
第56回広島県実業団陸上競技選手権大会 審 判 長
第51回広島県学生陸上競技選手権大会

記録主任
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
06/02 男子 山崎　開斗(1)10.80(+0.6) 濵元　大弥(4)10.88(+0.6) 庄司　泰志(2)10.92(+0.6) 本多　真彬(3)10.94(+0.6) 山下　雄大(2)11.03(+0.6) 佐々木太夢(3)11.06(-0.9) 正路　悠(1) 11.17(-0.9) 岡本　啓吾(2)11.18(-0.1)

男子100m 広島･広島経済大学 広島･福山平成大学 広島･広島経済大学 広島･広島工業大学 広島･福山平成大学 広島･広島修道大学 山口･広島経済大学 広島･広島工業大学
06/02 佐々木太夢(3)22.26(-3.1) 岡本　啓吾(2)22.83(-2.3) 濱崎 智哉(1) 23.00(-2.3) 野上　佳樹(1)23.02(-3.1) 高橋 皓己(3) 23.33(-3.1) 寺西　洸介(1)23.37(-2.3) 吉田　紀隆(4)23.70(-2.3) 日隅健太郎(1)23.72(-3.1)

男子200m 広島･広島修道大学 広島･広島工業大学 広島･広島修道大学 広島･広島文化学園大 愛媛･広島大学 広島･広島文化学園大 広島･福山平成大学 広島･広島文化学園大
06/02 伊藤　大地(3) 49.28 小松 賢志郎(3) 50.35 貞安　航平(1) 50.61 加藤 嵩大(2) 51.39 勝坂　優希(3) 51.59 松井 皓亮(2) 52.07 引野　隆輔(2) 52.51 上田　瑞貴(2) 52.81

男子400m 広島･広島修道大学 広島･広島修道大学 広島･広島経済大学 愛知･広島大学 広島･広島市立大学 兵庫･広島大学 島根･広島経済大学 愛媛･広島経済大学
06/02 宮藤 優樹(3) 1,56.25 藤川　龍之介(3) 2,00.61 長谷川　甲斐(2) 2,02.79 鎌田　滉(4) 2,04.26 川崎 貢功(3) 2,06.16 濵野　洋人(2) 2,07.16 樋口　恵介(1) 2,09.18 杉原　聖信(1) 2,10.88

男子800m 広島･広島修道大学 広島･広島経済大学 広島･呉工業高等専門 愛媛･広島経済大学 兵庫･広島大学 広島･広島文化学園大 香川･広島経済大学 広島･広島市立大学
06/02 樋口　恵介(1) 4,10.48 吉村 善治(1) 4,11.67 鎌田　滉(4) 4,12.56 坂口 礼章(4) 4,17.02 岡本　洋樹(4) 4,17.98 長谷川　甲斐(2) 4,19.53 沖田　翼(3) 4,21.83 中原 昇斗(1) 4,22.20

男子1500m 香川･広島経済大学 福岡･広島大学 愛媛･広島経済大学 広島･広島大学 鳥取･広島経済大学 広島･呉工業高等専門 広島･広島工業大学 広島･広島大学
06/02 アモス　クルガト13,42.62 パトリック　キマニ13,50.47 小山　大介 14,13.74 清谷　匠 14,15.63 堤　悠生 14,15.99 森本　卓司 14,16.16 風岡　永吉 14,17.61 畑中　大輝 14,18.12

男子5000m 広島･中電工 広島･ＪＦＥスチール 広島･中電工 広島･中国電力 広島･ＪＦＥスチール 広島･中国電力 広島･ＪＦＥスチール 広島･中電工
06/02  -0.6 岩本　康平(1) 15.39

男子110mH 広島･広島経済大学
06/02 吉川　海斗(1) 55.04 三倉　巨幹(3) 57.77 宮田　和樹(3) 59.54 法村　直也 1,05.19

男子400mH 広島･広島文化学園大 広島･広島経済大学 愛媛･広島工業大学 広島･ＪＦＥ西日本
06/02 広島経済大学A      41.82 広島工業大学A      42.54 広島文化学園大学      43.07 福山平成大学D      43.27 広島経済大学X      43.38 福山平成大学C      44.00 広島工業大学B      44.05 福山平成大学B      44.92

男子4×100mR 岩本　康平(1) 本多　真彬(3) 藤本　達也(3) 古森　大貴(2) 藤本　直杜(3) 吉川　諒(2) 宮田　和樹(3) 川田　佳次(3)
庄司　泰志(2) 岡本　啓吾(2) 日隅　健太郎(1) 開内　丈流(1) 中畑　智博(3) 久保　大地(2) 片山　優(3) 小豆澤　徹(4)
山崎　開斗(1) 高浜　秀弥(2) 野上　佳樹(1) 池之原　純(4) 上田　格(2) 中根　啓志(2) 園部　凌士(2) 藤本　達也(4)
正路　悠(1) 今田　聡士(2) 寺西　洸介(1) 桧垣　正昭(1) 松本　和文(2) 山下　雄大(2) 三宅　晃平(2) 濵元　大弥(4)

06/02 広島経済大学B    3,20.57 広島大学C     3,26.12 広島大学A     3,27.93 広島大学D     3,28.05 広島経済大学C    3,29.59 広島市立大学     3,29.76 福山平成大学H    3,29.84 福山平成大学G    3,29.86
男子4×400mR 出原　裕矢(2) 大会新 松井 皓亮(2) 藤島 廉(4) 田首 恭平(3) 上田　瑞貴(2) 勝坂　優希(3) 古森　大貴(2) 野口　尚樹(3)

脇坂　宗汰(1) 加藤 嵩大(2) 清水 裕貴(4) 梶原 周平(1) 上田　格(2) 栗原　涼輔(1) 山下　雄大(2) 久保　大地(2)
神田　直季(4) 沖津 善(2) 辻 翔吾(4) 川崎 貢功(3) 引野　隆輔(2) 山北　丈将(1) 中根　啓志(2) 水成　昂聖(2)
中畑　智博(3) 片山 隼人(1) 高橋 皓己(3) 吉村 善治(1) 神野　順平(2) 杉原　聖信(1) 大崎　倖士朗(1) 小豆澤　徹(4)

06/02 隈井　智也(1) 1.90 竹内 康裕(3) 1.90 松本 奏一郎(2) 1.80 陶山　帆昴(4) 1.80 神鳥 怜央(2) 1.75
男子走高跳 広島･広島工業大学 福岡･広島大学 佐賀･広島大学 広島･広島経済大学 広島･広島修道大学

06/02 田村 圭祐(2) 4.30 佐々木　崇之(2) 4.20
男子棒高跳 広島･広島大学 兵庫･広島経済大学

06/02 村上 浩平(2) 6.65(+0.9) 伊東　哲博(1) 5.65(+1.4) 河上 洋輝(2) 5.60(+3.5) 北村　直大(3) 5.54(+1.3)
男子走幅跳 広島･広島修道大学 広島･広島市立大学 広島･広島大学 広島･広島修道大学

公認2.81(+0.9)
06/02 田村　春樹(1)13.89(+0.3) 河上 洋輝(2) 13.71(+1.7) 横田　雄大(1)13.69(-0.7) 野口　尚樹(3)13.32(+1.9) 神野 竜(1) 13.05(+2.1) 藤本　直杜(3)12.66(+2.1) 隈井　智也(1)12.31(+1.8)

男子三段跳 山口･広島経済大学 広島･広島大学 広島･広島経済大学 広島･福山平成大学 愛媛･広島修道大学 広島･広島経済大学 広島･広島工業大学
公認12.84(+0.5) 公認12.58(-0.6)

06/02 長木 勇真(2) 13.64 中矢　千加良(1) 9.97 長野　拓海(4) 9.87 川田　佳次(3) 9.85 安積　大輔(1) 9.34 開内　丈流(1) 8.42
男子砲丸投 大分･広島大学 愛媛･広島経済大学 広島･福山平成大学 広島･福山平成大学 広島･広島修道大学 広島･福山平成大学

06/02 長木 勇真(2) 41.80 鈴木 真人(1) 38.50 廣田　皓大(3) 34.16 切田　侃希(3) 30.36 武藤 亮佑(1) 29.97 石川 稜将(3) 28.88 長野　拓海(4) 27.33 半山　智也(3) 24.69
男子円盤投 大分･広島大学 鳥取･広島修道大学 岡山･広島経済大学 広島･福山大学 佐賀･広島大学 愛媛･広島大学 広島･福山平成大学 広島･福山大学

06/02 出海 将(1) 54.01 鈴木 真人(1) 53.93 金川　伸一郎(2) 48.78 小豆澤　徹(4) 46.51 塔迫　来(2) 42.09 池之原　純(4) 37.67 片山　優(3) 33.62
男子やり投 広島･広島大学 鳥取･広島修道大学 広島･福山大学 広島･福山平成大学 広島･呉工業高等専門 広島･福山平成大学 広島･広島工業大学

06/02  +1.6 小川　博正 12.33 明見　章成 12.67
男子35歳以上 広島･福山市立津之郷 広島･新生物流サービ

06/02 出口　浩己 10,02.84 鍋島　孝 10,05.75 上岡　利伸 11,30.61
男子35歳以上 広島･広島市役所 広島･広島市役所 広島･広島市役所

合同競技会（18670901） 恵木　剋行

松木　茂穂


