
男子3000m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾌｶﾀﾆ ｻﾄﾙ 島根

1 5 1827 幸野　　亮太(2) 出雲一中 10:05.58 1 7 1014 深谷　　　慧 X-Rabbits 9:02.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 島根 ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根

2 9 2345 渡辺　　結希(3) 平田中 10:12.91 2 19 1011 園山　　健太 X-Rabbits 9:03.68
ﾄﾐｵ ｿｳﾀ 島根 ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島根

3 2 1046 冨尾　　颯大 出雲市陸協 10:14.19 3 1 1013 野津　　侑輝 X-Rabbits 9:14.90
ｷﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 島根

4 20 2265 木村　　大陽(2) 浜山中 10:16.50 4 15 1214 松本　　晃史 Teamムカパラ 9:16.51
ｶｷﾀ ﾘｸﾄ 島根 ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 島根

5 13 2120 柿田　　陸斗(3) 河南中 10:29.87 5 9 2124 行武　　直弘(3) 河南中 9:28.56
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根

6 7 2010 中島　　涼太(3) 出雲三中 10:33.37 6 24 1329 布野　　雅士 出雲消防陸上部 9:32.99
ｳｷｮｳ ｼｮｳﾏ 島根 ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根

7 4 2271 宇京　　尚真(2) 浜山中 10:34.12 7 12 2013 井戸　琥太郎(3) 出雲三中 9:35.95
ﾌｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島根 ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根

8 22 613 深田　　陽斗(3) 松江二中 10:35.04 8 10 2119 布野　幹太郎(3) 河南中 9:36.55
ｿﾀ ｱｷﾄ 島根 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ 島根

9 24 2269 曽田　　暁大(2) 浜山中 10:40.49 9 18 1070 片寄　　博幸 雲南市陸協 9:42.89
ｲﾏｵｶ ﾀｲﾁ 島根 ﾅｶﾂｶ ｹﾞﾝｷ 島根

10 14 617 今岡　　太一(3) 松江二中 10:40.68 10 5 0 中塚　　元基 斐川AC 9:48.14
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根 ｲﾏｵｶ ｻﾄｼ 島根

11 23 2624 原　　　拓己(2) 斐川東中 10:42.15 11 8 2131 今岡　　悟志(2) 河南中 9:48.51
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 島根 ﾔｵ ﾘｮｳｾｲ 島根

12 3 2422 原田　真之介(2) 向陽中 10:44.54 12 4 2216 八尾　　亮政(3) 浜山中 9:59.44
ﾊﾀ ﾕｳﾄ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 島根

13 16 2731 秦　　　悠登(3) 斐川西中 10:50.42 13 16 2135 遠藤　　光基(2) 河南中 10:00.63
ﾐﾅﾘ ﾖｳｽｹ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根

14 21 2023 三成　　陽介(3) 出雲三中 11:02.56 14 11 710 渡部　　　修(3) 松江四中 10:07.23
ﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ﾄｱ 島根

15 18 2357 原　　　彬人(2) 平田中 11:09.80 15 6 2411 錦織　　翔愛(3) 向陽中 10:07.24
ﾀｸﾜ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｶﾂﾍﾞ ｼｵﾝ 島根

16 1 1850 多久和　響己(3) 出雲一中 11:10.05 16 3 1936 勝部　　心温(3) 出雲二中 10:07.83
ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾏ 島根 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 島根

17 6 1035 門脇　　佑馬(2) 東出雲中 11:11.60 17 14 2337 村松　　　凌(3) 平田中 10:07.89
ｱﾗｷ ｿﾗﾄ 島根 ｺﾄｳ ﾀｲﾁ 島根

18 17 1845 荒木　　空斗(3) 出雲一中 11:12.76 18 20 619 古藤　　太一(3) 松江二中 10:08.55
ｻｻｷ ｷｭｳｼﾞ 島根 ｽﾔﾏ ｸﾆｱｷ 島根

19 10 1816 佐々木　球二(2) 出雲一中 11:14.70 19 13 1213 陶山　　邦明 Teamムカパラ 10:18.35
ｽﾄｳ ｶﾝﾀ 島根 ｱｵｷ ﾏﾋﾛ 島根

20 15 2631 周藤　　寛大(3) 斐川東中 11:15.23 20 23 2735 青木　　眞拓(2) 斐川西中 10:27.44
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 島根 ｲﾄｳ ﾐﾂﾊ 島根

21 12 1817 高橋　　昂聖(2) 出雲一中 11:33.10 2 2130 伊藤　　三葉(2) 河南中 DNS
ﾃﾗﾆｼ ﾘｸ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵﾐﾁ 島根

8 2211 寺西　　　陸(3) 浜山中 DNS 17 2348 森山　　直道(2) 平田中 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ 島根 ﾀﾑﾗ ｺｳ 島根

11 1087 藤原　　栄司 雲南市陸協 DNS 21 2421 田村　　　康(2) 向陽中 DNS
ｶﾉｳ ﾀｲｶﾞ 島根 ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根

19 3717 加納　　大雅(2) 仁多中 DNS 22 1826 飯島　翔太郎(2) 出雲一中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｶﾀﾆ ｻﾄﾙ 島根

1 1014 深谷　　　慧 X-Rabbits 9:02.61
ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根

2 1011 園山　　健太 X-Rabbits 9:03.68
ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島根

3 1013 野津　　侑輝 X-Rabbits 9:14.90
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 島根

4 1214 松本　　晃史 Teamムカパラ 9:16.51
ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 島根

5 2124 行武　　直弘(3) 河南中 9:28.56
ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根

6 1329 布野　　雅士 出雲消防陸上部 9:32.99
ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根

7 2013 井戸　琥太郎(3) 出雲三中 9:35.95
ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根

8 2119 布野　幹太郎(3) 河南中 9:36.55

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　26組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ 島根 ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 島根

1 7 2220 石飛　　洸人(3) 浜山中 11.41 1 8 2630 小村　　勇人(3) 斐川東中 12.16
ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 島根 ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ 島根

2 9 2272 野田　小獅郎(2) 浜山中 11.47 2 6 2577 黒崎　　明陸(3) 大社中 12.27
ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ 島根 ｱﾍﾞ ﾙｲﾄ 島根

3 6 2343 山根　　靖葵(3) 平田中 11.53 3 3 609 安部　　琉斗(3) 松江二中 12.27
ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ 島根 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 島根

4 5 2218 川上　　陸哉(3) 浜山中 11.71 4 7 2327 高橋　　昇大(3) 平田中 12.34
ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根 ﾀｸﾜ ｺｳﾀ 島根

5 4 2125 須山　　拓海(3) 河南中 11.76 5 5 713 多久和　倖太(2) 松江四中 12.63
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ 島根

6 8 2224 松崎　　来逢(3) 浜山中 11.81 6 2 1847 石橋　　明士(3) 出雲一中 12.70
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ 島根 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 島根

7 3 2134 春日　　　涼(2) 河南中 12.29 7 1 2724 田島　　朋樹(3) 斐川西中 12.92
ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 島根 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾖｳ 島根

1 607 横山　　知紀(3) 松江二中 DNS 8 9 2213 岩崎　　翔洋(3) 浜山中 13.01
ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｷ 島根 ﾂﾁｴ ｼｭﾝﾀ 島根

2 2121 勝部　　雄貴(3) 河南中 DNS 4 2579 土江　　駿多(3) 大社中 DNS

3組 (風:-1.6) 4組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 ﾀｶﾀ ﾊﾙﾋ 島根

1 6 2412 渡部　　雄大(3) 向陽中 12.43 1 1 2730 高田　　暖紬(3) 斐川西中 12.64
ｱｵﾔﾏ ﾀｲｾｲ 島根 ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ 島根

2 1 616 青山　　大晟(3) 松江二中 12.71 2 3 2725 山岡　　大起(3) 斐川西中 12.67
ﾊﾗ ｶﾝｽｹ 島根 ﾌﾙｻﾜ ﾕｳﾏ 島根

3 7 2622 原　　　貫輔(2) 斐川東中 12.71 3 5 1077 古澤　　優真(3) 東出雲中 12.69
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 島根 ｵｻﾞｷ ｶｹﾙ 島根

4 5 4620 植田　　倖希(3) 青陵中 12.75 4 2 1033 尾崎　　翔琉(2) 東出雲中 12.70
ｿﾀ ｴｲｼﾞ 島根 ﾐﾄｳ ﾏｻｷ 島根

5 2 2361 曽田　　英司(2) 平田中 12.85 5 9 2313 三藤　　真樹(3) 平田中 12.80
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙｴｰｽ 島根 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 島根

6 8 2028 内田ヒカルエース(3) 出雲三中 12.86 6 7 2002 内藤　　良太(3) 出雲三中 12.84
ｸﾏﾉ ﾘｸ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根

7 3 618 熊野　　　陸(3) 松江二中 12.87 7 6 5729 渡邊　　陽斗(3) 川本中 12.89
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾔ 島根 ｱｺﾞｳ ﾄﾓﾔ 島根

8 9 1095 池田　　翔矢(3) 東出雲中 12.97 8 4 718 吾郷　　友哉(2) 松江四中 12.92
ｸｻｶ ﾕｲﾄ 島根 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根

4 2044 日下　　結翔(2) 出雲三中 DNS 9 8 2123 寺田　　昌平(3) 河南中 13.10

5組 (風:-0.5) 6組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾃﾞｷ 島根

1 6 1820 松本　　陽和(2) 出雲一中 12.83 1 4 622 門脇　　英生(3) 松江二中 12.74
ｷｯｶﾜ ﾀｲﾁ 島根 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾑ 島根

2 7 3713 吉川　　太智(3) 仁多中 12.84 2 6 1072 岩田　　大武(3) 東出雲中 12.80
ｱｶﾅ ﾊﾙﾄ 島根 ｵﾑﾗ ｶｲﾄ 島根

3 4 3711 赤名　　遼人(3) 仁多中 12.88 3 9 2570 小村　　海登(3) 大社中 12.82
ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾌﾋﾞﾘｱ ｸﾗｰｸｹﾝ 島根

4 8 3105 熱田　　涼祐(3) 大東中 12.95 4 8 2738 フビリアクラークケン(2) 斐川西中 12.97
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根 ｿﾀ ﾙｱ 島根

5 3 2210 川上　　悠介(3) 浜山中 12.99 5 7 2632 曽田　　流亜(3) 斐川東中 13.01
ﾀﾏｼﾛ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 島根 ｱｺﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 島根

6 1 2732 玉城フェルナンド(3) 斐川西中 13.08 6 2 3125 吾郷　　紘崇(2) 大東中 13.25
ﾀｸﾜ ｺｳｷ 島根 ｱｻﾊﾗ ｱｵｲ 島根

7 9 2727 多久和　昊希(3) 斐川西中 13.17 7 3 4014 浅原　　蒼生(2) 大田二中 13.30
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 ﾊﾗ ｶｲﾄ 島根

8 2 5712 島田　　興典(2) 川本中 13.29 8 1 2734 原　　　凱人(3) 斐川西中 13.55
ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 島根 ｿﾀ ﾊﾙｷ 島根

9 5 2728 藤川　　颯太(3) 斐川西中 13.39 5 2326 曽田　　陽軌(3) 平田中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　26組

7組 (風:-1.1) 8組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｽｷﾞ ﾀｲｷ 島根 ﾅｶﾞｾ ｶｲﾄ 島根

1 7 2032 大杉　　泰生(3) 出雲三中 12.70 1 1 2625 永瀬　　佳大(2) 斐川東中 12.73
ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ 島根 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 島根

2 1 2222 寺本　　壮佑(3) 浜山中 12.82 2 4 611 母里　　優真(3) 松江二中 12.97
ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ 島根 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 島根

3 8 2141 錦織　　魁哩(2) 河南中 12.98 3 2 2574 佐藤　　千真(3) 大社中 13.00
ｱｼﾞｷ ﾀｸﾏ 島根 ﾓﾁﾀﾞ ｺﾃﾂ 島根

4 3 2321 安食　　卓真(3) 平田中 13.04 4 8 2636 持田　　虎徹(3) 斐川東中 13.06
ﾋﾗｲ ﾕｽﾞｷ 島根 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島根

5 6 1938 平井　　柚貴(3) 出雲二中 13.11 5 6 2145 髙田　　昌広(2) 河南中 13.14
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ﾀｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 島根

6 5 3123 藤原　　暖人(2) 大東中 13.15 6 7 2118 高見　晃史郎(3) 河南中 13.17
ｱﾗｷ ﾋﾛﾄ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ 島根

7 2 2333 荒木　　裕翔(2) 平田中 13.27 7 5 621 安達　　智貴(3) 松江二中 13.31
ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝ 島根 ﾂﾈﾏﾂ ｶｽﾞｷ 島根

8 4 2362 錦織　　　隼(2) 平田中 13.28 8 3 2413 常松　　知生(3) 向陽中 13.43
ｱｺﾞｳ ﾕｳﾏ 島根 ﾌｸﾏ ﾕｳﾄ 島根

9 2320 吾郷　　悠馬(3) 平田中 DNS 9 9 826 福間　　悠斗(3) 湖南中 13.56

9組 (風:0.0) 10組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ 島根 ｿﾉﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 島根

1 9 2005 元田　　　慶(3) 出雲三中 12.71 1 2 1076 園山　虎太郎(3) 東出雲中 12.81
ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 島根 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 島根

2 4 2021 三島　　一希(3) 出雲三中 12.85 2 1 629 田村　　優和(2) 松江二中 12.84
ｶﾒﾀﾞｷ ｱｻﾄ 島根 ｼｹﾞｽﾐ ﾀｹﾐﾁ 島根

3 5 1019 亀瀧　　安里(2) 東出雲中 12.92 3 4 2040 重栖　　岳道(2) 出雲三中 13.09
ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 島根 ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 島根

4 6 2737 坂本　　和樹(2) 斐川西中 13.00 4 3 822 内藤　　奏太(3) 湖南中 13.20
ﾉﾂ ｱｷﾋﾄ 島根 ﾐｶﾐ ﾘｭｳｾｲ 島根

5 1 615 野津　　彰仁(3) 松江二中 13.03 5 5 715 三上　　竜世(2) 松江四中 13.21
ｾﾝｶﾞ ﾘｸ 島根 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 島根

6 2 4001 千賀　　璃空(3) 大田二中 13.08 6 7 1818 佐藤　　真斗(2) 出雲一中 13.31
ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 島根 ｿﾄﾉ ｼﾝﾀ 島根

7 8 3104 加藤　　悠太(3) 大東中 13.23 7 6 2129 外野　　心太(3) 河南中 13.35
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ｵｵﾌｸ ｶﾅﾄ 島根

8 7 1825 山田　光太郎(2) 出雲一中 13.37 8 8 2324 大福　　奏杜(3) 平田中 13.42
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｱ 島根 ﾆｲﾉｳ ﾏｻﾄ 島根

3 720 吉水　　柚渉(2) 松江四中 DNS 9 1851 新納　　正斗(3) 出雲一中 DNS

11組 (風:-0.1) 12組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾉ ﾀﾂﾋﾛ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 島根

1 3 623 田野　　達弘(2) 松江二中 13.34 1 5 2360 福田　　　凌(2) 平田中 13.55
ﾑｺｳﾑﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ｳｼｵ ｲｯｻ 島根

2 8 1917 向村　　遥登(2) 出雲二中 13.37 2 3 2340 牛尾　　一策(2) 平田中 13.58
ﾂｷﾓﾘ ﾈｵ 島根 ｳｴﾀﾞ ﾚｲ 島根

3 1 4015 月森　　寧生(2) 大田二中 13.54 3 1 832 植田　　　澪(2) 湖南中 13.66
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 島根 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 島根

4 6 3106 藤原　　悠真(3) 大東中 13.66 4 7 2140 田中　　悠良(2) 河南中 13.86
ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｶﾜｾ ｿﾗ 島根

5 2 2319 槇野　　滉大(2) 平田中 13.70 5 9 2347 河瀬　　蒼空(2) 平田中 13.91
ｾﾝﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根 ﾊﾗ ｶｲﾄ 島根

6 4 2144 泉頭　　一希(2) 河南中 13.79 2 2633 原　　　海飛(3) 斐川東中 DNS
ﾅｶｵｶ ｻﾄﾙ 島根 ｵﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 島根

7 5 2328 中岡　　　理(3) 平田中 13.85 4 834 小立　　陵太(2) 湖南中 DNS
ｱﾏﾈ ﾀﾞｲﾄ 島根 ﾔﾉ ｿｳﾀ 島根

8 9 1011 天根　　大登(2) 東出雲中 13.86 6 2742 矢野　　蒼太(2) 斐川西中 DNS
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 島根 ｶﾜｽﾐ ﾚﾅﾝ 島根

9 7 2354 河原　　　輝(2) 平田中 13.92 8 829 河角　　玲南(3) 湖南中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　26組

13組 (風:-2.2) 14組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔﾜｷ ｹｲｽｹ 島根 ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞ 島根

1 4 4104 宮脇　　圭介(3) 志学中 12.99 1 1 3102 土屋　　慶二(3) 大東中 13.07
ﾉﾂ ﾂｶｻ 島根 ｱﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 島根

2 5 833 野津　　　司(2) 湖南中 13.06 2 7 3714 安部　　哲平(2) 仁多中 13.47
ｳｷｮｳ ｼｮｳﾏ 島根 ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

3 1 2271 宇京　　尚真(2) 浜山中 13.16 3 9 2148 和田　　雄聖(2) 河南中 13.51
ｶﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ 島根 ﾏﾂｳﾗ ｿｳｽｹ 島根

4 2 2047 金山　　　光(2) 出雲三中 13.78 4 6 828 松浦　　蒼典(3) 湖南中 13.63
ｶﾈｻｶ ｹｲ 島根 ﾊﾙｷ ﾊﾔﾄ 島根

5 9 817 金坂　　　慧(3) 湖南中 13.89 5 8 2522 春木　　颯斗(2) 大社中 13.64
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 島根 ｵﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 島根

6 6 2147 中村　　圭孝(2) 河南中 13.93 6 3 2132 尾畑　　宏祐(2) 河南中 13.68
ｶﾂﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾜ 島根

7 7 2740 勝部　孝太郎(2) 斐川西中 14.13 7 5 835 永澤　　斗和(2) 湖南中 13.71
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄﾂ 島根 ｵﾁｱｲ ﾙｲ 島根

8 3 2030 松浦　　　一(3) 出雲三中 14.28 8 2 2146 落合　　琉惺(2) 河南中 13.94
ｳｴﾀﾞ ﾚﾅﾄ 島根 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲﾄ 島根

8 2334 上田　レナト(2) 平田中 DNS 4 2017 福島　　大翔(3) 出雲三中 DNS

15組 (風:+0.1) 16組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾉ ﾕｳｶﾞ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 島根

1 6 2031 矢野　　優芽(3) 出雲三中 13.51 1 4 3120 岡田　悠之介(2) 大東中 13.49
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 島根

2 5 716 渡邉　　武尊(3) 松江四中 13.56 2 7 719 渡邊　　敬太(2) 松江四中 13.72
ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 島根

3 7 2212 安達　　大凱(3) 浜山中 13.68 3 2 2634 古川　　裕聖(3) 斐川東中 13.72
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾜ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 島根

4 3 2365 渡部　　透翔(2) 平田中 13.70 4 8 2035 渡部　　悠介(2) 出雲三中 13.83
ﾉﾑﾗ ｾｲｼﾝ 島根 ﾌｸﾏ ｷﾗ 島根

5 4 2627 野村　　正心(2) 斐川東中 14.00 5 1 2318 福間　　煌来(2) 平田中 13.96
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

6 2 5710 上田　　　悠(2) 川本中 14.03 6 5 3126 森山　　晴仁(2) 大東中 14.05
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼ 島根 ｲﾀｸﾗ ﾏｻﾄ 島根

7 8 2004 水谷　　　由(3) 出雲三中 14.04 7 6 2033 板倉　　真斗(2) 出雲三中 14.06
ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 島根 ﾐｼﾏ ｶﾝｽｹ 島根

8 9 3715 石原　　佑馬(2) 仁多中 14.19 8 9 2635 三島　　勘介(3) 斐川東中 14.12
ｵｵｸﾞﾆ ｺｳﾀ 島根 ﾀﾅｶ ｿﾗ 島根

1 2268 大國　　航太(2) 浜山中 DNS 9 3 723 田中　　蒼空(2) 松江四中 14.61

17組 (風:+1.5) 18組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾈ ｺｳﾏ 島根 ﾎｯﾀ ﾙｲﾄ 島根

1 8 2274 山根　　昊馬(2) 浜山中 13.42 1 1 4107 堀田　　瑠翔(2) 志学中 14.19
ﾄﾐﾀ ﾘｭｳﾄ 島根 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ 島根

2 6 1824 富田　　琉斗(2) 出雲一中 13.72 2 7 2036 五十嵐　賢一(2) 出雲三中 14.19
ﾐﾔｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 ｱﾍﾞ ﾀｸﾄ 島根

3 7 2127 宮岡　翔太郎(3) 河南中 13.92 3 4 2011 安部　　巧隼(3) 出雲三中 14.23
ﾓﾄｲ ﾕｲﾄ 島根 ｺｳﾉ ﾕｳﾏ 島根

4 4 2225 元井　　結翔(3) 浜山中 14.07 4 3 2353 河野　　佑真(2) 平田中 14.58
ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 島根 ｸﾗﾊｼ ﾀｸﾄ 島根

5 2 1823 今田　　正樹(2) 出雲一中 14.40 5 9 2046 倉橋　　拓叶(2) 出雲三中 14.61
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 島根 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｶﾞ 島根

6 5 5715 山口　　聖也(2) 川本中 14.42 6 6 2349 桑原　　大河(2) 平田中 14.93
ﾐﾔｹ ﾊﾙﾄ 島根 ﾏﾂﾀﾆ ｼｮｳﾀ 島根

7 3 2423 三宅　　悠斗(2) 向陽中 14.50 7 5 1090 松谷　　章汰(2) 東出雲中 15.08
ｶﾉｳ ﾅｷﾞﾄ 島根 ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 島根

8 1 1046 加納　　凪人(2) 東出雲中 14.55 2 1071 伊藤　　光希(3) 東出雲中 DNS
ｼﾓｶﾞｷ ｷﾗ 島根 ﾆｼｺﾘ ｿｳ 島根

9 9 5713 下垣　　綺良(2) 川本中 14.72 8 625 錦織　　　想(2) 松江二中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　26組

19組 (風:+1.0) 20組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾅﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｼﾝ 島根

1 1 1066 海原　　宏透(2) 東出雲中 13.97 1 8 831 安達　　瑛心(2) 湖南中 14.82
ﾋﾉﾔﾏ ｼｵﾝ 島根 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 島根

2 5 5728 日野山　蒔音(3) 川本中 14.20 2 6 626 安部　　竜翔(2) 松江二中 14.86
ﾊﾗ ｶｲﾄ 島根 ｻｴｷ ｼﾖｳﾀ 島根

3 3 2332 原　　　海音(3) 平田中 14.49 3 7 2736 佐伯　　翔汰(2) 斐川西中 15.15
ｵｶﾀﾞ ｼﾕｳﾀ 島根 ｼﾞﾂﾅﾘ ﾕｳｺﾞ 島根

4 4 2739 岡田　　宗大(2) 斐川西中 14.52 4 4 5711 實成　　悠吾(2) 川本中 15.20
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾏ 島根 ｲﾄｳ ﾙｲ 島根

5 9 837 和泉　　春真(2) 湖南中 14.60 5 1 2620 伊藤　　琉生(2) 斐川東中 15.97
ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾂｷ 島根 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｽｹ 島根

6 7 2741 杉原　　敦紀(2) 斐川西中 14.62 6 2 2626 松﨑　　康佑(2) 斐川東中 16.06
ｻﾄｳ ｿｳﾀ 島根 ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 島根

7 6 2355 佐藤　　颯太(2) 平田中 14.69 7 9 2045 原　　　泰成(2) 出雲三中 16.09
ｲｼｸﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 島根

8 8 839 石倉　　遥人(2) 湖南中 14.83 8 3 1821 松本　　侑樹(2) 出雲一中 16.63
ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｷ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 島根

9 2 5714 松嶋　　一輝(2) 川本中 15.21 5 4013 渡邊　　勇己(2) 大田二中 DNS

21組 (風:0.0) 22組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ﾙｲ 島根 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 島根

1 7 2289 石川　　琉生(1) 浜山中 13.57 1 5 1830 前田　　祐希(2) 出雲一中 12.49
ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 島根 ｳﾒｷ ﾕｳｾｲ 島根

2 9 2436 藤田　　瑞生(1) 向陽中 13.88 2 7 1828 梅木　　優成(2) 出雲一中 13.56
ﾀｸﾜ ﾘｭｳｸ 島根 ｶﾜｲ ﾀｲｶﾞ 島根

3 2 2433 多久和　竜空(1) 向陽中 14.94 3 3 2290 河井　　太冴(1) 浜山中 13.85
ﾀﾆﾔﾏ ﾘｸ 島根 ﾌﾞﾝﾔ ｺｳｼ 島根

4 6 2287 谷山　　璃來(1) 浜山中 15.20 4 6 2437 文谷　　亘志(1) 向陽中 14.51
ｶﾓﾄ ｹﾝﾉｽｹ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ 島根

5 3 1814 嘉本　健之輔(1) 出雲一中 15.56 5 9 1813 山本　　瑛介(1) 出雲一中 15.11
ｶﾂﾍﾞ ﾄﾓﾔ 島根 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ 島根

6 8 1815 勝部　　智也(1) 出雲一中 16.02 6 8 852 岡本　　晃宗(1) 湖南中 15.16
ｲｼﾊﾗ ｹﾝﾀ 島根 ﾆｼﾓﾘ ｲｸﾄ 島根

7 1 854 石原　　健太(1) 湖南中 16.05 7 1 1810 西森　　郁人(1) 出雲一中 15.27
ﾐｷ ﾕｳｾｲ 島根 ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 島根

8 4 2291 三木　　悠生(1) 浜山中 16.54 8 2 1831 槇原　　峻宏(2) 出雲一中 18.54
ﾊﾗ ｻｸﾏ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 島根

5 2288 原　　　咲真(1) 浜山中 DNS 4 1812 金山　翔一郎(1) 出雲一中 DNS

23組 (風:-0.7) 24組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｲｼ ﾋｮｳ 島根 ﾌﾉ ｵｳｼ 島根

1 1 851 大石　　　彪(1) 湖南中 13.49 1 6 2155 布野　　央士(1) 河南中 13.25
ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾄ 島根 ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 島根

2 2 2286 川上　　健仁(1) 浜山中 14.79 2 2 2165 須山　　勇人(1) 河南中 13.89
ｲﾀﾓﾁ ｿｳﾏ 島根 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 島根

3 4 2151 板持　　颯真(1) 河南中 15.12 3 4 2159 佐藤　　友輝(1) 河南中 15.27
ｻｶﾈ ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 島根

4 9 5716 坂根　　俊輔(1) 川本中 15.32 4 1 2153 永岡　　優斗(1) 河南中 15.43
ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶ 島根

5 6 2434 中野　　雅基(1) 向陽中 15.32 5 7 2160 杉原　　遼架(1) 河南中 15.88
ﾐﾊﾗ ﾊﾙ 島根 ｷｼ ﾋｭｳｶﾞ 島根

6 5 2162 三原　　晴琉(1) 河南中 15.50 6 3 2164 岸　　　飛駕(1) 河南中 15.94
ﾀﾞﾃ ｱｷﾗ 島根 ｵﾑﾗ ﾕｳｷ 島根

7 8 2161 伊達　　　陽(1) 河南中 15.51 7 8 2163 小村　　優貴(1) 河南中 16.57
ｷﾑﾗ ﾚﾝ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾘ 島根

8 3 1811 木村　　　蓮(1) 出雲一中 15.75 8 5 2154 永岡　　雄吏(1) 河南中 16.73
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾔ 島根

9 7 2435 原田　　滉太(1) 向陽中 16.32 9 9 2152 梶谷　　祐矢(1) 河南中 17.35

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　26組

25組 (風:+0.9) 26組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ｵｳｽｹ 島根 ﾌﾉ ﾀｲｾｲ 島根

1 2 2156 足立　　旺亮(1) 河南中 13.50 1 5 3122 布野　　泰成(2) 大東中 13.40
ｵｵﾀ ﾊﾙｷ 島根 ｶｽﾞｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根

2 5 2284 太田　　晴貴(1) 浜山中 14.52 2 8 2264 春日　　正徳(2) 浜山中 13.54
ｵｵﾉ ﾘｮｳ 島根 ｶﾜｲ ﾖｳﾀ 島根

3 6 2285 大野　　稜央(1) 浜山中 14.60 3 9 2261 川井　　陽太(2) 浜山中 13.62
ﾅｶｵﾕｳｽｹ 島根 ﾌﾅｷ ﾀﾞｲﾔ 島根

4 3 2281 中尾　　光佑(1) 浜山中 15.02 4 3 3127 船木　　大也(2) 大東中 13.76
ｿﾉﾔﾏ ﾊﾙｸ 島根 ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ 島根

5 7 2279 園山　　晴空(1) 浜山中 15.11 5 7 2432 京極　　　颯(1) 向陽中 14.42
ｲﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ﾌｼﾞｴ ｺｳﾀ 島根

6 8 2158 伊原　　広都(1) 河南中 15.16 6 1 2266 藤江　　幸太(2) 浜山中 14.47
ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾑﾈ 島根 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｶﾔ 島根

7 9 2278 川上　　大宗(1) 浜山中 16.06 7 4 3121 郷原　　隆也(2) 大東中 15.11
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾔ 島根

8 1 2280 田中　　　湊(1) 浜山中 16.93 8 2 2283 渡部　　快哉(1) 浜山中 15.49
ﾐｶｼﾞﾘ ｿﾗ 島根 ｷﾑﾗ ｱｷﾄ 島根

9 4 2282 三ヶ尻　　空(1) 浜山中 17.17 9 6 2431 鬼村　　晃永(1) 向陽中 16.45

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ 島根

1 2220 石飛　　洸人(3) 浜山中 11.41 +0.6
ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 島根

2 2272 野田　小獅郎(2) 浜山中 11.47 +0.6
ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ 島根

3 2343 山根　　靖葵(3) 平田中 11.53 +0.6
ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ 島根

4 2218 川上　　陸哉(3) 浜山中 11.71 +0.6
ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根

5 2125 須山　　拓海(3) 河南中 11.76 +0.6
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 島根

6 2224 松崎　　来逢(3) 浜山中 11.81 +0.6
ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 島根

7 2630 小村　　勇人(3) 斐川東中 12.16 -0.5
ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ 島根

8 2577 黒崎　　明陸(3) 大社中 12.27 -0.5

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:+4.8) 2組 (風:+5.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ 島根 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根

1 5 2220 石飛　　洸人(3) 浜山中 22.94 1 7 2123 寺田　　昌平(3) 河南中 24.20
ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 島根

2 4 2125 須山　　拓海(3) 河南中 23.06 2 4 2327 高橋　　昇大(3) 平田中 24.21
ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ 島根 ﾊﾗ ｶﾝｽｹ 島根

3 7 2343 山根　　靖葵(3) 平田中 23.28 3 6 2622 原　　　貫輔(2) 斐川東中 24.89
ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

4 6 2218 川上　　陸哉(3) 浜山中 23.80 4 9 2412 渡部　　雄大(3) 向陽中 25.02
ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｷ 島根 ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ 島根

5 3 2121 勝部　　雄貴(3) 河南中 23.98 5 8 2222 寺本　　壮佑(3) 浜山中 25.29
ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根

6 9 2577 黒崎　　明陸(3) 大社中 24.34 6 5 5729 渡邊　　陽斗(3) 川本中 25.63
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 島根 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 島根

7 2 2224 松崎　　来逢(3) 浜山中 24.79 7 3 3104 加藤　　悠太(3) 大東中 27.20
ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 島根 ﾀｸﾜ ｺｳｷ 島根

1 607 横山　　知紀(3) 松江二中 DNS 1 2727 多久和　昊希(3) 斐川西中 DNS
ﾋﾗﾂｶ ﾅｵﾔ 島根 ｸｻｶ ﾕｲﾄ 島根

8 610 平塚　　直也(3) 松江二中 DNS 2 2044 日下　　結翔(2) 出雲三中 DNS

3組 (風:+5.2) 4組 (風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根 ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞ 島根

1 6 2019 増田　　陽向(3) 出雲三中 25.40 1 5 3102 土屋　　慶二(3) 大東中 25.51
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 島根 ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 島根

2 4 3120 岡田　悠之介(2) 大東中 25.45 2 7 3105 熱田　　涼祐(3) 大東中 26.05
ﾓﾁﾀﾞ ｺﾃﾂ 島根 ﾂｷﾓﾘ ﾈｵ 島根

3 7 2636 持田　　虎徹(3) 斐川東中 25.83 3 6 4015 月森　　寧生(2) 大田二中 26.18
ﾀﾅｶ ﾕﾗ 島根 ｱｺﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 島根

4 8 2140 田中　　悠良(2) 河南中 25.87 4 4 3125 吾郷　　紘崇(2) 大東中 26.70
ﾀﾉ ﾀﾂﾋﾛ 島根 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 島根

5 5 623 田野　　達弘(2) 松江二中 26.00 5 3 2214 小川　　滉斗(3) 浜山中 27.42
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ｵｵﾌｸ ｶﾅﾄ 島根

6 2 3123 藤原　　暖人(2) 大東中 26.61 6 9 2324 大福　　奏杜(3) 平田中 27.61
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 島根 ﾋﾉﾔﾏ ｼｵﾝ 島根

7 3 3106 藤原　　悠真(3) 大東中 27.20 7 2 5728 日野山　蒔音(3) 川本中 28.73
ｵﾁｱｲ ﾙｲ 島根 ｵﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 島根

8 9 2146 落合　　琉惺(2) 河南中 27.44 8 2132 尾畑　　宏祐(2) 河南中 DNS

5組 (風:+4.6) 6組 (風:+5.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ 島根 ﾋﾗｲ ﾕｽﾞｷ 島根

1 3 1820 松本　　陽和(2) 出雲一中 25.92 1 2 1938 平井　　柚貴(3) 出雲二中 25.55
ﾊﾙｷ ﾊﾔﾄ 島根 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 島根

2 6 2522 春木　　颯斗(2) 大社中 27.51 2 6 1060 郷原　　爽太(3) 東出雲中 25.98
ｳﾒｷ ﾕｳｾｲ 島根 ｲﾇﾔﾏ ﾘﾝﾍﾟｲ 島根

3 2 1828 梅木　　優成(2) 出雲一中 27.59 3 5 1849 犬山　　倫平(3) 出雲一中 26.63
ｶﾜｲ ﾖｳﾀ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 島根

4 8 2261 川井　　陽太(2) 浜山中 27.67 4 9 2360 福田　　　凌(2) 平田中 26.66
ﾄﾐﾀ ﾘｭｳﾄ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ｿﾗ 島根

5 9 1824 富田　　琉斗(2) 出雲一中 28.63 5 8 1846 杉原　　颯空(3) 出雲一中 26.92
ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｷ 島根 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 島根

6 4 5714 松嶋　　一輝(2) 川本中 29.83 6 4 2355 佐藤　　颯太(2) 平田中 29.33
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 島根 ﾋﾗｲ ﾘｮｳﾀ 島根

5 5715 山口　　聖也(2) 川本中 DNS 7 3 1819 平井　　涼太(2) 出雲一中 30.40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 島根 ﾏﾂﾀﾆ ｼｮｳﾀ 島根

7 4013 渡邊　　勇己(2) 大田二中 DNS 7 1090 松谷　　章汰(2) 東出雲中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 (風:+1.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ﾙｲﾄ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ 島根

1 3 609 安部　　琉斗(3) 松江二中 24.85 1 2220 石飛　　洸人(3) 浜山中 22.94 +4.8
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 島根 ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根

2 7 1830 前田　　祐希(2) 出雲一中 24.85 2 2125 須山　　拓海(3) 河南中 23.06 +4.8
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾃﾞｷ 島根 ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ 島根

3 5 622 門脇　　英生(3) 松江二中 25.87 3 2343 山根　　靖葵(3) 平田中 23.28 +4.8
ﾉﾂ ｱｷﾋﾄ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ 島根

4 4 615 野津　　彰仁(3) 松江二中 26.45 4 2218 川上　　陸哉(3) 浜山中 23.80 +4.8
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｷ 島根

2 1085 中村　　　聖(2) 東出雲中 DNS 5 2121 勝部　　雄貴(3) 河南中 23.98 +4.8
ｶﾒﾀﾞｷ ｱｻﾄ 島根 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根

6 1019 亀瀧　　安里(2) 東出雲中 DNS 6 2123 寺田　　昌平(3) 河南中 24.20 +5.6
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 島根 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 島根

8 1071 伊藤　　光希(3) 東出雲中 DNS 7 2327 高橋　　昇大(3) 平田中 24.21 +5.6
ｱﾏﾈ ﾀﾞｲﾄ 島根 ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ 島根

9 1011 天根　　大登(2) 東出雲中 DNS 8 2577 黒崎　　明陸(3) 大社中 24.34 +4.8

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ﾀｸﾜ ﾘｭｳｸ 島根 ﾏﾂｵ ｺｳﾏ 島根

1 3 2433 多久和　竜空(1) 向陽中 5:05.62 1 5 2276 松尾　　侑篤(2) 浜山中 4:58.64
ｶﾄｳ ﾚﾝ 島根 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｴｲ 島根

2 16 2621 嘉藤　　　蓮(2) 斐川東中 5:22.25 2 4 2038 田中　　駿瑛(2) 出雲三中 5:01.33
ｵｶ ﾕｲﾄ 島根 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 島根

3 15 2037 岡　　　唯斗(2) 出雲三中 5:22.54 3 7 5710 上田　　　悠(2) 川本中 5:03.17
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 島根 ﾂﾙﾀｽｵｳ 島根

4 1 4106 島田　　琢磨(2) 志学中 5:23.61 4 3 717 鶴田　　粋桜(3) 松江四中 5:03.36
ｻﾄｳ ｷﾙｱ 島根 ﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根

5 6 1947 佐藤　　煌歩(2) 出雲二中 5:28.43 5 6 2624 原　　　拓己(2) 斐川東中 5:03.38
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 島根 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 島根

6 4 1817 高橋　　昂聖(2) 出雲一中 5:29.02 6 13 2042 伊藤　　悠真(2) 出雲三中 5:05.24
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 島根 ｶｼﾏ ｿｳｽｹ 島根

7 13 2006 佐藤　　千人(3) 出雲三中 5:29.74 7 10 724 鹿島　　宗佑(2) 松江四中 5:07.67
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾙ 島根

8 7 1945 長谷川　勇翔(2) 出雲二中 5:34.27 8 11 721 池田　　奏琉(2) 松江四中 5:10.00
ｶﾉｳ ﾀｲｶﾞ 島根 ｱﾗｷ ｿﾗﾄ 島根

9 12 3717 加納　　大雅(2) 仁多中 5:34.32 9 2 1845 荒木　　空斗(3) 出雲一中 5:10.62
ｲｹﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ 島根 ﾏﾝｼﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 島根

10 14 836 池淵　　結人(2) 湖南中 5:35.83 10 12 628 萬治　　慎平(2) 松江二中 5:12.89
ﾐﾊﾗ ﾊﾙ 島根 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島根

11 5 2162 三原　　晴琉(1) 河南中 5:35.85 11 8 2575 伊藤　　寛気(3) 大社中 5:14.40
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｶﾔ 島根 ｻｻｷ ｷｭｳｼﾞ 島根

12 9 3121 郷原　　隆也(2) 大東中 5:44.02 12 9 1816 佐々木　球二(2) 出雲一中 5:15.96
ｵﾑﾗ ﾕｳｷ 島根 ﾌﾅｷ ﾀﾞｲﾔ 島根

13 11 2163 小村　　優貴(1) 河南中 5:50.24 13 1 3127 船木　　大也(2) 大東中 5:16.96
ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾀｶｼﾏ ﾋﾞｸﾄﾙ 島根

14 10 1831 槇原　　峻宏(2) 出雲一中 6:07.72 14 2041 髙島ビクトル(2) 出雲三中 DNS
ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 島根

2 838 田辺　　寛明(2) 湖南中 DNS
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳﾄ 島根

8 840 福島　　龍翔(2) 湖南中 DNS

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 島根

1 12 1826 飯島　翔太郎(2) 出雲一中 4:44.09 1 9 2345 渡辺　　結希(3) 平田中 4:42.88
ｶｷﾀ ﾘｸﾄ 島根 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 島根

2 8 2120 柿田　　陸斗(3) 河南中 4:54.08 2 11 2010 中島　　涼太(3) 出雲三中 4:45.34
ｵｵﾐﾁ ﾕｳｷ 島根 ｿﾀ ｱｷﾄ 島根

3 7 722 大道　　悠貴(2) 松江四中 5:00.23 3 7 2269 曽田　　暁大(2) 浜山中 4:50.26
ﾀｸﾜ ﾋﾋﾞｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳﾔ 島根

4 6 1850 多久和　響己(3) 出雲一中 5:00.70 4 10 2262 藤原　　煌也(2) 浜山中 4:50.52
ｶｼﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 島根

5 9 612 梶野　　舜介(3) 松江二中 5:01.74 5 15 2422 原田　真之介(2) 向陽中 4:51.14
ﾐﾅﾘ ｺｳﾄ 島根 ﾓﾘ ｹｲﾀ 島根

6 4 825 三成　　倖人(3) 湖南中 5:02.18 6 14 2128 森　　　慶太(3) 河南中 4:51.49
ｷｸﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 ﾌﾉ ﾀｲｾｲ 島根

7 13 1056 菊池　　哲平(2) 東出雲中 5:02.61 7 12 3122 布野　　泰成(2) 大東中 4:51.65
ｳﾒﾔﾏ ﾔﾏﾄ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾋﾛ 島根

8 14 614 梅山　　大和(3) 松江二中 5:02.89 8 3 2572 園山　　　広(3) 大社中 4:52.60
ﾔﾀ ｶｽﾞｷ 島根 ｶﾜｲ ｶﾝｼ 島根

9 1 1942 矢田　　和希(2) 出雲二中 5:03.06 9 2 2039 河井　　貫志(2) 出雲三中 4:55.22
ﾒﾂｷﾞ ﾋﾛﾄ 島根 ｲﾜｻｷ ｼｵﾝ 島根

10 15 725 目次　　弘人(2) 松江四中 5:03.87 10 6 2015 岩﨑　　獅音(3) 出雲三中 4:57.49
ﾐﾅﾘ ﾖｳｽｹ 島根 ﾌﾉ ｵｳｼ 島根

11 11 2023 三成　　陽介(3) 出雲三中 5:10.54 11 13 2155 布野　　央士(1) 河南中 5:00.22
ﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 島根 ｲﾏｵｶ ﾀｲﾁ 島根

12 3 2357 原　　　彬人(2) 平田中 5:14.90 12 8 617 今岡　　太一(3) 松江二中 5:01.80
ｽﾄｳ ｶﾝﾀ 島根 ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 島根

13 10 2631 周藤　　寛大(3) 斐川東中 5:15.99 1 1827 幸野　　亮太(2) 出雲一中 DNS
ﾔﾉ ｿｳﾀ 島根 ｷﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 島根

2 2742 矢野　　蒼太(2) 斐川西中 DNS 4 2265 木村　　大陽(2) 浜山中 DNS
ｵﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾀﾑﾗ ｺｳ 島根

5 2143 小村　　亮太(2) 河南中 DNS 5 2421 田村　　　康(2) 向陽中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根 ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根

1 7 2013 井戸　琥太郎(3) 出雲三中 4:23.99 1 2013 井戸　琥太郎(3) 出雲三中 4:23.99
ｲﾏｵｶ ｲﾂｷ 島根 ｲﾏｵｶ ｲﾂｷ 島根

2 3 1939 今岡　　　樹(3) 出雲二中 4:24.99 2 1939 今岡　　　樹(3) 出雲二中 4:24.99
ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根 ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根

3 4 2119 布野　幹太郎(3) 河南中 4:29.81 3 2119 布野　幹太郎(3) 河南中 4:29.81
ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 島根 ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 島根

4 10 2124 行武　　直弘(3) 河南中 4:30.55 4 2124 行武　　直弘(3) 河南中 4:30.55
ｲﾄｳ ﾐﾂﾊ 島根 ｲﾄｳ ﾐﾂﾊ 島根

5 12 2130 伊藤　　三葉(2) 河南中 4:33.80 5 2130 伊藤　　三葉(2) 河南中 4:33.80
ﾐﾊﾗ ｶｲﾘ 島根 ﾐﾊﾗ ｶｲﾘ 島根

6 8 2126 三原　　海璃(3) 河南中 4:35.22 6 2126 三原　　海璃(3) 河南中 4:35.22
ﾃｾﾞﾝ ｶｲｾｲ 島根 ﾃｾﾞﾝ ｶｲｾｲ 島根

7 2 2521 手銭　　快星(2) 大社中 4:39.00 7 2521 手銭　　快星(2) 大社中 4:39.00
ﾕﾊﾞﾗ ﾋﾅﾀ 島根 ﾕﾊﾞﾗ ﾋﾅﾀ 島根

8 15 2726 湯原　一那汰(3) 斐川西中 4:39.20 8 2726 湯原　一那汰(3) 斐川西中 4:39.20
ﾉﾂ ﾋﾛﾅﾘ 島根

9 9 624 野津　　寛成(2) 松江二中 4:40.88
ﾆｼｺｵﾘ ﾄｱ 島根

10 14 2411 錦織　　翔愛(3) 向陽中 4:41.54
ｺﾄｳ ﾀｲﾁ 島根

11 6 619 古藤　　太一(3) 松江二中 4:44.59
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 島根

12 11 2337 村松　　　凌(3) 平田中 4:47.35
ｶﾂﾍﾞ ｼｵﾝ 島根

13 13 1936 勝部　　心温(3) 出雲二中 4:53.58
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ 島根

14 1 5727 田邊　　優治(3) 川本中 5:00.41
ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵﾐﾁ 島根

5 2348 森山　　直道(2) 平田中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根

1 4 1935 山根　　想大(3) 出雲二中 16.75 1 3 2003 松本　祐太郎(3) 出雲三中 18.08
ｵﾑﾗ ｶｲﾄ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根

2 6 2570 小村　　海登(3) 大社中 17.45 2 4 2210 川上　　悠介(3) 浜山中 18.26
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 島根 ｿﾀ ﾙｱ 島根

3 5 2002 内藤　　良太(3) 出雲三中 17.47 3 5 2632 曽田　　流亜(3) 斐川東中 18.81
ｸﾘﾊﾗ ｻｸﾄ 島根 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 島根

4 3 2219 栗原　　咲人(3) 浜山中 18.17 4 7 4620 植田　　倖希(3) 青陵中 18.90
ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 島根 ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾑ 島根

5 7 2737 坂本　　和樹(2) 斐川西中 18.43 5 8 2215 河井　　　望(3) 浜山中 19.39
ﾔﾉ ﾕｲﾄ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ 島根

6 8 2024 矢野　　唯斗(3) 出雲三中 18.81 6 9 621 安達　　智貴(3) 松江二中 19.59
ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 島根 ｳｴﾀﾞ ﾚﾅﾄ 島根

7 9 2724 田島　　朋樹(3) 斐川西中 19.39 6 2334 上田　レナト(2) 平田中 DNS

3組 (風:+1.4) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 島根 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ 島根

1 4 2142 松原　　晴汰(2) 河南中 18.90 1 1935 山根　　想大(3) 出雲二中 16.75 +0.6
ﾅｶｵｶ ｻﾄﾙ 島根 ｵﾑﾗ ｶｲﾄ 島根

2 5 2328 中岡　　　理(3) 平田中 20.34 2 2570 小村　　海登(3) 大社中 17.45 +0.6
ﾁﾉﾐ ｺｺﾄ 島根 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 島根

3 6 2001 知野見　心翔(3) 出雲三中 20.92 3 2002 内藤　　良太(3) 出雲三中 17.47 +0.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾜ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根

4 8 2365 渡部　　透翔(2) 平田中 21.21 4 2003 松本　祐太郎(3) 出雲三中 18.08 +0.2
ｶﾜｾ ｿﾗ 島根 ｸﾘﾊﾗ ｻｸﾄ 島根

5 9 2347 河瀬　　蒼空(2) 平田中 21.60 5 2219 栗原　　咲人(3) 浜山中 18.17 +0.6
ｱﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根

7 3714 安部　　哲平(2) 仁多中 DNS 6 2210 川上　　悠介(3) 浜山中 18.26 +0.2
ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 島根

7 2737 坂本　　和樹(2) 斐川西中 18.43 +0.6
ﾔﾉ ﾕｲﾄ 島根

8 2024 矢野　　唯斗(3) 出雲三中 18.81 +0.6

凡例  DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 斐川東中B 2627 野村　　正心(2) ﾉﾑﾗ ｾｲｼﾝ 49.78 1 8 平田中C 2319 槇野　　滉大(2) ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 49.76
2622 原　　　貫輔(2) ﾊﾗ ｶﾝｽｹ 2361 曽田　　英司(2) ｿﾀ ｴｲｼﾞ
2621 嘉藤　　　蓮(2) ｶﾄｳ ﾚﾝ 2333 荒木　　裕翔(2) ｱﾗｷ ﾋﾛﾄ
2625 永瀬　　佳大(2) ﾅｶﾞｾ ｶｲﾄ 2362 錦織　　　隼(2) ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝ

2 2 斐川西中B 2739 岡田　　宗大(2) ｵｶﾀﾞ ｼﾕｳﾀ 51.44 2 4 松江四中 719 渡邊　　敬太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 49.77
2737 坂本　　和樹(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 713 多久和　倖太(2) ﾀｸﾜ ｺｳﾀ
2738 フビリアクラークケン(2) ﾌﾋﾞﾘｱ ｸﾗｰｸｹﾝ 718 吾郷　　友哉(2) ｱｺﾞｳ ﾄﾓﾔ
2740 勝部　孝太郎(2) ｶﾂﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 715 三上　　竜世(2) ﾐｶﾐ ﾘｭｳｾｲ

3 3 平田中D 2347 河瀬　　蒼空(2) ｶﾜｾ ｿﾗ 51.95 3 3 出雲三中C 2019 増田　　陽向(3) ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 49.87
2318 福間　　煌来(2) ﾌｸﾏ ｷﾗ 2035 渡部　　悠介(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ
2354 河原　　　輝(2) ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 2040 重栖　　岳道(2) ｼｹﾞｽﾐ ﾀｹﾐﾁ
2360 福田　　　凌(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 2024 矢野　　唯斗(3) ﾔﾉ ﾕｲﾄ

4 1 松江二中B 629 田村　　優和(2) ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 53.25 4 7 向陽中 2411 錦織　　翔愛(3) ﾆｼｺｵﾘ ﾄｱ 50.85
626 安部　　竜翔(2) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 2412 渡部　　雄大(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
625 錦織　　　想(2) ﾆｼｺﾘ ｿｳ 2413 常松　　知生(3) ﾂﾈﾏﾂ ｶｽﾞｷ
623 田野　　達弘(2) ﾀﾉ ﾀﾂﾋﾛ 2436 藤田　　瑞生(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

5 5 出雲三中D 2047 金山　　　光(2) ｶﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ 53.94 5 5 浜山中B 2274 山根　　昊馬(2) ﾔﾏﾈ ｺｳﾏ 51.39
2030 松浦　　　一(3) ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄﾂ 2271 宇京　　尚真(2) ｳｷｮｳ ｼｮｳﾏ
2046 倉橋　　拓叶(2) ｸﾗﾊｼ ﾀｸﾄ 2276 松尾　　侑篤(2) ﾏﾂｵ ｺｳﾏ
2031 矢野　　優芽(3) ﾔﾉ ﾕｳｶﾞ 2261 川井　　陽太(2) ｶﾜｲ ﾖｳﾀ

6 9 出雲三中E 2011 安部　　巧隼(3) ｱﾍﾞ ﾀｸﾄ 57.35 6 2 川本中 5728 日野山　蒔音(3) ﾋﾉﾔﾏ ｼｵﾝ 52.15
2036 五十嵐　賢一(2) ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ 5712 島田　　興典(2) ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ
2033 板倉　　真斗(2) ｲﾀｸﾗ ﾏｻﾄ 5710 上田　　　悠(2) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ
2045 原　　　泰成(2) ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 5729 渡邊　　陽斗(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

4 湖南中A DNS 7 6 平田中B 2321 安食　　卓真(3) ｱｼﾞｷ ﾀｸﾏ 52.33
2324 大福　　奏杜(3) ｵｵﾌｸ ｶﾅﾄ
2332 原　　　海音(3) ﾊﾗ ｶｲﾄ
2328 中岡　　　理(3) ﾅｶｵｶ ｻﾄﾙ

7 出雲二中B DNS 8 9 東出雲中B 1019 亀瀧　　安里(2) ｶﾒﾀﾞｷ ｱｻﾄ 53.98
1090 松谷　　章汰(2) ﾏﾂﾀﾆ ｼｮｳﾀ
1011 天根　　大登(2) ｱﾏﾈ ﾀﾞｲﾄ
1046 加納　　凪人(2) ｶﾉｳ ﾅｷﾞﾄ

8 湖南中B DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 出雲一中B 1825 山田　光太郎(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 48.67 1 5 浜山中A 2224 松崎　　来逢(3) ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 44.19
1820 松本　　陽和(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ 2218 川上　　陸哉(3) ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ
1818 佐藤　　真斗(2) ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 2272 野田　小獅郎(2) ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ
1830 前田　　祐希(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 2220 石飛　　洸人(3) ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ

2 9 河南中B 2145 髙田　　昌広(2) ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 49.87 2 4 河南中A 2123 寺田　　昌平(3) ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 46.84
2134 春日　　　涼(2) ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ 2121 勝部　　雄貴(3) ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｷ
2141 錦織　　魁哩(2) ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ 2129 外野　　心太(3) ｿﾄﾉ ｼﾝﾀ
2142 松原　　晴汰(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 2125 須山　　拓海(3) ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ

3 6 出雲二中A 1935 山根　　想大(3) ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ 50.23 3 8 出雲三中B 2005 元田　　　慶(3) ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ 47.58
1938 平井　　柚貴(3) ﾋﾗｲ ﾕｽﾞｷ 2032 大杉　　泰生(3) ｵｵｽｷﾞ ﾀｲｷ
1939 今岡　　　樹(3) ｲﾏｵｶ ｲﾂｷ 2028 内田ヒカルエース(3) ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙｴｰｽ
1941 鎌田　　一輝(3) ｶﾏﾀ ﾋﾄｷ 2001 知野見　心翔(3) ﾁﾉﾐ ｺｺﾄ

4 5 大東中A 3106 藤原　　悠真(3) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 50.26 4 7 出雲三中A 2021 三島　　一希(3) ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 48.17
3105 熱田　　涼祐(3) ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ 2003 松本　祐太郎(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ
3102 土屋　　慶二(3) ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞ 2002 内藤　　良太(3) ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
3104 加藤　　悠太(3) ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 2015 岩﨑　　獅音(3) ｲﾜｻｷ ｼｵﾝ

5 3 大東中B 3123 藤原　　暖人(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 51.27 5 3 斐川西中A 2732 玉城フェルナンド(3) ﾀﾏｼﾛ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 48.60
3125 吾郷　　紘崇(2) ｱｺﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 2724 田島　　朋樹(3) ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓｷ
3120 岡田　悠之介(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 2725 山岡　　大起(3) ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ
3126 森山　　晴仁(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 2730 高田　　暖紬(3) ﾀｶﾀ ﾊﾙﾋ

6 2 東出雲中A 1066 海原　　宏透(2) ｳﾅﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 51.82 6 2 斐川東中A 2634 古川　　裕聖(3) ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 49.74
1033 尾崎　　翔琉(2) ｵｻﾞｷ ｶｹﾙ 2630 小村　　勇人(3) ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ
1072 岩田　　大武(3) ｲﾜﾀ ﾋﾛﾑ 2636 持田　　虎徹(3) ﾓﾁﾀﾞ ｺﾃﾂ
1085 中村　　　聖(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 2632 曽田　　流亜(3) ｿﾀ ﾙｱ

7 8 河南中C 2147 中村　　圭孝(2) ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 52.47 6 平田中A 2320 吾郷　　悠馬(3) ｱｺﾞｳ ﾕｳﾏ DQ,TR24.6

2140 田中　　悠良(2) ﾀﾅｶ ﾕﾗ 2343 山根　　靖葵(3) ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ
2146 落合　　琉惺(2) ｵﾁｱｲ ﾙｲ 2313 三藤　　真樹(3) ﾐﾄｳ ﾏｻｷ
2132 尾畑　　宏祐(2) ｵﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 2327 高橋　　昇大(3) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

7 松江二中A 616 青山　　大晟(3) ｱｵﾔﾏ ﾀｲｾｲ DQ,R2 9 出雲一中A 1847 石橋　　明士(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ DNS
621 安達　　智貴(3) ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ 1851 新納　　正斗(3) ﾆｲﾉｳ ﾏｻﾄ
609 安部　　琉斗(3) ｱﾍﾞ ﾙｲﾄ 1849 犬山　　倫平(3) ｲﾇﾔﾏ ﾘﾝﾍﾟｲ
611 母里　　優真(3) ﾓﾘ ﾕｳﾏ 1846 杉原　　颯空(3) ｽｷﾞﾊﾗ ｿﾗ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:2-3走間でのオーバーゾーン TR24.6:バトンパスの完了前に後走者が落としたバトンを拾った



中学男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 浜山中A 2224 松崎　　来逢(3) ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 44.19
2218 川上　　陸哉(3) ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ
2272 野田　小獅郎(2) ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ
2220 石飛　　洸人(3) ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ

2 河南中A 2123 寺田　　昌平(3) ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 46.84
2121 勝部　　雄貴(3) ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｷ
2129 外野　　心太(3) ｿﾄﾉ ｼﾝﾀ
2125 須山　　拓海(3) ｽﾔﾏ ﾀｸﾐ

3 出雲三中B 2005 元田　　　慶(3) ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ 47.58
2032 大杉　　泰生(3) ｵｵｽｷﾞ ﾀｲｷ
2028 内田ヒカルエース(3) ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙｴｰｽ
2001 知野見　心翔(3) ﾁﾉﾐ ｺｺﾄ

4 出雲三中A 2021 三島　　一希(3) ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 48.17
2003 松本　祐太郎(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ
2002 内藤　　良太(3) ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
2015 岩﨑　　獅音(3) ｲﾜｻｷ ｼｵﾝ

5 斐川西中A 2732 玉城フェルナンド(3) ﾀﾏｼﾛ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 48.60
2724 田島　　朋樹(3) ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓｷ
2725 山岡　　大起(3) ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ
2730 高田　　暖紬(3) ﾀｶﾀ ﾊﾙﾋ

6 出雲一中B 1825 山田　光太郎(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 48.67
1820 松本　　陽和(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ
1818 佐藤　　真斗(2) ｻﾄｳ ﾏｻﾄ
1830 前田　　祐希(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

7 斐川東中A 2634 古川　　裕聖(3) ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 49.74
2630 小村　　勇人(3) ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ
2636 持田　　虎徹(3) ﾓﾁﾀﾞ ｺﾃﾂ
2632 曽田　　流亜(3) ｿﾀ ﾙｱ

8 平田中C 2319 槇野　　滉大(2) ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 49.76
2361 曽田　　英司(2) ｿﾀ ｴｲｼﾞ
2333 荒木　　裕翔(2) ｱﾗｷ ﾋﾛﾄ
2362 錦織　　　隼(2) ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:2-3走間でのオーバーゾーン TR24.6:バトンパスの完了前に後走者が落としたバトンを拾った



中学男子走高跳
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 － － － － － － － －

1 17 2217 阿部　　倖大(3) 浜山中 － － － － ○ × × ○ × × × 1m69
ﾔﾉ ﾕｲﾄ 島根 － － － － － － － －

2 1 2024 矢野　　唯斗(3) 出雲三中 － ○ ○ ○ ○ × × × 1m66
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 － － － － － － － ○

3 11 2003 松本　祐太郎(3) 出雲三中 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m66
ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾞｲ 島根 － － － － － － － －

4 13 1935 山根　　想大(3) 出雲二中 × ○ ○ × × × 1m55
ｽｷﾞﾊﾗ ｿﾗ 島根 － － － － － － － －

5 4 1846 杉原　　颯空(3) 出雲一中 ○ × × ○ × × × 1m55
ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾖｳ 島根 － － － － － － － －

6 5 2213 岩崎　　翔洋(3) 浜山中 ○ × × × 1m50
ﾌｼﾞｴ ｺｳﾀ 島根 － － － － － － － －

6 9 2223 藤江　　航汰(3) 浜山中 ○ × × × 1m50
ﾌｸﾏ ｷﾗ 島根 － － － － － － － × ○

8 15 2318 福間　　煌来(2) 平田中 × × ○ × × × 1m50
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ 島根 － － － － － － × ○ ○

9 8 2142 松原　　晴汰(2) 河南中 × × × 1m45
ﾀﾏｼﾛ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 島根 － － － － － ○ ○ × × ×

10 6 2732 玉城フェルナンド(3) 斐川西中 1m40
ｷｯｶﾜ ﾀｲﾁ 島根 － － － － － ○ ○ × × ×

10 7 3713 吉川　　太智(3) 仁多中 1m40
ﾓﾄﾀﾞ ｹｲ 島根 － － － － － ○ × ○ × × ×

12 10 2005 元田　　　慶(3) 出雲三中 1m40
ﾌｸｼﾏ ﾙｲ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

13 2 1050 福島　　瑠惟(3) 東出雲中 1m35
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 島根 － － － － × ○ × × ×

14 14 2035 渡部　　悠介(2) 出雲三中 1m30
ﾏｷﾉ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

15 3 1081 牧野　玄太郎(3) 東出雲中 1m30
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ×

16 12 1065 高橋　　玲旺(2) 東出雲中 1m25
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 島根 ○ ○ ○ × × ×

17 16 2354 河原　　　輝(2) 平田中 1m20

1m45
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m66

1m35

1m69

1m40

1m71

1m15

1m55

1m20

1m60

1m25

1m63
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m10

1m50



中学男子棒高跳
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾂﾁｴ ｼｭﾝﾀ 島根 － － － － － － － －

1 1 2579 土江　　駿多(3) 大社中 － － － － ○ － － ○ 4m10
－ ○ － ○ ○ × × ○ × × ×

ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 島根 － － － － － － － －

2 3 2573 山﨑　　滉己(3) 大社中 － － × ○ × ○ ○ ○ － × × × 3m30

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 島根 － － － － － － － ○

3 7 2574 佐藤　　千真(3) 大社中 － ○ × × ○ × ○ ○ × × × 3m20

ｱｺﾞｳ ﾕｳﾏ 島根 × ○ ○ － － － － － －

4 8 2320 吾郷　　悠馬(3) 平田中 × ○ ○ ○ × ○ × × × 3m10

ｿﾄﾉ ｼﾝﾀ 島根 － － － － － － － × ○

5 20 2129 外野　　心太(3) 河南中 ○ － ○ × × ○ × × × 3m10

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根 － － － － － － ○ × ○

6 9 2019 増田　　陽向(3) 出雲三中 × ○ × × × 2m80

ｱﾍﾞ ﾀｸﾄ 島根 － － － － － ○ ○ ○

7 2 2011 安部　　巧隼(3) 出雲三中 × × × 2m70

ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ 島根 － － － － － × ○ － ○

8 11 2134 春日　　　涼(2) 河南中 － × × × 2m70

ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

9 5 2725 山岡　　大起(3) 斐川西中 2m50

ﾂﾈﾏﾂ ｶｽﾞｷ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

10 19 2413 常松　　知生(3) 向陽中 2m50

ｶﾅﾔﾏ ﾋｶﾙ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

11 18 2047 金山　　　光(2) 出雲三中 2m40

ｱｼﾞｷ ﾀｸﾏ 島根 ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

12 14 2321 安食　　卓真(3) 平田中 2m40

ﾐﾔｹ ﾊﾙﾄ 島根 ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

13 17 2423 三宅　　悠斗(2) 向陽中 2m30

ﾔｸﾗ ﾄﾑ 島根 ○ ○ ○ × × ×

14 15 1948 矢倉　　叶夢(2) 出雲二中 2m20

ｳｼｵ ｲｯｻ 島根 ○ × × ×

15 13 2340 牛尾　　一策(2) 平田中 2m00

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｶﾞ 島根 × × ×

4 2349 桑原　　大河(2) 平田中 NM

ｵｶﾀﾞ ｼﾕｳﾀ 島根 × × ×

6 2739 岡田　　宗大(2) 斐川西中 NM

ﾊﾗ ｶｲﾄ 島根 × × ×

10 2332 原　　　海音(3) 平田中 NM

ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾂｷ 島根 × × ×

16 2741 杉原　　敦紀(2) 斐川西中 NM

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根

12 1945 長谷川　勇翔(2) 出雲二中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

2m80

3m60

2m10

2m90

3m70

2m20

3m00

3m80 4m20

2m30

3m10

3m90

2m40

3m20

4m00

2m70

3m50

4m30

記録 ｺﾒﾝﾄ

2m50

3m30

4m10

2m60

3m40

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾄｳ ﾏｻｷ 島根

1 17 2313 三藤　　真樹(3) 平田中
ｸﾏﾉ ﾘｸ 島根

2 14 618 熊野　　　陸(3) 松江二中
ﾅｶﾞｾ ｶｲﾄ 島根

3 2 2625 永瀬　　佳大(2) 斐川東中
ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 島根

4 40 2630 小村　　勇人(3) 斐川東中
ﾀｶﾀ ﾊﾙﾋ 島根

5 3 2730 高田　　暖紬(3) 斐川西中
ｵｵｽｷﾞ ﾀｲｷ 島根

6 26 2032 大杉　　泰生(3) 出雲三中
ｿﾀ ｴｲｼﾞ 島根

7 22 2361 曽田　　英司(2) 平田中
ﾐﾔﾜｷ ｹｲｽｹ 島根

8 37 4104 宮脇　　圭介(3) 志学中
ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲｼﾞ 島根

9 23 1847 石橋　　明士(3) 出雲一中
ｲﾇﾔﾏ ﾘﾝﾍﾟｲ 島根

10 35 1849 犬山　　倫平(3) 出雲一中
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島根

11 15 1825 山田　光太郎(2) 出雲一中
ｼｹﾞｽﾐ ﾀｹﾐﾁ 島根

12 31 2040 重栖　　岳道(2) 出雲三中
ﾑｺｳﾑﾗ ﾊﾙﾄ 島根

13 33 1917 向村　　遥登(2) 出雲二中
ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 島根

14 21 1818 佐藤　　真斗(2) 出雲一中
ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根

15 25 2319 槇野　　滉大(2) 平田中
ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 島根

16 4 2021 三島　　一希(3) 出雲三中
ｶﾏﾀ ﾋﾄｷ 島根

17 32 1941 鎌田　　一輝(3) 出雲二中 *F1
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根

18 19 3126 森山　　晴仁(2) 大東中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 島根

19 34 716 渡邉　　武尊(3) 松江四中
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 島根

20 29 1944 鈴木　　海人(2) 出雲二中
ｸﾗﾊｼ ﾀｸﾄ 島根

21 41 2046 倉橋　　拓叶(2) 出雲三中
ｳﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 島根

22 1 1950 宇原　　侑輝(2) 出雲二中
ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳｺﾞ 島根

23 10 1912 花田　　響冴(2) 出雲二中
ｱﾗｷ ﾋﾛﾄ 島根

24 20 2333 荒木　　裕翔(2) 平田中
ﾓﾄｲ ﾕｲﾄ 島根

25 5 2225 元井　　結翔(3) 浜山中
ﾋﾗｲ ﾘｮｳﾀ 島根

26 18 1819 平井　　涼太(2) 出雲一中 *F1
ｶﾂﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島根

27 36 2740 勝部　孝太郎(2) 斐川西中
ﾌｼﾞｴ ｺｳﾀ 島根

28 39 2266 藤江　　幸太(2) 浜山中
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 島根

29 30 629 田村　　優和(2) 松江二中
ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 島根

30 6 1823 今田　　正樹(2) 出雲一中
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島根

31 28 1915 高橋　　快人(2) 出雲二中
ｿﾀ ﾕｳｲﾁ 島根

32 9 1916 曽田　　優一(2) 出雲二中
ｼﾓｶﾞｷ ｷﾗ 島根

33 16 5713 下垣　　綺良(2) 川本中
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 島根

34 24 1821 松本　　侑樹(2) 出雲一中 *F2+0.5 +0.9 +2.7 +2.7

+0.8 -0.4 -0.4
3m18 3m31 3m35 3m35

-1.2 +1.5 +1.3 +1.5
× 3m71 3m72 3m72

-0.9 +0.6 +1.2 +0.6
3m65 3m80 3m61 3m80

+0.6 -0.8 +0.6
3m59 3m83 3m77 3m83

+0.2 +0.1 -2.8 -2.8
3m93 × 3m55 3m93

+1.7 -0.1 -1.4 -0.1
3m79 3m59 4m02 4m02

+1.2 +1.2
3m42 4m04 3m78 4m04

+0.5 +2.2 +2.2
× × 4m06 4m06

+1.6 +1.5 +0.5 +1.5
3m01 4m10 × 4m10

+1.0 +1.0
3m76 4m32 4m04 4m32

+1.3 +0.5 +1.3
× × 4m47 4m47

+0.5 -0.6 +1.1 +0.5
4m49 4m38 × 4m49

+1.3 +1.7 +1.7
4m53 4m07 4m27 4m53

-1.1 -1.1
4m55 4m62 × 4m62

+0.9 +0.6 +0.6
× × 4m64 4m64

+1.8 +1.4 +1.8
× 3m13 4m66 4m66

+1.3 +2.3 +2.6 +2.6
× 4m68 4m59 4m68

+2.7 +1.7 +1.7 +1.7
3m66 4m69 4m77 4m77

+2.2 +1.5 +1.2 +1.2
4m62 4m80 4m46 4m80

+0.5 +1.4 +0.8 +0.5
2m92 4m78 4m89 4m89

-0.8 +1.2 +0.5 +1.2
4m98 4m89 4m86 4m98

+0.5 -1.3 -0.7 -1.3
4m90 4m98 4m74 4m98

-1.1 +1.7 +1.7
4m81 4m99 4m81 4m99

+1.0 +0.9 +1.0
4m85 × 4m99 4m99

+0.9 -0.7 +0.9
5m02 5m01 × 5m02

+0.9 +0.9
× 5m05 4m00 5m05

+0.4 +0.4 +0.4
5m16 × × 5m16

+0.7 -1.6 +0.7
× 5m16 5m04 5m16

+2.7 0.0 +0.2 0.0
5m37 × 5m26 5m37

+1.2 +1.2
4m88 5m37 5m34 5m37

+2.0 +2.1 +1.7 +1.7
× × 5m42 5m42

-0.2 +1.6 +1.6
5m32 5m38 5m50 5m50

-0.2 +0.6 -0.2
4m71 × 5m69 5m69

1回目 2回目 3回目 記録

5m72 5m62 × 5m72

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高



中学男子走幅跳
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ1回目 2回目 3回目 記録

ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｽｹ 島根

35 42 2626 松﨑　　康佑(2) 斐川東中
ｶｽﾞｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根

11 2264 春日　　正徳(2) 浜山中 NM
ｱｶﾅ ﾊﾙﾄ 島根

12 3711 赤名　　遼人(3) 仁多中 NM
ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ 島根

7 2141 錦織　　魁哩(2) 河南中 DNS
ﾊﾗ ｶｲﾄ 島根

8 2633 原　　　海飛(3) 斐川東中 DNS
ｾﾝﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根

13 2144 泉頭　　一希(2) 河南中 DNS
ﾆｲﾉｳ ﾏｻﾄ 島根

27 1851 新納　　正斗(3) 出雲一中 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 島根

38 1913 藤原　　優大(2) 出雲二中 DNS

× × ×

-0.1 +2.8 -0.1
× × ×

× 2m21 2m16 2m21

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 島根

1 6 2118 高見　晃史郎(3) 河南中
ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 島根

2 2 2728 藤川　　颯太(3) 斐川西中
ﾁﾉﾐ ｺｺﾄ 島根

3 20 2001 知野見　心翔(3) 出雲三中
ｺﾀﾞﾏ ｲｯｾｲ 島根

4 4 1946 児玉　　一生(2) 出雲二中
ﾔﾉ ﾕｳｶﾞ 島根

5 18 2031 矢野　　優芽(3) 出雲三中
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根

6 15 5712 島田　　興典(2) 川本中
ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

7 12 2148 和田　　雄聖(2) 河南中
ｿﾉﾔﾏ ｶｽﾞｷ 島根

8 7 2578 園山　　楓月(3) 大社中
ｿﾀ ﾊﾙｷ 島根

9 5 2326 曽田　　陽軌(3) 平田中
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 島根

10 8 2634 古川　　裕聖(3) 斐川東中
ｶﾐﾀﾆ ﾕｳｶﾞ 島根

11 22 2221 神谷　　勇雅(3) 浜山中
ﾐｼﾏ ｶﾝｽｹ 島根

12 13 2635 三島　　勘介(3) 斐川東中
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 島根

13 3 2214 小川　　滉斗(3) 浜山中
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼ 島根

14 9 2004 水谷　　　由(3) 出雲三中
ﾊﾗ ｶｲﾄ 島根

15 1 2734 原　　　凱人(3) 斐川西中
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙｴｰｽ 島根

16 17 2028 内田ヒカルエース(3) 出雲三中
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄﾂ 島根

17 19 2030 松浦　　　一(3) 出雲三中
ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝ 島根

18 11 2362 錦織　　　隼(2) 平田中
ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 島根

19 21 3715 石原　　佑馬(2) 仁多中
ｲﾄｳ ﾙｲ 島根

20 16 2620 伊藤　　琉生(2) 斐川東中
ｻｴｷ ｼﾖｳﾀ 島根

21 10 2736 佐伯　　翔汰(2) 斐川西中
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島根

14 2145 髙田　　昌広(2) 河南中 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

13m09 13m08 13m34 13m34

10m48 9m67 9m59 10m48

9m07 9m86 8m83 9m86

9m80 9m61 9m00 9m80

8m49 9m06 9m27 9m27

× 9m06 × 9m06

7m72 8m83 8m64 8m83

8m81 8m06 8m37 8m81

8m13 8m50 8m53 8m53

8m35 8m14 8m41 8m41

7m76 7m63 8m23 8m23

7m98 7m67 8m18 8m18

7m09 7m60 7m77 7m77

7m73 7m03 7m16 7m73

7m57 7m47 6m93 7m57

× 6m92 6m65 6m92

6m88 6m04 6m29 6m88

6m13 6m58 6m72 6m72

5m44 6m23 6m18 6m23

5m41 5m88 5m85 5m88

4m10 4m10 4m20 4m20

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴｽﾐ ﾜｶ 島根 ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ 島根

1 7 2122 江角　　和華(3) 河南中 12.96 1 3 1825 芥屋　　優華(2) 出雲一中 13.62
ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根 ﾎﾘ ｴﾘｶ 島根

2 5 2068 岩本　　夏姫(3) 出雲三中 12.97 2 5 2137 堀　　恵里花(3) 河南中 13.69
ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根 ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根

3 9 2008 勝部　　　葵(2) 出雲三中 13.05 3 7 2135 加藤　　琉菜(2) 河南中 13.91
ｵｵﾂｶ ﾐｺ 島根 ﾜｶﾂｷ ﾐｵ 島根

4 8 710 大塚　　美心(3) 松江四中 13.33 4 6 3775 若槻　　美桜(3) 仁多中 13.94
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 島根 ﾌｼﾞﾀ ﾘｵ 島根

5 6 2125 山本　　美祐(3) 河南中 13.36 5 1 606 藤田　　莉緒(3) 松江二中 14.11
ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 島根 ﾏｷﾉ ｶﾎ 島根

6 4 2129 田中　　萌香(3) 河南中 13.73 6 2 1070 牧野　　花帆(3) 東出雲中 14.50
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根 ﾌﾀｵｶ ｱｵｲ 島根

7 3 2313 伊藤　　綺華(3) 平田中 13.88 4 2213 二岡　　　葵(3) 浜山中 DNS
ｲﾄﾞ ﾌﾜﾘ 島根 ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 島根

8 2 4007 井戸　風和里(2) 大田二中 14.03 8 837 新田　　桜子(2) 湖南中 DNS
ｱｼﾞｷ ﾊﾅ 島根 ﾏﾂﾀﾞ ﾙｶ 島根

9 1 2705 安食　　羽菜(3) 斐川西中 14.26 9 2218 松田　　琉花(3) 浜山中 DNS

3組 (風:-1.0) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 島根 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾊ 島根

1 9 2708 佐藤　　光琉(2) 斐川西中 14.20 1 6 2064 山根　　一巴(3) 出雲三中 14.12
ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 島根 ｲｸﾏ ｻｷﾅ 島根

2 4 2415 長岡　　　凛(3) 向陽中 14.22 2 7 2312 生間　　咲那(3) 平田中 14.26
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ 島根 ﾀｹﾀﾆ ﾕﾅ 島根

3 6 2060 登川　　朱華(3) 出雲三中 14.27 3 1 843 竹谷　　祐菜(2) 湖南中 14.40
ﾃﾗﾓﾄ ﾓﾓｶ 島根 ｶﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 島根

4 5 4002 寺本　　百花(3) 大田二中 14.28 4 4 2706 加藤　　葉月(3) 斐川西中 14.51
ｵｵﾊﾀ ﾏｵ 島根 ｶﾈﾂｷ ｶﾎ 島根

5 7 1929 大畑　　真緒(3) 出雲二中 14.28 5 3 2314 金築　　佳穂(3) 平田中 14.59
ｶﾜﾀﾆ ｻﾕ 島根 ﾔﾉ ｱﾝﾅ 島根

6 8 1551 川谷　　彩結(2) 玉湯学園 14.31 6 2 722 矢野　　杏奈(3) 松江四中 14.61
ｶﾈﾏﾙ ﾕﾗ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 島根

7 3 2143 金丸　　由良(2) 河南中 14.37 7 5 2215 梶谷　　瑞希(3) 浜山中 14.69
ｺﾞﾄｳ ｱｷﾅ 島根 ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ 島根

8 2 2704 後藤　　明奈(3) 斐川西中 14.55 8 8 719 野田　みゆう(3) 松江四中 14.75
ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ 島根 ｷﾇｶﾞｻ ﾘｶｺ 島根

9 1 2712 山中　　咲奈(2) 斐川西中 14.60 9 9 729 衣笠　里佳子(2) 松江四中 14.76

5組 (風:+0.3) 6組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｿﾅ 島根 ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ 島根

1 5 813 田中　　初菜(3) 湖南中 14.23 1 7 839 稲村　　奈穂(2) 湖南中 14.19
ﾉﾂ ﾈﾈ 島根 ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ 島根

2 6 2217 野津　　寧音(3) 浜山中 14.34 2 6 2701 上野　　菜摘(3) 斐川西中 14.28
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒｶ 島根

3 7 2127 神田　　　瞳(2) 河南中 14.39 3 5 4005 中村　妃芽夏(3) 大田二中 14.30
ｴﾀﾞｷﾞ ｶﾎ 島根 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 島根

4 1 833 枝木　　香歩(2) 湖南中 14.60 4 1 1824 古谷　優羽輝(2) 出雲一中 14.35
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞ 島根 ｶﾜｾ ﾏｵ 島根

5 2 2326 山本　　衣舞(3) 平田中 14.69 5 2 2315 河瀬　　真央(3) 平田中 14.68
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ 島根 ﾄﾐｵｶ ﾏﾕ 島根

6 9 3717 渡部　　楓香(2) 仁多中 14.89 6 9 2665 富岡　　真悠(3) 斐川東中 14.69
ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾅ 島根

7 4 2334 中村　　美琴(2) 平田中 14.92 7 3 2134 勝部　　陽菜(2) 河南中 14.74
ﾂﾈﾄｳ ﾙｶ 島根 ｶｼﾜｲ ﾐﾕ 島根

8 8 1012 恒藤　　琉花(2) 東出雲中 14.94 8 8 615 柏井　　美柚(2) 松江二中 14.77
ﾀｹﾀﾞ ｲﾁｶ 島根 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶﾅ 島根

3 1823 竹田　　一花(3) 出雲一中 DNS 4 2590 森口　　佳奈(3) 大社中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

7組 (風:+1.8) 8組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾀ ｷﾗ 島根 ｶﾈﾂｷ ｱｲﾘ 島根

1 6 2010 有田　　葵星(2) 出雲三中 14.50 1 5 1935 金築　　愛梨(2) 出雲二中 14.63
ｵｵﾀ ﾕｽﾞｷ 島根 ﾊﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 島根

2 8 2214 太田　　柚希(3) 浜山中 14.57 2 6 1933 花田　あかり(2) 出雲二中 14.73
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｶ 島根 ｲｲﾓﾘ ｺｺ 島根

3 5 4004 中村　　京香(3) 大田二中 14.64 3 2 1018 飯森　　心胡(2) 東出雲中 14.85
ﾅｶﾞﾐ ｻﾜ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ 島根

4 1 2229 永見　　咲和(2) 浜山中 14.76 4 8 845 松林　　心晴(2) 湖南中 14.93
ﾊﾗ ｺﾋﾅ 島根 ﾀｶﾊｼ ｹｲｶ 島根

5 2 2621 原　　　乎雛(2) 斐川東中 14.86 5 7 2330 高橋　　佳夏(2) 平田中 15.01
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 島根 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐﾘ 島根

6 4 2702 山田　　二胡(3) 斐川西中 15.25 6 3 2663 小松原　笑里(3) 斐川東中 15.19
ﾀｶﾐ ﾕｽﾞ 島根 ｶｼﾏ ﾓｴｶ 島根

7 3 2225 高見　　　柚(2) 浜山中 15.27 7 4 735 鹿島　　萌楓(2) 松江四中 15.49
ｺﾀｷ ﾊﾙｶ 島根 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｶ 島根

8 9 613 小瀧　　美華(3) 松江二中 15.52 8 9 3144 石本　　悠香(3) 大東中 15.53
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅﾝ 島根 ｶﾜｷﾞｼ ﾐｽﾞﾊ 島根

7 814 山田　　葉暖(3) 湖南中 DNS 9 1 616 川岸　　瑞葉(2) 松江二中 15.70

9組 (風:+1.1) 10組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｶﾞﾜ ｱｲ 島根 ｶｻﾔ ﾊﾂﾞｷ 島根

1 7 2412 加川　　愛唯(3) 向陽中 14.79 1 5 2707 笠谷　　葉月(2) 斐川西中 15.17
ﾌｸｼﾛ ﾋﾅｾ 島根 ｶﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 島根

2 8 2212 福城　　陽世(3) 浜山中 15.11 2 4 2709 神田　　和奏(2) 斐川西中 15.29
ｸﾛｻｶ ﾐﾂﾞｷ 島根 ｵｶﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根

3 1 3141 黒坂　　美月(3) 大東中 15.12 3 2 2131 岡田　　小晴(2) 河南中 15.47
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 島根 ｶﾜｼﾏ ﾙｶ 島根

4 9 2230 丸山　　結羽(2) 浜山中 15.34 4 7 3140 川島　　瑠華(3) 大東中 15.52
ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｺﾄ 島根 ﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

5 6 714 長澤　　美寿(2) 松江四中 15.61 5 1 2325 原　　　綾音(3) 平田中 15.65
ﾅｶｵ ﾋﾖﾘ 島根 ﾖｼﾓﾄ ｻｸﾗ 島根

6 3 2228 中尾　　陽和(2) 浜山中 15.64 6 6 728 吉本　　桜空(2) 松江四中 15.74
ﾆｼｵ ｺｺﾅ 島根 ﾆｼｻﾞｶ ｱｵｲ 島根

2 2009 西尾　心々菜(2) 出雲三中 DNS 7 3 844 西坂　　　葵(2) 湖南中 15.74
ｽﾐﾀ ｱﾕﾐ 島根 ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 島根

4 723 角田　あゆみ(3) 松江四中 DNS 8 8 2321 北村　　蒼生(3) 平田中 16.24
ﾅｶﾞｾ ｶｴﾃﾞ 島根 ｻﾈｼｹﾞ ｱｲﾗ 島根

5 2329 永瀨　　　楓(2) 平田中 DNS 9 1014 實重　あいら(2) 東出雲中 DNS

11組 (風:+1.9) 12組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾂﾀ ﾕﾅ 島根 ﾀｹｼﾀ ｶｴ 島根

1 1 4006 初田　　優奈(3) 大田二中 14.69 1 4 4003 竹下　　榎映(3) 大田二中 15.71
ｱｼﾞｷ ｱｲ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾜｶﾅ 島根

2 7 2328 安食　　　愛(2) 平田中 15.30 2 7 2130 松本　　和奏(2) 河南中 16.07
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 島根 ﾊﾗ ﾜｶﾅ 島根

3 6 2622 福島　　遥香(2) 斐川東中 15.31 3 8 1821 原　　　和奏(2) 出雲一中 16.11
ｶｹﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 島根 ﾀｸﾜ ｺｺﾛ 島根

4 5 3136 景山　星李奈(3) 大東中 15.56 4 9 2414 多久和　　心(3) 向陽中 16.14
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ 島根 ｶﾈﾂｷ ﾕｳﾘ 島根

5 9 2226 山本　　あい(2) 浜山中 15.58 5 1 2531 金築　　優里(2) 大社中 16.24
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｱ 島根 ﾅｶﾞﾐ ｺｺﾉ 島根

6 4 3149 榊原　　　希(3) 大東中 16.63 6 5 2619 永見　　心乃(2) 斐川東中 16.24
ﾅｶﾊﾏ ﾀﾏｷ 島根 ﾊﾗ ｳﾀ 島根

2 2335 中濱　　瑶稀(2) 平田中 DNS 7 3 2620 原　　　雅楽(2) 斐川東中 16.25
ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｽｽﾞﾊ 島根 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾂｷ 島根

3 3135 上代　　涼葉(3) 大東中 DNS 8 2 3914 宮原　　彩月(2) 大田一中 16.59
ｽﾀﾞ ﾅﾂﾎ 島根 ｻﾄｳ ﾐﾊﾈ 島根

8 2617 須田　　夏帆(2) 斐川東中 DNS 6 2322 佐藤　実羽音(3) 平田中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

13組 (風:-1.7) 14組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼｶﾜ ﾕｲ 島根 ﾌｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 島根

1 8 1007 吉川　　　結(2) 東出雲中 16.09 1 2 3715 福田　　希美(2) 仁多中 15.93
ﾀｶｻｺﾞ ﾘﾘ 島根 ｱﾗｼ ﾏﾋﾛ 島根

2 9 2324 高砂　　梨莉(3) 平田中 16.33 2 1 1931 嵐　　　茉紘(2) 出雲二中 16.26
ｵｵﾀｶ ﾙﾅ 島根 ﾏｷﾉ ﾎﾉｱ 島根

3 6 718 大高　　瑠水(2) 松江四中 16.51 3 7 2223 槇野　　朋愛(2) 浜山中 16.39
ｱｼﾞｷ ｱﾝｽﾞ 島根 ﾜｸﾘ ﾓﾓｺ 島根

4 3 2308 安食　　杏子(3) 平田中 16.52 4 6 3127 和久利　桃子(3) 大東中 16.87
ｿﾀ ｺﾅﾂ 島根 ｵｵﾓﾘ ﾁｽｽﾞ 島根

5 5 2221 曽田　　小夏(2) 浜山中 16.56 5 4 2615 大森　　千鈴(2) 斐川東中 17.15
ﾀﾃｲｼ ﾅﾅ 島根 ﾀﾉｳ ﾘﾝ 島根

6 1 3915 立石　　菜々(2) 大田一中 16.72 6 9 2331 多納　　　凜(2) 平田中 17.83
ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ 島根 ﾋｸﾞﾁ ﾗﾝ 島根

7 2 1078 石原　　美咲(3) 東出雲中 17.16 7 3 2231 樋口　　　蘭(1) 浜山中 18.34
ｲﾄｳ ﾐﾕ 島根 ｲﾅﾀ ｻﾔｶ 島根

8 7 3120 伊藤　　明夢(2) 大東中 17.19 8 8 2232 稲田　　彩香(1) 浜山中 18.65
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｶ 島根 ﾁﾖﾀﾞ ﾃﾙ 島根

4 2616 黒田　　絢花(2) 斐川東中 DNS 5 713 千代田　　晴(2) 松江四中 DNS

15組 (風:-1.3) 16組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｶﾓ ﾕｱﾝ 島根 ｿﾀ ﾕｳﾕ 島根

1 9 2234 三加茂　夢杏(1) 浜山中 15.79 1 2 1822 曽田　　悠由(3) 出雲一中 15.65
ｼｮｳｼﾞ ｱｽｶ 島根 ﾐﾔﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根

2 2 2235 庄司　　飛鳥(1) 浜山中 15.89 2 3 1826 宮田　　　響(2) 出雲一中 16.16
ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ 島根 ﾀﾏｷ ﾚｲﾅ 島根

3 3 2236 吉川　　夏希(1) 浜山中 15.92 3 8 2152 玉木　　玲奈(1) 河南中 16.26
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾒｶ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ｺｺ 島根

4 8 2233 打田　　妃華(1) 浜山中 16.06 4 6 2156 永岡　　瑚子(1) 河南中 16.45
ｲﾏｵｶ ﾕｱ 島根 ｻｲﾄｳ ﾓｶ 島根

5 6 2432 今岡　　ゆあ(1) 向陽中 16.88 5 4 2159 齋藤　　百花(1) 河南中 17.33
ｲｲﾂｶ ﾁﾉ 島根 ｶｼｵ ﾒｲﾅ 島根

6 7 2431 飯塚　　智乃(1) 向陽中 16.93 6 7 2158 賀シ尾　愛菜(1) 河南中 17.76
ﾔｶｼﾗ ﾋﾖﾘ 島根 ﾊﾗ ｱｲﾘ 島根

7 4 853 矢頭　　陽由(1) 湖南中 16.95 5 1820 原　　　愛莉(2) 出雲一中 DNS
ｸﾜﾊﾗ ﾘﾅ 島根 ｽﾀﾆ ﾙｶ 島根

8 1 2227 桑原　　梨愛(2) 浜山中 17.17 9 2433 須谷　　瑠香(1) 向陽中 DNS
ﾊﾔｼ ﾋﾅ 島根

5 2153 林　　　ひな(1) 河南中 DNS

17組 (風:+0.7) 18組 (風:+3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾗ ｱｲ 島根 ﾀｶｷ ﾘｵ 島根

1 4 3714 原　　　あい(2) 仁多中 15.57 1 4 3121 高木　　凛音(2) 大東中 14.86
ﾀｶﾐ ｽｽﾞﾈ 島根 ﾓﾘﾀ ｶﾘﾅ 島根

2 6 2146 高見　　紗音(2) 河南中 16.31 2 5 5711 森田　夏凛名(1) 川本中 15.85
ﾔｸﾗ ﾓﾓｶ 島根 ﾆｯﾀ ｼｵﾘ 島根

3 2 852 矢倉　　桃花(1) 湖南中 16.37 3 3 3142 新田　　栞里(3) 大東中 15.92
ﾂﾙｶﾒ ｱｶﾈ 島根 ｳｶﾞ ﾕｳﾅ 島根

4 7 851 靏亀　　朱音(1) 湖南中 16.64 4 9 2147 宇賀　　侑愛(1) 河南中 16.45
ﾌｸﾀﾞ ｷﾅ 島根 ｶﾄｳ ﾜﾐ 島根

5 5 2154 福田　　稀那(1) 河南中 17.10 5 8 2149 加藤　　わみ(1) 河南中 17.10
ｲﾀﾓﾁ ｾｲﾅ 島根 ｼﾏﾀﾞ ｶﾅ 島根

6 9 2157 板持　　聖奈(1) 河南中 17.18 6 2 5710 島田　　香凪(1) 川本中 17.18
ﾀﾀﾉ ﾁｻﾄ 島根 ﾐｽﾞｼ ﾕﾅ 島根

7 8 2160 多々納知紗登(1) 河南中 17.79 7 6 1811 水師　　結菜(1) 出雲一中 17.22
ﾀｹｼﾀ ﾋｶﾘ 島根 ｲﾜﾊﾗ ｶﾅｺ 島根

8 3 855 竹下　ひかり(1) 湖南中 18.26 8 7 2155 岩原　　奏子(1) 河南中 17.25

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

19組 (風:-1.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷﾉ ﾕﾅ 島根 ｴｽﾐ ﾜｶ 島根

1 2 1810 槇野　　結菜(1) 出雲一中 15.50 1 2122 江角　　和華(3) 河南中 12.96 +1.3
ｲｴﾊﾗ ﾜｶﾅ 島根 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根

2 8 1827 家原　和可奈(2) 出雲一中 15.94 2 2068 岩本　　夏姫(3) 出雲三中 12.97 +1.3
ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾅ 島根 ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根

3 3 1813 石橋　　悠愛(1) 出雲一中 16.38 3 2008 勝部　　　葵(2) 出雲三中 13.05 +1.3
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 島根 ｵｵﾂｶ ﾐｺ 島根

4 6 1815 前田　　桃果(1) 出雲一中 16.58 4 710 大塚　　美心(3) 松江四中 13.33 +1.3
ｿﾉﾔﾏ ﾉｱ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 島根

5 4 2151 園山　　乃愛(1) 河南中 16.79 5 2125 山本　　美祐(3) 河南中 13.36 +1.3
ｼﾝｸﾞｳ ﾘｺ 島根 ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ 島根

6 5 2150 新宮　　莉子(1) 河南中 17.36 6 1825 芥屋　　優華(2) 出雲一中 13.62 +2.2
ｲｼｶﾜ ｻﾗ 島根 ﾎﾘ ｴﾘｶ 島根

7 9 1812 石川　　咲空(1) 出雲一中 17.60 7 2137 堀　　恵里花(3) 河南中 13.69 +2.2
ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾘ 島根 ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 島根

8 7 1814 井上　　陽愛(1) 出雲一中 20.27 8 2129 田中　　萌香(3) 河南中 13.73 +1.3

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:+3.8) 2組 (風:+5.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴｽﾐ ﾜｶ 島根 ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根

1 4 2122 江角　　和華(3) 河南中 26.43 1 5 2135 加藤　　琉菜(2) 河南中 28.11
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 島根

2 6 2125 山本　　美祐(3) 河南中 26.79 2 7 2415 長岡　　　凛(3) 向陽中 28.76
ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 島根

3 5 2008 勝部　　　葵(2) 出雲三中 26.83 3 8 2127 神田　　　瞳(2) 河南中 29.29
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 島根 ｶｶﾞﾜ ｱｲ 島根

4 2 3713 高橋　あおい(2) 仁多中 27.75 4 3 2412 加川　　愛唯(3) 向陽中 30.04
ﾃﾗﾓﾄ ﾓﾓｶ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶ 島根

5 9 4002 寺本　　百花(3) 大田二中 28.78 5 9 3717 渡部　　楓香(2) 仁多中 30.39
ﾜｶﾂｷ ﾐｵ 島根 ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 島根

6 8 3775 若槻　　美桜(3) 仁多中 28.82 2 837 新田　　桜子(2) 湖南中 DNS
ﾌﾀｵｶ ｱｵｲ 島根 ﾎﾘ ｴﾘｶ 島根

3 2213 二岡　　　葵(3) 浜山中 DNS 4 2137 堀　　恵里花(3) 河南中 DNS
ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 島根 ﾏﾂﾀﾞ ﾙｶ 島根

7 2129 田中　　萌香(3) 河南中 DNS 6 2218 松田　　琉花(3) 浜山中 DNS

3組 (風:+3.8) 4組 (風:+4.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞﾄｳ ｱｷﾅ 島根 ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ 島根

1 6 2704 後藤　　明奈(3) 斐川西中 29.18 1 4 1825 芥屋　　優華(2) 出雲一中 28.19
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒｶ 島根 ｱｼﾞｷ ﾏｵ 島根

2 7 4005 中村　妃芽夏(3) 大田二中 29.77 2 9 2311 安食　　真緒(3) 平田中 30.96
ﾊﾂﾀ ﾕﾅ 島根 ﾀｶﾐ ﾕｽﾞ 島根

3 4 4006 初田　　優奈(3) 大田二中 30.19 3 8 2225 高見　　　柚(2) 浜山中 31.53
ｸﾛｻｶ ﾐﾂﾞｷ 島根 ｵｶﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根

4 9 3141 黒坂　　美月(3) 大東中 30.41 4 7 2131 岡田　　小晴(2) 河南中 32.24
ｲｼﾓﾄ ﾕｳｶ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾜｶﾅ 島根

5 5 3144 石本　　悠香(3) 大東中 31.35 5 5 2130 松本　　和奏(2) 河南中 33.06
ｶﾈﾂｷ ﾕｳﾘ 島根 ﾀﾉｳ ﾘﾝ 島根

6 3 2531 金築　　優里(2) 大社中 33.51 6 3 2331 多納　　　凜(2) 平田中 37.23
ﾅｶﾞｾ ｶｴﾃﾞ 島根 ﾋﾛﾉ ﾅﾅｶ 島根

2 2329 永瀨　　　楓(2) 平田中 DNS 6 1925 廣野　奈々椛(3) 出雲二中 DNS
ﾆｼｵ ｺｺﾅ 島根

8 2009 西尾　心々菜(2) 出雲三中 DNS

5組 (風:+3.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾀﾆ ｻﾕ 島根 ｴｽﾐ ﾜｶ 島根

1 3 1551 川谷　　彩結(2) 玉湯学園 29.15 1 2122 江角　　和華(3) 河南中 26.43 +3.8
ﾊﾗ ｺﾋﾅ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 島根

2 7 2621 原　　　乎雛(2) 斐川東中 30.16 2 2125 山本　　美祐(3) 河南中 26.79 +3.8
ﾅｶﾉ ﾘｱﾝ 島根 ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 島根

3 9 1079 仲野　　莉杏(3) 東出雲中 30.91 3 2008 勝部　　　葵(2) 出雲三中 26.83 +3.8
ｵﾊﾞﾗ ﾐｻﾄ 島根 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 島根

4 8 1027 小原　　未聖(2) 東出雲中 32.16 4 3713 高橋　あおい(2) 仁多中 27.75 +3.8
ﾊﾗ ﾜｶﾅ 島根 ｶﾄｳ ﾙﾅ 島根

5 5 1821 原　　　和奏(2) 出雲一中 32.85 5 2135 加藤　　琉菜(2) 河南中 28.11 +5.0
ｱｵｷ ﾊﾅ 島根 ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ 島根

6 6 1010 青木　　陽奈(2) 東出雲中 33.73 6 1825 芥屋　　優華(2) 出雲一中 28.19 +4.7
ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾅ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 島根

4 2134 勝部　　陽菜(2) 河南中 DNS 7 2415 長岡　　　凛(3) 向陽中 28.76 +5.0
ﾃﾗﾓﾄ ﾓﾓｶ 島根

8 4002 寺本　　百花(3) 大田二中 28.78 +3.8

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｱﾍﾞ ﾅﾂｶ 島根 ｶﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根

1 8 2219 安部　　夏海(3) 浜山中 5:48.39 1 15 2210 加田　　小桜(3) 浜山中 5:25.00
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 島根

2 2 726 田中　　美波(2) 松江四中 5:56.68 2 17 812 園山　　美月(3) 湖南中 5:30.64
ﾆｯﾀ ｼｵﾘ 島根 ｱｼﾞｷ ﾏｵ 島根

3 4 3142 新田　　栞里(3) 大東中 5:58.00 3 1 2311 安食　　真緒(3) 平田中 5:36.21
ﾀｶｷ ﾘｵ 島根 ｼﾓﾐﾔ ｲﾁｶ 島根

4 7 3121 高木　　凛音(2) 大東中 6:09.00 4 7 831 下宮　　一華(2) 湖南中 5:37.41
ｶﾂﾍﾞ ｻｸﾗ 島根 ｶﾜｽﾐ ﾊﾅｶ 島根

5 10 2139 勝部　　咲和(2) 河南中 6:11.15 5 14 2532 川角　　華加(2) 大社中 5:37.80
ﾌｼﾞﾀ ﾘｲ 島根 ﾓﾄﾀﾞ ｱｵｲ 島根

6 11 732 藤田　　凛衣(2) 松江四中 6:13.77 6 8 2124 元田　　　葵(3) 河南中 5:38.56
ﾓﾘﾖｼ ﾕｳｷ 島根 ｿﾀ ﾐｽﾞｷ 島根

7 1 835 森吉　　優葵(2) 湖南中 6:20.01 7 10 2211 曽田　　望月(3) 浜山中 5:39.63
ﾐﾔﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｲﾜｻｷ ｱﾕﾅ 島根

8 5 1826 宮田　　　響(2) 出雲一中 6:27.39 8 11 2145 岩崎　　歩愛(2) 河南中 5:40.67
ﾅｶﾞｵｶ ｺｺ 島根 ｲｴﾊﾗ ﾜｶﾅ 島根

9 14 2156 永岡　　瑚子(1) 河南中 6:33.38 9 4 1827 家原　和可奈(2) 出雲一中 5:42.73
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｻｷ 島根 ﾂﾙﾐ ﾕｽﾞﾊ 島根

10 18 856 森山　　美咲(1) 湖南中 7:04.68 10 6 2222 鶴見　　柚羽(2) 浜山中 5:43.32
ｶｼｵ ﾒｲﾅ 島根 ｱｵﾔﾏ ｺｺﾊ 島根

11 13 2158 賀シ尾　愛菜(1) 河南中 7:11.23 11 2 715 青山　　心春(2) 松江四中 5:43.50
ｻｲﾄｳ ﾓｶ 島根 ｻﾄｳ ﾐｸ 島根

12 6 2159 齋藤　　百花(1) 河南中 7:18.35 12 16 2664 佐藤　　美空(3) 斐川東中 5:45.46
ﾅｶﾞﾉ ﾘｱﾝ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘ 島根

3 832 永野　　莉杏(2) 湖南中 DNF 13 13 842 渡邊　　友梨(2) 湖南中 5:45.56
ｳｶﾞ ﾕｳﾅ 島根 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾕｲ 島根

12 2147 宇賀　　侑愛(1) 河南中 DNF 14 3 727 小竹原　ゆい(2) 松江四中 5:48.05
ﾊﾔｼ ﾋﾅ 島根 ﾀｶﾐ ｽｽﾞﾈ 島根

15 2153 林　　　ひな(1) 河南中 DNS 15 18 2146 高見　　紗音(2) 河南中 5:49.48
ﾑﾗｲ ｱﾝﾘ 島根 ｿﾀ ﾕｳﾕ 島根

17 731 村井　　杏理(2) 松江四中 DNF 16 5 1822 曽田　　悠由(3) 出雲一中 5:50.28
ｼﾓﾊﾗ ｺｺﾅ 島根 ｶﾈﾁｸ ｺﾄｶ 島根

9 840 下原　ここな(2) 湖南中 DNS 17 12 1040 金築　　琴加(3) 東出雲中 6:03.24
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾈ 島根 ﾋﾉ ﾏﾅ 島根

16 834 松本　　莉寧(2) 湖南中 DNS 18 9 721 日野　　真愛(3) 松江四中 6:23.05

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学女子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 12:45 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
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ 島根 ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ 島根

1 7 2069 蒲生　　悠桜(3) 出雲三中 4:51.37 1 2069 蒲生　　悠桜(3) 出雲三中 4:51.37
ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 島根 ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 島根

2 9 2071 佐々木　葉音(3) 出雲三中 5:03.72 2 2071 佐々木　葉音(3) 出雲三中 5:03.72
ﾀｸﾜ ｶﾚﾝ 島根 ﾀｸﾜ ｶﾚﾝ 島根

3 19 2417 多久和　禾恋(3) 向陽中 5:03.89 3 2417 多久和　禾恋(3) 向陽中 5:03.89
ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根

4 17 2416 門脇　　　葵(3) 向陽中 5:08.84 4 2416 門脇　　　葵(3) 向陽中 5:08.84
ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ 島根

5 5 2534 杉原　　那奈(2) 大社中 5:09.02 5 2534 杉原　　那奈(2) 大社中 5:09.02
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 島根 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 島根

6 6 2421 金森　　由奈(2) 向陽中 5:10.21 6 2421 金森　　由奈(2) 向陽中 5:10.21
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

7 8 2216 齊藤　　優衣(3) 浜山中 5:11.02 7 2216 齊藤　　優衣(3) 浜山中 5:11.02
ｶｼﾞﾀﾆ ﾁｱ 島根 ｶｼﾞﾀﾆ ﾁｱ 島根

8 11 836 梶谷　　ちあ(2) 湖南中 5:11.11 8 836 梶谷　　ちあ(2) 湖南中 5:11.11
ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 島根

9 12 2423 福田　　美紅(2) 向陽中 5:11.13
ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ 島根

10 1 2712 山中　　咲奈(2) 斐川西中 5:13.25
ﾋﾉ ｶﾅ 島根

11 15 1030 日野　　夏愛(1) 松江市陸協 5:13.32
ﾀｶﾐ ﾏｼﾛ 島根

12 14 1928 高見　　真白(3) 出雲二中 5:13.73
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞ 島根

13 3 2326 山本　　衣舞(3) 平田中 5:16.51
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 島根

14 16 2132 山本　　可憐(3) 河南中 5:27.59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 島根

15 13 2126 渡邊　　美央(3) 河南中 5:30.54
ｸﾔ ﾓﾓｶ 島根

16 10 2662 久家　苺々花(3) 斐川東中 5:48.29
ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 島根

2 2061 園山　　果林(3) 出雲三中 DNS
ｸｻﾐｽﾞ ﾌｳｶ 島根

4 3712 草水　　楓花(2) 仁多中 DNS
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｱ 島根

18 3771 森山　　結愛(3) 仁多中 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+2.8) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾀﾞ ｻﾅ 島根 ﾌﾅｷ ｻｷｺ 島根

1 7 2422 福田　　彩夏(2) 向陽中 15.89 1 6 2533 舩木　　咲湖(2) 大社中 18.05
ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 島根 ﾌｸｼﾛ ﾋﾅｾ 島根

2 4 2062 高橋　みひろ(3) 出雲三中 15.99 2 7 2212 福城　　陽世(3) 浜山中 19.05
ﾐｳﾗ ﾅﾂﾊ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 島根

3 5 720 三浦　なつは(3) 松江四中 16.74 3 9 2334 中村　　美琴(2) 平田中 19.15
ｵｵﾊﾀ ﾏｵ 島根 ﾔﾀ ﾋﾅﾉ 島根

4 6 1929 大畑　　真緒(3) 出雲二中 17.54 4 4 2320 矢田　陽菜乃(3) 平田中 19.17
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐﾘ 島根 ｱｼﾞｷ ｱﾝｽﾞ 島根

5 3 2663 小松原　笑里(3) 斐川東中 17.69 5 8 2308 安食　　杏子(3) 平田中 19.40
ｲｲﾂｶ ｱｵｲ 島根 ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 島根

6 2 2660 飯塚　　葵生(3) 斐川東中 17.95 6 2 2413 金森　　愛衣(3) 向陽中 19.66
ｶﾈﾂｷ ｶﾎ 島根 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 島根

7 9 2314 金築　　佳穂(3) 平田中 17.98 7 3 2622 福島　　遥香(2) 斐川東中 21.44
ｲﾄｳ ｱﾐ 島根 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 島根

8 8 1926 伊藤　　愛実(3) 出雲二中 18.40 5 3713 高橋　あおい(2) 仁多中 DNS

3組 (風:-1.3) 4組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 島根 ｶﾈﾂｷ ｱｲﾘ 島根

1 8 2706 加藤　　葉月(3) 斐川西中 19.13 1 7 1935 金築　　愛梨(2) 出雲二中 20.41
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 島根 ﾁﾖﾀﾞ ﾃﾙ 島根

2 5 2708 佐藤　　光琉(2) 斐川西中 19.15 2 8 713 千代田　　晴(2) 松江四中 20.62
ｻﾉ ﾊﾙｻ 島根 ﾅｶﾞﾐ ｺｺﾉ 島根

3 3 724 佐野　　陽咲(2) 松江四中 19.22 3 6 2619 永見　　心乃(2) 斐川東中 21.09
ﾀｶｻｺﾞ ﾘﾘ 島根 ｼﾗｲｼ ｱﾑ 島根

4 4 2324 高砂　　梨莉(3) 平田中 19.24 4 5 725 白石　　愛夢(2) 松江四中 21.63
ｶﾜｼﾏ ﾙｶ 島根 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｱ 島根

5 7 3140 川島　　瑠華(3) 大東中 20.09 5 4 3149 榊原　　　希(3) 大東中 21.67
ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｶﾘ 島根

6 9 1824 古谷　優羽輝(2) 出雲一中 20.09 6 9 734 宮﨑　あかり(2) 松江四中 21.71
ｱｵｷ ｺｺﾛ 島根 ﾊﾗ ｱｲ 島根

7 2 612 青木　こころ(3) 松江二中 21.32 7 3 3714 原　　　あい(2) 仁多中 22.16
ｽﾀﾞ ﾅﾂﾎ 島根

6 2617 須田　　夏帆(2) 斐川東中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ ｻﾅ 島根

1 2422 福田　　彩夏(2) 向陽中 15.89 +2.8
ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 島根

2 2062 高橋　みひろ(3) 出雲三中 15.99 +2.8
ﾐｳﾗ ﾅﾂﾊ 島根

3 720 三浦　なつは(3) 松江四中 16.74 +2.8
ｵｵﾊﾀ ﾏｵ 島根

4 1929 大畑　　真緒(3) 出雲二中 17.54 +2.8
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐﾘ 島根

5 2663 小松原　笑里(3) 斐川東中 17.69 +2.8
ｲｲﾂｶ ｱｵｲ 島根

6 2660 飯塚　　葵生(3) 斐川東中 17.95 +2.8
ｶﾈﾂｷ ｶﾎ 島根

7 2314 金築　　佳穂(3) 平田中 17.98 +2.8
ﾌﾅｷ ｻｷｺ 島根

8 2533 舩木　　咲湖(2) 大社中 18.05 +0.4

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 湖南中A 814 山田　　葉暖(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅﾝ 56.77 1 7 河南中B 2134 勝部　　陽菜(2) ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾅ 54.20
813 田中　　初菜(3) ﾀﾅｶ ｿﾅ 2135 加藤　　琉菜(2) ｶﾄｳ ﾙﾅ
842 渡邊　　友梨(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘ 2143 金丸　　由良(2) ｶﾈﾏﾙ ﾕﾗ
831 下宮　　一華(2) ｼﾓﾐﾔ ｲﾁｶ 2127 神田　　　瞳(2) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ

2 7 松江二中 609 成相　　沙良(3) ﾅﾘｱｲ ｻﾗ 57.91 2 6 出雲二中A 1926 伊藤　　愛実(3) ｲﾄｳ ｱﾐ 55.55
610 松本　　萌杏(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓｱ 1928 高見　　真白(3) ﾀｶﾐ ﾏｼﾛ
613 小瀧　　美華(3) ｺﾀｷ ﾊﾙｶ 1929 大畑　　真緒(3) ｵｵﾊﾀ ﾏｵ
606 藤田　　莉緒(3) ﾌｼﾞﾀ ﾘｵ 1925 廣野　奈々椛(3) ﾋﾛﾉ ﾅﾅｶ

3 8 浜山中B 2230 丸山　　結羽(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 58.24 3 1 斐川西中B 2709 神田　　和奏(2) ｶﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 55.77
2229 永見　　咲和(2) ﾅｶﾞﾐ ｻﾜ 2712 山中　　咲奈(2) ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ
2222 鶴見　　柚羽(2) ﾂﾙﾐ ﾕｽﾞﾊ 2708 佐藤　　光琉(2) ｻﾄｳ ﾋｶﾙ
2225 高見　　　柚(2) ﾀｶﾐ ﾕｽﾞ 2707 笠谷　　葉月(2) ｶｻﾔ ﾊﾂﾞｷ

4 2 出雲二中B 1932 本間　　梨花(2) ﾎﾝﾏ ﾘｶ 58.32 4 4 斐川東中A 2663 小松原　笑里(3) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐﾘ 56.41
1935 金築　　愛梨(2) ｶﾈﾂｷ ｱｲﾘ 2660 飯塚　　葵生(3) ｲｲﾂｶ ｱｵｲ
1930 青木　　瑚都(2) ｱｵｷ ｺﾄ 2621 原　　　乎雛(2) ﾊﾗ ｺﾋﾅ
1933 花田　あかり(2) ﾊﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 2665 富岡　　真悠(3) ﾄﾐｵｶ ﾏﾕ

5 6 大東中 3140 川島　　瑠華(3) ｶﾜｼﾏ ﾙｶ 58.88 5 3 松江四中B 733 三村　咲也香(2) ﾐﾑﾗ ｻﾔｶ 56.42
3141 黒坂　　美月(3) ｸﾛｻｶ ﾐﾂﾞｷ 730 岡田　向夏花(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ
3149 榊原　　　希(3) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｱ 714 長澤　　美寿(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｺﾄ
3144 石本　　悠香(3) ｲｼﾓﾄ ﾕｳｶ 729 衣笠　里佳子(2) ｷﾇｶﾞｻ ﾘｶｺ

6 1 松江四中C 713 千代田　　晴(2) ﾁﾖﾀﾞ ﾃﾙ 1:00.93 6 8 向陽中 2412 加川　　愛唯(3) ｶｶﾞﾜ ｱｲ 56.46
724 佐野　　陽咲(2) ｻﾉ ﾊﾙｻ 2415 長岡　　　凛(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ
725 白石　　愛夢(2) ｼﾗｲｼ ｱﾑ 2417 多久和　禾恋(3) ﾀｸﾜ ｶﾚﾝ
734 宮﨑　あかり(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｱｶﾘ 2413 金森　　愛衣(3) ｶﾅﾓﾘ ｱｲ

3 斐川東中B DNS 7 2 出雲一中 1827 家原　和可奈(2) ｲｴﾊﾗ ﾜｶﾅ 57.07
1824 古谷　優羽輝(2) ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ
1821 原　　　和奏(2) ﾊﾗ ﾜｶﾅ
1825 芥屋　　優華(2) ｱｸﾀﾔ ﾕｳｶ

5 平田中C DNS 8 9 平田中B 2321 北村　　蒼生(3) ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 58.74
2320 矢田　陽菜乃(3) ﾔﾀ ﾋﾅﾉ
2315 河瀬　　真央(3) ｶﾜｾ ﾏｵ
2325 原　　　綾音(3) ﾊﾗ ｱﾔﾈ

9 大社中 DNS 5 東出雲中B DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 河南中A 2137 堀　　恵里花(3) ﾎﾘ ｴﾘｶ 51.42
2122 江角　　和華(3) ｴｽﾐ ﾜｶ
2125 山本　　美祐(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
2129 田中　　萌香(3) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ

2 4 出雲三中A 2008 勝部　　　葵(2) ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 51.50
2068 岩本　　夏姫(3) ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ
2060 登川　　朱華(3) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ
2062 高橋　みひろ(3) ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ

3 9 松江四中A 719 野田　みゆう(3) ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ 53.98
710 大塚　　美心(3) ｵｵﾂｶ ﾐｺ
722 矢野　　杏奈(3) ﾔﾉ ｱﾝﾅ
720 三浦　なつは(3) ﾐｳﾗ ﾅﾂﾊ

4 5 出雲三中B 2063 土江　　ミカ(3) ﾂﾁｴ ﾐｶ 54.97
2064 山根　　一巴(3) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾊ
2010 有田　　葵星(2) ｱﾘﾀ ｷﾗ
2069 蒲生　　悠桜(3) ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ

5 1 湖南中B 833 枝木　　香歩(2) ｴﾀﾞｷﾞ ｶﾎ 55.13
845 松林　　心晴(2) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ
843 竹谷　　祐菜(2) ﾀｹﾀﾆ ﾕﾅ
839 稲村　　奈穂(2) ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ

6 3 斐川西中A 2701 上野　　菜摘(3) ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ 55.21
2705 安食　　羽菜(3) ｱｼﾞｷ ﾊﾅ
2706 加藤　　葉月(3) ｶﾄｳ ﾊﾂﾞｷ
2704 後藤　　明奈(3) ｺﾞﾄｳ ｱｷﾅ

7 8 平田中A 2312 生間　　咲那(3) ｲｸﾏ ｻｷﾅ 55.62
2313 伊藤　　綺華(3) ｲﾄｳ ｱﾔｶ
2314 金築　　佳穂(3) ｶﾈﾂｷ ｶﾎ
2326 山本　　衣舞(3) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞ

8 2 東出雲中A 1070 牧野　　花帆(3) ﾏｷﾉ ｶﾎ 57.11
1012 恒藤　　琉花(2) ﾂﾈﾄｳ ﾙｶ
1018 飯森　　心胡(2) ｲｲﾓﾘ ｺｺ
1014 實重　あいら(2) ｻﾈｼｹﾞ ｱｲﾗ

7 浜山中A DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：河村　靖宏

4月30日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 河南中A 2137 堀　　恵里花(3) ﾎﾘ ｴﾘｶ 51.42
2122 江角　　和華(3) ｴｽﾐ ﾜｶ
2125 山本　　美祐(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
2129 田中　　萌香(3) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ

2 出雲三中A 2008 勝部　　　葵(2) ｶﾂﾍﾞ ｱｵｲ 51.50
2068 岩本　　夏姫(3) ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ
2060 登川　　朱華(3) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ
2062 高橋　みひろ(3) ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ

3 松江四中A 719 野田　みゆう(3) ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ 53.98
710 大塚　　美心(3) ｵｵﾂｶ ﾐｺ
722 矢野　　杏奈(3) ﾔﾉ ｱﾝﾅ
720 三浦　なつは(3) ﾐｳﾗ ﾅﾂﾊ

4 河南中B 2134 勝部　　陽菜(2) ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾅ 54.20
2135 加藤　　琉菜(2) ｶﾄｳ ﾙﾅ
2143 金丸　　由良(2) ｶﾈﾏﾙ ﾕﾗ
2127 神田　　　瞳(2) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ

5 出雲三中B 2063 土江　　ミカ(3) ﾂﾁｴ ﾐｶ 54.97
2064 山根　　一巴(3) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾊ
2010 有田　　葵星(2) ｱﾘﾀ ｷﾗ
2069 蒲生　　悠桜(3) ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ

6 湖南中B 833 枝木　　香歩(2) ｴﾀﾞｷﾞ ｶﾎ 55.13
845 松林　　心晴(2) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ
843 竹谷　　祐菜(2) ﾀｹﾀﾆ ﾕﾅ
839 稲村　　奈穂(2) ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ

7 斐川西中A 2701 上野　　菜摘(3) ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ 55.21
2705 安食　　羽菜(3) ｱｼﾞｷ ﾊﾅ
2706 加藤　　葉月(3) ｶﾄｳ ﾊﾂﾞｷ
2704 後藤　　明奈(3) ｺﾞﾄｳ ｱｷﾅ

8 出雲二中A 1926 伊藤　　愛実(3) ｲﾄｳ ｱﾐ 55.55
1928 高見　　真白(3) ﾀｶﾐ ﾏｼﾛ
1929 大畑　　真緒(3) ｵｵﾊﾀ ﾏｵ
1925 廣野　奈々椛(3) ﾋﾛﾉ ﾅﾅｶ

凡例  DNS:欠場



中学女子走高跳
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 12:00 決　勝

決　勝　

ｲｲﾂｶ ｱｵｲ 島根 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

1 2 2660 飯塚　　葵生(3) 斐川東中 1m40
ｶﾈﾏﾙ ﾕﾗ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 1 2143 金丸　　由良(2) 河南中 1m35
ﾔﾀ ﾋﾅﾉ 島根 － － － ○ ○ ○ × × ×

2 8 2320 矢田　陽菜乃(3) 平田中 1m35
ﾌｸﾀﾞ ｻﾅ 島根 － ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

4 5 2422 福田　　彩夏(2) 向陽中 1m35
ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾊ 島根 － － － ○ ○ × × ×

5 7 2064 山根　　一巴(3) 出雲三中 1m30
ﾌﾅｷ ｻｷｺ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

5 9 2533 舩木　　咲湖(2) 大社中 1m30
ｼﾝｸﾞｳ ﾂｸﾞﾊ 島根 － － × ○ ○ × × ×

7 17 2066 新宮　　継葉(3) 出雲三中 1m25
ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ 島根 ○ ○ ○ × ○ × × ×

8 6 2062 高橋　みひろ(3) 出雲三中 1m25
ﾊﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 島根 ○ ○ ○ × × ×

9 10 1933 花田　あかり(2) 出雲二中 1m20
ﾋｷﾉ ｱｲｺ 島根 × ○ ○ ○ × × ×

10 3 611 引野　　愛子(3) 松江二中 1m20
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｱ 島根 ○ ○ × × ○ × × ×

11 11 610 松本　　萌杏(3) 松江二中 1m20
ｶﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 島根 ○ ○ × × ×

12 18 2709 神田　　和奏(2) 斐川西中 1m15
ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 島根 ○ × ○ × × ×

13 16 2413 金森　　愛衣(3) 向陽中 1m15
ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 島根 × × ○ × ○ × × ×

14 15 730 岡田　向夏花(2) 松江四中 1m15
ﾐﾑﾗ ｻﾔｶ 島根 × × ×

12 733 三村　咲也香(2) 松江四中 NM
ﾌｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 島根 × × ×

14 3715 福田　　希美(2) 仁多中 NM
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾎ 島根

4 1927 川口　　祥穂(3) 出雲二中 DNS
ｲｲﾓﾘ ｺｺ 島根

13 1018 飯森　　心胡(2) 東出雲中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10 1m43

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 島根

1 7 2068 岩本　　夏姫(3) 出雲三中 *F1
ｲｸﾏ ｻｷﾅ 島根

2 26 2312 生間　　咲那(3) 平田中
ﾋﾛﾉ ﾅﾅｶ 島根

3 28 1925 廣野　奈々椛(3) 出雲二中
ﾄﾐｵｶ ﾏﾕ 島根

4 6 2665 富岡　　真悠(3) 斐川東中
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｭｶ 島根

5 8 2060 登川　　朱華(3) 出雲三中
ﾀﾅｶ ｿﾅ 島根

6 13 813 田中　　初菜(3) 湖南中
ﾓﾘｸﾞﾁ ｶﾅ 島根

7 20 2590 森口　　佳奈(3) 大社中
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 島根

8 14 2702 山田　　二胡(3) 斐川西中
ﾉﾂ ﾈﾈ 島根

9 22 2217 野津　　寧音(3) 浜山中
ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ 島根

10 19 2701 上野　　菜摘(3) 斐川西中
ﾊﾗ ｱﾔﾈ 島根

11 4 2325 原　　　綾音(3) 平田中
ｿﾀ ｺﾅﾂ 島根

12 9 2221 曽田　　小夏(2) 浜山中
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｶ 島根

13 17 4004 中村　　京香(3) 大田二中
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 島根

14 23 2215 梶谷　　瑞希(3) 浜山中
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 島根

15 1 2321 北村　　蒼生(3) 平田中
ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ 島根

16 24 1078 石原　　美咲(3) 東出雲中
ｻﾈｼｹﾞ ｱｲﾗ 島根

17 2 1014 實重　あいら(2) 東出雲中
ｲｼｶﾞ ﾊﾙｶ 島根

18 12 4104 石賀　　遼果(3) 志学中
ｱﾘﾀ ｷﾗ 島根

19 25 2010 有田　　葵星(2) 出雲三中
ﾊﾗ ｳﾀ 島根

20 5 2620 原　　　雅楽(2) 斐川東中
ｶﾐﾔﾏﾈ ﾚｲ 島根

21 3 1034 上山根　　怜(2) 東出雲中
ｱﾗｼ ﾏﾋﾛ 島根

22 11 1931 嵐　　　茉紘(2) 出雲二中
ｱｼﾞｷ ｱｲ 島根

23 10 2328 安食　　　愛(2) 平田中
ｵｵﾓﾘ ﾁｽｽﾞ 島根

24 21 2615 大森　　千鈴(2) 斐川東中 *F3
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｶ 島根

15 2616 黒田　　絢花(2) 斐川東中 DNS
ｱｵｷ ｺﾄ 島根

16 1930 青木　　瑚都(2) 出雲二中 DNS
ﾀｹﾀﾞ ｲﾁｶ 島根

18 1823 竹田　　一花(3) 出雲一中 DNS
ﾎﾝﾏ ﾘｶ 島根

27 1932 本間　　梨花(2) 出雲二中 DNS

+4.1 +1.2 +4.1

-0.4 +1.4 +1.1 +1.1
2m28 × 2m15 2m28

+1.2 +0.3 +0.3
2m47 2m27 2m49 2m49

-0.6 +0.2 +0.2 -0.6
2m58 2m70 × 2m70

+2.1 -1.2 +2.4 -1.2
3m18 2m98 3m13 3m18

-0.4 +0.5 -1.0 -1.0
3m28 3m29 3m02 3m29

-1.3 -1.3
2m63 2m58 3m35 3m35

-1.2 +1.7 0.0 +1.7
× 3m43 × 3m43

-0.4 +0.2 -0.4
3m29 3m43 3m14 3m43

+0.7 +0.7
3m47 × 3m24 3m47

-0.5 +1.6 +1.6
× 3m56 × 3m56

-1.5 +0.1 +0.2 +0.2
3m49 3m61 × 3m61

+0.2 +0.2
3m56 3m68 3m72 3m72

-0.8 -0.6 -0.6
× × 3m78 3m78

-0.7 +0.6 -0.7
× 3m55 3m78 3m78

-0.8 -1.2 -0.8
3m84 3m84 × 3m84

-3.4 -3.4
3m85 3m85 × 3m85

-0.3 +0.3 -0.3
3m91 × × 3m91

-0.4 -0.4
× 4m09 3m78 4m09

+1.6 -1.5 +1.6
4m15 × × 4m15

-0.2 +0.8 -0.2 +0.8
4m17 × 3m95 4m17

+1.1 +0.3 -0.7 +0.3
4m08 4m21 4m00 4m21

+1.8 +0.3 +0.3
4m19 4m29 4m24 4m29

+0.6 +3.4 +0.8 +3.4
× 4m42 4m46 4m46

1回目 2回目 3回目 記録

4m85 4m98 4m82 4m98

凡例  DNS:欠場 *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：白根　誠治
記録主任：河村　靖宏

4月30日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ﾕｽﾞｷ 島根

1 6 2214 太田　　柚希(3) 浜山中
ﾅｶﾊﾏ ﾀﾏｷ 島根

2 13 2335 中濱　　瑶稀(2) 平田中
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根

3 15 2313 伊藤　　綺華(3) 平田中
ﾂﾁｴ ﾐｶ 島根

4 5 2063 土江　　ミカ(3) 出雲三中
ﾀｸﾜ ｺｺﾛ 島根

5 8 2414 多久和　　心(3) 向陽中
ﾎﾝﾏ ﾘｶ 島根

6 7 1932 本間　　梨花(2) 出雲二中
ｲﾄｳ ｱﾐ 島根

7 4 1926 伊藤　　愛実(3) 出雲二中
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾎ 島根

8 3 1927 川口　　祥穂(3) 出雲二中
ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 島根

9 9 2070 鎌田　　　咲(3) 出雲三中
ﾀｶﾊｼ ｹｲｶ 島根

10 2 2330 高橋　　佳夏(2) 平田中
ｺﾀｷ ﾊﾙｶ 島根

11 11 613 小瀧　　美華(3) 松江二中
ﾊﾗ ｱｲﾘ 島根

12 17 1820 原　　　愛莉(2) 出雲一中
ｻﾄｳ ﾐﾊﾈ 島根

13 10 2322 佐藤　実羽音(3) 平田中
ｶﾜｾ ﾏｵ 島根

14 16 2315 河瀬　　真央(3) 平田中
ｱｵｷ ｺﾄ 島根

15 14 1930 青木　　瑚都(2) 出雲二中
ﾜｸﾘ ﾓﾓｺ 島根

16 1 3127 和久利　桃子(3) 大東中
ｶｹﾞﾔﾏ ｾﾘﾅ 島根

12 3136 景山　星李奈(3) 大東中 DNS
ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｽｽﾞﾊ 島根

18 3135 上代　　涼葉(3) 大東中 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

10m59 10m48 10m20 10m59

8m78 9m22 9m60 9m60

9m52 9m16 9m45 9m52

9m03 8m23 8m41 9m03

8m93 8m47 × 8m93

6m47 7m99 8m25 8m25

7m61 8m24 7m73 8m24

7m60 8m18 × 8m18

7m18 7m80 7m88 7m88

7m42 7m44 6m91 7m44

6m52 7m36 7m42 7m42

6m77 6m66 7m07 7m07

6m28 5m68 6m56 6m56

6m06 5m70 6m40 6m40

4m98 5m77 6m33 6m33

4m56 4m65 5m00 5m00

凡例  DNS:欠場


