
１年男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              10.4     桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014

島根県中学記録(JPR)          11.42     木原　博(美濃・美都)                  2000 7月21日 10:55 予　選

大会記録(GR)                 11.61     木原　博(美濃・美都)                  2000 7月21日 12:55 決　勝

予　選　5組1着＋3

1組 (風:+0.3) 2組 (風:0.0)

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

ｸﾜﾏﾀ ｹｲﾄ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾄ 島根

1 5 158 桑俣　　慶人(1) 安来第一 12.68 Q 1 3 7800 吉田　　泰飛(1) 西郷南 12.93 Q
ｶｼﾞ ﾋﾛｷ 島根 ﾄﾖﾀ ﾗﾑﾄ 島根

2 4 507 加地　　拓稀(1) 松江第一 12.95 q 2 4 6327 豊田　　流星(1) 益田東 13.01 q
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ｽﾄｳ ﾅﾙﾐ 島根

3 7 6235 窪田　　晴人(1) 益田 13.08 q 3 7 714 周藤　　成海(1) 松江第四 13.11
ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ 島根 ｺｳﾉ ｹｲｽｹ 島根

4 3 2248 川上　　流矢(1) 浜山 13.19 4 9 4524 河野　　啓輔(1) 江津 13.12
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ 島根 ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ 島根

5 6 2314 渡部　　展路(1) 平田 13.38 5 6 5922 田村　　累斗(1) 瑞穂 13.14
ｵｸﾞｻ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 島根

6 8 626 小草　　大城(1) 松江第二 13.44 6 1 213 田邉　　　拓(1) 安来第三 13.67
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾊﾙ 島根

7 2 212 島田　　　結(1) 安来第三 13.75 7 2 6242 高橋　　導成(1) 益田 14.03
ｳﾒﾉ ｾｲｺﾞ 島根 ﾑﾗｵ ﾏｵ 島根

9 2714 梅野　　聖悟(1) 斐川西 DNS 8 8 1173 村尾　　舞皇(1) 島大附属 14.06
ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾄﾔ 島根

5 7006 髙杉　　元也(1) 六日市 DNS

3組 (風:-2.9) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾑｶｲ ﾕｳ 島根 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 島根

1 4 4638 田向　　　優(1) 青陵 12.96 Q 1 6 4522 大場　　涼雅(1) 江津 12.98 Q
ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾘ 島根

2 6 2307 小片　　李希(1) 平田 13.25 2 4 6246 山本　　樹里(1) 益田 13.36
ｼｷﾌﾞ ﾅｵ 島根 ﾊﾗ ｺｳｷ 島根

3 1 2541 式部　　那生(1) 大社 13.40 3 5 511 原　　　光希(1) 松江第一 13.47
ｷﾑﾗ ｵｳﾀ 島根 ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根

4 7 7211 木村　　桜大(1) 日原 13.42 4 8 1841 日野　　広大(1) 出雲第一 13.64
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ 島根

5 5 813 山本　　紘大(1) 湖南 13.49 5 9 2611 足立　　康佑(1) 斐川東 13.65
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ 島根 ﾅﾙｾ ｹｲｽｹ 島根

6 2 1836 錦織　　遊心(1) 出雲第一 13.68 6 7 217 成瀨　　慶丞(1) 安来第三 13.79
ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ﾌｶﾉ ｿｳﾀ 島根

7 3 2249 曽田　　陽斗(1) 浜山 13.69 7 3 3913 深野　　蒼太(1) 大田第一 13.86
ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 島根 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 島根

8 9 6245 村上　　　匠(1) 益田 13.93 8 2 3791 内田　　琉生(1) 仁多 14.33
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 島根

9 8 218 足立　　悠人(1) 安来第三 14.12

5組 (風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ 島根

1 6 808 枝木　　　蓮(1) 湖南 12.15 Q
ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 島根

2 5 4804 青木　　亮太(1) 浜田第一 13.43
ﾋﾗﾀ ﾘｸ 島根

3 4 4751 平田　　　陸(1) 桜江 13.55
ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｽｹ 島根

4 7 909 川本　　賢佑(1) 美保関 13.57
ｼﾞﾝﾀ ｶｽﾞﾔ 島根

5 3 5719 甚田　　和也(1) 川本 13.75
ｷﾑﾗ ﾃﾝｼｭｳ 島根

6 8 5064 木村　　典宗(1) 浜田第三 13.86
ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾕｳ 島根

7 2 7005 佐々木　順悠(1) 六日市 13.87
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 島根

8 9 156 安部　　佑貴(1) 安来第一 14.03

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



１年男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              10.4     桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014

島根県中学記録(JPR)          11.42     木原　博(美濃・美都)                  2000 7月21日 10:55 予　選

大会記録(GR)                 11.61     木原　博(美濃・美都)                  2000 7月21日 12:55 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

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

ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ 島根

1 6 808 枝木　　　蓮(1) 湖南 12.17
ｸﾜﾏﾀ ｹｲﾄ 島根

2 4 158 桑俣　　慶人(1) 安来第一 12.98
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 島根

3 8 4522 大場　　涼雅(1) 江津 13.11
ﾀﾑｶｲ ﾕｳ 島根

4 5 4638 田向　　　優(1) 青陵 13.22
ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾄ 島根

5 7 7800 吉田　　泰飛(1) 西郷南 13.37
ｶｼﾞ ﾋﾛｷ 島根

6 9 507 加地　　拓稀(1) 松江第一 13.41
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ 島根

7 3 6235 窪田　　晴人(1) 益田 13.54
ﾄﾖﾀ ﾗﾑﾄ 島根

8 2 6327 豊田　　流星(1) 益田東 13.61

凡例  DNS:欠場



１年男子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           3:53.69     佐々木　塁(岩手・盛岡河南)            2016

島根県中学記録(JPR)         4:24.0     木佐　充伸(平田・平田)                1985

大会記録(GR)                4:28.2     会下　毅(邑智・川本)                  1988 7月20日 09:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根

1 14 2251 石飛　　翔悟(1) 浜山 4:39.97
ｸｻﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

2 7 3795 草水　　涼太(1) 仁多 4:43.94
ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ 島根

3 8 2111 高野　　　創(1) 河南 4:45.84
ｵｵｸﾞﾆ ﾂｸﾙ 島根

4 5 2068 大國　　　創(1) 出雲第三 4:46.84
ｲﾜﾅﾘ ｱﾕﾑ 島根

5 3 2432 岩成　　　歩(1) 向陽 4:50.90
ｳｼｵ ｿｳﾀ 島根

6 21 4803 牛尾　　壮太(1) 浜田第一 4:51.16
ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根

7 22 2117 福間　　健太(1) 河南 4:51.31
ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏｻ 島根

8 12 7213 吉永　　夏正(1) 日原 4:51.95
ｲﾁﾔﾏ ﾊﾙｷ 島根

9 10 5921 市山　　温輝(1) 瑞穂 4:53.19
ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根

10 13 2116 冨岡　　成望(1) 河南 4:57.68
ｱｼﾞｷ ﾀｸﾄ 島根

11 15 1843 阿食　　拓斗(1) 出雲第一 4:59.07
ｲﾜｻｷ ｷﾗﾄ 島根

12 9 2113 岩崎　　輝翔(1) 河南 4:59.78
ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 島根

13 4 160 佐藤　　隆星(1) 安来第一 5:03.88
ﾆｼｺｵﾘ ﾋﾃﾞｷ 島根

14 23 2715 錦織　　秀樹(1) 斐川西 5:04.34
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 島根

15 1 906 今村　　侑我(1) 美保関 5:06.87
ｼｷﾌﾞ ﾅｵ 島根

16 16 2541 式部　　那生(1) 大社 5:07.77
ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根

17 17 2249 曽田　　陽斗(1) 浜山 5:08.46
ｽｷﾞｳﾁ ﾐﾅﾄ 島根

18 6 6236 杉内　　南斗(1) 益田 5:13.12
ﾀｶﾊｼ ｷﾗ 島根

19 18 4523 髙橋　　希良(1) 江津 5:13.57
ｷﾑﾗ ｵｳﾀ 島根

20 19 7211 木村　　桜大(1) 日原 5:15.74
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳ 島根

21 11 230 足立　　　琉(1) 安来第三 5:16.46
ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 島根

22 20 3797 藤田　　康佑(1) 仁多 5:18.65
ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根

23 24 3135 高見　　悠佑(1) 大東 5:21.12
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

2 1844 岩田　竜之介(1) 出雲第一 DNS

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



２年男子100m
日本中学記録(JH)              10.4     桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988 審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           11.1     細田　真史(松江・湖南)                1991

島根県中学記録(JPR)          11.12     木原　博(美濃・美都)                  2001

大会記録(GR)                 11.24     木原　博(美濃・美都)                  2001 7月20日 11:10 予　選

大会記録(GR)                  11.1     細田　真史(松江・湖南)                1991 7月20日 14:50 決　勝

予　選　6組1着＋2

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+0.3)

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

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根

1 7 3787 藤原　　琉成(2) 仁多 11.86 Q 1 5 3923 畑野　　颯太(2) 大田第一 12.16 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ 島根

2 5 2009 原田　　律紀(2) 出雲第三 12.24 2 7 1168 山﨑　　章充(2) 島大附属 12.29
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ 島根 ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾀ 島根

3 4 6615 山本　　陸斗(2) 益田横田 12.28 3 4 4923 廣瀬　　遼太(2) 浜田第二 12.33
ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｱｷ 島根

4 6 1006 石原　　信也(2) 東出雲 12.67 4 8 6605 石橋　　直明(2) 益田横田 12.80
ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 島根 ﾐｳﾗ ﾙｲ 島根

5 8 5055 山本　　蒼生(2) 浜田第三 12.71 5 2 5106 三浦　　瑠維(2) 浜田第四 13.00
ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ 島根 ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 島根

6 2 2333 大福　　煌芽(2) 平田 12.82 6 9 2025 岩﨑　　鵬春(2) 出雲第三 13.10
ｳﾁﾊｼ ﾏｻﾄ 島根 ﾈﾘﾀ ﾘｮｳﾔ 島根

7 1 7517 内橋　　柾人(2) 津和野 12.95 3 6323 練田　　凌也(2) 益田東 DQ,FS

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 島根

8 9 5918 小林　　大悟(2) 瑞穂 13.02 6 2506 金山　　颯太(2) 大社 DNS
ﾋﾉ ｷﾖﾀｶ 島根

3 2242 日野　　晴天(2) 浜山 DNS

3組 (風:+0.4) 4組 (風:+1.3)

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

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

1 5 6209 藤本　　隆司(2) 益田 12.16 Q 1 7 2655 須田　　教介(2) 斐川東 12.06 Q
ｻﾄｳ ﾄﾗｷ 島根 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根

2 4 3350 佐藤　　彪大(2) 木次 12.18 2 5 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲第一 12.11 q
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 島根 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根

3 7 3788 杠　　　陸斗(2) 仁多 12.60 3 4 2026 中島　　晶翔(2) 出雲第三 12.39
ﾊｼﾜﾀﾘ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｶﾜｵｶ ﾀｸﾏ 島根

4 8 6506 橋渡　　響生(2) 美都 12.66 4 8 540 川岡　　琢磨(2) 松江第一 12.61
ｺﾞﾄｳ ｽｶﾞｼ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 島根

5 6 824 後藤　　　昊(2) 湖南 12.71 5 9 2142 藤原　　想太(2) 河南 12.62
ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根 ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根

6 2 2426 土江　　大輝(2) 向陽 12.76 6 6 2340 小村　　凌久(2) 平田 12.80
ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根 ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根

7 9 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲第三 13.27 7 1 2235 曽田　　凰靖(2) 浜山 12.84
ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳﾔ 島根 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔｽ 島根

8 3 7523 宮藤　　宥也(2) 津和野 13.40 8 2 7230 村上　　知廉(2) 日原 13.03
ﾂﾉ ﾄｼｷ 島根

9 3 4631 津野　　利輝(2) 青陵 13.08

5組 (風:+0.1) 6組 (風:+0.3)

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

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根 ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 島根

1 6 2045 永田　　裕暉(2) 出雲第三 12.12 Q 1 7 6207 久保　　陽向(2) 益田 11.74 Q
ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ 島根 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根

2 5 1165 成相　　龍人(2) 島大附属 12.17 q 2 5 3790 宇田川　優心(2) 仁多 12.18
ｴｽﾐ ﾘｸ 島根 ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根

3 4 2421 江角　　　陸(2) 向陽 12.25 3 6 1914 日野　　風舞(2) 出雲第二 12.26
ﾂﾓﾘ ｿﾗ 島根 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 島根

4 8 3128 津森　　想良(2) 大東 12.66 4 4 903 久保田　健汰(2) 美保関 12.69
ｳﾀﾆ ﾀｶﾄ 島根 ﾉﾉｳﾁ ｶｲﾄ 島根

5 9 4517 宇谷　　天斗(2) 江津 12.87 5 8 819 野々内　海斗(2) 湖南 12.86
ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾄ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 島根

6 2 5061 吉田　　輝叶(2) 浜田第三 13.03 6 1 1814 渡邊　　泰斗(2) 出雲第一 13.06
ﾐﾂｲ ｹﾝｼﾝ 島根 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 島根

3 4004 三井　　堅心(2) 大田第二 DNS 7 3 5052 田中　　悠貴(2) 浜田第三 13.08
ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島根

7 6208 重岡　　幸能(2) 益田 DNS 2 6104 上田　　康生(2) 石見 DNS
ｱｵﾄ ﾁｱｷ 島根

9 536 青戸　　千晃(2) 松江第一 DNS

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



２年男子100m
日本中学記録(JH)              10.4     桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988 審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           11.1     細田　真史(松江・湖南)                1991

島根県中学記録(JPR)          11.12     木原　博(美濃・美都)                  2001

大会記録(GR)                 11.24     木原　博(美濃・美都)                  2001 7月20日 11:10 予　選

大会記録(GR)                  11.1     細田　真史(松江・湖南)                1991 7月20日 14:50 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

(風:-0.7)

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 ﾘｭｳｾｲ 島根

1 7 3787 藤原　　琉成(2) 仁多 11.65
ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 島根

2 4 6207 久保　　陽向(2) 益田 11.70
ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

3 6 2655 須田　　教介(2) 斐川東 12.02
ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ 島根

4 2 1165 成相　　龍人(2) 島大附属 12.04
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根

5 3 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲第一 12.14
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根

6 5 2045 永田　　裕暉(2) 出雲第三 12.17
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根

7 8 6209 藤本　　隆司(2) 益田 12.18
ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根

8 9 3923 畑野　　颯太(2) 大田第一 12.23

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



２年男子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           3:53.69     佐々木　塁(岩手・盛岡河南)            2016

島根県中学記録(JPR)        4:10.78     水内　賢司(仁多・仁多)                1996 7月19日 16:20 予　選

大会記録(GR)               4:18.90     永瀬　真司(松江・湖南)                2005 7月20日 09:25 決　勝

予　選　2組6着＋4

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

ｻﾄｳ ｾｲ 島根 ｺｳﾉ ｿｳﾀ 島根

1 10 2427 佐藤　　　成(2) 向陽 4:36.99 Q 1 9 4640 河野　　颯太(2) 青陵 4:33.25 Q
ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

2 13 1916 三島　　琉正(2) 出雲第二 4:37.44 Q 2 17 2143 布野　新太郎(2) 河南 4:35.16 Q
ﾓﾘﾀ ﾅｵ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

3 11 5916 森田　　那生(2) 瑞穂 4:38.09 Q 3 6 5751 安部　　晄生(2) 川本 4:35.34 Q
ｸﾘｽ ﾘｸ 島根 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

4 8 5532 栗栖　　利玖(2) 金城 4:38.29 Q 4 16 2535 三原　　拓也(2) 大社 4:35.92 Q
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 ｶｼﾞﾉ ｿｳﾀ 島根

5 9 1817 黒田　　雅斗(2) 出雲第一 4:38.31 Q 5 8 615 梶野　　蒼太(2) 松江第二 4:36.37 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 島根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

6 4 4642 原田　　泰成(2) 青陵 4:38.34 Q 6 13 1816 栗原　　卓也(2) 出雲第一 4:37.44 Q
ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ 島根 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根

7 2 6504 大石　　淳陽(2) 美都 4:38.40 q 7 10 2712 岸　　　誠瑛(2) 斐川西 4:37.86 q
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根

8 16 2138 伊藤　　凪沙(2) 河南 4:39.13 8 4 4005 勝部　　遥人(2) 大田第二 4:38.06 q
ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根

9 6 5059 黒見　　紘大(2) 浜田第三 4:40.18 9 14 2428 長廻　　舜也(2) 向陽 4:38.55 q
ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根

10 5 3127 高見　　　陸(2) 大東 4:41.32 10 3 2013 那須　　飛成(2) 出雲第三 4:38.79
ｼｮｳﾀﾞ ﾉﾘｶﾂ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 島根

11 1 5063 正田　　典克(2) 浜田第三 4:42.43 11 5 1913 杉原　　和真(2) 出雲第二 4:39.28
ｼﾗﾈ ﾘｮｳﾀ 島根 ｻｻｷ ﾄﾓｷ 島根

12 15 4926 白根　　諒大(2) 浜田第二 4:43.33 12 2 6505 佐々木　智輝(2) 美都 4:40.28
ﾀｹｳﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 ﾅｶﾞﾀ ｶｲﾄ 島根

13 7 6322 竹内　凛太郎(2) 益田東 4:43.88 13 11 7654 長田　　快斗(2) 西ノ島 4:44.24
ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根 ｶﾈﾀｶ ﾊｼﾞﾒ 島根

14 3 2134 門脇　　孟毅(2) 河南 4:44.09 14 1 5404 金高　　　新(2) 弥栄 4:48.57
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根 ｻｻｷ ﾘﾝﾔ 島根

15 12 2027 原田　　叶海(2) 出雲第三 4:48.51 15 15 7227 佐々木　琳也(2) 日原 4:48.93
ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 ﾋﾗﾔﾌﾞ ｷｲﾁ 島根

16 14 2015 羽根田　悠生(2) 出雲第三 4:48.62 16 12 5050 平藪　　貴一(2) 浜田第三 4:50.01
ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 ｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 島根

17 17 711 福島　　　昊(2) 松江第四 4:57.79 17 7 6344 久保　　陽生(2) 益田東 4:50.27

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



２年男子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           3:53.69     佐々木　塁(岩手・盛岡河南)            2016

島根県中学記録(JPR)        4:10.78     水内　賢司(仁多・仁多)                1996 7月19日 16:20 予　選

大会記録(GR)               4:18.90     永瀬　真司(松江・湖南)                2005 7月20日 09:25 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾀ ﾅｵ 島根

1 15 5916 森田　　那生(2) 瑞穂 4:30.71
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根

2 1 1817 黒田　　雅斗(2) 出雲第一 4:30.94
ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

3 9 5751 安部　　晄生(2) 川本 4:31.02
ｺｳﾉ ｿｳﾀ 島根

4 3 4640 河野　　颯太(2) 青陵 4:31.80
ｸﾘｽ ﾘｸ 島根

5 12 5532 栗栖　　利玖(2) 金城 4:33.98
ｶｼﾞﾉ ｿｳﾀ 島根

6 4 615 梶野　　蒼太(2) 松江第二 4:34.10
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

7 5 2143 布野　新太郎(2) 河南 4:34.99
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 島根

8 11 4642 原田　　泰成(2) 青陵 4:35.06
ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根

9 6 1916 三島　　琉正(2) 出雲第二 4:35.08
ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

10 13 1816 栗原　　卓也(2) 出雲第一 4:39.10
ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ 島根

11 8 6504 大石　　淳陽(2) 美都 4:41.85
ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

12 2 2535 三原　　拓也(2) 大社 4:43.10
ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根

13 14 2712 岸　　　誠瑛(2) 斐川西 4:44.35
ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根

14 16 2428 長廻　　舜也(2) 向陽 4:45.61
ｻﾄｳ ｾｲ 島根

15 7 2427 佐藤　　　成(2) 向陽 4:47.30
ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根

16 10 4005 勝部　　遥人(2) 大田第二 4:54.62



３年男子100m
日本中学記録(JH)              10.4     桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988 審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           10.8     原　佳宏(安来・安来第三)              1992

島根県中学記録(JPR)          10.86     木原　博(美濃・美都)                  2002

大会記録(GR)                 11.01     木原　博(美濃・美都)                  2002 7月20日 11:30 予　選

大会記録(GR)                  10.9     小川　敦司(出雲・浜山)                1989 7月20日 15:00 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-0.7)

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

ｶﾝ ﾕｳｷ 島根 ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ 島根

1 5 1943 管　　　優希(3) 出雲第二 11.59 q 1 5 2640 安食　　太智(3) 斐川東 11.59 q
ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根

2 9 2641 福間　　一世(3) 斐川東 12.08 2 6 3920 松原　　朋希(3) 大田第一 11.73 q
ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 島根 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根

3 4 6336 笹川　　和也(3) 益田東 12.28 3 7 2510 石田　　優太(3) 大社 12.05
ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 島根 ｲﾘｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 島根

4 6 2505 木村　　駿介(3) 大社 12.34 4 4 6831 入澤　　疾風(3) 高津 12.13
ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 島根 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾔ 島根

5 7 2327 樋野　　翔太(3) 平田 12.36 5 9 3204 山根　　昌也(3) 海潮 12.40
ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根 ｲﾀﾞ ﾆｺﾗｽ 島根

6 1 3921 熱田　　夢空(3) 大田第一 12.50 6 3 1936 イダニコラス(3) 出雲第二 12.41
ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 島根 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 島根

7 2 6837 永井　　　宙(3) 高津 12.66 7 2 7755 濱口　　栞太(3) 西郷 12.44
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 島根

8 8 534 杉原　　凌甫(3) 松江第一 12.70 8 8 6338 西川　　　翔(3) 益田東 12.61
ｱﾗｷ ﾀｸﾐ 島根 ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ 島根

9 3 4801 荒木　　拓己(3) 浜田第一 12.74 9 1 5914 的場　　　尋(3) 瑞穂 12.78

3組 (風:-0.5) 4組 (風:+0.7)

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

ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

1 5 2413 坂本　　千斗(3) 向陽 11.54 q 1 6 5319 岡本　亮太郎(3) 三隅 11.25 q
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根 ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 島根

2 7 608 矢野　　成唯(3) 松江第二 11.99 2 9 2064 三原　　陸蒼(3) 出雲第三 11.96
ｼﾞﾝﾃﾞ ﾌﾟﾗﾅﾔﾏｺｳﾐｮｳ 島根 ｶﾉｳ ﾊﾙﾄ 島根

3 4 7001 神手プラナヤマ晃明(3) 六日市 12.13 3 8 195 加納　　遥人(3) 安来第一 12.00
ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ 島根 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 島根

4 1 2643 錦織　　　潤(3) 斐川東 12.39 4 7 7224 齋藤　　　仁(3) 日原 12.01
ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ 島根

5 9 533 中井　　　天(3) 松江第一 12.42 5 5 1911 高島　　賢三(3) 出雲第二 12.07
ﾐｳﾗ ｱｷﾉﾘ 島根 ｲﾇﾔﾏ ｶｲ 島根

6 3 4800 三浦　　明紀(3) 浜田第一 12.42 6 4 1003 犬山　　　海(3) 東出雲 12.08
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｶﾅﾀ 島根

7 8 5401 島田　眞那斗(3) 弥栄 12.64 7 2 3922 恒松　　奏太(3) 大田第一 12.62
ﾐﾉｼﾞ ﾕｳｷ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 島根

8 6 6834 美濃地　優輝(3) 高津 12.76 8 3 7511 吉田　　　匠(3) 津和野 12.88
ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾀｸﾐ 島根 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根

9 2 219 山野邉　拓海(3) 安来第三 13.05 1 607 中川　　碧志(3) 松江第二 DNS

5組 (風:-0.9) 6組 (風:+0.3)

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

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根

1 6 4513 川端　　涼太(3) 江津 11.65 q 1 6 750 谷本　　勇介(3) 松江第四 11.67 q
ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根 ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島根

2 5 2123 佐々木　　輝(3) 河南 11.89 2 4 4637 須藤　　広征(3) 青陵 11.75 q
ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島根 ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根

3 7 2411 多久和　日向(3) 向陽 12.16 3 5 3916 吉岡　　敬多(3) 大田第一 11.94
ﾌﾙﾀﾆ ｱﾘｷ 島根 ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島根

4 1 7700 古谷　　有己(3) 知夫 12.24 4 9 2514 土江　　真翔(3) 大社 12.14
ｻｻﾀﾞ ﾕｳﾔ 島根 ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島根

5 3 6501 佐々田　雄矢(3) 美都 12.51 5 7 2075 内藤　　　海(3) 出雲第三 12.36
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 島根 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 島根

6 8 2701 佐々木　優斗(3) 斐川西 12.51 6 3 1007 小豆澤竜一朗(3) 東出雲 12.61
ﾀｵﾀﾞ ﾋﾄｷ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 島根

7 4 5320 垰田　　仁輝(3) 三隅 12.62 7 8 215 桑原　　誠也(3) 安来第三 12.65
ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 島根 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ 島根

8 2 7222 大庭　　光希(3) 日原 12.70 2 3312 石原　　和希(3) 加茂 DNS
ｴｲﾇﾏ ｼﾝｺﾞ 島根

9 3818 永沼　　紳吾(3) 仁多横田 DNS

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



３年男子100m
日本中学記録(JH)              10.4     桑田　隆史(大阪・寝屋川四)            1988 審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           10.8     原　佳宏(安来・安来第三)              1992

島根県中学記録(JPR)          10.86     木原　博(美濃・美都)                  2002

大会記録(GR)                 11.01     木原　博(美濃・美都)                  2002 7月20日 11:30 予　選

大会記録(GR)                  10.9     小川　敦司(出雲・浜山)                1989 7月20日 15:00 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾖﾈ ﾀｶｱｷ 島根

1 4 7225 登米　　喬卿(3) 日原 12.04
ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

2 6 1828 武永　　　廉(3) 出雲第一 12.13
ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ 島根

3 7 1016 平方　　伶和(3) 東出雲 12.14
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ 島根

4 9 751 藤原　　　佑(3) 松江第四 12.37
ｵｵﾊ ｺｳｷ 島根

5 8 6833 大羽　　虹輝(3) 高津 12.51
ｺﾝﾀﾞ ﾐﾂｷ 島根

6 1 197 近田　　光希(3) 安来第一 12.54
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ 島根

7 2 532 藤田　　雅邦(3) 松江第一 12.71
ｲｼｸﾗ ｼｮｳﾏ 島根

8 3 3814 石倉　　翔馬(3) 仁多横田 12.93
ｴｽﾐ ｹﾝﾀ 島根

5 2501 江角　　健太(3) 大社 DNS

決　勝　

(風:+0.4)

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

1 4 5319 岡本　亮太郎(3) 三隅 11.33
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根

2 8 750 谷本　　勇介(3) 松江第四 11.43
ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

3 6 2413 坂本　　千斗(3) 向陽 11.49
ｶﾝ ﾕｳｷ 島根

4 5 1943 管　　　優希(3) 出雲第二 11.52
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根

5 9 4513 川端　　涼太(3) 江津 11.62
ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ 島根

6 7 2640 安食　　太智(3) 斐川東 11.63
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根

7 3 3920 松原　　朋希(3) 大田第一 11.74
ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島根

8 2 4637 須藤　　広征(3) 青陵 11.76

凡例  DNS:欠場



３年男子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           3:49.72     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

島根県中学記録(JPR)        4:06.00     三浦　龍司(浜田・浜田東)              2016 7月19日 16:40 予　選

大会記録(GR)               4:09.68     三浦　龍司(浜田・浜田東)              2016 7月20日 09:35 決　勝

予　選　2組6着＋4

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

ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 島根 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根

1 9 2503 石本　　健太(3) 大社 4:29.28 Q 1 17 6335 岸田　　紘季(3) 益田東 4:23.73 Q
ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 島根 ｲﾜﾅﾘ ﾊﾙ 島根

2 14 7103 田原　　匠真(3) 柿木 4:30.39 Q 2 10 2431 岩成　　　陽(3) 向陽 4:28.46 Q
ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根 ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

3 5 612 加藤　　蒼梧(3) 松江第二 4:30.46 Q 3 5 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲第三 4:28.82 Q
ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根 ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

4 16 1826 佐々木　一哲(3) 出雲第一 4:30.52 Q 4 3 5146 多原　　大和(3) 浜田第四 4:29.38 Q
ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根 ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根

5 13 2072 出川　　育夢(3) 出雲第三 4:30.70 Q 5 6 2517 永島　　和心(3) 大社 4:30.22 Q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根 ｼﾓｵ ｿｳﾀﾞｲ 島根

6 7 2512 杉原　　拓哉(3) 大社 4:31.23 Q 6 16 4618 下尾　　颯大(3) 青陵 4:30.33 Q
ﾌﾉ ﾅﾙﾄ 島根 ｺﾞｳﾄﾞ ｼｭﾝｼﾞ 島根

7 2 2128 布野　　鳴人(3) 河南 4:33.30 q 7 15 2702 神門　　駿地(3) 斐川西 4:32.74 q
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根

8 11 2420 松浦　　悠太(3) 向陽 4:36.08 8 19 614 佐藤　　大輝(3) 松江第二 4:32.85 q
ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根 ﾉｳﾐ ﾕｳｾｲ 島根

9 6 2224 曽田　　大翔(3) 浜山 4:36.85 9 12 1014 能見　　悠耀(3) 東出雲 4:33.38 q
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾏﾂｲ ﾐｵ 島根

10 15 4649 長谷川　広大(3) 青陵 4:37.66 10 18 2055 松井　　海央(3) 出雲第三 4:36.77
ｽﾐ ｺｳﾀ 島根 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島根

11 4 2071 角　　　航太(3) 出雲第三 4:38.30 11 1 3450 伊藤　　滉基(3) 吉田 4:38.13
ﾀｸﾉ ﾀｶﾉﾘ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 島根

12 19 7510 宅野　　貴紀(3) 津和野 4:44.71 12 2 7511 吉田　　　匠(3) 津和野 4:41.52
ｲｹｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 島根 ﾀﾅｶ ｲﾌﾞｷ 島根

13 1 6502 池口　　颯人(3) 美都 4:46.14 13 9 5910 田中　　一蕗(3) 瑞穂 4:42.06
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾔ 島根 ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ 島根

14 17 6859 中村　　颯冶(3) 小野 4:47.10 14 11 7606 青山　　光輝(3) 海士 4:42.64
ﾐｽﾞｶﾐ ｾｲﾔ 島根 ﾏｷﾀ ｷﾗ 島根

15 18 6339 水上　　星哉(3) 益田東 4:47.61 15 7 4908 牧田　　　煌(3) 浜田第二 4:43.04
ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ 島根 ｾﾉｵ ﾏｻﾌﾐ 島根

16 10 3917 倉橋　　宏輔(3) 大田第一 4:48.49 16 8 1917 妹尾　　将史(3) 出雲第二 4:44.81
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻｶﾂ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

17 8 3780 藤原　　正勝(3) 仁多 4:48.91 17 14 3781 長谷川　悠大(3) 仁多 4:51.72
ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根 ｶﾝｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 島根

3 1947 川本　　　周(3) 出雲第二 DNS 4 5600 官澤　麻成斗(3) 旭 DNS
ﾆｲ ｲｵﾘ 島根 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

12 5911 新井　　伊織(3) 瑞穂 DNS 13 531 須田　　智貴(3) 松江第一 DNS

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



３年男子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           3:49.72     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

島根県中学記録(JPR)        4:06.00     三浦　龍司(浜田・浜田東)              2016 7月19日 16:40 予　選

大会記録(GR)               4:09.68     三浦　龍司(浜田・浜田東)              2016 7月20日 09:35 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 島根

1 16 7103 田原　　匠真(3) 柿木 4:17.85
ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

2 13 5146 多原　　大和(3) 浜田第四 4:19.87
ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

3 14 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲第三 4:21.19
ｷｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根

4 3 6335 岸田　　紘季(3) 益田東 4:22.54
ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 島根

5 10 2503 石本　　健太(3) 大社 4:23.11
ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根

6 11 2072 出川　　育夢(3) 出雲第三 4:23.94
ｲﾜﾅﾘ ﾊﾙ 島根

7 8 2431 岩成　　　陽(3) 向陽 4:24.02
ｼﾓｵ ｿｳﾀﾞｲ 島根

8 2 4618 下尾　　颯大(3) 青陵 4:24.56
ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根

9 9 612 加藤　　蒼梧(3) 松江第二 4:28.50
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

10 5 2512 杉原　　拓哉(3) 大社 4:31.52
ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根

11 4 1826 佐々木　一哲(3) 出雲第一 4:37.28
ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根

12 6 2517 永島　　和心(3) 大社 4:37.59
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根

13 1 614 佐藤　　大輝(3) 松江第二 4:38.41
ｺﾞｳﾄﾞ ｼｭﾝｼﾞ 島根

14 12 2702 神門　　駿地(3) 斐川西 4:42.54
ﾉｳﾐ ﾕｳｾｲ 島根

15 7 1014 能見　　悠耀(3) 東出雲 4:43.36
ﾌﾉ ﾅﾙﾄ 島根

15 2128 布野　　鳴人(3) 河南 DNS

凡例  DNS:欠場



全学年男子200m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静岡・修繕寺)              2010

島根県中学記録(JPR)           22.0     細田　真史(松江・湖南)                1992

島根県中学記録(JPR)          22.11     細田　真史(松江・湖南)                1992 7月21日 11:45 予　選

大会記録(GR)                 22.38     花田　達也(出雲・出雲第一)            2013 7月21日 13:15 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-3.7) 2組 (風:-3.2)

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

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島根 ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根

1 7 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲第三 23.58 q 1 6 5912 新井　　裕太(3) 瑞穂 23.64 q
ｲﾇﾔﾏ ｶｲ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ 島根

2 5 1003 犬山　　　海(3) 東出雲 25.28 2 5 2324 山本　　飛湧(3) 平田 24.50
ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾀ 島根 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 島根

3 1 4923 廣瀬　　遼太(2) 浜田第二 25.70 3 8 7224 齋藤　　　仁(3) 日原 25.35
ﾌﾙﾀﾆ ｱﾘｷ 島根 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根

4 3 7700 古谷　　有己(3) 知夫 25.73 4 2 3790 宇田川　優心(2) 仁多 25.80
ｵｵﾊ ｺｳｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ 島根

5 9 6833 大羽　　虹輝(3) 高津 25.78 5 4 751 藤原　　　佑(3) 松江第四 25.81
ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 島根 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 島根

6 8 5726 泉　　　隼斗(3) 川本 26.50 6 3 1007 小豆澤竜一朗(3) 東出雲 25.94
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ 島根 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 島根

7 4 532 藤田　　雅邦(3) 松江第一 26.52 7 9 903 久保田　健汰(2) 美保関 26.15
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 島根 ｻﾄｳ ﾄﾗｷ 島根

8 2 4522 大場　　涼雅(1) 江津 27.52 7 3350 佐藤　　彪大(2) 木次 DNS
ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根

6 2340 小村　　凌久(2) 平田 DNS

3組 (風:-2.5) 4組 (風:-2.8)

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

ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根

1 5 5319 岡本　亮太郎(3) 三隅 23.83 q 1 4 750 谷本　　勇介(3) 松江第四 23.95 q
ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ 島根 ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ 島根

2 4 2640 安食　　太智(3) 斐川東 24.15 q 2 5 4515 横路　　昂大(3) 江津 24.83
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾔ 島根

3 7 1941 三島　　聡太(3) 出雲第二 24.26 3 7 3204 山根　　昌也(3) 海潮 24.89
ﾄﾖﾈ ﾀｶｱｷ 島根 ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根

4 6 7225 登米　　喬卿(3) 日原 24.59 4 8 7104 友重　　貴尋(3) 柿木 25.37
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 島根 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 島根

5 8 3788 杠　　　陸斗(2) 仁多 25.74 5 9 2077 吉川　　聖隼(3) 出雲第三 25.44
ｺｳﾉ ﾄﾜ 島根 ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

6 3 2357 幸野　　斗和(3) 平田 26.54 6 6 2414 田中　　　陸(3) 向陽 25.75
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾐｳﾗ ｱｷﾉﾘ 島根

7 9 534 杉原　　凌甫(3) 松江第一 26.75 7 3 4800 三浦　　明紀(3) 浜田第一 25.83
ｸﾜﾏﾀ ｹｲﾄ 島根 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 島根

2 158 桑俣　　慶人(1) 安来第一 DNS 8 2 6338 西川　　　翔(3) 益田東 26.44

5組 (風:-3.0) 6組 (風:-3.4)

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

ｶﾝ ﾕｳｷ 島根 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根

1 7 1943 管　　　優希(3) 出雲第二 24.09 q 1 4 4513 川端　　涼太(3) 江津 24.05 q
ｶﾉｳ ﾊﾙﾄ 島根 ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 島根

2 5 195 加納　　遥人(3) 安来第一 24.60 2 7 6207 久保　　陽向(2) 益田 24.12 q
ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 島根

3 8 3923 畑野　　颯太(2) 大田第一 25.08 3 6 1945 宮嵜　　夢太(3) 出雲第二 25.34
ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾂﾓﾘ ｿﾗ 島根

4 6 2505 木村　　駿介(3) 大社 25.66 4 8 3128 津森　　想良(2) 大東 26.15
ｻｻﾀﾞ ﾕｳﾔ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 島根

5 3 6501 佐々田　雄矢(3) 美都 26.05 5 2 5918 小林　　大悟(2) 瑞穂 26.48
ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ 島根 ｲｼｸﾗ ｼｮｳﾏ 島根

6 2 5914 的場　　　尋(3) 瑞穂 26.17 6 9 3814 石倉　　翔馬(3) 仁多横田 26.76
ﾀﾅｶ ﾊﾙ 島根 ｸﾛｶﾜ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 島根

7 9 4905 田中　　春瑠(3) 浜田第二 26.23 7 3 4912 黒川ガブリエル(3) 浜田第二 26.77
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根 ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 島根

4 2045 永田　　裕暉(2) 出雲第三 DNS 5 3916 吉岡　　敬多(3) 大田第一 DNS

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



全学年男子200m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静岡・修繕寺)              2010

島根県中学記録(JPR)           22.0     細田　真史(松江・湖南)                1992

島根県中学記録(JPR)          22.11     細田　真史(松江・湖南)                1992 7月21日 11:45 予　選

大会記録(GR)                 22.38     花田　達也(出雲・出雲第一)            2013 7月21日 13:15 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

1 4 3787 藤原　　琉成(2) 仁多 24.42
ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 島根

2 6 6336 笹川　　和也(3) 益田東 25.15
ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 島根

3 7 2327 樋野　　翔太(3) 平田 25.61
ｸﾜﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 島根

4 3 215 桑原　　誠也(3) 安来第三 26.15
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 島根

5 2 4904 小松原　良太(3) 浜田第二 26.17
ｲｹﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 島根

6 8 538 池本　　太陽(2) 松江第一 26.17
ﾀｵﾀﾞ ﾋﾄｷ 島根

7 9 5320 垰田　　仁輝(3) 三隅 26.34
ﾐﾉｼﾞ ﾕｳｷ 島根

5 6834 美濃地　優輝(3) 高津 DNS

決　勝　

(風:-3.6)

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

1 7 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲第三 23.37
ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根

2 4 5912 新井　　裕太(3) 瑞穂 23.50
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

3 5 5319 岡本　亮太郎(3) 三隅 23.97
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根

4 6 750 谷本　　勇介(3) 松江第四 24.03
ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 島根

5 3 6207 久保　　陽向(2) 益田 24.25
ｶﾝ ﾕｳｷ 島根

6 8 1943 管　　　優希(3) 出雲第二 24.52
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根

7 9 4513 川端　　涼太(3) 江津 24.59
ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ 島根

8 2 2640 安食　　太智(3) 斐川東 24.86

凡例  DNS:欠場



全学年男子400m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             48.18     谷川　鈴扇(群馬・邑楽)                2009

島根県中学記録(JPR)          50.72     坂本　安弘(簸川・斐川西)              2000 7月20日 12:30 予　選

大会記録(GR)                  51.0     塩野　稔昭(出雲・出雲第二)            1987 7月20日 15:15 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 島根 ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根

1 6 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲第三 53.08 Q 1 4 5912 新井　　裕太(3) 瑞穂 51.57 ◎ Q
ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 島根

2 5 4515 横路　　昂大(3) 江津 55.77 Q 2 7 4905 田中　　春瑠(3) 浜田第二 55.96 Q
ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 島根

3 3 1939 寺本　　颯哉(3) 出雲第二 57.36 3 5 1945 宮嵜　　夢太(3) 出雲第二 56.95
ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根 ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ 島根

4 4 2226 川上　　哲宗(3) 浜山 57.69 4 6 2641 福間　　一世(3) 斐川東 57.50
ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾄ 島根 ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根

5 9 5061 吉田　　輝叶(2) 浜田第三 58.64 5 8 7104 友重　　貴尋(3) 柿木 57.52
ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙ 島根

6 1 1918 吉木　　郁矢(2) 出雲第二 58.71 6 9 3100 武田　　　輝(3) 大東 58.89
ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 島根 ﾏｴﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

7 2 6837 永井　　　宙(3) 高津 1:00.80 7 3 5029 前原　琉之介(3) 浜田第三 1:00.26
ﾂﾓﾘ ﾘｭｳﾀﾞｲ 島根 ﾏﾂｲ  ﾄﾜ 島根

8 8 619 津森　　隆大(2) 松江第二 1:01.74 2 5222 松井　　都倭(3) 浜田東 DNS
ﾐﾂｲ ｹﾝｼﾝ 島根

7 4004 三井　　堅心(2) 大田第二 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ 島根

1 6 2324 山本　　飛湧(3) 平田 54.07 Q
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根

2 5 1941 三島　　聡太(3) 出雲第二 55.31 Q
ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

3 7 2414 田中　　　陸(3) 向陽 56.30 q
ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根

4 4 2224 曽田　　大翔(3) 浜山 56.92 q
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 島根

5 8 4904 小松原　良太(3) 浜田第二 57.38
ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ 島根

6 3 5917 木村　　拓斗(2) 瑞穂 58.17
ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ 島根

7 9 7102 齋藤　　泰稀(3) 柿木 58.20
ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾄｼ 島根

8 2 6705 品川　　智史(3) 東陽 1:01.19

決　勝　

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

1 4 2080 山﨑　　琉惟(3) 出雲第三 50.18 JPR,GR,◎

ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根

2 5 5912 新井　　裕太(3) 瑞穂 51.74
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根

3 7 1941 三島　　聡太(3) 出雲第二 53.38
ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ 島根

4 8 4515 横路　　昂大(3) 江津 55.03
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ 島根

5 6 2324 山本　　飛湧(3) 平田 55.31
ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

6 3 2414 田中　　　陸(3) 向陽 56.23
ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根

7 2 2224 曽田　　大翔(3) 浜山 56.78
ﾀﾅｶ ﾊﾙ 島根

8 9 4905 田中　　春瑠(3) 浜田第二 57.00

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  JPR:島根県中学記録 GR:大会記録 DNS:欠場 ◎:標準記録突破



全学年男子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           1:52.43     馬場　勇一郎(愛知・上郷)              2016

島根県中学記録(JPR)        1:55.60     宍道　正五(松江・湖南)                1989 7月20日 15:20 予　選

大会記録(GR)               2:00.07     山崎　穂高(出雲・大社)                2014 7月21日 09:40 決　勝

予　選　5組1着＋3

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

ｾﾉｵ ﾏｻﾌﾐ 島根 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

1 7 1917 妹尾　　将史(3) 出雲第二 2:09.96 Q 1 7 531 須田　　智貴(3) 松江第一 2:09.70 Q
ｶｼﾞﾉ ｿｳﾀ 島根 ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 島根

2 6 615 梶野　　蒼太(2) 松江第二 2:13.63 2 6 2503 石本　　健太(3) 大社 2:10.50 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾗ 島根

3 5 3452 渡部　　遥斗(2) 吉田 2:14.19 3 5 6349 島田　　悠良(3) 益田東 2:11.69
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 島根

4 4 2512 杉原　　拓哉(3) 大社 2:15.09 4 4 2221 北村　　　允(3) 浜山 2:16.11
ﾀｶｾ ｺｳﾒｲ 島根 ｲﾏﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 島根

5 9 6342 高瀬　　孔明(3) 益田東 2:19.58 5 8 5511 今谷　　竜也(3) 金城 2:16.54
ｺｼﾞﾏ ｼｭｳｻｸ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 島根

6 2 4918 児島　　周作(3) 浜田第二 2:23.21 6 9 2129 渡邊　　晃晴(3) 河南 2:18.84
ﾂｼﾐ ﾀｸﾄ 島根 ﾜｶﾂｷ ﾅｵｷ 島根

7 3 4518 都志見　拓斗(2) 江津 2:25.64 7 2 3783 若槻　　直樹(3) 仁多 2:24.07
ｲﾜｻｷ ｷﾗﾄ 島根 ｻﾉ ﾋﾛﾑ 島根

8 2113 岩崎　　輝翔(1) 河南 DNS 8 3 1011 佐野　　大夢(2) 東出雲 2:27.56

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｲ ｲｵﾘ 島根 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

1 6 5911 新井　　伊織(3) 瑞穂 2:05.76 Q 1 5 2143 布野　新太郎(2) 河南 2:08.91 Q
ﾜｶｽｶﾞ ﾘｭｳｻｸ 島根 ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

2 9 4641 若菅　　竜作(3) 青陵 2:11.98 2 6 5146 多原　　大和(3) 浜田第四 2:09.38 q
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾄﾔ 島根

3 7 3450 伊藤　　滉基(3) 吉田 2:12.28 3 8 7006 髙杉　　元也(1) 六日市 2:11.75
ﾏｷﾀ ｷﾗ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 島根

4 8 4908 牧田　　　煌(3) 浜田第二 2:16.88 4 4 2065 森山　　颯汰(3) 出雲第三 2:11.98
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 島根 ﾑｺﾊﾗ ﾕｳﾀ 島根

5 5 2419 足立　　琉季(3) 向陽 2:18.41 5 2 7651 向原　　悠太(3) 西ノ島 2:14.99
ﾏﾂｲ  ﾄﾜ 島根 ﾉｳﾐ ﾕｳｾｲ 島根

6 3 5222 松井　　都倭(3) 浜田東 2:19.62 6 7 1014 能見　　悠耀(3) 東出雲 2:18.52
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根

7 4 614 佐藤　　大輝(3) 松江第二 2:20.67 9 2353 原　　駿太朗(3) 平田 DQ,T4

ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根

3 4005 勝部　　遥人(2) 大田第二 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根

1 7 1947 川本　　　周(3) 出雲第二 2:10.80 Q
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 島根

2 6 7223 齋藤　　昌駿(3) 日原 2:11.39 q
ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ 島根

3 4 5917 木村　　拓斗(2) 瑞穂 2:17.20
ｸﾘｽ ﾘｸ 島根

4 8 5532 栗栖　　利玖(2) 金城 2:20.66
ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｲﾂｷ 島根

5 2 6341 水永　　　樹(3) 益田東 2:20.75
ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 島根

6 5 6208 重岡　　幸能(2) 益田 2:22.56
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根

7 9 2354 福田　　知徳(3) 平田 2:23.04
ｶﾀﾉ ﾀｸﾔ 島根

8 3 6832 片野　　卓哉(3) 高津 2:27.21

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った



全学年男子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           1:52.43     馬場　勇一郎(愛知・上郷)              2016

島根県中学記録(JPR)        1:55.60     宍道　正五(松江・湖南)                1989 7月20日 15:20 予　選

大会記録(GR)               2:00.07     山崎　穂高(出雲・大社)                2014 7月21日 09:40 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｲ ｲｵﾘ 島根

1 4 5911 新井　　伊織(3) 瑞穂 2:05.09
ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根

2 8 1947 川本　　　周(3) 出雲第二 2:06.64
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

3 7 2143 布野　新太郎(2) 河南 2:06.75
ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 島根

4 2 2503 石本　　健太(3) 大社 2:07.30
ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

5 5 531 須田　　智貴(3) 松江第一 2:07.54
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 島根

6 3 7223 齋藤　　昌駿(3) 日原 2:07.61
ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

7 9 5146 多原　　大和(3) 浜田第四 2:07.81
ｾﾉｵ ﾏｻﾌﾐ 島根

8 6 1917 妹尾　　将史(3) 出雲第二 2:13.50

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った



全学年男子3000m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           8:17.84     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(仁多・仁多)                2004

大会記録(GR)               8:49.30     三浦　龍司(浜田・浜田東)              2016 7月21日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　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

ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

1 3 7103 田原　　匠真(3) 柿木 9:22.99 1 13 5751 安部　　晄生(2) 川本 10:01.23

ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根 ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根

2 9 612 加藤　　蒼梧(3) 松江第二 9:33.95 2 2 2013 那須　　飛成(2) 出雲第三 10:03.06

ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 島根

3 2 2072 出川　　育夢(3) 出雲第三 9:37.99 3 15 5402 藤林　　昂也(3) 弥栄 10:06.35

ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根 ｻｻｷ ﾄﾓｷ 島根

4 7 2517 永島　　和心(3) 大社 9:42.50 4 10 6505 佐々木　智輝(2) 美都 10:07.80

ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根 ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ 島根

5 15 1826 佐々木　一哲(3) 出雲第一 9:43.75 5 7 6504 大石　　淳陽(2) 美都 10:08.77

ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾔ 島根

6 5 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲第三 9:46.57 6 3 6859 中村　　颯冶(3) 小野 10:10.25

ﾌﾉ ﾅﾙﾄ 島根 ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根

7 6 2128 布野　　鳴人(3) 河南 9:49.06 7 14 5059 黒見　　紘大(2) 浜田第三 10:10.37

ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 島根

8 1 2420 松浦　　悠太(3) 向陽 9:53.30 8 12 4649 長谷川　広大(3) 青陵 10:11.51

ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻｶﾂ 島根

9 10 2515 藤間　　慶士(3) 大社 9:56.04 9 6 3780 藤原　　正勝(3) 仁多 10:13.18

ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根 ﾋﾗﾔﾌﾞ ｷｲﾁ 島根

10 11 2428 長廻　　舜也(2) 向陽 10:04.82 10 1 5050 平藪　　貴一(2) 浜田第三 10:14.10

ｻﾄｳ ｾｲ 島根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

11 4 2427 佐藤　　　成(2) 向陽 10:15.81 11 4 1816 栗原　　卓也(2) 出雲第一 10:14.16

ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

12 14 2138 伊藤　　凪沙(2) 河南 10:15.99 12 8 3781 長谷川　悠大(3) 仁多 10:18.06

ｼｮｳﾀﾞ ﾉﾘｶﾂ 島根 ﾆｼｶﾜ ｿｳﾏ 島根

13 13 5063 正田　　典克(2) 浜田第三 10:18.45 13 11 4910 西川　　颯真(3) 浜田第二 10:32.81

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根 ｷｯｶﾜ ﾀｸﾏ 島根

14 8 2134 門脇　　孟毅(2) 河南 10:26.37 14 5 1004 吉川　多久磨(3) 東出雲 10:52.04

ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ 島根

12 1817 黒田　　雅斗(2) 出雲第一 DNS 15 9 3917 倉橋　　宏輔(3) 大田第一 10:55.08

ﾓﾘﾀ ﾅｵ 島根

16 5916 森田　　那生(2) 瑞穂 DNS

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

ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 島根

1 7103 田原　　匠真(3) 柿木 9:22.99
ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根

2 612 加藤　　蒼梧(3) 松江第二 9:33.95
ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根

3 2072 出川　　育夢(3) 出雲第三 9:37.99
ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根

4 2517 永島　　和心(3) 大社 9:42.50
ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根

5 1826 佐々木　一哲(3) 出雲第一 9:43.75
ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

6 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲第三 9:46.57
ﾌﾉ ﾅﾙﾄ 島根

7 2128 布野　　鳴人(3) 河南 9:49.06
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

8 2420 松浦　　悠太(3) 向陽 9:53.30

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



全学年男子3000m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           8:17.84     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(仁多・仁多)                2004

大会記録(GR)               8:49.30     三浦　龍司(浜田・浜田東)              2016 7月21日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順

1 7103 田原　　匠真(3) ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 島根 柿木 9:22.99 1 3 1

2 612 加藤　　蒼梧(3) ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根 松江第二 9:33.95 1 9 2

3 2072 出川　　育夢(3) ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根 出雲第三 9:37.99 1 2 3

4 2517 永島　　和心(3) ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根 大社 9:42.50 1 7 4

5 1826 佐々木　一哲(3) ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根 出雲第一 9:43.75 1 15 5

6 2067 伊藤　　大陽(3) ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根 出雲第三 9:46.57 1 5 6

7 2128 布野　　鳴人(3) ﾌﾉ ﾅﾙﾄ 島根 河南 9:49.06 1 6 7

8 2420 松浦　　悠太(3) ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根 向陽 9:53.30 1 1 8

9 2515 藤間　　慶士(3) ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ 島根 大社 9:56.04 1 10 9

10 5751 安部　　晄生(2) ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根 川本 10:01.23 2 13 1

11 2013 那須　　飛成(2) ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根 出雲第三 10:03.06 2 2 2

12 2428 長廻　　舜也(2) ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根 向陽 10:04.82 1 11 10

13 5402 藤林　　昂也(3) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 島根 弥栄 10:06.35 2 15 3

14 6505 佐々木　智輝(2) ｻｻｷ ﾄﾓｷ 島根 美都 10:07.80 2 10 4

15 6504 大石　　淳陽(2) ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ 島根 美都 10:08.77 2 7 5

16 6859 中村　　颯冶(3) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾔ 島根 小野 10:10.25 2 3 6

17 5059 黒見　　紘大(2) ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根 浜田第三 10:10.37 2 14 7

18 4649 長谷川　広大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 島根 青陵 10:11.51 2 12 8

19 3780 藤原　　正勝(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻｶﾂ 島根 仁多 10:13.18 2 6 9

20 5050 平藪　　貴一(2) ﾋﾗﾔﾌﾞ ｷｲﾁ 島根 浜田第三 10:14.10 2 1 10

21 1816 栗原　　卓也(2) ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根 出雲第一 10:14.16 2 4 11

22 2427 佐藤　　　成(2) ｻﾄｳ ｾｲ 島根 向陽 10:15.81 1 4 11

23 2138 伊藤　　凪沙(2) ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根 河南 10:15.99 1 14 12

24 3781 長谷川　悠大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 仁多 10:18.06 2 8 12

25 5063 正田　　典克(2) ｼｮｳﾀﾞ ﾉﾘｶﾂ 島根 浜田第三 10:18.45 1 13 13

26 2134 門脇　　孟毅(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根 河南 10:26.37 1 8 14

27 4910 西川　　颯真(3) ﾆｼｶﾜ ｿｳﾏ 島根 浜田第二 10:32.81 2 11 13

28 1004 吉川　多久磨(3) ｷｯｶﾜ ﾀｸﾏ 島根 東出雲 10:52.04 2 5 14

29 3917 倉橋　　宏輔(3) ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ 島根 大田第一 10:55.08 2 9 15

1817 黒田　　雅斗(2) ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 出雲第一 DNS 1 12

5916 森田　　那生(2) ﾓﾘﾀ ﾅｵ 島根 瑞穂 DNS 1 16



全学年男子110mH(0.914m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             13.76     山田　真大(三重・三雲)                2018

島根県中学記録(JPR)          14.21     遠所　勇歩(松江・松江第四)            2015 7月21日 09:50 予　選

大会記録(GR)                 14.65     勝田　築(松江・松江第一)              2014 7月21日 12:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-0.6)

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

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根

1 4 1828 武永　　　廉(3) 出雲第一 16.65 Q 1 4 2123 佐々木　　輝(3) 河南 15.60 Q
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ 島根 ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根

2 3 2141 今岡　　幸己(2) 河南 17.81 Q 2 5 533 中井　　　天(3) 松江第一 17.01 Q
ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島根 ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根

3 6 6104 上田　　康生(2) 石見 18.29 3 6 2418 森脇　　大貴(3) 向陽 17.16 q
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根 ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 島根

4 7 1938 森木　　大翔(3) 出雲第二 19.33 4 7 1939 寺本　　颯哉(3) 出雲第二 17.34 q
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

5 9 2126 増原　　永人(3) 河南 19.49 5 8 2513 園山　　晴斗(3) 大社 18.77
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根

6 2 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽 19.61 6 9 5051 品川　　侑斗(2) 浜田第三 18.95
ｱﾂﾀ ﾕﾗ 島根 ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

7 5 3921 熱田　　夢空(3) 大田第一 20.10 3 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲第三 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 島根

8 8 4521 山本　　敏礼(2) 江津 20.71

3組 (風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

1 6 2124 外野　　晴琉(3) 河南 15.70 Q
ｼﾞﾝﾃﾞ ﾌﾟﾗﾅﾔﾏｺｳﾐｮｳ 島根

2 4 7001 神手プラナヤマ晃明(3) 六日市 15.87 Q
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

3 7 2014 登川　　　天(2) 出雲第三 17.50
ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根

4 5 2220 大野　　海知(3) 浜山 18.23
ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根

5 9 1827 妹尾　歩佑人(3) 出雲第一 18.81
ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ 島根

6 8 4001 田中　　達貴(3) 大田第二 18.86
ｻｴｷ ﾀｸﾄ 島根

7 3 613 佐伯　　拓都(3) 松江第二 19.23

決　勝　

(風:+1.3)

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

1 6 2123 佐々木　　輝(3) 河南 15.39
ｼﾞﾝﾃﾞ ﾌﾟﾗﾅﾔﾏｺｳﾐｮｳ 島根

2 5 7001 神手プラナヤマ晃明(3) 六日市 15.46
ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

3 7 2124 外野　　晴琉(3) 河南 15.56
ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

4 4 1828 武永　　　廉(3) 出雲第一 16.43
ﾅｶｲ ﾃﾝ 島根

5 8 533 中井　　　天(3) 松江第一 16.78
ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根

6 2 2418 森脇　　大貴(3) 向陽 17.21
ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 島根

7 3 1939 寺本　　颯哉(3) 出雲第二 17.28
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ 島根

8 9 2141 今岡　　幸己(2) 河南 18.69

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



１年男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             42.40     鍋島聡一朗・西村晟太朗・西野開・須戸遼(滋賀・双葉)2017

島根県中学記録(JPR)          48.30     重岡幸能・久保陽向・馬庭大・藤本隆司(益田・益田)2018 7月20日 12:55 予　選

大会記録(GR)                 48.57     重岡幸能・久保陽向・馬庭大・藤本隆司(益田・益田)2018 7月21日 13:35 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 湖南 811 永澤　　琉衣(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 51.22 1 7 平田 2351 和田　　陽向(1) ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ 51.16
(島根) 808 枝木　　　蓮(1) ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ Q (島根) 2307 小片　　李希(1) ｵｶﾞﾀ ﾘｷ Q

809 髙木　　健太(1) ﾀｶｷ ｹﾝﾀ 2314 渡部　　展路(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ
813 山本　　紘大(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 2309 高橋　　快仁(1) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

2 7 安来第三 212 島田　　　結(1) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 52.06 2 9 江津 4528 岡本　　輝生(1) ｵｶﾓﾄ ｷｵ 51.47
(島根) 217 成瀨　　慶丞(1) ﾅﾙｾ ｹｲｽｹ Q (島根) 4522 大場　　涼雅(1) ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ Q

218 足立　　悠人(1) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 4526 坂根　　唯真(1) ｻｶﾈ ﾕｲﾏ
213 田邉　　　拓(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 4524 河野　　啓輔(1) ｺｳﾉ ｹｲｽｹ

3 8 大田第一 3911 大野　　良輔(1) ｵｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 52.46 3 6 益田 6245 村上　　　匠(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 51.76
(島根) 3913 深野　　蒼太(1) ﾌｶﾉ ｿｳﾀ Q (島根) 6235 窪田　　晴人(1) ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ Q

3912 杉本　　天磨(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾝﾏ 6242 高橋　　導成(1) ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾊﾙ
3910 亀岡　　凌平(1) ｶﾒｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 6247 吉田　　碧翔(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾄ

4 5 斐川東 2615 錦織　　俊介(1) ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ 52.65 4 8 松江第一 509 永瀬　　照英(1) ﾅｶﾞｾ ｼｮｳｴｲ 51.79
(島根) 2616 岩谷　　優輝(1) ｲﾜﾀﾆ ﾕｳｷ (島根) 507 加地　　拓稀(1) ｶｼﾞ ﾋﾛｷ q

2619 福間　　釉絆(1) ﾌｸﾏ ﾕｳｷ 508 新宮　　　岬(1) ｼﾝｸﾞｳ ﾐｻｷ
2611 足立　　康佑(1) ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ 511 原　　　光希(1) ﾊﾗ ｺｳｷ

5 9 青陵 4614 池村　　　羚(1) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 52.67 5 4 安来第一 157 長野　　　耀(1) ﾅｶﾞﾉ ｱｷﾗ 52.12
(島根) 4638 田向　　　優(1) ﾀﾑｶｲ ﾕｳ (島根) 158 桑俣　　慶人(1) ｸﾜﾏﾀ ｹｲﾄ q

4652 竹内　　快地(1) ﾀｹｳﾁ ｶｲﾁ 155 山﨑　　拓己(1) ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ
4654 岡田　　晃成(1) ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 156 安部　　佑貴(1) ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

6 4 浜山 2252 椋　　　亮介(1) ﾑｸ ﾘｮｳｽｹ 52.77 6 5 出雲第一 1840 富田　　陸斗(1) ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 52.79
(島根) 2248 川上　　流矢(1) ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ (島根) 1841 日野　　広大(1) ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ

2255 藤原　　唯斗(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ 1836 錦織　　遊心(1) ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ
2249 曽田　　陽斗(1) ｿﾀ ﾊﾙﾄ 1834 堀江　　悠生(1) ﾎﾘｴ ﾕｳｷ

7 2 美保関 905 赤山　　洋人(1) ｱｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ 53.40 7 2 仁多 3794 石原　　里海(1) ｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ 54.30
(島根) 909 川本　　賢佑(1) ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｽｹ (島根) 3795 草水　　涼太(1) ｸｻﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

906 今村　　侑我(1) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 3791 内田　　琉生(1) ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
911 作野　　航基(1) ｻｸﾉ ｺｳｷ 3793 松﨑　　珀人(1) ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｸﾄ

8 3 浜田第一 4808 岡本　　晃一(1) ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 54.92 8 3 斐川西 2720 田中　　利都(1) ﾀﾅｶ ﾘﾄ 54.41
(島根) 4807 三沢　　洋人(1) ﾐｻﾜ ﾋﾛﾄ (島根) 2717 井上　　徹也(1) ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ

4805 池ノ迫　蒼介(1) ｲｹﾉｻｺ ｿｳｽｹ 2719 高橋　　康太(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ
4803 牛尾　　壮太(1) ｳｼｵ ｿｳﾀ 2722 林　　航太朗(1) ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ

1 六日市 DNS
(島根)

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 平田 2351 和田　　陽向(1) ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ 50.79
(島根) 2307 小片　　李希(1) ｵｶﾞﾀ ﾘｷ

2314 渡部　　展路(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ
2309 高橋　　快仁(1) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

2 5 湖南 811 永澤　　琉衣(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 51.06
(島根) 808 枝木　　　蓮(1) ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ

809 髙木　　健太(1) ﾀｶｷ ｹﾝﾀ
813 山本　　紘大(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

3 4 江津 4528 岡本　　輝生(1) ｵｶﾓﾄ ｷｵ 51.76
(島根) 4522 大場　　涼雅(1) ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ

4526 坂根　　唯真(1) ｻｶﾈ ﾕｲﾏ
4524 河野　　啓輔(1) ｺｳﾉ ｹｲｽｹ

4 8 益田 6245 村上　　　匠(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 51.92
(島根) 6235 窪田　　晴人(1) ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ

6242 高橋　　導成(1) ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾊﾙ
6247 吉田　　碧翔(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾄ

5 3 松江第一 509 永瀬　　照英(1) ﾅｶﾞｾ ｼｮｳｴｲ 52.08
(島根) 507 加地　　拓稀(1) ｶｼﾞ ﾋﾛｷ

508 新宮　　　岬(1) ｼﾝｸﾞｳ ﾐｻｷ
511 原　　　光希(1) ﾊﾗ ｺｳｷ

6 2 安来第一 157 長野　　　耀(1) ﾅｶﾞﾉ ｱｷﾗ 52.19
(島根) 158 桑俣　　慶人(1) ｸﾜﾏﾀ ｹｲﾄ

155 山﨑　　拓己(1) ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ
156 安部　　佑貴(1) ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

7 7 安来第三 212 島田　　　結(1) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 52.62
(島根) 217 成瀨　　慶丞(1) ﾅﾙｾ ｹｲｽｹ

218 足立　　悠人(1) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ
213 田邉　　　拓(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ

8 9 大田第一 3911 大野　　良輔(1) ｵｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 52.64
(島根) 3913 深野　　蒼太(1) ﾌｶﾉ ｿｳﾀ

3912 杉本　　天磨(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾝﾏ
3910 亀岡　　凌平(1) ｶﾒｵｶ ﾘｮｳﾍｲ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



２年男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             42.40     鍋島聡一朗・西村晟太朗・西野開・須戸遼(滋賀・双葉)2017

島根県中学記録(JPR)          44.69     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2008 7月20日 13:20 予　選

大会記録(GR)                 46.27     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2007 7月21日 13:55 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 仁多 3788 杠　　　陸斗(2) ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 48.08 1 6 出雲第三 2014 登川　　　天(2) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 46.60
(島根) 3787 藤原　　琉成(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ Q (島根) 2045 永田　　裕暉(2) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ Q

3789 石原　　颯人(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 2026 中島　　晶翔(2) ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ
3790 宇田川　優心(2) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 2009 原田　　律紀(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ

2 4 出雲第一 1814 渡邊　　泰斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 49.18 2 4 浜田第三 5062 吉原　　拓海(2) ﾖｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 48.88
(島根) 1811 金沢　　俐輝(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ Q (島根) 5055 山本　　蒼生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ Q

1815 天野　　　岳(2) ｱﾏﾉ ｶﾞｸ 5061 吉田　　輝叶(2) ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾄ
1812 高見　　　基(2) ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 5052 田中　　悠貴(2) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

3 5 向陽 2425 須谷　　勇斗(2) ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 49.37 3 5 東出雲 1019 安達　　琳一(2) ｱﾀﾞﾁ ﾘﾝｲﾁ 48.96
(島根) 2421 江角　　　陸(2) ｴｽﾐ ﾘｸ q (島根) 1008 古川　蒼一郎(2) ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ q

2426 土江　　大輝(2) ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 1006 石原　　信也(2) ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ
2422 梶谷　匠千華(2) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 1022 モア　安聡新(2) ﾓｱ ｱﾝｿﾆｲ

4 8 出雲第二 1916 三島　　琉正(2) ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 50.35 4 9 益田横田 6608 松本　　侑士(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 49.72
(島根) 1914 日野　　風舞(2) ﾋﾉ ﾌｳﾏ (島根) 6615 山本　　陸斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ

1918 吉木　　郁矢(2) ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 6613 齋藤　　一心(2) ｻｲﾄｳ ｲｯｼﾝ
1920 クリタコウキ(2) ｸﾘﾀ ｺｳｷ 6605 石橋　　直明(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｱｷ

5 3 安来第一 153 若林　　希空(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 51.36 5 7 松江第二 619 津森　　隆大(2) ﾂﾓﾘ ﾘｭｳﾀﾞｲ 49.84
(島根) 150 門脇　　匠汰(2) ｶﾄﾞﾜｷ ｼｮｳﾀ (島根) 621 平江　　直道(2) ﾋﾗｴ ﾅｵﾐﾁ

154 升田　　　歩(2) ﾏｽﾀﾞ ｱﾕﾑ 620 橋本　　陽翔(2) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ
151 安達　虎太郎(2) ｱﾀﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 618 曽根　　健生(2) ｿﾈ ﾄｼﾅﾘ

6 9 江津 4518 都志見　拓斗(2) ﾂｼﾐ ﾀｸﾄ 51.78 6 8 大東 3139 田部　　雄大(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 50.50
(島根) 4521 山本　　敏礼(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ (島根) 3128 津森　　想良(2) ﾂﾓﾘ ｿﾗ

4520 吉野　　北斗(2) ﾖｼﾉ ﾎｸﾄ 3124 松﨑　　惺海(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲｶｲ
4519 西本　硯太朗(2) ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 3122 野々村　蒼人(2) ﾉﾉﾑﾗ ｱｵﾄ

6 湖南 DNS 7 3 浜田第二 4928 佐々木　寛斗(2) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 51.79
(島根) (島根) 4923 廣瀬　　遼太(2) ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾀ

4924 久保田　真也(2) ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ
4927 横木　　　涼(2) ﾖｺｷﾞ ﾘｮｳ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 島大附属 1162 千葉　　太元(2) ﾁﾊﾞ ﾀｲｹﾞﾝ 47.86
(島根) 1168 山﨑　　章充(2) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ Q

1165 成相　　龍人(2) ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ
1161 佐藤　　将瑛(2) ｻﾄｳ ｼｮｳｴｲ

2 4 河南 2139 倉塚　　　陸(2) ｸﾗﾂｶ ﾘｸ 48.57
(島根) 2143 布野　新太郎(2) ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ Q

2142 藤原　　想太(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ
2135 高見　　京依(2) ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ

3 6 松江第一 539 吉岡　　純平(2) ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 49.46
(島根) 538 池本　　太陽(2) ｲｹﾓﾄ ﾀｲﾖｳ

536 青戸　　千晃(2) ｱｵﾄ ﾁｱｷ
540 川岡　　琢磨(2) ｶﾜｵｶ ﾀｸﾏ

4 8 大社 2536 木下　　陽希(2) ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 50.20
(島根) 2533 永見　　侑大(2) ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

2532 浦部　　　輝(2) ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ
2531 磯田　　朔冶(2) ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ

5 5 浜山 2240 打田　　直輝(2) ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 50.71
(島根) 2238 南場　　翔太(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ

2237 春日　　悠利(2) ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ
2235 曽田　　凰靖(2) ｿﾀ ｺｳｾｲ

6 3 日原 7227 佐々木　琳也(2) ｻｻｷ ﾘﾝﾔ 51.29
(島根) 7230 村上　　知廉(2) ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔｽ

7229 長嶺　　華音(2) ﾅｶﾞﾐﾈ ﾊﾙﾄ
7228 竹内　　翔琉(2) ﾀｹｳﾁ ｶｹﾙ

7 9 瑞穂 5920 平川　　龍志(2) ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｼ 52.12
(島根) 5918 小林　　大悟(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ

5917 木村　　拓斗(2) ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ
5919 貫里　　一生(2) ﾇｲｻﾞﾄ ｲｯｾｲ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



２年男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             42.40     鍋島聡一朗・西村晟太朗・西野開・須戸遼(滋賀・双葉)2017

島根県中学記録(JPR)          44.69     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2008 7月20日 13:20 予　選

大会記録(GR)                 46.27     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2007 7月21日 13:55 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 出雲第三 2014 登川　　　天(2) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 46.63
(島根) 2045 永田　　裕暉(2) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

2026 中島　　晶翔(2) ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ
2009 原田　　律紀(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ

2 5 仁多 3788 杠　　　陸斗(2) ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 47.87
(島根) 3787 藤原　　琉成(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

3789 石原　　颯人(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ
3790 宇田川　優心(2) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ

3 4 島大附属 1162 千葉　　太元(2) ﾁﾊﾞ ﾀｲｹﾞﾝ 47.98
(島根) 1168 山﨑　　章充(2) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ

1165 成相　　龍人(2) ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ
1161 佐藤　　将瑛(2) ｻﾄｳ ｼｮｳｴｲ

4 6 河南 2139 倉塚　　　陸(2) ｸﾗﾂｶ ﾘｸ 48.94
(島根) 2143 布野　新太郎(2) ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

2142 藤原　　想太(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ
2135 高見　　京依(2) ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ

5 8 出雲第一 1814 渡邊　　泰斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 49.14
(島根) 1811 金沢　　俐輝(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ

1815 天野　　　岳(2) ｱﾏﾉ ｶﾞｸ
1812 高見　　　基(2) ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ

6 9 浜田第三 5062 吉原　　拓海(2) ﾖｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 49.45
(島根) 5055 山本　　蒼生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ

5061 吉田　　輝叶(2) ﾖｼﾀﾞ ｷﾗﾄ
5052 田中　　悠貴(2) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

7 2 東出雲 1019 安達　　琳一(2) ｱﾀﾞﾁ ﾘﾝｲﾁ 49.99
(島根) 1008 古川　蒼一郎(2) ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ

1006 石原　　信也(2) ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ
1022 モア　安聡新(2) ﾓｱ ｱﾝｿﾆｲ

8 3 向陽 2425 須谷　　勇斗(2) ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 50.05
(島根) 2421 江角　　　陸(2) ｴｽﾐ ﾘｸ

2426 土江　　大輝(2) ﾂﾁｴ ﾀｲｷ
2422 梶谷　匠千華(2) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ

凡例  DNS:欠場



低学年男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             42.40     鍋島聡一朗・西村晟太朗・西野開・須戸遼(滋賀・双葉)2017

島根県中学記録(JPR)          46.79     岸本・吾郷・前島・三上(出雲・出雲第三)2010

大会記録(GR)                 48.79     大驛・櫻木・吉本・市木(浜田・三隅)    2007

大会記録(GR)                  48.4     景山・倉橋・大年・島田(飯石・赤来)    1993 7月21日 13:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 金城 5554 橋本　　和樹(1) ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 51.76
(島根) 5553 沼田　　都福(1) ﾇﾏﾀ ｸﾆﾄｼ

5531 岡本　　真大(2) ｵｶﾓﾄ ﾏﾋﾛ
5532 栗栖　　利玖(2) ｸﾘｽ ﾘｸ

2 8 川本 5753 日野山　竜矢(2) ﾋﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 53.49
(島根) 5755 渡邊　　航貴(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

5717 飯田　　　光(1) ｲｲﾀﾞ ﾋｶﾙ
5719 甚田　　和也(1) ｼﾞﾝﾀ ｶｽﾞﾔ

3 7 海士 7610 中野　　勇介(1) ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 54.13
(島根) 7608 石倉　　大暉(2) ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｷ

7609 竹谷　　真結(1) ﾀｹﾀﾞﾆ ﾏﾕ
7607 波多　　　恩(2) ﾊﾀ ﾒｸﾞﾑ

4 9 小野 6861 田原　　凌空(2) ﾀﾊﾞﾗ ﾘｸ 57.81
(島根) 6864 佐々木　　陽(1) ｻｻｷ ﾊﾙ

6865 田原　　拓空(1) ﾀﾊﾞﾗ ﾀｸ
6862 中村　　元太(2) ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ

5 6 志学 4105 石賀　　陽向(1) ｲｼｶﾞ ﾋﾅﾀ 59.14
(島根) 4103 品川　　　漣(2) ｼﾅｶﾞﾜ ﾚﾝ

4106 甲斐　　大河(1) ｶｲ ﾀｲｶﾞ
4104 三谷　　健人(2) ﾐﾀﾆ ﾀｹﾋﾄ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



全学年男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             42.40     鍋島聡一朗・西村晟太朗・西野開・須戸遼(滋賀・双葉)2017

島根県中学記録(JPR)          43.51     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2009 7月20日 13:55 予　選

大会記録(GR)                 43.66     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2008 7月21日 14:05 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 向陽 2412 今岡　　仁志(3) ｲﾏｵｶ ﾋﾄｼ 45.84 1 7 斐川東 2643 錦織　　　潤(3) ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ 46.00
(島根) 2413 坂本　　千斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ Q (島根) 2641 福間　　一世(3) ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ Q

2411 多久和　日向(3) ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 2655 須田　　教介(2) ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
2414 田中　　　陸(3) ﾀﾅｶ ﾘｸ 2640 安食　　太智(3) ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ

2 7 日原 7222 大庭　　光希(3) ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 46.45 2 4 大田第一 3916 吉岡　　敬多(3) ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 46.03
(島根) 7225 登米　　喬卿(3) ﾄﾖﾈ ﾀｶｱｷ q (島根) 3920 松原　　朋希(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ q

7223 齋藤　　昌駿(3) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 3921 熱田　　夢空(3) ｱﾂﾀ ﾕﾗ
7224 齋藤　　　仁(3) ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 3915 森山　　広大(3) ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

3 5 出雲第一 1830 藤澤　　和睦(3) ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｺﾞﾑ 48.12 3 6 東出雲 1002 小谷　　充輝(3) ｺﾀﾞﾆ ﾐﾂｷ 46.91
(島根) 1828 武永　　　廉(3) ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ (島根) 1003 犬山　　　海(3) ｲﾇﾔﾏ ｶｲ

1827 妹尾　歩佑人(3) ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 1016 平方　　伶和(3) ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ
1832 新森　　大世(2) ｼﾝﾓﾘ ﾀｲｾｲ 1007 小豆澤竜一朗(3) ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

4 9 松江第一 534 杉原　　凌甫(3) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 49.04 4 9 浜山 2225 出羽　　陽貴(3) ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 48.14
(島根) 532 藤田　　雅邦(3) ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｸﾆ (島根) 2226 川上　　哲宗(3) ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ

533 中井　　　天(3) ﾅｶｲ ﾃﾝ 2224 曽田　　大翔(3) ｿﾀ ﾋﾛﾄ
527 狩野　　大誠(3) ｶﾘﾉ ﾀｲｾｲ 2232 曽根　　大磨(3) ｿﾈ ﾄｵﾏ

5 1 川本 5752 伊藤　　昌直(2) ｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ 49.08 5 8 三隅 5321 辻　　　啄也(3) ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 48.50
(島根) 5729 中島　　聡太(3) ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ (島根) 5326 篠原　　拓海(2) ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ

5730 三上　　純真(3) ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾝ 5319 岡本　亮太郎(3) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ
5726 泉　　　隼斗(3) ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 5320 垰田　　仁輝(3) ﾀｵﾀﾞ ﾋﾄｷ

6 8 浜田第二 4907 濱田　　英一(3) ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｲﾁ 49.10 6 2 斐川西 2707 高田　　愛琉(3) ﾀｶﾀ ｱｲﾙ 49.32
(島根) 4909 松川　　大輝(3) ﾏﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ (島根) 2701 佐々木　優斗(3) ｻｻｷ ﾕｳﾄ

4904 小松原　良太(3) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 2713 福間　　武優(2) ﾌｸﾏ ﾀｹﾊﾙ
4912 黒川ガブリエル(3) ｸﾛｶﾜ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 2703 井谷　　太一(3) ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ

7 3 益田東 6323 練田　　凌也(2) ﾈﾘﾀ ﾘｮｳﾔ 49.19 7 5 仁多横田 3818 永沼　　紳吾(3) ｴｲﾇﾏ ｼﾝｺﾞ 49.58
(島根) 6336 笹川　　和也(3) ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ (島根) 3814 石倉　　翔馬(3) ｲｼｸﾗ ｼｮｳﾏ

6340 岩本　　拓音(3) ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾄ 3813 田食　　大樹(3) ﾀｼﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞｭ
6338 西川　　　翔(3) ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 3821 藤原　　悠斗(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ

8 2 浜田第一 4804 青木　　亮太(1) ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 49.25 8 1 柿木 7106 三浦　　明生(2) ﾐｳﾗ ｱｷｵ 49.77
(島根) 4800 三浦　　明紀(3) ﾐｳﾗ ｱｷﾉﾘ (島根) 7104 友重　　貴尋(3) ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ

4802 松田　　海音(3) ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ 7102 齋藤　　泰稀(3) ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ
4801 荒木　　拓己(3) ｱﾗｷ ﾀｸﾐ 7101 石井　　　匠(3) ｲｼｲ ﾀｸﾐ

6 大社 2541 式部　　那生(1) ｼｷﾌﾞ ﾅｵ DQ,R3 9 3 大東 3116 石原　　光希(3) ｲｼﾊﾗ ﾐﾂｷ 50.70
(島根) 2510 石田　　優太(3) ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ (島根) 3100 武田　　　輝(3) ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙ

2514 土江　　真翔(3) ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 3120 景山　　涼梧(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺﾞ
2505 木村　　駿介(3) ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 3110 飛田　　空良(3) ﾄﾋﾞﾀ ｿﾗ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 出雲第二 1945 宮嵜　　夢太(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 46.21 1 5 平田 2360 玉木　　　颯(3) ﾀﾏｷ ﾊﾔﾃ 46.85
(島根) 1943 管　　　優希(3) ｶﾝ ﾕｳｷ Q (島根) 2327 樋野　　翔太(3) ﾋﾉ ｼｮｳﾀ Q

1941 三島　　聡太(3) ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 2357 幸野　　斗和(3) ｺｳﾉ ﾄﾜ
1939 寺本　　颯哉(3) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ 2324 山本　　飛湧(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ

2 7 江津 4517 宇谷　　天斗(2) ｳﾀﾆ ﾀｶﾄ 46.78 2 4 出雲第三 2079 加藤　　紳磨(3) ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 46.89
(島根) 4515 横路　　昂大(3) ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ q (島根) 2064 三原　　陸蒼(3) ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ q

4550 大井　　海音(3) ｵｵｲ ﾐｵﾝ 2075 内藤　　　海(3) ﾅｲﾄｳ ｶｲ
4513 川端　　涼太(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 2077 吉川　　聖隼(3) ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ

3 5 河南 2125 平田　　　瑶(3) ﾋﾗﾀ ﾖｳ 46.90 3 7 益田 6246 山本　　樹里(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾘ 47.14
(島根) 2123 佐々木　　輝(3) ｻｻｷ ﾋｶﾙ (島根) 6207 久保　　陽向(2) ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ

2126 増原　　永人(3) ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 6208 重岡　　幸能(2) ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ
2124 外野　　晴琉(3) ｿﾄﾉ ﾊﾙ 6209 藤本　　隆司(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ

4 9 松江第四 753 三島　　大輝(3) ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ 46.95 4 3 青陵 4626 河﨑　　　健(3) ｶﾜｻｷ ﾀｹﾙ 48.27
(島根) 750 谷本　　勇介(3) ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｽｹ (島根) 4637 須藤　　広征(3) ｽﾄｳ ｺｳｾｲ

754 福田　　勇誠(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｾｲ 4631 津野　　利輝(2) ﾂﾉ ﾄｼｷ
751 藤原　　　佑(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｽｸ 4622 牛尾　　伊吹(3) ｳｼｵ ｲﾌﾞｷ

5 8 安来第一 172 松本　　　尊(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 48.54 5 8 松江第二 613 佐伯　　拓都(3) ｻｴｷ ﾀｸﾄ 48.73
(島根) 195 加納　　遥人(3) ｶﾉｳ ﾊﾙﾄ (島根) 607 中川　　碧志(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ

194 加藤　　詩音(3) ｶﾄｳ ｼｵﾝ 608 矢野　　成唯(3) ﾔﾉ ﾅﾙｲ
197 近田　　光希(3) ｺﾝﾀﾞ ﾐﾂｷ 611 大町　　壮真(3) ｵｵﾏﾁ ｿｳﾏ

6 3 浜田第四 5106 三浦　　瑠維(2) ﾐｳﾗ ﾙｲ 50.34 6 6 瑞穂 5909 佐々木　康汰(3) ｻｻｷ ｺｳﾀ 48.77
(島根) 5146 多原　　大和(3) ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ (島根) 5913 野田　　航平(3) ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ

5101 石津　　忠信(3) ｲｼﾂﾞ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 5915 森脇　　結良(3) ﾓﾘﾜｷ ﾕﾗ
5102 中原　　駿斗(3) ﾅｶﾊﾗ ﾊﾔﾄ 5914 的場　　　尋(3) ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ

7 1 浜田第三 5051 品川　　侑斗(2) ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 51.76 7 2 美都 6506 橋渡　　響生(2) ﾊｼﾜﾀﾘ ﾋﾋﾞｷ 49.10
(島根) 5064 木村　　典宗(1) ｷﾑﾗ ﾃﾝｼｭｳ (島根) 6503 海老谷　修人(3) ｴﾋﾞﾀﾆ ｼｭｳﾄ

5029 前原　琉之介(3) ﾏｴﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 6504 大石　　淳陽(2) ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ
5028 越野　　天馬(3) ｺｼﾉ ﾃﾝﾏ 6501 佐々田　雄矢(3) ｻｻﾀﾞ ﾕｳﾔ

8 2 安来第三 224 川中　　青空(2) ｶﾜﾅｶ ｿﾗ 54.06 8 1 浜田東 5223 上野　　浩輝(3) ｳｴﾉ ｺｳｷ 49.62
(島根) 221 遠藤　　圭梧(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ (島根) 5224 長見　　真旺(3) ﾅｶﾞﾐ ﾏｵ

219 山野邉　拓海(3) ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾀｸﾐ 5222 松井　　都倭(3) ﾏﾂｲ  ﾄﾜ
225 秋本　　照英(2) ｱｷﾓﾄ ｼｮｳｴｲ 5220 辻野　　叶都(3) ﾂｼﾞﾉ  ｶﾅﾄ

6 高津 6837 永井　　　宙(3) ﾅｶﾞｲ ｿﾗ DQ,R3 9 島大附属 1155 細木　　蒼一(3) ﾎｿｷﾞ ｿｳｲﾁ DQ,R3

(島根) 6831 入澤　　疾風(3) ｲﾘｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ (島根) 1156 谷野　　彼方(3) ﾔﾉ ｶﾅﾀ
6833 大羽　　虹輝(3) ｵｵﾊ ｺｳｷ 1157 藤原　　徹也(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾃﾂﾔ
6832 片野　　卓哉(3) ｶﾀﾉ ﾀｸﾔ 1158 森脇　　光一(3) ﾓﾘﾜｷ ｺｳｲﾁ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DQ:失格 R3:3-4走間でのオーバーゾーン



全学年男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             42.40     鍋島聡一朗・西村晟太朗・西野開・須戸遼(滋賀・双葉)2017

島根県中学記録(JPR)          43.51     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2009 7月20日 13:55 予　選

大会記録(GR)                 43.66     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2008 7月21日 14:05 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 出雲第二 1945 宮嵜　　夢太(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 45.62
(島根) 1943 管　　　優希(3) ｶﾝ ﾕｳｷ

1941 三島　　聡太(3) ﾐｼﾏ ｿｳﾀ
1939 寺本　　颯哉(3) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾔ

2 9 大田第一 3916 吉岡　　敬多(3) ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ 45.92
(島根) 3920 松原　　朋希(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ

3921 熱田　　夢空(3) ｱﾂﾀ ﾕﾗ
3923 畑野　　颯太(2) ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ

3 7 斐川東 2643 錦織　　　潤(3) ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ 46.45
(島根) 2641 福間　　一世(3) ﾌｸﾏ ｲｯｾｲ

2655 須田　　教介(2) ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
2640 安食　　太智(3) ｱｼﾞｷ ﾀｲﾁ

4 5 向陽 2412 今岡　　仁志(3) ｲﾏｵｶ ﾋﾄｼ 46.56
(島根) 2413 坂本　　千斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ

2411 多久和　日向(3) ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ
2414 田中　　　陸(3) ﾀﾅｶ ﾘｸ

5 8 日原 7222 大庭　　光希(3) ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 46.65
(島根) 7225 登米　　喬卿(3) ﾄﾖﾈ ﾀｶｱｷ

7223 齋藤　　昌駿(3) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ
7224 齋藤　　　仁(3) ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ

6 3 江津 4517 宇谷　　天斗(2) ｳﾀﾆ ﾀｶﾄ 46.71
(島根) 4515 横路　　昂大(3) ﾖｺﾛ ｺｳﾀﾞｲ

4550 大井　　海音(3) ｵｵｲ ﾐｵﾝ
4513 川端　　涼太(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ

7 2 出雲第三 2046 梶谷　　聖也(2) ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 46.90
(島根) 2064 三原　　陸蒼(3) ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ

2075 内藤　　　海(3) ﾅｲﾄｳ ｶｲ
2077 吉川　　聖隼(3) ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ

8 4 平田 2360 玉木　　　颯(3) ﾀﾏｷ ﾊﾔﾃ 47.14
(島根) 2327 樋野　　翔太(3) ﾋﾉ ｼｮｳﾀ

2357 幸野　　斗和(3) ｺｳﾉ ﾄﾜ
2324 山本　　飛湧(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ

凡例  DQ:失格 R3:3-4走間でのオーバーゾーン



全学年男子走高跳
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              2m10     境田　裕之(北海道・春光台)            1986

島根県中学記録(JPR)           1m99     中野　進也(出雲・出雲第一)            1990

大会記録(GR)                  1m89     横田　浩(那賀・金城)                  1976

大会記録(GR)                  1m89     池本　将大(隠岐・五箇)                2000 7月20日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾐﾔﾑﾗ ﾋｮｳｶﾞ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 11 4514 宮村　　彪芽(3) 江津 1m73
ﾀﾏｷ ﾊﾔﾃ 島根 ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

2 8 2360 玉木　　　颯(3) 平田 1m70
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

3 3 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲第一 1m70
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ×

4 6 607 中川　　碧志(3) 松江第二 1m65
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 島根 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 7 5052 田中　　悠貴(2) 浜田第三 1m65
ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾀｸﾐ 島根 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

6 5 219 山野邉　拓海(3) 安来第三 1m65
ﾀｼﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞｭ 島根 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 4 3813 田食　　大樹(3) 仁多横田 1m65
ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 島根 ○ ○ × × ×

8 9 2326 松浦　　航汰(3) 平田 1m55
ﾂｷﾓﾘ ｾﾅ 島根 ○ × ○ × × ×

9 1 4002 月森　　世那(3) 大田第二 1m55
ｶﾄｳ ｼｵﾝ 島根 ○ × × ×

10 2 194 加藤　　詩音(3) 安来第一 1m50
ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ 島根 × × ×

10 7222 大庭　　光希(3) 日原 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m55 1m60 1m65 1m70 1m73 1m76

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  NM:記録なし



全学年男子棒高跳
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              5m05     古澤　一生(群馬・新町)                2018

島根県中学記録(JPR)           4m31     金山　周平(出雲・出雲第一)            2010

大会記録(GR)                  4m25     金山　周平(出雲・出雲第一)            2010 7月20日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島根 － － － － － － － －

1 18 2514 土江　　真翔(3) 大社 － － － ○ ○ ○ × ○ × × × 4m20 ◎
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根 － － － － － － － －

2 2 2126 増原　　永人(3) 河南 ○ － ○ ○ × × × 3m80
ｶﾜﾓﾄ ｺｳｷ 島根 － － ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 4 2511 川本　　晄輝(3) 大社 3m30
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺﾞ 島根 － － ○ ○ ○ × × ×

4 7 3120 景山　　涼梧(3) 大東 3m10
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｾｲ 島根 － － ○ ○ ○ × × ×

4 21 2518 山﨑　　悠生(3) 大社 3m10
ﾅｲﾄｳ ｶｲ 島根 － ○ ○ ○ × ○ × － × ×

6 22 2075 内藤　　　海(3) 出雲第三 3m10
ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ 島根 ○ ○ ○ × × ×

7 8 2532 浦部　　　輝(2) 大社 2m80
ﾋﾗｴ ﾅｵﾐﾁ 島根 － × ○ ○ × × ×

8 3 621 平江　　直道(2) 松江第二 2m80
ｲｼﾊﾗ ﾐﾂｷ 島根 － × ○ ○ × × ×

8 15 3116 石原　　光希(3) 大東 2m80
ﾀﾏｷ ﾘｮｳｼｭﾝ 島根 ○ × ○ × × ○ × × ×

10 9 2415 玉木　　涼舜(3) 向陽 2m80
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ 島根 ○ ○ × × ×

11 6 3779 内田　　航平(3) 仁多 2m60
ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 － ○ × × ×

11 10 2533 永見　　侑大(2) 大社 2m60
ﾓﾘﾜｷ ﾕﾗ 島根 ○ ○ × × ×

11 16 5915 森脇　　結良(3) 瑞穂 2m60
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ 島根 × ○ ○ × × ×

14 13 2022 東原　　　舜(2) 出雲第三 2m60
ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 島根 ○ × ○ × × ×

15 1 2043 矢野　　龍唯(2) 出雲第三 2m60
ﾊﾗ ﾋﾗｲ 島根 ○ × ○ × × ×

15 11 2020 原　　　翔徠(2) 出雲第三 2m60
ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 島根 － × × ○ × × ×

17 19 609 安部　　陸斗(3) 松江第二 2m60
ｲﾏｵｶ ﾋﾄｼ 島根 ○ × × ×

18 17 2412 今岡　　仁志(3) 向陽 2m40
ﾀﾏｷ ﾊﾙﾔ 島根 ○ × × ×

18 20 2708 玉木　　遥也(3) 斐川西 2m40
ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 島根 × ○ × × ×

20 12 2135 高見　　京依(2) 河南 2m40
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根 － － － － － － × × ×

14 608 矢野　　成唯(3) 松江第二 NM
ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ 島根

5 1165 成相　　龍人(2) 島大附属 DNS

3m40

4m32
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m10

3m90

3m20

4m00

3m30

4m20

2m60

3m60

2m80

3m70

3m00

3m80
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m40

3m50

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし ◎:標準記録突破



全学年男子走幅跳
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              7m40     和田　晃輝(大阪・楠葉西)              2016

島根県中学記録(JPR)           6m91     元田　剛(出雲・出雲第一)              1990

島根県中学記録(JPR)           6m91     福田　翼(出雲・河南)                  2018

大会記録(GR)                  6m70     大野　哲也(出雲・出雲第二)            1978 7月21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 6m21 6m10 6m25 6m35 6m34 6m35 6m35
1 10 2510 石田　　優太(3) 大社 +0.1 +1.8 +0.4 +0.5 +1.1 +4.1 +0.5

ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島根 × 6m09 6m31 × × 6m17 6m31
2 1 4637 須藤　　広征(3) 青陵 -0.7 +3.0 +2.4 +3.0 *F2

ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ 島根 5m68 5m70 5m80 5m90 5m91 5m70 5m91
3 15 1016 平方　　伶和(3) 東出雲 0.0 +0.8 +0.1 +0.2 -1.1 +0.2 -1.1

ｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 島根 5m90 × 5m56 5m42 5m87 × 5m90
4 19 5726 泉　　　隼斗(3) 川本 +1.6 +0.8 +0.7 -1.3 +1.6

ﾀｼﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞｭ 島根 5m20 5m80 5m87 × × × 5m87
5 7 3813 田食　　大樹(3) 仁多横田 -0.6 +2.4 +0.7 +0.7

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島根 × 5m67 5m78 3m80 5m85 5m68 5m85
6 5 3920 松原　　朋希(3) 大田第一 +0.4 +0.9 +1.0 -1.3 0.0 -1.3

ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾑﾈ 島根 × 5m75 × 5m77 × 5m45 5m77
7 18 2226 川上　　哲宗(3) 浜山 +2.6 +0.6 +0.5 +0.6

ｲﾘｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 島根 5m66 5m60 5m55 5m65 × 5m69 5m69
8 2 6831 入澤　　疾風(3) 高津 +1.2 +0.5 +0.9 +0.8 0.0 0.0

ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根 5m37 5m43 5m51 5m51
9 21 1914 日野　　風舞(2) 出雲第二 +1.8 +3.0 +1.0 +1.0

ﾆｼｺｵﾘ ｼﾞｭﾝ 島根 5m14 5m48 5m31 5m48
10 20 2643 錦織　　　潤(3) 斐川東 +0.1 +1.7 +0.9 +1.7

ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ 島根 × 5m43 5m38 5m43
11 17 1168 山﨑　　章充(2) 島大附属 +2.4 +2.2 +2.4 *F0

ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根 × 5m23 5m41 5m41
12 6 2235 曽田　　凰靖(2) 浜山 0.0 +2.3 +2.3 *F2

ｴｲﾇﾏ ｼﾝｺﾞ 島根 × 5m35 5m31 5m35
13 11 3818 永沼　　紳吾(3) 仁多横田 +3.6 0.0 +3.6 *F3

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根 5m09 × 5m32 5m32
14 8 6209 藤本　　隆司(2) 益田 +0.4 +1.0 +1.0

ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 島根 × 5m30 4m97 5m30
15 3 5055 山本　　蒼生(2) 浜田第三 +1.2 0.0 +1.2

ﾋﾗﾀ ﾖｳ 島根 5m09 5m27 5m25 5m27
16 9 2125 平田　　　瑶(3) 河南 +0.9 +1.0 +3.2 +1.0

ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根 4m93 4m92 5m15 5m15
17 4 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲第三 +0.5 +1.4 +0.5 +0.5

ﾃﾞﾜ ﾊﾙｷ 島根 5m04 5m09 5m06 5m09
18 22 2225 出羽　　陽貴(3) 浜山 +1.2 +1.4 0.0 +1.4

ﾔﾉ ｶﾅﾀ 島根 5m03 × 5m04 5m04
19 12 1156 谷野　　彼方(3) 島大附属 +1.2 +2.3 +2.3 *F1

ｵｸﾔ ｶｽﾞｷ 島根 4m98 5m00 4m92 5m00
20 16 2122 奥谷　　和生(3) 河南 -0.5 +0.5 +1.4 +0.5

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 島根 4m94 4m77 4m05 4m94
21 14 5401 島田　眞那斗(3) 弥栄 +0.1 +1.2 +0.8 +0.1

ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島根 × × ×
13 2411 多久和　日向(3) 向陽 NM

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  NM:記録なし *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高



全学年男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             17m85     奥村　仁志(福井・和泉)                2015

島根県中学記録(JPR)          16m57     長岡　雅飛(益田・益田東)              2017

大会記録(GR)                 15m76     長岡　雅飛(益田・益田東)              2017 7月21日 11:00 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 ﾕｳﾀﾞｲ 島根

1 17 2127 三原　　友大(3) 河南 11m30 11m30 10m85 11m30 11m28 11m05 11m28 11m30

ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 島根

2 2 2413 坂本　　千斗(3) 向陽 10m12 9m95 10m52 10m52 10m28 10m52 11m12 11m12

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 島根

3 11 2230 安田　　博人(3) 浜山 10m07 10m34 10m42 10m42 11m00 10m56 10m26 11m00

ｲﾀﾆ ﾀｲﾁ 島根

4 16 2703 井谷　　太一(3) 斐川西 9m62 10m22 9m32 10m22 9m41 10m44 10m73 10m73

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

5 5 3915 森山　　広大(3) 大田第一 9m73 9m74 10m40 10m40 10m18 10m39 10m57 10m57

ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 島根

6 3 2064 三原　　陸蒼(3) 出雲第三 9m36 9m90 9m92 9m92 10m24 10m31 10m03 10m31

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ 島根

7 20 2007 松浦　　　宝(2) 出雲第三 9m83 9m54 9m58 9m83 10m03 9m88 10m02 10m03

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ 島根

8 14 7226 大久保　泰伽(2) 日原 × 9m27 9m43 9m43 9m82 × 8m89 9m82

ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 島根

9 12 5729 中島　　聡太(3) 川本 9m03 9m37 8m73 9m37 9m37

ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 島根

10 21 2228 松﨑　　智也(3) 浜山 9m32 × 7m97 9m32 9m32

ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾝ 島根

11 19 5730 三上　　純真(3) 川本 9m03 9m27 9m16 9m27 9m27

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ 島根

12 6 2237 春日　　悠利(2) 浜山 8m82 9m06 9m14 9m14 9m14

ﾅｶﾞｻｷ ﾀｹﾐ 島根

13 7 2416 長﨑　　武美(3) 向陽 8m65 9m10 8m92 9m10 9m10

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根

14 15 4701 嶋田　　悠佑(3) 江東 8m85 × 9m10 9m10 9m10

ｻｻｷ ｺｳﾀ 島根

15 1 5909 佐々木　康汰(3) 瑞穂 × 8m82 9m08 9m08 9m08

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 島根

16 9 2423 坂本　　琉太(2) 向陽 8m27 8m92 8m60 8m92 8m92

ｱﾏﾂ ｴｲｼ 島根

17 8 5219 天津　　瑛志(3) 浜田東 8m44 8m88 7m99 8m88 8m88

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ 島根

18 4 901 山本　　大樹(3) 美保関 8m52 8m19 8m69 8m69 8m69

ｱｵﾄ ﾀﾂﾔ 島根

19 10 513 青戸　　達哉(3) 松江第一 8m41 7m80 7m92 8m41 8m41

ﾔﾏﾄ ﾊｸｳ 島根

20 13 3784 山砥　　白優(3) 仁多 8m33 8m13 × 8m33 8m33

ｲｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 島根

21 18 6321 石田　　大晴(2) 益田東 × 7m57 7m41 7m57 7m57

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



全学年男子四種競技
審 判 長：白根　誠治
記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              3054     中村　仁(兵庫・播磨南)                2004
島根県中学記録(JPR)           2612     志食　真陽瑠(出雲・平田)              2016
大会記録(GR)                  2390     志食　真陽瑠(出雲・平田)              2016

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 順位 ｺﾒﾝﾄ

15.34 11m22 1m67 56.54
1 2124 0.0 2426 GR

(809) (559) (520) (538)
16.85 11m47 1m45 56.65

2 3915 -0.7 2100
(640) (574) (352) (534)
17.28 7m78 1m45 57.76

3 2014 0.0 1793
(595) (353) (352) (493)
18.46 8m85 1m35 59.65

4 2016 -0.7 1606
(481) (417) (283) (425)
19.43 7m55 1m61 1:03.19

5 2079 0.0 1519
(396) (340) (472) (311)
19.98 8m29 1m45 1:00.23

6 2223 -0.7 1492
(351) (384) (352) (405)
20.33 7m29 1m50 1:03.76

7 2422 0.0 1331
(324) (324) (389) (294)
20.51 6m58 1m45 1:01.77

8 2026 -0.7 1300
(310) (283) (352) (355)
17.59 6m60 1m50 DQ

9 2220 0.0 1237
(564) (284) (389) (0)
19.38 6m41 1m35 1:04.42

10 2425 -0.7 1231
(400) (273) (283) (275)

DNS DNS DNS
1938 DNS

(3)

(2)
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

森木　　大翔 出雲第二

(3)
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根

須谷　　勇斗 向陽

(2)
ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根

大野　　海知 浜山

(2)
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根

中島　　晶翔 出雲第三

(3)
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根

梶谷　匠千華 向陽

(3)
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根

杉本　　　海 浜山

(2)
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

加藤　　紳磨 出雲第三

(2)
ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

城　　　力斗 出雲第三

(3)
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

登川　　　天 出雲第三

(3)
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

森山　　広大 大田第一

氏名 所属

ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

外野　　晴琉 河南



全学年男子四種競技 110mH(0.914m)
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月20日 10:10 決　勝

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.7)

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

ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

1 8 2124 外野　　晴琉(3) 河南 15.34 809 1 6 3915 森山　　広大(3) 大田第一 16.85 640
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

2 5 2014 登川　　　天(2) 出雲第三 17.28 595 2 4 2016 城　　　力斗(2) 出雲第三 18.46 481
ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根 ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根

3 6 2220 大野　　海知(3) 浜山 17.59 564 3 8 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽 19.38 400
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根

4 7 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲第三 19.43 396 4 7 2223 杉本　　　海(3) 浜山 19.98 351
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根

5 9 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽 20.33 324 5 9 2026 中島　　晶翔(2) 出雲第三 20.51 310
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

5 1938 森木　　大翔(3) 出雲第二 DNS

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



全学年男子四種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月20日 14:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

1 5 3915 森山　　広大(3) 大田第一
ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

2 7 2124 外野　　晴琉(3) 河南
ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

3 4 2016 城　　　力斗(2) 出雲第三
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根

4 11 2223 杉本　　　海(3) 浜山
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

5 6 2014 登川　　　天(2) 出雲第三
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

6 10 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲第三
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根

7 9 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽
ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根

8 1 2220 大野　　海知(3) 浜山
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根

9 8 2026 中島　　晶翔(2) 出雲第三
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根

10 3 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽
ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

2 1938 森木　　大翔(3) 出雲第二 DNS

273

283

6m41 6m29 6m16 6m41

284

5m96 6m16 6m58 6m58

324

6m49 6m17 6m60 6m60

340

7m23 6m61 7m29 7m29

353

7m55 6m87 6m59 7m55

384

7m78 7m51 7m19 7m78

417

7m23 7m59 8m29 8m29

559

8m85 8m47 8m85 8m85

574

11m06 10m69 11m22 11m22

10m88 9m61 11m47 11m47

1回目 2回目 3回目 記録 得点

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



全学年男子四種競技 走高跳
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月21日 09:30  1組

ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根 － － － － － － － －

1 1 2124 外野　　晴琉(3) 河南 ○ ○ × × × 1m67 520

ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

2 5 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲第三 × × × 1m61 472

ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 6 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽 1m50 389

ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 4 2220 大野　　海知(3) 浜山 1m50 389

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根 － － ○ × ○ × × ×

5 3 3915 森山　　広大(3) 大田第一 1m45 352

ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根 ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 9 2223 杉本　　　海(3) 浜山 1m45 352

ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

7 8 2026 中島　　晶翔(2) 出雲第三 1m45 352

ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

7 10 2014 登川　　　天(2) 出雲第三 1m45 352

ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根 × × ○ ○ × × ×

9 7 2016 城　　　力斗(2) 出雲第三 1m35 283

ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根 × ○ × ○ × × ×

10 11 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽 1m35 283

ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

2 1938 森木　　大翔(3) 出雲第二 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

1m64

1m35

1m67

1m40

1m70

1m45 1m50 1m55 1m58 1m61
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



全学年男子四種競技 400m
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月21日 14:50 決　勝

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

ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根 ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

1 6 2016 城　　　力斗(2) 出雲第三 59.65 425 1 7 2124 外野　　晴琉(3) 河南 56.54 538
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 島根

2 7 2223 杉本　　　海(3) 浜山 1:00.23 405 2 6 3915 森山　　広大(3) 大田第一 56.65 534
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

3 8 2026 中島　　晶翔(2) 出雲第三 1:01.77 355 3 5 2014 登川　　　天(2) 出雲第三 57.76 493
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

4 5 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽 1:03.76 294 4 8 2079 加藤　　紳磨(3) 出雲第三 1:03.19 311
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根 ｵｵﾉ ｶｲﾁ 島根

5 4 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽 1:04.42 275 4 2220 大野　　海知(3) 浜山 0 DQ,T3

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



１年女子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010

島根県中学記録(JPR)          12.73     錦織　彩夢(出雲・出雲北陵)            2013 7月21日 10:30 予　選

大会記録(GR)                 12.73     錦織　彩夢(出雲・出雲北陵)            2013 7月21日 12:50 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-2.0) 2組 (風:-0.9)

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

ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 島根 ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根

1 9 5033 溝端　　夏海(1) 浜田第三 14.90 1 4 1917 畑　　　心海(1) 出雲第二 13.78 q
ﾆｼｺｵﾘ ﾅﾂﾐ 島根 ﾋﾉｼﾀ ｻﾗ 島根

2 2 3209 錦織　　夏実(1) 海潮 14.93 2 5 2047 日下　　紗來(1) 出雲第三 14.35
ｶﾏﾀﾞ ｺﾕｷ 島根 ｵｷ ﾊﾙﾅ 島根

3 5 4912 鎌田　　瑚雪(1) 浜田第二 14.98 3 7 2046 沖　　はるな(1) 出雲第三 14.45
ﾌﾉ ﾐﾐ 島根 ﾀﾓﾄ ﾏﾅ 島根

4 8 1913 布野　　心美(1) 出雲第二 14.99 4 2 3362 田本　　真菜(1) 木次 14.47
ﾖﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 島根 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 島根

5 4 6504 米田　　衣澄(1) 美都 15.15 5 6 537 藤森　　　唯(1) 松江第一 14.58
ｴｽﾐ ﾋﾄﾊ 島根 ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ 島根

6 3 527 江角　　仁華(1) 松江第一 15.56 6 3 2112 小村　　果蓮(1) 河南 14.67
ｳｴﾀﾞ ﾎﾂﾞﾐ 島根 ｽﾔﾏ ﾅﾙ 島根

6 2552 上田　ほづみ(1) 大社 DNS 7 9 163 陶山　　菜瑠(1) 安来第一 14.78
ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 島根 ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ 島根

7 4545 淺田　　結衣(1) 江津 DNS 8 8 2306 飯塚　万悠子(1) 平田 14.84

3組 (風:-1.2) 4組 (風:-1.5)

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

ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ 島根

1 7 3766 八澤　　蒼空(1) 仁多 13.87 q 1 5 5917 野田　　一葉(1) 瑞穂 13.27 q
ｴｽﾐ ﾅｺ 島根 ｲｼﾊﾗ ｱﾔ 島根

2 8 2114 江角　　菜子(1) 河南 14.12 2 7 2246 石原　　　絢(1) 浜山 13.86 q
ｲｼｸﾗ ﾐﾂｷ 島根 ﾉﾂ ｺｺﾅ 島根

3 5 1041 石倉　　光貴(1) 東出雲 14.18 3 6 535 野津　ここな(1) 松江第一 14.20
ｲｶﾜ ﾅﾅﾊ 島根 ｽﾄｳ ﾘﾝ 島根

4 4 2557 井川　　七葉(1) 大社 14.58 4 4 158 周藤　　　凜(1) 安来第一 14.44
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 島根 ｴﾀﾞ ｱｵﾘ 島根

5 6 156 遠藤　　真輝(1) 安来第一 14.60 5 9 216 江田　あおり(1) 安来第三 14.52
ﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ 島根

6 9 4105 和田　　絆愛(1) 志学 14.93 6 8 4814 小林　　真矢(1) 浜田第一 14.86
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｶ 島根 ﾌｸｲ ﾐﾘ 島根

7 2 6334 藤原　　瑠香(1) 益田東 14.97 7 3 7604 福井　　美里(1) 海士 14.95
ｷﾑﾗ ﾕｳﾅ 島根 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｵ 島根

8 3 7603 木村　　優菜(1) 海士 15.11 8 2 7013 新藤　　麻央(1) 六日市 15.17
ﾎﾝﾀﾞ ﾐｱ 島根

1 6402 本田　　弥愛(1) 中西 DQ,FS

5組 (風:-0.6) 6組 (風:-0.4)

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

ﾔﾏﾈ ﾘｵﾝ 島根 ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

1 6 4914 山根　　莉音(1) 浜田第二 14.00 1 5 2553 別所　　みゆ(1) 大社 13.96 q
ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 島根

2 5 2317 玉木　　麻裕(1) 平田 14.07 2 7 1160 松田　　香穂(1) 島大附属 14.01
ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝ 島根 ﾃﾞﾐｾ ﾕｳｶ 島根

3 4 6604 石橋　　　琳(1) 益田横田 14.09 3 4 5916 出店　　優花(1) 瑞穂 14.15
ﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 島根 ｼﾅｶﾞﾜ ｾﾅ 島根

4 2 164 原　　　花楓(1) 安来第一 14.57 4 6 4104 品川　　聖奈(1) 志学 14.36
ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根 ﾊﾏﾑﾗ ﾈﾈ 島根

5 8 529 梶野　　杏南(1) 松江第一 14.87 5 2 5224 濱村　　音寧(1) 浜田東 14.77
ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｳ 島根 ｷｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根

6 9 3817 田辺　　真優(1) 仁多横田 14.94 6 9 808 岸本　　羚那(1) 湖南 14.80
ｱﾍﾞ ｼｵﾘ 島根 ﾅｶｲ ｺｺﾛ 島根

7 3 3363 安部　　詩織(1) 木次 14.95 7 8 534 中井　　　心(1) 松江第一 14.83
ﾀｹｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 島根 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 島根

7 2022 竹﨑　　泉未(1) 出雲第三 DNS 8 3 3827 景山　莉々子(1) 仁多横田 15.40

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



１年女子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010

島根県中学記録(JPR)          12.73     錦織　彩夢(出雲・出雲北陵)            2013 7月21日 10:30 予　選

大会記録(GR)                 12.73     錦織　彩夢(出雲・出雲北陵)            2013 7月21日 12:50 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　7組0着＋8

7組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾗ 島根

1 4 809 村上　　聖来(1) 湖南 13.62 q
ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根

2 6 1912 吾郷　　愛莉(1) 出雲第二 13.67 q
ｾﾝﾀﾞ ﾕﾘﾅ 島根

3 5 630 仙田　ゆりな(1) 松江第二 13.96 q
ｶﾜﾆｼ ｱｲﾈ 島根

4 8 157 川西　　藍音(1) 安来第一 14.27
ｵｶﾞﾜ ﾐｳ 島根

5 2 5034 小川　　美優(1) 浜田第三 14.28
ｻｻｷ ﾕｳﾘ 島根

6 7 4813 佐々木　悠里(1) 浜田第一 14.41
ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ 島根

7 3 6237 松本　　　咲(1) 益田 14.64
ｼﾞｮｳﾉｳ ﾏﾕ 島根

8 9 5708 城納　　真由(1) 川本 14.72

決　勝　

(風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ 島根

1 5 5917 野田　　一葉(1) 瑞穂 13.31
ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根

2 7 1917 畑　　　心海(1) 出雲第二 13.76
ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根

3 9 3766 八澤　　蒼空(1) 仁多 13.98
ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

4 2 2553 別所　　みゆ(1) 大社 14.00
ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾗ 島根

5 6 809 村上　　聖来(1) 湖南 14.02
ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根

6 4 1912 吾郷　　愛莉(1) 出雲第二 14.09
ｲｼﾊﾗ ｱﾔ 島根

7 8 2246 石原　　　絢(1) 浜山 14.13
ｾﾝﾀﾞ ﾕﾘﾅ 島根

8 3 630 仙田　ゆりな(1) 松江第二 14.38

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



１年女子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           2:07.19     高橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

島根県中学記録(JPR)        2:18.25     福田　翔子(松江・松江第一)            2011 7月19日 15:30 予　選

大会記録(GR)               2:20.14     福田　翔子(松江・松江第一)            2011 7月20日 09:45 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根 ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 島根

1 5 2120 小村　　実加(1) 河南 2:27.52 Q 1 5 4545 淺田　　結衣(1) 江津 2:32.27 Q
ｾﾉｵ ﾎﾉｶ 島根 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根

2 4 1914 妹尾　　帆花(1) 出雲第二 2:30.58 Q 2 6 5915 小笠原　　遥(1) 瑞穂 2:35.38 Q
ｲｼｶﾜ ｵﾄﾊ 島根 ｷｼﾓﾄ ｱﾐ 島根

3 7 6000 石川　　音羽(1) 大和 2:38.79 3 8 1044 岸本　　亜美(1) 東出雲 2:37.20
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 島根 ﾅﾊﾞﾗ ﾏｵ 島根

4 9 156 遠藤　　真輝(1) 安来第一 2:39.64 4 9 5709 名原　　真音(1) 川本 2:38.05
ﾐｽﾐ ﾏｺ 島根 ﾀｶﾞ ﾓﾓｱ 島根

5 1 540 三角　　真心(1) 松江第一 2:41.13 5 4 532 多賀　　桃愛(1) 松江第一 2:42.36
ﾑﾗｶﾐ ﾅｵ 島根 ﾖﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 島根

6 8 7016 村上　　　直(1) 六日市 2:41.25 6 7 6504 米田　　衣澄(1) 美都 2:42.77
ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾐｸ 島根 ﾔﾉ ｱﾘｻ 島根

7 2 4546 盆子原　実久(1) 江津 2:47.08 7 3 2123 矢野　　有紗(1) 河南 2:46.18
ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓｶ 島根 ｶﾄｳ ｱﾝ 島根

6 1043 永島　　朋果(1) 東出雲 DQ,T4 8 1 2610 嘉藤　　　杏(1) 斐川東 2:50.47
ｺﾎﾞﾘ ｲﾁｶ 島根 ｱｺﾞｳ ﾏﾅ 島根

3 1816 小堀　　壱華(1) 出雲第一 DNS 9 2 3820 吾郷　　真菜(1) 仁多横田 2:53.10

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾞｮｳﾉｳ ﾏﾕ 島根

1 6 5708 城納　　真由(1) 川本 2:33.08 Q
ﾐｼﾛ ﾜｶ 島根

2 4 3926 三代　　和果(1) 大田第一 2:33.89 Q
ﾌﾉ ﾘﾐ 島根

3 5 1921 布野　　里海(1) 出雲第二 2:34.48 q
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾉ 島根

4 7 910 長谷川　心乃(1) 美保関 2:36.62 q
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 島根

5 2 2559 佐々木　　希(1) 大社 2:44.27
ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 島根

6 3 4911 岩本　　理沙(1) 浜田第二 2:47.31
ｷﾀﾜｷ ﾕｳﾅ 島根

7 8 1818 北脇　　夕楠(1) 出雲第一 2:48.87
ｶﾈﾏﾙ ｵｳｶ 島根

8 9 2116 金丸　　桜花(1) 河南 3:16.69

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 島根

1 5 4545 淺田　　結衣(1) 江津 2:28.39
ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根

2 6 2120 小村　　実加(1) 河南 2:28.59
ｾﾉｵ ﾎﾉｶ 島根

3 4 1914 妹尾　　帆花(1) 出雲第二 2:34.24
ｼﾞｮｳﾉｳ ﾏﾕ 島根

4 7 5708 城納　　真由(1) 川本 2:36.71
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根

5 8 5915 小笠原　　遥(1) 瑞穂 2:37.09
ﾐｼﾛ ﾜｶ 島根

6 9 3926 三代　　和果(1) 大田第一 2:37.44
ﾌﾉ ﾘﾐ 島根

7 3 1921 布野　　里海(1) 出雲第二 2:40.07
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾉ 島根

8 2 910 長谷川　心乃(1) 美保関 2:42.48

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った



２年女子100m
審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           12.3     斎藤まゆみ(松江・松江第四)            1989

島根県中学記録(JPR)          12.38     宮田　七海(益田・益田東)              2011

大会記録(GR)                 12.50     宮田　七海(益田・益田東)              2011 7月20日 10:40 予　選

大会記録(GR)                  12.3     斎藤まゆみ(松江・松江第四)            1989 7月20日 14:45 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.9)

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

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根 ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

1 4 2141 松原　しほり(2) 河南 13.22 q 1 6 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲第二 13.28 q
ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根 ﾀｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 島根

2 5 827 森吉　　日向(2) 湖南 13.65 2 7 714 田口　　穂華(2) 松江第四 13.79
ｵｵﾀ ｻｷ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根

3 9 2233 太田　　咲葵(2) 浜山 13.68 3 4 2420 長岡　　芽依(2) 向陽 13.94
ｱﾂﾀ ﾅﾅ 島根 ﾓﾘ ｶﾘﾝ 島根

4 7 3308 熱田　　來那(2) 加茂 13.77 4 8 5543 森　　　花凜(2) 金城 14.16
ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根 ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ 島根

5 6 2008 三成　　菜緒(2) 出雲第三 13.89 5 2 2711 須田　　彩蓉(2) 斐川西 14.20
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾎ 島根

6 8 7007 山本　　佳奈(2) 六日市 14.50 6 9 3765 山田　　季歩(2) 仁多 14.38
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙﾂ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 島根

7 2 5706 遠藤　　ルツ(2) 川本 14.73 3 221 足立　　海月(2) 安来第三 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾐｵ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

8 3 4008 岡田　　美音(2) 大田第二 14.95 5 2147 吉田　　凪佐(2) 河南 DNS

3組 (風:+0.1) 4組 (風:+1.0)

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

ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

1 4 2035 金山　　　葵(2) 出雲第三 13.20 q 1 7 2238 石橋　　望美(2) 浜山 13.02 q
ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 島根 ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

2 7 3805 石原　　　凜(2) 仁多横田 13.85 2 6 1812 土井　　果希(2) 出雲第一 13.73
ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根 ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 島根

3 8 3925 幸田　　由菜(2) 大田第一 14.04 3 5 2425 三島　百合帆(2) 向陽 13.76
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾎ 島根 ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根

4 6 7217 原田　　梨歩(2) 日原 14.23 4 4 713 牧野　　希琴(2) 松江第四 14.09
ﾄﾔ ﾐﾋﾛ 島根 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 島根

5 5 3150 鳥谷　　美裕(2) 大東 14.35 5 9 2017 五十嵐　七美(2) 出雲第三 14.29
ﾃｼﾏ ｷﾎ 島根 ｳｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 島根

6 9 2235 手島　　綺星(2) 浜山 14.37 6 8 5402 上田　　遥妃(2) 弥栄 14.43
ｶﾔ ｱﾔﾈ 島根 ｶﾅｻｶ ｶｲ 島根

7 2 2517 蚊屋　　彩音(2) 大社 14.81 7 3 514 金坂　　果依(2) 松江第一 14.54
ｲｹﾀﾞ ﾘﾎ 島根 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾅ 島根

8 3 154 池田　　織穂(2) 安来第一 14.85 8 2 6404 岡﨑　　樹梨(2) 中西 14.60
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 島根 ﾔﾏｵｶ ｱｲﾛ 島根

1 4015 岩崎　　遥奈(2) 大田第二 DNS 1 223 山岡　あいろ(2) 安来第三 DNS

5組 (風:-2.1) 6組 (風:+0.2)

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

ｲﾅﾀ ﾅﾅｾ 島根 ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

1 5 4101 稲田　　七星(2) 志学 13.62 q 1 6 2143 岸　　　美穏(2) 河南 13.14 q
ｱﾏﾈ ｱﾕﾘ 島根 ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根

2 7 1034 天根　　歩俐(2) 東出雲 13.80 2 4 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲第三 13.86
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 島根 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾔ 島根

3 4 5912 原田　　奈茄(2) 瑞穂 13.95 3 7 4018 松村　　咲弥(2) 大田第二 13.89
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾝﾅ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾕｲ 島根

4 6 524 松本　　絆那(2) 松江第一 14.06 4 9 218 岡田　　結衣(2) 安来第三 14.22
ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 島根 ｽﾊﾏ ﾐﾊﾙ 島根

5 9 1943 大森　　美優(2) 出雲第二 14.16 5 8 5913 洲濵　　美晴(2) 瑞穂 14.31
ｵｸﾀﾞ ﾘﾅ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 島根

6 2 213 奥田　　里菜(2) 安来第三 14.33 6 5 6233 高橋　　直子(2) 益田 14.54
ﾋﾗｲｼ ﾙｲ 島根 ｵｸﾀﾞ ﾉﾉ 島根

7 8 3920 平石　　留唯(2) 大田第一 14.47 7 3 4909 奥田　　乃音(2) 浜田第二 14.57
ﾊｯﾄﾘ ﾚｲ 島根 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 島根

8 3 4640 服部　　　玲(2) 青陵 14.68 8 2 1037 福島　　　綾(2) 東出雲 18.52

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



２年女子100m
審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           12.3     斎藤まゆみ(松江・松江第四)            1989

島根県中学記録(JPR)          12.38     宮田　七海(益田・益田東)              2011

大会記録(GR)                 12.50     宮田　七海(益田・益田東)              2011 7月20日 10:40 予　選

大会記録(GR)                  12.3     斎藤まゆみ(松江・松江第四)            1989 7月20日 14:45 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　8組0着＋8

7組 (風:0.0) 8組 (風:-0.3)

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

ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根

1 7 1731 石倉　　珠妃(2) 開星 13.08 q 1 5 5707 佐々木　美晴(2) 川本 13.43 q
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｵﾘ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

2 4 4908 小笠原　　栞(2) 浜田第二 13.92 2 8 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽 14.03
ｲﾜﾀﾆ ｻｷ 島根 ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根

3 3 4009 岩谷　　　咲(2) 大田第二 13.92 3 4 2234 竹田　　さち(2) 浜山 14.06
ﾂﾁｴ ｱｽｶ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺﾄ 島根

4 6 617 土江　亜寿香(2) 松江第二 14.16 4 9 3124 藤原　　琴音(2) 大東 14.18
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 島根 ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根

5 9 153 渡部　　芭菜(2) 安来第一 14.23 5 6 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲第二 14.38
ﾔﾀ ﾕｳﾅ 島根 ｻﾜｲ ﾁﾅﾂ 島根

6 8 1945 矢田　　優奈(2) 出雲第二 14.35 6 7 6324 澤井　　千夏(2) 益田東 14.53
ｶﾅﾓﾘ ﾋｶﾙ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｲ 島根

7 5 715 金森　　光琉(2) 松江第四 14.45 7 3 3923 杉原　　　葵(2) 大田第一 14.96
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾅ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 島根

8 2 3123 竹内　　愛菜(2) 大東 14.54 8 2 3762 長谷川　智香(2) 仁多 14.98

決　勝　

(風:-1.2)

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

1 6 2143 岸　　　美穏(2) 河南 12.93
ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根

2 7 1731 石倉　　珠妃(2) 開星 13.01
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

3 5 2035 金山　　　葵(2) 出雲第三 13.07
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

4 4 2238 石橋　　望美(2) 浜山 13.17
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

5 8 2141 松原　しほり(2) 河南 13.34
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

6 9 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲第二 13.42
ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根

7 2 5707 佐々木　美晴(2) 川本 13.43
ｲﾅﾀ ﾅﾅｾ 島根

8 3 4101 稲田　　七星(2) 志学 13.58

凡例  DNS:欠場



３年女子100m
審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           12.2     斎藤まゆみ(松江・松江第四)            1990

島根県中学記録(JPR)          12.36     宮田　七海(益田・益田東)              2012

島根県中学記録(JPR)          12.36     三上　真奈(邑智・瑞穂)                2013 7月20日 11:55 予　選

大会記録(GR)                 12.36     三上　真奈(邑智・瑞穂)                2013 7月20日 14:55 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:+0.9) 2組 (風:+0.7)

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

ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

1 4 5906 金子　　　継(3) 瑞穂 12.92 q 1 4 2227 藤原　　文音(3) 浜山 13.07 q
ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根 ﾀｶﾐ ﾙﾅ 島根

2 7 2415 山崎　　薫菜(3) 向陽 13.42 2 7 2131 高見　　瑠菜(3) 河南 13.49
ﾔﾏﾈ ｼｵﾝ 島根 ｶﾜｾ ｽｽﾞﾊ 島根

3 5 4904 山根　　織音(3) 浜田第二 13.68 3 6 2324 川瀬　　紗羽(3) 平田 13.62
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根 ﾅｶﾆｼ ﾘﾝ 島根

4 6 1829 松本　　春佳(3) 出雲第一 13.75 4 5 1153 中西　　　凜(3) 島大附属 13.94
ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 島根 ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 島根

5 8 554 菅江　　埜乃(3) 松江第一 13.94 5 3 2411 宮廻　　彩香(3) 向陽 14.01
ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ 島根 ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 島根

6 9 3915 岩谷　　萌桃(3) 大田第一 14.00 6 8 4804 下田　　　希(3) 浜田第一 14.17
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 島根 ｷﾏﾁ ｶｴ 島根

7 1 2544 木村　友望香(3) 大社 14.06 7 9 558 来海　　花英(3) 松江第一 14.31
ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ 島根 ｾﾉｵ ﾋﾅﾐ 島根

8 3 2128 恩田　　真彩(3) 河南 14.21 8 2 180 瀬尾　　陽未(3) 安来第一 14.90
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 島根 ｵｶ ｷﾗﾗ 島根

9 2 3146 遠藤　　由貴(3) 大東 14.48 9 1 7002 岡　　輝羅々(3) 六日市 15.68

3組 (風:-0.1) 4組 (風:+0.7)

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

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根

1 5 2222 福本　　智帆(3) 浜山 12.69 q 1 5 5114 榊原　　そら(3) 浜田第四 12.87 q
ｷｻ ｱﾔﾉ 島根 ﾜｶﾂｷ ｱﾕﾐ 島根

2 6 2328 木佐　　彩乃(3) 平田 13.85 2 4 3758 若槻　　歩美(3) 仁多 13.52
ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

3 8 606 代　　　悠乃(3) 松江第二 13.88 3 7 5023 齋藤　　友結(3) 浜田第三 13.70
ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 島根

4 9 3918 生越　　歩佑(3) 大田第一 13.90 4 6 2223 川上　陽佳里(3) 浜山 13.78
ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

5 7 1833 古谷　　紗輝(3) 出雲第一 13.93 5 9 2545 藤原　　日和(3) 大社 13.90
ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 島根 ｴﾀﾞ ﾕｲｺ 島根

6 4 6230 増村　　小雪(3) 益田 14.00 6 8 177 江田　　結子(3) 安来第一 14.01
ﾊｼﾓﾄ ﾑｳ 島根 ﾅｵｴ ﾊﾙｶ 島根

7 3 4808 橋本　　夢優(3) 浜田第一 14.18 7 1 4807 直江　　陽香(3) 浜田第一 14.18
ｲﾄﾊﾗ ﾌﾐ 島根 ﾎﾘｴ ｱﾐ 島根

8 1 557 糸原　　風実(3) 松江第一 14.47 8 3 6229 堀江　　亜海(3) 益田 14.20
ｺｳﾉ ｱｶﾈ 島根 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾜ 島根

2 2130 高野　　　茜(3) 河南 DNS 9 2 4639 林田　　彩和(3) 青陵 14.69

5組 (風:-0.2) 6組 (風:+2.0)

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

ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根

1 7 607 門脇　　史華(3) 松江第二 13.02 q 1 5 821 小川　葉流夏(3) 湖南 12.63 q
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ 島根 ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ 島根

2 5 3916 黒田　なのは(3) 大田第一 13.59 2 4 2224 藤江　　莉菜(3) 浜山 13.45
ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ 島根

3 4 820 内田　　一花(3) 湖南 13.61 3 7 4800 松本　　香穂(3) 浜田第一 13.55
ｵｵｻｷ ｺﾄﾊ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶ 島根

4 6 6336 大崎　　琴葉(3) 益田東 13.75 4 8 3148 遠藤　　千加(3) 大東 13.84
ｱﾝﾉ ﾐﾕ 島根 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 島根

5 9 1014 安野　　心結(3) 東出雲 13.86 5 9 4637 植田　　愛唯(3) 青陵 14.01
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 島根 ｻｻｷ ｱｷﾐ 島根

6 8 4810 松本　　莉奈(3) 浜田第一 14.03 6 1 4902 佐々木　秋水(3) 浜田第二 14.01
ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄ 島根

7 3 2412 飯塚　　楽姫(3) 向陽 14.18 7 6 553 原田　　琴都(3) 松江第一 14.26
ﾄｸﾐﾂ ｱﾕﾐ 島根 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾅ 島根

8 1 5308 徳光　　歩美(3) 三隅 14.38 8 2 6502 米田　　弘渚(3) 美都 14.51
ｵｶﾀﾞ ﾐｵ 島根 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ 島根

9 2 211 岡田　　実桜(3) 安来第三 14.39 9 3 611 松浦　　寛南(3) 松江第二 14.67

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



３年女子100m
審 判 長：赤木　正英

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010 記録主任：内藤　美枝

島根県中学記録(JPR)           12.2     斎藤まゆみ(松江・松江第四)            1990

島根県中学記録(JPR)          12.36     宮田　七海(益田・益田東)              2012

島根県中学記録(JPR)          12.36     三上　真奈(邑智・瑞穂)                2013 7月20日 11:55 予　選

大会記録(GR)                 12.36     三上　真奈(邑智・瑞穂)                2013 7月20日 14:55 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、

(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　7組0着＋8

7組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 島根

1 6 6337 村上　　玉藻(3) 益田東 13.12 q
ﾌﾉ ｱﾘｻ 島根

2 7 2134 布野　亜梨沙(3) 河南 13.13 q
ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ 島根

3 5 548 南　　　愛理(3) 松江第一 13.78
ｽﾄｳ ﾕｱ 島根

4 8 1017 周藤　　夢采(3) 東出雲 13.80
ﾊﾗ ﾏｵ 島根

5 4 610 原　　　茉央(3) 松江第二 14.05
ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 島根

6 9 2414 周藤　　怜菜(3) 向陽 14.13
ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 島根

7 2 176 石川　　葉月(3) 安来第一 14.36
ｱﾍﾞ ﾐｸ 島根

8 3 3807 安部　　未来(3) 仁多横田 14.56

決　勝　

(風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根

1 6 821 小川　葉流夏(3) 湖南 12.67
ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根

2 5 2222 福本　　智帆(3) 浜山 12.79
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根

3 4 5114 榊原　　そら(3) 浜田第四 12.86
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根

4 7 5906 金子　　　継(3) 瑞穂 12.92
ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根

5 9 607 門脇　　史華(3) 松江第二 13.08
ﾌﾉ ｱﾘｻ 島根

6 3 2134 布野　亜梨沙(3) 河南 13.09
ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 島根

7 2 6337 村上　　玉藻(3) 益田東 13.13
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

8 8 2227 藤原　　文音(3) 浜山 13.27

凡例  DNS:欠場



２・３年女子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           2:07.19     高橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

島根県中学記録(JPR)        2:11.77     福島　祐子(松江・湖南)                1988 7月19日 15:50 予　選

大会記録(GR)                2:13.0     福島　祐子(松江・湖南)                1988 7月20日 09:50 決　勝

予　選　6組1着＋2

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

ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

1 6 2542 今田　　　咲(3) 大社 2:25.73 Q 1 7 2427 門脇　　花音(2) 向陽 2:26.70 Q
ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根 ｱｼﾞｷ ﾐﾙ 島根

2 7 6322 石田　　萌笑(2) 益田東 2:28.14 2 5 2315 安食　　未瑠(3) 平田 2:26.88
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根 ﾔﾏｵ ﾐﾂﾞｷ 島根

3 4 2018 川原　　陽和(2) 出雲第三 2:30.09 3 6 5102 山尾　　美月(2) 浜田第四 2:30.30
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根

4 5 2428 多久和　陽菜(2) 向陽 2:33.44 4 4 3764 村上　　　倫(2) 仁多 2:30.32
ｴｽﾞﾐ ﾓｴｶ 島根 ｻｲﾄｳ ﾓﾓ 島根

5 3 2653 江角　　萌花(2) 斐川東 2:37.51 5 9 6232 齋藤　　　桃(2) 益田 2:39.40
ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾐﾕ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 島根

6 9 4635 城山　　美夢(3) 青陵 2:38.78 6 3 4003 岡田　　萌花(3) 大田第二 2:40.05
ｱﾍﾞ ｿﾗﾈ 島根 ﾅｶｵ ﾊﾙ 島根

7 8 2226 安部　　空音(3) 浜山 2:39.77 7 8 2239 中尾　　陽琉(2) 浜山 2:40.38
ｲｼｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ 島根 ﾐﾔｳﾁ ｱｲﾅ 島根

8 2 7213 石川　　　雅(3) 日原 2:40.78 8 2 4541 宮内　　愛奈(3) 江津 2:48.22
ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 島根

9 1 609 田村　　りの(3) 松江第二 2:41.54

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

1 6 2429 森山　紗仁美(2) 向陽 2:27.08 Q 1 4 2136 田邊　　　心(3) 河南 2:24.58 Q
ﾅｶﾀ ﾉｿﾞﾐ 島根 ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 島根

2 5 5030 中田　　希実(2) 浜田第三 2:27.90 2 5 4811 大場　　　梛(2) 浜田第一 2:25.29 q
ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

3 4 5907 日野山　咲希(3) 瑞穂 2:28.43 3 7 2012 桑原　　　凜(2) 出雲第三 2:26.11 q
ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｶ 島根 ﾌｶﾀﾞ　ｱｵｲ 島根

4 7 3759 石原　　朋華(2) 仁多 2:28.56 4 6 620 深田　　蒼依(2) 松江第二 2:33.25
ﾂﾁﾀﾞ ｱｺ 島根 ｲｲﾂｶ ｳﾀﾋ 島根

5 8 7006 土田　　阿子(2) 六日市 2:34.72 5 8 2416 飯塚　　詩姫(3) 向陽 2:33.59
ﾋﾉ ｼｭｶ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾉ 島根

6 9 4012 樋野　　朱香(2) 大田第二 2:39.81 6 2 3757 足立　　結野(3) 仁多 2:39.50
ﾀｶﾀ ｱﾕ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾜｶ 島根

7 3 4812 高田　　愛弓(2) 浜田第一 2:42.06 7 1 5908 石原　　和花(3) 瑞穂 2:41.14
ﾖｼｲ ｾｲﾗ 島根 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 島根

8 2 2225 吉井　　星桜(3) 浜山 2:46.62 8 3 3120 井上　　麻帆(2) 大東 2:51.32
ｵﾑﾗ ｱﾏﾈ 島根

9 563 小村　　天音(3) 松江第一 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根 ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根

1 4 2518 小池　　千遥(2) 大社 2:26.74 Q 1 6 2142 今岡　　真佑(2) 河南 2:29.40 Q
ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 島根

2 5 2055 角　　　桃子(3) 出雲第三 2:28.36 2 5 2418 高橋　真里奈(3) 向陽 2:33.19
ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 島根

3 7 519 広山　　　舞(2) 松江第一 2:28.87 3 8 6838 齋藤　　結菜(2) 高津 2:33.21
ﾔﾏﾈ ﾌｸﾐ 島根 ﾓﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｶ 島根

4 6 1936 山根　　吹実(3) 出雲第二 2:30.16 4 4 561 門城　　綾夏(3) 松江第一 2:33.60
ｶﾜﾀﾞ ｸﾙﾐ 島根 ｵｵﾔ ﾁﾋﾛ 島根

5 8 178 河田　くるみ(3) 安来第一 2:35.81 5 7 5909 大矢　　千尋(3) 瑞穂 2:35.08
ｶﾜｾ ﾊﾅ 島根 ｶﾀｵｶ ﾊﾅ 島根

6 9 2316 川瀨　　晴愛(2) 平田 2:38.38 6 3 5541 片岡　　　花(2) 金城 2:36.43
ﾋﾉ ｼｭﾘ 島根 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｶ 島根

7 3 4011 樋野　　朱里(2) 大田第二 2:40.98 7 2 4702 永井　　涼香(2) 江東 2:42.12
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾕｷ 島根 ｺﾀﾞﾏ ﾐｸ 島根

8 2 1152 林田　　真幸(3) 島大附属 2:45.67 8 9 1946 兒玉　　京弓(2) 出雲第二 2:46.63

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



２・３年女子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           2:07.19     高橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

島根県中学記録(JPR)        2:11.77     福島　祐子(松江・湖南)                1988 7月19日 15:50 予　選

大会記録(GR)                2:13.0     福島　祐子(松江・湖南)                1988 7月20日 09:50 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

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

1 9 2142 今岡　　真佑(2) 河南 2:22.01
ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

2 4 2136 田邊　　　心(3) 河南 2:22.19
ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

3 5 2542 今田　　　咲(3) 大社 2:23.21
ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根

4 7 2518 小池　　千遥(2) 大社 2:27.51
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

5 8 2429 森山　紗仁美(2) 向陽 2:27.55
ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

6 6 2427 門脇　　花音(2) 向陽 2:27.61
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

7 2 2012 桑原　　　凜(2) 出雲第三 2:27.72
ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 島根

8 3 4811 大場　　　梛(2) 浜田第一 2:28.23

凡例  DNS:欠場



全学年女子200m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              24.0     奥埜めぐみ(兵庫・竜山)                1992

日本中学記録(JH)             24.12     土橋　智花(岩手・見前)                2010

島根県中学記録(JPR)          24.79     秋田　真美(浜田・浜田第三)            2003 7月21日 11:15 予　選

大会記録(GR)                 25.45     青山　聖佳(松江・松江第一)            2011 7月21日 13:10 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 (風:-3.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根

1 4 821 小川　葉流夏(3) 湖南 27.65 q 1 5 607 門脇　　史華(3) 松江第二 27.42 q
ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 島根

2 5 2425 三島　百合帆(2) 向陽 29.16 2 7 6838 齋藤　　結菜(2) 高津 28.57
ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根

3 9 3805 石原　　　凜(2) 仁多横田 29.40 3 4 2548 山本　　彩花(3) 大社 28.69
ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 島根 ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根

4 7 554 菅江　　埜乃(3) 松江第一 29.40 4 6 713 牧野　　希琴(2) 松江第四 29.61
ﾎﾘｴ ｱﾐ 島根 ｵｵｶﾞ ﾙﾙ 島根

5 8 6229 堀江　　亜海(3) 益田 29.88 5 8 1932 大賀　　るる(3) 出雲第二 30.12
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾎ 島根

6 3 7007 山本　　佳奈(2) 六日市 30.27 6 3 3765 山田　　季歩(2) 仁多 30.41
ﾊｼﾓﾄ ﾑｳ 島根 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根

7 2 4808 橋本　　夢優(3) 浜田第一 30.31 7 9 2710 笹川　　樹里(2) 斐川西 30.58
ｺｳﾉ ｱｶﾈ 島根 ｺﾀﾆ ﾘﾅ 島根

6 2130 高野　　　茜(3) 河南 DNS 8 1 3917 小谷　　璃奈(3) 大田第一 31.22
ﾐﾔｳﾁ ｱｲﾅ 島根

9 2 4541 宮内　　愛奈(3) 江津 31.85

3組 (風:-1.8) 4組 (風:-1.7)

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

ｶﾄｳ ｻﾁ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

1 7 2706 加藤　　咲智(3) 斐川西 27.87 q 1 6 2035 金山　　　葵(2) 出雲第三 27.42 q
ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

2 6 5707 佐々木　美晴(2) 川本 28.11 2 7 2227 藤原　　文音(3) 浜山 28.10
ﾜｶﾂｷ ｱﾕﾐ 島根 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ 島根

3 4 3758 若槻　　歩美(3) 仁多 28.14 3 4 3916 黒田　なのは(3) 大田第一 28.60
ｴﾀﾞ ﾕｲｺ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｶ 島根

4 5 177 江田　　結子(3) 安来第一 29.16 4 9 3759 石原　　朋華(2) 仁多 29.17
ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ 島根 ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ 島根

5 8 548 南　　　愛理(3) 松江第一 29.32 5 3 2711 須田　　彩蓉(2) 斐川西 29.35
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｵﾘ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 島根

6 9 4908 小笠原　　栞(2) 浜田第二 30.16 6 8 150 渡部　　　凜(2) 安来第一 29.73
ｴｽﾐ ﾋﾅ 島根 ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 島根

7 3 2312 江角　　陽菜(3) 平田 31.28 7 5 2414 周藤　　怜菜(3) 向陽 30.06
ｼﾗﾂｷ ﾐｵ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 島根

2 2221 白築　　　澪(3) 浜山 DNS 8 2 6233 高橋　　直子(2) 益田 30.88

5組 (風:-0.7) 6組 (風:-3.8)

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

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ 島根 ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

1 5 4800 松本　　香穂(3) 浜田第一 28.10 1 7 2143 岸　　　美穏(2) 河南 27.86 q
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根 ｲﾅﾀ ﾅﾅｾ 島根

2 7 2420 長岡　　芽依(2) 向陽 28.69 2 6 4101 稲田　　七星(2) 志学 28.46
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 島根 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 島根

3 6 5912 原田　　奈茄(2) 瑞穂 29.09 3 4 2415 山崎　　薫菜(3) 向陽 28.89
ﾋﾗｲｼ ﾙｲ 島根 ﾀｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 島根

4 3 3920 平石　　留唯(2) 大田第一 29.72 4 9 714 田口　　穂華(2) 松江第四 29.55
ﾄｸﾐﾂ ｱﾕﾐ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄ 島根

5 8 5308 徳光　　歩美(3) 三隅 29.81 5 8 553 原田　　琴都(3) 松江第一 29.74
ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 島根 ｷｻ ｱﾔﾉ 島根

6 9 6230 増村　　小雪(3) 益田 29.88 6 5 2328 木佐　　彩乃(3) 平田 30.24
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾅ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ 島根

7 2 3123 竹内　　愛菜(2) 大東 30.02 7 2 4905 山本　　咲羽(3) 浜田第二 30.98
ﾀｶﾐ ﾙﾅ 島根 ｾﾉｵ ﾋﾅﾐ 島根

4 2131 高見　　瑠菜(3) 河南 DNS 8 3 180 瀬尾　　陽未(3) 安来第一 31.06

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場



全学年女子200m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              24.0     奥埜めぐみ(兵庫・竜山)                1992

日本中学記録(JH)             24.12     土橋　智花(岩手・見前)                2010

島根県中学記録(JPR)          24.79     秋田　真美(浜田・浜田第三)            2003 7月21日 11:15 予　選

大会記録(GR)                 25.45     青山　聖佳(松江・松江第一)            2011 7月21日 13:10 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　8組0着＋8

7組 (風:-2.3) 8組 (風:-1.6)

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

ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根

1 6 1731 石倉　　珠妃(2) 開星 27.35 q 1 6 5114 榊原　　そら(3) 浜田第四 26.61 q
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根 ﾌﾉ ｱﾘｻ 島根

2 4 5023 齋藤　　友結(3) 浜田第三 28.45 2 4 2134 布野　亜梨沙(3) 河南 27.57 q
ｱﾏﾈ ｱﾕﾘ 島根 ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根

3 9 1034 天根　　歩俐(2) 東出雲 29.07 3 7 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲第三 28.98
ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 島根

4 7 1833 古谷　　紗輝(3) 出雲第一 29.19 4 5 4810 松本　　莉奈(3) 浜田第一 29.08
ﾌｼﾞﾊﾗ ｺﾄ 島根 ｵｺﾞｼ ﾌｳ 島根

5 8 3124 藤原　　琴音(2) 大東 29.77 5 8 3918 生越　　歩佑(3) 大田第一 29.11
ﾏﾂﾑﾗ ｻﾔ 島根 ｵｸﾀﾞ ﾘﾅ 島根

6 5 4018 松村　　咲弥(2) 大田第二 29.87 6 2 213 奥田　　里菜(2) 安来第三 29.83
ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾅ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾎ 島根

7 2 6502 米田　　弘渚(3) 美都 30.27 7 9 7217 原田　　梨歩(2) 日原 30.39
ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根

3 221 足立　　海月(2) 安来第三 DNS 8 3 3143 山本　　麗夏(3) 大東 30.82
ｼﾅｶﾞﾜ ｾﾅ 島根

9 1 4104 品川　　聖奈(1) 志学 30.90

決　勝　

(風:-5.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根

1 6 5114 榊原　　そら(3) 浜田第四 27.05
ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 島根

2 5 607 門脇　　史華(3) 松江第二 27.64
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 島根

3 9 821 小川　葉流夏(3) 湖南 27.76
ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根

4 7 1731 石倉　　珠妃(2) 開星 28.31
ﾌﾉ ｱﾘｻ 島根

5 8 2134 布野　亜梨沙(3) 河南 28.46
ｶﾄｳ ｻﾁ 島根

6 2 2706 加藤　　咲智(3) 斐川西 28.53
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

7 4 2035 金山　　　葵(2) 出雲第三 28.64
ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

8 3 2143 岸　　　美穏(2) 河南 28.98

凡例  DNS:欠場



全学年女子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           4:19.46     福田　有以(兵庫・稲美北)              2010

島根県中学記録(JPR)        4:31.18     來海　りえ(出雲・旭丘)                2007 7月20日 15:45 予　選

大会記録(GR)               4:32.29     來海　りえ(出雲・旭丘)                2007 7月21日 09:30 決　勝

予　選　3組4着＋4

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

ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

1 14 6322 石田　　萌笑(2) 益田東 5:02.29 Q 1 19 2427 門脇　　花音(2) 向陽 4:57.92 Q
ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根 ｵｸﾓﾄ ﾅﾙﾐ 島根

2 9 2136 田邊　　　心(3) 河南 5:02.97 Q 2 7 7700 奥本　菜瑠海(2) 知夫 4:58.63 Q
ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根

3 6 2518 小池　　千遥(2) 大社 5:03.00 Q 3 3 519 広山　　　舞(2) 松江第一 5:02.70 Q
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根 ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

4 4 2018 川原　　陽和(2) 出雲第三 5:03.52 Q 4 18 2055 角　　　桃子(3) 出雲第三 5:02.72 Q
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 島根

5 18 2428 多久和　陽菜(2) 向陽 5:05.86 q 5 2 2418 高橋　真里奈(3) 向陽 5:04.51 q
ﾔﾏｵ ﾐﾂﾞｷ 島根 ｱｼﾞｷ ﾐﾙ 島根

6 17 5102 山尾　　美月(2) 浜田第四 5:05.88 q 6 6 2315 安食　　未瑠(3) 平田 5:07.17
ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根

7 7 2120 小村　　実加(1) 河南 5:05.98 q 7 5 3764 村上　　　倫(2) 仁多 5:07.56
ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島根 ｲｲﾂｶ ｳﾀﾋ 島根

8 19 5907 日野山　咲希(3) 瑞穂 5:13.89 8 8 2416 飯塚　　詩姫(3) 向陽 5:11.81
ﾋﾉ ｼｭｶ 島根 ﾉﾅｶ ｱｲﾅ 島根

9 10 4012 樋野　　朱香(2) 大田第二 5:14.47 9 9 2140 野中　　愛菜(2) 河南 5:18.12
ﾐｼﾛ ﾜｶ 島根 ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根

10 8 3926 三代　　和果(1) 大田第一 5:19.14 10 16 1813 本田　　琴弓(2) 出雲第一 5:21.29
ｱﾀﾞﾁ ﾕﾉ 島根 ｲﾄｶﾞ ﾓﾓｶ 島根

11 2 3757 足立　　結野(3) 仁多 5:22.65 11 10 2139 糸賀　　百香(2) 河南 5:23.38
ﾂﾁﾀﾞ ｱｺ 島根 ｵｵﾔ ﾁﾋﾛ 島根

12 3 7006 土田　　阿子(2) 六日市 5:23.57 12 13 5909 大矢　　千尋(3) 瑞穂 5:24.12
ｵｶ ｺﾉﾊ 島根 ｶﾀｵｶ ﾊﾅ 島根

13 11 4907 岡　　　心華(2) 浜田第二 5:24.47 13 1 5541 片岡　　　花(2) 金城 5:28.95
ｵﾑﾗ ｱﾏﾈ 島根 ｳｴﾉ ﾏｵ 島根

14 5 563 小村　　天音(3) 松江第一 5:35.35 14 14 6605 上野　　真緒(1) 益田横田 5:30.61
ｶﾄﾞﾜｷ ｻﾅ 島根 ｴｷﾞ ﾕｴ 島根

15 13 1012 門脇　　紗奈(3) 東出雲 5:36.56 15 11 4801 江木　　結映(3) 浜田第一 5:36.84
ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 島根 ｶﾜｲ ｱｷ 島根

16 15 609 田村　　りの(3) 松江第二 5:37.36 16 20 6241 河井　　愛姫(2) 益田 5:37.05
ﾖｼｲ ｾｲﾗ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 島根

17 1 2225 吉井　　星桜(3) 浜山 5:38.03 17 4 4003 岡田　　萌花(3) 大田第二 5:38.99
ﾄｯｺｳ ﾋﾅ 島根 ｲｼｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ 島根

18 12 4806 時耕　　陽菜(3) 浜田第一 5:46.42 18 15 7213 石川　　　雅(3) 日原 5:41.79
ｱｵｷ ｱｲﾊ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 島根

19 16 2702 青木　　愛葉(3) 斐川西 5:49.96 19 17 2430 吉田　　　咲(2) 向陽 5:49.70
ｱｵｴ ﾐｻｷ 島根

20 12 6975 青江　美咲季(2) 匹見 5:52.71

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



全学年女子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           4:19.46     福田　有以(兵庫・稲美北)              2010

島根県中学記録(JPR)        4:31.18     來海　りえ(出雲・旭丘)                2007 7月20日 15:45 予　選

大会記録(GR)               4:32.29     來海　りえ(出雲・旭丘)                2007 7月21日 09:30 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

予　選　3組4着＋4

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根

1 12 2142 今岡　　真佑(2) 河南 5:05.49 Q
ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

2 4 2542 今田　　　咲(3) 大社 5:05.54 Q
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

3 18 2012 桑原　　　凜(2) 出雲第三 5:05.63 Q
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

4 3 2429 森山　紗仁美(2) 向陽 5:05.64 Q
ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 島根

5 17 4811 大場　　　梛(2) 浜田第一 5:05.98 q
ﾅｶﾀ ﾉｿﾞﾐ 島根

6 10 5030 中田　　希実(2) 浜田第三 5:18.49
ﾓﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｶ 島根

7 15 561 門城　　綾夏(3) 松江第一 5:20.32
ｶﾜｾ ﾊﾅ 島根

8 8 2316 川瀨　　晴愛(2) 平田 5:21.63
ﾔﾏﾈ ﾌｸﾐ 島根

9 5 1936 山根　　吹実(3) 出雲第二 5:21.65
ﾌｶﾀﾞ　ｱｵｲ 島根

10 16 620 深田　　蒼依(2) 松江第二 5:27.36
ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 島根

11 6 5401 三浦　　七海(3) 弥栄 5:28.44
ｽﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 島根

12 2 3756 陶山　　実鈴(3) 仁多 5:29.98
ｲﾜﾀ ｷｮｳｶ 島根

13 19 175 岩田　　京華(3) 安来第一 5:31.05
ｱｻﾊﾗ ﾙﾅ 島根

14 11 4624 淺原　　琉那(3) 青陵 5:31.50
ﾋﾉ ｼｭﾘ 島根

15 14 4011 樋野　　朱里(2) 大田第二 5:31.54
ｻｲﾄｳ ﾓﾓ 島根

16 1 6232 齋藤　　　桃(2) 益田 5:33.51
ｲﾅﾑﾗ ﾋﾄﾊ 島根

13 1011 稲村　　一葉(3) 東出雲 DNF
ｲｼﾊﾗ ﾜｶ 島根

7 5908 石原　　和花(3) 瑞穂 DNS
ｽｲｽﾞ ﾏｲ 島根

9 6602 水津　　　舞(3) 益田横田 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



全学年女子1500m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)           4:19.46     福田　有以(兵庫・稲美北)              2010

島根県中学記録(JPR)        4:31.18     來海　りえ(出雲・旭丘)                2007 7月20日 15:45 予　選

大会記録(GR)               4:32.29     來海　りえ(出雲・旭丘)                2007 7月21日 09:30 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

1 11 2542 今田　　　咲(3) 大社 4:53.57
ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

2 15 2427 門脇　　花音(2) 向陽 4:53.92
ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根

3 10 2142 今岡　　真佑(2) 河南 4:56.46
ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根

4 9 6322 石田　　萌笑(2) 益田東 5:02.25
ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

5 14 2055 角　　　桃子(3) 出雲第三 5:02.62
ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根

6 7 2518 小池　　千遥(2) 大社 5:03.24
ｵｸﾓﾄ ﾅﾙﾐ 島根

7 16 7700 奥本　菜瑠海(2) 知夫 5:04.01
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

8 17 2012 桑原　　　凜(2) 出雲第三 5:05.39
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

9 3 2018 川原　　陽和(2) 出雲第三 5:06.10
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

10 1 2429 森山　紗仁美(2) 向陽 5:09.91
ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根

11 6 2120 小村　　実加(1) 河南 5:11.15
ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根

12 4 519 広山　　　舞(2) 松江第一 5:13.70
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 島根

13 12 2418 高橋　真里奈(3) 向陽 5:13.83
ﾔﾏｵ ﾐﾂﾞｷ 島根

14 8 5102 山尾　　美月(2) 浜田第四 5:14.15
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根

15 5 2428 多久和　陽菜(2) 向陽 5:16.76
ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 島根

16 2 4811 大場　　　梛(2) 浜田第一 5:19.47
ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

17 13 2136 田邊　　　心(3) 河南 5:36.57

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



全学年女子100mH(0.762m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             13.56     澤田イレーネ・オギモンギ(東京・調布四)2012

島根県中学記録(JPR)          13.81     長﨑　さゆり(出雲・大社)              2016 7月21日 10:05 予　選

大会記録(GR)                 13.82     長﨑　さゆり(出雲・大社)              2016 7月21日 12:35 決　勝

予　選　5組1着＋3

1組 (風:-1.4) 2組 (風:-0.7)

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

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根 ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根

1 7 1829 松本　　春佳(3) 出雲第一 15.33 Q 1 4 2222 福本　　智帆(3) 浜山 14.71 ◎ Q
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根 ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根

2 5 2238 石橋　　望美(2) 浜山 16.04 2 7 606 代　　　悠乃(3) 松江第二 15.98
ﾊﾗ ﾏｵ 島根 ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 島根

3 6 610 原　　　茉央(3) 松江第二 16.62 3 6 5705 名原　かのん(3) 川本 17.64
ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 島根 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 島根

4 4 2703 安食　　侑来(3) 斐川西 17.45 4 9 4637 植田　　愛唯(3) 青陵 17.71
ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾐｵ 島根

5 9 3925 幸田　　由菜(2) 大田第一 17.59 5 8 211 岡田　　実桜(3) 安来第三 17.87
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

6 3 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽 17.86 6 3 2424 三島　　咲幸(2) 向陽 18.84
ﾀｶｲ ｶﾚﾝ 島根 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾖ 島根

7 1 225 高井　　華恋(2) 安来第三 18.32 7 1 1150 宮本　　万葉(3) 島大附属 19.12
ｷｼ ﾋﾗﾘ 島根 ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 島根

8 2 1941 岸　　ひらり(2) 出雲第二 18.39 8 2 2712 中尾　　柚月(2) 斐川西 19.94
ｶﾜﾆｼ ﾏﾅｶ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島根

9 8 3808 川西　まなか(3) 仁多横田 20.54 5 2016 渡邊　　優衣(2) 出雲第三 DNS

3組 (風:-0.2) 4組 (風:-1.4)

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

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根 ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根

1 4 2141 松原　しほり(2) 河南 15.24 Q 1 6 5906 金子　　　継(3) 瑞穂 15.45 Q
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 島根

2 5 2053 三島　　光薫(3) 出雲第三 16.05 2 4 2544 木村　友望香(3) 大社 16.27
ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根

3 6 2412 飯塚　　楽姫(3) 向陽 17.02 3 5 2421 福田　　巴菜(2) 向陽 17.27
ｶﾔ ｱﾔﾈ 島根 ｵｸﾊﾊﾞ ｱﾝﾘ 島根

4 7 2517 蚊屋　　彩音(2) 大社 17.03 4 7 5704 奥羽場　杏里(3) 川本 17.62
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 島根

5 9 3148 遠藤　　千加(3) 大東 17.49 5 8 1831 松本　　実桜(3) 出雲第一 17.76
ｽﾀﾞ ｱｵｲ 島根 ﾊﾗ ｸﾙﾐ 島根

6 3 2636 須田　　　葵(3) 斐川東 18.10 6 3 2634 原　　　来実(2) 斐川東 18.79
ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根 ｵｸﾀﾞ ﾉﾉ 島根

7 2 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲第二 18.83 7 1 4909 奥田　　乃音(2) 浜田第二 18.91
ｲｼﾄﾋﾞ ｱﾝ 島根 ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 島根

8 8 2704 石飛　　　杏(3) 斐川西 19.69 8 2 2708 原　　　成海(3) 斐川西 19.77
ｶﾅｻｶ ｶｲ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根

1 514 金坂　　果依(2) 松江第一 DNS 9 562 安田　　麻夏(3) 松江第一 DNS

5組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根

1 6 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲第三 15.70 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

2 4 2545 藤原　　日和(3) 大社 15.72 q
ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

3 7 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽 16.52
ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ 島根

4 5 820 内田　　一花(3) 湖南 17.29
ﾂﾁｴ ｱｽｶ 島根

5 2 617 土江　亜寿香(2) 松江第二 17.80
ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 島根

6 9 2223 川上　陽佳里(3) 浜山 17.90
ﾏﾂｳﾗ ｱﾐ 島根

7 1 151 松浦　　亜実(2) 安来第一 18.83
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根

8 8 521 澁谷　　美幸(2) 松江第一 19.58
ｸﾘｽ ﾜｺ 島根

9 3 6978 栗栖　　和虹(3) 匹見 22.39

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 ◎:標準記録突破



全学年女子100mH(0.762m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             13.56     澤田イレーネ・オギモンギ(東京・調布四)2012

島根県中学記録(JPR)          13.81     長﨑　さゆり(出雲・大社)              2016 7月21日 10:05 予　選

大会記録(GR)                 13.82     長﨑　さゆり(出雲・大社)              2016 7月21日 12:35 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

(風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根

1 6 2222 福本　　智帆(3) 浜山 14.73 ◎
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根

2 7 5906 金子　　　継(3) 瑞穂 15.13
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島根

3 5 1829 松本　　春佳(3) 出雲第一 15.19
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

4 4 2141 松原　しほり(2) 河南 15.43
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根

5 9 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲第三 15.74
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

6 8 2545 藤原　　日和(3) 大社 15.87
ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根

7 2 606 代　　　悠乃(3) 松江第二 16.18
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

8 3 2238 石橋　　望美(2) 浜山 16.64

凡例  DNS:欠場 ◎:標準記録突破



１年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          52.87     森脇・福間真貴・福間真理・佐々木(簸川・斐川東)1995 7月20日 12:40 予　選

大会記録(GR)                 52.94     吉田凪佐・岸美穏・松原しほり・今岡真佑(出雲・河南)2018 7月21日 13:30 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 松江第一 529 梶野　　杏南(1) ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 55.56 1 5 出雲第二 1913 布野　　心美(1) ﾌﾉ ﾐﾐ 54.55
(島根) 535 野津　ここな(1) ﾉﾂ ｺｺﾅ Q (島根) 1917 畑　　　心海(1) ﾊﾀ ｺｺﾐ Q

537 藤森　　　唯(1) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 1912 吾郷　　愛莉(1) ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ
534 中井　　　心(1) ﾅｶｲ ｺｺﾛ 1920 加藤　　沙彩(1) ｶﾄｳ ｻｱﾔ

2 7 木次 3362 田本　　真菜(1) ﾀﾓﾄ ﾏﾅ 56.54 2 6 安来第一 157 川西　　藍音(1) ｶﾜﾆｼ ｱｲﾈ 55.62
(島根) 3361 廣野　　珠里(1) ﾋﾛﾉ ｼﾞｭﾘ Q (島根) 158 周藤　　　凜(1) ｽﾄｳ ﾘﾝ Q

3364 安部　萌々夏(1) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 163 陶山　　菜瑠(1) ｽﾔﾏ ﾅﾙ
3363 安部　　詩織(1) ｱﾍﾞ ｼｵﾘ 156 遠藤　　真輝(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ

3 6 島大附属 1158 木建　　七海(1) ｷﾀﾞﾃ ﾅﾅﾐ 57.55 3 7 出雲第三 2006 河井　　咲輝(1) ｶﾜｲ ｻｷﾗ 56.29
(島根) 1160 松田　　香穂(1) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ (島根) 2046 沖　　はるな(1) ｵｷ ﾊﾙﾅ

1162 山本　　珠緒(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｵ 2045 藤原　　夏月(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ
1159 齋藤　　優依(1) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 2047 日下　　紗來(1) ﾋﾉｼﾀ ｻﾗ

4 9 斐川西 2715 三島　　実咲(1) ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 57.83 4 9 出雲第一 1819 園山　　琴音(1) ｿﾉﾔﾏ ｺﾄﾈ 57.67
(島根) 2717 神田マリアナ(1) ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘｱﾅ (島根) 1814 松井　　陽向(1) ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ

2714 清水　　遙夏(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 1820 速水　　結花(1) ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｲｶ
2716 古川　　奈々(1) ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 1815 山尾　　咲良(1) ﾔﾏｵ ｻｸﾗ

5 8 六日市 7014 椿　　　和華(1) ﾂﾊﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 1:00.30 5 4 仁多横田 3815 岡　　　優香(1) ｵｶ ﾕｳｶ 58.01
(島根) 7015 橋本　　菜月(1) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂｷ (島根) 3817 田辺　　真優(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｳ

7016 村上　　　直(1) ﾑﾗｶﾐ ﾅｵ 3827 景山　莉々子(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ
7013 新藤　　麻央(1) ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｵ 3828 田中　　亜弥(1) ﾀﾅｶ ｱﾐ

5 湖南 DNS 6 3 大田第一 3928 岩谷　　　華(1) ｲﾜﾀﾆ ﾊﾅ 59.79
(島根) (島根) 3929 三谷　　如良(1) ﾐﾀﾆ ｷｻﾗ

3927 松浦　　知佳(1) ﾏﾂｳﾗ ﾁｶ
3930 板垣　　さわ(1) ｲﾀｶﾞｷ ｻﾜ

8 青陵 4643 花吉　　優月(1) ﾊﾅﾖｼ ﾕﾂﾞｷ DQ,R1

(島根) 4642 田中　　七彩(1) ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ
4644 佐々浦　咲葵(1) ｻｻｳﾗ ｻｷ
4645 佐々木　　明(1) ｻｻｷ ﾒｲ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 河南 2111 内田　　　調(1) ｳﾁﾀﾞ ｼﾗﾍﾞ 55.60
(島根) 2114 江角　　菜子(1) ｴｽﾐ ﾅｺ Q

2120 小村　　実加(1) ｵﾑﾗ ﾐｶ
2112 小村　　果蓮(1) ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ

2 4 大社 2556 渡部　　菜麻(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 55.74
(島根) 2553 別所　　みゆ(1) ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ Q

2552 上田　ほづみ(1) ｳｴﾀﾞ ﾎﾂﾞﾐ
2557 井川　　七葉(1) ｲｶﾜ ﾅﾅﾊ

3 7 平田 2306 飯塚　万悠子(1) ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ 56.08
(島根) 2310 大国　　千夏(1) ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ q

2327 多久和　柚香(1) ﾀｸﾜ ﾕｽﾞｶ
2317 玉木　　麻裕(1) ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ

4 8 浜田第一 4817 齋藤　ひなた(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 56.12
(島根) 4813 佐々木　悠里(1) ｻｻｷ ﾕｳﾘ q

4820 官澤　　麻央(1) ｶﾝｻﾞﾜ ﾏｵ
4814 小林　　真矢(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ

5 5 益田横田 6606 大庭　　芙美(1) ｵｵﾊﾞ ﾌﾐ 59.12
(島根) 6604 石橋　　　琳(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝ

6608 豊田　あみり(1) ﾄﾖﾀ ｱﾐﾘ
6607 小田　　倫加(1) ｵﾀﾞ ﾐﾁｶ

6 9 向陽 2437 松浦　　真由(1) ﾏﾂｳﾗ ﾏﾕ 59.24
(島根) 2432 石原　　叶実(1) ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾐ

2439 森本　　芙泉(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾊｽﾐ
2436 松浦　ひまり(1) ﾏﾂｳﾗ ﾋﾏﾘ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン



１年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          52.87     森脇・福間真貴・福間真理・佐々木(簸川・斐川東)1995 7月20日 12:40 予　選

大会記録(GR)                 52.94     吉田凪佐・岸美穏・松原しほり・今岡真佑(出雲・河南)2018 7月21日 13:30 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 出雲第二 1913 布野　　心美(1) ﾌﾉ ﾐﾐ 54.71
(島根) 1917 畑　　　心海(1) ﾊﾀ ｺｺﾐ

1912 吾郷　　愛莉(1) ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ
1920 加藤　　沙彩(1) ｶﾄｳ ｻｱﾔ

2 8 大社 2556 渡部　　菜麻(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 55.10
(島根) 2553 別所　　みゆ(1) ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ

2552 上田　ほづみ(1) ｳｴﾀﾞ ﾎﾂﾞﾐ
2557 井川　　七葉(1) ｲｶﾜ ﾅﾅﾊ

3 6 松江第一 529 梶野　　杏南(1) ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 55.40
(島根) 535 野津　ここな(1) ﾉﾂ ｺｺﾅ

537 藤森　　　唯(1) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
534 中井　　　心(1) ﾅｶｲ ｺｺﾛ

4 7 安来第一 157 川西　　藍音(1) ｶﾜﾆｼ ｱｲﾈ 55.75
(島根) 158 周藤　　　凜(1) ｽﾄｳ ﾘﾝ

163 陶山　　菜瑠(1) ｽﾔﾏ ﾅﾙ
156 遠藤　　真輝(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ

5 4 河南 2111 内田　　　調(1) ｳﾁﾀﾞ ｼﾗﾍﾞ 55.85
(島根) 2114 江角　　菜子(1) ｴｽﾐ ﾅｺ

2120 小村　　実加(1) ｵﾑﾗ ﾐｶ
2112 小村　　果蓮(1) ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ

6 3 浜田第一 4817 齋藤　ひなた(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 55.86
(島根) 4813 佐々木　悠里(1) ｻｻｷ ﾕｳﾘ

4820 官澤　　麻央(1) ｶﾝｻﾞﾜ ﾏｵ
4814 小林　　真矢(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ

7 2 平田 2306 飯塚　万悠子(1) ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ 56.76
(島根) 2310 大国　　千夏(1) ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ

2327 多久和　柚香(1) ﾀｸﾜ ﾕｽﾞｶ
2317 玉木　　麻裕(1) ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ

8 9 木次 3362 田本　　真菜(1) ﾀﾓﾄ ﾏﾅ 56.86
(島根) 3361 廣野　　珠里(1) ﾋﾛﾉ ｼﾞｭﾘ

3364 安部　萌々夏(1) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ
3363 安部　　詩織(1) ｱﾍﾞ ｼｵﾘ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン



２年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          50.81     古和・大賀・天野・山川(出雲・大社)    2013 7月20日 13:05 予　選

大会記録(GR)                 50.83     足立・奥田・伊藤・福田(松江・松江第一)2012 7月21日 13:50 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 向陽 2420 長岡　　芽依(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 53.70 1 5 出雲第三 2017 五十嵐　七美(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 52.59
(島根) 2423 松浦　ひか莉(2) ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ Q (島根) 2035 金山　　　葵(2) ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ Q

2421 福田　　巴菜(2) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 2008 三成　　菜緒(2) ﾐﾅﾘ ﾅｵ
2425 三島　百合帆(2) ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 2036 吾郷　　雛乃(2) ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ

2 5 浜山 2235 手島　　綺星(2) ﾃｼﾏ ｷﾎ 54.38 2 4 出雲第二 1943 大森　　美優(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 53.44
(島根) 2238 石橋　　望美(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ Q (島根) 1937 亀瀧　　愛海(2) ｶﾒﾀｷ ｱﾐ Q

2233 太田　　咲葵(2) ｵｵﾀ ｻｷ 1942 伊藤　　咲乃(2) ｲﾄｳ ｻｷﾉ
2234 竹田　　さち(2) ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 1938 伊藤　瑠姫奈(2) ｲﾄｳ ﾙｷﾅ

3 6 安来第一 154 池田　　織穂(2) ｲｹﾀﾞ ﾘﾎ 54.95 3 7 松江第一 520 大石　　ゆう(2) ｵｵｲｼ ﾕｳ 55.59
(島根) 150 渡部　　　凜(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ q (島根) 524 松本　　絆那(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾝﾅ

152 奥名　　優菜(2) ｵｸﾅ ﾕﾅ 521 澁谷　　美幸(2) ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ
153 渡部　　芭菜(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 514 金坂　　果依(2) ｶﾅｻｶ ｶｲ

4 7 大田第二 4007 西村　　陽菜(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 56.14 4 6 大東 3124 藤原　　琴音(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｺﾄ 55.61
(島根) 4018 松村　　咲弥(2) ﾏﾂﾑﾗ ｻﾔ (島根) 3123 竹内　　愛菜(2) ﾀｹｳﾁ ｱｲﾅ

4008 岡田　　美音(2) ｵｶﾀﾞ ﾐｵ 3121 高木　　　凛(2) ﾀｶｷ ﾘﾝ
4009 岩谷　　　咲(2) ｲﾜﾀﾆ ｻｷ 3150 鳥谷　　美裕(2) ﾄﾔ ﾐﾋﾛ

5 8 浜田第二 4907 岡　　　心華(2) ｵｶ ｺﾉﾊ 56.67 5 8 斐川西 2713 原　　　菜緒(2) ﾊﾗ ﾅｵ 56.04
(島根) 4909 奥田　　乃音(2) ｵｸﾀﾞ ﾉﾉ (島根) 2711 須田　　彩蓉(2) ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ

4910 本田　美那海(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 2710 笹川　　樹里(2) ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ
4908 小笠原　　栞(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｵﾘ 2712 中尾　　柚月(2) ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ

6 9 六日市 7011 永田　　真帆(2) ﾅｶﾞﾀ ﾏﾎ 57.68 6 9 加茂 3309 岡田　　実優(2) ｵｶﾀﾞ ﾐﾕ 56.53
(島根) 7007 山本　　佳奈(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ (島根) 3310 万場　　ゆず(2) ﾏﾝﾊﾞ ﾕｽﾞ

7006 土田　　阿子(2) ﾂﾁﾀﾞ ｱｺ 3312 渡部　　星南(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ
7009 河内　　花穏(2) ｺｳﾁ ｶﾉﾝ 3308 熱田　　來那(2) ｱﾂﾀ ﾅﾅ

7 3 江東 4703 林　　　歩美(2) ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 58.43
(島根) 4702 永井　　涼香(2) ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｶ

4701 田儀　　紗和(2) ﾀｷﾞ ｻﾜ
4704 森田　　光美(2) ﾓﾘﾀ ﾐﾐ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 河南 2147 吉田　　凪佐(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 52.89
(島根) 2143 岸　　　美穏(2) ｷｼ ﾐｵﾝ Q

2141 松原　しほり(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ
2146 高見　瑠里子(2) ﾀｶﾐ ﾙﾘｺ

2 4 松江第四 715 金森　　光琉(2) ｶﾅﾓﾘ ﾋｶﾙ 53.06
(島根) 713 牧野　　希琴(2) ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ Q

712 千代田　　涼(2) ﾁﾖﾀﾞ ｽｽﾞ
714 田口　　穂華(2) ﾀｸﾞﾁ ﾎﾉｶ

3 7 東出雲 1038 勝田　美菜子(2) ｶｯﾀ ﾐﾅｺ 55.57
(島根) 1034 天根　　歩俐(2) ｱﾏﾈ ｱﾕﾘ q

1035 森本　　希羅(2) ﾓﾘﾓﾄ ｷﾗ
1037 福島　　　綾(2) ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ

4 5 松江第二 619 野津　亜由美(2) ﾉﾂ ｱﾕﾐ 55.93
(島根) 617 土江　亜寿香(2) ﾂﾁｴ ｱｽｶ

613 池田　　紗季(2) ｲｹﾀﾞ ｻｷ
616 竹内　　結香(2) ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ

5 9 安来第三 221 足立　　海月(2) ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 55.95
(島根) 213 奥田　　里菜(2) ｵｸﾀﾞ ﾘﾅ

226 勝部　ゆきの(2) ｶﾂﾍﾞ ﾕｷﾉ
218 岡田　　結衣(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｲ

6 3 仁多 3762 長谷川　智香(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 57.47
(島根) 3765 山田　　季歩(2) ﾔﾏﾀﾞ ｷﾎ

3764 村上　　　倫(2) ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ
3761 坂本　　菜生(2) ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ

7 8 斐川東 2624 猿木　　　雅(2) ｻﾙｷ ﾐﾔﾋﾞ 57.64
(島根) 2634 原　　　来実(2) ﾊﾗ ｸﾙﾐ

2638 岡　　　梓咲(2) ｵｶ ｱｽﾞｻ
2637 原　　　乎華(2) ﾊﾗ ｺﾊﾅ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



２年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          50.81     古和・大賀・天野・山川(出雲・大社)    2013 7月20日 13:05 予　選

大会記録(GR)                 50.83     足立・奥田・伊藤・福田(松江・松江第一)2012 7月21日 13:50 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 河南 2147 吉田　　凪佐(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 52.01
(島根) 2143 岸　　　美穏(2) ｷｼ ﾐｵﾝ

2141 松原　しほり(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ
2142 今岡　　真佑(2) ｲﾏｵｶ ﾏﾕ

2 7 松江第四 715 金森　　光琉(2) ｶﾅﾓﾘ ﾋｶﾙ 52.58
(島根) 713 牧野　　希琴(2) ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ

712 千代田　　涼(2) ﾁﾖﾀﾞ ｽｽﾞ
714 田口　　穂華(2) ﾀｸﾞﾁ ﾎﾉｶ

3 8 浜山 2235 手島　　綺星(2) ﾃｼﾏ ｷﾎ 52.82
(島根) 2238 石橋　　望美(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ

2233 太田　　咲葵(2) ｵｵﾀ ｻｷ
2234 竹田　　さち(2) ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ

4 9 出雲第二 1943 大森　　美優(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 53.10
(島根) 1937 亀瀧　　愛海(2) ｶﾒﾀｷ ｱﾐ

1942 伊藤　　咲乃(2) ｲﾄｳ ｻｷﾉ
1938 伊藤　瑠姫奈(2) ｲﾄｳ ﾙｷﾅ

5 5 向陽 2420 長岡　　芽依(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 53.23
(島根) 2423 松浦　ひか莉(2) ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ

2421 福田　　巴菜(2) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ
2425 三島　百合帆(2) ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ

6 4 出雲第三 2017 五十嵐　七美(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 53.37
(島根) 2035 金山　　　葵(2) ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ

2008 三成　　菜緒(2) ﾐﾅﾘ ﾅｵ
2036 吾郷　　雛乃(2) ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ

7 2 安来第一 154 池田　　織穂(2) ｲｹﾀﾞ ﾘﾎ 55.55
(島根) 150 渡部　　　凜(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ

152 奥名　　優菜(2) ｵｸﾅ ﾕﾅ
153 渡部　　芭菜(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ

8 3 東出雲 1038 勝田　美菜子(2) ｶｯﾀ ﾐﾅｺ 56.33
(島根) 1034 天根　　歩俐(2) ｱﾏﾈ ｱﾕﾘ

1035 森本　　希羅(2) ﾓﾘﾓﾄ ｷﾗ
1037 福島　　　綾(2) ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ



低学年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          51.29     高橋・吾郷・佐藤・加納(出雲・出雲第一)1981

大会記録(GR)                  52.7     本林・米田・足立・間(能義・広瀬)      1977 7月21日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 金城 5561 井上　　琴葉(1) ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ 56.61
(島根) 5542 竹田　えりか(2) ﾀｹﾀﾞ ｴﾘｶ

5562 河野　　もも(1) ｺｳﾉ ﾓﾓ
5543 森　　　花凜(2) ﾓﾘ ｶﾘﾝ

2 7 益田東 6329 中村　　知保(1) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ 57.75
(島根) 6324 澤井　　千夏(2) ｻﾜｲ ﾁﾅﾂ

6334 藤原　　瑠香(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｶ
6326 野津　穂乃香(2) ﾉﾂ ﾎﾉｶ

3 6 美保関 900 大西　　優凪(2) ｵｵﾆｼ ﾕｳﾅ 57.99
(島根) 904 松本　　愛海(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾐ

910 長谷川　心乃(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾉ
911 松本　　華歩(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ

4 9 中西 6402 本田　　弥愛(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｱ 58.66
(島根) 6404 岡﨑　　樹梨(2) ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾅ

6408 中元　　愛未(1) ﾅｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ
6403 青木　　まこ(2) ｱｵｷ ﾏｺ

5 1 海士 7601 向山　　　葵(2) ﾑｺﾔﾏ ｱｵｲ 59.95
(島根) 7603 木村　　優菜(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾅ

7602 山斗　　碧海(2) ﾔﾏﾄ ｱｵ
7604 福井　　美里(1) ﾌｸｲ ﾐﾘ

6 3 柿木 7110 小倉　　歩友(1) ｵｸﾞﾗ ﾌｳ 1:01.32

(島根) 7104 齋藤　のどか(2) ｻｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ
7108 板垣　　海里(1) ｲﾀｶﾞｷ ﾐｻﾄ
7106 田丸　　　昊(2) ﾀﾏﾙ ｿﾗ

2 浜田東 5220 尾﨑　　未南(2) ｵｻｷ ﾐﾅﾐ DQ,FS

(島根) 5221 笹川　　　天(2) ｻｻｶﾞﾜ ｿﾗ
5225 山根　　吉乃(1) ﾔﾏﾈ ｻﾁﾉ
5224 濱村　　音寧(1) ﾊﾏﾑﾗ ﾈﾈ

4 志学 4105 和田　　絆愛(1) ﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ DQ,T3

(島根) 4104 品川　　聖奈(1) ｼﾅｶﾞﾜ ｾﾅ
4102 入江　　遥華(2) ｲﾘｴ ﾊﾙｶ
4101 稲田　　七星(2) ｲﾅﾀ ﾅﾅｾ

8 瑞穂 DNS
(島根)

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



全学年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          49.49     有田・秋田・笹井・水津(浜田・浜田第三)2003 7月20日 13:35 予　選

大会記録(GR)                 50.26     古和・大賀・天野・山川(出雲・大社)    2014 7月21日 14:00 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 大社 2546 松浦　　未歩(3) ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 52.28 1 5 大田第一 3918 生越　　歩佑(3) ｵｺﾞｼ ﾌｳ 52.83
(島根) 2548 山本　　彩花(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ Q (島根) 3915 岩谷　　萌桃(3) ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ Q

2545 藤原　　日和(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 3916 黒田　なのは(3) ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ
2547 山崎　　真瑚(3) ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 3925 幸田　　由菜(2) ｺｳﾀ ﾕﾅ

2 7 松江第二 610 原　　　茉央(3) ﾊﾗ ﾏｵ 52.54 2 7 出雲第一 1812 土井　　果希(2) ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 53.49
(島根) 606 代　　　悠乃(3) ｼﾛ ﾊﾙﾉ q (島根) 1829 松本　　春佳(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ

611 松浦　　寛南(3) ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ 1833 古谷　　紗輝(3) ﾌﾙﾀﾆ ｻｷ
607 門脇　　史華(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 1831 松本　　実桜(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ

3 5 仁多 3766 八澤　　蒼空(1) ﾔｻﾜ ｿﾗ 52.75 3 6 松江第一 554 菅江　　埜乃(3) ｽｶﾞｴ ﾉﾉ 54.65
(島根) 3758 若槻　　歩美(3) ﾜｶﾂｷ ｱﾕﾐ q (島根) 548 南　　　愛理(3) ﾐﾅﾐ ｱｲﾘ

3755 佐藤　　瑠奈(3) ｻﾄｳ ﾙﾅ 558 来海　　花英(3) ｷﾏﾁ ｶｴ
3759 石原　　朋華(2) ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｶ 553 原田　　琴都(3) ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄ

4 6 向陽 2412 飯塚　　楽姫(3) ｲｲﾂｶ ｻｻﾋ 52.97 4 8 益田 6230 増村　　小雪(3) ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 55.57
(島根) 2414 周藤　　怜菜(3) ｽﾄｳ ﾚｲﾅ (島根) 6229 堀江　　亜海(3) ﾎﾘｴ ｱﾐ

2415 山崎　　薫菜(3) ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 6231 吉村　　由唯(3) ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ
2411 宮廻　　彩香(3) ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 6233 高橋　　直子(2) ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ

5 9 東出雲 1004 川井　　愛心(3) ｶﾜｲ ﾏﾅﾐ 53.79 5 9 大東 3143 山本　　麗夏(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 55.67
(島根) 1014 安野　　心結(3) ｱﾝﾉ ﾐﾕ (島根) 3148 遠藤　　千加(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶ

1007 金織　　琉羽(3) ｶﾅｵﾘ ﾙｳ 3145 藤原　　早希(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ｻｷ
1017 周藤　　夢采(3) ｽﾄｳ ﾕｱ 3146 遠藤　　由貴(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ

6 8 斐川西 2708 原　　　成海(3) ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 55.28 6 3 島大附属 1153 中西　　　凜(3) ﾅｶﾆｼ ﾘﾝ 56.00
(島根) 2706 加藤　　咲智(3) ｶﾄｳ ｻﾁ (島根) 1150 宮本　　万葉(3) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾖ

2703 安食　　侑来(3) ｱｼﾞｷ ﾕﾗ 1152 林田　　真幸(3) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾕｷ
2701 澤田　　聖菜(3) ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 1151 梶原　菜々子(3) ｶｼﾞﾜﾗ ﾅﾅｺ

7 3 日原 7215 中島　　一華(3) ﾅｶｼﾏ ｲﾁｶ 58.87 4 瑞穂 DNS
(島根) 7217 原田　　梨歩(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾎ (島根)

7213 石川　　　雅(3) ｲｼｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ
7214 岩本　　彩芭(3) ｲﾜﾓﾄ ｲﾛﾊ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 浜山 2223 川上　陽佳里(3) ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 50.55 1 4 河南 2130 高野　　　茜(3) ｺｳﾉ ｱｶﾈ 52.08
(島根) 2222 福本　　智帆(3) ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ Q (島根) 2131 高見　　瑠菜(3) ﾀｶﾐ ﾙﾅ Q

2224 藤江　　莉菜(3) ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ 2134 布野　亜梨沙(3) ﾌﾉ ｱﾘｻ
2227 藤原　　文音(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ 2128 恩田　　真彩(3) ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ

2 6 湖南 810 大石　亜結加(2) ｵｵｲｼ ｱﾕｶ 52.37 2 5 川本 5705 名原　かのん(3) ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 53.98
(島根) 827 森吉　　日向(2) ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ q (島根) 5707 佐々木　美晴(2) ｻｻｷ ﾐﾊﾙ

820 内田　　一花(3) ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ 5706 遠藤　　ルツ(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾙﾂ
821 小川　葉流夏(3) ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 5704 奥羽場　杏里(3) ｵｸﾊﾊﾞ ｱﾝﾘ

3 4 浜田第一 4804 下田　　　希(3) ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 52.85 3 6 浜田第二 4903 下谷　　花代(3) ｼﾓﾀﾆ ｶﾖ 55.03
(島根) 4800 松本　　香穂(3) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ q (島根) 4902 佐々木　秋水(3) ｻｻｷ ｱｷﾐ

4810 松本　　莉奈(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 4905 山本　　咲羽(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ
4807 直江　　陽香(3) ﾅｵｴ ﾊﾙｶ 4904 山根　　織音(3) ﾔﾏﾈ ｼｵﾝ

4 7 平田 2323 三島　まりあ(3) ﾐｼﾏ ﾏﾘｱ 54.35 4 9 安来第三 222 謝花　　陽菜(2) ｼﾞｬﾊﾅ ﾋﾅ 57.14
(島根) 2324 川瀬　　紗羽(3) ｶﾜｾ ｽｽﾞﾊ (島根) 211 岡田　　実桜(3) ｵｶﾀﾞ ﾐｵ

2312 江角　　陽菜(3) ｴｽﾐ ﾋﾅ 219 角　　　彩夏(2) ｽﾐ ｱﾔｶ
2328 木佐　　彩乃(3) ｷｻ ｱﾔﾉ 216 江田　あおり(1) ｴﾀﾞ ｱｵﾘ

5 8 安来第一 176 石川　　葉月(3) ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 55.26 3 出雲第二 1935 藤山　　　愛(3) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ DQ,R1

(島根) 180 瀬尾　　陽未(3) ｾﾉｵ ﾋﾅﾐ (島根) 1934 秋上　　寧音(3) ｱｷｱｹﾞ ﾈﾈ
178 河田　くるみ(3) ｶﾜﾀﾞ ｸﾙﾐ 1933 佐藤　　蒼生(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ
177 江田　　結子(3) ｴﾀﾞ ﾕｲｺ 1932 大賀　　るる(3) ｵｵｶﾞ ﾙﾙ

6 9 青陵 4640 服部　　　玲(2) ﾊｯﾄﾘ ﾚｲ 56.11 7 出雲第三 2056 松﨑　　和奏(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ DQ,R2

(島根) 4637 植田　　愛唯(3) ｳｴﾀﾞ ｱｲ (島根) 2053 三島　　光薫(3) ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ
4636 寺本　　　凛(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾘﾝ 2059 直良　美蘭乃(3) ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ
4639 林田　　彩和(3) ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾜ 2054 其原　　彩音(3) ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ

7 3 仁多横田 3805 石原　　　凜(2) ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 56.12 8 浜田第三 DNS
(島根) 3808 川西　まなか(3) ｶﾜﾆｼ ﾏﾅｶ (島根)

3807 安部　　未来(3) ｱﾍﾞ ﾐｸ
3810 藤原　　実花(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｶ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン R2:2-3走間でのオーバーゾーン



全学年女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             47.30     金子・原賀・田中・土井(埼玉・朝霞一)  2009

島根県中学記録(JPR)          49.49     有田・秋田・笹井・水津(浜田・浜田第三)2003 7月20日 13:35 予　選

大会記録(GR)                 50.26     古和・大賀・天野・山川(出雲・大社)    2014 7月21日 14:00 決　勝

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 浜山 2223 川上　陽佳里(3) ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾘ 51.04
(島根) 2222 福本　　智帆(3) ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ

2224 藤江　　莉菜(3) ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ
2227 藤原　　文音(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾈ

2 8 湖南 810 大石　亜結加(2) ｵｵｲｼ ｱﾕｶ 52.33
(島根) 827 森吉　　日向(2) ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ

820 内田　　一花(3) ｳﾁﾀﾞ ｲﾁｶ
821 小川　葉流夏(3) ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ

3 6 大社 2546 松浦　　未歩(3) ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 52.44
(島根) 2548 山本　　彩花(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ

2545 藤原　　日和(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ
2547 山崎　　真瑚(3) ﾔﾏｻｷ ﾏｺ

4 4 河南 2130 高野　　　茜(3) ｺｳﾉ ｱｶﾈ 52.46
(島根) 2131 高見　　瑠菜(3) ﾀｶﾐ ﾙﾅ

2134 布野　亜梨沙(3) ﾌﾉ ｱﾘｻ
2128 恩田　　真彩(3) ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ

5 5 大田第一 3918 生越　　歩佑(3) ｵｺﾞｼ ﾌｳ 52.72
(島根) 3915 岩谷　　萌桃(3) ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ

3916 黒田　なのは(3) ｸﾛﾀﾞ ﾅﾉﾊ
3925 幸田　　由菜(2) ｺｳﾀ ﾕﾅ

6 9 松江第二 610 原　　　茉央(3) ﾊﾗ ﾏｵ 52.90
(島根) 606 代　　　悠乃(3) ｼﾛ ﾊﾙﾉ

611 松浦　　寛南(3) ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ
607 門脇　　史華(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ

7 3 仁多 3766 八澤　　蒼空(1) ﾔｻﾜ ｿﾗ 52.91
(島根) 3758 若槻　　歩美(3) ﾜｶﾂｷ ｱﾕﾐ

3755 佐藤　　瑠奈(3) ｻﾄｳ ﾙﾅ
3759 石原　　朋華(2) ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｶ

8 2 浜田第一 4804 下田　　　希(3) ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 53.24
(島根) 4800 松本　　香穂(3) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ

4810 松本　　莉奈(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ
4807 直江　　陽香(3) ﾅｵｴ ﾊﾙｶ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン R2:2-3走間でのオーバーゾーン



全学年女子走高跳
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              1m87     佐藤　恵(新潟・木戸)                  1981

島根県中学記録(JPR)           1m73     宇田川萌乃香(仁多・仁多)              2010

大会記録(GR)                  1m69     宇田川萌乃香(仁多・仁多)              2010 7月21日 11:00 決　勝    

決　勝　

ﾌｼﾞｴ ﾘﾅ 島根 － － ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

1 13 2224 藤江　　莉菜(3) 浜山 1m51
ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

2 1 5910 森脇　　千智(3) 瑞穂 1m51
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 6 2234 竹田　　さち(2) 浜山 1m45
ｶｯﾀ ｻｷ 島根 － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

4 15 2516 勝田　　紗妃(2) 大社 1m45
ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 島根 － － ○ × ○ × × ○ × × ×

5 2 2546 松浦　　未歩(3) 大社 1m45
ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ×

6 8 613 池田　　紗季(2) 松江第二 1m40
ﾃｼﾏ ｷﾎ 島根 ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 3 2235 手島　　綺星(2) 浜山 1m40
ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根 － ○ × ○ ○ × × ×

7 9 2547 山崎　　真瑚(3) 大社 1m40
ｻﾄｳ ﾙﾅ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

9 12 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多 1m40
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 島根 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

10 10 616 竹内　　結香(2) 松江第二 1m40
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 島根 ○ × ○ ○ × × ×

11 4 2515 小川　　はな(2) 大社 1m35
ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

12 14 2017 五十嵐　七美(2) 出雲第三 1m35
ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 島根 ○ × ○ × × ○ × × ×

13 20 4804 下田　　　希(3) 浜田第一 1m35
ｷﾏﾁ ｶｴ 島根 ○ × ○ × × ○ × × ×

13 22 558 来海　　花英(3) 松江第一 1m35
ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 島根 ○ × × ○ × × ○ × × ×

15 16 1943 大森　　美優(2) 出雲第二 1m35
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根 ○ ○ × × ×

16 5 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西 1m30
ｻﾄｳ ｱｵｲ 島根 ○ ○ × × ×

16 18 1933 佐藤　　蒼生(3) 出雲第二 1m30
ｴｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 島根 × ○ × × ×

18 17 5563 江川　　優月(1) 金城 1m25
ﾃﾗﾓﾄ ﾘﾝ 島根 × × ○ × × ×

19 11 4636 寺本　　　凛(3) 青陵 1m25
ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 島根 × × ×

7 3120 井上　　麻帆(2) 大東 NM
ﾐﾀﾆ ﾘｺ 島根 × × ×

19 4211 三谷　　梨湖(3) 北三瓶 NM
ｶﾜｻｷ ｻｸﾗ 島根

21 6236 川﨑　さくら(1) 益田 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25 1m54

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



全学年女子走幅跳
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              6m20     藤山　有希(神奈川・足柄台)            2016

島根県中学記録(JPR)           5m73     宮田　星乃(出雲・大社)                2016

大会記録(GR)                  5m65     宮田　星乃(出雲・大社)                2016 7月20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

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根 5m22 × 5m55 5m35 × × 5m55
1 25 2548 山本　　彩花(3) 大社 +1.0 +0.2 +0.8 +0.2 ◎

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 島根 × 4m85 4m81 4m76 × 5m10 5m10
2 3 6337 村上　　玉藻(3) 益田東 +0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2

ｵｵｻｷ ｺﾄﾊ 島根 4m82 × 5m02 4m79 4m90 4m80 5m02
3 13 6336 大崎　　琴葉(3) 益田東 -0.6 -0.5 0.0 -1.3 -0.4 -0.5

ｵｵﾀ ｻｷ 島根 4m88 4m70 4m53 4m71 4m80 4m94 4m94
4 27 2233 太田　　咲葵(2) 浜山 +0.6 -0.9 +0.1 -1.8 +2.5 +0.2 +0.2

ｶﾄｳ ｻﾁ 島根 4m65 4m85 4m56 4m84 × 4m73 4m85
5 8 2706 加藤　　咲智(3) 斐川西 -0.5 +1.8 +1.2 +0.2 +0.5 +1.8

ｵｵｶﾞ ﾙﾙ 島根 × 4m80 × × × 4m82 4m82
6 21 1932 大賀　　るる(3) 出雲第二 -0.8 +0.9 +0.9

ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 島根 4m65 4m62 4m69 4m55 × × 4m69
7 10 5033 溝端　　夏海(1) 浜田第三 -0.2 +0.9 +2.0 +1.0 +2.0

ｿﾉﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根 4m64 4m56 4m67 4m56 4m05 4m66 4m67
8 15 2054 其原　　彩音(3) 出雲第三 -0.5 -0.2 +0.6 +1.1 -0.4 +0.6 +0.6

ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根 4m66 × 4m66 4m66
9 6 2008 三成　　菜緒(2) 出雲第三 -1.0 +3.2 -1.0

ｵｸﾊﾊﾞ ｱﾝﾘ 島根 4m57 × 4m49 4m57
10 17 5704 奥羽場　杏里(3) 川本 0.0 +1.3 0.0

ｻｻｷ ﾕｳﾘ 島根 4m55 4m38 × 4m55
11 14 4813 佐々木　悠里(1) 浜田第一 +0.8 +0.3 +0.8

ｱﾍﾞ ﾐｸ 島根 4m54 4m07 4m09 4m54
12 19 3807 安部　　未来(3) 仁多横田 +0.4 +1.0 -0.3 +0.4

ｲﾜﾀﾆ ｻｷ 島根 4m51 4m52 × 4m52
13 16 4009 岩谷　　　咲(2) 大田第二 +2.5 -1.3 -1.3

ﾏﾂｻﾞｷ ﾜｶﾅ 島根 4m49 4m27 4m23 4m49
14 4 2056 松﨑　　和奏(3) 出雲第三 -0.2 0.0 -1.1 -0.2

ﾔﾏﾈ ｼｵﾝ 島根 4m45 4m38 4m29 4m45
15 35 4904 山根　　織音(3) 浜田第二 -1.4 +1.4 +1.4 -1.4

ｻｷﾑﾗ ｱｽﾞﾐ 島根 × 4m26 4m44 4m44
16 11 2803 向村　あずみ(1) 多伎 -0.9 +0.5 +0.5

ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾜ 島根 4m23 × 4m44 4m44
17 1 4639 林田　　彩和(3) 青陵 +3.2 +1.6 +1.6

ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 島根 4m42 × 4m39 4m42
18 2 5705 名原　かのん(3) 川本 +2.3 +0.9 +2.3 *F3

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島根 4m36 × 4m17 4m36
19 22 751 藤原　　友奈(3) 松江第四 -0.2 +0.8 -0.2

ｽﾊﾏ ﾐﾊﾙ 島根 × 4m20 4m32 4m32
20 26 5913 洲濵　　美晴(2) 瑞穂 -0.4 +1.1 +1.1

ﾌｸﾀﾞ ﾘｻ 島根 4m30 3m93 4m25 4m30
21 5 2422 福田　　理彩(2) 向陽 -2.1 -2.2 +0.7 -2.1

ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾔｶ 島根 × 4m25 4m30 4m30
22 23 2411 宮廻　　彩香(3) 向陽 -0.6 +0.7 +0.7

ｶﾜｲ ﾏﾅﾐ 島根 4m08 3m78 4m30 4m30
23 33 1004 川井　　愛心(3) 東出雲 -2.5 +0.8 +0.8 +0.8

ｵﾝﾀﾞ ﾏﾔ 島根 × 4m30 × 4m30
24 28 2128 恩田　　真彩(3) 河南 -1.4 -1.4

ｲﾜﾀﾆ ﾓﾓ 島根 4m20 4m28 4m01 4m28
25 24 3915 岩谷　　萌桃(3) 大田第一 -0.8 +0.2 +1.3 +0.2

ﾅｵｴ ﾊﾙｶ 島根 × 4m13 4m23 4m23
26 30 4807 直江　　陽香(3) 浜田第一 -0.9 0.0 0.0

ﾉﾂ ｱﾕﾐ 島根 4m23 4m08 4m01 4m23
27 9 619 野津　亜由美(2) 松江第二 -2.4 +0.3 0.0 -2.4

ｻｻｷ ｱｷﾐ 島根 3m82 3m73 4m22 4m22
28 31 4902 佐々木　秋水(3) 浜田第二 +0.5 +1.1 -0.2 -0.2

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾝ 島根 4m16 4m21 × 4m21
29 18 611 松浦　　寛南(3) 松江第二 -1.1 0.0 0.0

ﾁﾖﾀﾞ ｽｽﾞ 島根 4m17 3m82 × 4m17
30 29 712 千代田　　涼(2) 松江第四 +1.7 -2.0 +1.7

ｳｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 島根 × 4m04 4m13 4m13
31 12 5402 上田　　遥妃(2) 弥栄 -0.8 +0.6 +0.6

ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 島根 4m00 3m73 3m95 4m00
32 20 2708 原　　　成海(3) 斐川西 0.0 -1.0 +1.6 0.0

ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 島根 3m82 3m93 3m71 3m93
33 7 1037 福島　　　綾(2) 東出雲 -1.5 0.0 +1.6 0.0

ﾀﾏﾙ ｿﾗ 島根 × × ×
32 7106 田丸　　　昊(2) 柿木 NM

ｶﾜﾓﾄ ｲﾏﾘ 島根 × × ×
34 3144 川本　　衣鞠(3) 大東 NM

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  NM:記録なし *F3:３回目が公認最高 ◎:標準記録突破



全学年女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：島田　正大

記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)             16m88     奥山　琴未(岡山・上道)                2018

島根県中学記録(JPR)          14m55     松下　雪枝(浜田・浜田第四)            1973

大会記録(GR)                 14m48     松下　雪枝(浜田・浜田第四)            1973 7月20日 10:00 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 14 752 佐野　　陽菜(3) 松江第四 10m95 × 10m44 10m95 10m81 10m96 10m85 10m96

ﾐｼﾏ ﾏﾘｱ 島根

2 7 2323 三島　まりあ(3) 平田 10m20 10m50 9m80 10m50 10m67 10m25 10m73 10m73

ｳｴｷ ｴﾐﾘ 島根

3 27 2543 植木　恵美里(3) 大社 10m12 9m96 9m74 10m12 10m58 10m69 9m69 10m69

ﾊﾗﾀﾞ ｺﾉﾐ 島根

4 26 2133 原田　このみ(3) 河南 10m12 9m89 9m84 10m12 × 10m10 10m65 10m65

ﾊﾗ ﾅｵ 島根

5 31 2713 原　　　菜緒(2) 斐川西 9m58 9m51 10m55 10m55 8m52 8m98 8m84 10m55

ﾀｶﾐ ﾙﾘｺ 島根

6 5 2146 高見　瑠里子(2) 河南 10m08 10m47 10m18 10m47 9m35 10m00 9m96 10m47

ﾌｸﾀﾞ ｻﾜ 島根

7 18 2320 福田　　咲羽(3) 平田 9m11 9m65 10m13 10m13 9m36 9m88 8m36 10m13

ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

8 4 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲第二 10m00 8m31 － 10m00 9m82 8m83 8m63 10m00

ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

9 21 2413 久野　紗矢香(3) 向陽 9m33 9m79 9m75 9m79 9m79

ｱｺﾞｳ ﾆﾅ 島根

10 23 2144 吾郷　　虹菜(2) 河南 9m08 9m29 9m79 9m79 9m79

ﾐｼﾏ ﾐｺﾄ 島根

11 6 3202 三島　　美詞(3) 海潮 9m28 9m00 9m58 9m58 9m58

ﾁﾉﾐ ﾕｲﾎ 島根

12 28 2020 知野見　結星(2) 出雲第三 × 7m77 8m91 8m91 8m91

ｶﾈﾂｷ ﾘｵ 島根

13 12 2330 金築　　里桜(3) 平田 8m81 8m89 × 8m89 8m89

ｶﾅｵﾘ ﾙｳ 島根

14 15 1007 金織　　琉羽(3) 東出雲 8m62 7m91 8m60 8m62 8m62

ｶﾉｳ ﾅﾅﾐ 島根

15 30 1940 加納　　七海(2) 出雲第二 8m58 8m47 7m97 8m58 8m58

ﾀﾏｷ ｻﾗ 島根

16 13 750 玉木　　咲良(3) 松江第四 8m09 8m29 8m51 8m51 8m51

ﾓﾘｴ ﾕｶ 島根

17 20 5310 森江　　友香(3) 三隅 7m55 8m44 8m50 8m50 8m50

ﾑｶｲ ﾐﾕ 島根

18 1 2135 向井　　美宥(3) 河南 8m47 8m11 8m45 8m47 8m47

ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根

19 29 3761 坂本　　菜生(2) 仁多 8m19 8m10 8m46 8m46 8m46

ﾀｹｳﾁ ﾘﾂ 島根

20 24 2707 竹内　　梨都(3) 斐川西 × 8m43 8m28 8m43 8m43

ｵｵﾉ ｳﾀ 島根

21 25 5521 大野　　　唄(3) 金城 6m21 8m23 7m69 8m23 8m23

ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

22 19 1812 土井　　果希(2) 出雲第一 8m03 7m82 8m13 8m13 8m13

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 島根

23 10 2132 田中　　里奈(3) 河南 × 6m82 8m09 8m09 8m09

ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 島根

24 17 6231 吉村　　由唯(3) 益田 7m98 7m81 7m33 7m98 7m98

ﾐｳﾗ ｱﾕ 島根

25 22 5914 三浦　　亜優(2) 瑞穂 7m60 7m73 7m72 7m73 7m73

ｷﾊﾗ ﾙﾅ 島根

26 2 1040 木原　　瑠捺(2) 東出雲 7m50 7m71 7m16 7m71 7m71

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 島根

27 8 513 中村　　　茜(2) 松江第一 7m47 7m71 7m12 7m71 7m71

ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 島根

28 16 176 石川　　葉月(3) 安来第一 7m55 7m15 7m48 7m55 7m55

ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 島根

29 3 518 山下　　紗生(2) 松江第一 6m66 6m29 7m26 7m26 7m26

ｶﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 島根

30 9 1025 神庭　　若奈(2) 東出雲 7m24 7m23 7m21 7m24 7m24

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 島根

31 11 4007 西村　　陽菜(2) 大田第二 6m31 6m48 6m70 6m70 6m70

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



全学年女子四種競技
審 判 長：白根　誠治
記録主任：内藤　美枝

日本中学記録(JH)              3172     藤森　菜那(静岡・入野)                2012
島根県中学記録(JPR)           2663     糸原　綾(仁多・仁多)                  2007
大会記録(GR)                  2593     宇田川萌乃香(仁多・仁多)              2010

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 順位 ｺﾒﾝﾄ

15.87 1m45 9m87 29.25
1 2547 +0.5 -2.6 2353

(730) (566) (521) (536)
15.66 1m20 9m84 29.79

2 2059 +0.5 -2.6 2084
(756) (312) (519) (497)
16.26 1m39 8m07 30.57

3 2516 +0.5 -2.6 2032
(683) (502) (404) (443)
15.47 1m20 7m29 29.81

4 2053 +0.5 -2.6 1942
(781) (312) (354) (495)
17.93 1m33 8m20 28.68

5 2147 +0.5 -2.6 1925
(496) (439) (412) (578)
16.84 1m36 6m35 29.82

6 3755 +0.5 -2.6 1874
(615) (470) (294) (495)
17.36 1m25 7m95 30.20

7 5911 +0.5 -2.6 1779
(556) (359) (396) (468)
18.77 1m25 9m48 30.36

8 2413 +0.5 -2.6 1723
(412) (359) (495) (457)
17.22 1m25 6m68 31.06

9 2421 +0.5 -2.6 1657
(572) (359) (315) (411)
17.74 1m30 6m54 31.56

10 2419 +0.5 -1.2 1610
(516) (409) (306) (379)
17.84 1m15 7m22 30.83

11 562 +0.5 -1.2 1546
(505) (266) (349) (426)
18.98 1m15 6m70 29.47

12 1938 +0.5 -1.2 1494
(392) (266) (316) (520)
20.18 1m25 9m20 32.28

13 2127 +0.5 -1.2 1458
(287) (359) (477) (335)
18.69 1m10 6m26 29.82

14 2424 +0.5 -1.2 1425
(420) (222) (288) (495)
18.97 1m10 6m33 29.68

15 1942 +0.5 -1.2 1412
(393) (222) (292) (505)
19.75 1m25 6m25 31.85

16 2701 +0.5 -1.2 1330
(323) (359) (287) (361)
19.44 1m15 6m20 32.28

17 224 +0.5 -1.2 1235
(350) (266) (284) (335)
22.50 NM 7m58 31.40

18 5307 +0.5 -1.2 889
(128) (0) (372) (389)(3)

(2)
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根

齋藤　　　鈴 三隅

(3)
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根

増田　ひなた 安来第三

(2)
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根

澤田　　聖菜 斐川西

(2)
ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根

伊藤　　咲乃 出雲第二

(3)
ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

三島　　咲幸 向陽

(2)
ｲﾜﾀﾆ ｱﾐ 島根

岩谷　　亜美 河南

(3)
ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根

伊藤　瑠姫奈 出雲第二

(2)
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根

安田　　麻夏 松江第一

(2)
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根

佐藤　　有晏 向陽

(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根

福田　　巴菜 向陽

(2)
ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

久野　紗矢香 向陽

(3)
ｵｷﾀ ﾕﾗ 島根

沖田　　侑来 瑞穂

(2)
ｻﾄｳ ﾙﾅ 島根

佐藤　　瑠奈 仁多

(3)
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

吉田　　凪佐 河南

(2)
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根

三島　　光薫 出雲第三

(3)
ｶｯﾀ ｻｷ 島根

勝田　　紗妃 大社

(3)
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根

直良　美蘭乃 出雲第三

氏名 所属

ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

山崎　　真瑚 大社



全学年女子四種競技 100mH(0.762m)
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月20日 10:25 決　勝

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.5)

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

ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根 ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根

1 7 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲第三 15.66 756 1 7 2053 三島　　光薫(3) 出雲第三 15.47 781
ｶｯﾀ ｻｷ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

2 4 2516 勝田　　紗妃(2) 大社 16.26 683 2 4 2547 山崎　　真瑚(3) 大社 15.87 730
ｻﾄｳ ﾙﾅ 島根 ｵｷﾀ ﾕﾗ 島根

3 6 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多 16.84 615 3 5 5911 沖田　　侑来(2) 瑞穂 17.36 556
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根 ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根

4 5 2421 福田　　巴菜(2) 向陽 17.22 572 4 3 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽 17.74 516
ｸﾉ ｻﾔｶ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根

5 8 2413 久野　紗矢香(3) 向陽 18.77 412 5 9 562 安田　　麻夏(3) 松江第一 17.84 505
ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

6 2 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲第二 18.97 393 6 6 2147 吉田　　凪佐(2) 河南 17.93 496
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根 ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

7 9 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西 19.75 323 7 1 2424 三島　　咲幸(2) 向陽 18.69 420
ｲﾜﾀﾆ ｱﾐ 島根 ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根

8 3 2127 岩谷　　亜美(3) 河南 20.18 287 8 8 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲第二 18.98 392
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根

9 1 5307 齋藤　　　鈴(3) 三隅 22.50 128 9 2 224 増田　ひなた(2) 安来第三 19.44 350

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



全学年女子四種競技 走高跳
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月20日 14:00  1組

ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根 － － － － － ○ ○ ○

1 1 2547 山崎　　真瑚(3) 大社 ○ ○ × × × 1m45 566

ｶｯﾀ ｻｷ 島根 － － － － ○ ○ ○ ○

2 3 2516 勝田　　紗妃(2) 大社 × × × 1m39 502

ｻﾄｳ ﾙﾅ 島根 － － － × ○ ○ ○ ○ × × ×

3 11 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多 1m36 470

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根 － － × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 13 2147 吉田　　凪佐(2) 河南 1m33 439

ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 2 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽 1m30 409

ｵｷﾀ ﾕﾗ 島根 － － ○ ○ × × ×

6 4 5911 沖田　　侑来(2) 瑞穂 1m25 359

ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根 － － ○ ○ × × ×

6 7 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西 1m25 359

ｲﾜﾀﾆ ｱﾐ 島根 － ○ ○ × ○ × × ×

8 14 2127 岩谷　　亜美(3) 河南 1m25 359

ｸﾉ ｻﾔｶ 島根 － ○ ○ × × ○ × × ×

9 9 2413 久野　紗矢香(3) 向陽 1m25 359

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

10 5 2421 福田　　巴菜(2) 向陽 1m25 359

ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根 ○ ○ ○ × × ×

11 18 2053 三島　　光薫(3) 出雲第三 1m20 312

ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

12 6 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲第三 1m20 312

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根 ○ ○ × × ×

13 10 562 安田　　麻夏(3) 松江第一 1m15 266

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根 ○ ○ × × ×

13 16 224 増田　ひなた(2) 安来第三 1m15 266

ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根 ○ × ○ × × ×

15 17 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲第二 1m15 266

ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根 ○ × × ×

16 15 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲第二 1m10 222

ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根 × ○ × × ×

17 8 2424 三島　　咲幸(2) 向陽 1m10 222

ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根 × × ×

12 5307 齋藤　　　鈴(3) 三隅 0 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

1m42

1m15

1m45

1m20

1m48

1m25 1m30 1m33 1m36 1m39
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市

凡例  NM:記録なし



全学年女子四種競技 砲丸投(2.721kg)
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月21日 09:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

1 3 2547 山崎　　真瑚(3) 大社
ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根

2 9 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲第三
ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

3 6 2413 久野　紗矢香(3) 向陽
ｲﾜﾀﾆ ｱﾐ 島根

4 16 2127 岩谷　　亜美(3) 河南
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

5 14 2147 吉田　　凪佐(2) 河南
ｶｯﾀ ｻｷ 島根

6 7 2516 勝田　　紗妃(2) 大社
ｵｷﾀ ﾕﾗ 島根

7 12 5911 沖田　　侑来(2) 瑞穂
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根

8 1 5307 齋藤　　　鈴(3) 三隅
ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根

9 5 2053 三島　　光薫(3) 出雲第三
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根

10 8 562 安田　　麻夏(3) 松江第一
ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根

11 18 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲第二
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根

12 2 2421 福田　　巴菜(2) 向陽
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根

13 15 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽
ｻﾄｳ ﾙﾅ 島根

14 10 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多
ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根

15 13 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲第二
ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

16 17 2424 三島　　咲幸(2) 向陽
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根

17 11 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根

18 4 224 増田　ひなた(2) 安来第三 284

287

6m11 6m20 5m84 6m20

288

6m00 6m08 6m25 6m25

292

6m26 6m19 5m80 6m26

294

6m33 5m94 6m25 6m33

306

5m59 5m97 6m35 6m35

315

6m37 6m02 6m54 6m54

316

6m46 6m16 6m68 6m68

349

6m20 6m70 6m51 6m70

354

7m22 7m15 6m99 7m22

372

7m29 6m98 6m83 7m29

396

7m58 7m25 7m20 7m58

404

7m95 7m87 7m29 7m95

412

7m57 8m07 7m66 8m07

477

7m86 8m20 × 8m20

495

8m42 9m20 8m97 9m20

519

8m94 8m89 9m48 9m48

521

8m86 8m75 9m84 9m84

9m82 9m87 9m02 9m87

1回目 2回目 3回目 記録 得点

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市



全学年女子四種競技 200m
審 判 長：白根　誠治

記録主任：内藤　美枝

7月21日 14:35 決　勝

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-2.6)

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

ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

1 5 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲第二 29.47 520 1 8 2147 吉田　　凪佐(2) 河南 28.68 578
ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

2 8 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲第二 29.68 505 2 5 2547 山崎　　真瑚(3) 大社 29.25 536
ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根 ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 島根

3 9 2424 三島　　咲幸(2) 向陽 29.82 495 3 7 2059 直良　美蘭乃(3) 出雲第三 29.79 497
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅ 島根 ﾐｼﾏ ﾋｶﾙ 島根

4 7 562 安田　　麻夏(3) 松江第一 30.83 426 4 4 2053 三島　　光薫(3) 出雲第三 29.81 495
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 島根 ｻﾄｳ ﾙﾅ 島根

5 1 5307 齋藤　　　鈴(3) 三隅 31.40 389 5 3 3755 佐藤　　瑠奈(3) 仁多 29.82 495
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 ｵｷﾀ ﾕﾗ 島根

6 4 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽 31.56 379 6 9 5911 沖田　　侑来(2) 瑞穂 30.20 468
ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾅ 島根 ｸﾉ ｻﾔｶ 島根

7 3 2701 澤田　　聖菜(3) 斐川西 31.85 361 7 2 2413 久野　紗矢香(3) 向陽 30.36 457
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根 ｶｯﾀ ｻｷ 島根

8 2 224 増田　ひなた(2) 安来第三 32.28 335 8 6 2516 勝田　　紗妃(2) 大社 30.57 443
ｲﾜﾀﾆ ｱﾐ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根

9 6 2127 岩谷　　亜美(3) 河南 32.28 335 9 1 2421 福田　　巴菜(2) 向陽 31.06 411

主催：島根県中学校体育連盟､島根県教育委員会､島根県市町村教育委員会連合会、
(一財)島根陸上競技連盟､松江市､出雲市､雲南市､飯南町､奥出雲町､浜田市､益田市


