
ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
跳躍審判長 中本　　博

兼 第12回世界陸上競技選手権大会代表選手選考会／兼 第25回ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会代表選手選考会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2009/4/29 招集審判長 川口　正洋

【主催団体】 （財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表 記録主任： 秋山　定之
(NGR:大会新) 男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 4/29 男子  +1.3 10.17 10.20 10.33 10.37 10.43 10.45 10.53

１００ｍ 塚原  直貴 高平  慎士 木村  慎太郎 江里口  匡史 仁井  有介 小島  茂之 松田  亮
ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ ﾆｲ ﾕｳｽｹ ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ
神奈川･富士通 北海道･富士通 奈  良･早稲田大 熊  本･早稲田大 北海道･北海道ハイテクＡ 兵  庫･アシックス 広  島･広島経済大クラブ

 4/29 男子 B  +0.2 10.56 10.61 10.65 10.67 10.70 10.71 10.73 10.79
１００ｍ 川面  聡大 後藤  乃毅 山縣  亮太 新井  智之 長沢  隼 津崎  亮 里  大輔 石倉  一希

ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｶﾞﾀ  ﾘｮｳﾀ ｱﾗｲ ﾄﾓﾕｷ ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭﾝ ﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ ｻﾄ ﾀﾞｲｽｹ ｲｼｸﾗ ｶｽﾞｷ
東  京･中央大 埼  玉･慶應義塾大 広  島･修道高 埼  玉･クレーマートラッ 北海道･タイセー 兵  庫･関西学院大 長  崎･静岡大大学院 島  根･Pearl ＴＣ

 4/29 3:43.30 3:46.62 3:48.16 3:58.04 4:00.34 4:02.51
１５００ｍ 村上  康則 NGR 田子  康宏 井野  洋 中野  将春 山口  祐也 安西  アルトウ

ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾉﾘ ﾀｺﾞ ﾔｽﾋﾛ ｲﾉ ﾋﾛｼ ﾅｶﾉ ﾏｻﾊﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅﾘ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾙﾄｳ
千  葉･富士通 広  島･中国電力 千  葉･富士通 徳  島･大塚製薬 長  崎･三菱重工長崎 東  京･エスビー食品

 4/29 13:27.49 13:29.34 13:32.79 13:34.51 13:34.67 13:36.69 13:40.09 13:44.00
５０００ｍ ニコラス  マカウ メクボ  ジョブ  モグス ビタン  カロキ ジョナサン  ディク 中尾  勇生 サムエル  デュング ミカ  ジェル 岡本  直己

ﾆｺﾗｽ ﾏｶｳ ﾒｸﾎﾞ･J･ﾓｸﾞｽ ﾋﾞﾀﾝ ｶﾛｷ ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ ﾅｶｵ ﾕｳｾｲ ｻﾑｴﾙ ﾃﾞｭﾝｸﾞ ﾐｶ ｼﾞｪﾙ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ
千  葉･ＪＡＬグランドサ アイデム 広  島･世羅高 茨  城･日立電線 愛  知･トヨタ紡織 愛  知･愛知製鋼 愛  知･トヨタ紡織 広  島･中国電力

 4/29 男　B･ﾕﾆﾊﾞ男 13:44.58 13:46.24 13:47.80 13:48.23 13:48.62 13:56.63 13:56.66 13:57.89
５０００ｍ ピーター  カリウキ ジョセフ  ギタウ オンディバ  コスマス サムエル  ガンガ 村澤  明伸(1) 高林  祐介(4) 西村  知修(3) 深津  卓也(4)

ﾋﾟｰﾀｰ ｶﾘｳｷ ｼﾞｮｾﾌ ｷﾞﾀｳ ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ ｺｽﾏｽ ｻﾑｴﾙ ｶﾞﾝｶﾞ ﾑﾗｻﾜ ｱｷﾉﾌﾞ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾅｵ ﾌｶﾂ ﾀｸﾔ
広  島･マツダ 広  島･ＪＦＥスチール 山  梨･山梨学院大 広  島･マツダ 長  野･東海大 三  重･駒澤大 長  崎･帝京大 群  馬･駒澤大

 4/29  +1.9 13.40 13.65 13.76 13.77 13.79 13.80 13.99
１１０ｍＨ 尹  靖 NGR 田野中  輔 大橋  祐二 朴  泰硬 PAK TAE-KYONG 入江  幸人 青木  悠人 野元  秀樹

YIN JING ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ 韓国 ｲﾘｴ ﾕｷﾄ ｱｵｷ ﾕｳﾄ ﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ
中国 千  葉･富士通 埼  玉･ミズノ 八幡  賢司 ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 広  島･中条走ろう会 徳  島･MESSIAS.T.C 鹿児島･パテックサプライ

東  京･モンテローザ
 4/29 16.80(+2.9) 16.45(+1.0) 16.24(+1.6) 15.93(+0.1) 15.87(+1.5) 15.84(+1.3) 15.44(0.0) 15.42(+1.1)

三段跳 李  延熙 藤林  献明 董  斌 石川  和義 十亀  慎也 角山  貴之 花谷  昴 杉林  孝法
LI YANXI ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ DONG BIN ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ ｿｶﾞﾒ ｼﾝﾔ ﾂﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ ﾊﾅﾀﾆ  ｱｷﾗ ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ
中国 群  馬･群馬綜合  ガード 中国 茨  城･石川農産 愛  媛･愛媛陸協 東  京･国士舘クラブ 京  都･大阪大 石  川･チームミズノ  ア

 4/29 18.13 17.83 17.59 17.29 15.40 15.33 15.16 14.89
砲丸投 山田  壮太郎 村川  洋平 畑瀬  聡 大橋  忠司 吉岡  賢吾 鈴木  孝尚 菅原  和紀 蓬田  和正

ﾔﾏﾀﾞ  ｿｳﾀﾛｳ ﾑﾗｶﾜ ﾖｳﾍｲ ﾊﾀｾ ｻﾄｼ ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ ﾖｼｵｶ ｹﾝｺﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ
兵  庫･法政大 茨  城･スズキ自販茨城 群  馬･群馬綜合  ガード 山  口･チームミズノ  ア 大  阪･大体大 大  阪･大体大ＴＣ 宮  城･東海大 兵  庫･国士舘大

 4/29 69.12 67.01 64.87 63.59 63.30 61.51 60.04 58.71
ハンマー投 土井  宏昭 野口  裕史 遠藤  彰 田中  透 土井田  匡徳 横野  哲郎 吉津  剛 吉田  浩二

ﾄﾞｲ ﾋﾛｱｷ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ ﾄﾞｲﾀ ﾏｻﾉﾘ ﾖｺﾉ ﾃﾂﾛｳ ﾖｼﾂﾞ ﾀｶｼ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ
千  葉･チームミズノ  ア 群  馬･群馬総合  ガード 栃  木･国際武道大AC 大  阪･鹿屋体大 岡  山･team 龍虎 新  潟･新発田陸協 鹿児島･鹿児島徳洲会病院 滋  賀･順天堂大

 4/29 西日本Jr男A 14:24.76 14:25.27 14:28.07 14:29.41 14:31.86 14:36.11 14:41.22 14:43.54
５０００ｍ 竹内  一輝 濱口  隆幸 北  魁道 高城  孔 西  恭平 甲斐  翔太 松本  稜 宮脇  千博

広  島･世羅高 香  川･四国電力 広  島･世羅高 福  岡･大牟田高 福  岡･大牟田高 福  岡･大牟田高 香  川･四国電力 愛  知･中京高
 4/29 西日本Jr男B 14:52.30 14:56.10 14:57.65 14:57.85 14:59.88 15:00.49 15:01.44 15:04.12

５０００ｍ 多田  要 岡田  竜治 細田  大智 木寺  良太 杵島  啓太 文元  慧 児子  侑樹 三木  啓貴
岡  山･倉敷高 香  川･四国電力 鳥  取･鳥取中央育英高 長  崎･松浦高 福  岡･大牟田高 京  都･洛南高 京  都･洛南高 岡  山･倉敷高

 4/29 ｼﾞｭﾆｱ男  +0.8 10.88 10.89 11.05 11.07 11.15 11.16
１００ｍ 能美  新吾(3) 北村  拓也(1) 諏訪  裕祐(3) 中島  慎輔(1) 小田  光治(3) 橋本  雄太(3)

山  口･山口県鴻城高 広  島･広島皆実高 岡  山･倉敷青陵高 島  根･大田高 広  島･西条農高 鳥  取･境高
 4/29 高男 皆実       42.35 神辺旭       42.60 修道       42.80 市立呉       43.23 宮島工       43.40 祇園北       43.91 沼田       43.97 広工大       44.21

４×１００ｍ 北村  拓也（1） 夏木  恭平（3） 山縣  亮太（2） 赤石  幸志郎（2） 田島  慶一（3） 間  泰佑（3） 戸谷  翔（3） 福田  大輔（3）
浅井  良太（3） 森兼  聖児（3） 山上  紘幸（2） 笹部  弘祥（3） 塩田  衛（3） 宮崎  直也（3） 磯本  直晃（3） 片山  渉（3）
山本  駿（2） 林  拓実（2） 徳田  聡也（2） 勝山  仁義（2） 田村  憲二（3） 中山  知貴（2） 西田  翔吾（3） 空  篤志（3）
建田  勇太（3） 寺田  貴洋（3） 茅田  昂（2） 山中  健斗（3） 新  憲太郎（3） 田邉  竜輝（3） 高山  渓太郎（2） 河村  祐磨（2）
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【開催日】 2009/4/29 招集審判長 川口　正洋
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1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
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 4/29 中男 11.44 11.59 11.61 11.65 11.68 谷村  駿介(3) 鷹取 11.78 +0.6
１００ｍ 下村  拓也(3) 中田  貴士(3) 新田  翔(3) 三浦  碧葉(2) 苗渋  航(3) 森野  勇輝(3) 昭和北 -0.1

祇園東 -0.1 吉浦 -0.1 落合 -0.1 井口 +0.6 熊野東 -0.1 竹安　悠人(3) 三原第三 +0.6
 4/29 8:53.85 8:59.98 9:04.50 9:09.31 9:10.73 9:11.50 9:12.59 9:16.38

３０００ｍ 箱田  幸寛(3) 加藤  和成(3) 大工谷  成平(3) 松村  陣之助(3) 山重  雅矢(3) 下久保  勇希(3) 東  祐弥(3) 城西  廉(2)
向丘 高屋 甲山 八本松 三原第五 三原第五 三原第五 世羅西

 4/29 鷹取       45.95 井口       46.00 亀山       46.09 広島なぎさ       47.44 栗原       47.51 阿賀       47.77 祇園東       47.88 広  島･高美が丘      47.93
４×１００ｍ 日野  翔太（3） 冨永  隆太（3） 栗栖  祐磨（3） 渡邉  浩陽（3） 佐藤  巧（3） 藤田  知也（2） 松田  拓真（2） 富永  悠介（3）

中重  秀章（3） 三浦  碧葉（2） 儀久  祐希（2） 池内  雅貴（2） 森田  大地（3） 向井  拓也（2） 下村  拓也（3） 御船  元基（3）
谷村  駿介（3） 久保田  一翔（3） 鐵口  蓮（3） 水津  佑太（3） 唐崎  航平（3） 川村  透（3） 倉田  健太（2） 小川  祐也（3）
中尾  拓史（2） 中丸  幸祐（3） 川村  俊哉（3） 岡原  賢立（2） 猪原  玲（2） 向山  一平（3） 和田  浩太郎（2） 河野  誉央（2）

 4/29 小男 13.37 13.47 13.50 13.54 13.63 13.69 13.70 14.01
１００ｍ 池野  健太 角本  勇樹 生天目  真宏 藤本  将人 岡崎  飛翔 武縄  陸 土久岡  薫 高橋  昂暉

郷田小 +1.7 東広島陸上 +2.1 ポラーノ東広島 -0.3 三篠小 +2.1 広島ＪＯＣ 0.0 庚午小 -0.3 東広島陸上 -0.3 竹尋ＡＣ +2.1
 4/29 高美が丘       56.00 西条       56.66 八本松       58.78 熊野第四       58.85 湯田       59.10 海田東       59.52 向洋新町       59.77 栗原北       59.96

４×１００ｍ 山本  祐嗣（6） 西本  駿（6） 中山  大輔（6） 瀬尾  明日真（6） 山口  洋哉（4） 権東  航太（6） 北村  直大（6） 小島  克彦（6）
加藤  心（6） 浦崎  敏行（6） 山崎  修那（6） 池田  修哉（6） 花崎  裕也（6） 末長  慶人（6） 八尋  直哉（6） 高橋  幸輝（4）
二野宮  功大（6） 鍋谷  彩斗（6） 長島  由悟（6） 宇佐  祐也（6） 三吉  諒（6） 浜川  優（6） 鼻本  直稔（6） 花村  大輔（5）
原田  明典（6） 山内  勇斗（6） 小田原  彰里（6） 村山  功樹（6） 中村  珠希也（6） 石山  龍鳳（6） 花房  隆成（6） 高橋  雄哉（6）

 4/29 ｽﾎﾟ少男 東広島陸上       54.50 ポラーノ東広島      56.79 広島ＪＯＣ       56.89 中条走ろう会       57.99 高須ＪＳＣ       59.03 栗原陸上クラブ    1:01.52 御野陸上     1:01.55 可部ＡＣ     1:01.60
４×１００ｍ 富山  弘貴（5） 井上  広之（6） 松本  鳳太（6） 原田  公大（6） 林田  翔太（6） 岩下  航輝（6） 伊藤  智紀（6） 田中  康太郎（6）

田嶋  郁也（6） 河野  友祐（6） 山﨑  光（6） 高橋  翔（6） 恵谷  悠太郎（6） 梶田  駿平（6） 御堂  大輔（5） 中本  良樹（6）
矢野  理起（6） 松浦  達也（6） 木村  竜也（6） 藤井  貴仁（6） 水戸川  泰士（6） 村上  諒太（6） 斉藤  大綱（6） 東  峰大（6）
角本  勇樹（6） 生天目  真宏（6） 岡﨑  飛翔（6） 金尾  匠祐（6） 村上  彬都（6） 山崎  直紀（6） 日高  敦（5） 野津  宏基（6）


