
第６５回　広島県高等学校体育連盟尾三地区支部総合体育大会　陸上競技の部  決 勝 記 録 一 覧 表 島⽥ 徳久
２０１６年４月３０日～５月　２日 びんご運動公園陸上競技場 佐⻑ 渉

男 子

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録
11"16 11"62 11"63 11"67 11"76 11"77 11"91 12"01

23"05 23"26 24"15 24"23 24"30 24"50 24"57 25"10

49"34 51"38 52"13 52"54 52"80 53"65 55"01 55"55

2'00"17 2'02"93 2'04"64 2'05"96 2'07"05 2'07"09 2'07"36 2'09"78

4'08"87 4'08"93 4'11"38 4'11"60 4'16"49 4'29"42 4'36"06 4'36"95

14'42"66 16'17"16 16'49"34 16'57"31 16'59"64 18'07"83 18'10"06 18'33"98

16"66 16"72 17"25

59"32 59"90 1'01"67 1'02"31 1'03"09 1'06"38 1'07"09

9'42"93 10'19"63 10'50"00 11'04"69 11'21"76 11'39"58 14'26"68

24'20"54 25'35"16 28'32"38

GR

44"05 44"37 44"89 45"02 45"18 46"88 50"61 DSQ

3'25"69 3'32"03 3'38"87 3'38"96 3'39"43 3'40"12 3'41"52 3'49"93

1m70 1m70 1m65 1m65 1m65 1m60 1m55 1m55

3m80 3m60 3m00 2m40 NM NM

6m28 6m14 6m03 5m91 5m90 5m88 5m79 5m52

+0.9 +1.6 -0.3 +2.0 -0.7 +2.9 +2.3 +1.7

13m91 12m68 12m48 12m45 12m08 11m38 11m37 11m28

+1.4 +1.6 +1.9 +1.7 +2.1 +1.5 +2.7 +1.7

13m49 11m54 11m24 10m43 10m18 9m69 9m05 8m37

GR

39m32 35m46 32m94 32m62 28m45 27m08 20m24 20m09

40m33 38m63 32m96 31m74 19m11

52m23 46m62 44m19 41m30 40m53 38m42 38m14 37m94

4497点 4100点 2933点 2905点

走幅跳 +2.0 走幅跳 -0.1 走幅跳 +3.1 走幅跳 +1.1

100m -1.3 635 536 631 471

走幅跳 635 487 469 411

砲丸投(6kg) 446 558 310 326

400m 655 582 554 525

110mH -2.4 646 556 268 174

やり投 366 364 253 399

走高跳 472 520 0 0

1500m 642 497 448 599

審判⻑ 
記録主任 

4.46.14 5.11.11 5.20.36 4.53.28

1.61 1.67 NM NM

34.73 34.54 26.73 37.03
5/1

16.79 17.67 21.09 22.59

9.34 11.20 7.04 7.31

6.22 5.53 5.44 5.15
4/30

12.08 12.61 12.10 12.98

53.64 55.43 56.13 56.88

三原東高 広島商船高専 三原東高 忠海高

三原東高 総合技術高

男⼦８種
岡本　健(3) 溝田　直音(3) 木舟　大地(1) 倉橋　克海(2)

神野　流石(3) 倉橋　克海(2) 中本　暁大(3) 今田　竜太郎(3)

総合技術高 広島商船高専 尾道東高 尾道東高 尾道北高 忠海高
5/1 やり投

(0.800kg)
伊内　大河(3) 呉李　寅(3) 中根　啓志(3) 濱　大樹(3)

三原東高 三原東高 如水館高 三原東高 如水館高

三原東高 総合技術高

4/30 ﾊﾝﾏｰ投
(6.000kg)

堀内　尚輝(2) 後藤　祥太(3) 倉谷　昂希(2) 井原　泰雅(2) 石川　幸生(1)

倉谷　昂希(2) 呉李　寅(3) 西原　俊貴(2) 伊内　大河(3)

三原東高 尾道商高 三原東高 三原高 如水館高 広島商船高専
5/2 円盤投

(1.750kg)
後藤　祥太(3) 河上　陽(3) 堀内　尚輝(2) 影山　竣亮(3)

井原　泰雅(2) 濱　大樹(3)

三原東高 尾道商高 広島商船高専 三原東高 広島商船高専 三原高 三原東高 尾道東高

尾道北高 尾道北高

4/30 砲丸投
(6.000kg)

後藤　祥太(3) 河上　陽(3) 溝田　直音(3) 堀内　尚輝(2) 呉李　寅(3) 影山　竣亮(3)

尾崎　竜也(2) 内藤　涼羽(2) 原田　哲平(3) 林原　悠介(2)

三原東高 尾道東高 尾道北高 三原東高 総合技術高 広島商船高専
5/2 三段跳

岡本　健(3) 佐藤　孝三(2) 幸谷　亮汰(3) 中本　暁大(3)

岡田　黎士(1) 尾崎　竜也(2)

三原東高 如水館高 総合技術高 御調高 尾道東高 大崎海星高 尾道北高 総合技術高
4/30 ⾛幅跳

岡本　健(3) 長谷　直哉(2) 紙谷　秀哉(3) 尾田　瑞起(1) 佐藤　孝三(2) 末田　弘樹(3)

西本　俊太(3) 長谷川　悠義(2)

尾道商高 総合技術高 三原東高 三原東高 総合技術高 三原東高
4/30 棒⾼跳

樋本　翔哉(1) 只重　海地(3) 樋本　郁弥(3) 西原　俊貴(2)

西浦　海(2) 岡田　修弥(3)

如水館高 三原東高 広島商船高専 総合技術高 三原高 如水館高 広島商船高専 忠海高

中根　啓志(3) 西浦　海(2)

5/1 ⾛⾼跳
中路　雄太(1) 樋本　郁弥(3) 溝田　直音(3) 水津　星也(3) 土本　智也(1) 長谷　直哉(2)

近宗　涼太(3) 川本　駿(3) 村上　明寛(2) 紙谷　秀哉(3) 下村　直之(2) 岡本　健(3)

佐藤　孝三(2) 内田　光(3)

山口　嵩斗(2) 行武　幸将(3) 原田　哲平(3) 坂田　飛来(2) 武田　大輝(1) 木舟　大地(1) 藤井　淳也(2) 北浦　樹一(2)

山中　友輔(3) 松井　恭平(2) 國重　光寛(2) 濫觴　惺雅(3) 庄司　泰志(3) 中本　暁大(3)

尾道東高 広島商船高専

児玉　衛(3) 大野　亨樹(3) 内海　克暢(3) 水津　海人(2) 山本　翔太(1) 馬場　光明(3) 濱　大樹(3) 溝田　直音(3)

樋本　翔哉(1) 幸谷　亮汰(3)

5/2 4x400mR

三原高 忠海高 尾道北高 総合技術高 尾道高 三原東高

水津　海人(2) 内藤　涼羽(2) 木村　拓斗(3) 原田　哲平(3)

庄司　泰志(3) 倉橋　龍哉(1) 島津　尚晃(3) 藤井　淳也(2) 濫觴　惺雅(3) 北浦　樹一(2)

河上　陽(3) 内海　克暢(3)

菊田　博文(1) 山中　友輔(3) 中本　暁大(3) 佐藤　孝三(2) 紙谷　秀哉(3) 内田　光(3) 猪原　勝(1) 三田村　凌平(3)

総合技術高 広島商船高専 尾道商高 尾道北高

山本　翔太(1) 児玉　衛(3) 堂本　雅貴(1) 植木　勇弥(2) 尾崎　竜也(2) 西浦　海(2)

4/30 4x100mR

尾道高 三原高 三原東高 尾道東高

武田　大輝(1) 山口　嵩斗(2) 岡本　健(3) 中根　啓志(3)

三原東高 三原東高 三原東高

三原高

4/30 5000mW
馬場　光明(3) 山﨑　柊麻(2) 花岡　龍一(2)

重森　浩太(2) 吉池　清志郎(2) 半田　悠馬(1)

世羅高 世羅高 世羅高 総合技術高 三原高 三原高
5/2 3000mSC

堀内　弘輝(3) 狩野　未基(3) 大久保　樹(2) 北原　良樹(2)

三原高 総合技術高 総合技術高 忠海高 尾道北高 三原東高 三原東高
5/1 400mH

(0.914m)
児玉　衛(3) 紙谷　秀哉(3) 水津　海人(2) 松井　恭平(2) 村上　明寛(2) 長谷川　悠義(2) 前田　孝記(1)

総合技術高 総合技術高 総合技術高

三原東高 三原高

5/2 110mH
(1.067m)

-0.5
水津　星也(3) 紙谷　秀哉(3) 水津　海人(2)

田坂　優騎(3) 木之下　耀(2) 馬場　光明(3) 裏崎　和(2)

世羅高 世羅高 総合技術高 尾道北高 如水館高 忠海高
5/1 5000m

デービッド　グレ(2) 長嶺　龍之介(3) 高辻　弘一(3) 國重　光寛(2)

裏崎　和(2) 加藤　拓洋(2)

如水館高 如水館高 世羅高 世羅高 世羅高 忠海高 三原高 忠海高

尾道北高 三原高

4/30 1500m
郷田　渉(3) 実近　力丸(3) 福田　朋純(2) 尾辻　颯(3) 愼　颯人(2) 川本　駿(3)

下村　直之(2) 愼　颯人(2) 神野　流石(3) 森　翔太郎(2)

如水館高 世羅高 世羅高 尾道北高 尾道高 世羅高
5/2 800m

郷田　渉(3) 福田　朋純(2) 尾辻　颯(3) 國重　光寛(2)

山口　嵩斗(2)

三原東高 三原高 尾道東高 三原高 忠海高 尾道北高 尾道東高 三原高

三原東高

4/30 400m
島津　尚晃(3) 山中　友輔(3) 中根　啓志(3) 近宗　涼太(3) 松井　恭平(2) 内海　克暢(3) 藤井　淳也(2)

山本　翔太(1) 内田　光(3) 木舟　大地(1)

尾道高 三原高 尾道北高 尾道東高 尾道東高 尾道高 広島商船高専

尾道高 尾道高

5/2 200m -2.7
庄司　泰志(3) 山中　友輔(3) 内海　克暢(3) 中根　啓志(3) 藤井　淳也(2)

内海　克暢(3) 大野　亨樹(3) 山本　翔太(1) 菊田　博文(1)

尾道高 三原高 広島商船高専 尾道北高 尾道北高 忠海高

⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属

5/1 100m +0.1
庄司　泰志(3) 児玉　衛(3) 内田　光(3) 三田村　凌平(3)

４位 ５位 ６位 ７位 ８位
⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属

⽉⽇ 種 ⽬ ⾵速 １位 ２位 ３位


