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【男子決勝一覧】
日付 種目

斉藤　樹(03)(3) 10.93 門谷　昇星(02)(3) 10.99 勝田　築(99)(3) 11.02 渡部　翔(03)(3) 11.11 林　頼人(00)(2) 11.13 田中　塁(00)(2) 11.17 門脇　優作(89) 11.28 阿川　公希(99)(3) 11.28
島根・開星高 島根・開星高 島根・早稲田大 島根・松江商高 島根・岡山商科大 島根・九州大 島根・松江NGC 島根・慶應義塾大
石原　秀真(99)(3) 21.88(+0.3) 中隠居　一輝(98)(4) 22.08(+0.3) 福田　亮太(01)(1) 22.42(+0.3) 久代　逸心(02)(3) 22.68(-0.1) 西尾　心虎(03)(2) 22.73(-0.3) 福田　翼(03)(2) 22.75(-0.3) 阿川　公希(99)(3) 22.86(-2.6) 大久保　飛悠(02)(3) 23.30(-0.1)
島根・島根県立大 島根・福岡大 島根・岡山商科大 島根・松江西高 島根・大社高 島根・大社高 島根・慶應義塾大 島根・松江工高
田中　塁(00)(2) 48.15 松浦　大雅(02)(3) 48.85 石原　秀真(99)(3) 48.95 久代　逸心(02)(3) 49.65 森田　光典(03)(3) 49.70 飛田　陸(03)(3) 50.60 山根　悠介(03)(2) 50.84 南木　涼(02)(3) 51.28
島根・九州大 島根・開星高 島根・島根県立大 島根・松江西高 島根・松江高専 島根・開星高 島根・松江北高 島根・大社高
黒石　隆博(04)(2) 2:01.23 山岡　竜也(00) 2:03.21 原　尚樹(98) 2:04.40 金川　岳史(03)(2) 2:05.62 新井　伊織(04)(1) 2:07.64 川本　周(04)(1) 2:08.58 須田　智貴(04)(1) 2:09.28 野津　朋生(04)(1) 2:12.51
島根・石見智翠館高 島根・松江NGC 島根・松江市陸協 島根・大社高 島根・矢上高 島根・出雲高 島根・松江北高 島根・隠岐高
千原　康大(95) 4:03.87 園山　健太(93) 4:04.42 河北　竜治(96)(M2) 4:04.46 松崎　寧生(04)(2) 4:04.75 中嶋　宏海(94) 4:08.39 毛利　林太郎(02)(3) 4:10.32 小林　遼太郎(99) 4:11.02 竹内　達也(96) 4:12.17
島根・ホシザキ 島根・島根ＡＣ 島根・広島大 島根・開星高 島根・隠岐郡陸協 島根・明誠高 島根・ホシザキ 島根・松江市陸協
河北　竜治(96)(M2) 14:56.09 山本　啓補(95) 15:03.21 尾林　恒星(03)(2) 15:16.48 深谷　慧(94) 15:18.15 園山　健太(93) 15:20.66 竹内　達也(96) 15:22.49 志食　隆希(03)(2) 15:26.85 勝部　遼(02)(3) 15:34.75
島根・広島大 島根・ホシザキ 島根・平田高 島根・島根ＡＣ 島根・島根ＡＣ 島根・松江市陸協 島根・平田高 島根・明誠高
堀　汐音(03)(3) 15.37 山本　俊介(03)(2) 15.60 外野　晴琉(04)(1) 15.87 藤岡　哲也(00)(2) 15.98 園山　天志(03)(2) 16.04 森木　大翔(04)(1) 18.08
島根・大社高 島根・大社高 島根・出雲高 島根・横浜国立大 島根・開星高 島根・大社高
田中　塁(00)(2) 52.57 藤岡　哲也(00)(2) 54.47 山根　悠介(03)(2) 55.51 南木　涼(02)(3) 55.99 森田　光典(03)(3) 56.53 新田　貴也(02)(3) 58.55 金子　敬志(80) 58.76 外野　晴琉(04)(1) 1:01.73
島根・九州大 島根・横浜国立大 島根・松江北高 島根・大社高 島根・松江高専 島根・出雲農林高 島根・ＴｅａｍＯＪＣ 島根・出雲高
河北　竜治(96)(M2) 9:46.95 松本　晃史(82) 10:18.32 大庭　一心(05)(1) 10:18.47 朝倉　大貴(98)(4) 10:28.81 野津　侑輝(88) 10:32.64 中尾　歩夢(03)(2) 10:42.78 安部　典眞(02)(3) 10:54.48 平岡　七斗(03)(2) 11:05.74
島根・広島大 島根・Teamムカパラ 島根・益田東高 島根・広島修道大 島根・島根ＡＣ 島根・出雲高 島根・開星高 島根・明誠高
安部　暖人(02)(3) 23:23.27 末田　優人(02)(3) 25:56.35 吉迫　大成(05)(1) 25:59.31 塚田　楓也(04)(1) 29:56.02
島根・島根中央高 島根・明誠高 島根・島根中央高 島根・島根中央高
開星高 41.11 大社高B 42.38 大社高A 42.57 明誠高 42.60 松江NGC 42.81 出雲農林高 44.58 出雲高A 44.60 松江工高 45.23
飛田　陸(03)(3) GR 西尾　心虎(03)(2) 広瀬　陸(02)(3) 豊田　亮介(02)(3) 廣瀬　晴海(94) 中尾　英志(02)(3) 三島　聡太(04)(1) 井上　夏樹(03)(2)
門谷　昇星(02)(3) 永岡　勇次郎(03)(2) 堀　汐音(03)(3) 千代延　源太(02)(3) 門脇　優作(89) 嘉本　悠利(03)(3) 福庭　泰佑(03)(2) 大久保　飛悠(02)(3)
斉藤　樹(03)(3) 福田　翼(03)(2) 大矢　峻輔(02)(3) 畑野　幸介(02)(3) 安部　雄一郎(86) 新田　貴也(02)(3) 川上　翔也(03)(2) 小林　憂亜(03)(2)
松浦　大雅(02)(3) 高野　翔大(03)(2) 南木　涼(02)(3) 吉地　颯太(03)(2) 永瀬　陽大(95) 磯田　勇人(03)(2) 外野　晴琉(04)(1) 山﨑　夏輝(02)(3)
開星高 3:21.35 大社高B 3:24.17 出雲高A 3:38.06 平田高 3:38.40 出雲農林高 3:38.59 矢上高 3:40.69 出雲高B 3:41.25 明誠高 3:46.90
飛田　陸(03)(3) 中尾　彪聖(03)(2) 福庭　泰佑(03)(2) 多納　大智(03)(2) 磯田　勇人(03)(2) 官澤　麻成斗(04)(1) 川本　周(04)(1) 沖田　悠翔(03)(2)
松浦　大雅(02)(3) 永岡　勇次郎(03)(2) 三島　聡太(04)(1) 北村　泰一(03)(2) 嘉本　悠利(03)(3) 新井　伊織(04)(1) 鐘築　識(04)(1) 山本　涼太(03)(2)
門谷　昇星(02)(3) 西尾　心虎(03)(2) 外野　晴琉(04)(1) 景山　樹(03)(2) 中尾　英志(02)(3) 的場　尋(05)(1) 宮嵜　夢太(04)(1) 垰田　仁輝(04)(1)
斉藤　樹(03)(3) 福田　翼(03)(2) 川上　翔也(03)(2) 岩浅　圭介(03)(2) 新田　貴也(02)(3) 新井　裕太(04)(1) 石倉　泰樹(03)(2) 越野　天馬(05)(1)
鳥屋尾　優介(03)(3) 2m01 坂野　亮次(96) 1m90 荻野　　龍平(92) 1m90 松本　善幸(97) 1m80 泉　颯人(04)(2) 1m80 中川　碧志(04)(1) 1m75
島根・大社高 島根・ＴｅａｍＯＪＣ 島根・出雲市陸協 島根・松江市陸協 島根・石見智翠館高 島根・松江西高

嘉本　悠利(03)(3) 1m80 宮村　彪芽(04)(1) 1m75
島根・出雲農林高 島根・明誠高

尾﨑　将矢(03)(2) 4m40 米山　瑛人(03)(2) 4m20 山岡　大晟(03)(3) 4m10 吉川　優斗(03)(3) 4m00 土江　真翔(04)(1) 4m00 山﨑　友大(03)(3) 3m80 矢野　成唯(04)(1) 3m40
島根・大社高 島根・大社高 島根・松江高専 島根・三刀屋高 島根・大社高 島根・開星高 島根・松江農林高

増原　永人(05)(1) 3m80
島根・大社高

永岡　勇次郎(03)(2) 7m22(+1.0) 豊田　亮介(02)(3) 7m09(+0.6) 福田　翼(03)(2) 6m99(+1.0) 広瀬　陸(02)(3) 6m80(+1.9) 須藤　広征(04)(1) 6m64(+1.6) 千代延　源太(02)(3) 6m61(+1.6) 川上　翔也(03)(2) 6m35(+1.7) 和田　悠良(03)(2) 6m16(+0.7)
島根・大社高 島根・明誠高 島根・大社高 島根・大社高 島根・石見智翠館高 島根・明誠高 島根・出雲高 島根・大田高
永岡　勇次郎(03)(2) 14m43(+0.4) 坂本　裕亮(85) 14m40(+2.3) 広瀬　陸(02)(3) 13m30(+0.2) 磯田　勇人(03)(2) 13m21(+1.5) 三好　真尋(00)(2) 12m88(+1.8)
島根・大社高 島根・ＳＵＮＳ ＡＣ *F4 島根・大社高 島根・出雲農林高 島根・九州大

公認14m22(+1.3)

坂本　竜一(95) 37m20
島根・BMAC
松田　堯(88) 54m94 富田　陸斗(03)(3) 44m79 野田　嘉彦(74) 25m98
島根・BMAC 島根・松江工高 島根・ＴｅａｍＯＪＣ
山根　卓也(89) 54m23 大畑　瑞照(99)(3) 53m95 山野　優介(93) 51m19 大屋　颯太(04)(2) 49m55 山野　健太(85) 47m15 本間　怜緒(03)(2) 46m36 嘉藤　和真(03)(2) 45m77 三原　友大(04)(1) 43m93
島根・BMAC 島根・東海大 島根・BMAC 島根・石見智翠館高 島根・BMAC 島根・出雲商高 島根・松江北高 島根・大社高
若竹　葵礼(04)(1) 9:03.65 田原　匠真(04)(1) 9:07.38 佐々木　一哲(04)(1) 9:07.97 岩成　陽(04)(1) 9:14.63 加藤　蒼吾(05)(1) 9:27.21 吉迫　大成(05)(1) 9:55.51 藤林　昂也(04)(1) 9:56.21 長谷川　広大(04)(1) 10:09.55
島根・開星高 島根・平田高 島根・平田高 島根・平田高 島根・平田高 島根・島根中央高 島根・明誠高 島根・明誠高
三原　友大(04)(1) 11m34 青木　竜斗(03)(2) 11m08 三上　純真(04)(1) 9m78 安田　博人(04)(1) 9m63 本間　怜緒(03)(2) 8m98 勝部　侑輝(03)(2) 8m49 藤原　悠真(04)(1) 5m99
島根・大社高 島根・明誠高 島根・島根中央高 島根・大社高 島根・出雲商高 島根・松江西高 島根・松江工高
富田　陸斗(03)(3) 40m13 山之内　武威(03)(2) 37m67 安田　博人(04)(1) 28m10 勝部　侑輝(03)(2) 22m06
島根・松江工高 島根・大社高 島根・大社高 島根・松江西高
富田　陸斗(03)(3) 54m68 山之内　武威(03)(2) 37m06 藤江　梨旺(03)(2) 31m67 藤原　悠真(04)(1) 11m31
島根・松江工高 島根・大社高 島根・大社高 島根・松江工高

凡例  GR:大会記録

第74回島根陸上競技選手権大会 【20320001】 
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月18日
 男子100m 

風：-0.5

7月19日  男子200m

7月18日  男子400m

7月19日  男子800m

7月18日  男子1500m

7月19日  男子5000m

7月18日
 男子110mH(1.067m) 

風：-0.4

7月19日  男子400mH(0.914m)

7月19日  男子3000mSC(0.914m)

7月18日  男子5000mW

7月19日  男子4X100mR

7月19日  男子4X400mR

7月18日  男子走幅跳

7月19日  男子三段跳

7月19日  男子走高跳

7月18日  男子棒高跳

7月18日  男子円盤投(2.000kg)

7月18日  男子ハンマー投(7.260kg)

7月19日  男子やり投(800g)

7月19日 OP高校男子3000m

7月19日 OP高校男子砲丸投(6.000kg)

7月18日 OP高校男子円盤投(1.750kg)

7月18日
OP高校男子ハンマー投

(6.000kg)
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【女子決勝一覧】
森山　凜(02)(3) 12.46 福本　智帆(04)(1) 12.93 内部　百笑(03)(2) 12.98 金子　継(04)(1) 13.01 村上　玉藻(04)(1) 13.03 藤原　珠稀(02)(3) 13.14 大崎　琴葉(04)(1) 13.18 角橋　花南(03)(2) 13.38
島根・明誠高 島根・大社高 島根・明誠高 島根・矢上高 島根・明誠高 島根・大社高 島根・明誠高 島根・松江北高
持田　かのん(03)(2) 25.55(-0.8) 藤原　珠稀(02)(3) 26.35(-0.8) 松村　愛(03)(2) 26.41(-0.8) 山尾　美来(04)(2) 26.58(-0.8) 金子　継(04)(1) 26.78(-0.8) 榊原　そら(05)(1) 26.83(-0.8) 端本　千夏(02)(3) 26.91(-0.4) 増村　小雪(04)(1) 27.30(-0.4)
島根・松江北高 島根・大社高 島根・大社高 島根・明誠高 島根・矢上高 島根・石見智翠館高 島根・大社高 島根・明誠高
持田　かのん(03)(2) 58.36 日原　穂乃花(03)(2) 59.49 宮原　日菜(04)(2) 1:00.78 松村　愛(03)(2) 1:00.91 増原　帆花(03)(2) 1:05.25 官澤　ひなの(03)(2) 1:06.77 日高　知伽(04)(1) 1:08.91
島根・松江北高 島根・明誠高 島根・開星高 島根・大社高 島根・出雲高 島根・明誠高 島根・矢上高
渡部　鈴夏(02)(3) 2:15.37 日原　穂乃花(03)(2) 2:25.54 宮原　日菜(04)(2) 2:27.92 小笠原　彩乃(03)(2) 2:33.08 淺原　琉那(05)(1) 2:34.96 原　成美(03)(2) 2:35.00 作間　華絵(04)(1) 2:43.72 玉木　千遥(03)(2) 2:56.23
島根・開星高 島根・明誠高 島根・開星高 島根・松江北高 島根・益田東高 島根・平田高 島根・益田東高 島根・出雲高
今岡　英莉南(02)(3) 4:50.81 小笠原　彩乃(03)(2) 4:59.32 戸津川　有愛(04)(2) 4:59.74 石田　紗愛(03)(2) 5:01.52 淺原　琉那(05)(1) 5:16.99 小山　亜美(04)(2) 5:17.25 加武　美咲(03)(2) 5:20.57 川上　小雪(03)(2) 5:21.37
島根・益田東高 島根・松江北高 島根・益田東高 島根・益田東高 島根・益田東高 島根・大東高 島根・大東高 島根・松江南高
松原　のどか(03)(2) 10:05.02 今岡　宥莉香(02)(3) 10:10.54 来間　美月(03)(2) 10:13.06 今岡　英莉南(02)(3) 10:17.54 福間　涼子(02)(3) 10:26.17 石田　紗愛(03)(2) 10:58.62 戸津川　有愛(04)(2) 11:06.81 青木　愛葉(04)(1) 11:09.87
島根・平田高 島根・平田高 島根・平田高 島根・益田東高 島根・平田高 島根・益田東高 島根・益田東高 島根・平田高
福本　智帆(04)(1) 15.58 松本　春佳(04)(1) 16.40 上木　杏香音(03)(2) 16.71 中村　寧々(03)(2) 17.13 錦織　玲菜(03)(2) 17.70 藤原　未歩(03)(2) 18.34 代　悠乃(05)(1) 18.45 須田　葵(04)(1) 18.76
島根・大社高 島根・出雲高 島根・矢上高 島根・大社高 島根・開星高 島根・横田高 島根・松江農林高 島根・平田高
松本　春佳(04)(1) 1:08.22 錦織　玲菜(03)(2) 1:12.09 上木　杏香音(03)(2) 1:12.84 阿川　水希(03)(2) 1:14.97
島根・出雲高 島根・開星高 島根・矢上高 島根・出雲高
明誠高 48.26 松江北高 49.64 大社高A 49.73 大社高B 50.25 矢上高 51.98 出雲高 54.54 出雲商高 55.92 横田高 56.05
村上　玉藻(04)(1) GR 角橋　花南(03)(2) 藤原　珠稀(02)(3) 井田　瑠杏(03)(2) 森脇　千智(04)(1) 松本　春佳(04)(1) 飯塚　楽姫(05)(1) 谷口　愛音(03)(2)
森山　凜(02)(3) 持田　かのん(03)(2) 端本　千夏(02)(3) 福本　智帆(04)(1) 上木　杏香音(03)(2) 増原　帆花(03)(2) 荒川　桜来(04)(2) 藤原　未歩(03)(2)
山尾　美来(04)(2) 三浦　かおり(03)(2) 松浦　千春(02)(3) 中村　寧々(03)(2) 金子　継(04)(1) 阿川　水希(03)(2) 安食　侑来(05)(1) 安部　未来(04)(1)
内部　百笑(03)(2) 志村　南(03)(2) 五嶋　美月(02)(3) 松村　愛(03)(2) 日高　知伽(04)(1) 玉木　千遥(03)(2) 高田　咲羽(04)(1) 若槻　歩美(04)(1)
大社高A 3:59.98 開星高 4:03.83 明誠高 4:08.58 大社高B 4:11.03 矢上高 4:16.62 松江北高 4:16.94 出雲高 4:29.41
藤原　珠稀(02)(3) 錦織　玲菜(03)(2) 官澤　ひなの(03)(2) 中村　寧々(03)(2) 上木　杏香音(03)(2) 志村　南(03)(2) 増原　帆花(03)(2)
松浦　千春(02)(3) 宮原　日菜(04)(2) 山尾　美来(04)(2) 福本　智帆(04)(1) 森脇　千智(04)(1) 持田　かのん(03)(2) 松本　春佳(04)(1)
端本　千夏(02)(3) 日野山　未羽(03)(2) 齋藤　友結(05)(1) 井田　瑠杏(03)(2) 金子　継(04)(1) 角橋　花南(03)(2) 阿川　水希(03)(2)
五嶋　美月(02)(3) 渡部　鈴夏(02)(3) 日原　穂乃花(03)(2) 松村　愛(03)(2) 日高　知伽(04)(1) 小笠原　彩乃(03)(2) 玉木　千遥(03)(2)
森脇　千智(04)(1) 1m58 三浦　かおり(03)(2) 1m55 渡部　海帆(96)(M2) 1m55 米原　美洸(03)(2) 1m45
島根・矢上高 島根・松江北高 島根・筑波大 島根・大社高

藤江　莉菜(04)(1) 1m45
島根・大社高

五嶋　美月(02)(3) 3m50 朝木　翔子(02)(3) 2m70 古谷　花鈴(03)(2) 2m40 上原　佑月(03)(2) 2m20 澤田　聖菜(05)(1) 1m90
島根・大社高 島根・松江農林高 島根・大社高 島根・大社高 島根・大社高
野口　月華(03)(2) 5m37(+1.2) 山本　彩花(04)(1) 5m31(+1.7) 井田　瑠杏(03)(2) 5m14(0.0) 村上　玉藻(04)(1) 5m12(-0.1) 大崎　琴葉(04)(1) 4m92(-0.9) 原　心海(04)(2) 4m90(+1.3) 大賀　るる(04)(1) 4m81(+1.7) 安部　未来(04)(1) 4m37(+1.2)
島根・島根中央高 島根・大社高 島根・大社高 島根・明誠高 島根・明誠高 島根・出雲農林高 島根・大社高 島根・横田高
野口　月華(03)(2) 11m41(+1.2) 松浦　千春(02)(3) 11m15(0.0) 原　心海(04)(2) 10m38(+0.1) 北村　未来(03)(2) 10m04(+0.7)
島根・島根中央高 島根・大社高 島根・出雲農林高 島根・大社高
尾添　和奏(02)(3) 11m47 植木　恵美里(05)(1) 10m04 佐野　陽菜(04)(1) 9m45 吉村　由唯(04)(1) 7m89 三浦　彩華(04)(2) 6m99 玉木　咲良(04)(1) 6m45
島根・明誠高 島根・大社高 島根・松江工高 島根・明誠高 島根・松江農林高 島根・松江工高
牛尾　結香(02)(3) 38m29 佐野　陽菜(04)(1) 31m74 吉岡　野々実(03)(2) 24m80 植木　恵美里(05)(1) 22m55 玉木　咲良(04)(1) 19m90 谷口　愛音(03)(2) 19m11 三浦　彩華(04)(2) 18m22 常盤　実沙(03)(2) 16m96
島根・大社高 島根・松江工高 島根・明誠高 島根・大社高 島根・松江工高 島根・横田高 島根・松江農林高 島根・大東高
佐野　陽菜(04)(1) 41m58 牛尾　結香(02)(3) 39m76 玉木　咲良(04)(1) 23m24
島根・松江工高 島根・大社高 島根・松江工高
湯本　真未(03)(2) 32m10 荒川　桜来(04)(2) 30m50 田村　朱里(04)(2) 24m35 葉山　珠羽(03)(2) 23m93 増原　帆花(03)(2) 19m15 谷口　愛音(03)(2) 19m11
島根・開星高 島根・出雲商高 島根・松江農林高 島根・大東高 島根・出雲高 島根・横田高

凡例  GR:大会記録 *F4:４回目が公認最高

7月18日
 女子100m 

風：-0.4

7月19日  女子200m

7月18日  女子400m

7月19日  女子800m

7月18日  女子1500m

7月19日  OP女子3000m

7月18日
 女子100mH(0.838m) 

風：0.0

7月19日  女子400mH(0.762m)

7月19日  女子4X100mR

7月19日  女子4X400mR

7月18日  女子走高跳

7月18日  女子棒高跳

7月18日  女子走幅跳

7月19日  女子三段跳

7月19日  女子やり投(600g)

7月19日  女子砲丸投(4.000kg)

7月18日  女子円盤投(1.000kg)

7月18日  女子ハンマー投(4.000kg)


