
スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

開門　9:00

トラック種目 競技開始時間 招集開始時間 招集完了時間 招集場所 男子 女子

4×100mR（中学生のみ） 10:50 10:30 10:40 招集所 3チーム 7チーム

1500ｍ（男子のみ） 11:00 10:45 10:55 招集所 7名

100ｍ（小学女子） 11:45 11:30 11:40 招集所 7名

100ｍ（小学男子） 11:50 11:35 11:45 招集所 7名

100ｍ（女子1次） 11:55 11:40 11:50 招集所 22名

100ｍ（男子1次） 12:05 11:50 12:00 招集所 25名

800ｍ（女子のみ） 12:15 12:00 12:10 招集所 5名

200m（女子） 13:00 12:45 12:55 招集所 8名

200m（男子） 13:05 12:50 13:00 招集所 6名

3000m（男子のみ） 13:30 13:15 13:25 招集所 9名

100ｍ（女子2次） 14:15 14:00 14:10 招集所 22名

100ｍ（男子2次） 14:25 14:10 14:20 招集所 24名

フィールド種目 競技開始時間 招集開始時間 招集完了時間 招集場所 男子 女子

走高跳（学内のみ） 10:30 10:15 10:25 現地 2名 3名

走幅跳（男女：1Pit） 12:30 12:15 12:25 現地 4名 7名

開門　14:40

競技場内のw-up　バックストレート　1500m終了後-12:00

競技場内のw-up　全面　800m終了後-12:45

競技場内のw-up　バックストレート　12:45-13:15

競技場内のw-up　バックストレート　3000m終了後-14:20

他競技の進行を妨害しないように現地でw-up（特に時間は設けません）

競技場内のw-up　全面　9:00-10:30

タイムスケジュール
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スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

総務 ○清水　悠 　辻本　健彦

審判長 ○松本先生（※島根陸協）

庶務 ○渡辺　陽菜多 　池野　佑奈

記録情報 ○寺迫　貴希 　志食　真陽瑠 　

○町田　郁惟 　伊藤　千紀 　前田　大和

　佐藤　亜々人 　髙橋 欣吾 　宅和 尚之

　高塚 稜 　中田 理貴 　花野　壱成

○伊藤　優希 　猪野 結人 　相田　昌磨

　門脇　陸 　狐塚　圭佑 　森永　夏野

　松波　智也 　石原 秀真 　藤原　和哉

　栗矢　蒼一郎 　齊木　優真 　松下  滉平

  髙木  駿翼   高橋  涼輔 　※記載がない新入生

○平岡　凜太郎 　佐藤　孝三 　中垣内 佑

　多田　裕紀 　永岡　宗一郎 　松岡　広人

　園山　実沙季 　陶山　勇人 　増野　紀一郎

　高田　悠成 　中川　壘 　鳥屋尾　優介

○久保田　春菜 　幸田　未夢 　鴛海　千穂

　加藤　和瑚 　川﨑　和奏

○大野 奏一郎 　三浦　伊織 　山田（※OB）

　岩本　健次郎 　三浦　智紘 　原　一智

　豊﨑　久斗 　木村　拓志 　上月　望

○清水　友花 　林田　菜々花

　藤井　美李乃 　都　咲良

赤文字：選手兼役員

時刻 天候 風向 風速 気圧

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

競技者係

＆

監察

気象条件

アナウンサー

フィールド審判

＆

風力

※リレー時や手の空いた

時は監察に回る

役員一覧

スターター

＆

出発係

写真判定員

＆

周回記録員
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スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2

3 岡本　晃宗 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ 乃木小 島根 6 15.13

4 森山　侑人 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 雲南ジュニア 島根 6

5 大石　彪 ｵｵｲｼ ﾋｮｳ 乃木小 島根 6 13.99

6 乙加　健空雄 ｵﾄｶﾞ ﾀｸｵ SMTC.Jr 鳥取 6 13.96

7

8

2組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2

3

4 日野　颯汰 ﾋﾉ ｿｳﾀ ｶｯﾂAC 島根 4 17.20

5 舩木　紅志 ﾌﾅｷ ｱｶｼ 雲南ジュニア 島根 4

6 渡部　光太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 雲南ジュニア 島根 3

7

8

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 道田　くるみ ﾐﾁﾀﾞ ｸﾙﾐ T＆F米子 鳥取 4

3 石川　日梨 ｲｼｶﾜ ｶﾘﾝ 雲南ジュニア 島根 4

4 日野　夏愛 ﾋﾉ ｶﾅ ｶｯﾂAC 島根 6 15.68

5 川上　真穂 ｶﾜｶﾐ　ﾏﾎ 赤屋小 島根 6 16.00

6 福嶋　あいさ ﾌｸｼﾏ ｱｲｻ T＆F米子 鳥取 5

7 藤原　美凪 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾅｷﾞ 雲南ジュニア 島根 5

8 米原　千遥 ﾖﾈﾊﾗ ﾁﾊﾙ 雲南ジュニア 島根 5

小学女子100m

備考

小学男子100m

備考

備考
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スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3135 高見　　悠佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 大東中 島根 3 14.13

3 1094 米原　悠馬 ﾖﾈﾊﾗ ﾕｳﾏ 雲南市陸協 島根 2 13.00

4 7-1783 多田　裕紀 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根大 島根 3 10.93

5 1352 植原　卓也 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 松江ＮＧＣ 島根 11.78

6 876 青木　進 ｱｵｷｽｽﾑ SMTC 鳥取 12.03

7 3105 熱田　　涼祐 ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 大東中 島根 2 13.61

8 1099 原　尚樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 松江市陸協 島根 18.00

2組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3808 永沼　瑞基 ｴｲﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 横田中 島根 2 14.54

3 7-1764 増野　紀一郎 ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根大 島根 3 13.13

4 7-1766 寺迫　貴希 ﾃﾗｻｺ ﾀｶｷ 島根大 島根 3 10.95

5 1212 野津　柾宏 ﾉﾂ ﾏｻﾋﾛ 松江三中 島根 2 11.79

6 1392 林　直輝 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 松江ＮＧＣ 島根 12.21

7 3106 藤原　　悠真 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 大東中 島根 2 13.61

8

3組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3102 土屋　　慶二 ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞ 大東中 島根 2 14.55

3 3816 森脇　遼也 ﾓﾘﾜｷ ﾘｮｳﾔ 横田中 島根 2 13.15

4 1100 勝手　泰治 ｶｯﾃ ﾔｽﾊﾙ 松江市陸協 島根 11.21

5 631 杉本　竜一 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾘｭｳｲﾁ 鳥取AS 鳥取 11.88

6 3129 野々村　　優 ﾉﾉﾑﾗ ﾕｳ 大東中 島根 3 12.36

7 3104 加藤　　悠太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 大東中 島根 2 13.65

8

4組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3132 上代　　幸征 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾕｷﾏｻ 大東中 島根 3 14.73

3 3107 西道　　智生 ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 大東中 島根 3 13.36

4 1025 藤原　紀允 ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾉﾘﾐﾂ 雲南市陸協 島根 11.70

5 632 徳本　和訓 ﾄｸﾓﾄ  ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取AS 鳥取 11.89

6 3825 蔦川  雄斗 ﾂﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 横田中 島根 3 12.78

7 523 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 松江一中 島根 2 13.77

8

備考

共通男子100m（1次レース）

備考

備考

備考
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スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 506 安達　万桜 ｱﾀﾞﾁ ﾏｵ 松江一中 島根 2 16.13

3 3816 加納　はな ｶﾉｳ ﾊﾅ 横田中 島根 3 15.11

4 149 林原　陽莉 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾋﾏﾘ 福生中 鳥取 1 13.40

5 3827 景山　莉々子 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 横田中 島根 3 14.74

6 3131 郷原　　佳奈 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｶﾅ 大東中 島根 3 14.97

7 3140 川島　　瑠華 ｶﾜｼﾏ ﾙｶ 大東中 島根 2 15.32

8 3831 河野　姫愛 ｺｳﾉ ｷｱﾗ 横田中 島根 2 15.64

2組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 551 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 松江一中 島根 2 16.15

3 3144 石本　　悠香 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｶ 大東中 島根 3 15.16

4 3832 山田　真末 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 横田中 島根 2 14.33

5 507 角脇　亜子 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｺ 松江一中 島根 2 14.75

6 533 泊　柑奈 ﾄﾏﾘ ｶﾝﾅ 松江一中 島根 3 14.98

7 3815 岡　優香 ｵｶ ﾕｳｶ 横田中 島根 3 15.46

8 3136 景山　星李奈 ｶｹﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 大東中 島根 2 15.80

3組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 3127 和久利　桃子 ﾜｸﾘ ﾓﾓｺ 大東中 島根 2 17.23

2 3125 小田　しづき ｵﾀﾞ  ｼﾂﾞｷ 大東中 島根 2 16.98

3 3141 黒坂　　美月 ｸﾛｻｶ ﾐﾂﾞｷ 大東中 島根 3 15.25

4 3828 田中　亜弥 ﾀﾅｶ ｱﾐ 横田中 島根 3 14.72

5 510 中島　詠美 ﾅｶｼﾏ ｴﾐ 松江一中 島根 2 14.85

6 530 川上　心暖 ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 松江一中 島根 3 15.02

7 3149 榊原　　　希 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｱ 大東中 島根 2 15.51

8 3135 上代　　涼葉 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ　ｽｽﾞﾊ 大東中 島根 3 15.94

共通女子100m（1次レース）

備考

備考

備考
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スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 632 徳本　和訓 ﾄｸﾓﾄ  ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取AS 鳥取 11.89

2 1352 植原　卓也 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 松江ＮＧＣ 島根 11.78

3 1100 勝手　泰治 ｶｯﾃ ﾔｽﾊﾙ 松江市陸協 島根 11.21

4 7-1783 多田　裕紀 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根大 島根 3 10.93

5 7-1766 寺迫　貴希 ﾃﾗｻｺ ﾀｶｷ 島根大 島根 3 10.95

6 1025 藤原　紀允 ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾉﾘﾐﾂ 雲南市陸協 島根 11.70

7 1212 野津　柾宏 ﾉﾂ ﾏｻﾋﾛ 松江三中 島根 2 11.79

8 631 杉本　竜一 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾘｭｳｲﾁ 鳥取AS 鳥取 11.88

2組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 3107 西道　　智生 ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 大東中 島根 3 13.36

2 1094 米原　悠馬 ﾖﾈﾊﾗ ﾕｳﾏ 雲南市陸協 島根 2 13.00

3 3129 野々村　　優 ﾉﾉﾑﾗ ﾕｳ 大東中 島根 3 12.36

4 876 青木　進 ｱｵｷｽｽﾑ SMTC 鳥取 12.03

5 1392 林　直輝 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 松江ＮＧＣ 島根 12.21

6 3825 蔦川  雄斗 ﾂﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 横田中 島根 3 12.78

7 3816 森脇　遼也 ﾓﾘﾜｷ ﾘｮｳﾔ 横田中 島根 2 13.15

8 3105 熱田　　涼祐 ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 大東中 島根 2 13.61

3組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 3132 上代　　幸征 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾕｷﾏｻ 大東中 島根 3 14.73

2 3808 永沼　瑞基 ｴｲﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 横田中 島根 2 14.54

3 523 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 松江一中 島根 2 13.77

4 3106 藤原　　悠真 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 大東中 島根 2 13.61

5 3104 加藤　　悠太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 大東中 島根 2 13.65

6 3135 高見　　悠佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 大東中 島根 3 14.13

7 3102 土屋　　慶二 ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞ 大東中 島根 2 14.55

8 1099 原　尚樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 松江市陸協 島根 18.00

備考

共通男子100m（2次レース）

備考

備考
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スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3131 郷原　　佳奈 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｶﾅ 大東中 島根 3 14.97

3 3827 景山　莉々子 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 横田中 島根 3 14.74

4 149 林原　陽莉 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾋﾏﾘ 福生中 鳥取 1 13.40

5 3832 山田　真末 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 横田中 島根 2 14.33

6 3828 田中　亜弥 ﾀﾅｶ ｱﾐ 横田中 島根 3 14.72

7 507 角脇　亜子 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｺ 松江一中 島根 2 14.75

8 510 中島　詠美 ﾅｶｼﾏ ｴﾐ 松江一中 島根 2 14.85

2組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3815 岡　優香 ｵｶ ﾕｳｶ 横田中 島根 3 15.46

3 3144 石本　　悠香 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｶ 大東中 島根 3 15.16

4 533 泊　柑奈 ﾄﾏﾘ ｶﾝﾅ 松江一中 島根 3 14.98

5 530 川上　心暖 ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 松江一中 島根 3 15.02

6 3816 加納　はな ｶﾉｳ ﾊﾅ 横田中 島根 3 15.11

7 3141 黒坂　　美月 ｸﾛｻｶ ﾐﾂﾞｷ 大東中 島根 3 15.25

8 3140 川島　　瑠華 ｶﾜｼﾏ ﾙｶ 大東中 島根 2 15.32

3組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 3125 小田　しづき ｵﾀﾞ  ｼﾂﾞｷ 大東中 島根 2 16.98

2 3127 和久利　桃子 ﾜｸﾘ ﾓﾓｺ 大東中 島根 2 17.23

3 3135 上代　　涼葉 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ　ｽｽﾞﾊ 大東中 島根 3 15.94

4 3149 榊原　　　希 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｱ 大東中 島根 2 15.51

5 3831 河野　姫愛 ｺｳﾉ ｷｱﾗ 横田中 島根 2 15.64

6 3136 景山　星李奈 ｶｹﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 大東中 島根 2 15.80

7 506 安達　万桜 ｱﾀﾞﾁ ﾏｵ 松江一中 島根 2 16.13

8 551 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 松江一中 島根 2 16.15

備考

備考

共通女子100m（2次レース）

備考

7



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 3808 永沼瑞基 ｴｲﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 横田中 島根 2 28.50

2 3105 熱田　　涼祐 ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 大東中 島根 2 29.66

3 1094 米原　悠馬 ﾖﾈﾊﾗ ﾕｳﾏ 雲南市陸協 島根 2 28.00

4 632 徳本　和訓 ﾄｸﾓﾄ  ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取AS 鳥取 23.23

5 7-1785 三浦　伊織 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島根大 島根 M2 23.63

6 876 青木　進 ｱｵｷｽｽﾑ SMTC 鳥取 24.50

7 3825 蔦川  雄斗 ﾂﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 横田中 島根 3 26.50

8 3816 森脇遼也 ﾓﾘﾜｷ ﾘｮｳﾔ 横田中 島根 2 27.50

1組 風速

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 3815 岡　優香 ｵｶ ﾕｳｶ 横田中 島根 3 32.50

3 3816 加納　はな ｶﾉｳ ﾊﾅ 横田中 島根 3 32.01

4 3827 景山　莉々子 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 横田中 島根 3 30.50

5 3828 田中　亜弥 ﾀﾅｶ ｱﾐ 横田中 島根 3 29.95

6 3831 河野　姫愛 ｺｳﾉ ｷｱﾗ 横田中 島根 2 32.67

7 3832 山田　真末 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 横田中 島根 2 32.97

8

共通男子200m

備考

共通女子200m

備考

8



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1

2 544 安達　漣 ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝ 松江一中 島根 2 3.00.47

3 3817 田辺　真優 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｳ 横田中 島根 3 2.38.96

4 3820 吾郷　真菜 ｱｺﾞｳ ﾏﾅ 横田中 島根 3 2.50.00

5 3110 加納　　菜摘 ｶﾉｳ ﾅﾂﾐ 大東中 島根 3 2.54.03

6 3139 木下　　　茜 ｷﾉｼﾀ ｱｶﾈ 大東中 島根 2 3.00.09

7 3142 新田　　栞里 ﾆｯﾀ ｼｵﾘ 大東中 島根 2 2.56.80

8

共通女子800m

備考

9



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

1組

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 728 美甘　泰幸 ﾐｶﾓ ﾔｽﾕｷ 鳥取マスターズ 鳥取 5.15.00

2 1053 藤原　栄司 ﾌｼﾞﾊﾗ　ｴｲｼﾞ 雲南市陸協 島根 5.10.00

3 1034 石原　知洋 ｲｼﾊﾗﾄﾓﾋﾛ 雲南市陸協 島根 5.11.20

4 520 菅井　弥 ｽｶﾞｲ ﾜﾀﾙ 松江一中 島根 2 5.55.07

5 3824 佐々木栄一 ｻｻｷ ｴｲｲﾁ 横田中 島根 3 5.07.33

6 3135 高見　　悠佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 大東中 島根 3 4.55.63

7 3101 椿　　　大知 ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛﾄ 大東中 島根 2 5.18.60

8

1組

レーン No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 学年 参考記録 順位 記録

1 1380 野村　一弘 ﾉﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ 鹿足郡陸協 島根 10.30.00

2 1053 藤原　栄司 ﾌｼﾞﾊﾗ　ｴｲｼﾞ 雲南市陸協 島根 10.39.00

3 746 井次　恵一 ｲﾂｸﾞ ｹｲｲﾁ 鳥取マスターズ 鳥取 9.50.00

4 7-1935 齊木　優真 ｻｲｷ ﾕｳﾏ 島根大 島根

5 7-1778 原　一智 ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 島根大 島根

6 7-1770 三浦　智紘 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 島根大 島根 9.05.34

7 7-1760 猪野　結人 ｲﾉ ﾕｲﾄ 島根大 広島 9.23.58

8 申請中 藤原　和哉 ﾌｼﾞﾊﾗ　ｶｽﾞﾔ 島根大 島根

9 1088 藤田　達郎 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ X-Rabbits 島根 9.00.00

備考

備考

共通男子1500m

共通男子3000m

10



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

１組
レーン 所属 参考タイム No. 氏名 フリガナ 学年 走順 順位 記録 備考

510 成瀬　健仁 ﾅﾙｾ ｶｹﾋﾄ 3

509 永瀬　照英 ﾅｶﾞｾ ｼｮｳｴｲ 3

512 森脇　健太 ﾓﾘﾜｷ ｹﾝﾀ 3

513 吉岡　春星 ﾖｼｵｶ ﾊﾙﾄ 3

523 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 2

520 菅井　弥 ｽｶﾞｲ ﾜﾀﾙ 2

3101 椿　　　大知 ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛﾄ 2

3107 西道　　智生 ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 3

3132 上代　　幸征 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾕｷﾏｻ 3

3135 高見　　悠佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 3

3105 熱田　　涼祐 ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 2

3106 藤原　　悠真 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 2

3104 加藤　　悠太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 2

3129 野々村　　優 ﾉﾉﾑﾗ ﾕｳ 3

3102 土屋　　慶二 ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞ 2

6

大東中

Bチーム

（島根）

共通男子4×100ｍR

1

2

松江一中

（島根）

3

4

大東中

Aチーム

（島根）

5

7

11



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

１組
レーン 所属 参考タイム No. 氏名 フリガナ 学年 走順 順位 記録 備考

508 菅江　胡乃 ｽｶﾞｹ ｳﾉ 2

547 福田　百花 ﾌﾌﾀﾞ ｳﾉ 2

506 安達　万桜 ｱﾀﾞﾁ ﾏｵ 2

551 中村　心咲 ﾅｶﾐﾗ ﾐｻｷ 2

3131 郷原　　佳奈 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｶﾅ 3

3137 松田　　七実 ﾏﾂﾀﾞ　ﾅﾅﾐ 3

3136 景山　星李奈 ｶｹﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 2

3135 上代　　涼葉 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ　ｽｽﾞﾊ 2

3125 小田　しづき ｵﾀﾞ  ｼﾂﾞｷ 2

527 江角　仁華 ｴｽﾐ ﾋﾄﾊ 3

542 山本　虹海 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾐ 3

536 春木　芭菜 ﾊﾙｷ ﾊﾅ 3

534 中井　心 ﾅｶｲ ｺｺﾛ 3

3144 石本　　悠香 ｲｼﾓﾄ   ﾕｳｶ 2

3141 黒坂　　美月 ｸﾛｻｶ   ﾐﾂﾞｷ 2

3140 川島　　瑠華 ｶﾜｼﾏ  ﾙｶ 2

3149 榊原　　　希 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｱ 2

3127 和久利　桃子 ﾜｸﾘ ﾓﾓｺ 2

526 上野　蒼彩 ｳｴﾉ ｱｵｲ 3

530 川上　心暖 ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 3

525 池田　愛実 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾐ 3

533 泊　柑奈 ﾄﾏﾘ ｶﾝﾅ 3

541 山田　みさき ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 3

531 昌子　空未 ｼｮｳｼﾞ ｿﾗﾐ 3

3815 岡　優香 ｵｶ ﾕｳｶ 3

3816 加納　はな ｶﾉｳ ﾊﾅ 3

3827 景山　莉々子 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 3

3828 田中　亜弥 ﾀﾅｶ ｱﾐ 3

3831 河野　姫愛 ｺｳﾉ ｷｱﾗ 2

3832 山田　真末 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 2

552 松田　春歌 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ 2

507 角脇　亜子 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｺ 2

509 谷口　実優 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕ 2

510 中島　詠美 ﾅｶｼﾏ ｴﾐ 2

5

松江一中

Bチーム

（島根）

7

松江一中

Cチーム

（島根）

共通女子4×100ｍR

1

松江一中

Dチーム

（島根）

2

大東中

Bチーム

（島根）

4

大東中

Aチーム

（島根）

松江一中

Aチーム

（島根）

3

6

横田中

（島根）

12



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 最高記録

氏名 登録 風速 風速 風速 風速 風速 風速 風速

ﾂﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 横田中

蔦川  雄斗 島根

ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 大東中

西道　　智生 島根

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 島根大

高田　悠成 鳥取

ﾏｴﾀ ﾔﾏﾄ 島根大

前田　大和 島根

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 最高記録

氏名 登録 記録 風速 風速 風速 風速 風速 風速 風速

ｽｶﾞｴ ｳﾉ 松江一中

菅江　胡乃 島根

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕ 松江一中

谷口　実優 島根

ﾅｶｼﾏ ｴﾐ 松江一中

中島　詠美 島根

ﾌｸﾀﾞ ﾓｶ 松江一中

福田　百花 島根

ｵｼｳﾐ ﾁﾎ 島根大

鴛海　千穂 島根

ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 島根大

川崎　和奏 島根

ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 島根大

都　咲良 島根

共通男子

1 3825

3

走幅跳

順番 No. 順位 備考学年

3

3

7-1784

7-1887 1

M2

2 3107

5

4

6

508

2

順番 No.

7

8

順位

1

547

509

2

2

2

2

1

備考

共通女子

7 7-1303

6 7-1302

8

1

5 7-1301

4

1

3 510

13



スタートリスト
（確定版）

 2021 春季カーニバル  2021/05/05（水）

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属     m     m     m     m     m     m

氏名 登録     m     m     m     m     m     m

ﾄﾔｵ ﾕｳｽｹ 島根大

鳥屋尾　優介 島根

ﾏｴﾀ ﾔﾏﾄ 島根大

前田　大和 島根

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 最高記録

氏名 登録 記録 風速 風速 風速 風速 風速 風速 風速

ｵｼｳﾐ ﾁﾎ 島根大

鴛海　千穂 島根

ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 島根大

川崎　和奏 島根

ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 島根大

都　咲良 島根

学年

1

M2

共通女子

順番 No.

3 7-1303

走高跳

共通男子

最高

記録
順位 備考順番 No.

1 7-1936

3

2 7-1784

5

4

7

6

8

順位 備考

1 7-1301 1

2 7-1302 1

1

4

5

8

6

7

14


