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審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    10.24     石倉　一希(島根大)                    2002
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予　選　29組0着＋8

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻｶｲ ﾚｵ 香川 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ 島根

1 1338 酒井  玲於(2) 徳島大 1 1741 杉浦　悠太(3) 島根大
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡山 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

2 2060 岡田　駿介(1) 環太平洋大 2 2057 藤原　大輝(1) 環太平洋大
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 愛媛 ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 愛媛

3 1102 高橋　皓己(3) 広島大 3 1453 岡田　　陸(2) 愛媛大
ﾏﾙｵｶ ﾋﾛﾑ 兵庫 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 高知

4 1427 丸岡  寛武(2) 岡山大 4 1235 川口　貴司(3) 高知大
ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡山 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 岡山

5 1637 三宅　諒亨(2) 環太平洋大 5 1703 𠮷田　崇智(4) 広島経済大
ｶﾝﾄﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾀﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡山

6 1506 神門　優行(2) 川崎医福大 6 1423 多田宏太朗(2) 岡山大
ｵｵｷ ﾕｳﾔ 岡山 ｵｵﾂｶ ﾀｲｷ 愛媛

7 2137 大木　雄矢(1) 川崎医福大 7 1412 大塚  泰紀(2) 岡山大
ｵｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｻ 島根 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根

8 2359 岡崎　修久(1) 島根県立大 8 2407 佃　　友輔(4) 島根県立大
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3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ 島根 ﾀｶﾋﾗ ﾕｳﾄ 愛媛

1 1352 槙原　千裕(2) 美作大 1 1795 髙比良侑人(3) 松山大
ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 徳島 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 岡山

2 2212 仁井本　侑(1) 香川大 2 1406 福島  悠太(3) 岡山大
ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 広島 ﾌｸﾓﾄ ｺｳｽｹ 鹿児島

3 2174 長尾　裕汰(1) 広島修道大 3 1886 福元　康介(3) 徳山大
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広島 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 兵庫

4 1696 神田　直季(4) 広島経済大 4 2050 山田　将吾(1) 環太平洋大
ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾔ 岡山

5 1997 石川　順典(4) 下関市立大 5 1202 岡崎　雅也(3) 岡山商科大
ﾏｽﾉ ﾌｳﾀ 愛媛 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 岡山

6 1464 舛野　風太(2) 愛媛大 6 1495 吉田　直人(4) 川崎医福大
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 高知 ｵｵｳｴ ﾐﾁｵ 香川

7 1472 濱田　優人(3) 愛媛大 7 1335 大上  路生(4) 徳島大
ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島 ﾖｼﾓﾄ ｹﾝﾔ 広島

8 1702 前田　拓己(4) 広島経済大 8 1032 吉本　憲矢(4) 広島修道大
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5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐﾂﾀﾆ ｺｳｷ 岡山 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 岡山

1 2067 満谷　光希(1) 環太平洋大 1 2257 長原  拓也(1) 岡山大
ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 岡山 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾐ 愛媛

2 1393 秋山  幸希(3) 岡山大 2 1471 西川　晴海(3) 愛媛大
ｺﾓﾘ ｶｲｾｲ 熊本 ﾊｼｵｶ ﾄｼﾋﾛ 岡山

3 1574 小森　海世(2) 環太平洋大 3 1579 橋岡　隼弘(2) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 愛媛 ｲﾄｼﾏ ｶｽﾞｷ 岡山

4 1539 山本　昌都(4) 環太平洋大 4 2048 糸島　千樹(1) 環太平洋大
ﾛｸﾛｳﾒﾝ ﾕｳｽｹ 愛媛 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島

5 1908 六郎面有佑(2) 徳山大 5 1973 山崎　開斗(1) 広島経済大
ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 兵庫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 島根

6 1158 松井 皓亮(2) 広島大 6 1160 長谷川真輝(4) 広島大
ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 香川 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ 高知

7 1333 水野  亮太(3) 徳島大 7 2262 市川　龍馬(1) 高知大
ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ 広島 ﾔｽﾓﾄ ｹｲｺﾞ 山口

8 2052 森田　淳也(1) 環太平洋大 8 2059 安本　恵悟(1) 環太平洋大
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予　選　29組0着＋8

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻｶｲ ﾀｸﾐ 広島 ｵｵﾂﾎﾞｼｭｳﾔ 広島

1 1897 酒井　拓実(2) 徳山大 1 1823 大坪　柊也(2) 福山平成大
ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾄ 兵庫 ﾀﾆｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

2 2125 元山　望人(1) 岡山商科大 2 1057 谷上耕太郎(3) 鳥取大
ｻﾜ ﾅｵｷ 兵庫 ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 島根

3 1419 澤  　直樹(2) 岡山大 3 2190 町田　郁惟(1) 島根大
ﾔﾏｼﾛ ﾀﾂﾋﾛ 高知 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥取

4 1249 山城　達大(2) 高知大 4 1348 松本　兼也(3) 美作大
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥取 ﾋｻｽﾞﾐ ﾀｸﾐ 兵庫

5 1050 前田　真作(3) 鳥取大 5 1586 久住　琢己(2) 環太平洋大
ﾄｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 兵庫 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼｷ 岡山

6 2160 遠山  弘貴(1) 岡山大 6 1425 西本  俊樹(2) 岡山大
ﾐｴ ﾘｸﾄ 香川 ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山口

7 1074 三江　陸斗(2) 四国大 7 2340 光嶋　峻平(1) 山口大
ﾔｼｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 愛媛 ｵﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 高知

8 1475 屋敷村祝彦(3) 愛媛大 8 1250 小田　好洸(2) 高知大
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9組 (風:     ) 10組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｼﾗｶﾜ ｼﾞﾝ 兵庫 ｺﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 香川

1 2256 白川　辰(1) 岡山大 1 2298 五味弘一郎(1) 徳島大
ｲｼﾑﾗ ｼｭﾝ 兵庫 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 山口

2 2362 石村　　駿(1) 広島大 2 1971 正路　　悠(1) 広島経済大
ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 岡山 ﾀｶﾊﾏ ｼｭｳﾔ 広島

3 1504 合田　　諒(2) 川崎医福大 3 1292 高浜　秀弥(2) 広島工業大
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 岡山 ｵｵﾂ ﾏｻﾄ 広島

4 1421 竹内  友希(2) 岡山大 4 1001 大津　優音(4) 広島修道大
ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根 ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 香川

5 1754 桐原　勇斗(1) 島根大 5 1071 向井渉太朗(4) 四国大
ｵｷﾂ ﾀﾀﾞｼ 香川 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 香川

6 1165 沖津 　善(2) 広島大 6 1334 岩永  起輝(3) 徳島大
ﾏﾂﾓﾄ ｶｹﾙ 山口 ﾔｽﾄﾐ ﾖｼｷ 高知

7 1911 松本　　翔(2) 山口大 7 2264 安富　好希(1) 高知大
ｶﾂｻｶ ﾕｳｷ 広島 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 岡山

8 2196 勝坂　優希(3) 広島市立大 8 2134 岡本　淳也(1) 川崎医福大
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11組 (風:     ) 12組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 鳥取 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 広島

1 1652 大林　史明(5) 鳥取大 1 1038 岡村　裕之(3) 近大中四国
ﾏﾂｾ ｺｳﾍｲ 愛媛 ﾐﾉ ｺｳｷ 岡山

2 1638 松勢　光平(2) 環太平洋大 2 2049 味野　晃己(1) 環太平洋大
ﾊﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 岡山 ｾﾜｷ ﾅｷﾞ 鹿児島

3 1403 羽村  健渉(3) 岡山大 3 1537 瀬脇　　凪(4) 環太平洋大
ｺﾆｼ ﾏｻｷ 香川 ｷｼﾓﾄ ｿｳ 島根

4 1332 小西  将暉(3) 徳島大 4 1706 岸本　　宗(3) 広島経済大
ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口 ﾉﾌﾞｶﾈ ｼｮｳｺﾞ 岡山

5 1940 上田　和志(5) 山口大 5 1201 延兼　省吾(3) 岡山商科大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛 ﾆｼﾓﾘ ﾋﾛｷ 高知

6 1459 中村純一郎(2) 愛媛大 6 2112 西森　大起(1) 高知大
ｵｵﾆｼ ｶｲﾄ 香川 ｷﾄﾞ ﾕﾀｶ 岡山

7 1364 大西　海人(M1) 鳴門教育大 7 1963 城戸　　豊(1) 美作大
ｸﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 香川 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島

8 1325 熊本  晃大(2) 徳島大 8 2120 松下　浩大(1) 広島工業大
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予　選　29組0着＋8

13組 (風:     ) 14組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 山口 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥取

1 2353 藤村　哲平(1) 山口大 1 2290 森本　尚基(1) 鳥取大
ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 兵庫 ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広島

2 1051 犬持　　智(3) 鳥取大 2 1835 檜垣　正明(1) 福山平成大
ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島根 ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 山口

3 1549 山崎　定将(4) 環太平洋大 3 1916 大西　孝一(2) 山口大
ｲﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 広島 ｲﾜｷﾘ ﾄﾓﾔ 兵庫

4 1296 今田　聡士(2) 広島工業大 4 2033 岩切　智哉(1) 環太平洋大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 愛媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

5 1477 渡部　寛人(3) 愛媛大 5 1552 小林　太一(3) 環太平洋大
ｽｴﾐﾁ ｺｳｷ 岡山 ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 高知

6 1840 末道　洸希(3) 岡山県立大 6 1354 山岡　大悟(2) 美作大
ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 広島 ﾊﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 島根

7 1288 三宅　晃平(2) 広島工業大 7 1750 原　仁一朗(2) 島根大
ﾄﾖﾀ ﾀｹﾌﾐ 岡山 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 愛媛

8 1212 豊田　剛史(2) 岡山商科大 8 1463 堀内　雄斗(2) 愛媛大
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15組 (風:     ) 16組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ 岡山 ﾐｳﾗ ｹｲｼ 熊本

1 1846 友杉　幸輝(2) 香川大 1 2064 三浦　恵史(1) 環太平洋大
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 兵庫 ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島

2 2073 徳永　大樹(1) 環太平洋大 2 1008 佐々木太夢(3) 広島修道大
ﾎｼｶﾜ ｶﾂﾌﾐ 愛媛 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 山口

3 1851 星川　勝文(3) 香川大 3 2409 西村　瀬那(4) 下関市立大
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫 ﾌｼﾞｲ ｱﾂﾔ 島根

4 1409 山本  純也(3) 岡山大 4 2187 藤井　淳也(1) 島根大
ｽﾐﾀﾞ ﾘｸ 岡山 ｻﾞｲｺｸｼﾞ ｺｳﾍｲ 広島

5 1577 角田　　陸(2) 環太平洋大 5 1089 在国寺晃平(2) 広島大
ｵﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 愛媛 ｵｵﾆｼ ｼﾝｲﾁ 愛媛

6 1878 尾上　和也(3) 徳山大 6 1558 大西　新一(3) 環太平洋大
ｵｵﾏｴ ﾀｶｼ 香川 ｵｶﾑﾗ ﾐｷﾔ 愛媛

7 1330 大前  隆史(2) 徳島大 7 1454 岡村　幹也(2) 愛媛大
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 鹿児島 ｽﾐ ﾋﾖﾘ 鳥取

8 1171 松田　拓也(2) 広島大 8 2205 角　　陽和(1) 福山大
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17組 (風:     ) 18組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｻｷ ﾀｸﾐ 岡山 ﾊﾗ ﾔｽﾄ 広島

1 1414 尾﨑 　 巧(2) 岡山大 1 2152 原 　泰斗(1) 広島大
ｶﾔﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 岡山 ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

2 2129 茅原　知諒(1) 岡山商科大 2 1399 神田  恭輔(3) 岡山大
ﾓﾘﾀ ｹｲﾄ 岡山 ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 広島

3 1213 森田　圭斗(2) 岡山商科大 3 1175 日隅健太郎(1) 文化学園大
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 高知 ﾐﾏﾁ ﾋﾛｷ 広島

4 1353 宮川　裕斗(2) 美作大 4 2397 三町　浩貴(1) 広島修道大
ｺｳﾉ ﾘﾝ 高知 ｲｹｻﾞﾜ ｼｮｳｷ 兵庫

5 2110 河野　　凛(1) 高知大 5 1567 池澤　翔輝(3) 環太平洋大
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾍｲ 広島 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾍｲ 熊本

6 1043 藤原　修平(2) 近大中四国 6 1093 梶原　周平(M1) 広島大
ﾐﾈ ｹｲﾄ 山口 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｽｹ 岡山

7 2229 三根　慶友(1) 下関市立大 7 1510 髙橋　辰輔(2) 川崎医福大
ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 広島 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 山口

8 1039 手嶋　将大(2) 近大中四国 8 1994 田中　丈博(2) 下関市立大
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記録 記録

記録 記録

記録 記録



男子100m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    10.24     石倉　一希(島根大)                    2002
大会記録(GR)            10.46     宮川　俊介(広島大)                    1999 10月27日 15:15 予　選
日本学生記録(CR)        9.98      桐生　祥秀(東洋大)                    2017 10月28日 12:25 決　勝

予　選　29組0着＋8

19組 (風:     ) 20組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ 香川 ﾏﾂﾅﾐ ﾄﾓﾔ 島根

1 2307 西川  巧真(1) 徳島大 1 2370 松波　智也(1) 島根大
ｲﾀﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 山口 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

2 1933 板谷　真孝(3) 山口大 2 2123 岡田　和大(1) 岡山商科大
ﾐﾉ ｺｳｽｹ 京都 ﾔﾏｻｷ ﾕｲﾄ 高知

3 1540 美濃　宏介(4) 環太平洋大 3 1553 山﨑　唯冬(3) 環太平洋大
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 岡山 ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 広島

4 2102 川端　虹希(1) 倉敷芸科大 4 1826 古森　大貴(2) 福山平成大
ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 高知 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口

5 2158 黒川  至仁(5) 岡山大 5 1086 蒲生　望(2) 広島大
ﾃﾗﾆｼ ｺｳｽｹ 広島 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口

6 1180 寺西　洸介(1) 文化学園大 6 1917 河本　拓巳(2) 山口大
ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾄ 山口 ｵｷﾀ ﾘｸﾔ 愛媛

7 1999 中西　崇斗(3) 下関市立大 7 1466 沖田　陸也(3) 愛媛大
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岡山 ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾏ 山口

8 2313 増田　晴斗(1) 岡山県立大 8 1996 山崎　拓馬(3) 下関市立大
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21組 (風:     ) 22組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾌｳｷ 高知 ﾕﾑﾗ ｱﾕﾐ 宮崎

1 2412 永原　風輝(1) 高知工科大 1 1890 湯村　　歩(3) 徳山大
ｽｷﾞﾉ ﾀｲｷ 広島 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山口

2 2141 杉野　太軌(1) 川崎医福大 2 1891 穐山　勇介(2) 徳山大
ﾔﾀ ｶｽﾞﾔ 岡山 ﾌｶｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高知

3 1560 矢田　和也(3) 環太平洋大 3 1236 深澤　順一(3) 高知大
ﾌｼﾞｾ ﾕｳﾔ 広島 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 広島

4 1830 藤瀬　悠也(2) 福山平成大 4 2320 栗原　涼輔(1) 広島市立大
ﾅｶｳﾁ ｺｳｷ 香川 ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡

5 1331 中内  洸希(3) 徳島大 5 2058 川島　俊平(1) 環太平洋大
ｵﾁ ﾀｲｶﾞ 大阪 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 岡山

6 1037 越智　大河(2) 近大中四国 6 2260 山下  皓大(1) 岡山大
ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ 岡山 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫

7 2130 島田　翔斗(1) 川崎医福大 7 2077 平野　大介(1) 環太平洋大
ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 山口 ｲﾄｳ ﾃﾂﾋﾛ 広島

8 1990 中西　拓海(2) 下関市立大 8 2319 伊東　哲博(1) 広島市立大
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23組 (風:     ) 24組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 山口 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 山口

1 2395 二宮　匠海(1) 徳山大 1 1546 日隈　　凌(4) 環太平洋大
ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵｷ 佐賀 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ 島根

2 1580 谷本　直輝(2) 環太平洋大 2 1985 石原　秀真(1) 島根県立大
ﾅﾘｻｺ ﾀﾞｲｷ 広島 ﾀｵ ﾘｮｳﾏ 徳島

3 1159 成迫　大樹(M1) 広島大 3 2078 田尾　竜馬(1) 環太平洋大
ﾀｹﾅｶ ﾘｭｳｷ 高知 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 広島

4 2263 竹中　隆起(1) 高知大 4 1817 藤本　達也(4) 福山平成大
ｾﾜｷ ｷｮｳ 鹿児島 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島

5 2080 瀬脇　　叶(1) 環太平洋大 5 1293 岡本　啓吾(2) 広島工業大
ﾅｽ ﾘｮｳｽｹ 熊本 ｶﾅﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛

6 1090 奈須　綾佑(2) 広島大 6 1962 金元　航平(1) 徳山大
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾐ 高知 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 島根

7 2328 山本　敦心(1) 高知工科大 7 1960 伊藤　優希(1) 島根大
ﾀｶﾊﾀ ｼｭｳｼﾞ 徳島 ﾊﾁﾔ ﾕｳｷ 岡山

8 1789 高畑　秀次(4) 松山大 8 1426 蜂谷  友紀(2) 岡山大

9 9

記録 記録

記録 記録

記録 記録



男子100m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    10.24     石倉　一希(島根大)                    2002
大会記録(GR)            10.46     宮川　俊介(広島大)                    1999 10月27日 15:15 予　選
日本学生記録(CR)        9.98      桐生　祥秀(東洋大)                    2017 10月28日 12:25 決　勝

予　選　29組0着＋8

25組 (風:     ) 26組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｶ ﾋﾛｷ 徳島 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島

1 1554 岡　　大貴(3) 環太平洋大 1 1155 辻　翔吾(4) 広島大
ｳﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 熊本 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ｹﾝﾀ 大阪

2 1564 有働　　雄(3) 環太平洋大 2 2053 北之防健太(1) 環太平洋大
ｻﾄｳ ｶﾞｸ 鳥取 ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 2038 佐藤　楽玖(1) 環太平洋大 3 1793 黒見　亮太(3) 松山大
ﾂﾈｲｼ ﾐﾋﾛ 高知 ｱｻﾉ ｿｳﾀ 徳島

4 1253 恒石　実大(2) 高知大 4 2402 浅野  颯太(1) 岡山大
ｵﾜｷ ｹﾝﾀ 長崎 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ 広島

5 2063 尾脇　健太(1) 環太平洋大 5 1721 庄司　泰志(2) 広島経済大
ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ 鳥取 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 高知

6 2292 谷本恵太郎(2) 鳥取大 6 2111 高橋　　諄(1) 高知大
ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

7 1987 冨森　大輝(3) 下関市立大 7 1474 前田　崚介(3) 愛媛大
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 島根 ﾓｺﾇﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高知

8 1958 檀上　佑音(1) 島根大 8 2366 茂古沼賢太郎(1) 高知大
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27組 (風:     ) 28組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｼﾗｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 岡山 ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島根

1 1359 白神　佑人(2) 尾道市立大 1 1749 大矢根功季(2) 島根大
ｽﾅｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 広島 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 広島

2 1883 砂崎　達哉(3) 徳山大 2 1717 山崎　　光(3) 広島経済大
ﾀｹﾓﾄ ｱﾂﾔ 岡山 ｻﾄｳ ｹｲ 岡山

3 1541 竹元　敦也(4) 環太平洋大 3 1387 佐藤  　啓(4) 岡山大
ｵﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 徳島 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島

4 1850 小畑　俊貴(3) 香川大 4 1200 橋本　正太(3) 岡山商科大
ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 鹿児島

5 1649 妻木裕太郎(6) 鳥取大 5 1561 福澤　亮太(3) 環太平洋大
ｺｳｽﾞﾐ ｷｮｳｽｹ 愛媛 ﾔﾅﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 広島

6 1456 小泉　恭佑(2) 愛媛大 6 1014 山田晟太朗(3) 広島修道大
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 岡山 ｲﾄｳ ｺｳｷ 広島

7 1063 岩本　凌佳(2) 鳥取大 7 1098 伊藤　光希(3) 広島大
ﾄﾄﾞﾛｷ ｺｳﾖｳ 山口 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 山口

8 1992 轟木　康陽(3) 下関市立大 8 1989 石井　悠人(3) 下関市立大
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29組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾛ 山口

1 2228 藤井　朗大(1) 下関市立大
ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ 広島

2 1024 畑中　将彦(2) 広島修道大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

3 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ｱﾗｷ ｺｳ 鳥取

4 1059 荒木　　晃(2) 鳥取大
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 広島

5 1298 本多　真彬(3) 広島工業大
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 広島

6 1538 佐藤　優次(4) 環太平洋大
ﾋｶﾞｷ ﾕｳｷ 高知

7 1492 檜垣　侑揮(3) 広島大

8

9
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男子100m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    10.24     石倉　一希(島根大)                    2002
大会記録(GR)            10.46     宮川　俊介(広島大)                    1999 10月27日 15:15 予　選
日本学生記録(CR)        9.98      桐生　祥秀(東洋大)                    2017 10月28日 12:25 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



男子200m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    20.59     松田　　亮(広島経済大)                2004
大会記録(GR)            21.10     渡邉　隼人(松山大)                    2005 10月27日 10:30 予　選
日本学生記録(CR)        20.21     飯塚　翔太(中央大)                    2013 10月27日 13:35 決　勝

予　選　20組0着＋8

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻﾞｲｺｸｼﾞ ｺｳﾍｲ 広島 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広島

1 1089 在国寺晃平(2) 広島大 1 1711 中畑　智博(3) 広島経済大
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾅｶｳﾁ ｺｳｷ 香川

2 2057 藤原　大輝(1) 環太平洋大 2 1331 中内  洸希(3) 徳島大
ﾌｸﾓﾄ ｺｳｽｹ 鹿児島 ｽﾅｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 広島

3 1886 福元　康介(3) 徳山大 3 1883 砂崎　達哉(3) 徳山大
ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 広島 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ 愛媛

4 1175 日隅健太郎(1) 文化学園大 4 2250 山中　友輔(1) 愛媛大
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮崎 ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔ 広島

5 1547 大山　和茂(4) 環太平洋大 5 1816 濱元　大弥(4) 福山平成大
ﾐｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ 島根 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 広島

6 1352 槙原　千裕(2) 美作大 6 2174 長尾　裕汰(1) 広島修道大
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾍｲ 広島 ﾀﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡山

7 1043 藤原　修平(2) 近大中四国 7 1423 多田宏太朗(2) 岡山大
ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島

8 2407 佃　　友輔(4) 島根県立大 8 2120 松下　浩大(1) 広島工業大

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐﾏﾁ ﾋﾛｷ 広島 ｲﾁﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ 愛媛

1 2397 三町　浩貴(1) 広島修道大 1 2178 一谷　薫平(1) 愛媛大
ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡 ｳﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 熊本

2 2058 川島　俊平(1) 環太平洋大 2 1564 有働　　雄(3) 環太平洋大
ｵｷﾂ ﾀﾀﾞｼ 香川 ｵﾜｷ ｹﾝﾀ 長崎

3 1165 沖津 　善(2) 広島大 3 2063 尾脇　健太(1) 環太平洋大
ﾓﾘﾀ ｹｲﾄ 岡山 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥取

4 1213 森田　圭斗(2) 岡山商科大 4 2018 岡本　直也(4) 米子高専
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 岡山

5 1973 山崎　開斗(1) 広島経済大 5 1703 𠮷田　崇智(4) 広島経済大
ﾕﾑﾗ ｱﾕﾐ 宮崎 ﾐｴ ﾘｸﾄ 香川

6 1890 湯村　　歩(3) 徳山大 6 1074 三江　陸斗(2) 四国大
ｱｵｷ ｶﾂﾏ 山口 ｲﾀﾐ ｺｳ 徳島

7 2335 青木　克磨(1) 山口大 7 1660 伊丹　航(4) 阿南高専
ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 広島 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾗ 岡山

8 1288 三宅　晃平(2) 広島工業大 8 2136 小見山　宝(1) 川崎医福大

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 熊本

1 2353 藤村　哲平(1) 山口大 1 1575 山口　卓哉(2) 環太平洋大
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 鹿児島 ﾄﾖﾀ ﾓｴﾄ 岡山

2 1561 福澤　亮太(3) 環太平洋大 2 2161 豊田  萌人(1) 岡山大
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾕｽﾞﾙ 広島 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ 広島

3 1578 堀之内　譲(2) 環太平洋大 3 1721 庄司　泰志(2) 広島経済大
ｼﾗｶﾜ ｼﾞﾝ 兵庫 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡山

4 2256 白川　辰(1) 岡山大 4 2060 岡田　駿介(1) 環太平洋大
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 岡山

5 1832 山下　雄大(2) 福山平成大 5 1421 竹内  友希(2) 岡山大
ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 広島 ｵｶ ﾋﾛｷ 徳島

6 1538 佐藤　優次(4) 環太平洋大 6 1554 岡　　大貴(3) 環太平洋大
ﾏﾂﾓﾄ ｶｹﾙ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 愛媛

7 1911 松本　　翔(2) 山口大 7 1888 松本　敬幸(3) 徳山大
ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山口 ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ 島根

8 2340 光嶋　峻平(1) 山口大 8 1723 引野　隆輔(2) 広島経済大
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7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 山口 ｻｶｲ ﾀｸﾐ 広島

1 1916 大西　孝一(2) 山口大 1 1897 酒井　拓実(2) 徳山大
ﾅﾘｻｺ ﾀﾞｲｷ 広島 ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広島

2 1159 成迫　大樹(M1) 広島大 2 1835 檜垣　正明(1) 福山平成大
ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛媛 ｻﾜ ﾅｵｷ 兵庫

3 1482 川原　航平(4) 愛媛大 3 1419 澤  　直樹(2) 岡山大
ﾌｼﾞｾ ﾕｳﾔ 広島 ｱｻﾉ ｿｳﾀ 徳島

4 1830 藤瀬　悠也(2) 福山平成大 4 2402 浅野  颯太(1) 岡山大
ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 兵庫 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高知

5 1051 犬持　　智(3) 鳥取大 5 1218 横山新太朗(M2) 高知大
ｲﾄｼﾏ ｶｽﾞｷ 岡山 ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞｭ 兵庫

6 2048 糸島　千樹(1) 環太平洋大 6 1568 田中　恵樹(3) 環太平洋大
ｵｻｷ ﾀｸﾐ 岡山 ﾏﾙｵｶ ﾋﾛﾑ 兵庫

7 1414 尾﨑 　 巧(2) 岡山大 7 1427 丸岡  寛武(2) 岡山大
ﾖｼﾓﾄ ｹﾝﾔ 広島 ﾄﾖﾀ ﾀｹﾌﾐ 岡山

8 1032 吉本　憲矢(4) 広島修道大 8 1212 豊田　剛史(2) 岡山商科大

9組 (風:     ) 10組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻﾄｳ ｶﾞｸ 鳥取 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂｷ 岡山

1 2038 佐藤　楽玖(1) 環太平洋大 1 2131 中山　起樹(1) 川崎医福大
ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 岡山 ｽﾐﾀﾞ ﾘｸ 岡山

2 1700 林　　高春(4) 広島経済大 2 1577 角田　　陸(2) 環太平洋大
ﾌｶｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高知 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ 島根

3 1236 深澤　順一(3) 高知大 3 1985 石原　秀真(1) 島根県立大
ﾏｴﾀ ﾔﾏﾄ 島根 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島

4 1758 前田　大和(3) 島根大 4 1155 辻　翔吾(4) 広島大
ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口

5 1293 岡本　啓吾(2) 広島工業大 5 1086 蒲生　望(2) 広島大
ﾆｼﾓﾘ ﾋﾛｷ 高知 ﾃﾗﾆｼ ｺｳｽｹ 広島

6 2112 西森　大起(1) 高知大 6 1180 寺西　洸介(1) 文化学園大
ｵｵｳｴ ﾐﾁｵ 香川 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 香川

7 1335 大上  路生(4) 徳島大 7 2309 田中　巧(2) 徳島大
ﾀｹｲ ﾐﾂｷ 愛媛 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 岡山

8 1458 武井　充輝(2) 愛媛大 8 2257 長原  拓也(1) 岡山大

11組 (風:     ) 12組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ 岡山 ｶﾅﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛

1 1846 友杉　幸輝(2) 香川大 1 1962 金元　航平(1) 徳山大
ﾐﾉ ｺｳｷ 岡山 ﾐｳﾗ ｹｲｼ 熊本

2 2049 味野　晃己(1) 環太平洋大 2 2064 三浦　恵史(1) 環太平洋大
ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 広島 ﾓﾘﾓﾄ ｲｵﾘ 福岡

3 1717 山崎　　光(3) 広島経済大 3 1571 森本　伊織(2) 環太平洋大
ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 岡山 ﾊﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 岡山

4 1504 合田　　諒(2) 川崎医福大 4 1403 羽村  健渉(3) 岡山大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 広島 ｲｹｻﾞﾜ ｼｮｳｷ 兵庫

5 1342 谷口　　諒(4) 美作大 5 1567 池澤　翔輝(3) 環太平洋大
ﾅｽ ﾘｮｳｽｹ 熊本 ｵｵﾂｶ ﾀｲｷ 愛媛

6 1090 奈須　綾佑(2) 広島大 6 1412 大塚  泰紀(2) 岡山大
ｸﾜﾀ ｱｷﾋﾛ 島根 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 広島

7 1725 桑田　彰浩(3) 島根大 7 1297 宮本　大輝(4) 広島工業大
ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 兵庫 ｲﾄｳ ｺｳｷ 広島

8 1158 松井 皓亮(2) 広島大 8 1098 伊藤　光希(3) 広島大
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13組 (風:     ) 14組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｽｴﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 鹿児島 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾍｲ 熊本

1 1562 末永　拓也(3) 環太平洋大 1 1093 梶原　周平(M1) 広島大
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐賀 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大分

2 1168 野口 健太(M2) 広島大 2 1979 片山 隼斗(1) 広島大
ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取

3 2054 山村　裕樹(1) 環太平洋大 3 1649 妻木裕太郎(6) 鳥取大
ﾎｼｶﾜ ｶﾂﾌﾐ 愛媛 ｻｶｲ ﾚｵ 香川

4 1851 星川　勝文(3) 香川大 4 1338 酒井  玲於(2) 徳島大
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 広島 ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山

5 1298 本多　真彬(3) 広島工業大 5 1384 宇野田和馬(4) 岡山大
ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛媛 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 愛媛

6 1719 上田　瑞貴(2) 広島経済大 6 1889 松本　博幸(3) 徳山大
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 岡山

7 1652 大林　史明(5) 鳥取大 7 1012 橋本　利哉(3) 広島修道大
ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ 広島 ﾋﾛﾉ ｹﾝ 岡山

8 1024 畑中　将彦(2) 広島修道大 8 2163 広野 　 健(1) 岡山大

15組 (風:     ) 16組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵庫 ﾀｶﾋﾗ ﾕｳﾄ 愛媛

1 2235 上坂　創一(1) 鳥取大 1 1795 髙比良侑人(3) 松山大
ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵｷ 佐賀 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山口

2 1580 谷本　直輝(2) 環太平洋大 2 1891 穐山　勇介(2) 徳山大
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 愛媛 ｶﾅﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 高知

3 1453 岡田　　陸(2) 愛媛大 3 1243 金田　将成(3) 高知大
ｺﾓﾘ ｶｲｾｲ 熊本 ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 岡山

4 1574 小森　海世(2) 環太平洋大 4 1411 上田明日翔(2) 岡山大
ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島 ﾋｻｽﾞﾐ ﾀｸﾐ 兵庫

5 1008 佐々木太夢(3) 広島修道大 5 1586 久住　琢己(2) 環太平洋大
ｶﾝﾄﾞ ﾕｳｷ 岡山 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 山口

6 1506 神門　優行(2) 川崎医福大 6 2222 伊藤　優作(1) 下関市立大
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 広島

7 1576 西田　侑生(2) 環太平洋大 7 1038 岡村　裕之(3) 近大中四国
ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ 山口 ｽｴﾄﾓ ﾕｳｷ 愛媛

8 1921 村田　崇真(3) 山口大 8 2247 末友　悠希(1) 愛媛大

17組 (風:     ) 18組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 高知 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 香川

1 1353 宮川　裕斗(2) 美作大 1 1333 水野  亮太(3) 徳島大
ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島 ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 岡山

2 1028 濱﨑　智哉(1) 広島修道大 2 1393 秋山  幸希(3) 岡山大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 高知 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 岡山

3 1235 川口　貴司(3) 高知大 3 2066 古屋　　孝(1) 環太平洋大
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 長崎 ｳﾄﾞｳ ﾉﾘﾋﾛ 熊本

4 1545 本田　　涼(4) 環太平洋大 4 1566 有働　典弘(3) 環太平洋大
ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 岡山 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

5 1563 中田　大貴(3) 環太平洋大 5 1754 桐原　勇斗(1) 島根大
ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 岡山 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 兵庫

6 1762 林　　義成(2) 倉敷芸科大 6 2160 遠山  弘貴(1) 岡山大
ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 広島 ｲﾜｲ ﾚﾝ 高知

7 1039 手嶋　将大(2) 近大中四国 7 1239 岩井　　蓮(3) 高知大
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｲｷ 香川 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｷ 香川

8 1362 長濱　奈樹(M2) 鳴門教育大 8 1367 松浦　良樹(3) 鳴門教育大

記録 記録

記録 記録

記録 記録



男子200m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    20.59     松田　　亮(広島経済大)                2004
大会記録(GR)            21.10     渡邉　隼人(松山大)                    2005 10月27日 10:30 予　選
日本学生記録(CR)        20.21     飯塚　翔太(中央大)                    2013 10月27日 13:35 決　勝

予　選　20組0着＋8

19組 (風:     ) 20組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 島根 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口

1 2190 町田　郁惟(1) 島根大 1 1917 河本　拓巳(2) 山口大
ｽｷﾞﾉ ﾀｲｷ 広島 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島

2 2141 杉野　太軌(1) 川崎医福大 2 1007 小松賢志郎(3) 広島修道大
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広島 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広島

3 1177 野上　佳樹(1) 文化学園大 3 1696 神田　直季(4) 広島経済大
ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 広島 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

4 1826 古森　大貴(2) 福山平成大 4 1919 五島　和徳(2) 山口大
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島 ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 徳島

5 1200 橋本　正太(3) 岡山商科大 5 2212 仁井本　侑(1) 香川大
ｼﾗｲ ﾕｳﾏ 広島 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 広島

6 2079 白井　悠真(1) 環太平洋大 6 2320 栗原　涼輔(1) 広島市立大
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 高知 ﾋｶﾞｷ ﾕｳｷ 高知

7 1472 濱田　優人(3) 愛媛大 7 1492 檜垣　侑揮(3) 広島大
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 高知 ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 山口

8 2261 山田　雅彰(1) 高知大 8 1987 冨森　大輝(3) 下関市立大

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録



男子400m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    46.29     木村　和史(環太平洋大)                2014
大会記録(GR)            47.48     木村　和史(環太平洋大)                2013 10月26日 13:00 予　選
日本学生記録(CR)        45.03     山村　貴彦(日本大)                    2000 10月26日 17:30 決　勝

予　選　19組0着＋8

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ 山口

1 1921 村田　崇真(3) 山口大 1
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 兵庫 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 愛媛

2 1060 小林　淳人(2) 鳥取大 2 2177 石川　裕太(1) 愛媛大
ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 広島 ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ 広島

3 1297 宮本　大輝(4) 広島工業大 3 2052 森田　淳也(1) 環太平洋大
ﾊﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 島根 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 高知

4 1750 原　仁一朗(2) 島根大 4 1351 福本　悠人(2) 美作大
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮崎 ｲﾅｲ ﾀﾂﾔ 香川

5 1547 大山　和茂(4) 環太平洋大 5 2148 稲井　達也(M1) 広島大
ｶﾞﾓｳ ｺﾞｳ 広島 ｻﾀﾞﾔｽ ｺｳﾍｲ 広島

6 2133 蒲生 　郷(2) 広島大 6 1970 貞安　航平(1) 広島経済大
ﾜﾆｼ ﾀﾞｲｻｸ 香川 ﾔﾏｷﾀ ﾀｹﾉﾌﾞ 広島

7 1982 和西　大作(3) 徳島文理大 7 2198 山北　丈将(2) 広島市立大
ｸﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 香川 ﾖｺﾐ ｺｳｷ 岡山

8 1325 熊本  晃大(2) 徳島大 8 1511 横見　光輝(3) 川崎医福大

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 高知 ﾆﾉﾐﾔ ｼｭｳﾔ 島根

2 1472 濱田　優人(3) 愛媛大 2 2358 二宮　崇哉(1) 島根県立大
ﾊﾗ ﾔｽﾄ 広島 ｵｷﾂ ﾀﾀﾞｼ 香川

3 2152 原 　泰斗(1) 広島大 3 1165 沖津 　善(2) 広島大
ｿﾉﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 広島 ﾏｽﾉ ﾌｳﾀ 愛媛

4 1289 園部　凌士(2) 広島工業大 4 1464 舛野　風太(2) 愛媛大
ｿﾉﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 広島 ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山

5 1535 園部　翔平(4) 環太平洋大 5 1384 宇野田和馬(4) 岡山大
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 愛媛 ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞｭ 兵庫

6 1888 松本　敬幸(3) 徳山大 6 1568 田中　恵樹(3) 環太平洋大
ｼﾗｲ ﾕｳﾏ 広島 ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵庫

7 2079 白井　悠真(1) 環太平洋大 7 2235 上坂　創一(1) 鳥取大
ｳｴﾉ ｹｲﾀﾛｳ 広島 ｲｼｲ ｼｮｳｺﾞ 高知

8 1019 上野慶太郎(2) 広島修道大 8 1245 石井　翔梧(2) 高知大

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 岡山 ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 山口

2 1063 岩本　凌佳(2) 鳥取大 2 1987 冨森　大輝(3) 下関市立大
ｸﾜﾀ ｱｷﾋﾛ 島根 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 広島

3 1725 桑田　彰浩(3) 島根大 3 1818 吉田　紀隆(4) 福山平成大
ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 三重 ﾆｼｵ ｿｳﾀ 兵庫

4 1099 加藤 嵩大(2) 広島大 4 2035 西尾　颯太(1) 環太平洋大
ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島根 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 広島

5 1549 山崎　定将(4) 環太平洋大 5 1004 伊藤　大地(3) 広島修道大
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 広島 ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ 広島

6 1713 藤川龍之介(3) 広島経済大 6 1176 吉川　海斗(1) 文化学園大
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂｷ 岡山 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山口

7 2131 中山　起樹(1) 川崎医福大 7 1145 椎原 素哉(2) 広島大
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｲｷ 香川 ﾀｹｲ ﾐﾂｷ 愛媛

8 1362 長濱　奈樹(M2) 鳴門教育大 8 1458 武井　充輝(2) 愛媛大
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記録 記録
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7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｵｵﾔﾈ ｺｳｷ 島根 ｲﾄｳ ｺｳｷ 広島

2 1749 大矢根功季(2) 島根大 2 1098 伊藤　光希(3) 広島大
ｼﾓﾔﾌﾞ ｼｮｳﾀ 香川 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 岡山

3 1611 下藪　翔太(2) 環太平洋大 3 2260 山下  皓大(1) 岡山大
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐賀 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾛﾑ 広島

4 1168 野口 健太(M2) 広島大 4 1584 堀川　紘夢(2) 環太平洋大
ﾄﾖﾀ ﾓｴﾄ 岡山 ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 岡山

5 2161 豊田  萌人(1) 岡山大 5 1700 林　　高春(4) 広島経済大
ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 岡山 ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島

6 2037 平本　大弥(1) 環太平洋大 6 1028 濱﨑　智哉(1) 広島修道大
ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ 島根 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島

7 1723 引野　隆輔(2) 広島経済大 7 2120 松下　浩大(1) 広島工業大
ｱｵｷ ｶﾂﾏ 山口 ﾉｼﾞﾘ ｱﾂｼ 島根

8 2335 青木　克磨(1) 山口大 8 1309 野尻　篤志(3) 島根県立大

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾐｴ ﾘｸﾄ 香川 ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳﾍｲ 徳島

2 1074 三江　陸斗(2) 四国大 2 2216 長崎　龍平(1) 香川大
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾐ 兵庫

3 1576 西田　侑生(2) 環太平洋大 3 1587 細川　拓巳(2) 環太平洋大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 熊本 ﾆｲﾔﾏ ﾋﾛﾄ 愛媛

4 1575 山口　卓哉(2) 環太平洋大 4 2002 新山　寛人(1) 松山大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 広島 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広島

5 1342 谷口　　諒(4) 美作大 5 1177 野上　佳樹(1) 文化学園大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛 ｳｴｻﾞｷ ｹｲﾀ 徳島

6 1459 中村純一郎(2) 愛媛大 6 1599 植崎　敬大(3) 環太平洋大
ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 広島 ﾓﾘ ﾀｸﾑ 島根

7 2195 坂口　翔太(4) 広島市立大 7 2186 森　　拓夢(1) 島根大
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 島根 ﾎﾘ ﾀｸﾐ 岡山

8 1961 伊藤　優希(1) 島根大 8 1503 堀　　拓生(3) 川崎医福大

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 岡山 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

2 1278 齋藤　　洸(3) 岡山理科大 2 1474 前田　崚介(3) 愛媛大
ｵﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 徳島 ﾎｼｶﾜ ｶﾂﾌﾐ 愛媛

3 1850 小畑　俊貴(3) 香川大 3 1851 星川　勝文(3) 香川大
ﾜｷｻｶ ｿｳﾀ 広島 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛

4 1975 脇坂　宗汰(1) 広島経済大 4 1804 松本　光平(2) 松山大
ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 山口

5 1007 小松賢志郎(3) 広島修道大 5 1546 日隈　　凌(4) 環太平洋大
ﾓﾘﾓﾄ ｲｵﾘ 福岡 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口

6 1571 森本　伊織(2) 環太平洋大 6 1964 尾﨑光太郎(1) 山口大
ﾀｸﾋﾞ ｷｮｳﾍｲ 和歌山 ﾔｽﾓﾄ ｹｲｺﾞ 山口

7 1096 田首　恭平(3) 広島大 7 2059 安本　恵悟(1) 環太平洋大
ｵｶﾊﾗ ｺｳﾀ 広島 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 山口

8 2322 岡原　康太(1) 広島市立大 8 2001 加藤　寛之(2) 下関市立大
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13組 14組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｼﾞﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛媛 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 宮崎

2 1722 神野　順平(2) 広島経済大 2 1895 金子　大輔(2) 徳山大
ｶﾂｻｶ ﾕｳｷ 広島 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 島根

3 2196 勝坂　優希(3) 広島市立大 3 1310 馬場　康平(3) 島根県立大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岡山 ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 宮崎

4 1501 小林　祐介(3) 川崎医福大 4 1154 藤島 　廉(4) 広島大
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾕｽﾞﾙ 広島 ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島

5 1578 堀之内　譲(2) 環太平洋大 5 1008 佐々木太夢(3) 広島修道大
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ 広島 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 長崎

6 1433 長谷川甲斐(2) 呉高専 6 1545 本田　　涼(4) 環太平洋大
ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 岡山 ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲﾏ 岡山

7 1012 橋本　利哉(3) 広島修道大 7 2135 藤澤　晟真(1) 川崎医福大
ﾋﾛﾉ ｹﾝ 岡山 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高知

8 2163 広野 　 健(1) 岡山大 8 1227 佐藤　優輝(4) 高知大

15組 16組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｲﾄｳ ﾃﾂﾋﾛ 広島 ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾞｲ 徳島

2 2319 伊東　哲博(1) 広島市立大 2 2003 寺尾　亨大(1) 松山大
ｳｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 広島 ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 岡山

3 1718 上田　　格(2) 広島経済大 3 1762 林　　義成(2) 倉敷芸科大
ｶﾅﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 高知 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 熊本

4 1243 金田　将成(3) 高知大 4 1557 西口　　匠(3) 環太平洋大
ｲｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ 島根 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ 愛媛

5 1985 石原　秀真(1) 島根県立大 5 2180 片岡　洋志(1) 愛媛大
ｺﾔﾏ ｼｮｳ 高知 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

6 1604 小山　　昭(2) 環太平洋大 6 1919 五島　和徳(2) 山口大
ｽｴﾄﾓ ﾋﾛｼ 島根 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼｷ 岡山

7 1559 末友　大志(3) 環太平洋大 7 1425 西本  俊樹(2) 岡山大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 広島 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｷ 香川

8 1026 渡邉　航大(2) 広島修道大 8 1367 松浦　良樹(3) 鳴門教育大

17組 18組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｶﾅﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 広島

2 1962 金元　航平(1) 徳山大 2 1838 山口　亮輔(1) 福山平成大
ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 兵庫 ﾔﾅﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 広島

3 1158 松井 皓亮(2) 広島大 3 1014 山田晟太朗(3) 広島修道大
ｲﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 広島 ｲｷ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎

4 1296 今田　聡士(2) 広島工業大 4 1570 壹岐　侑大(2) 環太平洋大
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広島 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大分

5 1696 神田　直季(4) 広島経済大 5 1979 片山 隼斗(1) 広島大
ｷﾞﾉｻﾞ ｺｳｽｹ 沖縄 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ 愛媛

6 1583 宜野座康右(2) 環太平洋大 6 2250 山中　友輔(1) 愛媛大
ｵｶﾑﾗ ﾐｷﾔ 愛媛 ﾐｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ 島根

7 1454 岡村　幹也(2) 愛媛大 7 1352 槙原　千裕(2) 美作大
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ 島根 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口

8 1741 杉浦　悠太(3) 島根大 8 1917 河本　拓巳(2) 山口大
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日本学生記録(CR)        45.03     山村　貴彦(日本大)                    2000 10月26日 17:30 決　勝

予　選　19組0着＋8

19組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 愛媛

2 1889 松本　博幸(3) 徳山大
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 鳥取

3 2061 小泉　　健(1) 環太平洋大
ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広島

4 1711 中畑　智博(3) 広島経済大
ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 山口

5 1923 三輪　大貴(3) 山口大
ｳﾄﾞｳ ﾉﾘﾋﾛ 熊本

6 1566 有働　典弘(3) 環太平洋大
ｲﾜｲ ﾚﾝ 高知

7 1239 岩井　　蓮(3) 高知大
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 山口

8 1989 石井　悠人(3) 下関市立大

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録



男子800m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    1:49.25   野村　直己(山口大)                    2015
大会記録(GR)            1:50.72   木村　考志(広島経済大)                2010
日本学生記録(CR)        1:45.75   川元　　奨(日本大)                    2014 10月28日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広島 ｴﾀﾞﾈ ﾌﾐﾔ 広島

1 1013 宮藤　優樹(3) 広島修道大 1 1005 枝根　史弥(3) 広島修道大
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 徳島 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 広島

2 1690 樋口　恵介(1) 広島経済大 2 1389 髙橋  正憲(4) 岡山大
ﾊﾏﾏﾂ ｶｲﾄ 愛媛 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾄ 広島

3 1681 濱松　海斗(3) 広島経済大 3 2383 安田　理人(4) 広島大
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾍｲ 熊本

4 1914 横山　裕介(2) 山口大 4 1093 梶原　周平(M1) 広島大
ｱﾍﾞ ﾄｼｷ 兵庫 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口

5 2082 阿部　利樹(1) 環太平洋大 5 2341 石川遼太郎(4) 山口大
ｳｴｻﾞｷ ｹｲﾀ 徳島 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 岡山

6 1599 植崎　敬大(3) 環太平洋大 6 1694 岡本　拓也(4) 広島経済大
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 兵庫 ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 島根

7 1593 南澤　　響(3) 環太平洋大 7 1549 山崎　定将(4) 環太平洋大
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大阪 ｳｴﾊﾗ ｹｲﾀ 徳島

8 1372 中村  喜浩(M2) 岡山大 8 2094 植原　啓太(1) 環太平洋大

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 愛媛 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 三重

1 2087 村上　悠也(1) 環太平洋大 1 1099 加藤 嵩大(2) 広島大
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 山口 ｼﾓﾔﾌﾞ ｼｮｳﾀ 香川

2 2338 田中　友也(1) 山口大 2 1611 下藪　翔太(2) 環太平洋大
ｶﾅｵ ﾕｳｷ 岡山 ｷﾀﾉ ｺｳｲﾁ 兵庫

3 1398 金尾  祐希(3) 岡山大 3 1591 北野　紘一(4) 環太平洋大
ｺﾔﾏ ｼｮｳ 高知 ｼﾓﾐ ﾚｵ 愛媛

4 1604 小山　　昭(2) 環太平洋大 4 1444 下見　怜央(2) 愛媛大
ﾔｽﾉﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 岡山 ｱﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 広島

5 1845 安延　瑞喜(2) 香川大 5 2167 阿良田皓大(1) 広島修道大
ﾎﾘｶﾜ ﾋﾛﾑ 広島 ｶｻﾞﾊﾔ ﾀｹｼ 岡山

6 1584 堀川　紘夢(2) 環太平洋大 6 1499 風早　剛志(3) 川崎医福大
ｵｵｻｷ ｺｳｼﾛｳ 広島 ｵｵｴ ﾏｻｷ 徳島

7 1822 大崎倖士朗(2) 福山平成大 7 1375 大江　将樹(M1) 岡山大
ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岡山 ｻﾄｳ ﾐﾂﾄｼ 香川

8 1589 高橋　秀典(4) 環太平洋大 8 1070 佐藤　光俊(4) 四国大

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 徳島 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 高知

1 1658 野口　佑大(4) 阿南高専 1 1227 佐藤　優輝(4) 高知大
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 兵庫

2 1358 宮川流ノ介(1) 美作大 2 1060 小林　淳人(2) 鳥取大
ﾏｴﾊﾀ ｿｳｺﾞ 滋賀 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

3 2339 前畑　奏吾(1) 山口大 3 1067 和田　拓也(4) 鳥取大
ｽｷﾞﾊﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 広島 ﾔﾏｼﾛ ｲﾂｷ 香川

4 2194 杉原　聖信(M1) 広島市立大 4 2277 山城　　樹(1) 徳島文理大
ﾀｸﾋﾞ ｷｮｳﾍｲ 和歌山 ｸｽﾓﾄ ﾔｽｼ 岡山

5 1096 田首　恭平(3) 広島大 5 1416 楠本  泰士(2) 岡山大
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岡山 ｵﾔﾏ ﾄﾗﾊﾙ 徳島

6 1507 佐々木章太(2) 川崎医福大 6 2215 小山　寅春(1) 香川大
ｱﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ 熊本 ﾂﾉ ﾌﾐﾔ 高知

7 1088 新井 賢太朗(2) 広島大 7 2091 津野　文哉(1) 環太平洋大
ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 広島 ﾓﾘ ﾀｸﾑ 島根

8 1825 久保　大地(2) 福山平成大 8 2186 森　　拓夢(1) 島根大

記録 記録

記録 記録

記録 記録



男子800m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    1:49.25   野村　直己(山口大)                    2015
大会記録(GR)            1:50.72   木村　考志(広島経済大)                2010
日本学生記録(CR)        1:45.75   川元　　奨(日本大)                    2014 10月28日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｷﾀｵ ﾘｭｳｷ 高知 ｲｽﾞﾐ ﾕｳ 高知

1 1224 北尾　龍希(4) 高知大 1 1346 和泉　　友(3) 美作大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岡山 ﾖｺﾀﾆ ﾀｲｶﾞ 岡山

2 1508 近藤　　昂(2) 川崎医福大 2 1761 横谷　黛我(3) 倉敷芸科大
ｽｴﾄﾓ ﾋﾛｼ 島根 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 香川

3 1559 末友　大志(3) 環太平洋大 3 2310 佐藤  雄一(1) 徳島大
ﾏｽﾉ ﾌｳﾀ 愛媛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 広島

4 1464 舛野　風太(2) 愛媛大 4 2347 宮崎　　亘(1) 広島大
ｳｴﾉ ﾕｳｷ 高知 ﾐﾔﾏ ｼﾝｽｹ 鳥取

5 2324 上野　勇希(1) 高知工科大 5 2286 深山　慎介(1) 鳥取大
ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 岡山 ﾖｼﾓﾁ ﾏﾋﾛ 鳥取

6 1278 齋藤　　洸(3) 岡山理科大 6 2019 吉持　眞洸(5) 米子高専
ﾔﾌﾞﾅｶ ﾅｵｷ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ 愛媛

7 1906 藪中　直樹(2) 徳山大 7 2251 渡部　大珠(1) 愛媛大
ﾖｼｲｹ ﾜﾀﾙ 山口 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 広島

8 1044 吉池　　航(2) 近大中四国 8 1386 河口  晃基(4) 岡山大

9組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾕﾐ ﾁﾋﾛ 広島

1 1161 真弓　智浩(2) 広島大 1
ｶﾄﾞ ﾕｳﾄ 岡山

2 1415 加百  勇登(2) 岡山大 2
ﾖｺﾐ ｺｳｷ 岡山

3 1511 横見　光輝(3) 川崎医福大 3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 岡山

4 2279 小林　涼介(1) 川崎医福大 4
ｺｼﾞﾏ ﾖｼｷ 岡山

5 2140 小嶋　由己(2) 川崎医福大 5
ﾎﾘ ﾀｸﾐ 岡山

6 1503 堀　　拓生(3) 川崎医福大 6
ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀ 広島

7 1179 村上　啓太(1) 文化学園大 7
ｲｼｲ ｼｮｳｺﾞ 高知

8 1245 石井　翔梧(2) 高知大 8

記録 記録

記録

ラップ表 400m

ナンバー
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ナンバー
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ナンバー

記録

ナンバー
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ナンバー
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ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組



男子1500m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    3:43.97   内冨　恭則(広島経済大)                1993
大会記録(GR)            3:52.10   小池　秀和(倉敷芸科大)                1996
日本学生記録(CR)        3:35.69   E・オムワンバ(山梨学院大)             2015 10月27日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 広島

1 1596 千原　康大(3) 環太平洋大 1 1029 前田　　篤(1) 広島修道大
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 愛媛

2 1675 宮本健太郎(4) 広島経済大 2 2086 小山　太一(1) 環太平洋大
ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ 愛媛 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 香川

3 1594 平岡　　錬(3) 環太平洋大 3 1373 村上 　 聡(M2) 岡山大
ｻﾈﾁｶ ﾘｷﾏﾙ 広島 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広島

4 1602 実近　力丸(2) 環太平洋大 4 1013 宮藤　優樹(3) 広島修道大
ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ 愛媛 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 福岡

5 1684 一宮　颯斗(2) 広島経済大 5 1110 吉村　善治(M1) 広島大
ｺﾞｳﾀﾞ ﾜﾀﾙ 広島 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 山口

6 1601 郷田　　渉(2) 環太平洋大 6 1598 大野　達哉(3) 環太平洋大
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島 ｴﾀﾞﾈ ﾌﾐﾔ 広島

7 1914 横山　裕介(2) 山口大 7 1005 枝根　史弥(3) 広島修道大
ﾌｼﾞﾀ ｶｲ 鳥取 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岡山

8 1053 藤田　佳委(5) 鳥取大 8 1589 高橋　秀典(4) 環太平洋大
ﾀｲﾀｽ ﾜﾛﾙ 岡山 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾋ 島根

9 2081 タイタス ワロル(1) 環太平洋大 9 1752 前田　雄飛(2) 島根大
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広島 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ 広島

10 2199 岡田　　燎(1) 広島市立大 10 1011 鍋島　尚哉(3) 広島修道大
ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 愛媛 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取

11 1669 鎌田　　滉(4) 広島経済大 11 2237 川上　柾尚(1) 鳥取大
ｱﾍﾞ ﾄｼｷ 兵庫 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾌｳﾏ 島根

12 2082 阿部　利樹(1) 環太平洋大 12 1747 門田　風雅(3) 島根大
ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀﾞｲ 愛媛 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 愛媛

13 1683 山中　陽太(3) 広島経済大 13 2087 村上　悠也(1) 環太平洋大
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 香川 ｳｴﾊﾗ ｹｲﾀ 徳島

14 1592 桝田　　涼(3) 環太平洋大 14 2094 植原　啓太(1) 環太平洋大
ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 岡山 ﾐﾔﾀ ｺｳﾍｲ 山口

15 2089 土倉　稜貴(1) 環太平洋大 15 2023 宮田　滉平(5) 徳山高専
ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾄ 広島 ﾎﾘﾀ ﾔｽﾋﾄ 愛媛

16 2146 中原  昇斗(1) 広島大 16 2253 堀田　靖人(4) 愛媛大

記録 記録



男子1500m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    3:43.97   内冨　恭則(広島経済大)                1993
大会記録(GR)            3:52.10   小池　秀和(倉敷芸科大)                1996
日本学生記録(CR)        3:35.69   E・オムワンバ(山梨学院大)             2015 10月27日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵｳｴ ﾀｶｼ 山口 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ 広島

1 2027 大上　喬之(4) 徳山高専 1 1433 長谷川甲斐(2) 呉高専
ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ 和歌山 ｶｻﾞﾊﾔ ﾀｹｼ 岡山

2 1087 廣田　高至(M1) 広島大 2 1499 風早　剛志(3) 川崎医福大
ｵｵｴ ﾏｻｷ 徳島 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 山口

3 1375 大江　将樹(M1) 岡山大 3 1164 瀧口　吉香(3) 山口大
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 徳島 ｱﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 岡山

4 1690 樋口　恵介(1) 広島経済大 4 1394 安積  拓哉(3) 岡山大
ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 広島 ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾄ 島根

5 1716 三倉　巨幹(3) 広島経済大 5 2408 落合　駿斗(4) 島根県立大
ﾋｻﾏﾂ ｱｵｲ 広島 ﾌｶﾂ ﾅｵﾔ 岡山

6 2115 久松　蒼(1) 広島国際大 6 1839 深津　直也(4) 岡山県立大
ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岡山

7 1048 和田　龍汰(2) 鳥取大 7 1507 佐々木章太(2) 川崎医福大
ｳﾒﾀﾞ ﾀｲｷ 広島 ｵｵﾊﾗ ﾀｹﾙ 島根

8 1595 梅田　大輝(3) 環太平洋大 8 2406 大原　壮翔(4) 島根県立大
ｽｶﾞﾈ ﾋﾛｷ 大阪 ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ 兵庫

9 2363 菅根　大幹(M1) 広島大 9 1396 石松  賢大(3) 岡山大
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪 ｺｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ 徳島

10 1358 宮川流ノ介(1) 美作大 10 1609 幸田　一毅(2) 環太平洋大
ｶﾜｻｷ ﾐﾂｸﾞ 兵庫 ﾔﾏｼﾛ ｲﾂｷ 香川

11 1114 川崎  貢功(3) 広島大 11 2277 山城　　樹(1) 徳島文理大
ﾆｼﾉ ﾄﾓｷ 愛媛 ｴﾓﾄ ﾌｳﾔ 山口

12 2184 西野　友喜(1) 愛媛大 12 2022 惠本　楓也(5) 徳山高専
ｸﾒ ﾄﾓﾋﾛ 香川 ｸﾎﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 鳥取

13 2169 久米　智宏(1) 広島修道大 13 1046 久保見裕平(2) 鳥取大
ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 香川 ﾎｿﾊﾞ ｹｲﾀ 香川

14 1460 原　　和輝(2) 愛媛大 14 2301 細羽  敬太(1) 徳島大
ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ 香川 ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 広島

15 1323 山﨑　壮太(2) 徳島大 15 1301 竹内　達也(4) 広島工業大
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 広島 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 広島

16 1300 井上　雄太(4) 広島工業大 16 1303 西岡　大輝(4) 広島工業大
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ｱﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ 熊本 ﾅｶﾆｲ ｶｹﾙ 徳島

1 1088 新井 賢太朗(2) 広島大 1 1852 中新　　翔(2) 香川大
ｼﾓｿﾞﾘ ｱｷﾗ 広島 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 広島

2 1291 下反　　晶(3) 広島工業大 2 1010 中野　和哉(3) 広島修道大
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取 ﾊﾀ ﾅｵｷ 島根

3 1047 加藤　　俊(2) 鳥取大 3 2306 畠　　直輝(1) 島根県立大
ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾄ 広島 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｼ 広島

4 1173 濱野　洋人(2) 文化学園大 4 1299 後藤　大志(2) 広島工業大
ｲｻｶ ｹﾝﾀ 愛媛 ｱｷｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島

5 1478 井阪　謙太(4) 愛媛大 5 2344 秋枝　真斗(1) 広島工業大
ｵｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 広島 ﾄｸﾗ ﾋｼﾞﾘ 愛媛

6 1287 沖田　　翼(3) 広島工業大 6 1610 都倉　　聖(2) 環太平洋大
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 山口 ﾄｸｽﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 愛媛

7 2024 岡村　悠司(5) 徳山高専 7 1470 徳住　英彰(3) 愛媛大
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山口 ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 岡山

8 1932 中村　巧汰(2) 山口大 8 1413 高本　南(1) 岡山大
ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 香川 ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾄ 鳥取

9 1980 田中　優大(4) 徳島文理大 9 1656 松井　亮仁(3) 鳥取大
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長崎 ｸﾆｻﾀﾞ ｾｲﾔ 広島

10 1734 宮島　伸大(4) 島根大 10 2204 国定　誠也(2) 福山大
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 岡山 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ 愛媛

11 1273 岡田　知憲(2) 岡山理科大 11 2251 渡部　大珠(1) 愛媛大
ｻﾄｳ ﾀｸﾎ 宮崎 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾂｷ 岡山

12 1881 佐藤　拓歩(3) 徳山大 12 2155 宇都宮達基(1) 岡山大
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口 ｽｷﾞﾊﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 広島

13 1910 河村　　駿(2) 山口大 13 2194 杉原　聖信(M1) 広島市立大
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 香川

14 2031 原田　大地(4) 徳山高専 14 1363 野口　智徳(M2) 鳴門教育大
ｷﾀｵ ﾘｭｳｷ 高知 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広島

15 1224 北尾　龍希(4) 高知大 15 1035 谷本　亮太(2) 近大中四国
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 山口 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岡山

16 1893 小笠原一貴(2) 徳山大 16 1508 近藤　　昂(2) 川崎医福大
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ﾖｼｲｹ ﾜﾀﾙ 山口 ﾐﾔﾏ ｼﾝｽｹ 鳥取

1 1044 吉池　　航(2) 近大中四国 1 2286 深山　慎介(1) 鳥取大
ｸｽﾓﾄ ﾔｽｼ 岡山 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 香川

2 1416 楠本  泰士(2) 岡山大 2 1328 加藤  将城(2) 徳島大
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥取 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 広島

3 2404 上田　裕也(1) 鳥取大 3 1134 寺田　大輝(2) 広島大
ﾓﾘ ﾕｳｷ 岡山 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口

4 1283 森　　裕貴(4) 岡山理科大 4 2028 久保僚太朗(4) 徳山高専
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 岡山 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 鳥取

5 2279 小林　涼介(1) 川崎医福大 5 1049 佐藤　洋輔(2) 鳥取大
ｲｽﾞﾐ ﾕｳ 高知 ｶﾀｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 山口

6 1346 和泉　　友(3) 美作大 6 2020 片岡 　航大(S2) 徳山高専
ﾐﾖｼ ﾀｲｾｲ 山口 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 山口

7 2226 三好　泰生(1) 下関市立大 7 2338 田中　友也(1) 山口大
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 愛媛 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 愛媛

8 1457 杉本　和法(2) 愛媛大 8 1455 小川　龍平(2) 愛媛大
ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ｺｼﾞﾏ ﾖｼｷ 岡山

9 2238 佐々木大佑(1) 鳥取大 9 2140 小嶋　由己(2) 川崎医福大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高知 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 広島

10 2325 山口　裕貴(1) 高知工科大 10 1666 小川　光司(3) 吉備国際大
ﾂｸﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 愛媛 ﾓﾄｵｶ ﾀｶｼ 鳥取

11 2007 佃　飛雄馬(1) 松山大 11 2240 本岡　　昂(1) 鳥取大
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 島根 ｲｼｲ ﾕｳｷ 広島

12 1731 西村　浩貴(4) 島根大 12 1431 石井　友貴(2) 広島国際大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 広島 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾔ 山口

13 2347 宮崎　　亘(1) 広島大 13 2225 近藤　蒼也(1) 下関市立大
ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 愛媛 ｶﾀﾉﾀﾞ ﾜﾀﾙ 高知

14 1476 山西　遼介(3) 愛媛大 14 1233 片野田　航(3) 高知大
ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 鳥取 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 広島

15 2233 高橋　奎伍(4) 鳥取大 15 1041 鈴木　達也(2) 近大中四国
ｺﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾐﾊｼ ﾕｳﾔ 岡山

16 1066 駒田　祐大(3) 鳥取大 16 1505 三橋　侑矢(2) 川崎医福大

9組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾕﾐ ﾁﾋﾛ 広島

1 1161 真弓　智浩(2) 広島大 1
ﾀｻｶ ﾕｳｷ 広島

2 1428 田坂　優騎(2) 広島国際大 2
ｶﾜｲ ｼｭｳﾏ 広島

3 2376 川井　秀馬(1) 近大中四国 3
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾃﾝﾕｳ 広島

4 1034 平林　天佑(2) 近大中四国 4
ｺｱﾝ ﾀﾞｲﾁ 広島

5 1120 古庵　大地(2) 広島大 5
ﾀｹﾁ ﾀﾞｲｽｹ 山口

6 2337 武智　大輔(1) 山口大 6
ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 愛媛

7 1452 岡田　修司(2) 愛媛大 7
ﾃﾗｵｶ ｲﾌﾞｷ 愛媛

8 2248 寺岡　息吹(1) 愛媛大 8
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 山口

9 2224 安藤　隼人(1) 下関市立大
ｷｯｶﾜ ｺｳｷ 岡山

10 1030 吉川　幸輝(4) 広島修道大
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島

11 1031 山本　雄大(4) 広島修道大
ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂｷ 広島

12 1023 住田　達生(2) 広島修道大
ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ 広島

13 2175 永田　一貴(1) 広島修道大
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ﾕﾗﾉ ｺｳｽｹ 広島 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 広島

1 1015 由良野公介(3) 広島修道大 1 1300 井上　雄太(4) 広島工業大
ﾀｹﾅｶ ﾕｳｷ 兵庫 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｻｸ 愛媛

2 1400 竹中  侑生(3) 岡山大 2 1787 橘　　幸作(4) 松山大
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ 岐阜 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 愛媛

3 1753 森川　裕英(2) 島根大 3 1452 岡田　修司(2) 愛媛大
ｷﾀｵ ﾘｭｳｷ 高知 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 山口

4 1224 北尾　龍希(4) 高知大 4 2000 河村　和政(3) 下関市立大
ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ 広島 ｵｵｼﾛ ｶﾂﾔ 香川

5 2092 大田　龍馬(1) 環太平洋大 5 1981 大城　克也(2) 徳島文理大
ﾂｸﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 愛媛 ｺｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ 徳島

6 2007 佃　飛雄馬(1) 松山大 6 1609 幸田　一毅(2) 環太平洋大
ｿｳﾀﾞ ｼｮｳﾏ 島根 ｻｻｷ ｽｸﾞﾙ 広島

7 1956 相田　昌磨(1) 島根大 7 1105 佐々木　優(4) 広島大
ﾖｺｲ ｿﾗ 広島 ｵｵﾂｶ ﾘｷ 広島

8 1647 横井　　皓(2) 福山大 8 1094 大塚　理輝(2) 広島大
ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 鳥取 ﾐﾔｳﾁ ﾋｮｳｺﾞ 香川

9 1049 佐藤　洋輔(2) 鳥取大 9 1315 宮内  彪悟(2) 徳島大
ﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 広島 ｼﾗｲｼ ｹｲ 香川

10 1302 三村　瑠太(2) 広島工業大 10 1322 白石　奎(4) 徳島大
ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 香川 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広島

11 1363 野口　智徳(M2) 鳴門教育大 11 1035 谷本　亮太(2) 近大中四国
ﾑﾗｵ ﾕｳﾀﾛｳ 愛媛 ｺﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 広島

12 2004 村尾祐太郎(1) 松山大 12 2090 小森　雅博(1) 環太平洋大
ﾋﾛｾ ｼｮｳｲﾁ 愛媛 ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 香川

13 1802 廣瀬　将一(3) 松山大 13 1460 原　　和輝(2) 愛媛大
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 広島 ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥取

14 1041 鈴木　達也(2) 近大中四国 14 1056 植田　拓朗(2) 鳥取大
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ｶﾜｿﾞｴ ｹﾝｾｲ 高知

15 1653 飯塚　貴裕(5) 鳥取大 15 1606 川添　健生(2) 環太平洋大
ﾐﾊｼ ﾕｳﾔ 岡山 ｺﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

16 1505 三橋　侑矢(2) 川崎医福大 16 1066 駒田　祐大(3) 鳥取大
ｶﾀﾉﾀﾞ ﾜﾀﾙ 高知 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取

17 1233 片野田　航(3) 高知大 17 1047 加藤　　俊(2) 鳥取大
ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ 広島 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 岡山

18 2193 伊達　佑希(M2) 広島市立大 18 1424 長岡  隆成(2) 岡山大
ｶﾜﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高知 ｱｻﾉ ﾀｸﾐ 愛媛

19 1228 川村　　渉(4) 高知大 19 2176 浅野　拓実(1) 愛媛大
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾂｷ 岡山 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷﾖ 岡山

20 2155 宇都宮達基(1) 岡山大 20 2258 西村  秀清(1) 岡山大
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 広島 ｶﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 愛媛

21 1389 髙橋  正憲(4) 岡山大 21 1809 河本慎之介(2) 松山大
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾄ 広島 ｱﾘｵｶ ﾘｮｳ 広島

22 2383 安田　理人(4) 広島大 22 1295 有岡　　亮(2) 広島工業大
ｶﾜｻｷ ﾐﾂｸﾞ 兵庫 ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

23 1114 川崎  貢功(3) 広島大 23 1476 山西　遼介(3) 愛媛大
ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 徳島 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長崎

24 1156 近藤　克也(4) 広島大 24 1734 宮島　伸大(4) 島根大
ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾀﾞｲ 山口 ｲﾄﾊﾗ ｶｽﾞｷ 島根

25 2351 藤田　莞大(1) 山口大 25 1737 糸原　一輝(3) 島根大
ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 山口 ｷﾉｼﾀ ﾋｲﾛ 愛媛

26 2334 來島　和哉(1) 山口大 26 1810 木下　陽裕(2) 松山大
ﾌｶﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 山口 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 岡山

27 2352 深水　　翼(1) 山口大 27 1766 佐藤　　元(3) 倉敷芸科大
ﾀｹﾁ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥取

28 2337 武智　大輔(1) 山口大 28 2404 上田　裕也(1) 鳥取大
ﾃﾗｵｶ ｲﾌﾞｷ 愛媛 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 香川

29 2248 寺岡　息吹(1) 愛媛大 29 1328 加藤  将城(2) 徳島大
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島 ﾓﾘ ﾕｳｷ 岡山

30 1031 山本　雄大(4) 広島修道大 30 1283 森　　裕貴(4) 岡山理科大
ﾎﾘｶﾜ ｿｳﾔ 愛媛 ﾊﾞｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡山

31 1785 堀川　聡哉(4) 松山大 31 2259 馬路航一郎(1) 岡山大
ﾏﾔ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛 ｲｿ ﾘｭｳｼﾞ 山口

32 1803 眞矢岬太朗(3) 松山大 32 2336 磯　　龍司(1) 山口大
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾖｼ 佐賀 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 島根

33 1040 村上　寛佳(3) 近大中四国 33 1731 西村　浩貴(4) 島根大
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾃﾝﾕｳ 広島 ﾔﾅｲ ﾏｻｷ 大阪

34 1034 平林　天佑(2) 近大中四国 34 1112 柳井　政樹(2) 広島大
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35 2376 川井　秀馬(1) 近大中四国 35 1811 黒木　亮太(2) 松山大



男子5000m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    13:46.30  白濱　三徳(徳山大)                    2004
大会記録(GR)            14:17.86  鍋島　隆志(広島経済大)                1998
日本学生記録(CR)        13:19.00  竹澤　健介(早稲田大)                  2007 10月28日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｸﾎﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 鳥取 ｵｵﾊﾗ ﾀｹﾙ 島根

1 1046 久保見裕平(2) 鳥取大 1 2406 大原　壮翔(4) 島根県立大
ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 愛媛

2 2168 岩﨑　恵太(1) 広島修道大 2 1457 杉本　和法(2) 愛媛大
ﾄｸｽﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 愛媛 ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 山口

3 1470 徳住　英彰(3) 愛媛大 3 1164 竹内　　陸(2) 広島大
ｳﾁﾀﾞ ﾖｳﾀ 島根 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 愛媛

4 1739 内田　陽太(3) 島根大 4 1808 村上　　隼(2) 松山大
ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 岡山 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口

5 2128 角川　慶悟(1) 岡山商科大 5 2122 奥田　大樹(4) 山口大
ｹﾞﾝﾅｲ ﾋﾛｷ 岡山 ｿｳﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 愛媛

6 1607 源内　宏輝(2) 環太平洋大 6 1484 相田　和之(4) 愛媛大
ﾎｿﾊﾞ ｹｲﾀ 香川 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山

7 2301 細羽  敬太(1) 徳島大 7 1048 和田　龍汰(2) 鳥取大
ｱﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 岡山 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 広島

8 1394 安積  拓哉(3) 岡山大 8 1010 中野　和哉(3) 広島修道大
ﾅｶﾆｲ ｶｹﾙ 徳島 ｻﾉ ﾀｸﾐ 香川

9 1852 中新　　翔(2) 香川大 9 1318 佐野  　巧(4) 徳島大
ﾏｴﾀﾞ ﾏﾁ 香川 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫

10 1313 前田　真知(4) 徳島大 10 1065 前田　裕紀(3) 鳥取大
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山口 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 広島

11 1932 中村　巧汰(2) 山口大 11 1029 前田　　篤(1) 広島修道大
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 香川 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取

12 1326 橋本  託真(2) 徳島大 12 1961 島田　敦史(2) 鳥取大
ﾄｸﾗ ﾋｼﾞﾘ 愛媛 ﾍｲｹ ﾄﾓﾉﾘ 愛媛

13 1610 都倉　　聖(2) 環太平洋大 13 1462 平家　知典(2) 愛媛大
ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵｷ 兵庫 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾌｳﾏ 島根

14 2156 柏木  尚貴(1) 岡山大 14 1747 門田　風雅(3) 島根大
ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ 広島 ｵｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 広島

15 1490 川井健太郎(M1) 愛媛大 15 1287 沖田　　翼(3) 広島工業大
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 岡山 ｼﾓｿﾞﾘ ｱｷﾗ 広島

16 1385 遠藤康太郎(4) 岡山大 16 1291 下反　　晶(3) 広島工業大
ﾂｷﾓﾄ ﾏｺﾄ 高知 ｶｼﾞﾜﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 愛媛

17 1247 月本　　惇(2) 高知大 17 1786 梶原　銀二(4) 松山大
ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 香川 ｻﾉ ﾋｶﾙ 島根

18 1980 田中　優大(4) 徳島文理大 18 1307 佐野　　光(3) 島根県立大
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 広島 ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島

19 1303 西岡　大輝(4) 広島工業大 19 1148 森　麟太郎(3) 広島大
ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡山 ﾀﾆﾀ ﾋﾛｱｷ 岡山

20 1395 池畑  智幸(3) 岡山大 20 1401 谷田  啓明(3) 岡山大
ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ 香川 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 島根

21 1323 山﨑　壮太(2) 徳島大 21 1744 古山　義久(3) 島根大
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｼ 広島 ｲﾀﾞﾆ ｼﾝｼﾞ 高知

22 1299 後藤　大志(2) 広島工業大 22 1255 猪谷　進示(2) 高知大
ｱｷｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 山口

23 2344 秋枝　真斗(1) 広島工業大 23 1597 小村　純太(3) 環太平洋大
ﾀｹﾀﾞ ﾏｽﾐ 広島 ｲｻｶ ｹﾝﾀ 愛媛

24 1009 武田　真澄(3) 広島修道大 24 1478 井阪　謙太(4) 愛媛大
ｼﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 香川 ｳｴｽｷﾞ ﾀｲﾁ 愛媛

25 1317 島　  良寛(2) 徳島大 25 1801 上杉　太一(3) 松山大
ﾋﾗﾐ ｺｳｷ 島根 ｱﾜﾂﾞ ﾕｳﾀ 18

26 2361 平見　滉規(1) 島根県立大 26 1374 粟津  佑太(M1) 岡山大
ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 鳥取

27 2274 山根　慶大(1) 広島大 27 1655 小林　裕樹(4) 鳥取大
ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 高知 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ 広島

28 1254 岡田　篤典(2) 高知大 28 1413 小川  皓大(2) 岡山大
ﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 岡山 ｺﾞﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ 愛媛

29 2144 田嶋　展明(5) 川崎医科大 29 1483 五丁　健治(4) 愛媛大
ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 岡山 ﾀｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 広島

30 1408 前田　周亮(3) 岡山大 30 1645 高辻　弘一(2) 福山大
ｳｴﾑﾗ ﾖｼｷ 徳島 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 岡山

31 2217 植村　祥気(1) 香川大 31 1273 岡田　知憲(2) 岡山理科大
ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ 広島 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 愛媛

32 1016 吉見　健太(3) 広島修道大 32 2005 高橋　和弘(1) 松山大
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 山口

33 1910 河村　　駿(2) 山口大 33 1918 古川　丈裕(2) 山口大
ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｷ 島根 ｳｴﾉ ｲﾂｷ 広島

34 1017 朝倉　大貴(2) 広島修道大 34 2147 植野　　樹(1) 広島大
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ｸﾆｻﾀﾞ ｾｲﾔ 広島 ｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 岡山

35 2204 国定　誠也(2) 福山大 35 1277 井口　雅樹(3) 岡山理科大
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ｵｵﾀ ﾏｻｷ 愛媛 ｻﾈﾁｶ ﾘｷﾏﾙ 広島

1 1799 大田　真輝(3) 松山大 1 1602 実近　力丸(2) 環太平洋大
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島 ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ 広島

2 2150 宮本　大紀(1) 広島大 2 1600 土居森　諒(3) 環太平洋大
ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ 兵庫 ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳﾀ 山口

3 1396 石松  賢大(3) 岡山大 3 1925 森重　恒太(4) 山口大
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｷ 広島 ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾄ 山口

4 1103 山崎　泰輝(3) 広島大 4 1674 古谷　龍斗(4) 広島経済大
ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ 岡山 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

5 1755 藤田　達郎(4) 島根大 5 1675 宮本健太郎(4) 広島経済大
ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀ 岡山 ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 山口

6 1590 三好　将太(4) 環太平洋大 6 1588 三井田陸斗(4) 環太平洋大
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根 ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 岡山

7 1751 本田　圭吾(2) 島根大 7 2089 土倉　稜貴(1) 環太平洋大
ｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 愛媛 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広島

8 2086 小山　太一(1) 環太平洋大 8 1113 松本　佑介(M1) 広島大
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾌｼﾞﾀ ｶｲ 鳥取

9 2234 荒井　優佑(1) 鳥取大 9 1053 藤田　佳委(5) 鳥取大
ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ 和歌山 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島

10 1087 廣田　高至(M1) 広島大 10 1914 横山　裕介(2) 山口大
ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｶﾕｷ 愛媛 ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 愛媛

11 2182 上甲　貴之(1) 愛媛大 11 1669 鎌田　　滉(4) 広島経済大
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 広島 ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ 高知

12 1022 児玉　優生(2) 広島修道大 12 2107 三谷康一郎(1) 高知大
ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 広島 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 香川

13 1489 小田　淳史(M1) 愛媛大 13 1373 村上 　 聡(M2) 岡山大
ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広島

14 1596 千原　康大(3) 環太平洋大 14 2199 岡田　　燎(1) 広島市立大
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 岡山 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀﾞｲ 愛媛

15 1383 石原  　聖(4) 岡山大 15 1683 山中　陽太(3) 広島経済大
ﾏﾙｵ ﾄﾓ 兵庫 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 広島

16 1691 圓尾　　智(1) 広島経済大 16 1106 坂口　礼章(4) 広島大
ﾆｼﾉ ﾄﾓｷ 愛媛 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ 広島

17 2184 西野　友喜(1) 愛媛大 17 1686 河原　洋太(2) 広島経済大
ﾖｼﾀｹ ｱﾙﾄ 福岡 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 島根

18 1143 吉武　歩人(4) 広島大 18 1738 井上　翔太(3) 島根大
ｸﾒ ﾄﾓﾋﾛ 香川 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 兵庫

19 2169 久米　智宏(1) 広島修道大 19 1689 河合　勇樹(1) 広島経済大
ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾏ 広島 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 岡山

20 1109 松岡　拓磨(4) 広島大 20 1685 大竹　康平(2) 広島経済大
ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾄ 広島 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ 香川

21 2146 中原  昇斗(1) 広島大 21 1316 松下  知樹(4) 徳島大
ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 高知 ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ 愛媛

22 1231 山根　大輝(3) 高知大 22 1594 平岡　　錬(3) 環太平洋大
ｶﾜﾁ ﾄﾓｱｷ 広島 ﾌｸｲ ﾊｼﾞﾒ 広島

23 1083 河内　知晃(2) 広島大 23 1673 福井　　肇(4) 広島経済大
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛 ｳﾒﾀﾞ ﾀｲｷ 広島

24 1807 宮本　康平(2) 松山大 24 1595 梅田　大輝(3) 環太平洋大
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 福岡 ｲﾏｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 愛媛

25 1152 西村　浩登(3) 広島大 25 1800 今川　斗真(3) 松山大
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡山

26 2237 川上　柾尚(1) 鳥取大 26 1692 山崎　達哉(1) 広島経済大
ｸｶﾞ ﾋﾛﾏｻ 島根 ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ 愛媛

27 1321 久我  浩正(4) 徳島大 27 1684 一宮　颯斗(2) 広島経済大
ｲｴﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 広島 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口

28 1084 家永　知生(3) 広島大 28 2084 源　　裕貴(1) 環太平洋大
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 島根

29 2241 吉村　隆盛(1) 鳥取大 29 1743 原　　一智(3) 島根大
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 広島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 福岡

30 1301 竹内　達也(4) 広島工業大 30 1097 渡邉　　駿(1) 広島大
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 山口 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根

31 1893 小笠原一貴(2) 徳山大 31 1957 岩本健次郎(1) 島根大
ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 福岡 ﾎﾘﾀ ﾔｽﾋﾄ 愛媛

32 1110 吉村　善治(M1) 広島大 32 2253 堀田　靖人(4) 愛媛大
ｱｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 ｱｻｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 広島

33 1018 芦田　隼人(2) 広島修道大 33 1003 浅先　将大(3) 広島修道大
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾄ 島根 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 山口

34 2408 落合　駿斗(4) 島根県立大 34 1598 大野　達哉(3) 環太平洋大

記録 記録



男子5000m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    13:46.30  白濱　三徳(徳山大)                    2004
大会記録(GR)            14:17.86  鍋島　隆志(広島経済大)                1998
日本学生記録(CR)        13:19.00  竹澤　健介(早稲田大)                  2007 10月28日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ｵｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾘ 高知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 島根

35 1605 小島　由典(2) 環太平洋大 35 1679 小林　良輔(3) 広島経済大

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

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組



男子10000m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    28:53.32  白濱　三徳(徳山大)                    2003
大会記録(GR)            29:01.65  内冨　恭則(広島経済大)                1994
日本学生記録(CR)        27:27.64  M・モグス(山梨学院大)                 2008 10月26日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥取 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 鳥取

1 1056 植田　拓朗(2) 鳥取大 1 2234 荒井　優佑(1) 鳥取大
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｻｸ 愛媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 島根

2 1787 橘　　幸作(4) 松山大 2 1679 小林　良輔(3) 広島経済大
ｶﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 愛媛 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口

3 1809 河本慎之介(2) 松山大 3 2122 奥田　大樹(4) 山口大
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 岡山 ｿｳﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 愛媛

4 1385 遠藤康太郎(4) 岡山大 4 1484 相田　和之(4) 愛媛大
ﾀｹﾈ ｾｲ 島根 ｵｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 広島

5 1308 高根　　晴(3) 島根県立大 5 1287 沖田　　翼(3) 広島工業大
ﾑﾗｵ ﾕｳﾀﾛｳ 愛媛 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ 岡山

6 2004 村尾祐太郎(1) 松山大 6 1755 藤田　達郎(4) 島根大
ﾖｺｲ ｿﾗ 広島 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫

7 1647 横井　　皓(2) 福山大 7 1065 前田　裕紀(3) 鳥取大
ｷﾉｼﾀ ﾋｲﾛ 愛媛 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口

8 1810 木下　陽裕(2) 松山大 8 2031 原田　大地(4) 徳山高専
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡山 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 兵庫

9 1692 山崎　達哉(1) 広島経済大 9 1689 河合　勇樹(1) 広島経済大
ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根 ﾀｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 広島

10 1957 岩本健次郎(1) 島根大 10 1645 高辻　弘一(2) 福山大
ﾏﾙｵ ﾄﾓ 兵庫 ｵｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾘ 高知

11 1691 圓尾　　智(1) 広島経済大 11 1605 小島　由典(2) 環太平洋大
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 高知

12 1930 中村　勇希(2) 山口大 12 1231 山根　大輝(3) 高知大
ﾂｷﾓﾄ ﾏｺﾄ 高知 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 山口

13 1247 月本　　惇(2) 高知大 13 1597 小村　純太(3) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島 ｶｼﾞﾜﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 愛媛

14 1031 山本　雄大(4) 広島修道大 14 1786 梶原　銀二(4) 松山大
ｱｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 ﾉｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 兵庫

15 1018 芦田　隼人(2) 広島修道大 15 1402 野喜  亮祐(3) 岡山大
ﾎﾘｶﾜ ｿｳﾔ 愛媛 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 愛媛

16 1785 堀川　聡哉(4) 松山大 16 1808 村上　　隼(2) 松山大
ｸﾛｷ ﾘｮｳﾀ 宮崎 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛

17 1811 黒木　亮太(2) 松山大 17 1807 宮本　康平(2) 松山大
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 愛媛 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 山口

18 2005 高橋　和弘(1) 松山大 18 2000 河村　和政(3) 下関市立大
ﾂｸﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 愛媛 ｳｴｽｷﾞ ﾀｲﾁ 愛媛

19 2007 佃　飛雄馬(1) 松山大 19 1801 上杉　太一(3) 松山大
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ 愛媛 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 島根

20 2008 山本　　渉(1) 松山大 20 1744 古山　義久(3) 島根大
ｺﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 広島 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 香川

21 2090 小森　雅博(1) 環太平洋大 21 1326 橋本  託真(2) 徳島大

記録 記録



男子10000m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    28:53.32  白濱　三徳(徳山大)                    2003
大会記録(GR)            29:01.65  内冨　恭則(広島経済大)                1994
日本学生記録(CR)        27:27.64  M・モグス(山梨学院大)                 2008 10月26日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳﾀ 山口

1 1925 森重　恒太(4) 山口大 1
ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ 広島

2 1667 大下　浩平(M2) 広島経済大 2
ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳｼﾞ 島根

3 1111 河北　竜治(4) 広島大 3
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ 山口

4 1668 大島　拓也(4) 広島経済大 4
ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 広島

5 1678 木邑　　駿(3) 広島経済大 5
ﾏﾂｲｼ ｹｲｽｹ 岐阜

6 1682 松石　啓輔(3) 広島経済大 6
ﾜｷﾀ ﾚｲｼﾞ 広島

7 1688 脇田　怜司(2) 広島経済大 7
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広島

8 1113 松本　佑介(M1) 広島大 8
ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ 広島

9 1686 河原　洋太(2) 広島経済大
ｼﾊﾞﾉ ﾄｼｶｽﾞ 広島

10 1672 柴野　敏一(4) 広島経済大
ｲﾏｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 愛媛

11 1800 今川　斗真(3) 松山大
ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 島根

12 1743 原　　一智(3) 島根大
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｲｷ 兵庫

13 1687 谷澤　泰輝(2) 広島経済大
ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 広島

14 1106 坂口　礼章(4) 広島大
ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀ 岡山

15 1590 三好　将太(4) 環太平洋大
ﾌｸｲ ﾊｼﾞﾒ 広島

16 1673 福井　　肇(4) 広島経済大
ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ 高知

17 2107 三谷康一郎(1) 高知大
ｱｻｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 広島

18 1003 浅先　将大(3) 広島修道大
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ 広島

19 1011 鍋島　尚哉(3) 広島修道大
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根

20 1751 本田　圭吾(2) 島根大
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 広島

21 1022 児玉　優生(2) 広島修道大
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男子110mH(1.067m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    14.12     櫻井　秀樹(美作大)                    2012
大会記録(GR)            14.12     櫻井　秀樹(美作大)                    2012 10月27日 09:15 予　選
日本学生記録(CR)        13.50     内藤　真人(法政大)                    2001 10月27日 13:20 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｲﾉｺ ｻﾄｼ 香川 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾔ 愛媛

2 1565 猪子　智至(3) 環太平洋大 2 2179 大西　拓也(1) 愛媛大
ﾊｼｵｶ ﾄｼﾋﾛ 岡山 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 広島

3 1579 橋岡　隼弘(2) 環太平洋大 3 1542 武田　仁志(4) 環太平洋大
ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾐ 愛媛 ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛媛

4 1471 西川　晴海(3) 愛媛大 4 1693 石本惣一朗(M1) 広島経済大
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島 ﾆｼｵｶ ｶｲ 兵庫

5 1969 岩本　康平(1) 広島経済大 5 2124 西岡　　海(1) 岡山商科大
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口 ｲﾜｷﾘ ｺｳｷ 鹿児島

6 1964 尾﨑光太郎(1) 山口大 6 1581 岩切　亨生(2) 環太平洋大
ｱｻﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 岡山 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ 愛媛

7 2210 淺野龍乃佑(4) 香川大 7 1305 宮田　和樹(3) 広島工業大
ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島根

8 1746 三浦　伊織(3) 島根大 8

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 愛媛

2 1197 松本聖一郎(3) 岡山商科大
ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 広島

3 1356 大田　瑞奎(1) 美作大
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

4 1573 山崎　利洋(2) 環太平洋大
ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 高知

5 1232 田中　春紀(3) 高知大
ｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 岡山

6 2036 小山　晴輝(1) 環太平洋大
ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙﾔ 愛媛

7 1461 福本　治哉(2) 愛媛大

8

決　勝　

(風:     )
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男子400mH(0.914m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    49.97     若江　真志(広島経済大)                2001
大会記録(GR)            51.48     有田　英憲(環太平洋大)                2016 10月28日 09:15 予　選
日本学生記録(CR)        47.89     為末　　大(法政大)                    2001 10月28日 12:05 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾞｲ 徳島 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｷ 岡山

1 2003 寺尾　亨大(1) 松山大 1 2165 山下  淳貴(1) 岡山大
ｲﾉｺ ｻﾄｼ 香川 ｵｵﾏｴ ﾀｶｼ 香川

2 1565 猪子　智至(3) 環太平洋大 2 1330 大前  隆史(2) 徳島大
ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛媛 ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾐ 兵庫

3 1482 川原　航平(4) 愛媛大 3 1587 細川　拓巳(2) 環太平洋大
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 長崎 ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 広島

4 1147 尾﨑 雄祐(D1) 広島大 4 1716 三倉　巨幹(3) 広島経済大
ｿﾉﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 広島 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ 愛媛

5 1535 園部　翔平(4) 環太平洋大 5 2180 片岡　洋志(1) 愛媛大
ｿﾉﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 広島 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋｺ 兵庫

6 1289 園部　凌士(2) 広島工業大 6 2072 清水　哲彦(1) 環太平洋大
ｵｻﾞｷ ｺｳｽｹ 長崎 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島

7 2367 尾崎　航祐(1) 広島県立大 7 1155 辻　翔吾(4) 広島大
ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 岡山 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 宮崎

8 1012 橋本　利哉(3) 広島修道大 8 1895 金子　大輔(2) 徳山大

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾀｹｲ ﾐﾂｷ 愛媛 ﾄﾖﾀ ﾓｴﾄ 岡山

2 1458 武井　充輝(2) 愛媛大 2 2161 豊田  萌人(1) 岡山大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 香川 ｷﾞﾉｻﾞ ｺｳｽｹ 沖縄

3 1361 谷口　誠崇(M2) 鳴門教育大 3 1583 宜野座康右(2) 環太平洋大
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥取 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 広島

4 1572 本城　和貴(2) 環太平洋大 4 1004 伊藤　大地(3) 広島修道大
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

5 1969 岩本　康平(1) 広島経済大 5 1491 高田　凌佑(M2) 愛媛大
ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡山 ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 山口

6 1378 廣本  朋哉(M1) 岡山大 6 1150 上田　拓登(M1) 広島大
ｵｶﾓﾄ ｱｷﾄ 徳島 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

7 1209 岡本　陽大(2) 岡山商科大 7 1919 五島　和徳(2) 山口大
ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山口 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 島根

8 1145 椎原 素哉(2) 広島大 8 1746 三浦　伊織(3) 島根大

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｵｶﾑﾗ ﾐｷﾔ 愛媛 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 愛媛

2 1454 岡村　幹也(2) 愛媛大 2 2177 石川　裕太(1) 愛媛大
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 愛媛 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

3 1197 松本聖一郎(3) 岡山商科大 3 1573 山崎　利洋(2) 環太平洋大
ｲｷ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口

4 1570 壹岐　侑大(2) 環太平洋大 4 1964 尾﨑光太郎(1) 山口大
ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 宮崎 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ 高知

5 1154 藤島 　廉(4) 広島大 5 1230 寺本　　陸(3) 高知大
ﾀｶﾊﾏ ｼｭｳﾔ 広島 ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ 広島

6 1292 高浜　秀弥(2) 広島工業大 6 1176 吉川　海斗(1) 文化学園大
ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 和歌山 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ 愛媛

7 2132 小松　拓矢(1) 川崎医福大 7 1305 宮田　和樹(3) 広島工業大
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 鳥取 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 福岡

8 2061 小泉　　健(1) 環太平洋大 8 2270 丸尾　 拓(1) 広島大

記録 記録

記録 記録

記録 記録



男子400mH(0.914m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    49.97     若江　真志(広島経済大)                2001
大会記録(GR)            51.48     有田　英憲(環太平洋大)                2016 10月28日 09:15 予　選
日本学生記録(CR)        47.89     為末　　大(法政大)                    2001 10月28日 12:05 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    8:33.04   内冨　恭則(広島経済大)                1994
大会記録(GR)            9:02.74   監物　稔浩(環太平洋大)                2011
日本学生記録(CR)        8:25.80   新宅　雅也(日本体育大)                1979 10月26日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾆｼﾂﾂﾐ ﾏｺﾄ 高知 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 福岡

1 2010 西堤　　愼(2) 高知工科大 1 1152 西村　浩登(3) 広島大
ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡山 ﾌｼﾞﾀ ｶｲ 鳥取

2 1395 池畑  智幸(3) 岡山大 2 1053 藤田　佳委(5) 鳥取大
ﾀｹﾀﾞ ﾏｽﾐ 広島 ｱｻﾉ ﾀｸﾐ 愛媛

3 1009 武田　真澄(3) 広島修道大 3 2176 浅野　拓実(1) 愛媛大
ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ 広島 ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ 広島

4 1016 吉見　健太(3) 広島修道大 4 1600 土居森　諒(3) 環太平洋大
ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾄ 愛媛 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

5 1448 池田　修斗(4) 愛媛大 5 2241 吉村　隆盛(1) 鳥取大
ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾄ 山口 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾐ 岡山

6 2029 永安　悠人(4) 徳山高専 6 1608 平松　拓海(2) 環太平洋大
ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｶﾕｷ 愛媛 ｲﾀﾞﾆ ｼﾝｼﾞ 高知

7 2182 上甲　貴之(1) 愛媛大 7 1255 猪谷　進示(2) 高知大
ｻﾄｳ ﾀｸﾎ 宮崎 ﾖｼﾀｹ ｱﾙﾄ 福岡

8 1881 佐藤　拓歩(3) 徳山大 8 1143 吉武　歩人(4) 広島大
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 岡山 ﾍｲｹ ﾄﾓﾉﾘ 愛媛

9 1424 長岡  隆成(2) 岡山大 9 1462 平家　知典(2) 愛媛大
ｾﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ 山口 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 広島

10 2227 千田　晃一(1) 下関市立大 10 1489 小田　淳史(M1) 愛媛大
ｵｵｼﾛ ｶﾂﾔ 香川 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾋ 島根

11 1981 大城　克也(2) 徳島文理大 11 1752 前田　雄飛(2) 島根大
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 愛媛 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 山口

12 1455 小川　龍平(2) 愛媛大 12 1598 大野　達哉(3) 環太平洋大
ｳｴﾑﾗ ﾖｼｷ 徳島 ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ 広島

13 2217 植村　祥気(1) 香川大 13 1490 川井健太郎(M1) 愛媛大
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ 岐阜 ｼﾓｿﾞﾘ ｱｷﾗ 広島

14 1753 森川　裕英(2) 島根大 14 1291 下反　　晶(3) 広島工業大
ﾋﾛｾ ｼｮｳｲﾁ 愛媛 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 山口

15 1802 廣瀬　将一(3) 松山大 15 1885 原田　　海(3) 徳山大
ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島

16 2238 佐々木大佑(1) 鳥取大 16 2168 岩﨑　恵太(1) 広島修道大
ｱﾗｾ ｲｸﾐ 広島 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取

17 2200 荒瀬　郁実(M2) 広島市立大 17 1961 島田　敦史(2) 鳥取大
ｲﾄﾊﾗ ｶｽﾞｷ 島根 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広島

18 1737 糸原　一輝(3) 島根大 18 2199 岡田　　燎(1) 広島市立大
ｳﾁﾀﾞ ﾖｳﾀ 島根 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 香川

19 1739 内田　陽太(3) 島根大 19 1592 桝田　　涼(3) 環太平洋大
ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 徳島 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 愛媛

20 1156 近藤　克也(4) 広島大 20 1799 大田　真輝(3) 松山大

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
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



男子10000mW
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    42:18.41  山下　紘暉(広島経済大)                2014
大会記録(GR)            42:54.73  廣藤　耕一(福山大)                    2012
日本学生記録(CR)        38:16.76  松永　大介(東洋大)                    2016 10月27日 13:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｶｼﾞ ｶｲﾄ 岡山

1 1216 梶　　海斗(3) 岡山商科大
ｺﾌﾞｶｲ ﾀｲｼ 広島

2 1163 小武海泰士(1) 広島大
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾖｼ 佐賀

3 1040 村上　寛佳(3) 近大中四国
ｼﾏﾀﾞ ﾌﾐﾔ 徳島

4 1661 島田　史也(4) 阿南高専
ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島

5 1148 森　麟太郎(3) 広島大
ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 香川

6 1676 米田　研志(4) 広島経済大
ﾋﾛﾀ ﾃﾝﾏﾙ 広島

7 1170 廣田　天丸(1) 広島大
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾔ 広島

8 2121 立花　悠弥(1) 広島工業大
ｺﾞｳﾀﾞ ﾄﾓﾔ 徳島

9 1021 合田　智哉(2) 広島修道大
ｲﾜﾀ ｹｲｽｹ 静岡

10 1011 岩田　啓佑(5) 広島大
ｶﾜﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高知

11 1228 川村　　渉(4) 高知大
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 香川

12 1314 原田  光貴(3) 徳島大
ﾉｾ ｼｮｳﾏ 香川

13 2354 野瀬　祥真(1) 四国大
ｽｶﾞｲ ｼｮｳｷ 島根

14 1995 菅井　晶希(1) 下関市立大
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男子4X100mR
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    39.92     （堀川・鈴木・松田・日野）(広島経済大)1998
大会記録(GR)            40.68     (小田・坪内・梶谷・木村)(環太平洋大)  2012
日本学生記録(CR)        38.54     (畠山・川面・河合・飯塚)(中央大)      2010 10月26日 18:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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 鳥取大 1051 犬持　智 ｲﾇﾓﾁ　ｻﾄﾙ 2 川崎医福大 1498 平野　智己 ﾋﾗﾉ　ﾄﾓｷ
(鳥取) 1050 前田　真作 ﾏｴﾀ　ｼﾝｻｸ (岡山) 1504 合田　諒 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾘｮｳ

1057 谷上　耕太郎 ﾀﾆｳｴ　ｺｳﾀﾛｳ 1506 神門　優行 ｶﾝﾄﾞ　ﾕｳｷ
1649 妻木　裕太郎 ﾂﾏｷ　ﾕｳﾀﾛｳ 2132 小松　拓矢 ｺﾏﾂ　ﾀｸﾔ
1059 荒木　晃 ｱﾗｷ　ｺｳ 2133 鷹谷　朋久 ﾀｶﾔ　ﾄﾓﾋｻ
2235 上坂　創一 ｳｴｻｶ　ｿｳｲﾁ 2141 杉野　太軌 ｽｷﾞﾉ　ﾀｲｷ

2 福山平成大 1816 濱元　大弥 ﾊﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾔ 3 徳山大 1883 砂崎　達哉 ｽﾅｻﾞｷ　ﾀﾂﾔ
(広島) 1871 藤本　達也 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀﾂﾔ (山口) 1886 福元　康介 ﾌｸﾓﾄ　ｺｳｽｹ

1826 古森　大貴 ｺﾓﾘ　ﾀﾞｲｷ 1891 穐山　勇介 ｱｷﾓﾄ　ﾕｳｽｹ
1830 藤瀬　悠也 ﾌｼﾞｾ　ﾕｳﾔ 1897 酒井　拓実 ｻｶｲ　ﾀｸﾐ　
1832 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳﾀﾞｲ 1962 金元　航平 ｶﾅﾓﾄ　ｺｳﾍｲ 
1835 檜垣　正明 ﾋｶﾞｷ　ﾏｻｱｷ

3 広島修道大 1004 伊藤　大地 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ 4 高知大 1218 横山　新太郎 ﾖｺﾔﾏ　ｼﾝﾀﾛｳ
(広島) 1007 小松　賢志郎 ｺﾏﾂ　ｹﾝｼﾛｳ (高知) 1235 川口　貴司 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｶｼ

1008 佐々木　太夢 ｻｻｷ　ﾋﾛﾑ 1236 深澤　順一 ﾌｶｻﾜ　ｼﾞｭﾝｲﾁ　

1024 畑中　将彦 ﾊﾀﾅｶ　ﾏｻﾋｺ 1253 恒石　実大 ﾂﾈｲｼ　ﾐﾋﾛ
2174 長尾　祐汰 ﾅｶﾞｵ　ﾕｳﾀ 1249 山城　達大 ﾔﾏｼﾛ　ﾀﾂﾋﾛ
1028 濱崎　智哉 ﾊﾏｻｷ　ﾄﾓﾔ 2110 河野　凛 ｺｳﾉ　ﾘﾝ

4 環太平洋大 2057 藤原　大輝 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾀﾞｲｷ 5 広島工業大 1298 本多　真彬 ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻｱｷ
(岡山) 1586 久住　琢己 ﾋｻｽﾞﾐ　ﾀｸﾐ (広島) 1293 岡本　啓吾 ｵｶﾓﾄ　ｹｲｺﾞ

2064 三浦　恵史 ﾐｳﾗ　ｹｲｼ 1289 園部　凌士 ｿﾉﾍﾞ　ﾘｮｳｼﾞ
1577 角田　陸 ｽﾐﾀﾞ　ﾘｸ 1296 今田　聡士 ｲﾏﾀﾞ　ｻﾄｼ
2058 川島　俊平 ｶﾜｼﾏ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 1292 高浜　秀弥 ﾀｶﾊﾏ　ｼｭｳﾔ
1552 小林　太一 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｲﾁ 1289 三宅　晃平 ﾐﾔｹ　ｺｳﾍｲ

5 広島経済大 1707 倉田　匠 ｸﾗﾀ　ﾀｸﾐ 6 広島大 1086 蒲生　望 ｶﾞﾓｳ　ﾉｿﾞﾑ
(広島) 1714 藤本　直杜 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾅｵﾄ (広島) 2362 石村　駿 ｲｼﾑﾗ　ｼｭﾝ

1717 山崎　光 ﾔﾏｻｷ　ﾋｶﾙ 1093 梶原　周平 ｶｼﾞﾜﾗ　ｼｭｳﾍｲ
1721 庄司　泰志 ｼｮｳｼﾞ　ﾀｲｼ 1102 高橋　皓己 ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ
1773 山崎　開斗 ﾔﾏｻｷ　ｶｲﾄ 1165 沖津　善 ｵｷﾂ　ﾀﾀﾞｼ
1969 岩本　康平 ｲﾜﾓﾄ　ｺｳﾍｲ 1168 野口　健太 ﾉｸﾞﾁ　ｹﾝﾀ

6 岡山商科大 1201 延兼　省吾 ﾉﾌﾞｶﾈ　ｼｮｳｺﾞ 7 山口大 1913 杢　健寛 ﾓｸ　ﾀｹﾋﾛ
(岡山) 1202 岡崎　雅也　 ｵｶｻﾞｷ　ﾏｻﾔ (山口) 1933 板谷　真孝 ｲﾀﾀﾆ　ﾏｻﾀｶ

2123 岡田　和大 ｵｶﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ 1916 大西　孝一 ｵｵﾆｼ　ｺｳｲﾁ
1200 橋本　正太 ﾊｼﾓﾄ　ｼｮｳﾀ 1964 尾崎　光太郎 ｵｻﾞｷ　ｺｳﾀﾛｳ
1213 森田　圭斗 ﾓﾘﾀ　ｹｲﾄｲ 2353 藤村　哲平 ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾃｯﾍﾟｲ
2126 川原　文太 ｶﾜﾊﾗ　ﾌﾞﾝﾀ 2340 光嶋　峻平 ﾐﾂｼﾏ　ｼｭﾝﾍﾟｲ

7 岡山大 1393 秋山　幸希 ｱｷﾓﾄ　ｺｳｷ 8 美作大 1342 谷口　諒 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｮｳ　
(岡山) 1384 宇野田　和馬 ｳﾉﾀﾞ　ｶｽﾞﾏ (岡山) 1347 白根　尚弥 ｼﾗﾈ　ﾅｵﾔ

2158 黒川　至仁 ｸﾛｶﾜ　ﾖｼﾋﾄ 1352 槙原　千裕 ﾏｷﾊﾗ　ﾁﾋﾛ
1419 澤　直樹 ｻﾜ　ﾅｵｷ 1353 宮川　裕斗 ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾕｳﾄ
1421 竹内　友希 ﾀｹｳﾁ　ﾄﾓｷ 1354 山岡　大悟 ﾔﾏｵｶ　ﾀﾞｲｺﾞ
1403 羽村　健渉 ﾊﾑﾗ　ｹﾝｼｮｳ 1356 大田　瑞奎 ｵｵﾀ　ﾐｽﾞｷ

8 愛媛大 1477 渡部　寛人 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛﾄ
(愛媛) 1471 西川　晴海 ﾆｼｶﾜ　ﾊﾙﾐ

1453 岡田　陸 ｵｶﾀﾞ　ﾘｸ
1482 川原　航平 ｶﾜﾊﾗ　ｺｳﾍｲ
1467 荻田　比呂 ｵｷﾞﾀ　ﾋﾛ
2179 大西　拓也 ｵｵﾆｼ　ﾀｸﾔ

3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

2 文化学園大 1174 上田　力哉 ｳｴﾀﾞ　ﾘｷﾔ
(広島) 1175 日隅　健太郎 ﾋｽﾞﾐ　ｹﾝﾀﾛｳ

1176 吉川　海斗 ｷｯｶﾜ　ｶｲﾄ

1177 野上　佳樹 ﾉｶﾞﾐ　ﾖｼｷ　

1178 古閑　翔太朗 ｺｶﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ
1180 寺西　洸介 ﾃﾗﾆｼ　ｺｳｽｹ

3 下関市立大 1987 冨森　大輝 ﾄﾐﾓﾘ　ﾀﾞｲｷ
(山口) 1997 石川　順典 ｲｼｶﾜ　ｼﾞｭﾝｽｹ

1999 中西　崇斗 ﾅｶﾆｼ　ﾀｶﾄ
2222 伊藤　優作 ｲﾄｳ　ﾕｳｻｸ
2409 西村　瀬那 ﾆｼﾑﾗ　ｾﾅ
1992 轟木　康陽 ﾄﾄﾞﾛｷ　ｺｳﾖｳ

4 近大中四国 1038 岡村　裕之 ｵｶﾑﾗ　ﾋﾛﾕｷ
(広島) 1043 藤原　修平 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼｭｳﾍｲ

1039 手嶋　将大 ﾃｼﾏ　ﾏｻﾋﾛ
1037 越智　大河 ｵﾁ　ﾀｲｶﾞ

5 島根大 1741 杉浦　悠太 ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ
(島根) 2190 町田　郁惟 ﾏﾁﾀﾞ　ｲｸﾀﾀﾞ

1749 大矢根　功季 ｵｵﾔﾈ　ｺｳｷ
2370 松波　智也 ﾏﾂﾅﾐ　ﾄﾓﾔ
2187 藤井　淳也 ﾌｼﾞｲ　ｱﾂﾔ

6 鳴門教育大 1364 大西　海人 ｵｵﾆｼ　ｶｲﾄ
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(徳島) 1367 松浦　良樹 ﾏﾂｳﾗ　ﾖｼｷ
2323 池田　一樹 ｲｹﾀﾞ　ｶｽﾞｷ
2191 小川　浩平 ｵｶﾞﾜ　ｺｳﾍｲ
1369 森友　裕太 ﾓﾘﾄﾓ　ﾕｳﾀ
1368 郡　太陽 ｺｵﾘ　ﾀｲﾖｳ

7 松山大 1793 黒見　亮太 ｸﾛﾐ　ﾘｮｳﾀ
(愛媛) 1804 松本　光平 ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳﾍｲ

1805 藤田　隼人 ﾌｼﾞﾀ　ﾊﾔﾄ
2002 新山　寛人 ﾆｲﾔﾏ　ﾋﾛﾄ
2003 寺尾　亨大 ﾃﾗｵ　ｺｳﾀﾞｲ
2368 俊成　哲平 ﾄｼﾅﾘ　ﾃｯﾍﾟｲ

8 香川大 1851 星川　勝文 ﾎｼｶﾜ　ｶﾂﾌﾐ
(香川) 1859 重藤　慶多 ｼｹﾞﾄｳ　ｹｲﾀ

1846 友杉　幸輝 ﾄﾓｽｷﾞ　ｺｳｷ
1845 安延　瑞喜 ﾔｽﾉﾍﾞ　ﾐｽﾞｷ
2213 一戸　遼太郎 ｲﾁﾉﾍ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
2212 仁井本　侑 ﾆｲﾓﾄ　ﾕｳ
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1 高知大 1218 横山　新太朗 ﾖｺﾔﾏ　ｼﾝﾀﾛｳ 1 美作大 1342 谷口　諒 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｮｳ
(高知) 1239 岩井　蓮 ｲﾜｲ　ﾚﾝ (岡山) 1347 白根　尚弥 ｼﾗﾈ　ﾅｵﾔ

1243 金田　将成 ｶﾈﾀﾞ　ﾏｻﾅﾘ 1351 福本　悠人 ﾌｸﾓﾄ　ﾕｳﾄ
1230 寺本　陸 ﾃﾗﾓﾄ　ﾘｸ 1352 槙原　千裕 ﾏｷﾊﾗ　ﾁﾋﾛ
1253 恒石　実大 ﾂﾈｲｼ　ﾐﾋﾛ 1354 山岡　大悟 ﾔﾏｵｶ　ﾀﾞｲｺﾞ
2262 市川　龍馬 ｲﾁｶﾜ　ﾘｮｳﾏ 1356 大田　瑞奎 ｵｵﾀ　ﾐｽﾞｷ

2 鳥取大 1051 犬持　智 ｲﾇﾓﾁ　ｻﾄﾙ 2 香川大 1850 小畑　俊貴 ｵﾊﾞﾀ　ﾄｼｷ
(鳥取) 2235 上坂　創一 ｳｴｻｶ　ｿｳｲﾁ (香川) 1851 星川　勝文 ﾎｼｶﾜ　ｶﾂﾌﾐ

1063 岩本　凌佳 ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳｶﾞ 1846 友杉　幸輝 ﾄﾓｽｷﾞ　ｺｳｷ
1048 和田　龍汰 ﾜﾀﾞ　ﾘｭｳﾀ 1845 安延　瑞喜 ﾔｽﾉﾍﾞ　ﾐｽﾞｷ
1060 小林　淳人 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾂﾄ 2215 小山　寅春 ｵﾔﾏ　ﾄﾗﾊﾙ
1057 谷上　耕太郎 ﾀﾆｳｴ　ｺｳﾀﾛｳ 2216 長崎　龍平 ﾅｶﾞｻｷ　ﾘｭｳﾍｲ

3 広島経済大 1681 濱松　海斗 ﾊﾏﾏﾂ　ｶｲﾄ 3 徳山大 1888 松本　敬幸 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｶﾕｷ
(広島) 1707 倉田　匠 ｸﾗﾀ　ﾀｸﾐ (山口) 1889 松本　博幸 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾛﾕｷ

1711 中畑　智博 ﾅｶﾊﾀ　ﾄﾓﾋﾛ 1895 金子　大輔 ｶﾈｺ　ﾀﾞｲｽｹ
1970 貞安　航平 ｻﾀﾞﾔｽ　ｺｳﾍｲ 1962 金元　航平 ｶﾈﾓﾄ　ｺｳﾍｲ
1973 山崎　開斗 ﾔﾏｻｷ　ｶｲﾄ 1886 福元　康介 ﾌｸﾓﾄ　ｺｳｽｹ
1975 脇坂　宗汰 ﾜｷｻｶ　ｿｳﾀ 1891 穐山　勇介 ｱｷﾔﾏ　ﾕｳｽｹ

4 環太平洋大 1547 大山　和茂 ｵｵﾔﾏ　ｶｽﾞｼｹﾞ 4 松山大 1793 黒見　亮太 ｸﾛﾐ　ﾘｮｳﾀ
(岡山) 1570 壱岐　侑大 ｲｷ　ﾕｳﾀﾞｲ (愛媛) 1802 廣瀬　将一 ﾋﾛｾ　ｼｮｳｲﾁ

1535 園部　翔平 ｿﾉﾍﾞ　ｼｮｳﾍｲ 1804 松本　光平 ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳﾍｲ
1572 本城　和貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ　ｶｽﾞｷ 1807 宮本　康平 ﾐﾔﾓﾄ　ｺｳﾍｲ
1549 山崎　定将 ﾔﾏｻｷ　ｻﾀﾞﾏｻ 2002 新山　寛人 ﾆｲﾔﾏ　ﾋﾛﾄ
1563 中田　大貴 ﾅｶﾀﾞ　ﾋﾛｷ 2003 寺尾　亨大 ﾃﾗｵ　ｺｳﾀﾞｲ

5 広島大 1147 尾﨑　雄祐 ｵｻﾞｷ　ﾕｳｽｹ 5 川崎医福大 1501 小林　祐介 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳｽｹ
(広島) 1093 梶原　周平 ｶｼﾞﾜﾗ　ｼｭｳﾍｲ (岡山) 1504 合田　諒 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾘｮｳ

1154 藤島　廉 ﾌｼﾞｼﾏ　ﾚﾝ 2131 中山　起樹 ﾅｶﾔﾏ　ﾀﾂｷ
1099 加藤　嵩大 ｶﾄｳ　ﾀｶﾋﾛ 2132 小松　拓矢 ｺﾏﾂ　ﾀｸﾔ
1979 片山　隼人 ｶﾀﾔﾏ　ﾊﾔﾄ 2135 藤澤　晟真 ﾌｼﾞｻﾜ　ｾｲﾏ
1158 松井　皓亮 ﾏﾂｲ　ｺｳｽｹ 2141 杉野　太軌 ｽｷﾞﾉ　ﾀｲｷ

6 岡山大 1399 神田　恭輔 ｶﾝﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 6 山口大 1923 三輪　大貴 ﾐﾜ　ﾀﾞｲｷ
(岡山) 1384 宇野田　和馬 ｳﾉﾀﾞ　ｶｽﾞﾏ (山口) 1964 尾崎　光太郎 ｵｻﾞｷ　ｺｳﾀﾛｳ

2161 豊田　萌人 ﾄﾖﾀ　ﾓｴﾄ 1919 五島　和徳 ｺﾞﾄｳ　ｶｽﾞﾉﾘ
1421 竹内　友希 ﾀｹｳﾁ　ﾄﾓｷ 1921 村田　崇真 ﾑﾗﾀ　ｿｳﾏ
1419 澤　直樹 ｻﾜ　ﾅｵｷ 2335 青木　克磨 ｱｵｷ　ｶﾂﾏ
1398 金尾　祐希 ｶﾅｵ　ﾕｳｷ

7 広島修道大 1004 伊藤　大地 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ 7 文化学園大 1173 濱野　洋人 ﾊﾏﾉ　ﾋﾛﾄ
(広島) 1007 小松　賢志郎 ｺﾏﾂ　ｹﾝｼﾛｳ (広島) 1175 日隈　健太郎 ﾋｽﾞﾐ　ｹﾝﾀﾛｳ

1008 佐々木　太夢 ｻｻｷ　ﾋﾛﾑ 1176 吉川　海斗 ｷｯｶﾜ　ｶｲﾄ
1014 山田　晟太朗 ﾔﾏﾀﾞ　ｾｲﾀﾛｳ 1177 野上　佳樹 ﾉｶﾞﾐ　ﾖｼｷ
1026 渡邉　航大 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｺｳﾀﾞｲ 1178 古閑　翔太郎 ｺｶﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ
1028 濱﨑　智哉 ﾊﾏｻｷ　ﾄﾓﾔ 1180 寺西　洸介 ﾃﾗﾆｼ　ｺｳｽｹ

8 広島工業大 1298 本田　真彬 ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻｱｷ 8 福山平成大 1816 濵元　大弥 ﾊﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾔ
(広島) 1293 岡本　啓吾 ｵｶﾓﾄ　ｹｲｺﾞ (広島) 1818 吉田　紀隆 ﾖﾁﾞﾀﾞ　ﾄｼﾀｶ

1289 園部　凌士 ｿﾉﾍﾞ　ﾘｮｳｼﾞ 1832 山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳﾀﾞｲ
1296 今田　聡士 ｲﾏﾀﾞ　ｻﾄｼ 1835 檜垣　正明 ﾋｶﾞｷ　ﾏｻｱｷ
1292 高浜　秀弥 ﾀｶﾊﾏ　ｼｭｳﾔ 1836 開内　丈流 ﾋﾗｷｳﾁ　ﾀｹﾙ
1305 宮田　和樹 ﾐﾔﾀ　ｶｽﾞｷ 1838 山口　亮輔 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾘｮｳｽｹ

3組
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1 鳴門教育大 1364 大西　海人 ｵｵﾆｼ　ｶｲﾄ
(徳島) 1361 谷口　誠崇 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾏｻﾀｶ

1368 郡　太陽 ｺｵﾘ　ﾀｲﾖｳ
1367 松浦　良樹 ﾏﾂｳﾗ　ﾖｼｷ
1362 長濱　奈樹 ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾅｲｷ
1369 森友　裕太 ﾓﾘﾄﾓ　ﾕｳﾀ

2 愛媛大 1482 川原　航平 ｶﾜﾊﾗ　ｺｳﾍｲ
(愛媛) 1491 高田　凌佑 ﾀｶﾀ　ﾘｮｳｽｹ

1464 舛野　風太 ﾏｽﾉ　ﾌｳﾀ
2180 片岡　洋志 ｶﾀｵｶ　ﾋﾛｼ
2250 山中　友輔 ﾔﾏﾅｶ　ｺｳｽｹ
1459 中村　純一郎 ﾅｶﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

3 下関市立大 1987 冨森　大輝 ﾄﾐﾓﾘ　ﾀﾞｲｷ
(山口) 2409 西村　瀬那 ﾆｼﾑﾗ　ｾﾅ

2001 加藤　寛之 ｶﾄｳ　ﾋﾛﾕｷ
1989 石井　悠人 ｲｼｲ　ﾕｳﾄ
2229 三根　慶友 ﾐﾈ　ｹｲﾄ
1999 中西　崇斗 ﾅｶﾆｼ　ﾀｶﾄ

4 広島市立大 2196 勝坂　優希 ｶﾂｻｶ　ﾕｳｷ
(広島) 2198 山北　丈将 ﾔﾏｷﾀ　ﾀｹﾉﾌﾞ

2320 栗原　涼輔 ｸﾘﾊﾗ　ﾘｮｳｽｹ
2195 坂口　翔太 ｻｶｸﾞﾁ　ｼｮｳﾀ
2319 伊東　哲博 ｲﾄｳ　ﾃﾂﾋﾛ
2322 岡原　康太 ｵｶﾊﾗ　ｺｳﾀ

5 島根大 1750 原　仁一朗 ﾊﾗ　ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ



男子4X400mR
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    3:07.78   （横山・村田・佐々川・木村）(環太平洋大)2014
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日本学生記録(CR)        3:03.71   (小林・向井・中川・山村)(日本大)      2000 10月28日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

(島根) 1758 前田　大和 ﾏｴﾀﾞ　ﾔﾏﾄ
1749 大矢根　功季 ｵｵﾔﾈ　ｺｳｷ
1725 桑田　彰浩 ｸﾜﾀ　ｱｷﾋﾛ
1741 杉浦　悠太 ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ
2190 町田　郁惟 ﾏﾁﾀﾞ　ｲｸﾀﾀﾞ

6 徳島大 1331 中内　洸希 ﾅｶｳﾁ　ｺｳｷ
(徳島) 1332 小西　将暉 ｺﾆｼ　ﾏｻｷ

1333 水野　亮太 ﾐｽﾞﾉ　ﾘｮｳﾀ
1334 岩永　起輝 ｲﾜﾅｶﾞ　ﾀﾂｷ
1335 大上　路生 ｵｵｳｴ　ﾐﾁｵ
1338 酒井　玲於 ｻｶｲ　ﾚｵ

7 島根県立大 1310 馬場　康平 ﾊﾞﾊﾞ　ｺｳﾍｲ
(島根) 1985 石原　秀真 ｲｼﾊﾗ　ｼｭｳﾏ

1306 吉川　和希 ｷｯｶﾜ　ｶｽﾞｷ
1309 野尻　篤志 ﾉｼﾞﾘ　ｱﾂｼ
2406 大原　壮翔 ｵｵﾊﾗ　ﾀｹﾙ
2408 落合　駿斗 ｵﾁｱｲ　ﾊﾔﾄ

8 徳島文理大 1982 和西　大作 ﾜﾆｼ　ﾀﾞｲｻｸ
(徳島) 1980 田中　優大 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾋﾛ

1981 大城　克也 ｵｵｼﾛ　ｶﾂﾔ
2277 山城　樹 ﾔﾏｼﾛ　ｲﾂｷ
2276 豊田　真司 ﾄﾖﾀ　ｼﾝｼﾞ
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男子走高跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    2m21      石橋　健(岡山商科大)                  20015
大会記録(GR)            2m15      石橋　健(岡山商科大)                  2015
日本学生記録(CR)        2m32      君野　貴弘(順天堂大)                  1993 10月27日 15:00 決　勝

決　勝　

ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 愛媛

1 1468 木村　彰太(3) 愛媛大
ｵｷﾀ ﾘｸﾔ 愛媛

2 1466 沖田　陸也(3) 愛媛大
ﾂﾁｴ ﾕｳｽｹ 愛媛

3 2183 土江　祐介(1) 愛媛大
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡山

4 1418 児玉  優太(2) 岡山大
ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞｷ 鳥取

5 2242 廣岡　和樹(1) 鳥取大
ｲﾅﾀﾞ ｹｲ 広島

6 1633 稲田　　桂(2) 環太平洋大
ｶﾐﾄﾘ ﾚｵ 広島

7 1020 神鳥　玲央(2) 広島修道大
ｼｭﾄｳ ｿｳﾀ 広島

8 2350 首藤　聡太(1) 尾道市立大
ﾅｷﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 島根

9 2405 柳楽　隼也(4) 島根県立大
ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾔ 岡山

10 1405 平野  隆也(3) 岡山大
ｷｯｶﾜ ｶｽﾞｷ 島根

11 1306 吉川　和希(2) 島根県立大
ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 広島

12 1178 古閑翔太郎(1) 文化学園大
ｲﾇｶｲ ｶｲﾄ 岡山

13 2138 犬飼　海斗(1) 川崎医福大
ｶﾈｺ ﾕｳ 山口

14 1938 金子　　悠(3) 山口大
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ 兵庫

15 1632 池田　仁也(2) 環太平洋大
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 徳島

16 1849 松田　直也(3) 香川大
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 島根

17 1627 原田　康輝(3) 環太平洋大
ﾊﾅﾔ ﾄｼｱｷ 広島

18 1834 花屋　佳明(1) 福山平成大
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 熊本

19 1392 山本　緩太(4) 徳山大
ｸﾏｲ ﾄﾓﾔ 広島

20 2119 隈井　智也(1) 広島工業大
ｼｵｼﾞ ﾅｵﾄ 岡山

21 2106 塩地　直人(1) 岡山県立大
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 佐賀

22 1149 松本奏一郎(2) 広島大
ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾃﾞﾐﾁ 岡山

23 1842 藤川　英道(2) 岡山県立大
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥取

24 2369 遠藤　彦輝(1) 島根大
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 鳥取

25 2373 山本　昂久(M2) 鳥取大
ﾊｼｲ ﾕｳﾏ 島根

26 1757 橋井　勇磨(2) 島根大
ｶｼﾞﾔ ｹｲﾄ 鹿児島

27 1634 加治屋圭大(2) 環太平洋大
ｶｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 兵庫

28 1635 梶本　和樹(2) 環太平洋大
ｳｴﾔﾏ ｱﾕﾑ 岡山

29 1340 上山　　歩(4) 美作大
ﾔﾉ ｼｮｳ 兵庫

30 1281 矢野　　翔(4) 岡山理科大
ﾓﾘﾄﾓ ﾕｳﾀ 香川

31 1369 森友　裕太(2) 鳴門教育大
ｿﾉﾅｶ ｷｮｳﾀ 鹿児島

32 1162 園中 杏汰(3) 広島大
ｶﾈﾏﾂ ｹｲｺﾞ 高知

33 1357 兼松　圭悟(1) 美作大
ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 岡山

34 1184 廣田　勇一(4) 岡山商科大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m
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ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾀｶ 福岡

35 1132 竹内　康裕(3) 広島大
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 岡山

36 2047 藤本　朋希(1) 環太平洋大
ｳｴｶﾞｷ ﾘｮｳ 兵庫

37 1614 上垣　　亮(4) 環太平洋大
ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｷ 愛媛

38 1612 秋山　弘樹(4) 環太平洋大
ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山

39 1392 女鹿田  匠(4) 岡山大
ｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ 岡山

40 1203 奥田　昌樹(3) 岡山商科大
ｼﾓｶﾜ ｹﾝｾｲ 広島

41 1882 下川　顕星(3) 徳山大
ﾔｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 兵庫

42 1626 矢嶋　隼也(3) 環太平洋大
ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 愛媛

43 1613 徳永　和馬(4) 環太平洋大
ﾄﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 沖縄

44 1636 友利　響平(2) 環太平洋大
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記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    5m21      萩原　　翔(広島大)                    2008
大会記録(GR)            4m90      鈴木　茂正(岡山大)                    1992
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ｶﾔﾉ ｼｮｳ 岡山

1 2254 栢野  　捷(1) 岡山大
ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼ 岐阜

2 2384 橋本　壮侍(M2) 広島大
ﾐﾖｼ ﾕｳ 徳島

3 1844 三好　　優(2) 香川大
ﾛｸﾛｳﾒﾝ ﾕｳｽｹ 愛媛

4 1908 六郎面有佑(2) 徳山大
ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 兵庫

5 1720 佐々木崇之(2) 広島経済大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

6 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛媛

7 2041 石田　怜汰(1) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 広島

8 1629 山本　恵佑(3) 環太平洋大
ﾔﾏｵｶ ﾚｵ 愛媛

9 2185 山岡　怜央(1) 愛媛大
ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 広島

10 1166 田村　圭祐(2) 広島大
ﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 徳島

11 2042 森　隆一郎(1) 環太平洋大
ｵｷﾞﾀ ﾋﾛ 徳島

12 1467 荻田　比呂(3) 愛媛大
ｸﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 広島

13 1469 蔵田　雅典(3) 愛媛大
ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 徳島

14 1859 重藤　慶多(2) 香川大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m
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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

ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 広島

1 1644 西原　大貴(3) 福山大
ｼﾞﾝﾉ ﾘｭｳ 愛媛

2 2171 神野　　竜(1) 広島修道大
ｵｵﾀﾆ ｶｲﾄ 山口

3 2399 大谷　海斗(1) 下関市立大
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 香川

4 2323 池田　一樹(1) 鳴門教育大
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岡山

5 2313 増田　晴斗(1) 岡山県立大
ｲﾀﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 山口

6 1933 板谷　真孝(3) 山口大
ｻﾄｳ ｹｲ 広島

7 1640 佐藤　　圭(2) 環太平洋大
ｷﾘﾊﾗ ｿﾗ 岡山

8 2157 桐原  　空(1) 岡山大
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｾｲ 広島

9 2145 中村　周聖(1) 広島大
ｺﾏﾀﾞ ｿｳ 岡山

10 2255 駒田  　奏(1) 岡山大
ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 香川

11 2308 林 　 隼矢(1) 徳島大
ｽﾐ ﾋﾖﾘ 鳥取

12 2205 角　　陽和(1) 福山大
ﾄﾖﾀ ｼﾝｼﾞ 香川

13 2276 豊田　真司(1) 徳島文理大
ｺｳﾂﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 高知

14 2016 高妻　智之(2) 高知工科大
ﾜﾀﾞﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 高知

15 1258 和田守祥吾(2) 高知大
ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾊﾔﾄ 山口

16 1991 上別府隼都(2) 下関市立大
ｺﾆｼ ﾏｻｷ 香川

17 1332 小西  将暉(3) 徳島大
ﾀﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鹿児島

18 1900 田上　琢海(2) 徳山大
ﾋﾗｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

19 1959 平岡凛太郎(1) 島根大
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 島根

20 1160 長谷川真輝(4) 広島大
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥取

21 2280 吉田　舟作(1) 広島経済大
ｼｵﾐ ｼｭﾝﾔ 岡山

22 1509 塩見　隼矢(2) 川崎医福大
ｺｳｽﾞﾐ ｷｮｳｽｹ 愛媛

23 1456 小泉　恭佑(2) 愛媛大
ﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳ 岡山

24 2166 和田　　穰(1) 岡山大
ｽｴﾐﾁ ｺｳｷ 岡山

25 1840 末道　洸希(3) 岡山県立大
ﾀｶﾔ ﾄﾓﾋｻ 岡山

26 2133 鷹谷　朋久(1) 川崎医福大
ﾅｶｵｶ ｷｮｳﾍｲ 高知

27 1349 中岡　響平(2) 美作大
ｻﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 広島

28 2188 佐藤　孝三(1) 島根大
ｻﾀｹ ﾖｼｷ 広島

29 1697 佐竹　良樹(4) 広島経済大
ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山口

30 1145 椎原 素哉(2) 広島大
ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ 山口

31 1986 秋山　将輝(3) 下関市立大
ﾅｶﾈ ﾘｭｳﾄ 広島

32 2040 中根　流人(1) 環太平洋大
ｲｹﾉ ﾌﾐﾋﾛ 鹿児島

33 1877 池野　郁洋(3) 徳山大
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾐ 高知

34 2328 山本　敦心(1) 高知工科大
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ｸﾏﾐ ｹｲﾀﾛｳ 兵庫

35 2069 能見圭太朗(1) 環太平洋大
ﾔｽﾐﾔ ｶｽﾞｷ 兵庫

36 1624 安宮　和樹(3) 環太平洋大
ｵｵｸﾎﾞﾀｶｼ 徳島

37 2143 大久保　孝(1) 広島大
ｶｲﾊﾗ ﾖｳ 岡山

38 1210 貝原　　陽(2) 岡山商科大
ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 広島

39 1356 大田　瑞奎(1) 美作大
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 山口

40 1972 田村　春樹(1) 広島経済大
ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 高知

41 1354 山岡　大悟(2) 美作大
ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 広島

42 1081 河上　洋輝(2) 広島大
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 岡山

43 1380 福田  航希(M1) 岡山大
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広島

44 1714 藤本　直杜(3) 広島経済大
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 福岡

45 2045 齋藤　友哉(1) 環太平洋大
ﾄｼﾅﾘ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛

46 2368 俊成　哲平(1) 松山大
ﾊﾅｻｷ ｼｭｳﾄ 広島

47 2068 花咲　衆士(1) 環太平洋大
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 高知

48 1252 岡　　亮佑(2) 高知大
ｼﾗﾈ ﾅｵﾔ 岡山

49 1347 白根　尚弥(3) 美作大
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広島

50 1974 横田　雄大(1) 広島経済大
ﾄﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 沖縄

51 1636 友利　響平(2) 環太平洋大
ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 兵庫

52 1062 村田　雅明(2) 鳥取大
ｶｲ ﾀｲｶﾞ 宮崎

53 2039 甲斐　大雅(1) 環太平洋大
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾔ 山口

54 2221 大槻　祐也(1) 下関市立大
ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ 広島

55 1025 村上　浩平(2) 広島修道大
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸ 岡山

56 1199 藤原　琳久(3) 岡山商科大
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 高知

57 2014 山田　直輝(3) 高知工科大
ﾆｼｲ ｶｲﾄ 兵庫

58 1617 西井　海斗(4) 環太平洋大
ﾂﾈｲｼ ﾐﾋﾛ 高知

59 1253 恒石　実大(2) 高知大
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎

60 1107 佐藤　　走(2) 広島大
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫

61 1639 伊藤　淳哉(2) 環太平洋大
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 徳島

62 1805 藤田　隼人(2) 松山大
ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 島根

63 1727 坂元　郁弥(4) 島根大
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡山

64 1397 岩井  宏樹(3) 岡山大
ﾏﾂｾ ｺｳﾍｲ 愛媛

65 1638 松勢　光平(2) 環太平洋大
ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 徳島

66 1855 真鍋　比呂(4) 香川大
ｺｳﾉ ﾘﾝ 高知

67 2110 河野　　凛(1) 高知大
ｶﾜﾊﾗﾌﾞﾝﾀ 愛媛

68 2126 川原　文太(1) 岡山商科大



男子走幅跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    7m88      藤原　駿也(広島経済大)                2016
大会記録(GR)            7m62      藤原　駿也(広島経済大)                2014
日本学生記録(CR)        8m25      森長　正樹(日本大)                    1992 10月27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

ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 岡山

69 1498 平野　智己(3) 川崎医福大
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ 広島

70 1006 北村　直大(3) 広島修道大
ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥取

71 2046 塩川　直人(1) 環太平洋大
ｾﾄｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岡山

72 1420 瀬戸川将章(2) 岡山大
ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 鳥取

73 1344 松尾　直樹(4) 美作大
ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡山

74 1637 三宅　諒亨(2) 環太平洋大
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広島

75 1707 倉田　　匠(3) 広島経済大
ﾀｼﾞﾏ ｲｸﾔ 広島

76 1710 田嶋　郁也(3) 広島経済大
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 岡山

77 1494 藤原　駿也(M1) 広島大



男子三段跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    16m01     筒井　敦史(岡山商科大)                1997
大会記録(GR)            15m75     筒井　敦史(岡山商科大)                1997
日本学生記録(CR)        16m98     石川　和義(筑波大)                    2004 10月28日 13:00 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

ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

1 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

2 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 岡山

3 1380 福田  航希(M1) 岡山大
ｵﾁｱｲ ｺｳﾀﾞｲ 島根

4 2044 落合　宏大(1) 環太平洋大
ｻﾀｹ ﾖｼｷ 広島

5 1697 佐竹　良樹(4) 広島経済大
ﾀﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鹿児島

6 1900 田上　琢海(2) 徳山大
ﾄｼﾅﾘ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛

7 2368 俊成　哲平(1) 松山大
ﾏﾂｳﾗ ｽﾐｱｷ 山口

8 2043 松浦　澄明(1) 環太平洋大
ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取

9 1625 小栗　拓海(3) 環太平洋大
ｴﾋﾞｽ ｾｲﾔ 高知

10 1198 蛭子　誠矢(3) 岡山商科大
ﾊﾅｻｷ ｼｭｳﾄ 広島

11 2068 花咲　衆士(1) 環太平洋大
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広島

12 1714 藤本　直杜(3) 広島経済大
ｵｸﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口

13 1993 奥本　浩平(2) 下関市立大
ﾔｽﾐﾔ ｶｽﾞｷ 兵庫

14 1624 安宮　和樹(3) 環太平洋大
ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 兵庫

15 1062 村田　雅明(2) 鳥取大
ｼﾞﾝﾉ ﾘｭｳ 愛媛

16 2171 神野　　竜(1) 広島修道大
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥取

17 2280 吉田　舟作(1) 広島経済大
ﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳ 岡山

18 2166 和田　　穰(1) 岡山大
ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 島根

19 1821 野口　尚樹(3) 福山平成大
ｷﾄﾞ ﾕﾀｶ 岡山

20 1963 城戸　　豊(1) 美作大
ｻﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 広島

21 2188 佐藤　孝三(1) 島根大
ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山

22 1392 女鹿田  匠(4) 岡山大
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 高知

23 2261 山田　雅彰(1) 高知大
ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾔ 高知

24 1226 村岡　雄也(4) 高知大
ｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ 岡山

25 1203 奥田　昌樹(3) 岡山商科大
ﾅｶｵｶ ｷｮｳﾍｲ 高知

26 1349 中岡　響平(2) 美作大
ﾌｸﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 島根

27 1204 福庭　将仁(2) 岡山商科大
ｻｷﾑﾗ ｶｹﾙ 山口

28 1630 先村　駆留(2) 環太平洋大
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広島

29 1974 横田　雄大(1) 広島経済大
ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 広島

30 1081 河上　洋輝(2) 広島大
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 愛媛

31 2070 川端　慶洋(1) 環太平洋大
ｶﾜﾊﾗﾌﾞﾝﾀ 愛媛

32 2126 川原　文太(1) 岡山商科大
ｶｲﾊﾗ ﾖｳ 岡山

33 1210 貝原　　陽(2) 岡山商科大
ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 愛媛

34 1708 黒川慎太郎(3) 広島経済大



男子三段跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    16m01     筒井　敦史(岡山商科大)                1997
大会記録(GR)            15m75     筒井　敦史(岡山商科大)                1997
日本学生記録(CR)        16m98     石川　和義(筑波大)                    2004 10月28日 13:00 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

ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 愛媛

35 1613 徳永　和馬(4) 環太平洋大
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 山口

36 1972 田村　春樹(1) 広島経済大
ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳｷ 兵庫

37 2032 山形　翔希(1) 環太平洋大
ﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 徳島

38 1659 谷　亮磨(4) 阿南高専
ﾋﾗｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

39 1959 平岡凛太郎(1) 島根大
ｲｹﾉ ﾌﾐﾋﾛ 鹿児島

40 1877 池野　郁洋(3) 徳山大
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 高知

41 2014 山田　直輝(3) 高知工科大
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡山

42 1397 岩井  宏樹(3) 岡山大
ｸﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福岡

43 1085 熊本　靖丈(M2) 広島大
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎

44 1107 佐藤　　走(2) 広島大
ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 島根

45 1727 坂元　郁弥(4) 島根大
ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛媛

46 1693 石本惣一朗(M1) 広島経済大
ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 鳥取

47 1185 神戸　力斗(4) 岡山商科大
ｼﾗﾈ ﾅｵﾔ 岡山

48 1347 白根　尚弥(3) 美作大
ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾄ 愛媛

49 1784 平岡　宥人(4) 松山大
ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥取

50 1619 永澤竜太朗(4) 環太平洋大
ﾆｼｲ ｶｲﾄ 兵庫

51 1617 西井　海斗(4) 環太平洋大
ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 鹿児島

52 1618 松田　敬佑(4) 環太平洋大



男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    17m47     幸長　慎一(四国大)                    2018
大会記録(GR)            15m60     幸長　慎一(四国大)                    2017
日本学生記録(CR)        18m64     山田　壮太朗(法政大)                  2009 10月28日 13:00 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

ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 徳島

1 2278 森　　大樹(4) 徳島文理大
ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾔ 高知

2 2327 長岡　誠也(1) 高知工科大
ｱﾂﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 広島

3 2355 安積　大輔(1) 広島修道大
ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾝﾍﾟｲ 香川

4 1075 近藤　君平(1) 四国大
ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 岡山

5 2159 佐々木一樹(1) 岡山大
ﾅｶﾔ ﾁｶﾗ 愛媛

6 2124 中矢千加良(1) 広島経済大
ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 広島

7 1815 長野　拓海(4) 福山平成大
ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 山口

8 1915 三好　遊理(3) 山口大
ｶﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 広島

9 1820 川田　佳次(3) 福山平成大
ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

10 1370 黒田  剛志(M2) 岡山大
ﾐﾂﾀ ｶｲﾄ 兵庫

11 2101 満田　海斗(1) 環太平洋大
ﾉﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 徳島

12 1848 野村　修平(2) 香川大
ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 高知

13 2099 山本　　望(1) 環太平洋大
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 山口

14 1931 松本　　陸(2) 山口大
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 岡山

15 1977 藤原  佑斗(1) 岡山大
ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ 山口

16 1904 三船　裕斗(2) 徳山大
ﾊﾅｵ ｺｳﾔ 高知

17 1076 花尾　康哉(1) 四国大
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁ 兵庫

18 1520 榊原　祐一(3) 環太平洋大
ｳｴﾀ ﾀｸﾄ 徳島

19 1858 植田　拓人(3) 香川大
ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 岡山

20 1377 神田  佳希(M1) 岡山大
ﾖｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 岡山

21 1206 吉本　瑞季(2) 岡山商科大
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 島根

22 1907 山本幸志郎(2) 徳山大
ﾑｶｴ ﾀｲｷ 兵庫

23 1529 迎　　泰輝(2) 環太平洋大
ｼﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 三重

24 1388 白田  雅治(4) 岡山大
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 広島

25 1896 後藤　祥太(2) 徳山大
ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 岡山

26 1530 田村　基暉(2) 環太平洋大
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡山

27 1381 宮川  慶太(M2) 岡山大
ﾁｮｳｷ ﾕｳﾏ 大分

28 1157 長木　勇真(2) 広島大



男子円盤投
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    54m15     幸長　慎一(四国大)                    2016
大会記録(GR)            49m50     幸長　慎一(四国大)                    2017
日本学生記録(CR)        59m21     堤　雄司(国士舘大)                    2013 10月27日 13:30 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

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 岡山

1 1977 藤原  佑斗(1) 岡山大
ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 徳島

2 1859 重藤　慶多(2) 香川大
ﾊﾝﾔﾏ ﾄﾓﾔ 愛知

3 1642 半山　智也(3) 福山大
ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 広島

4 1815 長野　拓海(4) 福山平成大
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛媛

5 2154 遠山龍太郎(1) 松山大
ﾑﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 佐賀

6 2149 武藤　亮佑(1) 広島大
ｵｵｴ ｺｳｽｹ 兵庫

7 2236 大江　広高(1) 鳥取大
ｷﾘﾀ ﾅｵｷ 広島

8 1643 切田　侃希(3) 福山大
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 兵庫

9 1534 田中　悠貴(2) 環太平洋大
ﾆｵ ﾖｳｽｹ 徳島

10 1486 仁尾　陽介(4) 愛媛大
ｳｴﾀ ﾀｸﾄ 徳島

11 1858 植田　拓人(3) 香川大
ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 広島

12 1104 来島　良典(3) 広島大
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳ 愛媛

13 1473 日高　　椋(3) 愛媛大
ﾉﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 徳島

14 1848 野村　修平(2) 香川大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 高知

15 1238 渡邊　龍樹(3) 高知大
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾓﾄ 岡山

16 2164 前田  誠元(1) 岡山大
ｶｻｲ ﾘｮｳﾔ 岡山

17 1275 葛西　凌也(3) 岡山理科大
ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾝﾍﾟｲ 香川

18 1075 近藤　君平(1) 四国大
ｶｻﾊﾗ ｲﾛﾊ 岡山

19 1207 笠原　彩翔(2) 岡山商科大
ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 岡山

20 1712 廣田　皓大(3) 広島経済大
ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡山

21 1500 柾岡真太朗(3) 川崎医福大
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 広島

22 1896 後藤　祥太(2) 徳山大
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥取

23 2172 鈴木　真人(1) 広島修道大
ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 岡山

24 1530 田村　基暉(2) 環太平洋大
ｵｵﾂｶ ﾂﾖｼ 兵庫

25 2100 大塚　剛史(1) 環太平洋大
ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 奈良

26 1144 岡田　直樹(M1) 広島大
ﾄﾐﾔｽ ﾏｻｱｷ 福岡

27 1884 冨安　正晃(3) 徳山大
ﾁｮｳｷ ﾕｳﾏ 大分

28 1157 長木　勇真(2) 広島大
ｼﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 三重

29 1388 白田  雅治(4) 岡山大
ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

30 1370 黒田  剛志(M2) 岡山大



男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    60m34     福田　剛也(広島経済大)                2002
大会記録(GR)            60m34     福田　剛也(広島経済大)                2002
日本学生記録(CR)        73m82     室伏　広治(中京大)                    1996 10月28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

ﾅｶﾞﾄ ﾚｲ 岡山

1 2391 長戸　　嶺(1) 岡山理科大
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 愛媛

2 2127 橋本　　優(1) 岡山商科大
ﾂﾂﾐ ｼﾞﾝﾀ 兵庫

3 1523 堤　　仁太(3) 環太平洋大
ﾓﾘｸﾞﾁ ｺｳｷ 高知

4 1234 森口　幸輝(3) 高知大
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ 香川

5 1327 濱口  汰暉(2) 徳島大
ｷﾑﾗ ﾕｳｻｸ 高知

6 2329 木村　優作(1) 高知工科大
ｶｲﾊﾗ ｱｻﾄ 愛媛

7 1480 貝原　麻人(4) 愛媛大
ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広島

8 1417 久保田友裕(2) 岡山大
ﾀｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 長崎

9 1899 宅島　翔太(2) 徳山大
ﾋﾛｲｹ ﾃﾙﾄﾓ 宮崎

10 1902 廣池　瑛友(2) 徳山大
ｻｻｷ ﾅｵﾋﾛ 岡山

11 1522 佐々木直宏(3) 環太平洋大
ｾｵ ﾏｻﾕｷ 山口

12 1939 瀬尾　真之(4) 山口大
ｻｺ ｱｷﾗ 山口

13 1898 佐古　　亨(2) 徳山大
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳ 愛媛

14 1473 日高　　椋(3) 愛媛大
ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 徳島

15 2278 森　　大樹(4) 徳島文理大
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 香川

16 1077 藤田　駿介(1) 四国大
ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ 岡山

17 1901 長野　海都(2) 徳山大
ｶﾀｳﾗ ﾀﾂﾔ 兵庫

18 1533 片浦　達也(2) 環太平洋大
ﾋﾗﾇﾏ ﾀｸﾐ 兵庫

19 1528 平沼　拓海(2) 環太平洋大



男子やり投(800g)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    71m18     権出　憲一(広島大)                    2017
大会記録(GR)            70m26     権出　憲一(広島大)                    2017
日本学生記録(CR)        84m28     ディーン元気(早稲田大)                2012 10月26日 12:00 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

ﾔﾏｵｶ ﾚｵ 愛媛

1 2185 山岡　怜央(1) 愛媛大
ｳｴﾀﾞ ﾘｷﾔ 広島

2 1174 上田　力哉(1) 文化学園大
ｲｼﾏﾂ ﾀｹﾙ 山口

3 2223 石松　岳留(1) 下関市立大
ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 高知

4 2108 福田　圭佑(1) 高知大
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾔ 愛媛

5 1443 稲場　翔也(2) 愛媛大
ﾋﾛｲ ﾘｮｳﾀ 山口

6 1988 廣井　涼太(3) 下関市立大
ｱｲｶﾜ ﾀﾂﾔ 高知

7 2326 相川　竜也(1) 高知工科大
ｱｿｳ ｺﾀﾛｳ 高知

8 1259 麻生虎丈郎(2) 高知大
ｵｵｴ ｺｳｽｹ 兵庫

9 2236 大江　広高(1) 鳥取大
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 愛媛

10 2127 橋本　　優(1) 岡山商科大
ﾔﾏｵｶ ﾕｳ 岡山

11 2098 山岡　　佑(1) 環太平洋大
ﾂﾙｲ ﾀﾞｲﾁ 山口

12 2097 鶴井　大知(1) 環太平洋大
ｱｷｼﾛ ﾄﾓﾋﾛ 山口

13 1998 明代　知大(2) 下関市立大
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾓﾄ 岡山

14 2164 前田  誠元(1) 岡山大
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥取

15 2172 鈴木　真人(1) 広島修道大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

16 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岡山

17 1524 神田　裕之(3) 環太平洋大
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

18 1181 田平　　守(4) 岡山商科大
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 岡山

19 1407 藤森  信昭(3) 岡山大
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｽｹ 大阪

20 1519 山崎　雄祐(3) 環太平洋大
ﾑｷﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 宮崎

21 1905 麦生田将史(2) 徳山大
ﾆｵ ﾖｳｽｹ 徳島

22 1486 仁尾　陽介(4) 愛媛大
ｱｻﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮崎

23 1892 浅見友一朗(2) 徳山大
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎

24 1107 佐藤　　走(2) 広島大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

25 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ｶﾈｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島

26 1646 金川伸一郎(2) 福山大
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 高知

27 1257 笠原　智行(2) 高知大
ｵｵｼﾀ ｼｮｳﾉｽｹ 山口

28 2217 大下将ノ介(2) 徳山大
ｿﾒﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪

29 2151 染谷　直樹(1) 広島大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 兵庫

30 1532 渡邊　光希(2) 環太平洋大
ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 香川

31 2095 福島　良輔(1) 環太平洋大
ｲﾅﾐ ﾀｲｾｲ 愛媛

32 1527 稲見　太晴(2) 環太平洋大
ﾌｼﾞﾉ ｱｷﾄ 徳島

33 1525 藤野　晶斗(3) 環太平洋大
ｺｶﾞ ﾊﾔﾄ 岡山

34 1518 古閑　隼人(3) 環太平洋大



男子やり投(800g)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    71m18     権出　憲一(広島大)                    2017
大会記録(GR)            70m26     権出　憲一(広島大)                    2017
日本学生記録(CR)        84m28     ディーン元気(早稲田大)                2012 10月26日 12:00 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

ﾃﾞｶｲ ﾏｻｼ 広島

35 2144 出海　　将(1) 広島大
ﾏﾂｶﾜ ﾅｵｷ 宮崎

36 1887 松川　直紀(3) 徳山大
ﾓﾘ ﾖｼﾏｻ 岡山

37 1521 森　　義政(3) 環太平洋大



男子十種競技 100m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

10月26日 12:00 決　勝

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

1 2249 山口　慧士(1) 愛媛大 1 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

2 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大 2 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

3 1733 松原　國喜(4) 島根大 3 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

4 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大 4 1169 石川　稜将(3) 広島大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

5 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大 5 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

6 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大 6 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

7 2333 広川太佑斗(M1) 山口大 7 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

8 2109 光成　柊人(1) 高知大 8 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

1 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大 1 1256 前田　達彦(2) 高知大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山 ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

2 1404 原山  瑛地(3) 岡山大 2 2382 米井　潤風(1) 広島大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

3 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大 3 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

4 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大 4 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

5 1880 佐々木勇海(3) 徳山大 5 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

6 1836 開内　丈流(1) 福山平成大 6 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

7 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大 7 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

8 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大 8 2293 富永　　優(1) 鳥取大



男子十種競技 走幅跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

10月26日 13:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

1 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

2 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

3 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

4 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

5 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

6 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

7 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

8 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

9 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

10 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

11 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

12 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

13 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

14 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

15 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

16 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

17 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

18 1256 前田　達彦(2) 高知大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

19 1169 石川　稜将(3) 広島大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

20 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

21 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

22 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

23 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

24 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

25 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

26 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

27 2109 光成　柊人(1) 高知大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

28 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

29 1733 松原　國喜(4) 島根大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

30 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

31 2382 米井　潤風(1) 広島大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

32 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大



男子十種競技 走高跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

10月26日 15:50 決　勝

ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

1 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

2 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

3 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

4 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

5 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

6 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

7 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

8 1256 前田　達彦(2) 高知大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

9 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

10 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

11 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

12 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

13 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

14 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

15 1733 松原　國喜(4) 島根大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

16 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

17 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

18 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

19 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

20 2382 米井　潤風(1) 広島大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

21 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

22 2109 光成　柊人(1) 高知大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

23 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

24 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

25 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

26 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

27 1169 石川　稜将(3) 広島大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

28 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

29 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

30 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

31 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

32 1186 佐々木匡彦(4) 山口大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

10月26日 14:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

1 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

2 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

3 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

4 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

5 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

6 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

7 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

8 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

9 1169 石川　稜将(3) 広島大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

10 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

11 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

12 2382 米井　潤風(1) 広島大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

13 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

14 1256 前田　達彦(2) 高知大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

15 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

16 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

17 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

18 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

19 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

20 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

21 1733 松原　國喜(4) 島根大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

22 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

23 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

24 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

25 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

26 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

27 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

28 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

29 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

30 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

31 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

32 2109 光成　柊人(1) 高知大



男子十種競技 400m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

10月26日 18:35 決　勝

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

ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

1 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大 1 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

2 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大 2 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口 ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

3 2333 広川太佑斗(M1) 山口大 3 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

4 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大 4 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都 ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

5 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大 5 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

6 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大 6 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

7 1733 松原　國喜(4) 島根大 7 2382 米井　潤風(1) 広島大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

8 1225 菅沼　拓都(4) 高知大 8 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

1 1922 木村　昌哉(3) 山口大 1 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

2 2293 富永　　優(1) 鳥取大 2 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

3 1256 前田　達彦(2) 高知大 3 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛 ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

4 1169 石川　稜将(3) 広島大 4 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫 ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

5 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大 5 2109 光成　柊人(1) 高知大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛 ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

6 1459 中村純一郎(2) 愛媛大 6 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山 ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

7 1404 原山  瑛地(3) 岡山大 7 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島 ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

8 1555 山本　一成(3) 環太平洋大 8 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大



男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

10月27日 09:00 決　勝

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川 ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

1 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大 1 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

2 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大 2 1169 石川　稜将(3) 広島大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口 ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

3 1922 木村　昌哉(3) 山口大 3 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

4 1733 松原　國喜(4) 島根大 4 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

5 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大 5 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根 ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

6 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大 6 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

7 2293 富永　　優(1) 鳥取大 7 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

8 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大 8 1256 前田　達彦(2) 高知大

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

1 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大 1 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

2 2109 光成　柊人(1) 高知大 2 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島 ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

3 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大 3 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛 ﾊｾ ｺｳｷ 京都

4 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大 4 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛 ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

5 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大 5 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

6 1555 山本　一成(3) 環太平洋大 6 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

7 2382 米井　潤風(1) 広島大 7 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

8 1404 原山  瑛地(3) 岡山大 8 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大



男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

10月27日 10:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

1 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

2 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

3 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

4 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

5 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

6 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

7 1733 松原　國喜(4) 島根大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

8 1256 前田　達彦(2) 高知大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

9 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

10 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

11 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

12 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

13 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

14 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

15 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

16 1169 石川　稜将(3) 広島大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

17 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

18 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

19 2109 光成　柊人(1) 高知大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

20 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

21 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

22 2382 米井　潤風(1) 広島大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

23 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

24 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

25 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

26 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

27 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

28 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

29 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

30 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

31 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

32 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
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ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

1 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

2 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

3 2109 光成　柊人(1) 高知大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

4 2382 米井　潤風(1) 広島大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

5 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

6 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

7 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

8 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

9 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

10 1256 前田　達彦(2) 高知大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

11 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

12 1733 松原　國喜(4) 島根大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

13 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

14 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

15 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

16 1169 石川　稜将(3) 広島大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

17 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

18 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

19 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

20 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

21 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

22 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

23 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

24 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

25 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

26 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

27 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

28 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

29 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

30 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

31 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

32 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

10月27日 15:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

1 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

2 2109 光成　柊人(1) 高知大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

3 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

4 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

5 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

6 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

7 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

8 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

9 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

10 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

11 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

12 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

13 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

14 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

15 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

16 1733 松原　國喜(4) 島根大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

17 1256 前田　達彦(2) 高知大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

18 1169 石川　稜将(3) 広島大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

19 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

20 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

21 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

22 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

23 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

24 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

25 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

26 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

27 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

28 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

29 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

30 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

31 2382 米井　潤風(1) 広島大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

32 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
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順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 島根

1 1813 小豆澤　徹(4) 福山平成大
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口

2 2333 広川太佑斗(M1) 山口大
ｲﾜﾜｷ ﾕｳﾔ 兵庫

3 1548 岩脇　侑哉(4) 環太平洋大
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 広島

4 1836 開内　丈流(1) 福山平成大
ﾐﾂﾅﾘ ｼｭｳﾄ 高知

5 2109 光成　柊人(1) 高知大
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

6 1169 石川　稜将(3) 広島大
ｲﾀｲ ｼｮｳﾀ 愛媛

7 1488 板井　昌太(M1) 愛媛大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

8 1054 山田　拓矢(3) 鳥取大
ｷｯﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

9 2051 橘高　貴大(1) 環太平洋大
ｻｲｷ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛

10 1806 佐伯剛太郎(2) 松山大
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛媛

11 2181 坂本　拓海(1) 愛媛大
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 三重

12 1569 安田　拓真(2) 環太平洋大
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

13 1404 原山  瑛地(3) 岡山大
ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口

14 1186 佐々木匡彦(4) 山口大
ｺｵﾘ ﾀｲﾖｳ 香川

15 1368 郡　　太陽(2) 鳴門教育大
ﾊｾ ｺｳｷ 京都

16 1585 長谷　航暉(2) 環太平洋大
ｻｻｷ ｲｻﾐ 広島

17 1880 佐々木勇海(3) 徳山大
ﾋﾗﾀﾆ ﾕｳﾋ 鹿児島

18 2055 平谷　優陽(1) 環太平洋大
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 徳島

19 1555 山本　一成(3) 環太平洋大
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広島

20 1582 橋本　　翼(2) 環太平洋大
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島

21 2382 米井　潤風(1) 広島大
ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 兵庫

22 2056 西崎　優星(1) 環太平洋大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

23 1733 松原　國喜(4) 島根大
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 香川

24 2191 小川　浩平(M1) 鳴門教育大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

25 2293 富永　　優(1) 鳥取大
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ 徳島

26 1556 多田　裕弥(3) 環太平洋大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼ 愛媛

27 2249 山口　慧士(1) 愛媛大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｸﾄ 高知

28 1225 菅沼　拓都(4) 高知大
ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 高知

29 1256 前田　達彦(2) 高知大
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島

30 1698 陶山　帆昴(4) 広島経済大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口

31 1922 木村　昌哉(3) 山口大
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛

32 1459 中村純一郎(2) 愛媛大
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