
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

大坪　柊也(3) 11.24 林　雅人(26) 11.32 笹井　優人(3) 11.48 石井　章太(28) 11.49 岡　俊輔(1) 11.55 下井　洋人(3) 11.56 稲垣　惇史(37) 11.60 齋藤　陸翔(2) 11.97

福山平成大 ASﾌｸﾔﾏ 福山明王台高 ASﾌｸﾔﾏ 広大福山高 戸手高 ASﾌｸﾔﾏ 広大福山高

笹井　優人(3) 22.90 下井　洋人(3) 23.12 齋藤　陸翔(2) 23.68 横木　健人(2) 24.63 仲行　尊人(2) 24.80 豊崎　陽央(1) 24.95

福山明王台高 戸手高 広大福山高 広大福山高 戸手高 広大福山高

久保　大地(3) 51.30 段吉　遼大(1) 52.10 髙橋　希(2) 52.34 中村　喜浩(25) 53.21 仲行　尊人(2) 56.31 髙橋　伸文(2) 56.83 金光　拓磨(3) 57.62 下井　洋人(3) 1:15.31

福山平成大 GR 広大福山高 福山明王台高 福山陸協 戸手高 福山明王台高 府中高 戸手高

小川　奏(3) 4:18.97 枡田　健伸(2) 4:25.55 奥家　健太(3) 4:32.88 井上　史琉(2) 4:34.26 沖宗　佑樹(19) 4:36.66 近藤　大斗(1) 4:36.97 大田　瑠祥(3) 4:37.53 堀田 昂太朗(2) 4:40.40

府中高 福山城北中 府中高 福山城北中 福山陸協 広大福山高 広大福山中 府中高

小川　奏(3) 9:35.46 奥家　健太(3) 9:38.98 山田　歩輝(3) 9:49.51 稲垣　和寿(2) 9:52.50 藤原 つかさ(3) 10:04.35 三宅　康夫(43) 10:05.19 犬石　真尋(3) 10:10.54 佐藤　航(2) 10:23.43

府中高 府中高 福山城北中 府中高 府中高 ﾏｽﾀｰｽﾞ広島 神辺中 戸手高

本田　央介(2) 24:55.12 寳山　瑞貴(2) 25:04.57 池田　健人(2) 25:34.70 前原　佑羽(1) 29:44.71 小掛　綾太(3) 33:55.85

神辺旭高 府中高 神辺旭高 府中高 府中高

ASﾌｸﾔﾏ 42.92 広大福山高 44.24 銀河学院高 45.19 神辺中A 47.49 福山明王台高B 48.30 福山明王台高A 49.39 広大福山中 51.42 戸手高 53.58

稲垣　惇史(37) GR 藤田　駿介(2) GR 藤原　侑生(2) 藤井　悠貴(3) 岸田 楽生穏(2) 後藤　大翔(1) 秋山　琥珀(2) 渡邊　匠(1)

松本　茂(33) 齋藤　陸翔(2) 谷川　鉄馬(3) 西本　博紀(3) 髙橋　希(2) 告下　翔琉(1) 阿部　晃士(2) 仲行　尊人(2)

石井　章太(28) 横木　健人(2) 横山　翔太(3) 金口　泰三(3) 髙橋　伸文(2) 濱田　航輔(1) 橋本　昂樹(2) 栗原　怜也(1)

林　雅人(26) 岡　俊輔(1) 高橋　智也(2) 小畠　航(3) 原　健太(2) 濵野　優(1) 神原　徳至(3) 下井　洋人(3)

小林　祐大(2) 1m95 向田　椋哉(20) 1m90 花屋　佳明(2) 1m85 妹尾　壮真(3) 1m60

福山工高 GR 至学館大 GR 福山平成大 =GR 神辺東中

北野　省吾(27) 6m47(+1.4) 山下　壮太(3) 6m20(+2.4) 村上　大晴(3) 6m06(+3.5) 髙橋　伸文(2) 5m75(+3.5) 荒谷　瑠希(3) 5m20(+2.3)

ASﾌｸﾔﾏ GR 神辺東中 公認5m97(+1.0) 府中高 公認記録なし 福山明王台高 公認5m64(+1.6) 誠之中 公認5m11(+1.5)

佐藤　利玖(3) 13m76(+3.7) 野口　尚樹(4) 13m62(+1.9) 稲垣　惇史(37) 12m89(+2.9) 濱田　航輔(1) 11m26(+2.9)

府中高 GR 福山平成大 ASﾌｸﾔﾏ 公認記録なし 福山明王台高 公認記録なし

公認13m74(+0.5)

川田　佳次(4) 9m94 徳田　和栄(3) 8m86 開内　丈流(2) 8m22 佐藤　克宥(1) 5m82 坂口　仁(1) 5m15

福山平成大 府中高 福山平成大 福山工高 銀河学院高

鶏内　愛菜(1) 13.12 石倉　萌美(1) 13.43 渡邉　美紅(3) 13.45 村上　愛菜(2) 13.46 加藤 優衣子(2) 13.48 古島　櫻子(2) 13.71 山下 裕芽葉(2) 13.75 森藤　真衣(1) 14.03

関西学院大 GR 府中高 府中高 暁の星女子高 府中高 広大福山高 幸千中 暁の星女子高

鶏内　愛菜(1) 27.07 渡邉　美紅(3) 27.39 石倉　萌美(1) 27.63 村上　愛菜(2) 27.78 加藤 優衣子(2) 28.34 角川 佳奈美(2) 28.87

関西学院大 GR 府中高 GR 府中高 GR 暁の星女子高 GR 府中高 GR 広大福山高 GR

竹島　美璃(3) 1:01.81 相本　真凛(3) 1:05.02 櫻井　小雪(2) 1:05.94 川上　明莉(1) 1:16.54

府中高 GR 府中高 福山明王台高 府中高

江草 日奈子(2) 5:06.61 三好　彩奈(3) 5:10.35 田中　彩葉(3) 5:16.30 福　千彩都(2) 5:19.97 井本　美咲(3) 5:24.15 三吉　春乃(2) 5:29.86 楠本　京子(3) 5:30.10 越田　蒼衣(3) 5:33.09

府中高 暁の星女子高 福山城北中 広大福山中 府中高 幸千中 広大福山中 福山城北中

兼田 愛里心(2) 11:59.46 辻原　由依(2) 12:04.50 稲屋　咲良(2) 12:13.06 門田 あゆみ(3) 12:19.91 竹中　美帆(1) 12:27.83 高垣　春花(1) 12:52.48 三浦　光里(1) 13:26.51

福山城北中 福山城北中 幸千中 福山明王台高 福山明王台高 福山明王台高 福山明王台高

池田　未央(3) 25:54.80 唐笠　希歩(2) 34:46.78

福山平成大 神辺旭高

府中高 51.19 神辺中A 52.49 幸千中A 54.88 福山明王台高C 56.88 幸千中B 56.90 福山明王台高D 57.38 福山城北中 58.84 神辺東中 1:01.52

道路　祥(1) GR 生田　彩華(3) GR 川上　凛(3) 馬場　楓乃(1) 村上　紗梨(2) 高垣　春花(1) 細島　芽明(2) 辰本　心音(2)

渡邉　美紅(3) 沖中　友佳(3) 山下 裕芽葉(2) 佐藤　愛莉(1) 外林　凜乎(1) 櫻井　小雪(2) 川本　知怜(2) 松永　琴音(2)

石倉　萌美(1) 髙垣　知里(3) 高橋　紗菜(3) 竹中　美帆(1) 浅野　れな(2) 三浦　光里(1) 辻谷　日彩(2) 庵地　束紗(2)

加藤 優衣子(2) 右川　心優(3) 庄野　実優(2) 迫田　愛望(2) 橋本　実紅(1) 瀬尾 奈々帆(1) 神原　佳波(2) 土井　歩凛(3)

宮田 あかり(3) 1m35 山廣　桜愛(2) 1m35 髙垣　知里(3) 1m30 長田　紗弥(1) 1m30 松浦　有紀(1) 1m25

東朋中 東朋中 神辺中 府中高 戸手高

高橋　紗菜(3) 1m25

幸千中

迫田　愛望(2) 4m97(+2.7) 森藤　真衣(1) 4m72(+1.4) 丹羽 彩優美(3) 4m56(+2.2) 村岡　理央(2) 4m34(+2.4) 辰本　心音(2) 4m27(+1.3) 道路　祥(1) 4m19(+1.3)

福山明王台高 GR 暁の星女子高 広大福山中 公認4m51(+0.8) 府中高 公認4m30(+1.5) 神辺東中 府中高
公認4m85(+1.5)

迫田　愛望(2) 10m86(+1.3) 村岡　理央(2) 8m99(+2.4) 古本　由菜(3) 8m18(+2.0)

福山明王台高 GR 府中高 公認8m95(+1.9) 府中高

胃甲　嶺々(3) 8m73 庵地　束紗(2) 6m36 佐々木 りの(1) 5m83 古本　由菜(3) 5m11

戸手高 GR 神辺東中 戸手高 府中高
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４

第2回（令和元年度）　福山市陸上競技選手権大会 【19340716】
竹ヶ端運動公園陸上競技場 【342010】
2019/06/09 ～ 2019/06/09

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月9日
 男子100m

風：-2.0

6月9日
 男子200m

風：-2.1

6月9日  男子400m

6月9日  男子1500m

6月9日  男子3000m

6月9日  男子5000mW

6月9日  男子4X100mR

6月9日  男子走高跳

6月9日  男子走幅跳

6月9日  男子三段跳

6月9日 男子砲丸投(7.260kg)

6月9日
 女子100m

風：-3.0

6月9日
 女子200m

風：-3.4

6月9日  女子400m

6月9日  女子1500m

6月9日  女子3000m

6月9日  女子5000mW

6月9日  女子4X100mR

6月9日  女子三段跳

6月9日 女子砲丸投(4.000kg)

6月9日  女子走高跳

6月9日  女子走幅跳


