
競技会コード：11501807 トラッ ク審 判長 石原　宏昭・衛藤　憲生
跳 躍 審 判 長 川本　徹也
投 て き 審 判 長 島田　敏幸
混 成 審 判 長 山縣　康人
招集 所審 判長 末冨　泰一郎
記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

小笹 幸平(3) 10.55 渡邊 壮史(2) 10.63 北村 拓也(3) 10.66 金森 和貴(2) 10.73 三村 哲(3) 10.77 江國 隼斗(3) 10.87 安井 徳孝(3) 10.91 石田 剛之(3) 10.94
西京 岡山工 広島皆実 松江北 広島井口 倉敷青陵 大社 広島皆実
渡邊 壮史(2) 21.52 小笹 幸平(3) 21.59 横山 佳佑(3) 21.64 金森 和貴(2) 21.70 江國 隼斗(3) 21.93 近久 伊吹(3) 22.03 岡部 佑紀(3) 22.12 坪井 晶広(2) 22.26
岡山工 西京 田部 松江北 倉敷青陵 明誠学院 玉野光南 倉敷青陵
藤井 宏樹(3) 48.33 友安 太陽(3) 48.38 北村 将之(3) 48.98 岸田　健太郎(2) 49.30 宮﨑 大宇(1) 49.52 佐々木 拓(3) 49.76 高丸 慎平(3) 49.81 曽禰 和彦(3) 49.90
福山誠之館 玉野光南 広島皆実 鳥取城北 西京 松江北 市立福山 宮島工
曽禰 和彦(3) 1:57.95 沖中 啓太(3) 1:58.66 山野 一輝(3) 1:58.72 穴井 竜盛(3) 1:58.93 鍋島 和輝(2) 1:58.94 中村 桃太郎(3) 1:58.99 山縣 誠司(3) 1:59.00 溝口　達也(3) 2:03.86
宮島工 高陽 西京 崇徳 広島皆実 徳山商工 市立呉 八頭
李 勛(3) 3:55.37 永和 悠貴(3) 3:55.39 津田 修也(3) 3:56.03 樫部 直人(3) 3:56.03 水間 翔平(3) 3:56.34 徳永 照(3) 3:56.43 鳥山 賢(3) 3:56.55 田村　健人(2) 3:56.93
広島国際学院 出雲工 山口 徳山 柳井商工 倉敷 岡山城東 鳥取中央育英
チャールズ ディランゴ(3) 13:44.61 馬場 翔大(3) 14:26.61 佐藤 孝哉(2) 14:28.19 渡邉 心(3) 14:42.97 徳永 照(3) 14:45.55 藤井 孝之(3) 14:51.11 二岡　康平(3) 14:56.82 藤井 翔太(3) 15:05.45
世羅 GR 倉敷 出雲工 世羅 倉敷 倉敷 鳥取中央育英 西京
川﨑 竜太(3) 14.52 櫻井 秀樹(3) 14.74 髙山 峻野(2) 14.90 山本 明(3) 14.95 春木 奎介(2) 14.99 太田 拓也(3) 15.01 平棟 健(3) 15.02 矢田 弦(2) 15.05
尾道商 美作 広島工大高 広島工大高 出雲 岡山工 神辺旭 松江北
山本 明(3) 52.84 佐々木 拓(3) 52.97 藤井 宏樹(3) 53.82 北村 将之(3) 54.28 坂井 駿介(3) 54.96 井上 亮(3) 55.40 髙山 正浩(3) 55.48
広島工大高 松江北 福山誠之館 広島皆実 県立広島 玉野光南 岡山城東
宮城 壱成(2) 9:01.56 津田 修也(3) 9:05.80 河名 真貴志(3) 9:05.99 鳥山 賢(3) 9:07.04 森脇 輝(3) 9:07.12 柘植 翔太(3) 9:08.46 永和 悠貴(3) 9:13.16 下谷 正之(3) 9:14.70
世羅 山口 世羅 岡山城東 出雲工 広島井口 出雲工 明誠
中尾 讓(2) 22:55.16 遠山 拓馬(1) 22:56.99 高橋 拓也(3) 23:10.63 岡田 昂大(3) 23:12.79 原田 真輔(3) 23:31.39 野原 雅希(3) 23:33.56 田中 翔(3) 23:54.35 豊島 輝久(3) 24:13.49
玉野光南 倉敷翠松 西条農業 出雲工 西条農業 青嶺 萩 水島工
広島皆実 41.49 田部 41.50 玉野光南 41.60 大社 41.88 松江北 41.90 倉敷青陵 41.95 美作 42.17 広島井口 42.58
苗渋 航(2) 中橋 慧(2) 松村 知希(3) 吉田 健作(3) 佐々木 拡志(3) 杉原 祥(2) 家元 景太(3) 長岡 貴大(2)
石田 剛之(3) 村上 新一郎(2) 岡部 佑紀(3) 秦 啓一郎(1) 金森 和貴(2) 坪井 晶広(2) 時弘 浩介(2) 吉川 翔(3)
小泉 貴裕(2) 宮本 優希(3) 浅野 慎之佑(3) 嘉本 真宏(3) 矢田 弦(2) 横田 侑希(2) 皆木 直樹(2) 長上 賢人(3)
北村 拓也(3) 横山 佳佑(3) 倉本 龍也(1) 安井 徳孝(3) 佐々木 拓(3) 江國 隼斗(3) 櫻井 秀樹(3) 三村 哲(3)
玉野光南 3:18.10 明誠 3:18.85 広島井口 3:19.68 大社 3:19.90 西京 3:20.35 広島皆実 3:21.35 宮島工 3:22.73 鳥取城北 3:33.69
近藤 将唯(2) 岡 高儀(3) 長上 賢人(3) 嘉本 真宏(3) 増野 尚樹(3) 下村 拓也(2) 曽禰 和彦(3) 橋本　優真(2)
浅野 慎之佑(3) 澁谷 新(2) 三村 哲(3) 秦 啓一郎(1) 宮﨑 大宇(1) 舛田 侑太(3) 中畑 亮祐(3) 米嶋　航一(3)
樂前 健太(2) 吉本 涼人(1) 池田 大輔(3) 米山 涼一(2) 大谷 龍矢(3) 中田 貴士(2) 江尻 一将(3) 谷口　真士(2)
友安 太陽(3) 宮崎 大樹(1) 吉川 翔(3) 安井 徳孝(3) 小笹 幸平(3) 北村 将之(3) 椎屋 飛鳥(3) 岸田　健太郎(2)

石橋 健(3) 2m00 前田 直哉(2) 2m00 名和田 秀司(3) 1m94 上川 凌平(2) 1m94 布野 朋弥(3) 1m94 永見　崇裕(3) 1m94 田邉 直也(2) 1m94 桑田 一樹(3) 1m91
大社 沼田 山口県桜ケ丘 早鞆 出雲 境 岡山工 沼田
福井　広葉(3) 4m60 来間 弘樹(1) 4m50 川上 和史(2) 4m40 土江 祐輔(3) 4m30 小橋 大貴(2) 4m30 住友 拓海(1) 4m30 今岡 佑太朗(2) 4m20 佐々木 惇(3) 4m20
倉吉総合産 大社 近大東広島 大社 玉野光南 松江農 大社 御調
吉川 翔(3) 7m22(+2.6) 高橋 広明(2) 7m17(+1.7) 岡野 亮祐(2) 7m14(+2.1) 倉本 龍也(1) 7m01(+2.3) 廣瀨 晴海(3) 6m98(+1.9) 長谷川 貴大(3) 6m96(+2.8) 前垣　雅哉(3) 6m94(+3.2) 王野 裕貴(2) 6m92(+0.7)
広島井口 *F2 沼田 舟入 *F5 玉野光南 *F4 益田 広島なぎさ *F3 米子東 *F4 岡山工

公認7m02(+1.6) 公認7m01(+1.8) 公認6m77(+1.4) 公認6m93(+1.5) 公認6m86(+1.9)

森本 真也(3) 14m58(+0.6) 王野 裕貴(2) 14m54(0.0) 岩川 崇寛(2) 14m34(-0.3) 淺田 伶駿(2) 14m17(-0.2) 廣瀨 晴海(3) 14m09(-0.3) 水田 稔規(3) 14m04(-0.7) 野村 和広(3) 14m03(-0.4) 桑田 一樹(3) 13m71(0.0)
岡山東商 岡山工 防府 山口 益田 総社南 田部 沼田
藤岡 琢也(3) 14m71 村上 昴(3) 14m53 松谷 昂星(3) 14m20 山田 真史(2) 12m92 大畑 裕嗣(3) 12m84 小山 達也(3) 12m77 森元 鷹矢(3) 12m46 金中 輝樹(2) 12m30
西条農業 徳山商工 浜田商 高陽 松江高専 益田翔陽 倉敷工 岡山商大附
安部 宏駿(3) 48m37 藤岡 琢也(3) 42m00 松谷 昂星(3) 39m93 高垣 奨義(3) 38m42 福井　智孝(3) 37m43 黒田　剛志(2) 36m82 森元 鷹矢(3) 36m37 田中 義也(3) 35m13
玉野光南 AR,GR 西条農業 浜田商 如水館 倉吉総合産 鳥取西 倉敷工 金光学園
広瀬　悠次(3) 55m40 森元 鷹矢(3) 52m60 手石　妙亮(3) 50m91 福永 竜也(3) 49m56 前田　勝也(2) 49m17 藤岡 琢也(3) 48m94 田中 義也(3) 48m54 安部 宏駿(3) 47m03
倉吉総合産 倉敷工 倉吉北 山口県桜ケ丘 倉吉総合産 西条農業 金光学園 玉野光南
松谷 昂星(3) 67m96 道上 雅晃(2) 57m34 中川 拓也(3) 57m06 山野 優介(3) 56m61 唐尾 拓弥(3) 55m27 福田 規介(3) 55m23 林 守律弥(3) 55m15 中村　大輔(3) 53m75
浜田商 安芸 岡山東商 松江西 高陽 西京 廿日市 岩美
佐々木 達也(3) 5443点 梅垣 勇人(3) 5363点 牧　大智(3) 5166点 門脇 和人(2) 5044点 大田 純平(3) 4957点 田中 和総(3) 4856点 増成 智也(2) 4799点 前迫 広年(3) 4652点
沼田 AR,GR 玉野光南 GR 米子北 大社 沼田 玉野光南 倉敷工 尾道商

男子総合 玉野光南 62点 大社 39点 西京 33点 広島皆実 33点 沼田 28点 岡山工 28点 西条農業 28点 世羅 27点
男子トラック 玉野光南 34点 広島皆実 33点 西京 30点 世羅 27点 松江北 25点 出雲工 24点 広島工大高 19点 岡山工 18点

男子フィールド 倉吉総合産 24点 大社 22点 浜田商 20点 西条農業 18点 玉野光南 18点 沼田 16点 岡山東商 14点 倉敷工 11点
男子混成 沼田 12点 玉野光南 10点 米子北 6点 大社 5点 倉敷工 2点 尾道商 1点

凡例 AR:中国高校記録 GR:大会記録 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *J:決定試技により全国大会出場
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第64回中国高等学校対校選手権大会　兼　全国大会中国地区予選会

主催:中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟 主管:中国高等学校体育連盟陸上競技部　山口陸上競技協会　山口県高等学校体育連盟

日時：平成23年6月17日～19日　　　　会場：維新百年記念公園陸上競技場 　競技場コード:351020 　　　　　後援:山口県体育協会　山口市教育委員会　山口市体育協会　　協賛：ミズノ・ニシスポーツ・クレーマー・アシックス

対抗得点

男子八種競技

男子円盤投
(1.750kg)

男子ハンマー投
(6.000kg)

男子やり投
(800g)
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日付 種目

青木 益未(2) 11.93 仁尾 友美(2) 12.02 髙木 柚香莉(3) 12.04 沖 佳織(3) 12.16 沖 さくら(3) 12.16 福部 真子(1) 12.21 泊野 由音(3) 12.34 藤井 美帆(2) 12.36
創志学園 倉敷中央 中村女 沼田 安古市 広島皆実 広島皆実 徳山商工
青木 益未(2) 24.56 仁尾 友美(2) 25.04 沖 佳織(3) 25.17 沖 さくら(3) 25.37 石井 佑里菜(1) 25.38 藤井 美帆(2) 25.51 坪浦 諒子(2) 25.69 和田守 友加里(3) 25.70
創志学園 GR 倉敷中央 沼田 安古市 高陽東 徳山商工 県立広島 出雲
坪浦 諒子(2) 56.87 塩見 玲加(3) 57.50 石原 理恵(3) 58.16 川田 智恵(3) 58.28 石井 舞(3) 58.32 脇本 沙友美(3) 58.42 立脇 紗貴(2) 58.45 和田守 友加里(3) 59.12
県立広島 岡山東商 松江北 尾道商 沼田 岡山朝日 松江商 出雲
矢本 桜子(1) 2:08.76 上浦 千明(3) 2:11.59 岩﨑 愛未(1) 2:12.59 奥野 舞子(1) 2:12.73 中村 江里奈(3) 2:14.68 新井 沙紀枝(2) 2:15.99 井上 実乃里(3) 2:18.54
興譲館 広島井口 高陽東 興譲館 下関商 中村女 出雲北陵

兒玉 望(3) 2:14.68
広大附属

前川　祐紀(2) 4:26.54 菅 華都紀(3) 4:26.80 足立 知世(1) 4:33.51 井上 実乃里(3) 4:33.62 岩﨑 愛未(1) 4:34.60 藤井 純菜(1) 4:36.73 藤重 美穂(3) 4:39.30 柴田 千明(2) 4:46.44
鳥取中央育英 興譲館 興譲館 出雲北陵 高陽東 興譲館 西京 岡山操山
スーサン ワイリム(3) 9:03.89 菅 華都紀(3) 9:09.53 岡 未友紀(3) 9:15.48 前川　祐紀(2) 9:20.49 福谷 好恵(3) 9:25.82 明石 伊央(2) 9:33.27 木岡 美帆乃(3) 9:41.20 堀 明日香(2) 9:47.05
世羅 GR 興譲館 興譲館 鳥取中央育英 西京 興譲館 世羅 世羅
森岡 美紅(2) 14.08 高橋 緋奈(3) 14.11 福部 真子(1) 14.15 髙木 柚香莉(3) 14.61 原田 優己(3) 14.79 田辺 夕佳(2) 14.89 厨子　遥(3) 14.92 林 真衣(2) 15.12
岡山操山 倉敷中央 広島皆実 中村女 倉敷中央 岡山東商 鳥取城北 沼田
高橋 緋奈(3) 1:01.79 坪浦 諒子(2) 1:03.12 竹原 由梨(2) 1:03.64 清水 美希(2) 1:03.65 丸山 沙季(3) 1:03.67 平岡 優花(2) 1:03.81 川田 智恵(3) 1:04.53 橋本 育(3) 1:04.78
倉敷中央 県立広島 岡山城東 松江商 神辺旭 玉野光南 尾道商 倉敷天城
岡﨑 希実(3) 23:49.49 金子 明日香(3) 24:40.83 山崎 友莉菜(2) 25:01.28 笹原 小春(3) 25:20.37 神寶 なるみ(2) 27:03.22 大坂 美紀(3) 28:43.83 横山　千恵(3) 28:50.14 小川 麻優(3) 28:54.44
興譲館 邑久 中村女 中村女 岡山東商 出雲商 鳥取商 宇部西
倉敷中央 47.23 安古市 48.51 美作 48.53 広島皆実 48.54 岡山東商 48.70 松江商 49.03 沼田 49.06 西京 49.45
久世 生宝(2) 品川 彩香(3) 永田 沙紀(2) 福部 真子(1) 前田 桃佳(1) 小林 綾佳(1) 西川 遥菜(1) 三隅 杏奈(2)
高橋 緋奈(3) 沖 さくら(3) ウエアリング 真莉子(2) 泊野 由音(3) 塩見 玲加(3) 井原 奈緒(3) 流田 千里(2) 原田 実里(3)
安井 瑞紀(3) 浜井 万穂(2) 小村 枝里香(2) 河野 まりあ(2) 田辺 夕佳(2) 立脇 紗貴(2) 石井 舞(3) 松永 明莉(1)
仁尾 友美(2) 藤田 優(3) 久松 花朱実(3) 宮迫 紗綾(2) 田中 美奈(1) 清水 美希(2) 沖 佳織(3) 黒瀬 温子(1)
倉敷中央 3:54.65 松江商 3:55.55 広島皆実 3:55.57 西京 3:56.36 宇部 3:56.64 松江北 3:57.44 岡山東商 3:58.15 高陽東 4:06.93
楢﨑 由惟(2) 井原 奈緒(3) 岩田 沙季(2) 山崎 春花(1) 桜井 晴菜(3) 山田 夏紀(1) 前田 桃佳(1) 岡本 裕子(3)
仁尾 友美(2) 立脇 紗貴(2) 村上 佳澄(3) 原田 実里(3) 福永 侑里香(3) 村上 由佳(1) 田辺 夕佳(2) 天道 育未(2)
大枝 由依(1) 小林 綾佳(1) 玉木 智佐斗(2) 安冨 あずさ(2) 横田 知佳(3) 鈴木 真綾(3) 安井 ゆかり(1) 奥村 真衣(2)
高橋 緋奈(3) 清水 美希(2) 福部 真子(1) 黒瀬 温子(1) 福田 晴夏(2) 石原 理恵(3) 塩見 玲加(3) 石井 佑里菜(1)
新田 梓(2) 1m65 萩原　くらら(2) 1m62 山田 麻友佳(3) 1m62 宇田川 萌乃香(1) 1m62 岩﨑 未央(2) 1m59
沼田 倉吉東 市立呉 横田 大社 *J

澁谷 光季(3) 1m62 河村 旺奈(2) 1m59
益田 山口県鴻城

前田 花江(1) 1m59
岡山朝日

森岡 美紅(2) 5m88(+1.3) 奥 秋葉(2) 5m60(+2.0) 藤井　麗(3) 5m58(+1.0) 宗村 麻理子(3) 5m52(+1.6) 高垣 真奈(3) 5m50(+0.8) 福間 優里奈(3) 5m47(+1.0) 轟 亜弥(3) 5m45(+1.6) 浦山 静奈(1) 5m40(+1.0)
岡山操山 大社 倉吉西 長府 尾道商 松江北 長府 田部
三隅 杏奈(2) 12m25 枦 奈津美(2) 11m47 本村 千夏(1) 11m17 室田　未来(2) 11m10 幸田 あみ(3) 11m09 宮迫 依織(2) 10m77 久保　春菜(1) 10m74 日置 はるな(3) 10m37
西京 就実 徳山商工 倉吉北 徳山商工 西条農業 米子北 大社
幸田 あみ(3) 40m07 小田 悠香(3) 37m56 平田 優衣(3) 35m68 吉本 真依(2) 35m18 増金 裕希(3) 34m90 岡田　悠(2) 33m78 浜崎 芽衣(3) 33m29 小室 文郁(2) 32m90
徳山商工 就実 府中 下関商 広島井口 鳥取城北 就実 開星
谷尻 桃子(3) 45m95 久世 生宝(2) 45m28 田中　晴菜(1) 44m96 林原 清楓(2) 41m38 川上 早貴(3) 41m03 加藤 瑞生(3) 40m61 堀之内 舞(3) 39m90 有本 愛美(2) 39m65
御調 倉敷中央 倉吉総合産 御調 就実 大津 倉敷中央 玉野光南
厨子　遥(3) 4499点 堀之内 舞(3) 4463点 新田 梓(2) 4027点 高渕 加奈(3) 3766点 勝部 なつみ(2) 3719点 荒島 明日香(2) 3647点 三島 千佳(3) 3619点 兼信 遥里(2) 3605点
鳥取城北 倉敷中央 沼田 倉敷中央 大社 倉敷中央 市立広島商 倉敷青陵

女子総合 倉敷中央 73点 興譲館 53点 沼田 32点 中村女 24点 徳山商工 22点 広島皆実 22点 西京 20点 就実 20点
女子トラック 興譲館 53点 倉敷中央 49点 中村女 24点 広島皆実 22点 岡山東商 20点 沼田 18点 県立広島 17点 松江商 17点

女子フィールド 就実 20点 徳山商工 18点 御調 13点 大社 10点 倉敷中央 9点 沼田・西京・岡山操山 8点
女子混成 倉敷中央 15点 鳥取城北 8点 沼田 6点 大社 4点 市立広島商 2点 倉敷青陵 1点

凡例 AR:中国高校記録 GR:大会記録 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *J:決定試技により全国大会出場

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月17日

6月19日

6月17日

6月18日

6月19日

7位

6月17日

6月18日

6月19日

6月18日

6月19日

6月18日

15.54(+1.1)-1m49-7m23-27.65(+1.5)

6月18日

6月17日

6月18日�
～19日

6月17日

6月18日

6月19日

15.92(+1.9)-1m31-8m18-28.04(+0.6)

5m53(+0.4)-27m92-2:34.72 4m88(-0.3)-39m58-2:26.02 4m75(+0.2)-27m37-2:26.29 4m52(-0.1)-24m31-2:37.48 4m92(-0.5)-18m25-2:37.60 4m45(-0.5)-15m08-2:34.10 4m43(+0.4)-26m37-2:34.33 4m44(-0.1)-26m03-2:36.99

14.81(+1.1)-1m52-8m66-26.37(+1.5)

女子800m

女子1500m

女子100m�
風：+2.0

女子200m�
風：-0.2

女子400m

17.62(+1.1)-1m52-6m86-27.61(+1.5)15.99(+1.9)-1m55-9m18-27.59(+0.6) 16.86(+1.6)-1m64-7m84-28.61(+1.1) 16.92(+1.6)-1m49-8m07-26.64(+1.1) 15.58(+1.9)-1m43-6m75-27.22(+0.6)

女子円盤投
(1.000kg)

女子走高跳

女子5000mW

女子4X100mR

女子4X400mR

女子3000m

女子100mH
(0.840m)風：-0.2

女子
400mH(0.762m)

第64回中国高等学校対校選手権大会　兼　全国大会中国地区予選会

主催:中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟 主管:中国高等学校体育連盟陸上競技部　山口陸上競技協会　山口県高等学校体育連盟

日時：平成23年6月17日～19日　　　　会場：維新百年記念公園陸上競技場 　競技場コード:351020 　　　　　後援:山口県体育協会　山口市教育委員会　山口市体育協会　　協賛：ミズノ・ニシスポーツ・クレーマー・アシックス

対抗得点

女子やり投
(600g)

女子七種競技

女子走幅跳

女子砲丸投
(4.000kg)



男子100m

日本高校記録(HR) 10.24 高橋　和裕(奈良・添上) 1994
日本高校記録(HR) 10.1 中道　貴之(三重・木本) 1987

中国高校記録(AR) 10.30 山県　亮太(広島・修道) 2003

大会記録(GR) 10.42 岩本　拓也(鳥取・由良育英) 2003

予選 4組3着＋4
1組 風:+2.2 2組 風:+1.9

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山

1 4 50 小笹 幸平(3) 西京 10.62 Q 1 6 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 10.88 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根

2 9 247 北村 拓也(3) 広島皆実 10.82 Q 2 7 882 安井 徳孝(3) 大社 10.92 Q
ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山

3 3 234 三村 哲(3) 広島井口 10.83 Q 3 4 523 櫻井 秀樹(3) 美作 10.93 Q
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山

4 8 883 吉田 健作(3) 大社 10.89 q 4 3 459 浅野 慎之佑(3) 玉野光南 10.93 q
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口

5 7 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南 11.09 5 9 88 村上 新一郎(2) 田部 10.96 q
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島

6 6 681 廣田　将孝(2) 鳥取中央育英 11.23 6 8 249 下村 拓也(2) 広島皆実 11.01 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾄﾞｳ 鳥取 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島

7 5 632 渡邉　孝道(1) 倉吉東 11.34 5 235 吉川 翔(3) 広島井口 DNS

3組 風:+0.3 4組 風:+1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

1 3 869 金森 和貴(2) 松江北 10.83 Q 1 5 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 10.81 Q
ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山 ﾅｶﾊｼ ｱｷﾗ 山口

2 2 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵 10.99 Q 2 4 89 中橋 慧(2) 田部 10.98 Q
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 広島 ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 鳥取

3 7 248 石田 剛之(3) 広島皆実 11.05 Q 3 3 705 陣在　和成(3) 八頭 11.02 Q
ﾖｼﾓﾁ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾞﾝ 鳥取

4 6 720 吉持　隆博(2) 米子松蔭 11.16 4 8 731 原田　弦(3) 米子北 11.05
ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 山口

5 8 33 志賀 洵介(3) 新南陽 11.21 5 9 131 川端 直弥(3) 大津 11.07
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 鳥取 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 広島

6 4 694 河村　省吾(2) 鳥取東 11.31 6 2 231 角山 巧(1) 広島なぎさ 11.10
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ﾋﾛｾ ﾊﾙﾐ 島根

5 87 横山 佳佑(3) 田部 DNS 7 6 801 廣瀨 晴海(3) 益田 11.32
ﾋﾉ ﾕｳﾀ 島根 ｼﾊﾞﾉ ﾕｳ 島根

9 916 日野 雄太(2) 平田 DNS 8 7 802 芝野 木綿(3) 益田東 11.48

準決勝 2組3着＋2
1組 風:+0.8 2組 風:+2.1

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根

1 6 50 小笹 幸平(3) 西京 10.62 Q 1 5 869 金森 和貴(2) 松江北 10.81 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

2 7 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 10.70 Q 2 7 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 10.85 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根

3 4 247 北村 拓也(3) 広島皆実 10.75 Q 3 4 882 安井 徳孝(3) 大社 10.92 Q
ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島 ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 鳥取

4 9 234 三村 哲(3) 広島井口 10.84 q 4 8 705 陣在　和成(3) 八頭 10.97 q
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 広島 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山

5 8 248 石田 剛之(3) 広島皆実 10.97 q 5 3 459 浅野 慎之佑(3) 玉野光南 10.98
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島

6 3 883 吉田 健作(3) 大社 10.98 6 2 249 下村 拓也(2) 広島皆実 11.01
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口 ﾅｶﾊｼ ｱｷﾗ 山口

7 2 88 村上 新一郎(2) 田部 10.99 7 6 89 中橋 慧(2) 田部 11.03
ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山

8 5 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵 11.02 9 523 櫻井 秀樹(3) 美作 DNS

決勝
風:+1.1

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

1 4 50 小笹 幸平(3) 西京 10.55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山

2 6 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 10.63
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島

3 9 247 北村 拓也(3) 広島皆実 10.66
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根

4 3 869 金森 和貴(2) 松江北 10.73
ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島

5 7 234 三村 哲(3) 広島井口 10.77
ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

6 5 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 10.87
ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根

7 8 882 安井 徳孝(3) 大社 10.91
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 広島

8 2 248 石田 剛之(3) 広島皆実 10.94
ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 鳥取

9 1 705 陣在　和成(3) 八頭 10.95

記録主任：伊藤　健二

6月18日 12:20 予選

6月18日 13:40 準決勝

6月18日 15:00 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



男子200m

日本高校記録(HR) 20.57 高橋　和裕(奈良・添上) 1994

中国高校記録(AR) 21.01 野田　浩之(島根・大社) 2002

大会記録(GR) 21.11 野田　浩之(島根・大社) 2002

予選 4組3着＋4
1組 風:-0.3 2組 風:+0.7

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根 ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

1 4 869 金森 和貴(2) 松江北 21.93 Q 1 3 50 小笹 幸平(3) 西京 22.33 Q
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾞﾝ 鳥取

2 6 87 横山 佳佑(3) 田部 22.23 Q 2 7 731 原田　弦(3) 米子北 22.66 Q
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根

3 9 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南 22.48 Q 3 5 883 吉田 健作(3) 大社 22.78 Q
ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 鳥取

4 3 51 大谷 龍矢(3) 西京 22.60 q 4 4 705 陣在　和成(3) 八頭 22.91
ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾋﾛ 島根 ｵｶﾞﾀ ｶｹﾙ 山口

5 8 917 永瀬 陽大(2) 平田 23.50 5 6 116 緒方 翔(2) 下関中等 23.06
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ﾖｼﾓﾁ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

5 247 北村 拓也(3) 広島皆実 DNS 6 8 720 吉持　隆博(2) 米子松蔭 23.36
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取 ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島

7 665 谷口　真士(2) 鳥取城北 DNS 9 234 三村 哲(3) 広島井口 DNS

3組 風:-0.8 4組 風:0.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山 ﾁｶﾋｻ ｲﾌﾞｷ 岡山

1 5 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵 22.46 Q 1 3 532 近久 伊吹(3) 明誠学院 22.33 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

2 6 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 22.82 Q 2 5 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 22.66 Q
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 広島

3 9 681 廣田　将孝(2) 鳥取中央育英 22.86 Q 3 4 231 角山 巧(1) 広島なぎさ 22.70 Q
ｲｹｳﾁ ﾏｻﾀｶ 広島 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口

4 2 232 池内 雅貴(1) 広島なぎさ 22.87 q 4 8 88 村上 新一郎(2) 田部 22.76 q
ﾐﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｽｹ 岡山 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口

5 8 534 光岡 潤典(3) 明誠学院 23.06 5 9 119 大田 大介(3) 下関商 22.82 q
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根

6 3 250 小泉 貴裕(2) 広島皆実 23.17 6 6 882 安井 徳孝(3) 大社 22.96
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根

7 4 873 原 健太朗(3) 松江北 23.37 7 2 872 佐々木 拡志(3) 松江北 23.02
ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾄ 鳥取 ﾅｴｼﾌﾞ ﾜﾀﾙ 広島

8 7 666 山根　凌登(3) 鳥取城北 23.50 8 7 251 苗渋 航(2) 広島皆実 23.21

準決勝 2組3着＋2
1組 風:+0.5 2組 風:-0.2

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根 ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

1 5 869 金森 和貴(2) 松江北 21.79 Q 1 7 50 小笹 幸平(3) 西京 21.90 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山 ﾁｶﾋｻ ｲﾌﾞｷ 岡山

2 6 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 21.85 Q 2 6 532 近久 伊吹(3) 明誠学院 22.07 Q
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

3 4 87 横山 佳佑(3) 田部 21.87 Q 3 5 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 22.21 Q
ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口

4 7 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵 22.18 q 4 3 88 村上 新一郎(2) 田部 22.38
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根

5 8 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南 22.22 q 5 8 883 吉田 健作(3) 大社 22.40
ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾞﾝ 鳥取

6 3 51 大谷 龍矢(3) 西京 22.46 6 4 731 原田　弦(3) 米子北 22.52
ｲｹｳﾁ ﾏｻﾀｶ 広島 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 広島

7 2 232 池内 雅貴(1) 広島なぎさ 22.69 7 9 231 角山 巧(1) 広島なぎさ 22.53
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口

8 9 681 廣田　将孝(2) 鳥取中央育英 22.76 8 2 119 大田 大介(3) 下関商 22.70

決勝
風:-0.2

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山

1 6 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 21.52
ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

2 4 50 小笹 幸平(3) 西京 21.59
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口

3 9 87 横山 佳佑(3) 田部 21.64
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根

4 7 869 金森 和貴(2) 松江北 21.70
ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

5 8 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 21.93
ﾁｶﾋｻ ｲﾌﾞｷ 岡山

6 5 532 近久 伊吹(3) 明誠学院 22.03
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山

7 3 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南 22.12
ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山

8 2 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵 22.26

記録主任：伊藤　健二

6月19日 11:00 予選

6月19日 12:30 準決勝

6月19日 13:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



男子400m

日本高校記録(HR) 45.47 金丸　祐三(大阪・大阪) 2005

中国高校記録(AR) 45.94 為末　大(広島・皆実) 1996

大会記録(GR) 46.81 濱野　純平(山口・豊浦) 2007

予選 4組3着＋4
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島 ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山

1 3 252 北村 将之(3) 広島皆実 49.71 Q 1 7 465 友安 太陽(3) 玉野光南 50.11 Q
ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥取

2 9 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 49.83 Q 2 4 603 長谷川　健太(2) 境 50.36 Q
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 鳥取 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口

3 8 682 後藤　雅之(3) 鳥取中央育英 50.45 Q 3 6 71 桑田 大貴(3) 山口県鴻城 50.41 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ｵｶ ﾀｶﾉﾘ 島根

4 6 934 宮崎 大樹(1) 明誠 50.74 q 4 5 931 岡 高儀(3) 明誠 50.64 q
ﾀｹﾔｽ ﾕｳﾄ 広島 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根

5 5 219 竹安 悠人(2) 県立広島 50.80 q 5 3 872 佐々木 拡志(3) 松江北 50.82
ｸﾛｶﾜ ｹｲ 岡山 ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口

6 7 513 黑川 慧(3) 倉敷鷲羽 51.12 6 9 2 河内 翔太(3) 岩国 52.01
ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 岡山

7 4 888 秦 啓一郎(1) 大社 51.93 8 505 横田 侑希(2) 倉敷青陵 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｻｻｷ ﾀｸ 島根

1 9 52 宮﨑 大宇(1) 西京 49.96 Q 1 4 870 佐々木 拓(3) 松江北 49.92 Q
ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島 ﾀｶﾏﾙ ｼﾝﾍﾟｲ 広島

2 4 340 藤井 宏樹(3) 福山誠之館 50.02 Q 2 6 289 高丸 慎平(3) 市立福山 50.18 Q
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 鳥取 ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

3 5 653 米嶋　航一(3) 鳥取城北 50.56 Q 3 9 652 岸田　健太郎(2) 鳥取城北 50.18 Q
ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広島 ﾓﾃｷﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 鳥取

4 7 224 関谷 堂真(3) 広大附福山 50.88 4 3 695 茂手木　良丞(3) 鳥取東 50.76 q
ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ 島根 ｵｶﾞﾀ ｶｹﾙ 山口

5 3 878 菅井 雄生(1) 松江北 51.36 5 5 116 緒方 翔(2) 下関中等 51.16
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 岡山 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口

6 8 521 丸山 博(2) 美作 51.46 6 7 3 松岡 昇平(3) 岩国工 51.72
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾀﾅﾀﾞ ﾀｶｼ 鳥取

7 2 17 小林 隆弥(3) 光 51.57 7 8 633 棚田　誉史(2) 倉吉東 53.07
ｵｵｳﾁ ﾔｽﾕｷ 岡山 ﾐｽﾞｼﾏ ｱﾕﾐ 岡山

8 6 448 大内 靖之(2) 笠岡 51.98 8 2 527 水島 歩(3) 美作 53.78

準決勝 2組3着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島

1 6 252 北村 将之(3) 広島皆実 48.79 Q 1 4 340 藤井 宏樹(3) 福山誠之館 49.05 Q
ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口

2 7 465 友安 太陽(3) 玉野光南 49.58 Q 2 5 52 宮﨑 大宇(1) 西京 49.65 Q
ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｻｻｷ ﾀｸ 島根

3 8 652 岸田　健太郎(2) 鳥取城北 49.67 Q 3 6 870 佐々木 拓(3) 松江北 49.92 Q
ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島 ﾀｶﾏﾙ ｼﾝﾍﾟｲ 広島

4 4 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 49.89 q 4 7 289 高丸 慎平(3) 市立福山 49.96 q
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 鳥取 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口

5 9 682 後藤　雅之(3) 鳥取中央育英 50.29 5 8 71 桑田 大貴(3) 山口県鴻城 50.29
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根

6 5 603 長谷川　健太(2) 境 50.79 6 3 934 宮崎 大樹(1) 明誠 50.94
ﾀｹﾔｽ ﾕｳﾄ 広島 ﾓﾃｷﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 鳥取

7 2 219 竹安 悠人(2) 県立広島 50.96 7 2 695 茂手木　良丞(3) 鳥取東 51.12
ｵｶ ﾀｶﾉﾘ 島根 ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 鳥取

8 3 931 岡 高儀(3) 明誠 51.05 9 653 米嶋　航一(3) 鳥取城北 DNS

決勝
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島

1 5 340 藤井 宏樹(3) 福山誠之館 48.33
ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山

2 6 465 友安 太陽(3) 玉野光南 48.38
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島

3 4 252 北村 将之(3) 広島皆実 48.98
ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 8 652 岸田　健太郎(2) 鳥取城北 49.30
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口

5 7 52 宮﨑 大宇(1) 西京 49.52
ｻｻｷ ﾀｸ 島根

6 9 870 佐々木 拓(3) 松江北 49.76
ﾀｶﾏﾙ ｼﾝﾍﾟｲ 広島

7 3 289 高丸 慎平(3) 市立福山 49.81
ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島

8 2 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 49.90

記録主任：伊藤　健二

6月17日 11:35 予選

6月17日 13:50 準決勝

6月17日 15:50 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



男子800m

日本高校記録(HR) 1:48.46 川元　奨(長野・北佐久農) 2010

中国高校記録(AR) 1:49.44 北村　智宏(広島・沼田) 1994

大会記録(GR) 1:50.68 北村　智宏(広島・沼田) 1994

予選 4組3着＋4
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山口 ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島

1 5 53 山野 一輝(3) 西京 1:59.29 Q 1 4 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 1:58.69 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓﾀﾛｳ 山口 ﾐｿﾞｸﾁ ﾀﾂﾔ 鳥取

2 8 30 中村 桃太郎(3) 徳山商工 1:59.52 Q 2 6 713 溝口　達也(3) 八頭 1:58.86 Q
ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 山口 ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山口

3 9 43 三宅 勇樹(3) 防府商 1:59.82 Q 3 7 11 國本 達磨(3) 柳井 1:59.03 Q
ﾐﾂﾀﾞ ﾖｼｷ 岡山 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 岡山

4 7 468 光田 佳樹(3) 玉野光南 2:00.26 4 5 481 永田 陽平(2) 金光学園 1:59.25 q
ﾆｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 岡山 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

5 3 439 西山 息吹(2) 岡山操山 2:01.54 5 8 684 田中　良育(3) 鳥取中央育英 2:00.00 q
ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾛｳ 広島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 島根

6 6 269 髙橋 次郎(3) 広島工大高 2:04.46 6 9 841 渡辺 涼太(2) 出雲工 2:02.35
ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾔ 鳥取 ﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡山

7 4 667 西川　雄也(3) 鳥取城北 2:04.62 7 3 455 矢木 貴紘(1) 関西 2:04.11

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 岡山 ｱﾅｲ ﾀﾂﾓﾘ 広島

1 6 484 田邉 優人(3) 新見 1:59.92 Q 1 4 319 穴井 竜盛(3) 崇徳 1:57.91 Q
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｽﾞｷ 広島 ｵｷﾅｶ ｹｲﾀ 広島

2 4 253 鍋島 和輝(2) 広島皆実 1:59.94 Q 2 7 282 沖中 啓太(3) 高陽 1:58.43 Q
ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 鳥取 ﾔﾏｶﾞﾀ ｾｲｼﾞ 広島

3 3 683 田村　健人(2) 鳥取中央育英 2:00.24 Q 3 3 287 山縣 誠司(3) 市立呉 1:59.44 Q
ｼｹﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 山口 ﾊﾀ ﾋﾛﾔ 島根

4 7 85 重本 佳祐(3) 宇部鴻城 2:01.05 4 9 892 秦 弘也(3) 大社 1:59.92 q
ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 島根 ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口

5 8 865 川上 晃樹(3) 松江南 2:01.48 5 2 2 河内 翔太(3) 岩国 2:00.00 q
ｶﾏﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 島根 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄｷ 島根

6 5 828 鎌田 恭輔(3) 出雲 2:03.35 6 5 880 津田 洸旬(3) 松江北 2:01.18
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 鳥取 ｶﾘﾔ ﾄﾓﾉﾘ 岡山

7 9 714 漆原　聖人(2) 八頭 2:04.83 7 6 514 狩屋 智紀(3) 総社 2:01.79
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 島根

8 2 724 藤原　昌平(3) 米子東 2:06.32 8 8 936 山口 まもる(3) 矢上 2:02.63

準決勝 2組3着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾅｲ ﾀﾂﾓﾘ 広島 ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島

1 7 319 穴井 竜盛(3) 崇徳 2:00.80 Q 1 6 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 1:58.28 Q
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｽﾞｷ 広島 ﾔﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山口

2 5 253 鍋島 和輝(2) 広島皆実 2:00.93 Q 2 7 53 山野 一輝(3) 西京 1:58.29 Q
ｵｷﾅｶ ｹｲﾀ 広島 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓﾀﾛｳ 山口

3 6 282 沖中 啓太(3) 高陽 2:00.94 Q 3 5 30 中村 桃太郎(3) 徳山商工 1:58.45 Q
ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口 ﾔﾏｶﾞﾀ ｾｲｼﾞ 広島

4 3 2 河内 翔太(3) 岩国 2:00.99 4 8 287 山縣 誠司(3) 市立呉 1:58.60 q
ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 鳥取 ﾐｿﾞｸﾁ ﾀﾂﾔ 鳥取

5 9 683 田村　健人(2) 鳥取中央育英 2:01.62 5 4 713 溝口　達也(3) 八頭 1:58.86 q
ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山口 ﾊﾀ ﾋﾛﾔ 島根

6 8 11 國本 達磨(3) 柳井 2:02.61 6 2 892 秦 弘也(3) 大社 1:58.91
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 岡山 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 山口

7 4 484 田邉 優人(3) 新見 2:02.64 7 9 43 三宅 勇樹(3) 防府商 1:59.44
ﾅｶﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 岡山 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

8 2 481 永田 陽平(2) 金光学園 2:04.26 8 3 684 田中　良育(3) 鳥取中央育英 2:00.01

決勝
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島

1 4 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 1:57.95
ｵｷﾅｶ ｹｲﾀ 広島

2 9 282 沖中 啓太(3) 高陽 1:58.66
ﾔﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山口

3 6 53 山野 一輝(3) 西京 1:58.72
ｱﾅｲ ﾀﾂﾓﾘ 広島

4 7 319 穴井 竜盛(3) 崇徳 1:58.93
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｽﾞｷ 広島

5 5 253 鍋島 和輝(2) 広島皆実 1:58.94
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓﾀﾛｳ 山口

6 8 30 中村 桃太郎(3) 徳山商工 1:58.99
ﾔﾏｶﾞﾀ ｾｲｼﾞ 広島

7 2 287 山縣 誠司(3) 市立呉 1:59.00
ﾐｿﾞｸﾁ ﾀﾂﾔ 鳥取

8 3 713 溝口　達也(3) 八頭 2:03.86

記録主任：伊藤　健二

6月18日 13:50 予選

6月19日 11:40 準決勝

6月19日 14:00 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 400m

ナンバー 53

記録 58

ナンバー 481

記録 1:00

ナンバー 828

記録 1:00

ナンバー 514

記録 58

ナンバー 11

記録 1:02

ナンバー 53

記録 59

ナンバー 53

記録 1:01
決勝1組

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

準決勝1組

準決勝2組

凡例



男子1500m

日本高校記録(HR) 3:38.49 佐藤　清治(長野・佐久長聖) 1999
中国高校記録(AR) 3:45.27 徳本　一善(広島・沼田) 1997

大会記録(GR) 3:53.18 橋本　淳(鳥取・由良育英) 1996

予選 2組5着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾘ ｼｭﾝ 広島 ｼﾞｮﾝ ｶﾞｻｲﾔ 広島

1 9 279 李 勛(3) 広島国際学院 4:02.10 Q 1 6 320 ジョン ガサイヤ(1) 世羅 4:01.50 Q
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳ 岡山 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾙ 岡山

2 3 488 徳永 照(3) 倉敷 4:02.63 Q 2 13 432 鳥山 賢(3) 岡山城東 4:01.91 Q
ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 鳥取 ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口

3 13 683 田村　健人(2) 鳥取中央育英 4:02.63 Q 3 9 13 水間 翔平(3) 柳井商工 4:02.19 Q
ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山口 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ 岡山

4 1 28 樫部 直人(3) 徳山 4:02.73 Q 4 15 487 藤井 孝之(3) 倉敷 4:02.48 Q
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口 ｴｲﾜ ﾕｳｷ 島根

5 6 46 津田 修也(3) 山口 4:02.74 Q 5 7 833 永和 悠貴(3) 出雲工 4:03.01 Q
ﾁｶﾗｲｼ ﾅｵﾔ 広島 ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 岡山

6 2 333 力石 直也(3) 如水館 4:02.75 q 6 5 457 大森 誠也(3) 関西 4:04.05
ﾆｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 岡山 ｷｮｳﾒﾝ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島

7 8 439 西山 息吹(2) 岡山操山 4:03.75 q 7 8 255 京面 龍太郎(3) 広島皆実 4:06.61
ｵｻﾞｻ ｶｽﾞﾕｷ 広島 ｱﾏ ｹｲｽｹ 島根

8 7 254 小篠 和幸(3) 広島皆実 4:04.31 8 12 835 尼 圭祐(2) 出雲工 4:06.86
ｲｼｲ ﾘｮｳﾏ 岡山 ｲﾜﾐ ﾅｵﾔ 山口

9 14 456 石井 龍麻(3) 関西 4:07.52 9 11 12 岩見 直弥(3) 柳井 4:09.09
ﾔﾏｻｷ ｹｲｽｹ 島根 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鳥取

10 12 864 山崎 慶祐(3) 松江東 4:07.60 10 4 718 千葉　隆嗣(3) 米子工 4:09.45
ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳ 鳥取

11 15 696 石田　憲雅(3) 鳥取東 4:11.97 11 10 654 松本　竜(3) 鳥取城北 4:10.90
ﾓﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 鳥取 ﾑﾗﾀｹ ｼﾝﾍﾟｲ 島根

12 10 655 森橋　翔汰(3) 鳥取城北 4:12.77 12 1 881 村武 慎平(2) 石見智翠館 4:15.32
ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 島根 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 広島

13 11 923 森口 彰紀(2) 明誠 4:13.68 13 3 280 木村 大樹(3) 広島国際学院 4:18.32
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ 山口 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

14 4 54 斉藤 充俊(3) 西京 4:14.41 14 2 684 田中　良育(3) 鳥取中央育英 4:18.89
ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 島根 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口

5 834 福濱 駿(3) 出雲工 DNS 15 14 70 繁永 博行(3) 高川学園 4:26.27

決勝
カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾘ ｼｭﾝ 広島

1 9 279 李 勛(3) 広島国際学院 3:55.37
ｴｲﾜ ﾕｳｷ 島根

2 10 833 永和 悠貴(3) 出雲工 3:55.39
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口

3 4 46 津田 修也(3) 山口 3:56.03
ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山口

4 3 28 樫部 直人(3) 徳山 3:56.03
ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口

5 2 13 水間 翔平(3) 柳井商工 3:56.34
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳ 岡山

6 5 488 徳永 照(3) 倉敷 3:56.43
ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾙ 岡山

7 8 432 鳥山 賢(3) 岡山城東 3:56.55
ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 鳥取

8 7 683 田村　健人(2) 鳥取中央育英 3:56.93
ｼﾞｮﾝ ｶﾞｻｲﾔ 広島

9 1 320 ジョン ガサイヤ(1) 世羅 4:01.71
ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ 岡山

10 11 487 藤井 孝之(3) 倉敷 4:11.07
ﾆｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 岡山

11 6 439 西山 息吹(2) 岡山操山 4:11.10
ﾁｶﾗｲｼ ﾅｵﾔ 広島

12 12 333 力石 直也(3) 如水館 4:11.12

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:15 予選

6月17日 16:15 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 400m 800m 1200m
ナンバー 46 46 279
記録 1:02 2:10 3:17

ナンバー 320 320 320
記録 1:03 2:07 3:13

ナンバー 279 28 28
記録 1:03 2:08 3:12

予選1組

予選2組

決勝1組

凡例 DNS:欠場



男子5000m

日本高校記録(HR) 13:39.87 佐藤　秀和(宮城・仙台育英) 2004
国内国際記録(IHR) 13:22.58 ｼﾞｭﾘｱｽ･ｷﾞﾀﾋ(宮城・仙台育英) 1995
中国高校記録(AR) 13:59.54 松村　元輝(山口・西京) 2010
中国高校記録(AR) 13:32.79 ﾋﾞﾀﾝ･ｶﾛｷ(広島・世羅) 2009

大会記録(GR) 13:50.37 ﾋﾞﾀﾝ･ｶﾛｷ(広島・世羅) 2008

決勝
カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 広島

1 1 321 チャールズ ディランゴ(3) 世羅 13:44.61 GR
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 岡山

2 16 489 馬場 翔大(3) 倉敷 14:26.61
ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 島根

3 6 838 佐藤 孝哉(2) 出雲工 14:28.19
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 広島

4 7 322 渡邉 心(3) 世羅 14:42.97
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳ 岡山

5 17 488 徳永 照(3) 倉敷 14:45.55
ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ 岡山

6 3 487 藤井 孝之(3) 倉敷 14:51.11
ﾌﾀｵｶ ｺｳﾍｲ 鳥取

7 2 685 二岡　康平(3) 鳥取中央育英 14:56.82
ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 山口

8 4 55 藤井 翔太(3) 西京 15:05.45
ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口

9 23 13 水間 翔平(3) 柳井商工 15:05.45
ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山口

10 11 28 樫部 直人(3) 徳山 15:10.03
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 山口

11 5 132 岡野 耕大(3) 大津 15:10.75
ﾘ ｼｭﾝ 広島

12 18 279 李 勛(3) 広島国際学院 15:11.57
ﾁｶﾗｲｼ ﾅｵﾔ 広島

13 21 333 力石 直也(3) 如水館 15:15.26
ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥取

14 29 721 植田　耕佑(2) 米子松蔭 15:15.34
ｶﾈｵﾘ ﾄﾓﾋﾛ 島根

15 9 837 兼折 知弘(2) 出雲工 15:21.60
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 岡山

16 25 512 小松 巧弥(2) 倉敷南 15:23.96
ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根

17 27 826 園山 健太(3) 出雲 15:29.35
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 岡山

18 15 427 本田 直之(2) 岡山城東 15:29.51
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山口

19 26 14 松原 佑一郎(2) 柳井商工 15:33.72
ﾔﾏｻｷ ｹｲｽｹ 島根

20 19 864 山崎 慶祐(3) 松江東 15:35.30
ｱﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 鳥取

21 20 722 新井　裕崇(2) 米子松蔭 15:36.43
ｵｵｽﾐ ﾕｳｽｹ 岡山

22 13 458 大隅 裕介(3) 関西 15:37.86
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

23 22 656 藤原　匠平(2) 鳥取城北 15:37.86
ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ 山口

24 24 15 山根 誠弘(3) 柳井商工 15:39.78
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾅﾄ 鳥取

25 14 658 水野　麻奈人(2) 鳥取城北 15:41.53
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳ 広島

26 12 281 馬場 勇(2) 広島国際学院 15:51.08
ｵｶ ｱﾂﾋﾛ 島根

27 8 935 岡 敦浩(3) 明誠 16:03.28
ﾂﾂﾐ ﾕｳｷ 広島

28 28 327 堤 悠生(3) 西条農業 16:08.26
ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ 鳥取

29 10 657 風岡　永吉(1) 鳥取城北 16:11.31
ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 島根

30 834 福濱 駿(3) 出雲工 DNS

記録主任：伊藤　健二

6月18日 11:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

1000m 2000m 3000m 4000m
ナンバー 321 321 321 321

記録 2:45 5:29 8:10 10:57
決勝1組

ラップ表

凡例 GR:大会記録 DNS:欠場



男子110mH(1.067m)

日本高校記録(HR) 13.98 大橋　祐二(埼玉・浦和) 2001

中国高校記録(AR) 14.18 安倍　孝駿(岡山・玉野光南) 2008

大会記録(GR) 14.44 安倍　孝駿(岡山・玉野光南) 2009

予選 4組3着＋4
1組 風:0.0 2組 風:+0.3

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡山

1 9 523 櫻井 秀樹(3) 美作 15.10 Q 1 6 413 太田 拓也(3) 岡山工 15.53 Q
ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｷ 岡山 ｻｻｷ ﾀｸ 島根

2 6 415 岡崎 正樹(2) 岡山工 15.76 Q 2 4 870 佐々木 拓(3) 松江北 15.91 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岡山 ﾃﾂｸﾞﾁ ﾚﾝ 広島

3 4 440 山本 遥介(2) 岡山朝日 15.82 Q 3 5 256 鐵口 蓮(2) 広島皆実 15.96 Q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ 山口 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾔ 鳥取

4 3 57 宮川 修人(3) 西京 16.04 4 3 673 秋本　昌哉(3) 鳥取西 16.00
ｲﾘｴ ｺｳｽｹ 山口 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 岡山

5 7 90 入江 康督(2) 田部 16.04 5 9 445 尾川 慎平(3) 岡山芳泉 16.16
ﾔｽﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取 ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口

6 8 686 安本　陵(1) 鳥取中央育英 16.45 6 7 56 大賀 伸彦(3) 西京 16.27
ﾌｸｼﾏ ｱｷﾗ 山口 ｳｼｵ ﾀｶｱｷ 島根

7 5 38 福嶋 晃(2) 防府 17.22 7 8 922 牛尾 貴明(2) 明誠 17.01

3組 風:-0.2 4組 風:-0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島 ｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾀ 広島

1 5 270 山本 明(3) 広島工大高 15.15 Q 1 2 336 川﨑 竜太(3) 尾道商 14.96 Q
ﾊﾙｷ ｹｲｽｹ 島根 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 広島

2 7 813 春木 奎介(2) 出雲 15.18 Q 2 5 271 髙山 峻野(2) 広島工大高 15.06 Q
ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ 島根 ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広島

3 2 871 矢田 弦(2) 松江北 15.23 Q 3 7 305 平棟 健(3) 神辺旭 15.07 Q
ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ 広島 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口

4 3 257 三浦 碧葉(1) 広島皆実 15.89 q 4 3 97 岡中 文雄(3) 豊浦 15.48 q
ｶﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山

5 6 842 鎌田 大輔(3) 出雲農林 15.99 5 8 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 15.55 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鳥取 ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

6 9 636 山田　寛人(1) 倉吉東 16.03 6 6 733 牧　大智(3) 米子北 15.66 q
ｸﾆｷﾖ ﾅｵﾕｷ 山口 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾀ 島根

7 8 79 國清 尚之(3) 宇部 16.18 7 9 908 松島 竜太(3) 大田 15.91
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

8 4 698 原田　格知(3) 鳥取東 17.03 8 4 649 小林　敬弘(3) 鳥取工 17.20

準決勝 2組3着＋2

1組 風:+0.7 2組 風:-0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾀ 広島 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山

1 7 336 川﨑 竜太(3) 尾道商 14.81 Q 1 5 523 櫻井 秀樹(3) 美作 14.88 Q
ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 広島 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島

2 6 271 髙山 峻野(2) 広島工大高 14.96 Q 2 4 270 山本 明(3) 広島工大高 15.03 Q
ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡山 ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ 島根

3 4 413 太田 拓也(3) 岡山工 15.03 Q 3 8 871 矢田 弦(2) 松江北 15.06 Q
ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広島 ﾊﾙｷ ｹｲｽｹ 島根

4 9 305 平棟 健(3) 神辺旭 15.15 q 4 6 813 春木 奎介(2) 出雲 15.10 q
ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｷ 岡山

5 3 97 岡中 文雄(3) 豊浦 15.43 5 7 415 岡崎 正樹(2) 岡山工 15.48
ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ 広島

6 5 870 佐々木 拓(3) 松江北 15.50 6 3 257 三浦 碧葉(1) 広島皆実 15.52
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岡山

7 2 733 牧　大智(3) 米子北 15.65 7 9 440 山本 遥介(2) 岡山朝日 15.59
ﾃﾂｸﾞﾁ ﾚﾝ 広島 ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山

8 8 256 鐵口 蓮(2) 広島皆実 15.68 8 2 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 15.65

決勝
風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾀ 広島

1 6 336 川﨑 竜太(3) 尾道商 14.52
ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山

2 4 523 櫻井 秀樹(3) 美作 14.74
ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 広島

3 5 271 髙山 峻野(2) 広島工大高 14.90
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島

4 7 270 山本 明(3) 広島工大高 14.95
ﾊﾙｷ ｹｲｽｹ 島根

5 3 813 春木 奎介(2) 出雲 14.99
ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡山

6 8 413 太田 拓也(3) 岡山工 15.01
ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広島

7 2 305 平棟 健(3) 神辺旭 15.02
ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ 島根

8 9 871 矢田 弦(2) 松江北 15.05

記録主任：伊藤　健二

6月19日 10:20 予選

6月19日 12:10 準決勝

6月19日 13:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例



男子400mH(0.914m)

日本高校記録(HR) 49.09 為末　大(広島・皆実) 1996

中国高校記録(AR) 49.09 為末　大(広島・皆実) 1996

大会記録(GR) 50.83 安倍　孝駿(岡山・玉野光南) 2009

予選 4組3着＋4
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島

1 6 270 山本 明(3) 広島工大高 54.15 Q 1 4 340 藤井 宏樹(3) 福山誠之館 54.51 Q
ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 広島 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 岡山

2 5 220 坂井 駿介(3) 県立広島 56.18 Q 2 8 461 井上 亮(3) 玉野光南 56.41 Q
ｻｻｷ ﾀｸﾔ 山口 ｽｽﾞｷ ﾀｲｼ 広島

3 8 108 佐々木 卓哉(2) 下関西 56.76 Q 3 5 205 鈴木 大志(3) 安古市 56.93 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡山 ｶﾅｲｹ ﾋﾛｸﾆ 島根

4 9 474 近藤 将唯(2) 玉野光南 57.30 q 4 9 812 鐵池 宏邦(3) 横田 57.82
ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口 ｶﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 島根

5 4 56 大賀 伸彦(3) 西京 57.54 5 3 842 鎌田 大輔(3) 出雲農林 58.45
ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 島根

6 3 97 岡中 文雄(3) 豊浦 58.07 6 6 890 川西 翔太(3) 大社 59.19
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 鳥取 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 岡山

7 659 橋本　優真(2) 鳥取城北 DNS 7 7 407 森 拓也(3) 岡山一宮 1:06.80

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山

1 3 870 佐々木 拓(3) 松江北 55.83 Q 1 8 465 友安 太陽(3) 玉野光南 56.17 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 岡山 ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 鳥取

2 4 435 髙山 正浩(3) 岡山城東 56.56 Q 2 4 634 手石　雅人(2) 倉吉東 56.53 Q
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 広島 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島

3 2 339 高橋 周太郎(3) 府中 56.94 Q 3 6 252 北村 将之(3) 広島皆実 56.55 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋｺ 岡山 ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ 鳥取

4 9 517 清水 貴彦(3) 津山 56.97 q 4 7 616 野島　克斗志(3)倉吉総合産 56.69 q
ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 島根

5 5 39 村田 将章(3) 防府 57.61 5 3 926 山下 敬貴(2) 明誠 56.95 q
ﾋﾗｵ ﾅｵﾕｷ 鳥取 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾛｳ 山口

6 6 648 平尾　直幸(3) 鳥取工 58.26 6 9 82 安藤 治朗(2) 厚狭 57.58
ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口 ﾓﾃｷﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 鳥取

7 7 83 荒川 就哉(3) 厚狭 58.27 7 2 695 茂手木　良丞(3)鳥取東 58.60
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｸ 島根 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥取

8 8 932 長谷川 陸(2) 明誠 1:00.62 8 5 672 藤本　雄人(3) 鳥取西 1:00.44

準決勝 2組3着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島 ｻｻｷ ﾀｸ 島根

1 7 270 山本 明(3) 広島工大高 53.45 Q 1 7 870 佐々木 拓(3) 松江北 54.60 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 岡山

2 8 252 北村 将之(3) 広島皆実 54.91 Q 2 6 461 井上 亮(3) 玉野光南 56.07 Q
ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島

3 5 465 友安 太陽(3) 玉野光南 55.26 Q 3 5 340 藤井 宏樹(3) 福山誠之館 56.15 Q
ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 広島 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 山口

4 6 220 坂井 駿介(3) 県立広島 55.46 q 4 8 108 佐々木 卓哉(2) 下関西 56.87
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 岡山 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋｺ 岡山

5 4 435 髙山 正浩(3) 岡山城東 55.58 q 5 2 517 清水 貴彦(3) 津山 57.41
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 広島 ｽｽﾞｷ ﾀｲｼ 広島

6 9 339 高橋 周太郎(3) 府中 55.80 6 9 205 鈴木 大志(3) 安古市 57.73
ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 島根

7 2 616 野島　克斗志(3)倉吉総合産 56.82 7 3 926 山下 敬貴(2) 明誠 58.22
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡山 ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 鳥取

3 474 近藤 将唯(2) 玉野光南 DNS 4 634 手石　雅人(2) 倉吉東 DNS

決勝
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島

1 5 270 山本 明(3) 広島工大高 52.84
ｻｻｷ ﾀｸ 島根

2 6 870 佐々木 拓(3) 松江北 52.97
ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島

3 8 340 藤井 宏樹(3) 福山誠之館 53.82
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島

4 7 252 北村 将之(3) 広島皆実 54.28
ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 広島

5 3 220 坂井 駿介(3) 県立広島 54.96
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 岡山

6 4 461 井上 亮(3) 玉野光南 55.40
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 岡山

7 2 435 髙山 正浩(3) 岡山城東 55.48
ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山

9 465 友安 太陽(3) 玉野光南 DNF

記録主任：伊藤　健二

6月18日 10:25 予選

6月18日 12:50 準決勝

6月18日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子3000mSC(0.914m)

日本高校記録(HR) 8:44.77 櫛部　静二(山口・宇部鴻城) 1989
国内国際記録(IHR) 8:19.21 ﾀﾞﾆﾙ･ｼﾞｪﾝｶﾞ(宮城・仙台育英) 1994
中国高校記録(AR) 8:44.77 櫛部　静二(山口・宇部鴻城) 1989

大会記録(GR) 8:51.38 井中　将貴(鳥取・米子商) 1998

予選 2組5着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口 ﾐﾔｷﾞ ｲｯｾｲ 広島

1 1 46 津田 修也(3) 山口 9:22.27 Q 1 1 323 宮城 壱成(2) 世羅 9:19.48 Q
ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 島根 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾙ 岡山

2 2 836 森脇 輝(3) 出雲工 9:23.21 Q 2 13 432 鳥山 賢(3) 岡山城東 9:19.82 Q
ｶﾜﾅ ﾏｷｼ 広島 ｼﾓﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 島根

3 7 324 河名 真貴志(3) 世羅 9:23.84 Q 3 12 924 下谷 正之(3) 明誠 9:20.06 Q
ﾐｻｷ ｼﾝｼﾞ 山口 ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 広島

4 9 128 三﨑 慎司(3) 青嶺 9:25.41 Q 4 3 236 柘植 翔太(3) 広島井口 9:20.75 Q
ｲｼｲ ﾘｮｳﾏ 岡山 ｴｲﾜ ﾕｳｷ 島根

5 10 456 石井 龍麻(3) 関西 9:27.87 Q 5 4 833 永和 悠貴(3) 出雲工 9:21.85 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 岡山 ﾔｽｲ ﾄﾓﾔ 山口

6 4 491 山口 拓哉(3) 倉敷 9:29.42 q 6 11 118 安井 友弥(3) 豊北 9:22.83 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島 ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 岡山

7 5 221 藤本 勇太(3) 県立広島 9:33.85 7 7 457 大森 誠也(3) 関西 9:31.32
ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 鳥取 ﾋｼﾓ ﾄｼｷ 岡山

8 15 663 香川　雅人(3) 鳥取城北 9:35.09 8 2 490 日下 粛基(3) 倉敷 9:32.45
ｶﾂﾀ ｱﾄﾑ 鳥取 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 鳥取

9 11 687 勝田　亜斗夢(3) 鳥取中央育英 9:38.40 9 5 662 北村　真也(2) 鳥取城北 9:38.75
ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山口 ﾐﾔｼﾞ ﾘｮｳﾏ 広島

10 14 26 江浪 修平(3) 下松 9:40.42 10 9 288 宮地 龍馬(3) 市立広島商 9:47.91
ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 山口 ｺﾔﾏ ﾏｻﾄ 岡山

11 12 58 迫田 和也(3) 西京 9:47.98 11 8 501 小山 正沙人(3) 倉敷商 9:54.58
ﾊﾀﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 広島 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 山口

12 3 325 畑田 浩章(3) 世羅 9:56.59 12 6 129 岡本 直大(3) 青嶺 10:01.77
ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 島根 ﾊﾏﾍﾞ ｼｮｳｲ 鳥取

13 8 914 大田 康秀(3) 浜田商 10:01.18 13 14 664 浜辺　奨偉(2) 鳥取城北 10:01.81
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥取 ｱﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 鳥取

14 13 651 松本　賢也(3) 鳥取商 10:06.82 14 10 722 新井　裕崇(2) 米子松蔭 10:10.09
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 島根 ｶｽｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ 島根

15 6 805 安部 浩美(3) 横田 10:08.66 15 15 884 春日 隆一(3) 大社 10:12.88

決勝

カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｷﾞ ｲｯｾｲ 広島

1 1 323 宮城 壱成(2) 世羅 9:01.56
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口

2 4 46 津田 修也(3) 山口 9:05.80
ｶﾜﾅ ﾏｷｼ 広島

3 9 324 河名 真貴志(3) 世羅 9:05.99
ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾙ 岡山

4 5 432 鳥山 賢(3) 岡山城東 9:07.04
ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 島根

5 6 836 森脇 輝(3) 出雲工 9:07.12
ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 広島

6 11 236 柘植 翔太(3) 広島井口 9:08.46
ｴｲﾜ ﾕｳｷ 島根

7 8 833 永和 悠貴(3) 出雲工 9:13.16
ｼﾓﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 島根

8 12 924 下谷 正之(3) 明誠 9:14.70
ｲｼｲ ﾘｮｳﾏ 岡山

9 3 456 石井 龍麻(3) 関西 9:20.29
ﾐｻｷ ｼﾝｼﾞ 山口

10 7 128 三﨑 慎司(3) 青嶺 9:21.51
ﾔｽｲ ﾄﾓﾔ 山口

11 2 118 安井 友弥(3) 豊北 9:27.91
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 岡山

12 10 491 山口 拓哉(3) 倉敷 9:35.00

記録主任：伊藤　健二

6月18日 15:35 予選

6月19日 12:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 46 46

記録 3:04 6:13

ナンバー 323 323

記録 3:05 6:13

決勝1組 ナンバー 323 323

記録 3:01 6:04

予選1組

予選2組

凡例



男子5000mW

日本高校記録(HR) 19:35.79 山崎　勇喜(富山・富山商) 2001
中国高校記録(AR) 20:11.83 山根　千尋(広島・西条農) 2003

大会記録(GR) 21:10.27 山根　千尋(広島・西条農) 2003

決勝

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｵ ﾕｽﾞﾙ 岡山

1 15 479 中尾 讓(2) 玉野光南 22:55.16
ﾄｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 岡山

2 7 502 遠山 拓馬(1) 倉敷翠松 22:56.99
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 広島

3 16 328 高橋 拓也(3) 西条農業 23:10.63
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 島根

4 17 839 岡田 昂大(3) 出雲工 23:12.79
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｽｹ 広島

5 2 329 原田 真輔(3) 西条農業 23:31.39
ﾉﾊﾗ ﾏｻｷ 山口

6 12 130 野原 雅希(3) 青嶺 23:33.56
ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 山口

7 5 134 田中 翔(3) 萩 23:54.35
ﾄﾖｼﾏ ﾃﾙﾋｻ 岡山

8 10 485 豊島 輝久(3) 水島工 24:13.49
ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 広島

9 11 209 大久保 弘治郎(2) 海田 24:28.19
ﾜｸﾘ ｶｽﾞﾔ 島根

10 18 840 和久利 紀哉(3) 出雲工 24:28.35
ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 島根

11 9 891 石川 暢峻(3) 大社 24:32.49
ｼﾛﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥取

12 6 707 城本　裕紀(2) 八頭 24:33.15
ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵﾄ 島根

13 19 827 森山 尚登(2) 出雲 24:50.25
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 鳥取

14 8 706 西村　知晃(3) 八頭 24:50.95
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 山口

15 20 133 椙本 有哉(3) 水産 25:01.42
ｳｴｷ ｼｭｳﾄ 鳥取

16 13 601 植木　宗人(2) 岩美 28:48.43
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥取

17 3 708 山田　大貴(1) 八頭 29:05.19
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 広島

1 335 石川 稜(3) 尾道 DSQ,*DQ2
ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 山口

4 98 林 佑治(3) 豊浦 DSQ,*DQ2
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 岡山

14 486 田中 将太(3) 倉敷 DSQ,*DQ2

記録主任：伊藤　健二

6月17日 15:00 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m
ナンバー 209 479 479 502
記録 4:28 9:00 13:35 18:20

決勝1組

凡例 DSQ:失格 *DQ2:屈膝(ベントニー）



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

予選 4組3着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英・鳥取

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.93 Q 記録 42.85 Q 記録 43.13

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｴｼﾌﾞ ﾜﾀﾙ 広島 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 鳥取

1 251 苗渋 航(2) 広島皆実 1 242 長岡 貴大(2) 広島井口 1 691 林原　諒(1) 鳥取中央育英
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 広島 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 鳥取

2 248 石田 剛之(3) 広島皆実 2 235 吉川 翔(3) 広島井口 2 682 後藤　雅之(3)鳥取中央育英
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾅｶﾞｳｴ ｹﾝﾄ 広島 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

3 250 小泉 貴裕(2) 広島皆実 3 238 長上 賢人(3) 広島井口 3 689 佐藤　望(3) 鳥取中央育英
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取

4 247 北村 拓也(3) 広島皆実 4 234 三村 哲(3) 広島井口 4 681 廣田　将孝(2)鳥取中央育英

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉総合産・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 米子東・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島工大高・広島

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.58 記録 43.74 記録 44.17

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｷ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 鳥取 ﾀｹﾐﾂ ﾀｸﾄ 広島

1 628 佃　祐樹(2) 倉吉総合産 1 727 村上　宏樹(2)米子東 1 276 竹光 卓人(2) 広島工大高
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄﾐ 鳥取 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 広島

2 626 武本　雅富(3)倉吉総合産 2 723 前垣　雅哉(3)米子東 2 270 山本 明(3) 広島工大高
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞﾕｳ 鳥取 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 広島

3 627 松本　洸太夫(2)倉吉総合産 3 730 南　一樹(1) 米子東 3 274 中村 健志郎(2)広島工大高
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 鳥取 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 広島

4 629 浜田　龍太(1)倉吉総合産 4 725 坂本　雅俊(3)米子東 4 275 木村 天也(2) 広島工大高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口

4 ｺﾒﾝﾄ DNF
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口

1 62 増野 尚樹(3) 西京
ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口

2 51 大谷 龍矢(3) 西京
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口

3 52 宮﨑 大宇(1) 西京
ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

4 50 小笹 幸平(3) 西京

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 田部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠学院・岡山

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.04 Q 記録 42.26 Q 記録 42.92

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾊｼ ｱｷﾗ 山口 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ｻｻｷ ﾄｼｱｷ 岡山

1 89 中橋 慧(2) 田部 1 883 吉田 健作(3) 大社 1 537 佐々木 稔明(3)明誠学院
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口 ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 ﾁｶﾋｻ ｲﾌﾞｷ 岡山

2 88 村上 新一郎(2)田部 2 888 秦 啓一郎(1) 大社 2 532 近久 伊吹(3) 明誠学院
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 ｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島根 ｼﾗﾋｹﾞ ｼｭﾝ 岡山

3 95 宮本 優希(3) 田部 3 885 嘉本 真宏(3) 大社 3 533 白髭 駿(3) 明誠学院
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根 ﾐﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｽｹ 岡山

4 87 横山 佳佑(3) 田部 4 882 安井 徳孝(3) 大社 4 534 光岡 潤典(3) 明誠学院

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広大附福山・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 神辺旭・広島

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 43.06 q 記録 43.42 記録 43.69

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 広島 ﾉｳﾐ ｶｽﾞｱｷ 広島 ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広島

1 225 奥山 駿佑(3) 広大附福山 1 300 能美 和明(3) 沼田 1 314 福本 涼太(1) 神辺旭
ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広島 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 広島 ｳｴﾉ ﾄﾓﾉﾌﾞ 広島

2 224 関谷 堂真(3) 広大附福山 2 301 川村 俊哉(2) 沼田 2 313 上野 智信(3) 神辺旭
ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 広島 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 広島 ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広島

3 227 井上 恵介(3) 広大附福山 3 296 高橋 広明(2) 沼田 3 305 平棟 健(3) 神辺旭
ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳｺﾞ 広島 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 広島

4 229 鳥越 祥吾(2) 広大附福山 4 298 佐々木 達也(3)沼田 4 317 藤井 一輝(1) 神辺旭

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠・島根

6 ｺﾒﾝﾄ DNF
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｼｵ ﾀｶｱｷ 島根

1 922 牛尾 貴明(2) 明誠
ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝ 島根

2 925 澁谷 新(2) 明誠
ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 島根

3 929 吉本 涼人(1) 明誠
ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳﾏ 島根

4 928 中谷 翔真(1) 明誠

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷青陵・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 9 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.22 Q 記録 42.33 Q 記録 43.43

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 岡山 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳ 岡山 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 岡山

1 467 松村 知希(3) 玉野光南 1 511 杉原 祥(2) 倉敷青陵 1 436 山口 恭平(3) 岡山城東
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾕｳｽｹ 岡山

2 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南 2 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵 2 431 吉延 友佑(2) 岡山城東
ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 岡山 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 岡山

3 459 浅野 慎之佑(3)玉野光南 3 505 横田 侑希(2) 倉敷青陵 3 434 内藤 雄靖(3) 岡山城東
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 岡山 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 岡山

4 470 渡辺 洸(3) 玉野光南 4 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵 4 426 本荘 拓人(2) 岡山城東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉東・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関西・山口

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.69 記録 43.73 記録 44.18

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鳥取 ｾｻｷ ﾃﾙﾖｼ 鳥取 ﾏｷｼﾏ ﾀﾞｲﾅ 山口

1 636 山田　寛人(1)倉吉東 1 606 世佐木　輝佳(3)境 1 110 牧島 大那(3) 下関西
ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 鳥取 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 山口

2 634 手石　雅人(2)倉吉東 2 605 濱田　平良(2)境 2 109 桑原 隆志(2) 下関西
ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 鳥取 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾌﾐ 鳥取 ｶﾂﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 山口

3 640 岩本　昌樹(2)倉吉東 3 607 長岡　真史(2)境 3 111 勝谷 友裕(2) 下関西
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾄﾞｳ 鳥取 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥取 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 山口

4 632 渡邉　孝道(1)倉吉東 4 603 長谷川　健太(2)境 4 108 佐々木 卓哉(2)下関西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関商・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山口県鴻城・山口

4 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3 6 ｺﾒﾝﾄ DNF
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾐﾄ ﾋﾛﾄ 山口

1 119 大田 大介(3) 下関商 1 76 三戸 博斗(1) 山口県鴻城
ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳﾘ 山口

2 122 小野 優(3) 下関商 2 74 椙山 祥吏(2) 山口県鴻城
ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口

3 121 大田 圭輔(3) 下関商 3 75 坪根 勇生(2) 山口県鴻城
ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 ｺﾞﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口

4 120 小田 大樹(1) 下関商 4 72 胡麻本 将大(3)山口県鴻城

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山工・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.30 Q 記録 42.38 Q 記録 42.75

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡山 ｲｴﾓﾄ ｹｲﾀ 岡山

1 872 佐々木 拡志(3)松江北 1 413 太田 拓也(3) 岡山工 1 524 家元 景太(3) 美作
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山 ﾄｷﾋﾛ ｺｳｽｹ 岡山

2 869 金森 和貴(2) 松江北 2 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 2 531 時弘 浩介(2) 美作
ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ 島根 ｵｳﾉ ﾋﾛｷ 岡山 ﾐﾅｷﾞ ﾅｵｷ 岡山

3 871 矢田 弦(2) 松江北 3 419 王野 裕貴(2) 岡山工 3 522 皆木 直樹(2) 美作
ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 岡山 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山

4 870 佐々木 拓(3) 松江北 4 420 佐々木 祐弥(2)岡山工 4 523 櫻井 秀樹(3) 美作

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 光・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江高専・島根

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 43.30 q 記録 43.53 記録 43.97

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 島根 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山口 ｻﾄｳ ｼｮｳﾔ 島根

1 820 持田 佑樹(3) 出雲 1 21 宮本 泰成(2) 光 1 849 佐藤 翔哉(2) 松江高専
ｱｺﾞｳ ｾｲ 島根 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口 ﾎﾘ ｶﾅﾒ 島根

2 817 吾郷 青(2) 出雲 2 18 大楽 竜矢(3) 光 2 851 堀 叶夢(2) 松江高専
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 島根 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 山口 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 島根

3 821 山田 敢士(2) 出雲 3 19 田中 健一郎(3)光 3 848 坂本 孝之(3) 松江高専
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 山口 ｺｶﾞ ﾀｸﾐ 島根

4 815 塚田 大樹(3) 出雲 4 22 牧野 和倫(1) 光 4 847 古賀 拓海(3) 松江高専

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 平田・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取

7 2 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3
記録 44.07 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 島根 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾄ 鳥取

1 921 渡部 絢斗(2) 平田 1 666 山根　凌登(3)鳥取城北
ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 鳥取

2 917 永瀬 陽大(2) 平田 2 653 米嶋　航一(3)鳥取城北
ｱｻﾋ ﾋﾛﾕｷ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取

3 918 淺日 浩行(3) 平田 3 665 谷口　真士(2)鳥取城北
ﾋﾉ ﾕｳﾀ 島根 ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 916 日野 雄太(2) 平田 4 652 岸田　健太郎(2)鳥取城北

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

準決勝 2組3着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.37 Q 記録 41.96 Q 記録 42.17

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｴｼﾌﾞ ﾜﾀﾙ 広島 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 ｲｴﾓﾄ ｹｲﾀ 岡山

1 251 苗渋 航(2) 広島皆実 1 872 佐々木 拡志(3)松江北 1 524 家元 景太(3) 美作
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 広島 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根 ﾄｷﾋﾛ ｺｳｽｹ 岡山

2 248 石田 剛之(3) 広島皆実 2 869 金森 和貴(2) 松江北 2 531 時弘 浩介(2) 美作
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ 島根 ﾐﾅｷﾞ ﾅｵｷ 岡山

3 250 小泉 貴裕(2) 広島皆実 3 871 矢田 弦(2) 松江北 3 522 皆木 直樹(2) 美作
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山

4 247 北村 拓也(3) 広島皆実 4 870 佐々木 拓(3) 松江北 4 523 櫻井 秀樹(3) 美作

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 42.18 q 記録 42.40 記録 42.75

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 岡山

1 883 吉田 健作(3) 大社 1 242 長岡 貴大(2) 広島井口 1 436 山口 恭平(3) 岡山城東
ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾕｳｽｹ 岡山

2 888 秦 啓一郎(1) 大社 2 235 吉川 翔(3) 広島井口 2 431 吉延 友佑(2) 岡山城東
ｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島根 ﾅｶﾞｳｴ ｹﾝﾄ 広島 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 岡山

3 885 嘉本 真宏(3) 大社 3 238 長上 賢人(3) 広島井口 3 434 内藤 雄靖(3) 岡山城東
ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根 ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 岡山

4 882 安井 徳孝(3) 大社 4 234 三村 哲(3) 広島井口 4 426 本荘 拓人(2) 岡山城東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広大附福山・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 光・山口

7 3 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.76 記録 43.63

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 広島 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山口

1 225 奥山 駿佑(3) 広大附福山 1 21 宮本 泰成(2) 光
ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広島 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口

2 224 関谷 堂真(3) 広大附福山 2 18 大楽 竜矢(3) 光
ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 広島 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 山口

3 227 井上 恵介(3) 広大附福山 3 19 田中 健一郎(3)光
ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳｺﾞ 広島 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 山口

4 229 鳥越 祥吾(2) 広大附福山 4 22 牧野 和倫(1) 光

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 田部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷青陵・岡山

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.73 Q 記録 41.92 Q 記録 41.97

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾊｼ ｱｷﾗ 山口 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 岡山 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳ 岡山

1 89 中橋 慧(2) 田部 1 467 松村 知希(3) 玉野光南 1 511 杉原 祥(2) 倉敷青陵
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山

2 88 村上 新一郎(2)田部 2 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南 2 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 岡山

3 95 宮本 優希(3) 田部 3 459 浅野 慎之佑(3)玉野光南 3 505 横田 侑希(2) 倉敷青陵
ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡山 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

4 87 横山 佳佑(3) 田部 4 471 倉本 龍也(1) 玉野光南 4 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山工・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠学院・岡山

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.53 記録 42.75 記録 42.95

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡山 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 鳥取 ｵｵﾀｶ ﾄﾓﾛｳ 岡山

1 413 太田 拓也(3) 岡山工 1 691 林原　諒(1) 鳥取中央育英 1 535 大高 智朗(1) 明誠学院
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 岡山 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 鳥取 ﾁｶﾋｻ ｲﾌﾞｷ 岡山

2 418 渡邊 壮史(2) 岡山工 2 682 後藤　雅之(3)鳥取中央育英 2 532 近久 伊吹(3) 明誠学院
ｵｳﾉ ﾋﾛｷ 岡山 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ｼﾗﾋｹﾞ ｼｭﾝ 岡山

3 419 王野 裕貴(2) 岡山工 3 689 佐藤　望(3) 鳥取中央育英 3 533 白髭 駿(3) 明誠学院
ｻｻｷ ﾕｳﾔ 岡山 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取 ﾐﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｽｹ 岡山

4 420 佐々木 祐弥(2)岡山工 4 681 廣田　将孝(2)鳥取中央育英 4 534 光岡 潤典(3) 明誠学院

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲・島根

7 3 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.23 記録 43.46

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 広島 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 島根

1 299 上原 和也(3) 沼田 1 820 持田 佑樹(3) 出雲
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 広島 ｱｺﾞｳ ｾｲ 島根

2 301 川村 俊哉(2) 沼田 2 817 吾郷 青(2) 出雲
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 広島 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 島根

3 296 高橋 広明(2) 沼田 3 821 山田 敢士(2) 出雲
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根

4 298 佐々木 達也(3)沼田 4 815 塚田 大樹(3) 出雲

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X100mR

日本高校記録(HR) 40.18 大阪(大阪・長谷川・高木・松原・大原) 2001
中国高校記録(AR) 40.53 平田(島根・廣山・金子・尾原・細田) 1995
大会記録(GR) 41.08 大社(島根・神田・野田・神門・原) 2002

記録主任：伊藤　健二

6月17日 13:10 予選
6月17日 16:50 準決勝

6月18日 11:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 田部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.49 記録 41.50 記録 41.60

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｴｼﾌﾞ ﾜﾀﾙ 広島 ﾅｶﾊｼ ｱｷﾗ 山口 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 岡山

1 251 苗渋 航(2) 広島皆実 1 89 中橋 慧(2) 田部 1 467 松村 知希(3) 玉野光南
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 広島 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山

2 248 石田 剛之(3) 広島皆実 2 88 村上 新一郎(2)田部 2 463 岡部 佑紀(3) 玉野光南
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 広島 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山

3 250 小泉 貴裕(2) 広島皆実 3 95 宮本 優希(3) 田部 3 459 浅野 慎之佑(3)玉野光南
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡山

4 247 北村 拓也(3) 広島皆実 4 87 横山 佳佑(3) 田部 4 471 倉本 龍也(1) 玉野光南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷青陵・岡山

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.88 記録 41.90 記録 41.95

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳ 岡山

1 883 吉田 健作(3) 大社 1 872 佐々木 拡志(3)松江北 1 511 杉原 祥(2) 倉敷青陵
ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ 島根 ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 岡山

2 888 秦 啓一郎(1) 大社 2 869 金森 和貴(2) 松江北 2 504 坪井 晶広(2) 倉敷青陵
ｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島根 ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ 島根 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 岡山

3 885 嘉本 真宏(3) 大社 3 871 矢田 弦(2) 松江北 3 505 横田 侑希(2) 倉敷青陵
ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根 ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡山

4 882 安井 徳孝(3) 大社 4 870 佐々木 拓(3) 松江北 4 503 江國 隼斗(3) 倉敷青陵

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.17 記録 42.58

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｴﾓﾄ ｹｲﾀ 岡山 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾋﾛ 広島

1 524 家元 景太(3) 美作 1 242 長岡 貴大(2) 広島井口
ﾄｷﾋﾛ ｺｳｽｹ 岡山 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島

2 531 時弘 浩介(2) 美作 2 235 吉川 翔(3) 広島井口
ﾐﾅｷﾞ ﾅｵｷ 岡山 ﾅｶﾞｳｴ ｹﾝﾄ 広島

3 522 皆木 直樹(2) 美作 3 238 長上 賢人(3) 広島井口
ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山 ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島

4 523 櫻井 秀樹(3) 美作 4 234 三村 哲(3) 広島井口

凡例 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

予選 4組3着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広大附福山・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八頭・鳥取

1 9 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:21.90 Q 記録 3:22.79 Q 記録 3:23.02

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 鳥取 ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 広島 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

1 659 橋本　優真(2) 鳥取城北 1 225 奥山 駿佑(3) 広大附福山 1 709 神戸　勇太(3) 八頭
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 鳥取 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 広島 ｸﾆｵｶ ﾀｸﾔ 鳥取

2 653 米嶋　航一(3) 鳥取城北 2 227 井上 恵介(3) 広大附福山 2 715 國岡　拓也(3) 八頭
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取 ｱﾘﾅｶﾞ ﾏｻｸﾆ 広島 ｺﾀﾞﾆ ﾏｻﾄｼ 鳥取

3 665 谷口　真士(2) 鳥取城北 3 230 有永 匡邦(3) 広大附福山 3 716 小谷　雅俊(2) 八頭
ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広島 ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 鳥取

4 652 岸田　健太郎(2) 鳥取城北 4 224 関谷 堂真(3) 広大附福山 4 705 陣在　和成(3) 八頭

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 光・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 笠岡工・岡山

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:23.26 記録 3:28.47 記録 3:30.87

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 広島 ｵｵﾔﾈ ｼﾝｽｹ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 岡山

1 301 川村 俊哉(2) 沼田 1 25 大矢根 進介(3) 光 1 450 田邉 純章(2) 笠岡工
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 広島 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口 ﾔｽｷﾞ ﾐﾉﾙ 岡山

2 296 高橋 広明(2) 沼田 2 18 大楽 竜矢(3) 光 2 454 八杉 実(3) 笠岡工
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ 山口 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 岡山

3 298 佐々木 達也(3) 沼田 3 23 藤岡 大地(3) 光 3 449 髙村 正義(2) 笠岡工
ｶﾜｼﾀ ﾀﾂﾔ 広島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 山口 ｵﾉ ﾘｮｳ 岡山

4 302 川下 竜矢(2) 沼田 4 17 小林 隆弥(3) 光 4 451 小野 凌(3) 笠岡工

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷青陵・岡山

7 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:37.62

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 岡山

1 505 横田 侑希(2) 倉敷青陵
ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳ 岡山

2 511 杉原 祥(2) 倉敷青陵
ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 岡山

3 509 三宅 慧史(1) 倉敷青陵
ｼﾉﾐﾔ ﾐｽﾞｷ 岡山

4 506 篠宮 瑞生(2) 倉敷青陵

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関商・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮島工・広島

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:22.85 Q 記録 3:23.14 Q 記録 3:23.45

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞｳｴ ｹﾝﾄ 広島 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島

1 238 長上 賢人(3) 広島井口 1 119 大田 大介(3) 下関商 1 211 曽禰 和彦(3) 宮島工
ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島 ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 広島

2 234 三村 哲(3) 広島井口 2 122 小野 優(3) 下関商 2 216 中畑 亮祐(3) 宮島工
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 広島 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口 ｴｼﾞﾘ ｶｽﾞﾏｻ 広島

3 244 池田 大輔(3) 広島井口 3 121 大田 圭輔(3) 下関商 3 212 江尻 一将(3) 宮島工
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 ｼｲﾔ ｱｽｶ 広島

4 235 吉川 翔(3) 広島井口 4 120 小田 大樹(1) 下関商 4 213 椎屋 飛鳥(3) 宮島工

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取東・鳥取

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:24.39 記録 3:25.18 記録 3:25.36

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 鳥取 ｱｺﾞｳ ｾｲ 島根 ｷﾀｵ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

1 692 鍜治木　峻(1) 鳥取中央育英 1 817 吾郷 青(2) 出雲 1 701 北尾　朋広(2) 鳥取東
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 島根 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 鳥取

2 681 廣田　将孝(2) 鳥取中央育英 2 821 山田 敢士(2) 出雲 2 694 河村　省吾(2) 鳥取東
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾊﾙｷ ｹｲｽｹ 島根 ﾐﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 鳥取

3 689 佐藤　望(3) 鳥取中央育英 3 813 春木 奎介(2) 出雲 3 702 三田　宗一朗(2) 鳥取東
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 鳥取 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 島根 ﾓﾃｷﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 鳥取

4 682 後藤　雅之(3) 鳥取中央育英 4 820 持田 佑樹(3) 出雲 4 695 茂手木　良丞(3) 鳥取東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根

7 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:29.75

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 島根

1 855 田中 崇之(3) 松江商
ﾊﾀﾅｶ ｻﾄｼ 島根

2 858 畑中 聡志(2) 松江商
ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ 島根

3 856 青山 雄宜(2) 松江商
ｾｻｷ ｱﾂﾔ 島根

4 861 瀬﨑 敦也(3) 松江商

凡例 DNS:欠場



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山口県鴻城・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:19.82 Q 記録 3:20.63 Q 記録 3:20.76

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾈ ｼｭﾝﾔ 山口 ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡山

1 77 山根 駿弥(3) 山口県鴻城 1 62 増野 尚樹(3) 西京 1 474 近藤 将唯(2) 玉野光南
ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山

2 73 田中 剛(3) 山口県鴻城 2 51 大谷 龍矢(3) 西京 2 459 浅野 慎之佑(3) 玉野光南
ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口 ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口 ﾗｸｾﾞﾝ ｹﾝﾀ 岡山

3 75 坪根 勇生(2) 山口県鴻城 3 56 大賀 伸彦(3) 西京 3 478 樂前 健太(2) 玉野光南
ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡山

4 71 桑田 大貴(3) 山口県鴻城 4 52 宮﨑 大宇(1) 西京 4 471 倉本 龍也(1) 玉野光南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山一宮・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取西・鳥取

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:21.01 q 記録 3:23.41 記録 3:28.60

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｶ ﾀｶﾉﾘ 島根 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ 岡山 ﾋｻｵｶ ｶｽﾞｷ 鳥取

1 931 岡 高儀(3) 明誠 1 403 早川 尚希(2) 岡山一宮 1 677 久岡　一輝(2) 鳥取西
ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝ 島根 ﾀｶﾂｶ ｾｲｼﾞ 岡山 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥取

2 925 澁谷 新(2) 明誠 2 402 高塚 誠司(2) 岡山一宮 2 672 藤本　雄人(3) 鳥取西
ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 島根 ｶﾂﾀ ﾀｶﾋﾄ 岡山 ﾀｶﾐ ﾕｳﾀ 鳥取

3 929 吉本 涼人(1) 明誠 3 405 勝田 崇仁(3) 岡山一宮 3 676 髙見　雄太(2) 鳥取西
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｱｷ 岡山 ﾉﾌﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取

4 934 宮崎 大樹(1) 明誠 4 406 大橋 弘明(3) 岡山一宮 4 675 信本　和希(3) 鳥取西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 豊浦・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 横田・島根

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:30.14 記録 3:30.68

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 島根

1 97 岡中 文雄(3) 豊浦 1 810 景山 峻(2) 横田
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 山口 ｶﾅｲｹ ﾋﾛｸﾆ 島根

2 104 兒嶋 孝晃(3) 豊浦 2 812 鐵池 宏邦(3) 横田
ﾏｽﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 山口 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 島根

3 107 増山 浩太郎(2) 豊浦 3 809 松﨑 一貴(3) 横田
ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 山口 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾍｲ 島根

4 103 河田 一誠(3) 豊浦 4 808 川西 将平(3) 横田

凡例 DNS:欠場



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:20.24 Q 記録 3:21.29 Q 記録 3:23.37

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 広島 ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ 島根 ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根

1 264 中田 貴士(2) 広島皆実 1 878 菅井 雄生(1) 松江北 1 888 秦 啓一郎(1) 大社
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 広島 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 ｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島根

2 259 舛田 侑太(3) 広島皆実 2 872 佐々木 拡志(3) 松江北 2 885 嘉本 真宏(3) 大社
ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｼﾞ 広島 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 島根

3 268 森田 大地(2) 広島皆実 3 873 原 健太朗(3) 松江北 3 886 米山 涼一(2) 大社
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島 ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 島根

4 252 北村 将之(3) 広島皆実 4 870 佐々木 拓(3) 松江北 4 883 吉田 健作(3) 大社

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:25.40 記録 3:26.99 記録 3:27.56

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 岡山 ｾｻｷ ﾃﾙﾖｼ 鳥取 ﾐｽﾞｼﾏ ｱﾕﾐ 岡山

1 426 本荘 拓人(2) 岡山城東 1 606 世佐木　輝佳(3) 境 1 527 水島 歩(3) 美作
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 岡山 ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 岡山

2 434 内藤 雄靖(3) 岡山城東 2 610 富田　康平(3) 境 2 521 丸山 博(2) 美作
ﾖｼﾉﾌﾞ ﾕｳｽｹ 岡山 ｶｻｲ ｺｳｷ 鳥取 ﾄｷﾋﾛ ｺｳｽｹ 岡山

3 431 吉延 友佑(2) 岡山城東 3 608 笠井　宏樹(2) 境 3 531 時弘 浩介(2) 美作
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 岡山 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥取 ｲｴﾓﾄ ｹｲﾀ 岡山

4 435 髙山 正浩(3) 岡山城東 4 603 長谷川　健太(2) 境 4 524 家元 景太(3) 美作

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岩国工・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島工大高・広島

7 9 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:30.96 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 山口

1 8 山本 唯人(3) 岩国工 1
ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口

2 3 松岡 昇平(3) 岩国工 2
ｻｲｷ ﾕｳﾔ 山口

3 9 佐伯 裕也(3) 岩国工 3
ｱﾅﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 山口

4 6 穴水 涼太(3) 岩国工 4

凡例 DNS:欠場



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

準決勝 2組3着＋2
1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:18.71 Q 記録 3:19.05 Q 記録 3:19.39

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡山 ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ﾅｶﾞｳｴ ｹﾝﾄ 広島

1 474 近藤 将唯(2) 玉野光南 1 62 増野 尚樹(3) 西京 1 238 長上 賢人(3) 広島井口
ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島

2 459 浅野 慎之佑(3) 玉野光南 2 51 大谷 龍矢(3) 西京 2 234 三村 哲(3) 広島井口
ﾗｸｾﾞﾝ ｹﾝﾀ 岡山 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 広島

3 478 樂前 健太(2) 玉野光南 3 52 宮﨑 大宇(1) 西京 3 244 池田 大輔(3) 広島井口
ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山 ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島

4 465 友安 太陽(3) 玉野光南 4 50 小笹 幸平(3) 西京 4 235 吉川 翔(3) 広島井口

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮島工・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山口県鴻城・山口

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:19.52 q 記録 3:20.47 記録 3:20.56

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｶ ﾀｶﾉﾘ 島根 ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島 ﾔﾏﾈ ｼｭﾝﾔ 山口

1 931 岡 高儀(3) 明誠 1 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 1 77 山根 駿弥(3) 山口県鴻城
ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝ 島根 ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 広島 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口

2 925 澁谷 新(2) 明誠 2 216 中畑 亮祐(3) 宮島工 2 73 田中 剛(3) 山口県鴻城
ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 島根 ｴｼﾞﾘ ｶｽﾞﾏｻ 広島 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口

3 929 吉本 涼人(1) 明誠 3 212 江尻 一将(3) 宮島工 3 75 坪根 勇生(2) 山口県鴻城
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ｼｲﾔ ｱｽｶ 広島 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口

4 934 宮崎 大樹(1) 明誠 4 213 椎屋 飛鳥(3) 宮島工 4 71 桑田 大貴(3) 山口県鴻城

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関商・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英・鳥取

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:20.67 記録 3:21.26

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 鳥取

1 122 小野 優(3) 下関商 1 692 鍜治木　峻(1) 鳥取中央育英
ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥取

2 119 大田 大介(3) 下関商 2 681 廣田　将孝(2) 鳥取中央育英
ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

3 121 大田 圭輔(3) 下関商 3 689 佐藤　望(3) 鳥取中央育英
ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 鳥取

4 120 小田 大樹(1) 下関商 4 682 後藤　雅之(3) 鳥取中央育英

凡例 DNS:欠場



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:20.19 Q 記録 3:20.62 Q 記録 3:20.67

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 ｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島根 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 鳥取

1 249 下村 拓也(2) 広島皆実 1 885 嘉本 真宏(3) 大社 1 659 橋本　優真(2) 鳥取城北
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 広島 ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 鳥取

2 259 舛田 侑太(3) 広島皆実 2 888 秦 啓一郎(1) 大社 2 653 米嶋　航一(3) 鳥取城北
ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 広島 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取

3 264 中田 貴士(2) 広島皆実 3 886 米山 涼一(2) 大社 3 665 谷口　真士(2) 鳥取城北
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島 ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根 ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 252 北村 将之(3) 広島皆実 4 882 安井 徳孝(3) 大社 4 652 岸田　健太郎(2) 鳥取城北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八頭・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:20.90 記録 3:23.09 記録 3:23.29

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ 島根 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 広島

1 878 菅井 雄生(1) 松江北 1 709 神戸　勇太(3) 八頭 1 301 川村 俊哉(2) 沼田
ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 ｸﾆｵｶ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 広島

2 872 佐々木 拡志(3) 松江北 2 715 國岡　拓也(3) 八頭 2 296 高橋 広明(2) 沼田
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 ｺﾀﾞﾆ ﾏｻﾄｼ 鳥取 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島

3 873 原 健太朗(3) 松江北 3 716 小谷　雅俊(2) 八頭 3 298 佐々木 達也(3) 沼田
ｻｻｷ ﾀｸ 島根 ｼﾞﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 鳥取 ｶﾜｼﾀ ﾀﾂﾔ 広島

4 870 佐々木 拓(3) 松江北 4 705 陣在　和成(3) 八頭 4 302 川下 竜矢(2) 沼田

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山一宮・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広大附福山・広島

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:23.79 記録 3:24.86

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾊｼ ﾋﾛｱｷ 岡山 ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 広島

1 406 大橋 弘明(3) 岡山一宮 1 225 奥山 駿佑(3) 広大附福山
ﾀｶﾂｶ ｾｲｼﾞ 岡山 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 広島

2 402 高塚 誠司(2) 岡山一宮 2 227 井上 恵介(3) 広大附福山
ｶﾂﾀ ﾀｶﾋﾄ 岡山 ｱﾘﾅｶﾞ ﾏｻｸﾆ 広島

3 405 勝田 崇仁(3) 岡山一宮 3 230 有永 匡邦(3) 広大附福山
ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ 岡山 ｾｷﾔ ﾀｶﾏｻ 広島

4 403 早川 尚希(2) 岡山一宮 4 224 関谷 堂真(3) 広大附福山

凡例 DNS:欠場



男子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:08.32 成田(千葉・笛木．山本．菅井．鈴木) 2003
中国高校記録(AR) 3:11.54 広島皆実(広島・浅井・建田・厚見・浦野)2008
大会記録(GR) 3:12.72 広島皆実(広島・浅井・厚見・建田・浦野)2008

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:35 予選
6月19日 09:45 準決勝

6月19日 14:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:18.10 記録 3:18.85 記録 3:19.68
カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲ 岡山 ｵｶ ﾀｶﾉﾘ 島根 ﾅｶﾞｳｴ ｹﾝﾄ 広島

1 474 近藤 将唯(2) 玉野光南 1 931 岡 高儀(3) 明誠 1 238 長上 賢人(3) 広島井口
ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝ 島根 ﾐﾑﾗ ｻﾄｼ 広島

2 459 浅野 慎之佑(3) 玉野光南 2 925 澁谷 新(2) 明誠 2 234 三村 哲(3) 広島井口
ﾗｸｾﾞﾝ ｹﾝﾀ 岡山 ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 島根 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 広島

3 478 樂前 健太(2) 玉野光南 3 929 吉本 涼人(1) 明誠 3 244 池田 大輔(3) 広島井口
ﾄﾓﾔｽ ﾀｲﾖｳ 岡山 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島

4 465 友安 太陽(3) 玉野光南 4 934 宮崎 大樹(1) 明誠 4 235 吉川 翔(3) 広島井口

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:19.90 記録 3:20.35 記録 3:21.35
カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島根 ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島

1 885 嘉本 真宏(3) 大社 1 62 増野 尚樹(3) 西京 1 249 下村 拓也(2) 広島皆実
ﾊﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山口 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 広島

2 888 秦 啓一郎(1) 大社 2 52 宮﨑 大宇(1) 西京 2 259 舛田 侑太(3) 広島皆実
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 島根 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 広島

3 886 米山 涼一(2) 大社 3 51 大谷 龍矢(3) 西京 3 264 中田 貴士(2) 広島皆実
ﾔｽｲ ﾖｼﾀｶ 島根 ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 広島

4 882 安井 徳孝(3) 大社 4 50 小笹 幸平(3) 西京 4 252 北村 将之(3) 広島皆実

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宮島工・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:22.73 記録 3:33.69
カナ名 所属地 カナ名 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ 広島 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 鳥取

1 211 曽禰 和彦(3) 宮島工 1 659 橋本　優真(2) 鳥取城北
ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 広島 ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 鳥取

2 216 中畑 亮祐(3) 宮島工 2 653 米嶋　航一(3) 鳥取城北
ｴｼﾞﾘ ｶｽﾞﾏｻ 広島 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取

3 212 江尻 一将(3) 宮島工 3 665 谷口　真士(2) 鳥取城北
ｼｲﾔ ｱｽｶ 広島 ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 213 椎屋 飛鳥(3) 宮島工 4 652 岸田　健太郎(2) 鳥取城北

凡例 DNS:欠場



男子走高跳

日本高校記録(HR) 2m23 戸辺　直人(千葉・専大松戸) 2009
中国高校記録(AR) 2m21 山本　寿徳(岡山・美作) 1979
大会記録(GR) 2m15 山本　寿徳(岡山・美作) 1979

決勝

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 21 901 石橋 健(3) 大社 2m00
ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 広島 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 26 294 前田 直哉(2) 沼田 2m00
ﾅﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ 山口 － － ○ － × ○ × × ×

3 2 35 名和田 秀司(3) 山口県桜ケ丘 1m94
ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 山口 ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

4 27 126 上川 凌平(2) 早鞆 1m94
ﾌﾉ ﾄﾓﾔ 島根 － ○ － × × ○ × ○ × × ×

5 28 829 布野 朋弥(3) 出雲 1m94
ﾅｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ○ × × ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

6 16 604 永見　崇裕(3) 境 1m94
ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 岡山 － ○ × ○ × × ○ × × ○ × × ×

7 14 421 田邉 直也(2) 岡山工 1m94
ｸﾜﾀ ｶｽﾞｷ 広島 ○ ○ ○ ○ × × ×

8 10 295 桑田 一樹(3) 沼田 1m91
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 鳥取 ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

9 9 635 田中　佳祐(2) 倉吉東 1m91
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 広島 × ○ ○ ○ × × ×

10 24 326 中川 智也(3) 瀬戸内 1m88
ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 広島 ○ ○ × × ×

11 20 306 中西 佑介(1) 神辺旭 1m85
ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 岡山 ○ ○ × × ×

11 23 411 梶谷 禎(1) 岡山工 1m85
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 岡山 ○ × × ○ × × ×

13 4 470 渡辺 洸(3) 玉野光南 1m85
ｼｵﾃﾞ ﾘｮｳ 広島 × ○ × × ○ × × ×

14 3 258 塩出 諒(2) 広島皆実 1m85
ｷｸｻﾞﾜ ﾀｸｼﾞﾛｳ 山口 ○ × × ×

15 6 47 菊澤 拓次郎(3) 山口 1m80
ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 岡山 ○ × × ×

15 8 423 井上 雅夫(3) 岡山商大附 1m80
ｹﾞﾝﾅｲ ﾋﾛｷ 岡山 ○ × × ×

15 15 424 源内 寛己(2) 岡山城東 1m80
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 岡山 ○ × × ×

15 18 475 中島 涼平(2) 玉野光南 1m80
ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥取 × ○ × × ×

19 5 613 野々村　魁斗(3) 境港総合技術 1m80
ｻﾄｳ ﾀﾂﾐ 島根 × ○ × × ×

19 17 903 佐藤 辰弥(2) 大社 1m80
ｻｶﾉ ﾘｮｳｼﾞ 島根 × ○ × × ×

19 22 803 坂野 亮次(1) 益田東 1m80
ﾌｼﾞｲ ｹｲ 山口 × ○ × × ×

19 30 91 藤井 慶(2) 田部 1m80
ｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 山口 × × ○ × × ×

23 1 99 泉 暢弘(1) 豊浦 1m80
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 × × ×

7 902 尾原 秀征(3) 大社 NM

ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾐ 鳥取 × × ×

11 732 細田　都充(2) 米子北 NM

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾀ 島根 × × ×

12 830 錦織 祐太(1) 出雲 NM

ﾅﾗｻｷ ｶｵﾙ 山口 × × ×

13 66 奈良崎 薫(2) 誠英 NM

ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取 × × ×

19 605 濱田　平良(2) 境 NM

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 広島 × × ×

25 222 中村 和真(2) 呉高専 NM

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 鳥取 × × ×

29 617 田中　孝介(1) 倉吉総合産 NM

1m971m80
2m12

1m85 1m88 1m91 1m94 2m00 2m03 2m06 2m09

審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月18日 15:00 決勝

凡例 NM:記録なし



男子棒高跳

日本高校記録(HR) 5m41 笹瀬　弘樹(静岡・浜松市立) 2007
中国高校記録(AR) 5m06 萩原　翔(広島・西条農) 2004
大会記録(GR) 4m95 小谷　健人(鳥取・倉吉北) 2005

決勝

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸｲ ｺｳﾖｳ 鳥取 － － － － － － ○ ○ × ○ × × ○

1 1 618 福井　広葉(3) 倉吉総合産 ○ × × × 4m60
ｸﾙﾏ ｺｳｷ 島根 － － － － ○ － × ○ ○ ○ ○

2 29 907 来間 弘樹(1) 大社 × × × 4m50
ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｼ 広島 － － － － ○ － ○ ○ × ○ × × ×

3 13 218 川上 和史(2) 近大東広島 4m40
ﾂﾁｴ ﾕｳｽｹ 島根 － － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 2 905 土江 祐輔(3) 大社 4m30
ｺﾊﾞｼ ﾀﾞｲｷ 岡山 － － － － ○ － × ○ ○ × × ×

5 16 473 小橋 大貴(2) 玉野光南 4m30
ｽﾐﾄﾓ ﾀｸﾐ 島根 － － － － × ○ － ○ × ○ × × ×

6 9 868 住友 拓海(1) 松江農 4m30
ｲﾏｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ 島根 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

7 4 906 今岡 佑太朗(2) 大社 4m20
ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 広島 － － － － ○ × × ○ × ○ × × ×

8 15 223 佐々木 惇(3) 御調 4m20
ﾌｼﾞｵ ｻﾄﾙ 岡山 － － － － ○ － × × ○ × × ×

9 8 480 藤尾 悟(2) 玉野光南 4m20
ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ 広島 － － － － ○ × ○ × × － ×

10 19 272 西山 浩也(2) 広島工大高 4m10
ﾓﾘﾂｸﾞ ｶｽﾞｷ 山口 － ○ ○ － ○ × ○ × × ×

10 25 67 森次 一樹(3) 誠英 4m10
ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳ 岡山 － － － － ○ × × ×

12 5 476 南條 裕(2) 玉野光南 4m00
ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広島 － － － － ○ × × ×

12 17 273 和田木 湧(3) 広島工大高 4m00
ﾔﾏﾜｷ ﾚﾝ 鳥取 － － － － × × ○ × × ×

14 28 619 山脇　蓮(3) 倉吉総合産 4m00
ｳｴﾀﾞ ﾀﾏｷ 鳥取 － － × × ○ ○ × × ○ × × ×

15 10 642 上田　環(1) 倉吉北 4m00
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷｵ 岡山 － － ○ － × × ×

16 11 446 山本 未来王(3) 岡山芳泉 3m80
ﾖｺｼﾞ ﾋﾛﾀｶ 島根 － × ○ ○ － × × ×

17 20 867 横地 大空(3) 松江農 3m80
ﾊﾔｼ ｲｸﾓ 広島 － × × ○ × ○ － × × ×

18 6 237 林 生萌(2) 広島井口 3m80
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 － － × × ○ － × × ×

19 22 643 山田　航大(1) 倉吉北 3m80
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 島根 ○ × × ○ × × ×

20 26 832 佐藤 魁人(1) 出雲 3m70
ｲﾇｶｲ ﾏｻﾋﾄ 岡山 ○ × × ×

21 18 498 犬飼 誠仁(3) 倉敷工 3m50
ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 鳥取 × ○ × × ×

22 27 644 川畑　哲(1) 倉吉北 3m50
ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 山口 × × ○ × × ×

23 24 40 安田 竣亮(3) 防府 3m50
ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 鳥取 － － － － × × ×

3 620 福田　晃大(3) 倉吉総合産 NM

ｼｭﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 山口 × × ×

7 41 首藤 彰吾(2) 防府 NM

ﾀｶｻｷ ﾏｻﾔ 山口 × × ×

14 5 髙﨑 将也(2) 岩国工 NM

ｵｷﾋﾛ ｹﾝｺﾞ 山口 × × ×

21 4 沖廣 賢吾(2) 岩国工 NM

ﾆｸﾞﾏ ﾓﾄﾋﾛ 岡山 － － － － × × ×

23 500 仁熊 基博(3) 倉敷工 NM

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ 広島 － × × ×

30 307 村上 健矢(1) 神辺旭 NM

ｷｸｻﾞﾜ ﾀｸｼﾞﾛｳ 山口

12 47 菊澤 拓次郎(3) 山口 DNS

4m003m50

4m60

3m70

4m70

3m80 3m90 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50

審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:00 決勝

凡例 DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

日本高校記録(HR) 7m96 森長　正樹(大阪・太成) 1989
中国高校記録(AR) 7m54 秋山　雄一(岡山・関西) 1983
中国高校記録(AR) 7m54 安倍　翔太(鳥取・境港工) 2001
大会記録(GR) 7m47 香山　義樹(岡山・津山) 1992

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島 6m97 7m02 7m22 7m22 8 × － － 7m22
1 20 235 吉川 翔(3) 広島井口 +2.7 +1.6 +2.6 +2.6 +2.6 *F2

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 広島 6m94 7m04 7m17 7m17 7 6m99 6m99 × 7m17
2 6 296 高橋 広明(2) 沼田 +2.9 +2.4 +1.7 +1.7 +1.7 +1.9 +1.7

ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 広島 7m10 × 6m94 7m10 6 7m14 7m01 × 7m14
3 12 290 岡野 亮祐(2) 舟入 +3.6 +2.4 +3.6 +2.1 +1.8 +2.1 *F5

ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡山 6m97 × 7m01 7m01 5 6m77 － － 7m01
4 4 471 倉本 龍也(1) 玉野光南 +2.7 +2.3 +2.3 +1.4 +2.3 *F4

ﾋﾛｾ ﾊﾙﾐ 島根 6m78 × 6m98 6m98 4 6m83 6m73 6m73 6m98
5 10 801 廣瀨 晴海(3) 益田 +2.8 +1.9 +1.9 +1.2 +0.9 +1.4 +1.9

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 広島 6m96 6m55 6m93 6m96 3 6m59 6m72 6m65 6m96
6 22 233 長谷川 貴大(3) 広島なぎさ +2.8 +1.5 +1.5 +2.8 +1.1 +1.6 +0.5 +2.8 *F3

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 6m94 6m73 6m81 6m94 2 6m86 6m69 6m72 6m94
7 1 723 前垣　雅哉(3) 米子東 +3.2 +1.2 +4.4 +3.2 +1.9 +1.3 +1.3 +3.2 *F4

ｵｳﾉ ﾋﾛｷ 岡山 6m85 6m73 6m92 6m92 1 5m05 6m83 × 6m92
8 16 419 王野 裕貴(2) 岡山工 +3.4 +4.3 +0.7 +0.7 +1.8 +1.2 +0.7

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 広島 × 6m83 × 6m83 6m83
9 24 259 舛田 侑太(3) 広島皆実 +1.8 +1.8 +1.8

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 岡山 6m74 6m59 6m72 6m74 6m74
10 26 515 中村 雅博(3) 総社 +1.4 +3.3 +1.5 +1.4 +1.4

ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 山口 × × 6m72 6m72 6m72
11 15 109 桑原 隆志(2) 下関西 +1.6 +1.6 +1.6

ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ 島根 × 6m70 6m63 6m70 6m70
12 19 904 岡﨑 匠(2) 大社 +2.3 +0.3 +2.3 +2.3 *F3

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 岡山 6m70 6m62 × 6m70 6m70
13 21 495 藤原 駿也(2) 倉敷工 +1.8 +1.6 +1.8 +1.8

ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 島根 6m48 × 6m64 6m64 6m64
14 30 874 永田 遼(2) 松江北 +3.5 +1.9 +1.9 +1.9

ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 島根 × × 6m52 6m52 6m52
15 11 846 景山 広行(2) 松江工 +1.8 +1.8 +1.8

ｻｻｷ ﾕｳﾔ 岡山 6m36 6m48 6m42 6m48 6m48
16 18 420 佐々木 祐弥(2) 岡山工 +1.6 +1.1 +2.4 +1.1 +1.1

ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 島根 6m19 6m48 6m21 6m48 6m48
17 5 910 山﨑 英和(2) 大田 +2.6 +1.6 +1.0 +1.6 +1.6

ｲﾉﾊﾗ ﾚｲ 広島 × 6m44 × 6m44 6m44
18 9 308 猪原 玲(1) 神辺旭 +1.5 +1.5 +1.5

ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 山口 5m72 6m13 6m43 6m43 6m43
19 2 59 松村 渉(1) 西京 +1.9 +0.9 +2.7 +2.7 +2.7 *F2

ｽｲｽﾞ ﾘｮｳ 山口 × × 6m41 6m41 6m41
20 25 68 水津 稜(3) 誠英 +1.6 +1.6 +1.6

ﾀﾏｷ ｼｮｳﾀ 山口 × 6m35 6m34 6m35 6m35
21 29 60 玉木 将多(3) 西京 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾄﾞｳ 鳥取 × 5m96 6m17 6m17 6m17
22 8 632 渡邉　孝道(1) 倉吉東 +2.0 +2.7 +2.7 +2.7 *F2

ﾔﾏﾜｷ ｶﾂﾐ 鳥取 × 6m10 × 6m10 6m10
23 23 719 山脇　克海(1) 米子高専 +1.4 +1.4 +1.4

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 鳥取 × 6m05 × 6m05 6m05
24 14 660 寺田　皓希(2) 鳥取城北 +1.3 +1.3 +1.3

ﾋﾉ ﾕｳﾀ 島根 6m03 5m59 ／ 6m03 6m03
25 13 916 日野 雄太(2) 平田 +4.1 +3.8 +4.1 +4.1

ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 岡山 × × ×
3 492 三宅 祥太(3) 倉敷古城池 NM

ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 × × ×
7 120 小田 大樹(1) 下関商 NM

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 × × ×
27 92 野村 和広(3) 田部 NM

ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

17 709 神戸　勇太(3) 八頭 DNS

ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

28 733 牧　大智(3) 米子北 DNS

審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月17日 14:00 決勝

凡例 DNS:欠場 NM:記録なし *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が
公認最高



男子三段跳

日本高校記録(HR) 15m84 渡辺　容史(愛媛・松山北) 1997
中国高校記録(AR) 15m53 塩見　将輔(岡山・玉野光南) 2006
大会記録(GR) 15m39 西原　史郎(岡山・倉敷工) 1972

決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ 岡山 13m61 13m73 13m68 13m73 2 14m23 14m58 × 14m58

1 26 441 森本 真也(3) 岡山東商 -0.3 +0.3 -1.0 +0.3 -0.2 +0.6 +0.6
ｵｳﾉ ﾋﾛｷ 岡山 14m46 13m94 － 14m46 8 14m39 14m54 × 14m54

2 17 419 王野 裕貴(2) 岡山工 +1.3 -0.3 +1.3 +1.5 0.0 0.0
ｲﾜｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 山口 13m91 13m66 13m97 13m97 5 13m65 － 14m34 14m34

3 5 42 岩川 崇寛(2) 防府 +0.5 -0.1 -0.6 -0.6 +0.2 -0.3 -0.3
ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 山口 14m02 × × 14m02 6 × × 14m17 14m17

4 2 48 淺田 伶駿(2) 山口 0.0 0.0 -0.2 -0.2
ﾋﾛｾ ﾊﾙﾐ 島根 13m67 13m85 13m26 13m85 4 13m97 14m09 13m70 14m09

5 21 801 廣瀨 晴海(3) 益田 -0.5 +0.3 -1.4 +0.3 -0.3 -0.3 +0.6 -0.3
ﾐｽﾞﾀ ﾄｼｷ 岡山 13m24 14m04 × 14m04 7 × 13m95 13m72 14m04

6 16 516 水田 稔規(3) 総社南 -0.1 -0.7 -0.7 +0.5 -0.4 -0.7
ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 13m80 × × 13m80 3 × 14m03 × 14m03

7 11 92 野村 和広(3) 田部 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
ｸﾜﾀ ｶｽﾞｷ 広島 13m35 13m70 × 13m70 1 13m71 × × 13m71

8 30 295 桑田 一樹(3) 沼田 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 広島 13m46 13m63 13m44 13m63 13m63

9 3 290 岡野 亮祐(2) 舟入 -0.8 -0.3 -0.8 -0.3 -0.3
ﾀｹﾅﾐ ﾘｮｳ 岡山 13m54 13m42 13m47 13m54 13m54

10 19 408 竹並 良(3) 岡山一宮 -0.2 0.0 +0.9 -0.2 -0.2
ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 岡山 13m21 13m18 13m51 13m51 13m51

11 29 414 橋本 舜輔(3) 岡山工 -0.3 +0.2 -0.2 -0.2 -0.2
ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 鳥取 × 13m29 13m45 13m45 13m45

12 1 660 寺田　皓希(2) 鳥取城北 -0.9 +1.4 +1.4 +1.4
ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 山口 × 13m31 13m31 13m31 13m31

13 13 93 野村 和成(3) 田部 +0.5 +0.4 +0.5 +0.4
ｱﾝﾗｸ ﾘｮｳｽｹ 広島 × 13m09 13m31 13m31 13m31

14 6 291 安樂 亮佑(2) 舟入 -0.4 +0.6 +0.6 +0.6
ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 岡山 13m23 12m85 13m05 13m23 13m23

15 14 492 三宅 祥太(3) 倉敷古城池 -0.9 -0.1 -0.4 -0.9 -0.9
ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 島根 12m99 12m80 13m15 13m15 13m15

16 18 846 景山 広行(2) 松江工 +0.6 -0.5 +1.2 +1.2 +1.2
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 島根 13m14 12m93 13m01 13m14 13m14

17 4 874 永田 遼(2) 松江北 -0.5 -0.5 +1.0 -0.5 -0.5
ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取 13m07 13m01 × 13m07 13m07

18 25 709 神戸　勇太(3) 八頭 -0.8 -0.4 -0.8 -0.8
ﾅｶｼｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 広島 12m94 13m07 12m96 13m07 13m07

19 28 309 中重 秀章(2) 神辺旭 -0.1 -0.7 +0.6 -0.7 -0.7
ｲｼﾊﾗ ﾀｲﾎｳ 広島 12m67 × 13m07 13m07 13m07

20 7 286 石原 泰鵬(3) 山陽 -0.2 +2.2 +2.2 +2.2
ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 山口 13m06 13m05 12m42 13m06 13m06

21 23 109 桑原 隆志(2) 下関西 +0.1 +1.0 +0.7 +0.1 +0.1
ｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 広島 12m92 12m81 × 12m92 12m92

22 9 210 木本 知寛(3) 祇園北 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1
ｲﾅﾜｶ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 12m68 × 12m75 12m75 12m75

23 15 899 稲若 健太郎(3)大社 -0.1 +1.0 +1.0 +1.0
ｻｺｳ ｶｽﾞﾔ 島根 12m57 12m75 12m60 12m75 12m75

24 27 900 酒匂 一也(2) 大社 -0.6 -0.4 +0.6 -0.4 -0.4
ｾｻｷ ｱﾂﾔ 島根 12m70 12m28 12m54 12m70 12m70

25 22 861 瀬﨑 敦也(3) 松江商 -1.0 +1.0 +0.5 -1.0 -1.0
ｸﾗﾌｼﾞ ﾏｻｼ 山口 12m60 × × 12m60 12m60

26 10 86 藏藤 雅史(3) 香川 -0.7 -0.7 -0.7
ﾔﾏﾜｷ ﾚﾝ 鳥取 12m28 12m31 11m98 12m31 12m31

27 20 619 山脇　蓮(3) 倉吉総合産 -0.8 +1.2 +0.2 +1.2 +1.2
ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥取 11m74 12m10 12m00 12m10 12m10

28 8 613 野々村　魁斗(3)境港総合技術 -0.7 -1.2 +1.1 -1.2 -1.2
ﾆｼｵ ﾕｳｲﾁ 鳥取 × × ×

12 712 西尾　優一(2) 八頭 NM
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 × ／

24 637 稲葉　大輔(3) 倉吉東 NM

審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月19日 11:00 決勝

凡例 NM:記録なし



男子砲丸投(6.000kg)

日本高校記録(HR) 18m02 井元　幸喜(大阪・大阪) 2003
中国高校記録(AR) 16m84 福島　翔太郎(島根・大社) 2006
大会記録(GR) 15m49 景山　輝久(島根・大社) 2007

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾔ 広島

1 12 330 藤岡 琢也(3) 西条農業 13m06 14m52 14m71 14m71 8 14m12 13m65 14m44 14m71
ﾑﾗｶﾐ ｽﾊﾞﾙ 山口

2 7 31 村上 昴(3) 徳山商工 × 13m59 14m53 14m53 7 14m31 × 14m08 14m53
ﾏﾂﾀﾆ ｺｳｾｲ 島根

3 20 915 松谷 昂星(3) 浜田商 14m20 × 13m61 14m20 6 － 13m90 14m12 14m20
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 広島

4 16 283 山田 真史(2) 高陽 12m00 12m92 12m03 12m92 5 11m98 12m28 12m10 12m92
ｵｵﾊﾀ ﾕｳｼﾞ 島根

5 30 853 大畑 裕嗣(3) 松江高専 11m71 12m34 12m62 12m62 3 12m84 12m36 12m56 12m84
ｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 島根

6 14 804 小山 達也(3) 益田翔陽 12m77 12m52 × 12m77 4 12m35 12m77 12m06 12m77
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡山

7 24 496 森元 鷹矢(3) 倉敷工 11m99 12m46 × 12m46 2 11m36 11m80 12m11 12m46
ｶﾅｶ ｺｳｷ 岡山

8 13 422 金中 輝樹(2) 岡山商大附 × 12m30 × 12m30 1 11m15 × 10m25 12m30
ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛｷ 島根

9 19 844 寺本 宏輝(2) 松江工 11m31 12m25 12m02 12m25 12m25
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山口

10 22 127 田中 賢志(3) 早鞆 × 11m91 12m16 12m16 12m16
ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 島根

11 29 913 岡田 繁樹(2) 島根中央 12m14 11m53 11m83 12m14 12m14
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 岡山

12 9 520 中村 克也(1) 美作 × 11m61 12m04 12m04 12m04
ｵｵﾓﾄ ﾀﾂﾔ 広島

13 3 331 大本 達也(2) 大崎海星 12m01 × 11m72 12m01 12m01
ｳｴｵｶ ﾕｳﾀ 広島

14 17 206 上岡 友太(1) 安佐北 11m61 11m48 11m96 11m96 11m96
ﾌｶﾔﾏ ﾀｯﾍﾟｲ 広島

15 26 207 深山 達平(2) 安佐北 11m88 11m35 11m57 11m88 11m88
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 島根

16 6 831 松原 直人(2) 出雲 11m31 11m64 11m81 11m81 11m81
ﾓﾘ ｷﾘｭｳ 岡山

17 28 404 森 輝竜(2) 岡山一宮 11m70 × × 11m70 11m70
ﾊﾅﾌｼﾞ ﾋﾛｷ 広島

18 8 285 花藤 裕希(1) 高陽東 11m45 11m37 11m41 11m45 11m45
ﾌｸﾀﾞ ｷｽｹ 山口

19 25 61 福田 規介(3) 西京 11m00 × 10m94 11m00 11m00
ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 岡山

20 10 494 小井手 勇太(2) 倉敷工 × 10m95 10m99 10m99 10m99
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 山口

21 21 49 山本 一貴(2) 山口 10m98 10m94 10m98 10m98 10m98
ﾆｼﾔﾏ ｱｷｵ 鳥取

22 5 697 西山　朗央(3) 鳥取東 × × 10m92 10m92 10m92
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥取

23 18 621 吉田　亘(1) 倉吉総合産 9m95 10m75 10m04 10m75 10m75
ﾊﾄﾐ ﾀｲｶﾞ 鳥取

24 4 614 羽富　大河(2) 境港総合技術 8m04 10m63 10m21 10m63 10m63
ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾄ 山口

25 27 32 西村 泰斗(1) 徳山商工 10m54 10m15 10m52 10m54 10m54
ﾄｸﾓﾁ ｼｭｳ 鳥取

26 11 661 德持　衆(3) 鳥取城北 10m27 10m02 10m53 10m53 10m53
ｻｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口

27 15 44 佐々原 直人(3) 防府商 10m49 10m31 10m46 10m49 10m49
ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 鳥取

28 1 734 岩本　貴法(2) 米子北斗 10m45 10m11 × 10m45 10m45
ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ 鳥取

29 23 622 広瀬　悠次(3) 倉吉総合産 × × 9m25 9m25 9m25
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山

2 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 DNS

6月17日 15:30 決勝

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：島田　敏幸

凡例 DNS:欠場



男子円盤投(1.750kg)

日本高校記録(HR) 52m86 米沢　茂友樹(岩手・福岡) 2010
中国高校記録(AR) 46m63 時岡　祥孝(岡山・美作) 2007
大会記録(GR) 44m76 柏村　亮太(鳥取・倉吉北) 2009

決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 岡山

1 29 460 安部 宏駿(3) 玉野光南 × 46m19 45m41 46m19 8 48m37 46m75 × 48m37 AR,GR
ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾔ 広島

2 5 330 藤岡 琢也(3) 西条農業 40m55 42m00 40m85 42m00 7 × 33m63 36m14 42m00
ﾏﾂﾀﾆ ｺｳｾｲ 島根

3 3 915 松谷 昂星(3) 浜田商 33m84 37m49 37m92 37m92 5 × 39m93 39m36 39m93
ﾀｶｶﾞｷ ﾏｻﾖｼ 広島

4 11 334 高垣 奨義(3) 如水館 38m42 × × 38m42 6 36m73 × × 38m42
ﾌｸｲ ﾄﾓﾀｶ 鳥取

5 20 625 福井　智孝(3) 倉吉総合産 37m16 35m71 × 37m16 4 31m00 37m43 × 37m43
ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

6 4 674 黒田　剛志(2) 鳥取西 36m82 36m04 34m81 36m82 3 × 33m71 × 36m82
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡山

7 16 496 森元 鷹矢(3) 倉敷工 × 33m34 36m37 36m37 2 × 35m10 36m02 36m37
ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 岡山

8 30 482 田中 義也(3) 金光学園 34m62 34m63 × 34m63 1 34m32 35m13 34m29 35m13
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 岡山

9 25 520 中村 克也(1) 美作 34m30 29m54 34m12 34m30 34m30
ﾀﾒﾆｼ ｼｮｳﾀ 広島

10 18 203 為西 翔太(3) 安芸南 33m82 33m45 32m31 33m82 33m82
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 広島

11 12 283 山田 真史(2) 高陽 32m42 33m80 31m81 33m80 33m80
ｵｵﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡山

12 1 497 太田 聡一郎(3) 倉敷工 × × 33m57 33m57 33m57
ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛｷ 島根

13 19 844 寺本 宏輝(2) 松江工 32m57 33m32 28m50 33m32 33m32
ﾄｸﾓﾁ ｼｭｳ 鳥取

14 21 661 德持　衆(3) 鳥取城北 33m10 32m31 × 33m10 33m10
ﾀｶﾉ ｹﾝﾀ 広島

15 7 208 高野 健太(1) 安佐北 29m13 × 32m51 32m51 32m51
ﾅｶｴ ｼｭｳｼﾞ 鳥取

16 14 615 中江　修嗣(3) 青谷 31m39 32m35 29m07 32m35 32m35
ｵｵﾊﾀ ﾕｳｼﾞ 島根

17 8 853 大畑 裕嗣(3) 松江高専 × × 32m08 32m08 32m08
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 山口

18 15 49 山本 一貴(2) 山口 29m81 30m86 29m29 30m86 30m86
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｺｳｷ 山口

19 28 1 藤永 絋己(3) 周防大島 29m24 29m61 27m41 29m61 29m61
ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ 鳥取

20 13 650 石原　慎也(3) 鳥取工 × × 29m45 29m45 29m45
ﾔﾅﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 山口

21 26 29 柳村 雄司(3) 徳山 29m35 26m72 × 29m35 29m35
ｿﾀ ｺｳﾀ 島根

22 9 898 曽田 康太(2) 大社 27m77 25m69 26m73 27m77 27m77
ﾐｼﾏ ｶｽﾞｷ 島根

23 24 843 三島 和輝(3) 出雲北陵 27m20 × × 27m20 27m20
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根

24 23 854 藤原 拓也(2) 松江高専 24m64 25m60 22m07 25m60 25m60
ﾌｼﾞｶﾜ ｲｻﾑ 山口

25 27 100 藤川 勇(2) 豊浦 × 25m59 25m30 25m59 25m59
ｸｻｶ ﾘｮｳ 山口

2 81 日下 亮(3) 小野田工 × × × NM
ﾏｴﾀ ｶﾂﾔ 鳥取

6 623 前田　勝也(2) 倉吉総合産 × × × NM
ｵｶﾉ ﾌﾐﾀｶ 広島

10 310 岡野 史誉(3) 神辺旭 × × × NM
ｺﾊﾞｼ ﾕｳｽｹ 岡山

22 483 小橋 佑介(3) 金光学園 × × × NM
ﾑﾗｶﾐ ｽﾊﾞﾙ 山口

17 31 村上 昴(3) 徳山商工 DNS

記録主任：伊藤　健二
審 判 長：島田　敏幸

6月19日 12:30 決勝

凡例 AR:中国高校記録 GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



男子ハンマー投(6.000kg)

日本高校記録(HR) 68m33 柏村　亮太(鳥取・倉吉北) 2009
中国高校記録(AR) 68m33 柏村　亮太(鳥取・倉吉北) 2009
大会記録(GR) 60m90 柏村　亮太(鳥取・倉吉北) 2009

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ 鳥取

1 19 622 広瀬　悠次(3) 倉吉総合産 × × 52m25 52m25 7 53m08 52m96 55m40 55m40
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡山

2 29 496 森元 鷹矢(3) 倉敷工 × 52m60 × 52m60 8 － × 50m14 52m60
ﾃｲｼ ﾀﾀﾞｽｹ 鳥取

3 5 645 手石　妙亮(3) 倉吉北 × 47m81 × 47m81 4 50m91 49m90 50m90 50m91
ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 山口

4 1 36 福永 竜也(3) 山口県桜ケ丘 49m34 × × 49m34 6 × 47m24 49m56 49m56
ﾏｴﾀ ｶﾂﾔ 鳥取

5 17 623 前田　勝也(2) 倉吉総合産 × 49m17 48m70 49m17 5 47m90 48m65 48m25 49m17
ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾔ 広島

6 22 330 藤岡 琢也(3) 西条農業 47m77 × × 47m77 3 × 48m94 × 48m94
ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 岡山

7 14 482 田中 義也(3) 金光学園 47m05 × 40m20 47m05 2 45m49 48m54 44m53 48m54
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 岡山

8 2 460 安部 宏駿(3) 玉野光南 45m54 × 47m03 47m03 1 × × 46m06 47m03
ﾀｶｶﾞｷ ﾏｻﾖｼ 広島

9 25 334 高垣 奨義(3) 如水館 46m37 44m39 × 46m37 46m37
ﾏﾂｲ ｼﾝｺﾞ 岡山

10 30 518 松井 進吾(2) 津山工 45m08 44m55 44m92 45m08 45m08
ｻｻｷ ｶｽﾞﾖｼ 広島

11 21 201 佐々木 一義(2) 安芸 39m48 × 44m21 44m21 44m21
ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 岡山

12 11 494 小井手 勇太(2) 倉敷工 42m26 42m85 42m41 42m85 42m85
ｺｳﾄｳ ﾕｳﾔ 山口

13 24 34 厚東 勇哉(2) 聖光 × 42m53 39m91 42m53 42m53
ﾆｼ ﾄﾓﾕｷ 広島

14 6 337 西 智行(2) 尾道商 41m99 41m16 39m15 41m99 41m99
ﾄｸﾓﾁ ｼｭｳ 鳥取

15 16 661 德持　衆(3) 鳥取城北 41m46 × 40m92 41m46 41m46
ﾔﾏﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 山口

16 28 69 山根 健太郎(2) 誠英 × 34m45 41m23 41m23 41m23
ﾀｶｲ ｹﾝﾀ 山口

17 13 101 高井 健多(2) 豊浦 41m00 39m11 × 41m00 41m00
ｺﾏｲ ｶﾂﾔ 岡山

18 7 499 駒井 克哉(3) 倉敷工 40m68 × × 40m68 40m68
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ 広島

19 18 311 山口 昌克(3) 神辺旭 40m43 38m35 × 40m43 40m43
ｼﾏﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ 山口

20 23 94 島谷 光潤(2) 田部 39m99 × × 39m99 39m99
ｸｻｶ ﾘｮｳ 山口

21 12 81 日下 亮(3) 小野田工 × 36m77 38m71 38m71 38m71
ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 広島

22 3 293 福田 大樹(3) 庄原格致 35m56 × 38m03 38m03 38m03
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 島根

23 10 895 広野 裕太郎(3) 大社 35m52 × × 35m52 35m52
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 島根

24 9 845 長谷川 翔(2) 松江工 33m47 34m29 33m17 34m29 34m29
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 島根

25 27 896 中山 智之(1) 大社 × 29m64 33m15 33m15 33m15
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥取

26 15 621 吉田　亘(1) 倉吉総合産 29m26 32m12 32m54 32m54 32m54
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 鳥取

27 20 710 山本　真吾(3) 八頭 30m45 28m60 29m42 30m45 30m45
ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ 島根

28 26 862 三原 涼(2) 松江西 × 29m51 × 29m51 29m51
ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛｷ 島根

29 4 844 寺本 宏輝(2) 松江工 × × 28m60 28m60 28m60
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 島根

30 8 866 北村 雄太(3) 松江農 26m74 25m35 × 26m74 26m74

審 判 長：島田　敏幸
記録主任：伊藤　健二

6月17日 11:00 決勝

凡例



男子やり投(800g)

日本高校記録(HR) 76m54 村上　幸史(愛媛・今治明徳) 1997
中国高校記録(AR) 72m52 森沢　公雄(鳥取・鳥取商) 1988
大会記録(GR) 69m48 小津野　晋(岡山・岡山東商) 1999

決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾆ ｺｳｾｲ 島根

1 21 915 松谷 昂星(3) 浜田商 63m76 58m44 63m37 63m76 8 65m40 － 67m96 67m96
ﾐﾁｳｴ ﾏｻｱｷ 広島

2 12 202 道上 雅晃(2) 安芸 54m59 53m87 55m04 55m04 4 57m34 53m33 52m47 57m34
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 岡山

3 24 442 中川 拓也(3) 岡山東商 57m06 × 56m60 57m06 7 50m62 56m00 53m74 57m06
ﾔﾏﾉ ﾕｳｽｹ 島根

4 11 863 山野 優介(3) 松江西 52m19 54m20 49m82 54m20 3 52m77 53m35 56m61 56m61
ｶﾗｵ ﾀｸﾔ 広島

5 15 284 唐尾 拓弥(3) 高陽 55m27 51m82 52m04 55m27 6 54m11 52m86 53m90 55m27
ﾌｸﾀﾞ ｷｽｹ 山口

6 20 61 福田 規介(3) 西京 53m88 × 52m63 53m88 2 53m02 55m23 53m69 55m23
ﾊﾔｼ ﾓﾘﾔ 広島

7 5 332 林 守律弥(3) 廿日市 55m15 52m16 × 55m15 5 × 49m85 44m51 55m15
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

8 14 602 中村　大輔(3)岩美 51m70 53m75 49m28 53m75 1 49m88 47m93 51m70 53m75
ｳﾉ ﾅｵﾔ 岡山

9 9 444 宇野 直哉(2) 岡山南 × 53m36 49m31 53m36 53m36
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 岡山

10 2 538 竹内 勇斗(3) 和気閑谷 52m45 52m29 51m09 52m45 52m45
ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁ 広島

11 18 312 平田 湧一(2) 神辺旭 48m91 51m98 47m98 51m98 51m98
ｺｻｶ ｶｲﾄ 岡山

12 6 443 小坂 海登(3) 岡山東商 51m28 51m68 51m96 51m96 51m96
ﾌｸｼﾏ ｱｷﾗ 山口

13 29 38 福嶋 晃(2) 防府 46m46 51m83 47m66 51m83 51m83
ｵｵﾓﾄ ﾀﾂﾔ 広島

14 1 331 大本 達也(2) 大崎海星 51m79 51m01 50m76 51m79 51m79
ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾝﾔ 鳥取

15 3 646 門脇　真哉(2)倉吉北 43m60 51m64 － 51m64 51m64
ｶﾂﾀ ﾀｶﾋﾄ 岡山

16 26 405 勝田 崇仁(3) 岡山一宮 48m76 44m13 51m19 51m19 51m19
ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 山口

17 27 84 村田 一晃(3) 厚狭 50m73 × × 50m73 50m73
ｵｵﾂｶ ｼﾝﾔ 岡山

18 28 447 大塚 慎也(3) 岡山龍谷 46m90 44m81 49m39 49m39 49m39
ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 鳥取

19 8 734 岩本　貴法(2)米子北斗 49m04 47m51 48m90 49m04 49m04
ｱｷﾀ ﾖｼﾔ 広島

20 10 204 秋田 賀哉(2) 安芸南 × 47m37 47m85 47m85 47m85
ﾄｸﾊﾗ ﾕｳ 山口

21 22 37 徳原 祐(3) 山口県桜ケ丘 47m71 46m92 43m31 47m71 47m71
ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥取

22 13 624 小椋　健司(1)倉吉総合産 × 45m39 47m54 47m54 47m54
ﾏｴﾀ ｶﾂﾔ 鳥取

23 30 623 前田　勝也(2)倉吉総合産 45m86 × 47m35 47m35 47m35
ｲﾏｵｶ ｴｲｲﾁ 島根

24 25 912 今岡 栄一(3) 島根中央 40m72 45m45 42m83 45m45 45m45
ｻｻﾉ ｶｽﾞﾔ 鳥取

25 16 711 佐々野　和也(2)八頭 44m12 × 41m19 44m12 44m12
ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 島根

26 19 897 大野 裕樹(3) 大社 42m73 － 40m69 42m73 42m73
ﾅﾜﾀ ｶｽﾞｷ 山口

27 7 27 縄田 和喜(3) 下松工 42m38 42m37 × 42m38 42m38
ﾖｺｼﾞ ﾋﾛﾀｶ 島根

28 4 867 横地 大空(3) 松江農 39m53 32m17 × 39m53 39m53
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根

17 911 田中 利希(3) 津和野 × × × NM
ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 山口

23 126 上川 凌平(2) 早鞆 DNS

審 判 長：島田　敏幸
記録主任：伊藤　健二

6月18日 09:30 決勝

凡例 DNS:欠場 NM:記録なし



男子八種競技
日本高校記録(HR) 5938 田中　新也(京都・洛南) 2011
中国高校記録(AR) 5381 溝上　翼(広島・舟入) 2007 審 判 長：山縣　康人
大会記録(GR) 5319 溝上　翼(広島・舟入) 2007 記録主任：伊藤　健二

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
カナ名�
氏名�
(学年)

所属 100m 走幅跳
砲丸投

(6.000kg)
400m

110mH
(1.067m)

やり投
(800g)

走高跳 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 11.36 6m50 11m09 50.71 15.44 45m82 1m83 4:44.22
1 298 佐々木 達也 沼田 +1.3 +1.3 +1.2 5443 AR,GR

(3) (782) (697) (551) (782) (797) (527) (653) (654)

ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 11.38 6m34 11m80 52.70 15.54 48m44 1m80 4:43.49
2 462 梅垣 勇人 玉野光南 +2.6 +1.8 +1.6 5363 GR

(3) (778) (661) (594) (694) (785) (566) (627) (658)

ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 11.33 6m77 9m75 52.51 15.38 40m58 1m77 4:55.46
3 733 牧　大智 米子北 +2.6 +0.8 +1.6 5166

(3) (789) (760) (471) (703) (804) (451) (602) (586)

ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 11.16 6m39 9m33 52.20 16.69 50m33 1m62 4:44.04
4 894 門脇 和人 大社 +2.6 +1.0 +1.6 5044

(2) (825) (673) (445) (716) (657) (593) (480) (655)

ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 11.68 6m56 11m13 52.60 19.57 48m88 1m92 4:54.58
5 297 大田 純平 沼田 +1.5 +0.5 +1.1 4957

(3) (715) (711) (554) (699) (384) (572) (731) (591)

ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 11.98 6m00 10m45 52.80 17.10 41m34 1m83 4:39.78
6 464 田中 和総 玉野光南 +1.5 +1.7 +1.1 4856

(3) (655) (587) (513) (690) (614) (462) (653) (682)

ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 11.24 6m53 9m74 53.07 16.32 42m43 1m56 5:05.28
7 493 増成 智也 倉敷工 +1.3 +1.2 +1.2 4799

(2) (808) (704) (470) (679) (697) (477) (434) (530)

ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 11.97 5m81 10m47 53.19 17.32 45m72 1m59 4:38.82
8 338 前迫 広年 尾道商 +1.5 +3.2 +1.1 4652

(3) (657) (546) (514) (673) (591) (526) (457) (688)

ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 11.69 5m88 9m15 55.26 17.91 47m35 1m80 4:49.99
9 688 津村　涼二 鳥取中央育英 +2.6 +1.6 +1.6 4625

(3) (713) (561) (435) (588) (533) (549) (627) (619)

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 12.13 6m10 9m47 53.41 16.55 33m45 1m80 4:50.08
10 292 池田 航平 舟入 +1.3 +0.2 +1.2 4617

(2) (626) (608) (454) (664) (672) (348) (627) (618)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 11.76 5m90 9m53 54.19 17.09 35m93 1m59 4:44.00
11 893 永原 魚紳 大社 +1.5 +2.2 +1.1 4463

(3) (699) (565) (457) (632) (615) (383) (457) (655)

ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 11.95 5m95 8m20 53.89 16.97 28m25 1m62 4:35.56
12 433 小塚 卓 岡山城東 +1.3 +2.6 +1.2 4350

(3) (661) (576) (378) (644) (627) (275) (480) (709)

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 11.98 5m63 7m94 55.66 18.30 35m74 1m62 4:44.75
13 16 山中 一晃 柳井商工 +2.6 +1.5 +1.6 4107

(3) (655) (508) (363) (573) (496) (381) (480) (651)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 12.31 5m78 8m21 55.59 18.71 33m21 1m71 4:44.57
14 909 渡辺 直紀 大田 +1.3 +1.1 +1.2 4092

(1) (591) (540) (379) (575) (458) (345) (552) (652)

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 11.54 5m78 8m24 56.99 18.82 34m75 1m68 5:14.05
15 117 安田 衛 下関工 +1.5 +1.0 +1.1 4011

(2) (744) (540) (381) (521) (448) (367) (528) (482)

ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 11.93 5m29 8m89 52.47 22.10 31m54 1m65 4:37.45
16 647 杉森　尊 鳥取湖陵 +1.3 +1.5 +1.2 3950

(3) (665) (439) (419) (704) (202) (321) (504) (696)

ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 11.86 5m20 8m39 55.53 17.80 34m82 1m44 5:02.16
17 699 猪口　瑞樹 鳥取東 +1.5 +1.4 +1.1 3870

(3) (679) (421) (389) (578) (543) (368) (345) (547)

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 12.27 5m42 9m67 58.53 21.00 38m85 1m41 4:50.02
18 45 石川 慎也 防府商 +2.6 +3.0 +1.6 3637

(3) (599) (465) (466) (465) (274) (425) (324) (619)

ｻｻｵ ﾕｳﾀ 13.05 4m87 7m27 58.06 19.30 27m91 1m71 4:42.85
19 80 笹尾 祐太 小野田 +1.5 +1.6 +1.1 3513

(2) (459) (358) (323) (482) (407) (270) (552) (662)

ﾀﾅｶ ﾄｼｷ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
911 田中 利希 津和野 DNS

(3)

1 / 1凡例 AR:中国高校記録 GR:大会記録 DNS:欠場



男子八種競技 100m

1組 風:+2.6 2組 風:+1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口

1 7 894 門脇 和人(2) 大社 11.16 825 1 4 117 安田 衛(2) 下関工 11.54 744
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島

2 3 733 牧　大智(3) 米子北 11.33 789 2 9 297 大田 純平(3) 沼田 11.68 715
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根

3 6 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 11.38 778 3 7 893 永原 魚紳(3) 大社 11.76 699
ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取 ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 4 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 11.69 713 4 6 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 11.86 679
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島

5 5 16 山中 一晃(3) 柳井商工 11.98 655 5 5 338 前迫 広年(3) 尾道商 11.97 657
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山

6 9 45 石川 慎也(3) 防府商 12.27 599 6 3 464 田中 和総(3) 玉野光南 11.98 655
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根 ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口

8 911 田中 利希(3) 津和野 DNS 7 8 80 笹尾 祐太(2) 小野田 13.05 459

3組 風:+1.3
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山

1 6 493 増成 智也(2) 倉敷工 11.24 808
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島

2 7 298 佐々木 達也(3) 沼田 11.36 782
ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取

3 9 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 11.93 665
ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山

4 5 433 小塚 卓(3) 岡山城東 11.95 661
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島

5 8 292 池田 航平(2) 舟入 12.13 626
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根

6 4 909 渡辺 直紀(1) 大田 12.31 591

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

6月17日 11:00 決勝

凡例 DNS:欠場



男子八種競技 走幅跳

Aピット
所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島 6m50 6m00 6m36 6m50
1 8 298 佐々木 達也(3) 沼田 +1.3 +0.6 +1.9 +1.3 697

ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根 6m10 6m39 6m21 6m39
2 7 894 門脇 和人(2) 大社 -1.4 +1.0 +0.7 +1.0 673

ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山 × 6m26 6m34 6m34
3 9 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 0.0 +1.8 +1.8 661

ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山 × × 5m95 5m95
4 6 433 小塚 卓(3) 岡山城東 +2.6 +2.6 576

ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取 × × 5m88 5m88
5 10 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 +1.6 +1.6 561

ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島 5m79 5m81 5m25 5m81
6 4 338 前迫 広年(3) 尾道商 +1.8 +3.2 +1.6 +3.2 546

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根 5m59 5m78 × 5m78
7 5 909 渡辺 直紀(1) 大田 +2.4 +1.1 +1.1 540

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口 5m42 × × 5m42
8 1 45 石川 慎也(3) 防府商 +3.0 +3.0 465

ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取 5m29 × 5m03 5m29
9 3 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 +1.5 +1.5 +1.5 439

ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取 4m95 5m20 × 5m20
10 2 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 +2.3 +1.4 +1.4 421

Bピット
所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 6m08 × 6m77 6m77
1 10 733 牧　大智(3) 米子北 +2.3 +0.8 +0.8 760

ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 6m56 6m17 6m53 6m56
2 2 297 大田 純平(3) 沼田 +0.5 +0.6 +1.8 +0.5 711

ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山 × 5m96 6m53 6m53
3 1 493 増成 智也(2) 倉敷工 +0.4 +1.2 +1.2 704

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島 × 6m10 5m90 6m10
4 5 292 池田 航平(2) 舟入 +0.2 -1.0 +0.2 608

ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山 5m94 6m00 6m00 6m00
5 7 464 田中 和総(3) 玉野光南 +0.6 +1.7 +1.7 +1.7 587

ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根 × 5m90 5m62 5m90
6 4 893 永原 魚紳(3) 大社 +2.2 +0.6 +2.2 565

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口 5m75 5m78 5m70 5m78
7 8 117 安田 衛(2) 下関工 -0.6 +1.0 +0.6 +1.0 540

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 5m63 5m45 5m43 5m63
8 9 16 山中 一晃(3) 柳井商工 +1.5 +0.4 +1.8 +1.5 508

ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口 4m62 4m51 4m87 4m87
9 6 80 笹尾 祐太(2) 小野田 +1.5 +0.4 +1.6 +1.6 358

ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根
3 911 田中 利希(3) 津和野 DNS

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:00 決勝

凡例



男子八種競技 砲丸投(6.000kg)

所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山
1 3 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 11m59 11m80 11m79 11m80 594

ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島
2 19 297 大田 純平(3) 沼田 10m58 10m39 11m13 11m13 554

ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島
3 5 298 佐々木 達也(3) 沼田 × 11m09 9m82 11m09 551

ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島
4 8 338 前迫 広年(3) 尾道商 9m88 9m99 10m47 10m47 514

ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山
5 11 464 田中 和総(3) 玉野光南 9m53 9m68 10m45 10m45 513

ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取
6 1 733 牧　大智(3) 米子北 8m83 9m43 9m75 9m75 471

ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山
7 15 493 増成 智也(2) 倉敷工 9m70 8m96 9m74 9m74 470

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口
8 16 45 石川 慎也(3) 防府商 9m17 9m67 8m99 9m67 466

ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根
9 12 893 永原 魚紳(3) 大社 8m04 9m53 8m62 9m53 457

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島
10 13 292 池田 航平(2) 舟入 9m47 9m41 8m96 9m47 454

ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根
11 18 894 門脇 和人(2) 大社 9m33 9m02 7m43 9m33 445

ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取
12 9 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 × 8m56 9m15 9m15 435

ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取
13 7 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 8m86 × 8m89 8m89 419

ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取
14 2 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 7m83 7m87 8m39 8m39 389

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口
15 4 117 安田 衛(2) 下関工 7m13 8m24 × 8m24 381

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根
16 6 909 渡辺 直紀(1) 大田 7m25 7m93 8m21 8m21 379

ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山
17 17 433 小塚 卓(3) 岡山城東 × 8m20 7m84 8m20 378

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口
18 14 16 山中 一晃(3) 柳井商工 × 7m57 7m94 7m94 363

ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口
19 10 80 笹尾 祐太(2) 小野田 7m27 7m10 7m22 7m27 323

ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根
20 911 田中 利希(3) 津和野 DNS

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月17日 14:00 決勝

凡例 DNS:欠場



男子八種競技 400m

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島

1 8 894 門脇 和人(2) 大社 52.20 716 1 8 297 大田 純平(3) 沼田 52.60 699
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山

2 6 733 牧　大智(3) 米子北 52.51 703 2 7 464 田中 和総(3) 玉野光南 52.80 690
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山 ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島

3 7 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 52.70 694 3 6 338 前迫 広年(3) 尾道商 53.19 673
ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根

4 5 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 55.26 588 4 3 893 永原 魚紳(3) 大社 54.19 632
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取

5 4 16 山中 一晃(3) 柳井商工 55.66 573 5 4 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 55.53 578
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口

6 3 45 石川 慎也(3) 防府商 58.53 465 6 9 117 安田 衛(2) 下関工 56.99 521
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根 ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口

9 911 田中 利希(3) 津和野 DNS 7 5 80 笹尾 祐太(2) 小野田 58.06 482

3組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島

1 5 298 佐々木 達也(3) 沼田 50.71 782
ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取

2 4 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 52.47 704
ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山

3 7 493 増成 智也(2) 倉敷工 53.07 679
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島

4 8 292 池田 航平(2) 舟入 53.41 664
ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山

5 6 433 小塚 卓(3) 岡山城東 53.89 644
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根

6 9 909 渡辺 直紀(1) 大田 55.59 575

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

6月17日 16:30 決勝

凡例 DNS:欠場



男子八種競技 110mH(1.067m)

1組 風:+1.6 2組 風:+1.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根

1 3 733 牧　大智(3) 米子北 15.38 804 1 9 893 永原 魚紳(3) 大社 17.09 615
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山

2 9 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 15.54 785 2 6 464 田中 和総(3) 玉野光南 17.10 614
ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根 ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島

3 8 894 門脇 和人(2) 大社 16.69 657 3 5 338 前迫 広年(3) 尾道商 17.32 591
ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取 ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 6 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 17.91 533 4 3 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 17.80 543
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口

5 7 16 山中 一晃(3) 柳井商工 18.30 496 5 8 117 安田 衛(2) 下関工 18.82 448
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口 ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口

6 5 45 石川 慎也(3) 防府商 21.00 274 6 4 80 笹尾 祐太(2) 小野田 19.30 407
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島

4 911 田中 利希(3) 津和野 DNS 7 7 297 大田 純平(3) 沼田 19.57 384

3組 風:+1.2
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島

1 7 298 佐々木 達也(3) 沼田 15.44 797
ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山

2 4 493 増成 智也(2) 倉敷工 16.32 697
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島

3 9 292 池田 航平(2) 舟入 16.55 672
ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山

4 8 433 小塚 卓(3) 岡山城東 16.97 627
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根

5 5 909 渡辺 直紀(1) 大田 18.71 458
ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取

6 6 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 22.10 202

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

6月18日 09:45 決勝

凡例 DNS:欠場



男子八種競技 やり投(800g)

所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根

1 17 894 門脇 和人(2) 大社 33m12 47m00 50m33 50m33 593
ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島

2 4 297 大田 純平(3) 沼田 48m88 47m93 48m49 48m88 572
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山

3 19 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 45m65 47m65 48m44 48m44 566
ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取

4 10 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 41m39 44m95 47m35 47m35 549
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島

5 5 298 佐々木 達也(3) 沼田 45m82 45m36 × 45m82 527
ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島

6 11 338 前迫 広年(3) 尾道商 43m64 43m47 45m72 45m72 526
ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山

7 3 493 増成 智也(2) 倉敷工 42m43 × 36m49 42m43 477
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山

8 18 464 田中 和総(3) 玉野光南 34m94 41m34 × 41m34 462
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

9 16 733 牧　大智(3) 米子北 × 29m73 40m58 40m58 451
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口

10 15 45 石川 慎也(3) 防府商 38m30 38m85 38m13 38m85 425
ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根

11 8 893 永原 魚紳(3) 大社 24m13 35m93 35m69 35m93 383
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口

12 6 16 山中 一晃(3) 柳井商工 34m36 34m16 35m74 35m74 381
ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取

13 2 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 32m02 34m82 32m93 34m82 368
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口

14 7 117 安田 衛(2) 下関工 32m87 34m75 × 34m75 367
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島

15 20 292 池田 航平(2) 舟入 29m85 25m46 33m45 33m45 348
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根

16 12 909 渡辺 直紀(1) 大田 32m49 32m57 33m21 33m21 345
ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取

17 9 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 × × 31m54 31m54 321
ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山

18 14 433 小塚 卓(3) 岡山城東 26m34 28m25 24m05 28m25 275
ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口

19 13 80 笹尾 祐太(2) 小野田 23m40 23m32 27m91 27m91 270
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根

1 911 田中 利希(3) 津和野 DNS

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月18日 11:45 決勝

凡例 DNS:欠場



男子八種競技 走高跳

1組
カナ名 所属地 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 － － － － － － － － ○ ○

1 9 297 大田 純平(3) 沼田 ○ ○ ○ × × ○ × × × 1m92 731
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島 － － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

2 5 298 佐々木 達也(3) 沼田 × ○ × × × 1m83 653
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山 － － － ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○

3 6 464 田中 和総(3) 玉野光南 × × ○ × × × 1m83 653
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山 － － － － － × × ○ ○ ○ ○ ○

4 2 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 × × × 1m80 627
ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取 － ○ － ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ○ ○

5 10 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 × × × 1m80 627
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

6 3 292 池田 航平(2) 舟入 × × × 1m80 627
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 － － － ○ － ○ － ○ × ○ × × ×

7 1 733 牧　大智(3) 米子北 1m77 602
ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口 － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

8 7 80 笹尾 祐太(2) 小野田 1m71 552
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口 － ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ×

9 4 117 安田 衛(2) 下関工 1m68 528
ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島 ○ × ○ ○ × × ×

10 8 338 前迫 広年(3) 尾道商 1m59 457

2組
カナ名 所属地 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根 － － － － － － － － － －

1 7 909 渡辺 直紀(1) 大田 × ○ × ○ × × ○ × ／ 1m71 552
ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取 － － － － － ○ － － ○ ○

2 6 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 ○ × × × 1m65 504
ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根 － － － － － ○ ○ ○ × ○ × ○

3 9 894 門脇 和人(2) 大社 × × × 1m62 480
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 － － － － － × ○ ○ × ○ × × ○ × ○

4 8 16 山中 一晃(3) 柳井商工 × × × 1m62 480
ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山 － － － － － ○ ○ ○ ○ × × ○

5 10 433 小塚 卓(3) 岡山城東 × × × 1m62 480
ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根 － － － － － × ○ ○ × × ○ ○ × × ×

6 1 893 永原 魚紳(3) 大社 1m59 457
ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山 － － － － － ○ － ○ － × × ×

7 4 493 増成 智也(2) 倉敷工 1m56 434
ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取 － － － ○ × × ×

8 5 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 1m44 345
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口 × ○ ○ × ○ × × ×

9 2 45 石川 慎也(3) 防府商 1m41 324
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根

3 911 田中 利希(3) 津和野 DNS

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月18日 13:00 決勝

1m53
1m83

1m56
1m86

1m59
1m89

1m62
1m92

1m65
1m95

1m68 1m71 1m74 1m77 1m80

1m35 1m38 1m41 1m44 1m47 1m50 1m53 1m56 1m59 1m62
1m65 1m68 1m71 1m74

凡例



男子八種競技 1500m

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｺｽﾞｶ ｽｸﾞﾙ 岡山

1 17 433 小塚 卓(3) 岡山城東 4:35.56 709
ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取

2 13 647 杉森　尊(3) 鳥取湖陵 4:37.45 696
ﾏｴｻｺ ﾋﾛﾄｼ 広島

3 2 338 前迫 広年(3) 尾道商 4:38.82 688
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 岡山

4 18 464 田中 和総(3) 玉野光南 4:39.78 682
ｻｻｵ ﾕｳﾀ 山口

5 5 80 笹尾 祐太(2) 小野田 4:42.85 662
ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 岡山

6 15 462 梅垣 勇人(3) 玉野光南 4:43.49 658
ﾅｶﾞﾊﾗ ｷﾞｮｼﾝ 島根

7 16 893 永原 魚紳(3) 大社 4:44.00 655
ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 島根

8 4 894 門脇 和人(2) 大社 4:44.04 655
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 広島

9 9 298 佐々木 達也(3) 沼田 4:44.22 654
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 島根

10 8 909 渡辺 直紀(1) 大田 4:44.57 652
ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口

11 6 16 山中 一晃(3) 柳井商工 4:44.75 651
ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取

12 14 688 津村　涼二(3) 鳥取中央育英 4:49.99 619
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 山口

13 12 45 石川 慎也(3) 防府商 4:50.02 619
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島

14 10 292 池田 航平(2) 舟入 4:50.08 618
ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島

15 19 297 大田 純平(3) 沼田 4:54.58 591
ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

16 3 733 牧　大智(3) 米子北 4:55.46 586
ｲﾉｸﾁ ﾐｽﾞｷ 鳥取

17 11 699 猪口　瑞樹(3) 鳥取東 5:02.16 547
ﾏｽﾅﾘ ﾄﾓﾔ 岡山

18 1 493 増成 智也(2) 倉敷工 5:05.28 530
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口

19 7 117 安田 衛(2) 下関工 5:14.05 482
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 島根

20 911 田中 利希(3) 津和野 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

6月18日 15:10 決勝

ラップ表 400m 800m 1200m
ナンバー 80 338 433
記録 1:08 2:25 3:43

決勝1組

凡例 DNS:欠場



女子100m

日本高校記録(HR) 11.54 高橋萌木子(埼玉・埼玉栄) 2006

中国高校記録(AR) 11.81 松田　薫(山口・西市) 2003

大会記録(GR) 11.92 岡山　沙英子(広島・沼田) 2000

予選 4組3着＋4
1組 風:+0.8 2組 風:+1.5

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡山 ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山

1 7 484 青木 益未(2) 創志学園 12.09 Q 1 6 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 12.16 Q
ｵｷ ｻｸﾗ 広島 ﾄﾏﾘﾉ ﾖｼﾈ 広島

2 8 208 沖 さくら(3) 安古市 12.40 Q 2 4 241 泊野 由音(3) 広島皆実 12.31 Q
ｸｾﾞ ｷﾎｳ 岡山 ﾓﾓﾀﾆ ｱﾔｶ 広島

3 6 499 久世 生宝(2) 倉敷中央 12.57 Q 3 8 213 桃谷 彩加(3) 安田女子 12.38 Q
ﾀｶｶﾞｷ ﾏﾅ 広島 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口

4 5 307 高垣 真奈(3) 尾道商 12.61 q 4 9 32 黒瀬 温子(1) 西京 12.44 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島根 ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取

5 3 864 山田 みる(3) 大社 12.64 5 3 601 小原　未陽(2) 境 12.58 q
ﾄｸﾀﾞ ﾕｳ 鳥取 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根

6 4 634 德田　由羽(3) 鳥取城北 12.78 6 7 841 井原 奈緒(3) 松江商 12.67
ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根 ｺﾀﾆ ﾏﾕﾐ 鳥取

7 9 856 石原 理恵(3) 松江北 12.96 7 5 635 小谷　麻優美(1) 鳥取城北 12.80

3組 風:+2.3 4組 風:+1.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｷ ｶｵﾘ 広島 ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口

1 6 277 沖 佳織(3) 沼田 12.26 Q 1 8 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 12.18 Q
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口

2 3 247 福部 真子(1) 広島皆実 12.27 Q 2 3 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 12.45 Q
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 鳥取 ｼﾉﾄｳ ﾏｻﾐ 山口

3 5 697 井上　裕希(1) 米子北 12.43 Q 3 6 64 篠遠 正美(3) 宇部商 12.54 Q
ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾝﾅ 島根

4 8 494 安井 瑞紀(3) 倉敷中央 12.64 4 4 830 森山 安奈(3) 出雲北陵 12.56 q
ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根 ｲｹﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取

5 9 816 和田守 友加里(3) 出雲 12.65 5 2 661 池田　華林(2) 鳥取中央育英 12.69
ｼﾊﾞﾀ ｱｽﾐ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口

6 7 620 柴田　あすみ(1) 倉吉東 12.79 6 9 2 田中 晴佳(3) 光 12.74
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 山口

7 2 887 黒田 夏生(3) 平田 12.83 7 5 9 山本 愛(2) 徳山 12.89
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ｳｴｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾘｺ 岡山

4 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 DNS 7 516 ウエアリング 真莉子(2) 美作 DNS

準決勝 2組3着＋2
1組 風:+1.8 2組 風:+0.9

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡山 ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山

1 7 484 青木 益未(2) 創志学園 11.90 GR Q 1 6 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 12.05 Q
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島 ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口

2 6 247 福部 真子(1) 広島皆実 12.20 Q 2 4 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 12.18 Q
ｵｷ ｶｵﾘ 広島 ｵｷ ｻｸﾗ 広島

3 4 277 沖 佳織(3) 沼田 12.25 Q 3 7 208 沖 さくら(3) 安古市 12.30 Q
ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ﾄﾏﾘﾉ ﾖｼﾈ 広島

4 3 32 黒瀬 温子(1) 西京 12.43 q 4 5 241 泊野 由音(3) 広島皆実 12.44 q
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 鳥取

5 5 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 12.44 *TK q 5 9 697 井上　裕希(1) 米子北 12.56
ﾓﾓﾀﾆ ｱﾔｶ 広島 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾝﾅ 島根

6 8 213 桃谷 彩加(3) 安田女子 12.44 *TK 6 2 830 森山 安奈(3) 出雲北陵 12.57
ﾀｶｶﾞｷ ﾏﾅ 広島 ｼﾉﾄｳ ﾏｻﾐ 山口

7 2 307 高垣 真奈(3) 尾道商 12.59 7 8 64 篠遠 正美(3) 宇部商 12.63
ｸｾﾞ ｷﾎｳ 岡山 ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取

8 9 499 久世 生宝(2) 倉敷中央 12.59 8 3 601 小原　未陽(2) 境 12.65

決勝
風:+2.0

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡山

1 5 484 青木 益未(2) 創志学園 11.93
ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山

2 6 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 12.02
ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口

3 4 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 12.04
ｵｷ ｶｵﾘ 広島

4 7 277 沖 佳織(3) 沼田 12.16
ｵｷ ｻｸﾗ 広島

5 8 208 沖 さくら(3) 安古市 12.16
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島

6 3 247 福部 真子(1) 広島皆実 12.21
ﾄﾏﾘﾉ ﾖｼﾈ 広島

7 2 241 泊野 由音(3) 広島皆実 12.34
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口

8 1 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 12.36
ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口

9 9 32 黒瀬 温子(1) 西京 12.51

記録主任：伊藤　健二

6月18日 12:00 予選

6月18日 13:30 準決勝

6月18日 14:50 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 GR:大会記録 DNS:欠場 *TK:着差あり



女子200m

日本高校記録(HR) 23.48 中村　宝子(静岡・浜松西) 2006

中国高校記録(AR) 24.51 岡山　沙英子(広島・沼田) 2000

大会記録(GR) 24.59 目宅　裕美(島根・平田) 1995

予選 4組3着＋4
1組 風:-0.3 2組 風:-1.2

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡山 ｵｷ ｶｵﾘ 広島

1 5 484 青木 益未(2) 創志学園 25.70 Q 1 7 277 沖 佳織(3) 沼田 26.16 Q
ｵｷ ｻｸﾗ 広島 ｲｹﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取

2 3 208 沖 さくら(3) 安古市 26.33 Q 2 3 661 池田　華林(2) 鳥取中央育英 26.33 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島根 ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

3 8 864 山田 みる(3) 大社 26.45 Q 3 6 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 26.37 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山口 ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根

4 7 55 原田 瑞希(2) 宇部中央 26.46 q 4 8 816 和田守 友加里(3) 出雲 26.43 q
ｼﾉﾄｳ ﾏｻﾐ 山口 ﾋﾗｷ ﾅｵｺ 山口

5 9 64 篠遠 正美(3) 宇部商 26.51 5 5 79 平城 直子(2) 長府 26.66
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 鳥取 ｼﾊﾞﾀ ｱｽﾐ 鳥取

6 6 697 井上　裕希(1) 米子北 26.82 6 4 620 柴田　あすみ(1) 倉吉東 26.74
ｵｵｻﾜ ｱｲ 岡山 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 鳥取

7 4 475 大澤 愛(1) 山陽女子 27.03 9 694 山田　莉己(3) 米子東 DNS
3組 風:-0.5 4組 風:-0.1

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口

1 2 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 25.79 Q 1 4 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 26.29 Q
ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島 ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島

2 6 253 石井 佑里菜(1) 高陽東 25.81 Q 2 2 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 26.33 Q
ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ｲｼｲ ﾏｲ 広島

3 5 32 黒瀬 温子(1) 西京 25.98 Q 3 8 282 石井 舞(3) 沼田 26.44 Q
ﾓﾘﾔﾏ ｱﾝﾅ 島根 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳ 鳥取

4 4 830 森山 安奈(3) 出雲北陵 26.37 q 4 5 634 德田　由羽(3) 鳥取城北 26.53
ｺﾑﾗ ｴﾘｶ 岡山 ｸｾﾞ ｷﾎｳ 岡山

5 3 507 小村 枝里香(2) 美作 26.48 q 5 6 499 久世 生宝(2) 倉敷中央 26.73
ｳﾁﾉ ﾅﾂｷ 山口 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根

6 7 94 内野 夏季(2) 下関南 26.61 6 3 841 井原 奈緒(3) 松江商 26.79
ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根 ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取

7 9 843 立脇 紗貴(2) 松江商 27.23 7 9 601 小原　未陽(2) 境 26.94
ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根 ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山

8 856 石原 理恵(3) 松江北 DNS 7 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 DNS

準決勝 2組3着＋2
1組 風:-0.4 2組 風:+0.7

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡山 ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山

1 4 484 青木 益未(2) 創志学園 25.04 Q 1 7 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 24.99 Q
ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島 ｵｷ ｶｵﾘ 広島

2 5 253 石井 佑里菜(1) 高陽東 25.41 Q 2 4 277 沖 佳織(3) 沼田 25.20 Q
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口 ｵｷ ｻｸﾗ 広島

3 7 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 25.48 Q 3 5 208 沖 さくら(3) 安古市 25.33 Q
ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

4 9 32 黒瀬 温子(1) 西京 25.72 4 9 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 25.62 q
ﾓﾘﾔﾏ ｱﾝﾅ 島根 ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根

5 2 830 森山 安奈(3) 出雲北陵 25.91 5 3 816 和田守 友加里(3) 出雲 25.66 q
ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島 ｲｹﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取

6 6 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 26.02 6 6 661 池田　華林(2) 鳥取中央育英 25.77
ｺﾑﾗ ｴﾘｶ 岡山 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山口

7 3 507 小村 枝里香(2) 美作 26.24 7 2 55 原田 瑞希(2) 宇部中央 25.82
ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島根

8 8 282 石井 舞(3) 沼田 26.30 8 8 864 山田 みる(3) 大社 26.31

決勝
風:-0.2

カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵｷ ﾏｽﾐ 岡山

1 4 484 青木 益未(2) 創志学園 24.56 GR
ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山

2 6 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 25.04
ｵｷ ｶｵﾘ 広島

3 7 277 沖 佳織(3) 沼田 25.17
ｵｷ ｻｸﾗ 広島

4 9 208 沖 さくら(3) 安古市 25.37
ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島

5 5 253 石井 佑里菜(1) 高陽東 25.38
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口

6 8 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 25.51
ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

7 2 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 25.69
ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根

8 3 816 和田守 友加里(3) 出雲 25.70

記録主任：伊藤　健二

6月19日 10:40 予選

6月19日 12:20 準決勝

6月19日 13:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



女子400m

日本高校記録(HR) 53.45 柿沼　和恵(埼玉・埼玉栄) 1992

中国高校記録(AR) 54.73 久保　瑠理子(広島・井口) 2006

大会記録(GR) 55.23 久保　瑠理子(広島・井口) 2005

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

1 3 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 58.91 Q 1 9 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 58.75 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 島根 ﾜｷﾓﾄ ｻﾕﾐ 岡山

2 8 861 村上 由佳(1) 松江北 59.44 Q 2 4 427 脇本 沙友美(3) 岡山朝日 59.41 Q
ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根

3 5 816 和田守 友加里(3)出雲 59.86 Q 3 8 842 清水 美希(2) 松江商 59.69 Q
ｲﾉｳｴ ｻｷ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 鳥取

4 6 839 井上 咲希(1) 出雲北陵 1:00.27 q 4 5 649 吉田　恵梨子(3) 鳥取西 59.71 q
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広島

5 4 415 竹原 由梨(2) 岡山城東 1:00.43 5 6 210 藤田 優(3) 安古市 59.72 q
ﾔｽﾔﾏ ﾚｲﾅ 山口 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取

6 7 95 安山 玲奈(2) 下関南 1:02.03 6 3 613 安田　美咲(1) 倉吉総合産 1:00.40
ｵｵｴﾀﾞ ﾕｲ 岡山 ﾊﾔｼ ﾏｲﾐ 岡山

7 9 490 大枝 由依(1) 倉敷中央 1:02.17 7 7 483 林 舞美(3) 西大寺 1:01.72

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根

1 6 856 石原 理恵(3) 松江北 59.96 Q 1 3 843 立脇 紗貴(2) 松江商 58.99 Q
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口 ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島

2 2 65 藤谷 はるな(3) 厚狭 1:00.02 Q 2 9 308 川田 智恵(3) 尾道商 59.24 Q
ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島

3 8 282 石井 舞(3) 沼田 1:00.04 Q 3 7 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 59.43 Q
ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島 ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口

4 5 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 1:00.15 q 4 5 67 松尾 梨穂(3) 田部 1:00.88
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 鳥取

5 9 33 原田 実里(3) 西京 1:01.04 5 6 636 清水　千明(2) 鳥取城北 1:01.22
ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ 鳥取 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

6 7 662 竹本　唯(3) 鳥取中央育英 1:02.02 6 8 663 太田　瑞紀(2) 鳥取中央育英 1:01.27
ﾆｼｶﾞｷ ｱﾔﾉ 鳥取 ｵｷﾀ ﾅﾅ 岡山

7 4 674 西墻　綾乃(1) 鳥取東 1:03.37 7 4 473 沖田 奈々(2) 金光学園 1:05.73
ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 山口

3 51 福永 侑里香(3) 宇部 DNS 2 50 福田 晴夏(2) 宇部 DNS

準決勝 2組3着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島 ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山

1 5 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 59.25 Q 1 7 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 58.79 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根

2 4 308 川田 智恵(3) 尾道商 59.50 Q 2 4 843 立脇 紗貴(2) 松江商 59.31 Q
ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根 ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根

3 7 856 石原 理恵(3) 松江北 59.50 Q 3 9 816 和田守 友加里(3)出雲 59.38 Q
ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ﾜｷﾓﾄ ｻﾕﾐ 岡山

4 9 282 石井 舞(3) 沼田 59.65 q 4 6 427 脇本 沙友美(3) 岡山朝日 59.43 q
ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島 ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島

5 3 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 1:00.13 5 8 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 59.74
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 島根

6 6 65 藤谷 はるな(3) 厚狭 1:00.97 6 5 861 村上 由佳(1) 松江北 1:00.14
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 鳥取 ｲﾉｳｴ ｻｷ 島根

7 2 649 吉田　恵梨子(3) 鳥取西 1:01.07 7 3 839 井上 咲希(1) 出雲北陵 1:00.33
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広島

8 8 842 清水 美希(2) 松江商 1:01.81 8 2 210 藤田 優(3) 安古市 1:01.74

決勝
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

1 5 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 56.87
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山

2 7 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 57.50
ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根

3 9 856 石原 理恵(3) 松江北 58.16
ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島

4 4 308 川田 智恵(3) 尾道商 58.28
ｲｼｲ ﾏｲ 広島

5 3 282 石井 舞(3) 沼田 58.32
ﾜｷﾓﾄ ｻﾕﾐ 岡山

6 2 427 脇本 沙友美(3) 岡山朝日 58.42
ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根

7 6 843 立脇 紗貴(2) 松江商 58.45
ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根

8 8 816 和田守 友加里(3)出雲 59.12

記録主任：伊藤　健二

6月17日 11:15 予選

6月17日 13:40 準決勝

6月17日 15:40 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



女子800m

日本高校記録(HR) 2:04.00 西村　美樹(東京・東京) 2000

中国高校記録(AR) 2:04.44 久保　瑠理子(広島・井口) 2006

大会記録(GR) 2:08.5 蘭　仁美(広島・鈴峯女) 1989

予選 4組3着＋4

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾓﾄ ｻｸﾗｺ 岡山 ｵｸﾉ ﾏｲｺ 岡山

1 7 448 矢本 桜子(1) 興譲館 2:16.58 Q 1 4 444 奥野 舞子(1) 興譲館 2:17.48 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾎ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口

2 8 677 谷口　美帆(1) 鳥取東 2:18.39 Q 2 6 99 中村 江里奈(3) 下関商 2:18.10 Q
ｶﾘﾉ ﾁｴ 岡山 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 島根

3 3 480 狩野 智絵(2) 就実 2:18.46 Q 3 9 832 井上 実乃里(3) 出雲北陵 2:18.69 Q
ﾐﾈｵｶ ﾓｴｺ 山口 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口

4 5 35 峯岡 萌子(1) 西京 2:20.13 q 4 5 34 高橋 さやか(3) 西京 2:18.97 q
ｼﾓﾊﾅ ﾌﾐｶ 広島 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ 広島

5 6 304 下花 史佳(1) 世羅 2:20.17 q 5 3 228 加藤 純奈(3) 広島井口 2:21.55
ｸﾊﾞﾗ ﾏｲ 山口 ﾄﾞｳﾏﾝ ｱｷｺ 岡山

6 9 66 久原 麻衣(3) 宇部鴻城 2:22.85 6 8 505 道満 晶子(2) 津山 2:22.64
ﾕﾒﾉ ﾊﾙｶ 鳥取 ﾕｱｻ ﾉﾘｺ 島根

7 4 637 夢野　遥(3) 鳥取城北 2:27.19 7 7 897 湯浅 紀子(3) 平田 2:26.51

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 山口 ｶﾐｳﾗ ﾁｱｷ 広島

1 5 10 田中 友紀子(2) 徳山 2:20.21 Q 1 4 227 上浦 千明(3) 広島井口 2:17.10 Q
ｵﾁｱｲ ｻｷ 島根 ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾐ 広島

2 2 889 落合 沙紀(1) 平田 2:20.48 Q 2 3 254 岩﨑 愛未(1) 高陽東 2:17.44 Q
ｱﾗｲ ｻｷｴ 山口 ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 広島

3 4 46 新井 沙紀枝(2) 中村女 2:20.53 Q 3 9 224 兒玉 望(3) 広大附属 2:17.85 Q
ｵｶﾓﾄ ﾓﾓｶ 鳥取 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ 岡山

4 8 665 岡本　桃香(1) 鳥取中央育英 2:20.63 4 8 472 松下 菜摘(2) 玉野商 2:20.24 q
ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取 ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 岡山

5 3 613 安田　美咲(1) 倉吉総合産 2:21.45 5 5 458 三島 美咲(2) 興譲館 2:20.67
ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島根 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 広島

6 9 859 鈴木 真綾(3) 松江北 2:21.85 6 7 295 石田 蘭(1) 神辺旭 2:20.87
ｽｶﾞﾊﾗ ｱﾝﾅ 島根 ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾘﾅ 鳥取

7 7 840 菅原 杏奈(2) 出雲北陵 2:22.41 7 6 644 馬場　友梨菜(3)鳥取城北 2:24.09
ｴﾀﾆ ﾄﾓﾐ 鳥取 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅ 島根

8 6 678 江谷　知美(3) 鳥取東 2:24.92 8 2 898 飯島 可奈(1) 平田 2:27.05

準決勝 2組3着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾓﾄ ｻｸﾗｺ 岡山 ｶﾐｳﾗ ﾁｱｷ 広島

1 5 448 矢本 桜子(1) 興譲館 2:16.34 Q 1 6 227 上浦 千明(3) 広島井口 2:16.99 Q
ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾐ 広島 ｵｸﾉ ﾏｲｺ 岡山

2 4 254 岩﨑 愛未(1) 高陽東 2:17.11 Q 2 4 444 奥野 舞子(1) 興譲館 2:16.99 Q
ｱﾗｲ ｻｷｴ 山口 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 島根

3 9 46 新井 沙紀枝(2) 中村女 2:18.67 Q 3 9 832 井上 実乃里(3) 出雲北陵 2:17.28 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 広島 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口

4 8 224 兒玉 望(3) 広大附属 2:18.87 q 4 7 99 中村 江里奈(3) 下関商 2:17.52 q
ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 山口 ﾐﾈｵｶ ﾓｴｺ 山口

5 7 10 田中 友紀子(2) 徳山 2:18.95 5 2 35 峯岡 萌子(1) 西京 2:19.37
ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ 岡山 ｼﾓﾊﾅ ﾌﾐｶ 広島

6 2 472 松下 菜摘(2) 玉野商 2:21.48 6 3 304 下花 史佳(1) 世羅 2:22.06
ｵﾁｱｲ ｻｷ 島根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾎ 鳥取

7 6 889 落合 沙紀(1) 平田 2:26.73 7 5 677 谷口　美帆(1) 鳥取東 2:23.39
ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口 ｶﾘﾉ ﾁｴ 岡山

3 34 高橋 さやか(3) 西京 DNS 8 480 狩野 智絵(2) 就実 DSQ,*T3

決勝
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾓﾄ ｻｸﾗｺ 岡山

1 5 448 矢本 桜子(1) 興譲館 2:08.76
ｶﾐｳﾗ ﾁｱｷ 広島

2 4 227 上浦 千明(3) 広島井口 2:11.59
ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾐ 広島

3 6 254 岩﨑 愛未(1) 高陽東 2:12.59
ｵｸﾉ ﾏｲｺ 岡山

4 7 444 奥野 舞子(1) 興譲館 2:12.73
ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口

5 2 99 中村 江里奈(3) 下関商 2:14.68
ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 広島

5 3 224 兒玉 望(3) 広大附属 2:14.68
ｱﾗｲ ｻｷｴ 山口

7 8 46 新井 沙紀枝(2) 中村女 2:15.99
ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 島根

8 9 832 井上 実乃里(3) 出雲北陵 2:18.54

記録主任：伊藤　健二

6月18日 13:05 予選

6月19日 11:20 準決勝

6月19日 13:50 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 400m

ナンバー 448

記録 1:06

ナンバー 444

記録 1:06

ナンバー 46

記録 1:09

ナンバー 227

記録 1:07

ナンバー 448

記録 1:06

ナンバー 444

記録 1:06

ナンバー 448

記録 1:03
決勝1組

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

準決勝1組

準決勝2組

凡例 DNS:欠場 DSQ:失格 *T3:走路外インフィールド進入



女子1500m

日本高校記録(HR) 4:07.86 小林　祐梨子(兵庫・須磨学園) 2006
中国高校記録(AR) 4:19.16 小原　怜(岡山・興譲館) 2008
中国高校記録(AR) 4:16.92 ｽｰｻﾝ･ﾜｲﾘﾑ(広島・世羅) 2009

大会記録(GR) 4:16.92 ｽｰｻﾝ･ﾜｲﾘﾑ(広島・世羅) 2009

予選 2組5着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｶﾞ ｶﾂｷ 岡山 ﾏｴｶﾜ ﾕｷ 鳥取

1 12 452 菅 華都紀(3) 興譲館 4:34.11 Q 1 13 664 前川　祐紀(2) 鳥取中央育英 4:38.81 Q
ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾅ 岡山 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾖ 岡山

2 4 446 藤井 純菜(1) 興譲館 4:35.40 Q 2 3 443 足立 知世(1) 興譲館 4:39.20 Q
ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾐ 広島 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ 広島

3 3 254 岩﨑 愛未(1) 高陽東 4:36.25 Q 3 2 228 加藤 純奈(3) 広島井口 4:43.55 Q
ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 島根 ｻｶﾀ ｱｲｺ 山口

4 13 832 井上 実乃里(3) 出雲北陵 4:36.72 Q 4 6 98 阪田 愛子(3) 豊北 4:44.01 Q
ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾐﾎ 山口 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾔ 島根

5 5 36 藤重 美穂(3) 西京 4:37.06 Q 5 7 888 福田 舞弥(1) 平田 4:44.07 Q
ｼﾊﾞﾀ ﾁｱｷ 岡山 ﾂｹﾞ ﾕﾐﾅ 島根

6 1 424 柴田 千明(2) 岡山操山 4:38.23 q 6 12 831 柘植 優美菜(2) 出雲北陵 4:44.18
ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡山 ｵｸﾞﾗ ﾘｶ 鳥取

7 7 429 岡崎 霞(3) 岡山東商 4:40.27 q 7 1 676 小倉　梨花(3) 鳥取東 4:44.45
ｶﾂﾗﾔﾏ ｺﾄﾐ 鳥取 ﾊﾞﾊｷﾌｪﾙﾅﾝﾀﾞ ｱﾘｿﾞﾉ 島根

8 8 675 葛山　琴未(3) 鳥取東 4:40.68 8 14 863 バハキ フェルナンダ　アリゾノ(2)石見智翠館 4:45.18
ｵｶﾓﾄ ﾓﾓｶ 鳥取 ｲﾏｲ ｶﾅｴ 岡山

9 9 665 岡本　桃香(1) 鳥取中央育英 4:44.55 9 15 434 今井 奏絵(2) 岡山東商 4:45.27
ｶﾜｺﾞｼ ﾁﾋﾛ 広島 ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 広島

10 15 301 河越 千尋(2) 世羅 4:45.29 10 8 248 奥村 真衣(2) 高陽東 4:45.61
ｵﾁｱｲ ｻｷ 島根 ﾊﾅﾌｻ ｱﾝﾅ 鳥取

11 14 889 落合 沙紀(1) 平田 4:45.66 11 5 638 花房　杏菜(3) 鳥取城北 4:46.44
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｴ 山口

12 6 26 田中 美帆(2) 聖光 4:45.96 12 10 117 藤田 友里恵(3) 萩商工 4:47.47
ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾞﾅ 島根 ﾀﾆﾄﾓ ﾐﾂﾞｷ 広島

13 2 817 高橋 奈都菜(2) 出雲 4:47.50 13 4 316 谷本 観月(2) 鈴峯女子 4:50.59
ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 山口 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｴ 山口

14 11 10 田中 友紀子(2) 徳山 4:48.32 14 9 27 植村 友絵(1) 聖光 4:50.81
ﾕﾒﾉ ﾊﾙｶ 鳥取 ｻｶｲ ﾊﾙｶ 広島

15 10 637 夢野　遥(3) 鳥取城北 4:48.41 15 11 300 酒井 はるか(2) 世羅 5:01.38

決勝
カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴｶﾜ ﾕｷ 鳥取

1 9 664 前川　祐紀(2) 鳥取中央育英 4:26.54
ｽｶﾞ ｶﾂｷ 岡山

2 7 452 菅 華都紀(3) 興譲館 4:26.80
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾖ 岡山

3 5 443 足立 知世(1) 興譲館 4:33.51
ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 島根

4 11 832 井上 実乃里(3) 出雲北陵 4:33.62
ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾐ 広島

5 4 254 岩﨑 愛未(1) 高陽東 4:34.60
ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾅ 岡山

6 3 446 藤井 純菜(1) 興譲館 4:36.73
ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾐﾎ 山口

7 8 36 藤重 美穂(3) 西京 4:39.30
ｼﾊﾞﾀ ﾁｱｷ 岡山

8 2 424 柴田 千明(2) 岡山操山 4:46.44
ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡山

9 1 429 岡崎 霞(3) 岡山東商 4:48.01
ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾔ 島根

10 6 888 福田 舞弥(1) 平田 4:50.19
ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ 広島

11 10 228 加藤 純奈(3) 広島井口 4:58.19
ｻｶﾀ ｱｲｺ 山口

12 98 阪田 愛子(3) 豊北 DNS

記録主任：伊藤　健二

6月17日 11:55 予選

6月17日 16:00 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 400m 800m 1200m
ナンバー 452 452 452

記録 1:12 2:25 3:40
ナンバー 443 443 664

記録 1:16 2:32 3:45
ナンバー 452 452 664

記録 1:10 2:23 3:36

予選1組

予選2組

決勝1組

凡例 DNS:欠場



女子3000m

日本高校記録(HR) 8:52.33 小林　祐梨子(兵庫・須磨学園) 2005
中国高校記録(AR) 9:08.86 新谷　仁美(岡山・興譲館) 2005
中国高校記録(AR) 8:53.28 ｽｰｻﾝ･ﾜｲﾘﾑ(広島・世羅) 2009

大会記録(GR) 9:08.86 新谷　仁美(岡山・興譲館) 2005

決勝
カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｰｻﾝ ﾜｲﾘﾑ 広島

1 10 302 スーサン ワイリム(3) 世羅 9:03.89 GR
ｽｶﾞ ｶﾂｷ 岡山

2 12 452 菅 華都紀(3) 興譲館 9:09.53
ｵｶ ﾐﾕｷ 岡山

3 11 450 岡 未友紀(3) 興譲館 9:15.48
ﾏｴｶﾜ ﾕｷ 鳥取

4 20 664 前川　祐紀(2) 鳥取中央育英 9:20.49
ﾌｸﾔ ﾖｼｴ 山口

5 9 37 福谷 好恵(3) 西京 9:25.82
ｱｶｼ ｲｵ 岡山

6 3 455 明石 伊央(2) 興譲館 9:33.27
ｷｵｶ ﾐﾎﾉ 広島

7 5 303 木岡 美帆乃(3) 世羅 9:41.20
ﾎﾘ ｱｽｶ 広島

8 14 299 堀 明日香(2) 世羅 9:47.05
ｻｶﾀ ｱｲｺ 山口

9 17 98 阪田 愛子(3) 豊北 9:50.89
ｾｲﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 鳥取

10 18 667 盛山　鈴奈(2) 鳥取中央育英 9:51.25
ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｴ 山口

11 8 117 藤田 友里恵(3) 萩商工 9:51.80
ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾐﾎ 山口

12 13 36 藤重 美穂(3) 西京 9:57.16
ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾔ 島根

13 16 888 福田 舞弥(1) 平田 9:57.19
ｵｸﾞﾗ ﾘｶ 鳥取

14 7 676 小倉　梨花(3) 鳥取東 9:57.57
ｶﾂﾗﾔﾏ ｺﾄﾐ 鳥取

15 1 675 葛山　琴未(3) 鳥取東 9:59.98
ﾂｹﾞ ﾕﾐﾅ 島根

16 25 831 柘植 優美菜(2) 出雲北陵 10:02.31
ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ 鳥取

17 27 666 藤田　理恵(2) 鳥取中央育英 10:02.70
ｲﾏｲ ｶﾅｴ 岡山

18 2 434 今井 奏絵(2) 岡山東商 10:02.84
ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 山口

19 4 11 新山 美帆(3) 徳山 10:03.34
ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ 広島

20 24 256 中村 咲月(1) 高陽東 10:04.27
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 山口

21 23 28 安藤 美雪(2) 聖光 10:11.11
ﾆｼｺｵﾘ ﾅﾂﾐ 島根

22 28 833 錦織 なつみ(3) 出雲北陵 10:16.58
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ 島根

23 21 884 齋藤 杏菜(3) 津和野 10:20.31
ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾐ 広島

24 19 229 増田 奈緒美(3) 広島井口 10:20.42
ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡山

25 15 429 岡崎 霞(3) 岡山東商 10:21.12
ﾀﾆﾄﾓ ﾐﾂﾞｷ 広島

26 6 316 谷本 観月(2) 鈴峯女子 10:26.80
ﾏｶﾍﾞ ﾅﾂｷ 島根

27 26 890 間賀部 夏希(2) 平田 10:33.02
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾐﾉﾘ 岡山

28 22 440 水元 みのり(1) 岡山東商 10:37.63
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 島根

30 827 杉原 美友(1) 出雲商 DNF
ﾕﾒﾉ ﾊﾙｶ 鳥取

29 637 夢野　遥(3) 鳥取城北 DNS

記録主任：伊藤　健二

6月18日 10:50 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

1000m 2000m
ナンバー 302 302

記録 3:02 6:07
決勝1組

ラップ表

凡例 GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子100mH(0.840m)

日本高校記録(HR) 13.39 寺田　明日香(北海道・恵庭北) 2007

中国高校記録(AR) 13.91 中島　幸(島根・浜田) 1996

大会記録(GR) 14.04 中山　ゆかり(島根・松江北) 2006

予選 4組3着＋4
1組 風:-0.1 2組 風:+0.3

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ﾓﾘｵｶ ﾐｸ 岡山

1 3 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 14.51 Q 1 8 425 森岡 美紅(2) 岡山操山 14.39 Q
ｼﾏ ｻﾄﾐ 岡山 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山口

2 8 407 島 里美(3) 岡山一宮 15.54 Q 2 6 114 西山 華織(2) 梅光女学院 15.32 Q
ﾀﾅｶ ﾁｾ 鳥取 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ 岡山

3 4 643 田中　千世(2) 鳥取城北 15.90 Q 3 5 474 中川 愛(2) 金光学園 15.39 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 山口 ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥取

4 6 9 山本 愛(2) 徳山 16.00 4 3 614 廣賀　彩花(1) 倉吉総合産 15.45 q
ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口 ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根

5 9 62 多田羅 美希(3) 宇部西 16.19 5 7 866 玉木 悠佳子(1) 大社 16.33
ｲﾃﾞﾊﾗ ﾏﾘｺ 広島 ﾜﾀﾞ ｱﾝﾅ 島根

6 7 214 出原 麻里子(2) 暁の星女 16.37 6 9 883 和田 杏菜(3) 大田 17.32
ｺｶﾞ ｻﾂｷ 山口 ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾐ 鳥取

7 5 86 古賀 さつき(3) 下関西 16.43 4 650 市村　愛結美(3) 鳥取西 DNS

3組 風:+0.2 4組 風:+0.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島

1 7 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 14.45 Q 1 4 247 福部 真子(1) 広島皆実 14.37 Q
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山

2 6 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 15.38 Q 2 3 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 15.16 Q
ﾊﾔｼ ﾏｲ 広島 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山

3 3 280 林 真衣(2) 沼田 15.50 Q 3 7 495 原田 優己(3) 倉敷中央 15.25 Q
ｲﾜｻ ﾏﾕｶ 島根 ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

4 5 808 岩佐 真結花(3) 開星 15.76 q 4 2 865 勝部 なつみ(2) 大社 15.71 q
ｲｼﾂﾞｶ ﾓﾓｺ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ 広島

5 9 853 石塚 桃子(3) 松江南 15.94 5 5 259 山田 麻友佳(3) 市立呉 15.84 q
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾐｶ 鳥取

6 4 85 出口 翔子(3) 下関西 16.18 6 8 685 大谷　味加(3) 八頭 16.58
ﾐﾂﾅﾘ ﾏｷｺ 広島 ﾎﾘ ﾊﾙﾅ 広島

7 2 216 光成 真喜子(3) 熊野 17.27 7 9 293 堀 遥菜(1) 神辺旭 17.50
ﾐﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根

8 8 603 道川　華奈(1) 境 17.67 6 842 清水 美希(2) 松江商 DNS

準決勝 2組3着＋2
1組 風:+0.1 2組 風:-0.7

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山

1 5 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 14.31 Q 1 6 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 14.26 Q
ﾓﾘｵｶ ﾐｸ 岡山 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島

2 6 425 森岡 美紅(2) 岡山操山 14.32 Q 2 7 247 福部 真子(1) 広島皆実 14.34 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山

3 9 495 原田 優己(3) 倉敷中央 15.01 Q 3 5 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 15.32 Q
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾁｾ 鳥取

4 4 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 15.09 q 4 9 643 田中　千世(2) 鳥取城北 15.42
ﾊﾔｼ ﾏｲ 広島 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ 広島

5 8 280 林 真衣(2) 沼田 15.29 q 5 2 259 山田 麻友佳(3) 市立呉 15.43
ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山口 ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥取

6 7 114 西山 華織(2) 梅光女学院 15.30 6 3 614 廣賀　彩花(1) 倉吉総合産 15.44
ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ 岡山

7 2 865 勝部 なつみ(2) 大社 15.87 7 8 474 中川 愛(2) 金光学園 15.47
ｲﾜｻ ﾏﾕｶ 島根 ｼﾏ ｻﾄﾐ 岡山

8 3 808 岩佐 真結花(3) 開星 15.88 8 4 407 島 里美(3) 岡山一宮 15.47

決勝
風:-0.2

カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘｵｶ ﾐｸ 岡山

1 6 425 森岡 美紅(2) 岡山操山 14.08
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山

2 4 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 14.11
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島

3 7 247 福部 真子(1) 広島皆実 14.15
ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口

4 5 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 14.61
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山

5 9 495 原田 優己(3) 倉敷中央 14.79
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山

6 8 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 14.89
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取

7 2 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 14.92
ﾊﾔｼ ﾏｲ 広島

8 3 280 林 真衣(2) 沼田 15.12

記録主任：伊藤　健二

6月19日 10:05 予選

6月19日 11:55 準決勝

6月19日 13:00 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



女子400mH(0.762m)

日本高校記録(HR) 57.65 山県　依希子(福井・福井・敦賀) 1992
中国高校記録(AR) 59.82 福島　美奈(広島・皆実) 1998

中国高校記録(AR) 59.82 定常　銘美(鳥取・倉吉東) 2006

大会記録(GR) 1:00.81 糸原　綾(島根・松江北) 2010

予選 4組3着＋4
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

1 7 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 1:02.72 Q 1 3 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 1:05.06 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ﾀﾏｷ ﾁｻﾄ 広島

2 9 842 清水 美希(2) 松江商 1:03.68 Q 2 8 238 玉木 智佐斗(2) 広島皆実 1:05.62 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島 ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡山

3 4 308 川田 智恵(3) 尾道商 1:05.66 Q 3 7 503 橋本 育(3) 倉敷天城 1:05.65 Q
ﾜﾀﾞ ｱﾝﾅ 島根 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口

4 5 883 和田 杏菜(3) 大田 1:06.66 4 4 85 出口 翔子(3) 下関西 1:05.75 q
ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 鳥取

5 8 114 西山 華織(2) 梅光女学院 1:06.94 5 5 694 山田　莉己(3) 米子東 1:10.39
ﾅﾘｱｲ ｻﾗ 島根 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 鳥取

6 3 874 成相 紗良(2) 大社 1:09.05 6 649 吉田　恵梨子(3)鳥取西 DNS
ﾔｽﾄﾞﾐ ｱｽﾞｻ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山

7 6 38 安冨 あずさ(2) 西京 1:09.44 9 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島

1 9 495 原田 優己(3) 倉敷中央 1:05.33 Q 1 2 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 1:05.35 Q
ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 広島

2 7 15 植本 沙紀(3) 徳山商工 1:05.35 Q 2 7 242 村上 佳澄(3) 広島皆実 1:05.45 Q
ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山

3 8 471 平岡 優花(2) 玉野光南 1:05.43 Q 3 6 415 竹原 由梨(2) 岡山城東 1:05.47 Q
ﾓﾘｼﾀ ﾘｶ 広島 ﾖｺﾀ ﾁｶ 山口

4 2 312 森下 理加(3) 府中 1:05.76 q 4 5 52 横田 知佳(3) 宇部 1:05.98 q
ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾐ 鳥取 ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥取

5 5 650 市村　愛結美(3)鳥取西 1:05.90 q 5 9 614 廣賀　彩花(1) 倉吉総合産 1:06.43
ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ｲｼﾂﾞｶ ﾓﾓｺ 島根

6 3 116 石津 友美恵(3) 萩 1:09.16 6 3 853 石塚 桃子(3) 松江南 1:08.45
ｱｵｷ ｻｲｶ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

7 6 813 青木 彩夏(1) 開星 1:10.28 7 4 701 高橋　のぞみ(2)米子北斗 1:14.53
ｶﾈﾁｸ ﾐｵ 島根 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 鳥取

8 4 862 鐘築 澪(3) 松江北 1:13.09 8 651 青木　悠(2) 鳥取西 DNS

準決勝 2組3着＋2
1組 2組

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

1 6 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 1:03.70 Q 1 5 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 1:04.29 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山

2 7 842 清水 美希(2) 松江商 1:04.37 Q 2 9 415 竹原 由梨(2) 岡山城東 1:04.78 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島 ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡山

3 5 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 1:04.47 Q 3 8 503 橋本 育(3) 倉敷天城 1:05.04 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山

4 8 308 川田 智恵(3) 尾道商 1:04.81 q 4 4 495 原田 優己(3) 倉敷中央 1:05.05
ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 広島

5 9 471 平岡 優花(2) 玉野光南 1:04.95 q 5 6 242 村上 佳澄(3) 広島皆実 1:05.29
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ﾓﾘｼﾀ ﾘｶ 広島

6 2 85 出口 翔子(3) 下関西 1:05.37 6 3 312 森下 理加(3) 府中 1:05.77
ﾖｺﾀ ﾁｶ 山口 ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾐ 鳥取

7 3 52 横田 知佳(3) 宇部 1:05.94 7 2 650 市村　愛結美(3)鳥取西 1:06.90
ﾀﾏｷ ﾁｻﾄ 広島 ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口

8 4 238 玉木 智佐斗(2) 広島皆実 1:07.69 8 7 15 植本 沙紀(3) 徳山商工 1:07.37

決勝
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山

1 5 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 1:01.79
ﾂﾎﾞｳﾗ ﾘｮｳｺ 広島

2 6 217 坪浦 諒子(2) 県立広島 1:03.12
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山

3 4 415 竹原 由梨(2) 岡山城東 1:03.64
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根

4 7 842 清水 美希(2) 松江商 1:03.65
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島

5 8 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 1:03.67
ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山

6 2 471 平岡 優花(2) 玉野光南 1:03.81
ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島

7 3 308 川田 智恵(3) 尾道商 1:04.53
ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡山

8 9 503 橋本 育(3) 倉敷天城 1:04.78

記録主任：伊藤　健二

6月18日 10:05 予選

6月18日 12:40 準決勝

6月18日 14:20 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



女子5000mW

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

決勝

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 岡山

1 15 451 岡﨑 希実(3) 興譲館 23:49.49
ｶﾈｺ ｱｽｶ 岡山

2 6 517 金子 明日香(3) 邑久 24:40.83
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 山口

3 10 48 山崎 友莉菜(2) 中村女 25:01.28
ｻｻﾊﾗ ｺﾊﾙ 山口

4 20 47 笹原 小春(3) 中村女 25:20.37
ｼﾝﾎﾟｳ ﾅﾙﾐ 岡山

5 3 435 神寶 なるみ(2) 岡山東商 27:03.22
ｵｵｻｶ ﾐｷ 島根

6 5 828 大坂 美紀(3) 出雲商 28:43.83
ﾖｺﾔﾏ ﾁｴ 鳥取

7 7 633 横山　千恵(3) 鳥取商 28:50.14
ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 山口

8 12 63 小川 麻優(3) 宇部西 28:54.44
ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾎ 広島

9 1 221 堀川 愛帆(2) 御調 29:38.52
ｱｶｻｺ ｶﾅ 広島

10 9 311 赤迫 圭納(2) 尾道北 29:49.24
ｵｵｼﾀ ﾕｲ 広島

11 11 223 大下 祐依(2) 広 29:57.15
ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾄﾐ 鳥取

12 18 668 杉谷　仁美(3) 鳥取中央育英 30:32.00
ﾀｶﾊｼ ｱｷ 島根

13 8 829 高橋 亜季(2) 出雲商 31:00.33
ｶｷﾀ ｱﾕﾐ 島根

14 4 896 垣田 歩(1) 平田 31:17.60
ｸﾎﾞ ｼｵﾘ 広島

15 19 306 久保 汐里(2) 尾道商 31:33.22
ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｺ 鳥取

16 14 632 河上　祥子(2) 鳥取湖陵 31:47.75
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 島根

17 16 851 佐藤 春香(2) 松江商 32:46.50
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 鳥取

18 13 669 山本　有美香(2) 鳥取中央育英 33:20.04
ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 岡山

2 456 江口 美咲(2) 興譲館 DSQ,*DQ2
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山口

17 96 内田 瞳(3) 下関中等 DSQ,*DQ2

記録主任：伊藤　健二

6月17日 14:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m
ナンバー 451 451 451 451

記録 4:26 9:10 13:59 18:53
決勝1組

凡例 DSQ:失格 *DQ2:屈膝(ベントニー）



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

予選 4組3着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷中央・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山一宮・岡山

1 9 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.33 Q 記録 49.62 Q 記録 49.86

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 ｺﾀﾆ ｻﾔｶ 岡山 ｷﾀ ﾌﾐｶ 岡山

1 494 安井 瑞紀(3) 倉敷中央 1 459 小谷 紗也華(3) 玉野光南 1 408 北 文花(3) 岡山一宮
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山 ｳﾈﾒ ﾘﾝ 岡山

2 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 2 471 平岡 優花(2) 玉野光南 2 403 釆女 凜(2) 岡山一宮
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 岡山 ｼﾏ ｻﾄﾐ 岡山

3 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 3 469 近藤 桃子(2) 玉野光南 3 407 島 里美(3) 岡山一宮
ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾅ 岡山 ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 岡山

4 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 4 461 渡部 夕奈(3) 玉野光南 4 410 清水 睦子(3) 岡山一宮

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宇部中央・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 長府・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲・島根

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 49.87 記録 50.29 記録 50.95

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾄｳ ﾋﾛｴ 山口 ｻﾞｲｷ ｴﾘｺ 山口 ﾐｼﾏ ﾘｴ 島根

1 57 伊藤 弘恵(3) 宇部中央 1 82 財木 映梨子(2) 長府 1 821 三島 里衣(3) 出雲
ﾉﾀﾞ ﾅﾎｺ 山口 ﾋﾗｷ ﾅｵｺ 山口 ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾕｶﾘ 島根

2 61 野田 菜穂子(1) 宇部中央 2 79 平城 直子(2) 長府 2 816 和田守 友加里(3) 出雲
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山口 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 山口 ｶﾓ ｻﾄｺ 島根

3 55 原田 瑞希(2) 宇部中央 3 81 轟 亜弥(3) 長府 3 819 加茂 紗都子(3) 出雲
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 山口 ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 山口 ｺﾏｻﾞﾜ ｶﾎ 島根

4 58 清水 綾乃(2) 宇部中央 4 80 宗村 麻理子(3) 長府 4 818 駒澤 果歩(3) 出雲

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 徳山商工・山口

7 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.11

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口

1 19 橋本 初美(3) 徳山商工
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口

2 14 藤井 美帆(2) 徳山商工
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 山口

3 20 長沼 夏美(2) 徳山商工
ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口

4 15 植本 沙紀(3) 徳山商工

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 49.24 Q 記録 49.39 Q 記録 49.52

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 岡山 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 広島 ｺﾀﾆ ﾏﾕﾐ 鳥取

1 413 児島 里菜(2) 岡山城東 1 284 西川 遥菜(1) 沼田 1 635 小谷　麻優美(1) 鳥取城北
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ｾﾝﾘ 広島 ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取

2 415 竹原 由梨(2) 岡山城東 2 278 流田 千里(2) 沼田 2 640 厨子　遥(3) 鳥取城北
ﾎﾘｾ ﾅｵ 岡山 ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ﾀﾅｶ ﾁｾ 鳥取

3 416 堀瀬 奈央(2) 岡山城東 3 282 石井 舞(3) 沼田 3 643 田中　千世(2) 鳥取城北
ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山 ｵｷ ｶｵﾘ 広島 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳ 鳥取

4 414 髙塚 三知恵(2) 岡山城東 4 277 沖 佳織(3) 沼田 4 634 德田　由羽(3) 鳥取城北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉東・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立呉・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 平田・島根

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.00 記録 50.82 記録 50.85

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥取 ｶﾜﾋﾗ ﾏﾎ 広島 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾊﾙ 島根

1 625 杉本　綾(2) 倉吉東 1 260 川平 真穂(1) 市立呉 1 893 松本 千晴(3) 平田
ｼﾊﾞﾀ ｱｽﾐ 鳥取 ﾀﾞｲﾓﾄ ｱｺ 広島 ｲﾜﾀ ｻｷ 島根

2 620 柴田　あすみ(1) 倉吉東 2 257 臺本 亜子(2) 市立呉 2 900 岩田 幸樹(2) 平田
ｻｶﾓﾄ ｶﾖ 鳥取 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 広島 ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ 島根

3 622 坂本　佳世(1) 倉吉東 3 258 利根川 菜摘(2) 市立呉 3 892 福嶋 香(3) 平田
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ 鳥取 ﾎｿﾀﾞ ﾓｴ 広島 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根

4 626 西村　悠(3) 倉吉東 4 262 細田 萌(1) 市立呉 4 887 黒田 夏生(3) 平田

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠・島根

7 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.54

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾂﾍﾞ ﾅﾐ 島根

1 904 勝部 奈海(2) 明誠
ｺﾀｹ ﾓﾓｶ 島根

2 905 小竹 桃香(2) 明誠
ﾔﾏｻﾜ ｼｵﾘ 島根

3 902 山澤 栞(3) 明誠
ｱﾗｲ ﾏｻｺ 島根

4 901 新井 雅子(3) 明誠

凡例



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安古市・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山東商・岡山

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.65 Q 記録 48.74 Q 記録 48.85

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾔｶ 広島 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根 ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 岡山

1 211 品川 彩香(3) 安古市 1 847 小林 綾佳(1) 松江商 1 437 前田 桃佳(1) 岡山東商
ｵｷ ｻｸﾗ 広島 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根 ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山

2 208 沖 さくら(3) 安古市 2 841 井原 奈緒(3) 松江商 2 428 塩見 玲加(3) 岡山東商
ﾊﾏｲ ﾏﾎ 広島 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山

3 204 浜井 万穂(2) 安古市 3 843 立脇 紗貴(2) 松江商 3 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広島 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ﾀｶﾀ ﾚｲﾅ 岡山

4 210 藤田 優(3) 安古市 4 842 清水 美希(2) 松江商 4 431 髙田 麗菜(3) 岡山東商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 神辺旭・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉総合産・鳥取

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 48.92 q 記録 49.50 q 記録 49.79

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐｽﾐ ｱﾝﾅ 山口 ｾﾄｳ ﾕｶ 広島 ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐ 鳥取

1 39 三隅 杏奈(2) 西京 1 288 瀬藤 佑香(3) 神辺旭 1 615 堀内　裕美(1) 倉吉総合産
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ｷﾄﾞ ｴﾘ 広島 ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥取

2 33 原田 実里(3) 西京 2 297 木戸 恵理(1) 神辺旭 2 614 廣賀　彩花(1) 倉吉総合産
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 山口 ﾎﾘ ﾊﾙﾅ 広島 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取

3 42 松永 明莉(1) 西京 3 293 堀 遥菜(1) 神辺旭 3 613 安田　美咲(1) 倉吉総合産
ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島 ﾋﾛｾ ﾏｲ 鳥取

4 32 黒瀬 温子(1) 西京 4 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 4 618 広瀬　麻衣(2) 倉吉総合産

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取西・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 益田東・島根

7 5 ｺﾒﾝﾄ 8 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.23 記録 51.28

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 島根

1 658 橋本　茉奈(1) 鳥取西 1 803 田中 楓(3) 益田東
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 鳥取 ｷﾂｶｼﾞ ﾌｳｶ 島根

2 649 吉田　恵梨子(3) 鳥取西 2 806 木束地 風香(1) 益田東
ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾐ 鳥取 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾅ 島根

3 650 市村　愛結美(3) 鳥取西 3 804 野村 遥菜(2) 益田東
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 鳥取 ﾊﾔｼ ﾏｺ 島根

4 652 原田　緑(3) 鳥取西 4 805 林 真子(2) 益田東

凡例



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 49.03 Q 記録 49.06 Q 記録 49.78

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島 ﾅｶﾞﾀ ｻｷ 岡山 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島根

1 247 福部 真子(1) 広島皆実 1 509 永田 沙紀(2) 美作 1 864 山田 みる(3) 大社
ﾄﾏﾘﾉ ﾖｼﾈ 広島 ｳｴｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾘｺ 岡山 ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

2 241 泊野 由音(3) 広島皆実 2 516 ウエアリング 真莉子(2) 美作 2 865 勝部 なつみ(2) 大社
ｺｳﾉ ﾏﾘｱ 広島 ｺﾑﾗ ｴﾘｶ 岡山 ｶﾂﾍﾞ ｶﾅﾐ 島根

3 236 河野 まりあ(2) 広島皆実 3 507 小村 枝里香(2) 美作 3 869 勝部 加菜美(2) 大社
ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ 広島 ﾐﾔｹ ｶﾅｺ 岡山 ﾐﾔﾀ ｽｽﾞｷ 島根

4 239 宮迫 紗綾(2) 広島皆実 4 508 宮家 加奈子(2) 美作 4 870 宮田 鈴季(1) 大社

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 田部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 舟入・広島

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.14 記録 50.48 記録 50.59

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵｻｶ ﾏﾅ 山口 ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 鳥取 ﾀﾜﾗ ｻﾄﾐ 広島

1 72 大坂 眞奈(3) 田部 1 672 田中　麗香(1) 鳥取中央育英 1 266 俵 怜美(2) 舟入
ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口 ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 広島

2 67 松尾 梨穂(3) 田部 2 662 竹本　唯(3) 鳥取中央育英 2 270 小林 祥子(3) 舟入
ﾐﾔﾀ ﾏﾕ 山口 ｲｹﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾋﾗﾔﾌﾞ ﾚﾅ 広島

3 73 宮田 希柚(3) 田部 3 661 池田　華林(2) 鳥取中央育英 3 271 平薮 玲奈(3) 舟入
ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 山口 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｶﾘ 鳥取 ｼﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 広島

4 74 冨田 真帆(3) 田部 4 670 北島　有佳理(3) 鳥取中央育英 4 265 柴田 実咲(2) 舟入

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 境・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早鞆・山口

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.07 記録 52.45

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞｲ ｴﾘｺ 鳥取 ｸﾗﾏｼ ﾄﾓｺ 山口

1 604 永井　瑛莉子(3) 境 1 110 倉増 智子(2) 早鞆
ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取 ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口

2 601 小原　未陽(2) 境 2 108 倉増 あずさ(3) 早鞆
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾕ 鳥取 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ 山口

3 605 岩本　真侑(1) 境 3 107 松岡 祐子(2) 早鞆
ﾖｼﾓﾁ ﾕﾐｺ 鳥取 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口

4 606 吉持　由美子(1) 境 4 113 前田 都里(2) 早鞆

凡例



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

準決勝 2組3着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷中央・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 47.94 Q 記録 49.21 Q 記録 49.22

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 ﾐｽﾐ ｱﾝﾅ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根

1 494 安井 瑞紀(3) 倉敷中央 1 39 三隅 杏奈(2) 西京 1 847 小林 綾佳(1) 松江商
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根

2 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 2 33 原田 実里(3) 西京 2 841 井原 奈緒(3) 松江商
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 山口 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根

3 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 3 42 松永 明莉(1) 西京 3 843 立脇 紗貴(2) 松江商
ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根

4 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 4 32 黒瀬 温子(1) 西京 4 842 清水 美希(2) 松江商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山東商・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山一宮・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 49.45 記録 49.59 記録 49.60

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 岡山 ｷﾀ ﾌﾐｶ 岡山 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 岡山

1 437 前田 桃佳(1) 岡山東商 1 408 北 文花(3) 岡山一宮 1 413 児島 里菜(2) 岡山城東
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ｳﾈﾒ ﾘﾝ 岡山 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山

2 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 2 403 釆女 凜(2) 岡山一宮 2 415 竹原 由梨(2) 岡山城東
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山 ｼﾏ ｻﾄﾐ 岡山 ﾎﾘｾ ﾅｵ 岡山

3 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 3 407 島 里美(3) 岡山一宮 3 416 堀瀬 奈央(2) 岡山城東
ﾀｶﾀ ﾚｲﾅ 岡山 ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 岡山 ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山

4 431 髙田 麗菜(3) 岡山東商 4 410 清水 睦子(3) 岡山一宮 4 414 髙塚 三知恵(2) 岡山城東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宇部中央・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山

7 3 ｺﾒﾝﾄ 8 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.01 記録 50.14

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾄｳ ﾋﾛｴ 山口 ｺﾀﾆ ｻﾔｶ 岡山

1 57 伊藤 弘恵(3) 宇部中央 1 459 小谷 紗也華(3) 玉野光南
ﾉﾀﾞ ﾅﾎｺ 山口 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山

2 61 野田 菜穂子(1) 宇部中央 2 471 平岡 優花(2) 玉野光南
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山口 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 岡山

3 55 原田 瑞希(2) 宇部中央 3 469 近藤 桃子(2) 玉野光南
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 山口 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾅ 岡山

4 58 清水 綾乃(2) 宇部中央 4 461 渡部 夕奈(3) 玉野光南

凡例



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安古市・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.80 Q 記録 49.12 Q 記録 49.32

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞﾀ ｻｷ 岡山 ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾔｶ 広島 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島

1 509 永田 沙紀(2) 美作 1 211 品川 彩香(3) 安古市 1 247 福部 真子(1) 広島皆実
ｳｴｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾘｺ 岡山 ｵｷ ｻｸﾗ 広島 ﾄﾏﾘﾉ ﾖｼﾈ 広島

2 516 ウエアリング 真莉子(2) 美作 2 208 沖 さくら(3) 安古市 2 241 泊野 由音(3) 広島皆実
ｺﾑﾗ ｴﾘｶ 岡山 ﾊﾏｲ ﾏﾎ 広島 ｺｳﾉ ﾏﾘｱ 広島

3 507 小村 枝里香(2) 美作 3 204 浜井 万穂(2) 安古市 3 236 河野 まりあ(2) 広島皆実
ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広島 ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ 広島

4 512 久松 花朱実(3) 美作 4 210 藤田 優(3) 安古市 4 239 宮迫 紗綾(2) 広島皆実

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 神辺旭・広島

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 49.49 記録 49.84 記録 49.84

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 広島 ｺﾀﾆ ﾏﾕﾐ 鳥取 ｾﾄｳ ﾕｶ 広島

1 284 西川 遥菜(1) 沼田 1 635 小谷　麻優美(1) 鳥取城北 1 288 瀬藤 佑香(3) 神辺旭
ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ｾﾝﾘ 広島 ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 ｷﾄﾞ ｴﾘ 広島

2 278 流田 千里(2) 沼田 2 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 2 297 木戸 恵理(1) 神辺旭
ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ﾀﾅｶ ﾁｾ 鳥取 ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島

3 282 石井 舞(3) 沼田 3 643 田中　千世(2) 鳥取城北 3 290 丸山 沙季(3) 神辺旭
ｵｷ ｶｵﾘ 広島 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳ 鳥取 ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島

4 277 沖 佳織(3) 沼田 4 634 德田　由羽(3) 鳥取城北 4 292 三谷 美紀(3) 神辺旭

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉総合産・鳥取

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 49.95 記録 51.62

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島根 ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐ 鳥取

1 864 山田 みる(3) 大社 1 615 堀内　裕美(1) 倉吉総合産
ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根 ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥取

2 865 勝部 なつみ(2) 大社 2 614 廣賀　彩花(1) 倉吉総合産
ｶﾂﾍﾞ ｶﾅﾐ 島根 ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取

3 869 勝部 加菜美(2) 大社 3 613 安田　美咲(1) 倉吉総合産
ﾐﾔﾀ ｽｽﾞｷ 島根 ﾋﾛｾ ﾏｲ 鳥取

4 870 宮田 鈴季(1) 大社 4 618 広瀬　麻衣(2) 倉吉総合産

凡例



女子4X100mR

日本高校記録(HR) 45.72 埼玉栄(埼玉・長島．本山．泰．柿沼) 1992
中国高校記録(AR) 47.07 皆実(広島・松下・横撫･岡野・森田) 2001
大会記録(GR) 47.19 倉敷中央(岡山・仁尾・松尾・山脇・藤原)2010

記録主任：伊藤　健二

6月17日 12:40 予選
6月17日 16:40 準決勝

6月18日 11:10 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷中央・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安古市・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 47.23 記録 48.51 記録 48.53

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸｾﾞ ｷﾎｳ 岡山 ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾔｶ 広島 ﾅｶﾞﾀ ｻｷ 岡山

1 499 久世 生宝(2) 倉敷中央 1 211 品川 彩香(3) 安古市 1 509 永田 沙紀(2) 美作
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ｵｷ ｻｸﾗ 広島 ｳｴｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾘｺ 岡山

2 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 2 208 沖 さくら(3) 安古市 2 516 ウエアリング 真莉子(2) 美作
ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 ﾊﾏｲ ﾏﾎ 広島 ｺﾑﾗ ｴﾘｶ 岡山

3 494 安井 瑞紀(3) 倉敷中央 3 204 浜井 万穂(2) 安古市 3 507 小村 枝里香(2) 美作
ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 広島 ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山

4 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 4 210 藤田 優(3) 安古市 4 512 久松 花朱実(3) 美作

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山東商・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根

4 9 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.54 記録 48.70 記録 49.03

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島 ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 岡山 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根

1 247 福部 真子(1) 広島皆実 1 437 前田 桃佳(1) 岡山東商 1 847 小林 綾佳(1) 松江商
ﾄﾏﾘﾉ ﾖｼﾈ 広島 ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根

2 241 泊野 由音(3) 広島皆実 2 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 2 841 井原 奈緒(3) 松江商
ｺｳﾉ ﾏﾘｱ 広島 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根

3 236 河野 まりあ(2) 広島皆実 3 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 3 843 立脇 紗貴(2) 松江商
ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ 広島 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 岡山 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根

4 239 宮迫 紗綾(2) 広島皆実 4 439 田中 美奈(1) 岡山東商 4 842 清水 美希(2) 松江商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 49.06 記録 49.45

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 広島 ﾐｽﾐ ｱﾝﾅ 山口

1 284 西川 遥菜(1) 沼田 1 39 三隅 杏奈(2) 西京
ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ｾﾝﾘ 広島 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口

2 278 流田 千里(2) 沼田 2 33 原田 実里(3) 西京
ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 山口

3 282 石井 舞(3) 沼田 3 42 松永 明莉(1) 西京
ｵｷ ｶｵﾘ 広島 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口

4 277 沖 佳織(3) 沼田 4 32 黒瀬 温子(1) 西京

凡例



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

予選 4組3着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷中央・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:57.65 Q 記録 3:58.28 Q 記録 3:58.38

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅﾗｻｷ ﾕｲ 岡山 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根

1 501 楢﨑 由惟(2) 倉敷中央 1 841 井原 奈緒(3) 松江商 1 857 山田 夏紀(1) 松江北
ｵｵｴﾀﾞ ﾕｲ 岡山 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 島根

2 490 大枝 由依(1) 倉敷中央 2 843 立脇 紗貴(2) 松江商 2 861 村上 由佳(1) 松江北
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根 ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島根

3 495 原田 優己(3) 倉敷中央 3 847 小林 綾佳(1) 松江商 3 859 鈴木 真綾(3) 松江北
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根

4 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 4 842 清水 美希(2) 松江商 4 856 石原 理恵(3) 松江北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関西・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 光・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大社・島根

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 9 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 4:01.29 記録 4:06.83 記録 4:08.65

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口 ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 山口 ﾊﾗ ｶﾅｴ 島根

1 88 沖津 千香子(3) 下関西 1 6 田中 佐也佳(2) 光 1 872 原 可奈恵(3) 大社
ｽｲｽﾞ ｱﾐ 山口 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口 ｶﾂﾍﾞ ｶﾅﾐ 島根

2 89 水津 亜実(2) 下関西 2 2 田中 晴佳(3) 光 2 869 勝部 加菜美(2) 大社
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ 山口 ﾀﾑﾗ ﾕｶ 山口 ｲｲｵ ｴﾘ 島根

3 90 中村 彩菜(2) 下関西 3 7 田村 優佳(2) 光 3 873 飯尾 愛理(2) 大社
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ｼﾅｶﾞﾜ ｻｴ 山口 ﾐﾔﾀ ｽｽﾞｷ 島根

4 85 出口 翔子(3) 下関西 4 4 品川 沙英(3) 光 4 870 宮田 鈴季(1) 大社

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 美作・岡山

7 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:11.27

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾞﾀ ｻｷ 岡山

1 509 永田 沙紀(2) 美作
ﾐﾔｹ ｶﾅｺ 岡山

2 508 宮家 加奈子(2) 美作
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｲ 岡山

3 513 葛原 亜依(1) 美作
ｶﾒﾔﾏ ﾐｷ 岡山

4 506 亀山 実季(2) 美作

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

凡例 DNS:欠場



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 神辺旭・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宇部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 9 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 4:00.26 Q 記録 4:00.80 Q 記録 4:04.29

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｾﾄｳ ﾕｶ 広島 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾅ 山口 ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山

1 288 瀬藤 佑香(3) 神辺旭 1 53 桜井 晴菜(3) 宇部 1 414 髙塚 三知恵(2) 岡山城東
ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口 ﾎﾘｾ ﾅｵ 岡山

2 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 2 51 福永 侑里香(3) 宇部 2 416 堀瀬 奈央(2) 岡山城東
ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 広島 ｻﾄﾅｶ ﾊﾅﾐ 山口 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 岡山

3 295 石田 蘭(1) 神辺旭 3 54 里中 花実(2) 宇部 3 413 児島 里菜(2) 岡山城東
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 山口 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山

4 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 4 50 福田 晴夏(2) 宇部 4 415 竹原 由梨(2) 岡山城東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島井口・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関商・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 出雲北陵・島根

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:05.41 記録 4:10.24 記録 4:13.94

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾔ ﾋﾅｺ 広島 ﾌﾙﾔ ﾏｲ 山口 ﾐﾂｲ ﾅﾅﾐ 島根

1 232 嘉屋 日奈子(3) 広島井口 1 101 古屋 真依(3) 下関商 1 837 三井 七海(2) 出雲北陵
ｶﾜﾓﾄ ﾕｶｺ 広島 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 山口 ｲﾏｵｶ ﾏｲｺ 島根

2 226 川本 優香子(2) 広島井口 2 102 森田 明梨(3) 下関商 2 836 今岡 舞子(2) 出雲北陵
ｽｴﾅｶﾞ ﾓｴｺ 広島 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 山口 ｲﾀｸﾗ ﾐｷ 島根

3 230 末永 萌絵子(3) 広島井口 3 103 吉村 優奈(2) 下関商 3 834 板倉 美樹(3) 出雲北陵
ﾉﾀﾞ ｱﾕﾐ 広島 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口 ｲﾉｳｴ ｻｷ 島根

4 233 野田 歩未(3) 広島井口 4 99 中村 江里奈(3) 下関商 4 839 井上 咲希(1) 出雲北陵

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取城北・鳥取

7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例 DNS:欠場



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山東商・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 9 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:58.48 Q 記録 4:01.23 Q 記録 4:01.47

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 岡山 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 山口 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 広島

1 437 前田 桃佳(1) 岡山東商 1 43 山崎 春花(1) 西京 1 243 近藤 紗季(3) 広島皆実
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 広島

2 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 2 33 原田 実里(3) 西京 2 242 村上 佳澄(3) 広島皆実
ﾔｽｲ ﾕｶﾘ 岡山 ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 ｲﾜﾀ ｻｷ 広島

3 438 安井 ゆかり(1) 岡山東商 3 40 紙谷 涼花(1) 西京 3 235 岩田 沙季(2) 広島皆実
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ﾀﾏｷ ﾁｻﾄ 広島

4 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 4 32 黒瀬 温子(1) 西京 4 238 玉木 智佐斗(2) 広島皆実

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取中央育英・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 明誠・島根

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 4:01.93 記録 4:05.54 記録 4:11.63

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ 広島 ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 鳥取 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾘｶ 島根

1 283 濱本 美穂(3) 沼田 1 672 田中　麗香(1) 鳥取中央育英 1 903 岩本 侑里香(2) 明誠
ｲｼｲ ﾏｲ 広島 ｲｹﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾔﾏｻﾜ ｼｵﾘ 島根

2 282 石井 舞(3) 沼田 2 661 池田　華林(2) 鳥取中央育英 2 902 山澤 栞(3) 明誠
ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ｾﾝﾘ 広島 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ｱﾗｲ ﾏｻｺ 島根

3 278 流田 千里(2) 沼田 3 663 太田　瑞紀(2) 鳥取中央育英 3 901 新井 雅子(3) 明誠
ｵｷ ｶｵﾘ 広島 ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ 鳥取 ｺﾀｹ ﾓﾓｶ 島根

4 277 沖 佳織(3) 沼田 4 662 竹本　唯(3) 鳥取中央育英 4 905 小竹 桃香(2) 明誠

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取東・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉総合産・鳥取

7 4 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 4:18.02 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｼｶﾞｷ ｱﾔﾉ 鳥取

1 674 西墻　綾乃(1) 鳥取東 1
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾎ 鳥取

2 677 谷口　美帆(1) 鳥取東 2
ｱﾍﾞ ｻﾄｺ 鳥取

3 680 安部　聡子(1) 鳥取東 3
ﾀﾏﾀﾞ ｺﾄｺ 鳥取

4 679 玉田　琴子(2) 鳥取東 4

凡例 DNS:欠場



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 高陽東・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取西・鳥取 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:59.50 Q 記録 4:01.61 Q 記録 4:01.64

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺ 広島 ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾐ 鳥取 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾅ 岡山

1 252 岡本 裕子(3) 高陽東 1 650 市村　愛結美(3) 鳥取西 1 461 渡部 夕奈(3) 玉野光南
ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山

2 253 石井 佑里菜(1) 高陽東 2 658 橋本　茉奈(1) 鳥取西 2 471 平岡 優花(2) 玉野光南
ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 広島 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ 岡山

3 248 奥村 真衣(2) 高陽東 3 649 吉田　恵梨子(3) 鳥取西 3 465 原田 友美(1) 玉野光南
ﾃﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 広島 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 鳥取 ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 岡山

4 249 天道 育未(2) 高陽東 4 651 青木　悠(2) 鳥取西 4 462 石川 夏海(1) 玉野光南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 舟入・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 徳山商工・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉吉東・鳥取

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 4:01.92 q 記録 4:03.26 記録 4:10.61

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾋﾗﾔﾌﾞ ﾚﾅ 広島 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口 ｵｶｻﾞｷ ﾌｳｺ 鳥取

1 271 平薮 玲奈(3) 舟入 1 19 橋本 初美(3) 徳山商工 1 624 岡崎　楓子(2) 倉吉東
ｼﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 広島 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 山口 ｼﾊﾞﾀ ｱｽﾐ 鳥取

2 265 柴田 実咲(2) 舟入 2 14 藤井 美帆(2) 徳山商工 2 620 柴田　あすみ(1) 倉吉東
ﾀﾜﾗ ｻﾄﾐ 広島 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 山口 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥取

3 266 俵 怜美(2) 舟入 3 20 長沼 夏美(2) 徳山商工 3 625 杉本　綾(2) 倉吉東
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 広島 ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 ｻｶﾀ ﾕｲ 鳥取

4 270 小林 祥子(3) 舟入 4 15 植本 沙紀(3) 徳山商工 4 627 坂田　悠維(1) 倉吉東

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 開星・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 興譲館・岡山

7 5 ｺﾒﾝﾄ 8 9 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:10.64 記録 4:19.83

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷﾔﾏ ﾏﾅﾐ 島根 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾔｶ 岡山

1 810 木山 愛海(2) 開星 1 447 藤岡 小也香(1) 興譲館
ｱｵｷ ｻｲｶ 島根 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾖ 岡山

2 813 青木 彩夏(1) 開星 2 443 足立 知世(1) 興譲館
ｲｲｽﾞｶ ﾕﾘﾅ 島根 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾅ 岡山

3 809 飯塚 ゆりな(2) 開星 3 446 藤井 純菜(1) 興譲館
ｲﾜｻ ﾏﾕｶ 島根 ﾉﾀﾞ ﾌﾕｷ 岡山

4 808 岩佐 真結花(3) 開星 4 457 野田 楓雪(2) 興譲館

凡例 DNS:欠場



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

準決勝 2組3着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷中央・岡山

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:58.50 Q 記録 3:58.54 Q 記録 3:58.55

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根 ﾅﾗｻｷ ﾕｲ 岡山

1 857 山田 夏紀(1) 松江北 1 841 井原 奈緒(3) 松江商 1 501 楢﨑 由惟(2) 倉敷中央
ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 島根 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山

2 861 村上 由佳(1) 松江北 2 843 立脇 紗貴(2) 松江商 2 495 原田 優己(3) 倉敷中央
ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島根 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根 ｵｵｴﾀﾞ ﾕｲ 岡山

3 859 鈴木 真綾(3) 松江北 3 847 小林 綾佳(1) 松江商 3 490 大枝 由依(1) 倉敷中央
ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山

4 856 石原 理恵(3) 松江北 4 842 清水 美希(2) 松江商 4 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 神辺旭・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山城東・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳥取西・鳥取

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 9 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:59.01 記録 4:01.95 記録 4:02.70

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｾﾄｳ ﾕｶ 広島 ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山 ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾐ 鳥取

1 288 瀬藤 佑香(3) 神辺旭 1 414 髙塚 三知恵(2) 岡山城東 1 650 市村　愛結美(3) 鳥取西
ﾐﾀﾆ ﾐｷ 広島 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 鳥取

2 292 三谷 美紀(3) 神辺旭 2 415 竹原 由梨(2) 岡山城東 2 649 吉田　恵梨子(3) 鳥取西
ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 広島 ﾎﾘｾ ﾅｵ 岡山 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

3 295 石田 蘭(1) 神辺旭 3 416 堀瀬 奈央(2) 岡山城東 3 658 橋本　茉奈(1) 鳥取西
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 広島 ｶﾜｶﾐ ｻｸﾗ 岡山 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 鳥取

4 290 丸山 沙季(3) 神辺旭 4 412 川上 さくら(2) 岡山城東 4 651 青木　悠(2) 鳥取西

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 徳山商工・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 下関西・山口

7 3 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:04.45 記録 4:07.27

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口 ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口

1 19 橋本 初美(3) 徳山商工 1 88 沖津 千香子(3) 下関西
ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 ｽｲｽﾞ ｱﾐ 山口

2 15 植本 沙紀(3) 徳山商工 2 89 水津 亜実(2) 下関西
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ 山口

3 20 長沼 夏美(2) 徳山商工 3 90 中村 彩菜(2) 下関西
ｷﾜ ﾋｶﾙ 山口 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口

4 24 木輪 ひかる(1) 徳山商工 4 85 出口 翔子(3) 下関西

凡例 DNS:欠場



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山東商・岡山

1 9 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:56.54 Q 記録 3:57.47 Q 記録 3:57.49

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾜﾀ ｻｷ 広島 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 山口 ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 岡山

1 235 岩田 沙季(2) 広島皆実 1 43 山崎 春花(1) 西京 1 437 前田 桃佳(1) 岡山東商
ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 広島 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山

2 242 村上 佳澄(3) 広島皆実 2 33 原田 実里(3) 西京 2 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商
ﾀﾏｷ ﾁｻﾄ 広島 ﾔｽﾄﾞﾐ ｱｽﾞｻ 山口 ﾔｽｲ ﾕｶﾘ 岡山

3 238 玉木 智佐斗(2) 広島皆実 3 38 安冨 あずさ(2) 西京 3 438 安井 ゆかり(1) 岡山東商
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山

4 247 福部 真子(1) 広島皆実 4 32 黒瀬 温子(1) 西京 4 428 塩見 玲加(3) 岡山東商

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宇部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 高陽東・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 玉野光南・岡山

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:58.13 q 記録 3:58.67 記録 3:59.68

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾅ 山口 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺ 広島 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 岡山

1 53 桜井 晴菜(3) 宇部 1 252 岡本 裕子(3) 高陽東 1 471 平岡 優花(2) 玉野光南
ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口 ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾅ 岡山

2 51 福永 侑里香(3) 宇部 2 253 石井 佑里菜(1) 高陽東 2 461 渡部 夕奈(3) 玉野光南
ﾖｺﾀ ﾁｶ 山口 ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 広島 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ 岡山

3 52 横田 知佳(3) 宇部 3 248 奥村 真衣(2) 高陽東 3 465 原田 友美(1) 玉野光南
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 山口 ﾃﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 広島 ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 岡山

4 50 福田 晴夏(2) 宇部 4 249 天道 育未(2) 高陽東 4 462 石川 夏海(1) 玉野光南

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 舟入・広島 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 沼田・広島

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:01.54 記録 4:07.88

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾋﾗﾔﾌﾞ ﾚﾅ 広島 ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島

1 271 平薮 玲奈(3) 舟入 1 279 新田 梓(2) 沼田
ｼﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 広島 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ｾﾝﾘ 広島

2 265 柴田 実咲(2) 舟入 2 278 流田 千里(2) 沼田
ﾀﾜﾗ ｻﾄﾐ 広島 ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ 広島

3 266 俵 怜美(2) 舟入 3 283 濱本 美穂(3) 沼田
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 広島 ｲｼｲ ﾏｲ 広島

4 270 小林 祥子(3) 舟入 4 282 石井 舞(3) 沼田

凡例 DNS:欠場



女子4X400mR

日本高校記録(HR) 3:37.86 東大阪敬愛(大阪・筬島．新宮．高橋．三木)2009
中国高校記録(AR) 3:46.87 広島皆実(広島・松浦・才野・沖田・中林)2008
大会記録(GR) 3:49.32 松江北(島根・杉原・糸原・石原・末光) 2009

記録主任：伊藤　健二

6月18日 16:05 予選
6月19日 09:30 準決勝

6月19日 14:30 決勝

審 判 長：石原　宏昭・衛藤　憲生

決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 倉敷中央・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江商・島根 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 広島皆実・広島

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ

記録 3:54.65 記録 3:55.55 記録 3:55.57

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅﾗｻｷ ﾕｲ 岡山 ｲﾊﾞﾗ ﾅｵ 島根 ｲﾜﾀ ｻｷ 広島

1 501 楢﨑 由惟(2) 倉敷中央 1 841 井原 奈緒(3) 松江商 1 235 岩田 沙季(2) 広島皆実
ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 ﾀﾃﾜｷ ｻｷ 島根 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 広島

2 500 仁尾 友美(2) 倉敷中央 2 843 立脇 紗貴(2) 松江商 2 242 村上 佳澄(3) 広島皆実
ｵｵｴﾀﾞ ﾕｲ 岡山 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 島根 ﾀﾏｷ ﾁｻﾄ 広島

3 490 大枝 由依(1) 倉敷中央 3 847 小林 綾佳(1) 松江商 3 238 玉木 智佐斗(2) 広島皆実
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ 岡山 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 広島

4 492 高橋 緋奈(3) 倉敷中央 4 842 清水 美希(2) 松江商 4 247 福部 真子(1) 広島皆実

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西京・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 宇部・山口 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松江北・島根

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 3:56.36 記録 3:56.64 記録 3:57.44

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 山口 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾅ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 島根

1 43 山崎 春花(1) 西京 1 53 桜井 晴菜(3) 宇部 1 857 山田 夏紀(1) 松江北
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 島根

2 33 原田 実里(3) 西京 2 51 福永 侑里香(3) 宇部 2 861 村上 由佳(1) 松江北
ﾔｽﾄﾞﾐ ｱｽﾞｻ 山口 ﾖｺﾀ ﾁｶ 山口 ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 島根

3 38 安冨 あずさ(2) 西京 3 52 横田 知佳(3) 宇部 3 859 鈴木 真綾(3) 松江北
ｸﾛｾ ｱﾂｺ 山口 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 山口 ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 島根

4 32 黒瀬 温子(1) 西京 4 50 福田 晴夏(2) 宇部 4 856 石原 理恵(3) 松江北

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 岡山東商・岡山 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 高陽東・広島

7 9 ｺﾒﾝﾄ 8 3 ｺﾒﾝﾄ

記録 3:58.15 記録 4:06.93

カナ名 所属地 カナ名 所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 岡山 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺ 広島

1 437 前田 桃佳(1) 岡山東商 1 252 岡本 裕子(3) 高陽東
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山 ﾃﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 広島

2 433 田辺 夕佳(2) 岡山東商 2 249 天道 育未(2) 高陽東
ﾔｽｲ ﾕｶﾘ 岡山 ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 広島

3 438 安井 ゆかり(1) 岡山東商 3 248 奥村 真衣(2) 高陽東
ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島

4 428 塩見 玲加(3) 岡山東商 4 253 石井 佑里菜(1) 高陽東

凡例 DNS:欠場



女子走高跳

日本高校記録(HR) 1m90 佐藤　恵(新潟・新潟・沼垂) 1983
中国高校記録(AR) 1m80 佐山　淳子(岡山・美作) 1986

大会記録(GR) 1m78 大谷　弘子(広島・大竹) 1978

決勝
カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 19 279 新田 梓(2) 沼田 1m65
ﾊｷﾞﾊﾗ ｸﾗﾗ 鳥取 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 12 621 萩原　くらら(2) 倉吉東 1m62
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ 広島 － － － ○ ○ × ○ × × ×

3 9 259 山田 麻友佳(3) 市立呉 1m62
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾂｷ 島根 － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 27 801 澁谷 光季(3) 益田 1m62
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 島根 － ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

5 13 807 宇田川 萌乃香(1) 横田 1m62
ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾅ 山口 － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 1 49 河村 旺奈(2) 山口県鴻城 1m59
ｲﾜｻｷ ﾐｵ 島根 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

6 11 877 岩﨑 未央(2) 大社 1m59 *J

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅｴ 岡山 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

6 21 426 前田 花江(1) 岡山朝日 1m59
ﾓﾘﾔ ﾁｻｷ 岡山 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 5 485 守屋 千咲(1) 倉敷商 1m59
ﾐﾂｵｶ ﾏﾘﾅ 岡山 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 24 441 光岡 麻里菜(1) 岡山南 1m59
ﾏｺﾞﾔﾏ ｻﾄﾐ 山口 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

11 25 68 孫山 聰美(2) 田部 1m59
ｻｲﾄｳ ﾘｻｺ 山口 ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

12 15 44 齊藤 利佐子(3) 誠英 1m59
ﾀｹﾓﾄ ｱﾕﾐ 島根 ○ ○ ○ ○ × × ×

13 26 886 竹元 亜由美(3) 浜田 1m56
ｸﾄﾞｳ ｱｲ 岡山 － ○ ○ ○ × × ×

13 28 468 工藤 愛(2) 玉野光南 1m56
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 広島 ○ ○ × ○ ○ × × ×

15 18 315 藤原 春香(3) 福山葦陽 1m56
ｻｴｷ ｱﾔﾈ 山口 － ○ ○ × × ×

16 3 106 佐伯 文音(2) 早鞆 1m53
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ 島根 － ○ ○ × × ×

16 17 825 松本 梨沙(1) 出雲 1m53
ｲｼﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山 ○ ○ ○ × × ×

16 29 504 石田 由美子(3) 倉敷南 1m53
ｱﾗｺﾓ ｶｽﾐ 島根 ○ ○ × ○ × × ×

19 7 880 荒薦 香寿美(3) 大社 1m53
ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島 － ○ × ○ × × ×

19 10 264 三島 千佳(3) 市立広島商 1m53
ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 岡山 ○ ○ × × ×

21 14 481 冨田 彩夏(2) 就実 1m50
ｱｵﾔﾏ ﾏﾘﾅ 広島 ○ × ○ × × ×

22 16 286 青山 満理奈(2) 神辺旭 1m50
ｲﾏﾂﾞ ｷﾗﾗ 山口 ○ × ○ × × ×

22 20 1 今津 きらら(2) 柳井 1m50
ﾖﾈﾊﾗ ﾏﾕｺ 鳥取 ○ × × ×

24 4 698 米原　麻唯子(1) 米子北 1m45
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 広島 ○ × × ×

24 30 244 山本 絵梨華(3) 広島皆実 1m45
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ 山口 × ○ × × ×

26 23 107 松岡 祐子(2) 早鞆 1m45
ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ 鳥取 × × ×

2 688 森田　真由美(3) 米子 NM

ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ 鳥取 × × ×

6 695 伊藤　瑞菜(2) 米子南 NM

ｻｻｷ ﾏｲ 鳥取 × × ×

8 690 佐々木　舞(2) 米子西 NM

ﾄﾞｶｲ ｼｮｳｺ 鳥取 × × ×

22 611 土海　彰子(3) 倉吉西 NM

全国大会出場決定戦
カナ名 所属地

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｲﾜｻｷ ﾐｵ 島根 ○ × ○ × × × ○

877 岩﨑 未央(2) 大社
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅｴ 岡山 ○ × ○ × × × ×

426 前田 花江(1) 岡山朝日
ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾅ 山口 ×

49 河村 旺奈(2) 山口県鴻城

審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月17日 11:00 決勝

1m45 1m50 1m53 1m56 1m59 1m62 1m65 1m68

1m62 1m64 1m62 1m64 1m62 1m60 1m58

凡例 NM:記録なし *J:決定試技により全国大会出場



女子走幅跳

日本高校記録(HR) 6m44 中野　瞳(兵庫・兵庫・長田) 2007
中国高校記録(AR) 6m13 岡山　沙英子(広島・沼田) 2000
大会記録(GR) 6m07 山本　恵美(島根・松江東) 1986

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｵｶ ﾐｸ 岡山 × × 5m68 5m68 8 5m78 5m85 5m88 5m88
1 7 425 森岡 美紅(2) 岡山操山 +1.1 +1.1 +0.1 +1.7 +1.3 +1.3

ｵｸ ｱｷﾊ 島根 × 5m43 5m44 5m44 3 5m59 5m60 5m43 5m60
2 25 871 奥 秋葉(2) 大社 +1.3 +1.2 +1.2 +1.2 +2.0 +2.1 +2.0

ﾌｼﾞｲ ｳﾗﾗ 鳥取 5m32 5m37 5m58 5m58 7 × 5m19 × 5m58
3 17 612 藤井　麗(3) 倉吉西 +1.8 +0.5 +1.0 +1.0 +1.1 +1.0

ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 山口 5m52 5m31 5m50 5m52 6 5m21 5m51 × 5m52
4 27 80 宗村 麻理子(3) 長府 +1.6 +1.2 +1.1 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6

ﾀｶｶﾞｷ ﾏﾅ 広島 5m32 × 5m41 5m41 2 5m38 5m50 × 5m50
5 1 307 高垣 真奈(3) 尾道商 +1.5 +1.4 +1.4 +0.7 +0.8 +0.8

ﾌｸﾏ ﾕﾘﾅ 島根 5m47 5m31 × 5m47 5 × 5m41 5m16 5m47
6 10 860 福間 優里奈(3) 松江北 +1.0 +0.6 +1.0 +2.8 +1.2 +1.0

ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 山口 5m22 5m37 5m45 5m45 4 × 5m45 × 5m45
7 21 81 轟 亜弥(3) 長府 +0.6 +1.1 +1.6 +1.6 +2.2 +1.6

ｳﾗﾔﾏ ｾｲﾅ 山口 5m40 4m92 5m28 5m40 1 5m11 5m21 5m27 5m40
8 19 69 浦山 静奈(1) 田部 +1.0 +0.9 +0.5 +1.0 +1.2 +1.4 +1.0 +1.0

ﾋﾗﾔﾌﾞ ﾚﾅ 広島 5m32 5m25 5m39 5m39 5m39
9 30 271 平薮 玲奈(3) 舟入 +1.1 +1.4 +1.0 +1.0 +1.0

ｲﾁｶﾜ ｱｲﾅ 山口 5m30 5m38 × 5m38 5m38
10 23 12 市川 愛菜(2) 徳山 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

ｻﾜﾀﾞ ﾕｷﾉ 鳥取 × 5m37 5m21 5m37 5m37
11 18 639 澤田　侑輝乃(1) 鳥取城北 +0.8 +1.2 +0.8 +0.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴﾘ 広島 5m36 5m19 5m35 5m36 5m36
12 3 291 渡邊 冴理(3) 神辺旭 +2.0 +0.6 +0.9 +2.0 +2.0

ﾐﾔﾓﾄ ｱｲｶ 岡山 5m05 5m13 5m32 5m32 5m32
13 16 404 宮本 愛佳(2) 岡山一宮 +1.0 +0.8 +1.3 +1.3 +1.3

ﾃﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 広島 5m30 5m08 5m11 5m30 5m30
14 11 249 天道 育未(2) 高陽東 +1.2 +0.9 +0.6 +1.2 +1.2

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 5m18 5m15 5m28 5m28 5m28
15 26 494 安井 瑞紀(3) 倉敷中央 +1.2 +0.6 +0.7 +0.7 +0.7

ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島 5m12 5m25 5m22 5m25 5m25
16 24 308 川田 智恵(3) 尾道商 +2.2 +1.6 +0.3 +1.6 +1.6

ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口 5m25 － 5m20 5m25 5m25
17 9 45 髙木 柚香莉(3) 中村女 +2.2 +1.7 +2.2 +2.2 *F3

ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 岡山 5m22 5m08 × 5m22 5m22
18 13 410 清水 睦子(3) 岡山一宮 +1.5 +0.9 +1.5 +1.5

ﾅｶﾀﾞ ﾕｶ 岡山 5m20 5m21 5m17 5m21 5m21
19 15 423 中田 有香(1) 岡山操山 +1.8 +0.1 +1.3 +0.1 +0.1

ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 5m20 5m18 × 5m20 5m20
20 28 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 +2.2 +1.2 +2.2 +2.2 *F2

ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取 × 5m16 5m03 5m16 5m16
21 29 601 小原　未陽(2) 境 +0.3 +0.7 +0.3 +0.3

ﾅﾏﾀﾒ ﾋｶﾘ 広島 5m04 4m75 5m14 5m14 5m14
22 12 218 生天目 妃日理(2) 県立広島 +2.3 +1.2 +1.0 +1.0 +1.0

ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 山口 5m01 3m54 5m11 5m11 5m11
23 14 30 清水 美咲(2) 徳山高専 +1.4 +1.4 +1.0 +1.0 +1.0

ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐ 鳥取 5m07 4m84 4m78 5m07 5m07
24 2 615 堀内　裕美(1) 倉吉総合産 +3.1 +1.6 +0.6 +3.1 +3.1 *F2

ﾀｷﾓﾄ ﾘｻ 島根 4m67 5m00 5m06 5m06 5m06
25 8 802 瀧本 理咲(3) 益田 +1.0 +1.3 +1.3 +1.3 +1.3

ｻｶﾓﾄ ｶﾖ 鳥取 5m03 4m90 5m05 5m05 5m05
26 22 622 坂本　佳世(1) 倉吉東 +0.8 +0.9 +1.1 +1.1 +1.1

ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾅｺ 島根 4m94 × 4m79 4m94 4m94
27 5 881 花田 菜々子(1) 大社 +1.3 +0.9 +1.3 +1.3

ｲﾉｳｴ ﾅﾂｺ 島根 × 4m89 4m88 4m89 4m89
28 4 854 井上 奈津子(3) 松江南 +0.6 +1.0 +0.6 +0.6

ｲﾜﾀ ｻｷ 島根 4m77 × 4m68 4m77 4m77
29 6 900 岩田 幸樹(2) 平田 +1.2 +0.3 +1.2 +1.2

ｳｴｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾘｺ 岡山

20 516 ウエアリング 真莉子(2) 美作 DNS

審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月18日 15:30 決勝

凡例 DNS:欠場 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高



女子砲丸投(4.000kg)

日本高校記録(HR) 15m53 市岡　寿実(三重・三重・津商) 1997
中国高校記録(AR) 14m55 石田　千恵(島根・松江西) 1995

大会記録(GR) 14m55 石田　千恵(島根・松江西) 1995

決勝
所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｽﾐ ｱﾝﾅ 山口

1 29 39 三隅 杏奈(2) 西京 11m69 11m80 11m49 11m80 8 11m76 11m97 12m25 12m25
ﾊｼ ﾅﾂﾐ 岡山

2 3 482 枦 奈津美(2) 就実 11m47 11m36 11m30 11m47 7 11m41 11m43 × 11m47
ﾓﾄﾑﾗ ﾁﾅﾂ 山口

3 12 17 本村 千夏(1) 徳山商工 10m57 9m91 11m10 11m10 6 10m63 11m17 10m93 11m17
ﾑﾛﾀ ﾐｸ 鳥取

4 9 631 室田　未来(2) 倉吉北 11m10 10m35 10m49 11m10 5 10m81 10m26 10m49 11m10
ｺｳﾀﾞ ｱﾐ 山口

5 23 16 幸田 あみ(3) 徳山商工 10m96 10m66 10m82 10m96 4 11m09 10m96 10m96 11m09
ﾐﾔｻｺ ｲｵﾘ 広島

6 15 305 宮迫 依織(2) 西条農業 9m63 10m36 × 10m36 1 10m50 9m81 10m77 10m77
ｸﾎﾞ ﾊﾙﾅ 鳥取

7 11 699 久保　春菜(1) 米子北 10m41 10m28 10m21 10m41 3 9m76 9m99 10m74 10m74
ﾋｵｷ ﾊﾙﾅ 島根

8 6 875 日置 はるな(3) 大社 10m37 9m60 9m99 10m37 2 × 9m62 9m58 10m37
ｵｵﾄｳ ｱﾝﾅ 広島

9 21 202 大藤 安奈(1) 安芸 10m31 10m04 10m25 10m31 10m31
ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔｶ 島根

10 27 882 影山 綾香(1) 大社 10m25 10m30 9m89 10m30 10m30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 鳥取

11 13 700 渡邊　瞳(1) 米子北 10m17 9m45 9m12 10m17 10m17
ｶｶﾞﾜ ｱﾘｻ 広島

12 2 203 香川 亜梨沙(1) 安芸 7m52 9m51 10m16 10m16 10m16
ｵﾀﾞ ﾕｳｶ 岡山

13 10 479 小田 悠香(3) 就実 9m94 10m14 9m91 10m14 10m14
ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ 山口

14 19 100 吉本 真依(2) 下関商 9m43 9m90 10m14 10m14 10m14
ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山

15 16 419 和田 綾乃(1) 岡山城東 9m45 9m66 10m04 10m04 10m04
ｶﾂｲ ｱｲ 山口

16 8 31 勝井 愛(3) 防府商 9m95 9m72 9m97 9m97 9m97
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 広島

17 18 287 佐藤 千尋(2) 神辺旭 9m92 9m25 9m81 9m92 9m92
ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 岡山

18 14 466 鈴木 瑛子(2) 玉野光南 9m42 9m10 9m92 9m92 9m92
ｵﾑﾛ ｱﾔｶ 島根

19 17 814 小室 文郁(2) 開星 9m78 8m42 × 9m78 9m78
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 鳥取

20 22 616 田中　晴菜(1) 倉吉総合産 9m68 9m71 9m56 9m71 9m71
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 岡山

21 25 514 山口 美月(1) 美作 9m68 9m36 9m27 9m68 9m68
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 鳥取

22 4 641 岡田　悠(2) 鳥取城北 × × 9m46 9m46 9m46
ﾔﾏﾈ ｼﾉ 島根

23 5 826 山根 紫野(2) 出雲 8m68 9m28 9m39 9m39 9m39
ﾀｶｻｷ ｱﾕﾐ 岡山

24 24 442 高崎 安佑美(2) 岡山芳泉 7m91 9m35 9m38 9m38 9m38
ｼｵｻﾞｷ ﾓﾓｶ 広島

25 20 219 塩崎 桃歌(2) 五日市 8m94 9m07 9m04 9m07 9m07
ﾀﾆﾉ ﾕｷ 山口

26 26 29 谷野 優葵(1) 山口県桜ケ丘 9m06 8m79 8m38 9m06 9m06
ｼﾝﾀﾆ ﾏｵ 島根

27 1 876 新谷 真央(3) 大社 8m63 8m75 9m02 9m02 9m02
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 鳥取

28 28 684 山田　陽香(2) 八頭 8m51 8m33 8m59 8m59 8m59
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 島根

29 7 855 藤井 美帆(3) 松江南 6m73 8m03 7m95 8m03 8m03
ﾔﾏﾅｶ ﾗﾅ 広島

30 201 山中 良銘(2) 安芸 DNS

審 判 長：島田　敏幸
記録主任：伊藤　健二

6月19日 10:00 決勝

凡例 DNS:欠場



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：島田　敏幸
記録主任：伊藤　健二

日本高校記録(HR) 50m61 中田　恵莉子(徳島・徳島・生光学園) 2009
中国高校記録(AR) 46m20 福代　夏子(島根・松江西) 1997
大会記録(GR) 44m16 福代　夏子(島根・松江西) 1997 6月18日 14:00 決勝

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾀﾞ ｱﾐ 山口

1 16 16 幸田 あみ(3) 徳山商工 32m09 36m06 36m82 36m82 7 35m68 37m38 40m07 40m07
ｵﾀﾞ ﾕｳｶ 岡山

2 28 479 小田 悠香(3) 就実 32m93 37m56 35m46 37m56 8 31m72 34m60 31m91 37m56
ﾋﾗﾀ ﾕｳｲ 広島

3 24 313 平田 優衣(3) 府中 32m37 33m73 35m68 35m68 6 33m76 34m90 34m28 35m68
ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ 山口

4 17 100 吉本 真依(2) 下関商 34m66 22m04 32m55 34m66 5 27m95 35m18 32m64 35m18
ﾏｽｶﾈ ﾕｷ 広島

5 21 234 増金 裕希(3) 広島井口 33m59 32m74 34m04 34m04 4 34m90 × × 34m90
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 鳥取

6 30 641 岡田　悠(2) 鳥取城北 27m39 33m35 33m78 33m78 3 33m17 32m63 × 33m78
ﾊﾏｻｷ ﾒｲ 岡山

7 12 478 浜崎 芽衣(3) 就実 × 31m99 33m29 33m29 2 × × 33m02 33m29
ｵﾑﾛ ｱﾔｶ 島根

8 4 814 小室 文郁(2) 開星 32m65 32m90 30m20 32m90 1 30m37 28m95 × 32m90
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 広島

9 22 287 佐藤 千尋(2) 神辺旭 29m22 31m91 32m90 32m90 32m90
ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 岡山

10 29 466 鈴木 瑛子(2) 玉野光南 30m91 32m83 30m81 32m83 32m83
ﾀｶｻｷ ｱﾕﾐ 岡山

11 13 442 高崎 安佑美(2)岡山芳泉 32m16 × × 32m16 32m16
ﾑﾛﾀ ﾐｸ 鳥取

12 27 631 室田　未来(2)倉吉北 × × 32m00 32m00 32m00
ﾋｵｷ ﾊﾙﾅ 島根

13 8 875 日置 はるな(3)大社 29m18 29m36 31m69 31m69 31m69
ｼﾝﾀﾆ ﾏｵ 島根

14 1 876 新谷 真央(3) 大社 31m53 × 29m42 31m53 31m53
ｲｸﾀ ｾﾅ 山口

15 9 76 生田 瀬菜(3) 豊浦 30m14 29m64 31m07 31m07 31m07
ｷｿ ﾏｻｺ 山口

16 14 18 木曽 雅子(2) 徳山商工 30m94 28m57 28m15 30m94 30m94
ｺﾋﾞｷ ﾁﾋﾛ 岡山

17 25 409 小引 千尋(3) 岡山一宮 29m46 × 30m80 30m80 30m80
ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾘ 岡山

18 19 487 西本 有里(2) 倉敷商 29m65 30m71 30m73 30m73 30m73
ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺ 山口

19 26 87 堀川 祥子(3) 下関西 30m51 28m68 × 30m51 30m51
ﾐﾔｻｺ ｲｵﾘ 広島

20 23 305 宮迫 依織(2) 西条農業 27m68 28m35 29m28 29m28 29m28
ｶｸﾀﾆ ﾖｼｺ 鳥取

21 2 610 角谷　佳子(3)青谷 23m48 27m91 18m53 27m91 27m91
ｶﾐﾀﾞ ﾐﾅ 広島

22 18 309 上田 みな(3) 尾道商 × 27m41 × 27m41 27m41
ﾓﾘﾀ ﾏｷ 鳥取

23 7 642 盛田　蒔(3) 鳥取城北 24m52 25m70 26m54 26m54 26m54
ﾔﾌﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 鳥取

24 5 689 薮原　有綺(2)米子高専 × 22m37 25m34 25m34 25m34
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 島根

25 20 879 中村 綾佳(3) 大社 22m85 23m66 25m33 25m33 25m33
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 島根

26 3 855 藤井 美帆(3) 松江南 × 23m40 25m30 25m30 25m30
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｴ 鳥取

27 6 691 山口　聖絵(3)米子西 × 24m68 21m59 24m68 24m68
ｵｵｻｶ ﾐｻｺ 島根

28 10 899 大坂 美咲子(2)平田 × 22m64 × 22m64 22m64
ｶｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 山口

15 77 梶山 歩美(1) 豊浦 × × × NM
ﾔﾏﾅｶ ﾗﾅ 広島

11 201 山中 良銘(2) 安芸 DNS

凡例 DNS:欠場 NM:記録なし



女子やり投(600g)

日本高校記録(HR) 57m31 佐藤　友佳(大阪・東大阪敬愛) 2010
中国高校記録(AR) 47m79 宮崎　愛佳(広島・西条農) 2008
大会記録(GR) 47m39 木下　愛(岡山・総社) 2005

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｼﾞﾘ ﾓﾓｺ 広島

1 5 222 谷尻 桃子(3) 御調 41m25 41m79 44m30 44m30 7 40m93 43m43 45m95 45m95
ｸｾﾞ ｷﾎｳ 岡山

2 29 499 久世 生宝(2) 倉敷中央 37m72 41m37 39m12 41m37 5 41m50 43m55 45m28 45m28
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 鳥取

3 3 616 田中　晴菜(1) 倉吉総合産 44m96 42m87 43m54 44m96 8 － － × 44m96
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 広島

4 28 220 林原 清楓(2) 御調 40m01 41m38 37m47 41m38 6 38m03 37m98 38m40 41m38
ｶﾜｶﾐ ｻｷ 岡山

5 30 477 川上 早貴(3) 就実 36m47 36m77 38m73 38m73 1 39m15 41m03 40m04 41m03
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山口

6 8 115 加藤 瑞生(3) 大津 39m45 39m59 38m22 39m59 3 40m61 39m19 40m10 40m61
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山

7 24 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 38m58 35m69 39m61 39m61 4 38m72 39m90 39m00 39m90
ｱﾘﾓﾄ ｱｲﾐ 岡山

8 10 467 有本 愛美(2) 玉野光南 37m69 39m52 36m63 39m52 2 36m05 39m65 38m43 39m65
ﾏｺﾞﾔﾏ ｻﾄﾐ 山口

9 26 68 孫山 聰美(2) 田部 37m97 37m78 32m93 37m97 37m97
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 広島

10 2 287 佐藤 千尋(2) 神辺旭 29m78 37m97 34m93 37m97 37m97
ｸｻｶ ｱｶﾘ 岡山

11 18 476 草加 朱里(1) 就実 × 36m81 37m56 37m56 37m56
ﾀﾅｶ ﾕｶ 岡山

12 16 486 田中 由雅(3) 倉敷商 33m50 36m58 36m16 36m58 36m58
ﾓﾘﾀ ﾏｷ 鳥取

13 27 642 盛田　蒔(3) 鳥取城北 35m91 31m64 33m93 35m91 35m91
ｼﾝﾀﾆ ﾏｵ 島根

14 15 876 新谷 真央(3) 大社 32m00 32m59 35m52 35m52 35m52
ﾊｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾐ 島根

15 22 908 萩本 礼美(2) 立正大学淞南 35m34 31m57 30m26 35m34 35m34
ｵｸﾞｻ ﾕｷ 島根

16 19 852 小草 優希(3) 松江東 35m22 31m06 31m68 35m22 35m22
ｵﾀﾞ ﾋﾅｺ 広島

17 13 314 小田 雛子(3) 府中 31m61 34m86 35m10 35m10 35m10
ﾐｳﾗ ﾎﾅﾐ 広島

18 9 310 三浦 帆波美(2) 尾道東 33m93 33m31 34m44 34m44 34m44
ﾑﾈﾁｶ ﾐﾁｺ 山口

19 20 13 棟近 理瑚(3) 徳山 33m31 34m12 28m39 34m12 34m12
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊｱｲ 鳥取

20 6 623 川口　葉愛(3) 倉吉東 32m70 32m51 33m69 33m69 33m69
ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ 広島

21 23 215 中野 ひかる(3) 近大東広島 32m08 33m48 31m38 33m48 33m48
ﾓﾘﾀ ﾋﾄﾐ 島根

22 12 885 森田 ひとみ(3) 島根中央 31m74 31m03 33m32 33m32 33m32
ﾄｷﾋﾛ ﾕﾐｺ 山口

23 21 56 時廣 友美子(2) 宇部中央 32m23 33m01 32m41 33m01 33m01
ｻｻｷ ﾏﾎ 山口

24 25 78 佐々木 眞穂(2) 豊浦 31m69 32m45 32m95 32m95 32m95
ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｶ 鳥取

25 14 692 古谷　優佳(2) 米子西 32m41 32m45 32m66 32m66 32m66
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口

26 11 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 31m70 31m76 30m21 31m76 31m76
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 鳥取

27 17 693 小林　桃子(3) 米子西 30m70 25m91 25m38 30m70 30m70
ｵｵﾉ ﾅﾅﾎ 島根

28 1 878 大野 菜々帆(2) 大社 28m65 × 30m51 30m51 30m51
ｱﾗｷ ｴﾘﾅ 鳥取

29 4 602 荒木　英理奈(2) 境 27m57 29m73 29m23 29m73 29m73
ｱｵﾄ ﾋｶﾘ 島根

30 7 815 青戸 ひかり(2) 開星 25m41 28m98 28m27 28m98 28m98

審 判 長：島田　敏幸
記録主任：伊藤　健二

6月17日 15:00 決勝

凡例



女子七種競技
日本高校記録(HR) 5384 笠原　端世(奈良　・添上) 2002
中国高校記録(AR) 4923 明瀬　直子(広島・沼田) 1993

大会記録(GR) 4763 水島　麻由子(岡山・倉敷中央) 2006

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
カナ名�
氏名�
(学年)

所属地�
所属

100mH(0.
840m)

走高跳
砲丸投

(4.000kg
)

200m 走幅跳
やり投
(600g)

800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 14.81 1m52 8m66 26.37 5m53 27m92 2:34.72
1 640 厨子　遥 鳥取城北 +1.1 +1.5 +0.4 4499

(867) (644) (442) (765) (709) (437) (635)
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山 15.99 1m55 9m18 27.59 4m88 39m58 2:26.02

2 497 堀之内 舞 倉敷中央 +1.9 +0.6 -0.3 4463
(715) (678) (476) (664) (527) (659) (744)

ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島 16.86 1m64 7m84 28.61 4m75 27m37 2:26.29
3 279 新田 梓 沼田 +1.6 +1.1 +0.2 4027

(612) (783) (389) (584) (492) (427) (740)
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山 16.92 1m49 8m07 26.64 4m52 24m31 2:37.48

4 493 高渕 加奈 倉敷中央 +1.6 +1.1 -0.1 3766
(606) (610) (404) (742) (433) (369) (602)

ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根 15.58 1m43 6m75 27.22 4m92 18m25 2:37.60
5 865 勝部 なつみ 大社 +1.9 +0.6 -0.5 3719

(767) (544) (319) (694) (538) (256) (601)
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山 15.54 1m49 7m23 27.65 4m45 15m08 2:34.10

6 502 荒島 明日香 倉敷中央 +1.1 +1.5 -0.5 3647
(772) (610) (350) (659) (416) (198) (642)

ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島 17.62 1m52 6m86 27.61 4m43 26m37 2:34.33
7 264 三島 千佳 市立広島商 +1.1 +1.5 +0.4 3619

(528) (644) (326) (662) (411) (408) (640)
ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山 15.92 1m31 8m18 28.04 4m44 26m03 2:36.99

8 488 兼信 遥里 倉敷青陵 +1.9 +0.6 -0.1 3605
(724) (419) (411) (628) (413) (402) (608)

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島 17.13 1m49 7m24 27.97 4m50 24m48 2:39.19
9 285 村上 愛未 沼田 +1.9 +0.6 +0.2 3558

(582) (610) (350) (633) (428) (373) (582)
ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根 15.86 1m37 7m20 28.13 4m23 18m18 2:35.94

10 866 玉木 悠佳子 大社 +1.6 +1.1 -0.2 3419
(732) (481) (348) (621) (362) (255) (620)

ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口 18.39 1m37 7m30 28.58 4m77 33m65 2:46.84
11 108 倉増 あずさ 早鞆 +1.1 +1.5 -0.1 3411

(449) (481) (354) (586) (498) (546) (497)
ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口 18.19 1m34 7m22 28.47 4m23 34m20 2:35.38

12 41 又木 志緒里 西京 +1.9 +0.6 +0.4 3406
(469) (449) (349) (594) (362) (556) (627)

ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島 17.85 1m40 8m47 28.75 4m59 21m47 2:41.39
13 212 宇佐美 友里 安西 +1.6 +1.1 +0.6 3343

(504) (512) (430) (573) (451) (316) (557)
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 16.97 1m31 7m27 28.28 4m28 21m49 2:35.02

14 40 紙谷 涼花 西京 +1.1 +1.5 +0.3 3302
(600) (419) (352) (609) (374) (317) (631)

ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口 17.49 1m25 8m38 29.24 3m96 22m65 2:39.66
15 97 伊藤 光里 下関中等 +1.6 +1.1 +0.7 3076

(542) (359) (424) (537) (299) (338) (577)
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取 18.33 1m25 5m40 29.26 4m01 16m54 2:50.22

16 696 柳原　史佳 米子南 +1.6 +1.1 +0.6 2578
(455) (359) (233) (535) (310) (225) (461)

ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根 19.89 1m31 4m96 30.78 4m11 19m13 2:44.78
17 824 高村 留佳 出雲 +1.1 +1.5 -0.5 2490

(311) (419) (206) (429) (333) (273) (519)
ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取 19.77 1m19 5m01 29.13 3m85 11m11 2:45.51

18 686 山枡　加於理 八頭 +1.9 +0.6 -0.1 2289
(322) (302) (209) (545) (274) (126) (511)

ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取 19.94 1m25 5m50 30.48 4m14 13m75 3:02.58
19 687 前田　朱梨 八頭 +1.1 +1.5 +0.3 2211

(307) (359) (240) (449) (340) (174) (342)

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

1 / 1凡例



女子七種競技 100mH(0.840m)

1組 風:+1.1 2組 風:+1.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

1 5 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 14.81 867 1 8 865 勝部 なつみ(2) 大社 15.58 767
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山

2 8 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 15.54 772 2 7 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 15.92 724
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山

3 3 40 紙谷 涼花(1) 西京 16.97 600 3 4 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 15.99 715
ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島

4 6 264 三島 千佳(3) 市立広島商 17.62 528 4 6 285 村上 愛未(1) 沼田 17.13 582
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口 ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口

5 9 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 18.39 449 5 9 41 又木 志緒里(1) 西京 18.19 469
ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根 ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取

6 7 824 高村 留佳(1) 出雲 19.89 311 6 5 686 山枡　加於理(2) 八頭 19.77 322
ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取

7 4 687 前田　朱梨(2) 八頭 19.94 307

3組 風:+1.6
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根

1 7 866 玉木 悠佳子(1) 大社 15.86 732
ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島

2 6 279 新田 梓(2) 沼田 16.86 612
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山

3 5 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 16.92 606
ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口

4 8 97 伊藤 光里(2) 下関中等 17.49 542
ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島

5 9 212 宇佐美 友里(3) 安西 17.85 504
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取

6 4 696 柳原　史佳(3) 米子南 18.33 455

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月18日 09:30 決勝

凡例



女子七種競技 走高跳

1組
カナ名 所属地 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島 － － － － － － － － － －

1 7 279 新田 梓(2) 沼田 － － ○ － － ○ ○ × ○ × × × 1m64 783
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山 － － － － － － － ○ ○ ○

2 2 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m55 678
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 － － － － － － － ○ ○ ○

3 6 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 ○ ○ ○ ○ × × × 1m52 644
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山 － － － － － － － － ○ ○

4 3 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 ○ ○ ○ × × × 1m49 610
ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根 － － － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○

5 8 865 勝部 なつみ(2) 大社 × ○ × × × 1m43 544
ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

6 9 824 高村 留佳(1) 出雲 1m31 419
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 － － ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 10 40 紙谷 涼花(1) 西京 1m31 419
ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山 ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

8 1 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 1m31 419
ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口 － ○ ○ ○ ○ × × ×

9 5 97 伊藤 光里(2) 下関中等 1m25 359
ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

10 4 687 前田　朱梨(2) 八頭 1m25 359

2組
カナ名 所属地 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島 － － － － － － － － － －

1 8 264 三島 千佳(3) 市立広島商 ○ － ○ × × ○ × ○ × × × 1m52 644
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山 － － － － － － － － ○ ○

2 6 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 ○ × ○ ○ × × ○ × × × 1m49 610
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島 － － － － － － － － ○ ○

3 5 285 村上 愛未(1) 沼田 ○ × ○ × × ○ × × ○ × × × 1m49 610
ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島 － － － － － － － ○ － ○

4 4 212 宇佐美 友里(3) 安西 ○ － × × × 1m40 512
ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○

5 2 866 玉木 悠佳子(1) 大社 × × × 1m37 481
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○

6 7 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 × × × 1m37 481
ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口 － － － － ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ×

7 3 41 又木 志緒里(1) 西京 1m34 449
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

8 1 696 柳原　史佳(3) 米子南 1m25 359
ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

9 9 686 山枡　加於理(2) 八頭 1m19 302

1m49
1m22 1m31

1m61

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月18日 10:30 決勝
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1m10 1m13 1m16 1m19 1m22 1m25 1m28 1m31 1m34 1m37
1m40 1m43 1m46 1m49 1m52 1m55

凡例



女子七種競技 砲丸投(4.000kg)

所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山

1 18 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 9m18 8m92 8m81 9m18 476
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取

2 14 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 8m66 8m32 8m52 8m66 442
ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島

3 13 212 宇佐美 友里(3) 安西 7m72 6m96 8m47 8m47 430
ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口

4 9 97 伊藤 光里(2) 下関中等 8m07 8m38 7m66 8m38 424
ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山

5 1 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 8m18 8m04 × 8m18 411
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山

6 19 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 7m96 8m07 8m00 8m07 404
ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島

7 2 279 新田 梓(2) 沼田 7m84 7m80 7m82 7m84 389
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口

8 17 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 6m66 7m30 6m71 7m30 354
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口

9 8 40 紙谷 涼花(1) 西京 6m66 7m27 6m43 7m27 352
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島

10 4 285 村上 愛未(1) 沼田 7m12 7m24 6m76 7m24 350
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山

11 5 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 6m87 7m23 6m61 7m23 350
ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口

12 3 41 又木 志緒里(1) 西京 6m74 6m87 7m22 7m22 349
ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根

13 10 866 玉木 悠佳子(1) 大社 6m03 7m20 6m74 7m20 348
ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島

14 16 264 三島 千佳(3) 市立広島商 6m29 6m86 6m56 6m86 326
ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

15 12 865 勝部 なつみ(2) 大社 6m75 6m74 6m70 6m75 319
ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取

16 11 687 前田　朱梨(2) 八頭 5m43 5m50 5m25 5m50 240
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取

17 6 696 柳原　史佳(3) 米子南 4m96 5m40 4m55 5m40 233
ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取

18 15 686 山枡　加於理(2) 八頭 4m49 4m70 5m01 5m01 209
ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根

19 7 824 高村 留佳(1) 出雲 4m65 4m96 4m91 4m96 206

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月18日 13:45 決勝

凡例



女子七種競技 200m

1組 風:+1.5 2組 風:+0.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

1 3 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 26.37 765 1 7 865 勝部 なつみ(2) 大社 27.22 694
ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山

2 7 264 三島 千佳(3) 市立広島商 27.61 662 2 9 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 27.59 664
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島

3 5 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 27.65 659 3 4 285 村上 愛未(1) 沼田 27.97 633
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山

4 6 40 紙谷 涼花(1) 西京 28.28 609 4 5 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 28.04 628
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口 ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口

5 4 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 28.58 586 5 6 41 又木 志緒里(1) 西京 28.47 594
ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取

6 8 687 前田　朱梨(2) 八頭 30.48 449 6 8 686 山枡　加於理(2) 八頭 29.13 545
ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根

7 9 824 高村 留佳(1) 出雲 30.78 429

3組 風:+1.1
カナ名 所属地

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山

1 5 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 26.64 742
ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根

2 7 866 玉木 悠佳子(1) 大社 28.13 621
ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島

3 9 279 新田 梓(2) 沼田 28.61 584
ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島

4 6 212 宇佐美 友里(3) 安西 28.75 573
ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口

5 4 97 伊藤 光里(2) 下関中等 29.24 537
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取

6 8 696 柳原　史佳(3) 米子南 29.26 535

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月18日 15:20 決勝

凡例



女子七種競技 走幅跳

1組
所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取 5m53 5m12 － 5m53
1 1 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 +0.4 +0.9 +0.4 709

ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根 × 4m88 4m92 4m92
2 5 865 勝部 なつみ(2) 大社 -0.6 -0.5 -0.5 538

ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口 4m77 × × 4m77
3 3 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 -0.1 -0.1 498

ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島 4m59 4m55 4m54 4m59
4 7 212 宇佐美 友里(3) 安西 +0.6 -0.7 0.0 +0.6 451

ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山 4m52 4m40 4m47 4m52
5 2 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 433

ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山 4m44 4m26 4m14 4m44
6 6 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 -0.1 +0.1 -0.5 -0.1 413

ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 4m12 4m17 4m28 4m28
7 4 40 紙谷 涼花(1) 西京 -0.2 0.0 +0.3 +0.3 374

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取 4m01 3m84 3m80 4m01
8 9 696 柳原　史佳(3) 米子南 +0.6 +0.3 -0.2 +0.6 310

ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取 3m67 3m85 3m53 3m85
9 8 686 山枡　加於理(2) 八頭 +0.4 -0.1 +0.5 -0.1 274

2組
所属地

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山 4m77 4m88 4m77 4m88
1 2 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 -0.1 -0.3 +0.2 -0.3 527

ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島 4m75 4m30 4m70 4m75
2 7 279 新田 梓(2) 沼田 +0.2 -0.2 -0.4 +0.2 492

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島 4m50 × 4m42 4m50
3 10 285 村上 愛未(1) 沼田 +0.2 -0.4 +0.2 428

ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山 4m31 3m97 4m45 4m45
4 8 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 0.0 -0.1 -0.5 -0.5 416

ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島 4m43 4m26 4m06 4m43
5 3 264 三島 千佳(3) 市立広島商 +0.4 +0.4 -0.3 +0.4 411

ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根 4m23 4m11 × 4m23
6 4 866 玉木 悠佳子(1) 大社 -0.2 -0.1 -0.2 362

ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口 4m23 3m97 3m54 4m23
7 1 41 又木 志緒里(1) 西京 +0.4 -0.1 -0.8 +0.4 362

ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取 3m95 4m14 4m05 4m14
8 9 687 前田　朱梨(2) 八頭 0.0 +0.3 +0.5 +0.3 340

ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根 × 3m93 4m11 4m11
9 6 824 高村 留佳(1) 出雲 +0.1 -0.5 -0.5 333

ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口 3m96 3m71 3m77 3m96
10 5 97 伊藤 光里(2) 下関中等 +0.7 -0.1 -0.2 +0.7 299

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月19日 09:30 決勝

凡例



女子七種競技 やり投(600g)

所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山

1 17 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 37m19 39m58 37m37 39m58 659
ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口

2 12 41 又木 志緒里(1) 西京 29m91 34m20 32m98 34m20 556
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口

3 9 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 30m80 31m24 33m65 33m65 546
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取

4 4 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 24m33 23m81 27m92 27m92 437
ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島

5 18 279 新田 梓(2) 沼田 26m04 × 27m37 27m37 427
ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島

6 2 264 三島 千佳(3) 市立広島商 26m37 × × 26m37 408
ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山

7 14 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 23m29 26m03 24m92 26m03 402
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島

8 10 285 村上 愛未(1) 沼田 23m83 24m48 × 24m48 373
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山

9 6 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 × 23m80 24m31 24m31 369
ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口

10 15 97 伊藤 光里(2) 下関中等 19m96 21m40 22m65 22m65 338
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口

11 3 40 紙谷 涼花(1) 西京 × 21m49 × 21m49 317
ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島

12 5 212 宇佐美 友里(3) 安西 21m47 21m03 16m72 21m47 316
ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根

13 19 824 高村 留佳(1) 出雲 15m73 15m40 19m13 19m13 273
ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

14 8 865 勝部 なつみ(2) 大社 × × 18m25 18m25 256
ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根

15 11 866 玉木 悠佳子(1) 大社 18m18 × 15m00 18m18 255
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取

16 16 696 柳原　史佳(3) 米子南 16m54 × × 16m54 225
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山

17 13 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 15m08 15m08 12m16 15m08 198
ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取

18 7 687 前田　朱梨(2) 八頭 × 13m75 × 13m75 174
ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取

19 1 686 山枡　加於理(2) 八頭 11m11 9m34 6m06 11m11 126

審 判 長：山縣　康人
記録主任：伊藤　健二

6月19日 11:00 決勝

凡例



女子七種競技 800m

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 ﾐｼﾏ ﾁｶ 広島

1 4 40 紙谷 涼花(1) 西京 2:35.02 631 1 4 264 三島 千佳(3) 市立広島商 2:34.33 640
ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 山口 ﾏﾀｷ ｼｵﾘ 山口

2 6 97 伊藤 光里(2) 下関中等 2:39.66 577 2 5 41 又木 志緒里(1) 西京 2:35.38 627
ﾀｶﾑﾗ ﾙｶ 島根 ﾀﾏｷ ﾕｶｺ 島根

3 7 824 高村 留佳(1) 出雲 2:44.78 519 3 6 866 玉木 悠佳子(1) 大社 2:35.94 620
ﾔﾏﾏｽ ｶｵﾘ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島

4 5 686 山枡　加於理(2)八頭 2:45.51 511 4 7 285 村上 愛未(1) 沼田 2:39.19 582
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ 鳥取 ｳｻﾐ ﾕﾘ 広島

5 8 696 柳原　史佳(3) 米子南 2:50.22 461 5 8 212 宇佐美 友里(3) 安西 2:41.39 557
ﾏｴﾀ ｱｶﾘ 鳥取 ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ 山口

6 9 687 前田　朱梨(2) 八頭 3:02.58 342 6 9 108 倉増 あずさ(3) 早鞆 2:46.84 497

3組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡山

1 9 497 堀之内 舞(3) 倉敷中央 2:26.02 744
ﾆｯﾀ ｱｽﾞｻ 広島

2 6 279 新田 梓(2) 沼田 2:26.29 740
ｱﾗｼﾏ ｱｽｶ 岡山

3 7 502 荒島 明日香(2) 倉敷中央 2:34.10 642
ｽﾞｼ ﾊﾙｶ 鳥取

4 4 640 厨子　遥(3) 鳥取城北 2:34.72 635
ｶﾈﾉﾌﾞ ﾊﾙﾘ 岡山

5 8 488 兼信 遥里(2) 倉敷青陵 2:36.99 608
ﾀｶﾌﾞﾁ ｶﾅ 岡山

6 5 493 高渕 加奈(3) 倉敷中央 2:37.48 602
ｶﾂﾍﾞ ﾅﾂﾐ 島根

7 3 865 勝部 なつみ(2) 大社 2:37.60 601

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

6月19日 14:10 決勝

ラップ表 400m

ナンバー 40

記録 1:17

ナンバー 866

記録 1:18

ナンバー 279

記録 1:11

決勝1組

決勝2組

決勝3組

凡例



新 記 録 一 覧 表

大会名 　平成23年度　第64回中国高等学対校陸上競技大会　兼　全国大会中国地区予選会

期　日　　平成２３年　６月１７日～６月１９日 維新百年記念公園陸上競技場

月
/
日

中
国
高
校
新

大
会
新

大
会
タ
イ

男
・
女

種
目

種
目
ラ
ウ
ン
ド

氏名 年 所属 記録 風速

6/18 ○ 女 3000m 決 スーサン ワイリム 3 世羅 9'03"89

6/18 ○ 男 5000m 決 チャールズ ディランゴ 3 世羅 13'44"61

6/18 ○ 女 100m 準 青木 益未 2 創志学園 11"90 +1.8

6/18 ○ ○ 男 八種競技 決 佐々木 達也 3 沼田 5443

6/18 ○ 男 八種競技 決 梅垣 勇人 3 玉野光南 5363

6/19 ○ 女 200m 決 青木 益未 2 創志学園 24"56 -0.2

6/19 ○ ○ 男 円盤投 決 安部 宏駿 3 玉野光南 48m37

コンディション情報 トラック審判長 石原　宏昭
大会総務 吉松　茂樹 トラック審判長 衛藤　憲生
跳躍審判長 川本　徹也 投てき審判長 島田　敏幸
混成審判長 山縣　康人 招集所審判長 末冨　泰一郎

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2011/06/17 11:00 曇 25.0 68.0 西南西 1.5
12:00 晴 26.0 69.0 南西 0.6
13:00 晴 27.0 63.0 西南西 2.4
14:00 晴 27.0 63.0 西南西 1.6
15:00 晴 28.0 58.0 西南西 1.4
16:00 曇 26.0 62.0 西南西 2.4

2011/06/18 09:30 曇 22.0 91.0 南西 0.4
10:00 曇 23.0 83.0 西 0.2
11:00 曇 24.0 83.0 南南西 0.9
12:00 曇 25.0 76.0 西南西 1.1
13:00 曇 25.0 76.0 南西 1.2
14:00 曇 25.0 76.0 南南西 0.8
15:00 曇 25.0 76.0 南西 0.6
16:00 曇 24.0 79.0 南南西 1.1

2011/06/19 09:30 曇 23.0 83.0 西 1.1
10:00 曇 24.0 75.0 0.0
11:00 曇 25.0 68.0 0.0
12:00 曇 24.0 75.0 北西 0.7
13:00 雨 24.0 75.0 0.0
14:00 雨 21.0 91.0 0.0



男子総合

順位 所属 所属地
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点
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1 玉野光南 岡山 62 2 7 3 8 6 8 4 5 8 1 10
2 大社 島根 39 2 5 5 8 14 5
3 西京 山口 33 8 7 4 6 1 4 3
4 広島皆実 広島 33 7 6 4 5 8 3
5 沼田 広島 28 8 7 1 12
6 岡山工 岡山 28 7 8 3 2 1 7
7 西条農業 広島 28 10 8 7 3
8 世羅 広島 27 13 14
9 松江北 島根 25 5 5 3 1 7 4
10 倉吉総合産 鳥取 24 8 4 12
11 出雲工 島根 24 7 6 6 5
12 広島井口 広島 22 4 3 1 6 8
13 浜田商 島根 20 6 6 8
14 広島工大高 広島 19 11 8
15 山口 山口 18 6 7 5
16 倉敷 岡山 17 3 14
17 高陽 広島 16 7 5 4
18 田部 山口 15 6 7 2
19 福山誠之館 広島 14 8 6
19 岡山東商 岡山 14 8 6
21 倉敷工 岡山 13 2 2 7 2
22 宮島工 広島 11 1 8 2
23 山口県桜ケ丘 山口 11 6 5
24 倉敷青陵 岡山 11 3 5 3
25 徳山商工 山口 10 3 7
26 尾道商 広島 9 8 1
27 美作 岡山 9 7 2
28 岡山城東 岡山 9 2 2 5
29 広島国際学院 広島 8 8
30 明誠 島根 8 1 7
31 出雲 島根 8 4 4
31 益田 島根 8 4 4
33 安芸 広島 7 7
33 倉敷翠松 岡山 7 7
35 舟入 広島 6 6
35 近大東広島 広島 6 6
35 防府 山口 6 6
35 米子北 鳥取 6 6
35 倉吉北 鳥取 6 6
40 鳥取城北 鳥取 6 5 1
41 如水館 広島 5 5
41 崇徳 広島 5 5
41 早鞆 山口 5 5
41 徳山 山口 5 5
41 松江西 島根 5 5
46 県立広島 広島 4 4
46 柳井商工 山口 4 4
46 松江高専 島根 4 4
49 広島なぎさ 広島 3 3
49 青嶺 山口 3 3
49 明誠学院 岡山 3 3
49 総社南 岡山 3 3
49 境 鳥取 3 3
49 鳥取西 鳥取 3 3
49 松江農 島根 3 3
49 益田翔陽 島根 3 3
57 金光学園 岡山 3 1 2
57 鳥取中央育英 鳥取 3 1 2
59 神辺旭 広島 2 2
59 市立呉 広島 2 2
59 市立福山 広島 2 2
59 廿日市 広島 2 2
59 萩 山口 2 2
59 米子東 鳥取 2 2
65 御調 広島 1 1
65 岡山商大附 岡山 1 1
65 水島工 岡山 1 1
65 岩美 鳥取 1 1
65 八頭 鳥取 1 1
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女子総合

順位 所属 所属地
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子
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競
技

1 倉敷中央 岡山 73 7 7 11 8 8 8 9 15
2 興譲館 岡山 53 13 16 16 8
3 沼田 広島 32 5 6 4 1 2 8 6
4 中村女 山口 24 6 2 5 11
5 徳山商工 山口 22 1 3 10 8
6 広島皆実 広島 22 5 6 5 6
7 西京 山口 20 2 4 1 5 8
8 就実 岡山 20 7 9 4
9 岡山東商 岡山 20 7 3 4 4 2

10 岡山操山 岡山 17 1 8 8
11 県立広島 広島 17 2 8 7
12 松江商 島根 17 2 5 3 7
13 創志学園 岡山 16 8 8
14 安古市 広島 16 4 5 7
15 高陽東 広島 15 4 6 4 1
16 大社 島根 14 2 7 1 4
17 御調 広島 13 13
17 鳥取中央育英 鳥取 13 8 5
19 鳥取城北 鳥取 13 2 3 8
20 松江北 島根 12 6 3 3
21 世羅 広島 11 11
22 広島井口 広島 11 7 4
23 尾道商 広島 11 5 2 4
24 下関商 山口 8.5 3.5 5
25 邑久 岡山 7 7
25 倉吉東 鳥取 7 7
27 長府 山口 7 7
28 府中 広島 6 6
28 岡山城東 岡山 6 6
28 美作 岡山 6 6
28 倉吉総合産 鳥取 6 6
28 倉吉西 鳥取 6 6
33 出雲北陵 島根 6 1 5
34 市立呉 広島 5.5 5.5
34 益田 島根 5.5 5.5
36 倉吉北 鳥取 5 5
37 岡山朝日 岡山 5 3 2
38 神辺旭 広島 4 4
38 宇部 山口 4 4
38 横田 島根 4 4
41 玉野光南 岡山 4 3 1
42 広大附属 広島 3.5 3.5
43 西条農業 広島 3 3
43 大津 山口 3 3
43 出雲商 島根 3 3
46 山口県鴻城 山口 2 2
47 市立広島商 広島 2 2
47 米子北 鳥取 2 2
47 鳥取商 鳥取 2 2
50 出雲 島根 2 1 1
51 田部 山口 1 1
51 宇部西 山口 1 1
51 倉敷青陵 岡山 1 1
51 倉敷天城 岡山 1 1
51 開星 島根 1 1
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