
中学男子3000m

島根県中学記録(JPR)        8:43.49     松原　健太(島根・仁多中)              2004 11月13日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾂﾍﾞ ｼｵﾝ 島根 ｲﾜｻｷ ｷﾗﾄ 島根

1 1936 勝部　　心温(2) 出雲二中 1 2113 岩﨑　　輝翔(3) 河南中

ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 島根 ｲﾁﾔﾏ　ﾊﾙｷ 島根

2 2256 竹田　　壱成(3) 浜山中 2 5921 市山　　温輝(3) 瑞穂中

ｲﾄｳ ﾐﾂﾊ 島根 ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根

3 2130 伊藤　　三葉(1) 河南中 3 2117 福間　　健太(3) 河南中

ﾐﾔｻﾞｺ ｺｳｷ 島根 ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根

4 521 宮廻　　光希(2) 松江一中 4 2116 冨岡　　成望(3) 河南中

ｶﾈﾂｸ ﾊﾙﾄ 島根 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根

5 3798 鐘撞　　陽斗(3) 仁多中 5 2251 石飛　　翔悟(3) 浜山中

ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 島根

6 1826 飯島　翔太郎(1) 出雲一中 6 2119 布野　幹太郎(2) 河南中

ﾐﾊﾗ ｶｲﾘ 島根 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 島根

7 2126 三原　　海璃(2) 河南中 7 1424 川上　　拓海(3) 安来市陸協

ﾃｾﾞﾝ ｶｲｾｲ 島根 ﾔﾀ ｶｲｾｲ 島根

8 2521 手銭　　快星(1) 大社中 8 1911 矢田　　快晴(3) 出雲二中

ｲﾏｵｶ ｻﾄｼ 島根 ﾉﾑﾗ ｹｲﾀﾂ 島根

9 2131 今岡　　悟志(1) 河南中 9 6618 野村　　渓達(3) 益田横田中

ﾓﾘ ｹｲﾀ 島根 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｴｲﾀ 島根

10 2128 森　　　慶太(2) 河南中 10 2311 河原　　栄太(3) 平田中

ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 島根 ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ 島根

11 5511 岡本　　聡人(2) 金城中 11 2111 高野　　　創(3) 河南中

ﾀﾑﾗ ｺｳ 島根 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 島根

12 2421 田村　　　康(1) 向陽中 12 2135 遠藤　　光基(1) 河南中

ｶｷﾀ ﾘｸﾄ 島根 ﾕｷﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 島根

13 2120 柿田　　陸斗(2) 河南中 13 2124 行武　　直弘(2) 河南中

ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ﾋﾃﾞｷ 島根

14 1827 幸野　　亮太(1) 出雲一中 14 2715 錦織　　秀樹(3) 斐川西

ｿﾉﾔﾏ ﾋﾛ 島根 ｱﾂﾞﾏ ﾐﾂﾋﾃﾞ 島根

15 2572 園山　　　広(2) 大社中 15 5551 阿妻　　光秀(3) 金城中

ﾀｸﾜ ﾋﾋﾞｷ 島根 ｵｸﾓﾄ ｶﾂﾐ 島根

16 1850 多久和　響己(2) 出雲一中 16 7700 奥本　　勝海(2) 知夫中

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 島根 ｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

17 2422 原田　真之介(1) 向陽中 17 2350 岡　　　真優(3) 平田中

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 島根 ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 島根

18 1817 高橋　　昴聖(1) 出雲一中 18 2013 井戸　琥太郎(2) 出雲三中

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 ﾆｯﾀ ﾊｼﾞﾒ 島根

19 2575 伊藤　　寛気(2) 大社中 19 5067 新田　　　大(2) 浜田三中

ｻｻｷ ｷｭｳｼﾞ 島根 ﾆｼｺｵﾘ ﾄｱ 島根

20 1816 佐々木　球二(1) 出雲一中 20 2414 錦織　　翔愛(2) 向陽中

ｽｺﾎﾞｼ ｼｭﾝﾀ 島根 ｲﾏｵｶ ｲﾂｷ 島根

21 4814 須古星　駿太(1) 浜田一中 21 1939 今岡　　　樹(2) 出雲二中

ｵﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 島根 ﾄﾔ ｿｳﾀ 島根

22 2143 小村　　亮太(1) 河南中 22 3796 鳥谷　　颯太(3) 仁多中

ｵｵｼﾏ ｺﾀﾛｳ 島根 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 島根

23 5510 大島　虎太郎(2) 金城中 23 2337 村松　　　凌(2) 平田中

ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵﾐﾁ 島根

24 1831 槇原　　峻宏(1) 出雲一中 24 2348 森山　　直道(1) 平田中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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一般高校男子5000m

島根県記録(PR)            13:44.07     三代　直樹(島根・順天堂大)            1998

島根県高校記録(HPR)       14:08.86     大浜　洋平(島根・開星高)              1995 11月13日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾃﾞｶﾞﾜ ｲｸﾑ 島根 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根

1 257 出川　　育夢(2) 開星高 1 7-1768 岩本　健次郎(4) 島根大

ﾀｶｷ　ｼｭﾝｽｹ 島根 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根

2 7-2122 髙木　　駿翼(1) 島根大 2 1104 川本　　乃輔 松江市陸協

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根

3 538 藤原　　隆星(3) 出雲工高 3 1091 月輪　　浩之 X-Rabbits

ﾔｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 島根 ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島根

4 1408 谷川　　秀樹 Team OJC 4 1092 野津　　侑輝 X-Rabbits

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 島根

5 49 藤林　　昂也(2) 明誠高 5 543 渡部　　一博(3) 出雲工高

ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾝ 島根 ｶﾂﾋﾗ ﾀｸﾔ 島根

6 546 平野　　健心(2) 出雲工高 6 1037 勝平　　拓也 雲南市陸協

ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙｷ 島根 ﾄﾖﾀ ｺｳｼﾞ 島根

7 9 岡﨑　　陽星(3) 松江高専 7 1077 豊田　　浩司 鹿足郡陸協

ﾐｼﾏ ｹｲﾄ 島根 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 島根

8 540 三嶋　　慧斗(3) 出雲工高 8 1045 田中　　敏弘 雲南市陸協

ﾅｶﾞﾀ ﾅｵｷ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 島根

9 637 永田　　直希(1) 開星高 9 1202 松本　　晃史 Teamムカパラ

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 ﾅｶﾞｻｺ　ｼｭﾝﾔ 島根

10 244 長谷川　悠大(2) 松江北高 10 595 長廻　　舜也(1) 平田高

ﾐｼﾏ　ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

11 596 三島　　琉正(1) 平田高 11 547 松浦　　悠太(2) 出雲工高

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 島根 ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根

12 315 佐藤　　大輝(2) 松江西高 12 548 伊藤　　凪沙(1) 出雲工高

ﾀｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 島根 ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ 島根

13 576 高見　　雅晴(1) 出雲工高 13 545 藤間　　慶士(2) 出雲工高

ﾄﾖｻｷ ﾋｻﾄ 島根 ｻｲｷ ﾕｳﾏ 島根

14 7-1775 豊﨑　　久斗(2) 島根大 14 7-1935 齋木　　優真(1) 島根大

ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ 島根 ｲﾉ ﾕｲﾄ 広島

15 1145 福田　　彰久 チームタスキ 15 7-1760 猪野　　結人(3) 島根大

ﾀﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 島根 ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ 島根

16 577 田原　　結翔(1) 出雲工高 16 260 有田　　陽輝(1) 開星高

ｸﾘﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 島根

17 7-1781 栗矢　蒼一郎(2) 島根大 17 1159 山本　　祥平 出雲市消防本部

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 ｲﾄｳ　ﾖｼﾋﾛ 島根

18 7-2125 藤原　　和哉(1) 島根大 18 1011 伊藤　　悦宏 松江市陸協

ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 島根

19 621 三原　　拓也(1) 出雲西高 19 48 長谷川　広大(2) 明誠高

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾅｵﾔ 島根 ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根

20 711 小早川　尚耶(1) 横田高 20 553 黒見　　紘大(1) 浜田商高

ﾆｯﾀ ﾄﾓｷ 島根 ﾅｶｻ ﾀｲﾖｳ 島根

21 725 新田　　知生(1) 松江農高 21 254 仲佐　　太陽(3) 開星高

ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 島根 ｲｼｸﾗ ｼｭｳﾔ 島根

22 726 野口　　和真(1) 松江農高 22 242 石倉　　周也(2) 松江北高

ｽﾔﾏ ｸﾆｱｷ 島根 ﾅｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 島根

23 1201 陶山　　邦明 Teamムカパラ 23 7-1574 永見　　晃一(4) 松江高専

ｲﾁﾑﾗ ｶﾅﾄ 島根 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝｷﾞｮｳ 島根

24 632 市村　　叶夢(1) 大田高 24 1385 藤澤　　真行 金城陸上部

ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 島根

25 549 布野　新太郎(1) 出雲工高 25 1382 石田　　智之 金城陸上部

ｶｼﾞﾉ　ｿｳﾀ 島根 ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 島根

26 617 梶野　　蒼太(1) 松江北高 26 504 伊藤　　大陽(2) 大社高

ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ 島根

27 1177 坂根　　智也 安来市陸協



一般高校男子5000m

島根県記録(PR)            13:44.07     三代　直樹(島根・順天堂大)            1998

島根県高校記録(HPR)       14:08.86     大浜　洋平(島根・開星高)              1995 11月13日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲﾄｳ ｱｵｲ 島根

1 536 伊藤　　蒼唯(3) 出雲工高 1

ｼｼﾞｷ　ﾘｭｳｷ 島根

2 113 志食　　隆希(3) 平田高 2

ﾀﾊﾞﾗ　ｼｮｳﾏ 島根

3 127 田原　　匠真(2) 平田高 3

ｵﾊﾞﾔｼ　ｺｳｾｲ 島根

4 108 尾林　　恒星(3) 平田高 4

ﾔﾀ ｾｲﾄ 島根

5 541 矢田　　聖都(3) 出雲工高 5

ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ 島根

6 255 松崎　　寧生(3) 開星高 6

ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 島根

7 7-1778 原　　　一智(M2) 島根大 7

ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 島根

8 1009 竹内　　達也 松江市陸協 8

ﾊﾏﾑﾗ ﾕｳｾｲ 島根

9 42 濱村　　祐成(3) 明誠高

ｻﾉ　ﾋﾛﾄ 島根

10 126 佐野　　泰斗(2) 平田高

ﾌﾉ　ﾏｻﾔ 島根

11 119 布野　　雅也(3) 平田高

ﾌｶﾀﾆ　ｻﾄﾙ 島根

12 1093 深谷　　　慧 X-Rabbits

ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 島根

13 7-1770 三浦　　智紘(3) 島根大

ｶﾄｳ　ｿｳｺﾞ 島根

14 122 加藤　　蒼梧(2) 平田高

ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ 島根

15 73 大庭　　一心(2) 益田東高

ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根

16 1089 園山　　健太 X-Rabbits

ｻｻｷ　ｲｯﾃﾂ 島根

17 125 佐々木　一哲(2) 平田高

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ 島根

18 1088 藤田　　達郎 X-Rabbits

ﾌｸｼﾏ　ｺｳﾀ 島根

19 117 福島　　康太(3) 平田高

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根

20 288 佐々木　敦弘(2) 浜田高

ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根

21 544 多原　　大和(2) 出雲工高

ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ 島根

22 542 米山　　光輝(3) 出雲工高

ﾏｷﾊﾗ ﾀﾂﾔ 島根

23 539 槇原　　樹弥(3) 出雲工高

ﾜｶﾀｹ ｷﾗ 島根

24 259 若竹　　葵礼(2) 開星高

ｸﾛｲｼ ﾀｶﾋﾛ 島根

25 369 黒石　　隆博(3) 石見智翠館高

ﾋﾗｵｶ ﾅﾅﾄ 島根

26 43 平岡　　七斗(3) 明誠高

ﾔﾏﾌﾞｷ ｱｷﾗ 島根

27 1079 山吹　　　彰 鹿足郡陸協



中学女子3000m

島根県中学記録(JPR)        9:34.00     來海　りえ(島根・旭丘中)              2007 11月13日 13:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾐ ﾏｼﾛ 島根

1 1928 高見　　真白(2) 出雲二中

ｶﾀｵｶ ｱｵﾊﾞ 島根

2 5520 片岡　あおば(2) 金城中

ﾀｹﾀﾞ ｻｸﾗ 島根

3 5523 竹田　さくら(2) 金城中

ｺﾀﾆ ﾜｶﾅ 島根

4 5037 小谷　　和奏(2) 浜田三中

ｶﾞﾓｳ ﾕﾗ 島根

5 2069 蒲生　　悠桜(2) 出雲三中

ﾐｱｹ ｱｲｶ 島根

6 4802 三明　　愛果(2) 浜田一中

ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 島根

7 2433 福田　　美紅(1) 向陽中

ｻｻｷ ﾊﾉﾝ 島根

8 2071 佐々木　葉音(2) 出雲三中

ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根

9 2120 小村　　実加(3) 河南中

ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 島根

10 6821 齋藤　　梨菜(1) 高津中

ｵｵﾊﾏ　ﾎﾉｶ 島根

11 5044 大浜　　歩花(1) 浜田三中

ﾀｸﾜ ｶﾚﾝ 島根

12 2422 多久和　禾恋(2) 向陽中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 島根

13 2126 渡邊　　美央(2) 河南中

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 島根

14 2132 山本　　可憐(2) 河南中

ｽﾐｶﾞﾜ ﾖｼﾉ 島根

15 6217 澄川　　由乃(2) 益田中

ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 島根

16 2061 園山　　果林(2) 出雲三中

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根

17 2421 門脇　　　葵(2) 向陽中

ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 島根

18 4545 淺田　　結衣(3) 江津中

ﾅｵﾗ ｺﾊﾅ 島根

19 2018 直良　　胡花(2) 出雲三中

ﾀｶﾐ ｽｽﾞﾈ 島根

20 2146 高見　　紗音(1) 河南中

ﾔﾏﾑﾗ ﾐｳ 島根

21 548 山村　　美羽(2) 松江一中

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 島根

22 2431 金森　　由奈(1) 向陽中

ｶﾜｽﾐ ﾊﾅｶ 島根

23 2532 川角　　華加(1) 大社中

ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ 島根

24 2534 杉原　　那奈(1) 大社中

ｲｼﾊﾗ　ﾉﾉｶ 島根

25 2047 石原　　希颯(3) 出雲三中

ｶｶﾞﾜ ｱｲ 島根

26 2420 加川　　愛唯(2) 向陽中
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島根県記録(PR)             9:23.57     万代　美幸(島根・大阪学院大)          2012

島根県高校記録(HPR)        9:24.14     宗正　美海(島根・益田東高)            2005
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決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 島根

1 134 松原　のどか(3) 平田高

ｸﾙﾏ　ﾐﾂﾞｷ 島根

2 131 来間　　美月(3) 平田高

ﾓﾘﾔﾏ　ｻﾄﾐ 島根

3 600 森山　紗仁美(1) 平田高

ｽﾐ　ﾓﾓｺ 島根

4 138 角　　　桃子(2) 平田高

ｶﾄﾞﾜｷ　ｶﾉﾝ 島根

5 597 門脇　　花音(1) 平田高

ﾎﾝﾀﾞ　ｺﾄﾐ 島根

6 599 本田　　琴弓(1) 平田高

ﾀﾅﾍﾞ　ｺｺﾛ 島根

7 139 田辺　　　心(2) 平田高

ｱｵｷ　ｱｲﾊ 島根

8 135 青木　　愛葉(2) 平田高

ﾀｸﾜ　ﾋﾅ 島根

9 598 多久和　陽菜(1) 平田高

ｲﾏｵｶ　ﾓﾓｶ 島根

10 130 今岡　　桃香(3) 平田高

ﾐﾔｻﾞｺ ｻﾜ 島根

11 333 宮廻　　佐和(2) 出雲商高

ﾀﾌﾞﾁ ｺﾄ 島根

12 730 田淵　　瑚都(1) 松江農高

ｻﾜﾀﾞ　ﾐﾂｷ 島根

13 729 澤田　　雅月(1) 松江農高

ｶﾉｳ ﾅﾅ 島根

14 728 加納　　菜々(1) 松江農高

ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根

15 727 青山　　遥香(1) 松江農高

ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島根

16 199 代　　　悠乃(2) 松江農高

ﾏﾙ ﾐﾂｷ 島根

17 750 丸　　　美月(1) 出雲商高

ﾖｼﾉ ｱｲﾗ 島根

18 731 吉野　アイラ(1) 松江農高


