
P. 1

成相  龍人(3) 島大附属
ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ
藤本  隆司(3) 益田中
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ
宇田川  優心(3) 仁多中
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ
藤原  琉成(3) 仁多中
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ
久保  陽向(3) 益田中
ｸﾎﾞ  ﾋﾅﾀ
枝木  蓮(2) 湖南中
ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ
山本  陸斗(3) 益田･横田
ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｸﾄ
布野  新太郎(3) 河南中
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

川上　流矢(2) 浜山中
ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ
小林  大悟(3) 瑞穂中
ｺﾊﾞﾔｼﾀﾞｲｺﾞ
千葉  太元(3) 島大附属
ﾁﾊﾞ ﾀｲｹﾞﾝ
石橋  直明(3) 益田･横田
ｲｼﾊﾞｼ  ﾅｵｱｷ
田村  累斗(2) 瑞穂中
ﾀﾑﾗﾙｲﾄ
豊田  流星(2) 益田東中
ﾄﾖﾀ ﾗﾑﾄ
青木  亮太(2) 浜田一中
ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ
大場  涼雅(2) 江津中
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ

石橋  明士(1) 出雲一中
ｲｼﾊﾞｼ  ﾒｲｼﾞ
沼田  都福(2) 金城中
ﾇﾏﾀ ｸﾆﾄｼ
三浦  瑠維(3) 浜田四中
ﾐｳﾗ ﾙｲ
田中  悠貴(3) 浜田三中
ﾀﾅｶ  ﾕｳｷ
山本  蒼生(3) 浜田三中
ﾔﾏﾓﾄ  ｱｵｲ
河野  啓輔(2) 江津中
ｺｳﾉ ｹｲｽｹ
岩﨑  鵬春(3) 出雲三中
ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ
木村  桜大(2) 日原中
ｷﾑﾗ ｵｳﾀ

中川  海都(2) 浜田二中
ﾅｶｶﾞﾜ  ｶｲﾄ
畑野  颯太(3) 大田一中
ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ
甚田  和也(2) 川本中
ｼﾞﾝﾀ  ｶｽﾞﾔ
飯田  光(2) 川本中
ｲｲﾀﾞ  ﾋｶﾙ
山根  靖葵(1) 平田中
ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ
福田  拳大(2) 日原中
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀﾞｲ
岡本  晃一(2) 浜田一中
ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ

中村  晴和(1) 浜田四中
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ
前田  琉空(2) 金城中
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ
高橋  昇大(1) 平田中
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ
大野  良輔(2) 大田一中
ｵｵﾉ ﾘｮｳｽｹ
藤井  凌雅(2) 浜田二中
ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳｶﾞ
須田  教介(3) 斐川東中
ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

5  3911       13.58

6  4901       14.09

7  2665

2  5107       15.15

3  5555       13.77

4  2327       13.52

8  4808       13.34

 5組 開始予定時刻 11:59
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

5  5717       12.92

6  2343       13.08

7  7212       13.26

2  4900       13.23

3  3923       13.00

4  5719       12.78

 4組 開始予定時刻 11:59
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

7  2025       12.64

8  7211       12.62

4  5052       12.50

5  5055       12.49

6  4524       12.56

1  1847       12.74

2  5553       12.63

3  5106       12.51

 3組 開始予定時刻 11:50
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

7  4804       12.34

8  4522       12.41

4  6605       12.00

5  5922       12.16

6  6327       12.26

1  2248       12.47

2  5918       12.28

3  1162       12.19

 2組 開始予定時刻 11:50
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

7  6615       11.80

8  2143       11.90

4  3787       11.13

5  6207       11.58

6   808       11.66

1  1165       11.91

2  6209       11.80

3  3790       11.62

スタートリスト  JO中学男子      １００ｍ   1R　5組     

 1組 開始予定時刻 11:50
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

_______________________________________________________________________________________________________________________



宇田川  優心(3) 仁多中
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ
石橋  直明(3) 益田･横田
ｲｼﾊﾞｼ  ﾅｵｱｷ
久保  陽向(3) 益田中
ｸﾎﾞ  ﾋﾅﾀ
藤原  琉成(3) 仁多中
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ
髙杉  元也(2) 六日市中
ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾄﾔ
永田  裕暉(3) 出雲三中
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ
木村  桜大(2) 日原中
ｷﾑﾗ ｵｳﾀ

石原  由章(2) 平田中
ｲｼﾊﾗ  ﾖｼｱｷ
伊藤  昌直(3) 川本中
ｲﾄｳ  ﾏｻﾅｵ
三浦  瑠維(3) 浜田四中
ﾐｳﾗ ﾙｲ
田村  累斗(2) 瑞穂中
ﾀﾑﾗﾙｲﾄ
小林  大悟(3) 瑞穂中
ｺﾊﾞﾔｼﾀﾞｲｺﾞ
畑野  颯太(3) 大田一中
ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ

大場  聖也(1) 江津中
ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ
大野  良輔(2) 大田一中
ｵｵﾉ ﾘｮｳｽｹ
中川  海都(2) 浜田二中
ﾅｶｶﾞﾜ  ｶｲﾄ
沼田  都福(2) 金城中
ﾇﾏﾀ ｸﾆﾄｼ
豊田  流星(2) 益田東中
ﾄﾖﾀ ﾗﾑﾄ
横手  祥(2) 江津中
ﾖｺﾃ ｼｮｳ

佐々木  大起(1) 浜田二中
ｻｻｷ  ﾀﾞｲｷ
藤林  恵大(1) 弥栄中
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
岩原  連咲浪(1) 浜田一中
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾝｼﾞﾛｳ
川上　流矢(2) 浜山中
ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ
渡邊  陽斗(1) 川本中
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾙﾄ
大達  龍仁(1) 浜田一中
ｵｵﾀﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞﾝ

7  4813

4  4812

5  2248

2  4912

3  5408

6  5729

 4組 開始予定時刻 13:54
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

7  4527       30.70

4  4900       27.04

5  5553       26.91

2  4529       32.00

3  3911       27.55

6  6327       27.25

 3組 開始予定時刻 13:54
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

6  5918       25.75

7  3923       26.30

4  5106       25.66

5  5922       25.43

組-順位
2  2308       26.00

3  5752       25.95

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

8  7211       25.41

 2組 開始予定時刻 13:54

6  7004       23.98

7  2045       24.91

5  3787       22.49

組-順位
2  3790       24.38

3  6605       24.00

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

スタートリスト  JO中学男子  ２００ｍ 　4組        

 1組 開始予定時刻 13:54

4  6207       22.96



藤本  隆司(3) 益田中
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ
江角  陸(3) 向陽中
ｴｽﾐ ﾘｸ
小村  凌久(3) 平田中
ｵﾑﾗ ﾘｸ
木村  拓斗(3) 瑞穂中
ｷﾑﾗﾀｸﾄ
伊藤  昌直(3) 川本中
ｲﾄｳ  ﾏｻﾅｵ

貫里  一生(3) 瑞穂中
ﾇｲｻﾞﾄｲｯｾｲ
河野  啓輔(2) 江津中
ｺｳﾉ ｹｲｽｹ
曽田    陽斗(2) 浜山中
ｿﾀ  ﾊﾙﾄ
藤林  恵大(1) 弥栄中
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
小片  李希(2) 平田中
ｵｶﾞﾀ ﾘｷ

重岡  幸能(3) 益田中
ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ
髙杉  元也(2) 六日市中
ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾄﾔ
布野  新太郎(3) 河南中
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ
栗栖  利玖(3) 金城中
ｸﾘｽ ﾘｸ
森田  那生(3) 瑞穂中
ﾓﾘﾀﾅｵ
安部  晄生(3) 川本中
ｱﾍﾞ  ｺｳｷ
久保  陽生(3) 益田東中
ｸﾎﾞ ﾊﾙｷ

平川  龍志(3) 瑞穂中
ﾋﾗｶﾜﾘｭｳｼ
古賀  優希(2) 金城中
ｺｶﾞ ﾕｳｷ
周藤  成輝(2) 平田中
ｽﾄｳ ﾅﾙｷ
倉橋  克幸(2) 川本中
ｸﾗﾊｼ  ｶﾂﾕｷ
伊藤  楓冴(2) 斐川東中
ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ
三藤  真樹(1) 平田中
ﾐﾄｳ ﾏｻｷ

6  2610

7  2313

4  2312     2:26.54

5  5718

2  5920     2:44.41

3  5552     2:35.00

 2組 開始予定時刻 14:50
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

7  5751     2:18.15

8  6344     2:20.00

5  5532     2:14.00

6  5916     2:18.00

3  7004     2:09.08

4  2143     2:02.60

参考記録 組-順位
2  6208     2:14.13

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名

スタートリスト  JO中学男子    ８００ｍ   2組    

 1組 開始予定時刻 14:50

7  2307

5  2249     1:00.35

6  5408     1:04.40

4  4524     1:00.28

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位
3  5919     1:08.70

 2組 開始予定時刻 15:19

5  2340       56.00

6  5917       56.82

7  5752       58.68

スタートリスト  JO中学男子      ４００ｍ      2組

 1組 開始予定時刻 15:19

4  2411       56.39

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位
3  6210       56.84



高野  創(2) 河南中
ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ
岡    真優(2) 平田中
ｵｶ ﾏﾋﾛ
伊藤  楓冴(2) 斐川東中
ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ
市山  温輝(2) 瑞穂中
ｲﾁﾔﾏﾊﾙｷ
若菅  哲兵(2) 江津中
ﾜｶｽｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
河原  栄太(2) 平田中
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｴｲﾀ
栗栖  利玖(3) 金城中
ｸﾘｽ ﾘｸ
森田  那生(3) 瑞穂中
ﾓﾘﾀﾅｵ
門脇  孟毅(3) 河南中
ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ
安部  晄生(3) 川本中
ｱﾍﾞ  ｺｳｷ
石飛　翔悟(2) 浜山中
ｲｼﾄﾋﾞ  ｼｮｳｺﾞ
奥本  勝海(1) 知夫中
ｵｸﾓﾄ ｶﾂﾐ
金高  新(3) 弥栄中
ｶﾈﾀｶ ﾊｼﾞﾒ
打田　直輝(3) 浜山中
ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ
倉橋  克幸(2) 川本中
ｸﾗﾊｼ  ｶﾂﾕｷ
阿妻  光秀(2) 金城中
ｱﾂﾞﾏ ﾐﾂﾋﾃﾞ
山根  想大(1) 出雲二中
ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ
白根  悠斗(1) 浜田二中
ｼﾗﾈ  ﾕｳﾄ
重岡  幸能(3) 益田中
ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ
大場  赤樫(1) 浜田一中
ｵｵﾊﾞ ｱｶｶﾞｼ
登尾  春之介(1) 弥栄中
ﾉﾎﾞﾘｵ ｼｭﾝﾉｽｹ
勝部  心温(1) 出雲二中
ｶﾂﾍﾞ ｼｵﾝ
山本  智礼(1) 江津中
ﾔﾏﾓﾄ  ﾄﾓﾉﾘ
山根  陽希(1) 浜田一中
ﾔﾏﾈ ﾊﾙｷ

23  4532     4:55.61

24  4810     4:51.09

21  5406

22  1936     5:09.80

19  6208     5:08.30

20  4811     5:03.75

17  1935     5:26.02

18  4913     5:13.50

15  5718     4:58.62

16  5551     4:56.00

13  5401     4:49.02

14  2240     4:48.40

11  2251     4:25.18

12  7700     4:43.79

9  2134     4:28.50

10  5751     4:24.02

7  5532     4:33.00

8  5916     4:15.79

5  4534     4:44.98

6  2311     4:39.52

4  5921     4:35.89

組-順位
1  2111     4:35.00

2  2350     4:46.68

ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

スタートリスト  JO中学男子      １５００ｍ        

開始予定時刻 13:28

3  2610     4:47.53



吉永  夏正(2) 日原中
ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏｻ
宮村  優獅(2) 浜田二中
ﾐﾔﾑﾗ  ﾕｳｼ
岡本  真大(3) 金城中
ｵｶﾓﾄ ﾏﾋﾛ
黒見  紘大(3) 浜田三中
ｸﾛﾐ  ｺｳﾀﾞｲ
近藤  直(2) 浜田一中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ
多納  輝(3) 平田中
ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ
小谷  春輝(3) 浜田三中
ｺﾀﾆ  ﾊﾙｷ
池ﾉ迫  蒼介(2) 浜田一中
ｲｹﾉｻｺ ｿｳｽｹ
原    優貴(2) 平田中
ﾊﾗ  ﾕｳｷ
伊藤  凪沙(3) 河南中
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ
福間  健太(2) 河南中
ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ
市山  温輝(2) 瑞穂中
ｲﾁﾔﾏﾊﾙｷ
藤原　涼火(2) 浜山中
ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾘｮｳｶ

錦織  俊介(2) 斐川東中
ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ
坂根  唯真(2) 江津中
ｻｶﾈ ﾕｲﾏ
福田  拳大(2) 日原中
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀﾞｲ
今岡  幸己(3) 河南中
ｲﾏｵｶ ｺｳｷ
上田  康生(3) 石見中
ｳｴﾀﾞ  ｺｳｾｲ

6  2141       15.91

7  6104       15.69

4  4526       19.32

5  7212       20.71

参考記録 組-順位
3  2615       18.97

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名

スタートリスト  JO中学男子   １１０ｍＨ(0.914m) 　1R       

 1組 開始予定時刻 11:05

13  2257    10:38.15

11  2117     9:46.50

12  5921     9:41.58

9  2315

10  2138     9:46.14

7  5053    10:34.06

8  4805    11:06.46

5  4806    11:22.69

6  2355

3  5531    11:20.00

4  5059    10:00.99

2  4902

ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位
1  7213    10:45.00

スタートリスト  JO中学男子      ３０００ｍ      

開始予定時刻 10:00



岡本  輝生(2) 江津中
ｵｶﾓﾄ ｷｵ
原田  大輝(1) 瑞穂中
ﾊﾗﾀﾞﾀｲｷ
髙橋  希良(2) 江津中
ﾀｶﾊｼ ｷﾗ
田中  悠貴(3) 浜田三中
ﾀﾅｶ  ﾕｳｷ
山岡  みなみ(2) 平田中
ﾔﾏｵｶ ﾐﾅﾐ

斉野  滝叶(2) 河南中
ｻｲﾉ ﾀｷﾄ
片岡  賢晴(2) 平田中
ｶﾀｵｶ ｹﾝｾｲ
小川  翔(3) 浜田東中
ｵｶﾞﾜ ｶｹﾙ
高見  京依(3) 河南中
ﾀｶﾐ ｷｮｳｲ

大谷  拓也(1) 江津中
ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾔ
飯田  光(2) 川本中
ｲｲﾀﾞ  ﾋｶﾙ
日野山  蒔音(1) 川本中
ﾋﾉﾔﾏ  ｼｵﾝ
細川  晴喜(1) 益田中
ﾎｿｶﾜ ﾊﾙｷ
石橋  大輔(1) 瑞穂中
ｲｼﾊﾞｼﾀﾞｲｽｹ
山本  優(2) 江津中
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
福間  秞絆(2) 斐川東中
ﾌｸﾏ ﾕｳｷ
大庭  伊織(1) 日原中
ｵｵﾊﾞ ｲｵﾘ
日高  啓(2) 瑞穂中
ﾋﾀﾞｶｹｲ
渡部  展路(2) 平田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ
南場　翔太(3) 浜山中
ﾅﾝﾊﾞ  ｼｮｳﾀ
須田  教介(3) 斐川東中
ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
石橋  明士(1) 出雲一中
ｲｼﾊﾞｼ  ﾒｲｼﾞ
山本  陸斗(3) 益田･横田
ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｸﾄ
道前  佑史朗(2) 平田中
ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｼﾞﾛｳ
山本  蒼生(3) 浜田三中
ﾔﾏﾓﾄ  ｱｵｲ
曽田　凰靖(3) 浜山中
ｿﾀ ｺｳｾｲ
上田  康生(3) 石見中
ｳｴﾀﾞ  ｺｳｾｲ

17  2235        5.50

18  6104        5.95

15  2310        5.12

16  5055        6.20

13  1847        5.10

14  6615        5.50

11  2238        5.17

12  2665        5.51

9  5927        4.30

10  2314        5.50

7  2619        4.98

8  7214        4.03

5  5923        4.47

6  4525        4.57

3  5728        3.11

4  6213

1  4533        3.70

2  5717        4.64

開始予定時刻 12:30
試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

4  2135        3.00

スタートリスト  JO中学男子      走幅跳     

2  2342

3  5225        2.20

参考記録 組-順位
1  2115        3.00

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名

スタートリスト  JO中学男子      棒高跳      

開始予定時刻 10:00

5  2339        1.45

1  4528        1.35

3  4523        1.45

4  5052        1.75

2  5925        1.25

スタートリスト  JO中学男子      走高跳       

開始予定時刻 13:30
試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位



曽田  陽軌(1) 平田中
ｿﾀ ﾊﾙｷ
藤井  侑真(1) 益田東中
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾏ
長瀨  広樹(2) 弥栄中
ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｷ
安永  拓磨(1) 浜田四中
ﾔｽﾅｶﾞ ﾀｸﾏ
三沢  洋人(2) 浜田一中
ﾐｻﾜ ﾋﾛﾄ
多原  航汰(3) 浜田四中
ﾀﾊﾞﾗ ｺｳﾀ
大場  涼雅(2) 江津中
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ
坂本  琉太(3) 向陽中
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ
大久保  泰伽(3) 日原中
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ
石田  大晴(3) 益田東中
ｲｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ
金沢  夢輝(2) 出雲一中
ｶﾅｻﾞﾜ  ﾕｽﾞｷ
春日　悠利(3) 浜山中
ｶｽｶﾞ  ﾕｳﾘ

11  1822       10.31

12  2237       10.62

9  7226       11.22

10  6321       10.93

7  4522        8.53

8  2413        9.83

5  4807        7.50

6  5105        9.35

3  5404        5.93

4  5108        5.65

2  6332        4.82

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位
1  2326

スタートリスト  JO中学男子   砲丸投 (5.000kg)    

開始予定時刻 12:00



金沢  俐輝(3) 出雲一中
ｶﾅｻﾞﾜ  ﾘｷ
牛尾  壮太(2) 浜田一中
ｳｼｵ ｿｳﾀ
高橋  快仁(2) 平田中
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ
桑原  大輝(2) 平田中
ｸﾜﾊﾗ  ﾀﾞｲｷ

金沢  俐輝(3) 出雲一中
ｶﾅｻﾞﾜ  ﾘｷ
高橋  快仁(2) 平田中
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ
桑原  大輝(2) 平田中
ｸﾜﾊﾗ  ﾀﾞｲｷ
牛尾  壮太(2) 浜田一中
ｳｼｵ ｿｳﾀ

桑原  大輝(2) 平田中
ｸﾜﾊﾗ  ﾀﾞｲｷ
牛尾  壮太(2) 浜田一中
ｳｼｵ ｿｳﾀ
金沢  俐輝(3) 出雲一中
ｶﾅｻﾞﾜ  ﾘｷ
高橋  快仁(2) 平田中
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

スタートリスト  JO中学男子４種  １１０ｍＨ(0.914m)  

開始予定時刻 11:00

1

2

スタートリスト  JO中学男子４種  砲丸投 (4.000kg) 

開始予定時刻 12:00

参考記録 組-順位
3  1811

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名

4  4803

5  2309

6  2316

スタートリスト  JO中学男子４種  走高跳      

開始予定時刻 13:30
試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

2  2309

1  1811

4  4803

3  2316

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位
 2316

4  2309

 4803

3  1811



長岡  芽依(3) 向陽中
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ
玉木  麻裕(2) 平田中
ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ
野田  一葉(2) 瑞穂中
ﾉﾀﾞﾋﾄﾊ
岸    美穏(3) 河南中
ｷｼ ﾐｵﾝ
石橋　望美(3) 浜山中
ｲｼﾊﾞｼ  ﾉｿﾞﾐ
佐々木  美晴(3) 川本中
ｻｻｷ  ﾐﾊﾙ
畑    心海(2) 出雲二中
ﾊﾀ ｺｺﾐ
石原　　絢(2) 浜山中
ｲｼﾊﾗ  ｱﾔ

森  花凜(3) 金城中
ﾓﾘ ｶﾘﾝ
高橋  直子(3) 益田中
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ
江角  和華(1) 河南中
ｴｽﾐ ﾜｶ
原田  奈茄(3) 瑞穂中
ﾊﾗﾀﾞﾅﾅ
八澤  蒼空(2) 仁多中
ﾔｻﾜ ｿﾗ
市川  佳歩(1) 益田東中
ｲﾁｶﾜ ｶﾎ
齋藤  楓季(1) 日原中
ｻｲﾄｳ ﾌｷ
澤井  千夏(3) 益田東中
ｻﾜｲ  ﾁﾅﾂ

幸田  由菜(3) 大田一中
ｺｳﾀ ﾕﾅ
竹田  えりか(3) 金城中
ﾀｹﾀﾞ ｴﾘｶ
溝端  夏海(2) 浜田三中
ﾐｿﾞﾊﾞﾀ  ﾅﾂﾐ
横路  楓(2) 江津中
ﾖｺﾛ ｶｴﾃﾞ
上田  遥妃(3) 弥栄中
ｳｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
千部  ほのみ(2) 弥栄中
ｾﾝﾌﾞ ﾎﾉﾐ
鎌田  瑚雪(2) 浜田二中
ｶﾏﾀﾞ  ｺﾕｷ
久保  ことね(1) 浜田一中
ｸﾎﾞ ｺﾄﾈ

三浦  亜華梨(2) 浜田四中
ﾐｳﾗ ｱｶﾘ
齋藤  ひなた(2) 浜田一中
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ
小川  真依(1) 浜田東中
ｵｶﾞﾜ ﾏｲ
河瀬  真央(1) 平田中
ｶﾜｾ ﾏｵ
宮村  陽女花(2) 江津中
ﾐﾔﾑﾗ ﾋﾒｶ
加川  愛唯(1) 向陽中
ｶｶﾞﾜ ｱｲ
多久和  理央(2) 斐川東中
ﾀｸﾜ ﾘｵ

スタートリスト  JO中学女子   １００ｍ   1R  4組    

 1組 開始予定時刻 11:20

3  5917       12.99

4  2143       12.93

組-順位
1  2413       13.20

2  2317       13.14

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

7  1917       13.12

8  2246       13.48

5  2238       12.80

6  5707       13.10

 2組 開始予定時刻 11:20
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

3  2122       13.52

4  5912       13.49

組-順位
1  5543       14.12

2  6233       14.04

7  7219       14.03

8  6324       14.23

5  3766       13.45

6  6333       13.87

 3組 開始予定時刻 11:20
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

3  5033       14.26

4  4547       14.29

組-順位
1  3925       14.80

2  5542       14.50

7  4912       14.83

8  4801       14.84

5  5401       14.44

6  5402       14.65

 4組 開始予定時刻 11:20
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

4  5226       14.85

5  2315       14.94

組-順位
2  5104       15.32

3  4817       15.03

8  2610

6  4548       15.04

7  2432



石原　　絢(2) 浜山中
ｲｼﾊﾗ  ｱﾔ
原田  奈茄(3) 瑞穂中
ﾊﾗﾀﾞﾅﾅ
岸    美穏(3) 河南中
ｷｼ ﾐｵﾝ
金山   葵(3) 出雲三中
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ
野田  一葉(2) 瑞穂中
ﾉﾀﾞﾋﾄﾊ
飯塚  万悠子(2) 平田中
ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ
長岡  芽依(3) 向陽中
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ
田中  萌香(1) 河南中
ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ

三浦  亜華梨(2) 浜田四中
ﾐｳﾗ ｱｶﾘ
柴田  涼香(1) 金城中
ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ
齋藤  楓季(1) 日原中
ｻｲﾄｳ ﾌｷ
平石  留唯(3) 大田一中
ﾋﾗｲｼ ﾙｲ
河野  もも(2) 金城中
ｺｳﾉ ﾓﾓ
小林  真矢(2) 浜田一中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ
高橋  直子(3) 益田中
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ
官澤  麻央(2) 浜田一中
ｶﾝｻﾞﾜ ﾏｵ

妹尾  帆花(2) 出雲二中
ｾﾉｵ ﾎﾉｶ
小村  実加(2) 河南中
ｵﾑﾗ ﾐｶ
大場  梛(3) 浜田一中
ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ
今岡  真佑(3) 河南中
ｲﾏｵｶ ﾏﾕ
森山  紗仁美(3) 向陽中
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ
淺田  結衣(2) 江津中
ｱｻﾀﾞ ﾕｲ
多久和  陽菜(3) 向陽中
ﾀｸﾜ ﾋﾅ
山尾  美月(3) 浜田四中
ﾔﾏｵ ﾐﾂﾞｷ

齋藤    桃(3) 益田中
ｻｲﾄｳ ﾓﾓ
片岡  あおば(1) 金城中
ｶﾀｵｶ ｱｵﾊﾞ
城納  真由(2) 川本中
ｼﾞｮｳﾉｳ  ﾏﾕ
布野  里海(2) 出雲二中
ﾌﾉ ﾘﾐ
日高  心羽(1) 瑞穂中
ﾋﾀﾞｶﾐｳ
小笠原  遥(2) 瑞穂中
ｵｶﾞｻﾜﾗﾊﾙｶ
三代  和果(2) 大田一中
ﾐｼﾛ ﾜｶ

岩野  紅杏(2) 浜田一中
ｲﾜﾉ ｶﾅﾝ
中島  未空(1) 日原中
ﾅｶｼﾏ ﾐｸ
盆子原  実久(2) 江津中
ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾐｸ
山本  衣舞(1) 平田中
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞ
松川  寧心(1) 金城中
ﾏﾂｶﾜ ﾈﾈ
安食  真緒(1) 平田中
ｱｼﾞｷ ﾏｵ
嘉藤  杏(2) 斐川東中
ｶﾄｳ ｱﾝ

スタートリスト  JO中学女子      ２００ｍ     2組      

 1組 開始予定時刻 13:40

3  2143       27.05

4  2035       26.87

組-順位
1  2246       28.83

2  5913       28.20

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

7  2413       28.29

8  2129       28.80

5  5917       26.87

6  2306       28.00

 2組 開始予定時刻 13:40
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

1  5105       33.00

2  5522       30.60

5  5562       29.80

6  4814       30.46

3  7219       29.36

4  3920       29.41

スタートリスト  JO中学女子   ８００ｍ    3組     

 1組 開始予定時刻 14:30

7  6233       30.36

8  4820

3  4811     2:25.29

4  2142     2:19.42

組-順位
1  1914     2:30.34

2  2120     2:27.52

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

7  2420     2:29.58

8  5102     2:30.30

5  2421     2:23.96

6  4545     2:25.86

 2組 開始予定時刻 14:30
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

4  5708     2:33.08

5  1921     2:33.22

組-順位
2  6232     2:36.83

3  5520     2:34.00

8  3926     2:40.70

 3組 開始予定時刻 14:30

6  5920     2:35.44

7  5915     2:37.68

4  4546     2:43.55

5  2326     2:53.84

組-順位
2  4816     3:11.20

3  7221     3:00.73

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

8  2612

6  5524     3:05.00

7  2311     3:12.33



門脇  花音(3) 向陽中
ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ
川瀨  晴愛(3) 平田中
ｶﾜｾ ﾊﾅ
中田  希実(3) 浜田三中
ﾅｶﾀ  ﾉｿﾞﾐ
三代  和果(2) 大田一中
ﾐｼﾛ ﾜｶ
小笠原  遥(2) 瑞穂中
ｵｶﾞｻﾜﾗﾊﾙｶ
今岡  真佑(3) 河南中
ｲﾏｵｶ ﾏﾕ
奥本  菜瑠海(3) 知夫中
ｵｸﾓﾄ ﾅﾙﾐ
森山  紗仁美(3) 向陽中
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ
和田  心菜(2) 平田中
ﾜﾀﾞｺｺﾅ
伊藤  瑠姫奈(3) 出雲二中
ｲﾄｳ ﾙｷﾅ
小村  実加(2) 河南中
ｵﾑﾗ ﾐｶ
片岡  花(3) 金城中
ｶﾀｵｶ ﾊﾅ
竹田  さくら(1) 金城中
ﾀｹﾀﾞ ｻｸﾗ
嘉藤  杏(2) 斐川東中
ｶﾄｳ ｱﾝ
三明  愛果(1) 浜田一中
ﾐｱｹ ｱｲｶ
遠藤  愛実(2) 浜田一中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ
石田  萌笑(3) 益田東中
ｲｼﾀﾞ ﾓｴ

金子  映(1) 瑞穂中
ｶﾈｺﾊﾕﾙ
城納  真由(2) 川本中
ｼﾞｮｳﾉｳ  ﾏﾕ
石橋　望美(3) 浜山中
ｲｼﾊﾞｼ  ﾉｿﾞﾐ
松原  しほり(3) 河南中
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ
松浦  ひか莉(3) 向陽中
ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ
古和  聖菜(1) 浜田一中
ｺﾜ ｾﾅ

金築  佳穂(1) 平田中
ｶﾈﾂｷ ｶﾎ
幸田  由菜(3) 大田一中
ｺｳﾀ ﾕﾅ
時耕  悠(2) 浜田一中
ﾄｯｺｳ ﾊﾙ
横路  楓(2) 江津中
ﾖｺﾛ ｶｴﾃﾞ
多久和  理央(2) 斐川東中
ﾀｸﾜ ﾘｵ

スタートリスト  JO中学女子      １５００ｍ    

開始予定時刻 12:45
組-順位

1  2419     4:52.91

2  2316     5:19.58

ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

5  5915     5:20.36

6  2142     4:45.83

3  5030     5:05.62

4  3926     5:25.5 

9  2309     5:49.37

10  1938

7  7700     4:48.36

8  2421     4:55.32

13  5523     5:07.00

14  2612     5:29.68

11  2120     5:02.78

12  5541     5:25.00

17  6322     5:00.19

スタートリスト  JO中学女子 １００ｍＨ(0.762m)  1R 2組      

15  4802     5:19.70

16  4818     5:58.18

2  5918       17.26

3  5708       17.20

 1組 開始予定時刻 10:45
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

6  2411       15.07

7  4803       17.57

4  2238       14.50

5  2141       14.47

 2組 開始予定時刻 10:45
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

3  2314

4  3925       19.2 

7  2610

5  4815       18.66

6  4547       18.79



横山  雅乃(2) 弥栄中
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔﾉ
中島  未空(1) 日原中
ﾅｶｼﾏ ﾐｸ
矢田  陽菜乃(1) 平田中
ﾔﾀ ﾋﾅﾉ
出店  優花(2) 瑞穂中
ﾃﾞﾐｾﾕｳｶ
大森  美優(3) 出雲二中
ｵｵﾓﾘ  ﾐﾕ
沖田  侑来(3) 瑞穂中
ｵｷﾀﾕﾗ
池田  紗季(3) 松江二中
ｲｹﾀﾞ ｻｷ
竹田　さち(3) 浜山中
ﾀｹﾀﾞ  ｻﾁ

村上  空菜(2) 日原中
ﾑﾗｶﾐ ｿﾅ
生間  咲那(1) 平田中
ｲｸﾏ ｻｷﾅ
平石  留唯(3) 大田一中
ﾋﾗｲｼ ﾙｲ
原    綾音(1) 平田中
ﾊﾗ ｱﾔﾈ
宮村  陽女花(2) 江津中
ﾐﾔﾑﾗ ﾋﾒｶ
中原  紗奈(1) 瑞穂中
ﾅｶﾊﾗｻﾅ
大野    涼(2) 出雲二中
ｵｵﾉ ﾘｮｳ
山本  美祐(1) 河南中
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
佐々木  悠里(2) 浜田一中
ｻｻｷ ﾕｳﾘ
佐々木  美晴(3) 川本中
ｻｻｷ  ﾐﾊﾙ
八澤  蒼空(2) 仁多中
ﾔｻﾜ ｿﾗ
溝端  夏海(2) 浜田三中
ﾐｿﾞﾊﾞﾀ  ﾅﾂﾐ
中野  花美(1) 浜田一中
ﾅｶﾉ ﾊﾅﾐ
太田　咲葵(3) 浜山中
ｵｵﾀ  ｻｷ

スタートリスト  JO中学女子      走高跳          

開始予定時刻 11:30
組-順位

1  5404        1.30

2  7221        1.20

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

5  1943        1.35

6  5911        1.45

3  2320

4  5916        1.38

スタートリスト  JO中学女子      走幅跳         

開始予定時刻 10:20

7   607        1.58

8  2234        1.55

組-順位
1  7211        3.44

2  2312

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

5  4548        4.05

6  5919        4.42

3  3920        3.72

4  2325

9  4813        4.71

10  5707        4.69

7  1922        4.44

8  2125        3.85

13  4800        4.46

14  2233        5.14

11  3766        4.83

12  5033        4.97



多久和  柚香(2) 平田中
ﾀｸﾜ ﾕｽﾞｶ
柳井  奈瑞菜(2) 益田東中
ﾔﾅｲ ﾅｽﾞﾅ
塚本  麻友(1) 日原中
ﾂｶﾓﾄ ﾏﾕ
杉原  葵(3) 大田一中
ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｲ
千部  ほのか(2) 弥栄中
ｾﾝﾌﾞ ﾎﾉｶ
長嶺  花音(1) 日原中
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶﾉﾝ
多久和  心(1) 向陽中
ﾀｸﾜ ｺｺﾛ
上杉  椛晄乃(2) 益田東中
ｳｴｽｷﾞ ﾓｱﾅ
佐藤  実羽音(1) 平田中
ｻﾄｳ ﾐﾊﾈ
茶円  桐子(2) 浜田一中
ﾁｬｴﾝ ｷﾘｺ
三浦  亜優(3) 瑞穂中
ﾐｳﾗｱﾕ
加納  七海(3) 出雲二中
ｶﾉｳ ﾅﾅﾐ
沖田  侑来(3) 瑞穂中
ｵｷﾀﾕﾗ
亀瀧  愛海(3) 出雲二中
ｶﾒﾀｷ ｱﾐ
安田　円佳(2) 浜山中
ﾔｽﾀﾞ  ﾏﾄﾞｶ

スタートリスト  JO中学女子    砲丸投(2.721kg)           

開始予定時刻 13:30

2  6332        7.19

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位
1  2327        6.36

3  7220        4.95

4  3923        7.70

5  5403        6.62

6  7223        7.68

7  2436        5.96

8  6325        7.24

9  2322

10  4819        6.08

11  5914        9.11

12  1940        9.24

15  2248       10.49

13  5911        8.02

14  1937       11.28



大国  千夏(2) 平田中
ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ
𠮷田  凪佐(3) 河南中
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｷﾞｻ
吾郷  愛莉(2) 出雲二中
ｱｺﾞｳ  ｱｲﾘ
伊藤  綺華(1) 平田中
ｲﾄｳ ｱﾔｶ
江角  菜子(2) 河南中
ｴｽﾐ ﾅｺ

𠮷田  凪佐(3) 河南中
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｷﾞｻ
吾郷  愛莉(2) 出雲二中
ｱｺﾞｳ  ｱｲﾘ
江角  菜子(2) 河南中
ｴｽﾐ ﾅｺ
大国  千夏(2) 平田中
ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ
伊藤  綺華(1) 平田中
ｲﾄｳ ｱﾔｶ

𠮷田  凪佐(3) 河南中
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｷﾞｻ
吾郷  愛莉(2) 出雲二中
ｱｺﾞｳ  ｱｲﾘ
伊藤  綺華(1) 平田中
ｲﾄｳ ｱﾔｶ
江角  菜子(2) 河南中
ｴｽﾐ ﾅｺ
大国  千夏(2) 平田中
ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ

スタートリスト  JO中学女子４種  １００ｍＨ (0.762m)  

開始予定時刻 10:40
組-順位

3  2310

4  2147

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録

7  2114

スタートリスト  JO中学女子４種  走高跳    

5  1912

6  2313

開始予定時刻 11:30
試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

1  2147

2  1912

5  2313

スタートリスト  JO中学女子４種  砲丸投 (2.721kg)    

3  2114

4  2310

開始予定時刻 13:30
試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 事由 氏  名 所属団体名 参考記録 組-順位

1  2147

2  1912

5  2310

3  2313

4  2114


