
ﾄﾗｯｸ審判長 豊田　嘉男
跳躍審判長 島田　正大
投てき審判長 青山　和彦

【開催日】 令和４年９月１７日（土）～１８日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 清水　禎宏

【主催団体】 島根県高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任 松本　浩介
(GR:大会新) 女  子 【競技場】益田陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 9/17  +0.5 別所  みゆ(1) 12.46 畑  心海(1) 12.58 玉木  麻裕(1) 12.85 野田  一葉(1) 12.93 野津  ここな(1) 13.38 三島  実咲(1) 13.62 藤森  唯(1) 13.75 周藤  凜(1) 13.75
１年１００ｍ 大社 開星 平田 矢上 松江北 平田 松江商業 安来

 9/17  -0.4 石橋  望美(2) 12.84 松原  しほり(2) 13.15 佐々木  美晴(2) 13.19 長岡  芽依(2) 13.34 高橋  直子(2) 13.48 松村  咲弥(2) 13.67 青山  遥香(2) 13.74 奥野  真奈(2) 13.92
２年１００ｍ 大社 大社 石見智翠館 大社 益田東 出雲商業 松江農林 松江商業

 9/17 山尾  美月(2) 1:01.08 金山  葵(2) 1:01.29 松井  陽向(1) 1:01.80 齋藤  結菜(2) 1:02.21 森吉  日向(2) 1:02.43 兒玉  京弓(2) 1:07.45 郷原  ももか(2) 1:08.41 吾郷  愛莉(1) 1:08.51
４００ｍ 明誠 開星 大社 益田翔陽 松江北 出雲 益田 大社

 9/17 村上  倫(2) 4:43.98 石田  萌笑(2) 4:44.82 ｴｽﾀｰ  ﾜﾝｼﾞﾙ(2) 4:54.19 大場  梛(2) 5:13.38 田淵  瑚都(2) 5:13.69 岸本  亜美(1) 5:14.74 樋口  結心(2) 5:21.30 小堀  壱華(1) 5:25.80
１５００ｍ 益田東 益田東 益田東 浜田 松江農林 松江南 益田 出雲北陵

 9/17  -0.2 別所  みゆ(1) 14.68 松原  しほり(2) 14.97 松浦  ひか莉(2) 17.09 多久和  理央(1) 17.10 竹内  愛菜(2) 17.64 澁谷  美幸(2) 17.68 時耕  悠(1) 17.87 岡  優香(1) 19.01
１００ｍＨ 大社 大社 開星 平田 大東 松江東 浜田 横田

 9/17 糸賀  百香(2) 25:57.14
５０００ｍ競歩 出雲 GR

 9/17 横山  雅乃(1) 1.59 江角  菜子(1) 1.58 竹田  さち(2) 1.55 池田  紗季(2) 1.49 出店  優花(1) 1.46 古川  奈々(1) 1.43 石原  叶実(1) 1.43
走高跳 浜田 大社 大社 松江北 矢上 出雲商業 出雲農林

 9/17 太田  咲葵(2) 3.20 石橋  望美(2) 3.00 三成  菜緒(2) 2.90 青山  遥香(2) 2.20
棒高跳 大社 大社 大社 松江農林

 9/17 太田  咲葵(2) 5.27(+1.0) 八澤  蒼空(1) 4.80(+0.4) 官澤  麻央(1) 4.78(+0.1) 森本  芙泉(1) 4.70(+1.2) 稲田  七星(2) 4.60(+1.0) 佐々木  悠里(1) 4.54(+0.8) 向村  あずみ(1) 4.44(+0.3) 福島  綾(2) 4.44(+0.4)
走幅跳 大社 大社 大社 平田 飯南 浜田 出雲 松江商業

 9/17 吾郷  虹菜(2) 32.60 原  菜緒(2) 30.95 永江  優空(2) 29.86 稲葉  陽菜(2) 25.62 藤原  かなみ(2) 24.40 杉原  葵(2) 23.41 米田  衣澄(1) 22.02 松田  香穂(1) 21.74
円盤投 大社 大社 松江南 松江工業 松江南 明誠 明誠 松江南

 9/17 永江  優空(2) 38.12 稲葉  陽菜(2) 37.12 加藤  沙彩(1) 36.30 松田  香穂(1) 30.36 北村  萌江(2) 24.61 和田  絆愛(1) 23.11
ハンマー投 松江南 松江工業 大社 松江南 矢上 大田

 9/17 大社       48.92 開星       50.66 平田       51.61 松江北       52.44 松江東       53.86 松江農林       54.82 松江南       55.14 浜田       55.18
４×１００ｍR 石橋  望美(2) 梶野  杏南(1) 三島  実咲(1) 野津  ここな(1) 松本  絆那(2) 御神本  愛菜(1) 勝田  理央(1) 時耕  悠(1)

別所  みゆ(1) 畑  心海(1) 玉木  麻裕(1) 森吉  日向(2) 平野  あかり(2) 青山  遥香(2) 内田  乙葉(2) 福田  暖乃(1)
松原  しほり(2) 金山  葵(2) 多久和  理央(1) 石倉  光貴(1) 澁谷  美幸(2) 加納  菜々(2) 清原  ひなた(1) 佐々木  悠里(1)
長岡  芽依(2) 中山 里菜(1) 森本  芙泉(1) 池田  紗季(2) 小畑  凜奈(1) 春木  芭菜(1) 勝田  美菜子(2) 横山  雅乃(1)


