
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 福山市・神辺走ろう会Ａ 尾道市・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 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

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

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



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

女 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 女子小学 +1.2 脇坂 里桜 13.08 清水 茜里 13.27 山本 千菜 14.14 山根 千歩 14.18 柏原 美希 14.40 北浦 天希 14.43 山﨑 朋子 14.44 入江 紀帆 14.72

１００ｍ 県小新・大会新 大会新
尾道市･栗原陸上クラブ 府中町･府中空城 東広島市･東広島ＴＦＣ 三原市･三原陸上

10/04 +0.4 忰山 碧 13.50 森藤 真衣 13.54 三舩 歌音 13.57 神原 奈緒 13.65 高橋 紗菜恵 13.65 池野 亜理紗 13.82 渡邉 有咲 14.14 西中 新湖 14.22
８０ｍＨ 東広島市 ･東広島ＴＦＣ 東広島市･ポラーノ東広島 福山市･御野陸上 尾道市･吉和ＡＣ

10/04 尾道市・栗原陸上クラブ
４×１００ｍＲ 岡城 志奈 55.27 高岡 優羽 57.12 石中 裕美 57.76 檀上 すみれ 57.96 神原 奈緒 58.12 前田 朔良 58.20 井分 愛希 58.59 吉中 実優 59.85

森数 愛美 岡田 麻奈 柏原 美希 金尾 菜奈未 森脇 叶美 山根 千歩 小林 青生 脇坂 里桜
倉本 叡 九十九 里帆 山本 沙希菜 武田 藍花 金川 優莉 三舩 歌音 有原 このは 経澤 小春
清水 茜里 北浦 天希 高橋 紗菜恵 針間 咲良 甲斐 さくら 入江 紀帆 忰山 碧 椎葉 夏芽

10/04 岡田 麻奈 5.10(+1.3) 森数 愛美 4.47(+1.2) 甲斐 さくら 4.09(-1.3) 倉本 叡 4.05(+0.2) 山本 沙希菜 4.01(+2.1) 貞金 愛佳 3.97(+0.3) 玉谷 優佳 3.90(+2.4) 忰山 渚 3.88(+0.2)
走幅跳 県小新・大会新 公認 3.89(+0.3) 公認3.69(+1.9)

尾道市･栗原陸上クラブ 尾道市･栗原陸上クラブ 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ
10/04 女子中学 +0.2 山口 夏鈴 26.71 桐島 令奈 27.64 大田 史乃 27.95 久保田 夏歩 28.20 森岡 輝 28.65 植本 愛子 28.80 永井 梨那 29.13 島 悠菜 29.19

２００ｍ 庄原市･庄原市 福山市･新涯ＪＡＣ 三次市･布野中学校 海田町･海田中学校 庄原市･庄原市
10/04 庄原市・庄原市Ａ 福山市・新涯ＪＡＣ 東広島市・磯松中学校Ａ 海田町・海田中学校 庄原市・庄原市Ｂ 東広島市・磯松中学校Ｂ

４×１００ｍＲ 永井 梨那 52.68 森本 香奈美 52.75 田口チェルシー 53.92 島 悠菜 54.29 新満 沙也 56.54 髙木 楓奈 56.77 井上 るきな 59.95
山口 夏鈴 桐島 令奈 宇根川 愛美 久保田 夏歩 辻 萠々香 中田 桃花 横山 夢
畑廣 栞奈 中西 陽風 坂本 真輝 河内 希乃花 森岡 輝 神田 真梨子 栗栖 香枝
寺脇 美羽 角田 真葵 藤原 めい 小迫 萌香 舩木 桜 永井 晴奈 武田 みなみ

10/04 藤原 めい 1.48 横山 夢 1.40 角田 真葵 1.35 武田 みなみ 1.30 舩木 桜 1.25 村上 雛実 1.25 中田 桃花 1.20 神田 真梨子 1.15
走高跳 東広島市･磯松中学校 東広島市･磯松中学校 福山市･新涯ＪＡＣ 東広島市･磯松中学校 海田町･海田中学校 東広島市･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市

10/04 中新 美月 10.80 藤元 望 9.83 井上 るきな 8.88 日谷 佐織里 8.83 栗栖香枝 8.00 永井 晴奈 6.74 髙木 楓奈 6.56 井上 朋茄 6.39
砲丸投 竹原市･竹原市 庄原市･庄原市 東広島市･磯松中学校 東広島市･豊栄中学校 東広島市･磯松中学校 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市 海田町･海田中学校

10/04 女子一般
４×１００ｍＲ 吉川 千晶 58.11

藤本 彩夏
木村 寛子
森田 千尋

広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団

広島ジュニアオリンピアクラブ

広島市・中野東陸上ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団

尾道市･高須ジュニアスポーツクラブ 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 大崎上島町･大崎水泳陸上クラブ 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

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

広島市･中野東陸上ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 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･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･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


