
ト ラ ッ ク 審 判 長 中野　　繁

ス タ ー ト 審 判 長 櫻井　敬文

跳 躍 審 判 長 前田　義行

招 集 所 審 判 長 沖野　秀昭

記 録 主 任 秋山　定之

日付 種目

勢力　奎 10.63(+1.2) 齋藤 栄輝(3) 10.80(+1.2) 妻澤 篤志(2) 10.83(+1.2) 岩本 康平(4) 10.93(+1.2) 藤崎 託也(3) 10.96(-0.1) 山崎 開斗(4) 10.97(+1.2) 三村 剛輝(3) 10.08(+0.6) 大舘 侑弥(3) 11.08(+0.8)

広　島・ＡＳフクヤマ 岡　山・広島経済大 広　島・広島文化学園大 広　島・広島経済大 広　島・広島大 広　島・広島経済大 兵　庫・広島大 愛　媛・広島大

日浦 泰基(3) 49.72 勢力　奎 49.75 村上 瑛希(2) 50.45 石津 翔太(3) 50.61 神田　直季 50.70 中畑　智博 51.94 渡辺 和哉(2) 52.06 西川 正真(2) 52.65

広　島・広島文化学園大 広　島・ＡＳフクヤマ 広　島・広島経済大 広　島・広島文化学園大 広　島・OFA 広　島・OFA 広　島・広島経済大 広　島・広島経済大

西川　正飛(3) 1:51.82 石丸 大輝(2) 1:55.84 樋口 恵介(4) 1:58.03 中村　喜浩 1:58.26 長谷川 翔央(1) 1:58.39 川上　聖晴(2) 2:00.73 清水 幸志郎(1) 2:01.91 高村　拓哉 2:05.68

広　島・広島国際学院高 広　島・広島文化学園大 香　川・広島経済大 広　島・せとなみTC 岡　山・広島経済大 広　島・高陽東高 岡　山・広島経済大 広　島・広島市役所

山本　悠 3:58.06 高橋 侑也(3) 4:02.42 池田　遥輝(3) 4:09.86 宮藤　優樹 4:11.23 谷本　結太 4:12.93 大室　仁(3) 4:14.57 藤澤 真聡(3) 4:15.53 高村　拓哉 4:16.48

広　島・鶴学園クラブ 兵　庫・広島経済大 広　島・広島工大高 広　島・黄金山ＡＣ 広　島・鶴学園クラブ 広　島・広島工大高 広　島・広島市立大 広　島・広島市役所

枝松　拓真(3) 9:03.51 谷本　結太 9:03.63 岸本　一冴(3) 9:10.58 岡田 燎(4) 9:10.78 堀川　楽真(1) 9:16.44 香川　建樹(2) 9:17.22 丸茂　雄大(3) 9:17.58 石風呂　直大(3) 9:19.77

広　島・広島工大高 広　島・鶴学園クラブ 広　島・広島国際学院高 広　島・広島市立大 広　島・千代田高 広　島・広島工大高 広　島・広島国際学院高 広　島・広島工大高

福永 恭平(3) 14:43.46 横田 吏功(2) 14:53.28 田中 亮実(1) 15:07.84 若山 大晟(1) 15:28.78 清見 涼真(1) 15:35.22 山崎 達哉(4) 15:37.11 菊地 大和(2) 15:37.37 淺野 鴻之介(2) 15:37.45

兵　庫・広島経済大 兵　庫・広島経済大 山　口・広島経済大 岐　阜・広島経済大 山　口・広島経済大 岡　山・広島経済大 福　岡・広島経済大 岡　山・広島経済大

崇徳高Ａ 43.16 広島国際学院高Ａ 44.61 基町高 45.08 崇徳高Ｃ 45.27 崇徳高Ｂ 45.70 崇徳高Ｅ 48.96 崇徳高Ｆ 50.56 崇徳高Ｄ 51.30

木本　佑真(1) 岡崎　雅大(3) 三浦　大河(2) 植田　光紀(3) 瀬川　優輝(2) 大野　響(1) 幡司　晃大(1) 三島　大紀(2)

佐野　理生(2) 永川　飛翔(3) 德川　圭佑(1) 藤田　剣正(1) 和手　航大(3) 日高　涼貴(1) 日高　雅康(1) 大谷　拓輝(2)

小笠原　蒼真(2) 竹丸　宗汰(2) 上門　建翔(2) 鷲頭　慶士(1) 甲斐　文也(1) 金山　唯爽(1) 中野　樹範(1) 難波　或(1)

谷口　輝(1) 師井　詩音(3) 太田　蓮(2) 五弓　琢磨(1) 尾崎　修吾(2) 秋山　碧斗(1) 新谷　颯斗(1) 鈴川　千春(2)

香川西高 3:14.11 広島経済大 3:16.44

米森　大貴 山崎 開斗(4)

阿河　考樹 末木 拓生(3)

大村　好葵 西川 正真(2)

西岡　蓮太郎 竹内 蒼竜(1)

桐木　紳吾 2m00 田原 啓伍(1) 1m85 山口　慶(1) 1m85 野尻　翔英(3) 1m70 大田　耕平 1m65 佐々木　綱 1m65 德川　圭佑(1) 1m50 井神　大輝(1) 1m40

広　島・鶴学園クラブ 岡　山・広島経済大 広　島・山陽高 広　島・高陽東高 広　島・広島県庁ＲＣ 広　島・OLYMPIA PLUS 広　島・基町高 広　島・五日市高

井手 浩貴(2) 7m17(+0.5) 乃美 裕介(2) 7m09(+0.7) 石津 翔太(3) 6m78(+0.3) 大坪 恭也(2) 6m71(+0.3) 横田 雄大(4) 6m64(+0.4) 松井 優斗(3) 6m60(-0.1) 岩本 康平(4) 6m60(-0.2) 広瀬 陸(1) 6m55(+1.5)

広　島・広島大 広　島・広島大 広　島・広島文化学園大 広　島・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・広島経済大 島　根・広島修道大

末盛　巧(3) 15m29(+0.1) 横田 雄大(4) 13m73(-0.5) ショウタイラー 明人(1) 13m70(-1.1) 金井　和也(2) 12m88(-1.1) 田村 春樹(4) 12m61(+0.3) 野尻　翔英(3) 12m50(-0.7) 吉田 舟作(4) 12m37(-0.4) 迫野　裕一(1) 11m90(-0.8)

広　島・修道高 広　島・広島経済大 広　島・広島修道大 広　島・山陽高 広　島・広島経済大 広　島・高陽東高 鳥　取・広島経済大 広　島・山陽高

久保 奈月(2) 12.91(+0.5) 兵動　月南(2) 12.98(+0.5) 寺西 真莉恵(4) 13.02(+0.5) 中下　実玲(3) 13.13(+0.5) 二井内　千絵(1) 13.43(+0.5) 三永　珠綺(2) 13.55(+0.5) 河野　さやな(2) 13.63(-0.9) 瀧野　杏純(3) 13.67(-0.9)

広　島・広島文化学園大 広　島・比治山女子高 広　島・広島文化学園大 広　島・広島国際学院高 広　島・比治山女子高 広　島・広島国際学院高 広　島・広島国際学院高 広　島・高陽東高

大谷　彩夏(2) 1:01.67 吉永　真奈(1) 1:02.33 瀧野　杏純(3) 1:02.43 大岡　愛友花(2) 1:02.52 今岡　蒼葉(3) 1:05.59 北向　菜々(2) 1:08.29 岸　萌々花(2) 1:09.13 川野　柚奈(1) 1:09.59

広　島・比治山女子高 広　島・比治山女子高 広　島・高陽東高 広　島・比治山女子高 広　島・市立広島商業高 広　島・基町高 広　島・基町高 広　島・基町高

藤本　結子(2) 2:25.67 門前　希(1) 2:27.48 行田　歩直(1) 2:28.31 石山　燈子(2) 2:29.01 隅田　美羽(2) 2:29.74 隅田　美月(6) 2:29.79 北向　菜々(2) 2:31.11 河口　葵音(2) 2:32.43

広　島・比治山女子高 広　島・比治山女子高 広　島・千代田高 広　島・比治山女子高 広　島・安田女子高 広　島・石内南ＳＫＲＣ 広　島・基町高 広　島・基町高

神垣　里菜 4:56.29 行田　歩直(1) 5:01.39 藤村　心瑛菜(2) 5:03.53 宮崎　愛花(3) 5:08.53 熊谷　尚美(1) 5:13.09 渡　こころ(1) 5:20.08 山本　怜奈(1) 5:20.79 小山　華菜(2) 5:22.48

広　島・呉市陸協 広　島・千代田高 広　島・比治山女子高 広　島・高陽東高 広　島・比治山女子高 広　島・比治山女子高 広　島・基町高 広　島・市立広島商業高

岩本　風音(3) 9:55.08 隅田　美羽(2) 10:32.85 藤江　優子(2) 11:10.36 藤井　悠乃(1) 11:23.45 折出　真子(1) 12:42.80

広　島・舟入高 広　島・安田女子高 広島国際大 広　島・比治山女子高 広　島・崇徳高

広島文化学園大 50.11 崇徳高Ａ 53.84 基町高 55.23

安藤 りん(3) 藤井　星七(1) 平原　瑚心(1)

寺西 真莉恵(4) 川上　奈々(1) 川野　柚奈(1)

安藤 うみ(4) 入江　紀帆(2) 立川　未夢(1)

久保 奈月(2) 井上　夢来(1) 岸　萌々花(2)

藤原 めい(3) 1m50 松田　萌愛(1) 1m45 堀部　小波(1) 1m35 土井　悠羽(1) 1m30

広　島・広島経済大 広　島・比治山女子高 広　島・広島国際学院高 広　島・基町高

新満 沙也(3) 5m02(+1.7) 竹明　穂乃花(3) 4m90(+1.1) 井上　夢来(1) 4m80(+0.8) 平本　結子(2) 4m79(+2.4) 田原　怜実(1) 4m71(+0.6) 藤井　星七(1) 4m66(+2.4) 立川　未夢(1) 4m56(+1.0) 日南　里咲(1) 4m40(+0.5)

広　島・広島大 広　島・山陽高 広　島・崇徳高 広　島・広島国際学院高 公認4m69(+1.4) 広　島・比治山女子高 広　島・崇徳高 公認4m55(+1.6) 広　島・基町高 広　島・高陽東高

前川　実怜(3) 11m22(-0.3) 山本　ひかり(1) 10m54(+0.2) 竹明　穂乃花(3) 10m02(+0.4) 島　唯菜(2) 9m72(-1.0)

広　島・比治山女子高 広　島・比治山女子高 広　島・山陽高 広　島・山陽高

7月17日  女子走幅跳

7月17日  女子三段跳

7月17日  女子3000m

7月17日  女子4X100mR

7月17日  女子走高跳

7月17日  女子400m

7月17日  女子800m

7月17日  女子1500m

7月17日  男子走幅跳

7月17日  男子三段跳

7月17日  女子100m

7月17日  男子4X100mR

7月17日  男子4X400mR

7月17日  男子走高跳

7月17日  男子1500m

7月17日  男子3000m

7月17日  男子5000m

8位

7月17日  男子100m

7月17日  男子400m

7月17日  男子800m

第6回広島経済大学記録会 【21340336】 
広島経済大学陸上競技場 【344120】 
2021/07/17 ～ 2021/07/17

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



凡例 



 男子100m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               10.07     山縣　亮太(慶応義塾大)                2012/8/4 7月17日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:+1.2) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島 ﾌｼﾞｻｷ ﾀｸﾔ 広　島

1 6 922 勢力　奎 ＡＳフクヤマ 10.63 1 2 1042 藤崎 託也(3) 広島大 10.96

ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿｳﾏ 広　島

2 5 1137 齋藤 栄輝(3) 広島経済大 10.80 2 4 1632 小笠原　蒼真(2) 崇徳高 11.14

ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島

3 3 1253 妻澤 篤志(2) 広島文化学園大 10.83 3 3 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.16

ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 山　口

4 4 1128 岩本 康平(4) 広島経済大 10.93 4 1 1130 正路 悠(4) 広島経済大 11.25

ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広　島 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 広　島

5 2 1133 山崎 開斗(4) 広島経済大 10.97 5 5 128 植田　光紀(3) 崇徳高 11.26

ﾅｶﾜｷ ｶｽﾞﾏ 広　島 ｻﾉ ﾘｵ 広　島

1 1614 中脇 一真(3) 広島大 DNS 6 6 1633 佐野　理生(2) 崇徳高 11.29

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 兵　庫 ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 広　島

1 2 1037 三村 剛輝(3) 広島大 11.08 1 5 1634 井手 浩貴(2) 広島大 11.24

ﾂｼﾞ ﾀｲｷ 広　島 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ

2 3 1991 辻 泰希(1) 広島経済大 11.12 2 2 1893 三浦　遼(2) 広島国際大 11.37

ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広　島 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広　島

2 5 1250 元木 航平(3) 広島文化学園大 11.12 3 3 4353 中畑　智博 OFA 11.51

ﾋｳﾗ ﾀｲｷ 広　島 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広　島

4 4 1247 日浦 泰基(3) 広島文化学園大 11.22 4 4 4351 神田　直季 OFA 11.53

ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広　島 ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広　島

5 1 851 木本　佑真(1) 崇徳高 11.23 5 6 75 石本　涼太(3) 広島国際学院高 11.73

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 広　島 ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 広　島

6 6 852 谷口　輝(1) 崇徳高 11.72 1 1634 正門　明虎(2) 崇徳高 DNS

5組 (風:+0.6) 6組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島 ｵｵﾀﾞﾃ ﾕｳﾔ 愛　媛

1 6 80 山中　瑞己(3) 広島国際学院高 11.18 1 6 1009 大舘 侑弥(3) 広島大 11.08

ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山　口 ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島

2 1 1141 手嶋 大樹(3) 広島経済大 11.32 2 4 79 師井　詩音(3) 広島国際学院高 11.49

ﾜﾃ ｺｳﾀ 広　島 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｴｲ 広　島

3 2 132 和手　航大(3) 崇徳高 11.46 3 3 904 景山　凌英(1) 広島国際学院高 11.55

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 広　島 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛　媛

3 4 1151 竹内 蒼竜(1) 広島経済大 11.46 4 1 2178 宮本 祐輔(1) 広島経済大 11.61

ﾀﾊﾗ ｺｳﾍｲ 広　島 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ 広　島

5 3 1876 俵原　滉平(2) 府中東高 11.82 5 5 2095 大谷　拓輝(2) 崇徳高 11.70

ｵｵﾀ ﾚﾝ 広　島 ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島

5 5 2018 太田　蓮(2) 基町高 11.82 6 2 906 樋口　聡一(1) 広島国際学院高 11.83

7組 (風:+0.8) 8組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 広　島 ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 広　島

1 5 1737 鈴川　千春(2) 崇徳高 11.57 1 2 854 鷲頭　慶士(1) 崇徳高 11.62

ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ 広　島 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ 広　島

2 3 1143 大坪 恭也(2) 広島経済大 11.72 2 6 499 岡崎　雅大(3) 広島国際学院高 11.68

ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾒｲ 広　島

3 4 1142 松井 優斗(3) 広島経済大 11.75 3 4 1181 賀川　皓明(1) 基町高 11.77

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 広　島 ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 広　島

4 2 2176 山口 誠人(1) 広島経済大 11.92 4 3 1738 瀬川　優輝(2) 崇徳高 11.84

ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ 広　島 ｲﾏﾑﾗ ｿｳ 広　島

5 1 1668 竹丸　宗汰(2) 広島国際学院高 11.97 5 5 1312 今村　壮 黄金山ＡＣ 11.86

ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 広　島 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 広　島

6 6 1184 德川　圭佑(1) 基町高 12.04 6 1 947 藤田　剣正(1) 崇徳高 12.23

9組 (風:+0.1) 10組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 広　島 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広　島

1 4 2177 髙原 輝(1) 広島経済大 11.60 1 2 1977 岩元　優祐(2) 山陽高 11.99

ｳｴｵｶ ｼﾝ 広　島 ｶﾐｶﾄﾞ ｹﾝﾄ 広　島

2 3 1975 上岡　心(2) 山陽高 11.79 2 4 2021 上門　建翔(2) 基町高 12.02

ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾄ 広　島 ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ 広　島

3 2 995 新宅　雄斗(1) 山陽高 12.08 3 1 1100 五弓　琢磨(1) 崇徳高 12.04

ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 広　島 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 広　島

4 1 1709 室田　蓮(2) 山陽高 12.10 3 5 2020 三浦　大河(2) 基町高 12.04
凡例  DNS:欠場



 男子100m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               10.07     山縣　亮太(慶応義塾大)                2012/8/4 7月17日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 広　島 ﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 広　島

5 6 1655 尾崎　修吾(2) 崇徳高 12.54 5 3 2393 秦　一真 東広島市陸協 12.06

ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 広　島

6 5 3865 河村　朋慶 OLYMPIA PLUS 12.61 6 6 903 阿部　夏基(1) 広島国際学院高 12.10

凡例  DNS:欠場



 男子100m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               10.07     山縣　亮太(慶応義塾大)                2012/8/4 7月17日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

11組 (風:-0.1) 12組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 広　島 ｵｵｲｿ ｺｳﾍｲ 広　島

1 5 905 久保　収史(1) 広島国際学院高 11.92 1 4 2093 大礒　康平(2) 広島工大高 12.35

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 広　島 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 広　島

2 6 869 田中　潤(1) 高陽東高 12.12 2 1 2068 石橋　亮太(2) 広島国際学院高 12.59

ﾊﾞﾊﾞ ﾚﾅﾄ 広　島 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 広　島

3 4 2032 馬場　玲那人(2) 五日市高 12.22 3 6 1301 藤井　和彦 黄金山ＡＣ 12.61

ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ 広　島 ｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

4 1 3880 櫃田　拓磨 OLYMPIA PLUS 12.42 4 5 1612 木本　悠斗(2) 高陽東高 12.86

ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 広　島 ﾅｶｵｶ ｿｳﾏ 広　島

5 2 948 日高　雅康(1) 崇徳高 12.66 5 2 318 中岡　颯眞(3) 府中東高 12.88

ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 広　島 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾄ 広　島

6 3 853 難波　或(1) 崇徳高 12.83 3 533 藤井　拓人(3) 崇徳高 DNS

13組 (風:-0.3) 14組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾏｴ ｼｭﾝﾀ 広　島 ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広　島

1 2 3620 中前　俊太 せとなみTC 12.30 1 3 1092 日高　涼貴(1) 崇徳高 12.43

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 広　島 ｶｲ ﾌﾐﾔ 広　島

2 1 3678 谷口　哲也 UP HILL 12.77 2 5 1096 甲斐　文也(1) 崇徳高 12.58

ﾐｼﾏ ﾀｲｷ 広　島 ｶﾅﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 広　島

3 6 1657 三島　大紀(2) 崇徳高 13.03 3 1 1094 金山　唯爽(1) 崇徳高 12.78

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 広　島 ｵｵﾉ ﾋﾋﾞｷ 広　島

4 3 1182 原口　友也(1) 基町高 13.21 4 4 1333 大野　響(1) 崇徳高 12.85

ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 広　島 ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ 広　島

5 4 960 金村　恰之介(1) 高陽東高 13.47 5 2 855 秋山　碧斗(1) 崇徳高 13.01

ｼﾝﾀﾆ ﾊﾔﾄ 広　島 ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 広　島

6 5 1095 新谷　颯斗(1) 崇徳高 13.72 6 6 1334 幡司　晃大(1) 崇徳高 13.03

15組 (風:-0.9) 16組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｳﾐ ﾕｳｽｹ 広　島 ﾅｶﾉ　ｲﾂﾉﾘ 広　島

1 2 1611 乃美 裕介(2) 広島大 11.19 1 2 9999 中野　樹範(1) 崇徳高 12.95

ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 広　島 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 広　島

2 4 1276 山根　祐翔(1) 広島国際学院高 12.52 2 4 1043 小川　雅大(1) 府中東高 13.60

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 広　島 ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 広　島

3 1 1062 高林　出琉(1) 高陽東高 13.08 3 1 1215 岡村　佳祐(1) 五日市高 13.69

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾄ 広　島 ｲﾄｳ ﾘｵﾝ 広　島

3 5 1177 小笠原　大仁(1) 高陽東高 13.08 4 3 3885 伊藤　凛音 OLYMPIA PLUS 14.38

ｲﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 福　岡 ﾌﾙｶﾜ ﾚﾝ 広　島

5 3 1269 猪原　大輔 福岡マスターズ 13.18 5 5 3882 古川　漣 OLYMPIA PLUS 15.12

ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 広　島

6 6 3914 田中　晃太郎 OLYMPIA PLUS 13.71

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島

1 922 勢力　奎 ＡＳフクヤマ 10.63 +1.2
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山

2 1137 齋藤 栄輝(3) 広島経済大 10.80 +1.2
ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島

3 1253 妻澤 篤志(2) 広島文化学園大 10.83 +1.2
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島

4 1128 岩本 康平(4) 広島経済大 10.93 +1.2
ﾌｼﾞｻｷ ﾀｸﾔ 広　島

5 1042 藤崎 託也(3) 広島大 10.96 -0.1
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広　島

6 1133 山崎 開斗(4) 広島経済大 10.97 +1.2
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 兵　庫

7 1037 三村 剛輝(3) 広島大 10.08 +0.6
ｵｵﾀﾞﾃ ﾕｳﾔ 愛　媛

7 1009 大舘 侑弥(3) 広島大 11.08 +0.8

凡例  DNS:欠場



 男子400m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               45.84     稲垣　誠司(法政大)                    1994/10/11 7月17日 17:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 広　島

1 2 922 勢力　奎 ＡＳフクヤマ 49.75 1 1 1149 村上 瑛希(2) 広島経済大 50.45

ｲｼﾂﾞ ｼｮｳﾀ 広　島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

2 4 1249 石津 翔太(3) 広島文化学園大 50.61 2 3 1150 渡辺 和哉(2) 広島経済大 52.06

ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広　島 ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

3 3 4351 神田　直季 OFA 50.70 3 4 1148 西川 正真(2) 広島経済大 52.65

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 兵　庫 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 広　島

1 1037 三村 剛輝(3) 広島大 DNS 4 2 2020 三浦　大河(2) 基町高 54.03

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｳﾗ ﾀｲｷ 広　島 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広　島

1 1 1247 日浦 泰基(3) 広島文化学園大 49.72 1 4 4353 中畑　智博 OFA 51.94

ｵｵﾀ ﾚﾝ 広　島 ｶﾐｶﾄﾞ ｹﾝﾄ 広　島

2 3 2018 太田　蓮(2) 基町高 54.10 2 1 2021 上門　建翔(2) 基町高 54.01

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島 ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 広　島

3 4 1088 錦織　由翔(1) 五日市高 54.64 3 3 1976 有光　直輝(2) 山陽高 54.19

ﾀﾊﾗ ｺｳﾍｲ 広　島 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾒｲ 広　島

4 2 1876 俵原　滉平(2) 府中東高 55.06 4 2 1181 賀川　皓明(1) 基町高 55.50

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 広　島 ｲﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 福　岡

1 2 127 逸見　勇斗(3) 高陽東高 52.68 1 4 1269 猪原　大輔 福岡マスターズ 58.46

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 広　島 ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ 広　島

2 3 1974 長原　朋也(2) 山陽高 56.03 2 3 602 小西　隼斗(3) 市立広島商業高 58.79

ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山　口 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 広　島

3 1 1141 手嶋 大樹(3) 広島経済大 56.81 3 1 1043 小川　雅大(1) 府中東高 59.29

ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 広　島 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島

4 4 1709 室田　蓮(2) 山陽高 56.84 4 2 3865 河村　朋慶 OLYMPIA PLUS 1:02.08

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾄ 広　島 ﾋｳﾗ ﾀｲｷ 広　島

2 1177 小笠原　大仁(1) 高陽東高 DNS 1 1247 日浦 泰基(3) 広島文化学園大 49.72

ｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島 ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島

3 1612 木本　悠斗(2) 高陽東高 DNS 2 922 勢力　奎 ＡＳフクヤマ 49.75
ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 広　島

3 1149 村上 瑛希(2) 広島経済大 50.45
ｲｼﾂﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

4 1249 石津 翔太(3) 広島文化学園大 50.61
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広　島

5 4351 神田　直季 OFA 50.70
ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広　島

6 4353 中畑　智博 OFA 51.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

7 1150 渡辺 和哉(2) 広島経済大 52.06
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

8 1148 西川 正真(2) 広島経済大 52.65

凡例  DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             1:48.11     北村　智宏(山梨学院大)                1997/9/14 7月17日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 広　島 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 広　島

1 4 77 西川　正飛(3) 広島国際学院高 1:51.82 1 6 1666 川上　聖晴(2) 高陽東高 2:00.73

ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 広　島 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 広　島

2 3 1245 石丸 大輝(2) 広島文化学園大 1:55.84 2 7 69 高村　拓哉 広島市役所 2:05.68

ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 香　川 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 広　島

3 5 1153 樋口 恵介(4) 広島経済大 1:58.03 3 5 52 真鍋　祐介 広島市役所 2:08.20

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 広　島 ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 広　島

4 2 3610 中村　喜浩 せとなみTC 1:58.26 4 2 832 頼重　連太(1) 千代田高 2:09.98

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山 ｱﾘﾏ ｼﾝ 広　島

5 6 1170 長谷川 翔央(1) 広島経済大 1:58.39 5 1 1804 有馬　慎(2) 五日市高 2:11.55

ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾛｳ 岡　山 ﾅｶｵｶ ｿｳﾏ 広　島

6 1 1168 清水 幸志郎(1) 広島経済大 2:01.91 6 4 318 中岡　颯眞(3) 府中東高 2:13.62

ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 広　島

7 3 175 梶谷　勇介(3) 市立広島商業高 2:20.15

3組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 広　島 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 広　島

1 5 2061 荒川　朋久(2) 高陽東高 2:13.88 1 77 西川　正飛(3) 広島国際学院高 1:51.82

ｵｵﾉ ｶｲﾄ 広　島 ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 広　島

2 3 1157 大野　魁人(1) 市立広島商業高 2:23.82 2 1245 石丸 大輝(2) 広島文化学園大 1:55.84

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 広　島 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 香　川

3 1 9997 中川　航希(1) 崇徳高 2:24.41 3 1153 樋口 恵介(4) 広島経済大 1:58.03

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 広　島

4 4 3051 橋本　悠真(2) 千代田中 2:26.37 4 3610 中村　喜浩 せとなみTC 1:58.26

ﾎｿﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 広　島 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山

5 6 3054 細田　倫太郎(2) 千代田中 2:27.86 5 1170 長谷川 翔央(1) 広島経済大 1:58.39

ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾐ 広　島 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 広　島

6 2 9996 島津　克実(1) 崇徳高 2:31.22 6 1666 川上　聖晴(2) 高陽東高 2:00.73
ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾛｳ 岡　山

7 1168 清水 幸志郎(1) 広島経済大 2:01.91
ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 広　島

8 69 高村　拓哉 広島市役所 2:05.68



 男子1500m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             3:40.36     田子　康宏(中国電力)                  2006/9/30 7月17日 17:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 広　島

1 1 1158 高橋 侑也(3) 広島経済大 4:02.42 1 2 641 山本　悠 鶴学園クラブ 3:58.06

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 広　島 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島

2 2 196 池田　遥輝(3) 広島工大高 4:09.86 2 4 646 谷本　結太 鶴学園クラブ 4:12.93

ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広　島 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ 広　島

3 3 1303 宮藤　優樹 黄金山ＡＣ 4:11.23 3 12 1462 平田　竜一 トップギア広島 4:33.89

ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 広　島 ﾓﾘｼﾀ ﾅﾙ 広　島

4 5 198 大室　仁(3) 広島工大高 4:14.57 4 8 244 森下　七琉(3) 高陽東高 4:35.42

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 広　島

5 4 1047 藤澤 真聡(3) 広島市立大 4:15.53 5 13 1332 濱口　蒼太(1) 崇徳高 4:35.80

ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 広　島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾅﾝ 広　島

6 17 69 高村　拓哉 広島市役所 4:16.48 6 7 2062 渡辺 冴南(1) 広島市立大 4:36.49

ﾋｶﾞｼ ｺｳｷ 広　島 ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

7 6 2083 東　虹希(2) 広島工大高 4:20.02 7 9 1183 六拾部　翔太(1) 基町高 4:37.67

ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 広　島 ﾅｶﾐﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 広　島

8 12 1179 脇坂　康太郎(1) 基町高 4:21.86 8 10 1465 中道　修啓 トップギア広島 4:37.83

ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 広　島 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 広　島

9 7 832 頼重　連太(1) 千代田高 4:24.81 9 15 1093 杉本　大惺(1) 崇徳高 4:41.47

ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広　島 ﾋﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 広　島

10 9 3921 隅田　健一朗 OLYMPIA PLUS 4:26.93 10 11 1487 桧山　勝彦 トップギア広島 4:43.41

ｻﾀﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ 広　島 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 広　島

11 8 1468 左達　恵 トップギア広島 4:27.81 11 5 464 藤井　洋輔(3) 崇徳高 4:55.20

ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳﾀ 　 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 広　島

12 10 204 蜷川　祥太 ＭＲＣ 4:30.83 12 14 3054 細田　倫太郎(2) 千代田中 4:56.60

ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 広　島 ﾅｶﾞｻｺ ｼﾝｷ 広　島

13 13 2019 弘中　良英(2) 基町高 4:30.88 13 6 1247 長迫　真輝(1) 五日市高 4:59.59

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｼ 広　島

14 11 1180 萩原　悠星(1) 基町高 4:38.81 1 256 小林　　青(4) 鹿屋体育大 DNF

ﾓﾘｼﾀ ﾀｲｷ 広　島 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島

15 15 1740 森下　大輝(2) 崇徳高 4:41.04 3 1048 岡田 燎(4) 広島市立大 DNF

ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 広　島

16 16 175 梶谷　勇介(3) 市立広島商業高 4:45.89

ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 広　島

14 2017 平野　寛治(2) 基町高 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｶﾈ ｻﾄｷ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 広　島

1 1 977 廣兼　聡希(1) 広島工大高 4:38.79 1 641 山本　悠 鶴学園クラブ 3:58.06

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾄ 広　島 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫

2 6 1101 鈴木　文響(1) 崇徳高 4:44.32 2 1158 高橋 侑也(3) 広島経済大 4:02.42

ｶﾈﾋﾛ ﾊﾙﾄ 広　島 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 広　島

3 8 946 金弘　悠利(1) 崇徳高 4:45.95 3 196 池田　遥輝(3) 広島工大高 4:09.86

ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 広　島 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広　島

4 4 2063 大塚 耕平(1) 広島市立大 4:49.71 4 1303 宮藤　優樹 黄金山ＡＣ 4:11.23

ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸﾔ 広　島 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島

5 3 3917 半田　陸也 OLYMPIA PLUS 4:49.76 5 646 谷本　結太 鶴学園クラブ 4:12.93

ｵｵﾉ ｶｲﾄ 広　島 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 広　島

6 5 1157 大野　魁人(1) 市立広島商業高 4:50.42 6 198 大室　仁(3) 広島工大高 4:14.57

ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 広　島 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島

7 2 3873 仙波　虎太郎 OLYMPIA PLUS 4:54.57 7 1047 藤澤 真聡(3) 広島市立大 4:15.53

ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 広　島 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 広　島

8 9 1099 山崎　勇真(1) 崇徳高 4:55.49 8 69 高村　拓哉 広島市役所 4:16.48

ｵｵｼﾏ ﾀｸﾏ 広　島

9 7 1097 大島　拓馬(1) 崇徳高 5:00.58

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 広　島

10 11 3051 橋本　悠真(2) 千代田中 5:04.08

ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島

11 12 1278 向井　尚太郎(1) 広島国際学院高 5:04.80

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ 広　島

12 10 1098 大庭　涼(1) 崇徳高 5:08.21

ﾏﾂｲ ﾚﾝ 広　島

13 14 3915 松井　漣 OLYMPIA PLUS 5:24.85

ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ 広　島

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



 男子1500m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             3:40.36     田子　康宏(中国電力)                  2006/9/30 7月17日 17:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

14 13 1461 西川　拓司 トップギア広島 5:24.88

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



 男子3000m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)              7:54.1     新宅  雅也 (日本体育大          )     1979/7/11 7月17日 19:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾀﾞﾏﾂ ﾀｸﾏ 広　島 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾀｸﾏ 広　島

1 5 197 枝松　拓真(3) 広島工大高 9:03.51 1 197 枝松　拓真(3) 広島工大高 9:03.51

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島

2 2 646 谷本　結太 鶴学園クラブ 9:03.63 2 646 谷本　結太 鶴学園クラブ 9:03.63

ｷｼﾓﾄ ｲｯｻ 広　島 ｷｼﾓﾄ ｲｯｻ 広　島

3 7 593 岸本　一冴(3) 広島国際学院高 9:10.58 3 593 岸本　一冴(3) 広島国際学院高 9:10.58

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島

4 8 1048 岡田 燎(4) 広島市立大 9:10.78 4 1048 岡田 燎(4) 広島市立大 9:10.78

ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 広　島 ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 広　島

5 9 833 堀川　楽真(1) 千代田高 9:16.44 5 833 堀川　楽真(1) 千代田高 9:16.44

ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 広　島 ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 広　島

6 6 2034 香川　建樹(2) 広島工大高 9:17.22 6 2034 香川　建樹(2) 広島工大高 9:17.22

ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島

7 4 86 丸茂　雄大(3) 広島国際学院高 9:17.58 7 86 丸茂　雄大(3) 広島国際学院高 9:17.58

ｲｼﾌﾞﾛ ﾅｵﾋﾛ 広　島 ｲｼﾌﾞﾛ ﾅｵﾋﾛ 広　島

8 17 544 石風呂　直大(3) 広島工大高 9:19.77 8 544 石風呂　直大(3) 広島工大高 9:19.77

ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 広　島

9 16 195 朝倉　悠生(3) 広島工大高 9:20.93

ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 広　島

10 1 2017 平野　寛治(2) 基町高 9:21.08

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島

11 10 1047 藤澤 真聡(3) 広島市立大 9:28.47

ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ 広　島

12 11 1470 吉見　健太 トップギア広島 9:36.42

ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広　島

13 24 1303 宮藤　優樹 黄金山ＡＣ 9:40.86

ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 広　島

14 15 2019 弘中　良英(2) 基町高 9:42.10

ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 広　島

15 13 912 中川　竣登(1) 広島国際学院高 9:43.46

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 広　島

16 25 641 山本　悠 鶴学園クラブ 9:53.34

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山

17 3 1170 長谷川 翔央(1) 広島経済大 9:55.67

ｷｮｳﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 広　島

18 19 1841 京山　太陽(2) 広島国際学院高 9:56.32

ｻﾈﾓﾘ ｼｮｳﾔ 広　島

19 18 84 實森　翔哉(3) 広島国際学院高 9:57.68

ﾋﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 広　島

20 22 1487 桧山　勝彦 トップギア広島 10:09.01

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 広　島

21 21 88 山口　大和(3) 広島国際学院高 10:12.28

ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ 広　島

22 20 1499 河野　裕介 トップギア広島 10:16.48

ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ 広　島

23 23 1461 西川　拓司 トップギア広島 10:18.12

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 広　島

12 910 小林　大晃(1) 広島国際学院高 DNS

ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 広　島

14 1179 脇坂　康太郎(1) 基町高 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)            13:29.11     鎧坂　哲哉(明治大)                    2011/9/13 7月17日 19:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫

1 19 1159 福永 恭平(3) 広島経済大 14:43.46 1 1159 福永 恭平(3) 広島経済大 14:43.46

ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫 ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫

2 14 1165 横田 吏功(2) 広島経済大 14:53.28 2 1165 横田 吏功(2) 広島経済大 14:53.28

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 山　口 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 山　口

3 12 1169 田中 亮実(1) 広島経済大 15:07.84 3 1169 田中 亮実(1) 広島経済大 15:07.84

ﾜｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 岐　阜 ﾜｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 岐　阜

4 11 1174 若山 大晟(1) 広島経済大 15:28.78 4 1174 若山 大晟(1) 広島経済大 15:28.78

ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口

5 9 1166 清見 涼真(1) 広島経済大 15:35.22 5 1166 清見 涼真(1) 広島経済大 15:35.22

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡　山 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡　山

6 18 1154 山崎 達哉(4) 広島経済大 15:37.11 6 1154 山崎 達哉(4) 広島経済大 15:37.11

ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

7 17 1163 菊地 大和(2) 広島経済大 15:37.37 7 1163 菊地 大和(2) 広島経済大 15:37.37

ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山 ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山

8 10 1161 淺野 鴻之介(2) 広島経済大 15:37.45 8 1161 淺野 鴻之介(2) 広島経済大 15:37.45

ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

9 8 1167 小松 颯翔(1) 広島経済大 15:41.82

ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 岡　山

10 16 1156 佐藤 慶一(3) 広島経済大 15:43.40

ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

11 15 1157 竹平 奏太(3) 広島経済大 15:48.48

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫

12 13 1158 高橋 侑也(3) 広島経済大 15:57.17

ﾆｲﾐ ﾏｻｼ 広　島

13 4 1488 新見　雅志 トップギア広島 15:58.41

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 広　島

14 6 1463 中村　将太 トップギア広島 16:09.90

ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨城

15 7 1994 小石原 映(1) 広島経済大 16:11.94

ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 広　島

16 5 1464 伊藤　吉洋 トップギア広島 16:24.56

ｸﾙﾏﾔ ｹｲｽｹ 広　島

17 2 62 車谷　慶介 広島市役所 16:31.25

ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 広　島

18 1 69 高村　拓哉 広島市役所 16:41.08

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島

3 1048 岡田 燎(4) 広島市立大 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               39.82     野田・北村・松尾・山縣(広島県)        2014/10/20 7月17日 18:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 崇徳高Ａ 851 木本　佑真(1) ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 43.16 1 3 崇徳高Ｅ 1333 大野　響(1) ｵｵﾉ ﾋﾋﾞｷ 48.96
1633 佐野　理生(2) ｻﾉ ﾘｵ 1092 日高　涼貴(1) ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ
1632 小笠原　蒼真(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿｳﾏ 1094 金山　唯爽(1) ｶﾅﾔﾏ ｲﾌﾞｷ
852 谷口　輝(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 855 秋山　碧斗(1) ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ

2 3 広島国際学院高Ａ 499 岡崎　雅大(3) ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ 44.61 2 4 崇徳高Ｆ 1334 幡司　晃大(1) ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 50.56
592 永川　飛翔(3) ﾅｶﾞｶﾜ ﾋｼｮｳ 948 日高　雅康(1) ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ

1668 竹丸　宗汰(2) ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ 9999 中野　樹範(1) ﾅｶﾉ　ｲﾂﾉﾘ
79 師井　詩音(3) ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 1095 新谷　颯斗(1) ｼﾝﾀﾆ ﾊﾔﾄ

3 4 基町高 2020 三浦　大河(2) ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 45.08 3 2 崇徳高Ｄ 1657 三島　大紀(2) ﾐｼﾏ ﾀｲｷ 51.30
1184 德川　圭佑(1) ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 2095 大谷　拓輝(2) ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ
2021 上門　建翔(2) ｶﾐｶﾄﾞ ｹﾝﾄ 853 難波　或(1) ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ
2018 太田　蓮(2) ｵｵﾀ ﾚﾝ 1737 鈴川　千春(2) ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 崇徳高Ｃ 128 植田　光紀(3) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 45.27
947 藤田　剣正(1) ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ
854 鷲頭　慶士(1) ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ

1100 五弓　琢磨(1) ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ
2 3 崇徳高Ｂ 1738 瀬川　優輝(2) ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 45.70

132 和手　航大(3) ﾜﾃ ｺｳﾀ
1096 甲斐　文也(1) ｶｲ ﾌﾐﾔ
1655 尾崎　修吾(2) ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ

2 広島国際学院高Ｂ DNS,DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 崇徳高Ａ 851 木本　佑真(1) ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 43.16
1633 佐野　理生(2) ｻﾉ ﾘｵ
1632 小笠原　蒼真(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿｳﾏ
852 谷口　輝(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ

2 広島国際学院高Ａ 499 岡崎　雅大(3) ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ 44.61
592 永川　飛翔(3) ﾅｶﾞｶﾜ ﾋｼｮｳ

1668 竹丸　宗汰(2) ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ
79 師井　詩音(3) ﾓﾛｲ ｼｵﾝ

3 基町高 2020 三浦　大河(2) ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 45.08
1184 德川　圭佑(1) ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ
2021 上門　建翔(2) ｶﾐｶﾄﾞ ｹﾝﾄ
2018 太田　蓮(2) ｵｵﾀ ﾚﾝ

4 崇徳高Ｃ 128 植田　光紀(3) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 45.27
947 藤田　剣正(1) ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ
854 鷲頭　慶士(1) ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ

1100 五弓　琢磨(1) ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ
5 崇徳高Ｂ 1738 瀬川　優輝(2) ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 45.70

132 和手　航大(3) ﾜﾃ ｺｳﾀ
1096 甲斐　文也(1) ｶｲ ﾌﾐﾔ
1655 尾崎　修吾(2) ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ

6 崇徳高Ｅ 1333 大野　響(1) ｵｵﾉ ﾋﾋﾞｷ 48.96
1092 日高　涼貴(1) ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ
1094 金山　唯爽(1) ｶﾅﾔﾏ ｲﾌﾞｷ
855 秋山　碧斗(1) ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ

7 崇徳高Ｆ 1334 幡司　晃大(1) ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 50.56
948 日高　雅康(1) ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ

9999 中野　樹範(1) ﾅｶﾉ　ｲﾂﾉﾘ
1095 新谷　颯斗(1) ｼﾝﾀﾆ ﾊﾔﾄ

8 崇徳高Ｄ 1657 三島　大紀(2) ﾐｼﾏ ﾀｲｷ 51.30
2095 大谷　拓輝(2) ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ
853 難波　或(1) ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ

1737 鈴川　千春(2) ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ

凡例  DNS:欠場



 男子4X400mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             3:11.20     坂本・藤井・石橋・真鍋(広島経大)      1993/9/11 7月17日 19:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 香川西高 1504 米森　大貴 ﾖﾈﾓﾘ　ﾋﾛｷ 3:14.11

1502 阿河　考樹 ｱｶﾞﾜ　ｺｳｷ
1507 大村　好葵 ｵｵﾑﾗ　ﾖｼｷ
1508 西岡　蓮太郎 ﾆｼｵｶ ﾚﾝﾀﾛｳ

2 4 広島経済大 1133 山崎 開斗(4) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 3:16.44

1138 末木 拓生(3) ｽｴｷ ﾋﾛｷ
1148 西川 正真(2) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ
1151 竹内 蒼竜(1) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 香川西高 1504 米森　大貴 ﾖﾈﾓﾘ　ﾋﾛｷ 3:14.11

1502 阿河　考樹 ｱｶﾞﾜ　ｺｳｷ
1507 大村　好葵 ｵｵﾑﾗ　ﾖｼｷ
1508 西岡　蓮太郎 ﾆｼｵｶ ﾚﾝﾀﾛｳ

2 広島経済大 1133 山崎 開斗(4) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 3:16.44

1138 末木 拓生(3) ｽｴｷ ﾋﾛｷ
1148 西川 正真(2) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ
1151 竹内 蒼竜(1) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ



 男子走高跳
審 判 長：前田　義行

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)                2m26     真野　友博(福岡大)                    2018/6/30 7月17日 16:00 決　勝

決　勝　

ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ 広　島 － － － － － － － －

1 9 650 桐木　紳吾 鶴学園クラブ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × 2m00
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 岡　山 － － － － － － ○ －

2 7 1992 田原 啓伍(1) 広島経済大 ○ ○ × × × 1m85
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 広　島 － － － － ○ ○ ○ ○

3 8 993 山口　慶(1) 山陽高 × ○ × ○ × × × 1m85
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 広　島 － － － － ○ ○ ○ × × ×

4 6 125 野尻　翔英(3) 高陽東高 1m70
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広　島 － － × ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

5 5 46 大田　耕平 広島県庁ＲＣ 1m65
ｻｻｷ ﾂﾅ 広　島 － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

6 3 3930 佐々木　綱 OLYMPIA PLUS 1m65
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 広　島 － － ○ × × ×

7 2 1184 德川　圭佑(1) 基町高 1m50
ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 広　島 × ○ × × ×

8 1 1086 井神　大輝(1) 五日市高 1m40
ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ 広　島

4 2095 大谷　拓輝(2) 崇徳高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40

1m80

1m45

1m85

1m50

1m90

1m55

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m60

2m00

1m65

2m05

1m70 1m75

凡例  DNS:欠場



 男子走幅跳
審 判 長：前田　義行

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               12m59     赤松美季子(福岡大)                    2003/7/5 7月17日 17:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 広　島 6m44 7m17 6m81 － － × 7m17

1 15 1634 井手 浩貴(2) 広島大 +0.5 +0.5 +0.7 +0.5
ﾉｳﾐ ﾕｳｽｹ 広　島 × 7m09 × 6m98 × × 7m09

2 23 1611 乃美 裕介(2) 広島大 +0.7 +0.7 +0.7
ｲｼﾂﾞ ｼｮｳﾀ 広　島 6m44 6m55 6m78 － － － 6m78

3 21 1249 石津 翔太(3) 広島文化学園大 +0.7 -0.3 +0.3 +0.3
ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ 広　島 6m66 6m71 × 6m66 6m52 × 6m71

4 17 1143 大坪 恭也(2) 広島経済大 +0.1 +0.3 +1.0 +0.3 +0.3
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 6m64 6m51 － 5m70 － － 6m64

5 13 1134 横田 雄大(4) 広島経済大 +0.4 +0.6 +1.8 +0.4
ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島 6m45 6m23 6m45 × 6m35 6m60 6m60

6 22 1142 松井 優斗(3) 広島経済大 +0.8 +0.1 +0.9 +0.5 -0.1 -0.1
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島 × 6m60 × － － － 6m60

7 20 1128 岩本 康平(4) 広島経済大 -0.2 -0.2
ﾋﾛｾ ﾘｸ 島　根 6m55 6m52 6m10 5m47 6m30 6m27 6m55

8 1 2074 広瀬 陸(1) 広島修道大 +1.5 +0.8 +1.0 +0.2 +1.5 +1.3 +1.5
ｸﾗﾀ ｸﾘｭｳ 広　島 × 6m21 6m38 6m38

9 18 1145 倉田 久瑠(2) 広島経済大 +0.5 +0.4 +0.4
ﾅｶﾞｶﾜ ﾋｼｮｳ 広　島 2m10 6m34 6m30 6m34

10 19 592 永川　飛翔(3) 広島国際学院高 +0.7 -0.1 +0.6 -0.1
ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島 6m07 6m06 6m03 6m07

11 3 1144 鍛冶元 結(2) 広島経済大 +0.8 +0.5 +0.4 +0.8
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 広　島 6m05 6m01 6m00 6m05

12 12 854 鷲頭　慶士(1) 崇徳高 +0.1 +0.6 -1.1 +0.1
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 広　島 3m90 5m10 6m01 6m01

13 11 869 田中　潤(1) 高陽東高 -0.4 0.0 -0.3 -0.3
ﾎｿﾔ ﾀｲｶﾞ 広　島 5m77 × 5m58 5m77

14 16 1522 細谷 太雅(2) 広島工業大 +0.3 +0.9 +0.3
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 広　島 5m70 × × 5m70

15 10 992 迫野　裕一(1) 山陽高 -0.3 -0.3
ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ 広　島 5m68 5m65 5m68 5m68

16 2 1484 畠中 凌成(2) 広島修道大 +1.6 +0.1 +0.1 +1.6
ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ 広　島 × 5m45 5m24 5m45

17 7 3880 櫃田　拓磨 OLYMPIA PLUS +0.6 -0.2 +0.6
ｵｵﾉ ﾋﾋﾞｷ 広　島 5m45 3m70 × 5m45

18 8 1333 大野　響(1) 崇徳高 +2.0 +1.6 +2.0
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 広　島 5m04 5m05 5m26 5m26

19 9 1905 佐藤　宏幸 基町ＡＣ +1.1 +0.5 +0.3 +0.3
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 広　島 × 4m98 4m61 4m98

20 6 960 金村　恰之介(1) 高陽東高 +0.8 -0.2 +0.8
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 広　島 4m90 4m90 × 4m90

21 5 1062 高林　出琉(1) 高陽東高 +0.6 +1.1 +0.6
ｻｻｷ ﾂﾅ 広　島

4 3930 佐々木　綱 OLYMPIA PLUS DNS
ﾐｽﾞｷ ﾀﾛｳ 愛　媛 × × ×

14 1638 水木 太郎(2) 広島大 NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子三段跳
審 判 長：前田　義行

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               16m13     妹尾　　玲(福岡大)                    2003/9/28 7月17日 18:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 広　島 15m29 × 12m26 － － － 15m29

1 1 72 末盛　巧(3) 修道高 +0.1 -0.1 +0.1
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 13m73 13m55 13m71 12m35 × 12m75 13m73

2 3 1134 横田 雄大(4) 広島経済大 -0.5 -0.5 -0.5 +0.2 -1.4 -0.5
ｼｮｳﾀｲﾗｰ ｱｷﾄ 広　島 13m48 × 13m50 13m65 13m70 13m68 13m70

3 2 2014 ショウタイラー 明人(1) 広島修道大 +0.2 -0.7 -0.4 -1.1 -1.1 -1.1
ｶﾅｲ ｶｽﾞﾔ 広　島 12m33 12m88 × 12m70 12m55 12m70 12m88

4 5 1973 金井　和也(2) 山陽高 -0.6 -1.1 -0.4 -0.4 -0.1 -1.1
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 広　島 11m90 12m19 × 12m61 × 11m81 12m61

5 4 1131 田村 春樹(4) 広島経済大 -0.4 -0.9 +0.3 -0.1 +0.3
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 広　島 11m95 11m79 × 11m92 12m17 12m50 12m50

6 6 125 野尻　翔英(3) 高陽東高 -0.4 -0.6 +0.1 -0.8 -0.7 -0.7
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥　取 12m29 12m37 11m75 × 11m92 × 12m37

7 8 1135 吉田 舟作(4) 広島経済大 -0.6 -0.4 -1.3 -0.8 -0.4
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 広　島 × 11m50 × × 11m90 × 11m90

8 9 992 迫野　裕一(1) 山陽高 -1.0 -0.8 -0.8
ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 広　島 × × ×

7 2068 石橋　亮太(2) 広島国際学院高 NM

凡例  NM:記録なし



 女子100m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               11.64     湯淺　佳那子(日本体育大)              2019/9/13 7月17日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 広　島 ｺｳﾉ ｻﾔﾅ 広　島

1 1 1088 久保 奈月(2) 広島文化学園大 12.91 1 3 1061 河野　さやな(2) 広島国際学院高 13.63

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾙﾅ 広　島 ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 広　島

2 2 1071 兵動　月南(2) 比治山女子高 12.98 2 2 148 瀧野　杏純(3) 高陽東高 13.67

ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島 ﾑｶｲﾊﾀ ﾌｳｶ 広　島

3 3 1094 寺西 真莉恵(4) 広島文化学園大 13.02 3 4 1147 向井畑　風花(2) 五日市高 13.75

ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ 広　島 ｸｽﾞﾊﾞ ﾋﾖﾘ 広　島

4 4 37 中下　実玲(3) 広島国際学院高 13.13 4 6 590 葛葉　日和(1) 広島国際学院高 13.85

ﾆｲﾅｲ ﾁｴ 広　島 ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ 広　島

5 6 571 二井内　千絵(1) 比治山女子高 13.43 5 1 1062 平本　倫子(2) 広島国際学院高 14.03

ﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 広　島 ﾀｶｽｷﾞ ﾎﾉｶ 広　島

6 5 1064 三永　珠綺(2) 広島国際学院高 13.55 6 5 1144 高杉　歩果(2) 五日市高 14.24

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島 ｷｼ ﾓﾓｶ 広　島

1 3 592 伏見　藍衣(1) 広島国際学院高 13.71 1 3 1259 岸　萌々花(2) 基町高 14.01

ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 広　島 ﾅｶﾞｵｶ ｱﾝ 広　島

2 2 609 藤井　星七(1) 崇徳高 13.83 2 1 1243 長岡　杏(2) 崇徳高 14.26

ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ 広　島 ｼﾏ ﾕｲﾅ 広　島

3 1 610 川上　奈々(1) 崇徳高 13.85 3 2 1089 島　唯菜(2) 山陽高 14.59

ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 広　島 ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

4 5 676 井上　夢来(1) 崇徳高 13.99 4 5 713 平原　瑚心(1) 基町高 14.62

ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 広　島 ﾋﾅﾐ ﾘｻ 広　島

4 716 松崎　日和(1) 崇徳高 DNS 5 4 618 日南　里咲(1) 高陽東高 14.79

ｲﾘｴ ｷﾎ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 広　島

6 1097 入江　紀帆(2) 崇徳高 DNS 6 6 717 中村　なつき(1) 崇徳高 16.29

5組 (風:-0.6) 6組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾉ ﾕﾅ 広　島 ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島

1 5 709 川野　柚奈(1) 基町高 14.26 1 2 715 八幡　有美(1) 基町高 14.51

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾅ 広　島

2 3 714 立川　未夢(1) 基町高 14.37 2 1 673 樋口　はな(1) 崇徳高 15.09

ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島 ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 広　島

3 4 710 土井　悠羽(1) 基町高 14.78 3 3 720 徳本　茉桜(1) 高陽東高 15.27

ﾏｽｵｶ ﾘﾅ 広　島 ﾂﾂﾐ ﾒｲﾅ 広　島

4 2 1146 増岡　里奈(2) 五日市高 14.94 4 4 662 堤　鳴菜(1) 高陽東高 15.51

ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 広　島

1 593 堀部　小波(1) 広島国際学院高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 広　島

1 1088 久保 奈月(2) 広島文化学園大 12.91 +0.5
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾙﾅ 広　島

2 1071 兵動　月南(2) 比治山女子高 12.98 +0.5
ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島

3 1094 寺西 真莉恵(4) 広島文化学園大 13.02 +0.5
ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ 広　島

4 37 中下　実玲(3) 広島国際学院高 13.13 +0.5
ﾆｲﾅｲ ﾁｴ 広　島

5 571 二井内　千絵(1) 比治山女子高 13.43 +0.5
ﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 広　島

6 1064 三永　珠綺(2) 広島国際学院高 13.55 +0.5
ｺｳﾉ ｻﾔﾅ 広　島

7 1061 河野　さやな(2) 広島国際学院高 13.63 -0.9
ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 広　島

8 148 瀧野　杏純(3) 高陽東高 13.67 -0.9

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               54.05     北村  　夢(エディオン)                2018/5/6 7月17日 17:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀﾆ ｱﾔｶ 広　島 ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 広　島

1 2 1073 大谷　彩夏(2) 比治山女子高 1:01.67 1 2 148 瀧野　杏純(3) 高陽東高 1:02.43

ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ 広　島 ｲﾏｵｶ ｱｵﾊﾞ 広　島

2 4 572 吉永　真奈(1) 比治山女子高 1:02.33 2 3 313 今岡　蒼葉(3) 市立広島商業高 1:05.59

ｵｵｵｶ ｱﾕｶ 広　島 ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ 広　島

3 3 1076 大岡　愛友花(2) 比治山女子高 1:02.52 3 4 1258 北向　菜々(2) 基町高 1:08.29

ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 広　島

1 64 鷲頭　一華(3) 比治山女子高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｼ ﾓﾓｶ 広　島 ｶﾜﾉ ﾕﾅ 広　島

1 2 1259 岸　萌々花(2) 基町高 1:09.13 1 3 709 川野　柚奈(1) 基町高 1:09.59

ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 広　島 ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島

2 3 696 前田　椎名(1) 市立広島商業高 1:15.10 2 2 710 土井　悠羽(1) 基町高 1:09.69

ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ 広　島 ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

3 4 1262 松木　七海(2) 基町高 1:19.22 3 4 713 平原　瑚心(1) 基町高 1:15.77

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀﾆ ｱﾔｶ 広　島

1 1073 大谷　彩夏(2) 比治山女子高 1:01.67
ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ 広　島

2 572 吉永　真奈(1) 比治山女子高 1:02.33
ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 広　島

3 148 瀧野　杏純(3) 高陽東高 1:02.43
ｵｵｵｶ ｱﾕｶ 広　島

4 1076 大岡　愛友花(2) 比治山女子高 1:02.52
ｲﾏｵｶ ｱｵﾊﾞ 広　島

5 313 今岡　蒼葉(3) 市立広島商業高 1:05.59
ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ 広　島

6 1258 北向　菜々(2) 基町高 1:08.29
ｷｼ ﾓﾓｶ 広　島

7 1259 岸　萌々花(2) 基町高 1:09.13
ｶﾜﾉ ﾕﾅ 広　島

8 709 川野　柚奈(1) 基町高 1:09.59

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             2:01.90     久保瑠里子(エディオン)                2011/8/7 7月17日 18:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｺ 広　島 ｺｳﾉ ﾅﾂｷ 広　島

1 1 1077 藤本　結子(2) 比治山女子高 2:25.67 1 3 752 河野　捺希(1) 五日市高 2:37.41

ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島

2 5 581 門前　希(1) 比治山女子高 2:27.48 2 1 711 山本　怜奈(1) 基町高 2:39.36

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島 ﾅｶﾆｼ ﾅﾅ 広　島

3 7 528 行田　歩直(1) 千代田高 2:28.31 3 2 1145 中西　菜七(2) 五日市高 2:43.51

ｲｼﾔﾏ ﾄｳｺ 広　島 ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島

4 2 1074 石山　燈子(2) 比治山女子高 2:29.01 4 4 3048 木村　飛華(3) 千代田中 2:43.93

ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 広　島 ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ 広　島

5 8 1065 隅田　美羽(2) 安田女子高 2:29.74 5 8 669 髙野　心晴(1) 五日市高 2:44.66

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 広　島 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ 広　島

6 6 2501 隅田　美月(6) 石内南ＳＫＲＣ 2:29.79 6 7 678 山田　由樹(1) 崇徳高 2:45.15

ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ 広　島 ﾀｹﾓﾄ ｱｲｶ 広　島

7 3 1258 北向　菜々(2) 基町高 2:31.11 7 6 530 武元　愛花(1) 千代田高 2:49.50

ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ 広　島 ｻｻｷ ﾚｲﾗ 広　島

8 9 1257 河口　葵音(2) 基町高 2:32.43 8 9 707 佐々木　伶良(1) 高陽東高 2:55.32

ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ 広　島 ｻｺﾀﾞ ﾘﾏ 広　島

9 4 1055 小櫻　綾音(2) 高陽東高 2:35.91 5 686 迫田　莉真(1) 千代田高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｺ 広　島

1 1077 藤本　結子(2) 比治山女子高 2:25.67
ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 広　島

2 581 門前　希(1) 比治山女子高 2:27.48
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島

3 528 行田　歩直(1) 千代田高 2:28.31
ｲｼﾔﾏ ﾄｳｺ 広　島

4 1074 石山　燈子(2) 比治山女子高 2:29.01
ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 広　島

5 1065 隅田　美羽(2) 安田女子高 2:29.74
ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 広　島

6 2501 隅田　美月(6) 石内南ＳＫＲＣ 2:29.79
ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ 広　島

7 1258 北向　菜々(2) 基町高 2:31.11
ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ 広　島

8 1257 河口　葵音(2) 基町高 2:32.43

凡例  DNS:欠場



 女子1500m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             4:15.88     久保瑠里子(エディオン)                2011/7/27 7月17日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ 広　島 ｻｺﾀﾞ ﾘﾏ 広　島

1 3 2294 神垣　里菜 呉市陸協 4:56.29 1 3 686 迫田　莉真(1) 千代田高 5:23.10

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島 ﾂｴ ｱｶﾘ 広　島

2 2 528 行田　歩直(1) 千代田高 5:01.39 2 1 317 津江　星(3) 広島国際学院高 5:24.63

ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 広　島 ｱﾀ ｿﾗ 広　島

3 4 1080 藤村　心瑛菜(2) 比治山女子高 5:03.53 3 2 619 阿多　そら(1) 高陽東高 5:31.58

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ 広　島 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｷ 広　島

4 1 76 宮崎　愛花(3) 高陽東高 5:08.53 4 7 1263 水越　真咲(2) 基町高 5:32.82

ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾐ 広　島 ﾀｹﾓﾄ ｱｲｶ 広　島

5 5 578 熊谷　尚美(1) 比治山女子高 5:13.09 5 4 530 武元　愛花(1) 千代田高 5:39.74

ﾜﾀﾘ ｺｺﾛ 広　島 ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ 広　島

6 7 579 渡　こころ(1) 比治山女子高 5:20.08 6 11 1262 松木　七海(2) 基町高 5:40.30

ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾐ 広　島

7 6 711 山本　怜奈(1) 基町高 5:20.79 7 5 520 山﨑　晴美(1) 広島国際学院高 5:44.12

ｺﾔﾏ ｶﾅ 広　島 ﾓﾘﾜｷ ﾘﾝ 広　島

8 9 1227 小山　華菜(2) 市立広島商業高 5:22.48 8 6 674 森脇　凛(1) 崇徳高 5:48.92

ﾏﾙﾓﾄ ｻﾘ 広　島 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 広　島

9 10 184 丸本　咲里(3) 市立広島商業高 5:34.36 9 10 677 大林　優有里(1) 崇徳高 5:58.31

ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島 ｸﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 広　島

10 8 3048 木村　飛華(3) 千代田中 5:42.05 10 8 1260 熊本　実莉(2) 基町高 6:04.10

ｵｸﾓﾄ ﾎﾉｶ 広　島

11 9 771 奥本　帆乃花(1) 広島国際学院高 6:20.92

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ 広　島

1 2294 神垣　里菜 呉市陸協 4:56.29
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島

2 528 行田　歩直(1) 千代田高 5:01.39
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 広　島

3 1080 藤村　心瑛菜(2) 比治山女子高 5:03.53
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ 広　島

4 76 宮崎　愛花(3) 高陽東高 5:08.53
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾐ 広　島

5 578 熊谷　尚美(1) 比治山女子高 5:13.09
ﾜﾀﾘ ｺｺﾛ 広　島

6 579 渡　こころ(1) 比治山女子高 5:20.08
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島

7 711 山本　怜奈(1) 基町高 5:20.79
ｺﾔﾏ ｶﾅ 広　島

8 1227 小山　華菜(2) 市立広島商業高 5:22.48



 女子3000m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)             8:57.37     原  万理子 (ダイイチ)                 1993/6/27 7月17日 19:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 広　島 ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 広　島

1 5 32 岩本　風音(3) 舟入高 9:55.08 1 32 岩本　風音(3) 舟入高 9:55.08

ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 広　島 ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 広　島

2 1 1065 隅田　美羽(2) 安田女子高 10:32.85 2 1065 隅田　美羽(2) 安田女子高 10:32.85

ﾌｼﾞｴ ﾕｳｺ ﾌｼﾞｴ ﾕｳｺ

3 3 1304 藤江　優子(2) 広島国際大 11:10.36 3 1304 藤江　優子(2) 広島国際大 11:10.36

ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ 広　島 ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ 広　島

4 2 582 藤井　悠乃(1) 比治山女子高 11:23.45 4 582 藤井　悠乃(1) 比治山女子高 11:23.45

ｵﾘﾃﾞ ﾏｺ 広　島 ｵﾘﾃﾞ ﾏｺ 広　島

5 4 675 折出　真子(1) 崇徳高 12:42.80 5 675 折出　真子(1) 崇徳高 12:42.80



 女子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               46.37     桃谷・川口・伊藤・佐藤(広島県)        2009/10/4 7月17日 18:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 広島文化学園大 1092 安藤 りん(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 50.11
1094 寺西 真莉恵(4) ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ
1095 安藤 うみ(4) ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ
1088 久保 奈月(2) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ

2 1 崇徳高Ａ 609 藤井　星七(1) ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 53.84
610 川上　奈々(1) ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ

1097 入江　紀帆(2) ｲﾘｴ ｷﾎ
676 井上　夢来(1) ｲﾉｳｴ ﾕﾗ

3 3 基町高 713 平原　瑚心(1) ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 55.23
709 川野　柚奈(1) ｶﾜﾉ ﾕﾅ
714 立川　未夢(1) ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ

1259 岸　萌々花(2) ｷｼ ﾓﾓｶ
4 崇徳高Ｂ DNS,DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 広島文化学園大 1092 安藤 りん(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 50.11
1094 寺西 真莉恵(4) ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ
1095 安藤 うみ(4) ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ
1088 久保 奈月(2) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ

2 崇徳高Ａ 609 藤井　星七(1) ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 53.84
610 川上　奈々(1) ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ

1097 入江　紀帆(2) ｲﾘｴ ｷﾎ
676 井上　夢来(1) ｲﾉｳｴ ﾕﾗ

3 基町高 713 平原　瑚心(1) ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 55.23
709 川野　柚奈(1) ｶﾜﾉ ﾕﾅ
714 立川　未夢(1) ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ

1259 岸　萌々花(2) ｷｼ ﾓﾓｶ

凡例  DNS:欠場



 女子走高跳
審 判 長：前田　義行

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)                1m83     曾根　幹子(東洋大)                    1974/10/25 7月17日 16:00 決　勝

決　勝　

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 － － ○ × ○ ○ × × ×

1 6 1048 藤原 めい(3) 広島経済大 1m50
ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 広　島 － － × ○ × × ○ × × ×

2 5 568 松田　萌愛(1) 比治山女子高 1m45
ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 広　島 × ○ × × ○ × × ×

3 2 593 堀部　小波(1) 広島国際学院高 1m35
ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島 ○ × × ×

4 1 710 土井　悠羽(1) 基町高 1m30
ｷﾚﾄ ﾉｱ 広　島 － × × ×

3 50 切戸　乃彩(3) 山陽高 NM
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 広　島 × × ×

4 717 中村　なつき(1) 崇徳高 NM

ｺﾒﾝﾄ
1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

凡例  NM:記録なし



 女子走幅跳
審 判 長：前田　義行

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)                6m59     岡山沙英子(広島ＪＯＣ)                2013/6/7 7月17日 16:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾐﾂ ｻﾔ 広　島 4m92 4m80 4m93 5m02 × 4m84 5m02

1 13 1006 新満 沙也(3) 広島大 +0.4 +0.7 +0.7 +1.7 +2.0 +1.7
ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ 広　島 × 4m89 4m64 4m90 × × 4m90

2 12 52 竹明　穂乃花(3) 山陽高 +0.6 +1.4 +1.1 +1.1
ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 広　島 － × 4m71 4m80 × 4m75 4m80

3 7 676 井上　夢来(1) 崇徳高 +0.6 +0.8 +1.6 +0.8
ﾋﾗﾓﾄ ﾕｲｺ 広　島 4m54 4m50 4m50 4m65 4m69 4m79 4m79

4 4 1063 平本　結子(2) 広島国際学院高 +0.4 +1.5 +1.2 +0.6 +1.4 +2.4 +2.4
ﾀﾊﾞﾗ ｻﾄﾐ 広　島 4m71 4m50 4m46 4m60 4m70 4m70 4m71

5 6 580 田原　怜実(1) 比治山女子高 +0.6 +0.6 +0.1 +1.2 +0.9 +1.4 +0.6
ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 広　島 － 4m22 4m51 4m50 4m55 4m66 4m66

6 10 609 藤井　星七(1) 崇徳高 +1.1 +1.1 +0.3 +1.6 +2.4 +2.4
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 4m39 × 4m21 4m30 × 4m56 4m56

7 9 714 立川　未夢(1) 基町高 +0.7 +0.4 +0.6 +1.0 +1.0
ﾋﾅﾐ ﾘｻ 広　島 － × 4m40 4m00 4m00 4m20 4m40

8 11 618 日南　里咲(1) 高陽東高 +0.5 +1.8 +1.4 +1.4 +0.5
ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島 4m08 4m26 4m15 4m26

9 8 715 八幡　有美(1) 基町高 +1.1 +0.9 +0.7 +0.9
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 広　島 3m98 3m73 3m80 3m98

10 3 591 林　実怜(1) 広島国際学院高 +1.2 +0.3 +1.0 +1.2
ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 広　島 － 3m47 3m67 3m67

11 1 720 徳本　茉桜(1) 高陽東高 +0.6 +0.5 +0.5
ﾂﾂﾐ ﾒｲﾅ 広　島 － 2m55 3m56 3m56

12 5 662 堤　鳴菜(1) 高陽東高 +1.2 +0.6 +0.6
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

2 592 伏見　藍衣(1) 広島国際学院高 DNS

 女子三段跳
審 判 長：前田　義行

記録主任：秋山　定之

広島県記録(PR)               12m59     赤松美季子(福岡大)                    2003/7/5 7月17日 18:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 広　島 11m22 × 10m50 10m23 10m58 10m83 11m22

1 1 65 前川　実怜(3) 比治山女子高 -0.3 -0.9 -0.7 -0.8 -0.8 -0.3
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 広　島 10m54 10m10 10m24 10m02 10m08 10m39 10m54

2 2 573 山本　ひかり(1) 比治山女子高 +0.2 -0.5 -1.2 -0.2 -0.5 -0.9 +0.2
ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ 広　島 10m02 9m55 9m15 9m92 9m50 9m80 10m02

3 4 52 竹明　穂乃花(3) 山陽高 +0.4 -0.4 -1.1 -0.4 -0.9 -0.8 +0.4
ｼﾏ ﾕｲﾅ 広　島 × 9m72 × × 9m50 × 9m72

4 3 1089 島　唯菜(2) 山陽高 -1.0 -0.9 -1.0
ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島 × × ×

5 715 八幡　有美(1) 基町高 NM
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 × × ×

6 714 立川　未夢(1) 基町高 NM

凡例  DNS:欠場


