
少年A男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 10:40 予　選

島根県高校記録(HPR)          10.43     野田　浩之(島根・大社高)              2002 7月17日 12:55 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 (風:+2.7) 2組 (風:+3.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

1 3 393 武永　廉(3) 大社高 11.00 q 1 6 104 藤原　琉成(2) 開星高 10.91 q
ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾀ 島根 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根

2 1 342 廣瀬　遼太(2) 浜田高 11.39 2 5 161 品川　侑斗(2) 浜田商高 11.39
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾔｽﾀﾛｳ 島根 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根

3 4 5 渋谷　泰太郎(3) 益田東高 11.59 3 2 549 橋本　陽翔(2) 松江西高 11.57
ﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 島根

4 6 100 中　修平(2) 開星高 11.83 4 8 239 石原　颯人(2) 横田高 11.88
ﾔﾉ ﾋｼｮｳ 島根 ﾐｳﾗ ﾙｲ 島根

5 2 136 矢野　飛翔(2) 松江高専 12.05 5 3 186 三浦　瑠維(2) 益田翔陽高 11.91
ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 島根 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 島根

6 7 206 野口　和真(2) 松江農高 12.35 6 4 129 近藤　千滉(2) 松江高専 11.99
ｻﾄｳ ｶﾝｲﾁﾛｳ 島根 ﾅﾝﾊﾞ ﾔﾏﾄ 島根

7 8 226 佐藤　寛一郎(2) 三刀屋高 13.43 7 7 227 難波　大和(2) 三刀屋高 12.70
ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 島根

5 69 久保　陽向(2) 明誠高 DNS

3組 (風:+2.6) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 島根 ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

1 5 95 岩﨑　鵬春(2) 開星高 10.88 q 1 2 117 加藤　紳磨(3) 出雲農林高 11.06 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根

2 3 383 原田　律紀(2) 出雲北陵高 11.35 2 6 240 宇田川　優心(2) 横田高 11.22
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根

3 8 120 中島　晶翔(2) 出雲農林高 11.55 3 3 275 畑野　颯太(2) 矢上高 11.35
ﾏｷﾀ ｷﾗ 島根 ｲｼｶﾜ ｶｲｾｲ 島根

4 4 159 牧田　煌(3) 浜田商高 11.84 4 5 125 石川　快青(3) 松江高専 11.64
ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 島根 ﾅｶﾞｲ ｷﾜ 島根

5 2 7 永井　宙(3) 益田東高 11.92 5 4 352 永井　希和(2) 松江南高 11.91
ｺｻﾞｻ ﾕｳｽｹ 島根 ｳﾀﾆ ﾀｶﾄ 島根

6 7 225 小笹　佑輔(2) 三刀屋高 12.47 6 8 734 宇谷　天斗(1) 浜田高通信制 12.34
ﾇｲｻﾞﾄ ｲｯｾｲ 島根 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根

7 6 274 貫里　一生(2) 矢上高 12.72 7 7 70 篠原　拓海(2) 明誠高 13.62
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 島根

1 550 山本　千博(2) 松江西高 DNS

5組 (風:+4.1) 6組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 島根

1 1 97 小村　凌久(2) 開星高 10.97 q 1 7 6 田中　優二(3) 益田東高 10.74 q
ｴｽﾐ ﾘｸ 島根 ﾊｼﾜﾀﾘ ﾋﾋﾞｷ 島根

2 7 505 江角　陸(2) 大社高 11.41 2 3 72 橋渡　響生(2) 明誠高 11.28
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ 島根 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根

3 5 73 山本　陸斗(2) 明誠高 11.43 3 1 510 藤本　隆司(2) 大社高 11.47
ｲｹﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 島根 ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

4 4 93 池本　太陽(2) 開星高 11.70 4 8 119 城　力斗(2) 出雲農林高 12.05
ﾌｶﾂ ﾕｳﾏ 島根 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根

5 3 244 深津　悠舞(2) 横田高 11.89 5 5 137 吉岡　純平(2) 松江高専 12.08
ｲｼｸﾗ ﾖｼﾄ 島根 ﾏｷﾊﾗ ﾄﾓﾔ 島根

6 6 259 石倉　吉翔(2) 松江商高 11.99 6 6 13 牧原　朋哉(2) 益田東高 12.29
ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 島根

2 238 荒木　大輔(2) 横田高 DNS 7 2 61 辻　純弥(2) 大田高 12.67
ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 島根 ﾋﾗｶﾀ ﾚｵ 島根

8 228 若槻　柊吾(2) 三刀屋高 DNS 8 4 258 平方　伶和(3) 松江商高 12.69

凡例  DNS:欠場



少年A男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 10:40 予　選

島根県高校記録(HPR)          10.43     野田　浩之(島根・大社高)              2002 7月17日 12:55 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 (風:+2.5) 8組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根 ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

1 2 283 川端　涼太(3) 石見智翠館高 11.07 q 1 1 98 須田　教介(2) 開星高 11.14 q
ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根 ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島根

2 4 392 妹尾　歩佑人(3) 大社高 11.37 2 8 272 上田　康生(2) 矢上高 11.23
ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根 ｱｵﾄ ﾁｱｷ 島根

3 3 372 田中　陸(3) 出雲北陵高 11.69 3 7 318 青戸　千晃(2) 松江北高 11.45
ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｱｷ 島根 ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 島根

4 7 170 石橋　直明(2) 益田高 11.81 4 5 158 岡本　源(3) 浜田商高 11.58
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾝｲﾁ 島根 ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 島根

5 6 349 安達　琳一(2) 松江南高 12.48 5 3 246 杠　陸斗(2) 横田高 12.09
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾏ 島根 ｵｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 島根

6 8 224 石橋　悠馬(2) 三刀屋高 13.61 6 4 681 岡本　康佑(2) 三刀屋高 12.81
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根 ｺﾞﾄｳ ｽｶﾞｼ 島根

1 102 永田　裕暉(2) 開星高 DNS 2 320 後藤　昊(2) 松江北高 DNS
ﾖｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根 ｻﾉ ﾋﾛﾑ 島根

5 173 吉原　拓海(2) 益田高 DNS 6 260 佐野　大夢(2) 松江商高 DNS

決　勝　

(風:+4.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 島根

1 3 6 田中　優二(3) 益田東高 10.73
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

2 4 104 藤原　琉成(2) 開星高 10.77
ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根

3 5 97 小村　凌久(2) 開星高 10.89
ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 島根

4 6 95 岩﨑　鵬春(2) 開星高 10.92
ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

5 8 393 武永　廉(3) 大社高 10.99
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 島根

6 2 283 川端　涼太(3) 石見智翠館高 11.04
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根

7 7 117 加藤　紳磨(3) 出雲農林高 11.08
ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

8 1 98 須田　教介(2) 開星高 11.08

凡例  DNS:欠場



少年A男子300m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 14:05 予　選

県高校最高記録(HPR)          34.17     門脇　陸(島根・松江北高)              2017 7月17日 15:40 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾈﾂｷ ｼｷ 島根 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 島根

1 8 141 鐘築　識(3) 出雲高 36.78 q 1 4 6 田中　優二(3) 益田東高 36.29 q
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 島根

2 5 506 金沢　俐輝(2) 大社高 37.04 q 2 7 158 岡本　源(3) 浜田商高 37.66 q
ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 島根

3 4 372 田中　陸(3) 出雲北陵高 37.50 q 3 8 510 藤本　隆司(2) 大社高 38.11
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 島根

4 3 8 原田　悠汰(3) 益田東高 37.72 4 6 239 石原　颯人(2) 横田高 39.19
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根 ｲｼｸﾗ ﾖｼﾄ 島根

5 6 240 宇田川　優心(2) 横田高 38.48 5 3 259 石倉　吉翔(2) 松江商高 41.24
ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｶｼﾜｲ　ﾊﾙｶ 島根

6 2 273 重岡　幸能(2) 矢上高 39.35 6 2 351 柏井　遥風(2) 松江南高 41.27
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾝｲﾁ 島根 ｳﾀﾆ ﾀｶﾄ 島根

7 7 349 安達　琳一(2) 松江南高 39.40 5 734 宇谷　天斗(1) 浜田高通信制 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 島根 ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

1 3 148 宮嵜　夢太(3) 出雲高 37.20 q 1 2 393 武永　廉(3) 大社高 35.87 q
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｼｭﾝ 島根 ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

2 5 384 東原　舜(2) 出雲北陵高 38.22 2 4 145 外野　晴琉(3) 出雲高 36.54 q
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾔｽﾀﾛｳ 島根 ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ 島根

3 8 5 渋谷　泰太郎(3) 益田東高 38.23 3 5 275 畑野　颯太(2) 矢上高 38.78
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ﾅｶﾞｲ ｷﾜ 島根

4 7 120 中島　晶翔(2) 出雲農林高 38.29 4 8 352 永井　希和(2) 松江南高 39.34
ﾏｷﾊﾗ ﾄﾓﾔ 島根 ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 島根

5 4 13 牧原　朋哉(2) 益田東高 41.09 5 7 246 杠　陸斗(2) 横田高 39.47
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ﾂﾓﾘ ﾘｭｳﾀﾞｲ 島根

2 103 登川　天(2) 開星高 DNS 3 134 津森　隆大(2) 松江高専 DNS
ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島根 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 島根

6 146 多久和　日向(3) 出雲高 DNS 6 238 荒木　大輔(2) 横田高 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊｼﾜﾀﾘ ﾋﾋﾞｷ 島根

1 3 72 橋渡　響生(2) 明誠高 37.67
ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾀ 島根

2 5 342 廣瀬　遼太(2) 浜田高 38.89
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 島根

3 2 550 山本　千博(2) 松江西高 40.46
ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根

4 8 70 篠原　拓海(2) 明誠高 44.70
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 島根

4 147 三島　聡太(3) 出雲高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

6 104 藤原　琉成(2) 開星高 DNS
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根

7 102 永田　裕暉(2) 開星高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子300m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 14:05 予　選

県高校最高記録(HPR)          34.17     門脇　陸(島根・松江北高)              2017 7月17日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾅｶﾞ ﾚﾝ 島根

1 6 393 武永　廉(3) 大社高 36.04
ｶﾈﾂｷ ｼｷ 島根

2 3 141 鐘築　識(3) 出雲高 36.28
ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島根

3 5 145 外野　晴琉(3) 出雲高 36.50
ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 島根

4 2 158 岡本　源(3) 浜田商高 36.89
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 島根

5 8 148 宮嵜　夢太(3) 出雲高 37.61
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根

6 7 506 金沢　俐輝(2) 大社高 37.78
ﾀﾅｶ ﾘｸ 島根

7 1 372 田中　陸(3) 出雲北陵高 37.95
ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 島根

4 6 田中　優二(3) 益田東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子5000m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)       14:08.86     大浜　洋平(島根・開星高)              1995 7月16日 17:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 島根

1 9 39 田原　匠真(3) 平田高 14:54.03

ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 島根

2 29 37 佐々木　一哲(3) 平田高 14:59.96

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根

3 8 338 佐々木　敦弘(3) 浜田高 15:01.28

ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

4 21 299 多原　大和(3) 出雲工業高 15:07.21

ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ 島根

5 19 3 大庭　一心(3) 益田東高 15:18.90

ｻﾉ　ﾋﾛﾄ 島根

6 14 38 佐野　泰斗(3) 平田高 15:52.61

ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根

7 3 35 加藤　蒼梧(3) 平田高 15:55.10

ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根

8 7 42 長廻　舜也(2) 平田高 15:55.60

ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

9 13 40 栗原　卓也(2) 平田高 16:40.80

ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根

10 10 45 三島　琉正(2) 平田高 16:57.23

ｲﾁﾑﾗ ｶﾅﾄ 島根

11 16 59 市村　叶夢(2) 大田高 17:01.50

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾅｵﾔ 島根

12 27 243 小早川　尚耶(2) 横田高 17:39.37

ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ 島根

13 18 133 多納　輝(2) 松江高専 17:48.40

ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 島根

14 11 11 田原　翔太(2) 益田東高 17:50.82

ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

15 5 370 三原　拓也(2) 出雲西高 18:11.42

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 島根

16 23 66 藤林　昂也(3) 明誠高 18:14.26

ｺﾀﾆ ﾊﾙｷ 島根

17 17 341 小谷　春輝(2) 浜田高 18:16.85

ｳﾉ ﾐｺﾄ 島根

18 24 350 宇野　尊(2) 松江南高 18:41.31

ﾎｿﾀﾞ ｶｲﾄ 島根

19 12 744 細田　風弦(2) 松江農高 18:44.23

ﾆｯﾀ ﾄﾓｷ 島根

20 4 205 新田　知生(2) 松江農高 18:46.67

ｷｸｶﾜ ｹｲﾀ 島根

21 26 216 菊川　恵太(2) 松江東高 18:57.27

ｵｶﾞﾜ ｹﾞﾝｾｲ 島根

22 28 241 小川　玄晴(2) 横田高 19:24.93

ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根

1 1078 高見　陸(2) 雲南市陸協 DNS
ｻｸﾉ ﾕｽﾞｷ 島根

2 191 作野　優月(2) 松江工業高 DNS
ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根

6 160 黒見　紘大(2) 浜田商高 DNS
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根

15 303 伊藤　凪沙(2) 出雲工業高 DNS
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

20 302 松浦　悠太(3) 出雲工業高 DNS
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根

22 546 佐藤　大輝(3) 松江西高 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 島根

25 150 杉原　和真(2) 出雲高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



少年A男子300mH(0.914m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

県高校最高記録(HPR)          39.24     山根　悠介(島根・松江北高)            2021 7月17日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 島根

1 8 500 森木　大翔(3) 大社高 39.48
ｻｻｷ ﾋｶﾙ 島根

2 4 390 佐々木　輝(3) 大社高 40.08
ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 島根

3 5 161 品川　侑斗(2) 浜田商高 40.09
ﾏｷﾀ ｷﾗ 島根

4 6 159 牧田　煌(3) 浜田商高 41.52
ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 島根

5 7 61 辻　純弥(2) 大田高 50.26



少年A男子棒高跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)           5m25     澤　慎吾(島根・大社高)                2014 7月17日 13:00 決　勝

決　勝　

ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島根 － － － － － － － －

1 5 394 土江　真翔(3) 大社高 － － － ○ × × ○ － ○ × × × 4m90
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根 － － － － － － － ○

2 4 204 矢野　成唯(3) 松江農高 － － × × × 4m20
ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根 － － － × ○ ○ × × ×

3 1 203 三島　大輝(3) 松江農高 3m80
ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根 ○ ○ × × ×

4 3 375 小村　健晴(2) 出雲北陵高 3m20
ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根 － － － － － － － －

2 509 日野　風舞(2) 大社高 × × × NM
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島根 － － － － － － － －

6 397 増原　永人(3) 大社高 － － － × × × NM

4m20

5m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m80

4m70

4m00

4m80

4m10

4m90

3m20

4m40

3m40

4m50

3m60

4m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m00

4m30

凡例  NM:記録なし



少年A男子走幅跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)           7m44     永岡　宗一郎(島根・出雲高)            2018 7月17日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 6m55 6m68 6m48 6m51 6m74 6m50 6m74
1 9 512 吉木　郁矢(2) 大社高 +3.9 +3.5 +4.1 +2.9 +3.5 +4.6 +3.5 *F0

ｾﾉｵ ｱﾕﾄ 島根 6m67 6m63 6m66 5m39 6m42 × 6m67
2 6 392 妹尾　歩佑人(3) 大社高 +3.6 +2.2 +5.3 +1.9 +3.0 +3.6 *F4

ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根 × 6m38 6m22 × 6m24 × 6m38
3 3 98 須田　教介(2) 開星高 +3.5 +2.1 +2.1 +3.5 *F0

ﾉﾉﾑﾗ ｱｵﾋﾄ 島根 5m90 5m56 5m86 6m25 6m06 6m04 6m25
4 15 192 野々村　蒼人(2) 松江工業高 +2.8 +1.7 +3.1 +2.4 +3.9 +4.1 +2.4 *F2

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ 島根 × 6m06 × × 5m93 6m13 6m13
5 5 73 山本　陸斗(2) 明誠高 +1.9 +1.9 +2.8 +2.8 *F2

ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島根 6m04 5m91 × 6m13 × × 6m13
6 13 272 上田　康生(2) 矢上高 +4.3 +2.0 +2.9 +2.9 *F2

ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 島根 5m87 5m25 5m09 5m56 5m31 5m62 5m87
7 7 7 永井　宙(3) 益田東高 +2.5 +1.7 +3.0 +3.2 +4.4 +4.3 +2.5 *F2

ﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 島根 5m75 5m85 5m43 5m41 5m85 5m75 5m85
8 1 100 中　修平(2) 開星高 +2.7 +3.4 +0.5 +1.9 +5.1 +3.1 +3.4 *F3

ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根 5m76 5m76 × 5m76
9 12 507 曽田　凰靖(2) 大社高 +2.9 +3.2 +2.9 *F0

ﾀｼﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞｭ 島根 × 5m59 × 5m59
10 2 1252 田食　大樹 仁多郡体協 +2.9 +2.9 *F0

ｸﾗﾊｼ ｱﾕﾑ 島根 5m30 5m31 5m12 5m31
11 14 379 倉橋　歩夢(2) 出雲北陵高 +3.1 +1.6 +4.2 +1.6

ｶｼﾞﾀﾆ ｾｲﾔ 島根 × × 5m30 5m30
12 11 367 梶谷　聖也(2) 出雲西高 +2.3 +2.3 *F0

ｲﾏｵｶ ｼｮｳﾀ 島根 4m61 4m84 4m85 4m85
13 16 190 今岡　翔太(2) 松江工業高 +3.0 +3.6 +3.5 +3.5 *F0

ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 島根

4 371 矢野　龍唯(2) 出雲西高 DNS
ﾖｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根

8 173 吉原　拓海(2) 益田高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

10 245 藤原　悠斗(2) 横田高 DNS

凡例  DNS:欠場 *F0:公認記録なし *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



少年A男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          59m82     富田　陸斗(島根・松江工高)            2020 7月17日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根

1 4 193 松本　祐太郎(2) 松江工業高 50m43 53m26 × 53m26 51m85 49m32 48m68 53m26

ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

2 3 399 三原　友大(3) 大社高 35m02 37m81 37m83 37m83 × 40m06 38m38 40m06

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ 島根

3 1 189 藤原　悠真(3) 松江工業高 37m91 39m62 38m99 39m62 × × 37m71 39m62

ｲﾀｸﾗ ﾀｽｸ 島根

4 2 149 板倉　翼(2) 出雲高 × × 29m01 29m01 × 29m85 29m33 29m85

ｸﾛｲｼ ﾀｸﾐ 島根

5 60 黒石　拓海(2) 大田高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A男子やり投(800g)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          69m10     中村　康夫(島根・松江西高)            1989 7月17日 11:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 島根

1 3 398 松田　孝太(3) 大社高 × 55m39 × 55m39 54m45 × × 55m39

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 島根

2 5 46 渡邊　響(2) 平田高 35m22 39m35 38m44 39m35 40m94 33m74 34m63 40m94

ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 島根

3 2 504 石田　空(3) 大社高 37m34 × 34m61 37m34 35m21 34m69 39m35 39m35

ｲｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 島根

4 6 169 石田　大晴(2) 益田高 33m61 33m79 38m21 38m21 37m58 36m56 37m97 38m21

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ 島根

5 4 68 大久保　泰伽(2) 明誠高 21m71 22m05 × 22m05 24m80 23m53 22m83 24m80

ｶﾄｳ ﾕｳ ﾉ ｽｹ 島根

6 1 377 加藤　優之介(2) 出雲北陵高 × 22m91 22m01 22m91 22m08 21m32 20m45 22m91

ｽﾐ ｺｳﾏ 島根

OP 8 713 角　功真(1) 松江工業高 24m70 25m20 26m28 26m28 24m70 24m04 19m39 26m28

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙ 島根

7 385 藤原　成(2) 出雲北陵高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          10.43     野田　浩之(島根・大社高)              2002 7月17日 11:20 予　選

島根県中学記録(JPR)          10.86     木原　博(島根・美都中)                2002 7月17日 13:05 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 (風:+4.2) 2組 (風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根 ｶｹﾋ ﾐｷﾔ 島根

1 1 536 小片　李希(1) 平田高 11.53 1 8 107 筧　光希也(1) 開星高 11.03 q
ﾇﾏﾀ ｸﾆﾄｼ 島根 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ ｼﾞﾛｳ 島根

2 8 77 沼田　都福(1) 明誠高 11.79 2 2 720 藤田　湧二朗(1) 隠岐高 11.52
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 島根

3 4 109 永澤　琉衣(1) 開星高 11.83 3 6 740 山本　紘大(1) 松江高専 11.79
ﾐｳﾁ ｺｳｶﾞ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ 島根

4 7 561 三内　幸芽(1) 益田東高 12.32 4 3 741 安部　光星(1) 開星高 11.96
ｺﾞｳﾛ ｶｽﾞｷ 島根 ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根

5 5 746 郷路　和輝(1) 松江西高 12.43 5 5 637 日野　広大(1) 出雲高 12.04
ﾊﾗ ｺｳｷ 島根 ﾉｳﾐ ｼｭｳﾔ 島根

6 6 660 原　光希(1) 松江商高 12.51 6 7 728 能見　遥也(1) 松江西高 12.18
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 島根 ｶﾘﾀ ﾘｭｳｾｲ 島根

7 3 612 前田　琉空(1) 矢上高 12.69 7 1 739 茢田　琉成(1) 大東高 13.49
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 島根 ﾅｶｶﾞﾜ　ｶｲﾄ 島根

2 712 佐藤　匠真(1) 松江工業高 DNS 4 531 中川　海斗(1) 浜田商高 DNS

3組 (風:+2.4) 4組 (風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 島根 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 島根

1 1 577 石原　由章(1) 大社高 11.32 q 1 6 564 青木　亮太(1) 矢上高 11.53
ｲｲﾂｶ ﾘｸ 島根 ｻｶﾈ ﾕｲﾏ 島根

2 3 618 飯塚　陸(1) 平田高 11.45 q 2 4 559 坂根　唯真(1) 石見智翠館高 11.68
ﾅﾝｷ ﾚﾝ 島根 ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 島根

3 5 628 南木　漣(1) 島根中央高 11.97 3 2 644 竹田　壱成(1) 平田高 12.30
ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｽｹ 島根 ｼﾏﾀﾞ　ﾕｳ 島根

4 7 710 川本　賢佑(1) 松江工業高 11.98 4 8 753 島田　結(1) 松江南高 12.37
ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾄ 島根 ｷﾑﾗ ﾃﾝｼｭｳ 島根

5 2 632 吉田　碧翔(1) 益田翔陽高 12.12 5 1 74 木村　典宗(1) 明誠高 12.38
ｳｴｷ ﾅｲﾄ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾊﾙ 島根

6 4 629 植木　成愛斗(1) 益田翔陽高 12.31 6 7 672 高橋　導成(1) 益田高 12.50
ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 島根 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ 島根

7 6 701 西道　智生(1) 大東高 12.68 3 694 森下　春(1) 益田翔陽高 DNS
ｶﾓﾄ　ﾃﾙｷ 島根 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｷ 島根

8 8 752 嘉本　晃己(1) 松江南高 12.91 5 708 市川　由輝(1) 松江工業高 DNS

5組 (風:+2.3) 6組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｼﾞ ﾋﾛｷ 島根 ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ 島根

1 5 614 加地　拓稀(1) 松江高専 11.52 q 1 4 106 枝木　蓮(1) 開星高 11.02 q
ｵｸﾞｻ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾊﾙﾔ 島根

2 1 217 小草　大城(1) 松江東高 11.59 2 8 620 堀之内　春哉(1) 益田東高 11.73
ﾐｼﾏ ﾀｹﾐﾁ 島根 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ 島根

3 3 645 三島　偉道(1) 平田高 11.83 3 6 659 永田　陽大(1) 松江商高 12.03
ﾀﾅｶ ﾘﾄ 島根 ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ 島根

4 8 698 田中　利都(1) 出雲北陵高 12.08 4 2 565 田村　累斗(1) 矢上高 12.05
ﾋﾀﾞｶ ｴｲﾀ 島根 ﾀｸﾜ ｼｭｳﾄ 島根

5 4 608 日高　瑛太(1) 矢上高 12.28 5 3 643 多久和　修斗(1) 平田高 12.24
ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾎﾘ ｹﾝﾀﾞｲ 島根

6 7 658 中島　大喜(1) 松江商高 12.46 6 5 674 堀　拳大(1) 益田高 12.28
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 島根 ｲｼｶﾜ ﾌｳ 島根

7 2 557 大場　涼雅(1) 石見智翠館高 12.48 7 1 718 石川　楓(1) 隠岐高 12.36
ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 島根 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根

6 693 村上　匠(1) 益田翔陽高 DNS 8 7 715 吉岡　大翔(1) 松江工業高 12.97

凡例  DNS:欠場



少年B男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          10.43     野田　浩之(島根・大社高)              2002 7月17日 11:20 予　選

島根県中学記録(JPR)          10.86     木原　博(島根・美都中)                2002 7月17日 13:05 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 (風:+3.6) 8組 (風:+3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ 島根

1 8 597 川上　流矢(1) 出雲高 11.40 q 1 4 572 錦織　俊介(1) 大社高 11.38 q
ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 島根 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 島根

2 1 23 大谷　友貴(1) 益田東高 11.69 2 2 105 井上　徹也(1) 開星高 11.71
ﾂﾁｴ ｼｭﾝﾀ 島根 ﾋﾗﾀ ﾘｸ 島根

3 3 2579 土江　駿多(3) 大社中 11.69 3 8 609 平田　陸(1) 石見智翠館高 11.92
ｶﾄｳ ｺｳﾀ 島根 ｼﾞﾝﾀ ｶｽﾞﾔ 島根

4 5 726 嘉藤　幸太(1) 松江西高 12.21 4 1 627 甚田　和也(1) 島根中央高 11.96
ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 島根 ﾋﾀﾞｶ ｹｲ 島根

5 6 685 森山　大地(1) 三刀屋高 12.56 5 5 755 日高　啓(1) 松江南高 12.11
ﾅｶｲ ｴｲｼﾞ 島根 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ 島根

6 4 657 中井　惠之(1) 松江商高 12.59 6 6 671 窪田　晴人(1) 益田高 12.54
ｵｵﾀﾆ ｿｳﾏ 島根 ﾄﾖﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 島根

2 630 大谷　奏真(1) 益田翔陽高 DNS 7 3 633 豊田　哲平(1) 益田翔陽高 13.14
ｵｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ 島根

7 616 大野　良輔(1) 大田高 DNS 7 743 村上　陽遥(1) 松江工業高 DNS

9組 (風:+4.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ 島根

1 2 575 錦織　遊心(1) 大社高 10.98 q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｸﾄ 島根

2 3 686 松﨑　珀人(1) 横田高 11.73
ﾌｸﾏ ﾕｳｷ 島根

3 5 737 福間　釉絆(1) 松江養 12.24
ｺｳﾉ ｹｲｽｹ 島根

4 7 558 河野　啓輔(1) 石見智翠館高 12.73
ｵｵﾀﾆ ﾄｼｷ 島根

5 1 704 大谷　寿希(1) 浜田商高 12.90
ﾏﾂﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 島根

6 8 714 松谷　虎汰朗(1) 松江工業高 12.91
ﾃﾗﾆｼ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ 島根

7 6 673 寺西ジャスティン(1) 益田高 13.21
ｽﾄｳ ﾅﾙﾐ 島根

4 615 周藤　成海(1) 松江高専 DNS

決　勝　

(風:+5.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾀﾞｷ ﾚﾝ 島根

1 3 106 枝木　蓮(1) 開星高 10.81
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾊ 島根

2 6 575 錦織　遊心(1) 大社高 10.82
ｶｹﾋ ﾐｷﾔ 島根

3 5 107 筧　光希也(1) 開星高 10.93
ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 島根

4 4 577 石原　由章(1) 大社高 11.13
ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ 島根

5 8 572 錦織　俊介(1) 大社高 11.17
ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ 島根

6 7 597 川上　流矢(1) 出雲高 11.21
ｶｼﾞ ﾋﾛｷ 島根

7 2 614 加地　拓稀(1) 松江高専 11.34
ｲｲﾂｶ ﾘｸ 島根

8 1 618 飯塚　陸(1) 平田高 11.36

凡例  DNS:欠場



少年B男子3000m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

県高校最高記録(HPR)        8:18.85     尾林　恒星(島根・平田高)              2021

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(島根・仁多中)              2004 7月16日 16:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根

1 16 533 石飛　翔悟(1) 平田高 9:03.73
ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根

2 1 540 福間　健太(1) 平田高 9:16.74
ｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

3 13 535 岡　真優(1) 平田高 9:17.12
ｲﾁﾔﾏ ﾊﾙｷ 島根

4 10 556 市山　温輝(1) 石見智翠館高 9:25.58
ﾉﾑﾗ ｹｲﾀﾂ 島根

5 18 595 野村　渓達(1) 益田東高 9:25.82
ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 島根

6 7 593 伊藤　楓冴(1) 益田東高 9:26.91
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 島根

7 15 563 高橋　宙暉(1) 平田高 9:48.93
ﾆｼｺｵﾘ ﾋﾃﾞｷ 島根

8 14 539 錦織　秀樹(1) 平田高 9:54.51
ｲﾜｻｷ ｷﾗﾄ 島根

9 2 534 岩崎　輝翔(1) 平田高 9:57.42
ﾌｸﾏ ｾｲﾔ 島根

10 3 757 福間　誠也(1) 松江南高 10:03.89

ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｴｲﾀ 島根

11 6 552 河原　栄太(1) 出雲北陵高 10:06.84

ｶﾈﾂｸ ﾊﾙﾄ 島根

12 21 605 鐘撞　陽斗(1) 横田高 10:12.67

ﾘｭｳｺｳ ﾔﾏﾄ 島根

13 11 613 柳幸　大和(1) 矢上高 10:15.91

ｸｻﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

14 12 683 草水　涼太(1) 三刀屋高 10:28.47

ｲﾜﾅﾘ ｱﾕﾑ 島根

15 19 623 岩成　歩(1) 出雲商高 10:34.67

ｻｻｷ ｴｲｲﾁ 島根

16 20 606 佐々木　栄一(1) 横田高 11:11.15

ｽﾄｳ ﾅﾙｷ 島根

17 9 600 周藤　成輝(1) 平田高 11:15.81

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 島根

18 23 684 藤田　康佑(1) 三刀屋高 11:50.18

ｼﾏﾀﾞ ｻｸ 島根

4 733 島田　朔(1) 益田東高 DNS
ｱﾂﾞﾏ ﾐﾂﾋﾃﾞ 島根

5 555 阿妻　光秀(1) 石見智翠館高 DNS
ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 島根

8 731 高見　悠佑(1) 開星高 DNS
ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根

17 538 冨岡　成望(1) 平田高 DNS
ｿｳﾀ ｾｲﾔ 島根

22 730 草田　聖也(1) 開星高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



少年B男子110mH(0.991m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

県高校最高記録(HPR)          13.73     勝田　築(島根・開星高)                2016

島根県中学記録(JPR)          14.96     遠所　勇歩(島根・松江四中)            2015 7月17日 13:45 決　勝

決　勝　

(風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島根

1 7 537 高橋　快仁(1) 平田高 15.65
ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ 島根

2 6 572 錦織　俊介(1) 大社高 16.11



少年B男子走幅跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)           7m44     永岡　宗一郎(島根・出雲高)            2018

島根県中学記録(JPR)           6m91     元田　剛(島根・出雲一中)              1990

島根県中学記録(JPR)           6m91     福田　翼(島根・河南中)                2018 7月17日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｼ ｱﾑﾛ 島根 6m27 6m35 × 6m34 6m34 × 6m35
1 4 573 岸　亜室(1) 大社高 +1.5 +2.5 +3.5 +4.2 +2.5 *F1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ 島根 6m23 6m09 × × 6m14 × 6m23
2 1 578 渡部　展路(1) 大社高 +1.0 +1.1 +2.6 +1.0

ｶｼﾞ ﾋﾛｷ 島根 × 6m13 5m93 6m05 × － 6m13
3 16 614 加地　拓稀(1) 松江高専 +2.4 +4.0 +3.2 +2.4 *F0

ﾑｸ ﾘｮｳｽｹ 島根 5m94 5m94 5m55 5m58 5m49 5m70 5m94
4 12 639 椋　亮介(1) 出雲高 +1.6 +4.0 +2.2 +2.4 +2.5 +2.8 +1.6

ﾌｸﾏ ﾕｳｷ 島根 × 5m59 5m80 5m88 5m86 － 5m88
5 17 737 福間　釉絆(1) 松江養 +2.3 +1.9 +2.0 +2.3 +2.0

ﾋﾀﾞｶ ｴｲﾀ 島根 5m44 5m67 5m59 5m49 5m61 5m46 5m67
6 7 608 日高　瑛太(1) 矢上高 +2.5 +1.6 +3.3 +2.9 +3.2 +2.8 +1.6

ﾀﾅｶ ﾘﾄ 島根 5m64 5m38 5m54 4m94 5m35 5m10 5m64
7 13 698 田中　利都(1) 出雲北陵高 +2.6 +3.1 +3.4 +1.9 +1.9 +1.2 +2.6 *F5

ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｸﾄ 島根 5m12 5m30 5m63 × 5m47 5m42 5m63
8 14 686 松﨑　珀人(1) 横田高 +1.7 +2.2 +3.0 +3.7 +3.0 +3.0 *F1

ｲﾜﾀ ﾘｭｳｾｲ 島根 × 5m61 5m42 5m61
9 10 709 岩田　龍静(1) 松江工業高 +4.0 +3.1 +4.0 *F0

ﾄﾞｳｾﾞﾝ　ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根 5m02 × 5m48 5m48
10 15 636 道前　佑史朗(1) 出雲高 +3.2 +3.2 +3.2 *F0

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 島根 × × 5m30 5m30
11 2 635 高橋　康太(1) 出雲高 +1.4 +1.4

ﾐｳﾁ ｺｳｶﾞ 島根 5m25 4m98 － 5m25
12 9 561 三内　幸芽(1) 益田東高 +1.5 +5.2 +1.5

ｼﾞﾝﾀ ｶｽﾞﾔ 島根 5m14 4m93 5m09 5m14
13 18 627 甚田　和也(1) 島根中央高 +3.9 +3.3 +2.5 +3.9 *F0

ｶﾀｵｶ ｹﾝｾｲ 島根 4m42 4m18 4m39 4m42
14 5 697 片岡　賢晴(1) 出雲北陵高 +1.0 +2.0 +3.3 +1.0

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 島根

3 693 村上　匠(1) 益田翔陽高 DNS
ｶﾜｶﾐ ﾄｷﾑﾈ 島根

6 634 川上　時宗(1) 出雲高 DNS
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ 島根

8 694 森下　春(1) 益田翔陽高 DNS
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ ｼﾞﾛｳ 島根

11 720 藤田　湧二朗(1) 隠岐高 DNS

凡例  DNS:欠場 *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高



少年B男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

県高校最高記録(HPR)          54m79     岡先　聖太(島根・大社高)              2002

県中学最高記録(JPR)          38m07     長岡　雅飛(島根・益田東中)            2017 7月17日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾛｳ 島根

1 3 705 安達　盛志郎(1) 松江工業高 25m25 26m69 31m39 31m39 31m08 35m69 33m78 35m69

ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 島根

2 5 576 金沢　夢輝(1) 大社高 32m84 × 33m12 33m12 × 33m95 34m12 34m12

ﾌｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 島根

3 1 756 福田　武琉(1) 松江南高 × × 26m68 26m68 25m64 24m90 25m04 26m68

ﾀｹｻ ﾘｮｳﾏ 島根

4 2 76 竹佐　亮真(1) 明誠高 22m11 24m41 × 24m41 24m14 25m19 × 25m19

ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 島根

5 6 638 堀江　悠生(1) 出雲高 × 17m90 × 17m90 23m52 × 21m22 23m52

ﾅｶｸﾗ ﾕｳﾄ 島根

6 7 727 中倉　悠斗(1) 松江西高 × × 13m17 13m17 11m31 12m05 × 13m17

ｽﾐ ｺｳﾏ 島根

4 713 角　功真(1) 松江工業高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年共通男子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)        1:50.11     郷原　剛(島根・出雲高)                1994

島根県中学記録(JPR)        1:55.60     宍道　正五(島根・湖南中)              1989 7月17日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
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

ｵｶﾞﾜ ｶｹﾙ 島根 ﾌｸﾏ ｾｲﾔ 島根

1 2 289 小川　翔(2) 石見智翠館高 2:09.41 1 7 757 福間　誠也(1) 松江南高 2:10.20
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 島根 ﾐﾔﾑﾗ　ﾕｳｼ 島根

2 6 293 山本　敏礼(2) 石見智翠館高 2:15.20 2 4 532 宮村　優獅(1) 浜田商高 2:13.76
ﾉｳﾐ ｼｭｳﾔ 島根 ﾊﾗ ｺｳｷ 島根

3 7 728 能見　遥也(1) 松江西高 2:16.55 3 3 660 原　光希(1) 松江商高 2:18.80
ﾅﾀﾞｵ　ﾀｸﾏ 島根 ﾐｳﾗ ｱｵｲ 島根

4 4 754 灘尾　拓馬(1) 松江南高 2:20.83 4 5 675 三浦　蒼生(1) 益田高 2:28.06
ｱﾍﾞ ﾃﾝｶﾞ 島根 ﾊﾙｷ ｻｸ 島根

5 3 706 安部　天武(1) 松江工業高 2:32.31 5 8 702 晴木　倖来(1) 大東高 2:37.03
ｲｹﾀﾞ ﾃﾙﾋｻ 島根 ﾉﾑﾗ ｹｲﾀﾂ 島根

5 707 池田　輝久(1) 松江工業高 DNS 2 595 野村　渓達(1) 益田東高 DNS
ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 ｲﾜｲ ﾌﾞﾝﾀ 島根

8 1078 高見　陸(2) 雲南市陸協 DNS 6 669 岩井　文汰(1) 益田高 DNS

3組 4組
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

ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 ｻｻｷ ﾄﾓｷ 島根

1 3 677 藤田　龍之介(1) 松江北高 2:14.17 1 3 172 佐々木　智輝(2) 益田高 2:09.85
ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根

2 5 11 田原　翔太(2) 益田東高 2:14.35 2 5 135 原田　叶海(2) 松江高専 2:10.65
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 島根 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 島根

3 7 382 原田　滉大(2) 出雲北陵高 2:14.50 3 7 9 藤井　勇太(3) 益田東高 2:11.01
ｴｷﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 島根 ｿﾀ ﾊﾙﾄ 島根

4 2 670 嶧田　謙吾(1) 益田高 2:16.25 4 6 108 曽田　陽斗(1) 開星高 2:13.60
ﾘｭｳｺｳ ﾔﾏﾄ 島根 ﾖｼﾉ ﾎｸﾄ 島根

5 8 613 柳幸　大和(1) 矢上高 2:18.94 5 4 294 吉野　北斗(2) 石見智翠館高 2:14.48
ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 島根

4 353 福島　昊(2) 松江南高 DNS 6 2 593 伊藤　楓冴(1) 益田東高 2:15.05
ｼﾏﾀﾞ ｻｸ 島根 ｶﾂﾍﾞ　ﾕｳﾎ 島根

6 733 島田　朔(1) 益田東高 DNS 7 8 369 勝部　有歩(2) 出雲西高 2:25.60

5組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島根

1 3 253 安部　晄生(2) 島根中央高 1:57.51 1 253 安部　晄生(2) 島根中央高 1:57.51
ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ 島根 ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ 島根

2 8 3 大庭　一心(3) 益田東高 2:00.10 2 3 大庭　一心(3) 益田東高 2:00.10
ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ 島根 ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾖｳ 島根

3 4 171 大石　淳陽(2) 益田高 2:00.58 3 171 大石　淳陽(2) 益田高 2:00.58
ﾏﾂｲ ﾐｵ 島根 ﾏﾂｲ ﾐｵ 島根

4 7 118 松井　海央(3) 出雲農林高 2:00.71 4 118 松井　海央(3) 出雲農林高 2:00.71
ﾀｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 島根 ﾀｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 島根

5 1 304 高見　雅晴(2) 出雲工業高 2:07.98 5 304 高見　雅晴(2) 出雲工業高 2:07.98
ｸﾘｽ ﾘｸ 島根 ｵｶﾞﾜ ｶｹﾙ 島根

2 290 栗栖　利玖(2) 石見智翠館高 DNS 6 289 小川　翔(2) 石見智翠館高 2:09.41
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ｻｻｷ ﾄﾓｷ 島根

5 306 布野　新太郎(2) 出雲工業高 DNS 7 172 佐々木　智輝(2) 益田高 2:09.85
ｶｼﾞﾉ ｿｳﾀ 島根 ﾌｸﾏ ｾｲﾔ 島根

6 319 梶野　蒼太(2) 松江北高 DNS 8 757 福間　誠也(1) 松江南高 2:10.20

凡例  DNS:欠場



少年共通男子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)        1:50.11     郷原　剛(島根・出雲高)                1994

島根県中学記録(JPR)        1:55.60     宍道　正五(島根・湖南中)              1989 7月17日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

凡例  DNS:欠場



少年共通男子5000mW
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)       20:29.17     泉　健太(島根・松江北高)              2016 7月17日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｻﾞｺ ﾀｲｾｲ 島根

1 2 252 吉迫　大成(3) 島根中央高 21:40.70

ﾂｶﾀﾞ ﾌｳﾔ 島根

2 1 249 塚田　楓也(3) 島根中央高 27:33.30

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



少年共通男子走高跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)           2m12     内田　剛弘(島根・大社高)              1998

島根県中学記録(JPR)           1m99     中野　進也(島根・出雲一中)            1990 7月17日 13:00 決　勝

決　勝　

ﾔﾉ ﾘｭｳｲ 島根 － － － － － ○ ○ ○

1 4 371 矢野　龍唯(2) 出雲西高 ○ × ○ × ○ × × × 1m96
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島根 － － － × ○ － ○ ○ ○

2 1 117 加藤　紳磨(3) 出雲農林高 × × ○ × × × 1m90
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 島根 － － － ○ ○ ○ ○ ○

3 2 547 中川　碧志(3) 松江西高 × × × 1m87
ｻﾄｳ ﾅｵ 島根 － － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 5 624 佐藤　那生(1) 出雲商高 1m84
ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ 島根 ○ ○ × × ×

5 8 695 足立　康佑(1) 出雲北陵高 1m65
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾙﾋｻ 島根 ○ × × ×

6 9 622 板垣　輝久(1) 出雲商高 1m60
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 × ○ × × ×

7 7 376 梶谷　匠千華(2) 出雲北陵高 1m60
ﾔﾏｵｶ ﾐﾅﾐ 島根 － － × × ×

3 625 山岡　みなみ(1) 出雲商高 NM
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 島根

6 71 田中　悠貴(2) 明誠高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

1m90

1m65

1m93

1m70

1m96

1m75

2m00

1m78 1m81 1m84 1m87
記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



成年男子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 10:10 予　選

島根県記録(PR)               10.24     石倉　一希(島根・近畿大)              2002 7月17日 13:15 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+2.4) 2組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根

1 5 1040 安部　雄一郎 松江NGC 10.90 Q 1 5 7-1834 多田　裕紀(4) 島根大 10.93 Q
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根

2 2 7-1148 東本　匠(4) 松江高専 11.08 q 2 4 1123 足立　祥史 SUNS AC 11.28
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨城 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 島根

3 6 3434 金森　和貴 つくばTP 11.09 q 3 1 7-2034 福田　翼(1) 環太平洋大 11.28
ﾋﾛｾ ﾊﾙﾐ 島根 ﾀｶﾊｼ ｷﾝｺﾞ 島根

4 3 1035 廣瀬　晴海 松江NGC 11.35 4 3 7-1847 高橋　欣吾(3) 島根大 11.34
ﾅﾝｷ ﾘｮｳ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根

5 4 1290 南木　涼 出雲市陸協 11.62 5 8 1058 藤原　紀允 雲南市陸協 11.39
ｵｵﾊﾀ ｷﾖﾌﾐ 島根 ﾂﾀﾞ　ｾｲｽｹ 島根

6 7 1037 大畑　聖文 松江NGC 11.96 6 2 1027 津多　成輔 松江市陸協 12.61
ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 島根 ﾂﾁﾀﾆ ｱｷﾖｼ 島根

7 8 1124 井上　太陽 SUNS AC 12.18 7 7 1080 土谷　明由 雲南市陸協 13.83
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

6 1126 中村　海奈斗 SUNS AC DNS

3組 (風:+4.1) 4組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ 島根

1 5 7-1738 松浦　大雅(2) 岡山商科大 10.61 Q 1 7 7-1740 林　頼人(4) 岡山商科大 10.81 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 島根

2 1 7-1749 福田　亮太(3) 岡山商科大 11.00 q 2 5 1386 渡部　翔 松江市陸協 10.90 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 島根 ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 島根

3 6 7-1744 谷口　稜真(2) 岡山商科大 11.10 3 1 7-1846 宅和　尚之(3) 島根大 11.56
ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾕｳ 島根 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島根

4 8 7-1849 中垣内　佑(3) 島根大 11.52 4 6 7-1841 三浦　伊織(M2) 島根大 11.62
ｼﾓ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 島根

5 4 1128 下　大輔 SUNS AC 11.86 5 4 7-1852 谷口　斗真(2) 島根大 12.00
ﾀﾀﾉ ｱﾕﾑ 島根 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾀ 島根

6 3 7-2167 多々納　歩武(2) 島根大 11.93 6 3 1348 松島　竜太 TeamOJC 12.30
ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 島根 ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島根

7 2 1047 西　健一 出雲市陸協 12.52 2 1307 山崎　定将 江津市陸協 DNS
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｻﾄｳ ｱｱﾄ 島根

7 6-356 永田　響(4) 大阪体育大 DNS 8 7-1839 佐藤　亜々人(3) 島根大 DNS

決　勝　

(風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島根

1 5 7-1738 松浦　大雅(2) 岡山商科大 10.52
ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ 島根

2 3 7-1740 林　頼人(4) 岡山商科大 10.60
ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根

3 6 7-1834 多田　裕紀(4) 島根大 10.84
ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根

4 4 1040 安部　雄一郎 松江NGC 10.86
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

5 7 7-1749 福田　亮太(3) 岡山商科大 10.87
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根

6 1 7-1148 東本　匠(4) 松江高専 10.92
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 島根

7 8 1386 渡部　翔 松江市陸協 10.93
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨城

2 3434 金森　和貴 つくばTP DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子300m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 14:20 予　選

島根県記録(PR)               33.58     伊藤　千紀(島根・島根大)              2021 7月17日 15:50 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根 ｻｲﾄｳ ｷｽﾞﾅ 島根

1 7 1058 藤原　紀允 雲南市陸協 36.88 Q 1 7 7-1748 齋藤　城納(3) 岡山商科大 36.22 Q
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根 ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 島根

2 8 1123 足立　祥史 SUNS AC 37.10 Q 2 6 7-1846 宅和　尚之(3) 島根大 36.38 Q
ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ 島根 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根

3 4 7-2084 西尾　心虎(1) 岡山商科大 37.24 Q 3 8 6-356 永田　響(4) 大阪体育大 36.44 Q
ｸｼﾛ ｲｯｼﾝ 島根 ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島根

4 5 7-1745 久代　逸心(2) 岡山商科大 37.95 q 4 5 1307 山崎　定将 江津市陸協 36.57 q
ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 島根

5 6 7-2074 山内　涼介(1) 島根大 41.92 5 3 7-1852 谷口　斗真(2) 島根大 42.35
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 島根

4 7-1833 森永　夏野(4) 島根大 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 島根

1 7 6-356 永田　響(4) 大阪体育大 35.13
ｻｲﾄｳ ｷｽﾞﾅ 島根

2 5 7-1748 齋藤　城納(3) 岡山商科大 35.38
ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 島根

3 3 7-1846 宅和　尚之(3) 島根大 35.96
ﾆｼｵ ｷﾖﾄﾗ 島根

4 8 7-2084 西尾　心虎(1) 岡山商科大 36.56
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾐﾂ 島根

5 4 1058 藤原　紀允 雲南市陸協 36.66
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 島根

6 6 1123 足立　祥史 SUNS AC 37.10
ｸｼﾛ ｲｯｼﾝ 島根

7 2 7-1745 久代　逸心(2) 岡山商科大 38.62
ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島根

1 1307 山崎　定将 江津市陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)             1:49.75     郷原　剛(島根・早稲田大)              1995 7月17日 15:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｻ ﾘｮｳﾀ 島根

1 7 3-2129 木佐　亮太(2) 筑波大 1:54.10
ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根

2 6 1011 園山　健太 X-Rabbits 2:06.78
ﾅｶﾀ ﾘｷ 島根

3 8 7-1845 中田　理貴(4) 島根大 2:10.21

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



成年男子110mH(1.067m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               13.92     矢田　弦(島根・東京学芸大)            2016 7月17日 13:50 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾀ 島根

6 1348 松島　竜太 TeamOJC DNS

記録



成年男子400mH(0.914m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               50.16     荒川　勇希(島根・筑波大)              2004 7月17日 12:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾙｲ 島根

1 6 8-425 田中　塁(4) 九州大 51.96
ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 島根

2 3 3-2992 藤岡　哲也(4) 横浜国立大 54.09
ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 島根

3 7 7-1144 森田　光典(5) 松江高専 55.98
ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島根

4 5 7-1841 三浦　伊織(M2) 島根大 56.25
ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ 島根

5 4 7-2068 山根　悠介(1) 鳥取大 57.77
ﾂﾓﾘ ﾘｭｳﾀﾞｲ 島根

8 134 津森　隆大(2) 松江高専 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子5000mW
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)            20:29.17     泉　健太(島根・松江北高)              2016 7月17日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根

1 3 1012 月輪　浩之 X-Rabbits 24:46.93

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



成年男子走幅跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)                7m87     古瀬　智也(島根・福岡大)              2009 7月17日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｲ 島根 6m77 × 6m54 6m70 × × 6m77
1 1 7-1859 中川　壘(2) 島根大 +2.4 +3.3 +4.0 +2.4 *F0

ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根 6m53 6m70 － 6m42 6m29 6m66 6m70
2 4 7-1834 多田　裕紀(4) 島根大 +4.2 +3.7 +3.5 +2.9 +4.4 +3.7 *F0

ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾕｳ 島根 × 6m21 5m81 5m89 5m82 6m17 6m21
3 2 7-1849 中垣内　佑(3) 島根大 +3.0 +2.9 +0.7 +4.3 +3.7 +3.0 *F4

ﾄﾔ ﾀｲｽｹ 島根 × 5m77 5m55 5m88 × 5m85 5m88
4 3 1061 鳥谷　泰祐 雲南市陸協 +4.3 +3.1 +2.3 +3.3 +2.3 *F0

ﾎﾘ ﾕｳﾄ 島根 × 5m69 5m81 5m78 5m69 5m72 5m81
5 5 7-2169 堀　裕斗(1) 島根大 +4.0 +4.8 +3.0 +2.5 +3.3 +4.8 *F0

凡例  *F0:公認記録なし *F4:４回目が公認最高



成年男子三段跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               15m76     宮本　輝雄(島根・須川小教)            1975 7月17日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 13m13 13m15 × 12m93 × 13m04 13m15
1 5 43 永見　侑大(2) 平田高 +3.3 +4.4 +2.9 +5.5 +4.4 *F0

ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 12m34 12m89 12m56 － 12m66 11m84 12m89
2 1 506 金沢　俐輝(2) 大社高 +3.7 +2.4 +3.4 +2.8 +3.8 +2.4 *F0

ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根 12m18 12m60 11m26 12m23 12m64 12m54 12m64
3 4 507 曽田　凰靖(2) 大社高 +2.5 +3.7 +3.2 +3.5 +4.2 +3.1 +4.2 *F0

ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根 12m05 × × 12m53 × 12m35 12m53
4 2 119 城　力斗(2) 出雲農林高 +3.2 +3.4 +2.0 +3.4 *F6

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

3 245 藤原　悠斗(2) 横田高 DNS

凡例  DNS:欠場 *F0:公認記録なし *F6:６回目が公認最高



成年男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               16m50     福島　翔太郎(島根・九州情報大)        2010 7月17日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根

1 3 7-1838 増野　紀一郎(4) 島根大 9m68 10m50 10m43 10m50 10m57 × 10m57 10m57

ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 島根

2 2 7-2034 福田　翼(1) 環太平洋大 9m19 × 9m50 9m50 × × 9m23 9m50

ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 島根

3 1 1296 武田　朋樹 BMAC 8m53 8m16 9m06 9m06 × 9m03 8m94 9m06

ﾂﾁﾀﾆ ｱｷﾖｼ 島根

4 4 1080 土谷　明由 雲南市陸協 6m10 4m86 × 6m10 4m75 5m34 5m33 6m10



成年男子やり投(800g)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               74m39     松谷　昂星(島根・九州共立大)          2015 7月17日 11:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾉ　ｹﾝﾀ 島根

1 1 1180 山野　健太 島根マスターズ 47m75 × × 47m75 45m94 47m27 × 47m75

ｶﾂﾍﾞ ﾏｻｷ 島根

2 2 7-2004 勝部　正樹(1) 広島大 × 44m27 × 44m27 × 42m59 × 44m27



少年A女子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 10:25 予　選

島根県高校記録(HPR)          11.77     青山　聖佳(島根・松江商業高)          2014 7月17日 12:50 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+2.5) 2組 (風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根 ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 島根

1 8 79 齋藤　友結(3) 明誠高 12.92 Q 1 7 81 増村　小雪(3) 明誠高 12.45 Q
ｱﾝﾉ ﾐﾕ 島根 ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根

2 5 261 安野　心結(3) 松江商高 13.07 q 2 8 517 福本　智帆(3) 大社高 12.67 q
ﾏﾂﾑﾗ ｻﾔ 島根 ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

3 6 313 松村　咲弥(2) 出雲商高 13.47 3 4 324 森吉　日向(2) 松江北高 12.94 q
ﾊﾗ ﾏｵ 島根 ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

4 4 218 原　茉央(3) 松江東高 13.93 4 5 113 金山　葵(2) 開星高 13.35
ｵｸﾉ ﾏﾅ 島根 ｵｵｲｼ ﾕｳ 島根

5 7 264 奥野　真奈(2) 松江商高 13.96 5 2 323 大石　ゆう(2) 松江北高 13.58
ｶｯﾀ　ﾐﾅｺ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｶ 島根

3 361 勝田　美菜子(2) 松江南高 DNS 6 6 248 藤原　実花(2) 横田高 14.64
ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ 島根

3 221 平野　あかり(2) 松江東高 DNS

3組 (風:+3.3) 4組 (風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 島根 ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

1 2 82 村上　玉藻(3) 明誠高 12.08 Q 1 5 523 石橋　望美(2) 大社高 12.65 Q
ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根 ｲﾅﾀ ﾅﾅｾ 島根

2 7 298 佐々木　美晴(2) 石見智翠館高 13.15 q 2 6 325 稲田　七星(2) 飯南高 13.25
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根

3 8 208 青山　遥香(2) 松江農高 13.73 3 3 526 長岡　芽依(2) 大社高 13.34
ﾊﾗ ﾉﾉｶ 島根 ｳﾁﾀﾞ ｵﾄﾊ 島根

3 231 原　野乃佳(2) 三刀屋高 DQ,FS 4 8 360 内田　乙葉(2) 松江南高 13.78
ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 島根 ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根

4 138 石原　凛(2) 松江高専 DNS 4 62 幸田　由菜(2) 大田高 DNS
ｱﾏﾈ ｱﾕﾘ 島根 ｳｴｽｷﾞ ﾅｵ 島根

5 321 天根　歩俐(2) 松江北高 DNS 7 176 上杉　那緒(2) 益田高 DNS
ﾔﾏﾈ ｱﾕ 島根

6 232 山根　あゆ(2) 三刀屋高 DNS

決　勝　

(風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 島根

1 3 82 村上　玉藻(3) 明誠高 11.95
ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 島根

2 6 81 増村　小雪(3) 明誠高 12.53
ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根

3 7 517 福本　智帆(3) 大社高 12.67
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根

4 4 523 石橋　望美(2) 大社高 12.69
ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

5 8 324 森吉　日向(2) 松江北高 12.88
ｱﾝﾉ ﾐﾕ 島根

6 2 261 安野　心結(3) 松江商高 12.94
ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 島根

7 1 298 佐々木　美晴(2) 石見智翠館高 13.13
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

5 79 齋藤　友結(3) 明誠高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正スタート



少年A女子300m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

7月17日 14:00 予　選

県高校最高記録(HPR)          37.89     青山　聖佳(島根・松江商業高)          2013 7月17日 15:35 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

1 2 156 笹川　樹里(2) 出雲高 45.07 q 1 6 79 齋藤　友結(3) 明誠高 43.08 q
ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 島根 ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

2 5 81 増村　小雪(3) 明誠高 45.42 q 2 3 324 森吉　日向(2) 松江北高 44.50 q
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根 ｵｵｶﾞ ﾙﾙ 島根

3 7 113 金山　葵(2) 開星高 45.91 q 3 7 514 大賀　るる(3) 大社高 44.50 q
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根 ﾔﾏｵ ﾐﾂﾞｷ 島根

4 6 526 長岡　芽依(2) 大社高 46.31 q 4 85 山尾　美月(2) 明誠高 DNS
ｳﾁﾀﾞ ｵﾄﾊ 島根 ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ 島根

5 8 360 内田　乙葉(2) 松江南高 47.06 q 5 221 平野　あかり(2) 松江東高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ 島根 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 島根

6 4 219 藤原　友奈(3) 松江東高 51.35 8 49 木村　友望香(3) 平田高 DNS
ｱﾏﾈ ｱﾕﾘ 島根

3 321 天根　歩俐(2) 松江北高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島根

1 5 79 齋藤　友結(3) 明誠高 43.03
ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

2 3 324 森吉　日向(2) 松江北高 43.42
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

3 7 113 金山　葵(2) 開星高 44.20
ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 島根

4 6 156 笹川　樹里(2) 出雲高 44.57
ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 島根

5 8 81 増村　小雪(3) 明誠高 45.08
ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根

6 2 526 長岡　芽依(2) 大社高 45.70
ｳﾁﾀﾞ ｵﾄﾊ 島根

7 1 360 内田　乙葉(2) 松江南高 46.66
ｵｵｶﾞ ﾙﾙ 島根

8 4 514 大賀　るる(3) 大社高 50.89

凡例  DNS:欠場



少年A女子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)        2:04.29     福田　翔子(島根・松江北高)            2016 7月17日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
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

ｴｽﾀｰﾜﾝｼﾞﾙ 島根 ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根

1 2 18 エスターワンジル(2) 益田東高 2:30.68 1 3 17 石田　萌笑(2) 益田東高 2:23.42
ｱｻﾊﾗ ﾙﾅ 島根 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根

2 4 14 淺原　琉那(3) 益田東高 2:35.81 2 4 24 村上　倫(2) 益田東高 2:26.01
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ 島根 ｻｸﾏ ｶｴ 島根

3 3 179 山本　莉加(2) 益田高 2:36.91 3 6 16 作間　華絵(3) 益田東高 2:27.89
ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄ 島根 ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 島根

4 7 212 田淵　瑚都(2) 松江農高 2:41.39 4 5 188 齋藤　結菜(2) 益田翔陽高 2:30.16
ﾏﾙ ﾐﾂｷ 島根 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根

5 5 314 丸　美月(2) 出雲商高 2:42.04 5 8 22 広山　舞(2) 益田東高 2:30.74
ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 島根 ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 島根

6 6 336 山本　流華(2) 大東高 2:48.19 6 7 346 大場　梛(2) 浜田高 2:31.40
ｺﾀﾞﾏ ﾐｸ 島根 ﾋｸﾞﾁ ﾕｲｺ 島根

7 8 155 兒玉　京弓(2) 出雲高 2:52.52 7 2 178 樋口　結心(2) 益田高 2:35.86

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

ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根

1 17 石田　萌笑(2) 益田東高 2:23.42
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根

2 24 村上　倫(2) 益田東高 2:26.01
ｻｸﾏ ｶｴ 島根

3 16 作間　華絵(3) 益田東高 2:27.89
ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 島根

4 188 齋藤　結菜(2) 益田翔陽高 2:30.16
ｴｽﾀｰﾜﾝｼﾞﾙ 島根

5 18 エスターワンジル(2) 益田東高 2:30.68
ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根

6 22 広山　舞(2) 益田東高 2:30.74
ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 島根

7 346 大場　梛(2) 浜田高 2:31.40
ｱｻﾊﾗ ﾙﾅ 島根

8 14 淺原　琉那(3) 益田東高 2:35.81

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



少年A女子3000m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)        9:24.14     宗正　美海(島根・益田東高)            2005 7月16日 16:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根

1 11 55 本田　琴弓(2) 平田高 10:00.39

ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根

2 2 56 森山　紗仁美(2) 平田高 10:03.23

ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根

3 13 52 門脇　花音(2) 平田高 10:08.49

ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根

4 3 24 村上　倫(2) 益田東高 10:09.23

ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根

5 17 17 石田　萌笑(2) 益田東高 10:20.03

ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

6 9 50 角　桃子(3) 平田高 10:24.13

ｻｸﾏ ｶｴ 島根

7 6 16 作間　華絵(3) 益田東高 10:39.78

ｴｽﾀｰﾜﾝｼﾞﾙ 島根

8 7 18 エスターワンジル(2) 益田東高 10:42.03

ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根

9 8 22 広山　舞(2) 益田東高 10:47.90

ｱｻﾊﾗ ﾙﾅ 島根

10 5 14 淺原　琉那(3) 益田東高 10:53.62

ｱｵｷ ｱｲﾊ 島根

11 10 47 青木　愛葉(3) 平田高 11:06.16

ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根

12 14 54 多久和　陽菜(2) 平田高 11:06.83

ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄ 島根

13 16 212 田淵　瑚都(2) 松江農高 11:49.63

ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根

OP 18 541 小村　実加(1) 平田高 10:40.73

ﾐｼﾛ ﾜｶ 島根

OP 4 543 三代　和果(1) 平田高 10:42.01

ｶﾄｳ ｱﾝ 島根

OP 1 545 嘉藤　杏(1) 平田高 11:38.04

ｵﾀﾞ ﾐﾁｶ 島根

OP 15 596 小田　倫加(1) 益田東高 12:39.87

ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

12 51 田邊　心(3) 平田高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



少年A女子100mH(0.838m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          13.75     長﨑　さゆり(島根・大社高)            2018 7月17日 13:40 決　勝

決　勝　

(風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

1 5 528 松原　しほり(2) 大社高 15.07
ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根

4 207 代　悠乃(3) 松江農高 DQ,T8

ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

3 114 松浦　ひか莉(2) 開星高 DNS
ﾊﾗ ﾏｵ 島根

6 218 原　茉央(3) 松江東高 DNS
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根

7 220 澁谷　美幸(2) 松江東高 DNS
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾅ 島根

8 335 竹内　愛菜(2) 大東高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T8:(TR22.6.2)手や体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した



少年A女子300mH(0.762m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

県高校最高記録(HPR)          46.48     福本　智帆(島根・大社高)              2021 7月17日 12:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

1 8 528 松原　しほり(2) 大社高 48.69
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 島根

2 6 49 木村　友望香(3) 平田高 52.23
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根

5 123 川原　陽和(2) 出雲農林高 DNS
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根

7 220 澁谷　美幸(2) 松江東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          14m55     石田　千恵(島根・松江西高)            1995 7月17日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾋﾅ 島根

1 7 194 佐野　陽菜(3) 松江工業高 9m08 9m81 9m97 9m97 × × 9m96 9m97

ﾊﾗ ﾅｵ 島根

2 3 527 原　菜緒(2) 大社高 8m33 9m40 9m01 9m40 9m06 8m84 9m63 9m63

ｱｺﾞｳ ﾆﾅ 島根

3 6 522 吾郷　虹菜(2) 大社高 8m52 9m28 8m95 9m28 8m45 9m20 8m72 9m28

ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｲ 島根

4 4 84 杉原　葵(2) 明誠高 7m70 8m24 8m30 8m30 8m29 8m24 7m00 8m30

ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ 島根

5 1 122 勝部　心響(2) 出雲農林高 6m27 6m61 × 6m61 7m45 7m62 7m62 7m62

ﾐｳﾗ ｱﾕ 島根

6 5 281 三浦　亜優(2) 矢上高 6m90 6m97 6m84 6m97 6m65 6m93 7m21 7m21

ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ 島根

2 279 北村　萌江(2) 矢上高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A女子やり投(600g)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          47m95     武田　伽奈子(島根・大社高)            2015 7月17日 11:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾅﾐ 島根

1 7 363 藤原　かなみ(2) 松江南高 25m99 30m01 28m01 30m01 27m54 27m47 27m21 30m01

ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｲ 島根

2 2 84 杉原　葵(2) 明誠高 26m70 23m40 24m28 26m70 27m71 26m24 25m48 27m71

ｲﾄｶﾜ ﾋﾖﾘ 島根

3 5 196 糸川　ひより(2) 松江工業高 23m94 24m01 24m42 24m42 25m09 22m47 25m07 25m09

ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ 島根

4 1 122 勝部　心響(2) 出雲農林高 7m91 21m36 22m35 22m35 22m85 23m50 23m00 23m50

ｶﾉｳ ﾅﾅ 島根

5 4 209 加納　菜々(2) 松江農高 18m44 19m36 15m23 19m36 19m12 18m96 19m26 19m36

ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ 島根

3 279 北村　萌江(2) 矢上高 DNS
ｽﾔﾏ ﾕｳﾅ 島根

6 334 須山　優楠(2) 大東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B女子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          11.77     青山　聖佳(島根・松江商業高)          2014

島根県中学記録(JPR)          12.36     宮田　七海(島根・益田東中)            2012 7月17日 11:05 予　選

島根県中学記録(JPR)          12.36     三上　真奈(島根・瑞穂中)              2013 7月17日 13:00 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:+2.6) 2組 (風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根 ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

1 6 542 玉木　麻裕(1) 平田高 12.66 Q 1 7 581 別所　みゆ(1) 大社高 12.55 Q
ｷｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根 ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 島根

2 7 116 岸本　羚那(1) 開星高 12.95 q 2 2 601 三島　実咲(1) 平田高 13.53 q
ｵｵﾀｵ ﾅﾂｷ 島根 ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ 島根

3 4 679 大峠　菜月(1) 松江北高 13.71 3 3 742 中山　里菜(1) 開星高 13.65
ﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ 島根 ｵﾊﾞﾀ ﾘｵﾅ 島根

4 5 617 和田　絆愛(1) 大田高 13.83 4 8 735 小畑　凜奈(1) 松江東高 14.36
ﾐｳﾗ ｱｶﾘ 島根 ｶﾉｳ ﾊﾅ 島根

5 2 692 三浦　亜華梨(1) 浜田商高 14.28 5 4 689 加納　はな(1) 横田高 15.26
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 島根 ｲﾅ ﾕｳﾅ 島根

6 8 688 景山　莉々子(1) 横田高 14.45 6 6 642 伊奈　優菜(1) 大田高 15.30
ｲｼｶﾜ ｵﾄﾊ 島根 ｲｼｸﾗ ﾐﾂｷ 島根

7 1 566 石川　音羽(1) 矢上高 14.77 5 678 石倉　光貴(1) 松江北高 DNS
ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ 島根

3 585 松井　陽向(1) 大社高 DNS

3組 (風:+1.6) 4組 (風:+3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ 島根

1 5 530 畑　心海(1) 開星高 12.78 Q 1 5 569 野田　一葉(1) 矢上高 12.73 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾊｽﾐ 島根 ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根

2 2 544 森本　芙泉(1) 平田高 13.61 2 6 584 八澤　蒼空(1) 大社高 12.99 q
ﾀｸﾜ ﾘｵ 島根 ﾉﾂ ｺｺﾅ 島根

3 4 591 多久和　理央(1) 平田高 13.89 3 3 611 野津　ここな(1) 松江北高 13.41 q
ｼﾞｮｳﾉｳ ﾏﾕ 島根 ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根

4 7 567 城納　真由(1) 矢上高 14.58 4 8 732 梶野　杏南(1) 開星高 13.68
ｵｵｲｼ ﾊﾙｶ 島根 ｶﾂﾀ　ﾘｵ 島根

5 8 676 大石　遥香(1) 益田高 15.24 5 4 724 勝田　理央(1) 松江南高 13.94
ﾅｶﾆｼ ﾕﾒ 島根 ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 島根

6 1 761 中西　優芽(1) 松江南高 15.44 6 2 602 川上　心暖(1) 松江農高 14.87
ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ 島根 ﾔﾉ ﾅﾂｷ 島根

3 586 大國　千夏(1) 大社高 DNS 7 7 736 矢野　菜月(1) 松江東高 15.68
ｵｶ ﾕｳｶ 島根

6 687 岡　優香(1) 横田高 DNS

決　勝　

(風:+3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

1 5 581 別所　みゆ(1) 大社高 12.23
ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根

2 3 530 畑　心海(1) 開星高 12.43
ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ 島根

3 6 569 野田　一葉(1) 矢上高 12.69
ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ 島根

4 4 542 玉木　麻裕(1) 平田高 12.72
ｷｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根

5 7 116 岸本　羚那(1) 開星高 12.86
ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根

6 8 584 八澤　蒼空(1) 大社高 13.01
ﾉﾂ ｺｺﾅ 島根

7 2 611 野津　ここな(1) 松江北高 13.24
ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 島根

8 1 601 三島　実咲(1) 平田高 13.59

凡例  DNS:欠場



少年B女子100mH(0.762m)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

県高校最高記録(HPR)          13.62     長﨑　さゆり(島根・大社高)            2017

県中学最高記録(JPR)          13.93     長﨑　さゆり(島根・大社中)            2016 7月17日 13:35 決　勝

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島根

1 3 581 別所　みゆ(1) 大社高 14.35
ﾃﾞﾐｾ ﾕｳｶ 島根

2 6 568 出店　優花(1) 矢上高 16.97
ﾀｸﾜ ﾘｵ 島根

3 5 591 多久和　理央(1) 平田高 17.05
ﾄｯｺｳ ﾊﾙ 島根

4 4 654 時耕　悠(1) 浜田高 17.33
ｾﾝｽ ﾐﾅﾐ 島根

5 2 603 扇子　実南(1) 松江農高 19.24
ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根

7 590 吾郷　愛莉(1) 大社高 DNS
ｵｶ ﾕｳｶ 島根

8 687 岡　優香(1) 横田高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          46m20     福代　夏子(島根・松江西高)            1997

県中学最高記録(JPR)          30m52     牛尾　結香(島根・浜田東中)            2017 7月17日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 島根

1 3 738 米田　衣澄(1) 明誠高 16m26 15m87 15m44 16m26 15m52 16m01 17m04 17m04

ﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ 島根

2 2 617 和田　絆愛(1) 大田高 × 12m93 × 12m93 × 16m20 14m87 16m20

ｲﾜﾀ ﾐｸ 島根

3 1 747 岩田　未来(1) 松江西高 × × 9m61 9m61 9m72 9m27 9m48 9m72



少年共通女子走高跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)           1m74     桧村　和子(島根・江津高)              1984

島根県高校記録(HPR)           1m74     金山　久美(島根・大社高)              1991

島根県中学記録(JPR)           1m73     宇田川　萌乃香(島根・仁多中)          2010 7月17日 09:45 決　勝

決　勝　

ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島根 － ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

1 7 322 池田　紗季(2) 松江北高 1m54
ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ 島根 － － － － － × ○ × × ×

2 5 278 森脇　千智(3) 矢上高 1m54
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 1 525 竹田　さち(2) 大社高 1m51
ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾐ 島根 ○ × × ○ × × ×

4 2 592 石原　叶実(1) 出雲農林高 1m40
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 島根 × × ○ × × ×

5 6 626 古川　奈々(1) 出雲商高 1m35
ｴｽﾐ ﾅｺ 島根

3 582 江角　菜子(1) 大社高 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐｵ 島根

4 762 杉原　美桜(1) 松江工業高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57

凡例  DNS:欠場



少年共通女子走幅跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)           6m07     山本　恵美(島根・松江東高)            1986

島根県中学記録(JPR)           5m73     宮田　星乃(島根・大社中)              2016 7月17日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｶﾞ ﾙﾙ 島根 5m09 5m35 3m86 5m31 5m17 5m24 5m35
1 9 514 大賀　るる(3) 大社高 +2.0 +2.8 +1.6 +2.7 +4.0 +2.8 +2.8 *F1

ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根 4m82 5m13 5m15 5m02 － 5m15 5m15
2 4 584 八澤　蒼空(1) 大社高 +1.8 +2.5 +2.5 +2.0 +2.3 +2.5 *F4

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾝﾅ 島根 × 4m88 × 4m90 4m88 × 4m90
3 3 222 松本　絆那(2) 松江東高 +1.2 +2.6 +2.3 +2.6 *F2

ﾃﾞﾐｾ ﾕｳｶ 島根 4m86 × 4m72 4m87 × × 4m87
4 13 568 出店　優花(1) 矢上高 +4.3 +2.8 +1.7 +1.7

ﾏﾂﾑﾗ ｻﾔ 島根 4m40 4m61 4m17 4m43 4m31 × 4m61
5 11 313 松村　咲弥(2) 出雲商高 +3.6 +2.5 +3.0 +3.1 +2.0 +2.5 *F5

ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 島根 4m50 4m43 4m56 4m57 4m44 4m33 4m57
6 7 268 福島　綾(2) 松江商高 +0.7 +2.2 +2.5 +2.5 +2.5 +2.9 +2.5 *F1

ﾐｶﾓﾄ ﾏﾅ 島根 4m38 4m55 4m52 4m56 × 4m28 4m56
7 8 745 御神本　愛菜(1) 松江農高 +3.0 +3.2 +2.6 +1.8 +2.4 +1.8

ｲﾅﾀ ﾅﾅｾ 島根 4m49 4m50 4m41 4m46 4m45 4m44 4m50
8 15 325 稲田　七星(2) 飯南高 +2.4 +2.4 +2.4 +2.0 +2.7 +2.6 +2.4 *F4

ﾓﾘﾓﾄ ﾊｽﾐ 島根 4m42 4m34 4m47 4m47
9 18 544 森本　芙泉(1) 平田高 +2.6 +3.0 +2.6 +2.6 *F0

ｸﾗｼｷ ﾁｻﾄ 島根 4m11 3m86 4m26 4m26
10 12 210 倉鋪　千里(2) 松江農高 +2.0 +2.6 +2.8 +2.8 *F1

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 島根 × 4m20 3m99 4m20
11 1 663 藤森　唯(1) 松江商高 +1.3 +2.7 +1.3

ｵｵﾊｼ ﾚｲｶ 島根 4m17 × 4m02 4m17
12 17 662 大橋　鈴香(1) 松江商高 +3.5 +3.5 +3.5 *F0

ﾊﾙｷ ﾊﾅ 島根 4m16 × × 4m16
13 16 604 春木　芭菜(1) 松江農高 +2.7 +2.7 *F0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 島根 3m80 × × 3m80
14 10 551 渡部　優菜(2) 松江西高 +1.5 +1.5

ｶﾝｻﾞﾜ ﾏｵ 島根

2 583 官澤　麻央(1) 大社高 DNS
ｶﾂﾍﾞ ﾋｶﾘ 島根

5 667 勝部　斐夏梨(1) 出雲農林高 DNS
ﾀｶｷ ｱｲﾅ 島根

6 668 高木　愛奈(1) 出雲農林高 DNS
ｻｷﾑﾗ ｱｽﾞﾐ 島根

14 598 向村　あずみ(1) 出雲高 DNS

凡例  DNS:欠場 *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 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高



少年共通女子三段跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県高校記録(HPR)          11m89     中山　春花(島根・松江北高)            2021 7月17日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島根 10m11 10m99 10m08 × × 9m37 10m99
1 3 517 福本　智帆(3) 大社高 +3.0 +2.5 +3.2 +2.9 +2.5 *F0

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾝﾅ 島根 10m27 × × × 9m78 9m87 10m27
2 2 222 松本　絆那(2) 松江東高 +0.8 +4.2 +4.0 +0.8

ｻｻｷ ﾕｳﾘ 島根 9m87 9m85 × 9m43 9m52 9m68 9m87
3 1 653 佐々木　悠里(1) 浜田高 +4.3 +3.1 +4.1 +4.7 +3.6 +4.3 *F0

凡例  *F0:公認記録なし



成年女子100m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               11.77     青山　聖佳(島根・松江商業高)          2014 7月17日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾊｼ ﾊﾅ 島根

1 6 7-1386 角橋　花南(1) 環太平洋大 13.28



成年女子300m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               37.76     青山　聖佳(島根・大阪成蹊大)          2017 7月17日 15:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｸﾗ ﾒｸﾞﾐ 島根

1 7 7-1369 石倉　萌美(1) 島根大 43.73
ﾏｽﾊﾗ ﾎﾉｶ 島根

2 8 7-1348 増原　帆花(1) 島根大 44.10



成年女子800m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)             2:04.29     福田　翔子(島根・松江北高)            2016 7月17日 14:35 決　勝

決　勝　

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 ｽｽﾞｶ 島根

1 1 8-118 渡部　鈴夏(2) 鹿屋体育大 2:14.79

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



成年女子5000mW
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)            25:06.12     久家　光梨(島根・出雲商業高)          2015 7月17日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｶﾞ ﾓﾓｶ 島根

1 5 153 糸賀　百香(2) 出雲高 26:27.16

ﾉﾅｶ ｱｲﾅ 島根

4 157 野中　愛菜(2) 出雲高 DQ,K2

ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾕ 島根

6 7-1170 杉原　菜友(2) 山口大 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 K2:(TR54.7.1)ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ　で３名以上が赤カードをだした　



成年女子棒高跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)                4m20     錦織　育子(島根・出雲丸三)            2009 7月17日 10:00 決　勝

決　勝　

ｺｳﾀ ﾐﾕ 島根 － － － － － － － －

1 4 7-1290 幸田　未夢(3) 島根大 － － － ○ × × × 3m00
ｵｵﾀ ｻｷ 島根 － － － － － － ○ －

2 8 524 太田　咲葵(2) 大社高 ○ ○ × × ○ × × × 2m90
ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根 － － － － － － × ○ －

3 5 523 石橋　望美(2) 大社高 × ○ ○ × × ○ × － × × 2m90
ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根 － － － － － ○ － ○

4 3 207 代　悠乃(3) 松江農高 ○ × × × 2m70
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 × × ×

7 208 青山　遥香(2) 松江農高 NM
ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島根

1 520 山崎　真瑚(3) 大社高 DNS
ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根

2 529 三成　菜緒(2) 大社高 DNS
ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 島根

6 3-10387 五嶋　美月(2) 日体大 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m90

2m70

2m00

2m80

2m10

2m90

2m20

3m00
ｺﾒﾝﾄ

2m30

3m10

2m40 2m50 2m60
記録

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



成年女子走幅跳
審 判 長：持田　淸道

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)                6m32     佐藤　緑(島根・筑波大)                1979 7月17日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｸﾞﾁ ｱﾐ 島根 3m38 4m96 5m06 5m08 5m28 5m27 5m28
1 3 7-1281 井口　彩実(3) 美作大 +3.0 +3.9 +1.4 +2.8 +4.6 +3.9 +4.6 *F3

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ 島根 4m79 4m71 4m91 4m89 4m87 4m87 4m91
2 2 7-1296 川本　侑奈(3) 鳥取大 +2.3 +3.1 +2.9 +2.0 +2.8 +3.2 +2.9 *F4

ﾌｼﾞｲ ﾐﾘﾉ 島根 4m74 × 4m43 × × × 4m74
3 1 7-1291 藤井　美李乃(3) 島根大 +3.5 +3.4 +3.5 *F0

凡例  *F0:公認記録なし *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高



成年女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               55m75     池田　愛(島根・中京大)                2006 7月17日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾋﾅ 島根

OP 2 194 佐野　陽菜(3) 松江工業高 44m18 50m40 50m60 50m60 50m14 × × 50m60

ﾅｶﾞｴ　ﾕﾗ 島根

OP 3 362 永江　優空(2) 松江南高 37m55 31m93 × 37m55 35m59 38m20 36m39 38m20

ﾀﾏｷ ｻﾗ 島根

OP 1 195 玉木　咲良(3) 松江工業高 × 34m45 35m65 35m65 × × × 35m65



成年女子やり投(600g)
審 判 長：青山　和彦

記録主任：松本　浩介

島根県記録(PR)               47m95     武田　伽奈子(島根・大社高)            2015 7月17日 11:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾕﾓﾄ ﾏﾐ 徳島

1 1 7-1352 湯本　真未(1) 四国大 37m73 37m72 38m03 38m03 39m08 38m66 36m98 39m08


