
日本ＧＰ第３戦 記録主任： 秋山　定之
第５１回織田幹雄記念国際陸上競技大会
兼　第16回世界陸上競技選手権大会（2017/ﾛﾝﾄﾞﾝ）代表選手選考競技会
【開催日】 2017/4/29
【主催団体】 広島陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  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

 4/29 男子Ａ  -0.3 桐生  祥秀 10.04 多田  修平 10.24 ショーン  ﾏｯｸﾘｰﾝ 10.24 九鬼  巧 10.39 髙瀬  慧 10.40 ﾃﾞｽﾓﾝﾄﾞ  ﾛｰﾚﾝｽ 10.43 高橋  周治 10.52

１００ｍ 埼  玉･東洋大 大  阪･関西学院大 アメリカ 三  重･NTN 千  葉･富士通 アメリカ 愛  知･愛知医科大
 4/29 男子Ｂ  -0.7 金  國栄 10.41 平尾  裕希 10.41 野川  大地 10.45 魚里  勇介 10.49 竹下  裕希 10.50 竹田  一平 10.53 宮本  大輔 10.56 岩崎  浩太郎 10.60

１００ｍ 韓国 兵  庫･日本大 兵  庫･住友電工 茨  城･セキショウ 兵  庫･住友電工 埼  玉･中央大 京  都･洛南高 神奈川･東海大
 4/29 NONGP男子  -4.1 猶木  雅文 10.77 谷口  耕太郎 10.82 小谷  優介 10.86

１００ｍ 大  阪･大阪ガス 東  京･凸版印刷 兵  庫･住友電工
 4/29 ﾊﾟﾗ男子  +3.3 山本  篤(T42) 12.88

100m(T42) 静  岡･スズキ浜松AC
 4/29 ﾊﾟﾗ男子  +3.3 佐藤  圭太(T44) 11.71 池田  樹生(T44) 12.18 春田  純(T44) 12.32

100m(T44) 愛  知･トヨタ自動車 愛  知･中京大 静  岡･Ｘｉｂｏｒｇ
 4/29 ﾊﾟﾗ男子  +3.3 多川  知希(T47) 11.21 白砂  匠庸(T47) 12.23

100m(T47) ＡＣ・ＫＩＴＡ 広  島･あいおいニッセイ
 4/29 男子 ﾎﾟｰﾙｷﾌﾟﾝｹﾞﾁﾁ ﾀﾇｲ 鎧坂  哲哉 13:32.16 松枝  博輝 13:33.62 ﾁｬｰﾙｽﾞ  ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 13:34.80 ジョン  マイナ 13:36.20 上野  裕一郎 13:36.52 鬼塚  翔太 13:52.44 市川  孝徳 13:53.81

５０００ｍ 福  岡･九電工 13:30.79 宮  崎･旭化成 千  葉･富士通 広  島･ＪＦＥ 千  葉･富士通 東  京･ＤｅＮＡ 福  岡･東海大 千  葉･日立物流
 4/29 NONGP男子 デービッド  グレ 13:48.43 橋詰  大慧 13:49.47 岡本  直己 13:49.96 藤川  拓也 13:58.19 岡本  雄大 13:58.59 パトリック  キマニ14:01.97 米澤  類 14:03.33 清谷  匠 14:09.90

５０００ｍ 広  島･世羅高 和歌山･青山学院大 広  島･中国電力 広  島･中国電力 岡  山･ＪＦＥ 広  島･ＪＦＥ 広  島･中国電力 広  島･中国電力
 4/29 男子 ﾕﾆﾊﾞ 鬼塚  翔太 13:52.44 小野田　勇次 13:54.36 舘澤　亨次 14:06.19 關　颯人 14:08.83 坂口　裕之 14:09.47 森田　佳祐 14:11.23 大森　龍之介 14:12.74 下田　裕太 14:15.12

５０００ｍ 福  岡･東海大 愛　媛･青山学院大 神奈川･東海大 長　野･東海大 長　崎･明治大 千　葉･筑波大 栃　木･東洋大 静　岡･青山学院大
 4/29 男子Ａ  +1.5 大室  秀樹 13.52 金  乗俊 13.64 高山  峻野 13.67 金井  大旺 13.73 矢澤  航 13.74 和戸  達哉 13.82 栗城  アンソニータイレル13.95 野本  周成 22.95

１１０ｍＨ 徳  島･大塚製薬 韓国 神奈川･ゼンリン 北海道･法政大 東  京･デサントＴＣ 岐  阜･岐阜陸協 東  京･国際武道大 愛  媛･早稲田大
 4/29 男子Ｂ  -1.5 尾形  晃広 14.04 降矢  恭兵 14.07 佐藤  大志 14.08 田中  新也 14.13 札塲  大輝 14.20 鍵本  真啓 14.28 藤井  亮汰 14.36 古川  裕太郎 14.61

１１０ｍＨ 東  京･ゴールドジム 栃  木･順天堂大 東  京･日立化成 茨  城･Ｋｰｐｌｕｓ 群  馬･ヤマダ電機 奈  良･立命館大 鳥  取･順天堂大 山  形･山形ＴＦＣ
 4/29 男子 荻田  大樹 5.70 山本  聖途 5.60 山本  智貴 神奈川･日体大ＡＣ 5.30 来間  弘樹 5.30 鈴木  康太 5.20 山片  諒平 5.20 植松  倫理 5.20

棒高跳 香  川･ミズノ 愛  知･トヨタ自動車 松澤  ジアン成 新  潟･新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 島  根･順天堂大 愛  知･中京大 兵  庫･尼崎市陸協 静  岡･筑波大
 4/29 下野  伸一郎 8.05(+2.3) 橋岡  優輝 7.87(+3.6) 城山  正太郎 7.85(+2.5) 山川  夏輝 7.78(+1.1) 嶺村  鴻汰 7.67(+1.8) 手平  裕士 7.63(+4.7) 小田  大樹 7.56(+0.4) 中島  貴大 7.30(+2.7)

走幅跳 福  岡･九電工 東  京･日本大 神奈川･ゼンリン 京  都･日本大 東  京･富士通 和歌山･オークワ 山  口･日本大 埼  玉･埼玉陸協
 4/29 山本  凌雅 16.91(+4.7) 花谷  昂 15.96(+2.7) 川島  鶴槙 15.92(+2.1) 中山  昂平 15.80(+5.5) 鈴木  義啓 15.78(+1.7) 山下　航平 15.53(+2.5) 有松  今日 15.26(+1.8) 斎田  将之介 15.21(+2.4)

三段跳 長  崎･順天堂大 東  京･ユメオミライ 群  馬･順天堂大 長  野･中京大 静  岡･ｱｲﾃﾞｱﾙAC 県北陸協 新  潟･新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 大  阪･CRESCENT A.C
 4/29 木村  友大 69.30 柏村  亮太 67.61 赤穂  弘樹 66.42 墨  訓熙 65.44 保坂  雄志郎 65.28 根本  太樹 64.66 奥村  匡由 64.24 遠藤  克弥 63.16

ハンマー投 京  都･九州共立大 群  馬･ヤマダ電機 鳥  取･鳥取陸協 愛  知･中京大 群  馬･群馬綜合ガード 茨  城･流通経済大 滋  賀･流通経済大 石  川･Team綺羅星
 4/29 新井  涼平 79.68 長谷川  鉱平 77.33 小南  拓人 76.69 ディーン・ロドリック  元気75.30 小椋  健司 75.09 中西  啄真 74.78 森  秀 72.07 石坂  力成 71.59

やり投 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 福  井･福井陸協 北海道･国士舘大 愛  知･ミズノ 鳥  取･日本大 三  重･大阪体育大 愛  媛･日本大 鳥  取･大阪体育大
 4/29 西日本ジュニ 井上  大輝 14:39.12 北野  太翔 14:41.00 岩嵜  友也 14:41.08 森  凪也 14:42.47 中村  風馬 14:42.60 吉富  裕太 14:44.68 髙畑    凌太 14:48.32 名合  治紀 14:48.61

５０００ｍＡ 兵  庫･須磨学園高 岡  山･倉敷高 京  都･洛南高 福  岡･福岡大大濠高 滋  賀･草津東高 福  岡･大牟田高 滋  賀･草津東高 岡  山･倉敷高
 4/29 伊豫田  達弥 14:55.07 山田  和輝 14:56.59 槇原  洸樹 14:57.56 津田  将希 14:58.34 疋田 和直 15:03.49 新井  和貴 15:07.30 廣中  拓磨 15:08.37 坪田  開龍 15:09.35

５０００ｍＢ 広  島･舟入高 京  都･京都外大西高 島  根･出雲工高 福  岡･福岡大大濠高 京  都･洛南高 大  阪･大阪高 山  口･高川学園高 兵  庫･須磨学園高
 4/29 中国ジュニア  +2.1 高橋  侃矢 10.65 山本  陣 10.68 藤原  大樹 10.84 柄    光高 10.87 門脇  陸 10.88 高卯  健太郎 10.96 畦森  智 10.97 仁井本  侑 11.10

１００ｍ 広  島･市立福山高 広  島･広島皆実高 鳥  取･鳥取城北高 広  島･近大東広島高 島  根･松江北高 広  島･神辺旭高 山  口･誠英高 岡  山･倉敷青陵高
 4/29 高校１年男子 菖蒲  敦司 8:50.05 倉本  玄太 8:51.48 植野  泰生 8:53.21 細迫  海気 8:55.86 三木   雄介 8:57.22 田村  友伸 8:59.73 大呂  恵雨 9:00.06 石井  大輝 9:01.42

３０００ｍ 山  口･西京高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 山  口･西京高 山  口･西京高 鳥  取･八頭高 岡  山･倉敷高
 4/29 高校男子 広  島･神辺旭高      42.11 広  島･国際学院高      42.52 広  島･西条農業高      42.64 広  島･市立呉高      42.74 広  島･広工大高      43.00 広  島･広島皆実高      43.01 広  島･近大東広島高      43.04 広  島･広島城北高      43.28

４×１００ｍ 工藤  和真(3) 山田  瞬也(1) 長尾  祐汰(3) 開内  丈流(3) 岩本  康平(3) 小松  将伸(3) 佐々木  悠人(3) 歳秀  彪(3)
高卯  健太郎(2) 日隅  健太郎(3) 板倉  弘樹(2) 村上  瑛希(1) 落合  伸一郎(2) 井澤  竜二(2) 柄  光高(3) 横田  一樹(3)
仁泉  大樹(2) 西川  正真(1) 冨士本  有希(3) 脇坂  宗汰(3) 平田  爽真(2) 松田  優人(2) 吉田  圭吾(2) 上原  岳人(2)
山下  竜也(2) 天野  伊織(2) 山崎  開斗(3) 檜垣  正昭(3) 安立  雄斗(2) 山本    陣(3) 唐内  由季斗(1) 東  諒介(3)

 4/29 中学校男子 後藤  達樹(3) 11.47 中村    慧(3) 11.53 山本  多聞(3) 11.56 山口  純平(3) 11.68 八木  優気(3) 11.69 檀上翔多郎(2) 11.71 嘉新  速人(3) 11.80 竹内  悠正(3) 11.86

１００ｍ 広  島･五日市中 0.0 広  島･安芸府中中 0.0 広  島･五日市南中 0.0 広  島･八本松中 0.0 広  島･古田中 0.0 広  島･大成館中 0.0 広  島･大成館中 +0.7 広  島･大州中 +0.7
 4/29 阿部  祥典(3) 9:02.64 吉本  真啓(3) 9:03.31 増田  涼太(3) 9:04.14 本田  央介(3) 9:08.55 小江  幸人(2) 9:13.38 山本  涼介(2) 9:15.81 福田    翔(3) 9:20.88 森    祥真(2) 9:21.17

３０００ｍ 広  島･広島城南中 広  島･高屋中 広  島･千代田中 広  島･福山城南中 広  島･高屋中 広  島･高美が丘中 広  島･本郷中 広  島･県立広島中
 4/29 広  島･大州中       45.38 広  島･五日市南中      45.41 広  島･伴中       46.06 広  島･大塚中       46.13 広  島･矢野中       46.32 広  島･古田中       46.46 広  島･祇園東中      46.48 広  島･祇園中       46.64

４×１００ｍ 岩本  賢吉(3) 信川    瞭(3) 細谷  海都(3) 山田  和寿(3) 畠山  稜也(2) 濵本  睦基(2) 森政  和也(3) 三浦  大輝(3)
松尾  和真(3) 山本  多聞(3) 竹内  蒼竜(3) 花山  颯汰(3) 澤田  侑和(3) 八木  優気(3) 蕪迫  月翔(3) 村上  蒼輝(3)
畑田  航汰(3) 壇上  敬彦(3) 賀川  翔世(3) 中田  大智(2) 畠山  太一(3) 栗栖  光稀(2) 岩原  凜都(3) 板倉  向志(3)
竹内  悠正(3) 山本  航矢(3) 西崎  智哉(3) 佐藤  久遠(3) 久保  湧人(3) 杉原  哲平(3) 岩田  朋樹(3) 井町慶太郎(3)

 4/29 小学校男子 坪倉  瑠快 13.57 遊佐  碧依 13.88 景山  稜英 14.22 木村  祐樹 14.24 城田  悠馬 14.33 大森  琉翔 14.35 國本  航生 14.36 村上  晃雅 14.41

１００ｍ 広 島･小奴可小 +0.8 広 島･CHASKI -0.5 広  島･東西条小 +0.8 広 島･福山ジュニア陸上+0.2 広  島･神辺走ろう会 +0.2 広  島･三原陸上 +0.2 広  島･熊野陸上 -0.6 広  島･因北陸上 -0.5
 4/29 広  島･西条小       59.04 広  島･湯田小       59.05 広  島･八本松小      59.25 広  島･海田南小    1:01.21 広  島･海田小     1:01.58 広  島･長江小     1:03.45 神辺小     1:06.71 広  島･竹尋小     1:12.32

４×１００ｍ 三宅  悠斗(5) 森  優咲(5) 赤宗  拓弥(6) 森川  祐暉(6) 濱井  亮成(6) 細谷  光弘(5) 三宅  賢信(4) 長島  健伸(4)
桑原  光駿(5) 藤田  輝真(5) 高橋  敦大(6) 小島  遥希(6) 梶川  泰志(6) 三浦  希輝(5) 藤井  佑真(6) 渡邉  琉海(3)
福本  航大(5) 岡本  友平(6) 蛯原  駿(6) 小谷  健太朗(6) 相原  聡太(6) 白神  新太(4) 山本  悠乃(4) 江﨑  蓮人(4)
伊藤  大輔(6) 安原  康喜(6) 杉本  心(6) 増子  颯太(6) 横見  瑞樹(6) 奥本  龍史(6) 赤尾  優心(4) 北川  稔(3)

 4/29 スポ少男子 広  島･東広島ＴＦＣ      56.03 広  島･CHASKI       57.57 広  島･三原陸上      57.99 広  島･府中空城      58.30 広  島･広島ＪｒＯＣ      58.40 広  島･神辺走ろう会      58.59 広  島･熊野陸上      58.77 広  島･新涯ＪＡＣ      58.99

４×１００ｍ 吉田  凪音(6) 遊佐  碧依(6) 楢原大翔(6) 竹中  隼人(5) 清永  虎太郎(6) 井﨑  尋斗(5) 久保田  成琉(5) 赤木  朔弥(6)
宮田  孝輝(6) 坂田  颯磨(6) 森安瑛音(6) 松浦  大起(6) 櫃田  拓磨(6) 舘原  陸(6) 國本 航生(6) 永原  莉玖(6)
阿部  夏基(6) 上土井  雄哉(6) 清水璃空(4) 金山  貴一(6) 松島  壮史(5) 内田  陽裕(5) 永谷  健人(6) 池上  悟史(6)
鈴木  斗雄哉(6) 石口  魁星(6) 大森琉翔(6) 今津  康誠(5) 河面  柊哉(6) 城田  悠馬(6) 近藤  俊輔(6) 東本  直(6)


