
　一般財団法人島根陸上競技協会は各競技団体と協力し、陸上競技を通じてスポーツ文化の普及と
振興を図り、県民の心身の健全な発達と豊かな人間性を育てるための活動を行っています。

島根陸協だより
発行：島根陸上競技協会総務委員会広報部　2016年１１月２８日発行
一般財団法人　島根陸上競技協会
〒690－0015　松江市上乃木十丁目４番１号（松江市営陸上競技場内）　TEL/FAX：0852－23－6686　ホームページ：http://www.shimariku.jp
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　島根の女性アスリート二人が瑞穂スタジアムで偉業を
成し遂げました。6月24～26日に行われた日本選手権、
女子400mで青山聖佳選手が、女子800mで福田翔子選
手が初の栄冠を手にしました。
　島根の陸上競技に新たな歴史の1ページを開きまし
た。この優勝はこれからの2人の飛躍に向けての第一歩
であり、2020年の東京オリンピックへの出場、活躍が
期待されます。
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　４月３日、今年も松江市営陸上競技場発着のコースで行われました。３部門合わせて５１チームの参
加となり、松江市が総合優勝を勝ち取りました。また、各部門優勝は、一部（市町村対抗）松江市、
２部（団体対抗）ホシザキ電機、３部（高校対抗）平田高校でした。

4月16日・17日
松江市営陸上競技場

５月７日・８日
益田陸上競技場

１部優勝　松江市 ２部優勝　ホシザキ電機 ３部優勝　平田高校

中学男子　砲丸投　　　長岡　雅飛（益田東中）　　13m00
一般男子　ハンマー投　柏村　亮太（モンテローザ）63m76
　　　　　　　　　　　赤穂　弘樹（鳥取陸協）　　65m73

男子　800m　　　千原　康大（環太平洋大）1分54秒64
男子　3000mSC　多久和能広（平田高）　　9分07秒07
男子　5000mW 　泉　　健太（松江北高）　20分29秒17（31年ぶり山陰新）
男子　棒高跳　　　来間　弘樹（順天堂大）　5m20
　　　　　　　　　澤　　慎吾（日本大）　　5m20
女子　やり投　　　戸川　結惟（島根大）　　43m06

大会新記録

大会新記録

４月３日第71回　宍道湖一周駅伝競走大会
４月３日 今年も松江市営陸上競技場発着 行われました ３
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男子　武村佳尚選手（香川）　女子　加納由理選手（東京）　ともに初優勝

9月26日第59回　松江玉造ハーフマラソン
男子 武村佳尚選手（香川） 女子 加納由理選手（東京）
第59回　松江玉造ハーフマラソン第59回　松江玉造ハーフマラソン

1位　武村　佳尚（香川・四国中央市陸協）1時間 9 分56秒
2位　兼重　仁彦（山口・宇部市陸協）　　1時間10分31秒 
3位　池本　大介（鳥取・自衛隊米子）　　1時間12分 0 秒 
4位　平垣内章久（広島・呉市陸協）　　　1時間12分24秒 
5位　野儀　晋一（島根・松江陸上クラブ）1時間12分27秒
6位　大下　　徹（広島・福山市陸協）　　1時間12分41秒 
7位　三谷　耕次（鳥取・布勢ＡＣ）　　　1時間13分 6 秒 
8位　豊田　浩司（島根・益田市役所）　　1時間13分18秒
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1位　加納　由理（東京・ウィルフォワード）1時間23分 5 秒
2位　俵　　千香（埼玉・TEAM R×L）　1時間24分38秒 
3位　小河　亜衣（兵庫・姫路市陸協）　　1時間25分 8 秒 
4位　田中　啓子（山口・TEAM VIVA!）　1時間25分27秒 
5位　北川真由佳（大阪・大阪市役所）　　1時間27分13秒
6位　吉村　友香（島根・益田市陸協）　　1時間28分12秒 
7位　吉光　和恵（岡山・桃太郎夢クラブ）1時間28分50秒 
8位　角　　美恵（島根・松江陸上クラブ）1時間29分17秒
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〈入賞者一覧〉

大会報告（島根陸上競技協会主催大会）

（写真は山陰中央新報４月４日）

男子優勝　武村選手男子優勝　武村選手
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全国の舞台で活躍した島根の中学・高校生全全全全全全全全全全全国国国国国国国国ののののののののの舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞台台台台台台台台台台台ででででででででででで活活活活活活躍躍躍躍しししししししししししたたたたたたたたたたた島島島島島島島島島島島根根根根根根根根根根のののののののののの中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学・・・・高高高高高高高高高高校校校校校校校校校生生生生生生生生生生生全国の舞台で活躍した島根の中学・高校生

全日本中学校陸上競技選手権大会

全国高等学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　　

日本学生陸上競技対校選手権大会

7月29日～8月2日［岡山・シティライト］
女子400m 福田　翔子（松江北高）５位　55秒30
女子800m 福田　翔子（松江北高）優勝　2分04秒29
男子110mH 勝田　　築（開星高）　２位　14秒18（+1.2m）
男子3000mSC 多久和能広（平田高）　７位　9分09秒04

9月2日～4日［埼玉・熊谷］
男子110mH　矢田　　弦（東京学芸大・松江北高出身）５位　14秒40（-1.9m）
男子棒高跳　 来間　弘樹（順天堂大・大社高出身）　　３位　5m40
女子200m　 青山　聖佳（大阪成蹊大・松江商高出身）優勝　24秒06（-0.5m）
女子400m　 青山　聖佳（大阪成蹊大・松江商高出身）優勝　52秒85

第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会

第10回日本ユース陸上競技選手権大会

第47回ジュニアオリンピック陸上競技大会

今年行われた全国大会で上位入賞を果たした島根県の選手は以下の通りです。

8月21日～24日［長野・松本平］
女子100mH　長崎さゆり（大社中）優勝　13秒95（-1.5m）

10月21日～23日［愛知・瑞穂］
女子800m　福田　翔子（松江北高）４位　2分09秒92

10月21日～23日［愛知・瑞穂］
男子110mH　勝田　　築（開星高）２位　13秒77（-0.7m）　大会新記録

10月28日～30日［神奈川・日産スタジアム］
Ａ男子走高跳　　陶山　勇人（出雲三中）３位　1m95
Ｂ男子砲丸投　　長岡　雅飛（益田東中）２位　16m17
Ａ女子100mYH　長崎さゆり（大社中）　１位　13秒93（-0.4m）
Ｂ女子走幅跳　　宮田　星乃（大社中）　１位　5m73（＋1.0m）

大社中　長崎さゆり選手
（山陰中央新報8月25日）
大社中　長崎さゆり選手
（山陰中央新報8月25日）

開星高　勝田　築選手（山陰中央新報8月3日）開星高　勝田　築選手（山陰中央新報8月3日）
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岩手県北上市　北上陸上競技場　　2016年10月7日㈮～11日㈫
2016　希望の郷　いわて国体　島根県選手の結果

岩手県北上市 北上陸上競技場 2016年10月7日㈮～11日㈫
2016 希望の郷 いわて国体 根県選手の結わて 体2016　希望の郷　いわて国体　島根県選手の結果

＊男女総合：20点　39位　＊女子総合：15点　25位　
【入賞者】
少年A男子　やり投　　４位　大村　　司（島根中央高）64m07
成年女子　　400m　　１位　青山　聖佳（大阪成蹊大）54秒35
成年女子　　800m　　６位　福田　翔子（松江北高）　2分08秒27
少年B女子　100mYH　５位　長崎さゆり（大社中）　　14秒02（＋1．6m）

選手名 結果 選手名 結果

100m 吾郷　　陽(東洋大) 予選7位 10"97 (+0.8)  
110mH 矢田　　弦(東京学芸大) 予選5位 14"33 (+0.6)  
400mH 宮崎　大樹(福岡大) 予選6位 52"23  

走高跳 石橋　　健(SUNS AC) 決勝  記録なし
走幅跳 田　周平(島根大) 決勝23位 7m16 (+0.6)

100m 花田　達也(大社高) 予選5位 10"70 (+3.9)  

5000m 多久和能広(平田高) 決勝16位 14'39"48 ハンマー投 赤木　美保(環太平洋大) 決勝19位 45m76

ハンマー投 田中　亮伍(松江工高) 決勝10位 56m24 100m 三上　真奈(矢上高) 予選7位 12"57 (+2.2)  

やり投 大村　　司(島根中央高) 決勝4位 64m07 400m 米田　涼帆(明誠高) 予選7位 1'00"29  

100m 門脇　　陸(松江北高) 予選4位 11"25 (-0.4)  3000m 小玉　芽衣(平田高) 決勝20位 9'51"37

3000m 三浦　龍司(浜田東中) 予選16位 8'50"29  400mH 大賀　結莉(松江北高) 予選7位 1'05"02  

走幅跳 三島　央志(大社高) 決勝29位 6m18 (+0.7) 100m 大下　愛梨(六日市中)

長崎さゆり(大社中)

予選6位 12"88 (+0.1)  

800m 重田純太郎(明誠高) 予選7位 1'59"46  

少年共通 1500m 青山　春菜(松江北高) 予選10位 4'45"77  

5000mW 泉　　健太(松江北高) 決勝10位 20'47"68 三上　真奈(矢上高)
円盤投 清原　平仁(大社高) 決勝13位 43m63 青山　聖佳(大阪成蹊大)

花田　達也(大社高) 前田　瑠音(明誠高)
吾郷　　陽(東洋大) 大下　愛梨(六日市中)
畑中　将彦(開星高)
門脇　　陸(松江北高)

種目

予選6位 41"58  

種目

成年

少年A

少年B

少年成年

共通
4x100mR

少年共通

少年A

少年成年

共通
4x100mR 予選4位 47"47  

100m 青山　聖佳(大阪成蹊大)

予選1位 13"98 (+0.4)
準決勝2位 13"73 (+0.0)
　　　　　＊県高校新
決勝　失格

110mJH 勝田　　築(開星高)

予選1位 14"00 (+0.6)
　　　　　＊県中学新
準決勝2位 14"03 (+1.4)
決勝5位 14"02 (+1.6)

100mYH
少年B

成年

予選4位 12"22 (+0.8)
準決勝6位 12"10 (+1.2)

400m 青山　聖佳(大阪成蹊大)
予選1位 55"16
決勝1位 54"35

800m 福田　翔子(松江北高)
予選1位 2'08"20
決勝6位 2'08"27

Ｈ28年度一般財団法人島根陸上競技協会賛助会員の募集についてＨ28年度一般財団法人島根陸上競技協会賛助会員の募集についてＨ28年度一般財団法人島根陸上競技協会賛助会員の募集について

男子結果 女子結果
少年Ａ男子やり投
４位入賞の大村選手

　島根陸上競技協会では、活動に賛同し援助していただける賛助会員（団体・個人）を募集いたします。
年度ごとの会費を納めていただくと賛助会員として登録され、会員には広報紙の配布や５口以上の企業・
団体会員については県陸協主催大会のプログラムへの広告掲載などの特典があります。
　本協会のホームページに掲載の趣意書をご覧いただき、下記の要領でご入会ください。詳細につきまし
ては事務局までお問い合わせください。たくさんの方のご支援をお待ちしておりますので、よろしくお願
いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  記
１．年　会　費　個　人　会　員　年額　２，０００円を１口として、１口以上
　　　　　　　企業・団体会員　年額１０，０００円を１口として、１口以上
２．申込期間　平成 29年３月 31日まで
３．払込方法　郵便局での払込　別紙払込取扱票をご利用下さい。（払込料不要）
　　　　　　　直接支払　　　　協会事務局にご持参下さい。　　
　　　　　　　　　　　　　　　事務局　〒690-0015　松江市上乃木十丁目４番１号（松江市営陸上競技場内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX　０８５２－２３－６６８６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.shimariku.jp
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