
一般高校中学男子3000m

島根県記録(PR)             8:19.80     大谷　康太(島根・山梨学院大)          2005

島根県高校記録(HPR)        8:23.91     多久和　能広(島根・平田高)        　　2016

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(島根・仁多中)              2004 12月12日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｼﾞｴ ﾋｶﾙ ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ

1 2247 藤江　　　輝(2) 浜山中 1 1097 田中　　賢一 松江市陸協
ｿﾀ ﾊﾙﾄ ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ

2 2249 曽田　　陽斗(2) 浜山中 2 1350 三賀森　智哉 松江市陸協
ﾐﾊﾗ ｶｲﾘ ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ

3 2126 三原　　海璃(1) 河南中 3 2251 石飛　　翔悟(2) 浜山中
ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ

4 2124 行武　　直弘(1) 河南中 4 2117 福間　　健太(2) 河南中
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶ ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ

5 2257 藤原　　涼火(2) 浜山中 5 2138 伊藤　　凪沙(3) 河南中
ﾆｼｺｵﾘ ﾄｱ ｲﾜｻｷ ｷﾗﾄ

6 2421 錦織　　翔愛(1) 向陽中 6 2113 岩﨑　　輝翔(2) 河南中
ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ

7 2256 竹田　　壱成(2) 浜山中 7 2116 冨岡　　成望(2) 河南中
ﾓﾘ ｹｲﾀ ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ

8 2128 森　　　慶太(1) 河南中 8 23 藤林　　昂也(1) 明誠高
ｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

9 3794 石原　　里海(2) 仁多中 9 22 長谷川　広大(1) 明誠高
ｷｼ ﾀｶｼ ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ

10 1004 岸　　　孝史 西ノ島RC 10 2111 高野　　　創(2) 河南中
ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ ﾀﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ

11 2612 岡田　　拓真(2) 斐川東中 11 2136 田原　　結翔(3) 河南中
ﾔｵ ﾘｮｳｾｲ ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ

12 2216 八尾　　亮政(1) 浜山中 12 2610 伊藤　　楓冴(2) 斐川東中
ﾃﾗﾆｼ ﾘｸ ｲﾜﾅﾘ ｱﾕﾑ

13 2211 寺西　　　陸(1) 浜山中 13 2432 岩成　　　歩(2) 向陽中
ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ

14 3797 藤田　　康佑(2) 仁多中 14 523 出川　　育夢(1) 開星高
ｽﾔﾏ ﾊﾙﾔ ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ

15 3792 陶山　　陽也(2) 仁多中 15 2013 井戸　琥太郎(1) 出雲三中
ｶﾈﾂｷ ﾘｽﾞｷ ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ

16 2000 金築　　璃樹(2) 出雲三中 16 1278 福田　　彰久 チームタスキ

ｶｷﾀ ﾘｸﾄ ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ

17 2120 柿田　　陸斗(1) 河南中 17 2119 布野　幹太郎(1) 河南中
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ ﾄﾔ ｿｳﾀ

18 2010 中島　　涼太(1) 出雲三中 18 3796 鳥谷　　颯太(2) 仁多中
ｶﾈﾂｷ ﾕｳｱ ﾌｼﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ

19 2029 金築　　湧晏(1) 出雲三中 19 1062 藤原　　栄司 雲南市陸協
ﾐﾅﾘ ﾖｳｽｹ ｵｶｻﾞｷ ｱｻﾋ

20 2023 三成　　陽介(1) 出雲三中 20 2096 岡崎　　朝飛(2) 出雲三中
ｽﾄｳ ｶﾝﾀ

21 2631 周藤　　寛大(1) 斐川東中
ﾐｽﾞ ｱﾕﾑ

22 352 水　　　歩夢(2) 出雲北陵高
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ

23 322 藤井　　亮太(2) 浜田商高
ｲﾏﾀﾆ ﾘｭｳﾔ

24 773 今谷　　竜也(1) 浜田商高



一般高校中学男子3000m

島根県記録(PR)             8:19.80     大谷　康太(島根・山梨学院大)          2005

島根県高校記録(HPR)        8:23.91     多久和　能広(島根・平田高)        　　2016

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(島根・仁多中)              2004 12月12日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ

1 1088 竹内　　達也 松江市陸協 1
ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2 239 三上　　純平(2) 平田高 2
ﾅｵﾗ ｾｲﾔ

3 223 直良　　聖也(3) 平田高 3
ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ

4 226 尾林　　恒星(2) 平田高 4
ﾊﾏﾑﾗ ﾕｳｾｲ

5 15 濱村　　祐成(2) 明誠高 5
ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀ

6 236 福島　　康太(2) 平田高 6
ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ

7 633 佐々木　一哲(1) 平田高 7
ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ

8 632 加藤　　蒼梧(1) 平田高 8
ｻﾉ ﾋﾛﾄ

9 634 佐野　　泰斗(1) 平田高
ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ

10 635 田原　　匠真(1) 平田高
ｲﾜﾅﾘ ﾊﾙ

11 631 岩成　　　陽(1) 平田高
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ

12 1280 村上　　貴亮 チームタスキ

ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ

13 231 志食　　隆希(2) 平田高
ﾋﾗｵｶ ﾅﾅﾄ

14 16 平岡　　七斗(2) 明誠高
ﾌﾉ ﾏｻﾔ

15 238 布野　　雅也(2) 平田高
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

16 1189 川本　　乃輔 松江市陸協
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

17 1018 藤原　　　誠 奥出雲体協
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

18 2143 布野　新太郎(3) 河南中
ﾌﾉ ﾏｻｼ

19 1208 布野　　雅士 出雲消防
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ

20 639 佐藤　　大輝(1) 松江西高



一般高校男子5000m

島根県記録(PR)            13:44.07     三代　直樹(島根・順天堂大)            1998

島根県高校記録(HPR)       14:08.86     大浜　洋平(島根・開星高)              1995 12月12日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ ｲﾄｳ ｱｵｲ

1 570 多原　　大和(1) 出雲工高 1 214 伊藤　　蒼唯(2) 出雲工高
ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ

2 7-1785 高塚　　　稜(2) 島根大 2 1073 田部　　幹也 ホシザキ
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

3 571 松浦　　悠太(1) 出雲工高 3 1082 千原　　康大 ホシザキ
ﾅｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ

4 68 永見　　晃一(3) 松江高専 4 1167 園山　　健太 島根AC
ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ ﾌｶﾀﾆ ｻﾄﾙ

5 624 藤間　　慶士(1) 出雲工高 5 1171 深谷　　　慧 島根AC
ﾅｶｻ ﾀｲﾖｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

6 198 仲佐　　太陽(2) 開星高 6 1077 小林　遼太郎 ホシザキ
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ

7 678 足立　　琉季(1) 出雲高 7 199 松崎　　寧生(2) 開星高
ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾏ ｱｻｸﾗ ｶｽﾞｷ

8 7-1772 相田　　昌磨(3) 島根大 8 1076 朝倉　　一樹 ホシザキ
ﾐｼﾏ ｹｲﾄ ｽﾔﾏ ﾃﾙﾌﾐ

9 218 三嶋　　慧斗(2) 出雲工高 9 1013 陶山　　輝文 ホシザキ
ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾜｶﾀｹ ｷﾗ

10 195 勝部　　陽貴(2) 開星高 10 525 若竹　　葵礼(1) 開星高
ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾄ

11 1043 石原　　知洋 雲南市陸協 11 1078 森山　　幸人 ホシザキ
ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ

12 606 伊藤　　大陽(1) 大社高 12 1150 松本　　晃史 Team　ムカパラ

ﾌｼﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ

13 1062 藤原　　栄司 雲南市陸協 13 1169 月輪　　浩之 島根AC
ﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ

14 53 和田　　　巧(2) 松江農高 14 1170 野津　　侑輝 島根AC
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾝﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ

15 2181 小林　　千太(4) 島根大 15 2183 藤田　　達郎(M2) 島根大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般高校中学女子3000m

島根県記録(PR)             9:23.57     万代　美幸(島根・大阪学院大)          2012

島根県高校記録(HPR)        9:24.14     宗正　美海(島根・益田東高)            2005

島根県中学記録(JPR)        9:34.00     來海　りえ(島根・旭丘中)              2007 12月12日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏﾆﾜ ｱﾐ ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ

1 2431 馬庭　　亜実(2) 向陽中 1 245 来間　　美月(2) 平田高
ﾐﾔｻﾞｺ ｻﾜ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ

2 725 宮廻　　佐和(1) 出雲商高 2 248 松原　のどか(2) 平田高
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾏﾘ ｽﾐ ﾓﾓｺ

3 2430 松浦　ひまり(2) 向陽中 3 636 角　　　桃子(1) 平田高
ﾋﾉ ﾏﾅ ﾌｸﾏ ﾘｮｳｺ

4 721 日野　　真愛(1) 松江四中 4 242 福間　　涼子(3) 平田高
ｻｻｷ ﾊﾉﾝ ｲﾏｵｶ ﾕﾘｶ

5 2071 佐々木　葉音(1) 出雲三中 5 240 今岡　宥莉香(3) 平田高
ｶｶﾞﾜ ｱｲ ｵﾑﾗ ﾐｶ

6 2432 加川　　愛唯(1) 向陽中 6 2120 小村　　実加(2) 河南中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ

7 2126 渡邊　　美央(1) 河南中 7 2069 蒲生　　悠桜(1) 出雲三中
ｶﾈﾏﾙ ｵｳｶ ｳｽｲ ﾘｴ

8 2116 金丸　　桜花(2) 河南中 8 1401 臼井　　利依(1) 鹿島中
ｱﾍﾞ ﾅﾂｶ ｱｵｷ ｱｲﾊ

9 2219 安部　　夏海(1) 浜山中 9 643 青木　　愛葉(1) 平田高
ｿﾀ ﾐﾂﾞｷ ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ

10 2211 曽田　　望月(1) 浜山中 10 2433 門脇　　　葵(1) 向陽中
ｸﾔ ﾓﾓｶ ｲﾏｵｶ ﾓﾓｶ

11 2662 久家　苺々花(1) 斐川東中 11 244 今岡　　桃香(2) 平田高
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ ﾀｸﾜ ｶﾚﾝ

12 2559 佐々木　　希(2) 大社中 12 2434 多久和　禾恋(1) 向陽中
ｶﾀﾞ ｺﾊﾙ ｶﾄｳ ｱﾝ

13 2210 加田　　小桜(1) 浜山中 13 2610 嘉藤　　　杏(2) 斐川東中
ｿﾀ ﾘｮｳｶ ｻｲﾄｳ ﾕｲ

14 2428 曽田　　涼花(2) 向陽中 14 2216 齋藤　　優衣(1) 浜山中
ｻﾄｳ ﾐｸ ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ

15 2664 佐藤　　美空(1) 斐川東中 15 2061 園山　　果林(1) 出雲三中
ｶﾂﾍﾞ ﾋｶﾘ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ

16 2115 勝部　斐夏梨(2) 河南中 16 2132 山本　　可憐(1) 河南中
ﾓﾄﾀﾞ ｱｵｲ ﾔﾉ ｱﾘｻ

17 2124 元田　　　葵(1) 河南中 17 2123 矢野　　有紗(2) 河南中
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ

18 2118 山田　　佳奈(2) 河南中 18 1269 前田　　流歌(4) 島根大

ｳﾁﾀﾞ ｾﾅ

19 2661 内田　　星那(1) 斐川東中
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｱ

20 3771 森山　　結愛(1) 仁多中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8


