
ト ラ ッ ク 審 判 長 赤木　正英

ス タ ー ト 審 判 長 高野　正次

跳 躍 審 判 長 島田　正大

投 て き 審 判 長 島田　正大

招 集 所 審 判 長 石橋　栄

記 録 主 任 松本　浩介

日付 種目

伊藤　千紀(3) 11.11 寺迫　貴希(3) 11.23 松本　波空(2) 11.25 多田　裕紀(3) 11.37 山本　　俊介(3) 11.55 高野　　翔大(3) 11.60 三島　　聡太(2) 11.72 園山　　天志(3) 11.93
島根・島根大 島根・島根大 鳥取・境高 島根・島根大 島根・大社高 島根・大社高 島根・出雲高 島根・開星高
石原　秀真(4) 49.29 森田　光典(4) 49.86 森永　夏野(3) 50.34 山根　　悠介(3) 51.11 木村　拓志(2) 51.61 武永　　　廉(2) 51.88 西谷　　元揮(3) 52.16 宅和　尚之(2) 53.06
島根・島根県立大 島根・松江高専 島根・島根大 島根・松江北高 島根・島根大 島根・大社高 鳥取・八頭髙 島根・島根大
尾林　　恒星(3) 3:59.23 黒石　　隆博(3) 4:01.85 高塚　稜(3) 4:05.43 園山　　健太 4:07.14 佐々木　一哲(2) 4:07.25 竹内　達也 4:07.58 田原　　匠真(2) 4:08.15 山本　　琉楓(2) 4:08.37
島根・平田高 島根・石見智翠館高 島根・島根大 島根・X-Rabbits 島根・平田高 島根・松江市陸協 島根・平田高 鳥取・八頭髙
伊藤　　蒼唯(3) 14:57.31 山口　　　優(2) 15:04.37 小林　　　想(3) 15:11.52 山本　　琉楓(2) 15:15.40 山田　　雅貴(2) 15:22.54 大呂　　青葉(3) 15:23.75 深谷　　　慧 15:24.50 矢田　　聖都(3) 15:28.53
島根・出雲工高 鳥取・八頭髙 鳥取・八頭髙 鳥取・八頭髙 鳥取・八頭髙 鳥取・八頭髙 島根・X-Rabbits 島根・出雲工高

山本　　俊介(3) 15.46 外野　　晴琉(2) 15.90 三浦　伊織(M2) 16.15 園山　　天志(3) 16.49 森木　　大翔(2) 16.49 前田　大和(M2) 17.49 寺本　　颯哉(2) 18.86

島根・大社高 島根・出雲高 島根・島根大 島根・開星高 島根・大社高 島根・島根大 島根・大社高

島根大 42.13 境高 42.83 大社高 43.13 平田高 44.61 八頭髙 44.99 浜田商高 45.23
町田　郁惟(4) 川原　真将(3) 武永　　　廉(2) 佐藤　　蓮文(3) 市村　莉玖斗(3) 林　亜勇夢(3)
佐藤　亜々人(2) 松本　波空(2) 山本　　俊介(3) 岩浅　　圭介(3) 西谷　　元揮(3) 梶間　絢斗(3)
多田　裕紀(3) 門脇　礼樹(3) 高野　　翔大(3) 高橋　　和暉(3) 大久保　凌希(3) 岡本　源(2)
寺迫　貴希(3) 青木　佑太(3) 寄貞　　勇斗(3) 北村　　泰一(3) 川西　　一馬(3) 牧田　煌(2)
島根大 3:27.72 大社高 3:30.89 八頭髙 3:33.05 平田高 3:40.29
宅和　尚之(2) 高野　　翔大(3) 川西　　一馬(3) 多納　　大智(3)
森永　夏野(3) 武永　　　廉(2) 西谷　　元揮(3) 北村　　泰一(3)
木村　拓志(2) 森木　　大翔(2) 市村　莉玖斗(3) 中村　　大起(3)
大野　奏一郎(4) 金川　　岳史(3) 西山　　莉功(3) 岩浅　　圭介(3)
陶山　勇人(2) 1m94 川原　真将(3) 1m80 泉　　　颯人(3) 1m75 加藤　　紳磨(2) 1m75 黒田　優太朗(3) 1m70
島根・島根大 鳥取・境高 島根・石見智翠館高 島根・出雲農林高 島根・平田高
土江　　真翔(2) 4m50 尾﨑　　将矢(3) 4m50 増原　　永人(2) 4m00 矢野　　成唯(2) 3m70 三島　　大輝(2) 3m20
島根・大社高 島根・大社高 島根・大社高 島根・松江農林高 島根・松江農林高
志食　真陽瑠(2) 6m59(+1.6) 佐藤　孝三(4) 6m43(+1.1) 門脇　礼樹(3) 6m21(0.0) 松原　　朋希(2) 6m15(+0.9) 市村　莉玖斗(3) 6m11(-0.4) 福田　　　翼(3) 6m10(-1.9) 多久和　日向(2) 6m02(-0.5) 泉　　　隼人(2) 5m83(-0.2)
島根・島根大 島根・島根大 鳥取・境高 島根・大田高 鳥取・八頭髙 島根・大社高 島根・出雲高 島根・石見智翠館高
増野　紀一郎(3) 11m39
島根・島根大
山根　卓也 50m35 嘉藤　　和真(3) 49m27 山野　健太 47m03 本間　　怜緒(3) 46m29 永原　　　匠(3) 43m96 平尾　　海翔(3) 36m37
島根・BMAC 島根・松江北高 島根・松江市陸協 島根・出雲商高 島根・松江西高 鳥取・八頭髙
青木　佑太(3) 11m75 三原　　友大(2) 11m71 安田　　博人(2) 10m37 本間　　怜緒(3) 10m03 勝部　　侑輝(3) 9m22 藤原　　悠真(2) 7m93 堀内　　瑛介(3) 6m23
鳥取・境高 島根・大社高 島根・大社高 島根・出雲商高 島根・松江西高 島根・松江工高 島根・出雲農林高
山之内　武威(3) 35m46 三原　　友大(2) 34m23 安田　　博人(2) 33m17 福田　　悠喜(3) 33m07 勝部　　侑輝(3) 31m82 安永　　琉星(3) 30m44 平尾　　海翔(3) 28m71 青木　佑太(3) 24m62
島根・大社高 島根・大社高 島根・大社高 島根・大社高 島根・松江西高 島根・益田高 鳥取・八頭髙 鳥取・境高
石飛　　洸人(2) 12.24 川上　　陸哉(2) 12.34 山根　　靖葵(2) 12.41 野津　　柾宏(2) 12.52 松崎　　来逢(2) 12.53 勝部　　雄貴(2) 12.63 黒崎　　明陸(2) 12.64 石橋　　明士(2) 12.69
島根・浜山中 島根・浜山中 島根・平田中 島根・松江三中 島根・浜山中 島根・河南中 島根・大社中 島根・出雲一中
川上　　流矢(3) 11.77 髙杉　　元也(3) 11.89 石原　　由章(3) 11.93 加地　　拓稀(3) 12.04 錦織　　遊心(3) 12.06 小片　　李希(3) 12.12 岸　　　亜室(3) 12.22 飯塚　　　陸(3) 12.40
島根・浜山中 島根・六日市中 島根・平田中 島根・松江一中 島根・出雲一中 島根・平田中 島根・斐川東中 島根・向陽中
曽田　　陽斗(3) 53.63 桑原　　大輝(3) 54.41 山岡　みなみ(3) 56.00 高野　　　創(3) 56.43 星野　　翔心(3) 56.84 堀江　　悠生(3) 58.24 河野　　啓輔(3) 58.29
島根・浜山中 島根・平田中 島根・平田中 島根・河南中 島根・出雲二中 島根・出雲一中 島根・江津中
石飛　　翔悟(3) 4:19.88 草水　　涼太(3) 4:28.84 市山　　温輝(3) 4:29.68 井戸　琥太郎(2) 4:32.46 若竹　　慶育(2) 4:34.24 高野　　　創(3) 4:37.29 布野　幹太郎(2) 4:37.72 阿妻　　光秀(3) 4:38.42
島根・浜山中 島根・仁多中 島根・瑞穂中 島根・出雲三中 鳥取・福生中 島根・河南中 島根・河南中 島根・金城中
市山　　温輝(3) 9:21.89 福間　　健太(3) 9:38.45 岩崎　　輝翔(3) 9:47.36 冨岡　　成望(3) 9:48.75 井戸　琥太郎(2) 9:53.34 若竹　　慶育(2) 9:53.69 今岡　　　樹(2) 9:57.90 錦織　　秀樹(3) 9:58.61
島根・瑞穂中 島根・河南中 島根・河南中 島根・河南中 島根・出雲三中 鳥取・福生中 島根・出雲二中 島根・斐川西中
高橋　　快仁(3) 15.78 石原　　由章(3) 15.94 錦織　　俊介(3) 16.74 飯塚　　　陸(3) 17.32 南木　　　漣(3) 17.35 堀江　　悠生(3) 17.37 井上　　徹也(3) 17.76
島根・平田中 島根・平田中 島根・斐川東中 島根・向陽中 島根・平田中 島根・出雲一中 島根・斐川西中
浜山中 45.66 平田中 45.79 斐川東中 46.83 河南中 47.45 出雲二中 47.50 大社中 47.65 出雲一中 47.70 仁多中 48.06
松崎　　来逢(2) 渡部　　展路(3) 福間　　釉絆(3) 須山　　拓海(2) 林　　　宗汰(3) 川島　　奏音(2) 曽田　　悠馬(3) 松﨑　　珀人(3)
川上　　流矢(3) 石原　　由章(3) 足立　　康佑(3) 勝部　　雄貴(2) 大森　　元輝(3) 式部　　那生(3) 堀江　　悠生(3) 鐘撞　　陽斗(3)
川上　　陸哉(2) 桑原　　大輝(3) 岸　　　亜室(3) 斉野　　滝叶(3) 星野　　翔心(3) 土江　　駿多(2) 日野　　広大(3) 石原　　里海(3)
石飛　　洸人(2) 小片　　李希(3) 錦織　　俊介(3) 高野　　　創(3) 山根　　想大(2) 黒崎　　明陸(2) 錦織　　遊心(3) 内田　　琉生(3)
山岡　みなみ(3) 1m66 足立　　康佑(3) 1m66 阿部　　倖大(2) 1m55 式部　　那生(3) 1m50 岡本　　輝生(3) 1m50 板垣　　輝久(3) 1m50 小村　　海登(2) 1m45
島根・平田中 島根・斐川東中 島根・浜山中 島根・大社中 島根・江津中 島根・出雲二中 島根・大社中

山根　　颯太(3) 1m45
島根・河南中

日本グランプリシリーズ出雲大会_吉岡隆徳記念_第75回出雲陸上競技大会 【21501821】 
浜山公園陸上競技場 【321010】 
2021/04/10 ～ 2021/04/11

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月11日
一般・高校男子100m 

風：-1.3

4月11日 一般・高校男子400m

4月10日 一般・高校男子1500m

4月11日 一般・高校男子5000m

4月10日
一般・高校男子
110mH(1.067m) 

風：+0.4

4月11日 一般・高校男子4X100mR

4月11日 一般・高校男子4X400mR

4月10日 一般・高校男子走高跳

4月10日 一般・高校男子棒高跳

4月10日 一般・高校男子走幅跳

4月10日 一般男子砲丸投(7.260kg)

4月10日 一般・高校男子やり投(800g)

4月10日 高校男子砲丸投(6.000kg)

4月10日 高校男子円盤投(1.750kg)

4月11日 中学男子400m

4月11日
YOSHIOKAリレーチャンピオ
ンズカップ中学男子4X100mR

4月10日 中学男子1500m

4月11日 中学男子3000m

4月10日
中学男子110mH(0.914m) 

風：-0.6

4月11日 中学男子走高跳

4月11日
中学2年男子100m 

風：-1.9

4月11日
中学3年男子100m 

風：+0.2



斉野　　滝叶(3) 3m50 松村　　颯汰(3) 3m10 土江　　駿多(2) 3m10 片岡　　賢晴(3) 2m80 勝部　　寛翔(3) 2m80 松本　祐太郎(2) 2m60 林　　航太朗(3) 2m60
島根・河南中 島根・平田中 島根・大社中 島根・平田中 島根・出雲二中 島根・出雲三中 島根・斐川西中

岡　　　亮汰(2) 2m60
島根・出雲三中
佐藤　　千真(2) 2m60
島根・大社中

渡部　　展路(3) 6m04(+0.5) 加地　　拓稀(3) 5m96(+2.1) 岸　　　亜室(3) 5m78(0.0) 田邉　　　拓(3) 5m62(+0.3) 福間　　釉絆(3) 5m44(+2.0) 川上　　時宗(3) 5m33(+0.7) 椋　　　亮介(3) 5m32(+0.6) 川島　　奏音(2) 5m28(+2.7)
島根・平田中 島根・松江一中 *F3 島根・斐川東中 島根・安来三中 島根・斐川東中 島根・浜山中 島根・浜山中 島根・大社中 *F1

公認5m94(+0.4) 公認5m23(+0.5)

金沢　　夢輝(3) 11m90 高見　晃史郎(2) 9m74 富田　　陸斗(3) 9m48 藤川　　颯太(2) 9m24 黒目　　翔太(3) 8m92 桑原　　大輝(3) 8m89 大場　　涼雅(3) 8m74 曽田　　陽軌(2) 8m64

島根・出雲一中 GR 島根・河南中 島根・出雲一中 島根・斐川西中 島根・出雲二中 島根・平田中 島根・江津中 島根・平田中
金子　　和馬(4) 15.78 山内　　新大(4) 15.82 新田　　蒼介(4) 16.13 飯塚　　　優(4) 16.33 舩木　　紅志(4) 16.39 石倉　　颯馬(4) 16.50 安本　　颯志(4) 16.51 森田　　息吹(4) 16.97
島根・益田陸上教室 鳥取・米子陸上クラブ 島根・今市小 島根・出雲陸上教室 島根・雲南ジュニア 島根・KAZ’sAC 島根・出雲陸上教室 鳥取・米子陸上クラブ
玉串　　　蓮(5) 14.75 プリハルタント琉生(5) 15.75 金築　　一瑳(5) 15.85 陶山　　元気(5) 16.00 竹村　　比呂(5) 16.02 能見　　知宏(5) 16.31 打田　　理久(5) 16.53 岡　　　宗佑(5) 16.58
島根・出雲陸上教室 鳥取・三朝AC 島根・出雲陸上教室 島根・出雲陸上教室 島根・浜田JAS 鳥取・三朝AC 島根・出雲陸上教室 島根・出雲陸上教室
飯塚　　友紀(6) 12.80 乙加　健空雄(6) 13.71 拝上　　大樹(6) 13.90 大石　　　彪(6) 13.99 金子　　一冴(6) 14.06 石橋　　翔汰(6) 14.38 増野　　友真(6) 14.69 松浦　　啓士(6) 14.78
島根・邑智JTS 鳥取・SMTC　Jr. 島根・浜田JAS 島根・松江陸上教室 島根・邑智JTS 島根・邑智JTS 島根・益田陸上教室 島根・雲南ジュニア
拝上　　大樹(6) 3:18.81 布野　　央士(6) 3:25.02 安達　　柚輝(6) 3:27.65 日野　　颯汰(4) 3:29.63 多久和　竜空(6) 3:30.25 森山　　侑人(6) 3:34.30 山本　　瑛介(6) 3:37.52 山根　　結大(5) 3:38.21
島根・浜田JAS 島根・出雲陸上教室 島根・出雲陸上教室 島根・津田小 島根・平田陸上教室 島根・雲南ジュニア 島根・出雲陸上教室 島根・出雲陸上教室
飯塚　　友紀(6) 4m65(-2.6) 金子　　一冴(6) 4m22(-1.6) 石橋　　翔汰(6) 3m87(+0.5) 佐藤　　宏祐(6) 3m79(-0.3) 田邉　　　尋(6) 3m65(-1.2) プリハルタント琉生(5) 3m40(+0.5) 宮本　　咲斗(6) 3m24(-1.1) 三明　　淳一(6) 3m03(+0.8)
島根・邑智JTS GR 島根・邑智JTS 島根・邑智JTS 島根・浜田JAS 島根・Ｔ＆Ｆ飯梨 鳥取・三朝AC 島根・出雲陸上教室 島根・浜田JAS
内田　　美咲(2) 12.76 福本　　智帆(2) 12.89 持田　かのん(3) 12.99 井田　　瑠杏(3) 13.08 角橋　　花南(3) 13.10 石倉　　珠妃(1) 13.15 清水　　友花(4) 13.28 中村　　寧々(3) 15.93
鳥取・八頭髙 島根・大社高 島根・松江北高 島根・大社高 島根・松江北高 島根・開星高 島根・島根大 島根・大社高
宮原　　日菜(3) 2:23.34 来間　　美月(3) 2:23.55 田辺　　　心(2) 2:25.27 角　　　桃子(2) 2:25.93 松原　のどか(3) 2:31.87 川上　　小雪(3) 2:34.35 池野　佑奈(2) 2:34.58 木幡　　咲月(3) 2:37.50
島根・開星高 島根・平田高 島根・平田高 島根・平田高 島根・平田高 島根・松江南高 島根・島根大 島根・出雲商高
山根　みのり(3) 10:25.73 矢吹　　美宙(3) 10:29.73 青木　　愛葉(2) 10:44.00 森山　紗仁美(1) 10:54.54 樋野　　紗凪(2) 10:55.22 西尾　　莉奈(3) 10:55.66 遠藤　　みわ(3) 11:11.15 竹本　ほのか(3) 11:23.19
鳥取・倉吉東高 鳥取・倉吉東高 島根・平田高 島根・平田高 鳥取・八頭髙 鳥取・八頭髙 鳥取・倉吉東高 鳥取・倉吉東高

福本　　智帆(2) 15.35 代　　　悠乃(2) 17.13 小林　こころ(2) 18.51 飯塚　　楽姫(2) 18.92 木村　友望香(2) 19.20

島根・大社高 島根・松江農林高 鳥取・八頭髙 島根・出雲商高 島根・平田高

松江北高 49.50 八頭髙 51.52 出雲商高 55.27
角橋　　花南(3) 山下　　果穂(2) 周藤　　怜菜(2)
持田　かのん(3) 内田　　美咲(2) 飯塚　　楽姫(2)
三浦　かおり(3) 小林　こころ(2) 荒川　　桜来(3)
志村　　　南(3) 山内　　郁芽(2) 中岡　　　愛(3)
井東　結(1) 1m57 三浦　かおり(3) 1m57 米原　　美洸(3) 1m54
鳥取・境高 島根・松江北高 島根・大社高

藤江　　莉菜(2) 1m54
島根・大社高

園山　実沙季(3) 3m00 古谷　　花鈴(3) 2m80 山崎　　真瑚(2) 2m60 上原　　佑月(3) 2m20 代　　　悠乃(2) 2m00
島根・島根大 島根・大社高 島根・大社高 島根・大社高 島根・松江農林高
山本　　彩花(2) 5m13(+1.1) 井田　　瑠杏(3) 5m03(-0.4) 大賀　　るる(2) 4m93(+0.7) 中山　　春花(3) 4m85(+2.3) 藤井　美李乃(2) 4m53(+2.8)
島根・大社高 島根・大社高 島根・大社高 島根・松江北高 *F7 島根・島根大 *F4

公認4m83(-3.7) 公認4m52(+1.6)

植木　恵美里(2) 10m35 佐野　　陽菜(2) 9m85 森本　明日香(2) 7m45
島根・大社高 島根・松江工高 鳥取・八頭髙
佐野　　陽菜(2) 36m55 植木　恵美里(2) 30m82 湯本　　真未(3) 29m86 田村　　朱里(3) 28m06 玉木　　咲良(2) 23m34
島根・松江工高 島根・大社高 島根・開星高 島根・松江農林高 島根・松江工高
湯本　　真未(3) 38m03 荒川　　桜来(3) 32m02 田村　　朱里(3) 31m73 宅島　　美咲(2) 16m12
島根・開星高 島根・出雲商高 島根・松江農林高 島根・出雲農林高
江角　　和華(2) 13.27 山本　　美祐(2) 13.66 高橋　みひろ(2) 13.78 岩本　　夏姫(2) 13.80 永岡　　璃紗(2) 13.83 田中　　萌香(2) 13.95 二岡　　　葵(2) 14.10 西尾　　心和(2) 14.46
島根・河南中 島根・河南中 島根・出雲三中 島根・出雲三中 島根・松江一中 島根・河南中 島根・浜山中 島根・向陽中
別所　　みゆ(3) 12.80 野田　　一葉(3) 13.03 玉木　　麻裕(3) 13.39 野津　ここな(3) 13.56 畑　　　心海(3) 13.75 飯塚　万悠子(3) 13.85 大国　　千夏(3) 13.87 三島　　実咲(3) 13.96
島根・大社中 島根・瑞穂中 島根・平田中 島根・松江一中 島根・出雲二中 島根・平田中 島根・平田中 島根・斐川西中
蒲生　　悠桜(2) 2:21.47 小村　　実加(3) 2:30.48 布野　　里海(3) 2:31.56 三明　　愛果(2) 2:32.18 高見　　真白(2) 2:32.44 妹尾　　帆花(3) 2:35.28 佐々木　葉音(2) 2:36.16 三代　　和果(3) 2:37.18
島根・出雲三中 島根・河南中 島根・出雲二中 島根・浜田一中 島根・出雲二中 島根・出雲二中 島根・出雲三中 島根・大田一中
臼井　　利依(2) 4:55.06 蒲生　　悠桜(2) 4:58.73 多久和　禾恋(2) 5:00.55 小村　　実加(3) 5:03.41 三明　　愛果(2) 5:04.67 門脇　　　葵(2) 5:07.72 竹田　さくら(2) 5:10.42 齊藤　　優衣(2) 5:11.01
島根・鹿島中 島根・出雲三中 島根・向陽中 島根・河南中 島根・浜田一中 島根・向陽中 島根・金城中 島根・浜山中
別所　　みゆ(3) 14.17 吾郷　　愛莉(3) 15.99 大国　　千夏(3) 16.12 古和　　聖菜(2) 16.31 江角　　菜子(3) 16.40 高橋　みひろ(2) 17.15 登川　　輝樹(2) 17.37
島根・大社中 島根・出雲二中 島根・平田中 島根・浜田一中 島根・河南中 島根・出雲三中 島根・出雲三中
河南中 51.37 出雲二中 52.13 出雲三中 52.92 松江一中 53.41 仁多中 53.54 向陽中 53.83 斐川西中 54.07 浜山中 54.22
田中　　萌香(2) 高見　　真白(2) 沖　　はるな(3) 梶野　　杏南(3) 八澤　　蒼空(3) 石原　　叶実(3) 古川　　奈々(3) 松田　　琉花(2)
江角　　和華(2) 畑　　　心海(3) 高橋　みひろ(2) 野津　ここな(3) 鳥谷　　未咲(2) 長岡　　　凛(2) 三島　　実咲(3) 二岡　　　葵(2)
山本　　美祐(2) 吾郷　　愛莉(3) 藤原　　夏月(3) 藤森　　　唯(3) 杠　　　美羽(2) 西尾　　心和(2) 清水　　遙夏(3) 太田　　柚希(2)
江角　　菜子(3) 大野　　　涼(3) 岩本　　夏姫(2) 星野　　侑那(3) 藤原　　愛梨(2) 松浦　　真由(3) 神田マリアナ(3) 石原　　　絢(3)

4月11日 中学男子砲丸投(5.000kg)

4月11日 中学男子棒高跳

4月11日
小学4年男子100m 

風：+1.4

4月11日
小学5年男子100m 

風：+2.8

4月11日 中学男子走幅跳

4月10日 一般・高校女子800m

4月11日
小学6年男子100m 

風：+4.4

4月11日
一般・高校女子100m 

風：-0.3

4月11日 小学男子走幅跳

4月11日 小学男子1000m

4月10日 一般・高校女子走高跳

4月10日 一般・高校女子3000m

4月10日
一般・高校女子
100mH(0.838m) 

風：+0.6

4月11日 一般・高校女子4X100mR

4月10日 一般・高校女子棒高跳

4月10日 一般・高校女子走幅跳

4月10日
中学女子100mH(0.762m) 

風：+2.8

4月10日
一般・高校女子砲丸投

(4.000kg)

4月10日
一般・高校女子円盤投

(1.000kg)

4月10日 一般・高校女子やり投(600g)

4月10日 中学女子800m

4月11日 中学女子1500m

4月11日
中学2年女子100m 

風：-0.1

4月11日
中学3年女子100m 

風：-1.7

4月11日
YOSHIOKAリレーチャンピオ
ンズカップ中学女子4X100mR



江角　　菜子(3) 1m45 神田マリアナ(3) 1m35 石原　　叶実(3) 1m35 中井　　　心(3) 1m35 矢田　陽菜乃(2) 1m35 上野　　蒼彩(3) 1m30 飯塚　　葵生(2) 1m30
島根・河南中 島根・斐川西中 島根・向陽中 島根・松江一中 島根・平田中 島根・松江一中 島根・斐川東中

古川　　奈々(3) 1m35 藤原　　夏月(3) 1m30
島根・斐川西中 島根・出雲三中

鋤崎　　希歩(3) 5m01(+1.3) 中野　　花美(2) 4m95(-1.0) 官澤　　麻央(3) 4m79(-1.3) 佐々木　悠里(3) 4m73(-0.3) 岩本　　夏姫(2) 4m67(-1.2) 沖　　はるな(3) 4m48(0.0) 玉木　　麻裕(3) 4m33(-1.3) 大野　　　涼(3) 4m31(+0.4)
鳥取・倉吉東中 島根・浜田一中 島根・浜田一中 島根・浜田一中 島根・出雲三中 島根・出雲三中 島根・平田中 島根・出雲二中
安田　　円佳(3) 11m32 加藤　　沙彩(3) 10m81 小村　　果蓮(3) 9m94 松井　　陽向(3) 8m49 多久和　柚香(3) 8m38 吉岡　　紗希(3) 8m36 石川　　陽菜(3) 7m83 川口　　祥穂(2) 7m61
島根・浜山中 島根・出雲二中 島根・河南中 島根・出雲一中 島根・平田中 島根・河南中 島根・河南中 島根・出雲二中
竹部　　颯華(4) 16.01 藤田　愛奈華(4) 16.11 三明　　美咲(4) 16.31 和田　　絢音(4) 16.55 淺田　　芽以(4) 16.64 矢野　　絢子(4) 16.81 内田　　　杏(4) 17.08 倉本　　凰楽(4) 17.29
鳥取・三朝AC 島根・浜田JAS 島根・浜田JAS 島根・出雲陸上教室 島根・浜田JAS 島根・出雲陸上教室 島根・平田陸上教室 島根・益田陸上教室
桐田　　朱花(5) 14.79 新田　　朋華(5) 15.31 荒木　　　華(5) 15.63 渡辺　　栞凪(5) 15.70 宮本　　悠愛(5) 15.83 島田　　望未(5) 15.87 村雨　　苺奈(5) 15.88 日野山　結心(5) 15.94
島根・益田陸上教室 島根・浜田JAS 島根・今市小 島根・大田陸上教室 島根・邑智JTS 島根・益田陸上教室 島根・出雲陸上教室 島根・邑智JTS
辻　　　桃花(6) 14.39 伊達　　心菜(6) 14.55 松浦　　夏帆(6) 14.59 市川　　知佳(6) 14.91 餅川　　美夏(6) 14.92 加納　　静七(6) 15.03 原　　菜々実(6) 15.47 大竹　　葵空(6) 15.62
鳥取・米子陸上クラブ 島根・浜田JAS 島根・雲南ジュニア 島根・益田陸上教室 島根・出雲陸上教室 島根・出東小 島根・出雲陸上教室 島根・益田陸上教室
日野　　夏愛(6) 1:55.02 槇野　　結菜(6) 2:03.14 竹部　　颯華(4) 2:06.16 森田　　めい(6) 2:07.10 吉野　　　凛(5) 2:09.18 ハースト結衣子(4) 2:11.93 松浦　　夏帆(6) 2:12.82 石飛　　瑠奏(4) 2:13.35
島根・津田小 島根・出雲陸上教室 鳥取・三朝AC 鳥取・米子陸上クラブ 島根・浜田JAS 島根・今市小 島根・雲南ジュニア 島根・今市小
日野山　結心(5) 3m54(+0.2) 市川　　知佳(6) 3m47(-3.1) 新田　　朋華(5) 3m25(+0.8) 藤原　繭絆(5) 3m16(-4.0) 宇佐見　結菜(5) 3m10(+0.7) 原田　　菜央(5) 3m02(-0.7) 藤田　愛奈華(4) 2m93(-0.2) 久野　あかり(5) 2m87(-0.9)
島根・邑智JTS 島根・益田陸上教室 島根・浜田JAS 島根・津田小クラブ 島根・今市小 島根・Ｔ＆Ｆ飯梨 島根・浜田JAS 島根・今市小
邑智JTS 57.81 浜田JAS 58.41 出雲陸上教室 59.90 益田陸上教室 1:00.68 雲南ジュニア 1:02.90 今市小 1:04.58 Ｔ＆Ｆ飯梨 1:05.74 大津小 1:12.14
日野山　結心(5) 伊達　　心菜(6) 川上　　健仁(6) 金子　　和馬(4) 松浦　　夏帆(6) 荒木　　　華(5) 高塚　　悠汰(6) 上野　　陽喜(4)
飯塚　　友紀(6) 拝上　　大樹(6) 布野　　央士(6) 桐田　　朱花(5) 舩木　　紅志(4) 板倉　　優作(6) 田邉　　　尋(6) 松下　　絢音(4)
宮本　　悠愛(5) 新田　　朋華(5) 岸　　芽依沙(6) 大竹　　葵空(6) 松浦　　瑚々(3) 板垣　　莉奈(5) 原　　萌々菜(5) 鐘撞　　心菜(4)
石橋　　翔汰(6) 佐藤　　宏祐(6) 餅川　　美夏(6) 増野　　友真(6) 松浦　　啓士(6) 髙井　　維哉(6) 池田　　美空(5) 打越　　勘汰(4)

佐々木　啓輔 10.40 安田　圭吾 10.43 本多　諒平 10.44 宮内　和哉 10.55 新崎　仁也 10.59 矢橋　寛明 10.68

京都・立命館大学 東京・大東文化大学 大阪・関西大学 大阪・関西大学 沖縄・九州共立大学 三重・ヴィアティン三重RC

小池　祐貴 10.04 多田　修平 10.08 遠藤　泰司 10.14 草野　誓也 10.23 宮本　大輔 10.23 杉本　大騎 10.32 梶川　颯太 10.35

兵庫・住友電工 兵庫・住友電工 滋賀・新日本住設 千葉・Accel Track Club 埼玉・東洋大学 愛知・中京大学 福井・立命館大学

東田　旺洋 32.65 川端　魁人 32.67 加藤　修也 33.04 松本　朗 33.16 岩崎　立来 33.20 山下　潤 33.31 藤好　駿太 33.35 北川　貴理 33.46
栃木・栃木県スポーツ協会 三重・三重県教員AC 東京・HULFT Pte 福岡・早稲田大学 奈良・大阪体育大学 東京・ANA 福岡・早稲田大学 千葉・富士通

湯浅　佳那子 11.71 角　良子 11.72 田中　きよの 11.79 松本　沙耶子 11.83 松田　優美 11.94 宮田　乙葉 11.99 座間味 里奈 12.04 鶴澤　亜里紗 12.07

三重・三重県スポーツ協会 鳥取・倉吉東高校 群馬・駿河台大学 宮城・七十七銀行 宮崎・いちご 兵庫・甲南大学 沖縄・アスリート工房 神奈川・相洋高校

石川　優 11.46 三浦　愛華 11.53 壹岐　あいこ 11.64 御家瀬　緑 11.72 名倉　千晃 11.73 山中　日菜美 11.76 三宅　奈緒香 11.86 壹岐　いちこ 11.93

神奈川・青山学院大学 奈良・園田学園女子大学 滋賀・立命館大学 兵庫・住友電工 三重・NTN 三重・デンソー 兵庫・住友電工 福井・ユティック

齋藤　愛美 37.19 鶴田　玲美 37.58 小林　茉由 37.58 吉田　紗弓 37.74 久保山　晴菜 38.25 樫山　楓 38.66 細谷　優美 38.72 井戸　ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果 39.16
岡山・大阪成蹊大学 GR 鹿児島・南九州ファミリーマート GR 東京・J.VIC GR 愛知・愛知学院愛知高校教員AC GR 佐賀・今村病院 三重・NTN 茨城・阿見アスリートクラブ 岐阜・甲南大学
松本　奈菜子 53.80 髙島　咲季 54.33 川田　朱夏 54.54 岩田　優奈 55.08 稲岡　真由 55.18 新宅　麻未 55.48 安定　沙也香 56.20 河内　瀬桜 56.32
福島・東邦銀行 神奈川・青山学院大学 大阪・東大阪大学 静岡・スズキ 兵庫・籠谷 アットホーム 岡山・福岡大学 大阪・東大阪大敬愛高校
JAPAN 44.30 Indonesia 46.72
青山　華依 Tyas Murtiningsih
鶴田　玲美 Alvin Tehupeiory
齋藤　愛美 Emilia Nova
兒玉　芽生 Jeany Nuraini Amelia Agreta

凡例  GR:大会記録 *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F7:同記録による順位

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント男

子100m A決勝
風：+4.0

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント男

子300m

4月10日 GP 女子4X100mR

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント女

子400m

4月10日 中学女子走幅跳

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント女

子300m

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント女

子100m　A決勝
風：+3.0

4月11日 中学女子砲丸投(2.721kg)

4月11日 中学女子走高跳

4月11日 小学女子走幅跳

4月11日 小学女子600m

4月11日
YOSHIOKAリレーチャンピオ
ンズカップ小学混合4X100mR

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント男

子100m B決勝
風：+2.1

4月11日
GP YOSHIOKAスプリント女

子100m B決勝
風：+3.2

4月11日
小学4年女子100m 

風：-0.8

4月11日
小学5年女子100m 

風：+1.6

4月11日
小学6年女子100m 

風：+2.5


