
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）

【男子決勝一覧表】 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 中隠居  一輝(3) 10.51 林  頼人(1) 10.82 松浦  大雅(2) 10.83 吉田  健作 10.95 門谷  昇星(2) 10.97 斉藤  樹(2) 11.02 松直  翼(3) 11.04 佐藤  亜々人(3) 11.13

１００ｍ 福岡大 岡山商科大 開星高 SUNS AC 開星高 開星高 大社高 松江北高
05/05 中隠居  一輝(3) 21.36 松浦　大雅(2) 21.81 石原  秀真(2) 22.14 斉藤　樹(2) 22.21 門谷　昇星(2) 22.24 吉田  健作 22.51 松直  翼(3) 22.71 福田　亮太(3) 23.08

２００ｍ 福岡大 開星高 島根県立大 開星高 開星高 SUNS AC 大社高 開星高
05/04 齋藤  城納(3) 51.03 石原  秀真(2) 51.42 堀西  洸惇(3) 51.64 森永  夏野(1) 52.14 坂本  陽斗(3) 52.31 三成  玲緒(3) 55.57

４００ｍ 隠岐高 島根県立大 出雲高 島根大 大社高 大社高
05/05 山岡  竜也 2:01.22 木佐  亮太(2) 2:01.62 川本  瑞記(3) 2:02.40 高野  拓(2) 2:02.78 大場  みずなら(3) 2:03.36 水野  良祐(3) 2:09.39 末友  大志(4) 2:09.60 布野  隆省(3) 2:10.96

８００ｍ 松江NGC 出雲高 浜田高 出雲高 浜田高 津和野高 環太平洋大 出雲北陵高
05/04 千原  康大(4) 4:01.51 福濱  駿 4:02.40 上田  陽向(3) 4:05.79 千代延  巧(3) 4:06.09 村岡  拓弥 4:07.91 奥田  捺暉(3) 4:08.42 松崎  寧生(1) 4:11.10 高野  拓(2) 4:11.62

１５００ｍ 環太平洋大 ﾎｼｻﾞｷ 出雲工高 明誠高 松江市陸協 明誠高 開星高 出雲高
05/05 福濱  駿 14:45.05 本田  圭吾(3) 15:09.29 遠藤　正陽(4) 15:30.62 陶山　輝文(3) 15:32.40 勝部　遼(2) 15:36.29 岸本　和真(3) 15:36.52 奥田  捺暉(3) 15:36.91 村岡  拓弥 15:41.93

５０００ｍ ﾎｼｻﾞｷ 島根大 東京大 出雲工高 明誠高 出雲工高 明誠高 松江市陸協
05/04 田部  幹也 31:42.34 遠藤  正陽(4) 32:41.52 菅原  貴行 32:43.66 深谷  慧 32:50.34 園山  健太 32:55.95 松本  晃史 33:30.80 柴田  一平 34:54.58 長嶺　聖(3) 35:08.41

１００００ｍ ﾎｼｻﾞｷ 東京大 TEAM2000 島根AC 島根AC Teamﾑｶﾊﾟﾗ 益田市陸協 明誠高
05/04 １１０ｍＨ 阿川  公希(2) 15.02 足立　駿人(2) 15.26 井上  太陽 15.30 荏田  陽向(2) 15.76 原田  真紘(3) 15.86 秦  伸成(2) 15.93 的場  真那斗(3) 16.49 三浦  伊織(4) 17.76

1.067m 慶大 開星高 SUNSAC 大社高 松江北高 大社高 矢上高 島根大
05/05 ４００ｍＨ 田中  塁 53.89 阿川  公希(2) 54.38 堀西  洸惇(3) 55.30 遠藤  晴輝(4) 55.35 三浦  伊織(4) 57.87 中井　空(3) 58.11 松本  達樹(3) 58.40 新田  貴也(2) 59.30

0.914m SUNSAC 慶大 出雲高 東経大 島根大 松江北高 大社高 出雲農高
05/05 上田　陽向(3) 9:34.76 千代延  巧(3) 9:47.53 大皷　力斗(3) 9:52.27 西尾　佑葵(2) 10:01.51 高橋  椿太郎 10:02.71 前田  雄飛(3) 10:09.27 朝倉  大貴(3) 10:09.56 米山　哲平(3) 10:13.75

３０００ｍＳＣ 出雲工高 明誠高 松江商高 出雲工高 宍道高 島根大 広島修道大 出雲工高
05/04 半田　匠(3) 22:22.38 月輪  浩之 22:23.30 安部  暖人(2) 24:33.18 針山  弘基(3) 24:39.15 菅井  晶希(2) 24:41.16 高間  遥大(3) 26:01.75 脇田  祐生(3) 27:50.06 橋ｹ迫  樹(3) 32:34.08

５０００ｍＷ 松江北高 島根AC 島根中央高 島根中央高 下関市立大 明誠高 隠岐高 浜田高
05/05 島根大       41.54 開星高       42.12 大社高A       42.87 明誠高       43.43 出雲高       43.75 大社高B       43.84 松江NGC       44.13 SUNS AC       44.36

４×１００ｍＲ 亀田　広夢(4) GR 斉藤　樹(2) 広瀬  陸(2) 遠藤  直樹(3) 田中  健太郎(3) 寄貞  勇斗(1) 廣瀬  晴海 渡部  晃希
桐原　勇斗(2) 松浦　大雅(2) 中村  慎太郎(3) 竹下  大斗(2) 置名  飛羅(2) 永岡  勇次郎(1) 吉岡  凌 林  翔太
門脇　陸(1) 福田　亮太(3) 松直  翼(3) 千代延  源太(2) 土江  仁(3) 福田  翼(1) 安部  雄一郎 井上  太陽
寺迫　貴希(1) 門谷　昇星(2) 荏田  陽向(2) 吉地  颯太(1) 加藤  諒介(2) 高野  翔大(1) 永田  遼 中村  海奈斗

05/05 島根大     3:19.43 大社高     3:22.35 SUNS AC     3:28.27 浜田高     3:29.44 明誠高     3:29.65 松江北高     3:30.13 出雲高     3:30.56
４×４００ｍＲ 森永  夏野(1) 坂本  陽斗(3) 井上  太陽 花野  壱成(2) 竹下  大斗(2) 佐藤　亜々人(3) 置名  飛羅(2)

桐原  勇斗(2) 三成  玲緒(3) 田中  塁 川本  瑞記(3) 豊田  亮介(2) 中井　空(3) 堀西  洸惇(3)
前田  大和(4) 野津  直哉(2) 林  翔太 田邨  真夢(2) 吉地  颯太(1) 内藤　久稔(2) 妹尾  悠生(2)
伊藤  千紀(1) 正木  亮太郎(3) 下  大輔 大場  みずなら(3) 今岡  蓮也(3) 原田　真紘(3) 木佐  亮太(2)

05/05 陶山  勇人(3) 1.90 鳥屋尾  優介(2) 1.90 泉  颯人(1) 1.85 吉川  和希(3) 1.85 荻野  龍平 1.80 今岡  蓮也(3) 1.80 原田  真紘(3) 1.75
走高跳 大社高 大社高 石見智翠館高 島根県立大 出雲市陸協 明誠高 松江北高

松本  善幸(4)
島根大

05/04 糸川　元希(3) 4.10 中村  慎太郎(3) 4.00 松岡　広人(1) 4.00 尾崎  将矢(1) 3.90 米山  瑛人(1) 3.40
棒高跳 松江農林高 大社高 島根大 大社高 大社高

後藤　達也(3)
松江農高

05/04 永岡  宗一郎(1) 7.12(+2.5) 清水  翔一郎(5) 6.89(+1.8) 亀田  広夢(4) 6.79(+1.3) 豊田  亮介(2) 6.77(+1.4) 多田  裕紀(1) 6.67(+0.8) 廣瀬  晴海 6.64(+0.5) 千代延  源太(2) 6.60(+1.5) 金築  大将(3) 6.48(+1.3)

走幅跳 島根大公認1回目 6.95(+1.6) 島根大 島根大 明誠高 島根大 松江NGC 明誠高 福岡大
05/05 永田  遼 14.85(+1.0) 朝津  順平(4) 14.08(+1.1) 奥井  歩夢(3) 13.65(+1.0) 平岡凛太郎(2) 13.63(+0.8) 野口  尚樹(4) 13.56(+0.1) 佐佐木 裕大 13.17(+1.3) 佐藤  孝三(2) 12.94(+1.3) 清水翔一郎(M1) 12.79(+0.6)

三段跳 松江NGC 島根大 大社高 島根大 福山平成大 雲南市陸協 島根大 島根大
05/05 砲丸投 福島  翔太郎 13.70 山本　幸志郎(3) 12.53 松田   堯 12.36 三原　涼 11.22 増野  紀一郎(1) 10.87

7.260kg BMAC 徳山大 BMAC BMAC 島根大
05/04 ハンマー投 松田  堯 53.30 小浦  心充 39.47 増野  紀一郎(1) 38.48 三原　涼 34.99 野田  嘉彦 32.30 杉原  聡一(2) 12.29

7.260kg BMAC BMAC 島根大 BMAC TeamOJC 出雲高
05/05 やり投 三原  太一(3) 53.07 佐々浦  龍希(3) 48.48 植田　大貴(3) 48.11 立原  克樹(3) 46.79 勝部  正樹(2) 42.08 山砥  雪夢(3) 38.88 坂野  勇次(3) 38.20 岡田  知恩(3) 36.50

0.800kg 大社高 石見智翠館高 松江農林高 隠岐高 出雲高 横田高 島根中央高 津和野高
05/04 十種競技 小豆澤　徹 5,140 日野　正崇(4) 4,961 坂井　継生(2) 4,029 武田　秋星(3) 3,536
～ 05 松江市陸協 鹿屋体大 浜田高 出雲高

100ｍ 11.85(-0.7) 681 12.05(-0.7) 641 12.26(-0.5) 601 12.15(-0.7) 622
走幅跳 5m98(+2.1) 582 5m89(+1.8) 563 5m67(+2.8) 516 5m73(+1.1) 529
砲丸投 9m22 439 7m34 327 7m04 310 5m41 215
走高跳 1m61 472 1m58 449 1m64 496 1m46 360
400ｍ 53.29 669 53.80 648 54.48 620 57.06 519

110ｍＨ 17.59(-1.2) 564 18.02(-0.3) 522 20.41(-1.2) 318 18.77(-1.2) 453
円盤投 23m39 336 22m62 322 20m16 275 12m53 136
棒高跳 2m80 309 3m60 509 0 0
やり投 45m27 519 29m81 297 25m93 242 18m09 136
1500ｍ 4.58.41 569 4.39.55 683 4.44.67 651 4.58.90 566

【男子オープン種目決勝一覧表】
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 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
05/05 高校砲丸投 富田  陸斗(2) 13.30 佐々木  淳平(3) 11.94 山之内  武威(1) 11.37 三原  太一(3) 11.00 武田  朋樹(2) 10.28 勝部  正樹(2) 9.74 齋賀  壮真(2) 9.67 伊藤  弘(2) 9.16

6.000kg 松江工業高 益田高 大社高 大社高 松江工高 出雲高 隠岐高 津和野高
05/04 高校円盤投 富田  陸斗(2) 39.73 佐々木  淳平(3) 39.25 渡邊  行陽(3) 37.92 山之内  武威(1) 30.06 齋賀  壮真(2) 29.49 原　叶季(3) 27.84 勝部  正樹(2) 27.76 半田  僚慈(2) 17.16

1.750kg 松江工業高 益田高 大社高 大社高 隠岐高 松江農高 出雲高 隠岐高
05/04 高校ハンマー投 富田  陸斗(2) 51.67 渡邊  行陽(3) 47.98 原　叶季(3) 39.45 武田  朋樹(2) 35.25 杉原  聡一(2) 12.99

6.000kg 松江工高 大社高 松江農高 松江工高 出雲高
05/05 尾林  恒星(1) 8:56.77 松崎  寧生(1) 9:00.02 伊藤  蒼唯(1) 9:10.63 矢田  聖都(1) 9:24.60 中尾  歩夢(1) 9:31.49 福島  康太(1) 9:32.62 糸賀  千晃(1) 9:36.57 布野  雅也(1) 9:43.31

中高３０００ｍ 平田高 開星高 出雲工高 出雲工高 出雲高 平田高 松江商高 平田高

AR:山陰新 PR:県新 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

-0.1

 +0.2

+0.8


