
 男子100m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  2021/6/6

中国地区記録(AR)             10.07     山縣　亮太(広島・慶応義塾大)          2012/8/4 8月21日 15:05 予　選

大会記録(GR)                 10.24     石倉　一希(島根・近畿大)              2002/ 8月21日 16:10 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-2.5) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取

1 8 52 藤原　大輝(4) 環太平洋大 10.69 q 1 5 53 福庭　陽成(2) 環太平洋大 10.93 q

ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾄ 岡　山

2 4 715 勢力　奎(26) ASフクヤマ 10.84 q 2 7 1415 藤原　隆斗(18) 岡山商大附高 11.14

ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 島　根 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島　根

3 6 273 松浦　大雅(1) 岡山商科大 11.02 3 6 201 藤原　琉成(1) 開星高 11.40

ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 岡　山 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島　根

4 5 1414 坂本　拓望(17) 岡山商大附高 11.19 4 8 241 岡本　亮太郎(2) 益田高 11.42

ﾄｳﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 広　島 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山　口

5 2 746 峠谷　和紀(2) 福山平成大 11.21 5 2 856 濱田　駿(3) 山口理科大 11.47

ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳ 山　口 ｷﾅｼ ﾖｼｷ 岡　山

6 3 859 長門　諒(3) 岩国工高 11.32 3 470 木梨　嘉紀(19) 順天堂大 DNS

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾄ 岡　山 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口

7 563 藤原　隆斗(18) 岡山商大附高 DNS 4 808 上田　和志(26) OPC DNS

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 広　島 ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ 島　根

1 4 756 岡田　寛人(1) 関西大 10.98 q 1 5 270 林　頼人(3) 岡山商科大 10.96 q

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 鳥　取

2 8 55 谷口　綾一(2) 環太平洋大 11.01 2 8 95 岩井　光大(1) 鳥取城北高 11.04

ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島 ﾂﾎﾞｲ ﾅｵｷ 岡　山

3 6 627 檀上　翔多郎(3) 西条農高 11.02 3 2 474 坪井　直紀(23) 京都産業大 11.12

ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島 ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ 広　島

4 2 782 妻澤　篤志(2) 文化学園大 11.03 4 7 799 谷尾　匠(1) 甲南大 11.29

ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡　山

5 3 54 佐川　竜斗(3) 環太平洋大 11.10 5 6 497 岡田　駿介(21) 環太平洋大 11.41

ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山　口 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島

6 7 806 坪根　勇生(26) OPC 11.16 6 3 608 藤井　雄大(3) 崇徳高 11.42

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 山　口 ｵﾜｷ ｹﾝﾀ 岡　山

7 5 807 石川　順典(25) OPC 11.19 4 498 尾脇　健太(21) 環太平洋大 DNS

5組 (風:-1.3) 6組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶ ｺｳｷ 岡　山 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡　山

1 3 1401 岡　滉貴(17) 就実高 11.04 1 4 409 高橋　朋也(24) GloryAC 10.82 q

ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 岡　山 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 広　島

2 7 546 藤田　楓(18) 玉野光南高 11.12 2 3 796 岩本　憲明(M1) 同志社大 11.17

ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ ﾌﾙﾔ ｾﾅ 山　口

3 5 447 江國　隼斗(28) 岡山AC 11.16 3 7 884 古屋　世那(3) 西京高 11.21

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取 ｶﾔﾉ ﾄﾓｷ 岡　山

4 8 28 廣瀬　歩真(19) 広島修道大 11.19 4 2 410 茅野　友輝(20) GloryAC 11.22

ﾖｼｼﾞ ｿｳﾀ 島　根 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯｷ

5 2 207 吉地　颯太(3) 明誠高 11.42 5 8 64 宮本　一樹(3) 鳥取中央育英高 11.22

ｽﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ 広　島

6 6 445 諏訪　裕祐(29) 岡山AC 11.69 6 6 794 村上　拓海(2) 駿河台大 11.53

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広　島 ｵｶﾀﾞﾂﾊﾞｻ 広　島

4 771 山口　純平(1) 福岡大 DNS 5 679 岡田　翼(3) 宮島工業高 DNS

7組 (風:-2.2) 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山 (風:-1.6)

1 6 481 齊藤　栄輝(21) 広島経大 10.93 q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 4 444 秋山　大祐(30) 岡山AC 10.97 q 1 5 52 藤原　大輝(4) 環太平洋大 10.59

ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 広　島 ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島

3 5 778 後藤　達樹(1) 九州共立大 11.08 2 4 715 勢力　奎(26) ASフクヤマ 10.71

ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡　山

4 8 81 植松　瑞希(2) 鳥取中央育英高 11.14 3 6 409 高橋　朋也(24) GloryAC 10.75

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 島　根 ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取

5 7 275 渡部　翔(1) 岡山商科大 11.49 4 3 53 福庭　陽成(2) 環太平洋大 10.81

ｿｴﾀﾞ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ 島　根

1 4 副田　舜(20) 鳥取大 DNS 5 8 270 林　頼人(3) 岡山商科大 10.89

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山　口 ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山

2 862 山本　浩平(3) 宇部鴻城高 DNS 6 7 481 齊藤　栄輝(21) 広島経大 10.90

ﾅｶﾜｷ ｶｽﾞﾏ 広　島 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 広　島

3 764 中脇　一真(3) 広島大 DNS 7 2 756 岡田　寛人(1) 関西大 10.96

ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山

8 1 444 秋山　大祐(30) 岡山AC 11.04

凡例  DNS:欠場



 男子200m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003/6/7

中国地区記録(AR)             20.41     山縣　亮太(広島・慶応義塾大)          2013/5/26 8月22日 11:30 予　選

大会記録(GR)                 20.91     野田　浩之(島根・早稲田大)            2004/ 8月22日 13:30 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-2.2) 2組 (風:-2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶ ｺｳｷ 岡　山 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡　山

1 3 1401 岡　滉貴(17) 就実高 22.38 q 1 5 409 高橋　朋也(24) GloryAC 22.36 q

ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広　島 ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山

2 5 743 檜垣　正昭(4) 福山平成大 22.64 2 7 475 矢野　正也(21) 天理大 22.37 q

ﾅｶﾜｷ ｶｽﾞﾏ 広　島 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾊ 岡　山

4 764 中脇　一真(3) 広島大 DNS 3 6 561 大畑　和葉(17) 津山東高 22.96

ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 広　島 ﾅｶﾞﾀ  ﾋﾋﾞｷ 島　根

6 767 三好　悠貴(2) 広島大 DNS 4 8 261 永田　　響(3) 大阪体育大 22.99

ｵﾉ ﾕｳﾏ 岡　山 ﾏｷﾊﾗ ｶｽﾞｼ 島　根

7 456 小野　裕真(21) 三菱自水島 DNS 5 2 274 牧原　和史(1) 岡山商科大 24.39

ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 山　口 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｵｳﾀ 岡　山

8 841 木村　拓志(2) 島根大 DNS 3 1402 松原　桜汰(16) 就実高 DNS

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 岡　山

4 488 藤本　寧生(19) 福岡大 DNS

3組 (風:-1.8) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島 ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ 鳥　取

1 4 627 檀上　翔多郎(3) 西条農高 21.97 q 1 6 11 森安　一冴(3) 米子西高 22.34 q

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島　根 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡　山

2 7 272 福田　亮太(2) 岡山商科大 22.15 q 2 4 529 山口　直起(19) 津山高専 22.60

ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ 鳥　取 ｶｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 島　根

3 8 79 横山　千尋(3) 鳥取中央育英高 22.76 3 8 251 梶間　絢斗(3) 浜田商高 22.62

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾄ 岡　山 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山　口

4 6 1415 藤原　隆斗(18) 岡山商大附高 22.85 4 5 806 坪根　勇生(26) OPC 22.75

ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 山　口 ﾖｼｼﾞ ｿｳﾀ 島　根

2 919 市原　悠翔(3) 山口県鴻城高 DNS 5 7 207 吉地　颯太(3) 明誠高 22.85

ｽﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山 ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ 鳥　取

3 445 諏訪　裕祐(29) 岡山AC DNS 2 69 谷本　海(2) 鳥取中央育英高 DNS

ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ 岡　山 ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ 岡　山

5 467 乾　俊介(21) 城西大 DNS 3 1432 安福　柊汰(17) 金光学園高 DNS

5組 (風:-1.8) 6組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 広　島 ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

1 5 756 岡田　寛人(1) 関西大 22.41 q 1 8 81 植松　瑞希(2) 鳥取中央育英高 22.05 q

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広　島 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 岡　山

2 6 626 中村　光希(3) 西条農高 22.59 2 3 1414 坂本　拓望(17) 岡山商大附高 22.47

ﾐｷ ﾏｻﾔ 山　口 ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島　根

3 7 901 三木　雅也(2) 豊浦高 22.66 3 7 260 阿川　公希(4) 慶応義塾大 22.81

ﾂﾎﾞｲ ﾅｵｷ 岡　山 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広　島

4 8 474 坪井　直紀(23) 京都産業大 22.72 4 5 1601 山崎　開斗(4) 広島経済大 22.88

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島　根 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山　口

5 2 201 藤原　琉成(1) 開星高 22.95 5 2 810 石田　裕太郎(20) OPC 23.42

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島 ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島

6 4 608 藤井　雄大(3) 崇徳高 23.44 4 715 勢力　奎(26) ASフクヤマ DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広　島 ｵﾜｷ ｹﾝﾀ 岡　山

3 771 山口　純平(1) 福岡大 DNS 6 498 尾脇　健太(21) 環太平洋大 DNS

決　勝　

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島

1 6 627 檀上　翔多郎(3) 西条農高 21.85

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 広　島

2 1 756 岡田　寛人(1) 関西大 22.01

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡　山

3 8 409 高橋　朋也(24) GloryAC 22.16

ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

4 4 81 植松　瑞希(2) 鳥取中央育英高 22.23

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 島　根

5 5 272 福田　亮太(2) 岡山商科大 22.24

ｵｶ ｺｳｷ 岡　山

6 2 1401 岡　滉貴(17) 就実高 22.32

ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ 鳥　取

7 3 11 森安　一冴(3) 米子西高 22.44

ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山

7 475 矢野　正也(21) 天理大 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子400m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 44.78     高野　　進(東海大クラブ)              1991/6/16

中国地区記録(AR)             45.84     稲垣　誠司(広島・法政大)              1994/10/11 8月21日 13:35 予　選

大会記録(GR)                 46.16     奥迫　政之(広島・ミキハウス)          2003/ 8月21日 15:55 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 広　島 ｲｼﾀﾆ ｺｺﾛ 岡　山

1 5 690 高橋　昂生(3) 県立広島高 48.42 q 1 4 491 石谷　心路(19) 国際武道大 48.57 q

ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広　島 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山　口

2 6 743 檜垣　正昭(4) 福山平成大 48.61 q 2 6 858 福字　涼太郎(2) 立命館大 49.00 q

ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山　口 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾄ 岡　山

3 4 847 黒田　佳祐(M2) 日本大 48.69 q 3 5 487 小川　拓人(19) 福岡大 49.07

ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広　島 ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 広　島

4 7 783 野上　佳樹(4) 文化学園大 49.03 4 7 625 名越　拓馬(3) 西条農高 49.12

ｶﾄｳ ｶｲ 鳥　取 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 広　島

5 3 56 加藤　快(1) 環太平洋大 49.67 5 3 758 中川　祐哉(1) 筑波大 49.45

ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 山　口 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｹﾝ 鳥　取

2 900 福永　光希(2) 徳山高専 DNS 2 80 吉田　聖健(3) 鳥取中央育英高 DNS

ｻｲﾄｳ ｷｽﾞﾅ 島　根 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾉ 島　根

8 271 齋藤　城納(2) 岡山商科大 DNS 8 264 森永　夏野(3) 島根大 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡　山

1 7 475 矢野　正也(21) 天理大 48.56 q 1 4 529 山口　直起(19) 津山高専 48.71 q

ﾓﾘｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 岡　山 ｶﾜｼﾏ ｽﾊﾞﾙ 広　島

2 6 553 森川　葉月(16) 玉野光南高 49.44 2 3 762 川嶋　昴(3) 慶応大 48.96 q

ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 広　島 ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ 岡　山

3 5 767 三好　悠貴(2) 広島大 50.59 3 5 468 高柿　裕斗(21) 早稲田大 49.41

ｲﾘｴ ｶｲﾘ 岡　山 ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ 島　根

4 8 415 入江　海里(18) GloryAC 51.42 4 2 222 山根　悠介(3) 松江北高 51.10

ﾔﾀｹ ﾕｳﾄ 山　口 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 岡　山

5 1 874 矢武　勇人(3) 下松高 53.80 5 7 457 山口　諒(20) 三菱自水島 51.39

ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥　取 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ 山　口

2 3 野々山　開(21) 鳥取大 DNS 1 918 山口　創也(2) 山口高 DNS

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 広　島 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 広　島

3 1625 栗林　隼正(2) 立命館大 DNS 6 663 西川　正飛(3) 国際学院高 DNS

ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ 岡　山 ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ 島　根

4 467 乾　俊介(21) 城西大 DNS 8 255 引野　隆輔(M1) 鹿屋体育大 DNS

5組 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ 広　島

1 3 1613 山中　太智(2) 環太平洋大 49.32 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ｲｼﾀﾆ ｺｺﾛ 岡　山

2 6 9 小倉　大貴(20) 福岡大 49.62 1 3 491 石谷　心路(19) 国際武道大 48.27

ｶｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 島　根 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡　山

3 1 251 梶間　絢斗(3) 浜田商高 50.00 2 8 529 山口　直起(19) 津山高専 48.36

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 広　島 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山　口

4 4 776 髙橋　駿介(1) 福岡大 50.39 3 7 847 黒田　佳祐(M2) 日本大 48.56

ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 広　島 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 広　島

5 5 1602 村上　瑛希(2) 広島経済大 50.80 4 6 690 高橋　昂生(3) 県立広島高 48.56

ﾋﾛﾀ ﾀｸﾐ 山　口 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山　口

6 8 895 廣田　拓実(3) 高水高 52.06 5 1 858 福字　涼太郎(2) 立命館大 49.14

ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 広　島 ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広　島

2 646 中嶋　誉安(2) 広島皆実高 DNS 6 5 743 檜垣　正昭(4) 福山平成大 49.59

ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ 鳥　取 ｶﾜｼﾏ ｽﾊﾞﾙ 広　島

7 76 香川　晏司(3) 鳥取中央育英高 DNS 2 762 川嶋　昴(3) 慶応大 DNS

ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山

4 475 矢野　正也(21) 天理大 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               1:45.75     川元　　奨(日本大)                    2014/5/11

日本記録(NR)               1:45.75     源　　裕貴(山口・環太平洋大)          2021/7/17

中国地区記録(AR)           1:45.75     源　　裕貴(山口・環太平洋大)          2021/7/17

大会記録(GR)               1:51.96     木村　考志(島根・広島経済大)          2010/ 8月22日 13:00 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

ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 山　口 ｵｵﾀｵ ﾕｳｷ 島　根

1 4 834 吉冨　恭平(24) 山口市陸協 1:55.93 1 8 225 大垰　侑輝(3) 石見智翠館高 1:57.14

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 鳥　取 ﾏﾝﾅﾐ ﾅｵｷ 岡　山

2 3 8 松本　史哉(27) 鳥取陸協 2:00.60 2 2 524 万波　尚樹(21) 香川大 1:57.42

ｶﾜﾓﾄ  ｱﾏﾈ 島　根 ｵﾘﾄ ﾀｸﾏ 鳥　取

3 2 215 川本　　周(2) 出雲高 2:02.33 3 3 30 折戸　巧磨(2) 米子東高 1:57.42

ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 岡　山 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 広　島

4 8 414 今田　湧也(23) GloryAC 2:02.85 4 6 1627 中村　喜浩(28) せとなみＴＣ 1:57.71

ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 山　口 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 山　口

5 5 801 上部　知紀(20) 出光興産徳山 2:03.70 5 4 863 植田　亮平(3) 宇部鴻城高 1:58.97

ｱﾍﾞ ｺｳｷ 島　根 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｵﾝ 岡　山

6 249 安部　晄生(1) 島根中央高 DNS 6 7 537 中山　慈温(16) 倉敷天城高 2:02.15

ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 岡　山

7 7 濱野　航(20) 鳥取大 DNS 5 402 岡本　拓也(25) 岡山陸協 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

ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 岡　山 ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥　取

1 2 536 平松　勇刀(17) 東岡山工高 1:54.64 1 3 61 中島　滉貴(3) 環太平洋大 1:53.45

ｸﾛｲｼ ﾀｶﾋﾛ 島　根 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 広　島

2 7 224 黒石　隆博(3) 石見智翠館高 1:54.67 2 5 663 西川　正飛(3) 国際学院高 1:53.52

ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 広　島 ｵｵｻｷ ｺｳｼﾛｳ 広　島

3 8 615 平野　寛治(2) 基町高 1:55.96 3 6 1626 大崎　倖士朗(23) せとなみＴＣ 1:54.57

ﾋﾛｴ ｶｲﾄ 広　島 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｷ 鳥　取

4 3 722 廣江　海斗(3) 神辺旭高 1:56.54 4 7 62 門脇　力(2) 環太平洋大 1:56.31

ｽｽﾞﾏｻ ﾚｲｼﾞ 広　島 ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 広　島

5 4 781 鈴政　怜士(3) 九州共立大 1:56.78 5 8 784 石丸　大輝(2) 文化学園大 1:58.83

ﾄﾉ ｼｭﾝｽｹ 広　島 ｺﾀｹﾓﾘ ｽﾊﾞﾙ 岡　山

6 6 780 登野　隼輔(4) 九州共立大 1:57.22 1 535 小竹守　昴(18) 岡山東商高 DNS

ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 岡　山 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 岡　山

1 442 大森　誠也(28) さくら走練 DNS 2 430 山田　泰裕(35) ＯＵＦ DNS

ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ 広　島 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥　取

5 757 幟立　晃汰(4) 筑波大 DNS 4 60 中井　啓太(3) 環太平洋大 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

ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥　取

1 61 中島　滉貴(3) 環太平洋大 1:53.45
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 広　島

2 663 西川　正飛(3) 国際学院高 1:53.52
ｵｵｻｷ ｺｳｼﾛｳ 広　島

3 1626 大崎　倖士朗(23) せとなみＴＣ 1:54.57
ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 岡　山

4 536 平松　勇刀(17) 東岡山工高 1:54.64
ｸﾛｲｼ ﾀｶﾋﾛ 島　根

5 224 黒石　隆博(3) 石見智翠館高 1:54.67
ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 山　口

6 834 吉冨　恭平(24) 山口市陸協 1:55.93
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 広　島

7 615 平野　寛治(2) 基町高 1:55.96
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｷ 鳥　取

8 62 門脇　力(2) 環太平洋大 1:56.31

ラップ表 400m

ナンバー 834

記録 57.02

ナンバー 432

記録 56.65

ナンバー 722

記録 57.45

ナンバー 62

記録 55.46

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

凡例  DNS:欠場



 男子1500m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               3:35.42     河村　一輝(トーエネック)              2021/7/17

中国地区記録(AR)           3:40.26     高岡　寿成(山口・鐘紡)                1999/7/16

大会記録(GR)                3:48.3     浜村　秀昭(山口・協和発酵)            1979/ 8月21日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ 広　島

1 2 1615 片山　直人(3) 環太平洋大 3:48.72

ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山　口

2 9 818 吉本　大介(23) 東ソー 3:49.34

ﾔﾏｻｷ ﾀｸ 広　島

3 7 1614 山崎　大空(2) 環太平洋大 3:49.94

ｵﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 広　島

4 14 797 小田 裕次郎(3) 同志社大 3:51.97

ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 広　島

5 8 763 田村　颯斗(3) 慶応大 3:52.01

ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 岡　山

6 4 549 黒田　朝日(17) 玉野光南高 3:53.21

ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ 広　島

7 12 649 桑野　豊大(3) 広島皆実高 3:55.98

ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 岡　山

8 5 1416 佐藤　竜輝(16) 岡山商大附高 3:57.32

ｺﾀﾞﾆ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

9 18 29 小谷　亮介(2) 米子東高 3:58.41

ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 岡　山

10 11 536 平松　勇刀(17) 東岡山工高 4:04.10

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ 岡　山

11 17 1417 藤原　蓮(17) 岡山商大附高 4:05.84

ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ 広　島

10 757 幟立　晃汰(4) 筑波大 DNS

ｱｻﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 岡　山

13 420 浅山　樹璃(33) GSDF岡山 DNS

ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥　取

1 60 中井　啓太(3) 環太平洋大 DNS

ｱﾘﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ 岡　山

3 525 有富　大智(21) 広島大 DNS

ｳｴｵｸ ﾃﾙ 広　島

6 628 上奥　輝(3) 西条農高 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 山　口

15 820 藤井　祐希(29) トクヤマ DNS

ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 山　口

16 821 木村　直樹(28) トクヤマ DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 549 549 549 549

記録 59 2:01 2:32 3:05
決　勝

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)              13:08.40     大迫　　傑(ナイキオレゴンＰ)          2015/7/17

中国地区記録(AR)          13:13.40     高岡　寿成(山口・鐘紡)                1998/8/1

大会記録(GR)               13:56.2     上地　修二(広島・東洋工業)            1989/ 8月21日 17:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 広　島

1 1 708 岡本　直己(37) 中国電力 14:09.29

ｷｸﾁ ｼｭﾝﾔ 広　島

2 6 713 菊地　駿弥(23) 中国電力 14:10.63

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 広　島

3 10 709 山口　和也(23) 中国電力 14:16.54

ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ 広　島

4 4 710 森宗　渚(22) 中国電力 14:29.69

ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 広　島

5 7 711 池田　勘汰(22) 中国電力 14:54.74

ﾋﾗｵｶ ﾅﾅﾄ 島　根

6 18 209 平岡　七斗(3) 明誠高 16:12.87

ﾊﾏﾑﾗ ﾕｳｾｲ 島　根

7 17 208 濱村　祐成(3) 明誠高 16:18.98

ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口

8 16 850 清見　涼真(1) 広島経済大 16:28.91

ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ 岡　山

2 453 大森　樹(25) JFE DNS

ｲﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ 広　島

3 603 岩崎　大洋(22) JFE DNS

ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 広　島

5 712 大森　太楽(23) 中国電力 DNS

ｶﾜﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 広　島

8 601 川西　浩之(25) JFE DNS

ｼﾞｮﾝ ﾑﾜﾆｷ 広　島

9 714 ＪＯＨＮ　Ｍｗａｎｉｋｉ(20) 中国電力 DNS

ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山　口

11 825 江浪　修平(27) 日鉄ステンレス DNS

ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 山　口

12 823 岡野　耕大(27) 長門市陸協 DNS

ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山　口

13 822 髙見　雄飛(27) 長門市陸協 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 山　口

14 816 渡邊　賢(25) 東ソー DNS

ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山　口

15 824 河野　颯太(19) 長門市陸協 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 711 711 713 708

記録 2:46 5:40 8:34 11:22
決　勝

凡例  DNS:欠場



 男子10000m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)              27:18.75     相澤　　晃(旭化成)                    2020/12/4

中国地区記録(AR)          27:35.09     高岡　寿成(山口・カネボウ)            2001/5/4

大会記録(GR)              28:49.16     ラバン・カギカ(広島・ＮＫＫ)          1998/ 8月21日 17:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山　口

1 2 844 野村　颯斗(2) 城西大 30:39.56

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾀｶ 山　口

2 8 845 武林　悠天(2) 同志社大 32:18.06

ｻﾜﾀﾞﾕｷﾊﾙ 広　島

3 5 707 澤田　幸治(34) 三原市陸協 32:19.38

ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾛｳ 山　口

4 7 802 竹中　敏郎(34) 岩国市役所 32:44.98

ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 山　口

5 6 813 友森　敬一郎(29) 周南市陸協 34:56.56

ｺｳｻｶ ﾕｳﾀ 岡　山

1 454 上坂　優太(24) JFE DNS

ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾄ 広　島

3 602 今西　洸斗(23) JFE DNS

ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

4 1607 竹平　奏太(3) 広島経済大 DNS

ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ 広　島

9 704 加藤　実徳(3) 広島工大高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー 844 844 844 844 844 844 844 844 844

記録 2:50 5:47 8:48 11:53 15:00 18:09 21:18 24:28 27:38
決　勝

凡例  DNS:欠場



 男子110mH(1.067m/9.14m)
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 13.06     泉谷　駿介(順天堂大)                  2021/6/27

中国地区記録(AR)             13.58     髙山　峻野(広島・明治大)              2016/8/20 8月21日 14:25 予　選

大会記録(GR)                 13.58     髙山　峻野(広島・明治大)              2016/8/20 8月21日 16:30 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-2.1) 2組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡　山 ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島　根

1 5 486 塩見　健人(21) 福岡大 14.86 q 1 5 260 阿川　公希(4) 慶応義塾大 14.80 q

ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡　山 ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 広　島

2 7 469 寺町　達也(21) 日本体大 15.20 2 7 624 岩森　翔(3) 西条農高 15.26

ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ 山　口 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 山　口

3 2 809 姫宮　柊弥(20) OPC 16.41 2 909 長田　航輝(2) 萩高 DNS

ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡　山 ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ 岡　山

3 446 田村　元弘(37) 岡山AC DNS 3 1418 河原　怜音(15) 岡山商大附高 DNS

ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 広　島 ｷﾀｷ ﾕｳﾀ 広　島

4 772 井手　優貴(4) 福岡大 DNS 4 1636 北木　裕太(4) 日本体育大 DNS

ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 広　島 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島

6 759 齋藤　聖(1) 広島工業大 DNS 6 1603 岩本　康平(4) 広島経済大 DNS

ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島　根

8 77 浜本　琉聖(3) 鳥取中央育英高 DNS 8 269 三浦　伊織(M2) 島根大 DNS

3組 (風:-1.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 広　島 ﾆｼｵｶ ｶｲ 岡　山

1 4 1630 福本　廉(3) 日本体育大 14.25 q 1 4 478 西岡　海(21) 岡山商大 14.31 q

ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡　山 ﾃﾂｸﾞﾁ ﾚﾝ 広　島

2 5 473 難波　寛(21) 京都産業大 14.87 q 2 5 1632 鐵口　蓮(M1) 日本体育大 14.60 q

ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 島　根

3 6 644 粟野　宙歩(3) 広島皆実高 14.93 q 3 6 238 山本　俊介(3) 大社高 15.10

ｺﾀﾆ  ｺｳﾍｲ 鳥　取 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 広　島

4 2 102 小谷　　光平(1) 岡山商大 15.47 4 2 779 笹木　優汰(2) 九州共立大 15.63

ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山 ｿﾄﾉ ﾊﾙ 島　根

5 7 458 田邉　大輔(24) 三菱自水島 15.71 5 3 216 外野　晴琉(2) 出雲高 16.07

ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥　取 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾀ 岡　山

6 8 20 坂本　晴紀(2) 倉吉東高 16.43 7 1403 中山　文太(18) 就実高 DNS

ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ 岡　山 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 鳥　取

3 1432 安福　柊汰(17) 金光学園高 DNS 8 65 濱田　大雅(3) 鳥取中央育英高 DNS

5組 (風:-1.1) 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 広　島 (風:-1.3)

1 5 1631 小林　亮太(3) 日本体育大 14.91 q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥　取 ﾆｼｵｶ ｶｲ 岡　山

2 4 1 西谷　美輝(3) 城西大 15.08 1 6 478 西岡　海(21) 岡山商大 14.17

ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 広　島 ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 広　島

3 2 766 井手　浩貴(2) 広島大 15.24 2 3 1630 福本　廉(3) 日本体育大 14.23

ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 岡　山 ﾃﾂｸﾞﾁ ﾚﾝ 広　島

4 3 441 松本　聖一郎(24) 商大ＡＣ 15.35 3 5 1632 鐵口　蓮(M1) 日本体育大 14.45

ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 広　島 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡　山

5 7 798 信川　瞭(1) 同志社大 15.53 4 8 473 難波　寛(21) 京都産業大 14.57

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 広　島 ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島　根

6 6 752 高橋　遼平(2) 東京大 15.64 5 4 260 阿川　公希(4) 慶応義塾大 14.59

ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ 山　口 ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡　山

7 8 871 末廣　海輝斗(3) 宇部高専 19.22 6 7 486 塩見　健人(21) 福岡大 14.79

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 広　島

7 1 1631 小林　亮太(3) 日本体育大 14.84

ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 広　島

8 2 644 粟野　宙歩(3) 広島皆実高 14.94

凡例  DNS:欠場



 男子400mH(0.914m/35.00m)
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 47.89     為末　　大(広島・法政大)              2001/8/10

中国地区記録(AR)             47.89     為末　　大(広島・法政大)              2001/8/10

大会記録(GR)                 50.55     吉田　京平(岡山・東京学芸大)          2019/ 8月22日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥　取 ﾅﾅﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山

1 4 91 倉光　一冴(1) 鳥取城北高 58.07 1 4 566 七村　雄大(16) 美作高 55.07

ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 鳥　取 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾔ 山　口

2 3 93 永見　海(2) 鳥取城北高 58.98 2 7 882 本間　温弥(3) 西京高 57.09

ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 鳥　取 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 岡　山

3 6 92 上林　洸稀(2) 鳥取城北高 59.24 3 8 572 齋藤　洋紀(16) 岡山操山高 57.63

ﾅｶﾌｼﾞ ｱﾂｼ 山　口 ﾐﾔｹ ﾏｻﾊﾙ 岡　山

4 7 854 中藤　篤志(5) 山口大医学部 1:01.14 4 3 1430 三宅　将暖(17) 倉敷翠松高 58.63

ｱｶﾏﾂ ｱﾂｼ 山　口 ﾊﾏﾉ ﾕｳｷ 岡　山

5 2 920 赤松　篤史(5) 大島商船高専 1:01.15 5 6 582 浜野　雄気(18) 岡山工高 58.71

ｽﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ 鳥　取 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山　口

6 8 104 砂澤　樹輝(2) 鳥取湖陵高 1:02.35 2 849 椎原　素哉(M1) 広島大 DNS

ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山　口 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島　根

5 911 小田　隼也(2) 光高 DNS 5 269 三浦　伊織(M2) 島根大 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

ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ 島　根 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 広　島

1 8 222 山根　悠介(3) 松江北高 55.21 1 4 643 原田　響(3) 広島皆実高 53.09

ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 島　根 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 島　根

2 7 258 森田　光典(4) 松江高専 55.98 2 6 256 藤岡　哲也(3) 横浜国立大 53.52

ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島 ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 広　島

3 5 747 穂積　赳史(2) 福山平成大 56.32 3 5 795 荒谷　修平(3) 駿河台大 53.71

ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾑ 広　島 ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

4 2 765 水野　大夢(2) 広島大 57.22 4 8 90 上田　瑞樹(3) 鳥取城北高 54.03

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 広　島 ﾖﾘﾂﾈ ﾏｻﾄ 岡　山

5 1 616 畠山　稜也(3) 広島翔洋高 57.97 5 1 565 頼経　真人(18) 美作高 55.22

ｶｲﾁ ﾊｸﾄ 広　島 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広　島

6 4 655 海地　博斗(3) 福山誠之館高 58.22 6 3 634 村上　諒(2) 広島なぎさ高 56.20

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺﾞ 岡　山 ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 広　島

3 477 藤山　凌吾(19) 関西学院大 DNS 7 7 798 信川　瞭(1) 同志社大 1:02.16

ﾅｽ ﾉﾌﾞﾕｷ 岡　山 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 岡　山

6 412 那須　宣行(24) GloryAC DNS 2 441 松本　聖一郎(24) 商大ＡＣ DNS

5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

ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山 ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山

1 7 476 山科　真之介(20) 神戸大 51.39 1 476 山科　真之介(20) 神戸大 51.39

ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山　口 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 広　島

2 3 847 黒田　佳祐(M2) 日本大 53.73 2 643 原田　響(3) 広島皆実高 53.09

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 広　島 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 島　根

3 2 1625 栗林　隼正(2) 立命館大 54.27 3 256 藤岡　哲也(3) 横浜国立大 53.52

ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取 ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 広　島

4 8 103 中山　敬太(1) びわこ成蹊スポーツ大 54.36 4 795 荒谷　修平(3) 駿河台大 53.71

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山　口 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山　口

1 857 山岡　竜太朗(3) 山梨学院大 DNS 5 847 黒田　佳祐(M2) 日本大 53.73

ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 岡　山 ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

4 492 吉田　京平(23) 東京学芸大 DNS 6 90 上田　瑞樹(3) 鳥取城北高 54.03

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山　口 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 広　島

5 835 山田　淳史(30) 山口FG DNS 7 1625 栗林　隼正(2) 立命館大 54.27

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 広　島 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取

6 678 山本　諒(26) 鶴学園ク DNS 8 103 中山　敬太(1) びわこ成蹊スポーツ大 54.36

凡例  DNS:欠場



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               8:09.92     三浦　龍司(順天堂大)                  2021/7/30

中国地区記録(AR)           8:09.92     三浦　龍司(島根・順天堂大)            2021/7/30

大会記録(GR)               8:53.13     大谷　康太(岡山・ＪＦＥスチール)      2011/ 8月21日 15:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛﾀﾞ ｾﾞﾝ 岡　山

1 2 556 黒田　然(15) 玉野光南高 9:20.93

ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 山　口

2 4 817 野上　翔平(23) 東ソー 9:22.50

ｸﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 広　島

3 3 721 桒田　大樹(3) 神辺旭高 9:28.61

ｼﾌﾞ ｲﾂｷ 岡　山

4 1 507 志部　樹輝(19) 環太平洋大 9:40.62

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島

5 6 753 岡田　燎(4) 広島市立大 9:43.65

ﾀｹｲ ﾄｼｱｷ 広　島

6 9 728 竹井　寿明(3) 修道大 9:45.28

ﾅﾝﾊﾞ ｷｮﾄﾗ 岡　山

7 14 554 南葉　聖琥(16) 玉野光南高 9:47.47

ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 鳥　取

8 11 37 安東　潤一郎(3) 鳥取東高 9:49.29

ｲｶﾞ ﾀｸﾐ 岡　山

9 12 1419 伊加　拓海(18) 岡山商大附高 9:49.68

ﾔﾏﾅ ﾄｼｷ 岡　山

10 7 583 山名　駿輝(18) 岡山工高 9:56.81

ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 岡　山

11 10 494 岡田　慧悟(19) 岡山大 9:58.65

ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ 島　根

12 21 252 大庭　一心(2) 益田東高 9:59.90

ﾅﾐｲ ｶｴﾃﾞ 岡　山

13 16 1420 浪井　楓(17) 岡山商大附高 10:01.61

ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 広　島

14 13 648 伊藤　愛暖(2) 広島皆実高 10:15.88

ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 山　口

15 18 811 武波　晋(19) OHaGi 10:17.88

ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 岡　山

16 15 495 関口　知弘(20) 岡山大 10:18.98

ｲｼｸﾗ ｼｭｳﾔ 島　根

17 22 223 石倉　周也(2) 松江北高 10:20.55

ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 広　島

18 20 729 西田　拓矢(3) 修道大 10:24.80

ｱﾃｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 島　根

19 23 226 當木　挙志郎(3) 石見智翠館高 10:31.30

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 広　島

20 8 656 森野　結太(2) 呉三津田高 10:41.47

ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

5 851 小松　颯翔(1) 広島経済大 DNS

ﾖﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 広　島

17 647 余村　佑太郎(2) 広島皆実高 DNS

ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

19 5 吉村　隆盛(22) 鳥取大 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 507 721

記録 3:04 6:17
決　勝

凡例  DNS:欠場



 男子5000mW
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)              18:20.14     池田　向希(東洋大)                    2020/10/25

中国地区記録(AR)          19:56.24     遠山　航平(岡山・山梨学院大)          2019/4/28

大会記録(GR)              21:26.59     山下　紘暉(広島・広島経済大)          2014/ 8月21日 16:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山　口

1 11 908 秋本　雄一朗(3) 萩高 21:40.81

ﾊﾝﾀﾞ  ﾀｸﾐ 島　根

2 21 257 半田　　匠(2) 広島大 22:06.78

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 広　島

3 6 749 池田　健人(1) 福山平成大 22:08.10

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 岡　山

4 2 483 宮澤　侑汰(18) 広島経大 22:10.06

ｽﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡　山

5 9 1431 角南　秀行(16) 倉敷翠松高 22:41.42

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 山　口

6 10 848 寺田　倖太朗(4) 一橋大 22:48.13

ｳｴﾉ ﾕｳｷ 岡　山

7 5 1422 上野　由騎(17) 岡山商大附高 22:49.57

ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 岡　山

8 17 544 赤澤　晃成(17) 倉敷南高 22:52.46

ｱｵｷ ｶｲﾄ 山　口

9 22 907 青木　海橙(1) 萩高 23:23.33

ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 岡　山

10 24 573 土田　浩生(16) 岡山操山高 23:24.30

ｶﾀｵｶ ﾘｮｳｽｹ 岡　山

11 23 1423 片岡　諒輔(16) 岡山商大附高 23:30.69

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾂﾞｷ 岡　山

12 16 550 藤原　悠月(17) 玉野光南高 23:32.84

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 広　島

13 19 748 村上　巧弥(2) 福山平成大 23:38.54

ﾐﾅﾐｶﾀ ｱｷﾋﾛ 岡　山

14 13 496 南方　昭寛(20) 岡山大 23:39.92

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山　口

15 18 843 杉本　大祐(2) 下関市立大 29:07.17

ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島　根

12 268 安部　暖人(1) 島根大

ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 岡　山

20 545 長尾　拓能(17) 倉敷南高 DQ,K1

ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 岡　山

1 1421 片山　蒼大(17) 岡山商大附高 DNS

ﾖｼｻﾞｺ ﾀｲｾｲ 島　根

3 250 吉迫　大成(2) 島根中央高 DNS

ﾌﾙﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 島　根

4 259 古山　新之助(3) 山口大 DNS

ｲﾃﾞｲ ﾀﾂﾔ 岡　山

7 435 出射　匠哉(21) 三井ES玉野 DNS

ｻｴｷ ｹｲｽｹ 広　島

8 1629 佐伯　佳祐(29) TNSKC DNS

ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 山　口

14 842 香川　竜都(3) 下関市立大 DNS

ﾀﾜﾓﾄ ﾘｭｳｴｲ 岡　山

15 436 峠本　龍慧(21) 三井ES玉野 DNS

ﾊﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 広　島

25 607 濱本　夏輝(3) 三原東高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 257 257 257 257

記録 4:11 8:24 12:45 17:13
決　勝

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 K1:(TR54.7.1)ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄ　で3名以上がﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞをだした　



 男子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 37.43     多田修平・白石黄良々・桐生祥秀・サニブラウン アブデルハキーム(日本)2019/10/5

中国地区記録(AR)             39.60     岩本紘明・石倉一希・野田浩之・木原博(島根・島根県)2002/10/27 8月21日 12:25 予　選

大会記録(GR)                 40.84     堀川陽介・鈴木圭・松田亮・瀬尾耕市(広島・広島経済大)1998/ 8月21日 17:50 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 2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 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 環太平洋大 54 佐川　竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 40.87 1 3 岡山AC 449 佐伯　博嗣(27) ｻｴｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 41.65
(鳥取) 53 福庭　陽成(2) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ q (岡山) 445 諏訪　裕祐(29) ｽﾜ ﾕｳｽｹ q

52 藤原　大輝(4) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 444 秋山　大祐(30) ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ
57 下村　聖也(1) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 447 江國　隼斗(28) ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ

2 5 GloryAC 416 平坂　和弘(34) ﾋﾗｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 41.72 2 4 鳥取城北高 97 近藤　竜馬(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 42.01
(岡山) 409 高橋　朋也(24) ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ q (鳥取) 96 大谷　悠真(1) ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ

415 入江　海里(18) ｲﾘｴ ｶｲﾘ 95 岩井　光大(1) ｲﾜｲ ｺｳﾀ
410 茅野　友輝(20) ｶﾔﾉ ﾄﾓｷ 100 中村　晃基(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

3 6 倉敷工高 588 柴田　知樹(18) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 43.19 3 7 開星高 202 岩﨑　鵬春(1) ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾊﾙ 42.49
(岡山) 589 貞方　公利(18) ｻﾀﾞｶﾀ ﾋｻﾄｼ (島根) 201 藤原　琉成(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

590 武田　陽斗(16) ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾄ 203 小村　凌久(1) ｵﾑﾗ ﾘｸ
591 久葉　誠矢(17) ｸﾊﾞ ｾｲﾔ 204 永田　裕暉(1) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

4 2 環太平洋大 840 田村　嘉啓(2) ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 43.37 4 5 鳥取中央育英高Ａ 84 小野　颯己(1) ｵﾉ ｻﾂｷ 42.57
(山口) 837 中本　匡俊(3) ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ (鳥取) 81 植松　瑞希(2) ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ

838 石丸　竣也(3) ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 86 諸遊　慎武(1) ﾓﾛﾕｳ ｼﾞﾝ
839 山村　裕樹(4) ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 69 谷本　海(2) ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ

5 7 広島なぎさ高 636 美藤　幹汰(2) ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 43.58 5 2 出雲高 220 鐘築　　識(2) ｶﾈﾂｷ ｼｷ 43.63
(広島) 634 村上　諒(2) ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ (島根) 221 宮嵜　夢太(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ

638 庄司　暁人(1) ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 218 三島　聡太(2) ﾐｼﾏ ｿｳﾀ
639 古中　睦人(1) ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 216 外野　晴琉(2) ｿﾄﾉ ﾊﾙ

3 西条農高 630 俵原　圭吾(2) ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ DQ,R2 6 8 沼田高 680 玉岡　優真(2) ﾀﾏｵｶ ﾕｳﾏ 45.19
(広島) 631 檜垣　脩矢(2) ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ (広島) 682 尾上　大河(2) ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ

627 檀上　翔多郎(3) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 681 渡邉　悠人(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ
626 中村　光希(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 685 辻本　倫太郎(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 田部高 DNS 6 境高 DNS
(山口) (鳥取)

3組 4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 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 6 玉野光南高 551 河田　桐也(17) ｶﾜﾀ ﾄｳﾔ 41.63 1 7 鳥取中央育英高B 76 香川　晏司(3) ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ 41.81
(岡山) 553 森川　葉月(16) ﾓﾘｶﾜ ﾊﾂﾞｷ q (鳥取) 80 吉田　聖健(3) ﾖｼﾀﾞ ｾｲｹﾝ q

555 藤山　健伸(17) ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 79 横山　千尋(3) ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ
546 藤田　楓(18) ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 64 宮本　一樹(3) ﾐﾔﾓﾄ ｲｯｷ

2 4 美作高 570 税所　宥斗(18) ｻｲｼｮ ﾕｳﾄ 41.91 2 6 西京高 882 本間　温弥(3) ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾔ 41.81
(岡山) 565 頼経　真人(18) ﾖﾘﾂﾈ ﾏｻﾄ (山口) 883 伊東　拓真(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾏ q

569 兼清　駿(18) ｶﾈｷﾖ ｼｭﾝ 884 古屋　世那(3) ﾌﾙﾔ ｾﾅ
571 堀江　祐稀(17) ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 885 三戸　慶一郎(3) ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ

3 8 市立呉高 621 石川　颯太郎(1) ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 44.15 3 4 津山高専 527 岡田　拓実(18) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 42.32
(広島) 619 溜畑　我空(2) ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ (岡山) 529 山口　直起(19) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ

623 礒道　拓武(3) ｲｿﾐﾁ ﾋﾛﾑ 528 森元　春輔(18) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
617 藤川　怜大(3) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ 526 西尾　孔(17) ﾆｼｵ ｺｳ

4 3 川崎医福大Ａ 517 大木　雄矢(4) ｵｵｷ ﾕｳﾔ 44.34 4 5 三菱自水島 462 河本　祐偉斗(21) ｺｳﾓﾄ ﾕｲﾄ 43.03
(岡山) 518 松岡　航暉(2) ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ (岡山) 463 宇都宮　舞人(19) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｲﾄ

519 藤澤　晟真(4) ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲﾏ 461 北　優也(24) ｷﾀ ﾕｳﾔ
520 杉野　太軌(4) ｽｷﾞﾉ ﾀｲｷ 465 髙橋　輝(19) ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ

5 2 下松高 874 矢武　勇人(3) ﾔﾀｹ ﾕｳﾄ 44.42 5 8 広島工大高 700 日浦　稜太(2) ﾋｳﾗ ﾘｮｳﾀ 43.93
(山口) 873 中原　拓斗(3) ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾄ (広島) 699 河嶋　豊有人(2) ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾄ

880 恒富　滉大(1) ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 701 別所　岳(2) ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ
876 川岡　滉太郎(2) ｶﾜｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 698 塚本　翔天(2) ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ

5 岡山商大附高 DNS 6 2 明誠高 211 越野　天馬(2) ｺｼﾉ ﾃﾝﾏ 44.45
(岡山) (島根) 213 橋渡　響生(1) ﾊｼﾜﾀﾘ ﾋﾋﾞｷ

214 山本　陸斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ
212 久保　陽向(1) ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ

7 倉敷AC DNS 3 崇徳高 DNS
(岡山) (広島)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



 男子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 37.43     多田修平・白石黄良々・桐生祥秀・サニブラウン アブデルハキーム(日本)2019/10/5

中国地区記録(AR)             39.60     岩本紘明・石倉一希・野田浩之・木原博(島根・島根県)2002/10/27 8月21日 12:25 予　選

大会記録(GR)                 40.84     堀川陽介・鈴木圭・松田亮・瀬尾耕市(広島・広島経済大)1998/ 8月21日 17:50 決　勝

予　選　6組0着＋8

5組 6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 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 5 OPC 810 石田　裕太郎(20) ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 41.86 1 5 岡山商大 273 松浦　大雅(1) ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 41.28
(山口) 805 秋本　真之介(29) ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ (島根) 270 林　頼人(3) ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ q

806 坪根　勇生(26) ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 272 福田　亮太(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
807 石川　順典(25) ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 275 渡部　翔(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

2 6 国際学院高 664 石本　涼太(3) ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 42.24 2 3 広島皆実高 642 坂田　陽貴(3) ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 41.80
(広島) 666 山中　瑞己(3) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ (広島) 650 岡村　元太(3) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ q

668 松本　京大(2) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 643 原田　響(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
663 西川　正飛(3) ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 644 粟野　宙歩(3) ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ

3 4 就実高 1401 岡　滉貴(17) ｵｶ ｺｳｷ 43.28 3 6 文化学園大 790 元木　航平(3) ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 42.01
(岡山) 1411 佐藤　旭(16) ｻﾄｳ ｱｻﾋ (広島) 782 妻澤　篤志(2) ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ

1409 疋田　壮(16) ﾋｷﾀ ｿｳ 789 日浦　泰基(3) ﾋｳﾗ ﾀｲｷ
1413 村田　陸翔(17) ﾑﾗﾀ ﾘｸﾄ 786 山本　魁聖(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 

4 2 誠英高 890 黒木　澪(2) ｸﾛｷ ﾚｲ 44.25 4 7 川崎医福大Ｂ 511 加門　昂大(1) ｶﾓﾝ ｺｳﾀﾞｲ 43.11
(山口) 889 中原　優稀(3) ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ (岡山) 512 高田　和(1) ﾀｶﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

893 岩本　晋弥(1) ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 513 林　蒼葉(1) ﾊﾔｼ ｱｵﾊﾞ
888 沖井　紫音(3) ｵｷｲ ｼｵﾝ 514 中田　有哉(1) ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾔ

5 7 岡山操山高 578 石下　煌大(15) ｲｼｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 44.36 5 4 ASフクヤマ 718 高杉　義行(37) ﾀｶｽｷﾞ ﾖｼﾕｷ 43.15
(岡山) 579 大月　康資(16) ｵｵﾂｷ ｺｳｽｹ (広島) 715 勢力　奎(26) ｾｲﾘｷ ｹｲ

572 齋藤　洋紀(16) ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 720 髙　和弘(20) ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ
576 柴　悠真(16) ｼﾊﾞ ﾕｳﾏ 716 稲垣　惇史(39) ｲﾅｶﾞｷ ｱﾂｼ

6 3 修道大 731 松田　優人(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 44.58 6 8 宇部鴻城高 869 菅田　愛斗(2) ｽｹﾞﾀ ﾏﾅﾄ 44.41
(広島) 732 濱崎　智哉(4) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ (山口) 870 中村　真人(1) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾄ

737 新垣　一貴(3) ｱﾗｶｷ ｶｽﾞｷ 867 山内　勇輝(2) ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ
736 北川　朔矢(3) ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ 865 柳井　洸(2) ﾔﾅｲ ｺｳ

7 8 倉吉東高 25 中本　征汰(1) ﾅｶﾓﾄ ｾｲﾀ 44.87 7 2 矢上高 233 的場　　尋(2) ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ 47.23
(鳥取) 20 坂本　晴紀(2) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ (島根) 236 貫里　一生(1) ﾇｲｻﾞﾄ ｲｯｾｲ

26 吉川　知範(1) ｷｯｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 231 新井　伊織(2) ﾆｲ ｲｵﾘ
24 松本　紡玖(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾑｸﾞ 235 畑野　颯太(1) ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 環太平洋大 54 佐川　竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 41.18
(鳥取) 53 福庭　陽成(2) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ

52 藤原　大輝(4) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ
57 下村　聖也(1) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ

2 3 岡山商大 273 松浦　大雅(1) ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 41.30
(島根) 270 林　頼人(3) ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ

272 福田　亮太(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
275 渡部　翔(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

3 4 岡山AC 449 佐伯　博嗣(27) ｻｴｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 41.40
(岡山) 445 諏訪　裕祐(29) ｽﾜ ﾕｳｽｹ

444 秋山　大祐(30) ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ
447 江國　隼斗(28) ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ

4 6 玉野光南高 551 河田　桐也(17) ｶﾜﾀ ﾄｳﾔ 41.49
(岡山) 553 森川　葉月(16) ﾓﾘｶﾜ ﾊﾂﾞｷ

555 藤山　健伸(17) ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ
546 藤田　楓(18) ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ

5 8 広島皆実高 642 坂田　陽貴(3) ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 41.55
(広島) 650 岡村　元太(3) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ

643 原田　響(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
644 粟野　宙歩(3) ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ

6 7 GloryAC 416 平坂　和弘(34) ﾋﾗｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 41.94
(岡山) 409 高橋　朋也(24) ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ

415 入江　海里(18) ｲﾘｴ ｶｲﾘ
410 茅野　友輝(20) ｶﾔﾉ ﾄﾓｷ

7 2 鳥取中央育英高B 76 香川　晏司(3) ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ 42.11
(鳥取) 80 吉田　聖健(3) ﾖｼﾀﾞ ｾｲｹﾝ

79 横山　千尋(3) ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ
64 宮本　一樹(3) ﾐﾔﾓﾄ ｲｯｷ

8 1 西京高 882 本間　温弥(3) ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾔ 42.34
(山口) 883 伊東　拓真(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

884 古屋　世那(3) ﾌﾙﾔ ｾﾅ
885 三戸　慶一郎(3) ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった



 男子4X400mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               3:00.76     苅部俊二・伊東浩司・小坂田淳・大森盛一(日本)1996/8/3

中国地区記録(AR)           3:11.20     坂本亮平・藤井史岳・石橋浩二・真鍋和孝(広島・広島経済大)1993/9/11 8月22日 10:35 予　選

大会記録(GR)               3:14.51     原田・菅野・平野・野村(山口・山口大Ａ)2016/ 8月22日 13:50 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 2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 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 7 広島皆実高 653 田中　智(3) ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 3:19.53 1 4 広島経済大 1611 渡邉　和哉(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 3:21.30

(広島) 643 原田　響(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ q (広島) 1602 村上　瑛希(2) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ q

650 岡村　元太(3) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 1612 竹内　蒼竜(1) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ

654 吉川　颯也翔(3) ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 1610 西川　正真(2) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

2 3 広島大 770 藤崎　託也(3) ﾌｼﾞｻｷ ﾀｸﾔ 3:21.10 2 6 環太平洋大 56 加藤　快(1) ｶﾄｳ ｶｲ 3:22.65

(広島) 768 乃美　裕介(2) ﾉｳﾐﾕｳｽｹ q (鳥取) 53 福庭　陽成(2) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ q

765 水野　大夢(2) ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾑ 54 佐川　竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ

767 三好　悠貴(2) ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 57 下村　聖也(1) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ

3 4 GloryAC 412 那須　宣行(24) ﾅｽ ﾉﾌﾞﾕｷ 3:24.48 3 5 広島工大高 698 塚本　翔天(2) ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 3:27.94

(岡山) 415 入江　海里(18) ｲﾘｴ ｶｲﾘ q (広島) 699 河嶋　豊有人(2) ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾄ

417 友杉　幸輝(22) ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ 700 日浦　稜太(2) ﾋｳﾗ ﾘｮｳﾀ

414 今田　湧也(23) ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 697 岩本　晴也(2) ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ

4 6 倉敷南高 539 山室　迅汰(16) ﾔﾏﾑﾛ ﾊﾔﾀ 3:25.78 4 3 倉敷工高 592 安藤　春人(17) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 3:28.47

(岡山) 540 只佐　悠真(16) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ (岡山) 594 尾崎　泰成(17) ｵｻﾞｷ ﾀｲｾｲ

541 池本　陽翔(16) ｲｹﾓﾄ ﾊﾙﾄ 599 大橋　葵(15) ｵｵﾊｼ ｱｵｲ

542 畑　翔斗(16) ﾊﾀ ｼｮｳﾄ 586 吉田　蒼太(16) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ

5 5 広島なぎさ高 636 美藤　幹汰(2) ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 3:27.49 5 8 下松高 880 恒富　滉大(1) ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 3:33.64

(広島) 634 村上　諒(2) ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ (山口) 874 矢武　勇人(3) ﾔﾀｹ ﾕｳﾄ

639 古中　睦人(1) ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 872 佐藤　洸太朗(3) ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

637 寺尾　勇杜(2) ﾃﾗｵ ﾕｳﾄ 875 中山　太陽(3) ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾖｳ

6 8 鳥取中央育英高Ｂ 82 岡田　智哉(2) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 3:27.65 6 7 米子東高 32 石原　心汰朗(2) ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 3:34.39

(鳥取) 67 石川　遥斗(2) ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ (鳥取) 35 矢野　大貴(2) ﾔﾉ ﾀﾞｲｷ

74 山本　蓮(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 34 秦　颯汰(2) ﾊﾀ ｿｳﾀ

70 佐藤　和歩(2) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 31 柴田　凱(2) ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ

2 環太平洋大 DNS 7 2 矢上高 231 新井　伊織(2) ﾆｲ ｲｵﾘ 3:48.65

(山口) (島根) 233 的場　　尋(2) ﾏﾄﾊﾞ ﾋｲﾛ

235 畑野　颯太(1) ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ

236 貫里　一生(1) ﾇｲｻﾞﾄ ｲｯｾｲ

3組 4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 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 津山高専 526 西尾　孔(17) ﾆｼｵ ｺｳ 3:23.72 1 4 西条農高 625 名越　拓馬(3) ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 3:21.15

(岡山) 527 岡田　拓実(18) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ q (広島) 631 檜垣　脩矢(2) ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ q

528 森元　春輔(18) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 632 織田　倫太朗(3) ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

530 竹内　脩斗(18) ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾄ 633 片岡　豊喜(3) ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾊﾙ

2 3 三菱自水島 457 山口　諒(20) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 3:25.15 2 5 国際学院高 666 山中　瑞己(3) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 3:27.71

(岡山) 466 徳永　貴昭(28) ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｱｷ (広島) 672 永川　飛翔(3) ﾅｶﾞｶﾜ ﾋｼｮｳ

461 北　優也(24) ｷﾀ ﾕｳﾔ 669 景山　凌英(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｴｲ

464 時澤　尚也(18) ﾄｷｻﾜ ﾅｵﾔ 665 師井　詩音(3) ﾓﾛｲ ｼｵﾝ

3 6 就実高 1411 佐藤　旭(16) ｻﾄｳ ｱｻﾋ 3:30.11 3 6 鳥取中央育英高Ａ 77 浜本　琉聖(3) ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 3:28.29

(岡山) 1403 中山　文太(18) ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾀ (鳥取) 76 香川　晏司(3) ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ

1410 在本　開智(16) ｱﾘﾓﾄ ｶｲﾁ 63 太田　陸(3) ｵｵﾀ ﾘｸ

1413 村田　陸翔(17) ﾑﾗﾀ ﾘｸﾄ 75 井上　威吹(3) ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ

4 8 宇部鴻城高 865 柳井　洸(2) ﾔﾅｲ ｺｳ 3:32.52 4 3 県立広島高 692 植田　幸(2) ｳｴﾀﾞ ｺｳ 3:38.69

(山口) 864 岡本　脩汰(2) ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ (広島) 691 宮嶋　優(2) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ

867 山内　勇輝(2) ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 694 松原　正英(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ

868 田村　鷹斗(1) ﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ 695 相星　光汰(2) ｱｲﾎｼ ｺｳﾀ

5 7 光高 912 窪井　叶太(2) ｸﾎﾞｲ ｶﾅﾀ 3:33.43 5 7 鳥取東高 40 太田　咲真(1) ｵｵﾀ ｻﾏ 3:42.55

(山口) 913 佐藤　優樹(2) ｻﾄｳ ﾕｳｷ (鳥取) 39 宇崎　凌太(2) ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

914 増野　輔(2) ﾏｼﾉ ﾀｽｸ 38 田中　陽大(2) ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ

915 田熊　尋(2) ﾀｸﾞﾏ ｼﾞﾝ 42 高田　洸洋(1) ﾀｶﾀ ｺｳﾖｳ

2 益田高 DNS 6 8 倉吉東高 25 中本　征汰(1) ﾅｶﾓﾄ ｾｲﾀ 3:46.65

(島根) (鳥取) 20 坂本　晴紀(2) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

21 原田　弐翔(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ

24 松本　紡玖(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾑｸﾞ

5 ＯＵＦ DNS

(岡山)

5組 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 文化学園大 791 石津　翔太(3) ｲｼｽﾞ ｼｮｳﾀ 3:19.77

(広島) 783 野上　佳樹(4) ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ q 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

789 日浦　泰基(3) ﾋｳﾗ ﾀｲｷ 1 5 西条農高 625 名越　拓馬(3) ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 3:16.98

784 石丸　大輝(2) ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ (広島) 631 檜垣　脩矢(2) ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ

2 6 岡山商大附高 1429 角南　香明(16) ｽﾅﾐ ｶｽﾞｱｷ 3:25.33 632 織田　倫太朗(3) ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

(岡山) 1414 坂本　拓望(17) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 633 片岡　豊喜(3) ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾊﾙ

1428 新田　將一朗(16) ﾆｯﾀ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 2 4 広島皆実高 653 田中　智(3) ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 3:17.33

1426 古賀　司(17) ｺｶﾞ ﾂｶｻ (広島) 643 原田　響(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

3 7 出雲高 216 外野　晴琉(2) ｿﾄﾉ ﾊﾙ 3:26.89 650 岡村　元太(3) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ

(島根) 218 三島　聡太(2) ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 654 吉川　颯也翔(3) ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

221 宮嵜　夢太(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾒﾀ 3 1 津山高専 526 西尾　孔(17) ﾆｼｵ ｺｳ 3:20.14

220 鐘築　　識(2) ｶﾈﾂｷ ｼｷ (岡山) 527 岡田　拓実(18) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ

4 4 修道大 742 濱崎　智哉(4) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 3:32.88 528 森元　春輔(18) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

(広島) 737 新垣　一貴(3) ｱﾗｶｷ ｶｽﾞｷ 529 山口　直起(19) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ

739 竹内　悠正(1) ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 4 3 広島大 770 藤崎　託也(3) ﾌｼﾞｻｷ ﾀｸﾔ 3:20.18

728 竹井　寿明(3) ﾀｹｲ ﾄｼｱｷ (広島) 768 乃美　裕介(2) ﾉｳﾐﾕｳｽｹ

5 3 沼田高 683 上村　大輝(3) ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 3:35.26 765 水野　大夢(2) ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾑ

(広島) 682 尾上　大河(2) ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 767 三好　悠貴(2) ﾐﾖｼ ﾕｳｷ

684 飯島　隼斗(1) ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 5 8 環太平洋大 57 下村　聖也(1) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 3:23.59

686 佐々木　新(3) ｻｻｷ ｱﾗﾀ (鳥取) 56 加藤　快(1) ｶﾄｳ ｶｲ

8 市立呉高 DNS 53 福庭　陽成(2) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ

(広島) 54 佐川　竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ

6 2 GloryAC 412 那須　宣行(24) ﾅｽ ﾉﾌﾞﾕｷ 3:24.79

(岡山) 415 入江　海里(18) ｲﾘｴ ｶｲﾘ

417 友杉　幸輝(22) ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ

414 今田　湧也(23) ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

6 文化学園大 DNS

(広島)

7 広島経済大 DNS

(広島)
凡例  DNS:欠場



 男子走高跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  2m35     戸邉　直人(つくばツインピークス)      2019/2/2

中国地区記録(AR)              2m27     内田　剛弘(島根・福岡大)              2002/5/19

大会記録(GR)                  2m21     内田　剛弘(島根・福岡大)              2001/ 8月22日 10:30 決　勝

決　勝　

ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ 広　島 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 2 674 桐木　紳吾(21) 鶴学園ク 2m05
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 広　島 － － × ○ ○ × × ○ × × ×

2 25 777 杉原　哲平(1) 福岡大 2m05
ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 山　口 － － ○ × × ×

3 1 812 上川　凌平(26) 下関管材 1m95
ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 岡　山 － ○ ○ × × ×

3 14 479 山﨑　啄心(20) 岡山商大 1m95
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 岡　山 － × ○ × ○ × × ×

5 18 499 藤本　朋希(21) 環太平洋大 1m95
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 － ○ × × ○ × × ×

6 16 750 小林　祐大(1) 福山平成大 1m95
ｲｽﾞﾐ ｿｳﾄ 島　根 ○ × × ○ × × ×

7 21 227 泉　颯人(3) 石見智翠館高 1m90
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾀ 山　口 ○ × × ×

8 19 906 林　修汰(3) 南陽工高 1m85
ﾊﾗ ﾊﾔﾄ 広　島 ○ × × ×

8 23 1617 原　颯飛(1) 環太平洋大 1m85
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 広　島 × ○ × × ×

10 7 723 二神　翔雅(3) 神辺旭高 1m85
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 山　口 × × ○ × × ×

11 6 819 藤井　悠弥(24) 東ソー 1m85
ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｼｮｳ 岡　山 × × ○ × × ×

11 28 1424 高畠　優昇(17) 岡山商大附高 1m85
ﾔｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 鳥　取 × × ×

8 22 矢木　聖一郎(2) 倉吉東高 NM
ｵｷﾀ ﾕｳｽｹ 山　口 － × × ×

11 846 沖田　悠介(2) 徳山大 NM
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 山　口 × × ×

15 905 中村　駿介(3) 南陽工高 NM
ﾓﾄﾔﾏ ﾊﾟｳﾛ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 広　島 × × ×

20 1616 本山　パウロ　ガブリエル(2) 環太平洋大 NM
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾔ 岡　山 × × ×

24 564 井上　侑哉(18) おかやま山陽 NM
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾏ 鳥　取

3 2 上原　匠真(21) 鳥取大 DNS
ｶﾄｳ ｼﾝﾏ 島　根

4 248 加藤　紳磨(2) 出雲農林高 DNS
ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 岡　山

5 413 広田　勇一(25) GloryAC DNS
ﾄﾔｵ ﾕｳｽｹ 島　根

9 267 鳥屋尾　優介(1) 島根大 DNS
ｳｴﾔﾏ ｱﾕﾑ 岡　山

10 429 上山　歩(24) 美作TFC DNS
ﾊﾅﾔ ﾖｼｱｷ 広　島

12 744 花屋　佳明(4) 福山平成大 DNS
ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 鳥　取

13 44 村上　将太(19) 鳥取大 DNS
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳ 鳥　取

17 66 平岩　優(3) 鳥取中央育英高 DNS
ｲﾇｶｲ ｶｲﾄ 岡　山

22 510 犬飼　海斗(21) 川崎医福大 DNS
ｵｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 岡　山

26 580 岡本　譲(18) 岡山工高 DNS
ｽﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 岡　山

27 1404 周藤　尊(18) 就実高 DNS

1m85
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

1m90 1m95 2m00 2m05 2m08
記録

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 男子棒高跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  5m83     澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005/5/3

中国地区記録(AR)              5m55     来間　弘樹(島根・順天堂大)            2017/5/27

大会記録(GR)                  5m30     柴田　孟也(山口・下関ＴＣ)            2009/

大会記録(GR)                  5m30     来間　弘樹(島根・ストライダーズＡＣ)  2019/ 8月21日 12:00 決　勝

決　勝　

ｸﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 広　島 － － － － ○ － × ○ －

1 17 727 蔵田　雅典(M2) 愛媛大 × ○ × × × 5m10
ﾏﾂｲ ﾌｳｶﾞ 山　口 － － － － － × ○ － ○

2 1 904 松井　楓雅(3) 南陽工高 × × × 5m00
ﾆｼｺﾘ ﾐﾉﾙ 島　根 － － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 18 277 錦織　実(24) 松江市陸協 4m90
ｱﾔ ﾀﾞｲｼﾝ 広　島 － － － ○ － × ○ × × ×

4 10 657 綾　大心(18) 東広島市陸協 4m80
ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島 － － ○ ○ × × ○ × × ×

5 24 1608 鍛冶元　結(2) 広島経済大 4m70
ﾌｼﾞｵ ｻﾄﾙ 岡　山 － － × ○ ○ × × ○ × × ×

6 9 428 藤尾　悟(26) ENEOS 4m70
ﾂﾁｴ ﾏﾅﾄ 島　根 － － － ○ × × ×

7 8 239 土江　真翔(2) 大社高 4m60
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾘ 岡　山 － － × ○ × ○ × × ×

8 12 1433 中島　昌宣(20) 中京大 4m60
ﾏｽﾊﾗ ｴｲﾄ 島　根 ○ ○ ○ × × ×

9 15 240 増原　永人(2) 大社高 4m40
ｱｵｷ ﾖｳｲﾁ 広　島 － － × ○ × × ×

10 26 1618 青木　陽一(3) 環太平洋大 4m40
ｼｮｼ ﾔｽﾏｻ 岡　山 ○ ○ × × ×

11 16 493 所司　康雅(19) 岡山大 4m20
ﾔﾉ ﾅﾙｲ 島　根 ○ × ○ × × ×

12 4 229 矢野　成唯(2) 松江農林高 4m20
ﾋﾗﾀ ﾖｳﾍｲ 岡　山 × ○ × ○ × × ×

13 19 562 平田　陽平(17) 関西高 4m20
ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 広　島 － × × ○ × × ×

14 20 760 福永　雅紀(2) 広島工業大 4m20
ｶﾈﾐﾂ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取 × ○ × × ×

15 14 49 金光　希(2) 倉吉総産高 4m00
ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ 岡　山 × ○ × × ×

15 21 586 吉田　蒼太(16) 倉敷工高 4m00
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｹﾙ 広　島 － － － × × ×

2 605 萩原　翔(34) 広大樟柳ク NM
ｵｺﾞｳ ﾕｳﾀ 岡　山 × × ×

5 404 小郷　勇太(38) 岡山市消防局 NM
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 広　島 － － × × ×

6 641 伊藤　大輔(1) 近大東広島高 NM
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾔ 鳥　取 × × ×

7 27 阪本　晴也(1) 倉吉東高 NM
ｵｸﾀﾞ ｹｲｼ 鳥　取 × × ×

11 46 奥田　慧士(2) 倉吉北高 NM
ｲﾄｳ ﾚｵ 岡　山 × × ×

23 587 伊藤　怜央(15) 倉敷工高 NM
ｳﾗｶﾐ ﾀｸﾏ 岡　山 × × ×

25 1425 浦上　拓磨(18) 岡山商大附高 NM
ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 鳥　取

3 19 衣笠　瑛一(3) 倉吉東高 DNS
ｼﾓｾ ｼｮｳｷ 広　島

13 677 下瀬　翔貴(28) 鶴学園ク DNS
ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 広　島

22 769 田村　圭祐(M1) 広島大 DNS

5m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

5m10 5m25

4m20 4m40 4m60 4m70 4m80 4m904m00
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 男子走幅跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  8m40     城山正太郎(ゼンリン)                  2019/8/17

中国地区記録(AR)              8m04     小田　大樹(山口・日本大)              2017/9/24

大会記録(GR)                  7m83     藤原　駿也(岡山・広島経済大)          2016/ 8月21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

ﾉｳﾐﾕｳｽｹ 広　島 6m96 7m33 7m32 7m33 8 × 7m40 × 7m40

1 20 768 乃美　裕介(2) 広島大 +1.6 +2.7 +1.7 +2.7 +1.5 +1.5
ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 岡　山 7m13 × 7m02 7m13 7 × 7m27 × 7m27

2 33 581 北村　嘉得(18) 岡山工高 +2.8 +1.7 +2.8 +2.4 +2.4
ﾀﾆﾉ ﾋｶﾙ 岡　山 6m79 7m13 6m91 7m13 6 5m63 6m88 × 7m13

3 28 502 谷野　光琉(21) 環太平洋大 +1.6 +1.5 +2.5 +1.5 +1.9 +2.0 +1.5
ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡　山 7m00 － 6m89 7m00 5 × × 7m08 7m08

4 26 486 塩見　健人(21) 福岡大 +0.6 +1.7 +0.6 +0.8 +0.8
ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島　根 6m50 6m86 6m96 6m96 4 7m05 6m78 × 7m05

5 9 228 須藤　広征(2) 石見智翠館高 +1.2 +2.4 +1.3 +1.3 +1.8 +1.2 +1.8
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 山　口 6m92 6m83 6m92 6m92 3 6m91 × 7m00 7m00

6 1 803 松﨑　裕登(32) インフィニティAC +2.3 +1.3 +1.9 +2.3 +2.1 +2.0 +2.0
ｶﾜﾀ ﾄｳﾔ 岡　山 6m80 6m81 6m92 6m92 2 × 6m90 6m14 6m92

7 31 551 河田　桐也(17) 玉野光南高 +2.1 +2.1 +1.9 +1.9 +2.3 +2.0 +1.9
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 広　島 6m50 6m43 6m90 6m90 1 6m10 × 6m92 6m92

8 7 725 山下　壮太(2) 神辺旭高 +1.7 +1.3 +1.6 +1.6 +1.5 +1.9 +1.9
ｵｵﾏﾁ ﾕｳﾏ 岡　山 6m60 6m85 6m63 6m85 6m85

9 32 567 大町　悠真(16) 美作高 +2.1 +1.9 +1.9 +1.9 +1.9
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広　島 × 6m73 6m84 6m84 6m84

10 2 706 倉田　匠(23) wenziｸ +2.3 +1.2 +1.2 +1.2
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 広　島 × 6m82 × 6m82 6m82

11 29 1619 近藤　大生(3) 環太平洋大 +2.8 +2.8 +2.8
ｻｶﾃ ｼｮｳﾏ 岡　山 × × 6m81 6m81 6m81

12 22 484 坂手　彰真(18) 福岡大 +2.7 +2.7 +2.7
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 広　島 × 6m73 6m79 6m79 6m79

13 35 642 坂田　陽貴(3) 広島皆実高 +2.4 +1.5 +1.5 +1.5
ｺｶﾞ ﾂｶｻ 岡　山 × 6m77 6m76 6m77 6m77

14 34 1426 古賀　司(17) 岡山商大附高 +1.6 +1.4 +1.6 +1.6
ﾓﾘﾔｽ ﾅﾅﾄ 岡　山 × 6m72 6m73 6m73 6m73

15 30 547 守安　七斗(18) 玉野光南高 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6
ﾀｸﾜ ﾋｭｳｶﾞ 島　根 6m29 × 6m66 6m66 6m66

16 4 217 多久和　日向(2) 出雲高 +1.6 +1.0 +1.0 +1.0
ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥　取 × 6m59 6m50 6m59 6m59

17 8 94 大田　丈(2) 鳥取城北高 +1.9 +1.1 +1.9 +1.9
ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島 6m54 6m50 6m47 6m54 6m54

18 27 1604 松井　優斗(3) 広島経済大 +2.1 +2.4 +1.6 +2.1 +2.1
ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥　取 6m52 × 6m50 6m52 6m52

19 13 98 本多　礼旺(3) 鳥取城北高 +1.6 +0.5 +1.6 +1.6
ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 広　島 × 6m08 × 6m08 6m08

20 17 766 井手　浩貴(2) 広島大 +1.7 +1.7 +1.7
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 島　根 6m07 6m04 5m83 6m07 6m07

21 21 253 松原　朋希(2) 大田高 +1.9 +1.1 +1.9 +1.9 +1.9
ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ 広　島 × × 6m05 6m05 6m05

22 12 726 樋野　絢真(2) 神辺旭高 +0.9 +0.9 +0.9
ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ 鳥　取 5m88 × 5m84 5m88 5m88

23 3 75 井上　威吹(3) 鳥取中央育英高 +1.2 +1.7 +1.2 +1.2
ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 山　口 × × ×

11 852 工藤　竜一(3) 明海大 NM
ﾀｹﾋｻ ｼｮｳ 岡　山 × × ×

15 480 武久　翔(20) 岡山商大 NM
ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ 岡　山

5 419 河田　龍弥(22) GloryAC DNS
ﾀﾆﾉ ﾕｳｻｸ 山　口

6 836 谷野　優作(2) 環太平洋大 DNS
ｵｵｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 岡　山

10 438 大枝　優介(29) KND.TC DNS
ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島　根

14 230 上田　康生(1) 矢上高 DNS
ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 山　口

16 896 菅野　翔太(3) 田部高 DNS
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島　根

18 237 永岡　勇次郎(3) 大社高 DNS
ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山

19 482 小藤　嵐(21) 広島経大 DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 広　島

23 773 安立　雄斗(3) 福岡大 DNS
ｵｵｶﾒ ｼﾓﾝ 岡　山

24 485 大亀　詩門(19) 福岡大 DNS
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 広　島

25 775 井町　慶太郎(1) 福岡大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 男子三段跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986/6/1

中国地区記録(AR)             16m29     池上　正雄(岡山・日本体育大)          1981/10/15

大会記録(GR)                 15m97     池上　正雄(岡山・日本体育大)          1979/ 8月22日 12:30 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
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

ｺﾔﾏ ﾖｼﾄ 岡　山 × × 14m53 14m53 4 × 14m98 15m58 15m58

1 5 403 小山　義人(25) 岡山陸協 +2.1 +2.1 +1.1 +1.6 +1.6
ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 岡　山 14m92 15m26 14m94 15m26 8 14m95 × 14m92 15m26

2 24 501 大森　和馬(21) 環太平洋大 +1.3 +3.1 +1.7 +3.1 +1.0 +1.3 +3.1
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 広　島 14m65 14m97 14m67 14m97 7 14m82 － 14m60 14m97

3 7 662 末盛　巧(3) 修道高 +1.4 +3.2 +1.7 +3.2 +1.8 +1.4 +3.2
ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 広　島 14m84 14m93 14m86 14m93 6 14m43 14m84 14m77 14m93

4 12 675 冨山　拓矢(36) 鶴学園ク +2.5 +1.3 +2.2 +1.3 +1.3 +2.4 +1.4 +1.3
ｳﾂﾐ ﾘｮｳｽｹ 岡　山 × × 14m54 14m54 5 × × 13m21 14m54

5 22 500 内海　燎介(20) 環太平洋大 +1.8 +1.8 +0.8 +1.8
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 広　島 13m68 14m50 × 14m50 3 14m45 13m94 × 14m50

6 23 1619 近藤　大生(3) 環太平洋大 +2.4 +1.6 +1.6 +1.4 +1.5 +1.6
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島　根 × 14m07 14m15 14m15 1 × × 14m35 14m35

7 4 237 永岡　勇次郎(3) 大社高 +1.3 +1.6 +1.6 +2.5 +2.5
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 広　島 14m22 14m19 13m82 14m22 2 13m92 13m72 14m06 14m22

8 2 645 恵南　優貴(3) 広島皆実高 +2.0 +2.3 +1.1 +2.0 +2.8 +1.6 +1.4 +2.0
ｶﾜﾀ ﾄｳﾔ 岡　山 13m87 × 14m05 14m05 14m05

9 26 551 河田　桐也(17) 玉野光南高 +2.6 +2.3 +2.3 +2.3
ﾀｹﾀﾆ ﾕｷﾔ 岡　山 13m81 13m76 13m95 13m95 13m95

10 20 472 竹谷　幸希也(19) びわスポ大 +0.3 +2.4 +1.2 +1.2 +1.2
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 広　島 × 13m92 × 13m92 13m92

11 25 1620 山田　悠斗(2) 環太平洋大 +3.1 +3.1 +3.1
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 × 13m42 13m60 13m60 13m60

12 21 1605 横田　雄大(4) 広島経済大 +2.9 +1.4 +1.4 +1.4
ﾏﾂｷ ﾀｲｼ 岡　山 13m58 × － 13m58 13m58

13 14 427 松木　太志(18) ENEOS +1.7 +1.7 +1.7
ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 岡　山 13m19 13m04 － 13m19 13m19

14 27 581 北村　嘉得(18) 岡山工高 +1.0 +1.6 +1.0 +1.0
ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾄ 山　口 × × ×

1 860 松本　嵩冬(3) 岩国工高 NM
ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山　口 × × ×

6 864 岡本　脩汰(2) 宇部鴻城高 NM
ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 広　島 － － －

15 676 竹本　周平(35) 鶴学園ク NM
ﾀﾑﾗ ﾋﾛｾｲ 鳥　取

3 12 田村　紘靖(2) 境高 DNS
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳ 鳥　取

8 66 平岩　優(3) 鳥取中央育英高 DNS
ｻﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 島　根

9 262 佐藤　孝三(4) 島根大 DNS
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 岡　山

10 411 中澤　智成(23) GloryAC DNS
ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 山　口

11 896 菅野　翔太(3) 田部高 DNS
ﾋﾗｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 島　根

13 263 平岡　凛太郎(4) 島根大 DNS
ｼｼﾞｷ ﾏﾋﾙ 島　根

16 265 志食　真陽瑠(2) 島根大 DNS
ｴﾄｳ ﾕｳﾀ 岡　山

17 455 江藤　裕太(35) GEMSTAR DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 広　島

18 773 安立　雄斗(3) 福岡大 DNS
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島　根

19 276 坂本　裕亮(36) SUNS　AC DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 18m85     中村　太地(チームミズノ)              2018/5/20

中国地区記録(AR)             17m94     大橋　忠司(山口・チームミズノ)        2008/11/3

大会記録(GR)                 16m48     大橋　忠司(山口・維新公園)            2014/ 8月21日 14:30 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
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

ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｷ 岡　山

1 7 504 柴田　祥希(21) 環太平洋大 14m52 14m56 × 14m56 14m50 15m00 × 15m00

ｵｵﾁ ﾄﾓﾔ 広　島

2 15 1621 大地　智也(2) 環太平洋大 14m67 × 14m77 14m77 × × × 14m77

ｻｷﾀﾆ ﾖｳｲﾁ 広　島

3 18 1633 﨑谷　陽一(4) 日本体育大 × 13m47 14m10 14m10 14m41 14m41 14m40 14m41

ﾆｺﾞ ｺｳｷ 岡　山

4 13 523 仁子　晃希(19) 国士舘大 13m23 × 13m50 13m50 14m13 13m88 13m51 14m13

ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾔ 岡　山

5 4 459 藤岡　琢也(27) 三菱自水島 12m79 12m78 13m11 13m11 － － － 13m11

ｶﾄｳ ﾏｻｷ 広　島

6 2 659 加藤　柾紀(29) T.B.Sク 12m69 12m30 12m87 12m87 12m44 × 12m82 12m87

ﾏﾂｵ ｼﾝﾔ 岡　山

7 16 585 松尾　進矢(17) 倉敷工高 11m70 10m72 × 11m70 × 11m09 11m89 11m89

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐｱｷ 岡　山

8 3 408 松原　史明(35) team龍虎 11m01 10m84 11m63 11m63 11m68 11m51 11m61 11m68

ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 広　島

9 9 724 佐藤　隆哉(3) 神辺旭高 11m16 10m60 10m44 11m16 11m16

ﾀｶﾉ ﾅｵﾕｷ 広　島

10 12 1606 高野　尚之(2) 広島経済大 10m51 11m03 10m45 11m03 11m03

ｷｸﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 岡　山

11 10 508 菊山　僚太(18) 環太平洋大 × 10m64 × 10m64 10m64

ｸﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 岡　山

12 22 1406 久山　太陽(16) 就実高 10m12 9m97 10m43 10m43 10m43

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳ 山　口

13 23 910 宮川　祥(2) 萩高 × 8m77 9m45 9m45 9m45

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｻｸ 山　口

14 14 853 原田　真作(3) 山口大 × × 9m11 9m11 9m11

ﾐｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 山　口

15 17 902 三﨑　康太郎(3) 長門高 8m46 8m85 8m60 8m85 8m85

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ 島　根

16 21 210 大久保　泰伽(1) 明誠高 8m53 8m69 × 8m69 8m69

ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 山　口

17 5 827 曽我　法精(40) 早鞆ＡＣ 7m62 8m16 7m64 8m16 8m16

ｵｵｶﾞﾐ ｺｳｷ 山　口

18 20 903 大神　弘喜(3) 長門高 7m02 8m10 8m01 8m10 8m10

ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ 山　口

1 804 珠山　信昭(28) 大島郡陸協 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾀﾂ 広　島

6 705 中村　一達(3) 安古市高 DNS
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 山　口

8 830 藤村　祐希(30) 防府市役所 DNS
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 山　口

11 833 中川　大志(24) 山口市役所 DNS
ﾀﾅｶ ｼｭｳｶﾞ 岡　山

19 1405 田中　寿芽(16) 就実高 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 62m59     堤　　雄司(ＡＬＳＯＫ群馬)            2020/3/27

中国地区記録(AR)             53m50     大石　博暁(広島・グローバリー)        2001/6/30

大会記録(GR)                 50m68     池田　浩志(広島・マツダ)              1988/ 8月22日 10:00 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

ﾁｮｳ ｼﾉ 岡　山

1 9 407 趙　思野(27) team龍虎 41m39 × × 41m39 6 42m12 44m39 43m52 44m39

ｶｷﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 岡　山

2 16 471 垣本　竜成(18) 東海大 40m65 43m14 41m89 43m14 8 × 42m55 × 43m14

ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 山　口

3 4 826 関根　昂之(34) 早鞆ＡＣ 39m64 39m91 × 39m91 5 41m98 40m34 42m59 42m59

ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡　山

4 3 401 片山　和也(26) 岡山陸協 × × 38m43 38m43 1 × 42m48 × 42m48

ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ 山　口

5 1 814 笠本　英治(44) TEAM長州 37m41 40m41 41m45 41m45 7 × 39m72 40m45 41m45

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岡　山

6 20 509 水谷　勇斗(20) 環太平洋大 × 38m43 37m68 38m43 2 39m09 37m52 40m58 40m58

ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 広　島

7 17 1622 櫻井　真奈斗(1) 環太平洋大 38m65 × 38m40 38m65 3 40m38 40m44 × 40m44

ﾆｼｻｶ ﾂｶｻ 広　島

8 2 661 西坂　官(47) T.B.Sク 38m98 35m75 36m57 38m98 4 37m14 × 37m53 38m98

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 広　島

9 5 730 中村　遼伽(2) 修道大 36m90 36m98 × 36m98 36m98

ﾏｶﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 広　島

10 19 1634 間賀田　賢吾(2) 日本体育大 33m08 35m52 36m47 36m47 36m47

ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｷ 岡　山

11 18 504 柴田　祥希(21) 環太平洋大 35m24 × × 35m24 35m24

ﾀｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ 岡　山

12 6 406 髙原　大聖(19) team龍虎 × 33m18 34m63 34m63 34m63

ﾋｻﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 広　島

13 8 754 久長　朋生(1) 広島市立大 34m07 × × 34m07 34m07

ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 広　島

14 15 774 林原　朋哉(2) 福岡大 33m95 33m82 × 33m95 33m95

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 山　口

15 7 828 渡邉　晴治(23) 早鞆ＡＣ × 33m13 × 33m13 33m13

ｸｷﾞﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 山　口

16 14 861 釘屋　悠大(3) 岩国工高 × × 30m91 30m91 30m91

ﾎﾘｴ ﾊｼﾞﾒ 広　島

12 761 堀江　創(2) 広島工業大 × × × NM
ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 山　口

10 829 宮城　太一(23) 早鞆ＡＣ DNS
ｶﾐｸﾎﾞ ｷｲﾁ 山　口

11 855 上久保　輝一(5) 山口大医学部 DNS
ﾁﾁﾞｷ ﾕｳ 岡　山

13 443 千々木　優(33) team龍虎 DNS
ｺｳﾉ ｼﾞｮｳﾔ 岡　山

21 1407 河野　丞哉(17) 就実高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 84m86     室伏　広治(ミズノ)                    2003/6/29

中国地区記録(AR)             70m54     石田　義久(広島・東洋工業)            1972/8/6

大会記録(GR)                 68m30     赤穂　弘樹(鳥取・鳥取陸協)            2014/ 8月21日 10:00 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

ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥　取

1 8 51 赤穂　弘樹(31) まなびや園 65m13 65m56 64m43 65m56 8 64m40 65m01 63m67 65m56

ｻｺﾀﾞ ﾘｷﾔ 広　島

2 18 1624 迫田　力哉(1) 日本大 56m06 56m61 × 56m61 7 57m50 57m62 56m16 57m62

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 岡　山

3 13 489 鈴木　涼真(19) 福岡大 55m77 54m93 56m33 56m33 6 55m75 55m58 55m61 56m33

ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 島　根

4 9 278 富田　陸斗(1) 福岡大 54m30 55m29 55m28 55m29 5 53m00 55m21 × 55m29

ﾄﾞｲﾀ ﾏｻﾉﾘ 岡　山

5 5 439 土井田　匡徳(40) KND.TC 50m54 × 51m16 51m16 2 54m06 × 53m07 54m06

ﾄﾏﾘ ﾖｼﾋﾛ 広　島

6 16 793 泊　美裕(3) 東海大 53m83 52m96 51m84 53m83 4 53m89 53m88 × 53m89

ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳﾔ 岡　山

7 15 490 谷本　翔哉(20) 九州共立大 50m99 51m20 52m17 52m17 3 × 51m28 53m22 53m22

ｾｵ ﾏｻﾕｷ 広　島

8 2 658 瀬尾　真之(25) 福山市陸協 47m48 49m30 46m71 49m30 1 49m32 × × 49m32

ｵｸﾔﾏ ﾐﾂｷ 岡　山

9 10 440 奥山　舜貴(25) KND.TC × 44m74 × 44m74 44m74

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 山　口

10 11 894 原田　大成(3) 聖光高 39m89 44m23 44m23 44m23 44m23

ﾆｼﾑﾗ ｾﾚﾝ 鳥　取

11 3 48 西村　星連(3) 倉吉総産高 42m63 × × 42m63 42m63

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 岡　山

12 17 505 渡部　翔太(20) 環太平洋大 40m85 41m68 38m97 41m68 41m68

ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾄ 岡　山

13 19 548 立石　友翔(17) 玉野光南高 39m06 × × 39m06 39m06

ｸｼｵｶ ｼｭｳﾄ 広　島

14 7 689 串岡　脩斗(2) 大門高 32m31 31m91 33m71 33m71 33m71

ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 広　島

15 14 755 溝田　響(4) 広島商船高専 28m86 31m36 31m71 31m71 31m71

ｶﾜﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広　島

16 12 745 川田　竜司(2) 福山平成大 30m94 × × 30m94 30m94

ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山　口

6 831 小田　洋一(36) 山口合同ガス × － － NM
ｵﾉ ｺｳｷ 山　口

1 815 小野　功貴(25) TEAM長州 DNS
ｺｳﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾑ 島　根

4 266 上月　　望(2) 島根大 DNS
ﾅｶﾋﾗ ｹｲｽｹ 広　島

20 1628 中平　圭祐(33) 竹原市陸協 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 男子やり投(800g)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 87m60     溝口　和洋(ゴールドウイン)            1989/5/27

中国地区記録(AR)             78m32     植　　　徹(岡山・中京大)              1996/9/16

中国地区記録(AR)             78m32     小椋　健司(鳥取・日本大)              2017/

大会記録(GR)                 74m27     池田　康雄(広島・TeamBigStone)        2008/ 8月21日 14:30 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
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

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 広　島

1 18 1623 櫻井　優真(3) 環太平洋大 58m16 58m02 58m84 58m84 5 60m74 63m98 62m25 63m98

ｸﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 広　島

2 2 604 桑田　和佳(37) 広大樟柳ク 61m78 58m73 61m79 61m79 7 59m24 62m92 63m09 63m09

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 広　島

3 7 606 山本　一喜(37) 広大樟柳ク × 57m57 62m16 62m16 8 × 61m18 61m97 62m16

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岡　山

4 24 509 水谷　勇斗(20) 環太平洋大 60m92 × 59m50 60m92 6 60m52 55m74 59m50 60m92

ﾂﾙ ｺｳﾉｽｹ 岡　山

5 14 506 鶴　康之介(19) 環太平洋大 58m71 54m70 × 58m71 4 57m79 56m89 60m07 60m07

ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 広　島

6 21 1635 西林　新太郎(3) 日本体育大 55m76 57m46 58m38 58m38 2 58m52 × × 58m52

ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 広　島

7 12 660 村上　蒼輝(19) T.B.Sク 58m42 56m83 × 58m42 3 × × 54m92 58m42

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ 広　島

8 15 785 小林　弘迪(1) 文化学園大 × 53m43 57m01 57m01 1 × × 55m63 57m01

ﾄﾓﾉ ﾋｮｳﾏ 岡　山

9 10 503 友野　彪馬(21) 環太平洋大 54m51 55m71 56m86 56m86 56m86

ｶﾄﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 山　口

10 6 897 角野　陽一(3) 田部高 55m65 56m72 56m32 56m72 56m72

ﾀﾆｵ ﾄｼｷ 鳥　取

11 8 10 谷尾　俊樹(21) 九州共立大 54m26 55m10 × 55m10 55m10

ｿｶﾞﾜ ﾕｳﾋ 岡　山

12 20 584 曽川　優飛(17) 倉敷工高 51m36 48m51 50m95 51m36 51m36

ﾊﾏﾅｶ ｶｲｷ 鳥　取

13 23 50 濱中　皆貴(3) 倉吉総産高 50m41 49m61 49m20 50m41 50m41

ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ 岡　山

14 17 552 井上　烈王(16) 玉野光南高 50m18 49m44 47m21 50m18 50m18

ｲﾀﾐ ｱﾔﾄ 岡　山

15 25 1408 伊丹　理人(16) 就実高 48m00 × 47m51 48m00 48m00

ﾄﾘｵｶ ﾀｹｼ 岡　山

16 5 405 鳥岡　剛之(27) team龍虎 47m08 45m98 × 47m08 47m08

ｺｳﾉ ｿｳﾍｲ 広　島

17 13 751 河野　颯平(3) 九州大 45m92 45m44 44m95 45m92 45m92

ﾅｶﾉ ﾚﾝ 山　口

18 1 832 中野　廉(23) 山口合同ガス 39m76 × × 39m76 39m76

ｻｺ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

3 6 佐古　龍哉(20) 鳥取大 DNS
ｵｵﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 島　根

4 254 大畑　瑞照(4) 東海大 DNS
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 岡　山

9 437 中川　拓也(27) KND.TC DNS
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 山　口

11 917 田中　翔夢(3) 柳井商工高 DNS
ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥　取

16 45 石坂　力成(24) 鳥取県スポーツ協会 DNS
ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥　取

19 47 森澤　知慶(1) 鳥取西高 DNS
ﾏﾂｵ ｼﾝﾔ 岡　山

22 585 松尾　進矢(17) 倉敷工高 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子100m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 11.21     福島　千里(北海道ハイテクＡＣ)        2010/4/29

中国地区記録(AR)             11.54     信岡沙希重(山口・ミズノ)              2007/ 8月21日 14:50 予　選

大会記録(GR)                 11.79     澤田　博美(鳥取・鳥取県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)     2000/ 8月21日 16:05 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 広　島 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 山　口

1 3 698 山本　千菜(3) 宮島工業高 12.21 q 1 3 845 先村　若奈(1) 高川学園高 12.41 q

ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 広　島 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡　山

2 5 643 忰山　渚(1) 広島皆実高 12.49 q 2 4 437 澤谷　柚花(21) 甲南大 12.63

ｽｴｻﾞﾜ ﾘﾅｺ 岡　山 ｶﾐﾂｶｻ ﾐﾉﾘ 山　口

3 6 526 末澤　里奈子(17) 岡山城東高 12.67 3 6 816 上司　みのり(2) 福岡大 12.87

ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 広　島 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡　山

4 8 700 山本　つき(1) 宮島工業高 12.83 4 5 405 三宅　真理奈(23) CRC 12.89

ｵｸﾞﾗ ﾊﾂｶ 岡　山 ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ 岡　山

5 2 510 小椋　初夏(17) 美作高 12.84 5 7 413 谷本　きなり(18) 関西福祉大 12.96

ﾜｷﾀ ﾁﾎ 鳥　取 ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 岡　山

6 7 38 脇田　千穂(1) 倉吉東高 12.85 6 8 441 田尻　真子(15) 岡山朝日高 12.99

ﾉﾂ ﾅﾅﾐ 鳥　取 ｶｲﾁ ｱｲﾅ 広　島

7 1 64 野津　七海(2) 鳥取中央育英高 12.97 7 2 784 鶏内　愛菜(3) 関西学院大 13.10

ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 岡　山 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取

4 474 島田　柚葉(17) 倉敷商高 DNS 1 42 松本　真奈(22) 美作大 DNS

3組 (風:-2.1) 4組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 鳥　取 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥　取

1 6 66 亀山　うらら(2) 鳥取中央育英高 12.61 q 1 3 31 角　良子(3) 倉吉東高 12.26 q

ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ 広　島 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山　口

2 5 753 堂前　咲希(2) 神辺旭高 12.63 2 4 870 飛鷹　愛(2) 光高 12.60 q

ｼｮｳﾎｳｼﾞ ｽｽﾞﾈ 広　島 ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ 岡　山

3 7 663 正法地　涼音(2) 呉三津田高 13.29 3 8 521 井出　美聡(18) 岡山城東高 12.78

ﾓﾘ ﾅﾂﾈ 山　口 ｴﾊﾗ ﾐｽﾞﾕ 広　島

4 1 836 森　夏音(1) 下関商高 13.35 4 7 756 江原　美月優(1) 神辺旭高 12.80

ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 岡　山

5 3 51 尾﨑　星(1) 甲南大 13.45 5 5 401 清水　柚似(18) 倉敷AC 12.90

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 島　根 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡　山

2 205 村上　玉藻(2) 明誠高 DNS 6 6 480 平岡　優花(16) 倉敷中央高 13.25

ｱｲｶﾀ ｼﾎ 広　島 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山　口

4 749 相方　紫帆(3) 神辺旭高 DNS 2 806 久保　瑞乃(15) 山口FSL DNS

ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島　根

8 223 金子　継(2) 矢上高 DNS

5組 (風:-1.6) 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 広　島 (風:-1.2)

1 3 748 清水　鈴奈(3) 神辺旭高 12.62 q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥　取 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥　取

2 2 63 佐々木　真歩(2) 鳥取中央育英高 12.62 q 1 3 31 角　良子(3) 倉吉東高 12.04

ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 広　島 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 山　口

3 6 699 山根　千歩(3) 宮島工業高 12.75 2 4 845 先村　若奈(1) 高川学園高 12.13

ﾔｽｲ ｱｽｶ 岡　山 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 広　島

4 7 478 安井　明日香(17) 倉敷中央高 12.97 3 6 698 山本　千菜(3) 宮島工業高 12.27

ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島　根 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山　口

5 5 201 石倉　珠妃(1) 開星高 13.07 4 7 870 飛鷹　愛(2) 光高 12.37

ｳｴﾑﾗ ｺｺﾅ 山　口 ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 広　島

6 8 830 植村　心菜(3) 下関商高 13.23 5 5 643 忰山　渚(1) 広島皆実高 12.41

ﾜｷｻｶ ﾘｵ 広　島 ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 鳥　取

7 4 733 脇坂　里桜(3) 比治山女子高 13.37 6 8 66 亀山　うらら(2) 鳥取中央育英高 12.41

ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥　取

7 2 63 佐々木　真歩(2) 鳥取中央育英高 12.45

ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 広　島

8 1 748 清水　鈴奈(3) 神辺旭高 12.54

凡例  DNS:欠場



 女子200m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 22.88     福島　千里(北海道ハイテクＡＣ)        2016/6/26

中国地区記録(AR)             23.45     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央高)          2016/10/23 8月22日 11:15 予　選

大会記録(GR)                 24.53     澤田　博美(鳥取・鳥取県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)     2000/ 8月22日 13:25 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 (風:-1.8) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 広　島 ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ

1 3 698 山本　千菜(3) 宮島工業高 25.49 Q 1 7 521 井出　美聡(18) 岡山城東高 26.04 Q

ｽｴｻﾞﾜ ﾘﾅｺ 岡　山 ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 広　島

2 7 526 末澤　里奈子(17) 岡山城東高 25.78 q 2 5 637 斉藤　菜々美(3) 広島皆実高 26.24

ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 広　島 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡　山

3 4 643 忰山　渚(1) 広島皆実高 25.82 q 3 4 405 三宅　真理奈(23) CRC 26.26

ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡　山 ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ 広　島

4 5 437 澤谷　柚花(21) 甲南大 26.09 q 4 6 772 小滝　萌子(3) 九州共立大 26.81

ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ﾊﾂｶ 岡　山

5 8 46 原田　真暢(2) 鳥取東高 26.94 5 2 510 小椋　初夏(17) 美作高 27.12

ｷｼﾈ ﾐﾂｷ 岡　山 ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 岡　山

6 2 414 岸根　三嬉(20) 美作大 26.99 3 474 島田　柚葉(17) 倉敷商高 DNS

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ 島　根 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ 山　口

7 1 211 榊原　そら(2) 石見智翠館高 27.21 8 833 松田　幸果(2) 下関商高 DNS

ｱｲｶﾀ ｼﾎ 広　島

6 749 相方　紫帆(3) 神辺旭高 DNS

3組 (風:-1.9) 4組 (風:-3.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥　取 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山　口

1 3 31 角　良子(3) 倉吉東高 25.73 Q 1 3 870 飛鷹　愛(2) 光高 26.23 Q

ｱｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 広　島 ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ 岡　山

2 6 767 赤石　純(3) 福岡大 26.21 q 2 2 413 谷本　きなり(18) 関西福祉大 26.65

ｶﾐﾂｶｻ ﾐﾉﾘ 山　口 ﾀｸﾞﾁ ｻｴ 広　島

3 2 816 上司　みのり(2) 福岡大 26.42 3 5 642 田口　紗英(1) 広島皆実高 26.76

ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥　取 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山　口

4 7 63 佐々木　真歩(2) 鳥取中央育英高 26.55 4 806 久保　瑞乃(15) 山口FSL DNS

ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 島　根 ﾊﾘﾏ ﾐﾕ 広　島

5 8 201 石倉　珠妃(1) 開星高 26.82 6 791 針間　未侑(4) 大阪大 DNS

ｸﾗﾊｼ ﾐｻｷ 広　島 ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 山　口

6 5 724 倉橋　夢咲(3) 広島工大高 26.90 7 831 大原　明日風(2) 下関商高 DNS

ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取 ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島　根

7 4 51 尾﨑　星(1) 甲南大 27.97 8 223 金子　継(2) 矢上高 DNS

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥　取

1 5 31 角　良子(3) 倉吉東高 25.03

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 広　島

2 4 698 山本　千菜(3) 宮島工業高 25.24

ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山　口

3 6 870 飛鷹　愛(2) 光高 25.42

ｽｴｻﾞﾜ ﾘﾅｺ 岡　山

4 8 526 末澤　里奈子(17) 岡山城東高 25.66

ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡　山

5 2 437 澤谷　柚花(21) 甲南大 25.82

ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ 岡　山

6 3 521 井出　美聡(18) 岡山城東高 25.84

ｱｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 広　島

7 1 767 赤石　純(3) 福岡大 25.87

ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 広　島

8 7 643 忰山　渚(1) 広島皆実高 25.96

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 51.75     丹野　麻美(ナチュリル)                2008/5/3

中国地区記録(AR)             52.85     青山　聖佳(島根・松江商高             )2016/9/2 8月21日 13:20 予　選

大会記録(GR)                 55.10     久保瑠里子(広島・デオデオ)            2009/ 8月21日 15:50 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 広　島 ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡　山

1 3 767 赤石　純(3) 福岡大 57.90 Q 1 3 417 安定　紗也香(20) 福岡大 58.36 Q

ﾔﾏﾈ ﾁｻ 広　島 ﾏｻｷ ｻﾗ 岡　山

2 4 701 山根　知紗(1) 宮島工業高 59.55 Q 2 5 442 正木　紗(15) 岡山朝日高 59.13 Q

ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 山　口 ﾃﾗｵ ﾏﾅ 山　口

3 5 867 田原　奈波(2) 光高 1:00.02 q 3 4 869 寺尾　真奈(2) 光高 1:00.05 q

ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 岡　山 ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ 広　島

4 7 453 冨田　成美(16) 岡山東商高 1:01.37 4 6 607 小倉　叶華(3) 市立呉高 1:00.53

ﾃﾗｵ ﾏｲ 山　口 ｽﾄｳ ﾓﾓｶ 広　島

5 8 868 寺尾　真依(2) 光高 1:01.52 5 7 608 周藤　百花(3) 市立呉高 1:01.42

ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ 鳥　取 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥　取

6 2 20 細田　葵生(3) 米子北高 1:02.75 6 8 46 原田　真暢(2) 鳥取東高 1:02.46

ﾆｼﾔﾏ ﾏﾅﾐ 岡　山 ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

1 426 西山　愛実(18) 環太平洋大 DNS 1 33 伊丹　樹里(2) 倉吉東高 DNS

ﾊﾗｾ ﾕｳｶ 岡　山 ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥　取

6 415 原瀬　優花(20) 福岡大 DNS 2 6 山内　郁芽(2) 八頭高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ 広　島

1 3 772 小滝　萌子(3) 九州共立大 59.23 Q

ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 広　島

2 5 637 斉藤　菜々美(3) 広島皆実高 59.55 Q

ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｴ 広　島

3 7 760 松田　百惠(2) 修道大 1:00.23

ｲﾀﾀﾞ ｶﾎ 広　島

4 6 662 板田　佳穂(2) 呉三津田高 1:00.24

ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾉ 山　口

5 4 815 古川　由乃(3) 福岡大 1:00.94

ｲﾉｳｴ  ﾏｲ 島　根

6 2 241 井上　　舞(4) 美作大 1:02.50

ｻｲﾄｳ ﾕﾅ 島　根

7 8 239 齋藤　結菜(1) 益田翔陽高 1:03.43

ｵｼｳﾐ ﾁﾎ 島　根

1 246 鴛海　千穂(1) 島根大 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 広　島

1 6 767 赤石　純(3) 福岡大 56.96

ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡　山

2 3 417 安定　紗也香(20) 福岡大 57.38

ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ 広　島

3 5 772 小滝　萌子(3) 九州共立大 57.80

ﾃﾗｵ ﾏﾅ 山　口

4 2 869 寺尾　真奈(2) 光高 58.44

ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 広　島

5 7 637 斉藤　菜々美(3) 広島皆実高 58.72

ﾏｻｷ ｻﾗ 岡　山

6 4 442 正木　紗(15) 岡山朝日高 58.99

ﾔﾏﾈ ﾁｻ 広　島

7 8 701 山根　知紗(1) 宮島工業高 59.07

ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 山　口

8 1 867 田原　奈波(2) 光高 59.14

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               2:00.45     杉森　美保(京セラ)                    2005/6/5

中国地区記録(AR)           2:01.90     久保瑠里子(広島・エディオン)          2011/8/7

大会記録(GR)                2:09.6     大国美喜子(島根・出雲農業高)          1983/ 8月22日 12:45 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

ｻｺ ﾎﾉｶ 山　口 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 広　島

1 4 850 佐古　萌乃香(2) 徳山高 2:25.32 1 6 764 大迫　晴香(4) 福岡教育大 2:18.53

ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ 広　島 ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 岡　山

2 3 674 神垣　里菜(24) 呉市陸協 2:25.96 2 2 517 奈爪　桃花(17) 岡山操山高 2:18.75

ｶﾀｵｶ ｱｵﾊﾞ 島　根 ﾐﾊﾗ ｶﾎ 岡　山

3 8 248 片岡　あおば(2) 金城中 2:27.74 3 3 429 三原　香穂(20) 環太平洋大 2:19.03

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ 山　口 ｱﾜ ﾏﾅｶ 岡　山

4 7 879 藤村　李魅(3) 周陽中 2:35.08 4 4 563 粟　愛華(17) 就実高 2:21.54

ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ 広　島 ｲｼﾊﾗ ﾕｲｺ 広　島

5 727 竹本　菜乃花(2) 安古市高 DNS 5 7 628 石原　優衣子(2) 近大東広島高 2:23.68

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山　口 ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 岡　山

6 805 中村　江里奈(28) 早鞆ＡＣ DNS 6 8 456 森下　唯里(17) 岡山東商高 2:24.70

ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 広　島

7 5 650 品川　風花(3) 舟入高 2:25.39

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

ﾀｻｶ ｱｷ 広　島 ﾀｻｶ ｱｷ 広　島

1 3 792 田阪　亜樹(35) せとなみＴＣ 2:12.97 1 792 田阪　亜樹(35) せとなみＴＣ 2:12.97

ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ 岡　山 ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ 岡　山

2 8 454 中山　ねね(15) 岡山東商高 2:17.09 2 454 中山　ねね(15) 岡山東商高 2:17.09

ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 広　島 ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 広　島

3 5 649 藤田　一花(3) 舟入高 2:17.41 3 649 藤田　一花(3) 舟入高 2:17.41

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 岡　山 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 岡　山

4 4 512 太田　渚月(17) 岡山操山高 2:17.56 4 512 太田　渚月(17) 岡山操山高 2:17.56

ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ 広　島 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 広　島

5 2 638 植松　憂咲(3) 広島皆実高 2:21.23 5 764 大迫　晴香(4) 福岡教育大 2:18.53

ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡　山 ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 岡　山

6 420 綾野　千優(19) 筑波大 DNS 6 517 奈爪　桃花(17) 岡山操山高 2:18.75

ｱﾘﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 広　島 ﾐﾊﾗ ｶﾎ 岡　山

7 640 有光　葉月(2) 広島皆実高 DNS 7 429 三原　香穂(20) 環太平洋大 2:19.03
ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ 広　島

8 638 植松　憂咲(3) 広島皆実高 2:21.23

ラップ表 400m

ナンバー 674

記録 1:10.19

ナンバー 764

記録 1:07.08

ナンバー 792

記録 1:05.60

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

凡例  DNS:欠場



 女子1500m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               3:59.19     田中　希実(豊田織機ＴＣ)              2021/8/4

中国地区記録(AR)           4:15.88     久保瑠里子(広島・エディオン)          2011/7/27

大会記録(GR)               4:22.06     楠　　真美(広島・デオデオ)            1998/ 8月21日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾜ ﾏﾅｶ 岡　山

1 7 563 粟　愛華(17) 就実高 4:40.43

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 岡　山

2 5 512 太田　渚月(17) 岡山操山高 4:40.81

ｵｶｻﾞｷ ﾒｲ 岡　山

3 11 579 岡﨑　芽依(14) 山南中 4:41.22

ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 岡　山

4 6 517 奈爪　桃花(17) 岡山操山高 4:42.29

ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 広　島

5 8 651 岩本　風音(3) 舟入高 4:43.39

ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 広　島

6 9 636 河内　愛奈(3) 広島皆実高 4:44.53

ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ 広　島

7 10 609 板岡　侑花(1) 市立呉高 4:45.20

ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ 広　島

8 12 706 西園　萌花(3) 沼田高 4:46.18

ｼﾏﾉ ｾｲﾗ 山　口

9 17 878 島野　星来(2) 厚南中 4:48.80

ﾄﾞﾙｰﾘｰ ｼｭｴﾘ 岡　山

10 3 580 ドルーリー朱瑛里(13) 鶴山中 4:48.87

ｶﾜﾉ ｻｸﾗ 岡　山

11 4 514 川野　さくら(16) 岡山操山高 4:50.59

ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島　根

12 1 238 石田　萌笑(1) 益田東高 4:56.46

ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲｶ 山　口

13 18 880 楢林　せいか(2) 萩高 4:58.10

ｲｼﾀﾞ ｻｴ 島　根

14 2 237 石田　紗愛(3) 益田東高 4:58.44

ｶﾀｵｶ ｱﾄﾊ 広　島

13 695 片岡　碧巴葉(2) 銀河学院高 DNS

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 広　島

14 668 松本　のぞみ(20) ダイソー DNS

ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ 広　島

15 696 森安　桃風(1) 銀河学院高 DNS

ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 岡　山

16 564 庄司　瑠奈(17) 就実高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 237 237 706 517

記録 1:14 2:33 3:12 3:50
決　勝

凡例  DNS:欠場



 女子5000m
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)              14:52.84     廣中璃梨佳(日本郵政グループ)          2021/8/2

中国地区記録(AR)          15:13.01     中村友梨香(岡山・岡山・天満屋    )    2009/8/22

大会記録(GR)              15:57.23     小林　雅代(岡山・岡山・天満屋    )    1999/ 8月21日 17:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 広　島

1 3 668 松本　のぞみ(20) ダイソー 16:29.79

ｵｶｻﾞｷ ﾘｺ 広　島

2 2 670 岡﨑　莉子(19) ダイソー 16:47.32

ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 広　島

3 4 636 河内　愛奈(3) 広島皆実高 18:22.32

ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 岡　山

4 5 513 大西　未来(16) 岡山操山高 18:25.42

ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ 岡　山

5 6 431 尾関　夏希(18) 川崎医福大 19:25.38

ｳｴﾉ ｽｽﾞﾎ 山　口

6 7 864 上野　鈴歩(3) 萩高 20:01.46

ｶﾄｳ ﾐｻｷ 広　島

1 669 加藤　美咲(18) ダイソー DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 670 670 668 668

記録 3:14 6:33 9:55 13:15
決　勝

凡例  DNS:欠場



 女子100mH(0.838m/8.50m)
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 12.87     寺田明日香(ジャパンクリエイト)        2021/6/1

日本記録(NR)                 12.87     青木　益未(七十七銀行)                2021/6/6

中国地区記録(AR)             13.03     木村　文子(広島・エディオン)          2013/6/8 8月21日 14:00 予　選

大会記録(GR)                 13.60     藤原　未来(岡山・武庫川女子大)        2014/ 8月21日 16:20 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 広　島

1 3 43 岡崎　汀(3) 甲南大 14.06 q 1 3 635 浅木　都紀葉(3) 広島皆実高 14.32 q

ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山　口 ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取

2 5 812 南野　智美(25) ワセダクラブ 14.78 q 2 6 65 福嶋　ひなた(2) 鳥取中央育英高 14.40 q

ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 広　島 ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ 島　根

3 6 728 森藤　真衣(3) 暁の星女子高 14.97 3 7 229 福本　智帆(2) 大社高 15.56

ｺｲﾃ ｱﾔﾉ 広　島 ｵｷﾀ ﾏﾕｺ 岡　山

4 7 765 小出　彩乃(2) 福岡教育大 15.40 4 2 532 沖田　万由子(16) 岡山城東高 15.73

ｱﾔﾒ ﾋﾅﾉ 広　島 ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島　根

5 4 759 綾目　ひなの(1) 神辺旭高 15.49 5 8 214 代　悠乃(2) 松江農林高 17.69

ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ 鳥　取 ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 島　根

6 8 54 冨田　宥夏(3) 鳥取西高 15.93 4 245 都　咲良(1) 島根大 DNS

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 広　島 ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ 山　口

7 2 678 神原　奈緒(3) 山陽高 16.64 5 820 三好　ののか(3) 西京高 DNS

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 岡　山 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 島　根

1 4 484 松村　佳帆(16) 玉野光南高 14.81 q 1 3 240 長﨑　さゆり(2) 青山学院大 14.24 q

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山　口 ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島

2 3 871 中村　真琴(2) 光高 15.24 2 4 774 寺西　真莉恵(4) 文化学園大 14.88

ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 岡　山 ﾄｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 岡　山

3 5 483 出口　綾乃(17) 玉野光南高 15.31 3 6 522 利川　遥那(17) 岡山城東高 14.97

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾊ 岡　山

4 6 783 藤原　めい(3) 広島経済大 15.63 4 5 485 中村　香葉(15) 玉野光南高 15.65

ﾔｽﾊﾗ ﾓﾓｶ 岡　山 ｻｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ 広　島

5 7 467 安原　百香(16) 倉敷南高 16.77 5 2 752 崎本　七海(2) 神辺旭高 16.52

ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥　取

6 8 689 滝野　杏純(3) 高陽東高 17.01 6 8 41 中村　香子(2) 倉吉東高 17.89

ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾄﾈ 広　島 ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 広　島

7 2 758 松永　琴音(1) 神辺旭高 17.57 7 768 東　成美(1) 福岡大 DNS

5組 (風:-1.5) 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 広　島 (風:-1.8)

1 3 751 森脇　叶美(2) 神辺旭高 14.57 q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 岡　山 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取

2 5 416 藤本　優希(21) 福岡大 14.77 q 1 3 43 岡崎　汀(3) 甲南大 13.96

ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡　山 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 島　根

3 6 410 工藤　音花(19) 慶應義塾大 15.67 2 4 240 長﨑　さゆり(2) 青山学院大 14.07

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 島　根 ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取

4 7 231 松原　しほり(1) 大社高 15.83 3 6 65 福嶋　ひなた(2) 鳥取中央育英高 14.22

ｵｵｻｷ ｺﾄﾊ 島　根 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 広　島

5 2 203 大崎　琴葉(2) 明誠高 16.65 4 8 751 森脇　叶美(2) 神辺旭高 14.35

ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山　口 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山　口

4 802 西山　華織(26) OPC DNS 5 2 812 南野　智美(25) ワセダクラブ 14.67

ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 岡　山

6 1 484 松村　佳帆(16) 玉野光南高 14.69

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 岡　山

7 7 416 藤本　優希(21) 福岡大 14.83

ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 広　島

5 635 浅木　都紀葉(3) 広島皆実高 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子400mH(0.762m/35.00m)
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 55.34     久保倉里美(新潟アルビレックスＲＣ)    2011/6/26

中国地区記録(AR)             57.71     藤原　未来(岡山・武庫川女子大)        2015/9/13

大会記録(GR)               1:00.21     西山　華織(山口・福岡教育大)          2019/ 8月22日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 広　島 ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ 広　島

1 4 689 滝野　杏純(3) 高陽東高 1:07.64 1 6 607 小倉　叶華(3) 市立呉高 1:06.60

ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 岡　山 ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ 山　口

2 5 440 今田　幸希奈(16) 岡山朝日高 1:08.49 2 5 862 西村　羽未(2) 萩高 1:06.63

ｵｻｷ ﾘｻ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 島　根

3 3 13 尾﨑　莉沙(3) 鳥取商高 1:08.75 3 4 209 松本　春佳(2) 出雲高 1:07.01

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 岡　山 ﾅｶｸﾎﾞ ﾕｳｶ 広　島

4 6 515 松本　彩(16) 岡山操山高 1:12.52 4 2 729 中久保　侑花(2) 暁の星女子高 1:07.24

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 鳥　取 ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 山　口

7 3 小林　こころ(2) 八頭高 DNS 5 7 853 半田　菜々美(2) 豊浦高 1:07.62

ｵｼｳﾐ ﾁﾎ 島　根 ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 岡　山

8 246 鴛海　千穂(1) 島根大 DNS 6 8 503 竹内　萌(18) 津山東高 1:09.70

ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 島　根

3 247 川﨑　和奏(1) 島根大 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

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾅ 広　島 ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島

1 6 605 吉田　寛菜(1) 尾道北高 1:05.93 1 3 774 寺西　真莉恵(4) 文化学園大 1:02.92

ﾆｼ ﾋﾅ 広　島 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 岡　山

2 2 785 西　日菜(1) 環太平洋大 1:06.02 2 5 416 藤本　優希(21) 福岡大 1:03.11

ﾅﾗｻｷ ｻﾄﾐ 岡　山 ｺｲﾃ ｱﾔﾉ 広　島

3 4 423 楢﨑　理海(20) 岡山大 1:06.12 3 7 765 小出　彩乃(2) 福岡教育大 1:03.85

ﾏｽﾀﾞ ﾐｻｷ 山　口 ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 広　島

4 5 813 枡田　岬(3) 環太平洋大 1:08.47 4 4 721 前田　朔良(2) 広島工大高 1:04.57

ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 広　島 ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 岡　山

8 761 菊本　佳那(4) 福山平成大 DNF 5 2 476 葛原　沙知(17) 倉敷中央高 1:05.41

ｵｸﾞﾗ ﾕｲﾅ 岡　山 ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 山　口

3 544 小倉　唯愛(18) 津山高 DNS 6 6 857 池田　來瞳(2) 野田学園高 1:05.50

ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ 広　島 ｵｵﾔﾏ ﾑﾂｺ 岡　山

7 681 中下　実玲(3) 国際学院高 DNS 8 433 大山　睦子(20) 川崎医福大 DNS

5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

ﾊﾗ ｶﾅﾎ 岡　山 ﾊﾗ ｶﾅﾎ 岡　山

1 7 411 原　佳奈穂(19) 大阪教育大 1:00.98 1 411 原　佳奈穂(19) 大阪教育大 1:00.98

ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡　山 ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡　山

2 3 434 高木　里奈(21) 川崎医福大 1:01.11 2 434 高木　里奈(21) 川崎医福大 1:01.11

ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 広　島 ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 広　島

3 4 734 鷲頭　一華(3) 比治山女子高 1:01.54 3 734 鷲頭　一華(3) 比治山女子高 1:01.54

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山　口 ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広　島

4 5 871 中村　真琴(2) 光高 1:04.00 4 774 寺西　真莉恵(4) 文化学園大 1:02.92

ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾉ 山　口 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 岡　山

2 815 古川　由乃(3) 福岡大 DNS 5 416 藤本　優希(21) 福岡大 1:03.11

ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 広　島 ｺｲﾃ ｱﾔﾉ 広　島

6 768 東　成美(1) 福岡大 DNS 6 765 小出　彩乃(2) 福岡教育大 1:03.85

ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 岡　山 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山　口

8 408 大久保　咲紀(24) 岡山AC DNS 7 871 中村　真琴(2) 光高 1:04.00
ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 広　島

8 721 前田　朔良(2) 広島工大高 1:04.57

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



 女子5000mW
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)              20:42.25     岡田久美子(ビックカメラ)              2019/5/18

中国地区記録(AR)          21:22.42     小西　祥子(広島・広島ＳＲＰＣ)        2009/7/5

大会記録(GR)              24:20.69     源　　有留(岡山・倉敷翠松高)          2017/ 8月21日 16:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾀﾞﾓﾘ ﾋﾅ 岡　山

1 8 576 定森　日菜(17) 倉敷翠松高 23:39.81 GR

ﾄﾖﾀ ﾕﾗ 岡　山

2 7 486 豊田　優蘭(17) 玉野光南高 25:44.98

ｲﾁｷ ﾏﾘ 山　口

3 1 801 一木　万里(32) 宇部市陸協 25:46.49

ﾅｶｵ ﾏﾕ 山　口

4 2 837 中尾　真悠(2) 下関中等教育 29:12.47

ｲｸﾀ ｱﾔｶ 広　島

5 4 730 生田　彩華(2) 暁の星女子高 29:25.89

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾊ 山　口

3 863 山本　有貴葉(2) 萩高 DNS

ﾐﾖｼ ｱﾔﾅ 広　島

5 763 三好　彩奈(2) 福山平成大 DNS

ﾐﾅﾓﾄ ｱﾙ 岡　山

6 404 源　有留(20) 倉敷化工 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 576 576 576 576

記録 4:28 9:08 13:58 18:49
決　勝

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



 女子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 43.39     北風沙織･髙橋萌木子･福島千里･市川華菜(日本)2011/5/8

中国地区記録(AR)             45.36     青木益未・三宅真理奈・永野真莉子・齋藤愛美(岡山・岡山県)2015/10/6 8月21日 12:00 予　選

大会記録(GR)                 46.90     末石・澤谷・野口・齋藤(岡山・倉敷中央高)2016/ 8月21日 17:45 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 2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 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 神辺旭高 759 綾目　ひなの(1) ｱﾔﾒ ﾋﾅﾉ 48.10 1 4 宮島工業高 700 山本　つき(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 48.04

(広島) 753 堂前　咲希(2) ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ q (広島) 698 山本　千菜(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ q

756 江原　美月優(1) ｴﾊﾗ ﾐｽﾞﾕ 704 黒川　星空(3) ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ

748 清水　鈴奈(3) ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 699 山根　千歩(3) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ

2 7 西条農高 621 久保　佑奈(3) ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 50.58 2 5 大社高 232 石橋　望美(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 49.38

(広島) 620 柏原　美希(3) ｶｼﾏﾗ ﾐｷ (島根) 229 福本　智帆(2) ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ q

623 出来　瑞(1) ﾃﾞｷ ﾐｽﾞｷ 231 松原　しほり(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ

622 松本　那々海(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 233 長岡　芽依(1) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ

3 5 広島工大高 721 前田　朔良(2) ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 50.89 3 6 岡山城東高 529 柴田　亜美(17) ｼﾊﾞﾀ ｱﾐ 49.50

(広島) 722 蒲生　彩水(2) ｶﾞﾓｳ ｱﾔﾐ (岡山) 526 末澤　里奈子(17) ｽｴｻﾞﾜ ﾘﾅｺ

723 坂本　萌々(1) ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ 531 森下　杏里(15) ﾓﾘｼﾀ ｱﾝﾘ

724 倉橋　夢咲(3) ｸﾗﾊｼ ﾐｻｷ 532 沖田　万由子(16) ｵｷﾀ ﾏﾕｺ

4 3 津山高 547 秋山　真杜果(16) ｱｷﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 51.58 4 3 下関商高 836 森　夏音(1) ﾓﾘ ﾅﾂﾈ 49.91

(岡山) 541 加治　歩乃佳(17) ｶｼﾞ ﾎﾉｶ (山口) 831 大原　明日風(2) ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ

546 大掛　葵生(15) ｵｵｶﾞｹ ｱｵｲ 833 松田　幸果(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ

545 高橋　和加乃(17) ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾉ 832 酒井　七瀬(2) ｻｶｲ ﾅﾅｾ

8 米子北高 22 岡田　麻矢(2) ｵｶﾀﾞ ﾏﾔ DQ,R3 5 7 八頭高 9 平木　心彩(2) ﾋﾗｷﾞｺｺｱ 51.82

(鳥取) 20 細田　葵生(3) ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ (鳥取) 7 内田　美咲(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ

21 諸遊　愛珠(3) ﾓﾛﾕｳ ｱﾘｽ 8 山下　果穂(2) ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ

23 樋口　紗月(2) ﾋｸﾞﾁ ｻﾂｷ 10 小林　愛実(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｸﾞﾐ

2 矢上高 DNS 2 山口FSL DNS

(島根) (山口)

6 鳥取西高 DNS 8 境高 DNS

(鳥取) (鳥取)

3組 4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 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 5 倉吉東高 39 山口　紗知(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 48.64 1 5 広島皆実高 643 忰山　渚(1) ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 47.70

(鳥取) 38 脇田　千穂(1) ﾜｷﾀ ﾁﾎ q (広島) 637 斉藤　菜々美(3) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ q

33 伊丹　樹里(2) ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 642 田口　紗英(1) ﾀｸﾞﾁ ｻｴ

31 角　良子(3) ｽﾐ ﾘｮｳｺ 2 3 倉敷中央高 477 山本　実夢(16) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 48.78

2 6 鳥取城北高 76 氏家　慈香(2) ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 49.67 (岡山) 478 安井　明日香(17) ﾔｽｲ ｱｽｶ q

(鳥取) 72 小林　美心(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 479 髙比良　歩奈(16) ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ

74 黒岩　あまね(2) ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 480 平岡　優花(16) ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ

75 門脇　志歩(1) ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾎ 3 4 玉野光南高 485 中村　香葉(15) ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾊ 49.79

3 4 比治山女子高 741 二井内　千絵(1) ﾆｲﾅｲ ﾁｴ 49.82 (岡山) 500 岡崎　真衣(17) ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ

(広島) 739 兵動　月南(2) ﾋｮﾄﾞｳ ﾙﾅ 484 松村　佳帆(16) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ

742 吉永　真奈(1) ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ 487 尾池　優(17) ｵｲｹ ﾕｳ

740 田上　清賀(2) ﾀｶﾞﾐ ｻﾔｶ 4 7 就実高 565 上原　萌(15) ｳｴﾊﾗ ﾓｴ 50.41

4 3 明誠高 207 増村　小雪(2) ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ 50.15 (岡山) 566 富田　晴香(16) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ

(島根) 203 大崎　琴葉(2) ｵｵｻｷ ｺﾄﾊ 572 的場　彩花(15) ﾏﾄﾊﾞ ｱﾔｶ

204 齋藤　友結(2) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 570 長瀬　桃里(17) ﾅｶﾞｾ ﾓﾓﾘ

206 堀江　亜海(2) ﾎﾘｴ ｱﾐ 5 8 岡山東商高 446 石井　嘉乃(17) ｲｼｲ ｶﾉ 50.62

5 7 市立呉高 614 大門　帆香(3) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾎﾉｶ 50.49 (岡山) 449 山本　誉佳(15) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶ

(広島) 610 信岡　優那(3) ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 451 三谷　采音(15) ﾐﾀﾆ ｱﾔﾈ

615 上垣内　花奈(3) ｶﾐｺﾞｳﾁ ﾊﾅ 455 富田　庵寿(15) ﾄﾐﾀ ｱﾝｼﾞｭ

613 山下　悠衣(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 6 6 近大東広島高 626 渡邉　未優羽(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 51.09

6 8 舟入高 653 山廣　彩羽(2) ﾔﾏﾋﾛ ｻｸﾗ 51.98 (広島) 630 若松　 美羽(2) ﾜｶﾏﾂ ﾐｳ

(広島) 654 長谷川　沙良(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 633 住吉　 麻奈 (2) ｽﾐﾖｼ ﾏﾘﾅ

657 笠井　和子(1) ｶｻｲ ﾜｺ 632 柏原　 早希(1) ｶｼﾊﾗ ｻｷ

652 青山　里穂(3) ｱｵﾔﾏ ﾘﾎ 7 2 下関北高 828 仲井　楓夏(1) ﾅｶｲ ﾌｳｶ 52.34

2 誠英高 841 金子　明未(2) ｶﾈｺ ﾒｲ DNS (山口) 824 武林　未紗(2) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾐｻ

(山口) 840 井手　玲緒奈(2) ｲﾃﾞ ﾚｵﾅ 825 岩田　かれん(2) ｲﾜﾀ ｶﾚﾝ

839 秋元　舞花(2) ｱｷﾓﾄ ﾏｲｶ 822 西村　愛佳(3) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾅｶ

842 長村　美玖(2) ﾅｶﾞﾑﾗ ﾐｸ

5組 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 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 鳥取中央育英高 64 野津　七海(2) ﾉﾂ ﾅﾅﾐ 47.55 1 4 鳥取中央育英高 64 野津　七海(2) ﾉﾂ ﾅﾅﾐ 47.44

(鳥取) 65 福嶋　ひなた(2) ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ q (鳥取) 65 福嶋　ひなた(2) ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ

63 佐々木　真歩(2) ｻｻｷ ﾏﾎ 63 佐々木　真歩(2) ｻｻｷ ﾏﾎ

66 亀山　うらら(2) ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 66 亀山　うらら(2) ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ

2 5 光高 869 寺尾　真奈(2) ﾃﾗｵ ﾏﾅ 48.20 2 5 神辺旭高 759 綾目　ひなの(1) ｱﾔﾒ ﾋﾅﾉ 47.49

(山口) 870 飛鷹　愛(2) ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ q (広島) 753 堂前　咲希(2) ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ

867 田原　奈波(2) ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 756 江原　美月優(1) ｴﾊﾗ ﾐｽﾞﾕ

871 中村　真琴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 748 清水　鈴奈(3) ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ

3 6 岡山朝日高 440 今田　幸希奈(16) ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 49.51 3 6 宮島工業高 700 山本　つき(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 47.69

(岡山) 442 正木　紗(15) ﾏｻｷ ｻﾗ (広島) 698 山本　千菜(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ

438 上浦　愛実(16) ｶﾐｳﾗ ﾏﾅﾐ 704 黒川　星空(3) ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ

441 田尻　真子(15) ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 699 山根　千歩(3) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ

4 3 国際学院高 682 川本　真緒(3) ｶﾜﾓﾄ ﾏｵ 50.55 4 7 光高 869 寺尾　真奈(2) ﾃﾗｵ ﾏﾅ 48.13

(広島) 681 中下　実玲(3) ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ (山口) 870 飛鷹　愛(2) ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ

685 三永　珠綺(2) ﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 867 田原　奈波(2) ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ

688 伏見　藍衣(1) ﾌｼﾐ ｱｵｲ 871 中村　真琴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

5 8 金光学園中 582 水流　和々花(12) ﾂﾙ ﾅﾅﾊ 51.72 5 3 広島皆実高 643 忰山　渚(1) ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 48.57

(岡山) 584 瀧本　椰々子(13) ﾀｷﾓﾄ ﾔﾔｺ (広島) 642 田口　紗英(1) ﾀｸﾞﾁ ｻｴ

583 伊藤　瑞(12) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 637 斉藤　菜々美(3) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

585 佐藤　地央(13) ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 645 金子　紗也(2) ｶﾈｺ ｻﾔ

6 7 倉敷天城高 463 若松　穂乃華(16) ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 52.29 6 2 倉敷中央高 477 山本　実夢(16) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 48.62

(岡山) 466 上森　千穂子(15) ｳﾜﾓﾘ ﾁﾎｺ (岡山) 478 安井　明日香(17) ﾔｽｲ ｱｽｶ

461 赤堀　志帆(17) ｱｶﾎﾘ ｼﾎ 479 髙比良　歩奈(16) ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ

464 延本　彩弥(16) ﾉﾌﾞﾓﾄ ｻﾔ 480 平岡　優花(16) ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ

7 2 出雲商高 219 周藤　怜菜(2) ｽﾄｳ ﾚｲﾅ 55.15 7 1 大社高 232 石橋　望美(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 49.95

(島根) 220 飯塚　詩姫(2) ｲｲﾂｶ ｳﾀﾋ (島根) 229 福本　智帆(2) ﾌｸﾓﾄ ﾁﾎ

215 荒川　桜来(3) ｱﾗｶﾜ ｻｸﾗ 231 松原　しほり(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ

217 中岡　　愛(3) ﾅｶｵｶ  ﾒｸﾞﾐ 233 長岡　芽依(1) ﾅｶﾞｵｶ ﾒｲ

8 8 倉吉東高 39 山口　紗知(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 50.50

(鳥取) 38 脇田　千穂(1) ﾜｷﾀ ﾁﾎ

33 伊丹　樹里(2) ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ

40 實繁　悠菜(1) ｻﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾅ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



 女子4X400mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               3:28.91     青山聖佳･市川華菜･千葉麻美･青木沙耶佳(日本)2015/8/29

中国地区記録(AR)           3:46.87     松浦加奈・才野直美・沖田葉月・中林理梨(広島・広島皆実高     )2008/10/25 8月22日 10:00 予　選

大会記録(GR)               3:52.02     大枝・早坂・坂上・平田(岡山・倉敷中央高)2013/ 8月22日 13:40 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 2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 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 宮島工業高 704 黒川　星空(3) ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ 4:06.43 1 5 光高 867 田原　奈波(2) ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 3:58.81
(広島) 700 山本　つき(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ q (山口) 870 飛鷹　愛(2) ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ q

705 井分　愛希(2) ｲﾜｹ ｱｷ 868 寺尾　真依(2) ﾃﾗｵ ﾏｲ
701 山根　知紗(1) ﾔﾏﾈ ﾁｻ 869 寺尾　真奈(2) ﾃﾗｵ ﾏﾅ

2 5 市立呉高 613 山下　悠衣(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 4:07.00 2 3 岡山朝日高 441 田尻　真子(15) ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 3:59.41
(広島) 607 小倉　叶華(3) ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ q (岡山) 442 正木　紗(15) ﾏｻｷ ｻﾗ q

615 上垣内　花奈(3) ｶﾐｺﾞｳﾁ ﾊﾅ 440 今田　幸希奈(16) ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ
608 周藤　百花(3) ｽﾄｳ ﾓﾓｶ 439 馬場　瑞希(17) ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ

3 8 米子北高 23 樋口　紗月(2) ﾋｸﾞﾁ ｻﾂｷ 4:14.39 3 8 広島皆実高 646 寺地　なごみ(1) ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ 4:10.30
(鳥取) 20 細田　葵生(3) ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ (広島) 642 田口　紗英(1) ﾀｸﾞﾁ ｻｴ q

21 諸遊　愛珠(3) ﾓﾛﾕｳ ｱﾘｽ 636 河内　愛奈(3) ｶﾜｳﾁ ｴﾅ
22 岡田　麻矢(2) ｵｶﾀﾞ ﾏﾔ 638 植松　憂咲(3) ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ

4 7 呉三津田高 662 板田　佳穂(2) ｲﾀﾀﾞ ｶﾎ 4:16.20 4 4 国際学院高 687 平本　結子(2) ﾋﾗﾓﾄ ﾕｲｺ 4:15.65
(広島) 663 正法地　涼音(2) ｼｮｳﾎｳｼﾞ ｽｽﾞﾈ (広島) 688 伏見　藍衣(1) ﾌｼﾐ ｱｵｲ

664 上清　葉奈(2) ｳｴｷﾖ ﾊﾅ 683 河野　さやな(2) ｺｳﾉ ｻﾔﾅ
665 中村　昊(1) ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 684 平本　倫子(2) ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ

5 6 岡山城東高Ａ 522 利川　遥那(17) ﾄｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 4:21.81 5 6 沼田高 711 中本　百々香(2) ﾅｶﾓﾄ ﾓﾓｶ 4:18.73
(岡山) 528 摺河　史華(16) ｽﾙｶﾞ ﾌﾐｶ (広島) 710 中村　ひより(3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ

529 柴田　亜美(17) ｼﾊﾞﾀ ｱﾐ 709 荒木　綸(3) ｱﾗｷ ﾘﾝ
530 日比野　奏(16) ﾋﾋﾞﾉ ｶﾅ 712 中村　ひなた(3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ

2 境高 DNS 6 1 津山東高 504 初岡　奈々世(17) ﾊﾂｵｶ ﾅﾅｾ 4:20.65
(鳥取) (岡山) 503 竹内　萌(18) ﾀｹｳﾁ ﾓｴ

505 川崎　愛琉(16) ｶﾜｻｷ ｱｲﾙ
506 小林　晴華(17) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

3 広島工大高 DNS 7 2 下関北高 824 武林　未紗(2) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 4:21.63
(広島) (山口) 825 岩田　かれん(2) ｲﾜﾀ ｶﾚﾝ

822 西村　愛佳(3) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾅｶ
823 松尾　優菜(3) ﾏﾂｵ ﾕｳﾅ

8 7 津山高 545 高橋　和加乃(17) ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾉ 4:34.46
(岡山) 552 寄本　詩織(16) ﾖﾘﾓﾄ ｼｵﾘ

553 今田　真衣(17) ｲﾏﾀﾞ ﾏｲ
550 飯綱　音羽(16) ｲｲﾂﾞﾅ ｵﾄﾊ

3組 4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 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 倉敷中央高 478 安井　明日香(17) ﾔｽｲ ｱｽｶ 3:58.96 1 4 岡山東商高 452 川添　桃花(16) ｶﾜｿﾞｴ ﾓﾓｶ 4:04.59
(岡山) 481 石原　涼華(16) ｲｼﾊﾗ ｽｽﾞｶ q (岡山) 454 中山　ねね(15) ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ q

477 山本　実夢(16) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 450 宮本　真圭(16) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ
480 平岡　優花(16) ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 453 冨田　成美(16) ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ

2 7 川崎医福大 433 大山　睦子(20) ｵｵﾔﾏ ﾑﾂｺ 4:12.72 2 3 西条農高 621 久保　佑奈(3) ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 4:10.95
(岡山) 434 高木　里奈(21) ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ (広島) 622 松本　那々海(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ

436 渡邉　日奈(18) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ 623 出来　瑞(1) ﾃﾞｷ ﾐｽﾞｷ
435 橋本　彩那(20) ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 620 柏原　美希(3) ｶｼﾏﾗ ﾐｷ

3 8 倉敷天城高 463 若松　穂乃華(16) ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 4:25.44 3 5 八頭高 7 内田　美咲(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 4:13.26
(岡山) 464 延本　彩弥(16) ﾉﾌﾞﾓﾄ ｻﾔ (鳥取) 6 山内　郁芽(2) ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ

461 赤堀　志帆(17) ｱｶﾎﾘ ｼﾎ 8 山下　果穂(2) ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ
465 浮田　莉奈(16) ｳｷﾀ ﾘﾅ 10 小林　愛実(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｸﾞﾐ

4 2 鳥取東高 46 原田　真暢(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 4:29.67 4 1 岡山城東高B 532 沖田　万由子(16) ｵｷﾀ ﾏﾕｺ 4:21.57
(鳥取) 45 高田　瑞希(2) ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ (岡山) 537 間野　結(15) ﾏﾉ ﾕｲ

49 戸板　実穂(1) ﾄｲﾀ ﾐﾎ 534 高柿　陽菜(15) ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾅ
47 宮脇　彩華(2) ﾐﾔﾜｷ ｱﾔｶ 531 森下　杏里(15) ﾓﾘｼﾀ ｱﾝﾘ

3 文化学園大 DNS 5 7 高陽東高 689 滝野　杏純(3) ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 4:26.98
(広島) (広島) 691 小櫻　綾音(2) ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ

692 宮崎　愛花(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ
694 日南　里咲(1) ﾋﾅﾐ ﾘｻ

5 矢上高 DNS 6 6 県立広島高 717 福井　芽衣(2) ﾌｸｲ ﾒｲ 4:30.56
(島根) (広島) 715 横堀　凜(2) ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘﾝ

719 落合　蒼衣(1) ｵﾁｱｲ ｱｵｲ
716 武田　志央里(2) ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ

6 野田学園高 DNS 2 誠英高 DNS
(山口) (山口)

8 鳥取西高 DNS
(鳥取)

凡例  DNS:欠場



 女子4X400mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)               3:28.91     青山聖佳･市川華菜･千葉麻美･青木沙耶佳(日本)2015/8/29

中国地区記録(AR)           3:46.87     松浦加奈・才野直美・沖田葉月・中林理梨(広島・広島皆実高     )2008/10/25 8月22日 10:00 予　選

大会記録(GR)               3:52.02     大枝・早坂・坂上・平田(岡山・倉敷中央高)2013/ 8月22日 13:40 決　勝

予　選　5組0着＋8

5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 舟入高 652 青山　里穂(3) ｱｵﾔﾏ ﾘﾎ 4:10.09
(広島) 658 金　魅具(3) ｷﾑ ﾒｸﾞ q

650 品川　風花(3) ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ
649 藤田　一花(3) ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ

2 6 明誠高 208 山尾　美月(1) ﾔﾏｵ ﾐﾂﾞｷ 4:13.55
(島根) 207 増村　小雪(2) ﾏｼﾑﾗ ｺﾕｷ

204 齋藤　友結(2) ｻｲﾄｳ ﾕｲ
203 大崎　琴葉(2) ｵｵｻｷ ｺﾄﾊ

3 3 比治山女子高 742 吉永　真奈(1) ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ 4:16.93
(広島) 744 大谷　彩夏(2) ｵｵﾀﾆ ｱﾔｶ

745 大岡　愛友花(2) ｵｵｵｶ ｱﾕｶ
740 田上　清賀(2) ﾀｶﾞﾐ ｻﾔｶ

4 8 倉吉東高 33 伊丹　樹里(2) ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 4:17.54
(鳥取) 39 山口　紗知(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ

38 脇田　千穂(1) ﾜｷﾀ ﾁﾎ
41 中村　香子(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｺ

5 2 倉敷南高 468 大森　胡桃(17) ｵｵﾓﾘ ｸﾙﾐ 4:20.22
(岡山) 470 與田　真未(15) ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾐ

467 安原　百香(16) ﾔｽﾊﾗ ﾓﾓｶ
469 野口　果歩(16) ﾉｸﾞﾁ ｶﾎ

6 7 岡山操山高 519 坂谷　優衣(16) ｻｶﾀﾆ ﾕｲ 4:23.29
(岡山) 520 白水　さくら(15) ｼﾗﾐｽﾞ ｻｸﾗ

518 葛原　舞華(15) ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲｶ
515 松本　彩(16) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ

7 5 就実高 572 的場　彩花(15) ﾏﾄﾊﾞ ｱﾔｶ 4:23.49
(岡山) 566 富田　晴香(16) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ

567 三宅　唯央里(16) ﾐﾔｹ ｲｵﾘ
571 小林　莉奈(15) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ

1 島根大 DNS
(島根)

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 光高 867 田原　奈波(2) ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 3:53.09
(山口) 871 中村　真琴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

868 寺尾　真依(2) ﾃﾗｵ ﾏｲ
869 寺尾　真奈(2) ﾃﾗｵ ﾏﾅ

2 4 倉敷中央高 478 安井　明日香(17) ﾔｽｲ ｱｽｶ 3:54.58
(岡山) 479 髙比良　歩奈(16) ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ

477 山本　実夢(16) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
476 葛原　沙知(17) ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ

3 3 岡山朝日高 441 田尻　真子(15) ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 3:56.19
(岡山) 442 正木　紗(15) ﾏｻｷ ｻﾗ

440 今田　幸希奈(16) ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ
439 馬場　瑞希(17) ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ

4 8 宮島工業高 704 黒川　星空(3) ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ 3:59.79
(広島) 700 山本　つき(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ

699 山根　千歩(3) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ
701 山根　知紗(1) ﾔﾏﾈ ﾁｻ

5 1 広島皆実高 646 寺地　なごみ(1) ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ 4:02.60
(広島) 637 斉藤　菜々美(3) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

638 植松　憂咲(3) ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ
642 田口　紗英(1) ﾀｸﾞﾁ ｻｴ

6 6 岡山東商高 453 冨田　成美(16) ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 4:02.91
(岡山) 450 宮本　真圭(16) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ

447 守本　詩麻(16) ﾓﾘﾓﾄ ｼﾏ
454 中山　ねね(15) ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ

7 7 市立呉高 613 山下　悠衣(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 4:07.40
(広島) 607 小倉　叶華(3) ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ

615 上垣内　花奈(3) ｶﾐｺﾞｳﾁ ﾊﾅ
608 周藤　百花(3) ｽﾄｳ ﾓﾓｶ

8 2 舟入高 652 青山　里穂(3) ｱｵﾔﾏ ﾘﾎ 4:10.75
(広島) 658 金　魅具(3) ｷﾑ ﾒｸﾞ

650 品川　風花(3) ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ
649 藤田　一花(3) ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ

凡例  DNS:欠場



 女子走高跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  1m96     今井　美希(ミズノ)                    2001/9/15

中国地区記録(AR)              1m83     曽根　幹子(広島・東洋大          )    1974/10/25

大会記録(GR)                  1m76     安福亜紀子(広島・福岡大)              1992/ 8月21日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾎﾘﾉ ﾄﾓｶ 岡　山 － － ○ ○ ○ × × ×

1 8 425 堀野　智加(21) 環太平洋大 1m66
ﾐﾈｵｶ ﾓｴｶ 山　口 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 15 865 峰岡　萌華(3) 早鞆高 1m66
ｵｲｹ ﾕｳ 岡　山 － × ○ ○ × × ○ × × ×

3 22 487 尾池　優(17) 玉野光南高 1m63
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ 広　島 ○ ○ ○ × r

4 21 750 橋本　美来(3) 神辺旭高 1m60
ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ 山　口 － × ○ ○ × × ×

5 1 821 田村　璃々花(3) 西京高 1m60
ｵｸﾞﾆ ﾎﾉｶ 山　口 － × × ○ × × ○ × × ×

6 9 847 小國　穂乃香(3) 高水高 1m60
ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ 島　根 ○ × × ○ × × ○ × × ×

6 18 224 森脇　千智(2) 矢上高 1m60
ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 広　島 － ○ × × ×

8 2 610 信岡　優那(3) 市立呉高 1m55
ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ 岡　山 ○ ○ × × ×

8 19 479 髙比良　歩奈(16) 倉敷中央高 1m55
ｸﾛｶﾜ ｶﾂﾞ 岡　山 ○ ○ × × ×

8 24 488 黒川　香津(16) 玉野光南高 1m55
ｲﾉｳｴ ﾐﾕ 岡　山 ○ × ○ × × ×

11 5 412 井上　未悠(19) 関西福祉大 1m55
ﾃﾗｲｼ ﾁｽﾞﾙ 広　島 ○ × ○ × × ×

11 7 641 寺石　千鶴(2) 広島皆実高 1m55
ｱｵｷ ﾘﾝ 山　口 ○ × × ○ × × ×

13 20 874 青木　倫(2) 光高 1m55
ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ 広　島 ○ × × ×

14 25 757 重宗　姫香(1) 神辺旭高 1m50
ｲｹﾀﾞ ｻｷ 島　根 × × ×

4 210 池田　紗季(1) 松江北高 NM
ｲﾉ ﾐﾐ 広　島 × × ×

10 707 猪　美々(2) 沼田高 NM
ｶﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 岡　山 × × ×

11 427 片山　歩(20) 環太平洋大 NM
ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 岡　山 × × ×

14 476 葛原　沙知(17) 倉敷中央高 NM
ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 広　島 × × ×

16 735 松田　萌愛(1) 比治山女子高 NM
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥　取 × × ×

17 41 中村　香子(2) 倉吉東高 NM
ｻｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ 広　島 × × ×

23 752 崎本　七海(2) 神辺旭高 NM
ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾊ 岡　山 × × ×

26 523 牧野　和葉(17) 岡山城東高 NM
ｲﾄｳ ｻｸﾗ 岡　山 × × ×

28 539 伊藤　さくら(16) 総社高 NM
ｳﾁﾅｵ ﾐﾎ 広　島 × × ×

29 766 打猶　美帆(3) 広島大 NM
ｺｳｻｶ ｷﾗﾘ 岡　山 × × ×

30 555 幸坂　きらり(17) 就実高 NM
ｲﾄｳ ﾕｲ 鳥　取

3 27 井東　結(1) 境高 DNS
ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ 山　口

6 846 矢頭　愛菜(3) 高水高 DNS
ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山　口

12 851 林　真穂(2) 徳山高専 DNS
ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 広　島

13 725 井上　夏鈴(1) 広島工大高 DNS
ﾏｷﾓﾄ ｶｽﾞﾈ 広　島

27 762 槙本　和音(2) 福山平成大 DNS

ｺﾒﾝﾄ
1m55 1m60 1m63 1m66 1m69

記録
1m50

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 女子棒高跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  4m40     我孫子智美(滋賀レイクスターズ)        2012/6/9

中国地区記録(AR)              4m23     仲田　　愛(広島・鹿屋体大          )  2010/9/19

大会記録(GR)                  3m90     江口　　茜(鳥取・ＷＷＣ)              2005/ 8月22日 10:30 決　勝

決　勝　

ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 岡　山 － － － － － － － －

1 5 402 品川　文音(29) ＯＵＦ － － － － － × ○ － ○ 3m70
× × ○ × × ×

ｲﾅｸﾞｻ ﾅﾂｷ 岡　山 － － － － － － － －

2 7 406 稲艸　夏姫(26) 山下体育社 － － － － － ○ － × ○ 3m60
× × ×

ﾋﾗﾀ ﾁｶ 岡　山 － － － － － － － －

3 19 432 平田　千佳(21) 川崎医福大 － － － ○ × － × ○ × × × 3m40

ﾓﾘﾊﾗ ｱｶﾈ 広　島 － － － × ○ ○ ○ ○ ○

4 10 660 森原　明音(2) 賀茂高 × ○ × ○ × × × 3m00

ﾖｼｶﾜ ｽｽﾞｶ 広　島 － － － － － － － ○

5 21 786 吉川　鈴夏(2) 環太平洋大 － × × × 2m80

ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ 岡　山 － － － ○ ○ ○ ○ ○

5 24 491 真鍋　菜々子(17) 玉野光南高 × × × 2m80

ｱﾀﾞﾁ ｱﾕﾑ 山　口 － － － － ○ ○ － × × ○

7 1 804 安達　歩夢(19) 東ソー × × × 2m80

ﾏﾂｷ ﾐﾅﾐ 広　島 － － － － ○ ○ ○ × × ×

8 25 738 松木　心海(3) 比治山女子高 2m70

ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 鳥　取 － ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ × × ×

9 3 12 清水　葵(13) 気高中 2m70

ﾀｹｳﾁ ﾁｻﾄ 広　島 － － － × ○ － ○ － × × ×

10 2 601 竹内　千智(18) 基町ＡＣ 2m60

ﾏﾂﾔ ﾘｵﾅ 広　島 － － × ○ ○ ○ ○ × × ×

10 17 708 松谷　里緒奈(2) 沼田高 2m60

ﾔﾏｻｷ ﾏｺ 島　根 － － － × ○ ○ × ○ × × ×

12 15 230 山﨑　真瑚(2) 大社高 2m60

ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ 広　島 － － － × × ○ × × ○ × × ×

13 13 603 本田 菜月(2) 河内中 2m50

ﾀﾑﾗ ﾘﾅ 広　島 － － － ○ × × ×

14 6 602 田村　哩菜(3) 近大東広島中 2m40

ﾆｼﾓﾄ ﾘｺ 山　口 － － × ○ ○ × × ×

15 12 854 西本　莉子(2) 南陽工高 2m40

ｻｶｶﾞﾜ ｶﾅ 広　島 － ○ ○ × ○ × × ×

16 11 755 坂川　奏(1) 神辺旭高 2m40

ﾐｼﾏ ｶﾎ 広　島 ○ × × ×

17 20 648 三島　佳帆(2) 尾道商業高 2m10

ｼﾛ ﾊﾙﾉ 島　根 － － － × × ×

4 214 代　悠乃(2) 松江農林高 NM

ｻｻｷ ｱｲ 鳥　取 － × × ×

18 37 佐々木　愛(2) 倉吉東高 NM

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｬｽﾐﾝ 鳥　取 － － － － － － － －

22 52 坂口　ジャスミン(3) 倉吉北高 － － － － － × × × NM

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾘ 岡　山 － － － － － － － －

26 492 宮﨑　愛梨(17) 玉野光南高 × × × NM

ｶｼﾜｷﾞ ｵｳｶ 広　島

8 647 柏木　櫻花(2) 尾道商業高 DNS

ｺｲｹ ﾕｲｺ 岡　山

9 424 小池　結子(21) 環太平洋大 DNS

ﾅﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 広　島

14 782 名原　紫音(2) 同志社大 DNS

ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾉｺ 広　島

16 627 藤岡　奈乃子(2) 近大東広島高 DNS

ｺｳﾀ ﾐﾕ 島　根

23 244 幸田　未夢(2) 島根大 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ2m90 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50

2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m702m10

3m60順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m70 3m80

2m80

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 女子走幅跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                  6m86     池田久美子(スズキ)                    2006/5/6

中国地区記録(AR)              6m59     岡山沙英子(広島・広島ＪｒＯＣ)        2013/6/7

大会記録(GR)                  6m26     佐藤　芳美(広島・福岡大)              2009/ 8月21日 11:00 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

ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 山　口 5m74 5m66 5m71 5m49 5m68 5m76 5m76

1 1 803 河村　仁美(35) 周南市役所 +1.7 +0.3 +2.3 +1.9 +2.0 +1.8 +1.8
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾘ 広　島 5m70 5m11 5m56 5m45 × 5m43 5m70

2 24 787 本多　佑莉(2) 環太平洋大 +2.2 +0.8 +2.3 +1.9 +1.8 +2.2
ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取 5m56 5m61 5m53 × 5m68 5m68 5m68

3 26 77 有本　吏里(2) びわこ成蹊スポーツ大 +1.2 +1.0 +1.3 +1.9 +1.7 +1.9
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 岡　山 × 5m53 5m53 5m56 × 5m68 5m68

4 10 418 髙橋　美夢(20) 鹿屋体大 +2.1 +1.9 +1.7 +2.2 +2.2
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥　取 5m44 5m56 5m41 5m31 5m58 5m41 5m58

5 17 71 谷口　陽向(1) 鳥取城北高 +1.6 +1.4 +2.3 +1.4 +2.3 +1.9 +2.3
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 岡　山 5m09 4m88 × 5m54 5m27 － 5m54

6 20 477 山本　実夢(16) 倉敷中央高 +1.9 +1.3 +1.5 +2.2 +1.5 RM
ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ 山　口 5m34 5m04 5m08 5m38 5m04 r 5m38

7 11 820 三好　ののか(3) 西京高 +2.1 +1.7 +1.9 +2.2 +1.7 +2.2
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 岡　山 5m27 × 5m30 × 5m09 5m03 5m30

8 5 401 清水　柚似(18) 倉敷AC +0.7 +1.7 +1.4 +1.4 +1.7
ｳﾗｼﾏ ﾘｵ 山　口 5m29 × 5m14 × 5m01 5m25 5m29

9 27 852 浦島　有生(2) 豊浦高 +1.9 +2.3 +2.3 +1.9 +1.9
ｱﾗｷ ﾘﾝ 広　島 4m83 4m99 5m08 5m08

10 12 709 荒木　綸(3) 沼田高 +0.3 +1.5 +1.9 +1.9
ｺｳﾁ ﾘﾝｶ 岡　山 4m86 4m97 5m02 5m02

11 29 490 河内　琳香(16) 玉野光南高 +1.5 +1.3 +2.4 +2.4
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥　取 4m92 5m00 × 5m00

12 3 2 川口　梨央(18) NPOかがやきPJ +1.6 +1.7 +1.7
ｲｸﾞﾁ ｱﾐ 島　根 4m99 4m92 4m87 4m99

13 23 242 井口　彩実(2) 美作大 +0.9 +0.9 +2.4 +0.9
ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥　取 4m91 4m98 4m84 4m98

14 22 73 國石　香純(2) 鳥取城北高 +1.5 +1.2 +2.4 +1.2
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 広　島 4m90 × 4m81 4m90

15 7 680 山本　沙希菜(3) 山陽高 +1.3 +2.2 +1.3
ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 山　口 3m58 4m78 － 4m78

16 28 866 重政　朱里(3) 光高 +1.3 +0.6 +0.6
ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 鳥　取 4m76 4m53 4m38 4m76

17 13 67 西尾　心優(2) 鳥取中央育英高 +1.5 +0.9 +2.5 +1.5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 広　島 × × ×

2 626 渡邉　未優羽(1) 近大東広島高 NM
ｶﾈｺ ﾒｲ 山　口 － － －

25 841 金子　明未(2) 誠英高 NM
ｵｵｻｷ ｺﾄﾊ 島　根

4 203 大崎　琴葉(2) 明誠高 DNS
ｻﾒｼﾏ ﾏﾕ 山　口

6 807 鮫島　真優(12) 山口FSL DNS
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取

8 44 妹原　七虹(19) 米子高専 DNS
ﾉｸﾞﾁ ﾙｶ 島　根

9 236 野口　月華(3) 島根中央高 DNS
ﾏﾙﾀ ﾂﾑｷﾞ 岡　山

14 475 丸田　紬月(16) 倉敷中央高 DNS
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 山　口

15 834 濵田　美幸(2) 下関商高 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 広　島

16 731 岡田　麻奈(3) 暁の星女子高 DNS
ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 広　島

18 769 梅田　夏季(4) 福岡大 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥　取

19 72 小林　美心(2) 鳥取城北高 DNS
ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 広　島

21 771 竹上　琴音(1) 福岡大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし* RM:計測ミスにより救済



 女子三段跳
審 判 長：澤井　邦彦

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 14m04     花岡　麻帆(三英社)                    1999/10/1

中国地区記録(AR)             12m68     白神　有美(山口・コウビン陸上ク)      2012/10/7

大会記録(GR)                 12m53     白神　有美(山口・維新公園)            2013/ 8月22日 09:40 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

ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ 広　島 11m50 11m65 11m55 11m65 7 11m80 11m63 11m78 11m80

1 3 639 忰山　碧(3) 広島皆実高 +1.7 +2.9 +1.9 +2.9 +2.6 +2.5 +2.8 +2.6
ｲｽﾞﾐ ﾓﾓｺ 岡　山 11m67 11m61 11m69 11m69 8 11m39 11m06 11m34 11m69

2 5 409 泉　桃子(29) 岡山県庁 +2.7 +1.4 +2.2 +2.2 +2.4 +1.5 +2.4 +2.2
ｱﾗﾀﾆ ﾐﾂｷ 広　島 × 11m49 11m60 11m60 5 11m63 11m62 11m60 11m63

3 36 788 荒谷　弥希(2) 環太平洋大 +2.4 +1.4 +1.4 +2.1 +0.5 +2.2 +2.1
ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ 山　口 11m35 11m56 11m60 11m60 6 11m61 × × 11m61

4 7 821 田村　璃々花(3) 西京高 +1.7 +1.7 +1.4 +1.4 +2.5 +2.5
ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 広　島 11m11 10m96 11m14 11m14 2 × 11m25 11m24 11m25

5 25 736 前川　実怜(3) 比治山女子高 +2.8 +3.0 +1.7 +1.7 +3.4 +1.0 +3.4
ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 山　口 10m88 11m24 11m18 11m24 4 × 11m08 11m18 11m24

6 12 866 重政　朱里(3) 光高 +4.2 +1.6 +2.7 +1.6 +2.3 +2.4 +1.6
ﾉｸﾞﾁ ﾙｶ 島　根 × 11m22 10m93 11m22 3 11m05 11m13 11m12 11m22

7 15 236 野口　月華(3) 島根中央高 +3.7 +2.9 +3.7 +2.6 +2.5 +2.3 +3.7
ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ 岡　山 11m11 10m55 10m85 11m11 1 × 10m87 10m86 11m11

8 21 479 髙比良　歩奈(16) 倉敷中央高 +4.1 +2.4 +2.0 +4.1 +4.4 +2.4 +4.1
ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 山　口 × 10m94 10m60 10m94 10m94

9 2 817 大畠　かおる(2) 福岡教育大 +2.4 +1.8 +2.4 +2.4
ｺｳｻｶ ﾕﾒﾘ 岡　山 10m76 10m80 10m85 10m85 10m85

10 11 444 幸坂　ゆめり(15) 岡山朝日高 +2.4 +2.6 +3.4 +3.4 +3.4
ﾛｸﾊﾗ ﾐｻﾄ 岡　山 10m75 10m18 10m09 10m75 10m75

11 32 540 六原　未智(16) 金光学園高 +3.5 +4.1 +2.8 +3.5 +3.5
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 広　島 10m57 10m71 10m41 10m71 10m71

12 27 737 山本　ひかり(1) 比治山女子高 +3.8 +3.3 +3.8 +3.3 +3.3
ｲｸﾞﾁ ｱﾐ 島　根 10m31 10m30 10m62 10m62 10m62

13 20 242 井口　彩実(2) 美作大 +4.2 +1.6 +2.6 +2.6 +2.6
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 広　島 × 10m62 × 10m62 10m62

14 22 731 岡田　麻奈(3) 暁の星女子高 +1.9 +1.9 +1.9
ｲﾉﾊﾗ ｼｵﾝ 広　島 10m60 10m39 10m58 10m60 10m60

15 31 781 猪原　詩音(3) 順天堂大 +1.6 +1.8 +3.5 +1.6 +1.6
ｼｮｳ ｾﾘｶ 広　島 10m52 10m17 10m39 10m52 10m52

16 13 679 ショウ　瀬里花(2) 山陽高 +3.1 +1.4 +1.8 +3.1 +3.1
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 広　島 10m51 × 10m20 10m51 10m51

17 19 680 山本　沙希菜(3) 山陽高 +4.0 +1.4 +4.0 +4.0
ﾀﾆﾀﾞﾐﾕｳ 岡　山 10m02 10m49 × 10m49 10m49

18 16 459 谷田　心優(17) 倉敷天城高 +3.3 +1.9 +1.9 +1.9
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 広　島 × × 10m46 10m46 10m46

19 8 678 神原　奈緒(3) 山陽高 +0.8 +0.8 +0.8
ｺｳﾁ ﾘﾝｶ 岡　山 10m44 10m36 10m33 10m44 10m44

20 28 490 河内　琳香(16) 玉野光南高 +3.9 +1.5 +2.0 +3.9 +3.9
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗｺ 岡　山 × × 10m43 10m43 10m43

21 1 407 小林　桜子(20) GloryAC +2.2 +2.2 +2.2
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥　取 10m40 10m40 10m31 10m40 10m40

22 14 72 小林　美心(2) 鳥取城北高 +2.2 +1.7 +2.8 +2.2 +1.7
ｶｼﾞ ﾎﾉｶ 岡　山 × 10m37 × 10m37 10m37

23 34 541 加治　歩乃佳(17) 津山高 +3.0 +3.0 +3.0
ｲﾃﾞ ｺﾄﾊ 岡　山 × 10m16 10m06 10m16 10m16

24 30 509 井手　琴葉(17) 高梁城南高 +2.4 +2.4 +2.4 +2.4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 広　島 × × 9m93 9m93 9m93

25 35 626 渡邉　未優羽(1) 近大東広島高 +2.2 +2.2 +2.2
ﾀｹﾀﾆ ｺｺﾅ 岡　山 × × 9m89 9m89 9m89

26 26 489 竹谷　香々名(16) 玉野光南高 +3.1 +3.1 +3.1
ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾕｳ 山　口 9m78 9m77 9m64 9m78 9m78

27 18 876 東谷　心優(3) 防府西高 +4.1 +1.8 +2.4 +4.1 +4.1
ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥　取 9m52 9m68 9m74 9m74 9m74

28 23 73 國石　香純(2) 鳥取城北高 +2.2 +2.3 +2.8 +2.8 +2.8
ｸﾛｶﾜ ｶﾂﾞ 岡　山 × － －

24 488 黒川　香津(16) 玉野光南高 NM
ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ 鳥　取

4 24 富永　夏帆(3) 境高 DNS
ﾀｶﾀ ｻﾜ 島　根

6 216 高田　咲羽(2) 出雲商高 DNS
ﾀﾅｶ ﾐｸ 鳥　取

9 28 田中　美来(1) 境高 DNS
ﾊﾗ ｺﾉﾐ 島　根

10 234 原　心海(3) 出雲農林高 DNS
ﾏﾙﾀ ﾂﾑｷﾞ 岡　山

17 475 丸田　紬月(16) 倉敷中央高 DNS
ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 広　島

29 769 梅田　夏季(4) 福岡大 DNS
ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾕﾅ 山　口

33 877 東谷　優和(2) 防府西高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾚﾅ 岡　山

37 542 鈴木　麗菜(17) 津山高 DNS
ｵｵﾀ ｶﾉﾝ 岡　山

38 543 大田　佳音(18) 津山高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 18m22     森　　千夏(スズキ)                    2004/4/18

中国地区記録(AR)             15m52     岡　　明美(山口・日本大            )  1972/5/21

大会記録(GR)                 14m89     鈴木　　文(広島・チチヤス乳業    )    1994/ 8月22日 10:30 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
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

ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 岡　山

1 23 578 奥山　琴未(17) 岡山商大附高 12m84 13m54 12m97 13m54 13m93 13m54 13m78 13m93

ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広　島

2 9 618 村上　碧海(3) 西条農高 10m84 12m20 11m95 12m20 × × 12m09 12m20

ﾋﾛｲ ｶｴﾃﾞ 岡　山

3 12 556 廣井　楓(17) 就実高 10m50 10m67 10m68 10m68 11m56 11m19 × 11m56

ｻｺﾀﾞ ﾒｲｶ 広　島

4 2 604 迫田　明華(3) 広島瀬野川中 9m80 10m32 10m92 10m92 11m10 11m49 11m47 11m49

ｽﾅﾐ ｲﾎ 岡　山

5 13 557 角南　衣保(17) 就実高 × 10m28 10m31 10m31 9m78 × 10m29 10m31

ｻﾉ ﾋﾅ 島　根

6 4 212 佐野　陽菜(2) 松江工高 × 9m30 9m92 9m92 － － － 9m92

ｼﾏﾀﾞ ｻﾎ 広　島

7 18 789 島田　紗帆(2) 環太平洋大 8m84 9m07 9m73 9m73 9m23 9m64 × 9m73

ｷｼﾓﾄ ﾅﾐ 岡　山

8 20 558 岸本　奈己(17) 就実高 9m61 9m67 × 9m67 × 9m65 9m56 9m67

ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ 広　島

9 11 675 鳴本　華歩(2) 安芸高 9m05 8m62 9m27 9m27 9m27

ﾊﾉｳ ﾉｿﾞﾐ 岡　山

10 5 419 羽納　望(19) 広島経大 7m97 8m67 8m91 8m91 8m91

ﾅｵｲ ﾜｶﾅ 岡　山

11 21 559 直井　和佳奈(15) 就実高 8m68 × 8m83 8m83 8m83

ﾔｵ ｱﾘｶ 山　口

12 1 835 八尾　有華(2) 下関商高 8m67 8m68 8m71 8m71 8m71

ｼｮｳｼﾞ ﾏｲｺ 岡　山

13 10 516 庄司　真依子(17) 岡山操山高 8m07 8m52 7m88 8m52 8m52

ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾄﾈ 広　島

14 15 758 松永　琴音(1) 神辺旭高 7m81 7m28 8m39 8m39 8m39

ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｴ 鳥　取

15 3 4 西口　月(1) 八頭高 8m29 × 8m11 8m29 8m29

ｻｺ ｴﾐﾘ 岡　山

16 22 577 迫　絵未梨(17) 倉敷翠松高 8m02 7m40 8m25 8m25 8m25

ﾅｶﾓﾄ ﾋｶﾘ 広　島

17 7 611 中本　晶(2) 市立呉高 7m97 × 7m86 7m97 7m97

ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ 島　根

18 17 225 北村　萌江(1) 矢上高 7m18 7m69 7m93 7m93 7m93

ﾈｷﾞｼ ﾏｲ 岡　山

19 8 457 根岸　麻衣(16) 高松農高 7m33 7m72 7m72 7m72 7m72

ﾌｸｲ ﾙｶ 鳥　取

19 69 福井　瑠夏(3) 鳥取中央育英高 × × × NM
ﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｶ 山　口

6 844 馬嶋　鞠花(1) 聖光高 DNS
ｼﾗｲ ﾕｲ 山　口

14 861 白井　友結(2) 萩高 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ 鳥　取

16 5 森本　明日香(2) 八頭高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 59m03     郡　菜々佳(九州共立大)                2019/3/23

中国地区記録(AR)             55m17     山口　智子(広島・呉市陸協        )    2005/10/2

大会記録(GR)                 51m83     山口　智子(広島・呉市陸協        )    2004/ 8月22日 12:10 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

ﾋﾛｲ ｶｴﾃﾞ 岡　山

1 18 556 廣井　楓(17) 就実高 × 39m05 40m09 40m09 8 38m62 40m38 39m47 40m38

ｲﾉｳｴ ﾙｷﾅ 広　島

2 21 790 井上　るきな(3) 環太平洋大 33m89 33m01 36m87 36m87 7 × 37m51 35m38 37m51

ｲﾀｸﾗ ﾐﾅﾐ 鳥　取

3 13 53 板倉　南実(2) 倉吉北高 34m84 33m55 32m58 34m84 6 35m95 35m71 30m75 35m95

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 広　島

4 7 671 長谷川　智子(28) T.B.Sク 29m29 31m14 33m09 33m09 1 34m46 33m82 35m14 35m14

ﾊﾅﾑﾗ ｻｷ 広　島

5 12 672 花村　咲(30) T.B.Sク 30m73 33m47 33m65 33m65 4 34m94 × × 34m94

ｽﾅﾐ ｲﾎ 岡　山

6 20 557 角南　衣保(17) 就実高 33m51 32m95 31m54 33m51 3 34m64 × 34m22 34m64

ｶﾐﾃﾞﾗ ﾕｲ 山　口

7 1 814 上寺　結(2) 九州情報大 32m56 34m36 34m39 34m39 5 × 32m85 32m97 34m39

ｻｶｲ ｶｵﾘ 広　島

8 15 673 酒井　香織(29) T.B.Sク 32m37 31m15 33m37 33m37 2 32m37 × × 33m37

ｻﾉ ﾋﾅ 島　根

9 9 212 佐野　陽菜(2) 松江工高 × 32m69 32m73 32m73 32m73

ﾅｶ ﾕｽﾞﾊ 広　島

10 2 606 仲　柚子果(3) 三原東高 32m39 30m76 27m14 32m39 32m39

ﾅｶｼﾉｻﾞｺ ｼｲﾅ 広　島

11 19 775 中篠迫　詩奈(2) 文化学園大 × 32m24 × 32m24 32m24

ﾐﾌﾈ ｶﾉﾝ 広　島

12 17 676 三舩　歌音(3) 安芸高 31m74 28m33 31m65 31m74 31m74

ﾕﾓﾄ ﾏﾐ 島　根

13 4 202 湯本　真未(3) 開星高 26m18 30m93 26m69 30m93 30m93

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 鳥　取

14 8 36 山口　春花(2) 倉吉東高 × 28m72 26m61 28m72 28m72

ｷｼﾓﾄ ﾅﾐ 岡　山

15 10 558 岸本　奈己(17) 就実高 27m14 × 28m24 28m24 28m24

ﾅｵｲ ﾜｶﾅ 岡　山

16 23 559 直井　和佳奈(15) 就実高 27m50 × × 27m50 27m50

ｼｮｳｼﾞ ﾏｲｺ 岡　山

17 16 516 庄司　真依子(17) 岡山操山高 26m09 25m38 25m79 26m09 26m09

ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｴ 鳥　取

18 3 4 西口　月(1) 八頭高 24m04 24m76 × 24m76 24m76

ｵｵﾑﾗ ｱｶﾘ 岡　山

19 5 458 大村　明星(16) 西大寺高 19m39 23m08 23m49 23m49 23m49

ﾀﾏｷ ｻﾗ 島　根

20 14 213 玉木　咲良(2) 松江工高 23m35 21m96 20m84 23m35 23m35

ﾐﾔｹ ﾕｳﾗ 岡　山

21 24 502 三宅　優良(17) 笠岡商高 × × 23m06 23m06 23m06

ﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｶ 山　口

11 844 馬嶋　鞠花(1) 聖光高 DNS
ｵｵｸﾗ ｱｶﾘ 山　口

22 875 大倉　明莉(3) 防府西高 × × × NM
ｼﾓﾂﾏ ｾｲﾗ 山　口

6 819 下間　星来(3) 華陵高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし*



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 67m77     室伏　由佳(ミズノ)                    2004/8/1

中国地区記録(AR)             61m33     鈴木　　文(広島・チチヤス乳業    )    1999/11/3

大会記録(GR)                 56m75     鈴木　　文(広島・チチヤス乳業    )    1999/ 8月21日 12:10 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

ｶﾂﾔ ﾚﾐ 広　島

1 22 773 勝治　玲海(2) 九州共立大 55m04 56m03 55m73 56m03 8 56m19 55m61 × 56m19

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 鳥　取

2 12 62 多田　一葉(25) まなびや園 53m10 52m16 53m87 53m87 7 × 52m10 52m92 53m87

ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 岡　山

3 9 495 有汲　颯妃(17) 玉野光南高 50m12 × 45m03 50m12 6 × × 52m32 52m32

ﾅｶｼﾝ ﾐﾂﾞｷ 広　島

4 18 770 中新　美月(3) 福岡大 47m97 × 48m60 48m60 4 48m49 × 49m75 49m75

ｻﾉ ﾋﾅ 島　根

5 4 212 佐野　陽菜(2) 松江工高 49m45 47m51 × 49m45 5 × × × 49m45

ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾐ 岡　山

6 5 421 吉田　桃望(19) 広島大 44m96 × × 44m96 3 43m43 × 47m57 47m57

ｺﾃﾞﾗ ﾋｶﾘ 岡　山

7 13 496 小寺　妃華莉(17) 玉野光南高 43m31 38m45 42m08 43m31 2 × 42m23 44m56 44m56

ｻｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 広　島

8 2 617 迫田　真実(3) 西条農高 × × 42m39 42m39 1 40m05 40m42 42m17 42m39

ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾂﾒ 岡　山

9 15 497 真鍋　奈都萌(16) 玉野光南高 40m44 × × 40m44 40m44

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔ 広　島

10 10 616 山田　亜弥(3) 西条農高 × 36m86 40m23 40m23 40m23

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ 鳥　取

11 8 60 森本　陽菜(2) 倉吉総産高 × 39m71 39m79 39m79 39m79

ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ 広　島

12 7 675 鳴本　華歩(2) 安芸高 37m22 39m49 36m52 39m49 39m49

ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 山　口

13 6 848 山中　光咲(3) 田部高 × 33m48 37m97 37m97 37m97

ｲﾀｸﾗ ﾐﾅﾐ 鳥　取

14 3 53 板倉　南実(2) 倉吉北高 31m66 × 34m25 34m25 34m25

ｸｻﾉ ｻﾂｷ 岡　山

15 21 498 草野　沙月(15) 玉野光南高 32m73 33m44 33m60 33m60 33m60

ｽｷﾞﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 広　島

16 16 732 杉原　瑞穂(1) 暁の星女子高 29m24 29m86 31m73 31m73 31m73

ﾀﾏｷ ｻﾗ 島　根

17 19 213 玉木　咲良(2) 松江工高 × × 30m60 30m60 30m60

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 広　島

18 11 661 前田　茉侑(3) 市立広島商高 26m50 26m51 28m41 28m41 28m41

ｼﾏｽﾞ ｲﾄﾊ 広　島

19 14 677 島津　純葉(1) 安芸高 27m38 27m24 27m25 27m38 27m38

ﾊﾔｼ ｻｷ 岡　山

20 23 499 林　咲希(15) 玉野光南高 25m75 27m28 25m66 27m28 27m28

ｸﾙｽ ｱﾔﾅ 山　口

21 1 838 耒栖　彩菜(3) 新南陽高 × × 22m51 22m51 22m51

ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｶ 広　島

17 794 西谷　祐香(2) 安芸南高 DNS
ｲﾁｶﾜ ｱｵｲ 広　島

20 754 市川　蒼依(2) 神辺旭高 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子やり投(600g)
審 判 長：坂本　憲司

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)                 66m00     北口　榛花(日本大)                    2019/10/27

中国地区記録(AR)             58m98     久世　生宝(岡山・筑波大)              2013/6/7

大会記録(GR)                 51m61     渡邊　　茜(広島・九州共立大)          2010/ 8月21日 16:50 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

ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広　島

1 2 618 村上　碧海(3) 西条農高 49m41 × 49m25 49m41 8 49m46 × × 49m46

ｻｲﾄｳ ﾉｱ 岡　山

2 19 493 齋藤　乃彩(18) 玉野光南高 47m29 42m65 45m72 47m29 7 47m83 46m09 47m31 47m83

ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 岡　山

3 31 578 奥山　琴未(17) 岡山商大附高 45m87 42m76 41m88 45m87 6 41m45 41m43 38m45 45m87

ｼﾗｲ ﾕｷ 岡　山

4 5 403 白井　夕貴(31) KND.TC 44m28 × × 44m28 5 × × × 44m28

ｴｶﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 岡　山

5 11 428 江川　雅(18) 環太平洋大 42m52 38m38 42m52 4 40m86 43m93 43m93

ﾜｷﾓﾄ ｱｵｲ 岡　山

6 30 562 脇本　碧衣(18) 就実高 39m97 42m32 38m40 42m32 3 43m01 38m59 × 43m01

ﾀｸﾞﾁ ｱﾐｶ 鳥　取

7 7 32 田口　あみか(3) 倉吉東高 41m51 41m83 39m34 41m83 2 34m74 38m71 40m67 41m83

ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山　口

8 1 812 南野　智美(25) ワセダクラブ 36m73 37m25 40m13 40m13 1 × － － 40m13

ｳｴｶﾞｷ ｱｻﾐ 広　島

9 13 702 上垣　亜沙美(3) 宮島工業高 34m96 37m41 39m94 39m94 39m94

ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘ 岡　山

10 9 422 長岡　祐理(21) 岡山大 39m25 × × 39m25 39m25

ﾉｻﾞｷ ｻﾂｷ 岡　山

11 25 560 野﨑　咲月(16) 就実高 37m14 39m18 37m56 39m18 39m18

ｱﾐﾓﾄ ﾚﾅ 広　島

12 17 703 網本　玲菜(1) 宮島工業高 35m94 38m45 36m64 38m45 38m45

ﾕﾓﾄ ﾏﾐ 島　根

13 4 202 湯本　真未(3) 開星高 30m66 35m53 31m37 35m53 35m53

ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ 広　島

14 10 697 福田　沙來(2) 広島工業高 × 29m09 35m46 35m46 35m46

ｵｵﾓﾄ ｻﾔｶ 広　島

15 28 795 大本　さやか(2) 安芸南高 34m64 34m17 33m70 34m64 34m64

ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 鳥　取

16 14 35 桑本　茅奈(3) 倉吉東高 27m79 34m45 33m81 34m45 34m45

ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡　山

17 16 430 糸谷　優希(21) 川崎医福大 30m05 33m42 32m67 33m42 33m42

ﾏﾂｵｶ ﾐﾎ 山　口

18 22 849 松岡　海帆(2) 田部高 32m16 32m71 31m87 32m71 32m71

ﾋﾜﾀﾞ ｻｴ 広　島

19 6 629 檜和田　早恵(2) 近大東広島高 32m50 30m68 × 32m50 32m50

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾐ 岡　山

20 24 511 藤本　鈴未(18) 美作高 32m38 32m28 25m70 32m38 32m38

ｱﾗｶﾜ ｻｸﾗ 島　根

21 15 215 荒川　桜来(3) 出雲商高 31m22 31m92 31m92 31m92

ﾂｶﾓﾄ ﾁﾎ 岡　山

22 21 494 塚本　千穂(16) 玉野光南高 30m40 29m29 29m80 30m40 30m40

ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 広　島

23 26 793 岡島　由佳(24) D.H.C 29m52 29m76 30m21 30m21 30m21

ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓｶ 鳥　取

24 18 48 細田　知花(2) 鳥取東高 29m03 29m09 30m09 30m09 30m09

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 山　口

25 12 818 中村　菜々美(3) 宇部商高 29m02 30m04 29m25 30m04 30m04

ﾊｲﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ 岡　山

26 27 561 蝿原　彩乃(17) 就実高 29m46 28m75 29m85 29m85 29m85

ｶｲｽﾞｶ ﾅﾙﾐ 鳥　取

3 1 貝塚　成美(21) 鳥取大 DNS
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 島　根

8 204 齋藤　友結(2) 明誠高 DNS
ﾏｷﾓﾄ ｶｽﾞﾈ 広　島

20 762 槙本　和音(2) 福山平成大 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｳｲ 鳥　取

23 61 中村　羽衣(2) 倉吉北高 DNS
ﾀｸｼﾏ ﾐｻｷ 島　根

29 235 宅島　美咲(2) 出雲農林高 DNS

凡例  DNS:欠場


