
小学4年男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 09:40 予　選

大会記録(GR)                  14.1     和田　　誉司(四絡小)                  1993 11月3日 13:29 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-0.1) 2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

ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｵｳｽｹ 島根

1 7 111 中尾　　優月(4) 塩冶小 15.84 q 1 4 174 足立　　旺亮(4) 神戸川小 15.65 q
ｱﾍﾞ ｴｲﾀ 島根 ｸﾜﾓﾄ ｺｳﾏ 島根

2 5 651 安部　　瑛太(4) 高浜小 16.21 2 7 654 桑本　　光真(4) 大社小 15.91 q
ﾌｼﾞｴ ｿｳｽｹ 島根 ｵｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 島根

3 6 551 藤江　　奏輔(4) 高松小 16.26 3 6 509 小川　　響己(4) 長浜小 16.49
ｸﾙﾏ ｾｷﾔ 島根 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根

4 8 602 來間　　硯也(4) 四絡小 16.65 4 9 754 石田　　健人(4) 出雲陸上教室 17.15
ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳ 島根 ｽﾄｳ ﾔﾏﾄ 島根

5 9 655 永島　　　要(4) 大社小 16.72 5 8 64 周藤　　大和(4) 大津小 17.19
ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ 島根 ｱｺﾞｳ ﾘｭｳﾏ 島根

6 2 173 高橋　虎太郎(4) 神戸川小 16.91 2 317 吾郷　　琉馬(4) 北陽小 DQ,T2

ｷﾑﾗ ﾚﾝ 島根 ｲｾﾁ ﾘｮｳﾀ 島根

7 3 2 木村　　　蓮(4) 今市小 17.12 3 606 伊瀬知　凌太(4) 四絡小 DQ,T2

ｱﾀﾞﾊﾗ ﾋﾛﾔ 島根 ｶｽｶﾞ ｱｲﾄ 島根

4 63 小田原　宏也(4) 大津小 DQ,T2 5 112 春日　　愛斗(4) 塩冶小 DNS

3組 (風:-0.2) 4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

ｲﾀｸﾗ ｼｭｳﾔ 島根 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾄ 島根

1 3 753 板倉　　周哉(4) 出雲陸上教室 15.45 q 1 7 507 川上　　健仁(4) 長浜小 16.00 q
ｶﾜﾑｶｲ ﾏｻﾔ 島根 ｱﾍﾞ ﾖﾘﾄ 島根

2 5 3 川向　　雅也(4) 今市小 15.56 q 2 6 62 安部　　頼刀(4) 大津小 16.09 q
ﾋﾉ ﾂｶｻ 島根 ｵｿﾞｴ ﾌﾐｵ 島根

3 8 552 日野　　　司(4) 高松小 16.06 q 3 8 553 尾添　　史雄(4) 高松小 16.56
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 島根 ｽﾄｳ ｲﾌﾞｷ 島根

4 6 113 川口　　晴聖(4) 塩冶小 16.09 q 4 5 318 周藤　　維吹(4) 北陽小 16.58
ﾐﾔﾓﾄ ｻｸﾄ 島根 ｻｶﾓﾄ ｼﾕﾝｽｹ 島根

5 4 654 宮本　　咲斗(4) 高浜小 16.16 5 9 652 坂本　　駿介(4) 高浜小 17.15
ﾊﾔｼ ﾕｳﾑ 島根 ｶﾅｻｺ ﾕﾀｶ 島根

6 7 603 林　　　悠夢(4) 四絡小 16.60 6 2 755 金廻　　佑郁(4) 出雲陸上教室 17.38
ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ 島根 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 島根

7 2 760 京極　　　颯(4) 平田陸上教室 16.65 1 4 後藤　　優夜(4) 今市小 DQ,T2

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕｾ 島根 ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 島根

8 9 321 山本　　歩幸(4) 北陽小 16.86 4 172 須山　　勇人(4) 神戸川小 DQ,T2

ｲﾏｵｶ ｶﾅﾄ 島根 ｵｵﾉ ﾚﾝﾀﾛｳ 島根

9 1 508 今岡　　奏人(4) 長浜小 17.46 3 656 大野　蓮太朗(4) 大社小 DNS

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾀﾞﾁ ｵｳｽｹ 島根

1 7 174 足立　　旺亮(4) 神戸川小 15.21
ｲﾀｸﾗ ｼｭｳﾔ 島根

2 6 753 板倉　　周哉(4) 出雲陸上教室 15.36
ｶﾜﾑｶｲ ﾏｻﾔ 島根

3 5 3 川向　　雅也(4) 今市小 15.54
ｸﾜﾓﾄ ｺｳﾏ 島根

4 8 654 桑本　　光真(4) 大社小 15.72
ｱﾍﾞ ﾖﾘﾄ 島根

5 2 62 安部　　頼刀(4) 大津小 15.77
ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 島根

6 4 111 中尾　　優月(4) 塩冶小 15.97
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 島根

7 3 113 川口　　晴聖(4) 塩冶小 15.98
ﾋﾉ ﾂｶｻ 島根

8 1 552 日野　　　司(4) 高松小 16.01
ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾄ 島根

9 9 507 川上　　健仁(4) 長浜小 16.02

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った



小学5年男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 10:10 予　選

大会記録(GR)                  13.4     嘉儀　　裕二(四絡小)                  1984 11月3日 13:37 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-0.1) 2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

ﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊﾞ 島根 ﾂｷﾓﾘ ｶﾞｸﾄ 島根

1 4 506 田邊　　蒼翔(5) 長浜小 14.91 q 1 3 104 月森　　雅翔(5) 塩冶小 15.03 q
ｲﾜｻ ﾄﾏ 島根 ｳｷｮｳ ｼｮｳﾏ 島根

2 5 314 岩佐　　斗真(5) 北陽小 15.60 2 5 505 宇京　　尚真(5) 長浜小 15.10 q
ﾀﾅｶ ｼﾕﾝｴｲ 島根 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 島根

3 6 655 田中　　駿瑛(5) 高浜小 15.63 3 6 56 佐藤　　真斗(5) 大津小 15.46
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ 島根 ｺﾀﾞﾏ ﾚﾝｼﾞ 島根

4 9 168 春日　　　涼(5) 神戸川小 15.69 4 8 12 児玉　　蓮次(5) 今市小 15.49
ﾏｷﾊﾗ ｺｳｽｹ 島根 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳ 島根

5 8 58 槇原　　康介(5) 大津小 15.93 5 4 316 田村　　　琉(5) 北陽小 15.52
ﾀｶｷ ﾋﾅﾀ 島根 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 島根

6 7 556 高木　　陽向(5) 高松小 15.98 6 2 166 田中　　悠良(5) 神戸川小 15.82
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ｶﾝﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 島根

7 2 15 桑原　　暖和(5) 今市小 16.55 7 7 554 神田　　琉成(5) 高松小 15.96
ﾋﾗｶﾜ ｺｳｷ 島根 ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 島根

8 3 105 平川　　幸輝(5) 塩冶小 16.95 9 658 木村　虎太郎(5) 高浜小 DNS

3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

ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 島根

1 5 504 野田　小獅郎(5) 長浜小 13.97 q
ﾌﾉ ﾘｸﾔ 島根

2 4 555 布野　　陸哉(5) 高松小 14.34 q
ｲｼﾊﾞｼ ｱｲｷ 島根

3 6 103 石橋　　愛響(5) 塩冶小 14.85 q
ﾌｸﾏ ｼﾖｳｺﾞ 島根

4 8 659 福間　　翔梧(5) 高浜小 15.11 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ 島根

5 7 167 藤原　　唯人(5) 神戸川小 15.12 q
ｸﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ 島根

6 9 11 桑本　　　航(5) 今市小 15.24
ｶﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ 島根

7 2 309 金山　　　光(5) 北陽小 15.42
ﾅｶｻﾄ ﾐﾂｷ 島根

8 3 55 中里　　光希(5) 大津小 16.39

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 島根

1 4 504 野田　小獅郎(5) 長浜小 13.91
ﾌﾉ ﾘｸﾔ 島根

2 6 555 布野　　陸哉(5) 高松小 14.47
ｲｼﾊﾞｼ ｱｲｷ 島根

3 5 103 石橋　　愛響(5) 塩冶小 14.70
ﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊﾞ 島根

4 7 506 田邊　　蒼翔(5) 長浜小 14.85
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ 島根

5 2 167 藤原　　唯人(5) 神戸川小 14.89
ｳｷｮｳ ｼｮｳﾏ 島根

6 9 505 宇京　　尚真(5) 長浜小 15.03
ﾂｷﾓﾘ ｶﾞｸﾄ 島根

7 8 104 月森　　雅翔(5) 塩冶小 15.07
ﾌｸﾏ ｼﾖｳｺﾞ 島根

8 3 659 福間　　翔梧(5) 高浜小 15.12

凡例  DNS:欠場



小学6年男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  12.7     山本　　　章(四絡小)                  1982 11月3日 10:40 予　選

大会記録(GR)                  12.7     植田　　伸治(高松小)                  1991 11月3日 13:45 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:0.0) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ 島根

1 4 52 石橋　　明士(6) 大津小 13.54 q 1 7 558 石飛　　洸人(6) 高松小 13.26 q
ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ 島根 ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾄ 島根

2 3 751 黒崎　　明陸(6) 出雲陸上教室 13.77 q 2 8 301 山根　　悠友(6) 北陽小 14.40 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾏ 島根

3 7 608 原田　　真成(6) 四絡小 14.19 q 3 6 502 川上　　拓真(6) 長浜小 14.41
ﾀｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 島根 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 島根

4 6 155 高見　晃史郎(6) 神戸川小 14.21 q 4 5 651 佐藤　　千真(6) 大社小 14.68
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 島根

5 9 302 内藤　　良太(6) 北陽小 14.81 5 9 660 中島　　涼太(6) 高浜小 14.85
ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄﾂ 島根

6 5 503 曽田　　春統(6) 長浜小 15.28 6 4 610 松浦　　　一(6) 四絡小 15.79
ｿﾉﾔﾏ ﾋﾛ 島根 ﾆｼｲｴ ﾏﾅﾄ 島根

7 2 650 園山　　　広(6) 大社小 15.51 7 3 156 西家　大成翔(6) 神戸川小 15.80
ｲｼｶﾞ ﾑｻｼ 島根 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 島根

8 8 559 石賀　　武蔵(6) 高松小 15.52 8 2 51 井上　　　樹(6) 大津小 18.23

3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

ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ 島根

1 7 501 川上　　陸哉(6) 長浜小 13.09 q
ｵｸﾔ ｻﾄｼ 島根

2 4 154 奥谷　　聡仁(6) 神戸川小 14.33 q
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 島根

3 5 557 松崎　　来逢(6) 高松小 14.58
ｱｺﾞｳ ﾕｳﾏ 島根

4 3 761 吾郷　　悠馬(6) 平田陸上教室 14.74
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｾｲ 島根

5 2 652 松本　　悠聖(6) 大社小 15.27
ﾌｸｼﾏ ﾕｳｾｲ 島根

6 8 303 福島　　悠生(6) 北陽小 15.29
ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 島根

7 6 661 三島　　一希(6) 高浜小 15.30
ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ 島根

8 9 612 元田　　　慶(6) 四絡小 15.48

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ 島根

1 7 501 川上　　陸哉(6) 長浜小 12.94
ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ 島根

2 5 558 石飛　　洸人(6) 高松小 13.18
ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ 島根

3 6 52 石橋　　明士(6) 大津小 13.56
ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ 島根

4 4 751 黒崎　　明陸(6) 出雲陸上教室 14.02
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 島根

5 8 608 原田　　真成(6) 四絡小 14.23
ﾀｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 島根

6 9 155 高見　晃史郎(6) 神戸川小 14.36
ｵｸﾔ ｻﾄｼ 島根

7 2 154 奥谷　　聡仁(6) 神戸川小 14.55
ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾄ 島根

8 3 301 山根　　悠友(6) 北陽小 14.75



小学全オープン男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 11:10 

1組 (風:+0.3) 2組 (風:+0.4)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 島根 ｵﾁｱｲ ﾙｲ 島根

1 3 599 渡部　　　舜(6) 高松小 15.32 1 7 814 落合　　琉惺(5) 神戸川小 16.36
ﾌｼﾞｴ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｲﾏｵｶ ﾏｻｷ 島根

2 8 529 藤江　　倖大(5) 長浜小 16.01 2 4 765 今岡　　将希(5) 高松小 16.50
ｶｯﾀ ｿｳｽｹ 島根 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾉｽｹ 島根

3 5 313 勝田　　壮亮(5) 北陽小 16.17 3 6 524 川上　幸之助(6) 長浜小 17.29
ｲﾄｳ ｴｲｷ 島根 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾐﾁ 島根

4 7 117 伊藤　　永暉(4) 塩冶小 16.68 4 3 326 大塚　　春道(4) 北陽小 17.52
ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｻ 島根

5 9 816 和田　　雄聖(5) 神戸川小 17.12 5 2 777 松浦　　侑咲(4) 高松小 17.63
ﾅｷﾞﾗ ｹｲﾄ 島根 ｵｵﾀ ﾊﾝｼﾞ 島根

6 2 657 柳樂　　恵人(5) 高浜小 17.68 6 8 119 太田　　絆慈(4) 塩冶小 17.88
ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾔ 島根

7 4 812 ヨシノユウジ(5) 神戸川小 17.74 7 9 807 梶谷　　祐矢(4) 神戸川小 21.85
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅｵ 島根

8 1 771 伊藤　　皓平(4) 高松小 18.19 5 819 高橋　　誉尚(6) 神戸川小 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶ 島根

9 6 806 杉原　　遼架(4) 神戸川小 18.26

3組 (風:-0.2) 4組 (風:-0.1)

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

ﾄﾞﾊﾞｼ ｷｯﾍﾟｲ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ 島根

1 6 810 土橋　　吉平(5) 神戸川小 16.81 1 2 813 錦織　　魁哩(5) 神戸川小 16.27
ﾔﾏﾈ ｺｳﾏ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ｺｳﾀ 島根

2 3 766 山根　　昊馬(5) 高松小 16.87 2 7 528 大國　　航太(5) 長浜小 16.32
ﾓﾁﾀﾞ ｾｲｺﾞ 島根 ｵｵﾉ ﾊﾙｷ 島根

3 8 821 持田　　惺伍(6) 神戸川小 17.47 3 6 600 大野　　晴輝(6) 高松小 16.68
ﾐﾀﾆ ﾌｳﾏ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾚｵﾝ 島根

4 7 118 三谷　　楓馬(4) 塩冶小 17.77 4 9 121 園山　　礼恩(4) 塩冶小 17.29
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 島根 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｴｲ 島根

5 4 72 佐藤　　　匠(4) 大津小 18.31 5 5 319 福島　　照永(4) 北陽小 17.36
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 島根 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾋﾖﾘ 島根

6 2 604 北村　　悠人(4) 四絡小 18.51 6 1 767 大門　　陽和(5) 高松小 17.42
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ 島根 ﾐｽﾞｼ ｿｳﾀﾛｳ 島根

7 1 768 渡部　　　豪(5) 高松小 19.57 7 8 809 水師　壯太郎(5) 神戸川小 18.10
ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｾｲ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｹｲﾄ 島根

8 5 776 板垣　　航生(4) 高松小 20.24 3 764 足立　　希愛(5) 高松小 DNS
ｶﾀﾖｾ ﾘｮｳｶﾞ 島根 ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 島根

9 322 片寄　　凌我(4) 北陽小 DNS 4 815 伊藤　　衣吹(5) 神戸川小 DNS

5組 (風:+0.4) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 島根

1 5 175 松原　　晴汰(5) 神戸川小 15.78 1 4 769 清水　　耀介(5) 高松小 15.67
ｶﾉｳ ﾕｳﾄ 島根 ﾌｼﾞｴ ｺｳﾀ 島根

2 7 120 加納　　優空(4) 塩冶小 16.21 2 7 525 藤江　　幸太(5) 長浜小 17.72
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 島根

3 8 306 佐藤　　千人(6) 北陽小 16.63 3 9 808 勝部　　大雅(4) 神戸川小 17.73
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 島根 ｲｲﾂｶ ｹﾞﾝ 島根

4 4 7 渡辺　　悠斗(5) 今市小 17.14 4 8 5 飯塚　　　玄(4) 今市小 17.84
ｶﾜｶﾐ ﾚﾝﾄ 島根 ｶﾓﾄ ﾊﾙﾋﾄ 島根

5 2 526 川上　　蓮翔(5) 長浜小 17.60 5 3 123 嘉本　　晴仁(4) 塩冶小 18.55
ﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾓﾄｲ ｼﾘｭｳ 島根

6 6 783 秦　　　駿介(6) 高松小 18.71 6 2 772 元井　　子龍(4) 高松小 19.07
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 島根 ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 島根

7 3 779 中村　　　翔(4) 高松小 19.33 5 312 深田　　拓未(5) 北陽小 DNS
ｲｲｸﾞﾆ ｹﾞﾝﾀ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｳﾔ 島根

8 1 770 飯國　　元太(5) 高松小 19.48 6 811 原田　　東弥(5) 神戸川小 DNS
ｶﾐﾔ ﾊﾙｷ 島根

9 68 神谷　　明樹(4) 大津小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学全オープン男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 11:10 

7組 (風:+0.7) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾖｼｷ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 島根

1 5 122 伊藤　　吉輝(4) 塩冶小 16.54 1 599 渡部　　　舜(6) 高松小 15.32 +0.3
ｽｷﾞﾊﾗ ｴｲﾀ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 島根

2 6 527 杉原　　永大(5) 長浜小 17.08 2 769 清水　　耀介(5) 高松小 15.67 +0.3
ｲﾏｵｶ ﾋﾋﾞｷ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 島根

3 2 820 今岡　　　響(6) 神戸川小 17.13 3 175 松原　　晴汰(5) 神戸川小 15.78 +0.4
ｽﾔﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ 島根 ﾌｼﾞｴ ｺｳﾀﾞｲ 島根

4 8 775 須山　隼之助(4) 高松小 17.24 4 529 藤江　　倖大(5) 長浜小 16.01 +0.3
ｲﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ｶｯﾀ ｿｳｽｹ 島根

5 9 804 伊原　　広都(4) 神戸川小 18.17 5 313 勝田　　壮亮(5) 北陽小 16.17 +0.3
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 島根 ｶﾉｳ ﾕｳﾄ 島根

6 3 307 原　　　泰成(5) 北陽小 18.62 6 120 加納　　優空(4) 塩冶小 16.21 +0.4
ｲﾀﾓﾁ ｿｳﾏ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ 島根

7 7 805 板持　　颯真(4) 神戸川小 19.63 7 813 錦織　　魁哩(5) 神戸川小 16.27 -0.1
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾄ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ｺｳﾀ 島根

4 817 高橋　　礼人(5) 神戸川小 DNS 8 528 大國　　航太(5) 長浜小 16.32 -0.1

凡例  DNS:欠場



小学4年男子600m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                1:53.1     山代　　恭秀(四絡小)                  1989 11月3日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞｼ ｿｳﾀﾛｳ 島根

1 20 115 水師　蒼太郎(4) 塩冶小 2:02.05
ｷｼﾞﾏ ﾏｻｷ 島根

2 13 116 木島　　雅生(4) 塩冶小 2:02.53
ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ 島根

3 16 65 山本　　瑛介(4) 大津小 2:02.59
ｲﾀｸﾗ ｼｭｳﾔ 島根

4 8 753 板倉　　周哉(4) 出雲陸上教室 2:05.31
ｶﾜﾑｶｲ ﾏｻﾔ 島根

5 14 3 川向　　雅也(4) 今市小 2:06.18
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 島根

6 11 517 渡部　　　歩(4) 長浜小 2:07.20
ｱﾀﾞﾁ ﾕｽﾞｷ 島根

7 21 560 安達　　柚輝(4) 高松小 2:07.54
ｲﾏｵｶ ｻｸ 島根

8 5 561 今岡　　　朔(4) 高松小 2:08.61
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 島根

9 10 324 田中　　友也(4) 北陽小 2:09.78
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 島根

10 17 4 後藤　　優夜(4) 今市小 2:11.25
ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ 島根

11 22 66 清水　　裕月(4) 大津小 2:11.98
ｵﾀﾞ ｷﾘﾄ 島根

12 15 320 小田　貴理人(4) 北陽小 2:12.35
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 島根

13 24 516 原田　真之介(4) 長浜小 2:12.39
ｷﾀﾉ ﾕｳﾄ 島根

14 25 562 北野　　悠仁(4) 高松小 2:14.44
ｸﾛｶﾜ ｲｯｿｳ 島根

15 3 325 黒川　　一爽(4) 北陽小 2:15.08
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 島根

16 18 67 石橋　　宙士(4) 大津小 2:15.59
ｶｷﾞ ﾗｲ 島根

17 2 605 嘉儀　　　徠(4) 四絡小 2:16.63
ﾊﾔｼ ﾕｳﾑ 島根

18 12 603 林　　　悠夢(4) 四絡小 2:16.95
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾘ 島根

19 4 171 永岡　　雄吏(4) 神戸川小 2:18.49
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

20 7 114 松本　凛大郎(4) 塩冶小 2:19.95
ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 島根

21 6 170 原　　　千尋(4) 神戸川小 2:21.28
ﾌｼﾞｴ ﾀｲｶﾞ 島根

22 19 515 藤江　　大雅(4) 長浜小 2:21.43
ｵﾑﾗ ﾕｳｷ 島根

23 9 169 小村　　優貴(4) 神戸川小 2:22.41
ｵｵﾉ ﾚﾝﾀﾛｳ 島根

1 656 大野　蓮太朗(4) 大社小 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅﾀ 島根

23 1 宮本　　陽向(4) 今市小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学4年オープン男子600m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 12:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｶﾞ 島根

1 2 782 中島　　琉河(4) 高松小 2:11.02
ﾅｶﾞｾ ﾊﾙﾄ 島根

2 5 71 永瀬　　晴渡(4) 大津小 2:17.12
ｼﾗﾊﾏ ﾀｲｷ 島根

3 3 774 白濵　　大樹(4) 高松小 2:17.35
ｺﾀﾞﾏ ｼｵﾝ 島根

4 6 69 小玉　　志穏(4) 大津小 2:19.29
ｳｷｮｳ ﾀﾞｲｼﾝ 島根

5 7 124 宇京　　大慎(4) 塩冶小 2:21.32
ﾂﾁﾀﾆ ｼｭｳﾀ 島根

6 4 125 土谷　　脩汰(4) 塩冶小 2:21.61
ｶﾂﾍﾞ ﾘｲﾁ 島根

7 8 780 勝部　　利一(4) 高松小 2:25.43
ﾐｷ ﾕｳｾｲ 島根

8 11 778 三木　　悠生(4) 高松小 2:28.16
ﾊﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

9 9 773 畑　　凛太朗(4) 高松小 2:28.21
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾄ 島根

10 1 781 樋口　　大翔(4) 高松小 2:33.49
ﾊｷﾞﾑﾗ ｺｳｷ 島根

11 10 70 萩村　　洸希(4) 大津小 2:34.04



小学5年男子1000m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                3:13.1     原　　　健二(北陽小)                  1995 11月3日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾏ ﾊﾙｶｾﾞ 島根

1 16 57 有馬　　春風(5) 大津小 3:29.15
ｱﾏﾉ ﾘｮｳｽｹ 島根

2 15 512 天野　　凌輔(5) 長浜小 3:33.54
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 島根

3 9 165 遠藤　　光基(5) 神戸川小 3:36.25
ｿﾀ ｱｷﾄ 島根

4 21 513 曽田　　暁大(5) 長浜小 3:37.29
ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 島根

5 10 310 景山　　雄貴(5) 北陽小 3:37.85
ｷﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 島根

6 12 563 木村　　大陽(5) 高松小 3:38.05
ｶﾜｲ ｶﾝｼ 島根

7 13 311 河井　　貫志(5) 北陽小 3:39.23
ｱｼﾔ ﾕｳｾｲ 島根

8 3 13 芦矢　　悠成(5) 今市小 3:40.92
ｷﾀﾉ ｱﾓﾝ 島根

9 7 564 北野　　亜門(5) 高松小 3:41.77
ﾏﾆﾜ ﾋﾅﾀ 島根

10 20 565 馬庭　　陽向(5) 高松小 3:43.01
ｺｲｹ ｼﾝﾔ 島根

11 4 6 小池　　芯弥(5) 今市小 3:43.97
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 島根

12 18 106 鈴木　　結都(5) 塩冶小 3:44.57
ﾔﾉ ｿｳﾀ 島根

13 23 752 矢野　　蒼太(5) 出雲陸上教室 3:44.75
ｶｽｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根

14 17 514 春日　　正徳(5) 長浜小 3:47.98
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 島根

15 19 163 中村　　圭孝(5) 神戸川小 3:49.83
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 島根

16 14 308 東原　　　瑞(5) 北陽小 3:49.95
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 島根

17 5 107 藤原　　優大(5) 塩冶小 3:50.07
ｼｹﾞｽﾐ ﾀｹﾐﾁ 島根

18 11 656 重栖　　岳道(5) 高浜小 3:50.20
ｲﾄｳ ﾐﾂﾊ 島根

19 22 164 伊藤　　三葉(5) 神戸川小 3:53.09
ﾆｼｵｶ ﾊﾙﾋ 島根

20 2 61 西岡　　陽日(5) 大津小 3:55.93
ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 島根

21 1 10 今田　　正樹(5) 今市小 3:56.38
ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 島根

22 8 658 木村　虎太郎(5) 高浜小 3:57.14
ｻｻｷ ｷｭｳｼﾞ 島根

23 6 60 佐々木　球二(5) 大津小 3:59.23

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



小学6年男子1000m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                2:55.4     岩佐　　朋文(今市小)                  1986 11月3日 13:07 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根

1 14 304 井戸　琥太郎(6) 北陽小 3:19.44
ｶﾜﾊﾗ ｺｳｶﾞ 島根

2 6 611 川原　　煌雅(6) 四絡小 3:27.94
ｶﾂﾍﾞ ｼｵﾝ 島根

3 11 151 勝部　　心温(6) 神戸川小 3:28.65
ﾐｼﾏ ｼｭｳﾅ 島根

4 3 101 三島　　脩那(6) 塩冶小 3:39.85
ｼﾗﾊﾏ ｿｳｽｹ 島根

5 1 567 白濱　　颯介(6) 高松小 3:45.52
ｿﾄﾉ ｼﾝﾀ 島根

6 5 153 外野　　心太(6) 神戸川小 3:47.60
ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 島根

7 2 661 三島　　一希(6) 高浜小 3:49.43
ｶﾄｳ ｲｯｾｲ 島根

8 10 152 加藤　　壱成(6) 神戸川小 3:51.36
ﾀｸﾜ ﾋﾋﾞｷ 島根

9 4 53 多久和　響己(6) 大津小 3:58.27
ﾌｸｼﾛ ﾕｳﾄ 島根

10 15 566 福城　　友翔(6) 高松小 4:01.04
ﾌｼﾞｴ ﾗｲﾄ 島根

11 13 510 藤江　　来斗(6) 長浜小 4:01.92
ﾊﾗﾀﾞ ﾙｲ 島根

12 12 511 原田　　　塁(6) 長浜小 4:33.81
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 島根

7 608 原田　　真成(6) 四絡小 DNS
ﾅｶｽｼﾞ ｱｲｷ 島根

8 568 中筋　　碧輝(6) 高松小 DNS
ｱﾀﾞﾁ ｾﾅ 島根

9 305 安達　　惺成(6) 北陽小 DNS

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



小学5･6年オープン男子1000m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 13:07 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｶﾜ ﾚﾝ 島根

1 21 818 森川　　　蓮(6) 神戸川小 3:56.20
ｲﾏｵｶ ﾘﾝﾄ 島根

2 23 9 今岡　　凛翔(5) 今市小 4:00.25
ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 島根

3 24 312 深田　　拓未(5) 北陽小 4:25.77
ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳﾀﾞｲ 島根

4 22 530 藤江　　亮汰(5) 長浜小 4:46.70

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



小学5年男子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:10 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 7 長浜小 505 宇京　　尚真(5) ｳｷｮｳ ｼｮｳﾏ 58.38
(島根) 504 野田　小獅郎(5) ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ

506 田邊　　蒼翔(5) ﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊﾞ
512 天野　　凌輔(5) ｱﾏﾉ ﾘｮｳｽｹ

2 3 高松小 556 高木　　陽向(5) ﾀｶｷ ﾋﾅﾀ 1:00.18

(島根) 565 馬庭　　陽向(5) ﾏﾆﾜ ﾋﾅﾀ
554 神田　　琉成(5) ｶﾝﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
555 布野　　陸哉(5) ﾌﾉ ﾘｸﾔ

3 2 神戸川小 166 田中　　悠良(5) ﾀﾅｶ ﾕﾗ 1:00.44

(島根) 167 藤原　　唯人(5) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ
175 松原　　晴汰(5) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ
168 春日　　　涼(5) ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ

4 4 大津小 55 中里　　光希(5) ﾅｶｻﾄ ﾐﾂｷ 1:01.88

(島根) 56 佐藤　　真斗(5) ｻﾄｳ ﾏｻﾄ
57 有馬　　春風(5) ｱﾘﾏ ﾊﾙｶｾﾞ
58 槇原　　康介(5) ﾏｷﾊﾗ ｺｳｽｹ

5 5 今市小 6 小池　　芯弥(5) ｺｲｹ ｼﾝﾔ 1:01.93

(島根) 11 桑本　　　航(5) ｸﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ
15 桑原　　暖和(5) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ
12 児玉　　蓮次(5) ｺﾀﾞﾏ ﾚﾝｼﾞ

6 8 北陽小 309 金山　　　光(5) ｶﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ 1:02.50

(島根) 316 田村　　　琉(5) ﾀﾑﾗ ﾘｭｳ
315 田中　　千博(5) ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ
314 岩佐　　斗真(5) ｲﾜｻ ﾄﾏ

7 6 高浜小 658 木村　虎太郎(5) ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 1:03.01

(島根) 656 重栖　　岳道(5) ｼｹﾞｽﾐ ﾀｹﾐﾁ
655 田中　　駿瑛(5) ﾀﾅｶ ｼﾕﾝｴｲ
659 福間　　翔梧(5) ﾌｸﾏ ｼﾖｳｺﾞ

9 塩冶小 107 藤原　　優大(5) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ DQ,R3

(島根) 108 今岡　　奏太(5) ｲﾏｵｶ ｿｳﾀ
106 鈴木　　結都(5) ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ
109 矢倉　　叶夢(5) ﾔｸﾗ ﾄﾑ

凡例  DQ:失格 R3:3-4走間でのオーバーゾーン



小学6年男子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:20 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 4 長浜小 523 川上　　悠介(6) ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 53.93
(島根) 501 川上　　陸哉(6) ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ

502 川上　　拓真(6) ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾏ
518 田原　　劉征(6) ﾀﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

2 2 神戸川小 160 三谷　　　舶(6) ﾐﾀﾆ ﾊｸ 55.55
(島根) 159 山根　　想大(6) ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ

154 奥谷　　聡仁(6) ｵｸﾔ ｻﾄｼ
161 小林　　大翔(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ

3 3 高松小 569 太田　　勢伶(6) ｵｵﾀ ｾﾚ 56.72
(島根) 557 松崎　　来逢(6) ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ

570 寺本　　大輝(6) ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
558 石飛　　洸人(6) ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ

4 7 大社小 650 園山　　　広(6) ｿﾉﾔﾏ ﾋﾛ 58.12
(島根) 651 佐藤　　千真(6) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ

652 松本　　悠聖(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｾｲ
653 小村　　海登(6) ｵﾑﾗ ｶｲﾄ

5 6 四絡小 608 原田　　真成(6) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 58.60
(島根) 610 松浦　　　一(6) ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄﾂ

612 元田　　　慶(6) ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ
609 松本　祐太郎(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

6 9 北陽小 302 内藤　　良太(6) ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 58.77
(島根) 304 井戸　琥太郎(6) ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ

306 佐藤　　千人(6) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ
301 山根　　悠友(6) ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾄ

7 8 塩冶小 104 月森　　雅翔(5) ﾂｷﾓﾘ ｶﾞｸﾄ 1:00.17

(島根) 103 石橋　　愛響(5) ｲｼﾊﾞｼ ｱｲｷ
102 木島　　幹太(6) ｷｼﾞﾏ ﾐｷﾀ
101 三島　　脩那(6) ﾐｼﾏ ｼｭｳﾅ

8 5 大津小 51 井上　　　樹(6) ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 1:01.02

(島根) 52 石橋　　明士(6) ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ
53 多久和　響己(6) ﾀｸﾜ ﾋﾋﾞｷ
54 新納　　正斗(6) ﾆｲﾉｳ ﾏｻﾄ



小学全男子走高跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  1m50     足立　　悠旗(神戸川小)                2011 11月3日 11:30 決　勝    

決　勝　

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 161 小林　　大翔(6) 神戸川小 1m30
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根 － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

2 15 523 川上　　悠介(6) 長浜小 1m30
ﾆｼｺｵﾘ ﾀｸﾑ 島根 － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

3 7 521 錦織　　巧武(6) 長浜小 1m30
ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾖｳ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ×

4 2 572 岩﨑　　翔洋(6) 高松小 1m25
ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ×

4 12 574 阿部　　倖大(6) 高松小 1m25
ｷｼﾞﾏ ﾐｷﾀ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 4 102 木島　　幹太(6) 塩冶小 1m25
ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾄ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 14 301 山根　　悠友(6) 北陽小 1m25
ｶｹﾞﾔﾏ ﾗｲﾄ 島根 ○ ○ × × ×

8 3 607 陰山　　頼斗(6) 四絡小 1m15
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 島根 ○ ○ × × ×

8 16 302 内藤　　良太(6) 北陽小 1m15
ﾐﾀﾆ ﾊｸ 島根 ○ × ○ × × ×

10 6 160 三谷　　　舶(6) 神戸川小 1m15
ｱﾏｵｶ ｼﾝｲﾁ 島根 ○ × ○ × × ×

10 11 16 天岳　　真一(5) 今市小 1m15
ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根 ○ × × ×

12 18 162 須山　　拓海(6) 神戸川小 1m10
ﾏﾂｻｷ ｱﾗﾀ 島根 × ○ × × ×

13 5 573 松崎　　新太(6) 高松小 1m10
ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳﾔ 島根 × × ○ × × ×

14 13 522 藤原　　煌也(5) 長浜小 1m10
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ 島根 × × ×

8 14 米山　　光星(5) 今市小 NM
ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 島根 × × ×

9 315 田中　　千博(5) 北陽小 NM
ﾅｷﾞﾗ ｹｲﾄ 島根

10 657 柳樂　　恵人(5) 高浜小 DNS
ｱﾍﾞ ｴｲﾀ 島根

17 651 安部　　瑛太(4) 高浜小 DNS

ｺﾒﾝﾄ
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



小学全男子走幅跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  4m93     和田　　誉司(四絡小)                  1995 11月3日 09:00 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

ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ 島根 4m67 4m53 4m34 4m67 8 4m70 4m61 4m63 4m70
1 11 159 山根　　想大(6) 神戸川小 0.0 +0.9 +0.3 0.0 +0.8 +0.5 -0.1 +0.8

ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ 島根 × 4m45 4m26 4m45 7 × × 4m54 4m54
2 4 52 石橋　　明士(6) 大津小 +0.3 -0.5 +0.3 -0.2 -0.2

ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 島根 3m77 3m46 4m17 4m17 6 3m84 4m15 4m26 4m26
3 24 570 寺本　　大輝(6) 高松小 0.0 -0.1 -0.6 -0.6 -0.1 +0.5 0.0 0.0

ﾀﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 4m15 4m14 × 4m15 5 4m25 4m09 4m18 4m25
4 2 518 田原　　劉征(6) 長浜小 -0.4 0.0 -0.4 -0.3 +0.1 0.0 -0.3

ｲﾜｻ ﾄﾏ 島根 4m10 4m14 4m13 4m14 4 × × 3m80 4m14
5 15 314 岩佐　　斗真(5) 北陽小 0.0 +0.1 -0.1 +0.1 -0.3 +0.1

ｵﾑﾗ ｶｲﾄ 島根 4m14 4m00 × 4m14 3 4m04 2m68 × 4m14
6 10 653 小村　　海登(6) 大社小 +0.2 0.0 +0.2 0.0 +0.2 +0.2

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 島根 4m00 3m76 3m75 4m00 2 3m66 3m84 3m96 4m00
7 18 158 宮本　　翔平(6) 神戸川小 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.3 0.0

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 3m66 3m49 3m98 3m98 1 3m75 3m78 3m69 3m98
8 7 609 松本　祐太郎(6) 四絡小 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 +0.3 +0.2 0.0

ﾆｲﾉｳ ﾏｻﾄ 島根 3m72 3m44 3m43 3m72 3m72
9 28 54 新納　　正斗(6) 大津小 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0

ﾏﾆﾜ ｺｳｷ 島根 3m70 3m50 × 3m70 3m70
10 3 662 馬庭　　昊輝(6) 高浜小 0.0 +0.1 0.0 0.0

ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根 × 3m70 × 3m70 3m70
11 27 157 寺田　　昌平(6) 神戸川小 +0.3 +0.3 +0.3

ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根 3m56 3m39 3m46 3m56 3m56
12 23 304 井戸　琥太郎(6) 北陽小 -0.8 -0.6 0.0 -0.8 -0.8

ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ 島根 3m39 3m14 3m55 3m55 3m55
13 6 571 寺本　　壮佑(6) 高松小 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲﾏｵｶ ｿｳﾀ 島根 3m53 3m46 3m33 3m53 3m53
14 8 108 今岡　　奏太(5) 塩冶小 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 島根 3m42 3m07 × 3m42 3m42
15 9 519 安達　　大凱(6) 長浜小 0.0 -0.2 0.0 0.0

ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根 3m34 2m70 2m73 3m34 3m34
16 26 754 石田　　健人(4) 出雲陸上教室 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0

ﾌｼﾞｴ ﾘｭｳｾｲ 島根 3m32 3m00 2m84 3m32 3m32
17 20 520 藤江　　竜生(5) 長浜小 +0.2 +0.1 0.0 +0.2 +0.2

ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 島根 × 3m29 3m26 3m29 3m29
18 16 653 山本　　碧生(4) 高浜小 -0.4 0.0 -0.4 -0.4

ｵｵﾀ ｾﾚ 島根 3m21 × 3m00 3m21 3m21
19 22 569 太田　　勢伶(6) 高松小 -0.4 +0.1 -0.4 -0.4

ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 島根 2m94 × 3m13 3m13 3m13
20 14 59 河田　　優輝(5) 大津小 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾋﾗｲ ﾘｮｳﾀ 島根 3m06 3m12 × 3m12 3m12
21 17 8 平井　　涼太(5) 今市小 0.0 -0.3 -0.3 -0.3

ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｾｲ 島根 2m98 3m06 × 3m06 3m06
22 12 14 米山　　光星(5) 今市小 0.0 +0.9 +0.9 +0.9

ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ 島根 2m67 2m99 2m69 2m99 2m99
23 19 601 石原　　涼成(4) 四絡小 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1

ｻｶﾓﾄ ｼﾕﾝｽｹ 島根 2m37 × 2m93 2m93 2m93
24 1 652 坂本　　駿介(4) 高浜小 0.0 -0.8 -0.8 -0.8

ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ 島根 2m57 2m85 2m79 2m85 2m85
25 21 612 元田　　　慶(6) 四絡小 0.0 0.0 +0.4 0.0 0.0

ｽﾄｳ ｺｳｷ 島根 × 2m59 2m57 2m59 2m59
26 5 323 周藤　　洸希(4) 北陽小 0.0 -0.4 0.0 0.0

ﾔｸﾗ ﾄﾑ 島根 × × ×
25 109 矢倉　　叶夢(5) 塩冶小 NM

ｱｷｸﾆ ｼｮｳｺﾞ 島根

13 110 秋國　　将悟(5) 塩冶小 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学1年男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 12:00 予　選

大会記録(GR)                  11.8     小川　　敦司(浜山中)                  1987 11月3日 13:58 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+0.2) 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

ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 島根

1 6 2307 小片　　李希(1) 平田中 12.70 q 1 4 2308 石原　　由章(1) 平田中 13.26 q
ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｷ 島根 ｻｲﾉ ﾀｷﾄ 島根

2 7 1931 大森　　元輝(1) 出雲二中 12.83 q 2 7 2115 斉野　　滝叶(1) 河南中 13.41 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ 島根 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 島根

3 4 2314 渡部　　展路(1) 平田中 13.16 q 3 5 2719 高橋　　康太(1) 斐川西中 13.58 q
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ 島根 ﾐｶﾓ ｶｲｾｲ 島根

4 5 1836 錦織　　遊心(1) 出雲一中 13.18 q 4 9 2723 三加茂　快青(1) 斐川西中 13.77
ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｿﾀ ﾕｳﾏ 島根

5 3 1841 日野　　広大(1) 出雲一中 13.35 q 5 6 1839 曽田　　悠馬(1) 出雲一中 13.83
ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 島根 ｲｲﾂｶ ﾘｸ 島根

6 2 2717 井上　　徹也(1) 斐川西中 13.91 6 8 2429 飯塚　　　陸(1) 向陽中 13.91
ｱｻﾇﾏ ｺｵﾄ 島根 ﾀｸﾜ ｼｭｳﾄ 島根

9 1925 浅沼　　請音(1) 出雲二中 DQ,FS 3 2430 多久和　修斗(1) 向陽中 DNS
ｼｷﾌﾞ ﾅｵ 島根

8 2541 式部　　那生(1) 大社中 DNS

3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

ｶﾜｶﾐ ﾄｷﾑﾈ 島根

1 5 2245 川上　　時宗(1) 浜山中 13.92
ｵｶ ﾘｮｳﾀ 島根

2 7 2082 岡　　　亮汰(1) 出雲三中 13.98
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ 島根

3 6 2255 藤原　　唯斗(1) 浜山中 14.08
ﾑｸ ﾘｮｳｽｹ 島根

4 4 2252 椋　　　亮介(1) 浜山中 14.58
ﾔﾏﾈ ﾌｳﾀ 島根

5 9 2112 山根　　颯太(1) 河南中 14.72
ｻﾉ ﾋﾋﾞｷ 島根

6 8 2086 佐野　　聖來(1) 出雲三中 14.85
ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

3 2084 品川　　雄大(1) 出雲三中 DNS

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根

1 4 2307 小片　　李希(1) 平田中 12.65
ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｷ 島根

2 5 1931 大森　　元輝(1) 出雲二中 12.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ 島根

3 6 2314 渡部　　展路(1) 平田中 13.10
ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根

4 9 1841 日野　　広大(1) 出雲一中 13.38
ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 島根

5 8 2308 石原　　由章(1) 平田中 13.44
ｻｲﾉ ﾀｷﾄ 島根

6 3 2115 斉野　　滝叶(1) 河南中 13.46
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 島根

7 2 2719 高橋　　康太(1) 斐川西中 13.59
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ 島根

8 7 1836 錦織　　遊心(1) 出雲一中 13.64

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート



中学2年男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 12:10 予　選

大会記録(GR)                 11.48     花田　　達也(出雲一中)                2012 11月3日 14:02 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+0.3) 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

ｴｽﾐ ﾘｸ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 島根

1 4 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 11.99 q 1 5 1814 渡邊　　泰斗(2) 出雲一中 12.76
ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根 ｸﾗﾂｶ ﾘｸ 島根

2 6 2340 小村　　凌久(2) 平田中 12.01 q 2 4 2139 倉塚　　　陸(2) 河南中 12.78
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根 ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 島根

3 5 2045 永田　　裕暉(2) 出雲三中 12.14 q 3 2 2713 福間　　武優(2) 斐川西中 12.85
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

4 9 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 12.33 q 4 8 1819 森山　　暖叶(2) 出雲一中 12.86
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根

5 7 2026 中島　　晶翔(2) 出雲三中 12.36 q 5 7 2235 曽田　　凰靖(2) 浜山中 12.87
ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根 ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ 島根

6 3 2426 土江　　大輝(2) 向陽中 12.48 q 6 6 2333 大福　　煌芽(2) 平田中 12.89
ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 島根 ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 島根

7 8 2142 藤原　　想太(2) 河南中 12.55 q 7 9 2135 高見　　京依(2) 河南中 12.94
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 島根 ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ 島根

8 2 1818 山本　　昌紀(2) 出雲一中 12.62 q 8 3 2238 南場　　翔太(2) 浜山中 12.97

3組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 島根

1 7 2424 佐藤　　秀磨(2) 向陽中 12.96
ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ 島根

2 4 2532 浦部　　　輝(2) 大社中 13.08
ｸﾘﾀ ｺｳｷ 島根

2 5 1920 クリタコウキ(2) 出雲二中 13.08
ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根

4 3 2712 岸　　　誠瑛(2) 斐川西中 13.26
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 島根

5 8 2536 木下　　陽希(2) 大社中 13.78
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ 島根

6 6 2237 春日　　悠利(2) 浜山中 13.82
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ 島根

9 2348 大塚　　汐茉(2) 平田中 DNS

決　勝　

(風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根

1 4 2340 小村　　凌久(2) 平田中 11.98
ｴｽﾐ ﾘｸ 島根

2 5 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 12.06
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根

3 7 2045 永田　　裕暉(2) 出雲三中 12.07
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

4 6 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 12.29
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根

5 8 2026 中島　　晶翔(2) 出雲三中 12.31
ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根

6 9 2426 土江　　大輝(2) 向陽中 12.41
ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 島根

7 2 2142 藤原　　想太(2) 河南中 12.56
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 島根

8 3 1818 山本　　昌紀(2) 出雲一中 12.71

凡例  DNS:欠場



中学オープン男子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 12:20 

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+0.4)

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

ｶﾝ ﾕｳｷ 島根 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾀ 島根

1 5 1943 管　　　優希(3) 出雲二中 11.75 1 4 2341 松村　　颯汰(1) 平田中 14.24
ｼﾝﾓﾘ ﾀｲｾｲ 島根 ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾙﾋｻ 島根

2 6 1832 新森　　大世(2) 出雲一中 13.09 2 7 1924 板垣　　輝久(1) 出雲二中 14.39
ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 島根 ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾂｷ 島根

3 3 1813 岡元　　　翔(2) 出雲一中 13.85 3 5 1838 古谷　　竜輝(1) 出雲一中 14.79
ﾀﾅｶ ﾘﾄ 島根 ｶﾀｵｶ ｹﾝｾｲ 島根

4 9 2720 田中　　利都(1) 斐川西中 13.90 4 6 2342 片岡　　賢晴(1) 平田中 14.91
ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾘﾋﾄ 島根

5 2 2012 岡田　　　歩(2) 出雲三中 14.01 5 8 1932 山﨑　　鯉人(1) 出雲二中 14.93
ﾊﾀ ﾄﾓﾔ 島根 ﾊﾗ ﾕｳｷ 島根

6 1 2331 畑　　　智也(1) 平田中 14.40 6 9 2315 原　　　優貴(1) 平田中 15.50
ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾊﾔﾄ 島根

4 2514 土江　　真翔(3) 大社中 DNS 7 2 2718 勝部　　　隼(1) 斐川西中 15.60
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根 ｳﾁﾀﾞ ｿﾗ 島根

7 2510 石田　　優太(3) 大社中 DNS 8 3 2019 内田　　空良(2) 出雲三中 16.52
ｳﾒﾉ ｾｲｺﾞ 島根 ﾋﾗﾀ ﾀｲｷ 島根

8 2714 梅野　　聖悟(1) 斐川西中 DNS 1 1837 平田　　大樹(1) 出雲一中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝ ﾕｳｷ 島根

1 1943 管　　　優希(3) 出雲二中 11.75 +0.7
ｼﾝﾓﾘ ﾀｲｾｲ 島根

2 1832 新森　　大世(2) 出雲一中 13.09 +0.7
ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 島根

3 1813 岡元　　　翔(2) 出雲一中 13.85 +0.7
ﾀﾅｶ ﾘﾄ 島根

4 2720 田中　　利都(1) 斐川西中 13.90 +0.7
ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 島根

5 2012 岡田　　　歩(2) 出雲三中 14.01 +0.7
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾀ 島根

6 2341 松村　　颯汰(1) 平田中 14.24 +0.4
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾙﾋｻ 島根

7 1924 板垣　　輝久(1) 出雲二中 14.39 +0.4
ﾊﾀ ﾄﾓﾔ 島根

8 2331 畑　　　智也(1) 平田中 14.40 +0.7

凡例  DNS:欠場



中学1･2年男子200m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                 23.26     山﨑　　琉惟(出雲三中)                2018 11月2日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　2組

1組 (風:+1.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴｽﾐ ﾘｸ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根

1 4 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 24.14 1 8 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲三中 25.98
ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ 島根

2 7 2340 小村　　凌久(2) 平田中 24.49 2 7 1836 錦織　　遊心(1) 出雲一中 26.60
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根 ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 島根

3 5 2045 永田　　裕暉(2) 出雲三中 24.50 3 3 2025 岩﨑　　鵬春(2) 出雲三中 26.81
ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根 ﾀﾃﾜｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根

4 6 1914 日野　　風舞(2) 出雲二中 25.36 4 4 1923 立脇　功太郎(1) 出雲二中 27.72
ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 島根 ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根

5 8 1812 高見　　　基(2) 出雲一中 25.87 5 5 2351 和田　　陽向(1) 平田中 28.11
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾄｷﾑﾈ 島根

6 3 1814 渡邊　　泰斗(2) 出雲一中 25.95 6 6 2245 川上　　時宗(1) 浜山中 28.13
ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ 島根

7 9 2307 小片　　李希(1) 平田中 26.01 7 9 2255 藤原　　唯斗(1) 浜山中 29.14

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｴｽﾐ ﾘｸ 島根

1 2421 江角　　　陸(2) 向陽中 24.14 +1.1
ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根

2 2340 小村　　凌久(2) 平田中 24.49 +1.1
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根

3 2045 永田　　裕暉(2) 出雲三中 24.50 +1.1
ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根

4 1914 日野　　風舞(2) 出雲二中 25.36 +1.1
ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 島根

5 1812 高見　　　基(2) 出雲一中 25.87 +1.1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 島根

6 1814 渡邊　　泰斗(2) 出雲一中 25.95 +1.1
ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根

7 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲三中 25.98 +0.3
ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根

8 2307 小片　　李希(1) 平田中 26.01 +1.1



中学1･2年男子400m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                 51.67     山﨑　　琉惟(出雲三中)                2018 11月3日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　2組

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

ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ 島根

1 7 2143 布野　新太郎(2) 河南中 54.89 1 8 2531 磯田　　朔冶(2) 大社中 58.81
ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 ｽﾄｳ ﾅﾙｷ 島根

2 4 1918 吉木　　郁矢(2) 出雲二中 58.01 2 7 2312 周藤　　成輝(1) 平田中 1:02.38
ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 島根 ﾀﾃﾜｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根

3 9 1812 高見　　　基(2) 出雲一中 59.89 3 5 1923 立脇　功太郎(1) 出雲二中 1:03.35
ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 島根

4 6 2249 曽田　　陽斗(1) 浜山中 1:00.35 4 6 2240 打田　　直輝(2) 浜山中 1:03.73
ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 島根 ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根

5 8 1834 堀江　　悠生(1) 出雲一中 1:01.63 5 4 2310 道前　佑史朗(1) 平田中 1:03.99
ｱｻﾇﾏ ｺｵﾄ 島根 ﾔﾅｲ ｺｳﾀﾞｲ 島根

6 3 1925 浅沼　　請音(1) 出雲二中 1:04.08 6 9 2239 矢内　　輝大(2) 浜山中 1:05.57
ﾊﾗ ｹｲｺﾞ 島根

5 2330 原　　　啓悟(1) 平田中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根

1 2143 布野　新太郎(2) 河南中 54.89
ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根

2 1918 吉木　　郁矢(2) 出雲二中 58.01
ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ 島根

3 2531 磯田　　朔冶(2) 大社中 58.81
ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 島根

4 1812 高見　　　基(2) 出雲一中 59.89
ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根

5 2249 曽田　　陽斗(1) 浜山中 1:00.35
ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 島根

6 1834 堀江　　悠生(1) 出雲一中 1:01.63
ｽﾄｳ ﾅﾙｷ 島根

7 2312 周藤　　成輝(1) 平田中 1:02.38
ﾀﾃﾜｷ ｺｳﾀﾛｳ 島根

8 1923 立脇　功太郎(1) 出雲二中 1:03.35

凡例  DNS:欠場



中学1年男子1500m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               4:28.93     伊藤　　蒼唯(河南中)                  2016 11月3日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ 島根

1 7 2111 高野　　　創(1) 河南中 4:38.04
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根

2 15 2251 石飛　　翔悟(1) 浜山中 4:38.45
ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根

3 10 2117 福間　　健太(1) 河南中 4:40.33
ｱｼﾞｷ ﾀｸﾄ 島根

4 9 1843 阿食　　拓斗(1) 出雲一中 4:46.47
ｲﾜｻｷ ｷﾗﾄ 島根

5 4 2113 岩崎　　輝翔(1) 河南中 4:50.59
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶ 島根

6 8 2257 藤原　　涼火(1) 浜山中 4:54.72
ﾆｼｺｵﾘ ﾋﾃﾞｷ 島根

7 11 2715 錦織　　秀樹(1) 斐川西中 4:56.78
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｴｲﾀ 島根

8 14 2311 河原　　栄太(1) 平田中 4:57.00
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 島根

9 13 1833 高橋　　宙暉(1) 出雲一中 4:57.01
ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根

10 5 2310 道前　佑史朗(1) 平田中 5:03.76
ｵｶｻﾞｷ ｱｻﾋ 島根

11 12 2096 岡崎　　朝飛(1) 出雲三中 5:05.13
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根

12 2 1842 福田　　有真(1) 出雲一中 5:06.63
ｳｷｮｳ ﾀﾞｲｺﾞ 島根

13 6 1922 宇京　　大悟(1) 出雲二中 5:19.17
ｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

1 2350 岡　　　真優(1) 平田中 DNS
ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根

3 2249 曽田　　陽斗(1) 浜山中 DNS
ﾕﾔﾏ ｺｳｾｲ 島根

16 2516 柚山　　好誠(1) 大社中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学2年男子1500m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               4:22.30     山崎　　穂高(大社中)                  2013 11月3日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根

1 19 1817 黒田　　雅斗(2) 出雲一中 4:28.90
ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根

2 6 1916 三島　　琉正(2) 出雲二中 4:32.72
ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根

3 1 2428 長廻　　舜也(2) 向陽中 4:34.09
ｻﾄｳ ｾｲ 島根

4 5 2427 佐藤　　　成(2) 向陽中 4:35.74
ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

5 15 2535 三原　　拓也(2) 大社中 4:36.60
ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根

6 22 2013 那須　　飛成(2) 出雲三中 4:39.45
ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

7 2 1816 栗原　　卓也(2) 出雲一中 4:41.45
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根

8 10 2138 伊藤　　凪沙(2) 河南中 4:43.42
ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根

9 16 2134 門脇　　孟毅(2) 河南中 4:44.39
ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

10 3 2015 羽根田　悠生(2) 出雲三中 4:45.94
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 島根

11 8 1913 杉原　　和真(2) 出雲二中 4:49.77
ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ 島根

12 21 2355 多納　　　輝(2) 平田中 4:52.34
ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根

13 17 2712 岸　　　誠瑛(2) 斐川西中 4:54.38
ﾀﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 島根

14 18 2136 田原　　結翔(2) 河南中 4:58.52
ﾋｷﾉ ﾂｶｻ 島根

15 14 2534 引野　　　宰(2) 大社中 4:59.34
ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 島根

16 7 2240 打田　　直輝(2) 浜山中 5:12.78
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾄ 島根

17 20 2334 河村　　晴夢(2) 平田中 5:13.10
ﾔﾅｲ ｺｳﾀﾞｲ 島根

18 13 2239 矢内　　輝大(2) 浜山中 5:15.09
ｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 島根

19 4 2530 和泉　　海音(2) 大社中 5:18.25
ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 島根

20 11 2241 安達　　　翼(2) 浜山中 5:21.07
ﾔｸﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

21 12 1915 矢倉　　琉生(2) 出雲二中 5:28.36
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根

9 2027 原田　　叶海(2) 出雲三中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学オープン男子1500m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

1 33 2067 伊藤　　大陽(3) 出雲三中 4:27.31
ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾎ 島根

2 32 2090 勝部　　有歩(2) 出雲三中 5:07.03
ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 島根

3 31 2132 桑原　　寛明(2) 河南中 5:15.42
ｶﾀﾞ ｺｳﾖｳ 島根

4 34 2144 加田　　航陽(2) 河南中 5:55.11
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根

35 1844 岩田　竜之介(1) 出雲一中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学1･2年男子3000m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               9:55.18     杉原　　拓哉(大社中)                  2018 11月2日 15:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根

1 14 2428 長廻　　舜也(2) 向陽中 9:46.73 GR
ｻﾄｳ ｾｲ 島根

2 3 2427 佐藤　　　成(2) 向陽中 9:49.48 GR
ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根

3 7 1916 三島　　琉正(2) 出雲二中 9:50.65 GR
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根

4 2 1817 黒田　　雅斗(2) 出雲一中 9:52.17 GR
ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

5 5 2535 三原　　拓也(2) 大社中 9:54.34 GR
ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根

6 1 2013 那須　　飛成(2) 出雲三中 9:54.58 GR
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根

7 12 2138 伊藤　　凪沙(2) 河南中 10:01.18

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 島根

8 6 1913 杉原　　和真(2) 出雲二中 10:12.89

ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

9 10 1816 栗原　　卓也(2) 出雲一中 10:14.43

ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ 島根

10 9 2355 多納　　　輝(2) 平田中 10:18.59

ｱｼﾞｷ ﾀｸﾄ 島根

11 11 1843 阿食　　拓斗(1) 出雲一中 10:20.57

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根

12 8 2134 門脇　　孟毅(2) 河南中 10:22.05

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根

13 4 2251 石飛　　翔悟(1) 浜山中 10:28.32

ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

14 17 2015 羽根田　悠生(2) 出雲三中 10:28.79

ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｴｲﾀ 島根

15 16 2311 河原　　栄太(1) 平田中 10:34.94

ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根

16 15 2116 冨岡　　成望(1) 河南中 10:45.67

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶ 島根

17 18 2257 藤原　　涼火(1) 浜山中 10:52.35

ｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

18 20 2350 岡　　　真優(1) 平田中 10:57.79

ﾋｷﾉ ﾂｶｻ 島根

19 19 2534 引野　　　宰(2) 大社中 11:09.91

ｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 島根

20 21 2530 和泉　　海音(2) 大社中 11:10.97

ｺﾞﾄｳ ｿﾗ 島根

21 22 2246 後藤　　　宙(1) 浜山中 11:17.24

ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根

13 2027 原田　　叶海(2) 出雲三中 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学オープン男子3000m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月2日 15:15 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾓﾄ ｱﾏﾈ 島根

1 33 1947 川本　　　周(3) 出雲二中 9:35.44
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

2 36 2420 松浦　　悠太(3) 向陽中 9:38.72
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 島根

3 37 2419 足立　　琉季(3) 向陽中 9:49.69
ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ 島根

4 32 2418 森脇　　大貴(3) 向陽中 10:19.90

ｽﾀﾆ ｲｵﾘ 島根

5 40 2436 須谷　　伊織(3) 向陽中 10:34.06

ﾌｼﾞｴ ﾋｶﾙ 島根

6 39 2247 藤江　　　輝(1) 浜山中 11:30.90

ｲﾜﾅﾘ ﾊﾙ 島根

35 2431 岩成　　　陽(3) 向陽中 DQ,T3

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

31 2512 杉原　　拓哉(3) 大社中 DNS
ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 島根

34 2503 石本　　健太(3) 大社中 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ｵﾄ 島根

38 2517 永島　　和心(3) 大社中 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

凡例  DNS:欠場 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



中学1･2年男子110mH
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                 15.68     黒崎　　聖陽(大社中)                  2013 11月3日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　2組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:-0.5)

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

ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根

1 5 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 16.85 1 4 2711 小村　　健晴(2) 斐川西中 19.83
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ｲｲﾂｶ ﾘｸ 島根

2 6 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 17.26 2 9 2429 飯塚　　　陸(1) 向陽中 19.95
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 島根

3 7 2141 今岡　　幸己(2) 河南中 17.48 3 3 2308 石原　　由章(1) 平田中 20.33
ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根

4 8 2016 城　　　力斗(2) 出雲三中 17.74 4 5 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽中 20.62
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島根 ﾅﾝｷ ﾚﾝ 島根

5 3 2309 高橋　　快仁(1) 平田中 18.13 5 6 2352 南木　　　漣(1) 平田中 20.92
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 島根 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 島根

6 2 1818 山本　　昌紀(2) 出雲一中 18.40 6 8 2717 井上　　徹也(1) 斐川西中 21.58
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 島根

7 9 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽中 18.57 7 7 1929 林　　　宗汰(1) 出雲二中 21.70
ﾊﾗ ﾋﾗｲ 島根

4 2020 原　　　翔徠(2) 出雲三中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根

1 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 16.85 -0.1
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根

2 2014 登川　　　天(2) 出雲三中 17.26 -0.1
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ 島根

3 2141 今岡　　幸己(2) 河南中 17.48 -0.1
ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

4 2016 城　　　力斗(2) 出雲三中 17.74 -0.1
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島根

5 2309 高橋　　快仁(1) 平田中 18.13 -0.1
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 島根

6 1818 山本　　昌紀(2) 出雲一中 18.40 -0.1
ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根

7 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽中 18.57 -0.1
ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根

8 2711 小村　　健晴(2) 斐川西中 19.83 -0.5

凡例  DNS:欠場



中学1年男子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:45 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 4 平田中A 2351 和田　　陽向(1) ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ 51.17
(島根) 2308 石原　　由章(1) ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ

2316 桑原　　大輝(1) ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
2309 高橋　　快仁(1) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

2 6 出雲二中 1929 林　　　宗汰(1) ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 51.59
(島根) 1931 大森　　元輝(1) ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｷ

1925 浅沼　　請音(1) ｱｻﾇﾏ ｺｵﾄ
1923 立脇　功太郎(1) ﾀﾃﾜｷ ｺｳﾀﾛｳ

3 5 出雲一中 1839 曽田　　悠馬(1) ｿﾀ ﾕｳﾏ 52.36
(島根) 1834 堀江　　悠生(1) ﾎﾘｴ ﾕｳｷ

1841 日野　　広大(1) ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ
1822 金沢　　夢輝(1) ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ

4 3 斐川西中 2723 三加茂　快青(1) ﾐｶﾓ ｶｲｾｲ 53.20
(島根) 2719 高橋　　康太(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

2721 多々納凜太郎(1) ﾀﾀﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ
2720 田中　　利都(1) ﾀﾅｶ ﾘﾄ

5 8 河南中 2117 福間　　健太(1) ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 54.11
(島根) 2111 高野　　　創(1) ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ

2115 斉野　　滝叶(1) ｻｲﾉ ﾀｷﾄ
2116 冨岡　　成望(1) ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ

6 7 浜山中 2252 椋　　　亮介(1) ﾑｸ ﾘｮｳｽｹ 54.35
(島根) 2245 川上　　時宗(1) ｶﾜｶﾐ ﾄｷﾑﾈ

2255 藤原　　唯斗(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ
2256 竹田　　壱成(1) ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ

OP 9 平田中B 2341 松村　　颯汰(1) ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾀ 53.94
(島根) 2342 片岡　　賢晴(1) ｶﾀｵｶ ｹﾝｾｲ

2310 道前　佑史朗(1) ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｼﾞﾛｳ

2352 南木　　　漣(1) ﾅﾝｷ ﾚﾝ



中学1･2年男子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　2組

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 出雲三中A 2014 登川　　　天(2) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 46.97 1 7 大社中 2536 木下　　陽希(2) ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 50.01
(島根) 2045 永田　　裕暉(2) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ (島根) 2533 永見　　侑大(2) ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

2026 中島　　晶翔(2) ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 2532 浦部　　　輝(2) ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ
2016 城　　　力斗(2) ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 2531 磯田　　朔冶(2) ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ

2 6 出雲一中 1812 高見　　　基(2) ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 48.08 2 9 斐川西中 2713 福間　　武優(2) ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 50.85
(島根) 1811 金沢　　俐輝(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ (島根) 2712 岸　　　誠瑛(2) ｷｼ ｾｲﾖｳ

1814 渡邊　　泰斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ 2711 小村　　健晴(2) ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ
1818 山本　　昌紀(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 2714 梅野　　聖悟(1) ｳﾒﾉ ｾｲｺﾞ

3 5 河南中 2135 高見　　京依(2) ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 48.31 3 8 浜山中 2240 打田　　直輝(2) ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 51.10
(島根) 2143 布野　新太郎(2) ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ (島根) 2235 曽田　　凰靖(2) ｿﾀ ｺｳｾｲ

2142 藤原　　想太(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 2237 春日　　悠利(2) ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ
2139 倉塚　　　陸(2) ｸﾗﾂｶ ﾘｸ 2238 南場　　翔太(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ

4 9 出雲二中 1916 三島　　琉正(2) ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 49.32 OP 6 出雲三中B 2025 岩﨑　　鵬春(2) ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 48.58
(島根) 1914 日野　　風舞(2) ﾋﾉ ﾌｳﾏ (島根) 2022 東原　　　舜(2) ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ

1918 吉木　　郁矢(2) ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 2046 梶谷　　聖也(2) ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ
1920 クリタコウキ(2) ｸﾘﾀ ｺｳｷ 2007 松浦　　　宝(2) ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ

5 8 向陽中 2425 須谷　　勇斗(2) ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 50.37 5 平田中 2333 大福　　煌芽(2) ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ DNF
(島根) 2429 飯塚　　　陸(1) ｲｲﾂｶ ﾘｸ (島根) 2340 小村　　凌久(2) ｵﾑﾗ ﾘｸ

2426 土江　　大輝(2) ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 2314 渡部　　展路(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ
2424 佐藤　　秀磨(2) ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 2307 小片　　李希(1) ｵｶﾞﾀ ﾘｷ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 出雲三中A 764 登川　　　天(2) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 46.97
(島根) 永田　　裕暉(2) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

中島　　晶翔(2) ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ
城　　　力斗(2) ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ

2 出雲一中 762 高見　　　基(2) ﾀｶﾐ ﾓﾄｲ 48.08
(島根) 金沢　　俐輝(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ

渡邊　　泰斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾄ
山本　　昌紀(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ

3 河南中 760 高見　　京依(2) ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 48.31
(島根) 布野　新太郎(2) ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

藤原　　想太(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ
倉塚　　　陸(2) ｸﾗﾂｶ ﾘｸ

4 出雲二中 765 三島　　琉正(2) ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 49.32
(島根) 日野　　風舞(2) ﾋﾉ ﾌｳﾏ

吉木　　郁矢(2) ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ
クリタコウキ(2) ｸﾘﾀ ｺｳｷ

5 大社中 766 木下　　陽希(2) ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 50.01
(島根) 永見　　侑大(2) ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

浦部　　　輝(2) ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ
磯田　　朔冶(2) ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ

6 向陽中 761 須谷　　勇斗(2) ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 50.37
(島根) 飯塚　　　陸(1) ｲｲﾂｶ ﾘｸ

土江　　大輝(2) ﾂﾁｴ ﾀｲｷ
佐藤　　秀磨(2) ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ

7 斐川西中 767 福間　　武優(2) ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 50.85
(島根) 岸　　　誠瑛(2) ｷｼ ｾｲﾖｳ

小村　　健晴(2) ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ
梅野　　聖悟(1) ｳﾒﾉ ｾｲｺﾞ

8 浜山中 768 打田　　直輝(2) ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 51.10
(島根) 曽田　　凰靖(2) ｿﾀ ｺｳｾｲ

春日　　悠利(2) ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ
南場　　翔太(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ

凡例  DNF:途中棄権



中学1･2年男子走高跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  1m87     中野　　達也(出雲一中)                1989 11月3日 14:00 決　勝    

決　勝　

ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 － － － ○ × ○ ○ × × ×

1 16 1811 金沢　　俐輝(2) 出雲一中 1m60
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 － ○ × ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 12 2422 梶谷　匠千華(2) 向陽中 1m60
ﾂﾁｴ ﾀｲｷ 島根 － × ○ ○ × × ×

3 15 2426 土江　　大輝(2) 向陽中 1m45
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 － ○ × ○ × × ×

4 13 2026 中島　　晶翔(2) 出雲三中 1m45
ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 島根 × × ○ ○ × × ○ × × ×

5 1 2142 藤原　　想太(2) 河南中 1m45
ｽﾄｳ ﾅﾙｷ 島根 ○ × ○ × × ×

6 8 2312 周藤　　成輝(1) 平田中 1m40
ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根 ○ × ○ × × ×

6 10 2016 城　　　力斗(2) 出雲三中 1m40
ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ○ × ○ × × ×

6 11 2021 髙原　　宏斗(2) 出雲三中 1m40
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島根 ○ × × ○ × × ×

9 9 2309 高橋　　快仁(1) 平田中 1m40
ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 島根 ○ × × ×

10 6 2256 竹田　　壱成(1) 浜山中 1m35
ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 島根 × × ○ × × ×

11 2 2254 内田　　颯太(1) 浜山中 1m35
ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 島根 × × ○ × × ×

11 5 1834 堀江　　悠生(1) 出雲一中 1m35
ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｷ 島根 × × ×

4 1931 大森　　元輝(1) 出雲二中 NM
ｵｵﾉ ｿﾗ 島根 × × ×

7 2253 大野　　　空(1) 浜山中 NM
ﾔﾏｵｶ ﾐﾅﾐ 島根 × × ×

14 2339 山岡　みなみ(1) 平田中 NM
ｼｷﾌﾞ ﾅｵ 島根

3 2541 式部　　那生(1) 大社中 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学1･2年男子棒高跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  3m70     山田　　寛大(出雲一中)                2012 11月3日 09:00 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 5 2533 永見　　侑大(2) 大社中 3m10
ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ 島根 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 4 2532 浦部　　　輝(2) 大社中 3m10
ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 3 2135 高見　　京依(2) 河南中 3m00
ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 島根 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 2 2043 矢野　　龍唯(2) 出雲三中 3m00
ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根 － － ○ ○ × × ×

5 11 2711 小村　　健晴(2) 斐川西中 2m80
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ 島根 ○ ○ ○ × × ×

6 12 2022 東原　　　舜(2) 出雲三中 2m60
ﾐｶﾓ ｶｲｾｲ 島根 × × ×

1 2723 三加茂　快青(1) 斐川西中 NM
ｶﾂﾍﾞ ﾋﾛﾄ 島根 × × ×

6 1933 勝部　　寛翔(1) 出雲二中 NM
ﾀｶﾐ ｷｮｳｽｹ 島根 × × ×

7 1930 高見　　京佑(1) 出雲二中 NM
ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 島根 × × ×

9 2722 林　　航太朗(1) 斐川西中 NM
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 × × ×

10 1819 森山　　暖叶(2) 出雲一中 NM
ﾊﾗ ﾋﾗｲ 島根

8 2020 原　　　翔徠(2) 出雲三中 DNS

1位決定戦

ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 × × × ○

2533 永見　　侑大(2) 大社中
ｳﾗﾍﾞ ﾃﾙ 島根 × × × ×

2532 浦部　　　輝(2) 大社中

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m20 3m10 3m05

2m20 2m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

3m202m40 3m103m00

3m15

記録
2m80

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学1･2年男子走幅跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  6m40     大野　　哲也(出雲二中)                1978 11月3日 14:00 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

ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 5m66 5m43 5m59 5m66 8 × × 5m63 5m66
1 6 1918 吉木　　郁矢(2) 出雲二中 -0.1 +0.7 0.0 -0.1 +0.4 -0.1

ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根 5m63 5m58 × 5m63 7 5m40 5m55 × 5m63
2 7 1914 日野　　風舞(2) 出雲二中 +0.7 0.0 +0.7 +0.3 +1.0 +0.7

ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根 5m50 5m29 5m48 5m50 6 5m32 5m27 3m81 5m50
3 15 2235 曽田　　凰靖(2) 浜山中 0.0 +0.7 +0.4 0.0 +0.4 +1.4 +0.9 0.0

ｲｿﾀﾞ ｻｸﾔ 島根 5m19 × 5m11 5m19 5 × × 5m15 5m19
4 10 2531 磯田　　朔冶(2) 大社中 +0.2 +0.3 +0.2 +1.6 +0.2

ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 4m57 × 4m89 4m89 4 4m38 4m81 4m84 4m89
5 4 2533 永見　　侑大(2) 大社中 +0.6 -0.1 -0.1 -0.7 0.0 +0.8 -0.1

ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根 × 4m83 × 4m83 3 × 4m50 × 4m83
6 12 2046 梶谷　　聖也(2) 出雲三中 +1.0 +1.0 +0.3 +1.0

ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳﾀ 島根 4m80 × 4m69 4m80 2 4m67 × × 4m80
7 17 2238 南場　　翔太(2) 浜山中 +0.1 +1.0 +0.1 +1.0 +0.1

ｸﾗﾂｶ ﾘｸ 島根 × 4m68 3m95 4m68 1 × × 4m68 4m68
8 1 2139 倉塚　　　陸(2) 河南中 +1.2 0.0 +1.2 +0.3 +1.2

ｻｲﾉ ﾀｷﾄ 島根 4m63 4m42 4m34 4m63 4m63
9 13 2115 斉野　　滝叶(1) 河南中 +0.8 0.0 +0.6 +0.8 +0.8

ｽﾀﾆ ﾕｳﾄ 島根 4m44 4m44 4m62 4m62 4m62
10 18 2425 須谷　　勇斗(2) 向陽中 +0.6 +0.2 +0.7 +0.7 +0.7

ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 島根 4m26 4m56 4m58 4m58 4m58
11 11 2316 桑原　　大輝(1) 平田中 +0.8 +0.3 +1.0 +1.0 +1.0

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 島根 4m53 3m02 × 4m53 4m53
12 16 2719 高橋　　康太(1) 斐川西中 +1.5 +0.9 +1.5 +1.5

ﾑｸ ﾘｮｳｽｹ 島根 4m46 4m25 4m03 4m46 4m46
13 14 2252 椋　　　亮介(1) 浜山中 +0.6 +0.5 +0.4 +0.6 +0.6

ｺｳﾑﾗ ｵﾄﾊ 島根 4m43 4m35 4m36 4m43 4m43
14 9 2024 幸村　　音羽(2) 出雲三中 +1.1 +0.3 0.0 +1.1 +1.1

ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 島根 × 4m33 × 4m33 4m33
15 2 2722 林　　航太朗(1) 斐川西中 +1.2 +1.2 +1.2

ｺｳﾉ ﾊﾙﾄ 島根 4m23 4m01 × 4m23 4m23
16 5 1927 高野　　遥登(1) 出雲二中 0.0 +0.8 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ 島根 × × ×
8 2314 渡部　　展路(1) 平田中 NM

ﾀｸﾜ ｼｭｳﾄ 島根

3 2430 多久和　修斗(1) 向陽中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学1･2年男子砲丸投
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                 12m92     浜村　　哲郎(出雲三中)                1984 11月3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

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ 島根

1 9 2007 松浦　　　宝(2) 出雲三中 8m85 9m76 9m81 9m81 8 9m90 9m71 × 9m90

ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 島根

2 6 2424 佐藤　　秀磨(2) 向陽中 9m01 9m47 × 9m47 7 7m27 8m72 × 9m47

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾘ 島根

3 4 2237 春日　　悠利(2) 浜山中 × × 8m21 8m21 4 8m68 8m92 7m83 8m92

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 島根

4 13 2423 坂本　　琉太(2) 向陽中 8m30 7m53 8m37 8m37 5 8m88 8m51 8m25 8m88

ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 島根

5 11 1822 金沢　　夢輝(1) 出雲一中 × × 8m55 8m55 6 8m70 8m23 8m36 8m70

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 島根

6 2 2536 木下　　陽希(2) 大社中 7m53 7m92 7m98 7m98 3 8m19 8m12 8m50 8m50

ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根

7 5 2009 原田　　律紀(2) 出雲三中 7m22 6m72 7m01 7m22 1 7m48 7m92 8m11 8m11

ﾕﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 島根

8 8 2029 湯原　　健太(2) 出雲三中 6m91 6m93 7m34 7m34 2 6m95 7m02 6m90 7m34

ｸﾛﾒ ｼｮｳﾀ 島根

9 3 1921 黒目　　翔太(1) 出雲二中 6m31 6m20 6m48 6m48 6m48

ﾌｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 島根

10 10 2713 福間　　武優(2) 斐川西中 6m38 6m24 5m81 6m38 6m38

ｵｵﾌｸ ｺｳｶﾞ 島根

11 1 2333 大福　　煌芽(2) 平田中 6m14 6m13 5m72 6m14 6m14

ﾀﾀﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

12 12 2721 多々納凜太郎(1) 斐川西中 5m35 4m78 5m01 5m35 5m35

ﾊﾗ ｹｲｺﾞ 島根

7 2330 原　　　啓悟(1) 平田中 DNS

凡例  DNS:欠場



小学4年女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 09:25 予　選

大会記録(GR)                 14.62     椿　　　玲美(高松小)                  2008 11月3日 13:25 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-0.9) 2組 (風:+0.5)

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

ｵｵﾑﾗ ﾋﾖﾘ 島根 ﾓﾁｶﾜ ﾐﾅ 島根

1 7 333 大村　ひより(4) 北陽小 16.01 q 1 6 665 餅川　　美夏(4) 大社小 15.94 q
ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ 島根 ﾏｴｶﾜ ﾉﾄﾞｶ 島根

2 5 575 吉川　　夏希(4) 高松小 16.17 q 2 5 193 前川　　和花(4) 神戸川小 16.24 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾁｶ 島根 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 島根

3 6 536 松村　捺智加(4) 長浜小 16.60 3 4 621 佐藤　　明星(4) 四絡小 16.47 q
ｲｹﾌﾞﾁ ﾋｶﾘ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾁｻ 島根

4 9 18 池淵　ひかり(4) 今市小 16.75 4 7 577 安田　　千桜(4) 高松小 16.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 島根 ｱｻﾂ ﾏﾋﾛ 島根

5 4 759 渡部　　実悠(4) 出雲陸上教室 17.44 5 9 334 浅津　　万尋(4) 北陽小 17.57
ﾀﾏｷ ﾚｲﾅ 島根 ﾌｸﾏ ｱﾕﾅ 島根

6 3 196 玉木　　玲奈(4) 神戸川小 17.45 6 3 538 福間　愛優菜(4) 長浜小 17.95
ﾌｸﾏ ﾕｲ 島根 ﾜｷｻｶ ﾅｷﾞ 島根

7 8 79 福間　　結衣(4) 大津小 18.42 7 8 666 脇坂　　　凪(4) 高浜小 18.07
ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｱ 島根

8 2 671 富田　　和果(4) 大社小 18.43 8 2 136 宮嵜　　晴愛(4) 塩冶小 18.23

3組 (風:-0.1) 4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

ｵｵﾊｼ ﾉｱ 島根 ﾅﾋﾞｶ ｼﾎﾘ 島根

1 5 77 大橋　　乃愛(4) 大津小 16.42 q 1 6 19 並河　志保里(4) 今市小 16.21 q
ﾅｶﾞｵｶ ｺｺ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 島根

2 2 194 永岡　　瑚子(4) 神戸川小 16.84 2 1 135 山本　　琉歌(4) 塩冶小 16.55 q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ 島根 ﾊﾗ ﾅﾅﾐ 島根

3 6 619 高橋　　花澄(4) 四絡小 16.85 3 2 758 原　　菜々実(4) 出雲陸上教室 16.65
ｱｺﾞｳ ｸﾚｱ 島根 ｱｲﾊﾗ ｸｳ 島根

4 4 134 吾郷　　紅愛(4) 塩冶小 17.19 4 5 616 相原　　空羽(4) 四絡小 16.96
ｶﾏﾀﾞ ﾕｲ 島根 ｶｼﾞ ｱｵｲ 島根

5 8 663 鎌田　　　唯(4) 高浜小 17.40 5 8 666 加持　　葵彩(4) 大社小 17.06
ｱｺﾞｳ ﾘｶ 島根 ｷｼ ﾒｲｻ 島根

6 7 576 吾郷　　里香(4) 高松小 17.48 6 4 78 岸　　芽依沙(4) 大津小 17.10
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｲｵﾘ 島根 ﾋﾗｲ ﾊﾅ 島根

7 3 335 河原　　衣織(4) 北陽小 17.75 7 9 537 平井　　花奈(4) 長浜小 18.63
ｲｼｸﾗ ﾐﾅ 島根 ｽﾄｳ ﾁﾖﾘ 島根

8 9 17 石倉　　実奈(4) 今市小 17.96 8 3 665 周藤　　千和(4) 高浜小 18.70
ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根

7 189 加藤　　琉菜(5) 神戸川小 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

ﾓﾁｶﾜ ﾐﾅ 島根

1 5 665 餅川　　美夏(4) 大社小 15.53
ｵｵﾑﾗ ﾋﾖﾘ 島根

2 7 333 大村　ひより(4) 北陽小 15.81
ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ 島根

3 6 575 吉川　　夏希(4) 高松小 15.99
ﾅﾋﾞｶ ｼﾎﾘ 島根

4 4 19 並河　志保里(4) 今市小 16.16
ﾏｴｶﾜ ﾉﾄﾞｶ 島根

5 9 193 前川　　和花(4) 神戸川小 16.20
ｵｵﾊｼ ﾉｱ 島根

6 8 77 大橋　　乃愛(4) 大津小 16.33
ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 島根

7 2 135 山本　　琉歌(4) 塩冶小 16.53
ｻﾄｳ ｱｶﾘ 島根

8 3 621 佐藤　　明星(4) 四絡小 16.55

凡例  DNS:欠場



小学5年女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  14.1     和田　　広実(今市小)                  1982 11月3日 09:55 予　選

大会記録(GR)                  14.1     向村　　春名(塩冶小)                  1991 11月3日 13:33 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+0.3) 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

ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根 ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根

1 3 189 加藤　　琉菜(5) 神戸川小 14.92 q 1 5 332 勝部　　　葵(5) 北陽小 14.63 q
ﾋﾉ ｺｺﾐ 島根 ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｶ 島根

2 7 623 日野　　心海(5) 四絡小 15.47 q 2 6 625 重富　　優花(5) 四絡小 15.96 q
ﾌﾅｷ ｻｷｺ 島根 ﾔﾏﾈ ﾏﾕ 島根

3 8 663 舩木　　咲湖(5) 大社小 15.98 q 3 4 191 山根　　麻結(5) 神戸川小 16.43
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ 島根 ｶﾈﾂｷ ｱﾝｶ 島根

4 4 578 山本　　あい(5) 高松小 16.07 q 4 7 580 金築　　杏華(5) 高松小 16.74
ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ 島根 ﾜｷｻｶ ﾊﾅ 島根

5 6 76 芥屋　　優華(5) 大津小 16.16 q 5 8 669 脇坂　　　花(5) 高浜小 17.83
ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕ 島根

6 9 20 古谷　優羽輝(5) 今市小 16.64 6 9 535 川上　　真侑(5) 長浜小 19.88
ﾅｶｵ ﾋﾖﾘ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 島根

7 5 534 中尾　　陽和(5) 長浜小 17.08 3 763 中村　　美琴(5) 平田陸上教室 DNS

3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

ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾘ 島根

1 7 622 豊田　　麻莉(5) 四絡小 15.39 q
ﾅﾝﾓｸ ﾐｵ 島根

2 5 75 南目　　実桜(5) 大津小 16.43
ﾊﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 島根

3 8 129 花田　あかり(5) 塩冶小 16.64
ﾅｶﾞﾐ ｻﾜ 島根

4 4 579 永見　　咲和(5) 高松小 16.66
ｶﾄｳ ｶﾅ 島根

5 9 192 加藤　　花菜(5) 神戸川小 16.85
ﾅｶﾞｾ ｶｴﾃﾞ 島根

6 3 762 永瀬　　　楓(5) 平田陸上教室 17.33
ｼﾝﾜｷ ﾎﾉｶ 島根

7 6 667 新脇　帆乃果(5) 高浜小 18.02

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根

1 7 332 勝部　　　葵(5) 北陽小 14.35
ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根

2 5 189 加藤　　琉菜(5) 神戸川小 14.77
ﾋﾉ ｺｺﾐ 島根

3 6 623 日野　　心海(5) 四絡小 15.34
ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾘ 島根

4 4 622 豊田　　麻莉(5) 四絡小 15.48
ﾌﾅｷ ｻｷｺ 島根

5 8 663 舩木　　咲湖(5) 大社小 16.02
ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｶ 島根

6 9 625 重富　　優花(5) 四絡小 16.24
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ 島根

2 578 山本　　あい(5) 高松小 DQ,T2

ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ 島根

3 76 芥屋　　優華(5) 大津小 DQ,T2

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った



小学6年女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  13.4     奥井　　葉子(朝山小)                  1988 11月3日 10:25 予　選

大会記録(GR)                  13.4     石野　　ふみ(今市小)                  1990 11月3日 13:41 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-0.2) 2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

ｶﾅｻｺ ﾅﾕ 島根 ｴｽﾐ ﾜｶ 島根

1 4 756 金廻　　来優(6) 出雲陸上教室 14.23 q 1 7 179 江角　　和華(6) 神戸川小 14.23 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 島根 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ 島根

2 7 330 高橋　みひろ(6) 北陽小 14.61 q 2 4 631 登川　　朱華(6) 四絡小 14.78 q
ﾎﾘ ｴﾘｶ 島根 ﾅｶﾆｼ ｻﾎ 島根

3 8 181 堀　　恵里花(6) 神戸川小 15.13 q 3 6 22 仲西　　紗穂(6) 今市小 15.21 q
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｷｼﾞｭ 島根 ｵｵﾀ ﾕｽﾞｷ 島根

4 6 630 登川　　輝樹(6) 四絡小 15.28 q 4 5 583 太田　　柚希(6) 高松小 15.28 q
ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾊ 島根 ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 島根

5 3 672 山根　　一巴(6) 高浜小 15.40 5 9 329 佐々木　葉音(6) 北陽小 15.41
ﾌﾀｵｶ ｱｵｲ 島根 ｱﾗｷ ﾐｻﾄ 島根

6 9 582 二岡　　　葵(6) 高松小 15.54 6 8 673 荒木　　美怜(6) 高浜小 15.68
ｺﾞｳﾊﾗ ｻﾔ 島根 ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳｺ 島根

7 5 532 郷原　　紗彩(6) 長浜小 16.32 7 3 127 鶴田　　佑子(6) 塩冶小 15.81
ｱﾗｷ ｽｽﾞﾈ 島根 ｻｶｲ ﾋﾖﾘ 島根

8 2 126 荒木　　涼音(6) 塩冶小 16.85 8 2 533 坂井　ひより(6) 長浜小 16.49

3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

ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 島根

1 4 180 田中　　萌香(6) 神戸川小 14.08 q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾐｻｷ 島根

2 6 531 前島　　美岬(6) 長浜小 15.95
ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

3 5 674 鎌田　　　咲(6) 高浜小 16.04
ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根

4 8 327 岩本　　夏姫(6) 北陽小 16.07
ﾌｸﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ 島根

5 7 24 福庭　　　奏(6) 今市小 16.44
ｿﾀ ﾐﾂﾞｷ 島根

6 9 581 曽田　　望月(6) 高松小 16.55
ﾖｺﾃ ｻｷ 島根

7 3 632 横手　　沙紀(6) 四絡小 16.97

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

ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 島根

1 7 180 田中　　萌香(6) 神戸川小 14.06
ｶﾅｻｺ ﾅﾕ 島根

2 6 756 金廻　　来優(6) 出雲陸上教室 14.11
ｴｽﾐ ﾜｶ 島根

3 5 179 江角　　和華(6) 神戸川小 14.12
ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 島根

4 4 330 高橋　みひろ(6) 北陽小 14.27
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ 島根

5 8 631 登川　　朱華(6) 四絡小 14.74
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｷｼﾞｭ 島根

6 1 630 登川　　輝樹(6) 四絡小 15.05
ﾅｶﾆｼ ｻﾎ 島根

7 2 22 仲西　　紗穂(6) 今市小 15.20
ｵｵﾀ ﾕｽﾞｷ 島根

8 3 583 太田　　柚希(6) 高松小 15.38
ﾎﾘ ｴﾘｶ 島根

9 9 181 堀　　恵里花(6) 神戸川小 18.44



小学全オープン女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 10:55 

1組 (風:-0.8) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾗﾗ 島根 ｿﾀ ｺﾅﾂ 島根

1 4 668 松原　くらら(4) 大社小 17.18 1 3 803 曽田　　小夏(5) 高松小 17.01
ﾌｸﾀﾞ ｷﾅ 島根 ﾀｹｼﾀ ﾊﾅ 島根

2 8 823 福田　　稀那(4) 神戸川小 17.62 2 5 795 竹下　　羽奏(4) 高松小 17.34
ｵｿﾞｴ ﾘｺ 島根 ｲﾀﾓﾁ ｾﾅ 島根

3 9 800 尾添　　莉子(6) 高松小 17.77 3 7 825 板持　　聖奈(4) 神戸川小 18.05
ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾅ 島根 ｽｷﾞﾀﾆ ﾚｲﾅ 島根

4 2 81 石橋　　悠愛(4) 大津小 17.84 4 4 142 杉谷　　玲菜(4) 塩冶小 18.31
ｱﾍﾞ ﾉﾉｶ 島根 ｵﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

5 6 141 安部　　希花(4) 塩冶小 18.67 5 9 796 尾林　　希海(4) 高松小 19.03
ﾎﾘｳﾁ ﾕｲﾅ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ﾊﾅﾋﾞ 島根

6 5 788 堀内　　唯那(4) 高松小 18.79 6 6 547 大國　　華美(4) 長浜小 19.29
ﾏｷﾉ ﾙｲ 島根 ｵｸｲ ｺﾄﾈ 島根

7 7 797 槇野　　琉泉(4) 高松小 19.16 7 1 793 奥井　　琴音(4) 高松小 19.42
ﾔｽﾀﾞ ﾙｶ 島根 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｷﾅ 島根

3 787 安田　　琉華(4) 高松小 DNS 8 8 673 立花　優希菜(4) 大社小 20.73
ﾊﾗ ﾁｴｺ 島根

2 660 原　　千恵子(6) 大社小 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-0.2)

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

ﾌｸﾀﾞ ｷﾐｶ 島根 ｲﾀﾞ ｾﾘｱ 島根

1 3 661 福田　橘実香(6) 大社小 17.08 1 2 594 井田　　芹歩(6) 高松小 16.29
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾒｶ 島根 ｵｶﾑﾗ ｺｺﾛ 島根

2 4 790 打田　　妃華(4) 高松小 17.54 2 7 662 岡村　　　心(6) 大社小 16.92
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾕｷ 島根 ｶﾜｽﾐ ｱｶﾘ 島根

3 6 672 武田　　羽倖(4) 大社小 17.88 3 6 827 川隅　あかり(5) 神戸川小 17.31
ｶﾐｶｼﾞ ﾏﾅｶ 島根 ｵｵﾊﾀ ﾘｵ 島根

4 9 791 上梶　　愛奏(4) 高松小 18.03 4 3 139 大畑　　莉緒(4) 塩冶小 18.02
ｵｶﾓﾄ ｱﾔ 島根 ｿﾀ ｱﾝﾅ 島根

5 8 670 岡元　　あや(4) 大社小 18.43 5 8 794 曽田　　杏奈(4) 高松小 20.00
ﾖｺﾔﾏ ｷｲ 島根 ｶｽｶﾞ ﾕｷﾅ 島根

6 7 792 横山　　希衣(4) 高松小 18.75 6 9 669 春日　祐希奈(4) 大社小 22.53
ｼﾐｽﾞ ﾐｵ 島根 ｶﾝﾀﾞ ﾎﾉｶ 島根

7 2 798 清水　　実桜(4) 高松小 19.98 4 799 神田　穂乃香(6) 高松小 DNS
ﾅｶﾞｵｶ ﾚﾝ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾂﾊﾞｷ 島根

5 828 永岡　　　恋(5) 神戸川小 DNS 5 548 川上　　　椿(4) 長浜小 DNS

5組 (風:+0.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｳﾁ ｱﾔｶ 島根 ｲﾀﾞ ｾﾘｱ 島根

1 7 802 堀内　　絢桜(6) 高松小 17.06 1 594 井田　　芹歩(6) 高松小 16.29 -0.2
ｱｺﾞｳ ﾕｲ 島根 ｵｶﾑﾗ ｺｺﾛ 島根

2 4 786 吾郷　　優衣(5) 高松小 17.43 2 662 岡村　　　心(6) 大社小 16.92 -0.2
ｴﾄﾞ ﾕｷ 島根 ｿﾀ ｺﾅﾂ 島根

3 6 822 江戸　　優希(4) 神戸川小 17.79 3 803 曽田　　小夏(5) 高松小 17.01 -0.3
ﾀｹﾅﾐ ﾕﾅ 島根 ﾎﾘｳﾁ ｱﾔｶ 島根

4 8 667 竹並　　優奈(4) 大社小 18.04 4 802 堀内　　絢桜(6) 高松小 17.06 +0.5
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾅ 島根 ﾌｸﾀﾞ ｷﾐｶ 島根

5 9 785 森山　　　華(5) 高松小 18.40 5 661 福田　橘実香(6) 大社小 17.08 -0.3
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌｳｶ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾗﾗ 島根

6 3 82 松原　　楓華(4) 大津小 18.54 6 668 松原　くらら(4) 大社小 17.18 -0.8
ﾏﾂｲ ﾕｲ 島根 ｶﾜｽﾐ ｱｶﾘ 島根

7 5 140 松井　　結衣(4) 塩冶小 18.88 7 827 川隅　あかり(5) 神戸川小 17.31 -0.2
ｶｸﾏ ﾒｲ 島根 ﾀｹｼﾀ ﾊﾅ 島根

8 2 789 鹿熊　　萌生(4) 高松小 19.39 8 795 竹下　　羽奏(4) 高松小 17.34 -0.3

凡例  DNS:欠場



小学4年女子600m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                1:58.2     立花　めぐみ(大津小)                  1990 11月3日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾘﾊﾗ ﾐﾎ 島根

1 8 137 桐原　　美穂(4) 塩冶小 2:03.92
ﾏｴｶﾜ ﾉﾄﾞｶ 島根

2 9 193 前川　　和花(4) 神戸川小 2:06.90
ﾅｶﾞｵｶ ｺｺ 島根

3 15 194 永岡　　瑚子(4) 神戸川小 2:06.91
ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ 島根

4 18 575 吉川　　夏希(4) 高松小 2:07.20
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 島根

5 11 664 高橋　穂乃香(4) 高浜小 2:09.57
ﾀﾅｶ ｱｵﾊﾞ 島根

6 13 620 田中　　青葉(4) 四絡小 2:13.31
ｸﾜﾊﾗ ﾘｶｺ 島根

7 10 543 桑原　梨香子(4) 長浜小 2:15.11
ｱｲﾊﾗ ｸｳ 島根

8 19 616 相原　　空羽(4) 四絡小 2:15.49
ｸﾔ ﾋｻﾅ 島根

9 12 615 久屋　陽紗菜(4) 四絡小 2:18.12
ﾓﾁｶﾜ ﾐﾅ 島根

10 5 665 餅川　　美夏(4) 大社小 2:19.26
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 島根

11 17 80 前田　　桃果(4) 大津小 2:20.09
ｱｺﾞｳ ﾐｸ 島根

12 3 585 吾郷　　美紅(4) 高松小 2:20.74
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｲｵﾘ 島根

13 14 335 河原　　衣織(4) 北陽小 2:21.24
ﾔﾏｻｷ ｺｺﾅ 島根

14 7 138 山崎　　心絆(4) 塩冶小 2:21.55
ｱﾘﾄﾐ ｱｲﾘ 島根

15 2 584 有富　　愛莉(4) 高松小 2:22.40
ｵｶﾓﾄ ｱﾔ 島根

16 6 670 岡元　　あや(4) 大社小 2:23.99
ｱｻﾂ ﾏﾋﾛ 島根

17 16 334 浅津　　万尋(4) 北陽小 2:24.19
ﾀｹﾅﾐ ﾕﾅ 島根

18 4 667 竹並　　優奈(4) 大社小 2:27.25
ｵﾑﾗ ﾘﾝ 島根

19 1 195 小村　　　凛(4) 神戸川小 2:27.92



小学5年女子600m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               1:48.62     椿　　　玲美(高松小)                  2009 11月3日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根

1 19 189 加藤　　琉菜(5) 神戸川小 1:52.51
ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾘ 島根

2 16 622 豊田　　麻莉(5) 四絡小 1:53.16
ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根

3 9 332 勝部　　　葵(5) 北陽小 1:53.18
ｵｵｸﾞﾆ ｱﾐ 島根

4 10 540 大國　　愛実(5) 長浜小 1:56.09
ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾅ 島根

5 11 586 宮永　　莉那(5) 高松小 1:57.02
ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ 島根

6 3 757 杉原　　那奈(5) 出雲陸上教室 2:00.83
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 島根

7 13 190 神田　　　瞳(5) 神戸川小 2:01.86
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳ 島根

8 21 626 石橋　　　優(5) 四絡小 2:02.13
ｽﾀﾆ ｲﾁﾋ 島根

9 17 21 須谷　　紅妃(5) 今市小 2:06.76
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｲ 島根

10 20 624 北川　　優衣(5) 四絡小 2:11.42
ﾐﾊﾗ ｼｭｳｶ 島根

11 12 541 三原　　愁花(5) 長浜小 2:12.03
ﾂﾙﾐ ﾕｽﾞﾊ 島根

12 18 588 鶴見　　柚羽(5) 高松小 2:14.25
ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ 島根

13 15 587 岡田　あやね(5) 高松小 2:18.02
ﾓﾘﾔﾏ ｻｷ 島根

14 1 130 森山　　咲希(5) 塩冶小 2:19.00
ｱﾗｼ ﾏﾋﾛ 島根

15 7 132 嵐　　　茉紘(5) 塩冶小 2:22.40
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾅ 島根

16 6 188 田中　　柚那(5) 神戸川小 2:25.06
ｼﾓｼﾞｮｳ ｺﾊﾙ 島根

17 4 131 下条　　小晴(5) 塩冶小 2:26.04
ｵｸﾉ ﾘｱ 島根

18 5 331 奥野　　莉愛(5) 北陽小 2:31.05
ｻﾄｳ ﾌｼﾞｺ 島根

19 8 664 佐藤　舞千子(5) 大社小 2:31.28
ｿﾀ ﾐﾕｳ 島根

20 14 542 曽田　　心優(5) 長浜小 2:31.69
ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 島根

2 763 中村　　美琴(5) 平田陸上教室 DNS

凡例  DNS:欠場



小学6年女子600m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               1:47.11     椿　　　玲美(高松小)                  2010 11月3日 12:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ 島根

1 7 328 蒲生　　悠桜(6) 北陽小 1:52.81
ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 島根

2 9 675 園山　　果林(6) 高浜小 1:55.25
ｱﾍﾞ ﾅﾂｶ 島根

3 13 589 安部　　夏海(6) 高松小 1:57.45
ﾌｸﾀﾞ ﾘｵ 島根

4 6 539 福田　　莉央(6) 長浜小 1:59.60
ｵｵﾀ ﾐｸ 島根

5 8 676 太田　　実玖(6) 高浜小 1:59.65
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

6 10 591 齊藤　　優衣(6) 高松小 2:02.42
ｶﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根

7 11 590 加田　　小桜(6) 高松小 2:04.40
ｶﾝﾀﾞ ｻｴ 島根

8 12 178 神田　　冴映(6) 神戸川小 2:05.37
ｶﾏﾀﾞ ﾋｶﾘ 島根

9 14 633 鎌田　ひかり(6) 四絡小 2:07.43
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾎ 島根

10 5 128 川口　　祥穂(6) 塩冶小 2:10.34
ｵｶ ﾕｷﾉ 島根

11 2 629 岡　　佑来乃(6) 四絡小 2:11.43
ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅﾐ 島根

12 1 635 細田　　奏未(6) 四絡小 2:11.52
ｴﾄﾞ ﾕｳ 島根

13 4 177 江戸　　　優(6) 神戸川小 2:13.12
ﾃﾙｷﾅ ｾﾅ 島根

14 3 176 照喜名　星奈(6) 神戸川小 2:22.72



小学全オープン女子600m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 12:55 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾔ ｱｶﾈ 島根

1 21 784 久屋　明佳音(5) 高松小 2:12.04
ｳｴﾀﾞ ﾕｲｶ 島根

2 27 801 上田　　結花(6) 高松小 2:14.49
ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕ 島根

3 24 618 森山　　心結(4) 四絡小 2:23.76
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 島根

4 22 617 高橋　　　杏(4) 四絡小 2:27.94
ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ 島根

5 23 671 富田　　和果(4) 大社小 2:30.95
ｶﾂﾍﾞ ｻｸﾗ 島根

6 26 826 勝部　　咲和(5) 神戸川小 2:35.50
ｳｶﾞ ﾕｳﾅ 島根

25 824 宇賀　　侑愛(4) 神戸川小 DNS

凡例  DNS:欠場



小学5年女子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:05 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 四絡小 625 重富　　優花(5) ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｶ 1:00.18

(島根) 626 石橋　　　優(5) ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳ
623 日野　　心海(5) ﾋﾉ ｺｺﾐ
622 豊田　　麻莉(5) ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾘ

2 8 神戸川小 190 神田　　　瞳(5) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 1:01.63

(島根) 189 加藤　　琉菜(5) ｶﾄｳ ﾙﾅ
192 加藤　　花菜(5) ｶﾄｳ ｶﾅ
191 山根　　麻結(5) ﾔﾏﾈ ﾏﾕ

3 9 高松小 579 永見　　咲和(5) ﾅｶﾞﾐ ｻﾜ 1:03.14

(島根) 578 山本　　あい(5) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ
580 金築　　杏華(5) ｶﾈﾂｷ ｱﾝｶ
586 宮永　　莉那(5) ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾅ

4 6 長浜小 545 曽田　　美波(5) ｿﾀ ﾐﾅﾐ 1:03.38

(島根) 540 大國　　愛実(5) ｵｵｸﾞﾆ ｱﾐ
541 三原　　愁花(5) ﾐﾊﾗ ｼｭｳｶ
534 中尾　　陽和(5) ﾅｶｵ ﾋﾖﾘ

5 7 大社小 664 佐藤　舞千子(5) ｻﾄｳ ﾌｼﾞｺ 1:12.20

(島根) 666 加持　　葵彩(4) ｶｼﾞ ｱｵｲ
671 富田　　和果(4) ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ
665 餅川　　美夏(4) ﾓﾁｶﾜ ﾐﾅ



小学6年女子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:15 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 2 神戸川小 184 山本　　美祐(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 55.46
(島根) 180 田中　　萌香(6) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ

185 永岡　　璃子(6) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ
179 江角　　和華(6) ｴｽﾐ ﾜｶ

2 3 北陽小 329 佐々木　葉音(6) ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 58.82
(島根) 327 岩本　　夏姫(6) ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ

328 蒲生　　悠桜(6) ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ
330 高橋　みひろ(6) ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ

3 5 四絡小 631 登川　　朱華(6) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ 59.03
(島根) 628 笠井　　咲希(6) ｶｻｲ ｻｷ

634 羽根田　沙優(6) ﾊﾈﾀﾞ ｻﾕ
630 登川　　輝樹(6) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｷｼﾞｭ

4 4 長浜小 532 郷原　　紗彩(6) ｺﾞｳﾊﾗ ｻﾔ 1:00.68

(島根) 539 福田　　莉央(6) ﾌｸﾀﾞ ﾘｵ
533 坂井　ひより(6) ｻｶｲ ﾋﾖﾘ
531 前島　　美岬(6) ﾏｴｼﾞﾏ ﾐｻｷ

5 1 高松小 582 二岡　　　葵(6) ﾌﾀｵｶ ｱｵｲ 1:01.04

(島根) 589 安部　　夏海(6) ｱﾍﾞ ﾅﾂｶ
591 齊藤　　優衣(6) ｻｲﾄｳ ﾕｲ
583 太田　　柚希(6) ｵｵﾀ ﾕｽﾞｷ

6 6 高浜小 675 園山　　果林(6) ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 1:01.06

(島根) 672 山根　　一巴(6) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾊ
674 鎌田　　　咲(6) ｶﾏﾀﾞ ｻｷ
673 荒木　　美怜(6) ｱﾗｷ ﾐｻﾄ

7 9 塩冶小 133 本間　　梨花(5) ﾎﾝﾏ ﾘｶ 1:03.44

(島根) 126 荒木　　涼音(6) ｱﾗｷ ｽｽﾞﾈ
128 川口　　祥穂(6) ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾎ
127 鶴田　　佑子(6) ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳｺ

8 7 今市小 20 古谷　優羽輝(5) ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 1:06.08

(島根) 22 仲西　　紗穂(6) ﾅｶﾆｼ ｻﾎ
24 福庭　　　奏(6) ﾌｸﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ
23 金沢　　光姫(6) ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾂｷ

8 大社小 DNS
(島根)

凡例  DNS:欠場



小学全女子走高跳
審 判 長：鎌田　満文

大会記録(GR)                  1m36     柳楽　　　恵(北陽小)                  1979 記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  1m36     斎藤　ひでみ(塩冶小)                  1984

大会記録(GR)                  1m36     神田　　洋美(神戸川小)                1984

大会記録(GR)                  1m36     板垣　　優子(塩冶小)                  1989

大会記録(GR)                  1m36     矢田　真理子(大津小)                  1989 11月3日 13:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 島根 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 11 330 高橋　みひろ(6) 北陽小 1m25
ｿﾉﾔﾏ ｺｺﾅ 島根 － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 3 186 園山　　心菜(6) 神戸川小 1m25
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ 島根 － ○ ○ × ○ × × ×

3 13 185 永岡　　璃子(6) 神戸川小 1m20
ｿﾀ ﾐﾅﾐ 島根 ○ ○ ○ × × ×

4 7 545 曽田　　美波(5) 長浜小 1m15
ﾋｷﾉ ｱｲﾘ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

5 4 544 引野　　愛梨(6) 長浜小 1m15
ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

5 5 329 佐々木　葉音(6) 北陽小 1m15
ｶﾏﾀﾞ ﾋｶﾘ 島根 ○ ○ × × ×

7 10 633 鎌田　ひかり(6) 四絡小 1m10
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ 島根 ○ × ○ × × ×

8 8 671 宮本　　愛海(6) 高浜小 1m10
ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅﾐ 島根 ○ × ○ × × ×

8 12 635 細田　　奏未(6) 四絡小 1m10
ｲｼｵｶ ｱﾝﾅ 島根 × ○ × × ○ × × ×

10 2 627 石岡　　杏菜(5) 四絡小 1m10
ﾌｼﾞｴ ｻｱﾔ 島根 ○ × × ×

11 9 187 藤江　　沙彩(6) 神戸川小 1m05
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 島根 ○ × × ×

11 15 592 丸山　　結羽(5) 高松小 1m05
ﾌｸｼﾛ ﾋﾅｾ 島根 × ○ × × ×

13 14 595 福城　　陽世(6) 高松小 1m05
ﾖｼｶﾜ ﾕｱ 島根 × × ×

1 596 吉川　　結彩(6) 高松小 NM
ｵｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 島根 × × ×

6 546 小川　　叶暖(5) 長浜小 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m05

ｺﾒﾝﾄ
1m10 1m15 1m20 1m25 1m28

記録

凡例  NM:記録なし



小学全女子走幅跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  4m54     渡部　美由紀(朝山小)                  1987 11月3日 09:00 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

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 島根 3m84 3m53 3m58 3m49 3m42 3m33 3m84
1 1 184 山本　　美祐(6) 神戸川小 0.0 -0.4 +0.4 0.0 +0.5 -0.4 0.0

ｶﾝﾀﾞ ﾐﾌﾕ 島根 3m63 3m50 3m55 3m78 3m60 3m80 3m80
2 10 183 神田　　三冬(6) 神戸川小 +0.8 0.0 -0.3 0.0 +0.3 -0.6 -0.6

ﾅｶﾆｼ ｻﾎ 島根 × 3m60 3m46 3m73 3m62 3m45 3m73
3 4 22 仲西　　紗穂(6) 今市小 0.0 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0

ﾎﾝﾏ ﾘｶ 島根 3m66 × 3m39 3m33 × × 3m66
4 19 133 本間　　梨花(5) 塩冶小 0.0 -0.4 -0.2 0.0

ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 島根 3m48 3m27 3m61 3m45 3m28 3m16 3m61
5 14 23 金沢　　光姫(6) 今市小 -0.1 +0.2 -1.0 -0.2 +0.2 0.0 -1.0

ｱﾗｷ ﾐﾕ 島根 3m21 3m34 3m31 3m20 3m12 3m11 3m34
6 15 670 荒木　　未結(6) 高浜小 -0.4 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2

ﾌﾅｷ ｻｷｺ 島根 3m19 2m78 3m34 × 3m25 3m10 3m34
7 9 663 舩木　　咲湖(5) 大社小 +0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1

ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根 3m31 3m08 3m08 3m30 3m14 3m12 3m31
8 3 327 岩本　　夏姫(6) 北陽小 0.0 -0.6 +0.3 +0.8 +0.5 -0.3 0.0

ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 島根 3m29 2m90 2m73 3m29
9 5 674 鎌田　　　咲(6) 高浜小 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4

ｵｶﾀﾞ ｱｶﾘ 島根 3m09 3m24 3m16 3m24
10 20 593 岡田　あかり(6) 高松小 0.0 +0.7 0.0 +0.7

ﾊﾈﾀﾞ ｻﾕ 島根 3m04 3m22 3m20 3m22
11 12 634 羽根田　沙優(6) 四絡小 0.0 0.0 -0.1 0.0

ﾅｶﾞｾ ｶｴﾃﾞ 島根 3m22 3m14 － 3m22
12 13 762 永瀬　　　楓(5) 平田陸上教室 0.0 0.0 0.0

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｵﾅ 島根 3m17 2m70 3m20 3m20
13 11 597 石橋　里央奈(6) 高松小 0.0 0.0 -0.5 -0.5

ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｷｼﾞｭ 島根 2m81 3m02 3m09 3m09
14 18 630 登川　　輝樹(6) 四絡小 0.0 0.0 +0.5 +0.5

ﾋﾉ ｺｺﾐ 島根 2m96 2m76 2m94 2m96
15 6 623 日野　　心海(5) 四絡小 -0.5 -0.2 -0.2 -0.5

ﾏｷﾉ ﾎﾉｱ 島根 2m70 2m92 2m44 2m92
16 7 598 槇野　　朋愛(5) 高松小 0.0 -0.6 0.0 -0.6

ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 島根 2m91 2m78 × 2m91
17 8 668 清水　　　葵(5) 高浜小 0.0 -0.1 0.0

ｲｼｸﾗ ﾐﾅ 島根 2m77 × 2m56 2m77
18 16 17 石倉　　実奈(4) 今市小 0.0 -0.6 0.0

ｸﾗﾂｶ ｼｵﾝ 島根 2m51 2m68 2m03 2m68
19 17 182 倉塚　　詩音(5) 神戸川小 0.0 0.0 +0.2 0.0

ﾊﾗ ﾁｴｺ 島根

2 660 原　　千恵子(6) 大社小 DNS

凡例  DNS:欠場



中学1年女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 11:35 予　選

大会記録(GR)                  12.9     加納　　則子(出雲一中)                1980 11月3日 13:50 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+0.1) 2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

ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根 ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ 島根

1 5 2553 別所　　みゆ(1) 大社中 13.43 q 1 7 2306 飯塚　万悠子(1) 平田中 14.14 q
ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根 ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ 島根

2 6 1917 畑　　　心海(1) 出雲二中 13.45 q 2 4 2112 小村　　果蓮(1) 河南中 14.15 q
ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根 ｲｶﾜ ﾅﾅﾊ 島根

3 7 2317 玉木　　麻裕(1) 平田中 13.63 q 3 5 2557 井川　　七葉(1) 大社中 14.24
ｲｼﾊﾗ ｱﾔ 島根 ｳﾁﾀﾞ ｼﾗﾍﾞ 島根

4 9 2246 石原　　　絢(1) 浜山中 13.87 q 4 9 2111 内田　　　調(1) 河南中 14.26
ｵｷ ﾊﾙﾅ 島根 ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ 島根

5 8 2046 沖　　はるな(1) 出雲三中 14.07 q 5 6 1814 松井　　陽向(1) 出雲一中 14.31
ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ 島根 ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 島根

6 2 2310 大国　　千夏(1) 平田中 14.15 q 6 3 2715 三島　　実咲(1) 斐川西中 14.57
ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 島根

7 4 1912 吾郷　　愛莉(1) 出雲二中 14.20 7 2 2045 藤原　　夏月(1) 出雲三中 14.65
ｴｽﾐ ﾅｺ 島根 ﾌﾉ ﾐﾐ 島根

8 3 2114 江角　　菜子(1) 河南中 14.29 8 8 1913 布野　　心美(1) 出雲二中 14.89
ﾓﾘﾓﾄ ﾊｽﾐ 島根

9 1 2439 森本　　芙泉(1) 向陽中 14.30

3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

ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘｱﾅ 島根

1 7 2717 神田マリアナ(1) 斐川西中 14.33
ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｲｶ 島根

2 5 1820 速水　　結花(1) 出雲一中 14.81
ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾐ 島根

3 4 2432 石原　　叶実(1) 向陽中 14.93
ｵｸｲ ﾅｵ 島根

4 9 2250 奥井　　菜央(1) 浜山中 15.04
ｿﾉﾔﾏ ｺﾄﾈ 島根

5 6 1819 園山　　琴音(1) 出雲一中 15.32
ﾏﾂｳﾗ ﾏﾕ 島根

6 3 2437 松浦　　真由(1) 向陽中 15.41
ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 島根

7 8 2245 三島　　衣綺(1) 浜山中 15.45
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 島根

8 2 2716 古川　　奈々(1) 斐川西中 15.64

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

1 6 2553 別所　　みゆ(1) 大社中 13.35
ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根

2 4 1917 畑　　　心海(1) 出雲二中 13.39
ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根

3 5 2317 玉木　　麻裕(1) 平田中 13.75
ｲｼﾊﾗ ｱﾔ 島根

4 7 2246 石原　　　絢(1) 浜山中 13.81
ｵｷ ﾊﾙﾅ 島根

5 9 2046 沖　　はるな(1) 出雲三中 14.06
ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ 島根

6 8 2306 飯塚　万悠子(1) 平田中 14.09
ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ 島根

7 3 2310 大国　　千夏(1) 平田中 14.16
ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ 島根

8 2 2112 小村　　果蓮(1) 河南中 14.29



中学2年女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 11:45 予　選

大会記録(GR)                  12.5     加納　　則子(出雲一中)                1981 11月3日 13:54 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+0.5) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

1 4 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 12.86 q 1 4 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽中 13.66 q
ｷｼ ﾐｵﾝ 島根 ｵｵﾀ ｻｷ 島根

2 7 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 13.14 q 2 7 2233 太田　　咲葵(2) 浜山中 13.86 q
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根

3 5 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 13.18 q 3 9 2420 長岡　　芽依(2) 向陽中 13.88
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根 ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根

4 6 2141 松原　しほり(2) 河南中 13.22 q 4 6 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲三中 14.22
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根 ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根

5 8 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲二中 13.54 q 5 5 2008 三成　　菜緒(2) 出雲三中 14.26
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根 ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根

6 3 2234 竹田　　さち(2) 浜山中 13.63 q 6 8 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲二中 14.39
ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 島根

7 9 2425 三島　百合帆(2) 向陽中 13.92

3組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根

1 7 2147 吉田　　凪佐(2) 河南中 13.95
ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ 島根

2 5 2711 須田　　彩蓉(2) 斐川西中 14.16
ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根

3 6 2710 笹川　　樹里(2) 斐川西中 14.45
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 島根

4 9 2515 小川　　はな(2) 大社中 15.22
ﾔﾏｵｶ ｺｺ 島根

5 4 2319 山岡　　瑚子(2) 平田中 15.34
ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ 島根

8 2520 餅川　明日華(2) 大社中 DNS

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

ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

1 4 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 12.89
ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

2 5 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 13.16
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

3 7 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 13.27
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

4 6 2141 松原　しほり(2) 河南中 13.39
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

5 8 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲二中 13.65
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根

6 9 2234 竹田　　さち(2) 浜山中 13.71
ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

7 3 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽中 13.74
ｵｵﾀ ｻｷ 島根

8 2 2233 太田　　咲葵(2) 浜山中 13.92

凡例  DNS:欠場



中学オープン女子100m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 11:55 

1組 (風:+0.6) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根 ｶﾄｳ ｻｱﾔ 島根

1 9 2548 山本　　彩花(3) 大社中 13.82 1 6 1920 加藤　　沙彩(1) 出雲二中 14.95
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾒ 島根 ﾃﾞﾜ ｷｮｳｶ 島根

2 7 1918 西村　　結愛(1) 出雲二中 15.37 2 5 2249 出羽　　杏華(1) 浜山中 15.17
ｿﾉﾔﾏ ｻｸﾗ 島根 ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 島根

3 8 2230 園山　　桜花(2) 浜山中 15.46 3 9 2119 石川　　陽菜(1) 河南中 15.18
ﾔﾏｵｶ ｱｶﾘ 島根 ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ 島根

4 5 2247 山岡　　朱璃(1) 浜山中 15.77 4 7 2117 竹田　　詩音(1) 河南中 15.42
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ 島根 ﾜﾀﾞｺｺﾅ 島根

5 6 2241 渡部　　愛華(2) 浜山中 15.94 5 8 2309 和田　　心菜(1) 平田中 16.48

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根

1 2548 山本　　彩花(3) 大社中 13.82 +0.6
ｶﾄｳ ｻｱﾔ 島根

2 1920 加藤　　沙彩(1) 出雲二中 14.95 0.0
ﾃﾞﾜ ｷｮｳｶ 島根

3 2249 出羽　　杏華(1) 浜山中 15.17 0.0
ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 島根

4 2119 石川　　陽菜(1) 河南中 15.18 0.0
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾒ 島根

5 1918 西村　　結愛(1) 出雲二中 15.37 +0.6
ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ 島根

6 2117 竹田　　詩音(1) 河南中 15.42 0.0
ｿﾉﾔﾏ ｻｸﾗ 島根

7 2230 園山　　桜花(2) 浜山中 15.46 +0.6
ﾔﾏｵｶ ｱｶﾘ 島根

8 2247 山岡　　朱璃(1) 浜山中 15.77 +0.6



中学1･2年女子200m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  25.5     加藤　　育子(出雲二中)                1982 11月2日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　3組

1組 (風:-0.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ 島根

1 4 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 26.54 1 5 2310 大国　　千夏(1) 平田中 28.39
ｷｼ ﾐｵﾝ 島根 ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根

2 7 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 27.05 2 7 2317 玉木　　麻裕(1) 平田中 28.74
ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾘｻ 島根

3 5 1917 畑　　　心海(1) 出雲二中 28.04 3 9 2422 福田　　理彩(2) 向陽中 29.15
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根 ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

4 9 2420 長岡　　芽依(2) 向陽中 28.29 4 4 2424 三島　　咲幸(2) 向陽中 29.66
ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根 ｶﾔ ｱﾔﾈ 島根

5 6 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲三中 28.82 5 8 2517 蚊屋　　彩音(2) 大社中 30.12
ｲｼﾊﾗ ｱﾔ 島根 ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 島根

6 8 2246 石原　　　絢(1) 浜山中 28.94 6 1943 大森　　美優(2) 出雲二中 DNS
ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根

7 3 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲二中 29.23

3組 (風:+0.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

1 8 1812 土井　　果希(2) 出雲一中 28.44 1 2035 金山　　　葵(2) 出雲三中 26.54 -0.5
ｳｴﾀﾞ ﾎﾂﾞﾐ 島根 ｷｼ ﾐｵﾝ 島根

2 5 2552 上田　ほづみ(1) 大社中 29.35 2 2143 岸　　　美穏(2) 河南中 27.05 -0.5
ｳﾁﾀﾞ ｼﾗﾍﾞ 島根 ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根

3 6 2111 内田　　　調(1) 河南中 30.17 3 1917 畑　　　心海(1) 出雲二中 28.04 -0.5
ｶｼﾞﾀﾆ ｻｷ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根

4 4 2236 梶谷　　　咲(2) 浜山中 30.38 4 2420 長岡　　芽依(2) 向陽中 28.29 -0.5
ﾔﾀ ﾅﾅﾐ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ 島根

5 7 2232 矢田　菜々実(2) 浜山中 30.69 5 2310 大国　　千夏(1) 平田中 28.39 -0.3
ﾀｸﾜ ﾕｽﾞｶ 島根 ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

6 9 2327 多久和　柚香(1) 平田中 31.41 6 1812 土井　　果希(2) 出雲一中 28.44 +0.5
ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根

7 2317 玉木　　麻裕(1) 平田中 28.74 -0.3
ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 島根

8 2036 吾郷　　雛乃(2) 出雲三中 28.82 -0.5

凡例  DNS:欠場



中学1年女子800m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               2:21.49     渡部　　鈴夏(大社中)                  2015 11月3日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根

1 5 2120 小村　　実加(1) 河南中 2:28.99
ｾﾉｵ ﾎﾉｶ 島根

2 4 1914 妹尾　　帆花(1) 出雲二中 2:30.45
ﾌﾉ ﾘﾐ 島根

3 3 1921 布野　　里海(1) 出雲二中 2:33.22
ｶﾈﾏﾙ ｵｳｶ 島根

4 2 2116 金丸　　桜花(1) 河南中 2:34.83
ﾔﾉ ｱﾘｻ 島根

5 8 2123 矢野　　有紗(1) 河南中 2:34.94
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 島根

6 6 2559 佐々木　　希(1) 大社中 2:36.69
ｳｴｷ ｱﾝﾘ 島根

7 12 2551 植木　　杏里(1) 大社中 2:41.84
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾏﾘ 島根

8 9 2436 松浦　ひまり(1) 向陽中 2:46.52
ｿﾀ ﾘｮｳｶ 島根

9 1 2434 曽田　　涼花(1) 向陽中 2:47.52
ｷﾀﾜｷ ﾕｳﾅ 島根

10 10 1818 北脇　　夕楠(1) 出雲一中 2:48.22
ｺﾎﾞﾘ ｲﾁｶ 島根

11 7 1816 小堀　　壱華(1) 出雲一中 2:48.52
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 島根

12 11 2435 高橋　菜桜子(1) 向陽中 2:49.74
ｷｼ ﾘｵﾝ 島根

13 13 1923 岸　　　凜桜(1) 出雲二中 3:00.01
ﾌｶﾂ ｱｴﾘ 島根

14 2558 深津　愛恵里(1) 大社中 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学2年女子800m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               2:24.15     北村　　京香(出雲一中)                2012 11月3日 14:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

1 5 2429 森山　紗仁美(2) 向陽中 2:23.96 GR
ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

2 9 2427 門脇　　花音(2) 向陽中 2:23.98 GR
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根

3 8 2428 多久和　陽菜(2) 向陽中 2:29.58
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

4 7 2012 桑原　　　凜(2) 出雲三中 2:33.29
ｶﾜｾ ﾊﾅ 島根

5 10 2316 川瀨　　晴愛(2) 平田中 2:36.01
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

6 11 2018 川原　　陽和(2) 出雲三中 2:36.12
ﾓﾘ ﾓｴｶ 島根

7 1 2145 森　　　萌夏(2) 河南中 2:38.15
ｲﾄｶﾞ ﾓﾓｶ 島根

8 3 2139 糸賀　　百香(2) 河南中 2:39.43
ｺﾀﾞﾏ ﾐｸ 島根

9 12 1946 兒玉　　京弓(2) 出雲二中 2:41.49
ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根

10 6 2518 小池　　千遥(2) 大社中 2:42.32
ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根

11 2 1813 本田　　琴弓(2) 出雲一中 2:42.90
ﾅｶｵ ﾊﾙ 島根

12 13 2239 中尾　　陽琉(2) 浜山中 2:43.29
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 島根

13 15 1811 渡部　　　陽(2) 出雲一中 2:53.13
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ 島根

14 14 2231 桑原　　悠衣(2) 浜山中 2:56.97
ｲﾏｵｶ ﾏﾕ 島根

4 2142 今岡　　真佑(2) 河南中 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学オープン女子800m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 14:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 島根

1 9 1919 高橋　　未来(1) 出雲二中 2:56.59
ｶﾂﾍﾞ ﾋｶﾘ 島根

2 6 2115 勝部　斐夏梨(1) 河南中 3:00.73
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 島根

8 2118 山田　　佳奈(1) 河南中 DQ,T4

ﾏﾆﾜ ｱﾐ 島根

7 2438 馬庭　　亜実(1) 向陽中 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

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



中学1･2年女子1500m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)               5:01.08     冨岡　　心琴(河南中)                  2017 11月2日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

1 6 2427 門脇　　花音(2) 向陽中 4:57.92 GR
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

2 9 2429 森山　紗仁美(2) 向陽中 4:58.86 GR
ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根

3 8 2428 多久和　陽菜(2) 向陽中 5:04.85
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

4 5 2012 桑原　　　凜(2) 出雲三中 5:04.94
ｾﾉｵ ﾎﾉｶ 島根

5 4 1914 妹尾　　帆花(1) 出雲二中 5:08.70
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

6 10 2018 川原　　陽和(2) 出雲三中 5:12.03
ﾔﾉ ｱﾘｻ 島根

7 2 2123 矢野　　有紗(1) 河南中 5:18.97
ｶﾜｾ ﾊﾅ 島根

8 3 2316 川瀨　　晴愛(2) 平田中 5:19.58
ﾉﾅｶ ｱｲﾅ 島根

9 11 2140 野中　　愛菜(2) 河南中 5:20.62
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 島根

10 13 2559 佐々木　　希(1) 大社中 5:21.27
ﾌﾉ ﾘﾐ 島根

11 16 1921 布野　　里海(1) 出雲二中 5:23.35
ﾓﾘ ﾓｴｶ 島根

12 14 2145 森　　　萌夏(2) 河南中 5:26.50
ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 島根

13 7 2518 小池　　千遥(2) 大社中 5:26.54
ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根

14 12 1813 本田　　琴弓(2) 出雲一中 5:26.92
ｳｴｷ ｱﾝﾘ 島根

15 15 2551 植木　　杏里(1) 大社中 5:32.21
ｺﾎﾞﾘ ｲﾁｶ 島根

16 20 1816 小堀　　壱華(1) 出雲一中 5:34.44
ｷﾀﾜｷ ﾕｳﾅ 島根

17 1 1818 北脇　　夕楠(1) 出雲一中 5:37.95
ﾅｶｵ ﾊﾙ 島根

18 17 2239 中尾　　陽琉(2) 浜山中 5:45.45
ｷｼ ﾘｵﾝ 島根

19 18 1923 岸　　　凜桜(1) 出雲二中 5:53.28
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ 島根

20 19 2231 桑原　　悠衣(2) 浜山中 6:03.54

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  GR:大会記録



中学オープン女子1500m
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月2日 15:00 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲﾂｶ ｳﾀﾋ 島根

1 22 2416 飯塚　　詩姫(3) 向陽中 5:12.59
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 島根

2 24 2418 高橋　真里奈(3) 向陽中 5:14.46
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 島根

3 25 2430 吉田　　　咲(2) 向陽中 5:28.09
ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 島根

4 28 2417 金田　　彩花(3) 向陽中 5:34.93
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｶ 島根

5 26 1821 坂本　　智香(1) 出雲一中 6:27.39
ｲﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

21 2542 今田　　　咲(3) 大社中 DNS
ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

23 2136 田邊　　　心(3) 河南中 DNS
ﾀﾊﾗ ｻｷ 島根

27 2137 田原　　彩希(3) 河南中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

凡例  DNS:欠場



中学1･2年女子100mH
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                 14.70     大賀　　結莉(大社中)                  2013 11月3日 09:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　3組

1組 (風:-0.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根 ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

1 5 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 14.95 1 7 1812 土井　　果希(2) 出雲一中 17.17
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根 ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根

2 7 2141 松原　しほり(2) 河南中 15.04 2 5 1912 吾郷　　愛莉(1) 出雲二中 17.18
ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根 ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ 島根

3 6 2553 別所　　みゆ(1) 大社中 15.44 3 6 2711 須田　　彩蓉(2) 斐川西中 17.93
ｶｯﾀ ｻｷ 島根 ｷｼ ﾋﾗﾘ 島根

4 4 2516 勝田　　紗妃(2) 大社中 15.71 4 9 1941 岸　　ひらり(2) 出雲二中 18.38
ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根 ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根

5 8 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽中 16.39 5 4 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽中 19.01
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根 ﾔﾀ ﾕｳﾅ 島根

6 9 2421 福田　　巴菜(2) 向陽中 16.90 6 3 1945 矢田　　優奈(2) 出雲二中 20.80
ｶﾔ ｱﾔﾈ 島根 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 島根

7 3 2517 蚊屋　　彩音(2) 大社中 17.34 7 8 2017 五十嵐　七美(2) 出雲三中 21.13

3組 (風:0.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

1 5 1814 松井　　陽向(1) 出雲一中 18.12 1 2238 石橋　　望美(2) 浜山中 14.95 -0.1
ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

2 7 2712 中尾　　柚月(2) 斐川西中 18.97 2 2141 松原　しほり(2) 河南中 15.04 -0.1
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷ 島根 ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

3 6 2009 水谷　　　晶(2) 出雲三中 19.97 3 2553 別所　　みゆ(1) 大社中 15.44 -0.1
ﾌｸｼﾛ ｱｷ 島根 ｶｯﾀ ｻｷ 島根

4 9 2013 福代　　彩月(2) 出雲三中 20.27 4 2516 勝田　　紗妃(2) 大社中 15.71 -0.1
ｻｶﾅｶ ｱｶﾘ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

5 8 2121 坂中　　明莉(1) 河南中 20.60 5 2423 松浦　ひか莉(2) 向陽中 16.39 -0.1
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根

6 4 2714 清水　　遙夏(1) 斐川西中 21.35 6 2421 福田　　巴菜(2) 向陽中 16.90 -0.1
ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ 島根

7 1812 土井　　果希(2) 出雲一中 17.17 -0.6
ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根

8 1912 吾郷　　愛莉(1) 出雲二中 17.18 -0.6



中学1年女子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:25 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 6 平田中 2327 多久和　柚香(1) ﾀｸﾜ ﾕｽﾞｶ 54.22
(島根) 2317 玉木　　麻裕(1) ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ

2306 飯塚　万悠子(1) ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ
2310 大国　　千夏(1) ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ

2 7 出雲二中 1913 布野　　心美(1) ﾌﾉ ﾐﾐ 54.27
(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
1914 妹尾　　帆花(1) ｾﾉｵ ﾎﾉｶ

3 4 大社中 2556 渡部　　菜麻(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 54.90
(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

4 5 河南中 2111 内田　　　調(1) ｳﾁﾀﾞ ｼﾗﾍﾞ 55.88
(島根) 2112 小村　　果蓮(1) ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ

2120 小村　　実加(1) ｵﾑﾗ ﾐｶ
2116 金丸　　桜花(1) ｶﾈﾏﾙ ｵｳｶ

5 9 出雲三中 2057 村井　　　友(1) ﾑﾗｲ ﾕｳ 57.19
(島根) 2046 沖　　はるな(1) ｵｷ ﾊﾙﾅ

2045 藤原　　夏月(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ
2022 竹﨑　　泉未(1) ﾀｹｻﾞｷ ｲﾂﾞﾐ

6 8 浜山中 2245 三島　　衣綺(1) ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 57.45
(島根) 2246 石原　　　絢(1) ｲｼﾊﾗ ｱﾔ

2250 奥井　　菜央(1) ｵｸｲ ﾅｵ
2249 出羽　　杏華(1) ﾃﾞﾜ ｷｮｳｶ

7 2 向陽中 2431 荒木　ひなた(1) ｱﾗｷ ﾋﾅﾀ 57.48
(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
2437 松浦　　真由(1) ﾏﾂｳﾗ ﾏﾕ

8 3 斐川西中 2714 清水　　遙夏(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 59.35
(島根) 2717 神田マリアナ(1) ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘｱﾅ

2715 三島　　実咲(1) ﾐｼﾏ ﾐｻｷ
2716 古川　　奈々(1) ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ



中学1･2年女子4X100mR
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

11月3日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　2組

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 河南中 2147 吉田　　凪佐(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 51.91 1 8 斐川西中 2712 中尾　　柚月(2) ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 55.05
(島根) 2143 岸　　　美穏(2) ｷｼ ﾐｵﾝ (島根) 2711 須田　　彩蓉(2) ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ

2141 松原　しほり(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 2710 笹川　　樹里(2) ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ
2114 江角　　菜子(1) ｴｽﾐ ﾅｺ 2713 原　　　菜緒(1) ﾊﾗ ﾅｵ

2 7 浜山中A 2235 手島　　綺星(2) ﾃｼﾏ ｷﾎ 52.19 2 6 出雲一中 1819 園山　　琴音(1) ｿﾉﾔﾏ ｺﾄﾈ 56.17
(島根) 2238 石橋　　望美(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ (島根) 1812 土井　　果希(2) ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ

2233 太田　　咲葵(2) ｵｵﾀ ｻｷ 1820 速水　　結花(1) ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｲｶ
2234 竹田　　さち(2) ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 1814 松井　　陽向(1) ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ

3 8 向陽中A 2420 長岡　　芽依(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 53.14 5 9 平田中 2332 智原　愛咲海(1) ﾁﾊﾗ ｱｻﾐ 1:02.36

(島根) 2423 松浦　ひか莉(2) ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ (島根) 2309 和田　　心菜(1) ﾜﾀﾞｺｺﾅ
2421 福田　　巴菜(2) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 2307 玉木　　　純(1) ﾀﾏｷ ｷﾖﾗ
2425 三島　百合帆(2) ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 2319 山岡　　瑚子(2) ﾔﾏｵｶ ｺｺ

4 6 出雲三中 2017 五十嵐　七美(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 53.17 OP 7 向陽中B 2424 三島　　咲幸(2) ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 56.75
(島根) 2035 金山　　　葵(2) ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ (島根) 2422 福田　　理彩(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘｻ

2008 三成　　菜緒(2) ﾐﾅﾘ ﾅｵ 2419 佐藤　　有晏(2) ｻﾄｳ ﾕｳｱ
2036 吾郷　　雛乃(2) ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 2426 三宅　　萌唯(2) ﾐﾔｹ ﾒｲ

5 9 出雲二中 1943 大森　　美優(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 54.31 OP 5 浜山中B 2239 中尾　　陽琉(2) ﾅｶｵ ﾊﾙ 57.49
(島根) 1937 亀瀧　　愛海(2) ｶﾒﾀｷ ｱﾐ (島根) 2236 梶谷　　　咲(2) ｶｼﾞﾀﾆ ｻｷ

1942 伊藤　　咲乃(2) ｲﾄｳ ｻｷﾉ 2230 園山　　桜花(2) ｿﾉﾔﾏ ｻｸﾗ
1938 伊藤　瑠姫奈(2) ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 2232 矢田　菜々実(2) ﾔﾀ ﾅﾅﾐ

6 5 大社中 2520 餅川　明日華(2) ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ 56.75
(島根) 2516 勝田　　紗妃(2) ｶｯﾀ ｻｷ

2515 小川　　はな(2) ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ
2517 蚊屋　　彩音(2) ｶﾔ ｱﾔﾈ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 河南中 792 吉田　　凪佐(2) ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 51.91
(島根) 岸　　　美穏(2) ｷｼ ﾐｵﾝ

松原　しほり(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ
江角　　菜子(1) ｴｽﾐ ﾅｺ

2 浜山中A 801 手島　　綺星(2) ﾃｼﾏ ｷﾎ 52.19
(島根) 石橋　　望美(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ

太田　　咲葵(2) ｵｵﾀ ｻｷ
竹田　　さち(2) ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ

3 向陽中A 794 長岡　　芽依(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 53.14
(島根) 松浦　ひか莉(2) ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ

福田　　巴菜(2) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ
三島　百合帆(2) ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ

4 出雲三中 796 五十嵐　七美(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 53.17
(島根) 金山　　　葵(2) ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ

三成　　菜緒(2) ﾐﾅﾘ ﾅｵ
吾郷　　雛乃(2) ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ

5 出雲二中 797 大森　　美優(2) ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 54.31
(島根) 亀瀧　　愛海(2) ｶﾒﾀｷ ｱﾐ

伊藤　　咲乃(2) ｲﾄｳ ｻｷﾉ
伊藤　瑠姫奈(2) ｲﾄｳ ﾙｷﾅ

6 斐川西中 799 中尾　　柚月(2) ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 55.05
(島根) 須田　　彩蓉(2) ｽﾀﾞ ｲﾛﾊ

笹川　　樹里(2) ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ
原　　　菜緒(1) ﾊﾗ ﾅｵ

7 出雲一中 795 園山　　琴音(1) ｿﾉﾔﾏ ｺﾄﾈ 56.17
(島根) 土井　　果希(2) ﾄﾞｲ ｶﾉﾝ

速水　　結花(1) ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｲｶ
松井　　陽向(1) ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ

8 大社中 798 餅川　明日華(2) ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ 56.75
(島根) 勝田　　紗妃(2) ｶｯﾀ ｻｷ

小川　　はな(2) ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ
蚊屋　　彩音(2) ｶﾔ ｱﾔﾈ



中学1･2年女子走高跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  1m59     金山　　久美(出雲一中)                1987 11月3日 09:15 決　勝    

決　勝　

ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根 － － － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 5 2234 竹田　　さち(2) 浜山中 1m50
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 島根 － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 8 2515 小川　　はな(2) 大社中 1m45
ｶｯﾀ ｻｷ 島根 － － ○ ○ ○ × × ×

3 2 2516 勝田　　紗妃(2) 大社中 1m40
ﾃｼﾏ ｷﾎ 島根 － ○ × ○ ○ ○ × × ×

4 19 2235 手島　　綺星(2) 浜山中 1m40
ｴｽﾐ ﾅｺ 島根 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

5 11 2114 江角　　菜子(1) 河南中 1m40
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘｱﾅ 島根 ○ × ○ ○ × × ×

6 15 2717 神田マリアナ(1) 斐川西中 1m30
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根 － × ○ ○ × × ×

6 18 2147 吉田　　凪佐(2) 河南中 1m30
ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾐ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

8 10 2017 五十嵐　七美(2) 出雲三中 1m30
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙｶ 島根 × ○ × ○ × × ×

9 9 1944 川上　　　遥(2) 出雲二中 1m25
ｻﾄｳ ﾕｳｱ 島根 × × ○ × ○ × × ×

10 1 2419 佐藤　　有晏(2) 向陽中 1m25
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 島根 × ○ × × ×

11 3 2045 藤原　　夏月(1) 出雲三中 1m20
ｲﾄｳ ﾙｷﾅ 島根 × ○ × × ×

11 13 1938 伊藤　瑠姫奈(2) 出雲二中 1m20
ﾔﾏｵｶ ｺｺ 島根 × ○ × × ×

11 16 2319 山岡　　瑚子(2) 平田中 1m20
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 島根 × × ○ × × ×

14 12 2716 古川　　奈々(1) 斐川西中 1m20
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅ 島根 × × ○ × × ×

14 14 2421 福田　　巴菜(2) 向陽中 1m20
ｱﾗｷ ﾋﾅﾀ 島根 × × ×

6 2431 荒木　ひなた(1) 向陽中 NM
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵﾅ 島根 × × ×

7 2029 宮本　梨桜菜(2) 出雲三中 NM
ﾀﾏｷ ｷﾖﾗ 島根 × × ×

17 2307 玉木　　　純(1) 平田中 NM
ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ 島根

4 1943 大森　　美優(2) 出雲二中 DNS

1m53
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学1･2年女子走幅跳
審 判 長：鎌田　満文

記録主任：河村　靖宏

大会記録(GR)                  5m47     宮田　　星乃(大社中)                  2016 11月3日 12:00 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

ｵｵﾀ ｻｷ 島根 4m72 × 4m85 4m85 8 4m90 4m84 4m81 4m90
1 11 2233 太田　　咲葵(2) 浜山中 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根 4m60 × 4m59 4m60 7 4m72 4m66 4m71 4m72
2 7 2008 三成　　菜緒(2) 出雲三中 +0.2 0.0 +0.2 -0.3 0.0 -0.4 -0.3

ﾓﾘﾓﾄ ﾊｽﾐ 島根 4m49 4m41 4m26 4m49 6 4m27 × 4m32 4m49
3 1 2439 森本　　芙泉(1) 向陽中 0.0 +1.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0

ｲｶﾜ ﾅﾅﾊ 島根 4m41 4m31 4m32 4m41 5 4m41 4m43 4m17 4m43
4 5 2557 井川　　七葉(1) 大社中 +0.3 +0.5 0.0 +0.3 -1.0 0.0 +0.3 0.0

ｲﾄｳ ｻｷﾉ 島根 4m16 4m35 4m32 4m35 4 4m15 4m08 4m36 4m36
5 4 1942 伊藤　　咲乃(2) 出雲二中 +0.3 +0.4 0.0 +0.4 -0.9 -0.2 0.0 0.0

ﾐｼﾏ ﾕﾘﾎ 島根 4m15 3m97 4m18 4m18 2 3m82 3m93 4m31 4m31
6 19 2425 三島　百合帆(2) 向陽中 +0.8 +0.3 0.0 0.0 -0.5 -0.6 0.0 0.0

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｲ 島根 4m30 4m10 4m02 4m30 3 × 4m13 3m99 4m30
7 6 2023 安田　　美唯(2) 出雲三中 +0.3 +0.4 0.0 +0.3 0.0 0.0 +0.3

ﾌｸﾀﾞ ﾘｻ 島根 4m04 4m13 4m14 4m14 1 4m07 4m26 4m00 4m26
8 12 2422 福田　　理彩(2) 向陽中 0.0 +0.3 0.0 0.0 -0.4 -0.2 0.0 -0.2

ｵｵﾉ ﾘｮｳ 島根 × 4m07 3m86 4m07 4m07
9 14 1922 大野　　　涼(1) 出雲二中 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 島根 4m02 3m62 3m99 4m02 4m02
10 10 2556 渡部　　菜麻(1) 大社中 +0.4 +0.8 0.0 +0.4 +0.4

ﾌﾉ ﾐﾐ 島根 3m72 3m92 3m83 3m92 3m92
11 3 1913 布野　　心美(1) 出雲二中 +0.2 +0.4 0.0 +0.4 +0.4

ｵｷ ﾊﾙﾅ 島根 3m87 3m77 3m80 3m87 3m87
12 16 2046 沖　　はるな(1) 出雲三中 +0.9 +0.4 0.0 +0.9 +0.9

ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｲｶ 島根 3m77 3m70 3m78 3m78 3m78
13 15 1820 速水　　結花(1) 出雲一中 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾊﾗ ﾅｵ 島根 × 3m10 3m63 3m63 3m63
14 2 2713 原　　　菜緒(1) 斐川西中 +0.6 0.0 0.0 0.0

ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根 3m40 3m04 3m52 3m52 3m52
15 9 2710 笹川　　樹里(2) 斐川西中 +0.5 +0.3 0.0 0.0 0.0

ｿﾉﾔﾏ ｺﾄﾈ 島根 3m49 3m24 3m42 3m49 3m49
16 18 1819 園山　　琴音(1) 出雲一中 +0.9 +0.3 0.0 +0.9 +0.9

ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 島根 × 3m48 3m18 3m48 3m48
17 13 2715 三島　　実咲(1) 斐川西中 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾁﾊﾗ ｱｻﾐ 島根 3m34 3m01 3m23 3m34 3m34
18 17 2332 智原　愛咲海(1) 平田中 +1.1 +0.2 0.0 +1.1 +1.1

ﾖｼｵｶ ｻｷ 島根 2m60 2m89 2m76 2m89 2m89
19 8 2113 吉岡　　紗希(1) 河南中 0.0 +0.4 0.0 +0.4 +0.4
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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

ﾊﾗ ﾅｵ 島根

1 21 2713 原　　　菜緒(1) 斐川西中 9m63 9m34 10m06 10m06 8 × 10m26 10m43 10m43

ﾀｶﾐ ﾙﾘｺ 島根

2 8 2146 高見　瑠里子(2) 河南中 × 9m65 8m31 9m65 7 × 10m00 10m38 10m38

ｶﾒﾀｷ ｱﾐ 島根

3 20 1937 亀瀧　　愛海(2) 出雲二中 9m29 × × 9m29 6 8m64 10m25 9m82 10m25

ﾁﾉﾐ ﾕｲﾎ 島根

4 11 2020 知野見　結星(2) 出雲三中 × 9m00 9m04 9m04 3 8m72 7m92 9m38 9m38

ｶﾉｳ ﾅﾅﾐ 島根

5 6 1940 加納　　七海(2) 出雲二中 8m06 9m19 8m76 9m19 5 × 8m26 8m27 9m19

ｱｺﾞｳ ﾆﾅ 島根

6 7 2144 吾郷　　虹菜(2) 河南中 × × 9m16 9m16 4 8m83 × 9m14 9m16

ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ 島根

7 15 1939 勝部　　心響(2) 出雲二中 7m90 8m14 7m10 8m14 2 7m92 6m67 8m01 8m14

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 島根

8 9 2248 安田　　円佳(1) 浜山中 7m66 7m34 7m30 7m66 1 7m65 7m70 7m94 7m94

ﾌｸｼﾛ ｱｷ 島根

9 4 2013 福代　　彩月(2) 出雲三中 7m55 6m73 7m57 7m57 7m57

ﾓﾁｶﾜ ｱｽｶ 島根

10 10 2520 餅川　明日華(2) 大社中 6m86 7m30 6m51 7m30 7m30

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ 島根

11 16 2237 松原　　真波(2) 浜山中 6m90 × 6m93 6m93 6m93

ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ 島根

12 14 2306 飯塚　万悠子(1) 平田中 6m69 6m12 6m88 6m88 6m88

ﾏﾂｳﾗ ｺﾄ 島根

13 19 2555 松浦　　紅都(1) 大社中 6m26 6m57 6m34 6m57 6m57

ﾀｸﾜ ﾕｽﾞｶ 島根

14 18 2327 多久和　柚香(1) 平田中 6m36 5m67 6m33 6m36 6m36

ﾐﾔｹ ﾒｲ 島根

15 3 2426 三宅　　萌唯(2) 向陽中 6m12 5m52 5m18 6m12 6m12

ｻｶｲ ﾘﾏ 島根

16 5 2025 坂井　　里磨(2) 出雲三中 5m10 5m58 5m80 5m80 5m80

ﾐｼﾏ ｻﾕｷ 島根

17 1 2424 三島　　咲幸(2) 向陽中 5m57 5m75 5m79 5m79 5m79

ｶﾜｾ ﾘﾎ 島根

18 17 2433 河瀬　　莉歩(1) 向陽中 5m67 5m34 5m74 5m74 5m74

ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ 島根

19 2 2712 中尾　　柚月(2) 斐川西中 × 4m76 5m33 5m33 5m33

ｵｸｲ ﾋﾅ 島根

12 2554 奥井　　陽菜(1) 大社中 DNS
ｵﾑﾗ ｶﾚﾝ 島根

13 2112 小村　　果蓮(1) 河南中 DNS

凡例  DNS:欠場


