
山根　一華（5） 奥出雲ジュニア 20.30(+2.0) 1m00 15.43(+3.6) 1452
ﾔﾏﾈ (50) (688) (714) 1
石田　結璃(6) 松江陸上教室 21.25(+2.0) NM 16.36(+3.6) 578
ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ (50) (0) (528) 3
松浦　美希(6) 松江陸上教室 DNS
ﾏﾂｳﾗ ﾐｷ
石田　舞璃(6) 松江陸上教室 21.22(+2.0) 1m00 16.31(+3.6) 1276
ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ (50) (688) (538) 2

2021/6/19小女

コンバインドA

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 80mH 走高跳 100m
総合得点

順位



決勝

風速 +2.0

山根　一華（5） 奥出雲ジュニア 20.30
ﾔﾏﾈ
石田　結璃(6) 松江陸上教室 21.25
ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ
松浦　美希(6) 松江陸上教室 DNS

石田　舞璃(6) 松江陸上教室 21.22
ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ

記録／備考

6

4
(50)

5
(50)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6月19日 10:00小女コンバインドA

80mH(0.70m)

決勝

7
(50)

1

3

2



決勝 10:30

※試技は2回とする。

山根　一華（5） 奥出雲ジュニア 1m00
ﾔﾏﾈ (688)
石田　結璃(6) 松江陸上教室 NM
ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ (0)
松浦　美希(6) 松江陸上教室 DNS

石田　舞璃(6) 松江陸上教室 1m00
ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ (688)

3

2
××

1m10 1m15 1m20
1

×○ ××

6月19日小女コンバインドA

走高跳

決勝

順位 試技 氏  名 所属名 1m00 1m05 記録 備考

4
×○ ××



決勝 6月19日 12:20

風速 +3.6

山根　一華（5） 奥出雲ジュニア 15.43
ﾔﾏﾈ
石田　結璃(6) 松江陸上教室 16.36
ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ
松浦　美希(6) 松江陸上教室 DNS

石田　舞璃(6) 松江陸上教室 16.31
ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ

(714)
5

(528)

7
(538)

小女コンバインドA

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6

4



金子  一冴(6) 邑智JTS 13.35(+0.1) 1m25 13.77(+1.6) 2882
ｶﾈｺ ｲｯｻ (1060) (976) (846) 1
石橋　翔太 (6) 邑智JTS DNS
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ
京極　颯(6) 平田陸上教室 14.68(+0.1) 1m25 14.42(+1.6) 2525
ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ (833) (976) (716) 2

2021/6/19

総合得点
順位

小男

コンバインドA

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 80mH 走高跳 100m



決勝

風速 +0.1

１ 金子  一冴(6) 邑智JTS 13.35
ｶﾈｺ ｲｯｻ

  石橋　翔太 (6) 邑智JTS DNS
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ

２ 京極　颯(6) 平田陸上教室 14.68
ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ

5

6
(833)

10:056月19日小男コンバインドA

80mH(0.70m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4

(1060)



決勝 10:30

※試技は2回とする。

金子  一冴(6) 邑智JTS 1m25
ｶﾈｺ ｲｯｻ (976)
石橋　翔太 (6) 邑智JTS DNS
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ
京極　颯(6) 平田陸上教室 1m25
ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ (976)

小男コンバインドA

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m15 1m20 1m25 1m30

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇〇

××
2    30

〇 〇

××

6月19日

2    30

記録 備考
1 1     7

- -

1m10



決勝

風速 +1.6

1 金子  一冴(6) 邑智JTS 13.77
ｶﾈｺ ｲｯｻ

  石橋　翔太 (6) 邑智JTS DNS
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ

2 京極　颯(6) 平田陸上教室 14.42
ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ

5

6

6月19日 12:25小男コンバインドA

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4



2021/ 6/12

川上　真穂(6) 赤屋小 3m20(+1.4) 18m05 15.36(+2.1) 1824
ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ (669) (427) (728) 1
三宅　知紗(5) 奥出雲ジュニア NM 9m28 19.71(+2.1) 248
ﾐﾔｹ ﾁｻ (0) (248) (0) 5
川西　凛希(6) 奥出雲ジュニア DNS
ｶﾜﾆｼ 
永瀬　朱美(4) 平田陸上教室 2m72(+1.9) 6m07 17.17(+3.5) 1084
ﾅｶﾞｾ ｱｹﾐ (535) (183) (366)
内田　杏(4) 平田陸上教室 2m52(+1.9) 8m49 16.10(+3.5) 1291
ｳﾁﾀﾞ ｱﾝ (479) (232) (580) 3
藤原　妃菜(4) 平田陸上教室 2m47(+2.1) 6m98 16.69(+3.5) 1129
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ (465) (202) (462) 4
金山　葵依(4) 松江陸上教室 DNS
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ
内田　千紗(4) 松江陸上教室 2m66(+1.2) 8m28 15.97(+3.5) 1352
ｳﾁﾀﾞ ﾁｻ (518) (228) (606) 2

総合得点
順位

小女

コンバインドB

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 走幅跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 100m



決勝 6月19日  10:00

※試技は2回とする。

川上　真穂(6) 赤屋小 × 3m20 3m20(+1.4)
ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ +1.4 (669)
三宅　知紗(5) 奥出雲ジュニア × × NM
ﾐﾔｹ ﾁｻ (0)
川西　凛希(6) 奥出雲ジュニア DNS
ｶﾜﾆｼ 
永瀬　朱美(4) 平田陸上教室 × 2m72 2m72(+1.9)
ﾅｶﾞｾ ｱｹﾐ +1.9 (535)
内田　杏(4) 平田陸上教室 2m52 2m41 2m52(+1.9)
ｳﾁﾀﾞ ｱﾝ +1.9 +2.6 (479) 　　
藤原　妃菜(4) 平田陸上教室 2m42 2m47 2m47(+2.1) 公認2m42
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ +1.2 +2.1 (465) (451)
金山　葵依(4) 松江陸上教室 DNS
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ
内田　千紗(4) 松江陸上教室 2m66 2m66 2m66(+1.2)
ｳﾁﾀﾞ ﾁｻ +1.2 +1.6 (518)

8

6

7

4

5

2

3

記録 備考

1

小女コンバインドB

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月19日

※試技は2回とする。

川上　真穂(6) 赤屋小 18m05
ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ (427)
三宅　知紗(5) 奥出雲ジュニア 9m28
ﾐﾔｹ ﾁｻ (248)
川西　凛希(6) 奥出雲ジュニア DNS
ｶﾜﾆｼ 
永瀬　朱美(4) 平田陸上教室 6m07
ﾅｶﾞｾ ｱｹﾐ (183)
内田　杏(4) 平田陸上教室 8m49
ｳﾁﾀﾞ ｱﾝ (232)
藤原　妃菜(4) 平田陸上教室 6m98
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ (202)
金山　葵依(4) 松江陸上教室 DNS
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ
内田　千紗(4) 松江陸上教室 8m28
ｳﾁﾀﾞ ﾁｻ (228)

8
8m28 7m11

7

6
6m98 6m09

5
8m49 ×

4
5m45 6m07

3

2
9m28 8m35

記録 備考

1
× 18m05

11:00小女コンバインドB

ジャべリックボール投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +2.1

永瀬　朱美(4) 平田陸上教室 17.17
ﾅｶﾞｾ ｱｹﾐ
内田　杏(4) 平田陸上教室 16.10 川上　真穂(6) 赤屋小 15.36
ｳﾁﾀﾞ ｱﾝ ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ
藤原　妃菜(4) 平田陸上教室 16.69 三宅　知紗(5) 奥出雲ジュニア 19.71
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ ﾐﾔｹ ﾁｻ
金山　葵依(4) 松江陸上教室 DNS 川西　凛希(6) 奥出雲ジュニア DNS
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ ｶﾜﾆｼ 
内田　千紗(4) 松江陸上教室 15.97
ｳﾁﾀﾞ ﾁｻ (606)

8 8

7 7

(462) (0)
6 6

(580) (728)
5 5

(366)
4 4

3 3

2 2

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6月19日 ##

1 1

小女コンバインドB

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



荒木　捷也(5) 奥出雲ジュニア 2m45(+0.8) 11m98 17.15(+4.3) 932
ｱﾗｷ (459) (303) (170) 17
布野　央士(6) 出雲陸上教室 3m42(+1.1) 35m76 14.37(+3.4) 2243
ﾌﾉ ｵｳｼ (731) (786) (726) 2
曽田　雄大(6) 出雲陸上教室 3m58(+1.5) 24m83 15.01(+3.4) 1938
ｿﾀ ﾕｳﾀﾞｲ (776) (564) (598) 6
門脇　拓海(4) 出雲陸上教室 3m23(+1.1) 23m02 16.65(+4.4) 1476
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾐ (678) (528) (270) 11
黒崎　陽斗(4) 平田陸上教室 2m61(+0.7) 21m72 16.48(+4.4) 1309
ｸﾛｻｷ ﾋﾛﾄ (504) (501) (304) 12
長﨑　大汰(5) 平田陸上教室 3m52(+0.3) 20m13 15.92(+4.3) 1644
ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ (759) (469) (416) 8
石橋　翔汰(6) 邑智JTS 4m10(+2.9) 34m81 13.59(+3.4) 2570
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ (921) (767) (882) 1
宮能　煌大(5) 松江陸上教室 2m76(+1.6) 25m44 15.88(+4.3) 1547
ﾐﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ (546) (577) (216) 10
河野　快希(4) 松江陸上教室 2m34(+1.5) 19m08 18.70(+4.4) 875
ｺｳﾉ ｶｲｷ (428) (447) (875) 18
長野　倖大(5) 松江陸上教室 2m62(+1.8) 18m55 16.92(+4.3) 1160
ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ (507) (437) (216) 14
三木　健人(6) 松江陸上教室 3m45(+2.4) 33m74 14.75(+3.4) 2134
ﾐｷ ｹﾝﾄ (739) (745) (650) 4
生間　義人(4) 松江陸上教室 2m40(+2.4) 22m25 16.36(+4.4) 1285
ｲｸﾏ ﾖｼﾄ (445) (512) (328) 13
佐藤　光倫(4) 松江陸上教室 2m86(+0.4) 19m33 18.03(+4.4) 1027
ｻﾄｳ ｺｳﾘﾝ (574) (453) (0) 16
須江　瑛音(6) 松江陸上教室 3m39(+2.0) 20m11 15.19(+3.4) 1752
ｽｴ ｴｲﾄ (722) (468) (562) 7
岡本　晃宗(6) 松江陸上教室 3m86(+1.5) 26m45 14.94(+3.4) 2063
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ (854) (597) (612) 5
大石　　彪(6) 松江陸上教室 3m45(+1.4) 28m98 13.81(+3.4) 2226
ｵｵｲｼ ﾋｮｳ (739) (649) (838) 3
原田　莉士(4) 松江陸上教室 3m20(+2.9) 16m27 15.30(+4.4) 1599
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｱﾝ (669) (390) (540) 9
小畑　耀大(4) 松江陸上教室 2m06(+2.1) 17m76 19.53(+4.4) 771
ｵﾊﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ (350) (421) (0) 19
山本　雄大(4) 松江陸上教室 2m16(+1.8) 18m52 16.53(+4.4) 1108
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ (378) (436) (294) 15

小男

コンバインドB

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 走幅跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 100m
総合得点

順位

2021/6/19



決勝  10:00

※試技は2回とする。

荒木　捷也(5) 奥出雲ジュニア 2m32 2m45 2m45(+0.8)
ｱﾗｷ +2.1 +0.8 (459)
布野　央士(6) 出雲陸上教室 3m42 3m31 3m42(+1.1)
ﾌﾉ ｵｳｼ +1.1 +1.4 (731)
曽田　雄大(6) 出雲陸上教室 3m58 3m40 3m58(+1.5)
ｿﾀ ﾕｳﾀﾞｲ +1.5 +1.3 (776)
門脇　拓海(4) 出雲陸上教室 3m23 3m05 3m23(+1.1)
ｶﾄﾞﾜｷ +1.1 +1.4 (678)
黒崎　陽斗(4) 平田陸上教室 2m57 2m61 2m61(+0.7)
ｸﾛｻｷ ﾋﾛﾄ 0.0 +0.7 (504)
長﨑　大汰(5) 平田陸上教室 3m52 × 3m52(+0.3)
ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ +0.3 (759)
石橋　翔汰(6) 邑智JTS 4m04 4m10 4m10(+2.9) 公認4m04
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ +1.0 +2.9 (921) (905)
宮能　煌大(5) 松江陸上教室 2m76 2m45 2m76(+1.6)
ﾐﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ +1.6 +1.6 (546)
河野　快希(4) 松江陸上教室 2m34 × 2m34(+1.5)
ｺｳﾉ ｶｲｷ +1.5 (428)
長野　倖大(5) 松江陸上教室 2m62 2m37 2m62(+1.8)
ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ +1.8 +2.5 (507)
三木　健人(6) 松江陸上教室 3m12 3m45 3m45(+2.4) 公認3m12
ﾐｷ ｹﾝﾄ +1.3 +2.4 (739) (647)
生間　義人(4) 松江陸上教室 2m21 2m40 2m40(+2.4) 公認2m21
ｲｸﾏ ﾖｼﾄ +0.8 +2.4 (445) (392)
佐藤　光倫(4) 松江陸上教室 2m86 2m66 2m86(+0.4)
ｻﾄｳ ｺｳﾘﾝ +0.4 +1.2 (574)
須江　瑛音(6) 松江陸上教室 3m20 3m39 3m39(+2.0)
ｽｴ ｴｲﾄ +0.4 +2.0 (722)
岡本　晃宗(6) 松江陸上教室 3m86 3m53 3m86(+1.5)
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ +1.5 +1.8 (854)
大石　　彪(6) 松江陸上教室 3m45 2m98 3m45(+1.4)
ｵｵｲｼ ﾋｮｳ +1.4 +1.7 (739)
原田　莉士(4) 松江陸上教室 3m20 3m13 3m20(+2.9) 公認3m13
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｱﾝ +2.9 +1.5 (669) (650)
小畑　耀大(4) 松江陸上教室 2m06 × 2m06(+2.1) 公認なし
ｵﾊﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ +2.1 (350)
山本　雄大(4) 松江陸上教室 2m16 2m04 2m16(+1.8)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ +1.8 +3.7 (378)

小男コンバインドB

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

6月19日



決勝 6月19日

※試技は2回とする。

荒木　捷也(5) 奥出雲ジュニア 11m98
ｱﾗｷ (303)
布野　央士(6) 出雲陸上教室 35m76
ﾌﾉ ｵｳｼ (786)
曽田　雄大(6) 出雲陸上教室 24m83
ｿﾀ ﾕｳﾀﾞｲ (564)
門脇　拓海(4) 出雲陸上教室 23m02
ｶﾄﾞﾜｷ (528)
黒崎　陽斗(4) 平田陸上教室 21m72
ｸﾛｻｷ ﾋﾛﾄ (501)
長﨑　大汰(5) 平田陸上教室 20m13
ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ (469)
石橋　翔汰(6) 邑智JTS 34m81
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ (767)
宮能　煌大(5) 松江陸上教室 25m44
ﾐﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ (577)
河野　快希(4) 松江陸上教室 19m08
ｺｳﾉ ｶｲｷ (447)
長野　倖大(5) 松江陸上教室 18m55
ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ (437)
三木　健人(6) 松江陸上教室 33m74
ﾐｷ ｹﾝﾄ (745)
生間　義人(4) 松江陸上教室 22m25
ｲｸﾏ ﾖｼﾄ (512)
佐藤　光倫(4) 松江陸上教室 19m33
ｻﾄｳ ｺｳﾘﾝ (453)
須江　瑛音(6) 松江陸上教室 20m11
ｽｴ ｴｲﾄ (468)
岡本　晃宗(6) 松江陸上教室 26m45
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ (597)
大石　　彪(6) 松江陸上教室 28m98
ｵｵｲｼ ﾋｮｳ (649)
原田　莉士(4) 松江陸上教室 16m27
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｱﾝ (390)
小畑　耀大(4) 松江陸上教室 17m76
ｵﾊﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ (421)
山本　雄大(4) 松江陸上教室 18m52
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ (436)

小男コンバインドB

ジャべリックボール投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2
35m76 31m43

記録 備考

1
11m98 8m92

4
18m80 23m02

3
24m83 24m39

6
20m13 15m60

5
21m72 18m50

8
20m81 25m44

7
30m25 34m81

10
18m55 17m08

9
14m88 19m08

12
20m30 22m25

11
30m56 33m74

14
× 20m11

13
× 19m33

16
28m68 28m98

15
26m45 24m23

11:00

20

19
15m76 18m52

18
17m76 14m63

17
16m17 15m22



決勝 6月19日 12:35

[ 1組] 風速 +4.4 [ 2組] 風速 +4.3

河野　快希(4) 松江陸上教室 18.70
ｺｳﾉ ｶｲｷ
小畑　耀大(4) 松江陸上教室 19.53
ｵﾊﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ
原田　莉士(4) 松江陸上教室 15.30 長野　倖大(5) 松江陸上教室 16.92
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｱﾝ ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ
黒崎　陽斗(4) 平田陸上教室 16.48 荒木　捷也(5) 奥出雲ジュニア 17.15
ｸﾛｻｷ ﾋﾛﾄ ｱﾗｷ
門脇　拓海(4) 出雲陸上教室 16.65 長﨑　大汰(5) 平田陸上教室 15.92
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾐ ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ
生間　義人(4) 松江陸上教室 16.36 宮能　煌大(5) 松江陸上教室 15.88
ｲｸﾏ ﾖｼﾄ ﾐﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ
佐藤　光倫(4) 松江陸上教室 18.03
ｻﾄｳ ｺｳﾘﾝ
山本　雄大(4) 松江陸上教室 16.53
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

[ 3組] 風速 +3.4

岡本　晃宗(6) 松江陸上教室 14.94
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ
三木　健人(6) 松江陸上教室 14.75
ﾐｷ ｹﾝﾄ
石橋　翔汰(6) 邑智JTS 13.59
ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳﾀ
曽田　雄大(6) 出雲陸上教室 15.01
ｿﾀ ﾕｳﾀﾞｲ
大石　　彪(6) 松江陸上教室 13.81
ｵｵｲｼ ﾋｮｳ
布野　央士(6) 出雲陸上教室 14.37
ﾌﾉ ｵｳｼ
須江　瑛音(6) 松江陸上教室 15.19
ｽｴ ｴｲﾄ

1 1
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

(875)

3 3
(540) (216)

4 4
(304) (170)

5 5
(270) (416)

6 6
(424)

7 7

8 8

(328)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

(562)

2

(726)

4
(882)

5
(598)

6
(838)

7

(650)

2
(0)

8

(294)

記録／備考
2

(612)
3

(0)


