
招集所審判長 斎藤 博之

ｽﾀｰﾄ審判長 清水 禎宏

ﾄﾗｯｸ審判長 赤木 正英
【開催日】 令和2年9月19日（土）～２０（日） 投てき審判長 青山 和彦

【主催団体】 島根県高体連 決勝記録一覧表 跳躍審判長 島田 正大

男  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

 9/19 男子  +0.7 岡本  亮太郎(1) 11.16 須藤 広征(1) 11.16 川端    涼太(1) 11.32 管  優希(1) 11.47 坂本  千斗(1) 11.60 平方  伶和(1) 11.64 松原    朋希(1) 11.75 山本    飛湧(1) 12.02

１年１００ｍ 益田 石見智翠館 石見智翠館 大社 大社 松江商業 大田 平田
 9/19  +1.9 高野  翔大(2) 10.92 西尾  心虎(2) 10.94 園山    天志(2) 11.26 寄貞  勇斗(2) 11.32 柳井  宏星(2) 11.45 小片  祐希(2) 11.52 磯田    勇人(2) 11.56 泉      颯人(2) 11.79

２年１００ｍ 大社 大社 開星 大社 開星 出雲北陵 出雲農林 石見智翠館

 9/20  +1.4 吉地  颯太(2) 22.33 西尾  心虎(2) 22.49 岡本  亮太郎(1) 22.71 福田  翼(2) 22.73 新井  裕太(1) 23.31 石飛  拓也(2) 23.56 新田  大介(2) 23.62

２００ｍ 明誠 大社 益田 大社 矢上 大社 益田翔陽
 9/19 新井  裕太(1) 50.77 山根    悠介(2) 50.84 新井  伊織(1) 52.02 中尾  彪聖(2) 52.05 三島    聡太(1) 52.37 鐘築      識(1) 53.88 石飛  拓也(2) 54.10 品川  智史(1) 55.28

４００ｍ 矢上 松江北 矢上 大社 出雲 出雲 大社 益田

 9/20 黒石    隆博(2) 2:01.33 大垰    侑輝(2) 2:02.65 藤原  拓海(2) 2:03.07 杉原  雄大(2) 2:03.56 新井  伊織(1) 2:04.74 川本      周(1) 2:04.77 廣瀬  颯太(2) 2:05.34 金川  岳史(2) 2:07.51

８００ｍ 石見智翠館 石見智翠館 横田 益田 矢上 出雲 益田 大社
 9/19 松崎  寧生(2) 4:01.35 黒石    隆博(2) 4:06.57 若竹  葵礼(1) 4:09.37 佐野    泰斗(1) 4:13.65 平岡    七斗(2) 4:16.12 佐々木  敦弘(1) 4:20.97 濱村    祐成(2) 4:23.23 渡部    一博(2) 4:23.82

１５００ｍ 開星 石見智翠館 開星 平田 明誠 浜田 明誠 出雲工業

 9/20 田原    匠真(1) 15:38.53 大庭  一心(1) 16:00.26 岩成      陽(1) 16:16.03 永島    和心(1) 16:17.61 藤田      楓(1) 16:25.16 松浦    悠太(1) 16:26.91 加藤    蒼梧(1) 16:29.03 藤間    慶士(1) 16:49.45

1年５０００ｍ 平田 益田東 平田 厚底3.9 出雲工業 厚底4.0 石見智翠館 出雲工業 平田 出雲工業
 9/20 伊藤    蒼唯(2) 15:06.88 槇原    樹弥(2) 15:10.86 志食    隆希(2) 15:33.77 松崎  寧生(2) 15:37.99 中尾    歩夢(2) 15:45.98 矢田    聖都(2) 15:59.12 福島    康太(2) 16:02.67 仲佐  太陽(2) 16:17.93

2年５０００ｍ 出雲工業 厚底3.6 出雲工業 厚底3.8 平田 開星 出雲 厚底4.0 出雲工業 厚底3.7 平田 開星 厚底3.8

 9/19  +1.9 外野    晴琉(1) 15.80 園山    天志(2) 15.91 森木  大翔(1) 17.08 中井  天(1) 18.01 金沢  一輝(2) 18.42
１１０ｍＨ(1.067m) 出雲 開星 大社 松江商業 大社

 9/20 山根    悠介(2) 56.04 森木  大翔(1) 59.83 武永  廉(1) 1:00.68 鐘築      識(1) 1:03.35 永岡  歩望(2) 1:03.66

４００ｍＨ(0.914m) 松江北 大社 大社 出雲 出雲北陵

 9/19 尾林    恒星(2) 9:16.51 中尾    歩夢(2) 9:50.40 佐々木  一哲(1) 10:03.44 大庭  一心(1) 10:19.81 石倉    周也(1) 10:59.83 下川  拓騎(2) 11:05.38 舟木    海翔(2) 11:47.18 吉川  多久磨(1) 12:52.41
３０００ｍＳＣ 平田 大会新 出雲 平田 益田東 松江北 隠岐 大東 松江西

 9/19 吉迫  大成(1) 23:07.54 塚田  楓也(1) 27:06.03
５０００ｍ競歩 島根中央 島根中央

 9/19 大社       42.16 開星       44.58 出雲       44.65 平田       45.39 益田       45.47 浜田       45.65 出雲北陵       46.04
4×100ｍR 福田  翼(2) 園山    天志(2) 多久和  日向(1) 景山      樹(2) 大羽  虹輝(1) 阿妻    海斗(2) 柳谷  怜映(2)

永岡  勇次郎(2) 柳井  宏星(2) 福庭    泰佑(2) 岩浅    圭介(2) 岡本  亮太郎(1) 三沢  朋也(1) 田中  陸(1)

高野  翔大(2) 武田  将人(2) 川上    翔也(2) 高橋    和暉(2) 椋木  弘斗(2) 横路    昴大(1) 永岡  歩望(2)
西尾  心虎(2) 三原 陸蒼(1) 外野    晴琉(1) 佐藤    蓮文(2) 寺西  ｼﾞｮｴﾙ(2) 森脇    庸介(2) 小片  祐希(2)

 9/20 大社     3:26.23 出雲     3:35.09 松江北     3:35.82 益田     3:37.08 矢上     3:38.03 平田     3:38.49 大田     3:38.93 浜田     3:54.14
4×400mR 中尾  彪聖(2) 宮嵜    夢太(1) 須田    智貴(1) 品川  智史(1) 和田  康佑(2) 北村    泰一(2) 吉岡    敬多(1) 横路    昴大(1)

永岡  勇次郎(2) 三島    聡太(1) 山根    悠介(2) 椋木  弘斗(2) 新井  伊織(1) 景山      樹(2) 和田    悠良(2) 阿妻    海斗(2)
西尾  心虎(2) 川上    翔也(2) 嘉藤    和真(2) 杉原  雄大(2) 的場  尋(1) 佐野    泰斗(1) 松原    朋希(1) 佐々木  敦弘(1)

福田  翼(2) 鐘築      識(1) 石倉    周也(1) 廣瀬  颯太(2) 新井  裕太(1) 岩浅    圭介(2) 鶴石    悠斗(2) 三沢  朋也(1)

 9/20 宮村  彪芽(1) 1.89 泉      颯人(2) 1.86 加藤    紳磨(1) 1.70 中川    碧志(1) 1.70 寺西  ｼﾞｮｴﾙ(2) 1.65

走高跳 明誠 石見智翠館 出雲農林 松江西 益田
 9/19 尾﨑  将矢(2) 4.60 土江  真翔(1) 4.20 米山  瑛人(2) 4.10 和田    悠良(2) 3.40

棒高跳 大社 大社 大社 大田

 9/19 永岡  勇次郎(2) 7.01(+1.2) 福田  翼(2) 6.98(+0.9) 須藤 広征(1) 6.45(+1.2) 川上    翔也(2) 6.36(+1.9) 多久和  日向(1) 6.24(+1.1) 和田    悠良(2) 6.18(+1.1) 松原    朋希(1) 5.84(+0.9) 平田      瑶(1) 5.70(+0.9)

走幅跳 大社 大社 石見智翠館 出雲 出雲 大田 大田 出雲
 9/20 永岡  勇次郎(2)14.31(+1.5) 鶴石    悠斗(2)12.64(+0.7) 磯田    勇人(2)12.44(+2.2) 日野    竜汰(2)12.32(+0.2) 柳谷  怜映(2) 12.06(+0.7) 妹尾  歩佑人(1)11.62(+2.2) 増原  永人(1) 11.35(+1.1) 佐藤    蓮文(2)11.27(+1.4)

三段跳 大社 大会新 大田 出雲農林 公認 12.39(+0.6) 出雲 出雲北陵 大社   公認 11.39(+1.9) 大社 平田

 9/20 青木  竜斗(2) 10.94 三原  友大(1) 10.07 三上  純真(1) 9.64 本間    怜緒(2) 9.30 稲田  大和(2) 8.91 安田  博人(1) 8.89 永原      匠(2) 7.46 藤原  悠真(1) 6.72

砲丸投(6.000kg) 明誠 大社 島根中央 出雲商業 飯南 大社 松江西 松江工業
 9/19 山之内  武威(2) 37.26 安永  琉星(2) 29.82 福田  悠喜(2) 28.76 安田  博人(1) 28.28 青木  竜斗(2) 26.72 阿妻    海斗(2) 21.20

円盤投(1.750kg) 大社 益田 大社 大社 明誠 浜田

 9/19 山之内  武威(2) 40.91 藤江  梨旺(2) 33.66 勝部    侑輝(2) 26.25 藤原  悠真(1) 25.90
ハンマー投(6.000kg) 大社 大社 松江西 松江工業

 9/20 大屋    颯太(2) 48.50 嘉藤    和真(2) 46.77 本間    怜緒(2) 45.97 福田  悠喜(2) 43.83 後藤  太陽(2) 42.65 三原  友大(1) 41.54 永原      匠(2) 39.92 安永  琉星(2) 38.64

やり投（800ｇ） 石見智翠館 松江北 出雲商業 大社 隠岐 大社 松江西 益田


	決勝記録一覧表

