
一般・高校男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:20 予　選

10月22日 13:05 決　勝

予　選　6組0着＋16

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+1.4)

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 ﾊﾔﾄ 島根 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 島根

1 3 239 石原　　颯人(2) 横田高 11.85 q 1 2 635 高橋　　康太(1) 出雲高 12.14
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島根 ﾏﾂﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 島根

2 4 537 高橋　　快仁(1) 平田高 12.13 2 7 714 松谷　虎汰朗(1) 松江工高 12.41
ﾔﾏｵｶ ﾐﾅﾐ 島根 ｾｵ ﾀﾞｲｷ 島根

3 7 625 山岡　みなみ(1) 出雲商高 12.24 3 3 1396 瀬尾　　大貴(26) 松江市陸協 12.57
ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 島根 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ 島根

4 6 206 野口　　和真(2) 松江農高 12.44 4 4 658 中島　　大喜(1) 松江商高 12.65
ｲﾘｴ ﾕｳﾀ 島根 ｶﾓﾄ ﾃﾙｷ 島根

5 8 1399 入江　　悠太 安来市陸協 12.80 5 8 752 嘉本　　晃己(1) 松江南高 12.77
ﾌｶﾉ ｿｳﾀ 島根 ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 島根

6 2 786 深野　　蒼太(1) 大田高 12.97 6 5 61 辻　　　純弥(2) 大田高 12.98
ｲﾁｶﾜ ﾖｼｷ 島根 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根

7 5 708 市川　　由輝(1) 松江工高 13.28 7 6 715 吉岡　　大翔(1) 松江工高 13.00

3組 (風:+1.6) 4組 (風:+2.7)

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

ﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 島根 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｸﾄ 島根

1 8 100 中　　　修平(2) 開星高 11.99 1 6 686 松﨑　　珀人(1) 横田高 11.76 q
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ 島根 ﾐｼﾏ ﾀｹﾐﾁ 島根

2 4 246 杠　　　陸斗(2) 横田高 12.01 2 4 645 三島　　偉道(1) 平田高 11.90 q
ｶﾄｳ ｺｳﾀ 島根 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 島根

3 5 726 嘉藤　　幸太(1) 松江西高 12.03 3 2 238 荒木　　大輔(2) 横田高 11.90
ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 島根 ｵｶﾞﾀ ﾘｷ 島根

4 3 1124 井上　　太陽(31) SUNS　AC 12.09 4 8 536 小片　　李希(1) 平田高 11.91
ｲｼｸﾗ ﾖｼﾄ 島根 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｽｹ 島根

5 6 259 石倉　　吉翔(2) 松江商高 12.36 5 7 710 川本　　賢佑(1) 松江工高 12.07
ﾌｶﾂ ﾕｳﾏ 島根 ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 島根

2 244 深津　　悠舞(2) 横田高 DNS 3 109 永澤　　琉衣(1) 開星高 DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾝｲﾁ 島根 ｲｹﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 島根

7 349 安達　　琳一(2) 松江南高 DNS 5 93 池本　　太陽(2) 開星高 DNS

5組 (風:+2.7) 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

ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

1 6 105 井上　　徹也(1) 開星高 11.35 q 1 6 1126 中村　海奈斗(28) SUNS　AC 10.78 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根 ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 島根

2 4 383 原田　　律紀(2) 出雲北陵高 11.37 q 2 4 106 枝木　　　蓮(1) 開星高 10.80 q
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根

3 3 103 登川　　　天(2) 開星高 11.44 q 3 8 240 宇田川　優心(2) 横田高 11.03 q
ｵｸﾞｻ ﾀﾞｲｷ 島根 ｶｹﾋ ﾐｷﾔ 島根

4 7 217 小草　　大城(1) 松江東高 11.62 q 4 3 107 筧　　光希也(1) 開星高 11.08 q
ｽﾄｳ ﾅﾙﾐ 島根 ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島根

5 8 615 周藤　　成海(1) 松江高専 11.70 q 5 5 7-1917 志食　真陽瑠(3) 島根大 11.11 q
ｼﾓ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ 島根

6 2 1128 下　　　大輔(34) SUNS　AC 12.04 6 7 597 川上　　流矢(1) 出雲高 11.16 q
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 島根 ｱｺﾞｳ ﾖｳ 島根

5 549 橋本　　陽翔(2) 松江西高 DNS 7 2 1398 吾郷　　　陽(25) 松江市陸協 11.21 q
ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

8 1 98 須田　　教介(2) 開星高 11.32 q

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:20 予　選

10月22日 13:05 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-0.4) 2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

ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 島根 ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 島根

1 5 383 原田　　律紀(2) 出雲北陵高 11.53 1 3 106 枝木　　　蓮(1) 開星高 10.81
ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 島根 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

2 4 105 井上　　徹也(1) 開星高 11.56 2 4 1126 中村　海奈斗(28) SUNS　AC 10.94
ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 島根 ｶｹﾋ ﾐｷﾔ 島根

3 6 103 登川　　　天(2) 開星高 11.58 3 5 107 筧　　光希也(1) 開星高 11.09
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｸﾄ 島根 ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島根

4 7 686 松﨑　　珀人(1) 横田高 11.84 4 8 7-1917 志食　真陽瑠(3) 島根大 11.17
ｵｸﾞｻ ﾀﾞｲｷ 島根 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 島根

5 3 217 小草　　大城(1) 松江東高 11.95 5 6 240 宇田川　優心(2) 横田高 11.18
ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ 島根

6 1 239 石原　　颯人(2) 横田高 12.07 6 7 597 川上　　流矢(1) 出雲高 11.40
ﾐｼﾏ ﾀｹﾐﾁ 島根 ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

7 2 645 三島　　偉道(1) 平田高 12.07 7 2 98 須田　　教介(2) 開星高 11.65
ｽﾄｳ ﾅﾙﾐ 島根 ｱｺﾞｳ ﾖｳ 島根

8 615 周藤　　成海(1) 松江高専 DNS 1 1398 吾郷　　　陽(25) 松江市陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子200m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:50 決　勝

決　勝　3組

1組 (風:+1.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ 島根

1 5 699 林　　航太郎(1) 出雲北陵高 24.18 1 4 2141 錦織　　魁哩(2) 河南中 25.44
ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ 島根 ﾊﾙｷ ﾊﾔﾄ 島根

2 6 695 足立　　康佑(1) 出雲北陵高 24.56 2 5 2522 春木　　颯斗(2) 大社中 26.93
ﾀﾅｶ ﾘﾄ 島根 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 島根

3 8 698 田中　　利都(1) 出雲北陵高 25.17 3 6 1085 中村　　　聖(2) 東出雲中 27.60
ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 島根 ﾋﾗｲ ﾘｮｳﾀ 島根

4 4 701 西道　　智生(1) 大東高 26.20 4 8 1819 平井　　涼太(2) 出雲一中 29.27
ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ 島根

5 7 1016 長谷川　典宏(1) 東出雲中 32.51 5 7 2552 渡部　　　改(1) 大社中 30.54
ｵｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 島根

3 616 大野　　良輔(1) 大田高 DNS

3組 (風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根

1 3 104 藤原　　琉成(2) 開星高 22.10
ｵﾑﾗ ﾘｸ 島根

2 5 97 小村　　凌久(2) 開星高 22.70
ｷｼ ｱﾑﾛ 島根

3 6 573 岸　　　亜室(1) 大社高 23.08
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 島根

4 4 102 永田　　裕暉(2) 開星高 23.22
ｻﾄｳ ﾅｵ 島根

5 8 624 佐藤　　那生(1) 出雲商高 24.61
ﾋﾀﾞｶ ｹｲ 島根

6 7 755 日高　　　啓(1) 松江南高 24.71

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子400m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:30 決　勝

決　勝　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

ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 島根 ﾑｸ ﾘｮｳｽｹ 島根

1 7 120 中島　　晶翔(2) 出雲農高 55.85 1 5 639 椋　　　亮介(1) 出雲高 53.12
ｲｹﾀﾞ ﾃﾙﾋｻ 島根 ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ 島根

2 8 707 池田　　輝久(1) 松江工高 58.77 2 6 741 安部　　光星(1) 開星高 54.14
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ﾉｳﾐ ｼｭｳﾔ 島根

3 6 378 河村　　晴夢(2) 出雲北陵高 1:01.26 3 4 728 能見　　遥也(1) 松江西高 55.06
ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 島根

5 7-1834 多田　　裕紀(4) 島根大 DNS 4 7 550 山本　　千博(2) 松江西高 56.22
ｲﾀｶﾞｷ ｱﾂﾔ 島根 ﾅｶﾞｲ ｷﾜ 島根

4 765 板垣　　敦也(1) 安来高 DNS 5 8 352 永井　　希和(2) 松江南高 56.61
ﾋﾉ ｺｳﾀﾞｲ 島根

6 3 637 日野　　広大(1) 出雲高 59.30

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子1500m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 13:50 決　勝

決　勝　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

ｶｼﾜｲﾊﾙｶ 島根 ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾏ 島根

1 1 351 柏井　　遥風(2) 松江南高 4:31.59 1 6 3843 細川　　拓真(1) 横田中 4:59.73
ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 ｶﾄｳ ﾚﾝ 島根

2 9 677 藤田　龍之介(1) 松江北高 4:31.68 2 10 2621 嘉藤　　　蓮(2) 斐川東中 5:03.60
ﾊﾗ ｺｳｷ 島根 ｱﾍﾞ ﾃﾝｶﾞ 島根

3 14 660 原　　　光希(1) 松江商高 4:41.30 3 8 706 安部　　天武(1) 松江工高 5:04.52
ﾎｿﾀﾞ ｶｲﾄ 島根 ﾔﾅｲ ｺｳﾀﾞｲ 島根

4 13 744 細田　　風弦(2) 松江農高 4:41.97 4 2 511 矢内　　輝大(2) 大社高 5:05.37
ｵｶﾞﾜ ｹﾞﾝｾｲ 島根 ﾒﾂｷﾞ ﾋﾛﾄ 島根

5 4 241 小川　　玄晴(2) 横田高 4:49.28 5 11 725 目次　　弘人(2) 松江四中 5:05.44
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 島根 ｺﾄｳ ﾊﾙﾄ 島根

6 10 788 西村　侑三郎(1) 出雲北陵高 5:14.71 6 12 631 古藤　　陽人(1) 松江二中 5:11.98
ﾆｯﾀ ﾄﾓｷ 島根 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾙ 島根

7 2 205 新田　　知生(2) 松江農高 5:16.55 7 4 721 池田　　奏琉(2) 松江四中 5:14.40
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 島根 ｶｼﾏ ｿｳｽｹ 島根

8 12 2637 岡田　　祐樹(1) 斐川東中 5:41.37 8 14 724 鹿島　　宗佑(2) 松江四中 5:14.80
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾛｳ 島根 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 島根

9 3 511 森口　陽太郎(1) 松江一中 5:42.82 9 5 712 中沢　　陽向(1) 松江四中 5:18.79
ﾆｼｺｵﾘ ｶﾌﾞｷ 島根 ﾊﾙｷ ｻｸ 島根

10 5 515 錦織　　翔吹(1) 松江一中 6:09.84 10 7 702 晴木　　倖来(1) 大東高 5:23.79
ﾌｼﾞﾀﾞ ｼｭｲ 島根 ﾒﾂｷﾞ ｺｳｷ 島根

11 7 546 藤田　　修維(1) 松江一中 6:15.45 11 13 640 目次　　煌稀(1) 松江二中 5:25.27
ｵｵﾊﾗ ｿﾗ 島根 ﾔﾏｻｷ ﾚﾝﾄ 島根

12 6 544 大原　　　空(1) 松江一中 6:21.77 12 3 635 山崎　　蓮翔(1) 松江二中 5:25.28
ﾆｼﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 島根 ﾓﾘﾜｷ ﾊﾙﾄ 島根

8 524 西田　　素晴(2) 松江一中 DNS 1 530 森脇　　春太(2) 松江一中 DNS
ｲﾀﾊｼ ｺｳｷ 島根 ﾋﾗﾀ ﾕｷﾔ 島根

11 512 板橋　　幸輝(1) 松江一中 DNS 9 534 平田　悠樹也(2) 松江一中 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾏ ｾｲﾔ 島根

1 11 757 福間　　誠也(1) 松江南高 4:33.22
ｳﾉ ﾐｺﾄ 島根

2 14 350 宇野　　　尊(2) 松江南高 4:33.75
ｶﾈﾂｸ ﾊﾙﾄ 島根

3 3 605 鐘撞　　陽人(1) 横田高 4:36.70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根

4 12 710 渡部　　　修(3) 松江四中 4:43.69
ｲﾜﾅﾘ ｱﾕﾑ 島根

5 2 623 岩成　　　歩(1) 出雲商高 4:53.19
ｻｸﾉ ﾕｽﾞｷ 島根

6 15 191 作野　　優月(2) 松江工高 4:57.32
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀ 島根

7 5 3828 森山　　結太(2) 横田中 4:58.49
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 島根

8 6 382 原田　　滉太(2) 出雲北陵高 4:59.45
ﾂﾙﾀ ｽｵｳ 島根

9 13 717 鶴田　　粋桜(3) 松江四中 5:00.79
ﾉﾂ ｿｳｼ 島根

10 7 533 野津　　颯志(2) 松江一中 5:01.81
ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 島根

11 10 3841 景山　　湊仁(1) 横田中 5:02.15
ｷｸﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 島根

12 1 1056 菊池　　哲平(2) 東出雲中 5:03.70
ｱｵｷ ｺﾞｺｳ 島根

13 8 3826 青木　　悟功(2) 横田中 5:07.22
ｵｵﾐﾁ ﾕｳｷ 島根

14 9 722 大道　　悠貴(2) 松江四中 5:11.98
ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾅｵﾔ 島根

4 243 小早川　尚耶(2) 横田高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子1500m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 13:50 決　勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

決　勝　1組

決　勝　2組

決　勝　3組

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子3000m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃｾﾞﾝ ｶｲｾｲ 島根

1 1 2521 手銭　　快星(2) 大社中 9:37.50
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｴｲﾀ 島根

2 11 552 河原　　栄太(1) 出雲北陵高 9:37.50
ﾔｽｻﾞﾄ ｶｲﾄ 島根

3 13 7-2170 安里　　海人(1) 島根大 9:54.18
ﾉﾂ ﾋﾛﾅﾘ 島根

4 6 624 野津　　寛成(2) 松江二中 9:59.17
ｿﾉﾔﾏ ﾋﾛ 島根

5 12 2572 園山　　　広(3) 大社中 10:26.91

ｻｻｷ ｴｲｲﾁ 島根

6 9 606 佐々木　栄一(1) 横田高 10:44.06

ﾊﾗ ﾀｸﾐ 島根

7 8 2624 原　　　拓己(2) 斐川東中 10:49.79

ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾏ 島根

8 10 1035 門脇　　佑馬(2) 東出雲中 10:49.89

ﾏﾝｼﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 島根

9 4 628 萬治　　慎平(2) 松江二中 11:06.57

ｷｸｶﾜ ｹｲﾀ 島根

10 2 216 菊川　　恵太(2) 松江東高 11:07.38

ｽﾄｳ ｶﾝﾀ 島根

11 7 2631 周藤　　寛大(3) 斐川東中 11:11.80

ｵｵｶｼﾞ ｼｮｳﾏ 島根

12 3 2545 大梶　　照真(1) 大社中 12:41.70

ﾌｼﾞｲ ﾀｲｾｲ 島根

5 2523 藤井　　大晴(2) 大社中 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 15:10 決　勝

決　勝　

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 開星高A 95 岩﨑　　鵬春(2) ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 41.19
(島根) 97 小村　　凌久(2) ｵﾑﾗ ﾘｸ

104 藤原　　琉成(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ
106 枝木　　　蓮(1) ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ

2 7 開星高B 98 須田　　教介(2) ｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 43.33
(島根) 107 筧　　光希也(1) ｶｹﾋ ﾐｷﾔ

105 井上　　徹也(1) ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ
103 登川　　　天(2) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ

3 6 大社高A 512 吉木　　郁矢(2) ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 45.34
(島根) 573 岸　　　亜室(1) ｷｼ ｱﾑﾛ

507 曽田　　凰靖(2) ｿﾀ ｺｳｾｲ
508 長岡　　酉太(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾀ

4 3 横田高 239 石原　　颯人(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 45.35
(島根) 240 宇田川　優心(2) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ

246 杠　　　陸斗(2) ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｸﾄ
238 荒木　　大輔(2) ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ

5 2 大社高B 723 多々野凛太郎(1) ﾀﾀﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 46.54
(島根) 577 石原　　由章(1) ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ

578 渡部　　展路(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ
511 矢内　　輝大(2) ﾔﾅｲ ｺｳﾀﾞｲ

5 松江南高A DNS
(島根)

8 松江南高B DNS
(島根)

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 島根 － － － － ○ ○ × － ○

1 4 1020 松本　　善幸(25) 松江市陸協 × － × × 1m83
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 ○ ○ × × ×

2 1 376 梶谷　匠千華(2) 出雲北陵高 1m65
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾙﾋｻ 島根 ○ × × ×

3 2 622 板垣　　輝久(1) 出雲商高 1m60
ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 × × ×

3 512 吉木　　郁矢(2) 大社高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

1m86

1m80 1m83
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65

1m89

1m68 1m71 1m74 1m77

凡例  NM:記録なし



一般・高校男子走高跳②
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾖｼｷﾞ ﾌﾐﾔ 島根 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 512 吉木　　郁矢(2) 大社高 1m77
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾙﾁｶ 島根 × × ×

2 376 梶谷　匠千華(2) 出雲北陵高 NM
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾙﾋｻ 島根 － × × ×

3 622 板垣　　輝久(1) 出雲商高 NM
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 島根 － － － － － － － × × ×

4 1020 松本　　善幸(25) 松江市陸協 NM

1m83
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m68 1m71 1m74 1m77 1m80
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

凡例  NM:記録なし



一般・高校男子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾋﾉ ﾌｳﾏ 島根 － － － － － － － －

1 10 509 日野　　風舞(2) 大社高 － － － × ○ × ○ × × × 4m40
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島根 － － － － － － － －

2 6 204 矢野　　成唯(3) 松江農高 － － － × × ○ × × × 4m20
ﾔﾏｻｷ ﾘﾋﾄ 島根 － － － － － － ○ ○

3 3 579 山﨑　　鯉人(1) 大社高 × × × 3m20
ﾂﾀﾞ ｾｲｽｹ 島根 － － － － － ○ － × ○

4 2 1027 津多　　成輔(31) 松江市陸協 × － × × 3m20
ｸﾓｼﾀ ﾀｶｼ 島根 － － － － － × ○ － × ○

5 4 1023 雲下　　　孝(41) 松江市陸協 × × × 3m20
ｵﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 島根 － － － － － × ○ × × ○ × ○

6 5 375 小村　　健晴(2) 出雲北陵高 × × × 3m20
ｶﾀｵｶ ｹﾝｾｲ 島根 － ○ ○ ○ ○ × × ×

7 11 697 片岡　　賢晴(1) 出雲北陵高 2m90
ﾅﾙｾ ｹｲｽｹ 島根 × × ×

1 774 成瀬　　慶丞(1) 松江農高 NM
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｷ 島根 － － － － － × × ×

9 506 金沢　　俐輝(2) 大社高 NM
ｵﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 島根 － － － － － － － －

12 1263 小村　　俊介(33) 出雲市陸協 － － × × × NM
ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾄ 島根

7 7-1844 松岡　　広人(4) 島根大 DNS
ｻｲﾉ ﾀｷﾄ 島根

8 570 斉野　　滝叶(1) 大社高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m20

3m30

2m60

3m40

2m70

4m00

2m80

4m20
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m90

4m40

3m00

4m50

3m10 3m20

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校男子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 島根

1 6 7-1854 高田　　悠成(2) 島根大
ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾕｳ 島根

2 1 7-1849 中垣内　　佑(3) 島根大
ﾌｸﾏ ﾕｳｷ 島根

3 9 737 福間　　釉絆(2) 松江養護
ﾉﾉﾑﾗ ｱｵﾄ 島根

4 3 192 野々村　蒼人(2) 松江工高
ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 島根

5 8 767 田邉　　　拓(1) 安来高
ｸﾗﾊｼ ｱﾕﾑ 島根

6 10 379 倉橋　　歩夢(2) 出雲北陵高
ｲﾜﾀ ﾘｭｳｾｲ 島根

7 4 709 岩田　　龍静(1) 松江工高
ｲﾏｵｶ ｼｮｳﾀ 島根

8 7 190 今岡　　翔太(2) 松江工高
ﾅﾀﾞｵ ﾀｸﾏ 島根

9 2 754 灘尾　　拓馬(1) 松江南高
ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ 島根

5 647 石井　　亮多(1) 情報科学高 DNS

-1.7 -0.6 +1.5 +1.5

+1.8 +1.8
4m12 4m35 4m67 4m67

+1.4 +0.6 +0.6
× 4m71 × 4m71

+0.1 +0.6 +0.1
× 5m21 5m24 5m24

+1.4 +1.4
5m25 × 5m20 5m25

-0.3 -0.3
× × 5m68 5m68

+0.1 +2.0 +0.9 +2.0
5m74 × × 5m74

+0.4 +1.2 +0.4
5m54 5m98 5m85 5m98

+0.6 +1.6 +1.0 +1.0
× 6m23 6m09 6m23

1回目 2回目 3回目 記録

6m01 6m29 6m33 6m33

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子三段跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 14:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾞｮｳ ﾘｷﾄ 島根

1 7 119 城　　　力斗(2) 出雲農高 *F0
ﾅｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

2 4 43 永見　　侑大(2) 平田高 *F3
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

3 2 245 藤原　　悠斗(2) 横田高 *F0
ｿﾀ ｺｳｾｲ 島根

4 5 507 曽田　　凰靖(2) 大社高 *F0
ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島根

5 1 636 道前　佑史朗(1) 出雲高 *F0
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｼﾞ 島根

6 3 578 渡部　　展路(1) 大社高 *F0
ｶﾜｶﾐ ﾄｷﾑﾈ 島根

6 634 川上　  時宗(1) 出雲高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

× 12m95 11m21 12m95
+4.8 +2.3 +4.8

12m59 12m86 12m57 12m86
+3.8 +4.3 +1.4 +4.3
12m44 12m32 × 12m44
+3.8 +5.9 +3.8
12m39 12m27 12m06 12m39
+3.6 +3.5 +2.3 +3.6
12m08 × 12m37 12m37
+3.7 +3.0 +3.0
11m89 12m30 12m06 12m30
+4.5 +2.5 +3.1 +2.5

凡例  DNS:欠場 *F0:公認記録なし *F3:３回目が公認最高



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾑ 島根

1 1 7-1848 上月　　　望(3) 島根大
ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根

2 2 7-1838 増野　紀一郎(4) 島根大

41m12

× 40m64 41m00 41m00

1回目 2回目 3回目 記録

40m85 41m12 ×



一般・高校男子やり投(800g)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 島根

1 10 398 松田　　孝太(3) 大社高
ｶﾜｼﾏ ﾄｸｼﾞ 島根

2 8 1163 川島　　督司(47) 島根マスターズ
ｻﾄｳ ﾀｸﾐﾏ 島根

3 5 712 佐藤　　匠真(1) 松江工高
ｽﾐ ｺｳﾏ 島根

4 6 713 角　　　功真(1) 松江工高
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾀ 島根

5 4 508 長岡　　酉太(2) 大社高
ﾌｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 島根

6 9 756 福田　　武琉(1) 松江南高
ｶﾄｳ ﾕｳﾉｽｹ 島根

7 2 377 加藤　優之介(2) 出雲北陵高
ｶﾘﾀ ﾘｭｳｾｲ 島根

8 3 739 苅田　　琉成(1) 大東高
ﾅｶｸﾗ ﾕｳﾄ 島根

1 727 中倉　　悠斗(1) 松江西高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 島根

7 46 渡邊　　　響(2) 平田高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

62m82 61m76 × 62m82

39m80 42m69 36m52 42m69

41m85 × 36m09 41m85

30m77 34m98 31m46 34m98

34m54 31m91 34m85 34m85

× × 33m45 33m45

21m50 21m45 22m30 22m30

× × 18m18 18m18

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾀ ｷｽｹ 島根

1 766 坂田　　喜祐(1) 安来高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾛｳ 島根

1 3 705 安達　盛志郎(1) 松江工高
ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 島根

2 4 638 堀江　　悠生(1) 出雲高
ｺﾞｳﾛ ｶｽﾞｷ 島根

3 2 746 郷路　　和輝(1) 松江西高
ｶｲ ﾕｳﾏ 島根

4 1 242 甲斐　　雄真(2) 横田高
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 島根

5 41 坂本　　琉太(2) 平田高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

34m68 32m31 × 34m68

× 25m44 23m73 25m44

20m67 20m21 15m42 20m67

13m34 14m91 15m73 15m73

凡例  DNS:欠場



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀｸﾗ ﾀｽｸ 島根

1 4 149 板倉　　　翼(2) 出雲高
ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 島根

2 1 574 富田　　陸斗(1) 大社高
ﾀﾀﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

3 3 723 多々野凛太郎(1) 大社高
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 島根

2 193 松本　祐太郎(2) 松江工高 DNS

27m4727m00 27m47 ×

31m49

× 29m95 × 29m95

1回目 2回目 3回目 記録

31m49 × 28m24

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:35 予　選

10月22日 12:50 決　勝

予　選　13組0着＋16

1組 (風:+0.1) 2組 (風:-0.7)

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

ｳｴﾀﾞ ｷｮｳﾔ 島根 ｷｼ ﾋｭｳｶﾞ 島根

1 8 3840 植田　　響弥(1) 横田中 15.02 1 3 2164 岸　　　飛駕(1) 河南中 14.40
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙﾄ 島根

2 4 508 中田　　晴渡(1) 松江一中 15.35 2 6 1836 永瀨　　晴渡(1) 出雲一中 14.62
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾔ 島根 ﾖｼｵｶ ｵｳｽｹ 島根

3 3 2152 梶谷　　祐矢(1) 河南中 15.40 3 7 633 吉岡　　桜佑(1) 松江二中 14.69
ｶﾂﾍﾞ ｶｲﾘ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ｼｭﾝ 島根

4 5 2711 勝部　　　浬(1) 斐川西中 15.44 4 8 2551 森山　　　駿(1) 大社中 14.73
ｱｵｷ ｿｳｽｹ 島根 ﾅﾗｲ ﾕｳ 島根

5 7 2713 青木　　颯佑(1) 斐川西中 15.96 5 1 1841 奈良井　　優(1) 出雲一中 15.15
ﾏﾂｳﾗ ｺｳｷ 島根 ﾉﾂ ｺｳｷ 島根

2 545 松浦　　晃樹(1) 松江一中 DNS 6 5 638 野津　　幸輝(1) 松江二中 15.68
ｶﾜｳﾁ ﾊﾂﾞｷ 島根 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾂｷ 島根

6 726 河内　　蓮月(1) 松江四中 DNS 2 542 西村　　夏輝(1) 松江一中 DNS
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾘｭｳｾｲ 島根

4 509 杠　　　龍星(1) 松江一中 DNS

3組 (風:+0.1) 4組 (風:+0.6)

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

ｲｼｸﾗ ﾊﾙﾄ 島根 ｽｴ ｴｲﾄ 島根

1 3 839 石倉　　遥人(2) 湖南中 13.93 1 4 636 須江　　瑛音(1) 松江二中 14.10
ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾏ 島根 ｿﾉﾔﾏ ﾌｳﾀ 島根

2 4 540 進藤　　鏡馬(1) 松江一中 14.28 2 6 1007 園山　　楓大(1) 東出雲中 14.13
ﾋﾗｶﾀ ﾄﾜ 島根 ﾌｸｼﾏ ﾊﾔﾄ 島根

3 5 1075 平方　　杜和(1) 東出雲中 14.62 3 8 728 福島　　隼人(1) 松江四中 14.29
ﾂﾁｴ ｼﾞﾝﾕｳ 島根 ｲﾄｳ ﾁｱｷ 島根

4 2 711 土江　　仁勇(1) 松江四中 14.72 4 1 507 伊藤　　千明(1) 松江一中 14.34
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾘ 島根 ｶﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 島根

5 1 2154 永岡　　雄吏(1) 河南中 14.80 5 3 2712 河原　　光助(1) 斐川西中 14.37
ﾀｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 島根 ｷﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根

6 513 多賀　　龍生(1) 松江一中 DNS 6 2 539 桐原　　和也(1) 松江一中 14.51
ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ 島根 ｵｵｸﾞﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根

7 1838 清水　　裕月(1) 出雲一中 DNS 7 7 547 大國　咲太郎(1) 松江一中 14.60
ｷﾀｶﾞﾜ ﾚﾝ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 島根

8 855 北川　　　蓮(1) 湖南中 DNS 5 838 田辺　　寛明(2) 湖南中 DNS

5組 (風:+1.2) 6組 (風:+1.1)

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

ｶﾂﾍﾞ ﾄﾓﾔ 島根 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾏ 島根

1 4 1815 勝部　　智也(1) 出雲一中 13.74 1 1 837 和泉　　春真(2) 湖南中 13.56
ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ 島根 ﾀﾅｶ ｿﾗ 島根

2 2 1813 山本　　瑛介(1) 出雲一中 13.91 2 6 723 田中　　蒼空(2) 松江四中 13.69
ﾓﾘｼﾀ ﾅｵ 島根 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ 島根

3 8 632 森下　　尚央(1) 松江二中 13.97 3 4 852 岡本　　晃宗(1) 湖南中 13.74
ｱﾀﾞﾁ ｴｲｼﾝ 島根 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾐ 島根

4 3 831 安達　　瑛心(2) 湖南中 13.99 4 3 714 武田　　春海(1) 松江四中 13.87
ﾊｯﾀ ｶｽﾞﾏ 島根 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ 島根

5 1 543 八田　　和馬(1) 松江一中 14.00 5 5 514 立林　　柚輝(1) 松江一中 13.88
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶ 島根 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 島根

6 5 2160 杉原　　遼架(1) 河南中 14.05 6 8 626 安部　　竜翔(2) 松江二中 13.97
ﾆｼｺｵﾘ ﾀｶﾄ 島根 ｶﾓﾄ ｹﾝﾉｽｹ 島根

7 7 2714 錦織　　昂人(1) 斐川西中 14.18 7 7 1814 嘉本　剣之輔(1) 出雲一中 14.10
ｽﾄｳ ﾊﾔﾄ 島根 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 島根

6 1840 周藤　　颯利(1) 出雲一中 DNS 8 2 2159 佐藤　　友輝(1) 河南中 14.17

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正スタート



中学男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:35 予　選

10月22日 12:50 決　勝

予　選　13組0着＋16

7組 (風:+0.5) 8組 (風:+0.6)

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

ｱｵﾄ ﾋﾛｱｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 島根

1 8 536 青戸　　大晃(2) 松江一中 13.22 1 6 3842 藤原　　遥斗(1) 横田中 13.14
ｲﾀﾓﾁ ｿｳﾏ 島根 ﾄﾐﾀ ﾘｭｳﾄ 島根

2 2 2151 板持　　颯真(1) 河南中 13.56 2 3 1824 富田　　琉斗(2) 出雲一中 13.35
ﾐｶﾓ ﾉｱ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 島根

3 7 2710 三加茂　希空(1) 斐川西中 13.65 3 8 1111 藤原　　　翼(2) 島大附属 13.45
ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾄ 島根 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根

4 6 1000 北村　有輝斗(1) 東出雲中 13.68 4 1 535 石田　　弘樹(2) 松江一中 13.58
ﾆｼｺﾘ ｿｳ 島根 ﾆｼﾓﾘ ｲｸﾄ 島根

5 5 625 錦織　　　想(2) 松江二中 13.69 5 5 1810 西森　　郁人(1) 出雲一中 13.65
ｲﾄｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 島根 ﾂﾓﾘ ｶﾅﾄ 島根

6 4 532 糸賀　　唯月(2) 松江一中 13.79 6 2 627 津森　　奏和(2) 松江二中 13.91
ｶﾉｳ ﾅｷﾞﾄ 島根 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾜ 島根

7 3 1046 加納　　凪人(2) 東出雲中 13.85 4 835 永澤　　斗和(2) 湖南中 DNS
ﾏﾂﾀﾆ ｼｮｳﾀ 島根 ｵﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 島根

8 1 1090 松谷　　章汰(2) 東出雲中 14.28 7 834 小立　　陵太(2) 湖南中 DNS

9組 (風:+1.9) 10組 (風:-0.7)

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

ﾐｶﾐ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｱ 島根

1 6 715 三上　　竜世(2) 松江四中 12.72 1 6 720 吉水　　柚渉(2) 松江四中 12.66 q
ﾀﾅｶ ﾕﾗ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 島根

2 3 2140 田中　　悠良(2) 河南中 13.12 2 4 719 渡邊　　敬太(2) 松江四中 12.78
ｵﾁｱｲ ﾙｲ 島根 ｱｶｻｶ ﾘｮｳ 島根

3 8 2146 落合　　琉惺(2) 河南中 13.17 3 5 537 赤坂　　　瞭(2) 松江一中 12.81
ｾﾝﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根 ﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

4 5 2144 泉頭　　一希(2) 河南中 13.19 4 3 528 原　　　悠太(2) 松江一中 12.95
ｵﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 島根

5 7 2132 尾畑　　宏祐(2) 河南中 13.19 5 2 1115 川上　　結大(2) 島大附属 12.96
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 島根 ﾉﾑﾗ ｾｲｼﾝ 島根

6 2 2147 中村　　圭孝(2) 河南中 13.49 6 8 2627 野村　　正心(2) 斐川東中 13.02
ｲｹﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島根

7 1 836 池淵　　結人(2) 湖南中 13.54 7 7 1825 山田　光太郎(2) 出雲一中 13.03
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀ 島根 ﾅｶﾉ ｾﾞﾝﾄ 島根

4 538 石川　　駿也(1) 松江一中 8 1 1014 仲野　　善登(1) 東出雲中 13.24

11組 (風:+1.8) 12組 (風:+1.6)

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

ﾀﾉ ﾀﾂﾋﾛ 島根 ｱｺﾞｳ ﾄﾓﾔ 島根

1 5 623 田野　　達弘(2) 松江二中 12.60 q 1 5 718 吾郷　　友哉(2) 松江四中 12.39 q
ﾀｶｲ ﾕｷﾔ 島根 ｵｵｲｼ ﾋｮｳ 島根

2 3 1842 髙井　　維哉(1) 出雲一中 12.69 q 2 4 851 大石　　　彪(2) 湖南中 12.49 q
ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 島根 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島根

3 2 2436 藤田　　瑞生(1) 向陽中 12.71 q 3 3 2145 髙田　　昌広(2) 河南中 12.58 q
ｻｻｷ ﾃﾂﾔ 島根 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 島根

4 6 3827 佐々木　哲也(2) 横田中 12.76 4 7 1818 佐藤　　真斗(2) 出雲一中 12.69 q
ｳﾅﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 島根 ｶﾒﾀﾞｷ ｱｻﾄ 島根

5 7 1066 海原　　宏透(2) 東出雲中 12.99 5 2 1019 亀瀧　　安里(2) 東出雲中 12.69 q
ｱﾏﾈ ﾀﾞｲﾄ 島根 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 島根

5 8 1011 天根　　大登(2) 東出雲中 12.99 6 6 629 田村　　優和(2) 松江二中 12.71
ﾐﾔﾀ ﾊﾙﾄ 島根 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 島根

7 4 529 宮田　　晴斗(2) 松江一中 13.06 7 1 525 佐藤　　　駿(2) 松江一中 12.93
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 島根 ﾌﾋﾞﾘｱ ｸﾗｰｸｹﾝ 島根

1 2707 伊藤　　大輝(1) 斐川西中 8 8 2738 ﾌﾋﾞﾘｱ ｸﾗｰｸｹﾝ(2) 斐川西中 13.43

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正スタート



中学男子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:35 予　選

10月22日 12:50 決　勝

予　選　13組0着＋16

13組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾉﾂ ﾏｻﾋﾛ 島根

1 3 1212 野津　　柾宏(3) 松江三中 11.81 q
ﾄﾔ ｹﾝｼﾞ 島根

2 4 531 戸谷　　健慈(2) 松江一中 11.84 q
ﾀｸﾜ ｺｳﾀ 島根

3 6 713 多久和　倖太(2) 松江四中 11.96 q
ｸﾛｻｷ ﾕｳﾄ 島根

4 5 1731 黒崎　　悠斗(2) 開星中 11.97 q
ｳｴﾀﾞ ﾚｲ 島根

5 2 832 植田　　　澪(2) 湖南中 12.10 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ 島根

6 1 1820 松本　　陽和(2) 出雲一中 12.54 q
ｵｻﾞｷ ｶｹﾙ 島根

7 7 1033 尾﨑　　翔琉(2) 東出雲中 12.60 q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 島根

8 1830 前田　　祐希(2) 出雲一中

決　勝　2組

1組 (風:+0.3) 2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

ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島根 ｸﾛｻｷ ﾕｳﾄ 島根

1 3 2145 髙田　　昌広(2) 河南中 12.53 1 6 1731 黒崎　　悠斗(2) 開星中 11.91
ｵｻﾞｷ ｶｹﾙ 島根 ﾀｸﾜ ｺｳﾀ 島根

2 6 1033 尾﨑　　翔琉(2) 東出雲中 12.57 2 5 713 多久和　倖太(2) 松江四中 11.96
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｱ 島根 ｳｴﾀﾞ ﾚｲ 島根

3 5 720 吉水　　柚渉(2) 松江四中 12.62 3 7 832 植田　　　澪(2) 湖南中 12.09
ﾀﾉ ﾀﾂﾋﾛ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ 島根

4 4 623 田野　　達弘(2) 松江二中 12.65 4 2 1820 松本　　陽和(2) 出雲一中 12.48
ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 島根 ｵｵｲｼ ﾋｮｳ 島根

5 7 1818 佐藤　　真斗(2) 出雲一中 12.76 5 1 851 大石　　　彪(2) 湖南中 12.66
ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 島根 ﾉﾂ ﾏｻﾋﾛ 島根

6 2 2436 藤田　　瑞生(1) 向陽中 12.76 3 1212 野津　　柾宏(3) 松江三中 DQ,FS

ﾀｶｲ ﾕｷﾔ 島根 ﾄﾔ ｹﾝｼﾞ 島根

7 8 1842 髙井　　維哉(1) 出雲一中 12.83 4 531 戸谷　　健慈(2) 松江一中 DNS
ｶﾒﾀﾞｷ ｱｻﾄ 島根 ｱｺﾞｳ ﾄﾓﾔ 島根

1 1019 亀瀧　　安里(2) 東出雲中 DNS 8 718 吾郷　　友哉(2) 松江四中 DQ,FS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正スタート



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:55 決　勝

決　勝　

(風:+1.5)

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 ﾊﾙﾀ 島根

1 4 2142 松原　　晴汰(2) 河南中 16.82
ﾊﾗ ｶﾝｽｹ 島根

2 5 2622 原　　　貫輔(2) 斐川東中 16.90
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ 島根

3 3 2153 永岡　　優斗(1) 河南中 19.72
ﾀﾞﾃ ｱｷﾗ 島根

4 6 2161 伊達　　　陽(1) 河南中 19.94
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾗ 島根

5 7 2638 小松原　蒼空(1) 斐川東中 22.40
ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ 島根

6 8 2628 足立　　幸翼(1) 斐川東中 22.84



中学男子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 14:50 決　勝

決　勝　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 6 斐川東中B 2638 小松原　蒼空(1) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾗ 57.28 1 6 向陽中 2434 中野　　雅基(1) ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 51.25
(島根) 2639 森　　　煌太(1) ﾓﾘ ｺｳﾀ (島根) 2436 藤田　　瑞生(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

2628 足立　　幸翼(1) ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ 2437 文谷　　亘志(1) ﾌﾞﾝﾔ ｺｳｼ
2637 岡田　　祐樹(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 2432 京極　　　颯(1) ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ

2 7 松江二中B 638 野津　　幸輝(1) ﾉﾂ ｺｳｷ 58.52 2 3 松江二中A 625 錦織　　　想(2) ﾆｼｺﾘ ｿｳ 52.36
(島根) 632 森下　　尚央(1) ﾓﾘｼﾀ ﾅｵ (島根) 626 安部　　竜翔(2) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ

633 吉岡　　桜佑(1) ﾖｼｵｶ ｵｳｽｹ 627 津森　　奏和(2) ﾂﾓﾘ ｶﾅﾄ
636 須江　　瑛音(1) ｽｴ ｴｲﾄ 623 田野　　達弘(2) ﾀﾉ ﾀﾂﾋﾛ

5 東出雲中B 1075 平方　　杜和(1) ﾋﾗｶﾀ ﾄﾜ DQ,R2 3 4 大社中 2552 渡部　　　改(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ 53.67
(島根) 1000 北村　有輝斗(1) ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾄ (島根) 2542 石田　　健人(1) ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ

1007 園山　　楓大(1) ｿﾉﾔﾏ ﾌｳﾀ 2548 藤原　　幹太(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ
1014 仲野　　善登(1) ﾅｶﾉ ｾﾞﾝﾄ 2543 伊藤　　広貴(1) ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

8 河南中B 2158 伊原　　広都(1) ｲﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ DQ,R5 4 8 松江一中B 543 八田　　和馬(1) ﾊｯﾀ ｶｽﾞﾏ 54.10
(島根) 2153 永岡　　優斗(1) ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾄ (島根) 538 石川　　駿也(1) ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀ

2165 須山　　勇人(1) ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 514 立林　　柚輝(1) ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ
2151 板持　　颯真(1) ｲﾀﾓﾁ ｿｳﾏ 547 大國　咲太郎(1) ｵｵｸﾞﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 湖南中A 852 岡本　　晃宗(1) ｵｶﾓﾄ ｱｷﾑﾈ DNS 5 7 斐川西中B 2712 河原　　光助(1) ｶﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 54.56
(島根) 851 大石　　　彪(2) ｵｵｲｼ ﾋｮｳ (島根) 2710 三加茂　希空(1) ﾐｶﾓ ﾉｱ

831 安達　　瑛心(2) ｱﾀﾞﾁ ｴｲｼﾝ 2708 鬼村　　幸汰(1) ｵﾆﾑﾗ ｺｳﾀ
853 福井　　　漣(1) ﾌｸｲ ﾚﾝ 2714 錦織　　昂人(1) ﾆｼｺｵﾘ ﾀｶﾄ

5 湖南中B 833 野津　　　司(2) ﾉﾂ ﾂｶｻ DNS
(島根) 832 植田　　　澪(2) ｳｴﾀﾞ ﾚｲ

839 石倉　　遥人(2) ｲｼｸﾗ ﾊﾙﾄ
836 池淵　　結人(2) ｲｹﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ

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 4 斐川東中A 2621 嘉藤　　　蓮(2) ｶﾄｳ ﾚﾝ 47.49
(島根) 2622 原　　　貫輔(2) ﾊﾗ ｶﾝｽｹ

2627 野村　　正心(2) ﾉﾑﾗ ｾｲｼﾝ
2625 永瀬　　佳大(2) ﾅｶﾞｾ ｶｲﾄ

2 5 松江四中 720 吉水　　柚渉(2) ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｱ 47.91
(島根) 713 多久和　倖太(2) ﾀｸﾜ ｺｳﾀ

718 吾郷　　友哉(2) ｱｺﾞｳ ﾄﾓﾔ
715 三上　　竜世(2) ﾐｶﾐ ﾘｭｳｾｲ

3 6 河南中A 2145 髙田　　昌広(2) ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 48.14
(島根) 2134 春日　　　涼(2) ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ

2141 錦織　　魁哩(2) ﾆｼｺｵﾘ ｶｲﾘ
2142 松原　　晴汰(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ

4 8 東出雲中A 1019 亀瀧　　安里(2) ｶﾒﾀﾞｷ ｱｻﾄ 49.93
(島根) 1066 海原　　宏透(2) ｳﾅﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ

1011 天根　　大登(2) ｱﾏﾈ ﾀﾞｲﾄ
1033 尾﨑　　翔琉(2) ｵｻﾞｷ ｶｹﾙ

3 松江一中A 528 原　　　悠太(2) ﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ DQ,R2

(島根) 529 宮田　　晴斗(2) ﾐﾔﾀ ﾊﾙﾄ
526 松尾　　大悟(2) ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｺﾞ
537 赤坂　　　瞭(2) ｱｶｻｶ ﾘｮｳ

7 斐川西中A DNS
(島根)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:2-3走間でのオーバーゾーン R5:(TR24.6.3）バトンを落とした際に規則違反があった



中学男子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:30 決　勝

決　勝　

ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 － － ○ ○ ○ × × ×

1 2 526 松尾　　大悟(2) 松江一中 1m50
ｷｮｳｺﾞｸ ﾊﾔﾃ 島根 ○ × × ○ × × ×

2 3 2432 京極　　　颯(1) 向陽中 1m35
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 島根

1 1065 高橋　　玲旺(2) 東出雲中 DNS

ｺﾒﾝﾄ
1m35 1m40 1m45 1m50 1m53

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

凡例  DNS:欠場



中学男子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝　

ｶｽｶﾞ ﾘｮｳ 島根 － － － － － － － ○

1 1 2134 春日　　　涼(2) 河南中 × × ○ × × × 3m50
ｵｶﾀﾞ ｼﾕｳﾀ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 2 2739 岡田　　宗大(2) 斐川西中 2m50
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 島根 × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × ×

3 3 2542 石田　　健人(1) 大社中 2m50
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ 島根 × ○ × × ×

4 4 2548 藤原　　幹太(1) 大社中 2m00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

3m50

2m60 3m40
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m10

3m60

2m20 2m30 2m40 2m50



中学男子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｾ ｶｲﾄ 島根

1 24 2625 永瀬　　佳大(2) 斐川東中 *F1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 島根

2 1 716 渡邊　　武尊(3) 松江四中
ﾉﾂ ﾂｶｻ 島根

3 15 833 野津　　　司(2) 湖南中 *F2
ｲﾊﾞﾗ ﾋﾛﾄ 島根

4 10 2158 伊原　　広都(1) 河南中
ｳﾒｷ ﾕｳｾｲ 島根

5 17 1828 梅木　　優成(2) 出雲一中
ﾌﾞﾝﾔ ｺｳｼ 島根

6 4 2437 文谷　　亘志(1) 向陽中
ﾌｸｲ ﾚﾝ 島根

7 22 853 福井　　　漣(1) 湖南中
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｷ 島根

8 6 227 笠原　　大暉(2) 安来三中
ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 島根

9 19 2434 中野　　雅基(1) 向陽中
ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 島根

10 11 1823 今田　　正樹(2) 出雲一中
田邉 尋 島根

11 13 211 田邉　　　尋(1) 安来三中
金山 空 島根

12 18 226 金山　　　空(2) 安来三中 *F1
ｲｼﾊﾗ ﾚﾝ 島根

13 7 727 石原　　　蓮(1) 松江四中
ﾓﾘ ｺｳﾀ 島根

14 21 2639 森　　　煌太(1) 斐川東中
ｼﾗｷﾞｸ ｿｳﾀ 島根

15 12 1839 白菊　　創大(1) 出雲一中
ｽﾄｳ ﾔﾏﾄ 島根

16 2 1833 周藤　　大和(1) 出雲一中
ｵｵｸﾞﾆ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 島根

17 8 1835 大國　甚太朗(1) 出雲一中
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 島根

18 3 1821 松本　　侑樹(2) 出雲一中
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｽｹ 島根

19 23 2626 松﨑　　康佑(2) 斐川東中
ｱｶｷﾞ ｿｳﾀ 島根

20 14 2541 赤木　　蒼汰(1) 大社中
ｶﾂﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島根

9 2740 勝部　孝太郎(2) 斐川西中 NM
ﾅｶｻ ﾘｮｳﾍｲ 島根

5 225 仲佐　　遼平(2) 安来三中 DNS
山根 海都 島根

16 228 山根　　海都(2) 安来三中 DNS
ｲﾏｵｶ ﾚﾝ 島根

20 2629 今岡　　　蓮(1) 斐川東中 DNS

+0.7 +0.7
× × ×

+1.7 +0.8 +1.7
× 3m23 × 3m23

-0.1 -0.1
× 3m36 3m26 3m36

+1.6 -0.7 +1.6
× 3m39 × 3m39

+1.2 -0.1 -0.1
3m67 3m56 × 3m67

+0.4 -0.1 +0.4
3m73 3m86 × 3m86

+1.0 +0.8 +1.2 +1.0
4m16 4m16 × 4m16

+1.7 +1.7
4m18 4m04 4m10 4m18

+1.7 +2.4 +3.3 +3.3
× × 4m21 4m21

+0.7 +0.6 +0.6
4m29 4m38 4m41 4m41

+0.9 -0.2 +0.9 -0.2
4m34 4m50 × 4m50

+1.5 +1.6 +0.3 +1.5
3m42 4m51 4m39 4m51

+0.4 +0.4
4m57 4m02 4m05 4m57

+0.6 +0.7 +0.6 +0.7
× 4m67 × 4m67

+0.5 -0.4 -0.4
4m73 4m76 4m65 4m76

+1.4 +2.4 +1.4
4m67 × 4m78 4m78

+1.0 +0.7 +2.1 +1.0
× 4m82 4m78 4m82

+1.4 +2.2 +2.2
4m97 4m91 4m55 4m97

+2.0 +0.9 +2.0
× 5m19 5m23 5m23

+1.4 +1.9 +2.5 +2.5
5m28 × 5m16 5m28

1回目 2回目 3回目 記録

5m78 5m66 5m84 5m84

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：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ 島根

1 2 2148 和田　　雄聖(2) 河南中
ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 島根

2 12 2165 須山　　勇人(1) 河南中
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 島根

3 9 2435 原田　　滉太(1) 向陽中
ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾂｷ 島根

4 6 2741 杉原　　敦紀(2) 斐川西中
ｲﾄｳ ﾙｲ 島根

5 3 2620 伊藤　　琉生(2) 斐川東中
ｵﾆﾑﾗ ｺｳﾀ 島根

6 4 2708 鬼村　　幸汰(1) 斐川西中
ｻｴｷ ｼﾖｳﾀ 島根

7 7 2736 佐伯　　翔汰(2) 斐川西中
ｲﾉｻｺ ﾘｮｳﾀ 島根

8 8 639 井ノ迫　諒太(1) 松江二中
ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 島根

9 10 2543 伊藤　　広貴(1) 大社中
ﾐﾔｹ ｶｲﾄ 島根

10 11 2550 三宅　　海斗(1) 大社中
ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

11 5 2544 伊藤　　雄大(1) 大社中
ｺﾀｷ ｼｭｳﾄ 島根

1 630 小瀧　　秀翔(1) 松江二中 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

8m73 8m64 9m05 9m05

8m06 8m14 8m53 8m53

7m19 7m53 7m51 7m53

6m74 7m02 6m88 7m02

6m76 6m79 6m53 6m79

5m81 5m78 5m84 5m84

5m03 5m36 5m34 5m36

4m59 5m12 4m72 5m12

4m79 4m17 4m96 4m96

× 3m84 2m97 3m84

× 3m22 3m43 3m43

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:10 予　選

10月22日 13:00 決　勝

予　選　3組0着＋16

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+2.4)

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

ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根 ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根

1 2 584 八澤　　蒼空(1) 大社高 13.00 q 1 4 62 幸田　　由菜(2) 大田高 14.12 q
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 島根 ﾀｸﾜ ﾘｵ 島根

2 4 688 景山　莉々子(1) 横田高 14.91 q 2 3 591 多久和　理央(1) 平田高 14.18 q
ﾅｶﾆｼ ﾕﾒ 島根 ｵﾊﾞﾀ ﾘｵﾅ 島根

3 3 761 中西　　優芽(1) 松江南高 14.98 q 3 8 735 小畑　　凜奈(1) 松江東高 14.25 q
ﾔﾉ ﾅﾂｷ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｶ 島根

4 5 736 矢野　　菜月(1) 松江東高 15.28 q 4 2 248 藤原　　実花(2) 横田高 14.50 q
ｾﾝｽ ﾐﾅﾐ 島根 ｶｯﾀ ﾐﾅｺ 島根

5 8 603 扇子　　実南(1) 松江農高 15.30 5 5 361 勝田　美菜子(2) 松江南高 14.58 q
ｲﾅ ﾕｳﾅ 島根 ｵｸﾉ ﾏﾅ 島根

6 6 642 伊奈　　優菜(1) 大田高 15.70 6 264 奥野　　真奈(2) 松江商高 DNS
ﾎﾘ ﾕｽﾞ 島根 ｷﾖﾊﾗ ﾋﾅﾀ 島根

7 771 堀　　　ゆず(1) 安来高 DNS 7 760 清原　ひなた(1) 松江南高 DNS

3組 (風:+2.2)

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

1 6 530 畑　　　心海(1) 開星高 12.64 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

2 4 528 松原　しほり(2) 大社高 12.84 q
ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

3 2 324 森吉　　日向(2) 松江北高 12.93 q
ﾉﾂ ｺｺﾅ 島根

4 5 611 野津　ここな(1) 松江北高 13.19 q
ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根

5 8 732 梶野　　杏南(1) 開星高 13.50 q
ｵｵｲｼ ﾕｳ 島根

6 7 323 大石　　ゆう(2) 松江北高 13.69 q
ｽﾄｳ ﾘﾝ 島根

7 1 768 周藤　　　凜(1) 安来高 13.74 q
ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島根

3 112 石倉　　珠妃(2) 開星高

決　勝　2組

1組 (風:+0.2) 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

ｺｳﾀ ﾕﾅ 島根 ﾊﾀ ｺｺﾐ 島根

1 7 62 幸田　　由菜(2) 大田高 14.06 1 4 530 畑　　　心海(1) 開星高 12.67
ﾀｸﾜ ﾘｵ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島根

2 6 591 多久和　理央(1) 平田高 14.09 2 6 528 松原　しほり(2) 大社高 12.84
ｵﾊﾞﾀ ﾘｵﾅ 島根 ﾓﾘﾖｼ ﾋﾅﾀ 島根

3 5 735 小畑　　凜奈(1) 松江東高 14.26 3 5 324 森吉　　日向(2) 松江北高 12.93
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｶ 島根 ﾔｻﾜ ｿﾗ 島根

4 4 248 藤原　　実花(2) 横田高 14.54 4 3 584 八澤　　蒼空(1) 大社高 13.15
ｶｯﾀ ﾐﾅｺ 島根 ﾉﾂ ｺｺﾅ 島根

5 3 361 勝田　美菜子(2) 松江南高 14.54 5 7 611 野津　ここな(1) 松江北高 13.52
ﾅｶﾆｼ ﾕﾒ 島根 ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根

6 2 761 中西　　優芽(1) 松江南高 15.15 6 8 732 梶野　　杏南(1) 開星高 13.78
ﾔﾉ ﾅﾂｷ 島根 ｽﾄｳ ﾘﾝ 島根

7 1 736 矢野　　菜月(1) 松江東高 15.29 7 1 768 周藤　　　凜(1) 安来高 13.84
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ 島根 ｵｵｲｼ ﾕｳ 島根

8 688 景山　莉々子(1) 横田高 DNS 8 2 323 大石　　ゆう(2) 松江北高 13.84

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学女子200m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:45 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:+0.1) 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

ｶｼﾏ ﾓｴｶ 島根 ｽﾔﾏ ﾅﾙ 島根

1 6 735 鹿島　　萌楓(2) 松江四中 30.95 1 4 769 陶山　　菜瑠(1) 安来高 27.39
ﾏﾂｵｶ ﾕｽﾞｷ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ 島根

2 7 743 松岡　　柚希(1) 松江四中 31.51 2 6 526 長岡　　芽依(2) 大社高 27.65
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｶﾘ 島根 ｷﾇｶﾞｻ ﾘｶｺ 島根

3 5 734 宮﨑　あかり(2) 松江四中 32.72 3 7 729 衣笠　里佳子(2) 松江四中 30.24
ﾋﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 島根 ｱｵﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島根

4 8 770 比田　　　渚(1) 安来高 33.07 4 8 717 青山　　瑞貴(1) 松江四中 30.29
ｵｵﾀﾆ ﾕﾒｻ 島根

5 5 1023 大谷　　夢咲(2) 東出雲中 30.46



一般・高校女子400m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:25 決　勝

決　勝　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

ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ 島根 ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ 島根

1 5 586 大國　　千夏(1) 大社高 1:02.65 1 6 585 松井　　陽向(1) 大社高 1:01.60
ｳﾁﾀﾞ ｵﾄﾊ 島根 ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ 島根

2 6 360 内田　　乙葉(2) 松江南高 1:05.23 2 4 590 吾郷　　愛莉(1) 大社高 1:06.99
ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ 島根 ﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ 島根

3 7 221 平野　あかり(2) 松江東高 1:09.03 3 3 617 和田　　絆愛(1) 大田高 1:09.30
ﾔﾉ ｱﾘｻ 島根 ｶﾉｳ ﾊﾅ 島根

4 8 554 矢野　　有紗(1) 出雲北陵高 1:10.60 4 7 689 加納　　はな(1) 横田高 1:10.79
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾖﾘ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 島根

5 4 123 川原　　陽和(2) 出雲農高 1:11.21 5 8 335 山本　　流華(2) 大東高 1:14.81
ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 島根

5 113 金山　　　葵(2) 開星高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学女子1500m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 13:20 決　勝

決　勝　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

ﾏﾂｳﾗ ﾘｺ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ 島根

1 20 690 松浦　　理子(1) 横田高 5:34.80 1 3 2534 杉原　　那奈(2) 大社中 5:17.86
ｺﾎﾞﾘ ｲﾁｶ 島根 ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄ 島根

2 22 553 小堀　　壱華(1) 出雲北陵高 5:37.51 2 17 212 田淵　　瑚都(2) 松江農高 5:22.11
ﾆｼﾑﾗ ﾁﾎ 島根 ﾅｶﾞｻﾜ ｾﾅ 島根

3 11 7-1370 西村　　知穗(1) 島根大 5:49.33 3 20 2618 長澤　　世奈(2) 斐川東中 5:23.22
ｻﾄｳ ﾐｸ 島根 ｷｼﾓﾄ ｱﾐ 島根

4 4 2664 佐藤　　美空(3) 斐川東中 5:56.14 4 10 759 岸本　　亜美(1) 松江南高 5:27.37
ﾓﾘﾜｷ ｻｱﾔ 島根 ｶﾜｽﾐ ﾊﾅｶ 島根

5 6 2626 森脇　沙亜耶(1) 斐川東中 5:58.02 5 7 2532 川角　　華加(2) 大社中 5:27.56
ｷﾑﾗ ｱｲ 島根 ﾏﾙ ﾐﾂｷ 島根

6 12 2563 木村　　　愛(1) 大社中 6:00.03 6 8 314 丸　　　美月(2) 出雲商高 5:31.91
ｽﾀﾞ ｶﾝﾅ 島根 ｵﾑﾗ ｺﾊﾙ 島根

7 15 2629 須田　　栞渚(3) 斐川東中 6:04.29 7 19 539 小村　　心春(1) 松江一中 5:43.32
ｶﾜｷﾞｼ ﾐｽﾞﾊ 島根 ｲﾏｲ ﾎﾉｶ 島根

8 1 616 川岸　　瑞葉(2) 松江二中 6:06.45 8 13 747 今井　　穂香(1) 松江四中 5:43.65
ｵｶﾀﾞ ﾜｶ 島根 ﾀｹﾀﾆ ﾚﾝ 島根

9 5 758 岡田　　和華(1) 松江南高 6:06.89 9 18 737 竹谷　　　恋(1) 松江四中 5:44.30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 島根 ｲｼｸﾗ ｺｺﾐ 島根

10 7 744 渡部　　　碧(1) 松江四中 6:10.03 10 12 2614 石倉　　心実(2) 斐川東中 5:44.32
ﾉﾂ ｱﾔﾊ 島根 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 島根

11 8 625 野津　　文葉(1) 松江二中 6:13.80 11 11 2624 佐藤　　遥香(1) 斐川東中 5:45.09
ｲｼﾊﾞｼ ｻﾗ 島根 ﾐｽﾐ ﾏｺ 島根

12 9 2628 石橋　　沙愛(3) 斐川東中 6:17.92 12 4 775 三角　　真心(1) 松江農高 5:46.27
ﾐﾔｳﾁ ﾙｲ 島根 ｱｵﾔﾏ ｺｺﾊ 島根

13 17 2728 宮内　　琉衣(1) 斐川西中 6:20.59 13 2 715 青山　　心春(2) 松江四中 5:48.60
ﾌｼﾞｲ ﾐﾄﾞﾘ 島根 ｵﾊﾞﾗ ﾐｻﾄ 島根

14 19 738 藤井　　弥翠(1) 松江四中 6:21.11 14 22 1027 小原　　未聖(2) 東出雲中 5:49.58
ﾀｹｳﾁ ﾆｺ 島根 ﾓﾘﾜｷ ﾊﾅ 島根

15 21 535 竹内　　和心(1) 松江一中 6:24.89 15 21 711 森脇　　はな(1) 松江四中 5:52.80
ﾅｶﾞﾀﾆ ﾘﾅ 島根 ﾀｹｼﾀ ﾕｽﾞﾈ 島根

16 2 2727 長谷　　里奈(1) 斐川西中 6:30.22 16 6 749 竹下　　柚音(1) 松江四中 5:54.49
ﾎｿﾀﾞ ﾐｶ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾁ 島根

17 13 621 細田　　碧花(1) 松江二中 6:32.07 17 9 3834 田辺　　真知(2) 横田中 6:01.50
ﾌｼﾞﾀ ﾘｲ 島根 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾕｲ 島根

18 3 732 藤田　　凛衣(2) 松江四中 6:34.04 18 1 727 小竹原　ゆい(2) 松江四中 6:24.17
ｶｷﾀ ﾅｷﾞｻ 島根 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 島根

10 2562 柿田　　凪爽(1) 大社中 DNS 19 15 726 田中　　美波(2) 松江四中 6:38.64
ﾄﾋﾞﾀ ﾏｵ 島根 ﾋﾉ ｶﾅ 島根

14 752 飛田　　真緒(1) 松江四中 DNS 5 716 日野　　夏愛(1) 松江四中 DNS
ｶﾂﾍﾞ ｼｵﾝ 島根 ﾀﾅｶ ﾘﾑ 島根

16 2723 勝部　　詩温(1) 斐川西中 DNS 14 540 田中　　理夢(2) 松江一中 DNS
ﾑﾗｲ ｱﾝﾘ 島根 ﾅﾙｾ ﾐｶﾅ 島根

18 731 村井　　杏理(2) 松江四中 DNS 16 523 成瀬　　心奏(2) 松江一中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

決　勝　1組

決　勝　2組

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根

1 4 220 澁谷　　美幸(2) 松江東高 17.84
ｵｶ ﾕｳｶ 島根

2 6 687 岡　　　優香(1) 横田高 19.27
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾅ 島根

5 335 竹内　　愛菜(2) 大東高 DQ,T1

凡例  DQ:失格 T1:(TR17.2)他の競技者を妨害した



一般・高校女子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 15:05 決　勝

決　勝　

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 3 大社高A 528 松原　しほり(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 50.63
(島根) 525 竹田　　さち(2) ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ

529 三成　　菜緒(2) ﾐﾅﾘ ﾅｵ
526 長岡　　芽依(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ

2 2 大社高B 585 松井　　陽向(1) ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ 51.11
(島根) 584 八澤　　蒼空(1) ﾔｻﾜ ｿﾗ

582 江角　　菜子(1) ｴｽﾐ ﾅｺ
586 大國　　千夏(1) ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ

3 5 松江東高 222 松本　　絆那(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾝﾅ 55.25
(島根) 221 平野　あかり(2) ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ

220 澁谷　　美幸(2) ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ
735 小畑　　凜奈(1) ｵﾊﾞﾀ ﾘｵﾅ

4 7 横田高 687 岡　　　優香(1) ｵｶ ﾕｳｶ 57.49
(島根) 688 景山　莉々子(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ

248 藤原　　実花(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｶ
689 加納　　はな(1) ｶﾉｳ ﾊﾅ

4 安来高 DNS
(島根)

6 松江南高 DNS
(島根)

8 開星高 DNS
(島根)

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝　

ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島根 － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

1 1 322 池田　　紗季(2) 松江北高 × × × 1m58
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 島根 ○ × ○ ○ × × ×

2 2 626 古川　　奈々(1) 出雲商高 1m43

1m58
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40 1m43 1m46 1m49 1m52 1m55
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m35

1m61



一般・高校女子走高跳②
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:00 決　勝

決　勝　

ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島根 － － ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

1 2 322 池田　　紗季(2) 松江北高 1m60
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 島根 × ○ × × ×

2 1 626 古川　　奈々(1) 出雲商高 1m40

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m63

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60



一般・高校女子棒高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝　

ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 島根 － － － － － ○ － ○

1 1 523 石橋　　望美(2) 大社高 × ○ ○ × × × 3m10
ﾐﾅﾘ ﾅｵ 島根 － － － ○ － ○ ○ ○

2 3 529 三成　　菜緒(2) 大社高 × ○ × × ○ × × × 3m10
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 × × ○ × ○ × × ×

3 4 208 青山　　遥香(2) 松江農高 2m30
ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｷ 島根

2 211 澤田　　雅月(2) 松江農高 DNS

2m70 2m80 2m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m30

3m10

2m40

3m20

2m50 2m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20

3m00

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾐﾘﾉ 島根

1 8 7-1291 藤井　美李乃(3) 島根大
ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 島根

2 7 268 福島　　　綾(2) 松江商高
ｶﾝｻﾞﾜ ﾏｵ 島根

3 1 583 官澤　　麻央(1) 大社高
ﾊﾙｷ ﾊﾅ 島根

4 2 604 春木　　芭菜(1) 松江農高
ﾐｶﾓﾄ ﾏﾅ 島根

5 4 745 御神本　愛菜(1) 松江農高
ｶﾂﾀ ﾘｵ 島根

3 724 勝田　　理央(1) 松江南高 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｻﾔ 島根

5 313 松村　　咲弥(2) 出雲商高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 島根

6 551 渡部　　優菜(2) 松江西高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

4m46 4m39 4m54 4m54
0.0 +0.9 -0.2 -0.2
4m50 × × 4m50
+1.9 +1.9
4m43 － 4m31 4m43
+0.5 -0.2 +0.5
× 4m22 4m24 4m24

+0.4 +0.5 +0.5
4m20 4m17 4m24 4m24
+1.3 +1.2 +0.8 +0.8

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子三段跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 14:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ 島根

1 3 742 中山　　里菜(1) 開星高 *F0
ｵｵﾉ ﾘｮｳ 島根

2 4 588 大野　　　涼(1) 大社高 *F0
ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾘ 島根

3 2 114 松浦　ひか莉(2) 開星高 *F0
ﾀｹﾀﾞ ｻﾁ 島根

4 5 525 竹田　　さち(2) 大社高 *F0
ｴｽﾐ ﾅｺ 島根

5 1 582 江角　　菜子(1) 大社高 *F3+4.6 +1.7 +4.6

+2.6 +2.6
9m97 × 9m55 9m97

+4.4 +3.4 +1.7 +4.4
× 10m09 × 10m09

+3.2 +3.4 +2.4 +3.2
10m21 10m01 10m11 10m21

+2.4 +2.2 +2.2
10m43 10m31 10m07 10m43

1回目 2回目 3回目 記録

× 10m33 10m46 10m46

凡例  *F0:公認記録なし *F3:３回目が公認最高



一般・高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗ ﾅｵ 島根

1 2 527 原　　　菜緒(2) 大社高
ｱｺﾞｳ ﾆﾅ 島根

2 3 522 吾郷　　虹菜(2) 大社高
ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 島根

3 1 602 川上　　心暖(1) 松江農高

1回目 2回目 3回目 記録

28m91 30m17 × 30m17

× × 28m34 28m34

15m0113m56 15m01 11m71



一般・高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ﾋﾅ 島根

1 2 194 佐野　　陽菜(3) 松江工高
ﾅｶﾞｴ ﾕﾗ 島根

2 3 362 永江　　優空(2) 松江南高
ｶﾄｳ ｻｱﾔ 島根

3 1 589 加藤　　沙彩(1) 大社高
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 島根

4 5 725 松田　　香穂(1) 松江南高
ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾅ 島根

5 4 197 稲葉　　陽菜(2) 松江工高 30m62× × 30m62

35m92

34m22 32m71 35m18 35m18

35m92 35m86 ×

48m70

37m12 35m43 32m79 37m12

1回目 2回目 3回目 記録

48m70 × 47m39



一般・高校女子やり投(600g)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 島根

1 3 587 安田　　円佳(1) 大社高
ｲﾄｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ 島根

2 2 196 糸川　ひより(2) 松江工高
ｶﾉｳ ﾅﾅ 島根

3 6 209 加納　　菜々(2) 松江農高
ｽﾔﾏ ﾕｳﾅ 島根

4 1 334 須山　　優楠(2) 大東高
ｶﾂﾍﾞ ｺｺﾈ 島根

4 122 勝部　　心響(2) 出雲農高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾅﾐ 島根

5 363 藤原　かなみ(2) 松江南高 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

27m19 27m84 27m85 27m85

22m87 24m73 25m35 25m35

22m37 20m13 20m66 22m37

21m45 18m85 21m83 21m83

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:10 予　選

10月22日 12:45 決　勝

予　選　9組0着＋16

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+1.0)

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

ｲﾜﾊﾗ ｶﾅｺ 島根 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 島根

1 4 2155 岩原　　奏子(1) 河南中 15.65 1 4 1815 前田　　桃果(1) 出雲一中 14.61
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾈ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｾｲ 島根

2 7 2725 高橋　　彩音(1) 斐川西中 15.74 2 8 2722 渡部　　胡聖(1) 斐川西中 15.22
ｱｵｷ ﾊﾅ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾜｶﾅ 島根

3 3 1010 青木　　陽奈(2) 東出雲中 15.78 3 3 2130 松本　　和奏(2) 河南中 15.42
ﾊﾗ ﾘﾘｶ 島根 ﾔｶｼﾗ ﾋﾖﾘ 島根

4 8 742 原　　　梨可(1) 松江四中 15.81 4 6 853 矢頭　　陽由(1) 湖南中 15.42
ｼﾝｸﾞｳ ﾘｺ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 島根

5 5 2150 新宮　　莉子(1) 河南中 15.96 5 2 745 山本　　希愛(1) 松江四中 15.47
ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾈ 島根 ﾓﾘ ｱﾔｶ 島根

6 1 524 古川　　綾音(2) 松江一中 16.22 1 618 母里　　彩華(1) 松江二中 DQ,FS

ﾂﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 島根 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾉ 島根

7 2 2726 津田　　希美(1) 斐川西中 16.86 5 619 國本　　妃乃(1) 松江二中 DNS
ﾆｼｺｵﾘ ｶｴﾃﾞ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ 島根

6 751 錦織　　　楓(1) 松江四中 DNS 7 2729 渡部　まひろ(1) 斐川西中 DNS

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+0.6)

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

ﾀｶｵ ﾊﾅ 島根 ﾆｷ ﾌﾐ 島根

1 4 854 髙尾　　はな(1) 湖南中 14.92 1 6 2625 仁木　　ふみ(1) 斐川東中 14.61
ｿﾉﾔﾏ ﾉｱ 島根 ｶﾈｻｶ ﾕｲ 島根

2 1 2151 園山　　乃愛(1) 河南中 14.95 2 4 2716 金坂　　由維(1) 斐川西中 14.67
ｼﾗｲｼ ｱﾑ 島根 ｵｸﾞｻ ﾋﾄﾐ 島根

3 2 725 白石　　愛夢(2) 松江四中 15.03 3 7 624 小草　　瞳美(1) 松江二中 14.86
ｵｵﾀｶ ﾙﾅ 島根 ｽｷﾞﾀﾆ ﾊﾙｶ 島根

4 5 718 大高　　瑠水(2) 松江四中 15.21 4 1 531 杉谷　はるか(1) 松江一中 14.97
ﾔｸﾗ ﾓﾓｶ 島根 ｻｻｷ ｶｽﾞｻ 島根

5 7 852 矢倉　　桃花(1) 湖南中 15.22 5 5 537 鷦鷯　　一紗(1) 松江一中 15.14
ﾊﾗ ﾅﾅﾐ 島根 ﾖｼｶﾜ ﾕｲ 島根

6 8 2721 原　　　七海(1) 斐川西中 15.22 6 3 1007 吉川　　　結(2) 東出雲中 15.43
ﾖｼｵｶ ﾋﾅ 島根 ｵｶﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根

7 6 554 吉岡　　妃夏(2) 松江一中 15.31 7 8 2131 岡田　　小晴(2) 河南中 15.65
ﾊﾗ ﾜｶﾅ 島根 ｵﾑﾗ ｻﾁ 島根

8 3 1821 原　　　和奏(2) 出雲一中 15.44 2 740 小村　　咲智(1) 松江四中 DNS

5組 (風:+1.0) 6組 (風:+0.4)

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

ﾅｶﾞｾ ﾋﾖﾘ 島根 ﾀﾏｷ ﾚｲﾅ 島根

1 5 2717 永瀬　　陽依(1) 斐川西中 14.46 1 8 2152 玉木　　玲奈(1) 河南中 14.31 q
ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｺﾄ 島根 ﾌｸﾀﾞ ｷﾅ 島根

2 6 714 長澤　　美寿(2) 松江四中 14.52 2 3 2154 福田　　稀那(1) 河南中 14.45
ﾏｴﾀﾞ ｴﾅ 島根 ﾐﾑﾗ ｻﾔｶ 島根

3 8 739 前田　　瑛菜(1) 松江四中 14.62 3 6 733 三村　咲也香(2) 松江四中 14.53
ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾅ 島根 ｲﾉｳｴ ｱｲﾗ 島根

4 7 1813 石橋　　悠愛(1) 出雲一中 14.81 4 1 741 井上　　愛來(1) 松江四中 14.55
ｼﾓﾊﾗ ｺｺﾅ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根

5 1 840 下原　ここな(2) 湖南中 14.91 5 7 515 吉田　　陽向(2) 松江一中 14.84
ﾆｼｻﾞｶ ｱｵｲ 島根 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｱ 島根

6 2 844 西坂　　　葵(2) 湖南中 15.07 6 5 857 安藤　　遥咲(1) 湖南中 14.85
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 島根 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ 島根

7 4 2718 渡部　　実悠(1) 斐川西中 15.23 7 4 845 松林　　心晴(2) 湖南中 14.93
ｶｼﾞﾀﾆ ﾉﾉｶ 島根 ﾎﾘｳﾁ ﾕﾂﾞｷ 島根

8 3 1016 梶谷　　希颯(1) 東出雲中 15.55 2 614 堀内　　結月(2) 松江二中 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正スタート



中学女子100m
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 10:10 予　選

10月22日 12:45 決　勝

予　選　9組0着＋16

7組 (風:+0.2) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾔｼ ﾋﾅ 島根 ｶﾉｳ ｼｽﾞﾅ 島根

1 6 2153 林　　　ひな(1) 河南中 14.04 q 1 6 2627 加納　　静七(1) 斐川東中 13.77 q
ﾊﾗ ｺﾋﾅ 島根 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 島根

2 7 2621 原　　　乎雛(2) 斐川東中 14.25 q 2 3 1824 古谷　優羽輝(2) 出雲一中 13.98 q
ﾀﾅｶ ｱﾔ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 島根

3 3 2714 田中　　　絢(1) 斐川西中 14.34 q 3 2 730 岡田　向夏花(2) 松江四中 14.03 q
ﾑﾄｳ ﾌﾐｶ 島根 ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 島根

4 4 522 武藤　　史華(2) 松江一中 14.35 q 4 4 837 新田　　桜子(2) 湖南中 14.42 q
ﾀﾅｶ ﾌﾜﾘ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾅ 島根

5 1 1038 田中　風羽里(2) 東出雲中 14.44 5 7 2134 勝部　　陽菜(2) 河南中 14.51
ｶｼﾜｲ ﾐﾕ 島根 ｴﾀﾞｷﾞ ｶﾎ 島根

6 2 615 柏井　　美柚(2) 松江二中 14.57 6 5 833 枝木　　香歩(2) 湖南中 14.55
ﾊｶﾏﾀﾞ ﾘｺ 島根 ﾅﾋﾞｶ ｼﾎﾘ 島根

7 5 516 袴田　　莉心(2) 松江一中 14.59 1 1816 並河　志保里(1) 出雲一中 DNS
ｶｻﾔ ﾊﾂﾞｷ 島根 ﾀｹﾀﾆ ﾕﾅ 島根

8 8 2707 笠谷　　葉月(2) 斐川西中 14.71 8 843 竹谷　　祐菜(2) 湖南中 DNS

9組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐｶﾓｱｻﾋ 島根

1 4 2713 三加茂あさひ(1) 斐川西中 13.39 q
ﾂｼﾞ ｺﾄﾐ 島根

2 3 750 辻　　　琴心(1) 松江四中 13.72 q
ｲﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

3 8 555 井原　　　凛(2) 松江一中 13.87 q
ﾉｻﾞｷ ｼﾉ 島根

4 7 1107 野﨑　　詩乃(2) 島大附属 13.89 q
ｶﾜｵｶ ﾋﾖﾘ 島根

5 5 536 川岡　ひより(1) 松江一中 13.94 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ 島根

6 6 520 藤原　　陽菜(2) 松江一中 13.96 q
ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ 島根

7 1 839 稲村　　奈穂(2) 湖南中 14.39 q
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 島根

2 617 中村　　菜央(2) 松江二中 DNS

決　勝　2組

1組 (風:+2.7) 2組 (風:+2.5)

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

ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 島根 ﾐｶﾓｱｻﾋ 島根

1 5 730 岡田　向夏花(2) 松江四中 13.73 1 5 2713 三加茂あさひ(1) 斐川西中 13.29
ﾊﾔｼ ﾋﾅ 島根 ﾂｼﾞ ｺﾄﾐ 島根

2 6 2153 林　　　ひな(1) 河南中 13.87 2 4 750 辻　　　琴心(1) 松江四中 13.67
ﾊﾗ ｺﾋﾅ 島根 ｶﾉｳ ｼｽﾞﾅ 島根

3 3 2621 原　　　乎雛(2) 斐川東中 13.93 3 6 2627 加納　　静七(1) 斐川東中 13.75
ﾑﾄｳ ﾌﾐｶ 島根 ｲﾊﾞﾗ ﾘﾝ 島根

4 7 522 武藤　　史華(2) 松江一中 14.17 4 3 555 井原　　　凛(2) 松江一中 13.77
ﾀﾅｶ ｱﾔ 島根 ﾉｻﾞｷ ｼﾉ 島根

5 8 2714 田中　　　絢(1) 斐川西中 14.20 5 7 1107 野﨑　　詩乃(2) 島大附属 13.80
ﾀﾏｷ ﾚｲﾅ 島根 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 島根

6 4 2152 玉木　　玲奈(1) 河南中 14.30 6 1 1824 古谷　優羽輝(2) 出雲一中 13.82
ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ 島根

1 839 稲村　　奈穂(2) 湖南中 DNS 7 2 520 藤原　　陽菜(2) 松江一中 14.02
ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 島根 ｶﾜｵｶ ﾋﾖﾘ 島根

2 837 新田　　桜子(2) 湖南中 DNS 8 536 川岡　ひより(1) 松江一中 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.8)不正スタート



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 09:30 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:0.0) 2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 ﾉｿﾞﾐ 島根 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 島根

1 5 521 加藤　　　希(2) 松江一中 19.28 1 5 2708 佐藤　　光琉(2) 斐川西中 16.83
ｲｼﾊﾗ ｶﾅｺ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵ 島根

2 7 2623 石原　加奈子(1) 斐川東中 19.30 2 3 2719 森山　　菜桜(1) 斐川西中 17.93
ｵｶﾀﾞ ﾐｻ 島根 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 島根

3 6 553 岡田　　美沙(2) 松江一中 19.36 3 8 2622 福島　　遥香(2) 斐川東中 18.06
ﾐｼﾏ ﾉｱ 島根 ｽﾀﾆ ﾙｶ 島根

4 4 532 三島　　希音(1) 松江一中 20.38 4 4 2433 須谷　　瑠香(1) 向陽中 18.68
ﾓﾁｶﾜ ﾐﾅ 島根 ﾅｶﾞﾐ ｺｺﾉ 島根

3 2567 餅川　　美夏(1) 大社中 DNF 5 7 2619 永見　　心乃(2) 斐川東中 19.86
ｲｼﾓﾄ ﾏﾁ 島根

6 736 石本　　眞千(1) 松江四中 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学女子4X100mR
審 判 長：野津　浩一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 14:40 決　勝

決　勝　2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 2620 原　　　雅楽(2) ﾊﾗ ｳﾀ 57.53 1 6 松江一中A 514 成相　　水葵(2) ﾅﾘｱｲ ﾐｽﾞｷ 54.51
(島根) 2621 原　　　乎雛(2) ﾊﾗ ｺﾋﾅ (島根) 555 井原　　　凛(2) ｲﾊﾞﾗ ﾘﾝ

2619 永見　　心乃(2) ﾅｶﾞﾐ ｺｺﾉ 520 藤原　　陽菜(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾅ
2622 福島　　遥香(2) ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 522 武藤　　史華(2) ﾑﾄｳ ﾌﾐｶ

2 3 大社中 2561 伊藤　　莉瑠(1) ｲﾄｳ ﾘﾙ 58.34 2 3 湖南中A 833 枝木　　香歩(2) ｴﾀﾞｷﾞ ｶﾎ 54.92
(島根) 2567 餅川　　美夏(1) ﾓﾁｶﾜ ﾐﾅ (島根) 837 新田　　桜子(2) ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ

2565 富田　　和果(1) ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ 843 竹谷　　祐菜(2) ﾀｹﾀﾆ ﾕﾅ
2566 手錢　　優月(1) ﾃｾﾞﾝ ﾕﾂﾞｷ 839 稲村　　奈穂(2) ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ

3 5 松江一中B 537 鷦鷯　　一紗(1) ｻｻｷ ｶｽﾞｻ 58.38 3 7 松江四中 733 三村　咲也香(2) ﾐﾑﾗ ｻﾔｶ 55.00
(島根) 530 松田　　愛美(1) ﾏﾂﾀﾞ ｱｲﾐ (島根) 730 岡田　向夏花(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ

532 三島　　希音(1) ﾐｼﾏ ﾉｱ 714 長澤　　美寿(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｺﾄ
536 川岡　ひより(1) ｶﾜｵｶ ﾋﾖﾘ 729 衣笠　里佳子(2) ｷﾇｶﾞｻ ﾘｶｺ

4 2 東出雲中 1016 梶谷　　希颯(1) ｶｼﾞﾀﾆ ﾉﾉｶ 58.65 4 5 斐川西中B 2717 永瀬　　陽依(1) ﾅｶﾞｾ ﾋﾖﾘ 55.07
(島根) 1023 大谷　　夢咲(2) ｵｵﾀﾆ ﾕﾒｻ (島根) 2713 三加茂あさひ(1) ﾐｶﾓｱｻﾋ

1038 田中　風羽里(2) ﾀﾅｶ ﾌﾜﾘ 2714 田中　　　絢(1) ﾀﾅｶ ｱﾔ
1018 飯森　　心胡(2) ｲｲﾓﾘ ｺｺ 2719 森山　　菜桜(1) ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵ

5 7 湖南中B 854 髙尾　　はな(1) ﾀｶｵ ﾊﾅ 59.08 5 8 河南中 2154 福田　　稀那(1) ﾌｸﾀﾞ ｷﾅ 55.97
(島根) 857 安藤　　遥咲(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｱ (島根) 2153 林　　　ひな(1) ﾊﾔｼ ﾋﾅ

853 矢頭　　陽由(1) ﾔｶｼﾗ ﾋﾖﾘ 2151 園山　　乃愛(1) ｿﾉﾔﾏ ﾉｱ
852 矢倉　　桃花(1) ﾔｸﾗ ﾓﾓｶ 2152 玉木　　玲奈(1) ﾀﾏｷ ﾚｲﾅ

4 向陽中 2432 今岡　　ゆあ(1) ｲﾏｵｶ ﾕｱ DNS 6 4 斐川西中A 2709 神田　　和奏(2) ｶﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 56.77
(島根) 2433 須谷　　瑠香(1) ｽﾀﾆ ﾙｶ (島根) 2718 渡部　　実悠(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ

2431 飯塚　　智乃(1) ｲｲﾂｶ ﾁﾉ 2708 佐藤　　光琉(2) ｻﾄｳ ﾋｶﾙ
2422 福田　　彩夏(2) ﾌｸﾀﾞ ｻﾅ 2707 笠谷　　葉月(2) ｶｻﾔ ﾊﾂﾞｷ

8 松江二中B DNS 7 2 斐川東中A 2624 佐藤　　遥香(1) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 56.90
(島根) (島根) 2627 加納　　静七(1) ｶﾉｳ ｼｽﾞﾅ

2625 仁木　　ふみ(1) ﾆｷ ﾌﾐ
2626 森脇　沙亜耶(1) ﾓﾘﾜｷ ｻｱﾔ

1 松江二中A DNS
(島根)

凡例  DNS:欠場



中学女子走高跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 12:30 決　勝

決　勝　

ﾌｸﾀﾞ ｻﾅ 島根 － － － － ○ － × × ×

1 9 2422 福田　　彩夏(2) 向陽中 1m30
ｲｲﾓﾘ ｺｺ 島根 － － － ○ × × ○ × × ×

2 8 1018 飯森　　心胡(2) 東出雲中 1m30
ｶﾈﾏﾙ ﾕﾗ 島根 － － ○ ○ × × ×

3 2 2143 金丸　　由良(2) 河南中 1m25
ｶﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 島根 － － － ○ × × ×

3 4 2709 神田　　和奏(2) 斐川西中 1m25
ｲﾀﾓﾁ ｾｲﾅ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

5 7 2157 板持　　聖奈(1) 河南中 1m20
ｻｲﾄｳ ﾓｶ 島根 ○ ○ × × ×

6 6 2159 齋藤　　百花(1) 河南中 1m15
ｶﾄｳ ﾜﾐ 島根 － × ○ × × ×

7 5 2149 加藤　　わみ(1) 河南中 1m15
ｲﾄｳ ﾘﾙ 島根 × ○ × ○ × × ×

8 3 2561 伊藤　　莉瑠(1) 大社中 1m15
ﾄﾐﾀ ﾉﾄﾞｶ 島根 × × ×

1 2565 富田　　和果(1) 大社中 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m15 1m20 1m25 1m30 1m33 1m36

凡例  NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：森本　真晃

記録主任：河村　靖宏

10月22日 11:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲﾂｶ ﾁﾉ 島根

1 1 2431 飯塚　　智乃(1) 向陽中
ﾊﾗ ｳﾀ 島根

2 8 2620 原　　　雅楽(2) 斐川東中
ｻﾈｼｹﾞ ｱｲﾗ 島根

3 5 1014 實重　あいら(2) 東出雲中
ﾃｾﾞﾝ ﾕﾂﾞｷ 島根

4 9 2566 手錢　　優月(1) 大社中
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｶ 島根

5 2 2616 黒田　　絢花(2) 斐川東中
ｶﾐﾔﾏﾈ ﾚｲ 島根

6 4 1034 上山根　　怜(2) 東出雲中
ﾀﾞﾃ ﾕｲｺ 島根

7 6 1108 伊達　結愛子(2) 島大附属
ｲｼﾄﾋﾞ ﾓｴｺ 島根

8 10 746 石飛　　萌子(1) 松江四中
ｲｼｶﾜ ｻﾗ 島根

9 11 1812 石川　　咲空(1) 出雲一中
ｵｵﾓﾘ ﾁｽｽﾞ 島根

10 3 2615 大森　　千鈴(2) 斐川東中
ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾘ 島根

11 7 1814 井上　　陽愛(1) 出雲一中
ｿﾀ ﾊﾙｶ 島根

12 1035 曽田　　春香(1) 東出雲中 NM

+1.8 +0.4 +0.7 +0.7
× × ×

+0.6 +0.9 +0.6
2m76 2m93 2m94 2m94

+0.9 +1.0 +0.7 +0.7
× 2m96 2m72 2m96

+1.5 +0.4 +1.5
3m05 3m11 3m25 3m25

+0.6 +1.1 +0.1 +0.1
× 3m42 3m16 3m42

0.0 +0.7 +0.8 +0.8
3m33 3m33 3m42 3m42

+0.5 0.0 +0.5
3m48 3m50 3m51 3m51

+1.0 +1.7 +1.0
3m61 3m51 × 3m61

+1.1 +1.1 +0.8 +1.1
× 3m67 3m39 3m67

-0.8 +1.2 -0.8
3m72 3m62 3m67 3m72

+1.3 +1.2 +1.5 +1.2
3m76 × 3m66 3m76

1回目 2回目 3回目 記録

3m74 3m98 3m74 3m98

凡例  NM:記録なし



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：上田　健一

記録主任：河村　靖宏

10月22日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｳｶﾞ ﾕｳﾅ 島根

1 8 2147 宇賀　　侑愛(1) 河南中
ｲﾏｵｶ ﾕｱ 島根

2 1 2432 今岡　　ゆあ(1) 向陽中
ｱｵｲ ﾗｽﾞ 島根

3 12 3833 青井　　愛苺(2) 横田中
ﾍﾞｯｼｮ ｿﾗ 島根

4 10 2730 別所　　　空(1) 斐川西中
ﾐｽﾞ ｱｶﾘ 島根

5 9 622 水　　あかり(1) 松江二中
ｶﾈﾂｷ ﾕｳﾘ 島根

6 5 2531 金築　　優里(2) 大社中
ﾆｼﾊﾗ ﾁｶｺ 島根

7 3 620 西原　千香子(1) 松江二中
ﾀﾀﾉ ﾁｻﾄ 島根

8 2 2160 多々納知紗登(1) 河南中
ｻﾉ ﾊﾙｻ 島根

9 11 724 佐野　　陽咲(2) 松江四中
ﾏﾂﾀﾞ ｱｲﾐ 島根

10 4 530 松田　　愛美(1) 松江一中
ﾁﾖﾀﾞ ﾃﾙ 島根

11 7 713 千代田　　晴(2) 松江四中
ﾓﾁﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 島根

12 6 712 持田　　瑞月(2) 松江四中

1回目 2回目 3回目 記録

7m41 6m96 7m91 7m91

6m72 7m26 6m18 7m26

6m55 6m76 7m01 7m01

6m80 6m80 6m48 6m80

6m56 6m56 6m30 6m56

5m85 6m12 6m07 6m12

× 5m73 5m50 5m73

5m58 5m29 5m50 5m58

5m25 5m21 5m16 5m25

× 4m84 5m24 5m24

4m77 4m81 4m37 4m81

4m10 3m32 3m68 4m10


