
平成31年度　
　　第１回　広島県東部陸上競技記録会
　　期日：2019年4月21日（日） ト ラ ッ ク 審 判 長 吉田　明稔

　　場所：福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 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

山中　宙(3) 11.45(-1.8) 古森　大貴(3) 11.58(-1.8) 坂本　拓望(14) 11.65(-1.8) 笹井　優人(3) 11.67(-2.5) 峠谷　和紀(3) 11.72(-2.5) 山戸　雄陽(3) 11.77(-1.8) 桝平　二郎(1) 11.86(-2.5)

神辺旭高 福山平成大 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 明王台高 近大福山高 近大福山高 神辺旭高

正路　真(3) 11.77(-2.5)

広島城北高

藤井　亮太(6) 14.04(-2.2) 佐藤　響太(6) 14.56(-2.2) 岡田　真輝(6) 14.63(-2.2) 長田　晴輝(6) 14.68(-2.2) 門矢　佳大(5) 15.16(-1.3) 和泉　遥人(6) 15.43(-2.2) 吉本　昌広(5) 15.52(-1.3)

御野陸上ｸﾗﾌﾞ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ 神辺走ろう会 御野陸上ｸﾗﾌﾞ 福山ｼﾞｭﾆｱ 湯田陸上 神辺走ろう会

杉本　蒼来(6) 14.04(-2.2)

福山ｼﾞｭﾆｱ

石谷　心路(3) 21.95(-0.1) 村上　拓海(3) 21.99(-0.1) 坂本　拓望(14) 22.54(-0.1) 乃美　裕介(3) 22.63(-0.5) 渡邉　和哉(3) 22.83(-0.1) 下井　洋人(3) 23.10(-0.1) 内橋　智哉(2) 23.33(-0.5) 杉原　光亮(3) 23.65(-0.1)

神辺旭高 神辺旭高 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 尾道北高 明王台高 戸手高 市立福山高 尾道北高

渡邉　和哉(3) 51.17 嘉新　速人(2) 51.58 谷尾　匠(2) 52.05 西本　聖(3) 52.09 田久保天之助(2) 53.44 笹井　優人(3) 53.52 段吉　遼大(1) 53.59 髙橋　希(2) 53.73

明王台高 神辺旭高 神辺旭高 近大福山高 市立福山高 明王台高 広大福山高 明王台高

坪井　充希(3) 2:04.25 穂積　赳史(3) 2:07.45 岡田　陸斗(2) 2:10.23 大前　大河(3) 2:11.47 樋田　詢(2) 2:11.90 村上　侑弥(2) 2:20.00 中村　清雅(2) 2:21.01 菅波　瑛斗(3) 2:21.71

神辺旭高 福山葦陽高 尾道北高 尾道北高 明王台高 福山工高 広大福山中 福山城北中

若林　勇希(6) 2:34.64 福島　壮太(6) 2:41.18 田原　千太郎(6) 2:49.34 森　　聖芽(5) 2:50.71 山本　悠乃(6) 2:54.76 今岡　優人(6) 2:55.40 槇尾　紘人(6) 2:56.53 森岡　大歌(4) 2:56.92

走健塾 湯田陸上 走健塾 湯田陸上 神辺走ろう会 走健塾 福山ｼﾞｭﾆｱ 走健塾

桒田　大樹(1) 4:20.45 河井 浩太郎(2) 4:22.66 枡田　健伸(2) 4:25.86 山田　歩輝(3) 4:28.02 後　颯人(3) 4:28.53 田口　聡大(3) 4:29.09 大前　大河(3) 4:32.94 三好　弘真(2) 4:35.30

神辺旭高 三原高 福山城北中 福山城北中 如水館高 大門高 尾道北高 大門高

藤山　省吾(25) 9:05.05 若月　浩貴(28) 9:10.72 石井　秀典(3) 9:11.82 大住　昌広(41) 9:23.02 後　颯人(3) 9:23.20 久島　功(38) 9:27.05 矯安　和輝(3) 9:32.23 田中　嵩也(3) 9:33.62

三次陸協 三次陸協 神辺旭高 福山市陸協 如水館高 尾道市陸協 三原東高 神辺旭高

石井　裕也(28) 17:16.17 松本 壮一郎(2) 17:43.17 奥　充弘(31) 17:52.74 原田　浩成(3) 17:59.01 河原　陵(2) 18:02.14 松谷大介(36) 18:06.10 原　健太(2) 18:53.27 岩﨑　竜也(23) 18:55.36

尾道市陸協 三原高 三原市体協 大門高 三原高 尾道市陸協 明王台高 福山市陸協

守屋　悠那(14) 18.57(-0.1) 村上　寛汰(2) 21.56(-0.1)

ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 福山城北中

川上　優太(3) 16.14(+0.1) 信川　瞭(2) 16.51(+0.1) 小林　遼輝(1) 19.02(+0.1) 坂本　昌大(2) 21.39(+0.1)

神辺旭高 神辺旭高 神辺旭高 広島城北高

神辺旭高 42.32 市立福山高 44.11 近大福山高 44.12 明王台高 44.49 広島城北高 45.30 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 45.70 尾道北高 46.24 三原高 46.92

山中　宙(3) 内橋　智哉(2) 西本　聖(3) 渡邉　和哉(3) 天保 壮一朗(3) 福井　凪冴(14) 後藤　峻介(3) 小畠　翔馬(3)

村上　拓海(3) 渡邊　駿(2) 峠谷　和紀(3) 笹井　優人(3) 正路　真(3) 坂本　拓望(14) 杉原　光亮(3) 湯浅　成也(2)

石谷　心路(3) 山本　耕史(2) 山戸　雄陽(3) 髙橋　伸文(2) 橋本　慈温(2) 三宅　海吏(14) 田中　佑季(2) 藤岡　駿斗(2)

山本　多聞(2) 髙橋　朋矢(3) 山本　尚哉(3) 髙橋　希(2) 西本 淳一朗(2) 高塚　絢斗(14) 乃美　裕介(3) 片山　空智(3)

御野陸上ｸﾗﾌﾞA 56.59 神辺走ろう会A 59.08 竹尋ｱｽﾘｰﾄA 59.96 湯田陸上A 1:00.00 神辺走ろう会B 1:02.31 竹尋ｱｽﾘｰﾄB 1:02.94 中条走ろう会 1:03.73 湯田陸上B 1:04.12

長田　晴輝(6) 吉本　昌広(5) 長島　健伸(6) 折坂 亮太朗(6) 三宅　賢信(6) 飯山　尚幸(6) 平山　翔(4) 岡本　歩(5)

藤井　亮太(6) 赤尾　優心(6) 渡邉　琉海(5) 和泉　遥人(6) 前田　浬玖(6) 石田　龍矢(5) 児島　光朔(6) 森　　聖芽(5)

藤井　大智(5) 吉村　洸佐(5) 福永 航太郎(5) 福島　壮太(6) 藤井　英翔(5) 宮地　海翔(6) 山下　優陽(6) 小玉　広大(4)

佐藤　響太(6) 岡田　真輝(6) ワヌナム 晟有(6) 藤本　日向(6) 菅波　和真(5) 北川　稔(5) 平川　大希(6) 岸本　和樹(5)

花屋 佳明(2) 1m85 小林　祐大(2) 1m80 二神　翔雅(1) 1m75 山崎 慎太朗(3) 1m70 妹尾　壮真(3) 1m60 後藤　佑介(3) 1m55 十時　拓海(3) 1m55 馬垣内　優(2) 1m50

福山平成大 福山工高 神辺旭高 市立福山高 神辺東中 尾道北高 尾道商高 三原東高

山本　多聞(2) 6m68(+1.1) 髙橋　朋矢(3) 6m40(+0.9) 山本　修平(3) 6m33(+0.4) 樋野　絢真(3) 6m28(+0.3) 山下　壮大(3) 6m07(+0.5) 稲葉　貫太(3) 5m99(+0.5) 後藤　峻介(3) 5m92(+0.6) 細谷　太雅(3) 5m73(+0.4)

神辺旭高 市立福山高 三原東高 鷹取中 神辺東中 大門高 尾道北高 大門高

ワヌナム 晟有(6) 4m27(+0.6) 児島　光朔(6) 4m09(+0.7) 宮本　一冴(6) 3m63(-1.0) 荒谷　将希(6) 3m26(-0.6) 石岡　諄大(5) 2m89(-0.4)

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 中条走ろう会 新涯JAC 新涯JAC 湯田陸上

山本　修平(3) 13m85(+2.8) 稲葉　貫太(3) 13m17(+1.4) 細谷　太雅(3) 12m82(+1.5) 細谷　周平(3) 11m67(+2.6) 後藤　佑介(3) 11m13(+1.5) 橋本　篤(2) 11m07(+2.7)

三原東高 公認12m19(+1.9) 大門高 大門高 神辺旭高 公認記録なし 尾道北高 大門高 公認記録なし

清川　直希(2) 8m57 原田　優希(3) 8m22 山本　智也(2) 6m66 三宅　羚生(2) 6m54 竹内　新(2) 6m16 中村　優斗(2) 5m21

神辺西中 駅家南中 新市中央中 誠之中 鷹取中 神辺西中

大地　智也(3) 14m34 武田　楽翔(3) 10m59 本安　真人(2) 10m28 佐藤　隆哉(1) 9m31 井手之上祐貴(2) 8m37 川田　竜司(3) 8m19 宮本　海渡(3) 8m07 桒田　直也(2) 6m43

神辺旭高 銀河学院高 神辺旭高 神辺旭高 福山葦陽高 三原東高 福山商高 福山葦陽高

金川 伸一郎(3) 58m45 大木　庸平(3) 47m07 穂積　赳史(3) 46m70 信川　瞭(2) 43m14 宮本　海渡(3) 37m66 岡﨑　慎吾(35) 36m37 益原　賢(2) 36m29 宗政　陽大(2) 34m19

福山大学 福山工高 福山葦陽高 神辺旭高 福山商高 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ 福山工高 広島城北高

4月21日
高校男子砲丸投

(6.000kg)
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4月21日  男子5000m
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4月21日  男子800m

4月21日 小学男子800m

4月21日  男子200m

7位 8位

4月21日  男子100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

4月21日 小学男子100m



宮本　紗弥(3) 12.95(-1.8) 清水　鈴奈(1) 13.17(-1.8) 坂本　小春(13) 13.30(-1.4) 相方　紫帆(1) 13.36(-1.8) 弓戸　暁加(3) 13.37(-1.4) 栗本　結衣(3) 13.38(-1.8) 糸谷　緋菜(2) 13.53(-1.4) 越水　万理(38) 13.67(-1.4)

誠之中 神辺旭高 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 神辺旭高 大門高 尾道北高 三原東高 せとなみTC

松島　日和(6) 14.54(-2.8) 岡田 英里佳(6) 14.56(-2.8) 井上　蒼唯(6) 14.77(-2.8) 下見　釉乃(5) 15.37(-2.8) 三好　美羽(4) 15.41(-2.8) 松島 向日葵(5) 15.65(-1.1) 藤井　郁寧(6) 15.70(-1.1) 小林　舞衣(6) 15.71(-2.8)

新涯JAC 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 神村体育振興会 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 新涯JAC 神辺走ろう会 新涯JAC

畝本　怜奈(6) 15.71(-2.8)

御野陸上ｸﾗﾌﾞ

江原 美月優(2) 26.00(+0.8) 弓戸　暁加(3) 26.41(+0.8) 栗本　結衣(3) 27.08(+0.8) 香月　愛実(2) 27.50(+0.8) 越水　万理(38) 27.81(+0.8) 勝村　穂乃花(2) 27.95(-0.4) 山下 裕芽葉(2) 28.03(-0.4) 木下　亜咲(2) 28.32(+0.8)

鷹取中 大門高 尾道北高 福山葦陽高 せとなみTC 尾道北高 幸千中 尾道北高

藤井　星名(2) 1:06.08 畠本　夏鈴(2) 1:06.46 林　果枝(2) 1:06.95 櫻井　小雪(2) 1:08.32 正畑　吏菜(2) 1:08.58 池上 いづみ(3) 1:10.28 角川 佳菜美(1) 1:12.18

市立福山高 盈進高 三原東高 明王台高 近大福山高 明王台高 広大福山高

竹本　美咲(2) 2:28.57 小西　優織(2) 2:28.94 和田　愛加(3) 2:35.77 松本 真生子(1) 2:36.08 佐々木 美月(1) 2:36.56 上迫　彩音(3) 2:37.13 藤本　葵(3) 2:37.40 髙橋　美帆(3) 2:37.48

大成館中 大成館中 神辺旭高 広大福山高 鷹取中 誠之中 明王台高 大成館中

不田 美菜子(6) 2:37.84 高橋　祐菜(6) 2:37.86 土井　凛生(6) 2:42.87 森　梓(5) 2:45.23 篠原　和花(5) 2:47.15 若林　幸千恵(4) 2:48.53 小川　渚咲(6) 2:48.77 杉田　紅桜(4) 2:50.29

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 走健塾 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 走健塾 走健塾 神村体育振興会 走健塾

杉森　月音(2) 5:03.12 中塚　梨菜(3) 5:24.09 兼田 愛里心(2) 5:25.17 福　千彩都(2) 5:28.53 黒田 小乃美(1) 5:28.56 藤本　葵(3) 5:30.12 三吉　春乃(2) 5:32.19 上迫　彩音(3) 5:32.30

神辺西中 神辺東中 福山城北中 広大福山中 神辺旭高 明王台高 幸千中 誠之中

門田 あゆみ(3) 12:56.97 大江　沙奈(3) 13:53.86 新川　玲亜(2) 14:53.46

明王台高 明王台高 三原高

松永　琴音(2) 16.97(-1.4) 重宗　姫香(2) 17.29(-1.4) 生田　彩華(14) 17.57(-1.4) 甲斐　心彩(2) 17.72(-1.4) 成清　麗奈(3) 18.05(-1.4) 土居  智葉(3) 18.36(-0.7) 笹井　遥花(2) 19.37(-0.7) 吉山　和葉(2) 19.62(-0.7)

神辺東中 東朋中 中条走ろう会 鷹取中 東朋中 暁の星女子中 福山城南中 福山城南中

林　果枝(2) 18.04(-1.4) 小林　菜月子(3) 18.40(-1.4) 廣田　沙蘭(2) 19.66(-1.4) 岡崎　華乃(2) 19.79(-1.4) 滝口　悠香(2) 20.49(-1.4)

三原東高 尾道北高 尾道商高 盈進高 福山葦陽高

神辺旭高 49.22 尾道北高 52.15 鷹取中 52.90 盈進高 52.96 誠之中 53.07 明王台高 53.54 福山葦陽高 53.86 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 53.89

相方　紫帆(1) 吉田　和音(3) 甲斐　心彩(2) 檀上 すみれ(1) 古武　実菜(3) 池上 いづみ(3) 岡田　穂香(2) 東山　綾花(13)

本多　佑莉(3) 栗本　結衣(3) 江原 美月優(2) 正田　唯花(2) 山岡　倫奈(3) 櫻井　小雪(2) 香月　愛実(2) 相本　果蓮(12)

槙本　和音(3) 木下　亜咲(2) 中久保 佐紀(2) 山下　裕菜(3) 赤田 華瑠菜(3) 迫田　愛望(2) 滝口　悠香(2) 三宅　凛(13)

清水　鈴奈(1) 勝村　穂乃花(2) 崎本　七海(3) 畠本　夏鈴(2) 宮本　紗弥(3) 藤井 海沙希(3) 藤田　奈々(3) 坂本　小春(13)

竹尋ｱｽﾘｰﾄA 58.16 新涯JAC  A 58.49 御野陸上ｸﾗﾌﾞA 1:01.31 新涯JAC  B 1:02.06 竹尋ｱｽﾘｰﾄC 1:02.56 神村体育振興会 1:04.11 湯田陸上 1:04.96 竹尋ｱｽﾘｰﾄD 1:05.99

三好　美羽(4) 松島 向日葵(5) 松永　花音(5) 小畠　百華(6) 森　梓(5) 渡辺　絢香(6) 佐藤　碧水(4) 石井 さくら(5)

三好 菜々美(6) 小林　舞衣(6) __　ゆうみ(6) 告下　未羽(5) 不田 美菜子(6) 小川　渚咲(6) 岩野　凛(4) 秦　結愛(5)

下見　釉乃(5) 高橋　実夢(6) 細羽　七菜(6) 岡田　茉実(6) 清水　結加(6) 三笠　愛葉(6) 大谷　美生(6) 能宗　陽彩(4)

岡田 英里佳(6) 松島　日和(6) 畝本　怜奈(6) 佐藤　百華(6) 土井　凛生(6) 井上 詩央里(5) 山本　理央(6) 樋口　弥音(4)

藤井 海沙希(3) 1m58 槙本　和音(3) 1m58 新岡　礼菜(3) 1m55 橋本　美来(1) 1m50 岡田　穂香(2) 1m40 高垣　知里(14) 1m40 森藤    真衣(1) 1m40

明王台高 神辺旭高 神辺旭高 神辺旭高 福山葦陽高 中条走ろう会 暁の星女子高

宮地    麿歩(1) 1m40

暁の星女子高

本多　佑莉(3) 5m44(+2.4) 宮本　紗弥(3) 5m29(+1.0) 砂田　紫音(2) 5m23(+0.2) 木曽　純菜(2) 5m06(+0.9) 藤井 海沙希(3) 4m87(+0.6) 藤井 美李乃(3) 4m76(+2.1) 廣田　沙蘭(2) 4m70(+2.4) 迫田　愛望(2) 4m66(+2.5)

神辺旭高 公認5m34(+1.3) 誠之中 福山大学 尾道北高 明王台高 市立福山高 公認4m72(+1.7) 尾道商高 公認4m36(+0.7) 明王台高 公認記録なし

__　ゆうみ(6) 3m86(+0.2) 小畠　百華(6) 3m54(+0.1) 渡部　花璃(6) 3m39(+0.4) 細羽　七菜(6) 3m23(+0.5) 佐藤 美沙都(6) 3m17(+0.6) 山本　理央(6) 3m14(-0.4) 大谷　美生(6) 3m08(+0.7)

御野陸上ｸﾗﾌﾞ 新涯JAC 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ 新涯JAC 湯田陸上 湯田陸上

坂川　凛(2) 10m78(+3.1) 迫田　愛望(2) 10m37(+4.7) 吉田　和音(3) 10m07(+2.5) 善用　美咲(3) 9m45(+2.4) 池上 いづみ(3) 9m43(+1.1) 杉原　優菜(2) 9m12(+1.2) 大磯　志月(2) 9m04(+2.0)

神辺旭高 公認10m66(+2.0) 明王台高 公認記録なし 尾道北高 公認記録なし 三原東高 公認9m30(+0.7) 明王台高 尾道北高 三原東高

細田　朱音(3) 9m54 増川　和夏(3) 9m22 手槌　友彩(2) 8m51 伊東　虹安(3) 8m48 藤岡 まどか(2) 8m48 廣原　友優(3) 7m83 庵地　束彩(2) 7m81 佐藤　百花(2) 7m68

駅家南中 駅家南中 幸千中 誠之中 駅家南中 鷹取中 神辺東中 駅家南中

手槌　彩乃(2) 10m44 藤井　千愛(3) 10m41 佐々木 春菜(2) 5m83

神辺旭高 神辺旭高 福山商高

足立　晴香(3) 40m99 槙本　和音(3) 33m31 糸谷　緋菜(2) 27m93 伊原　優菜(3) 27m26 廣田　沙蘭(2) 25m61 新岡　礼菜(3) 24m77 胃甲　嶺々(3) 24m37 森藤    真衣(1) 23m65

暁の星女子高 神辺旭高 三原東高 福山商高 尾道商高 神辺旭高 戸手高 暁の星女子高

凡例 

4月21日
高校女子砲丸投

(4.000kg)

4月21日
（高校・一般）女子

やり投(600g)

4月21日 小学女子走幅跳

4月21日  女子三段跳

4月21日
中学女子砲丸投

(2.721kg)

4月21日  女子走高跳

4月21日  女子走幅跳

4月21日

高校女子

100mH(0.838m_8.

5m)

4月21日  女子4X100mR

4月21日
小学女子

4X100mR

4月21日  女子1500m

4月21日  女子3000m

4月21日

中学女子

100mH(0.762m_8.

00m)

4月21日  女子400m

4月21日  女子800m

4月21日 小学女子800m

4月21日 小学女子100m

4月21日  女子200m

4月21日  女子100m


