
≪男子≫

種 目 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位

100ｍ（19日）松﨑 裕登 10.87平松 忠浩 11.00笹鹿 晶裕 11.04平坂 和弘 11.07石原 寛之 11.10木下 孝啓 11.11山名 和也 11.23小松原達也 11.34

(風速0.0)（誠英高教） (アルプロン製薬) (皆生養護学教) (小西マーク岡山) (米子養護学教) (長府製作所) (太洋電機産業) (中商事)

200ｍ（19日）田村 元弘 22.18稲垣 惇史 22.57武田 卓也
22.60村谷 康孝 22.76

小松原達

也
22.87木村 一也 23.32村田 和章 23.73

(風速0.0)（備南開発） (福山工業高教) (三菱自動車水島) (下関市役所) (中商事) (ホンダ四輪販売岡山) (米子北高教)

400ｍ（18日）田中 優樹 48.56徳永 貴昭 49.51木村 大輝 50.76杉香 紀彦 51.23金子 敬志 51.68佐藤 翼 52.81福田 浩二 53.30山田 泰裕 55.06

（新見市消防本部） （三菱自動車水島） (三菱自動車水島) (岡輝中職) (江津邑智消防組合) (三菱自動車水島) (セントラル硝子) (瀬戸内消防)

800ｍ（18日）光木 智 1,58.14野津 侑輝 1,58.82山田 泰裕 1,59.19山脇 竜徳 1,59.72福田 浩二 2,03.70尾銭 親 2,05.02尾添 吉斗 2,06.25真鍋 祐介 2,08.24

（倉敷市消防局） (林商事) (瀬戸内消防) (自衛隊美保) (セントラル硝子) (三菱重工広島) (鳥取銀行) (広島市役所)

1500ｍ（19日）田子 康宏 3,55.49岡本 直己 3,58.50河村 政伸 4,00.07狩野 優輝 4,01.88藤井 祐希 4,11.25尾銭 親 4,15.91津川 広志 4,25.55岡崎 寛太 4,28.23

（中国電力） (中国電力) (トクヤマ) (中電工) (トクヤマ) (三菱重工広島) (ｵﾑﾛﾝｽｲｯﾁ&ﾃﾞﾊﾞｲｽ) (三菱重工広島)

5000ｍ（11日）C･ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 13,36.57圓井 彰彦 13,54.56山本 憲二 13,57.83大谷 健太 13,59.71藤森 憲秀 14,01.77新井 広憲 14,02.46米澤 類 14,03.56森脇 佑紀 14,12.36

（全記録） （JFEスチール） （GR） (マツダ) （マツダ） （JFEスチール） (中国電力) (中国電力) （中国電力） (JFEスチール)

10000ｍ（18日）C･ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 28,27.67圓井 彰彦 28,43.52ｼﾞｮｾﾌ･ｷﾞﾀｳ 28,48.85小山 大介 29,00.87大谷 健太 29,01.46山本 憲二 29,05.07新井 広憲 29,05.72米澤 類 29,05.98

（全記録） （JFEスチール） (マツダ) (JFEスチール) （中電工） (JFEスチール) （マツダ） （中国電力） (中国電力)

110ｍＨ（19日）國分 徹 14.80田村 元弘 14.88澄川 陽一 15.61安喜 詠亮 15.93田村 奨太 16.34箕浦 龍一 16.78

(風速0.0)（柳井消防） （備南開発） (JFEスチール) (三菱自動車水島) (北房中教) （王子製紙）

400ｍＨ（19日）田中 優樹 53.35光木 智 54.66山田 泰裕 56.44髙木 靖幸 58.32山中 隆史 61.89

（新見市消防本部） （倉敷市消防局） (瀬戸内消防) (日本鋼管福山病院) (広島商業高教)

3000ＳＣ（19日）越智健一朗 9,27.97割方健一郎 10,19.57山本 悠二 10,25.83野村 一弘 10,37.49

（呉市体育振興財団） （西日本日立物流ｻｰﾋﾞｽ） (福山市上下水道局) (津和野町役場)

5000ｍＷ（19日）和田 智行 28,33.30

（神石中教）

4ｘ100ｍＲ 三菱自動車水島 42.80倉敷市消防局 46.94

三宅 佐伯 徳永 安喜 片岡 溝邊 田邉 光木

4ｘ400ｍＲ 三菱自動車水島 3,23.48

佐藤 佐伯 木村 徳永

4x400mR中国電力 3,31.85
JFEスチール 3,45.30 中電工 3,45.81

マツダ 3,51.35

三菱重工

広島
4,00.38

オープン田子 山崎 刀祢 中原 土久岡 高瀬 ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 室田 狩野 相葉 香川 西尾 太田 山本 藤原 住本 西野 宮川 安宗 岡崎

走高跳（19日）冨山 拓矢 2.05向井 祐介 1.90田邉 直也 1.80

（ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ広島） （メリィハウス）

(倉敷市消防

局)

棒高跳（19日）萩原 翔 4.70田村 雄志 4.40

（福山工業高教） （T&T WAM）

走幅跳（19日）佐々木信一郎 7.01(+1.6)松﨑 裕登 7.00(+1.0)平松 忠浩 6.90(+0.1)溝邊 悟 6.87(+0.6)岩佐 光繁 5.91(+0.7)杉野 靖志 4.78(-1.0)

（TSプレシジョン） （誠英高教） (アルプロン製薬) (倉敷市消防局) (マツダ) (倉敷化工)

三段跳（19日）藤澤 圭祐 15.30(+0.5)塩見 将輔 14.88(0.0)川口 翔 14.56(+0.7)田中 俊紀 14.15(+1.1)坂本 裕亮 14.08(+0.7)池田 修平 13.93(+0.3)越藤 浩 13.25(+0.2)

（山口合同ガス） （鴨方高教）
(鴻南中教) (野田学園教) (島根県警) (鳥取銀行)

(ムーンテッ

ク)

砲丸投（19日）大橋 忠司 15.79福島翔太郎 14.94藤岡 琢也 13.29堀澤 一将 12.73伊藤 友彰 12.21光永 知己 12.16松原 史明 11.82小野 正 9.88

（維新公園） （益田養護学教） (三菱自動車水島) (トクヤマ) (山口合同ガス) (岡山県庁) (摩耶会) (JR西日本)

円盤投（19日）笠本 英治 42.58小早川 嵩 42.31千々木 優 39.56森田 辰大 38.12藤岡 琢也 37.27野口 智弘 31.09中岡 秀夫 29.27

（聖光高校） （中広中教） (笠岡西中教) (多田製作所) (三菱自動車水島) (三菱自動車水島) (三菱自動車水島)

ﾊﾝﾏｰ投（18日）赤穂 弘樹 63.44土井田匡徳 60.93中平 圭祐 57.79小田 洋一 53.39片岡 俊介 53.19作田 祐樹 51.82西田 正和 49.92渡辺 辰徳 49.02

（鳥取県教委） （新見高教） (竹原市役所) (山口合同ガス) (倉敷市消防局) (西条農業高教) 湯来まつむら 呉特別支援学教

やり投（19日）池田 康雄 65.07山本 一喜 64.99高力 裕也 61.84桑田 和佳 61.04長谷 祐太 56.20山根 卓也 54.41山田 哲生 54.08中村 望 53.96

（尾道市役所） (福山市役所) (大栄中教) (広島大職) (鳥取西高教) (島根県庁) (ALSOKあさひ播磨) (岡山市消防局)

≪ジュニアの部≫

種 目 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位

Ｊ1500ｍ（19日）永山 聡 4,14.48斉藤 寛明 4,29.37鶴原 優介 4,33.13

松原佑一

郎 4,35.40

（日新製鋼） （東ソー） （東ソー） （東ソー）

Ｊ5000ｍ（18日）永山 聡 15,40.87朝倉 一樹 15,54.69森脇 輝 16,16.95斉藤 寛明 17,35.28

（日新製鋼） （ホシザキ電機） （ホシザキ電機） （東ソー）

≪女子・35歳＆40歳以上≫

種 目 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位

100ｍ（19日）桐田 康子 13.72橋本 真美 13.80小林 桃子 14.28

(風速0.0)（中西小教） （新見市消防本部） （円城小職）

200ｍ（19日）桐田 康子 28.34

(風速+0.7)（中西小教）

400ｍ（18日）若林 千裕 63.88

（西大寺高教）

1500ｍ（18日）石澤ゆかり 4,36.21谷本 観月 4,38.29福永 真子 5,04.50

（エディオン） （天満屋） （エディオン）

5000ｍ（11日）翁田あかり
15,58.59萩原 歩美 15,58.95竹内 あさひ 16,00.66小原 怜 16,27.16

後藤亜由

美 16,30.82松浦 七実 16,32.43皿田 幸恵 16,36.54谷本 観月 16,39.19

（天満屋） （ユニクロ） （ユニクロ） （天満屋） （エディオン） （天満屋） （エディオン） （天満屋）

10000ｍ（18日）萩原 歩美
32,35.54翁田あかり 33,50.20松浦 七実 33,57.35小原 怜 34,42.92

小田切亜

希 34,57.13皿田 幸恵 35,27.67

（ユニクロ） （天満屋） （天満屋） （天満屋） （天満屋） （エディオン）

100ｍＨ（19日）木村 文子 13.82橋本 真美 15.76

(風速0.0)（エディオン） （GR）（新見市消防本部）

400ｍＨ（19日）若林 千裕 69.75

（西大寺高教）

3000ｍSC（19日）荒井 悦加 10,26.49

（エディオン） （GR）

5000ｍW（19日）井上 麗 22,30.57

（天満屋） （GR）

走高跳（19日）樋口 利恵 1.45

（真備陵南高教）

走幅跳（19日）佐藤 芳美 5.88(+0.9)河村 仁美 5.47(+0.8)小橋 美紀 5.30(+0.4)

（ヒマラヤ） （周南市役所） （ダイヤ工業）

三段跳（19日）白神 有美 11.96(+0.6)小林 桃子 10.78(+0.6)
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（維新公園） （円城小職）

砲丸投（19日）小野 祥子 10.88

（日本生命）

円盤投（19日）山口 智子 41.17篠 麻位子 36.37

（呉市体育振興財団） （基町高教）

Ｊ3000ｍ（19日）竹内あさひ 9,28.91谷本 観月 9,43.99大谷くみこ 9,55.96松江 春奈 10,04.50

（ユニクロ） （天満屋） （ユニクロ） （ユニクロ）

3000ｍ（19日）萩原 歩美 9,28.23島田夏名子 9,32.40石澤ゆかり 9,45.55新居 真希 9,55.10今屋 美佐 9,59.64

（ユニクロ） （ユニクロ） （エディオン） （ユニクロ） （ユニクロ）

4ｘ400Ｒ（19日）エディオン 4,16.64ユニクロ 4,29.92天満屋 4,37.11

前原 石澤 木村 福永 大谷 島田 松江 竹内 谷本 小原 翁田 小田切

35歳1500ｍ（19日）木下 明彦 4,22.59宮川 貴弘 4,45.16森山 知博 4,53.10若林 淳 5,06.77

（中国化薬） （三菱重工広島） （光市役所） （三井造船玉野）

40歳100ｍ（19日）神徳 毅 11.73杉野 靖志 13.57

(風速+0.3)（東ソー） （倉敷化工）

40歳5000ｍ（18日）吉本 勝志 16,52.52徳長 義彦 17,33.31勝部 和博 17,44.77峠 哲雄 17,51.25上岡 利伸 18,27.39吉本 一馬 18,35.30平岡 康信 18,45.69北川 幸人 19,07.32

（広島市役所） （倉敷化工） （ホシザキ電機） （JFEテクノリサーチ） （広島市役所） （三菱重工広島） （広島市役所） （三井造船玉野）

☆最優秀選手賞 男子 C・ディランゴ(JFEスチール) 

女子 井上 麗(天満屋)
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