
第4回　広島県東部陸上競技記録会　決勝一覧
平成29年10月15日(日)
福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

ト ラ ッ ク 審 判 長 吉田　明稔

跳 躍 審 判 長 吉田　明稔

投 て き 審 判 長 吉田　明稔

記 録 主 任 仁泉　健太郎

日付 種目

桑田　起雄(3) 11.22(-0.7) 藤本　達也(3) 11.32(-0.3) 高橋　皓己 11.39(-0.3) 濱田　健太郎(4) 11.49(-0.7) 野口　健太(M1) 11.50(-0.3) 前田　文彬(5) 11.61(-0.3) 中澤　智成 11.62(-0.7) 山本　翔太(2) 11.64(-0.3)

香川大学 福山平成大学 広島大学 岡山大学 広島大学 広島大学霞 ENEOS 尾道高校

山下　雄大(1) 22.14(+1.7) 土井　将史 23.34(+1.7) 山本　翔太(2) 23.51(+1.1) 青木　建汰(2) 23.67(+1.1) 佐久間　玲門(2) 23.86(+1.1) 佐藤　一真(2) 23.88(+1.2) 山内　健生 23.96(+1.4) 唐崎　航平(5) 24.03(+1.1)

福山平成大学 岡山AC 尾道高校 尾道東高校 福山明王台高 市立福山高校 オリンピアプラス 広島大学霞

嘉新　速人 50.61 桑田　起雄(3) 51.04 藤島　廉 51.67 橘田　佳和 52.44 片山　滉太(1) 52.52 高橋　朋矢(1) 52.85 前田　文彬(5) 53.03 吉田　紀隆(3) 53.27

大成館中 香川大学 広島大学 住友生命 広島大学霞 市立福山高校 広島大学霞 福山平成大学

羽原　辰哉 2:04.98 能登　俊作(2) 2:07.00 戸田　心(1) 2:09.71 出淵　文也(2) 2:09.83 岡田　慧悟(1) 2:12.47 藤井　光瑠(2) 2:19.12 長谷川　瞬(3) 2:19.24 岡本　偉吹(1) 2:21.18

福山市陸協 福山明王台高 尾道商高 福山誠之館高 福山誠之館高 広島商船高専 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 尾道高校

下見　怜央(1) 4:31.27 高橋　優太(2) 4:45.61 宇郷　佳暉(1) 4:47.22 道広　賢将(2) 4:53.28 杉本　和摩(1) 5:04.89 益本　邦弘 5:05.54 松本　隆宏(1) 5:06.78 真田　温人(1) 5:30.41

愛媛大学医学部 尾道高校 広島商船高専 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 戸手高校 安芸陸協 尾道高校 神辺東中

新谷　絋ノ介(3) 9:15.54 久島　功 9:22.06 岡田　慧悟(1) 9:31.61 出淵　文也(2) 9:52.17 庵地　裕希(2) 10:10.38 髙岡　舜真(3) 10:14.12 住田　凌真(3) 10:35.10 藤井　奏汰(2) 10:37.42

因島南中 尾道市陸協 福山誠之館高 福山誠之館高 神辺東中 尾道御調中 因島南中 神辺東中

藤田　昌也 15:37.83 高辻　弘一(1) 16:41.88 大畠　直人(4) 16:49.29 若月　浩貴 16:51.65 柏原　大空(1) 16:52.22 小河原　大聖(2) 16:56.49 山本　悠二 16:57.13 山内　陽生(2) 17:00.88

福山市陸協 福山大学 福山大学 福山市陸協 福山大学 広大福山高 福山市陸協 広大福山高

小林　遼輝(2) 17.33(+0.5) 川口　展侑(2) 17.45(+0.5) 佐藤　隆哉(2) 18.33(+0.5) 松本　海(2) 25.41(+0.5)

鷹取中 鷹取中 鷹取中 培遠中

澄川　陽一 16.36(+0.9) 白井　孝拓(1) 16.69(+0.9) 後藤　大輝(2) 17.50(+0.9)

JFE西日本 環太平洋大学 福山明王台高

広島県選抜A 45.21 広島大学霞 45.39 広島県選抜B 46.32 明王台高校B 46.38 福山誠之館高校 46.63 明王台高校A 47.58 アスリートジャパンA 48.34 幸千中 49.21

福井　凪冴(1) 吉本　幸司(6) 西村　優(1) 佐久間　玲門(2) 海地　翔斗(1) 小林　和貴(2) 坂本　拓望(1) 海地　博斗(2)

山口　純平(3) 多賀　竜太朗(1) 後藤　達樹(3) 吉岡　直哉(2) 斎藤　僚大(1) 小川　航輝(2) 逸見　晃誠(2) 岡　俊輔(2)

岡田　翼(2) 唐崎　航平(5) 桝平　二郎(2) 笹井　優人(1) 赤繁　奏多(1) 後藤　大輝(2) 村瀬　宏幸(2) 渡邊　匠(2)

住田　先(3) 前田　文彬(5) 植田　光紀(2) 能登　俊作(2) 友國　雅也(2) 内林　亮人(1) 秋山　陽祐(2) 栗原　怜也(2)

海地　翔斗(1) 1m75 山崎　慎太郎(1) 1m65 山田　篤史 1m50 十時　拓海(1) 1m50 山根　匡裕(2) 1m45 妹尾　壮真(1) 1m40

福山誠之館高 市立福山高校 にゃんじゃTC 尾道商高 福山明王台高 神辺東中

樋本　翔哉(2) 4m20 山根　匡裕(2) 2m80

尾道商高 福山明王台高

高橋　朋矢(1) 6m24(-0.6) 山田　篤史 6m11(-2.2) 野口　尚樹(2) 6m05(-1.5) 檀上　竜慶(1) 5m98(-0.8) 渡邉　和哉(1) 5m85(-0.2) 中澤　智成 5m55(-1.0) 小林　和貴(2) 5m52(-0.3) 山下　壮太(1) 5m44(-0.7)

市立福山高校 にゃんじゃTC 福山平成大学 尾道高校 福山明王台高 ENEOS 福山明王台高 神辺東中

佐藤　隆哉(2) 9m34 原田　優希(1) 7m14

鷹取中 駅家南中

宮腰　水都(2) 9m45 中森　庸月(2) 8m76 武田　楽翔(1) 8m72 小川　夢斗(2) 8m54 大内　龍聖(1) 6m29

福山誠之館高 福山明王台高 銀河学院高校 尾道商高 尾道商高

松原　史明 11m98 川田　佳次(2) 10m44 長野　拓海(3) 10m43

team龍虎 福山平成大学 福山平成大学

中森　庸月(2) 26m63 宮腰　水都(2) 24m78 宮本　海渡(1) 24m49 小川　夢斗(2) 23m96 岡本　直太(2) 20m27 大内　龍聖(1) 15m65

福山明王台高 福山誠之館高 福山商業 尾道商高 尾道商高 尾道商高

長野　拓海(3) 28m11 切田   侃希(1) 27m18 山田　篤史 20m74 池之原　純(3) 20m57

福山平成大学 福山大学 にゃんじゃTC 福山平成大学

金川　伸一郎(1) 52m12 小豆澤　徹(3) 46m71 高下　航大(2) 43m15 水成　昂聖(1) 40m92 小出　健斗(2) 40m66 沖土居  一隆 33m20 菊田　博史(2) 32m81 武田　楽翔(1) 29m45

福山大学 福山平成大学 尾道商高 福山平成大学 尾道高校 安芸陸協 尾道高校 銀河学院高校

清水　鈴奈(2) 12.76(+0.7) 瀬尾　美月(3) 12.97(+0.7) 脇坂　里桜 13.08(+1.1) 手槌　彩乃(3) 13.81(+1.2) 薮田　茜音(2) 13.85(+0.9) 河田  萌香(2) 13.87(+0.7) 大蔵　一翠(2) 13.90(+0.7)

幸千中 駅家南中 オリンピアプラス 幸千中 鷹取中 大門高校 福山誠之館高

藤井　菜月(2) 13.85(+0.7)

尾道東高校

瀬尾　美月(3) 26.51(+0.4) 中村　理紗(2) 29.13(+0.4) 藤本　佳千(1) 29.24(+0.4) 植本　愛子(1) 29.36(+0.4) 早瀬　彩夏(2) 29.90(+0.4) 佐藤　玲華(2) 30.08(+0.7) 岡本　周(1) 30.17(+0.4) 橋本　茜(2) 30.18(+0.4)

駅家南中 福山明王台高 広大三原中 福山明王台高 駅家中 福山明王台高 福山誠之館高 広大三原中

大蔵　一翠(2) 1:04.12 中村　理紗(2) 1:05.60 足立　海月(2) 1:06.19 村上　葵(1) 1:08.57 植本　愛子(1) 1:08.79 山田　羽里(1) 1:09.01 猪原　晴菜 1:10.14

福山誠之館高 福山明王台高 広島大学霞 尾道東高校 福山明王台高 福山誠之館高 広島大学

平山　文美(2) 2:36.07 山田　羽里(1) 2:44.44 小畠　果弥(2) 2:46.37 国分　彩子(2) 2:47.99 福本　典佳(1) 2:48.14 田崎　晴菜(1) 2:54.31 横山　理珠(2) 3:16.35

市立福山高校 福山誠之館高 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 培遠中 福山誠之館高 尾道東高校 駅家南中

藤本　葵(1) 5:40.40 福本　典佳(1) 5:48.78 髙寄　吏歩(1) 5:58.47 尾山　華蓮(1) 6:03.63 門田　あゆみ(1) 6:05.73 大江　沙奈(1) 6:19.61 中村　有希 6:22.47

福山明王台高 福山誠之館高 尾道御調中 福山明王台高 福山明王台高 福山明王台高 ASフクヤマ

菅原　理子(3) 15.09(+0.9) 早瀬　彩夏(2) 17.85(+0.9) 渡辺　弥央(2) 19.24(+0.9) 神前　咲綾(2) 19.48(+0.9) 河野　千夏(2) 20.45(+0.9) 成清　麗奈(1) 20.57(+0.9) 大下　里乃(2) 20.64(+0.9) 崎本　七海(1) 21.49(+0.9)

幸千中 駅家中 神辺東中 広大三原中 駅家南中 東朋中 鷹取中 鷹取中

内海　宏美(2) 18.59(+0.9) 松井　祐充(2) 19.26(+0.9) 岡本　周(1) 20.64(+0.9)

尾道東高校 尾道商高 福山誠之館高

広島県選抜A 50.02 五日市中 51.14 広島県選抜B 51.87 福山誠之館高校 55.44 明王台高校 56.32 明王台高校A 56.52 福山城北中 56.58 市立福山高校 56.99

中西　彩(1) 神原　奈緒(2) 石中　裕美(1) 岡本　周(1) 藤井　海沙希(1) 池上　いづみ(1) 渡海　美咲(1) 藤井　美李乃(1)

清水　鈴奈(2) 藤東　愛心(3) 山根　千歩(2) 大蔵　一翠(2) 植本　愛子(1) 中村　理紗(2) 中村　実貴(2) 持田　真波(1)

瀬尾　美月(3) 福田　莉那(3) 高橋　紗菜恵(2) 山田　羽里(1) 藤本　葵(1) 水本　美優(1) 森山　美咲(2) 貫井　紫帆(2)

脇坂　里桜(2) 藤東　愛美(3) 山本　千菜(2) 爲本　純鈴(1) 佐藤　玲華(2) 郷原　史沙(2) 田中　彩葉(1) 平山　文美(2)

梅田　羽舞(3) 1m55 藤井　海沙希(1) 1m40 菅原　理子(3) 1m30 佐藤　玲華(2) 1m30 水本　美優(1) 1m20 河田　綺香(2) 1m20 持田　真波(1) 1m15

高美が丘中 福山明王台高 幸千中 福山明王台高 福山明王台高 東朋中 市立福山高校

河田  萌香(2) 4m83(-0.3) 藤井　海沙希(1) 4m69(-0.1) 藤井　菜月(2) 4m63(-0.6) 爲本　純鈴(1) 4m49(0.0) 藤井　美李乃(1) 4m31(-0.5) 東屋　希実(2) 4m28(-0.1) 水本　美優(1) 4m20(-0.3) 内海　宏美(2) 4m19(+0.1)

大門高校 福山明王台高 尾道東高校 福山誠之館高 市立福山高校 幸千中 福山明王台高 尾道東高校

菅原　理子(3) 8m92 定松　優喜(2) 7m99 細田　朱音(1) 7m06 増川　和夏(1) 6m81 重宗　里奈(2) 6m78 土居　葵(2) 6m54 藤井　美帆(2) 6m16

幸千中 神辺東中 駅家南中 駅家南中 東朋中 東朋中 鷹取中

手槌　彩乃(3) 8m48

幸千中

郷原　史沙(2) 8m61 田邊　佑佳(1) 7m99 胃甲　嶺々(1) 6m52

福山明王台高 戸手高校 戸手高校

渡邊　彩(1) 33m43 井上　美雅(2) 28m11

福山平成大学 福山平成大学

郷原　史沙(2) 27m97 田邊　佑佳(1) 20m87 大崎　日菜子(1) 13m62 梶山　綾菜(2) 10m91 濱　なつみ(1) 10m30

福山明王台高 戸手高校 市立福山高校 尾道東高校 尾道東高校

松井　祐充(2) 26m07 梶山　綾菜(2) 24m11 伊原　優菜(1) 19m71

尾道商高 尾道東高校 福山商業

凡例 

5位 6位 7位 8位

10月15日  男子100m

10月15日  男子200m

1位 2位 3位 4位

10月15日  男子400m

10月15日  男子800m

10月15日  男子1500m

10月15日  男子3000m

10月15日  男子5000m

10月15日

中学男子

110mH(0.914m＿

9.14m)

10月15日
（高校・一般）男子

110mH(1.067m)

10月15日  男子4X100mR

10月15日  男子走高跳

10月15日  男子棒高跳

10月15日  男子走幅跳

10月15日
中学男子砲丸投

(5.000kg)

10月15日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

10月15日
一般男子砲丸投

(7.260kg)

10月15日
高校男子円盤投

(1.750kg)

10月15日
一般男子円盤投

(2.000kg)

10月15日
（高校・一般）男子

やり投(800g)

10月15日  女子100m

10月15日  女子200m

10月15日  女子400m

10月15日  女子800m

10月15日  女子1500m

10月15日

中学女子

100mH(0.762m＿

8.00m)

10月15日
（高校・一般）女子

100mH(0.838m)

10月15日  女子4X100mR

10月15日  女子走高跳

10月15日  女子走幅跳

10月15日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

10月15日
中学女子砲丸投

(4.000kg)

10月15日
高校女子砲丸投

(4.000kg)

10月15日
一般女子円盤投

(1.000kg)

10月15日
高校女子円盤投

(1.000kg)

10月15日
（高校・一般）女子

やり投(600g)


