
男子4X100mR
審 判 長：戸田　泰夫

記録主任：南場　　智

大会記録(GR)            41.12     藤藁　鈴木　瀬尾　日野(広島経済大学)  1996.7.27 7月8日 13:30 予　選

広島県記録(PR)          39.82     野田　北村　松尾　山縣(広島県)        2014.10.20 7月8日 16:20 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 広島大学霞 71112 吉本　幸司(6) ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 43.46 1 3 修道高B 1642 北村　健人(1) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 44.76
71103 大島　勇哉(2) ｵｵｼﾏ ﾀｶﾔ Q 8 大下　智之(2) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾕｷ Q

71104 安部　晃規(5) ｱﾍﾞ ｱｷﾉﾘ 1641 沖井　智哉(1) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ

71089 前田　文彬(5) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 1646 前田　浩由(1) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ

2 8 広経大E 71702 黒川　慎太郎(2) ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 43.87 2 2 崇徳高A 581 鶴田　雄大(2) ﾂﾙﾀ　ﾕｳﾀﾞｲ 46.59
71709 藤本　直杜(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ Q 182 荒木　佑典(2) ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ Q

71948 上田　瑞貴(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 183 福本　涼汰(2) ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

71951 庄司　泰志(1) ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ 625 山下　橘平(2) ﾔﾏｼﾀ ｷｯﾍﾟｲ

3 7 修道高C 16 藤澤　直弥(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾔ 47.15 3 5 広島工高A 1234 濱永　智紀(3) ﾊﾏﾅｶﾞ ﾁﾓﾉﾘ 46.76
15 橋本　幸之介(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 1046 來山　恵裕(3) ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ q

11 桐林　良匠(2) ｷﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼｮｳ 1044 千葉　義昭(3) ﾁﾊﾞ ﾖｼｱｷ

13 添田　昴(2) ｿｴﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 1043 藤本　優作(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｻｸ

4 6 広陵 1975 曽根　愉開(1) ｿﾈ ﾕｶｲ 48.73 7 広島工高B 190 高原　育巳(2) ﾀｶﾊﾗ ｲｸﾐ DQ,R2

1977 松本　空(1) ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ 145 森　亮太(2) ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

1973 上安　圭人(1) ｶﾐﾔｽ ｹｲﾄ 1758 久保園　太志(1) ｸﾎﾞｿﾞﾉ ﾀｲｼ

1979 山田　悠斗(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 67 桐木　紳吾(2) ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ

2 舟入高 DNS 4 広経大D DNS

4 広工大 DNS 6 広経大B DNS

5 GSO T&F DNS 8 安芸南高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 修道高A 12 鈴木　凱也(2) ｽｽﾞｷ ｶﾞｲﾔ 44.34
1643 田村　駿和(1) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ Q

10 木村　勇也(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ

1640 井手　浩貴(1) ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ

2 4 山陽高校 901 山本　龍之介(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 45.44
315 藤田　翔也(2) ﾌｼﾞﾀ　ｼｮｳﾔ Q

903 川本　峻也(3) ｶﾜﾓﾄ ﾀｶﾔ

902 古閑　翔太朗(3) ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 6 崇徳高B 2037 豊田　泰基(1) ﾄﾖﾀ ﾀｲｷ 46.62
1688 佐々木　克弥(1) ｻｻｷ ｶﾂﾔ q

1689 新川　尚也(1) ｼﾝｶﾜ ﾅｵﾔ

1687 芦原　義人(1) ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾄ

2 可部高 DNS

5 広経大A DNS

7 黄金山AC DNS

8 広経大C DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 広島大学霞 71112 吉本　幸司(6) ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 43.38
71103 大島　勇哉(2) ｵｵｼﾏ ﾀｶﾔ

71104 安部　晃規(5) ｱﾍﾞ ｱｷﾉﾘ

71089 前田　文彬(5) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐｱｷ

2 3 広経大E 71702 黒川　慎太郎(2) ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 43.61
71709 藤本　直杜(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ

71948 上田　瑞貴(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

71951 庄司　泰志(1) ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ

3 6 修道高A 12 鈴木　凱也(2) ｽｽﾞｷ ｶﾞｲﾔ 43.81
1643 田村　駿和(1) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ

10 木村　勇也(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ

1640 井手　浩貴(1) ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ

4 5 修道高B 1642 北村　健人(1) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 45.21
8 大下　智之(2) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾕｷ

1641 沖井　智哉(1) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ

1644 佃　伊織(1) ﾂｸﾀﾞ ｲｵﾘ

5 2 広島工高A 1234 濱永　智紀(3) ﾊﾏﾅｶﾞ ﾁﾓﾉﾘ 46.16
1046 來山　恵裕(3) ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ

67 桐木　紳吾(2) ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ

1043 藤本　優作(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｻｸ

6 1 崇徳高B 2037 豊田　泰基(1) ﾄﾖﾀ ﾀｲｷ 46.44
1688 佐々木　克弥(1) ｻｻｷ ｶﾂﾔ

1689 新川　尚也(1) ｼﾝｶﾜ ﾅｵﾔ

1687 芦原　義人(1) ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾄ

7 8 崇徳高A 581 鶴田　雄大(2) ﾂﾙﾀ　ﾕｳﾀﾞｲ 46.45
182 荒木　佑典(2) ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ

183 福本　涼汰(2) ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

625 山下　橘平(2) ﾔﾏｼﾀ ｷｯﾍﾟｲ

7 山陽高校 DNS



男子4X400mR
審 判 長：戸田　泰夫

記録主任：南場　　智

大会記録(GR)            3:17.57   瀬尾　鈴木　藤藁　日野(広島経済大学)  1996.7.28 7月9日 10:10 予　選

広島県記録(PR)          3:11.20   坂本　藤井　石橋　真鍋(広島経済大学)  1993.9.11 7月9日 14:00 決　勝

予　選　2組3着＋2
1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 広島市立大学 71964 勝坂　優希(2) ｶﾂｻｶ ﾕｳｷ 3:32.95 1 4 広経大B 71697 三倉　巨幹(2) ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 3:27.27

71959 坂口　翔太(3) ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ Q 71701 山﨑　光(2) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ Q
71963 山北　丈将(1) ﾔﾏｷﾀ ﾀｹﾉﾌﾞ 71708 藤川　龍之介(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

71960 杉原　聖信(4) ｽｷﾞﾊﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 71694 濵松　海斗(2) ﾊｯﾏﾂ ｶｲﾄ

2 5 広工大 71339 波多野　幹也(4) ﾊﾀﾞﾉ ﾐｷﾔ 3:36.19 2 5 広経大A 71676 永田　雅英(4) ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 3:29.67

72390 園部　凌士(1) ｿﾉﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ Q 72064 引野　隆輔(1) ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ Q
72159 岡本　啓吾(1) ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 71680 神田　直季(3) ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ

72350 山本　竜二(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 71952 上田　格(1) ｳｴﾀﾞ ｲﾀﾙ

3 8 舟入高 1763 松中　馨大(1) ﾏﾂﾅｶ ｹｲﾀ 3:37.09 3 7 修道高A 8 大下　智之(2) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 3:36.55

188 松原　信喜(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞｷ Q 1640 井手　浩貴(1) ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ Q
2092 森田　諒一(1) ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｲﾁ 1642 北村　健人(1) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ

89 伊豫田　達弥(2) ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 10 木村　勇也(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ

4 4 広島なぎさ高 577 春山　佑太朗(2) ﾊﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 3:41.17 4 6 広島工高B 145 森　亮太(2) ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 3:44.20

64 檀上　壮祐(2) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ q 190 高原　育巳(2) ﾀｶﾊﾗ ｲｸﾐ

66 松本　順平(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 149 岩元　操汰(2) ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾀ

1743 渡川　祐人(1) ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 67 桐木　紳吾(2) ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ

5 1 修道高B 1641 沖井　智哉(1) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ 3:43.75 5 1 GSO T&F 1375 大成　純一郎 ｵｵﾅﾙ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 3:49.38

13 添田　昴(2) ｿｴﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ q 1383 竹本　和也 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

1643 田村　駿和(1) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 1377 奥芝　祥平 ｵｸｼﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ

15 橋本　幸之介(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 1387 森本　雄介 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ

6 2 広島大学霞B 71090 乗重　敦誉(3) ﾉﾘｼｹﾞ ｱﾂﾖｼ 3:44.60 6 3 広島工高A 1046 來山　恵裕(3) ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 4:01.74

72300 片山　滉太(1) ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 1044 千葉　義昭(3) ﾁﾊﾞ ﾖｼｱｷ

71108 山口　昂汰(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 1234 濱永　智紀(3) ﾊﾏﾅｶﾞ ﾁﾓﾉﾘ

71109 高橋　北斗(2) ﾀｶﾊｼ ﾎｸﾄ 1043 藤本　優作(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｻｸ

7 7 崇徳高A 581 鶴田　雄大(2) ﾂﾙﾀ　ﾕｳﾀﾞｲ 3:59.96 2 広島大霞A DNS

182 荒木　佑典(2) ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ

183 福本　涼汰(2) ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

625 山下　橘平(2) ﾔﾏｼﾀ ｷｯﾍﾟｲ

3 崇徳高B 1689 新川　尚也(1) ｼﾝｶﾜ ﾅｵﾔ DQ,T2 8 修道高C DNS

1688 佐々木　克弥(1) ｻｻｷ ｶﾂﾔ

2037 豊田　泰基(1) ﾄﾖﾀ ﾀｲｷ

1687 芦原　義人(1) ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾄ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 広経大B 71697 三倉　巨幹(2) ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 3:20.58

71701 山﨑　光(2) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ

71708 藤川　龍之介(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

71705 中畑　智博(2) ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ

2 4 広経大A 71676 永田　雅英(4) ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 3:20.98

71680 神田　直季(3) ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ

71707 倉田　匠(2) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ

71952 上田　格(1) ｳｴﾀﾞ ｲﾀﾙ

3 8 舟入高 1763 松中　馨大(1) ﾏﾂﾅｶ ｹｲﾀ 3:33.75

188 松原　信喜(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞｷ

1833 山﨑　優佑(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

89 伊豫田　達弥(2) ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ

4 7 修道高A 1642 北村　健人(1) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 3:36.06

1640 井手　浩貴(1) ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ

1644 佃　伊織(1) ﾂｸﾀﾞ ｲｵﾘ

8 大下　智之(2) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾕｷ

5 3 広島市立大学 71964 勝坂　優希(2) ｶﾂｻｶ ﾕｳｷ 3:36.06

71959 坂口　翔太(3) ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

71968 伊達　佑希(5) ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ

71960 杉原　聖信(4) ｽｷﾞﾊﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ

6 6 広工大 72159 岡本　啓吾(1) ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 3:42.99

72350 山本　竜二(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ

72156 千歳　直哉(4) ﾁﾄｾ ﾅｵﾔ

71006 松本　幹也(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷﾔ

7 1 修道高B 1641 沖井　智哉(1) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ 3:46.53

13 添田　昴(2) ｿｴﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ

1643 田村　駿和(1) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ

15 橋本　幸之介(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ

2 広島なぎさ高 577 春山　佑太朗(2) ﾊﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ DNS

64 檀上　壮祐(2) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ

66 松本　順平(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1743 渡川　祐人(1) ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ



女子4X100mR
審 判 長：戸田　泰夫

記録主任：南場　　智

大会記録(GR)            47.85     清谷　水上　梅本　伊藤(広島経済大学)  2004.7.17

広島県記録(PR)          46.37     桃谷　川口　伊藤　佐藤(広島県)        2009.10.4 7月8日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 市立広島市商高 191 山﨑　春花(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 54.35
622 増﨑　富恵(3) ﾏｽｻﾞｷ ﾌﾐｴ

625 吉冨　美穂(3) ﾖｼﾄﾞﾐ ﾐﾎ

621 古郡　智奈子(3) ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾁﾅｺ

OP 3 広島大学霞B 71036 足立　海月(2) ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ DQ,R0

71041 畑中　優佳里(3) ﾊﾀﾅｶ ﾕｶﾘ

71042 篠崎　遥(3) ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ

71393 志水　慈子(3) ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ

2 安芸南高 DNS

4 舟入高 DNS

6 デルタハリアスクラブ DNS

7 広島大学霞A DNS

女子4X400mR
審 判 長：戸田　泰夫

記録主任：南場　　智

大会記録(GR)            3:57.53   荘司　福永　吉本　奥村(広島経済大学)  1996.7.28

広島県記録(PR)          3:46.87   松浦　才野　沖田　中林(皆実高校)      2008.10.25 7月9日 13:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 舟入高A 521 上田　万葉(3) ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ 4:01.39

607 岡山　遥菜(3) ｵｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ

519 坂江　茜音(3) ｻｶｴ ｱｶﾈ

520 本間　宙峰(3) ﾎﾝﾏ ﾄｷﾈ

2 5 舟入高B 54 沢田　菜摘(2) ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 4:07.03

1092 上田　万葵(1) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ

107 部谷　桃子(2) ﾍﾔ ﾓﾓｺ

51 徳重　夢乃(2) ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾒﾉ

3 3 広島大霞A 71036 足立　海月(2) ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 4:26.39

71041 畑中　優佳里(3) ﾊﾀﾅｶ ﾕｶﾘ

71037 山本　理紗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ

71392 黒田　彩世(1) ｸﾛﾀﾞ ｻﾖ

4 7 広島なぎさ高 1081 大城　さらら(1) ｵｵｼﾛ ｻﾗﾗ 4:32.27

36 難波　彩実(2) ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ

1084 山本　乃愛(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ

1083 望月　恵(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

5 2 市立広島商高 191 山﨑　春花(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 4:33.73

621 古郡　智奈子(3) ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾁﾅｺ

622 増﨑　富恵(3) ﾏｽｻﾞｷ ﾌﾐｴ

625 吉冨　美穂(3) ﾖｼﾄﾞﾐ ﾐﾎ

6 6 広島大霞B 71042 篠崎　遥(3) ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ 4:43.10

71035 神垣　里菜(2) ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ

71048 清家　麻由(2) ｾｲｹ ﾏﾕ

71039 小田　華(5) ｵﾀﾞ ﾊﾅ


