
第1回　福山市陸上競技選手権大会　決勝一覧
平成30年10月14日(日) 審 判 長 吉田　明稔

福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 記録主任 仁泉　健太郎

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

日付 種目

大坪　柊也(2) 11.39 古森　大貴(2) 11.65 藤本　達也(4) 11.69 岡　俊輔(3) 11.72 吉田　紀隆(4) 12.02 山戸　雄陽(2) 12.04

福山平成大 福山平成大 福山平成大 幸千中 福山平成大 近大福山高

山下　雄大(2) 22.93 古森　大貴(2) 23.49 赤繁　奏多(2) 23.53 岡　俊輔(3) 23.55 渡邉　和哉(2) 23.61 笹井　優人(2) 23.79 吉田　紀隆(4) 24.40

福山平成大 福山平成大 福山誠之館高 幸千中 福山明王台高 福山明王台高 福山平成大

渡邉　和哉(2) 52.00 赤繁　奏多(2) 52.27 上村　勇貴(23) 53.54 山本　尚哉(2) 53.83 田久保天之助(1) 54.10 村上　太陽(1) 56.37 栗原　怜也(3) 59.41 村上　侑弥(1) 59.96

福山明王台高 福山誠之館高 黄金山AC 近大福山高 市立福山高 福山誠之館高 幸千中 福山工高

田中　駿介(1) 4:15.13 岡田　慧悟(2) 4:19.96 高橋 俊太郎(1) 4:21.31 折見　幸洋(2) 4:30.86 枡田　健伸(1) 4:32.30 山田　歩輝(2) 4:40.15 串田　倭人(1) 4:45.31 井上　史琉(1) 4:50.45

福山誠之館高 福山誠之館高 福山誠之館高 福山誠之館高 福山城北中 福山城北中 福山誠之館高 福山城北中

田中　駿介(1) 9:25.54 大住　昌広(40) 9:38.16 岡田　慧悟(2) 9:39.90 高前　直幸(37) 9:41.94 高橋 俊太郎(1) 9:52.27 山本　悠二(36) 9:57.26 北浦　貴広(31) 10:34.13 山根　友和(33) 10:35.18

福山誠之館高 福山陸協 福山誠之館高 福山陸協 福山誠之館高 福山陸協 福山陸協 福山陸協

福山誠之館高 44.56 近大福山高 45.37 福山明王台高 45.40 幸千中 47.72 新市中央中 51.74

海地　翔斗(2) 佐々木　実(2) 髙橋　希(1) 海地　博斗(3) 藤本　峻輔(2)

斎藤　僚大(2) 峠谷　和紀(2) 渡邉　和哉(2) 栗原　怜也(3) 俵原　圭吾(2)

赤繁　奏多(2) 山戸　雄陽(2) 近藤　直哉(1) 渡邊　匠(3) 阪本　悠真(2)

永井　凌太(1) 山本　尚哉(2) 笹井　優人(2) 岡　俊輔(3) 俵原　滉平(2)

小林　祐大(1) 1m85 花屋　佳明(1) 1m80 海地　翔斗(2) 1m75 山﨑 慎太朗(2) 1m70 水成　昂聖(2) 1m70 山﨑 翔太郎(3) 1m65 小豆澤　徹(4) 1m65 開内　丈流(1) 1m65

福山工高 福山平成大 福山誠之館高 市立福山高 福山平成大 神辺中 福山平成大 福山平成大

渡邉　和哉(2) 6m12(+1.9) 前出　滉太(1) 6m12(+2.1) 山本　耕史(1) 5m82(+3.2) 石元　大智(3) 5m69(+3.1) 小川　博正(52) 5m65(+3.3) 内田  雅之(2) 5m37(+0.3) 海地　博斗(3) 5m36(+1.4) 安原　康喜(1) 5m22(+2.0)

福山明王台高 福山誠之館高 公認5m88(+1.7) 市立福山高 公認5m64(+1.8) 神辺中 公認5m57(+1.7) 安芸陸協 公認5m56(+1.9) 広島商船高専 幸千中 神辺西中

野口　尚樹(3) 13m64(+1.9)

福山平成大

川田　佳次(3) 10m90 長野　拓海(4) 10m48 小豆澤　徹(4) 9m19 開内　丈流(1) 8m52 水成　昂聖(2) 6m38

福山平成大 福山平成大 福山平成大 福山平成大 福山平成大

相方　紫帆(3) 13.67 爲本　純鈴(2) 14.12 早瀬　彩夏(3) 14.21 弓戸　暁加(2) 14.21 岡本　周(2) 14.22 山下 裕芽葉(1) 14.61 藤井 美李乃(2) 14.67

福山東中 福山誠之館高 駅家中 大門高 福山誠之館高 幸千中 市立福山高

藤井 美李乃(2) 28.96 早瀬　彩夏(3) 29.35 櫻井　小雪(1) 29.67 沖中　友佳(2) 30.17 川上　凜(2) 31.05

市立福山高 駅家中 福山明王台高 神辺中 幸千中

弓戸　暁加(2) 1:03.34 菊本　佳那(1) 1:04.51 山田　羽里(2) 1:05.81 池上 いづみ(2) 1:09.75 大崎 日奈子(2) 1:12.09

大門高 福山平成大 福山誠之館高 福山明王台高 市立福山高

杉森　月音(12) 5:01.34 尾関　夏希(1) 5:02.76 平本　栞那(1) 5:09.46 小西　優織(1) 5:09.52 竹本　美咲(1) 5:15.13 藤本　葵(2) 5:24.25 髙橋　美帆(2) 5:25.71 福本　典佳(2) 5:40.63

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 福山誠之館高 大成館中 大成館中 大成館中 福山明王台高 大成館中 福山誠之館高

竹本 さくら(3) 10:55.94 尾関　夏希(1) 11:03.40 門田 あゆみ(2) 13:02.95

大成館中 福山誠之館高 福山明王台高

福山誠之館高 52.65 市立福山高 55.84 幸千中 56.48 福山明王台高 59.14

岡本　周(2) 藤井 美李乃(2) 岩永　苺佳(1) 池上 いづみ(2)

爲本　純鈴(2) 持田　真波(2) 山下 裕芽葉(1) 迫田　愛望(1)

渡邉　結奈(1) 吉永　杏音(1) 高橋　紗菜(2) 藤本　葵(2)

來山 明日香(1) 大崎 日奈子(2) 川上　凜(2) 櫻井　小雪(1)

來山 明日香(1) 1m45 重宗　姫香(13) 1m30 高橋　紗菜(2) 1m25 生田　彩華(2) 1m15

福山誠之館高 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 幸千中 神辺中

高垣　知里(2) 1m30

神辺中

爲本　純鈴(2) 4m79(-0.2) 藤井 美李乃(2) 4m76(-0.7) 東屋　希実(3) 4m65(-0.9) 渡邉　結奈(1) 4m50(-1.1) 池上 いづみ(2) 4m39(-0.5) 庄野　実優(1) 4m15(-0.6)

福山誠之館高 市立福山高 幸千中 福山誠之館高 福山明王台高 幸千中

迫田　愛望(1) 10m44(+3.1)

福山明王台高 公認10m04(+1.6)

橋本　唯(1) 7m05

福山誠之館高

凡例 

5位 6位 7位 8位

10月14日
 男子100m	

風：-1.7

10月14日
 男子200m	

風：-1.7

1位 2位 3位 4位

10月14日  男子400m

10月14日  男子1500m

10月14日  男子3000m

10月14日  男子4X100mR

10月14日  男子走高跳

10月14日  男子走幅跳

10月14日  男子三段跳

10月14日
男子砲丸投

(7.260kg)

10月14日
 女子100m	

風：-3.1

10月14日
 女子200m	

風：-2.9

10月14日  女子400m

10月14日  女子1500m

10月14日  女子3000m

10月14日  女子4X100mR

10月14日  女子走高跳

10月14日  女子走幅跳

10月14日  女子三段跳

10月14日
女子砲丸投

(4.000kg)


