
ト ラ ッ ク 審 判 長 新田　明彦
跳 躍 審 判 長 新田　明彦
投 て き 審 判 長 新田　明彦
記 録 主 任 山根　賢士

日付 種目

中村　開知 11.19(+0.5) 中満　廉 12.52(+0.7) 倉本　晃多 12.67(+0.5) 久永　純平 12.77(+0.7) 森廣　　　剛 12.80(+0.5) 井上　航 12.95(+0.7) 八木　英雄 13.04(+0.5) 須山　勇希 13.58(+0.7)

鳥取・鳥取 GR 広島・広島南 島根・松江 岡山・岡山 山口・山口南 広島・広島南 広島・広島南 島根・松江

中村　開知 23.71(-1.9) 小笠原　和輝 26.22(-1.9) 梅木　淳兵 26.24(-1.9) 森廣　　　剛 26.79(-0.9) 橋本　陸 28.08(-0.9) 須山　勇希 28.28(-0.9) 前田　航季 28.69(-1.9) 本登　拓実 28.86(-0.9)

鳥取・鳥取 岡山・岡山 島根・松江 山口・山口南 岡山・岡山 島根・松江 鳥取・ひまわり 岡山・岡山

久永　純平 1:00.56 内田　瞬哉 1:02.61 荒川　裕太 1:05.64 兼田　莉久 1:09.97 花井　大樹 1:13.47

岡山・岡山 島根・松江 島根・松江 広島・広島南 島根・松江

内田　瞬哉 5:02.92 伊達　鳴成 5:04.76 橋本　陸 5:18.95 兼田　莉久 5:20.11 松本　和広 5:25.88 堀　克至 5:39.67 大明地　康介 5:39.68 竹田　　寛 6:17.41

島根・松江 広島・広島南 岡山・岡山 広島・広島南 広島・広島南 広島・尾道 山口・山口南 島根・松江

広島南・広　島 48.98 松江・島　根 49.01 山口南・山　口 49.60 岡山・岡　山 51.30 鳥取・鳥　取 52.25 尾道・広　島 1:06.88

井上　航 須山　勇希 福田　怜乃磨 久永　純平 清水　颯介 堀　克至

八木　英雄 梅木　淳兵 森廣　　　剛 橋本　陸 石上　諒 森永　龍太郎 

伊達　鳴成 内田　瞬哉 大明地　康介 本登　拓実 杉本　康汰 小林　琉華

中満　廉 倉本　晃多 福田　  玲於 小笠原　和輝 中村　開知 松本　蓮

伊達　鳴成 1m68 内田　瞬哉 1m40 小笠原　和輝 1m35 梅木　淳兵 1m30 前田　航季 1m20 杉本　康汰 1m15

広島・広島南 島根・松江 岡山・岡山 島根・松江 鳥取・ひまわり 鳥取・鳥取

須山　勇希 4m53(-0.1) 久永　純平 4m45(+2.0) 倉本　晃多 4m26(+1.4) 石上　雄大 4m22(+1.4) 荒川　裕太 4m19(+1.3) 井原　祐弥 4m12(+1.2) 井上　航 3m99(+1.7) 横浜　碧泉 2m98(-0.1)

島根・松江 岡山・岡山 島根・松江 鳥取・ひまわり 島根・松江 岡山・岡山 広島・広島南 広島・広島南

倉本　晃多 11m20 福田　  玲於 10m97 小笠原　和輝 10m25 高山　翔太郎 9m71 福田　怜乃磨 9m64 中満　廉 9m58 八木　英雄 9m18 清水　颯介 8m82

島根・松江 山口・山口南 岡山・岡山 山口・山口南 山口・山口南 広島・広島南 広島・広島南 鳥取・鳥取

横浜　碧泉 8.34(-1.4) 秋月　啓吾 8.35(-1.4) 杉田　光平 8.60(-1.5) 山下　龍 8.63(-1.5)  髙村　　圭吾 8.70(-1.4) 北池　翼 8.83(-1.5) 宮谷　泰平 8.85(-1.4) 淵上　雄太 10.26(-1.5)

広島・広島南 広島・広島南 広島・広島南 広島・広島南 山口・山口南 広島・広島南 広島・広島南 山口・山口南

中村　開知 71m83 本登　拓実 58m60 井原　祐弥 58m01 福田　  玲於 53m85 梅木　淳兵 49m23 高山　翔太郎 48m84 池内　理斗 32m18 清水　颯介 30m55

鳥取・鳥取 岡山・岡山 岡山・岡山 山口・山口南 島根・松江 山口・山口南 岡山・岡山 鳥取・鳥取

石橋　美幸 14.38 松本　真優 14.45 下田　留楓 15.71 植尾　咲岐 15.84 永野　花奈 15.92 石井　利奈 16.38 小林　未季 18.08 國谷　美海 18.77

島根・松江 広島・広島南 広島・広島南 広島・広島南 岡山・岡山 岡山・岡山 島根・松江 島根・松江

石橋　美幸 31.19 須山　愛里 32.43 砂田　ルツ 32.93 岩川　琳音 35.29 石井　利奈 35.67 御﨑　菜央 36.52 金山　実加 41.12

島根・松江 島根・松江 広島・広島南 広島・広島南 岡山・岡山 山口・呉 島根・松江

須山　愛里 1:16.96 加賀田　梓 1:21.47 大見　夏鈴 1:21.97 楊井　沙也加 1:29.64 國谷　美海 1:35.11

島根・松江 島根・松江 広島・広島南 広島・広島南 島根・松江

田中　　舞 2:56.95 松本　真優 3:00.34 加賀田　梓 3:20.26

島根・松江 広島・広島南 島根・松江

松江・島　根 1:00.01 広島南・広　島 1:01.46

小林　未季 砂田　ルツ

須山　愛里 楊井　沙也加

田中　　舞 岩川　琳音

石橋　美幸 松本　真優

中野　　夏子 1m10

山口・山口南

石橋　美幸 4m04(-2.2) 下田　留楓 4m00(+0.4) 楊井　沙也加 3m48(-1.4) 永野　花奈 3m36(-0.7) 御﨑　菜央 3m35(-2.8) 植尾　咲岐 3m32(-1.4) 加賀田　梓 2m95(-1.9) 石井　利奈 2m77(-2.3)

島根・松江 広島・広島南 広島・広島南 岡山・岡山 山口・呉 広島・広島南 島根・松江 岡山・岡山

田中　　舞 10m09 國谷　美海 5m31 金山　実加 4m41

島根・松江 島根・松江 島根・松江

盛崎　知花 10.40 青山　愛美 10.87 佐々木　結実 10.92 西木　晴菜 14.96

広島・広島南 山口・山口南 広島・尾道 鳥取・ひまわり

田中　　舞 48m64 永野　花奈 32m19 岩川　琳音 28m16 御﨑　菜央 26m02 須山　愛里 24m86 小林　未季 16m75 盛崎　知花 16m29 佐々木　結実 14m95

島根・松江 GR 岡山・岡山 広島・広島南 山口・呉 島根・松江 島根・松江 広島・広島南 広島・尾道

総合得点【男女】 松江 135点 広島南 82点 岡山 59点 山口南 29点 鳥取 21点 呉 6点 ひまわり 5点 尾道 2点

総合得点【男子】 松江 59点 岡山 46点 広島南 32点 山口南 23点 鳥取 21点 ひまわり 5点 尾道 2点

総合得点【女子】 松江 76点 広島南 50点 岡山 13点 山口南 6点 呉 6点

凡例  GR:大会記録

5位 6位 7位 8位

7月19日  男子100m

7月19日  男子200m

1位 2位 3位 4位

7月19日  男子400m

7月19日  男子1500m

7月19日  男子4X100mR

7月19日  男子走高跳

7月19日  男子走幅跳

7月19日
 男子砲丸投
(4.000kg)

7月19日
オープン男子

50m

7月19日
 男子ソフトボー

ル投

7月19日
 女子100m
風：+0.5

7月19日
 女子200m
風：-1.0

7月19日  女子400m

7月19日  女子800m

7月19日  女子4X100mR

7月19日  女子走高跳

7月19日  女子走幅跳

対抗得点

7月19日
 女子砲丸投
(2.721kg)

7月19日
オープン女子

50m
風：-1.4

7月19日
 女子ソフトボー

ル投

第６４回中国地区ろう学校体育大会 陸上競技部 

 

主催：中国地区ろう学校体育連盟 

共催：鳥取県教育委員会 鳥取市教育委員会 鳥取県高等学校体育連盟 

会場：コカコーラウェストスポーツパーク陸上競技場 

日時：平成２６年７月１９日（土） 


