
審 判 長 堀江　信之
第43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
10/07 男子小学   0.0 登田　健章(6) 13.35 棟山　稟登(6) 13.43 橋本　鉄太(6) 13.54 武智　亮真(6) 13.57 植田　瑛稀(6) 13.61 川端　晴人(6) 13.64 山本　俊(6) 13.75 山手　柊星(6) 14.05

１００ｍ 府中町･府中空城 庄原市･庄原市 廿日市市･大野西小学校
10/07  -0.1 神重　翔央(6) 12.13 小松　海斗(6) 12.70 藤井　亮太(5) 12.76 門主　圭太郎(6) 12.78 福本　航大(6) 12.86 吉本　悠晃(6) 13.09 前永　蒼登(6) 13.37 高橋　然(5) 13.79

８０ｍＨ 尾道市･吉和AC 大会新 府中町･府中空城 福山市･御野陸上ｸﾗﾌﾞ 庄原市･庄原市 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ
10/07 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞＡ 府中空城Ａ       53.84       54.88 吉和ＡＣ－Ａ       55.91 石内南ＳＫＲＣ      56.30 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞＢ 府中空城Ｂ       57.33

４×１００ｍＲ 髙垣　宗大(6)      52.90 竹中　隼人(6) 前永　蒼登(6) 天川　佑介(5) 清水　爽良(6) 佐藤　晟悠(6)      56.36 松島　壮史(6)      57.02 福部　峻也(5)
川端　晴人(6) 今津　康誠(6) 福本　航大(6) 松本　陽汰(6) 平山　智悠(5) 原　広翔(6) 吉本　悠晃(6) 中村　善(6)
山本　俊(6) 登田　健章(6) 三宅　悠斗(6) 大久保　大和(5) 西坂　碧斗(5) 山本　廉(6) 植田　瑛稀(6) 岸　大翔(6)
山手　柊星(6) 小松　海斗(6) 松本　朔哉(5) 神重　翔央(6) 石尾　海波(5) 三谷　虎太郎(6) 畑山　絢哉(6) 岩崎　倭士(5)

10/07 原　広翔(6) 4.66(+1.3) 松本　陽汰(6) 4.41(+0.1) 松島　壮史(6) 4.39(+0.2) 山本　廉(6) 4.34(+0.5) 新木　悠雅(6) 4.26(+0.1) 新木　大翔(6) 4.23(+0.9) 平井　健太(6) 4.23(+0.6) 佐藤　晟悠(6) 4.17(+1.5)
走幅跳 尾道市･吉和AC 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ

10/07 男子中学  +0.9 原田　響(3) 22.98 西川　正飛(3) 23.06 坪倉　瑠快(1) 23.75 織田　倫太朗(3) 23.89 中原　雄大(3) 24.48 邑岡　亮輔(3) 25.06 原田　雅也(3) 25.14 坂口　宙(3) 25.87
２００ｍ 東広島市･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市

10/07 東広島ＴＦＣ       45.09 広島市立安佐中学校 庄原市Ａ       47.53 庄原市Ｂ       48.93 竹原市陸上競技協会
４×１００ｍＲ 邑岡　亮輔(3) 森川　基(3)      46.63 松井　翔吾(2) 梶田　敏弘(3) 高田　海稀(1)      53.82

織田　倫太朗(3) 原田　響(3) 近藤　佳由(2) 倉岡　望(3) 益盛　瑞基(2)
二神　翔真(3) 若林　勇太(3) 児玉　成輝(2) 松本　昂大(3) 山口　翔太郎(1)
西川　正飛(3) 中原　雄大(3) 原田　雅也(3) 坪倉　瑠快(1) 村上　岳琉(3)

10/07 二神　翔真(3) 1.73 杉本　希音(3) 1.59 中山　尚耶(2) 1.50 宇山　温翔(1) 庄原市･庄原市 1.45 森川　基(3) 1.45 松本　昂大(3) 1.40 倉岡　望(3) 1.40
走高跳 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 村上　岳琉(3) 竹原市･竹原市陸上競技協会 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市

10/07 中村　一達(3) 14.23 住田　英樹(2) 8.64 松下　玲旺(2) 7.27 東　悠希(1) 4.80
砲丸投 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市

10/07 男子高校 三育学院高       50.33
４×１００ｍＲ 坂井　翔平(2)

藤森　忠士(1)
川瀬　風馬(1)
藤原　海渡(2)

10/07 男子一般 森元　憲治 10,07.68 三宅　浩之 10,13.23 生信貴至 10,23.97 藤田　明 10,38.97 三宅　康夫 10,39.64 山田　篤史 11,35.92 山田谷　清 12,12.18
３０００ｍ 府中町･府中空城 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 福山市･川口東

10/07 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ  ゙     50.77 びんごＷＡＣ       53.91
４×１００ｍＲ 北川　智将 日山　雄斗

前山　正人 宮地　辰宜
土井　一喜 大谷　大輔
猪原　友行 坂井　孝行

10/07 中平圭祐 13.05 大森　穣 9.71 仁泉　健太郎 8.46 越智　啓人 8.18 猪原　友行 8.13 前田　秀尚 6.78
砲丸投 三原市･三原陸上 福山市･湯田陸上 福山市･福山Jクラブ 福山市･竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 尾道市･吉和AC

海田町･織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島市･広島JrOCｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 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JｒOCｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ

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 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 尾道市･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

東広島ＴＦＣ－Ａ

広島市･広島市立安佐中学校

竹原市･竹原市陸上競技協会 尾道市･にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ 竹原市･竹原市陸上競技協会

竹原市･竹原市陸上競技協会

広島市･広島市立安佐中学校 広島市･広島市立安佐中学校

広島市･広島市立安佐中学校 竹原市･竹原市陸上競技協会

広島市･中野東陸上スポ少



審 判 長 堀江　信之
第43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

10/07 女子小学  +0.3 坂井　実夢(6) 13.65 岡田　優愛(6) 13.92 島本　優美香(6) 14.05 長門　美佑(6) 14.17 相本　果蓮(6) 14.25 山口　音々(6) 14.28 松山　みづき(6) 14.28 藤田　実央(5) 14.42
１００ｍ 尾道市･びんごWAC 東広島市･アクアパーク 東広島市･アクアパーク 東広島市･東広島ＴＦＣ

10/07  -0.4 高山　奏(6) 12.76 藤原　愛心(6) 12.82 北村　なつき(6) 13.64 藤谷　奈々子(6) 庄原市･庄原市 13.80 はが　ゆうみ(5) 14.03 荻原　南海(6) 14.07 木谷　心優(6) 14.19
８０ｍＨ 東広島市･東広島ＴＦＣ 福山市･神辺走ろう会 石川　菜央(6) 東広島市･東広島ＴＦＣ 福山市･御野陸上ｸﾗﾌﾞ 東広島市･アクアパーク

10/07 アクアパーク       54.45       55.30 石内南ＳＫＲＣ      56.18 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞＡ 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 神辺走ろう会Ａ      58.28 東広島ＴＦＣ－Ｂ
４×１００ｍＲ 島本　優美香(6) 愛甲　琴香(6) 大会新 石川　菜央(6) 石高　沙綾(6) 関藤　美遥(6)      56.49 上原　青泉(6)      57.94 山治　果央(6) 畝　千尋(6)      58.39

岡田　優愛(6)      54.25 長門　美佑(6) 藤田　実央(5) 田淵　咲良(6) 松山　みづき(6) 髙松　紗希(6) 高松　羽奏(6) 堀　菜々美(6)
増原　優羽(6) 大会新 上栗　彩葉(6) 細川　実優(6) 岡藤　美音(6) 関藤　遥郁(6) 平石　彩夏(6) 森吉　胡都(6) 川西　彩月(6)
高山　奏(6) 山口　音々(6) 藤原　愛心(6) 平田　暖乃(6) 相本　果蓮(6) 眞鍋　芽依(6) 北村　なつき(6) 藤井　彩奈(6)

10/07 川西　彩月(6) 4.29(+0.9) 岡藤　美音(6) 4.19(+1.4) 谷口　優月(6) 4.10(0.0) 関藤　遥郁(6) 4.01(+0.8) 畝　千尋(6) 3.97(+0.4) 小野　美幸(6) 3.96(+1.2) 藤本　伊織(6) 3.88(+0.5) 平石　彩夏(6) 3.88(+0.3)
走幅跳 東広島市･東広島ＴＦＣ 広島市･石内南ＳＫＲＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 福山市･竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

10/07 女子中学  +0.1 江原　美月優(1) 26.96 藤本　佳千(2) 27.23 柏原　美希(3) 27.32 高橋　紗菜恵(3) 27.35 松本　那々美(3) 27.46 大瀬戸　梨乃(3) 27.66 荒木　綸(3) 28.19 國貞　穂乃佳(2) 28.24
２００ｍ 福山市･竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 三原市･三原陸上 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 東広島市･東広島ＴＦＣ 庄原市･庄原市 三原市･三原陸上

10/07 東広島ＴＦＣ       51.31 広島市立安佐中学校 庄原市Ａ       53.73 三原陸上       53.98 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ  ゙     55.34 中条走ろう会       55.56 竹原市陸上競技協会 庄原市Ｂ       57.30
４×１００ｍＲ 山本　沙希菜(3) 中原　千晴(3)      52.51 藤谷　弓乃(2) 國貞　穂乃佳(2) 辰本　心音(1) 岩森　心春(1) 甘崎　亜桜衣(2)      56.42 松本　彩里(3)

高橋　紗菜恵(3) 吉川　桐葉(3) 竹明　穂乃花(3) 玉江　華(1) 江原　美月優(1) 沖中　友佳(2) 増森　桃花(2) 加藤　瑞喜(3)
柏原　美希(3) 井上　悠(3) 清水　菜月(1) 藤本　佳千(2) 杉森　月音(1) 生田　彩華(2) 岩本　心美(2) 芳賀　あかり(1)
松本　那々美(3) 大瀬戸　梨乃(3) 荒木　綸(3) 仁田　侑花(3) 重宗　姫香(1) 高垣　知里(2) 高盛　葵(3) 伊藤　有咲(3)

10/07 仁田　侑花(3) 1.43 吉川　桐葉(3) 1.43 高垣　知里(2) 1.35 岩本　心美(2) 1.30 芳賀　あかり(1) 1.15 藤谷　弓乃(2) 1.15 井上　悠(3) 1.10
走高跳 三原市･三原陸上 福山市･中条走ろう会 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市

10/07 砂田　真由子(3) 11.35 平野　百華(3) 11.08 松本　彩里(3) 9.17 石田　瑠奈(3) 9.11 甘崎　亜桜衣(2) 7.70 生林　歩(3) 7.63 生田　彩華(2) 7.27 切田　海鈴(3) 6.83
砲丸投 庄原市･庄原市 庄原市･庄原市 福山市･中条走ろう会 庄原市･庄原市

10/07 女子高校    三育学院高       55.58
4×100ｍR 小山　なほみ(1)

井上　宇宙(3)
鈴木　佳恵(2)
高見　愛結(3)

10/07 女子一般 広島ＪｒＯＣ       56.34 福山Ｊクラブ     1,03.25
４×１００ｍＲ 吉川　千晶 檀上　千晶

藤本　彩夏 桝田　岐子
大石　裕美 越智　香苗
宮迫　紗綾 桒田　優子

広島市･広島市立安佐中学校 竹原市･竹原市陸上競技協会 広島市･広島市立安佐中学校

広島市･広島市立安佐中学校 広島市･広島市立安佐中学校 竹原市･竹原市陸上競技協会 竹原市･竹原市陸上競技協会

Chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ

広島市･chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ少 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 東広島市･ｹﾞｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 海田町･織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

広島市･広島市立安佐中学校

東広島ＴＦＣ－Ａ

広島市･chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ少 広島市･chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ少 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 福山市･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

広島市･chaskiｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ少 東広島市･ｹﾞｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ


