
ト ラ ッ ク 審 判 長 赤木　正英

ス タ ー ト 審 判 長 赤木　正英

跳 躍 審 判 長 白根　誠治

投 て き 審 判 長 白根　誠治

記 録 主 任 河村　靖宏

日付 種目

金沢　　俐輝(2) 16.85 登川　　　天(2) 17.10 大野　　海知(3) 17.88 城　　　力斗(2) 18.05 須谷　　勇斗(2) 19.08 今岡　　幸己(2) 19.23 小村　　健晴(2) 19.32 久保田　真也(2) 20.25
出雲第一 出雲第三 浜山 出雲第三 向陽 河南 斐川西 浜田第二
外野　　晴琉(3) 15.73 佐々木　　輝(3) 15.78 寺本　　颯哉(3) 17.01 神手プラナヤマ晃明(3) 17.47 森木　　大翔(3) 17.59 武永　　　廉(3) 18.11 森脇　　大貴(3) 18.25
河南 河南 出雲第二 六日市 出雲第二 出雲第一 向陽
石田　　優太(3) 6m06(-1.6) 山﨑　　章充(2) 5m83(+0.7) 田食　　大樹(3) 5m66(0.0) 妹尾　歩佑人(3) 5m64(+0.5) 山本　　蒼生(2) 5m59(+1.4) 日野　　風舞(2) 5m57(-0.8) 吉木　　郁矢(2) 5m51(+0.7) 藤本　　隆司(2) 5m49(+1.4)
大社 島大附属 仁多横田 出雲第一 浜田第三 出雲第二 出雲第二 益田
田中　　悠貴(2) 5m69(+1.8) 上田　　康生(2) 5m57(-0.1) 南場　　翔太(2) 5m17(+3.0) 梶谷　　聖也(2) 5m07(+1.5) 磯田　　朔冶(2) 5m06(+1.0) 森山　　暖叶(2) 5m04(+0.3) 田村　　累斗(1) 4m88(+0.6) 渡部　　展路(1) 4m81(+0.7)
浜田第三 石見 浜山 *F5 出雲第三 大社 出雲第一 瑞穂 平田

公認4m77(+1.4)

大久保　泰伽(2) 11m38 松浦　　　宝(2) 11m15 井谷　　太一(3) 11m06 佐々木　康汰(3) 10m31 坂本　　琉太(2) 10m24 春日　　悠利(2) 9m89 山砥　　白優(3) 8m75 山本　　修誠(2) 7m46
日原 出雲第三 斐川西 瑞穂 向陽 浜山 仁多 島大附属
安田　　博人(3) 31m40 松浦　　　宝(2) 27m73 多原　　航汰(2) 18m80
浜山 出雲第三 浜田第四
三原　　友大(3) 53m75 齋藤　　泰稀(3) 48m02 藤原　　琉成(2) 45m47 三島　　琉正(2) 43m75 髙原　　宏斗(2) 40m98 石原　　颯人(2) 39m06 多原　　航汰(2) 38m19 春日　　悠利(2) 37m62
河南 柿木 仁多 出雲第二 出雲第三 仁多 浜田第四 浜山
山﨑　　琉惟(3) 11.42(-0.2) 三島　　聡太(3) 11.56(-0.4) 新井　　裕太(3) 11.67(-0.2) 久保　　陽向(2) 11.69(-0.2) 管　　　優希(3) 11.74(-0.2) 坂本　　千斗(3) 11.75(-0.2) 藤原　　琉成(2) 11.79(-0.2) 枝木　　　蓮(1) 11.81(-0.4)
出雲第三 出雲第二 瑞穂 益田 出雲第二 向陽 仁多 湖南
江角　　　陸(2) 57.12 廣瀬　　遼太(2) 57.74 杠　　　陸斗(2) 58.79 木村　　拓斗(2) 58.91 安部　　晄生(2) 59.73 津森　　隆大(2) 1:00.45 中島　　晶翔(2) 1:00.73 佐野　　大夢(2) 1:01.49
向陽 浜田第二 仁多 瑞穂 川本 松江第二 出雲第三 東出雲
新井　　伊織(3) 4:25.68 川本　　　周(3) 4:27.73 森田　　那生(2) 4:28.38 岩成　　　陽(3) 4:32.02 出川　　育夢(3) 4:32.66 佐藤　　大輝(3) 4:33.28 佐々木　一哲(3) 4:33.76 梶野　　蒼太(2) 4:34.57
瑞穂 出雲第二 瑞穂 向陽 出雲第三 松江第二 出雲第一 松江第二
松﨑　　惺海(2) 20.32 井上　　学士(1) 22.27
大東 出雲第二
中川　　碧志(3) 1m70 土江　　大輝(2) 1m55 藤原　　想太(2) 1m40 福原　　琉生(1) 1m30
松江第二 向陽 河南 東出雲
土江　　真翔(3) 4m30 川本　　晄輝(3) 3m30 平江　　直道(2) 2m80 永見　　侑大(2) 2m80 高見　　京依(2) 2m80 浦部　　　輝(2) 2m80 矢野　　龍唯(2) 2m70 原　　　翔徠(2) 2m60
大社 大社 松江第二 大社 河南 大社 出雲第三 出雲第三
松原　　朋希(3) 5m69(-1.0) 多久和　日向(3) 5m38(0.0) 石倉　　翔馬(3) 4m91(-0.4) 田部　　雄大(2) 4m77(-0.6) 松本　　伊織(2) 4m65(+0.4) 藤原　　悠斗(2) 4m45(+1.0) 深津　　悠舞(2) 4m15(+0.4) 津森　　想良(2) 4m06(+1.6)
大田第一 向陽 仁多横田 大東 松江第二 仁多横田 仁多横田 大東
三原　　友大(3) 11m28 坂本　　千斗(3) 10m73 木下　　陽希(2) 7m49 甲斐　　雄真(2) 7m44 大場　　涼雅(1) 6m70 黒目　　翔太(1) 6m16 多々納凜太郎(1) 5m65
河南 向陽 大社 仁多横田 江津 出雲第二 斐川西
田邊　　　心(3) 11:07.00 安食　　未瑠(3) 11:19.11
河南 平田
福本　　智帆(3) 14.35 金子　　　継(3) 16.17
浜山 瑞穂
松原　しほり(2) 14.94 石橋　　望美(2) 15.30 福田　　巴菜(2) 16.44 古谷　　紗輝(3) 16.71 蚊屋　　彩音(2) 17.10 吉田　　凪佐(2) 17.76 五十嵐　七美(2) 17.76 澁谷　　美幸(2) 17.92
河南 浜山 向陽 出雲第一 大社 河南 出雲第三 松江第一
太田　　咲葵(2) 4m70(-0.8) 佐々木　美晴(2) 4m69(-0.3) 三成　　菜緒(2) 4m56(+0.3) 沖田　　侑来(2) 4m49(+0.9) 安食　　侑来(3) 4m48(+1.5) 金森　　光琉(2) 4m32(+0.2) 洲濵　　美晴(2) 4m17(0.0) 伊藤　　咲乃(2) 4m06(+1.0)
浜山 川本 出雲第三 瑞穂 斐川西 松江第四 瑞穂 出雲第二
溝端　　夏海(1) 4m86(+3.0) 佐々木　悠里(1) 4m67(+1.2) 周藤　　美月(1) 4m58(+1.4) 長岡　　芽依(2) 4m39(+3.2) 井川　　七葉(1) 4m36(-0.1) 出店　　優花(1) 4m31(+0.3) 福田　　理彩(2) 4m27(+1.9) 三島　百合帆(2) 4m23(+0.5)
浜田第三 *F6 浜田第一 島大附属 向陽 *F4 大社 瑞穂 向陽 向陽

公認4m64(+1.1) 公認4m29(+0.2)

亀瀧　　愛海(2) 11m28 植木　恵美里(3) 10m57 高見　瑠里子(2) 9m69 吾郷　　虹菜(2) 9m61 知野見　結星(2) 9m13 原　　　菜緒(2) 9m01 加納　　七海(2) 8m78 勝部　　心響(2) 8m52
出雲第二 大社 河南 河南 出雲第三 斐川西 出雲第二 出雲第二
佐野　　陽菜(3) 8m79 山崎　　真瑚(3) 8m35 三島　まりあ(3) 7m77 若槻　　歩美(3) 7m00
松江第四 大社 平田 仁多
佐野　　陽菜(3) 27m81 三浦　　亜優(2) 15m43 亀瀧　　愛海(2) 14m77
松江第四 瑞穂 出雲第二
大野　　　唄(3) 30m96 川井　　愛心(3) 29m85 齋藤　　友結(3) 23m89 安田　　円佳(1) 23m04 若槻　　歩美(3) 22m08 山下　　紗生(2) 22m05 黒田　なのは(3) 20m75 青木　　愛葉(3) 19m31
金城 東出雲 浜田第三 浜山 仁多 松江第一 大田第一 斐川西
小川　葉流夏(3) 12.59(+0.6) 石橋　　望美(2) 13.03(+0.6) 佐々木　美晴(2) 13.10(+0.6) 金山　　　葵(2) 13.17(+0.6) 野田　　一葉(1) 13.21(+0.6) 松原　しほり(2) 13.35(+0.6) 亀瀧　　愛海(2) 13.37(+0.6) 畑　　　心海(1) 13.39(+1.6)
湖南 浜山 川本 出雲第三 瑞穂 河南 出雲第二 出雲第二
今岡　　真佑(2) 4:51.12 今田　　　咲(3) 4:58.56 森山　紗仁美(2) 5:05.01 門脇　　花音(2) 5:11.26 村上　　　倫(2) 5:12.39 広山　　　舞(2) 5:13.77 淺田　　結衣(1) 5:15.08 石原　　朋華(2) 5:16.91
河南 大社 向陽 向陽 仁多 松江第一 江津 仁多
勝田　　紗妃(2) 16.08(-2.5) 吾郷　　愛莉(1) 18.00(-0.5) 佐藤　　有晏(2) 18.08(-2.5) 森吉　　日向(2) 18.10(-2.5) 矢田　　優奈(2) 18.70(-2.5) 竹内　　愛菜(2) 18.91(-2.5) 土江　亜寿香(2) 18.91(-2.5) 江角　　菜子(1) 18.93(-2.5)
大社 出雲第二 向陽 湖南 出雲第二 大東 松江第二 河南
森脇　　千智(3) 1m54 竹田　　さち(2) 1m51 池田　　紗季(2) 1m45 竹内　　結香(2) 1m42 手島　　綺星(2) 1m39 五十嵐　七美(2) 1m36 別所　　みゆ(1) 1m36
瑞穂 浜山 松江第二 松江第二 浜山 出雲第三 大社

勝田　　紗妃(2) 1m42
大社

山本　　彩花(3) 5m30(+0.4) 大賀　　るる(3) 4m40(0.0) 安部　　未来(3) 4m20(+0.9) 藤原　　友奈(3) 4m19(+0.1) 渡部　　優菜(2) 3m93(+1.0) 藤原　　陽向(2) 3m57(+1.1) 春木　　芭菜(1) 3m28(-0.2) 田辺　　真優(1) 3m26(+0.9)
大社 出雲第二 仁多横田 松江第四 松江第二 大東 松江第一 仁多横田
永江　　優空(2) 8m61 林　　　涼音(1) 6m56 奥井　　陽菜(1) 6m30 松田　　　遥(2) 5m75
松江第二 仁多横田 大社 松江第二

凡例  *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高

2019ジュニアオリンピック種目記録挑戦会(島根県予選) 兼第18回島根県中学生陸上記録会 【19323006】 
浜山公園陸上競技場 【321010】 
2019/08/31 ～ 2019/08/31

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月31日 中学男子100m

8月31日 中学男子400m

8月31日 中学男子1500m

8月31日 男子B走幅跳

8月31日
男子B110mH(0.914m) 

風：+3.4

8月31日
中学男子110mH(0.914m) 

風：-1.4

8月31日
男子A110mJH(0.991m) 

風：-1.9

8月31日 男子C走幅跳

8月31日 中学男子走幅跳

8月31日 中学男子走高跳

8月31日 中学男子棒高跳

8月31日 男子B砲丸投(4.000kg)

8月31日 中学男子砲丸投(5.000kg)

8月31日 男子共通円盤投(1.500kg)

8月31日 男子共通ジャベリックスロー

8月31日 中学女子100m

8月31日 中学女子1500m

8月31日 中学女子100mH(0.762m)

8月31日 中学女子走高跳

8月31日 女子A3000m

8月31日
女子A100mYH(0.762m) 

風：-1.9

8月31日
女子B100mH(0.762m) 

風：+2.8

8月31日 中学女子砲丸投(2.721kg)

8月31日 女子A砲丸投(4.000kg)

8月31日 女子B走幅跳

8月31日 女子C走幅跳

8月31日 中学女子走幅跳

8月31日 女子共通円盤投(1.000kg)

8月31日 女子共通ジャベリックスロー

8月31日 女子B砲丸投(2.721kg)


