
ト ラ ッ ク 審 判 長 島田　正大

ス タ ー ト 審 判 長 高野　正次
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記 録 主 任 大野　真理子

日付 種目

上田　　和志(5) 10.87(-0.7) 秋山　　幸希(3) 11.04(-0.7) 前田　　真作(3) 11.05(-0.7) 黒川　　至仁(5) 11.09(-0.7) 桐原　　勇斗(1) 11.11(-0.7) 福島　　悠太(3) 11.16(-0.7) 妻木　裕太郎(6) 11.17(-0.7) 蒲生　　　望(2) 11.30(-0.7)
山口・山口大 岡山・岡山大 鳥取・鳥取大 高知・岡山大 島根・島根大 岡山・岡山大 鳥取・鳥取大 山口・広島大
犬持　　　智(3) 22.33(-0.7) 上田　　和志(5) 22.42(-0.7) 竹内　　友希(2) 22.51(-0.7) 神田　　恭輔(3) 22.51(-0.7) 蒲生　　　望(2) 22.52(-0.7) 原　　健太朗(6) 23.04(-0.7) 藤村　　哲平(1) 23.32(-0.7) 沖津　　　善(2) 23.43(-0.7)
兵庫・鳥取大 山口・山口大 岡山・岡山大 島根・岡山大 *TG 山口・広島大 鳥取・鳥取大 山口・山口大 徳島・広島大
神田　　恭輔(3) 49.17 片山　　隼斗(1) 50.26 豊田　　萌人(1) 50.48 野口　　健太(M2) 50.65 加藤　　嵩大(2) 51.17 五島　　和徳(2) 51.47 上坂　　創一(1) 52.90 杉浦　　悠太(3) 53.81
島根・岡山大 大分・広島大 岡山・岡山大 佐賀・広島大 愛知・広島大 山口・山口大 兵庫・鳥取大 島根・島根大
横山　　裕介(2) 1:57.31 金尾　　祐希(3) 1:59.74 中村　　喜浩(M2) 1:59.74 和田　　龍汰(2) 1:59.83 前畑　　奏吾(1) 2:00.85 植野　　　樹(1) 2:03.05 久保見　裕平(2) 2:03.17 新井　賢太朗(2) 2:03.96
広島・山口大 岡山・岡山大 大阪・岡山大 *TG 岡山・鳥取大 滋賀・山口大 広島・広島大 鳥取・鳥取大 熊本・広島大
横山　　裕介(2) 3:59.73 藤田　　佳委(5) 4:01.19 森重　　恒太(4) 4:03.71 河内　　知晃(2) 4:05.96 村上　　　聡(M2) 4:06.25 中原　　昇斗(1) 4:06.62 前田　　雄飛(2) 4:06.76 加藤　　　俊(2) 4:08.25
広島・山口大 鳥取・鳥取大 山口・山口大 広島・広島大 徳島・岡山大 広島・広島大 島根・島根大 鳥取・鳥取大
森重　　恒太(4) 14:55.19 村上　　　聡(M2) 14:57.08 松本　　佑介(M1) 14:57.72 坂口　　礼章(4) 14:58.26 岩本　健次郎(1) 15:12.47 野喜　　亮祐(3) 15:15.43 川上　　柾尚(1) 15:16.57 山崎　　泰樹(3) 15:18.39
山口・山口大 徳島・岡山大 広島・広島大 広島・広島大 島根・島根大 兵庫・岡山大 鳥取・鳥取大 広島・広島大
尾﨑　光太郎(1) 15.66(0.0) 藤島　　　廉(4) 16.23(+0.7) 西本　　俊樹(2) 16.32(0.0) 石川　　稜将(3) 16.63(0.0) 三浦　　伊織(3) 16.78(0.0) 山田　　拓矢(3) 17.19(0.0) 原山　　瑛地(3) 17.23(+0.7) 丸尾　　　拓(1) 17.65(+0.7)
山口・山口大 宮崎・広島大 岡山・岡山大 愛媛・広島大 島根・島根大 鳥取・鳥取大 和歌山・岡山大 福岡・広島大
藤島　　　廉(4) 54.90 尾﨑　光太郎(1) 55.79 五島　　和徳(2) 56.29 椎原　　素哉(2) 56.88 原山　　瑛地(3) 57.26 辻　　　翔吾(4) 57.45 三浦　　伊織(3) 59.73 山下　　淳貴(1) 1:00.10
宮崎・広島大 山口・山口大 山口・山口大 山口・広島大 和歌山・岡山大 広島・広島大 島根・島根大 岡山・岡山大
河北　　竜治(4) 9:29.34 西村　　浩登(3) 9:31.16 石松　　賢大(3) 9:35.77 森　　麟太郎(3) 9:55.03 長岡　　隆成(2) 9:55.10 原　　　一智(3) 9:57.56 池畑　　智幸(3) 10:01.11 吉村　　隆盛(1) 10:03.78
島根・広島大 GR 福岡・広島大 =GR 兵庫・岡山大 広島・広島大 岡山・岡山大 島根・島根大 岡山・岡山大 鳥取・鳥取大
山口・山口大 42.40 広島・広島大 42.88 島根・島根大 44.02 岡山・岡山大 52.56
村上　　将一(4) 沖津　　　善(2) 杉浦　　悠太(3) 福島　　悠太(3)
上田　　和志(5) 山下　　隆祐(4) 町田　　郁惟(1) 黒川　　至仁(5)
大西　　孝一(2) 蒲生　　　望(2) 大矢根　功季(2) 秋山　　幸希(3)
藤村　　哲平(1) 高橋　　皓己(3) 松波　　智也(1) 澤　　　直樹(2)
岡山・岡山大 3:20.46 広島・広島大 3:24.23 鳥取・鳥取大 3:26.05 山口・山口大 3:28.50 島根・島根大 3:35.24
豊田　　萌人(1) 片山　　隼斗(1) 犬持　　　智(3) 上田　　和志(5) 町田　　郁惟(1)
竹内　　友希(2) 野口　　健太(M2) 原　　健太朗(6) 尾﨑　光太郎(1) 原　　仁一朗(2)
澤　　　直樹(2) 加藤　　嵩大(2) 藤居　　研考(6) 深堀　　洋佑(3) 桑田　　彰浩(4)
神田　　恭輔(3) 松井　　皓亮(2) 和田　　龍汰(2) 五島　　和徳(2) 杉浦　　悠太(3)
女鹿田　　匠(4) 1m91 園中　　杏汰(3) 1m91 橋井　　勇磨(2) 1m91 遠藤　　彦輝(1) 1m88 坂元　　郁弥(4) 1m80 松本　奏一郎(2) 1m80 金子　　　悠(3) 1m75
岡山・岡山大 鹿児島・広島大 鳥取・島根大 鳥取・島根大 島根・島根大 佐賀・広島大 山口・山口大

佐藤　　　走(M2) 1m75
長崎・広島大

田村　　圭祐(2) 4m00 橋本　　壮侍(M2) 3m70 山田　　拓矢(3) 3m30 栢野　　　捷(1) 3m30
広島・広島大 三重・広島大 鳥取・鳥取大 岡山・岡山大
亀田　　広夢(3) 6m83(0.0) 蒲生　　　智(4) 6m63(0.0) 岩井　　宏樹(3) 6m63(-1.3) 瀬戸川　将章(2) 6m60(0.0) 村田　　雅明(2) 6m46(-0.5) 大久保　　孝(1) 6m44(+0.1) 河上　　洋輝(2) 6m35(-0.1) 石川　　稜将(3) 6m24(+0.1)
島根・島根大 山口・山口大 岡山・岡山大 岡山・岡山大 兵庫・鳥取大 香川・広島大 広島・広島大 愛媛・広島大
岩井　　宏樹(3) 14m06(0.0) 熊本　　靖丈(M2) 13m90(-0.5) 佐藤　　　走(M2) 13m68(-0.4) 女鹿田　　匠(4) 13m30(-0.9) 和田　　　穰(1) 13m11(-1.2) 村田　　雅明(2) 13m05(-0.6) 佐藤　　孝三(1) 12m83(-1.3) 河上　　洋輝(2) 12m52(-1.2)
岡山・岡山大 福岡・広島大 長崎・広島大 岡山・岡山大 岡山・岡山大 兵庫・鳥取大 広島・島根大 広島・広島大
長木　　勇真(2) 13m91 宮川　　慶太(M1) 13m25 坪井　　涼平(4) 11m96 神田　　佳希(M1) 11m08 松本　　　陸(2) 10m48 三好　　遊理(3) 10m29 出海　　　将(1) 9m78 武藤　　亮佑(1) 8m82
大分・広島大 GR 岡山・岡山大 岡山・岡山大 岡山・岡山大 山口・山口大 山口・山口大 広島・広島大 佐賀・広島大
白田　　雅治(4) 42m20 長木　　勇真(2) 41m13 黒田　　剛志(M2) 40m82 坪井　　涼平(4) 33m80 武藤　　亮佑(1) 31m47 出海　　　将(1) 23m11 大江　　広高(1) 22m24
愛知・岡山大 大分・広島大 鳥取・岡山大 岡山・岡山大 佐賀・広島大 広島・広島大 兵庫・鳥取大
瀬尾　　真之(4) 48m70 久保田　友裕(2) 38m66 黒田　　剛志(M2) 36m32 長木　　勇真(2) 35m57 神田　　佳希(M1) 29m83 三好　　遊理(3) 25m37 大江　　広高(1) 14m08
山口・山口大 広島・岡山大 鳥取・岡山大 大分・広島大 岡山・岡山大 山口・山口大 兵庫・鳥取大
藤森　　信昭(3) 55m16 前田　　誠元(1) 54m06 佐藤　　　走(M2) 53m62 染谷　　直樹(1) 51m91 出海　　　将(1) 50m83 山田　　拓矢(3) 47m76 黒田　　剛志(M2) 47m42 大江　　広高(1) 42m50
岡山・岡山大 岡山・岡山大 長崎・広島大 大阪・広島大 広島・広島大 鳥取・鳥取大 鳥取・岡山大 兵庫・鳥取大

9月29日  男子400m

第69回中国五大学対校陸上競技大会 【18672101】 
松江市営陸上競技場 【322030】 
2018/09/29 ～ 2018/09/29

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月29日  男子100m

9月29日  男子200m

9月29日  男子800m

9月29日  男子1500m

9月29日  男子5000m

9月29日  男子110mH(1.067m)

9月29日  男子400mH(0.914m)

9月29日  男子3000mSC(0.914m)

9月29日  男子4X100mR

9月29日  男子4X400mR

9月29日  男子走高跳

9月29日  男子棒高跳

9月29日  男子走幅跳

9月29日  男子三段跳

9月29日  男子砲丸投(7.260kg)

9月29日  男子円盤投(2.000kg)

9月29日  男子ハンマー投(7.260kg)

9月29日  男子やり投(800g)
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日付 種目

戸部　　友理(3) 12.62(+0.3) 岡崎　穂乃香(2) 12.98(+0.3) 湯川　　咲希(3) 13.24(+0.3) 新藤　　有夏(3) 13.39(+0.3) 清水　　友花(1) 13.42(+0.2) 宇那木　咲良(3) 13.45(+0.3) 工藤　奈々美(3) 13.59(+0.2) 吉岡　　琴乃(2) 13.73(+0.2)
岡山・岡山大 鳥取・岡山大 山口・山口大 鳥取・鳥取大 島根・島根大 岡山・岡山大 愛媛・広島大 島根・島根大
戸部　　友理(3) 26.14(-1.0) 岡崎　穂乃香(2) 27.32(-1.0) 湯川　　咲希(3) 27.54(-1.0) 新藤　　有夏(3) 27.76(-1.0) 清水　　友花(1) 27.94(-1.0) 伊藤　　元伽(2) 28.91(-0.6) 八幡　祐里香(1) 28.97(-0.6) 木成　　郁子(2) 29.47(-0.6)
岡山・岡山大 鳥取・岡山大 山口・山口大 鳥取・鳥取大 島根・島根大 島根・島根大 広島・広島大 鳥取・鳥取大
安田　　夏生(3) 58.67 皆尾　　早耶(2) 1:01.90 湯川　　咲希(3) 1:02.15 友野　みはる(2) 1:02.87 岩﨑　　詩織(1) 1:02.90 工藤　奈々美(3) 1:03.17 吉田　　朋加(2) 1:04.79 徳原　真奈美(4) 1:06.20
広島・広島大 島根・岡山大 山口・山口大 広島・広島大 山口・山口大 愛媛・広島大 山口・山口大 岡山・岡山大
高石　沙知佳(1) 2:26.06 友野　みはる(2) 2:29.80 古川　小百合(4) 2:32.96 吉田　　朋加(2) 2:35.91 諌山　菜々子(3) 2:36.10 加藤　　萌子(4) 2:37.49 湯川　ひとみ(1) 2:39.46 金原　　侑子(3) 2:43.98
広島・広島大 広島・広島大 兵庫・岡山大 山口・山口大 鳥取・鳥取大 広島・広島大 山口・山口大 山口・山口大
高石　沙知佳(1) 4:52.55 前田　　流歌(2) 4:59.60 松島　　可苗(3) 5:03.42 松本　あゆみ(1) 5:09.97 栗山　　夢野(4) 5:14.78 井上　　千尋(2) 5:20.08 金原　　侑子(3) 5:21.26 川上　　敦子(2) 5:23.32
広島・広島大 GR 島根・島根大 山口・山口大 広島・広島大 兵庫・岡山大 島根・島根大 山口・山口大 岡山・岡山大
松本　あゆみ(1) 10:50.73 渡部　　　結(4) 10:56.48 井上　　紗希(M2) 11:01.70 松島　　可苗(3) 11:19.43 濵本　佳那子(1) 11:54.82
広島・広島大 島根・島根大 兵庫・岡山大 山口・山口大 山口・山口大
安田　　夏生(3) 14.57(+0.7) 宇那木　咲良(3) 15.66(+0.7) 皆尾　　早耶(2) 15.73(+0.7) 谷本　　望実(1) 16.35(+0.7) 福井　　茉穂(3) 16.79(+0.7) 谷岡　　景子(2) 16.82(0.0) 丸山　　実佳(2) 17.33(0.0) 伊藤　　元伽(2) 17.60(0.0)
広島・広島大 岡山・岡山大 島根・岡山大 鳥取・鳥取大 岡山・岡山大 島根・島根大 和歌山・広島大 島根・島根大
岡山・岡山大 50.55 広島・広島大 51.55 島根・島根大 52.56
宇那木　咲良(3) 安藤　はるな(3) 谷岡　　景子(2)
戸部　　友理(3) 安田　　夏生(3) 清水　　友花(1)
岡崎　穂乃香(2) 稲熊　　詩帆(2) 吉岡　　琴乃(2)
山口　　更紗(2) 武岡　　瑞季(2) 伊藤　　元伽(2)
山口　　更紗(2) 1m60 下中　友規乃(3) 1m52 岡崎　　瑞紀(3) 1m46 福井　　茉穂(3) 1m40 丸山　　実佳(2) 1m40 谷岡　　景子(2) 1m30 吉岡　　琴乃(2) 1m30
兵庫・岡山大 岡山・岡山大 鳥取・鳥取大 岡山・岡山大 和歌山・広島大 島根・島根大 島根・島根大

橋本　　結生(3) 1m46
山口・山口大

谷本　　望実(1) 5m15(0.0) 稲熊　　詩帆(2) 5m11(-2.1) 山口　　更紗(2) 4m99(-0.5) 下中　友規乃(3) 4m80(-0.6) 安藤　はるな(3) 4m78(-1.0) 京面　華菜恵(4) 4m77(-1.6) 木成　　郁子(2) 4m63(-1.1) 安永　　奈央(2) 4m61(-0.6)
鳥取・鳥取大 愛知・広島大 兵庫・岡山大 岡山・岡山大 香川・広島大 島根・島根大 鳥取・鳥取大 山口・山口大
関　　菜都美(3) 10m36 稲熊　　詩帆(2) 9m26 和田　　綾乃(M1) 9m01 小橋　　祐也(2) 8m13 安藤　はるな(3) 7m91 大井　裕香子(4) 6m66 吉田　　朋加(2) 5m92
香川・広島大 愛知・広島大 岡山・岡山大 岡山・岡山大 香川・広島大 岡山・岡山大 山口・山口大
関　　菜都美(3) 27m98 小橋　　祐也(2) 27m09 村上　　遥菜(3) 26m30 和田　　綾乃(M1) 26m25 大井　裕香子(4) 16m71 工藤　奈々美(3) 16m38 濵本　佳那子(1) 14m47
香川・広島大 岡山・岡山大 広島・広島大 岡山・岡山大 岡山・岡山大 愛媛・広島大 山口・山口大
安田　　夏生(3) 42m61 村上　　遥菜(3) 39m94 関　　菜都美(3) 32m67 谷岡　　景子(2) 29m41 和田　　綾乃(M1) 27m33 小橋　　祐也(2) 26m53 山本　真奈美(3) 19m02
広島・広島大 広島・広島大 香川・広島大 島根・島根大 岡山・岡山大 岡山・岡山大 岡山・岡山大

男子総合 岡山大 223点 広島大 204.5点 山口大 121.5点 鳥取大 70点 島根大 56点
男子トラック 広島大 111点 岡山大 107点 山口大 94点 鳥取大 49点 島根大 30点

男子フィールド 岡山大 116点 広島大 93.5点 山口大 27.5点 島根大 26点 鳥取大 21点
女子総合 岡山大 156点 広島大 155点 山口大 59.5点 島根大 50点 鳥取大 36.5点

女子トラック 岡山大 86点 広島大 81点 山口大 49点 島根大 39点 鳥取大 20点
女子フィールド 広島大 74点 岡山大 70点 鳥取大 16.5点 島根大 11点 山口大 10.5点

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TG:着差有

9月29日  女子100m

9月29日  女子200m

9月29日  女子400m

9月29日  女子800m

9月29日  女子1500m

9月29日  女子3000m

9月29日  女子100mH(0.838m)

9月29日  女子4X100mR

 女子やり投(600g)

9月29日  女子走高跳

9月29日  女子走幅跳

8位

対抗得点

対抗得点

第69回中国五大学対校陸上競技大会 【18672101】 
松江市営陸上競技場 【322030】 
2018/09/29 ～ 2018/09/29

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

9月29日  女子砲丸投(4.000kg)

9月29日  女子円盤投(1.000kg)

9月29日



第69回中国五大学対校陸上競技大会 【18672101】 新・タイ記録一覧表
松江市営陸上競技場 【322030】 出力時刻 2018/09/29 15:52
2018/09/29 ～ 2018/09/29

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 9月29日 大会記録 男  3000mSC(0.914m) 決　勝 1 1 9:29.34 河北　　竜治(4) 広島大(広島)

2 9月29日 大会タイ記録 男  3000mSC(0.914m) 決　勝 1 2 9:31.16 西村　　浩登(3) 広島大(広島)

3 9月29日 大会記録 男  砲丸投(7.260kg) 決　勝 1 1 13m91 長木　　勇真(2) 広島大(広島)

4 9月29日 大会記録 女  1500m 決　勝 1 1 4:52.55 高石　沙知佳(1) 広島大(広島)

【気象条件】
日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2018/09/29 10:00 雨 20.2 82.0 0.0

11:00 雨 19.7 88.0 東 0.8

12:00 雨 19.3 87.0 北東 0.9

13:00 雨 19.0 85.0 北 0.7

14:00 雨 18.9 86.0 北東 0.7



 男子100m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        9.98      桐生　　祥秀(埼玉・東洋大)            2017

中四学生記録(AUR)       10.25     石倉　　一希(島根・島根大)            2003

大会記録(GR)            10.57     宮崎　　　孝(山口・山口大)            2009 9月29日 11:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.7)

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

ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大分 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口

1 4 1979 片山　　隼斗(1) 広島大 11.40 1 3 1940 上田　　和志(5) 山口大 10.87
ﾀﾆｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取 ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 岡山

2 5 1057 谷上　耕太郎(3) 鳥取大 11.47 2 1 1393 秋山　　幸希(3) 岡山大 11.04
ｶﾒﾀﾞ　ﾋﾛﾑ 島根 ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥取

3 6 1740 亀田　　広夢(3) 島根大 11.47 *TG 3 4 1050 前田　　真作(3) 鳥取大 11.05
ﾏﾁﾀﾞ　ｲｸﾀﾀﾞ 島根 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 高知

4 7 2190 町田　　郁惟(1) 島根大 11.52 4 5 2158 黒川　　至仁(5) 岡山大 11.09
ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 山口 ｷﾘﾊﾗ　ﾕｳﾄ 島根

5 8 1916 大西　　孝一(2) 山口大 11.57 5 6 1754 桐原　　勇斗(1) 島根大 11.11
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 山口 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 岡山

6 2 2353 藤村　　哲平(1) 山口大 11.78 6 2 1406 福島　　悠太(3) 岡山大 11.16
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 京都 ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取

3 1100 青山　　晴樹(2) 広島大 DNS 7 8 1649 妻木　裕太郎(6) 鳥取大 11.17
ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口

8 7 1086 蒲生　　　望(2) 広島大 11.30

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口

1 1940 上田　　和志(5) 山口大 10.87 -0.7
ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 岡山

2 1393 秋山　　幸希(3) 岡山大 11.04 -0.7
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥取

3 1050 前田　　真作(3) 鳥取大 11.05 -0.7
ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 高知

4 2158 黒川　　至仁(5) 岡山大 11.09 -0.7
ｷﾘﾊﾗ　ﾕｳﾄ 島根

5 1754 桐原　　勇斗(1) 島根大 11.11 -0.7
ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 岡山

6 1406 福島　　悠太(3) 岡山大 11.16 -0.7
ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取

7 1649 妻木　裕太郎(6) 鳥取大 11.17 -0.7
ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口

8 1086 蒲生　　　望(2) 広島大 11.30 -0.7

凡例  DNS:欠場 *TG:着差有



 男子200m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        20.21     飯塚　　翔太(静岡・中央大)            2013

中四学生記録(AUR)       20.59     松田　　　亮(広島・広島経済大)        2004

大会記録(GR)            21.53     足立　　達也(兵庫・広島大)            2011 9月29日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-0.7)

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

ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 兵庫

1 4 1650 原　　健太朗(6) 鳥取大 23.04 1 3 1051 犬持　　　智(3) 鳥取大 22.33
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 山口 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口

2 8 2353 藤村　　哲平(1) 山口大 23.32 2 2 1940 上田　　和志(5) 山口大 22.42
ｵｷﾂ ﾀﾀﾞｼ 徳島 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 岡山

3 3 1165 沖津　　　善(2) 広島大 23.43 3 7 1421 竹内　　友希(2) 岡山大 22.51
ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 山口 ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

4 6 1916 大西　　孝一(2) 山口大 23.57 4 8 1399 神田　　恭輔(3) 岡山大 22.51 *TG
ｵｵﾔﾈ　ｺｳｷ 島根 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口

5 7 1749 大矢根　功季(2) 島根大 24.10 5 5 1086 蒲生　　　望(2) 広島大 22.52
ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵庫 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｽｹ 長崎

6 5 2235 上坂　　創一(1) 鳥取大 24.20 4 1167 山下　　隆祐(4) 広島大 DNF
ﾌｼﾞｲ　ｱﾂﾔ 島根 ｷﾘﾊﾗ　ﾕｳﾄ 島根

7 2 2187 藤井　　淳也(1) 島根大 24.43 1 1754 桐原　　勇斗(1) 島根大 DNS
ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山

6 1384 宇野田　和馬(4) 岡山大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 兵庫

1 1051 犬持　　　智(3) 鳥取大 22.33 -0.7
ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口

2 1940 上田　　和志(5) 山口大 22.42 -0.7
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 岡山

3 1421 竹内　　友希(2) 岡山大 22.51 -0.7
ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

4 1399 神田　　恭輔(3) 岡山大 22.51 -0.7 *TG
ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口

5 1086 蒲生　　　望(2) 広島大 22.52 -0.7
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

6 1650 原　　健太朗(6) 鳥取大 23.04 -0.7
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 山口

7 2353 藤村　　哲平(1) 山口大 23.32 -0.7
ｵｷﾂ ﾀﾀﾞｼ 徳島

8 1165 沖津　　　善(2) 広島大 23.43 -0.7

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 *TG:着差有



 男子400m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        45.03     山村　　貴彦(大阪・日本大)            2000

中四学生記録(AUR)       46.29     木村　　和史(岡山・環太平洋大)        2014

大会記録(GR)            47.73     菅野　　涼太(山口・山口大)            2016 9月29日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口 ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

1 3 1919 五島　　和徳(2) 山口大 51.47 1 5 1399 神田　　恭輔(3) 岡山大 49.17
ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵庫 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大分

2 6 2235 上坂　　創一(1) 鳥取大 52.90 2 3 1979 片山　　隼斗(1) 広島大 50.26
ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ 島根 ﾄﾖﾀ ﾓｴﾄ 岡山

3 7 1741 杉浦　　悠太(3) 島根大 53.81 3 4 2161 豊田　　萌人(1) 岡山大 50.48
ｸﾜﾀ　ｱｷﾋﾛ 島根 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐賀

4 5 1725 桑田　　彰浩(4) 島根大 53.91 4 7 1168 野口　　健太(M2) 広島大 50.65
ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 愛知

5 8 1917 河本　　拓巳(2) 山口大 54.12 5 2 1099 加藤　　嵩大(2) 広島大 51.17
ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ 山口 ﾊﾗ　ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 島根

6 4 1921 村田　　崇真(3) 山口大 56.79 6 8 1750 原　　仁一朗(2) 島根大 53.83
ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山

6 1384 宇野田　和馬(4) 岡山大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根

1 1399 神田　　恭輔(3) 岡山大 49.17
ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大分

2 1979 片山　　隼斗(1) 広島大 50.26
ﾄﾖﾀ ﾓｴﾄ 岡山

3 2161 豊田　　萌人(1) 岡山大 50.48
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐賀

4 1168 野口　　健太(M2) 広島大 50.65
ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 愛知

5 1099 加藤　　嵩大(2) 広島大 51.17
ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

6 1919 五島　　和徳(2) 山口大 51.47
ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵庫

7 2235 上坂　　創一(1) 鳥取大 52.90
ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ 島根

8 1741 杉浦　　悠太(3) 島根大 53.81

凡例  DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        1:45.75   川元　　　奨(長野・日本大)            2014

中四学生記録(AUR)       1:49.25   野村　　直己(山口・山口大)            2015

大会記録(GR)            1:51.43   野村　　直己(山口・山口大)            2015 9月29日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｸﾎﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 鳥取 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島

1 6 1046 久保見　裕平(2) 鳥取大 2:03.17 1 3 1914 横山　　裕介(2) 山口大 1:57.31
ｱﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ 熊本 ｶﾅｵ ﾕｳｷ 岡山

2 3 1088 新井　賢太朗(2) 広島大 2:03.96 2 6 1398 金尾　　祐希(3) 岡山大 1:59.74
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 兵庫 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大阪

3 5 1060 小林　　淳人(2) 鳥取大 2:04.02 3 4 1372 中村　　喜浩(M2) 岡山大 1:59.74 *TG
ｸｽﾓﾄ ﾔｽｼ 岡山 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山

4 4 1416 楠本　　泰士(2) 岡山大 2:06.38 4 5 1048 和田　　龍汰(2) 鳥取大 1:59.83
ﾆｼﾑﾗ　ﾋﾛｷ 島根 ﾏｴﾊﾀ ｿｳｺﾞ 滋賀

5 7 1731 西村　　浩貴(4) 島根大 2:10.77 5 2 2339 前畑　　奏吾(1) 山口大 2:00.85
ﾓﾘｶﾜ　ﾋﾛﾋﾃﾞ 三重 ｳｴﾉ ｲﾂｷ 広島

6 2 1753 森川　　裕英(2) 島根大 2:14.41 6 8 2147 植野　　　樹(1) 広島大 2:03.05
ﾓﾘ　ﾀｸﾑ 島根 ﾀｸﾋﾞ ｷｮｳﾍｲ 和歌山

7 8 2186 森　　　拓夢(1) 島根大 2:18.51 7 1 1096 田首　　恭平(3) 広島大 2:04.87
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 山口

8 7 2338 田中　　友也(1) 山口大 2:06.77

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島

1 1914 横山　　裕介(2) 山口大 1:57.31
ｶﾅｵ ﾕｳｷ 岡山

2 1398 金尾　　祐希(3) 岡山大 1:59.74
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大阪

3 1372 中村　　喜浩(M2) 岡山大 1:59.74 *TG
ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山

4 1048 和田　　龍汰(2) 鳥取大 1:59.83
ﾏｴﾊﾀ ｿｳｺﾞ 滋賀

5 2339 前畑　　奏吾(1) 山口大 2:00.85
ｳｴﾉ ｲﾂｷ 広島

6 2147 植野　　　樹(1) 広島大 2:03.05
ｸﾎﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 鳥取

7 1046 久保見　裕平(2) 鳥取大 2:03.17
ｱﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ 熊本

8 1088 新井　賢太朗(2) 広島大 2:03.96

凡例  *TG:着差有



 男子1500m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        3:35.69   E・オムワンバ(山梨・山梨学院大)       2015

中四学生記録(AUR)       3:43.97   内富　　恭則(広島・広島経済大)        1993

大会記録(GR)            3:56.81   細田　　善也(兵庫・岡山大)            2016 9月29日 14:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島

1 3 1914 横山　　裕介(2) 山口大 3:59.73
ﾌｼﾞﾀ ｶｲ 鳥取

2 8 1053 藤田　　佳委(5) 鳥取大 4:01.19
ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳﾀ 山口

3 10 1925 森重　　恒太(4) 山口大 4:03.71
ｶﾜﾁ ﾄﾓｱｷ 広島

4 11 1083 河内　　知晃(2) 広島大 4:05.96
ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 徳島

5 15 1373 村上　　　聡(M2) 岡山大 4:06.25
ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾄ 広島

6 4 2146 中原　　昇斗(1) 広島大 4:06.62
ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾋ 島根

7 7 1752 前田　　雄飛(2) 島根大 4:06.76
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取

8 2 1047 加藤　　　俊(2) 鳥取大 4:08.25
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫

9 13 1065 前田　　裕紀(3) 鳥取大 4:12.27
ｶﾜｻｷ ﾐﾂｸﾞ 兵庫

10 12 1114 川崎　　貢功(3) 広島大 4:15.44
ﾓﾝﾃﾞﾝ　ﾌｳﾏ 島根

11 6 1247 門田　　風雅(3) 島根大 4:18.17
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 岡山

12 9 1383 石原　　　聖(4) 岡山大 4:18.61
ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵｷ 兵庫

13 14 2156 柏木　　尚貴(1) 岡山大 4:19.20
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口

14 1 1910 河村　　　駿(2) 山口大 4:27.15
ｲﾉｳｴ　ｼｮｳﾀ 島根

5 1738 井上　　翔太(3) 島根大 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        13:19.00  竹澤　　健介(兵庫・早稲田大)          2007

中四学生記録(AUR)       13:46.30  白濱　　三徳(山口・徳山大)            2004

大会記録(GR)            14:44.68  末吉　　　勇(岡山・岡山大)            2004 9月29日 11:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳﾀ 山口

1 1 1925 森重　　恒太(4) 山口大 14:55.19

ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 徳島

2 13 1373 村上　　　聡(M2) 岡山大 14:57.08

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広島

3 4 1113 松本　　佑介(M1) 広島大 14:57.72

ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 広島

4 9 1106 坂口　　礼章(4) 広島大 14:58.26

ｲﾜﾓﾄ　ｹﾝｼﾞﾛｳ 島根

5 7 1957 岩本　健次郎(1) 島根大 15:12.47

ﾉｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 兵庫

6 11 1402 野喜　　亮祐(3) 岡山大 15:15.43

ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取

7 14 2237 川上　　柾尚(1) 鳥取大 15:16.57

ﾔﾏｻｷ  ﾀｲｷ 広島

8 6 1103 山崎　　泰樹(3) 広島大 15:18.39

ﾎﾝﾀﾞ　ｹｲｺﾞ 島根

9 8 1751 本田　　圭吾(2) 島根大 15:25.03

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口

10 15 1930 中村　　勇希(2) 山口大 15:46.11

ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 鳥取

11 3 2234 荒井　　優佑(1) 鳥取大 15:46.99

ﾌﾙﾔﾏ　ﾖｼﾋｻ 島根

12 10 1744 古山　　義久(3) 島根大 16:02.11

ﾀﾆﾀ ﾋﾛｱｷ 岡山

13 5 1401 谷田　　啓明(3) 岡山大 16:15.29

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山口

14 12 1932 中村　　巧汰(2) 山口大 16:32.89

ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

15 2 2238 佐々木　大佑(1) 鳥取大 16:59.28



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        13.50     内藤　　真人(愛知・法政大)            2001

中四学生記録(AUR)       14.12     櫻井　　秀樹(岡山・美作大)            2012

大会記録(GR)            14.4      中野　　博文(島根・島根大)            1992 9月29日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.7) 2組 (風:0.0)

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

ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 宮崎 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口

1 3 1154 藤島　　　廉(4) 広島大 16.23 1 4 1964 尾﨑　光太郎(1) 山口大 15.66
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼｷ 岡山

2 7 1404 原山　　瑛地(3) 岡山大 17.23 2 6 1425 西本　　俊樹(2) 岡山大 16.32
ﾏﾙｵ ﾀｸﾐ 福岡 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

3 6 2270 丸尾　　　拓(1) 広島大 17.65 3 7 1169 石川　　稜将(3) 広島大 16.63
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口 ﾐｳﾗ　ｲｵﾘ 島根

4 2333 広川　太佑斗(M1) 山口大 DNS 4 5 1746 三浦　　伊織(3) 島根大 16.78
ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 兵庫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

5 2162 永井　　瑞希(1) 岡山大 DNS 5 3 1054 山田　　拓矢(3) 鳥取大 17.19

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口

1 1964 尾﨑　光太郎(1) 山口大 15.66 0.0
ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 宮崎

2 1154 藤島　　　廉(4) 広島大 16.23 +0.7
ﾆｼﾓﾄ ﾄｼｷ 岡山

3 1425 西本　　俊樹(2) 岡山大 16.32 0.0
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

4 1169 石川　　稜将(3) 広島大 16.63 0.0
ﾐｳﾗ　ｲｵﾘ 島根

5 1746 三浦　　伊織(3) 島根大 16.78 0.0
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

6 1054 山田　　拓矢(3) 鳥取大 17.19 0.0
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

7 1404 原山　　瑛地(3) 岡山大 17.23 +0.7
ﾏﾙｵ ﾀｸﾐ 福岡

8 2270 丸尾　　　拓(1) 広島大 17.65 +0.7

凡例  DNS:欠場



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        47.89     為末　　　大(広島・法政大)            2001

中四学生記録(AUR)       49.97     若江　　真志(広島・広島経済大)        2001

大会記録(GR)            51.49     横原　　和真(鳥取・鳥取大)            2004 9月29日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山 ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 宮崎

1 5 1404 原山　　瑛地(3) 岡山大 57.26 1 6 1154 藤島　　　廉(4) 広島大 54.90
ﾐｳﾗ　ｲｵﾘ 島根 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口

2 4 1746 三浦　　伊織(3) 島根大 59.73 2 5 1964 尾﨑　光太郎(1) 山口大 55.79
ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｷ 岡山 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

3 6 2165 山下　　淳貴(1) 岡山大 1:00.10 3 7 1919 五島　　和徳(2) 山口大 56.29
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 岡山 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山口

4 3 1063 岩本　　凌佳(2) 鳥取大 1:04.23 4 3 1145 椎原　　素哉(2) 広島大 56.88
ｲﾄｳ　ﾕｳｷ 島根 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島

5 7 1960 伊藤　　優希(1) 島根大 1:06.13 5 8 1155 辻　　　翔吾(4) 広島大 57.45
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾕｳﾄ 島根 ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡山

8 1958 檀上　　佑音(1) 島根大 DNS 4 1378 廣本　　朋哉(M1) 岡山大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 宮崎

1 1154 藤島　　　廉(4) 広島大 54.90
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口

2 1964 尾﨑　光太郎(1) 山口大 55.79
ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

3 1919 五島　　和徳(2) 山口大 56.29
ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山口

4 1145 椎原　　素哉(2) 広島大 56.88
ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 和歌山

5 1404 原山　　瑛地(3) 岡山大 57.26
ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島

6 1155 辻　　　翔吾(4) 広島大 57.45
ﾐｳﾗ　ｲｵﾘ 島根

7 1746 三浦　　伊織(3) 島根大 59.73
ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｷ 岡山

8 2165 山下　　淳貴(1) 岡山大 1:00.10

凡例  DNS:欠場



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        8:25.8    新宅　　雅也(広島・日体大)            1979

中四学生記録(AUR)       8:33.04   内富　　恭則(広島・広島経済大)        1994

大会記録(GR)            9:31.16   池田　　昂輝(広島・広島大)            2013 9月29日 12:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳｼﾞ 島根

1 3 1111 河北　　竜治(4) 広島大 9:29.34 GR
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 福岡

2 1 1152 西村　　浩登(3) 広島大 9:31.16 =GR
ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ 兵庫

3 4 1396 石松　　賢大(3) 岡山大 9:35.77
ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島

4 11 1148 森　　麟太郎(3) 広島大 9:55.03
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 岡山

5 13 1424 長岡　　隆成(2) 岡山大 9:55.10
ﾊﾗ　ｶｽﾞﾄﾓ 島根

6 7 1743 原　　　一智(3) 島根大 9:57.56
ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡山

7 8 1395 池畑　　智幸(3) 岡山大 10:01.11

ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

8 2 2241 吉村　　隆盛(1) 鳥取大 10:03.78

ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口

9 9 1910 河村　　　駿(2) 山口大 10:03.82

ﾅﾘｷﾖ　ﾀｸﾐ 広島

10 10 1742 成清　　拓巳(3) 島根大 10:11.45

ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 山口

11 6 1918 古川　　丈裕(2) 山口大 10:12.20

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取

12 12 1961 島田　　敦史(2) 鳥取大 10:26.47

ｲﾄﾊﾗ　ｶｽﾞｷ 島根

13 5 1737 糸原　　一輝(3) 島根大 10:36.73

ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥取

14 14 1056 植田　　拓朗(2) 鳥取大 10:54.81

ﾀｹﾁ ﾀﾞｲｽｹ 山口

15 15 2337 武智　　大輔(1) 山口大 11:18.68

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録



 男子4X100mR
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        38.54     畠山-川面-河合-飯塚(東京・中央大)     2010

中四学生記録(AUR)       39.92     堀川-鈴木-松田-日野(広島・広島経済大) 1998

大会記録(GR)            41.13     川井田-熊谷-田口-佐々木(広島・広島大) 2008 9月29日 12:45 決　勝

決　勝　

1着 42.40 2着 42.88 3着 44.02
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 1912 1 1165 1 1741

2 1940 2 1167 2 2190

3 1916 3 1086 3 1749

4 2353 4 1102 4 2370

4着 52.56
6ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ DQ,R3
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 1406 1 1050

2 2158 2 1057

3 1393 3 1649

4 1419 4 1651

ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ
妻木　裕太郎(6)

鳥取

鳥取大
ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺｳ
藤居　　研考(6)

鳥取

鳥取大

前田　　真作(3)
鳥取

鳥取大
ﾀﾆｳｴ ｺｳﾀﾛｳ
谷上　耕太郎(3)

鳥取

鳥取大
ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ
秋山　　幸希(3)

岡山

岡山大
ｻﾜ ﾅｵｷ
澤　　　直樹(2)

兵庫

岡山大

福島　　悠太(3)
岡山

岡山大
ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ
黒川　　至仁(5)

高知

岡山大

ﾏﾂﾅﾐ  ﾄﾓﾔ
松波　　智也(1)

島根

島根大

岡山大(岡山)

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ

鳥取大(鳥取)

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ
藤村　　哲平(1)

町田　　郁惟(1)
島根

島根大
ｵｵﾔﾈ　ｺｳｷ
大矢根　功季(2)

島根

島根大

島根大(島根)

ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ
杉浦　　悠太(3)

島根

島根大
ﾏﾁﾀﾞ　ｲｸﾀﾀﾞ

山口

広島大
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ
高橋　　皓己(3)

愛媛

広島大

徳島

広島大
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｽｹ
山下　　隆祐(4)

長崎

広島大

山口

山口大

広島大(広島)

ｵｷﾂ ﾀﾀﾞｼ
沖津　　　善(2)

ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ
蒲生　　　望(2)

上田　　和志(5)
山口

山口大
ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ
大西　　孝一(2)

山口

山口大

山口大(山口)

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ
村上　　将一(4)

山口

山口大
ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ

凡例  DQ:失格 R3:3-4走間でのオーバーゾーン



 男子4X400mR
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        3:03.71   小林-向井-中川-山村(東京・日本大)     2000

中四学生記録(AUR)       3:07.78   横山-村田-佐々川-木村(岡山・環太平洋大)2014

大会記録(GR)            3:15.94   原田-宮本-野村-菅野(山口・山口大)     2016 9月29日 14:35 決　勝

決　勝　

1着 3:20.46 2着 3:24.23 3着 3:26.05

6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 4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 2161 1 1979 1 1051

2 1421 2 1168 2 1650

3 1419 3 1099 3 1651

4 1399 4 1158 4 1048

4着 3:28.50 5着 3:35.24

3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

1 1940 1 2190

2 1964 2 1750

3 1929 3 1725

4 1919 4 1741

岡山大(岡山)

ﾄﾖﾀ ﾓｴﾄ
豊田　　萌人(1)

岡山

岡山大
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
竹内　　友希(2)

岡山

岡山大
ｻﾜ ﾅｵｷ
澤　　　直樹(2)

兵庫

岡山大
島根

岡山大

広島大(広島)

ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ
片山　　隼斗(1)

ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ
加藤　　嵩大(2)

大分

広島大
ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ
野口　　健太(M2)

佐賀

広島大
愛知

広島大
ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ
松井　　皓亮(2)

兵庫

広島大

鳥取大(鳥取)

ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ
犬持　　　智(3)

兵庫

鳥取大
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
原　　健太朗(6)

鳥取

鳥取大
ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺｳ
藤居　　研考(6)

鳥取

鳥取大
ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
和田　　龍汰(2)

岡山

鳥取大

山口大(山口)

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ

島根大(島根)

ﾏﾁﾀﾞ　ｲｸﾀﾀﾞ

ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
神田　　恭輔(3)

上田　　和志(5)
山口

山口大
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ
尾﨑　光太郎(1)

山口

山口大
ﾌｶﾎﾘ ﾖｳｽｹ
深堀　　洋佑(3)

山口

山口大
ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ
五島　　和徳(2)

山口

山口大

町田　　郁惟(1)
島根

島根大
ﾊﾗ　ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ
原　　仁一朗(2)

島根

島根大
ｸﾜﾀ　ｱｷﾋﾛ
桑田　　彰浩(4)

島根

島根大
ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ
杉浦　　悠太(3)

島根

島根大



 男子走高跳
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        2m32      君野　　貴弘(東京・順天堂大)          1993

中四学生記録(AUR)       2m21      石橋　　　健(島根・岡山商科大)        2015

大会記録(GR)            2m12      関口　　　暁(島根・島根大)            1991 9月29日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山 － － － － － － ○ ○

1 9 1392 女鹿田　　匠(4) 岡山大 － × × × 1m91
ｿﾉﾅｶ ｷｮｳﾀ 鹿児島 － － － － － ○ ○ ○

2 2 1162 園中　　杏汰(3) 広島大 × × × 1m91
ﾊｼｲ　ﾕｳﾏ 鳥取 － － － － － － × ○ × ○

3 4 1757 橋井　　勇磨(2) 島根大 × × × 1m91
ｴﾝﾄﾞｳ　ｹﾞﾝｷ 鳥取 － － － － ○ － × ○ × × ×

4 12 2369 遠藤　　彦輝(1) 島根大 1m88
ｻｶﾓﾄ　ｲｸﾔ 島根 － － × ○ ○ ○ × × ×

5 8 1727 坂元　　郁弥(4) 島根大 1m80
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 佐賀 － － ○ ○ × × ○ × × ×

6 3 1149 松本　奏一郎(2) 広島大 1m80
ｶﾈｺ ﾕｳ 山口 － ○ ○ ○ × × ×

7 11 1938 金子　　　悠(3) 山口大 1m75
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎 － － ○ ○ × × ×

7 13 1107 佐藤　　　走(M2) 広島大 1m75
ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞｷ 鳥取 － － ○ × × ×

9 6 2242 廣岡　　和樹(1) 鳥取大 1m70
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 鳥取 × × ○ × × ×

10 7 2373 山本　　昂久(6) 鳥取大 1m60
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 鳥取 × × ×

1 1064 伊藤　　諒祐(5) 鳥取大 NM
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡山 － × × ×

5 1418 児玉　　優太(2) 岡山大 NM
ﾏﾂﾓﾄ ｶｹﾙ 山口 × × ×

10 1911 松本　　　翔(2) 山口大 NM
ｶﾔﾉ ｼｮｳ 岡山 × × ×

14 2254 栢野　　　捷(1) 岡山大 NM

1位決定戦

ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山 × × ○

1392 女鹿田　　匠(4) 岡山大
ｿﾉﾅｶ ｷｮｳﾀ 鹿児島 × × ×

1162 園中　　杏汰(3) 広島大

1m88 1m91
記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m94 1m92 1m90

1m65

1m97

1m70 1m75 1m80 1m85
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

1m94

凡例  NM:記録なし



 男子棒高跳
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        5m75      山本　　聖途(愛知・中京大)            2013

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

大会記録(GR)            5m00      萩原　　　翔(広島・広島大)            2010 9月29日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 広島 － － － － － － － －

1 5 1166 田村　　圭祐(2) 広島大 － － ○ r 4m00
ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼ 三重 － － － － － × ○ － × × ○

2 6 2384 橋本　　壮侍(M2) 広島大 － － × × × 3m70
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 － － － － × ○ × × r

3 4 1054 山田　　拓矢(3) 鳥取大 3m30
ｶﾔﾉ ｼｮｳ 岡山 － － － ○ × × ○ × × ×

4 1 2254 栢野　　　捷(1) 岡山大 3m30
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛 － － － － － － × × ×

2 1169 石川　　稜将(3) 広島大 NM
ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞｷ 鳥取 × × ×

3 2242 廣岡　　和樹(1) 鳥取大 NM
ﾀﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡山 × × ×

7 1423 多田　宏太朗(2) 岡山大 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m50

3m80

2m70

3m90

2m90

4m00

3m10

4m10

3m30 3m50 3m60 3m70
記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  NM:記録なし



 男子走幅跳
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        8m25      森長　　正樹(大阪・日本大)            1992

中四学生記録(AUR)       7m88      藤原　　駿也(岡山・広島経済大)        2016

大会記録(GR)            7m41      藤崎　　　忠(広島・広島大)            1992 9月29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

ｶﾒﾀﾞ　ﾋﾛﾑ 島根 6m83 6m74 6m63 6m83 8 × 6m58 6m73 6m83
1 11 1740 亀田　　広夢(3) 島根大 0.0 -0.8 -1.0 0.0 0.0 -1.1 0.0

ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 山口 × 6m54 6m60 6m60 7 6m63 6m53 × 6m63
2 6 1909 蒲生　　　智(4) 山口大 0.0 -0.1 -0.1 0.0 +0.4 0.0

ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡山 × 6m23 6m48 6m48 5 6m43 6m40 6m63 6m63
3 10 1397 岩井　　宏樹(3) 岡山大 -0.2 +0.3 +0.3 0.0 -0.7 -1.3 -1.3

ｾﾄｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岡山 6m60 × 4m98 6m60 6 6m30 × 6m56 6m60
4 7 1420 瀬戸川　将章(2) 岡山大 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.4 0.0

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 兵庫 6m44 6m45 × 6m45 4 6m42 6m38 6m46 6m46
5 3 1062 村田　　雅明(2) 鳥取大 +0.3 0.0 0.0 0.0 -1.8 -0.5 -0.5

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 香川 6m29 6m44 4m60 6m44 3 6m18 6m29 6m39 6m44
6 9 2143 大久保　　孝(1) 広島大 +0.2 +0.1 0.0 +0.1 0.0 -0.7 +0.8 +0.1

ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 広島 6m30 6m35 5m88 6m35 2 6m06 × 6m19 6m35
7 12 1081 河上　　洋輝(2) 広島大 +0.1 -0.1 -0.4 -0.1 -0.4 0.0 -0.1

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛媛 6m22 × 6m22 6m22 1 － × 6m24 6m24
8 15 1169 石川　　稜将(3) 広島大 +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1

ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口 × 5m75 6m06 6m06 6m06
9 4 2333 広川　太佑斗(M1) 山口大 0.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾈｺ ﾕｳ 山口 5m90 5m98 6m01 6m01 6m01
10 13 1938 金子　　　悠(3) 山口大 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0

ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 岡山 5m83 5m96 4m19 5m96 5m96
11 1 1380 福田　　航希(M1) 岡山大 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0

ｻﾄｳ　ｺｳｿﾞｳ 広島 × 5m63 5m95 5m95 5m95
12 2 2188 佐藤　　孝三(1) 島根大 0.0 -0.6 -0.6 -0.6

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取 × 5m14 5m29 5m29 5m29
13 5 2293 富永　　　優(1) 鳥取大 0.0 -0.7 -0.7 -0.7

ｱﾗｷ ｺｳ 鳥取

8 1059 荒木　　　晃(2) 鳥取大 DNS
ｱｻﾂ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根

14 1736 朝津　　順平(3) 島根大 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子三段跳
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        16m98     石川　　和義(長野・筑波大)            2004

中四学生記録(AUR)       16m01     筒井　　敦史(岡山・岡山商科大)        1997

大会記録(GR)            15m01     苅山　　　靖(岡山・岡山大)            2005 9月29日 14:00 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

ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡山 13m66 13m70 12m50 13m70 8 14m06 × 13m98 14m06
1 11 1397 岩井　　宏樹(3) 岡山大 -1.4 -1.5 -0.1 -1.5 0.0 -1.3 0.0

ｸﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福岡 13m47 × 13m33 13m47 6 13m90 13m77 13m23 13m90
2 4 1085 熊本　　靖丈(M2) 広島大 -1.3 -1.0 -1.3 -0.5 -1.0 -1.4 -0.5

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎 13m35 13m65 13m34 13m65 7 13m22 13m52 13m68 13m68
3 10 1107 佐藤　　　走(M2) 広島大 -1.2 -0.5 -0.7 -0.5 -1.1 -1.0 -0.4 -0.4

ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡山 12m99 × 13m30 13m30 5 13m15 12m18 × 13m30
4 3 1392 女鹿田　　匠(4) 岡山大 -0.7 -0.9 -0.9 -1.2 -1.8 -0.9

ﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳ 岡山 12m99 × 12m79 12m99 3 13m06 12m81 13m11 13m11
5 8 2166 和田　　　穰(1) 岡山大 -1.2 -1.3 -1.2 -0.6 -1.2 -1.2 -1.2

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 兵庫 12m64 13m05 × 13m05 4 × 13m01 12m97 13m05
6 6 1062 村田　　雅明(2) 鳥取大 -0.7 -0.6 -0.6 -0.2 -0.8 -0.6

ｻﾄｳ　ｺｳｿﾞｳ 広島 × 12m55 12m63 12m63 2 12m83 × 12m62 12m83
7 12 2188 佐藤　　孝三(1) 島根大 -0.9 -0.9 -0.9 -1.3 -0.3 -1.3

ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 広島 12m41 × 12m52 12m52 1 × 11m77 12m49 12m52
8 9 1081 河上　　洋輝(2) 広島大 0.0 -1.2 -1.2 -0.3 -1.7 -1.2

ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 山口 11m86 12m24 12m26 12m26 12m26
9 2 2333 広川　太佑斗(M1) 山口大 +0.3 -0.1 -1.1 -1.1 -1.1

ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 山口 × r
5 1909 蒲生　　　智(4) 山口大 NM

ｱｻﾂ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根

1 1736 朝津　　順平(3) 島根大 DNS
ﾋﾗｵｶ　ﾘﾝﾀﾛｳ 島根

7 1959 平岡　凛太郎(1) 島根大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        18m64     山田　壮太郎(兵庫・法政大)            2009

中四学生記録(AUR)       17m47     幸長　　慎一(徳島・四国大)            2018

大会記録(GR)            13m34     宮川　　慶太(岡山・岡山大)            2015 9月29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

ﾁｮｳｷ ﾕｳﾏ 大分

1 5 1157 長木　　勇真(2) 広島大 13m21 12m46 × 13m21 13m38 13m91 13m11 13m91 GR
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡山

2 7 1381 宮川　　慶太(M1) 岡山大 12m47 12m82 12m71 12m82 12m49 13m13 13m25 13m25

ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡山

3 3 1390 坪井　　涼平(4) 岡山大 11m96 × × 11m96 × × × 11m96

ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 岡山

4 1 1377 神田　　佳希(M1) 岡山大 10m76 × × 10m76 × 10m43 11m08 11m08

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 山口

5 8 1931 松本　　　陸(2) 山口大 9m38 10m25 10m48 10m48 10m03 10m09 10m40 10m48

ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 山口

6 9 1915 三好　　遊理(3) 山口大 9m51 9m91 10m29 10m29 10m21 9m80 10m29 10m29

ﾃﾞｶｲ ﾏｻｼ 広島

7 11 2144 出海　　　将(1) 広島大 8m56 9m49 9m38 9m49 9m56 9m52 9m78 9m78

ﾑﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 佐賀

8 2 2149 武藤　　亮佑(1) 広島大 8m12 8m82 × 8m82 × 8m40 8m74 8m82

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

9 6 2293 富永　　　優(1) 鳥取大 8m46 8m30 8m55 8m55 8m55

ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｸﾆｷ 鳥取

10 10 1733 松原　　國喜(4) 島根大 8m01 8m54 8m30 8m54 8m54

ﾓｸ ﾀｹﾋﾛ 山口

4 1913 杢　　　健寛(M1) 山口大 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



 男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        59m21     堤　　　雄司(北海道・国士館大)        2013

中四学生記録(AUR)       54m15     幸長　　慎一(徳島・四国大)            2016

大会記録(GR)            45m13     黒田　　剛志(鳥取・岡山大)            2016 9月29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

ｼﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 愛知

1 2 1388 白田　　雅治(4) 岡山大 × 41m37 42m20 42m20 × × × 42m20

ﾁｮｳｷ ﾕｳﾏ 大分

2 6 1157 長木　　勇真(2) 広島大 41m13 × × 41m13 × × × 41m13

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

3 4 1370 黒田　　剛志(M2) 岡山大 38m94 40m82 × 40m82 40m02 × × 40m82

ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡山

4 7 1390 坪井　　涼平(4) 岡山大 × 27m14 × 27m14 × 33m80 × 33m80

ﾑﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 佐賀

5 1 2149 武藤　　亮佑(1) 広島大 31m47 × 29m47 31m47 28m58 28m90 × 31m47

ﾃﾞｶｲ ﾏｻｼ 広島

6 5 2144 出海　　　将(1) 広島大 22m95 22m25 22m41 22m95 23m11 × 21m34 23m11

ｵｵｴ ｺｳｽｹ 兵庫

7 3 2236 大江　　広高(1) 鳥取大 17m85 × 20m91 20m91 21m23 22m24 20m76 22m24



 男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        73m87     室伏　　広治(千葉・中京大)            1996

中四学生記録(AUR)       60m34     福田　　剛也(広島・広島経済大)        2002

大会記録(GR)            55m76     足立　　弘之(岡山・岡山大)            1982 9月29日 14:00 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

ｾｵ ﾏｻﾕｷ 山口

1 1 1939 瀬尾　　真之(4) 山口大 33m43 46m75 48m70 48m70 × 48m09 48m69 48m70

ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広島

2 6 1417 久保田　友裕(2) 岡山大 × 37m65 × 37m65 × × 38m66 38m66

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

3 8 1370 黒田　　剛志(M2) 岡山大 33m18 35m22 × 35m22 34m97 × 36m32 36m32

ﾁｮｳｷ ﾕｳﾏ 大分

4 7 1157 長木　　勇真(2) 広島大 × 34m46 34m23 34m46 － 34m99 35m57 35m57

ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 岡山

5 4 1377 神田　　佳希(M1) 岡山大 × 28m16 29m21 29m21 28m90 × 29m83 29m83

ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 山口

6 5 1915 三好　　遊理(3) 山口大 25m37 × 22m74 25m37 22m02 19m21 － 25m37

ｵｵｴ ｺｳｽｹ 兵庫

7 2 2236 大江　　広高(1) 鳥取大 13m38 13m68 14m08 14m08 － － － 14m08

ｿﾒﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪

3 2151 染谷　　直樹(1) 広島大 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子やり投(800g)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        84m28     ディーン　元気(兵庫・早稲田大)        2012

中四学生記録(AUR)       71m18     権出　　憲一(和歌山・広島大)          2017

大会記録(GR)            70m23     池本　　大史(島根・島根大)            2000 9月29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

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 岡山

1 3 1407 藤森　　信昭(3) 岡山大 52m71 × 54m71 54m71 54m36 55m16 × 55m16

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾓﾄ 岡山

2 4 2164 前田　　誠元(1) 岡山大 × 51m65 54m06 54m06 × × × 54m06

ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎

3 6 1107 佐藤　　　走(M2) 広島大 53m62 × × 53m62 × × － 53m62

ｿﾒﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪

4 5 2151 染谷　　直樹(1) 広島大 50m47 44m73 51m91 51m91 48m51 46m06 46m72 51m91

ﾃﾞｶｲ ﾏｻｼ 広島

5 1 2144 出海　　　将(1) 広島大 × 50m83 × 50m83 42m22 47m24 47m92 50m83

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

6 11 1054 山田　　拓矢(3) 鳥取大 － 47m76 － 47m76 × 46m51 46m45 47m76

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

7 9 1370 黒田　　剛志(M2) 岡山大 47m42 45m57 46m29 47m42 42m83 × × 47m42

ｵｵｴ ｺｳｽｹ 兵庫

8 7 2236 大江　　広高(1) 鳥取大 38m67 39m87 42m50 42m50 40m75 41m07 40m27 42m50

ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｸﾆｷ 鳥取

9 8 1733 松原　　國喜(4) 島根大 37m48 × 38m67 38m67 38m67

ﾀﾆｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

10 10 1057 谷上　耕太郎(3) 鳥取大 25m46 32m63 － 32m63 32m63

ｲｿﾑﾗ ﾄﾓｷ 山口

2 1926 磯村　　知輝(4) 山口大 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子100m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        11.32     高橋　萌木子(埼玉・平成国際大)        2009

中四学生記録(AUR)       11.68     青木　　益未(岡山・環太平洋大)        2014

大会記録(GR)            12.34     森本　　敦子(鳥取・鳥取大)            1993 9月29日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.2) 2組 (風:+0.3)

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

ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ 島根 ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 岡山

1 6 1355 清水　　友花(1) 島根大 13.42 1 3 1122 戸部　　友理(3) 岡山大 12.62
ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

2 7 1044 工藤　奈々美(3) 広島大 13.59 2 6 1125 岡崎　穂乃香(2) 岡山大 12.98
ﾖｼｵｶ　ｺﾄﾉ 島根 ﾕｶﾜ ｻｷ 山口

3 4 1221 吉岡　　琴乃(2) 島根大 13.73 3 8 1284 湯川　　咲希(3) 山口大 13.24
ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口 ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 鳥取

4 3 1278 安永　　奈央(2) 山口大 13.75 4 5 1215 新藤　　有夏(3) 鳥取大 13.39
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 徳島 ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡山

5 5 1021 武岡　　瑞季(2) 広島大 13.97 5 4 1120 宇那木　咲良(3) 岡山大 13.45
ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口 ｲﾁﾊｼ ｻﾄｺ 鳥取

6 8 1399 岩﨑　　詩織(1) 山口大 14.04 6 2 1009 市橋　　怜子(2) 鳥取大 14.26
ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ 宮崎

7 1020 福元　日向子(2) 広島大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 岡山

1 1122 戸部　　友理(3) 岡山大 12.62 +0.3
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

2 1125 岡崎　穂乃香(2) 岡山大 12.98 +0.3
ﾕｶﾜ ｻｷ 山口

3 1284 湯川　　咲希(3) 山口大 13.24 +0.3
ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 鳥取

4 1215 新藤　　有夏(3) 鳥取大 13.39 +0.3
ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ 島根

5 1355 清水　　友花(1) 島根大 13.42 +0.2
ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡山

6 1120 宇那木　咲良(3) 岡山大 13.45 +0.3
ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛

7 1044 工藤　奈々美(3) 広島大 13.59 +0.2
ﾖｼｵｶ　ｺﾄﾉ 島根

8 1221 吉岡　　琴乃(2) 島根大 13.73 +0.2

凡例  DNS:欠場



 女子200m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        23.15     高橋　萌木子(埼玉・平成国際大)        2009

中四学生記録(AUR)       24.03     松田　　優美(宮崎・環太平洋大)        2016

大会記録(GR)            25.16     荒石　　祐子(山口・山口大)            1999 9月29日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-1.0)

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

ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ 島根 ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 岡山

1 5 1222 伊藤　　元伽(2) 島根大 28.91 1 5 1122 戸部　　友理(3) 岡山大 26.14
ﾔﾊﾀ ﾕﾘｶ 広島 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

2 7 1346 八幡　祐里香(1) 広島大 28.97 2 4 1125 岡崎　穂乃香(2) 岡山大 27.32
ｷﾅﾘ ｶｵﾙｺ 鳥取 ﾕｶﾜ ｻｷ 山口

3 3 1008 木成　　郁子(2) 鳥取大 29.47 3 7 1284 湯川　　咲希(3) 山口大 27.54
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 徳島 ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 鳥取

4 4 1021 武岡　　瑞季(2) 広島大 29.80 4 6 1215 新藤　　有夏(3) 鳥取大 27.76
ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口 ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ 島根

5 8 1278 安永　　奈央(2) 山口大 29.87 5 2 1355 清水　　友花(1) 島根大 27.94
ｲﾁﾊｼ ｻﾄｺ 鳥取 ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 岡山

6 2 1009 市橋　　怜子(2) 鳥取大 30.43 6 3 1118 徳原　真奈美(4) 岡山大 30.00
ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ 宮崎 ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口

6 1020 福元　日向子(2) 広島大 DNS 7 8 1399 岩﨑　　詩織(1) 山口大 46.19

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 岡山

1 1122 戸部　　友理(3) 岡山大 26.14 -1.0
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

2 1125 岡崎　穂乃香(2) 岡山大 27.32 -1.0
ﾕｶﾜ ｻｷ 山口

3 1284 湯川　　咲希(3) 山口大 27.54 -1.0
ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 鳥取

4 1215 新藤　　有夏(3) 鳥取大 27.76 -1.0
ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ 島根

5 1355 清水　　友花(1) 島根大 27.94 -1.0
ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ 島根

6 1222 伊藤　　元伽(2) 島根大 28.91 -0.6
ﾔﾊﾀ ﾕﾘｶ 広島

7 1346 八幡　祐里香(1) 広島大 28.97 -0.6
ｷﾅﾘ ｶｵﾙｺ 鳥取

8 1008 木成　　郁子(2) 鳥取大 29.47 -0.6

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        51.80     丹野　　麻美(福島・福島大)            2005

中四学生記録(AUR)       55.00     近藤　　夏奈(岡山・環太平洋大)        2016

大会記録(GR)            57.51     木戸　　恵理(広島・広島大)            2016 9月29日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

1 4 1128 皆尾　　早耶(2) 岡山大 1:01.90 1 4 1049 安田　　夏生(3) 広島大 58.67
ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口 ﾕｶﾜ ｻｷ 山口

2 6 1399 岩﨑　　詩織(1) 山口大 1:02.90 2 7 1284 湯川　　咲希(3) 山口大 1:02.15
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口 ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島

3 5 1283 吉田　　朋加(2) 山口大 1:04.79 3 3 1050 友野　みはる(2) 広島大 1:02.87
ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡山 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛

4 7 1123 福井　　茉穂(3) 岡山大 1:07.21 4 5 1044 工藤　奈々美(3) 広島大 1:03.17
ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 岡山

5 6 1118 徳原　真奈美(4) 岡山大 1:06.20

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

1 1049 安田　　夏生(3) 広島大 58.67
ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根

2 1128 皆尾　　早耶(2) 岡山大 1:01.90
ﾕｶﾜ ｻｷ 山口

3 1284 湯川　　咲希(3) 山口大 1:02.15
ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島

4 1050 友野　みはる(2) 広島大 1:02.87
ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口

5 1399 岩﨑　　詩織(1) 山口大 1:02.90
ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛

6 1044 工藤　奈々美(3) 広島大 1:03.17
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口

7 1283 吉田　　朋加(2) 山口大 1:04.79
ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 岡山

8 1118 徳原　真奈美(4) 岡山大 1:06.20



 女子800m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        2:00.92   北村　　　夢(東京・日体大)            2017

中四学生記録(AUR)       2:08.72   菊池　　里恵(和歌山・松山大)          2010

大会記録(GR)            2:14.9    山下　佐知子(鳥取・鳥取大)            1986 9月29日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾀｶｲｼ ｻﾁｶ 広島 ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島

1 4 1345 高石　沙知佳(1) 広島大 2:26.06 1 4 1050 友野　みはる(2) 広島大 2:29.80
ｶﾄｳ ﾓｴｺ 広島 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕﾘ 兵庫

2 5 1051 加藤　　萌子(4) 広島大 2:37.49 2 5 1119 古川　小百合(4) 岡山大 2:32.96
ｲｶﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口

3 8 1370 伊賀　　朱里(1) 鳥取大 2:44.57 3 3 1283 吉田　　朋加(2) 山口大 2:35.91
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 岡山 ｲｻﾔﾏ ﾅﾅｺ 鳥取

4 6 1377 原田　　彩花(1) 岡山大 2:46.31 4 6 1007 諌山　菜々子(3) 鳥取大 2:36.10
ｶﾜｶﾐ ｱﾂｺ 岡山 ﾕｶﾜ ﾋﾄﾐ 山口

5 7 1126 川上　　敦子(2) 岡山大 2:48.06 5 8 1400 湯川　ひとみ(1) 山口大 2:39.46
ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口

6 7 1285 金原　　侑子(3) 山口大 2:43.98

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｲｼ ｻﾁｶ 広島

1 1345 高石　沙知佳(1) 広島大 2:26.06
ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島

2 1050 友野　みはる(2) 広島大 2:29.80
ﾌﾙｶﾜ ｻﾕﾘ 兵庫

3 1119 古川　小百合(4) 岡山大 2:32.96
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口

4 1283 吉田　　朋加(2) 山口大 2:35.91
ｲｻﾔﾏ ﾅﾅｺ 鳥取

5 1007 諌山　菜々子(3) 鳥取大 2:36.10
ｶﾄｳ ﾓｴｺ 広島

6 1051 加藤　　萌子(4) 広島大 2:37.49
ﾕｶﾜ ﾋﾄﾐ 山口

7 1400 湯川　ひとみ(1) 山口大 2:39.46
ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口

8 1285 金原　　侑子(3) 山口大 2:43.98



 女子1500m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        4:13.14   岡本　久美子(宮城・筑波大)            1997

中四学生記録(AUR)       4:19.04   菊池　　里江(和歌山・松山大)          2012

大会記録(GR)            4:54.49   吉光　　美陽(岡山・岡山大)            2015 9月29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

ﾀｶｲｼ ｻﾁｶ 広島

1 1 1345 高石　沙知佳(1) 広島大 4:52.55 GR
ﾏｴﾀﾞ　ﾊﾙｶ 島根

2 15 1255 前田　　流歌(2) 島根大 4:59.60
ﾏﾂｼﾏ ｶﾅｴ 山口

3 3 1281 松島　　可苗(3) 山口大 5:03.42
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 広島

4 10 1344 松本　あゆみ(1) 広島大 5:09.97
ｸﾘﾔﾏ ﾕﾒﾉ 兵庫

5 13 1116 栗山　　夢野(4) 岡山大 5:14.78
ｲﾉｳｴ　ﾁﾋﾛ 島根

6 7 1223 井上　　千尋(2) 島根大 5:20.08
ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口

7 6 1285 金原　　侑子(3) 山口大 5:21.26
ｶﾜｶﾐ ｱﾂｺ 岡山

8 4 1126 川上　　敦子(2) 岡山大 5:23.32
ﾎｿﾐ　ﾕﾘ 島根

9 5 1354 細見　　有李(1) 島根大 5:23.90
ﾔﾉ ｻﾄﾐ 兵庫

10 2 1005 矢野　　智美(2) 鳥取大 5:36.17
ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 鳥取

11 14 1004 田中　楓美子(2) 鳥取大 5:44.81
ｼﾓﾉ ﾏﾅ 岡山

12 12 1348 下野　　まな(1) 岡山大 5:45.72
ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺ 鳥取

13 9 1386 橋本　　佳子(2) 鳥取大 5:58.12
ﾄﾞﾋ ﾅﾂｷ 山口

14 11 1286 土肥　　夏季(2) 山口大 6:09.40
ﾀｸﾞﾁ ﾚｲ 広島

8 1024 田口　　　麗(2) 広島大 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



 女子3000m
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        8:58.34   斎藤　　雅子(宮城・中央大)            1994

中四学生記録(AUR)       9:12.42   高見澤　安珠(三重・松山大)            2016

大会記録(GR)            9:51.69   渡部　友紀子(岡山・岡山大)            2011 9月29日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 広島

1 9 1344 松本　あゆみ(1) 広島大 10:50.73

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ 島根

2 3 1220 渡部　　　結(4) 島根大 10:56.48

ｲﾉｳｴ ｻｷ 兵庫

3 8 1113 井上　　紗希(M2) 岡山大 11:01.70

ﾏﾂｼﾏ ｶﾅｴ 山口

4 4 1281 松島　　可苗(3) 山口大 11:19.43

ﾊﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 山口

5 2 1334 濵本　佳那子(1) 山口大 11:54.82

ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 岡山

1 1413 高本　　　南(1) 岡山大 DNS
ｾﾘｶﾜ ﾚﾅ 静岡

5 1022 糴川　　礼菜(3) 広島大 DNS
ｻｻｷ ﾓｴ 鳥取

6 1372 佐々木　萌絵(1) 鳥取大 DNS
ﾀﾏｷ ｱｶﾈ 広島

7 1052 田牧　明花音(1) 広島大 DNS
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥取

10 1737 北尾　見優希(1) 鳥取大 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        13.15     紫村　　仁美(福岡・早稲田大)          2012

中四学生記録(AUR)       13.28     青木　　益未(岡山・環太平洋大)        2015

大会記録(GR)            14.48     松浦　　真枝(島根・島根大)            1993 9月29日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.7)

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

ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

1 5 1224 谷岡　　景子(2) 島根大 16.82 1 5 1049 安田　　夏生(3) 広島大 14.57
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 和歌山 ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡山

2 6 1046 丸山　　実佳(2) 広島大 17.33 2 6 1120 宇那木　咲良(3) 岡山大 15.66
ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ 島根 ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根

3 7 1222 伊藤　　元伽(2) 島根大 17.60 3 4 1128 皆尾　　早耶(2) 岡山大 15.73
ﾔﾊﾀ ﾕﾘｶ 広島 ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

4 1346 八幡　祐里香(1) 広島大 DQ,T6 4 3 1371 谷本　　望実(1) 鳥取大 16.35
ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡山

5 7 1123 福井　　茉穂(3) 岡山大 16.79

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

1 1049 安田　　夏生(3) 広島大 14.57 +0.7
ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡山

2 1120 宇那木　咲良(3) 岡山大 15.66 +0.7
ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根

3 1128 皆尾　　早耶(2) 岡山大 15.73 +0.7
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

4 1371 谷本　　望実(1) 鳥取大 16.35 +0.7
ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡山

5 1123 福井　　茉穂(3) 岡山大 16.79 +0.7
ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ 島根

6 1224 谷岡　　景子(2) 島根大 16.82 0.0
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 和歌山

7 1046 丸山　　実佳(2) 広島大 17.33 0.0
ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ 島根

8 1222 伊藤　　元伽(2) 島根大 17.60 0.0

凡例  DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった



 女子4X100mR
審 判 長：島田　正大

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        44.80     熊谷-丹野-松田-栗本(福島・福島大)     2006

中四学生記録(AUR)       45.64     青木-深川-松田-松井(岡山・環太平洋大) 2016

大会記録(GR)            48.80     藤岡-澤田-足立-松浦(島根・島根大)     1993 9月29日 14:25 決　勝

決　勝　

1着 50.55 2着 51.55 3着 52.56
6ﾚｰﾝ 3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 1120 1 1048 1 1224

2 1122 2 1049 2 1355

3 1125 3 1047 3 1221

4 1129 4 1021 4 1222

5ﾚｰﾝ DQ,R2 4ﾚｰﾝ DNS
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 1371 1 (    )

2 1009 2 (    )

3 1008 3 (    )

4 1215 4 (    )

岡山大(岡山)

ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ
宇那木　咲良(3)

岡山

岡山大
ﾄﾍﾞ ﾕﾘ
戸部　　友理(3)

岡山

岡山大
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(2)

鳥取

岡山大

岡山大

広島大(広島)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
安藤　はるな(3)

ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ
稲熊　　詩帆(2)

香川

広島大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ
安田　　夏生(3)

広島

広島大
愛知

広島大
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ
武岡　　瑞季(2)

徳島

広島大

島根大(島根)

ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ
谷岡　　景子(2)

島根

島根大
ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ
清水　　友花(1)

島根

島根大
ﾖｼｵｶ　ｺﾄﾉ
吉岡　　琴乃(2)

島根

島根大
ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ
伊藤　　元伽(2)

島根

島根大

鳥取大(鳥取)

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ

山口大(山口)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ
山口　　更紗(2)

兵庫

谷本　　望実(1)
鳥取

鳥取大
ｲﾁﾊｼ ｻﾄｺ
市橋　　怜子(2)

鳥取

鳥取大
ｷﾅﾘ ｶｵﾙｺ
木成　　郁子(2)

鳥取

鳥取大
ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ
新藤　　有夏(3)

鳥取

鳥取大

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:2-3走間でのオーバーゾーン



 女子走高跳
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        1m95      佐藤　　　恵(新潟・福岡大)            1987

中四学生記録(AUR)       1m81      佐山　　淳子(岡山・美作女子大)        1989

大会記録(GR)            1m71      園田　かおり(山口・山口大)            2006 9月29日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ 兵庫 － － － － － － － －

1 7 1129 山口　　更紗(2) 岡山大 － ○ ○ ○ × × × 1m60
ｼﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 岡山 － － － － － － － ○

2 5 1121 下中　友規乃(3) 岡山大 × ○ ○ × × × 1m52
ｵｶｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 鳥取 － － － － ○ ○ ○ × ○

3 4 1010 岡崎　　瑞紀(3) 鳥取大 × × × 1m46
ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口 － － － － － － ○ × ○

3 9 1282 橋本　　結生(3) 山口大 × × × 1m46
ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡山 － － － × ○ × × ○ ○ × × ×

5 10 1123 福井　　茉穂(3) 岡山大 1m40
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 和歌山 ○ × ○ × ○ ○ × × ○ ○ × × ×

6 8 1046 丸山　　実佳(2) 広島大 1m40
ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ 島根 － ○ ○ ○ － － － × × ×

7 1 1224 谷岡　　景子(2) 島根大 1m30
ﾖｼｵｶ　ｺﾄﾉ 島根 ○ ○ ○ × ○ － － － × × ×

8 6 1221 吉岡　　琴乃(2) 島根大 1m30
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 香川 ○ ○ ○ × × ×

9 2 1048 安藤　はるな(3) 広島大 1m25
ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 愛知 － － － － － － － × × ×

3 1047 稲熊　　詩帆(2) 広島大 NM

ｺﾒﾝﾄ
1m35

1m65

1m40 1m43 1m46
記録

1m20

1m52

1m25

1m55

1m30

1m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m15

1m49

凡例  NM:記録なし



 女子走幅跳
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        6m78      池田　久美子(宮城・福岡大)            2001

中四学生記録(AUR)       6m19      西内　　誠子(高知・高知大)            1994

大会記録(GR)            5m72      藤田　志保美(島根・島根大)            1999 9月29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

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 5m02 5m11 5m15 5m15 8 5m02 4m98 5m09 5m15
1 2 1371 谷本　　望実(1) 鳥取大 -0.3 +0.1 0.0 0.0 -0.7 -0.6 -0.4 0.0

ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 愛知 × × 4m73 4m73 4 4m90 5m11 4m87 5m11
2 4 1047 稲熊　　詩帆(2) 広島大 -0.4 -0.4 -0.4 -2.1 -0.8 -2.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ 兵庫 × 4m99 4m80 4m99 7 4m77 4m75 × 4m99
3 11 1129 山口　　更紗(2) 岡山大 -0.5 -0.9 -0.5 -1.3 +0.8 -0.5

ｼﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 岡山 4m56 4m67 3m51 4m67 3 4m69 4m63 4m80 4m80
4 9 1121 下中　友規乃(3) 岡山大 -0.5 +1.3 -1.5 +1.3 -0.4 -0.3 -0.6 -0.6

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 香川 4m78 4m67 × 4m78 6 × 4m63 × 4m78
5 5 1048 安藤　はるな(3) 広島大 -1.0 -1.3 -1.0 -1.0 -1.0

ｷｮｳﾒﾝ　ﾊﾅｴ 島根 4m63 × 4m77 4m77 5 4m66 4m67 × 4m77
6 12 1415 京面　華菜恵(4) 島根大 0.0 -1.6 -1.6 -1.4 -0.6 -1.6

ｷﾅﾘ ｶｵﾙｺ 鳥取 4m51 4m43 4m58 4m58 1 4m43 4m63 × 4m63
7 3 1008 木成　　郁子(2) 鳥取大 -1.2 -1.1 +0.2 +0.2 0.0 -1.1 -1.1

ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口 － 4m61 4m56 4m61 2 4m46 × × 4m61
8 10 1278 安永　　奈央(2) 山口大 -0.6 -0.9 -0.6 -1.3 -0.6

ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 徳島 4m39 4m24 3m60 4m39 4m39
9 8 1021 武岡　　瑞季(2) 広島大 -0.1 -0.2 -2.3 -0.1 -0.1

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥取 × 4m25 4m37 4m37 4m37
10 6 1006 前田　　菜月(3) 鳥取大 -1.1 -0.2 -0.2 -0.2

ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根 4m08 4m13 4m28 4m28 4m28
11 7 1128 皆尾　　早耶(2) 岡山大 -0.7 0.0 -0.5 -0.5 -0.5

ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口 4m06 4m17 4m06 4m17 4m17
12 1 1282 橋本　　結生(3) 山口大 -0.5 +0.1 -0.7 +0.1 +0.1



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        17m39     森　　　千夏(東京・国士館大)          2002

中四学生記録(AUR)       13m93     福代　　夏子(島根・島根大)            1998

大会記録(GR)            13m56     福代　　夏子(島根・島根大)            2001 9月29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

ｾｷ ﾅﾂﾐ 香川

1 2 1023 関　　菜都美(3) 広島大 9m44 10m36 × 10m36 9m37 7m95 × 10m36

ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 愛知

2 1 1047 稲熊　　詩帆(2) 広島大 9m09 9m14 × 9m14 － 9m26 8m55 9m26

ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山

3 3 1114 和田　　綾乃(M1) 岡山大 8m03 8m24 8m09 8m24 8m62 9m01 9m01 9m01

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡山

4 4 1127 小橋　　祐也(2) 岡山大 7m10 7m63 8m13 8m13 7m93 × 7m58 8m13

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 香川

5 5 1048 安藤　はるな(3) 広島大 × × － 7m91 7m41 7m06 7m91

ｵｵｲ ﾕｶｺ 岡山

6 7 1115 大井　裕香子(4) 岡山大 6m40 6m66 × 6m66 × 6m02 6m26 6m66

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口

7 6 1283 吉田　　朋加(2) 山口大 5m92 － － 5m92 － － － 5m92



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        54m90     室伏　　由佳(愛知・中京大)            1998

中四学生記録(AUR)       48m88     石井　　智紋(広島・福山平成大)        2006

大会記録(GR)            44m89     福代　　夏子(島根・島根大)            2001 9月29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

ｾｷ ﾅﾂﾐ 香川

1 7 1023 関　　菜都美(3) 広島大 × × × 26m10 27m98 × 27m98

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡山

2 1 1127 小橋　　祐也(2) 岡山大 27m09 24m51 × 27m09 × × × 27m09

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 広島

3 6 1045 村上　　遥菜(3) 広島大 × × 23m48 23m48 25m67 19m90 26m30 26m30

ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山

4 2 1114 和田　　綾乃(M1) 岡山大 26m25 × 23m74 26m25 24m24 25m97 × 26m25

ｵｵｲ ﾕｶｺ 岡山

5 4 1115 大井　裕香子(4) 岡山大 13m77 16m51 16m36 16m51 × 16m71 13m87 16m71

ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛

6 3 1044 工藤　奈々美(3) 広島大 15m87 × 16m38 16m38 16m22 15m25 14m76 16m38

ﾊﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 山口

7 5 1334 濵本　佳那子(1) 山口大 14m47 × 13m68 14m47 13m78 × 13m98 14m47



 女子やり投(600g)
審 判 長：赤木　正英

記録主任：大野　真理子

日本学生記録(UR)        62m37     斉藤　真理菜(茨城・国士館大)          2017

中四学生記録(AUR)       50m78     金本　　実華(山口・徳山大)            2017

大会記録(GR)            45m23     忠津　　　翠(岡山・岡山大)            2007 9月29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

ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

1 10 1049 安田　　夏生(3) 広島大 － － 31m49 31m49 35m23 36m65 42m61 42m61

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 広島

2 4 1045 村上　　遥菜(3) 広島大 38m04 × 38m28 38m28 × 39m94 37m01 39m94

ｾｷ ﾅﾂﾐ 香川

3 3 1023 関　　菜都美(3) 広島大 29m09 30m88 29m76 30m88 31m06 32m67 31m98 32m67

ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ 島根

4 7 1224 谷岡　　景子(2) 島根大 25m19 26m32 25m80 26m32 26m46 29m41 24m96 29m41

ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山

5 5 1114 和田　　綾乃(M1) 岡山大 24m38 27m33 × 27m33 × 21m53 × 27m33

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡山

6 6 1127 小橋　　祐也(2) 岡山大 25m53 23m35 23m25 25m53 22m02 26m53 25m90 26m53

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 岡山

7 2 1124 山本　真奈美(3) 岡山大 13m47 14m59 19m02 19m02 16m62 14m78 × 19m02

ﾄﾞﾋ ﾅﾂｷ 山口

1 1286 土肥　　夏季(2) 山口大 DNS
ﾏﾂｼﾏ ｶﾅｴ 山口

8 1281 松島　　可苗(3) 山口大 DNS
ﾏｴﾀﾞ　ﾊﾙｶ 島根

9 1255 前田　　流歌(2) 島根大 DNS

凡例  DNS:欠場


