
ト ラ ッ ク 審 判 長 赤木　正英

ス タ ー ト 審 判 長 赤木　正英

跳 躍 審 判 長 白根　誠治

投 て き 審 判 長 白根　誠治

記 録 主 任 松本　浩介

日付 種目

須山　　拓海(3) 11.48 野津　　柾宏(3) 11.65 土江　　駿多(3) 11.72 高橋　　昇大(3) 11.82 内田　　　唯(3) 11.84 黒崎　　悠斗(2) 11.99 青山　　大晟(3) 12.02 松崎　　来逢(3) 13.50
島根・河南中 島根・松江三中 島根・大社中 島根・平田中 島根・六日市中 島根・開星中 島根・松江二中 島根・浜山中
石飛　　洸人(3) 16.79 向井　　陽人(3) 16.89 松﨑　　琉惺(2) 17.12 山根　　靖葵(3) 17.16 川上　　陸哉(3) 17.28 角橋　　侑斗(3) 17.42 景山　　裕真(2) 17.43 松本　祐太郎(3) 17.71
島根・浜山中 島根・益田中 島根・大東中 島根・平田中 島根・浜山中 島根・松江一中 島根・浜田一中 島根・出雲三中
井戸　琥太郎(3) 2:46.62 新田　　　大(3) 2:47.84 須古星　駿太(2) 2:48.15 宮廻　　光希(3) 2:48.79 市山　　温樹(1) 2:49.87 岡本　　聡人(3) 2:50.84 田邊　　優治(3) 2:50.91 大場　　赤樫(3) 2:55.02
島根・出雲三中 島根・浜田三中 島根・浜田一中 島根・松江一中 島根・石見智翠館高 島根・金城中 島根・川本中 島根・浜田一中
坂本　　和樹(2) 15.88 山根　　想大(3) 16.07 園山　　晴空(1) 21.78
島根・斐川西中 島根・出雲二中 島根・浜山中
阿部　　倖大(3) 1m78 杉原　　颯空(3) 1m67 吉川　　太智(3) 1m58 河野　　佑真(2) 1m55 福間　　煌来(2) 1m50 高木　　郁人(3) 1m50 松原　　晴汰(2) 1m50 松尾　　大悟(2) 1m50
島根・浜山中 島根・出雲一中 島根・仁多中 島根・平田中 島根・平田中 島根・仁多中 島根・河南中 島根・松江一中
吾郷　　悠馬(3) 3m80 佐藤　　千真(3) 3m40 増田　　陽向(3) 3m10 山﨑　　滉己(3) 2m80 桑原　　大河(2) 2m70 三宅　　悠斗(2) 2m40 岡田　　宗大(2) 2m20
島根・平田中 島根・大社中 島根・出雲三中 島根・大社中 島根・平田中 島根・向陽中 島根・斐川西中
岸　　　亜室(1) 6m31(+1.9) 野田　小獅郎(2) 5m83(+1.8) 大谷　　拓也(3) 5m78(+2.5) 曽田　　英司(2) 5m69(0.0) 渡邉　　武尊(3) 5m38(+3.5) 荒木　　裕翔(2) 5m33(+3.0) 泉頭　　一希(2) 5m21(+1.9) 高橋　　快人(2) 4m79(+1.2)
島根・大社高 島根・浜山中 島根・江津中 *F1 島根・平田中 島根・松江四中 *F0 島根・平田中 *F6 島根・河南中 島根・出雲二中

公認5m36(+1.4) 公認記録なし 公認5m25(+1.4)

海老田　隆生(2) 12m46(+1.9) 三藤　　真樹(3) 12m08(+2.4) 川島　　奏音(3) 11m91(+2.3) 石橋　　明士(3) 11m88(+1.9) 赤名　　遼人(3) 11m53(+1.6) 内藤　　良太(3) 11m41(+3.9) 大杉　　泰生(3) 11m24(+2.0) 文谷　　亘志(1) 10m42(+2.8)
島根・浜田東中 島根・平田中 *F6 島根・大社中 *F1 島根・出雲一中 島根・仁多中 島根・出雲三中 *F6 島根・出雲三中 島根・向陽中 *F2

公認11m81(+1.3) 公認11m77(+1.7) 公認11m30(+1.8) 公認10m31(+1.9)

高見　晃史郎(3) 13m38 児玉　　一生(2) 10m07 平川　　幸輝(2) 9m51 石原　　佑馬(2) 7m39 杉原　　敦紀(2) 7m37 原田　　滉太(1) 7m16 岡本　　拓哉(2) 5m58 小瀧　　秀翔(1) 5m18
島根・河南中 島根・出雲二中 島根・出雲二中 島根・仁多中 島根・斐川西中 島根・向陽中 島根・仁多中 島根・松江二中
金沢　　夢輝(1) 38m10 曽田　　陽軌(3) 37m52 安達　盛志郎(1) 34m92 佐藤　　匠真(1) 30m12 知野見　心翔(3) 24m16 和田　　雄聖(2) 21m44
島根・大社高 島根・平田中 島根・松江工高 島根・松江工高 島根・出雲三中 島根・河南中
日高　　瑛太(1) 48m04 矢野　　優芽(3) 43m84 佐々木　順脩(2) 43m36 佐々木　佑斗(2) 41m61 春日　　正徳(2) 37m35 鈴木　　海人(2) 32m59 鎌田　　一輝(3) 31m71 須山　　勇人(1) 29m65
島根・矢上高 島根・出雲三中 島根・六日市中 島根・瑞穂中 島根・浜山中 島根・出雲二中 島根・出雲二中 島根・河南中
三加茂あさひ(1) 13.39 堀　　恵里花(3) 13.45 中村　　菜央(2) 13.60 辻　　　琴心(1) 13.67 佐藤　　光琉(2) 13.72 成相　　水葵(2) 13.80 福間　　璃子(3) 13.81 井原　　　凛(2) 14.04
島根・斐川西中 島根・河南中 島根・松江二中 島根・松江四中 島根・斐川西中 島根・松江一中 島根・大田一中 島根・松江一中
永岡　　璃紗(3) 18.76 金子　　　映(3) 19.25 勝部　　　葵(2) 19.42 山本　　美祐(3) 19.96 高橋　あおい(2) 20.05 芥屋　　優華(2) 20.31 松浦　　夏帆(1) 20.33 若槻　　美桜(3) 21.08
島根・松江一中 島根・瑞穂中 島根・出雲三中 島根・河南中 島根・仁多中 島根・出雲一中 島根・大東中 島根・仁多中
蒲生　　悠桜(3) 2:55.28 佐々木　葉音(3) 3:02.41 齋藤　　梨菜(2) 3:05.12 大濵　　歩花(2) 3:11.43 樋野　　菜由(1) 3:15.28 杉原　　那奈(2) 3:15.52 梶谷　　ちあ(2) 3:16.31 福田　　美紅(2) 3:17.12

島根・出雲三中 JPR 島根・出雲三中 島根・高津中 島根・浜田三中 島根・斐川西中 島根・大社中 島根・湖南中 島根・向陽中
石川　　　茜(3) 15.73 福田　　彩夏(2) 15.87 市川　　佳歩(3) 16.11 加藤　　琉菜(2) 18.50 角脇　　亜子(3) 19.23
島根・松江一中 島根・向陽中 島根・益田東中 島根・河南中 島根・松江一中
中島　　未空(3) 1m50 金丸　　由良(2) 1m36 市川　　知佳(1) 1m36 花田　あかり(2) 1m33 森脇　　愛華(2) 1m33 飯森　　心胡(2) 1m25 森山　　菜桜(1) 1m25 神田　　和奏(2) 1m20
島根・日原中 島根・河南中 島根・益田東中 島根・出雲二中 島根・瑞穂中 島根・東出雲中 島根・斐川西中 島根・斐川西中
舩木　　咲湖(2) 2m30 高見　　真白(3) 2m30 中村　　美琴(2) 2m20 鳥谷　　未咲(3) 2m10 登川　　朱華(3) 2m00
島根・大社中 島根・出雲二中 島根・平田中 島根・仁多中 島根・出雲三中

伊藤　　愛実(3) 2m10
島根・出雲二中

岩本　　夏姫(3) 5m44(+2.2) 中野　　花美(3) 5m25(+1.5) 田中　　初菜(3) 4m40(+1.8) 藤原　　愛梨(3) 4m36(+4.8) 森口　　佳奈(3) 4m26(+1.6) 飯塚　　智乃(1) 3m80(+1.4) 實重　あいら(2) 3m75(+2.0) 嵐　　　茉紘(2) 3m69(+2.0)

島根・出雲三中 *F5 島根・浜田一中 島根・湖南中 島根・仁多中 *F6 島根・大社中 島根・向陽中 島根・東出雲中 島根・出雲二中
公認5m30(+0.9) 公認4m31(+0.7)

大畑　　真緒(3) 10m07(+2.7) 山根　　一巴(3) 9m79(+2.5) 登川　　輝樹(3) 9m63(+1.8) 生間　　咲那(3) 9m44(+2.6)

島根・出雲二中 *F0 島根・出雲三中 *F2 島根・出雲三中 島根・平田中 *F0
公認記録なし 公認9m70(+0.4) 公認記録なし

本間　　梨花(2) 9m84 原　　　愛莉(2) 8m26 青木　　瑚都(2) 8m19 下手　　月菜(2) 7m67 山本　　あい(2) 7m19 西原　千香子(1) 6m47 金築　　優里(2) 6m24 樋口　　　蘭(1) 5m90
島根・出雲二中 島根・出雲一中 島根・出雲二中 島根・浜田一中 島根・浜山中 島根・松江二中 島根・大社中 島根・浜山中
長嶺　　花音(3) 22m24 和田　　絆愛(1) 21m73 津野守　優香(2) 19m64 川口　　祥穂(3) 19m61 中濱　　瑶稀(2) 19m11 松本　　優羽(3) 18m75 伊藤　　綺華(3) 15m68
島根・日原中 島根・大田高 島根・日原中 島根・出雲二中 島根・平田中 島根・出雲二中 島根・平田中
太田　　柚希(3) 38m53 渡部　　楓香(2) 33m59 景山　星李奈(3) 32m05 月森　　弥夕(1) 30m41 水　　あかり(1) 26m13 岡田　　美沙(2) 24m12 矢田　陽菜乃(3) 23m69 多久和　　心(3) 19m08
島根・浜山中 島根・仁多中 島根・大東中 島根・出雲二中 島根・松江二中 島根・松江一中 島根・平田中 島根・向陽中

凡例  *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 JPR:島根県中学最高記録

JOCジュニアオリンピックカップ　第53回U16陸上競技大会島根県予選 【22323006】 
松江市営陸上競技場 【322030】 
2022/08/27 ～ 2022/08/27

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月27日
U16男子100m 

風：+2.7

8月27日 U16男子1000m

8月27日
U16男子110mH(0.991m) 

風：+3.5

8月27日 U16男子走高跳

8月27日 U16男子棒高跳

8月27日 U16男子走幅跳

8月27日 U16男子円盤投(1.500kg)

8月27日 U16男子ジャベリックスロー

8月27日
U16男子150m 

風：+2.9

8月27日 U16男子三段跳

8月27日 U16男子砲丸投(5.000kg)

8月27日
U16女子100m 

風：+3.5

8月27日 U16女子1000m

8月27日
U16女子100mH(0.762m) 

風：+3.6

8月27日 U16女子砲丸投(2.721kg)

8月27日 U16女子走高跳

8月27日 U16女子棒高跳

8月27日 U16女子円盤投(1.000kg)

8月27日 U16女子ジャベリックスロー

8月27日
U16女子150m 

風：+2.0

8月27日 U16女子走幅跳

8月27日 U16女子三段跳


