
 男子100m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        10.01     桐生　祥秀(京都・洛南)                2013

中国高校記録(AHR)       10.30     山縣　亮太(広島・修道)                2010 10月15日 11:40 予　選

大会記録(GR)            10.58     坂田　育斗(鳥取・鳥取中央育英)        2015 10月15日 14:00 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.9) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ 広島 ﾔﾏｶﾜ  ﾌﾐﾄ 山口

1 6 210 山本　　　陣(2) 広島皆実 10.95 Q 1 4 49 山川　　郁人(2) 田部 10.91 Q
ﾂｶ  ﾐﾂﾀｶ 広島 ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 岡山

2 5 205 柄　　　光高(2) 近大東広島 10.98 Q 2 3 433 仁井本　　侑(2) 倉敷青陵 10.98 Q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

3 7 628 藤原　　大輝(2) 鳥取城北 10.98 Q 3 8 625 浜本　　康平(2) 鳥取商 10.99 Q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根 ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

4 8 824 門脇　　　陸(1) 松江北 11.00 q 4 7 629 佐川　　竜斗(1) 鳥取城北 11.02 q
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡山 ﾀｶﾊｼ  ｶﾝﾔ 広島

5 3 451 岡田　　駿介(2) おかやま山陽 11.10 5 5 236 髙橋　　侃矢(2) 市立福山 11.03
ｳﾈﾓﾘ  ｻﾄｼ 山口 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

6 4 31 畦森　　　智(2) 誠英 11.20 6 9 420 岡田　　和大(2) 玉野光南 11.05
ﾅｶﾞﾄ  ｺｳﾀﾞｲ 山口 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾘｭｳ 島根

7 9 2 長門　　晃大(2) 高水 11.33 7 2 844 齋藤　　寛流(2) 大田 11.43
ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ 島根

8 2 805 永岡　宗一郎(1) 出雲 11.52 6 803 勝田　　　築(2) 開星 DNS

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ 広島

1 4 210 山本　　　陣(2) 広島皆実 10.78
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根

2 2 824 門脇　　　陸(1) 松江北 10.89
ﾂｶ  ﾐﾂﾀｶ 広島

3 5 205 柄　　　光高(2) 近大東広島 10.90
ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

4 9 625 浜本　　康平(2) 鳥取商 10.98
ﾔﾏｶﾜ  ﾌﾐﾄ 山口

5 6 49 山川　　郁人(2) 田部 10.98
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

6 8 628 藤原　　大輝(2) 鳥取城北 10.99
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

7 3 629 佐川　　竜斗(1) 鳥取城北 11.06
ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 岡山

8 7 433 仁井本　　侑(2) 倉敷青陵 11.07

凡例  DNS:欠場



 男子200m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        20.34     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･A･ﾊｷｰﾑ(東京・城西)            2015

中国高校記録(AHR)       20.81     山縣　亮太(広島・修道)                2010 10月16日 11:20 予　選

大会記録(GR)            21.35     奥迫　政之(広島・広島皆実)            1995 10月16日 12:50 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-1.4) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ 鳥取 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根

1 6 630 東岡　　晃生(2) 鳥取城北 22.30 Q 1 7 824 門脇　　　陸(1) 松江北 21.72 Q
ﾔﾏｻｷ  ｶｲﾄ 広島 ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ 広島

2 8 254 山崎　　開斗(2) 西条農 22.33 Q 2 6 210 山本　　　陣(2) 広島皆実 22.33 Q
ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 岡山 ｺｼﾑﾈ ﾋﾛｱｷ 岡山

3 5 433 仁井本　　侑(2) 倉敷青陵 22.45 Q 3 5 457 越宗　　洋暁(2) 岡山城東 22.41 Q
ﾅｶﾀﾆ  ｼｭﾝｽｹ 山口 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

4 3 32 中谷　　駿介(1) 誠英 22.89 4 8 420 岡田　　和大(2) 玉野光南 22.56 q
ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取 ｵﾀﾞ  ｹﾝﾀﾛｳ 山口

5 4 625 浜本　　康平(2) 鳥取商 22.95 5 2 65 小田　賢太郎(2) 萩 22.72 q
ｵｸﾅｶﾞ  ﾀｸﾋﾛ 山口 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

6 2 38 奥長　　拓大(2) 山口県鴻城 22.98 6 4 628 藤原　　大輝(2) 鳥取城北 22.79
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 島根

7 9 859 橋本　　大輝(2) 明誠 23.01 7 9 846 田村　　真嗣(2) 浜田 22.83
ﾀｶﾊｼ  ｶﾝﾔ 広島 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

7 236 髙橋　　侃矢(2) 市立福山 DNS 8 3 830 桐原　　勇斗(2) 大社 22.90

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根

1 5 824 門脇　　　陸(1) 松江北 21.59
ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ 鳥取

2 4 630 東岡　　晃生(2) 鳥取城北 22.11
ﾔﾏｻｷ  ｶｲﾄ 広島

3 7 254 山崎　　開斗(2) 西条農 22.27
ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 岡山

4 8 433 仁井本　　侑(2) 倉敷青陵 22.27
ｺｼﾑﾈ ﾋﾛｱｷ 岡山

5 9 457 越宗　　洋暁(2) 岡山城東 22.33
ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ 広島

6 6 210 山本　　　陣(2) 広島皆実 22.56
ｵﾀﾞ  ｹﾝﾀﾛｳ 山口

7 3 65 小田　賢太郎(2) 萩 22.65
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

8 2 420 岡田　　和大(2) 玉野光南 22.70

凡例  DNS:欠場



 男子400m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        45.47     金丸　祐三(大阪・大阪)                2005

中国高校記録(AHR)       45.94     為末　大(広島・広島皆実)              1996 10月15日 11:15 予　選

大会記録(GR)            47.71     茅田　昂(広島・修道)                  2009 10月15日 13:40 決　勝

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾏﾉ  ｲｵﾘ 広島 ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ 広島

1 7 227 天野　　伊織(1) 広島国際学院 50.00 Q 1 6 211 野上　　佳樹(2) 広島皆実 50.06 Q
ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ 岡山 ﾜｷｻｶ  ｿｳﾀ 広島

2 4 460 高柿　　裕斗(2) 岡山城東 50.59 Q 2 7 235 脇坂　　宗汰(2) 市立呉 50.19 Q
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ 鳥取 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

3 5 662 二宮　　佑樹(2) 米子東 51.10 Q 3 8 830 桐原　　勇斗(2) 大社 50.33 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥取 ｼﾞﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡山

4 9 610 山下　　嘉幾(1) 倉吉東 51.43 4 5 432 治田　将太朗(2) 岡山白陵 50.38 q
ｲｼﾏﾙ  ｼｭﾝﾔ 山口 ｶﾜｺﾞｴ  ﾕﾀｶ 山口

5 3 3 石丸　　竣也(1) 光 52.22 5 9 9 川越　　　豊(2) 南陽工 50.94 q
ﾀｸﾎﾞ ﾕﾀｶ 岡山 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥取

6 6 437 田窪　　　豊(2) 倉敷商 52.38 6 4 601 山田　　洋輔(2) 境 51.49
ｽｴﾄﾓ ﾕｳｷ 島根 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根

7 2 847 末友　　悠希(2) 浜田 52.99 7 2 825 伊藤　　千紀(1) 松江北 51.67
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 島根 ｳﾒﾀﾞ  ｶﾅﾀ 山口

8 831 足立　　悠旗(2) 大社 DNS 8 3 40 梅田　　哉汰(1) 宇部鴻城 52.69

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾏﾉ  ｲｵﾘ 広島

1 5 227 天野　　伊織(1) 広島国際学院 49.27
ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ 広島

2 6 211 野上　　佳樹(2) 広島皆実 49.44
ﾜｷｻｶ  ｿｳﾀ 広島

3 4 235 脇坂　　宗汰(2) 市立呉 49.87
ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ 岡山

4 7 460 高柿　　裕斗(2) 岡山城東 50.47
ｼﾞﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡山

5 2 432 治田　将太朗(2) 岡山白陵 50.65
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ 鳥取

6 9 662 二宮　　佑樹(2) 米子東 50.93
ｶﾜｺﾞｴ  ﾕﾀｶ 山口

7 3 9 川越　　　豊(2) 南陽工 51.08
ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 島根

8 8 830 桐原　　勇斗(2) 大社 51.51

凡例  DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        1:48.08   前田　恋弥(千葉・市立船橋)            2014

中国高校記録(AHR)       1:49.44   北村　智宏(広島・沼田)                1994 10月16日 10:20 予　選

大会記録(GR)            1:53.48   東原　壮助(岡山・岡山操山)            1997 10月16日 12:05 決　勝

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ  ｱｵｼ 広島

1 5 819 高塚　　　稜(1) 松江南 1:57.55 Q 1 7 204 小林　　　青(2) 祇園北 1:57.46 Q
ｷｼﾓﾄ  ｺｳｷ 広島 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 鳥取

2 4 209 岸本　　航輝(2) 広大附福山 1:57.97 Q 2 6 655 吉田　　寛治(2) 八頭 1:57.75 Q
ｱｶｷﾞ ﾖｳｽｹ 岡山 ﾐｶﾐ  ﾘｭｳﾀ 山口

3 6 434 赤木　　洋介(2) 倉敷天城 1:57.97 Q 3 9 39 三上　　竜太(1) 宇部工 1:57.95 Q
ﾋﾛﾅｶ  ﾀｸﾏ 山口 ﾄﾉ  ｼｭﾝｽｹ 広島

4 7 37 廣中　　拓磨(2) 高川学園 1:58.27 q 4 5 212 登野　　隼輔(2) 広島皆実 1:58.12 q
ﾀｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 岡山 ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 島根

5 9 412 髙嶋　　光大(2) 関西 2:01.00 5 4 860 重田　純太郎(2) 明誠 1:58.60
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡山

6 3 631 西村　　龍星(2) 鳥取城北 2:01.16 6 8 458 米山　　航平(2) 岡山城東 1:59.24
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取 ｽﾔﾏ ﾀｲｾｲ 島根

7 2 656 中島　　滉貴(1) 八頭 2:01.21 7 3 804 須山　　泰成(2) 三刀屋 1:59.64
ﾖｼｲ  ﾐﾁﾄ 山口 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ 島根

8 8 19 吉井　　道歩(2) 西京 2:04.45 8 2 852 山岡　　竜也(1) 平田 2:05.70

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ  ｱｵｼ 広島

1 4 204 小林　　　青(2) 祇園北 1:55.41
ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ 島根

2 7 819 高塚　　　稜(1) 松江南 1:55.87
ｷｼﾓﾄ  ｺｳｷ 広島

3 5 209 岸本　　航輝(2) 広大附福山 1:56.22
ｱｶｷﾞ ﾖｳｽｹ 岡山

4 9 434 赤木　　洋介(2) 倉敷天城 1:57.38
ﾋﾛﾅｶ  ﾀｸﾏ 山口

5 3 37 廣中　　拓磨(2) 高川学園 1:58.21
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 鳥取

6 6 655 吉田　　寛治(2) 八頭 1:58.94
ﾐｶﾐ  ﾘｭｳﾀ 山口

7 8 39 三上　　竜太(1) 宇部工 1:58.99
ﾄﾉ  ｼｭﾝｽｹ 広島

8 2 212 登野　　隼輔(2) 広島皆実 1:59.86



 男子1500m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        3:38.49   佐藤　清治(長野・佐久長聖)            1999

中国高校記録(AHR)       3:45.27   徳本　一善(広島・沼田)                1997

大会記録(GR)            3:50.32   徳本　一善(広島・沼田)                1996 10月15日 10:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ  ｱｵｼ 広島

1 13 204 小林　　　青(2) 祇園北 3:59.53
ｲﾖﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 広島

2 16 237 伊豫田　達弥(1) 舟入 4:00.37
ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取

3 10 653 北脇　　秀人(1) 鳥取東 4:00.78
ﾀｶﾂｶ ﾘｮｳ 島根

4 14 819 高塚　　　稜(1) 松江南 4:01.24
ﾋﾛﾅｶ  ﾀｸﾏ 山口

5 7 37 廣中　　拓磨(2) 高川学園 4:01.29
ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ 岡山

6 11 442 宍戸　　来嘉(1) 倉敷 4:01.99
ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 岡山

7 6 438 土倉　　稜貴(2) 水島工 4:02.34
ﾀﾅｶ  ﾄｼｶｽﾞ 山口

8 3 4 田中　　寿和(2) 光 4:02.75
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 島根

9 1 820 伊藤　　太一(2) 松江南 4:02.83
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

10 8 861 小林　遼太郎(2) 明誠 4:04.90
ｷｼﾓﾄ  ｺｳｷ 広島

11 12 209 岸本　　航輝(2) 広大附福山 4:05.77
ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥取

12 5 632 中井　　啓太(1) 鳥取城北 4:05.89
ｷｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾔ 山口

13 4 56 來島　　和哉(2) 豊浦 4:07.62
ｼｼﾞｷ ｱﾕｷ 島根

14 15 853 志食　　歩輝(2) 平田 4:09.38
ﾊﾗﾉ ｼｭｳﾏ 岡山

15 2 440 原野　　秀馬(2) 倉敷 4:11.70
ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 鳥取

16 9 633 竹山　　朝陽(1) 鳥取城北 4:13.25



 男子5000m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        13:39.87  佐藤　秀和(宮城・仙台育英)            2004

中国高校記録(AHR)       13:50.67  吉田　圭太(広島・世羅)                2015

大会記録(GR)            14:23.77  岡本　直巳(鳥取・由良育英)            2000 10月16日 11:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 岡山

1 15 441 北野　　太翔(2) 倉敷 14:59.50

ﾅｶﾔﾏ  ﾀﾞｲｷ 山口

2 3 20 仲山　　大輝(2) 西京 14:59.83

ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 岡山

3 1 438 土倉　　稜貴(2) 水島工 14:59.89

ｵｶﾀﾞ  ﾘｮｳ 広島

4 9 202 岡田　　　燎(2) 安古市 15:03.62

ﾏｷ  ｶｲﾄ 広島

5 6 253 愼　　　颯斗(2) 世羅 15:04.70

ｲﾀﾞ ｼｭﾝ 岡山

6 14 443 井田　　　春(1) 倉敷 15:04.90

ﾅﾝｺﾞ ｶｲﾘ 鳥取

7 12 634 南後　　海里(2) 鳥取城北 15:06.13

ｷﾖﾊﾗ  ｺｳﾍｲ 山口

8 11 7 清原　　康平(2) 徳山 15:07.10

ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取

9 8 654 川上　　柾尚(2) 鳥取東 15:08.90

ｷｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾔ 山口

10 10 56 來島　　和哉(2) 豊浦 15:09.90

ﾀﾅｶ  ﾏｻﾌﾐ 広島

11 4 264 田中　　将文(2) 府中 15:11.02

ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 島根

12 16 820 伊藤　　太一(2) 松江南 15:28.29

ﾀｹﾔｽ ｶｽﾞﾔ 鳥取

13 2 660 竹安　　和也(2) 米子松蔭 15:28.76

ｸﾛﾀﾞ ｱﾂﾄ 島根

14 13 854 黒田　　敦斗(2) 平田 15:29.53

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根

15 5 861 小林　遼太郎(2) 明誠 15:46.43

ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 島根

7 855 福間　　悠太(2) 平田 DQ,T3

凡例  DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        13.83     古谷　拓夢(神奈川・相洋)              2014

中国高校記録(AHR)       14.03     岡崎　正樹(岡山・岡山工)              2012 10月15日 12:30 予　選

大会記録(GR)            14.56     矢田　弦(島根・松江北)                2011 10月15日 14:25 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｸﾓﾄ  ﾚﾝ 広島 ｲﾃﾞ  ﾕｳｷ 広島

1 4 213 福本　　　廉(1) 広島皆実 14.89 Q 1 6 252 井手　　優貴(2) 崇徳 15.20 Q
ﾌｼﾞﾑﾗ  ｽﾅｵ 山口 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡山

2 8 21 藤村　　　直(2) 西京 15.70 Q 2 5 419 難波　　　寛(2) 玉野光南 15.22 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 岡山 ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島根

3 5 446 山下　　朋紀(1) 金光学園 15.71 Q 3 7 806 阿川　　公希(2) 出雲 15.71 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取 ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ 島根

4 7 640 長谷川　迅平(1) 鳥取西 15.73 q 4 9 826 遠所　　勇歩(1) 松江北 16.06 q
ｺｳﾉ ﾃﾂﾀ 島根 ｲｴﾑﾗ  ﾘｭｳｽｹ 山口

5 2 862 河野　　鉄太(2) 明誠 16.48 5 2 22 家村　　隆介(2) 西京 16.52
ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥取 ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ 島根

6 9 659 眞山　　尚輝(1) 米子高専 17.12 6 3 832 永瀬　　海生(1) 大社 16.76
ﾏﾕﾐ  ﾘｮｳｼﾞ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ 広島

7 3 64 舞弓　　怜士(2) 早鞆 17.93 4 238 小林　　亮太(1) 神辺旭 DNF
ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡山 ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝ 鳥取

6 410 寺町　　達也(1) 岡山工 DNS 8 603 高松　　　駿(2) 倉吉総合産 DNF

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾓﾄ  ﾚﾝ 広島

1 4 213 福本　　　廉(1) 広島皆実 14.71
ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡山

2 7 419 難波　　　寛(2) 玉野光南 15.12
ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ 島根

3 3 826 遠所　　勇歩(1) 松江北 15.52
ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島根

4 9 806 阿川　　公希(2) 出雲 15.70
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 岡山

5 8 446 山下　　朋紀(1) 金光学園 15.75
ｲﾃﾞ  ﾕｳｷ 広島

6 6 252 井手　　優貴(2) 崇徳 15.85
ﾌｼﾞﾑﾗ  ｽﾅｵ 山口

7 5 21 藤村　　　直(2) 西京 16.20
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

8 2 640 長谷川　迅平(1) 鳥取西 18.87

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        49.09     為末　大(広島・広島皆実)              1996

中国高校記録(AHR)       49.09     為末　大(広島・広島皆実)              1996 10月16日 10:55 予　選

大会記録(GR)            52.89     山本　諒(広島・広島工大高)            2012 10月16日 12:30 決　勝

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 岡山 ｷｯｶﾜ  ｶｲﾄ 広島

1 6 401 山田　　泰雅(2) 岡山一宮 55.34 Q 1 4 232 吉川　　海斗(2) 高陽東 56.12 Q
ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ 広島 ﾀｶﾂ  ｶｲﾄ 広島

2 7 211 野上　　佳樹(2) 広島皆実 57.51 Q 2 6 224 髙津　　海人(2) 広島工大 56.15 Q
ﾀｸﾎﾞ ﾕﾀｶ 岡山 ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島根

3 5 437 田窪　　　豊(2) 倉敷商 57.62 Q 3 5 806 阿川　　公希(2) 出雲 56.36 Q
ｲｯｾ ﾀｶｼ 島根 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｸﾐ 岡山

4 8 821 一瀨　　天志(2) 松江南 58.04 4 7 456 村山　　征海(2) 美作 56.46 q
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ 島根 ｼｵｶﾜ  ﾀﾞｲｽｹ 山口

5 2 863 宮崎　　幹太(2) 明誠 58.38 5 9 61 塩川　　大輔(1) 下関西 56.52 q
ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 鳥取

6 4 611 石井　　智也(2) 倉吉東 1:00.01 6 8 635 小泉　　　健(2) 鳥取城北 58.30
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ｺﾞﾄｳ  ﾘｮｳﾍｲ 山口

7 9 636 米澤　　尚宏(2) 鳥取城北 1:00.89 7 3 23 後藤　　稜平(2) 西京 58.69
ﾀﾅｶ ﾙｲ 島根 ｶﾜｺﾞｴ  ﾕﾀｶ 山口

8 3 807 田中　　　塁(1) 出雲 1:01.53 8 2 9 川越　　　豊(2) 南陽工 59.95

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 岡山

1 5 401 山田　　泰雅(2) 岡山一宮 54.50
ﾀｶﾂ  ｶｲﾄ 広島

2 4 224 髙津　　海人(2) 広島工大 55.67
ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ 島根

3 8 806 阿川　　公希(2) 出雲 56.43
ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ 広島

4 7 211 野上　　佳樹(2) 広島皆実 57.31
ｼｵｶﾜ  ﾀﾞｲｽｹ 山口

5 2 61 塩川　　大輔(1) 下関西 57.50
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｸﾐ 岡山

6 3 456 村山　　征海(2) 美作 58.16
ﾀｸﾎﾞ ﾕﾀｶ 岡山

7 9 437 田窪　　　豊(2) 倉敷商 58.54
ｷｯｶﾜ  ｶｲﾄ 広島

6 232 吉川　　海斗(2) 高陽東 DQ,T6

凡例  DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        8:44.77   櫛部　静二(山口・宇部鴻城)            1989

中国高校記録(AHR)       8:44.77   櫛部　静二(山口・宇部鴻城)            1989

大会記録(GR)            9:04.23   山下　聖人(鳥取・由良育英)            2000 10月15日 15:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽﾑﾗ  ﾊﾙｷ 山口

1 1 24 安村　　晴樹(2) 西京 9:12.59
ｷﾀﾑﾗ  ｱﾕﾑ 山口

2 3 58 北村　　歩夢(2) 豊浦 9:20.02
ﾓﾘｶﾜ  ﾊﾙﾕｷ 広島

3 11 206 森川　　陽之(2) 近大東広島 9:22.58
ｵｶﾀﾞ  ﾘｮｳ 広島

4 13 202 岡田　　　燎(2) 安古市 9:26.02
ﾜｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 岡山

5 7 439 脇本　　　岳(2) 倉敷 9:33.48
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡山

6 10 418 山崎　　達哉(2) 玉野光南 9:35.26
ｲﾜｻｷ  ｹｲﾀ 広島

7 5 225 岩﨑　　恵大(2) 広島工大 9:36.52
ﾐｳﾗ  ﾘｭｳﾀ 山口

8 8 57 三浦　　隆太(2) 豊浦 9:44.87
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根

9 12 856 高橋　椿太郎(2) 平田 9:48.93
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 島根

10 9 873 中澤　　　仁(2) 矢上 9:53.50
ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 鳥取

11 16 633 竹山　　朝陽(1) 鳥取城北 9:58.95
ｵｶﾉ ﾚﾝ 岡山

12 6 436 岡野　　　蓮(2) 倉敷南 10:08.32

ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

13 2 661 永江　　貴裕(1) 米子松蔭 10:12.80

ﾌﾅﾂ ﾘｮｳﾀ 島根

14 15 818 舩津　　涼太(2) 松江商 10:29.91

ｵｸﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥取

4 641 奥本　　裕貴(2) 鳥取西 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

14 857 清水　　椋太(2) 平田 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子5000mW
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        19:35.79  山崎　勇喜(富山・富山商)              2001

中国高校記録(AHR)       20:11.83  山根　千尋(広島・西條農)              2003

大会記録(GR)            21:23.09  泉　健太(島根・松江北)                2015 10月15日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 岡山

1 6 469 伊東　　辰也(2) 岡山商大附 22:38.68

ﾋﾛﾀ  ﾃﾝﾏﾙ 広島

2 13 231 廣田　　天丸(2) 高陽 22:44.72

ｲﾃﾞｲ ﾀﾂﾔ 岡山

3 8 470 出射　　匠哉(2) 岡山商大附 22:59.74

ｶﾝｻﾞｷ ﾖｼｷ 岡山

4 14 422 神崎　　和貴(1) 玉野光南 23:01.48

ﾀﾁﾊﾞﾅ  ﾕｳﾔ 広島

5 4 221 立花　　悠弥(2) 広島工 23:19.71

ﾁｶﾋﾛ  ﾘｮｳﾀ 山口

6 10 73 近廣　　亮多(2) 大津緑洋 24:57.49

ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

7 9 631 西村　　龍星(2) 鳥取城北 25:17.94

ｼﾓﾀﾞ ﾀｹﾙ 鳥取

8 7 637 下田　　洸瑠(1) 鳥取城北 25:25.50

ﾋﾃﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥取

9 1 602 秀島　　脩人(2) 境 26:59.95

ｼﾗｲ  ﾊﾔﾄ 山口

10 11 74 白井　　颯人(2) 大津緑洋 27:24.00

ｳﾉ ﾋﾋﾞｷ 島根

11 5 827 宇野　　　響(2) 松江北 27:36.45

ﾔﾏｻｷ  ﾄｳﾏ 広島

2 234 山﨑　　柊麻(2) 三原東 DQ,K3

ｽｶﾞｲ ｼｮｳｷ 島根

3 808 菅井　　晶希(2) 出雲 DQ,K2

ﾀﾑﾗ  ﾕｳﾔ 山口

12 66 田村　　優弥(2) 萩 DQ,K3

凡例  DQ:失格 K2:(R230-6(a))ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ　で３名以上が赤カードをだした　 K3:(R230-6(a))ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰで3名以上が赤ｶｰﾄﾞをだした　



 男子4X100mR
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        39.64     城野・奥野・北風・桐生(京都・洛南)    2012

中国高校記録(AHR)       40.53     広山・金子・尾原・細田(島根・平田)    1995 10月15日 10:10 予　選

大会記録(GR)            41.65     永田・矢田・中村・金森(島根・松江北)  2011 10月15日 15:50 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1着 42.25 2着 42.65 3着 42.69
5ﾚｰﾝ Q 8ﾚｰﾝ Q 6ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 214 1 35 1 644

2 217 2 31 2 647

3 216 3 34 3 645

4 210 4 32 4 648

4着 42.98 5着 43.31 6着 43.37
4ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 259 1 405 1 41

2 254 2 409 2 42

3 260 3 408 3 43

4 261 4 407 4 44

7着 44.03 8着 49.12
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 828 1 662

2 824 2 666

3 826 3 665

4 825 4 663

2組
1着 42.64 2着 43.11 3着 43.32
4ﾚｰﾝ Q 5ﾚｰﾝ Q 6ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 244 1 419 1 445

2 246 2 420 2 450

3 247 3 417 3 447

4 245 4 415 4 446

4着 43.43 5着 43.63 6着 43.76
8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 850 1 616 1 51

2 846 2 610 2 49

3 848 3 615 3 52

4 849 4 611 4 53

7着 44.85 8着 44.88
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 810 1 866

2 805 2 869

3 806 3 868

4 807 4 859

広島皆実(広島)

ｺﾏﾂ  ﾏｻﾉﾌﾞ
小松　　将伸(2)

広島

広島皆実
ｲｻﾞﾜ  ﾘｮｳｼﾞ 広島

広島皆実
ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｳﾄ
松田　　優人(1)

広島

広島皆実
ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ
山本　　　陣(2)

広島

広島皆実

誠英(山口)

ｼﾐｽﾞ  ﾀﾂﾔ
清水　　達也(2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾀｸﾐ
中村　　拓巳(1)

井澤　　竜二(1)

山口

誠英
ｳﾈﾓﾘ  ｻﾄｼ
畦森　　　智(2)

山口

誠英
山口

誠英
ﾅｶﾀﾆ  ｼｭﾝｽｹ
中谷　　駿介(1)

山口

誠英

鳥取中央育英(鳥取)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ
塩川　　直人(2)

鳥取

鳥取中央育英
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
中村　　航大(2)

鳥取

鳥取中央育英
ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ
福見　　一城(2)

鳥取

鳥取中央育英
ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ
米田　　　渉(2)

鳥取

鳥取中央育英

西条農(広島)

ﾅｶﾞｵ  ﾕｳﾀ

岡山工(岡山)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ

宇部鴻城(山口)

ﾃｼﾏ  ﾀﾞｲｷ
長尾　　祐汰(2)

広島

西条農
ﾔﾏｻｷ  ｶｲﾄ
山崎　　開斗(2)

広島

西条農
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳｷ
冨士本　有希(2)

広島

西条農
ｲﾀｸﾗ  ﾋﾛｷ
板倉　　弘樹(1)

広島

西条農

長谷川　魁星(2)
岡山

岡山工
ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ
田中　　陸登(1)

岡山

岡山工
ｼｵﾐ ｹﾝﾄ
塩見　　健人(1)

岡山

岡山工
ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ
梶原　　啓叶(1)

岡山

岡山工

手嶋　　大樹(1)
山口

宇部鴻城
ﾜｶﾂｷ  ｹｲｽｹ
若月　　慧輔(2)

山口

宇部鴻城
ﾆﾉﾐﾔ  ﾀｸﾐ
二宮　　匠海(2)

山口

宇部鴻城
ｼｮｳｼﾞ  ﾊﾙｶ
正路　　　悠(2)

山口

宇部鴻城

松江北(島根)

ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ
石川　　優也(1)

島根

松江北
ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根

松江北
ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ
遠所　　勇歩(1)

島根

松江北
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
伊藤　　千紀(1)

島根

松江北

米子東(鳥取)

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ
二宮　　佑樹(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
山本　　航輝(1)

門脇　　　陸(1)

鳥取

米子東
ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ
黒澤　　薫史(1)

鳥取

米子東
鳥取

米子東
ﾌﾀｺﾞｲｼ ｿｳ
二子石　　想(2)

鳥取

米子東

神辺旭(広島)

ﾀｶｳ  ｹﾝﾀﾛｳ
髙卯　健太郎(1)

広島

神辺旭
ｵｵﾀ  ﾐｽﾞｷ 広島

神辺旭
ﾆｲｽﾞﾐ  ﾋﾛｷ
仁泉　　大樹(1)

広島

神辺旭
ﾔﾏｼﾀ  ﾀﾂﾔ
山下　　竜也(1)

広島

神辺旭

玉野光南(岡山)

ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ
難波　　　寛(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
近藤　　雄太(2)

大田　　瑞奎(2)

岡山

玉野光南
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
岡田　　和大(2)

岡山

玉野光南
岡山

玉野光南
ｵｵﾔ ｷﾖﾏ
大屋　　清真(2)

岡山

玉野光南

金光学園(岡山)

ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ
塚本　　航平(1)

岡山

金光学園
ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ
乾　　　俊介(2)

岡山

金光学園
ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
大原　健太郎(2)

岡山

金光学園
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ
山下　　朋紀(1)

岡山

金光学園

浜田(島根)

ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ

倉吉東(鳥取)

ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ

田部(山口)

ｼｶﾞ  ﾘｭｳﾄ
大谷　　大夢(1)

島根

浜田
ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
田村　　真嗣(2)

島根

浜田
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ
久保田　真規(2)

島根

浜田
ﾃﾗｻｺ ﾀｶｷ
寺迫　　貴希(1)

島根

浜田

大石　　直徹(1)
鳥取

倉吉東
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ
山下　　嘉幾(1)

鳥取

倉吉東
ﾌｸｷ ｹﾝﾄ
福木　　健人(2)

鳥取

倉吉東
ｲｼｲ ﾄﾓﾔ
石井　　智也(2)

鳥取

倉吉東

志賀　　龍斗(2)
山口

田部
ﾔﾏｶﾜ  ﾌﾐﾄ
山川　　郁人(2)

山口

田部
ﾀｸﾞﾁ  ﾋﾛﾄ
田口　　裕人(2)

山口

田部
ﾀﾅﾍﾞ  ﾚｲﾔ
田辺　　麗夜(1)

山口

田部

出雲(島根)

ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ
兼折　　　彰(1)

島根

出雲
ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根

出雲
ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ
阿川　　公希(2)

島根

出雲
ﾀﾅｶ ﾙｲ
田中　　　塁(1)

島根

出雲

明誠(島根)

ﾌｸﾏ ﾅｵﾄ
福間　　尚斗(2)

ｵｵｻｷ ﾊﾙﾄ
大崎　　晴斗(2)

永岡　宗一郎(1)

島根

明誠
ｶﾜﾓﾄ ｾｲﾏ
川本　　晟馬(1)

島根

明誠
島根

明誠
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
橋本　　大輝(2)

島根

明誠

凡例  =GR:大会タイ記録



 男子4X100mR
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        39.64     城野・奥野・北風・桐生(京都・洛南)    2012

中国高校記録(AHR)       40.53     広山・金子・尾原・細田(島根・平田)    1995 10月15日 10:10 予　選

大会記録(GR)            41.65     永田・矢田・中村・金森(島根・松江北)  2011 10月15日 15:50 決　勝

決　勝　

1着 41.65 2着 41.83 3着 42.21
5ﾚｰﾝ =GR 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 214 1 244 1 35

2 217 2 246 2 31

3 211 3 247 3 34

4 210 4 245 4 32

4着 42.34 5着 42.37 6着 42.41
4ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 419 1 644 1 259

2 420 2 647 2 254

3 417 3 645 3 260

4 415 4 648 4 261

7着 42.80 8着 43.26
8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 445 1 405

2 450 2 409

3 447 3 408

4 446 4 407

広島皆実(広島)

ｺﾏﾂ  ﾏｻﾉﾌﾞ
小松　　将伸(2)

広島

広島皆実
ｲｻﾞﾜ  ﾘｮｳｼﾞ 広島

広島皆実
ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ
野上　　佳樹(2)

広島

広島皆実
ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ
山本　　　陣(2)

広島

広島皆実

神辺旭(広島)

ﾀｶｳ  ｹﾝﾀﾛｳ
髙卯　健太郎(1)

ﾆｲｽﾞﾐ  ﾋﾛｷ
仁泉　　大樹(1)

井澤　　竜二(1)

広島

神辺旭
ｵｵﾀ  ﾐｽﾞｷ
大田　　瑞奎(2)

広島

神辺旭
広島

神辺旭
ﾔﾏｼﾀ  ﾀﾂﾔ
山下　　竜也(1)

広島

神辺旭

誠英(山口)

ｼﾐｽﾞ  ﾀﾂﾔ
清水　　達也(2)

山口

誠英
ｳﾈﾓﾘ  ｻﾄｼ
畦森　　　智(2)

山口

誠英
ﾅｶﾑﾗ  ﾀｸﾐ
中村　　拓巳(1)

山口

誠英
ﾅｶﾀﾆ  ｼｭﾝｽｹ
中谷　　駿介(1)

山口

誠英

玉野光南(岡山)

ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ

鳥取中央育英(鳥取)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ

西条農(広島)

ﾅｶﾞｵ  ﾕｳﾀ
難波　　　寛(2)

岡山

玉野光南
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
岡田　　和大(2)

岡山

玉野光南
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
近藤　　雄太(2)

岡山

玉野光南
ｵｵﾔ ｷﾖﾏ
大屋　　清真(2)

岡山

玉野光南

塩川　　直人(2)
鳥取

鳥取中央育英
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
中村　　航大(2)

鳥取

鳥取中央育英
ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ
福見　　一城(2)

鳥取

鳥取中央育英
ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ
米田　　　渉(2)

鳥取

鳥取中央育英

長尾　　祐汰(2)
広島

西条農
ﾔﾏｻｷ  ｶｲﾄ
山崎　　開斗(2)

広島

西条農
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳｷ
冨士本　有希(2)

広島

西条農
ｲﾀｸﾗ  ﾋﾛｷ
板倉　　弘樹(1)

広島

西条農

金光学園(岡山)

ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ
塚本　　航平(1)

岡山

金光学園
ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ 岡山

金光学園
ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
大原　健太郎(2)

岡山

金光学園
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ
山下　　朋紀(1)

岡山

金光学園

岡山工(岡山)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ
長谷川　魁星(2)

ｼｵﾐ ｹﾝﾄ
塩見　　健人(1)

乾　　　俊介(2)

岡山

岡山工
ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ
田中　　陸登(1)

岡山

岡山工
岡山

岡山工
ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ
梶原　　啓叶(1)

岡山

岡山工

凡例  =GR:大会タイ記録



 男子4X400mR
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        3:08.32   笛木・山本・菅井・鈴木(千葉・成田)    2003

中国高校記録(AHR)       3:11.54   浅井・建田・厚見・浦野(広島・広島皆実)2008 10月16日 09:45 予　選

大会記録(GR)            3:16.06   古田・建田・浅井・浦野(広島・広島皆実)2007 10月16日 13:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1着 3:23.25 2着 3:24.83 3着 3:24.95

5ﾚｰﾝ Q 9ﾚｰﾝ Q 3ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 246 1 850 1 40

2 247 2 846 2 44

3 238 3 849 3 47

4 251 4 847 4 42

4着 3:25.32 5着 3:26.02 6着 3:26.91

6ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 228 1 461 1 867

2 230 2 460 2 859

3 229 3 463 3 863

4 227 4 462 4 871

7着 3:27.32 8着 3:28.68

4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 611 1 25

2 615 2 27

3 616 3 22

4 610 4 23

2組
1着 3:23.56 2着 3:24.70 3着 3:25.02

6ﾚｰﾝ Q 4ﾚｰﾝ Q 7ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 417 1 210 1 638

2 420 2 218 2 630

3 419 3 220 3 639

4 416 4 211 4 636

4着 3:25.64 5着 3:25.96 6着 3:28.78

3ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 68 1 665 1 807

2 69 2 662 2 805

3 70 3 666 3 812

4 71 4 663 4 806

7着 3:29.37 8着 3:31.93

9ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 447 1 832

2 450 2 830

3 446 3 843

4 445 4 841

神辺旭(広島)

ｵｵﾀ  ﾐｽﾞｷ
大田　　瑞奎(2)

広島

神辺旭
ﾆｲｽﾞﾐ  ﾋﾛｷ 広島

神辺旭
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ
小林　　亮太(1)

広島

神辺旭
ｱﾗﾀﾆ  ｼｭｳﾍｲ
荒谷　　修平(1)

広島

神辺旭

浜田(島根)

ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ
大谷　　大夢(1)

ﾃﾗｻｺ ﾀｶｷ
寺迫　　貴希(1)

仁泉　　大樹(1)

島根

浜田
ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
田村　　真嗣(2)

島根

浜田
島根

浜田
ｽｴﾄﾓ ﾕｳｷ
末友　　悠希(2)

島根

浜田

宇部鴻城(山口)

ｳﾒﾀﾞ  ｶﾅﾀ
梅田　　哉汰(1)

山口

宇部鴻城
ｼｮｳｼﾞ  ﾊﾙｶ
正路　　　悠(2)

山口

宇部鴻城
ﾀｹﾅﾐ  ﾏｻﾌﾐ
武波　　雅史(2)

山口

宇部鴻城
ﾜｶﾂｷ  ｹｲｽｹ
若月　　慧輔(2)

山口

宇部鴻城

広島国際学院(広島)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾘｭｳﾄ

岡山城東(岡山)

ﾎｯｶ ﾕｳｷ

明誠(島根)

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ
大久保　龍人(1)

広島

広島国際学院
ｼﾗｷ  ｱｵﾄ
白木　　蒼人(1)

広島

広島国際学院
ｶﾜﾅｶ  ﾖｼﾉﾌﾞ
川中　　慶喜(1)

広島

広島国際学院
ｱﾏﾉ  ｲｵﾘ
天野　　伊織(1)

広島

広島国際学院

法花　　侑希(2)
岡山

岡山城東
ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ
高柿　　裕斗(2)

岡山

岡山城東
ﾂﾂｲ ﾘｸﾄ
筒井　　陸斗(2)

岡山

岡山城東
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾙ
木下　　真稔(2)

岡山

岡山城東

吉田　　寛大(2)
島根

明誠
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
橋本　　大輝(2)

島根

明誠
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾝﾀ
宮崎　　幹太(2)

島根

明誠
ﾔﾏﾈ ｹﾞﾝｷ
山根　　元暉(2)

島根

明誠

倉吉東(鳥取)

ｲｼｲ ﾄﾓﾔ
石井　　智也(2)

鳥取

倉吉東
ﾌｸｷ ｹﾝﾄ 鳥取

倉吉東
ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ
大石　　直徹(1)

鳥取

倉吉東
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ
山下　　嘉幾(1)

鳥取

倉吉東

西京(山口)

ﾅｶﾂｶ  ﾕｳﾔ
中塚　　雄哉(1)

ｲｴﾑﾗ  ﾘｭｳｽｹ
家村　　隆介(2)

福木　　健人(2)

山口

西京
ﾔﾏﾑﾗ  ﾕｳｷ
山村　　裕樹(2)

山口

西京
山口

西京
ｺﾞﾄｳ  ﾘｮｳﾍｲ
後藤　　稜平(2)

山口

西京

玉野光南(岡山)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
近藤　　雄太(2)

岡山

玉野光南
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

玉野光南
ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ
難波　　　寛(2)

岡山

玉野光南
ｵｵﾓﾄ ｺｳｾｲ
大元　　洸星(2)

岡山

玉野光南

広島皆実(広島)

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ
山本　　　陣(2)

ｶﾜｼﾏ  ｽﾊﾞﾙ
川嶋　　　昴(1)

岡田　　和大(2)

広島

広島皆実
ｺﾔﾏ  ﾕｳｾｲ
小山　　結世(2)

広島

広島皆実
広島

広島皆実
ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ
野上　　佳樹(2)

広島

広島皆実

鳥取城北(鳥取)

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ
福田　　昂大(2)

鳥取

鳥取城北
ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ
東岡　　晃生(2)

鳥取

鳥取城北
ｵｶﾓﾄ ﾙｲ
岡本　　琉依(1)

鳥取

鳥取城北
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
米澤　　尚宏(2)

鳥取

鳥取城北

萩(山口)

ｲｹﾅｶﾞ  ﾔﾏﾄ

米子東(鳥取)

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

出雲(島根)

ﾀﾅｶ ﾙｲ
池永　　大和(2)

山口

萩
ﾏﾀﾉ  ﾀﾞｲｽｹ
俣野　　大輔(2)

山口

萩
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｺｳﾀ
松原　　宏太(2)

山口

萩
ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾀｶﾏｻ
藤原　　崇雅(2)

山口

萩

山本　　航輝(1)
鳥取

米子東
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ
二宮　　佑樹(2)

鳥取

米子東
ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ
黒澤　　薫史(1)

鳥取

米子東
ﾌﾀｺﾞｲｼ ｿｳ
二子石　　想(2)

鳥取

米子東

田中　　　塁(1)
島根

出雲
ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ
永岡　宗一郎(1)

島根

出雲
ﾐﾔｻﾞｺ ｱﾂｷ
宮廻　　敦樹(1)

島根

出雲
ｱｶﾞﾜ ｺｳｷ
阿川　　公希(2)

島根

出雲

金光学園(岡山)

ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
大原　健太郎(2)

岡山

金光学園
ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ 岡山

金光学園
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ
山下　　朋紀(1)

岡山

金光学園
ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ
塚本　　航平(1)

岡山

金光学園

大社(島根)

ﾅｶﾞｾ ｶｲｾｲ
永瀬　　海生(1)

ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ
今岡　　紘希(1)

乾　　　俊介(2)

島根

大社
ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ
桐原　　勇斗(2)

島根

大社
島根

大社
ｱｵｷ ﾀｸ
青木　　大空(1)

島根

大社



 男子4X400mR
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        3:08.32   笛木・山本・菅井・鈴木(千葉・成田)    2003

中国高校記録(AHR)       3:11.54   浅井・建田・厚見・浦野(広島・広島皆実)2008 10月16日 09:45 予　選

大会記録(GR)            3:16.06   古田・建田・浅井・浦野(広島・広島皆実)2007 10月16日 13:40 決　勝

決　勝　

1着 3:21.18 2着 3:21.32 3着 3:21.65

6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 417 1 210 1 246

2 420 2 212 2 247

3 419 3 220 3 250

4 416 4 211 4 251

4着 3:21.73 5着 3:24.05 6着 3:24.95

3ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 228 1 638 1 849

2 227 2 635 2 846

3 229 3 636 3 850

4 230 4 630 4 847

7着 3:25.49 8着 3:30.62

8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 40 1 68

2 44 2 69

3 47 3 70

4 42 4 71

玉野光南(岡山)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
近藤　　雄太(2)

岡山

玉野光南
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

玉野光南
ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ
難波　　　寛(2)

岡山

玉野光南
ｵｵﾓﾄ ｺｳｾｲ
大元　　洸星(2)

岡山

玉野光南

広島皆実(広島)

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾝ
山本　　　陣(2)

ｶﾜｼﾏ  ｽﾊﾞﾙ
川嶋　　　昴(1)

岡田　　和大(2)

広島

広島皆実
ﾄﾉ  ｼｭﾝｽｹ
登野　　隼輔(2)

広島

広島皆実
広島

広島皆実
ﾉｶﾞﾐ  ﾖｼｷ
野上　　佳樹(2)

広島

広島皆実

神辺旭(広島)

ｵｵﾀ  ﾐｽﾞｷ
大田　　瑞奎(2)

広島

神辺旭
ﾆｲｽﾞﾐ  ﾋﾛｷ
仁泉　　大樹(1)

広島

神辺旭
ｷﾑﾗ  ﾕｳｷ
木村　　優希(2)

広島

神辺旭
ｱﾗﾀﾆ  ｼｭｳﾍｲ
荒谷　　修平(1)

広島

神辺旭

広島国際学院(広島)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾘｭｳﾄ

鳥取城北(鳥取)

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ

浜田(島根)

ﾃﾗｻｺ ﾀｶｷ
大久保　龍人(1)

広島

広島国際学院
ｱﾏﾉ  ｲｵﾘ
天野　　伊織(1)

広島

広島国際学院
ｶﾜﾅｶ  ﾖｼﾉﾌﾞ
川中　　慶喜(1)

広島

広島国際学院
ｼﾗｷ  ｱｵﾄ
白木　　蒼人(1)

広島

広島国際学院

福田　　昂大(2)
鳥取

鳥取城北
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ
小泉　　　健(2)

鳥取

鳥取城北
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
米澤　　尚宏(2)

鳥取

鳥取城北
ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ
東岡　　晃生(2)

鳥取

鳥取城北

寺迫　　貴希(1)
島根

浜田
ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
田村　　真嗣(2)

島根

浜田
ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾑ
大谷　　大夢(1)

島根

浜田
ｽｴﾄﾓ ﾕｳｷ
末友　　悠希(2)

島根

浜田

宇部鴻城(山口)

ｳﾒﾀﾞ  ｶﾅﾀ
梅田　　哉汰(1)

山口

宇部鴻城
ｼｮｳｼﾞ  ﾊﾙｶ 山口

宇部鴻城
ﾀｹﾅﾐ  ﾏｻﾌﾐ
武波　　雅史(2)

山口

宇部鴻城
ﾜｶﾂｷ  ｹｲｽｹ
若月　　慧輔(2)

山口

宇部鴻城

萩(山口)

ｲｹﾅｶﾞ  ﾔﾏﾄ
池永　　大和(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｺｳﾀ
松原　　宏太(2)

正路　　　悠(2)

山口

萩
ﾏﾀﾉ  ﾀﾞｲｽｹ
俣野　　大輔(2)

山口

萩
山口

萩
ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾀｶﾏｻ
藤原　　崇雅(2)

山口

萩



 男子走高跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        2m23      戸邉　直人(千葉・専大松戸)            2009

中国高校記録(AHR)       2m21      山本　寿徳(岡山・美作)                1979

大会記録(GR)            2m05      中村　嘉孝(広島・三次)                2005 10月16日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾏｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 岡山 － － × ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 15 403 牧村　　尚磨(2) 岡山工 1m97
ﾋﾉ ﾀｶｼ 島根 × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

2 14 864 日野　　楼士(1) 明誠 1m91
ﾔﾏﾓﾄ  ﾀﾂｷ 山口 － － ○ ○ × × ×

3 9 13 山本　　竜暉(1) 山口県桜ケ丘 1m88
ｲﾜﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口 ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 3 16 岩本　　英憲(1) 徳山高専 1m88
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 岡山 － － ○ × × ○ × × ×

5 13 406 森　　　温起(2) 岡山工 1m88
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 岡山 － － × × ○ × × ○ × × ×

6 6 414 藤本　　朋希(2) 玉野光南 1m88
ﾜｶﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 島根 × ○ × × ○ ○ × × ×

7 2 834 若槻　　秀麿(1) 大社 1m85
ｷﾘｷ  ｼﾝｺﾞ 広島 ○ ○ × ○ × × ×

8 4 222 桐木　　紳吾(1) 広島工 1m85
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 島根 ○ × ○ × × ○ × × ×

9 12 833 山﨑　　達也(2) 大社 1m85
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥取 × ○ ○ × × ×

10 1 612 遠藤　　彦輝(2) 倉吉東 1m80
ﾋﾒﾐﾔ  ｼｭｳﾔ 山口 × ○ ○ × × ×

10 10 75 姫宮　　柊弥(1) 大津緑洋 1m80
ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 島根 × × ○ × ○ × × ×

12 5 865 大久保　尚耶(1) 明誠 1m80
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳｻｸ 広島 × ○ × × ○ × × ×

13 7 223 藤本　　優作(2) 広島工 1m80
ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥取 × × ×

8 613 大西　　遥人(2) 倉吉東 NM
ﾊﾅﾔ  ﾖｼｱｷ 広島 × × ×

11 268 花屋　　佳明(2) 油木 NM
ﾊﾞﾝｷﾝ ﾊﾔﾃ 鳥取 × × ×

16 657 坂金　　　颯(2) 米子工 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m75 2m00

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m80 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97

凡例  NM:記録なし



 男子棒高跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        5m43      江島　雅紀(神奈川・荏田)              2016

中国高校記録(AHR)       5m25      澤　慎吾(島根・大社)                  2014

大会記録(GR)            4m90      澤　慎吾(島根・大社)                  2013 10月15日 13:30 決　勝

決　勝　

ｶﾝ  ｿｳｲﾁﾛｳ 広島 － － － － － － － －

1 3 239 菅　　颯一郎(2) 神辺旭 － － － ○ ○ ○ ○ × × × 4m90 =GR
ｶﾜｸﾞﾁ  ﾔｽﾉﾘ 山口 － － － － － － － －

2 9 11 川口　　泰典(2) 南陽工 － ○ － ○ ○ ○ × r 4m80
ｵｶﾓﾄ  ｴﾙ 広島 － － － － － － － －

3 8 240 岡本　　江琉(2) 神辺旭 － － × ○ ○ ○ × × ○ × × × 4m80
ﾊﾔｼ  ｶﾅﾙ 山口 － － － － － － － －

4 16 10 林　　　要瑠(2) 南陽工 － ○ － × ○ × × × 4m60
ｵﾉ ｶｲﾄ 岡山 － － － － － － － ○

5 13 467 小野　　海斗(1) 岡山商大附 － ○ ○ × × × 4m50
ｶﾔﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 岡山 － － － － － － － × ○

6 4 468 茅原　　知諒(2) 岡山商大附 － ○ ○ × × × 4m50
ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾅﾘ 鳥取 － － － － － － － × ○

7 11 622 今西　　弘成(2) 倉吉北 － ○ － × × × 4m40
ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥取 － － － － － － － ○

8 1 604 津村　　愛斗(2) 倉吉総合産 － × ○ × × × 4m40
ｱｵｷ  ﾖｳｲﾁ 広島 － － － － － × ○ － × × ○

9 14 207 青木　　陽一(1) 近大東広島 ○ － × × × 4m30
ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓﾔ 島根 － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

10 12 835 高畑　　友哉(1) 大社 3m90
ｸﾊﾞ ｼﾝﾔ 岡山 － ○ － × ○ × × ×

11 10 421 久葉　　慎矢(2) 玉野光南 3m80
ﾅｲｷ  ｱｲﾄ 山口 － － ○ × ○ × × ×

11 15 17 内記　　愛翔(1) 防府 3m80
ﾅﾘｱｲ ﾀｶﾋﾛ 島根 ○ × ○ × × ○ × × ×

13 2 836 成相　　貴裕(1) 大社 3m70
ﾋﾛｻﾜ ｿｳ 島根 × ○ × × ×

14 7 809 廣澤　　　創(1) 出雲 3m30
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥取 － － － － － － － × × ×

5 623 前田　　直樹(1) 倉吉北 NM
ｻﾄｳ ﾀｹﾄ 島根 － － × × ×

6 815 佐藤　　健人(2) 松江工 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m30

4m30

3m50

4m40

3m70

4m50

3m80

4m60

4m20

5m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m90

4m70

4m00

4m80

4m10

4m90

凡例  =GR:大会タイ記録 NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        7m96      森長　正樹(大阪・太成)                2010

中国高校記録(AHR)       7m54      秋山　雄一(岡山・関西)                1983

中国高校記録(AHR)       7m54      安倍　翔太 (鳥取・境港工)             2000

大会記録(GR)            7m54      安倍　翔太 (鳥取・境港工)             2000 10月15日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡山 × 7m06 － 7m06 × × × 7m06
1 12 410 寺町　　達也(1) 岡山工 +1.1 +1.1 +1.1

ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 × 6m60 × 6m60 6m73 6m79 6m65 6m79
2 1 805 永岡　宗一郎(1) 出雲 +1.1 +1.1 -0.8 +0.1 -1.7 +0.1

ｺﾏﾂ  ﾏｻﾉﾌﾞ 広島 6m23 6m52 6m56 6m56 6m30 6m74 6m23 6m74
3 5 214 小松　　将伸(2) 広島皆実 -1.3 +1.9 +0.1 +0.1 +2.7 +1.5 +1.1 +1.5

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥取 6m48 × 6m61 6m61 6m64 6m67 6m73 6m73
4 11 644 塩川　　直人(2) 鳥取中央育英 -1.5 +0.9 +0.9 +1.9 +1.6 -0.7 -0.7

ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 岡山 × 6m69 6m61 6m69 6m54 × 6m58 6m69
5 16 402 平本　　大弥(2) 岡山東商 +2.3 +2.0 +2.3 -0.2 +1.9 +2.3 *F3

ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥取 × 6m49 6m33 6m49 × × 6m60 6m60
6 14 645 福見　　一城(2) 鳥取中央育英 +3.3 +2.5 +3.3 +2.0 +2.0

ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根 6m48 5m24 6m54 6m54 6m40 × 4m18 6m54
7 15 837 三島　　央志(1) 大社 +1.1 +0.1 +1.9 +1.9 +0.5 -4.0 +1.9

ｶﾈｵﾘ ｱｷﾗ 島根 6m34 6m43 × 6m43 6m25 × 6m41 6m43
8 3 810 兼折　　　彰(1) 出雲 -1.3 +1.2 +1.2 +2.0 -0.6 +1.2

ﾅｶﾂｶ  ﾕｳﾔ 山口 6m29 6m32 6m07 6m32 6m32
9 13 25 中塚　　雄哉(1) 西京 +0.4 +1.9 +0.9 +1.9 +1.9

ﾑﾗﾀ ﾖﾘｱｷ 鳥取 × 6m24 6m27 6m27 6m27
10 6 642 村田　　賴昭(2) 鳥取西 -0.3 -1.0 -1.0 -1.0

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｾｲ 広島 6m23 6m16 × 6m23 6m23
11 7 241 近藤　　大生(1) 神辺旭 -1.7 +1.0 -1.7 -1.7

ｸﾗﾅｶﾞ  ﾖｼﾃﾙ 山口 6m07 6m05 6m21 6m21 6m21
12 2 26 蔵永　　善輝(2) 西京 -2.4 -1.4 +1.7 +1.7 +1.7

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾘｸﾄ 広島 × × ×
9 265 藤原　　陸登(1) 福山工 NM

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 岡山 × × －
10 453 池田　　悠人(2) 新見 NM

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 島根

4 874 小笠原　真也(2) 矢上 DNS
ﾅｲﾄｳ  ｶｽﾞﾔ 山口

8 59 内藤　　和哉(1) 豊浦 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F3:３回目が公認最高



 男子三段跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        16m10     山本　凌雅(長崎・諫早農)              2013

中国高校記録(AHR)       15m53     塩見　将輔(岡山・玉野光南)            2006

大会記録(GR)            14m63     淺田　怜駿(山口・徳山)                2011 10月16日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｾｲ 広島 13m09 11m91 13m27 13m27 12m78 14m00 13m87 14m00
1 3 241 近藤　　大生(1) 神辺旭 +0.2 +0.6 0.0 0.0 0.0 +1.1 -0.4 +1.1

ｻｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 岡山 13m45 13m93 13m80 13m93 × 13m47 13m46 13m93
2 6 435 坂本　　大晟(2) 倉敷南 -0.1 0.0 -0.4 0.0 +0.9 0.0 0.0

ｱﾀﾞﾁ  ﾕｳﾄ 広島 13m83 13m80 13m82 13m83 13m78 13m66 13m85 13m85
3 16 226 安立　　雄斗(1) 広島工大 +0.7 0.0 0.0 +0.7 -0.2 +0.8 -1.9 -1.9

ﾀｶﾀﾞ ﾃﾙﾋｻ 岡山 13m21 13m16 12m88 13m21 13m44 13m52 13m59 13m59
4 4 404 高田　　照久(2) 岡山工 0.0 +0.4 -0.7 0.0 +0.1 +1.3 0.0 0.0

ｸﾄﾞｳ  ｶｽﾞﾏ 広島 13m14 13m02 13m51 13m51 13m29 × 13m13 13m51
5 7 242 工藤　　和真(2) 神辺旭 +0.9 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 -1.1 -0.3

ﾀﾑﾗ  ﾊﾙｷ 山口 12m78 13m17 13m26 13m26 12m93 13m14 12m73 13m26
6 2 18 田村　　春樹(2) 防府 +0.1 +1.3 -0.2 -0.2 +0.3 +0.1 +0.9 -0.2

ﾑﾗﾀ ﾖﾘｱｷ 鳥取 13m24 12m73 － 13m24 － 13m05 12m66 13m24
7 10 642 村田　　賴昭(2) 鳥取西 0.0 -0.6 0.0 +0.3 -0.4 0.0

ｳｴﾔﾏ ﾀｽｸ 岡山 13m11 12m77 13m18 13m18 12m77 13m21 13m16 13m21
8 14 455 上山　　　侑(2) 美作 +0.5 -0.9 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥取 12m75 12m72 12m93 12m93 12m93
9 5 626 吉田　　舟作(2) 鳥取商 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9

ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 鳥取 12m82 × r 12m82 12m82
10 13 646 田中　　創太(1) 鳥取中央育英 +0.4 +0.4 +0.4

ﾏﾂｳﾗ  ｽﾐｱｷ 山口 × 12m52 × 12m52 12m52
11 15 67 松浦　　澄明(2) 萩 0.0 0.0 0.0

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ 島根 12m39 12m07 12m15 12m39 12m39
12 8 858 福島　　悠斗(2) 平田 +0.1 -0.4 -0.7 +0.1 +0.1

ｼﾝﾀﾆ ﾄｼｷ 島根 × 12m34 12m28 12m34 12m34
13 1 838 新谷　　俊季(1) 大社 +1.1 0.0 +1.1 +1.1

ｲｲﾂｶ ﾕｳﾀ 島根 11m88 12m10 12m08 12m10 12m10
14 12 813 飯塚　　悠太(1) 出雲商 +0.4 -0.2 +0.1 -0.2 -0.2

ﾀｶｷ  ｼｮｳ 山口 × × ×
9 5 高木　　　翔(1) 光 NM

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 島根

11 874 小笠原　真也(2) 矢上 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        18m21     幸長　慎一(徳島・生光学園)            2015

中国高校記録(AHR)       16m84     福島　翔太郎(島根・大社)              2006

大会記録(GR)            14m32     松村　恭汰(鳥取・八頭)                2014 10月16日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽﾅｶﾞ  ｷｲﾁ 山口

1 3 6 安永　　稀一(1) 光 14m19 13m76 14m22 14m22 13m92 14m31 14m33 14m33 GR
ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｼ 島根

2 13 839 水津　　　周(2) 大社 × 12m99 13m41 13m41 × 14m12 13m30 14m12

ｶﾜﾓﾄ  ﾕｳｷ 山口

3 4 8 河本　　悠希(1) 徳山商工 12m96 × 13m34 13m34 × 13m42 12m69 13m42

ｻｷﾀﾆ  ﾖｳｲﾁ 広島

4 15 255 﨑谷　　陽一(2) 西条農 12m55 13m24 12m51 13m24 12m73 12m74 12m66 13m24

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝﾀ 広島

5 6 203 渡辺　　健太(1) 基町 12m95 12m60 12m39 12m95 12m51 × 11m82 12m95

ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｷ 岡山

6 1 425 柴田　　祥希(1) 玉野光南 12m74 12m78 12m67 12m78 12m61 12m68 11m63 12m78

ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡山

7 16 466 前田　　瑞輝(2) 岡山商大附 × 12m28 10m85 12m28 11m86 11m22 × 12m28

ｶﾄｳ  ｺｳｷ 広島

8 9 233 加藤　　滉大(2) 高陽東 11m90 11m90 12m01 12m01 11m55 11m88 × 12m01

ｲｴﾁｶ ｶｽﾞｱｷ 岡山

9 10 427 家近　　和明(1) 玉野光南 11m80 11m73 × 11m80 11m80

ｼｵﾔ  ﾘｸ 山口

10 8 1 塩屋　　　陸(1) 岩国 11m39 11m55 11m41 11m55 11m55

ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 鳥取

11 11 627 石川　　拓哉(2) 鳥取商 11m38 11m10 10m50 11m38 11m38

ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根

12 12 822 増野　紀一郎(2) 松江南 11m28 × × 11m28 11m28

ﾔﾏﾈ ﾚﾆ 鳥取

13 14 643 山根　　伶仁(1) 鳥取西 10m41 10m58 11m01 11m01 11m01

ｶﾅﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 島根

14 7 840 金山　　光明(1) 大社 10m23 10m50 10m81 10m81 10m81

ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ 島根

15 5 814 倉本　　晃多(2) 松江ろう 10m34 10m53 10m53 10m53 10m53

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 鳥取

16 2 605 山田　　裕人(2) 倉吉総合産 9m76 10m41 10m04 10m41 10m41

凡例  GR:大会記録



 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        56m65     幸長　慎一(徳島・生光学園)            2016

中国高校記録(AHR)       50m63     安部　宏駿(岡山・玉野光南)            2011

大会記録(GR)            45m05     安部　宏駿(岡山・玉野光南)            2010 10月15日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥取

1 14 606 鈴木　　真人(2) 倉吉総合産 38m34 × 36m93 38m34 37m62 36m95 × 38m34

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 岡山

2 13 423 中村　　　晃(1) 玉野光南 32m69 34m77 37m44 37m44 34m52 37m36 38m16 38m16

ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｼ 島根

3 15 839 水津　　　周(2) 大社 37m64 × 36m98 37m64 × 37m28 × 37m64

ｿﾈ  ｹﾝﾀﾛｳ 山口

4 2 62 曽根　健太郎(2) 下関西 33m72 33m85 36m17 36m17 34m39 33m76 35m18 36m17

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岡山

5 4 413 水谷　　勇斗(1) 就実 34m43 35m20 35m66 35m66 33m92 35m56 × 35m66

ﾀｶﾀ ﾊﾙﾁｶ 岡山

6 9 428 高田　　晴央(1) 玉野光南 35m17 32m93 × 35m17 29m15 × × 35m17

ｺﾊﾞﾔｼ  ｼﾝﾔ 広島

7 11 267 小林　　真弥(2) 福山明王台 31m77 33m32 35m13 35m13 30m03 × × 35m13

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾉﾘ 鳥取

8 12 658 橘　　　明誉(2) 米子工 33m26 33m79 33m62 33m79 31m86 34m58 × 34m58

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 鳥取

9 1 624 中村　　文哉(2) 倉吉北 × 33m59 × 33m59 33m59

ｳｴﾉ  ｱﾗﾀ 山口

10 16 60 上野　　新太(2) 豊浦 × × 32m12 32m12 32m12

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝﾀ 広島

11 6 203 渡辺　　健太(1) 基町 29m51 31m28 30m96 31m28 31m28

ｶﾄｳ  ｺｳｷ 広島

12 3 233 加藤　　滉大(2) 高陽東 26m58 31m16 25m73 31m16 31m16

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 島根

13 5 816 古川　　晃希(1) 松江工 × 28m25 × 28m25 28m25

ｶﾅﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 島根

14 10 840 金山　　光明(1) 大社 25m69 × 27m74 27m74 27m74

ｵｵﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 島根

7 801 大畑　　瑞照(2) 益田 × × × NM
ﾋﾗﾉ  ﾅｷﾞﾔ 山口

8 63 平野　　凪哉(2) 下関商 × × × NM

凡例  NM:記録なし



 男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2009

中国高校記録(AHR)       68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2009

大会記録(GR)            60m81     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2008 10月15日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｼﾞ 山口

1 16 14 小林　　雄士(2) 山口県桜ケ丘 45m01 49m53 52m06 52m06 51m72 52m92 50m23 52m92

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 鳥取

2 14 624 中村　　文哉(2) 倉吉北 50m80 51m82 52m47 52m47 50m87 × × 52m47

ﾐﾉ ﾕｷﾉｼﾞｮｳ 鳥取

3 15 607 美濃　雪乃丞(2) 倉吉総合産 45m41 43m47 48m33 48m33 × 50m17 × 50m17

ｲｼﾊﾗ ﾅｵｱｷ 岡山

4 12 411 石原　　直晃(2) 東岡工 45m37 43m55 44m70 45m37 47m02 46m28 49m10 49m10

ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥取

5 5 608 川本　　大貴(2) 倉吉総合産 44m06 × 47m03 47m03 45m12 46m26 46m69 47m03

ｻｻｷ  ﾐﾂﾀｶ 山口

6 10 50 佐々木　潤昂(2) 田部 43m71 43m31 46m75 46m75 41m21 46m28 45m12 46m75

ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳﾔ 岡山

7 2 426 谷本　　翔哉(1) 玉野光南 44m50 46m63 42m62 46m63 × × × 46m63

ｼｹﾞﾏﾂ  ﾅｵｷ 広島

8 1 266 重松　　直樹(2) 福山工 42m81 43m03 43m76 43m76 44m98 43m45 × 44m98

ﾅｶｼﾏ  ｺｳﾀﾞｲ 山口

9 13 15 中島　　亨大(2) 山口県桜ケ丘 × 41m54 × 41m54 41m54

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 岡山

10 7 454 松原　　星夜(2) 新見 37m26 41m20 × 41m20 41m20

ﾅｶﾀ  ﾄﾑﾔ 広島

11 8 256 仲田　叶夢也(2) 西条農 × 39m97 × 39m97 39m97

ﾔﾅｲ ｾｲﾀﾛｳ 島根

12 9 802 柳井　清太郎(2) 益田翔陽 38m63 38m99 38m56 38m99 38m99

ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ 島根

13 3 814 倉本　　晃多(2) 松江ろう × 34m97 34m10 34m97 34m97

ﾏｼﾉ ｷｲﾁﾛｳ 島根

14 11 822 増野　紀一郎(2) 松江南 34m07 × × 34m07 34m07

ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝﾄ 島根

15 6 817 高橋　　絃斗(2) 松江工 × × 31m72 31m72 31m72

ﾄﾏﾘ  ﾖｼﾋﾛ 広島

4 257 泊　　　美裕(1) 西条農 × × × NM

凡例  NM:記録なし



 男子やり投(800g)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        76m54     村上　幸史(愛媛・今治明徳)            1997

中国高校記録(AHR)       72m52     森澤　公雄(鳥取・鳥取商)              1988

大会記録(GR)            63m86     山本　一喜(広島・廿日市)              2001 10月16日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥取

1 16 614 田口　　光樹(2) 倉吉東 60m62 56m44 56m04 60m62 × × 57m66 60m62

ﾃﾞｶｲ  ﾏｻｼ 広島

2 2 258 出海　　　将(2) 西条農 53m06 57m10 55m62 57m10 52m56 53m22 × 57m10

ﾀﾆ ｾｲﾀ 鳥取

3 13 609 谷　　　清太(2) 倉吉総合産 55m26 × × 55m26 × × × 55m26

ｵｵﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 島根

4 12 801 大畑　　瑞照(2) 益田 50m26 45m26 49m22 50m26 49m66 50m10 55m08 55m08

ｽﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 岡山

5 7 431 角谷　大　輔(2) 西大寺 38m96 44m18 52m94 52m94 51m40 48m42 × 52m94

ﾏﾂｼﾏ  ﾕｳﾀ 広島

6 14 208 松嶋　　雄太(2) 近大東広島 48m90 47m26 50m70 50m70 48m38 46m06 51m48 51m48

ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ 岡山

7 5 452 藤川　　想詩(2) 笠岡 48m48 47m66 × 48m48 46m38 49m84 47m52 49m84

ｱﾗｶﾜ  ﾕｳ 山口

8 3 76 荒川　　　優(2) 大津緑洋 44m70 48m78 44m88 48m78 46m40 × × 48m78

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥取

9 11 606 鈴木　　真人(2) 倉吉総合産 44m98 46m12 48m20 48m20 48m20

ﾔﾏｵｶ ﾕｳ 岡山

10 6 430 山岡　　　佑(2) 創志学園 47m60 41m42 43m70 47m60 47m60

ｻｸﾗｲ  ﾕｳﾏ 広島

11 8 201 櫻井　　優真(1) 安芸南 44m02 41m98 37m18 44m02 44m02

ﾄｷﾐﾂ  ｶｽﾞｷ 山口

12 9 12 時光　　一輝(2) 南陽工 43m06 43m94 41m82 43m94 43m94

ｻｻｷ  ﾐﾂﾀｶ 山口

13 10 50 佐々木　潤昂(2) 田部 40m56 × 43m54 43m54 43m54

ﾆｼｺｵﾘ ﾀｲﾁ 島根

14 1 823 錦織　　汰一(2) 松江農林 41m70 × 38m64 41m70 41m70

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 島根

15 4 845 林　　　凌汰(1) 津和野 × 37m70 × 37m70 37m70

ｺｳﾉ ﾃﾂﾀ 島根

16 15 862 河野　　鉄太(2) 明誠 × 34m58 × 34m58 34m58



 女子100m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄)              2012

中国高校記録(AHR)       11.57     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央)            2016 10月15日 11:30 予　選

大会記録(GR)            11.87     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央)            2015 10月15日 13:50 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-1.8) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ 島根 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山

1 4 848 前田　　瑠音(2) 明誠 12.60 Q 1 7 459 澤谷　　柚花(2) 倉敷中央 12.12 Q
ﾈｷ ｻﾔｶ 岡山 ｶﾈﾂｷ  ｼｽﾞｶ 広島

2 5 421 根木　　彩華(2) 就実 12.66 Q 2 4 204 鐘築　　静花(1) 宮島工 12.42 Q
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 島根 ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

3 3 835 田中　　璃奈(1) 浜田 12.98 Q 3 6 605 相生　　七海(2) 倉吉東 12.44 Q
ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥取 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根

4 9 621 宇野　　　茜(2) 鳥取城北 13.02 4 8 803 石川　　結貴(2) 開星 12.53 q
ｸﾗﾓﾄ  ﾐﾁ 山口 ｸﾗﾓﾄ  ﾅｵ 山口

5 8 14 倉本　　美知(1) 防府商工 13.02 5 5 13 倉本　　奈緒(1) 防府商工 12.67 q
ﾀﾑﾗ  ﾋﾅ 山口 ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島根

6 2 55 田村　　日奈(2) 下関商 13.05 6 3 821 髙田　　桃花(1) 松江北 12.78
ｶｼﾊﾗ  ﾏｷ 広島 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

6 213 柏原　　真希(1) 広島皆実 DNS 7 9 622 松本　　真奈(2) 鳥取城北 12.82
ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡山 ﾐﾔﾁ  ﾕｳﾒ 広島

7 452 齋藤　　愛美(2) 倉敷中央 DNS 2 242 宮地　　佑芽(2) 神辺旭 DNS

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山

1 7 459 澤谷　　柚花(2) 倉敷中央 12.09
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ 島根

2 6 848 前田　　瑠音(2) 明誠 12.29
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

3 9 605 相生　　七海(2) 倉吉東 12.46
ｶﾈﾂｷ  ｼｽﾞｶ 広島

4 4 204 鐘築　　静花(1) 宮島工 12.52
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根

5 3 803 石川　　結貴(2) 開星 12.56
ﾈｷ ｻﾔｶ 岡山

6 5 421 根木　　彩華(2) 就実 12.59
ｸﾗﾓﾄ  ﾅｵ 山口

7 2 13 倉本　　奈緒(1) 防府商工 12.87
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 島根

8 8 835 田中　　璃奈(1) 浜田 12.93

凡例  DNS:欠場



 女子4X100mR
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        44.48     斉田・福田・上村・エドバー(東京・東京)2015

中国高校記録(AHR)       45.49     末石・沢谷・野口・齋藤(岡山・倉敷中央)2016 10月15日 10:00 予　選

大会記録(GR)            46.98     野口・澤谷・末石・齋藤(岡山・倉敷中央)2015 10月15日 15:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1着 49.16 2着 49.41 3着 50.27
4ﾚｰﾝ Q 7ﾚｰﾝ Q 9ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 630 1 609 1 16

2 621 2 605 2 13

3 632 3 607 3 18

4 622 4 606 4 14

4着 50.30 5着 50.56 6着 52.09
8ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 423 1 207 1 844

2 424 2 205 2 835

3 426 3 208 3 842

4 421 4 204 4 836

2ﾚｰﾝ DNF 5ﾚｰﾝ DQ,R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 56 1 218

2 57 2 219

3 58 3 217

4 55 4 214

2組
1着 48.17 2着 48.54 3着 48.86
7ﾚｰﾝ Q 6ﾚｰﾝ Q 8ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 460 1 853 1 25

2 459 2 854 2 31

3 454 3 849 3 21

4 449 4 848 4 29

4着 49.12 5着 49.32 6着 49.63
4ﾚｰﾝ q 9ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 245 1 807 1 410

2 243 2 803 2 408

3 251 3 804 3 409

4 242 4 805 4 412

7着 50.67 8着 51.21
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 827 1 654

2 824 2 653

3 833 3 655

4 826 4 656

鳥取城北(鳥取)

ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ
前田　　夏美(1)

鳥取

鳥取城北
ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥取

鳥取城北
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ
田上　　雪乃(1)

鳥取

鳥取城北
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ
松本　　真奈(2)

鳥取

鳥取城北

倉吉東(鳥取)

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ
岡崎　　　汀(1)

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　　詩歩(2)

宇野　　　茜(2)

鳥取

倉吉東
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ
相生　　七海(2)

鳥取

倉吉東
鳥取

倉吉東
ｲﾉｳｴ ｶﾅ
井上　　佳奈(2)

鳥取

倉吉東

防府商工(山口)

ｲﾄｳ  ｱｲﾘ
伊藤　　愛莉(2)

山口

防府商工
ｸﾗﾓﾄ  ﾅｵ
倉本　　奈緒(1)

山口

防府商工
ﾓﾘﾋﾛ  ｽｽﾞﾈ
森廣　　鈴音(1)

山口

防府商工
ｸﾗﾓﾄ  ﾐﾁ
倉本　　美知(1)

山口

防府商工

就実(岡山)

ｷﾀﾔﾏ ﾕｶ

宮島工(広島)

ｸﾎﾞﾀ  ｶﾎ

浜田(島根)

ﾊｼﾓﾄ ﾘﾐ
北山　　由佳(1)

岡山

就実
ｺｳﾓﾄ ﾕｲ
河本　　友唯(1)

岡山

就実
ｶｺ ﾅﾉﾊ
加古　菜の葉(2)

岡山

就実
ﾈｷ ｻﾔｶ
根木　　彩華(2)

岡山

就実

久保田　夏歩(1)
広島

宮島工
ﾎｿﾌﾞﾁ  ﾅﾅｶ
細渕　菜々香(2)

広島

宮島工
ﾓﾘｶﾜ  ﾊｽﾞﾅ
森川　　蓮奈(1)

広島

宮島工
ｶﾈﾂｷ  ｼｽﾞｶ
鐘築　　静花(1)

広島

宮島工

橋本　　梨未(2)
島根

浜田
ﾀﾅｶ ﾘﾅ
田中　　璃奈(1)

島根

浜田
ﾀﾑﾗ ｶﾎ
田邨　　夏歩(2)

島根

浜田
ﾀﾑﾗ ﾏﾎ
田邨　　真歩(2)

島根

浜田

下関商(山口)

ｼｹﾞﾄﾞﾐ  ﾋﾅｺ
重富　日向子(2)

山口

下関商
ｶﾜﾑﾗ  ｻｷ 山口

下関商
ﾂﾀﾞ  ｻｴ
津田　　彩瑛(2)

山口

下関商
ﾀﾑﾗ  ﾋﾅ
田村　　日奈(2)

山口

下関商

広島皆実(広島)

ｿﾉﾀﾞ  ﾏｷ
園田　　万季(2)

ﾌｼﾞﾀ  ｶﾚﾝ
藤田　かれん(1)

河村　　咲希(1)

広島

広島皆実
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶﾘﾝ
山口　　夏鈴(1)

広島

広島皆実
広島

広島皆実
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ
渡部　　仁美(2)

広島

広島皆実

倉敷中央(岡山)

ｵｲｶﾜ ﾕﾘ
追川　　友梨(2)

岡山

倉敷中央
ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山

倉敷中央
ｺｲｹ ﾕｲｺ
小池　　結子(2)

岡山

倉敷中央
ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ
竜門　　千佳(1)

岡山

倉敷中央

明誠(島根)

ﾅｼﾀﾞ ｱﾝﾉ
梨田　　安乃(1)

ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ
米田　　涼帆(2)

澤谷　　柚花(2)

島根

明誠
ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ
長戸　　友花(1)

島根

明誠
島根

明誠
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ
前田　　瑠音(2)

島根

明誠

西京(山口)

ｻｲﾊﾗ  ﾏｲ
才原　　麻衣(1)

山口

西京
ﾔﾏﾓﾄ  ﾓﾓﾘ
山本　萌々莉(2)

山口

西京
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ
岩本　　麻衣(2)

山口

西京
ｵｵﾀﾞﾏ  ｶﾘﾝ
大玉　　華鈴(2)

山口

西京

神辺旭(広島)

ﾃﾗﾆｼ  ﾏﾘｴ

開星(島根)

ｶﾈｻｶ ﾕｲ

岡山東商(岡山)

ｶﾜｻｷ ｶﾎ
寺西　真莉恵(2)

広島

神辺旭
ﾆﾎﾝﾏﾂ  ﾕｲ
二本松　結衣(2)

広島

神辺旭
ﾐﾂｲ  ｽﾐﾚ
三井　　　菫(2)

広島

神辺旭
ﾐﾔﾁ  ﾕｳﾒ
宮地　　佑芽(2)

広島

神辺旭

金坂　　優衣(2)
島根

開星
ｲｼｶﾜ ﾕｷ
石川　　結貴(2)

島根

開星
ﾄﾔ ﾓｴﾅ
戸屋　　萌南(1)

島根

開星
ｵｸﾞｻ ﾅﾎ
小草　　菜歩(1)

島根

開星

川崎　　夏穂(1)
岡山

岡山東商
ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ
安定　紗也香(2)

岡山

岡山東商
ｻｶｶﾞﾜ ﾎﾉｶ
坂川　保乃華(2)

岡山

岡山東商
ｵｵｶﾜ ﾅｵ
大川　　菜緒(1)

岡山

岡山東商

大社(島根)

ｺﾜ ﾘﾅ
古和　　里奈(2)

島根

大社
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

大社
ｲﾉｳｴ ﾏｲ
井上　　　舞(2)

島根

大社
ｲﾏｵｶ ﾁﾋﾛ
今岡　　千景(2)

島根

大社

米子北(鳥取)

ｷﾇﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ
絹谷　　　希(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
山田　　　葵(2)

石岡　　茉尋(2)

鳥取

米子北
ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ
福井　向日葵(2)

鳥取

米子北
鳥取

米子北
ｸﾛﾐ ｱﾔｶ
黒見　　文香(2)

鳥取

米子北

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 R2:2-3走間でのオーバーゾーン



 女子4X100mR
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        44.48     斉田・福田・上村・エドバー(東京・東京)2015

中国高校記録(AHR)       45.49     末石・沢谷・野口・齋藤(岡山・倉敷中央)2016 10月15日 10:00 予　選

大会記録(GR)            46.98     野口・澤谷・末石・齋藤(岡山・倉敷中央)2015 10月15日 15:40 決　勝

決　勝　

1着 47.92 2着 48.55 3着 48.66
6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 460 1 853 1 630

2 459 2 854 2 621

3 453 3 849 3 632

4 454 4 848 4 622

4着 48.95 5着 48.97 6着 49.21
7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 609 1 245 1 25

2 605 2 243 2 31

3 607 3 251 3 21

4 606 4 242 4 29

7着 49.23 8着 50.09
3ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 807 1 16

2 803 2 13

3 804 3 18

4 805 4 14

倉敷中央(岡山)

ｵｲｶﾜ ﾕﾘ
追川　　友梨(2)

岡山

倉敷中央
ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山

倉敷中央
ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ
野口　　理帆(2)

岡山

倉敷中央
ｺｲｹ ﾕｲｺ
小池　　結子(2)

岡山

倉敷中央

明誠(島根)

ﾅｼﾀﾞ ｱﾝﾉ
梨田　　安乃(1)

ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ
米田　　涼帆(2)

澤谷　　柚花(2)

島根

明誠
ﾅｶﾞﾄ ﾕｶ
長戸　　友花(1)

島根

明誠
島根

明誠
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ
前田　　瑠音(2)

島根

明誠

鳥取城北(鳥取)

ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ
前田　　夏美(1)

鳥取

鳥取城北
ｳﾉ ｱｶﾈ
宇野　　　茜(2)

鳥取

鳥取城北
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ
田上　　雪乃(1)

鳥取

鳥取城北
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ
松本　　真奈(2)

鳥取

鳥取城北

倉吉東(鳥取)

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ

神辺旭(広島)

ﾃﾗﾆｼ  ﾏﾘｴ

西京(山口)

ｻｲﾊﾗ  ﾏｲ
岡崎　　　汀(1)

鳥取

倉吉東
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ
相生　　七海(2)

鳥取

倉吉東
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　　詩歩(2)

鳥取

倉吉東
ｲﾉｳｴ ｶﾅ
井上　　佳奈(2)

鳥取

倉吉東

寺西　真莉恵(2)
広島

神辺旭
ﾆﾎﾝﾏﾂ  ﾕｲ
二本松　結衣(2)

広島

神辺旭
ﾐﾂｲ  ｽﾐﾚ
三井　　　菫(2)

広島

神辺旭
ﾐﾔﾁ  ﾕｳﾒ
宮地　　佑芽(2)

広島

神辺旭

才原　　麻衣(1)
山口

西京
ﾔﾏﾓﾄ  ﾓﾓﾘ
山本　萌々莉(2)

山口

西京
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ
岩本　　麻衣(2)

山口

西京
ｵｵﾀﾞﾏ  ｶﾘﾝ
大玉　　華鈴(2)

山口

西京

開星(島根)

ｶﾈｻｶ ﾕｲ
金坂　　優衣(2)

島根

開星
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根

開星
ﾄﾔ ﾓｴﾅ
戸屋　　萌南(1)

島根

開星
ｵｸﾞｻ ﾅﾎ
小草　　菜歩(1)

島根

開星

防府商工(山口)

ｲﾄｳ  ｱｲﾘ
伊藤　　愛莉(2)

ﾓﾘﾋﾛ  ｽｽﾞﾈ
森廣　　鈴音(1)

石川　　結貴(2)

山口

防府商工
ｸﾗﾓﾄ  ﾅｵ
倉本　　奈緒(1)

山口

防府商工
山口

防府商工
ｸﾗﾓﾄ  ﾐﾁ
倉本　　美知(1)

山口

防府商工

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 R2:2-3走間でのオーバーゾーン
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予　選　2組3着＋2

1組
1着 4:00.99 2着 4:01.58 3着 4:04.11

5ﾚｰﾝ Q 4ﾚｰﾝ Q 6ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 416 1 229 1 216

2 408 2 234 2 219

3 415 3 235 3 220

4 410 4 230 4 214

4着 4:06.32 5着 4:08.85 6着 4:12.63

7ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 261 1 837 1 617

2 263 2 836 2 616

3 264 3 835 3 620

4 262 4 842 4 619

7着 4:13.30 8着 4:16.78

8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 637 1 56

2 634 2 55

3 639 3 58

4 638 4 60

2組
1着 3:59.96 2着 4:00.79 3着 4:02.81

4ﾚｰﾝ Q 7ﾚｰﾝ Q 6ﾚｰﾝ Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 449 1 31 1 850

2 454 2 21 2 848

3 450 3 29 3 855

4 459 4 32 4 849

4着 4:03.10 5着 4:03.20 6着 4:03.20

8ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 606 1 435 1 807

2 607 2 428 2 804

3 610 3 437 3 808

4 605 4 438 4 803

7着 4:07.08 8着 4:15.47

9ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 47 1 833

2 44 2 824

3 50 3 826

4 49 4 828

岡山東商(岡山)

ﾖｺﾔﾏ ｶﾉ
横山　　加乃(2)

岡山

岡山東商
ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡山

岡山東商
ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ
西角　　美咲(1)

岡山

岡山東商
ｶﾜｻｷ ｶﾎ
川崎　　夏穂(1)

岡山

岡山東商

舟入(広島)

ｵｶﾔﾏ  ﾊﾙﾅ
岡山　　遥菜(2)

ﾎﾝﾏ  ﾄｷﾈ
本間　　宙峰(2)

安定　紗也香(2)

広島

舟入
ｳｴﾀﾞ  ﾏﾖ
上田　　万葉(2)

広島

舟入
広島

舟入
ﾄｸｼｹﾞ  ﾕﾒﾉ
徳重　　夢乃(1)

広島

舟入

広島皆実(広島)

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾘﾝ
安藤　　りん(1)

広島

広島皆実
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶﾘﾝ
山口　　夏鈴(1)

広島

広島皆実
ｲﾏﾑﾗ  ｼｵﾘ
今村　　　栞(1)

広島

広島皆実
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ
渡部　　仁美(2)

広島

広島皆実

西条農(広島)

ﾉﾌﾞﾅｶﾞ  ｽｽﾞ

浜田(島根)

ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ

鳥取商(鳥取)

ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ
信永　　寿々(2)

広島

西条農
ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾒｲ
藤原　　めい(1)

広島

西条農
ｷｸﾓﾄ  ｶﾅ
菊本　　佳那(2)

広島

西条農
ﾋｸﾞﾁ  ｶﾅｴ
樋口　　佳苗(2)

広島

西条農

中嶋　　彩夏(2)
島根

浜田
ﾀﾑﾗ ﾏﾎ
田邨　　真歩(2)

島根

浜田
ﾀﾅｶ ﾘﾅ
田中　　璃奈(1)

島根

浜田
ﾀﾑﾗ ｶﾎ
田邨　　夏歩(2)

島根

浜田

伊井野のぞみ(2)
鳥取

鳥取商
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ
木下　　来海(1)

鳥取

鳥取商
ｶｲｺﾞ ﾓｴ
飼牛　　　萌(2)

鳥取

鳥取商
ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ
山下　　玲奈(2)

鳥取

鳥取商

鳥取西(鳥取)

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ
足立　　春菜(2)

鳥取

鳥取西
ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥取

鳥取西
ｲﾜﾓﾄ ｻｷ
岩本　　紗季(2)

鳥取

鳥取西
ﾀﾅｶ ﾐﾎ
田中　　美帆(2)

鳥取

鳥取西

下関商(山口)

ｼｹﾞﾄﾞﾐ  ﾋﾅｺ
重富　日向子(2)

ﾂﾀﾞ  ｻｴ
津田　　彩瑛(2)

德田　　絢子(1)

山口

下関商
ﾀﾑﾗ  ﾋﾅ
田村　　日奈(2)

山口

下関商
山口

下関商
ﾓﾘﾀ  ﾏﾄﾞｶ
森田　　円香(2)

山口

下関商

倉敷中央(岡山)

ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ
竜門　　千佳(1)

岡山

倉敷中央
ｺｲｹ ﾕｲｺ 岡山

倉敷中央
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ
藤本　　優希(1)

岡山

倉敷中央
ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ
澤谷　　柚花(2)

岡山

倉敷中央

西京(山口)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾓﾓﾘ
山本　萌々莉(2)

ｵｵﾀﾞﾏ  ｶﾘﾝ
大玉　　華鈴(2)

小池　　結子(2)

山口

西京
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ
岩本　　麻衣(2)

山口

西京
山口

西京
ﾌｼﾞﾀ  ﾚﾅ
藤田　　玲那(2)

山口

西京

明誠(島根)

ﾆｲ ﾘﾎ
新井　　里帆(1)

島根

明誠
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ
前田　　瑠音(2)

島根

明誠
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾉ
平山　　雪乃(2)

島根

明誠
ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ
米田　　涼帆(2)

島根

明誠

倉吉東(鳥取)

ｲﾉｳｴ ｶﾅ

玉野光南(岡山)

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾅﾅ

開星(島根)

ｶﾈｻｶ ﾕｲ
井上　　佳奈(2)

鳥取

倉吉東
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　　詩歩(2)

鳥取

倉吉東
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ
谷本　　望実(2)

鳥取

倉吉東
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ
相生　　七海(2)

鳥取

倉吉東

山神　　渚夏(1)
岡山

玉野光南
ｸﾆｼｵ ﾘﾅ
國塩　　里奈(2)

岡山

玉野光南
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ
藤原　　早菜(1)

岡山

玉野光南
ｵｵﾔﾏ ﾑﾂｺ
大山　　睦子(1)

岡山

玉野光南

金坂　　優衣(2)
島根

開星
ﾄﾔ ﾓｴﾅ
戸屋　　萌南(1)

島根

開星
ﾊﾗﾀﾞ ｷﾎ
原田　　希歩(2)

島根

開星
ｲｼｶﾜ ﾕｷ
石川　　結貴(2)

島根

開星

豊浦(山口)

ﾔﾏﾓﾄ  ｳﾀﾉ
山本　　詩乃(2)

山口

豊浦
ｺﾞﾄｳ  ﾓﾓｶ 山口

豊浦
ﾏｽﾀﾞ  ﾐｻｷ
枡田　　　岬(1)

山口

豊浦
ﾋｷﾀ  ﾂﾕﾘ
疋田　つゆり(1)

山口

豊浦

大社(島根)

ｲﾉｳｴ ﾏｲ
井上　　　舞(2)

ｲﾏｵｶ ﾁﾋﾛ
今岡　　千景(2)

後藤　　桃佳(2)

島根

大社
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ
石岡　　茉尋(2)

島根

大社
島根

大社
ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ
園山　実沙季(1)

島根

大社
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決　勝　

1着 3:56.98 2着 3:57.16 3着 3:57.98

4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 458 1 415 1 229

2 449 2 410 2 230

3 450 3 411 3 235

4 459 4 408 4 234

4着 3:59.48 5着 3:59.99 6着 4:01.95

6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 31 1 850 1 436

2 21 2 848 2 428

3 29 3 853 3 437

4 32 4 849 4 438

7着 4:03.44 8着 4:10.07

9ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 216 1 610

2 219 2 606

3 220 3 614

4 214 4 607

倉敷中央(岡山)

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ
中山　奈麻美(2)

岡山

倉敷中央
ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡山

倉敷中央
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ
藤本　　優希(1)

岡山

倉敷中央
ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ
澤谷　　柚花(2)

岡山

倉敷中央

岡山東商(岡山)

ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ
西角　　美咲(1)

ｺﾆｼ ﾘﾅ
小西　　里奈(2)

竜門　　千佳(1)

岡山

岡山東商
ｶﾜｻｷ ｶﾎ
川崎　　夏穂(1)

岡山

岡山東商
岡山

岡山東商
ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ
安定　紗也香(2)

岡山

岡山東商

舟入(広島)

ｵｶﾔﾏ  ﾊﾙﾅ
岡山　　遥菜(2)

広島

舟入
ﾄｸｼｹﾞ  ﾕﾒﾉ
徳重　　夢乃(1)

広島

舟入
ﾎﾝﾏ  ﾄｷﾈ
本間　　宙峰(2)

広島

舟入
ｳｴﾀﾞ  ﾏﾖ
上田　　万葉(2)

広島

舟入

西京(山口)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾓﾓﾘ

明誠(島根)

ﾆｲ ﾘﾎ

玉野光南(岡山)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ
山本　萌々莉(2)

山口

西京
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ
岩本　　麻衣(2)

山口

西京
ｵｵﾀﾞﾏ  ｶﾘﾝ
大玉　　華鈴(2)

山口

西京
ﾌｼﾞﾀ  ﾚﾅ
藤田　　玲那(2)

山口

西京

新井　　里帆(1)
島根

明誠
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ
前田　　瑠音(2)

島根

明誠
ﾅｼﾀﾞ ｱﾝﾉ
梨田　　安乃(1)

島根

明誠
ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ
米田　　涼帆(2)

島根

明誠

高橋　　美夢(1)
岡山

玉野光南
ｸﾆｼｵ ﾘﾅ
國塩　　里奈(2)

岡山

玉野光南
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ
藤原　　早菜(1)

岡山

玉野光南
ｵｵﾔﾏ ﾑﾂｺ
大山　　睦子(1)

岡山

玉野光南

広島皆実(広島)

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾘﾝ
安藤　　りん(1)

広島

広島皆実
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶﾘﾝ 広島

広島皆実
ｲﾏﾑﾗ  ｼｵﾘ
今村　　　栞(1)

広島

広島皆実
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ
渡部　　仁美(2)

広島

広島皆実

倉吉東(鳥取)

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ
谷本　　望実(2)

ｲｶﾞｷ ﾋﾛﾐ
井垣　　広美(1)

山口　　夏鈴(1)

鳥取

倉吉東
ｲﾉｳｴ ｶﾅ
井上　　佳奈(2)

鳥取

倉吉東
鳥取

倉吉東
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　　詩歩(2)

鳥取

倉吉東



 女子200m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        23.46     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央)            2016

中国高校記録(AHR)       23.46     齋藤　愛美(岡山・倉敷中央)            2016 10月16日 11:10 予　選

大会記録(GR)            24.31     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月16日 12:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡山 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山

1 6 452 齋藤　　愛美(2) 倉敷中央 24.36 Q 1 5 459 澤谷　　柚花(2) 倉敷中央 25.46 Q
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ 広島

2 4 803 石川　　結貴(2) 開星 25.46 Q 2 6 214 渡部　　仁美(2) 広島皆実 26.16 Q
ｶﾈﾂｷ  ｼｽﾞｶ 広島 ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ 島根

3 8 204 鐘築　　静花(1) 宮島工 25.93 Q 3 7 849 米田　　涼帆(2) 明誠 26.24 Q
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ 山口 ﾄﾔ ﾓｴﾅ 島根

4 3 21 岩本　　麻衣(2) 西京 26.27 q 4 8 804 戸屋　　萌南(1) 開星 26.54
ｵﾀﾞｷ  ﾓｴｺ 広島 ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥取

5 9 224 小滝　　萌子(1) 高陽東 26.51 q 5 9 621 宇野　　　茜(2) 鳥取城北 26.63
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取 ｺﾞﾄｳ  ﾓﾓｶ 山口

6 7 622 松本　　真奈(2) 鳥取城北 26.84 6 3 44 後藤　　桃佳(2) 豊浦 26.70
ﾊﾝｻﾞﾜ  ｵﾄﾊ 山口 ﾀﾑﾗ ﾏﾎ 島根

7 2 5 繁澤　　音羽(1) 光 27.70 7 2 836 田邨　　真歩(2) 浜田 27.69
ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡山 ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

5 408 安定　紗也香(2) 岡山東商 DNS 4 605 相生　　七海(2) 倉吉東 DNS

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡山

1 6 452 齋藤　　愛美(2) 倉敷中央 24.08 GR
ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡山

2 5 459 澤谷　　柚花(2) 倉敷中央 24.98
ｲｼｶﾜ ﾕｷ 島根

3 7 803 石川　　結貴(2) 開星 25.15
ｶﾈﾂｷ  ｼｽﾞｶ 広島

4 9 204 鐘築　　静花(1) 宮島工 25.99
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ 広島

5 4 214 渡部　　仁美(2) 広島皆実 26.03
ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ 島根

6 8 849 米田　　涼帆(2) 明誠 26.16
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ 山口

7 3 21 岩本　　麻衣(2) 西京 26.24
ｵﾀﾞｷ  ﾓｴｺ 広島

8 2 224 小滝　　萌子(1) 高陽東 26.25

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        52.52     杉浦　はる香(静岡・浜松市立)          2013

中国高校記録(AHR)       52.99     青山　聖佳(島根・松江商)              2014 10月15日 11:00 予　選

大会記録(GR)            54.83     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月15日 13:30 決　勝

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡山 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ 広島

1 5 440 高木　　里奈(2) 倉敷南 59.11 Q 1 6 214 渡部　　仁美(2) 広島皆実 58.30 Q
ｵｶﾔﾏ  ﾊﾙﾅ 広島 ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡山

2 4 229 岡山　　遥菜(2) 舟入 59.93 Q 2 4 408 安定　紗也香(2) 岡山東商 58.46 Q
ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ 島根 ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ 山口

3 9 849 米田　　涼帆(2) 明誠 59.99 Q 3 5 21 岩本　　麻衣(2) 西京 58.86 Q
ｵﾀﾞｷ  ﾓｴｺ 広島 ｺﾞﾄｳ  ﾓﾓｶ 山口

4 6 224 小滝　　萌子(1) 高陽東 1:00.89 4 8 44 後藤　　桃佳(2) 豊浦 58.97 q
ｶﾈﾑﾗ  ﾊﾙﾅ 山口 ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥取

5 3 41 金村　　春菜(2) 宇部鴻城 1:01.33 5 7 653 福井　向日葵(2) 米子北 1:00.31 q
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥取 ﾆｲ ﾘﾎ 島根

6 8 606 井上　　佳奈(2) 倉吉東 1:01.45 6 2 850 新井　　里帆(1) 明誠 1:01.86
ﾀﾑﾗ ﾏﾎ 島根 ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥取

7 2 836 田邨　　真歩(2) 浜田 1:02.75 7 9 634 德田　　絢子(1) 鳥取西 1:01.92
ﾊﾗｾ ﾕｳｶ 岡山 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ 島根

7 434 原瀬　　優花(1) 玉野光南 DNS 8 3 837 中嶋　　彩夏(2) 浜田 1:02.41

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡山

1 4 408 安定　紗也香(2) 岡山東商 57.54
ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡山

2 6 440 高木　　里奈(2) 倉敷南 57.77
ｲﾜﾓﾄ  ﾏｲ 山口

3 8 21 岩本　　麻衣(2) 西京 58.43
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ 広島

4 5 214 渡部　　仁美(2) 広島皆実 58.60
ｺﾞﾄｳ  ﾓﾓｶ 山口

5 3 44 後藤　　桃佳(2) 豊浦 58.64
ｵｶﾔﾏ  ﾊﾙﾅ 広島

6 7 229 岡山　　遥菜(2) 舟入 59.30
ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥取

7 2 653 福井　向日葵(2) 米子北 59.59
ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ 島根

8 9 849 米田　　涼帆(2) 明誠 1:00.28

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        2:04.00   西村　美樹(東京・東京)                2000

中国高校記録(AHR)       2:04.29   福田　翔子(島根・松江北)              2016 10月16日 10:05 予　選

大会記録(GR)            2:11.83   郷田　光江(島根・開星)                1995 10月16日 11:55 決　勝

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄｸｼｹﾞ  ﾕﾒﾉ 広島 ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 岡山

1 7 230 徳重　　夢乃(1) 舟入 2:19.25 Q 1 7 405 金光　　由樹(1) 岡山操山 2:20.36 Q
ﾂﾎﾞｲ  ﾋﾛｶ 山口 ｻｶｴ  ｱｶﾈ 広島

2 5 45 坪井　　皓香(2) 豊浦 2:19.30 Q 2 5 231 坂江　　茜音(2) 舟入 2:20.39 Q
ｵｵｻｺ  ﾊﾙｶ 広島 ﾀﾑﾗ  ﾙﾅ 山口

3 6 210 大迫　　晴香(2) 広 2:19.52 Q 3 9 11 田村　　瑠菜(1) 聖光 2:20.72 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 岡山 ｺﾆｼ ﾘﾅ 岡山

4 4 458 中山　奈麻美(2) 倉敷中央 2:20.06 q 4 6 411 小西　　里奈(2) 岡山東商 2:21.10 q
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾘｱ 島根 ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥取

5 3 851 杉本　麻里亜(1) 明誠 2:25.39 5 4 623 赤堀　　仁美(1) 鳥取城北 2:22.19
ﾆｼﾑﾗ  ﾐﾉﾘ 山口 ｲﾂﾞ ｶﾅｴ 島根

6 9 51 西村　　美紀(2) 下関西 2:27.41 6 2 838 伊津　かなえ(1) 浜田 2:24.32
ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｶ 鳥取

7 2 648 川崎　　眞子(1) 八頭 2:31.45 7 8 647 竹内　　　遥(2) 八頭 2:24.73
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 島根 ｲｹﾉ ﾕｳﾅ 島根

8 822 青山　　春菜(1) 松江北 DNS 8 3 801 池野　　佑奈(1) 益田 2:27.10

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｸｼｹﾞ  ﾕﾒﾉ 広島

1 7 230 徳重　　夢乃(1) 舟入 2:13.90
ｻｶｴ  ｱｶﾈ 広島

2 4 231 坂江　　茜音(2) 舟入 2:14.07
ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 岡山

3 5 405 金光　　由樹(1) 岡山操山 2:14.71
ﾂﾎﾞｲ  ﾋﾛｶ 山口

4 6 45 坪井　　皓香(2) 豊浦 2:17.26
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 岡山

5 3 458 中山　奈麻美(2) 倉敷中央 2:18.23
ﾀﾑﾗ  ﾙﾅ 山口

6 8 11 田村　　瑠菜(1) 聖光 2:18.84
ｵｵｻｺ  ﾊﾙｶ 広島

7 9 210 大迫　　晴香(2) 広 2:20.23
ｺﾆｼ ﾘﾅ 岡山

8 2 411 小西　　里奈(2) 岡山東商 2:20.58

凡例  DNS:欠場



 女子1500m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        4:07.86   小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2006

中国高校記録(AHR)       4:17.64   足立　知世(岡山・興譲館)              2013

大会記録(GR)            4:26.94   堤　愛華(岡山・興譲館)                2008 10月15日 10:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 岡山

1 2 405 金光　　由樹(1) 岡山操山 4:29.21
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥取

2 6 643 林　　　　輝(2) 鳥取中央育英 4:32.90
ｵｷﾀﾆ  ﾕｳﾅ 山口

3 9 23 沖谷　　友奈(1) 西京 4:34.50
ﾂﾎﾞｲ  ﾋﾛｶ 山口

4 10 45 坪井　　皓香(2) 豊浦 4:34.95
ｻｶｴ  ｱｶﾈ 広島

5 15 231 坂江　　茜音(2) 舟入 4:40.41
ﾌｸﾀﾞ  ｱﾕﾐ 山口

6 3 22 福田　　歩未(2) 西京 4:42.94
ﾐｳﾗ ﾕｳﾊ 島根

7 7 802 三浦　　優葉(1) 益田東 4:43.47
ﾊﾅﾌｻ ﾓﾓｶ 鳥取

8 1 624 花房　　百伽(2) 鳥取城北 4:43.69
ﾎﾘｵ ｶﾎ 鳥取

9 16 644 堀尾　　和帆(2) 鳥取中央育英 4:47.81
ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｲｶ 広島

10 14 255 松本　　結香(1) 世羅 4:50.04
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根

11 12 810 原田　　菜月(2) 出雲 4:51.60
ｶﾄｳ  ｺﾄﾉ 広島

12 13 225 加藤　　琴乃(2) 高陽東 4:53.55
ﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 岡山

13 11 430 田辺　　実優(2) 玉野光南 4:55.32
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 島根

14 8 822 青山　　春菜(1) 松江北 4:59.24
ｲｹﾉ ﾕｳﾅ 島根

15 4 801 池野　　佑奈(1) 益田 5:05.43
ﾐﾔｹ ｻﾗ 岡山

5 427 三宅　　紗蘭(2) 玉野光南 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子3000m
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        8:52.33   小林　祐梨子(兵庫・須磨学園)          2005

中国高校記録(AHR)       9:04.81   向井　優香(広島・世羅)                2015

大会記録(GR)            9:18.10   大森　巴奈(岡山・興譲館)              2013 10月16日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｹ ｻﾗ 岡山

1 4 427 三宅　　紗蘭(2) 玉野光南 9:24.12
ﾋﾗｵｶ  ﾐﾎ 広島

2 16 232 平岡　　美帆(1) 舟入 9:39.59
ｲｼｵ  ｺﾉﾐ 山口

3 5 24 石尾　木乃美(2) 西京 9:40.78
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥取

4 3 643 林　　　　輝(2) 鳥取中央育英 9:43.77
ｼﾗﾊｾ  ﾁﾋﾛ 広島

5 10 239 白波瀬　千紘(1) 沼田 9:44.90
ﾊﾗﾀﾞ  ﾅﾂ 山口

6 9 34 原田　　奈津(2) 中村女 9:45.37
ｼﾊﾞ ｲｸｺ 島根

7 12 839 志波　　郁子(2) 浜田 10:04.31

ｱﾀﾞﾁ  ｶﾅｴ 山口

8 1 46 足立　佳那恵(2) 豊浦 10:08.27

ﾐｳﾗ ﾕｳﾊ 島根

9 8 802 三浦　　優葉(1) 益田東 10:14.51

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾗﾝ 広島

10 11 240 宮崎　　　蘭(2) 沼田 10:15.67

ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 島根

11 15 846 田中　　愛樹(1) 平田 10:16.70

ｽﾐ ﾕﾒｺ 島根

12 14 811 角　　　夢子(1) 出雲 10:16.77

ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾅ 岡山

13 7 404 小川　　紗奈(2) 岡山操山 10:18.23

ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ 鳥取

14 6 649 入江　ちはゆ(2) 八頭 10:20.86

ｱｷﾀ ﾏﾐ 鳥取

15 13 625 秋田　　真実(2) 鳥取城北 10:29.78

ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ 岡山

2 442 ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ(1) 倉敷 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        13.39     寺田　明日香(北海道・恵庭北)          2007

中国高校記録(AHR)       13.57     福部　真子(広島・広島皆実)            2013 10月15日 11:50 予　選

大会記録(GR)            13.88     福部　真子(広島・広島皆実)            2011 10月15日 14:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根 ﾆﾎﾝﾏﾂ  ﾕｲ 広島

1 5 823 大賀　　結莉(2) 松江北 14.78 Q 1 6 243 二本松　結衣(2) 神辺旭 14.38 Q
ﾎﾝﾀﾞ  ｴﾐ 山口 ｱﾘﾓﾘ ﾗﾝﾉ 岡山

2 4 52 本田　　媛海(2) 下関西 14.99 Q 2 5 461 有森　　蘭乃(1) 岡山城東 14.75 Q
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥取 ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡山

3 7 607 坂口　　詩歩(2) 倉吉東 15.07 Q 3 4 449 竜門　　千佳(1) 倉敷中央 14.84 Q
ﾓﾄﾔｽ  ﾅﾂﾉ 広島 ﾀｶﾀ ﾓﾓｶ 島根

4 6 215 本保　なつの(2) 広島皆実 15.11 q 4 9 821 髙田　　桃花(1) 松江北 15.13
ｻｲﾊﾗ  ﾏｲ 山口 ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

5 3 25 才原　　麻衣(1) 西京 15.12 q 5 8 824 石岡　　茉尋(2) 大社 15.30
ﾔｽｺｳﾁ  ﾒｲ 広島 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥取

6 9 244 安河内　萌衣(1) 神辺旭 15.52 6 7 652 安達　　香奈(1) 米子南 15.34
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥取 ｽﾐｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 岡山

7 8 616 木下　　来海(1) 鳥取商 15.72 7 2 406 澄川　　芽久(1) 岡山操山 15.49
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根 ﾆｼｼｹﾞ  ｱｽｶ 山口

8 2 812 淸水　　友花(2) 出雲 17.13 8 3 26 西重　明日香(2) 西京 16.05

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾎﾝﾏﾂ  ﾕｲ 広島

1 5 243 二本松　結衣(2) 神辺旭 14.22
ｱﾘﾓﾘ ﾗﾝﾉ 岡山

2 7 461 有森　　蘭乃(1) 岡山城東 14.57
ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根

3 6 823 大賀　　結莉(2) 松江北 14.58
ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡山

4 8 449 竜門　　千佳(1) 倉敷中央 14.67
ﾎﾝﾀﾞ  ｴﾐ 山口

5 4 52 本田　　媛海(2) 下関西 14.95
ﾓﾄﾔｽ  ﾅﾂﾉ 広島

6 3 215 本保　なつの(2) 広島皆実 15.07
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥取

7 9 607 坂口　　詩歩(2) 倉吉東 15.13
ｻｲﾊﾗ  ﾏｲ 山口

8 2 25 才原　　麻衣(1) 西京 15.32



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        57.09     石塚　晴子(大阪・東大阪大敬愛)        2015

中国高校記録(AHR)       58.76     荒島　夕理(岡山・倉敷中央)            2014 10月16日 10:40 予　選

大会記録(GR)            59.79     荒島　夕理(岡山・倉敷中央)            2014 10月16日 12:20 決　勝

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎﾝﾀﾞ  ｴﾐ 山口 ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡山

1 4 52 本田　　媛海(2) 下関西 1:03.58 Q 1 6 440 高木　　里奈(2) 倉敷南 1:04.70 Q
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根 ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡山

2 7 824 石岡　　茉尋(2) 大社 1:04.32 Q 2 4 449 竜門　　千佳(1) 倉敷中央 1:05.23 Q
ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥取 ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ 岡山

3 6 653 福井　向日葵(2) 米子北 1:04.59 Q 3 5 402 山岡　真紗希(1) 岡山朝日 1:05.52 Q
ｻｲﾊﾗ  ﾏｲ 山口 ﾃﾗﾆｼ  ﾏﾘｴ 広島

4 3 25 才原　　麻衣(1) 西京 1:04.69 q 4 7 245 寺西　真莉恵(2) 神辺旭 1:05.69
ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥取

5 5 823 大賀　　結莉(2) 松江北 1:05.41 q 5 8 652 安達　　香奈(1) 米子南 1:06.47
ﾊｼﾓﾄ  ﾏﾔｺ 広島 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ 島根

6 9 246 橋本　麻耶子(1) 神辺旭 1:05.57 6 3 837 中嶋　　彩夏(2) 浜田 1:06.73
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根

7 8 635 澤田　佳詩乃(2) 鳥取西 1:08.00 7 2 812 淸水　　友花(2) 出雲 1:10.33
ﾔﾏﾓﾄ  ｳﾀﾉ 山口 ｱﾝﾄﾞｳ  ﾘﾝ 広島

8 2 47 山本　　詩乃(2) 豊浦 1:09.96 9 216 安藤　　りん(1) 広島皆実 DQ,T6

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡山

1 4 440 高木　　里奈(2) 倉敷南 1:02.64
ﾎﾝﾀﾞ  ｴﾐ 山口

2 5 52 本田　　媛海(2) 下関西 1:03.22
ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 岡山

3 7 449 竜門　　千佳(1) 倉敷中央 1:03.55
ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島根

4 3 823 大賀　　結莉(2) 松江北 1:03.71
ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥取

5 8 653 福井　向日葵(2) 米子北 1:04.19
ｲｼｵｶ ﾏﾋﾛ 島根

6 6 824 石岡　　茉尋(2) 大社 1:04.45
ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ 岡山

7 9 402 山岡　真紗希(1) 岡山朝日 1:05.71
ｻｲﾊﾗ  ﾏｲ 山口

8 2 25 才原　　麻衣(1) 西京 1:06.49

凡例  DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった



 女子5000mW
審 判 長：金山滉、清水禎宏

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        21:45.09  岡田　久美子(埼玉・熊谷女)            2009

中国高校記録(AHR)       22:21.02  山田　千花(岡山・興譲館)              2013

大会記録(GR)            24:16.43  則本　菜々子(岡山・岡山東商)          2015 10月15日 12:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄﾔﾏ  ﾐﾎ 山口

1 8 27 糸山　　未歩(2) 西京 24:11.63 GR
ｲｹﾀﾞ ﾘﾘｶ 岡山

2 3 433 池田　莉里花(1) 玉野光南 24:50.51

ﾊﾏﾓﾄ  ｶﾅｺ 広島

3 4 211 濵本　佳那子(2) 広島 26:07.52

ｲﾘｴ ﾐﾊﾕ 鳥取

4 5 650 入江　みはゆ(2) 八頭 26:44.33

ﾏﾂﾀﾞ  ﾏﾎ 山口

5 9 35 松田　　真穂(2) 中村女 26:53.50

ﾑﾗｶﾐ  ﾏﾅｶ 広島

6 1 267 村上　　愛佳(2) 尾道北 27:12.66

ｺﾞﾄｳ ﾅｵ 鳥取

7 11 626 後藤　　奈央(2) 鳥取城北 27:19.87

ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｴ 岡山

8 2 425 藤原　　さえ(2) 就実 27:29.13

ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 岡山

9 6 443 清水　　美沙(1) 金光学園 28:12.02

ﾄﾓｼｹﾞ  ﾎﾉｶ 広島

10 10 226 友重　帆乃夏(2) 三原東 28:30.27

ｲｶﾞ ｱｶﾘ 鳥取

11 12 636 伊賀　　朱里(2) 鳥取西 29:14.82

ﾑﾛﾀ  ﾙﾅ 山口

12 7 28 室田　　琉月(2) 西京 34:13.12

凡例  GR:大会記録



 女子走高跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        1m90      佐藤　恵(新潟・沼垂)                  1983

中国高校記録(AHR)       1m80      佐山　淳子(岡山・美作)                1986

大会記録(GR)            1m72      樋口　利恵(岡山・岡山一宮)            2000 10月15日 13:00 決　勝

決　勝　

ｳﾜﾍﾞ ｻｵﾘ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 2 840 上部　　沙織(1) 浜田 1m62
ﾋﾀﾞｶ ｱｷｺ 岡山 － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 13 401 日高　亜希子(2) 岡山朝日 1m59
ｲﾏｶﾞﾜ  ﾒｸﾞﾐ 広島 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 14 247 今川　　　恵(2) 神辺旭 1m59
ｵｵﾀﾞﾏ  ｶﾘﾝ 山口 － － ○ ○ × ○ × × ×

4 4 29 大玉　　華鈴(2) 西京 1m56
ｶﾈﾕｷ  ﾅﾅｺ 山口 ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 8 1 兼行　菜々子(2) 熊毛南 1m53
ｶﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 岡山 ○ × ○ ○ × × ×

6 12 448 片山　　　歩(1) 倉敷中央 1m50
ｶｼﾞﾜﾗ ﾐﾕｳ 鳥取 ○ ○ × × ○ × × ×

7 6 627 梶原　　美悠(1) 鳥取城北 1m50
ｶﾜﾍﾞ　ｶｴﾃﾞ 広島 ○ ○ × × ×

8 5 203 川邊　　　楓(2) 福山暁の星女 1m45
ﾀｵ  ｱﾕﾐ 広島 － ○ × × ×

8 9 212 垰　　あゆみ(2) 広島井口 1m45
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥取 ○ ○ × × ×

8 16 608 坂手　　歩実(1) 倉吉東 1m45
ﾐﾔﾓﾄ ﾄｳｺ 島根 ○ × ○ × × ×

11 7 825 宮本　　瞳子(2) 大社 1m45
ｺｲｹ ﾕｲｺ 岡山 － × ○ × × ×

11 15 454 小池　　結子(2) 倉敷中央 1m45
ﾏﾂﾑﾗ  ﾁｱｷ 山口 ○ × × ×

13 3 10 松村　　千晶(1) 新南陽 1m40
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥取 × ○ × × ×

14 10 651 植草　　七星(1) 米子西 1m40
ｲｲﾂｶ ｶｵﾝ 島根 × × ×

1 847 飯塚　　香穏(1) 平田 NM
ｽﾐﾓﾄ ﾄﾓｺ 島根 × × ×

11 841 炭本　　智子(2) 浜田 NM

1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m45 1m50 1m53 1m56 1m59 1m62
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

凡例  NM:記録なし



 女子棒高跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        4m10      南野　弥生(北海道・札幌手稲)          2003

中国高校記録(AHR)       3m90      仲田　愛(広島・西条農)                2005 10月15日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾋﾗﾀ ﾁｶ 岡山 － － － － － － － －

1 13 418 平田　　千佳(1) 岡山南 － － ○ － ○ × × × 3m20
ｺﾜ ﾘﾅ 島根 － － － － － － － －

2 6 827 古和　　里奈(2) 大社 ○ ○ ○ × × × 3m00
ｲｼｲ  ﾐｶ 広島 ○ － ○ － ○ ○ ○ × ○

3 2 249 石井　　美佳(2) 神辺旭 ○ ○ × × × 2m90
ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ 島根 － － － － － ○ ○ ○

4 5 818 安達　　美紅(2) 松江農林 × × × 2m70
ｲｼｲ  ﾐｸ 広島 × ○ － ○ － ○ ○ ○ × ○

5 10 248 石井　　美玖(1) 神辺旭 × × × 2m70
ｼﾝｼﾞ ﾅﾎ 島根 － － － － － ○ ○ × × ○

6 1 817 宍道　　奈穂(2) 松江農林 × × × 2m70
ｷﾑﾗ ﾐﾐ 岡山 － － － ○ － × ○ × × ○ × × ×

7 11 419 木村　　美海(2) 就実 2m60
ﾆｼﾑﾗ  ﾓﾓｶ 山口 － － ○ － ○ ○ × × ×

8 9 15 西村　萌々伽(2) 防府商工 2m50
ｸﾘﾊﾗ  ﾅﾅ 山口 － － ○ － × ○ × ○ × × ×

9 12 36 栗原　　奈々(2) 野田学園 2m50
ｵｶﾞﾜ  ｱﾏﾈ 広島 ○ － ○ ○ ○ × × ×

10 14 241 小川　　天音(1) 沼田 2m40
ｷﾑﾗ ﾏﾘﾅ 鳥取 ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

11 4 604 木村　まりな(2) 倉吉総合産 2m40
ｿﾉﾔﾏ ﾐｻｷ 島根 － － － ○ × × ×

12 3 828 園山　実沙季(1) 大社 2m30
ｵｵﾆｼ ﾐｲﾅ 岡山 ○ ○ ○ ○ × × ×

12 8 462 大西　美衣奈(2) 岡山商大附 2m30
ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 鳥取 ○ × × ×

14 7 615 杉山　　和奏(1) 倉吉北 2m00
ｼｹﾞｵｶ  ｷｮｳｶ 山口 ○ × × ×

14 15 37 重岡　　杏佳(2) 野田学園 2m00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

2m80

2m10

2m90

2m20

3m00

2m30

3m10
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m40

3m20

2m50

3m30

2m60 2m70



 女子走幅跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        6m44      中野　瞳(兵庫・長田)                  2007

中国高校記録(AHR)       6m15      早坂　知華(岡山・倉敷中央)            2013

大会記録(GR)            5m84      岡山　沙英子(広島・沼田)              1999 10月15日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ 岡山 5m37 5m53 5m64 5m64 5m59 5m77 5m78 5m78
1 16 453 野口　　理帆(2) 倉敷中央 -0.3 -0.3 +0.6 +0.6 +2.2 +2.3 +1.6 +1.6

ｳﾒﾀﾞ  ﾅﾂｷ 広島 × × 5m28 5m28 5m45 5m53 × 5m53
2 7 228 梅田　　夏季(2) 山陽 -1.3 -1.3 -0.4 +1.2 +1.2

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥取 5m08 5m31 × 5m31 5m18 5m48 5m42 5m48
3 5 609 岡崎　　　汀(1) 倉吉東 0.0 +1.0 +1.0 +0.1 +3.0 +0.3 +3.0

ｵｶﾉ  ﾜｶﾅ 広島 × 5m23 4m97 5m23 5m20 5m32 5m14 5m32
4 15 268 岡野　　和奏(2) 尾道北 +0.2 +1.0 +0.2 +0.4 +0.8 -0.3 +0.8

ｵｵﾀﾞﾏ  ｶﾘﾝ 山口 5m32 × 5m00 5m32 × 5m20 4m97 5m32
5 11 29 大玉　　華鈴(2) 西京 +0.4 -0.7 +0.4 +1.3 -0.2 +0.4

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 岡山 5m31 4m37 × 5m31 × 5m26 5m06 5m31
6 4 436 高橋　　美夢(1) 玉野光南 +1.1 +2.7 +1.1 +2.4 -0.9 +1.1

ｻﾜﾀﾞ ﾐﾅ 岡山 × 5m02 5m20 5m20 × 5m26 × 5m26
7 1 403 澤田　　美奈(2) 岡山操山 +0.9 +0.5 +0.5 +1.8 +1.8

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 5m18 4m79 4m98 5m18 4m88 × 4m95 5m18
8 9 610 谷本　　望実(2) 倉吉東 +0.5 +1.8 +0.6 +0.5 -0.3 +3.4 +0.5

ﾋﾛｼﾀ  ﾕﾘ 山口 5m15 5m06 5m14 5m15 5m15
9 6 42 弘下　　由梨(1) 田部 +0.4 +0.1 -1.0 +0.4 +0.4

ﾀﾑﾗ  ﾋﾅ 山口 5m03 5m02 5m09 5m09 5m09
10 3 55 田村　　日奈(2) 下関商 +0.4 +1.0 +1.7 +1.7 +1.7

ｽﾅﾀﾞ  ｼｵﾝ 広島 × 5m01 4m93 5m01 5m01
11 12 269 砂田　　紫音(2) 尾道北 +1.4 -1.7 +1.4 +1.4

ﾀﾑﾗ ｶﾎ 島根 4m99 4m72 4m83 4m99 4m99
12 10 842 田邨　　夏歩(2) 浜田 +0.5 +0.5 -4.3 +0.5 +0.5

ｻｶｲ ﾜｶﾅ 島根 4m87 4m92 4m55 4m92 4m92
13 8 813 酒井　　和奏(2) 出雲 -1.2 +0.3 -0.3 +0.3 +0.3

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 島根 4m70 × － 4m70 4m70
14 13 835 田中　　璃奈(1) 浜田 -0.8 -0.8 -0.8

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥取 4m51 4m59 4m55 4m59 4m59
15 14 601 蒲生　　陽南(2) 境 +1.6 +1.3 -1.0 +1.3 +1.3

ｵｸﾞｻ ﾅﾎ 島根 × × ×
2 805 小草　　菜歩(1) 開星 NM

凡例  NM:記録なし



 女子三段跳
審 判 長：持田　　淸道

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        12m92     村山　梢(大阪・初芝)                  1995

日本高校記録(HR)        12m92     竹田　小百合(北海道・恵庭北)          2007

中国高校記録(AHR)       12m02     高本　恵美(岡山・総社南)              1994 10月16日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ 岡山 11m38 11m41 × 11m41 11m48 － 11m38 11m48
1 12 453 野口　　理帆(2) 倉敷中央 -0.9 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.6

ｵｶﾉ  ﾜｶﾅ 広島 11m25 11m09 10m26 11m25 10m98 11m02 10m93 11m25
2 10 268 岡野　　和奏(2) 尾道北 +0.1 -0.1 -0.4 +0.1 -1.0 -0.7 -1.1 +0.1

ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥取 11m21 11m09 11m15 11m21 11m10 10m82 10m68 11m21
3 8 602 島谷　　夏帆(2) 境 0.0 0.0 -0.9 0.0 -1.2 -0.6 -0.7 0.0

ｳﾒﾀﾞ  ﾅﾂｷ 広島 10m48 10m93 10m55 10m93 × 10m71 10m52 10m93
4 1 228 梅田　　夏季(2) 山陽 -0.4 -0.6 -0.3 -0.6 -0.6 -1.3 -0.6

ｳﾜｲ ｱﾔｶ 岡山 10m53 × × 10m53 10m70 10m61 10m81 10m81
5 15 446 上井　　彩加(2) 高松農 -0.8 -0.8 -0.2 -0.4 -1.0 -1.0

ｲﾏｵｶ ﾁﾋﾛ 島根 10m77 10m54 × 10m77 10m54 9m36 10m52 10m77
6 13 826 今岡　　千景(2) 大社 -0.8 -0.2 -0.8 -0.8 -1.8 -0.4 -0.8

ﾌｼﾞﾀ  ｶﾚﾝ 広島 10m61 10m72 10m42 10m72 10m58 10m46 10m58 10m72
7 6 217 藤田　かれん(1) 広島皆実 -0.9 +0.3 -0.6 +0.3 -0.5 -1.0 -1.0 +0.3

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 岡山 10m40 × 10m36 10m40 × 10m34 10m50 10m50
8 2 436 高橋　　美夢(1) 玉野光南 +0.1 0.0 +0.1 -1.8 -0.8 -0.8

ｵｵﾄｳ  ﾕｲ 山口 9m87 10m27 × 10m27 10m27
9 5 2 大藤　　優依(2) 高水 +0.2 -0.2 -0.2 -0.2

ﾌｼﾞｲ  ﾐﾉﾘ 山口 10m14 10m05 9m70 10m14 10m14
10 3 12 藤井　みのり(1) 防府 -0.6 0.0 -0.4 -0.6 -0.6

ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥取 9m86 9m95 10m08 10m08 10m08
11 7 628 大田　　詩穏(2) 鳥取城北 -0.7 0.0 -0.4 -0.4 -0.4

ﾔﾏﾈ  ｶﾚﾝ 山口 × 9m92 9m59 9m92 9m92
12 11 54 山根　かれん(2) 下関中等 0.0 -0.6 0.0 0.0

ﾐﾅﾘ ｶﾖ 島根 9m91 9m35 9m21 9m91 9m91
13 14 814 三成　　香代(1) 出雲商 -0.3 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ 島根 9m84 9m78 9m77 9m84 9m84
14 9 816 川本　　侑奈(1) 松江東 -0.8 0.0 -0.5 -0.8 -0.8

ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 × 9m62 9m55 9m62 9m62
15 16 617 伊井野のぞみ(2) 鳥取商 0.0 -0.8 0.0 0.0

ｽﾊﾏ ﾕｷﾐ 島根 × × ×
4 857 洲濵　由喜美(2) 矢上 NM

凡例  NM:記録なし



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        15m70     郡　菜々佳(大阪・東大阪大敬愛)        2015

中国高校記録(AHR)       14m55     石田　千恵(島根・松江西)              1995

大会記録(GR)            13m71     福代　夏子(島根・松江西)              1996 10月16日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾅﾀﾞ ｱｽｶ 岡山

1 4 444 眞田　明日香(1) 金光学園 10m95 10m74 10m26 10m95 10m56 10m06 10m21 10m95

ｶﾜｶﾐ ｻｵﾘ 岡山

2 8 441 川上　　彩織(2) 倉敷翠松 9m06 10m19 10m43 10m43 10m49 10m83 10m78 10m83

ﾔﾏｼﾀ  ﾘﾉ 山口

3 6 7 山下　　莉乃(1) 徳山商工 9m46 10m34 10m37 10m37 10m00 10m47 × 10m47

ﾐﾔｹ ﾐﾕｳ 岡山

4 15 431 三宅　　美優(1) 玉野光南 × 9m98 9m68 9m98 10m34 9m24 9m95 10m34

ﾕｷｵｶ  ﾐｻｷ 広島

5 1 201 雪岡　　美咲(1) 安芸 10m14 9m11 9m29 10m14 10m10 9m78 9m03 10m14

ﾊﾗｼﾞﾘ  ﾐｻｷ 広島

6 10 257 原尻　　美咲(1) 西条農 9m71 10m10 9m93 10m10 10m09 × 9m97 10m10

ﾅｶｼﾝ  ﾐﾂﾞｷ 広島

7 7 256 中新　　美月(1) 西条農 9m73 10m07 9m74 10m07 9m47 × 9m91 10m07

ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥取

8 11 611 岩佐　　彩夏(2) 倉吉東 9m80 9m54 9m94 9m94 9m62 × 10m02 10m02

ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥取

9 5 645 猪口　あかり(2) 鳥取東 8m74 8m92 9m76 9m76 9m76

ｲﾜﾉ ｱｲｺ 島根

10 14 829 岩野　　愛子(2) 大社 8m91 × 9m68 9m68 9m68

ﾀｹｽｴ  ｻﾔ 山口

11 2 6 武居　　沙耶(2) 下松 8m63 9m03 8m43 9m03 9m03

ｷﾇﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

12 16 654 絹谷　　　希(1) 米子北 8m73 8m17 8m51 8m73 8m73

ﾆｼﾀﾆ  ﾕﾘｱ 山口

13 3 40 西谷　由里亜(2) 小野田工 8m38 7m98 8m58 8m58 8m58

ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 島根

14 13 809 高野　　彩香(1) 三刀屋 7m83 8m40 8m40 8m40 8m40

ｵﾎ ﾅﾙﾐ 島根

15 9 830 於保　　成実(2) 大社 7m64 7m35 × 7m64 7m64

ﾀﾅｶ ﾘｻ 島根

16 12 834 田中　　里沙(2) 大田 7m03 6m39 6m72 7m03 7m03



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        51m72     郡　菜々佳(大阪・東大阪大敬愛)        2016

中国高校記録(AHR)       46m20     福代　夏子(島根・松江西)              1997

大会記録(GR)            42m81     小野　祐紀子(岡山・就実)              2007 10月15日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾒ 岡山

1 3 432 真鍋　　綾萌(1) 玉野光南 31m64 32m47 32m54 32m54 32m15 33m18 32m75 33m18

ｺｻｺ  ﾕｷﾉ 広島

2 14 258 小迫　　雪乃(2) 西条農 × 31m02 32m57 32m57 × × 22m80 32m57

ｲﾜﾉ ｱｲｺ 島根

3 5 829 岩野　　愛子(2) 大社 28m51 32m01 × 32m01 30m38 × 31m33 32m01

ﾔﾏｵｸ  ｽｽﾞｶ 広島

4 9 227 山奥　　涼花(2) 三原東 × 29m92 × 29m92 29m77 31m60 20m44 31m60

ｲﾉｳｴ  ﾙｷﾅ 広島

5 16 259 井上　るきな(1) 西条農 23m71 29m94 31m35 31m35 24m87 28m57 31m04 31m35

ﾖｼﾜ ｻﾅ 岡山

6 4 439 吉和　　咲奈(2) 倉敷天城 25m07 29m41 27m05 29m41 24m79 27m80 28m00 29m41

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ 鳥取

7 11 629 小林　　鈴奈(1) 鳥取城北 27m16 28m19 × 28m19 24m16 × × 28m19

ｶﾜﾀ ﾐﾕ 岡山

8 10 445 河田　　望佑(2) 笠岡 × 26m73 × 26m73 25m64 26m02 25m51 26m73

ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥取

9 7 645 猪口　あかり(2) 鳥取東 18m79 18m73 26m40 26m40 26m40

ﾊﾔｼ  ﾏﾕ 山口

10 15 3 林　　　茉由(2) 高水 × 26m11 23m76 26m11 26m11

ｾﾝｺﾞｸ  ﾐﾕｷ 山口

11 6 30 千石　美由紀(1) 西京 20m43 25m59 21m56 25m59 25m59

ｲﾜﾀ ｼﾂﾞ 島根

12 2 819 岩田　　志津(2) 松江農林 25m10 × 25m53 25m53 25m53

ｲﾄｳ  ｶｴﾃﾞ 山口

13 1 4 伊藤　　　楓(1) 高水 24m96 × × 24m96 24m96

ｷﾇﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

14 13 654 絹谷　　　希(1) 米子北 × 24m50 22m80 24m50 24m50

ﾀﾅｶ ﾘｻ 島根

15 8 834 田中　　里沙(2) 大田 23m62 22m89 22m10 23m62 23m62

ｷﾑﾗ ﾅﾅ 島根

16 12 820 木村　　菜々(2) 松江農林 21m78 20m39 22m04 22m04 22m04



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        56m84     関口　清乃(埼玉・進修館)              2016

中国高校記録(AHR)       52m71     福島　美沙希(広島・安芸)              2011 10月15日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾒ 岡山

1 11 432 真鍋　　綾萌(1) 玉野光南 × 41m66 43m40 43m40 × 44m68 46m54 46m54

ｻﾔﾏ ﾉﾉｶ 岡山

2 13 429 佐山　野乃花(2) 玉野光南 41m06 × 43m00 43m00 × 44m81 45m93 45m93

ﾅｶｼﾝ  ﾐﾂﾞｷ 広島

3 12 256 中新　　美月(1) 西条農 36m54 38m77 × 38m77 × 27m31 36m07 38m77

ｴｷﾑﾗ  ﾐｶ 山口

4 1 8 浴村　　光夏(2) 徳山商工 36m73 38m46 × 38m46 × 34m81 × 38m46

ﾑﾗｶﾐ  ｱﾕ 広島

5 2 202 村上　　愛結(1) 安芸 36m01 × 32m60 36m01 36m40 33m72 33m73 36m40

ﾊｺｳ  ｱｲｶ 広島

6 5 260 波光　　愛香(2) 西条農 35m79 36m33 35m54 36m33 33m32 33m70 35m38 36m33

ｲｹｻﾞｷ  ﾅﾅ 山口

7 3 43 池﨑　　奈々(2) 田部 29m09 × 32m02 32m02 30m96 31m15 33m71 33m71

ｻﾙｷ ﾊﾙｶ 島根

8 10 832 猿木　　　悠(2) 大社 31m79 33m20 32m15 33m20 32m63 32m03 33m20 33m20

ｲﾜﾀ ｼﾂﾞ 島根

9 9 819 岩田　　志津(2) 松江農林 24m78 23m85 23m15 24m78 24m78

ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾙ 鳥取

10 8 618 山本　　める(1) 鳥取商 20m59 × 23m02 23m02 23m02

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 鳥取

11 4 603 松本　ひなた(1) 境 20m83 × 20m73 20m83 20m83

ﾃｼﾏ  ｱﾔﾉ 山口

12 6 9 手嶋　　彩乃(1) 徳山商工 × × 20m73 20m73 20m73

ｲﾉｸﾁ ﾕｳｶ 鳥取

13 14 646 猪口　　悠翔(2) 鳥取東 17m22 19m44 19m61 19m61 19m61

ﾄﾝﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 岡山

7 447 冨部　　春月(2) 新見 × × × NM

凡例  NM:記録なし



 女子やり投(600g)
審 判 長：齋藤　　重徳

記録主任：大野　真理子

日本高校記録(HR)        58m90     北口　榛花(北海道・旭川東)            2015

中国高校記録(AHR)       56m84     久世　生宝(岡山・倉敷中央)            2012

大会記録(GR)            48m66     田中　来夢(岡山・倉敷中央)            2013 10月16日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ 鳥取

1 13 629 小林　　鈴奈(1) 鳥取城北 41m48 40m21 38m87 41m48 38m86 40m75 41m46 41m48

ｷﾊﾗ ｻﾔ 島根

2 8 831 木原　　彩弥(1) 大社 36m38 40m30 34m78 40m30 37m28 39m17 38m28 40m30

ﾅｶﾞｻﾄ  ｱﾐ 広島

3 2 222 長郷　　亜美(2) 広島観音 35m86 34m66 39m57 39m57 35m33 × 33m08 39m57

ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥取

4 5 611 岩佐　　彩夏(2) 倉吉東 × × 36m11 36m11 36m78 34m01 39m19 39m19

ﾄﾝﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 岡山

5 7 447 冨部　　春月(2) 新見 38m08 35m78 × 38m08 × × 38m71 38m71

ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ 岡山

6 4 417 藤田　　　遥(2) 岡山南 37m06 38m31 35m87 38m31 37m54 38m01 37m46 38m31

ﾀｸﾞﾁ  ﾕﾂｷ 広島

7 12 250 田口　　優月(2) 神辺旭 35m73 34m96 36m98 36m98 34m17 37m64 × 37m64

ｵｶﾀﾞ ﾁﾕｷ 岡山

8 6 407 岡田　　千幸(2) 岡山大安寺 35m40 35m44 35m16 35m44 34m98 36m27 33m15 36m27

ﾏﾙﾀﾆ  ｱﾕﾐ 広島

9 14 223 丸谷　　歩弓(1) 高陽 34m22 × 35m23 35m23 35m23

ﾅﾊﾀ  ﾕｳﾘ 山口

10 11 39 名畑　　侑莉(1) 小野田 32m74 31m97 33m98 33m98 33m98

ｲｹﾀﾞ  ｶﾝﾅ 山口

11 16 53 池田　　栞捺(2) 下関西 33m28 30m18 30m80 33m28 33m28

ｲﾉｸﾁ ﾕｳｶ 鳥取

12 3 646 猪口　　悠翔(2) 鳥取東 32m12 × 31m72 32m12 32m12

ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 島根

13 10 815 松浦　　未歩(1) 松江商 30m72 31m47 31m90 31m90 31m90

ｶｷﾅﾐ  ﾕｶ 山口

14 9 38 柿並　　結香(2) 野田学園 28m82 31m26 30m60 31m26 31m26

ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 島根

15 1 852 齋藤　　　恵(2) 明誠 29m77 27m59 27m77 29m77 29m77

ｷﾑﾗ ﾅﾅ 島根

16 15 820 木村　　菜々(2) 松江農林 × 26m77 27m38 27m38 27m38


