
審判長 トラック 石原　宏昭 須田　雅昭

跳躍 大久保　信夫

投擲 斉藤　忠彦

招集所 末冨　泰一郎

記録主任 伊藤　健二

日付 種目

8/22 男子100m 大内　英之 10.85 岡　宗一郎 10.98 宮崎　孝 10.99 能美　新吾 11.02 若江　真志 11.10 笹鹿　晶裕 11.11 石倉　一希 11.15
風:-2.7

8/23 男子200m 広田　和哉 22.08 能美　新吾 22.13 金口　瑛典 22.20 村谷　康孝 22.31 永川　恵介 22.64 武田　卓也 23.14
風:-2.8

8/22 男子400m 松原　哲也 47.81 茅田　昂 48.03 末益　直輝 49.17 河部　佳則 49.47 津島　渉 49.56 網村　智幸 49.78 井原　充貴 50.47

8/23 男子800m 笹村　直也 1.52.11 木村　考志 1.52.12 原田　祐太郎 1.54.00 監物　稔浩 1.54.54 妹尾　政虎 1.56.03 篠森　聖司 1.56.45 三輪　徹郎 1.57.75 平田　圭 1.57.94

8/22 男子1500m 監物　稔浩 3.56.66 津川　広志 3.58.13 三輪　徹郎 4.01.93 福本　吏志 4.03.19 小郷　和希 4.05.11 杉山　泰祐 4.05.77 堀　弘樹 4.08.74 林　優 4.09.95

8/22 男子5000m 圓井　彰彦 14.51.32 田子　康宏 15.08.61 井平　智之 15.10.65 藤本　正洋 15.25.92 三谷　耕次 15.51.17 和田　周平 15.52.97 大西　直幸 15.58.17

8/22 男子10000m 藤田　昌也 30.54.33 山本　泰之 31.16.53 斎藤　亮 32.02.06 池本　大介 32.16.13 山本　泰明 32.53.09 磯村　俊祐 32.53.55 高田　浩史 32.55.38 福場　俊策 33.36.19

8/22 男子110mH 西澤　真徳 14.15 安部　孝駿 14.31 野元　秀樹 14.32 杉本　渉 14.41 田村　元弘 14.55 川本　建司 14.63 永岡　大 14.89 佐藤　洋平 15.38
風:-2.6

8/23 男子400mH 横原　和真 52.11 中田　康介 52.37 藤原　啓史朗 52.96 砂田　政伸 53.07 中村　紘明 53.58 山田　淳史 54.25 光木　智 54.40 小林　祐貴 54.94

8/22 男子3000mSC 大西　直幸 9.24.99 山吹　彰 9.28.48 岡田　翔治 9.29.19 木戸　大介 9.33.71 平岡　悠 9.36.94 新谷　壮大 9.58.38 太田垣　和也 9.58.87 川原　明洋 9.59.11

8/22 男子4×100mR 41.27 41.52 41.53 41.73 41.82 41.85 41.89 広島：皆実高校 42.08
片山　真輔 澤田　誉光 原田　晋吾 鳥越　翔 山名　和也 田槙　佑吏生 小林　祐介 森川　正基
鍔木　清志郎 武田　卓也 廣中　智紀 風早　一也 田上　真一郎 秋山　大祐 徳永　大地 浅井　良太
笹岡　亮佑 山崎　貴博 松原　哲也 梶原　大資 平坂　和弘 山脇　渉 那須　祐樹 建田　勇太
笹鹿　晶裕 三宅　洋平 能美　新吾 片山　誠太郎 岡　宗一郎 大内　英之 黒田　寛亮 北村　拓也

8/23 男子4×400mR 島根：島根大 3.17.40 広島：福山平成大学3.17.68 山口：山口大学 3.17.87 3.17.89 3.18.42 岡山：岡山商科大学3.20.82 3.21.90 岡山：岡山AC 3.23.85
菅本　啓 (2) 田和　伸裕 前田　祐欣 砂田　政伸 森　郁也 佐原　章吾 河本　志音(3) 田村　元弘
下　大輔 (3) 宮地　健太 井原　充貴 藤井　宏幸 木村　大輝 梨子木　優大 林　翔太 片山　佳祐
中村　紘明 平山　雄造 樽　裕章 稲垣　惇史 澤田　誉光 中島　将稀 石倉　雄太(3) 粟井　基光
小原　祐二(4) 河部　佳則 末益　直輝 田村　孝洋 武田　卓也 津島　渉 畑中　勇樹 中井　達也

8/23 男子走高跳 冨山　龍太 2m08 冨山　拓矢 2m05 杉井　亮太 2m05 日浦　誠治 2m00 山本　雄大 1m95 川上　恭平 (2) 1m95 森　英輔 1m95 常浦　光希 1m90

9/22 男子棒高跳 柴田　孟也 5m30 田村　雄志 4m80 見越　勇太 4m70 辻丸　翔太 4m60 前田　健吾 4m40 小村　俊介 4m40 塩出　浩二 4m40
NGR,NAR

船本　稜矢 4m40

8/22 男子走幅跳 古瀬　智也 7m46 +1.7 日浦　誠治 7m41 +1.4 溝邊　悟 7m18 +2.8 瀬戸川　信悟 7m16 +2.3 池端　宏昭 7m15 +2.7 佐藤　洋平 7m08 +1.6 河合　貴文 7m05 +3.0 小林　祐介 6m90 +3.7

8/23 男子三段跳 藤澤　圭祐 15m57 +0.5 塩見　将輔 15m48 +3.1 岩佐　光繁 14m66 +1.6 和泉　祐宜 14m58 +2.0 菅原　徹 14m45 +2.4 島山　慎平 14m41 +3.2 竹本　周平 14m20 +2.2 平川　祐太 14m07 +2.3

8/22 男子砲丸投 福島　翔太郎 15m22 黒松　直人 14m47 中平　圭祐 13m98 小林　雅通 13m85 大辻　清志郎 12m73 江上　智見 12m54 小林　耕平 11m96 堀澤　一将 11m80

8/23 男子円盤投 大石　博暁 49m06 笠本　英治 48m81 竹内　宗章 44m75 小早川　嵩 44m12 千乃木　優 42m23 井上　元気 40m06 森田　辰大 39m27 江上　智見 38m10
広島：TEAM　BIG STONE 広島：TEAM　BIG STONE 広島：広島経済大クラブ

8/22 男子ハンマー投 土井田　匡徳 62m56 八鍬　政之 60m72 中平　圭祐 58m92 松田　堯 56m84 作田　祐樹 55m61 赤穂　弘樹 55m01 柏村　亮太 54m96 伊藤　僚 54m01

8/22 男子やり投 池田　康雄 70m04 岡本　圭 67m49 高力　裕也 65m51 東　卓弥 63m45 畠山　誠也 62m13 桑田　和佳 58m67 寺田　亘佑 58m61 中村　望 57m34

8月22日 天候 気温 風速 8月23日 天候 気温 風速

13:00 34.0 2.9 09:40 30.0 2.7 NAR：中国新記録

14:00 33.0 2.4 10:00 30.0 2.2 NGR：大会新記録

15:00 33.0 3.1 12:00 31.0 2.4

16:00 33.0 3.3 13:00 31.0 2.3

17:00 32.0 3.2 14:00 31.0 2.7

18:00 31.0 0.9

51.0 西

晴 64.0 南西

晴 58.0 西 曇

54.0 西南西

晴 53.0

晴 53.0 西 曇

西南西 晴

69.0 西南西

68.0 西

53.0 南西

晴 54.0 西 晴

晴 55.0 西南西 晴

湿度 風向 湿度 風向

島根：開星高A

岡山：三菱自動車水島 岡山：岡山工業高校岡山：岡山商大AC 岡山：岡山県立大学岡山：美作大学 山口：山口県鴻城高等学校 岡山：大阪体育大学

広島：ASフクヤマ 岡山：三菱自動車水島

5位 6位 7位 8位

男子決勝一覧

岡山：大阪体大 岡山：岡山県立大 山口：山口大 山口：山口県鴻城高

1位 2位 3位 4位

広島：広島S,R,P,C 岡山：美作大 島根：Pearl TC

岡山：川崎医療福祉大 山口：山口県鴻城高 広島：広島国際大 山口：下関市陸協 岡山：岡山理科大 岡山：三菱自動車水島

山口：山口県鴻城高 広島：修道高 山口：山口大 広島：福山平成大 岡山：岡山商科大 広島：広島経済大 山口：山口大

山口：山口高 島根：広島経済大 広島：広島修道大 岡山：環太平洋大 広島：福岡大 山口：下関中央工業高 山口：山口大 広島：庄原格致高

岡山：環太平洋大 島根：松江市陸協 山口：山口大 山口：山口大 岡山：福島大 山口：岡山大 広島：順天堂大 岡山：関西高

広島：マツダ 広島：中国電力 岡山：JFEスチール 山口：光市陸協 鳥取：布勢ＡＣ 島根：大田高 鳥取：日立金属ＲＣ

岡山：JFEスチール 広島：JFEスチール 山口：山口合同ガス 鳥取：陸上自衛隊米子 岡山：岡山陸協 山口：東ソー 鳥取：陸上自衛隊米子 島根：益田市陸協

鳥取：福岡大 岡山：玉野光南高 山口：パテックサプライ 山口：潮AC 岡山：岡山AC 広島：福山平成大 島根：岡山商科大 岡山：フェニックス

鳥取：鳥取県教委 岡山：関西大 岡山：立教大 広島：ASフクヤマ 島根：島根大 山口：下関西高 岡山：旭化成水島 広島：福岡大

鳥取：日立金属ＲＣ 島根：江の川AC 島根：岡山商科大 広島：国際武道大 広島：名古屋大 広島：福山葦陽高 鳥取：布勢ＡＣ 山口：山口大

広島：福岡大 広島：広島市陸協 山口：山口県桜ヶ丘高 広島：東海大 岡山：東海大 島根：福岡大 岡山：西大寺高 岡山：環太平洋大

山口：ＳＴＣ 広島：中京大 広島：西条農業高 広島：福山平成大 鳥取：倉吉総合産業高 島根：広島経済大 広島：福山平成大

島根：福岡大 広島：東海大 岡山：岡山AC 岡山：三菱自動車水島 岡山：倉敷芸科大 岡山：フェニックス 岡山：島根大 岡山：岡山工業高

岡山：岡山AC 広島：広島経済大クラブ 山口：広島経済大山口：山口合同ガス 岡山：東海大 広島：広島市陸協 広島：山陽高

島根：九州情報大 鳥取：鹿屋体大 広島：鹿屋体大 鳥取：鳥取大

山口：徳山大山口：TEAM長州 岡山：Team龍虎

山口：山口大 山口：徳山大 広島：福山平成大 山口：トクヤマ

山口：徳山大岡山：Team龍虎 山口：ＳＴＣ 広島：鹿屋体大 島根：九州共立大

岡山：岡山市消防局広島：TEAM　BIG STONE 岡山：岡山商大AC 鳥取：大阪体大 岡山：筑波大

広島：近大東広島高

広島：福山平成大 広島：広大樟柳クラブ 広島：九州共立大

広島：九州共立大 鳥取：大阪体大 鳥取：倉吉北高

岡山：徳山大 広島：福山平成大

広島：広島S,R,P,C

第63回　中国五県対抗陸上競技選手権大会
主催：中国陸上競技協会
場所：下関市営下関陸上競技場
日時：平成21年8月22日(土）～23日（日）



審判長 トラック 石原　宏昭 須田　雅昭

跳躍 大久保　信夫

投擲 斉藤　忠彦

招集所 末冨　泰一郎

記録主任 伊藤　健二

日付 種目

8/22 女子100m 桐田　康子 12.50 大瀬良　みずき 12.55 伊藤　希望 12.58 12.62 小笠原　衣里 12.84 沖　佳織 12.85 川崎　希望 12.90 川口　和香菜 12.94
風:-2.5 島根：益田市陸協 山口：山口県桜ヶ丘高 広島：広島経済大 広島：沼田高 広島：広島経済大 広島：沼田高 山口：広島経済大 広島：沼田高

8/23 女子200m 桐田　康子 25.41 杵淵　莉沙 25.60 伊藤　希望 25.78 川口　和香菜 25.90 田口　果奈 26.46 佐々木　祐佳 26.47
風:-2.8 島根：益田市陸協 広島：沼田高 広島：広島経済大 広島：沼田高 岡山：美作大 山口：豊浦高

8/22 女子400m 久保　瑠里子 55.10 片岡　紗希 55.40 森永　早紀 56.40 赤池　絵梨 57.68 才野　直美 57.75 末光　眞子 58.47 糸原　綾 59.60
広島：デオデオ NGR 岡山：立命館大 NGR 岡山：倉敷中央高 NGR 岡山：美作大 広島：皆実高 島根：松江北高 島根：松江北高

8/23 女子800m 田阪　亜樹 2.12.07 中井　祐美 2.14.38 中村　友貴奈 2.17.73 柿原　聡美 2.19.55 赤池　絵梨 2.20.56 田村　瞳 2.21.12 松永　京子 2.22.02 矢野　里恵子 2.23.76
岡山：天満屋 岡山：環太平洋大 広島：井口高 広島：賀茂高 岡山：美作大 広島：井口高 山口：浜松大 広島：福山平成大

8/22 女子1500m 田村　瞳 4.41.13 比嘉　由理 4.42.45 那須　祐子 4.45.14 川本　昌 4.45.34 来島　郁泉 4.54.75
広島：井口高 広島：デオデオ 山口：九州大 岡山：天満屋 山口：豊浦陸上スポ少

8/22 女子5000m 小原　怜 16.44.72 磯貝　朱赴 17.30.36 佐藤　あずさ 17.58.61 市川　美穂 19.17.18
岡山：天満屋 岡山：天満屋 広島：福山暁の星女子高 広島：賀茂高

女子10000m 出場者なし

8/22 女子100mH 一木　あずさ 14.42 中山　ゆかり 14.81 沖田　葉月 14.82 山根　瑠美 14.91 橋本　真実 15.20 後藤　千恵 15.26 冨廣　澄子 15.27 高橋　緋奈 15.72
風:-2.1 山口：ＳＴＣ 島根：鹿屋体育大 広島：福岡大 鳥取：美作大 岡山：川崎医療福祉大 鳥取：美作大 広島：沼田高 岡山：倉敷中央高

8/23 女子400mH 糸原　綾 1.02.48 絹川　友梨 1.03.23 大澤　綾奈 1.04.44 後藤　千恵 1.04.80 早崎　朝美 1.05.15 橋本　真実 1.06.16 吉岡　史穂 1.06.55
島根：松江北高 岡山：岡山城東高 岡山：倉敷中央高 鳥取：美作大 岡山：武庫川女子大 岡山：川崎医療福祉大 岡山：福山平成大

山本　真希 1.04.44
広島：福山平成大

8/22 女子4×100mR 47.59 47.89 47.97 48.00 49.59 50.43

沖　佳織 安井　瑞紀 蔵本　美紀 杉原　恵 (2) 亀山　のどか

三島　麻貴 川口　和香菜 石田　美鈴 伊藤　希望 石原　理恵(1) 濱村　香織

道原　絵里 松尾　紗也可 一安　佑希恵 末光　眞子(2) 辻本　有美

清水　祐希 杵淵　莉沙 森永　早紀 小笠原　衣里 糸原　綾 (2) 皆木　智絵

8/23 女子4×400mR 3.54.07 3.54.37 3.55.21 3.59.20 4.05.57 4.05.82 4.09.34 4.10.45

石田　美鈴 杵淵　莉沙 三島　麻貴 野山　すみれ 川田　智恵 小川　恵梨

松尾　紗也可 川口　和香菜 濱村　香織 藤本　陽奈 岩政　美里 佐々木　祐佳 城西　ちなみ 岡本　理華子

亦野　友里 道原　絵里 辻本　有美 小林　祥子 橋本　初美 黒川　南理沙 高垣　真奈 楠見　真衣

森永　早紀 高智　真由香 赤池　絵梨 冨田　美穂 藤井　茜 田代　瑞乃 久保　絢香 多田　奏

8/22 女子走高跳 松本　真由子 1m63 樋口　利恵 1m55 長岡　里香 1m55 小野　三津子 1m55 河田　佳子 1m55 渋谷　光季 1m50 鹿島　華子 1m50
岡山：関西大 岡山：フェニックス 鳥取：八頭高 岡山：Team龍虎 広島：広島S,R,P,C 島根：益田高 7位 岡山：岡山東商業高 7位

間弓　沙織 1m55 浦田　幸奈 1m50 山田　麻友佳 1m50
広島：広島市立大 岡山：美作大 7位 広島：市立呉高 7位

沖永　佳子 1m50 木塚　絵夢 1m50
山口：西京高 7位 山口：下関商業高 7位

金子　みのり 1m50
山口：周防大島高 7位

8/23 女子棒高跳 清水　智美 3m30 河合　美由紀 3m00 河野　なつみ 2m90 宇佐川　知里 2m80 久保　絢香 2m50 酒井　まゆ 2m40 上川　美紀 2m40 市橋　桜 2m30
岡山：岡山商科大 岡山：岡山AC 広島：近大東広島高 山口：徳地中 広島：尾道商業高 岡山：玉野光南高 広島：世羅西中 鳥取：倉吉総合産業高

8/22 女子走幅跳 佐藤　芳美 6m26 +1.3 横川　奈保子 6m06 +3.9 湊　つばさ 6m04 +1.4 河村　仁美 5m89 +2.7 川上　裕加 5m78 +1.4 井上　文華 5m60 +1.1 登　あい 5m60 +4.6 渡辺　冴理 5m55 +3.4
広島：福岡大 NGR 広島：広島S,R,P,C 鳥取：鳥取県教委 山口：周南市役所 岡山：岡山城東高 広島：美作大 広島：福岡教育大 広島：神辺旭高

8/23 女子三段跳 小林　桃子 11m61 +3.5 小橋　美紀 10m89 +3.3 田村　美里 10m72 +2.2 松尾　暢枝 10m68 +2.8 小野　祐里 10m54 +2.5 光木　唯 10m35 +3.5 東　有美 10m07 +1.6 児子　真美 10m04 +2.7
岡山：岡山一宮高 岡山：ノートルダム清心女子大 山口：九州共立大 岡山：岡山AC 岡山：岡山後楽館高 岡山：岡山東商業高 広島：賀茂高 岡山：玉野光南高

8/23 女子砲丸投 横溝　千明 12m89 梅木　由紀子 11m45 杉本　真理奈 10m97 三村　朱加 10m26 大河　美佳 10m20 宮﨑　智美 10m15 森田　真由美 10m09 上田　みな 9m92
山口：ＳＴＣ 山口：福岡大 岡山：就実高 岡山：徳山大 岡山：就実高 広島：府中高 広島：安芸高 広島：尾道商業高

8/23 女子円盤投 山口　智子 47m17 中邑　由佳 42m74 井手　志津香 41m18 森　朋子 39m94 國弘　祐希子 38m65 酒井　香織 37m97 篠原　麻位子 37m28 花村　咲 37m02
広島：TEAM　BIG STONE 山口：九州共立大 岡山：大阪体大 岡山：Team龍虎 山口：光高 広島：安芸高 広島：TEAM　BIG STONE 広島：福山平成大

8/22 女子ハンマー投 小野　祥子 51m05 角戸　早希子 45m22 森田　真由美 44m74 濱井　志保 43m80 鷺原　範子 36m70 坪井　美香 36m11 梅木　由紀子 34m99 森　理紗 31m08
岡山：中京大 山口：TEAM長州 広島：安芸高 広島：九州共立大 岡山：福山平成大 広島：尾道商業高 山口：福岡大 広島：TEAM　BIG STONE

8/22 女子やり投 梶原　麻紀 48m40 平原　沙也佳 42m91 宮本　育見 42m37 松本　葵 42m06 宮崎　愛佳 41m53 三浦　ななか 39m02 忠津　翠 38m62 上田　歩 38m18
山口：TEAM長州 山口：豊浦高 岡山：高知大 広島：国士館大 広島：九州共立大 山口：西京高 岡山：Team龍虎 岡山：総社南高

総合の部 岡山県 357.5点 広島県 357点 山口県 251.8点 島根県 115.4点 鳥取県 90.5点 NGR:大会新記録

女子決勝一覧

広島：尾道北高校

植村　優花

山口：徳山商工高等学校

石井　亜理沙

8位7位

杵淵　莉沙

4位 6位

岡山：倉敷中央高校

1位 2位 3位

広島：広島経済大学

5位

広島：沼田高校岡山：美作大A

田口　果奈

広島：舟入高校

赤池　絵梨

岡山：倉敷中央高校 広島：沼田高校 岡山：美作大A 山口：豊浦高等学校 広島：尾道商業高校

岡山：美作大B島根：松江北高

平成21年度　第63回　中国五県対抗陸上競技選手権大会
主催：中国陸上競技協会
会場：下関市営下関陸上競技場
日時：平成21年8月22日(土）23日（日）



男子100m

日本記録　　 (NR) 10.00 伊東　浩司 (富士通) 1998 8月22日 15:45 予選
中国記録 (AR) 10.24 石倉　一希 (近畿大・島根) 2002 8月22日 16:50 決勝
大会記録 (GR) 10.24 石倉　一希 (近畿大・島根) 2002

予選 5組0着+8

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

ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 広島
1 6 432 大内　英之 大阪体大 10.99 q 1 3 640 松田　亮 広島経済大クラブ10.83 q

ｶﾈｸﾞﾁ　ｱｷﾉﾘ 広島 ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ 山口
2 5 633 金口　瑛典 広島国際大 11.14 2 4 908 能美　新吾 山口県鴻城高 11.03 q

ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 岡山 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山
3 3 547 広田　和哉 川崎医療福祉大 11.29 3 2 553 武田　卓也 三菱自動車水島 11.32

ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 広島 ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳ 岡山
4 4 645 沖本　翔平 呉高専 11.58 4 8 453 鳥越　翔 岡山商大AC 11.45

ｵｸﾔﾏ　ﾕｳﾀ 岡山 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 広島
5 8 473 奥山　雄大 環太平洋大 11.65 5 5 621 寺田　貴洋 神辺旭高 11.55

ｲｼｲ ｶｽﾞﾏｻ 広島 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾄｼ 岡山
6 7 614 石井　一将 愛知教育大 11.78 6 587 平井　裕俊 環太平洋大 DNS

ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ 山口
7 826 原田　直樹 岡山商科大 DNS

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

ｲｼｸﾗｶｽﾞｷ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 山口
1 5 262 石倉　一希 Pearl TC 11.04 q 1 5 839 宮崎　孝 山口大 10.87 q

ﾀﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ 広島 ｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡山
2 3 698 田村　孝洋 ASフクヤマ 11.10 2 4 437 岡　宗一郎 岡山県立大 10.91 q

ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 山口 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 岡山
3 8 877 村谷　康孝 下関市陸協 11.20 3 6 524 笹鹿　晶裕 美作大 11.01 q

ｼﾓﾀﾞｲｽｹ 島根 ｲｼﾊﾗｹﾞﾝｷ 島根
4 7 245 下　大輔 島根大 11.31 4 8 259 石原　玄貴 岡山商科大 11.20

ﾀｸﾞﾁ　ﾏｻﾉﾘ 広島 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾘｮｳ 鳥取
5 6 642 田口　雅典 広大樟柳クラブ 11.37 5 7 54 坪内　諒 八頭高 11.42

ｲｼｸﾗﾕｳﾀ 島根 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥取
6 4 265 石倉　雄太 開星高 11.50 6 2 43 村田　和章 鳥取ＡＳ 11.51

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 岡山
2 865 小笹　幸平 西京高 DNS 3 583 石川　純 明治大 DNS

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾜｶｴ　ﾏｻｼ 広島 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 660 若江　真志 広島S,R,P,C 11.08 q ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山

ﾌﾙﾀ ｼﾝﾔ 広島 1 6 432 大内　英之 大阪体大 10.85
2 4 743 古田　真也 広島経済大 11.17 ｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡山

ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 鳥取 2 4 437 岡　宗一郎 岡山県立大 10.98
3 8 69 三浦　隆 福岡大 11.28 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 山口

ﾌｸﾓﾄ ﾀｶﾔ 山口 3 3 839 宮崎　孝 山口大 10.99
4 7 858 福本　恭也 福山平成大 11.40 ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ 山口

ｼﾐｽﾞﾀｸﾏ 島根 4 7 908 能美　新吾 山口県鴻城高 11.02
5 2 204 清水　宅麻 松江西高 11.56 ﾜｶｴ　ﾏｻｼ 広島

ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡山 5 2 660 若江　真志 広島S,R,P,C 11.10
5 478 徳永　大地 岡山工業高 DNS ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 岡山

ｳﾁｳﾐ ﾕｳﾔ 山口 6 8 524 笹鹿　晶裕 美作大 11.11
3 848 内海　佑弥 東洋大 DNS ｲｼｸﾗｶｽﾞｷ 島根

7 1 262 石倉　一希 Pearl TC 11.15
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 広島

5 640 松田　亮 広島経済大クラブ DNF

風: -2.7

風: -1.8 風: -2.7

風: -2.6

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

風: -4.4 風: -2.8

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子200m

日本記録　　 (NR) 20.03 末續　慎吾 (ミズノ) 2003 8月23日 11:40 予選
中国記録 (AR) 20.57 福長　正彦 (東京学芸大・鳥取) 2000 8月23日 13:45 決勝
大会記録 (GR) 20.91 野田　浩之 (早稲田大･島根) 2004

予選 5組0着+8

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

ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 岡山 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 広島
1 3 547 広田　和哉 川崎医療福祉大 22.37 q 1 5 640 松田　亮 広島経済大クラブ22.00 q

ﾅｶﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 岡山 ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ 山口
2 7 420 永川　恵介 岡山理科大 22.42 q 2 3 908 能美　新吾 山口県鴻城高 22.33 q

ﾅｶｼﾏ　ﾏｻｷ 岡山 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山
3 5 513 中島　将稀 岡山商科大 22.56 3 8 553 武田　卓也 三菱自動車水島 22.38 q

ｶﾝﾄﾞ　ｹｲｽｹ 広島 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 山口
4 1 643 神門　啓介 庄原格致高 22.82 4 6 828 藤井　由優 関西大 22.67

ｽｶﾞﾓﾄﾋﾗｸ 島根 ﾅｶｼﾏｼﾝｽｹ 島根
5 2 246 菅本　啓 島根大 22.83 5 2 280 中島　慎輔 大田高 23.08

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｽｹ 岡山 ｼﾐｽﾞﾀｸﾏ 島根
6 6 523 片山　真輔 美作大 23.05 6 7 204 清水　宅麻 松江西高 23.11

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 山口 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 広島
7 8 815 中山　允宏 柳井市陸協 23.07 4 736 山縣　亮太 修道高 DNS

ｲﾅｶﾞｷｱﾂｼ 広島
4 708 稲垣　惇史 ASフクヤマ DNS

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

ｶﾈｸﾞﾁ　ｱｷﾉﾘ 広島 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡山
1 4 633 金口　瑛典 広島国際大 21.71 q 1 5 478 徳永　大地 岡山工業高 22.25 q

ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 山口 ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾛ 鳥取
2 3 877 村谷　康孝 下関市陸協 22.43 q 2 7 44 松井　彰弘 鳥取大 22.83

ｲｼﾊﾗｹﾞﾝｷ 島根 ｶﾘﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾌﾐ 広島
3 8 259 石原　玄貴 岡山商科大 22.60 3 8 742 鳫林　隆文 広島経済大 22.99

ﾀｶﾊﾗ ﾂﾖｼ 岡山 ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡山
4 7 492 高原　毅 邑久高 22.60 3 507 田村　元弘 岡山AC DNS

ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ 山口 ﾋﾗｶﾜ ﾕｳｷ 岡山
5 6 910 廣中　智紀 山口県鴻城高 23.05 6 531 平川　雄貴 岡山大 DNS

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 岡山 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 岡山
5 533 高山　裕司 岡山大 DNS 4 583 石川　純 明治大 DNS

ｲﾅｶﾞｷ　ﾀｶｼ 広島 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ 山口
2 707 稲垣　貴史 ASフクヤマ DNS 2 826 原田　直樹 岡山商科大 DNS

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 岡山 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 3 476 黒田　寛亮 岡山工業高 22.59 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 岡山

ｼﾓﾀﾞｲｽｹ 島根 1 7 547 広田　和哉 川崎医療福祉大 22.08
2 8 245 下　大輔 島根大 22.72 ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ 山口

ﾓﾘｶﾈｾｲｼﾞ 広島 2 5 908 能美　新吾 山口県鴻城高 22.13
3 2 619 森兼　聖児 神辺旭高 23.00 ｶﾈｸﾞﾁ　ｱｷﾉﾘ 広島

ｶﾜﾉ ﾅｵﾄ 岡山 3 6 633 金口　瑛典 広島国際大 22.20
4 5 585 川野　直人 環太平洋大 23.02 ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 山口

ｲｼｸﾗﾕｳﾀ 島根 4 2 877 村谷　康孝 下関市陸協 22.31
5 7 265 石倉　雄太 開星高 23.51 ﾅｶﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 岡山

ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 鳥取 5 1 420 永川　恵介 岡山理科大 22.64
4 37 前田　慧 横浜国立大 DNS ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山

ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山 6 8 553 武田　卓也 三菱自動車水島 23.14
6 432 大内　英之 大阪体大 DNS ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡山

4 478 徳永　大地 岡山工業高 DNS
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 広島

3 640 松田　亮 広島経済大クラブ DNS

風: -2.8

風: -2.1 風: -1.7

風: -1.0

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

風: -1.2 風: -0.7

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子400m

日本記録　　 (NR) 44.78 高野　　進 (東海大クラブ) 1991 8月22日 14:10 予選
中国記録 (AR) 45.84 稲垣　誠司 (法政大・広島) 1994 8月22日 16:35 決勝
大会記録 (GR) 46.16 奥迫　政之 (ミキハウス・広島) 2003

予選 4組1着+4

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

ｶﾜﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 広島 ｽｴﾏｽ ﾅｵｷ 山口
1 4 687 河部　佳則 福山平成大 49.39 Q 1 8 836 末益　直輝 山口大 49.61 Q

ｲﾊﾗ ﾐﾁﾀｶ 山口 ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ 山口
2 8 838 井原　充貴 山口大 50.08 q 2 3 912 笹村　直也 山口高 49.70 q

ｱﾐﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 広島 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ 広島
3 3 740 網村　智幸 広島経済大 50.18 q 3 6 686 平山　雄造 福山平成大 50.83

ﾅｶﾑﾗｺｳﾒｲ 島根 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口
4 6 248 中村　紘明 島根大 50.86 4 7 906 桑田　大貴 山口県鴻城高 50.96

ｼﾐｽﾞ　ｽｸﾞﾙ 岡山 ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島
5 5 554 清水　龍 三菱自動車水島 50.96 5 5 658 曽禰　和彦 宮島工業高 51.57

ﾂｷﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 岡山 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 鳥取
6 7 487 築山　隆典 美作大TC 51.89 4 37 前田　慧 横浜国立大 DNS

ｵｵｽｷﾞﾀﾛｳ 島根
7 2 250 大杉　太郎 島根大 53.08

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

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ 山口 ｶﾔﾀﾞ　ｺｳ 広島
1 4 911 松原　哲也 山口県鴻城高 49.12 Q 1 3 732 茅田　昂 修道高 48.91 Q

ｱﾂﾐ 　ﾅﾙ 広島 ﾂｼﾏ ﾜﾀﾙ 岡山
2 5 759 厚見　成 国際武道大 50.39 2 5 516 津島　渉 岡山商科大 49.72 q

ｵﾊﾞﾗﾕｳｼﾞ 島根 ﾔﾏﾀﾞ　ﾔｽﾋﾛ 岡山
3 6 249 小原　祐二 島根大 50.82 3 4 489 山田　泰裕 TeamR 50.21

ﾅｶｼﾏｼﾝｽｹ 島根 ｶﾜﾓﾄｼｵﾝ 島根
4 8 280 中島　慎輔 大田高 51.43 4 6 266 河本　志音 開星高 50.61

ﾅﾂｷ ｷｮｳﾍｲ 広島 ﾀﾆ ｹﾝﾀ 広島
5 3 620 夏木　恭平 神辺旭高 51.52 5 2 676 谷　健太 福岡教育大 50.99

ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 山口 ﾌｼﾞﾊﾗﾉﾘﾐﾂ 島根
6 2 804 福田　浩二 宇部市陸協 51.53 8 205 藤原　紀允 松江西高 DNS

ﾐﾂｷ ｻﾄｼ 岡山 ｲｲﾂｶﾕｳｷ 島根
7 7 552 光木　智 旭化成水島 52.12 7 235 飯塚　優希 大社高 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ 山口

1 6 911 松原　哲也 山口県鴻城高 47.81
ｶﾔﾀﾞ　ｺｳ 広島

2 4 732 茅田　昂 修道高 48.03
ｽｴﾏｽ ﾅｵｷ 山口

3 3 836 末益　直輝 山口大 49.17
ｶﾜﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 広島

4 5 687 河部　佳則 福山平成大 49.47
ﾂｼﾏ ﾜﾀﾙ 岡山

5 7 516 津島　渉 岡山商科大 49.56
ｱﾐﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 広島

6 1 740 網村　智幸 広島経済大 49.78
ｲﾊﾗ ﾐﾁﾀｶ 山口

7 2 838 井原　充貴 山口大 50.47
ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ 山口

8 912 笹村　直也 山口高 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子800m

日本記録　　 (NR) 1.46.18 小野　友誠 (法政大) 1994 8月23日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ
中国記録 (AR) 1.47.96 宮崎　　輝 (日体大･山口) 2007
大会記録 (GR) 1.51.6 藪　　崇之 (武田薬品･山口) 1992

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

ﾀﾆﾀ ｶｽﾞｱｷ 岡山 ﾐﾜ ﾃﾂﾛｳ 山口
1 5 430 谷田　一晃 倉敷工業高 1.58.30 1 4 833 三輪　徹郎 山口大 1.57.75

ｸﾘﾀ ｼｮｳﾀ 鳥取 ﾋﾗﾀ ｹｲ 広島
2 4 71 栗田　翔太 立教大 1.58.33 2 6 644 平田　圭 庄原格致高 1.57.94

ﾋｶｻ　ﾋﾛﾐﾂ 岡山 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 広島
3 6 423 日笠　裕允 Team龍虎 1.59.91 3 3 728 住田　和人 広島修道大 1.58.93

ｳﾁﾄﾞﾐ ﾄﾓﾕｷ 山口 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻｼ 鳥取
4 3 905 内富　智之 山口県鴻城高 2.00.20 4 2 2 前田　久 広島大 1.59.79

ﾊﾗｹｲﾀ 島根 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋｻ 山口
5 8 283 原　渓太 松江南高 2.00.23 5 5 814 岩見　高尚 柳井市陸協 1.59.86

ｵｸﾀﾞｶｽﾞﾔ 島根 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 鳥取
7 307 奥田　和也 隠岐高 DNS 6 8 33 河本　将志 岡山商科大 2.06.22

ﾂｼﾏ ﾜﾀﾙ 岡山
7 516 津島　渉 岡山商科大 DNS

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

ｹﾝﾓﾂ　ﾄｼﾋﾛ 岡山 ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ 山口
1 4 471 監物　稔浩 環太平洋大 1.54.54 1 7 912 笹村　直也 山口高 1.52.11

ｾﾉｵ　ﾏｻﾄﾗ 広島 ｷﾑﾗﾀｶｼ 島根
2 5 670 妹尾　政虎 福岡大 1.56.03 2 4 292 木村　考志 広島経済大 1.52.12

ｼﾉﾓﾘ ｾｲｼﾞ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 広島
3 7 879 篠森　聖司 下関中央工業高 1.56.45 3 6 727 原田　祐太郎 広島修道大 1.54.00

ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 ｶﾈｺﾔｽﾋｻ 島根
4 3 431 浜田　大輔 大阪体大 1.59.98 4 8 260 金子　恭久 岡山商科大 2.00.17

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 広島 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｿｳｽｹ 岡山
5 8 757 山口　智洋 岡山商科大 2.02.79 5 5 464 東原　壮助 N.W.O 2.03.51

ｻｻｷ ｹｲﾀ 広島 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｽｹ 広島
6 6 671 佐々木　啓太 福岡大 2.14.70 6 2 723 松下　隆輔 広島修道大 2.04.66

ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 岡山
2 875 村中　洸輝 下関商業高 DNS 3 451 岡崎　達郎 早稲田大 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

総合順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 912 笹村　直也 ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ 山口高 1.52.11 4 7 1
2 292 木村　考志 (3) ｷﾑﾗﾀｶｼ 広島経済大 1.52.12 4 4 2
3 727 原田　祐太郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 広島修道大 1.54.00 4 6 3
4 471 監物　稔浩 ｹﾝﾓﾂ　ﾄｼﾋﾛ 環太平洋大 1.54.54 3 4 1
5 670 妹尾　政虎 ｾﾉｵ　ﾏｻﾄﾗ 福岡大 1.56.03 3 5 2
6 879 篠森　聖司 ｼﾉﾓﾘ ｾｲｼﾞ 下関中央工業高 1.56.45 3 7 3
7 833 三輪　徹郎 ﾐﾜ ﾃﾂﾛｳ 山口大 1.57.75 2 4 1
8 644 平田　圭 ﾋﾗﾀ ｹｲ 庄原格致高 1.57.94 2 6 2

凡例 DNS：欠場 1/1



男子1500m

日本記録　　 (NR) 3.37.42 小林　史和 (ＮＴＮ) 2004 8月22日 13:45 決勝
中国記録 (AR) 3.40.20 高岡　寿成 (鐘紡・山口) 1999
大会記録 (GR) 3.48.4 浜村　秀昭 (協和発酵・山口) 1979

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｹﾝﾓﾂ　ﾄｼﾋﾛ 岡山

1 2 471 監物　稔浩 環太平洋大 3.56.66
ﾂｶﾞﾜﾋﾛｼ 島根

2 5 277 津川　広志 松江市陸協 3.58.13
ﾐﾜ ﾃﾂﾛｳ 山口

3 10 833 三輪　徹郎 山口大 4.01.93
ﾌｸﾓﾄ ｻﾄｼ 山口

4 6 834 福本　吏志 山口大 4.03.19
ｵｺﾞｳ ｶｽﾞｷ 岡山

5 12 465 小郷　和希 福島大 4.05.11
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｽｹ 山口

6 15 827 杉山　泰祐 岡山大 4.05.77
ﾎﾘ ﾋﾛｷ 広島

7 9 649 堀　弘樹 順天堂大 4.08.74
ﾊﾔｼ　ｽｸﾞﾙ 岡山

8 11 449 林　優 関西高 4.09.95
ｶｲﾊﾗ ｹﾝﾀ 岡山

9 14 519 貝原　健太 岡山商科大 4.10.38
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 岡山

10 13 470 藤田　裕貴 環太平洋大 4.10.94
ﾌｼﾞｴ ｼﾞｭﾝ 鳥取

11 16 41 藤江　潤 陸上自衛隊米子 4.12.87
ﾌｸｴ ﾋﾛﾔ 岡山

12 3 450 福江　宏弥 関西高 4.13.00
ｶﾈｺﾔｽﾋｻ 島根

13 8 260 金子　恭久 岡山商科大 4.14.34
ｶﾜﾑﾗ　ﾏｻﾉﾌﾞ 山口

14 4 807 河村　政伸 トクヤマ 4.16.69
ﾋｶｻ　ﾋﾛﾐﾂ 岡山

15 7 423 日笠　裕允 Team龍虎 4.17.58
ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 岡山

1 451 岡崎　達郎 早稲田大 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子5000m

日本記録　　 (NR) 13.13.20 松宮　隆行 (コニカミノルタ) 2007 8月22日 17:20 決勝
中国記録 (AR) 13.13.40 高岡　寿成 (鐘紡･山口) 1998
大会記録 (GR) 13.56.3 上地　修二 (東洋工業･広島) 1989

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾑﾗｲｱｷﾋｺ 広島

1 8 617 圓井　彰彦 マツダ 14.51.32
ﾀｺﾞ ﾔｽﾋﾛ 広島

2 2 608 田子　康宏 中国電力 15.08.61
ｲﾋﾗ ﾄﾓﾕｷ 岡山

3 4 502 井平　智之 JFEスチール 15.10.65
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 山口

4 5 812 藤本　正洋 光市陸協 15.25.92
ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ 鳥取

5 6 34 三谷　耕次 布勢ＡＣ 15.51.17
ﾜﾀﾞｼｭｳﾍｲ 島根

6 7 281 和田　周平 大田高 15.52.97
ｵｵﾆｼ ﾅｵﾕｷ 鳥取

7 9 36 大西　直幸 日立金属ＲＣ 15.58.17
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 岡山

3 480 岡本　雄大 岡山工業高 DNS
ｵﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 広島

1 638 小村　章悟 JFEスチール DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子10000m

日本記録　　 (NR) 27.35.09 高岡　寿成 (カネボウ) 2001 8月22日 18:05 決勝
中国記録 (AR) 27.35.09 高岡　寿成 (鐘紡) 2001
大会記録 (GR) 28.49.16 ラバン・カギカ (NKK・広島) 1998

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 岡山

1 3 501 藤田　昌也 JFEスチール 30.54.33
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 広島

2 9 639 山本　泰之 JFEスチール 31.16.53
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 山口

3 7 821 斎藤　亮 山口合同ガス 32.02.06
ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

4 1 40 池本　大介 陸上自衛隊米子 32.16.13
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｱｷ 岡山

5 8 448 山本　泰明 岡山陸協 32.53.09
ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 山口

6 2 811 磯村　俊祐 東ソー 32.53.55
ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 鳥取

7 4 39 高田　浩史 陸上自衛隊米子 32.55.38
ﾌｸﾊﾞｼｭﾝｻｸ 島根

8 10 286 福場　俊策 益田市陸協 33.36.19
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 岡山

9 6 517 大森　雄貴 岡山商科大 33.45.17
ﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 鳥取

11 38 原　真一 陸上自衛隊米子 DNS
ｸﾎﾞﾀｼﾝｺﾞ 島根

5 221 久保田　真伍 明誠高 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子110mH

日本記録　　 (NR) 13.39 谷川　　聡 (ミズノ) 2004 8月22日 15:05 予選
中国記録 (AR) 13.83 入江　幸人 (APF・TC・広島) 1996 8月22日 17:10 決勝
大会記録 (GR) 14.02 杉本　　渉 (福岡大･山口) 2006

予選 5組0着+8

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

ｶﾜﾓﾄ　ｹﾝｼﾞ 広島 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取
1 4 689 川本　建司 福山平成大 14.56 q 1 3 70 西澤　真徳 福岡大 14.47 q

ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 岡山
2 3 803 杉本　渉 潮AC 14.66 q 2 7 417 佐藤　洋平 フェニックス 14.98 q

ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ 島根 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 鳥取
3 6 261 永岡　大 岡山商科大 14.75 q 3 5 67 佐々木　亮輔 大阪体大 15.72

ﾉﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 鳥取 ﾐｶﾓ ｼｮｳﾀ 岡山
4 8 3 野間田　孝志 日体大 15.46 4 4 463 美甘　奨太 広島経済大 16.16

ﾆｼｵ ﾄﾓﾔ 広島 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口
5 5 672 西尾　知也 福岡大 15.77 5 8 895 竹本　直人 防府高 18.82

ﾔｽﾀﾞﾀｶﾔ 島根 ｺｳﾉﾀｶﾉﾘ 島根
6 7 287 安田　貴也 松江北高 16.56 2 222 河野　誉仁 明誠高 DNS

ｶﾜﾃ ｶｽﾞﾖｼ 山口
6 837 川手　一佳 山口大 DNS

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

ﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 山口 ｱﾍﾞ　ﾀｶﾄｼ 岡山
1 4 810 野元　秀樹 パテックサプライ14.89 q 1 6 572 安部　孝駿 玉野光南高 14.59 q

ｵﾘﾊｼ　ﾀｶｱｷ 広島 ﾋﾀﾞｶｿｳｲﾁﾛｳ 島根
2 6 677 渡橋　隆明 福岡教育大 15.26 2 3 263 日高　聡一郎 Pearl TC 15.23

ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀ 岡山 ｽﾐｶﾜ ﾖｳｲﾁ 広島
3 5 434 黒田　航太 大阪体大 15.86 3 4 710 澄川　陽一 JFEスチール 15.30

ｱﾘﾏﾂ ﾋﾛｼ 岡山 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 広島
4 3 586 有松　寛 環太平洋大 15.94 4 5 682 林　亮太 福山平成大 15.33

ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 ｾｻｷﾏｻｼ 島根
5 8 883 岡中　文雄 豊浦高 16.86 5 7 254 瀬崎　政志 松江高専 15.84

ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口 ｻｻｷﾀｸ 島根
6 2 863 大賀　伸彦 西京高 17.10 6 8 288 佐々木　拓 松江北高 16.50

ﾋﾗｷﾞ ｹｲﾀ 鳥取 ｼｹﾞﾓﾄﾀｶﾉﾘ 山口
7 20 平木　敬太 鳥取陸協 DNS 7 2 894 重本　崇位 防府高 18.06

5組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡山 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 507 田村　元弘 岡山AC 14.85 q ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取

ﾀﾏｷ　ｲﾂｵ 岡山 1 4 70 西澤　真徳 福岡大 14.15
2 6 433 田槙　佑吏生 大阪体大 15.70 ｱﾍﾞ　ﾀｶﾄｼ 岡山

ｶｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 岡山 2 6 572 安部　孝駿 玉野光南高 14.31
3 3 493 鍵本　直也 邑久高 15.91 ﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 山口

ｻｻﾍﾞ　ﾋﾛｱｷ 広島 3 1 810 野元　秀樹 パテックサプライ14.32
4 2 647 笹部　弘祥 市立呉高 16.04 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口

ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾌﾐ 山口 4 5 803 杉本　渉 潮AC 14.41
5 7 824 大隈　裕文 山口市陸協 17.03 ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡山

ﾅｶﾆｼ　ｼﾞｮｳｼﾞ 広島 5 8 507 田村　元弘 岡山AC 14.55
4 646 中西　尉二 市立呉高 DSQ ｶﾜﾓﾄ　ｹﾝｼﾞ 広島

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 岡山 6 3 689 川本　建司 福山平成大 14.63
8 462 井上　博之 広島経済大 DNS ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ 島根

7 7 261 永岡　大 岡山商科大 14.89
ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 岡山

8 2 417 佐藤　洋平 フェニックス 15.38

風: -2.6

風: -3.6 風: -2.1

風: -2.8

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

風: -1.7 風: -2.9

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 1/1



男子400mH

日本記録　　 (NR) 47.89 為末　　大 (法政大) 2001 8月23日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ
中国記録 (AR) 47.89 為末　　大 (法政大・広島) 2001
大会記録 (GR) 51.26 横原　和真 (鳥取大・鳥取) 2005

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

ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ 島根 ﾄﾘｺﾞｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岡山
1 4 284 小林　亮太 松江南高 59.28 1 4 573 鳥越　淳一 玉野光南高 55.40

ﾜｶｻﾕｳｽｹ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ 岡山
2 8 279 若狭　祐亮 安来高 1.04.77 2 3 406 山本　将 美作高 56.48

ｶﾓﾄﾏｻﾋﾛ 島根 ﾌｼﾞﾊﾗﾉﾘﾐﾂ 島根
6 233 嘉本　真宏 大社高 DNS 3 5 205 藤原　紀允 松江西高 56.89

ｴｽﾐﾕｳｼ 島根 ﾜﾀﾞｴｲｲﾁﾛｳ 山口
7 234 江角　有史 大社高 DNS 4 6 856 和田　瑛一郎 美作大 58.14

ｶﾝﾀﾞｱｷﾉﾘ 島根 ｺﾃﾗ ｺｳｽｹ 鳥取
5 267 神田　明典 開星高 DNS 5 8 45 小寺　弘佑 鳥取大 58.40

ﾌｸﾁ ｺｳﾔ 山口 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口
3 913 福地　航弥 山口中央高 DNS 7 889 小松　亮 萩高 DSQ,*T6

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

ﾐﾂｷ ｻﾄｼ 岡山 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｼﾛｳ 岡山
1 3 552 光木　智 旭化成水島 54.40 1 5 486 藤原　啓史朗 立教大 52.96

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 広島 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口
2 5 712 平田　和宏 JFEスチール 55.38 2 4 880 山田　淳史 下関西高 54.25

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 広島 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 岡山
3 6 635 樋口　雄介 広島市陸協 55.75 3 3 525 大久保　仁志 美作大 58.23

ﾔﾏﾓﾄﾏｻｼﾞﾛｳ 広島 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ 広島
4 8 618 山本　真二郎 神辺旭高 57.90 4 7 686 平山　雄造 福山平成大 1.00.36

ｺﾏﾂ ﾄｼﾔ 広島 ｻｲｷ ﾄｼｷ 鳥取
5 4 724 小松　俊也 広島修道大 59.24 8 68 齋木　俊輝 大阪体大 DNS

ｶﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 鳥取 ﾑﾈﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾕｷ 広島
7 42 加藤　秀治 日本大 DNS 6 678 宗田　英之 福岡教育大 DNS

ｻﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 岡山 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸ 広島
2 515 佐原　章吾 岡山商科大 DNS 2 720 武田　拓 井口高 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥取
1 2 1 横原　和真 鳥取県教委 52.11

ﾅｶﾀﾞ　ｺｳｽｹ 岡山
2 5 569 中田　康介 関西大 52.37

ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 広島
3 3 699 砂田　政伸 ASフクヤマ 53.07

ﾅｶﾑﾗｺｳﾒｲ 島根
4 4 248 中村　紘明 島根大 53.58

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 広島
5 8 673 小林　祐貴 福岡大 54.94

ｶﾜﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 広島
6 7 687 河部　佳則 福山平成大 55.55

ﾀﾒﾓﾄ ｺｳﾍｲ 岡山
6 570 為本　康平 関西大 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

総合順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1 横原　和真 ﾖｺﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥取 鳥取県教委 52.11 5 2 1
2 569 中田　康介 ﾅｶﾀﾞ　ｺｳｽｹ 岡山 関西大 52.37 5 5 2
3 486 藤原　啓史朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｼﾛｳ 岡山 立教大 52.96 4 5 1
4 699 砂田　政伸 ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 広島 ASフクヤマ 53.07 5 3 3
5 248 中村　紘明 ﾅｶﾑﾗｺｳﾒｲ 島根 島根大 53.58 5 4 4
6 880 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口 下関西高 54.25 4 4 2
7 552 光木　智 ﾐﾂｷ ｻﾄｼ 岡山 旭化成水島 54.40 3 3 1
8 673 小林　祐貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 広島 福岡大 54.94 5 8 5

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 *T6：ハードル外通過



男子3000mSC

日本記録　　 (NR) 8.18.93 岩水　嘉孝 (トヨタ自動車) 2003 8月22日 16:15 決勝
中国記録 (AR) 8.19.52 新宅　雅也 (エスビー食品・広島) 1980
大会記録 (GR) 8.53.3 音喜多　正志 (鐘紡) 1986

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾆｼ ﾅｵﾕｷ 鳥取

1 2 36 大西　直幸 日立金属ＲＣ 9.24.99
ﾔﾏﾌﾞｷｱｷﾗ 島根

2 3 278 山吹　彰 江の川AC 9.28.48
ｵｶﾀﾞｼｮｳｼﾞ 島根

3 4 257 岡田　翔治 岡山商科大 9.29.19
ｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 広島

4 5 760 木戸　大介 国際武道大 9.33.71
ﾋﾗｵｶ ﾕｳ 広島

5 11 616 平岡　悠 名古屋大 9.36.94
ｼﾝﾀﾆｱｷﾋﾛ 広島

6 8 615 新谷　壮大 福山葦陽高 9.58.38
ｵｵﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ 鳥取

7 13 35 太田垣　和也 布勢ＡＣ 9.58.87
ｶﾜﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 山口

8 9 835 川原　明洋 山口大 9.59.11
ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾄｼ 岡山

9 10 425 髙橋　正俊 倉敷南高 10.03.72
ﾐｳﾗｶﾈﾏｻ 島根

10 6 258 三浦　兼暢 岡山商科大 10.27.57
ｲﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 岡山

1 401 伊永　亮太 岡山東商業高 DSQ
ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 岡山

14 460 青山　貴紀 倉敷高 DNS
ﾐﾂﾀｹ ｶｽﾞｷ 岡山

7 461 満武　和樹 倉敷高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡山

15 514 山田　翔太 岡山商科大 DNS
ﾀﾞｲｸﾔ ｼｭｳﾍｲ 広島

12 766 大工谷　秀平 東京農業大 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場 1/1



男子4×100mR

日本記録　　 (NR) 38.03 塚原・末續・高平・朝原 (日本) 2007 8月22日 13:15 予選
中国記録 (AR) 39.60 岩本・石倉・野田・木原 (島根県・島根) 2002 8月22日 17:55 決勝
大会記録 (GR) 40.84 堀川・鈴木・松田・瀬尾 (広島経済大・広島) 1998

予選 5組0着+8

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大学 42.23 q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山工業高校 42.38 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

1 523 片山　真輔 岡山 美作大 1 477 小林　祐介 岡山 岡山工業高
ﾂﾊﾞｷ　ｷﾖｼﾛｳ ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ

2 528 鍔木　清志郎 岡山 美作大 2 478 徳永　大地 岡山 岡山工業高
ｻｻｵｶ ﾘｮｳｽｹ ﾅｽ ﾕｳｷ

3 526 笹岡　亮佑 岡山 美作大 3 481 那須　祐樹 岡山 岡山工業高
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

4 524 笹鹿　晶裕 岡山 美作大 4 476 黒田　寛亮 岡山 岡山工業高

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島経済大 43.00 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宮島工業高校 43.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｼﾐｽﾞﾘｮｳﾀ ﾀｼﾏ ｹｲｲﾁ

1 295 清水　亮太 島根 広島経済大 1 654 田島　慶一 広島 宮島工業高
ｶﾈﾁｸｼｭﾝｽｹ ｼｵﾀ ﾏﾓﾙ

2 294 金築　俊輔 島根 広島経済大 2 653 塩田　衛 広島 宮島工業高
ﾀｶﾂｶﾀﾞｲ ｱﾀﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ

3 293 高塚　大 島根 広島経済大 3 651 新　憲太郎 広島 宮島工業高
ｵｸﾞﾗｼｮｳｺﾞ ﾌﾙﾓﾄ　ﾋﾛｷ

4 296 小倉　彰悟 島根 広島経済大 4 656 古本　洋規 広島 宮島工業高

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南高校 43.91 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英高校 44.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ ｼﾓｼﾛ ﾖｼｱｷ

1 581 井上　亮 岡山 玉野光南高 1 23 下城　良明 鳥取 鳥取中央育英高
ｱｻﾉ　ｼﾝﾉｽｹ ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

2 578 浅野　慎之佑 岡山 玉野光南高 2 26 佐藤　望 鳥取 鳥取中央育英高
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ

3 579 林　瑞希 岡山 玉野光南高 3 25 後藤　雅之 鳥取 鳥取中央育英高
ｵｶﾍﾞ ﾕｷ ﾖｼﾓﾁ ﾀｶﾋﾛ

4 580 岡部　佑紀 岡山 玉野光南高 4 24 吉持　隆博 鳥取 鳥取中央育英高

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京高等学校 44.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ

1 868 増野　尚樹 山口 西京高
ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ

2 867 松浦　隼斗 山口 西京高
ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ

3 862 潮　良祐 山口 西京高
ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ

4 864 大谷　龍矢 山口 西京高

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 皆実高校 42.23 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭高校 42.78

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
ﾓﾘｶﾜ　ﾏｻｷ ﾅﾂｷ ｷｮｳﾍｲ

1 751 森川　正基 広島 皆実高 1 620 夏木　恭平 広島 神辺旭高
ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ ﾓﾘｶﾈｾｲｼﾞ

2 750 浅井　良太 広島 皆実高 2 619 森兼　聖児 広島 神辺旭高
ﾀﾃﾀﾞ　ﾕｳﾀ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ

3 749 建田　勇太 広島 皆実高 3 622 林　拓実 広島 神辺旭高
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

4 753 北村　拓也 広島 皆実高 4 621 寺田　貴洋 広島 神辺旭高

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作高校 43.05 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 JFEスチール 43.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｽﾉｳﾁ　ﾕｳｽｹ ｽﾐｶﾜ ﾖｳｲﾁ

1 413 須内　侑哉 岡山 美作高 1 710 澄川　陽一 広島 JFEスチール
ﾖﾘﾂﾈ　ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾞﾄ　ﾀﾞｲｽｹ

2 414 頼経　正伍 岡山 美作高 2 711 永戸　大祐 広島 JFEスチール
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

3 406 山本　将 岡山 美作高 3 712 平田　和宏 広島 JFEスチール
ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄｼ ﾋﾉ ｺｳｼﾞ

4 412 竹内　雅俊 岡山 美作高 4 709 日野　浩二 広島 JFEスチール

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口合同ガス 43.59 DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｺﾑﾗ ﾏｻｼ

1 820 小村　昌史 山口 山口合同ガス
ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾄｼ

2 817 大原　一敏 山口 山口合同ガス
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

3 823 藤村　佳孝 山口 山口合同ガス
ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ

4 822 藤澤　圭祐 山口 山口合同ガス

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

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/3



男子4×100mR

日本記録　　 (NR) 38.03 塚原・末續・高平・朝原 (日本) 2007 8月22日 13:15 予選
中国記録 (AR) 39.60 岩本・石倉・野田・木原 (島根県・島根) 2002 8月22日 17:55 決勝
大会記録 (GR) 40.84 堀川・鈴木・松田・瀬尾 (広島経済大・広島) 1998

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県鴻城高等学校 41.66 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 三菱自動車水島 41.78 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ｻﾜﾀﾞ　ﾀｶﾐﾂ

1 909 原田　晋吾 山口 山口県鴻城高 1 561 澤田　誉光 岡山 三菱自動車水島
ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ

2 910 廣中　智紀 山口 山口県鴻城高 2 553 武田　卓也 岡山 三菱自動車水島
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ

3 911 松原　哲也 山口 山口県鴻城高 3 560 山崎　貴博 岡山 三菱自動車水島
ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ ﾐﾔｹ ﾖｳﾍｲ

4 908 能美　新吾 山口 山口県鴻城高 4 564 三宅　洋平 岡山 三菱自動車水島

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大阪体育大学 42.15 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島経済大学 42.61
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

ﾀﾏｷ　ｲﾂｵ ｼﾀｵｶ　ﾋﾛｼ

1 433 田槙　佑吏生 岡山 大阪体大 1 744 下岡　紘士 広島 広島経済大
ﾔﾏﾜｷ ﾜﾀﾙ ﾌﾙﾀ ｼﾝﾔ

2 435 山脇　渉 岡山 大阪体大 2 743 古田　真也 広島 広島経済大
ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ ｶﾘﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾌﾐ

3 432 大内　英之 岡山 大阪体大 3 742 鳫林　隆文 広島 広島経済大
ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｱﾐﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ

4 436 秋山　大祐 岡山 大阪体大 4 740 網村　智幸 広島 広島経済大

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島S,R,P,C 43.27 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田高 43.44
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾋﾗｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ ﾋﾗﾉﾕｳｽｹ

1 659 平岡　健太朗 広島 広島S,R,P,C 1 207 平野　祐介 (2) 島根 益田高
ﾜｶｴ　ﾏｻｼ ﾖｼｵｶｼﾝｼﾞ

2 660 若江　真志 広島 広島S,R,P,C 2 211 吉岡　慎司 島根 益田高
ｽｶﾞﾊﾗ　ﾄｵﾙ ﾄﾖﾀﾏｻﾋﾄ

3 661 菅原　徹 広島 広島S,R,P,C 3 209 豊田　正仁 島根 益田高
ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾄﾞｲﾅｵﾄ

4 663 野崎　秀和 広島 広島S,R,P,C 4 206 土井　尚人 (2) 島根 益田高

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英高等学校 44.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾒｼﾉ ﾀｸﾏ

1 902 飯野　拓麻 山口 誠英高
ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ

2 898 蔵重　佑一 山口 誠英高
ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

3 897 上田　翔太 山口 誠英高
ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ

4 904 安村　樹輝 山口 誠英高

4組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山県立大学 42.17 q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 川崎医療福祉大学 42.92

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾔﾏﾅ ｶｽﾞﾔ ﾊﾔｼ ﾖﾉﾘ

1 443 山名　和也 岡山 岡山県立大 1 548 林　良規 岡山 川崎医療福祉大
ﾀﾉｳｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ

2 442 田上　真一郎 岡山 岡山県立大 2 547 広田　和哉 岡山 川崎医療福祉大
ﾋﾗｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ

3 440 平坂　和弘 岡山 岡山県立大 3 546 樋口　善久 岡山 川崎医療福祉大
ｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾐｽﾞﾊﾀ ｶｽﾞﾔ

4 437 岡　宗一郎 岡山 岡山県立大 4 551 水畑　和也 岡山 川崎医療福祉大

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 修道高校 43.10 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取大学 43.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾔ ｱﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1 733 徳田　聡也 広島 修道高 1 50 有本　淳哉 鳥取 鳥取大
ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛｷ ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾛ

2 735 藤田　浩貴 広島 修道高 2 44 松井　彰弘 鳥取 鳥取大
ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾋﾛﾕｷ ﾊｼﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

3 737 山上　紘幸 広島 修道高 3 51 橋本　陽平 鳥取 鳥取大
ｶﾔﾀﾞ　ｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ

4 732 茅田　昂 広島 修道高 4 52 山田　達彦 鳥取 鳥取大

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭高校 44.28 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 開星高 46.01
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

ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ ﾋﾖｼﾀｶﾋﾗ

1 59 陣在　和成 鳥取 八頭高 1 271 日吉　貴平 島根 開星高
ﾖﾈｲ ﾄﾓﾋﾛ ｶﾓｷﾞｷｮｳﾍｲ

2 58 米井　智大 鳥取 八頭高 2 270 鴨木　恭平 島根 開星高
ｸﾆｵｶ ﾀｸﾔ ｶﾄﾞﾜｷﾘｮｳ

3 60 國岡　拓也 鳥取 八頭高 3 272 門脇　凌 島根 開星高
ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ ｿﾀﾄｼﾋﾛ

4 63 下田　将 鳥取 八頭高 4 275 曽田　敏裕 島根 開星高

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口大学 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

凡例 DNS：欠場 2/3



男子4×100mR

日本記録　　 (NR) 38.03 塚原・末續・高平・朝原 (日本) 2007 8月22日 13:15 予選
中国記録 (AR) 39.60 岩本・石倉・野田・木原 (島根県・島根) 2002 8月22日 17:55 決勝
大会記録 (GR) 40.84 堀川・鈴木・松田・瀬尾 (広島経済大・広島) 1998

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

5組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山商大AC 42.10 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 ASフクヤマ 42.52

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳ ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

1 453 鳥越　翔 岡山 岡山商大AC 1 699 砂田　政伸 広島 ASフクヤマ
ｶｻﾞﾊﾔ ｶｽﾞﾔ ﾀﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ

2 456 風早　一也 岡山 岡山商大AC 2 698 田村　孝洋 広島 ASフクヤマ
ｶｼﾞﾜﾗ　ﾀﾞｲｽｹ ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ

3 455 梶原　大資 岡山 岡山商大AC 3 706 藤井　宏幸 広島 ASフクヤマ
ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ ﾀｶｽｷﾞ ﾖｼﾕｷ

4 457 片山　誠太郎 岡山 岡山商大AC 4 702 高杉　義行 広島 ASフクヤマ

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 島根大 43.18 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 福山平成大学 43.63
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵｽｷﾞﾀﾛｳ ｼｹﾞﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ

1 250 大杉　太郎 (2) 島根 島根大 1 680 重村　隆洋 広島 福山平成大
ｼﾓﾀﾞｲｽｹ ﾀﾜ　ﾉﾌﾞﾕｷ

2 245 下　大輔 (3) 島根 島根大 2 681 田和　伸裕 広島 福山平成大
ｷﾀｶﾞｷｹﾝｼﾞﾛｳ ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

3 251 北垣　研二郎 島根 島根大 3 682 林　亮太 広島 福山平成大
ｽｶﾞﾓﾄﾋﾗｸ ﾐﾔﾁ ｹﾝﾀ

4 246 菅本　啓 (2) 島根 島根大 4 683 宮地　健太 広島 福山平成大

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 明誠高 44.63 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山商科大学 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀｶﾀｼｮｳﾍｲ

1 220 高田　翔平 (2) 島根 明誠高
ｺｳﾉﾀｶﾉﾘ

2 222 河野　誉仁 (2) 島根 明誠高
ｵｶﾀｶﾉﾘ

3 225 岡　高儀 島根 明誠高
ｵｵﾀｹﾝﾄ

4 226 太田　健斗 島根 明誠高

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山大学 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

決勝

1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大学 41.27 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 三菱自動車水島 41.52
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

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｽｹ ｻﾜﾀﾞ　ﾀｶﾐﾂ

1 523 片山　真輔 岡山 美作大 1 561 澤田　誉光 岡山 三菱自動車水島
ﾂﾊﾞｷ　ｷﾖｼﾛｳ ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ

2 528 鍔木　清志郎 岡山 美作大 2 553 武田　卓也 岡山 三菱自動車水島
ｻｻｵｶ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ

3 526 笹岡　亮佑 岡山 美作大 3 560 山崎　貴博 岡山 三菱自動車水島
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ ﾐﾔｹ ﾖｳﾍｲ

4 524 笹鹿　晶裕 岡山 美作大 4 564 三宅　洋平 岡山 三菱自動車水島

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県鴻城高等学校 41.53 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山商大AC 41.73
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳ

1 909 原田　晋吾 山口 山口県鴻城高 1 453 鳥越　翔 岡山 岡山商大AC
ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ ｶｻﾞﾊﾔ ｶｽﾞﾔ

2 910 廣中　智紀 山口 山口県鴻城高 2 456 風早　一也 岡山 岡山商大AC
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ ｶｼﾞﾜﾗ　ﾀﾞｲｽｹ

3 911 松原　哲也 山口 山口県鴻城高 3 455 梶原　大資 岡山 岡山商大AC
ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ

4 908 能美　新吾 山口 山口県鴻城高 4 457 片山　誠太郎 岡山 岡山商大AC

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山県立大学 41.82 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大阪体育大学 41.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏﾅ ｶｽﾞﾔ ﾀﾏｷ　ｲﾂｵ

1 443 山名　和也 岡山 岡山県立大 1 433 田槙　佑吏生 岡山 大阪体大
ﾀﾉｳｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

2 442 田上　真一郎 岡山 岡山県立大 2 436 秋山　大祐 岡山 大阪体大
ﾋﾗｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ ﾔﾏﾜｷ ﾜﾀﾙ

3 440 平坂　和弘 岡山 岡山県立大 3 435 山脇　渉 岡山 大阪体大
ｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

4 437 岡　宗一郎 岡山 岡山県立大 4 432 大内　英之 岡山 大阪体大

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山工業高校 41.89 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 皆実高校 42.08
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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ﾓﾘｶﾜ　ﾏｻｷ

1 477 小林　祐介 岡山 岡山工業高 1 751 森川　正基 広島 皆実高
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ

2 478 徳永　大地 岡山 岡山工業高 2 750 浅井　良太 広島 皆実高
ﾅｽ ﾕｳｷ ﾀﾃﾀﾞ　ﾕｳﾀ

3 481 那須　祐樹 岡山 岡山工業高 3 749 建田　勇太 広島 皆実高
ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ

4 476 黒田　寛亮 岡山 岡山工業高 4 753 北村　拓也 広島 皆実高

凡例 DNS：欠場 3/3



男子4×400mR

日本記録　　 (NR) 3.00.76 苅部･伊東・小坂田・大森 (日本) 1996 8月23日 10:30 予選
中国記録 (AR) 3.11.20 坂本・藤井・石橋・真鍋 (広島経済大・広島) 1993 8月23日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 3.14.69 坂本・吉野・瀬尾・高野 (広島経済大・広島) 1996

予選 4組1着+4

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 ASフクヤマ 3.22.90 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大学 3.23.63

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
ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ ｻｻｵｶ ﾘｮｳｽｹ

1 699 砂田　政伸 広島 ASフクヤマ 1 526 笹岡　亮佑 岡山 美作大
ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｽｹ

2 705 高木　靖幸 広島 ASフクヤマ 2 523 片山　真輔 岡山 美作大
ﾀﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ ﾂﾊﾞｷ　ｷﾖｼﾛｳ

3 698 田村　孝洋 広島 ASフクヤマ 3 528 鍔木　清志郎 岡山 美作大
ｲﾅｶﾞｷｱﾂｼ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｼ

4 708 稲垣　惇史 広島 ASフクヤマ 4 525 大久保　仁志 岡山 美作大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 修道高校 3.24.56 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宮島工業高校 3.26.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾋﾛﾕｷ ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ

1 737 山上　紘幸 広島 修道高 1 658 曽禰　和彦 広島 宮島工業高
ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾔ ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾕｳｽｹ

2 733 徳田　聡也 広島 修道高 2 652 川端　佑典 広島 宮島工業高
ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛｷ ｵｵﾏﾜﾘ　ｺｳﾍｲ

3 735 藤田　浩貴 広島 修道高 3 657 大廻　晃平 広島 宮島工業高
ｶﾔﾀﾞ　ｺｳ ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

4 732 茅田　昂 広島 修道高 4 655 田村　憲二 広島 宮島工業高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英高校 3.27.87 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商業高等学校 3.29.05
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

ｲｹﾀﾞ ﾔｽｱｷ ｵﾉ ﾏｻﾙ

1 22 池田　泰明 鳥取 鳥取中央育英高 1 873 小野　優 山口 下関商業高
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ

2 25 後藤　雅之 鳥取 鳥取中央育英高 2 872 大田　大介 山口 下関商業高
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｵｵﾀ ｹｲｽｹ

3 26 佐藤　望 鳥取 鳥取中央育英高 3 871 大田　圭輔 山口 下関商業高
ｵｵﾆｼ ﾘｷ ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ

4 28 大西　里季 鳥取 鳥取中央育英高 4 875 村中　洸輝 山口 下関商業高

DNS 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 川崎医療福祉大学 DNS DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山大学 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

2組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 島根大 3.20.48 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口大学 3.20.49 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｽｶﾞﾓﾄﾋﾗｸ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

1 246 菅本　啓 島根 島根大 1 846 前田　祐欣 山口 山口大
ｵﾊﾞﾗﾕｳｼﾞ ｲﾊﾗ ﾐﾁﾀｶ

2 249 小原　祐二 島根 島根大 2 838 井原　充貴 山口 山口大
ｵｵｽｷﾞﾀﾛｳ ﾀﾙ ﾋﾛｱｷ

3 250 大杉　太郎 島根 島根大 3 842 樽　裕章 山口 山口大
ｼﾓﾀﾞｲｽｹ ｽｴﾏｽ ﾅｵｷ

4 245 下　大輔 島根 島根大 4 836 末益　直輝 山口 山口大

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 三菱自動車水島 3.20.59 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島修道大学 3.26.17
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

ﾓﾘ　ﾌﾐﾔ ﾓﾘﾓﾄ　ﾘｮｳｽｹ

1 563 森　郁也 岡山 三菱自動車水島 1 722 森本　亮祐 広島 広島修道大
ｻﾜﾀﾞ　ﾀｶﾐﾂ ｺﾏﾂ ﾄｼﾔ

2 561 澤田　誉光 岡山 三菱自動車水島 2 724 小松　俊也 広島 広島修道大
ｼﾐｽﾞ　ｽｸﾞﾙ ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｽｹ

3 554 清水　龍 岡山 三菱自動車水島 3 723 松下　隆輔 広島 広島修道大
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾋｶﾞｼﾊﾗ　ﾀｲｷ

4 562 木村　大輝 岡山 三菱自動車水島 4 725 東原　大樹 広島 広島修道大

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田高校 3.28.13 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京高等学校 3.28.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ

1 626 久保　勇介 広島 沼田高 1 869 吉村　真之介 山口 西京高
ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳ ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

2 627 川田　諒 広島 沼田高 2 866 二川　慎太郎 山口 西京高
ﾋﾗｵｶｼｭｳﾉｽｹ ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ

3 630 平岡　充乃介 広島 沼田高 3 867 松浦　隼斗 山口 西京高
ｲｿﾓﾄﾅｵｱｷ ﾏｼﾉ ﾅｵｷ

4 629 磯本　直晃 広島 沼田高 4 868 増野　尚樹 山口 西京高

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭高校 3.28.82 8着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉総合産業高校 3.33.50
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

ﾖﾈｲ ﾄﾓﾋﾛ ﾌｸｲ ﾕｳｽｹ

1 58 米井　智大 鳥取 八頭高 1 13 福井　祐介 鳥取 倉吉総合産業高
ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ

2 63 下田　将 鳥取 八頭高 2 12 高力　慎也 鳥取 倉吉総合産業高
ｸﾆｵｶ ﾀｸﾔ ｲｿﾍﾞ ﾅｵｷ

3 60 國岡　拓也 鳥取 八頭高 3 11 礒邊　直樹 鳥取 倉吉総合産業高
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲﾁ

4 65 川上　拓哉 鳥取 八頭高 4 10 中川　大地 鳥取 倉吉総合産業高

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子4×400mR

日本記録　　 (NR) 3.00.76 苅部･伊東・小坂田・大森 (日本) 1996 8月23日 10:30 予選
中国記録 (AR) 3.11.20 坂本・藤井・石橋・真鍋 (広島経済大・広島) 1993 8月23日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 3.14.69 坂本・吉野・瀬尾・高野 (広島経済大・広島) 1996

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

3組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山AC 3.23.28 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 皆実高校 3.25.34

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

1 507 田村　元弘 岡山 岡山AC 1 755 北村　将之 広島 皆実高
ｶﾀﾔﾏ ｹｲｽｹ ﾀﾃﾀﾞ　ﾕｳﾀ

2 510 片山　佳祐 岡山 岡山AC 2 749 建田　勇太 広島 皆実高
ｱﾜｲ ﾓﾄﾐﾂ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ

3 509 粟井　基光 岡山 岡山AC 3 756 舛田　侑太 広島 皆実高
ﾅｶｲ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ

4 511 中井　達也 岡山 岡山AC 4 752 山本　駿 広島 皆実高

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 井口高校 3.29.04 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田高 3.31.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾏｼﾞｮｳﾋﾛﾏｻ ﾃﾗﾄﾞｶﾂﾔ

1 714 今城　裕匤 広島 井口高 1 208 寺戸　克弥 島根 益田高
ﾄﾞｲﾀﾆ ﾘｮｳ ﾄﾞｲﾅｵﾄ

2 716 土井谷　亮 広島 井口高 2 206 土井　尚人 島根 益田高
ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ ﾖｼｵｶｼﾝｼﾞ

3 715 高村　康太 広島 井口高 3 211 吉岡　慎司 島根 益田高
ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ ﾄﾖﾀﾏｻﾋﾄ

4 718 三村　哲 広島 井口高 4 209 豊田　正仁 島根 益田高

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦高等学校 3.34.00 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮高校 3.36.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ ｶﾀﾔﾏ　ﾀｹﾋﾛ

1 884 木下　功也 山口 豊浦高 1 540 片山　雄大 岡山 岡山一宮高
ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ ｶﾀﾔﾏ　ｲｸﾋﾛ

2 887 古永　大智 山口 豊浦高 2 541 片山　育大 岡山 岡山一宮高
ﾐｲﾀﾞｱﾄﾑ ﾓﾘ ﾀｸﾔ

3 888 三井田　与夢 山口 豊浦高 3 542 森　拓也 岡山 岡山一宮高
ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ ｵｵﾊｼ ﾋﾛｱｷ

4 883 岡中　文雄 山口 豊浦高 4 543 大橋　弘明 岡山 岡山一宮高

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 開星高B 3.41.50 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 出雲高 3.44.00
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

ﾋﾖｼﾀｶﾋﾗ ﾓﾁﾀﾞﾕｳｷ

1 271 日吉　貴平 島根 開星高 1 306 持田　佑樹 島根 出雲高
ｶﾓｷﾞｷｮｳﾍｲ ﾂｶﾀﾞﾋﾛｷ

2 270 鴨木　恭平 島根 開星高 2 304 塚田　大樹 島根 出雲高
ｸﾜｶﾞｷｻﾄｷ ﾌｼﾞｴﾘｮｳﾀ

3 274 桑垣　理紀 島根 開星高 3 299 藤江　良多 島根 出雲高
ｶﾄﾞﾜｷﾘｮｳ ｶﾏﾀﾞｷｮｳｽｹ

4 272 門脇　凌 島根 開星高 4 303 鎌田　恭輔 島根 出雲高

4組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 福山平成大学 3.20.24 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山商科大学 3.20.86 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾀﾜ　ﾉﾌﾞﾕｷ ﾂｼﾏ ﾜﾀﾙ

1 681 田和　伸裕 広島 福山平成大 1 516 津島　渉 岡山 岡山商科大
ﾐﾔﾁ ｹﾝﾀ ﾅｼﾉｷ　ﾕｳﾀ

2 683 宮地　健太 広島 福山平成大 2 521 梨子木　優大 岡山 岡山商科大
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ ｻﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ

3 686 平山　雄造 広島 福山平成大 3 515 佐原　章吾 岡山 岡山商科大
ｶﾜﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ ﾊｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

4 687 河部　佳則 広島 福山平成大 4 520 橋田　大輝 岡山 岡山商科大

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 開星高A 3.21.26 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作高校 3.21.35
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

ｶﾜﾓﾄｼｵﾝ ｼｵｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ

1 266 河本　志音 島根 開星高 1 410 塩川　知良 岡山 美作高
ﾊﾔｼｼｮｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ

2 268 林　翔太 島根 開星高 2 409 松元　琢実 岡山 美作高
ｲｼｸﾗﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

3 265 石倉　雄太 島根 開星高 3 408 山本　翔太 岡山 美作高
ﾊﾀﾅｶﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ　ｴｲｲﾁ

4 269 畑中　勇樹 島根 開星高 4 407 内田　栄一 岡山 美作高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山大学 3.23.03 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英高等学校 3.32.00
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

ﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾒｼﾉ ﾀｸﾏ

1 537 田村　瑞樹 岡山 岡山大 1 902 飯野　拓麻 山口 誠英高
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ

2 536 中島　裕貴 岡山 岡山大 2 898 蔵重　佑一 山口 誠英高
ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾄｼｷ

3 534 金子　賢太朗 岡山 岡山大 3 900 田中　利起 山口 誠英高
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ

4 535 内藤　薫 岡山 岡山大 4 904 安村　樹輝 山口 誠英高

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 邑久高校 3.36.12 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ

1 493 鍵本　直也 岡山 邑久高
ﾆｼ　ﾕｳｽｹ

2 494 西　勇亮 岡山 邑久高
ｲｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ

3 495 石原　康平 岡山 邑久高
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ

4 496 藤谷　則之 岡山 邑久高

凡例 DNS：欠場



男子4×400mR

日本記録　　 (NR) 3.00.76 苅部･伊東・小坂田・大森 (日本) 1996 8月23日 10:30 予選
中国記録 (AR) 3.11.20 坂本・藤井・石橋・真鍋 (広島経済大・広島) 1993 8月23日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 3.14.69 坂本・吉野・瀬尾・高野 (広島経済大・広島) 1996

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

決勝

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 島根大 3.17.40 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 福山平成大学 3.17.68
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

ｽｶﾞﾓﾄﾋﾗｸ ﾀﾜ　ﾉﾌﾞﾕｷ

1 246 菅本　啓 島根 島根大 1 681 田和　伸裕 広島 福山平成大
ｼﾓﾀﾞｲｽｹ ﾐﾔﾁ ｹﾝﾀ

2 245 下　大輔 島根 島根大 2 683 宮地　健太 広島 福山平成大
ﾅｶﾑﾗｺｳﾒｲ ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ

3 248 中村　紘明 島根 島根大 3 686 平山　雄造 広島 福山平成大
ｵﾊﾞﾗﾕｳｼﾞ ｶﾜﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ

4 249 小原　祐二 島根 島根大 4 687 河部　佳則 広島 福山平成大

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口大学 3.17.87 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 ASフクヤマ 3.17.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

1 846 前田　祐欣 山口 山口大 1 699 砂田　政伸 広島 ASフクヤマ
ｲﾊﾗ ﾐﾁﾀｶ ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ

2 838 井原　充貴 山口 山口大 2 706 藤井　宏幸 広島 ASフクヤマ
ﾀﾙ ﾋﾛｱｷ ｲﾅｶﾞｷｱﾂｼ

3 842 樽　裕章 山口 山口大 3 708 稲垣　惇史 広島 ASフクヤマ
ｽｴﾏｽ ﾅｵｷ ﾀﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ

4 836 末益　直輝 山口 山口大 4 698 田村　孝洋 広島 ASフクヤマ

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 三菱自動車水島 3.18.42 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山商科大学 3.20.82
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

ﾓﾘ　ﾌﾐﾔ ｻﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ

1 563 森　郁也 岡山 三菱自動車水島 1 515 佐原　章吾 岡山 岡山商科大
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾅｼﾉｷ　ﾕｳﾀ

2 562 木村　大輝 岡山 三菱自動車水島 2 521 梨子木　優大 岡山 岡山商科大
ｻﾜﾀﾞ　ﾀｶﾐﾂ ﾅｶｼﾏ　ﾏｻｷ

3 561 澤田　誉光 岡山 三菱自動車水島 3 513 中島　将稀 岡山 岡山商科大
ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾂｼﾏ ﾜﾀﾙ

4 553 武田　卓也 岡山 三菱自動車水島 4 516 津島　渉 岡山 岡山商科大

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 開星高A 3.21.90 8着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山AC 3.23.85
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

ｶﾜﾓﾄｼｵﾝ ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ

1 266 河本　志音 島根 開星高 1 507 田村　元弘 岡山 岡山AC
ﾊﾔｼｼｮｳﾀ ｶﾀﾔﾏ ｹｲｽｹ

2 268 林　翔太 島根 開星高 2 510 片山　佳祐 岡山 岡山AC
ｲｼｸﾗﾕｳﾀ ｱﾜｲ ﾓﾄﾐﾂ

3 265 石倉　雄太 島根 開星高 3 509 粟井　基光 岡山 岡山AC
ﾊﾀﾅｶﾕｳｷ ﾅｶｲ ﾀﾂﾔ

4 269 畑中　勇樹 島根 開星高 4 511 中井　達也 岡山 岡山AC

凡例 DNS：欠場



男子走高跳

日本記録　　 (NR) 2m33 醍醐　直幸 (富士通) 2006 8月23日 10:30 決勝

中国記録 (AR) 2m27 内田　剛弘 (福岡大･島根) 2001

大会記録 (GR) 2m21 内田　剛弘 (福岡大･島根) 2001

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾔﾏ ﾘｭｳﾀ － － ○ × × ○ ○ × × ○ × × ×

1 7 675 冨山　龍太 広島 福岡大 2m08
ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ － ○ ○ ○ ○ － × × ×

2 4 768 冨山　拓矢 広島 広島市陸協 2m05
ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ － － － ○ × × ○ × － × ×

3 2 870 杉井　亮太 山口 山口県桜ヶ丘高 2m05
ﾋｳﾗ ｾｲｼﾞ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

4 10 665 日浦　誠治 広島 東海大 2m00
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ○ × × ○ ○ × × ×

5 30 445 山本　雄大 岡山 東海大 1m95
ｶﾜｶﾐｷｮｳﾍｲ － × ○ × × ○ × × ×

6 17 241 川上　恭平 島根 福岡大 1m95
ﾓﾘ ｴｲｽｹ － × × ○ × × ○ × × ×

7 16 499 森　英輔 岡山 西大寺高 1m95
ﾂﾈｳﾗ ｺｳｷ － × ○ × × ×

8 13 474 常浦　光希 岡山 環太平洋大 1m90
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ ○ × × ○ × × ×

9 21 747 池田　智弥 広島 広島経済大 1m90
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ○ × × ×

10 11 472 松本　貴之 岡山 環太平洋大 1m85
ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ × ○ × × ×

11 23 4 前島　博之 鳥取 環太平洋大 1m85
ﾋﾗﾉﾕｳｽｹ × ○ × × ×

11 14 207 平野　祐介 島根 益田高 1m85
ﾕﾉｷ ﾃﾂﾛｳ × ○ × × ×

11 6 429 柚木　徹郎 岡山 倉敷工業高 1m85
ﾓﾘｶﾜ ｺﾞｳ × ○ × × ×

11 8 479 森川　剛 岡山 岡山工業高 1m85
ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ × × ×

19 7 野々村　魁斗 鳥取 境港総合技術高 NM
ﾅﾂｱｹﾕｳ × × ×

22 203 夏明　優 島根 矢上高 NM
ﾌﾉﾄﾓﾔ × × ×

3 300 布野　朋弥 島根 出雲高 NM
ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ × × ×

20 403 井上　雅夫 岡山 岡山商科大学附属高 NM
ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾉﾘ × × ×

25 503 松岡　正憲 岡山 岡山AC NM
ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ － － － × × ×

24 610 向井　祐介 広島 広島JOC NM
ﾔﾏﾅｶﾀｶｼ × × ×

28 613 山中　隆史 広島 広島市陸協 NM
ｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ － － × × ×

26 748 久保　正幸 広島 広島経済大 NM
ｵﾊﾗ ﾕｳｽｹ × × ×

5 878 小原　祐介 山口 下関中央工業高 NM
ﾏﾂｵ ﾘｮｳ × × ×

12 882 松尾　涼 山口 田部高 NM
ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ × × ×

18 891 戸塚　貴大 山口 早鞆高 NM
ｺﾔﾏ ｿｳﾔ × × ×

9 893 小山　創也 山口 光高 NM
ｵﾊﾞﾗﾋﾃﾞﾕｷ

27 231 尾原　秀征 島根 大社高 DNS
ｷﾀﾜｷﾕｳﾏ

29 232 北脇　佑馬 島根 大社高 DNS
ﾅｶﾜ ﾖｳﾀ

1 729 鳴川　陽太 広島 広島修道大 DNS
ﾆｼｵ ﾋｶﾙ

15 857 西尾　輝 山口 福岡大 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m85 1m90 1m95 2m00 2m05 2m08 2m11 2m14

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



男子棒高跳

日本記録　　 (NR) 5m83 澤野　大地 (ニシスポーツ) 2005 8月22日 13:00 決勝

中国記録 (AR) 5m21 萩原　　翔 (広島大・広島) 2008

大会記録 (GR) 5m12 富久　智徳 (福岡大・広島) 2000

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾔ － － － － － － － ○

1 4 916 柴田　孟也 山口 ＳＴＣ × × ○ × × ○ × × × 5m30 NGR,NAR
ﾀﾑﾗﾕｳｼﾞ － － － － － × ○ － × × ×

2 33 602 田村　雄志 広島 中京大 4m80
ﾐｺｼ　ﾕｳﾀ － － ○ ○ × × ○ × × ×

3 23 648 見越　勇太 広島 西条農業高 4m70
ﾂｼﾞﾏﾙ ｼｮｳﾀ － － ○ × ○ × × ×

4 17 691 辻丸　翔太 広島 福山平成大 4m60
ﾏｴﾀ ｹﾝｺﾞ － － ○ × × ×

5 8 8 前田　健吾 鳥取 倉吉総合産業高 4m40
ﾌﾅﾓﾄ ﾘｮｳﾔ － － ○ × × ×

5 24 612 船本　稜矢 広島 近大東広島高 4m40
ｵﾑﾗｼｭﾝｽｹ － × － ○ × × ×

7 34 291 小村　俊介 島根 広島経済大 4m40
ｼｵﾃﾞ ｺｳｼﾞ － × ○ × ○ × × ×

8 35 690 塩出　浩二 広島 福山平成大 4m40
ﾑﾈﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ － － × × ○ × × ×

9 9 17 宗籐　正和 鳥取 倉吉北高 4m40
ｵｵﾀｶﾓﾄｷ ○ ○ × × ○ × × ×

9 2 253 大高　基樹 島根 松江高専 4m40
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ － ○ × × ×

11 7 567 山田　康太郎 岡山 吉備国際大 4m20
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ － × ○ × × ×

12 16 504 中川　裕介 岡山 岡山AC 4m20
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ ○ × × ○ × × ×

13 21 576 松本　拓磨 岡山 玉野光南高 4m20
ｻｲｷ ﾕｳｷ － － × × ×

19 9 齋木　勇樹 鳥取 倉吉総合産業高 NM
ｺﾀﾆ ｹﾝﾄ － － － － － － － × × ×

12 21 小谷　健人 鳥取 日本大 NM
ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳ × × ×

31 402 南条　裕 岡山 芳泉中 NM
ｳﾏｺｼ　ｱﾂﾐ × × ×

1 427 馬越　貴美 岡山 倉敷工業高 NM
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ × × ×

6 428 佐藤　健一 岡山 倉敷工業高 NM
ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾛﾑ × × ×

11 438 山下　洋夢 岡山 岡山県立大 NM
ﾂﾙｳﾐ ﾉﾌﾞﾀｶ － × × ×

25 505 鶴海　信敬 岡山 岡山AC NM
ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ × × ×

30 574 竹内　飛鳥 岡山 玉野光南高 NM
ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ × × ×

32 611 佐々木　惇 広島 御調高 NM
ﾊｷﾞﾜﾗ　ｶｹﾙ － － － － － × × ×

5 679 萩原　翔 広島 広島大 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ × × ×

10 806 渡辺　佑次 山口 下松市陸協 NM
ｼｹﾞﾓﾄﾀｶﾉﾘ × × ×

28 894 重本　崇位 山口 防府高 NM
ﾓﾘﾂｸﾞ ｶｽﾞｷ × × ×

27 903 森次　一樹 山口 誠英高 NM
ｵｸﾞﾗﾘｮｳﾀﾛｳ × × ×

29 914 小椋　涼太郎 山口 徳地中 NM
ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄｼ × × ×

22 915 高木　将稔 山口 徳地中 NM
ﾏｴｵｵｷﾁ ﾂﾖｼ

26 18 前大道　健 鳥取 倉吉北高 DNS
ﾂﾁｴﾕｳｽｹ

3 227 土江　祐輔 島根 大社高 DNS
ｲﾅﾜｶｹﾝﾀﾛｳ

18 228 稲若　健太郎 島根 大社高 DNS
ｴﾀﾞｶｽﾞﾔ

13 229 江田　和也 島根 大社高 DNS
ｺﾀﾞﾏﾚﾝ

15 230 小玉　蓮 島根 大社高 DNS
ｽｷﾞｵｶ ﾀﾂﾔ

20 575 杉岡　達也 岡山 玉野光南高 DNS
ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｷ

14 860 岡村　知季 山口 徳山工業高専 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

4m00
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4m20
5m30

4m40
5m40

4m60 4m70 4m80 4m90 5m00

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NGR：大会新記録 NAR：中国新記録 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



男子走幅跳

日本記録　　 (NR) 8m25 森長　正樹 (日本大) 1992 8月22日 15:00 決勝

中国記録 (AR) 7m98 吉本　敏寿 (山陽高教・広島) 1980

大会記録 (GR) 7m74 吉本　敏寿 (山陽高教・広島) 1980

大会記録 (GR) 7m74 佐伯　一仲 (エスケー・岡山) 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
ﾌﾙｾﾄﾓﾔ 7m10 × 7m16 7m16 × 7m14 7m46 7m46

1 17 242 古瀬　智也 島根 福岡大 +0.9 +1.9 +1.9 +0.8 +1.7 +1.7
ﾋｳﾗ ｾｲｼﾞ × 7m11 7m41 7m41 7m29 × 6m44 7m41

2 28 665 日浦　誠治 広島 東海大 +1.6 +1.4 +1.4 +0.7 +1.4 +1.4
ﾐｿﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ 6m89 6m94 7m05 7m05 × × 7m18 7m18

3 16 506 溝邊　悟 岡山 岡山AC +0.8 +2.7 +2.9 +2.9 +2.8 +2.8
ｾﾄｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ × 7m06 × 7m06 7m05 7m16 × 7m16

4 19 556 瀬戸川　信悟 岡山 三菱自動車水島 +2.0 +2.0 +1.6 +2.3 +2.3
ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 6m93 × 6m94 6m94 7m15 7m07 6m93 7m15

5 23 418 池端　宏昭 岡山 倉敷芸科大 +3.0 +1.9 +1.9 +2.7 +1.6 +3.0 +2.7
ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ － 6m82 7m08 7m08 7m02 － 6m98 7m08

6 8 417 佐藤　洋平 岡山 フェニックス +0.6 +1.6 +1.6 +2.6 +2.1 +1.6
ｶﾜｲ ﾀｶﾌﾐ 7m05 6m64 6m82 7m05 7m00 × 6m94 7m05

7 20 571 河合　貴文 岡山 島根大 +3.0 +1.3 +0.3 +3.0 +1.5 +2.8 +3.0
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ × 6m90 6m89 6m90 × × × 6m90

8 5 477 小林　祐介 岡山 岡山工業高 +3.7 +3.6 +3.7 +3.7
ｷﾀｶｾﾞ ｼﾝﾔ 6m48 × 6m86 6m86 6m86

9 18 765 北風　慎哉 広島 広島JOC +1.7 +3.2 +3.2 +3.2
ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 6m84 6m04 6m84 6m84 6m84

10 26 822 藤澤　圭祐 山口 山口合同ガス +2.7 +1.4 +3.1 +2.7 +2.7
ｻﾄｳﾀﾞｲｽｹ × × 6m84 6m84 6m84

11 22 256 佐藤　大輔 島根 松江高専 -0.8 -0.8 -0.8
ｵｵｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ × 6m80 × 6m80 6m80

12 13 500 大枝　優介 岡山 岡山城東高 +2.0 +2.0 +2.0
ｾﾘﾊﾗﾀｶｱｷ 6m79 6m71 × 6m79 6m79

13 10 255 芹原　貴晃 島根 松江高専 +3.3 +0.2 +3.3 +3.3
ｲｼｲ ｶｽﾞﾏｻ － 6m71 5m08 6m71 6m71

14 11 614 石井　一将 広島 愛知教育大 +1.8 +1.4 +1.8 +1.8
ﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 6m40 4m78 6m58 6m58 6m58

15 2 557 津田　孝宏 岡山 三菱自動車水島 +1.6 +3.5 +2.1 +2.1 +2.1
ﾊﾗ ｱﾂﾐ 6m37 6m51 6m26 6m51 6m51

16 24 808 原　淳己 山口 トクヤマ +0.7 +1.2 +1.9 +1.2 +1.2
ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 6m36 × 6m31 6m36 6m36

17 27 805 佐々木　信一郎 山口 下松市陸協 +1.8 +1.7 +1.8 +1.8
ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾀｶ × × 6m26 6m26 6m26

18 3 55 細川　大貴 鳥取 八頭高 +3.9 +3.9 +3.9
ﾄﾀﾞﾆ ｼｮｳ 6m26 ／ 6m26 6m26

18 15 632 戸谷　翔 広島 沼田高 +1.1 +1.1 +1.1
ﾄﾞｲﾅｵﾄ 6m21 × × 6m21 6m21

20 12 206 土井　尚人 島根 益田高 +1.6 +1.6 +1.6
ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ 5m90 6m20 × 6m20 6m20

21 9 862 潮　良祐 山口 西京高 +2.9 +0.4 +0.4 +0.4
ﾌｸﾀﾞﾘｭｳｼﾞ 5m97 × × 5m97 5m97

22 6 289 福田　竜慈 島根 浜田高 +1.7 +1.7 +1.7
ﾀｶﾀｼｮｳﾍｲ × × 5m94 5m94 5m94

23 1 220 高田　翔平 島根 明誠高 +2.8 +2.8 +2.8
ｺｳﾄｳ　ﾕｳﾀ × × ×

7 666 髙東　祐太 広島 九州共立大 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ

25 56 小林　陽介 鳥取 八頭高 DNS
ｻｴｷ ｶｽﾞﾅｶ

4 424 佐伯　一仲 岡山 エスケー DNS
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ

29 546 樋口　善久 岡山 川崎医療福祉大 DNS
ｲﾜｻ　ﾐﾂｼｹﾞ

14 634 岩佐　光繁 広島 広島市陸協 DNS
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ

21 721 吉川　翔 広島 井口高 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



男子三段跳

日本記録　　 (NR) 17m15 山下　訓史 (日本電気) 1986 8月23日 11:30 決勝

中国記録 (AR) 16m23 藤澤　圭祐 (山口合同ガス) 2008

大会記録 (GR) 15m97 池上　正雄 (日体大･岡山) 1979

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

ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ × 15m12 × 15m12 15m23 15m39 15m57 15m57
1 4 822 藤澤　圭祐 山口 山口合同ガス +1.2 +1.2 +2.1 +2.0 +0.5 +0.5

ｼｵﾐ　ﾏｻﾎ 15m48 14m56 13m88 15m48 － － 14m94 15m48
2 18 446 塩見　将輔 岡山 東海大 +3.1 +2.4 +1.6 +3.1 +0.9 +3.1

ｲﾜｻ　ﾐﾂｼｹﾞ × 14m66 × 14m66 × × × 14m66
3 5 634 岩佐　光繁 広島 広島市陸協 +1.6 +1.6 +1.6

ｲｽﾞﾐ　ﾕｳｷ 13m89 13m26 14m11 14m11 13m60 14m21 14m58 14m58
4 12 731 和泉　祐宜 広島 山陽高 +1.2 +0.6 +2.4 +2.4 +2.7 +2.0 +2.0 +2.0

ｽｶﾞﾊﾗ　ﾄｵﾙ × 14m26 14m45 14m45 × × － 14m45
5 1 661 菅原　徹 広島 広島S,R,P,C +3.3 +2.4 +2.4 +2.4

ｼﾏﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ × × 14m40 14m40 × 14m41 × 14m41
6 29 512 島山　慎平 岡山 岡山AC +3.0 +3.0 +3.2 +3.2

ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 13m71 14m13 × 14m13 13m92 14m20 14m07 14m20
7 15 746 竹本　周平 広島 広島経済大クラブ +1.1 +1.1 +1.1 +2.4 +2.2 +0.7 +2.2

ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾀ 13m70 14m07 14m07 14m07 × 14m03 13m81 14m07
8 20 830 平川　祐太 山口 広島経済大 +2.6 +2.3 +0.9 +0.9 +1.9 +0.9 +2.3

ｻﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ × 14m00 × 14m00 14m00
9 3 532 佐武　学 岡山 岡山大 +1.6 +1.6 +1.6

ﾐﾔｹ ﾕｳｷ × 13m88 × 13m88 13m88
10 27 466 三宅　祐貴 岡山 福山平成大 +0.2 +0.2 +0.2

ｺｳﾄｳ　ﾋﾛｼ × × 13m66 13m66 13m66
11 2 692 越藤　浩 広島 福山平成大 +3.7 +3.7 +3.7

ｼﾝﾒｲ ｻﾄｼ × × ×
10 46 神明　慧 鳥取 鳥取大 NM

ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾀｶ × × ×
23 55 細川　大貴 鳥取 八頭高 NM

ｵｶﾞｻﾜﾗﾀｶﾉﾌﾞ × × ×
14 285 小笠原　貴信 島根 松江工業高 NM

ﾌｸﾀﾞﾘｭｳｼﾞ × × ×
19 289 福田　竜慈 島根 浜田高 NM

ﾓﾘﾔﾏｹﾝﾄ × × ×
25 298 森山　顕登 島根 出雲高 NM

ﾌｼﾞｴﾘｮｳﾀ × × ×
8 299 藤江　良多 島根 出雲高 NM

ｳﾁﾀﾞ　ﾏｵ × × ／
7 405 内田　真央 岡山 美作高 NM

ﾄﾘｺﾞｴ　ﾉﾌﾞﾋﾛ × × ×
28 469 鳥越　信大 岡山 環太平洋大 NM

ﾏﾂｼﾀ ﾋｶﾙ × × ×
17 859 松下　洸 山口 福山平成大 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ
26 56 小林　陽介 鳥取 八頭高 DNS

ｻｶﾓﾄﾕｳｽｹ
16 243 坂本　裕亮 島根 島根大 DNS

ﾏﾂｳﾗﾕｳﾀ
30 276 松浦　祐太 島根 美作大 DNS

ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ
13 476 黒田　寛亮 岡山 岡山工業高 DNS

ｴﾄｳ ﾕｳﾀ
6 584 江藤　裕太 岡山 環太平洋大 DNS

ﾋﾗｷｳﾁｹﾝｼﾞﾛｳ
22 605 開内　健二郎 広島 安芸高 DNS

ｲﾑﾗ ﾕｳｻｸ
11 637 井村　有作 広島 広島市陸協 DNS

ｵﾉ ﾊｼﾞﾒ
9 674 小野　肇 広島 福岡大 DNS

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ
24 701 川口　翔 広島 ASフクヤマ DNS

ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ
21 901 松富　知樹 山口 誠英高 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



男子砲丸投

日本記録　　 (NR) 18m56 畑瀬　　聡 (綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ) 2006 8月22日 15:30 決勝

中国記録 (AR) 17m94 大橋　忠司 (チームミズノ) 2008

大会記録 (GR) 15m80 永本　雅一 (尾道市陸協・広島) 1993

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

ﾌｸｼﾏｼｮｳﾀﾛｳ

1 22 201 福島　翔太郎 島根 九州情報大 14m08 14m98 14m74 14m98 14m44 15m22 15m10 15m22

ｸﾛﾏﾂ ﾅｵﾄ

2 20 5 黒松　直人 鳥取 鹿屋体大 14m21 14m17 14m39 14m39 × 14m20 × 14m39

ﾅｶﾋﾗ ｹｲｽｹ

3 13 758 中平　圭祐 広島 鹿屋体大 13m60 13m98 － 13m98 － － － 13m98

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐﾁ

4 8 49 小林　雅通 鳥取 鳥取大 11m30 12m88 13m47 13m47 × 13m85 × 13m85

ｵｵﾂｼﾞｷﾖｼﾛｳ

5 9 832 大辻　清志郎 山口 山口大 12m39 × × 12m39 × 12m62 12m73 12m73

ｴｶﾞﾐ ﾄﾓﾐ

6 10 849 江上　智見 山口 徳山大 11m80 11m67 12m54 12m54 × × 12m33 12m54

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ

7 6 693 小林　耕平 広島 福山平成大 11m96 × × 11m96 11m89 11m75 11m95 11m96

ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ

8 1 809 堀澤　一将 山口 トクヤマ 11m80 11m58 × 11m80 × × × 11m80

ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ

9 21 555 井上　裕介 岡山 三菱自動車水島 11m39 11m78 11m67 11m78 11m78

ｺｳﾉ　ｹﾝﾀ

10 15 641 河野　健太 広島 高陽東高 11m09 11m62 11m47 11m62 11m62

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ

11 3 467 村上　良太郎 岡山 福山平成大 10m89 10m35 11m30 11m30 11m30

ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ

12 23 491 片山　友希 岡山 岡山後楽館高 11m30 × × 11m30 11m30

ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀ

13 16 419 中西　健太 岡山 岡山理科大 9m87 10m70 10m19 10m70 10m70

ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾕｷ

14 14 568 藤田　良之 岡山 吉備国際大 9m88 10m52 × 10m52 10m52

ｲﾉｳｴﾖｼﾀｶ

15 17 625 井上　恵貴 広島 神辺旭高 9m72 9m28 10m06 10m06 10m06

ﾃﾞｱｲｼｮｳ

16 2 213 出合　翔 島根 益田東 9m86 × × 9m86 9m86

ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ

17 5 816 伊藤　友彰 山口 山口合同ガス × 9m77 × 9m77 9m77

ﾊﾗﾀﾞｼｮｳﾀ

18 7 290 原田　翔太 島根 出雲農高 9m60 × 9m47 9m60 9m60

ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

19 18 769 西村　駿介 広島 近畿大 9m37 × 9m14 9m37 9m37

ﾓﾘｼｹﾞ ﾐｷﾄ

20 4 490 森重　幹斗 岡山 岡山学芸館高 8m72 9m30 × 9m30 9m30

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ

21 12 624 山口　昌克 広島 神辺旭高 8m54 9m21 8m60 9m21 9m21

ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾔ

22 11 730 井口　佳哉 広島 県立広島大 × 8m73 8m80 8m80 8m80

ﾊｼﾀﾆ ﾕｳｽｹ

19 47 長子谷　裕介 鳥取 鳥取大 × × × NM

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし 1/1



男子円盤投

日本記録　　 (NR) 60m22 川崎　清貴 (大昭和) 1979 8月23日 10:00 決勝

中国記録 (AR) 53m50 大石　博暁 (グローバリー･広島) 2001

大会記録 (GR) 50m68 池田　浩志 (マツダ・広島) 1988

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

ｵｵｲｼ　ﾋﾛｱｷ

1 10 762 大石　博暁 広島 TEAM　BIG STONE 42m44 45m00 46m85 46m85 49m06 × 47m42 49m06

ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ

2 3 801 笠本　英治 山口 TEAM長州 44m30 46m81 44m70 46m81 × 48m81 46m98 48m81

ﾀｹｳﾁ ﾑﾈｱｷ

3 8 421 竹内　宗章 岡山 Team龍虎 40m76 × 42m25 42m25 × 43m43 44m75 44m75

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｶｼ

4 14 763 小早川　嵩 広島 TEAM　BIG STONE 37m20 42m12 × 42m12 × × 44m12 44m12

ﾁﾁﾞｷ　ﾕｳ

5 13 468 千乃木　優 岡山 徳山大 41m81 × × 41m81 × 42m23 × 42m23

ｲﾉｳｴ　ﾓﾄｷ

6 4 697 井上　元気 広島 福山平成大 39m61 40m06 39m20 40m06 36m64 × × 40m06

ﾓﾘﾀ　ﾀﾂﾋﾛ

7 1 767 森田　辰大 広島 広島経済大クラブ 35m29 39m27 37m08 39m27 × × × 39m27

ｴｶﾞﾐ ﾄﾓﾐ

8 7 849 江上　智見 山口 徳山大 × 35m38 37m85 37m85 38m10 × × 38m10

ｻｶﾓﾄ ﾀｸ

9 5 48 坂本　拓 鳥取 鳥取大 35m68 × × 35m68 35m68

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ

10 15 840 丸山　拓真 山口 山口大 31m98 32m94 35m33 35m33 35m33

ｱﾂﾐ ｺｳ

11 6 606 厚見　幸 広島 安芸高 34m87 34m47 34m40 34m87 34m87

ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀ

12 2 419 中西　健太 岡山 岡山理科大 34m44 33m48 31m42 34m44 34m44

ｻｶﾀ ｼｭｳ

13 16 696 坂田　収 広島 福山平成大 × 33m15 × 33m15 33m15

ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ

14 9 491 片山　友希 岡山 岡山後楽館高 31m28 × × 31m28 31m28

ﾀｶﾗﾍﾞ ﾋﾛｼ

15 12 890 財部　寛史 山口 早鞆高 30m32 28m56 27m37 30m32 30m32

ﾄｷｵｶ　ﾖｼﾀｶ

11 444 時岡　祥孝 岡山 東海大 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



男子ハンマー投

日本記録　　 (NR) 84m86 室伏　広治 (ミズノ) 2003 8月22日 12:00 決勝

中国記録 (AR) 70m54 石田　義久 (東洋工業・広島) 1972

大会記録 (GR) 65m90 大倉　一吉 (三菱自工水島･岡山) 1987

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

ﾄﾞｲﾀ ﾏｻﾉﾘ

1 1 422 土井田　匡徳 岡山 Team龍虎 60m64 61m23 61m24 61m24 62m56 61m46 62m39 62m56

ﾔｸﾜ ﾏｻﾕｷ

2 17 917 八鍬　政之 山口 ＳＴＣ 59m39 × × 59m39 60m71 × 60m72 60m72

ﾅｶﾋﾗ ｹｲｽｹ

3 14 758 中平　圭祐 広島 鹿屋体大 × 54m47 × 54m47 58m23 57m63 58m92 58m92

ﾏﾂﾀﾞﾀｶｼ

4 8 202 松田　堯 島根 九州共立大 × 56m12 56m10 56m12 56m27 × 56m84 56m84

ｻｸﾀﾞ ﾕｳｷ

5 6 668 作田　祐樹 広島 九州共立大 54m20 54m66 55m61 55m61 × × 55m09 55m61

ｱｺｳ ﾋﾛｷ

6 11 31 赤穂　弘樹 鳥取 大阪体大 54m18 × 55m01 55m01 × 50m18 × 55m01

ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

7 22 16 柏村　亮太 鳥取 倉吉北高 50m61 × 53m94 53m94 54m96 × 52m78 54m96

ｲﾄｳ ﾘｮｳ

8 12 850 伊藤　僚 山口 徳山大 54m01 × 50m65 54m01 － － － 54m01

ﾅｶﾞｲｼ ﾏｻｼ

9 2 32 長石　匡 鳥取 大阪体大 50m29 51m82 50m84 51m82 51m82

ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

10 5 764 西田　正和 広島 TEAM　BIG STONE 50m06 51m44 51m56 51m56 51m56

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾂﾉﾘ

11 9 667 渡辺　辰徳 広島 九州共立大 50m38 50m56 47m19 50m56 50m56

ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

12 7 607 石本　涼太 広島 安芸高 49m93 44m90 × 49m93 49m93

ｴｶﾞﾐ ﾄﾓﾐ

13 15 849 江上　智見 山口 徳山大 49m64 49m72 × 49m72 49m72

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾖｼ

14 13 601 山田　晃義 広島 日体大 × 46m72 49m67 49m67 49m67

ｶﾀｵｶｼｭﾝｽｹ

15 3 244 片岡　俊介 島根 島根大 48m84 48m96 × 48m96 48m96

ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

16 16 818 小田　洋一 山口 山口合同ガス × × 46m27 46m27 46m27

ﾀｶﾗﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

17 18 829 財部　将宏 山口 九州共立大 × 44m87 45m92 45m92 45m92

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

18 21 426 平野　雄大 岡山 倉敷工業高 40m61 41m94 41m18 41m94 41m94

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

19 23 892 成田　康貴 山口 早鞆高 30m57 × 31m29 31m29 31m29

ｶﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

20 4 404 釜本　亮 岡山 美作高 × 28m57 × 28m57 28m57

ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ

20 518 内田　伸也 岡山 岡山商科大 × × × NM

ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ

19 825 斉藤　考生 山口 山口市陸協 × × × NM

ｱｶｷﾞ　ﾏｻﾅｵ

10 447 赤木　督尚 岡山 東海大 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



男子やり投

日本記録　　 (NR) 87m60 溝口　和洋 (ゴールドウイン) 1989 8月22日 15:30 決勝

中国記録 (AR) 78m32 植　徹 (中京大・岡山) 1996

大会記録 (GR) 74m27 池田　康雄 (TeamBigStone) 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
ｲｹﾀﾞ ﾔｽｵ

1 19 604 池田　康雄 広島 TEAM　BIG STONE × 68m17 67m77 68m17 66m62 67m54 70m04 70m04
ｵｶﾓﾄ ｹｲ

2 8 454 岡本　圭 岡山 岡山商大AC 65m47 64m58 67m49 67m49 × 62m42 64m61 67m49
ｺｳﾘｷ ﾕｳﾔ

3 5 30 高力　裕也 鳥取 大阪体大 65m51 × － 65m51 60m65 63m65 64m53 65m51
ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾔ

4 12 488 東　卓弥 岡山 筑波大 59m39 62m75 58m75 62m75 63m45 61m84 57m35 63m45
ﾊﾀｹﾔﾏ ｾｲﾔ

5 6 694 畠山　誠也 広島 福山平成大 58m02 × 60m51 60m51 58m49 × 62m13 62m13
ｸﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

6 29 603 桑田　和佳 広島 広大樟柳クラブ 57m83 56m69 57m07 57m83 51m52 58m67 52m13 58m67
ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ

7 24 669 寺田　亘佑 広島 九州共立大 50m09 55m55 58m61 58m61 56m07 － 57m86 58m61
ﾅｶﾑﾗ　ﾉｿﾞﾑ

8 26 475 中村　望 岡山 岡山市消防局 × 51m40 56m53 56m53 57m34 57m30 × 57m34
ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀ

9 28 831 西山　健太 山口 広島大 50m37 54m13 44m49 54m13 54m13
ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ

10 7 861 吉田　嗣也 山口 大津高 52m36 51m27 53m80 53m80 53m80
ﾔﾏﾈﾀｸﾔ

11 22 247 山根　卓也 島根 島根大 46m44 × 53m59 53m59 53m59
ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ

12 20 802 林　賢征 山口 TEAM長州 × 53m58 48m36 53m58 53m58
ﾔﾅﾑﾗ ﾕｳｷ

13 13 813 柳村　勇気 山口 光市陸協 52m01 52m09 53m07 53m07 53m07
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

14 25 881 徳田　大輔 山口 田部高 51m81 48m19 49m49 51m81 51m81
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

15 17 57 田中　聡 鳥取 八頭高 50m75 50m99 51m60 51m60 51m60
ｶﾝﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

16 23 761 神田　周一 広島 筑波大 46m16 50m73 51m54 51m54 51m54
ｵｸﾞﾗ ｹｲｽｹ

17 30 19 小椋　恵介 鳥取 倉吉北高 50m84 － － 50m84 50m84
ﾓﾘﾔﾏﾋﾛﾌﾐ

18 9 282 森山　裕文 島根 BMAC 47m64 48m74 47m85 48m74 48m74
ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

19 11 609 中村　俊裕 広島 祇園北高 47m55 46m81 48m66 48m66 48m66
ﾓﾘｶﾐ　ﾀｶｼ

20 16 695 森上　壮 広島 福山平成大 46m15 × 47m79 47m79 47m79
ﾋｻﾄﾐ ﾔｽﾋﾛ

21 15 841 久富　康博 山口 山口大 46m32 47m73 43m53 47m73 47m73
ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

22 3 498 奥山　正浩 岡山 西大寺高 46m10 47m51 45m86 47m51 47m51
ｲﾀﾉ　ﾔｽﾖｼ

23 14 452 板野　泰祥 岡山 総社南高 47m50 44m75 45m83 47m50 47m50
ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ

24 21 558 野口　智弘 岡山 三菱自動車水島 46m09 44m35 47m40 47m40 47m40
ｻｺｺﾞｼ　ﾕｳｽｹ

25 33 636 迫越　祐介 広島 広島市陸協 × 46m69 47m21 47m21 47m21
ｼｵﾀﾆ ｼﾝﾔ

26 31 559 塩谷　真也 岡山 三菱自動車水島 43m79 46m33 46m95 46m95 46m95
ｵｶﾞﾜｹｲｽｹ

27 27 252 小川　京佑 島根 松江高専 37m28 43m39 40m69 43m39 43m39
ﾅｶﾞｵｶｺｳﾍｲ

28 32 297 長岡　晃平 島根 出雲高 × 43m35 41m25 43m35 43m35
ﾋﾗﾉﾅﾂｷ

29 10 264 平野　捺揮 島根 益田翔陽高 × 40m32 37m44 40m32 40m32
ﾀｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

18 6 田川　諒 鳥取 鳥取城北高 DNS
ﾊｾ ﾕｳﾀ

4 53 長谷　祐太 鳥取 広島大 DNS
ｻｸﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

2 566 作本　和秀 岡山 岡山陸協 DNS
ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

1 650 岸田　和晃 広島 国士館大 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子100m

日本記録　　 (NR) 11.24 福島　千里 (北海道ハイテクAC) 2009 8月22日 15:25 予選
中国記録 (AR) 11.54 信岡　沙希重 (ミズノ･山口) 2007 8月22日 16:45 決勝
大会記録 (GR) 11.79 澤田　博美 (鳥取県スポーツセンター･鳥取) 2000

予選 4組1着+4

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

ｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ 広島 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾘ 広島
1 3 718 伊藤　希望 広島経済大 12.65 Q 1 4 722 小笠原　衣里 広島経済大 12.64 Q

ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ 広島 ｵｷ ｶｵﾘ 広島
2 4 643 杵淵　莉沙 沼田高 12.71 q 2 6 644 沖　佳織 沼田高 12.65 q

ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 岡山 ｶﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ 山口
3 1 504 清水　祐希 美作大 13.09 3 2 812 川崎　希望 広島経済大 12.67 q

ｽｷﾞﾊﾗﾒｸﾞﾐ 島根 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾘ 広島
4 8 235 杉原　恵 松江北高 13.13 4 3 703 福原　万理 ASフクヤマ 12.81

ｺﾊﾞﾔｼﾐｷ 広島 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口
5 7 620 小林　樹 尾道商業高 13.55 5 8 844 山本　詩織 下関商業高 12.87

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 ﾓﾘｱｲﾐｻﾄ 島根
6 5 475 安井　瑞紀 倉敷中央高 13.58 6 7 241 森合　美里 横田高 13.52

ﾅｶﾀ ﾐｻﾄ 岡山 ﾔﾌﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ 広島
2 522 中田　みさと 岡山一宮高 DNS 5 726 藪野　のぞみ 皆実高 DNS

ﾄﾏﾘﾉ　ﾖｼﾈ 広島
6 727 泊野　由音 皆実高 DNS

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

ｵｵｾﾗﾐｽﾞｷ 山口 ｷﾘﾀﾔｽｺ 島根
1 4 838 大瀬良　みずき 山口県桜ヶ丘高 12.53 Q 1 4 223 桐田　康子 益田市陸協 12.59 Q

ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 広島 ｲｼﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 岡山
2 5 642 川口　和香菜 沼田高 12.57 q 2 3 474 石田　美鈴 倉敷中央高 12.84

ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺ 岡山 ｲｼﾀﾞﾐｷ 島根
3 3 454 岡本　侑子 武庫川女子大 13.06 3 6 205 石田　美希 益田東 13.02

ﾑﾗｵｶ ﾐﾎ 岡山 ｻﾄｳ ﾅﾘｴ 山口
4 7 468 村岡　見帆 環太平洋大 13.21 4 2 872 佐藤　成恵 田部高 13.29

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾞﾎ 広島 ﾉﾎﾞﾘ　ｱｲ 広島
5 8 711 橋本　真津帆 広島修道大 13.23 5 8 693 登　あい 福岡教育大 13.31

ｻｶﾀ ｼﾌﾐ 鳥取 ｲｼﾊﾗﾘｴ 島根
6 2 坂田　詩史 倉吉東高 DNS 6 1 234 石原　理恵 松江北高 13.38

ｵﾊﾞﾗﾅﾂｷ 島根 ｶﾒﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 岡山
2 242 尾原　菜月 広島経済大 DNS 7 7 505 亀山　のどか 美作大 13.39

ﾓﾘﾔﾏｴﾐ 島根
8 5 219 森山　恵美 福岡大 13.50

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾘﾀﾔｽｺ 島根

1 5 223 桐田　康子 益田市陸協 12.50
ｵｵｾﾗﾐｽﾞｷ 山口

2 3 838 大瀬良　みずき 山口県桜ヶ丘高 12.55
ｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ 広島

3 6 718 伊藤　希望 広島経済大 12.58
ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ 広島

4 1 643 杵淵　莉沙 沼田高 12.62
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾘ 広島

5 4 722 小笠原　衣里 広島経済大 12.84
ｵｷ ｶｵﾘ 広島

6 8 644 沖　佳織 沼田高 12.85
ｶﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ 山口

7 2 812 川崎　希望 広島経済大 12.90
ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 広島

8 7 642 川口　和香菜 沼田高 12.94

風: -2.5

風: -0.6 風: -4.1

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

風: -4.3 風: -0.6

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子200m

日本記録　　 (NR) 23.14 福島　千里 (北海道ハイテクAC) 2009 8月23日 11:20 予選
中国記録 (AR) 23.66 信岡　沙希重 (ミズノ) 2008 8月23日 13:35 決勝
大会記録 (GR) 24.53 澤田　博美 (鳥取県スポーツセンター･鳥取) 2000

予選 4組1着+4

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

ｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ 広島 ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ 広島
1 3 718 伊藤　希望 広島経済大 25.81 Q 1 4 643 杵淵　莉沙 沼田高 26.04 Q

ﾀｸﾞﾁ ｶﾅ 岡山 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 岡山
2 4 506 田口　果奈 美作大 26.30 q 2 5 496 山本　千晶 岡山AC 26.57

ｻｻｷﾕｶ 山口 ｻｲﾉ ﾅｵﾐ 広島
3 6 892 佐々木　祐佳 豊浦高 26.32 q 3 3 725 才野　直美 皆実高 26.87

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ｶﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ 山口
4 7 832 田原　恵美 西京高 26.78 4 6 812 川崎　希望 広島経済大 27.00

ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ｲｼﾀﾞﾐｷ 島根
5 2 421 塩見　玲加 岡山東商業高 26.78 5 7 205 石田　美希 益田東 27.29

ﾀｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ 広島 ｱﾏﾓﾄ ｱﾂｺ 山口
8 671 瀧山　朋未 市立呉高 DNS 6 2 816 天本　敦子 山口大 27.41

ﾔﾌﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ 広島 ﾌｼﾞｲ ｱﾔｶ 岡山
5 726 藪野　のぞみ 皆実高 DNS 8 487 藤井　彩加 岡山後楽館高 DNS

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

ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 広島 ｷﾘﾀﾔｽｺ 島根
1 5 642 川口　和香菜 沼田高 25.81 Q 1 3 223 桐田　康子 益田市陸協 25.70 Q

ﾐﾂｷ ﾕｲ 岡山 ﾐｼﾏ ﾏｷ 岡山
2 6 420 光木　唯 岡山東商業高 26.34 q 2 5 502 三島　麻貴 美作大 26.34 q

ｽｷﾞﾊﾗﾒｸﾞﾐ 島根 ｵｷ ｶｵﾘ 広島
3 8 235 杉原　恵 松江北高 26.50 3 6 644 沖　佳織 沼田高 26.38

ｱｷﾀﾏﾐ 島根 ｸﾗﾓﾄ ﾐｷ 広島
4 4 245 秋田　真美 立教大 26.56 4 2 719 蔵本　美紀 広島経済大 27.26

ｲｼﾊﾗﾘｴ 島根 ｲｼｲ ﾏｲ 広島
5 7 234 石原　理恵 松江北高 26.74 5 4 650 石井　舞 沼田高 27.41

ﾀｹｳﾁ　ﾊﾙｶ 岡山 ﾓﾘｱｲﾐｻﾄ 島根
6 3 462 竹内　美香 広島経済大 26.77 6 7 241 森合　美里 横田高 28.26

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾘ 広島 ｵﾊﾞﾗﾅﾂｷ 島根
7 2 722 小笠原　衣里 広島経済大 27.11 8 242 尾原　菜月 広島経済大 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾘﾀﾔｽｺ 島根

1 5 223 桐田　康子 益田市陸協 25.41
ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ 広島

2 4 643 杵淵　莉沙 沼田高 25.60
ｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ 広島

3 3 718 伊藤　希望 広島経済大 25.78
ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 広島

4 6 642 川口　和香菜 沼田高 25.90
ﾀｸﾞﾁ ｶﾅ 岡山

5 7 506 田口　果奈 美作大 26.46
ｻｻｷﾕｶ 山口

6 8 892 佐々木　祐佳 豊浦高 26.47
ﾐﾂｷ ﾕｲ 岡山

2 420 光木　唯 岡山東商業高 DNS
ﾐｼﾏ ﾏｷ 岡山

1 502 三島　麻貴 美作大 DNS

風: -2.8

風: -2.4 風: -2.6

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

風: -2.2 風: -3.6

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子400m

日本記録　　 (NR) 51.75 丹野　麻美 (ナチュリル) 2008 8月22日 13:55 予選
中国記録 (AR) 54.73 久保　瑠璃子 (井口高・広島) 2006 8月22日 16:30 決勝
大会記録 (GR) 56.41 片岡　紗希 (立命館大・岡山) 2008

予選 4組1着+4

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

ｸﾎﾞ ﾙﾘｺ 広島 ｲﾄﾊﾗｱﾔ 島根
1 6 605 久保　瑠里子 デオデオ 55.46 NGR Q 1 3 237 糸原　綾 松江北高 59.02 Q

ｽｴﾐﾂﾏｺ 島根 ｻｲﾉ ﾅｵﾐ 広島
2 4 238 末光　眞子 松江北高 57.25 q 2 6 725 才野　直美 皆実高 59.39 q

ｱｶｲｹ ｴﾘ 岡山 ｻｻｷﾕｶ 山口
3 3 507 赤池　絵梨 美作大 57.82 q 3 5 892 佐々木　祐佳 豊浦高 59.65

ｱﾏﾓﾄ ｱﾂｺ 山口 ﾀﾆﾔ　ﾕﾘｴ 広島
4 7 816 天本　敦子 山口大 59.95 4 1 694 谷矢　優里枝 広島大 1.02.83

ﾏﾀﾉ ﾕﾘ 岡山 ﾉﾂﾐｻﾄ 島根
5 5 477 亦野　友里 倉敷中央高 1.00.03 5 2 247 野津　美里 隠岐高 1.06.37

ｶﾜｲ ﾅｵ 岡山 ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取
6 2 515 河合　菜緒 岡山大 1.01.23 6 8 24 中村　希 鳥取東高 1.08.53

ﾏﾂﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 山口 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ 広島
7 8 811 松永　京子 浜松大 1.02.84 4 724 松浦　加奈 皆実高 DNS

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口
7 883 田中　里奈 徳山商工高 DNS

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

ｶﾀｵｶ ｻｷ 岡山 ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ 岡山
1 6 500 片岡　紗希 立命館大 57.48 Q 1 3 476 森永　早紀 倉敷中央高 58.11 Q

ｷﾇｶﾜ ﾕﾘ 岡山 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 岡山
2 5 492 絹川　友梨 岡山城東高 1.00.10 2 7 496 山本　千晶 岡山AC 58.25 q

ｸﾗﾓﾄ ﾐｷ 広島 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 広島
3 3 719 蔵本　美紀 広島経済大 1.00.67 3 5 696 山本　真希 福山平成大 59.46

ｽｽﾞｷ　ｾﾂ 岡山 ｶﾜﾑﾗ ｱｷ 山口
4 2 422 鈴木　契 岡山東商業高 1.02.09 4 6 806 河村　亜希 下松市陸協 1.00.04

ﾐﾁﾊﾗ ｴﾘ 広島 ﾄﾝﾀﾞ　ﾐﾎ 広島
5 8 647 道原　絵里 沼田高 1.02.44 5 4 665 冨田　美穂 舟入高 1.00.33

ﾔﾏｸﾞﾁｱｷ 島根 ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ 山口
6 7 239 山口　明紀 浜田高 1.06.26 6 2 879 岩政　美里 徳山商工高 1.00.63

ﾅｶｲ ﾕﾐ 岡山 ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口
4 465 中井　祐美 環太平洋大 DNS 7 8 886 前原　美希 徳山商工高 1.04.56

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾎﾞ ﾙﾘｺ 広島

1 5 605 久保　瑠里子 デオデオ 55.10 NGR
ｶﾀｵｶ ｻｷ 岡山

2 6 500 片岡　紗希 立命館大 55.40 NGR
ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ 岡山

3 4 476 森永　早紀 倉敷中央高 56.40 NGR
ｱｶｲｹ ｴﾘ 岡山

4 7 507 赤池　絵梨 美作大 57.68
ｻｲﾉ ﾅｵﾐ 広島

5 1 725 才野　直美 皆実高 57.75
ｽｴﾐﾂﾏｺ 島根

6 8 238 末光　眞子 松江北高 58.47
ｲﾄﾊﾗｱﾔ 島根

7 3 237 糸原　綾 松江北高 59.60
ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 岡山

2 496 山本　千晶 岡山AC DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NGR：大会新記録 DNS：欠場 1/1



女子800m

日本記録　　 (NR) 2.00.45 杉森　美保 (京セラ) 2005 8月23日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ
中国記録 (AR) 2.04.44 久保　瑠璃子 (井口高・広島) 2006
大会記録 (GR) 2.09.6 大国　美喜子 (出雲農高・島根) 1983

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

ｱｶｲｹ ｴﾘ 岡山 ﾀｻｶ ｱｷ 岡山
1 6 507 赤池　絵梨 美作大 2.20.56 1 5 438 田阪　亜樹 天満屋 2.12.07

ﾏﾂﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 山口 ﾅｶｲ ﾕﾐ 岡山
2 4 811 松永　京子 浜松大 2.22.02 2 3 465 中井　祐美 環太平洋大 2.14.38

ﾔﾉ ﾘｴｺ 広島 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｷﾅ 広島
3 3 699 矢野　里恵子 福山平成大 2.23.76 3 4 710 中村　友貴奈 井口高 2.17.73

ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 山口 ｶｷﾊﾗ ｻﾄﾐ 広島
4 5 858 松本　千鶴 下関中等 2.23.89 4 7 637 柿原　聡美 賀茂高 2.19.55

ﾅｶﾑﾗｴﾘﾅ 山口 ﾀﾑﾗ ﾋﾄﾐ 広島
5 8 841 中村　江里奈 下関商業高 2.23.99 5 6 709 田村　瞳 井口高 2.21.12

ﾄﾓﾀﾞ ｼｮｳｺ 山口 ﾏﾂｵｶ ﾕｶ 広島
6 7 853 共田　祥子 下関中等 2.32.31 6 8 634 松岡　由佳 神辺旭高 2.27.25

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

総合順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 438 田阪　亜樹 ﾀｻｶ ｱｷ 天満屋 2.12.07 2 5 1
2 465 中井　祐美 ﾅｶｲ ﾕﾐ 環太平洋大 2.14.38 2 3 2
3 710 中村　友貴奈 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｷﾅ 井口高 2.17.73 2 4 3
4 637 柿原　聡美 ｶｷﾊﾗ ｻﾄﾐ 賀茂高 2.19.55 2 7 4
5 507 赤池　絵梨 ｱｶｲｹ ｴﾘ 美作大 2.20.56 1 6 1
6 709 田村　瞳 ﾀﾑﾗ ﾋﾄﾐ 井口高 2.21.12 2 6 5
7 811 松永　京子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 浜松大 2.22.02 1 4 2
8 699 矢野　里恵子 ﾔﾉ ﾘｴｺ 福山平成大 2.23.76 1 3 3

凡例



女子1500m

日本記録　　 (NR) 4.07.86 小林　祐梨子 (須磨学園高) 2006 8月22日 13:35 決勝
中国記録 (AR) 4.17.79 原　万里子 (ダイイチ・広島) 1993
大会記録 (GR) 4.22.06 楠　真美 (デオデオ・広島) 1998

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾑﾗ ﾋﾄﾐ 広島

1 4 709 田村　瞳 井口高 4.41.13
ﾋｶﾞﾕﾘ 広島

2 5 606 比嘉　由理 デオデオ 4.42.45
ﾅｽ ﾕｳｺ 山口

3 2 808 那須　祐子 九州大 4.45.14
ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾗ 岡山

4 6 439 川本　昌 天満屋 4.45.34
ｷｼﾞﾏ ｲｸﾐ 山口

5 1 911 来島　郁泉 豊浦陸上スポ少 4.54.75
ﾆｼﾜｷ ﾏｲ 岡山

3 461 西脇　舞 岡山操山高 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子5000m

日本記録　　 (NR) 14.53.22 福士　加代子 (ワコール) 2005 8月22日 17:20 決勝
中国記録 (AR) 15.15.16 小鳥田　貴子 (デオデオ・広島) 2003
大会記録 (GR) 15.57.23 小林　雅代 (天満屋・岡山) 1999

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾗ ﾚｲ 岡山

1 5 440 小原　怜 天満屋 16.44.72
ｲｿｶﾞｲ ｼｭﾌ 岡山

2 2 441 磯貝　朱赴 天満屋 17.30.36
ｻﾄｳ ｱｽﾞｻ 広島

3 4 653 佐藤　あずさ 福山暁の星女子高 17.58.61
ｲﾁｶﾜ ﾐﾎ 広島

4 3 638 市川　美穂 賀茂高 19.17.18
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 広島

1 607 山田　貴子 デオデオ DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子100mH

日本記録　　 (NR) 13.00 金沢　イボンヌ (佐田建設) 2000 8月22日 14:40 予選
中国記録 (AR) 13.48 松浦　真枝 (島根大・島根) 1995 8月22日 17:00 決勝
大会記録 (GR) 14.12 三好　香奈恵 (関西大･広島) 2001

予選 4組1着+4

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

ｲﾁｷｱｽﾞｻ 山口 ﾅｶﾔﾏﾕｶﾘ 島根
1 6 801 一木　あずさ ＳＴＣ 14.56 Q 1 6 222 中山　ゆかり 鹿屋体育大 15.31 Q

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 岡山 ﾀｶｷﾞﾕｶﾘ 山口
2 4 536 橋本　真実 川崎医療福祉大 15.11 q 2 5 897 高木　柚香莉 中村女子高 15.84

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ｾﾝｷﾞ　ﾕﾐ 岡山
3 3 478 高橋　緋奈 倉敷中央高 15.77 q 3 4 467 仙木　弓美 環太平洋大 16.49

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 岡山 ﾋﾉ ﾂﾊﾞｻ 鳥取
4 8 479 藤原　未来 倉敷中央高 17.09 4 8 15 日野　翼 鳥取中央育英高 16.81

ｶﾈｺ ﾐﾕｷ 山口 ｵｸﾕｳﾅ 島根
5 7 898 金子　美幸 萩商工高 17.58 5 7 202 奥　優菜 平田高 18.02

ﾀｶﾑﾗﾏﾘ 島根 ｵｶﾓﾄ　ﾘｻ 広島
2 244 高村　茉里 出雲高 DNS 6 3 695 岡本　理佐 福山平成大 18.18

ﾓﾘｼﾀ ﾏｲ 広島 ｶﾐｶﾞｳﾁ　ｱｷ 広島
5 611 森下　真衣 府中高 DNS 7 2 672 上垣内　亜紀 市立呉高 18.47

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

ﾔﾏﾈ ﾙﾐ 鳥取 ｺﾞﾄｳ ﾁｴ 鳥取
1 6 14 山根　瑠美 美作大 14.95 Q 1 5 13 後藤　千恵 美作大 15.58 Q

ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山 ｵｷﾀ　ﾊｽﾞｷ 広島
2 3 494 野坂　優 岡山城東高 16.33 2 4 691 沖田　葉月 福岡大 15.76 q

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾞﾎ 広島 ﾄﾐﾋﾛ ｽﾐｺ 広島
3 2 711 橋本　真津帆 広島修道大 16.83 3 3 649 冨廣　澄子 沼田高 15.77 q

ｻｶｲ ﾏﾕ 岡山 ｱｵｷ ﾘﾅ 山口
4 7 545 酒井　まゆ 玉野光南高 16.97 4 7 899 青木　里奈 光高 16.96

ｼﾉﾊﾗ ﾁｶ 岡山 ｶﾜｵｶ ﾏﾐ 広島
5 8 442 篠原　千佳 美作高 18.28 5 2 677 川岡　真実 広島市商高 18.15

ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 広島 ﾔﾏﾀﾞｼｮｳｺ 島根
6 4 629 山本　沙織 神辺旭高 18.59 6 8 230 山田　祥子 松江商業高 18.32

ｲﾜﾅﾘﾐｽﾞﾎ 島根 ﾐﾂｷ ﾕｲ 岡山
5 214 岩成　瑞穂 大社高 DNS 6 420 光木　唯 岡山東商業高 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｷｱｽﾞｻ 山口

1 4 801 一木　あずさ ＳＴＣ 14.42
ﾅｶﾔﾏﾕｶﾘ 島根

2 6 222 中山　ゆかり 鹿屋体育大 14.81
ｵｷﾀ　ﾊｽﾞｷ 広島

3 7 691 沖田　葉月 福岡大 14.82
ﾔﾏﾈ ﾙﾐ 鳥取

4 5 14 山根　瑠美 美作大 14.91
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 岡山

5 8 536 橋本　真実 川崎医療福祉大 15.20
ｺﾞﾄｳ ﾁｴ 鳥取

6 3 13 後藤　千恵 美作大 15.26
ﾄﾐﾋﾛ ｽﾐｺ 広島

7 2 649 冨廣　澄子 沼田高 15.27
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山

8 1 478 高橋　緋奈 倉敷中央高 15.72

風: -2.1

風: -2.2 風: -4.7

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

風: -2.4 風: -3.4

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子400mH

日本記録　　 (NR) 55.46 久保倉　里美 (新潟アルビレックス) 2008 8月23日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ
中国記録 (AR) 59.34 西井　奈保美 (鹿屋体大・岡山) 2007
大会記録 (GR) 1.01.89 西井　奈保美 (鹿屋体大・岡山) 2006

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

ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島 ﾖｼｵｶ ｼﾎ 岡山
1 6 621 川田　智恵 尾道商業高 1.09.78 1 5 464 吉岡　史穂 福山平成大 1.06.55

ｼﾏﾂﾞ ﾋﾄﾐ 山口 ｵﾉ ﾕｳﾘ 岡山
2 2 882 島津　一未 徳山商工高 1.10.26 2 4 488 小野　祐里 岡山後楽館高 1.07.46

ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 山口 ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口
3 4 907 中村　千秋 山口県鴻城高 1.12.34 3 7 886 前原　美希 徳山商工高 1.07.89

ﾔﾏﾀﾞｼｮｳｺ 島根 ｶﾜﾑﾗ ﾏｷ 山口
4 3 230 山田　祥子 松江商業高 1.13.08 4 8 861 河村　真希 周防大島高 1.08.95

ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ 山口 ｺﾊﾞﾔｼﾏﾘﾔ 島根
5 7 904 徳重　有沙 防府高 1.13.65 5 6 203 小林　麻梨弥 矢上高 1.09.46

ﾅｶﾀﾆ ｲｸﾐ 山口 ｲﾏｲ ﾘｵ 岡山
6 5 855 中谷　育美 下関中等 1.16.23 6 3 423 今井　李緒 岡山東商業高 1.10.08

ﾖｼﾓﾄ ﾕｲ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁｱｷ 島根
7 8 845 吉本　由衣 下関商業高 1.18.55 7 2 239 山口　明紀 浜田高 1.10.66

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 広島 ｲﾄﾊﾗｱﾔ 島根
1 4 696 山本　真希 福山平成大 1.04.44 1 2 237 糸原　綾 松江北高 1.02.48

ｺﾞﾄｳ ﾁｴ 鳥取 ｷﾇｶﾜ ﾕﾘ 岡山
2 8 13 後藤　千恵 美作大 1.04.80 2 6 492 絹川　友梨 岡山城東高 1.03.23

ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 広島 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ 岡山
3 7 629 山本　沙織 神辺旭高 1.07.75 3 5 480 大澤　綾奈 倉敷中央高 1.04.44

ﾐﾅｷﾞ　ﾄﾓｴ 岡山 ﾊﾔｻｷ ｱｻﾐ 岡山
4 6 503 皆木　智絵 美作大 1.09.93 4 3 453 早崎　朝美 武庫川女子大 1.05.15

ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 広島 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 岡山
5 3 698 大本　里香 福山平成大 1.10.33 5 1 536 橋本　真実 川崎医療福祉大1.06.16

ｱﾘｷ　ﾄﾓｶ 広島 ﾓﾘｶﾜ ﾕｷｺ 広島
6 5 676 有木　寛香 広島市商高 1.10.55 6 4 712 森川　祐紀子 広島修道大 1.08.50

ｵｶﾓﾄ　ﾘｻ 広島 ﾌｼﾞｲ ｱﾔｶ 岡山
2 695 岡本　理佐 福山平成大 DNS 7 487 藤井　彩加 岡山後楽館高 DNS

ﾄﾐﾋﾛ ｽﾐｺ 広島
8 649 冨廣　澄子 沼田高 DNS

審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭
記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

総合順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 237 糸原　綾 ｲﾄﾊﾗｱﾔ 松江北高 1.02.48 4 2 1
2 492 絹川　友梨 ｷﾇｶﾜ ﾕﾘ 岡山城東高 1.03.23 4 6 2
3 480 大澤　綾奈 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ 倉敷中央高 1.04.44 4 5 3
3 696 山本　真希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 福山平成大 1.04.44 3 4 1
5 13 後藤　千恵 ｺﾞﾄｳ ﾁｴ 美作大 1.04.80 3 8 2
6 453 早崎　朝美 ﾊﾔｻｷ ｱｻﾐ 武庫川女子大 1.05.15 4 3 4
7 536 橋本　真実 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 川崎医療福祉大 1.06.16 4 1 5
8 464 吉岡　史穂 ﾖｼｵｶ ｼﾎ 福山平成大 1.06.55 2 5 1

凡例 DNS：欠場 1/1



女子4×100mR

日本記録　　 (NR) 43.58 北風・福島・渡辺・髙橋 (日本) 2009 8月22日 13:00 予選
中国記録 (AR) 46.56 佐藤佳・水上・松田・佐藤加 (山口県･山口) 2005 8月22日 17:45 決勝
大会記録 (GR) 47.48 清谷・水上・梅本・伊藤 (広島経済大・広島) 2004

予選 4組1着+4

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央高校 48.24 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大B 50.51 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｲｼﾀﾞ ﾐｽｽﾞ ｶﾒﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

1 474 石田　美鈴 岡山 倉敷中央高 1 505 亀山　のどか 岡山 美作大
ﾏﾂｵ ｻﾔｶ ﾊﾏﾑﾗ ｶｵﾘ

2 482 松尾　紗也可 岡山 倉敷中央高 2 510 濱村　香織 岡山 美作大
ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾐ

3 476 森永　早紀 岡山 倉敷中央高 3 511 辻本　有美 岡山 美作大
ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ ﾐﾅｷﾞ　ﾄﾓｴ

4 475 安井　瑞紀 岡山 倉敷中央高 4 503 皆木　智絵 岡山 美作大

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取城北高校 50.84 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商業高B 51.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｲ ｵｵﾀ ﾜｶﾅ

1 6 本庄　由依 鳥取 鳥取城北高 1 430 太田　若那 岡山 岡山東商業高
ﾓﾘﾀ ﾑﾂﾐ ｼｵﾐ ﾚｲｶ

2 7 森田　睦未 鳥取 鳥取城北高 2 421 塩見　玲加 岡山 岡山東商業高
ﾇﾏﾀ ﾘﾎ ﾋﾛﾀ ﾅﾐ

3 5 沼田　理穂 鳥取 鳥取城北高 3 425 廣田　奈美 岡山 岡山東商業高
ﾄｸﾀﾞ ﾕｳ ｻｷﾊﾗ ｻﾅ

4 9 徳田　由羽 鳥取 鳥取城北高 4 426 先原　沙奈 岡山 岡山東商業高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部高等学校 51.57 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商業高A 51.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄﾐﾀ ﾏﾎ ﾅｶﾞﾊﾀ　ﾏﾘﾔ

1 874 冨田　真帆 山口 田部高 1 428 長畑　満里耶 岡山 岡山東商業高
ｻﾄｳ ﾅﾘｴ ﾋｻﾅﾘ　ﾏﾐ

2 872 佐藤　成恵 山口 田部高 2 432 久成　真美 岡山 岡山東商業高
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ ﾐﾂｷ ﾕｲ

3 871 小田　結希 山口 田部高 3 420 光木　唯 岡山 岡山東商業高
ﾏﾂｵ ﾘﾎ ｶｼﾏ ﾊﾅｺ

4 876 松尾　梨穂 山口 田部高 4 424 鹿島　華子 岡山 岡山東商業高

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 舟入高校 52.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵﾂ ｱｽﾞｻ

1 667 大津　梓 広島 舟入高
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ

2 668 小林　祥子 広島 舟入高
ﾋﾗﾔﾌﾞ　ﾚﾅ

3 669 平藪　玲奈 広島 舟入高
ﾉﾔﾏ ｽﾐﾚ

4 664 野山　すみれ 広島 舟入高

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島経済大学 48.32 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦高等学校 50.13 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｸﾗﾓﾄ ﾐｷ ﾀﾅｶ ﾏｲｺ

1 719 蔵本　美紀 広島 広島経済大 1 895 田中　舞子 山口 豊浦高
ｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ ｻｻｷﾕｶ

2 718 伊藤　希望 広島 広島経済大 2 892 佐々木　祐佳 山口 豊浦高
ｲﾁﾔｽ　ﾕｷｴ ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ

3 723 一安　佑希恵 広島 広島経済大 3 894 田代　瑞乃 山口 豊浦高
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾘ ｸﾛｶﾜﾅﾘｻ

4 722 小笠原　衣里 広島 広島経済大 4 891 黒川　南理沙 山口 豊浦高

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英高校 50.86 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 井口高校 51.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾏﾕｺ ｲﾉｳｴ　ﾐﾔﾋﾞ

1 18 定常　万優子 (2) 鳥取 鳥取中央育英高 1 706 井上　雅 広島 井口高
ﾋﾉ ﾂﾊﾞｻ ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘｺ

2 15 日野　翼 (2) 鳥取 鳥取中央育英高 2 705 徳永　百合子 広島 井口高
ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ ｶﾔ ﾋﾅｺ

3 20 竹本　唯 鳥取 鳥取中央育英高 3 708 嘉屋　日奈子 広島 井口高
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｱ ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾕｶ

4 19 吉田　真里亜 鳥取 鳥取中央育英高 4 704 林原　由佳 広島 井口高

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田市陸協 51.32 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島S,R,P,C 51.62
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

ﾀﾞｹﾅｵｺ ｶﾜﾀﾞ ﾖｼｺ

1 225 嶽菜　穂子 島根 益田市陸協 1 683 河田　佳子 広島 広島S,R,P,C
ｵｵｲｼﾁﾅﾂ ｳｴﾀﾞ ﾁｻ

2 228 大石　千夏 島根 益田市陸協 2 684 上田　知沙 広島 広島S,R,P,C
ｷﾘﾀﾔｽｺ ﾖｺｶﾞﾜ ﾅｵｺ

3 223 桐田　康子 島根 益田市陸協 3 685 横川　奈保子 広島 広島S,R,P,C
ﾅｶｼﾏﾕｳｷ ﾌｸｼﾏ ﾐﾅ

4 224 中島　友紀 島根 益田市陸協 4 686 福島　美奈 広島 広島S,R,P,C

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 市立呉高校 51.83 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐高 51.96
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

ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾉ ﾉﾂﾐｻﾄ

1 670 古川　綾乃 広島 市立呉高 1 247 野津　美里 (2) 島根 隠岐高
ﾀｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ ﾅｶｼﾏﾐﾎ

2 671 瀧山　朋未 広島 市立呉高 2 248 中嶋　美保 (2) 島根 隠岐高
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ ｺﾝﾄﾞｳｻﾕﾘ

3 674 山田　麻友佳 広島 市立呉高 3 249 近藤　さゆり (1) 島根 隠岐高
ｶﾐｶﾞｳﾁ　ｱｷ ﾔﾜﾀﾅｷﾞｶ

4 672 上垣内　亜紀 広島 市立呉高 4 246 八幡　凪歌 (2) 島根 隠岐高

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/3



女子4×100mR

日本記録　　 (NR) 43.58 北風・福島・渡辺・髙橋 (日本) 2009 8月22日 13:00 予選
中国記録 (AR) 46.56 佐藤佳・水上・松田・佐藤加 (山口県･山口) 2005 8月22日 17:45 決勝
大会記録 (GR) 47.48 清谷・水上・梅本・伊藤 (広島経済大・広島) 2004

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

3組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大A 47.58 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 皆実高校 49.65 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｱｶｲｹ ｴﾘ ﾄﾏﾘﾉ　ﾖｼﾈ

1 507 赤池　絵梨 岡山 美作大 1 727 泊野　由音 広島 皆実高
ﾐｼﾏ ﾏｷ ﾔﾌﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ

2 502 三島　麻貴 岡山 美作大 2 726 藪野　のぞみ 広島 皆実高
ﾀｸﾞﾁ ｶﾅ ﾓﾘ ｻﾂｷ

3 506 田口　果奈 岡山 美作大 3 728 森　さつき 広島 皆実高
ｼﾐｽﾞ ﾕｷ ｻｲﾉ ﾅｵﾐ

4 504 清水　祐希 岡山 美作大 4 725 才野　直美 広島 皆実高

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭高校 50.71 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中等教育学校 51.10
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

ﾎｼﾉ ﾕｶ ﾅｶﾉ ﾘｶ

1 630 星野　結加 広島 神辺旭高 1 856 中野　里香 山口 下関中等
ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ

2 629 山本　沙織 広島 神辺旭高 2 849 緒方　友奈 山口 下関中等
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｴﾘ ﾅｶｶﾞﾜﾕﾘｶ

3 632 渡辺　冴理 広島 神辺旭高 3 854 中川　友里佳 山口 下関中等
ｾﾄｳ　ﾕｶ ﾁｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ

4 631 瀬籐　佑香 広島 神辺旭高 4 852 近松　朋美 山口 下関中等

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 51.10 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道商業高校 51.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲｼﾀﾞﾐｷ ﾀｶｶﾞｷ　ﾏﾅ

1 205 石田　美希 (3) 島根 益田東 1 622 高垣　真奈 広島 尾道商業高
ｷﾊﾗﾓｴ ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ

2 206 木原　萌 島根 益田東 2 621 川田　智恵 広島 尾道商業高
ﾀﾅｶｶｴﾃﾞ ｼﾞｮｳｻｲ ﾁﾅﾐ

3 208 田中　楓 島根 益田東 3 619 城西　ちなみ 広島 尾道商業高
ｷｼﾀﾞﾐｻｷ ｺﾊﾞﾔｼﾐｷ

4 207 岸田　実紗希 島根 益田東 4 620 小林　樹 広島 尾道商業高

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口大学 52.11 DNS 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江商業高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾔｶ

1 818 冨永　彩香 山口 山口大
ｵｷ ｶﾘﾝ

2 817 沖　果林 山口 山口大
ｱﾏﾓﾄ ｱﾂｺ

3 816 天本　敦子 山口 山口大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ

4 820 宮崎　裕子 山口 山口大

4組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田高校 49.13 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江北高 49.17 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｵｷ ｶｵﾘ ｽｷﾞﾊﾗﾒｸﾞﾐ

1 644 沖　佳織 広島 沼田高 1 235 杉原　恵 (2) 島根 松江北高
ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｲｼﾊﾗﾘｴ

2 642 川口　和香菜 広島 沼田高 2 234 石原　理恵 (1) 島根 松江北高
ﾄﾏﾘﾉ　ﾌﾐｶ ｽｴﾐﾂﾏｺ

3 645 泊野　史香 広島 沼田高 3 238 末光　眞子 (2) 島根 松江北高
ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ ｲﾄﾊﾗｱﾔ

4 643 杵淵　莉沙 広島 沼田高 4 237 糸原　綾 (2) 島根 松江北高

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京高等学校 50.81 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮高校 51.58
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

ﾏｻｷ ﾐｷ ｼﾐｽﾞ　ﾁｶｺ

1 835 真﨑　美希 山口 西京高 1 528 清水　陸子 岡山 岡山一宮高
ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ ﾏﾝﾅﾐ ｼｽﾞｶ

2 832 田原　恵美 山口 西京高 2 523 万波　静香 岡山 岡山一宮高
ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ ｼﾏ ｻﾄﾐ

3 837 光永　麻由 山口 西京高 3 525 島　里美 岡山 岡山一宮高
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ ｷﾀ ﾌﾐｶ

4 833 原田　実里 山口 西京高 4 531 北　文花 岡山 岡山一宮高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 就実高校 52.65 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｴｸﾞﾁ　ｱｽﾞｻ

1 401 江口　愛彩 岡山 就実高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅｺ

2 406 渡邉　美菜子 岡山 就実高
ﾔｽｵｶ ﾐｶ

3 402 安岡　美佳 岡山 就実高
ﾔﾌﾞｷ ｱﾔ

4 417 矢吹　綾 岡山 就実高

DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 O.S.I DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

凡例 DNS：欠場 2/3



女子4×100mR

日本記録　　 (NR) 43.58 北風・福島・渡辺・髙橋 (日本) 2009 8月22日 13:00 予選
中国記録 (AR) 46.56 佐藤佳・水上・松田・佐藤加 (山口県･山口) 2005 8月22日 17:45 決勝
大会記録 (GR) 47.48 清谷・水上・梅本・伊藤 (広島経済大・広島) 2004

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大A 47.59 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田高校 47.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｱｶｲｹ ｴﾘ ｵｷ ｶｵﾘ

1 507 赤池　絵梨 岡山 美作大 1 644 沖　佳織 広島 沼田高
ﾐｼﾏ ﾏｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

2 502 三島　麻貴 岡山 美作大 2 642 川口　和香菜 広島 沼田高
ﾀｸﾞﾁ ｶﾅ ﾐﾁﾊﾗ ｴﾘ

3 506 田口　果奈 岡山 美作大 3 647 道原　絵里 広島 沼田高
ｼﾐｽﾞ ﾕｷ ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ

4 504 清水　祐希 岡山 美作大 4 643 杵淵　莉沙 広島 沼田高

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央高校 47.97 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島経済大学 48.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ ｸﾗﾓﾄ ﾐｷ

1 475 安井　瑞紀 岡山 倉敷中央高 1 719 蔵本　美紀 広島 広島経済大
ｲｼﾀﾞ ﾐｽｽﾞ ｲﾄｳ　ﾉｿﾞﾐ

2 474 石田　美鈴 岡山 倉敷中央高 2 718 伊藤　希望 広島 広島経済大
ﾏﾂｵ ｻﾔｶ ｲﾁﾔｽ　ﾕｷｴ

3 482 松尾　紗也可 岡山 倉敷中央高 3 723 一安　佑希恵 広島 広島経済大
ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾘ

4 476 森永　早紀 岡山 倉敷中央高 4 722 小笠原　衣里 広島 広島経済大

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江北高 49.59 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大B 50.43
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

ｽｷﾞﾊﾗﾒｸﾞﾐ ｶﾒﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

1 235 杉原　恵 (2) 島根 松江北高 1 505 亀山　のどか 岡山 美作大
ｲｼﾊﾗﾘｴ ﾊﾏﾑﾗ ｶｵﾘ

2 234 石原　理恵 (1) 島根 松江北高 2 510 濱村　香織 岡山 美作大
ｽｴﾐﾂﾏｺ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾐ

3 238 末光　眞子 (2) 島根 松江北高 3 511 辻本　有美 岡山 美作大
ｲﾄﾊﾗｱﾔ ﾐﾅｷﾞ　ﾄﾓｴ

4 237 糸原　綾 (2) 島根 松江北高 4 503 皆木　智絵 岡山 美作大

1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦高等学校 DSQ,*R1 DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 皆実高校 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀﾅｶ ﾏｲｺ

1 895 田中　舞子 山口 豊浦高
ｻｻｷﾕｶ

2 892 佐々木　祐佳 山口 豊浦高
ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ

3 894 田代　瑞乃 山口 豊浦高
ｸﾛｶﾜﾅﾘｻ

4 891 黒川　南理沙 山口 豊浦高

凡例 DNS：欠場 3/3



女子4×400mR

日本記録　　 (NR) 3.30.17 青木・丹野・久保倉・木田 (日本) 2007 8月23日 10:00 予選
中国記録 (AR) 3.46.87 松浦・才野・沖田・中林 (皆実高・広島) 2008 8月23日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 3.53.77 後藤・三島・濱村・赤池 (美作大・岡山) 2008

予選 5組タイム8

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大A 3.59.58 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田高校 4.02.37 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾐｼﾏ ﾏｷ ｵｵｸﾎﾞ ｱﾕﾐ

1 502 三島　麻貴 岡山 美作大 1 648 大窪　歩 広島 沼田高
ｱｶｲｹ ｴﾘ ｺｳﾁ ﾏﾕｶ

2 507 赤池　絵梨 岡山 美作大 2 646 高智　真由香 広島 沼田高
ﾊﾏﾑﾗ ｶｵﾘ ｲｼｲ ﾏｲ

3 510 濱村　香織 岡山 美作大 3 650 石井　舞 広島 沼田高
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾐ ﾐﾁﾊﾗ ｴﾘ

4 511 辻本　有美 岡山 美作大 4 647 道原　絵里 広島 沼田高

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦高等学校 4.06.88 q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道商業高校 4.08.88 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲｼｲｱﾘｻ ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ

1 887 石井　亜理沙 山口 豊浦高 1 621 川田　智恵 広島 尾道商業高
ｻｻｷﾕｶ ｼﾞｮｳｻｲ ﾁﾅﾐ

2 892 佐々木　祐佳 山口 豊浦高 2 619 城西　ちなみ 広島 尾道商業高
ｸﾛｶﾜﾅﾘｻ ﾀｶｶﾞｷ　ﾏﾅ

3 891 黒川　南理沙 山口 豊浦高 3 622 高垣　真奈 広島 尾道商業高
ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ ｸﾎﾞ ｱﾔｶ

4 894 田代　瑞乃 山口 豊浦高 4 623 久保　絢香 広島 尾道商業高

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商業高校 4.09.80 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中等教育学校 4.19.44
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵﾀ ﾜｶﾅ ﾀﾆﾉ ﾌﾐｶ

1 430 太田　若那 岡山 岡山東商業高 1 851 谷野　文郁 山口 下関中等
ｼｵﾐ ﾚｲｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ

2 421 塩見　玲加 岡山 岡山東商業高 2 858 松本　千鶴 山口 下関中等
ｱﾍﾞ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾀﾆ ｲｸﾐ

3 433 阿部　奈津美 岡山 岡山東商業高 3 855 中谷　育美 山口 下関中等
ｲｸﾔﾏ　ﾚﾅ ｴﾔﾏ ﾊﾅ

4 434 生山　玲奈 岡山 岡山東商業高 4 848 江山　花 山口 下関中等

2組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央高校 3.58.01 q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道北高校 4.09.51 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ﾏﾀﾉ ﾕﾘ ｵｶﾞﾜ ｴﾘ

1 477 亦野　友里 岡山 倉敷中央高 1 714 小川　恵梨 広島 尾道北高
ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ ｵｶﾓﾄ ﾘｶｺ

2 476 森永　早紀 岡山 倉敷中央高 2 713 岡本　理華子 広島 尾道北高
ﾀｹﾅｶ ﾐｽﾞﾎ ｸｽﾐ　ﾏﾐ

3 485 竹中　瑞穂 岡山 倉敷中央高 3 715 楠見　真衣 広島 尾道北高
ｲｼﾀﾞ ﾐｽｽﾞ ﾀﾀﾞ　ｶﾅﾃﾞ

4 474 石田　美鈴 岡山 倉敷中央高 4 716 多田　奏 広島 尾道北高

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商業高等学校 4.12.72 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 井口高校 4.13.58
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

ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾕｶ

1 843 森田　明梨 山口 下関商業高 1 704 林原　由佳 広島 井口高
ﾅｶﾑﾗｴﾘﾅ ｽｴﾅｶﾞ ﾓｴｺ

2 841 中村　江里奈 山口 下関商業高 2 707 末永　萌絵子 広島 井口高
ﾒｸﾞﾛ ｶﾅ ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘｺ

3 842 目黒　花樹 山口 下関商業高 3 705 徳永　百合子 広島 井口高
ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ ｲﾉｳｴ　ﾐﾔﾋﾞ

4 844 山本　詩織 山口 下関商業高 4 706 井上　雅 広島 井口高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府高等学校 4.28.45 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭高校 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ

1 904 徳重　有沙 山口 防府高
ｽｴﾄﾐﾅﾂｺ

2 903 末冨　菜都子 山口 防府高
ｱﾍﾞ ｻｷﾅ

3 901 阿部　咲奈 山口 防府高
ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ

4 902 石本　祥子 山口 防府高

DNS 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部西高等学校 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/3



女子4×400mR

日本記録　　 (NR) 3.30.17 青木・丹野・久保倉・木田 (日本) 2007 8月23日 10:00 予選
中国記録 (AR) 3.46.87 松浦・才野・沖田・中林 (皆実高・広島) 2008 8月23日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 3.53.77 後藤・三島・濱村・赤池 (美作大・岡山) 2008

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大B 4.13.20 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田市陸協 4.13.30

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｼﾐｽﾞ ﾕｷ ﾀﾞｹﾅｵｺ

1 504 清水　祐希 岡山 美作大 1 225 嶽菜　穂子 島根 益田市陸協
ﾐﾅｷﾞ　ﾄﾓｴ ｷﾘﾀﾔｽｺ

2 503 皆木　智絵 岡山 美作大 2 223 桐田　康子 島根 益田市陸協
ｶﾒﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ ｻｻｷｱｷﾅ

3 505 亀山　のどか 岡山 美作大 3 227 佐々木　明菜 島根 益田市陸協
ｴﾉﾓﾄ ﾌｸﾐ ｵｵｲｼﾁﾅﾂ

4 512 榎本　福美 岡山 美作大 4 228 大石　千夏 島根 益田市陸協

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 市立呉高校 4.13.98 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 五日市高校 4.21.16
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

ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ ｵｵﾉ ﾐｶ

1 675 橋元　美樹 広島 市立呉高 1 661 大野　美香 広島 五日市高
ｴｸﾞﾁ　ｶﾝﾅ ﾀｵﾀﾞ　ｹｲｺ

2 673 江口　環奈 広島 市立呉高 2 656 峠田　慶子 広島 五日市高
ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾉ ｵｶﾞﾜ ﾕﾒｶ

3 670 古川　綾乃 広島 市立呉高 3 657 小川　夢加 広島 五日市高
ﾀｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ ｲｶﾞﾜ　ｶﾅ

4 671 瀧山　朋未 広島 市立呉高 4 655 伊川　香奈 広島 五日市高

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 就実高校 4.22.58 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 川崎医療福祉大学 4.24.46
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｴｸﾞﾁ　ｱｽﾞｻ ｷﾀﾉ ﾘｻ

1 401 江口　愛彩 岡山 就実高 1 538 北野　里沙 岡山 川崎医療福祉大
ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ

2 418 小野　みどり 岡山 就実高 2 536 橋本　真実 岡山 川崎医療福祉大
ﾅｽ ﾕｷｺ ﾀﾆﾓﾄ ﾕｶ

3 407 那須　由希子 岡山 就実高 3 539 谷本　由佳 岡山 川崎医療福祉大
ﾖｼﾐﾂ　ﾐﾊﾙ ｲｼｲ　ﾕｺ

4 408 吉光　美陽 岡山 就実高 4 540 石井　愉子 岡山 川崎医療福祉大

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高陽高校 4.26.91
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂｺ

1 613 福本　奈津子 広島 高陽高
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ

2 615 山口　愛里 広島 高陽高
ﾐﾀﾆ ｹｲｺ

3 616 三谷　恵子 広島 高陽高
ｶｼﾞﾔﾏ　ﾒｲ

4 614 梶山　五月 広島 高陽高

4組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工高等学校 4.03.59 q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英高等学校 4.15.34

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ｳｴﾑﾗ ﾕｶ ｱﾍﾞﾐﾕｷ

1 880 植村　優花 山口 徳山商工高 1 862 阿部　美由紀 山口 誠英高
ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ ｲﾑﾀｴﾘ

2 879 岩政　美里 山口 徳山商工高 2 864 井無田　愛理 山口 誠英高
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ ｶﾜﾀ ﾁｶ

3 884 橋本　初美 山口 徳山商工高 3 865 河田　千佳 山口 誠英高
ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ

4 885 藤井　茜 山口 徳山商工高 4 868 須尭　志保 山口 誠英高

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭高校 4.17.74 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英高校 4.18.33
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｵｵﾀｶｷﾞ ﾕﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｱ

1 26 大高木　結理 鳥取 八頭高 1 19 吉田　真里亜 鳥取 鳥取中央育英高
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾐ ﾋﾉ ﾂﾊﾞｻ

2 31 藤森　皓未 鳥取 八頭高 2 15 日野　翼 鳥取 鳥取中央育英高
ﾊｸﾏ ﾁｴ ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ

3 33 白間　千恵 鳥取 八頭高 3 20 竹本　唯 鳥取 鳥取中央育英高
ｵｵﾀﾆ ﾐｶ ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｶﾘ

4 32 大谷　味加 鳥取 八頭高 4 21 北島　有佳理 鳥取 鳥取中央育英高

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 DNS DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 福山平成大学 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 皆実高校 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

凡例 DNS：欠場 2/3



女子4×400mR

日本記録　　 (NR) 3.30.17 青木・丹野・久保倉・木田 (日本) 2007 8月23日 10:00 予選
中国記録 (AR) 3.46.87 松浦・才野・沖田・中林 (皆実高・広島) 2008 8月23日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 3.53.77 後藤・三島・濱村・赤池 (美作大・岡山) 2008

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：石原　宏昭・須田　雅昭

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

5組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 舟入高校 4.02.68 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮高校 4.14.21

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
ﾉﾔﾏ ｽﾐﾚ ﾏﾝﾅﾐ ｼｽﾞｶ

1 664 野山　すみれ 広島 舟入高 1 523 万波　静香 岡山 岡山一宮高
ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾊﾙﾅ ｼﾏ ｻﾄﾐ

2 666 藤本　陽奈 広島 舟入高 2 525 島　里美 岡山 岡山一宮高
ﾄﾝﾀﾞ　ﾐﾎ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

3 665 冨田　美穂 広島 舟入高 3 530 藤田　優 岡山 岡山一宮高
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ ﾊﾗ　ｱﾕｶ

4 668 小林　祥子 広島 舟入高 4 533 原　明友香 岡山 岡山一宮高

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島市商高校 4.14.73 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐高 4.14.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｱﾘｷ　ﾄﾓｶ ｺﾝﾄﾞｳｻﾕﾘ

1 676 有木　寛香 広島 広島市商高 1 249 近藤　さゆり 島根 隠岐高
ﾐｼﾏ ﾁｶ ﾅｶｼﾏﾐﾎ

2 679 三島　千佳 広島 広島市商高 2 248 中嶋　美保 島根 隠岐高
ｶﾜｵｶ ﾏﾐ ﾔﾜﾀﾅｷﾞｶ

3 677 川岡　真実 広島 広島市商高 3 246 八幡　凪歌 島根 隠岐高
ｱｶﾎｼ　ﾏｷ ﾉﾂﾐｻﾄ

4 680 赤星　眞紀 広島 広島市商高 4 247 野津　美里 島根 隠岐高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 笠岡商業高校 4.16.75 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲﾅｶﾞｷ　ﾔｽﾎ

1 472 稲垣　晏歩 岡山 笠岡商業高
ﾉﾓﾄ ｶｵﾘ

2 473 野元　香里 岡山 笠岡商業高
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾖ

3 471 松本　圭代 岡山 笠岡商業高
ｳﾉ ﾏｲ

4 470 宇野　真衣 岡山 笠岡商業高

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央高校 3.54.07 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田高校 3.54.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｲｼﾀﾞ ﾐｽｽﾞ ｷﾈﾌﾞﾁ　ﾘｻ

1 474 石田　美鈴 岡山 倉敷中央高 1 643 杵淵　莉沙 広島 沼田高
ﾏﾂｵ ｻﾔｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

2 482 松尾　紗也可 岡山 倉敷中央高 2 642 川口　和香菜 広島 沼田高
ﾏﾀﾉ ﾕﾘ ﾐﾁﾊﾗ ｴﾘ

3 477 亦野　友里 岡山 倉敷中央高 3 647 道原　絵里 広島 沼田高
ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ ｺｳﾁ ﾏﾕｶ

4 476 森永　早紀 岡山 倉敷中央高 4 646 高智　真由香 広島 沼田高

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作大A 3.55.21 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 舟入高校 3.59.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾐｼﾏ ﾏｷ ﾉﾔﾏ ｽﾐﾚ

1 502 三島　麻貴 岡山 美作大 1 664 野山　すみれ 広島 舟入高
ﾊﾏﾑﾗ ｶｵﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾊﾙﾅ

2 510 濱村　香織 岡山 美作大 2 666 藤本　陽奈 広島 舟入高
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ

3 511 辻本　有美 岡山 美作大 3 668 小林　祥子 広島 舟入高
ｱｶｲｹ ｴﾘ ﾄﾝﾀﾞ　ﾐﾎ

4 507 赤池　絵梨 岡山 美作大 4 665 冨田　美穂 広島 舟入高

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工高等学校 4.05.57 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦高等学校 4.05.82
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

ｳｴﾑﾗ ﾕｶ ｲｼｲｱﾘｻ

1 880 植村　優花 山口 徳山商工高 1 887 石井　亜理沙 山口 豊浦高
ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ ｻｻｷﾕｶ

2 879 岩政　美里 山口 徳山商工高 2 892 佐々木　祐佳 山口 豊浦高
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ ｸﾛｶﾜﾅﾘｻ

3 884 橋本　初美 山口 徳山商工高 3 891 黒川　南理沙 山口 豊浦高
ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ

4 885 藤井　茜 山口 徳山商工高 4 894 田代　瑞乃 山口 豊浦高

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道商業高校 4.09.34 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道北高校 4.10.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ ｵｶﾞﾜ ｴﾘ

1 621 川田　智恵 広島 尾道商業高 1 714 小川　恵梨 広島 尾道北高
ｼﾞｮｳｻｲ ﾁﾅﾐ ｵｶﾓﾄ ﾘｶｺ

2 619 城西　ちなみ 広島 尾道商業高 2 713 岡本　理華子 広島 尾道北高
ﾀｶｶﾞｷ　ﾏﾅ ｸｽﾐ　ﾏﾐ

3 622 高垣　真奈 広島 尾道商業高 3 715 楠見　真衣 広島 尾道北高
ｸﾎﾞ ｱﾔｶ ﾀﾀﾞ　ｶﾅﾃﾞ

4 623 久保　絢香 広島 尾道商業高 4 716 多田　奏 広島 尾道北高

凡例 DNS：欠場 3/3



女子走高跳

日本記録　　 (NR) 1m96 今井　美希 (ミズノ) 2001 8月22日 15:00 決勝

中国記録 (AR) 1m83 曽根 幹子 (東洋大・広島) 1974

大会記録 (GR) 1m76 安福　亜紀子 (福岡大・広島) 1992

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕｺ － － ○ × × ○ × × ×

1 9 451 松本　真由子 岡山 関西大 1m63
ﾋｸﾞﾁ ﾘｴ ○ ○ × × ×

2 25 459 樋口　利恵 岡山 フェニックス 1m55
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｶ × ○ ○ × × ×

3 16 27 長岡　里香 鳥取 八頭高 1m55
ｵﾉ ﾐﾂｺ ○ × ○ × × ×

4 15 447 小野　三津子 岡山 Team龍虎 1m55
ﾏﾕﾐ ｻｵﾘ ○ × ○ × × ×

4 6 735 間弓　沙織 広島 広島市立大 1m55
ｶﾜﾀﾞ ﾖｼｺ － × × ○ × × ×

6 4 683 河田　佳子 広島 広島S,R,P,C 1m55
ｼﾌﾞﾀﾆﾐﾂｷ ○ × × ×

7 1 204 渋谷　光季 島根 益田高 1m50
ｶｼﾏ ﾊﾅｺ ○ × × ×

7 22 424 鹿島　華子 岡山 岡山東商業高 1m50
ｳﾗﾀ ﾕｷﾅ ○ × × ×

7 11 508 浦田　幸奈 岡山 美作大 1m50
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ ○ × × ×

7 29 674 山田　麻友佳 広島 市立呉高 1m50
ｵｷﾅｶﾞ ﾖｼｺ ○ × × ×

7 26 831 沖永　佳子 山口 西京高 1m50
ｷﾂﾞｶ ｴﾑ ○ × × ×

7 20 839 木塚　絵夢 山口 下関商業高 1m50
ｶﾈｺﾐﾉﾘ ○ × × ×

7 21 860 金子　みのり 山口 周防大島高 1m50
ﾔﾌﾞｷ ｱﾔ × ○ × × ×

14 5 417 矢吹　綾 岡山 就実高 1m50
ﾀﾅｶ ﾐﾌﾐ × ○ × × ×

14 28 840 田中　未史 山口 下関商業高 1m50
ﾓﾘﾔﾏｺﾄｴ × × ○ × × ×

16 12 240 森山　寿恵 島根 横田高 1m50
ﾌｸﾊﾗ ｶｴﾃﾞ × × ○ × × ×

16 2 469 福原　楓 岡山 津山高 1m50
ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ × × ×

19 16 横山　千尋 鳥取 鳥取中央育英高 NM
ﾔﾏﾈ ﾅﾂﾐ × × ×

23 25 山根　なつみ 鳥取 鳥取東高 NM
ﾆｯﾀﾕﾏ × × ×

18 231 新田　裕真 島根 松江商業高 NM
ﾋﾛﾀ ﾕﾐ × × ×

10 419 廣田　祐美 岡山 就実高 NM
ｺﾐﾅﾐ ｱｶﾈ × × ×

17 651 小南　茜 広島 沼田高 NM
ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ × × ×

27 662 松浦　加奈 広島 高陽東高 NM
ﾀﾆ ｴﾘｶ × × ×

3 736 谷　恵里香 広島 広島市立大 NM
ｻｲﾄｳﾘｻｺ × × ×

24 866 齊藤　利佐子 山口 誠英高 NM
ｱﾗｺﾓｶｽﾐ

13 213 荒薦　香寿美 島根 大社高 DNS
ﾐｳﾗ ｱﾔ

8 516 三浦　彩 岡山 岡山大 DNS
ﾉｶﾞﾐ　ｶﾅ

7 729 野上　日奈 広島 皆実高 DNS
ｼｹﾞﾓﾄ ｱﾔｶ

14 909 重本　彩花 山口 徳地中 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m50 1m55 1m60 1m63 1m66

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



女子棒高跳

日本記録　　 (NR) 4m36 錦織　育子 (三慶サービス) 2006 8月23日 10:00 決勝

中国記録 (AR) 4m10 錦織　育子 (平田市陸協･島根) 2008

大会記録 (GR) 3m90 江口　茜 (平田市陸協･島根) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ － － － － － － － －

1 1 501 清水　智美 岡山 岡山商科大 － ○ ○ ○ × ○ × × × 3m30

ｶﾜｲ ﾐﾕｷ － － － － － － － －

2 4 498 河合　美由紀 岡山 岡山AC － × × ○ × × × 3m00

ｺｳﾉ　ﾅﾂﾐ － － － － － × × ○ ○ ○

3 5 609 河野　なつみ 広島 近大東広島高 ○ × × × 2m90

ｳｻｶﾞﾜﾁｻﾄ － ○ － ○ ○ ○ × ○ ○

4 8 908 宇佐川　知里 山口 徳地中 × × × 2m80

ｸﾎﾞ ｱﾔｶ － × × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 3 623 久保　絢香 広島 尾道商業高 2m50

ｻｶｲ ﾏﾕ ○ ○ ○ ○ × × ×

6 6 545 酒井　まゆ 岡山 玉野光南高 2m40

ｶﾐｶﾜ ﾐｷ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

7 10 641 上川　美紀 広島 世羅西中 2m40

ｲﾁﾊｼ ｻｸﾗ － － ○ × × ×

8 9 11 市橋　桜 鳥取 倉吉総合産業高 2m30

ﾀﾑﾗ ﾕｲ ○ × × ×

9 11 910 田村　有衣 山口 徳地中 2m10

ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾘ － － － － × × ×

7 700 宮本　志織 広島 福山平成大 NM

ﾂｼﾏ　ﾒｸﾞﾐ

2 535 津島　萌 岡山 川崎医療福祉大 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

2m10
2m90

2m20
3m00

2m30
3m10

2m40
3m20

2m50
3m30

2m60
3m40

2m70 2m80

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子走幅跳

日本記録　　 (NR) 6m86 池田久美子 (スズキ) 2006 8月22日 13:00 決勝

中国記録 (AR) 6m46 佐藤　芳美 (福岡大・広島) 2008

大会記録 (GR) 6m25 岡山沙英子 (ＨＪｒＯＣ･広島) 2007

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾖｼﾐ 5m82 5m88 6m04 6m04 5m91 5m95 6m26 6m26

1 1 692 佐藤　芳美 広島 福岡大 +1.0 +3.8 +3.4 +3.4 +1.3 +2.7 +1.3 +1.3 NGR
ﾖｺｶﾞﾜ ﾅｵｺ 6m06 5m90 5m96 6m06 × 5m79 5m97 6m06

2 6 685 横川　奈保子 広島 広島S,R,P,C +3.9 +3.3 +2.9 +3.9 +1.4 +2.6 +3.9
ﾐﾅﾄ ﾂﾊﾞｻ 5m98 × × 5m98 6m04 5m96 6m03 6m04

3 13 1 湊　つばさ 鳥取 鳥取県教委 +2.1 +2.1 +1.4 +1.9 +1.4 +1.4
ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 5m61 × × 5m61 5m75 5m89 5m77 5m89

4 5 807 河村　仁美 山口 周南市役所 +2.0 +2.0 +1.5 +2.7 +1.3 +2.7
ｶﾜｶﾐ　ﾕｶ 5m72 5m62 5m78 5m78 5m67 5m63 × 5m78

5 32 493 川上　裕加 岡山 岡山城東高 +1.9 +1.2 +1.4 +1.4 +1.1 +2.1 +1.4
ｲﾉｳｴ　ｱﾔｶ 5m52 5m60 5m55 5m60 5m51 5m38 5m23 5m60

6 14 654 井上　文華 広島 美作大 +2.2 +1.1 +1.4 +1.1 +1.9 +3.3 +1.1 +1.1
ﾉﾎﾞﾘ　ｱｲ 5m08 5m60 5m28 5m60 5m53 5m24 × 5m60

7 22 693 登　あい 広島 福岡教育大 +2.1 +4.6 +2.7 +4.6 +1.3 +2.9 +4.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｴﾘ 5m52 5m55 5m31 5m55 × 5m29 5m27 5m55

8 24 632 渡辺　冴理 広島 神辺旭高 +2.4 +3.4 +2.4 +3.4 +3.9 +1.1 +3.4
ｺｳﾁ ﾏﾕｶ 5m44 5m47 5m51 5m51 5m51

9 9 646 高智　真由香 広島 沼田高 +0.7 +2.8 +1.4 +1.4 +1.4
ﾔﾌﾞｷ ｴﾘｺ 5m47 × 5m47 5m47 5m47

10 28 458 矢吹　絵里子 岡山 フェニックス +2.2 +3.5 +2.2 +2.2
ﾅｶﾀﾞ ﾅﾅ × 5m33 5m46 5m46 5m46

11 12 543 中田　菜奈 岡山 ノートルダム清心女子大 +2.1 +1.6 +1.6 +1.6
ｼﾗｶﾞﾐ ﾕﾐ × 5m45 5m37 5m45 5m45

12 2 815 白神　有美 山口 山口県立大 +4.6 +2.5 +4.6 +4.6
ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ × 5m45 × 5m45 5m45

13 4 813 村田　　匠 山口 広島経済大 +3.2 +3.2 +3.2
ｵｵﾉ ﾐｶ 5m39 5m38 5m37 5m39 5m39

14 27 661 大野　美香 広島 五日市高 +0.4 +2.5 +2.2 +0.4 +0.4
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ × 5m34 4m98 5m34 5m34

15 20 521 小林　桃子 岡山 岡山一宮高 +3.0 +3.1 +3.0 +3.0
ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 5m27 × 5m32 5m32 5m32

16 7 418 小野　みどり 岡山 就実高 +1.1 +1.7 +1.7 +1.7
ﾋﾛﾀ ﾅﾐ 5m09 5m00 5m30 5m30 5m30

17 3 425 廣田　奈美 岡山 岡山東商業高 +2.2 +4.2 +3.6 +3.6 +3.6
ｺﾊﾞｼ ﾐｷ × × 5m28 5m28 5m28

18 18 542 小橋　美紀 岡山 ノートルダム清心女子大 +3.7 +3.7 +3.7
ﾀｶｽﾅﾂﾐ 5m18 × 4m85 5m18 5m18

19 34 220 高須　菜摘 島根 島根大 +4.0 +1.6 +4.0 +4.0
ｵｵﾂｶ ｱﾔﾉ 5m12 × 5m10 5m12 5m12

20 31 652 大塚　綾乃 広島 沼田高 +3.3 +2.4 +3.3 +3.3
ｵｵﾀｶｷﾞ ﾕﾘ 4m78 5m00 4m98 5m00 5m00

21 19 26 大高木　結理 鳥取 八頭高 +2.4 +3.1 +3.2 +3.1 +3.1
ｼﾓﾂ ﾐｷ × 4m94 4m28 4m94 4m94

22 36 737 霜津　美樹　 広島 宮島工業高 +4.0 +3.7 +4.0 +4.0
ﾔﾜﾀﾅｷﾞｶ 4m93 4m74 4m89 4m93 4m93

23 8 246 八幡　凪歌 島根 隠岐高 +2.0 +3.0 +1.0 +2.0 +2.0
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ 4m89 × 4m77 4m89 4m89

24 15 820 宮崎　裕子 山口 山口大 +2.0 +3.6 +2.0 +2.0
ｵｸﾕｳﾅ × 4m87 4m64 4m87 4m87

25 26 202 奥　優菜 島根 平田高 +3.8 +3.1 +3.8 +3.8
ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 4m84 × 4m85 4m85 4m85

26 23 877 轟　亜弥 山口 長府高 +2.4 +2.3 +2.3 +2.3
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｺ 4m81 × 4m56 4m81 4m81

27 30 822 藤本　響子 山口 岩国高 +3.5 +1.4 +3.5 +3.5
ﾌｸﾏﾕﾘｱn 4m80 4m58 4m72 4m80 4m80

28 33 236 福間　優里奈 島根 松江北高 +3.3 +1.9 +2.7 +3.3 +3.3
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ × × 3m47 3m47 3m47

29 11 501 清水　智美 岡山 岡山商科大 +1.5 +1.5 +1.5
ﾔﾏｻﾞﾜｼｵﾘ × × ×

25 209 山澤　栞 島根 明誠高 NM
ｽﾑﾗｺﾞｳﾁｼｮｳｺ × × ×

16 688 佐村河内　翔子 広島 大阪体大 NM
ﾆｼｺｵﾘﾏﾘ

29 243 錦織　真理 島根 出雲高 DNS
ﾀｶﾑﾗﾏﾘ

10 244 高村　茉里 島根 出雲高 DNS
ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ

17 491 井上　佳奈依 岡山 岡山城東高 DNS
ﾐﾉ ｱｲ

35 497 味野　愛 岡山 岡山AC DNS
ﾑﾈﾑﾗﾏﾘｺ

21 878 宗村　麻理子 山口 長府高 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NGR：大会新記録 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



女子三段跳

日本記録　　 (NR) 14m04 花岡　麻帆 (三英社) 1999 8月23日 09:40 決勝

中国記録 (AR) 12m60 湊　つばさ (島根大･鳥取) 2005

大会記録 (GR) 12m40 佐藤　真理子 (フェニックス・岡山) 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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 11m01 × 10m53 11m01 11m44 11m61 × 11m61

1 3 521 小林　桃子 岡山 岡山一宮高 +2.9 +2.0 +2.9 +3.1 +3.5 +3.5

ｺﾊﾞｼ ﾐｷ 10m89 10m81 10m86 10m89 10m45 10m80 9m99 10m89

2 9 542 小橋　美紀 岡山 ノートルダム清心女子大 +3.3 +3.0 +4.4 +3.3 +0.5 +4.2 +2.1 +3.3

ﾀﾑﾗ ﾐｻﾄ × 10m42 10m72 10m72 9m47 × × 10m72

3 16 912 田村　美里 山口 九州共立大 +2.1 +2.2 +2.2 +2.1 +2.2

ﾏﾂｵ　ﾉﾌﾞｴ × × 10m68 10m68 10m54 10m54 × 10m68

4 13 499 松尾　暢枝 岡山 岡山AC +2.8 +2.8 +1.7 +2.2 +2.8

ｵﾉ ﾕｳﾘ 10m33 10m40 10m52 10m52 10m54 10m43 10m46 10m54

5 7 488 小野　祐里 岡山 岡山後楽館高 +2.8 +3.2 +3.6 +3.6 +2.5 +3.0 +2.5 +2.5

ﾐﾂｷ ﾕｲ 9m92 10m28 10m00 10m28 9m98 10m27 10m35 10m35

6 10 420 光木　唯 岡山 岡山東商業高 +3.4 +3.1 +1.6 +3.1 +3.1 +3.7 +3.5 +3.5

ﾋｶﾞｼ　ﾕﾐ × 9m81 10m07 10m07 9m50 9m68 9m81 10m07

7 6 639 東　有美 広島 賀茂高 +1.2 +1.6 +1.6 +3.2 +1.5 +4.5 +1.6

ﾆｺﾞ　ﾏﾐ × 9m88 × 9m88 10m04 × × 10m04

8 4 547 児子　真美 岡山 玉野光南高 +2.8 +2.8 +2.7 +2.7

ﾅｶﾞｵ　ﾘｵ 9m64 9m87 9m45 9m87 9m87

9 2 624 長尾　理央 広島 尾道商業高 +1.4 +4.3 +1.8 +4.3 +4.3

ｻｷﾊﾗ ｻﾅ × × ×

1 426 先原　沙奈 岡山 岡山東商業高 NM

ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ × × ×

8 850 柴田　香菜 山口 下関中等 NM

ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ

5 491 井上　佳奈依 岡山 岡山城東高 DNS

ﾐﾉ ｱｲ

14 497 味野　愛 岡山 岡山AC DNS

ｻｻﾉ ｶﾅｴ

15 509 笹野　かなえ 岡山 美作大 DNS

ｸﾎﾞ ｻﾄﾐ

12 640 久保　聖美 広島 賀茂高 DNS

ｲﾉｳｴ　ｱﾔｶ

11 654 井上　文華 広島 美作大 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



女子砲丸投

日本記録　　 (NR) 18m22 森　　千夏 (スズキ) 2004 8月23日 10:30 決勝

中国記録 (AR) 15m52 岡　　明美 (日大・山口) 1972

大会記録 (GR) 14m89 鈴木　文 (チチヤス乳業・広島) 1994

決勝

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

ﾖｺﾐｿﾞ ﾁｱｷ

1 24 802 横溝　千明 山口 ＳＴＣ 12m57 × 12m89 12m89 × × × 12m89

ｳﾒｷﾕｷｺ

2 3 814 梅木　由紀子 山口 福岡大 11m30 11m36 11m25 11m36 11m45 11m31 × 11m45

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾘﾅ

3 11 415 杉本　真理奈 岡山 就実高 × × 10m36 10m36 10m78 10m97 10m55 10m97

ﾐﾑﾗ　ｱﾔｶ

4 12 544 三村　朱加 岡山 徳山大 × × 9m96 9m96 10m26 × × 10m26

ｵｵｶﾜ ﾐｶ

5 13 413 大河　美佳 岡山 就実高 10m14 9m88 10m16 10m16 10m20 × 9m87 10m20

ﾐﾔｷ ﾄﾓﾐ

6 6 610 宮﨑　智美 広島 府中高 9m60 10m15 9m77 10m15 × × × 10m15

ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ

7 23 601 森田　真由美 広島 安芸高 9m76 9m46 10m09 10m09 9m59 9m98 × 10m09

ｳｴﾀﾞ ﾐﾅ

8 18 626 上田　みな 広島 尾道商業高 9m66 9m49 9m86 9m86 9m66 9m92 × 9m92

ｼﾗｲ ｶｽﾞﾐ

9 4 823 白井　和美 山口 岩国総合高 9m66 9m79 9m04 9m79 9m79

ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ

10 17 427 岡本　幸子 岡山 岡山東商業高 8m47 9m00 9m44 9m44 9m44

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｷ

11 14 443 吉澤　美希 岡山 美作高 8m21 8m71 9m43 9m43 9m43

ﾖｼｷ ｱｹﾐ

12 15 612 吉木　明美 広島 安芸府中高 8m51 × 9m35 9m35 9m35

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾅ

13 10 481 松永　莉奈 岡山 倉敷中央高 × 9m23 8m64 9m23 9m23

ﾊﾗﾉ ｻﾁｺ

14 22 490 原野　佐知子 岡山 邑久高 8m39 8m20 7m58 8m39 8m39

ﾏﾝﾅﾐｶﾅ

15 2 218 万波　佳奈 島根 情報科学高 8m30 7m34 7m41 8m30 8m30

ﾀﾆｼﾞﾘ　ﾓﾓｺ

16 9 608 谷尻　桃子 広島 御調高 7m83 8m27 7m66 8m27 8m27

ﾄﾞｳﾒﾝ　ｱﾘﾐ

17 20 663 堂面　有美 広島 広高 7m46 7m20 8m08 8m08 8m08

ﾆｼｻﾞｷｻﾕﾘ

18 7 875 西崎　沙百合 山口 田部高 7m90 7m93 × 7m93 7m93

ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ

19 21 17 藤井　恵 鳥取 鳥取中央育英高 7m60 7m83 7m41 7m83 7m83

ﾔｽﾓﾄ ﾏｷ

20 5 23 保本　真季 鳥取 鳥取商業高 6m73 6m92 6m86 6m92 6m92

ﾀｶﾊｼﾁｱｷ

19 201 高橋　千秋 島根 九州共立大 DNS

ｽｴﾂｸﾞﾐｻｷ

8 211 末次　美早妃 島根 大社高 DNS

ﾋｵｷﾊﾙﾅ

25 212 日置　はるな 島根 大社高 DNS

ﾄﾐﾀｴﾘﾅ

1 810 冨田　江利奈 山口 徳山大 DNS

ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘ

16 821 河村　衣莉 山口 徳山工業高専 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子円盤投

日本記録　　 (NR) 58m62 室伏　由佳 (ミズノ) 2007 8月23日 12:00 決勝

中国記録 (AR) 55m17 山口　智子 (呉市陸協･広島) 2005

大会記録 (GR) 51m83 山口　智子 (呉市陸協･広島) 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
1 6 731 山口　智子 広島 TEAM　BIG STONE 45m91 46m64 × 46m64 44m22 × 47m17 47m17

ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ
2 13 809 中邑　由佳 山口 九州共立大 42m74 36m36 37m05 42m74 × 39m56 38m20 42m74

ｲﾃﾞ　ｼﾂﾞｶ
3 25 452 井手　志津香 岡山 大阪体大 × 41m18 × 41m18 × × 41m12 41m18

ﾓﾘ ﾄﾓｺ
4 1 448 森　朋子 岡山 Team龍虎 38m89 × 39m94 39m94 × × × 39m94

ｸﾆﾋﾛﾕｷｺ
5 10 900 國弘　祐希子 山口 光高 × 29m92 36m90 36m90 36m09 33m84 38m65 38m65

ｻｶｲ ｶｵﾘ
6 17 604 酒井　香織 広島 安芸高 × 37m97 36m94 37m97 36m66 37m81 37m75 37m97

ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ
7 24 732 篠原　麻位子 広島 TEAM　BIG STONE 30m99 34m98 37m28 37m28 34m49 × × 37m28

ﾊﾅﾑﾗ　ｻｷ
8 9 701 花村　咲 広島 福山平成大 34m09 34m70 35m94 35m94 36m15 37m02 36m71 37m02

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾘﾅ
9 18 415 杉本　真理奈 岡山 就実高 32m55 32m67 32m14 32m67 32m67

ｼﾗｲ ｶｽﾞﾐ
10 5 823 白井　和美 山口 岩国総合高 31m40 30m17 31m94 31m94 31m94

ｵｵｶﾜ ﾐｶ
11 4 413 大河　美佳 岡山 就実高 31m45 29m97 29m11 31m45 31m45

ｳｴﾑﾗｱｽｶ
12 16 859 上村　明日香 山口 周防大島高 28m13 31m37 30m11 31m37 31m37

ﾋﾃﾞｶﾜ ﾐｷ
13 29 450 秀川　美希 岡山 岡山龍谷高 28m47 29m20 30m33 30m33 30m33

ﾊﾗﾉ ｻﾁｺ
14 19 490 原野　佐知子 岡山 邑久高 × 28m67 23m07 28m67 28m67

ﾐﾔｷ ﾄﾓﾐ
15 3 610 宮﨑　智美 広島 府中高 28m47 27m45 × 28m47 28m47

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ
16 14 414 森永　夏実 岡山 就実高 × 26m29 28m21 28m21 28m21

ﾔﾏﾀﾞ　ｻﾁｶ
17 26 489 山田　祥加 岡山 岡山県立大 26m95 28m20 × 28m20 28m20

ｶｼﾞﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
18 30 889 梶山　恵美 山口 豊浦高 22m28 25m03 27m00 27m00 27m00

ﾀｹｼﾀ ｴﾘ
19 23 827 竹下　依里 山口 宇部西高 23m58 23m66 26m07 26m07 26m07

ﾑﾗﾀｹﾏﾕｺ
20 15 221 村武　麻由子 島根 島根大 22m51 24m87 24m93 24m93 24m93

ｲｿﾍﾞ ﾅｵｺ
21 27 28 礒邊　奈穂子 鳥取 八頭高 21m17 23m99 × 23m99 23m99

ﾂﾎﾞｲ ﾐｶ
22 22 627 坪井　美香 広島 尾道商業高 19m92 23m77 × 23m77 23m77

ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ
23 28 17 藤井　恵 鳥取 鳥取中央育英高 22m20 × 23m51 23m51 23m51

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ
12 22 高橋　奈津美 鳥取 鳥取商業高 DNS

ﾔｽﾓﾄ ﾏｷ
20 23 保本　真季 鳥取 鳥取商業高 DNS

ﾀｶﾊｼﾁｱｷ
8 201 高橋　千秋 島根 九州共立大 DNS

ｵｶﾀﾞﾕｳｺ
7 210 岡田　由有子 島根 大社高 DNS

ｽｴﾂｸﾞﾐｻｷ
21 211 末次　美早妃 島根 大社高 DNS

ｽｷﾞﾓﾄﾏﾕﾐ
11 229 杉本　満由美 島根 大田高 DNS

ｵﾉ　ﾕｷｺ
2 446 小野　祐紀子 岡山 国士舘大 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



女子ハンマー投

日本記録　　 (NR) 67m77 室伏　由佳 (ミズノ) 2004 8月22日 14:00 決勝

中国記録 (AR) 61m33 鈴木　文 (チチヤス乳業・広島) 1999

大会記録 (GR) 56m75 鈴木　文 (チチヤス乳業・広島) 1999

決勝

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

ｵﾉ ｼｮｳｺ

1 14 445 小野　祥子 岡山 中京大 51m05 × × 51m05 × 49m61 × 51m05

ｽﾐﾄｻｷｺ

2 17 804 角戸　早希子 山口 TEAM長州 42m51 42m43 44m24 44m24 45m22 × × 45m22

ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ

3 6 601 森田　真由美 広島 安芸高 44m74 41m75 36m37 44m74 × 41m78 40m95 44m74

ﾊﾏｲ ｼﾎ

4 16 689 濱井　志保 広島 九州共立大 43m80 × × 43m80 42m45 × 41m52 43m80

ｻｷﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ

5 7 463 鷺原　範子 岡山 福山平成大 32m33 36m70 × 36m70 × 35m53 × 36m70

ﾂﾎﾞｲ ﾐｶ

6 5 627 坪井　美香 広島 尾道商業高 32m04 32m08 34m87 34m87 25m09 × 36m11 36m11

ｳﾒｷﾕｷｺ

7 8 814 梅木　由紀子 山口 福岡大 × 31m23 33m69 33m69 × 34m88 34m99 34m99

ﾓﾘ ﾘｻ

8 11 734 森　理紗 広島 TEAM　BIG STONE × 30m90 × 30m90 30m70 31m08 × 31m08

ﾊﾅﾑﾗ　ｻｷ

9 4 701 花村　咲 広島 福山平成大 30m33 30m38 29m88 30m38 30m38

ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ

10 3 603 福島　美沙希 広島 安芸高 26m49 × 28m44 28m44 28m44

ﾀｶﾏ ｴｲｺ

11 10 602 高間　栄子 広島 安芸高 26m48 27m57 26m74 27m57 27m57

ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘｴ

12 18 456 原田　まり江 岡山 笠岡高 25m64 25m13 26m66 26m66 26m66

ﾊｻﾞﾏ ﾕﾘｴ

13 2 546 間　友梨恵 岡山 玉野光南高 × 26m55 26m51 26m55 26m55

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷ

14 20 457 藤澤　友希 岡山 笠岡高 18m45 × 21m29 21m29 21m29

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾎ

15 19 455 浜田　美穂 岡山 笠岡高 16m38 19m19 19m34 19m34 19m34

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ

13 414 森永　夏実 岡山 就実高 × × × NM

ｵｶ ﾕﾘ

15 733 岡　ゆり 広島 TEAM　BIG STONE × × × NM

ﾀｶﾊｼﾁｱｷ

21 201 高橋　千秋 島根 九州共立大 DNS

ｵﾉ　ﾕｷｺ

12 446 小野　祐紀子 岡山 国士舘大 DNS

ﾊﾏﾀﾞﾕﾐｺ

1 805 濱田　裕美子 山口 TEAM長州 DNS

ﾄﾐﾀｴﾘﾅ

9 810 冨田　江利奈 山口 徳山大 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



女子やり投

日本記録　　 (NR) 61m15 三宅　貴子 (ミキハウス) 2001 8月22日 17:00 決勝

中国記録 (AR) 55m99 三宅　貴子 (ミキハウス・岡山) 2003

大会記録 (GR) 49m51 梶原　麻紀 (TEAM長州) 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

ｶｼﾞﾊﾗ ﾏｷ

1 3 803 梶原　麻紀 山口 TEAM長州 48m40 44m75 45m22 48m40 48m01 × 47m02 48m40

ﾋﾗﾊﾗｻﾔｶ

2 18 896 平原　沙也佳 山口 豊浦高 36m96 40m86 42m13 42m13 39m86 42m91 38m44 42m91

ﾐﾔﾓﾄ ｿﾀﾞﾐ

3 14 495 宮本　育見 岡山 高知大 35m13 40m05 × 40m05 40m06 41m22 42m37 42m37

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ

4 4 682 松本　葵 広島 国士館大 35m08 × 42m06 42m06 37m03 － 37m95 42m06

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ

5 5 690 宮崎　愛佳 広島 九州共立大 39m91 39m54 36m56 39m91 39m93 41m53 38m34 41m53

ﾐｳﾗﾅﾅｶ

6 15 836 三浦　ななか 山口 西京高 34m55 39m02 33m31 39m02 33m74 35m46 36m37 39m02

ﾀﾀﾞﾂ ﾐﾄﾞﾘ

7 13 449 忠津　翠 岡山 Team龍虎 37m82 38m62 35m58 38m62 36m24 36m94 38m53 38m62

ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

8 12 460 上田　歩 岡山 総社南高 28m70 38m18 32m82 38m18 × 37m59 34m01 38m18

ｷﾉｼﾀ ﾕｲ

9 2 444 木下　唯 岡山 金光学園 35m73 38m10 36m87 38m10 38m10

ｼﾗｲ　ﾕｷ

10 9 466 白井　夕貴 岡山 環太平洋大 37m82 36m25 36m23 37m82 37m82

ﾖｺﾀ ﾏﾄﾞｶ

11 7 548 横田　まどか 岡山 九州共立大 37m00 36m63 35m84 37m00 37m00

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ

12 17 12 田中　晴菜 鳥取 北条中 36m50 36m12 28m73 36m50 36m50

ｷﾑﾗ ﾏｱﾔ

13 21 416 木村　真彩 岡山 就実高 32m44 35m26 × 35m26 35m26

ﾀﾅｶ ﾓｴ

14 24 29 田中　萌 鳥取 八頭高 34m11 34m55 35m04 35m04 35m04

ｲｱﾅｽﾞﾐ　ﾏｲ

15 6 697 稲角　舞 広島 福山平成大 32m25 34m07 32m87 34m07 34m07

ｽｷﾞﾓﾄﾏﾕﾐ

16 1 229 杉本　満由美 島根 大田高 33m04 32m22 31m43 33m04 33m04

ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾅ

17 8 730 藤田　玲奈 広島 観音高 32m46 26m82 30m48 32m46 32m46

ﾅｶﾑﾗ ﾓｴ

18 19 819 中村　萌 山口 山口大 30m57 30m15 32m40 32m40 32m40

ﾏﾂﾅｶﾞﾐﾉﾘ

19 11 869 松永　実乃里 山口 誠英高 30m11 32m07 31m08 32m07 32m07

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊｱｲ

20 10 3 川口　葉愛 鳥取 倉吉東高 26m05 30m06 29m56 30m06 30m06

ﾉﾂﾘﾎ

21 22 250 野津　里穂 島根 隠岐高 27m01 25m03 29m92 29m92 29m92

ﾀﾏﾘ ｻｴｺ

22 16 702 玉理　佐江子 広島 福山平成大 28m57 29m08 × 29m08 29m08

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ

23 20 22 高橋　奈津美 鳥取 鳥取商業高 26m62 25m56 25m19 26m62 26m62

ﾓﾘﾀ ﾏｷ

23 4 盛田　蒔 鳥取 鳥取城北高 DNS

審 判 長：國本　英一

記録主任：伊藤　健二

兼　第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
期日：平成21年8月22日（土）～23日（日）
会場：下関市営下関陸上競技場

凡例 DNS：欠場 1/1



性 別 種目／県名 鳥　取　県 島　根　県 岡　山　県 広　島　県 山　口　県
100ｍ 0 2 15 4 11
200ｍ 0 0 12 6 12
400ｍ 0 0 4 12 14
800ｍ 0 7 5 10 11
1,500ｍ 0 7 12 2 11
5,000ｍ 6 3 6 15 5
10,000ｍ 7 1 12 7 9
110ｍＨ 8 2 11 3 11
400ｍＨ 8 4 13 6 3
3,000ｍＳＣ 10 13 0 9 1
４×100ｍＲ 0 0 15 1 6
４×400ｍＲ 0 10 7 12 6
走 　高 　跳 0 3 6 15 6
棒 　高 　跳 3.5 2 0 13 8
走 　幅 　跳 0 8 11 7 0
三 　段 　跳 0 0 10 11 9
砲 　丸 　投 12 8 0 8 7
円 　盤 　投 0 0 10 13 8
や 　り 　投 6 0 12 12 0
ハンマー投 5 5 8 10 8
得点合計 65.5 75 169 176 146
100ｍ 0 8 0 11 9
200ｍ 0 8 4 13 3
400ｍ 0 5 13 12 0
800ｍ 0 0 15 11 2
1,500ｍ 0 0 5 15 10
5,000ｍ 0 0 15 11 0
10,000ｍ 0 0 0 0 0
100ｍＨ 8 7 5 8 8
400ｍＨ 4 8 12.5 5.5 0
４×100ｍＲ 0 4 14 12 0
４×400ｍＲ 0 0 14 12 7
走 　高 　跳 6 0.4 15 7.5 0.8
棒 　高 　跳 1 0 15 10 5
走 　幅 　跳 6 0 4 15 5
三 　段 　跳 0 0 15 2 6
砲 　丸 　投 0 0 11 5 15
円 　盤 　投 0 0 11 11 11
や 　り 　投 0 0 8 9 15
ハンマー投 0 0 12 11 9
得点合計 25 40.4 188.5 181 105.8

90.5 115.4 357.5 357 251.8

5 4 1 2 3順　　　　位

第63回中国五県陸上競技対抗選手権大会得点表

男子

女子

男女得点合計


