
17.8.31

1 10.25 石倉 一希 島根大 織田記念 広島広域 03.04.29
2 10.3 坂田 満洋 広島大 中四インカレ 鳥取布勢 92.05.17
3 10.3 若松 伸治 松山大 四国インカレ 屋島 94.07.10
4 10.31 松田 亮 広島経済大 織田記念 広島広域 03.04.29
5 10.41 亀岡 俊宏 松山大 愛媛国体予選 愛媛総合 02.08.17
6 10.44 原永 貴之 環太平洋大 中四インカレ 岡山総合 15.05.16
7 10.46 川野　悟 岡山商科大 中四インカレ 高知 00.05.13
8 10.47 本部 晃司 徳山大学 中四インカレ 愛媛総合 16.05.27
9 10.48 原永 貴之 環太平洋大学 布勢スプリント 布勢 17.06.04

10 10.49 風早 一也 岡山商科大 中国五県 津山 01.08.18

1 20.56 松田 亮 広島経済大 日本選手権 鳥取布勢 04.06.05
2 20.99 原永 貴之 環太平洋大 中四インカレ 岡山総合 15.05.17
3 21.0 若松 伸治 松山大 中四インカレ 愛媛総合 93.05.22
4 21.04 木村 和史 環太平洋大 日本学生個人 平塚 14.06.21
5 21.09 森 洋之 岡山県立大 日本選手権 熊本総合 98.10.02
6 21.10 渡邉 隼人 松山大 中四個人 愛媛総合 05.10.16
7 21.12 橋中 雄一郎 広島経済大 西日本インカレ 博多の森 03.09.14
8 21.20 横山 雅彦 徳島大 徳島カーニバル 鳴門総合 05.04.16
9 21.20 日野 浩二 広島経済大 中四インカレ 丸亀 98.05.24
10 21.21 中山 太郎 広島大 国見台選手権 国見台運動 17.05.04

1 46.29 木村 和史 環太平洋大 静岡陸上 静岡小笠山エコパ 14.05.03
2 46.92 大山和茂 環太平洋大 西カレ 広島広域 17.07.01
3 46.95 稲井達也 環太平洋大 中四国インカレ 屋島 17.05.19
4 47.02 中田大貴 環太平洋大 大阪選手権 長居 17.07.07
5 47.07 森 洋之 岡山県立大 神奈川国体 横浜 98.10.27
6 47.13 横山 雅彦 徳島大 岡山国体 岡山総合 05.10.25
7 47.31 山地 圭悟 松山大 香川国体予選 丸亀 06.07.16
8 47.5 藤井 史岳 広島経済大 広島市選 広島スタジアム 92.07.18
9 47.51 池田　弘佑 鳥取大学 中四個人 広島広域 16.10.21
10 47.63 古野 裕介 広島経済大 広島市選 広島スタジアム 96.07.28

1 1:49.25 野村 直己 山口大 和歌山国体 紀三井寺 15.10.06
2 1:49.60 中野 将春 広島経済大 水戸国際 水戸市営 01.05.06
3 1:50.72 木村 孝志 広島経済大 中四個人 鳴門総合 10.10.24
4 1.51.13 梶原 周平 広島大 順天堂大競技会 順天堂大 17.06.08
5 1:51.36 小川 継善 広島経済大 広島県選 広島スタジアム 94.06.26
6 1:51.56 田房 大知 広島経済大 大分国体 大分総合 08.10.05
7 1:51.58 箕迫 剛 愛媛大 日本インカレ 国立 02.09.07
8 1.51.69 濵松 海斗 広島経済大 広島経済大記録会 広島経済大 17.07.22
9 1.51.9 瀬戸 香樹 呉高専 賀茂東広島長距離記録会 東広島 02.08.03
10 1:51.95 原田 祐太郎 広島修道大 中四個人 鳴門総合 10.10.24

中四国学生歴代10傑

男子100m

男子200m

男子400m

男子800m



1 3:43.97 内富 恭則 広島経済大 TOTOスーパー陸上 博多の森 93.09.18
2 3:44.12 監物 稔浩 環太平洋大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 北見 12.01.04
3 3:44.13 松尾 信也 広島経済大 日本選手権 長居 96.06.09
4 3:48.29 長尾 幸保 広島経済大 日本学生個人 平塚 96.07.07
5 3:48.43 山口 誓己 広島経済大 日本学生個人 丸山 97.97.95
6 3:48.66 松田 洋和 広島経済大 国体 静岡 03.10.29
7 3.48:76 黒河　一輝 環太平洋大 香川大学 丸亀 16.07.17
8 3:48.80 白濱 三徳 徳山大 中四インカレ 広島スタジアム 03.05.17
9 3:49.33 二野宮 誠 広島経済大 広島県選 広島スタジアム 98.06.28
10 3:49.61 松山 孝 広島修道大 日本選手権 国立 97.10.04

1 13:46.30 白濱 三徳 徳山大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 網走 04.06.20
2 13:50.5 内富 恭則 広島経済大 中国実業団記録会 マツダ 94.06.04
3 13:56.46サムエル・ガンガ 広島経済大 日本インカレ 国立 08.09.14
4 14:01.7 水谷 聡作 広島経済大 中国実業団記録会 マツダ 94.06.04
5 14:01.7 鍋島 隆志 広島経済大 中国実業団記録会 マツダ 99.06.05
6 14:04.1 林 純二 徳山大 中国実業団記録会 マツダ 03.10.04
7 14:08.8 竹安 晶彦 徳山大 中国実業団記録会 マツダ 02.09.21
8 14:09.5 松山 孝 広島修道大 中国実業団記録会 マツダ 98.06.06
9 14:10.7 橋本 直也 広島経済大 中国実業団記録会 マツダ 01.06.26
10 14:11.68 松岡 紘司 広島経済大 広島県選 広島スタジアム 04.06.26

1 28:53.32 白濱 三徳 徳山大 日体大記録会 日体大 03.11.29
2 29:00.83サムエル・ガンガ 広島経済大 日本インカレ 国立 07.06.18
3 29:01.65 内富 恭則 広島経済大 中四個人 松江 94.10.22
4 29:14.53 相葉 直紀 広島大 中国実業団記録会 呉 12.11.24
5 29:20.91 樋口 俊志 徳山大 日本インカレ 平塚 95.07.07
6 29:27.7 水谷 聡作 広島経済大 中四個人 広島スタジアム 93.10.16
7 29:28.99 鍋島 隆志 広島経済大 中四個人 鳥取布勢 98.10.23
8 29:30.60 末吉 勇 岡山大 日体大記録会 日体大 03.11.29
9 29:33.59 上野 剛 徳山大 日本インカレ 国立 02.09.07
10 29:34.79 左達 恵 広島経済大 中四個人 岡山総合 96.10.18

1 14.12 櫻井 秀樹 美作大 中四個人 広島広域 12.10.27
2 14.15 小田 雅士 環太平洋大 日本学生個人 平塚 13.06.21
3 14.18 川本 建司 福山平成大 日本インカレ 国立 09.09.05
4 14.23 才野 博久 広島経済大 日本インカレ 国立 00.09.03
5 14.26 永岡 大 岡山商科大 西日本インカレ 岐阜長良川 11.07.17
6 14.32 矢野 吉昭 岡山商科大 香川国体予選 丸亀 09.08.16
7 14.39 若江 真志 広島経済大 広島県選 広島スタジアム 00.06.24
8 14.40 石本　惣一朗 広島経済大 日本インカレ 熊谷 16.09.03
9 14.41 天満 龍介 岡山大 西日本インカレ 西京極 00.09.23
10 14.42 西川晴海 愛媛大 四国選手権 春野 17.08.26

1 49.97 若江 真志 広島経済大 広島県インカレ 広島スタジアム 01.09.15
2 50.43 有田　英憲 環太平洋大学 紀南道孝記念 長居 17.05.07
3 51.11 山地 圭悟 松山大 香川国体予選 丸亀 06.07.15
4 51.21 田中 優樹 岡山理科大 岡山県体育大会 津山 06.06.15
5 51.26 横原 和真 鳥取大 中国五大学 鳥取布勢 04.09.04

男子5000m

男子10000m

男子110mH

男子400mH 

男子1500m



6 51.36 松尾 黛樹 環太平洋大 中四インカレ 岡山総合 15.05.17
7 51.65 菅野 格平 吉備国際大 中四個人 広島スタジアム 07.10.20
8 51.67 尾﨑　雄祐 広島大 中四個人 広島広域 16.10.23
9 51.68 瀧本 元 岡山商科大 中四インカレ 松江 97.05.11
10 51.81 中野　将春 広島経済大 広島県インカレ 広島スタジアム 01.09.19








