
審 判 長 堀江　信之
第41回広島県民体育大会(陸上競技）

記録主任 松木　茂穂
決勝記録一覧表

男  子 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場

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
10/02 男子小学  -0.4 福井　凪冴 13.18 松川　晟夕 13.41 大中　雅智 13.43 西本　博紀 13.48 清水　友斗 13.60 中田　透羽 13.86 川室　慧太郎 13.89 大野　愛翔 13.95

１００ｍ 庄原市･庄原市 福山市･湯田陸上 広島市･石内南ＳＫＲＣ 東広島･東広島ＴＦＣ 広島市･石内南ＳＫＲＣ
10/02  -1.2 村上　諒 大会新 12.21 福岡　海人 12.66 遊佐　碧依 12.79 主田　周平 13.10 児玉　成輝 13.19 和田　琳 13.20 平谷　快翔 13.46 近藤　仁志 13.73

８０ｍＨ 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市
10/02 石内南ＳＫＲＣ 東広島ＴＦＣ－Ａ 三原陸上 織田スポーツクラブ

４×１００ｍＲ 川室　慧太郎      53.93 宍戸　鴻太      54.24 竹丸　宗汰      55.02 乃美　颯太      55.12 桑山　流星      56.16 酒井　啓汰      56.23 松島　壮史      57.70
中西　康輔 遊佐　碧依 中田　透羽 大森　琉翔 清水　颯大 大中　雅智 近藤　仁志
田中　凌 村上　諒 樋熊　海斗 中藤　杏輔 妹尾　壮真 大野　愛翔 河面　柊哉
清水　友斗 福岡　海人 和田　虎星 狭間　龍一 山下　壮太 柚木　丈寛 吉田　春紀

10/02 山下　壮太 4.83(-0.4) 塩月　翔吾 4.53(-0.4) 松田　啓杜 4.51(-0.6) 中藤　杏輔 4.31(-0.4) 杉原　海悠 4.26(-0.3) 吉田　春紀 4.25(-1.2) 樋熊　海斗 4.22(+0.7) 酒井　啓汰 4.15(-0.6)

走幅跳 庄原市･庄原市 三原市･三原陸上 尾道市･吉和ＡＣ 東広島･東広島ＴＦＣ
10/02 男子中学  -0.2 西川　正真 23.50 池上　祐太郎 23.93 五刀　要 24.44 寺迫　由留 25.13 小川　龍治 25.45 伊藤　拓真 25.89 高見　昌弥 26.33 菊本　悠斗 27.06

２００ｍ 東広島･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市 東広島･東広島ＴＦＣ 東広島･東広島ＴＦＣ 東広島･東広島ＴＦＣ
10/02 庄原市Ａ       45.98 東広島市ＴＦＣ 庄原市Ｂ 三次市立布野中学校 磯松中学校陸上部

４×１００ｍＲ 寺迫　由留 西川　正真      48.10 岡田　大貴      50.51 加藤　拳心      51.25 高地　太陽      53.98
小川　龍治 高見　昌弥 岡崎　太郎 佐藤　光 細川　真翔
池上　祐太郎 伊藤　拓真 片山　優大 佐藤　巡 川橋　遼
五刀　要 菊本　悠斗 原田　雅也 伊藤　源祐 山田　蒼稀

10/02 穂積　赳史 1.56 岡田　大貴 1.53 杉本　希音 1.35 岡崎　太郎 1.35 石元　大智 1.30

走高跳 福山市･中条走ろう会 庄原市･庄原市 東広島･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 福山市･中条走ろう会
10/02 片山　優大 5.13 前田　賢伸 4.81 藤井　誠輝 4.45 原田　雅也 4.40

砲丸投 庄原市･庄原市 福山市･中条走ろう会 庄原市･庄原市
10/02 男子高校 びんごＷＡＣ       54.43

４×１００ｍＲ 佐藤　大五郎
日山　雄斗
濱元　佑太
宮地　辰宜

10/02 男子一般 森元　憲治 9,35.58 藤井　俊平 9,42.78 中塚　元基 9,47.53 福地　英治 9,55.39 谷光　修二 10,10.85 角島　誓之助 10,21.20 藤田　明 10,31.27 中村　学 10,37.49

３０００ｍ 府中町･府中空城 東広島･東広島ＴＦＣ 竹原市･竹原市 三原市･三原市体協 三原市･三原市体協 三原市･三原市体協 竹原市･竹原市 三原市･三原市体協
10/02 ＴＷＣ       46.39 府中空城       47.38 広島ＪｒＯＣ       48.95

４×１００ｍＲ 内藤　祥 小川　博正 櫃田　仁史
井上　浩 田辺　幹雄 谷口　哲也
佐藤　研次郎 田口　雅典 櫃田　智之
牧薗　広幸 広田　佑貴 前田　克敬

10/02 中平　圭祐 12.34 猪原　友行 9.08 前田　秀尚 6.16

砲丸投 竹原市･竹原市 尾道市･吉和ＡＣ

東広島･磯松中学校陸上部

福山市･竹尋アスリートクラブ

竹尋アスリートクラブＡChaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団A 広島JrOCスポーツ少年団Ａ

福山市･竹尋アスリートクラブ 東広島･Gale Running Club 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 海田町･織田スポーツクラブ

福山市･福山ジュニア陸上クラブ 海田町･織田スポーツクラブ 海田町･織田スポーツクラブ

広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 尾道市･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団



審 判 長 堀江　信之
第41回広島県民体育大会(陸上競技）

記録主任 松木　茂穂
決勝記録一覧表

女  子 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場

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

10/02 女子小学  -0.9 山﨑　朋子 13.56 松本　絢香 14.10 山廣　彩羽 14.28 高垣　知里 14.63 堂前　咲希 14.63 河野　さやな 14.69 江原　美月優 14.74 中西　彩 14.76

１００ｍ 三原市･三原陸上 福山市･中条走ろう会 東広島･東広島ＴＦＣ 広島市･石内南ＳＫＲＣ
10/02  -0.7 平本　倫子 13.49 前田　朔良 13.60 松永　琴音 14.03 小畠　芽 14.09 土井　惟花 14.13 高山　響 14.29 山田　梨夢 14.34 重宗　姫香 14.69

８０ｍＨ 東広島･東広島ＴＦＣ 福山市･御野陸上クラブ 東広島･東広島ＴＦＣ 府中町･府中空城
10/02 三原陸上 東広島ＴＦＣ－Ａ 中条走ろう会Ａ 東広島ＴＦＣ－Ｂ

４×１００ｍＲ 國貞　穂乃佳      54.84 井分　愛希      55.16 河野　さやな      56.65 藤本　真穂      57.57 綾目　ひなの      58.51 中塚　梨菜      58.76 平本　結子      58.78 山根　知紗      59.13
玉江　華 忰山　渚 石中　裕美 沖中　友佳 堂前　咲希 中野　さくら 小畠　芽 大原　千朋
藤本　佳千 山廣　彩羽 平本　倫子 生田　彩華 檀上　依里 重宗　姫香 藤田　実優 前田　朔良
山﨑　朋子 松本　絢香 柏原　早希 高垣　知里 山田　梨夢 江原　美月優 松元　凜 藤井　悠乃

10/02 藤本　佳千 4.35(0.0) 井分　愛希 4.28(+0.5) 宮本　紗弥 4.24(+0.1) 忰山　渚 4.19(+1.1) 石中　裕美 4.09(+1.0) 沖中　友佳 4.02(+1.1) 宮地　香穂 3.88(+0.4) 中本　成美 3.88(+1.3)

走幅跳 三原市･三原陸上 福山市･新涯ＪＡＣ 東広島･東広島ＴＦＣ 福山市･中条走ろう会 尾道市･因北陸上 府中町･府中空城
10/02 女子中学  -0.5 東　成美 27.73 石田　はるか 28.25 清水　鈴奈 28.41 森岡　輝 28.68 永井　晴奈 29.21 田口　茉奈 29.56 高橋　紗菜恵 29.60 伊東　爽空 30.24

２００ｍ 東広島･東広島ＴＦＣ 福山市･湯田陸上 庄原市･庄原市 東広島･東広島ＴＦＣ
10/02 竹尋アスリートクラブ 東広島ＴＦＣ 誠之中学校陸上部 磯松中学校陸上部 庄原市Ａ

４×１００ｍＲ 森藤　真衣      52.96 山本　沙希菜      54.12 武田　藍花      55.31 森　風菜       56.09 畑廣　栞奈      56.26
田口　茉奈 高橋　紗菜恵 針間　咲良 藤原　かこ 永井　晴奈
手槌　彩乃 梅田　羽舞 金尾　菜奈美 片山　みらい 竹明　穂乃花
清水　鈴奈 東　成美 伊東　爽空 城島　怜佳 荒木　綸

10/02 梅田　羽舞 1.50 横山　夢 1.43 森藤　真衣 1.35 堀江　美音 1.30 小川　汐李 1.25 倉本　叡 1.25 渡邉　結奈 福山市･湯田陸上 1.20

走高跳 東広島･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 福見　遼 東広島･磯松中学校陸上部
10/02 中村　千夏 9.92 手槌　彩乃 9.84 金尾　菜奈美 7.81 梶田　陽菜 5.49 切田　海鈴 4.84

砲丸投 竹原市･竹原市 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市
10/02 女子一般 竹尋アスリートクラブ 広島ＪｒＯＣ

４×１００ｍＲ 杉森　めぐみ      57.52 吉川　千晶      57.61
石田　和子 森田　千尋
山下　美香 藤本　彩夏
桒田　祐果 吉川　由美

福山市･竹尋アスリートクラブ 福山市･誠之中学校陸上部

福山市･竹尋アスリートクラブ 広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山市･竹尋アスリートクラブ 福山市･誠之中学校陸上部

東広島･磯松中学校陸上部 福山市･竹尋アスリートクラブ 東広島･磯松中学校陸上部 尾道市･にゃんじゃスポーツ

福山市･竹尋アスリートクラブ

Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団A 高須ジュニアスポーツクラブ 竹尋アスリートクラブＡ 広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団Ｂ

広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団

広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 尾道市･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 福山市･竹尋アスリートクラブ

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 尾道市･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ


