
第51回広島県実業団陸上競技選手権大会 審 判 長 波多　伸樹
第46回広島県学生陸上競技選手権大会　　合同競技会

記録主任 松木　茂穂
決勝記録一覧表

男  子 【競技場】343100  庄原市上野総合公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
06/01 男子 清水　宅麻 10.87(+0.9) 足立　達也 10.88(+0.9) 楠本　将也 11.03(+0.9) 松山　祥 11.13(+0.7) 森兼　聖児 11.18(+0.7) 久保　健太　　 11.21(+0.9) 田島　慶一 11.21(+0.9) 河村　祐磨 11.24(+0.9)

１００ｍ 島根･福山平成大学 広島･広島大学 広島･広島修道大学 広島･広島大学 岡山･福山平成大学 広島･福山平成大学 広島･広島経済大学 広島･広島経済大学
06/01 清水　宅麻 21.67(+1.0) 足立　達也 21.88(+1.0) 小泉　貴裕 22.32(+1.0) 浅野　慎之祐 22.33(+1.0) 河村　祐磨 22.47(+1.0) 盆子原　良太 22.66(-0.1) 島　大侃 22.72(+0.2) 谷口　真士 22.84(-0.1)

２００ｍ 島根･福山平成大学 広島･広島大学 広島･広島経済大学 岡山･広島経済大学 広島･広島経済大学 広島･福山平成大学 広島･広島経済大学 鳥取･広島経済大学
06/01 香月　勇人 49.62 盆子原　良太 49.81 浅野　慎之祐 50.48 児玉　賢洋 50.79 石井　章太 50.91 澤田　翔太 51.17 伊場　健吾 51.26 舟木　大輔 51.47

４００ｍ 広島･広島大学 広島･福山平成大学 岡山･広島経済大学 広島･広島市立大学 広島･広島市立大学 広島･広島経済大学 広島･福山平成大学 広島･広島工業大学
06/01 児玉　賢洋 1,59.47 三輪　準也 1,59.85 依藤　周 2,00.70 安藤　健太 2,02.87 北村　郁海 2,03.44 米田　謙 2,03.48 山本　和毅 2,03.78 勢村　蘭馬 2,04.14

８００ｍ 広島･広島市立大学 広島･広島修道大学 広島･広島国際大学 広島･広島修道大学 広島･広島大学 愛媛･広島大学 京都･広島大学 広島･自衛隊海田
06/01 山崎　亮平 3,54.72 井平　智之 3,57.65 池淵　智紀 3,58.22 妹尾　良平 3,58.99 清谷　匠 4,00.66 刀祢　健太郎 4,01.05 高瀬　泰一 4,02.55 兼実　省伍 4,02.84

１５００ｍ 広島･中国電力 岡山･ＪＦＥスチール 広島･中国電力 広島･広島修道大学 広島･中国電力 広島･中国電力 岡山･ＪＦＥスチール 広島･中国電力
06/01 13,36.26 大谷　健太 14,02.08 大須田　優二 14,04.41 池淵　智紀 14,07.86 小山　大介 14,10.55 米澤　類 14,13.25 高瀬　泰一 14,14.25 山崎　亮平 14,14.82

５０００ｍ 広島･マツダ 大会新 岡山･ＪＦＥスチール 広島･マツダ 広島･中国電力 広島･中電工 広島･中国電力 岡山･ＪＦＥスチール 広島･中国電力
06/01 横田　健太 15.39(+0.2) 板野　泰祥 15.47(-0.2) 澄川　陽一 15.58(+0.2) 武田　光司 15.66(+0.2) 宮本　大樹 16.00(-0.2) 長岡　真希 16.41(+0.2) 中川　瞬 16.45(+0.2) 中村　和真 16.92(-0.2)

１１０ｍＨ 広島･広島修道大学 岡山･福山平成大学 広島･ＪＦＥスチール 広島･広島大学 高知･福山平成大学 広島･福山平成大学 広島･広島修道大学 広島･呉高專
06/01 尾崎　雄祐 54.05 坂井　駿介 54.56 掛江　幸太 57.26 石井　章太 59.27 片岡　誠 59.30 八木　壮平 59.85 藤井　聖 1,03.07 山下　泰永 1,06.55

４００ｍＨ 長崎･広島大学 広島･広島大学 広島･広島修道大学 広島･広島市立大学 広島･広島修道大学 兵庫･広島大学 広島･広島大学 広島･広島修道大学
06/01 広島経済大学Ａ      41.97 福山平成大学Ａ      42.31 広島経済大学Ｂ      42.41 広島修道大学Ａ      42.50 広島経済大学Ｃ      42.76 福山平成大学Ｂ      42.86 福山平成大学Ｄ      44.07 広島修道大学Ｂ      44.43

４×１００ｍＲ 甲斐　祐弥 山本　勉 田島　慶一 能美　和明 下瀬　裕 幸田　和也 國吉　環 横田　健太
小泉　貴裕 森兼　聖児 島　大侃 中野　拳 久保　尚輝 久保　健太　　　 額田　直弥 檜垣　雄介
浅野　慎之祐 盆子原　良太 河村　祐磨 楠本　将也 藤原　駿也 板野　泰祥 松村　知希 川田　諒
澤田　翔太 林　翔太 望月　拓真 河野　有輝 門脇　和人 清水　宅麻 長岡　真希 佐々木　祥之

06/01 広島修道大学Ａ    3,32.19 広島修道大学Ｂ    3,35.39
４×４００ｍＲ 檜垣　雄介 佐々木　祥之

久保田　一翔 安藤　健太
片岡　誠 三輪　準也
中野　拳 山下　泰永

06/01 向井　祐介 1.90 塩出　諒 1.90 中村　和真 1.90 粕谷　泰介 1.80 渡辺　洸 1.80 村上　裕樹 1.65
走高跳 広島･メリィハウス 広島･広島修道大学 広島･呉高專 愛媛･広島経済大学 岡山･広島経済大学 広島･広島修道大学

06/01 和田木　湧 4.20
棒高跳 広島･広島経済大学

06/01 藤原　駿也 6.91(+0.1) 伊藤　巧磨 6.45(+0.2) 開内　竣梧 6.44(+0.5) 潮　良祐 6.32(-0.2) 薙野　智弥 6.18(+0.1) 重元　賢史 6.16(-0.1) 阿部　光 5.76(-0.3) 佐々木　充　 5.64(-0.2)
走幅跳 岡山･広島経済大学 山口･福山平成大学 広島･広島経済大学 山口･広島修道大学 広島･呉高専 広島･広島大学 山口･福山平成大学 広島･呉高専

06/01 甲斐　祐弥 13.73(-0.3) 兵頭　賢紀 13.56(-0.1) 薙野　智弥 13.52(+0.1) 矢部　将士 13.48(+0.1) 戸田　年哉 12.61(-0.2) 松枝　尚紀 12.33(-0.5) 森山　領次 12.24(-0.1)
三段跳 広島･広島経済大学 愛媛･広島経済大学 広島･呉高専 岡山･広島経済大学 広島･広島修道大学 広島･広島経済大学 広島･広島大学

06/01 佐藤　匠 12.88 田中　直樹　　 12.76 宮本　大樹 12.23 大崎　康二郎 9.82 幕内　昌宏 7.74
砲丸投 岡山･広島大学 広島･デコール 高知･福山平成大学 広島･広島経済大学 広島･ＩＧＬ福祉会

06/01 森田　辰大 39.25 永田　翔　 25.42 柏原　新之介 24.25 幕内　昌宏 18.07
円盤投 広島･多田製作所 山口･福山平成大学 広島･呉高専 広島･ＩＧＬ福祉会

06/01 松村　優太 55.60 西山　健太 49.47 長瀬　清一郎 45.23 幕内　昌宏 25.43
やり投 広島･広島修道大学 山口･広島大学 岡山･広島修道大学 広島･ＩＧＬ福祉会

06/01  +0.9 小川　博正 12.28 明見　章成 12.65
35歳以上100m 広島･府中中央小学校 広島･中国トラック交通

06/01 長谷川　和彦 9,30.49 安藤　真 10,18.76 森本　大輔 10,37.92 吉本　一馬 10,45.94 上岡　利伸 10,48.26 平岡　康信 10,57.45 坂本　信次 11,39.61
35歳以上3000m 広島･三菱レイヨン大竹 広島･三菱重工三原 広島･三菱レイヨン大竹 広島･三菱重工三原 広島･広島市役所 広島･広島市役所 広島･広島市役所
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