
男子100m

5月17日 11:35 予選  
日本記録 (NR)           10.00     伊藤　　浩司 (富士通)                                       1998        5月17日 13:50 準決  
日本学生記録 (CR)       10.05     末續　　慎吾 (東海大)                                       2002        5月17日 14:55 決勝  
中四学生記録 (AR)       10.25     石倉　　一希 (島根大)                                       2003        
大会記録 (GR)           10.46     川野　　　悟 (岡山商大)                                     2000        

予選  10組2着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口 ｵｵｽﾐ ｷｮｳﾍｲ 熊　本
1 4 2182 上田　　和志 (1) 山口大 10.75 Q 1 6 1122 大住　　京平 (2) 徳山大 10.76 Q

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 島　根 ｶﾐｳﾁ ｷﾞﾝｶﾞ 愛　媛
2 5 1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 10.85 Q 2 5 1282 神内　　銀河 (4) 松山大 10.89 Q

ｲｼｲ ﾕｳﾀ 愛　媛 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 広　島
3 7 1153 石井　　裕太 (3) 岡山大 10.90 q 3 7 1806 門脇　　和人 (2) 広島経済大 10.93 q

ﾊｾﾍﾞ ｴｲﾀ 愛　媛 ｽﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山
4 9 1700 長谷部　栄多 (3) 愛媛大 11.33 4 4 1572 諏訪　　裕祐 (M1)高知大 10.95 q

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 山　口 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛　媛
5 8 2119 藤本　　凌志 (4) 大島商船高専 11.45 5 9 1692 高田　　凌佑 (2) 愛媛大 11.31

ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝ 徳  島 ﾀｷｻﾜ ﾘｭｳﾔ 岡　山
6 2 1441 オオヤマ　駿 (2) 鳴門教育大 11.75 6 1 1988 滝澤　　隆也 (1) 美作大 11.35

ﾅｶﾞｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡　山 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 島　根
7 1 1957 長瀬　清太郎 (1) 岡山理科大 11.81 7 3 1777 柴原　　魁人 (5) 松江高専 11.44

ﾊｻﾞﾏ ﾖｳﾀ 山　口 ﾘｭｳﾓﾝ ｺｳｷ 岡　山
8 3 1764 狭間　　陽太 (3) 水産大 12.32 8 8 1953 龍門　　晃希 (4) 津山高専 11.57

ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 岡　山
6 1961 原　　健太郎 (2) 鳥取大 DNS 9 2 2201 長谷川　大地 (1) 岡山県立大 11.72

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿児島 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 愛　媛
1 7 2096 原永　　貴之 (1) 環太平洋大 10.77 Q 1 6 1290 藤田　　貴士 (4) 松山大 10.92 Q

ﾅｶﾉ ｹﾝ 愛　媛 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 岡　山
2 5 1613 中野 拳 (3) 広島修道大 11 12 Q 2 7 1138 森元 優大 (M2)岡山大 11 03 Q

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

風:  +3.2 風:  +1.0

風:  +2.2 風:  +1.6

2 5 1613 中野　　　拳 (3) 広島修道大 11.12 Q 2 7 1138 森元　　優大 (M2)岡山大 11.03 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 島　根 ｺｳﾉ ﾕｳｷ 広　島

3 6 1520 近藤　　翔太 (3) 岡山商科大 11.24 3 5 1618 河野　　有輝 (2) 広島修道大 11.08
ｲｿﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 広　島 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 岡　山

4 4 1190 磯村　　智将 (3) 広島市立大 11.40 4 4 1635 鈴木　　祐晃 (2) 吉備国際大 11.28
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 岡　山 ﾊｽｲｹ ｼｮｳﾀ 徳  島

5 8 1651 山本　　優人 (2) 岡山理科大 11.51 5 8 1833 蓮池　　祥大 (2) 徳島大 11.45
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 香  川 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

6 9 1751 藤本　　恭平 (3) 香川大 11.75 6 9 1719 市原　　大輝 (2) 鳥取大 11.74
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 山　口 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 広　島

7 1 1560 岡田　　侑己 (3) 下関市立大 12.03 7 2 1787 古田　　優希 (4) 呉高専 11.79
ﾖｺﾀ ｼｭﾝ 山　口 ﾅｶﾀ ｺｳﾘｮｳ 広　島

8 3 1766 横田　　　峻 (2) 水産大 12.38 8 1 1006 中田　　紘凌 (4) 広島商船高専 12.44
ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 広　島 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ 広　島

2 1941 藤井　　一輝 (1) 吉備国際大 DNS 9 3 1734 川上　紳之介 (3) 広島工業大 12.53

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 宮　崎 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山　口
1 7 1132 本部　　晃司 (2) 徳山大 10.85 Q 1 4 1535 宮本　　泰成 (2) 岡山商科大 10.98 Q

ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 鳥　取 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島　根
2 4 1023 高力　　慎也 (4) 環太平洋大 10.86 Q 2 5 1632 吉岡　　慎司 (4) 吉備国際大 11.00 Q

ﾀﾅｶ ﾂｸﾊﾞ 島　根 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 広　島
3 6 1779 田中　　継馬 (4) 松江高専 11.18 3 7 1240 久保　　健太 (4) 福山平成大 11.01 q

ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ 岡　山 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 高　知
4 5 1280 平松　　祐介 (2) 倉敷芸科大 11.26 4 6 2160 黒川　　至仁 (1) 高知大 11.15

ﾐﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 鳥　取 ｲｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 岡　山
5 9 1725 三谷　　佳史 (4) 鳥取大 11.36 5 8 1328 出原　　俊介 (5) 津山高専 11.47

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 岡　山 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 島　根
6 3 2208 齋藤　　良平 (1) 広島工業大 11.67 6 9 1913 大谷　　祐貴 (1) 島根大 11.51

ｸﾆﾋﾛ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山　口 ﾂﾂｶﾜ ﾀｸﾏ 岡　山
7 1 2012 国廣　　隼平 (4) 徳山高専 12.06 7 3 1556 筒川　　拓磨 (2) 岡山県立大 11.92

ｲｼﾊﾗ ｼｭｳ 徳  島 ﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山
8 2 1436 石原　　　嵩 (5) 鳴門教育大 12.14 8 1 1850 西　　　雄大 (3) 就実大 12.09

ｵｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 高　知 ｺｼｮｳﾌﾞ ｺｳｷ 広　島
9 8 1878 岡嶋　　修平 (4) 山口大 24.43 9 2 2144 小勝負　功希 (1) 広島工業大 12.35

風:  +1.1 風:  +3.6

凡例    DNS：欠場



男子100m

5月17日 11:35 予選  
日本記録 (NR)           10.00     伊藤　　浩司 (富士通)                                       1998        5月17日 13:50 準決  
日本学生記録 (CR)       10.05     末續　　慎吾 (東海大)                                       2002        5月17日 14:55 決勝  
中四学生記録 (AR)       10.25     石倉　　一希 (島根大)                                       2003        
大会記録 (GR)           10.46     川野　　　悟 (岡山商大)                                     2000        

予選  10組2着+4

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広　島
1 6 1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 11.01 Q 1 4 1335 足立　　達也 (M2)広島大 10.87 Q

ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 大　分 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 高　知
2 5 1880 佐藤　　達樹 (3) 山口大 11.04 Q 2 6 1584 江國　　隼斗 (3) 高知大 11.00 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島　根 ｲｿﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広　島
3 7 1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 11.43 3 7 1795 礒野　　潤平 (3) 広島経済大 11.24

ﾉｳﾐ ｶｽﾞｱｷ 広　島 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾍｲ 山　口
4 4 1614 能美　　和明 (3) 広島修道大 11.49 4 2 2131 福島　　悠平 (1) 下関市立大 11.43

ﾀｳﾁ ｼｮｳﾀ 山　口 ﾐｼﾏ ﾀｸﾔ 広　島
5 8 1566 田内　　祥汰 (2) 下関市立大 11.90 5 5 2066 三島　　拓也 (1) 近畿大工学部 11.60

ｴｶﾞｼﾗ ﾕｳｽｹ 福　岡 ｶﾆ ﾅｵﾔ 香  川
6 2 1955 江頭　　祐介 (2) 東亜大 11.91 6 9 1754 可児　　尚弥 (2) 香川大 11.66

ﾋﾛｻﾜ ｶﾂﾋｺ 徳  島 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾄ 香  川
7 3 1827 廣澤　　克彦 (3) 徳島大 11.98 7 8 2113 織田　　浩人 (1) 四国学院大 11.73

ｾﾂｲｴ ｱﾂｼ 広　島 ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 岡　山
8 1 1199 節家　　　淳 (4) 広島市立大 12.04 1 2214 杉田　　大樹 (1) 川崎医福大 DNS

ﾅｶﾉ ﾋﾛﾖｼ 岡　山 ｻﾜﾉ ｺｳｽｹ 山　口
9 1481 中野　　博善 (3) 川崎医福大 DNS 3 2014 澤野　　晃輔 (4) 徳山高専 DNS

9組 10組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 兵　庫 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島　根
1 6 1040 吉津　　智裕 (4) 環太平洋大 10.88 Q 1 6 1381 吉田　　健作 (3) 広島大 11.02 Q

ｺｻｶ ﾏｻｷ 徳  島 ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 愛　媛
2 5 1137 小坂 将樹 (M2)岡山大 10 90 Q 2 4 1924 西岡 優樹 (1) 徳山大 11 03 Q

風:  +0.5 風:  +2.1

風:  +2.7 風:  +2.0

2 5 1137 小坂　　将樹 (M2)岡山大 10.90 Q 2 4 1924 西岡　　優樹 (1) 徳山大 11.03 Q
ｼﾗﾋｹﾞ ｼｭﾝ 岡　山 ｳﾁﾎﾞﾘ ｹﾞﾝｷ 岡　山

3 8 1637 白髭　　　駿 (3) 岡山理科大 11.42 3 5 1289 内堀　　元気 (4) 松山大 11.06
ｸﾎﾞ ﾅｵｷ 広　島 ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 島　根

4 4 1802 久保　　尚輝 (2) 広島経済大 11.45 4 9 1914 金山　　周平 (1) 島根大 11.32
ﾎｼﾉ ｻﾄﾙ 愛  知 ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ 岡　山

5 7 1376 星野　　　聖 (2) 広島大 11.46 5 8 1269 高橋　　千里 (4) 倉敷芸科大 11.33
ﾄｷﾋﾛ ｺｳｽｹ 岡　山 ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ﾕｳﾔ 岡　山

6 9 1277 時弘　　浩介 (2) 倉敷芸科大 11.61 6 7 1206 信定　　裕也 (2) 美作大 11.38
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｷ 高　知 ﾇｶﾀ ﾅｵﾔ 広　島

7 3 1989 竹村　　太希 (1) 美作大 11.98 7 1 1256 額田　　直弥 (3) 福山平成大 11.55
ﾀｶｵ ｱｲﾄ 島　根 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀ 鳥　取

8 2 1232 高尾　　愛斗 (2) 島根県立大 12.35 8 2 2061 中山　　健太 (4) 米子高専 11.79
ｸｻｶ ﾕｳﾀ 広　島 ｵﾀﾞ ｺｳﾀ 山　口

1 1002 日下　　裕太 (5) 広島商船高専 DNS 9 3 1847 小田　　康太 (5) 徳山高専 11.84

凡例    DNS：欠場



男子100m

5月17日 11:35 予選  
日本記録 (NR)           10.00     伊藤　　浩司 (富士通)                                       1998        5月17日 13:50 準決  
日本学生記録 (CR)       10.05     末續　　慎吾 (東海大)                                       2002        5月17日 14:55 決勝  
中四学生記録 (AR)       10.25     石倉　　一希 (島根大)                                       2003        
大会記録 (GR)           10.46     川野　　　悟 (岡山商大)                                     2000        

準決  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広　島 ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿児島
1 6 1335 足立　　達也 (M2)広島大 10.79 Q 1 4 2096 原永　　貴之 (1) 環太平洋大 10.83 Q

ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 鳥　取 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 高　知
2 4 1023 高力　　慎也 (4) 環太平洋大 10.83 Q 2 8 1584 江國　　隼斗 (3) 高知大 10.85 Q

ｵｵｽﾐ ｷｮｳﾍｲ 熊　本 ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 宮　崎
3 5 1122 大住　　京平 (2) 徳山大 10.85 q 3 5 1132 本部　　晃司 (2) 徳山大 10.98

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山　口 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 大　分
4 7 1535 宮本　　泰成 (2) 岡山商科大 11.01 4 3 1880 佐藤　　達樹 (3) 山口大 11.09

ｶﾐｳﾁ ｷﾞﾝｶﾞ 愛　媛 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島
5 9 1282 神内　　銀河 (4) 松山大 11.19 5 7 1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 11.10

ｽﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 愛　媛
6 3 1572 諏訪　　裕祐 (M1)高知大 11.19 6 2 1153 石井　　裕太 (3) 岡山大 11.15

ｺｻｶ ﾏｻｷ 徳  島 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島　根
7 8 1137 小坂　　将樹 (M2)岡山大 11.20 7 6 1381 吉田　　健作 (3) 広島大 11.18

ﾅｶﾉ ｹﾝ 愛　媛 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島　根
8 2 1613 中野　　　拳 (3) 広島修道大 11.28 8 9 1632 吉岡　　慎司 (4) 吉備国際大 11.26

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 愛　媛
1 6 1290 藤田　　貴士 (4) 松山大 10.93 Q

ﾖｼﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 兵　庫
2 7 1040 吉津　　智裕 (4) 環太平洋大 10.93 Q

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口
3 4 2182 上田 和志 (1) 山口大 10 94

風:  -1.4 風:  -0.9

風:  -1.1

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 4 2182 上田　　和志 (1) 山口大 10.94 q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 島　根

4 5 1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 11.10
ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 広　島

5 3 1806 門脇　　和人 (2) 広島経済大 11.11
ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 広　島

6 2 1240 久保　　健太 (4) 福山平成大 11.18
ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 愛　媛

7 8 1924 西岡　　優樹 (1) 徳山大 11.28
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 岡　山

9 1138 森元　　優大 (M2)岡山大 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広　島

1 6 1335 足立　　達也 (M2)広島大 10.93
ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 鳥　取

2 7 1023 高力　　慎也 (4) 環太平洋大 10.93
ｵｵｽﾐ ｷｮｳﾍｲ 熊　本

3 2 1122 大住　　京平 (2) 徳山大 10.95
ﾖｼﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 兵　庫

4 8 1040 吉津　　智裕 (4) 環太平洋大 11.00
ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 高　知

4 9 1584 江國　　隼斗 (3) 高知大 11.00
ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿児島

6 5 2096 原永　　貴之 (1) 環太平洋大 11.06
ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 愛　媛

7 4 1290 藤田　　貴士 (4) 松山大 11.10
ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口

8 3 2182 上田　　和志 (1) 山口大 11.11

風:  -2.7

凡例    DNS：欠場



男子200m

5月18日 10:30 予選  
日本記録 (NR)           20.03     末續　　慎吾 (ミズノ)                                       2003        5月18日 12:00 準決  
日本学生記録 (CR)       20.21     飯塚　　翔太 (中　大)                                       2013        5月18日 13:00 決勝  
中四学生記録 (AR)       20.59     松田　　　亮 (広島経大)                                     2004        
大会記録 (GR)           21.10     森　　　洋之 (岡山県立大)                                   1998        

予選  9組2着+6

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広　島 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山
1 6 1335 足立　　達也 (M2)広島大 22.22 Q 1 5 1800 浅野　慎之佑 (3) 広島経済大 22.51 Q

ｲﾉｳｴ ﾐﾕｳ 高　知 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島　根
2 4 1539 井上　　美勇 (2) 岡山商科大 22.35 Q 2 4 1470 森　　　知幸 (2) 島根大 22.78 Q

ｲｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 高　知 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口
3 7 1570 石村　　侑大 (M1)高知大 22.79 q 3 6 2182 上田　　和志 (1) 山口大 22.84

ﾀｳﾁ ｼｮｳﾀ 山　口 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 岡　山
4 8 1566 田内　　祥汰 (2) 下関市立大 23.70 4 8 1652 吉田　　裕一 (2) 岡山理科大 23.74

ﾊｽｲｹ ｼｮｳﾀ 徳  島 ｵﾀﾞ ｺｳﾀ 山　口
5 1 1833 蓮池　　祥大 (2) 徳島大 23.80 5 9 1847 小田　　康太 (5) 徳山高専 24.22

ｴｶﾞｼﾗ ﾕｳｽｹ 福　岡 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛｷ 香  川
6 3 1955 江頭　　祐介 (2) 東亜大 24.54 3 1709 二宮　　浩樹 (4) 四国学院大 DNS

ｵｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 高　知 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 鳥　取
2 1878 岡嶋　　修平 (4) 山口大 DNS 2 1716 竹内　　　瞭 (2) 鳥取大 DNS

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ 岡　山 ﾀﾅｶ ﾂｸﾊﾞ 島　根
5 1278 中西　　浩希 (2) 倉敷芸科大 DNS 7 1779 田中　　継馬 (4) 松江高専 DNS

ｲﾓﾄ ﾅｵｷ 広　島
9 1683 井本　　直輝 (3) 愛媛大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 島　根 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高　知
1 7 1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 22.38 Q 1 5 1596 横山　新太朗 (2) 高知大 21.64 Q

ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 広　島 ﾀｶﾊﾗ ﾂﾖｼ 岡　山
2 8 1240 久保 健太 (4) 福山平成大 23 02 Q 2 7 1029 高原 毅 (4) 環太平洋大 22 07 Q

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

風:  -0.1 風:  -1.6

風:  -1.0 風:  -1.0

2 8 1240 久保　　健太 (4) 福山平成大 23.02 Q 2 7 1029 高原　　　毅 (4) 環太平洋大 22.07 Q
ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ﾕｳﾔ 岡　山 ｲｼﾏﾙ ｶﾂﾔ 愛　媛

3 1 1206 信定　　裕也 (2) 美作大 23.16 3 4 1284 石丸　　勝也 (2) 松山大 22.66 q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 愛　媛 ｶﾆ ﾅｵﾔ 香  川

4 9 1136 山下　　大輝 (2) 徳山大 23.20 4 8 1754 可児　　尚弥 (2) 香川大 23.14
ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 岡　山 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 広　島

5 3 1940 富田　　悠介 (1) 吉備国際大 23.62 5 9 1787 古田　　優希 (4) 呉高専 23.41
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 香  川 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

6 5 1751 藤本　　恭平 (3) 香川大 23.82 6 2 1719 市原　　大輝 (2) 鳥取大 23.81
ｾﾂｲｴ ｱﾂｼ 広　島 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 島　根

7 2 1199 節家　　　淳 (4) 広島市立大 24.44 7 3 1773 佐藤　　翔哉 (5) 松江高専 24.03
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ 愛　媛 ｻｻｷ ﾀｸﾐ 岡　山

4 1294 村上　　博昭 (4) 松山大 DNF 1 1479 佐々木　拓海 (3) 川崎医福大 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 徳  島 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島　根

6 1444 森本　　大智 (M1)鳴門教育大 DNS 6 1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島　根 ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿児島
1 4 1632 吉岡　　慎司 (4) 吉備国際大 22.77 Q 1 5 2096 原永　　貴之 (1) 環太平洋大 22.63 Q

ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 山　口 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 高　知
2 9 1131 藤野　　雄基 (2) 徳山大 23.22 Q 2 6 1584 江國　　隼斗 (3) 高知大 22.72 Q

ｼﾗﾋｹﾞ ｼｭﾝ 岡　山 ｲｿﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 広　島
3 6 1637 白髭　　　駿 (3) 岡山理科大 23.52 3 9 1190 磯村　　智将 (3) 広島市立大 23.12

ﾉｳﾐ ｶｽﾞｱｷ 広　島 ｵｺ ﾘｮｳﾀ 島　根
3 7 1614 能美　　和明 (3) 広島修道大 23.52 4 8 1448 尾古　　涼太 (4) 島根大 23.39

ﾄｷﾋﾛ ｺｳｽｹ 岡　山 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 山　口
5 8 1277 時弘　　浩介 (2) 倉敷芸科大 23.62 5 4 2119 藤本　　凌志 (4) 大島商船高専 23.45

ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 島　根 ﾊｾﾍﾞ ｴｲﾀ 愛　媛
6 2 1776 松浦　　大介 (5) 松江高専 24.81 6 2 1700 長谷部　栄多 (3) 愛媛大 23.47

ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 広　島 ｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 徳  島
3 1729 竹本　　宏明 (3) 広島工業大 DNS 7 3 1439 甲斐　　大介 (3) 鳴門教育大 24.25

ｺｻｶ ﾏｻｷ 徳  島 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 山　口
5 1137 小坂　　将樹 (M2)岡山大 DNS 8 1 2040 高橋　　航平 (1) 水産大 24.70

ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 広　島
7 1804 小泉　　貴裕 (2) 広島経済大 DNS

風:  -0.5 風:  +0.8

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



男子200m

5月18日 10:30 予選  
日本記録 (NR)           20.03     末續　　慎吾 (ミズノ)                                       2003        5月18日 12:00 準決  
日本学生記録 (CR)       20.21     飯塚　　翔太 (中　大)                                       2013        5月18日 13:00 決勝  
中四学生記録 (AR)       20.59     松田　　　亮 (広島経大)                                     2004        
大会記録 (GR)           21.10     森　　　洋之 (岡山県立大)                                   1998        

予選  9組2着+6

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛  知 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川
1 4 1364 林　　　雅人 (4) 広島大 21.98 Q 1 7 1022 木村　　和史 (4) 環太平洋大 22.02 Q

ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 愛  知 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 愛　媛
2 5 1159 田中　　善將 (3) 岡山大 22.50 Q 2 4 1153 石井　　裕太 (3) 岡山大 22.25 Q

ﾅｶﾉ ｹﾝ 愛　媛 ｲﾏｲ ｼｮｳｺﾞ 岡　山
3 7 1613 中野　　　拳 (3) 広島修道大 22.74 q 3 5 1521 今井　　翔吾 (3) 岡山商科大 22.26 q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 徳  島 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ 岡　山
4 6 1832 渡部　　和秀 (3) 徳島大 23.15 4 6 1280 平松　　祐介 (2) 倉敷芸科大 22.83

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山　口 ﾀｶﾊﾀ ﾋﾃﾞﾔ 香  川
5 9 1877 谷口　　大騎 (2) 山口大 23.19 5 9 1891 高畑　　秀哉 (2) 松山大 23.43

ｲｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 岡　山 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 山　口
6 8 1328 出原　　俊介 (5) 津山高専 23.36 6 2 1237 伊藤　　巧磨 (4) 福山平成大 23.52

ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｷ 高　知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 岡　山
7 3 1989 竹村　　太希 (1) 美作大 24.35 7 3 2201 長谷川　大地 (1) 岡山県立大 23.93

ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 広　島 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 香  川
2 1806 門脇　　和人 (2) 広島経済大 DNS 8 1 1755 木村　　和樹 (2) 香川大 23.96

ｸｻｶ ﾕｳﾀ 広　島
8 1002 日下　　裕太 (5) 広島商船高専 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島
1 6 1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 22.11 Q

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ 佐　賀
2 4 2046 中山 太郎 (1) 広島大 22 16 Q

風:  +1.0 風:  +0.1

風:  +0.1

2 4 2046 中山　　太郎 (1) 広島大 22.16 Q
ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 宮　崎

3 5 1132 本部　　晃司 (2) 徳山大 22.22 q
ｺｳﾉ ﾕｳｷ 広　島

4 7 1618 河野　　有輝 (2) 広島修道大 22.64 q
ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 岡　山

5 8 1635 鈴木　　祐晃 (2) 吉備国際大 23.28
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 広　島

6 9 1195 冨永　　隆太 (2) 広島市立大 23.66
ｸﾆﾋﾛ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山　口

7 3 2012 国廣　　隼平 (4) 徳山高専 24.37
ﾐﾅﾐ ｹﾝｻｸ 山　口

8 2 1772 南　　　健作 (3) 水産大 24.44
ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾄｼ 鳥　取

1 1713 石黒　　貴利 (2) 鳥取大 DNS

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



男子200m

5月18日 10:30 予選  
日本記録 (NR)           20.03     末續　　慎吾 (ミズノ)                                       2003        5月18日 12:00 準決  
日本学生記録 (CR)       20.21     飯塚　　翔太 (中　大)                                       2013        5月18日 13:00 決勝  
中四学生記録 (AR)       20.59     松田　　　亮 (広島経大)                                     2004        
大会記録 (GR)           21.10     森　　　洋之 (岡山県立大)                                   1998        

準決  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛  知
1 6 1022 木村　　和史 (4) 環太平洋大 21.39 Q 1 5 1364 林　　　雅人 (4) 広島大 21.77 Q

ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 愛  知 ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿児島
2 9 1159 田中　　善將 (3) 岡山大 21.55 Q 2 6 2096 原永　　貴之 (1) 環太平洋大 22.07 Q

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 島　根
3 5 1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 21.78 q 3 7 1516 門脇　　　凌 (4) 岡山商科大 22.14

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ 佐　賀 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 高　知
4 7 2046 中山　　太郎 (1) 広島大 21.94 4 8 1584 江國　　隼斗 (3) 高知大 22.26

ｲﾏｲ ｼｮｳｺﾞ 岡　山 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 愛　媛
5 3 1521 今井　　翔吾 (3) 岡山商科大 22.17 5 4 1153 石井　　裕太 (3) 岡山大 22.47

ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島　根 ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 宮　崎
6 4 1632 吉岡　　慎司 (4) 吉備国際大 22.30 6 2 1132 本部　　晃司 (2) 徳山大 22.62

ｲｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 高　知 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 広　島
7 2 1570 石村　　侑大 (M1)高知大 22.77 7 9 1240 久保　　健太 (4) 福山平成大 22.84

ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島　根 ﾅｶﾉ ｹﾝ 愛　媛
8 1470 森　　　知幸 (2) 島根大 DNS 8 3 1613 中野　　　拳 (3) 広島修道大 23.39

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高　知
1 7 1596 横山　新太朗 (2) 高知大 21.50 Q

ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広　島
2 5 1335 足立　　達也 (M2)広島大 21.51 Q

ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山
3 6 1800 浅野 慎之佑 (3) 広島経済大 21 73

風:  +1.8 風:  -1.4

風:  +0.9

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 6 1800 浅野　慎之佑 (3) 広島経済大 21.73 q
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾖｼ 岡　山

4 4 1029 高原　　　毅 (4) 環太平洋大 21.87
ｲﾉｳｴ ﾐﾕｳ 高　知

5 8 1539 井上　　美勇 (2) 岡山商科大 22.16
ｲｼﾏﾙ ｶﾂﾔ 愛　媛

6 3 1284 石丸　　勝也 (2) 松山大 22.53
ｺｳﾉ ﾕｳｷ 広　島

7 2 1618 河野　　有輝 (2) 広島修道大 22.58
ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 山　口

8 9 1131 藤野　　雄基 (2) 徳山大 23.04

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川

1 6 1022 木村　　和史 (4) 環太平洋大 20.82
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広　島

2 7 1335 足立　　達也 (M2)広島大 21.24
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛  知

3 5 1364 林　　　雅人 (4) 広島大 21.37
ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 愛  知

4 8 1159 田中　　善將 (3) 岡山大 21.39
ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山

5 2 1800 浅野　慎之佑 (3) 広島経済大 21.53
ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高　知

6 4 1596 横山　新太朗 (2) 高知大 21.57
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広　島

7 3 1243 清水　　宅麻 (4) 福山平成大 21.70
ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿児島

8 9 2096 原永　　貴之 (1) 環太平洋大 21.99

風:  +2.2

凡例    DNS：欠場



男子400m

5月16日 14:00 予選  
日本記録 (NR)           0.44.78   高野　　　進 (東海大ｸﾗﾌﾞ)                                   1991        5月16日 16:05 準決  
日本学生記録 (CR)       0.45.03   山村　　貴彦 (日　大)                                       2000        5月16日 17:20 決勝  
中四学生記録 (AR)       0.46.56   木村　　和史 (環太平洋大)                                   2013        
大会記録 (GR)           0.47.00   木村　　和史 (環太平洋大)                                   2012        

予選  8組2着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川 ﾑﾗﾀ ﾀｹﾋｻ 鹿児島
1 5 1022 木村　　和史 (4) 環太平洋大 0.50.74 Q 1 4 1038 村田　　丈尚 (4) 環太平洋大 0.50.38 Q

ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 島　根 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　媛
2 8 1455 和田　　考平 (4) 島根大 0.51.60 Q 2 7 1533 村上　宗一郎 (2) 岡山商科大 0.50.62 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ 岡　山 ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広　島
3 4 1950 中村　　星登 (4) 津山高専 0.52.15 3 6 1178 関谷　　堂真 (2) 岡山大 0.50.69 q

ｶﾘﾔ ﾕｳｷ 高　知 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 山　口
4 7 2164 苅谷　　勇希 (1) 高知大 0.52.28 4 5 1867 平野　　一輝 (2) 山口大 0.50.70 q

ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ 徳  島 ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 岡　山
5 9 1435 橋口　　善成 (6) 鳴門教育大 0.52.30 5 9 1268 神田　　明典 (M1)倉敷芸科大 0.51.21

ﾐﾔｹ ｷｮｳﾍｲ 山　口 ﾀｶﾁﾎ ｻﾄｼ 愛　媛
6 2 1846 三宅　　恭平 (5) 徳山高専 0.52.51 6 8 1922 高千穂　聡史 (1) 徳山大 0.52.38

ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山　口 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ 広　島
7 1 2180 原田　　大輝 (1) 山口大 0.54.46 7 3 1629 山下　　泰永 (2) 広島修道大 1.01.74

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 山　口 ｵﾉ ﾕｳｷ 山　口
8 3 2133 山下　　浩平 (1) 下関市立大 0.57.79 2 1562 小野　　勇輝 (3) 下関市立大 DQ,FS

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ 岡　山
6 1278 中西　　浩希 (2) 倉敷芸科大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 島　根 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛  知
1 6 1025 佐々川　雄雅 (4) 環太平洋大 0.49.49 Q 1 7 1364 林　　　雅人 (4) 広島大 0.50.18 Q

ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山　口 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 広　島
2 7 1536 坪根 勇生 (2) 岡山商科大 0 50 18 Q 2 6 1160 田村 凌太 (3) 岡山大 0 50 30 Q

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2 7 1536 坪根　　勇生 (2) 岡山商科大 0.50.18 Q 2 6 1160 田村　　凌太 (3) 岡山大 0.50.30 Q
ｲﾓﾄ ﾅｵｷ 広　島 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ 広　島

3 5 1683 井本　　直輝 (3) 愛媛大 0.51.15 q 3 4 1807 西山　　浩也 (2) 広島経済大 0.50.76 q
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ 愛　媛 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾞﾝﾏ 広　島

4 4 1294 村上　　博昭 (4) 松山大 0.51.15 q 4 5 1247 松本　　群真 (4) 福山平成大 0.51.04 q
ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 山　口 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ 山　口

5 9 2011 多原　　祐樹 (4) 徳山高専 0.51.16 q 5 9 2120 谷本　　裕俊 (4) 大島商船高専 0.52.84
ﾀｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 愛　媛 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 広　島

6 8 1011 高原　　拓哉 (2) 弓削商船高専 0.51.20 6 3 1729 竹本　　宏明 (3) 広島工業大 0.53.99
ﾐﾅｷﾞ ﾅｵｷ 岡　山 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 岡　山

7 2 1207 皆木　　直樹 (2) 美作大 0.53.33 7 1 1270 山本　　真孝 (4) 倉敷芸科大 0.54.40
ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 岡　山 ﾊﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 広　島

8 3 1656 杉原　　勇太 (2) 岡山理科大 0.55.92 8 2 1785 八山　　亮太 (5) 呉高専 0.55.49
ﾌｻﾉ ﾀﾞﾝ 島　根

8 1775 房野　　　弾 (5) 松江高専 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ 広　島 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 広　島
1 5 1908 岡本　　朝日 (1) 広島経済大 0.51.16 Q 1 7 1797 澤田　　翔太 (3) 広島経済大 0.51.36 Q

ﾎｯﾀ ｶﾝﾄ 愛　媛 ﾄｲ ﾀﾞｲｷ 広　島
2 7 1702 堀田　　寛人 (2) 愛媛大 0.51.82 Q 2 4 1161 戸井　　大輝 (3) 岡山大 0.51.39 Q

ﾓﾄﾔｼﾞ ﾕｳﾀ 香  川 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 徳  島
3 6 1935 元屋地　祐太 (1) 香川大 0.52.01 3 6 1434 山田　　裕起 (6) 鳴門教育大 0.51.83

ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｽｹ 山　口 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 香  川
4 8 1875 平野　　亮介 (3) 山口大 0.53.25 4 9 1756 田中　　智之 (2) 香川大 0.52.39

ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 広　島 ｲﾜﾀﾆ ﾏｺﾄ 高　知
5 3 1787 古田　　優希 (4) 呉高専 0.54.81 5 8 1569 岩谷　　　誠 (M1)高知大 0.53.23

ﾓｳﾘ ｶｽﾞｼ 愛　媛 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 島　根
6 2 1296 毛利　　和志 (3) 松山大 0.55.81 6 2 1776 松浦　　大介 (5) 松江高専 0.55.75

ﾓﾘｶﾜ ｹｲｲﾁ 熊　本 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾄｼ 鳥　取
4 1135 森川　　慶一 (2) 徳山大 DNS 3 1713 石黒　　貴利 (2) 鳥取大 DNS

ｶﾀｵｶ ﾏｺﾄ 広　島 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 広　島
9 1601 片岡　　　誠 (4) 広島修道大 DNS 5 1396 坂井　　駿介 (3) 広島大 DNS

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  FS：不正スタート



男子400m

5月16日 14:00 予選  
日本記録 (NR)           0.44.78   高野　　　進 (東海大ｸﾗﾌﾞ)                                   1991        5月16日 16:05 準決  
日本学生記録 (CR)       0.45.03   山村　　貴彦 (日　大)                                       2000        5月16日 17:20 決勝  
中四学生記録 (AR)       0.46.56   木村　　和史 (環太平洋大)                                   2013        
大会記録 (GR)           0.47.00   木村　　和史 (環太平洋大)                                   2012        

予選  8組2着+8

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島　根 ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ 島　根
1 5 1470 森　　　知幸 (2) 島根大 0.50.99 Q 1 5 1916 菅井　　雄生 (1) 島根大 0.51.19 Q

ﾆｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 鹿児島 ﾜｼｵ ｶｽﾞﾔ 高　知
2 7 1134 西田　　　光 (2) 徳山大 0.51.19 Q 2 8 1597 鷲尾　　和也 (2) 高知大 0.51.75 Q

ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 広　島 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山　口
2 4 1193 石井　　章大 (M2)広島市立大 0.51.19 Q 3 7 1526 桑田　　大貴 (3) 岡山商科大 0.51.77

ｲﾊﾞ ｹﾝｺﾞ 広　島 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 広　島
4 9 1239 伊場　　健吾 (4) 福山平成大 0.52.42 4 9 1195 冨永　　隆太 (2) 広島市立大 0.52.82

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 香  川 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 香  川
5 8 2213 野口　　豪樹 (1) 川崎医福大 0.53.23 5 3 1755 木村　　和樹 (2) 香川大 0.53.23

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 愛　媛 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山
6 2 1299 鈴木　　悠也 (2) 松山大 0.54.39 6 4 1653 石井　　大輔 (2) 岡山理科大 0.55.31

ﾉﾂ ﾋﾛﾕｷ 広　島 ﾔｽﾉ ﾀｹﾄ 愛　媛
7 1 1738 野津　　浩行 (3) 広島工業大 0.54.48 7 2 1260 安野　　雄人 (3) 福山平成大 0.55.40

ｸｽﾉｷ ﾀｲﾁﾛｳ 岡　山 ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡　山
3 1939 楠木　太一朗 (1) 吉備国際大 DNS 6 1412 坪井　　晶広 (2) 広島大 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 徳  島
6 1444 森本　　大智 (M1)鳴門教育大 DNS

準決  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 島　根 ﾑﾗﾀ ﾀｹﾋｻ 鹿児島
1 5 1025 佐々川 雄雅 (4) 環太平洋大 0 49 05 Q 1 5 1038 村田 丈尚 (4) 環太平洋大 0 49 48 Q1 5 1025 佐々川　雄雅 (4) 環太平洋大 0.49.05 Q 1 5 1038 村田　　丈尚 (4) 環太平洋大 0.49.48 Q

ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ 広　島 ﾄｲ ﾀﾞｲｷ 広　島
2 7 1908 岡本　　朝日 (1) 広島経済大 0.49.23 Q 2 8 1161 戸井　　大輝 (3) 岡山大 0.49.73 Q

ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 広　島 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島　根
3 8 1193 石井　　章大 (M2)広島市立大 0.49.88 q 3 4 1470 森　　　知幸 (2) 島根大 0.49.77 q

ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広　島 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 広　島
4 9 1178 関谷　　堂真 (2) 岡山大 0.50.40 4 6 1797 澤田　　翔太 (3) 広島経済大 0.50.04

ﾆｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 鹿児島 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　媛
5 6 1134 西田　　　光 (2) 徳山大 0.50.69 5 7 1533 村上　宗一郎 (2) 岡山商科大 0.50.94

ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ 島　根 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ 愛　媛
6 4 1916 菅井　　雄生 (1) 島根大 0.51.44 6 2 1294 村上　　博昭 (4) 松山大 0.52.07

ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 山　口 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾞﾝﾏ 広　島
7 2 1867 平野　　一輝 (2) 山口大 0.51.60 7 3 1247 松本　　群真 (4) 福山平成大 0.52.68

ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 山　口 ﾎｯﾀ ｶﾝﾄ 愛　媛
3 2011 多原　　祐樹 (4) 徳山高専 DNS 9 1702 堀田　　寛人 (2) 愛媛大 DNS

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 1022 木村　　和史 (4) 環太平洋大 0.49.01 Q ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 香  川

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛  知 1 7 1022 木村　　和史 (4) 環太平洋大 0.47.38
2 5 1364 林　　　雅人 (4) 広島大 0.49.55 Q ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛  知

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 広　島 2 8 1364 林　　　雅人 (4) 広島大 0.48.46
3 4 1160 田村　　凌太 (3) 岡山大 0.49.90 ﾑﾗﾀ ﾀｹﾋｻ 鹿児島

ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山　口 3 4 1038 村田　　丈尚 (4) 環太平洋大 0.48.56
4 7 1536 坪根　　勇生 (2) 岡山商科大 0.50.11 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 島　根

ﾜｼｵ ｶｽﾞﾔ 高　知 4 6 1025 佐々川　雄雅 (4) 環太平洋大 0.49.07
5 9 1597 鷲尾　　和也 (2) 高知大 0.51.35 ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ 広　島

ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ 広　島 5 5 1908 岡本　　朝日 (1) 広島経済大 0.49.60
6 2 1807 西山　　浩也 (2) 広島経済大 0.51.37 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島　根

ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 島　根 6 2 1470 森　　　知幸 (2) 島根大 0.49.76
7 8 1455 和田　　考平 (4) 島根大 0.52.28 ﾄｲ ﾀﾞｲｷ 広　島

ｲﾓﾄ ﾅｵｷ 広　島 7 9 1161 戸井　　大輝 (3) 岡山大 0.50.78
3 1683 井本　　直輝 (3) 愛媛大 DNS ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 広　島

8 3 1193 石井　　章大 (M2)広島市立大 0.50.80

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  FS：不正スタート



男子800m

5月17日 15:35 予選  
日本記録 (NR)           1.45.75   川元　　　奨 (日　大)                                       2014        5月18日 09:30 準決  
日本学生記録 (CR)       1.45.75   川元　　　奨 (日　大)                                       2014        5月18日 11:45 決勝  
中四学生記録 (AR)       1.49.60   中野　　将春 (広島経大)                                     2001        
大会記録 (GR)           1.50.80   中野　　将春 (広島経大)                                     2001        

予選  8組2着+8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島　根 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 広　島
1 6 1904 千原　　康大 (1) 広島経済大 2.00.20 Q 1 8 1812 青山　　　翔 (3) 広島経済大 1.58.28 Q

ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 広　島 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山　口
2 9 1615 安藤　　健太 (2) 広島修道大 2.00.27 Q 2 6 1035 藤川　　和矢 (4) 環太平洋大 1.59.39 Q

ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山　口 ﾀｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 愛　媛
3 5 1868 池崎　　和海 (3) 山口大 2.00.47 q 3 4 1011 高原　　拓哉 (2) 弓削商船高専 2.00.40 q

ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島　根 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　媛
4 7 1228 木村　進之介 (3) 島根県立大 2.01.43 4 5 1310 伊藤　　裕也 (3) 松山大 2.01.00 q

ﾏﾂｴ ﾀﾞｲｷ 徳  島 ｶﾓｷﾞ ﾚｵ 岡　山
5 4 1933 松江　　大樹 (1) 鳴門教育大 2.02.03 5 9 1483 鴨木　　玲央 (4) 川崎医福大 2.05.03

ｳｼﾞﾋﾗ ｺｳ 愛　媛 ｴｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ 高　知
6 8 1684 氏平　　　皓 (2) 愛媛大 2.06.69 6 2 1636 江口　　　望 (2) 吉備国際大 2.08.79

ｵｷ ﾄｼﾉﾘ 岡　山 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 鳥　取
7 3 1548 沖　　　俊典 (M1)岡山県立大 2.36.74 3 1698 前田　　誠和 (3) 鳥取大 DNS

ﾊﾅｵｶ ｼｵﾝ 岡　山 ﾎｯﾀ ｶﾝﾄ 愛　媛
2 1279 花岡　　詩恩 (2) 倉敷芸科大 DNS 7 1702 堀田　　寛人 (2) 愛媛大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取 ｶｹﾞﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 徳  島
1 6 1715 小林　　毅司 (3) 鳥取大 2.01.14 Q 1 6 1045 蔭藤　　拓弥 (3) 環太平洋大 1.58.24 Q

ﾖﾘﾌｼﾞ ｼｭｳ 広　島 ｷﾀﾉ ﾀｲｼ 岡　山
2 7 1322 依藤　　　周 (3) 広島国際大 2.01.43 Q 2 5 1547 北野　　大志 (3) 岡山県立大 1.58.49 Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 愛　媛 ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 島　根
3 8 1203 松本 史哉 (3) 美作大 2 02 13 3 7 1473 河角 敬太 (4) 島根大 1 58 82

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 8 1203 松本　　史哉 (3) 美作大 2.02.13 3 7 1473 河角　　敬太 (4) 島根大 1.58.82 q
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 香  川 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 香  川

4 4 2213 野口　　豪樹 (1) 川崎医福大 2.03.72 4 4 1756 田中　　智之 (2) 香川大 1.59.89 q
ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ 愛　媛 ｶｼﾜ ｶｽﾞｷ 愛　媛

5 5 1518 大久保　圭悟 (4) 岡山商科大 2.04.67 5 9 1999 柏　　　和輝 (1) 岡山商科大 2.07.63
ﾜﾀﾘ ｹｲﾀﾞｲ 広　島 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 岡　山

6 9 1630 渡　　　圭大 (2) 広島修道大 2.07.60 6 8 1954 川端　　智貴 (4) 津山高専 2.10.08
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁﾕｷ 香  川 ｱﾔﾀ ｹｲｽｹ 岡　山

7 2 1752 松本　　倫幸 (3) 香川大 2.09.20 7 3 1275 綾田　　圭祐 (2) 倉敷芸科大 2.12.82
ﾀｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 香  川 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広　島

8 3 1665 高田　　茂樹 (2) 福山大 2.09.93 8 2 1622 流田　　涼太 (2) 広島修道大 2.17.29

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛　媛 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広　島
1 4 2081 黒河　　一輝 (1) 環太平洋大 1.59.95 Q 1 7 1792 中原　　優斗 (4) 広島経済大 1.59.30 Q

ﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ 岡　山 ｱﾗｼﾏ ｴｲｻｸ 香  川
2 6 1163 野田　　啓介 (3) 岡山大 2.00.11 Q 2 5 1747 荒島　　永作 (3) 香川大 1.59.48 Q

ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 広　島 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝ 広　島
3 7 1369 髙𣘺　　　衛 (4) 広島大 2.00.31 q 3 6 1387 米田　　　謙 (3) 広島大 2.00.26 q

ｼﾗｲ ﾌﾐｱｷ 山　口 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 徳  島
4 8 2016 白井　　史朗 (4) 徳山高専 2.01.49 4 9 1183 前田　　拓志 (2) 岡山大 2.05.22

ﾊﾔｼ ﾀｶｽﾞﾐ 岡　山 ﾑﾀ ﾐｽﾞｷ 徳  島
5 5 1524 林　　　高純 (3) 岡山商科大 2.05.13 5 4 1943 牟田　　瑞基 (1) 徳島文理大 2.07.44

ｾﾂｲｴ ﾏｻﾙ 広　島 ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾏ 徳  島
6 3 1198 節家　　　将 (2) 広島市立大 2.07.25 6 8 2010 高木　　周真 (1) 松山大 2.08.24

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 徳  島 ﾔﾏﾃ ﾋﾛｼ 広　島
7 2 1835 坂東　　佳祐 (2) 徳島大 2.09.31 7 2 2142 山手　　　滉 (1) 広島工業大 2.08.53

ｸｻﾉ ｹﾝﾀ 岡　山 ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ 広　島
8 9 1307 草野　　健太 (4) 松山大 2.12.91 8 3 1197 伊達　　佑希 (2) 広島市立大 2.13.00

凡例    DNS：欠場



男子800m

5月17日 15:35 予選  
日本記録 (NR)           1.45.75   川元　　　奨 (日　大)                                       2014        5月18日 09:30 準決  
日本学生記録 (CR)       1.45.75   川元　　　奨 (日　大)                                       2014        5月18日 11:45 決勝  
中四学生記録 (AR)       1.49.60   中野　　将春 (広島経大)                                     2001        
大会記録 (GR)           1.50.80   中野　　将春 (広島経大)                                     2001        

予選  8組2着+8

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 高　知 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山　口
1 5 1587 寺田　　勇気 (3) 高知大 2.02.37 Q 1 5 1871 野村　　直己 (2) 山口大 1.59.61 Q

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 鳥　取 ｱﾝﾉ ﾀｸﾏ 山　口
2 7 1698 中村　　修大 (3) 愛媛大 2.02.68 Q 2 6 1339 阿武　　択磨 (M2)広島大 1.59.92 Q

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 徳  島 ﾐﾑﾗ ﾕｳﾔ 山　口
3 6 1434 山田　　裕起 (6) 鳴門教育大 2.02.68 3 7 2117 三村　　裕矢 (4) 大島商船高専 2.00.17 q

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 岡　山 ﾌｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島
4 8 1180 中村　　喜浩 (2) 岡山大 2.04.00 4 4 2067 深野　　雄大 (1) 近畿大工学部 2.01.11

ﾐｽﾞｼﾀ ｹｲｽｹ 宮　崎 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 島　根
5 4 1881 水下　　啓介 (3) 山口大 2.04.46 5 3 2205 田中　　智久 (1) 島根大 2.07.92

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 岡　山 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 香  川
6 9 1257 藤田　　光貴 (3) 福山平成大 2.09.25 6 8 2211 佐藤　　克典 (1) 川崎医福大 2.09.71

ｸﾛｲﾜ ｺｳｼﾞ 鳥　取 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 山　口
7 2 1721 黒岩　　晃司 (3) 鳥取大 2.12.13 7 2 1765 花田　　泰司 (2) 水産大 2.15.75

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ 山　口 ｼﾏ ｵﾄﾍｲ 徳  島
8 3 2013 山本　　慎隆 (4) 徳山高専 2.15.64 8 9 1440 志摩　　音平 (3) 鳴門教育大 2.17.04

準決  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島　根 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 広　島
1 5 1904 千原　　康大 (1) 広島経済大 1.57.84 Q 1 7 1812 青山　　　翔 (3) 広島経済大 1.58.09 Q

ｶｹﾞﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 徳 島 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 高 知ｶｹ ﾌｼ  ﾀｸﾔ 徳  島 ﾃﾗﾀ  ﾕｳｷ 高　知
2 6 1045 蔭藤　　拓弥 (3) 環太平洋大 1.57.93 Q 2 5 1587 寺田　　勇気 (3) 高知大 1.58.27 Q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛　媛
3 7 1715 小林　　毅司 (3) 鳥取大 1.58.27 q 3 4 2081 黒河　　一輝 (1) 環太平洋大 1.58.66

ｱﾝﾉ ﾀｸﾏ 山　口 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山　口
4 4 1339 阿武　　択磨 (M2)広島大 1.58.48 4 2 1868 池崎　　和海 (3) 山口大 1.58.79

ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 香  川 ｱﾗｼﾏ ｴｲｻｸ 香  川
5 8 1756 田中　　智之 (2) 香川大 1.59.80 5 6 1747 荒島　　永作 (3) 香川大 1.59.15

ﾐﾑﾗ ﾕｳﾔ 山　口 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝ 広　島
6 2 2117 三村　　裕矢 (4) 大島商船高専 1.59.88 6 3 1387 米田　　　謙 (3) 広島大 2.00.51

ﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ 岡　山 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 広　島
7 9 1163 野田　　啓介 (3) 岡山大 2.01.81 7 9 1615 安藤　　健太 (2) 広島修道大 2.01.80

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　媛 ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 島　根
8 3 1310 伊藤　　裕也 (3) 松山大 2.03.86 8 1473 河角　　敬太 (4) 島根大 DNS

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広　島 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 1792 中原　　優斗 (4) 広島経済大 1.56.64 Q ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山　口

ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山　口 1 5 1871 野村　　直己 (2) 山口大 1.54.97
2 7 1871 野村　　直己 (2) 山口大 1.56.76 Q ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広　島

ｷﾀﾉ ﾀｲｼ 岡　山 2 6 1792 中原　　優斗 (4) 広島経済大 1.55.83
3 5 1547 北野　　大志 (3) 岡山県立大 1.56.84 q ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 高　知

ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山　口 3 8 1587 寺田　　勇気 (3) 高知大 1.56.31
4 4 1035 藤川　　和矢 (4) 環太平洋大 1.58.27 q ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 広　島

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 鳥　取 4 3 1812 青山　　　翔 (3) 広島経済大 1.56.33
5 8 1698 中村　　修大 (3) 愛媛大 1.59.80 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取

ﾀｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 愛　媛 5 1 1715 小林　　毅司 (3) 鳥取大 1.58.71
6 3 1011 高原　　拓哉 (2) 弓削商船高専 2.00.40 ｶｹﾞﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 徳  島

ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 広　島 6 9 1045 蔭藤　　拓弥 (3) 環太平洋大 1.59.44
7 2 1369 髙𣘺　　　衛 (4) 広島大 2.01.20 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山　口

ﾖﾘﾌｼﾞ ｼｭｳ 広　島 7 2 1035 藤川　　和矢 (4) 環太平洋大 2.00.42
8 9 1322 依藤　　　周 (3) 広島国際大 2.03.03 ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島　根

8 4 1904 千原　　康大 (1) 広島経済大 2.00.74
ｷﾀﾉ ﾀｲｼ 岡　山

9 7 1547 北野　　大志 (3) 岡山県立大 2.01.23

凡例    DNS：欠場



男子1500m

5月16日 16:40 予選  
日本記録 (NR)           3.37.42   小林　　史和 (NTN)                                          2004        5月17日 11:15 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.37.96   Ｇ・ダニエル (日　大)                                       2009        
中四学生記録 (AR)       3.43.97   内冨　　恭則 (広島経大)                                     1993        
大会記録 (GR)           3.47.35   内冨　　恭則 (広島経大)                                     1994        

予選  3組4着+3

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾏ 香  川 ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ 愛　媛
1 12 1021 川上　　和真 (4) 環太平洋大 4.06.09 Q 1 11 1037 村井　　洸洋 (4) 環太平洋大 4.07.60 Q

ｱﾗｼﾏ ｴｲｻｸ 香  川 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広　島
2 1 1747 荒島　　永作 (3) 香川大 4.06.10 Q 2 8 1792 中原　　優斗 (4) 広島経済大 4.07.71 Q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 島　根
3 20 1715 小林　　毅司 (3) 鳥取大 4.06.45 Q 3 3 1458 齋藤　　昌範 (3) 島根大 4.07.77 Q

ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 徳  島 ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 岡　山
4 4 1186 村上　　　聡 (2) 岡山大 4.06.67 Q 4 7 1546 倉嶋　　謙吾 (3) 岡山県立大 4.07.77 Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 愛　媛 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 広　島
5 2 1203 松本　　史哉 (3) 美作大 4.08.36 5 14 1369 髙𣘺　　　衛 (4) 広島大 4.07.87

ﾏﾂｲ ﾋﾛﾁｶ 愛  知 ｾﾝﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 徳  島
6 18 1367 松井　　宏親 (4) 広島大 4.11.55 6 20 1148 仙波　　貴雅 (4) 岡山大 4.10.92

ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 香  川 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾄ 岡　山
7 21 1209 辻　　　敦矢 (2) 徳島文理大 4.12.40 7 1 1624 藤井　　隆仁 (2) 広島修道大 4.12.12

ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ 広　島 ｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 島　根
8 13 1818 大下　　浩平 (2) 広島経済大 4.13.38 8 9 1996 周田　　　滉 (1) 岡山商科大 4.14.79

ﾖﾌｼﾞ ｼｭｳ 広　島 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 香  川
9 10 1322 依藤　　　周 (3) 広島国際大 4.20.15 9 15 1937 近藤　　翔平 (4) 香川大 4.16.04

ﾊﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 山　口 ｲﾜﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 愛　媛
10 9 1266 濵本　　健太 (5) 大島商船高専 4.21.84 10 21 1308 岩脇　　良介 (2) 松山大 4.17.16

ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 広　島 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ 山　口
11 16 1667 久保田　匡博 (4) 福山大 4.26.86 11 4 1855 清水　　謙悟 (2) 山口大 4.29.21

ｸﾗﾀ ｷｮｳｽｹ 山　口 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 山　口
12 15 1887 倉田　　京右 (3) 山口大 4.31.12 12 6 1668 岡本　　佳哲 (4) 福山大 4.31.35

ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 徳 島 ｶﾉｳ ﾋﾛﾌﾐ 島 根

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ｵｸﾀ  ｻ 徳  島 ｶﾉｳ ﾌﾐ 島　根
13 14 1839 奥田　　匡洋 (3) 徳島大 4.32.27 13 2 1774 加納　　浩文 (5) 松江高専 4.36.62

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 岡　山 ｾﾂｲｴ ﾏｻﾙ 広　島
14 6 1954 川端　　智貴 (4) 津山高専 4.35.89 14 12 1198 節家　　　将 (2) 広島市立大 4.37.05

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 高　知 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 岡　山
15 7 2165 山崎　　祐輝 (1) 高知大 4.38.38 15 10 1951 中村　　直輝 (4) 津山高専 4.37.65

ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広　島 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 鳥　取
16 11 1606 前田　　耕平 (4) 広島修道大 4.40.92 16 17 1727 永井　　好和 (3) 鳥取大 4.38.26

ｾﾗ ﾉﾘﾔ 岡　山 ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 岡　山
17 8 1484 瀬良　　法矢 (3) 川崎医福大 4.42.11 17 19 1644 池田　　幸功 (3) 岡山理科大 4.43.91

ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ 広　島 ｻｻｵｶ ｶｽﾞｵｷ 広　島
18 17 1197 伊達　　佑希 (2) 広島市立大 4.57.31 18 18 1737 佐々岡　一興 (3) 広島工業大 4.54.71

ﾄﾔ ﾀﾞｲｷ 島　根 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 山　口
5 1545 鳥谷　　大樹 (3) 岡山商科大 DNS 19 13 1763 石川　　智大 (3) 水産大 5.13.13

ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 広　島 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 山　口
3 1004 小川　剣太郎 (4) 広島商船高専 DNS 16 2121 高村　　拓馬 (4) 大島商船高専 DNS

ｵｵﾊ ﾀｹｼ 徳  島 ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 島　根
19 2025 大羽　　剛司 (1) 四国大 DNS 5 1228 木村　進之介 (3) 島根県立大 DNS

ﾉｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 高　知
22 1568 野川　　雄史 (M2)高知大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子1500m

5月16日 16:40 予選  
日本記録 (NR)           3.37.42   小林　　史和 (NTN)                                          2004        5月17日 11:15 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.37.96   Ｇ・ダニエル (日　大)                                       2009        
中四学生記録 (AR)       3.43.97   内冨　　恭則 (広島経大)                                     1993        
大会記録 (GR)           3.47.35   内冨　　恭則 (広島経大)                                     1994        

予選  3組4着+3

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3組 決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島　根 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 4 1904 千原　　康大 (1) 広島経済大 4.02.21 Q ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾏ 香  川

ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾔ 兵　庫 1 15 1021 川上　　和真 (4) 環太平洋大 3.58.80
2 17 1182 細田　　善也 (2) 岡山大 4.03.16 Q ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島　根

ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 香  川 2 10 1904 千原　　康大 (1) 広島経済大 3.59.38
3 21 1938 近藤　　航介 (M2)香川大 4.03.63 Q ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾔ 兵　庫

ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 愛  知 3 3 1182 細田　　善也 (2) 岡山大 3.59.84
4 3 1374 石川　　　篤 (4) 広島大 4.04.23 Q ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 愛  知

ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山　口 4 5 1374 石川　　　篤 (4) 広島大 4.00.42
5 15 1868 池崎　　和海 (3) 山口大 4.06.60 q ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広　島

ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｽｹ 兵　庫 5 12 1792 中原　　優斗 (4) 広島経済大 4.00.54
6 10 1083 松岡　　亮佑 (2) 環太平洋大 4.06.96 q ｱﾗｼﾏ ｴｲｻｸ 香  川

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 6 13 1747 荒島　　永作 (3) 香川大 4.01.18
7 11 1720 近藤　　貴大 (2) 鳥取大 4.07.58 q ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ 愛　媛

ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 広　島 7 6 1037 村井　　洸洋 (4) 環太平洋大 4.01.24
8 8 1615 安藤　　健太 (2) 広島修道大 4.14.40 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取

ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 広　島 8 7 1715 小林　　毅司 (3) 鳥取大 4.02.32
9 13 1686 岡本　　拓哉 (3) 愛媛大 4.17.38 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 徳  島

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 高　知 9 9 1186 村上　　　聡 (2) 岡山大 4.04.87
10 7 1590 西村　　太志 (3) 高知大 4.22.98 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 島　根

ｳｴｽｷﾞ ﾀｸﾔ 山　口 10 11 1458 齋藤　　昌範 (3) 島根大 4.06.89
11 5 1848 上杉　　拓也 (5) 徳山高専 4.23.44 ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 岡　山

ｳｼｵ ﾀﾛｳ 兵　庫 11 4 1546 倉嶋　　謙吾 (3) 岡山県立大 4.07.49
12 1 1445 牛尾　　太郎 (3) 鳴門教育大 4.25.61 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

ｶﾅｵｶ ﾀｸﾔ 山 口 12 8 1720 近藤 貴大 (2) 鳥取大 4.07.71ｶﾅｵｶ ﾀｸﾔ 山　口 12 8 1720 近藤　　貴大 (2) 鳥取大 4.07.71
13 6 2118 金岡　　拓哉 (4) 大島商船高専 4.27.92 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山　口

ﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 広　島 13 14 1868 池崎　　和海 (3) 山口大 4.07.77
14 19 1977 原　　　智裕 (1) 広島市立大 4.28.75 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｽｹ 兵　庫

ﾀｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 香  川 14 2 1083 松岡　　亮佑 (2) 環太平洋大 4.17.92
15 20 1665 高田　　茂樹 (2) 福山大 4.34.04 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 香  川

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　媛 1 1938 近藤　　航介 (M2)香川大 DNS
16 2 1310 伊藤　　裕也 (3) 松山大 4.38.21

ﾊﾅﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 山　口
17 14 1765 花田　　泰司 (2) 水産大 4.39.32

ｸﾞﾘﾀ ﾕｳﾔ 岡　山
18 16 1482 操田　　祐哉 (2) 川崎医福大 4.39.33

ｳｽｲ ﾘｭｳｼﾞ 愛　媛
19 9 1510 碓井　　隆治 (4) 岡山商科大 4.45.28

ﾐｽﾞｷ ﾀｶｼ 島　根
20 18 1233 水木　　尚志 (2) 島根県立大 4.58.72

ﾅｶﾀ ｱﾂｼ 徳  島
21 12 1213 中田　　敦志 (3) 徳島文理大 5.00.96

凡例    DNS：欠場



男子5000m

5月18日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ
日本記録 (NR)           13.13.20  松宮　　隆行 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)                                      2007        
日本学生記録 (CR)       13.19.00  竹澤　 健介 (早　大)                                        2007        
中四学生記録 (AR)       13.46.30  白濱　　三徳 (徳山大)                                       2004        
大会記録 (GR)           14.10.32  ｻﾑｴﾙ ｶﾞﾝｶﾞ (広島経大)                                       2008        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾔ 山　口 ｵｷﾀ ﾘｮｳﾀ 広　島
1 21 1567 東　　　祐弥 (2) 下関市立大 15.52.74 1 9 1600 沖田　　諒太 (4) 広島修道大 15.40.64

ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥　取 ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 岡　山
2 1 2224 上野　翔太郎 (2) 鳥取環境大 15.58.80 2 7 1546 倉嶋　　謙吾 (3) 岡山県立大 15.46.83

ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 山　口 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 広　島
3 24 1865 佐々木　　渉 (2) 山口大 16.14.04 3 22 1694 田中　　優司 (2) 愛媛大 15.47.14

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 山　口 ﾊｷﾞｵ ﾕﾀｶ 広　島
4 17 1564 奥村　　康大 (2) 下関市立大 16.18.16 4 17 1196 萩尾　　　豊 (4) 広島市立大 15.48.08

ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島　根 ｺﾀﾆ ﾕｳｷ 広　島
5 8 1460 森脇　　裕史 (3) 島根大 16.34.44 5 18 1261 小谷　　勇気 (2) 福山平成大 15.54.21

ｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取
6 13 2063 井田　　大貴 (4) 米子高専 16.47.35 6 12 1720 近藤　　貴大 (2) 鳥取大 16.05.21

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ 広　島 ﾓﾘｿｳ ﾄｼｱｷ 香  川
7 19 1626 松原　　友裕 (2) 広島修道大 16.55.99 7 21 1753 森宗　　利晃 (3) 香川大 16.09.73

ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾋﾛ 愛　媛 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 山　口
8 16 1309 高島　　岳大 (3) 松山大 17.00.57 8 15 2017 内田　　　翔 (4) 徳山高専 16.16.70

ﾀｸﾐ ﾕｳ 岡　山 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広　島
9 4 1952 内匠　　　雄 (4) 津山高専 17.15.73 9 3 1189 前田　　洋伸 (3) 広島市立大 16.18.37

ﾖﾘﾌｼﾞ ｼｭｳ 広　島 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 岡　山
10 5 1322 依藤　　　周 (3) 広島国際大 17.17.41 10 19 1638 中山　　翔太 (3) 岡山理科大 16.28.22

ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥　取 ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山　口
11 25 1722 高田　　真資 (2) 鳥取大 17.18.52 11 26 1688 國本　　達磨 (3) 愛媛大 16.31.29

ｵｵﾊﾀ ﾅｵﾄ 広　島 ｵｵｶﾞｷ ﾅﾅﾐ 広　島
12 3 1944 大畠　　直人 (1) 福山大 17.37.49 12 14 2137 大垣　　七海 (1) 福山平成大 16.33.35

ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 徳 島 ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 香 川

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ﾔ ｼﾀ ｷｮｳ ｲ 徳  島 ﾂｼ  ｱﾂﾔ 香  川
13 26 1824 山下　　喬平 (2) 徳島大 17.42.53 13 5 1209 辻　　　敦矢 (2) 徳島文理大 16.33.82

ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 島　根 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 鳥　取
14 18 1466 坂本　　光規 (2) 島根大 17.42.67 14 8 1958 吉田　　　諒 (M1)鳥取大 16.34.42

ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 広　島 ﾑﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 広　島
15 6 1001 小田　　篤史 (5) 広島商船高専17.52.27 15 25 1788 村本　　瞭真 (4) 呉高専 16.35.28

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾃﾙｵｷ 広　島 ｵｵｱｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛　媛
16 22 1730 川畑　　輝起 (3) 広島工業大 17.52.57 16 23 1010 大浅田　悠人 (2) 弓削商船高専16.45.24

ｵｸﾉ ﾏｻｷ 大　阪 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 島　根
17 23 1829 奥野　　昌樹 (3) 徳島大 18.15.03 17 6 1458 齋藤　　昌範 (3) 島根大 16.57.57

ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 岡　山 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 広　島
18 12 1549 松井　　利起 (4) 岡山県立大 18.27.21 18 4 1192 竹田　　祐輔 (2) 広島市立大 17.04.61

ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 岡　山 ﾂｷﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山
19 15 1644 池田　　幸功 (3) 岡山理科大 18.35.84 19 11 1658 月本　新太郎 (3) 岡山理科大 17.07.48

ｲｼﾂｶ ﾋﾛﾀｶ 岡　山 ﾏﾂｲ ﾀｸﾄ 香  川
20 20 1551 石塚　　寛隆 (2) 岡山県立大 18.38.73 20 13 1998 松井　　拓人 (1) 岡山商科大 17.17.89

ｾﾗ ﾉﾘﾔ 岡　山 ｳｴｽｷﾞ ﾀｸﾔ 山　口
21 10 1484 瀬良　　法矢 (3) 川崎医福大 18.48.42 21 10 1848 上杉　　拓也 (5) 徳山高専 17.24.64

ｸﾞﾘﾀ ﾕｳﾔ 岡　山 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 山　口
22 9 1482 操田　　祐哉 (2) 川崎医福大 18.51.85 22 24 1668 岡本　　佳哲 (4) 福山大 17.26.39

ﾖｼﾔﾏ ﾕｳｷ 広　島 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 鳥　取
23 2 1008 吉山　　雄己 (4) 広島商船高専18.58.01 23 16 2060 西澤　　侑吾 (4) 米子高専 17.53.71

ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 徳  島 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 広　島
24 7 1437 野田　　章平 (4) 鳴門教育大 19.10.15 20 1783 松本　　直樹 (5) 呉高専 DNS

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 兵　庫 ﾏﾂｴﾀﾞ ｺｳﾀ 広　島
11 1528 杉本　　健太 (3) 岡山商科大 DNS 1 1258 松枝　　康太 (3) 福山平成大 DNS

ﾀﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 山　口 ｻｴｷ ﾕｳ 愛　媛
14 2041 田中　　幸宏 (1) 水産大 DNS 2 1304 佐伯　　　宥 (3) 松山大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子5000m

5月18日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ
日本記録 (NR)           13.13.20  松宮　　隆行 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)                                      2007        
日本学生記録 (CR)       13.19.00  竹澤　 健介 (早　大)                                        2007        
中四学生記録 (AR)       13.46.30  白濱　　三徳 (徳山大)                                       2004        
大会記録 (GR)           14.10.32  ｻﾑｴﾙ ｶﾞﾝｶﾞ (広島経大)                                       2008        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島
1 16 1895 土居森　　諒 (1) 広島経済大 14.54.51

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 山　口
2 22 1490 坂本　　　章 (4) 至誠館大 15.00.69

ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 愛  知
3 5 1374 石川　　　篤 (4) 広島大 15.04.88

ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 広　島
4 15 1093 藤井　　圭太 (2) 環太平洋大 15.06.17

ﾓﾘｵｶ ﾚﾝ 福　岡
5 9 1371 森岡　　　廉 (4) 広島大 15.08.26

ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山　口
6 24 1857 樫部　　直人 (3) 山口大 15.10.32

ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山　口
7 8 1870 高見　　雄飛 (2) 山口大 15.12.61

ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾔ 兵　庫
8 20 1182 細田　　善也 (2) 岡山大 15.20.14

ｶﾄｳ ｹｲﾀ 愛　媛
9 26 2009 加藤　　啓太 (1) 松山大 15.24.38

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島
10 14 1663 中村　　祐希 (3) 福山大 15.26.12

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ 高　知
11 23 1580 森田　　優太 (4) 高知大 15.32.41

ﾎｿｶﾜ ｾｲｼﾞ 香  川
12 21 1418 細川　　誠司 (2) 広島大 15.33.12

ｲﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 岡 山ｲﾜｸ ﾁ ｼ ｳ ｲ 岡　山
13 1 1154 岩口　　周平 (3) 岡山大 15.34.41

ｵｵﾊ ﾀｹｼ 徳  島
14 18 2025 大羽　　剛司 (1) 四国大 15.40.91

ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 徳  島
15 2 1186 村上　　　聡 (2) 岡山大 15.41.69

ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ 鳥　取
16 25 1896 堀尾　　和弥 (1) 広島経済大 15.45.42

ｲｾﾜｷ ｱﾂﾔ 高　知
17 7 1583 伊勢脇　厚哉 (3) 高知大 15.47.40

ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 大　阪
18 19 1048 川村　　健太 (3) 環太平洋大 15.50.41

ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾙ 広　島
19 11 1897 大沼　　　優 (1) 広島経済大 15.53.25

ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾏ 香  川
20 10 1021 川上　　和真 (4) 環太平洋大 16.02.99

ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 愛　媛
21 13 2085 小田　　淳史 (1) 愛媛大 16.04.28

ｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 高　知
22 12 1586 鹿島　　将大 (3) 高知大 16.09.45

ｸﾏｷｭｳ ﾀﾞｲｷ 山　口
23 17 1489 熊給　　大貴 (4) 至誠館大 16.17.58

ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾄ 岡　山
24 6 1624 藤井　　隆仁 (2) 広島修道大 16.28.89

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 山　口
25 3 1494 中村　　勇太 (2) 至誠館大 16.44.17

ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口
26 4 1512 岡元　　海人 (4) 岡山商科大 17.27.34
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日本記録 (NR)           13.13.20  松宮　　隆行 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)                                      2007        
日本学生記録 (CR)       13.19.00  竹澤　 健介 (早　大)                                        2007        
中四学生記録 (AR)       13.46.30  白濱　　三徳 (徳山大)                                       2004        
大会記録 (GR)           14.10.32  ｻﾑｴﾙ ｶﾞﾝｶﾞ (広島経大)                                       2008        

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1895 土居森　　諒 (1) ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島 広島経済大 14.54.51 3 16 1
2 1490 坂本　　　章 (4) ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 山　口 至誠館大 15.00.69 3 22 2
3 1374 石川　　　篤 (4) ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 愛  知 広島大 15.04.88 3 5 3
4 1093 藤井　　圭太 (2) ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 広　島 環太平洋大 15.06.17 3 15 4
5 1371 森岡　　　廉 (4) ﾓﾘｵｶ ﾚﾝ 福　岡 広島大 15.08.26 3 9 5
6 1857 樫部　　直人 (3) ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山　口 山口大 15.10.32 3 24 6
7 1870 高見　　雄飛 (2) ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山　口 山口大 15.12.61 3 8 7
8 1182 細田　　善也 (2) ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾔ 兵　庫 岡山大 15.20.14 3 20 8
9 2009 加藤　　啓太 (1) ｶﾄｳ ｹｲﾀ 愛　媛 松山大 15.24.38 3 26 9

10 1663 中村　　祐希 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島 福山大 15.26.12 3 14 10
11 1580 森田　　優太 (4) ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ 高　知 高知大 15.32.41 3 23 11
12 1418 細川　　誠司 (2) ﾎｿｶﾜ ｾｲｼﾞ 香  川 広島大 15.33.12 3 21 12
13 1154 岩口　　周平 (3) ｲﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 岡　山 岡山大 15.34.41 3 1 13
14 1600 沖田　　諒太 (4) ｵｷﾀ ﾘｮｳﾀ 広　島 広島修道大 15.40.64 2 9 1
15 2025 大羽　　剛司 (1) ｵｵﾊ ﾀｹｼ 徳  島 四国大 15.40.91 3 18 14
16 1186 村上　　　聡 (2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 徳  島 岡山大 15.41.69 3 2 15
17 1896 堀尾　　和弥 (1) ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ 鳥　取 広島経済大 15.45.42 3 25 16
18 1546 倉嶋　　謙吾 (3) ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 岡　山 岡山県立大 15.46.83 2 7 2
19 1694 田中　　優司 (2) ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 広　島 愛媛大 15.47.14 2 22 3
20 1583 伊勢脇　厚哉 (3) ｲｾﾜｷ ｱﾂﾔ 高　知 高知大 15.47.40 3 7 17
21 1196 萩尾　　　豊 (4) ﾊｷﾞｵ ﾕﾀｶ 広　島 広島市立大 15.48.08 2 17 4
22 1048 川村　　健太 (3) ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 大　阪 環太平洋大 15.50.41 3 19 18
23 1567 東　　　祐弥 (2) ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾔ 山　口 下関市立大 15.52.74 1 21 1
24 1897 大沼　　　優 (1) ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾙ 広　島 広島経済大 15.53.25 3 11 19
25 1261 小谷　　勇気 (2) ｺﾀﾆ ﾕｳｷ 広　島 福山平成大 15.54.21 2 18 5
26 2224 上野　翔太郎 (2) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥　取 鳥取環境大 15.58.80 1 1 2
27 1021 川上　　和真 (4) ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾏ 香  川 環太平洋大 16.02.99 3 10 20
28 2085 小田　　淳史 (1) ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 愛　媛 愛媛大 16.04.28 3 13 21
29 1720 近藤　　貴大 (2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 鳥取大 16.05.21 2 12 6
30 1586 鹿島　　将大 (3) ｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 高　知 高知大 16.09.45 3 12 22
31 1753 森宗　　利晃 (3) ﾓﾘｿｳ ﾄｼｱｷ 香  川 香川大 16.09.73 2 21 7
32 1865 佐々木　　渉 (2) ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 山　口 山口大 16.14.04 1 24 3
33 2017 内田　　　翔 (4) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 山　口 徳山高専 16.16.70 2 15 8
34 1489 熊給　　大貴 (4) ｸﾏｷｭｳ ﾀﾞｲｷ 山　口 至誠館大 16.17.58 3 17 23
35 1564 奥村　　康大 (2) ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 山　口 下関市立大 16.18.16 1 17 4
36 1189 前田　　洋伸 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広　島 広島市立大 16.18.37 2 3 9
37 1638 中山　　翔太 (3) ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 岡　山 岡山理科大 16.28.22 2 19 10
38 1624 藤井　　隆仁 (2) ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾄ 岡　山 広島修道大 16.28.89 3 6 24
39 1688 國本　　達磨 (3) ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山　口 愛媛大 16.31.29 2 26 11

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

40 2137 大垣　　七海 (1) ｵｵｶﾞｷ ﾅﾅﾐ 広　島 福山平成大 16.33.35 2 14 12
41 1209 辻　　　敦矢 (2) ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 香  川 徳島文理大 16.33.82 2 5 13
42 1958 吉田　　　諒 (M1) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 鳥　取 鳥取大 16.34.42 2 8 14
43 1460 森脇　　裕史 (3) ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島　根 島根大 16.34.44 1 8 5
44 1788 村本　　瞭真 (4) ﾑﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 広　島 呉高専 16.35.28 2 25 15
45 1494 中村　　勇太 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 山　口 至誠館大 16.44.17 3 3 25
46 1010 大浅田　悠人 (2) ｵｵｱｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛　媛 弓削商船高専 16.45.24 2 23 16
47 2063 井田　　大貴 (4) ｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取 米子高専 16.47.35 1 13 6
48 1626 松原　　友裕 (2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ 広　島 広島修道大 16.55.99 1 19 7
49 1458 齋藤　　昌範 (3) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 島　根 島根大 16.57.57 2 6 17
50 1309 高島　　岳大 (3) ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾋﾛ 愛　媛 松山大 17.00.57 1 16 8
51 1192 竹田　　祐輔 (2) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 広　島 広島市立大 17.04.61 2 4 18
52 1658 月本　新太郎 (3) ﾂｷﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山 岡山理科大 17.07.48 2 11 19
53 1952 内匠　　　雄 (4) ﾀｸﾐ ﾕｳ 岡　山 津山高専 17.15.73 1 4 9
54 1322 依藤　　　周 (3) ﾖﾘﾌｼﾞ ｼｭｳ 広　島 広島国際大 17.17.41 1 5 10
55 1998 松井　　拓人 (1) ﾏﾂｲ ﾀｸﾄ 香  川 岡山商科大 17.17.89 2 13 20
56 1722 高田　　真資 (2) ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥　取 鳥取大 17.18.52 1 25 11
57 1848 上杉　　拓也 (5) ｳｴｽｷﾞ ﾀｸﾔ 山　口 徳山高専 17.24.64 2 10 21
58 1668 岡本　　佳哲 (4) ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 山　口 福山大 17.26.39 2 24 22
59 1512 岡元　　海人 (4) ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口 岡山商科大 17.27.34 3 4 26
60 1944 大畠　　直人 (1) ｵｵﾊﾀ ﾅｵﾄ 広　島 福山大 17.37.49 1 3 12
61 1824 山下　　喬平 (2) ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 徳  島 徳島大 17.42.53 1 26 13
62 1466 坂本　　光規 (2) ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 島　根 島根大 17.42.67 1 18 14
63 1001 小田　　篤史 (5) ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 広　島 広島商船高専 17.52.27 1 6 15
64 1730 川畑　　輝起 (3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾃﾙｵｷ 広　島 広島工業大 17.52.57 1 22 16
65 2060 西澤　　侑吾 (4) ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 鳥　取 米子高専 17.53.71 2 16 23
66 1829 奥野　　昌樹 (3) ｵｸﾉ ﾏｻｷ 大　阪 徳島大 18.15.03 1 23 17
67 1549 松井　　利起 (4) ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 岡　山 岡山県立大 18.27.21 1 12 18
68 1644 池田　　幸功 (3) ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 岡　山 岡山理科大 18.35.84 1 15 19
69 1551 石塚　　寛隆 (2) ｲｼﾂｶ ﾋﾛﾀｶ 岡　山 岡山県立大 18.38.73 1 20 20
70 1484 瀬良　　法矢 (3) ｾﾗ ﾉﾘﾔ 岡　山 川崎医福大 18.48.42 1 10 21
71 1482 操田　　祐哉 (2) ｸﾞﾘﾀ ﾕｳﾔ 岡　山 川崎医福大 18.51.85 1 9 22
72 1008 吉山　　雄己 (4) ﾖｼﾔﾏ ﾕｳｷ 広　島 広島商船高専 18.58.01 1 2 23
73 1437 野田　　章平 (4) ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 徳  島 鳴門教育大 19.10.15 1 7 24

1528 杉本　　健太 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 兵　庫 岡山商科大 DNS 1 11 0
1783 松本　　直樹 (5) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 広　島 呉高専 DNS 2 20 0
1258 松枝　　康太 (3) ﾏﾂｴﾀﾞ ｺｳﾀ 広　島 福山平成大 DNS 2 1 0
1304 佐伯　　　宥 (3) ｻｴｷ ﾕｳ 愛　媛 松山大 DNS 2 2 0
2041 田中　　幸宏 (1) ﾀﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 山　口 水産大 DNS 1 14 0

凡例    DNS：欠場



男子10000m

5月16日 12:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ
日本記録 (NR)           27.35.09  高岡　　寿成 (カネボウ)                                     2001        
日本学生記録 (CR)       27.27.64  Ｍ・ モグス (山梨学大)                                      2008        
中四学生記録 (AR)       28.53.32  白濱　　三徳 (徳山大)                                       2003        
大会記録 (GR)           29.16.52  ｻﾑｴﾙ ｶﾞﾝｶﾞ (広島経大)                                       2008        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾀｶ 岡　山 ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島
1 7 1176 清水　　康孝 (2) 岡山大 33.07.09 1 9 1895 土居森　　諒 (1) 広島経済大 30.45.98

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｽｹ 岡　山 ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ 広　島
2 2 1147 小林　　宏輔 (4) 岡山大 33.11.63 2 11 1818 大下　　浩平 (2) 広島経済大 31.37.66

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 高　知 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島
3 11 1590 西村　　太志 (3) 高知大 33.48.00 3 1 1663 中村　　祐希 (3) 福山大 31.46.24

ｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 高　知 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 愛　媛
4 10 1586 鹿島　　将大 (3) 高知大 34.03.76 4 23 2009 加藤　　啓太 (1) 松山大 31.52.70

ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ 岡　山 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山　口
5 17 1659 倉橋　　宏輔 (2) 岡山理科大 34.04.58 5 17 1857 樫部　　直人 (3) 山口大 31.54.39

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ 山　口 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山　口
6 22 1873 松本　　真澄 (3) 山口大 34.26.49 6 20 1870 高見　　雄飛 (2) 山口大 31.55.68

ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 岡　山 ﾐﾂﾀﾆ ﾕｳｽｹ 島　根
7 16 1168 村田　　侑亮 (3) 岡山大 34.49.99 7 7 1817 光谷　　雄佑 (2) 広島経済大 32.01.65

ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島　根 ﾓﾘｵｶ ﾚﾝ 福　岡
8 5 1460 森脇　　裕史 (3) 島根大 34.50.39 8 6 1371 森岡　　　廉 (4) 広島大 32.13.21

ﾑﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 広　島 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 大　阪
9 19 1788 村本　　瞭真 (4) 呉高専 35.04.39 9 19 1048 川村　　健太 (3) 環太平洋大 32.14.49

ﾊﾈﾀﾞ ﾄｼｱｷ 広　島 ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高　知
10 12 1623 羽田　　俊明 (2) 広島修道大 35.07.17 10 16 2088 島田　　舜平 (1) 環太平洋大 32.14.71

ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾋﾛ 愛　媛 ﾎｿｶﾜ ｾｲｼﾞ 香  川
11 4 1309 高島　　岳大 (3) 松山大 35.54.03 11 8 1418 細川　　誠司 (2) 広島大 32.15.05

ｵｵｱｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛　媛 ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山　口
12 15 1010 大浅田　悠人 (2) 弓削商船高専36.07.16 12 22 1685 江浪　　修平 (3) 愛媛大 32.28.49

ﾅｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ 広 島 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ 高 知

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ﾅｶﾀ ﾌﾐ 広　島 ﾘﾀ ｳﾀ 高　知
13 8 1620 中田　　博文 (2) 広島修道大 36.08.62 13 5 1580 森田　　優太 (4) 高知大 32.51.01

ﾀｸﾐ ﾕｳ 岡　山 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 山　口
14 1 1952 内匠　　　雄 (4) 津山高専 36.19.17 14 12 1976 松田　　大樹 (1) 至誠館大 33.05.82

ﾑﾗﾀ ﾅﾐｷ 愛　媛 ﾀﾃﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岡　山
15 14 1664 村田　　浪輝 (3) 福山大 36.26.67 15 14 1099 建部　　智也 (2) 環太平洋大 33.10.23

ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 山　口
16 6 1512 岡元　　海人 (4) 岡山商科大 36.51.54 16 10 1974 中村　　和也 (1) 至誠館大 33.42.32

ｶﾄｳ ﾘｮｳ 岡　山 ﾊｷﾞｵ ﾕﾀｶ 広　島
17 13 1641 加藤　　　遼 (3) 岡山理科大 37.03.29 17 2 1196 萩尾　　　豊 (4) 広島市立大 33.43.63

ﾅｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 鳥　取 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広　島
18 20 1727 永井　　好和 (3) 鳥取大 37.07.32 18 13 1189 前田　　洋伸 (3) 広島市立大 33.55.53

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 広　島 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 広　島
19 3 1192 竹田　　祐輔 (2) 広島市立大 38.41.86 19 21 1945 宮沢　　将幸 (1) 福山大 34.31.03

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　媛 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 岡　山
20 18 1704 松本　健太郎 (2) 愛媛大 39.06.11 20 18 1400 守屋　　智裕 (3) 広島大 34.48.05

ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 徳  島 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 山　口
21 1839 奥田　　匡洋 (3) 徳島大 DNS 21 15 1973 徳永　　　涼 (1) 至誠館大 34.50.05

ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広　島 ｻｴｷ ﾕｳ 愛　媛
9 1621 中本　　　岳 (2) 広島修道大 DNS 4 1304 佐伯　　　宥 (3) 松山大 DNF

ｵｶ ｱﾂﾋﾛ 島　根
3 1529 岡　　　敦浩 (3) 岡山商科大 DNS

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



男子10000m

日本記録 (NR)           27.35.09  高岡　　寿成 (カネボウ)                                     2001        
日本学生記録 (CR)       27.27.64  Ｍ・ モグス (山梨学大)                                      2008        
中四学生記録 (AR)       28.53.32  白濱　　三徳 (徳山大)                                       2003        
大会記録 (GR)           29.16.52  ｻﾑｴﾙ ｶﾞﾝｶﾞ (広島経大)                                       2008        

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1895 土居森　　諒 (1) ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島 広島経済大 30.45.98 2 9 1
2 1818 大下　　浩平 (2) ｵｵｼﾀ ｺｳﾍｲ 広　島 広島経済大 31.37.66 2 11 2
3 1663 中村　　祐希 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島 福山大 31.46.24 2 1 3
4 2009 加藤　　啓太 (1) ｶﾄｳ ｹｲﾀ 愛　媛 松山大 31.52.70 2 23 4
5 1857 樫部　　直人 (3) ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山　口 山口大 31.54.39 2 17 5
6 1870 高見　　雄飛 (2) ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山　口 山口大 31.55.68 2 20 6
7 1817 光谷　　雄佑 (2) ﾐﾂﾀﾆ ﾕｳｽｹ 島　根 広島経済大 32.01.65 2 7 7
8 1371 森岡　　　廉 (4) ﾓﾘｵｶ ﾚﾝ 福　岡 広島大 32.13.21 2 6 8
9 1048 川村　　健太 (3) ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 大　阪 環太平洋大 32.14.49 2 19 9

10 2088 島田　　舜平 (1) ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高　知 環太平洋大 32.14.71 2 16 10
11 1418 細川　　誠司 (2) ﾎｿｶﾜ ｾｲｼﾞ 香  川 広島大 32.15.05 2 8 11
12 1685 江浪　　修平 (3) ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山　口 愛媛大 32.28.49 2 22 12
13 1580 森田　　優太 (4) ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ 高　知 高知大 32.51.01 2 5 13
14 1976 松田　　大樹 (1) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 山　口 至誠館大 33.05.82 2 12 14
15 1176 清水　　康孝 (2) ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾀｶ 岡　山 岡山大 33.07.09 1 7 1
16 1099 建部　　智也 (2) ﾀﾃﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岡　山 環太平洋大 33.10.23 2 14 15
17 1147 小林　　宏輔 (4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｽｹ 岡　山 岡山大 33.11.63 1 2 2
18 1974 中村　　和也 (1) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 山　口 至誠館大 33.42.32 2 10 16
19 1196 萩尾　　　豊 (4) ﾊｷﾞｵ ﾕﾀｶ 広　島 広島市立大 33.43.63 2 2 17
20 1590 西村　　太志 (3) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 高　知 高知大 33.48.00 1 11 3
21 1189 前田　　洋伸 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広　島 広島市立大 33.55.53 2 13 18
22 1586 鹿島　　将大 (3) ｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 高　知 高知大 34.03.76 1 10 4
23 1659 倉橋　　宏輔 (2) ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ 岡　山 岡山理科大 34.04.58 1 17 5
24 1873 松本　　真澄 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ 山　口 山口大 34.26.49 1 22 6
25 1945 宮沢　　将幸 (1) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 広　島 福山大 34.31.03 2 21 19
26 1400 守屋　　智裕 (3) ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 岡　山 広島大 34.48.05 2 18 20

村田 侑亮 ( ) ﾑﾗﾀ ｳ ｹ 岡 山 岡山大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

27 1168 村田　　侑亮 (3) ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 岡　山 岡山大 34.49.99 1 16 7
28 1973 徳永　　　涼 (1) ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 山　口 至誠館大 34.50.05 2 15 21
29 1460 森脇　　裕史 (3) ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島　根 島根大 34.50.39 1 5 8
30 1788 村本　　瞭真 (4) ﾑﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 広　島 呉高専 35.04.39 1 19 9
31 1623 羽田　　俊明 (2) ﾊﾈﾀﾞ ﾄｼｱｷ 広　島 広島修道大 35.07.17 1 12 10
32 1309 高島　　岳大 (3) ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾋﾛ 愛　媛 松山大 35.54.03 1 4 11
33 1010 大浅田　悠人 (2) ｵｵｱｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛　媛 弓削商船高専 36.07.16 1 15 12
34 1620 中田　　博文 (2) ﾅｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ 広　島 広島修道大 36.08.62 1 8 13
35 1952 内匠　　　雄 (4) ﾀｸﾐ ﾕｳ 岡　山 津山高専 36.19.17 1 1 14
36 1664 村田　　浪輝 (3) ﾑﾗﾀ ﾅﾐｷ 愛　媛 福山大 36.26.67 1 14 15
37 1512 岡元　　海人 (4) ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口 岡山商科大 36.51.54 1 6 16
38 1641 加藤　　　遼 (3) ｶﾄｳ ﾘｮｳ 岡　山 岡山理科大 37.03.29 1 13 17
39 1727 永井　　好和 (3) ﾅｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 鳥　取 鳥取大 37.07.32 1 20 18
40 1192 竹田　　祐輔 (2) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 広　島 広島市立大 38.41.86 1 3 19
41 1704 松本　健太郎 (2) ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　媛 愛媛大 39.06.11 1 18 20

1529 岡　　　敦浩 (3) ｵｶ ｱﾂﾋﾛ 島　根 岡山商科大 DNS 2 3 0
1839 奥田　　匡洋 (3) ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 徳  島 徳島大 DNS 1 21 0
1621 中本　　　岳 (2) ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広　島 広島修道大 DNS 1 9 0
1304 佐伯　　　宥 (3) ｻｴｷ ﾕｳ 愛　媛 松山大 DNF 2 4 0

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



男子110mH

5月17日 09:50 予選  
日本記録 (NR)           13.39     谷川　　　聡 (ミズノ)                                       2004        5月17日 14:25 決勝  
日本学生記録 (CR)       13.50     内藤　　真人 (法　大)                                       2001        
中四学生記録 (AR)       14.12     櫻井　　秀樹 (美作大)                                       2012        
大会記録 (GR)           14.20     小野　　雅士 (環太平洋大)                                   2012        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡　山 ﾊﾏｻｷ ｼﾝﾔ 鹿児島
1 5 1201 櫻井　　秀樹 (3) 美作大 14.58 Q 1 7 1060 浜崎　　慎也 (3) 環太平洋大 15.36 Q

ﾆｼ ﾕｳｽｹ 岡　山 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 山　口
2 6 1033 西　　　勇亮 (4) 環太平洋大 15.23 Q 2 6 1131 藤野　　雄基 (2) 徳山大 15.39 Q

ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　媛 ﾅﾘｻｺ ﾀｲﾍｲ 大　分
3 7 1909 石本　惣一朗 (1) 広島経済大 15.34 q 3 5 1453 成迫　　泰平 (4) 島根大 15.45 q

ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾔ 島　根 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻｷ 広　島
4 8 1461 飯田　　雅也 (2) 島根大 16.05 4 3 1254 長岡　　真希 (3) 福山平成大 16.64

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳﾍｲ 香  川 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根
5 4 1511 島袋　　裕平 (4) 岡山商科大 16.57 5 9 1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 16.97

ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 山　口 ﾅｶﾑﾗ ｹｲ 愛　媛
6 2 1565 池田　　聖也 (2) 下関市立大 17.24 6 8 1697 中村　　　圭 (3) 愛媛大 17.43

ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 愛　媛 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 山　口
7 3 1009 秋山　　慶哉 (2) 弓削商船高専 17.32 7 2 1560 岡田　　侑己 (3) 下関市立大 17.61

ｴｸﾆ ﾕｳﾀ 岡　山 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡　山
9 1949 江國　　侑汰 (4) 津山高専 DNS 4 1531 太田　　拓也 (3) 岡山商科大 DQ,*T8

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵﾀﾞ ﾏｻｼ 高　知
1 7 1019 小田　　雅士 (4) 環太平洋大 14.99 Q

ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広　島
2 5 1522 平棟　　　健 (3) 岡山商科大 15.15 Q

ｿﾈ ﾀﾞｲｷ 広　島
3 4 1244 曽根 大輝 (4) 福山平成大 15 53

風:  -1.0

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

風:  +0.4 風:  -2.2

3 4 1244 曽根　　大輝 (4) 福山平成大 15.53
ｷﾀｻﾞｷ ﾀｸﾔ 島　根

4 6 2203 北﨑　　拓哉 (1) 島根大 16.02
ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 山　口

5 8 1853 川村　　　透 (2) 山口大 16.14
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 愛　媛

6 2 1285 林　　　秀真 (3) 松山大 17.12
ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 広　島

7 9 1985 濱田　健太郎 (1) 岡山大 17.14
ﾀｶﾀ ｵｻﾑ 広　島

8 1 2195 高田　　　修 (1) 広島経済大 20.43
ﾂﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 愛　媛

3 1115 津村　　全俊 (3) 徳山大 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡　山

1 6 1201 櫻井　　秀樹 (3) 美作大 14.64
ﾆｼ ﾕｳｽｹ 岡　山

2 8 1033 西　　　勇亮 (4) 環太平洋大 14.90
ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　媛

3 2 1909 石本　惣一朗 (1) 広島経済大 15.13
ﾊﾏｻｷ ｼﾝﾔ 鹿児島

4 4 1060 浜崎　　慎也 (3) 環太平洋大 15.18
ﾅﾘｻｺ ﾀｲﾍｲ 大　分

5 3 1453 成迫　　泰平 (4) 島根大 15.70
ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 山　口

6 9 1131 藤野　　雄基 (2) 徳山大 15.72
ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広　島

7 7 1522 平棟　　　健 (3) 岡山商科大 16.05
ｵﾀﾞ ﾏｻｼ 高　知

8 5 1019 小田　　雅士 (4) 環太平洋大 16.79

風:  -2.7

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  *T8：故意にハードルを倒した



男子400mH

5月18日 10:05 予選  
日本記録 (NR)           0.47.89   為末　　　大 (法政大)                                       2001        5月18日 12:30 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.47.89   為末　　　大 (法　大)                                       2001        
中四学生記録 (AR)       0.49.97   若江　　真志 (広島経大)                                     2001        
大会記録 (GR)           0.50.81   若江　　真志 (広島経大)                                     2001        

予選  5組1着+3

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 長　崎 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛　媛
1 4 1406 尾﨑　　雄祐 (3) 広島大 0.54.90 Q 1 4 1692 高田　　凌佑 (2) 愛媛大 0.54.06 Q

ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 愛　媛 ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 鹿児島
2 7 1288 川口　　智生 (4) 松山大 0.55.70 2 5 2068 有田　　英憲 (1) 環太平洋大 0.54.16 q

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 愛　媛 ﾊﾏﾉ ﾕｷﾄ 岡　山
3 6 1841 谷口　　誠崇 (2) 徳島大 0.57.61 3 6 1142 濵野　友希豊 (M1)岡山大 0.55.63

ﾅｶｺﾞｼ ｼｹﾞﾉﾘ 愛　媛 ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 広　島
4 3 1696 中越　　慈規 (3) 愛媛大 1.02.33 4 7 1193 石井　　章大 (M2)広島市立大 0.57.46

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岡　山 ﾀｶﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 徳  島
5 9 1990 福田　　一生 (1) 美作大 1.08.07 5 9 1826 高谷　　真弘 (4) 徳島大 0.59.96

ｸﾜｼﾞﾏ ｹﾝ 香  川 ｳｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 島　根
8 1514 桑島　　　健 (4) 岡山商科大 DNS 6 3 1447 氏本　　貴仁 (4) 島根大 1.00.53

ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 香  川 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 広　島
5 1748 川田　　真也 (3) 香川大 DNS 7 2 2146 森口　　大毅 (1) 広島工業大 1.02.59

ｿﾈ ﾀﾞｲｷ 広　島
8 1244 曽根　　大輝 (4) 福山平成大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 島　根 ﾏﾂｵ ﾀｲｷ 福　岡
1 6 1025 佐々川　雄雅 (4) 環太平洋大 0.54.97 Q 1 7 1065 松尾　　黛樹 (3) 環太平洋大 0.54.33 Q

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋｺ 岡　山 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥　取
2 7 1158 清水　　貴彦 (3) 岡山大 0.56.72 2 6 1808 谷口　　真士 (2) 広島経済大 0.54.81 q

ﾀｶﾁﾎ ｻﾄｼ 愛　媛 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根
3 5 1922 高千穂 聡史 (1) 徳山大 0 57 39 3 9 1781 黒田 圭亮 (4) 松江高専 0 55 05

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 5 1922 高千穂　聡史 (1) 徳山大 0.57.39 3 9 1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 0.55.05 q
ﾔｽﾉ ﾀｹﾄ 愛　媛 ｳｼｵ ﾀｶｱｷ 島　根

4 8 1260 安野　　雄人 (3) 福山平成大 0.58.63 4 4 1537 牛尾　　貴明 (2) 岡山商科大 0.56.66
ｷﾀｻﾞｷ ﾀｸﾔ 島　根 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 岡　山

5 2 2203 北﨑　　拓哉 (1) 島根大 0.58.79 5 8 1208 山本　　裕也 (2) 美作大 0.58.29
ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝ 徳  島 ｷﾑﾗ ﾀｹﾙ 愛　媛

6 9 1441 オオヤマ　駿 (2) 鳴門教育大 0.59.76 6 5 2008 木村　　　健 (1) 松山大 1.00.15
ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山　口 ｲｼｲ ﾀｸﾛｳ 広　島

7 3 1874 佐賀　　祐介 (3) 山口大 1.03.51 7 3 2149 石井　　琢朗 (1) 広島工業大 1.01.09
ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 広　島

4 1396 坂井　　駿介 (3) 広島大 DNS

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｲ ﾕｳｽｹ 兵　庫 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 7 1149 田井　　祐介 (4) 岡山大 0.55.17 Q ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 島　根

ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ 鳥　取 1 6 1025 佐々川　雄雅 (4) 環太平洋大 0.52.16
2 5 1202 野島　克斗志 (3) 美作大 0.55.62 ﾏﾂｵ ﾀｲｷ 福　岡

ｲﾊﾞ ｹﾝｺﾞ 広　島 2 4 1065 松尾　　黛樹 (3) 環太平洋大 0.53.02
3 6 1239 伊場　　健吾 (4) 福山平成大 0.56.49 ﾀｲ ﾕｳｽｹ 兵　庫

ｲﾏｼﾞｮｳ ﾋﾛﾏｻ 広　島 3 9 1149 田井　　祐介 (4) 岡山大 0.53.19
4 4 1368 今城　　裕匡 (4) 広島大 0.58.33 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛　媛

ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 愛　媛 4 5 1692 高田　　凌佑 (2) 愛媛大 0.53.78
5 9 2004 加藤　　拓真 (1) 松山大 1.01.59 ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 鹿児島

ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山 5 8 2068 有田　　英憲 (1) 環太平洋大 0.54.59
6 8 1653 石井　　大輔 (2) 岡山理科大 1.02.10 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥　取

ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 山　口 6 3 1808 谷口　　真士 (2) 広島経済大 0.55.52
7 2 1872 田中　　　博 (2) 山口大 1.02.18 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島　根

ｸｽﾉｷ ﾀｲﾁﾛｳ 岡　山 7 2 1781 黒田　　圭亮 (4) 松江高専 0.55.64
3 1939 楠木　太一朗 (1) 吉備国際大 DNS ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 長　崎

8 7 1406 尾﨑　　雄祐 (3) 広島大 1.08.69

凡例    DNS：欠場



男子3000mSC(0.914m)

5月16日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ
日本記録 (NR)           8.18.93   岩水　　嘉孝 (トヨタ自動車)                                 2003        
日本学生記録 (CR)       8.25.80   新宅　　雅也 (日体大)                                       1979        
中四学生記録 (AR)       8.33.04   内冨　　恭則 (広島経大)                                     1994        
大会記録 (GR)           8.54.72   佐達　　　恵 (広島経大)                                     1998        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾖﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 熊　本 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 山　口
1 4 1428 豊永　　紘典 (2) 広島大 9.52.40 1 11 1490 坂本　　　章 (4) 至誠館大 9.23.60

ｶｹﾞ ﾀｸﾐ 徳  島 ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 広　島
2 2 1155 賀家　　拓海 (3) 岡山大 9.53.25 2 17 1362 池田　　昂輝 (3) 広島大 9.25.72

ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 山　口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取
3 19 2017 内田　　　翔 (4) 徳山高専 9.56.73 3 3 1715 小林　　毅司 (3) 鳥取大 9.27.87

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 兵　庫 ﾄﾞｳﾜｷ ｺｳﾍｲ 広　島
4 10 1162 中川　　大貴 (3) 岡山大 9.57.39 4 10 1360 堂𦚰　　康平 (4) 広島大 9.35.39

ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山　口 ｺﾀﾆ ﾃﾙﾕｷ 鳥　取
5 14 1688 國本　　達磨 (3) 愛媛大 10.00.61 5 19 1814 小谷　　輝行 (2) 広島経済大 9.38.41

ﾑｶｲ ﾏｻﾄ 広　島 ﾖﾀﾆ ｶｽﾞｷ 広　島
6 1 2023 向井　　将人 (1) 広島修道大 10.12.25 6 15 1894 余谷　　一樹 (1) 広島経済大 9.43.09

ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 広　島 ｵｵﾊ ﾀｹｼ 徳  島
7 5 1519 香川　　雅人 (3) 岡山商科大 10.16.18 6 12 2025 大羽　　剛司 (1) 四国大 9.43.09

ﾐﾔｼﾞ ﾀｶﾊﾙ 岡　山 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 広　島
8 3 1185 宮地　　孝治 (2) 岡山大 10.16.49 8 9 1812 青山　　　翔 (3) 広島経済大 9.43.45

ｱﾗｾ ｲｸﾐ 広　島 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 徳  島
9 17 1187 荒瀬　　郁実 (2) 広島市立大 10.28.23 9 7 1017 上原　　孝太 (4) 環太平洋大 9.48.89

ﾂｷﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山 ｺﾀﾆ ﾕｳｷ 広　島
10 7 1658 月本　新太郎 (3) 岡山理科大 10.28.75 10 16 1261 小谷　　勇気 (2) 福山平成大 9.52.83

ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥　取 ｵｷﾀ ﾘｮｳﾀ 広　島
11 13 1711 片山　　悠綺 (2) 鳥取大 10.32.03 11 2 1600 沖田　　諒太 (4) 広島修道大 9.57.22

ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広　島 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 山　口
12 12 1621 中本　　　岳 (2) 広島修道大 10.39.05 12 4 1858 岡崎　　駿介 (3) 山口大 9.57.96

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｷ 高 知 ｵｵﾉ ﾏﾋﾛ 山 口

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ﾂﾔ  ｳｷ 高　知 ｵｵﾉ 山　口
13 6 1577 松山　　侑樹 (4) 高知大 10.41.71 13 6 1661 大野　　真寛 (3) 福山大 10.10.60

ｵｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 高　知 ｸﾏｷｭｳ ﾀﾞｲｷ 山　口
14 8 1585 小島　　太郎 (3) 高知大 10.42.31 14 1 1489 熊給　　大貴 (4) 至誠館大 10.19.55

ﾅｶｺﾞｼ ｼｹﾞﾉﾘ 愛　媛 ｺﾆｼ ﾖｳｽｹ 高　知
15 16 1696 中越　　慈規 (3) 愛媛大 11.09.54 15 18 1593 小西　　庸介 (2) 高知大 10.20.19

ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 岡　山 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 山　口
16 18 2217 池田　　大樹 (1) 川崎医福大 11.13.00 16 8 1883 武田　　佳佑 (3) 山口大 10.36.64

ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 徳  島 ﾖｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 香  川
17 9 1443 森　　　翔汰 (2) 鳴門教育大 11.21.94 17 14 1067 吉野　　正紘 (3) 環太平洋大 10.53.38

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 兵　庫 ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 広　島
11 1528 杉本　　健太 (3) 岡山商科大 DNS 5 1093 藤井　　圭太 (2) 環太平洋大 DQ,*T4

ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 徳  島 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山　口
15 1840 岡田　　直人 (3) 徳島大 DNS 13 1862 福田　　遼太 (3) 山口大 DNS

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  *T4：インレーン進入



男子3000mSC(0.914m)

日本記録 (NR)           8.18.93   岩水　　嘉孝 (トヨタ自動車)                                 2003        
日本学生記録 (CR)       8.25.80   新宅　　雅也 (日体大)                                       1979        
中四学生記録 (AR)       8.33.04   内冨　　恭則 (広島経大)                                     1994        
大会記録 (GR)           8.54.72   佐達　　　恵 (広島経大)                                     1998        

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1490 坂本　　　章 (4) ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 山　口 至誠館大 9.23.60 2 11 1
2 1362 池田　　昂輝 (3) ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 広　島 広島大 9.25.72 2 17 2
3 1715 小林　　毅司 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取 鳥取大 9.27.87 2 3 3
4 1360 堂𦚰　　康平 (4) ﾄﾞｳﾜｷ ｺｳﾍｲ 広　島 広島大 9.35.39 2 10 4
5 1814 小谷　　輝行 (2) ｺﾀﾆ ﾃﾙﾕｷ 鳥　取 広島経済大 9.38.41 2 19 5
6 1894 余谷　　一樹 (1) ﾖﾀﾆ ｶｽﾞｷ 広　島 広島経済大 9.43.09 2 15 6
6 2025 大羽　　剛司 (1) ｵｵﾊ ﾀｹｼ 徳  島 四国大 9.43.09 2 12 6
8 1812 青山　　　翔 (3) ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 広　島 広島経済大 9.43.45 2 9 8
9 1017 上原　　孝太 (4) ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 徳  島 環太平洋大 9.48.89 2 7 9

10 1428 豊永　　紘典 (2) ﾄﾖﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 熊　本 広島大 9.52.40 1 4 1
11 1261 小谷　　勇気 (2) ｺﾀﾆ ﾕｳｷ 広　島 福山平成大 9.52.83 2 16 10
12 1155 賀家　　拓海 (3) ｶｹﾞ ﾀｸﾐ 徳  島 岡山大 9.53.25 1 2 2
13 2017 内田　　　翔 (4) ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 山　口 徳山高専 9.56.73 1 19 3
14 1600 沖田　　諒太 (4) ｵｷﾀ ﾘｮｳﾀ 広　島 広島修道大 9.57.22 2 2 11
15 1162 中川　　大貴 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 兵　庫 岡山大 9.57.39 1 10 4
16 1858 岡崎　　駿介 (3) ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 山　口 山口大 9.57.96 2 4 12
17 1688 國本　　達磨 (3) ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山　口 愛媛大 10.00.61 1 14 5
18 1661 大野　　真寛 (3) ｵｵﾉ ﾏﾋﾛ 山　口 福山大 10.10.60 2 6 13
19 2023 向井　　将人 (1) ﾑｶｲ ﾏｻﾄ 広　島 広島修道大 10.12.25 1 1 6
20 1519 香川　　雅人 (3) ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 広　島 岡山商科大 10.16.18 1 5 7
21 1185 宮地　　孝治 (2) ﾐﾔｼﾞ ﾀｶﾊﾙ 岡　山 岡山大 10.16.49 1 3 8
22 1489 熊給　　大貴 (4) ｸﾏｷｭｳ ﾀﾞｲｷ 山　口 至誠館大 10.19.55 2 1 14
23 1593 小西　　庸介 (2) ｺﾆｼ ﾖｳｽｹ 高　知 高知大 10.20.19 2 18 15
24 1187 荒瀬　　郁実 (2) ｱﾗｾ ｲｸﾐ 広　島 広島市立大 10.28.23 1 17 9
25 1658 月本　新太郎 (3) ﾂｷﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山 岡山理科大 10.28.75 1 7 10
26 1711 片山　　悠綺 (2) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥　取 鳥取大 10.32.03 1 13 11

武田 佳佑 ( ) ﾀｹﾀﾞ ｹｲ ｹ 山 山 大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

27 1883 武田　　佳佑 (3) ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 山　口 山口大 10.36.64 2 8 16
28 1621 中本　　　岳 (2) ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広　島 広島修道大 10.39.05 1 12 12
29 1577 松山　　侑樹 (4) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｷ 高　知 高知大 10.41.71 1 6 13
30 1585 小島　　太郎 (3) ｵｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 高　知 高知大 10.42.31 1 8 14
31 1067 吉野　　正紘 (3) ﾖｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 香  川 環太平洋大 10.53.38 2 14 17
32 1696 中越　　慈規 (3) ﾅｶｺﾞｼ ｼｹﾞﾉﾘ 愛　媛 愛媛大 11.09.54 1 16 15
33 2217 池田　　大樹 (1) ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 岡　山 川崎医福大 11.13.00 1 18 16
34 1443 森　　　翔汰 (2) ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 徳  島 鳴門教育大 11.21.94 1 9 17

1528 杉本　　健太 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 兵　庫 岡山商科大 DNS 1 11 0
1093 藤井　　圭太 (2) ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 広　島 環太平洋大 DQ,*T4 2 5 0
1862 福田　　遼太 (3) ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山　口 山口大 DNS 2 13 0
1840 岡田　　直人 (3) ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 徳  島 徳島大 DNS 1 15 0

凡例    DNS：欠場  DQ：失格  *T4：インレーン進入



男子10000mW

5月17日 12:35 決勝  
日本記録 (NR)           39.06.87  高橋　　英輝 (岩手大)                                       2013        
日本学生記録 (CR)       39.06.87  高橋　　英輝 (岩手大)                                       2013        
中四学生記録 (AR)       42.37.51  忠政　　啓文 (松山大)                                       1997        
大会記録 (GR)           43.06.98  廣藤　　耕一 (福山大)                                       2012        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 香  川

1 7 1810 山下　　紘暉 (4) 広島経済大 46.47.88
ｻｶｲ ｼｭﾝ 熊　本

2 15 1972 酒井　　　駿 (1) 至誠館大 48.09.39
ｲﾁﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛　媛

3 4 1015 一谷　　優介 (4) 環太平洋大 49.16.41
ｾｲｹ ﾏｻﾉﾘ 愛　媛

4 10 1662 清家　　将徳 (3) 福山大 50.24.29
ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 島　根

5 6 1882 石川　　暢峻 (3) 山口大 50.40.21
ｳｴｷ ﾀｶﾋﾛ 広　島

6 12 2198 植木　　貴洋 (1) 広島経済大 50.48.40
ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 山　口

7 1 1493 竹田　　周平 (2) 至誠館大 50.54.96
ﾄｳｻﾞ ﾘｮｳﾍｲ 岡　山

8 14 1984 當座　　涼平 (1) 岡山大 51.14.91
ｲﾜﾀ ｹｲｽｹ 広　島

9 2 2051 岩田　　啓佑 (1) 広島大 51.23.54
ｽﾐﾀﾞ ﾔｽｵ 広　島

10 11 1611 角田　　靖郎 (3) 広島修道大 53.52.50
ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾔ 徳  島

11 13 1513 松岡　　秀弥 (4) 岡山商科大 54.33.55
ﾅｶﾞｵ ｺｳﾍｲ 山　口

12 3 2179 永尾　　航平 (1) 山口大 58.48.1 *1
ｺﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 岡　山

8 2019 小谷　　将大 (1) 広島修道大 DQ,W2
ｱｷﾔ ｳﾀ 高 知

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 高　知
9 1582 秋山　　雄太 (3) 高知大 DNF

ｶﾜﾆｼ ｺｳﾀ 広　島
5 1426 川西　　康太 (2) 広島大 DNS

凡例    DQ：失格  W2：屈膝  DNF：途中棄権  DNS：欠場 *1写判装置不調のため手動計時



男子4X100mR

5月16日 11:30 予選  
日本記録 (NR)           0.38.03   塚原-末續-高平-朝原 (日本)                                  2007        5月17日 16:25 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.38.54   畠山-川面-河合-飯塚 (中大)                                  2010        
中四学生記録 (AR)       0.39.92   堀川-鈴木-松田-日野 (広島経大)                              1998        
大会記録 (GR)           0.40.45   堀川-鈴木-宮本-松田 (広島経大)                              1999        

予選  3組2着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 0.41.56 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山大 0.41.95 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ ｶﾐｳﾁ ｷﾞﾝｶﾞ

1 1023 高力　　慎也 (4) 鳥　取 環太平洋大 1 1282 神内　　銀河 (4) 愛　媛 松山大
ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

2 2096 原永　　貴之 (1) 鹿児島 環太平洋大 2 1290 藤田　　貴士 (4) 愛　媛 松山大
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾖｼ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ

3 1029 高原　　　毅 (4) 岡　山 環太平洋大 3 1294 村上　　博昭 (4) 愛　媛 松山大
ﾖｼﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｳﾁﾎﾞﾘ ｹﾞﾝｷ

4 1040 吉津　　智裕 (4) 兵　庫 環太平洋大 4 1289 内堀　　元気 (4) 岡　山 松山大

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 0.42.02 q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島修道大 0.43.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｸﾎﾞ ﾅｵｷ ﾉｳﾐ ｶｽﾞｱｷ
1 1802 久保　　尚輝 (2) 広　島 広島経済大 1 1614 能美　　和明 (3) 広　島 広島修道大

ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ ｺｳﾉ ﾕｳｷ
2 1806 門脇　　和人 (2) 広　島 広島経済大 2 1618 河野　　有輝 (2) 広　島 広島修道大

ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾊ
3 1800 浅野　慎之佑 (3) 岡　山 広島経済大 3 1617 久保田　一翔 (2) 広　島 広島修道大

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ ﾅｶﾉ ｹﾝ
4 1805 藤原　　駿也 (2) 岡　山 広島経済大 4 1613 中野　　　拳 (3) 愛　媛 広島修道大

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  津山高専 0.45.28 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  米子高専 0.45.51
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀ
1 1950 中村 星登 (4) 岡 山 津山高専 1 2061 中山 健太 (4) 鳥 取 米子高専

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

1 1950 中村　　星登 (4) 岡　山 津山高専 1 2061 中山　　健太 (4) 鳥　取 米子高専
ｲｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏﾜｷ ｶﾂﾐ

2 1328 出原　　俊介 (5) 岡　山 津山高専 2 2062 山脇　　克海 (4) 鳥　取 米子高専
ﾘｭｳﾓﾝ ｺｳｷ ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾏ

3 1953 龍門　　晃希 (4) 岡　山 津山高専 3 2064 勝部　　侑磨 (4) 鳥　取 米子高専
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ ｺﾀﾞﾆ ｹﾝﾀ

4 1954 川端　　智貴 (4) 岡　山 津山高専 4 2059 小谷　　健太 (5) 鳥　取 米子高専

9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  山口大 DQ,*R3 DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  水産大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ
1 1861 三宅　　祥汰 (3) 山　口 山口大

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ
2 2182 上田　　和志 (1) 山　口 山口大

ｵｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ
3 1878 岡嶋　　修平 (4) 高　知 山口大

ｻﾄｳ ﾀﾂｷ
4 1880 佐藤　　達樹 (3) 大　分 山口大

凡例    DQ：失格  *R3：オーバーゾーン ３→４  DNS：欠場



男子4X100mR

5月16日 11:30 予選  
日本記録 (NR)           0.38.03   塚原-末續-高平-朝原 (日本)                                  2007        5月17日 16:25 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.38.54   畠山-川面-河合-飯塚 (中大)                                  2010        
中四学生記録 (AR)       0.39.92   堀川-鈴木-松田-日野 (広島経大)                              1998        
大会記録 (GR)           0.40.45   堀川-鈴木-宮本-松田 (広島経大)                              1999        

予選  3組2着+2

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 0.41.76 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山商科大 0.41.90 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ

1 1172 伊藤　　雄大 (2) 高　知 岡山大 1 1516 門脇　　　凌 (4) 島　根 岡山商科大
ｲｼｲ ﾕｳﾀ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ

2 1153 石井　　裕太 (3) 愛　媛 岡山大 2 1535 宮本　　泰成 (2) 山　口 岡山商科大
ﾄｲ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ

3 1161 戸井　　大輝 (3) 広　島 岡山大 3 1538 大谷　　龍矢 (3) 山　口 岡山商科大
ｺｻｶ ﾏｻｷ ｲﾏｲ ｼｮｳｺﾞ

4 1137 小坂　　将樹 (M2) 徳  島 岡山大 4 1521 今井　　翔吾 (3) 岡　山 岡山商科大

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島根大 0.42.21 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  美作大 0.42.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾅﾘｻｺ ﾀｲﾍｲ ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ﾕｳﾔ
1 1453 成迫　　泰平 (4) 大　分 島根大 1 1206 信定　　裕也 (2) 岡　山 美作大

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ ﾀｷｻﾜ ﾘｭｳﾔ
2 1467 中村　海奈斗 (2) 島　根 島根大 2 1988 滝澤　　隆也 (1) 岡　山 美作大

ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ ﾐﾅｷﾞ ﾅｵｷ
3 1470 森　　　知幸 (2) 島　根 島根大 3 1207 皆木　　直樹 (2) 岡　山 美作大

ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ
4 1914 金山　　周平 (1) 島　根 島根大 4 1201 櫻井　　秀樹 (3) 岡　山 美作大

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  香川大 0.42.74 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江高専 0.43.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵﾉｻｶ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ
1 1739 小野坂 卓哉 (4) 香 川 香川大 1 1773 佐藤 翔哉 (5) 島 根 松江高専1 1739 小野坂　卓哉 (4) 香  川 香川大 1 1773 佐藤　　翔哉 (5) 島　根 松江高専

ｷｸｻﾜ ｹﾝｲﾁ ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ
2 1749 菊澤　　健一 (3) 香  川 香川大 2 1778 岡崎　　友聖 (4) 島　根 松江高専

ｶﾆ ﾅｵﾔ ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ
3 1754 可児　　尚弥 (2) 香  川 香川大 3 1781 黒田　　圭亮 (4) 島　根 松江高専

ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｲﾄ
4 1751 藤本　　恭平 (3) 香  川 香川大 4 1777 柴原　　魁人 (5) 島　根 松江高専

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  吉備国際大 0.43.94 8着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  愛媛大 0.51.44
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
1 1940 富田　　悠介 (1) 岡　山 吉備国際大 1 1692 高田　　凌佑 (2) 愛　媛 愛媛大

ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ ﾎｯﾀ ｶﾝﾄ
2 1632 吉岡　　慎司 (4) 島　根 吉備国際大 2 1702 堀田　　寛人 (2) 愛　媛 愛媛大

ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ ﾊｾﾍﾞ ｴｲﾀ
3 1635 鈴木　　祐晃 (2) 岡　山 吉備国際大 3 1700 長谷部　栄多 (3) 愛　媛 愛媛大

ﾐﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｹｲ
4 1942 三好　　智大 (1) 香  川 吉備国際大 4 1697 中村　　　圭 (3) 愛　媛 愛媛大

凡例    DQ：失格  *R3：オーバーゾーン ３→４  DNS：欠場



男子4X100mR

5月16日 11:30 予選  
日本記録 (NR)           0.38.03   塚原-末續-高平-朝原 (日本)                                  2007        5月17日 16:25 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.38.54   畠山-川面-河合-飯塚 (中大)                                  2010        
中四学生記録 (AR)       0.39.92   堀川-鈴木-松田-日野 (広島経大)                              1998        
大会記録 (GR)           0.40.45   堀川-鈴木-宮本-松田 (広島経大)                              1999        

予選  3組2着+2

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 0.41.35 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  高知大 0.41.49 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ

1 1381 吉田　　健作 (3) 島　根 広島大 1 1584 江國　　隼斗 (3) 高　知 高知大
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ ｽﾜ ﾕｳｽｹ

2 1335 足立　　達也 (M2) 広　島 広島大 2 1572 諏訪　　裕祐 (M1) 岡　山 高知大
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

3 2046 中山　　太郎 (1) 佐　賀 広島大 3 1596 横山　新太朗 (2) 高　知 高知大
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ｵｵﾎﾞｼ ﾔｽﾄ

4 1364 林　　　雅人 (4) 愛  知 広島大 4 1575 大星　　快太 (4) 愛　媛 高知大

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  倉敷芸科大 0.42.27 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  鳴門教育大 0.44.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝ
1 1269 高橋　　千里 (4) 岡　山 倉敷芸科大 1 1441 オオヤマ　駿 (2) 徳  島 鳴門教育大

ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ
2 1280 平松　　祐介 (2) 岡　山 倉敷芸科大 2 1434 山田　　裕起 (6) 徳  島 鳴門教育大

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ ｲｼﾊﾗ ｼｭｳ
3 1278 中西　　浩希 (2) 岡　山 倉敷芸科大 3 1436 石原　　　嵩 (5) 徳  島 鳴門教育大

ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ
4 1268 神田　　明典 (M1) 岡　山 倉敷芸科大 4 1435 橋口　　善成 (6) 徳  島 鳴門教育大

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  徳山高専 0.44.97 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  福山平成大 0.46.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵﾀﾞ ｺｳﾀ ﾇｶﾀ ﾅｵﾔ
1 1847 小田 康太 (5) 山 口 徳山高専 1 1256 額田 直弥 (3) 広 島 福山平成大1 1847 小田　　康太 (5) 山　口 徳山高専 1 1256 額田　　直弥 (3) 広　島 福山平成大

ｸﾆﾋﾛ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ
2 2012 国廣　　隼平 (4) 山　口 徳山高専 2 1240 久保　　健太 (4) 広　島 福山平成大

ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾀｸﾏ
3 2011 多原　　祐樹 (4) 山　口 徳山高専 3 1237 伊藤　　巧磨 (4) 山　口 福山平成大

ｻﾜﾉ ｺｳｽｹ ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ
4 2014 澤野　　晃輔 (4) 山　口 徳山高専 4 1243 清水　　宅麻 (4) 広　島 福山平成大

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川崎医福大 0.46.87 DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  徳山大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｲｺｳ
1 2215 山上　　泰功 (1) 岡　山 川崎医福大

ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
2 2214 杉田　　大樹 (1) 岡　山 川崎医福大

ｱｻﾋﾅ ｹﾝﾄ
3 2212 朝比奈　健斗 (1) 岡　山 川崎医福大

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ
4 1488 滝澤　　隆介 (2) 岡　山 川崎医福大

凡例    DQ：失格  *R3：オーバーゾーン ３→４  DNS：欠場



男子4X100mR

5月16日 11:30 予選  
日本記録 (NR)           0.38.03   塚原-末續-高平-朝原 (日本)                                  2007        5月17日 16:25 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.38.54   畠山-川面-河合-飯塚 (中大)                                  2010        
中四学生記録 (AR)       0.39.92   堀川-鈴木-松田-日野 (広島経大)                              1998        
大会記録 (GR)           0.40.45   堀川-鈴木-宮本-松田 (広島経大)                              1999        

決勝

1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 0.40.27 GR 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 0.40.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ
1 1023 高力　　慎也 (4) 鳥　取 環太平洋大 1 1381 吉田　　健作 (3) 島　根 広島大

ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ
2 2096 原永　　貴之 (1) 鹿児島 環太平洋大 2 1335 足立　　達也 (M2) 広　島 広島大

ﾀｶﾊﾗ ﾂﾖｼ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ
3 1029 高原　　　毅 (4) 岡　山 環太平洋大 3 2046 中山　　太郎 (1) 佐　賀 広島大

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ
4 1022 木村　　和史 (4) 香  川 環太平洋大 4 1364 林　　　雅人 (4) 愛  知 広島大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  高知大 0.40.93 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 0.41.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ
1 1584 江國　　隼斗 (3) 高　知 高知大 1 1159 田中　　善將 (3) 愛  知 岡山大

ｽﾜ ﾕｳｽｹ ｲｼｲ ﾕｳﾀ
2 1572 諏訪　　裕祐 (M1) 岡　山 高知大 2 1153 石井　　裕太 (3) 愛　媛 岡山大

ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
3 1596 横山　新太朗 (2) 高　知 高知大 3 1138 森元　　優大 (M2) 岡　山 岡山大

ｵｵﾎﾞｼ ﾔｽﾄ ｺｻｶ ﾏｻｷ
4 1575 大星　　快太 (4) 愛　媛 高知大 4 1137 小坂　　将樹 (M2) 徳  島 岡山大

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山商科大 0.41.36 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 0.41.42
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ ｶｲ ﾕｳﾔ
1 1538 大谷　　龍矢 (3) 山　口 岡山商科大 1 1798 甲斐　　裕弥 (3) 愛　媛 広島経済大

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ
宮本 泰成 ( ) 山 岡山商科大 門脇 和人 ( ) 広 島 広島経済大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2 1535 宮本　　泰成 (2) 山　口 岡山商科大 2 1806 門脇　　和人 (2) 広　島 広島経済大
ｲﾏｲ ｼｮｳｺﾞ ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ

3 1521 今井　　翔吾 (3) 岡　山 岡山商科大 3 1800 浅野　慎之佑 (3) 岡　山 広島経済大
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ

4 1516 門脇　　　凌 (4) 島　根 岡山商科大 4 1805 藤原　　駿也 (2) 岡　山 広島経済大

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山大 0.41.76 8着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島根大 0.42.40
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾐｳﾁ ｷﾞﾝｶﾞ ﾅﾘｻｺ ﾀｲﾍｲ
1 1282 神内　　銀河 (4) 愛　媛 松山大 1 1453 成迫　　泰平 (4) 大　分 島根大

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ
2 1290 藤田　　貴士 (4) 愛　媛 松山大 2 1467 中村　海奈斗 (2) 島　根 島根大

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ
3 1294 村上　　博昭 (4) 愛　媛 松山大 3 1470 森　　　知幸 (2) 島　根 島根大

ｳﾁﾎﾞﾘ ｹﾞﾝｷ ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
4 1289 内堀　　元気 (4) 岡　山 松山大 4 1914 金山　　周平 (1) 島　根 島根大

凡例    GR：大会記録



男子4X400mR

5月17日 10:25 予選  
日本記録 (NR)           3.00.76   苅部-伊藤-小坂田-大森 (日本)                                1996        5月18日 14:55 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.03.71   小林-向井-中川-山村 (日大)                                  2000        
中四学生記録 (AR)       3.10.53   畑-藤本-橋中-中野 (広島経大)                                2001        
大会記録 (GR)           3.12.63   大西-渡邊-山路-一色 (松山大)                                2005        

予選  3組2着+2

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 3.20.08 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  福山平成大 3.20.24 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｲﾏｼﾞｮｳ ﾋﾛﾏｻ ｲﾊﾞ ｹﾝｺﾞ

1 1368 今城　　裕匡 (4) 広　島 広島大 1 1239 伊場　　健吾 (4) 広　島 福山平成大
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ

2 2046 中山　　太郎 (1) 佐　賀 広島大 2 1243 清水　　宅麻 (4) 広　島 福山平成大
ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ

3 1396 坂井　　駿介 (3) 広　島 広島大 3 1240 久保　　健太 (4) 広　島 福山平成大
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾞﾝﾏ

4 1364 林　　　雅人 (4) 愛  知 広島大 4 1247 松本　　群真 (4) 広　島 福山平成大

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  高知大 3.20.69 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  徳島大 3.22.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾜｼｵ ｶｽﾞﾔ ﾀﾑﾗ ｺｳ
1 1597 鷲尾　　和也 (2) 高　知 高知大 1 1831 田村　　　公 (3) 高　知 徳島大

ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ
2 1596 横山　新太朗 (2) 高　知 高知大 2 1825 谷口　　　翔 (2) 徳  島 徳島大

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ
3 1587 寺田　　勇気 (3) 高　知 高知大 3 1841 谷口　　誠崇 (2) 愛　媛 徳島大

ｲｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾋﾛｻﾜ ｶﾂﾋｺ
4 1570 石村　　侑大 (M1) 高　知 高知大 4 1827 廣澤　　克彦 (3) 徳  島 徳島大

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  徳山高専 3.24.23 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  美作大 3.26.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵﾀﾞ ｺｳﾀ ﾐﾅｷﾞ ﾅｵｷ
1 1847 小田 康太 (5) 山 口 徳山高専 1 1207 皆木 直樹 (2) 岡 山 美作大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

1 1847 小田　　康太 (5) 山　口 徳山高専 1 1207 皆木　　直樹 (2) 岡　山 美作大
ﾐﾔｹ ｷｮｳﾍｲ ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ

2 1846 三宅　　恭平 (5) 山　口 徳山高専 2 1202 野島　克斗志 (3) 鳥　取 美作大
ｸﾆﾋﾛ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ

3 2012 国廣　　隼平 (4) 山　口 徳山高専 3 1208 山本　　裕也 (2) 岡　山 美作大
ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ ﾀｷｻﾜ ﾘｭｳﾔ

4 2011 多原　　祐樹 (4) 山　口 徳山高専 4 1988 滝澤　　隆也 (1) 岡　山 美作大

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  津山高専 3.32.25 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  愛媛大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾘｭｳﾓﾝ ｺｳｷ
1 1953 龍門　　晃希 (4) 岡　山 津山高専

ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ
2 1950 中村　　星登 (4) 岡　山 津山高専

ｲｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ
3 1328 出原　　俊介 (5) 岡　山 津山高専

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ
4 1954 川端　　智貴 (4) 岡　山 津山高専

凡例    DNS：欠場



男子4X400mR

5月17日 10:25 予選  
日本記録 (NR)           3.00.76   苅部-伊藤-小坂田-大森 (日本)                                1996        5月18日 14:55 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.03.71   小林-向井-中川-山村 (日大)                                  2000        
中四学生記録 (AR)       3.10.53   畑-藤本-橋中-中野 (広島経大)                                2001        
大会記録 (GR)           3.12.63   大西-渡邊-山路-一色 (松山大)                                2005        

予選  3組2着+2

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 3.15.01 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島根大 3.17.04 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾑﾗﾀ ﾀｹﾋｻ ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1 1038 村田　　丈尚 (4) 鹿児島 環太平洋大 1 1455 和田　　考平 (4) 島　根 島根大
ｶﾘﾔ ｺｳｼﾞ ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ

2 1074 刈谷　　幸司 (2) 高　知 環太平洋大 2 1470 森　　　知幸 (2) 島　根 島根大
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ

3 1066 横山　　佳佑 (3) 山　口 環太平洋大 3 1473 河角　　敬太 (4) 島　根 島根大
ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ

4 1022 木村　　和史 (4) 香  川 環太平洋大 4 1916 菅井　　雄生 (1) 島　根 島根大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山商科大 3.17.93 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  山口大 3.21.04
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ
1 1533 村上　宗一郎 (2) 愛　媛 岡山商科大 1 1867 平野　　一輝 (2) 山　口 山口大

ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ ｺﾏﾂ ﾘｮｳ
2 1536 坪根　　勇生 (2) 山　口 岡山商科大 2 1854 小松　　　亮 (4) 山　口 山口大

ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｽｹ
3 1526 桑田　　大貴 (3) 山　口 岡山商科大 3 1875 平野　　亮介 (3) 山　口 山口大

ｳｼｵ ﾀｶｱｷ ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ
4 1537 牛尾　　貴明 (2) 島　根 岡山商科大 4 1871 野村　　直己 (2) 山　口 山口大

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  鳴門教育大 3.30.55 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川崎医福大 3.32.41
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｵｶ ｼｭｳﾍｲ
1 1434 山田 裕起 (6) 徳 島 鳴門教育大 1 2210 藤岡 修平 (2) 岡 山 川崎医福大1 1434 山田　　裕起 (6) 徳  島 鳴門教育大 1 2210 藤岡　　修平 (2) 岡　山 川崎医福大

ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ ｻｻｷ ﾀｸﾐ
2 1435 橋口　　善成 (6) 徳  島 鳴門教育大 2 1479 佐々木　拓海 (3) 岡　山 川崎医福大

ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
3 1441 オオヤマ　駿 (2) 徳  島 鳴門教育大 3 2213 野口　　豪樹 (1) 香  川 川崎医福大

ｶｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾉ ﾋﾛﾖｼ
4 1439 甲斐　　大介 (3) 徳  島 鳴門教育大 4 1481 中野　　博善 (3) 岡　山 川崎医福大

DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  香川大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

凡例    DNS：欠場



男子4X400mR

5月17日 10:25 予選  
日本記録 (NR)           3.00.76   苅部-伊藤-小坂田-大森 (日本)                                1996        5月18日 14:55 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.03.71   小林-向井-中川-山村 (日大)                                  2000        
中四学生記録 (AR)       3.10.53   畑-藤本-橋中-中野 (広島経大)                                2001        
大会記録 (GR)           3.12.63   大西-渡邊-山路-一色 (松山大)                                2005        

予選  3組2着+2

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 3.17.65 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 3.17.66 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾀｲ ﾕｳｽｹ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ

1 1149 田井　　祐介 (4) 兵　庫 岡山大 1 1808 谷口　　真士 (2) 鳥　取 広島経済大
ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ

2 1178 関谷　　堂真 (2) 広　島 岡山大 2 1797 澤田　　翔太 (3) 広　島 広島経済大
ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ

3 1160 田村　　凌太 (3) 広　島 岡山大 3 1807 西山　　浩也 (2) 広　島 広島経済大
ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ

4 1159 田中　　善將 (3) 愛  知 岡山大 4 1908 岡本　　朝日 (1) 広　島 広島経済大

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  倉敷芸科大 3.19.57 q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松江高専 3.27.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ
1 1268 神田　　明典 (M1) 岡　山 倉敷芸科大 1 1778 岡崎　　友聖 (4) 島　根 松江高専

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ
2 1278 中西　　浩希 (2) 岡　山 倉敷芸科大 2 1781 黒田　　圭亮 (4) 島　根 松江高専

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ
3 1270 山本　　真孝 (4) 岡　山 倉敷芸科大 3 1773 佐藤　　翔哉 (5) 島　根 松江高専

ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ
4 1269 高橋　　千里 (4) 岡　山 倉敷芸科大 4 1776 松浦　　大介 (5) 島　根 松江高専

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  吉備国際大 3.31.41 DNS 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  大島商船高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ
1 1632 吉岡 慎司 (4) 島 根 吉備国際大1 1632 吉岡　　慎司 (4) 島　根 吉備国際大

ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ
2 1940 富田　　悠介 (1) 岡　山 吉備国際大

ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ
3 1635 鈴木　　祐晃 (2) 岡　山 吉備国際大

ｸｽﾉｷ ﾀｲﾁﾛｳ
4 1939 楠木　太一朗 (1) 岡　山 吉備国際大

DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

凡例    DNS：欠場



男子4X400mR

5月17日 10:25 予選  
日本記録 (NR)           3.00.76   苅部-伊藤-小坂田-大森 (日本)                                1996        5月18日 14:55 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.03.71   小林-向井-中川-山村 (日大)                                  2000        
中四学生記録 (AR)       3.10.53   畑-藤本-橋中-中野 (広島経大)                                2001        
大会記録 (GR)           3.12.63   大西-渡邊-山路-一色 (松山大)                                2005        

決勝

1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 3.11.75 GR 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 3.14.55
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾛｳ
1 1025 佐々川　雄雅 (4) 島　根 環太平洋大 1 2046 中山　　太郎 (1) 佐　賀 広島大

ﾑﾗﾀ ﾀｹﾋｻ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ
2 1038 村田　　丈尚 (4) 鹿児島 環太平洋大 2 1335 足立　　達也 (M2) 広　島 広島大

ｶﾘﾔ ｺｳｼﾞ ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ
3 1074 刈谷　　幸司 (2) 高　知 環太平洋大 3 1396 坂井　　駿介 (3) 広　島 広島大

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ
4 1022 木村　　和史 (4) 香  川 環太平洋大 4 1364 林　　　雅人 (4) 愛  知 広島大

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 3.14.93 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  島根大 3.15.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄｲ ﾀﾞｲｷ ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ
1 1161 戸井　　大輝 (3) 広　島 岡山大 1 1455 和田　　考平 (4) 島　根 島根大

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ
2 1160 田村　　凌太 (3) 広　島 岡山大 2 1470 森　　　知幸 (2) 島　根 島根大

ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ
3 1178 関谷　　堂真 (2) 広　島 岡山大 3 1473 河角　　敬太 (4) 島　根 島根大

ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ
4 1159 田中　　善將 (3) 愛  知 岡山大 4 1916 菅井　　雄生 (1) 島　根 島根大

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 3.15.45 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山商科大 3.18.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ ｳｼｵ ﾀｶｱｷ
1 1800 浅野　慎之佑 (3) 岡　山 広島経済大 1 1537 牛尾　　貴明 (2) 島　根 岡山商科大

ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ
澤田 翔太 ( ) 広 島 広島経済大 村上 宗 郎 ( ) 愛 媛 岡山商科大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2 1797 澤田　　翔太 (3) 広　島 広島経済大 2 1533 村上　宗一郎 (2) 愛　媛 岡山商科大
ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

3 1807 西山　　浩也 (2) 広　島 広島経済大 3 1526 桑田　　大貴 (3) 山　口 岡山商科大
ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ

4 1908 岡本　　朝日 (1) 広　島 広島経済大 4 1536 坪根　　勇生 (2) 山　口 岡山商科大

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  倉敷芸科大 3.20.33 8着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  福山平成大 3.21.49
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ｲﾊﾞ ｹﾝｺﾞ
1 1268 神田　　明典 (M1) 岡　山 倉敷芸科大 1 1239 伊場　　健吾 (4) 広　島 福山平成大

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ
2 1278 中西　　浩希 (2) 岡　山 倉敷芸科大 2 1243 清水　　宅麻 (4) 広　島 福山平成大

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ
3 1270 山本　　真孝 (4) 岡　山 倉敷芸科大 3 1240 久保　　健太 (4) 広　島 福山平成大

ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾞﾝﾏ
4 1269 高橋　　千里 (4) 岡　山 倉敷芸科大 4 1247 松本　　群真 (4) 広　島 福山平成大

凡例    GR：大会記録



男子走高跳
審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

5月18日 10:30 決勝  

日本記録 (NR)           2m33      醍醐　　直幸 (富士通)                                       2006        

日本学生記録 (CR)       2m32      君野　　貴弘 (順　大)                                       1993        

中四学生記録 (AR)       2m14      東口　　竜一 (岡山商大)                                     2003        

大会記録 (GR)           2m13      雁田　　孝広 (広島大)                                       1998        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ 島　根 ○ － － ○ － ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 2 1523 石橋　　　健 (3) 岡山商科大 2m07

ﾆｲ ﾀｸﾔ 香  川 － － × ○ ○ ○ － × ○ － × － × ×

2 31 1070 新居　　拓弥 (2) 環太平洋大 2m01

ﾋﾛｾ ｼｮｳﾘ 高　知 － ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

3 6 1107 弘瀬　　将利 (2) 環太平洋大 2m01

ｶﾜｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 宮　崎 － × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

4 9 2077 川井田　卓也 (1) 環太平洋大 1m98

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 岡　山 － － ○ ○ ○ × × ×

5 11 1801 渡辺　　　洸 (3) 広島経済大 1m95

ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ 広　島 － － ○ ○ ○ × × ×

5 21 1130 藤井　　宏樹 (2) 徳山大 1m95

ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 高　知 ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

7 27 2166 田中　　佳祐 (1) 高知大 1m95

ｼｵﾃﾞ ﾘｮｳ 広　島 － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

8 26 1619 塩出　　　諒 (2) 広島修道大 1m95

ｻｶﾉ ﾘｮｳｼﾞ 島　根 － ○ ○ ○ × × ×

9 7 1992 坂野　　亮次 (1) 岡山商科大 1m90

ﾊﾀﾉ ﾐｷﾔ 広　島 ○ ○ ○ ○ × × ×

9 18 2143 波多野　幹也 (1) 広島工業大 1m90

ｺﾔ ﾕｳﾀ 福　岡 － － ○ ○ × × ×

9 20 1125 小屋　　勇太 (2) 徳山大 1m90

ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 熊　本 － ○ ○ ○ × × ×

9 19 1929 山下　　　遼 (1) 徳山大 1m90

ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛　媛 － ○ × ○ × ○ × × ×

13 17 1297 喜田　　裕斗 (3) 松山大 1m90

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 鳥　取 ○ ○ ○ × × ×

14 28 1712 山本　　昂久 (2) 鳥取大 1m85

ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 山　口 ○ × ○ × × ○ × × ×

15 4 1853 川村　　　透 (2) 山口大 1m85

ｺﾀﾞﾆ ｹﾝﾀ 鳥　取 ○ ○ × × ×

16 12 2059 小谷　　健太 (5) 米子高専 1m80

ﾄ ｶﾜ ｳ ｹ 高 知

2m01 2m04 2m07 2m101m75 1m80 1m85 1m90 1m95 1m98

ﾄﾖｶﾜ ﾕｳｽｹ 高　知 － ○ × × ×

16 24 1588 豊川　　雄輔 (3) 高知大 1m80

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 広　島 × ○ ○ × × ×

18 23 1628 村上　　裕樹 (2) 広島修道大 1m80

ﾆｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 広　島 ○ × ○ × × ×

19 14 2183 西村　聡一郎 (1) 山口大 1m80

ｵｶﾋｻ ﾀｸﾄ 徳  島 － × × ○ × × ×

20 10 2221 岡久　　拓人 (3) 徳島大 1m80

ﾌﾉ ﾄﾓﾔ 島　根 － × × ○ × × ×

20 5 1169 布野　　朋弥 (3) 岡山大 1m80

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ○ × × ×

22 22 1723 小林　　亮介 (3) 鳥取大 1m75

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 長　崎 ○ × × ×

22 13 1431 山本　　真史 (2) 広島大 1m75

ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 山　口 × × ○ × × ×

24 29 2011 多原　　祐樹 (4) 徳山高専 1m75

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 山　口 × × ×

3 1863 山本　　　響 (3) 山口大 NM

ｻｻｷ ﾋﾄｼ 鳥　取 × × ×

15 1714 佐々木　仁士 (4) 鳥取大 NM

ﾇﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ 広　島 × × ×

1 1246 沼本　　勝哉 (4) 福山平成大 NM

ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広　島 × × ×

25 2049 大田　　耕平 (1) 広島大 NM

ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 静  岡 × × ×

33 2053 齋藤　　汰知 (1) 広島大 NM

ﾕﾐｾ ﾜﾀﾙ 広　島 × × ×

32 2024 弓瀬　　　航 (1) 広島修道大 NM

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 愛　媛 × × ×

30 1701 藤本　　智也 (2) 愛媛大 NM

ｱﾍﾞ ﾋｶﾘ 山　口

8 1236 阿部　　　光 (4) 福山平成大 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 愛　媛

16 1300 渡部　　史也 (2) 松山大 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子棒高跳
審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

5月17日 14:30 決勝  

日本記録 (NR)           5m83      澤野　　大地 (ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ)                                     2005        

日本学生記録 (CR)       5m75      山本　　聖途 (中京大)                                       2013        

中四学生記録 (AR)       5m21      萩原　　　翔 (広島大)                                       2008        

大会記録 (GR)           5m11      萩原　　　翔 (広島大)                                       2008        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 島　根 － － － － － － － － － －

1 12 1914 金山　　周平 (1) 島根大 － × ○ － － ○ × ○ × × × 4m90

ｼﾓｾ ｼｮｳｷ 広　島 － － － － － － － － － －

2 2 1026 下瀬　　翔貴 (4) 環太平洋大 － － ○ － × － × × 4m60

ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 島　根 － － － － － － － － ○ －

3 10 1292 川西　　翔太 (3) 松山大 × × ○ － × × ／ 4m40

ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ 広　島 － － － － － － × ○ × ○ ○ × × ×

4 14 1807 西山　　浩也 (2) 広島経済大 4m20

ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 高　知 － － － × × ○ ○ × ○ × × ×

5 1 2155 川畑　　　哲 (1) 高知大 3m90

ｼｭﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 山　口 － － － － ○ － × × ×

6 13 1876 首藤　　彰吾 (2) 山口大 3m80

ｸﾜﾀ ｶｽﾞｷ 徳  島 － － － － ○ － × × ×

6 8 1449 桑田　　知輝 (4) 島根大 3m80

ｻｲｼﾞｮｳ ﾀﾂﾔ 広　島 － － － ○ × × ×

8 3 1735 西條　　達哉 (4) 広島工業大 3m60

ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼ 三  重 ○ ○ ○ × × ×

9 4 1430 橋本　　壮侍 (2) 広島大 3m40

ﾄｵｼﾞﾏ ｶﾂﾔ 大　分 × × ×

11 1543 遠嶋　　克也 (4) 岡山商科大 NM

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｱｷ 広　島

4m00
5m00

4m10 4m20 4m303m00
4m40

3m20
4m50

3m40
4m60

3m60
4m70

3m80
4m80

3m90
4m90

島

6 1080 丸山　　孝明 (2) 環太平洋大 DNS

ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｼ 広　島

9 1098 川上　　和史 (2) 環太平洋大 DNS

ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 島　根

7 1780 小山　　友貴 (4) 松江高専 DNS

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｷ 広　島

5 1687 河口　　　力 (2) 愛媛大 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子走幅跳

日本記録 (NR)           8m25      森長　　正樹 (日　大)                                       1992        5月17日 11:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       8m25      森長　　正樹 (日　大)                                       1992        

中四学生記録 (AR)       7m68      森本　　道範 (岡山商大)                                     2001        

大会記録 (GR)           7m58      井野川　晶隆 (岡山商大)                                     2002        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 岡　山 7m49 5m76 × 7m49 － × × 7m49

1 41 1805 藤原　　駿也 (2) 広島経済大 -0.3 +0.8 -0.3 -0.3

ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 山　口 7m23 6m94 × 7m23 6m79 6m81 6m67 7m23

2 25 2102 松村　　　渉 (1) 環太平洋大 +0.5 +2.1 +0.5 -2.0 -1.4 -1.0 +0.5

ｷｸｻﾜ ｹﾝｲﾁ 香  川 6m93 7m19 5m53 7m19 6m74 5m64 × 7m19

3 48 1749 菊澤　　健一 (3) 香川大 +0.9 +1.8 +0.4 +1.8 -1.8 -0.9 +1.8

ｶｲ ﾕｳﾔ 愛　媛 7m05 6m68 7m02 7m05 6m55 6m71 6m66 7m05 公認3回目

4 2 1798 甲斐　　裕弥 (3) 広島経済大 +2.5 +0.1 +0.5 +2.5 -0.3 -3.7 -1.3 +2.5 7m02(+0.5)

ｸﾆﾊﾗ ｺｳｷ 徳  島 6m59 6m71 6m99 6m99 6m39 － － 6m99

5 17 1212 椢原　　功輝 (3) 徳島文理大 -0.6 +0.4 -0.3 -0.3 -3.6 -0.3

ｿﾗ ﾘｭｳｾｲ 奈　良 6m82 × 6m85 6m85 6m87 6m60 6m98 6m98

6 8 1028 曽良　　隆誠 (4) 環太平洋大 +0.6 +2.6 +2.6 -1.6 -2.3 0.0 0.0

ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｷ 広　島 6m92 6m47 6m68 6m92 × 6m30 6m67 6m92

7 15 1631 村上　　泰樹 (1) 広島修道大 +1.7 +1.2 +0.6 +1.7 -2.2 -0.7 +1.7

ｷﾑﾗ ｷｮｳｼﾞ 徳  島 6m91 6m76 6m45 6m91 6m67 6m55 × 6m91

8 18 1049 木村　　恭士 (3) 環太平洋大 -1.6 +1.5 +0.6 -1.6 -1.7 -1.9 -1.6

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥　取 6m77 × 6m85 6m85 6m85

9 52 1960 前垣　　雅哉 (3) 鳥取大 +0.5 +1.2 +1.2 +1.2

ｵｵﾊ ﾋﾛｼ 徳  島 6m77 6m71 6m78 6m78 6m78

10 29 1571 大羽　　寛史 (M1) 高知大 +1.8 +0.8 +1.7 +1.7 +1.7

ｼﾞｮｳｺｳ ﾘｮｳﾍｲ 愛　媛 6m59 6m55 6m75 6m75 6m75 公認1回目

審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

ｳ ｳ ｳ 愛 媛 認 回目

11 36 1114 上甲　　涼平 (3) 徳山大 +1.4 +1.1 +2.5 +2.5 +2.5 6m59(+1.4)

ｺｼ ｹﾞﾝｷ 広　島 6m45 × 6m69 6m69 6m69

12 4 1540 古志　　元希 (2) 岡山商科大 +1.1 +1.7 +1.7 +1.7

ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 岡　山 × 6m63 × 6m63 6m63

13 54 1940 富田　　悠介 (1) 吉備国際大 +2.3 +2.3 +2.3

ｲｸﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 香  川 6m36 6m29 6m61 6m61 6m61

14 7 2018 猪熊　　亮太 (1) 広島修道大 +0.3 +0.3 +1.3 +1.3 +1.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 岡　山 × 6m56 6m43 6m56 6m56

15 43 1655 小林　　賢和 (2) 岡山理科大 +1.5 +2.1 +1.5 +1.5

ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳ 岡　山 6m55 6m16 5m08 6m55 6m55

16 28 1177 杉原　　　祥 (2) 岡山大 +1.8 +1.7 0.0 +1.8 +1.8

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 山　口 6m54 6m05 × 6m54 6m54

17 19 1237 伊藤　　巧磨 (4) 福山平成大 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7

ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 島　根 6m47 × × 6m47 6m47

18 51 1946 佐佐木　裕大 (1) 福山大 +0.2 +0.2 +0.2

ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 広　島 × 6m32 6m39 6m39 6m39

19 12 1343 重元　　賢史 (M2) 広島大 +1.9 +1.7 +1.7 +1.7

ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ 山　口 6m32 5m88 5m97 6m32 6m32

20 3 1610 潮　　　良祐 (3) 広島修道大 +0.9 +1.5 +0.2 +0.9 +0.9

ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 岡　山 × × 6m32 6m32 6m32

21 50 1151 林　　　瑞希 (4) 岡山大 +1.5 +1.5 +1.5

ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｽｹ 島　根 × 6m29 × 6m29 6m29

22 23 1456 神田　　健介 (3) 島根大 +2.4 +2.4 +2.4

ﾔﾏﾜｷ ｶﾂﾐ 鳥　取 6m18 × 6m28 6m28 6m28 公認1回目

23 5 2062 山脇　　克海 (4) 米子高専 +0.2 +2.3 +2.3 +2.3 6m18(+0.2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山　口 6m21 6m12 6m27 6m27 6m27

24 30 1856 山口　　量皓 (2) 山口大 +1.4 +1.6 +1.5 +1.5 +1.5

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｲｺｳ 岡　山 6m21 4m71 6m20 6m21 6m21

25 49 2215 山上　　泰功 (1) 川崎医福大 -0.5 +2.9 +2.9 -0.5 -0.5

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 岡　山 6m21 6m17 × 6m21 6m21

26 22 1274 中村　　雅博 (3) 倉敷芸科大 -0.7 +0.5 -0.7 -0.7

ｱﾍﾞ ｹﾝｺｳ 岡　山 6m06 6m18 6m17 6m18 6m18

27 42 1143 阿部　　健幸 (4) 岡山大 +0.2 +1.5 +1.9 +1.5 +1.5

凡例    *F3：３回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場



男子走幅跳

日本記録 (NR)           8m25      森長　　正樹 (日　大)                                       1992        5月17日 11:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       8m25      森長　　正樹 (日　大)                                       1992        

中四学生記録 (AR)       7m68      森本　　道範 (岡山商大)                                     2001        

大会記録 (GR)           7m58      井野川　晶隆 (岡山商大)                                     2002        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

ﾅｷﾞﾉ ﾄﾓﾔ 広　島 6m18 6m12 × 6m18 6m18

28 47 1784 薙野　　智弥 (5) 呉高専 +0.2 -0.6 +0.2 +0.2

ﾏｴﾀ ﾀｶﾕｷ 広　島 6m13 4m23 6m16 6m16 6m16

29 20 1703 前田　　隆之 (3) 愛媛大 +1.1 -0.5 +1.6 +1.6 +1.6

ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ 島　根 5m79 6m12 × 6m12 6m12

30 55 1778 岡崎　　友聖 (4) 松江高専 +0.6 +1.9 +1.9 +1.9

ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 愛　媛 6m11 × 5m90 6m11 6m11 公認3回目

31 46 1009 秋山　　慶哉 (2) 弓削商船高専 +2.8 -0.1 +2.8 +2.8 5m90(-0.1)

ﾂｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡　山 6m09 × × 6m09 6m09

32 6 1204 築山　　知弘 (2) 美作大 +1.7 +1.7 +1.7

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山　口 × 6m08 6m06 6m08 6m08

33 24 1877 谷口　　大騎 (2) 山口大 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6

ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｷ 広　島 6m08 6m06 × 6m08 6m08

33 44 1245 高畑　　佑輝 (4) 福山平成大 +2.7 +2.5 +2.7 +2.7

ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾏ 鳥　取 × 6m06 6m03 6m06 6m06

35 32 2064 勝部　　侑磨 (4) 米子高専 +0.7 +2.7 +0.7 +0.7

ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼ 三  重 5m90 5m88 6m05 6m05 6m05

36 10 1430 橋本　　壮侍 (2) 広島大 +0.1 -0.3 +0.3 +0.3 +0.3

ｶﾜｿﾞﾒ ｹｲ 香  川 5m92 6m01 5m93 6m01 6m01

37 45 1287 川染　　　彗 (2) 松山大 +2.5 +1.4 +1.0 +1.4 +1.4

ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ 鳥　取 5m82 5m85 5m96 5m96 5m96ｳ 鳥 取

38 33 2147 加納　　慎司 (1) 広島工業大 +0.4 +1.1 +1.0 +1.0 +1.0

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 長　崎 5m67 5m84 5m79 5m84 5m84

39 13 1392 森山　　領次 (3) 広島大 +1.9 +1.7 +1.7 +1.7 +1.7

ﾇﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ 広　島 × × 5m77 5m77 5m77

40 9 1246 沼本　　勝哉 (4) 福山平成大 +2.5 +2.5 +2.5

ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 山　口 5m48 × 4m98 5m48 5m48 公認3回目

41 14 2116 岡田　　　航 (4) 大島商船高専 +2.7 +0.7 +2.7 +2.7 4m98(+0.7)

ｻﾜﾀﾆ ﾀｸﾏ 岡　山 × × 4m58 4m58 4m58

42 16 1647 澤谷　　拓真 (3) 岡山理科大 +0.4 +0.4 +0.4

ｺﾆｼ ｶｽﾞﾏ 岡　山 × × ×

40 1643 小西　　一馬 (4) 岡山理科大 NM

ﾅｶｵ ｼｮｳ 愛　媛 × × ×

39 1133 中尾　　　渉 (2) 徳山大 NM

ﾀｶﾊｼ ｾﾝﾘ 岡　山 － × ×

1 1269 高橋　　千里 (4) 倉敷芸科大 NM

ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 愛　媛 × × －

27 1283 岡田　　晃太 (2) 松山大 NM

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 愛　媛 × × －

11 1286 村上　　稜将 (2) 松山大 NM

ｸﾎﾞ ﾅｵｷ 広　島

53 1802 久保　　尚輝 (2) 広島経済大 DNS

ｻｻｷ ﾀｸﾐ 岡　山

31 1479 佐々木　拓海 (3) 川崎医福大 DNS

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 兵　庫

35 1879 谷口　　智大 (3) 山口大 DNS

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 島　根

37 1462 石田　　康博 (2) 島根大 DNS

ｲｴｲﾘ ﾋﾄｼ 熊　本

38 1118 家入　　仁志 (2) 徳山大 DNS

ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥　取

21 1200 松浦　　憲吾 (4) 美作大 DNS

ﾓﾘﾀﾆ ｱｷﾗ 岡　山

26 1281 守谷　　　章 (2) 倉敷芸科大 DNS

ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 高　知

34 1596 横山　新太朗 (2) 高知大 DNS

凡例    *F3：３回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場



男子三段跳

日本記録 (NR)           17m15     山下　　訓史 (日本電気)                                     1986        5月18日 12:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       16m98     石川　　和義 (筑波大)                                       2004        

中四学生記録 (AR)       16m01     筒井　　敦史 (岡山商大)                                     1997        

大会記録 (GR)           15m83     筒井　　敦史 (岡山商大)                                     1998        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾆﾊﾗ ｺｳｷ 徳  島 14m26 14m80 14m83 14m83 14m79 15m13 11m81 15m13

1 36 1212 椢原　　功輝 (3) 徳島文理大 +2.0 +0.9 +0.4 +0.4 +2.3 +0.4 -1.1 +0.4

ｺﾔﾏ ﾖｼﾄ 福　岡 14m81 14m79 12m77 14m81 15m11 × × 15m11

2 10 2083 小山　　義人 (1) 環太平洋大 +1.9 +1.1 -0.5 +1.9 -1.2 -1.2

ｶﾂﾍﾞ ﾏｺﾄ 岡　山 14m82 14m98 × 14m98 × × 14m95 14m98

3 3 1156 勝部　　　諒 (3) 岡山大 -2.9 +0.9 +0.9 -3.2 +0.9

ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 香  川 14m84 14m53 14m95 14m95 14m38 × 14m31 14m95

4 33 1032 中井　　健太 (4) 環太平洋大 +1.3 -0.3 +0.1 +0.1 -1.5 -0.7 +0.1

ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　媛 14m46 14m54 14m39 14m54 14m55 14m46 14m79 14m79

5 6 1909 石本　惣一朗 (1) 広島経済大 +0.5 +2.0 -1.5 +2.0 -0.1 -1.1 -1.2 -1.2

ｻｲｷ ﾕｳﾏ 愛　媛 13m60 14m70 × 14m70 13m95 14m62 14m72 14m72

6 16 1024 佐伯　　祐真 (4) 環太平洋大 +1.0 +2.6 +2.6 -1.0 0.0 +0.8 +0.8

ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 大　分 × × 14m00 14m00 14m04 13m37 13m71 14m04

7 13 1530 永井　　孝英 (3) 岡山商科大 -0.1 -0.1 +1.3 -1.8 -0.3 +1.3

ｸﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福　岡 13m53 13m78 × 13m78 13m97 × × 13m97

8 34 1413 熊本　　靖丈 (2) 広島大 -0.8 0.0 0.0 -0.2 -0.2

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山　口 × × 13m74 13m74 13m74

9 15 1856 山口　　量皓 (2) 山口大 -1.7 -1.7 -1.7

ｷｸｻﾜ ｹﾝｲﾁ 香  川 13m48 13m46 13m73 13m73 13m73

10 1 1749 菊澤　　健一 (3) 香川大 -0.1 +2.4 -1.5 -1.5 -1.5

ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ 島　根 13m70 13m44 13m25 13m70 13m70

審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

島 根

11 7 1778 岡崎　　友聖 (4) 松江高専 -1.1 -1.5 -1.7 -1.1 -1.1

ﾅｷﾞﾉ ﾄﾓﾔ 広　島 13m67 13m21 13m64 13m67 13m67

12 35 1784 薙野　　智弥 (5) 呉高専 -0.3 +0.7 +0.6 -0.3 -0.3

ｶﾅｲ ﾚﾓﾝ 静  岡 × × 13m65 13m65 13m65

13 31 2054 金井　れもん (1) 広島大 +0.7 +0.7 +0.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 広　島 13m35 11m20 13m38 13m38 13m38

14 27 1170 渡邉　　太之 (3) 岡山大 +3.0 +0.5 +2.0 +2.0 +2.0

ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 愛　媛 13m27 × 12m91 13m27 13m27 公認

15 25 1283 岡田　　晃太 (2) 松山大 +2.4 +1.1 +2.4 +2.4 12m91(+1.1)

ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 島　根 13m17 × 12m64 13m17 13m17

16 5 1946 佐佐木　裕大 (1) 福山大 -2.1 +3.0 -2.1 -2.1

ﾐｽﾞｼﾀ ｹｲｽｹ 宮　崎 13m03 × × 13m03 13m03

17 24 1881 水下　　啓介 (3) 山口大 +0.4 +0.4 +0.4

ｱﾍﾞ ｹﾝｺｳ 岡　山 12m88 12m35 × 12m88 12m88

18 2 1143 阿部　　健幸 (4) 岡山大 +0.8 -2.6 +0.8 +0.8

ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取 × 12m71 － 12m71 12m71

19 12 1718 神戸　　勇太 (3) 鳥取大 -0.2 -0.2 -0.2

ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山　口 × 12m36 12m48 12m48 12m48

20 21 2181 広川　太佑斗 (1) 山口大 +0.7 +1.3 +1.3 +1.3

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 広　島 12m36 12m37 12m30 12m37 12m37

21 20 2145 山本　　竜二 (1) 広島工業大 -2.4 +0.3 +2.6 +0.3 +0.3

ﾋﾗｷｳﾁ ｼｭﾝｺﾞ 広　島 × 11m96 12m16 12m16 12m16

22 17 1799 開内　　竣梧 (3) 広島経済大 +1.1 -1.5 -1.5 -1.5

ｻﾄｳ ｾｲﾔ 高　知 11m76 11m52 × 11m76 11m76

23 8 1594 佐藤　　誠也 (2) 高知大 -0.3 +3.2 -0.3 -0.3

ﾏｴﾀ ﾀｶﾕｷ 広　島 11m51 × 11m58 11m58 11m58

24 4 1703 前田　　隆之 (3) 愛媛大 -2.1 +1.2 +1.2 +1.2

ｸｽﾉｷ ﾀｲｷ 愛　媛 × 11m50 － 11m50 11m50

25 9 1920 楠　　　大輝 (1) 徳山大 -1.5 -1.5 -1.5

ﾉﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ 愛　媛 × 11m37 × 11m37 11m37

26 23 1699 埜下　　雄史 (2) 愛媛大 -1.2 -1.2 -1.2

ｽｴﾐﾂ ﾄﾓﾊﾙ 岡　山 11m21 × × 11m21 11m21

27 19 1642 末光　　智晴 (2) 岡山理科大 +1.6 +1.6 +1.6

凡例    *F3：３回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場



男子三段跳

日本記録 (NR)           17m15     山下　　訓史 (日本電気)                                     1986        5月18日 12:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       16m98     石川　　和義 (筑波大)                                       2004        

中四学生記録 (AR)       16m01     筒井　　敦史 (岡山商大)                                     1997        

大会記録 (GR)           15m83     筒井　　敦史 (岡山商大)                                     1998        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

ﾌｼﾞﾉ ﾜﾀﾙ 岡　山 × 11m17 × 11m17 11m17

28 11 1386 藤野　　　航 (3) 広島大 -1.1 -1.1 -1.1

ｺﾀﾞﾏ ﾔｽｱｷ 広　島 × × ×

18 2020 児玉　　靖明 (1) 広島修道大 NM

ｶｲ ﾕｳﾔ 愛　媛

22 1798 甲斐　　裕弥 (3) 広島経済大 DNS

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｲｺｳ 岡　山

14 2215 山上　　泰功 (1) 川崎医福大 DNS

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥　取

28 1960 前垣　　雅哉 (3) 鳥取大 DNS

ｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 島　根

29 1465 木本　　知寛 (2) 島根大 DNS

ｲｴｲﾘ ﾋﾄｼ 熊　本

32 1118 家入　　仁志 (2) 徳山大 DNS

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 愛　媛

30 1286 村上　　稜将 (2) 松山大 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 愛　媛

26 1300 渡部　　史也 (2) 松山大 DNS

凡例    *F3：３回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場



男子砲丸投(7.260kg)

日本記録 (NR)           18m64     山田　壮太郎 (法政大)                                       2009        5月17日 11:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       18m64     山田　壮太郎 (法　大)                                       2009        

中四学生記録 (AR)       14m94     古市　　裕磨 (広島大)                                       2013        

大会記録 (GR)           14m40     古市　　裕磨 (広島大)                                       2013        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｲﾁ ﾕｳﾏ 香  川

1 22 1337 古市　　裕磨 (M2) 広島大 15m26 × × 15m26 × 14m93 15m25 15m26 GR,AR

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 香  川

2 5 1044 岡田　　翔吾 (3) 環太平洋大 13m69 × 14m01 14m01 × × 14m25 14m25

ｲﾉ ﾀｲｶﾞ 愛　媛

3 1 1120 猪野　　太雅 (2) 徳山大 12m91 13m93 × 13m93 × × × 13m93

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 岡　山

4 17 1359 佐藤　　　匠 (4) 広島大 12m93 13m53 × 13m53 13m84 × × 13m84

ｳｴｵｶ ﾕｳﾀ 広　島

5 18 2072 上岡　　友太 (1) 環太平洋大 11m95 × 12m47 12m47 12m25 × 12m13 12m47

ﾋﾛｴ ｹﾝｾｲ 愛　媛

6 8 1129 廣江　　憲世 (2) 徳山大 12m25 × × 12m25 × × 12m45 12m45

ﾊﾀ ﾋﾛﾉﾘ 徳  島

7 7 1823 秦　　　啓訓 (4) 徳島大 12m21 12m02 12m16 12m21 12m07 × × 12m21

ﾀｲﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 長　崎

8 26 1127 平　　　将大 (2) 徳山大 × 11m69 12m09 12m09 12m05 11m75 11m94 12m09

ﾅｶｵｷ ｼｵﾝ 愛　媛

9 2 2007 中沖　　志遠 (1) 松山大 10m48 11m86 11m65 11m86 11m86

ﾖｼﾓﾄ ﾏｻｷ 広　島

10 9 2110 吉本　　将紀 (1) 環太平洋大 11m83 × × 11m83 11m83

ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ 山　口

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

ｳ 山

11 6 1695 珠山　　信昭 (4) 愛媛大 × 11m73 × 11m73 11m73

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 愛　媛

12 14 1298 近藤　　尚輝 (3) 松山大 × 10m61 11m12 11m12 11m12

ｱｶｾ ﾌﾐｱｷ 広　島

13 4 1382 赤瀬　　文章 (3) 広島大 9m51 11m11 10m60 11m11 11m11

ﾉﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 高　知

14 12 2162 野村　　晋平 (1) 高知大 10m17 11m10 11m06 11m10 11m10

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知

15 15 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 × 10m64 × 10m64 10m64

ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島　根

16 11 1263 三原　　　涼 (2) 福山平成大 10m29 10m35 × 10m35 10m35

ﾜｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ 広　島

17 21 1707 脇谷　　恭輔 (2) 愛媛大 10m00 10m24 10m04 10m24 10m24

ﾃｼﾏ ｹﾝﾄ 岡　山

18 25 1639 手島　　賢人 (3) 岡山理科大 9m89 10m11 9m65 10m11 10m11

ﾀｹﾅｶ ﾂｶｻ 山　口

19 20 2015 竹中　　　司 (4) 徳山高専 10m03 9m82 × 10m03 10m03

ｻｶﾀ ﾖｳｽｹ 愛　媛

20 23 1012 坂田　　陽助 (1) 弓削商船高専 8m52 9m79 9m95 9m95 9m95

ﾑｶｲ ﾀｲﾁ 広　島

21 24 1249 向井　　太一 (4) 福山平成大 9m58 9m78 9m95 9m95 9m95

ﾅｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 岡　山

22 16 1205 中島　　　翼 (2) 美作大 × × 9m56 9m56 9m56

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ 広　島

23 10 1789 山中　　勇人 (4) 呉高専 8m98 9m37 9m36 9m37 9m37

ｲﾜｲ ﾀﾞｲｷ 岡　山

24 13 1273 岩井　　大輝 (3) 倉敷芸科大 8m98 9m19 9m06 9m19 9m19

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｽｹ 愛　媛

25 19 1293 立花　　啓介 (3) 松山大 8m25 9m16 × 9m16 9m16

ﾌｼﾞﾀ ﾕﾀｶ 高　知

26 3 2171 藤田　　　裕 (1) 高知大 9m07 8m84 8m94 9m07 9m07

凡例    GR：大会記録  AR：中四学生記録



男子円盤投(2.000kg)

日本記録 (NR)           60m22     川崎　　清貴 (大昭和)                                       1979        

日本学生記録 (CR)       59m21     堤　　　雄司 (国士大)                                       2013        

中四学生記録 (AR)       47m05     千々木　　優 (徳山大)                                       2009        

大会記録 (GR)           45m12     樽岡　　秀樹 (広島経大)                                     2007        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｽｹ 島　根

1 8 1910 勝部　　悠介 (4) 島根大 34m72 41m94 × 41m94 42m64 43m36 × 43m36

ｵｶﾍﾞ ﾉﾌﾞｶﾂ 愛　媛

2 4 1291 岡部　　信克 (4) 松山大 38m48 40m42 × 40m42 43m34 42m94 41m02 43m34

ﾊｼﾐﾂ ﾕｷﾋｻ 宮　崎

3 6 1925 橋満　　雪久 (1) 徳山大 39m80 39m84 × 39m84 40m34 37m38 × 40m34

ﾊﾏｻｷ ﾀｶﾕｷ 鳥　取

4 9 1517 濱崎　　貴行 (4) 岡山商科大 × 37m54 × 37m54 × × 39m82 39m82

ｱﾗｷ ｼﾝﾀﾛｳ 兵　庫

5 10 1084 荒木　慎太郎 (2) 環太平洋大 34m76 35m04 39m04 39m04 × 39m56 × 39m56

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥　取

6 5 1175 黒田　　剛志 (2) 岡山大 36m30 38m70 × 38m70 38m18 38m42 39m02 39m02

ﾀｲﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 長　崎

7 28 1127 平　　　将大 (2) 徳山大 31m34 × 37m58 37m58 × 38m04 × 38m04

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 愛　媛

8 2 1298 近藤　　尚輝 (3) 松山大 35m94 36m74 36m76 36m76 34m96 35m02 35m24 36m76

ﾅｶﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ 香  川

9 18 1515 中谷　　㤗規 (4) 岡山商科大 × 36m60 × 36m60 36m60

ｲﾉ ﾀｲｶﾞ 愛　媛

10 11 1120 猪野　　太雅 (2) 徳山大 × 36m02 × 36m02 36m02

ﾊﾔｶﾜ ｻﾄｼ 愛　媛

11 17 1395 早川　　　智 (3) 広島大 35m04 34m90 × 35m04 35m04

ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 岡　山

12 13 2103 村上　　　耀 (1) 環太平洋大 33m42 34m46 × 34m46 34m46

ｺﾊﾞｼ ﾕｳｽｹ 岡　山

13 12 1157 小橋　　佑介 (3) 岡山大 34m34 × 33m12 34m34 34m34

ﾎﾘｵ ｶｲﾄ 高　知

14 27 2005 堀尾　　海人 (1) 松山大 31m74 33m74 × 33m74 33m74

ｳｴｵｶ ﾕｳﾀ 広 島

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

ｳｴｵｶ ﾕｳﾀ 広　島

15 14 2072 上岡　　友太 (1) 環太平洋大 31m40 × 32m68 32m68 32m68

ｶｽﾞﾀ ﾕｳ 島　根

16 19 1464 数田　　　優 (2) 島根大 × 31m38 31m64 31m64 31m64

ｿﾀ ｺｳﾀ 島　根

17 26 1912 曽田　　康太 (2) 島根大 29m48 S × 29m48 29m48

ﾜｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ 広　島

18 1 1707 脇谷　　恭輔 (2) 愛媛大 S 28m58 28m58 28m58

ﾀｹﾅｶ ﾂｶｻ 山　口

19 3 2015 竹中　　　司 (4) 徳山高専 28m44 S S 28m44 28m44

ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 山　口

20 15 1421 大塚　　康平 (2) 広島大 S 27m96 S 27m96 27m96

ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 鳥　取

21 21 1710 田中　　利希 (3) 鳥取大 S × 26m46 26m46 26m46

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ 広　島

22 24 1789 山中　　勇人 (4) 呉高専 × 26m42 × 26m42 26m42

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ 広　島

23 16 1363 竹内　　和也 (4) 広島大 26m04 S S 26m04 26m04

ｻｶﾀ ﾖｳｽｹ 愛　媛

24 23 1012 坂田　　陽助 (1) 弓削商船高専 S 24m90 × 24m90 24m90

ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 広　島

25 7 2196 小嶋　　修平 (1) 広島経済大 24m18 S S 24m18 24m18

ｵﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 岡　山

26 20 1329 小畠　　尚輝 (5) 津山高専 × S 17m64 17m64 17m64

ｲﾜｲ ﾀﾞｲｷ 岡　山

22 1273 岩井　　大輝 (3) 倉敷芸科大 DNS

ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 広　島

25 2021 林　　　普暉 (1) 広島修道大 DNS

凡例    DNS：欠場 S:計測ライン以下のため試技値無



男子ハンマー投(7.260kg)

日本記録 (NR)           84m86     室伏　　広治 (ミズノ)                                       2003        5月16日 11:00 決勝  

日本学生記録 (CR)       73m82     室伏　　広治 (中京大)                                       1996        

中四学生記録 (AR)       60m34     福田　　剛也 (広島経大)                                     2002        

大会記録 (GR)           58m08     江上　　智見 (徳山大)                                       2011        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 兵　庫

1 7 1063 宮本　　晃貴 (3) 環太平洋大 49m35 50m84 × 50m84 54m46 × × 54m46

ﾄﾐﾔﾏ ﾀﾂｷ 宮　崎

2 20 1116 富山　　　樹 (3) 徳山大 53m72 52m42 × 53m72 50m99 53m95 × 53m95

ｵｳ ﾘｭｳ 広　島

3 12 1919 呉　　　琉宇 (1) 徳山大 44m63 × × 44m63 × 47m56 46m62 47m56

ｵｶﾍﾞ ﾉﾌﾞｶﾂ 愛　媛

4 13 1291 岡部　　信克 (4) 松山大 45m67 46m14 × 46m14 × 46m46 × 46m46

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡　山

5 16 1064 森元　　鷹矢 (3) 環太平洋大 45m71 43m28 × 45m71 × 43m47 × 45m71

ﾃｲｼ ﾀﾀﾞｽｹ 鳥　取

6 6 1058 手石　　妙亮 (3) 環太平洋大 40m67 44m19 45m25 45m25 45m47 × 42m75 45m47

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 高　知

7 8 1589 藤本　　竜平 (3) 高知大 42m51 × 40m50 42m51 41m08 41m75 42m75 42m75

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 広　島

8 4 1625 藤原　　　凌 (2) 広島修道大 41m45 41m49 40m16 41m49 41m75 × 41m82 41m82

ﾔﾏｻｷ ｽｽﾑ 広　島

9 17 1250 山崎　　　晋 (4) 福山平成大 41m32 35m97 × 41m32 41m32

ｿｶﾞﾍﾞ ﾘｮｳ 愛　媛

10 3 1995 曽我部　　亮 (1) 岡山商科大 38m93 × 39m64 39m64 39m64

ｸﾎﾞ ﾌﾐﾄｼ 香  川

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

香

11 9 1750 久保　　文寿 (3) 香川大 39m29 36m56 39m43 39m43 39m43

ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 岡　山

12 14 2209 加藤　　佳祐 (1) 川崎医福大 36m62 36m34 × 36m62 36m62

ｱﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 広　島

13 2 1235 粟村　　　允 (4) 福山平成大 × × 34m96 34m96 34m96

ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島　根

14 19 1263 三原　　　涼 (2) 福山平成大 32m76 33m28 33m50 33m50 33m50

ｺｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 島　根

15 1 1457 小浦　　心充 (3) 島根大 32m66 31m77 31m32 32m66 32m66

ｶｽﾞﾀ ﾕｳ 島　根

16 10 1464 数田　　　優 (2) 島根大 31m26 30m28 28m53 31m26 31m26

ｶｷｳﾁ ｾｲﾘｮｳ 高　知

17 18 2157 垣内　　星了 (1) 高知大 25m22 27m69 18m21 27m69 27m69

ｿﾉﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 愛　媛

18 11 1305 園部　　修一 (3) 松山大 17m25 17m79 17m50 17m79 17m79

ﾄﾖｼﾏ ｹｲﾀ 愛　媛

15 2006 豊島　　啓太 (1) 松山大 × × × NM

ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ 愛　媛

5 1838 村上　　浩平 (3) 徳島大 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子やり投(800g)

日本記録 (NR)           87m60     溝口　　和洋 (ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ)                                    1989        5月18日 13:00 決勝  

日本学生記録 (CR)       84m28     ディーン元気 (早　大)                                       2012        

中四学生記録 (AR)       70m47     池本　　大史 (島根大)                                       2002        

大会記録 (GR)           70m23     中村　　　望 (島根大)                                       1999        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 兵　庫

1 34 1030 田中　　　匠 (4) 環太平洋大 66m13 68m31 × 68m31 36m43 65m34 65m39 68m31

ｻﾄｳ ﾀｶｼ 兵　庫

2 37 1095 佐藤　　　喬 (2) 環太平洋大 67m07 67m03 63m52 67m07 62m73 64m32 × 67m07

ｺｶﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 島　根

3 4 1915 小加本　裕真 (1) 島根大 62m20 54m88 55m76 62m20 55m63 60m79 57m85 62m20

ｺｻｶ ｶｲﾄ 岡　山

4 25 1252 小坂　　海登 (3) 福山平成大 59m22 60m40 59m07 60m40 60m65 56m33 58m38 60m65

ﾐﾄｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 広　島

5 24 1248 水戸川　健太 (4) 福山平成大 50m44 51m69 59m30 59m30 55m63 58m59 60m37 60m37

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 岡　山

6 11 1117 中川　　拓也 (3) 徳山大 53m68 53m87 58m95 58m95 53m78 × 55m85 58m95

ｽｷﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 熊　本

7 16 1126 杉島　　祐太 (2) 徳山大 54m57 58m19 53m30 58m19 47m47 49m57 52m75 58m19

ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 広　島

8 7 1627 松村　　優太 (2) 広島修道大 54m64 56m65 57m97 57m97 53m99 54m85 55m67 57m97

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡　山

9 12 1558 坂本　　裕太 (2) 岡山県立大 55m41 56m53 53m65 56m53 56m53

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 兵　庫

10 15 1059 中川　　雄太 (3) 環太平洋大 51m17 × 55m38 55m38 55m38

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 岡　山

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

ｳ 岡 山

11 6 1987 小林　　雄斗 (1) 岡山大 55m12 53m43 × 55m12 55m12

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ 岡　山

12 2 1552 鈴木　　寛也 (3) 岡山県立大 S 54m01 53m25 54m01 54m01

ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｽｹ 岡　山

13 23 1432 金本　　裕介 (2) 広島大 × S 53m19 53m19 53m19

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 岡　山

14 5 1379 若林　　拓也 (3) 広島大 51m73 52m42 × 52m42 52m42

ｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 岡　山

15 10 1486 江川　　達彦 (4) 川崎医福大 52m33 S 51m70 52m33 52m33

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 岡　山

16 29 1948 遠藤　　広務 (4) 津山高専 51m15 52m19 S 52m19 52m19

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 愛　媛

17 31 1306 岩元　　勇樹 (2) 松山大 51m37 × 50m29 51m37 51m37

ｶｽｶﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 滋　賀

18 21 1401 春日井　貴英 (2) 広島大 S × 50m75 50m75 50m75

ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝﾀ 香  川

19 1 1758 山下　　玄太 (2) 香川大 S 50m63 S 50m63 50m63

ﾑｼｱｹ ﾕｳｲﾁ 岡　山

20 35 1152 虫明　　優一 (4) 岡山大 × S 50m47 50m47 50m47

ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾋﾛ 高　知

21 3 1579 三宅　　和弘 (4) 高知大 49m93 × S 49m93 49m93

ｵｵﾓﾘ ﾌﾐﾀｶ 愛　媛

22 28 1301 大森　　文貴 (2) 松山大 S 49m72 S 49m72 49m72

ｿﾀ ｺｳﾀ 島　根

23 32 1912 曽田　　康太 (2) 島根大 S × 49m10 49m10 49m10

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山　口

24 13 2176 中村　　奨太 (1) 山口大 S 49m01 S 49m01 49m01

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島　根

25 22 1467 中村　海奈斗 (2) 島根大 S S 48m60 48m60 48m60

ﾅｶﾞｾ ｾｲｲﾁﾛｳ 岡　山

26 14 1612 長瀬　清一郎 (3) 広島修道大 48m26 S S 48m26 48m26

ｷﾑﾗ ｼｮｳｲ 大　分

27 20 1541 木村　　彰惟 (2) 岡山商科大 × S 47m25 47m25 47m25

凡例    DNS：欠場



男子やり投(800g)

日本記録 (NR)           87m60     溝口　　和洋 (ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ)                                    1989        5月18日 13:00 決勝  

日本学生記録 (CR)       84m28     ディーン元気 (早　大)                                       2012        

中四学生記録 (AR)       70m47     池本　　大史 (島根大)                                       2002        

大会記録 (GR)           70m23     中村　　　望 (島根大)                                       1999        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡　山

28 33 1640 森本　　喬也 (2) 岡山理科大 S S 45m77 45m77 45m77

ﾓﾘｻｷ ﾄﾓｷ 山　口

29 26 1932 森崎　　智貴 (2) 宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大 44m30 S S 44m30 44m30

ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 広　島

30 18 1003 中野　　辰哉 (5) 広島商船高専 S × 43m31 43m31 43m31

ﾅｶｵｷ ｼｵﾝ 愛　媛

31 30 2007 中沖　　志遠 (1) 松山大 41m96 × × 41m96 41m96

ﾂﾂｷﾓﾄｺｳﾍｲ 広　島

32 9 2223 堤本　　鉱平 (1) 広島工業大 41m65 S S 41m65 41m65

ｵﾑﾗ ﾀｶﾔ 徳  島

33 19 1844 小村　　隆哉 (2) 徳島大 37m33 × S 37m33 37m33

ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳ 山　口

34 36 1255 永田　　　翔 (3) 福山平成大 35m47 × S 35m47 35m47

ﾄﾖｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岡　山

35 27 1649 豊嶋　　純一 (3) 岡山理科大 33m72 × S 33m72 33m72

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

17 1544 中村　　大輔 (3) 岡山商科大 DNS

ﾕｻ ｼｮｳﾀ 徳  島

8 1843 湯佐　　祥太 (2) 徳島大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        
日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        
大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 11.17 7m17 8m77 1m85 50.94 15.38 28m96 3m80 50m66 4.26.52

1 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 +3.7 +2.6 -1.5 6707 GR
(823) (854) (412) (670) (772) (804) (444) (562) (598) (768)

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島 11.38 6m57 8m09 1m76 52.27 15.58 23m44 4m30 40m72 4.44.18
2 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 +3.0 +2.4 -0.6 6096

(778) (713) (372) (593) (713) (781) (337) (702) (453) (654)
ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 11.19 6m51 7m70 1m67 50.67 15.92 24m81 2m80 51m24 4.30.42

3 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 +3.0 +2.5 -0.6 5935
(819) (700) (349) (520) (784) (742) (363) (309) (607) (742)

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山 11.65 6m62 8m76 1m70 54.16 15.93 24m33 3m10 54m13 5.01.48
4 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 +3.7 +1.7 -1.5 5711

(721) (725) (411) (544) (633) (741) (354) (381) (650) (551)
ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛 11.56 6m24 8m92 1m67 53.78 15.97 23m71 3m00 42m65 4.58.05 *W

5 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 +3.0 +4.4 -0.6 5456 公認
(740) (639) (421) (520) (649) (736) (342) (357) (481) (571) 5449

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知 11.73 6m12 11m78 1m79 55.90 16.57 29m07 2m80 39m70 5.25.51
6 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 +3.0 +2.0 -0.6 5378

(705) (613) (593) (619) (563) (670) (446) (309) (438) (422)
ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島 11.51 6m40 7m29 1m70 51.90 17.29 22m60 3m00 39m30 4.49.62

7 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 +3.7 +2.3 -1.5 5347
(750) (675) (324) (544) (729) (594) (321) (357) (432) (621)

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知 11.85 5m79 8m67 1m64 53.38 16.74 26m00 2m70 40m66 4.56.36
8 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 +3.7 +2.5 -1.5 5147

(681) (542) (406) (496) (665) (652) (386) (286) (452) (581)
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎 11.86 6m05 7m57 1m67 55.63 18.21 22m25 3m10 46m43 4.58.29

9 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 +3.0 +0.1 -0.6 5017
(679) (597) (341) (520) (574) (504) (315) (381) (536) (570)

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山 12.00 5m54 11m43 1m64 54.37 21.49 31m24 2m60 39m96 4.54.43
10 1918 池田 堅哉 (1) 徳山大 +3 7 +1 6 -0 6 4861

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

10 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 +3.7 +1.6 0.6 4861
(651) (490) (572) (496) (624) (241) (489) (264) (442) (592)

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山 11.91 5m75 8m37 1m67 54.99 17.84 22m61 2m30 28m80 4.50.38
11 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 +3.0 +2.6 -0.6 4667

(669) (533) (388) (520) (599) (540) (321) (199) (282) (616)
ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山 11.33 6m49 4m89 1m73 130.74

1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 +3.7 +2.3 2238 DNF
(789) (695) (185) (569) (0)

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川 12.47
1936 藤井　　直人 (1) 香川大 +3.7 562 DNF

(562)
ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川 14.63

1889 石田　　健人 (3) 山口大 +3.0 229 DNF
(229)

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山
1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

凡例    GR：大会記録  *W：追風参考　DNF:途中棄権　DNS：棄権



男子十種競技 100m

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        
日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        
大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島
1 4 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 11.19 819 1 4 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 11.17 823

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山
2 2 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 11.38 778 2 5 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 11.33 789

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛 ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島
3 7 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 11.56 740 3 9 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 11.51 750

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知 ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山
4 6 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 11.73 705 4 7 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 11.65 721

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎 ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知
5 9 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 11.86 679 5 6 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 11.85 681

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山
6 8 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 11.91 669 6 3 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 12.00 651

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川
7 3 1889 石田　　健人 (3) 山口大 14.63 229 7 8 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 12.47 562

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山
5 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

風:  +3.0 風:  +3.7

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 走幅跳

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        

日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        

中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        

大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 7m00 7m17 7m04 7m17 公認

1 7 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 +2.1 +2.6 +1.5 +2.6 854 7m04(+1.5)

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山 6m39 6m62 6m42 6m62

2 10 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 +3.2 +1.7 +1.2 +1.7 725

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島 × 6m57 6m09 6m57 公認

3 4 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 +2.4 +1.8 +2.4 713 6m09(+1.8)

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 × 6m42 6m51 6m51

4 12 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 +2.1 +2.5 +2.5 700

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山 6m49 － － 6m49

5 3 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 +2.3 +2.3 695

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島 × 6m20 6m40 6m40

6 1 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 +3.2 +2.3 +2.3 675

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛 6m24 6m14 6m21 6m24 公認

7 11 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 +4.4 +1.2 +1.2 +4.4 639 6m21(+1.2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知 6m05 6m12 6m05 6m12

8 13 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 +1.9 +2.0 +2.8 +2.0 613

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎 × × 6m05 6m05

9 14 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 +0.1 +0.1 597

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知 5m33 5m67 5m79 5m79 公認

10 9 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 +1.0 +1.0 +2.5 +2.5 542 5m67(+1.0)

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山 5m75 5m58 5m64 5m75

11 2 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 +2.6 +3.0 +2.3 +2.6 533

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山 5m44 5m54 5m52 5m54

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

12 15 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 +2.6 +1.6 +0.6 +1.6 490

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川

6 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山

5 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川

8 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 砲丸投

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        

日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        

中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        

大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知

1 2 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 10m84 11m24 11m78 11m78 593

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山

2 11 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 × 9m96 11m43 11m43 572

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛

3 13 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 8m59 8m92 8m53 8m92 421

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島

4 8 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 7m89 8m62 8m77 8m77 412

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山

5 1 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 8m62 8m50 8m76 8m76 411

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知

6 14 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 8m67 8m04 7m93 8m67 406

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山

7 3 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 7m86 8m37 7m92 8m37 388

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島

8 6 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 7m86 7m63 8m09 8m09 372

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島

9 4 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 7m21 7m70 6m60 7m70 349

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎

10 5 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 7m57 7m54 7m26 7m57 341

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島

11 12 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 6m14 6m18 7m29 7m29 324

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

12 7 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 × 4m89 4m17 4m89 185

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川

10 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山

9 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川

15 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 走高跳
審 判 長：

記録主任：大野　真理子

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        

日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        

中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        

大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 － － － － － － － － ○ －

1 3 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 － ○ × × × 1m85 670

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知 － － － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○

2 8 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 × × × 1m79 619

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島 － － － － － － × ○ ○ ○ －

3 5 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 × × × 1m76 593

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山 ○ － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

4 12 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 1m73 569

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山 － － － ○ × ○ × ○ ○ × × ×

5 9 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 1m70 544

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島 ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

6 7 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 1m70 544

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

7 2 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 1m67 520

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山 ○ － × × ○ × × ○ × ○ ○ × × ×

8 11 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 1m67 520

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛 － － － ○ － × ○ × × ×

9 4 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 1m67 520

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

10 15 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 1m67 520

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山 － ○ ○ ○ ○ × × ×

11 6 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 1m64 496

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1m70 1m73 1m76 1m791m52
1m82

1m55
1m85

1m58
1m88

1m61 1m64 1m67

11 13 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 1m64 496

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川

1 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山

10 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川

14 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 400m

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        
日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        
大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島
1 7 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 50.67 784 1 4 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 50.94 772

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島 ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島
2 3 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 51.90 729 2 7 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 52.27 713

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛 ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知
3 6 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 53.78 649 3 8 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 53.38 665

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山 ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山
4 4 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 54.16 633 4 5 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 54.99 599

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山
5 8 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 54.37 624 5 3 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 130.74 0

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川
6 9 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 55.63 574 6 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山
7 2 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 55.90 563 9 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川
5 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 110mH

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        
日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        
大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島
1 4 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 15.38 804 1 9 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 15.58 781

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山 ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島
2 8 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 15.93 741 2 5 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 15.92 742

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛
3 3 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 16.74 652 3 6 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 15.97 736

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知
4 5 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 17.29 594 4 4 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 16.57 670

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川 ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山
6 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS 5 8 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 17.84 540

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎
9 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 DNS 6 3 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 18.21 504

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山
7 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS 7 7 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 21.49 241

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山
2 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

風:  -1.5 風:  -0.6

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 円盤投

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        

日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        

中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        

大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山

1 14 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 × 31m24 29m58 31m24 489

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知

2 8 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 29m07 28m06 × 29m07 446

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島

3 6 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 24m80 27m44 28m96 28m96 444

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知

4 1 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 24m09 × 26m00 26m00 386

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島

5 11 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 24m81 21m56 24m73 24m81 363

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山

6 9 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 23m56 20m66 24m33 24m33 354

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛

7 7 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 21m48 23m71 × 23m71 342

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島

8 12 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 23m44 20m78 22m69 23m44 337

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山

9 4 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 22m61 20m79 21m02 22m61 321

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島

10 3 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 22m60 21m51 19m35 22m60 321

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎

11 2 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 20m93 22m09 22m25 22m25 315

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

5 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山

15 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山

13 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川

10 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 棒高跳
審 判 長：

記録主任：大野　真理子

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        

日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        

中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        

大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島 － － － － － － － － － －

1 4 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 － － － － － － － － ○ ○ 4m30 702

○ ○ × × ×

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 － － － － － － － － － －

2 5 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 － － － － ○ － × ○ － × × × 3m80 562

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山 － － － － － ○ × × ○ ○ × ○ ○

3 3 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 × × × 3m10 381

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎 － － － × × ○ － ○ × ○ × ○ × × ○ × × ○

4 14 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 × × × 3m10 381

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛 － － － － － × ○ － × ○ ○ × × ×

5 8 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 3m00 357

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島 － － － × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

6 13 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 3m00 357

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島 － － － － － － × ○ × × ×

7 2 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 2m80 309

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

宮 福 成

2m80
3m80

2m90
3m90

3m00
4m00

3m10
4m10

2m20
3m20
4m20

2m30
3m30
4m30

2m40
3m40
4m40

2m50
3m50
4m50

2m60
3m60

2m70
3m70

7 12 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 2m80 309

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知 － － × × ○ ○ × ○ ○ × × ×

9 15 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 2m70 286

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山 × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

10 6 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 2m60 264

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山 ○ × ○ × × ×

11 11 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 2m30 199

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川

1 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山

9 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山

10 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川

7 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 やり投

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        

日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        

中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        

大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山

1 4 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 53m75 × 54m13 54m13 650

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島

2 15 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 39m72 46m79 51m24 51m24 607

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島

3 1 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 × 46m24 50m66 50m66 598

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎

4 2 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 46m43 46m11 45m00 46m43 536

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛

5 11 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 42m65 39m54 42m47 42m65 481

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島

6 3 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 × × 40m72 40m72 453

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知

7 13 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 37m76 40m66 39m74 40m66 452

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山

8 10 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 36m70 38m53 39m96 39m96 442

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知

9 6 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 35m82 38m34 39m70 39m70 438

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島

10 5 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 39m30 33m96 35m45 39m30 432

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山

11 7 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 28m37 28m80 28m77 28m80 282

ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 香  川

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

12 1889 石田　　健人 (3) 山口大 DNS

ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山

8 1485 尾川　　慎平 (3) 川崎医福大 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡　山

9 1262 近藤　　将唯 (2) 福山平成大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 香  川

14 1936 藤井　　直人 (1) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



男子十種競技 1500m

日本記録 (NR)           8143      右代　　啓祐 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2014        
日本学生記録 (CR)       7930      右代　　啓祐 (国士大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       6993      古川　　勝博 (岡山商大)                                     1999        
大会記録 (GR)           6504      高橋　　正和 (福山平成大)                                   2008        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島
1 1 1018 小倉　　希望 (4) 環太平洋大 4.26.52 768

ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 鹿児島
2 3 1055 関山　　真弥 (3) 環太平洋大 4.30.42 742

ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広　島
3 2 1793 和田木　　湧 (3) 広島経済大 4.44.18 654

ｵｷ ﾕｷﾋｺ 広　島
4 7 1803 沖　　　幸彦 (2) 広島経済大 4.49.62 621

ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山
5 11 1982 廣本　　朋哉 (1) 岡山大 4.50.38 616

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡　山
6 10 1918 池田　　堅哉 (1) 徳山大 4.54.43 592

ﾆﾏﾀ ｹﾝ 愛  知
7 8 1391 二俣　　　謙 (2) 広島大 4.56.36 581

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 愛　媛
8 6 1047 河井　　和馬 (3) 環太平洋大 4.58.05 571

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長　崎
9 9 1429 佐藤　　　走 (2) 広島大 4.58.29 570

ｲﾀﾉ ﾔｽﾖｼ 岡　山
10 4 1238 板野　　泰祥 (4) 福山平成大 5.01.48 551

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 高　知
11 5 1234 宮本　　大樹 (4) 福山平成大 5.25.51 422

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

凡例  



女子100m

5月17日 12:15 予選  
日本記録 (NR)           11.21     福島　　千里 (北海道ﾊｲﾃｸ)                                   2010        5月17日 14:45 決勝  
日本学生記録 (CR)       11.32     髙橋　萌木子 (平成国大)                                     2009        
中四学生記録 (AR)       11.68     青木　　益美 (環太平洋大)                                   2014        
大会記録 (GR)           11.85     澤田　　博美 (島根大)                                       1996        

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ 宮　崎 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡　山
1 5 2812 松田　　優美 (2) 環太平洋大 12.31 Q 1 6 2821 青木　　益未 (2) 環太平洋大 11.78 GR Q

ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡　山 ｲｶﾀﾞﾂ ｻｷ 広　島
2 4 2877 久松　花朱実 (3) 美作大 12.51 q 2 7 3107 筏津　　沙紀 (1) 美作大 12.49 q

ﾔｽﾉ ﾕｳﾅ 愛　媛 ｳﾁﾉ ﾅﾂｷ 山　口
3 7 3055 安野　　結花 (2) 広島経済大 12.73 3 9 2867 内野　　夏季 (2) 岡山大 12.56

ｺﾀﾆ ｻﾔｶ 岡　山 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 香  川
4 2 2976 小谷　紗也華 (3) 川崎医福大 13.62 4 4 3045 田中　　　遥 (2) 香川大 12.66

ｶﾜﾀｹ ﾐﾉﾘ 高　知 ｱｶｷﾞ ﾕｲ 岡　山
5 6 3148 川竹　みのり (1) 高知大 13.63 5 3 2970 赤木　　佑衣 (2) 川崎医福大 13.06

ﾏｷﾊﾗ ｶﾅｺ 山　口 ｲｲﾀﾞ ﾕｲ 高　知
3 3065 牧原　香菜子 (2) 山口大 DNS 6 8 3149 飯田　　悠衣 (1) 高知大 13.87

ﾜｶﾌｼﾞ ｱｲﾘ 愛　媛 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ 愛　媛
8 3036 若藤　　愛梨 (2) 愛媛大 DNS 5 2907 池田　　友香 (3) 松山大 DNS

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 愛　媛
9 3111 宮下　あかり (1) 松山大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ 愛　媛 ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 岡　山
1 4 3030 稲田　　美咲 (4) 愛媛大 12.17 Q 1 7 3052 松尾　紗也可 (4) 広島経済大 12.16 Q

ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｻ 広　島 ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 鹿児島
2 7 2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 12.30 q 2 6 2810 竹中　ひかる (3) 環太平洋大 12.28 q

ﾁﾝ ﾚｲｶ 香  川 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山　口
3 6 3041 陳 玲華 (4) 香川大 12 65 3 5 2854 藤井 美帆 (2) 徳山大 12 70

風:  +1.6 風:  +2.0

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

風:  +1.2 風:  +0.5

3 6 3041 陳　　　玲華 (4) 香川大 12.65 3 5 2854 藤井　　美帆 (2) 徳山大 12.70
ﾅｶｾ ﾊﾙｶ 徳  島 ｵｵﾔ ｶﾅ 愛　媛

4 3 2956 中瀬　　晴香 (4) 鳴門教育大 12.84 4 4 3112 大家　　香那 (1) 松山大 12.73
ﾊﾔｼ ﾏﾕ 高　知 ｶﾄｳ ﾕﾅ 岡　山

5 5 3012 林　　　真結 (2) 高知大 13.07 5 8 2859 加藤　　夕奈 (M2)岡山大 12.74
ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ 島　根 ﾔﾅｷﾞ ﾕｷｴ 香  川

6 8 2865 山橋　恵美子 (3) 岡山大 13.11 6 9 3046 柳　　　幸恵 (2) 香川大 12.83
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広　島 ｵﾀﾞﾜﾗ ｻｱﾔ 愛　媛

7 9 3014 藤田　　　優 (3) 広島修道大 13.33 7 3 3032 小田原　早彩 (2) 愛媛大 13.42
ｼｹﾞﾏｻ ﾅｶ 徳  島

8 2 2961 重政　　菜香 (2) 鳴門教育大 14.99

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡　山

1 7 2821 青木　　益未 (2) 環太平洋大 11.75 GR
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ 宮　崎

2 5 2812 松田　　優美 (2) 環太平洋大 12.18
ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ 愛　媛

3 6 3030 稲田　　美咲 (4) 愛媛大 12.23
ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 岡　山

4 4 3052 松尾　紗也可 (4) 広島経済大 12.25
ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｻ 広　島

5 8 2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 12.25
ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 鹿児島

6 9 2810 竹中　ひかる (3) 環太平洋大 12.36
ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡　山

7 3 2877 久松　花朱実 (3) 美作大 12.55
ｲｶﾀﾞﾂ ｻｷ 広　島

8 2 3107 筏津　　沙紀 (1) 美作大 12.67

風:  -0.9

凡例    DNS：欠場  GR：大会記録



女子200m

5月18日 11:10 予選  
日本記録 (NR)           22.89     福島　　千里 (北海道ﾊｲﾃｸ)                                   2010        5月18日 12:45 決勝  
日本学生記録 (CR)       23.15     髙橋　萌木子 (平成国大)                                     2009        
中四学生記録 (AR)       24.24     中川　　真理 (愛媛女短大)                                   2007        
大会記録 (GR)           24.58     中川　　真理 (愛媛女短大)                                   2007        

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ 宮　崎 ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 岡　山
1 4 2812 松田　　優美 (2) 環太平洋大 25.61 Q 1 7 3052 松尾　紗也可 (4) 広島経済大 25.85 Q

ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡　山 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 香  川
2 6 2877 久松　花朱実 (3) 美作大 26.12 q 2 6 3045 田中　　　遥 (2) 香川大 26.23 q

ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ 島　根 ｷﾄﾞ ｴﾘ 広　島
3 5 2865 山橋　恵美子 (3) 岡山大 26.71 3 4 3128 木戸　　恵理 (1) 広島大 26.32

ｺﾀﾆ ｻﾔｶ 岡　山 ｳﾁﾉ ﾅﾂｷ 山　口
4 3 2976 小谷　紗也華 (3) 川崎医福大 28.08 4 5 2867 内野　　夏季 (2) 岡山大 26.67

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｶ 岡　山 ｱｶｷﾞ ﾕｲ 岡　山
5 8 2903 的場　　優花 (3) 倉敷芸科大 28.26 5 9 2970 赤木　　佑衣 (2) 川崎医福大 27.45

ｲｲﾀﾞ ﾕｲ 高　知 ｺｳﾉ ﾏﾘｱ 広　島
6 9 3149 飯田　　悠衣 (1) 高知大 28.82 6 2 3015 河野　まりあ (2) 広島修道大 28.34

ｵｵﾔ ｶﾅ 愛　媛 ﾀﾀﾗ ﾅﾅ 高　知
7 3112 大家　　香那 (1) 松山大 DNS 7 3 3150 多田羅　奈々 (1) 高知大 29.10

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ 岡　山
8 2900 藤本　　成実 (M2)倉敷芸科大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｻ 広　島 ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ 愛　媛
1 5 2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 25.30 Q 1 5 3030 稲田　　美咲 (4) 愛媛大 25.46 Q

ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡　山 ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 鹿児島
2 6 2809 塩見　　玲加 (3) 環太平洋大 25.58 q 2 6 2810 竹中　ひかる (3) 環太平洋大 25.50 q

ﾅｶｾ ﾊﾙｶ 徳  島 ﾔｽﾉ ﾕｳﾅ 愛　媛
3 8 2956 中瀬 晴香 (4) 鳴門教育大 26 73 3 4 3055 安野 結花 (2) 広島経済大 26 43

風:  -0.3 風:  +0.8

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

風:  +1.8 風:  +1.8

3 8 2956 中瀬　　晴香 (4) 鳴門教育大 26.73 3 4 3055 安野　　結花 (2) 広島経済大 26.43
ﾊﾔｼ ﾏﾕ 高　知 ｶﾄｳ ﾕﾅ 岡　山

4 7 3012 林　　　真結 (2) 高知大 27.18 4 8 2859 加藤　　夕奈 (M2)岡山大 26.87
ﾀｹﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 岡　山 ﾋﾃﾞｼﾏ ｻﾔｶ 岡　山

5 2 2968 竹中　　瑞穂 (4) 川崎医福大 27.42 5 9 2905 秀島　沙弥香 (2) 倉敷芸科大 27.24
ﾀﾅｶ ｿﾉｴ 広　島 ﾓﾘﾀ ﾑﾂﾐ 鳥　取

6 9 2947 田中　　園絵 (2) 広島大 27.57 6 3 2875 森田　　睦未 (4) 美作大 27.58
ﾊﾔｼ ﾏｲﾐ 岡　山 ﾔﾅｷﾞ ﾕｷｴ 香  川

3 3053 林　　　舞美 (3) 広島経済大 DNS 2 3046 柳　　　幸恵 (2) 香川大 DNS
ﾁﾝ ﾚｲｶ 香  川 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｲ 香  川

4 3041 陳　　　玲華 (4) 香川大 DNS 7 2913 藤本　　麻衣 (4) 松山大 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｻ 広　島

1 6 2874 杵渕　　莉沙 (4) 美作大 24.84
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ 宮　崎

2 5 2812 松田　　優美 (2) 環太平洋大 24.92
ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 鹿児島

3 9 2810 竹中　ひかる (3) 環太平洋大 25.15
ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 岡　山

4 7 3052 松尾　紗也可 (4) 広島経済大 25.16
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡　山

5 8 2809 塩見　　玲加 (3) 環太平洋大 25.18
ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ 愛　媛

6 4 3030 稲田　　美咲 (4) 愛媛大 25.21
ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 香  川

7 2 3045 田中　　　遥 (2) 香川大 25.89
ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡　山

8 3 2877 久松　花朱実 (3) 美作大 26.16

風:  -1.9

凡例    DNS：欠場



女子400m

5月16日 14:35 予選  
日本記録 (NR)           0.51.75   丹野　　麻美 (ナチュリル)                                   2008        5月16日 17:15 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.51.80   丹野　　麻美 (福島大)                                       2005        
中四学生記録 (AR)       0.55.83   才野　　直美 (広島経大)                                     2012        
大会記録 (GR)           0.55.83   才野　　直美 (広島経大)                                     2012        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 宮　崎 ｲｼｲ ﾏｲ 広　島
1 4 2827 近藤　　夏奈 (2) 環太平洋大 0.58.23 Q 1 7 2833 石井　　　舞 (3) 徳山大 0.59.86 Q

ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ 島　根 ｶｼﾏ ﾓﾄｶ 鹿児島
2 6 2865 山橋　恵美子 (3) 岡山大 1.00.62 Q 2 6 3131 加島　　元香 (1) 環太平洋大 0.59.92 Q

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ 岡　山 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾐｻｷ 愛　媛
3 5 2900 藤本　　成実 (M2)倉敷芸科大 1.02.04 q 3 5 2909 萩森　　美咲 (2) 松山大 1.01.08 q

ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡　山 ﾅｶﾉ ﾐﾔｺ 広　島
4 9 3017 橋本　　　育 (3) 吉備国際大 1.02.15 4 4 3078 中野　　　都 (1) 広島経済大 1.03.07

ｺｳﾉ ﾏﾘｱ 広　島 ﾀﾅｶ ｿﾉｴ 広　島
5 8 3015 河野　まりあ (2) 広島修道大 1.04.91 5 9 2947 田中　　園絵 (2) 広島大 1.03.44

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾅ 愛　媛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾅ 香  川
6 3 2910 松本　夕布奈 (3) 松山大 1.05.90 6 8 3100 松原　　玲奈 (1) 香川大 1.03.74

ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 山　口 ﾏﾄﾊﾞ ﾕｶ 岡　山
7 2 3066 藤井　　里奈 (2) 山口大 1.07.71 7 2 2903 的場　　優花 (3) 倉敷芸科大 1.06.72

ﾊﾔｼ ﾏｲﾐ 岡　山 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島　根
7 3053 林　　　舞美 (3) 広島経済大 DNS 3 2880 山田　　みる (3) 美作大 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡　山
1 6 2809 塩見　　玲加 (3) 環太平洋大 0.59.30 Q

ﾋﾃﾞｼﾏ ｻﾔｶ 岡　山
2 9 2905 秀島　沙弥香 (2) 倉敷芸科大 1.02.49 Q

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 愛　媛
3 7 2856 山崎 遥奈 (2) 徳山大 1 03 60

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 7 2856 山崎　　遥奈 (2) 徳山大 1.03.60
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広　島

4 5 3014 藤田　　　優 (3) 広島修道大 1.03.70
ﾀﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 広　島

5 8 2936 多田　　　奏 (3) 広島大 1.04.19
ﾐﾔﾀｹ ﾏﾔ 香  川

6 2 3044 宮武　　摩耶 (3) 香川大 1.05.28
ﾀｹｲ ｱｷﾎ 愛　媛

7 1 3035 武井　　晃穂 (2) 愛媛大 1.05.38
ｵｶｻﾞｷ ｱﾕ 徳  島

8 3 3096 岡﨑　　愛由 (1) 鳴門教育大 1.10.64
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｲ 香  川

4 2913 藤本　　麻衣 (4) 松山大 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 宮　崎

1 6 2827 近藤　　夏奈 (2) 環太平洋大 0.56.76
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡　山

2 4 2809 塩見　　玲加 (3) 環太平洋大 0.56.86
ｲｼｲ ﾏｲ 広　島

3 5 2833 石井　　　舞 (3) 徳山大 0.58.38
ｶｼﾏ ﾓﾄｶ 鹿児島

4 7 3131 加島　　元香 (1) 環太平洋大 0.59.02
ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ 島　根

5 8 2865 山橋　恵美子 (3) 岡山大 1.00.08
ﾊｷﾞﾓﾘ ﾐｻｷ 愛　媛

6 2 2909 萩森　　美咲 (2) 松山大 1.00.92
ﾋﾃﾞｼﾏ ｻﾔｶ 岡　山

7 9 2905 秀島　沙弥香 (2) 倉敷芸科大 1.01.36
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ 岡　山

8 3 2900 藤本　　成実 (M2)倉敷芸科大 1.05.90

凡例    DNS：欠場



女子800m

5月17日 15:10 予選  
日本記録 (NR)           2.00.45   杉森　　美保 (京セラ)                                       2005        5月18日 11:35 決勝  
日本学生記録 (CR)       2.02.10   西村　　美樹 (東学大)                                       2003        
中四学生記録 (AR)       2.08.72   菊池　　里恵 (松山大)                                       2010        
大会記録 (GR)           2.11.93   菊池　　里恵 (松山大)                                       2011        

予選  4組1着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 愛　媛 ｵｶ ﾕｲｺ 兵　庫
1 7 3115 高見澤　安珠 (1) 松山大 2.21.92 Q 1 5 2817 岡　　由依子 (2) 環太平洋大 2.18.85 Q

ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾘﾅ 高　知 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 大　分
2 6 3005 馬場　友梨菜 (3) 高知大 2.23.68 2 2 3114 上杉　　円香 (1) 松山大 2.18.86 q

ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙﾅ 広　島 ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島　根
3 5 3134 神田　　春奈 (1) 環太平洋大 2.26.65 3 7 2964 鈴木　　真綾 (3) 島根大 2.23.71

ｻﾜｵｶ ﾚｲﾅ 広　島 ﾅﾗｻｷ ﾕﾏ 岡　山
4 4 2801 澤岡　　怜奈 (5) 広島商船高専 2.33.09 4 4 2891 楢崎　　由麻 (2) NDSU清心大 2.28.11

ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾕ 広　島 ｱｻｶﾜ ｴﾘﾅ 山　口
5 8 2949 土田　　真夕 (2) 広島大 2.34.72 5 6 3080 淺川　瑛梨奈 (1) 東亜大 2.29.67

ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 岡　山 ﾅｶﾓﾄ ｻｷ 山　口
6 2 3163 橋本　　　樹 (3) 岡山県立大 2.35.08 6 9 3064 中本　　早希 (2) 山口大 2.33.01

ｺﾔﾏ ﾕｷﾎ 山　口 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ 岡　山
7 3 3159 小山　由紀穂 (3) 山口県立大 2.40.39 7 8 2975 植田　　未来 (4) 川崎医福大 2.36.22

ﾏﾂﾑﾗ ｴﾘ 山　口 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 徳  島
8 9 3073 松村　　愛理 (2) 山口大 2.42.79 8 3 3171 近藤　　彩花 (2) 徳島大 2.41.93

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 岡　山 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ 愛　媛
1 5 2862 西脇　　　舞 (4) 岡山大 2.21.38 Q 1 4 3033 島田　　実穂 (4) 愛媛大 2.23.35 Q

ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡　山 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔ 愛　媛
2 4 3070 岡崎　　　霞 (3) 山口大 2.21.99 q 2 2 2916 高柳　　　恵 (4) 松山大 2.23.42 q

ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 広　島 ｻｶﾀ ｱｷ 高　知
3 6 2937 兒玉 望 (3) 広島大 2 22 09 3 6 3011 阪田 安紀 (2) 高知大 2 23 89

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 6 2937 兒玉　　　望 (3) 広島大 2.22.09 q 3 6 3011 阪田　　安紀 (2) 高知大 2.23.89
ｸﾛｷ ﾘﾉ 宮　崎 ﾔﾏｳﾁ ｶﾅｴ 香  川

4 7 2844 黒木　　梨乃 (2) 徳山大 2.25.08 4 7 3141 山内　　香苗 (1) 環太平洋大 2.24.68
ｲｸﾔﾏ ﾚﾅ 岡　山 ﾀﾆ ﾏﾕｺ 岡　山

5 8 2872 生山　　玲奈 (4) 美作大 2.30.54 5 5 3102 谷　　茉由子 (1) NDSU清心大 2.30.73
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 山　口 ｱｻﾐ ﾏﾕｺ 山　口

6 3 2989 小林　　三紗 (2) 東亜大 2.31.49 6 8 3081 淺海　真愉子 (1) 東亜大 2.36.33
ﾀｷﾊﾞﾅ ﾐｻｷ 徳  島 ｵｵｼﾏ ｻﾜｺ 島　根

7 9 2992 瀧花　　美咲 (4) 四国大 2.44.58 7 9 2884 大島　沙和子 (2) 美作大 2.41.11
ｸﾎﾞ ｺｺﾛ 徳  島 ﾌｸｼｹﾞ ﾊﾙﾅ 山　口

2 2962 久保　こころ (2) 鳴門教育大 DNS 8 3 3118 福重　　晴菜 (2) 広島修道大 2.55.98

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 岡　山

1 5 2862 西脇　　　舞 (4) 岡山大 2.15.40
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 愛　媛

2 7 3115 高見澤　安珠 (1) 松山大 2.15.96
ｵｶ ﾕｲｺ 兵　庫

3 4 2817 岡　　由依子 (2) 環太平洋大 2.16.38
ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 大　分

4 8 3114 上杉　　円香 (1) 松山大 2.17.86
ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 広　島

5 2 2937 兒玉　　　望 (3) 広島大 2.19.06
ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡　山

6 9 3070 岡崎　　　霞 (3) 山口大 2.20.07
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔ 愛　媛

7 3 2916 高柳　　　恵 (4) 松山大 2.24.08
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ 愛　媛

6 3033 島田　　実穂 (4) 愛媛大 DNS

凡例    DNS：欠場



女子1500m

5月16日 16:25 予選  
日本記録 (NR)           4.07.86   杉森　　美保 (京セラ)                                       2002        5月17日 11:05 決勝  
日本学生記録 (CR)       4.13.14   岡本　久美子 (筑波大)                                       1997        
中四学生記録 (AR)       4.19.04   菊池　　里恵 (松山大)                                       2012        
大会記録 (GR)           4.26.70   菊池　　里恵 (松山大)                                       2013        

予選  2組6着+3
1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔ 愛　媛 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 大　分
1 14 2916 高柳　　　恵 (4) 松山大 4.47.54 Q 1 7 3114 上杉　　円香 (1) 松山大 4.50.98 Q

ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 岡　山 ｾｲｹ ｶﾎ 山　口
2 12 2862 西脇　　　舞 (4) 岡山大 4.49.72 Q 2 2 3091 清家　　果歩 (1) 徳山大 4.56.26 Q

ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾘﾅ 高　知 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡　山
3 15 3005 馬場　友梨菜 (3) 高知大 4.53.72 Q 3 3 3070 岡崎　　　霞 (3) 山口大 4.59.58 Q

ﾔﾏｳﾁ ｶﾅｴ 香  川 ﾅﾗｻｷ ﾕﾏ 岡　山
4 17 3141 山内　　香苗 (1) 環太平洋大 4.56.72 Q 4 12 2891 楢崎　　由麻 (2) NDSU清心大 5.02.48 Q

ﾐﾖｼ ﾚﾅ 山　口 ｻｶﾀ ｱｷ 高　知
5 3 3093 三好　　怜奈 (1) 徳山大 4.57.75 Q 5 16 3011 阪田　　安紀 (2) 高知大 5.02.94 Q

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島　根 ｼﾏﾀ ｼｮｳｺ 岡　山
6 2 2964 鈴木　　真綾 (3) 島根大 5.01.29 Q 6 13 2863 嶋田　　翔子 (3) 岡山大 5.03.46 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山　口 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾅｺ 高　知
7 4 3060 山本　　樹里 (3) 山口県立大 5.02.39 q 7 6 3140 森下　日菜子 (1) 環太平洋大 5.06.14 q

ﾔﾏｼﾀ ｱﾘｻ 山　口 ﾀｼﾛ ﾘｻ 山　口
8 9 2984 山下　　生紗 (4) 至誠館大 5.07.55 q 8 5 2983 田代　　理嵯 (4) 至誠館大 5.08.56

ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘｺ 岡　山 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 熊　本
9 5 2870 野上　真理子 (2) 岡山大 5.15.05 9 1 2991 吉田　　優香 (2) 東亜大 5.21.88

ｻﾄｳ ﾐｷ 岐  阜 ｲｿﾑﾗ ｺﾕｷ 山　口
10 11 2987 佐藤　　未希 (4) 東亜大 5.23.36 10 11 3068 礒村　　小雪 (3) 山口大 5.22.75

ｷｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ 滋　賀 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｶ 鳥　取
11 16 2990 岸本　　七海 (2) 東亜大 5.25.68 11 8 3037 萩原　　有香 (3) 鳥取大 5.24.46

ｶﾈｵﾘ ｻﾔ 島　根 ﾖｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛　媛
12 6 2873 兼折　　沙耶 (4) 美作大 5.28.01 12 4 2881 吉田　　らん (3) 美作大 5.42.92

ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｶ 香  川 ｵｸﾊﾗ ｶﾉｺ 広　島
13 7 2829 松村　羽留伽 (2) 環太平洋大 5.31.61 13 10 2896 奥原　佳乃子 (2) 福山平成大 5.44.46

ﾖｼﾐﾂ ﾐﾊﾙ 岡 山 ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 広 島

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ｼﾐﾂ ﾐ ﾙ 岡　山 ﾌｼ ｵｶ ﾅﾂﾐ 広　島
14 8 2892 吉光　　美陽 (4) NDSU清心大 5.32.30 14 14 3127 藤岡　奈津実 (1) 広島大 5.55.50

ﾀｷﾊﾞﾅ ﾐｻｷ 徳  島 ﾖｼﾂﾞ ｻﾗ 山　口
15 13 2992 瀧花　　美咲 (4) 四国大 5.38.86 15 15 3059 吉津　　沙羅 (5) 徳山高専 6.02.20

ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 山　口 ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 愛　媛
16 1 3069 齋藤　麻菜美 (2) 山口大 6.00.75 9 2914 三島　　美咲 (2) 松山大 DNS

ﾖｼﾑﾗ ｱｶﾈ 広　島
10 2871 吉村　　　茜 (3) 広島市立大 DNS

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 岡　山
1 8 2862 西脇　　　舞 (4) 岡山大 4.30.26

ｳｴｽｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 大　分
2 2 3114 上杉　　円香 (1) 松山大 4.31.51

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔ 愛　媛
3 1 2916 高柳　　　恵 (4) 松山大 4.45.69

ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡　山
4 4 3070 岡崎　　　霞 (3) 山口大 4.50.46

ﾐﾖｼ ﾚﾅ 山　口
5 7 3093 三好　　怜奈 (1) 徳山大 4.50.50

ﾔﾏｳﾁ ｶﾅｴ 香  川
6 5 3141 山内　　香苗 (1) 環太平洋大 4.53.00

ｼﾏﾀ ｼｮｳｺ 岡　山
7 15 2863 嶋田　　翔子 (3) 岡山大 4.57.52

ﾅﾗｻｷ ﾕﾏ 岡　山
8 14 2891 楢崎　　由麻 (2) NDSU清心大 4.59.59

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山　口
9 10 3060 山本　　樹里 (3) 山口県立大 5.02.95

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島　根
10 3 2964 鈴木　　真綾 (3) 島根大 5.05.57

ｻｶﾀ ｱｷ 高　知
11 13 3011 阪田　　安紀 (2) 高知大 5.05.80

ﾔﾏｼﾀ ｱﾘｻ 山　口
12 9 2984 山下　　生紗 (4) 至誠館大 5.09.16

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾅｺ 高　知
13 6 3140 森下　日菜子 (1) 環太平洋大 5.10.82

ｾｲｹ ｶﾎ 山　口
12 3091 清家　　果歩 (1) 徳山大 DNS

ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾘﾅ 高　知
11 3005 馬場 友梨菜 (3) 高知大 DNS11 3005 馬場　友梨菜 (3) 高知大 DNS

凡例    DNS：欠場



女子5000m

5月18日 13:10 決勝  
日本記録 (NR)           14.53.22  福士　加代子 (ワコール)                                     2005        
日本学生記録 (CR)       15.13.09  Ｗ・ワンガリ (立命ＡＰＵ)                                   2008        
中四学生記録 (AR)       15.36.22  中原　　海鈴 (松山大)                                       2013        
大会記録 (GR)           16.20.06  矢野　麻利亜 (松山大)                                       2010        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 高　知

1 9 2918 松田　　杏奈 (2) 松山大 16.46.76
ｳｴﾊﾗ ｱﾕﾐ 愛　媛

2 8 2919 上原　明悠美 (2) 松山大 17.38.50
ﾖｺﾀ ﾁｶ 山　口

3 12 2944 横田　　知佳 (3) 広島大 17.57.67
ﾐﾖｼ ﾚﾅ 山　口

4 20 3093 三好　　怜奈 (1) 徳山大 17.58.48
ﾎｼ ﾋｶﾙ 兵　庫

5 7 2864 星　　ひかる (3) 岡山大 18.08.88
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山　口

6 18 3060 山本　　樹里 (3) 山口県立大 18.42.37
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 愛　媛

7 6 2988 栗林　紗也香 (2) 東亜大 18.54.84
ﾔﾏｼﾀ ｱﾘｻ 山　口

8 4 2984 山下　　生紗 (4) 至誠館大 19.05.52
ﾀｼﾛ ﾘｻ 山　口

9 11 2983 田代　　理嵯 (4) 至誠館大 19.15.87
ﾅｶﾑﾗ ｱｷ 岡　山

10 14 2922 中村　　朱希 (2) 川崎医療短大19.30.17
ｲﾁｶﾜ ﾐﾎ 広　島

11 3 2933 市川　　美穂 (4) 広島大 19.36.29
ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘｺ 岡　山

12 10 2870 野上　真理子 (2) 岡山大 19.50.38
ﾏﾂｴ ｶﾅ 熊　本

13 21 3082 松江　　香奈 (1) 東亜大 19.52.82
ｼ ﾀ ｼ ｳ 岡 山

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

ｼﾏﾀ ｼｮｳｺ 岡　山
14 2 2863 嶋田　　翔子 (3) 岡山大 19.56.73

ｲｿﾑﾗ ｺﾕｷ 山　口
15 15 3068 礒村　　小雪 (3) 山口大 20.27.46

ｵｵﾆｼ ﾅﾂｷ 香  川
16 17 2973 大西　　夏季 (3) 川崎医福大 20.47.56

ｶﾈｷﾖ ｴﾘ 徳  島
17 16 3056 兼清　　恵理 (2) 徳島大 20.57.94

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｶ 鳥　取
5 3037 萩原　　有香 (3) 鳥取大 DNS

ｾｲｹ ｶﾎ 山　口
13 3091 清家　　果歩 (1) 徳山大 DNS

ﾖｼﾐﾂ ﾐﾊﾙ 岡　山
1 2892 吉光　　美陽 (4) NDSU清心大 DNS

ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 愛　媛
19 2914 三島　　美咲 (2) 松山大 DNS

凡例    DNS：欠場



女子10000m

5月16日 11:45 決勝  
日本記録 (NR)           30.48.89  渋井　　陽子 (三井住友海上)                                 2002        
日本学生記録 (CR)       31.30.92  吉本　ひかり (佛教大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       33.17.60  矢野　麻利亜 (松山大)                                       2010        
大会記録 (GR)           33.40.38  矢野　麻利亜 (松山大)                                       2010        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 高　知

1 3 2918 松田　　杏奈 (2) 松山大 35.05.44
ﾔﾏｶﾐ　ﾏﾘｴ 愛　媛

2 4 2920 山上　真里枝 (4) 松山大 35.55.34
ｳｴﾊﾗ ｱﾕﾐ 愛　媛

3 2 2919 上原　明悠美 (2) 松山大 36.40.36
ｲﾉｳｴ ｻｷ 兵　庫

4 5 2866 井上　　紗希 (2) 岡山大 39.37.93
ｺﾀﾞﾏ ﾕｷ 岡　山

5 1 2868 児玉　　有紀 (2) 岡山大 39.49.79
ﾖｼｻﾞｶ ﾁｶ 熊　本

6 6 2857 吉坂　　智香 (2) 徳山大 40.30.42

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

凡例  



女子100mH

5月17日 10:10 予選  
日本記録 (NR)           13.00     金沢イボンヌ (佐田建設)                                     2000        5月17日 14:15 決勝  
日本学生記録 (CR)       13.15     紫村　　仁美 (早　大)                                       2012        
中四学生記録 (AR)       13.36     青木　　益美 (環太平洋大)                                   2014        
大会記録 (GR)           13.83     河口　　仁美 (松山大)                                       2005        

予選  2組3着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾙﾅ 鹿児島 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡　山
1 7 2846 重信　　瑠奈 (2) 徳山大 15.03 Q 1 5 2821 青木　　益未 (2) 環太平洋大 13.68 GR Q

ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ 広　島 ｶﾐｶﾜ ｻﾕﾘ 鹿児島
2 6 3054 濱本　　美穂 (3) 広島経済大 15.40 Q 2 7 2806 上川　紗友里 (3) 環太平洋大 14.57 Q

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山 ﾉｶﾞﾐ ﾘｻ 熊　本
3 5 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 15.47 Q 3 4 3086 野上　　里沙 (1) 徳山大 15.03 Q

ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ 広　島 ﾁｬﾄﾞｳ ｻｷ 愛　媛
4 9 2889 宮迫　　紗綾 (2) 美作大 16.73 4 6 3075 茶藤　　沙紀 (1) 広島経済大 15.37 q

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 愛　媛 ﾎﾘ ﾊﾙﾅ 広　島
5 8 3111 宮下　あかり (1) 松山大 16.81 5 8 3109 堀　　　遥菜 (1) 美作大 15.64 q

ｺｳｻﾞｲ ﾕｷ 岡　山 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾅ 愛　媛
6 2 3170 香西　　庸希 (1) 川崎医福大 18.84 6 9 2910 松本　夕布奈 (3) 松山大 16.72

ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥　取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 徳  島
4 3110 廣賀　　彩花 (1) 美作大 DNS 7 3 2955 近藤　　瑞希 (4) 鳴門教育大 16.79

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 山　口
3 3067 原口　麻梨菜 (2) 山口大 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡　山

1 4 2821 青木　　益未 (2) 環太平洋大 13.90
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾙﾅ 鹿児島

2 5 2846 重信 瑠奈 (2) 徳山大 14 80

風:  -3.0

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

風:  -1.5 風:  +0.5

2 5 2846 重信　　瑠奈 (2) 徳山大 14.80
ｶﾐｶﾜ ｻﾕﾘ 鹿児島

3 7 2806 上川　紗友里 (3) 環太平洋大 14.87
ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ 広　島

4 6 3054 濱本　　美穂 (3) 広島経済大 15.38
ﾉｶﾞﾐ ﾘｻ 熊　本

5 8 3086 野上　　里沙 (1) 徳山大 15.51
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山

6 9 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 15.87
ﾎﾘ ﾊﾙﾅ 広　島

7 3 3109 堀　　　遥菜 (1) 美作大 15.94
ﾁｬﾄﾞｳ ｻｷ 愛　媛

8 2 3075 茶藤　　沙紀 (1) 広島経済大 16.37

凡例    DNS：欠場  GR：大会記録



女子400mH

5月18日 09:50 予選  
日本記録 (NR)           0.55.34   久保倉　里美 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ)                                 2011        5月18日 12:20 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.55.94   青木　沙弥佳 (福島大)                                       2008        
中四学生記録 (AR)       0.59.84   田阪　　亜樹 (福山平成大)                                   2008        
大会記録 (GR)           1.00.82   山本　　彩加 (広島大)                                       2011        

予選  2組3着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 宮　崎 ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広　島
1 5 2827 近藤　　夏奈 (2) 環太平洋大 1.02.83 Q 1 7 2807 川田　　智恵 (3) 環太平洋大 1.05.21 Q

ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡　山 ﾂﾙﾄﾞﾒ ﾄﾓﾐ 鹿児島
2 6 3017 橋本　　　育 (3) 吉備国際大 1.06.19 Q 2 6 2815 鶴留　　朋美 (2) 環太平洋大 1.05.30 Q

ﾅﾗｻｷ ﾕｲ 岡　山 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾐｻｷ 愛　媛
3 7 2890 楢崎　　由惟 (2) NDSU清心大 1.08.84 Q 3 4 2909 萩森　　美咲 (2) 松山大 1.06.03 Q

ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島　根 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾅ 香  川
4 8 2886 清水　　美希 (2) 美作大 1.09.48 4 5 3100 松原　　玲奈 (1) 香川大 1.08.16 q

ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ 広　島 ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 山　口
5 3 3054 濱本　　美穂 (3) 広島経済大 1.10.27 5 9 2969 田中　佐也佳 (2) 川崎医福大 1.08.87 q

ｷｮｳﾒﾝ ﾊﾅｴ 島　根 ﾏﾄﾊﾞ ﾕｶ 岡　山
6 4 3167 京面　華菜惠 (1) 島根大 1.14.01 6 8 2903 的場　　優花 (3) 倉敷芸科大 1.11.49

ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾕ 広　島 ｳｴｵｶ ﾊﾙﾉ 愛　媛
7 9 2949 土田　　真夕 (2) 広島大 1.18.26 7 3 3157 上岡　　春野 (1) 愛媛大 1.15.03

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 宮　崎

1 7 2827 近藤　　夏奈 (2) 環太平洋大 1.00.98
ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広　島

2 4 2807 川田　　智恵 (3) 環太平洋大 1.03.19
ﾊｷﾞﾓﾘ ﾐｻｷ 愛　媛

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

3 8 2909 萩森　　美咲 (2) 松山大 1.04.00
ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡　山

4 5 3017 橋本　　　育 (3) 吉備国際大 1.04.63
ﾂﾙﾄﾞﾒ ﾄﾓﾐ 鹿児島

5 6 2815 鶴留　　朋美 (2) 環太平洋大 1.05.35
ﾅﾗｻｷ ﾕｲ 岡　山

6 9 2890 楢崎　　由惟 (2) NDSU清心大 1.07.06
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾅ 香  川

7 2 3100 松原　　玲奈 (1) 香川大 1.07.83
ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 山　口

8 3 2969 田中　佐也佳 (2) 川崎医福大 1.09.82

凡例  



女子3000mSC(0.762m)

5月16日 15:00 決勝  
日本記録 (NR)           9.33.93   早狩　　実紀 (京都光華AC)                                   2008        
日本学生記録 (CR)       10.06.43  中村　真悠子 (筑波大)                                       2013        
中四学生記録 (AR)       10.07.79  高柳　　　恵 (松山大)                                       2011        
大会記録 (GR)           10.21.41  高柳　　　恵 (松山大)                                       2011        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 愛　媛

1 2 3115 高見澤　安珠 (1) 松山大 10.38.25
ｲｸﾉ ﾕﾘｱ 愛　媛

2 6 2915 幾野　由里亜 (3) 松山大 10.42.11
ﾖｺﾀ ﾁｶ 山　口

3 5 2944 横田　　知佳 (3) 広島大 11.14.17
ﾎｼ ﾋｶﾙ 兵　庫

4 1 2864 星　　ひかる (3) 岡山大 11.14.37
ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙﾅ 広　島

5 7 3134 神田　　春奈 (1) 環太平洋大 11.48.78
ｸﾛｷ ﾘﾉ 宮　崎

6 3 2844 黒木　　梨乃 (2) 徳山大 12.22.76
ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 愛　媛

4 2914 三島　　美咲 (2) 松山大 DNS

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



女子10000mW

5月17日 12:35 決勝  
日本記録 (NR)           43.01.60  川﨑　真裕美 (富士通)                                       2010        
日本学生記録 (CR)       44.34.13  岡田　久美子 (立　大)                                       2010        
中四学生記録 (AR)       48.24.88  金崎　　　葵 (広島大)                                       2011        
大会記録 (GR)           50.32.36  金崎　　　葵 (広島大)                                       2012        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾅｻｷ ｱｵｲ 長　崎

1 2 2930 金﨑　　　葵 (4) 広島大 49.06.69 GR
ﾅｶｼﾏ ﾄﾓ 福　岡

2 8 2951 中島　　　友 (2) 広島大 51.15.07
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 広　島

3 6 2954 山田　　千花 (1) 広島大 53.11.12
ｼﾝﾎﾟｳ ﾅﾙﾐ 岡　山

4 12 2826 神宝　なるみ (2) 環太平洋大 53.34.62
ｱｻｵ ﾁｶ 鳥　取

5 9 3105 浅尾　　知佳 (1) 美作大 53.49.63
ﾏﾂｷ ｾｲﾗ 愛　媛

6 7 2895 松木　　聖良 (4) 福山平成大 55.52.34
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 山　口

7 10 3156 渡辺　真優子 (2) 山口大 58.13.8 *1
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅ 島　根

8 3 3106 飯島　　可奈 (1) 美作大 58.21.1 *1
ﾅｶｵ ｱｽｶ 岡　山

9 1 3108 中尾　明日香 (1) 美作大 59.16.4 *1
ｼﾗｲ ﾅﾂｷ 広　島

10 11 3013 白井　　菜月 (3) 広島修道大 60.00.0 *1
ﾋﾗﾐ ﾅﾅﾐ 広　島

11 5 2972 平見　　七海 (2) 川崎医福大 *2
ｿﾈ ﾏﾅ 愛　媛

12 4 3034 曽根　　真奈 (2) 愛媛大 60.40.0 *1

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

凡例    GR：大会記録 *1 写判装置不調のため手動計時　*2　写判装置不調のため記録無



女子4X100mR

5月16日 11:20 予選  
日本記録 (NR)           0.43.39   北風-髙橋-福島-市川 (日本)                                  2011        5月17日 16:15 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.44.80   熊谷-丹野-松田-栗本 (福島大)                                2006        
中四学生記録 (AR)       0.45.82   塩見-松田-竹中-青木 (環太平洋大)                            2013        
大会記録 (GR)           0.46.56   松田-青木-山内-竹中 (環太平洋大)                            2013        

予選  2組3着+2

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 0.46.60 Q 2着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  美作大 0.47.85 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｶﾜﾉ ﾕｳｶ ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ

1 2808 川野　　優香 (3) 鹿児島 環太平洋大 1 2877 久松　花朱実 (3) 岡　山 美作大
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ

2 2812 松田　　優美 (2) 宮　崎 環太平洋大 2 2889 宮迫　　紗綾 (2) 広　島 美作大
ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ ｲｶﾀﾞﾂ ｻｷ

3 2810 竹中　ひかる (3) 鹿児島 環太平洋大 3 3107 筏津　　沙紀 (1) 広　島 美作大
ｱｵｷ ﾏｽﾐ ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｻ

4 2821 青木　　益未 (2) 岡　山 環太平洋大 4 2874 杵渕　　莉沙 (4) 広　島 美作大

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山大 0.49.37 Q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 0.49.48 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾊｷﾞﾓﾘ ﾐｻｷ ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ
1 2909 萩森　　美咲 (2) 愛　媛 松山大 1 2865 山橋　恵美子 (3) 島　根 岡山大

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ ｳﾁﾉ ﾅﾂｷ
2 2907 池田　　友香 (3) 愛　媛 松山大 2 2867 内野　　夏季 (2) 山　口 岡山大

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｲ ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ
3 2913 藤本　　麻衣 (4) 香  川 松山大 3 3104 和田　　綾乃 (1) 岡　山 岡山大

ｵｵﾔ ｶﾅ ｶﾄｳ ﾕﾅ
4 3112 大家　　香那 (1) 愛　媛 松山大 4 2859 加藤　　夕奈 (M2) 岡　山 岡山大

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 0.50.26 q 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  高知大 0.51.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ
1 2932 川田　　梨紗 (4) 香  川 広島大 1 3000 岡本　　彩奈 (4) 岡　山 高知大

ｷﾄﾞ ｴﾘ ﾊﾔｼ ﾏﾕ
2 3128 木戸　　恵理 (1) 広　島 広島大 2 3012 林　　　真結 (2) 高　知 高知大

ﾀﾅｶ ｿﾉｴ ｻﾄｳ ﾋﾒｶ
3 2947 田中　　園絵 (2) 広　島 広島大 3 3004 佐藤　ひめか (3) 香  川 高知大

ｱﾔ ﾘﾅ ｶﾜﾀｹ ﾐﾉﾘ
4 2926 綾　　　里奈 (4) 香  川 広島大 4 3148 川竹　みのり (1) 高　知 高知大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 0.48.85 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  香川大 0.49.83 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ

1 3054 濱本　　美穂 (3) 広　島 広島経済大 1 3040 杉本　奈津希 (4) 香  川 香川大
ﾏﾂｵ ｻﾔｶ ﾁﾝ ﾚｲｶ

2 3052 松尾　紗也可 (4) 岡　山 広島経済大 2 3041 陳　　　玲華 (4) 香  川 香川大
ﾔｽﾉ ﾕｳﾅ ﾔﾅｷﾞ ﾕｷｴ

3 3055 安野　　結花 (2) 愛　媛 広島経済大 3 3046 柳　　　幸恵 (2) 香  川 香川大
ﾀｹﾊﾞ ﾁﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ

4 3076 竹葉　　千春 (1) 愛　媛 広島経済大 4 3045 田中　　　遥 (2) 香  川 香川大

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  愛媛大 0.50.73 Q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川崎医福大 0.51.59
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀｹｲ ｱｷﾎ ｺﾀﾆ ｻﾔｶ
1 3035 武井　　晃穂 (2) 愛　媛 愛媛大 1 2976 小谷　紗也華 (3) 岡　山 川崎医福大

ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ ｱｶｷﾞ ﾕｲ
2 3030 稲田　　美咲 (4) 愛　媛 愛媛大 2 2970 赤木　　佑衣 (2) 岡　山 川崎医福大

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ ｻﾄｳ ﾏｲ
3 3033 島田　　実穂 (4) 愛　媛 愛媛大 3 2981 佐藤　　麻衣 (2) 岡　山 川崎医福大

ｵﾀﾞﾜﾗ ｻｱﾔ ﾀﾅｶ ｻﾔｶ
4 3032 小田原　早彩 (2) 愛　媛 愛媛大 4 2969 田中　佐也佳 (2) 山　口 川崎医福大

5着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  倉敷芸科大 0.51.70 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  鳴門教育大 0.58.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｶ ｳﾗﾔﾏ ﾏﾘﾅ
1 2903 的場　　優花 (3) 岡　山 倉敷芸科大 1 2960 浦山　満里奈 (2) 徳  島 鳴門教育大

ﾋﾃﾞｼﾏ ｻﾔｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ
2 2905 秀島　沙弥香 (2) 岡　山 倉敷芸科大 2 2955 近藤　　瑞希 (4) 徳  島 鳴門教育大

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ
3 2900 藤本　　成実 (M2) 岡　山 倉敷芸科大 3 2959 林　　亜佑美 (3) 徳  島 鳴門教育大

ｲﾅｶﾞｷ ﾔｽﾎ ﾅｶｾ ﾊﾙｶ
4 2902 稲垣　　晏歩 (3) 岡　山 倉敷芸科大 4 2956 中瀬　　晴香 (4) 徳  島 鳴門教育大

凡例  



女子4X100mR

5月16日 11:20 予選  
日本記録 (NR)           0.43.39   北風-髙橋-福島-市川 (日本)                                  2011        5月17日 16:15 決勝  
日本学生記録 (CR)       0.44.80   熊谷-丹野-松田-栗本 (福島大)                                2006        
中四学生記録 (AR)       0.45.82   塩見-松田-竹中-青木 (環太平洋大)                            2013        
大会記録 (GR)           0.46.56   松田-青木-山内-竹中 (環太平洋大)                            2013        

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 0.46.13 GR 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  美作大 0.48.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾉ ﾕｳｶ ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ
1 2808 川野　　優香 (3) 鹿児島 環太平洋大 1 2877 久松　花朱実 (3) 岡　山 美作大

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ
2 2812 松田　　優美 (2) 宮　崎 環太平洋大 2 2889 宮迫　　紗綾 (2) 広　島 美作大

ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ ｲｶﾀﾞﾂ ｻｷ
3 2810 竹中　ひかる (3) 鹿児島 環太平洋大 3 3107 筏津　　沙紀 (1) 広　島 美作大

ｱｵｷ ﾏｽﾐ ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｻ
4 2821 青木　　益未 (2) 岡　山 環太平洋大 4 2874 杵渕　　莉沙 (4) 広　島 美作大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 0.48.45 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  香川大 0.48.80
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ
1 3054 濱本　　美穂 (3) 広　島 広島経済大 1 3040 杉本　奈津希 (4) 香  川 香川大

ﾏﾂｵ ｻﾔｶ ﾁﾝ ﾚｲｶ
2 3052 松尾　紗也可 (4) 岡　山 広島経済大 2 3041 陳　　　玲華 (4) 香  川 香川大

ﾔｽﾉ ﾕｳﾅ ﾔﾅｷﾞ ﾕｷｴ
3 3055 安野　　結花 (2) 愛　媛 広島経済大 3 3046 柳　　　幸恵 (2) 香  川 香川大

ﾀｹﾊﾞ ﾁﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ
4 3076 竹葉　　千春 (1) 愛　媛 広島経済大 4 3045 田中　　　遥 (2) 香  川 香川大

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 0.49.52 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  松山大 0.50.12
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ ﾊｷﾞﾓﾘ ﾐｻｷ
1 2865 山橋　恵美子 (3) 島　根 岡山大 1 2909 萩森　　美咲 (2) 愛　媛 松山大

ｳﾁﾉ ﾅﾂｷ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ
内野 夏季 ( ) 山 岡山大 池田 友香 ( ) 愛 媛 松山大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2 2867 内野　　夏季 (2) 山　口 岡山大 2 2907 池田　　友香 (3) 愛　媛 松山大
ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｲ

3 3104 和田　　綾乃 (1) 岡　山 岡山大 3 2913 藤本　　麻衣 (4) 香  川 松山大
ｶﾄｳ ﾕﾅ ｵｵﾔ ｶﾅ

4 2859 加藤　　夕奈 (M2) 岡　山 岡山大 4 3112 大家　　香那 (1) 愛　媛 松山大

7着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  愛媛大 0.50.65 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 0.51.26
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀｹｲ ｱｷﾎ ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ
1 3035 武井　　晃穂 (2) 愛　媛 愛媛大 1 2932 川田　　梨紗 (4) 香  川 広島大

ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ ｷﾄﾞ ｴﾘ
2 3030 稲田　　美咲 (4) 愛　媛 愛媛大 2 3128 木戸　　恵理 (1) 広　島 広島大

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ ﾀﾅｶ ｿﾉｴ
3 3033 島田　　実穂 (4) 愛　媛 愛媛大 3 2947 田中　　園絵 (2) 広　島 広島大

ｵﾀﾞﾜﾗ ｻｱﾔ ｱﾔ ﾘﾅ
4 3032 小田原　早彩 (2) 愛　媛 愛媛大 4 2926 綾　　　里奈 (4) 香  川 広島大

凡例    GR：大会記録



女子4X400mR

5月17日 10:40 予選  
日本記録 (NR)           3.30.17   青木-丹野-久保倉-木田 (日本)                                2007        5月18日 14:45 決勝  
日本学生記録 (CR)       3.34.70   渡辺-丹野-青木-金田一 (福島大)                              2007        
中四学生記録 (AR)       3.47.55   川崎ｰ竹内-蔵本-伊藤 (広島経大)                              2008        
大会記録 (GR)           3.49.02   林-尾原-松尾-才野 (広島経大)                                2012        

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  環太平洋大 3.51.99 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  岡山大 4.02.18
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ
1 2807 川田　　智恵 (3) 広　島 環太平洋大 1 3104 和田　　綾乃 (1) 岡　山 岡山大

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ ｳﾁﾉ ﾅﾂｷ
2 2812 松田　　優美 (2) 宮　崎 環太平洋大 2 2867 内野　　夏季 (2) 山　口 岡山大

ｼｵﾐ ﾚｲｶ ﾋﾛﾔｽ ｻｷ
3 2809 塩見　　玲加 (3) 岡　山 環太平洋大 3 2869 広保　　沙紀 (2) 岡　山 岡山大

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ
4 2827 近藤　　夏奈 (2) 宮　崎 環太平洋大 4 2865 山橋　恵美子 (3) 島　根 岡山大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島大 4.03.27 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  愛媛大 4.04.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ
1 2936 多田　　　奏 (3) 広　島 広島大 1 3030 稲田　　美咲 (4) 愛　媛 愛媛大

ｷﾄﾞ ｴﾘ ﾀｹｲ ｱｷﾎ
2 3128 木戸　　恵理 (1) 広　島 広島大 2 3035 武井　　晃穂 (2) 愛　媛 愛媛大

ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ
3 2937 兒玉　　　望 (3) 広　島 広島大 3 3033 島田　　実穂 (4) 愛　媛 愛媛大

ﾀﾅｶ ｿﾉｴ ｵﾀﾞﾜﾗ ｻｱﾔ
4 2947 田中　　園絵 (2) 広　島 広島大 4 3032 小田原　早彩 (2) 愛　媛 愛媛大

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  広島経済大 4.05.81 6着 9ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  高知大 4.07.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ ｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ
1 3054 濱本　　美穂 (3) 広　島 広島経済大 1 3009 久保　みなみ (2) 高　知 高知大

ﾔｽﾉ ﾕｳﾅ ﾊﾔｼ ﾏﾕ
安野 結花 ( ) 愛 媛 広島経済大 林 真結 ( ) 高 知 高知大

審 判 長：金山　　　滉
記録主任：大野　真理子

2 3055 安野　　結花 (2) 愛　媛 広島経済大 2 3012 林　　　真結 (2) 高　知 高知大
ﾀｹﾊﾞ ﾁﾊﾙ ｻｶﾀ ｱｷ

3 3076 竹葉　　千春 (1) 愛　媛 広島経済大 3 3011 阪田　　安紀 (2) 高　知 高知大
ﾅｶﾉ ﾐﾔｺ ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ

4 3078 中野　　　都 (1) 広　島 広島経済大 4 3006 堀之内　　舞 (3) 高　知 高知大

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  川崎医福大 4.13.62 8着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  倉敷芸科大 4.16.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀﾅｶ ｻﾔｶ ｲﾅｶﾞｷ ﾔｽﾎ
1 2969 田中　佐也佳 (2) 山　口 川崎医福大 1 2902 稲垣　　晏歩 (3) 岡　山 倉敷芸科大

ﾀｹﾅｶ ﾐｽﾞﾎ ﾋﾃﾞｼﾏ ｻﾔｶ
2 2968 竹中　　瑞穂 (4) 岡　山 川崎医福大 2 2905 秀島　沙弥香 (2) 岡　山 倉敷芸科大

ｱｶｷﾞ ﾕｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ
3 2970 赤木　　佑衣 (2) 岡　山 川崎医福大 3 2900 藤本　　成実 (M2) 岡　山 倉敷芸科大

ﾋﾗﾐ ﾅﾅﾐ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｶ
4 2972 平見　　七海 (2) 広　島 川崎医福大 4 2903 的場　　優花 (3) 岡　山 倉敷芸科大

凡例  



女子走高跳
審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

5月17日 12:30 決勝  

日本記録 (NR)           1m96      今井　　美希 (ミズノ)                                       2001        

日本学生記録 (CR)       1m95      佐藤　　　恵 (福岡大)                                       1987        

中四学生記録 (AR)       1m81      佐山　　淳子 (美作女大)                                     1989        

大会記録 (GR)           1m80      佐山　　淳子 (美作女大)                                     1990        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｷﾑﾗ ﾕﾘ 福　岡 － － － － × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 12 3084 﨑村　　友理 (1) 徳山大 1m67

ｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 高　知 － － － × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 8 3009 久保　みなみ (2) 高知大 1m64

ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 岡　山 － － ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

3 15 2822 冨田　　彩夏 (2) 環太平洋大 1m61

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島 － － － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

4 3 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 1m61

ﾀﾅｶ ｱｲｶ 愛　媛 － － － － ○ × ○ × × ×

5 13 2850 田中　　愛華 (2) 徳山大 1m58

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島 － － － ○ × ○ × × ×

6 6 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 1m55

ﾇｶ ﾐﾔｺ 香  川 － － ○ ○ × × ×

7 9 2804 奴賀　　　都 (4) 環太平洋大 1m50

ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 岡　山 － － － ○ × × ×

7 7 3000 岡本　　彩奈 (4) 高知大 1m50

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川 － － ○ × × ×

9 5 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 1m45

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広　島 － ○ ○ × × ×

9 10 3016 村上　　愛未 (1) 広島修道大 1m45

ｻｻｷ ﾏｲ 鳥　取 ○ × ○ × × ×

1m61 1m64 1m67 1m701m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58

鳥 取

11 4 2885 佐々木　　舞 (2) 美作大 1m40

ﾋﾛﾀ ﾕﾐ 岡　山 ○ × × ○ × × ×

12 1 2971 廣田　　祐美 (3) 川崎医福大 1m40

ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾐ 愛　媛 ○ × × ×

13 14 2887 中里　　亜美 (2) 美作大 1m35

ﾀｶｷ ﾙｲ 広　島

11 3126 高木　　瑠唯 (1) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｶﾘﾝ 愛　媛

2 3113 林　　　花鈴 (1) 松山大 DNS

凡例    DNS：欠場



女子棒高跳
審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

5月16日 12:00 決勝  

日本記録 (NR)           4m40      我孫子　智美 (滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ)                                 2012        

日本学生記録 (CR)       4m23      仲田　　　愛 (鹿屋体大)                                     2010        

中四学生記録 (AR)       3m80      尾崎　　直美 (香川大)                                       2006        

大会記録 (GR)           3m70      尾崎　　直美 (香川大)                                       2006        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾔ ﾘﾅ 香  川 － － － － － － － － － －

1 4 2926 綾　　　里奈 (4) 広島大 － － × ○ ○ × × × 3m50

ｲﾅｸﾞｻ ﾅﾂｷ 岡　山 － － － － － － － － － －

2 6 3129 稲艸　　夏姫 (1) 環太平洋大 ○ － ○ × ○ × × × 3m50

ﾀｹﾔｽ ｱｶﾈ 香  川 － － － － － － － － ○ －

2 2 2952 竹安　あかね (2) 広島大 ○ ○ ○ × ○ × × × 3m50

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾕ 大　分 － － × ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 5 3087 福田　　美裕 (1) 徳山大 2m80

ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 愛　媛 － ○ ○ ○ － × × ×

5 3 2816 佐藤　　　和 (2) 環太平洋大 2m50

ﾊｯﾄﾘ ﾏﾕ 広　島 ○ ／

6 1 3137 服部　　真由 (1) 環太平洋大 1m90

2m80 2m90 3m00 3m101m90
3m20

2m10
3m30

2m30
3m40

2m50
3m50

2m60
3m60

2m70

凡例  



女子走幅跳

日本記録 (NR)           6m86      池田　久美子 (スズキ)                                       2006        5月16日 14:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       6m78      池田　久美子 (福島大)                                       2001        

中四学生記録 (AR)       6m19      西内　　誠子 (高知大)                                       1994        

大会記録 (GR)           6m19      西内　　誠子 (高知大)                                       1994        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 山　口 5m92 × 5m48 5m92 × × 5m94 5m94

1 8 2879 宗村　麻理子 (3) 美作大 +1.1 +0.9 +1.1 +1.8 +1.8

ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥　取 × 5m38 × 5m38 × 5m60 × 5m60

2 23 2966 小原　　未陽 (2) 島根大 +2.6 +2.6 +2.7 +2.7

ｶﾐｶﾜ ｻﾕﾘ 鹿児島 5m38 5m31 5m51 5m51 5m57 5m54 × 5m57

3 17 2806 上川　紗友里 (3) 環太平洋大 +0.3 +1.1 +3.0 +3.0 +1.5 +1.5 +1.5

ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 徳  島 5m32 5m36 5m17 5m36 5m35 5m26 5m48 5m48

4 2 2836 清水　　美来 (3) 徳山大 +1.0 +1.5 +0.8 +1.5 -0.4 +0.9 0.0 0.0

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ 愛　媛 5m42 5m47 × 5m47 5m14 5m44 － 5m47 公認5回目

5 4 2907 池田　　友香 (3) 松山大 +3.8 +2.6 +2.6 +2.0 +1.5 +2.6 5m44(+1.5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴﾘ 岡　山 × 5m33 5m32 5m33 × 5m37 5m29 5m37 公認2回目

6 13 2882 渡邊　　冴理 (3) 美作大 +1.6 +0.6 +1.6 +2.4 +1.2 +2.4 5m33(+1.6)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｴ 広　島 5m07 5m19 5m27 5m27 5m14 5m32 5m12 5m32

7 3 3133 川田　　理恵 (1) 環太平洋大 +2.1 +3.0 +0.4 +0.4 +1.7 +2.0 +2.3 +2.0

ﾀｹﾊﾞ ﾁﾊﾙ 愛　媛 5m29 5m02 5m20 5m29 × × × 5m29

8 21 3076 竹葉　　千春 (1) 広島経済大 +1.0 -0.8 +0.4 +1.0 +1.0

ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾙﾅ 鹿児島 4m97 5m21 5m05 5m21 5m21 公認3回目

9 16 2846 重信　　瑠奈 (2) 徳山大 +1.7 +3.3 +2.0 +3.3 +3.3 5m05(+2.0)

ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 岡　山 × 5m16 5m13 5m16 5m16

10 6 2876 小野　みどり (3) 美作大 +2.2 +2.1 +2.2 +2.2

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ 香  川 5m03 5m13 × 5m13 5m13 公認1回目

判 長：持田　　清道

録主任：大野　真理子

香 認 回目

11 9 3040 杉本　奈津希 (4) 香川大 +0.9 +4.0 +4.0 +4.0 5m03(+0.9)

ｼｹﾞﾊﾙ ｱﾔﾈ 福　岡 4m99 4m84 5m07 5m07 5m07 公認1回目

12 25 2848 重春　　采音 (2) 徳山大 +0.9 +2.4 +2.8 +2.8 +2.8 4m99(+0.9)

ﾄｷﾖｼ ﾁｻﾄ 鹿児島 × × 5m07 5m07 5m07

13 15 2824 時吉　　千聡 (2) 環太平洋大 +2.0 +2.0 +2.0

ｳﾗﾔﾏ ﾏﾘﾅ 徳  島 5m03 4m89 4m95 5m03 5m03

14 14 2960 浦山　満里奈 (2) 鳴門教育大 +1.8 +0.3 +2.4 +1.8 +1.8

ｻﾄｳ ﾏｲ 岡　山 4m95 4m94 4m93 4m95 4m95

15 12 2981 佐藤　　麻衣 (2) 川崎医福大 +2.0 +2.4 +2.6 +2.0 +2.0

ｵﾀﾞﾜﾗ ｻｱﾔ 愛　媛 4m70 4m55 4m87 4m87 4m87 公認1回目

16 24 3032 小田原　早彩 (2) 愛媛大 +2.0 +1.8 +2.1 +2.1 +2.1 4m70(+2.0)

ｻｶｲ ｱﾔｶ 高　知 4m71 4m72 4m77 4m77 4m77 公認1回目

17 7 3010 酒井　　彩伽 (2) 高知大 +2.0 +3.8 +2.3 +2.3 +2.3 4m71(+2.0)

ｷｮｳﾒﾝ ﾊﾅｴ 島　根 4m69 4m70 4m51 4m70 4m70

18 1 3167 京面　華菜惠 (1) 島根大 +2.8 +1.6 -0.3 +1.6 +1.6

ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 山　口 4m69 4m46 4m53 4m69 4m69

19 22 3062 轟　　　亜弥 (3) 山口県立大 -1.4 +1.8 +1.3 -1.4 -1.4

ﾏｷﾊﾗ ｶﾅｺ 山　口 × × 4m65 4m65 4m65

20 11 3065 牧原　香菜子 (2) 山口大 +1.8 +1.8 +1.8

ﾓﾘ ﾖｳｺ 愛　媛 × × 4m48 4m48 4m48

21 5 2908 森　　　陽子 (2) 松山大 +2.0 +2.0 +2.0

ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 山　口 × × ×

10 3058 清水　　美咲 (5) 徳山高専 NM

ｻｻｷ ｱｶﾘ 山　口

19 3146 佐々木あかり (1) 下関市立大 DNS

ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 広　島

20 3020 平田　美優希 (2) 福山大 DNS

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川

18 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

凡例    *F5：５回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  *F3：３回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場



女子三段跳

日本記録 (NR)           14m04     花岡　　麻帆 (三英社)                                       1999        5月18日 10:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       13m69     花岡　　麻帆 (順　大)                                       1998        

中四学生記録 (AR)       12m91     西内　　誠子 (高知大)                                       1994        

大会記録 (GR)           12m89     西内　　誠子 (高知大)                                       1994        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐｶﾜ ｻﾕﾘ 鹿児島 11m63 11m53 11m75 11m75 × 12m07 11m30 12m07

1 11 2806 上川　紗友里 (3) 環太平洋大 -0.4 +0.1 +1.3 +1.3 -1.1 -0.4 -1.1

ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 徳  島 11m56 11m79 × 11m79 × 11m76 × 11m79

2 2 2836 清水　　美来 (3) 徳山大 -1.4 -0.2 -0.2 +0.3 -0.2

ｼｹﾞﾊﾙ ｱﾔﾈ 福　岡 10m95 11m06 11m25 11m25 10m94 10m89 11m58 11m58

3 3 2848 重春　　采音 (2) 徳山大 +0.3 +2.0 +2.2 +2.2 +0.2 +0.1 -1.1 -1.1

ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広　島 × 11m05 × 11m05 11m35 11m06 9m79 11m35

4 9 2807 川田　　智恵 (3) 環太平洋大 -0.2 -0.2 +1.6 +0.7 0.0 +1.6

ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥　取 10m59 10m73 11m18 11m18 10m76 × 10m95 11m18

5 4 2966 小原　　未陽 (2) 島根大 -0.4 -0.5 +0.4 +0.4 +0.6 +3.2 +0.4

ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 岡　山 × 11m07 × 11m07 × 11m12 11m10 11m12

6 5 2876 小野　みどり (3) 美作大 +0.3 +0.3 +1.2 +1.6 +1.2

ｵﾅｶ ﾐｻ 高　知 10m78 10m85 11m10 11m10 11m00 10m62 10m80 11m10

7 8 3003 尾中　　美咲 (3) 高知大 +0.8 +0.1 +1.4 +1.4 +0.7 -0.8 +1.6 +1.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴﾘ 岡　山 10m88 10m93 10m78 10m93 × × 10m39 10m93

8 7 2882 渡邊　　冴理 (3) 美作大 -0.4 +2.0 0.0 +2.0 -0.1 +2.0

ﾌｼﾞｲ ｳﾗﾗ 鳥　取 10m77 10m71 10m69 10m77 10m77

9 12 2965 藤井　　　麗 (3) 島根大 +0.1 -0.4 -0.3 +0.1 +0.1

ｶﾜﾀﾞ ﾘｴ 広　島 × × 10m59 10m59 10m59

10 6 3133 川田　　理恵 (1) 環太平洋大 +1.1 +1.1 +1.1

ｺﾔﾅｷﾞ ﾌﾐｶ 熊　本 × 10m47 9m82 10m47 10m47

審 判 長：持田　　清道

記録主任：大野　真理子

熊 本

11 1 2834 小柳　　文香 (3) 徳山大 -0.6 +1.3 -0.6 -0.6

ｼﾏ ｻﾄﾐ 香  川

10 3043 島　　　里美 (3) 香川大 DNS

凡例    DNS：欠場



女子砲丸投(4.000kg)

日本記録 (NR)           18m22     森　　　千夏 (スズキ)                                       2004        5月17日 10:00 決勝  

日本学生記録 (CR)       17m39     森　　　千夏 (国士大)                                       2002        

中四学生記録 (AR)       13m93     福代　　夏子 (島根大)                                       1998        

大会記録 (GR)           13m75     福代　　夏子 (島根大)                                       1998        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｵ ﾏﾕ 徳  島

1 3 3120 村尾　　茉優 (1) 四国大 12m59 12m85 12m44 12m85 12m87 12m79 13m20 13m20

ｲｶﾜ ｼｵﾘ 徳  島

2 2 2996 居川　　汐里 (2) 四国大 11m21 11m34 6m80 11m34 12m01 12m70 10m94 12m70

ｶｼﾜｷﾞ ﾐﾎ 徳  島

3 6 2995 柏木　　美穂 (3) 四国大 11m99 11m80 11m71 11m99 11m45 12m30 12m11 12m30

ﾖｺｲ ﾕｳﾅ 愛　媛

4 4 3089 横井　　優奈 (1) 徳山大 12m16 11m68 × 12m16 11m87 11m58 11m89 12m16

ｶｲ ﾚｲﾅ 宮　崎

5 7 2842 甲斐　　澪奈 (2) 徳山大 11m44 11m68 × 11m68 11m43 11m56 11m53 11m68

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ 高　知

6 12 3088 村上　　憂歌 (1) 徳山大 11m43 11m48 11m19 11m48 × × 11m16 11m48

ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡　山

7 11 3104 和田　　綾乃 (1) 岡山大 10m26 9m36 9m86 10m26 9m82 × 10m01 10m26

ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 徳  島

8 10 3095 原田　　佳奈 (1) 鳴門教育大 8m95 8m89 9m44 9m44 － － － 9m44

ｲﾀｶﾞｷ ｽﾐﾚ 高　知

9 1 3008 板垣　すみれ (2) 高知大 8m31 8m39 9m09 9m09 9m09

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｴ 岡　山

10 5 2980 安道　　菜恵 (3) 川崎医福大 8m74 8m81 8m71 8m81 8m81

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 岡　山

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

岡 山

11 9 2904 小林　　未怜 (3) 倉敷芸科大 8m64 8m67 8m30 8m67 8m67

ﾌｼﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 香  川

13 3139 藤井　　　希 (1) 環太平洋大 DNS

ｼﾗｲ ｴﾘ 香  川

8 3051 白井　　絵梨 (4) 広島経済大 DNS

凡例    DNS：欠場



女子円盤投(1.000kg)

日本記録 (NR)           58m62     室伏　　由佳 (ミズノ)                                       2007        5月17日 12:00 決勝  

日本学生記録 (CR)       54m90     室伏　　由佳 (中京大)                                       1998        

中四学生記録 (AR)       48m88     石井　　智紋 (福山平成大)                                   2006        

大会記録 (GR)           47m18     下村　　恵美 (愛媛女短大)                                   2003        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｲ 徳  島

1 4 3057 片桐　　麻衣 (2) 徳島大 31m67 35m73 37m88 37m88 33m56 35m35 33m86 37m88

ｼﾗｲ ｴﾘ 香  川

2 6 3051 白井　　絵梨 (4) 広島経済大 36m85 34m87 37m86 37m86 × 36m87 37m86 37m86

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 広　島

3 2 2845 佐藤　　千尋 (2) 徳山大 34m19 35m31 × 35m31 × 36m95 36m85 36m95

ｲｶﾜ ｼｵﾘ 徳  島

4 17 2996 居川　　汐里 (2) 四国大 35m47 35m91 33m56 35m91 34m80 32m90 32m36 35m91

ﾀｶｳｴ ﾅﾂﾐ 岡　山

5 5 2849 高上　　夏美 (2) 徳山大 33m61 33m81 × 33m81 33m42 × 34m20 34m20

ｲﾀｶﾞｷ ｽﾐﾚ 高　知

6 9 3008 板垣　すみれ (2) 高知大 30m80 30m34 31m47 31m47 31m04 32m53 23m07 32m53

ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳ 広　島

7 3 3138 花村　　　優 (1) 環太平洋大 30m93 31m30 31m43 31m43 32m42 30m86 29m11 32m42

ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 徳  島

8 8 3095 原田　　佳奈 (1) 鳴門教育大 31m23 32m14 32m26 32m26 32m02 30m06 28m07 32m26

ｲﾜｻｷ ﾉﾘｺ 徳  島

9 12 2957 岩崎　　法子 (4) 鳴門教育大 27m28 27m46 28m72 28m72 28m72

ﾓﾘｵｶ ﾏﾘ 愛　媛

10 1 2813 森岡　　麻里 (2) 環太平洋大 28m60 28m25 26m80 28m60 28m60

ｵｵﾆｼ ｻｷ 山　口

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

山

11 7 2828 大西　　沙稀 (2) 環太平洋大 × 28m27 × 28m27 28m27

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 岡　山

12 13 2904 小林　　未怜 (3) 倉敷芸科大 × × 28m17 28m17 28m17

ﾑﾗｵ ﾏﾕ 徳  島

13 15 3120 村尾　　茉優 (1) 四国大 × × 27m99 27m99 27m99

ｶｼﾜｷﾞ ﾐﾎ 徳  島

14 11 2995 柏木　　美穂 (3) 四国大 21m08 22m46 27m87 27m87 27m87

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｴ 岡　山

15 10 2980 安道　　菜恵 (3) 川崎医福大 25m38 27m01 27m80 27m80 27m80

ﾓﾉﾍﾞ ﾏｺ 岡　山

16 16 3103 物部　　真子 (1) 川崎医療短大 25m39 26m12 23m58 26m12 26m12

ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡　山

17 18 3104 和田　　綾乃 (1) 岡山大 24m85 23m74 22m60 24m85 24m85

ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 山　口

18 14 3061 溝部　　文月 (3) 山口県立大 21m27 × × 21m27 21m27

凡例  



女子ハンマー投(4.000kg)

日本記録 (NR)           67m77     室伏　　由佳 (ミズノ)                                       2004        5月16日 13:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       64m43     綾　　　真澄 (中京大)                                       2001        

中四学生記録 (AR)       56m21     居川　　汐里 (四国大)                                       2013        

大会記録 (GR)           56m21     居川　　汐里 (四国大)                                       2013        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾜ ｼｵﾘ 徳  島

1 3 2996 居川　　汐里 (2) 四国大 53m98 53m14 52m80 53m98 × × 49m96 53m98

ﾑﾗｵ ﾏﾕ 徳  島

2 1 3120 村尾　　茉優 (1) 四国大 49m44 49m69 49m13 49m69 45m15 48m27 × 49m69

ﾃﾗｲ ﾐｷ 徳  島

3 2 2994 寺井　　実希 (4) 四国大 47m47 47m25 48m18 48m18 45m99 47m07 46m94 48m18

ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳ 広　島

4 4 3138 花村　　　優 (1) 環太平洋大 38m92 38m72 40m78 40m78 37m05 37m38 34m18 40m78

ﾋﾉ ｶｽﾞﾐ 愛　媛

5 8 2911 日野　　和美 (3) 松山大 36m08 × × 36m08 38m39 × 32m73 38m39

ﾀｶｳｴ ﾅﾂﾐ 岡　山

6 5 2849 高上　　夏美 (2) 徳山大 × × 29m90 29m90 × 27m66 30m31 30m31

ｵｵﾆｼ ｻｷ 山　口

7 9 2828 大西　　沙稀 (2) 環太平洋大 29m57 27m00 29m22 29m57 24m64 26m72 × 29m57

ﾖｼﾉ ﾄﾓｶ 愛　媛

8 6 2841 芳野　　智香 (3) 徳山大 25m16 26m83 23m27 26m83 × × × 26m83

ｷﾑﾗ ﾏｱﾔ 岡　山

7 2803 木村　　真彩 (4) 環太平洋大 DNS

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



女子やり投(600g)

日本記録 (NR)           62m83     海老原　有希 (ｽｽﾞｷ浜松AC)                                   2013        5月18日 11:30 決勝  

日本学生記録 (CR)       59m22     佐藤　　友佳 (東大阪大)                                     2012        

中四学生記録 (AR)       50m48     大野　　加純 (愛媛女短大)                                   2008        

大会記録 (GR)           48m14     藤原　美由紀 (高知大)                                       2005        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾋﾒｶ 香  川

1 15 3004 佐藤　ひめか (3) 高知大 46m51 49m19 48m60 49m19 43m01 47m39 46m32 49m19 GR

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 広　島

2 3 2845 佐藤　　千尋 (2) 徳山大 43m73 46m12 × 46m12 44m36 38m68 46m98 46m98

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知

3 2 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 40m80 43m39 46m65 46m65 45m82 44m95 43m88 46m65

ﾓﾘｵｶ ﾏﾘ 愛　媛

4 4 2813 森岡　　麻里 (2) 環太平洋大 43m37 43m96 43m15 43m96 43m91 39m89 46m16 46m16

ｼﾗｲ ﾕｷ 岡　山

5 7 2860 白井　　夕貴 (M2) 岡山大 × 39m26 × 39m26 40m11 43m19 46m13 46m13

ｱﾔ ﾘﾅ 香  川

6 11 2926 綾　　　里奈 (4) 広島大 43m62 44m16 － 44m16 － － 41m92 44m16

ﾋﾗｶﾜ ｷｴ 岡　山

7 14 2832 平川　　貴恵 (4) 徳山大 36m78 36m13 40m52 40m52 36m31 40m57 39m89 40m57

ﾋﾗｶﾜ ｱｲ 島　根

8 1 2963 平川　　　愛 (4) 島根大 36m73 38m94 38m56 38m94 24m55 38m60 39m24 39m24

ﾌｼﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 香  川

9 13 3139 藤井　　　希 (1) 環太平洋大 38m85 37m82 35m50 38m85 38m85

ﾃﾗｵ ﾐｷ 熊　本

10 6 2839 寺尾　　美杏 (3) 徳山大 35m82 34m89 38m26 38m26 38m26

ﾀｳﾁ ﾕｲ 愛　媛

審 判 長：斎藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

ｳ 愛 媛

11 16 2912 田内　　優衣 (3) 松山大 38m09 37m85 35m92 38m09 38m09

ｷﾑﾗ ﾏｱﾔ 岡　山

12 5 2803 木村　　真彩 (4) 環太平洋大 × 37m46 36m81 37m46 37m46

ｲﾜｻｷ ﾉﾘｺ 徳  島

13 17 2957 岩崎　　法子 (4) 鳴門教育大 36m00 37m16 35m20 37m16 37m16

ﾄｶﾞﾜ ﾕｲ 島　根

14 9 3169 戸川　　結惟 (1) 島根大 × 32m68 31m36 32m68 32m68

ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 山　口

15 8 3061 溝部　　文月 (3) 山口県立大 28m60 30m54 27m94 30m54 30m54

ﾆﾉﾐﾔ ｹｲ 香  川

16 10 3098 二宮　　　慧 (1) 香川大 × 26m43 21m00 26m43 26m43

ﾋﾃﾞｼﾏ ﾐﾅ 岡　山

17 12 2906 秀島　　美奈 (2) 倉敷芸科大 16m22 21m33 21m72 21m72 21m72

凡例    GR：大会記録



女子七種競技 100mH

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        
日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        
中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        
大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山
1 5 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 14.56 901

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知
2 6 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 15.50 777

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島
3 8 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 15.89 728

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川
4 4 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 16.06 707

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川
5 3 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 16.62 640

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川
7 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島
9 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

風:  +2.5

凡例    DNS：欠場



女子七種競技 走高跳
審 判 長：

記録主任：大野　真理子

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        

日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        

中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島 － － － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 1 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 1m59 724

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知 － － － ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 7 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 1m56 689

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川 － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

3 6 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 1m50 621

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山 ○ × ○ × ○ × × ×

4 2 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 1m41 523

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川 ○ ○ × × ○ × × ×

5 4 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 1m41 523

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川

5 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島

3 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

1m53 1m56 1m59 1m621m35 1m38 1m41 1m44 1m47 1m50

凡例    DNS：欠場



女子七種競技 砲丸投

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        

日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        

中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知

1 2 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 9m90 × 8m10 9m90 523

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島

2 7 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 9m17 × 9m12 9m17 475

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川

3 1 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 7m87 8m00 8m28 8m28 417

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川

4 4 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 7m38 8m08 × 8m08 405

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山

5 3 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 7m26 × × 7m26 352

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川

6 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島

5 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



女子七種競技 200m

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        
日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        
中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        
大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山
1 5 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 26.75 733

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島
2 8 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 27.36 682

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知
3 3 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 27.53 668

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川
4 9 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 28.25 611

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川
5 6 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 29.09 548

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川
4 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島
7 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

風:  +0.6

凡例    DNS：欠場



女子七種競技 走幅跳

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        

日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        

中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島 5m04 4m91 4m93 5m04

1 4 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 +0.5 +0.4 +0.8 +0.5 570

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知 4m92 5m01 4m96 5m01

2 7 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 0.0 +0.4 -0.4 +0.4 562

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山 4m68 4m62 4m58 4m68

3 2 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 +1.6 +1.6 +0.9 +1.6 474

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川 × 4m60 × 4m60

4 1 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 +0.8 +0.8 454

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川 × 4m51 4m37 4m51

5 5 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 +0.6 -0.5 +0.6 431

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川

6 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島

3 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



女子七種競技 やり投

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        

日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        

中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知

1 5 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 37m94 42m07 44m99 44m99 763

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島

2 6 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 36m18 35m25 35m34 36m18 594

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川

3 7 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 29m85 31m60 33m33 33m33 540

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山

4 4 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 31m11 － 27m87 31m11 498

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川

5 2 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 28m52 28m02 26m39 28m52 449

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川

1 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島

3 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：

記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



女子七種競技 800m

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        
日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        
中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        
大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川
1 8 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 2.27.34 727

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知
2 5 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 2.30.31 689

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山
3 6 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 2.30.94 681

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島
4 4 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 2.31.20 678

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川
5 7 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 2.38.49 590

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川
9 2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島
3 2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子

凡例    DNS：欠場



女子七種競技

日本記録 (NR)           5962      中田　　有紀 (さかえｸﾘﾆｯｸ)                                  2004        
日本学生記録 (CR)       5573      菊川　　恵子 (筑波大)                                       1999        
中四学生記録 (AR)       4865      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        
大会記録 (GR)           4837      山根　　愛子 (鳥取大)                                       2006        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 高　知 15.50 1m56 9m90 27.53 5m01 44m99 2.30.31

1 3006 堀之内　　舞 (3) 高知大 +2.5 +0.6 +0.4 4671
(777) (689) (523) (668) (562) (763) (689)

ｼﾝﾔﾏ ﾓﾓｺ 鹿児島 15.89 1m59 9m17 27.36 5m04 36m18 2.31.20
2 2837 新山　　桃子 (3) 徳山大 +2.5 +0.6 +0.5 4451

(728) (724) (475) (682) (570) (594) (678)
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡　山 14.56 1m41 7m26 26.75 4m68 31m11 2.30.94

3 2820 田邊　　夕佳 (2) 環太平洋大 +2.5 +0.6 +1.6 4162
(901) (523) (352) (733) (474) (498) (681)

ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ 香  川 16.06 1m50 8m08 29.09 4m60 33m33 2.38.49
4 2802 荒川　　菜々 (4) 環太平洋大 +2.5 +0.6 +0.8 3865

(707) (621) (405) (548) (454) (540) (590)
ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞｻ 香  川 16.62 1m41 8m28 28.25 4m51 28m52 2.27.34

5 2830 川上　　　梓 (2) 環太平洋大 +2.5 +0.6 +0.6 3798
(640) (523) (417) (611) (431) (449) (727)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｻ 香  川
2932 川田　　梨紗 (4) 広島大 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 徳  島
2959 林　　亜佑美 (3) 鳴門教育大 DNS

審 判 長：
記録主任：大野　真理子
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