
１組 (風速 -0.1 ｍ） ２組 (風速 +0.0 ｍ）⑥ 2 元木　航平 (市立呉3) (1) 11"37 ⑦ 1832 芝山　優司 (呉港2) (1) 12"79⑤ 1622 青木　太一 (市立呉2) (2) 11"38 ⑥ 1001 北本　駿太 (呉工1) (2) 13"11④ 1745 小山　晃 (呉三津田2) (3) 11"67 ④ 1846 小松　巧弥 (呉商2) (3) 13"58③ 1770 榊原　生望 (呉商2) (4) 11"85 ② 1667 武田　雄大 (武田2) (4) 13"98⑦ 2030 平本　宗大 (呉三津田2) (5) 11"86 ③ 998 緒方　涼馬 (呉工1) DNS② 1775 戸野　瑞貴 (呉宮原2) (6) 12"30 ⑤ 1731 竹岡　寛太 (呉港2) DNS① ①⑧ ⑧① 2 元木　航平 (市立呉3) (1) 11"37② 1622 青木　太一 (市立呉2) (2) 11"38③ 1745 小山　晃 (呉三津田2) (3) 11"67④ 1770 榊原　生望 (呉商2) (4) 11"85⑤ 2030 平本　宗大 (呉三津田2) (5) 11"86⑥ 1775 戸野　瑞貴 (呉宮原2) (6) 12"30⑦ 1832 芝山　優司 (呉港2) (7) 12"79⑧ 1001 北本　駿太 (呉工1) (8) 13"11１組 (風速 -2.3 ｍ） ２組 (風速 -0.3 ｍ）⑤ 2 元木　航平 (市立呉3) (1) 23"40 ⑤ 1775 戸野　瑞貴 (呉宮原2) (1) 25"63⑥ 1746 操田　貴司 (呉三津田2) (2) 23"59 ⑥ 1417 片岡　亮登 (広1) (2) 27"26④ 1752 上松　大晟 (呉三津田2) (3) 23"79 ③ 1000 木下　耀 (呉工1) (3) 29"10③ 1623 礒本　義之 (市立呉2) (4) 23"80 ② 1667 武田　雄大 (武田2) (4) 29"76② 974 井下　航晴 (呉商1) (5) 26"47 ⑦ 634 唐木　竜矢 (呉工3) (5) 30"63⑦ 1722 芝山　政範 (呉港2) DNS ④ 1832 芝山　優司 (呉港2) DNS① ①⑧ ⑧① 2 元木　航平 (市立呉3) (1) 23"40② 1746 操田　貴司 (呉三津田2) (2) 23"59③ 1752 上松　大晟 (呉三津田2) (3) 23"79④ 1623 礒本　義之 (市立呉2) (4) 23"80⑤ 1775 戸野　瑞貴 (呉宮原2) (5) 25"63⑥ 974 井下　航晴 (呉商1) (6) 26"47⑦ 1417 片岡　亮登 (広1) (7) 27"26⑧ 1000 木下　耀 (呉工1) (8) 29"10決　　　勝　　（風速　　　　　　ｍ）

決　　　勝　　（風速　　　　　　ｍ）
男子の部　　　トラック男子の部　　　トラック男子の部　　　トラック男子の部　　　トラック１００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ　大会記録　１０”９　　溝渕　智紀（昭　和）１９９８　　マツダタイム決勝　２組

タイム決勝　２組2００ｍ2００ｍ2００ｍ2００ｍ　大会記録　大会記録　２２”４３　池之原　純（市立呉）２０１２　　呉市総合



１組 ２組⑤ 1624 村上　瑛希 (市立呉2) (1) 50"50 ⑤ 2124 大谷　智徳 (呉宮原2) (1) 58"54④ 801 髙橋　駿介 (市立呉1) (2) 50"66 ⑦ 1358 辰己　颯 (広1) (2) 59"24⑥ 1746 操田　貴司 (呉三津田2) (3) 50"99 ④ 1000 木下　耀 (呉工1) (3) 01'04"40③ 113 田口　静 (呉商3) (4) 52"51 ② 2021 大谷　啓人 (武田2) DNS② 979 木村　海偉 (広1) (5) 57"05 ③ 2235 五藤　輝 (呉港2) DNS⑧ 1666 細川　翔吏 (武田2) (6) 58"85 ⑥ 1004 山根　睦貴 (呉工1) DNS⑦ 1296 宮本　拓実 (呉三津田1) (7) 01'00"06 ①① ⑧① 1624 村上　瑛希 (市立呉2) (1) 50"50② 801 髙橋　駿介 (市立呉1) (2) 50"66③ 1746 操田　貴司 (呉三津田2) (3) 50"99④ 113 田口　静 (呉商3) (4) 52"51⑤ 979 木村　海偉 (広1) (5) 57"05⑥ 2124 大谷　智徳 (呉宮原2) (6) 58"54⑦ 1666 細川　翔吏 (武田2) (7) 58"85⑧ 1358 辰己　颯 (広1) (8) 59"24１組① 1 亀井　創 (市立呉3) (1) 01'56"18 大会新③ 130 重松　尚太 (呉三津田3) (2) 02'04"69⑥ 1295 畝本　拓実 (呉三津田1) (3) 02'08"54④ 1849 丹羽　大貴 (広2) (4) 02'08"93⑪ 180 西嶋　省吾 (呉港3) (5) 02'10"63② 5 河本　啓汰 (市立呉3) (6) 02'11"06⑨ 1666 細川　翔吏 (武田2) (7) 02'18"58⑦ 1323 有田　宙史 (呉宮原1) (8) 02'19"48⑤ 122 松本　宙 (呉工3) (9) 02'20"69⑫ 2020 古田　瑞紀 (武田2) (10) 02'22"47⑩ 1692 嶋﨑　颯真 (広2) (11) 02'22"72⑬ 1723 塩谷　将吾 (呉港2) (12) 02'32"70⑧ 1774 山口　航輝 (呉宮原2) DNS⑭⑮⑯

決　　　勝
４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ　大会記録　５０”０８　脇坂　宗汰（市立呉）２０１６　呉市総合タイム決勝　２組

８００ｍ８００ｍ８００ｍ８００ｍ　大会記録　１’５８”１　中村　清博（昭和）１９８７　呉二河決　　　勝



① 1629 山田　隼輔 (市立呉2) (1) 04'10"63② 804 土田　力暉 (市立呉1) (2) 04'14"20③ 964 立花　一貴 (呉三津田1) (3) 04'25"68④ 1749 木谷　遥真 (呉三津田2) (4) 04'34"08⑩ 926 原田　莉緒 (呉商1) (5) 04'36"16⑮ 180 西嶋　省吾 (呉港3) (6) 04'38"68⑨ 927 藤井　智大 (広1) (7) 04'41"22⑧ 1777 藤川　愛大 (呉宮原2) (8) 04'49"37⑭ 1726 松本　拓海 (呉港2) (9) 04'56"67⑫ 2020 古田　瑞紀 (武田2) (10) 05'08"93⑥ 1779 髙橋　快 (呉宮原2) (11) 05'13"55⑦ 999 大脊戸　莉槻 (呉工1) (12) 05'26"26⑪ 1004 山根　睦貴 (呉工1) (13) 06'45"79⑤ 1849 丹羽　大貴 (広2) DNS⑬ 2021 大谷　啓人 (武田2) DNS① 156 保手濱　涼介 (呉三津田3) (1) 16'46"15② 1626 板本　和瀬 (市立呉2) (2) 17'22"46③ 1748 本山　嵩 (呉三津田2) (3) 17'25"04④ 1628 宮田　大生 (市立呉2) (4) 17'58"47⑤ 1693 小濱　裕輝 (広2) (5) 18'54"56⑥ 927 藤井　智大 (広1) (6) 18'58"78⑦ 1726 松本　拓海 (呉港2) (7) 21'12"36⑧ 1776 光村　怜 (呉宮原2) (8) 22'46"39⑨⑩ (風速 +1.9 ｍ）④ 1751 川野賀　大貴 (呉三津田2) (1) 17"51③ 1325 平賀　全智 (呉宮原1) (2) 19"01⑧ 1695 石中　一成 (市立呉2) (3) 19"47⑨ 931 梶山　拓馬 (呉港1) (4) 20"90⑦ 1001 北本　駿太 (呉工1) (5) 28"31② 1301 住井　駿太 (呉三津田1) DQT6⑤ 635 中下　聡太 (呉工3) DQT6⑥ 1730 胡井　啓吾 (呉港2) DNS
１１０ｍＨ１１０ｍＨ１１０ｍＨ１１０ｍＨ　大会記録　１５”４　松谷　洋志（　広　）１９８９　　呉二河
５０００ｍ５０００ｍ５０００ｍ５０００ｍ　大会記録　１５’５６”８７　北中　翼（市立呉）２０１４　呉市総合　　決　　　　勝

決　　　勝

１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ　　　　大会記録　４’０４”６　荒川　大作（昭和）１９９２　呉二河決　　　勝　



１組⑤ 1647 水野　大夢 (呉三津田2) (1) 56"68④ 1300 花本　凌太 (呉三津田1) (2) 01'03"46⑥ 2124 大谷　智徳 (呉宮原2) (3) 01'06"76①②③⑦⑧④ 2029 川端　悠雅 (呉三津田2) (1) 10'15"38① 1627 寺本　航輝 (市立呉2) (2) 10'16"61⑥ 925 高木　元郁 (呉商1) (3) 11'19"68③ 1693 小濱　裕輝 (広2) (4) 12'08"20⑤ 1754 平本　康将 (呉三津田2) (5) 12'24"89② 6 岡田　拳志郎 (市立呉3) (6) 12'32"71⑦ 122 松本　宙 (呉工3) (7) 13'57"13⑧ 999 大脊戸　莉槻 (呉工1) (8) 15'00"69① 1747 尾原　翔 (呉三津田2) (1) 25'27"62大会新② 1750 高祖　友宏 (呉三津田2) (2) 33'55"20③ 925 高木　元郁 (呉商1) DNF④

４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ　大会記録　大会記録　５５”６９　三倉　巨幹（呉商）２０１５　　呉市総合決    　勝
３０００ｍSC３０００ｍSC３０００ｍSC３０００ｍSC　大会記録　　９’５２”０８　迫越　剛志（市立呉）２０１６　　呉市総合
５０００ｍＷ５０００ｍＷ５０００ｍＷ５０００ｍＷ　大会記録　　２７’２０”６７　中村　成志（市立呉）２０１６　　呉市総合決　　　勝　　

決　　　勝　　



⑤ 市立呉 (1) 43"86 ④ 呉三津田 (2) 44"041622 青木　太一 (市立呉2) (2) 1745 小山　晃 (呉三津田2) (1)2 元木　航平 (市立呉3) (4) 1746 操田　貴司 (呉三津田2) (3)801 髙橋　駿介 (市立呉1) (3) 2030 平本　宗大 (呉三津田2) ( )1624 村上　瑛希 (市立呉2) ( ) 1752 上松　大晟 (呉三津田2) (2)1623 礒本　義之 (市立呉2) (1) 1647 水野　大夢 (呉三津田2) (4)3 細柳　旺介 (市立呉3) ( ) 1753 川田　旺佑 (呉三津田2) ( )635 中下　聡太 (呉工3) (1)⑥ 呉港 (3) 4'84"2 ⑦ 呉宮原 (4) 48"59934 藤田　栄樹 (呉港1) (2) 1775 戸野　瑞貴 (呉宮原2) (1)1730 胡井　啓吾 (呉港2) (1) 1325 平賀　全智 (呉宮原1) (2)933 小山内　優舞 (呉港1) (3) 2124 大谷　智徳 (呉宮原2) (3)1722 芝山　政範 (呉港2) (4) 1323 有田　宙史 (呉宮原1) (4)931 梶山　拓馬 (呉港1) ( ) 1777 藤川　愛大 (呉宮原2) ( )180 西嶋　省吾 (呉港3) ( )② 呉工 (5) 52"17 ③ 呉商 DNS998 緒方　涼馬 (呉工1) ( ) 1770 榊原　生望 (呉商2) ( )1001 北本　駿太 (呉工1) (3) 923 里岡　優太 (呉商1) ( )1000 木下　耀 (呉工1) (2) 924 米田　斗真 (呉商1) ( )1004 山根　睦貴 (呉工1) ( ) 974 井下　航晴 (呉商1) ( )122 松本　宙 (呉工3) (4) 1846 小松　巧弥 (呉商2) ( )999 大脊戸　莉槻 (呉工1) ( ) 925 高木　元郁 (呉商1) ( )635 中下　聡太 (呉工3) (1)① ⑧
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ　大会記録　４２”７３

　市立呉（礒本・青木・高橋・元木）43"86　呉三津田（小山・上松・操田・水野）44"04  呉港（胡井・藤田・小山内・芝山）48"42

　　　　　市立呉（（橋川　太一・矢野下　靖平・加澤　達哉・池之原　純）　２０１３　　呉市総合

　決　　　勝

決        　勝

　呉工業（中下・木下・北本・松本）52"17　呉宮原（戸野・平賀・大谷・有田）48"59



⑤ 市立呉 (1) 03'27"09 ④ 呉三津田 (2) 03'27"221 亀井　創 (市立呉3) (4) 1746 操田　貴司 (呉三津田2) (4)2 元木　航平 (市立呉3) (  ) 2030 平本　宗大 (呉三津田2) (  )1624 村上　瑛希 (市立呉2) (  ) 1752 上松　大晟 (呉三津田2) (3)801 髙橋　駿介 (市立呉1) (2) 1647 水野　大夢 (呉三津田2) (2)1622 青木　太一 (市立呉2) (3) 1753 川田　旺佑 (呉三津田2) (1)1623 礒本　義之 (市立呉2) (1) 965 中村　壮希 (呉三津田1) (  )③ 呉商 (3) 03'46"53 ⑥ 広 (4) 03'52"741770 榊原　生望 (呉商2) (2) 1849 丹羽　大貴 (広2) (2)113 田口　静 (呉商3) (1) 1693 小濱　裕輝 (広2) (1)1846 小松　巧弥 (呉商2) (  ) 1850 藤岡　大輝 (広2) (4)926 原田　莉緒 (呉商1) (4) 979 木村　海偉 (広1) (3)974 井下　航晴 (呉商1) (3) 1358 辰己　颯 (広1) (  )924 米田　斗真 (呉商1) (  ) 1692 嶋﨑　颯真 (広2) (  )② 武田 (5) 04'10"52 ⑦ 呉工 DNS1666 細川　翔吏 (武田2) (3) 998 緒方　涼馬 (呉工2) (  )2020 古田　瑞紀 (武田2) (2) 1001 北本　駿太 (呉工1) (3)2021 大谷　啓人 (武田2) (  ) 1000 木下　耀 (呉工1) (2)1667 武田　雄大 (武田2) (1) 1004 山根　睦貴 (呉工1) (1)2022 山﨑　良純 (武田2) (  ) 122 松本　宙 (呉工1) (  )893 菅田　昂樹 (武田1) (4) 635 中下　聡太 (呉工3) (4)① ⑧ (  )(  )(  )(  )(  )(  )①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
　決　　　勝　市立呉（礒本・高橋・青木・亀井）3'27"09　呉三津田（川田・水野・上松・操田）3'27"22　呉商業（田口・榊原・井下・原田）3'46"53　武田（武田・古田・細川・菅田）4'10"52　広（小濱・丹羽・木村・藤岡）3'52"74

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ　大会記録　３’２４”５１          　　　市立呉（亀井　創・脇坂　宗汰・河本　啓汰・檜垣　正昭）　２０１６　　呉市総合決        　勝


