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■ 主 催 広島市陸上競技協会

■ 競 技 場 広島市広域公園陸上競技場（エディオンスタジアム広島）

■ 総 務 高津　真広

■ 審 判 長
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【大会名】第2回広島市陸上競技記録会（19340756） ﾄﾗｯｸ審判長 濱村　祥水
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 野間　光明

【開催日】 2019年9月23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
 9/23 男子 石村  駿(2) 10.89 大坪  柊也(3) 福山平成大 11.07 (-0.6) 本多  昌彬(4) 11.12 畑中  将彦(3) 11.17 岡本  啓吾(3) 11.24 坂本  拓望 11.31

１００ｍ 広島大 （-0.1） 佐々木  太夢(4) 広島修道大 (-0.1) 広島工業大 (-0.1) 広島修道大 (-0.6) 広島工業大 (-0.1) ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ (-0.6)
庄司  泰志(3) 広島経済大 (-0.1)

 9/23 佐々木  太夢(4) 22.08 岡本  啓吾(3) 22.43 本多  昌彬(4) 22.61 伊藤  大地(4) 22.76 石井  章太 23.00 野上  佳樹(2) 23.08 濵﨑  智哉(2) 23.20 高浜  秀弥(3) 23.51
２００ｍ 広島修道大 (-1.2) 広島工業大 (-1.2) 広島工業大 (-1.2) 広島修道大 (-1.2) ASﾌｸﾔﾏ (-1.2) 広島文化学園大 (-1.0) 広島修道大 (-1.2) 広島工業大 (-1.4)

 9/23 野上  佳樹(2) 49.91 中畑  智博(4) 50.71 渡邉  航大(3) 51.29 松下  浩大(2) 51.98 小松  賢志郎(4) 52.05 大崎  倖士朗(3) 52.84 宮田  和樹(4) 53.75 蕪迫  月翔(2) 53.89
４００ｍ 広島文化学園大 広島経済大 広島修道大 広島工業大 広島修道大 福山平成大 広島工業大 広陵高

 9/23 中学男子 飯田  旺裕(3) 9:37.29 山﨑  剛大(2) 9:38.47 髙松  大希(2) 9:45.79 小畑  来明(2) 9:54.22 松原  凪飛(3) 9:57.80 小田  翔太 9:58.32 藤田  貫佑(2) 9:59.50 岡村  一輝(3) 9:59.77
３０００ｍ 広島三和中 八本松中 東広島中央中 観音中 東広島中央中 OLIMPIA PLUS 八本松中 広島城北中

 9/23 奥山  善人 15:40.81 田中  康聖(3) 16:00.57 板本  和瀬(3) 16:17.96 下反  晶(4) 16:28.08 野村  正範 16:38.31 山田  隼輔(3) 16:38.31 衣山  誠悟(2) 16:49.34 光永  智希(2) 17:00.09
５０００ｍ GSDF岡山 広島学院高 呉市立呉高 広島工業大 広島県庁ＲＣ 呉市立呉高 広島学院高 広島学院高

 9/23 修道大       41.79 広  島･広島県選抜      44.28 広  島･広陵高      45.34 広大霞A       45.91 広大霞B       45.99 広  島･可部中      46.34 広  島･長江中      46.76 矢野中A       46.89
４×１００ｍ 松田  優人(1) 中西謙至郎(1) 蕪迫  月翔(2) 片山  滉太(3) 迫井  直深(2) 高杉  空翔(2) 住田  旺翼(3) 石森  倖太(2)

伊藤  大地(4) 河野  樹粋(3) 下園  悠真(2) 内海  克暢(3) 久保田  海羅(2) 正門  明虎(3) 面迫  祐輝(3) 大中  雅智(3)
佐々木  太夢(4) 溜畑  我空(3) 沖野  雄俊(1) 多賀  竜太郎(3) 内藤  海凪(1) 廣田  汰也(2) 森生  十太(3) 高島凜多朗(3)
畑中  将彦(3) 佐藤  太宥(3) 藤田  将生(1) 安松  良(1) 栗山  慧梧(2) 佐野  理生(3) 杉原  海悠(3) 岩本  晴也(3)

 9/23 桐木  紳吾 2.00 廣川  憂伍(3) 沼田高 1.85 向井  祐介 1.85 大田  耕平 1.80 佐藤  友多(3) 1.75 開内  丈流(2) 1.70 佐々木  綱 1.65
走高跳 鶴学園クラブ 隈井  智也(2) 広島工業大 マスターズ広島 広島県庁ＲＣ 沼田高 福山平成大 OLIMPIA PLUS

 9/23 田村  圭祐(3) 4.50 和手  航大(1) 3.70 植原  悠斗(3) 3.60 宮本  藍人(3) 3.30 景山    陸(3) 3.20 米井  潤風(2) 2.70 景山    海(3) 2.60 柏原  翔太(2) 2.60
棒高跳 広島大 崇徳高 広島城南中 井口中 砂谷中 広島大 砂谷中 広島城南中

 9/23 園田  拓海 6.57(0.0) 村上  浩平(3) 6.45(0.0) 下園  悠真(2) 5.90(+0.7) 村上    豪(3) 5.60(+0.8) 松岡 巧 5.58(+0.9) 神野  竜(2) 5.55(+0.2) 伊藤  宏晃 5.54(+0.7) 水成  太郎 5.54(+0.8)
走幅跳 OLIMPIA PLUS 広島修道大 広陵高 井口中 大島郡陸協 広島修道大 広島地区高体連 東広島TFC

 9/23 安松  良(1) 8.30
砲丸投 広島大学霞

 9/23 中学男子 木村  逸希(2) 10.35 重森  一樹(3) 10.30 藤原  圭涼(3) 8.86 酒井  幹太(2) 8.17 末吉  和樹(3) 8.02 竹下  永晃(2) 7.95 宮部    翔(2) 7.87 幡司  晃大(2) 7.87
砲丸投 戸山中 砂谷中 砂谷中 東原中 宇品中 亀山中 観音中 宇品中

 9/23 高校男子 佐々木  諒(2) 9.87 小畑  圭吾(3) 9.61 西森  元 5.87
砲丸投 崇徳高 沼田高 広島ＳＡＣ

【主催団体】 広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表
女  子

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
 9/23 女子 君嶋  愛梨沙(M2) 12.49 坂井  実夢(1) 13.05 寺西  真莉恵(2) 13.09 小出  彩乃(3) 13.10 玉谷  光里(3) 13.15 田上  清賀(3) 13.32 坂本  小春(中2) 13.35 山根  知紗(2) 13.44

１００ｍ 日本体育大大学院 (+0.1) 長江中 (+0.1) 広島文化学園大 (+0.1) 広島工業大高 (+0.1) 国泰寺中 (+0.1) 八本松中 (0.0) ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ (0.0) 広島三和中 (+0.1)
 9/23 寺西  真莉恵(2) 26.84 田阪  亜樹 26.99 髙山  真悠子(2) 27.81 月城  沙愛(2) 安田女子高 27.96 住田  麗月(3) 28.13 富士谷  佳乃(中3) 28.36 松山  みづき(中1) 28.52

２００ｍ 広島文化学園大 (-0.7) せとなみTC (-0.7) 安田女子高 (-0.7) 坂本  小春(中2) ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ (-0.7) 国泰寺中 (-0.6) デルタハリアス (-0.1) ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ (-0.7)
 9/23 木村祐紀乃(3) 4:54.30 戸倉  瑛菜(2) 4:54.75 小倉  女依(3) 4:55.82 河口  葵音(3) 4:57.64 鷹橋  万桜(3) 4:59.20 山田    慈(2) 4:59.24 下東  菜々(2) 5:02.05 愛甲  琴香(1) 5:02.16

１５００ｍ 広島三和中 呉市立呉高 呉市立呉高 口田中 八本松中 八本松中 八本松中 東広島中央中
 9/23 広  島･広島県選抜      49.16 広  島･安田女子高A      51.24 広  島･八本松中A      51.77 広  島･国泰寺中      52.06 東広島中央中A      52.49 広  島･八本松中B      52.79 広  島･可部中A      53.33 広  島･安田女子高B      54.01

４×１００ｍ 藤原  愛心(1) 馬渕  乙実(2) 濵本  心捺(3) 住田  麗月(3) 愛甲  結奏(3) 藤田  実優(2) 那須  七海(3) 川上  彩菜(1)
江原  美月優(2) 髙山  真悠子(2) 柏原  早希(2) 玉谷  光里(3) 小畠    芽(2) 藤岡奈乃子(3) 田中  梨緒(3) 岡本  風花(2)
板田  佳穂(3) 月城  沙愛(2) 川﨑  眞心(3) 住吉  莉奈(3) 平本  倫子(3) 浅海  虹羽(2) 野村  夏希(1) 原田  奈於(1)
宮本  紗弥(3) 城河内  涼佳(2) 田上  清賀(3) 世良  はな(2) 河野さやな(3) 小林  愛美(3) 新居  沙月(1) 山田  梨菜(2)

 9/23 猪    美々(3) 1.45 瀧本菜々子(3) 1.40 前田  朔良(3) 1.35 井上  美紀(2) 1.35 松田  萌愛(2) 1.35 中本かおる(2) 1.30 中野  璃世(3) 1.30 増田  環季(2) 1.30
走高跳 広島城南中 国泰寺中 五日市観音中 宇品中 比治山女子中 安佐中 安佐中 安佐中

 9/23 玉木  彩子 5.27(+0.9) 河内  希乃花(高3)4.85(+2.0) 西林  優音(3) 4.80(+1.2) 伊木美陽留(2) 4.71(+0.4) 芦原  広美 4.69(+0.5) 住吉  莉奈(3) 4.65(+0.5) 山本ひかり(2) 4.62(+0.4) 岡村  一花(3) 4.56(+0.8)
走幅跳 デルタハリアス OLIMPIA PLUS 宇品中 井口中 OLIMPIA PLUS 国泰寺中 五日市観音中 古田中

 9/23 中学女子 正光詩絵莉(3) 11.47 鳴本  華歩(3) 11.16 葉狩  知苗(3) 9.59 北村  萌江(2) 9.26 河村  歩香(3) 8.47 奥野  琴心(3) 8.37 藤岡奈乃子(3) 8.24 横井陽菜花(2) 8.12
砲丸投 五日市中 安佐中 国泰寺中 亀山中 安佐中 国泰寺中 八本松中 古田中

 9/23 高校女子 島田  紗帆(3) 8.72 立野  莉奈(2) 6.63 有瀧  夢叶(1) 5.99
砲丸投 沼田高 広島文化学園大 安田女子高


