
ト ラ ッ ク 審 判 長 戸田　泰夫

跳 躍 審 判 長 田川　司

投 て き 審 判 長 田川　司

記 録 主 任 南場　智

日付 種目

佐々木　太夢(3) 11.23(-2.4) 山崎　開人(1) 11.25(-1.4) 三浦　碧葉 11.35(-1.4) 堀之内　誠 11.57(-1.5) 唐崎　航平(M2) 11.67(-1.5) 田村　駿和(2) 11.72(-1.5) 豊谷　勇也(3) 11.75(-0.9)
広島修道大 広島経済大 HRC HRC 広島大霞 修道高 山陽高

今村　壮 11.75(-1.5)
黄金山AC

伊藤　大地(3) 22.57(-3.1) 佐々木　太夢(3) 22.69(-3.7) 大島　勇哉(3) 22.91(-2.0) 濱崎　智哉(1) 23.01(-2.7) 片山　滉太(1) 23.30(-2.0) 唐崎　航平(M2) 23.88(-2.7) 明神　武(2) 23.89(-4.0) 豊谷　勇也(3) 23.98(-3.7)
広島修道大 広島修道大 広島大霞 広島修道大 広島大霞 広島大霞 山陽高 山陽高
伊藤　大地(3) 48.62 片山　滉太(2) 50.54 神田　直季(4) 51.13 岩本　翔太(1) 53.14 伊東　哲博(1) 53.31 橋本　利哉(3) 54.09 引野　隆輔(2) 55.38 冨永　隆太 56.25
広島修道大 広島大霞 広島経済大 広島学院高 広島市立大 広島修道大 広島経済大 HRC
枝根　史弥　(3) 1:58.19 上村　勇貴 2:00.93 磯﨑　宏太(1) 2:03.27 浅先　将大(3) 2:03.38 岡田　燎(1) 2:03.54 鍋島　尚哉(3) 2:03.74 小松　賢志郎(3) 2:06.11 武内　亮介(3) 2:07.38
広島修道大 黄金山AC 広島工高 広島修道大 広島市立大 広島修道大 広島修道大 広島大霞
一宮　颯斗(2) 3:58.82 松石　啓輔(3) 3:59.38 古谷　龍斗(4) 4:00.42 木邑　駿(3) 4:00.54 山中　陽太(3) 4:02.54 大竹　康平(2) 4:03.22 岡田　燎(1) 4:03.77 濱松　海斗(3) 4:04.78
広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島市立大 広島経済大
児玉　優生(2) 16:07.44 佃　伊織(2) 16:32.47 田中　康聖(2) 16:33.70 今田　淳 16:40.59 藤野　浩一 16:44.57 毛利　佳裕(3) 16:53.18 川波　知裕(6) 17:11.63 下田　汰一(1) 17:36.77
広島修道大 修道高 広島学院高 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島 ヤンボーSC 広島大霞 広島大霞 広島なぎさ高
横田　健太 16.33 前田　浩由(2) 16.70 折本　智紀(2) 18.83 坂本　昌大(1) 21.24
黄金山AC 修道高 広島工高 広島城北高
三倉　巨幹(3) 55.50 佐々木　駆 58.98 森　亮太(3) 1:01.12 北村　健人(2) 1:01.79 永橋　碧人(2) 1:08.24
広島経済大 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 広島工高 修道高 山陽高
浅先　将大(3) 9:55.73 鍋島　尚哉(3) 10:13.05 田中　康聖(2) 10:16.24 武内　亮介(3) 10:23.53 下江　健史(3) 10:32.03 吉見　健太(3) 10:44.36 小原　怜真(2) 10:51.23 岩元　操汰(3) 11:03.46
広島修道大 広島修道大 広島学院高 広島大霞 広島大霞 広島修道大 高陽高 広島工高
米田　研志(4) 23:45.26 岩田　啓佑(5) 24:09.55 合田　智哉(2) 24:44.74 徳丸　真哉(2) 30:00.56
広島経済大 広島大霞 広島修道大 広島工高
山陽高 43.35 広島大霞Ａ 43.84 広陵高 44.73 修道高A 45.12 広島工高 45.87 GSO T&F 46.63 広島城北高 46.86 広島なぎさ 47.63
藤田　翔也(3) 多賀　竜太朗(2) 蕪迫　月翔(1) 田村　駿和(2) 折本　智紀(2) 竹本　和也 宗政　陽大(1) 下田　汰一(1)
明神　武(2) 内海　克暢(2) 田中　貴哉(2) 前田　浩由(2) 松尾　和真(1) 上原　和也 正路　真(2) 原田　達也(1)
井町　慶太郎(1) 唐崎　航平(M2) 曽根　愉開(2) 森内　翔太(1) 桐木　紳吾(3) 森本　雄介 天保　壮一朗(2) 坂元　友斗(2)
豊谷　勇也(3) 片山　滉太(2) 山田　悠斗(2) 北村　健人(2) 高原　育巳(3) 田渕　考太郎 橋本　慈温(1) 和太　優(2)
広島経済大A 3:25.69 広島市立大学C 3:29.58 広島大学霞B 3:36.03 GSO　T&F 3:38.23 広島工高 3:44.52 広島城北高 3:51.37 広陵高 3:56.11
山崎　開人(1) 勝坂　優希(3) 唐崎　航平(M2) 竹本　和也 磯﨑　宏太(1) 石突　裕太(1) 蕪迫　月翔(1)
引野　隆輔(2) 栗原　涼輔(1) 内海　克暢(2) 奥芝　祥平 森　亮太(3) 天保　壮一朗(2) 松本　空(2)
貞安　航平(1) 坂口　翔太(4) 多賀　竜太朗(2) 田渕　考太郎 久保薗　太志(2) 坂本　昌大(1) 河野　尚人(2)
神田　直季(4) 山北　丈将(2) 藤原　健晋(1) 住田　和人 高原　育巳(3) 橋本　慈温(1) 竹本　将也(1)
桐木　紳吾(3) 2m03 末盛　　巧(3) 1m85 井口　寛之 1m85 山田　悠斗(2) 1m85 ショウ　タイラー(1) 1m70 久保薗　太志(2) 1m70 半田　浩基 1m65 山戸　勝道 1m65
広島工高 修道中 広島疾風クラブ 広陵高 山陽高 広島工高 鶴学園クラブ 広島S.R.P.C
下瀬　翔貴 4m80 山本　大貴(3) 4m00 伊藤　大輔(1) 2m70
鶴学園クラブ 近大東広島中 近大東広島中
倉田　匠(3) 7m12(+2.4) 北村　直大(3) 7m03(+2.4) 井町　慶太郎(1) 6m90(+1.7) 竹本　周平 6m90(+2.4) 藤本　直社(3) 6m64(+2.1) 菅原　徹 6m46(+2.5) 北村　健人(2) 6m41(+2.4) 藤田　翔也(3) 6m27(+2.0)
広島経済大 公認7m04(+2.0) 広島修道大 公認6m99(+1.6) 山陽高 鶴学園クラブ 公認6m80(+0.8) 広島経済大 公認6m59(+1.5) 鶴学園クラブ 公認6m25(+1.5) 修道高 公認6m30(+1.0) 山陽高
竹本　周平 14m36(+2.3) 菅原　徹 14m22(+2.5) 山田　悠斗(2) 13m69(+3.0) 岩佐　光繁 13m60(+2.4) 末盛　　巧(3) 13m50(+5.0) 坂元　友斗(2) 13m10(+3.2) 越藤　浩 12m86(+3.7) 西本　亮太(2) 11m78(+3.5)
鶴学園クラブ 公認14m30(+1.9) 鶴学園クラブ 公認12m61(+1.7) 広陵高 公認13m30(+1.7) マツダＡＣ 公認記録なし 修道中 公認12m38(+2.0) 広島なぎさ高 公認記録なし 鶴学園クラブ 公認記録なし 広陵高 公認記録なし

高野　尚之(2) 9m93 高原　育巳(3) 7m30 神垣　柊翔(1) 7m16
高陽高 広島工高 広島工高
廣田　晧大(3) 34m27 迫越　祐介 25m37 高原　育巳(3) 25m25 池田　博貴 24m27 神垣　柊翔(1) 22m53
広島経済大 GSO T&F 広島工高 GSO T&F 広島工高
安達　力輝(2) 45m22 櫻井　真奈斗(1) 44m00 岡崎　慎吾 43m78 迫越　祐介 43m01 梶原　太郎(3) 42m87 折本　智紀(2) 39m27 小櫻　元暉(1) 35m30 森内　翔太(1) 29m88
広陵高 安芸南高 広大樟柳クラブ GSO T&F 修道高 広島工高 高陽高 修道高

5位 6位 7位 8位

7月22日 男子100m

7月21日 男子200m

第97回広島市陸上競選手権大会 【18340711】 
コカ・コーラボトラーズジャパン広島スタジアム 【342060】 
2018/07/21 ～ 2018/07/22

1位 2位 3位 4位

7月22日 男子400m

7月21日 男子800m

7月22日 男子1500m

7月21日 男子5000m

7月21日
男子110mH 

風：-3.5

7月22日 男子400mH

7月22日 男子3000mSC

7月22日 男子5000mW

7月21日 男子4X100mR

7月22日 男子4X400mR

7月22日 男子走高跳

7月21日 男子棒高跳

7月22日 男子走幅跳

7月21日 男子三段跳

7月22日 男子砲丸投

7月22日 男子円盤投

7月21日 男子やり投

決勝一覧



藤東　愛美(1) 12.90(-1.3) 島川　優月(2) 12.93(-1.3) 石松　桜杏(1) 13.44(-0.9) 野見　こころ(1) 13.45(-1.1) 下田　萌花(2) 13.49(-0.2) 足立　海月(3) 13.61(-1.3) 吉川　鈴夏(2) 13.66(-1.9) 石原　愛(中3) 13.93(-0.4)
山陽高 安田女高 広島なぎさ高 比治山女子高 安田女高 広島大霞 比治山女子高 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
小山田　みなみ(4) 26.47(-2.1) 堀田　海羽(1) 27.60(-3.2) 足立　海月(2) 28.48(-3.1) 芦原　広美 29.58(-3.1) 久保　佐奈(中3) 29.88(-2.1) 蒲生　彩水(2) 30.27(-3.1) 柿原　妃菜(2) 30.69(-3.2) 富士谷　佳乃(2) 30.99(-3.2)
広島経済大 比治山女子高 広島大霞 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 古田中 東原中 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
松田　百惠(2) 1:03.25 堀田　海羽(1) 1:04.96 村中　瑠莉(1) 1:11.22 三浦　奏子(2) 1:12.23 藤原　舞奈(2) 1:12.80
比治山女子高 比治山女子高 広島なぎさ高 広島なぎさ高 安芸南高
加藤　結衣(1) 2:25.62 曽根　　奏(2) 2:32.61 黒田　彩世(2) 2:33.68 佐々森　陽菜(2) 2:34.35 神垣　里奈(3) 2:34.95 三宅　美南(3) 2:36.04 吉村　春乃(2) 2:37.12 市川　萌未(3) 2:39.22
比治山女子高 東原中 広島大霞 比治山女子高 広島大霞 東原中 国泰寺中 広島文教女子大附高
福永　楓花(1) 4:45.44 加藤　結衣(1) 4:57.54 山本　理紗(4) 4:59.01 西田　愛唯(3) 5:03.66 木村祐紀乃(2) 5:04.97 桐木　光(1) 5:10.60 大下　凛(中2) 5:15.32 三宅　美南(3) 5:20.02
安田女高 比治山女子高 広島大霞 広島三和中 広島三和中 比治山女子高 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 東原中
福永　楓花(1) 10:24.37 山本　理紗(4) 11:22.99 花守　愛(2) 11:29.49 丸岡　那奈(2) 12:50.38 松浦　美走(2) 13:05.97 次郎垣内　友依(1) 13:23.62 濱田　奈々美(2) 13:39.92 木曽田　こころ(2) 14:04.40
安田女高 広島大霞 比治山女子高 高陽高 安田女高 比治山女子高 広島大霞 広島大霞
山田　千尋(1) 16.20 小鳥田　萌花(1) 18.10 大城　さらら(2) 18.61 立花　さくら(2) 19.03 堂本　瑛梨華(2) 21.49
広島なぎさ高 比治山女子高 広島なぎさ高 安田女高 広島文教女子大附高
小山田　みなみ(4) 1:02.55 松田　百惠(2) 1:12.13 小鳥田　萌花(1) 1:15.35 島　悠菜(3) 1:18.60
広島経済大 GR 比治山女子高 比治山女子高 山陽高
山本　真知子(2) 30:25.66 藤本　真歩(3) 30:53.71 宮崎　輝穂(3) 33:43.81
広島経済大 広島工高 広島工高
比治山女子高 51.96 広島なぎさ高 52.74 古田中 54.66 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 54.99 牛田中 56.97 観音中Ａ 58.91 高陽高 59.16 観音中Ｂ 1:02.90
吉川　鈴夏(2) 望月　恵(2) 田谷　美優(3) 富士谷　佳乃(2) 梅平　麻央(1) 森脇　未羽(3) 白砂　さやか(1) 金岡　夏希(2)
野見　こころ(1) 石松　桜杏(1) 蒲生　彩水(2) 久保　佑奈 大田　愛海(3) 藤田伊桜里(3) 丸岡　那奈(2) 河村　　怜(2)
小鳥田　萌花(1) 大城　さらら(2) 石津　　萌(3) 竹之内　萌未(中3) 兼光　菜花(2) 上野　　咲(3) 元谷　彩夏(1) 河野さくら(2)
堀田　海羽(1) 山田　千尋(1) 岡村　一花(2) 石原　愛(中3) 大神　彩希(2) 立見　友紀(3) 黒川　楓子(2) 甲田　羽未(2)
比治山女子高 4:18.86 安田女子高A 4:21.44 広島大霞 4:24.96
吉川　鈴夏(2) 山田　梨菜(1) 中城　奈那(2)
松田　百惠(2) 下田　萌花(2) 足立　海月(3)
佐々倉　七瀬(2) 名原　紫音(2) 加藤　舞(2)
堀田　海羽(1) 島川　優月(2) 黒田　彩世(2)
保井　南海(3) 1m55 田中　優(2) 1m50 長光　美南(2) 1m30
山陽高 比治山女子高 安田女高
吉川　鈴夏(2) 2m80
比治山女子高
藤東　愛美(1) 5m61(-0.7) 玉木　彩子 5m49(+2.6) 野見　こころ(1) 5m03(+2.1) 佐々倉　七瀬(2) 4m85(+1.2) 島　悠菜(3) 4m78(+1.7) 村中　瑠莉(1) 4m17(+2.7) 門家　美奈(2) 4m10(+1.7) 藤原　舞奈(2) 4m01(+2.5)
山陽高 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 公認5m39(+1.7) 比治山女子高 公認4m99(+0.5) 比治山女子高 山陽高 広島なぎさ高 公認4m04(+0.7) 山陽高 安芸南高 公認3m98(+1.2)

保井　南海(3) 11m48(+2.9) 島　悠菜(3) 9m80(+2.9) 古川　結菜(2) 9m10(+2.2)
山陽高 公認10m38(+2.0) 山陽高 公認記録なし 安芸南高 公認記録なし

明光　いづみ 9m43 松本　莉音(1) 7m41 勝谷　涼香(3) 7m21 石松　桜杏(1) 7m04 塩谷　優奈(2) 7m01 加藤　すみれ(2) 6m85
TEAM BIG STONE 広島文教女子大附高 広島工高 広島なぎさ高 安田女高 安田女高
明光　いづみ 28m27 松田　瑠華(3) 22m07 椿　紗也香(2) 20m18 勝谷　涼香(3) 20m14 山之内　古都(1) 19m20 今田　鈴乃(2) 17m46 戸田　愛奈(2) 17m28 古川　結菜(2) 16m85
TEAM BIG STONE 広島文教女子大附高 比治山女子高 広島工高 安芸南高 安田女高 広島文教女子大附高 安芸南高
明光　いづみ 32m84 山之内　古都(1) 26m96 髙橋　一巴(1) 24m92 松本　莉音(1) 18m11 松田　瑠華(3) 17m71
TEAM BIG STONE 安芸南高 比治山女子高 広島文教女子大附高 広島文教女子大附高

凡例  GR:大会記録

7月22日 女子100m

7月21日 女子200m

7月22日 女子400m

7月21日 女子800m

7月22日 女子1500m

7月21日 女子3000m

7月21日
女子100mH 

風：-2.5

7月22日 女子400mH

7月22日 女子5000mW

7月21日 女子4X100mR

7月22日 女子4X400mR

7月22日 女子走高跳

7月21日 女子棒高跳

7月22日 女子円盤投

7月21日 女子やり投

7月22日 女子走幅跳

7月21日 女子三段跳

7月22日 女子砲丸投


