
中学男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:30 決　勝

決　勝　7組

1組 (風:+5.6) 2組 (風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ 島根

1 4 5319 岡本　亮太郎(2) 三隅中 11.45 1 1 1165 成相　　龍人(1) 島大付属中 12.69
ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ 島根 ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根

2 6 1153 尾﨑　　将矢(3) 島大付属中 11.87 2 4 533 中井　　　天(2) 松江一中 12.72
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾔ 島根

3 5 750 谷本　　勇介(2) 松江四中 11.90 3 6 3204 山根　　昌也(2) 海潮中 12.77
ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥取 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ 島根

4 3 740 本多　　礼旺(3) 鳥取西中 11.95 4 7 751 藤原　　　佑(2) 松江四中 12.84
ﾀｵﾀﾞ　ﾋﾄｷ 島根 ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根

5 8 5320 垰田　　仁輝(2) 三隅中 12.58 5 5 617 矢野　　成唯(2) 松江二中 12.94
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根 ﾔﾉ ｶﾅﾀ 島根

6 2 616 中川　　碧志(2) 松江二中 12.94 6 3 1156 谷野　　彼方(2) 島大付属中 13.01
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ 島根 ｲｹﾓﾄﾀｲﾖｳ 島根

7 7 532 藤田　　雅邦(2) 松江一中 13.04 7 8 538 池本　　太陽(1) 松江一中 13.07
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根 ｶﾜｵｶﾀｸﾏ 島根

8 1 534 杉原　　凌甫(2) 松江一中 13.09 2 540 川岡　　琢磨(1) 松江一中 DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:+3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾉｳﾁ ｶｲﾄ 島根 ﾓﾘﾜｷ ｺｳｲﾁ 島根

1 3 819 野々内　海斗(1) 湖南中 13.36 1 3 1158 森脇　　光一(2) 島大付属中 13.63
ﾋﾗｴ ﾅｵﾐﾁ 島根 ｵｵﾏﾁ ｿｳﾏ 島根

2 4 626 平江　　直道(1) 松江二中 13.37 2 1 618 大町　　壮真(2) 松江二中 13.74
ｻﾄｳ ｼｮｳｴｲ 島根 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾊﾙ 島根

3 2 1161 佐藤　　将瑛(1) 島大付属中 13.48 3 8 812 杉山　　虎敏(1) 湖南中 13.76
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根 ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根

4 8 625 橋本　　陽翔(1) 松江二中 13.49 4 2 753 三島　　大輝(2) 松江四中 13.97
ｻｴｷ ﾀｸﾄ 島根 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 島根

5 6 614 佐伯　　拓都(2) 松江二中 13.58 5 6 1159 大庭　悠太郎(1) 島大付属中 14.00
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 ﾂﾓﾘ ﾘｭｳﾀ 島根

6 1 754 福田　　勇誠(2) 松江四中 13.64 6 7 624 津森　　隆大(1) 松江二中 14.23
ｼｮｳｼﾞ ｿﾗﾄ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾃﾂﾔ 島根

7 7 830 庄司　　空史(1) 湖南中 13.91 4 1157 藤原　　徹也(2) 島大付属中 DNS
ｺﾞﾄｳ ｽｶﾞｼ 島根 ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 島根

5 824 後藤　　　昊(1) 湖南中 DNS 5 611 安部　　陸斗(2) 松江二中 DNS

5組 (風:+3.5) 6組 (風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ｲｵﾘ 島根 ｱｵﾄﾁｱｷ 島根

1 5 628 松本　　伊織(1) 松江二中 13.87 1 5 536 青戸　　千晃(1) 松江一中 14.01
ﾁﾊﾞ ﾀｲｹﾞﾝ 島根 ﾂｼﾞ　ﾀｸﾔ 島根

2 2 1162 千葉　　太元(1) 島大付属中 13.95 2 8 5321 辻　　　啄也(2) 三隅中 14.29
ｼﾉﾊﾗ　ﾀｸﾐ 島根 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｹﾙ 島根

3 6 5326 篠原　　拓海(1) 三隅中 14.01 3 4 810 友定　　武尊(1) 湖南中 14.29
ｿﾈ ﾄｼﾅﾘ 島根 ｱｻｸﾗ ｹﾞﾝｷ 島根

4 7 623 曽根　　健生(1) 松江二中 14.17 4 6 821 朝倉　　源貴(1) 湖南中 14.42
ｳﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 島根 ｶｼﾞﾀﾆﾄｼﾕｷ 島根

5 3 612 宇山　　慶秀(2) 松江二中 14.24 5 1 526 梶谷　　俊元(2) 松江一中 14.82
ﾖｼｵｶｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾜ 島根

6 8 539 吉岡　　純平(1) 松江一中 14.25 6 7 1164 足立　　琉羽(1) 島大付属中 14.92
ｶﾘﾉﾀｲｾｲ 島根 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根

7 1 527 狩野　　大誠(2) 松江一中 14.40 2 711 福島　　　昊(1) 松江四中 DNS
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 島根 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｻｸ 島根

4 3202 宮川　　泰知(2) 海潮中 DNS 3 530 春日　　一作(2) 松江一中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:30 決　勝

決　勝　7組

7組 (風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾉ ﾋｼｮｳ 島根

1 4 713 矢野　　飛翔(1) 松江四中 14.85
ｶﾈﾓﾄ　ｺｳｷ 島根

2 5 5324 金本　　幸樹(1) 三隅中 14.96
ｼﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 島根

3 3 829 下原　　大輝(1) 湖南中 15.03
ﾎﾘﾉｳﾁ　ﾄﾓﾔ 島根

4 8 5322 堀之内　智也(2) 三隅中 15.38
ﾃﾗﾄﾞ　ｺｳﾘ 島根

5 6 5327 寺戸　　煌琳(1) 三隅中 15.45
ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌｳ 島根

6 7 712 宮﨑　　威風(1) 松江四中 16.25
ｶﾜﾓﾄ　ﾀｶｼ 島根

7 2 5325 河本　　　天(1) 三隅中 16.46

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 12:10 決　勝

決　勝　3組

1組 (風:+3.3) 2組 (風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

1 3 5319 岡本　亮太郎(2) 三隅中 23.90 1 3 754 福田　　勇誠(2) 松江四中 27.92
ﾀｵﾀﾞ　ﾋﾄｷ 島根 ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根

2 4 5320 垰田　　仁輝(2) 三隅中 26.27 2 5 753 三島　　大輝(2) 松江四中 28.71
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ 島根 ｼﾉﾊﾗ　ﾀｸﾐ 島根

3 1 532 藤田　　雅邦(2) 松江一中 26.61 3 4 5326 篠原　　拓海(1) 三隅中 29.40
ｲｹﾓﾄﾀｲﾖｳ 島根 ﾖｼｵｶｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根

4 5 538 池本　　太陽(1) 松江一中 26.62 4 7 539 吉岡　　純平(1) 松江一中 29.73
ｶﾜｵｶﾀｸﾏ 島根 ｶﾘﾉﾀｲｾｲ 島根

2 540 川岡　　琢磨(1) 松江一中 DNS 5 2 527 狩野　　大誠(2) 松江一中 31.08
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｻｸ 島根

6 750 谷本　　勇介(2) 松江四中 DNS 6 530 春日　　一作(2) 松江一中 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ 島根 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

7 751 藤原　　　佑(2) 松江四中 DNS 8 620 金山　　遥斗(1) 松江二中 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根

8 534 杉原　　凌甫(2) 松江一中 DNS

3組 (風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ 島根

1 2 1168 山﨑　　章充(1) 島大付属中 25.99
ﾂｼﾞ　ﾀｸﾔ 島根

2 3 5321 辻　　　啄也(2) 三隅中 30.23
ｶﾈﾓﾄ　ｺｳｷ 島根

3 5 5324 金本　　幸樹(1) 三隅中 31.55
ﾎﾘﾉｳﾁ　ﾄﾓﾔ 島根

4 7 5322 堀之内　智也(2) 三隅中 33.21
ﾃﾗﾄﾞ　ｺｳﾘ 島根

5 6 5327 寺戸　　煌琳(1) 三隅中 34.09
ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌｳ 島根

6 4 712 宮﨑　　威風(1) 松江四中 34.95
ｶﾜﾓﾄ　ﾀｶｼ 島根

7 8 5325 河本　　　天(1) 三隅中 35.07

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 12:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾜｷ ｺｳｲﾁ 島根

1 4 1158 森脇　　光一(2) 島大付属中 1:06.58
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 島根

2 5 529 長谷川　　聖(2) 松江一中 1:08.36



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:50 決　勝

決　勝　

(風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根

1 5 533 中井　　　天(2) 松江一中 18.44
ｻｴｷ ﾀｸﾄ 島根

2 8 614 佐伯　　拓都(2) 松江二中 20.27
ｱｵﾄﾁｱｷ 島根

3 7 536 青戸　　千晃(1) 松江一中 22.07
ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取

6 428 枡本　　楓生(3) 三朝中 DNF

凡例  DNF:途中棄権



中学男子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:40 決　勝

決　勝　1組

1組
1着 50.78 2着 51.49 3着 52.00
7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 3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

1 5321 1 534 1 1165

2 5326 2 532 2 1168

3 5319 3 533 3 1159

4 5320 4 529 4 1161

4着 52.49 5着 54.03
5ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ DNS
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

1 614 1 1162 1 810

2 616 2 1158 2 830

3 617 3 1157 3 812

4 618 4 1156 4 819

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾊﾙ
杉山　　虎敏(1)

島根

湖南中
ﾉﾉｳﾁ ｶｲﾄ
野々内　海斗(1)

島根

湖南中

友定　　武尊(1)
島根

湖南中
ｼｮｳｼﾞ ｿﾗﾄ
庄司　　空史(1)

島根

湖南中
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾃﾂﾔ
藤原　　徹也(2)

島根

島大付属中
ﾔﾉ ｶﾅﾀ
谷野　　彼方(2)

島根

島大付属中

千葉　　太元(1)
島根

島大付属中
ﾓﾘﾜｷ ｺｳｲﾁ
森脇　　光一(2)

島根

島大付属中
ﾔﾉ ﾅﾙｲ
矢野　　成唯(2)

島根

松江二中
ｵｵﾏﾁ ｿｳﾏ
大町　　壮真(2)

島根

松江二中

佐伯　　拓都(2)
島根

松江二中
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ
中川　　碧志(2)

島根

松江二中

ｻﾄｳ ｼｮｳｴｲ
佐藤　　将瑛(1)

島根

島大付属中

松江二中Ａ(島根)

ｻｴｷ ﾀｸﾄ

島大付属中Ａ(島根)

ﾁﾊﾞ ﾀｲｹﾞﾝ

湖南中(島根)

ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｹﾙ

山﨑　　章充(1)
島根

島大付属中
ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
大庭　悠太郎(1)

島根

島大付属中

島大付属中Ｂ(島根)

ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ
成相　　龍人(1)

島根

島大付属中
ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ

島根

松江一中
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ
長谷川　　聖(2)

島根

松江一中

篠原　　拓海(1) 三隅中

島根

松江一中
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ
藤田　　雅邦(2)

島根

松江一中
ｵｶﾓﾄ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
岡本　亮太郎(2)

垰田　　仁輝(2)
島根

三隅中

松江一中Ａ(島根)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ
杉原　　凌甫(2)

ﾅｶｲ ﾃﾝ
中井　　　天(2)

島根

三隅中
ﾀｵﾀﾞ　ﾋﾄｷ

三隅中(島根)

ﾂｼﾞ　ﾀｸﾔ
辻　　　啄也(2)

島根

三隅中
ｼﾉﾊﾗ　ﾀｸﾐ 島根

凡例  DNS:欠場



中学男子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根 － － － － ○ × × ×

1 2 616 中川　　碧志(2) 松江二中 1m45
ｵｵﾏﾁ ｿｳﾏ 島根 ○ ○ × × ×

2 1 618 大町　　壮真(2) 松江二中 1m30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25

ｺﾒﾝﾄ
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

記録



中学男子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:00 決　勝

決　勝　

ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ 島根 － － － － － － － －

1 4 1153 尾﨑　　将矢(3) 島大付属中 － － － － － － － － 3m80
× ○ － × ○ － × × ×

ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根 － － － － － ○ × ○ × × ×

2 1 617 矢野　　成唯(2) 松江二中 2m60

ﾔﾏﾈ ﾏｻﾔ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

3 3 3204 山根　　昌也(2) 海潮中 2m20

ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 島根

2 611 安部　　陸斗(2) 松江二中 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ

2m50

3m30

2m60

3m40

2m70

3m50

2m30

3m10

3m90

2m40

3m20

4m00

2m10

2m90

3m70

2m20

3m00

3m80

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

2m80

3m60

凡例  DNS:欠場



中学男子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥取 5m18 4m99 5m71 5m71
1 3 740 本多　　礼旺(3) 鳥取西中 +3.0 +1.0 +1.2 +1.2

ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ 島根 × 5m41 5m54 5m54
2 2 1168 山﨑　　章充(1) 島大付属中 +0.6 +1.9 +1.9

ﾔﾉ ｶﾅﾀ 島根 4m89 × 4m99 4m99
3 4 1156 谷野　　彼方(2) 島大付属中 +2.5 +0.8 +0.8

ﾏﾂﾓﾄ ｲｵﾘ 島根 4m63 4m47 4m57 4m63
4 5 628 松本　　伊織(1) 松江二中 +3.1 +1.7 +2.1 +3.1 *F2

ｿﾈ ﾄｼﾅﾘ 島根 4m32 4m42 4m27 4m42
5 6 623 曽根　　健生(1) 松江二中 +1.3 0.0 +2.3 0.0

ｳﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 島根 × 4m00 4m07 4m07
6 1 612 宇山　　慶秀(2) 松江二中 +1.5 +1.6 +1.6

凡例  *F2:２回目が公認最高



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾁﾊﾞ ﾀｲｹﾞﾝ 島根

1 2 1162 千葉　　太元(1) 島大付属中 6m53 6m44 6m85 6m85 6m85

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 島根

2 1 1160 山本　　修誠(1) 島大付属中 5m39 6m12 5m31 6m12 6m12

ｱｵﾄ ﾀﾂﾔ 島根

3 513 青戸　　達哉(2) 松江一中 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾊﾗ ﾀｲﾁ 島根

1 1 318 三原　　太一(2) 大社高 × 10m70 10m84 10m84 10m84

ｷﾏﾁ ﾀｶﾄ 島根

2 3 765 來海　　峻斗(1) 大社高 9m92 × × 9m92 9m92

ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

3 2 852 武田　　朋樹(1) 松江工高 7m67 × 8m82 8m82 8m82



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 島根

1 4 853 富田　　陸斗(1) 松江工高 36m55 40m70 37m75 40m70 40m70

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ 島根

2 5 319 渡邊　　行陽(2) 大社高 × 36m96 36m84 36m96 36m96

ﾐﾊﾗ ﾀｲﾁ 島根

3 3 318 三原　　太一(2) 大社高 23m68 × 25m76 25m76 25m76

ｷﾏﾁ ﾀｶﾄ 島根

4 1 765 來海　　峻斗(1) 大社高 23m59 × 17m66 23m59 23m59

ﾜﾀﾞ ﾚｵﾝ 島根

2 143 和田　　蓮音(1) 大田高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ 島根

1 4 319 渡邊　　行陽(2) 大社高 42m66 43m69 45m18 45m18 45m18

ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 島根

2 3 853 富田　　陸斗(1) 松江工高 × × 41m01 41m01 41m01

ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

3 1 852 武田　　朋樹(1) 松江工高 23m14 × × 23m14 23m14

ﾊﾗ ｶﾅﾄ 島根

2 257 原　　　叶季(2) 松江農高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



一般高校男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:00 決　勝

決　勝　10組

1組 (風:+3.2) 2組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾝﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 島根 ﾐﾅﾘ ﾚｵ 島根

1 6 690 門谷　　昇星(1) 開星高 11.00 1 4 317 三成　　玲緒(2) 大社高 11.31
ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根 ﾂﾊﾞｷ ｷﾖｼﾛｳ 島根

2 3 686 斉藤　　　樹(1) 開星高 11.02 2 2 1142 鍔木　清志郎(29) 雲南市陸協 11.40
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根 ｲﾉｳｴ　ｿｳｽｹ 島根

3 1 529 福田　　亮太(2) 開星高 11.14 3 5 728 井上　　創亮(1) 松江南高 11.42
ﾏﾂﾅｵ ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾏﾂﾅｵ ｿｳﾀ 島根

4 7 315 松直　　　翼(2) 大社高 11.14 4 3 762 松直　　惣太(1) 大田高 11.61
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ﾐｷ　ﾏｻﾄ 島根

5 2 312 中村　慎太郎(2) 大社高 11.38 5 7 277 三木　　真慧(2) 松江北高 11.75
ｻﾄｳ ｱｱﾄ 島根 ﾀﾀﾉ ｱﾕﾑ 島根

6 5 270 佐藤　亜々人(2) 松江北高 11.43 6 1 675 多々納　歩武(1) 平田高 11.75
ﾂﾁｴ ﾘｸ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根

7 8 526 土江　　流空(2) 開星高 11.47 7 8 1539 藤原　　紀允 松江NGC 11.87
ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 島根

4 689 松浦　　大雅(1) 開星高 DNS 6 648 谷口　　稜真(1) 松江商高 DNS

3組 (風:+3.1) 4組 (風:+2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝｷ ﾘｮｳ 島根 ｷｼﾓﾄ ﾂｶｻ 島根

1 7 660 南木　　　涼(1) 大社高 11.70 1 6 685 岸本　　　吏(1) 開星高 11.72
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 島根 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾕｳ 島根

2 3 758 渡部　　　翔(1) 松江商高 11.72 2 4 849 大久保　飛悠(1) 松江工高 11.93
ｼﾓ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ｲﾄｶﾜ ｹﾞﾝｷ 島根

3 5 1033 下　　　大輔(30) ＳＵＮＳ　ＡＣ 11.85 3 8 250 糸川　　元希(2) 松江農高 11.97
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 島根 ﾖｼｷﾞ ｺｳﾕｳ 島根

4 8 609 山根　　拓海(2) 出雲農高 11.87 4 7 170 吉木　　公佑(2) 松江商高 12.08
ｵｺ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾆｯﾀ ﾀｶﾔ 島根

5 2 1025 尾古　　涼太(26) ＳＵＮＳ　ＡＣ 11.88 5 1 708 新田　　貴也(1) 出雲農高 12.08
ｺｼﾞﾏ ｲｵﾘ 島根 ｲｿﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根

6 6 141 兒島　　惟織(2) 大田高 11.89 6 5 524 磯田　　圭吾(2) 開星高 12.09
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 島根 ｲﾄｳ ｾｲﾒｲ 島根

7 1 682 足立　　駿人(1) 開星高 12.10 7 3 525 伊藤　　清明(2) 開星高 12.14
ｲﾜﾀﾆ ｼｮｳﾀ 島根 ﾜｸﾘ ｾｲﾔ 島根

8 4 139 岩谷　　翔太(2) 大田高 12.47 2 255 和栗　　誠也(2) 松江農高 DNS

5組 (風:+4.1) 6組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 島根

1 6 314 正木　亮太郎(2) 大社高 11.46 1 4 730 山根　　大輝(1) 松江南高 11.92
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根 ｽﾄｳ ﾀｸﾐ 島根

2 2 308 坂本　　陽斗(2) 大社高 11.56 2 5 657 周藤　　拓海(1) 大社高 12.16
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ 島根 ｳｼｵ ｶｽﾞｷ 島根

3 1 316 松本　　達樹(2) 大社高 11.71 3 1 738 潮　　　和輝(1) 松江南高 12.19
ｶﾓﾄ ﾊﾙﾄｼ 島根 ﾊﾘ ｼｭﾝｾｲ 島根

4 4 706 嘉本　　悠利(1) 出雲農高 11.74 4 6 835 巴里　　駿成(1) 松江農高 12.26
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 島根 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 島根

5 7 850 岡田　　大河(1) 松江工高 11.84 5 2 66 伊藤　　綾真(2) 松江東高 12.30
ﾆｼ ｺｳｷ 鳥取 ｵｷﾞ ｺｳｷ 島根

6 5 832 西　　　紘輝(24) 鳥取陸協 11.92 5 8 167 小城　　晃樹(2) 松江商高 12.30
ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ｷｱﾗ 島根

7 8 306 榎本　　光希(2) 大社高 12.08 7 3 856 山田　　一純(1) 松江工高 12.34
ﾌｸﾖﾘ ﾏﾅﾄ 島根 ｽﾄｳ ﾕｳﾄ 島根

8 3 880 福寄　まなと(1) 松江商高 12.11 7 658 周藤　　悠人(1) 大社高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



一般高校男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:00 決　勝

決　勝　10組

7組 (風:+4.7) 8組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 島根 ｸｼﾛ ｲｯｼﾝ 島根

1 6 755 谷口　　悠也(1) 松江商高 12.05 1 2 883 久代　　一逸(1) 松江西高 12.03
ｷﾑﾗ　ﾀｲｷ 島根 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ 島根

2 4 875 木村　　大輝(1) 松江北高 12.24 2 4 678 安藤　　駿汰(1) 松江東高 12.05
ﾔﾏｻｷ ﾅﾂｷ 島根 ﾌｼﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 島根

3 5 855 山﨑　　夏輝(1) 松江工高 12.33 3 6 884 藤木　　琉星(1) 松江西高 12.54
ﾖｸﾗ ﾅｵﾔ 島根 ﾅｶﾞﾂﾏ ﾖｳｽｹ 島根

4 8 348 與倉　　尚也(2) 松江工高 12.40 4 8 893 永妻　　陽介(1) 松江南高 12.73
ﾅｶｵ ｴｲｼﾞ 島根 ﾔｷﾞｳﾗ ﾖｳｽｹ 島根

5 1 707 中尾　　英志(1) 出雲農高 12.42 5 5 854 柳浦　　陽介(1) 松江工高 12.90
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 島根 ﾖｼｵｶ ｱｵｲ 島根

6 7 347 山田　　直輝(2) 松江工高 12.63 6 7 857 吉岡　　蒼生(1) 松江工高 13.15
ﾂｶﾓﾄ　ﾀｶﾔ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳｷ 島根

7 2 271 塚本　　貴也(2) 松江北高 13.03 7 3 834 勝部　　凌輝(1) 松江農高 13.22
ﾎﾞｸﾗ ｼｭﾝｽｹ 島根

3 345 卜蔵　　俊祐(2) 松江工高 DNS

9組 (風:+2.8) 10組 (風:+5.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｿﾞｴ ｲﾁﾔ 島根 ﾋﾗﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 島根

1 2 684 尾添　　壱哉(1) 開星高 11.41 1 5 528 平谷　　彰吾(2) 開星高 11.23
ﾂﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 島根 ﾄﾋﾞﾀ ﾘｸ 島根

2 3 870 坪田　　　孟(1) 開星高 11.74 2 8 687 飛田　　　陸(1) 開星高 11.60
ｵｸｲ ｱﾕﾑ 島根 ｽﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根

3 6 307 奥井　　歩夢(2) 大社高 11.79 3 3 310 陶山　　勇人(2) 大社高 11.62
ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 島根 ﾉﾂ ﾅｵﾔ 島根

4 8 872 三原　　陵雅(1) 開星高 12.07 4 4 661 野津　　直哉(1) 大社高 11.65
ｾﾉｵ ﾏﾋﾄ 島根 ｿﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根

5 7 811 瀬尾　　真人(1) 松江南高 12.21 5 6 311 曽田　　　響(2) 大社高 11.71
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ 島根

6 5 873 山﨑　　友大(1) 開星高 12.57 6 2 319 渡邊　　行陽(2) 大社高 11.84
ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島根 ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 島根

4 309 志食　真陽瑠(2) 大社高 DQ,FS 7 5 荒木　　貴裕(2) 出雲商高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



一般高校男子200m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 12:25 決　勝

決　勝　4組

1組 (風:+5.9) 2組 (風:+4.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根 ﾓﾝﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 島根

1 6 686 斉藤　　　樹(1) 開星高 22.20 1 6 690 門谷　　昇星(1) 開星高 22.98
ﾏｷﾉ ﾅｵｷ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根

2 7 367 槇野　　尚輝(2) 出雲高 22.64 2 4 308 坂本　　陽斗(2) 大社高 23.69
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾎﾘ ｼｵﾝ 島根

3 5 529 福田　　亮太(2) 開星高 22.66 3 3 665 堀　　　汐音(1) 大社高 23.72
ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾅﾝｷ ﾘｮｳ 島根

4 4 689 松浦　　大雅(1) 開星高 22.91 4 5 660 南木　　　涼(1) 大社高 24.07
ﾏｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 島根

5 3 314 正木　亮太郎(2) 大社高 23.24 5 8 758 渡部　　　翔(1) 松江商高 24.24
ｲﾉｳｴ　ｿｳｽｹ 島根 ﾀﾀﾉ ｱﾕﾑ 島根

6 1 728 井上　　創亮(1) 松江南高 23.84 6 7 675 多々納　歩武(1) 平田高 24.29
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ 島根

7 8 1539 藤原　　紀允 松江NGC 24.07 7 2 678 安藤　　駿汰(1) 松江東高 24.36
ﾐｷ　ﾏｻﾄ 島根

8 2 277 三木　　真慧(2) 松江北高 24.26

3組 (風:+2.0) 4組 (風:+4.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾅﾘ ﾚｵ 島根 ﾏﾂﾅｵ ﾂﾊﾞｻ 島根

1 2 317 三成　　玲緒(2) 大社高 23.15 1 4 315 松直　　　翼(2) 大社高 23.21
ﾌｸﾖﾘ ﾏﾅﾄ 島根 ﾋﾛｾ ﾘｸ 島根

2 7 880 福寄　まなと(1) 松江商高 24.65 2 2 663 広瀬　　　陸(1) 大社高 23.63
ｸｼﾛ ｲｯｼﾝ 島根 ｷｼﾓﾄ ﾂｶｻ 島根

3 5 883 久代　　一逸(1) 松江西高 24.80 3 3 685 岸本　　　吏(1) 開星高 23.91
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 島根 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 島根

4 4 66 伊藤　　綾真(2) 松江東高 25.29 4 5 609 山根　　拓海(2) 出雲農高 24.43
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 島根 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 島根

5 6 755 谷口　　悠也(1) 松江商高 25.41 5 7 730 山根　　大輝(1) 松江南高 24.51
ﾊﾘ ｼｭﾝｾｲ 島根 ﾅｶﾞﾂﾏ ﾖｳｽｹ 島根

6 3 835 巴里　　駿成(1) 松江農高 26.06 6 8 893 永妻　　陽介(1) 松江南高 26.32
ﾌｼﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 島根

7 8 884 藤木　　琉星(1) 松江西高 26.71 7 6 347 山田　　直輝(2) 松江工高 26.36



一般高校男子400m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:05 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷﾉ ﾅｵｷ 島根 ｻﾄｳ ｱｱﾄ 島根

1 7 367 槇野　　尚輝(2) 出雲高 53.45 1 7 270 佐藤　亜々人(2) 松江北高 55.36
ｵｿﾞｴ ｲﾁﾔ 島根 ﾆｯﾀ ﾀｶﾔ 島根

2 4 684 尾添　　壱哉(1) 開星高 54.03 2 5 708 新田　　貴也(1) 出雲農高 55.81
ﾄﾋﾞﾀ ﾘｸ 島根 ﾅｲﾄｳ　ﾋｻﾄｼ 島根

3 8 687 飛田　　　陸(1) 開星高 54.49 3 6 876 内藤　　久稔(1) 松江北高 57.48
ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾑ 島根 ｻｶﾈ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

4 6 169 山中　　　望(2) 松江商高 54.89 4 4 142 坂根　　雄大(2) 大田高 58.27
ﾅｶｲ　ｿﾗ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ 島根

5 3 272 中井　　　空(2) 松江北高 55.57 5 3 346 松原　　太一(2) 松江工高 58.34
ｶﾈｺ ｱﾂｼ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 島根

5 1606 金子　　敬志(37) team OJC DNS 8 623 渡部　　瑞希(2) 松江西高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子1500m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾓﾄ　ﾋﾛｷ 島根

1 2 729 嘉本　　容己(1) 松江南高 4:39.62
ｲﾜﾀﾆ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

2 17 140 岩谷　遼太郎(2) 大田高 4:43.48
ﾀｲ ﾏｺﾄ 島根

3 18 1651 田井　　　誠(29) team OJC 4:48.90
ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 島根

4 1 851 陰山　　　峻(1) 松江工高 4:51.78
ﾊﾘﾔﾏ ﾋﾛｷ 島根

5 7 629 針山　　弘基(2) 島根中央高 4:54.27
ｶｼﾞﾉ ｿｳﾀ 島根

6 5 619 梶野　　蒼太(1) 松江二中 4:57.09
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根

7 11 794 安部　　暖人(1) 島根中央高 5:00.41
ﾋｷﾉ　ﾏｻｶｽﾞ 島根

8 12 877 引野　　正一(1) 松江北高 5:04.15
ｶﾈｻｶ ﾀｹﾙ 島根

9 13 619 金阪　　　岳(2) 松江西高 5:10.36
ｲｲﾀﾞ ﾋﾕｳ 島根

10 6 627 飯田　　飛悠(2) 島根中央高 5:15.28
ﾎｿﾀﾞ ｶｲﾄ 島根

11 15 627 細田　　風弦(1) 松江二中 5:17.83
ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 島根

12 23 3205 佐藤　　隆聖(2) 海潮中 5:48.06
ﾐｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 島根

13 20 629 三代　　隼矢(1) 松江二中 5:50.72
ﾔﾉ ﾋｼｮｳ 島根

14 22 713 矢野　　飛翔(1) 松江四中 5:56.26
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔﾀ 島根

15 9 622 小林　　清太(1) 松江二中 5:56.35
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂｷ 島根

16 21 3208 安達　　竜騎(1) 海潮中 6:53.66
ｳﾒｷ ﾀｲｶﾞ 島根

3 67 梅木　　太雅(2) 松江東高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 島根

4 630 山本　　千博(1) 松江二中 DNS
ﾎﾘｵ ﾅｵｷ 島根

8 820 堀尾　　直生(1) 湖南中 DNS
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ 島根

10 761 田口　　大真(1) 大田高 DNS
ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根

14 711 福島　　　昊(1) 松江四中 DNS
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 島根

16 622 細田　　大貴(2) 松江西高 DNS
ｶﾅﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

19 620 金山　　遥斗(1) 松江二中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子3000m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:30 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 島根 ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 鳥取

1 6 521 杉原　　健吾(3) 開星高 9:04.37 1 16 2 野口　　槙斗(2) 米子松蔭高 9:22.95
ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

2 17 4 千葉　　海平(2) 米子松蔭高 9:13.14 2 14 241 西村　涼太郎(2) 松江高専 9:51.68
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 鳥取 ﾅｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 島根

3 12 9 山本　　龍神(2) 米子松蔭高 9:14.84 3 15 791 永見　　晃一(1) 松江高専 9:54.01
ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 鳥取 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 14 12 野口　　大悟(2) 米子松蔭高 9:14.96 4 8 662 山﨑　隼太郎(20) 鳥取AS 9:54.99
ﾀｲｺ ﾘｷﾄ 島根 ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根

5 7 168 大皷　　力斗(2) 松江商高 9:14.97 5 6 613 加藤　　蒼梧(2) 松江二中 9:59.46
ｱﾍﾞ ﾃﾝｼﾝ 島根 ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞｼ 島根

6 4 683 安部　　典眞(1) 開星高 9:15.16 6 1 790 中谷　　和詩(1) 松江高専 9:59.80
ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ﾅｶｵ ﾏｻｷ 島根

7 19 8 永江　　貴裕(3) 米子松蔭高 9:17.15 7 10 756 中尾　　征貴(1) 松江商高 10:07.61

ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 広島 ｱｷﾊﾞ ﾀｲｾｲ 島根

8 13 2779 藤山　　省吾(24) 三次市陸協 9:21.87 8 12 897 秋庭　　汰星(1) 松江商高 10:08.75

ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 島根 ﾎｼﾉ ﾅｵｷ 島根

9 20 2284 尾林　　恒星(3) 浜山中 9:27.59 9 2 885 星野　　直輝(1) 松江西高 10:10.78

ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 鳥取 ﾑﾗｵｶ ﾋﾋﾞｷ 島根

10 1 14 川田　　敏暉(1) 米子松蔭高 9:27.64 10 5 757 村岡　　　響(1) 松江商高 10:22.53

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝｼｮｳ 鳥取 ﾆﾐﾔ ﾀｸﾎ 島根

11 9 3 内田　　琳翔(2) 米子松蔭高 9:29.82 11 4 527 仁宮　　拓帆(2) 開星高 10:24.76

ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ 島根 ﾊﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 島根

12 3 2272 松崎　　寧生(3) 浜山中 9:31.04 12 7 276 半田　　　匠(2) 松江北高 10:25.67

ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 鳥取 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根

13 8 6 金川　　雄哉(1) 米子松蔭高 9:32.85 13 11 615 佐藤　　大輝(2) 松江二中 10:26.78

ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根

14 11 663 岡部　　大樹(20) 鳥取AS 9:33.74 14 20 753 池田　　悠真(1) 松江商高 10:27.34

ｲﾘｴ ｶｲﾄ 鳥取 ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾗ 鳥取

15 16 10 入江　　海斗(2) 米子松蔭高 9:36.15 15 9 5 福本　　明良(1) 米子松蔭高 10:28.52

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ﾌﾉ ﾘｭｳｼｮｳ 島根

16 5 11 中村　　龍正(2) 米子松蔭高 9:47.06 16 19 590 布野　　隆省(2) 出雲北陵高 10:33.84

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙﾔ 島根

17 18 1 中村　　竜勢(3) 米子松蔭高 10:10.95 17 17 754 門脇　　陽也(1) 松江商高 10:35.59

ﾅｶﾞｼﾏ ｸｳ 島根 ﾌｼﾞｲ ｱﾕﾑ 島根

2 240 永島　　空海(2) 松江高専 DNS 18 18 258 藤井　　　歩(2) 松江農高 10:46.08

ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ｷｸｶﾜ ｺｳｷ 島根

10 7 勝部　　悠大(3) 米子松蔭高 DNS 19 13 68 菊川　　幸暉(2) 松江東高 10:48.38

ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 島根 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根

15 1160 奥田　　和也(26) 隠岐郡陸協 DNS 20 3 254 福田　　健人(2) 松江農高 11:06.24

凡例  DNS:欠場



一般高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:+3.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ　ﾏﾋﾛ 島根

1 5 275 原田　　真紘(2) 松江北高 15.94
ﾊﾀﾞ ｼﾝｾｲ 島根

4 662 秦　　　伸成(1) 大社高 DNF

凡例  DNF:途中棄権



一般高校男子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 14:00 決　勝

決　勝　1組

1組
1着 44.53 2着 45.26 3着 45.71
6ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 5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

1 312 1 319 1 307

2 656 2 308 2 317

3 315 3 661 3 314

4 665 4 309 4 310

4着 46.26 5着 46.59 6着 47.22
8ﾚｰﾝ 7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

1 811 1 169 1 306

2 728 2 170 2 311

3 730 3 880 3 316

4 738 4 167 4 318

7着 47.48
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DNS
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

1 708 1 850

2 609 2 849

3 707 3 346

4 706 4 856
ｶﾓﾄ ﾊﾙﾄｼ
嘉本　　悠利(1)

島根

松江工高
ﾔﾏﾀﾞ ｷｱﾗ
山田　　一純(1)

島根

松江工高

島根

松江工高
ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾕｳ
大久保　飛悠(1)

島根

松江工高

島根

出雲農高

松江工高(島根)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
岡田　　大河(1)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ
松原　　太一(2)

山根　　拓海(2)
島根

出雲農高
ﾅｶｵ ｴｲｼﾞ
中尾　　英志(1)

島根

出雲農高

出雲農高(島根)

ﾆｯﾀ ﾀｶﾔ
新田　　貴也(1)

島根

出雲農高
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ
松本　　達樹(2)

島根

大社高
ﾐﾊﾗ ﾀｲﾁ
三原　　太一(2)

島根

大社高

榎本　　光希(2)
島根

大社高
ｿﾀ ﾋﾋﾞｷ
曽田　　　響(2)

島根

大社高
ﾌｸﾖﾘ ﾏﾅﾄ
福寄　まなと(1)

島根

松江商高
ｵｷﾞ ｺｳｷ
小城　　晃樹(2)

島根

松江商高

山中　　　望(2)
島根

松江商高
ﾖｼｷﾞ ｺｳﾕｳ
吉木　　公佑(2)

島根

松江商高
ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ
山根　　大輝(1)

島根

松江南高
ｳｼｵ ｶｽﾞｷ
潮　　　和輝(1)

島根

松江南高

瀬尾　　真人(1)
島根

松江南高
ｲﾉｳｴ　ｿｳｽｹ
井上　　創亮(1)

島根

松江南高

ｽﾔﾏ ﾕｳﾄ
陶山　　勇人(2)

島根

大社高

松江南高(島根)

ｾﾉｵ ﾏﾋﾄ

松江商高(島根)

ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾑ

大社高Ａ(島根)

ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ

三成　　玲緒(2)
島根

大社高
ﾏｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ
正木　亮太郎(2)

島根

大社高

大社高Ｃ(島根)

ｵｸｲ ｱﾕﾑ
奥井　　歩夢(2)

島根

大社高
ﾐﾅﾘ ﾚｵ

島根

大社高
ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ
志食　真陽瑠(2)

島根

大社高

大矢　　峻輔(1) 大社高

島根

大社高
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ
坂本　　陽斗(2)

島根

大社高
ﾏﾂﾅｵ ﾂﾊﾞｻ
松直　　　翼(2)

堀　　　汐音(1)
島根

大社高

大社高Ｂ(島根)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ
渡邊　　行陽(2)

ﾉﾂ ﾅｵﾔ
野津　　直哉(1)

島根

大社高
ﾎﾘ ｼｵﾝ

大社高Ｄ(島根)

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
中村　慎太郎(2)

島根

大社高
ｵｵﾔ ｼｭﾝｽｹ 島根

凡例  DNS:欠場



一般高校男子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝　

ｽﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根 － － － － － × × ○ ○ × × ×

1 2 310 陶山　　勇人(2) 大社高 1m95
ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島根 － － － ○ × × ○ ○ × × ×

2 3 309 志食　真陽瑠(2) 大社高 1m90
ﾄﾔｵ ﾕｳｽｹ 島根 － － × ○ × ○ × × ×

3 1 659 鳥屋尾　優介(1) 大社高 1m80
ｶﾓﾄ ﾊﾙﾄｼ 島根 ○ ○ ○ × × ×

4 4 706 嘉本　　悠利(1) 出雲農高 1m75

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m65 2m00

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95



一般高校男子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:00 決　勝

決　勝　

ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 島根 － － － － － － － －

1 5 252 後藤　　達也(2) 松江農高 － － － － ○ － × × × 3m80
ｲﾄｶﾜ ｹﾞﾝｷ 島根 － － － － － － － －

2 3 250 糸川　　元希(2) 松江農高 － － － ○ × ○ － × × × 3m80
ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳｷ 島根 × × ×

1 834 勝部　　凌輝(1) 松江農高 NM
ｸﾓｼﾀ ﾀｶｼ 島根 － － － － － － － －

2 1291 雲下　　　孝(37) 松江市陸協 × × × NM
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 － － － － － － － －

4 312 中村　慎太郎(2) 大社高 － － － － × × × NM

3m30
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m00

3m80

3m10

3m90

3m20

4m00

2m70

3m50

2m80

3m60

2m90

3m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m60

3m40

凡例  NM:記録なし



一般高校男子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ ﾘｸ 島根 5m79 6m48 6m29 6m48
1 1 663 広瀬　　　陸(1) 大社高 +2.6 +2.0 +4.4 +2.0

ﾅｶｵ ｴｲｼﾞ 島根 × × 5m66 5m66
2 4 707 中尾　　英志(1) 出雲農高 +1.8 +1.8

ﾔﾏｼﾞ ｱﾓﾝ 島根 × 5m37 × 5m37
3 5 259 山地　　亜門(2) 松江農高 +2.7 +2.7 *F0

ﾀｺﾞ ｼｮｳﾏ 島根 5m22 5m31 5m23 5m31
4 3 253 田子　　翔馬(2) 松江農高 +1.7 +2.3 +3.4 +2.3 *F1

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝ 島根

2 6 藤原　　　志(2) 出雲商高 DNS

凡例  DNS:欠場 *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高



一般高校男子三段跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｵ ｴｲｼﾞ 島根 × 11m64 11m21 11m64
1 1 707 中尾　　英志(1) 出雲農高 +2.9 +4.0 +2.9 *F0

ｲｿﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根 × × 11m21 11m21
2 3 524 磯田　　圭吾(2) 開星高 +3.1 +3.1 *F0

ｲﾄｳ ｾｲﾒｲ 島根 × × ×
2 525 伊藤　　清明(2) 開星高 NM

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝ 島根

4 6 藤原　　　志(2) 出雲商高 DNS
ﾀｺﾞ ｼｮｳﾏ 島根

5 253 田子　　翔馬(2) 松江農高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F0:公認記録なし



一般高校男子やり投(800g)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ 島根

1 3 1490 山根　　卓也(29) BMAC 48m38 × × 48m38 48m38

ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ 島根

2 2 256 植田　　大貴(2) 松江農高 43m05 44m81 45m29 45m29 45m29

ｻｶﾉ ﾕｳｼﾞ 島根

3 1 628 坂野　　勇次(2) 島根中央高 33m85 36m73 33m78 36m73 36m73



中学女子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:10 決　勝

決　勝　8組

1組 (風:+2.8) 2組 (風:+3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根 ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

1 6 613 門脇　　史華(2) 松江二中 13.21 1 3 827 森吉　　日向(1) 湖南中 14.00
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根 ﾄｸﾐﾂ　ｱﾕﾐ 島根

2 3 821 小川　葉流夏(2) 湖南中 13.21 2 5 5308 徳光　　歩美(2) 三隅中 14.15
ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根 ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 島根

3 4 1731 石倉　珠妃(1) 開星中 13.53 3 4 554 菅江　　埜乃(2) 松江一中 14.20
ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根 ｻｻｷ ﾕｳﾅ 島根

4 8 615 代　　　悠乃(2) 松江二中 13.74 4 6 1156 佐々木　優奈(1) 島大付属中 14.21
ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ 島根 ｵｸﾉ ﾏﾅ 島根

5 5 820 内田　　一花(2) 湖南中 14.10 5 1 523 奥野　　真奈(1) 松江一中 14.25
ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ 島根 ﾌﾙｶﾜﾁｶ 島根

6 1 548 南　　　愛理(2) 松江一中 14.18 6 2 559 古川　　千翔(2) 松江一中 14.32
ﾊﾗ ﾏｵ 島根 ﾊﾗﾀﾞｺﾄ 島根

7 2 618 原　　　茉央(2) 松江二中 14.46 7 8 553 原田　　琴都(2) 松江一中 14.51
ﾀｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 島根 ﾂﾁｴ ｱｽｶ 島根

7 714 田口　　穂華(1) 松江四中 DNS 8 7 625 土江　亜寿香(1) 松江二中 14.59

3組 (風:+4.1) 4組 (風:+4.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄﾊﾝﾅ 島根 ﾁﾖﾀﾞ ｽｽﾞ 島根

1 4 524 松本　　絆那(1) 松江一中 14.25 1 8 712 千代田　　凉(1) 松江四中 14.56
ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根 ｻｲﾄｳ　ﾘﾝ 島根

2 3 713 牧野　　希琴(1) 松江四中 14.26 2 5 5307 齋藤　　　鈴(2) 三隅中 14.57
ｷﾏﾁｶｴ 島根 ｽｷﾞﾀﾆ ｵﾘﾅ 島根

3 8 558 來海　　花英(2) 松江一中 14.64 3 4 549 杉谷　おりな(2) 松江一中 14.59
ｵｵﾊﾗ ﾏｵ 島根 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島根

4 2 515 大原　　麻央(1) 松江一中 14.66 4 3 621 池田　　紗季(1) 松江二中 14.71
ｶﾈｻｶ ｶｲ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島根

5 6 514 金坂　　果依(1) 松江一中 14.74 5 6 751 藤原　　友奈(2) 松江四中 14.83
ｶﾅﾓﾘ ﾋｶﾙ 島根 ｲﾄﾊﾗﾌﾐ 島根

6 5 715 金森　　光琉(1) 松江四中 14.89 6 2 557 糸原　　風実(2) 松江一中 14.88
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 島根 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根

7 7 624 竹内　　結香(1) 松江二中 15.05 7 7 521 渋谷　　美幸(1) 松江一中 15.38

5組 (風:+3.1) 6組 (風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾀ ﾘﾎ 島根 ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾅ 島根

1 8 516 曽田　　梨帆(1) 松江一中 15.03 1 8 622 稲葉　　陽菜(1) 松江二中 15.20
ﾉﾂ ｱﾕﾐ 島根 ﾑｺｳﾑﾗ ﾕﾘ 島根

2 4 627 野津　亜由美(1) 松江二中 15.22 2 6 631 向村　　優李(1) 松江二中 15.20
ﾀｶﾉ ｷｮｳｶ 島根 ｵｵｲｼ ｱﾕｶ 島根

3 3 560 高野　　杏夏(2) 松江一中 15.25 3 3 810 大石　亜結加(1) 湖南中 15.32
ﾅｶﾞｴ ﾕﾗ 島根 ｵｵｲｼ ﾕｳ 島根

4 2 626 永江　　優空(1) 松江二中 15.27 4 7 520 大石　　ゆう(1) 松江一中 15.62
ｱﾀﾞﾁ ｴﾐﾘ 島根 ﾀｵﾅｷﾞｻ 島根

5 7 620 足立　絵美莉(1) 松江二中 15.48 5 2 522 峠　　　凪紗(1) 松江一中 15.62
ｶﾜﾂ ｺﾄﾈ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 島根

6 6 711 河津　　琴音(1) 松江四中 15.50 6 5 551 山本　　楓華(2) 松江一中 15.93
ｱﾗｶﾜ ｴﾐ 島根 ﾊﾔｼ ｱﾕ 島根

7 5 1155 荒川　　笑美(1) 島大付属中 15.92 4 1157 林　　　愛結(1) 島大付属中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:10 決　勝

決　勝　8組

7組 (風:+6.4) 8組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｷ　ｻﾔ 島根 ﾂｴﾀﾞ　ﾊﾅ 島根

1 2 5306 荒木　　咲耶(2) 三隅中 15.30 1 4 5313 杖田　　羽奈(1) 三隅中 15.81
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 島根

2 4 633 渡部　　優菜(1) 松江二中 15.48 2 3 630 松本　　亜未(1) 松江二中 15.91
ﾌｸﾊﾗ　ﾘﾘｶ 島根 ﾔﾏｻｷ ｽｽﾞｶ 島根

3 7 5309 福原　凜々花(2) 三隅中 15.67 3 8 632 山崎　　涼佳(1) 松江二中 16.32
ｲｲｼﾞﾏﾁﾊﾙ 島根 ﾋﾗｶﾜ　ｻｸﾗ 島根

4 3 552 飯島　　千陽(2) 松江一中 15.74 4 2 5312 平川　さくら(1) 三隅中 16.37
ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ 島根 ﾀﾏｷ ｻﾗ 島根

5 5 555 吉岡　　花梨(2) 松江一中 15.79 5 5 750 玉木　　咲良(2) 松江四中 16.59
ｵﾀﾞ ﾅﾅﾐ 島根 ﾓﾘｴ　ﾕｶ 島根

6 8 623 小田　　奈波(1) 松江二中 15.84 6 5310 森江　　友香(2) 三隅中 DNS
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 島根 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 島根

7 6 518 山下　　紗生(1) 松江一中 15.90 7 513 中村　　　茜(1) 松江一中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 12:00 決　勝

決　勝　3組

1組 (風:+3.3) 2組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根 ﾄｸﾐﾂ　ｱﾕﾐ 島根

1 6 613 門脇　　史華(2) 松江二中 27.31 1 4 5308 徳光　　歩美(2) 三隅中 30.09
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根 ﾊﾗﾀﾞｺﾄ 島根

2 3 821 小川　葉流夏(2) 湖南中 28.22 2 3 553 原田　　琴都(2) 松江一中 30.23
ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根 ﾏﾂﾓﾄﾊﾝﾅ 島根

3 5 1731 石倉　珠妃(1) 開星中 28.70 3 6 524 松本　　絆那(1) 松江一中 31.10
ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ 島根 ｵｵﾊﾗ ﾏｵ 島根

4 8 548 南　　　愛理(2) 松江一中 29.96 4 7 515 大原　　麻央(1) 松江一中 31.33
ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根 ｶﾜﾂ ｺﾄﾈ 島根

5 4 713 牧野　　希琴(1) 松江四中 30.26 5 5 711 河津　　琴音(1) 松江四中 31.96
ｵｸﾉ ﾏﾅ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 島根

6 7 523 奥野　　真奈(1) 松江一中 30.44 6 2 633 渡部　　優菜(1) 松江二中 32.14
ﾀｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｴﾐﾘ 島根

2 714 田口　　穂華(1) 松江四中 DNS 7 8 620 足立　絵美莉(1) 松江二中 32.54

3組 (風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾀ ﾘﾎ 島根

1 6 516 曽田　　梨帆(1) 松江一中 32.21
ﾂｴﾀﾞ　ﾊﾅ 島根

2 4 5313 杖田　　羽奈(1) 三隅中 33.40
ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾅ 島根

2 5 622 稲葉　　陽菜(1) 松江二中 33.40
ｱﾗｷ　ｻﾔ 島根

4 8 5306 荒木　　咲耶(2) 三隅中 34.12
ﾋﾗｶﾜ　ｻｸﾗ 島根

5 7 5312 平川　さくら(1) 三隅中 35.41
ﾀｵﾅｷﾞｻ 島根

3 522 峠　　　凪紗(1) 松江一中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:+3.7) 2組 (風:+4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根 ｶﾈｻｶ ｶｲ 島根

1 4 615 代　　　悠乃(2) 松江二中 16.01 1 5 514 金坂　　果依(1) 松江一中 19.71
ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ 島根 ﾀｶﾉ ｷｮｳｶ 島根

2 5 820 内田　　一花(2) 湖南中 17.48 2 7 560 高野　　杏夏(2) 松江一中 19.75
ﾊﾗ ﾏｵ 島根 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根

3 3 618 原　　　茉央(2) 松江二中 18.51 3 4 521 渋谷　　美幸(1) 松江一中 19.96
ﾂﾁｴ ｱｽｶ 島根 ｵﾀﾞ ﾅﾅﾐ 島根

4 8 625 土江　亜寿香(1) 松江二中 18.93 4 8 623 小田　　奈波(1) 松江二中 20.73
ｲﾄﾊﾗﾌﾐ 島根 ｵｵｲｼ ﾕｳ 島根

5 7 557 糸原　　風実(2) 松江一中 19.37 5 6 520 大石　　ゆう(1) 松江一中 20.89
ﾔｽﾀﾞﾏﾅ 島根

6 6 562 安田　　麻夏(2) 松江一中 19.89



中学女子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:30 決　勝

決　勝　2組

1組
1着 55.54 2着 56.50 3着 57.87
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 615 1 820 1 554

2 618 2 821 2 548

3 619 3 827 3 559

4 613 4 810 4 553

4着 58.43 5着 58.51
8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ DNS
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

1 515 1 715 1 (    )

2 524 2 712 2 (    )

3 514 3 713 3 (    )

4 523 4 711 4 (    )

2組
1着 58.20 2着 59.45 3着 59.65
7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 557 1 5313 1 620

2 558 2 5306 2 627

3 560 3 5308 3 626

4 549 4 5307 4 631

4着 1:01.25 5着 1:03.20

5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

1 522 1 562

2 516 2 551

3 521 3 552

4 520 4 555

門脇　　史華(2)
島根

松江二中

ﾊﾗ ﾏｵ

松江二中
ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ
松浦　　寛南(2)

島根
原　　　茉央(2)

松江二中

松江二中Ａ(島根)

ｼﾛ ﾊﾙﾉ
代　　　悠乃(2)

島根

松江二中
島根

島根

湖南中
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根

湖南中(島根)

ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ
内田　　一花(2)

湖南中
島根

湖南中
ｵｵｲｼ ｱﾕｶ
大石　亜結加(1)

島根

湖南中

ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ
森吉　　日向(1)

小川　葉流夏(2)

松江一中Ａ(島根)

ｽｶﾞｴ ﾉﾉ
菅江　　埜乃(2)

島根

松江一中
ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ
南　　　愛理(2)

島根

松江一中
ﾌﾙｶﾜﾁｶ
古川　　千翔(2)

島根

松江一中
ﾊﾗﾀﾞｺﾄ
原田　　琴都(2)

島根

松江一中

松江一中Ｄ(島根)

ｵｵﾊﾗ ﾏｵ

松江四中(島根)

ｶﾅﾓﾘ ﾋｶﾙ

松江二中Ｂ(島根)

ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ

大原　　麻央(1)
島根

松江一中
ﾏﾂﾓﾄﾊﾝﾅ
松本　　絆那(1)

島根

松江一中
ｶﾈｻｶ ｶｲ
金坂　　果依(1)

島根

松江一中
ｵｸﾉ ﾏﾅ
奥野　　真奈(1)

島根

松江一中

金森　　光琉(1)
島根

松江四中
ﾁﾖﾀﾞ ｽｽﾞ
千代田　　凉(1)

島根

松江四中
ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ
牧野　　希琴(1)

島根

松江四中
ｶﾜﾂ ｺﾄﾈ
河津　　琴音(1)

島根

松江四中

松江一中Ｂ(島根)

ｲﾄﾊﾗﾌﾐ
糸原　　風実(2)

島根

松江一中
ｷﾏﾁｶｴ
來海　　花英(2)

島根

松江一中
ﾀｶﾉ ｷｮｳｶ
高野　　杏夏(2)

島根

松江一中
島根

松江一中

三隅中(島根)

ﾂｴﾀﾞ　ﾊﾅ
杖田　　羽奈(1)

ﾄｸﾐﾂ　ｱﾕﾐ
徳光　　歩美(2)

島根

三隅中
ｱﾗｷ　ｻﾔ
荒木　　咲耶(2)

島根

三隅中
島根

三隅中
ｻｲﾄｳ　ﾘﾝ
齋藤　　　鈴(2)

島根

三隅中

松江二中Ｃ(島根)

ｱﾀﾞﾁ ｴﾐﾘ
足立　絵美莉(1)

島根

松江二中
ﾉﾂ ｱﾕﾐ
野津　亜由美(1)

島根

松江二中
ﾅｶﾞｴ ﾕﾗ
永江　　優空(1)

島根

松江二中
ﾑｺｳﾑﾗ ﾕﾘ
向村　　優李(1)

島根

松江二中

松江一中Ｅ(島根)

ﾀｵﾅｷﾞｻ

松江一中Ｃ(島根)

ﾔｽﾀﾞﾏﾅ

ｽｷﾞﾀﾆ ｵﾘﾅ
杉谷　おりな(2)

峠　　　凪紗(1)
島根

松江一中
ｿﾀ ﾘﾎ
曽田　　梨帆(1)

島根

松江一中
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ
渋谷　　美幸(1)

島根

松江一中
ｵｵｲｼ ﾕｳ
大石　　ゆう(1)

島根

松江一中

安田　　麻夏(2)
島根

松江一中
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ
山本　　楓華(2)

島根

松江一中
ｲｲｼﾞﾏﾁﾊﾙ
飯島　　千陽(2)

島根

松江一中
ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ
吉岡　　花梨(2)

島根

松江一中

凡例  DNS:欠場



中学女子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝　

ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○

1 2 621 池田　　紗季(1) 松江二中 × × × 1m40
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 1 624 竹内　　結香(1) 松江二中 1m35
ｶﾅﾓﾘ ﾋｶﾙ 島根 ○ ○ ○ × × ×

3 4 715 金森　　光琉(1) 松江四中 1m15
ｷﾏﾁｶｴ 島根 － × ○ × × ×

4 3 558 來海　　花英(2) 松江一中 1m10

1m40
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m05

1m45



中学女子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾐｼﾏ ﾐｺﾄ 島根 ○ ○ × × ×

1 1 3202 三島　　美詞(2) 海潮中 2m00

2m00 2m10
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m90



中学女子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ 島根 3m92 4m23 × 4m23
1 11 619 松浦　　寛南(2) 松江二中 +3.3 +2.0 +2.0

ｻｻｷ ﾕｳﾅ 島根 4m11 4m01 3m86 4m11
2 14 1156 佐々木　優奈(1) 島大付属中 +2.7 +2.9 +3.0 +2.7 *F0

ﾌﾙｶﾜﾁｶ 島根 × 4m01 3m94 4m01
3 5 559 古川　　千翔(2) 松江一中 +2.4 +1.7 +2.4 *F3

ﾑｺｳﾑﾗ ﾕﾘ 島根 3m54 3m91 3m73 3m91
4 10 631 向村　　優李(1) 松江二中 +4.0 +3.1 +3.7 +3.1 *F0

ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 島根 3m87 3m72 3m43 3m87
5 8 554 菅江　　埜乃(2) 松江一中 +3.3 +4.0 +4.5 +3.3 *F0

ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾘ 島根 3m25 3m65 3m73 3m73
6 7 3203 村上　　愛璃(2) 海潮中 +2.4 +2.7 +3.7 +3.7 *F0

ﾁﾖﾀﾞ ｽｽﾞ 島根 3m60 3m26 × 3m60
7 12 712 千代田　　凉(1) 松江四中 +3.7 +2.8 +3.7 *F0

ﾉﾂ ｱﾕﾐ 島根 × × 3m55 3m55
8 13 627 野津　亜由美(1) 松江二中 +4.2 +4.2 *F0

ﾔﾏｻｷ ｽｽﾞｶ 島根 3m23 3m43 3m41 3m43
9 3 632 山崎　　涼佳(1) 松江二中 +2.7 +3.3 +2.6 +3.3 *F0

ｽｷﾞﾀﾆ ｵﾘﾅ 島根 3m42 3m35 3m27 3m42
10 6 549 杉谷　おりな(2) 松江一中 +3.5 +2.2 +3.4 +3.5 *F0

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 島根 3m27 3m28 × 3m28
11 1 630 松本　　亜未(1) 松江二中 +3.5 +5.1 +5.1 *F0

ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 島根 3m16 3m23 3m11 3m23
12 2 3201 高橋　　奈央(2) 海潮中 +2.6 +5.5 +3.1 +5.5 *F0

ｲｲｼﾞﾏﾁﾊﾙ 島根 2m85 3m21 3m11 3m21
13 15 552 飯島　　千陽(2) 松江一中 +3.0 +2.3 +2.7 +2.3 *F0

ｱﾗｶﾜ ｴﾐ 島根 3m17 2m98 3m17 3m17
14 4 1155 荒川　　笑美(1) 島大付属中 +4.4 +2.8 +1.8 +1.8

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島根

9 751 藤原　　友奈(2) 松江四中 DNS

凡例  DNS:欠場 *F0:公認記録なし *F3:３回目が公認最高



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾋﾅ 島根

1 13 752 佐野　　陽菜(2) 松江四中 8m55 8m56 8m48 8m56 8m56

ﾐｼﾏ ﾐｺﾄ 島根

2 12 3202 三島　　美詞(2) 海潮中 8m04 8m20 8m20 8m20 8m20

ﾅｶﾞｴ ﾕﾗ 島根

3 11 626 永江　　優空(1) 松江二中 7m35 5m78 7m37 7m37 7m37

ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ 島根

4 6 555 吉岡　　花梨(2) 松江一中 6m27 6m66 6m82 6m82 6m82

ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 島根

5 8 518 山下　　紗生(1) 松江一中 × 5m94 6m67 6m67 6m67

ﾔｽﾀﾞﾏﾅ 島根

6 7 562 安田　　麻夏(2) 松江一中 6m65 5m97 6m25 6m65 6m65

ﾀﾏｷ ｻﾗ 島根

7 4 750 玉木　　咲良(2) 松江四中 × 6m33 5m60 6m33 6m33

ｻｲﾄｳ　ﾘﾝ 島根

8 9 5307 齋藤　　　鈴(2) 三隅中 5m89 6m27 5m78 6m27 6m27

ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 島根

9 2 551 山本　　楓華(2) 松江一中 5m37 5m38 × 5m38 5m38

ﾌｸﾊﾗ　ﾘﾘｶ 島根

10 3 5309 福原　凜々花(2) 三隅中 × × 5m33 5m33 5m33

ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ 島根

11 5 629 松田　　　遥(1) 松江二中 5m06 4m88 4m59 5m06 5m06

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 島根

1 513 中村　　　茜(1) 松江一中 DNS
ﾓﾘｴ　ﾕｶ 島根

10 5310 森江　　友香(2) 三隅中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾋﾅ 島根

1 1 752 佐野　　陽菜(2) 松江四中 23m53 24m07 23m80 24m07 24m07



一般・高校・中学女子1500m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾝｼﾞｮｳ　ﾅﾅﾐ 島根

1 5 285 門城　菜々美(2) 松江北高 4:59.66
ﾂｹﾞ　ﾕｷﾊ 島根

2 9 283 柘植　裕季葉(2) 松江北高 4:59.97
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅｴ 島根

3 12 178 福田　　英絵(2) 松江商高 5:02.36
ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｷ 島根

4 13 721 景山　　実樹(1) 松江商高 5:25.28
ﾌﾅｷ ﾅﾅﾐ 島根

5 20 60 舟木　　七海(2) 大東高 5:27.67
ﾐﾔｻﾞｺ ｶｽﾞｷ 島根

6 8 508 宮廻　　和希(2) 松江南高 5:37.04
ﾎｿﾀﾞ ｻｱﾔ 鳥取

7 14 975 細田　　早郁(4) 鳥取大学医学部 5:38.38
ﾐﾔﾊﾗ ｱｲ 島根

8 10 763 宮原　　　愛(1) 大田高 5:38.76
ﾐｼﾏ ｶﾎ 島根

9 21 1732 三島　夏穂(1) 開星中 5:39.75
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｻ 島根

10 15 736 藤原　　里沙(1) 大東高 5:40.80
ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 島根

11 11 617 田村　　りの(2) 松江二中 5:43.69
ｶﾒﾔﾏ ｱｲﾘ 島根

12 17 734 亀山　あいり(1) 大東高 5:49.12
ﾀｹﾀﾞ ｶﾖ 島根

13 1 837 竹田　　佳代(1) 松江農高 6:02.23
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 島根

14 16 819 山本　　真子(1) 湖南中 6:15.39
ﾂﾁｴ ﾘｺ 島根

2 692 土江　　莉子(1) 開星高 DNS
ﾖｺﾃ ｱｲ 島根

3 796 横手　　　愛(1) 島根中央高 DNS
ﾅｶﾞｵｶ　ﾐﾗｲ 島根

4 284 長岡　　実来(2) 松江北高 DNS
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾓﾓｶ 島根

6 824 東條　　百花(2) 湖南中 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅｶ 島根

7 826 松本　　愛歌(2) 湖南中 DNS
ﾌｶﾀﾞ ｱｵｲ 島根

18 628 深田　　蒼依(1) 松江二中 DNS
ﾓﾄﾂﾈ ﾕﾗ 島根

19 814 本常　　友楽(1) 湖南中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:50 決　勝

決　勝　3組

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾉ ｱﾔｶ 島根 ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 島根

1 4 534 日野　　彩夏(2) 開星高 12.97 1 7 771 神田　　早紀(1) 大社高 13.55
ﾅｶﾞｾ ﾉｿﾞﾐ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ 島根

2 5 59 永瀬　　　望(2) 大東高 12.98 2 5 674 松浦　　千春(1) 大社高 13.71
ｱﾗｷ ﾓﾓ 島根 ﾅｶﾑﾗ ｺﾉｶ 島根

3 6 532 荒木　　　桃(2) 開星高 13.27 3 8 677 中村　　好香(1) 平田高 13.80
ﾔｸﾗ ﾕﾒ 島根 ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ 島根

4 2 179 矢倉　　侑芽(2) 松江商高 13.32 4 6 650 吉本　　千夏(1) 松江商高 13.84
ﾔﾏｼﾀ　ﾓﾓｶ 島根 ﾏﾆﾜ ﾓｴﾅ 島根

5 3 286 山下　　桃佳(2) 松江北高 13.41 5 3 332 馬庭　　萌名(2) 大社高 13.92
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾏｷ 島根 ﾂﾎﾞｸﾗ ｱﾔｶ 島根

6 8 673 藤原　　珠稀(1) 大社高 13.55 6 4 679 坪倉　　彩花(1) 松江東高 14.09
ﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ 島根 ｲﾏｵｶ ｸﾐ 島根

7 7 671 端本　　千夏(1) 大社高 13.57 1 691 今岡　　久実(1) 開星高 DNS
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 島根 ﾀﾀﾉ ｻﾗ 島根

8 1 613 伊藤　　彩乃(2) 出雲農高 13.82 2 58 多々納　沙羅(2) 大東高 DNS

3組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 島根

1 1 668 五嶋　　美月(1) 大社高 13.26
ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 島根

2 2 330 松井　　菜摘(2) 大社高 13.65
ｲｼﾊﾗ ｶﾎ 島根

3 5 769 石原　　佳歩(1) 大社高 13.79
ﾀｶﾊﾀ ﾁﾎ 島根

4 8 669 高畑　　知帆(1) 大社高 14.20
ﾉﾂ ﾓﾈﾘ 島根

5 3 760 野津　百恵李(1) 松江東高 14.35
ｶｲﾜｲ ﾘﾘｶ 島根

6 4 731 柏井　李々夏(1) 松江南高 14.43
ﾓﾄｶﾐ ｶｽﾞﾊ 島根

7 7 722 元上　　一葉(1) 松江南高 15.29
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲｶ 島根

6 737 藤本　　愛佳(1) 大東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子200m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 12:20 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:+5.0) 2組 (風:+4.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｸﾗ ﾕﾒ 島根 ﾋﾉ ｱﾔｶ 島根

1 7 179 矢倉　　侑芽(2) 松江商高 27.39 1 4 534 日野　　彩夏(2) 開星高 26.91
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾏｷ 島根 ﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ 島根

2 1 673 藤原　　珠稀(1) 大社高 27.99 2 6 671 端本　　千夏(1) 大社高 27.73
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾎ 島根 ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 島根

3 8 649 桑原　　未歩(1) 松江商高 28.90 3 5 330 松井　　菜摘(2) 大社高 28.10
ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ 島根 ｱﾗｷ ﾓﾓ 島根

4 4 650 吉本　　千夏(1) 松江商高 29.17 4 7 532 荒木　　　桃(2) 開星高 28.22
ｶｲﾜｲ ﾘﾘｶ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ﾅﾂｷ 島根

5 6 731 柏井　李々夏(1) 松江南高 30.75 5 2 325 大國　　那月(2) 大社高 29.20
ﾉﾂ ﾓﾈﾘ 島根 ﾀｶｷ ﾘﾅ 島根

6 2 760 野津　百恵李(1) 松江東高 31.00 6 3 735 高木　　梨菜(1) 大東高 31.36
ｺｳﾀ ﾐﾕ 島根 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲ 島根

3 326 幸田　　未夢(2) 大社高 DNS 1 632 藤本　　　愛(2) 島根中央高 DNS
ﾅｶﾞｾ ﾉｿﾞﾐ 島根 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 島根

5 59 永瀬　　　望(2) 大東高 DNS 8 328 長﨑　さゆり(2) 大社高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子400m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島根

1 4 693 渡部　　鈴夏(1) 開星高 1:04.13
ｲｯｾ ﾎﾉｶ 島根

2 5 175 一瀨　帆乃華(2) 松江商高 1:06.58
ﾐﾔｻﾞｺ ｶｽﾞｷ 島根

3 3 508 宮廻　　和希(2) 松江南高 1:10.82
ﾖﾈｴ ﾕｳﾘ 島根

4 6 865 米江　　結理(1) 出雲商高 1:11.79



一般高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:40 決　勝

決　勝　

(風:+3.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 島根

1 5 613 伊藤　　彩乃(2) 出雲農高 17.83
ﾅｶﾑﾗ ｺﾉｶ 島根

2 3 677 中村　　好香(1) 平田高 18.11
ﾓﾄｶﾐ ｶｽﾞﾊ 島根

3 6 722 元上　　一葉(1) 松江南高 18.84
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾎ 島根

4 649 桑原　　未歩(1) 松江商高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:50 決　勝

決　勝　

1着 49.81 2着 51.96 3着 52.50
7ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 150 1 674 1 331

2 148 2 671 2 771

3 29 3 673 3 666

4 146 4 668 4 326

4着 52.82 5着 54.15
8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

1 650 1 332

2 179 2 325

3 175 3 769

4 649 4 330

ｲｼﾊﾗ ｶﾎ
石原　　佳歩(1)

島根

大社高
ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ
松井　　菜摘(2)

島根

大社高

馬庭　　萌名(2)
島根

大社高
ｵｵｸﾞﾆ ﾅﾂｷ
大國　　那月(2)

島根

大社高
ｲｯｾ ﾎﾉｶ
一瀨　帆乃華(2)

島根

松江商高
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾎ
桑原　　未歩(1)

島根

松江商高

吉本　　千夏(1)
島根

松江商高
ﾔｸﾗ ﾕﾒ
矢倉　　侑芽(2)

島根

松江商高

ｺｳﾀ ﾐﾕ
幸田　　未夢(2)

島根

大社高

松江商高(島根)

ﾖｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ

大社高Ａ(島根)

ﾏﾆﾜ ﾓｴﾅ

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ
宮崎　　　望(1)

神田　　早紀(1)
島根

大社高
ｲﾄｳ ﾏﾅ
伊藤　　愛菜(1)

島根

大社高

大社高Ｂ(島根)

ﾏﾂｳﾗ ﾏﾎ
松浦　　真歩(2)

島根

大社高
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ

島根

大社高
ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾞｷ
五嶋　　美月(1)

島根

大社高

島根

大社高
ﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾂ
端本　　千夏(1)

島根

大社高

鳥取

境高

大社高Ｃ(島根)

ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ
松浦　　千春(1)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾏｷ
藤原　　珠稀(1)

西小野　莉子(1)
鳥取

境高
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ
和泉　　優里(2)

鳥取

境高

境高(鳥取)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ
渡邉　　佳穏(1)

鳥取

境高
ﾆｼｵﾉ ﾘｺ



一般高校女子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝　

ｲﾄｳ ﾏﾅ 島根 ○ ○ ○ × × ×

1 1 666 伊藤　　愛菜(1) 大社高 1m50

1m45 1m50 1m55
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40



一般高校女子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:00 決　勝

決　勝　

ｺｳﾀ ﾐﾕ 島根 － － － － － － － × ○

1 3 326 幸田　　未夢(2) 大社高 － × × ○ － × ○ × × × 3m40 HPR
ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 島根 － － － ○ ○ ○ ○ × ○

2 2 668 五嶋　　美月(1) 大社高 × × × 3m00
ｱｻｷ ｼｮｳｺ 島根 × × ○ × × ○ × × ×

3 1 836 朝木　　翔子(1) 松江農高 2m40

ｺﾒﾝﾄ
2m70

3m50

2m80 2m90 3m00
記録

2m40

3m20

2m50

3m30

2m60

3m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m30

3m10

凡例  HPR:島根県高校記録



一般高校女子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾋﾅ 島根 × 4m23 4m76 4m76
1 3 162 木村　　日薫(2) 平田高 +2.5 +2.1 +2.1 *F0

ﾂﾎﾞｸﾗ ｱﾔｶ 島根 4m62 4m69 4m56 4m69
2 5 679 坪倉　　彩花(1) 松江東高 +2.3 +4.2 +2.1 +4.2 *F0

ｸﾗﾊｼ ｻｷ 島根 × 4m37 4m41 4m41
3 1 863 倉橋　　早輝(1) 出雲商高 +3.4 +4.3 +4.3 *F0

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾐ 島根 × 3m98 3m93 3m98
4 4 782 水谷　　　文(1) 平田高 +2.1 +2.0 +2.1 *F3

ｲｼﾀﾞ ﾐｶ 島根 × × ×
2 862 石田　　美翔(1) 出雲商高 NM

凡例  NM:記録なし *F0:公認記録なし *F3:３回目が公認最高



一般高校女子三段跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾋﾅ 島根 9m89 10m12 9m74 10m12
1 1 162 木村　　日薫(2) 平田高 +3.5 +4.3 +3.8 +4.3 *F0

ﾏﾆﾜ ﾓｴﾅ 島根 9m58 9m92 × 9m92
2 2 332 馬庭　　萌名(2) 大社高 +2.8 +3.4 +3.4 *F0

ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 島根 9m44 9m71 × 9m71
3 3 163 田中　　美有(2) 平田高 +3.7 +3.4 +3.4 *F0

凡例  *F0:公認記録なし



一般高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ 島根

1 5 535 吉岡　　杏莉(2) 開星高 7m94 8m06 7m74 8m06 8m06

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｶﾘ 島根

2 4 176 門脇　あかり(2) 松江商高 6m74 × 6m88 6m88 6m88

ﾌｸﾏ ﾁﾋﾛ 島根

3 3 795 福間　　知優(1) 島根中央高 6m43 6m76 6m51 6m76 6m76

ｿﾉﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島根

4 1 864 園山　　瑞稀(1) 出雲商高 6m47 6m62 6m34 6m62 6m62

ﾀﾈ ﾕﾂﾞｷ 島根

5 2 778 多根　　悠月(1) 大東高 4m87 3m36 5m92 5m92 5m92



一般高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｼｵ ﾕｲｶ 島根

1 2 667 牛尾　　結香(1) 大社高 25m84 32m29 35m49 35m49 35m49

ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ 島根

2 1 535 吉岡　　杏莉(2) 開星高 27m51 27m87 × 27m87 27m87



一般高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｳﾗ ﾏﾎ 島根

1 5 331 松浦　　真歩(2) 大社高 × 28m13 27m40 28m13 28m13

ﾖｼｵｶ ｱﾝﾘ 島根

2 3 535 吉岡　　杏莉(2) 開星高 28m02 25m12 27m84 28m02 28m02

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 島根

3 4 386 小林　　もえ(2) 松江市立女子高 24m79 × × 24m79 24m79

ｵｸﾞﾛ ｴﾘﾅ 島根

4 2 770 小黒　絵梨奈(1) 大社高 × 22m30 × 22m30 22m30

ﾌｸﾏ ﾁﾋﾛ 島根

5 1 795 福間　　知優(1) 島根中央高 13m42 12m78 × 13m42 13m42



一般高校女子やり投(600g)
審 判 長：上田　健一

記録主任：山藤　泰俊

10月27日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 島根

1 3 163 田中　　美有(2) 平田高 26m78 28m94 27m86 28m94 28m94

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲｶ 島根

2 4 737 藤本　　愛佳(1) 大東高 27m53 26m65 28m28 28m28 28m28

ﾊﾙｷ　ｶﾚﾝ 島根

3 2 899 春木　　夏蓮(1) 松江南高 26m12 × 27m75 27m75 27m75

ﾀﾀﾉ ｻﾗ 島根

4 1 58 多々納　沙羅(2) 大東高 × 19m98 16m17 19m98 19m98


