
ﾄﾗｯｸ審判長　：田川　司
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：戸田　泰夫

【開催日】 令和1年5月18日 記録主任　　：畠山　洋二
【主催団体】 広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/18 中学生男子 小島 悠生(3) 9:07.61 樋熊  海斗(3) 9:07.74 池野  蓮志(2) 9:16.24 坂口 雄哉(2) 9:16.60 田原琥太郎(2) 9:16.95 宮原  寛弥(2) 9:17.65 山本    悠(2) 9:19.97 石堂  壮真(3) 9:31.65

３０００ｍ 磯松中 西条中 加計中 磯松中 松賀中 松賀中 国泰寺中 安西中
 5/18 黒神  郁人(中3) 15.82 松本  歩武(2) 16.19 塚本  翔天(3) 17.31 亀田昇太郎(3) 18.57 鷲頭  慶士(2) 19.21 大村  元海(3) 19.46 村上  右京(3) 19.79 中本  悠斗(3) 20.02

１１０ｍＨ CHASKI 戸坂中 祇園東中 西条中 戸山中 宇品中 祇園東中 大州中
 5/18 木村  逸希(2) 10.52 嶋田  賢冴(3) 9.69 大村  元海(3) 9.33 田中  鉄士(3) 8.94 酒井  幹太(1) 8.46 末吉  和樹(3) 8.27 近藤    匠(3) 8.09 幡司  晃大(2) 7.67

砲丸投 戸山中 伴中 宇品中 伴中 東原中 宇品中 祇園東中 宇品中
 5/18 男子 勢力  奎 10.97 石井  章太 11.31 迫井  直深(2) 11.48 多賀竜太朗(3) 11.69 唐崎  航平(M1) 11.72 西村    優(3) 11.80 今村  壮 11.86 佐々木  駆 11.87

１００ｍ ASﾌｸﾔﾏ ASﾌｸﾔﾏ 広島大霞 広島大霞 広島大霞 大塚中 黄金山AC ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
 5/18 迫井  直深(2) 23.10 片山  滉太(3) 23.29 唐崎  航平(M1) 23.53 中嶋  誉安(中3) 23.56 建田  勇太 23.59 多賀竜太朗(3) 23.95 原田  和志 24.16 由元  孝汰(3) 24.37

２００ｍ 広島大霞 広島大霞 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 広島大霞 富山陸協 大塚中
 5/18 園部  凌士 51.20 片山  滉太(3) 51.30 吉川  顕太(6) 52.64 佐々木  駆 53.37 久保田  海羅(2) 54.65 児島    駿(3) 55.36 吉田  琉正(3) 58.08 中佐古  悠太(2) 58.13

４００ｍ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 広島大霞 広島大霞 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 広島大霞 大塚中 宇品中 安西中
 5/18 石堂　壮真(3) 4:18.21 岡田    峻(3) 4:18.40 野村  正範 4:19.00 池野  蓮志(2) 4:22.28 串井  良太郎 4:24.05 波賀  一樹(3) 4:24.31 胡  秋馬(2) 4:24.82 蜷川  祥太 4:24.87

１５００ｍ 安西中 口田中 広島県庁RC 加計中 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 修道中 宮島工高 三菱重工広島
 5/18 脇田  怜司(3) 15:17.16 松石  啓輔(4) 15:26.03 谷澤  泰輝(3) 15:30.36 高橋  侑也(1) 15:36.97 圓尾  智(2) 15:37.47 竹平  奏太(1) 16:46.92 奥原  康裕 17:33.86 沖  洋平 17:39.37

５０００ｍ 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 ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上広島 広島県庁RC
 5/18 檜垣  脩矢(3) 1.69 佐々木  綱 1.66 中山  尚耶(中3) 1.60 半田  浩基 1.55 藤井  竜聖(3) 1.55 髙濱  蒼太(3) 1.45 河野  遥希(3) 1.40 德川  圭佑(2) 1.40

走高跳 八本松中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 中野東陸上 鶴学園ｸﾗﾌﾞ 広島城南中 宇品中 修道中 国泰寺中
 5/18 植原  悠斗(3) 3.60 藤原  幸矢(3) 2.70 柏原  翔太(2) 2.30

棒高跳 広島城南中 広島城南中 広島城南中
 5/18 太田    蓮(3) 5.91(+0.9) 中山  尚耶(中3)5.74(-0.8) 西本  恵斗(3) 5.38(+1.3) 亀岡  洋海 5.33(+0.7) 尾花　亮(中3) 5.28(+0.5) 岡村  拓海(3) 5.19(0.0) 宮宇地宗佑(3) 5.17(-0.4) 岩田  拓大(3) 5.17(+0.1)

走幅跳 大塚中 中野東陸上 安西中 広島疾風ｸﾗﾌﾞ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 修道中 江波中 江波中
 5/18 広島大学霞       44.63 大塚中       44.70 黄金山AC       45.83 八本松中       47.75 松賀中       48.05 大洲中       48.08 修道中       48.10 安西中       48.15

４×１００ｍ 坂倉  貫太(2) 清水  友斗(3) 松浦  崇史 長岡  草太(3) 千原  健寿(3) 笠井  翔太(3) 松島  怜哉(3) 寺田  真希(3)
片山  滉太(3) 西村    優(3) 藤井  和彦 檜垣  脩矢(3) 正田  開斗(3) 元木  朝陽(3) 岡村  拓海(3) 川口  航生(3)
吉川  顕太(6) 太田    蓮(3) 吉田  龍介 赤宗  拓弥(2) 遠藤  尚貴(2) 東    雅人(2) 齋藤  大悟(2) 中佐古  悠太(2)
迫井  直深(2) 由元  孝汰(3) 吉橋  達矢 堀向    吏(2) 景山  凌英(2) 中本  悠斗(3) 波賀  一樹(3) 板倉  慶典(2)

女  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/18 中学生女子 森脇  叶美(3) 15.08 小畠    芽(2) 15.74 高山  響(中3) 15.85 藤田  実優(2) 16.08 愛甲  結奏(3) 16.13 富士谷  佳乃(中2) 16.78 松崎  日和(1) 17.15 杉山    舞(2) 17.58

１００ｍＨ 五日市南中 東広島中央中 CHASKI 八本松中 東広島中央中 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 東原中 祇園東中
 5/18 西  明日香(3) 10.91 岩井茉侑佳(3) 10.21 橋詰    栞(3) 10.11 伊藤  冴姫(3) 9.37 葉狩  知苗(3) 8.74 田邊  莉奈(2) 8.72 奥野  琴心(3) 8.44 藤岡奈乃子(3) 8.38

砲丸投 宇品中 広島城南中 宇品中 翠町中 国泰寺中 広島城南中 国泰寺中 八本松中
 5/18 女子 忰山    渚(2) 12.86 兵動  月南(3) 13.16 柏原  早希(2) 13.25 金子　紗也(3) 13.28 石中  裕美(3) 13.40 平本  倫子(3) 13.46 高山  奏(中1) 13.57 玉城依知佳(2) 13.60

１００ｍ 城山中 祇園中 八本松中 OPC 東広島中央中 東広島中央中 CHASKI 広島城南中
川﨑  眞心(3)
八本松中

 5/18 金川  優莉(3) 27.02 有光  葉月(3) 27.27 高山  響(中3) 27.86 柏原  早希(2) 28.08 吉永  真奈(2) 28.14 河野さやな(3) 28.51 金子　紗也(3) 28.53 川﨑  眞心(3) 28.71
２００ｍ 五日市南中 五日市南中 CHASKI 八本松中 祇園東中 東広島中央中 OPC 八本松中

 5/18 有光  葉月(3) 2:18.15 板岡  侑花(2) 2:18.62 春日  楓花(1) 2:24.72 山田  依茉(2) 2:29.59 川本  莉子(1) 2:29.99 藤村  心瑛菜(中3)2:30.01 藤村  心優花(中1)2:30.71 大岡愛友花(3) 2:30.82
８００ｍ 五日市南中 仁方中 東原中 松賀中 宮島工高 CHASKI CHASKI 祇園中

 5/18 前迫  真希(3) 4:56.31 川本  莉子(1) 4:57.37 山田    慈(2) 4:57.49 空  日菜音(3) 4:58.53 藤村  心瑛菜(中3)4:59.02 大岡愛友花(3) 4:59.17 平本  結子(3) 5:00.21 中井  美波(2) 5:00.67
１５００ｍ 西条中 宮島工高 八本松中 西条中 CHASKI 祇園中 東広島中央中 西条中

 5/18 寺石  千鶴(3) 1.54 山ﾉ川亜子(3) 1.48 猪  美々(2) 1.45 早弓  綾音(3) 1.40 井上  美紀(2) 1.35 亀居  更紗(1) 1.30 東  こころ(2) 1.25 兼光  菜花(2) 1.25
走高跳 宇品中 大州中 広島城南中 宇品中 宇品中 牛田中 宇品中 牛田中

 5/18 玉木  彩子 5.21(+0.3) 忰山    渚(2) 4.83(0.0) 神田  美波(3) 4.74(-0.1) 西林  優音(3) 4.45(0.0) 片山  美優(2) 4.38(0.0) 日南  里咲(1) 4.38(+0.1) 浦川  侑莉(2) 4.33(0.0) 立川  未夢(1) 4.31(+0.1)
走幅跳 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 城山中 大州中 宇品中 伴中 広島城南中 宇品中 東原中

 5/18 八本松中       51.76 東広島中央中       51.87 五日市南中       53.15 祇園中       53.35 祇園東中       53.79 城南中       53.82 西条中       54.66 大洲中       54.79
４×１００ｍ 濵本  心捺(3) 愛甲  結奏(3) 有光  葉月(3) 甲斐  織花(2) 三島  吏織(2) 日南  里咲(1) 藤井  咲奈(3) 勇知  美羽(1)

柏原  早希(2) 石中  裕美(3) 山岸陽佳里(2) 兵動  月南(3) 吉永  真奈(2) 玉城依知佳(2) 有松  沙菜(3) 佐義わかな(3)
川﨑  眞心(3) 平本  倫子(3) 岡本  七麻(2) 石合  来望(2) 杉山    舞(2) 岩井茉侑佳(3) 重末愛梨奈(3) 山ﾉ川亜子(3)
藤田  実優(2) 河野さやな(3) 金川  優莉(3) 坂本  萌々(2) 新見  乙留(2) 金本裕佳子(3) 中井きらり(3) 梅﨑望々花(3)


