
福山地区秋季総合体育大会　陸上競技の部　決勝一覧
平成29年９月２日(土)～３日(日) 審 判 長 奥田　稔

福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 記録主任 門田　敏雄

日付 種目

山下　竜也(2) 11.39 髙卯　健太郎(2) 11.39 森島　尚紀(2) 12.10 谷川　鉄馬(1) 12.14 甲斐　睦章(2) 12.29 下井　洋人(1) 12.34 藤井　涼太(2) 12.44 斉藤　僚大(1) 12.49

神辺旭 神辺旭 市立福山 銀河学院 府中 戸手 市立福山 福山誠之館

山下　竜也(2) 22.23 仁泉　大樹(2) 22.28 馬田　晃成(2) 23.71 後藤　大輝(2) 23.95 甲斐　睦章(2) 24.01 森島　尚紀(2) 24.17 友國　雅也(2) 24.24 赤繁　奏多(1) 24.25

神辺旭 神辺旭 市立福山 福山明王台 府中 市立福山 福山誠之館 福山誠之館

石谷　心路(1) 49.72 佐藤　一真(2) 51.87 升谷　公祐(2) 52.59 友國　雅也(2) 53.17 赤繁　奏多(1) 54.17 佐久間　玲門(2) 54.30 髙橋　佑太(2) 54.75 信岡　優作(2) 57.18

神辺旭 市立福山 府中 福山誠之館 福山誠之館 福山明王台 近大福山 盈進

重政　海斗(2) 1:59.37 黒田　遥太(2) 2:02.97 渡邉　健太(2) 2:03.14 能登　俊作(2) 2:04.32 井本　匠(2) 2:05.68 小川　奏(1) 2:05.96 山本　竜大(2) 2:06.93 佐藤　一真(2) 2:07.74

神辺旭 神辺旭 盈進 福山明王台 府中 府中 盈進 市立福山

渡邉　健太(2) 4:15.60 田中　嵩也(1) 4:17.34 石原　寛之(2) 4:21.23 井本　匠(2) 4:23.53 山本　竜大(2) 4:23.87 石井　秀典(1) 4:24.20 能登　俊作(2) 4:27.07 谷田　湧泰(2) 4:31.13

盈進 神辺旭 府中 府中 盈進 神辺旭 福山明王台 福山誠之館

冨岡　昇真(2) 15:49.74 杉野　悠太(2) 16:09.68 出淵　文也(2) 16:36.06 石原　寛之(2) 16:50.15 岡田　慧悟(1) 17:09.52 前川　弘行(2) 17:10.39 佐藤　快星(2) 17:37.49 小割　公耀(2) 17:53.45

神辺旭 神辺旭 福山誠之館 府中 福山誠之館 盈進 大門 福山工業

小林　亮太(2) 15.07 川上　優太(1) 16.42 後藤　大輝(2) 17.58 小川　航輝(2) 17.72 小畑　亮汰(2) 17.86 内樋　泰禅(2) 17.91 西本　晟(2) 17.94 海地　翔斗(1) 22.90

神辺旭 神辺旭 福山明王台 福山明王台 市立福山 油木 油木 福山誠之館

石谷　心路(1) 57.53 小川　航輝(2) 1:00.71 佐々木　俊弥(2) 1:03.33 椎葉　登夢(2) 1:03.91 西本　晟(2) 1:03.97 池田　京志朗(2) 1:05.70 佐久間　玲門(2) 1:08.57 村上　大晴(1) 1:10.54

神辺旭 福山明王台 銀河学院 福山工業 油木 府中 福山明王台 府中

池田　俊介(2) 10:12.01 出淵　文也(2) 10:20.92 中村　慧大(2) 10:30.39 岡田　慧悟(1) 10:35.78 佐藤　快星(2) 10:40.24 秀髙　克典(1) 10:55.99 山内　陽生(2) 11:12.64 行平　将望(2) 11:13.94

神辺旭 福山誠之館 広大福山 福山誠之館 大門 神辺旭 広大福山 府中

山辻　隼(1) 27:17.95 味野　宏紀(2) 30:43.63

広大福山 広大福山

神辺旭 42.18 福山明王台 44.39 府中 45.62 福山誠之館 46.15 近大福山 47.05 銀河学院 47.07 大門 52.72

吉浦　貴稀(2) GR 渡邉　和哉(1) 増田　響介(2) 海地　翔斗(1) 西本　聖(1) 谷川　鉄馬(1) 稲葉　貫太(1)

髙卯　健太郎(2) 佐久間　玲門(2) 甲斐　睦章(2) 斉藤　僚大(1) 三宅　健太(2) 横山　翔太(1) 戸田　侑志(2)

仁泉　大樹(2) 小川　航輝(2) 升谷　公祐(2) 赤繁　奏多(1) 髙橋　佑太(2) 佐々木　俊弥(2) 加代　太朗(2)

山下　竜也(2) 後藤　大輝(2) 池田　京志朗(2) 友國　雅也(2) 峠谷　和紀(1) 桒田　守啓(2) 土居　直生(2)

神辺旭 3:27.29 市立福山 3:34.09 府中 3:34.85 近大福山 3:39.75 盈進 3:40.25 福山誠之館 3:43.52 大門 3:45.19 広大福山 3:47.52

重政　海斗(2) 佐藤　一真(2) 甲斐　睦章(2) 髙橋　佑太(2) 渡邉　健太(2) 赤繁　奏多(1) 戸田　侑志(2) 陶山　功陽(2)

石谷　心路(1) 髙橋　朋矢(1) 升谷　公祐(2) 山本　尚哉(1) 信岡　優作(2) 友國　雅也(2) 土居　直生(2) 中村　慧大(2)

髙卯　健太郎(2) 馬田　晃成(2) 小川　奏(1) 佐々木　実(1) 内海　誠司郎(2) 折見　幸洋(1) 田口　聡大(1) 山辻　隼(1)

山下　竜也(2) 小畑　亮汰(2) 池田　京志朗(2) 西本　聖(1) 迫田　光希(1) 斉藤　僚大(1) 稲葉　貫太(1) 小河原　大聖(2)

朝井　純(2) 1m80 小林　和貴(2) 1m75 海地　翔斗(1) 1m70 稲葉　貫太(1) 1m70 山本　真史(2) 1m70 山﨑　慎太朗(1) 1m65 藤川　雄登(2) 1m60

油木 福山明王台 福山誠之館 大門 油木 市立福山 府中

久木田　眞斗(2) 1m70

神辺旭

山根　匡裕(2) 2m80

福山明王台

藤原　陸登(2) 7m10(+3.6) 近藤　大生(2) 6m63(+3.3) 髙橋　朋矢(1) 6m57(+4.1) 吉浦　貴稀(2) 6m16(+3.0) 渡邉　和哉(1) 5m94(+2.8) 升谷　公祐(2) 5m80(+2.9) 山根　匡裕(2) 5m57(+3.0) 古森　千弥(2) 5m49(+2.8)

福山工業 公認6m78(+2.0) 神辺旭 公認記録なし 市立福山 公認記録なし 神辺旭 公認3m34(+1.6) 福山明王台 公認5m89(+1.9) 府中 公認5m63(+1.9) 福山明王台 公認記録なし 油木 公認5m48(+1.7)

藤原　陸登(2) 14m01(+0.7) 近藤　大生(2) 13m87(+1.5) 佐藤　利玖(1) 12m71(+1.5) 小林　和貴(2) 12m30(+0.2) 藤川　雄登(2) 12m20(+3.1) 久木田　眞斗(2) 12m18(+0.6) 古森　千弥(2) 11m76(+2.7) 山本　真史(2) 11m76(+0.2)

福山工業 神辺旭 府中 福山明王台 府中 公認12m18(+1.8) 神辺旭 油木 公認11m43(+1.7) 油木

大地　智也(1) 14m72 植野　雅登(2) 12m69 宮腰　水都(2) 10m64 中森　庸月(2) 9m60 武田　楽翔(1) 8m95 野草　吉一朗(2) 8m84 林田　孝平(1) 8m78 横山　王晏(1) 7m36

神辺旭 GR 神辺旭 GR 福山誠之館 福山明王台 銀河学院 近大福山 油木 油木

大地　智也(1) 36m29 植野　雅登(2) 36m14 中森　庸月(2) 26m66 宮本　海渡(1) 25m69 圓道　春弥(2) 25m66 林原　朋哉(1) 24m15 德田　和栄(1) 23m11 馬屋原　敬太(1) 19m23

神辺旭 GR 神辺旭 GR 福山明王台 福山商業 油木 近大福山 府中 油木

上田　龍希(2) 45m99 岡本　大希(2) 41m61 野草　吉一朗(2) 39m08 大木　庸平(1) 29m69 宮腰　水都(2) 25m99 渡邉　郭斗(1) 20m40 伊津井　葵(2) 18m40 立石　侑也(1) 17m37

大門 大門 近大福山 福山工業 福山誠之館 油木 戸手 戸手

朝井　純(2) 52m09 圓道　春弥(2) 44m30 大木　庸平(1) 44m27 上田　龍希(2) 40m30 荻森　達己(2) 38m23 藤原　嵩士(2) 35m42 德田　和栄(1) 33m33 武田　楽翔(1) 33m18

油木 油木 福山工業 大門 銀河学院 広大福山 府中 銀河学院

7位 8位

9月2日
男子100m 
風：-3.5

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月3日
男子200m 
風：-1.3

9月2日 男子400m

9月3日 男子800m

9月2日 男子1500m

9月3日 男子5000m

9月2日
男子110mH 

風：-2.5

9月3日 男子400mH

9月2日 男子3000mSC

9月2日 男子5000mW

9月2日 男子4X100mR

9月3日 男子4X400mR

9月3日 男子走高跳

9月2日 男子棒高跳

9月2日 男子走幅跳

9月3日 男子三段跳

9月3日
男子砲丸投
(6.000kg)

9月2日
男子円盤投
(1.750kg)

9月2日
男子ハンマー投

(6.000kg)

9月3日 男子やり投(800g)



福山地区秋季総合体育大会　陸上競技の部　決勝一覧
平成29年９月２日(土)～３日(日) 審 判 長 奥田　稔

福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 記録主任 門田　敏雄

日付 種目

本多　佑莉(1) 13.06 岡本　茉琴(2) 13.23 鶏内　愛菜(2) 13.26 渡邉　美紅(1) 13.95 弓戸　暁加(1) 13.95 野島　来夢(2) 14.02 井上　陽(1) 14.10 爲本　純鈴(1) 14.37

神辺旭 神辺旭 福山暁の星女子 府中 大門 市立福山 福山暁の星女子 福山誠之館

岡本　茉琴(2) 26.62 鶏内　愛菜(2) 26.84 平本　里歩(2) 27.03 弓戸　暁加(1) 28.04 渡邉　美紅(1) 28.34 大蔵　一翠(2) 28.36 植本　愛子(1) 28.93 門田　美鈴(2) 29.81

神辺旭 福山暁の星女子 神辺旭 大門 府中 福山誠之館 福山明王台 府中

野﨑　彩花(1) 1:01.11 藤井　梨乃(2) 1:01.52 大蔵　一翠(2) 1:02.27 中村　理紗(2) 1:04.43 河田　萌香(2) 1:04.49 川上　愛加(2) 1:05.24 植本　愛子(1) 1:05.99 平山　文美(2) 1:06.51

神辺旭 神辺旭 福山誠之館 福山明王台 大門 府中 福山明王台 市立福山

谷口　優(1) 2:22.96 川上　愛加(2) 2:29.63 平山　文美(2) 2:30.38 山田　羽里(1) 2:30.49 作田　未夢(2) 2:33.74 中村　理紗(2) 2:36.84 竹島　美璃(1) 2:37.24 新田　日菜子(2) 2:41.14

神辺旭 府中 市立福山 福山誠之館 盈進 福山明王台 府中 福山誠之館

佐々木　晴加(1) 4:59.15 多々納　琴音(2) 5:06.50 三好　彩奈(1) 5:06.68 作田　未夢(2) 5:17.68 甲斐　南咲(2) 5:19.38 新田　日菜子(2) 5:34.19 中尾　有沙(1) 5:35.85 藤本　葵(1) 5:36.03

神辺旭 府中 福山暁の星女子 盈進 神辺旭 福山誠之館 福山葦陽 福山明王台

佐々木　晴加(1) 10:45.90 三好　彩奈(1) 11:01.68 多々納　琴音(2) 11:06.90 上迫　のどか(2) 12:05.72 井本　美咲(1) 12:05.73 門田　あゆみ(1) 13:20.79 柏原　真(2) 13:22.11 大江　沙奈(1) 14:27.72

神辺旭 福山暁の星女子 府中 福山暁の星女子 府中 福山明王台 神辺旭 福山明王台

橋本　麻耶子(2) 15.11 安河内　萌衣(2) 16.17 佐原　綾音(1) 16.60 石川　結麻(2) 16.92 中野　美咲希(2) 17.80 大東　遥菜(2) 17.88 相本　真凛(1) 19.13

神辺旭 神辺旭 福山暁の星女子 福山暁の星女子 近大福山 広大福山 府中

橋本　麻耶子(2) 1:03.10 野﨑　彩花(1) 1:06.38 角田　真葵(2) 1:10.67 石川　結麻(2) 1:10.71 沖田　楓樺(2) 1:12.22 中野　美咲希(2) 1:14.14 大東　遥菜(2) 1:14.23 相本　真凛(1) 1:15.71

神辺旭 GR 神辺旭 府中 福山暁の星女子 近大福山 近大福山 広大福山 府中

上迫　のどか(2) 29:24.55

福山暁の星女子

神辺旭 49.62 福山暁の星女子 52.53 府中 52.84 福山誠之館 54.50 福山明王台 54.52 市立福山 54.70

平本　里歩(2) 井上　陽(1) 門田　美鈴(2) 岡本　周(1) 池上　いづみ(1) 藤井　美季乃(1)

本多　佑莉(1) 鶏内　愛菜(2) 角田　真葵(2) 大蔵　一翠(2) 中村　理紗(2) 野島　来夢(2)

荒谷　弥希(1) 甲斐　日南乃(2) 相本　真凛(1) 山田　羽里(1) 佐藤　玲華(2) 貫井　紫帆(2)

岡本　茉琴(2) 石川　結麻(2) 渡邉　美紅(1) 爲本　純鈴(1) 植本　愛子(1) 平山　文美(2)

神辺旭 4:00.05 福山暁の星女子 4:23.59 府中 4:24.65 福山誠之館 4:28.31 福山明王台 4:31.52 大門 4:37.10 盈進 4:43.16

岡本　茉琴(2) GR 井上　陽(1) 原　夕渚(2) 大蔵　一翠(2) 植本　愛子(1) 弓戸　暁加(1) 金尾　綾華(2)

野﨑　彩花(1) 鶏内　愛菜(2) 角田　真葵(2) 山田　羽里(1) 中村　理紗(2) 坂本　裕香(2) 土井　春奈(2)

藤井　梨乃(2) 三好　彩奈(1) 相本　真凛(1) 爲本　純鈴(1) 池上　いづみ(1) 高山　里佳(2) 山下　裕菜(1)

橋本　麻耶子(2) 甲斐　日南乃(2) 渡邉　美紅(1) 新田　日菜子(2) 佐藤　玲華(2) 河田　萌香(2) 徳丸　愛佳(1)

槙本　和音(1) 1m58 佐藤　亜織伊(1) 1m50 藤井　海沙希(1) 1m50 佐藤　玲華(2) 1m35 寿　弥恵(1) 1m25

神辺旭 神辺旭 福山明王台 福山明王台 市立福山

持田　真波(1) 1m25

市立福山

石井　美玖(2) 2m90 橘高　梓織(2) 2m40 井上　陽(1) 2m20 粟村　夏向(1) 2m10

神辺旭 GR 神辺旭 福山暁の星女子 福山暁の星女子

荒谷　弥希(1) 5m60(+2.5) 河田　萌香(2) 5m11(+3.5) 本多　佑莉(1) 4m88(+3.0) 石井　千奈美(1) 4m79(+2.9) 坂本　裕香(2) 4m72(+3.6) 甲斐　日南乃(2) 4m72(+1.7) 藤井　美季乃(1) 4m67(+2.1) 藤井　海沙希(1) 4m66(+2.5)

神辺旭 公認5m55(+1.0) 大門 公認4m89(+0.8) 神辺旭 公認4m82(+1.5) 広大福山 公認4m61(+2.0) 大門 公認4m56(+0.3) 福山暁の星女子 市立福山 公認記録なし 福山明王台 公認4m61(+1.7)

荒谷　弥希(1) 11m66(+1.1) 佐藤　亜織伊(1) 10m03(+1.4) 甲斐　日南乃(2) 9m80(+0.7) 沖田　楓樺(2) 9m78(+1.5) 坂本　裕香(2) 9m56(+1.1) 水本　美優(1) 9m38(+1.8) 石井　千奈美(1) 9m25(+1.3) 池上　いづみ(1) 8m71(+1.1)

神辺旭 GR 神辺旭 福山暁の星女子 近大福山 大門 福山明王台 広大福山 福山明王台

高森　春花(2) 9m06 郷原　史沙(2) 8m96 藤井　千愛(1) 8m91 田邊　佑佳(1) 7m51 新岡　礼菜(1) 7m41 古田　恵美佳(2) 7m30 松浦　光咲(1) 6m97 粟村　夏向(1) 6m95

府中 福山明王台 神辺旭 戸手 神辺旭 油木 戸手 福山暁の星女子

金山　楓佳(1) 28m70 郷原　史沙(2) 28m58 藤井　千愛(1) 26m98 平見　海祈(2) 22m73 樋口　夕希子(2) 22m43 田邊　佑佳(1) 19m46 大崎　日奈子(1) 16m35 松山　実那美(1) 12m63

神辺旭 福山明王台 神辺旭 福山暁の星女子 福山暁の星女子 戸手 市立福山 大門

足立　晴香(1) 31m17 高森　春花(2) 28m50 金山　楓佳(1) 26m90 松本　朱音(1) 22m44 樋口　夕希子(2) 19m80 松山　実那美(1) 9m30

福山暁の星女子 GR 府中 GR 神辺旭 GR 神辺旭 福山暁の星女子 大門

足立　晴香(1) 40m54 槙本　和音(1) 35m55 平見　海祈(2) 26m86 竹谷　茜(2) 23m70 寿　弥恵(1) 23m63 松浦　光咲(1) 23m12 伊原　優菜(1) 23m06 古田　恵美佳(2) 18m18

福山暁の星女子 GR 神辺旭 福山暁の星女子 府中 市立福山 戸手 福山商業 油木

男子総合 神辺旭 185.5点 福山明王台 79点 府中 72点 福山誠之館 60.5点 油木 50点 市立福山 44点 大門 34点 福山工業 33点

男子トラック 神辺旭 128点 府中 54点 福山誠之館 45点 福山明王台 42点 市立福山 36点 盈進 28点 広大福山 24点 銀河学院 14点

男子フィールド 神辺旭 57.5点 油木 41点 福山明王台 37点 福山工業 27点 大門 24点 府中 18点 福山誠之館 15.5点 近大福山 12点

女子総合 神辺旭 221点 福山暁の星女子 127点 府中 80点 福山明王台 55点 大門 35点 福山誠之館 29点 市立福山 28点 近大福山 16点

女子トラック 神辺旭 120点 福山暁の星女子 71点 府中 60点 福山誠之館 29点 福山明王台 25点 大門 16点 市立福山 13点 盈進 11点

女子フィールド 神辺旭 101点 福山暁の星女子 56点 福山明王台 30点 府中 20点 大門 19点 市立福山 15点 戸手 13点 広大福山 7点

凡例  GR:大会記録

9月2日
女子100m 
風：-2.2

9月3日
女子200m 
風：-2.4

9月2日 女子400m

9月3日 女子800m

9月2日 女子1500m

女子4X400mR

9月3日 女子3000m

9月2日
女子100mH 

風：-3.0

9月3日 女子400mH

女子砲丸投
(4.000kg)

9月2日 女子走高跳

9月2日 女子棒高跳

9月2日 女子5000mW

9月2日 女子4X100mR

9月3日

女子円盤投
(1.000kg)

9月2日
女子ハンマー投

(4.000kg)

9月3日 女子やり投(600g)

9月2日 女子走幅跳

9月3日 女子三段跳

9月3日

6位 7位 8位

対抗得点

1位 2位 3位 4位 5位

9月2日


