
決勝 10月22日 14:40

中国四国学生(AR)                 2.21 石橋　健                     岡山商科大       2015        
大会記録(GR)                     2.15 石橋　健                     岡山商科大       2015        
日本学生記録(CR)                 2.32 君野　貴弘                   順天堂大         1993        

篠本  丞晟(1) 山  口
ｻｻﾓﾄ ｼﾞｮｳｾｲ 下関市立大
沖田  陸也(1) 愛  媛
ｵｷﾀ ﾘｸﾔ 愛媛大
柳楽  隼也(2) 島  根
ﾅｷﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 島根県立大
松田  直也(1) 香  川
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 香川大
波多野  幹也(3) 広  島
ﾊﾀﾞﾉ ﾐｷﾔ 広島工業大
新家  直弥(2) 広  島
ｼﾝｹ ﾅｵﾔ 広島経済大
松本  善幸(1) 島  根
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 島根大
川内  敬太(2) 佐  賀
ｶﾜﾁ ｹｲﾀ 環太平洋大
新延  聖(3) 香  川
ﾆｲﾉﾍﾞ ｼｮｳ 環太平洋大
石井 嵩人(2) 兵  庫
ｲｼｲ ﾀｶﾄ 福山大
大田  耕平(3) 広  島
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広島大
田中  佳祐(3) 高  知
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 高知大
新居  拓弥(4) 香  川
ﾆｲ ﾀｸﾔ 環太平洋大
園中  杏汰(1) 鹿児島
ｿﾉﾅｶ ｷｮｳﾀ 広島大
秋山  弘樹(2) 愛  媛
ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｷ 環太平洋大
渡部  史也(4) 愛  媛
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 松山大
坂野  亮次(3) 島  根
ｻｶﾉ ﾘｮｳｼﾞ 岡山商科大
荻野  龍平(6) 広  島
ｵｷﾞﾉ ﾘｮｳﾍｲ 広島大
廣田  勇一(2) 岡  山
ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 岡山商科大
女鹿田  匠(2) 岡  山
ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山大
木村  彰太(1) 愛  媛
ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 愛媛大
伊藤  諒祐(3) 鳥  取
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 鳥取大
白石  隆斗(1) 愛  媛
ｼﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 松山大
平野  隆也(1) 岡  山
ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾔ 岡山大
金子  悠(1) 山  口
ｶﾈｺ ﾕｳ 山口大
上山  歩(2) 岡  山
ｳｴﾔﾏ ｱﾕﾑ 美作大
河邉  智弘(2) 高  知
ｶﾜﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高知工科大
戸田  皓紀(4) 鳥  取
ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 米子高専
原田  康輝(1) 島  根
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 環太平洋大
弓瀬  航(3) 広  島
ﾕﾐｾ ﾜﾀﾙ 広島修道大
中村  遼太郎(2) 山  口
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山商科大
矢野  翔(2) 岡  山
ﾔﾉ ｼｮｳ 岡山理科大
藤井  丈(2) 鳥  取
ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 環太平洋大
弘瀬  将利(4) 高  知
ﾋﾛｾ ｼｮｳﾘ 環太平洋大
山本  緩太(2) 熊  本
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 徳山大
下川  顕星(1) 広  島
ｼﾓｶﾜ ｹﾝｾｲ 徳山大
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塩出  諒(4) 広  島
ｼｵﾃﾞ ﾘｮｳ 広島修道大
上垣  亮(2) 兵  庫
ｳｴｶﾞｷ ﾘｮｳ 環太平洋大
川井田  卓也(3) 宮  崎
ｶﾜｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 環太平洋大
山下  遼(3) 熊  本
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 徳山大

決勝 10月23日 10:30

中国四国学生(AR)                 5.21 萩原　翔                     広島大           2008        
大会記録(GR)                     4.90 鈴木　茂正                   岡山大           1992        
日本学生記録(CR)                 5.75 山本　聖途                   中京大           2013        

堤  喬平(2) 岡  山
ﾂﾂﾐ ｷｮｳﾍｲ 倉敷芸科大
渡部  翔太(2) 愛  媛
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 徳山大
安本  翔(1) 香  川
ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳ 環太平洋大
川上 翔大(2) 愛  媛
ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀ 松山大
安部  匠(3) 愛  媛
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 愛媛大
首藤  彰吾(4) 山  口
ｼｭﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 山口大
北村  祐貴(3) 広  島
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 広島大
相原  駿斗(2) 愛  媛
ｱｲﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 松山大
橋本  壮侍(4) 三  重
ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼ 広島大
山本  恵佑(1) 広  島
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 環太平洋大
茅原  雅人(2) 鳥  取
ｶﾔﾊﾗ ﾏｻﾄ 環太平洋大
川畑  哲(3) 高  知
ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 高知大
川上  和史(4) 広  島
ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｼ 環太平洋大
深田  聡(2) 愛  媛
ﾌｶﾀ ｻﾄｼ 徳山大
小西  龍太(2) 岡  山
ｺﾆｼ ﾘｭｳﾀ 環太平洋大
丸山  孝明(4) 広  島
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｱｷ 環太平洋大
浜崎  友輔(3) 鹿児島
ﾊﾏｻｷ ﾕｳｽｹ 徳山大
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決勝 (1,2組) 10月22日 10:00

中国四国学生(AR)                 7.75 藤原　駿也                   広島経済大       2016        
大会記録(GR)                     7.62 藤原　駿也                   広島経済大       2014        
日本学生記録(CR)                 8.25 森長　正樹                   日本大           1992        

[ Aピット]
 ３回の
 最高記録

相原  駿斗(2) 愛  媛
ｱｲﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
中西  崇斗(1) 山  口
ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾄ 下関市立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
朝津  順平(1) 島  根
ｱｻﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
大屋  壽啓(1) 広  島
ｵｵﾔ ﾋｻﾋﾛ 近大中国四国 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
篠本  丞晟(1) 山  口
ｻｻﾓﾄ ｼﾞｮｳｾｲ 下関市立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
赤澤  雅之(2) 岡  山
ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
末道  洸希(1) 岡  山
ｽｴﾐﾁ ｺｳｷ 岡山県立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
高橋  康介(5) 山  口
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 徳山高専 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小畑  友也(3) 岡  山
ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
秋山  将輝(1) 山  口
ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ 下関市立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
神野  純弥(3) 沖  縄
ｶﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
藤田  賢(2) 島  根
ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
藏増  直人(4) 鳥  取
ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ 米子高専 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
真倉  夏樹(1) 広  島
ﾏｸﾗ ﾅﾂｷ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
樽山  洋樹(3) 広  島
ﾀﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
白根  尚弥(1) 岡  山
ｼﾗﾈ ﾅｵﾔ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
近江  侑耶(1) 岡  山
ｵｵﾐ ﾕｳﾔ 岡山理科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
村岡  雄也(2) 高  知
ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾔ 高知大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
富田 悠介(3) 兵  庫
ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 吉備国際大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
野口  良太(1) 兵  庫
ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
蒲生  智(2) 山  口
ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 山口大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
坂元  郁弥(2) 島  根
ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
村上  稜将(4) 愛  媛
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
松尾  直樹(2) 鳥  取
ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
越野  友貴(M1) 徳  島
ｺｼﾉ ﾕｳｷ 鳴門教育大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
猪熊  亮太(3) 香  川
ｲｸﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
北村  直大(1) 広  島
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
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[ Bピット]
 ３回の
 最高記録

吉鷹  知将(2) 香  川
ﾖｼﾀｶ ﾄﾓﾏｻ 山口県立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
石井  悠人(1) 山  口
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 下関市立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
横山  達也(1) 広  島
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
下元  謙信(1) 島  根
ｼﾓﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 島根県立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
沖元  翔(3) 香  川
ｵｷﾓﾄ ｼｮｳ 福山平成大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
白神  拓也(3) 広  島
ｼﾗｶﾞ ﾀｸﾔ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
田中  翔成(1) 愛  媛
ﾀﾅｶ ｼｮｳｾｲ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
長谷川  真輝(2) 島  根
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
野口  尚樹(1) 島  根
ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 福山平成大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
福田  航希(3) 岡  山
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
平岡  宥人(2) 愛  媛
ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾄ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
白石  隆斗(1) 愛  媛
ｼﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
松原  國喜(2) 鳥  取
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
久保山  聡(1) 広  島
ｸﾎﾞﾔﾏ ｻﾄｼ 近大中国四国 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
真鍋  比呂(2) 香  川
ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 香川大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
清水  翔一郎(2) 島  根
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
平野  智己(1) 岡  山
ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 川崎医療福祉大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
加納  慎司(3) 広  島
ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小野  哲平(2) 徳  島
ｵﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 徳島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
亀田  広夢(1) 島  根
ｶﾒﾀ ﾋﾛﾑ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
浴元  烈(2) 島  根
ｴｷﾓﾄ ﾚﾂ 岡山商科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
山田  直樹(1) 高  知
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 高知工科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
田坂  雅人(2) 愛  媛
ﾀｻｶ ﾏｻﾄ 岡山商科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
久保  尚輝(4) 広  島
ｸﾎﾞ ﾅｵｷ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
前垣  雅哉(5) 鳥  取
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
松村  渉(3) 山  口
ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
藤原  駿也(4) 岡  山
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-

男子男子

走幅跳走幅跳
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1111  1873 1873

1212  2224 2224

1313  1189 1189

1414  2393 2393

1515  1660 1660
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決勝 (1,2組) 10月23日 13:00

中国四国学生(AR)                16.01 筒井　敦史                   岡山商科大       1997        
大会記録(GR)                    15.75 筒井　敦史                   岡山商科大       1997        
日本学生記録(CR)                16.98 石川　和義                   筑波大           2004        

[ Aピット]
 ３回の
 最高記録

樽山  洋樹(3) 広  島
ﾀﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
上山  歩(2) 岡  山
ｳｴﾔﾏ ｱﾕﾑ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小西  将暉(1) 徳  島
ｺﾆｼ ﾏｻｷ 徳島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
長谷川  真輝(2) 島  根
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小畑  友也(3) 岡  山
ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
鈴木  遼(2) 岡  山
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 倉敷芸科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
西原 大貴(1) 広  島
ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 福山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小松  智哉(1) 岡  山
ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
波多野  幹也(3) 広  島
ﾊﾀﾞﾉ ﾐｷﾔ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
大森  一磨(3) 広  島
ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
森田  啓聖(2) 広  島
ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾏｻ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小栗  拓海(1) 鳥  取
ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
真鍋  比呂(2) 香  川
ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 香川大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
野口  尚樹(1) 島  根
ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 福山平成大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
加納  慎司(3) 広  島
ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
野口  良太(1) 兵  庫
ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
村岡  雄也(2) 高  知
ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾔ 高知大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
池野  郁洋(1) 鹿児島
ｲｹﾉ ﾌﾐﾋﾛ 徳山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
平岡  宥人(2) 愛  媛
ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾄ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
岡田  晃太(4) 愛  媛
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
築山  知弘(4) 岡  山
ﾂｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
白根  尚弥(1) 岡  山
ｼﾗﾈ ﾅｵﾔ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
山田  直樹(1) 高  知
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 高知工科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
女鹿田  匠(2) 岡  山
ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
村上  稜将(4) 愛  媛
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
八木  隆平(2) 大  阪
ﾔｷﾞ ﾘｭｳﾍｲ 香川大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小山  義人(3) 福  岡
ｺﾔﾏ ﾖｼﾄ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
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99  1224 1224

88  1516 1516

77  2422 2422

66  1545 1545

55  1629 1629

44  2341 2341

33  2327 2327

22  1454 1454

備考備考備考

11  1223 1223

記録記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6--6--3--3--3- -4--4--4--1--1--1- -2--2--2-氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

男子

三段跳三段跳

決勝決勝決勝



[ Bピット]
 ３回の
 最高記録

佐佐木 裕大(3) 島  根
ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 福山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
朝津  順平(1) 島  根
ｱｻﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
大久保  征(2) 愛  媛
ｵｵｸﾎﾞ ｾｲ 愛媛大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
大島  勇哉(1) 広  島
ｵｵｼﾏ ﾀｶﾔ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
藤森  信昭(1) 岡  山
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
松田  直也(1) 香  川
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 香川大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
福田  航希(3) 岡  山
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
清水  翔一郎(2) 島  根
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
永野  明宏(3) 熊  本
ﾅｶﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
佐竹  良樹(2) 広  島
ｻﾀｹ ﾖｼｷ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
蛭子  誠矢(1) 高  知
ｴﾋﾞｽ ｾｲﾔ 岡山商科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
藤本  直杜(1) 広  島
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
児玉  靖明(3) 広  島
ｺﾀﾞﾏ ﾔｽｱｷ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
安宮  和樹(1) 兵  庫
ﾔｽﾐﾔ ｶｽﾞｼｹﾞ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
山口  量皓(4) 山  口
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山口大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
黒川  慎太郎(1) 愛  媛
ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
真倉  夏樹(1) 広  島
ﾏｸﾗ ﾅﾂｷ 広島工業大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
荻野  龍平(6) 広  島
ｵｷﾞﾉ ﾘｮｳﾍｲ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
坂元  郁弥(2) 島  根
ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
渡部  史也(4) 愛  媛
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 松山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
岩井  宏樹(1) 岡  山
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
北村  直大(1) 広  島
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
金井  れもん(3) 静  岡
ｶﾅｲ ﾚﾓﾝ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
熊本  靖丈(4) 福  岡
ｸﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 広島大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
神戸  力斗(2) 鳥  取
ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 岡山商科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
西井  海斗(2) 兵  庫
ﾆｼｲ ｶｲﾄ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
永澤  竜太郎(2) 鳥  取
ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
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決勝 10月23日 13:00

中国四国学生(AR)                16.41 幸長　慎一                   四国大           2016        
大会記録(GR)                    14.94 古市　裕磨                   広島大           2013        
日本学生記録(CR)                18.64 山田　壮太郎                 法政大           2009        

 ３回の
 最高記録

渡邊  龍樹(1) 高  知
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 高知大
脇谷  恭輔(4) 広  島
ﾜｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ 愛媛大
中野  敬太(3) 北海道
ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 山口大
黒田  剛志(4) 鳥  取
ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 岡山大
岩田  昴(4) 山  口
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ 徳山高専
長野  拓海(2) 広  島
ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 福山平成大
内藤  大暉(3) 山  口
ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下関市立大
荒木  慎大郎(4) 兵  庫
ｱﾗｷ ｼﾝﾀﾛｳ 環太平洋大
三好  遊理(1) 山  口
ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 山口大
寄岡  祐太郎(5) 山  口
ﾖﾘｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ 徳山高専
川田  佳次(1) 広  島
ｶﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 福山平成大
赤瀬  文章(M1) 愛  媛
ｱｶｾ ﾌﾐｱｷ 広島大
柾岡  真太朗(1) 岡  山
ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 川崎医療福祉大
甲斐  貴士(2) 宮  崎
ｶｲ ﾀｶｼ 環太平洋大
榊原  祐一(1) 兵  庫
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁ 環太平洋大
神田  佳希(3) 岡  山
ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 岡山大
珠山  信昭(M2) 山  口
ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ 愛媛大
植田  拓人(1) 香  川
ｳｴﾀ ﾀｸﾄ 香川大
池田  堅哉(3) 岡  山
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 徳山大
甲斐  公耀(2) 広  島
ｶｲ ｷﾐｱｷ 広島経済大
三原  涼(4) 島  根
ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 福山平成大
白田  雅治(2) 愛  知
ｼﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 岡山大
鈴木  慶彦(2) 愛  知
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 広島大
秦  啓訓(M2) 徳  島
ﾊﾀ ﾋﾛﾉﾘ 徳島大
吉本  将紀(3) 広  島
ﾖｼﾓﾄ ﾏｻｷ 環太平洋大
坪井  涼平(2) 岡  山
ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡山大
平  将大(4) 長  崎
ﾀｲﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 徳山大
栁生  恭平(2) 宮  崎
ﾔｷﾞｭｳ ｷｮｳﾍｲ 環太平洋大
大長  龍平(3) 兵  庫
ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾘｭｳﾍｲ 環太平洋大
野村  晋平(3) 高  知
ﾉﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 高知大
宮川  慶太(3) 岡  山
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡山大

男子

砲丸投砲丸投

決勝決勝決勝

試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 -1--1--1- -2--2--2- -6--3--3--3- -4--4--4- 記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6- 備考備考備考
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2121  1520 1520
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2323  1060 1060

2424  1561 1561

2525  1374 1374

2626  1639 1639

2727  1750 1750

2828  1405 1405

2929  1359 1359

3030  1283 1283

3131  1615 1615



決勝 10月22日 13:30

中国四国学生(AR)                54.15 幸長　慎一                   四国大           2016        
大会記録(GR)                    46.20 荒木　慎太郎                 環太平洋大       2015        
日本学生記録(CR)                59.21 堤　雄司                     国士舘大         2013        

 ３回の
 最高記録

岩元  勇樹(4) 愛  媛
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 松山大
森川  太陽(1) 島  根
ﾓﾘｶﾜ ﾀｲﾖｳ 島根県立大
福井  拓真(2) 岡  山
ﾌｸｲ ﾀｸﾏ 岡山理科大
半山 智也(1) 静  岡
ﾊﾝﾔﾏ ﾄﾓﾔ 福山大
長野  拓海(2) 広  島
ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 福山平成大
山地  拓哉(3) 鳥  取
ﾔﾏｼﾞ ﾀｸﾔ 鳥取大
廣田  皓大(1) 岡  山
ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 広島経済大
日高  椋(1) 愛  媛
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳ 愛媛大
岡崎  喬斗(5) 山  口
ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾄ 徳山高専
川田  佳次(1) 広  島
ｶﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 福山平成大
米井  龍(2) 鳥  取
ﾖﾈｲ ﾘｭｳ 鳥取大
渡邊  龍樹(1) 高  知
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 高知大
切田 侃希(1) 広  島
ｷﾘﾀ ﾅｵｷ 福山大
宮川  慶太(3) 岡  山
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡山大
仁尾  陽介(2) 香  川
ﾆｵ ﾖｳｽｹ 愛媛大
来島  良典(1) 広  島
ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 広島大
小嶋  修平(3) 広  島
ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 広島経済大
葛西  凌也(1) 岡  山
ｶｻｲ ﾘｮｳﾔ 岡山理科大
若林  広樹(1) 広  島
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 広島工業大
林野  健太(5) 広  島
ﾊﾔｼﾉ ｹﾝﾀ 広島大
柾岡  真太朗(1) 岡  山
ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 川崎医療福祉大
三木  猛司(3) 愛  媛
ﾐｷ ﾀｹｼ 愛媛大
坪井  優樹(3) 広  島
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ 環太平洋大
上岡  友太(3) 広  島
ｳｴｵｶ ﾕｳﾀ 環太平洋大
岩田  英之(2) 香  川
ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山商科大
荒谷  達也(2) 広  島
ｱﾗﾀﾆ ﾀﾂﾔ 徳山大
池田  堅哉(3) 岡  山
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 徳山大
甲斐  公耀(2) 広  島
ｶｲ ｷﾐｱｷ 広島経済大
大原  大亮(2) 岡  山
ｵｵﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 環太平洋大
有本  涼(1) 広  島
ｱﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 環太平洋大
坪井  涼平(2) 岡  山
ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡山大
白田  雅治(2) 愛  知
ｼﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 岡山大
鈴木  慶彦(2) 愛  知
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 広島大
岡田  直樹(3) 奈  良
ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 広島大
冨安  正晃(1) 福  岡
ﾄﾐﾔｽ ﾏｻｱｷ 徳山大

男子

円盤投円盤投

決勝決勝決勝

試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 -1--1--1- -2--2--2- -6--3--3--3- -4--4--4- 記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6- 備考備考備考

11  1866 1866

記録

22  2400 2400

33  1830 1830

44  2399 2399

55  1525 1525

66  1492 1492

77  1995 1995

88  2186 2186

99  1906 1906

1010  2129 2129

1111  1501 1501

1212  2410 2410

1313  2158 2158

1414  1615 1615

1515  1719 1719

1616  2404 2404

1717  1124 1124

1818  2090 2090

1919  2118 2118

2020  1077 1077

2121  2165 2165

2222  1734 1734

2323  1363 1363

2424  1341 1341

2525  2031 2031

2626  1767 1767

2727  1758 1758

2828  1131 1131

2929  1404 1404

3030  1962 1962

3131  1639 1639

3232  1641 1641

3333  1060 1060

3434  1028 1028

3535  2106 2106



 ３回の
 最高記録

桑代  啓太(3) 鹿児島
ｸﾜｼﾛ ｹｲﾀ 徳山大
堀尾  海人(3) 愛  媛
ﾎﾘｵ ｶｲﾄ 松山大
平  将大(4) 長  崎
ﾀｲﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 徳山大
村上  耀(3) 岡  山
ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 環太平洋大
黒田  剛志(4) 鳥  取
ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 岡山大
荒木  慎大郎(4) 兵  庫
ｱﾗｷ ｼﾝﾀﾛｳ 環太平洋大

決勝 10月23日 10:00

中国四国学生(AR)                60.34 福田　剛也                   広島経済大       2002        
大会記録(GR)                    60.34 福田　剛也                   広島経済大       2002        
日本学生記録(CR)                73.82 室伏　広治                   中京大           1996        

 ３回の
 最高記録

半山 智也(1) 静  岡
ﾊﾝﾔﾏ ﾄﾓﾔ 福山大
森口  幸輝(1) 高  知
ﾓﾘｸﾞﾁ ｺｳｷ 高知大
堤  仁太(1) 兵  庫
ﾂﾂﾐ ｼﾞﾝﾀ 環太平洋大
切田 侃希(1) 広  島
ｷﾘﾀ ﾅｵｷ 福山大
甲山  茂展(2) 岡  山
ｺｳﾔﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 岡山大
能勢  瑛士(2) 岡  山
ﾉｾ ｴｲｼﾞ 岡山大
貝原  麻人(2) 愛  媛
ｶｲﾊﾗ ｱｻﾄ 愛媛大
垣内  星了(3) 高  知
ｶｷｳﾁ ｾｲﾘｮｳ 高知大
佐々木  直宏(1) 岡  山
ｻｻｷ ﾅｵﾋﾛ 環太平洋大
藤原  凌(4) 広  島
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 広島修道大
曽我部  亮(3) 愛  媛
ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｮｳ 岡山商科大
加藤  佳祐(3) 岡  山
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 川崎医療福祉大
坂本  有司(3) 岡  山
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 環太平洋大
小柳  友也(3) 広  島
ｺﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ 環太平洋大
岩本  賢弥(2) 山  口
ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 環太平洋大
岩田  英之(2) 香  川
ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山商科大
伊藤  大夢(3) 広  島
ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 環太平洋大
厚東  勇哉(4) 山  口
ｺｳﾄｳ ﾕｳﾔ 環太平洋大
瀬尾  真之(1) 山  口
ｾｵ ﾏｻﾕｷ 山口大
伊藤  剛史(2) 鳥  取
ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 岡山商科大
日高  椋(1) 愛  媛
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳ 愛媛大
呉  琉宇(3) 広  島
ｵｳ ﾘｭｳ 徳山大
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3636  1760 1760
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3737  1865 1865

3838  1750 1750

3939  1370 1370

4040  1611 1611

4141  1319 1319



決勝 10月21日 12:00

中国四国学生(AR)                70.47 池本　大史                   島根大           2002        
大会記録(GR)                    67.66 池本　大史                   島根大           1999        
日本学生記録(CR)                84.28 ディーン元気                 早稲田大         2012        

 ３回の
 最高記録

岩元  勇樹(4) 愛  媛
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 松山大
平  将大(4) 長  崎
ﾀｲﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 徳山大
若林  広樹(1) 広  島
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 広島工業大
廣井  涼太(1) 山  口
ﾋﾛｲ ﾘｮｳﾀ 下関市立大
葛西  凌也(1) 岡  山
ｶｻｲ ﾘｮｳﾔ 岡山理科大
藤田  大勲(3) 島  根
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 環太平洋大
勢一  貴俊(3) 山  口
ｾｲﾁ ﾀｶﾄｼ 環太平洋大
堤本  紘平(3) 広  島
ﾂﾂﾐﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島工業大
兼重  圭汰(5) 山  口
ｶﾈｼｹﾞ ｹｲﾀ 徳山高専
牟田  圭司(3) 佐  賀
ﾑﾀ ｹｲｼ 広島大
作本  智史(1) 兵  庫
ｻｸﾓﾄ ｻﾄｼ 広島大
竹内  勇斗(4) 岡  山
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 環太平洋大
小豆澤  徹(2) 島  根
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 福山平成大
波田  悠之介(5) 山  口
ﾊﾀﾞﾕｳﾉｽｹ 徳山高専
黒田  剛志(4) 鳥  取
ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 岡山大
前田  翔(1) 広  島
ﾏｴﾀﾞ ｶｹﾙ 福山平成大
續  駿也(2) 香  川
ﾂﾂﾞｷ ｼｭﾝﾔ 岡山商科大
高橋  智大(4) 徳  島
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 阿南高専
藤森  信昭(1) 岡  山
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 岡山大
仁尾  陽介(2) 香  川
ﾆｵ ﾖｳｽｹ 愛媛大
山崎  雄祐(1) 大  阪
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｽｹ 環太平洋大
山地  拓哉(3) 鳥  取
ﾔﾏｼﾞ ﾀｸﾔ 鳥取大
神田  裕之(1) 岡  山
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 環太平洋大
小東  亮(2) 兵  庫
ｺﾋｶﾞｼ ﾘｮｳ 環太平洋大
大湾  翔平(3) 広  島
ｵｵﾜﾝ ｼｮｳﾍｲ 広島工業大
荒谷  達也(2) 広  島
ｱﾗﾀﾆ ﾀﾂﾔ 徳山大
林野  健太(5) 広  島
ﾊﾔｼﾉ ｹﾝﾀ 広島大
松川  直紀(1) 宮  崎
ﾏﾂｶﾜ ﾅｵｷ 徳山大
森  義政(1) 岡  山
ﾓﾘ ﾖｼﾏｻ 環太平洋大
山田  隆大(1) 愛  媛
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 松山大
田平  守(2) 岡  山
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山商科大
古閑  隼人(1) 岡  山
ｺｶﾞ ﾊﾔﾄ 環太平洋大
鳴美  創一朗(2) 兵  庫
ﾅﾙﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 環太平洋大
藤野  晶斗(1) 香  川
ﾌｼﾞﾉ ｱｷﾄ 環太平洋大
松村  優太(4) 広  島
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 広島修道大

男子

やり投やり投

決勝決勝決勝
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 ３回の
 最高記録

小加本  裕真(3) 島  根
ｺｶﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 島根大
三石  将史(2) 岡  山
ﾐﾂｲｼ ﾏｻﾌﾐ 美作大
影山  大恩(3) 岡  山
ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 岡山大
山下  玄太(4) 香  川
ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝﾀ 香川大
春日井  貴英(4) 滋  賀
ｶｽｶﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 広島大
麻植  一輝(5) 徳  島
ｵｴ ｶｽﾞｷ 阿南高専
小林  雄斗(3) 岡  山
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 岡山大
佐藤  嵩(4) 兵  庫
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 環太平洋大
権出  憲一(3) 和歌山
ｺﾞﾝﾃﾞ ｹﾝｲﾁ 広島大

男子男子

やり投やり投

試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 -1--1--1- -2--2--2- -6--3--3--3- -4--4--4- 記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6- 備考備考備考

3636  1169 1169

記録

3737  1459 1459

3838  1628 1628

3939  1666 1666

4040  1016 1016

4141  1193 1193

4242  1624 1624

4343  1328 1328

4444  1027 1027


