
第74回国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体2019　（10/ 4～8 　 ひたちなか市 ）

　* 通過者

種別 種　目 名　前 所　属 予　　選 準　決　勝 決　　勝 得点 備考

100m 松尾　隆雅 東洋大３ *1組1着　10秒39　+0.7 10/5 *3組1着　10秒40　-0.9 10/5 ２位　10秒40 -0.1 10/5 7

110mH 北木　裕太 日本体育大４ 3組8着　14秒38 +1.6 10/7

１００００ｍＷ 西塔　拓己 愛知製鋼 - - 途中棄権 10/5 熱中症のため

三段跳 安立　雄斗 福岡大１ - - 10位　15m68 +1.3 10/4

やり投 道上　雅晃 GOLD`SGYM - - 19位　65m44 10/5

100m 後藤　達樹 崇徳高２ *4組1着　10秒93 -2.5 10/4 3組4着　10秒79 -0.5 10/4 準決勝+2の3番目

400m 石谷　心路 神辺旭高３ *1組5着　49秒12 10/6 2組5着 49秒52 10/7

5000m 倉本　玄太 世羅高３ - - 27位　15分09秒20 10/6

400mH 栗林　隼正 広島国際学院高３ 3組1着　53秒06 10/4 *2組2着　51秒59 10/5 8位　58秒27 10/5 1 自己新記録（準決勝）

棒高跳 綾　大心 近大東広島高２ - - 16位　4m40 10/5

走幅跳 乃美　裕介 尾道北高３ - - 7位　7m19 +3.0 10/6 2 公認7m12 +1.8

ハンマー投 迫田　力哉 西条農高２ - - 9位　57m00 10/4 自己新記録

やり投 松重　安真 広島中等教育２ - - 17位　54m03 10/7

100m 河野　樹粋 白岳中３ 2組8着　11秒59 -1.0 10/4

3000m 森下　翔太 世羅高１ *1組13着　9分02秒81 10/7

砲丸投 中村　一達 安古市高１ - - 4位　15m66 10/6 5 自己新記録

110mH 八木　優気 広島皆実高２ 2組5着　14秒18 +1.7 10/6 自己新記録

三段跳 山田　悠斗 広陵高３ - - 記録なし 10/4

河野　樹粋 白岳中３

松尾　隆雅 東洋大２

後藤　達樹 崇徳高２

北木　裕太 日本体育大４

河野　樹粋 白岳中３

松尾　隆雅 東洋大２

後藤　達樹 崇徳高２

八木　優気 広島皆実高２

種別 種　目 名　前 所　属 予　　選 準　決　勝 決　　勝 得点 備考

100m 湯淺　佳那子 日本体育大４ *2組1着　11秒52 +3.0 10/5 *2組1着　11秒81 -0.9 10/5 1位　11秒62 +1.1 10/5 8 県新記録

走高跳 神田　菜摘 福岡大３ - - 3位　1m75 10/7 6

100m 本多　佑莉 神辺旭高３ 3組6着　13秒05 -2.8 10/4

400m 上田　万葵 舟入高３ 途中棄権 10/6 大腿筋肉離れ

3000m ﾃﾚｼｱ ﾑｯｿｰﾆ 世羅高２ - - 1位 8分51秒77 10/7 8 県国際新記録

走幅跳 本多　佑莉 神辺旭高３ - - 10位　5m69 -0.4 10/5

100m 清水　鈴奈 神辺旭高１ *2組4着　12秒56 -0.9 10/4 2組7着　12秒85 -3.6 10/4

1500m 山本　悠理 大和中３ *1組4着　4分29秒89 10/6 - 8位 4分26秒39 10/7 1 県中学校新記録（決勝）

100mH 浅木　都紀葉 広島皆実高１ * 組4着　13秒74　+3.1 10/6 - 2位 13秒65　+1.6 10/6 7 少年女子B2年連続入賞（昨年3位）

走幅跳 岡田　麻奈 暁の星女高１ - - 9位　5m54 +0.7 10/7

800m 上田　万葵 舟入高３ *2組2着　2分11秒11 10/4 - 6位　2分10秒44 10/5 3

三段跳 忰山　碧 広島皆実高１ - - 26位 11m61 +1.1

やり投 村上　碧海 西条農１ - - 6位　47m65 10/6 3

浅木　都紀葉 広島皆実高１

湯淺　佳那子 日本体育大４

本多　佑莉 神辺旭高３

清水　鈴奈 神辺旭高１

総合　17位(天皇杯) 51点

皇后杯　11位 ( 36点)

女子共通 4×100mR 10/64組5着 47秒13

少年女子Ｂ

*2組4着　40秒94 10/6

少年女子共通

成年女子

少年女子Ａ

成年男子

少年男子Ａ

少年男子Ｂ

少年男子共通

北木選手負傷のため， 八木選手に変更

男子共通 4×100mR

1組7着　40秒96 10/7


