
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

男  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 男子  +1.5 飯塚  友紀(1) 12.19 石橋  翔汰(1) 12.69 拝上  大樹(1) 12.78 金子  一冴(1) 12.80 田原      蓮(1) 13.07 増野  友真(1) 13.42 岩谷  磨嵯也(1) 13.52 永島    陽彩(1) 13.91

1年男子100m 瑞穂 瑞穂 浜田東 瑞穂 益田東 横田 大田第一 益田東

 5/14  +2.4 吉本  日向(2) 11.85 景山  裕真(2) 11.86 海老田  隆生(2) 12.10 矢野  咲良(2) 12.27 大舘  翼(2) 12.36 浅原    蒼生(2) 12.53 茅原  暖起(2) 12.55 直江  諒成(2) 12.58

2年男子100m 浜田第一 浜田第一 浜田東 浜田東 浜田第三 大田第二 六日市 浜田第一

 5/14  +2.1 向井  陽人(3) 11.32 倉本  凜空(3) 11.68 内田  唯(3) 11.70 森下  冬(3) 11.75 藤田  温輝(3) 11.89 石橋  大輔(3) 12.15 岩本  魁斗(3) 12.24 小濱  瑠希也(3) 12.52

3年男子100m 益田 益田 六日市 益田 大田第一 瑞穂 浜田第三 美都
 5/14  -0.2 倉本  凜空(3) 24.63 赤井  寛人(2) 24.91 矢野  咲良(2) 25.38 千賀    璃空(3) 25.89 山本  晏聖(3) 26.07 岩本  魁斗(3) 26.12 小濱  瑠希也(3) 26.67

全学年男子200m 益田 益田 浜田東 大田第二 三隅 浜田第三 美都

 5/14 景山  裕真(2) 55.47 森脇  里恩(3) 57.56 細川  晴喜(3) 57.56 小林  大晟(3) 58.15 竹田  瑛太朗(3) 58.20 海老谷  颯音(3) 59.20 藤林  恵大(3) 59.47 城市    陽輝(3) 1:00.47

全学年男子400m 浜田第一 瑞穂 益田 浜田東 三隅 美都 弥栄 益田東

 5/14 松崎  悠生(2) 2:07.86 岡本  聡人(3) 2:12.01 大場  赤樫(3) 2:13.16 山本  光雅(3) 2:14.07 北野    龍政(3) 2:18.15 大島  虎太郎(3) 2:20.51 藤林  恵大(3) 2:23.63 中村  都羽(2) 2:24.26

全学年男子800m 浜田第一 金城 浜田第一 浜田第三 益田東 金城 弥栄 六日市

 5/14 猪原  艶斗(1) 5:00.17 池野  太志郎(1) 5:03.36 小田  朝陽(1) 5:06.77 吉田  圭吾(1) 5:08.45 拝上  大樹(1) 5:09.22 竹田  景哉(1) 5:31.15 三明  淳一(1) 5:40.36 池口  京汰(1) 5:41.15

1年男子1500m 瑞穂 益田東 横田 弥栄 浜田東 金城 浜田第一 美都

 5/14 須古星  駿太(2) 4:23.89 松崎  悠生(2) 4:29.86 板本  陽平(2) 4:40.09 鳥山  蓮斗(2) 4:45.44 岡本  陽(2) 4:46.59 市山  翔也(2) 4:51.61 村川    律斗(2) 4:52.85 萬田  洸太(2) 4:56.33

2年男子1500m 浜田第一 浜田第一 浜田第三 柿木 金城 瑞穂 益田東 益田

 5/14 新田  大(3) 4:17.83 大場  赤樫(3) 4:42.48 岡本  聡人(3) 4:44.93 藤井  真龍(3) 4:45.56 金銅    佑(3) 4:47.07 大島  虎太郎(3) 4:47.95 山本  光雅(3) 4:49.23 三浦    璃空(3) 4:49.39

3年男子1500m 浜田第三 大会新 浜田第一 金城 美都 柿木 金城 浜田第三 益田東

 5/14 新田  大(3) 9:34.62 須古星  駿太(2) 9:37.69 岡本  陽(2) 10:28.51 藤井  真龍(3) 10:59.33 三浦    璃空(3) 11:04.16 岩川  翔(3) 11:06.91 登尾  春之介(3) 11:13.24 森井  亮太(2) 11:50.08
2･3年男子3000m 浜田第三 浜田第一 金城 美都 益田東 浜田東 弥栄 浜田第一

 5/14 全学年男子110mH  +0.4 吉本  日向(2) 17.02 金子  一冴(1) 17.86 大達  龍仁(3) 18.65 勝田  伊吹(3) 18.69 山口  聖也(2) 21.80 坂本  成謙(2) 24.45

(0.914m) 浜田第一 瑞穂 浜田第一 浜田東 川本 浜田第一

 5/14 瑞  穂       50.78 益田東       56.20 高  津       58.37 浜田第一     1:00.95
1年男子

4×100mR 猪原  艶斗(1) 大会新 永島    陽彩(1) 松本  竣大(1) 甲山  夢翔(1)

石橋  翔汰(1) 田原      蓮(1) 藤井  亜旺(1) 松田  響平(1)

金子  一冴(1) 松本    叶羽(1) 桑原  颯大(1) 郷原  健太郎(1)

飯塚  友紀(1) 寺澤  慶一郎(1) 田村  岳志(1) 三明  淳一(1)

 5/14 浜田第三       50.14 益  田       50.79 日  原       54.81 瑞  穂       55.20 浜田第一     1:00.79
2年男子

4×100mR 田中  介翔(2) 村上  一煌(2) 川田  汰征(2) 市山  翔也(2) 直江  諒成(2)

堀  友太朗(2) 赤井  寛人(2) 中島  健(2) 日高  伊織(2) 吉本  日向(2)
土田  真叶(2) 御手洗  悠真(2) 岩本  真旺(2) 佐々木佑斗(2) 松崎  悠生(2)

大舘  翼(2) 藤本  恵輔(2) 向井  謙斗(2) 日高  遼介(2) 坂本  成謙(2)

 5/14 益  田       44.97 浜田第一       48.35 浜田第三       48.39 大田第一       48.52 益田東       48.59 高  津       49.11 美  都       50.27
全学年男子

4×100mR 森下  冬(3) 大会新 石倉  陽樹(2) 吉原  春樹(3) 中田  十羅(3) 城市    陽輝(3) 岡﨑  大翔(3) 寺戸  芽久(2)

細川  晴喜(3) 大達  龍仁(3) 新田  大(3) 藤田  温輝(3) 山見    悠翔(3) 永井  郁(3) 海老谷  颯音(3)

倉本  凜空(3) 大場  赤樫(3) 山本  光雅(3) 小笠原  恵真(2) 村上    晴海(3) 仲田  侑生(3) 小濱  瑠希也(3)

向井  陽人(3) 景山  裕真(2) 岩本  魁斗(3) 山内  駿太朗(3) 伊東    昌大(2) 中村  啓人(3) 小濱  有希也(3)

 5/14 浜田東       49.87 横  田       53.13 小  野       58.59 桜  江       59.56
低学年男子

4×100mR 金川  成那(1) 増野  友真(1) 竹内  尊人(2) 岡田  煌明(2)

矢野  咲良(2) 山本  颯斗(2) 児玉  樹(1) 吉田  光(2)

拝上  大樹(1) 山﨑    玲(1) 青木  丈太朗(1) 佐々木  琉真(1)
海老田  隆生(2) 早内  直希(2) 竹内  蒼空(2) 階本  一輝(1)

 5/14 久本  悠睦(2) 1.35 佐々木  陽星(3) 浜田東 1.35

全学年男子走高跳 浜田第一 石橋  翔汰(1) 瑞穂

 5/14 伊東    昌大(2) 6.05(+1.4) 德光  晃(3) 5.90(+1.7) 海老田  隆生(2) 5.67(+2.6) 直江  諒成(2) 5.29(+1.9) 飯塚  友紀(1) 5.11(+1.5) 宮脇  圭介(3) 5.11(+1.7) 野村蓮太郎(3) 4.87(+1.6) 平田  涼(3) 4.85(+1.5)

全学年男子走幅跳 益田東 三隅 浜田東 浜田第一 瑞穂 2nd 5m08 志学 2nd 5m06 瑞穂 桜江

 5/14 全学年男子砲丸投 安永  拓磨(3) 9.95 島田  興典(2) 9.74 佐々木佑斗(2) 9.42 佐々木  海空(3) 8.49 大野  快斗(2) 8.23 佐々木  順脩(2) 7.80 大庭  伊織(3) 7.60 藤永    剣心(3) 7.40

(5.000kg) 浜田第四 川本 瑞穂 桜江 弥栄 六日市 日原 益田東


	決勝記録一覧表

