
第５８回　島根県高等学校新人陸上競技大会　９月２２日（土）２３日（日）　益田陸上競技場

【男子】

種　　目 名　　前 学年 順位

１年１００ｍ 北脇　真央 （1） 予） 12"12(+1.6) 準） 12"25(+0.1)

秦　啓一郎 （2） 3 予） 11"32(+2.0) ＊ 準） 11"18(+1.3) ＊ 決） 11"23(+0.8)

大下　隼弥 （2） 1 予） 11"37(+0.3) 準） 11"07(+2.1) 決） 11"09(+0.8) ＊

大谷　祐貴 （2） 予） DNS

秦　啓一郎 （2） 3 予） 24"39(+1.6) 準） 22"88(0) 決） 22"58(+3.6)

大下　隼弥 （2） 1 予） 23"68(+1.6) 準） 23"05(+0.3) 決） 22"48(+3.6)

山崎　真澄 （2） 予） 24"23(+1.0) 準） 24"16(+1.5)

４００ｍ 稲葉　直人 （1） 6 予） 53"19 ＊ 準） 53"00 ＊ 決） 53"28

８００ｍ 深津　直也 （1） 予） 2'08"92 準） 2'10"35

岡村　遥 （2） 8 予） 4'17"08 ＊ 決） 4'16"45 ＊

堀川　将太 （2） 予） 4'35"46

２年５０００ｍ 岡村　遥 （2） 8 決） 16'26"61

４００ｍＨ 大谷　祐貴 （2） 予） DNS

４×１００ｍＲ 1 予） 42"83 決） 42"68

４×４００ｍＲ ２ 予） 3'28"71 決） 3'26"95

槇原　光基 （2） 1 決） 1m92 ＊

嘉本　瞬 （2） 4 決） 1m75

来間　弘樹 （2） 2 決） 1m92 ＊

金山　周平 （2） 1 決） 4m60 大会タイ

来間　弘樹 （2） 3 決） 4m50

澤　慎吾 （1） ２ 決） 4m50

山崎　真澄 （2） 6 決） 6m01(+1.7) ＊

槇原　光基 （2） 8 決） 5m95(+0.9)

北脇　真央 （1） 決） 5m92(+1.5) ＊

三段跳 堀　広大 （2） 決） 11m91(+1.6) ＊

円盤投 中山　智之 （2） 1 決） 33m25 ＊

槍投 栗原　慎太郎 （2） 決） 37m04

中山　智之 （2） 1 決） 42m55

松田　直也 （2） 5 決） 31m38

棒高跳の金山周平が男子優秀選手賞を受賞しました。

【女子】

種目 名前 学年 順位

日野　依瑞 （1） 1 予） 12"57(+1.1) * 決） 12"55(+0.9) ＊

高柴　苑花 （1） 2 予） 12"89(+2.7) 決） 13"06(+0.9) ＊

宮田　鈴季 （2） 1 予） 12"94(+1.0) 決） 12"84(+1.0)

林　愛美 （2） 4 予） 13"23(+2.1) 決） 13"25(+1.0)

宮田　鈴季 （2） 5 予） 27"07(+2.2) 決） 27"05(+1.0)

前田　あさ美 （2） 8 予） 27"75(+1.4) 決） 27"98(+1.0)

日野　依瑞 （1） 3 予） 26"43(+1.4) * 決） 26"42(+1.0) ＊

荒川　日奈子 （2） 7 予） 62"20 * 決） 62"47

前田　あさ美 （2） 5 予） 62"23 * 決） 62"04 ＊

川上　茉由 （2） 予） 69"99

１５００ｍ 宮崎　有紀 （1） 予） 5'34"49 *

３０００ｍ 宮崎　有紀 （1） 決） 12'13"79

玉木　悠佳子 （2） 1 予） 15"79(+1.2) 決） 15"81(+0.7)

布野　百恵 （2） 2 予） 17"00(+1.5) 決） 16"52(+0.7) ＊

４００ｍＨ 玉木　悠佳子 （2） 2 決） 71"52 *

４×１００ｍＲ 2 決） 49"67

４×４００ｍＲ 2 決） 4'10"34

布野　百恵 （2） 2 決） 1m54

福島　渚 （1） 5 決） 1m45 *

岸本　華奈 （1） 6 決） 1m35

花田　菜々子 （2） 3 決） 5m01(+1.0)

高柴　苑花 （1） 5 決） 4m86(+1.1)

影山　綾香 （2） 1 決） 11m86

門脇　七虹 （1） 3 決） 8m22

影山　綾香 （2） 1 決） 33m38

高木　まや （2） 2 決） 26m30

柳楽　優里 （2） 3 決） 25m11

高木　まや （2） 4 決） 30m55

柳楽　優里 （2） 2 決） 34m75 *

門脇　七虹 （1） 決） 21m85

＊は自己新　３位入賞者（１校２名）は１０／１３～１４に山口維新公園で開催される中国新人陸上に出場
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