
第２３回ひろしま県央競歩大会2016　【　16340019　】　　　　　　総 合 記 録 一 覧 表

　2016年11月27日(日)

　東広島運動公園陸上競技場　【　342050　】

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位

女子3000ｍ 城本　美結 １９分３５秒５９　 清水　麻理 ２１分１９秒９８　 池野　亜理紗 ２４分００秒１２　 宮迫　愛 ２４分００秒１９　 梶　友理香 ２４分０２秒６９　

中学生の部 鳥取県 鳥取県若桜学園中学校 岡山県 金光学園中学校 広島県 広島県向陽中学校 広島県 広島県向陽中学校 広島県 広島県向陽中学校

女子3000ｍ 織田　真帆 １６分５７秒５８　 金谷　紗希 ２１分１７秒７６　 沖　はなこ ２１分３１秒８２　 川口　聖恵奈 ２５分０３秒０３　 中村　海琴 ２６分０５秒７３　

高校生の部 京都府 西京高等学校 岡山県 就実高等学校 岡山県 鳥城高等学校 長崎県 佐世保工業高校 長崎県 佐世保工業高校

女子3000ｍ 五藤　怜奈 １４分０５秒０５　 中野　　惠 １７分３８秒９４　 宇野　淳子 ２２分０４秒０９　 竹内　由美 ２６分０４秒９３　

一般の部 岐阜県 中部学院大学 岐阜県 中部学院大学 香川県 香川マスターズ 山口県

女子3000ｍ 脇本　望 １６分５３秒０９　 柏木　衿香 １７分１６秒８７　 神宝　なるみ １８分２７秒３９　 松木　聖良 １８分４７秒９８　 堀川　愛帆 １９分０８秒６７　 本城　明日香 １９分１５秒９９　

オープンの部

男子3000ｍ 濵本　修平 １５分４７秒６２　 黒原　優人 １６分１７秒６７　 西永　拓真 １６分３２秒８６　 鈴木　大貴 １６分３５秒７５　 秋本　雄一朗 １７分１７秒０５　 坂田　凜 １８分２１秒５９　 土手　淳平 １８分４３秒６２　 吉田　玲志 １８分５５秒８２　

中学生の部 広島県 東広島市立高屋中学校 広島県 東広島市立向陽中学校 広島県 東広島市立向陽中学校 広島県 東広島市立向陽中学校 山口県 国府中学校 広島県 東広島市立向陽中学校 広島県 東広島市立向陽中学校 広島県 東広島市立向陽中学校

男子3000ｍ 間野　功大 １８分３６秒１４　 久保田　晴斗 １８分５８秒５６　

高校生の部 岡山県 倉敷南高 兵庫県 佐用高校

男子3000ｍ 大本　宗範 １４分５９秒１９　 若林　大智 １４分５９秒８０　 三輪　拓哉 １５分２７秒８９　 清家　将徳 １５分５４秒３４　 吉田　盛一 １６分１９秒６７　 窪田　利彰 １６分２２秒３２　 佐々　順一 １７分３２秒０５　 山田　直孝 １８分２８秒９８　

一般の部 広島県 Ｔ.Ｎ.Ｓ.Ｋ.Ｃ 宮崎県 宮崎大学 広島県 Ｔ.Ｎ.Ｓ.Ｋ.Ｃ 福島県 福島マスターズ 東京 日本体育施設 三重県 三重マスターズ 愛媛県 ダブルデカスロンクラブ

男子3000ｍ 藤田　匠也 １４分５１秒０６　 松木　一馬 １６分３３秒０６　 堀川　　尚 １７分１１秒０３　 佐々木　俊治 １８分２４秒３０　 佐伯　佳祐 １８分５８秒４３　 森本　文雄 １９分３５秒７９　

オープンの部

小学生1000ｍ 中村　朗朴 ５分２３秒８０　 亀田　昇太郎 ５分３１秒３１　 村上　櫂晟 ５分３１秒５４　 野上　粋世 ５分３５秒１８　 伊藤　大輔 ５分４０秒９８　 小池　湊 ５分４０秒９８　 蛯原　駿 ５分４７秒４０　 服部　誠之 ６分２１秒４６　

男子の部 滋賀県 0 広島県 東広島ＴＦＣ 広島県 東広島ＴＦＣ 岡山県 総社ＴＦＣＪｒ 広島県 東広島ＴＦＣ 広島県 東広島ＴＦＣ 広島県 東広島ＴＦＣ 岡山県 幡多小学校

小学生1000ｍ 山岡　蓮華 ５分３３秒７８　 野上　双葉 ５分４１秒７０　 平本　結子 ６分２０秒７６　 山本　実夢 ６分４７秒３７　 朝辺　里緒 ６分５２秒６３　 松元　凜 ７分００秒８２　 迫田　なるみ ７分０５秒６５　 山田　慈 ７分０６秒１９　

女子の部 広島県 東広島ＴＦＣ 岡山県 総社ＴＦＣＪｒ 広島県 東広島ＴＦＣ 岡山県 総社ＴＦＣＪｒ 広島県 東広島ＴＦＣ 広島県 東広島ＴＦＣ 広島県 東広島ＴＦＣ 広島県 東広島ＴＦＣ

男子5000ｍ　 住所　大翔 ２０分０７秒２３　大会新 古賀　友太 ２０分１２秒５９　 鈴木　匠 ２０分４２秒６９　 劒物　太一 ２０分４７秒０４　 平澤　一輝 ２０分５１秒８６　 滝口　輝一 ２０分５３秒４４　 鷲尾　優太 ２０分５８秒３８　 山下　尊士 ２１分１３秒１３　

高校生の部 兵庫県 飾磨工業高校 福岡県 大牟田高等学校 大阪府 履正社高等学校 兵庫県 飾磨工業高校 兵庫県 飾磨工業高校 滋賀県 滋賀学園高等学校 兵庫県 飾磨工業高校 佐賀県 鳥栖工業高等学校

男子5000ｍ　 菅浪　裕也 ２０分５１秒３８　 惠美　晃成 ２３分２４秒８２　 田中　隆太郎 ２５分４１秒２７　 辻本　始 ２８分３５秒５９　 吉田　盛一 ２８分５６秒１６　

一般の部 滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学 福岡県 九州国際大学 三重県 名古屋大学 奈良県 奈良陸協 福島県 福島マスターズ

女子5000ｍ　 則本　菜々子 ２３分３６秒５８　 源　有留 ２３分３９秒２１　 森田　真緒 ２４分２３秒９６　 篠原　江里奈 ２５分０４秒８９　 粂　寿々香 ２５分１２秒２１　 入江　みはゆ ２５分１８秒９８　 武田　多惠 ２５分３２秒４８　 南　笑里 ２５分４５秒１８　

高校生の部 岡山県 岡山東商業高等学校 岡山県 倉敷翠松高等学校 滋賀県 比叡山高 兵庫県 西宮北高等学校 兵庫県 川西緑台高等学校 鳥取県 八頭高等学校 京都府 西京高等学校 奈良県 奈良育英高等学校

女子5000ｍ　 五藤　怜奈 ２３分４１秒６６　 竹内　万里 ２４分５７秒４０　 山崎　友莉菜 ２６分４４秒５７　 山縣　悠華 ２７分３５秒０９　 原　みづ穂 ２７分５９秒８４　 中野　　惠 ２８分２９秒１３　 小泉　莉穂 ３０分１７秒７２　 浅野　奈穂 ３１分０３秒３６　

一般の部 岐阜県 中部学院大学 山口県 カルスト森林組合 山口県 山口市陸上競技協会 京都府 京都教育大学 徳島県 四国大学 岐阜県 中部学院大学 広島県 神戸大学 愛知県 金城学院大学

10000m 川野　将虎 ４０分３９秒９９　日本高校新 森田　靖 ４１分１９秒０６　 塩屋　陸 ４１分２９秒２０　 持田　顕人 ４１分５６秒９８　 大嶋　悠斗 ４２分２４秒００　 戸松　弘成 ４２分３０秒０９　 大隈　武士 ４２分４０秒９０　 植田　孝啓 ４２分４１秒７５　

男子の部 静岡県 御殿場南 大阪府 龍谷大学 兵庫県 びわこ成蹊スポーツ大学 愛知県 同志社大学 三重県 中京大学 愛知県 愛知教育大学 福岡県 ＪＲ九州 大阪府 龍谷大学

10000m 淺田　千安芸 ４５分４９秒７９　 大和　千秋 ４７分４７秒８６　 園田　世玲奈 ４７分５９秒１０　 吉田　優海 ４８分１６秒２０　 五藤　怜奈 ４８分５７秒２７　 上田　菜花 ４９分０１秒２８　 杉山　智香 ４９分１３秒１１　 和田　菜摘 ４９分２４秒８２　

女子の部 福岡県 ＤＮＰ西日本 長野県 飯田病院 滋賀県 中京大学 石川県 遊学館高等学校 岐阜県 中部学院大学 兵庫県 至学館大学 岐阜県 同志社大学 三重県 至学館大学


