
審 判 長 堀江　信之
第40回広島県民体育大会(陸上競技）

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
10/04 男子小学  +1.7 植田　光紀 12.95 村上　歩夢 13.16 中山　桜輝 13.31 石原　光将 13.50 石本　涼太 13.51 椎葉　涼 13.61 吉田　了 13.74 原田　響 13.83

１００ｍ 尾道市･因北陸上 竹原市･竹原市 庄原市･庄原市 府中町･府中空城
10/04  +0.7 高橋　昴生 12.51 布袋屋　怜旺 12.63 谷口　朝陽 12.73 西川　正飛 13.09 吉川　颯也翔 13.42 米澤　晴惟 13.45 児玉　成輝 13.65 鈴政　力統 13.87

８０ｍＨ 尾道市･吉和AC 東広島市･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 府中町･府中空城
10/04 神辺走ろう会Ａ 尾道素・吉和ＡＣ－Ａ 府中町・府中空城

４×１００ｍＲ 米澤　晴惟       51.89 松島　史弥       54.11 河村　龍斗       54.95 吉年　晴真       55.97 石田　樹       55.98 吉川　響       56.17 藤原　育歩       56.42 久田　海斗       56.42
谷口　朝陽 原田　響 神田　歩睦 椎葉　涼 坂本　拓望 松本　朋也 鈴政　力統 高橋　昴生
坂田　陽貴 吉川　颯也翔 加藤　一磨 村上　諒 長谷川　巧 塩出　翔太 垣内　優真 土井川　結人
恵南　優貴 植田　光紀 土屋　翔希 疋田　啓 吉田　了 布袋屋　怜旺 石本　涼太 仁井　翔矢

10/04 庵地　祐希 4.72(+1.3) 松本　朋也 4.67(+2.0) 恵南　優貴 4.53(+2.1) 松島　史弥 4.51(+1.3) 石元　大智 4.43(+1.2) 吉年　晴真 4.41(+0.9) 土屋　翔希 4.37(+4.1) 咽原　大輝 4.31(+0.5)
福山市･竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 尾道市･吉和AC 福山市･中条走ろう会 福山市･神辺走ろう会 庄原市･庄原市

走幅跳 公認4.50(+0.7) 公認4.34(+0.9)
10/04 男子中学  +1.2 山下　竜也 22.70 仁泉　大樹 22.76 坂本　一太 23.30 宇都宮　舞人 23.46 藤田　竜司 23.52 中脇　一真 23.74 宇山　友翔 24.09 奥本正幸 24.49

２００ｍ 福山市･竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福山市･湯田陸上 福山市･中条走ろう会 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 東広島市･磯松中学校
10/04 東広島市・東広島ＴＦＣ 庄原市・庄原市Ａ 東広島市・磯松中学校 庄原市・庄原市Ｂ 福山市・中条走ろう会 竹原市･竹原市

４×１００ｍＲ 松谷　晴輝       45.57 小川　龍治       47.05 楠　幸太       47.68 中村　京右       48.38 寺迫　由留       49.04 永井　翔也       50.72 佐藤　将       59.59
松井　優斗 宇山　友翔 奥本正幸 北村　健人 五刀　要 藤井　誠輝 濱満　和希
中脇　一真 橋本　眞季 河内駿斗 渡辺　凌一朗 佐々木　瞬 小林　和貴 河本　慶一郎
藤田　竜司 池上　祐太郎 中川裕希 笹木　優汰 小川　愛斗 坂本　一太 濱咲　省吾

10/04 竹内　海斗 1.58 小川　龍治 1.45 北村　健人 1.45 穂積　赳史 1.35 渡辺　凌一朗 1.35 小林　和貴 福山市･中条走ろう会 1.30
走高跳 庄原市･庄原市 福山市･中条走ろう会 寺迫　由留 庄原市･庄原市

10/04 橋本　眞季 8.44 小寺　葉太 7.62 笹木　優汰 7.11 濱咲　省吾 6.37 石田　雄大 5.87 佐藤　将 5.66 中村　京右 5.10
砲丸投 庄原市･庄原市 竹原市･竹原市 庄原市･庄原市 竹原市･竹原市

10/04 男子一般 藤井　俊平　 9,16.39 福地　栄治 9,21.08 森元　憲治 9,28.46 奥　充弘 9,31.99 中塚　元基 9,39.20 角島　誓之助 9,47.59 山下　剛史 10,11.02 吉澤　政展 11,02.27
３０００ｍ 東広島市･東広島ＴＦＣ 三原市･三原市体協 府中町･府中空城 三原市･三原市体協 竹原市･竹原市 三原市･三原市体協 竹原市･竹原市 福山市･御野陸上

10/04 府中町・府中空城 東広島市・東広島ＴＦＣ
４×１００ｍＲ 小川　博正       45.26 内藤　祥       47.00

岩佐　光繁 井上　浩
田辺　幹雄 北村　瞭磨
田口　雅典 榛澤　哲聖

10/04 中平　圭祐 12.48 大本　達也 11.70 大森　穣 9.03 猪原　友行 8.35 別祖　明 7.36 前田　秀尚 6.97
砲丸投 竹原市･竹原市 竹原市･竹原市 三原市･三原市体協 竹原市･竹原市 尾道市･吉和ＡＣ

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団

福山市･竹尋アスリートクラブ

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団Ｂ

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団

広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ 広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団Ｂ 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞＡ 尾道市･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＡ

広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団

尾道市･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島市･CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団


