
ト ラ ッ ク 審 判 長 赤木　正英

ス タ ー ト 審 判 長 赤木　正英

跳 躍 審 判 長 白根　誠治

投 て き 審 判 長 白根　誠治

記 録 主 任 河村　靖宏

日付 種目

髙杉　　元也(3) 11.55 石原　　由章(3) 11.58 小片　　李希(3) 11.65 野津　　柾宏(2) 11.87 川上　　陸哉(2) 11.89 石橋　　大輔(2) 12.10 松崎　　来逢(2) 12.23 山本　　紘大(3) 12.24
島根・六日市中 島根・平田中 島根・平田中 島根・松江三中 島根・浜山中 島根・瑞穂中 島根・浜山中 島根・湖南中
枝木　　　蓮(3) 16.83 錦織　　遊心(3) 17.13 川上　　流矢(3) 17.28 山根　　靖葵(2) 17.42 石飛　　洸人(2) 17.51 沼田　　都福(3) 17.98 井上　　徹也(3) 18.01 青木　　亮太(3) 18.17
島根・湖南中 島根・出雲一中 島根・浜山中 島根・平田中 島根・浜山中 島根・金城中 島根・斐川西中 島根・浜田一中
石飛　　翔悟(3) 2:45.04 曽田　　陽斗(3) 2:48.31 井戸　琥太郎(2) 2:49.25 岩成　　　歩(3) 2:50.43 川上　　拓海(3) 2:51.50 須古星　駿太(1) 2:52.44 周藤　　成輝(3) 2:53.74 草水　　涼太(3) 2:54.73
島根・浜山中 島根・浜山中 島根・出雲三中 島根・向陽中 島根・安来市陸協 島根・浜田一中 島根・平田中 島根・仁多中
高橋　　快仁(3) 16.00 上田　　康生(1) 16.00 南木　　　漣(3) 16.82 堀江　　悠生(3) 17.15 川上　　悠介(2) 19.28 栗原　　咲人(2) 19.30 内藤　　良太(2) 19.50 井上　　学士(3) 20.83
島根・平田中 島根・矢上高 島根・平田中 島根・出雲一中 島根・浜山中 島根・浜山中 島根・出雲三中 島根・出雲二中
田中　　悠貴(1) 1m80 阿部　　倖大(2) 1m73 山岡　みなみ(3) 1m70 山根　　想大(2) 1m67 岩﨑　　翔洋(2) 1m64 玉城フェルナンド(2) 1m55 小村　　海登(2) 1m50 杉原　　颯空(2) 1m45
島根・明誠高 島根・浜山中 島根・平田中 島根・出雲二中 島根・浜山中 島根・斐川西中 島根・大社中 島根・出雲一中
土江　　駿多(2) 3m50 吾郷　　悠馬(2) 3m30 林　　航太朗(3) 3m20 松村　　颯汰(3) 3m10 山﨑　　滉己(2) 3m00 外野　　心太(2) 2m90 三加茂　快青(3) 2m80
島根・大社中 島根・平田中 島根・斐川西中 島根・平田中 島根・大社中 島根・河南中 島根・斐川西中
渡部　　展路(3) 6m06(+2.3) 石橋　　明士(2) 5m65(+2.3) 川島　　奏音(2) 5m60(+2.6) 松﨑　　珀人(3) 5m59(+1.3) 伊藤　　昌大(1) 5m56(+2.6) 三藤　　真樹(2) 5m33(+2.7) 赤名　　遼人(2) 5m14(+1.4) 山本　　　優(3) 5m05(+1.4)
島根・平田中 *F3 島根・出雲一中 *F6 島根・大社中 *F4 島根・仁多中 島根・益田東中 *F6 島根・平田中 *F5 島根・仁多中 島根・江津中

公認5m96(+1.8) 公認5m15(+1.6) 公認5m54(+2.0) 公認5m43(+1.2) 公認5m30(+1.5)

道前　佑史朗(3) 12m19(+1.8) 椋　　　亮介(3) 12m04(+2.3) 川上　　時宗(3) 11m50(+2.8) 大場　　赤樫(2) 10m43(+1.7)
島根・平田中 島根・浜山中 *F5 島根・浜山中 *F3 島根・浜田一中

公認11m96(+2.0) 公認11m35(+1.5)

藤川　　颯太(2) 10m30 高見　晃史郎(2) 10m03 三沢　　洋人(3) 8m84 平川　　幸輝(1) 8m49 児玉　　一生(1) 8m00 石原　　里海(3) 7m40 神谷　　勇雅(2) 7m07 原　　　凱人(2) 6m89
島根・斐川西中 島根・河南中 島根・浜田一中 島根・出雲二中 島根・出雲二中 島根・仁多中 島根・浜山中 島根・斐川西中
松本　祐太朗(1) 33m52 金沢　　夢輝(3) 32m60 佐々木　順悠(3) 28m94 曽田　　陽軌(2) 25m30 藤田　　康佑(3) 17m73 吾郷　　紘崇(1) 16m77
島根・松江工高 島根・出雲一中 島根・六日市中 島根・平田中 島根・仁多中 島根・大東中
牛尾　　壮太(3) 49m97 神田　　琉翔(3) 49m77 桑原　　大輝(3) 37m94 鳥谷　　颯太(3) 36m10 鈴木　　海人(1) 33m64 富田　　陸斗(3) 31m92 佐々木　順脩(1) 31m49 石井　　亮多(3) 29m24
島根・浜田一中 島根・浜山中 島根・平田中 島根・仁多中 島根・出雲二中 島根・出雲一中 島根・六日市中 島根・安来三中
中原　　紗奈(2) 13.20 田中　　萌香(2) 13.36 江角　　和華(2) 13.42 野津　ここな(3) 13.50 高橋　あおい(1) 13.68 川西　　藍音(3) 13.70 安達　　夕里(1) 13.80
島根・瑞穂中 島根・河南中 島根・河南中 島根・松江一中 島根・仁多中 島根・安来一中 島根・浜田一中
野田　　一葉(3) 19.11 畑　　　心海(3) 19.73 永岡　　璃紗(2) 19.76 岩本　　夏姫(2) 19.81 山本　　美祐(2) 20.11 玉木　　麻裕(3) 20.13 勝部　　　葵(1) 20.56 飯塚　万悠子(3) 21.14
島根・瑞穂中 島根・出雲二中 島根・松江一中 島根・出雲三中 島根・河南中 島根・平田中 島根・出雲三中 島根・平田中
蒲生　　悠桜(2) 3:06.82 臼井　　利依(2) 3:09.19 竹田　さくら(2) 3:09.56 淺田　　結衣(3) 3:13.11 片岡　あおば(2) 3:15.04 妹尾　　帆花(3) 3:15.48 園山　　果林(2) 3:16.58 多久和　禾恋(2) 3:17.08
島根・出雲三中 島根・鹿島中 島根・金城中 島根・江津中 島根・金城中 島根・出雲二中 島根・出雲三中 島根・向陽中
別所　　みゆ(3) 13.97 吾郷　　愛莉(3) 16.11 高橋　みひろ(2) 16.46 古和　　聖菜(2) 16.58 石川　　　茜(2) 18.01 時耕　　　悠(3) 18.35 角脇　　亜子(2) 19.08 近藤　　未幸(2) 20.14
島根・大社中 島根・出雲二中 島根・出雲三中 島根・浜田一中 島根・松江一中 島根・浜田一中 島根・松江一中 島根・安来三中
出店　　優花(3) 1m45 江角　　菜子(3) 1m45 矢田　陽菜乃(2) 1m45 古川　　奈々(3) 1m42 金築　　佳穂(2) 1m25 原田　緋那子(2) 1m15 山田　　葉暖(2) 1m10 山本　　明夢(1) 1m10
島根・瑞穂中 島根・河南中 島根・平田中 島根・斐川西中 島根・平田中 島根・安来三中 島根・湖南中 島根・大東中
大國　　千夏(3) 2m30 神田マリアナ(3) 2m10
島根・平田中 島根・斐川西中
中野　　花美(2) 5m11(+0.7) 八澤　　蒼空(3) 5m11(+2.4) 官澤　　麻央(3) 4m87(+2.2) 生間　　咲那(2) 4m48(+1.9) 周藤　　美月(3) 4m44(+2.3) 西尾　　心和(2) 4m28(+0.6) 布野　　心美(3) 4m21(+1.8) 山田　　二胡(2) 4m21(+2.4)
島根・浜田一中 島根・仁多中 *F2 島根・浜田一中 *F3 島根・平田中 島根・島大附属 *F1 島根・向陽中 島根・出雲二中 島根・斐川西中 *F6

公認5m00(+0.8) 公認4m81(0.0) 公認4m32(+1.7) 公認4m19(+1.5)

大野　　　涼(3) 10m43(+1.8) 佐々木　悠里(3) 10m18(+1.2) 登川　　輝樹(2) 9m70(+0.3) 山根　　一巴(2) 9m41(+2.3) 中山　　里菜(3) 9m37(+0.8) 大畑　　真緒(2) 9m27(+1.8)
島根・出雲二中 島根・浜田一中 島根・出雲三中 島根・出雲三中 *F0 島根・松江四中 島根・出雲二中

公認記録なし

多久和　柚香(3) 8m95 伊藤　　綺華(2) 8m33 多久和　　心(2) 8m25 青木　　瑚都(1) 6m68 小田　しづき(2) 5m31 勝部　　真帆(1) 3m97
島根・平田中 島根・平田中 島根・向陽中 島根・出雲二中 島根・大東中 島根・出雲二中
安田　　円佳(3) 24m53 鎌田　　　咲(2) 20m73 加藤　　沙彩(3) 19m96 川口　　祥穂(2) 16m83 榊原　　　希(2) 15m21 川島　　瑠華(2) 12m93
島根・浜山中 島根・出雲三中 島根・出雲二中 島根・出雲二中 島根・大東中 島根・大東中
渡部　　楓香(1) 31m14 布野　　里海(3) 30m51 中井　　　心(2) 29m77 景山　星李奈(2) 28m50 松浦　　知佳(3) 25m79 土江　愛理沙(3) 25m78 本間　　梨花(1) 21m84 遠藤　　真輝(3) 18m28
島根・仁多中 島根・出雲二中 島根・松江一中 島根・大東中 島根・大田一中 島根・斐川西中 島根・出雲二中 島根・安来一中

凡例  *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会島根県予選 【21323006】 
松江市営陸上競技場 【322030】 
2021/08/28 ～ 2021/08/28

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月28日
U16男子100m 

風：+1.7

8月28日 U16男子1000m

8月28日
U16男子110mH(0.991m) 

風：+2.0

8月28日 U16男子走高跳

8月28日 U16男子棒高跳

8月28日 U16男子走幅跳

8月28日 U16男子円盤投(1.500kg)

8月28日 U16男子ジャベリックスロー

8月28日
U16男子150m 

風：+2.4

8月28日 U16男子三段跳

8月28日 U16男子砲丸投(5.000kg)

8月28日
U16女子100m 

風：+3.4

8月28日 U16女子1000m

8月28日
U16女子100mH(0.762m) 

風：+1.4

8月28日 U16女子走高跳

8月28日 U16女子棒高跳

8月28日 U16女子走幅跳

8月28日 U16女子円盤投(1.000kg)

8月28日 U16女子ジャベリックスロー

8月28日
U16女子150m 

風：+1.3

8月28日 U16女子三段跳

8月28日 U16女子砲丸投(2.721kg)


