
第７３回島根陸上競技選手権大会（兼　第７４回国民体育大会兼予選会）

【女子決勝一覧表】 主催　（一財）島根陸上競技協会
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/04 森山  凜(2) 12.44 荒木　桃(3) 12.68 井口  彩実(3) 12.75 持田  かのん(1) 12.76 日野  彩夏(3) 12.84 宮田  星乃(2) 12.93 内部  百笑(1) 12.98 永見  穂乃香(2) 13.03

１００ｍ 明誠高 開星高 明誠高 松江北高 開星高 益田高 明誠高 明誠高
05/05 森山  凜(2) 25.78 持田  かのん(1) 26.02 金子  継(3) 26.30 永瀬　望(3) 26.45 日野  彩夏(3) 26.63 荒木  桃(3) 26.71 佐々木  千聡(2) 27.18 山尾  美来(1) 27.22

２００ｍ 明誠高 松江北高 瑞穂中 大東高 開星高 開星高 出雲高 明誠高
05/04 渡部　鈴夏(2) 1:00.33 平藪  芽唯(2) 1:01.51 一瀨  帆乃華(3) 1:01.94 日原  穂乃花(1) 1:02.74 藤岡  志帆(2) 1:04.44 石飛  美結(3) 1:04.56 千田  萌愛(3) 1:10.22

４００ｍ 開星高 浜田高 松江商高 明誠高 出雲高 大社高 横田高
05/05 三浦  優葉(1) 2:17.73 柘植  裕季葉(3) 2:18.99 渡部　鈴夏(2) 2:20.42 今岡  宥莉香(2) 2:24.59 水津  陽(1) 2:26.07 土江  莉子(2) 2:29.18 日原  穂乃花(1) 2:29.26 一瀨  帆乃華(3) 2:38.72

８００ｍ 城西国際大 松江北高 開星高 平田高 益田東高 開星高 明誠高 松江商高
05/04 JUDY  JEPNGETICH(2) 4:24.15 SHEILA  CHEROTICH(2) 4:31.01 三浦  優葉(1) 4:39.28 柘植  裕季葉(3) 4:40.39 今岡  宥莉香(2) 4:48.30 梶谷  茉祐(2) 4:49.22 来間　美月(1) 4:50.47 門城  菜々美(3) 4:52.13

１５００ｍ 益田東高 GR 益田東高 城西国際大 松江北高 平田高 出雲商高 平田高 松江北高
05/05 JUDY  JEPNGETICH(2) 16:35.91 SHEILA  CHEROTICH(2) 16:58.92 野津  きなり(3) 17:54.72 田中　愛樹(1) 18:25.27 長岡　実来(3) 18:34.56 高橋  ほたる(3) 19:45.63

５０００ｍ 益田東高 GR 益田東高 平田高 高知工科大 松江北高 出雲商高
05/04 １００ｍＨ 西村  佳央(4) 15.25 皆尾　早耶(3) 15.43 拝上  芽生(2) 15.49 髙田  菜月(2) 15.87 伊藤  元伽(3) 16.36 上木  杏香音(1) 16.75 伊藤  彩乃(3) 16.92 中村　好香(2) 17.58

0.840m 環太平洋大 岡山大 明誠高 出雲高 島根大 矢上高 出雲農高 平田高
05/05 ４００ｍＨ 皆尾　早耶(3) 1:04.72 拝上  芽生(2) 1:05.37 矢倉　侑芽(3) 1:07.32 藤井  佑衣(3) 1:09.16 松井  菜摘(3) 1:09.55 藤岡  志帆(2) 1:10.83 元上  一葉(2) 1:11.26 神田  早紀(2) 1:12.23

0.762m 岡山大 明誠高 松江商高 出雲高 大社高 出雲高 松江南高 大社高
05/04 杉原  菜友(2) 28:15.34 高井  彩(3) 38:41.81

５０００ｍＷ 出雲高 隠岐高
05/05 明誠高       48.94 大社高A       49.75 開星高       50.81 浜山中       51.25 大社高B       51.49 出雲高       51.98 浜田高       52.20

４×１００ｍＲ 内部  百笑(1) 五嶋  美月(2) 日野山  未羽(1) 石橋  望美(2) 中村  寧々(1) 原  由香里(3) 山根  奏音(2)
森山  凜(2) 松浦  千春(2) 荒木　桃(3) 福本  智帆(3) 井田  瑠杏(1) 佐々木  千聡(2) 平藪  芽唯(2)
井口  彩実(3) 藤原  珠稀(2) 日野　彩夏(3) 藤江  莉菜(3) 北村  未来(1) 藤井  佑衣(3) 田中  杏海(3)
永見  穂乃香(2) 天野  伊織(3) 錦織　玲菜(1) 藤原  文音(3) 松村  愛(1) 髙田  菜月(2) 佐藤  心(3)

05/05 大社高     4:05.10 明誠高     4:08.02 開星高     4:12.73 出雲高     4:17.85 浜田高     4:19.97 松江商高     4:20.93 大東高     4:37.74
４×４００ｍＲ 石飛  美結(3) 拝上  芽生(2) 渡部　鈴夏(2) 藤岡  志帆(2) 佐藤  心(3) 吉本　千夏(2) 小山  亜美(1)

五嶋  美月(2) 日原  穂乃花(1) 日野山  未羽(1) 佐々木  千聡(2) 田中  杏海(3) 矢倉　侑芽(3) 藤原  里紗(2)
松浦  千春(2) 山尾  美来(1) 日野　彩夏(3) 原  由香里(3) 岡本  涼花(3) 景山　実樹(2) 亀山  あいり(2)
天野  伊織(3) 永見  穂乃香(2) 荒木　桃(3) 藤井  佑衣(3) 平藪  芽唯(2) 一瀨  帆乃華(3) 舟木  七海(3)

05/04 三浦  かおり(1) 1.58 長島  日和(3) 1.58 佐藤  心(3) 1.55 伊藤  愛菜(2) 1.55 森脇  千智(3) 1.50 岩本  ひなた(2) 1.45 上木  杏香音(1) 1.45 藤江  莉菜(3) 1.40
走高跳 松江北高 明誠高 浜田高 大社高 瑞穂中 益田高 矢上高 浜山中

米原  美洸(1)
大社高

05/04 幸田  未夢(3) 3.30 五嶋  美月(2) 3.20 園山  実沙季(1) 3.00 吉岡  琴乃(3) 2.90 朝木　翔子(2) 2.50 中村  寧々(1) 2.00 上原  佑月(1) 2.00
棒高跳 大社高 大社高 島根大 島根大 松江農高 大社高 大社高

05/05 宮田  星乃(2) 5.51(-1.2) 井口  彩実(3) 5.45(-1.6) 野口  月華(1) 5.08(-0.3) 原  由香里(3) 5.02(-0.7) 中山　春花(1) 4.87(-0.6) 村上  玉藻(3) 4.87(-1.3) 西尾  有紗(3) 4.87(-0.3) 今岡 千景(2) 4.86(-0.5)

走幅跳 益田高 明誠高 島根中央高 出雲高 松江北高 2nd 4.85(-0.4) 益田東中 2nd 4.83(-1.6) 隠岐高 2nd 4.81(+0.9) 徳山大
05/05 井口  彩実(3) 11.17(+1.9) 今岡 千景(2) 11.11(+0.9) 月森  希歩(3) 10.97(+1.3) 松浦  千春(2) 10.69(+1.4) 原  由香里(3) 10.66(+1.4) 福田  愛由香(3)10.34(+0.2) 木村    日薫(3)10.32(+1.9) 馬庭  萌名(3) 10.05(+2.5)

三段跳 明誠高 徳山大 大社高 大社高 出雲高 出雲北陵高 平田高 大社高公認5回目 9.88(+1.2)
05/05 砲丸投 杉内  宏衣(3) 10.95 尾添  和奏(2) 10.47 山脇  麻子(2) 9.61 吉岡　杏莉(3) 9.13 畑本  乃愛(1) 8.59 門脇  あかり(3) 7.89 多根　悠月(2) 7.24 畑石  早枝子(2) 5.49

4.000kg 明誠高 明誠高 横田高 開星高 明誠高 松江商高 大東高 隠岐高
05/04 円盤投 牛尾  結香(2) 38.16 杉内  宏衣(3) 30.91 熱田  知奈(3) 30.46 吉岡　杏莉(3) 29.01 平川  歩(2) 28.81 佐野  陽菜(3) 25.54 春木  夏蓮(2) 21.10 畑石  早枝子(2) 12.93

1.000kg 大社高 明誠高 益田高 開星高 大社高 松江四中 松江南高 隠岐高
05/04 ハンマー投 松浦  真歩(3) 35.97 小黒  絵梨奈(2) 35.66 熱田  知奈(3) 34.89 佐野  陽菜(3) 31.75 吉岡　杏莉(3) 30.23 門脇  あかり(3) 21.82

4.000kg 大社高 大社高 益田高 松江四中 開星高 松江商高
05/05 やり投 黒崎  理彩(2) 32.79 春木  夏蓮(2) 32.15 尾添  和奏(2) 31.63 藤本  愛佳(2) 31.33 田中    美有(3) 28.56 平川  歩(2) 26.06 尾見  春香(3) 25.71 多々納 沙羅(3) 24.81

0.600kg 出雲高 松江南高 明誠高 大東高 平田高 大社高 隠岐高 大東高

GR:大会新 審判長 トラック スタート フィールド 招集所 混成 記録主任
豊田　嘉男 清水　禎宏 赤木　正英 松本　浩介 中村　　茂 大田　　裕

月/日 種  目 風速

+0.7

+0.4

 +0.6


