
 男子100m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介
中国高専記録(AKR)            10.66     遠藤　　　俊(鳥取・米子)              2008
中国高専記録(AKR)             10.5     森　　　洋之(岡山・津山)              1995
大会記録(GR)                 10.78     藤永　　征輝(山口・徳山)              2001(37回)
大会記録(GR)                  10.5     森　　　洋之(岡山・津山)              1995(31回) 7月11日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.6) 2組 (風:-1.3)

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
ｺﾔﾏ ﾕｳ 広島 ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ 広島

1 6 716 小山　尤(2) 広島商船高専 11.70 1 3 406 垣内　優真(3) 呉高専 11.24
ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山

2 3 208 坂口　宙(3) 松江高専 11.72 2 6 306 岡田　拓実(4) 津山高専 11.38
ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 岡山

3 8 106 黒見　圭佑(4) 米子高専 11.96 3 4 305 森元　春輔(4) 津山高専 11.39
ｱﾀﾞﾁ ｾﾂﾏ 鳥取 ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ 広島

4 4 110 足立　雪真(3) 米子高専 12.04 4 7 405 北恵　志童(4) 呉高専 11.54
ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 山口

5 7 502 永田　柊悟(5) 徳山高専 12.24 5 5 512 渡辺　蛍太(1) 徳山高専 11.72
ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳｴｲ 広島 ｱｶﾏﾂ ｱﾂｼ 山口

6 5 719 吉村　凌瑛(2) 広島商船高専 12.28 6 2 810 赤松　篤史(5) 大島商船高専 11.76
ｽﾙｶﾞ ﾊﾙｷ 山口 ｲｼｶﾜ ｶｲｾｲ 島根

2 806 摺河　稜輝(3) 大島商船高専 DNS 7 8 211 石川　快青(2) 松江高専 11.88

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

ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ 広島

1 406 垣内　優真(3) 呉高専 11.24 -1.3
ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山

2 306 岡田　拓実(4) 津山高専 11.38 -1.3
ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 岡山

3 305 森元　春輔(4) 津山高専 11.39 -1.3
ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ 広島

4 405 北恵　志童(4) 呉高専 11.54 -1.3
ｺﾔﾏ ﾕｳ 広島

5 716 小山　尤(2) 広島商船高専 11.70 +1.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 山口

6 512 渡辺　蛍太(1) 徳山高専 11.72 -1.3
ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 島根

6 208 坂口　宙(3) 松江高専 11.72 +1.6
ｱｶﾏﾂ ｱﾂｼ 山口

8 810 赤松　篤史(5) 大島商船高専 11.76 -1.3

凡例  DNS:欠場



 男子200m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介
中国高専記録(AKR)            21.35     森　　　洋之(岡山・津山)              1995
中国高専記録(AKR)             21.2     森　　　洋之(岡山・津山)              1995
大会記録(GR)                 21.62     山口　　直起(岡山・津山)              2019(55回)
大会記録(GR)                  21.2     森　　　洋之(岡山・津山)              1995(31回) 7月11日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.5) 2組 (風:+1.4)

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
ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ 広島 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡山

1 5 405 北恵　志童(4) 呉高専 24.22 1 4 303 山口　直起(5) 津山高専 21.61 GR
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 島根 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根

2 6 212 近藤　佳由(2) 松江高専 24.49 2 6 207 東本　匠(3) 松江高専 22.32
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島 ﾆｼｵ ｺｳ 岡山

3 7 723 浜田　卓実(1) 広島商船高専 25.33 3 5 312 西尾　孔(3) 津山高専 22.42
ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 山口 ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ 広島

4 8 507 美好　佑太(3) 徳山高専 26.11 4 3 406 垣内　優真(3) 呉高専 22.51
ﾃﾗｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 広島 ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 山口

5 4 722 寺口　魁星(1) 広島商船高専 27.16 5 8 503 木村　湊登(5) 徳山高専 24.31
ｼﾓｲｹ ﾘｮｳﾍｲ 鳥取

7 107 下池　遼平(3) 米子高専 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡山 GR
1 303 山口　直起(5) 津山高専 21.61 +1.4

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根

2 207 東本　匠(3) 松江高専 22.32 +1.4
ﾆｼｵ ｺｳ 岡山

3 312 西尾　孔(3) 津山高専 22.42 +1.4
ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ 広島

4 406 垣内　優真(3) 呉高専 22.51 +1.4
ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ 広島

5 405 北恵　志童(4) 呉高専 24.22 -1.5
ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 山口

6 503 木村　湊登(5) 徳山高専 24.31 +1.4
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 島根

7 212 近藤　佳由(2) 松江高専 24.49 -1.5
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島

8 723 浜田　卓実(1) 広島商船高専 25.33 -1.5

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



 男子400m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            47.82     森　　　洋之(岡山・津山)              1995
大会記録(GR)                 48.49     有松　　大和(山口・徳山)              2019(55回) 7月11日 13:35 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

ﾓﾘ ﾕｳﾋ 広島 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡山

1 7 713 森　優飛(3) 広島商船高専 54.26 1 5 303 山口　直起(5) 津山高専 47.80 AKR,GR

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 鳥取 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 島根

2 4 118 本城　拓人(1) 米子高専 56.74 2 4 202 森田　光典(4) 松江高専 49.85
ﾊﾅﾌｻ ﾀｸﾏ 広島 ﾆｼｵ ｺｳ 岡山

3 6 417 花房　拓磨(1) 呉高専 57.93 3 6 312 西尾　孔(3) 津山高専 49.96
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山口 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 山口

4 8 510 山本　泰誠(2) 徳山高専 58.84 4 3 511 福永　光希(2) 徳山高専 50.48
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 広島 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島

5 5 721 高橋　輝(1) 広島商船高専 58.96 5 8 410 高島　凛多朗(2) 呉高専 55.83
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝﾄ 山口

7 803 中山　蓮翔(1) 大島商船高専 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡山 AKR,GR
1 303 山口　直起(5) 津山高専 47.80

ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 島根

2 202 森田　光典(4) 松江高専 49.85
ﾆｼｵ ｺｳ 岡山

3 312 西尾　孔(3) 津山高専 49.96
ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 山口

4 511 福永　光希(2) 徳山高専 50.48
ﾓﾘ ﾕｳﾋ 広島

5 713 森　優飛(3) 広島商船高専 54.26
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島

6 410 高島　凛多朗(2) 呉高専 55.83
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 鳥取

7 118 本城　拓人(1) 米子高専 56.74
ﾊﾅﾌｻ ﾀｸﾏ 広島

8 417 花房　拓磨(1) 呉高専 57.93

凡例  AKR:中国高専記録 GR:大会記録 DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)          1:55.85     小林　　洋一(岡山・津山)              1997
中国高専記録(AKR)           1:51.9     瀬戸　香樹(専)(広島・呉)              2002
大会記録(GR)               1:57.66     長谷川　甲斐(広島・呉)                2018(54回) 7月11日 13:10 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

ｳﾗｶﾞﾐ ｼｭｳ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ 鳥取

1 5 113 浦上　柊(2) 米子高専 2:07.70 1 5 111 安田　倫(3) 米子高専 1:59.87
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾙ 島根 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 山口

2 4 217 原田　叶海(1) 松江高専 2:09.30 2 6 805 五島　昂紀(5) 大島商船高専 2:02.30
ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 広島 ｻﾜ ﾘｮｳﾏ 島根

3 8 725 宮崎　智也(1) 広島商船高専 2:09.46 3 3 206 澤　龍馬(4) 松江高専 2:03.71
ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 広島 ｵﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 岡山

4 3 403 前田　琉亮(5) 呉高専 2:14.49 4 7 315 乙倉　悠祐(2) 津山高専 2:04.00
ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 広島 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾕﾑ 山口

5 6 411 前田　脩平(2) 呉高専 2:19.43 5 8 509 富永　歩武(2) 徳山高専 2:06.65
ｶﾈﾊﾗ ｹﾞﾝｲﾁ 広島 ﾏｻｶｹﾞ ﾊﾔﾄ 岡山

6 7 720 金原　元一(1) 広島商船高専 2:25.28 6 4 316 正影　早途(2) 津山高専 2:07.37
ﾖｼｷ ｶｲﾄ 山口

7 2 508 吉木　海翔(3) 徳山高専 2:08.80

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

ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ 鳥取

1 111 安田　倫(3) 米子高専 1:59.87
ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 山口

2 805 五島　昂紀(5) 大島商船高専 2:02.30
ｻﾜ ﾘｮｳﾏ 島根

3 206 澤　龍馬(4) 松江高専 2:03.71
ｵﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 岡山

4 315 乙倉　悠祐(2) 津山高専 2:04.00
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾕﾑ 山口

5 509 富永　歩武(2) 徳山高専 2:06.65
ﾏｻｶｹﾞ ﾊﾔﾄ 岡山

6 316 正影　早途(2) 津山高専 2:07.37
ｳﾗｶﾞﾐ ｼｭｳ 鳥取

7 113 浦上　柊(2) 米子高専 2:07.70
ﾖｼｷ ｶｲﾄ 山口

8 508 吉木　海翔(3) 徳山高専 2:08.80

ラップ表 400m

ナンバー 217

記録 1:03

ナンバー 805

記録 1:01

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 男子1500m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)          3:56.66     富田　　就斗(山口・徳山)              2015
中国高専記録(AKR)          3:54.32     瀬戸　香樹(専)(広島・呉)              2001
大会記録(GR)               4:02.56     富田　　就斗(山口・徳山)              2015(51回) 7月11日 13:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 山口

1 4 805 五島　昂紀(5) 大島商船高専 4:11.76
ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山口

2 12 601 河野　颯太(5) 宇部高専 4:12.50
ﾉﾌﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 山口

3 3 505 延吉　雄飛(3) 徳山高専 4:15.24
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 岡山

4 10 307 原田　貴寿(4) 津山高専 4:23.90
ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾔ 広島

5 13 418 宮原　寛弥(1) 呉高専 4:25.62
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 広島

6 1 415 秋田　隆之介(1) 呉高専 4:38.90
ｵｵｵｶ ｹｲﾀ 広島

7 5 718 大岡　京太(2) 広島商船高専 4:40.44
ﾊﾔｼ ｱｸﾄ 鳥取

8 7 116 林　大飛(2) 米子高専 4:44.43
ﾅｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 島根

9 11 205 永見　晃一(4) 松江高専 4:44.92
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲﾄ 山口

10 8 501 原田　唯斗(5) 徳山高専 4:50.58
ｺﾀﾞﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ 鳥取

11 2 117 小谷　倫太郎(1) 米子高専 4:56.78
ﾆｼｶﾜ ｿｳﾏ 島根

12 9 215 西川　颯真(2) 松江高専 5:00.80
ﾐﾅﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 広島

13 14 724 港　隼一郎(1) 広島商船高専 5:45.47
ﾔﾏｼﾀ ｶﾅﾀ 山口

6 812 山下　奏汰(2) 大島商船高専 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)         14:38.75     富田　　就斗(山口・徳山)              2015
大会記録(GR)              15:05.75     富田　　就斗(山口・徳山)              2015(51回) 7月11日 12:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山口

1 4 601 河野　颯太(5) 宇部高専 16:23.02
ﾀｹｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 広島

2 1 402 竹添　慧史(5) 呉高専 17:02.28
ﾅｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 島根

3 3 205 永見　晃一(4) 松江高専 17:09.55
ﾃﾞｷｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 鳥取

4 9 105 出來島　知希(4) 米子高専 17:33.23
ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ 広島

5 8 412 砂田　拓也(2) 呉高専 17:47.33
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙｷ 島根

6 5 209 岡﨑　陽星(3) 松江高専 17:48.89
ｻｻｷ ﾕｳｻｸ 鳥取

7 6 112 佐々木　悠作(3) 米子高専 18:35.09
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 広島

2 705 内田　雅之(5) 広島商船高専 DNS
ﾑﾗｵｶ ｼﾞｭﾝﾀ 広島

7 708 村岡　純汰(4) 広島商船高専 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 402 601 601 601

記録 3:25 6:52 9:52 13:05
決　勝

凡例  DNS:欠場



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            14.63     田外　　真也(岡山・津山)              2005
大会記録(GR)                 14.95     目次　　晋侍(島根・松江)              2008(44回) 7月11日 13:20 決　勝

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山

1 5 306 岡田　拓実(4) 津山高専 15.51
ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島

2 2 701 菊本　悠太(5) 広島商船高専 21.08
ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 山口

3 3 507 美好　佑太(3) 徳山高専 24.24
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 島根

6 207 東本　匠(3) 松江高専 DQ,T8

ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 山口

4 804 松村　恭佑(2) 大島商船高専 DNS
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ 広島

7 704 竹内　凌平(5) 広島商船高専 DNS
ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼ 山口

8 506 髙木　健志(3) 徳山高専 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T8:(TR22.6.2)手や体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            54.91     黒田　　圭亮(島根・松江)              2015 7月11日 12:35 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5
ｱｶﾏﾂ ｱﾂｼ 山口

6 810 赤松　篤史(5) 大島商船高専

記録



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)          9:04.68     富田　　就斗(山口・徳山)              2015
大会記録(GR)               9:59.91     国実　　雅紀(広島・呉)                2019(55回) 7月11日 15:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞｾ ﾀｲﾁ 山口

1 5 602 永瀨　太智(3) 宇部高専 10:40.70
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙｷ 島根

2 3 209 岡﨑　陽星(3) 松江高専 10:58.43
ｱﾗﾀ ﾀｷ 広島

3 2 414 阿良田　尊己(1) 呉高専 11:06.96
ｸﾆｻﾞﾈ ﾏｻｷ 広島

4 6 401 国実　雅紀(5) 呉高専 11:14.47
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 島根

5 4 210 田中　冴樹(3) 松江高専 11:32.10
ﾀｶｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

6 1 108 高倉　幸大(3) 米子高専 12:03.70

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 414 602

記録 3:26 7:06
決　勝



 男子4X100mR
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            41.82     古礒・森・番原・遠藤(鳥取・米子)      2008
大会記録(GR)                 42.39     目次・神田・瀬﨑・佐藤(島根・松江)    2008(44回) 7月11日 12:00 決　勝

決　勝　

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 松江高専 201 森本　知隼(5) ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 42.94
(島根) 202 森田　光典(4) ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ

207 東本　匠(3) ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ
212 近藤　佳由(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ

2 6 津山高専 311 竹内　脩斗(3) ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾄ 43.13
(岡山) 309 藤田　陸(4) ﾌｼﾞﾀ ﾘｸ

305 森元　春輔(4) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
304 松本　渚生(4) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ

3 3 呉高専 405 北恵　志童(4) ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ 43.76
(広島) 407 柴崎　悠(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾊﾙｶ

406 垣内　優真(3) ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ
408 永田　幸輝(3) ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ

4 5 広島商船高専 712 松岡　成美(3) ﾏﾂｵｶ ｼｹﾞﾖｼ 45.46
(広島) 719 吉村　凌瑛(2) ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳｴｲ

716 小山　尤(2) ｺﾔﾏ ﾕｳ
713 森　優飛(3) ﾓﾘ ﾕｳﾋ

5 8 大島商船高専 802 渡部　唯斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾄ 45.47
(山口) 810 赤松　篤史(5) ｱｶﾏﾂ ｱﾂｼ

801 児島　祐希(5) ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ
806 摺河　稜輝(3) ｽﾙｶﾞ ﾊﾙｷ

6 7 徳山高専 502 永田　柊悟(5) ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 46.82
(山口) 506 髙木　健志(3) ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼ

503 木村　湊登(5) ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
511 福永　光希(2) ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ

7 2 米子高専 106 黒見　圭佑(4) ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ 46.94
(鳥取) 109 竹本　修也(3) ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾔ

110 足立　雪真(3) ｱﾀﾞﾁ ｾﾂﾏ
118 本城　拓人(1) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ



 男子4X400mR
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)          3:20.83     森元・山口・岡田・藤田(岡山・津山)    2021
大会記録(GR)               3:24.19     吉田・大西・瀧・児玉(岡山・津山)      2002(38回) 7月11日 15:20 決　勝

決　勝　

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 津山高専 312 西尾　孔(3) ﾆｼｵ ｺｳ 3:18.88 AKR,GR

(岡山) 306 岡田　拓実(4) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
305 森元　春輔(4) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
303 山口　直起(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ

2 6 松江高専 212 近藤　佳由(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 3:31.98

(島根) 207 東本　匠(3) ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｸﾐ
206 澤　龍馬(4) ｻﾜ ﾘｮｳﾏ
202 森田　光典(4) ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ

3 8 徳山高専 503 木村　湊登(5) ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 3:34.89

(山口) 511 福永　光希(2) ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ
509 富永　歩武(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾕﾑ
505 延吉　雄飛(3) ﾉﾌﾞﾖｼ ﾕｳﾄ

4 5 広島商船高専 713 森　優飛(3) ﾓﾘ ﾕｳﾋ 3:45.02

(広島) 716 小山　尤(2) ｺﾔﾏ ﾕｳ
725 宮崎　智也(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ
715 大治　亮(2) ｵｵｼﾞ ﾘｮｳ

5 3 呉高専 407 柴崎　悠(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾊﾙｶ 3:46.30

(広島) 406 垣内　優真(3) ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ
410 高島　凛多朗(2) ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
405 北恵　志童(4) ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ

6 7 大島商船高専 803 中山　蓮翔(1) ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝﾄ 3:52.33

(山口) 805 五島　昂紀(5) ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ
806 摺河　稜輝(3) ｽﾙｶﾞ ﾊﾙｷ
810 赤松　篤史(5) ｱｶﾏﾂ ｱﾂｼ

2 米子高専 DNS
(鳥取)

凡例  AKR:中国高専記録 GR:大会記録 DNS:欠場



 男子走高跳
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)             2m10     鴈田　　孝広(広島・呉)                1995
大会記録(GR)                  2m05     鴈田　　孝広(広島・呉)                1994(30回) 7月11日 12:15 決　勝

決　勝　

ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 山口 － － ○ ○ × ○ r

1 3 603 田中　泰斗(3) 宇部高専 1m75
ﾊﾊﾞﾀ ｹﾝﾕｳ 鳥取 － ○ － ○ × × ○ r

2 4 114 幅田　健友(2) 米子高専 1m75
ｵｸ ﾋｶﾙ 岡山 ○ ○ ○ r

3 1 314 奥　比加瑠(2) 津山高専 1m65
ｶﾝﾀﾞ ﾚｵ 広島

2 709 神田　玲央(4) 広島商船高専 DNS
ﾏﾂｵｶ ｼｹﾞﾖｼ 広島

5 712 松岡　成美(3) 広島商船高専 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m55

ｺﾒﾝﾄ
1m60 1m65 1m70 1m75 1m80

記録

凡例  DNS:欠場



 男子走幅跳
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)             7m17     柏木　　宏一(島根・松江)              1988
大会記録(GR)                  6m89     村重　　正明(広島・呉)                1981(17回) 7月11日 13:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 島根

1 5 201 森本　知隼(5) 松江高専
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山口

2 4 801 児島　祐希(5) 大島商船高専
ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼ 山口

3 9 506 髙木　健志(3) 徳山高専
ﾏﾂｵｶ ｼｹﾞﾖｼ 広島

4 7 712 松岡　成美(3) 広島商船高専
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙ 鳥取

5 3 115 川島　和流(2) 米子高専
ｵﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 島根

6 10 203 小畑　太楓(4) 松江高専
ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾔ 鳥取

7 2 109 竹本　修也(3) 米子高専
ｱﾁｶﾀ ﾚﾝ 広島

8 8 413 阿地方　蓮(1) 呉高専
ｽﾙｶﾞ ﾊﾙｷ 山口

9 1 806 摺河　稜輝(3) 大島商船高専
ｵｵｼﾞ ﾘｮｳ 広島

10 6 715 大治　亮(2) 広島商船高専 +0.3 -0.5 -0.5

+1.2 0.0 0.0
× 5m06 5m18 5m18

+0.8 +0.5 0.0 +0.5
5m09 5m18 × 5m18

+1.0 -0.1 -0.5 -0.1
5m27 5m40 5m15 5m40

+1.3 -0.8 -0.8 -0.8
5m72 5m75 5m65 5m75

-0.3 -0.3
5m72 5m55 5m82 5m82

+0.5 +0.4 -0.2 -0.2
× 5m83 × 5m83

-0.7 -0.1 -0.7
5m31 5m74 5m84 5m84

+0.5 +1.0 -0.4 +0.5
× 6m13 6m05 6m13

+1.4 +0.9 -0.8 -0.8
6m15 6m14 6m03 6m15

1回目 2回目 3回目 記録

6m27 6m26 6m47 6m47



 男子三段跳
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            14m64     坂本　　裕亮(島根・松江)              2004
大会記録(GR)                 14m64     坂本　　裕亮(島根・松江)              2004(40回) 7月11日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山口

1 6 801 児島　祐希(5) 大島商船高専
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙ 鳥取

2 5 115 川島　和流(2) 米子高専
ｲﾅﾀﾞ ﾀｸ 広島

3 3 703 稲田　匠(5) 広島商船高専
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲ 岡山

4 1 310 近藤　甲斐(3) 津山高専
ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根

5 2 213 野田　翔太郎(2) 松江高専
ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 広島

6 7 711 本多　義高(3) 広島商船高専
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾄ 山口

4 802 渡部　唯斗(2) 大島商船高専 NM

1回目 2回目 3回目 記録

12m25 12m35 12m74 12m74
-2.1 +0.3 +0.8 +0.8
12m02 × 10m62 12m02
-1.4 +1.3 -1.4
10m90 11m37 11m41 11m41
-0.7 +0.6 +1.1 +1.1
10m81 10m91 11m03 11m03
+0.1 -0.9 +0.4 +0.4
× × 10m50 10m50

×

+0.7 +0.7
× × 10m39 10m39

+0.9 +0.9
× ×

凡例  NM:記録なし



 男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            13m17     遠藤　　広務(岡山・津山)              2015
大会記録(GR)                 12m60     大畑　　裕嗣(島根・松江)              2011(47回) 7月11日 12:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 広島

1 6 707 溝田　響(4) 広島商船高専
ﾃﾗﾁ ﾕｳｷ 鳥取

2 2 101 寺地　裕紀(5) 米子高専
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 岡山

3 1 308 渡辺　侑(4) 津山高専
ﾊﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 広島

4 5 706 濱本　直希(5) 広島商船高専 *OA
ﾔｽｲ ｼｮｳﾔ 広島

5 3 404 安井　翔哉(5) 呉高専 *OA
ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛ 山口

6 4 513 倉本　比呂(1) 徳山高専

7m17

6m91 6m61 6m99 6m99

6m93 7m17 6m76

9m32

7m71 8m87 8m64 8m87

9m32 × 8m15

11m33

9m82 10m26 9m43 10m26

1回目 2回目 3回目 記録

10m93 11m33 ×

凡例  *OA:ジュニア年齢超過のため参考記録



 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            37m15     柴崎　　恭馬(広島・呉)                2008
大会記録(GR)                 37m15     柴崎　　恭馬(広島・呉)                2008(44回) 7月11日 13:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ 岡山

1 2 302 岡崎　巧実(5) 津山高専 AKR,GR,*OA

ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 広島

2 7 409 福永　亮輔(3) 呉高専
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 岡山

3 1 308 渡辺　侑(4) 津山高専
ｶｷﾉ ﾚｵ 広島

4 3 710 柿野　礼緒(3) 広島商船高専
ﾃﾗﾁ ﾕｳｷ 鳥取

5 9 101 寺地　裕紀(5) 米子高専 *OA
ｱｻﾀﾞ ｹｲﾀﾂ 鳥取

6 4 119 浅田　渓達(1) 米子高専
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 広島

7 8 717 中村　洸太(2) 広島商船高専
ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 島根

8 6 214 青木　俊博(2) 松江高専
ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛ 山口

9 5 513 倉本　比呂(1) 徳山高専

1回目 2回目 3回目 記録

〇

37m39 × 37m39

× × 32m63 32m63

× × 29m49 29m49

〇 〇

25m22 25m22

×

〇

25m02 25m02

20m97
〇

× 20m97

18m10
〇 〇

18m10

× 17m40
〇

17m40

14m33×

〇

14m33

凡例  AKR:中国高専記録 GR:大会記録 *OA:ジュニア年齢超過のため参考記録



 男子やり投(800g)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            60m93     遠藤　　広務(岡山・津山)              2015
大会記録(GR)                 56m59     遠藤　　広務(岡山・呉)                2015(51回) 7月11日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ 岡山

1 2 302 岡崎　巧実(5) 津山高専
ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｽｹ 鳥取

2 6 102 長谷川　颯介(5) 米子高専
ﾏﾂｵ ﾉﾘﾋﾛ 山口

3 4 504 松尾　紀洋(4) 徳山高専
ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ 島根

4 8 204 山岡　大晟(4) 松江高専
ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 広島

5 5 409 福永　亮輔(3) 呉高専
ｵｷﾊﾏ ｶﾂﾉﾘ 広島

6 3 702 沖濱　克紀(5) 広島商船高専
ｲﾅﾀ ﾊﾔﾄ 広島

7 1 714 稲田　駿登(2) 広島商船高専
ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

8 7 103 米田　大地(5) 米子高専

34m85

〇

18m47 × 18m47

〇

34m85 ×

37m99

〇

37m67
〇

37m67

〇

37m99
〇

45m71

39m77 × × 39m77

45m71
〇 〇

48m93

〇

45m79
〇

45m79

1回目 2回目 3回目 記録

〇 〇

48m93



 女子100m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            12.80     宗元　　早矢(岡山・津山)              2020
大会記録(GR)                 12.91     德浪　　慶恵(山口・徳山)              2012(48回) 7月11日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:0.0) 2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
ｵｵﾉ ｻﾗ 広島 ﾑﾈﾓﾄ ﾊﾔ 岡山

1 7 702 大野　紗来(2) 広島商船高専 13.58 1 7 301 宗元　早矢(3) 津山高専 12.81 GR
ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 島根 ﾔﾀﾞ ﾎﾉｶ 鳥取

2 5 202 石原　凜(1) 松江高専 13.98 2 6 102 矢田　ほのか(4) 米子高専 12.97
ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ 山口 ﾌｸｼﾏ ﾘﾉ 広島

3 6 509 森重　まお(2) 徳山高専 14.18 3 4 401 福嶋　梨乃(3) 呉高専 13.38
ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 岡山 ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

4 4 303 岡田　七海(2) 津山高専 14.79 4 3 505 岸田　帆乃佳(2) 徳山高専 13.42
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾗｲ 広島 ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ 鳥取

5 3 404 中村　望来(1) 呉高専 14.80 5 5 103 竹下　みらん(2) 米子高専 13.63

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

ﾑﾈﾓﾄ ﾊﾔ 岡山 GR
1 301 宗元　早矢(3) 津山高専 12.81 +0.3

ﾔﾀﾞ ﾎﾉｶ 鳥取

2 102 矢田　ほのか(4) 米子高専 12.97 +0.3
ﾌｸｼﾏ ﾘﾉ 広島

3 401 福嶋　梨乃(3) 呉高専 13.38 +0.3
ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

4 505 岸田　帆乃佳(2) 徳山高専 13.42 +0.3
ｵｵﾉ ｻﾗ 広島

5 702 大野　紗来(2) 広島商船高専 13.58 0.0
ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ 鳥取

6 103 竹下　みらん(2) 米子高専 13.63 +0.3
ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 島根

7 202 石原　凜(1) 松江高専 13.98 0.0
ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ 山口

8 509 森重　まお(2) 徳山高専 14.18 0.0

凡例  GR:大会記録



 女子200m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            26.41     宗元　　早矢(岡山・津山)              2020 7月11日 12:45 決　勝

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾉ ｻﾗ 広島

1 5 702 大野　紗来(2) 広島商船高専 27.52
ﾌｸｼﾏ ﾘﾉ 広島

2 6 401 福嶋　梨乃(3) 呉高専 27.63
ｲｼﾊﾗ ﾘﾝ 島根

3 8 202 石原　凜(1) 松江高専 29.16
ｷｸﾉ ｱｲｶ 山口

4 7 503 菊野　愛佳(3) 徳山高専 30.73
ﾌｸﾅｶﾞ ﾒｲ 山口

5 4 510 福永　芽依(1) 徳山高専 33.56



 女子800m
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)          2:23.91     坂本　　奈未(鳥取・米子)              2018
大会記録(GR)               2:26.08     坂本　　奈未(鳥取・米子)              2018(54回) 7月11日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾔ ｼｵﾘ 山口

1 4 507 福谷　汐梨(2) 徳山高専 2:42.62
ｳｴｷ ｶﾅﾀ 岡山

2 6 305 植木　かなた(1) 津山高専 2:44.24
ｱｶﾀﾞ ｻﾕ 広島

3 3 704 赤田　桜優(2) 広島商船高専 2:47.84
ｲｲﾉ ﾏﾅﾐ 島根

4 5 201 飯野　愛未(3) 松江高専 3:08.57
ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ 広島

5 8 402 瀧本　菜々子(2) 呉高専 3:12.33
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 山口

7 501 松村　美佑(5) 徳山高専 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



 女子4X100mR
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            52.17     矢田・亀居・妹原・竹下(鳥取・米子)    2020
大会記録(GR)                 53.35     矢田・亀居・妹原・島田(鳥取・米子)    2018(54回) 7月11日 15:00 決　勝

決　勝　

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 米子高専 104 佐々木　陽菜(1) ｻｻｷ ﾋﾅ 52.53 GR
(鳥取) 102 矢田　ほのか(4) ﾔﾀﾞ ﾎﾉｶ

103 竹下　みらん(2) ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ
101 妹原　七虹(5) ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ

2 6 徳山高専 509 森重　まお(2) ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ 53.70
(山口) 505 岸田　帆乃佳(2) ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ

506 林　真穂(2) ﾊﾔｼ ﾏﾎ
503 菊野　愛佳(3) ｷｸﾉ ｱｲｶ

3 5 津山高専 303 岡田　七海(2) ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 55.59
(岡山) 301 宗元　早矢(3) ﾑﾈﾓﾄ ﾊﾔ

305 植木　かなた(1) ｳｴｷ ｶﾅﾀ
304 江見　心(1) ｴﾐ ｺｺﾛ

4 7 呉高専 404 中村　望来(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾗｲ 56.85
(広島) 401 福嶋　梨乃(3) ﾌｸｼﾏ ﾘﾉ

403 森川　愛生(2) ﾓﾘｶﾜ ｱｵ
402 瀧本　菜々子(2) ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ

凡例  GR:大会記録



 女子走高跳
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)             1m56     齋田　　七海(山口・大島)              2014 7月11日 12:15 決　勝

決　勝　

ﾓﾘｶﾜ ｱｵ 広島 ○ － ○ × × ×

1 4 403 森川　愛生(2) 呉高専 1m45
ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口 － ○ × ○ × × ×

2 1 506 林　真穂(2) 徳山高専 1m45
ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ 広島 ○ × ○ × × ×

3 2 402 瀧本　菜々子(2) 呉高専 1m40
ｴﾐ ｺｺﾛ 岡山 × × ○ × × ×

4 3 304 江見　心(1) 津山高専 1m35

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35 1m40 1m45 1m50

記録 ｺﾒﾝﾄ



 女子走幅跳
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)             5m35     清水　　美咲(山口・徳山)              2012
大会記録(GR)                  5m27     西岡　　静江(広島・呉)                1996(32回) 7月11日 13:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥取

1 1 101 妹原　七虹(5) 米子高専
ｳﾙｼﾏ ｾｲﾅ 山口

2 2 504 宇留島　聖奈(2) 徳山高専
ﾓﾘｶﾜ ｱｵ 広島

3 3 403 森川　愛生(2) 呉高専 -0.3 -0.5 -1.1 -0.3

+1.4 -1.1 +1.4
3m88 3m75 3m77 3m88

+1.3 +0.1 -0.7 +0.1
4m58 × 4m44 4m58

1回目 2回目 3回目 記録

4m55 4m70 4m64 4m70



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            10m49     河村　　衣莉(山口・徳山)              2010
大会記録(GR)                 10m49     河村　　衣莉(山口・徳山)              2010(46回) 7月11日 12:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口

1 5 506 林　真穂(2) 徳山高専
ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 山口

2 1 508 村上　カンナ(2) 徳山高専
ﾌｼﾞｲ ﾐｻ 山口

3 2 801 藤井　美紗(5) 大島商船高専
ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾊ 広島

4 4 703 富永　一葉(2) 広島商船高専
ﾑｶｲﾔﾏ ﾚｲ 広島

3 701 向山　麗(5) 広島商船高専 DNS

1回目 2回目 3回目 記録

8m01 7m50 8m95 8m95

8m04 8m21 × 8m21

× 7m19 × 7m19

6m57 7m00 5m99 7m00

凡例  DNS:欠場



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：元廣　修

記録主任：松本　浩介

中国高専記録(AKR)            29m00     薮原　　有綺(鳥取・米子)              2012 7月11日 13:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾊ 広島

1 1 703 富永　一葉(2) 広島商船高専
ﾌｼﾞｲ ﾐｻ 山口

2 2 801 藤井　美紗(5) 大島商船高専
ｺﾝﾄﾞｳ ﾗﾗ 広島

3 3 705 近藤　楽々(1) 広島商船高専 14m3114m31 ×

〇

20m48

20m02 ×

〇

20m02

1回目 2回目 3回目 記録

〇 〇

20m48


