
ﾄﾗｯｸ審判長 豊田 嘉男

跳躍審判長 柴田 和治
投てき審判長 柴田 和治

【開催日】 令和４年５月１４日（土） ｽﾀｰﾄ審判長 市川 哲男

【主催団体】 島根県中学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任 大田 裕

女  子 【競技場】益田陸上競技場 招集所審判長 児玉 晋也
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

 5/14 女子  +1.3 湯浅  帆菜(1) 13.98 岡本  瑠海(1) 14.35 市川    知佳(1) 14.39 古山  佳穂(1) 15.32 日高  花音(1) 15.47 茂呂      陽(1) 15.47 森田  夏凛名(1) 15.56 山根  沙知(1) 15.64

1年女子100m 益田 金城 益田東 日原 瑞穂 益田東 川本 弥栄

 5/14  +1.7 安達  夕里(2) 13.03 井戸  風和里(2) 13.55 沖田  蒼来(2) 13.56 三井  咲彩(2) 13.81 村上  紗良(2) 13.93 益成  樹音(2) 14.18 田中  紗英(2) 14.26 林  凜花(2) 14.26

2年女子100m 浜田第一 大田第二 瑞穂 瑞穂 浜田第一 益田 高津 浜田東

 5/14  +1.7 金子  映(3) 12.75 中原  紗奈(3) 13.20 市川    佳歩(3) 13.44 日高  心羽(3) 13.56 福間  璃子(3) 13.64 齋藤  楓季(3) 13.68 中野  里南(3) 13.80 久保  ことね(3) 13.89

3年女子100m 瑞穂 瑞穂 益田東 瑞穂 大田第一 日原 浜田第一 浜田第一
 5/14  +1.0 金子  映(3) 26.35 中野  花美(3) 27.32 寺本  百花(3) 28.50 中野  里南(3) 28.58 三井  咲彩(2) 28.62 久保  ことね(3) 28.94 大濵  歩花(2) 29.66 中島  璃子(3) 29.75

全学年女子200m 瑞穂 浜田第一 大田第二 浜田第一 瑞穂 浜田第一 浜田第三 益田

 5/14 岡﨑  信香(1) 2:44.81 柴田  璃音(1) 2:46.46 平野  杏(1) 2:55.33 木下  千晶(1) 2:59.58 山根  沙知(1) 3:00.46 足立  美結(1) 3:02.61 石川  穂花(1) 3:08.69 山根    夢叶(1) 3:10.07

1年女子800m 中西 金城 浜田東 浜田第一 弥栄 益田 高津 益田東

 5/14 澄川  由乃(3) 2:21.36 片岡  あおば(3) 2:27.30 齋藤  梨菜(2) 2:27.89 三明  愛果(3) 2:29.23 大矢  栞己(2) 2:31.10 上田  結心(2) 2:33.93 中山    愛子(3) 2:35.16 若杉  美空(3) 2:36.05

2･3年女子800m 益田 金城 高津 浜田第一 瑞穂 瑞穂 益田東 美都

 5/14 竹田  さくら(3) 4:58.05 齋藤  梨菜(2) 5:01.43 三明  愛果(3) 5:11.71 大矢  栞己(2) 5:15.32 若杉  美空(3) 5:17.54 大濵  歩花(2) 5:21.24 桑原  葵(3) 5:21.90 小川  真依(3) 5:29.66

全学年女子1500m 金城 高津 浜田第一 瑞穂 美都 浜田第三 六日市 浜田東

 5/14 全学年女子100mH  +2.0 中原  紗奈(3) 15.01 市川   佳歩(3) 15.03 日高  心羽(3) 15.27 齋藤  楓季(3) 15.92 中島  未空(3) 16.78 沖田  蒼来(2) 17.79 森屋  杏(3) 18.18 柳井  結月(3) 18.63

（0.762ｍ） 瑞穂 益田東 瑞穂 日原 日原 瑞穂 日原 益田

 5/14 益  田       58.22 浜田第一     1:00.88 益田東     1:04.98
1年女子4×100mR 大竹  葵空(1) 前田  心美(1) 島田    美空(1)

太田  愛菜(1) 長谷川  詩(1) 茂呂      陽(1)
入江  風歌(1) 佐々木  愛弥(1) 長尾    璃音(1)

湯浅  帆菜(1) 木下  千晶(1) 石川      希(1)

 5/14 瑞  穂       55.33
2年女子4×100mR 大矢  栞己(2)

沖田  蒼来(2)

上田  結心(2)

森脇  愛華(2)

 5/14 瑞  穂       51.66 浜田第一       52.24 大田第二       54.05 日  原       56.66 大田第一       56.88 浜田第三       57.10 益田東       57.11 益  田       58.64
全学年女子4×

100mR 三井  咲彩(2) 久保  ことね(3) 中村  京香(3) 森屋  杏(3) 岡本  望乃華(3) 泉水  未稀(2) 市川    知佳(1) 山縣  志織(3)

中原  紗奈(3) 中野  花美(3) 寺本  百花(3) 齋藤  楓季(3) 福間  璃子(3) 溝端  海咲(3) 市川    佳歩(3) 植松  愛和(3)

日高  心羽(3) 中野  里南(3) 井戸  風和里(2) 中島  未空(3) 大原  結衣(3) 堅田  唯夏(3) 中山    愛子(3) 大竹  未空(3)

金子  映(3) 安達  夕里(2) 中村  妃芽夏(3) 中村  彩乃(3) 宮原  彩月(2) 大濵  歩花(2) 齋藤      笑(2) 中島  璃子(3)
 5/14 浜田東       59.12

低学年女子4×
100mR 澄川  心美(2)

林  凜花(2)

田村  優奈(1)

平野  杏(1)

 5/14 中島  未空(3) 1.40 森脇  愛華(2) 1.30 原納  みなみ(2) 1.30 中村  彩乃(3) 1.25 田村  優奈(1) 1.15

全学年女子走高跳 日原 瑞穂 東陽 日原 浜田東

 5/14 中野  花美(3) 5.34(+0.8) 安達  夕里(2) 4.89(+1.1) 鞍田  結(2) 4.70(+1.7) 溝端  海咲(3) 4.43(+0.4) 寺戸  美優(3) 3.84(+2.1) 西田  真菜(3) 3.79(+0.3) 中村  京香(3) 3.79(+0.3) 石賀  遼果(3) 3.62(+0.8)

全学年女子走幅跳 浜田第一 大会新 浜田第一 浜田東 浜田第三 浜田第三 三隅 2nd 3m79 大田第二 2nd 3m75 志学

 5/14 全学年女子砲丸投 長嶺  花音(3) 10.31 塚本  麻友(3) 8.91 下手  月菜(2) 7.75 泉水  未稀(2) 7.04 神村  華音(3) 6.07 大島  小春(1) 5.62 村上  紗良(2) 5.59 日高  花音(1) 5.20

（2.721ｋｇ） 日原 日原 浜田第一 浜田第三 三隅 金城 浜田第一 瑞穂
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