江一中 29.00
ﾋﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 島根 ｱﾏﾉ ﾙｲ 島根

2 5018 日原　穂乃花(3) 浜田三中 28.38 2 2253 天野　　瑠衣(3) 浜山中 29.16
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根

3 5906 金子　継(2) 瑞穂中 28.42 3 613 門脇　　史華(2) 松江二中 29.00
ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾐ 島根 ﾏｽﾊﾗ ﾎﾉｶ 島根

4 3914 中隠居　香澄(3) 大田一中 27.60 4 2111 増原　　帆花(3) 河南中 13.90
ｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

5 5904 志村　南(3) 瑞穂中 27.35 5 2227 藤原　　文音(2) 浜山中 28.43
ｳﾁﾍﾞ　ﾓｴ 島根 ｶﾝｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 島根

6 1826 内部　　百笑(3) 出雲一中 27.15 6 5019 官澤　ひなの(3) 浜田三中 28.54
ﾓﾁﾀﾞ ｶﾉﾝ 島根 ｿﾉﾔﾏ ｻﾜ 島根

7 737 持田　かのん(3) 松江四中 27.43 7 2032 園山　　紗羽(3) 出雲三中 28.76
ﾋﾉﾔﾏ ﾐｳ 島根 ﾎﾘｴ　ｶﾝﾅ 島根

8 5905 日野山　未羽(3) 瑞穂中 28.09 8 526 堀江　栞和(3) 松江一中 29.00
ｶﾄﾞﾊｼ　ﾊﾅ 島根 ﾅｶｵ ﾐﾅﾐ 島根

9 531 角橋　花南(3) 松江一中 28.00 9 2701 中尾　　皆美(3) 斐川西中 28.82

3組 風(+/-    ) 4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

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ 島根

1 3916 黒田　なのは(2) 大田一中 29.90 1
ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾅ 島根

2 3918 生越　　歩佑(2) 大田一中 29.80 2 4540 宮内　春奈(3) 江津中 31.43
ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾐｸ 島根

3 548 南　愛理(2) 松江一中 30.00 3 2713 勝部　　未来(2) 斐川西中 15.50
ﾀｶﾂ　ﾐｸ 島根 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ 島根

4 1827 髙津　　未來(3) 出雲一中 29.48 4 2707 持田　　唯菜(3) 斐川西中 30.41
ﾎﾘｴ ｱﾔﾘ 島根 ﾊﾗ ﾐｵｳ 島根

5 2706 堀江　彩里(3) 斐川西中 29.39 5 2669 原　　　実桜(3) 斐川東中 30.00
ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島根 ｱﾝﾉ ﾐﾕ 島根

6 2221 白築　　　澪(2) 浜山中 29.50 6 1014 安野　心結 東出雲中 30.73
ｷﾘｶﾜ　ﾕｶﾘ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

7 1823 切川　結加里(3) 出雲一中 29.16 7 5023 齋藤　友結(2) 浜田三中 30.27
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾈ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂﾐ 島根

8 2662 中西　　結音(3) 斐川東中 29.76 8 4801 安達　なつ海(3) 浜田一中 31.13
ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄ 島根

9 3915 岩谷　　萌桃(2) 大田一中 29.50 9 553 原田　琴都(2) 松江一中 31.00

5組 風(+/-    ) 6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

1 1

ｶﾈﾔﾏ ﾙｶ 島根 ﾓﾘｴ ﾕｶ 島根

2 1015 金山　瑠華 東出雲中 32.72 2 5310 森江　友香(2) 三隅中 36.00
ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 島根 ﾌｸﾊﾗ ﾘﾘｶ 島根

3 2409 飯塚　　楽姫(2) 向陽中 32.44 3 5309 福原　凜々花(2) 三隅中 36.00
ｺﾀﾆ ﾘﾅ 島根 ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 島根

4 3917 小谷　　璃奈(2) 大田一中 31.60 4 2412 周藤　　怜菜(2) 向陽中 32.81
ｶﾜｲ ﾏﾅﾐ 島根 ﾓﾝﾀﾆ ﾚｲｶ 島根

5 1004 川井　愛心 東出雲中 31.82 5 3919 門谷　　怜果(2) 大田一中 32.80
ｸﾛｻｷ　ﾒｲ 島根 ﾔｸﾗ ﾊﾅ 島根

6 532 黒崎　芽愛(3) 松江一中 32.00 6 1006 矢倉　羽菜 東出雲中 33.10
ｶﾅｵﾘ ﾙｳ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ｺﾑｷﾞ 島根

7 1007 金織　琉羽 東出雲中 31.53 7 1031 梶谷　こむぎ 東出雲中 33.20
ﾄｸﾐﾂ ｱﾕﾐ 島根 ｺｼﾞﾏ ｱﾘｻ 島根

8 5308 徳光　歩美(2) 三隅中 32.00 8 1032 小島　有紗 東出雲中 33.52
ｲｼﾊﾗ ｱｽﾐ 島根 ﾅｶﾞｼﾏ ﾒｲﾐ 島根

9 5303 石原　亜澄(3) 三隅中 32.00 9 1033 永島　明依実 東出雲中 33.45



中学女子200m

4月14日 13:25 決　勝

決　勝　7組

7組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾕ 島根

2 2415 長﨑　　未優(3) 向陽中
ﾀﾃｲｼ ﾕｷﾉ 島根

3 2413 立石　由紀野(3) 向陽中
ﾀﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾅ 島根

4 5025 田林　儒茄(2) 浜田三中
ｵｶ ﾕﾘﾅ 島根

5 2051 岡　　ゆりな(2) 出雲三中
ｱﾗｷ ｻﾔ 島根

6 5306 荒木　咲耶(2) 三隅中 36.00
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾎ 島根

7 5024 山口　汐帆(2) 浜田三中
ｱｵﾄ　ｻｷﾎ 島根

8 529 青戸　咲穂(3) 松江一中
ｲｼﾄﾋﾞ ｱﾝ 島根

9 2711 石飛　杏(2) 斐川西中



中学女子100mH(0.762m)

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　4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

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根 ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根

2 2227 藤原　　文音(2) 浜山中 17.00 2 2053 三島　　光薫(2) 出雲三中 18.41
ﾆｼｺｵﾘ ﾚﾅ 島根 ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根

3 2704 錦織　玲菜(3) 斐川西中 16.42 3 615 代　　　悠乃(2) 松江二中 17.48
ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 島根 ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根

4 4802 上原　佑月(3) 浜田一中 16.44 4 1833 古谷　　紗輝(2) 出雲一中 18.35
ﾅｶﾑﾗ　ﾈﾈ 島根 ｵｵﾀ ｶﾉｶ 島根

5 1821 中村　　寧々(3) 出雲一中 15.41 5 2040 太田　かのか(3) 出雲三中 17.48
ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根 ｳｴｷ ｱｶﾈ 島根

6 2222 福本　　智帆(2) 浜山中 16.53 6 5902 上木　杏香音(3) 瑞穂中 17.44
ﾊﾗ ｺﾉﾐ 島根 ｱﾏﾉ ﾙｲ 島根

7 2705 原　　心海(3) 斐川西中 17.11 7 2253 天野　　瑠衣(3) 浜山中 18.43
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根 ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根

8 1829 松本　　春佳(2) 出雲一中 17.11 8 5906 金子　継(2) 瑞穂中 18.40

3組 風(+/-    ) 4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

ﾀｹﾀﾞ ﾓｴｶ 島根 ﾊﾗ ﾅﾅﾐ 島根

2 3134 武田　萌花(3) 大東中 21.36 2 2716 原　　成海(2) 斐川西中 21.59
ﾖﾈﾊﾗ ﾌｳｶ 島根 ﾔﾏｵ ｶﾘﾝ 島根

3 2252 米原　　楓加(3) 浜山中 19.04 3 1830 山尾　　華凜(2) 出雲一中
ｲﾜｻ ｺﾉｶ 島根 ﾀｶﾉ ｷｮｳｶ 島根

4 609 岩佐　木乃香(3) 松江二中 19.16 4 560 高野　杏夏(2) 松江一中 22.00
ﾓﾘﾀﾁ ﾘﾘ 島根 ｱﾘﾄｳ ﾘﾝﾅ 島根

5 2251 森立　　梨琳(3) 浜山中 19.39 5 2668 有藤　　琳菜(3) 斐川東中 21.68
ﾊﾗ ﾏｵ 島根 ｽﾀﾞ ｱｵｲ 島根

6 618 原　　　茉央(2) 松江二中 19.00 6 2636 須田　　　葵(2) 斐川東中
ｲﾏﾑﾗ ｻｴ 島根 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｺ 島根

7 608 今村　　紗英(3) 松江二中 20.00 7 2058 中島　　李子(2) 出雲三中
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 島根

8 2665 伊藤　　優花(3) 斐川東中 20.13 8



中学女子4X100mR

4月14日 15:30 決　勝

決　勝　3組

1組
1ﾚｰﾝ 資格記録 54.67 2ﾚｰﾝ 資格記録 53.50 3ﾚｰﾝ 資格記録 52.14

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 2221 浜山中 (   ) 531 松江一中 (   ) 1821 出雲一中
島根 島根 島根

(   ) 2222 浜山中 (   ) 526 松江一中 (   ) 1827 出雲一中
島根 島根 島根

(   ) 2224 浜山中 (   ) 527 松江一中 (   ) 1822 出雲一中
島根 島根 島根

(   ) 2227 浜山中 (   ) 529 松江一中 (   ) 1826 出雲一中
島根 島根

(   ) (   ) 532 松江一中 (   ) 1823 出雲一中

(   ) (   ) (   )

4ﾚｰﾝ 資格記録 52.70 5ﾚｰﾝ 資格記録 51.47 6ﾚｰﾝ 資格記録 52.70

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 2010 出雲三中 (   ) 5902 瑞穂中 (   ) 2040 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2042 出雲三中 (   ) 5903 瑞穂中 (   ) 2043 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2044 出雲三中 (   ) 5904 瑞穂中 (   ) 2038 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2032 出雲三中 (   ) 5905 瑞穂中 (   ) 2039 出雲三中
島根

(   ) (   ) 5906 瑞穂中 (   )
島根

(   ) (   ) 5910 瑞穂中 (   )

7ﾚｰﾝ 資格記録 55.49 8ﾚｰﾝ 資格記録 54.44 9ﾚｰﾝ 資格記録 54.71

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 4809 浜田一中 (   ) 2701 斐川西中 (   ) 2663 斐川東中
島根 島根 島根

(   ) 4810 浜田一中 (   ) 2704 斐川西中 (   ) 2669 斐川東中
島根 島根 島根

(   ) 4812 浜田一中 (   ) 2705 斐川西中 (   ) 2665 斐川東中
島根 島根 島根

(   ) 4813 浜田一中 (   ) 2706 斐川西中 (   ) 2662 斐川東中
島根 島根

(   ) 4815 浜田一中 (   ) (   ) 2668 斐川東中
島根

(   ) 4816 浜田一中 (   ) (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6 9

ｲﾄｳ ﾕｳｶ

伊藤　　優花(3)

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾈ

中西　　結音(3)

ｱﾘﾄｳ ﾘﾝﾅ

有藤　　琳菜(3)

ﾊﾗ ｺﾉﾐ

原　　心海(3)
ﾎﾘｴ ｱﾔﾘ

堀江　彩里(3)

斐川東中

ｲｲﾂｶ ﾘｵ

飯塚　　莉央(3)

ﾊﾗ ﾐｵｳ

原　　　実桜(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ

松本　莉奈(2)
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ

松本　香穂(2)

斐川西中A

ﾅｶｵ ﾐﾅﾐ

中尾　　皆美(3)

ﾆｼｺｵﾘ ﾚﾅ

錦織　玲菜(3)

ｽｷﾞﾉ ﾒｲ

杉野　芽生(2)
ﾅｵｴ ﾊﾙｶ

直江　陽香(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾑｳ

橋本　夢優(2)

ﾖﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ

米原　　美洸(3)

浜田一中B

ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

下田　希(2)

ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ

森脇　千智(2)

出雲三中B

ｵｵﾀ ｶﾉｶ

太田　かのか(3)

ｷﾀﾉ ﾕｳｶ

北野　　優香(3)

ﾂﾈﾏﾂ ｳﾀﾉ

恒松　　詩乃(3)

ｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ

志村　南(3)
ﾋﾉﾔﾏ ﾐｳ

日野山　未羽(3)

ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ

金子　継(2)

ｲｲﾂｶ ﾕｲｶ

飯塚　　唯華(3)

ｿﾉﾔﾏ ｻﾜ

園山　　紗羽(3)

瑞穂中

ｳｴｷ ｱｶﾈ

上木　杏香音(3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ

小笠原　彩乃(3)

出雲三中A

ｻｶｲ ﾄﾓｶ

酒井　　智花(3)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ

北村　　未来(3)

ﾑﾗｵｶ　ﾐｽﾞｷ

村岡　　瑞希(3)

ｳﾁﾍﾞ　ﾓｴ

内部　　百笑(3)

ｷﾘｶﾜ　ﾕｶﾘ

切川　結加里(3)

出雲一中A

ﾅｶﾑﾗ　ﾈﾈ

中村　　寧々(3)

ﾀｶﾂ　ﾐｸ

髙津　　未來(3)

ﾐｼﾏ　ﾕｲ

松江一中A

ｶﾄﾞﾊｼ　ﾊﾅ

角橋　花南(3)
ﾎﾘｴ　ｶﾝﾅ

三島　宥唯(3)
ｱｵﾄ　ｻｷﾎ

青戸　咲穂(3)
ｸﾛｻｷ　ﾒｲ

黒崎　芽愛(3)

ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ

藤江　　莉菜(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ

藤原　　文音(2)

堀江　栞和(3)

浜山中

ｼﾗﾂｷ ﾐｵ

白築　　　澪(2)

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ

福本　　智帆(2)



中学女子4X100mR

4月14日 15:30 決　勝

決　勝　3組

2組
1ﾚｰﾝ 資格記録 57.00 2ﾚｰﾝ 資格記録 56.72 3ﾚｰﾝ 資格記録 55.50

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 606 松江二中 (   ) 3134 大東中 (   ) 613 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 607 松江二中 (   ) 3131 大東中 (   ) 614 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 608 松江二中 (   ) 3139 大東中 (   ) 615 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 609 松江二中 (   ) 3140 大東中 (   ) 618 松江二中
島根 島根 島根

(   ) 610 松江二中 (   ) 3138 大東中 (   ) 619 松江二中

(   ) (   ) (   )

4ﾚｰﾝ 資格記録 56.45 5ﾚｰﾝ 資格記録 55.83 6ﾚｰﾝ 資格記録 56.61

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 4800 浜田一中 (   ) 1014 東出雲中 (   ) 1921 出雲二中
島根 島根 島根

(   ) 4801 浜田一中 (   ) 1007 東出雲中 (   ) 1922 出雲二中
島根 島根 島根

(   ) 4802 浜田一中 (   ) 1004 東出雲中 (   ) 1923 出雲二中
島根 島根 島根

(   ) 4803 浜田一中 (   ) 1017 東出雲中 (   ) 1924 出雲二中
島根

(   ) 4804 浜田一中 (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

7ﾚｰﾝ 資格記録 56.70 8ﾚｰﾝ 資格記録 57.20 9ﾚｰﾝ 資格記録 57.77

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 1829 出雲一中 (   ) 3914 大田一中 (   ) 2710 斐川西中
島根 島根 島根

(   ) 1830 出雲一中 (   ) 3915 大田一中 (   ) 2712 斐川西中
島根 島根 島根

(   ) 1831 出雲一中 (   ) 3916 大田一中 (   ) 2713 斐川西中
島根 島根 島根

(   ) 1832 出雲一中 (   ) 3917 大田一中 (   ) 2716 斐川西中
島根 島根 島根

(   ) 1833 出雲一中 (   ) 3918 大田一中 (   ) 2717 斐川西中
島根

(   ) (   ) 3919 大田一中 (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6 9

ﾊﾗ ﾅﾅﾐ

原　　成海(2)
ﾌｼﾞｴ ｻﾗ

藤江　桜良(2)
ﾓﾝﾀﾆ ﾚｲｶ

門谷　　怜果(2)

生越　　歩佑(2)

斐川西中C

ｱｼﾞｷ ﾕﾗ

安食　侑来(2)
ｶﾄｳ ｻﾁ

加藤　咲智(2)
ｶﾂﾍﾞ ﾐｸ

勝部　　未来(2)

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ

黒田　なのは(2)

ｺﾀﾆ ﾘﾅ

小谷　　璃奈(2)

ｵｺﾞｼ ﾌｳ

ｻｲﾄｳ ｶﾚﾝ

齋藤　歌玲夢(2)

ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ

古谷　　紗輝(2)

大田一中

ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾐ

中隠居　香澄(3)

ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ

岩谷　　萌桃(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ

松本　　春佳(2)

ﾔﾏｵ ｶﾘﾝ

山尾　　華凜(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ

松本　　実桜(2)

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ

坂東　　里菜(3)

ﾔﾏｻｷ ﾘｻｺ

山﨑　理紗子(3)

出雲一中B

ｶﾜｲ ﾏﾅﾐ

川井　愛心
ｽﾄｳ ﾕｱ

周藤　夢采

出雲二中A

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ

藤永　　千夏(3)

ｱｺﾞｳ ｶﾅ

吾郷　　加奈(3)

東出雲中

大驛　千花(3)
ｵｵﾊﾞ ｻﾜﾗ

大場　さわら(3)

浜田一中A

ﾔﾏﾈ ｶﾅ

山根　佳奈(3)
ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂﾐ

安達　なつ海(3)

ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ

上原　佑月(3)

代　　　悠乃(2)

ﾊﾗ ﾏｵ

原　　　茉央(2)

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ

松浦　　寛南(2)

ｵｵｴｷ ﾁｶ

ｱﾝﾉ ﾐﾕ

安野　心結
ｶﾅｵﾘ ﾙｳ

金織　琉羽

松江二中B

ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ

門脇　　史華(2)

ｶﾅﾂ ﾓﾓｱ

金津　　桃杏(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ ｼﾛ ﾊﾙﾉ

松本　菜々美(3)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｺ

杉原　梨心(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾊ

武田　恭葉(3)

大東中A

ﾀｹﾀﾞ ﾓｴｶ

武田　萌花(3)
ｵｶﾀﾞ ﾉﾉ

岡田　凌乃(3)
ｲﾏﾑﾗ ｻｴ

今村　　紗英(3)

ｲﾜｻ ｺﾉｶ

岩佐　木乃香(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾁｴﾐ

竹田　　千笑(3)

松江二中A

ｻｻｷ ｶｽﾞﾈ

佐々木　和音(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾅﾂ

林　　　千夏(3)



中学女子4X100mR

4月14日 15:30 決　勝

決　勝　3組

3組
1ﾚｰﾝ 資格記録 1:00.00 2ﾚｰﾝ 資格記録 59.63 3ﾚｰﾝ 資格記録 58.60

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 551 松江一中 (   ) 1931 出雲二中 (   ) 548 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 560 松江一中 (   ) 1932 出雲二中 (   ) 553 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 562 松江一中 (   ) 1933 出雲二中 (   ) 558 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 555 松江一中 (   ) 1934 出雲二中 (   ) 559 松江一中
島根 島根 島根

(   ) 554 松江一中 (   ) 1935 出雲二中 (   ) 557 松江一中
島根

(   ) (   ) 1936 出雲二中 (   )

4ﾚｰﾝ 資格記録 59.02 5ﾚｰﾝ 資格記録 59.55 6ﾚｰﾝ 資格記録 57.94

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
島根 島根 島根

(   ) 2702 斐川西中 (   ) 2407 向陽中 (   ) 3141 大東中
島根 島根 島根

(   ) 2703 斐川西中 (   ) 2409 向陽中 (   ) 3148 大東中
島根 島根 島根

(   ) 2707 斐川西中 (   ) 2411 向陽中 (   ) 3142 大東中
島根 島根 島根

(   ) 2708 斐川西中 (   ) 2412 向陽中 (   ) 3143 大東中
島根 島根

(   ) (   ) 2418 向陽中 (   ) 3145 大東中
島根

(   ) (   ) (   ) 3146 大東中

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根 島根 島根

(   ) 2034 出雲三中 (   ) 733 松江四中 (   ) 2053 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2056 出雲三中 (   ) 735 松江四中 (   ) 2054 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2058 出雲三中 (   ) 737 松江四中 (   ) 2055 出雲三中
島根 島根 島根

(   ) 2051 出雲三中 (   ) 731 松江四中 (   ) 2059 出雲三中
島根

(   ) (   ) 751 松江四中 (   )
島根

(   ) (   ) 752 松江四中 (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6 9

ｽﾐ ﾓﾓｺ

角　　　桃子(2)

ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ

直良　美蘭乃(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ

藤原　　友奈(2)

持田　かのん(3)

ﾐｳﾗ ｶｵﾘ

三浦　かおり(3)

ｻﾉ ﾋﾅ

佐野　　陽菜(2)

出雲三中C

ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ

三島　　光薫(2)

ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ

其原　　彩音(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ

中山　　春花(3)

ﾓﾁﾀﾞ ｶﾉﾝ

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ

松﨑　　和奏(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｺ

中島　　李子(2)

ｵｶ ﾕﾘﾅ

岡　　ゆりな(2)

遠藤　由貴(2)

出雲三中D

ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｴ

村上　　友絵(3)

松江四中

ﾌｸﾏ ﾅﾅｺ

福間　菜々子(3)

稲村　友里(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ

山本　麗夏(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｻｷ

藤原　早希(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ

ｽﾄｳ ﾚｲﾅ

周藤　　怜菜(2)

ﾔﾏｻｷ ｶﾅ

山崎　　薫菜(2)

大東中B

ｲﾄｶﾜ ﾊﾅ

糸川　映那(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶ

遠藤　千加(2)
ｲﾅﾑﾗ ﾕﾘ

ﾓﾘﾖｼ ﾅﾅﾊ

森吉　七葉(3)

向陽中

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ

宮廻　　彩香(2)

ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ

飯塚　　楽姫(2)

ｸﾉ ｻﾔｶ

久野　紗矢香(2)

ｶﾂﾍﾞ ﾕｽﾞｷ

勝部　由珠紀(3)

ﾅｶﾞｵｶ ｱｶﾘ

長岡　　明里(3)

ﾓﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ

持田　　唯菜(3)

ﾌﾙｶﾜ ﾁｶ

古川　千翔(2)
ｲﾄﾊﾗ ﾌﾐ

糸原　風実(1)

斐川西中B

ﾔﾏﾈ　ﾌｸﾐ

山根　　吹実(2)

松江一中B

ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ

南　愛理(2)
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄ

原田　琴都(2)
ｷﾏﾁ ｶｴ

来海　花英(2)

ｻﾄｳ　ｱｵｲ

佐藤　　蒼生(2)

ｱｷｱｹﾞ　ﾈﾈ

秋上　　寧音(2)

ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ

藤山　　　愛(2)

ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ

吉岡　花梨(2)
ｽｶﾞｴ ﾉﾉ

菅江　埜乃(2)

出雲二中B

ﾊﾅﾀﾞ　ﾋﾅﾀ

花田　ひなた(2)

ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ

大賀　　るる(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ

山本　楓華(2)
ﾀｶﾉ ｷｮｳｶ

高野　杏夏(2)
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ

安田　麻夏(2)

松江一中C



中学女子走高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ｲｲﾂｶ ﾘｵ 島根

1 2663 飯塚　　莉央(3) 斐川東中 1m20
ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 島根

2 731 三浦　かおり(3) 松江四中 1m50
ﾂﾈﾏﾂ ｳﾀﾉ 島根

3 2038 恒松　　詩乃(3) 出雲三中 1m40
ﾖﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 島根

4 2039 米原　　美洸(3) 出雲三中 1m48
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根

5 562 安田　麻夏(2) 松江一中
ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ 島根

6 2224 藤江　　莉菜(2) 浜山中 1m35
ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ 島根

7 5910 森脇　千智(2) 瑞穂中 1m25
ﾂﾁﾔ ｺﾄ 島根

8 3135 土屋　香都(3) 大東中 1m25
ｻﾄｳ　ｱｵｲ 島根

9 1933 佐藤　　蒼生(2) 出雲二中 1m10
ﾌﾙﾀﾆ ｶﾘﾝ 島根

10 2250 古谷　　花鈴(3) 浜山中 1m50
ﾊﾅﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 島根

11 1931 花田　ひなた(2) 出雲二中 1m10
ﾆｼｺｵﾘ ﾚﾅ 島根

12 2704 錦織　玲菜(3) 斐川西中 1m39
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根

13 2714 澤田　聖菜(2) 斐川西中 1m30
ﾐﾑﾗ ﾅﾅ 島根

14 1013 三村　菜奈 東出雲中 1m20
ｱｷｱｹﾞ　ﾈﾈ 島根

15 1934 秋上　　寧音(2) 出雲二中 1m10
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 島根

16 1923 坂東　　里菜(3) 出雲二中 1m35

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



中学女子走幅跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島根 m m m m
1 751 藤原　　友奈(2) 松江四中 3m60 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根 m m m m
2 2418 山崎　　薫菜(2) 向陽中 3m72 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｵｶ ｱｶﾘ 島根 m m m m
3 2703 長岡　　明里(3) 斐川西中 4m05 +/- +/- +/- +/-

ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ 島根 m m m m
4 2042 北村　　未来(3) 出雲三中 4m66 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｶﾜ ﾊﾅ 島根 m m m m
5 3141 糸川　映那(2) 大東中 3m15 +/- +/- +/- +/-

ｻｻｷ ｶｽﾞﾈ 島根 m m m m
6 606 佐々木　和音(3) 松江二中 4m30 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾗ ｱﾔﾒ 島根 m m m m
7 2666 原　　　彩女(3) 斐川東中 3m52 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ 島根 m m m m
8 619 松浦　　寛南(2) 松江二中 4m00 +/- +/- +/- +/-

ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根 m m m m
9 2710 安食　侑来(2) 斐川西中 4m04 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ 島根 m m m m
10 1932 大賀　　るる(2) 出雲二中 4m05 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根 m m m m
11 2222 福本　　智帆(2) 浜山中 4m89 +/- +/- +/- +/-

ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 島根 m m m m
12 554 菅江　埜乃(2) 松江一中 3m00 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 m m m m
13 735 中山　　春花(3) 松江四中 4m25 +/- +/- +/- +/-

ｳﾁﾍﾞ　ﾓｴ 島根 m m m m
14 1826 内部　　百笑(3) 出雲一中 4m68 +/- +/- +/- +/-

ﾅｵｴ ﾊﾙｶ 島根 m m m m
15 4812 直江　陽香(2) 浜田一中 3m99 +/- +/- +/- +/-

ﾌﾙｶﾜ ﾁｶ 島根 m m m m
16 559 古川　千翔(2) 松江一中 3m70 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ 島根 m m m m
17 2056 松﨑　　和奏(2) 出雲三中 3m70 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 島根 m m m m
18 3139 松本　菜々美(3) 大東中 3m78 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾗ ﾅﾅﾐ 島根 m m m m
19 2716 原　　成海(2) 斐川西中 3m91 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾗ ｺﾉﾐ 島根 m m m m
20 2705 原　　心海(3) 斐川西中 4m77 +/- +/- +/- +/-

ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｴ 島根 m m m m
21 2034 村上　　友絵(3) 出雲三中 3m70 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 島根 m m m m
22 2407 宮廻　　彩香(2) 向陽中 3m86 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｻｷ ﾘｻｺ 島根 m m m m
23 1924 山﨑　理紗子(3) 出雲二中 4m61 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｳ 島根 m m m m
24 4814 濱口　美羽(2) 浜田一中 3m44 +/- +/- +/- +/-

ｷﾘｶﾜ　ﾕｶﾘ 島根 m m m m
25 1823 切川　結加里(3) 出雲一中 4m12 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾍﾞ ﾏﾕｶ 島根 m m m m
26 4807 川邊　万結香(2) 浜田一中 3m08 +/- +/- +/- +/-

ｳｴﾀﾞ ｱｲ 島根 m m m m
27 4637 植田　愛唯(2) 青陵中 3m95 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾓﾄ ｲﾏﾘ 島根 m m m m
28 3144 川本　衣鞠(2) 大東中 3m10 +/- +/- +/- +/-

ﾐｳﾗ ｸﾚｱ 島根 m m m m
29 5305 三浦　クレア(3) 三隅中 3m50 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸﾏ ﾅﾅｺ 島根 m m m m
30 733 福間　菜々子(3) 松江四中 3m74 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ｻﾁ 島根 m m m m
31 2712 加藤　咲智(2) 斐川西中 4m03 +/- +/- +/- +/-

ｸﾛﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根 m m m m
32 2635 黒田　　凪紗(2) 斐川東中 3m18 +/- +/- +/- +/-



中学女子砲丸投(2.721kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根

1 1002 竹林　綺華 東出雲中 7m90 m m m m
ｶﾅｵﾘ ﾙｳ 島根

2 1007 金織　琉羽 東出雲中 7m23 m m m m
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根

3 5307 齋藤　鈴(2) 三隅中 5m00 m m m m
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ 島根

4 1921 藤永　　千夏(3) 出雲二中 5m51 m m m m
ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ 島根

5 1935 藤山　　　愛(2) 出雲二中 5m12 m m m m
ｷﾀﾉ ﾕｳｶ 島根

6 2043 北野　　優香(3) 出雲三中 7m21 m m m m
ﾀﾏｷ ｻﾗ 島根

7 750 玉木　　咲良(2) 松江四中 5m03 m m m m
ﾀﾀﾉ ﾐﾅﾘ 島根

8 2667 多々納　美成(3) 斐川東中 7m09 m m m m
ﾊﾔｼ ﾁﾅﾂ 島根

9 607 林　　　千夏(3) 松江二中 7m20 m m m m
ｶﾅﾂ ﾓﾓｱ 島根

10 614 金津　　桃杏(2) 松江二中 7m50 m m m m
ﾂﾊﾞｷ ﾋﾅｺ 島根

11 3136 椿　尋南子(3) 大東中 6m90 m m m m
ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

12 2411 久野　紗矢香(2) 向陽中 6m80 m m m m
ｲｼﾓﾄ ｱﾝ 島根

13 1026 石本　杏 東出雲中 7m20 m m m m
ﾁﾌ ｴﾘﾅ 島根

14 5304 智夫　絵莉菜(3) 三隅中 5m20 m m m m
ｻﾉ ﾋﾅ 島根

15 752 佐野　　陽菜(2) 松江四中 6m00 m m m m
ｶﾂﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 島根

16 2702 勝部　由珠紀(3) 斐川西中 7m82 m m m m
ﾅｶﾞｵｶ ｱｶﾘ 島根

17 2703 長岡　　明里(3) 斐川西中 6m43 m m m m
ﾐｳﾗ ｻﾔｶ 島根

18 612 三浦　　彩華(3) 松江二中 6m00 m m m m
ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 島根

19 4001 齋藤　さくら(3) 大田二中 7m50 m m m m
ｱｺﾞｳ ｶﾅ 島根

20 1922 吾郷　　加奈(3) 出雲二中 7m81 m m m m



中学女子円盤投(1.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾋﾅ 島根

1 752 佐野　　陽菜(2) 松江四中 16m36 m m m m



一般高校女子100m

4月14日 12:25 決　勝

決　勝　4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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根 ﾏﾆﾜ ﾓｴﾅ 島根

2 281 山口　　愛莉(3) 松江北高 13.09 2 332 馬庭　萌名(2) 大社高 13.61
ｵｸﾞｻ ﾅﾎ 島根 ﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ 島根

3 530 小草　菜歩(3) 開星高 13.13 3 671 端本　千夏(1) 大社高 13.49
ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島根 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島根

4 280 髙田　　桃花(3) 松江北高 12.44 4 171 加藤　実夕(3) 松江商高 13.32
ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ 島根 ﾊﾀ ﾏﾋﾛ 島根

5 286 山下　　桃佳(2) 松江北高 13.00 5 329 畑　茉尋(2) 大社高 13.27
ｺｳﾀ ﾐﾕ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ 島根

6 326 幸田　未夢(2) 大社高 12.92 6 674 松浦　千春(1) 大社高 13.29
ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 島根 ﾋﾉ ｱﾔｶ 島根

7 328 長﨑　さゆり(2) 大社高 12.43 7 534 日野　彩夏(2) 開星高 13.28
ｱﾗｷ ﾓﾓ 島根 ﾌｼﾞｲ ﾕｲ 島根

8 532 荒木　桃(2) 開星高 13.16 8 375 藤井　佑依(2) 出雲高 13.48
ﾀﾃｲｼ ﾕｳｶ 島根

9 155 立石　　裕香(3) 平田高 13.07 9

3組 風(+/-    ) 4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

ｲｼﾄﾋﾞ ﾐｸ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔｴ 島根

2 324 石飛　美結(2) 大社高 14.01 2 561 桑原　彩恵(3) 安来高
ﾔｸﾗ ﾕﾒ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾎ 島根

3 179 矢倉　侑芽(2) 松江商高 13.95 3 649 桑原　未歩(1) 松江商高
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 島根 ｽﾔﾏ ｱｲﾘ 島根

4 613 伊藤　彩乃(2) 出雲農林高 13.71 4 188 須山　愛里(3) 松江ろう 14.19
ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 島根 ｲｲﾂｶ ﾏｵ 島根

5 173 松浦　未歩(3) 松江商高 13.72 5 610 飯塚　真生(3) 出雲農林高 14.13
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島根 ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ 島根

6 322 髙原　七恵(3) 大社高 13.70 6 650 吉本　千夏(1) 松江商高
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ 島根

7 174 松本　美優(3) 松江商高 13.69 7 321 園山　実沙季(3) 大社高 14.18
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅ 島根 ｽﾐ ﾕｳﾅ 島根

8 172 竹内　陽菜(3) 松江商高 13.90 8 562 角　　　優奈(2) 安来高

9 9



一般高校女子200m

4月14日 14:00 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

ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ﾐｸ 島根

2 171 加藤　実夕(3) 松江商高 27.81 2 324 石飛　美結(2) 大社高 28.45
ｱﾏﾉ ｲｵﾘ 島根 ﾔｸﾗ ﾕﾒ 島根

3 323 天野　伊織(2) 大社高 27.27 3 179 矢倉　侑芽(2) 松江商高 29.51
ｵｵｼﾀ ｱｲﾘ 島根 ﾌｼﾞｲ ﾕｲ 島根

4 282 大下　　愛梨(2) 松江北高 26.26 4 375 藤井　佑依(2) 出雲高 28.23
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 島根 ﾊﾀ ﾏﾋﾛ 島根

5 281 山口　　愛莉(3) 松江北高 26.77 5 329 畑　茉尋(2) 大社高 27.91
ｵｵｸﾞﾆ ﾅﾂｷ 島根 ｽﾔﾏ ｱｲﾘ 島根

6 325 大國　那月(2) 大社高 27.28 6 188 須山　愛里(3) 松江ろう 29.88
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾅｴ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔｴ 島根

7 322 髙原　七恵(3) 大社高 27.34 7 561 桑原　彩恵(3) 安来高

8 8

9 9



一般高校女子300m

4月14日 15:15 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲｯｾ ﾎﾉｶ 島根

3 175 一瀨　穂乃華(2) 松江商高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島根

4 0 渡辺　鈴夏(1) 開星高
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｻ 島根

5 533 中林　亜早(2) 開星高
ﾋﾉ ｱﾔｶ 島根

6 534 日野　彩夏(2) 開星高
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ 島根

7 174 松本　美優(3) 松江商高

8



一般高校女子100mH(0.838m)

4月14日 10:15 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

1

2

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 島根

3 613 伊藤　彩乃(2) 出雲農林高 18.26
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ 島根

4 159 水谷　　　英(3) 平田高 17.42

5

6

7

8

9



一般高校女子4X100mR

4月14日 15:55 決　勝

決　勝　

4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

島根

(   ) 171 松江商高
島根

(   ) 172 松江商高
島根

(   ) 173 松江商高
島根

(   ) 179 松江商高
島根

(   ) 649 松江商高
島根

(   ) 650 松江商高

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

吉本　千夏(1)

ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ

松浦　未歩(3)
ﾔｸﾗ ﾕﾒ

矢倉　侑芽(2)
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾎ

桑原　未歩(1)

松江商高

ｶﾄｳ ﾐﾕｳ

加藤　実夕(3)
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅ

竹内　陽菜(3)

ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ



一般高校女子走高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 島根

1 160 宮崎　　夢衣(3) 平田高 1m43
ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 島根

2 7 池田　　愛花(3) 出雲商業高
ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ 島根

3 154 飯塚　　香穏(3) 平田高 1m48

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



一般高校女子棒高跳

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ 島根

1 321 園山　実沙季(3) 大社高 3m20
ｲﾄｳ ｾﾘｶ 島根

2 260 伊藤　芹佳(3) 松江農高 2m30

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

資格 
記録

m



一般高校女子走幅跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾋﾅ 島根 m m m m
1 162 木村　　日薫(2) 平田高 4m76 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｼﾀ ｱｲﾘ 島根 m m m m
2 282 大下　　愛梨(2) 松江北高 4m10 +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞｲ ﾕｲ 島根 m m m m
3 375 藤井　佑依(2) 出雲高 +/- +/- +/- +/-

ｲｲﾂｶ ﾏｵ 島根 m m m m
4 610 飯塚　真生(3) 出雲農林高 4m25 +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾞｻ ﾅﾎ 島根 m m m m
5 530 小草　菜歩(3) 開星高 5m37 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾗ ﾕｶﾘ 島根 m m m m
6 374 原　由香里(2) 出雲高 4m78 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 島根 m m m m
7 163 田中　　美有(2) 平田高 4m29 +/- +/- +/- +/-



一般高校女子三段跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾅﾘ ｶﾖ 島根 m m m m
1 8 三成　　香代(3) 出雲商業高 +/- +/- +/- +/-

ﾎｿｶﾜ ﾏｷﾎ 島根 m m m m
2 371 細川　まきほ(3) 出雲高 10m42 +/- +/- +/- +/-

ﾂｷﾓﾘ ﾉｱ 島根 m m m m
3 327 月森　希歩(2) 大社高 10m42 +/- +/- +/- +/-



一般高校女子砲丸投(4.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｳﾁ ﾋﾅ 島根

1 172 竹内　陽菜(3) 松江商高 7m62 m m m m
ｳｼｵ ﾕｲｶ 島根

2 667 牛尾　結香(1) 大社高 9m42 m m m m
ｽﾄｳ ﾅﾙﾐ 島根

3 592 周藤　成美(3) 出雲北陵高 6m37 m m m m
ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ 島根

4 535 吉岡　杏莉(2) 開星高 m m m m



一般高校女子円盤投(1.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ 島根

1 535 吉岡　杏莉(2) 開星高 m m m m
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 島根

2 386 小林　もえ(2) 松江市立女子高 m m m m
ｳｼｵ ﾕｲｶ 島根

3 667 牛尾　結香(1) 大社高 30m52 m m m m



一般高校女子やり投(600g)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｶﾞﾉ ﾕｳｷ 島根

1 157 栂野　　友希(3) 平田高 19m34 m m m m
ﾊﾗ ﾕｲｶ 島根

2 158 原　　ゆいか(3) 平田高 24m68 m m m m
ｳｴﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 島根

3 261 植田　美月(3) 松江農高 22m57 m m m m
ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 島根

4 163 田中　　美有(2) 平田高 23m52 m m m m
ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 島根

5 173 松浦　未歩(3) 松江商高 35m84 m m m m


