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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/10/8 14:00 晴 23.0 44.0 北東 3.0

15:00 晴 23.0 42.0 北東 1.0
16:00 晴 22.0 44.0 北東 1.0
17:00 晴 21.0 48.0 北東 0.5
18:00 晴 19.0 52.0 北東 0.5

■期日/ 2022年10月8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6回）

22340336



トラック審判長  中野　　繁
跳躍審判長  中野　　繁
記 録 主 任 秋山　定之

日付 種目

山本　匠真(2) 10.77(-1.1) 税所　宏斗(3) 10.82(-0.2) 岡田　翼(1) 11.11(-1.1) 齊藤　栄輝(4) 11.17(-1.1) 渡邊　和哉(3) 11.19(-0.2) 倉田　匠 11.27(-0.2) 吉田　健作 11.34(-1.1)

広　島・広島大 岡　山・広島経済大 広　島・広島経済大 岡　山・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・ｗｅｎｚｉＡＣ 広　島・PEACE AC

樋口　聡一(2) 11.27(-1.1) 渡邊　隆喜(3) 11.34(-1.1)

広　島・広島国際学院 広　島・東広島松賀

税所　宏斗(3) 10.78(+1.3) 山中　瑞己(1) 11.22(+1.0) 樋口　聡一(2) 11.23(+1.0) 渡邊　隆喜(3) 11.34(+1.0) 坂倉　貫太(M1) 11.37(+1.3) 西川　正真(3) 11.38(+1.3) 吉田　健作 11.41(+1.0)

岡　山・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・広島国際学院 広　島・東広島松賀 香　川・広島大 広　島・広島経済大 広　島・PEACE AC

山本　匠真(2) 10.78(+1.0)

広　島・広島大

小藤　嵐(4) 22.10(+1.6) 渡邊　和哉(3) 22.48(+0.6) 岡田　翼(1) 22.56(+0.6) 藤井　雄大(1) 22.70(+0.8) 山中　瑞己(1) 22.80(+0.8) 西川　正真(3) 22.86(+1.6) 樋口　聡一(2) 23.02(+0.8) 桑野　寛大(2) 23.10(+0.6)

岡　山・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 広　島・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・広島国際学院 香　川・広島経済大

山﨑　優希(4) 1:50.96 依田　祥吾 1:56.46 小野　貴斗(1) 1:57.06 上野　綾汰(2) 1:57.83 小松　颯翔(2) 1:58.62 沖本　陸(3) 2:00.27 定常　颯太(4) 2:00.66 長谷川　凌央(2) 2:01.31

兵　庫・広島経済大 広　島・鶴学園クラブ 兵　庫・広島経済大 兵　庫・広島大 山　口・広島経済大 広　島・宮島工 鳥　取・広島大 岡　山・広島経済大

小野　貴斗(1) 3:58.69 長谷川　凌央(2) 4:15.85 小松　颯翔(2) 4:20.90 山﨑　優希(4) 4:21.96 坂井　杏輔(1) 4:26.25 長谷川　翔央(2) 4:35.33

兵　庫・広島経済大 岡　山・広島経済大 山　口・広島経済大 兵　庫・広島経済大 徳　島・広島経済大 岡　山・広島経済大

福永　恭平(4) 14:26.93 竹平　奏太(4) 14:28.33 東　秀太(1) 14:33.47 藤井　奏汰(1) 14:37.50 田辺　豊(1) 14:39.40 板谷　和磨(1) 14:44.00 淺野　鴻之介(3) 14:59.15 横田　吏功(3) 14:59.43

兵　庫・広島経済大 広　島・広島経済大 兵　庫・広島経済大 岡　山・広島経済大 鳥　取・広島経済大 兵　庫・広島経済大 岡　山・広島経済大 兵　庫・広島経済大

中高下　達己(2) 12m76(-0.3) 竹中　隼人(1) 12m11(-1.1) 本池　潔 11m86(-1.7) 三宅　貫太(1) 11m26(-1.4)

広　島・広島工大高 広　島・広島国際学院 広　島・マスターズ広島 広　島・広島経済大

桐木　紳吾 2m00 楠元　亮太(3) 1m75 笹浪　翔琉(1) 1m70 佐野　悠太(1) 1m70 竹内　蒼竜(2) 1m70 野尻　翔英 1m60 佐藤　宏幸 1m55

広　島・鶴学園クラブ 鹿児島・広島大 広　島・広島工大高 愛　媛・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・ミライヘ 広　島・基町ＡＣ

田原　啓伍(2) 1m70

岡　山・広島経済大

小藤　嵐(4) 7m17(-0.5) 倉田　匠 7m05(-0.3) 小林　祐大(2) 6m67(-0.5) 鍛冶元　結(3) 6m49(+0.2) 谷　和幸(4) 6m24(-0.1) 竹内　蒼竜(2) 6m12(-0.1) 越島　福人(4) 6m10(-1.1) 松井　聡士 6m09(-1.8)

岡　山・広島経済大 広　島・ｗｅｎｚｉＡＣ 広　島・福山平成大 広　島・広島経済大 岡　山・広島経済大 広　島・広島経済大 福　岡・広島大 広　島・東広島ＴＦＣ

伏見　藍衣(2) 12.83(+1.1) 西村　未空(1) 12.92(+1.1) 寺西　真莉恵 13.15(+1.1) 山本　咲(1) 13.25(+1.1) 福士　依舞(3) 13.28(+1.4) 平原　瑚心(2) 13.75(+1.4) 植田　妃富(1) 14.22(+0.7) 岡田　沙代(1) 14.71(+0.7)

広　島・広島国際学院 広　島・広島工大高 広　島・ASﾌｸﾔﾏ 広　島・広島工大高 広　島・広島経済大 広　島・基町 広　島・広島宇品 広　島・広島宇品

伏見　藍衣(2) 26.80(0.0) 福士　依舞(3) 26.97(0.0) 藤原　めい(4) 27.40(0.0) 平原　瑚心(2) 29.05(0.0) 植田　妃富(1) 30.19(+1.4)

広　島・広島国際学院 広　島・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・基町 広　島・広島宇品

松岡　理子(3) 2:32.56 持永　入香(2) 2:51.86

広　島・広島城南 広　島・基町

行田　歩直(2) 10:45.24 山本　怜奈(2) 11:08.48 松岡　理子(3) 11:25.92 熊野　夢愛(3) 11:29.03 前長　若葉(2) 11:34.65 織田　彩見(1) 11:36.99 木村　飛華(1) 12:17.76 瀬戸垣内　七海(1) 13:49.35

広　島・千代田 広　島・基町 広　島・広島城南 広　島・広島宇品 広　島・千代田 広　島・千代田 広　島・千代田 広　島・瀬戸内

新満　沙也(4) 10m17(+0.7) 中家　麗(1) 9m48(-0.4)

広　島・広島大 広　島・基町

打猶　美帆(4) 1m40 清宮　夏生(3) 1m35 有田　釈那(1) 1m35 小村　文乃(1) 1m20

広　島・広島大 兵　庫・広島大 広　島・瀬戸内 宮　崎・広島大

藤原　めい(4) 5m12(-0.4) 新満　沙也(4) 4m79(-0.3) 清宮　夏生(3) 4m65(-1.4) 小村　文乃(1) 4m55(-0.1) 中家　麗(1) 4m42(-0.2) 野村　美羽(2) 4m25(-1.5) 立川　未夢(2) 4m05(-0.5)

広　島・広島経済大 広　島・広島大 兵　庫・広島大 宮　崎・広島大 広　島・基町 愛　媛・広島経済大 広　島・基町

凡例 

10月8日 一般女子走幅跳

10月8日 一般女子3000m

10月8日 一般女子三段跳

10月8日 一般女子走高跳

10月8日 一般女子100m

10月8日 一般女子200m

10月8日 一般女子800m

10月8日 一般男子三段跳

10月8日 一般男子走高跳

10月8日 一般男子走幅跳

10月8日 一般男子800m

10月8日 一般男子1500m

10月8日 一般男子5000m

8位

10月8日 一般男子100m

10月8日 一般男子100m（2）

10月8日 一般男子200m

第6回広島経済大学記録会 【22340336】
広島経済大学陸上競技場 【344120】
2022/10/08 ～ 2022/10/08

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



一般男子100m
10月8日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-0.2)

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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 広　島 ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山

1 4 1187 山本　匠真(2) 広島大 10.77 1 4 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 10.82
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広　島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

2 6 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 11.11 2 6 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 11.19
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広　島

3 2 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.17 3 1 1065 倉田　匠 ｗｅｎｚｉＡＣ 11.27
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島 ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島

4 5 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 11.27 4 3 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.38
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島

5 1 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.34 4 5 1082 小林　祐大(2) 福山平成大 11.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ 広　島 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島

5 3 4703 渡邊　隆喜(3) 東広島松賀 11.34 6 2 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 11.56

3組 (風:+0.6) 4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

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 広　島 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口

1 2 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 11.37 1 6 1970 岡本　開登(1) 広島経済大 11.50
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 香　川 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛

2 4 1210 坂倉　貫太(M1) 広島大 11.41 2 3 1361 二神　翔吾(2) 広島経済大 11.66
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 広　島

3 3 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.52 3 4 1365 山口　誠人(2) 広島経済大 11.78
ｵｵｶﾜ ﾚﾝｼﾞ 広　島 ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島

4 6 113 大川　恋次(1) 広島工大高 11.66 4 5 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 11.80
ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 広　島 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 広　島

5 5 1972 三宅　貫太(1) 広島経済大 11.82 5 2 116 富山　大志(1) 広島工大高 11.84
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 広　島 ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 広　島

1 1891 二神　翔雅(1) 福山平成大 DNS 1 1596 荒谷　修平(4) 駿河台大 DNS

5組 (風:+0.6) 6組 (風:+0.2)

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

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島 ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山　口

1 4 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 11.40 1 6 1348 手嶋　大樹(4) 広島経済大 11.63
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

2 5 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 11.76 2 4 1364 菊本　悠斗(2) 広島経済大 11.87
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広　島 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 宮　崎

3 3 1968 石本　涼太(1) 広島経済大 11.80 3 3 1196 山口　太陽(2) 広島大 11.92
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 広　島 ｶｹﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ 広　島

4 1 2067 亀井　颯太(1) 広島修道大 11.84 4 2 4701 掛谷　林太郎(3) 東広島松賀 11.99
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛　媛 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾔ 広　島

5 2 1368 宮本　祐輔(2) 広島経済大 11.88 5 5 119 松浦　直哉(1) 広島工大高 12.04
ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 広　島 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｼﾞ 広　島

6 6 926 内田　拓海 ASﾌｸﾔﾏ 12.08 6 1 1126 下田　幸史 広島ＳＡＣ 12.13

7組 (風:-0.3) 8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

ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 広　島 ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ 広　島

1 6 3818 松井　聡士 東広島ＴＦＣ 12.39 1 4 1766 竹本　陸(3) 広島市立大 12.52
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島 ｵｼﾀ ﾕﾒﾄ 広　島

2 3 649 河村　明慶 鶴学園クラブ 12.42 2 2 3616 尾下　夢叶(1) 呉東畑 12.88
ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｵﾄ 広　島 ｽﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 広　島

3 4 1792 玉川　葵仁(3) 瀬戸内 12.49 3 1 1002 住吉　優太(2) 瀬戸内 13.05
ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ｺｳｷ 広　島 ｼﾓﾀﾞ ﾌｳ 広　島

4 2 208 城ヶ﨑　洸喜(1) 瀬戸内 12.74 4 6 1001 下田　楓(2) 瀬戸内 13.25
ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ 広　島 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 広　島

5 1 1327 山下　泰永 黄金山ＡＣ 12.83 5 5 1043 小川　雅大(2) 府中東 13.75
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 広　島

5 1765 藤澤　真聡(4) 広島市立大 DNS 3 1905 佐藤　宏幸 基町ＡＣ DNS

9組 (風:+0.9) 10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

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ 広　島

1 5 2177 近藤　大斗(1) 広島大 12.60 1 1 1244 小林　弘迪(2) 広島文化学園大 11.95
ﾔｼｷﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 広　島 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 広　島

2 4 962 屋敷田　恭一(2) 瀬戸内 12.87 2 5 1220 宮崎　亘(5) 広島大 13.04
ﾀﾊﾞﾀ ｺﾊｸ 広　島 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 広　島

3 1 675 田畑　琥舶(1) 広島宇品 12.97 3 2 4056 山口　健司 マスターズ広島 13.92
ｵｸｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 兵　庫 ｶﾔ ｹｲｺﾞ 広　島

4 6 1213 奥垣　智仁(3) 広島大 13.38 4 3 672 賀谷　慶吾(1) 広島宇品 14.75
ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 長　崎 ｵｷﾀ ｼｮｳﾏ 広　島

5 2 1216 田中　蒼一郎(3) 広島大 13.50 5 4 10700 沖田　翔海(1) 広島宇品 15.99
ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ 広　島 ｽｴﾑﾈ ﾘｮｳﾏ 広　島

6 3 1123 角本　翔 広島ＳＡＣ 13.62 6 6 681 末宗　竜馬(1) 広島宇品 16.72

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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 広　島

1 1187 山本　匠真(2) 広島大 10.77 -1.1
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山

2 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 10.82 -0.2
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広　島

3 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 11.11 -1.1
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山

4 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.17 -1.1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

5 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 11.19 -0.2
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広　島

6 1065 倉田　匠 ｗｅｎｚｉＡＣ 11.27 -0.2
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島

6 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 11.27 -1.1
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島

8 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.34 -1.1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ 広　島

8 4703 渡邊　隆喜(3) 東広島松賀 11.34 -1.1

凡例  DNS:欠場



一般男子100m（2）

10月8日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+1.0) 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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 広　島 ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山

1 4 1187 山本　匠真(2) 広島大 10.78 1 2 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 10.78
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島 ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 香　川

2 6 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.22 2 4 1210 坂倉　貫太(M1) 広島大 11.37
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島 ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

3 5 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 11.23 3 3 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ 広　島 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛

4 3 4703 渡邊　隆喜(3) 東広島松賀 11.34 4 6 1361 二神　翔吾(2) 広島経済大 11.56
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島 ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 広　島

5 2 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.41 5 5 1972 三宅　貫太(1) 広島経済大 11.80
ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島

1 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 DNS

3組 (風:+1.7) 4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

ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広　島 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

1 5 1968 石本　涼太(1) 広島経済大 11.72 1 4 1364 菊本　悠斗(2) 広島経済大 11.80
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛　媛 ｶｹﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ 広　島

2 4 1368 宮本　祐輔(2) 広島経済大 11.77 2 3 4701 掛谷　林太郎(3) 東広島松賀 11.95
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 広　島 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｼﾞ 広　島

3 3 2067 亀井　颯太(1) 広島修道大 12.01 3 2 1126 下田　幸史 広島ＳＡＣ 12.02
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ 広　島

4 6 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 12.58 4 6 1327 山下　泰永 黄金山ＡＣ 12.86
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口 ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山　口

2 1970 岡本　開登(1) 広島経済大 DNS 5 1348 手嶋　大樹(4) 広島経済大 DNS

5組 (風:-0.2) 6組 (風:-0.2)

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

ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ 広　島

1 2 649 河村　明慶 鶴学園クラブ 12.54 1 3 2177 近藤　大斗(1) 広島大 12.40
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 広　島 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 広　島

2 4 1905 佐藤　宏幸 基町ＡＣ 12.83 2 6 1220 宮崎　亘(5) 広島大 12.96
ｵｼﾀ ﾕﾒﾄ 広　島 ｵｸｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 兵　庫

3 3 3616 尾下　夢叶(1) 呉東畑 13.06 3 4 1213 奥垣　智仁(3) 広島大 13.40
ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 長　崎 ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ 広　島

4 5 1216 田中　蒼一郎(3) 広島大 13.62 4 2 1123 角本　翔 広島ＳＡＣ 13.67
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ 広　島

5 6 4056 山口　健司 マスターズ広島 13.75 5 1244 小林　弘迪(2) 広島文化学園大 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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 広　島

1 1187 山本　匠真(2) 広島大 10.78 +1.0
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山

1 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 10.78 +1.3
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島

3 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.22 +1.0
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島

4 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 11.23 +1.0
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ 広　島

5 4703 渡邊　隆喜(3) 東広島松賀 11.34 +1.0
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 香　川

6 1210 坂倉　貫太(M1) 広島大 11.37 +1.3
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

7 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.38 +1.3
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島

8 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.41 +1.0

凡例  DNS:欠場



一般男子200m

10月8日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:+1.6) 2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

ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島

1 4 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 22.10 1 3 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 22.70
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島 ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島

2 1 1360 西川　正真(3) 広島経済大 22.86 2 2 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 22.80
ﾌｼﾞｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 千　葉 ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島

2 1772 藤川　哲平 RUDOLF DNS 3 4 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 23.02
ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山 ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山

3 1347 谷　和幸(4) 広島経済大 DNS 1 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+1.0)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛

1 3 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 22.48 1 2 1361 二神　翔吾(2) 広島経済大 23.37
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広　島 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

2 2 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 22.56 2 3 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 23.60
ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ 香　川 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 広　島

3 1 1367 桑野　寛大(2) 広島経済大 23.10 3 4 116 富山　大志(1) 広島工大高 23.70
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 香　川 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 広　島

4 1210 坂倉　貫太(M1) 広島大 DNS 4 1 1365 山口　誠人(2) 広島経済大 23.76

5組 (風:-1.2) 6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

ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

1 4 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 23.60 1 4 1364 菊本　悠斗(2) 広島経済大 24.06
ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 広　島 ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｵﾄ 広　島

2 3 1340 中高下　達己(2) 広島工大高 23.90 2 1 1792 玉川　葵仁(3) 瀬戸内 25.19
ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾔ 広　島 ｽﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 広　島

3 1 119 松浦　直哉(1) 広島工大高 24.27 3 2 1002 住吉　優太(2) 瀬戸内 26.32
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ 広　島 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 広　島

4 2 1244 小林　弘迪(2) 広島文化学園大 24.63 4 3 452 藤原　佑成(1) 広島工大高 26.56

7組 (風:+0.1) 8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

ｶﾒｲ ｿｳﾀ 広　島 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

1 2 2067 亀井　颯太(1) 広島修道大 23.76 1 2 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 23.19
ﾔｼｷﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 広　島 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 広　島

2 4 962 屋敷田　恭一(2) 瀬戸内 25.38 2 3 81 竹中　隼人(1) 広島国際学院 24.52
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島

3 1 649 河村　明慶 鶴学園クラブ 25.50
ﾓﾄｲｹ ｷﾖｼ 広　島

4 3 4235 本池　潔 マスターズ広島 28.49

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 岡　山

1 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 22.10 +1.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

2 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 22.48 +0.6
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広　島

3 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 22.56 +0.6
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島

4 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 22.70 +0.8
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島

5 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 22.80 +0.8
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

6 1360 西川　正真(3) 広島経済大 22.86 +1.6
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島

7 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 23.02 +0.8
ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ 香　川

8 1367 桑野　寛大(2) 広島経済大 23.10 +0.6

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

10月8日 14:50 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 兵　庫 ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 広　島

1 3 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:50.96 1 2 623 依田　祥吾 鶴学園クラブ 1:56.46
ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫

2 4 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 1:57.06 2 5 1211 上野　綾汰(2) 広島大 1:57.83
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 広　島

3 6 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 1:58.62 3 4 1491 小田　淳史 トップギア広島 2:01.59
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山 ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 広　島

4 2 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 2:01.31 4 6 2039 別所　岳(3) 広島工大高 2:03.18
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山 ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島

5 5 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 2:06.53 5 3 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 2:04.47
ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾛｳ 岡　山 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

6 1 1378 清水　幸志郎(2) 広島経済大 2:14.71 1 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 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

ｵｷﾓﾄ ﾘｸ 広　島 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

1 3 1832 沖本　陸(3) 宮島工 2:00.27 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:50.96
ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥　取 ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 広　島

2 1 1159 定常　颯太(4) 広島大 2:00.66 2 623 依田　祥吾 鶴学園クラブ 1:56.46
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 宮　崎 ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

3 6 1196 山口　太陽(2) 広島大 2:07.17 3 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 1:57.06
ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 広　島 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫

4 5 1043 小川　雅大(2) 府中東 2:10.18 4 1211 上野　綾汰(2) 広島大 1:57.83
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

2 1765 藤澤　真聡(4) 広島市立大 DNS 5 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 1:58.62
ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾄﾗ 広　島 ｵｷﾓﾄ ﾘｸ 広　島

4 1471 村上　聖虎 トップギア広島 DNS 6 1832 沖本　陸(3) 宮島工 2:00.27
ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥　取

7 1159 定常　颯太(4) 広島大 2:00.66
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山

8 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 2:01.31

一般男子1500m

10月8日 18:00 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

ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫 ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

1 4 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 3:58.69 1 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 3:58.69
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山

2 2 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 4:15.85 2 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 4:15.85
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

3 6 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 4:20.90 3 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 4:20.90
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

4 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 4:21.96 4 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 4:21.96
ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島 ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島

5 5 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 4:26.25 5 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 4:26.25
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山

6 3 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 4:35.33 6 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 4:35.33

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

10月8日 17:20 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

ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫 ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 広　島

1 2 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 14:26.93 1 1 833 堀川　楽真(2) 千代田 15:49.30

ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島 ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 広　島

2 3 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 14:28.33 2 7 832 賴重　蓮太(2) 千代田 16:32.72

ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾐ 広　島

3 9 1387 東　秀太(1) 広島経済大 14:33.47 3 4 1478 森下　誠実 トップギア広島 16:36.93

ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山 ｴﾉｶﾜ ﾕｷﾗ 広　島

4 1 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 14:37.50 4 5 89 可愛川　幸来(1) 千代田 16:41.17

ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 広　島

5 6 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 14:39.40 5 2 2182 前川　達也(1) 広島大 16:45.78

ｲﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 兵　庫 ﾋｶﾞｼ ﾀﾂｷ 広　島

6 5 1897 板谷　和磨(1) 広島経済大 14:44.00 6 6 90 東　樹(1) 千代田 16:55.85

ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山 ﾋﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 広　島

7 13 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 14:59.15 7 8 1487 桧山　勝彦 トップギア広島 17:13.40

ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳ 広　島

8 4 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 14:59.43 8 17 1003 長谷川　滉(2) 瀬戸内 17:59.23

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 広　島 ｸｻﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島

9 20 1463 中村　将太 トップギア広島 15:12.21 9 9 91 草村　夕輝(1) 千代田 18:39.87

ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀ 広　島

10 10 1377 小石原　映(2) 広島経済大 15:15.61 10 19 1368 福島　滉太(2) 瀬戸内 19:03.04

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島 ﾔｼｷﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 広　島

11 21 646 谷本　結太 鶴学園クラブ 15:15.75 11 16 962 屋敷田　恭一(2) 瀬戸内 19:21.27

ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾏ 福　岡 ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｵﾄ 広　島

12 7 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 15:25.14 12 10 1792 玉川　葵仁(3) 瀬戸内 19:40.51

ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 岡　山 ｼﾓﾀﾞ ﾌｳ 広　島

13 8 1901 廣瀬　航(1) 広島経済大 15:26.87 13 18 1001 下田　楓(2) 瀬戸内 19:51.00

ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ 広　島 ﾄﾐﾀ ﾕｲﾄ 広　島

14 19 1492 波平　憲人 トップギア広島 15:27.72 14 15 395 富田　結斗(1) 瀬戸内 19:57.00

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山 ｽﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 広　島

15 12 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 15:31.27 15 11 1002 住吉　優太(2) 瀬戸内 19:57.15

ﾓｳﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 島　根 ﾆｼﾔ ﾕｳﾏ 広　島

16 11 1381 毛利　林太郎(2) 広島経済大 15:32.95 16 20 1937 西矢　優真(3) 瀬戸内 20:47.40

ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口 ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ｺｳｷ 広　島

17 14 1376 清見　涼真(2) 広島経済大 15:38.23 17 12 208 城ヶ﨑　洸喜(1) 瀬戸内 20:58.66

ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島 ﾆｲﾐ ﾏｻｼ 広　島

18 17 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 15:39.52 3 1489 新見　雅志 トップギア広島 DNS
ﾜｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 岐　阜 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 広　島

19 16 1893 若山　大晟(2) 広島経済大 15:56.96 13 1768 大塚　耕平(2) 広島市立大 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島

20 18 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 16:24.59 14 1765 藤澤　真聡(4) 広島市立大 DNS
ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

15 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 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

ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫

1 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 14:26.93
ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

2 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 14:28.33
ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫

3 1387 東　秀太(1) 広島経済大 14:33.47
ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山

4 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 14:37.50
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取

5 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 14:39.40
ｲﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 兵　庫

6 1897 板谷　和磨(1) 広島経済大 14:44.00
ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山

7 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 14:59.15
ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫

8 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 14:59.43

凡例  DNS:欠場



一般男子走高跳

10月8日 14:00 決　勝

決　勝　

ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ 広　島 － － － － － － － －

1 11 650 桐木　紳吾 鶴学園クラブ － － － － ○ ○ × ○ × × ○ 2m00
× × ×

ｸｽﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 鹿児島 － － － － － － － －

2 9 1208 楠元　亮太(3) 広島大 － － － ○ × × × 1m75

ｻｻﾅﾐ ｶｲﾘ 広　島 － － － － － － － －

3 6 114 笹浪　翔琉(1) 広島工大高 － ○ × ○ × × × 1m70

ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 岡　山 － － － － － － － －

3 7 1370 田原　啓伍(2) 広島経済大 － － × ○ × × × 1m70

ｻﾉ ﾕｳﾀ 愛　媛 － － － － － － － －

5 5 1976 佐野　悠太(1) 広島経済大 ○ ○ × × ○ × × × 1m70

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 広　島 － － － － － ○ ○ × ○

6 3 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 × ○ × ○ × × ○ × × × 1m70

ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 広　島 － － － － － － － －

7 12 0 野尻　翔英 ミライヘ × ○ × × × 1m60

ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 広　島 － － － － － × ○ × ○ × ○

8 4 1905 佐藤　宏幸 基町ＡＣ × × × 1m55

ﾀﾊﾞﾀ ｺﾊｸ 広　島 ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ×

9 1 675 田畑　琥舶(1) 広島宇品 1m50

ｺｳﾉ ﾊﾙﾏ 広　島 ○ ○ ○ ○ × × ×

10 2 678 河野　遥真(1) 広島宇品 1m35

ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山 － － － － － － － －

8 1347 谷　和幸(4) 広島経済大 － － × × × NM

ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 広　島

10 1891 二神　翔雅(1) 福山平成大 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

1m90 1m95

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

2m00

2m05

1m55

記録 ｺﾒﾝﾄ1m60 1m65 1m70 1m75 1m80

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子走幅跳

10月8日 15:30 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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山 7m17 5m07 × 7m13 × 7m09 7m17
1 1 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 -0.5 -1.3 +0.8 +0.4 -0.5

ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広　島 7m05 6m74 × 6m85 6m78 × 7m05
2 2 1065 倉田　匠 ｗｅｎｚｉＡＣ -0.3 -2.3 -0.9 -0.4 -0.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 6m12 6m40 5m86 6m67 6m53 6m48 6m67
3 8 1082 小林　祐大(2) 福山平成大 -1.4 +0.9 -1.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5

ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島 6m35 6m09 6m18 6m19 × 6m49 6m49
4 13 1357 鍛冶元　結(3) 広島経済大 -0.9 -1.8 -0.6 -1.3 +0.2 +0.2

ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山 6m00 × 5m81 5m85 6m09 6m24 6m24
5 3 1347 谷　和幸(4) 広島経済大 -2.3 -1.0 -0.9 -0.9 -0.1 -0.1

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 広　島 5m81 6m12 5m61 5m88 5m92 － 6m12
6 14 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 -2.3 -0.1 -0.7 -0.6 -1.7 -0.1

ｺｼｼﾞﾏ ﾌｸﾄ 福　岡 × 6m10 × 5m77 5m98 5m85 6m10
7 7 1163 越島　福人(4) 広島大 -1.1 -1.0 -0.7 -0.6 -1.1

ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 広　島 × 6m02 6m09 × × 4m04 6m09
8 11 3818 松井　聡士 東広島ＴＦＣ -1.7 -1.8 -1.9 -1.8

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 宮　崎 5m66 × × 5m66
9 6 1196 山口　太陽(2) 広島大 -1.9 -1.9

ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島 4m87 × 3m61 4m87
10 9 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 +0.3 +0.4 +0.3

ｵｷﾀ ｼｮｳﾏ 広　島 × 3m58 3m41 3m58
11 16 10700 沖田　翔海(1) 広島宇品 -0.7 -1.0 -0.7

ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島 × × ×
4 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 NM

ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 広　島

5 1596 荒谷　修平(4) 駿河台大 DNS
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 広　島

10 1891 二神　翔雅(1) 福山平成大 DNS
ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛　媛

12 1359 隅田　拓真(3) 広島経済大 DNS
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫

15 1211 上野　綾汰(2) 広島大 DNS

一般男子三段跳

10月8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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 広　島 12m54 12m76 12m38 12m42 12m16 12m25 12m76
1 1 1340 中高下　達己(2) 広島工大高 -1.2 -0.3 +0.8 -1.8 -0.9 -0.9 -0.3

ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 広　島 11m84 11m69 11m40 × 12m11 11m56 12m11
2 2 81 竹中　隼人(1) 広島国際学院 +2.0 -2.5 -1.1 -1.1 -1.2 -1.1

ﾓﾄｲｹ ｷﾖｼ 広　島 11m71 11m86 11m20 11m47 11m75 11m62 11m86
3 3 4235 本池　潔 マスターズ広島 +0.3 -1.7 0.0 -2.5 -0.6 -0.7 -1.7

ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 広　島 － － × 10m66 11m26 9m36 11m26
4 4 1972 三宅　貫太(1) 広島経済大 -1.8 -1.4 -0.7 -1.4

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子100m

10月8日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.1) 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

ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島 ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島

1 4 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 12.83 1 3 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 13.28
ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広　島 ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

2 2 86 西村　未空(1) 広島工大高 12.92 2 6 713 平原　瑚心(2) 基町 13.75
ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島 ｶﾈﾑﾗ ﾕｱ 広　島

3 5 905 寺西　真莉恵 ASﾌｸﾔﾏ 13.15 3 4 683 金村　結愛(2) 広島宇品 14.93
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 広　島 ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島

4 3 88 山本　咲(1) 広島工大高 13.25 5 714 立川　未夢(2) 基町 DNS
ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 広　島

6 286 石高　沙綾(1) 広島工大高 DNS

3組 (風:+0.7) 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

ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 広　島 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

1 3 678 植田　妃富(1) 広島宇品 14.22 1 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 12.83 +1.1
ｵｶﾀﾞ ｻﾖ 広　島 ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広　島

2 5 671 岡田　沙代(1) 広島宇品 14.71 2 86 西村　未空(1) 広島工大高 12.92 +1.1
ｲﾄｳ ﾗｲｶ 広　島 ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島

3 4 675 伊東　來花(1) 広島宇品 15.41 3 905 寺西　真莉恵 ASﾌｸﾔﾏ 13.15 +1.1
ｻﾞｲｷ ﾐｺﾄ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 広　島

4 6 676 材木　心琴(1) 広島宇品 16.20 4 88 山本　咲(1) 広島工大高 13.25 +1.1
ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島

5 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 13.28 +1.4
ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

6 713 平原　瑚心(2) 基町 13.75 +1.4
ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 広　島

7 678 植田　妃富(1) 広島宇品 14.22 +0.7
ｵｶﾀﾞ ｻﾖ 広　島

8 671 岡田　沙代(1) 広島宇品 14.71 +0.7

一般女子200m

10月8日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:0.0) 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

ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島 ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 広　島

1 4 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 26.80 1 3 678 植田　妃富(1) 広島宇品 30.19
ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島 ｵｶﾀﾞ ｻﾖ 広　島

2 3 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 26.97 2 671 岡田　沙代(1) 広島宇品 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 ｶﾈﾑﾗ ﾕｱ 広　島

3 1 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 27.40 4 683 金村　結愛(2) 広島宇品 DNS
ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

4 2 713 平原　瑚心(2) 基町 29.05

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

ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

1 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 26.80 0.0
ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島

2 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 26.97 0.0
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島

3 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 27.40 0.0
ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

4 713 平原　瑚心(2) 基町 29.05 0.0
ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 広　島

5 678 植田　妃富(1) 広島宇品 30.19 +1.4

凡例  DNS:欠場



一般女子800m

10月8日 14:45 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

ﾏﾂｵｶ ﾘｺ 広　島 ﾏﾂｵｶ ﾘｺ 広　島

1 2 1212 松岡　理子(3) 広島城南 2:32.56 1 1212 松岡　理子(3) 広島城南 2:32.56
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 広　島 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 広　島

2 1 831 持永　入香(2) 基町 2:51.86 2 831 持永　入香(2) 基町 2:51.86

一般女子3000m

10月8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

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島 ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島

1 1 528 行田　歩直(2) 千代田 10:45.24 1 528 行田　歩直(2) 千代田 10:45.24

ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島

2 2 711 山本　怜奈(2) 基町 11:08.48 2 711 山本　怜奈(2) 基町 11:08.48

ﾏﾂｵｶ ﾘｺ 広　島 ﾏﾂｵｶ ﾘｺ 広　島

3 3 1212 松岡　理子(3) 広島城南 11:25.92 3 1212 松岡　理子(3) 広島城南 11:25.92

ｸﾏﾉ ﾕﾒｶ 広　島 ｸﾏﾉ ﾕﾒｶ 広　島

4 7 690 熊野　夢愛(3) 広島宇品 11:29.03 4 690 熊野　夢愛(3) 広島宇品 11:29.03

ﾏｴﾅｶﾞ ﾜｶﾊﾞ 広　島 ﾏｴﾅｶﾞ ﾜｶﾊﾞ 広　島

5 4 529 前長　若葉(2) 千代田 11:34.65 5 529 前長　若葉(2) 千代田 11:34.65

ｵﾘﾀ ｱﾔﾐ 広　島 ｵﾘﾀ ｱﾔﾐ 広　島

6 5 76 織田　彩見(1) 千代田 11:36.99 6 76 織田　彩見(1) 千代田 11:36.99

ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島 ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島

7 6 77 木村　飛華(1) 千代田 12:17.76 7 77 木村　飛華(1) 千代田 12:17.76

ｾﾄｶﾞｲﾁ ﾅﾅﾐ 広　島 ｾﾄｶﾞｲﾁ ﾅﾅﾐ 広　島

8 11 136 瀬戸垣内　七海(1) 瀬戸内 13:49.35 8 136 瀬戸垣内　七海(1) 瀬戸内 13:49.35

ｱﾘﾀ ｼｬﾅ 広　島

9 9 137 有田　釈那(1) 瀬戸内 14:55.30

ｻｻｷ ﾕｲ 広　島

10 10 218 佐々木　結唯(1) 瀬戸内 15:19.78

ﾆｼﾊﾗ ﾐﾗｲ 広　島

11 8 255 西原　未来(1) 瀬戸内 15:25.90



一般女子走高跳

10月8日 14:00 決　勝

決　勝　

ｳﾁﾅｵ ﾐﾎ 広　島 － － － － × ○ × × ×

1 4 1375 打猶　美帆(4) 広島大 1m40
ｾｲﾐﾔ ﾅﾂｷ 兵　庫 － ○ × ○ ○ × × ×

2 3 1093 清宮　夏生(3) 広島大 1m35
ｱﾘﾀ ｼｬﾅ 広　島 － ○ × ○ × × ○ × × ×

3 2 137 有田　釈那(1) 瀬戸内 1m35
ｺﾑﾗ ｱﾔﾉ 宮　崎 ○ × × ×

4 1 1371 小村　文乃(1) 広島大 1m20

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

ｺﾒﾝﾄ
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

記録



一般女子走幅跳

10月8日 15:30 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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 5m03 × 4m96 × 5m12 4m77 5m12
1 1 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 -2.5 -0.4 -0.4 -1.5 -0.4

ｼﾝﾐﾂ ｻﾔ 広　島 4m75 4m71 4m70 4m61 4m79 4m70 4m79
2 3 1088 新満　沙也(4) 広島大 -0.8 0.0 -0.6 -1.5 -0.3 -0.7 -0.3

ｾｲﾐﾔ ﾅﾂｷ 兵　庫 × 4m51 3m54 4m60 4m61 4m65 4m65
3 2 1093 清宮　夏生(3) 広島大 -0.2 -0.1 -1.2 -0.8 -1.4 -1.4

ｺﾑﾗ ｱﾔﾉ 宮　崎 × × × 4m37 4m25 4m55 4m55
4 6 1371 小村　文乃(1) 広島大 -0.9 -0.4 -0.1 -0.1

ﾅｶｲｴ ﾚｲ 広　島 4m30 4m42 × 4m12 × 4m15 4m42
5 7 166 中家　麗(1) 基町 -0.9 -0.2 -1.2 -1.2 -0.2

ﾉﾑﾗ ﾐｳ 愛　媛 4m25 × 3m34 － － － 4m25
6 8 1147 野村　美羽(2) 広島経済大 -1.5 -1.5 -1.5

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 × 4m05 3m91 × × 3m92 4m05
7 5 714 立川　未夢(2) 基町 -0.5 +0.1 -1.1 -0.5

ｶﾈﾑﾗ ﾕｱ 広　島

4 683 金村　結愛(2) 広島宇品 DNS
ｳﾁﾅｵ ﾐﾎ 広　島

9 1375 打猶　美帆(4) 広島大 DNS

一般女子三段跳

10月8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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾐﾂ ｻﾔ 広　島 10m07 × 10m02 10m17 10m07 9m81 10m17
1 1 1088 新満　沙也(4) 広島大 -0.3 -0.3 +0.7 -0.8 -1.3 +0.7

ﾅｶｲｴ ﾚｲ 広　島 × 9m48 9m20 9m31 9m11 × 9m48
2 3 166 中家　麗(1) 基町 -0.4 -1.0 -0.2 -1.0 -0.4

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 × × × × × ×
2 714 立川　未夢(2) 基町 NM

凡例  DNS:欠場


