
中学男子3000m

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(島根・仁多中)              2004 11月12日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶｼﾏ ｿｳｽｹ 島根 ｲﾄｳ ﾐﾂﾊ 島根

1 724 鹿島　　宗佑(2) 松江四中 12:04.22 1 2130 伊藤　　三葉(2) 河南中 9:37.33
ﾓﾘ ｹｲﾀ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ﾄｱ 島根

2 2128 森　　　慶太(3) 河南中 10:39.39 2 2411 錦織　　翔愛(3) 向陽中 9:48.32
ﾌﾉ ｵｳｼ 島根 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 島根

3 2155 布野　　央士(1) 河南中 10:17.06 3 4818 松崎　　悠生(2) 浜田一中 9:50.98
ｵﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 島根 ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根

4 2143 小村　　亮太(2) 河南中 9:57.47 4 2013 井戸　琥太郎(3) 出雲三中 9:13.46
ﾏﾂｼﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 島根 ｽｺﾎﾞｼ ｼｭﾝﾀ 島根

5 2549 松島　　大輔(1) 大社中 12:37.55 5 4814 須古星　駿太(2) 浜田一中 9:33.08
ｵﾑﾗ ﾕｳｷ 島根 ﾀﾑﾗ ｺｳ 島根

6 2163 小村　　優貴(1) 河南中 6 2421 田村　　　康(2) 向陽中 9:43.43
ｲｹﾀﾞ ｿｳﾙ 島根 ﾀｸﾜ ﾘｭｳｸ 島根

7 721 池田　　奏琉(2) 松江四中 11:19.91 7 2433 多久和　竜空(1) 向陽中 9:31.08
ﾒﾂｷﾞ ﾋﾛﾄ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 島根

8 725 目次　　弘人(2) 松江四中 10:59.44 8 2135 遠藤　　光基(2) 河南中 9:26.91
ｵｵﾐﾁ ﾕｳｷ 島根 ﾃｾﾞﾝ ｶｲｾｲ 島根

9 722 大道　　悠貴(2) 松江四中 11:50.76 9 2521 手銭　　快星(2) 大社中 9:37.50
ｷﾑﾗ ｱｷﾄ 島根 ｲﾏｵｶ ｻﾄｼ 島根

10 2431 鬼村　　晃永(1) 向陽中 10:58.57 10 2131 今岡　　悟志(2) 河南中 9:24.99
ﾉﾂ ｿｳｼ 島根 ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根

11 533 野津　　颯志(2) 松江一中 10:49.29 11 2119 布野　幹太郎(3) 河南中 9:11.36
ﾅｶｻﾞﾜ　ﾋﾅﾀ 島根 ｺﾄｳ ﾀｲﾁ 島根

12 712 中沢　　陽向(1) 松江四中 12 619 古藤　　太一(3) 松江二中 9:25.57
ﾉﾂ　ﾋﾛﾅﾘ 島根 ﾐﾊﾗ ｶｲﾘ 島根

13 624 野津　　寛成(2) 松江二中 9:59.17 13 2126 三原　　海璃(3) 河南中 9:41.76
ｲﾜｻｷ ｼｵﾝ 島根 ﾔｵ ﾘｮｳｾｲ 島根

14 2015 岩﨑　　獅音(3) 出雲三中 10:11.20 14 2216 八尾　　亮政(3) 浜山中 9:25.54
ﾐﾊﾗ ﾊﾙ 島根 ｶｷﾀ ﾘｸﾄ 島根

15 2162 三原　　晴琉(1) 河南中 15 2120 柿田　　陸斗(3) 河南中 9:54.80
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 島根 ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 島根

16 2422 原田　真之介(2) 向陽中 10:22.16 16 2124 行武　　直弘(3) 河南中 9:17.99
ｵｵｶｼﾞ　ｼｮｳﾏ 島根 ｵｸﾓﾄ ｶﾂﾐ 島根

17 2545 大梶　　照真(1) 大社中 12:41.70 17 7700 奥本　　勝海(3) 知夫中 9:24.52
ﾐﾔｻﾞｺ ｺｳｷ 島根 ﾆｯﾀ　ﾊｼﾞﾒ 島根

18 521 宮廻　　光希(3) 松江一中 10:11.14 18 5067 新田　　　大(3) 浜田三中 9:17.91

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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一般高校男子5000m

島根県記録(PR)            13:26.78     三浦　龍司(島根・順天堂大)            2021
島根県高校記録(HPR)       14:08.86     大浜　洋平(島根・開星高)              1995 11月12日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 ﾅｶﾞｻｺ　ｼｭﾝﾔ 島根

1 1078 高見　　　陸(2) 雲南市陸協 17:04.18 1 42 長廻　　舜也(2) 平田高 15:15.00
ｺﾞｳﾊﾞﾗ　ｴｲﾀ 島根 ｶﾂﾋﾗ ﾀｸﾔ 島根

2 552 河原　　栄太(1) 出雲北陵高 16:30.00 2 1071 勝平　　拓也 雲南市陸協 15:35.00
ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 島根 ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根

3 11 田原　　翔太(2) 益田東高 16:52.26 3 1011 園山　　健太 X-Rabitts 15:22.36
ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛｷ 島根 ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

4 563 高橋　　宙暉(1) 平田高 16:50.00 4 299 多原　　大和(3) 出雲工高 14:40.74
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根 ｲﾜｻｷ　ｷﾗﾄ 島根

5 533 石飛　　翔悟(1) 平田高 16:30.00 5 534 岩崎　　輝翔(1) 平田高 15:40.00
ｽﾄｳ　ﾅﾙｷ 島根 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 島根

6 600 周藤　　成輝(1) 平田高 19:00.00 6 1079 田中　　敏弘 雲南市陸協 15:44.67
ﾆｼｺｵﾘ　ﾋﾃﾞｷ 島根 ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 島根

7 539 錦織　　秀樹(1) 平田高 16:50.00 7 1314 竹内　　達也 松江市陸協 15:10.30
ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 島根 ﾀﾊﾞﾗ　ｼｮｳﾏ 島根

8 593 伊藤　　楓冴(1) 益田東高 16:15.77 8 39 田原　　匠真(3) 平田高 14:32.32
ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾝ 島根 ﾄﾐｵｶ　ﾅﾙﾐ 島根

9 301 平野　　健心(3) 出雲工高 16:30.70 9 538 冨岡　　成望(1) 平田高 15:40.00
ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ﾜｶﾀｹ　ｷﾗ 島根

10 306 布野　新太郎(2) 出雲工高 16:30.72 10 91 若竹　　葵礼(3) 開星高 15:29.67
ﾀﾉｳ ﾋｶﾙ 島根 ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根

11 133 多納　　　輝(2) 松江高専 17:42.92 11 160 黒見　　紘大(2) 浜田商高 15:38.70
ｲﾁﾑﾗ ｶﾅﾄ 島根 ｻｻｷ　ｲｯﾃﾂ 島根

12 59 市村　　叶夢(2) 大田高 16:38.22 12 37 佐々木　一哲(3) 平田高 14:59.00
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙｷ 島根 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根

13 7-1145 岡﨑　　陽星(4) 松江高専 17:22.84 13 1009 岩本　健次郎 X-Rabitts 15:44.84
ﾐｼﾏ　ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根

14 45 三島　　琉正(2) 平田高 16:40.00 14 540 福間　　健太(1) 平田高 15:40.00
ｸﾘﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 ｻﾉ　ﾋﾛﾄ 島根

15 7-1850 栗矢　蒼一郎(3) 島根大 17:17.76 15 38 佐野　　泰斗(3) 平田高 15:15.00
ｽｷﾞｳﾁ ﾐﾅﾄ 島根 ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ 島根

16 594 杉内　　南斗(1) 益田東高 17:55.00 16 300 藤間　　慶士(3) 出雲工高 15:30.42
ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 島根 ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根

17 7-2171 鎌田　　健輔(1) 島根大 18:36.47 17 35 加藤　　蒼梧(3) 平田高 15:10.00
ﾆｯﾀ ﾄﾓｷ 島根 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

18 205 新田　　知生(2) 松江農高 18:41.32 18 40 栗原　　卓也(2) 平田高 15:45.00
ﾎｿﾀﾞ　ｶｲﾄ 島根 ｵｶ　ﾏﾋﾛ 島根

19 744 細田　　風弦(2) 松江農高 18:44.23 19 535 岡　　　真優(1) 平田高 15:45.00
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根 ﾉﾑﾗ ｹｲﾀﾂ 島根

20 135 原田　　叶海(2) 松江高専 20 595 野村　　渓達(1) 益田東高 15:45.93
ﾀｹｵｶ ｼﾄﾞｳ 島根 ｱﾘﾀ　ﾊﾙｷ 島根

21 131 竹岡　　志道(2) 松江高専 21 92 有田　　陽輝(2) 開星高 15:49.30
ﾀｹｼﾀ ﾀｲｷ 島根 ｲﾄｳ　ﾖｼﾋﾛ 島根

22 132 竹下　　泰生(2) 松江高専 22 1049 伊藤　　悦宏 松江市陸協 16:09.70
ｼﾏﾀﾞ ｻｸ 島根 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵｷ 島根

23 733 島田　　　朔(1) 益田東高 23 96 永田　　直希(2) 開星高 16:09.91
ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島根

24 1013 野津　　侑輝 X-Rabitts 16:11.24

タイムレース上位8位
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中学女子3000m

島根県中学記録(JPR)        9:34.00     來海　りえ(島根・旭丘中)              2007 11月12日 13:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ 島根

1 2534 杉原　　那奈(2) 大社中 11:24.56
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 島根

2 2421 金森　　由奈(2) 向陽中 10:58.20
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷ 島根

3 2710 杉山　　あき(2) 斐川西中 10:58.00
ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 島根

4 2061 園山　　果林(3) 出雲三中 11:22.26
ｶｼﾞﾀﾆ ﾁｱ 島根

5 836 梶谷　　ちあ(2) 湖南中 11:01.21
ｽﾐｶﾞﾜ ﾖｼﾉ 島根

6 6217 澄川　　由乃(3) 益田中 10:27.73
ｵｵﾊﾏ　ﾎﾉｶ 島根

7 5044 大濵　　歩花(2) 浜田三中 10:40.00
ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根

8 2416 門脇　　　葵(3) 向陽中 10:56.39
ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ 島根

9 2069 蒲生　　悠桜(3) 出雲三中 10:05.94
ｻｲﾄｳ　ﾘﾅ 島根

10 6821 齋藤　　梨菜(2) 高津中 10:17.55
ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 島根

11 2071 佐々木　葉音(3) 出雲三中 10:59.05
ﾋﾉ ﾅﾕ 島根

12 2715 樋野　　菜由(1) 斐川西中 10:55.00
ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 島根

13 2423 福田　　美紅(2) 向陽中 11:21.40
ﾋﾉ ｶﾅ 島根

14 716 日野　　夏愛(1) 松江四中 10:55.38
ﾀｸﾜ ｶﾚﾝ 島根

15 2417 多久和　禾恋(3) 向陽中 10:37.73
ｺﾀﾆ ﾜｶﾅ 島根

16 5037 小谷　　和奏(3) 浜田三中 11:30.00
ｶﾏｴ　ﾕﾗ 島根

17 5045 釜江　　由來(2) 浜田三中 11:30.00
ﾅｵﾗ ｺﾊﾅ 島根

18 2018 直良　　胡花(3) 出雲三中 11:36.75
ｶﾜｽﾐ ﾊﾅｶ 島根

19 2532 川角　　華加(2) 大社中 12:12.04
ｼﾓﾐﾔ　ｲﾁｶ 島根

20 831 下宮　　一華(2) 湖南中 12:18.43
ﾀｹｼﾀ ﾋｶﾘ 島根

21 855 竹下　ひかり(1) 湖南中 12:46.88



一般高校女子3000m

島根県記録(PR)             9:23.57     万代　美幸(島根・大阪学院大)          2012
島根県高校記録(HPR)        9:24.14     宗正　美海(島根・益田東高)            2005
島根県高校国際記録(IHR)    8:54.57     ジュディ・ジェプングテッチ(島根・益田東高)2020 11月12日 13:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｴｽﾀｰﾜﾝｼﾞﾙ 島根

1 18 エスターワンジル(2) 益田東高 10:18.58
ｻｸﾏ ｶｴ 島根

2 16 作間　　華絵(3) 益田東高 10:31.29
ﾀｸﾜ　ﾋﾅ 島根

3 54 多久和　陽菜(2) 平田高 10:40.00
ﾐｼﾛ　ﾜｶ 島根

4 543 三代　　和果(1) 平田高 10:30.00
ｱｻﾊﾗ ﾙﾅ 島根

5 14 淺原　　琉那(3) 益田東高 10:33.49
ﾎﾝﾀﾞ　ｺﾄﾐ 島根

6 55 本田　　琴弓(2) 平田高 9:55.00
ｵﾑﾗ　ﾐｶ 島根

7 541 小村　　実加(1) 平田高 10:30.00
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根

8 24 村上　　　倫(2) 益田東高 10:06.35
ｱｵｷ　ｱｲﾊ 島根

9 47 青木　　愛葉(3) 平田高 10:30.00
ｽﾐ ﾓﾓｺ 島根

10 50 角　　　桃子(3) 平田高 10:10.00
ﾓﾘﾔﾏ　ｻﾄﾐ 島根

11 56 森山　紗仁美(2) 平田高 10:00.00
ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根

12 22 広山　　　舞(2) 益田東高 10:41.99
ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 島根

13 51 田邊　　　心(3) 平田高 10:10.00
ｶﾄﾞﾜｷ　ｶﾉﾝ 島根

14 52 門脇　　花音(2) 平田高 10:15.00
ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根

15 17 石田　　萌笑(2) 益田東高 10:13.61
ｶﾄｳ ｱﾝ 島根

16 545 嘉藤　　　杏(1) 平田高 11:30.00
ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄ 島根

17 212 田淵　　瑚都(2) 松江農高 11:36.48
ｵﾀﾞ ﾐﾁｶ 島根

18 596 小田　　倫加(1) 益田東高 12:14.82
ﾆｼﾑﾗ ﾁﾎ 島根

19 7-1370 西村　　知穗(1) 島根大 13:01.85
ｶﾉｳ ﾅﾅ 島根

20 209 加納　　菜々(2) 松江農高
ｺﾎﾞﾘ　ｲﾁｶ 島根

21 553 小堀　　壱華(1) 出雲北陵高
ﾐｽﾐ ﾏｺ 島根

22 775 三角　　真心(1) 松江農高
ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 島根

23 602 川上　　心暖(1) 松江農高
ｾﾝｽ ﾐﾅﾐ 島根

24 603 扇子　　実南(1) 松江農高
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根

25 208 青山　　遥香(2) 松江農高
ﾊﾙｷ ﾊﾅ 島根

26 604 春木　　芭菜(1) 松江農高
ﾐｶﾓﾄ ﾏﾅ 島根

27 745 御神本　愛菜(1) 松江農高


