
 第47回広島県民スポーツ大会（22340018） 審 判 長　　堀江　信之

【開催日】 2022年10月２日 記録主任　　松木　茂穂

【主催団体】 (公財）広島県スポーツ協会　広島県　（一財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】庄原市上野総合公園（343100）

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/ 2 小学生男子  +0.8 岩森  遼 12.51 青井  泉澄 12.61 末永  大誠 12.77 普家  壮太郎 13.09 松岡  颯大 13.37 中村  敦 13.44 藤井  千隼 13.45 佐藤  大夢 13.75
100ｍA決勝 chaskiｼﾞｭﾆｱ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 三原陸上 chaskiｼﾞｭﾆｱ 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

10/ 2  -0.8 嶋田  莞大 14.12 城田  竜希 14.22 溝口  旺史朗 14.23 國利  理仁 14.30 生馬  陽 14.32 冨貞  瑛寿 14.35 丹地  晃祐 14.57
100ｍB決勝 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 庄原市 くれJAC 庄原市 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 甲奴小学校 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10/ 2  -0.2 増原  玄大 12.94 浪速  彪翔 12.96 岡田  宗馬 13.17 北川  諒 13.43 大國  豪流 13.50 金内  瑠星 13.51 古川  悠哉 13.63 北村  颯也 13.82
８０ｍＨ chaskiｼﾞｭﾆｱ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ chaskiｼﾞｭﾆｱ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団

10/ 2 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞA      51.61 三原陸上　A       53.71 chaskiｼﾞｭﾆｱA       53.79 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ       54.81 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞA      55.66 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      56.03 東広島TFC A       56.59 湯田陸上       56.81
４×１００ｍＲ 米廣  柊二 山科  昂大 蘭  尚悟 北川  諒 南  柊司 松永  大河 武廣  煌志 広瀬  拓海

末永  大誠 下夷  諒吾 増原  玄大 馬越  遥大 青井  泉澄 桑原  彪斗 堀  凌多 藤井  秀音
嶋田  莞大 上田  晴志朗 岡田  宗馬 中野  遥己 惠木  直人 生馬  陽 井崎  迅 髙田  聖名
浪速  彪翔 普家  壮太郎 岩森  遼 筑後  蒼人 丹地  晃祐 渡邊  瑠那 大繁  力丸 四戸岸  拓実

10/ 2 筑後  蒼人 5.42(+1.0) 瀧迫  友晟 5.08(+1.5) 村津  奏 4.69(-0.8) 米廣  柊二 4.48(+1.4) 堀  凌多 4.40(+1.5) 桑原  彪斗 4.37(+0.6) 馬越  遥大 4.37(+1.7) 坂井  夢咲 4.33(+1.2)
走幅跳 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大会新 吉和AC 中条走ろう会 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ びんごWAC

10/ 2 中学生男子  -2.0 岩崎  倭士 23.27 高橋  輝 23.33 古森  翔大 23.54 前﨑  陽仁 23.75 長田  晴輝 23.98 藤井  亮太 24.41 坪倉  璃典 24.47
２００ｍ 府中空城 府中空城 中条走ろう会 古田中学校 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市

10/ 2 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団A      45.62 府中空城A       46.49 庄原市A       47.06 庄原市B       47.61 三原陸上       47.70 吉和AC       49.95 東広島TFC       52.20
４×１００ｍＲ 長田  晴輝 村上  留唯 池本  優笑 新見  涼太 井上  航生 金川  世夏 石川  蒼大

高橋  康誠 岩崎  倭士 中曽  瑛太 坪倉  璃典 井上  莉生 天川  佑介 鶴田  琉之介
馬屋原  夢路 藤本  龍聖 黑野  真之 新見  健太 大髙  史人 永田  理人 杉本  音和
藤井  亮太 高橋  輝 黑野  武之 兼次  泰政 清水  璃空 武田  颯衣 松村  悠生

10/ 2 天川  佑介 1.65 大髙  史人 1.62 藤本  龍聖 1.53 黑永  拓海 庄原市 1.53 桒田  湊太郎 1.50 魚谷  健仁 1.45 新田  大智 1.40
走高跳 吉和AC 三原陸上 府中空城 松村  悠生 東広島TFC 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10/ 2 井上  莉生 10.31 入川  龍馬 9.45 栁生  陽日紀 9.03 馬屋原  夢路 8.36 兼次  泰政 8.21 高橋  康誠 6.79 水間  雄吾 6.74
砲丸投 三原陸上 竹原市陸上競技協会 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市

10/ 2 一般男子 伊藤  潤 9:35.85 高橋  和也 9:49.61 森本  憲治 10:09.39 谷光  修二 10:19.80 森  慎二 10:31.56 福地  英治 10:39.65 奥  充弘 10:51.15 濱本  裕樹 11:08.36
３０００ｍ 三原市体協 三原市体協 府中空城 三原市体協 三原市体協 三原市体協 三原市体協 中野東

10/ 2 府中空城
４×１００ｍＲ 垣内　優真

桑野　哉汰
藤原　育歩
小川　博正

10/ 2 前田  秀尚 6.02
砲丸投 吉和AC

47.20
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1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
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10/ 2 小学生女子  +0.6 辰本  心徠 13.72 中澤  心菜 14.01 濱中  穂乃花 14.22 山本  紗羅 14.29 香川  珠妃 14.30 難波  琉亜那 14.37 杉原  晴 14.62 山本  彩礼 14.65
100ｍA決勝 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ chaskiｼﾞｭﾆｱ

10/ 2  +0.0 今津  由良 14.88 石田  煌歩 14.92 田中  萌夢 15.03 猪原  美月 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 15.09 向山  昊芳 15.15 畑田  紗知 15.17 山手  里桜 15.18
100ｍB決勝 府中空城 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 村井  咲希 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 三原陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

10/ 2  -0.1 江原  杏月芭 12.51 中串  葵帆 12.88 島田  沙來 13.28 田中  莉愛菜 13.35 山路  舞香 13.66 池久保  里笑 14.04 菊屋  美心 14.42
８０ｍＨ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ chaskiｼﾞｭﾆｱ 東広島TFC 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

10/ 2 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA       54.23 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞA      55.76 東広島TFC A       56.41 chaskiｼﾞｭﾆｱA       56.75 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞA      57.94 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ      58.16 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞB      58.70 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団A
４×１００ｍＲ 山路  舞香 大会新 香川  珠妃 田中  萌夢 浜井  優里 向山  昊芳 宮地  麻里亜 植田  悠樹奈 主枝  美織       58.84

辰本  心徠 濱中  穂乃花 中澤  心菜 山本  彩礼 石田  煌歩 大島  莉子 杉原  晴 難波  琉亜那
中串  葵帆 池久保  里笑 田中  莉愛菜 島田  沙來 小笠原  果心 橋本  真音 貝塚  結奈 今西  咲希
江原  杏月芭 朝山  更来 河村  陽香 垰山  杏那 大久保  美紅 山本  紗羅 中  優莉 藤田  帆乃栞

10/ 2 河村  陽香 4.28(+0.8) 岡田  鈴々 4.24(+0.8) 朝山  更来 4.12(+1.0) 田口  由奈 4.02(+0.0) 小笠原  果心 3.84(+0.3) 石井  佐和 3.75(+0.0) 植田  悠樹奈 3.64(+0.3) 田中  和奈 3.63(+0.8)
走幅跳 東広島TFC 三原陸上 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ

10/ 2 中学生女子  -1.7 山森  彩花 27.21 鴈田  心 27.41 畝本  怜奈 27.72 西田  和奏 27.73 藤田  実央 28.65 山下  咲希 28.83 山口  小友季 29.75
２００ｍ ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 東広島TFC 東広島TFC 庄原市 庄原市

10/ 2 東広島TFC A       51.83 東広島TFC B       52.99 三原陸上       54.04 庄原市A       54.72 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      54.78 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ      57.96 庄原市B       58.02
４×１００ｍＲ 田中  愛里華　　　 林  舞陽 波間  優月 松尾  莉里花 清水  結加 古田  蘭 周藤  瑚音

藤田  実央 萩原  菜々子 清光  穂実 山下  咲希 虫明  美波 大上  柚杏 三上  一花
西田  和奏 重松  柚杏 安倍  光希 山口  小友季 北村  七香 沖  音羽 山本  沙和
鴈田  心 光平  羽来 陰迫  栞奈 藤本  真歩 畝本  怜奈 塚本  心夏 加藤  那奈子

10/ 2 木谷  優月 1.40 岡㟢  衣央里 1.35 安倍  光希 1.30 松尾  怜衣紗 1.30 重松  柚杏 1.30 光平  羽来 1.20 周藤  瑚音 1.20 山本  沙和 1.15
走高跳 東広島TFC 三原陸上 三原陸上 庄原市 東広島TFC 東広島TFC 庄原市 庄原市

10/ 2 本田  小百合 9.19 三上  一花 8.38 細羽  七菜 7.36 德永  里桜 6.85 清水  凛 6.75 小林  楓依 5.68
砲丸投 庄原市 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市 庄原市 吉和AC


