
第69回呉地区高等学校陸上競技選手権大会 決 勝 記 録 一 覧 表 　　　　　　トラック審判長 前　　義久平成２９年８月５～６日 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 　　　　　　跳躍審判長 前　　義久男 子男 子男 子男 子 　　　　　　投てき審判長 前　　義久氏名/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11"18 11"36 11"49 11"60 12"03 12"05 12"29 12"3522"68 22"84 24"44 24"51 25"19 25"28 25"93 26"5151"02 51"99 53"21 53"70 54"41 58"74 1'01"962'02"15 2'02"92 2'03"91 2'10"67 2'12"11 2'16"38 2'18"80 2'33"484'17"34 4'31"44 4'32"87 4'35"34 4'37"94 4'46"31 4'46"86 4'53"9516'25"92 16'39"75 16'59"75 17'06"03 17'11"23 17'16"28 18'11"81 19'45"1516"66 18"07 19"00 20"74 20"83 21"1058"89 1'01"79 1'02"88 1'05"11 1'08"07 1'09"86 1'11"409'54"64 10'26"39 10'41"56 10'41"60 11'05"2631'35"21 34'19"12 35'40"24市立呉 44"11 呉三津田 45"64 呉商 47"34 呉港 47"77 武田 48"72 呉工 50"62開内　丈流(3) 小山　晃(1) 榊原　生望(1) 胡井　啓吾(1) 藤本　直人(2) 向山　裕介(3)元木　航平(2) 對川　健太(2) 佐々木　悠馬(2) 小林　颯一朗(3) 内藤　直人(2) 神垣　史隆(3)青木　太一(1) 小松　駿介(2) 井上　友二(2) 岡野　玄明(2) 吉村　大輝(2) 松本　宙(2)檜垣　正昭(3) 水野　大夢(1) 田口　静(2) 新見　尚哉(2) 服部　亘汰(3) 前市　龍希(1)市立呉 3'31"46 呉三津田 3'35"26 広 3'42"88 呉商 3'56"79 呉港 3'59"20 呉工 4'15"72村上　瑛希(1) 小山　晃(1) 岡本　提(2) 井上　友二(2) 新見　尚哉(2) 向山　裕介(3)亀井　創(2) 對川　健太(2) 石廣　大貴(2) 首藤　聡太(3) 山本　凌(3) 神垣　史隆(3)元木　航平(2) 水野　大夢(1) 小早川　蒼天(2) 榊原　生望(1) 松本　拓海(1) 松本　宙(2)開内　丈流(3) 操田　貴司(1) 藤岡　大輝(1) 佐々木　悠馬(2) 橋谷　翔(2) 角田　遼大郎(1)1m65 1m60 1m55 1m45 1m456m36 6m24 6m14 5m79 5m05 5m03 5m01 4m87＋1.7 +1.9 +0.5 +1.0 +1.3 +0.3 +0.9 +0.912m44 12m28 12m24 11m82 10m89 10m03 10m00+0.9+0.9+0.9+0.9 +0.7+0.7+0.7+0.7 +2.1+2.1+2.1+2.1 +0.3+0.3+0.3+0.3 +2.1+2.1+2.1+2.1 +0.3+0.3+0.3+0.3 +3.4+3.4+3.4+3.410m55 9m05 8m80 8m29 7m39 7m26 7m00 6m7238m37 30m94 28m64 27m20 23m83 19m84 18m44 16m08大会新大会新大会新大会新 大会新大会新大会新大会新26m68 16m54 13m37 12m96 10m75 8m7650m50 34m44 33m97 32m00 28m89 25m86 23m22 15m12

月日
8/58/5
8/68/6
8/58/68/68/58/68/5 110mH8/58/58/6
8/68/6

風速-1.5-2.3-1.1種　目
8/6

400mH3000SC5000mW
8/68/58/68/5 砲丸投円盤投ハンマー投やり投

4x100mR4x400mR走高跳棒高跳走幅跳三段跳
100m200m400m800m1500m5000m ５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 戸野　瑞貴(1)呉宮原 服部　亘汰(3)武田檜垣　正昭(3)市立呉 開内　丈流(3)市立呉 對川　健太(2)呉三津田 小山　晃(1)呉三津田 榊原　生望(1)呉商 小林　颯一朗(3)呉港服部　亘汰(3)武田 戸野　瑞貴(1)呉宮原 井上　友二(2)呉商 吉村　大輝(2)武田檜垣　正昭(3)市立呉 村上　瑛希(1)市立呉 對川　健太(2)呉三津田 上松　大晟(1)呉三津田 家中　優(2)呉三津田 井上　友二(2)呉商 大谷　智徳(1)呉宮原亀井　創(2)市立呉 水野　大夢(1)呉三津田 田口　静(2)呉商 石廣　大貴(2)広 岡本　提(2)広 田口　静(2)呉商 木谷　遥真(1)呉三津田 細川　翔吏(1)武田亀井　創(2)市立呉 河本　啓汰(2)市立呉 重松　尚太(2)呉三津田 西嶋　省吾(2)呉港 川端　悠雅(1)呉三津田 髙橋　快(1)呉宮原 上田　一成(2)呉港 藤井　俊輔(1)呉港山田　隼輔(1)市立呉 迫田　倖多(3)市立呉 小早川　蒼天(2)広 岡本　提(2)広 中村　友也(2)武田 小濱　裕輝(1)広 本山　嵩(1)呉三津田 松本　拓海(1)呉港保手濱　涼介(2)呉三津田 宮下　航(3)市立呉 板本　和瀬(1)市立呉 久保　光輝(2)広 采岡　倫平(1)呉港 勝連　碧(1)呉三津田小西　瑛介(2)呉三津田 向山　裕介(3)呉工 新見　尚哉(2)呉港 石中　一成(1)市立呉 胡井　啓吾(1)呉港 佐々木　悠馬(2)呉商 高下　陽平(2)市立呉水野　大夢(1)呉三津田 新見　尚哉(2)呉港 川田　旺佑(1)呉三津田 向山　裕介(3)呉工 新開　祐(2)呉三津田保手濱　涼介(2)呉三津田 西村　眞海(3)市立呉 森田　正海(3)市立呉 中村　友也(2)武田尾原　翔(1)呉三津田 三原　夢月(2)呉港 平本　康将(1)呉三津田 上松　大晟(1)呉三津田荒谷　寛慈(1)呉港 伊藤　怜音(2)呉三津田 首藤　聡太(3)呉商 榊原　生望(1)呉商 岡野　玄明(2)呉港 吉村　大輝(2)武田 礒本　義之(1)市立呉 山口　航輝(1)呉宮原操田　貴司(1)呉三津田 藤岡　大輝(1)広 元木　航平(2)市立呉 小松　駿介(2)呉三津田 青木　太一(1)市立呉 荒谷　寛慈(1)呉港 竹岡　寛太(1)呉港開内　丈流(3)市立呉 小西　瑛介(2)呉三津田 藤岡　大輝(1)広 川野賀　大貴(1)呉三津田 神垣　史隆(3)呉工 川田　旺佑(1)呉三津田 山﨑　良純(1)武田 渡邊　栄都(2)武田都甲　尚志(2)広 坪川　周平(2)広 山下　真英(3)呉工 元木　航平(2)市立呉 田中　慶眞(3)呉工 渡邊　栄都(2)武田 神垣　史隆(3)呉工 勝連　碧(1)呉三津田山口　琉平(3)呉宮原 都甲　尚志(2)広 居倉　竜也(2)呉三津田 坪川　周平(2)広 礒本　義之(1)市立呉 小濱　裕輝(1)広居倉　竜也(2)呉三津田 平本　宗大(1)呉三津田 胡井　啓吾(1)呉港 細柳　旺介(2)市立呉 細柳　旺介(2)市立呉 寺本　航輝(1)市立呉 信太　陽介(1)呉宮原 高祖　友宏(1)呉三津田植木　拳(3)武田 伊藤　怜音(2)呉三津田 山﨑　良純(1)武田 田中　慶眞(3)呉工



第69回呉地区高等学校陸上競技選手権大会 決 勝 記 録 一 覧 表 　　　　　　トラック審判長 前　　義久平成２９年８月５～６日 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 　　　　　　跳躍審判長 前　　義久女 子女 子女 子女 子 　　　　　　投てき審判長 前　　義久氏名/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13"42 13"99 14"22 14"35 14"40 14"63 14"64 14"7728"29 29"26 29"44 30"55 30"56 30"79 31"25 31"461'01"85 1'01"93 1'05"10 1'07"34 1'07"82 1'13"262'17"15 2'29"13 2'30"90 2'38"47 2'59"97 3'02"23大会新大会新大会新大会新5'01"08 5'08"00 5'26"95 5'33"30 5'35"20 5'38"11 6'31"8210'09"34 10'56"27 11'25"11 11'35"54 12'13"73 12'14"09大会新大会新大会新大会新15"84 17"75 18"03大会新大会新大会新大会新1'08"11 1'15"36 1'20"70 1'21"2129'22"14大会新大会新大会新大会新市立呉 52"30 呉三津田 52"97 呉商 55"80福士　依舞(1) 志田　万由子(2) 渡邉　夢舞(2)兼田　泉杏(1) 三木　萌果(1) 首藤　美海(1)谷口　優花(2) 山本　彩未(1) 中田　留花(1)小松　弘奈(2) 藤村　瑞希(1) 松尾　美穂(2)市立呉 4'20"69 呉三津田 4'22"89 呉商 4'44"99 広 4'46"75谷口　優花(2)      市立呉 志田　万由子(2)      呉三津田渡邉　夢舞(2)      呉商 宇郷　恵佳(2)      広小松　弘奈(2)      市立呉 樫原　沙紀(1)      呉三津田 松尾　美穂(2)      呉商 岡安　亜唯(2)      広兼田　泉杏(1)      市立呉 三木　萌果(1)      呉三津田 中田　留花(1)      呉商 宮野　倖(1)      広福士　依舞(1)      市立呉 藤村　瑞希(1)      呉三津田 首藤　美海(1)      呉商 堀川　千晴(2)      広1m20 1m204m75 4m58 4m46 4m32 4m30 3m76 3m10-1.2 +1.8 -0.1 +2.4 +1.8 +1.4 -0.39m40 9m24 8m93+0.9 +4.0 ‐0.17m95 7m74 7m36 6m75 6m24 5m70 5m11 4m5918m99 14m99 13m28 12m74 10m8012m38 11m84 11m4025m77 22m42 17m41 13m48 13m03男子成績表男子成績表男子成績表男子成績表 女子成績表女子成績表女子成績表女子成績表総合の部総合の部総合の部総合の部 トラックの部トラックの部トラックの部トラックの部 フィールドの部フィールドの部フィールドの部フィールドの部 総合の部総合の部総合の部総合の部 トラックの部トラックの部トラックの部トラックの部 フィールドの部フィールドの部フィールドの部フィールドの部1位 呉三津田　189点 1位　 呉三津田　120点 1位　 呉三津田　　69点 1位　 市立呉　　171点 1位　 市立呉　　111点 1位　 呉三津田　61点2位 市立呉　　158点 2位　 市立呉　　117点 2位　 広　　　　　43点 2位　 呉三津田　136点 2位　 呉三津田　 75点 2位　 市立呉　　60点3位 広　　　　 77点 3位　 呉港　　　 49点 3位　 市立呉　　　41点 3位　 呉商業　 　66点 3位　 呉商業　　 54点 3位　 呉港　　　25点4位 呉港　　　 72点 4位　 広　　　　 34点 4位　 呉港　　　　23点 4位　 広　　　　 48点 4位　 広　　　　 39点 4位　 呉商業　　12点5位 武田　　　 43点 5位　 呉商業　　 32点 4位　 武田　　　　23点 5位　 呉港　　　 25点 5位　 武田　　　 10点 5位　 武田　　  10点5位 呉商業　　 43点 6位　 武田　　　 20点 6位　 呉工業　　　21点 6位　 武田　　　 20点 5位　 清水ヶ丘　 10点 6位　 広　　　　 9点

-2.0-1.1-0.9風速800m
やり投円盤投砲丸投
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4x100mR8/58/6
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8/58/58/68/58/68/5 走幅跳8/5

100m200m400m8/5
走高跳

8/5 種　目100mH1500m
4x400mR3000m ５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

福士　依舞(1)市立呉 山本　彩未(1)呉三津田 重森　琴音(1)市立呉兼田　泉杏(1)市立呉 中本　未来(2)呉港 志田　万由子(2)呉三津田 川口　陽菜(2)呉港政屋　絵里奈(2)清水ヶ丘 宇根　萌々子(2)呉三津田 長岡　沙季(2)広 渡邉　夢舞(2)呉商 山本　彩未(1)呉三津田 中谷　遥佳(3)黒瀬松谷　菜々華(1)武田 小松　弘奈(2)市立呉 松谷　菜々華(1)武田 植田　ヒカリ(2)広 薩田　理奈(1)呉三津田 橋本　七摘(1)市立呉田原　奈花(1)呉三津田河野　陽(2)呉三津田 橋本　まひる(1)呉商 盛　みさき(3)市立呉 谷口　優花(2)市立呉

志田　万由子(2)呉三津田 中田　留花(1)呉商 生塩　和紗(1)武田 山下　璃音(1)広谷口　優花(2)市立呉 三木　萌果(1)呉三津田 上福浦　里奈(1)市立呉 渡邉　夢舞(2)呉商 生塩　和紗(1)武田 田原　奈花(1)呉三津田 中田　留花(1)呉商 野里　厘菜(1)武田福士　依舞(1)市立呉 三木　萌果(1)呉三津田 首藤　美海(1)呉商 岡安　亜唯(2)広 江本　歩(3)黒瀬 野里　厘菜(1)武田小松　弘奈(2)市立呉 内田　百音(3)市立呉 藤村　瑞希(1)呉三津田 首藤　美海(1)呉商 橋本　まひる(1)呉商 下田　柚衣(2)呉商樫原　沙紀(1)呉三津田 吉田　希美(3)市立呉 光田　心愛(1)市立呉 宮野　倖(1)広 盛　みさき(3)市立呉 大高　美月(1)呉三津田 下田　柚衣(2)呉商小倉　女依(1)市立呉 堀川　千晴(2)広 西川　千遥(3)清水ヶ丘 茶井　安祐奈(1)広 西川　千遥(3)清水ヶ丘 橋本　七摘(1)市立呉樫原　沙紀(1)呉三津田 小倉　女依(1)市立呉 堀川　千晴(2)広 宇郷　恵佳(2)広萩原　花(3)市立呉 上福浦　里奈(1)市立呉 松尾　美穂(2)呉商萩原　花(3)市立呉 藤村　瑞希(1)呉三津田 松尾　美穂(2)呉商 江本　歩(3)黒瀬大高　美月(1)呉三津田
三段跳 兼田　泉杏(1)市立呉 中本　未来(2)呉港 川口　陽菜(2)呉港 1位～３位の記録は参考記録 重森　琴音(1)市立呉宇根　萌々子(2)呉三津田 薩田　理奈(1)呉三津田8/5 ハンマー投 河野　陽(2)呉三津田 内田　百音(3)市立呉 吉田　希美(3)市立呉


