
審判長 トラック 衛藤　憲生

フィールド 内田　浩次

2009年7月4日(土）

記録主任 伊藤　健二

日付 種目

7/4 男子100m 沖本　翔平 (4) 10.81 遠藤 俊　 (5) 10.98 古礒 和樹 (3) 11.02 伊藤　雅敏 (5) 11.45 竹中　卓也 (3) 11.60 那須　崇史 (2) 11.68 田中　速 (4) 11.88
風:+1.4 広島：呉 鳥取：米子 鳥取：米子 島根：松江 岡山：津山 山口：宇部 広島：広島

7/4 男子200m 沖本　翔平 (4) 22.05 遠藤 俊　 (5) 22.86 古礒 和樹 (3) 22.87 伊藤　雅敏 (5) 23.53 友塚　龍樹 (2) 23.79 坂　卓也 (2) 24.48 田中　速 (4) 24.83 松村　隆寛 (3) 24.92
風:+2.0 広島：呉 NGR 鳥取：米子 鳥取：米子 島根：松江 島根：松江 岡山：津山 広島：広島 山口：徳山

7/4 男子400m 坂本　時緒 (2) 52.10 西村　翔 (4) 52.68 光明　広樹 (4) 53.72 森山　隼 (5) 53.75 柳原　秀信 (5) 54.08 冨谷　真吾 (4) 55.33 藤井　尚也 (3) 55.35 若年　勇飛 (2) 56.75
島根：松江 山口：徳山 山口：宇部 島根：松江 山口：大島 鳥取：米子 山口：徳山 広島：広島

7/4 男子800m 河野　歩実 (5) 2.02.82 斎藤　陽平 (3) 2.03.22 水野　駿 (4) 2.03.70 清水　幸平 (5) 2.05.48 中村　真人 (4) 2.05.89 小谷　拓也　 (5) 2.06.33 有金　聡 (3) 2.07.87 岡本　真和 (4) 2.20.51
山口：大島 広島：呉 広島：呉 岡山：津山 山口：宇部 鳥取：米子 山口：徳山 岡山：津山

7/4 男子1500m 松本　篤典 (4) 4.16.25 亀樋　尚人 (4) 4.16.34 森脇　槙一 (3) 4.17.08 中原　康就 (3) 4.19.59 加納　優 (3) 4.21.64 田中　直希 (5) 4.23.41 三戸　貴嗣 (3) 4.24.52 犬飼　健大郎 (2) 4.29.35
広島：呉 広島：呉 山口：大島 山口：宇部 島根：松江 島根：松江 山口：徳山 鳥取：米子

7/4 男子5000m 小島　裕一 (4) 15.58.69 柏原　健太 (4) 16.03.45 森下　一将 (3) 16.18.16 加納　優 (3) 16.40.44 生中　完治 (2) 16.42.34 中川　卓也 (5) 16.55.28 松本　渓 (2) 17.09.13 田内　寿治 (3) 17.13.51
広島：呉 広島：呉 山口：徳山 島根：松江 山口：徳山 島根：松江 山口：宇部 岡山：津山

7/4 男子110mH 瀬崎　政志 (5) 15.83 番原　脩介 (4) 15.98 伊澤　迪大 (5) 16.22 佐野　正幸 (3) 17.05 神田　翔平 (3) 17.11 宇根 輝　 (2) 17.17 上坂　晃弘 (3) 17.52
風:+2.0 島根：松江 鳥取：米子 広島：呉 岡山：津山 島根：松江 鳥取：米子 広島：呉

7/4 男子4×100mR 鳥取：米子 43.81 広島：呉 44.58 島根：松江 47.23 山口：宇部 48.11 広島：広島 48.37 山口：大島 49.16 岡山：津山 51.06
古礒 和樹 (3) 上坂　晃弘 (3) 伊藤　雅敏 (5) 谷口　達哉 (3) 若年　勇飛 (2) 徳富　雄紀 (1) 坂本　正直 (5)

番原　脩介 (4) 荘川　大介 (5) 佐藤　大輔 (5) 笹　優太郎 (2) 小川　将志 (2) 伊藤　光成 (1) 清水　日彬 (4)

松本 凌　 (2) 水野　駿 (4) 瀬崎　政志 (5) 清崎　湧斗 (1) 田中　速 (4) 千々岩　秀隆 (2) 山内　祥司 (3)

遠藤 俊　 (5) 沖本　翔平 (4) 芹原　貴晃 (3) 那須　崇史 (2) 石嵜　健人 (1) 西村　優佑 (3) 竹中　卓也 (3)

7/4 男子4×400mR 島根：松江 3.32.43 鳥取：米子 3.33.39 岡山：津山 3.35.12 山口：徳山 3.41.61 山口：大島 3.47.14 山口：宇部 3.55.36 広島：広島 4.07.05
坂本　時緒 (2) 番原　脩介 (4) 坂　卓也 (2) 藤井　尚也 (3) 河野　歩実 (5) 光明　広樹 (4) 田中　速 (4)

佐藤　大輔 (5) 松本 凌　 (2) 竹中　卓也 (3) 有金　聡 (3) 柳原　秀信 (5) 吉永　拓磨 (2) 小川　将志 (2)

瀬崎　政志 (5) 遠藤 俊　 (5) 清水　日彬 (4) 西村　翔 (4) 嶋中　健人 (1) 中原　康就 (3) 門本　賢治 (1)

森山　隼 (5) 古礒 和樹 (3) 蔦谷　準多 (2) 畑野　公章 (5) 吉賀　新悟 (3) 松本　渓 (2) 岡田　智文 (1)

7/4 男子走高跳 原　卓也 (5) 1m85 上坂　晃弘 (3) 1m75 瀬崎　政志 (5) 1m75 坂本　正直 (5) 1m75 番原　脩介 (4) 1m70 藤本　友希 (3) 1m70 田口　奨也 (2) 1m70 藤谷　有三 (3) 1m60
広島：広島 広島：呉 島根：松江 岡山：津山 鳥取：米子 山口：徳山 山口：徳山 島根：松江

山田　修司 (2) 1m60
広島：呉

7/4 男子走幅跳 芹原　貴晃 (3) 6m80 +4.2 佐藤　大輔 (5) 6m79 +3.1 荘川　大介 (5) 6m36 +3.3 清水　日彬 (4) 6m33 +3.6 貞森　和馬 (4) 6m12 +3.5 小倉　脩平 (1) 5m78 +3.5 佐々木　充 (1) 5m36 +2.5 岩木　優 (3) 5m22 +2.5
島根：松江 島根：松江 広島：呉 岡山：津山 山口：徳山 鳥取：米子 広島：呉 岡山：津山

7/4 男子三段跳 佐藤　大輔 (5) 13m13 +2.5 芹原　貴晃 (3) 12m88 +3.0 大塚　崇登 (2) 12m65 +2.1 荘川　大介 (5) 12m37 +1.6 岩木　優 (3) 11m45 +2.6 田口　奨也 (2) 11m35 +4.0 小倉　脩平 (1) 11m30 +1.4 岩浅 純平 (2) 10m86 +1.9
島根：松江 島根：松江 岡山：津山 広島：呉 岡山：津山 山口：徳山 鳥取：米子 鳥取：米子

7/4 男子砲丸投 メンディ (5) 12m02 森本 大志 (3) 11m78 笹本 康太郎 (4) 11m76 岩田　光成 (3) 11m68 園山　優太 (4) 10m71 山本　寿隆 (2) 10m62 朝倉　朋成 (5) 10m27 富山　泰至 (1) 10m06
岡山：津山 鳥取：米子 山口：徳山 島根：松江 広島：広島 山口：徳山 島根：松江 山口：宇部

7/4 男子円盤投 川端　カイオ (5) 34m43 山崎　勝太 (2) 32m32 森本 大志 (3) 31m65 朝倉　朋成 (5) 30m64 メンディ (5) 29m12 山本　寿隆 (2) 28m01 吉岡　佑馬 (5) 24m75 守永　雅彦 (3) 22m45
広島：呉 島根：松江 鳥取：米子 島根：松江 岡山：津山 山口：徳山 広島：呉 岡山：津山

7/4 男子やり投 岡村　知季 (2) 51m41 丸田　俊介 (5) 50m50 大高　基樹 (5) 44m00 笹本 康太郎 (4) 42m19 山田　修司 (2) 41m78 竹久　和宏 (5) 41m63 岩田　光成 (3) 38m05 足立 優樹 (2) 37m88
山口：徳山 広島：呉 島根：松江 山口：徳山 広島：呉 岡山：津山 島根：松江 鳥取：米子

7/4 女子100m 德浪　慶恵 (2) 13.69 桑島　林果 (3) 14.69 末重　麻衣 (4) 14.97 重永　皐月 (1) 15.28 門脇　遥奈 (2) 15.30 藤井　愛子 (1) 15.42 野間　彩花 (1) 15.75
風:+1.6 山口：徳山 NGR 広島：呉 広島：呉 鳥取：米子 鳥取：米子 山口：宇部 山口：徳山

7/4 女子800m 三上　里奈 (1) 2.35.20 屬　美緒 (1) 2.36.46 佐々木　美帆 (1) 2.39.95 島添　紗希 (1) 2.40.69 前田　浩奈 (2) 2.42.52 坂口　美里 (1) 2.52.65
広島：呉 山口：徳山 山口：大島 山口：徳山 山口：宇部 広島：呉

7/4 女子走幅跳 德浪　慶恵 (2) 4m62 +2.6 河村　衣莉 (3) 4m49 +2.0 藤原　沙紀 (4) 4m49 +3.2 三浦　沙織 (4) 4m27 +2.9 水口　碧衣 (5) 4m18 +2.4 末重　麻衣 (4) 4m16 +3.8 桑島　林果 (3) 3m44 +2.8
山口：徳山 山口：徳山 島根：松江 山口：宇部 山口：宇部 広島：呉 広島：呉

7/4 女子砲丸投 河村　衣莉 (3) 10m01 伊藤　あゆみ (3) 7m04 伊達　千尋 (1) 7m03 川畑　美奈子 (4) 5m79
山口：徳山 島根：松江 山口：宇部 山口：宇部

7/4 男子100m　オープン 蔦谷　準多 (2) 11.54 +3.1 山内　祥司 (3) 11.62 +3.1 岩本　瞬 (3) 11.81 +2.0 坂　卓也 (2) 11.92 +3.1 久保田　瑠偉 (2) 12.03 +3.1 瀨田　大輔 (1) 12.08 +2.3 坂本　孝之 (1) 12.14 +2.3 大塚　崇登 (2) 12.23 +1.8
岡山：津山 岡山：津山 岡山：津山 岡山：津山 島根：松江 山口：徳山 島根：松江 岡山：津山

7/4 男子1500m　オープン 森下　一将 (3) 4.19.74 松本　　涼 (3) 4.22.62 殿畠　唯史 (2) 4.23.40 岡部　寛基 (3) 4.29.82 河野　恭介 (5) 4.32.43 田内　寿治 (3) 4.33.98 荒瀬　健太 (2) 4.36.97 藤永　竜馬 (2) 4.37.64
山口：徳山 広島：呉 広島：呉 広島：呉 広島：呉 岡山：津山 広島：呉 山口：宇部

7/4 女子4×100mR　オープン 山口：徳山 57.11 山口：宇部 59.50 広島：呉 1.05.41
河村　衣莉 (3) 川畑　美奈子 (4) 坂口　美里 (1)

屬　美緒 (1) 水口　碧衣 (5) 末重　麻衣 (4)

野間　彩花 (1) 藤井　愛子 (1) 三上　里奈 (1)

德浪　慶恵 (2) 三浦　沙織 (4) 桑島　林果 (3)

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向

10:00 晴 24.5 72.0 3.6 南東 13:00 晴 28.0 54.0 1.5 南東

11:00 晴 26.0 69.0 2.5 東南東 14:00 晴 29.5 46.0 3.0 東

12:00 晴 27.0 62.0 2.9 南東 15:00 晴 29.0 49.0 3.0 南南東

決勝記録一覧表

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

第45回　中国地区高等専門学校体育大会　陸上競技の部

主催：中国地区高等専門学校体育連盟
共催：山口陸上競技協会
場所：防府市陸上競技場



男子100m

全国大会記録 (IR) 10.71 井形　亮 (有明) 2006 7月4日 10:20 予選
大会記録 (GR) 10.78 藤永　征輝 (徳山) 2001 7月4日 13:20 決勝
（手動） (GR) 10.5 森　洋之 (津山) 1995

予選 2組3着+2

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

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 鳥取 ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 広島
1 2 103 遠藤 俊　 (5) 米子 11.04 Q 1 4 416 沖本　翔平 (4) 呉 10.89 Q

ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ 岡山 ｺｲｿ ｶｽﾞｷ 鳥取
2 6 309 竹中　卓也 (3) 津山 11.50 Q 2 1 111 古礒 和樹 (3) 米子 11.04 Q

ﾌｼﾞﾂ ｷｮｳｽｹ 山口 ﾅｽ ﾀｶﾌﾐ 山口
3 5 619 藤津　恭介 (2) 宇部 11.70 Q 3 3 618 那須　崇史 (2) 宇部 11.54 Q

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ 山口 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 島根
4 7 530 竹中　亮 (1) 徳山 12.00 4 5 202 伊藤　雅敏 (5) 松江 11.56 q

ｲﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ 山口 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島
5 1 811 伊藤　光成 (1) 大島 12.04 5 8 703 田中　速 (4) 広島 11.91 q

ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 広島 ｻｻｷ ｱﾂｼ 山口
6 4 705 小川　将志 (2) 広島 12.36 6 2 506 佐々木　厚志 (4) 徳山 12.02

ﾀｶﾗｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 広島 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 岡山
7 8 424 寳來　駿介 (2) 呉 12.93 7 7 320 坂本　達彦 (2) 津山 12.09

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 島根 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山口
3 226 松本　晃 (2) 松江 DNS 8 6 805 西村　優佑 (3) 大島 12.24

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 広島

1 6 416 沖本　翔平 (4) 呉 10.81
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 鳥取

2 4 103 遠藤 俊　 (5) 米子 10.98
ｺｲｿ ｶｽﾞｷ 鳥取

3 3 111 古礒 和樹 (3) 米子 11.02
ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 島根

4 1 202 伊藤　雅敏 (5) 松江 11.45
ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ 岡山

5 5 309 竹中　卓也 (3) 津山 11.60
ﾅｽ ﾀｶﾌﾐ 山口

6 7 618 那須　崇史 (2) 宇部 11.68
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島

7 2 703 田中　速 (4) 広島 11.88
ﾌｼﾞﾂ ｷｮｳｽｹ 山口

8 619 藤津　恭介 (2) 宇部 DNS

風: +1.4

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.9 風: +1.8

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子200m

全国大会記録 (IR) 21.57 竹内　克洋 (富山商船) 2004 7月4日 12:20 予選
大会記録 (GR) 22.27 森　洋之 (津山) 1994 7月4日 14:40 決勝
（手動） (GR) 21.2 森　洋之 (津山) 1995

予選 2組3着+2

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

ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 広島 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 鳥取
1 6 416 沖本　翔平 (4) 呉 23.18 Q 1 6 103 遠藤 俊　 (5) 米子 23.78 Q

ｺｲｿ ｶｽﾞｷ 鳥取 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 島根
2 7 111 古礒 和樹 (3) 米子 23.35 Q 2 8 202 伊藤　雅敏 (5) 松江 24.29 Q

ﾄﾓﾂｶ ﾘｭｳｼﾞｭ 島根 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島
3 3 225 友塚　龍樹 (2) 松江 23.87 Q 3 4 703 田中　速 (4) 広島 24.52 Q

ｻｶ ﾀｸﾔ 岡山 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 山口
4 2 317 坂　卓也 (2) 津山 24.21 q 4 2 515 松村　隆寛 (3) 徳山 24.76 q

ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ 広島 ﾅｶｶﾞｷ ﾕｳﾔ 広島
5 5 705 小川　将志 (2) 広島 25.28 5 7 429 中垣　祐弥 (2) 呉 25.64

ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 山口 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 岡山
6 4 517 多田　直樹 (3) 徳山 25.73 3 316 山内　祥司 (3) 津山 DNS

ﾄｸﾄﾐ ﾕｳｷ 山口 ﾌｼﾞﾂ ｷｮｳｽｹ 山口
7 8 814 徳富　雄紀 (1) 大島 26.79 5 619 藤津　恭介 (2) 宇部 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄ 山口
8 1 612 近藤　貴人 (3) 宇部 27.68

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 広島

1 6 416 沖本　翔平 (4) 呉 22.05 NGR
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 鳥取

2 4 103 遠藤 俊　 (5) 米子 22.86
ｺｲｿ ｶｽﾞｷ 鳥取

3 5 111 古礒 和樹 (3) 米子 22.87
ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 島根

4 3 202 伊藤　雅敏 (5) 松江 23.53
ﾄﾓﾂｶ ﾘｭｳｼﾞｭ 島根

5 7 225 友塚　龍樹 (2) 松江 23.79
ｻｶ ﾀｸﾔ 岡山

6 1 317 坂　卓也 (2) 津山 24.48
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島

7 8 703 田中　速 (4) 広島 24.83
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 山口

8 2 515 松村　隆寛 (3) 徳山 24.92

風: +2.0

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +3.8 風: +1.3

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子400m

7月4日 11:10 予選
全国大会記録 (IR) 48.16 山本　哲嗣 (富山商船) 2007 7月4日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 50.25 山根　大典 (呉) 2001

予選 2組3着+2

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

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 山口 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 山口
1 7 803 柳原　秀信 (5) 大島 54.51 Q 1 6 505 西村　翔 (4) 徳山 54.21 Q

ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 島根 ｻｶﾓﾄ ﾄｷｵ 島根
2 8 210 森山　隼 (5) 松江 54.52 Q 2 5 219 坂本　時緒 (2) 松江 54.29 Q

ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾔ 山口 ｺｳﾐｮｳ ﾋﾛｷ 山口
3 3 516 藤井　尚也 (3) 徳山 54.76 Q 3 7 602 光明　広樹 (4) 宇部 54.79 Q

ｼﾞｬｸﾈﾝ ﾕｳﾋ 広島 ﾄﾐﾔ ｼﾝｺﾞ 鳥取
4 5 706 若年　勇飛 (2) 広島 55.22 q 4 4 105 冨谷　真吾 (4) 米子 55.53 q

ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 広島 ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ 広島
5 2 415 田中　諒 (4) 呉 55.72 5 8 433 浦邊　裕樹 (1) 呉 55.74

ｲｼﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 鳥取 ｼﾏﾅｶ ｹﾝﾄ 山口
6 6 108 石本　佳和 (3) 米子 56.63 6 2 812 嶋中　健人 (1) 大島 57.90

ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲ 山口 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 岡山
7 1 615 村田　大 (3) 宇部 1.01.10 7 3 325 米澤　将人 (2) 津山 1.00.03

ﾓﾉﾍﾞ ｿｳﾔ 岡山
8 4 318 物部　颯也 (2) 津山 1.02.51

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾓﾄ ﾄｷｵ 島根

1 4 219 坂本　時緒 (2) 松江 52.10
ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 山口

2 3 505 西村　翔 (4) 徳山 52.68
ｺｳﾐｮｳ ﾋﾛｷ 山口

3 7 602 光明　広樹 (4) 宇部 53.72
ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 島根

4 6 210 森山　隼 (5) 松江 53.75
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 山口

5 5 803 柳原　秀信 (5) 大島 54.08
ﾄﾐﾔ ｼﾝｺﾞ 鳥取

6 2 105 冨谷　真吾 (4) 米子 55.33
ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾔ 山口

7 8 516 藤井　尚也 (3) 徳山 55.35
ｼﾞｬｸﾈﾝ ﾕｳﾋ 広島

8 1 706 若年　勇飛 (2) 広島 56.75

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



男子800m

7月4日 10:45 予選
全国大会記録 (IR) 1.54.00 原　弦太郎 (長野) 2007 7月4日 13:00 決勝
大会記録 (GR) 1.58.1 瀬戸　香樹 (呉) 2000

予選 2組3着+2

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

ｶﾜﾉ ｱﾕﾐ 山口 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 広島
1 4 801 河野　歩実 (5) 大島 2.06.67 Q 1 8 421 斎藤　陽平 (3) 呉 2.09.29 Q

ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝ 広島 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 岡山
2 8 414 水野　駿 (4) 呉 2.07.01 Q 2 2 306 岡本　真和 (4) 津山 2.09.31 Q

ｺﾀﾞﾆ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山口
3 5 101 小谷　拓也　 (5) 米子 2.07.15 Q 3 7 601 中村　真人 (4) 宇部 2.10.57 Q

ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 岡山 ﾓﾘﾀ ｺｳｷ 鳥取
4 7 301 清水　幸平 (5) 津山 2.07.29 q 4 3 120 森田　孝輝 (1) 米子 2.11.89

ｱﾘｶﾞﾈ ｻﾄｼ 山口 ﾖｼｶ ｼﾝｺﾞ 山口
5 6 514 有金　聡 (3) 徳山 2.07.39 q 5 6 807 吉賀　新悟 (3) 大島 2.12.21

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ 島根 ｲﾜﾅﾘ ﾀﾂﾔ 島根
6 3 235 松原　礼 (1) 松江 2.11.87 6 4 214 岩成　達哉 (3) 松江 2.15.69

ｴﾊﾗ ｽｸﾞﾙ 山口 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 山口
7 2 614 江原　卓 (3) 宇部 2.16.96 7 5 511 中澤　晃治 (4) 徳山 2.16.07

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾉ ｱﾕﾐ 山口

1 5 801 河野　歩実 (5) 大島 2.02.82
ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 広島

2 4 421 斎藤　陽平 (3) 呉 2.03.22
ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝ 広島

3 3 414 水野　駿 (4) 呉 2.03.70
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 岡山

4 1 301 清水　幸平 (5) 津山 2.05.48
ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山口

5 7 601 中村　真人 (4) 宇部 2.05.89
ｺﾀﾞﾆ ﾀｸﾔ 鳥取

6 8 101 小谷　拓也　 (5) 米子 2.06.33
ｱﾘｶﾞﾈ ｻﾄｼ 山口

7 2 514 有金　聡 (3) 徳山 2.07.87
ｵｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 岡山

8 6 306 岡本　真和 (4) 津山 2.20.51

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



男子1500m

全国大会記録 (IR) 3.57.35 加藤　聡 (豊田) 2000 7月4日 14:50 決勝
大会記録 (GR) 4.07.14 山本　康政 (徳山) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ 広島

1 5 413 松本　篤典 (4) 呉 4.16.25
ｶﾒﾋ ﾅｵﾄ 広島

2 1 411 亀樋　尚人 (4) 呉 4.16.34
ﾓﾘﾜｷ ｼﾝｲﾁ 山口

3 6 806 森脇　槙一 (3) 大島 4.17.08
ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾅﾘ 山口

4 2 607 中原　康就 (3) 宇部 4.19.59
ｶﾉｳ ﾕｳ 島根

5 7 216 加納　優 (3) 松江 4.21.64
ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 島根

6 4 208 田中　直希 (5) 松江 4.23.41
ﾐﾄ ﾀｶｼ 山口

7 10 513 三戸　貴嗣 (3) 徳山 4.24.52
ｲﾇｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

8 8 117 犬飼　健大郎 (2) 米子 4.29.35
ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 山口

9 11 617 吉永　拓磨 (2) 宇部 4.32.27
ｵｶﾌｼﾞ ﾕｳｷ 山口

10 9 520 岡藤　勇希 (3) 徳山 4.34.30
ﾅｽ ｱｷﾋﾛ 岡山

11 13 315 那須　晃洋 (3) 津山 4.43.43
ﾑﾗｵ ｴﾂﾋｺ 鳥取

12 3 102 村尾　説彦 (5) 米子 4.46.62
ｾｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡山

13 12 321 瀬島　龍史 (2) 津山 4.48.42
ﾂｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 山口

14 15 808 佃　匠 (2) 大島 4.51.24
ﾉﾏ ｺｳｷ 広島

14 704 野間　滉貴 (3) 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子5000m

7月4日 10:00 決勝
全国大会記録 (IR) 15.14.65 山下　将宏 (佐世保) 2008
大会記録 (GR) 15.17.65 山本　吉洋 (徳山) 1999

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 広島

1 5 412 小島　裕一 (4) 呉 15.58.69
ｶｼﾊﾗ ｹﾝﾀ 広島

2 7 417 柏原　健太 (4) 呉 16.03.45
ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ 山口

3 8 518 森下　一将 (3) 徳山 16.18.16
ｶﾉｳ ﾕｳ 島根

4 10 216 加納　優 (3) 松江 16.40.44
ｲｸﾅｶ ｶﾝｼﾞ 山口

5 3 525 生中　完治 (2) 徳山 16.42.34
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 島根

6 6 209 中川　卓也 (5) 松江 16.55.28
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ 山口

7 9 620 松本　渓 (2) 宇部 17.09.13
ﾀｳﾁ ﾄｼﾊﾙ 岡山

8 1 312 田内　寿治 (3) 津山 17.13.51
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 岡山

9 12 322 小林　睦史 (2) 津山 17.33.30
ｷﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 山口

10 4 611 木村　佳和 (3) 宇部 18.05.87
ﾑﾗｵ ｴﾂﾋｺ 鳥取

11 2 102 村尾　説彦 (5) 米子 18.24.85
ﾃｼﾏ ﾘｮｳﾀ 鳥取

12 11 115 手島 亮太 (2) 米子 18.42.20
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 広島

13 14 709 岡田　智文 (1) 広島 18.46.68
ﾄｷﾂ ﾕｳｽｹ 山口

14 13 813 時津　祐亮 (1) 大島 19.27.37
ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 山口

15 15 810 田中　健一 (1) 大島 19.30.34
ｶﾄﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 広島

16 710 門本　賢治 (1) 広島 DNF

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNF：途中棄権



男子110mH

7月4日 10:55 予選
全国大会記録 (IR) 14.82 上西　健人 (富山商船) 2008 7月4日 13:40 決勝
大会記録 (GR) 14.95 目次　晋侍 (松江) 2008

予選 2組3着+2

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

ﾊﾞﾝﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ 鳥取 ｾｻｷ ﾏｻｼ 島根
1 6 106 番原　脩介 (4) 米子 16.69 Q 1 4 206 瀬崎　政志 (5) 松江 15.95 Q

ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ 岡山
2 4 217 神田　翔平 (3) 松江 17.19 Q 2 2 307 清水　日彬 (4) 津山 16.10 Q

ｶﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ 広島 ｲｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 広島
3 2 420 上坂　晃弘 (3) 呉 17.25 Q 3 6 410 伊澤　迪大 (5) 呉 16.77 Q

ｻﾉ ﾏｻﾕｷ 岡山 ｳﾈ ﾋｶﾙ 鳥取
4 5 308 佐野　正幸 (3) 津山 17.45 q 4 5 112 宇根 輝　 (2) 米子 17.45 q

ﾀｻｶ ﾘｮｳ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 山口
5 3 528 田坂　遼 (1) 徳山 21.92 5 3 523 橋本　秀幸 (2) 徳山 20.31

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｻｷ ﾏｻｼ 島根

1 3 206 瀬崎　政志 (5) 松江 15.83
ﾊﾞﾝﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ 鳥取

2 4 106 番原　脩介 (4) 米子 15.98
ｲｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 広島

3 8 410 伊澤　迪大 (5) 呉 16.22
ｻﾉ ﾏｻﾕｷ 岡山

4 2 308 佐野　正幸 (3) 津山 17.05
ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 島根

5 5 217 神田　翔平 (3) 松江 17.11
ｳﾈ ﾋｶﾙ 鳥取

6 1 112 宇根 輝　 (2) 米子 17.17
ｶﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ 広島

7 7 420 上坂　晃弘 (3) 呉 17.52
ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ 岡山

6 307 清水　日彬 (4) 津山 DSQ

風: +2.0

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.5 風: +1.8

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



男子4×100mR

全国大会記録 (IR) 0.42.22 古礒・森・番原・遠藤 (米子) 2008 7月4日 11:40 決勝
大会記録 (GR) 0.42.39 目次・神田・瀬﨑・佐藤 (松江) 2008

決勝

1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 米子 43.81 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 呉 44.58
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｺｲｿ ｶｽﾞｷ ｶﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
1 111 古礒 和樹 (3) 鳥取 米子 1 420 上坂　晃弘 (3) 広島 呉

ﾊﾞﾝﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ ｼｮｳｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
2 106 番原　脩介 (4) 鳥取 米子 2 405 荘川　大介 (5) 広島 呉

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝ
3 116 松本 凌　 (2) 鳥取 米子 3 414 水野　駿 (4) 広島 呉

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ
4 103 遠藤 俊　 (5) 鳥取 米子 4 416 沖本　翔平 (4) 広島 呉

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江 47.23 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 48.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
1 202 伊藤　雅敏 (5) 島根 松江 1 608 谷口　達哉 (3) 山口 宇部

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ｻｻ ﾕｳﾀﾛｳ
2 205 佐藤　大輔 (5) 島根 松江 2 616 笹　優太郎 (2) 山口 宇部

ｾｻｷ ﾏｻｼ ｷﾖｻｷ ﾕｳﾄ
3 206 瀬崎　政志 (5) 島根 松江 3 623 清崎　湧斗 (1) 山口 宇部

ｾﾘﾊﾗ ﾀｶｱｷ ﾅｽ ﾀｶﾌﾐ
4 222 芹原　貴晃 (3) 島根 松江 4 618 那須　崇史 (2) 山口 宇部

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島 48.37 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大島 49.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｼﾞｬｸﾈﾝ ﾕｳﾋ ﾄｸﾄﾐ ﾕｳｷ
1 706 若年　勇飛 (2) 広島 広島 1 814 徳富　雄紀 (1) 山口 大島

ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ ｲﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ
2 705 小川　将志 (2) 広島 広島 2 811 伊藤　光成 (1) 山口 大島

ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ
3 703 田中　速 (4) 広島 広島 3 809 千々岩　秀隆 (2) 山口 大島

ｲｼｻﾞｷ ｹﾝﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ
4 708 石嵜　健人 (1) 広島 広島 4 805 西村　優佑 (3) 山口 大島

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 津山 51.06 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾅｵ ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾔ
1 302 坂本　正直 (5) 岡山 津山 1 516 藤井　尚也 (3) 山口 徳山

ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ
2 307 清水　日彬 (4) 岡山 津山 2 505 西村　翔 (4) 山口 徳山

ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｼﾞ ｻﾀﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ
3 316 山内　祥司 (3) 岡山 津山 3 507 貞森　和馬 (4) 山口 徳山

ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ ｻｻｷ ｱﾂｼ
4 309 竹中　卓也 (3) 岡山 津山 4 506 佐々木　厚志 (4) 山口 徳山

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNF：途中棄権



男子4×400mR

全国大会記録 (IR) 3.19.28 岡部・新国・秋元・渡辺 (福島) 2003 7月4日 15:20 決勝
大会記録 (GR) 3.24.19 吉田・大西・瀧・児玉 (津山) 2002

決勝

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江 3.32.43 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 米子 3.33.39
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｻｶﾓﾄ ﾄｷｵ ﾊﾞﾝﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ
1 219 坂本　時緒 (2) 島根 松江 1 106 番原　脩介 (4) 鳥取 米子

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ
2 205 佐藤　大輔 (5) 島根 松江 2 116 松本 凌　 (2) 鳥取 米子

ｾｻｷ ﾏｻｼ ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ
3 206 瀬崎　政志 (5) 島根 松江 3 103 遠藤 俊　 (5) 鳥取 米子

ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ｺｲｿ ｶｽﾞｷ
4 210 森山　隼 (5) 島根 松江 4 111 古礒 和樹 (3) 鳥取 米子

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 津山 3.35.12 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 3.41.61
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｻｶ ﾀｸﾔ ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾔ
1 317 坂　卓也 (2) 岡山 津山 1 516 藤井　尚也 (3) 山口 徳山

ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ ｱﾘｶﾞﾈ ｻﾄｼ
2 309 竹中　卓也 (3) 岡山 津山 2 514 有金　聡 (3) 山口 徳山

ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ
3 307 清水　日彬 (4) 岡山 津山 3 505 西村　翔 (4) 山口 徳山

ﾂﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀ ﾊﾀﾉ ｷﾐｱｷ
4 324 蔦谷　準多 (2) 岡山 津山 4 501 畑野　公章 (5) 山口 徳山

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大島 3.47.14 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 3.55.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾉ ｱﾕﾐ ｺｳﾐｮｳ ﾋﾛｷ
1 801 河野　歩実 (5) 山口 大島 1 602 光明　広樹 (4) 山口 宇部

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ
2 803 柳原　秀信 (5) 山口 大島 2 617 吉永　拓磨 (2) 山口 宇部

ｼﾏﾅｶ ｹﾝﾄ ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾅﾘ
3 812 嶋中　健人 (1) 山口 大島 3 607 中原　康就 (3) 山口 宇部

ﾖｼｶ ｼﾝｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ
4 807 吉賀　新悟 (3) 山口 大島 4 620 松本　渓 (2) 山口 宇部

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島 4.07.05 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 呉 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ ｶﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
1 703 田中　速 (4) 広島 広島 1 420 上坂　晃弘 (3) 広島 呉

ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝ
2 705 小川　将志 (2) 広島 広島 2 414 水野　駿 (4) 広島 呉

ｶﾄﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ｼｮｳｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
3 710 門本　賢治 (1) 広島 広島 3 405 荘川　大介 (5) 広島 呉

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ
4 709 岡田　智文 (1) 広島 広島 4 416 沖本　翔平 (4) 広島 呉

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DSQ：失格



男子走高跳

全国大会記録 (IR) 2m12 近藤　広幸 (長野) 1988 7月4日 10:00 決勝

大会記録 (GR) 2m05 鴈田　孝広 (呉) 1994

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗ ﾀｸﾔ － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 12 701 原　卓也 (5) 広島 広島 1m85

ｶﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ － ○ － ○ ○ × × ×

2 9 420 上坂　晃弘 (3) 広島 呉 1m75

ｾｻｷ ﾏｻｼ － － ○ ○ × ○ － － × × ×

3 11 206 瀬崎　政志 (5) 島根 松江 1m75

ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾅｵ － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 8 302 坂本　正直 (5) 岡山 津山 1m75

ﾊﾞﾝﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ － － ○ ○ × － － － × ×

5 10 106 番原　脩介 (4) 鳥取 米子 1m70

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ ○ ○ ○ ○ × × ×

5 5 519 藤本　友希 (3) 山口 徳山 1m70

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ － ○ ○ × ○ × × ×

7 6 522 田口　奨也 (2) 山口 徳山 1m70

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕｳｿﾞｳ × ○ × ○ × × ×

8 1 228 藤谷　有三 (3) 島根 松江 1m60

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ × ○ × ○ × × ×

8 3 426 山田　修司 (2) 広島 呉 1m60

ｻｴｷ ﾉﾌﾞﾕｷ × × ×

4 323 佐伯　暢之 (2) 岡山 津山 NM

ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲ × × ×

2 615 村田　大 (3) 山口 宇部 NM

ｿﾉﾔﾏ ﾕｳﾀ － － － × × ×

7 702 園山　優太 (4) 広島 広島 NM

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 NM：記録なし



男子走幅跳

全国大会記録 (IR) 7m34 濱川　博司 (鹿児島) 2003 7月4日 11:00 決勝

大会記録 (GR) 6m89 村重　正明 (呉) 1981

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾﾘﾊﾗ ﾀｶｱｷ 6m63 6m64 － 6m64 6m80 6m55 × 6m80

1 11 222 芹原　貴晃 (3) 島根 松江 +3.2 +4.0 +4.0 +4.2 +2.5 +4.2

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 4m90 6m56 － 6m56 × 6m79 6m56 6m79

2 12 205 佐藤　大輔 (5) 島根 松江 +3.0 +2.9 +2.9 +3.1 +1.3 +3.1

ｼｮｳｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 5m22 5m97 － 5m97 6m27 6m36 5m71 6m36

3 9 405 荘川　大介 (5) 広島 呉 +1.0 +2.5 +2.5 +2.6 +3.3 +2.8 +3.3

ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ 6m20 × － 6m20 6m33 6m28 × 6m33

4 10 307 清水　日彬 (4) 岡山 津山 +1.6 +1.6 +3.6 +2.0 +3.6

ｻﾀﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 6m12 × － 6m12 5m85 × 6m11 6m12

5 8 507 貞森　和馬 (4) 山口 徳山 +3.5 +3.5 +2.1 +1.8 +3.5

ｵｸﾞﾗ ｼｭｳﾍｲ 5m60 5m78 5m42 5m78 5m47 5m49 5m45 5m78

6 5 121 小倉　脩平 (1) 鳥取 米子 +3.6 +3.5 +3.9 +3.5 +2.2 +2.1 +2.5 +3.5

ｻｻｷ ﾐﾁﾙ 5m19 5m15 5m15 5m19 5m26 5m33 5m36 5m36

7 3 431 佐々木　充 (1) 広島 呉 +1.3 +1.7 +1.6 +1.3 +3.9 +2.8 +2.5 +2.5

ｲﾜｷ ﾏｻﾙ 5m17 5m22 4m93 5m22 × × 4m98 5m22

8 6 311 岩木　優 (3) 岡山 津山 +3.0 +2.5 +2.7 +2.5 +3.0 +2.5

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 5m11 × × 5m11 5m11

9 7 523 橋本　秀幸 (2) 山口 徳山 +2.1 +2.1 +2.1

ｲﾜｱｻ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ × 5m10 4m74 5m10 5m10

10 4 114 岩浅 純平 (2) 鳥取 米子 +2.7 +2.5 +2.7 +2.7

ｲｽﾞﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 4m69 4m50 4m78 4m78 4m78

11 2 610 伊豆元　敬之 (3) 山口 宇部 +2.5 +1.3 +3.0 +3.0 +3.0

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 4m73 4m63 × 4m73 4m73

12 1 613 山田　将史 (3) 山口 宇部 +2.5 +2.3 +2.5 +2.5

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



男子三段跳

全国大会記録 (IR) 15m05 和知　忠人 (茨城) 1992 7月4日 13:00 決勝

大会記録 (GR) 14m64 坂本　裕亮 (松江) 2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 12m97 12m96 13m13 13m13 13m13 12m96 11m55 13m13

1 10 205 佐藤　大輔 (5) 島根 松江 +2.9 +2.1 +2.5 +2.5 +4.0 +2.1 +2.2 +2.5

ｾﾘﾊﾗ ﾀｶｱｷ 12m36 12m31 × 12m36 12m57 12m66 12m88 12m88

2 9 222 芹原　貴晃 (3) 島根 松江 +2.2 +2.5 +2.2 +3.6 +1.5 +3.0 +3.0

ｵｵﾂｶ ﾀｶﾄ 12m27 11m96 × 12m27 12m22 11m50 12m65 12m65

3 6 319 大塚　崇登 (2) 岡山 津山 +3.7 +1.4 +3.7 +2.8 +2.4 +2.1 +2.1

ｼｮｳｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 12m32 11m68 12m37 12m37 12m13 12m14 12m26 12m37

4 7 405 荘川　大介 (5) 広島 呉 +3.4 +2.9 +1.6 +1.6 +2.4 +2.3 +2.0 +1.6

ｲﾜｷ ﾏｻﾙ 11m45 × 10m99 11m45 × × × 11m45

5 4 311 岩木　優 (3) 岡山 津山 +2.6 +3.4 +2.6 +2.6

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ × 11m23 11m35 11m35 11m35

6 5 522 田口　奨也 (2) 山口 徳山 +2.3 +4.0 +4.0 +4.0

ｵｸﾞﾗ ｼｭｳﾍｲ 10m82 10m73 11m19 11m19 11m30 × 11m13 11m30

7 2 121 小倉　脩平 (1) 鳥取 米子 +2.6 +3.6 +3.4 +3.4 +1.4 +2.2 +1.4

ｲﾜｱｻ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 10m37 10m57 10m85 10m85 10m79 10m83 10m86 10m86

8 1 114 岩浅 純平 (2) 鳥取 米子 +2.7 +2.1 +2.7 +2.7 +2.3 +3.4 +1.9 +1.9

ｻｻｷ ﾐﾁﾙ 9m60 9m84 9m94 9m94 9m94

9 3 431 佐々木　充 (1) 広島 呉 +2.4 +3.2 +2.5 +2.5 +2.5

ｻﾀﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ × × ×

8 507 貞森　和馬 (4) 山口 徳山 NM

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 NM：記録なし



男子砲丸投

全国大会記録 (IR) 13m67 野原　将史 (富山商船) 2007 7月4日 10:00 決勝

大会記録 (GR) 12m05 笹本　康太郎 (徳山) 2008

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾒﾝﾃﾞｨ

1 4 305 メンディ (5) 岡山 津山 12m02 × 11m69 12m02 11m18 11m27 10m42 12m02

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｼ

2 14 110 森本 大志 (3) 鳥取 米子 10m53 × 11m03 11m03 10m95 11m78 11m46 11m78

ｻｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

3 15 509 笹本 康太郎 (4) 山口 徳山 11m52 10m78 11m76 11m76 × 11m64 × 11m76

ｲﾜﾀ ﾐﾂﾅﾘ

4 13 213 岩田　光成 (3) 島根 松江 10m77 11m68 11m51 11m68 11m34 11m29 11m53 11m68

ｿﾉﾔﾏ ﾕｳﾀ

5 9 702 園山　優太 (4) 広島 広島 10m71 × 9m77 10m71 － 9m31 9m55 10m71

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾀｶ

6 10 521 山本　寿隆 (2) 山口 徳山 10m47 × 10m07 10m47 10m45 10m62 10m05 10m62

ｱｻｸﾗ ﾄﾓﾅﾘ

7 7 201 朝倉　朋成 (5) 島根 松江 10m27 10m00 10m03 10m27 × 10m03 10m25 10m27

ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ

8 12 622 富山　泰至 (1) 山口 宇部 10m06 9m65 10m01 10m06 × × × 10m06

ﾀｶｻｷ ｶｽﾞｷ

9 8 603 高崎　和貴 (4) 山口 宇部 9m76 9m66 10m06 10m06 10m06

ﾏﾙﾀ ｼｭﾝｽｹ

10 6 408 丸田　俊介 (5) 広島 呉 9m78 9m72 10m05 10m05 10m05

ﾀｹﾋｻ ｶｽﾞﾋﾛ

11 3 304 竹久　和宏 (5) 岡山 津山 8m71 9m06 8m67 9m06 9m06

ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾐ

12 1 815 水野　智実 (1) 山口 大島 7m04 6m92 7m76 7m76 7m76

ﾖｼｵｶ ﾕｳﾏ

13 5 409 吉岡　佑馬 (5) 広島 呉 6m98 7m16 7m65 7m65 7m65

ｶﾐﾓﾄ ｹﾝﾀ

14 2 804 神本　健太 (3) 山口 大島 6m83 6m25 7m35 7m35 7m35

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

15 11 118 佐藤　洸一 (1) 鳥取 米子 × 7m25 6m81 7m25 7m25

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



男子円盤投

全国大会記録 (IR) 39m88 加藤　柾紀 (函館) 2008 7月4日 11:30 決勝

大会記録 (GR) 37m15 柴崎　恭馬 (呉) 2008

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲｵ

1 10 401 川端　カイオ (5) 広島 呉 × 30m00 × 30m00 32m18 33m37 34m43 34m43

ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ

2 9 220 山崎　勝太 (2) 島根 松江 32m32 31m37 31m82 32m32 31m48 29m91 30m48 32m32

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｼ

3 8 110 森本 大志 (3) 鳥取 米子 29m54 24m24 29m74 29m74 × 25m98 31m65 31m65

ｱｻｸﾗ ﾄﾓﾅﾘ

4 7 201 朝倉　朋成 (5) 島根 松江 28m55 30m64 × 30m64 29m96 × × 30m64

ﾒﾝﾃﾞｨ

5 1 305 メンディ (5) 岡山 津山 24m93 28m02 × 28m02 28m05 29m12 × 29m12

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾀｶ

6 6 521 山本　寿隆 (2) 山口 徳山 × 22m34 × 22m34 22m41 23m44 28m01 28m01

ﾖｼｵｶ ﾕｳﾏ

7 2 409 吉岡　佑馬 (5) 広島 呉 22m63 19m25 21m28 22m63 22m58 18m48 24m75 24m75

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ

8 3 313 守永　雅彦 (3) 岡山 津山 17m86 × 21m54 21m54 22m45 19m58 20m93 22m45

ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｷ

9 5 503 岩本　佳己 (5) 山口 徳山 17m65 19m80 17m37 19m80 19m80

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ

4 113 足立 優樹 (2) 鳥取 米子 DNS

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子やり投

全国大会記録 (IR) 64m90 須川　幸治 (富山商船) 1996 7月4日 13:30 決勝

大会記録 (GR) 56m57 小川　満久 (呉) 2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｷ

1 10 526 岡村　知季 (2) 山口 徳山 50m91 50m08 50m49 50m91 50m53 51m41 50m92 51m41

ﾏﾙﾀ ｼｭﾝｽｹ

2 9 408 丸田　俊介 (5) 広島 呉 44m60 47m49 50m50 50m50 48m63 48m92 42m02 50m50

ｵｵﾀｶ ﾓﾄｷ

3 2 211 大高　基樹 (5) 島根 松江 44m00 43m59 37m69 44m00 39m15 31m93 36m56 44m00

ｻｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

4 6 509 笹本 康太郎 (4) 山口 徳山 36m83 39m92 42m19 42m19 × 40m04 38m62 42m19

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

5 5 426 山田　修司 (2) 広島 呉 38m42 36m22 41m78 41m78 37m78 41m33 35m02 41m78

ﾀｹﾋｻ ｶｽﾞﾋﾛ

6 8 304 竹久　和宏 (5) 岡山 津山 × 38m98 41m63 41m63 36m33 35m53 40m98 41m63

ｲﾜﾀ ﾐﾂﾅﾘ

7 7 213 岩田　光成 (3) 島根 松江 36m55 33m94 38m05 38m05 32m94 34m61 × 38m05

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ

8 4 113 足立 優樹 (2) 鳥取 米子 35m12 × 37m88 37m88 32m33 32m82 35m48 37m88

ﾅｶｶﾞﾐ ﾔｽﾉﾘ

9 11 802 中上　靖教 (5) 山口 大島 × × 33m74 33m74 33m74

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ

10 3 313 守永　雅彦 (3) 岡山 津山 29m95 25m08 × 29m95 29m95

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

11 1 118 佐藤　洸一 (1) 鳥取 米子 × 16m47 17m92 17m92 17m92

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



男子 総合得点

順位 所属／所属地

総
合
得
点

男
子
1
0
0
m

男
子
2
0
0
m

男
子
4
0
0
m

男
子
8
0
0
m

男
子
1
5
0
0
m

男
子
5
0
0
0
m

男
子
1
1
0
m
H

男
子
4
×
1
0
0
m

男
子
4
×
4
0
0
m

男
子
走
高
跳

男
子
走
幅
跳

男
子
三
段
跳

男
子
砲
丸
投

男
子
円
盤
投

男
子
や
り
投

1 松江 (島根) 88 3 5 10 3 4 9 4 7 4 12 12 3 8 4

2 呉 (広島) 82 7 7 9 12 12 4 5 5 4 3 7 7

3 米子 (鳥取) 49.5 9 9 1 1 6 7 5 1.5 1 5 4

4 津山 (岡山) 35 2 1 3 3 4 3 3 6 7 2 1

5 徳山 (山口) 34.5 5 6 3 1.5 2 1 5 1 10

6 大島 (山口) 16 2 7 4 1 2

7 宇部 (山口) 14 1 4 2 3 3 1

8 広島 (広島) 11 2 7 2



女子100m

全国大会記録 (IR) 12.50 杉本　有梨枝 (富山商船) 2004 7月4日 12:50 決勝
大会記録 (GR) 13.75 松村　絵梨 (松江) 1996
（手動） (GR) 13.1 長野　加代子 (松江) 1993

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 山口

1 4 502 德浪　慶恵 (2) 徳山 13.69 NGR
ｸﾜｼﾏ ﾘﾝｺ 広島

2 3 402 桑島　林果 (3) 呉 14.69
ｽｴｼｹﾞ ﾏｲ 広島

3 5 401 末重　麻衣 (4) 呉 14.97
ｼｹﾞﾅｶﾞ ｻﾂｷ 鳥取

4 8 102 重永　皐月 (1) 米子 15.28
ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙﾅ 鳥取

5 6 101 門脇　遥奈 (2) 米子 15.30
ﾌｼﾞｲ ｱｲｺ 山口

6 7 605 藤井　愛子 (1) 宇部 15.42
ﾉﾏ ｱﾔｶ 山口

7 2 505 野間　彩花 (1) 徳山 15.75

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.6

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 NGR：大会新記録



女子800m

全国大会記録 (IR) 2.21.36 米山　知里 (東京) 2000 7月4日 14:20 決勝
大会記録 (GR) 2.27.5 寺岡　史江 (津山) 1995

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｶﾐ ﾘﾅ 広島

1 4 404 三上　里奈 (1) 呉 2.35.20
ｻｯｶ ﾐｵ 山口

2 5 503 屬　美緒 (1) 徳山 2.36.46
ｻｻｷ ﾐﾎ 山口

3 7 801 佐々木　美帆 (1) 大島 2.39.95
ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 山口

4 6 504 島添　紗希 (1) 徳山 2.40.69
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾅ 山口

5 3 604 前田　浩奈 (2) 宇部 2.42.52
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻﾄ 広島

6 2 403 坂口　美里 (1) 呉 2.52.65

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



女子走幅跳

全国大会記録 (IR) 5m70 高瀬　香奈 (熊本電波) 2005 7月4日 14:00 決勝

大会記録 (GR) 5m27 西川　静江 (呉) 1996

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 4m62 × 4m50 4m62 4m40 4m62 × 4m62

1 7 502 德浪　慶恵 (2) 山口 徳山 +2.6 +2.2 +2.6 +2.9 +2.6 +2.6

ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘ 4m49 4m42 3m99 4m49 3m84 × × 4m49

2 4 501 河村　衣莉 (3) 山口 徳山 +2.0 +3.2 +1.2 +2.0 +1.1 +2.0

ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷ 4m49 4m31 4m15 4m49 × 4m41 4m33 4m49

3 5 201 藤原　沙紀 (4) 島根 松江 +3.2 +3.8 +2.8 +3.2 +2.7 +2.3 +3.2

ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 3m92 4m05 4m00 4m05 4m08 4m27 3m70 4m27

4 3 603 三浦　沙織 (4) 山口 宇部 +3.1 +3.8 +2.4 +3.8 +2.2 +2.9 +2.0 +2.9

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ × 3m94 4m16 4m16 4m18 3m98 × 4m18

5 6 601 水口　碧衣 (5) 山口 宇部 +1.5 +2.7 +2.7 +2.4 +2.4 +2.4

ｽｴｼｹﾞ ﾏｲ 4m16 × 3m95 4m16 3m93 × 3m87 4m16

6 2 401 末重　麻衣 (4) 広島 呉 +3.8 +1.1 +3.8 +2.6 +2.0 +3.8

ｸﾜｼﾏ ﾘﾝｺ 3m38 3m44 3m35 3m44 3m24 3m20 3m12 3m44

7 1 402 桑島　林果 (3) 広島 呉 +2.3 +2.8 +1.7 +2.8 +2.0 +1.8 +0.9 +2.8

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例



女子砲丸投

全国大会記録 (IR) 12m91 田村　千尋 (富山商船) 2006 7月4日 12:30 決勝

大会記録 (GR) 10m08 河村　衣莉 (徳山) 2008

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘ

1 7 501 河村　衣莉 (3) 山口 徳山 10m01 × × 10m01 9m40 9m15 9m78 10m01

ｲﾄｳ ｱﾕﾐ

2 6 202 伊藤　あゆみ (3) 島根 松江 6m84 6m86 6m92 6m92 7m04 6m49 7m00 7m04

ﾀﾞﾃ ﾁﾋﾛ

3 5 606 伊達　千尋 (1) 山口 宇部 5m22 × 6m68 6m68 7m03 6m53 6m94 7m03

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅｺ

4 4 602 川畑　美奈子 (4) 山口 宇部 × 5m65 × 5m65 5m79 5m42 5m70 5m79

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻﾄ

2 403 坂口　美里 (1) 広島 呉 DNS

ﾐｶﾐ ﾘﾅ

1 404 三上　里奈 (1) 広島 呉 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ

3 506 山本 汐美 (4) 山口 徳山 DNS

審 判 長：内田　浩次

記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子4×100mR　オープン

決勝 7月4日 15:15 決勝

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 57.11 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 59.50
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅｺ
1 501 河村　衣莉 (3) 山口 徳山 1 602 川畑　美奈子 (4) 山口 宇部

ｻｯｶ ﾐｵ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ
2 503 屬　美緒 (1) 山口 徳山 2 601 水口　碧衣 (5) 山口 宇部

ﾉﾏ ｱﾔｶ ﾌｼﾞｲ ｱｲｺ
3 505 野間　彩花 (1) 山口 徳山 3 605 藤井　愛子 (1) 山口 宇部

ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ ﾐｳﾗ ｻｵﾘ
4 502 德浪　慶恵 (2) 山口 徳山 4 603 三浦　沙織 (4) 山口 宇部

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 呉 1.05.41
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻﾄ
1 403 坂口　美里 (1) 広島 呉

ｽｴｼｹﾞ ﾏｲ
2 401 末重　麻衣 (4) 広島 呉

ﾐｶﾐ ﾘﾅ
3 404 三上　里奈 (1) 広島 呉

ｸﾜｼﾏ ﾘﾝｺ
4 402 桑島　林果 (3) 広島 呉

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例
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1 徳山 (山口) 41 7 8 7 12 7

2 呉 (広島) 22 9 8 4 1

3 宇部 (山口) 20 1 2 5 5 7

4 松江 (島根) 9 4 5

5 米子 (鳥取) 5 5

6 大島 (山口) 4 4



男子100m　オープン

ﾀｲﾑﾚｰｽ 7月4日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ｲﾜﾓﾄ ｼｭﾝ 岡山
1 6 529 瀨田　大輔 (1) 徳山 12.08 1 5 310 岩本　瞬 (3) 津山 11.81

ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 島根 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 山口
2 1 236 坂本　孝之 (1) 松江 12.14 2 6 532 川部　純 (1) 徳山 12.53

ﾐﾅｷﾞ ﾕｳｷ 岡山 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝﾄ 広島
3 8 327 皆木　悠樹 (1) 津山 12.49 3 7 708 石嵜　健人 (1) 広島 12.81

ﾊﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ 山口 ｵｹﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 鳥取
4 3 527 林　辰宜 (1) 徳山 12.64 4 4 104 桶本　貴宏 (4) 米子 12.95

ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 山口
5 5 122 門脇　瑞樹 (1) 米子 12.81 5 2 809 千々岩　秀隆 (2) 大島 13.02

ｷﾖｻｷ ﾕｳﾄ 山口 ｺﾔﾉ ﾕｳｽｹ 鳥取
6 7 623 清崎　湧斗 (1) 宇部 12.98 6 8 123 小矢野　雄介 (1) 米子 13.16

ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 ｶｼﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 広島
7 2 126 岩本　和幸 (1) 米子 13.23 7 3 430 柏原　新之介 (1) 呉 14.04

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ 広島 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｼﾞ 山口
4 707 平田　一希 (2) 広島 DNS 1 535 松岡　真司 (1) 徳山 DNS

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

ｵｵﾂｶ ﾀｶﾄ 岡山 ﾂﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀ 岡山
1 2 319 大塚　崇登 (2) 津山 12.23 1 4 324 蔦谷　準多 (2) 津山 11.54

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 山口 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 岡山
2 3 608 谷口　達哉 (3) 宇部 12.34 2 3 316 山内　祥司 (3) 津山 11.62

ｻｻ ﾕｳﾀﾛｳ 山口 ｻｶ ﾀｸﾔ 岡山
3 7 616 笹　優太郎 (2) 宇部 12.34 3 5 317 坂　卓也 (2) 津山 11.92

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｸﾎﾞﾀ ﾙｲ 島根
4 5 510 東山　晃大 (4) 徳山 12.76 4 2 218 久保田　瑠偉 (2) 松江 12.03

ｱﾗﾐﾂ ﾚｲ 広島 ｺｶﾞ ﾀｸﾐ 島根
5 4 432 荒光　怜 (1) 呉 12.77 5 7 230 古賀　拓海 (1) 松江 12.34

ｾﾉｵ ﾔｽﾉﾘ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 山口
6 8 109 妹尾 康徳 (3) 米子 12.89 6 1 504 清水　裕太 (4) 徳山 12.39

ｺﾏﾂ ﾋﾛﾑ 広島 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 島根
7 6 435 小松　弘 (1) 呉 13.14 7 6 231 濱田　兼央 (1) 松江 12.52

ｳｽｲ ｶｽﾞｷ 広島 ｷﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 広島
8 1 427 碓井　和樹 (2) 呉 13.85 8 8 403 北中　大相 (5) 呉 13.62

風: +1.8 風: +3.1

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.3 風: +2.0

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子1500m　オープン

ﾀｲﾑﾚｰｽ 7月4日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｭｳﾏ 山口 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ 山口
1 11 621 藤永　竜馬 (2) 宇部 4.37.64 1 3 518 森下　一将 (3) 徳山 4.19.74

ﾀﾅﾍﾞ ｳﾀﾞｲ 島根 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 広島
2 8 212 田部　宇大 (4) 松江 4.38.80 2 2 419 松本　　涼 (3) 呉 4.22.62

ﾔﾏｶﾄﾞ ｶｲ 山口 ﾄﾉﾊﾀ ﾀﾀﾞｼ 広島
3 13 531 山門　架偉 (1) 徳山 4.41.23 3 5 425 殿畠　唯史 (2) 呉 4.23.40

ｴﾊﾗ ｽｸﾞﾙ 山口 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｷ 広島
4 2 614 江原　卓 (3) 宇部 4.45.04 4 6 418 岡部　寛基 (3) 呉 4.29.82

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 山口 ｺｳﾉ ｷｮｳｽｹ 広島
5 15 534 升田　恒佑 (1) 徳山 4.46.92 5 7 404 河野　恭介 (5) 呉 4.32.43

ｷﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 山口 ﾀｳﾁ ﾄｼﾊﾙ 岡山
6 7 611 木村　佳和 (3) 宇部 4.47.37 6 4 312 田内　寿治 (3) 津山 4.33.98

ﾏｴﾊﾗ ｵｵﾀｶ 岡山 ｱﾗｾ ｹﾝﾀ 広島
7 3 329 前原　大孝 (1) 津山 4.47.50 7 11 422 荒瀬　健太 (2) 呉 4.36.97

ﾆｼｵｶ ﾋﾛｷ 山口 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 広島
8 4 512 西岡　祐希 (3) 徳山 4.47.51 8 8 423 黒田　啓太 (2) 呉 4.40.71

ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｻｸ 山口 ｺﾀﾆ ﾀｸﾐ 広島
9 17 533 林田　耕作 (1) 徳山 4.50.17 9 10 428 小谷　拓弥 (2) 呉 4.47.46

ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 山口 ﾑﾀ ﾏｻﾕｷ 岡山
10 1 606 髙山　直幸 (3) 宇部 4.52.86 10 16 328 牟田　将之 (1) 津山 4.48.45

ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 島根 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 鳥取
11 6 203 大塚　健嗣 (5) 松江 4.53.81 11 14 125 西村　康祐 (1) 米子 4.51.62

ｶﾜｲ ﾖｼﾋﾛ 岡山 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 山口
12 9 314 河井　謙裕 (3) 津山 4.56.28 12 13 524 中本　凌輔 (2) 徳山 4.57.61

ｾｲﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 島根 ﾃｼﾏ ﾘｮｳﾀ 鳥取
13 10 221 清山　拓史 (3) 松江 5.09.32 13 15 115 手島 亮太 (2) 米子 5.05.55

ﾀｶﾓﾘ ｻﾄﾙ 鳥取 ｷﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 広島
14 12 124 高森　暁　 (1) 米子 5.12.78 14 12 434 木葉　雅大 (1) 呉 5.06.45

ﾃﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾉﾘ 岡山
15 16 119 寺谷　大樹 (1) 米子 5.21.85 1 303 渡辺　彰規 (5) 津山 DNS

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 山口 ｲｸﾅｶ ｶﾝｼﾞ 山口
16 5 609 松本　慎司 (3) 宇部 6.11.05 9 525 生中　完治 (2) 徳山 DNS

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ 島根
14 235 松原　礼 (1) 松江 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

日時：平成21年7月4日(土）
会場：防府市陸上競技場

凡例 DNS：欠場


