
ﾄﾗｯｸ審判長 串本　明人
跳躍審判長 野間　光明

 H28 第１回広島市陸上競技記録会（競技会ｺｰﾄﾞ：16 34 0707) 投擲審判長 野間　光明
【開催日】 H28年5月15日 記録主任： 南場　智
【主催団体】 広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表

(PR:県中学新) 男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場（341020）
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
 5/15男子100ｍ 藤原  駿也(4) 10.92木戸  啓太 11.02山本  竜二(3) 11.07久保  尚輝(4) 11.14石井  一将 11.18前田  文彬(4) 11.19稲垣  惇史 11.23橘高  貴大(2) 11.27

１００ｍ 広島経済大 広島SRPC 広島工業大学 広島経済大 ASﾌｸﾔﾏ 広島大学霞 ASﾌｸﾔﾏ 福山明王台高
村田  零(3)
福山明王台高

 5/15男子1500ｍ 藤井  隆仁(4) 4:08.82鍋島  尚哉(1) 4:10.21山崎  大空(3) 4:10.45森田  将平(3) 4:11.19西岡  大輝(2) 4:11.84宮藤  優樹(1) 4:13.07井上  雄太(2) 4:13.72石丸  大輝(3) 4:14.13
１５００ｍ 広島修道大学 広島修道大学 安佐中 修道高 広島工業大学 広島修道大学 広島工業大学 矢野中

 5/15男子110ｍＨ 荻野  龍平(6) 15.74武田  光司(6) 15.86住田  光駿(2) 16.21沖  幸彦(4) 16.86小勝負  功希(3) 18.18橋本  幸之介(1) 18.34和田  公平(2) 18.97
１１０ｍＨ 広島大学 広島大学霞 安佐北高 広島経済大 広島工業大学 修道高 広島城北高

 5/15男子400m 吉田  崇智(2) 49.75山手  滉(3) 50.68神田  直季(2) 50.88陶山  帆昴(2) 51.08藤島  廉(2) 51.11宮本  大輝(2) 51.62永田  雅英(3) 51.85渡辺  悠太朗(3) 51.95
４００ｍ 広島経済大 広島工業大学 広島経済大 広島経済大 広島大学 広島工業大学 広島経済大 広島工業大学

 5/15中男3000m 中野  翔太(3) 9:23.11田中  康聖(3) 9:28.89藤井    亮(3) 9:29.52大窪  晴天(3) 9:32.00餘多分亮雅(3) 9:39.08兼原  尚也(3) 9:41.23山本  玲園(3) 9:45.45藤本  浩輝(3) 9:58.84
３０００ｍ 五日市中 広島学院中 大塚中 安佐中 安佐南中 戸坂中 矢野中 矢野中

 5/15男子5000m 大沼  優(3) 15:00.45山本  啓輔(3) 15:02.52木邑  駿(1) 15:08.09藤原  舜(4) 15:11.91鎌田  滉(2) 15:12.83才原  翔斗(2) 15:16.92藤野  浩一 15:18.35大島  拓也(2) 15:19.41
５０００ｍ 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 ﾔﾝﾎﾞｰSC 広島経済大

 5/15男子4×100ｍ 広  島･ASﾌｸﾁﾔﾏ      43.85広  島･明王台高      43.88広  島･修道高      44.61広  島･広島大学霞      44.85広  島･安佐中      45.56広  島･広島三和中      47.42広  島･五日市南中      47.68広  島･大塚中      47.76
４×１００ｍ 福間  駿介 宗安  修(3) 木村  勇也(1) 吉本  幸司(5) 田中  晴斗(3) 満足  健太(3) 信川    瞭(2) 山田  和寿(2)

植永  隆弘 村田  零(3) 山西  隆太(3) 吉川  顕太(3) 石橋    凌(3) 上野  温斗(1) 山本  多聞(2) 佐藤  久遠(2)
稲垣  惇史 杉本  海斗(3) 大下  智之(1) 安部  晃規(4) 松中  馨大(3) 山口  郁真(3) 檀上  敬彦(2) 柏原  英幸(3)
石井  一将 橘高  貴大(2) 小笠原  将行(3) 前田  文彬(4) 佐藤  龍成(3) 中原  祐颯(3) 山本  航矢(2) 山本  魁聖(3)

 5/15男子走高跳 薗中  杏汰(1) 1.91弓瀬  航(3) 1.85大田  耕平(3) 1.85新家  直弥(2) 1.85波多野  幹也(3) 1.82石井    崇(3) 高陽中 1.70大林  拓視(3) 1.65
走高跳 広島大学 広島修道大学 広島大学 広島経済大 広島工業大学 藤井  竜矢(2) 広島経済大 修道高

 5/15男子走幅跳 藤原  駿也(4)7.57(+0.5)猪熊  亮太(3)7.11(+1.2)北村  直大(1)6.85(+1.5)久保  尚輝(4)6.60(+0.5)北野  省吾 6.44(+0.3)石井  一将 6.37(+0.6)北風  慎哉 6.22(+1.0)黒川  慎太郎(1)6.18(+0.6)
走幅跳 広島経済大 広島修道大学 広島修道大学 広島経済大 ASﾌｸﾔﾏ ASﾌｸﾔﾏ 広島JOC 広島経済大

 5/15男子200m 山本  竜二(3) 22.45木戸  啓太 22.60前田  文彬(4) 22.88稲垣  惇史 22.93亀井  翔平(高3) 23.10伊藤  大地(1) 23.13松浦  崇史 黄金山AC 23.14
２００ｍ 広島工業大学 広島SRPC 広島大学霞 ASﾌｸﾔﾏ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 広島修道大学 小笠原  将行(3) 修道高

 5/15中男110ｍＨ 井手  浩貴(3) 14.85高橋  遼平(3) 15.27石橋    凌(3) 15.43佐藤  龍成(3) 16.37中本  漱馬(3) 16.92佐藤  友多(3) 17.06広川  憂伍(3) 17.17橋本  裕夢(2) 18.06
１１０ｍＨ 修道中 祇園東中 安佐中 安佐中 安佐中 日浦中 広島城南中 広島城南中

 5/15中男砲丸投 大地  智也(3) 14.66櫻井真奈斗(2) 11.34須﨑    航(3) 11.33山中  大輝(3) 9.79髙野  尚之(3) 9.41流森  信治(2) 9.35舛田  長真(3) 8.99溝田    響(2) 8.74
砲丸投 祇園東中 PR宇品中 宇品中 戸山中 広島城南中 広島城南中 観音中 戸山中

 5/15高男砲丸投 藤澤  直弥(1) 8.99丸古  充克(2) 8.85伊藤  匡功(1) 7.34
砲丸投 修道高 広島城北高 広島城北高

 5/15男子砲丸投 甲斐  公耀(2) 11.69
砲丸投 広島経済大

女  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場
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
 5/15女子100m 西山  優里(3) 12.82長尾  真波(3) 12.99岩元  瑞希(中3) 13.07茶藤  沙紀(3) 13.14竹之内  涼花(中3) 13.24橋本  真宙(2) 13.26野﨑  彩花(3) 13.28植本  愛子(中3) 13.36

１００ｍ 福山明王台高 福山明王台高 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 広島経済大 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 安佐中 大塚中 CHASKI
 5/15女子1500m 谷本  七星(2) 4:49.45兼友  良夏(3) 4:52.59西田  鈴菜(3) 4:52.82宇津巻里帆(3) 4:54.46山縣  寧々(2) 4:54.71上川  蒼生(2) 4:58.63柿原  帆春(3) 4:59.01近藤  萌音(3) 5:00.50

１５００ｍ 国泰寺中 長束中 広島三和中 口田中 伴中 伴中 矢野中 広島城南中
 5/15女子200m 小山田  みなみ(2) 26.19岩元  瑞希(中3) 27.33橋本  真宙(2) 27.65久保  奈月(中3) 27.90植本  愛子(中3) 27.92花戸  彩衣(3) 27.98積  真理愛(4) 28.24藤東  愛心(2) 28.29

２００ｍ 広島経済大 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 安佐中 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ CHASKI 福山明王台高 広島大学霞 五日市中
 5/15女子100mH  +1.4林  真衣(4) 15.08西山  優里(3) 15.83藤井  きり(2) 16.55林  美咲(4) 17.03上別府  恵(高2) 17.28中川  恵莉(3) 18.67

１００ｍＨ 徳山大学 福山明王台高 福山明王台高 徳山大学 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 広島大学霞
 5/15女子800m 福永  楓花(2) 2:24.56谷本  七星(2) 2:25.31兼友  良夏(3) 2:25.92柿原  帆春(3) 2:26.34宇津巻里帆(3) 2:26.49山縣  寧々(2) 2:27.32佐々森陽菜(3) 2:27.44上川  蒼生(2) 2:28.53

８００ｍ 可部中 国泰寺中 長束中 矢野中 口田中 伴中 五日市中 伴中
 5/15女子4×100ｍ 広  島･広島経済大      49.70広  島･明王台高      50.53広  島･ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ      52.14広  島･五日市南中Ａ      52.32広  島･安佐中      52.65広  島･大塚中      53.03広  島･古田中      53.49広  島･五日市中      53.71

４×１００ｍ 茶藤  沙紀(3) 藤井  きり(2) 久保  奈月(中3) 藤田  七海(3) 吉川  鈴夏(3) 相川  鈴奈(3) 吉田  花音(2) 天坂  真衣(3)
小山田  みなみ(2) 西山  優里(3) 竹之内  涼花(中3) 小出  彩乃(3) 榎    葵生(3) 若林    蓮(2) 青野  彩生(3) 小川    純(3)
佛原  こうり(2) 花戸  彩衣(3) 六郎  冴良(中3) 下野  杏珠(3) 家守  奈穂(3) 掛迫  里緒(2) 登島    鈴(3) 藤東  愛心(2)
竹葉  千春(3) 長尾  真波(3) 岩元  瑞希(中3) 諏訪ひかり(3) 橋本  真宙(2) 野﨑  彩花(3) 濵田  夏凜(2) 兼平  愛花(3)

 5/15女子走高跳 村上  愛未(3) 1.52田中    優(3) 1.52小出  彩乃(3) 五日市南中 1.49藤井  きり(2) 1.35二本    愛(2) 1.35日浦野乃花(3) 宇品中 1.30
走高跳 広島修道大学 安西中 難波  杏歌(2) 伴中 福山明王台高 矢野中 掛迫  里緒(2) 大塚中

上別府  恵(高2) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
 5/15女子走幅跳 佛原  こうり(2)5.16(+0.7)岡野  和奏(2)5.15(+1.3)吉川あやの(3)5.13(+0.9)森内  砂希(1)5.08(+1.4)天坂  真衣(3)4.91(+0.3)住岡  咲江(中3)4.89(+0.8)砂田  紫音(2)4.78(+1.1)西村    聖(3)4.70(+1.2)

走幅跳 広島経済大 尾道北高 宇品中 広島修道大学 五日市中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 尾道北高 国泰寺中
 5/15中女砲丸投 三反田夏歩(3) 11.05家守  奈穂(3) 10.46藤井  彩乃(3) 9.00尾花日向子(3) 8.92西本  有里(3) 8.92長尾詩央里(3) 8.77濵田  羽咲(3) 8.75來山しおり(3) 8.56

砲丸投 古田中 安佐中 宇品中 五日市中 三入中 安佐南中 安西中 東原中
 5/15中女100ｍＨ 小出  彩乃(3) 15.18兼平  愛花(3) 15.57小川    純(3) 16.01藤田  七海(3) 16.13尾花日向子(3) 16.34難波  杏歌(2) 16.47東舎  葵(中2) 16.50田中奈保美(3) 16.66

１００ｍＨ 五日市南中 五日市中 五日市中 五日市南中 五日市中 伴中 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 宇品中
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2016年5月15日(日)

月 日 時 分 天　候 気温 ℃ 湿度 ％ 風 向 備　　考

曇り 20.5 77 西5 15 9 30

曇り 20.5 73 西南西5 15 10 00

曇り 21.5 65 西北西5 15 11 00

22.0 62 西5 15 16 00

曇り 21.5 69 西5 15 17 00

73 西北西5 15 18 00 曇り 21.5
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