
記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
10.48 1.7 1461 原永 貴之 環太平洋大学 4 鹿児島県 布勢スプリント 布勢 6月4日
10.52 1.4 1462 前田 功貴 環太平洋大学 4 兵庫県 西日本インカレ 広島エディオンスタジアム 6月3日
10.58 +1.5 1568 石井 裕太 岡山大学 M2 愛媛県 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
10.58 -1.3 1278 岡崎　雅也 岡山商科大学 2 岡山県 岡山国体予選 屋島 7月８日
10.58 +1.4 1043 中山 太郎 広島大学 4 佐賀県 唐津市陸上競技選手権 唐津市陸上競技場 8月6日
10.72 1.7 2077 久住 琢己 環太平洋大学 1 兵庫県 布施スプリント 布勢 6月4日
10.73 0.0 2129 福元 正和 広島大学 M1 宮崎県 宮崎県選手権 ハイビスカス陸上競技場 7月8日
10.76 +1.6 1874 門田 準平 愛媛大学 3 愛媛県 西条ひうち記録会 西条ひうち陸上競技場 4月9日
10.78 +1.8 1869 渡部 寛人 愛媛大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
10.82 +0.6 1585 佐々木 仁哉 岡山大学 4 岡山県 第2回香川陸協記録会 丸亀 9月23日
10.84 1.6 1458 千葉 隆成 環太平洋大学 4 京都県 西日本インカレ 広島エディオンスタジアム 6月3日
10.85 1.4 1492 池澤 翔輝 環太平洋大学 2 兵庫県 第１回香川記録会 ピカラスタジアム 7月16日
10.85 +1.2 1982 秋野　雅人 岡山商科大学 1 岡山県 中四私立対抗 倉敷 6月４日
10.86 ∔1.1 1751 黒川　至仁 高知大学 4 高知県 高知市陸上競技大会 高知市  4/22
10.86 1.8 1482 小林 太一 環太平洋大学 2 鳥取県 岡山県学生選手権 シティライトスタジアム 11月5日
10.89 -0.2 1678 西尾　颯汰 広島経済大学 3 島根県 第72回国民体育大会陸上競技島根県予選会松江市営陸上競技場 7月16日
10.89 ＋1.6 1166 村上　将一 山口大学 3 山口県 第4回チャレンジスプリント 維新 9月24日
10.90 -2.1 2327 田中 善將 岡山大学 M2 岡山県 津山選手権 津山 8月6日
10.90 1.4 1448 稲井 達也 環太平洋大学 4 徳島県 第72回国民体育大会徳島県選手最終選考会鳴門 8月13日
10.92 1.7 1470 岩脇 侑哉 環太平洋大学 3 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月19日
10.92 +0.9 1797 藤居 研考 鳥取大学 5 鳥取県 鳥取県国体選手最終選考会布勢 7月16日
10.93 +0.8 1951 庄司　泰志 広島経済大学 1 広島県 中国五県 布勢 8月19日
10.96 +1.8 1308 松尾　直樹 美作大学 3 鳥取県 中四私立対校 倉敷 6月4日
10.96 0.0 1203 山下雄大 福山平成大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
10.97 +1.8 1306 谷口　諒 美作大学 3 広島県 中四私立対校 倉敷 6月4日
10.97 +0.9 1796 前垣 雅哉 鳥取大学 6 鳥取県 関西医歯薬 西京極 9月17日
10.98 ＋1.1 1180 杢　健寛 山口大学 4 山口県 中四インカレ 屋島 5月20日
11.00 +0.1 1594 宇野田 和馬 岡山大学 3 岡山県 第1回香川陸協記録会 丸亀 7月16日
11.02 1.4 1473 山本 昌都 環太平洋大学 3 愛媛県 香川陸協記録会 ピカラスタジアム 9月23日
11.03 -0.4 1284 延兼　省吾 岡山商科大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
11.03 +1.2 1150 犬持 智 鳥取大学 2 兵庫県 布勢スプリント 布勢 6月4日
11.04 -0.2 7-1254 亀田　広夢 島根大学 2 島根県 島根県国体予選 松江市営陸上競技場 7月16日
11.04 +0.7 1798 妻木 裕太郎 鳥取大学 5 鳥取県 関西医歯薬 西京極 9月17日
11.05 +0.4 1083 足立 達也 広島大学 D3 兵庫県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
11.06 +1.5 2047 澤 直樹 岡山大学 1 兵庫県 第4回高松市記録会 屋島 9月10日
11.06 0.7 1474 美濃 宏介 環太平洋大学 3 京都県 県実業団・学生対抗 総社 10月1日
11.07 1.4 1487 山崎 唯冬 環太平洋大学 2 高知県 第１回香川記録会 ピカラスタジアム 7月14日
11.08 +1.3 1701 山﨑　光 広島経済大学 2 広島県 呉市夏季記録会 呉市総合スポーツセンター8月26日
11.08 +1.9 1732 横山　新太朗 高知大学 M1 高知県 高知市選手権 高知市  9/2
11.08 ＋1.7 1174 板谷　真孝 山口大学 2 山口県 中四インカレ 屋島 5月20日
11.09 1.6 1475 瀬脇 凪 環太平洋大学 3 鹿児島県 布勢スプリント 布勢 6月4日
11.09 +0 1439 佐々木　太夢 広島修道大学 2 広島県 第5回広島経済大学記録会広島経済大学 9月9日
11.09 +1.6 1149 和田 直也 鳥取大学 3 鳥取県 布施スプリント 布勢 6月4日
11.10 +0.4 1044 山下 隆祐 広島大学 3 長崎県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
11.11 +0.2 1589 濱田 健太郎 岡山大学 4 広島県 徳島秋季カーニバル ポカリスエットスタジアム 11月3日
11.11 0.4 2087 山崎 利洋 環太平洋大学 1 鳥取県 中国四国学生選手権 布勢 10月28日
11.12 0.9 1475 尾川 快 環太平洋大学 3 岡山県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
11.13 0.0 1483 福澤 亮太 環太平洋大学 2 鹿児島県 中国四国学生選手権 布勢 10月28日
11.14 ±0.0 1588 中尾 拓史 岡山大学 4 広島県 第1回香川陸協記録会 丸亀 7月16日
11.14 1.5 1476 竹元 敦也 環太平洋大学 3 岡山県 香川陸協記録会 ピカラスタジアム 9月23日
11.14 +1.4 1875 川原 航平 愛媛大学 3 愛媛県 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月16日
11.15 +1.7 1571 関谷 堂真 岡山大学 M1 広島県 第1回倉敷記録会 倉敷 4月22日
11.16 +1.7 1281 橋本　正太 岡山商科大学 2 広島県 香川県選手権 丸亀 5月４日
11.16 +0.4 2140 蒲生 望 広島大学 1 山口県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
11.17 0.5 2075 橋岡  隼弘 環太平洋大学 1 岡山県 岡山県学生選手権 シティライトスタジアム 6月24日
11.17 +0.4 2398 青山 晴樹 広島大学 1 京都府 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
11.18 +2.0 1619 山本 純也 岡山大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月19日
11.20 +0.7 1193 藤本　達也 福山平成大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月28日
11.20 -0.4 1274 住田　雅之 岡山商科大学 3 島根県 岡山学生選手権 倉敷 11月５日
11.21 -0.9 1616 福島 悠太 岡山大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
11.21 +0.4 1766 深澤　順一 高知大学 2 高知県 第3回高知市短距離記録会高知市  8/20
11.22 +2.0 7-1245 松本　雄大 島根大学 3 島根県 島根県選手権 益田市営陸上競技場 5月5日
11.22 +0.9 1199 大坪　柊也 福山平成大学 1 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
11.23 +0.8 2204 恒石　実大 高知大学 1 高知県 春野オープン 春野  10/1
11.24 +1.4 1597 佐藤 啓 岡山大学 3 岡山県 第1回香川陸協記録会 丸亀 7月16日
11.24 -0.3 1604 秋山 幸希 岡山大学 2 兵庫県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
11.24 +0.2 1885 板井 昌太 愛媛大学 4 愛媛県 中四個人 布勢 １０月27日
11.24 +1.7 2174 畑中　将彦 広島修道大学 1 広島県 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
11.24 +0.4 1047 高橋 皓己 広島大学 2 愛媛県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
11.25 +0.9 1680 神田　直季 広島経済大学 3 広島県 第1回広島市陸上競技記録会エディオンスタジアム 5月28日
11.25 ∔1.5 1765 川口　貴司 高知大学 2 高知県 高知県陸上競技選手権大会春野  5/3
11.26 +1.9 2199 山城　達大 高知大学 1 高知県 第3回高知市短距離記録会高知市  9/2
11.27 +0.4 1192 濱元　大弥 福山平成大学 3 広島県 広島県国体強化記録会 エディオンスタジアム 4月8日
11.27 -1.6 2131 野口 健太 広島大学 M1 佐賀県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
11.27 -0.4 1046 成迫 大樹 広島大学 4 広島県 広島経済大学記録会 広島経済大学 9月9日
11.28 +0.2 2358 戸田　健太 岡山理科大学 1 岡山 第２６回岡山県実業団対学生対抗選手権大会総社 10月1日
11.29 +0.9 1146 松久 昂平 鳥取大学 3 鳥取県 鳥取県選手権 布勢 5月6日
11.30 +1.7 1615 原山 瑛地 岡山大学 2 和歌山県 第1回倉敷記録会 倉敷 4月29日
11.30 -1.3 2049 竹内 友希 岡山大学 1 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
11.30 +0.9 1760 寺本　　陸 高知大学 2 高知県 高知市選手権 高知市  9/2
11.30 +1.8 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 高知県陸上競技選手権大会春野 5/3 混
11.30 +1.6 1891 高田 凌佑 愛媛大学 M1 愛媛県 新居浜トラック 新居浜市東雲 6月11日
11.31 +0.6 1312 松本　兼也 美作大学 2 鳥取県 岡山学生陸上競技選手権大会倉敷 11月5日
11.32 +0.8 1303 池本　龍星 美作大学 3 岡山県 津山陸上競技記録会 津山 9月3日
11.32 0.2 1459 山本 慎 環太平洋大学 4 岡山県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
11.32 +1.3 1687 前田　拓己 広島経済大学 3 広島県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
11.32 -0.1 1699 原　広樹 広島経済大学 2 岡山県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
11.36 1.1 1469 園部 翔平 環太平洋大学 3 広島県 岡山学生選手権 倉敷 11月5日
11.36 0.0 1703 岸本　宗 広島経済大学 2 島根県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
11.38 1.8 1490 有働 典弘 環太平洋大学 2 岡山県 岡山学生陸上競技大会 倉敷 11月5日
11.39 +1.3 2042 上田 明日翔 岡山大学 1 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
11.39 -1.3 1310 白根　尚弥 美作大学 2 岡山県 岡山県陸上選手権大会 岡山 6月24日
11.39 0.9 1477 八尾 悠太 環太平洋大学 3 香川県 屋島カーニバル 屋島 4月29日
11.39 +1.3 1194 吉田　紀隆 福山平成大学 3 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
11.40 +1.8 1272 依光　蓮 岡山商科大学 3 高知県 岡山学生選手権 倉敷 11月5日
11.40 +0.8 1823 高比良 侑人 松山大学 2 愛媛県 第72回愛媛陸上選手権大会兼国体選考対象会ニンジニアスタジアム 7月16日
11.40 +0.9 1992 松本 光平 松山大学 1 愛媛県 中予地区陸上競技記録会 ニンジニアスタジアム 4月23日
11.43 0.3 1493 岡 大貴 環太平洋大学 2 香川県 香川陸協記録会 ピカラスタジアム 7月16日
11.43 +0.4 1202 藤瀬　悠也 福山平成大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
11.43 -1.4 1200 古森　大貴 福山平成大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
11.44 -0.3 1642 今井　大介 岡山理科大学 2 岡山 第３回岡山県陸上競技記録会シティライトスタジアム 9月9日
11.44 +1.8 1317 宮川　裕斗 美作大学 1 高知県 中四インカレ 屋島 5月19日
11.44 +0.9 1705 中畑　智博 広島経済大学 2 広島県 第5回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 9月9日
11.44 -0.6 1738 苅谷　勇希 高知大学 4 高知県 高知県カーニバル 春野 4/15
11.44 +1.4 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
11.45 +0.8 2275 岡田　陸 愛媛大学 １ 愛媛県 西条ひうち記録会 西条ひうち陸上競技場 10月28日
11.45 -0.2 1647 内田 幸 倉敷芸術科学大学 3 山口県 県実業団・学生対抗 総社陸上競技場 10月1日
11.46 1.0 2068 小森 海世 環太平洋大学 1 熊本県 近県陸上競技カーニバル大会ピカラスタジアム 5月14日
11.46 -0.7 1025 尾﨑 雄祐 広島大学 M2 長崎県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
11.47 +0.3 1709 藤本　直杜 広島経済大学 2 広島県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
11.47 +0.2 2203 岡　　亮佑 高知大学 1 高知県 高知市選手権 高知市  9/2
11.47 -0.4 2021  林 義成 倉敷芸術科学大学 1 岡山県 岡山県国体予選 シティライトスタジアム 7月8日
11.48 -0.3 1984 森田　圭人 岡山商科大学 1 岡山県 岡山県記録会 シティーライトスタジアム 7月２２日
11.49 1.1 2088 山口 卓哉 環太平洋大学 1 熊本県 香川陸上競技協会第一回記録会ピカラスタジアム 7月16日
11.50 +1.8 1649 片山 卓哉 倉敷芸術科学大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
11.50 -0.1 1654 中川 亮太 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
11.50 -0.1 1305 小林　靖典 美作大学 3 兵庫県 津山陸上競技記録会 津山 9月3日



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
21.21 -0.1 1043 中山 太郎 広島大学 4 佐賀県 国見台選手権 国見台 5月4日
21.42 +1.8 1462 前田 功貴 環太平洋大学 4 兵庫県 西日本インカレ エディオンスタジアム 4月10日
21.47 +1.0 1568 石井 裕太 岡山大学 M2 愛媛県 西条ひうち記録会 西条ひうち 7月30日
21.54 +1.6 1464 大山 和茂 環太平洋大学 3 宮崎県 香川陸上競技選手権大会 ピカラスタジアム 7月1日
21.68 +1.2 1458 千葉 隆成 環太平洋大学 4 京都県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月9日
21.70 +1.9 1192 濱元　大弥 福山平成大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
21.70 +0.5 1278 岡崎　雅也 岡山商科大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 ５月21日
21.72 -3.1 1448 稲井 達也 環太平洋大学 4 徳島県 第88回徳島県陸上競技選手権大会鳴門 5月4日
21.82 -1.1 1203 山下　雄大 福山平成大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
21.86 -1.4 1732 横山新太朗 高知大学 M1 高知県 四国選手権 春野  8/27
21.88 +1.1 1456 曽根 健志郎 環太平洋大学 4 兵庫県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月9日
21.93 -0.4 1679 吉田　崇智 広島経済大学 3 岡山県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月9日
22.02 +0.6 1150 犬持 智 鳥取大学 2 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
22.04 +1.1 1796 前垣 雅哉 鳥取大学 6 鳥取県 鳥取県選手権 布勢 5月7日
22.06 -1.8 1801 池田 弘佑 鳥取大学 4 鳥取県 但馬選手権 豊岡陸上競技場 11月3日
22.10 +0.8 1044 山下 隆祐 広島大学 3 長崎県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
22.12 -0.6 1499 中田 大貴 環太平洋大学 2 岡山県 中四国私立大学対校 倉敷 6月14日
22.12 0.6 1492 池澤 翔輝 環太平洋大学 2 兵庫県 兵庫陸上秋季記録会 神戸ユニバー記念競技場 10月15日
22.13 +0.8 1439 佐々木　太夢 広島修道大学 2 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
22.14 +1.8 1281 橋本　正太 岡山商科大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
22.15 -0.2 1083 足立 達也 広島大学 D3 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
22.16 +0.5 1869 渡部 寛人 愛媛大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
22.20 +1.6 1571 関谷 堂真 岡山大学 M1 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
22.21 -1.5 2049 竹内 友希 岡山大学 1 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
22.25 -0.5 1594 宇野田 和馬 岡山大学 3 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
22.26 -1.0 2327 田中 善將 岡山大学 M2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
22.29 +1.5 1435 伊藤　大地 広島修道大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
22.30 +1.1 1461 原永 貴之 環太平洋大学 4 鹿児島県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月9日
22.30 +0.9 1797 藤居 研考 鳥取大学 5 鳥取県 西医体 維新 8月20日
22.31 -1.1 1751 黒川　至仁 高知大学 4 高知県 リレーカーニバル 春野  4/16
22.33 +1.0 1470 岩脇 侑哉 環太平洋大学 3 兵庫県 第2回尼崎ナイター記録会 ベイコム陸上競技場 6月24日
22.39 -0.4 1677 林　高春 広島経済大学 3 岡山県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月9日
22.40 +0.7 2131 野口 健太 広島大学 M1 佐賀県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
22.43 +1.5 1306 谷口諒 美作大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
22.46 -0.9 2047 澤 直樹 岡山大学 1 兵庫県 第4回土曜記録会 布勢 10月7日
22.46 ±0.0 1483 福澤 亮太 環太平洋大学 2 鹿児島県 中四個人 布施 10月28日
22.47 +0.5 1473 山本 昌都 環太平洋大学 3 愛媛県 岡山学生選手権大会 倉敷 11月5日
22.48 +1.4 1604 秋山 幸希 岡山大学 2 兵庫県 徳島カーニバル ポカリスエットスタジアム 11月3日
22.48 -0.1 1701 山﨑　光 広島経済大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月28日
22.49 -0.1 1982 秋野　雅人 岡山商科大学 1 岡山県 岡山学生選手権 シティーライトスタジアム 11月５日
22.53 +0.8 2140 蒲生 望 広島大学 1 山口県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
22.55 +1.0 1452 北野 裕介 環太平洋大学 4 兵庫県 岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
22.59 +0.1 1474 美濃 宏介 環太平洋大学 3 京都県 中四個人 布施 10月28日
22.60 +1.9 1476 竹元 敦也 環太平洋大学 3 岡山県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月9日
22.61 +0.6 1875 川原 航平 愛媛大学 3 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
22.62 -0.6 1316 平居　凌 美作大学 1 岡山県 中四私立対校 倉敷 6月4日
22.69 ＋0.5 1766 深澤　順一 高知大学 2 高知県 高知県陸上競技選手権 春野  5/4
22.71 +0.8 1610 神田 恭輔 岡山大学 2 島根県 丸亀カーニバル 丸亀 5月5日
22.74 +0.2 １７７３ 金田　将成 高知大学 2 高知県 高知市カーニバル 高知市  11/12
22.74 -0.2 1874 門田 準平 愛媛大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
22.74 -1.1 1984 森田　圭斗 岡山商科大学 1 岡山県 中四個人 布勢 10月２８日
22.76 -0.3 1798 妻木 裕太郎 鳥取大学 5 鳥取県 中四個人 布勢 5月7日
22.77 -1.4 1951 庄司　泰志 広島経済大学 1 広島県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 6月10日
22.77 -0.8 1680 神田　直季 広島経済大学 3 広島県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 6月10日
22.78 ±0.0 1478 水島 晃治 環太平洋大学 3 岡山県 中四国私立大学対校 倉敷 6月14日
22.78 -0.1 1699 原　広樹 広島経済大学 2 岡山県 第6回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 9月23日
22.83 +0.6 1475 尾川 快 環太平洋大学 3 岡山県 中四個人 布施 10月28日
22.84 +0.9 1459 山本 槙 環太平洋大学 4 岡山県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 6月3日
22.85 -0.6 1272 依光　蓮 岡山商科大学 3 高知県 中四私立対抗 倉敷 6月４日
22.94 +0.6 1588 中尾 拓史 岡山大学 4 広島県 香川陸協記録会 ピカラスタジアム 7月17日
22.95 -0.2 1310 白根尚弥 美作大学 2 岡山県 岡山学連記録会 倉敷 4月2日
22.95 -1.7 7-1254 亀田　広夢 島根大学 2 島根県 秋季島大リレーカーニバル島根大学陸上競技場 9月30日
22.95 -0.5 1053 辻 翔吾 広島大学 3 広島県 広島市記録会 エディオンスタジアム 9月24日
22.98 +0.7 1199 大坪柊也 福山平成大学 1 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
22.99 +0.7 1202 藤瀬　悠也 福山平成大学 1 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
23.00 -0.6 1183 三輪　大貴 山口大学 2 山口県 中四個人 布勢 10月28日
23.00 +0.8 1085 園中 杏汰 広島大学 2 鹿児島県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
23.02 ‐0.3 1765 川口　貴司 高知大学 2 高知県 高知市陸上競技大会 高知市  4/23
23.02 +1.4 1654 中川 亮太 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月20日
23.05 +0.1 2088 山口 卓哉 環太平洋大学 1 熊本県 中四個人 布施 10月28日
23.05 +0.7 2134 加藤 嵩大 広島大学 1 愛知県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
23.06 +0.8 2137 在国寺 晃平 広島大学 1 広島県 広島県インカレ 上野総合公園 6月3日
23.06 +1.5 1047 高橋 皓己 広島大学 2 愛媛県 愛媛県選手権 ニンジニアスタジアム 7月15日
23.07 -0.4 1495 矢田 和也 環太平洋大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
23.07 +0.8 1880 西村 聡太 愛媛大学 3 愛媛県 中予記録会 ニンジニアスタジアム 4月23日
23.07 +1.6 1149 和田 直也 鳥取大学 3 鳥取県 鳥取県選手権 布勢 5月7日
23.08 ∔0.4 1738 苅谷　勇希 高知大学 4 高知県 高知市陸上競技大会 高知市  4/23
23.08 +0.2 1194 吉田　紀隆 福山平成大学 3 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
23.12 +0.1 1642 今井　大介 岡山理科大学 2 岡山 中四国個人 布勢 10月28日
23.12 +1.5 1823 高比良 侑人 松山大学 2 愛媛県 第72回愛媛県陸上競技選手権大会兼国体選考対象会ニンジニアスタジアム 7月15日
23.13 +1.8 1614 羽村 健渉 岡山大学 2 岡山県 岡山学連記録会 倉敷運動公園 4月2日
23.15 -0.4 1490 有働 典弘 環太平洋大学 2 熊本県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
23.19 -0.4 1619 山本 純也 岡山大学 2 兵庫県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
23.26 -1.0 7-1245 松本　雄大 島根大学 3 島根県 中四個人 布施 10月28日
23.27 -0.2 2275 岡田 陸 愛媛大学 1 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
23.29 +0.6 1294 秦泉寺　慎太郎 岡山商科大学 4 高知県 吉備寺陸上競技記録会 吉備寺 11月26日
23.30 -0.3 2067 宜野座 康右 環太平洋大学 1 沖縄県 中四個人 布施 10月28日
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46.67 1801 池田 弘佑 鳥取大学 4 鳥取県 国民体育大会 愛媛県総合運動公園陸上競技場10月8日
46.92 1464 大山 和茂 環太平洋大学 3 宮崎県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
46.95 1448 稲井 達也 環太平洋大学 4 徳島県 中四インカレ 屋島 5月19日
47.02 1499 中田 大貴 環太平洋大学 2 岡山県 第85回大阪陸上競技選手権大会長居 7月7日
48.29 1469 園部 翔平 環太平洋大学 3 広島県 第85回大阪陸上競技選手権大会長居 7月7日
48.37 1679 吉田　崇智 広島経済大学 3 岡山県 第63回岡山県陸上競技選手権大会シティライトスタジアム 6月24日
48.38 1594 宇野田　和馬 岡山大学 3 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
48.40 1467 山崎 定将 環太平洋大学 3 島根県 第85回大阪陸上競技選手権大会長居 7月7日
48.44 2327 田中　善將 岡山大学 M2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
48.58 1447 有田 英憲 環太平洋大学 4 鹿児島県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
48.68 1677 林　高春 広島経済大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
48.74 1456 曽根 健志郎 環太平洋大学 4 兵庫県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
48.92 1435 伊藤　大地 広島修道大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
49.04 1454 佐藤 大城 環太平洋大学 4 香川県 関西学生陸上競技会 長居 8月5日
49.08 1775 富田 悠介 吉備国際大学 4 兵庫県 中四個人 布勢 10月27日
49.11 1306 谷口　諒 美作大学 3 広島県 中四私立対校 倉敷 6月4日
49.22 1478 水島 晃治 環太平洋大学 3 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
49.26 1186 佐々木　匡彦 山口大学 3 山口県 中四個人 布勢 10月27日
49.28 1466 日隈 凌 環太平洋大学 3 山口県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
49.32 1452 北野 裕介 環太平洋大学 4 兵庫県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
49.35 1043 中山 太郎 広島大学 4 佐賀県 唐津記録会 唐津 4月16日
49.39 1035 梶原 周平 広島大学 4 熊本県 国見台選手権 国見台 5月3日
49.46 1439 佐々木　太夢 広島修道大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
49.61 1680 神田　直季 広島経済大学 3 広島県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場6月10日
49.73 1183 三輪　大貴 山口大学 2 山口県 国体最終 維新 8月6日
49.74 1307 原　和輝 美作大学 3 岡山県 津山陸上選手権大会 津山 8月6日
49.76 1705 中畑　智博 広島経済大学 2 広島県 第85回大阪陸上競技選手権大会ヤンマースタジアム長居 7月7日
49.84 1150 犬持 智 鳥取大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月21日
49.85 1673 岡本　朝日 広島経済大学 4 広島県 香川県陸上競技選手権大会丸亀陸上競技場 5月4日
49.86 1192 濱元　大弥 福山平成大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
49.86 1494 西口 匠 環太平洋大学 2 熊本県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
49.87 1610 神田　恭輔 岡山大学 2 島根県 第3回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
49.89 1773 金田　将成 高知大学 2 高知県 中四個人 布勢  10/27
50.04 1496 田中 恵樹 環太平洋大学 2 兵庫県 中四私立対校 倉敷 6月4日
50.11 1654 中川 亮太 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 岡山県国体予選 シティライトスタジアム 7月9日
50.20 2134 加藤 嵩大 広島大学 1 愛知県 広島市記録会 エディオンスタジアム 9月24日
50.21 1025 尾﨑 雄祐 広島大学 M2 長崎県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
50.26 1875 川原 航平 愛媛大学 3 愛媛県 春野オープン ニンジニアスタジアム 9月30日
50.33 1816 高木 純平 松山大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
50.37 1044 山下 隆祐 広島大学 3 長崎県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
50.38 1052 藤島 廉 広島大学 3 宮崎県 東広島記録会 アクアパーク 5月3日
50.41 1042 上田 拓登 広島大学 4 山口県 中四インカレ 屋島 5月19日
50.42 2359 藤越　春希 岡山理科大学 1 岡山 中四個人 布勢 10月27日
50.49 1083 足立 達也 広島大学 D3 兵庫県 広島経済大学記録会 広島経済大学 9月23日
50.70 1490 有働 典弘 環太平洋大学 2 熊本県 平成29年度第2回香川陸協記録会ピカラスタジアム 9月23日
50.71 1582 廣本　朋哉 岡山大学 4 岡山県 中四インカレ レクザムスタジアム 5月19日
50.76 1571 関谷　堂真 岡山大学 M1 広島県 倉敷記録会 倉敷 7月15日
50.78 2133 蒲生 郷 広島大学 1 広島県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
50.79 1688 岡本　拓也 広島経済大学 3 岡山県 第63回岡山県陸上競技選手権大会シティライトスタジアム 6月24日
50.83 2088 山口 卓哉 環太平洋大学 1 熊本県 第3回岡山県陸上競技記録会シティライトスタジアム 9月9日
50.84 2204 恒石　実大 高知大学 1 高知県 国体予選 春野  7/2
50.85 1316 平居　凌 美作大学 1 岡山県 中四個人　 布勢 10月27日
50.94 1279 松本　聖一郎 岡山商科大学 2 愛媛県 岡山学生選手権 倉敷 11月５日
50.95 2079 堀川 紘夢 環太平洋大学 1 広島県 第4回岡山県陸上競技記録会シティライトスタジアム 9月9日
50.95 1552 千原　康大 環太平洋大学 2 島根県 中四個人 布勢 10月27日
51.54 2049 竹内　友希 岡山大学 1 兵庫県 津山選手権 津山 8月6日
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1:51.13 1035 梶原 周平 広島大学 4 熊本県 順天堂大学記録会 順天堂大学 8月6日
1:51.69 1694 濵松　海斗 広島経済大学 2 愛媛県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
1:51.76 1552 千原　康大 環太平洋大学 2 島根県 日本インカレ 福井 9月9日
1:53.37 2116 郷田　渉 環太平洋大学 1 広島県 中国五県対抗 布勢 8月20日
1:53.84 2325 横山　裕介 山口大学 1 山口県 国体最終 維新 8月6日
1:53.85 1711 大竹 康平 広島経済大学 1 岡山県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
1:54.18 1688 岡本　拓也 広島経済大学 3 岡山県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
1:54.30 1555 植崎　敬大 環太平洋大学 2 香川県 岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1:54.55 1708 藤川　龍之介 広島経済大学 2 広島県 県カレ 庄原市上野総合公園陸上競技場6月3日
1:54.98 1572 中村 喜浩 岡山大学 M1 大阪府 大阪府選手権 ヤンマースタジアム長居 7月9日
1:55.09 1554 南澤　響 環太平洋大学 2 兵庫県 第85回兵庫陸上競技選手権大会ユニバー記念陸上競技場 7月9日
1:55.12 1499 中田　大貴 環太平洋大学 2 岡山県 第１回岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1:55.27 1063 安田 理人 広島大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
1:55.29 1556 平岡　錬 環太平洋大学 2 愛媛県 中四個人 布勢 10月29日
1:55.55 1444 宮藤　優樹 広島修道大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月29日
1:55.62 1071 吉村 善治 広島大学 4 福岡県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1:55.69 1578 岡﨑 一樹 岡山大学 4 高知県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
1:55.69 1592 石原 聖 岡山大学 3 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
1:56.06 1158 石川　遼太郎 山口大学 3 島根県 広経大記録会 広経大陸上競技場 7月22日
1:56.07 1609 金尾 祐希 岡山大学 2 広島県 第3回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
1:56.47 1801 池田 弘佑 鳥取大学 4 鳥取県 鳥取県選手権 布勢 5月8日
1:56.57 1170 深堀　洋祐 山口大学 2 山口県 中四個人 布勢 10月29日
1:56.59 1467 山崎　定将 環太平洋大学 3 島根県 近県陸上競技カーニバル ピカラスタジアム 5月14日
1:56.73 2011 宮本 康平 松山大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
1:56.77 2033 和田 龍汰 鳥取大学 1 岡山県 中四個人 布勢 10月29日
1:57.47 2118 小山　昭 環太平洋大学 1 高知県 中四個人 布勢 10月29日
1:57.47 2111 下藪　翔太 環太平洋大学 1 徳島県 ナイタートライアルin丸亀 丸亀競技場 10月21日
1:58.02 1549 桝田　涼 環太平洋大学 2 徳島県 中四個人 布勢 10月29日
1:58.30 1623 深津　直也 岡山県立大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日
1:58.53 1068 荒木 亮大 広島大学 4 熊本県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1:58.92 1289 角本　憲史 岡山商科大学 3 岡山県 岡山県記録会 シティーライトスタジアム 7月22日
1:58.95 2134 加藤 嵩大 広島大学 1 愛知県 東広島記録会 アクアパーク 7月9日
1:59.26 1881 萩原 久貴 愛媛大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
1:59.33 1710 一宮 颯斗 広島経済大学 1 愛媛県 第1回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 4月22日
1:59.43 1179 磯村　知輝 山口大学 3 山口県 山口県選手権 維新 5月4日
1:59.58 1576 大江 将樹 岡山大学 4 香川県 大体大中長距離記録会 大阪体育大学 10月7日
1:59.76 1660 赤星 佑弥 広島経済大学 4 山口県 第1回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 4月22日
1:59.76 2079 堀川　紘夢 環太平洋大学 1 広島県 中四個人 布施 10月29日
2:00.04 2359 藤越 春希 岡山理科大学 1 岡山 岡山学生陸上競技選手権大会倉敷 11月5日
2:00.20 1666 古谷 龍斗 広島経済大学 3 山口県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月9日
2:00.23 7-1247 門田　風雅 島根大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:00.51 2115 土居森　諒 環太平洋大学 2 広島県 岡山記録会 シティライト 7月22日
2:01.20 1557 北野　紘一 環太平洋大学 3 兵庫県 中四個人 布勢 10月29日
2:01.40 1307 原　和輝 美作大学 3 岡山県 津山陸上競技記録会 津山 9月3日
2:01.67 2279 中村 純一郎 愛媛大学 1 愛媛県 中四個人 布勢 10月29日
2:01.89 1757 佐藤　優輝 高知大学 3 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム  7/8
2:02.23 1082 川崎 貢功 広島大学 2 兵庫県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
2:02.72 1599 髙橋 正憲 岡山大学 3 広島県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
2:02.89 1746 山崎　祐輝 高知大学 4 高知県 高知市選手権 高知市  9/3
2:02.89 1655 横谷 黛我 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:03.11 2141 新井 賢太朗 広島大学 1 熊本県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
2:03.22 2078 細川　拓巳 環太平洋大学 1 兵庫県 兵庫県秋季記録会 神戸 10月15日
2:03.30 1754 北尾　龍希 高知大学 3 高知県 高知市陸上競技大会 高知市  4/23
2:03.54 1745 村田　真太郎 高知大学 4 高知県 高知市選手権 高知市  9/3
2:03.57 1605 安積 拓哉 岡山大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:03.74 1064 田首 恭平 広島大学 2 和歌山県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
2:03.83 2271 小林 淳人 鳥取大学 1 鳥取県 中四個人 布勢 10月29日
2:04.03 2187 原 和輝 愛媛大学 1 愛媛県 第二回強化記録会 ニンジニアスタジアム 8月12日
2:04.24 1653 佐藤 元 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 第3回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
2:04.32 2219 久保　大地 福山平成大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月29日
2:04.40 1148 和田 拓也 鳥取大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:04.57 2039 河口 晃基 岡山大学 3 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:04.83 2117 幸田　一毅 環太平洋大学 1 香川県 岡山記録会 シティライト 9月9日
2:04.89 1602 福井 将貴 岡山大学 3 埼玉県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:04.96 2206 猪谷　進示 高知大学 1 高知県 国体県予選 春野  7/1
2:05.22 2331 楠本 泰士 岡山大学 1 岡山県 第3回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
2:05.30 1553 中尾　義貴 環太平洋大学 2 兵庫県 中四個人 布勢 10月29日
2:05.34 1620 武 祐希 岡山大学 1 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
2:05.44 1142 衣笠 健太 鳥取大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:05.69 1313 和泉　友 美作大学 2 高知県 岡山学生陸上競技選手権大会倉敷 11月5日
2:05.86 1627 高辻　宏明 岡山県立大学 2 兵庫県 2017年　兵庫春季記録会 神戸 4月09日
2:05.87 1696 武田　遼佑 広島経済大学 2 鳥取県 第1回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 4月22日
2:06.15 1891 高田 凌佑 愛媛大学 M1 愛媛県 西条ひうち 西条ひうち 4月9日
2:06.29 2409 岡田 知憲 岡山理科大学 2 岡山 第３回岡山県陸上競技記録会シティライトスタジアム 9月9日
2:06.30 1065 渡邉 駿 広島大学 4 福岡県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
2:06.44 1606 池畑 智幸 岡山大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:06.44 1195 岩下　航輝 福山平成大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月29日
2:06.70 1607 石松 賢大 岡山大学 2 兵庫県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:06.92 2192 石井　翔悟 高知大学 1 高知県 高知市カーニバル 高知市  11/12
2:06.92 1612 谷田 啓明 岡山大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:06.96 2184 岡田 修司 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
2:07.03 2320 吉池　航 近畿大学中国四国 1 山口県 中四個人 布勢 10月29日
2:07.05 7-1917 濱野　洋人 広島文化学園大学 1 広島県 呉市選手権大会 呉市総合 6月10日
2:07.29 1101 岩田 啓佑 広島大学 4 岐阜県 全日本医歯薬獣医対抗 西京極 8月24日
2:07.60 1485 末友　大志 環太平洋大学 2 島根県 第１回岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
2:08.06 1862 徳住 英彰 愛媛大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:08.67 1034 井野口 慎之輔 広島大学 4 広島県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
2:08.89 2332 長岡 隆成 岡山大学 1 山口県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:09.20 1634 　森　裕貴 岡山理科大学 3 岡山 第３回岡山県陸上競技記録会シティライトスタジアム 9月9日
2:09.81 2044 加百 勇登 岡山大学 1 岡山県 第3回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
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3:49.10 1563 黒河　一輝 環太平洋大学 4 愛媛県 第256回日本体育大学長距離記録会日本体育大学 4月23日
3:49.69 1552 千原　康大 環太平洋大学 2 島根県 日体大記録会 日本体育大学 4月20日
3:52.35 1556 平岡　錬 環太平洋大学 2 愛媛県 第3回雲南市陸協長距離記録会大東ふれあい陸上競技場 7月8日
3:53.75 2325 横山　裕介 山口大学 1 山口県 中四個人 布勢 10月28日
3:53.90 1711 大竹 康平 広島経済大学 1 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
3:54.44 2116 郷田　渉 環太平洋大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
3:54.79 1804 藤田 佳委 鳥取大学 4 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
3:56.36 1592 石原 聖 岡山大学 3 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
3:56.78 1578 岡﨑 一樹 岡山大学 4 高知県 中四インカレ 屋島 5月19日
3:57.12 1075 南 隆之介 広島大学 4 大阪府 中四インカレ 屋島 5月19日
3:57.39 1562 渡辺　稜二郎 環太平洋大学 4 広島県 岡山記録会 シティライト 4月15日
3:57.47 1656 大下 浩平 広島経済大学 M1 広島県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
3:57.54 2115 土居森　諒 環太平洋大学 2 広島県 岡山記録会 シティライト 4月15日
3:57.75 1664 鎌田 滉 広島経済大学 3 愛媛県 中四個人 屋島 10月28日
3:58.11 1691 山中 陽太 広島経済大学 2 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
3:58.43 1710 一宮 颯斗 広島経済大学 1 愛媛県 第96回広島市選手権 広島スタジアム 7月9日
3:58.78 1549 桝田　涼 環太平洋大学 2 徳島県 大阪体育大学中長距離記録会大阪体育大学 10月7日
3:59.18 1666 古谷 龍斗 広島経済大学 3 山口県 第2回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 5月13日
3:59.22 1658 大沼 優 広島経済大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
3:59.74 1573 村上 聡 岡山大学 M1 徳島県 中四個人 布勢 10月28日
4:00.03 1554 南澤　響 環太平洋大学 2 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
4:01.26 1444 宮藤　優樹 広島修道大学 2 広島県 第5回広島経済大学記録会広島経済大学 9月9日
4:01.39 7-1239 井上　翔太 島根大学 2 島根県 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
4:01.60 1692 松石 啓輔 広島経済大学 2 三重県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 6月10日
4:01.64 1550 大野　達也 環太平洋大学 2 山口県 中四個人 布勢 10月28日
4:01.83 1564 川東　拓未 環太平洋大学 4 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
4:02.00 1660 赤星 佑弥 広島経済大学 4 山口県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 6月10日
4:02.38 1833 上杉 太一 松山大学 2 愛媛県 広経大記録会 広経大競技場 6月10日
4:03.49 1071 吉村 善治 広島大学 4 福岡県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
4:03.95 1661 大島 拓也 広島経済大学 3 山口県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 6月10日
4:04.23 1663 宮本 健太郎 広島経済大学 3 鳥取県 第96回広島市選手権 広島スタジアム 7月9日
4:05.00 1659 山本 啓輔 広島経済大学 4 島根県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
4:05.34 1555 植崎　敬大 環太平洋大学 2 香川県 大阪体育大学中長距離記録会大阪体育大学 10月7日
4:06.23 1068 荒木 亮大 広島大学 4 熊本県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
4:06.99 1668 柴野 敏一 広島経済大学 3 広島県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
4:07.05 1689 木邑 駿 広島経済大学 2 広島県 広島県国体強化 エディオンスタジアム 4月8日
4:07.37 1667 笹木 航太 広島経済大学 3 山口県 第96回広島市選手権 広島スタジアム 7月9日
4:07.50 1170 深堀　洋祐 山口大学 2 山口県 山口ナイター 維新補助 7月1日
4:08.04 1694 濵松　海斗 広島経済大学 2 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
4:08.35 1662 才原 翔斗 広島経済大学 3 山口県 中四個人 布勢 10月28日
4:08.76 1745 村田　真太郎 高知大学 4 高知県 高知市陸上競技大会 高知市  4/22
4:08.83 1576 大江 将樹 岡山大学 4 香川県 中四個人 布勢 10月28日
4:09.00 1159 竹之内　一志 山口大学 3 山口県 第33回山口中・長距離記録会維新 4月2日
4:09.63 1657 堀尾 和弥 広島経済大学 4 鳥取県 第3回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 6月10日
4:09.87 1560 高橋　秀典 環太平洋大学 3 福岡県 大阪体育大学中長距離記録会大阪体育大学 10月7日
4:10.63 7-1247 門田　風雅 島根大学 2 広島県 中四個人 布施 10月28日
4:10.92 1031 河北 竜治 広島大学 3 島根県 東広島記録会 アクアパーク 6月11日
4:11.37 1605 安積 拓哉 岡山大学 2 岡山県 東広島記録会 東広島運動公園 9月3日
4:11.59 1364 前田 裕紀 鳥取大学 2 兵庫県 但馬選手権 豊岡陸上競技場 11月3日
4:26.01 2262 宮内　彪悟 徳島大学 １ 徳島県 徳島中長距離記録会 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場5月2８日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
14:24.25 1656 大下 浩平 広島経済大学 M1 広島県 第51回織田記念陸上 エディオンスタジアム 4月29日
14:25.13 1689 木邑 駿 広島経済大学 2 広島県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
14:26.55 2115 土居森　諒 環太平洋大 2 広島県 第260回日本体育大学長距離記録会日本体育大学 11月12日
14:27.39 1563 黒河　一輝 環太平洋大 4 愛媛県 第260回日本体育大学長距離記録会日本体育大学 11月12日
14:29.94 2122 実近　力丸 環太平洋大 1 広島県 第7回京都産業大学長距離記録会京都産業大学 12月16日
14:35.87 1177 森重　恒太 山口大学 3 山口県 第4回鞘ヶ谷記録会 鞘ヶ谷競技場 10月21日
14:39.33 2393 江浪 修平 愛媛大学 M2 愛媛県 丸亀ナイター 丸亀 9月30日
14:40.98 1658 大沼 優 広島経済大学 4 広島県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
14:41.85 1659 山本 啓輔 広島経済大学 4 島根県 第51回織田記念陸上 エディオンスタジアム 4月29日
14:42.37 1666 古谷 龍斗 広島経済大学 3 山口県 第7回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 10月21日
14:44.04 1034 井野口 慎之輔 広島大学 4 広島県 日本体育大学長距離競技会日本体育大学 10月15日
14:44.24 1592 石原 聖 岡山大学 3 岡山県 日体大記録会 健志台 11月12日
14:46.03 1661 大島 拓也 広島経済大学 3 山口県 第7回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 10月21日
14:46.45 1578 岡﨑 一樹 岡山大学 4 高知県 日体大記録会 健志台 11月12日
14:49.10 1566 島田　舜平 環太平洋大 4 高知県 第260回日本体育大学長距離記録会日本体育大学 11月12日
14:49.86 1804 藤田 佳委 鳥取大学 4 鳥取県 中四個人 布勢 10月29日
14:51.25 1668 柴野 敏一 広島経済大学 3 広島県 第71回広島県選手権 広島スタジアム 6月24日
14:51.62 1657 堀尾 和弥 広島経済大学 4 鳥取県 第7回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 10月21日
14:52.21 1075 南 隆之介 広島大学 4 大阪府 中四個人 布勢 10月29日
14:56.28 1031 河北 竜治 広島大学 3 島根県 第一回広島県長距離記録会広島スタジアム 11月18日
14:57.03 1072 坂口 礼章 広島大学 3 広島県 第一回広島県長距離記録会広島スタジアム 11月18日
14:57.35 1692 松石 啓輔 広島経済大学 2 三重県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
14:58.25 1667 笹木 航太 広島経済大学 3 山口県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
14:58.48 1663 宮本 健太郎 広島経済大学 3 鳥取県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
14:59.03 1573 村上 聡 岡山大学 M1 徳島県 大東ナイター 大東ふれあい運動場 6月10日
15:02.41 1556 平岡　錬 環太平洋大 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
15:05.60 1558 三井田　陸斗 環太平洋大 3 山口県 第3回西条ひうち長距離記録会西条ひうち陸上競技場 9月9日
15:06.10 1568 岩口 周平 岡山大学 M2 岡山県 日体大記録会 健志台 11月12日
15:06.29 1832 今川 斗真 松山大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
15:06.80 7-1239 井上　翔太 島根大学 2 島根県 島大記録会 島根大学陸上競技場 9月30日
15:07.13 2325 横山　裕介 山口大学 1 山口県 鞘ヶ谷記録会 鞘ヶ谷陸上競技場 10月21日
15:07.17 1691 山中 陽太 広島経済大学 2 愛媛県 第2回広島県長距離記録会広島スタジアム 11月25日
15:07.37 1712 河原 洋太 広島経済大学 1 広島県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
15:07.65 1690 後長 輝 広島経済大学 2 島根県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
15:09.99 1713 谷澤 泰輝 広島経済大学 1 兵庫県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
15:10.68 1026 松本 佑介 広島大学 4 広島県 山口ナイター 維新補助 7月1日
15:11.22 1065 渡邉 駿 広島大学 4 福岡県 鞘ヶ谷記録会 鞘ヶ谷陸上競技場 6月3日
15:12.53 1159 竹之内　一志 山口大学 3 山口県 第1回山口県長距離強化記録会維新 6月24日
15:13.11 1564 川東　拓未 環太平洋大 4 愛媛県 ナイタートライアルin丸亀 ピカラスタジアム 10月21日
15:13.13 1882 堀田 靖人 愛媛大学 3 愛媛県 丸亀ナイター 丸亀 9月30日
15:14.49 1695 小林 良輔 広島経済大学 2 島根県 第3回中実記録会 みよし運動公園 9月30日
15:14.90 1710 一宮 颯斗 広島経済大学 1 愛媛県 第71回広島県選手権 広島スタジアム 6月24日
15:16.50 1550 大野　達也 環太平洋大 2 山口県 中四個人 布勢 10月29日
15:17.73 1607 石松 賢大 岡山大学 2 兵庫県 ナイタートライアルin丸亀 丸亀 10月21日
15:19.58 1559 三好　将太 環太平洋大 3 岡山県 雲南市陸協長距離記録会 大東ふれあい陸上競技場 6月10日
15:20.13 1356 松下　知樹 徳島大学 3 徳島県 第5回徳島県中長距離記録会徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場10月14日 A組9位
15:20.43 1434 浅先　将大 広島修道大学 2 広島県 広島県選 広島スタジアム 6月25日
15:20.77 1662 才原 翔斗 広島経済大学 3 山口県 中四個人 布勢 10月29日
15:20.92 1664 鎌田 滉 広島経済大学 3 愛媛県 第2回広島県長距離記録会広島スタジアム 11月25日
15:25.57 1876 五丁 健治 愛媛大学 3 愛媛県 徳島中長記録会 ポカリスエットスタジアム 10月14日
15:27.18 1549 桝田　涼 環太平洋大 2 徳島県 岡山学生選手権大会 倉敷 11月5日
15:27.67 1562 渡辺　稜二郎 環太平洋大 4 広島県 岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
15:29.34 1715 脇田 怜司 広島経済大学 1 広島県 第71回広島県選手権 広島スタジアム 6月24日
15:31.89 1069 廣田 高至 広島大学 4 和歌山県 中四個人 布勢 10月29日
15:32.16 1665 福井 肇 広島経済大学 3 広島県 第5回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 9月9日
15:33.91 1761 山根　大輝 高知大学 2 高知県 第3回中長距離記録会 春野  10/7
15:34.56 2172 児玉　優生 広島修道大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月29日
15:35.03 2143 河内 知晃 広島大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月29日
15:36.33 1079 西村 浩登 広島大学 2 福岡県 第一回広島県長距離記録会広島スタジアム 11月18日
15:37.87 1033 山崎 泰輝 広島大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月29日
15:38.37 1605 安積 拓哉 岡山大学 2 岡山県 第7回京産大記録会 京産大 12月16日
15:38.59 1613 野喜 亮祐 岡山大学 2 兵庫県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
15:39.18 1081 家永 知生 広島大学 2 和歌山県 中四個人 布勢 10月29日
16:25.32 2258 島　良寛 徳島大学 １ 徳島県 第3回徳島県中長距離記録会徳島県田宮競技場 12月9日
16:36.00 2262 宮内　彪悟 徳島大学 １ 徳島県 秋季中四個人戦 コカ・コーラウエストスポーツパーク10月29日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
30:08.20 2115 土居森　諒 環太平洋大学 2 広島県 第4回広島県実業団長距離記録会呉市総合スポーツセンター陸上競技場43422
30:14.99 1177 森重　恒太 山口大学 3 山口県 第4回中国実業団長距離記録会呉市総合スポーツセンター陸上競技場11月18日
30:21.62 2393 江浪 修平 愛媛大学 M2 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
30:24.55 1656 大下 浩平 広島経済大学 M1 広島県 中四個人 布勢 10月27日
30:43.40 2122 実近　力丸 環太平洋大学 1 広島県 第4回広島県実業団長距離記録会呉市総合スポーツセンター陸上競技場43422
30:47.52 1661 大島 拓也 広島経済大学 3 山口県 第4回中実記録会 呉スポーツセンター 11月18日
30:50.87 1034 井野口 慎之輔 広島大学 4 広島県 中国実業団長距離記録会 呉市総合スポーツセンター陸上競技場11月18日
30:51.37 1689 木邑 駿 広島経済大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月27日
30:57.25 1558 三井田　陸斗 環太平洋大学 3 山口県 第4回広島県実業団長距離記録会呉市総合スポーツセンター陸上競技場43422
30:57.52 1659 山本 啓輔 広島経済大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月19日
30:57.64 1658 大沼 優 広島経済大学 4 広島県 第4回中実記録会 呉スポーツセンター 11月18日
30:57.74 1566 島田　舜平 環太平洋大学 4 高知県 第4回中国実業団長距離記録会呉市総合スポーツセンター陸上競技場43422
31:16.72 1657 堀尾 和弥 広島経済大学 4 鳥取県 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
31:17.12 1712 河原 洋太 広島経済大学 1 広島県 第4回中実記録会 呉スポーツセンター 11月18日
31:21.25 1668 柴野 敏一 広島経済大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月27日
31:21.63 1663 宮本 健太郎 広島経済大学 3 鳥取県 第4回中実記録会 呉スポーツセンター 11月18日
31:33.40 1026 松本 佑介 広島大学 4 広島県 中四個人 布勢 10月27日
31:35.77 1832 今川 斗真 松山大学 2 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
31:38.95 1159 竹之内　一志 山口大学 3 山口県 中四個人 コカ・コーラウエストスポーツパーク10月28日
31:46.68 7-1234 原一智 島根大学 2 島根県 中四個人 布施
31:47.84 1713 谷澤 泰輝 広島経済大学 1 兵庫県 中四個人 布勢 10月27日
31:48.08 1556 平岡　錬 環太平洋大学 2 愛媛県 中四個人 布勢 43400
31:52.88 1072 坂口 礼章 広島大学 3 広島県 広島県東部記録会 竹ヶ端運動公園陸上競技場1月7日
31:55.68 1804 藤田 佳委 鳥取大学 4 鳥取県 全山陰陸上 松江 4月30日
31:55.86 1559 三好　将太 環太平洋大学 3 岡山県 日本体育大学長距離記録会日本体育大学 43415
31:56.06 1665 福井 肇 広島経済大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月27日
31:57.28 1692 松石 啓輔 広島経済大学 2 三重県 中四個人 布勢 10月27日
32:04.44 1434 浅先　将大 広島修道大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月29日
32:07.55 1065 渡邉 駿 広島大学 4 福岡県 中四インカレ 屋島 5月19日
32:07.82 1691 山中 陽太 広島経済大学 2 愛媛県 第4回中実記録会 呉スポーツセンター 11月18日
32:09.09 1667 笹木 航太 広島経済大学 3 山口県 第44回山口県選 維新 5月3日
32:12.62 1578 岡﨑 一樹 岡山大学 4 高知県 京産大記録会 京産大 43085
32:22.49 1356 松下　知樹 徳島大学 3 徳島県 第7回京都産業大学記録会京都産業大学総合グラウンド陸上競技場12月16日 1組13位
32:31.41 1695 小林 良輔 広島経済大学 2 島根県 中四個人 布勢 10月27日
32:31.55 1069 廣田 高至 広島大学 4 和歌山県 中国実業団長距離記録会 呉市総合スポーツセンター陸上競技場11月18日
32:31.87 1715 脇田 怜司 広島経済大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月27日
32:37.21 1548 梅田　大輝 環太平洋大学 2 広島県 兵庫春季大会 加古川運動公園陸上競技場43198
32:45.78 2172 児玉　優生 広島修道大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月29日
32:46.91 1877 相田 和之 愛媛大学 3 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
32:51.54 1690 後長 輝 広島経済大学 2 島根県 第71回広島県選手権 広島スタジアム 6月25日
32:51.58 1432 山本　雄大 広島修道大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月29日
32:55.55 1066 友田 勝士 広島大学 2 広島県 広島県東部記録会 竹ヶ端運動公園陸上競技場1月7日
33:18.71 1607 石松 賢大 岡山大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 42874
33:23.00 1033 山崎 泰輝 広島大学 2 広島県 広島県東部記録会 竹ヶ端運動公園陸上競技場1月7日
33:23.32 １７６１ 山根 大輝 高知大学 2 高知県 中四個人 布勢  10/27
33:27.80 1666 古谷 龍斗 広島経済大学 3 山口県 第4回中実記録会 呉スポーツセンター 11月18日
33:37.70 1613 野喜 亮祐 岡山大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 42874
34:06.05 1612 谷田 啓明 岡山大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 42874
34:35.63 2123 源内　宏輝 環太平洋大学 1 岡山県 中四個人 布勢 43400
34:44.88 １７４６ 山崎 祐輝 高知大学 4 高知県 中四個人 布勢  10/27
34:45.02 １７３１ 西村 太志 高知大学 6 高知県 西日本医学科学生総合体育大会維新百年記年公園陸上競技場8　19
34:57.45 1551 小村　純太 環太平洋大学 2 山口県 第44回山口県陸上競技選手権大会維新 43223



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
14.42 +1.9 1863 西川 晴海 愛媛大学 2 愛媛県 四国選手権 春野競技場 8月26日
14.44 +0.7 1674 石本　惣一朗 広島経済大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
14.58 0.7 2066 岩切 亨生 環太平洋大学 1 鹿児島県 中四インカレ 屋島 5月20日
14.60 0.7 2087 山崎 利洋 環太平洋大学 1 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月20日
14.78 ∔0.7 1762 田中　春紀 高知大学 2 高知県 中四IC 屋島  5/21
15.00 1.6 1468 武田 仁志 環太平洋大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
15.14 -0.9 1687 前田　拓己 広島経済大学 3 広島県 呉市春季陸上記録会 呉市総合スポーツセンター 5月3日
15.15 +1.6 7-1257 中屋敷　祐人 島根大学 3 島根県 中四国インカレ 屋島 5月20日
15.23 1.5 1491 猪子 智至 環太平洋大学 2 徳島県 近県カーニバル Pikaraスタジアム 5月14日
15.26 -1.4 1449 小田 想一朗 環太平洋大学 4 宮崎県 第一回岡山県陸上競技記録会シティーライトスタジアム 4月15日
15.27 -0.2 2075 橋岡 隼弘 環太平洋大学 1 岡山県 岡山県陸上競技選手権大会シティーライトスタジアム 6月24日
15.46 0.9 1463 知福 隼 環太平洋大学 4 岡山県 丸亀カーニバル Pikaraスタジアム 4月8日
15.50 -1.0 1589 濱田 健太郎 岡山大学 4 広島県 関西医 京都府立山城総合運動公園6月4日
15.50 -0.1 1294 秦泉寺　慎太郎 岡山商科大学 4 高知県 中四個人 布勢 10月28日
15.78 +1.8 1279 松本　聖一郎 岡山商科大学 2 愛媛県 愛媛県選手権 愛媛 7月15日
15.88 +1.8 1975 大倉　悠幹 岡山商科大学 1 香川県 中四インカレ 丸亀 5月20日
15.98 +2.0 7-1246 三浦　伊織 島根大学 2 島根県 全山陰陸上競技大会 松江市営陸上競技場 4月29日
16.10 -2.7 2327 田中 善將 岡山大学 M2 岡山県 津山選手権 津山 8月6日
16.11 +1.6 1029 大田 耕平 広島大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
16.16 -0.6 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日 混
16.19 -0.1 2333 西本 俊樹 岡山大学 1 岡山県 中四個人選 布勢 10月28日
16.23 -0.6 1588 廣本 朋哉 岡山大学 4 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
16.31 +1.2 1825 和田 朋風 松山大学 2 愛媛県 第2回強化記録会 ニンジニアスタジアム 8月13日
16.46 -0.1 1593 池内 康成 岡山大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
16.49 +0.2 1152 山田 拓矢 鳥取大学 2 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日 十種
16.52 -1.3 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム  7/8
17.01 -1.3 2188 福本 治哉 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
17.11 +1.1 1294 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 島根県選手権 益田 5月6日 混



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
1:00.09 1646 井上 直也 倉敷芸術科学大学 3 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1:00.99 1880 西村 聡太 愛媛大学 3 愛媛県 春野オープン 春野 10月1日
50.43 1447 有田 英憲 環太平洋大学 4 鹿児島県 第85回大阪陸上競技選手権ヤンマースタジアム長居 5月7日
51.68 1025 尾﨑 雄祐 広島大学 M2 長崎県 関西学連記録会 ヤンマースタジアム長居補助競技場8月6日
52.36 1452 北野 裕介 環太平洋大学 4 兵庫県 第３回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
52.57 1697 三倉　巨幹 広島経済大学 2 広島県 第71回広島県陸上競技選手権大会コカ・コーラウエスト広島スタジアム6月25日
53.27 1760 寺本　陸 高知大学 2 高知県 県選手権 春野  5/4
53.35 1891 高田 凌佑 愛媛大学 M1 愛媛県 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月15日
53.44 1307 原　和輝 美作大学 3 岡山県 岡山県陸上選手権大会 岡山 6月25日
53.53 1435 伊藤　大地 広島修道大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月29日
53.63 1052 藤島 廉 広島大学 3 宮崎県 中四インカレ 屋島 5月21日
53.65 1035 梶原 周平 広島大学 4 熊本県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
53.75 2065 本城 和貴 環太平洋大学 1 鳥取県 第85回大阪陸上競技選手権ヤンマースタジアム長居 7月8日
54.10 2327 田中 善將 岡山大学 M2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
54.31 1469 園部 翔平 環太平洋大学 3 広島県 西日本インカレ 広島 7月1日
54.49 1186 佐々木　匡彦 山口大学 3 山口県 中四個人 布勢 10月29日
54.68 1582 廣本 朋哉 岡山大学 4 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
54.91 2359 藤越　春希 岡山理科大学 1 岡山 第７２回国民体育大会岡山県最終選手選考会シティライトスタジアム 7月9日
55.00 1279 松本　聖一郎 岡山商科大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
55.05 1875 川原 航平 愛媛大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
55.39 2081 壹岐 侑大 環太平洋大学 1 宮崎県 宮崎県選手権大会 霧島ハイビスカス競技場 7月9日
55.75 1593 池内 康成 岡山大学 3 岡山県 関西医 京都府立山城総合運動公園6月4日
55.82 1934 末永 拓也 環太平洋大学 2 鹿児島県 鹿児島県選手権 鹿児島 7月1日
56.13 1615 原山 瑛地 岡山大学 2 和歌山県 中四個人 布勢 10月29日
57.11 1042 上田 拓登 広島大学 4 山口県 山口県選手権 維新 5月3日
57.30 7-1246 三浦　伊織 島根大学 2 島根県 中四インカレ 屋島 5月21日
57.33 2135 椎原 素哉 広島大学 1 山口県 広島県選手権 広島スタジアム 6月25日
57.61 1990 加藤 拓真 松山大学 4 愛媛県 第2回強化記録会 ニンジニアスタジアム 8月12日
57.63 1956 五島　和徳 山口大学 1 山口県 中四個人 布勢 10月29日
57.66 2067 宜野座 康右 環太平洋大学 1 沖縄県 中四国個人 布勢 10月29日
58.44 1976 岡本　陽大 岡山商科大学 1 香川県 香川県選手権 丸亀 9月23日
58.53 2193 石田　瞬 高知大学 1 高知県 中四IC 屋島  5/21
58.55 1183 三輪　大貴 山口大学 2 山口県 中四個人 布勢 10月29日
58.57 1027 清水 裕貴 広島大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月29日
58.78 1451 川合 翔大郎 環太平洋大学 4 岡山県 中四国個人 布勢 10月29日
60.34 1755 菅沼 拓都 高知大学 3 高知県 高知カーニバル 春野  4/16



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
44:38.51 1371 村上　寛佳 近畿大学中国四国 2 佐賀県 2017長崎競歩大会 長崎県総合運動公園 12月10日
45:44.50 1991 黒木 亮太 松山大学 1 宮崎県 長崎競歩記録会 長崎総合運動公園 12月10日
47:04.75 1080 渡邉 心平 広島大学 2 静岡県 ひろしま県央競歩 アクアパーク 11月26日
47:11.19 1295 梶　海斗 岡山商科大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月２１日
47:36.11 1077 森 麟太郎 広島大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月28日
47:48.37 1670 米田 研志 広島経済大学 3 広島県 ひろしま県央競歩大会 東広島運動公園 11月26日
49:27.25 1143 佐々木 貴裕 鳥取大学 3 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
49:27.62 1101 岩田 啓佑 広島大学 4 岐阜県 中四インカレ 屋島 5月20日
49:59.68 2334 妹尾　優一郎 美作大学 1 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
50：34.77 1758 川村 渉 高知大学 3 高知県 中四個人 布勢  10/28
51:21.04 1613 野喜 亮祐 岡山大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月20日
57：33.86 2171 合田　智哉 広島修道大学 1 香川県 中四インカレ 屋島 5月20日
61:37.33 1624 岩佐　貫汰 岡山県立大学 2 京都府 中四インカレ 屋島 5月21日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
9:08.58 1689 木邑 駿 広島経済大学 2 広島県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月2日
9:12.44 1666 古谷 龍斗 広島経済大学 3 山口県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月2日
9:12.74 1564 川東　拓未 環太平洋大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
9:16.34 1804 藤田 佳委 鳥取大学 4 鳥取県 中四個人 布勢 10月27日
9:20.66 1656 大下 浩平 広島経済大学 M1 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
9:25.48 1578 岡﨑 一樹 岡山大学 4 高知県 中四インカレ 屋島 5月20日
9:28.42 1562 渡辺　稜二郎 環太平洋大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
9:28.78 1831 大田 真輝 松山大学 2 愛媛県 兵庫県秋季記録会 ユニバー記念競技場 10月15日
9:28.84 2113 平松　拓海 環太平洋大学 1 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
9:31.41 1664 鎌田 滉 広島経済大学 3 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
9:32.74 1713 谷澤 泰輝 広島経済大学 1 兵庫県 第85回兵庫県選手権 神戸総合運動公園 7月8日
9:34.99 1039 吉武 歩人 広島大学 3 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
9:35.23 2115 土居森　諒 環太平洋大学 2 広島県 中四私立対抗 倉敷 6月4日
9:39.67 7-2214 前田　雄飛 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月27日
9:41.58 1876 五丁 健治 愛媛大学 3 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
9:45.06 1888 川井 健太郎 愛媛大学 4 広島県 中国五県 布勢 8月19日
9:51.98 1434 浅先　将大 広島修道大学 2 広島県 広島市選 広島スタジアム 7月8日
9:55.49 2189 平家 知典 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
9:56.45 2119 小島　由典 環太平洋大学 1 高知県 岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
9:57.02 1079 西村 浩登 広島大学 2 福岡県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
9:58.38 1607 石松 賢大 岡山大学 2 兵庫県 兵庫秋季記録会 ユニバー記念競技場 10月15日
10:00.27 1606 池畑 智幸 岡山大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
10:06.42 1887 大堀 真生 愛媛大学 4 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
10:11.59 1602 福井 将貴 岡山大学 3 埼玉県 西医体 維新 8月20日
10:11.78 1551 小村　純太 環太平洋大学 2 山口県 中国個人 布勢 10月27日
10:13.44 2206 猪谷　進示 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム  7/8
10:15.04 1446 吉見　健太 広島修道大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月27日
10:15.96 1746 山﨑　祐輝 高知大学 4 高知県 県選手権 春野  5/4
10:23.01 2414 河村　駿 山口大学 1 山口県 中四個人 布勢 10月27日
10:30.33 2332 長岡 隆成 岡山大学 1 山口県 中四個人 布勢 10月27日
10:35.12 1595 遠藤 康太郎 岡山大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月27日
10:55.03 1653 佐藤 元 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
10:56.46 1631 小幡　辰哉 岡山理科大学 4 岡山 中四個人 布勢 10月27日
11:00.00 1731 西村　太志 高知大学 6 高知県 県選手権 春野  5/4
11:00.60 1627 高辻　宏明 岡山県立大学 2 兵庫県 2017年兵庫陸上競技秋季記録会神戸 10月16日
11:02.66 1741 長井　勝海 高知大学 4 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム  7/8



記録 １走 ２走 ３走 ４走 所属 １走 ２走 ３走 ４走 大会 会場 日付 備考
40.15 1482 1461 1462 1458 環太平洋大学 小林 太一 原永 貴之 前田 功貴 千葉 隆成 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
40.46 1482 1461 1462 2077 環太平洋大学 小林 太一 原永 貴之 前田 功貴 久住 琢己 日本インカレ 福井運動公園陸上競技場 9月8日
41.05 1707 1706 1679 1678 広島経済大学 倉田　匠 田嶋　郁也 吉田　崇智 西尾　颯汰 中四インカレ 屋島 5月20日
41.08 2327 1594 1568 1585 岡山大学 田中 善將 宇野田 和馬 石井 裕太 佐々木 仁哉 実学対抗 総社 10月1日
41.27 1783 1174 1180 1169 山口大学 上田　和志 板谷　真孝 杢　健寛 菅野 涼太　 中四インカレ 屋島 5月20日
41.30 2077 1456 1462 1470 環太平洋大学 久住 琢己 曽根 健志郎 前田 功貴 岩脇 侑哉 兵庫陸上競技選手権 ユニバー記念陸上競技場 7月8日
41.38 2077 1456 1462 1492 環太平洋大学 久住 琢己 曽根 健志郎 前田 功貴 池澤 翔輝 兵庫陸上競技選手権 ユニバー記念陸上競技場 7月8日
41.52 1427 1435 1438 1439 広島修道大学 大津　優音 伊藤　大地 小松　賢志郎 佐々木　太夢 中四個人 布勢 １０月２７日
41.53 1284 1278 1982 1281 岡山商科大学 延兼　省吾 岡崎　雅也 秋野　雅人 橋本　正太 中四個人 布勢 10月27日
41.63 1874 1869 1880 1863 愛媛大学 門田 準平 渡部 寛人 西村 聡太 西川 晴海 中四インカレ 屋島 5月19日
41.64 1571 1594 1568 2327 岡山大学 関谷 堂真 宇野田 和馬 石井 裕太 田中 善將 津山選手権 津山 8月6日
41.74 1797 1799 1796 1798 鳥取大学 藤居 研考 原 健太郎 前垣 雅哉 妻木 裕太郎 西医体 維新 8月20日
41.75 1707 1706 1951 1678 広島経済大学 倉田　匠 田嶋　郁也 庄司　泰志 西尾　颯汰 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
41.75 1193 1192 1199 1203 福山平成大学 藤本　達也 濱元　大弥 大坪　柊也 山下　雄大 中四個人 布勢 10月27日
41.77 1797 1796 1150 1363 鳥取大学 藤居 研考 前垣 雅哉 犬持 智 前田 真作 個人戦 布勢 10月27日
41.82 2199 1732 1760 1765 高知大学 山城 達大 横山　新太郎 寺本　陸 川口　貴司 春野オープン 春野 9月30日
41.99 1765 1751 1766 1760 高知大学 川口 貴司 黒川　至仁 深澤　順一 寺本　陸 中四IC 屋島 5月20日
42.13 2275 1869 1880 1875 愛媛大学 岡田 陸 渡部 寛人 西村 聡太 川原 航平 中四個人 布勢 10月27日
42.14 1738 1751 1765 1760 高知大学 苅谷　勇希 黒川　至仁 川口　貴司 寺本　陸 高知リレーカーニバル 春野 4月15日
42.21 1874 1869 1875 1863 愛媛大学 門田 準平 渡部 寛人 川原 航平 西川 晴海 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
42.23 2140 1044 1053 1047 広島大学 蒲生 望 山下 隆祐 辻 翔吾 高橋 皓己 中四個人 布勢 10月27日
42.26 1765 1751 1732 1760 高知大学 川口 貴司 黒川　至仁 横山　新太郎 寺本　陸 高知県陸上競技選手権 春野 5月3日
42.38 2140 2129 1044 1047 広島大学 蒲生 望 福元 正和 山下 隆祐 高橋 皓己 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
42.46 1680 1707 1686 1951 広島経済大学 神田　直季 倉田　匠 陶山　帆昂 庄司　泰志 中国五県 布勢 8月19日
42.55 1701 1706 1699 1703 広島経済大学 山﨑　光 田嶋　郁也 原　広樹 岸本　宗 中四個人 布勢 10月27日
42.55 1243 1719 1254 1249 島根大学 大谷　裕貴 舩木　健二 亀田　広夢 澄田　開 中四インカレ 屋島 5月19日
42.56 1598 1609 1619 1588 岡山大学 佐藤 啓 秋山 幸希 山本 純也 中尾 拓史 中四インカレ 屋島 5月19日
42.60 1765 1751 1766 1732 高知大学 川口 貴司 黒川　至仁 深澤　順一 横山　新太郎 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月8日
42.65 2321 1164 1174 1166 山口大学 田中　博 木村　昌也 板谷　真孝 村上　将一 中四個人 布勢 10月27日
42.71 1797 1362 1149 1150 鳥取大学 藤居 研考 谷上 耕太郎 和田 直也 犬持 智 中四インカレ 屋島 5月19日
42.75 1085 1043 1063 1035 広島大学 園中 杏汰 中山 太郎 安田 理人 梶原 周平 国見台選手権 国見台 5月4日
42.95 1316 1312 2335 1317 美作大学 平居　凌 松本　兼也 槙原　千裕 宮川　裕斗 中四個人　 布勢 10月27日
43.01 1245 1249 1254 1250 島根大学 松本　雄大 澄田　開 亀田　広夢 杉浦　悠太 中四個人 布施 10月27日
43.03 2043 2042 2047 2049 岡山大学 尾崎 巧 上田 明日翔 澤 直樹 竹内 友希 津山選手権 津山 8月6日
43.11 1598 1616 1614 2042 岡山大学 佐藤 啓 福島 悠太 羽村 健渉 上田 明日翔 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
43.11 1316 1306 1310 1302 美作大学 平居　凌 谷口　諒 白根　尚哉 竹村　太希 中四インカレ 屋島 5月18日
43.20 1305 1316 1312 1310 美作大学 小林　靖典 平居　凌 松本　兼也 白根　尚哉 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
43.27 1164 1168 1178 1166 山口大学 木村　昌也 金子　悠 蒲生　智 村上　将一 第4回チャレンジスプリント 維新 9月24日
43.30 1619 1598 1610 1594 岡山大学 山本 純也 佐藤 啓 神田 恭輔 宇野田 和馬 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
43.35 2021 1647 1649 1654 倉敷芸術科学大学 林 義成 内田 幸 片山 卓哉 中川 亮太 中四インカレ 屋島 5月19日
43.48 1588 1609 1615 1614 岡山大学 中尾 拓史 秋山 幸希 原山 瑛地 羽村 健渉 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日



記録 １走 ２走 ３走 ４走 所属 １走 ２走 ３走 ４走 大会 会場 日付 備考
3:08.73 1448 1499 1464 1447 環太平洋大学 稲井 達也 中田 大貴 有田 英憲 大山 一茂 西日本インカレ エディオンスタジアム 5月27日
3:14.38 1677 1673 1707 1679 広島経済大学 林　高春 岡本　朝日 倉田　匠 吉田　崇智 中四インカレ 屋島 5月21日
3:17.00 1438 1435 1445 1439 広島修道大学 小松　賢志郎 伊藤　大地 山田　晟太朗 佐々木　太夢 中四インカレ 屋島 ５月２１日
3:17.02 1677 1680 1679 1673 広島経済大学 林　高春 神田　直季 吉田　崇智 岡本　朝日 香川県陸上競技選手権大会丸亀陸上競技場 5月5日
3:17.03 1677 1679 1680 1705 広島経済大学 林　高春 吉田　崇智 神田　直季 中畑　智博 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月2日
3:17.70 1316 1306 1307 1315 美作大学 平居　凌 谷口　諒 原　和輝 福本　悠人 中四インカレ 屋島 5月20日
3:18.32 1146 1150 1796 1801 鳥取大学 松久 昂平 犬持 智 前垣 雅哉 池田 弘佑 中四個人 布勢 10月29日
3:18.37 1571 1594 1582 1610 岡山大学 関谷 堂真 宇野田 和馬 廣本 朋哉 神田 恭輔 中四インカレ 屋島 5月20日
3:18.46 1610 1594 2049 2327 岡山大学 神田 恭輔 宇野田 和馬 竹内 友希 田中　善將 中四個人 布勢 10月29日
3:18.53 1182 1169 1183 1181 山口大学 原田　大輝 菅野　涼太 三輪　大貴 宮本　葵 中四インカレ 屋島 5月21日
3:18.70 2327 1594 1582 1593 岡山大学 田中 義將 宇野田 和馬 廣本 朋哉 池内 康成 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
3:19.04 1042 1025 1051 1052 広島大学 上田 拓登 尾﨑 雄祐 森田 和杜 藤島 廉 中四インカレ 屋島 5月20日
3:19.33 1571 1594 1582 1609 岡山大学 関谷 堂真 宇野田 和馬 廣本 朋哉 秋山 幸希 中四インカレ 屋島 5月21日
3:19.45 1732 1773 1760 2204 高知大学 横山　新太郎 金田　将成 寺本　陸 恒石　実大 中四個人 布勢 10月29日
3:19.63 1085 1043 1063 1035 広島大学 園中 杏汰 中山 太郎 安田 理人 梶原 周平 国見台選手権 国見台 5月3日
3:20.14 1083 1044 2134 1025 広島大学 足立 達也 山下 隆祐 加藤 嵩大 尾﨑 雄祐 中四個人 布勢 10月29日
3:20.20 1680 1679 1708 1705 広島経済大学 神田　直季 吉田　崇智 藤川　龍之介 中畑　智博 中四個人 布勢 10月29日
3:20.66 1315 1306 1307 1316 美作大学 福本　悠人 谷口　諒 原　和輝 平居　凌 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
3:21.15 1042 1025 1051 1052 広島大学 上田 拓登 尾﨑 雄祐 森田 和杜 藤島 廉 中四インカレ 屋島 5月21日
3：21.23 1248 1719 1718 1720 島根大学 田中　智久 舩木　健二 梅木　雅矢 菅井　雄生 中四インカレ 屋島 5月20日
3:21.30 1146 1150 1148 1801 鳥取大学 松久 昂平 犬持 智 和田 直也 池田 弘佑 中四インカレ 屋島 5月20日
3:21.79 1732 1773 1766 1760 高知大学 横山　新太郎 金田　将成 深澤　順一 寺本　陸 西日本IC 広島 7月1日
3:21.96 1615 1594 2049 1604 岡山大学 原山 瑛士 宇野田 和馬 竹内 友希 秋山 幸希 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
3:22.08 1738 1773 1756 1760 高知大学 苅谷　勇希 金田　将成 村岡　雄也 寺本　陸 高知県陸上競技選手権 春野 5月4日
3:23.28 1798 1799 1802 1801 鳥取大学 妻木 裕太郎 原 健太郎 大林 史明 池田 弘佑 西医体 維新 8月20日
3:23.52 1798 1796 1799 1801 鳥取大学 妻木 裕太郎 前垣 雅哉 原 健太郎 池田 弘佑 西医体 維新 8月20日
3:23.53 2136 2134 2135 1052 広島大学 松井 皓亮 加藤 嵩大 椎原 素哉 藤島 廉 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
3:23.70 1880 1891 1883 1875 愛媛大学 西村 聡太 高田 凌佑 松尾 香太郎 川原 航平 中四インカレ 屋島 5月20日
3:23.95 1571 1594 1582 1610 岡山大学 関谷 堂真 宇野田 和馬 廣本 朋哉 神田 恭輔 香川県選手権 丸亀 5月5日
3:24.30 1765 1738 1760 1766 高知大学 川口　貴司 苅谷　勇希 寺本　陸 深澤　順一 高知リレーカーニバル 春野 4月16日
3:24.31 1808 1992 1815 1990 松山大学 友岡 慎也 松本 光平 堀川 聡哉 加藤 拓真 第72回愛媛陸上競技選手権大会ニンジニアスタジアム 7月16日
3:24.50 1875 1891 1883 1880 愛媛大学 川原 航平 高田 凌佑 松尾 香太郎 西村 聡太 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
3：24.80 1720 1719 1252 1248 島根大学 菅井　雄生 舩木　健二 古川　雄大 田中　智久 全山陰陸上競技選手権 松江市営陸上競技場 4月30日
3:25.04 1762 1751 1738 1760 高知大学 田中　春紀 黒川　至仁 苅谷　勇希 寺本　陸 高知リレーカーニバル 春野 4月16日
3:25.14 2279 1891 1875 1880 愛媛大学 中村 純一郎 高田 凌佑 川原 航平 西村 聡太 中四個人 布勢 10月29日
3:25.59 1315 1306 1307 1316 美作大学 福本　悠人 谷口　諒 原　和輝 平居　凌 中四インカレ 屋島 5月21日
3:25.62 2021 1654 1655 1647 倉敷芸術科学大学 林 義成 中川 亮太 横谷 黛我 内田 幸 中四インカレ 屋島 5月20日
3：26.21 1720 1252 1987 1253 島根大学 菅井　雄生 古川　雄大 桑田　彰浩 前田　大和 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
3:26.93 1875 2280 1866 1891 愛媛大学 川原 航平 舛野 風太 前田 凌佑 高田 凌佑 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月16日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
2m15 2100 友利　響平 環太平洋大学 1 沖縄県 日本インカレ 福井 6月4日
2m13 1807 渡部 史也 松山大学 4 愛媛県 佐々木記念記録会 西条ひうち陸上競技場 7月30日
2ｍ12 1603 女鹿田 匠 岡山大学 3 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
2m10 1511 徳永　和馬 環太平洋大学 3 愛媛県 愛媛陸上対抗選手権大会 県総合運動公園陸上競技場7月16日
2m10 1520 矢嶋　隼也 環太平洋大学 2 兵庫県 第85回兵庫陸上競技選手権大会ユニバー記念競技場 7月9日
2m07 1500 川井田　卓也 環太平洋大学 4 宮崎県 宮崎県選手権 KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場7月10日
2ｍ06 1271 坂野　亮次 岡山商科大学 4 島根県 岡山県記録会 シティーライトスタジアム 9月9日
2ｍ06 1287 廣田　勇一 岡山商科大学 3 岡山県 香川県選手権 丸亀 5月5日
2ｍ04 1288 奥田　昌樹 岡山商科大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日
2m00 1506 上垣　亮 環太平洋大学 3 兵庫県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
2m00 1088 竹内 康裕 広島大学 2 福岡県 東広島記録会 アクアパーク 5月3日
2m00 1315 福本　悠人 美作大学 1 高知県 津山陸上競技大会 津山 9月3日
1m96 1505 秋山　弘樹 環太平洋大学 3 愛媛県 倉敷記録会 倉敷 4月8日
1m95 1635 矢野　翔 岡山理科大学 3 兵庫 中四私立対校 倉敷 6月4日
1m95 1513 藤井　丈 環太平洋大学 3 鳥取県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
1m95 2095 梶本　和樹 環太平洋大学 1 兵庫県 第70回加古川市陸上競技選手権大会加古川陸上競技場 6月10日
1ｍ95 1292 中村　遼太郎 岡山商科大学 3 山口県 山口県選手権 維新 5月4日
1m95 1040 佐藤 走 広島大学 M1 長崎県 東広島記録会 アクアパーク 5月3日
1m94 1509 川内　敬太 環太平洋大学 3 佐賀県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1m94 2096 加治屋　圭大 環太平洋大学 1 鹿児島県 第3回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月22日
1m94 1085 園中 杏汰 広島大学 2 鹿児島県 中四個人 布勢 10月28日
1ｍ91 7-2216 橋井　勇磨 島根大学 1 鳥取県 中四個人 布施 10月29日
1m90 2094 稲田　圭 環太平洋大学 1 広島県 広島県選手権 広島スタジアム 6月25日
1m90 1029 大田 耕平 広島大学 4 広島県 東広島記録会 アクアパーク 5月3日
1m88 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 県選手権 春野 5月3日
1m88 1519 原田　康輝 環太平洋大学 2 島根県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1m88 2092 池田　仁也 環太平洋大学 1 兵庫県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1m85 1685 藤井　竜矢 広島経済大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
1m85 1503 新延　聖 環太平洋大学 4 香川県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
1ｍ85 2309 藤川　英道 岡山県立大学 1 岡山 中四個人 布勢 10月28日
1m85 2169 神鳥　怜央 広島スタジアム 1 広島県 広島県選 広島スタジアム 6月25日
1m85 2139 松本 奏一郎 広島大学 1 佐賀県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
1m85 1304 上山歩 美作大学 3 岡山県 岡山学生選手権 岡山 11月6日
1m80 1740 田中　佳祐 高知大学 4 高知県 中四個人 布勢 10月28日
1m80 2040 平野 隆也 岡山大学 2 岡山県 岡山県選手権／岡山県インカレシティライトスタジアム／倉敷6月25日
1m75 2207 前田　達彦 高知大学 1 高知県 国体予選 春野 7月1日
1m75 2326 亀谷　好嚝 岡山理科大学 1 岡山 第３回岡山県陸上競技記録会シティライトスタジアム 9月9日
1m75 1617 藤森 信昭 岡山大学 2 岡山県 関西医 山城運動公園 6月4日
1m75 1365 伊藤 諒祐 鳥取大学 4 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月21日
1ｍ70 1297 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 島根県選手権 益田 5月5日 混
1m65 1859 沖田 陸也 愛媛大学 2 愛媛県 中四個人 ポカリスエットスタジアム 10月28日
1m65 2046 児玉 優太 岡山大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
1m65 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日 混
1m65 1152 山田 拓矢 鳥取大学 2 鳥取県 中四個人 布勢 10月27日 混
1m60 1884 安部 匠 愛媛大学 4 愛媛県 西条ひうち記録会 西条ひうち陸上競技場 7月30日
1m50 1860 木村 彰太 愛媛大学 2 愛媛県 第一回強化記録会 ニンジニアスタジアム 4月16日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
5m10 1861 蔵田 雅典 愛媛大学 2 愛媛県 西カレ エディオンスタジアム 7月2日
4m60 1522 山本 恵佑 環太平洋大学 2 広島県 中国五県対抗 布勢 8月19日
4m60 1508 茅原 雅人 環太平洋大学 3 鳥取県 岡山県学生選手権 倉敷 11月5日
4m40 2128 田村 圭祐 広島大学 1 広島県 東広島記録会 アクアパーク 9月3日
4m10 1061 北村 祐貴 広島大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
4m00 1059 橋本 壮侍 広島大学 M1 三重県 中四インカレ 屋島 5月19日
4m00 1652 堤 喬平 倉敷芸術科学大学 3 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
3m90 1808 友岡 慎弥 松山大学 4 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
3ｍ80 2063 佐々木　崇之 広島経済大学 1 兵庫県 第1回広島市陸上競技記録会エディオンスタジアム 5月28日
3m80 1884 安部 匠 愛媛大学 4 愛媛県 中四個人 布勢 10月29日
3m80 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日 混
3ｍ50 1297 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 中四個人 布勢 10月28日 混
3m40 1152 山田 拓矢 鳥取大学 2 鳥取県 鳥取県選手権 布勢 5月7日 混
3m10 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 中四IC 屋島 5月20日 混



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
7m46 ∔2.0 1504 松村 渉 環太平洋大学4 山口県 中四インカレ 屋島 5月20日
7ｍ44 +1.5 1706 田嶋　郁也 広島経済大学2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
7ｍ43 +1.6 1707 倉田　匠 広島経済大学2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
7m42 +0.7 1796 前垣 雅哉 鳥取大学 6 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
7m41 ∔2.0 1514 松田 敬佑 環太平洋大学3 鹿児島県 香川陸上競技会第1回記録会 ピカラスタジアム 7月16日
7m19 ∔0.4 2102 三宅 諒享 環太平洋大学1 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
7m15 +1.6 1308 松尾 直樹 美作大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月20日
7m00 ∔0.5 1510 喜多 恭介 環太平洋大学3 徳島県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
6m97 ∔1.7 1518 野口 良太 環太平洋大学2 兵庫県 第70回加古川市陸上競技選手権大会加古川競技場 6月10日
6m91 +1.2 　1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 高知市選手権 高知市 9月2日
6m91 -0.5 2048 瀬戸川 将章 岡山大学 1 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
6m87 +1.8 1775 富田 悠介 吉備国際大学4 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
6m86 ∔0.6 1515 向井 達哉 環太平洋大学3 香川県 中四私立対校 倉敷 6月4日
6m86 +0.8 1040 佐藤 走 広島大学 M1 長崎県 中四インカレ 屋島 5月20日
6ｍ84 +1.6 7-1259 坂元　郁弥 島根大学 3 島根県 島根県陸上競技選手権大会 益田市営陸上競技場 5月5日
6m82 +0.9 1608 岩井 宏樹 岡山大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
6m80 -0.5 1283 田坂　雅人 岡山商科大学3 愛媛県 岡山学生選手権 倉敷 11月5日
6ｍ78 +1.5 7-1261 清水　翔一郎 島根大学 3 島根県 島根県国体予選 松江市営陸上競技場 7月16日
6ｍ78 +0.6 1282 藤原　琳久 岡山商科大学2 岡山県 中四私立対抗 倉敷 6月4日
6ｍ74 +2.0 7-1255 朝津　順平 島根大学 2 島根県 中国五県 布施 8月19日
6ｍ72 +0.3 7-1254 亀田　広夢 島根大学 2 島根県 中国五県 布施 8月19日
6m71 +1.3 2201 坂上　友介 高知大学 1 高知県 国体予選 春野 7月1日
6m70 ∔1.5 2093 伊藤 淳哉 環太平洋大学1 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
6m68 ∔0.8 2101 松勢 光平 環太平洋大学1 愛媛県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
6m63 +0.2 2203 岡　　亮祐 高知大学 1 高知県 春野オープン 春野 9月30日
6m60 +2.2 1808 友岡 慎弥 松山大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
6m55 +1.9 2204 恒石　実大 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月8日
6m51 +0.5 2020 山岡 大悟 美作大学 1 高知県 岡山学生陸上競技選手権大会倉敷 11月5日
6m44 +0.1 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
6ｍ41 +1.5 1949 古岡　陸斗 広島経済大学1 広島県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
6m40 +1.9 1756 村岡　雄也 高知大学 3 高知県 中四IC 屋島 5月20日
6ｍ33 +1.6 1297 本田　直紀 岡山商科大学3 島根県 島根県選手権 益田 5月5日 混
6m32 +1.9 1088 竹内 康裕 広島大学 2 福岡県 中四インカレ 屋島 5月20日
6m31 +1.9 1590 福田 航希 岡山大学 4 岡山県 中四インカレ 屋島 5月22日
6ｍ30 +0.2 1626 末道　洸希 岡山県立大学2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
15m61 ∔1.9 1514 松田 敬佑 環太平洋大学 3 鹿児島県 第72回鹿児島県陸上競技対校選手権大会鴨池陸上競技場 7月2日
15m44 ∔0.4 1502 小山 義人 環太平洋大学 4 福岡県 中四個人 布勢 10月29日
15m07 ∔1.0 1507 永澤 竜太郎 環太平洋大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月21日
15m04 ∔2.0 1512 西井 海斗 環太平洋大学 3 兵庫県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
14m86 +1.3 1813 平岡 宥人 松山大学 3 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
14m68 +0.7 1277 神戸　力斗 岡山商科大学 3 鳥取県 岡山学生選手権 倉敷 11月5日
14m59 +0.6 1040 佐藤 走 広島大学 M1 長崎県 中四インカレ 屋島 5月21日
14m56 +1.7 1050 熊本 靖丈 広島大学 M1 福岡県 中四インカレ 屋島 5月21日
14m51 +0.1 1608 岩井 宏樹 岡山大学 2 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
14ｍ49 +1.1 1259　 坂元　郁弥 島根大学 3 島根県　 中国五県 布施 8月20日
14m26 -0.1 1796 前垣 雅哉 鳥取大学 6 鳥取県 西医体 維新 8月20日
14ｍ01 +1.1 1255 朝津　順平 島根大学 2 島根県　 島根県陸上競技選手権大会益田市営陸上競技場 5月6日
13m88 +1.0 1756 村岡　雄也 高知大学 3 高知県 春野オープン 春野 10月1日
13ｍ69 +1.3 1702 黒川　慎太郎 広島経済大学 2 愛媛県 第96回広島市陸上競技選手権大会コカ・コーラウエスト広島スタジアム7月8日
13m68 -0.4 1198 野口　尚樹 福山平成大学 2 島根県 中四個人 布勢 10月29日
13m67 +0.7 2098 先村 駆留 環太平洋大学 1 山口県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
13m65 ±0.0 2097 北川 翔 環太平洋大学 1 大阪県 中四個人 布勢 10月29日
13ｍ54 +0.9 1261 清水　翔一郎 島根大学 3 島根県　 中四個人 布施 10月29日
13m48 +1.5 2032 村田 雅明 鳥取大学 1 兵庫県 鳥取市選手権 布勢 6月10日
13m46 +03 1980 貝原　陽 岡山商科大学 1 岡山県 岡山県記録会 シティーライトスタジアム 4月15日
13m43 +0.6 1977 福庭　将仁 岡山商科大学 1 島根県 中四個人 屋島 10月27日
13m39 ∔0.4 1521 安宮 和樹 環太平洋大学 2 兵庫県 中四個人 布勢 10月29日
13m33 +1.5 1271 坂野　亮次 岡山商科大学 4 島根県 岡山学生選手権 倉敷 11月5日
13m25 +0.7 1314 中岡　響平 美作大学 2 高知県 中四インカレ 屋島 5月20日
13m22 +1.7 2203 岡　　亮祐 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月7日
13ｍ14 +0.2 1709 藤本　直杜 広島経済大学 2 広島県 第4回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 7月22日
13m10 +0.8 2204 恒石　実大 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月7日
13m03 +1.6 1280 蛭子　誠矢 岡山商科大学 2 高知県 岡山県記録会 シティーライトスタジアム 7月22日
13m02 +0.9 1683 佐竹　良樹 広島経済大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月29日
13m02 ∔1.7 1517 小栗 拓海 環太平洋大学 2 鳥取県 第2回丸亀記録会 ピカラスタジアム 9月23日
12m67 +0.6 2329 石丸 恵太 岡山大学 1 兵庫県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
12m62 ∔0.7 1516 森田 啓聖 環太平洋大学 3 広島県 第26回岡山県実業団対学生対抗陸上選手権大会総社北公園陸上競技場 10月1日
12m51 -0.2 1651 鈴木 遼 倉敷芸術科学大学 3 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
12m39 +0.5 1311 小松　智哉 美作大学 1 高知県 中四インカレ 屋島 5月20日
12m35 +1.4 2277 小泉 恭佑 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
12m22 +1.9 1590 福田 航希 岡山大学 4 岡山県 中四インカレ レクザムスタジアム 5月21日
12m22 -2.1 2356 河上 洋輝 広島大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月29日
11m69 +0.4 1057 永野 明宏 広島大学 4 熊本県 広島大学春季競技会 アクアパーク 3月25日
11ｍ65 -1 1579 小畑 友也 岡山大学 4 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
14m31 2127 長木 勇真 広島大学 1 大分県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
13m79 1591 宮川 慶太 岡山大学 4 岡山県 中四個人選 布勢 10月29日
13m10 2108 迎 泰輝 環太平洋大学 1 兵庫県 中四個人 布勢 10月29日
13m08 1528 大長 龍平 環太平洋大学 4 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月20日
13m01 1538 柳生 恭平 環太平洋大学 3 宮崎県 中四私立対校 倉敷 6月4日
12m96 1742 野村　晋平 高知大学 4 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月7日
12ｍ67 1682 甲斐　公耀 広島経済大学 3 広島県 第1回広島市陸上競技記録会エディオンスタジアム 5月28日
12m48 1600 坪井 涼平 岡山大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月20日
12ｍ44 1983 吉本　瑞希 岡山商科大学 1 岡山県 中四インカレ 屋島 5月20日
12m22 1374 吉本 将紀 環太平洋大学 4 広島県 第２回広島県投擲記録会 西農陸上競技場 4月22日
12m21 1598 白田 雅治 岡山大学 3 愛知県 中四個人選 布勢 10月29日
12m15 1542 榊原 祐一 環太平洋大学 2 兵庫県 兵庫陸上競技選手権大会 ユニバー記念競技場 7月9日
11ｍ98 1581 神田 佳希 岡山大学 4 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
11m83 2022 万治 秀明 倉敷芸術科学大学 1 岡山県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
11m69 1534 甲斐 貴士 環太平洋大学 3 宮崎県 宮崎県陸上競技選手権大会宮崎県総合運動公園 7月8日
11ｍ56 1979 笠原　彩翔 岡山商科大学 1 岡山県 岡山県記録会 シティーライトスタジアム 7月22日
10m82 1191 長野　拓海 福山平成大学 3 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
10m73 1196 川田　佳次 福山平成大学 2 広島県 東部記録会 福山 4月16日
10m11 1879 仁尾 陽介 愛媛大学 3 香川県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
10m09 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
9m86 2037 松本　陸 山口大学 1 山口県 中四インカレ 屋島 5月20日
9m84 2208 笠原　智行 高知大学 1 高知県 高知市カーニバル 高知市 11月11日
9m67 1736 垣内　星了 高知大学 4 高知県 高知市カーニバル 高知市 11月11日
9m40 1808 友岡 慎弥 松山大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
9m27 2048 瀬戸川 将章 岡山大学 1 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
9m20 1764 森口　幸輝 高知大学 2 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月7日
9m12 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 中四IC 屋島 5月19日 混
8m81 1768 渡邊　龍樹 高知大学 2 高知県 高知市陸上 高知市 4月24日
8m50 1085 園中 杏汰 広島大学 2 鹿児島県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
8ｍ04 1297 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 島根県選手権 益田 5月5日 混
8m00 2045 久保田 友裕 岡山大学 1 広島県 第1回吉備路陸上競技大会総社 11月26日
7m25 2284 麻生　虎太郎 高知大学 1 高知県 高知市カーニバル 高知市 11月11日
6m99 1576 大江 将樹 岡山大学 4 香川県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
4m64 1611 竹中 侑生 岡山大学 2 兵庫県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
47m21 1570 黒田 剛志 岡山大学 M1 鳥取県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
44m56 1530 村上 耀 環太平洋大学 4 岡山県 第１回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
44m19 1598 白田 雅治 岡山大学 3 愛知県 東海選手権 岐阜メモリアルセンター 8月27日
42m93 2127 長木 勇真 広島大学 1 大分県 中四個人 布勢 10月28日
42m77 1811 堀尾 海人 松山大学 4 高知県 西日本インカレ エディオンスタジアム」 7月2日
41m97 1028 岡田 直樹 広島大学 4 奈良県 徳山大学記録会 徳山大学 8月17日
39m25 1045 鈴木 慶彦 広島大学 3 愛知県 中四インカレ 屋島 5月20日
39m01 2107 三谷 真也 環太平洋大学 1 兵庫県 兵庫陸上競技選手権大会 ユニバー記念競技場 7月8日
38ｍ17 1682 甲斐　公耀 広島経済大学 3 広島県 県カレ 庄原市上野総合公園陸上競技場6月3日
37m54 2103 田村 基暉 環太平洋大学 1 岡山県 第２回香川陸協記録会 ピカラスタジアム 9月23日
37m24 1600 坪井 涼平 岡山大学 3 岡山県 中四国インカレ 屋島 5月20日
36ｍ01 1275 岩田　英之 岡山商科大学 3 香川県 中四私立対抗 倉敷 6月4日
34m81 1528 大原 大亮 環太平洋大学 3 岡山県 岡山県陸上競技選手権大会シティライトスタジアム 6月25日
34m76 1341 上岡 友太 環太平洋大学 4 広島県 第１回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
34ｍ68 1979 笠原　彩翔 岡山商科大学 1 岡山県 中国五県対抗 シティーライトスタジアム 8月2日
34m67 2105 児島 清成 環太平洋大学 1 兵庫県 第26回姫路陸上競技選手権大会ウインク陸上競技場 9月9日
33ｍ76 1704 廣田　皓大 広島経済大学 2 岡山県 県カレ 庄原市上野総合公園陸上競技場6月3日
32m82 1768 渡邊　龍樹 高知大学 2 高知県 中四個人 布勢 10月28日
32m80 1640 葛西　凌也 岡山理科大学 2 岡山 第７２回国民体育大会岡山県代表選手選考会シティライトスタジアム 7月8日
30m98 2208 笠原　智行 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月8日
30m25 1058 来島 良典 広島大学 2 広島県 西条農業記録会 西条農業高校 3月18日
30m25 1147 米井 龍 鳥取大学 3 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
29m47 1617 藤森 信昭 岡山大学 2 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
29m45 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
29m39 2396 田中 悠貴 環太平洋大学 1 兵庫県 第26回姫路陸上競技選手権大会ウインク陸上競技場 9月9日
29m25 2037 松本　陸 山口大学 1 山口県 山口県体 維新 10月8日
28m48 1191 長野　拓海　 福山平成大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月28日
28m32 1865 日髙 椋 愛媛大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
28m03 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 県選手権 春野 5月4日 混
27ｍ87 1675 小嶋　修平 広島経済大学 4 広島県 県カレ 庄原市上野総合公園陸上競技場6月3日
27m66 1581 神田 佳希 岡山大学 4 岡山県 倉敷記録会 倉敷 7月15日
27m59 1764 森口　幸輝 高知大学 2 高知県 第1回投てき記録会 春野 7月9日
27m55 1196 川田　佳次 福山平成大学 2 広島県 東部記録会 福山 4月16日
26m99 1569 小橋 佑介 岡山大学 M2 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
25m53 1052 藤島 廉 広島大学 3 宮崎県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
23m96 1608 岩井 宏樹 岡山大学 2 岡山県 倉敷記録会 倉敷 7月15日
23ｍ48 1297 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 島根県選手権 益田 5月6日 混
23m33 1638 福井　拓真 岡山理科大学 3 岡山 第１回吉備路陸上競技大会総社 11月26日
12m64 1579 小畑 友也 岡山大学 4 岡山県 倉敷記録会 倉敷 7月15日
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56m29 2106 平沼 拓海 環太平洋大学 1 兵庫県 中四個人 布勢 10月29日
51ｍ58 1286 伊藤　剛史 岡山商科大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月19日
51m04 2104 片浦 達也 環太平洋大学 1 兵庫県 第26回姫路陸上競技選手権大会ウインク陸上競技場 9月9日
50m54 1532 岩本 賢弥 環太平洋大学 3 山口県 中四個人 布勢 10月29日
48ｍ98 1275 岩田　英之 岡山商科大学 3 香川県 四国選手権 春野 8月26日
48m63 1526 坂本 有司 環太平洋大学 4 岡山県 第１回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
47m22 1865 日髙 椋 愛媛大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
46m36 1543 佐々木 直宏 環太平洋大学 2 岡山県 第２回香川陸協記録会 ピカラスタジアム 9月23日
41m06 1351 小柳 友也 環太平洋大学 4 広島県 第１回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
40ｍ24 1983 吉本　瑞希 岡山商科大学 1 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
40m03 1736 垣内　星了 高知大学 4 高知県 中四IC 屋島 5月19日
39m83 1873 貝原 麻人 愛媛大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
38m14 2045 久保田 友裕 岡山大学 1 広島県 第1回吉備路陸上競技大会総社 11月26日
37m95 1730 藤本  竜平 高知大学 M2 高知県 県選手権 春野 5月4日
36m29 1570 黒田 剛志 岡山大学 M1 鳥取県 中四個人戦 布勢 10月29日
35m15 1613 能勢 瑛士 岡山大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
34m27 1544 堤 仁太 環太平洋大学 2 兵庫県 中四個人 布勢 10月29日
34m09 1764 森口  幸輝 高知大学 2 高知県 第3回愛媛種目別記録会 桜井 11月4日
29ｍ06 1978 長原　新吾 岡山商科大学 1 香川県 香川県記録会 丸亀 9月23日
29m04 2208 笠原　智行 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月8日
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71m18 1054 権出 憲一 広島大学 4 和歌山県 関西学連記録会 ヤンマーフィールド長居 8月6日
65m18 1580 影山 大恩 岡山大学 4 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
62ｍ39 1309 三石　将史 美作大学 3 高知県 中四個人 布勢 10月27日
62m29 1537 秦大 貴 環太平洋大学 3 兵庫県 中四個人 布勢 10月27日
62m17 1617 藤森 信昭 岡山大学 2 岡山県 中四個人選 布勢 10月27日
60m39 2110 稲見 太晴 環太平洋大学 1 愛媛県 第２回愛媛陸上競技協会強化記録会愛媛県総合運動公園 8月13日
59m77 2109 渡邊 光希 環太平洋大学 1 兵庫県 中四個人 布勢 10月27日
59m77 1541 古閑 隼人 環太平洋大学 2 岡山県 第１回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
59m53 1547 山崎 雄祐 環太平洋大学 2 大阪府 中四個人 布勢 10月27日
59m15 1546 森 義政 環太平洋大学 2 岡山県 中四私立対校 倉敷 6月4日
57m70 1545 藤野 晶斗 環太平洋大学 2 香川県 中四個人 布勢 10月27日
57ｍ64 1621 坂本　裕太 岡山県立大学 M1 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
56m77 1879 仁尾 陽介 愛媛大学 3 香川県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
55m00 1038 作本 智史 広島大学 2 兵庫県 中四個人 布勢 10月27日
54m35 2038 小林 雄斗 岡山大学 4 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
54m12 2208 笠原　智行 高知大学 1 高知県 中四個人 布勢 10月28日
53m76 1540 神田 裕之 環太平洋大学 2 岡山県 第３回岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
53ｍ51 1273 續　駿也 岡山商科大学 3 香川県 中四インカレ 屋島 5月21日
52m72 1827 小西 裕也 松山大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
52m68 1040 佐藤 走 広島大学 M1 長崎県 長崎県第３回記録会 トランスコスモススタジアム長崎3月19日
52m61 1152 山田 拓矢 鳥取大学 2 鳥取県 鳥取県選手権 布勢 5月7日 混
52m26 1535 小東 亮 環太平洋大学 3 兵庫県 中四私立対校 倉敷 6月4日
51m65 1036 牟田 圭司 広島大学 4 佐賀県 広島県国体強化記録会 エディオンスタジアム 4月8日
49m96 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 県選手権 春野 5月4日 混
49m64 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
48m39 1189 小豆澤　徹 福山平成大学 3 島根県 東部記録会 福山 4月16日
48m33 1140 山地 拓也 鳥取大学 4 鳥取県 中四個人 布勢 10月27日
47ｍ26 1297 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 中四インカレ 屋島 5月20日
46ｍ84 1271 坂野　亮次 岡山商科大学 4 島根県 吉備寺陸上記録会 総社 11月26日 混
44m27 1378 勢一 貴俊 環太平洋大学 4 山口県 第１回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
43m76 2222 水成　昂聖 福山平成大学 1 広島県 広島県インカレ 庄原 6月3日
43m61 1147 米井 龍 鳥取大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月21日
42m87 1591 宮川 慶太 岡山大学 4 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日
41m75 1594 宇野田 和馬 岡山大学 3 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
38m20 1873 貝原 麻人 愛媛大学 3 愛媛県 第一回強化記録会 ニンジニアスタジアム 4月16日
38m09 2284 麻生　虎丈郎 高知大学 1 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月7日
36m54 1762 田中　春紀 高知大学 2 高知県 四国IC ポカリスウェットスタジアム 7月7日
34m00 1598 白田 雅治 岡山大学 3 愛知県　 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
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6602 1450 河井晴登 環太平洋大学 4 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
6405 1470 岩脇侑哉 環太平洋大学 3 兵庫県 兵庫陸上競技選手権大会 ユニバー記念陸上競技場 7月8日
6379 1686 陶山　帆昂 広島経済大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月27,28日
6155 1471 福本和樹 環太平洋大学 3 兵庫県 中四個人 布勢 10月27日
6040 1755 菅沼　拓都 高知大学 3 高知県 中四IC 屋島 5月20日
6039 1030 石川 稜将 広島大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
5905 1808 友岡 慎也 松山大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日20日
5527 1056 齊藤 汰知 広島大学 4 静岡県 中四インカレ 屋島 5月19日
5495 1297 本田　直紀 岡山商科大学 3 島根県 中四インカレ 屋島 5月20日
5439 1489 山本　一成 環太平洋大学 2 香川県 中京大学記録会 中京大学 8月5日
5379 2076 長谷　航暉 環太平洋大学 1 京都府 中四個人 布勢 10月27日
5372 1152 山田 拓矢 鳥取大学 2 鳥取県 中四個人 布勢 10月27~29日
5120 1189 小豆澤　徹 福山平成大学 3 島根県 中四個人 布勢 10月27.28
5026 1488 多田　裕弥 環太平洋大学 2 香川県 徳島陸上競技選手権大会 ポカリスエットスタジアム 5月4日
4616 2085 安田　拓真 環太平洋大学 1 愛知県 中四個人 布勢 10月27日
3805 1872 大久保 征 愛媛大学 3 中四個人 布勢 10月28日
3419 1190 池之原　純 福山平成大学 3 広島県 中四個人 布勢 10月27.28


