
一般・高校男子5000m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 10:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 島根

1 2 708 西原　　大貴 自衛隊米子 16:16.09

ﾖｼｵｶ　ｶｽﾞﾔ 島根

1 1151 吉岡　　和哉 松江陸上クラブ DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



男子3000m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　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

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根 ｳｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 島根

1 30 2134 門脇　　孟毅(2) 河南中 10:02.20 1 16 377 上田　　陽向(3) 出雲工高 8:58.47
ｻﾄｳ ｾｲ 島根 ｲﾄｳ ｱｵｲ 島根

2 23 2427 佐藤　　　成(2) 向陽中 10:03.10 2 26 393 伊藤　　蒼唯(1) 出雲工高 9:02.96
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根 ｵｶ ﾀﾞｲｷ 島根

3 22 2138 伊藤　　凪沙(2) 河南中 10:04.37 3 29 378 岡　　　大輝(3) 出雲工高 9:09.43
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根 ｺﾀﾞｷ ﾐｸﾄ 島根

4 19 2420 松浦　　悠太(3) 向陽中 10:11.48 4 28 381 小瀧　未久登(3) 出雲工高 9:12.25
ﾐｼﾏ ｹｲﾄ 島根 ｽﾔﾏ ﾃﾙﾌﾐ 島根

5 12 395 三嶋　　慧斗(1) 出雲工高 10:12.60 5 2 382 陶山　　輝文(3) 出雲工高 9:14.53
ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ 島根 ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 島根

6 18 2515 藤間　　慶士(3) 大社中 10:25.14 6 6 628 尾林　　恒星(1) 平田高 9:16.92
ｽﾐ ｺｳﾀ 島根 ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ 島根

7 15 2071 角　　　航太(3) 出雲三中 10:25.60 7 27 387 阿食　　亮太(2) 出雲工高 9:18.78
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 島根 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 島根

8 25 1913 杉原　　和真(2) 出雲二中 10:26.24 8 7 1500 永井　　　雄 雲南市陸協 9:27.17
ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 島根

9 16 2428 長廻　　舜也(2) 向陽中 10:29.01 9 23 390 田部　　智暉(2) 出雲工高 9:28.73
ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根 ﾔﾀ ｾｲﾄ 島根

10 1 2224 曽田　　大翔(3) 浜山中 10:32.91 10 14 396 矢田　　聖都(1) 出雲工高 9:28.91
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾏｷﾊﾗ ﾀﾂﾔ 島根

11 27 637 藤原　　隆星(1) 出雲工高 10:39.70 11 19 394 槇原　　樹弥(1) 出雲工高 9:29.06
ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根 ﾖﾈﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 島根

12 20 2013 那須　　飛成(2) 出雲三中 10:44.17 12 15 385 米山　　哲平(3) 出雲工高 9:37.48
ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ 島根 ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 島根

13 21 2355 多納　　　輝(2) 平田中 10:49.38 13 25 391 長田　　大和(2) 出雲工高 9:39.02
ﾓﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根 ｱｻﾊﾗ ｺｳ 島根

14 28 1558 持田　　貴大 島根AC 10:50.11 14 3 386 淺原　　来羽(2) 出雲工高 9:42.18
ﾀﾊﾗ ﾕｲﾄ 島根 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀ 島根

15 8 2136 田原　　結翔(2) 河南中 10:52.42 15 11 632 福島　　康太(1) 平田高 9:47.06
ﾀｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 島根 ﾋﾗｵｶ ﾅﾅﾄ 島根

16 5 2058 竹下　　　元(3) 出雲三中 10:54.35 16 22 41 平岡　　七斗(1) 明誠高 9:48.02
ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 ｱｵｷ ﾖｳｾｲ 島根

17 9 2015 羽根田　悠生(2) 出雲三中 10:59.52 17 5 114 青木　　陽生(3) 平田高 9:48.80
ﾏﾂｲ ﾐｵ 島根 ﾌﾉ ﾏｻﾔ 島根

18 26 2055 松井　　海央(3) 出雲三中 11:03.08 18 9 633 布野　　雅也(1) 平田高 9:51.18
ｶﾅﾓﾘ ｷｮｳｽｹ 島根 ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根

19 4 2325 金森　　京介(3) 平田中 11:09.26 19 8 2517 永島　　和心(3) 大社中 9:55.32
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 島根 ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ 島根

20 7 2419 足立　　琉季(3) 向陽中 11:09.46 20 10 631 志食　　隆希(1) 平田高 10:02.39

ﾂｶﾀﾞ ﾌｳﾔ 島根 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 島根

21 11 5727 塚田　　楓也(3) 川本中 11:15.08 21 24 392 西尾　　佑葵(2) 出雲工高 10:08.31

ｵｵﾉ ﾐｽﾞｷ 島根 ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根

22 24 2056 大野　　瑞祈(3) 出雲三中 11:23.12 22 4 2072 出川　　育夢(3) 出雲三中 10:12.41

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根

23 17 2353 原　　駿太朗(3) 平田中 11:24.34 23 30 634 三上　　純平(1) 平田高 10:16.42

ﾌｸﾀﾞ　ﾄﾓﾉﾘ 島根 ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

24 13 2354 福田　　知徳(3) 平田中 11:39.60 24 18 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲三中 10:18.45

ｶﾜﾑﾗ　ﾊﾙﾄ 島根 ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根

25 10 2334 河村　　晴夢(2) 平田中 11:42.12 25 12 1947 川本　　　周(3) 出雲二中 10:19.63

ﾖﾈｴ ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾖｼｵｶ　ｶｽﾞﾔ 島根

26 3 2074 米江　　　翼(3) 出雲三中 11:55.29 26 21 1151 吉岡　　和哉 松江陸上クラブ 10:26.86

ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 島根

2 3917 倉橋　　宏輔(3) 大田一中 DNS 27 17 383 恒松　晃太朗(3) 出雲工高 10:29.11

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 島根 ﾅｵﾗ ｾｲﾔ 島根

6 2129 渡邊　　晃晴(3) 河南中 DNS 28 1 116 直良　　聖也(2) 平田高 10:37.78

ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 島根 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 島根

14 2065 森山　　颯汰(3) 出雲三中 DNS 13 389 清水　　翔太(2) 出雲工高 DNS
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ 島根

29 2027 原田　　叶海(2) 出雲三中 DNS 20 397 米山　　光輝(1) 出雲工高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子3000m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 島根

1 377 上田　　陽向(3) 出雲工高 8:58.47
ｲﾄｳ ｱｵｲ 島根

2 393 伊藤　　蒼唯(1) 出雲工高 9:02.96
ｵｶ ﾀﾞｲｷ 島根

3 378 岡　　　大輝(3) 出雲工高 9:09.43
ｺﾀﾞｷ ﾐｸﾄ 島根

4 381 小瀧　未久登(3) 出雲工高 9:12.25
ｽﾔﾏ ﾃﾙﾌﾐ 島根

5 382 陶山　　輝文(3) 出雲工高 9:14.53
ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 島根

6 0 尾林　　恒星(1) 平田高 9:16.92
ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ 島根

7 387 阿食　　亮太(2) 出雲工高 9:18.78
ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 島根

8 1500 永井　　　雄 雲南市陸協 9:27.17

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+1.1)

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

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島根 ｵﾑﾗ　ﾘｸ 島根

1 5 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲三中 11.41 1 6 2340 小村　　凌久(2) 平田中 11.94
ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根 ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根

2 4 2413 坂本　　千斗(3) 向陽中 11.63 2 5 1941 三島　　聡太(3) 出雲二中 11.95
ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ 島根

3 6 2123 佐々木　　輝(3) 河南中 11.73 3 7 2324 山本　　飛湧(3) 平田中 12.14
ｶﾝ ﾕｳｷ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根

4 7 1943 管　　　優希(3) 出雲二中 11.89 4 2 2226 川上　　哲宗(3) 浜山中 12.25
ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 島根

5 2 3916 吉岡　　敬多(3) 大田一中 12.08 5 8 1945 宮嵜　　夢太(3) 出雲二中 12.26
ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根

6 3 2064 三原　　陸蒼(3) 出雲三中 12.27 6 4 3920 松原　　朋希(3) 大田一中 12.36
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島根 ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

7 1 2701 佐々木　優斗(3) 斐川西中 12.32 7 9 1938 森木　　大翔(3) 出雲二中 12.51
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭｱ 島根 ｵｶ ﾋﾛﾄ 島根

8 2329 池田　　樹鳥(3) 平田中 DNS 8 3 2323 岡　　　大翔(3) 平田中 12.86
ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島根

9 3787 藤原　　琉成(2) 仁多中 DNS 1 2514 土江　　真翔(3) 大社中 DNS

3組 (風:+1.6) 4組 (風:+2.2)

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

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根 ｴｽﾐ ﾘｸ 島根

1 6 1828 武永　　　廉(3) 出雲一中 12.15 1 2 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 12.21
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

2 3 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 12.19 2 8 2124 外野　　晴琉(3) 河南中 12.39
ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 島根 ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根

3 7 2327 樋野　　翔太(3) 平田中 12.36 3 3 1914 日野　　風舞(2) 出雲二中 12.41
ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根 ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 島根

4 5 2414 田中　　　陸(3) 向陽中 12.48 4 4 1939 寺本　　颯哉(3) 出雲二中 12.45
ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 島根 ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根

5 1 2077 吉川　　聖隼(3) 出雲三中 12.49 5 5 3923 畑野　　颯太(2) 大田一中 12.47
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ 島根

6 4 3790 宇田川　優心(2) 仁多中 12.65 6 1 1911 高島　　賢三(3) 出雲二中 12.61
ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ 島根

7 9 2075 内藤　　　海(3) 出雲三中 12.71 7 6 3922 恒松　　奏太(3) 大田一中 12.63
ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島　根 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

8 2 2411 多久和　日向(3) 向陽中 12.85 8 9 2143 布野　新太郎(2) 河南中 12.70
ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 島根 ﾕｽﾞﾘﾊ　ﾘｸﾄ 島根

9 8 5729 中島　　総太(3) 川本中 12.96 9 7 3788 杠　　　陸斗(2) 仁多中 12.90

5組 (風:+0.7) 6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

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

1 2 2045 永田　　裕暉(2) 出雲三中 12.50 1 9 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 12.43
ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ 島根 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根

2 8 2122 奥谷　　和生(3) 河南中 12.69 2 5 2026 中島　　晶翔(2) 出雲三中 12.50
ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根 ﾅｶﾞｻｷ ﾀｹﾐ 島根

3 1 3921 熱田　　夢空(3) 大田一中 12.72 3 3 2416 長﨑　　武美(3) 向陽中 12.66
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ 島根 ﾋﾗﾀ ﾖｳ 島根

4 5 1830 藤澤　　和睦(3) 出雲一中 12.73 4 2 2125 平田　　　瑶(3) 河南中 12.76
ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島根

5 9 2142 藤原　　想太(2) 河南中 12.75 5 8 2229 福田　　稜真(3) 浜山中 13.40
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根 ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根

6 6 2009 原田　　律紀(2) 出雲三中 12.81 1 2426 土江　　大輝(2) 向陽中 DNS
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ 島根 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 島根

7 7 2007 松浦　　　宝(2) 出雲三中 12.82 4 3919 岩崎　　翔太(3) 大田一中 DNS
ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 島根 ｿﾀ ﾀﾞｲｷ 島根

8 3 5726 泉　　　隼斗(3) 川本中 13.17 6 2328 曽田　　大貴(3) 平田中 DNS
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根 ｸﾗﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 島根

4 2126 増原　　永人(3) 河南中 DNS 7 2070 倉橋　　翔平(3) 出雲三中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:+0.1) 8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

ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根 ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 島根

1 4 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲三中 12.86 1 1 2225 出羽　　陽貴(3) 浜山中 12.83
ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾋ 島根 ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根

2 8 3914 竹下　　春日(3) 大田一中 13.04 2 4 2224 曽田　　大翔(3) 浜山中 12.87
ｱﾏﾉ ｶﾞｸ 島根 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 島根

3 9 1815 天野　　　岳(2) 出雲一中 13.24 3 6 2326 松浦　　航汰(3) 平田中 12.98
ﾋﾉ ｷﾖﾀｶ 島根 ﾀﾏｷ ﾊﾔﾃ 島根

4 1 2242 日野　　晴天(2) 浜山中 13.25 4 2 2360 玉木　　　颯(3) 平田中 13.03
ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 島根

5 5 2235 曽田　　凰靖(2) 浜山中 13.36 5 7 1814 渡邊　　泰斗(2) 出雲一中 13.13
ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ 島根 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

6 2 2703 井谷　　太一(3) 斐川西中 13.52 6 8 2127 三原　　友大(3) 河南中 13.19
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

7 3 2228 松﨑　　智也(3) 浜山中 13.52 7 5 1819 森山　　暖叶(2) 出雲一中 13.20
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 島根 ﾀｶﾀ ｱｲﾙ 島根

8 6 2230 安田　　博人(3) 浜山中 13.73 8 3 2707 高田　　愛琉(3) 斐川西中 13.25
ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 島根 ｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ 島根

7 2344 加納　　朋也(2) 平田中 DNS 9 9 5752 伊藤　　昌直(2) 川本中 13.48

9組 (風:+3.3) 10組 (風:+3.2)

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

ｲﾀﾞ ﾆｺﾗｽ 島根 ｿﾈ ﾄｵﾏ 島根

1 6 1936 イダニコラス(3) 出雲二中 12.61 1 4 2232 曽根　　大磨(3) 浜山中 12.88
ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根

2 4 1827 妹尾　歩佑人(3) 出雲一中 13.01 2 8 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲三中 13.19
ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 島根 ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根

3 3 2135 高見　　京依(2) 河南中 13.05 3 7 1918 吉木　　郁矢(2) 出雲二中 13.24
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ 島根 ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 島根

4 5 2141 今岡　　幸己(2) 河南中 13.14 4 3 2713 福間　　武優(2) 斐川西中 13.25
ｸﾗﾂｶ ﾘｸ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根

5 1 2139 倉塚　　　陸(2) 河南中 13.17 5 2 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽中 13.42
ﾔﾏﾄ　ﾊｸｳ 島根 ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根

6 2 3784 山砥　　白優(3) 仁多中 13.91 6 5 2220 大野　　海知(3) 浜山中 13.56
ｱﾂﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 島根

7 8 2356 熱田　　陽大(3) 平田中 14.04 7 9 2424 佐藤　　秀磨(2) 向陽中 13.57
ｺｳﾉ ﾄﾜ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

7 2357 幸野　　斗和(3) 平田中 DNS 1 5751 安部　　晄生(2) 川本中 DNS
ｼﾝﾓﾘ ﾀｲｾｲ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根

9 1832 新森　　大世(2) 出雲一中 DNS 6 2134 門脇　　孟毅(2) 河南中 DNS

11組 (風:+3.2) 12組 (風:+3.2)

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

ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

1 7 2418 森脇　　大貴(3) 向陽中 12.72 1 8 2016 城　　　力斗(2) 出雲三中 13.19
ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ 島根 ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ 島根

2 5 2333 大福　　煌芽(2) 平田中 13.43 2 9 2531 磯田　　朔冶(2) 大社中 13.19
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

3 9 2706 北村　　裕仁(3) 斐川西中 13.54 3 1 2533 永見　　侑大(2) 大社中 13.52
ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ 島根 ﾀﾏｷ ﾘｮｳｼｭﾝ 島根

4 1 2238 南場　　翔太(2) 浜山中 13.59 4 4 2415 玉木　　涼舜(3) 向陽中 13.53
ﾔﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根 ﾋﾉ ﾀﾂｷ 島根

5 6 2362 矢田　　健人(3) 平田中 13.67 5 7 2417 日野　　達貴(3) 向陽中 13.59
ﾊﾀ ﾐﾂｷ 島根 ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根

6 2 1940 秦　　美月祈(3) 出雲二中 13.83 6 6 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽中 13.67
ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾝ 島根 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 島根

7 8 5730 三上　　純真(3) 川本中 13.96 7 2 2361 山根　　一真(3) 平田中 13.82
ｳﾁﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 島根 ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根

8 4 3779 内田　　航平(3) 仁多中 14.23 8 5 2711 小村　　健晴(2) 斐川西中 13.89
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 島根

3 1818 山本　　昌紀(2) 出雲一中 DNS 9 3 2222 清水　　鉄平(3) 浜山中 14.16

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:+2.1) 14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

ｲﾏｵｶ ﾋﾄｼ 島根 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 島根

1 5 2412 今岡　　仁志(3) 向陽中 13.21 1 8 2536 木下　　陽希(2) 大社中 13.62
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ 島根 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根

2 4 2022 東原　　　舜(2) 出雲三中 13.43 2 6 2712 岸　　　誠瑛(2) 斐川西中 13.70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 島根 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 島根

3 1 5755 渡邊　　航貴(2) 川本中 13.74 3 1 2221 北村　　　允(3) 浜山中 13.79
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛﾄ 島根

4 2 2223 杉本　　　海(3) 浜山中 13.76 4 7 2021 髙原　　宏斗(2) 出雲三中 13.87
ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 島根 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 島根

5 9 1813 岡元　　　翔(2) 出雲一中 13.76 5 9 2240 打田　　直輝(2) 浜山中 14.15
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ 島根 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 島根

6 3 2237 春日　　悠利(2) 浜山中 13.97 6 2 2012 岡田　　　歩(2) 出雲三中 14.21
ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾕｳﾏ 島根 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根

7 8 3786 藤原　　悠真(2) 仁多中 14.13 7 4 2705 陰山　　湧登(3) 斐川西中 14.31
ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根 ｲﾜﾀ ﾖｳｽｹ 島根

6 2236 桑原　　弘輝(2) 浜山中 DNS 8 5 2704 岩田　　陽祐(3) 斐川西中 14.46
ｲｼﾊﾗ　ﾊﾔﾄ 島根 ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 島根

7 3789 石原　　颯人(2) 仁多中 DNS 9 3 2043 矢野　　龍唯(2) 出雲三中 14.50

15組 (風:+2.4) 16組 (風:0.0)

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

ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ 島根 ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根

1 1 2532 浦部　　　輝(2) 大社中 13.89 1 3 1826 佐々木　一哲(3) 出雲一中 13.76
ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 島根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

2 6 1812 高見　　　基(2) 出雲一中 14.06 2 1 1816 栗原　　卓也(2) 出雲一中 13.78
ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 島根 ｸﾘﾀ ｺｳｷ 島根

3 4 2241 安達　　　翼(2) 浜山中 14.39 3 2 1920 クリタコウキ(2) 出雲二中 13.82
ﾕﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 島根 ｲﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀﾛｳ 島根

4 9 2029 湯原　　健太(2) 出雲三中 14.57 4 9 1829 稲村　信太郎(3) 出雲一中 14.60
ｺｳﾑﾗ ｵﾄﾊ 島根 ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ 島根

5 3 2024 幸村　　音羽(2) 出雲三中 14.76 5 7 2348 大塚　　汐茉(2) 平田中 14.78
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｷ 島根 ｲｲﾀﾞ ｺｺﾛ 島根

6 7 2709 中島　　涼希(3) 斐川西中 14.85 6 5 5721 飯田　　　心(3) 川本中 15.21
ﾔﾅｲ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾔｸﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

7 8 2239 矢内　　輝大(2) 浜山中 14.99 7 4 1915 矢倉　　琉生(2) 出雲二中 15.43
ﾀｶｻｺﾞ ｺｳｶﾞ 島根 ﾋﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 島根

8 5 2359 高砂　　昂河(3) 平田中 15.01 8 6 5753 日野山　竜矢(2) 川本中 15.44
ﾀﾏｷ ﾊﾙﾔ 島根 ｳﾁﾀﾞ ｿﾗ 島根

2 2708 玉木　　遥也(3) 斐川西中 DNS 9 8 2019 内田　　空良(2) 出雲三中 18.38

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島根

1 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲三中 11.41 +2.0
ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

2 2413 坂本　　千斗(3) 向陽中 11.63 +2.0
ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根

3 2123 佐々木　　輝(3) 河南中 11.73 +2.0
ｶﾝ ﾕｳｷ 島根

4 1943 管　　　優希(3) 出雲二中 11.89 +2.0
ｵﾑﾗ　ﾘｸ 島根

5 2340 小村　　凌久(2) 平田中 11.94 +1.1
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根

6 1941 三島　　聡太(3) 出雲二中 11.95 +1.1
ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根

7 3916 吉岡　　敬多(3) 大田一中 12.08 +2.0
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ 島根

8 2324 山本　　飛湧(3) 平田中 12.14 +1.1

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+2.8)

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

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

1 5 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲三中 23.04 1 5 2413 坂本　　千斗(3) 向陽中 24.64
ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根

2 4 2123 佐々木　　輝(3) 河南中 24.38 2 7 2226 川上　　哲宗(3) 浜山中 25.14
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根

3 6 1941 三島　　聡太(3) 出雲二中 24.55 3 9 2045 永田　　裕暉(2) 出雲三中 25.35
ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島根

4 1 3916 吉岡　　敬多(3) 大田一中 25.03 4 4 2701 佐々木　優斗(3) 斐川西中 25.55
ｵﾑﾗ　ﾘｸ 島根 ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

5 9 2340 小村　　凌久(2) 平田中 25.14 5 8 2414 田中　　　陸(3) 向陽中 25.74
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ 島根 ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根

6 2 2324 山本　　飛湧(3) 平田中 25.54 6 2 3923 畑野　　颯太(2) 大田一中 26.04
ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 島根 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根

7 3 2077 吉川　　聖隼(3) 出雲三中 25.55 7 6 3790 宇田川　優心(2) 仁多中 26.57
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根

8 8 2510 石田　　優太(3) 大社中 25.83 8 3 2009 原田　　律紀(2) 出雲三中 26.70
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭｱ 島根 ﾕｽﾞﾘﾊ　ﾘｸﾄ 島根

7 2329 池田　　樹鳥(3) 平田中 DNS 9 1 3788 杠　　　陸斗(2) 仁多中 27.10

3組 (風:+3.9) 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

ｴｽﾐ ﾘｸ 島根 ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

1 4 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 25.66 1 9 1828 武永　　　廉(3) 出雲一中 24.76
ｿﾈ ﾄｵﾏ 島根 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ 島根

2 8 2232 曽根　　大磨(3) 浜山中 27.15 2 2 1911 高島　　賢三(3) 出雲二中 26.98
ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 島根 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根

3 2 2713 福間　　武優(2) 斐川西中 27.52 3 4 2223 杉本　　　海(3) 浜山中 28.25
ｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ 島根 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ 島根

4 5 5752 伊藤　　昌直(2) 川本中 27.85 4 6 2706 北村　　裕仁(3) 斐川西中 28.52
ｱﾂﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 島根

5 9 2356 熱田　　陽大(3) 平田中 28.87 5 3 2361 山根　　一真(3) 平田中 28.61
ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 島根

6 3 2222 清水　　鉄平(3) 浜山中 29.73 6 7 5755 渡邊　　航貴(2) 川本中 29.37
ｵｶ ﾋﾛﾄ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾕｳﾏ 島根

6 2323 岡　　　大翔(3) 平田中 DNS 7 8 3786 藤原　　悠真(2) 仁多中 29.64
ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根 ﾋﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 島根

7 2426 土江　　大輝(2) 向陽中 DNS 8 5 5753 日野山　竜矢(2) 川本中 31.81

5組 (風:+1.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｻｷ ﾀｹﾐ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島根

1 3 2416 長﨑　　武美(3) 向陽中 26.23 1 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲三中 23.04 +1.7
ｲﾀﾞ ﾆｺﾗｽ 島根 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根

2 2 1936 イダニコラス(3) 出雲二中 26.52 2 2123 佐々木　　輝(3) 河南中 24.38 +1.7
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島根 ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根

3 5 2229 福田　　稜真(3) 浜山中 27.72 3 1941 三島　　聡太(3) 出雲二中 24.55 +1.7
ﾔﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

4 8 2362 矢田　　健人(3) 平田中 29.24 4 2413 坂本　　千斗(3) 向陽中 24.64 +2.8
ﾀｶｻｺﾞ ｺｳｶﾞ 島根 ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

5 7 2359 高砂　　昂河(3) 平田中 30.70 5 1828 武永　　　廉(3) 出雲一中 24.76 +4.1
ｺｳﾉ ﾄﾜ 島根 ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根

4 2357 幸野　　斗和(3) 平田中 DNS 6 3916 吉岡　　敬多(3) 大田一中 25.03 +1.7
ｿﾀ ﾀﾞｲｷ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根

6 2328 曽田　　大貴(3) 平田中 DNS 7 2226 川上　　哲宗(3) 浜山中 25.14 +2.8
ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｷ 島根 ｵﾑﾗ　ﾘｸ 島根

9 2236 桑原　　弘輝(2) 浜山中 DNS 7 2340 小村　　凌久(2) 平田中 25.14 +1.7

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

1 16 1826 佐々木　一哲(3) 出雲一中 4:40.07 1 4 5751 安部　　晄生(2) 川本中 4:49.57
ﾀﾊﾗ ﾕｲﾄ 島根 ｽﾐ ｺｳﾀ 島根

2 8 2136 田原　　結翔(2) 河南中 5:15.42 2 5 2071 角　　　航太(3) 出雲三中 4:49.69
ﾋｷﾉ ﾂｶｻ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 島根

3 17 2534 引野　　　宰(2) 大社中 5:15.58 3 8 1913 杉原　　和真(2) 出雲二中 4:51.38
ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 島根 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

4 12 2240 打田　　直輝(2) 浜山中 5:17.64 4 3 2535 三原　　拓也(2) 大社中 4:51.76
ｵｶﾓﾄ ﾏﾋﾛ 島根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

5 9 5531 岡本　　真大(2) 金城中 5:26.58 5 7 1816 栗原　　卓也(2) 出雲一中 4:53.24
ｶﾜﾑﾗ　ﾊﾙﾄ 島根 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 島根

6 19 2334 河村　　晴夢(2) 平田中 5:27.87 6 12 2221 北村　　　允(3) 浜山中 4:59.23
ｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 島根 ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根

7 2 2530 和泉　　海音(2) 大社中 5:31.77 7 10 2428 長廻　　舜也(2) 向陽中 5:04.01
ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 島根 ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ 島根

8 15 2132 桑原　　寛明(2) 河南中 5:32.45 8 9 2355 多納　　　輝(2) 平田中 5:05.62
ﾖﾈｴ ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾖｼﾉ ﾎｸﾄ 島根

9 14 2074 米江　　　翼(3) 出雲三中 5:34.06 9 1 4520 吉野　　北斗(2) 江津中 5:05.77
ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 島根 ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根

10 18 2241 安達　　　翼(2) 浜山中 5:34.33 10 11 2013 那須　　飛成(2) 出雲三中 5:07.15
ﾔﾅｲ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾏｻｶﾂ 島根

11 7 2239 矢内　　輝大(2) 浜山中 5:34.40 11 14 3780 藤原　　正勝(3) 仁多中 5:07.42
ｱｺﾞｳ ｱﾕﾑ 島根 ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

12 4 1942 吾郷　　歩夢(3) 出雲二中 5:34.59 12 17 2015 羽根田　悠生(2) 出雲三中 5:08.25
ﾔｸﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾋﾅﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 島根

13 3 1915 矢倉　　琉生(2) 出雲二中 5:44.64 13 16 2710 鄙山　　太陽(3) 斐川西中 5:12.02
ｲｲﾀﾞ ｺｺﾛ 島根 ﾀｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 島根

14 6 5721 飯田　　　心(3) 川本中 5:50.88 14 15 2058 竹下　　　元(3) 出雲三中 5:12.14
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 島根 ｵｵﾉ ﾐｽﾞｷ 島根

15 13 2321 高橋　　幸佑(3) 平田中 5:52.76 15 2 2056 大野　　瑞祈(3) 出雲三中 5:12.34
ｶﾀﾞ ｺｳﾖｳ 島根 ﾌｶﾀﾞ　ﾘｮｳﾏ 島根

16 5 2144 加田　　航陽(2) 河南中 5:54.83 16 6 3782 深田　　凌真(3) 仁多中 5:13.03
ﾜｶﾂｷ　ﾅｵｷ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｵﾄﾔ 島根

1 3783 若槻　　直樹(3) 仁多中 DNS 17 19 3918 恒松　央都弥(3) 大田一中 5:16.59
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 ﾌｸﾀﾞ　ﾄﾓﾉﾘ 島根

10 1817 黒田　　雅斗(2) 出雲一中 DNS 18 18 2354 福田　　知徳(3) 平田中 5:17.39
ｲｼﾊﾗ　ﾊﾔﾄ 島根 ﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根

11 3789 石原　　颯人(2) 仁多中 DNS 13 2353 原　　駿太朗(3) 平田中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

1 4 2512 杉原　　拓哉(3) 大社中 4:37.60 1 2512 杉原　　拓哉(3) 大社中 4:37.60
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根

2 16 2143 布野　新太郎(2) 河南中 4:41.41 2 1826 佐々木　一哲(3) 出雲一中 4:40.07
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

3 6 2027 原田　　叶海(2) 出雲三中 4:45.72 3 2143 布野　新太郎(2) 河南中 4:41.41
ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根

4 10 1947 川本　　　周(3) 出雲二中 4:45.74 4 2027 原田　　叶海(2) 出雲三中 4:45.72
ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根 ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根

5 12 2072 出川　　育夢(3) 出雲三中 4:46.24 5 1947 川本　　　周(3) 出雲二中 4:45.74
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根 ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根

6 2 2420 松浦　　悠太(3) 向陽中 4:50.92 6 2072 出川　　育夢(3) 出雲三中 4:46.24
ｸﾘｽ ﾘｸ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

7 11 5532 栗栖　　利玖(2) 金城中 4:51.20 7 5751 安部　　晄生(2) 川本中 4:49.57
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根 ｽﾐ ｺｳﾀ 島根

8 1 2138 伊藤　　凪沙(2) 河南中 4:52.35 8 2071 角　　　航太(3) 出雲三中 4:49.69
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

9 19 3781 長谷川　悠大(3) 仁多中 4:52.83
ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根

10 17 2712 岸　　　誠瑛(2) 斐川西中 4:56.13
ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

11 18 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲三中 4:56.71
ｻﾄｳ ｾｲ 島根

12 8 2427 佐藤　　　成(2) 向陽中 5:00.16
ﾏﾂｲ ﾐｵ 島根

13 5 2055 松井　　海央(3) 出雲三中 5:04.19
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 島根

14 13 2419 足立　　琉季(3) 向陽中 5:16.56
ﾂｶﾀﾞ ﾌｳﾔ 島根

15 15 5727 塚田　　楓也(3) 川本中 5:21.53
ｶﾅﾓﾘ ｷｮｳｽｹ 島根

3 2325 金森　　京介(3) 平田中 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 島根

7 2129 渡邊　　晃晴(3) 河南中 DNS
ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 島根

9 2065 森山　　颯汰(3) 出雲三中 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ 島根

14 3787 藤原　　琉成(2) 仁多中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組
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凡例  DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+2.6)

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

ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根 ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根

1 7 2123 佐々木　　輝(3) 河南中 15.70 1 5 3921 熱田　　夢空(3) 大田一中 17.63
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根

2 5 1938 森木　　大翔(3) 出雲二中 16.48 2 3 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 18.73
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根

3 4 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 17.61 3 4 2220 大野　　海知(3) 浜山中 19.12
ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

4 9 2418 森脇　　大貴(3) 向陽中 17.73 4 6 2513 園山　　晴斗(3) 大社中 19.17
ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 島根 ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根

5 6 1939 寺本　　颯哉(3) 出雲二中 17.82 5 9 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽中 21.12
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根

6 8 2126 増原　　永人(3) 河南中 19.03 6 8 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽中 21.45
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

7 3 2141 今岡　　幸己(2) 河南中 23.58 7 3915 森山　　広大(3) 大田一中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根

1 2123 佐々木　　輝(3) 河南中 15.70 +0.1
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

2 1938 森木　　大翔(3) 出雲二中 16.48 +0.1
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

3 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 17.61 +0.1
ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根

4 3921 熱田　　夢空(3) 大田一中 17.63 +2.6
ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根

5 2418 森脇　　大貴(3) 向陽中 17.73 +0.1
ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 島根

6 1939 寺本　　颯哉(3) 出雲二中 17.82 +0.1
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根

7 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 18.73 +2.6
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根

8 2126 増原　　永人(3) 河南中 19.03 +0.1

凡例  DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 45.96 2着 46.66 3着 47.34
4ﾚｰﾝ 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

1 1945 1 2077 1 3916

2 1941 2 2064 2 3920

3 1938 3 2075 3 3922

4 1943 4 2080 4 3923

4着 47.51 5着 47.54 6着 47.82
5ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ 2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 2122 1 2416 1 2014

2 2123 2 2414 2 2007

3 2126 3 2411 3 2026

4 2124 4 2413 4 2045

7着 48.32 8着 51.49
8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

1 2326 1 1828

2 2327 2 1830

3 2323 3 1827

4 2324 4 1829

2組
1着 49.38 2着 50.53 3着 50.59
9ﾚｰﾝ 3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 2139 1 1819 1 2228

2 2143 2 1811 2 2226

3 2142 3 1815 3 2229

4 2135 4 1814 4 2230

4着 51.13 5着 52.13 6着 52.53
8ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 2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 2713 1 5727 1 2334

2 2701 2 5729 2 2340

3 2707 3 5730 3 2333

4 2703 4 5726 4 2348

4ﾚｰﾝ DNS 5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 (    ) 1 (    )

2 (    ) 2 (    )

3 (    ) 3 (    )

4 (    ) 4 (    )

仁多中(島根) 大田一中B(島根)

ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ
大福　　煌芽(2) 平田中
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ
大塚　　汐茉(2) 平田中

平田中C(島根)

ｶﾜﾑﾗ　ﾊﾙﾄ
河村　　晴夢(2) 平田中
ｵﾑﾗ　ﾘｸ
小村　　凌久(2) 平田中

ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾝ
三上　　純真(3) 川本中
ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ
泉　　　隼斗(3) 川本中

川本中A(島根)

ﾂｶﾀﾞ ﾌｳﾔ
塚田　　楓也(3) 川本中
ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ
中島　　総太(3) 川本中

ﾀｶﾀ ｱｲﾙ
高田　　愛琉(3) 斐川西中
ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ
井谷　　太一(3) 斐川西中

斐川西中A(島根)

ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ
福間　　武優(2) 斐川西中
ｻｻｷ ﾕｳﾄ
佐々木　優斗(3) 斐川西中

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ
福田　　稜真(3) 浜山中
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ
安田　　博人(3) 浜山中

浜山中A(島根)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ
松﨑　　智也(3) 浜山中
ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ
川上　　哲宗(3) 浜山中

ｱﾏﾉ ｶﾞｸ
天野　　　岳(2) 出雲一中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ
渡邊　　泰斗(2) 出雲一中

出雲一中B(島根)

ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ
森山　　暖叶(2) 出雲一中
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ
金沢　　俐輝(2) 出雲一中

ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ
藤原　　想太(2) 河南中
ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ
高見　　京依(2) 河南中

河南中B(島根)

ｸﾗﾂｶ ﾘｸ
倉塚　　　陸(2) 河南中
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ
布野　新太郎(2) 河南中

ｾﾉｵ ｱﾕﾄ
妹尾　歩佑人(3) 出雲一中
ｲﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀﾛｳ
稲村　信太郎(3) 出雲一中

出雲一中A(島根)

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ
武永　　　廉(3) 出雲一中
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ
藤澤　　和睦(3) 出雲一中

ｵｶ ﾋﾛﾄ
岡　　　大翔(3) 平田中
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ
山本　　飛湧(3) 平田中

平田中A(島根)

ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ
松浦　　航汰(3) 平田中
ﾋﾉ ｼｮｳﾀ
樋野　　翔太(3) 平田中

ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ
中島　　晶翔(2) 出雲三中
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ
永田　　裕暉(2) 出雲三中

出雲三中B(島根)

ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ
登川　　　天(2) 出雲三中
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ
松浦　　　宝(2) 出雲三中

ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ
多久和　日向(3) 向陽中
ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ
坂本　　千斗(3) 向陽中

向陽中A(島根)

ﾅｶﾞｻｷ ﾀｹﾐ
長﨑　　武美(3) 向陽中
ﾀﾅｶ ﾘｸ
田中　　　陸(3) 向陽中

ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ
増原　　永人(3) 河南中
ｿﾄﾉ ﾊﾙ
外野　　晴琉(3) 河南中

河南中A(島根)

ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ
奥谷　　和生(3) 河南中
ｻｻｷ ﾋｶﾙ
佐々木　　輝(3) 河南中

ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ
恒松　　奏太(3) 大田一中
ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ
畑野　　颯太(2) 大田一中

大田一中A(島根)

ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ
吉岡　　敬多(3) 大田一中
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ
松原　　朋希(3) 大田一中

ﾅｲﾄｳ ｶｲ
内藤　　　海(3) 出雲三中
ﾔﾏｻｷ ﾙｲ
山﨑　　琉惟(3) 出雲三中

出雲三中A(島根)

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ
吉川　　聖隼(3) 出雲三中
ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ
三原　　陸蒼(3) 出雲三中

ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ
森木　　大翔(3) 出雲二中
ｶﾝ ﾕｳｷ
管　　　優希(3) 出雲二中

出雲二中A(島根)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ
宮嵜　　夢太(3) 出雲二中
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ
三島　　聡太(3) 出雲二中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った R3:3-4走間でのオーバーゾーン



中学男子4X100mR
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
1着 51.22 2着 53.05 3着 53.66
4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 2427 1 2238 1 2536

2 2421 2 2235 2 2533

3 2425 3 2237 3 2531

4 2422 4 2242 4 2532

4着 55.12 5着 55.45
9ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ DQ,T2
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 5755 1 2359 1 1913

2 5752 2 2356 2 1914

3 5753 3 2362 3 1918

4 5751 4 2361 4 1920

8ﾚｰﾝ DQ,R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2711

2 2712

3 2704

4 2706

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 45.96

2 46.66

3 47.34

4 47.51

5 47.54

6 47.82

7 48.32

8 49.38河南中B(島根) 倉塚　　　陸(2) / 布野　新太郎(2) / 藤原　　想太(2) / 高見　　京依(2)

向陽中A(島根) 長﨑　　武美(3) / 田中　　　陸(3) / 多久和　日向(3) / 坂本　　千斗(3)

出雲三中B(島根) 登川　　　天(2) / 松浦　　　宝(2) / 中島　　晶翔(2) / 永田　　裕暉(2)

平田中A(島根) 松浦　　航汰(3) / 樋野　　翔太(3) / 岡　　　大翔(3) / 山本　　飛湧(3)

宮嵜　　夢太(3) / 三島　　聡太(3) / 森木　　大翔(3) / 管　　　優希(3)

出雲三中A(島根) 吉川　　聖隼(3) / 三原　　陸蒼(3) / 内藤　　　海(3) / 山﨑　　琉惟(3)

大田一中A(島根) 吉岡　　敬多(3) / 松原　　朋希(3) / 恒松　　奏太(3) / 畑野　　颯太(2)

河南中A(島根) 奥谷　　和生(3) / 佐々木　　輝(3) / 増原　　永人(3) / 外野　　晴琉(3)

岩田　　陽祐(3) 斐川西中
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ
北村　　裕仁(3) 斐川西中

出雲二中A(島根)

小村　　健晴(2) 斐川西中
ｷｼ ｾｲﾖｳ
岸　　　誠瑛(2) 斐川西中
ｲﾜﾀ ﾖｳｽｹ

出雲二中
ｸﾘﾀ ｺｳｷ
クリタコウキ(2) 出雲二中

斐川西中B(島根)

ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ

平田中

日野山　竜矢(2) 川本中
ｱﾍﾞ ｺｳｷ

出雲二中B(島根)

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ
杉原　　和真(2) 出雲二中
ﾋﾉ ﾌｳﾏ
日野　　風舞(2) 出雲二中
ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ
吉木　　郁矢(2)

平田中
ｱﾂﾀ ﾊﾙﾄ
熱田　　陽大(3) 平田中
ﾔﾀﾞ ｹﾝﾄ
矢田　　健人(3) 平田中

安部　　晄生(2) 川本中

平田中B(島根)

ﾀｶｻｺﾞ ｺｳｶﾞ
高砂　　昂河(3)

ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ
山根　　一真(3)

渡邊　　航貴(2) 川本中
ｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ
伊藤　　昌直(2) 川本中
ﾋﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾔ

大社中
ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ
浦部　　　輝(2) 大社中

川本中B(島根)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

浜山中

大社中(島根)

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ
木下　　陽希(2) 大社中
ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ
永見　　侑大(2) 大社中
ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ
磯田　　朔冶(2)

浜山中
ｿﾀ ｺｳｾｲ
曽田　　凰靖(2) 浜山中
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ
春日　　悠利(2) 浜山中

ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ
梶谷　匠千華(2) 向陽中

浜山中B(島根)

ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ
南場　　翔太(2)

ﾋﾉ ｷﾖﾀｶ
日野　　晴天(2)

ｴｽﾐ ﾘｸ
江角　　　陸(2) 向陽中
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ
須谷　　勇斗(2) 向陽中

向陽中B(島根)

ｻﾄｳ ｾｲ
佐藤　　　成(2) 向陽中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った R3:3-4走間でのオーバーゾーン



中学男子走高跳
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 12:30 決　勝

決　勝　

ﾀﾏｷ ﾊﾔﾃ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 1 2360 玉木　　　颯(3) 平田中 1m50
ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 8 2326 松浦　　航汰(3) 平田中 1m50
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 － － － ○ × ○ × ○ × × ×

3 4 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 1m50
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根 － － － － × ○ × × ×

4 15 1938 森木　　大翔(3) 出雲二中 1m45
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根 － － － ○ × × ×

5 2 3915 森山　　広大(3) 大田一中 1m40
ﾀｶﾀ ｱｲﾙ 島根 × ○ ○ × ○ × ○ × × ×

6 6 2707 高田　　愛琉(3) 斐川西中 1m40
ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋﾛ 島根 ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

7 7 1944 庄司　　佳弘(3) 出雲二中 1m40
ﾋﾉ ｷﾖﾀｶ 島根 ○ × ○ ○ × × ×

8 10 2242 日野　　晴天(2) 浜山中 1m35
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

9 14 2026 中島　　晶翔(2) 出雲三中 1m35
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 × ○ ○ × × ×

10 11 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽中 1m30
ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ○ × ○ × × ×

11 3 2021 髙原　　宏斗(2) 出雲三中 1m30
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根 ○ × × ×

12 12 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲三中 1m25
ｸﾗﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 島根

5 2070 倉橋　　翔平(3) 出雲三中 DNS
ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 島根

9 2705 陰山　　湧登(3) 斐川西中 DNS
ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根

13 2426 土江　　大輝(2) 向陽中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

凡例  DNS:欠場



中学男子棒高跳
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島根 － － － － － － － －

1 19 2514 土江　　真翔(3) 大社中 － － － ○ ○ ○ × ○ × × × 3m70
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根 － － － － － － － －

2 14 2126 増原　　永人(3) 河南中 － ○ ○ ○ × × × 3m40
ｶﾜﾓﾄ ｺｳｷ 島根 － － － ○ － ○ × × ○ ○

3 17 2511 川本　　晄輝(3) 大社中 × ○ × × × 3m10
ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島根 － － × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○

4 8 2075 内藤　　　海(3) 出雲三中 × × × 3m00
ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 － ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

5 10 2533 永見　　侑大(2) 大社中 2m80
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｾｲ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 3 2518 山﨑　　悠生(3) 大社中 2m70
ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ 島根 － ○ × × ○ ○ × × ×

7 2 2532 浦部　　　輝(2) 大社中 2m60
ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根 ○ ○ × × ×

8 16 2711 小村　　健晴(2) 斐川西中 2m20
ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 島根 ○ ○ × × ×

8 20 2043 矢野　　龍唯(2) 出雲三中 2m20
ｳﾁﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 島根 × ○ ○ × × ×

10 5 3779 内田　　航平(3) 仁多中 2m20
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ 島根 × × ○ ○ × × ×

11 9 2022 東原　　　舜(2) 出雲三中 2m20
ﾀﾏｷ ﾘｮｳｼｭﾝ 島根 ○ × ○ × × ×

12 4 2415 玉木　　涼舜(3) 向陽中 2m20
ﾀﾏｷ ﾊﾙﾔ 島根 ○ × ○ × × ×

12 18 2708 玉木　　遥也(3) 斐川西中 2m20
ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 島根 ○ × × ○ × × ×

14 1 2135 高見　　京依(2) 河南中 2m20
ｲﾏｵｶ ﾋﾄｼ 島根 ○ × × ○ × × ×

14 6 2412 今岡　　仁志(3) 向陽中 2m20
ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 島根 ○ × × ×

16 12 2012 岡田　　　歩(2) 出雲三中 2m00
ﾋﾉ ﾀﾂｷ 島根 × ○ × × ×

17 7 2417 日野　　達貴(3) 向陽中 2m00
ｺｳﾑﾗ ｵﾄﾊ 島根 × × ×

13 2024 幸村　　音羽(2) 出雲三中 NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 島根

11 1818 山本　　昌紀(2) 出雲一中 DNS
ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根

15 1827 妹尾　歩佑人(3) 出雲一中 DNS

3m00

3m80
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m70

3m50

2m80

3m60

2m90

3m70

2m20

3m20

2m40

3m30

2m60

3m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

3m10

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6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

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根 5m69 5m69 5m53 5m69
1 20 2510 石田　　優太(3) 大社中 +0.9 +0.8 +1.4 +0.9

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根 5m63 5m34 × 5m63
2 22 3920 松原　　朋希(3) 大田一中 +1.7 +0.6 +1.7

ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 島根 4m97 5m26 4m11 5m26
3 13 2327 樋野　　翔太(3) 平田中 +0.9 +1.3 +2.0 +1.3

ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根 × 5m15 5m18 5m18
4 4 1914 日野　　風舞(2) 出雲二中 +1.7 +1.4 +1.4

ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ 島根 × 5m12 5m13 5m13
5 14 3922 恒松　　奏太(3) 大田一中 +0.4 +2.5 +2.5 *F2

ﾋﾗﾀ ﾖｳ 島根 × 4m97 5m09 5m09
6 21 2125 平田　　　瑶(3) 河南中 +0.5 +0.1 +0.1

ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島　根 5m06 × 4m62 5m06
7 8 2411 多久和　日向(3) 向陽中 +1.6 +1.3 +1.6

ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 4m80 5m05 4m85 5m05
8 7 1918 吉木　　郁矢(2) 出雲二中 +0.3 +1.2 +0.6 +1.2

ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根 4m76 4m73 5m00 5m00
9 17 2235 曽田　　凰靖(2) 浜山中 +0.3 +1.4 +1.6 +1.6

ﾀｶﾀ ｱｲﾙ 島根 × 4m96 4m93 4m96
10 11 2707 高田　　愛琉(3) 斐川西中 +1.0 +0.9 +1.0

ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 島根 4m80 4m73 4m89 4m89
11 18 2225 出羽　　陽貴(3) 浜山中 -1.0 +1.1 +1.8 +1.8

ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根 4m67 4m75 4m80 4m80
12 3 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲三中 +0.8 +0.9 +2.9 +2.9 *F2

ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ 島根 4m55 4m65 4m74 4m74
13 19 2531 磯田　　朔冶(2) 大社中 -1.2 +1.2 +1.0 +1.0

ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 4m54 4m66 2m35 4m66
14 6 1819 森山　　暖叶(2) 出雲一中 -0.6 +0.9 +1.2 +0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 島根 4m49 4m65 4m42 4m65
15 10 1814 渡邊　　泰斗(2) 出雲一中 +2.1 +0.8 +1.4 +0.8

ｴｽﾐ ﾘｸ 島根 × × 4m53 4m53
16 2 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 +2.4 +2.4 *W

ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ 島根 × 4m48 × 4m48
17 12 2238 南場　　翔太(2) 浜山中 +1.7 +1.7

ｱﾏﾉ ｶﾞｸ 島根 × 4m27 4m01 4m27
18 23 1815 天野　　　岳(2) 出雲一中 +1.9 +1.8 +1.9

ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 島根 4m22 4m02 3m68 4m22
19 25 1812 高見　　　基(2) 出雲一中 +0.9 +0.4 +2.0 +0.9

ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｷ 島根 3m68 3m87 4m18 4m18
20 1 2709 中島　　涼希(3) 斐川西中 +1.8 +0.9 +1.2 +1.2

ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾋ 島根 3m58 3m49 × 3m58
21 24 3914 竹下　　春日(3) 大田一中 +1.2 +2.0 +1.2

ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ 島根 × × ×
5 2122 奥谷　　和生(3) 河南中 NM

ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 島根

9 3919 岩崎　　翔太(3) 大田一中
ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 島根 × × ×

15 1813 岡元　　　翔(2) 出雲一中 NM
ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 島根 × × ×

16 5726 泉　　　隼斗(3) 川本中 NM

凡例  NM:記録なし *F2:２回目が公認最高 *W:追風参考



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 12:30 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

ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

1 1 2127 三原　　友大(3) 河南中 9m96 10m76 10m81 10m81 10m81

ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

2 5 2413 坂本　　千斗(3) 向陽中 9m02 8m96 9m53 9m53 9m53

ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 島根

3 20 2064 三原　　陸蒼(3) 出雲三中 8m88 × 9m29 9m29 9m29

ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

4 16 2124 外野　　晴琉(3) 河南中 8m84 8m86 8m35 8m86 8m86

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ 島根

5 12 2237 春日　　悠利(2) 浜山中 8m76 8m58 7m97 8m76 8m76

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 島根

6 7 2230 安田　　博人(3) 浜山中 8m04 8m59 × 8m59 8m59

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ 島根

7 10 2007 松浦　　　宝(2) 出雲三中 7m85 8m17 7m68 8m17 8m17

ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ 島根

8 4 2703 井谷　　太一(3) 斐川西中 7m70 8m06 7m76 8m06 8m06

ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 島根

9 3 2424 佐藤　　秀磨(2) 向陽中 7m78 8m04 7m17 8m04 8m04

ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 島根

10 17 5729 中島　　総太(3) 川本中 7m74 7m58 8m02 8m02 8m02

ﾅｶﾞｻｷ ﾀｹﾐ 島根

11 15 2416 長﨑　　武美(3) 向陽中 8m01 7m18 7m51 8m01 8m01

ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

12 14 2016 城　　　力斗(2) 出雲三中 7m90 7m29 7m39 7m90 7m90

ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾝ 島根

13 2 5730 三上　　純真(3) 川本中 7m77 7m18 6m70 7m77 7m77

ﾔﾀ ｼｭﾝﾔ 島根

14 6 1946 矢田　　俊也(3) 出雲二中 × 7m52 7m69 7m69 7m69

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 島根

15 8 2423 坂本　　琉太(2) 向陽中 7m08 6m65 6m89 7m08 7m08

ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 島根

16 21 2228 松﨑　　智也(3) 浜山中 6m90 × 6m72 6m90 6m90

ﾔﾏﾄ　ﾊｸｳ 島根

17 22 3784 山砥　　白優(3) 仁多中 6m78 6m49 × 6m78 6m78

ﾕﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 島根

18 13 2029 湯原　　健太(2) 出雲三中 6m20 6m01 5m95 6m20 6m20

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 島根

19 11 2536 木下　　陽希(2) 大社中 5m99 6m03 6m01 6m03 6m03

ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ 島根

20 9 2333 大福　　煌芽(2) 平田中 × 5m96 5m44 5m96 5m96

ﾊﾀ ﾐﾂｷ 島根

21 18 1940 秦　　美月祈(3) 出雲二中 4m74 5m14 5m71 5m71 5m71

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 島根

19 2344 加納　　朋也(2) 平田中 DNS

凡例  DNS:欠場



女子3000m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 10:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏｵｶ ﾕﾘｶ 島根

1 10 123 今岡　宥莉香(2) 平田高 10:35.58

ﾉﾂ ｷﾅﾘ 島根

2 2 120 野津　きなり(3) 平田高 10:46.35

ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ 島根

3 7 0 来間　　美月(1) 平田高 10:54.17

ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

4 6 2055 角　　　桃子(3) 出雲三中 11:11.50

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 島根

5 13 0 松原　のどか(1) 平田高 11:21.61

ｱﾘﾀ ｼｭﾘ 島根

6 12 122 有田　　朱里(2) 平田高 11:23.38

ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

7 1 2018 川原　　陽和(2) 出雲三中 11:28.60

ﾌｸﾏ ﾘｮｳｺ 島根

8 11 125 福間　　涼子(2) 平田高 11:43.99

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 島根

9 5 121 山本　　　春(3) 平田高 12:31.20

ｱｼﾞｷ ﾐﾙ 島根

3 2315 安食　　未瑠(3) 平田中 DNS
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾅ 島根

4 2333 森山　　優菜(3) 平田中 DNS
ｶﾜｾ　ﾊﾅ 島根

8 2316 川瀨　　晴愛(2) 平田中 DNS
ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｶ 島根

9 127 山根　　嶺花(2) 平田高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

1組 (風:+3.6) 2組 (風:+2.2)

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

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根 ﾀｶﾐ ﾙﾅ 島根

1 6 2227 藤原　　文音(3) 浜山中 13.11 1 4 2131 高見　　瑠菜(3) 河南中 13.48
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根 ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根

2 2 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 13.29 2 5 2703 安食　　侑来(3) 斐川西中 13.60
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根 ｶﾄｳ ｻﾁ 島根

3 4 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 13.31 3 7 2706 加藤　　咲智(3) 斐川西中 13.73
ｷｼ ﾐｵﾝ 島根 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根

4 7 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 13.35 4 2 5707 佐々木　美晴(2) 川本中 13.76
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根 ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根

5 1 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲二中 13.55 5 9 1833 古谷　　紗輝(3) 出雲一中 13.86
ﾜｶﾂｷ　ｱﾕﾐ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

6 9 3758 若槻　　歩美(3) 仁多中 13.76 6 6 2136 田邊　　　心(3) 河南中 13.98
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根 ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根

7 3 2548 山本　　彩花(3) 大社中 13.83 7 8 3918 生越　　歩佑(3) 大田一中 14.05
ｶﾜｾ ｽｽﾞﾊ 島根 ｷｻ ｱﾔﾉ 島根

8 8 2324 川瀬　　紗羽(3) 平田中 13.84 8 3 2328 木佐　　彩乃(3) 平田中 14.32
ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 島根

9 5 2221 白築　　　澪(3) 浜山中 14.18 9 1 2223 川上　陽佳里(3) 浜山中 14.33

3組 (風:+2.9) 4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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 島根

1 6 2016 渡邊　　優衣(2) 出雲三中 13.68 1 8 2546 松浦　　未歩(3) 大社中 13.98
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

2 5 1829 松本　　春佳(3) 出雲一中 13.69 2 4 2147 吉田　　凪佐(2) 河南中 13.99
ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

3 1 2415 山崎　　薫菜(3) 向陽中 13.78 3 3 2545 藤原　　日和(3) 大社中 14.00
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根 ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 島根

4 9 2234 竹田　　さち(2) 浜山中 13.86 4 2 2425 三島　百合帆(2) 向陽中 14.09
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ 島根 ｵｵﾀ ｻｷ 島根

5 7 3916 黒田　なのは(3) 大田一中 13.90 5 1 2233 太田　　咲葵(2) 浜山中 14.24
ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ 島根 ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

6 2 2128 恩田　　真彩(3) 河南中 14.04 6 7 2054 其原　　彩音(3) 出雲三中 14.27
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根 ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根

7 4 2053 三島　　光薫(3) 出雲三中 14.05 7 5 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲三中 14.36
ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 島根 ｵｸﾊﾊﾞ ｱﾝﾘ 島根

8 8 2414 周藤　　怜菜(3) 向陽中 14.14 8 6 5704 奥羽場　杏里(3) 川本中 14.43
ｻﾄｳ　ﾙﾅ 島根 ﾐｼﾏ ﾏﾘｱ 島根

9 3 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多中 14.14 9 9 2323 三島　まりあ(3) 平田中 15.15

5組 (風:+2.3) 6組 (風:+2.3)

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

ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

1 7 2142 今岡　　真佑(2) 河南中 14.00 1 1 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽中 14.14
ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根 ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

2 5 2008 三成　　菜緒(2) 出雲三中 14.05 2 5 1812 土井　　果希(2) 出雲一中 14.24
ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根 ｺﾀﾞﾏ ﾐｸ 島根

3 6 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲二中 14.06 3 3 1946 兒玉　　京弓(2) 出雲二中 14.40
ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根

4 3 2411 宮廻　　彩香(3) 向陽中 14.18 4 7 2421 福田　　巴菜(2) 向陽中 14.51
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根 ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根

5 1 2420 長岡　　芽依(2) 向陽中 14.27 5 9 3925 幸田　　由菜(2) 大田一中 14.81
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 島根 ｺﾀﾆ ﾘﾅ 島根

6 2 2544 木村　友望香(3) 大社中 14.29 6 8 3917 小谷　　璃奈(3) 大田一中 14.90
ｵｵﾓﾘ　ﾐﾕ 島根 ｴｽﾐ　ﾋﾅ 島根

7 4 1943 大森　　美優(2) 出雲二中 14.37 7 6 2312 江角　　陽菜(3) 平田中 14.97
ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根 ﾔﾀ ﾅﾅﾐ 島根

8 9 2710 笹川　　樹里(2) 斐川西中 14.69 8 4 2232 矢田　菜々実(2) 浜山中 15.06
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根 ﾊﾗ ﾅｵ 島根

9 8 2428 多久和　陽菜(2) 向陽中 14.70 2 2713 原　　　菜緒(2) 斐川西中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

7組 (風:+3.1) 8組 (風:-0.5)

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

ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根 ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

1 1 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲二中 14.40 1 5 2424 三島　　咲幸(2) 向陽中 14.91
ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ｻｷ 島根

2 4 2017 五十嵐　七美(2) 出雲三中 14.42 2 4 2236 梶谷　　　咲(2) 浜山中 14.99
ｱｼﾞｷ ﾊﾙｶ 島根 ﾔﾏﾀﾞ　ｷﾎ 島根

3 5 2322 安食　　春香(3) 平田中 14.60 3 8 3765 山田　　季歩(2) 仁多中 15.10
ﾃｼﾏ ｷﾎ 島根 ｱｵｷ ﾌｳｶ 島根

4 2 2235 手島　　綺星(2) 浜山中 14.68 4 7 2126 青木　　楓花(3) 河南中 15.14
ｱﾍﾞ ｿﾗﾈ 島根 ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ 島根

5 3 2226 安部　　空音(3) 浜山中 14.77 5 6 1935 藤山　　　愛(3) 出雲二中 15.18
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根 ｱｺﾞｳ ﾆﾅ 島根

6 9 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西中 14.93 6 2 2144 吾郷　　虹菜(2) 河南中 15.26
ﾋﾛﾄ ﾕｳ 島根 ｱｷｱｹﾞ　ﾈﾈ 島根

7 8 2314 廣戸　　　悠(3) 平田中 15.05 7 1 1934 秋上　　寧音(3) 出雲二中 15.66
ﾔﾏｵｶ ｺｺ 島根 ｻﾄｳ　ｱｵｲ 島根

8 7 2319 山岡　　瑚子(2) 平田中 15.09 8 3 1933 佐藤　　蒼生(3) 出雲二中 15.94
ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ 島根 ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 島根

6 2056 松﨑　　和奏(3) 出雲三中 DNS 9 2412 飯塚　　楽姫(3) 向陽中 DNS

9組 (風:+3.0) 10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

ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｲ 島根 ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

1 2 3923 杉原　　　葵(2) 大田一中 14.79 1 3 2413 久野　紗矢香(3) 向陽中 14.64
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷ 島根 ﾅｶｵ ﾊﾙ 島根

2 1 2009 水谷　　　晶(2) 出雲三中 14.80 2 4 2239 中尾　　陽琉(2) 浜山中 14.77
ﾌｸﾀﾞ ﾘｻ 島根 ﾔﾀ　ﾕｳﾅ 島根

3 4 2422 福田　　理彩(2) 向陽中 14.81 3 9 1945 矢田　　優奈(2) 出雲二中 14.78
ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ 島根 ｶﾔ ｱﾔﾈ 島根

4 3 1939 勝部　　心響(2) 出雲二中 15.01 4 7 2517 蚊屋　　彩音(2) 大社中 14.81
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 島根 ｷｼ ﾋﾗﾘ 島根

5 6 2132 田中　　里奈(3) 河南中 15.20 5 8 1941 岸　　ひらり(2) 出雲二中 14.91
ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 島根 ﾋﾗｲｼ ﾙｲ 島根

6 5 3762 長谷川　智香(2) 仁多中 15.23 6 5 3920 平石　　留唯(2) 大田一中 14.94
ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｲ 島根

7 7 2712 中尾　　柚月(2) 斐川西中 15.33 7 1 2023 安田　　美唯(2) 出雲三中 15.22
ｶﾈﾂｷ ﾘｵ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾐｸ 島根

8 8 2330 金築　　里桜(3) 平田中 15.48 8 2 2705 勝部　　未来(3) 斐川西中 15.46
ｻｶﾓﾄ　ﾅﾂｷ 島根 ﾊﾅﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 島根

9 9 3761 坂本　　菜生(2) 仁多中 15.91 9 6 1931 花田　ひなた(3) 出雲二中 15.58

11組 (風:+3.1) 12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

ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 島根 ｿﾉﾔﾏ ｻｸﾗ 島根

1 9 2515 小川　　はな(2) 大社中 15.39 1 4 2230 園山　　桜花(2) 浜山中 15.48
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 ﾐﾔｹ ﾒｲ 島根

2 5 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽中 15.40 2 5 2426 三宅　　萌唯(2) 向陽中 15.56
ﾑｶｲ ﾐﾕ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 島根

3 8 2135 向井　　美宥(3) 河南中 15.63 3 3 1811 渡部　　　陽(2) 出雲一中 15.93
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙｶ 島根 ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ 島根

4 4 1944 川上　　　遥(2) 出雲二中 15.88 4 9 2520 餅川　明日華(2) 大社中 15.98
ﾌｸﾀﾞ ｻﾜ 島根 ｻｶｲ ﾘﾏ 島根

5 7 2320 福田　　咲羽(3) 平田中 15.97 5 8 2025 坂井　　里磨(2) 出雲三中 16.03
ﾓﾝﾀﾆ ﾚｲｶ 島根 ｶﾉｳ ﾅﾅﾐ 島根

6 6 3919 門谷　　怜果(3) 大田一中 16.46 6 7 1940 加納　　七海(2) 出雲二中 16.12
ﾌｸｼﾛ ﾅｷﾞｻ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ 島根

2 2007 福代　　凪紗(2) 出雲三中 DNS 7 6 2231 桑原　　悠衣(2) 浜山中 16.16
ﾌｸｼﾛ ｱｷ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ 島根

3 2013 福代　　彩月(2) 出雲三中 DNS 8 2 2241 渡部　　愛華(2) 浜山中 16.39

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

13組 (風:+0.2) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

1 5 1831 松本　　実桜(3) 出雲一中 14.69 1 2227 藤原　　文音(3) 浜山中 13.11 +3.6
ﾖｼｲ　ｾｲﾗ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

2 6 2225 吉井　　星桜(3) 浜山中 15.84 2 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 13.29 +3.6
ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

3 8 1813 本田　　琴弓(2) 出雲一中 16.21 3 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 13.31 +3.6
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵﾅ 島根 ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

4 4 2029 宮本　梨桜菜(2) 出雲三中 16.52 4 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 13.35 +3.6
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 島根 ﾀｶﾐ ﾙﾅ 島根

5 7 2237 松原　　真波(2) 浜山中 16.98 5 2131 高見　　瑠菜(3) 河南中 13.48 +2.2
ｻｲﾄｳ ｶﾚﾝ 島根 ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

6 2 1832 齋藤　歌玲夢(3) 出雲一中 17.24 6 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲二中 13.55 +3.6
ｵｻﾀﾞ　ｶｵﾘ 島根 ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根

7 3 3760 長田　花緒里(2) 仁多中 17.57 7 2703 安食　　侑来(3) 斐川西中 13.60 +2.2
ﾁﾉﾐ ﾕｲﾎ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島根

9 2020 知野見　結星(2) 出雲三中 DNS 8 2016 渡邊　　優衣(2) 出雲三中 13.68 +2.9

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+2.2) 2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

ｷｼ ﾐｵﾝ 島根 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根

1 5 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 27.78 1 6 2415 山崎　　薫菜(3) 向陽中 29.19
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ 島根

2 4 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 27.83 2 5 3916 黒田　なのは(3) 大田一中 29.64
ﾜｶﾂｷ　ｱﾕﾐ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

3 6 3758 若槻　　歩美(3) 仁多中 28.92 3 4 2147 吉田　　凪佐(2) 河南中 29.88
ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根 ｷｻ ｱﾔﾉ 島根

4 9 5707 佐々木　美晴(2) 川本中 28.96 4 7 2328 木佐　　彩乃(3) 平田中 30.12
ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根 ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 島根

5 8 3918 生越　　歩佑(3) 大田一中 29.14 5 8 2414 周藤　　怜菜(3) 向陽中 30.53
ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ 島根 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根

6 2 1932 大賀　　るる(3) 出雲二中 29.33 6 9 2710 笹川　　樹里(2) 斐川西中 30.66
ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根 ｴｽﾐ　ﾋﾅ 島根

7 3 1833 古谷　　紗輝(3) 出雲一中 29.55 7 3 2312 江角　　陽菜(3) 平田中 31.15
ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根

8 7 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲三中 29.70

3組 (風:+1.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾆ ﾘﾅ 島根 ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

1 4 3917 小谷　　璃奈(3) 大田一中 31.16 1 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 27.78 +2.2
ｱｵｷ ﾌｳｶ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

2 5 2126 青木　　楓花(3) 河南中 31.33 2 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 27.83 +2.2
ﾋﾗｲｼ ﾙｲ 島根 ﾜｶﾂｷ　ｱﾕﾐ 島根

3 6 3920 平石　　留唯(2) 大田一中 31.49 3 3758 若槻　　歩美(3) 仁多中 28.92 +2.2
ﾔﾏﾀﾞ　ｷﾎ 島根 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根

4 7 3765 山田　　季歩(2) 仁多中 31.65 4 5707 佐々木　美晴(2) 川本中 28.96 +2.2
ｿﾉﾔﾏ ｻｸﾗ 島根 ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根

5 9 2230 園山　　桜花(2) 浜山中 32.82 5 3918 生越　　歩佑(3) 大田一中 29.14 +2.2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ 島根 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根

6 3 2241 渡部　　愛華(2) 浜山中 34.60 6 2415 山崎　　薫菜(3) 向陽中 29.19 +2.4
ﾓﾝﾀﾆ ﾚｲｶ 島根 ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ 島根

7 8 3919 門谷　　怜果(3) 大田一中 34.67 7 1932 大賀　　るる(3) 出雲二中 29.33 +2.2
ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根

8 1833 古谷　　紗輝(3) 出雲一中 29.55 +2.2



中学女子1500m
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　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

ﾔﾏﾈ　ﾌｸﾐ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

1 3 1936 山根　　吹実(3) 出雲二中 5:21.19 1 1 2136 田邊　　　心(3) 河南中 5:01.05
ｶﾀｵｶ ﾊﾅ 島根 ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根

2 12 5541 片岡　　　花(2) 金城中 5:29.95 2 2 2142 今岡　　真佑(2) 河南中 5:01.21
ｱﾍﾞ ｿﾗﾈ 島根 ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

3 16 2226 安部　　空音(3) 浜山中 5:35.30 3 11 2542 今田　　　咲(3) 大社中 5:01.54
ﾅｶｵ ﾊﾙ 島根 ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根

4 1 2239 中尾　　陽琉(2) 浜山中 5:35.82 4 3 2428 多久和　陽菜(2) 向陽中 5:07.45
ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

5 7 1813 本田　　琴弓(2) 出雲一中 5:36.23 5 10 2427 門脇　　花音(2) 向陽中 5:08.36
ｱｵｷ ｱｲﾊ 島根 ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根

6 15 2702 青木　　愛葉(3) 斐川西中 5:37.07 6 5 2518 小池　　千遥(2) 大社中 5:08.39
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾅ 島根 ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

7 5 2333 森山　　優菜(3) 平田中 5:44.74 7 6 2055 角　　　桃子(3) 出雲三中 5:12.18
ﾉﾅｶ ｱｲﾅ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

8 4 2140 野中　　愛菜(2) 河南中 5:45.68 8 12 2429 森山　紗仁美(2) 向陽中 5:14.86
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 島根

9 11 2430 吉田　　　咲(2) 向陽中 5:48.31 9 4 2418 高橋　真里奈(3) 向陽中 5:16.43
ｻｲﾄｳ ｶﾚﾝ 島根 ｱｼﾞｷ ﾐﾙ 島根

10 17 1832 齋藤　歌玲夢(3) 出雲一中 5:56.06 10 7 2315 安食　　未瑠(3) 平田中 5:16.62
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

11 10 2231 桑原　　悠衣(2) 浜山中 6:01.97 11 17 2012 桑原　　　凜(2) 出雲三中 5:22.18
ｶﾂﾍﾞ ﾐｸ 島根 ｲｲﾂｶ ｳﾀﾋ 島根

12 8 2705 勝部　　未来(3) 斐川西中 6:04.68 12 9 2416 飯塚　　詩姫(3) 向陽中 5:25.35
ﾀﾊﾗ ｻｷ 島根 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

13 13 2137 田原　　彩希(3) 河南中 6:09.67 13 15 2018 川原　　陽和(2) 出雲三中 5:25.93
ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ 島根 ﾖｼｲ　ｾｲﾗ 島根

14 9 1935 藤山　　　愛(3) 出雲二中 6:12.07 14 8 2225 吉井　　星桜(3) 浜山中 5:26.64
ﾓﾘ ﾓｴｶ 島根 ﾑﾗｶﾐ　ﾘﾝ 島根

15 2 2145 森　　　萌夏(2) 河南中 6:18.42 15 14 3764 村上　　　倫(2) 仁多中 5:31.59
ｶﾜｾ　ﾊﾅ 島根 ｲｼﾊﾗ　ﾄﾓｶ 島根

6 2316 川瀨　　晴愛(2) 平田中 DNS 16 16 3759 石原　　朋華(2) 仁多中 5:35.96
ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾏｲ 島根

14 2417 金田　　彩花(3) 向陽中 DNS 17 13 3763 藤原　　まい(2) 仁多中 5:51.28

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

1 2136 田邊　　　心(3) 河南中 5:01.05
ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根

2 2142 今岡　　真佑(2) 河南中 5:01.21
ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

3 2542 今田　　　咲(3) 大社中 5:01.54
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根

4 2428 多久和　陽菜(2) 向陽中 5:07.45
ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

5 2427 門脇　　花音(2) 向陽中 5:08.36
ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根

6 2518 小池　　千遥(2) 大社中 5:08.39
ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

7 2055 角　　　桃子(3) 出雲三中 5:12.18
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

8 2429 森山　紗仁美(2) 向陽中 5:14.86

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+1.9)

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

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島根

1 5 1829 松本　　春佳(3) 出雲一中 15.30 1 4 2016 渡邊　　優衣(2) 出雲三中 16.59
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根 ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根

2 4 2545 藤原　　日和(3) 大社中 15.71 2 5 2703 安食　　侑来(3) 斐川西中 16.59
ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根 ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 島根

3 2 2547 山崎　　真瑚(3) 大社中 15.95 3 8 5705 名原　かのん(3) 川本中 18.06
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ｱﾝ 島根

4 6 2227 藤原　　文音(3) 浜山中 16.01 4 2 2704 石飛　　　杏(3) 斐川西中 18.06
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 島根

5 9 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲三中 16.11 5 7 2223 川上　陽佳里(3) 浜山中 18.39
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根 ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 島根

6 8 2053 三島　　光薫(3) 出雲三中 16.24 6 3 2708 原　　　成海(3) 斐川西中 19.26
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 島根 ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島根

7 3 2544 木村　友望香(3) 大社中 16.60 6 2221 白築　　　澪(3) 浜山中 DNS
ｶｯﾀ ｻｷ 島根 ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 島根

8 7 2516 勝田　　紗妃(2) 大社中 16.76 9 2412 飯塚　　楽姫(3) 向陽中 DNS

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+3.2)

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

ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

1 6 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽中 17.72 1 8 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 16.29
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根 ｶﾔ ｱﾔﾈ 島根

2 7 2421 福田　　巴菜(2) 向陽中 17.96 2 3 2517 蚊屋　　彩音(2) 大社中 17.68
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 島根 ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

3 5 1831 松本　　実桜(3) 出雲一中 18.05 3 9 2424 三島　　咲幸(2) 向陽中 19.83
ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根 ﾔﾀ ﾅﾅﾐ 島根

4 4 3925 幸田　　由菜(2) 大田一中 18.14 4 4 2232 矢田　菜々実(2) 浜山中 19.90
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根

5 9 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽中 19.70 5 5 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲二中 19.95
ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ 島根 ｷｼ ﾋﾗﾘ 島根

6 3 2712 中尾　　柚月(2) 斐川西中 19.92 6 6 1941 岸　　ひらり(2) 出雲二中 20.99
ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根 ﾔﾀ　ﾕｳﾅ 島根

7 8 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲二中 24.59 7 7 1945 矢田　　優奈(2) 出雲二中 24.41

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根

1 1829 松本　　春佳(3) 出雲一中 15.30 +2.0
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

2 2545 藤原　　日和(3) 大社中 15.71 +2.0
ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

3 2547 山崎　　真瑚(3) 大社中 15.95 +2.0
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

4 2227 藤原　　文音(3) 浜山中 16.01 +2.0
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根

5 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲三中 16.11 +2.0
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根

6 2053 三島　　光薫(3) 出雲三中 16.24 +2.0
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

7 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 16.29 +3.2
ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根

8 2703 安食　　侑来(3) 斐川西中 16.59 +1.9
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島根

8 2016 渡邊　　優衣(2) 出雲三中 16.59 +1.9

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 53.55 2着 53.92 3着 54.34
4ﾚｰﾝ 6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 2546 1 2147 1 2036

2 2548 2 2143 2 2035

3 2545 3 2141 3 2008

4 2547 4 2142 4 2016

4着 54.67 5着 54.69 6着 55.30
9ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 2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 2232 1 2126 1 2411

2 2234 2 2131 2 2414

3 2233 3 2128 3 2415

4 2238 4 2136 4 2413

7着 55.36 8着 55.44 9着 55.86
1ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8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 1946 1 2056 1 2322

2 1937 2 2053 2 2324

3 1942 3 2059 3 2328

4 1943 4 2054 4 2312

2組
1着 54.90 2着 55.21 3着 55.44
9ﾚｰﾝ 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

1 1829 1 3920 1 2420

2 1833 2 3918 2 2423

3 1812 3 3916 3 2421

4 1831 4 3925 4 2425

4着 55.98 5着 56.75 6着 57.82
5ﾚｰﾝ 2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 2708 1 3765 1 1931

2 2703 2 3758 2 1932

3 2706 3 3755 3 1936

4 2710 4 3764 4 1935

7着 58.34 8着 59.62
8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

1 2520 1 1944

2 2516 2 1939

3 2515 3 1945

4 2517 4 1941

大社中A(島根)

ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ
松浦　　未歩(3) 大社中
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ
山本　　彩花(3) 大社中
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ
藤原　　日和(3) 大社中
ﾔﾏｻｷ ﾏｺ
山崎　　真瑚(3) 大社中

河南中A(島根)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
吉田　　凪佐(2) 河南中
ｷｼ ﾐｵﾝ
岸　　　美穏(2) 河南中
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ
松原　しほり(2) 河南中
ｲﾏｵｶ ﾏﾕ
今岡　　真佑(2) 河南中

出雲三中B(島根)

ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ
吾郷　　雛乃(2) 出雲三中
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ
金山　　　葵(2) 出雲三中
ﾐﾅﾘ ﾅｵ
三成　　菜緒(2) 出雲三中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ
渡邊　　優衣(2) 出雲三中

浜山中(島根)

ﾔﾀ ﾅﾅﾐ
矢田　菜々実(2) 浜山中
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ
竹田　　さち(2) 浜山中
ｵｵﾀ ｻｷ
太田　　咲葵(2) 浜山中
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ
石橋　　望美(2) 浜山中

河南中B(島根)

ｱｵｷ ﾌｳｶ
青木　　楓花(3) 河南中
ﾀｶﾐ ﾙﾅ
高見　　瑠菜(3) 河南中
ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ
恩田　　真彩(3) 河南中
ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ
田邊　　　心(3) 河南中

向陽中A(島根)

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ
宮廻　　彩香(3) 向陽中
ｽﾄｳ ﾚｲﾅ
周藤　　怜菜(3) 向陽中
ﾔﾏｻｷ ｶﾅ
山崎　　薫菜(3) 向陽中
ｸﾉ ｻﾔｶ
久野　紗矢香(3) 向陽中

出雲二中B(島根)

ｺﾀﾞﾏ ﾐｸ
兒玉　　京弓(2) 出雲二中
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ
亀瀧　　愛海(2) 出雲二中
ｲﾄｳ ｻｷﾉ
伊藤　　咲乃(2) 出雲二中
ｵｵﾓﾘ　ﾐﾕ
大森　　美優(2) 出雲二中

出雲三中A(島根)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ
松﨑　　和奏(3) 出雲三中
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ
三島　　光薫(3) 出雲三中
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ
直良　美蘭乃(3) 出雲三中
ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ
其原　　彩音(3) 出雲三中

平田中(島根)

ｱｼﾞｷ ﾊﾙｶ
安食　　春香(3) 平田中
ｶﾜｾ ｽｽﾞﾊ
川瀬　　紗羽(3) 平田中
ｷｻ ｱﾔﾉ
木佐　　彩乃(3) 平田中
ｴｽﾐ　ﾋﾅ
江角　　陽菜(3) 平田中

出雲一中(島根)

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ
松本　　春佳(3) 出雲一中
ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ
古谷　　紗輝(3) 出雲一中
ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ
土井　　果希(2) 出雲一中
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ
松本　　実桜(3) 出雲一中

大田一中(島根)

ﾋﾗｲｼ ﾙｲ
平石　　留唯(2) 大田一中
ｵｺﾞｼ ﾌｳ
生越　　歩佑(3) 大田一中
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ
黒田　なのは(3) 大田一中
ｺｳﾀ ﾕﾅ
幸田　　由菜(2) 大田一中

向陽中B(島根)

ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ
長岡　　芽依(2) 向陽中
ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ
松浦　ひか莉(2) 向陽中
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ
福田　　巴菜(2) 向陽中
ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ
三島　百合帆(2) 向陽中

斐川西中(島根)

ﾊﾗ ﾅﾙﾐ
原　　　成海(3) 斐川西中
ｱｼﾞｷ ﾕﾗ
安食　　侑来(3) 斐川西中
ｶﾄｳ ｻﾁ
加藤　　咲智(3) 斐川西中
ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ
笹川　　樹里(2) 斐川西中

仁多中(島根)

ﾔﾏﾀﾞ　ｷﾎ
山田　　季歩(2) 仁多中
ﾜｶﾂｷ　ｱﾕﾐ
若槻　　歩美(3) 仁多中
ｻﾄｳ　ﾙﾅ
佐藤　　瑠奈(3) 仁多中
ﾑﾗｶﾐ　ﾘﾝ
村上　　　倫(2) 仁多中

出雲二中A(島根)

ﾊﾅﾀﾞ　ﾋﾅﾀ
花田　ひなた(3) 出雲二中
ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ
大賀　　るる(3) 出雲二中
ﾔﾏﾈ　ﾌｸﾐ
山根　　吹実(3) 出雲二中
ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ
藤山　　　愛(3) 出雲二中

大社中B(島根)

ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ
餅川　明日華(2) 大社中
ｶｯﾀ ｻｷ
勝田　　紗妃(2) 大社中
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ
小川　　はな(2) 大社中
ｶﾔ ｱﾔﾈ
蚊屋　　彩音(2) 大社中

出雲二中C(島根)

ｶﾜｶﾐ ﾊﾙｶ
川上　　　遥(2) 出雲二中
ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ
勝部　　心響(2) 出雲二中
ﾔﾀ　ﾕｳﾅ
矢田　　優奈(2) 出雲二中
ｷｼ ﾋﾗﾘ
岸　　ひらり(2) 出雲二中



中学女子4X100mR
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 53.55

2 53.92

3 54.34

4 54.67

5 54.69

6 54.90

7 55.21

8 55.30

大社中A(島根) 松浦　　未歩(3) / 山本　　彩花(3) / 藤原　　日和(3) / 山崎　　真瑚(3)

河南中A(島根) 吉田　　凪佐(2) / 岸　　　美穏(2) / 松原　しほり(2) / 今岡　　真佑(2)

出雲三中B(島根) 吾郷　　雛乃(2) / 金山　　　葵(2) / 三成　　菜緒(2) / 渡邊　　優衣(2)

大田一中(島根) 平石　　留唯(2) / 生越　　歩佑(3) / 黒田　なのは(3) / 幸田　　由菜(2)

向陽中A(島根) 宮廻　　彩香(3) / 周藤　　怜菜(3) / 山崎　　薫菜(3) / 久野　紗矢香(3)

浜山中(島根) 矢田　菜々実(2) / 竹田　　さち(2) / 太田　　咲葵(2) / 石橋　　望美(2)

河南中B(島根) 青木　　楓花(3) / 高見　　瑠菜(3) / 恩田　　真彩(3) / 田邊　　　心(3)

出雲一中(島根) 松本　　春佳(3) / 古谷　　紗輝(3) / 土井　　果希(2) / 松本　　実桜(3)



中学女子走高跳
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根 － － － － － － ○ ○

1 1 2547 山崎　　真瑚(3) 大社中 × ○ × × × 1m40
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根 － － － － ○ ○ ○ ○

2 9 2234 竹田　　さち(2) 浜山中 × × ○ × × × 1m40
ｻﾄｳ　ﾙﾅ 島根 － － － － － ○ ○ ○

3 4 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多中 × × × 1m35
ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 島根 － － － － － － － × × ○

4 2 2546 松浦　　未歩(3) 大社中 × × × 1m35
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 島根 － － － － ○ ○ ○ × × ○

4 15 2515 小川　　はな(2) 大社中 × × × 1m35
ｻﾄｳ　ｱｵｲ 島根 － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

6 23 1933 佐藤　　蒼生(3) 出雲二中 1m30
ﾃｼﾏ ｷﾎ 島根 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

7 22 2235 手島　　綺星(2) 浜山中 1m30
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｺ 島根 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

8 14 2058 中島　　李子(3) 出雲三中 1m30
ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

9 13 2017 五十嵐　七美(2) 出雲三中 1m30
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根 － － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

10 6 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西中 1m30
ｵｵﾓﾘ　ﾐﾕ 島根 － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

11 10 1943 大森　　美優(2) 出雲二中 1m25
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

11 16 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽中 1m25
ｶｯﾀ ｻｷ 島根 － － － － ○ × ○ × × ×

13 12 2516 勝田　　紗妃(2) 大社中 1m25
ｸﾉ ｻﾔｶ 島根 － － － ○ × ○ × ○ × × ×

14 3 2413 久野　紗矢香(3) 向陽中 1m25
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

15 8 2147 吉田　　凪佐(2) 河南中 1m25
ｱｷｱｹﾞ　ﾈﾈ 島根 － － ○ × × ○ ○ × × ×

16 21 1934 秋上　　寧音(3) 出雲二中 1m20
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根 － － ○ ○ × ○ × × ×

17 7 2421 福田　　巴菜(2) 向陽中 1m20
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙｶ 島根 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

18 17 1944 川上　　　遥(2) 出雲二中 1m20
ｶｼﾞﾀﾆ ｻｷ 島根 － － － ○ × × ×

19 20 2236 梶谷　　　咲(2) 浜山中 1m15
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

20 19 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲三中 1m15
ﾌｸｼﾛ ｱｷ 島根 ○ ○ ○ × × ×

21 5 2013 福代　　彩月(2) 出雲三中 1m10
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵﾅ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

22 11 2029 宮本　梨桜菜(2) 出雲三中 1m10
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

22 18 2009 水谷　　　晶(2) 出雲三中 1m10

1m30 1m35
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m05

1m45

1m10 1m15 1m20 1m25
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m00

1m40



中学女子走幅跳
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6日 12:30 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

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根 5m29 4m99 × 5m29
1 5 2548 山本　　彩花(3) 大社中 +2.0 +0.6 +2.0

ｵｸﾊﾊﾞ ｱﾝﾘ 島根 4m75 4m66 4m52 4m75
2 18 5704 奥羽場　杏里(3) 川本中 +2.8 +1.2 +1.6 +2.8 *F2

ｵｵｶﾞ　ﾙﾙ 島根 4m56 4m45 4m58 4m58
3 3 1932 大賀　　るる(3) 出雲二中 +2.0 +1.0 +2.0 +2.0

ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根 4m43 4m47 4m55 4m55
4 1 2008 三成　　菜緒(2) 出雲三中 +2.4 +1.6 +2.4 +2.4 *F2

ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ 島根 × × 4m55 4m55
5 21 2128 恩田　　真彩(3) 河南中 +0.9 +0.9

ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 島根 4m54 4m53 × 4m54
6 4 5705 名原　かのん(3) 川本中 +1.3 +0.1 +1.3

ｵｵﾀ ｻｷ 島根 × 4m04 4m51 4m51
7 10 2233 太田　　咲葵(2) 浜山中 +2.0 +0.5 +0.5

ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根 4m36 4m40 4m15 4m40
8 7 2054 其原　　彩音(3) 出雲三中 +3.5 +1.1 +1.8 +1.1

ｶﾄｳ ｻﾁ 島根 × × 4m39 4m39
9 2 2706 加藤　　咲智(3) 斐川西中 +1.1 +1.1

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 島根 × 4m37 × 4m37
10 15 2411 宮廻　　彩香(3) 向陽中 +0.6 +0.6

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ 島根 4m26 × × 4m26
11 6 2056 松﨑　　和奏(3) 出雲三中 +0.9 +0.9

ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 島根 4m08 3m37 4m07 4m08
12 12 2708 原　　　成海(3) 斐川西中 +1.6 +1.6 +1.8 +1.6

ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根 × 3m78 4m04 4m04
13 17 2415 山崎　　薫菜(3) 向陽中 -1.0 +3.2 +3.2 *F2

ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 島根 3m82 4m03 3m74 4m03
14 13 2425 三島　百合帆(2) 向陽中 +1.8 +1.7 +3.3 +1.7

ｱｼﾞｷ ﾊﾙｶ 島根 3m84 3m96 3m91 3m96
15 8 2322 安食　　春香(3) 平田中 +1.2 +1.3 +1.2 +1.3

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｲ 島根 × × 3m91 3m91
16 11 2023 安田　　美唯(2) 出雲三中 +3.2 +3.2 *W

ﾌｸﾀﾞ ﾘｻ 島根 3m87 3m81 3m83 3m87
17 19 2422 福田　　理彩(2) 向陽中 +1.7 +1.8 +1.7 +1.7

ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根 3m57 3m62 3m32 3m62
18 20 2420 長岡　　芽依(2) 向陽中 +2.3 +2.1 +0.5 +2.1 *F3

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 島根 3m24 3m00 × 3m24
19 14 3762 長谷川　智香(2) 仁多中 +0.5 -1.3 +0.5

ﾋﾛﾄ ﾕｳ 島根 3m01 － － 3m01
20 16 2314 廣戸　　　悠(3) 平田中 +1.5 +1.5

ﾀｶﾐ ﾙﾅ 島根

9 2131 高見　　瑠菜(3) 河南中 DNS

凡例  DNS:欠場 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *W:追風参考



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青木　敏章

記録主任：河村　靖宏

4月6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

ﾐｼﾏ ﾏﾘｱ 島根

1 22 2323 三島　まりあ(3) 平田中 9m45 9m76 9m23 9m76 9m76

ﾌｸﾀﾞ ｻﾜ 島根

2 26 2320 福田　　咲羽(3) 平田中 × 9m58 9m57 9m58 9m58

ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

3 31 2547 山崎　　真瑚(3) 大社中 9m23 9m00 9m51 9m51 9m51

ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

4 23 2413 久野　紗矢香(3) 向陽中 9m00 9m44 9m11 9m44 9m44

ﾊﾗﾀﾞ ｺﾉﾐ 島根

5 9 2133 原田　このみ(3) 河南中 8m58 9m35 8m69 9m35 9m35

ﾊﾗ ﾅｵ 島根

6 14 2713 原　　　菜緒(2) 斐川西中 9m03 8m60 8m61 9m03 9m03

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 島根

7 30 2132 田中　　里奈(3) 河南中 × 8m57 8m14 8m57 8m57

ｱｺﾞｳ ﾆﾅ 島根

8 16 2144 吾郷　　虹菜(2) 河南中 8m16 8m36 8m39 8m39 8m39

ﾀｹｳﾁ ﾘﾂ 島根

9 7 2707 竹内　　梨都(3) 斐川西中 7m49 8m37 8m08 8m37 8m37

ﾑｶｲ ﾐﾕ 島根

10 21 2135 向井　　美宥(3) 河南中 7m22 7m94 8m37 8m37 8m37

ﾜｶﾂｷ　ｱﾕﾐ 島根

11 24 3758 若槻　　歩美(3) 仁多中 × 8m18 7m82 8m18 8m18

ｱﾗｷ ﾅﾂﾐ 島根

12 10 2541 荒木　　菜摘(3) 大社中 7m73 6m94 8m11 8m11 8m11

ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

13 25 1812 土井　　果希(2) 出雲一中 8m05 7m44 7m24 8m05 8m05

ｶﾈﾂｷ ﾘｵ 島根

14 3 2330 金築　　里桜(3) 平田中 7m74 7m26 7m92 7m92 7m92

ｲﾜﾀﾆ ｱﾐ 島根

15 15 2127 岩谷　　亜美(3) 河南中 6m80 7m59 7m14 7m59 7m59

ｶﾉｳ ﾅﾅﾐ 島根

16 13 1940 加納　　七海(2) 出雲二中 7m16 6m58 7m51 7m51 7m51

ｶｯﾀ ｻｷ 島根

17 2 2516 勝田　　紗妃(2) 大社中 7m30 7m25 7m50 7m50 7m50

ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｲ 島根

18 29 3923 杉原　　　葵(2) 大田一中 6m97 5m20 4m08 6m97 6m97

ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ 島根

19 5 1939 勝部　　心響(2) 出雲二中 6m82 6m57 6m77 6m82 6m82

ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

20 4 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲二中 × 6m68 × 6m68 6m68

ｻｶﾓﾄ　ﾅﾂｷ 島根

21 28 3761 坂本　　菜生(2) 仁多中 6m56 6m06 6m61 6m61 6m61

ﾐﾔｹ ﾒｲ 島根

22 17 2426 三宅　　萌唯(2) 向陽中 6m60 6m37 6m24 6m60 6m60

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 島根

23 19 2237 松原　　真波(2) 浜山中 6m04 6m45 6m56 6m56 6m56

ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 島根

24 18 2417 金田　　彩花(3) 向陽中 6m33 5m71 5m88 6m33 6m33

ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

25 6 2424 三島　　咲幸(2) 向陽中 5m49 5m60 6m30 6m30 6m30

ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ 島根

26 12 2520 餅川　明日華(2) 大社中 5m96 6m07 6m12 6m12 6m12

ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根

27 11 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西中 5m72 5m97 6m01 6m01 6m01

ﾊﾅﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 島根

28 1 1931 花田　ひなた(3) 出雲二中 5m74 5m94 5m27 5m94 5m94

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 島根

29 20 1811 渡部　　　陽(2) 出雲一中 5m81 5m88 5m71 5m88 5m88

ｻｶｲ ﾘﾏ 島根

30 27 2025 坂井　　里磨(2) 出雲三中 5m13 5m39 5m05 5m39 5m39

ｳｴｷ ｴﾐﾘ 島根

8 2543 植木　恵美里(3) 大社中 DNS
ﾁﾉﾐ ﾕｲﾎ 島根

32 2020 知野見　結星(2) 出雲三中 DNS

凡例  DNS:欠場


