
ト ラ ッ ク 審 判 長 赤木　　正英

ス タ ー ト 審 判 長 清水　　禎宏

跳 躍 審 判 長 島田　　正大

投 て き 審 判 長 青山　　和彦

混 成 審 判 長 青木　　敏章

記 録 主 任 野津　　　広

日付 種目

門谷　　昇星(2) 10.82 佐藤　亜々人(3) 10.98 松直　　　翼(3) 11.04 置名　　飛羅(2) 11.04 井上　　創亮(2) 11.07 田中　健太郎(3) 11.12 森本　　知隼(3) 11.12
島根・開星 島根・松江北 島根・大社 島根・出雲 島根・松江南 島根・出雲 島根・松江高専
門谷　　昇星(2) 22.05 福田　　亮太(3) 22.18 齋藤　　城納(3) 22.48 佐藤　亜々人(3) 22.63 松直　　　翼(3) 22.63 広瀬　　　陸(2) 22.89 村山　　　響(3) 22.97 井上　　創亮(2) 23.14
島根・開星 島根・開星 島根・隠岐 島根・松江北 島根・大社 島根・大社 島根・益田翔陽 島根・松江南
齋藤　　城納(3) 49.30 三成　　玲緒(3) 50.53 土江　　流空(3) 50.82 坂本　　陽斗(3) 50.97 飛田　　　陸(2) 50.99 大場みずなら(3) 51.03 堀西　　洸惇(3) 51.05 正木　亮太郎(3) 51.72
島根・隠岐 島根・大社 島根・開星 島根・大社 島根・開星 島根・浜田 島根・出雲 島根・大社
木佐　　亮太(2) 2:00.01 松崎　　寧生(1) 2:00.30 川本　　瑞記(3) 2:00.70 高野　　　拓(2) 2:01.54 大場みずなら(3) 2:01.99 横山　　凌弥(3) 2:02.98 布野　　隆省(3) 2:10.05 山中　　　望(3) 2:11.04
島根・出雲 島根・開星 島根・浜田 島根・出雲 島根・浜田 島根・益田翔陽 島根・出雲北陵 島根・松江商業
千代延　　巧(3) 4:07.72 上田　　陽向(3) 4:08.82 小瀧　未久登(3) 4:09.30 松崎　　寧生(1) 4:09.89 大皷　　力斗(3) 4:13.53 岡﨑　　大翔(3) 4:15.00 高野　　　拓(2) 4:15.87 木佐　　亮太(2) 4:16.11
島根・明誠 島根・出雲工業 島根・出雲工業 島根・開星 島根・松江商業 島根・益田 島根・出雲 島根・出雲
奥田　　捺暉(3) 15:33.51 伊藤　　蒼唯(1) 15:43.39 勝部　　　遼(2) 15:45.48 陶山　　輝文(3) 15:49.86 岸本　　和真(3) 15:54.78 岡﨑　　大翔(3) 16:15.17 長嶺　　佑生(2) 16:27.99 永見　　晃一(2) 16:50.33
島根・明誠 島根・出雲工業 島根・明誠 島根・出雲工業 島根・出雲工業 島根・益田 島根・津和野 島根・松江高専
足立　　駿人(2) 14.99 荏田　　陽向(2) 15.53 原田　　真紘(3) 15.53 秦　　　伸成(2) 15.74 堀　　　汐音(2) 15.90 的場　真那斗(3) 16.60 園山　　天志(1) 17.90 山根　　悠介(1) 18.51
島根・開星 島根・大社 島根・松江北 島根・大社 島根・大社 島根・矢上 島根・開星 島根・松江北
堀西　　洸惇(3) 56.04 加藤　　諒介(2) 56.54 鎌田　　真央(2) 57.61 松本　　達樹(3) 57.83 中井　　　空(3) 57.91 森田　　光典(2) 58.05 新田　　貴也(2) 59.30 南木　　　涼(2) 59.36
島根・出雲 島根・出雲 島根・浜田 島根・大社 島根・松江北 島根・松江高専 島根・出雲農林 島根・大社
上田　　陽向(3) 9:35.47 千代延　　巧(3) 9:42.29 大皷　　力斗(3) 9:45.22 尾林　　恒星(1) 9:51.45 登尾　　綜太(3) 9:53.02 落合　　雄大(3) 10:03.64 中尾　　歩夢(1) 10:14.73 米山　　哲平(3) 10:24.55
島根・出雲工業 島根・明誠 島根・松江商業 島根・平田 島根・明誠 島根・明誠 島根・出雲 島根・出雲工業
半田　　　匠(3) 23:27.89 安部　　暖人(2) 23:41.98 針山　　弘基(3) 24:52.29 高間　　遥大(3) 25:50.18 末田　　優人(2) 27:08.45 淺原　　来羽(2) 27:15.77 飯田　　飛悠(3) 27:41.36 脇田　　祐生(3) 28:30.18
島根・松江北 島根・島根中央 島根・島根中央 島根・明誠 島根・明誠 島根・出雲工業 島根・島根中央 島根・隠岐
島根・開星 41.32 島根・大社 42.77 島根・出雲 43.07 島根・明誠 43.18 島根・松江高専 43.73 島根・松江北 43.86 島根・松江商業 44.38 島根・浜田 44.53
門谷　　昇星(2) GR 広瀬　　　陸(2) 田中　健太郎(3) 遠藤　　直樹(3) 森本　　知隼(3) 三木　　真慧(3) 吉木　　公佑(3) 高橋　　欣吾(3)
松浦　　大雅(2) 中村　慎太郎(3) 置名　　飛羅(2) 竹下　　大斗(2) 小山　　　裕(3) 佐藤　亜々人(3) 谷口　　稜真(2) 植田　　聖人(2)
福田　　亮太(3) 松直　　　翼(3) 土江　　　仁(3) 千代延　源太(2) 金山　　久人(2) 原田　　真紘(3) 福寄　まなと(2) 鎌田　　真央(2)
平谷　　彰吾(3) 堀　　　汐音(2) 加藤　　諒介(2) 吉地　　颯太(1) 森田　　光典(2) 中井　　　空(3) 山中　　　望(3) 田邨　　真夢(2)
島根・大社 3:21.30 島根・出雲 3:22.14 島根・開星 3:22.91 島根・松江高専 3:26.07 島根・松江北 3:26.62 島根・明誠 3:26.85 島根・隠岐 3:26.92 島根・浜田 3:27.66
坂本　　陽斗(3) 置名　　飛羅(2) 飛田　　　陸(2) 小山　　　裕(3) 内藤　　久稔(2) 竹下　　大斗(2) 坂田　　　葵(2) 田邨　　真夢(2)
正木　亮太郎(3) 堀西　　洸惇(3) 福田　　亮太(3) 森本　　知隼(3) 佐藤　亜々人(3) 豊田　　亮介(2) 齋藤　　城納(3) 川本　　瑞記(3)
中村　慎太郎(3) 木佐　　亮太(2) 門谷　　昇星(2) 西村　涼太郎(3) 原田　　真紘(3) 吉地　　颯太(1) 臼井　　美十(3) 花野　　壱成(2)
三成　　玲緒(3) 加藤　　諒介(2) 土江　　流空(3) 森田　　光典(2) 中井　　　空(3) 今岡　　蓮也(3) 立原　　克樹(3) 大場みずなら(3)
志食　真陽瑠(3) 2m03 鳥屋尾　優介(2) 1m94 今岡　　蓮也(3) 1m80 泉　　　颯人(1) 1m80 佐藤　　蓮文(1) 1m75 嘉本　　悠利(2) 1m75
島根・大社 島根・大社 島根・明誠 島根・石見智翠館 島根・平田 島根・出雲農林

陶山　　勇人(3) 1m80
島根・大社

糸川　　元希(3) 4m20 中村　慎太郎(3) 4m20 後藤　　達也(3) 3m90 金山　　久人(2) 3m90 尾崎　　将矢(1) 3m80 山岡　　大晟(2) 3m70 山本　　俊介(1) 3m40 山﨑　　友大(2) 3m40
島根・松江農林 島根・大社 島根・松江農林 島根・松江高専 島根・大社 島根・松江高専 島根・大社 島根・開星
永岡　勇次郎(1) 6m96(+2.6) 福田　　　翼(1) 6m88(+1.9) 森本　　知隼(3) 6m77(+1.3) 千代延　源太(2) 6m71(+1.9) 豊田　　亮介(2) 6m63(+3.6) 広瀬　　　陸(2) 6m57(+3.0) 須山　　勇希(3) 6m45(+1.0) 髙木　　拓人(3) 6m27(+2.6)
島根・大社 *F0 島根・大社 島根・松江高専 島根・明誠 島根・明誠 *F4 島根・大社 *F6 島根・松江ろう 島根・益田 *F2

公認記録なし 公認6m07(+1.7) 公認6m29(0.0) 公認6m23(+2.0)

奥井　　歩夢(3) 13m96(+3.3) 志食　真陽瑠(3) 13m18(+2.4) 篠原　　政輝(3) 12m82(+2.2) 松直　　惣太(2) 12m70(+2.2) 森本　　知隼(3) 12m49(+3.1) 的場　真那斗(3) 12m45(+1.6) 城　　　宏樹(3) 12m39(+3.6) 田子　　翔馬(3) 12m36(+2.0)
島根・大社 *F3 島根・大社 *F0 島根・明誠 *F4 島根・大田 *F1 島根・松江高専 *F1 島根・矢上 島根・出雲 *F5 島根・松江農林

公認13m60(+2.0) 公認記録なし 公認12m69(+1.3) 公認12m10(+1.3) 公認12m22(+1.7) 公認12m25(+1.5)

富田　　陸斗(2) 13m11 渡邊　　行陽(3) 12m13 佐々木　淳平(3) 11m98 三原　　太一(3) 10m93 齋賀　　壮真(2) 10m86 大久保　良真(3) 10m84 山之内　武威(1) 10m67 武田　　朋樹(2) 10m37
島根・松江工業 島根・大社 島根・益田 島根・大社 島根・隠岐 島根・明誠 島根・大社 島根・松江工業
富田　　陸斗(2) 41m50 佐々木　淳平(3) 39m96 渡邊　　行陽(3) 35m52 山之内　武威(1) 34m90 齋賀　　壮真(2) 31m41 原　　　叶季(3) 27m67 武田　　朋樹(2) 27m13 大久保　良真(3) 26m88
島根・松江工業 島根・益田 島根・大社 島根・大社 島根・隠岐 島根・松江農林 島根・松江工業 島根・明誠
渡邊　　行陽(3) 51m22 富田　　陸斗(2) 50m87 原　　　叶季(3) 39m09 武田　　朋樹(2) 35m00 杉原　　聡一(2) 10m55
島根・大社 島根・松江工業 島根・松江農林 島根・松江工業 島根・出雲
三原　　太一(3) 55m91 植田　　大貴(3) 50m69 佐々浦　龍希(3) 50m16 立原　　克樹(3) 48m06 勝部　　正樹(2) 44m41 山砥　　雪夢(3) 42m17 坂野　　勇次(3) 41m90 岡田　　知恩(3) 39m15
島根・大社 島根・松江農林 島根・石見智翠館 島根・隠岐 島根・出雲 島根・横田 島根・島根中央 島根・津和野
原田　　真紘(3) 4632点 大久保　良真(3) 4169点 坂井　　継生(2) 3844点 武田　　秋星(3) 3687点 周藤　　拓海(2) 3643点 小西　　拡汰(2) 2788点
島根・松江北 追参 島根・明誠 追参(公認4160点) 島根・浜田 追参(公認3828点) 島根・出雲 追参 島根・大社 島根・明誠 追参

森山　　　凜(2) 12.34 荒木　　　桃(3) 12.56 持田　かのん(1) 12.64 日野　　彩夏(3) 12.77 井口　　彩実(3) 12.79 端本　　千夏(2) 12.95 藤原　　珠稀(2) 13.01 角橋　　花南(1) 13.30
島根・明誠 島根・開星 島根・松江北 島根・開星 島根・明誠 島根・大社 島根・大社 島根・松江北
大下　　愛梨(3) 25.69 森山　　　凜(2) 25.88 持田　かのん(1) 26.08 永瀬　　　望(3) 26.09 松村　　　愛(1) 26.64 日野　　彩夏(3) 26.81 藤原　　珠稀(2) 27.11 山尾　　美来(1) 27.24
島根・松江北 島根・明誠 島根・松江北 島根・大東 島根・大社 島根・開星 島根・大社 島根・明誠

13.49(+2.5)-4m91(+1.8)-5m85-1:01.42

24.78(+2.5)-30m28-1m49-4:40.98

5月25日
 女子100m 

風：+2.9

5月26日
 女子200m 

風：+3.2

12.25(+2.5)-5m62(+1.3)-8m78-53.84

19.43(+2.5)-22m90-1m61-4:51.98

11.79(+2.5)-6m17(+2.8)-6m20-56.40

17.47(+2.5)-19m92-1m40-5:08.32

11.94(+2.5)-5m54(0.0)-7m27-55.69

19.35(+2.5)-32m45-1m49-5:14.59

11.78(+2.5)-5m53(+4.1)-9m36-52.74

15.85(+2.5)-36m81-1m82-5:07.03

5月24日 
～25日

 男子八種競技
11.59(+2.5)-6m00(+1.3)-10m33-55.15

19.15(+2.5)-39m84-1m46-5:05.10

5月26日  男子円盤投(1.750kg)

5月24日  男子ハンマー投(6.000kg)

5月25日  男子やり投(800g)

5月24日  男子走幅跳

5月25日  男子三段跳

5月24日  男子砲丸投(6.000kg)

5月26日  男子走高跳

5月24日  男子棒高跳

5月24日  男子5000mW

5月25日  男子4X100mR

5月26日  男子4X400mR

5月26日
 男子110mH(1.067m) 

風：+2.3

5月25日  男子400mH(0.914m)

5月26日  男子3000mSC(0.914m)

5月26日  男子800m

5月24日  男子1500m

5月25日  男子5000m

8位

5月25日
 男子100m 

風：+1.3

5月26日
 男子200m 

風：+3.1

5月24日  男子400m

第72回島根県高校総体陸上競技島根県大会 【19321001】 
浜山公園陸上競技場陸上競技場 【321020】 
2019/05/24 ～ 2019/05/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



大下　　愛梨(3) 58.96 渡部　　鈴夏(2) 59.35 永瀬　　　望(3) 1:01.23 平藪　　芽唯(2) 1:01.24 日原　穂乃花(1) 1:01.84 一瀨　帆乃華(3) 1:02.09 石飛　　美結(3) 1:03.10 大國　　那月(3) 1:04.96
島根・松江北 島根・開星 島根・大東 島根・浜田 島根・明誠 島根・松江商業 島根・大社 島根・大社
渡部　　鈴夏(2) 2:18.74 柘植　裕季葉(3) 2:19.76 来間　　美月(1) 2:22.31 杉原　　共香(2) 2:22.93 門城　菜々美(3) 2:24.59 松原　のどか(1) 2:27.18 檜垣　ひなた(3) 2:30.64 日原　穂乃花(1) 2:32.08
島根・開星 島根・松江北 島根・平田 島根・出雲商業 島根・松江北 島根・平田 島根・明誠 島根・明誠
SHEILA CHEROTICH(2) 4:26.29 柘植　裕季葉(3) 4:43.16 来間　　美月(1) 4:47.27 梶谷　　茉祐(2) 4:49.47 長岡　　実来(3) 4:49.49 門城　菜々美(3) 4:49.55 水津　　　陽(1) 4:53.45 杉原　　共香(2) 4:58.24
島根・益田東 GR 島根・松江北 島根・平田 島根・出雲商業 島根・松江北 島根・松江北 島根・益田東 島根・出雲商業
JUDY JEPNGETICH(2) 9:44.65 野津　きなり(3) 10:21.42 梶谷　　茉祐(2) 10:21.46 柘植　裕季葉(3) 10:24.66 長岡　　実来(3) 10:26.74 今岡　宥莉香(2) 10:29.95 水津　　　陽(1) 10:32.65 高橋　ほたる(3) 11:07.98
島根・益田東 島根・平田 島根・出雲商業 島根・松江北 島根・松江北 島根・平田 島根・益田東 島根・出雲商業
長﨑　さゆり(3) 14.35 拝上　　芽生(2) 15.80 髙田　　菜月(2) 15.91 伊藤　　彩乃(3) 16.89 中村　　好香(2) 16.95 米原　　楓加(1) 17.25 錦織　　綺羅(2) 17.42 中村　　寧々(1) 22.09
島根・大社 島根・明誠 島根・出雲 島根・出雲農林 島根・平田 島根・明誠 島根・大社 島根・大社
拝上　　芽生(2) 1:06.71 矢倉　　侑芽(3) 1:07.74 藤井　　佑衣(3) 1:09.45 神田　　早紀(2) 1:10.37 松井　　菜摘(3) 1:10.51 大國　　那月(3) 1:10.60 藤岡　　志帆(2) 1:10.60 元上　　一葉(2) 1:12.10
島根・明誠 島根・松江商業 島根・出雲 島根・大社 島根・大社 島根・大社 島根・出雲 島根・松江南
杉原　　菜友(2) 27:44.14 宮原　　　愛(2) 35:25.38 高井　　　彩(3) 40:37.97
島根・出雲 島根・大田 島根・隠岐
島根・明誠 48.99 島根・松江北 49.19 島根・大社 49.47 島根・開星 49.70 島根・出雲 50.92 島根・松江商業 51.57 島根・浜田 51.92 島根・益田 52.04
内部　　百笑(1) 角橋　　花南(1) 五嶋　　美月(2) 日野山　未羽(1) 原　　由香里(3) 吉本　　千夏(2) 山根　　奏音(2) 熱田　　知奈(3)
森山　　　凜(2) 持田　かのん(1) 藤原　　珠稀(2) 荒木　　　桃(3) 佐々木　千聡(2) 矢倉　　侑芽(3) 平藪　　芽唯(2) 宮田　　星乃(2)
井口　　彩実(3) 三浦　かおり(1) 松浦　　千春(2) 日野　　彩夏(3) 藤井　　佑衣(3) 一瀨　帆乃華(3) 田中　　杏海(3) 寺戸　　花心(2)
永見　穂乃香(2) 大下　　愛梨(3) 天野　　伊織(3) 渡部　　鈴夏(2) 藤岡　　志帆(2) 桑原　　未歩(2) 佐藤　　　心(3) 菅田　　悠乃(2)
島根・松江北 4:02.43 島根・大社 4:04.04 島根・明誠 4:05.32 島根・開星 4:07.62 島根・松江商業 4:11.30 島根・出雲 4:12.32 島根・浜田 4:16.21 島根・大東 4:20.39
三浦　かおり(1) 石飛　　美結(3) 拝上　　芽生(2) 渡部　　鈴夏(2) 吉本　　千夏(2) 藤岡　　志帆(2) 佐藤　　　心(3) 多々納　沙羅(3)
持田　かのん(1) 松浦　　千春(2) 日原　穂乃花(1) 日野山　未羽(1) 矢倉　　侑芽(3) 佐々木　千聡(2) 田中　　杏海(3) 舟木　　七海(3)
柘植　裕季葉(3) 端本　　千夏(2) 山尾　　美来(1) 荒木　　　桃(3) 福田　　英絵(3) 原　　由香里(3) 岡田　　英奈(1) 藤原　　里紗(2)
大下　　愛梨(3) 五嶋　　美月(2) 永見　穂乃香(2) 日野　　彩夏(3) 一瀨　帆乃華(3) 藤井　　佑衣(3) 平藪　　芽唯(2) 永瀬　　　望(3)
長島　　日和(3) 1m54 三浦　かおり(1) 1m54 佐藤　　　心(3) 1m54 米原　　美洸(1) 1m51 古谷　　花鈴(1) 1m45 岩本　ひなた(2) 1m40 増原　　帆花(1) 1m35
島根・明誠 島根・松江北 島根・浜田 島根・大社 島根・大社 島根・益田 島根・出雲

伊藤　　愛菜(2) 1m54
島根・大社

幸田　　未夢(3) 3m40 五嶋　　美月(2) 3m30 朝木　　翔子(2) 2m60 上原　　佑月(1) 2m00
島根・大社 =GR 島根・大社 島根・松江農林 島根・大社
宮田　　星乃(2) 5m73(+2.9) 井口　　彩実(3) 5m41(+1.3) 西尾　　有紗(3) 5m29(+3.4) 井田　　瑠杏(1) 5m16(+2.8) 野口　　月華(1) 5m11(+2.6) 福田　愛由香(3) 5m10(+1.7) 中山　　春花(1) 5m05(+2.3) 木村　　日薫(3) 4m97(+1.6)
島根・益田 *F0 島根・明誠 島根・隠岐 *F1 島根・大社 *F4 島根・島根中央 *F6 島根・出雲北陵 島根・松江北 *F5 島根・平田

公認記録なし 公認5m04(+1.9) 公認4m98(+1.4) 公認4m91(+1.1) 公認4m99(+1.6)

井口　　彩実(3) 11m28(+1.7) 月森　　希歩(3) 11m02(+0.4) 西尾　　有紗(3) 10m90(+1.0) 原　　由香里(3) 10m78(+0.9) 松浦　　千春(2) 10m51(+1.1) 木村　　日薫(3) 10m36(-2.0) 福田　愛由香(3) 10m32(0.0) 田中　　美有(3) 10m25(+1.2)
島根・明誠 GR 島根・大社 島根・隠岐 島根・出雲 島根・大社 島根・平田 島根・出雲北陵 島根・平田
杉内　　宏衣(3) 10m89 牛尾　　結香(2) 10m16 尾添　　和奏(2) 10m05 山脇　　麻子(2) 9m92 畑本　　乃愛(1) 9m29 吉岡　　杏莉(3) 8m90 門脇　あかり(3) 8m50 松浦　　真歩(3) 8m25
島根・明誠 島根・大社 島根・明誠 島根・横田 島根・明誠 島根・開星 島根・松江商業 島根・大社
牛尾　　結香(2) 38m75 吉岡　　杏莉(3) 32m69 杉内　　宏衣(3) 30m37 熱田　　知奈(3) 28m33 春木　　夏蓮(2) 23m92 山脇　　麻子(2) 22m58 小黒　絵梨奈(2) 21m44 石﨑　　李菜(2) 18m20
島根・大社 島根・開星 島根・明誠 島根・益田 島根・松江南 島根・横田 島根・大社 島根・出雲北陵
牛尾　　結香(2) 40m70 松浦　　真歩(3) 38m41 熱田　　知奈(3) 35m42 吉岡　　杏莉(3) 34m39 小黒　絵梨奈(2) 30m92 山脇　　麻子(2) 22m06 門脇　あかり(3) 21m43 杉内　　宏衣(3) 20m70
島根・大社 GR 島根・大社 GR 島根・益田 島根・開星 島根・大社 島根・横田 島根・松江商業 島根・明誠
藤本　　愛佳(2) 35m03 春木　　夏蓮(2) 33m48 田中　　美有(3) 32m35 黒崎　　理彩(2) 30m87 尾添　　和奏(2) 29m91 外野　　来海(3) 26m34 萩本　　晴与(2) 26m12 平川　　　歩(2) 25m87
島根・大東 島根・松江南 島根・平田 島根・出雲 島根・明誠 島根・出雲 島根・立正大淞南 島根・大社
上木　杏香音(1) 3433点 外野　　来海(3) 3212点 桑原　　未歩(2) 2958点 黒崎　　理彩(2) 2827点 増原　　帆花(1) 2339点
島根・矢上 島根・出雲 島根・松江商業 島根・出雲 島根・出雲

男子総合 大社 174.5点 明誠 87.5点 出雲 71点 開星 70点 松江北 46点 出雲工業 41点 松江高専 33点 松江工業・松江農林 31点
男子トラック 開星 69点 大社 63点 出雲 56点 明誠 53点 出雲工業 41点 松江北 38点 浜田 21点 隠岐 17点

男子フィールド 大社 107.5点 松江工業・松江農林 31点 明誠 24.5点 松江高専 18点 益田 14点 隠岐 13点 石見智翠館 10点
男子混成 明誠 10点 松江北 8点 浜田 6点 出雲 5点 大社 4点
女子総合 大社 136.5点 明誠 111点 松江北 87点 出雲 59点 開星 55点 平田 40点 松江商業 27点 益田 22点

女子トラック 松江北 78点 明誠 59点 大社 50点 開星 40点 出雲 29点 平田 29点 益田東 20点 出雲商業 18点
女子フィールド 大社 86.5点 明誠 52点 益田 21点 開星 15点 出雲 14点 隠岐 12点 松江南・平田・横田 11点

女子混成 出雲 16点 矢上 8点 松江商業 6点
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高

対抗得点

対抗得点

17.26(+0.7)-1m32-5m84-28.70(+3.0)

4m12(+0.6)-17m43-2:42.30

19.45(+0.7)-1m29-7m55-29.40(+3.0)

3m30(0.0)-29m12-2:40.90

21.92(+0.7)-1m38-6m09-29.13(+3.0)

4m06(0.0)-16m40-3:05.05

17.67(+0.7)-1m44-7m68-27.76(+3.0)

4m35(0.0)-23m35-2:38.99

5月25日 
～26日

 女子七種競技
17.26(+0.7)-1m38-7m16-29.54(+3.0)

4m30(+0.3)-26m72-2:46.54

5月25日  女子円盤投(1.000kg)

5月24日  女子ハンマー投(4.000kg)

5月24日  女子やり投(600g)

5月25日  女子走幅跳

5月26日  女子三段跳

5月26日  女子砲丸投(4.000kg)

5月24日  女子走高跳

5月25日  女子棒高跳

5月24日  女子5000mW

5月25日  女子4X100mR

5月26日  女子4X400mR

5月25日  女子3000m

5月26日
 女子100mH(0.838m) 

風：+1.9

5月25日  女子400mH(0.762m)

5月24日  女子400m

5月26日  女子800m

5月24日  女子1500m


