
第５６回　島根県高等学校新人陸上競技大会　９月１８日（土）１９日（日）　益田陸上競技場
【男子】

種　　目 名　　前 学年 順位

門脇　和人 （1） ４ 予） １１”５５（＋１．０） 準） １１”３４（＋０．４） 決） １１”３４（＋１．５）

米山　涼一 （1） ２ 予） １１”５４（＋０．６） 準） １１”２０（＋１．５） 決） １１”１０（＋１．５）＊

吉田　健作 （2） ２ 予） １１”２８（＋０．３） 準） １０”８７（＋２．６） 決） １０”８７（＋１．７）＊

安井　徳孝 （2） １ 予） １１”０５（＋１．２） 準） １０”８３（＋１．４）＊ 決） １０”８１（＋１．７）＊

嘉本　真宏 （2） ６ 予） １１”６２（＋１．１） 準） １１”４４（＋２．０） 決） １１”３８（＋１．７）＊

吉田　健作 （2） ２ 予） ２４”００（＋１．９） 準） ２３”０４（＋４．４） 決） ２２”７８（＋１．２）

安井　徳孝 （2） １ 予） ２３”３５（＋１．３） 準） ２３”３２（＋０．７） 決） ２２”４７（＋１．２）

米山　涼一 （1） ３ 予） ２３”６１（＋２．７） 準） ２３”２０（＋２．４） 決） ２２”８６（＋１．２）＊

４００ｍ 永原　魚紳 （2） ５ 予） ５３”５１ ＊ 準） ５３”１３ ＊ 決） ５５”０５

秦　弘也 （2） ２ 予） ２’０７”０９ 準） ２’０３”２０ 決） ２’０１”６４

石田　明 （2） 予） ２’０９”４０ 準） ２’１１”１２

三澤　憲生 （1） 予） ２’１９”２７

秦　弘也 （2） 予） ４’１９”６７ ＊

石田　明 （2） 予） ４’３６”９５

安部　公大 （1） 予） ４’２３”７１ ＊

玉木　竣也 （1） 決） １７’５５”０２

小村　慶 （1） 決） １９’１６”６４

安部　公大 （1） 決） １６’２４”８７

春日　隆一 （2） 決） １７’１９”９０

石川　暢峻 （2） 決） １８’１５”６０

嘉本　真宏 （2） ２ 予） ５８”６２ 決） ５８”６４

永原　魚紳 （2） ５ 予） ６３"２３ 決） ６２”００

川西　翔太 （2） ６ 予） ６１"８５ 決） ６４”１０

３０００ｍＳＣ 春日　隆一 （2） 決） １０’３０”７０ ＊

石川　暢峻 （2） １ 決） ２５’４８”８１

小村　慶 （1） ４ 決） ２７’５４”４０ ＊

４×１００ｍＲ ２ 予） ４２”３９ 決） ４２”０８ ＊

４×４００ｍＲ ２ 予） ３’２８”３９ 決） ３’２６”８０ ＊

石橋　健 （2） １ 決） ２ｍ００ ＊

尾原　秀征 （2） ３ 決） １ｍ８６ ＊

佐藤　辰弥 （1） ４ 決） １ｍ８０

稲若　健太郎 （2） ２ 決） ４ｍ００

土江　祐輔 （2） 決） NM

今岡　佑太朗 （1） １ 決） ４ｍ３０

柳楽　征典 （2） 決） ５ｍ５０（＋１．１）

岡崎　匠 （1） 決） DNS

酒匂　一也 （1） 決） ５ｍ５５（＋１．１）

稲若　健太郎 （2） ４ 決） １２ｍ７８（＋２．５）公認１２ｍ１５（＋１．９）

岡崎　匠 （1） 決） DNS

酒匂　一也 （1） ６ 決） １２ｍ４６（＋２．６）公認１２ｍ１７（＋１．３）

円盤投 曽田　康太 （2） ８ 決） ２４ｍ２６

槍投 大野　裕樹 （2） ３ 決） ４２ｍ３８

ハンマー投 広野　裕太郎 （2） １ 決） ３１ｍ２９

５０００ｍＷ

走幅跳

三段跳

１年１００ｍ

棒高跳

２００ｍ

４００ｍＨ

走高跳

８００ｍ

２年１００ｍ

１５００ｍ

１年５０００ｍ

２年５０００ｍ

　記　　録（風速） 　記　　録（風速）　記　　録（風速）

吉田、安井、門脇、米山

門脇、永原、吉田、安井
門脇、米山、安井、吉田



【女子】

種目 名前 学年 順位

飯尾　愛理 （1） ５ 予） １３”２３（＋１．２） 準） １３”３７（＋１．９） 決） １３”４５（＋０．９）

勝部　加菜美 （1） ２ 予） １２”９６（＋１．３）＊ 準） １３”００（＋１．９） 決） １３”０２（＋０．９）

奥　秋葉 （1） ６ 予） １３”４９（＋０．５） 準） １３”３９（＋１．５） 決） １３”５０（＋０．９）

山田　みる （2） ２ 予） １２”７１（＋３．２） 準） １２”８１（＋１．４）＊ 決） １２”８１（＋１．５）

川本　香澄 （2） 予） １３”２２（＋２．３） 準） １３”３３（＋０．９）

原　可奈恵 （2） 予） １３”５２（＋１．７） 準） １３”４５（＋１．４）

山田　みる （2） ３ 予） ２７”１２（－２．１）＊ 準） ２７”０９（＋１．７）＊ 決） ２６”９３（＋２．５）

飯尾　愛理 （1） 予） ２８”１４（＋０．３） 準） ２８”１３（＋０．０）

石飛　尚子 （1） ８ 予） ２７”８７（＋１．８）＊ 準） ２７”５７（＋１．７）＊ 決） ２７”７５（＋２．５）

４００ｍ 石飛　尚子 （1） ６ 予） ６３”８５ ＊ 決） ６３”４７ ＊

１５００ｍ 黒田　彩子 （1） DNS

勝部　なつみ （1） ２ 予） １５”７４（＋０．４） 決） １５”６６（＋１．０）

成相　紗良 （1） ４ 予） １７”２６（＋０．６）＊ 決） １７”１２（＋１．０）＊

４００ｍＨ 成相　紗良 （1） ４ 予） ７３”５９

４×１００ｍＲ ２ 予） ５０”８４ 決） ５０”６９ ＊

４×４００ｍＲ ３ 予） ４’１３”６９ 決） ４’１３”１２ ＊

荒薦　香寿美 （2） ３ 決） １ｍ４８

岩崎　未央 （1） ２ 決） １ｍ５１ ＊

勝部　加菜美 （1） １ 決） ５ｍ２１（＋１．３）

奥　秋葉 （1） ２ 決） ５ｍ１９（＋１．４） ＊

勝部　なつみ （1） ７ 決） ４ｍ７８（＋２．２）

日置　はるな （2） ２ 決） ９ｍ５４

中村　綾佳 （2） 決） ５ｍ９２

日置　はるな （2） １ 決） ３１ｍ４１ ＊

新谷　真央 （2） ３ 決） ２８ｍ０７

坂根　彩呼 （2） ４ 決） ２４ｍ６８ ＊

新谷　真央 （2） ２ 決） ３１ｍ８２ ＊

坂根　彩呼 （2） ４ 決） ２４ｍ８４ ＊

大野　菜々帆 （1） 決） ２０ｍ１５

＊は自己新　　３位入賞者（１校２名）は１０／９．１０　鳥取で開催される中国新人陸上に出場

槍投

１００ｍＨ

２００ｍ

１年１００ｍ

円盤投

２年１００ｍ

原、奥、岩崎、勝部か
山田、奥、石飛、勝部か

走高跳

走幅跳

砲丸投

　記録（風速） 　記録（風速） 　記録（風速）

山田、奥、勝部か、飯尾


