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■期日/ 2022年5月14日(土）

■場所/ 広島経済大学陸上競技場
（344120）

広島経済大学記録会（第3回）

22340333



男子100m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:+1.0) 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

ｾｲﾘｷ ｹｲ ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ

1 4 922 勢力　奎 ASﾌｸﾔﾏ 10.72 1 5 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 11.13
ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ

2 3 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.84 2 3 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 11.25
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ

3 1 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 10.95 3 4 141 柳川　瑛太(1) 基町 11.44
ﾐｿﾞﾀ ｼｭﾝﾏ ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

4 5 2120 溝田　峻万(3) 広大附 10.97 4 6 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.50
ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ ｲﾅﾀﾞ ｹｲ

5 6 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 11.07 5 2 1726 稲田　桂 広島市中体連 11.92
ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ ｸｻｶ ｻﾂｷ

2 1353 村上　瑛希(3) 広島経済大 DNS 1 1366 日下　颯輝(2) 広島経済大 DNS

3組 (風:+0.6) 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

ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

1 5 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 11.05 1 6 1975 植田　光紀(1) 広島経済大 11.20
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ

2 4 1971 桝平　二郎(1) 広島経済大 11.39 2 2 1351 高原　輝(2) 広島経済大 11.54
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ

3 3 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.43 3 3 1368 宮本　祐輔(2) 広島経済大 11.69
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

4 6 1970 岡本　開登(1) 広島経済大 11.69 4 4 1365 山口　誠人(2) 広島経済大 11.80
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

2 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 DNS 5 2147 橋本　和磨(3) 広大附 DNS

5組 (風:+1.6) 6組 (風:+3.7)

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

ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ

1 2 1977 岡崎　雅大(1) 広島経済大 11.99 1 5 238 長石　克誠(1) 基町 11.71
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

2 6 778 新谷　哲也 鶴学園クラブ 12.23 2 2 1968 石本　涼太(1) 広島経済大 11.72
ｽｷﾞﾀ ｳｷｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

3 4 6916 杉田　侑京(3) 福山大門 12.25 3 6 918 松本　茂 ASﾌｸﾔﾏ 11.87
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ

4 3 1734 末吉　和樹(3) 広島市工 12.63 4 4 1052 田中　虎太郎(2) 広大附 12.02
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ ｵｶﾞﾀ ｺｳｾｲ

5 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 DNS 5 3 1736 緒方　公星(3) 広島市工 12.06

7組 (風:-0.5) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ ｾｲﾘｷ ｹｲ

1 5 1196 山口　太陽(2) 広島大 12.06 1 922 勢力　奎 ASﾌｸﾔﾏ 10.72 +1.0
ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷﾛｳ ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ

2 2 1228 長岡　翔喜郎(2) 広島市工 12.50 2 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.84 +1.0
ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ｻｲﾄｳ ｴｲｷ

3 6 302 香川　佑太(1) 広大附 12.60 3 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 10.95 +1.0
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾐｿﾞﾀ ｼｭﾝﾏ

4 3 1224 中川　裕登(2) 広島市工 12.79 4 2120 溝田　峻万(3) 広大附 10.97 +1.0
ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

5 4 1043 小川　雅大(2) 府中東 13.52 5 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 11.05 +0.6
ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ

6 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 11.07 +1.0
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ

7 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 11.13 -0.9
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

8 1975 植田　光紀(1) 広島経済大 11.20 -0.1

凡例  DNS:欠場



 男子100m　第2レース
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-0.9) 2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

ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

1 3 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.94 1 3 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.45
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ

2 1 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.12 2 2 1351 高原　輝(2) 広島経済大 11.65
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ

3 5 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 11.13 3 1 1368 宮本　祐輔(2) 広島経済大 11.74
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ ﾓﾛｲ ｼｵﾝ

4 4 141 柳川　瑛太(1) 基町 11.32 4 6 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 11.81
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

5 2 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 11.34 5 4 1365 山口　誠人(2) 広島経済大 11.89
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ

6 6 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.53 6 5 1977 岡崎　雅大(1) 広島経済大 12.16

3組 (風:+1.0) 4組 (風:+0.4)

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

ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

1 2 1968 石本　涼太(1) 広島経済大 11.79 1 6 302 香川　佑太(1) 広大附 12.44
ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ

2 4 1052 田中　虎太郎(2) 広大附 12.19 2 3 1224 中川　裕登(2) 広島市工 12.53
ｵｶﾞﾀ ｺｳｾｲ ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

3 3 1736 緒方　公星(3) 広島市工 12.21 3 4 1043 小川　雅大(2) 府中東 13.82
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ

4 1 778 新谷　哲也 鶴学園クラブ 12.50

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

ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ

1 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.94 -0.9
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ

2 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.12 -0.9
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ

3 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 11.13 -0.9
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ

4 141 柳川　瑛太(1) 基町 11.32 -0.9
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ

5 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 11.34 -0.9
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

6 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.45 -0.5
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

7 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.53 -0.9
ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ

8 1351 高原　輝(2) 広島経済大 11.65 -0.5



男子400m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 16:15 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

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

1 2 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 49.37 1 2 1360 西川　正真(3) 広島経済大 52.75
ｽｴｷ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

2 1 1350 末木　拓生(4) 広島経済大 49.88 2 3 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 53.14
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

3 4 331 黒田　遥太(4) 至学館大 51.29 3 1 1969 上村　大輝(1) 広島経済大 53.70
ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ

3 1353 村上　瑛希(3) 広島経済大 DNS 4 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 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

ｻｲﾄｳ ｴｲｷ ﾓﾛｲ ｼｵﾝ

1 3 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 52.45 1 3 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 53.13
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

2 4 1365 山口　誠人(2) 広島経済大 54.04 2 2 1975 植田　光紀(1) 広島経済大 53.32
ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷﾛｳ

3 2 1052 田中　虎太郎(2) 広大附 54.35 3 4 1228 長岡　翔喜郎(2) 広島市工 58.33

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

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ

1 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 49.37
ｽｴｷ ﾋﾛｷ

2 1350 末木　拓生(4) 広島経済大 49.88
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ

3 331 黒田　遥太(4) 至学館大 51.29
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ

4 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 52.45
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

5 1360 西川　正真(3) 広島経済大 52.75
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ

6 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 53.13
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

7 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 53.14
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

8 1975 植田　光紀(1) 広島経済大 53.32

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 15:05 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

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ ｴｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ

1 3 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:48.17 1 4 2086 江崎　琉哉 廿日市市陸協 1:58.67
ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ

2 1 1387 東　秀太(1) 広島経済大 1:49.12 2 5 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 1:59.06
ﾅｶｿﾞﾉ ｴｲｼﾞ ﾊﾏﾀﾞ ｶｲｷ

3 7 1156 中薗　映児(4) 広島大 1:54.04 3 7 1179 濱田　海輝(3) 広島大 1:59.25
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

4 2 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 1:56.80 4 6 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 1:59.80
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ ﾆｲﾐ ﾏｻｼ

5 6 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 1:58.25 5 1 1489 新見　雅志 トップギア広島 2:03.83
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ

6 5 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 2:10.88 2 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 DNS
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ

7 4 1014 秋田　隆之介(2) 呉高専 2:12.70 3 331 黒田　遥太(4) 至学館大 DNS

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

ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ

1 3 4421 保田　知哉 C&R広島 2:06.58 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:48.17
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ

2 2 2469 吉田　直樹 安芸郡陸協 2:06.60 2 1387 東　秀太(1) 広島経済大 1:49.12
ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾅｶｿﾞﾉ ｴｲｼﾞ

3 4 1076 若松　遼大郎(4) 福山平成大 2:06.96 3 1156 中薗　映児(4) 広島大 1:54.04
ｸｻﾓﾄ ｶｲﾘｭｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ

4 6 1767 草本　快竜(3) 広島市立大 2:07.83 4 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 1:56.80
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ

5 5 2150 池田　遥輝(1) 広島市立大 2:09.33 5 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 1:58.25
ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ ｴｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ

6 7 6914 藤井　啓太(3) 福山大門 2:17.52 6 2086 江崎　琉哉 廿日市市陸協 1:58.67
ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ

7 1 1043 小川　雅大(2) 府中東 2:17.54 7 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 1:59.06
ﾊﾏﾀﾞ ｶｲｷ

8 1179 濱田　海輝(3) 広島大 1:59.25

凡例  DNS:欠場



男子3000m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 17:15 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

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ

1 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 8:49.46 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 8:49.46
ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ

2 4 1387 東　秀太(1) 広島経済大 8:51.04 2 1387 東　秀太(1) 広島経済大 8:51.04
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ

3 5 2017 平野　寛治(3) 基町 8:55.63 3 2017 平野　寛治(3) 基町 8:55.63
ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ

4 2 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 8:59.22 4 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 8:59.22
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

5 6 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 9:07.28 5 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 9:07.28
ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ

6 8 2019 弘中　良英(3) 基町 9:41.55 6 2019 弘中　良英(3) 基町 9:41.55
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｷﾀ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｷﾀ

7 10 4632 杉山　力太 長門市陸協 9:43.60 7 4632 杉山　力太 長門市陸協 9:43.60
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

8 14 31 隅田　健一朗(1) 基町 9:45.94 8 31 隅田　健一朗(1) 基町 9:45.94
ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ

9 13 1483 平田　竜一 トップギア広島 9:46.24
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ

10 3 2469 吉田　直樹 安芸郡陸協 9:51.96
ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ

11 11 1470 吉見　健太 トップギア広島 9:52.78
ｺﾏﾙ ﾄｳｹﾞﾝ

12 9 6911 小丸　統玄(3) 福山大門 10:00.74

ﾐﾎ ｿｳﾀﾛｳ

13 12 236 三歩　蒼太郎(1) 基町 10:03.72

ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ

14 15 1499 河野　裕介 トップギア広島 10:08.56

ﾋﾔﾏ ｶﾂﾋｺ

15 16 1487 桧山　勝彦 トップギア広島 10:15.88

ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ

16 20 1216 田中　蒼一郎(3) 広島大 10:22.58

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ

17 21 1180 萩原　悠星(2) 基町 10:23.35

ﾏｴﾅｶﾞ ｱｵﾄ

18 7 237 前永　蒼登(1) 基町 10:24.36

ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ

19 18 1183 六拾部　翔太(2) 基町 10:42.33

ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

20 17 1014 秋田　隆之介(2) 呉高専 10:44.97

ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ

21 19 235 岡島　優芯(1) 基町 10:45.05



男子4X100mR
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 17:35 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 4 基町 2021 上門　建翔(3) ｶﾐｶﾄﾞ ｹﾝﾄ 45.01

141 柳川　瑛太(1) ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ

1184 德川　圭佑(2) ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

238 長石　克誠(1) ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ

2 3 広島市工 1734 末吉　和樹(3) ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 47.71

1736 緒方　公星(3) ｵｶﾞﾀ ｺｳｾｲ

1228 長岡　翔喜郎(2) ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷﾛｳ

1224 中川　裕登(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ



男子走高跳
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:00 決　勝

決　勝　

ｲﾅﾀﾞ ｹｲ － － － － ○ ○ × × ×

1 4 1726 稲田　桂 広島市中体連 1m80
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ ○ ○ ○ ○ － × ○ r

2 3 1370 田原　啓伍(2) 広島経済大 1m80
ｵｶﾊﾗ ﾕｳｷ － － － × × ○ × × ○ × × ○ × r

3 1 1226 岡原　憂樹(2) 広島市工 1m80
ｶﾞﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

2 466 鴈田　孝広 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m55 1m60 1m70 1m75 1m80 1m85

凡例  DNS:欠場



男子走幅跳
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 15:00 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

ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ × × 7m28 × × 7m06 7m28
1 1 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 -0.3 -0.3 -0.3

ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ 6m68 × 6m85 × 6m73 × 6m85
2 2 1352 大坪　恭也(3) 広島経済大 -0.7 +0.1 -1.5 +0.1

ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 6m36 － － － － － 6m36
3 3 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 +0.8 +0.8

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 6m07 5m89 6m27 6m02 × 6m18 6m27
4 5 1196 山口　太陽(2) 広島大 -0.9 -2.5 0.0 -2.9 -1.2 0.0

ｸﾗﾀ ｸﾘｭｳ × × 5m70 6m24 6m03 × 6m24
5 4 1354 倉田　久瑠(3) 広島経済大 +0.7 -1.4 -0.8 -1.4

ｲｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 5m94 6m00 5m89 6m15 5m90 6m23 6m23
6 6 1197 井内　大輔(2) 広島大 0.0 -1.5 -1.8 -1.9 -0.6 -1.0 -1.0

ｻﾉ ﾕｳﾀ 5m83 5m62 5m78 × 5m70 5m81 5m83
7 7 1976 佐野　悠太(1) 広島経済大 0.0 -2.3 -0.4 -2.3 -0.8 0.0

ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 5m29 × × × × × 5m29
8 8 778 新谷　哲也 鶴学園クラブ -0.7 -0.7

男子三段跳
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:00 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

ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ 13m54 × × 13m30 × 13m54 13m54
1 1 1359 隅田　拓真(3) 広島経済大 +1.1 -0.5 +0.6 +1.1



女子100m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+1.7)

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

ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ ﾐﾂｲ ﾓﾓｴ

1 4 1333 松村　萌花(1) 広島大 12.70 1 4 1274 三井　百萌(3) 広大附 14.17
ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ ｺｳﾉ ﾋｶﾘ

2 5 1143 叶谷　結菜(3) 広島経済大 13.01 2 3 6912 河野　光(3) 福山大門 14.39
ｾｲﾐﾔ ﾅﾂｷ ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ

3 3 1093 清宮　夏生(3) 広島大 13.46 3 2 660 上廣　彩香(2) 広大附 14.77
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ ﾅｶｲｴ ﾚｲ

4 2 1106 安藤　うみ(M1) 広島文化学園大 13.76 4 5 166 中家　麗(1) 基町 14.83

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

ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ

1 1333 松村　萌花(1) 広島大 12.70 +1.3
ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ

2 1143 叶谷　結菜(3) 広島経済大 13.01 +1.3
ｾｲﾐﾔ ﾅﾂｷ

3 1093 清宮　夏生(3) 広島大 13.46 +1.3
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ

4 1106 安藤　うみ(M1) 広島文化学園大 13.76 +1.3
ﾐﾂｲ ﾓﾓｴ

5 1274 三井　百萌(3) 広大附 14.17 +1.7
ｺｳﾉ ﾋｶﾘ

6 6912 河野　光(3) 福山大門 14.39 +1.7
ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ

7 660 上廣　彩香(2) 広大附 14.77 +1.7
ﾅｶｲｴ ﾚｲ

8 166 中家　麗(1) 基町 14.83 +1.7

 女子100m　第2レース
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+1.5) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ

1 4 1333 松村　萌花(1) 広島大 12.79 1 1333 松村　萌花(1) 広島大 12.79 +1.5
ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ

2 5 1143 叶谷　結菜(3) 広島経済大 12.96 2 1143 叶谷　結菜(3) 広島経済大 12.96 +1.5
ﾐﾂｲ ﾓﾓｴ ﾐﾂｲ ﾓﾓｴ

3 3 1274 三井　百萌(3) 広大附 14.13 3 1274 三井　百萌(3) 広大附 14.13 +1.5



女子400m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 16:00 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

ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｲﾘ ﾄﾖｼﾏ ｱﾔｶ

1 4 1334 友永　愛璃(1) 広島大 1:03.89 1 3 1103 豊嶋　彩花(3) 広島大 1:04.38
ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ ﾄﾞｲ ﾕｳ

2 1 1258 北向　菜々(3) 基町 1:06.44 2 2 710 土井　悠羽(2) 基町 1:06.39
ｶﾜﾉ ﾕﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ

3 2 709 川野　柚奈(2) 基町 1:07.02 3 4 711 山本　怜奈(2) 基町 1:07.30
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ

3 1106 安藤　うみ(M1) 広島文化学園大 DNS

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

ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｲﾘ

1 4 713 平原　瑚心(2) 基町 1:10.48 1 1334 友永　愛璃(1) 広島大 1:03.89
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ ﾄﾖｼﾏ ｱﾔｶ

2 3 831 持永　入香(2) 基町 1:12.98 2 1103 豊嶋　彩花(3) 広島大 1:04.38
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ ﾄﾞｲ ﾕｳ

2 714 立川　未夢(2) 基町 DNS 3 710 土井　悠羽(2) 基町 1:06.39
ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ

4 1258 北向　菜々(3) 基町 1:06.44
ｶﾜﾉ ﾕﾅ

5 709 川野　柚奈(2) 基町 1:07.02
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ

6 711 山本　怜奈(2) 基町 1:07.30
ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ

7 713 平原　瑚心(2) 基町 1:10.48
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ

8 831 持永　入香(2) 基町 1:12.98

凡例  DNS:欠場



女子800m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 15:00 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 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

ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ

1 4 164 永田　梨奈(1) 基町 2:37.81 1 164 永田　梨奈(1) 基町 2:37.81
ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ

2 3 163 當具　里菜(1) 基町 2:45.41 2 163 當具　里菜(1) 基町 2:45.41
ﾅｶｵｶ ｽｽﾞﾅ ﾅｶｵｶ ｽｽﾞﾅ

3 2 130 中岡　鈴菜(1) 府中東 3:15.00 3 130 中岡　鈴菜(1) 府中東 3:15.00
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ

1 711 山本　怜奈(2) 基町 DNS

凡例  DNS:欠場



女子3000m
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 17:00 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

ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ

1 6 1257 河口　葵音(3) 基町 11:15.75 1 1257 河口　葵音(3) 基町 11:15.75

ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ

2 3 711 山本　怜奈(2) 基町 11:16.31 2 711 山本　怜奈(2) 基町 11:16.31

ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｷ ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｷ

3 5 1263 水越　真咲(3) 基町 12:06.99 3 1263 水越　真咲(3) 基町 12:06.99

ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ

4 4 1262 松木　七海(3) 基町 12:15.90 4 1262 松木　七海(3) 基町 12:15.90

ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ

5 1 831 持永　入香(2) 基町 12:54.62 5 831 持永　入香(2) 基町 12:54.62

ｸﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ ｸﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ

6 2 1260 熊本　実莉(3) 基町 13:10.84 6 1260 熊本　実莉(3) 基町 13:10.84



女子4X100mR
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 17:30 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 基町A 713 平原　瑚心(2) ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 51.75

1261 大神　彩希(3) ｵｵｶﾞﾐ ｱｷ

709 川野　柚奈(2) ｶﾜﾉ ﾕﾅ

1259 岸　萌々花(3) ｷｼ ﾓﾓｶ

2 4 基町 714 立川　未夢(2) ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 56.73

710 土井　悠羽(2) ﾄﾞｲ ﾕｳ

715 八幡　有美(2) ﾔﾊﾀ ﾕﾐ

166 中家　麗(1) ﾅｶｲｴ ﾚｲ



女子走高跳
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:00 決　勝

決　勝　

ｾｲﾐﾔ ﾅﾂｷ － － － － ○ ○ × × ×

1 1 1093 清宮　夏生(3) 広島大 1m33
ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ ○ ○ ○ × × ×

2 3 660 上廣　彩香(2) 広大附 1m21
ﾉﾑﾗ ﾐｳ

2 1147 野村　美羽(2) 広島経済大 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m18 1m21 1m24 1m30 1m33 1m36

凡例  DNS:欠場



女子走幅跳
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 15:00 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

ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ 5m09 × － 5m22 × × 5m22
1 1 1333 松村　萌花(1) 広島大 0.0 -1.3 -1.3

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ × 5m13 × × 5m10 5m09 5m13
2 3 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 -1.6 -1.5 -1.1 -1.6

ｼﾝﾐﾂ ｻﾔ × × 4m73 3m48 × 4m94 4m94
3 2 1088 新満　沙也(4) 広島大 +0.1 -0.5 +0.5 +0.5

ｾｲﾐﾔ ﾅﾂｷ × 4m80 4m67 4m60 4m25 × 4m80
4 4 1093 清宮　夏生(3) 広島大 -0.9 -1.9 0.0 -2.3 -0.9

ﾐﾂｲ ﾓﾓｴ 4m49 4m41 × 4m43 4m29 4m27 4m49
5 6 1274 三井　百萌(3) 広大附 -3.0 -0.7 -0.5 -0.6 -0.1 -3.0

ﾅｶｲｴ ﾚｲ 4m38 4m11 4m24 4m19 × × 4m38
6 7 166 中家　麗(1) 基町 -2.6 -0.8 -2.6 -0.7 -2.6

ﾉﾑﾗ ﾐｳ × 4m14 3m47 × × × 4m14
7 11 1147 野村　美羽(2) 広島経済大 -1.0 -0.8 -1.0

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ × 4m12 3m15 4m12 × 4m10 4m12
8 5 714 立川　未夢(2) 基町 -1.7 -0.7 -0.7 -0.8 -1.7

ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 4m00 × × 4m00
9 8 715 八幡　有美(2) 基町 -2.0 -2.0

ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ 3m61 3m07 3m82 3m82
10 10 660 上廣　彩香(2) 広大附 -1.5 -0.6 -0.8 -0.8

ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 3m71 × × 3m71
11 9 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 -0.7 -0.7

女子三段跳
審 判 長：

記録主任：秋山　定之

5月14日 14:00 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

ﾄﾖｼﾏ ｱﾔｶ 10m63 × 10m69 10m46 × 10m90 10m90
1 4 1103 豊嶋　彩花(3) 広島大 +2.3 +0.9 -3.7 0.0 0.0

ｼﾝﾐﾂ ｻﾔ 10m08 10m24 10m61 10m37 10m45 × 10m61
2 1 1088 新満　沙也(4) 広島大 -1.1 +0.8 0.0 -1.2 +0.4 0.0

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ

2 714 立川　未夢(2) 基町 DNS
ﾔﾊﾀ ﾕﾐ

3 715 八幡　有美(2) 基町 DNS


