
種目 NO 氏名 学年 所属 県

走高跳 8-1071 真野　友博 シンノ　トモヒロ2 福岡大学

走高跳 8-611 中西　佑介 ナカニシ　ユウスケ3 福岡大学

走高跳 7-1002 荻野　龍平 オギノ　リョウヘイ6 広島大学

走高跳 園中　杏汰 ソノナカ　キョウタ1 広島大学 鹿児島

走高跳 7-1135 陶山　帆昴 スヤマ　ホダカ 2 広経大

走高跳 7-1253 弓瀬　航 ユミセ　ワタル 3 広島修道大学

走高跳 7-1224 波多野　幹也 ハダノ　ミキヤ 20 広島工業大学

走高跳 7-1247 石井　嵩人 イシイ　タカト 2 福山大学 兵庫

走高跳 7-1032 大田　耕平 オオタ　コウヘイ2 広島大学

走高跳 1785 稲田　桂 イナダ　ケイ 3 祇園北高

走高跳 67 桐木　紳吾 キリキ　シンゴ 1 広島工

走高跳 7-1134 藤井　竜矢 フジイ　タツヤ 2 広経大 岡山

走高跳 1973 有木　隆太 アリキ　リュウタ3 広島井口高

走高跳 1681 池之原　真 イケノハラ　シン3 市立呉高

走高跳 902 古閑　翔太朗 コガ　ショウタロウ2 山陽高

走高跳 7-1886 深井　光 フカイ　ヒカリ 2 広市大

走高跳 7-1133 新家　直弥 シンケ　ナオヤ 2 広経大

走高跳 1754 神鳥　玲央 カミトリ　レオ 3 沼田高

走高跳 1792 太田　陽平 オオタ　ﾖｳﾍｲ 3 安芸南高

走高跳 841 隈井　智哉 クマイ　トモヤ 2 高陽東高

走高跳 1934 目　知也 サッカ　トモヤ 3 舟入高

走高跳 1007 首藤　聡太 シュトウ　ソウタ2 呉商業高

走高跳 968 花山　智哉 ハナヤマ　トモヤ2 広島井口高

走高跳 1802 手良向　俊匡 テラムカイ　トシマサ17 呉工業高

走高跳 1043 藤本　優作 フジモト　ユウサク2 広島工

走高跳 1862 西村　泰紀 ﾆｼﾑﾗ　ﾀｲｷ 18 三次高

走高跳 1980 山中　隆史 ヤマナカ　タカシ41 広島市陸協

走高跳 1895 橋本　直輝 ﾊｼﾓﾄ　ﾅｵｷ 3 基町高

走高跳 2164 宮前　龍太郎 ミヤマエ　リュウタロウ3 山陽高

走高跳 1609 大林　拓視 オオバヤシ　タクミ3 修道高

走高跳 146 田村　駿和 タムラ　トシカズ3 修道中

走高跳 1226 玉木　翔一朗 タマキ　ショウイチロウ2 高陽高

走高跳 1821 山北　丈将 ヤマキタ　タケノブ3 広陵高

走高跳 2143 山本　匠 ヤマモト　タクミ3 府中高

走高跳 1925 日迫　浩輔 ヒサコ　コウスケ3 日彰館高

走高跳 2046 渡辺　諒 ワタナベ　リョウ3 盈進高

走高跳 1262 恵木　颯斗 エギ　ハヤト 2 安古市高

走高跳 1214 中村　優磨 ナカムラ　ユウマ2 広島国際学院高

走高跳 1144 村上　啓太 ムラカミ　ケイタ2 広陵高

走高跳 1070 西浦　海 ニシウラ　カイ 2 広島商船高専

走高跳 1010 豊田　泰基 ﾄﾖﾀ　ﾀｲｷ 3 古田中

走高跳 622 半田　浩基 ハンダ　ヒロキ 51 鶴学園クラブ

走高跳 1112 古和　大地 コワ　ダイチ 2 安芸南高

走高跳 1135 籾蔵　翔太 モミグラ　ショウタ2 高陽東高



走高跳 1391 今井　達也 イマイ　タツヤ 2 舟入高

走高跳 942 國竹　貴大 クニタケ　タカヒロ2 福山工高

走高跳 1350 山田　悠斗 ﾔﾏﾀﾞﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 3 祇園東中

走高跳 1590 梅田　歓義 ウメダ　カンギ 2 近大東広島高

走高跳 1863 沖田　蓮 ｵｷﾀ　ﾚﾝ 18 三次高

走高跳 申請中 西岡　航生 ニシオカ　コウキ1 県立広島高

棒高跳 476 萩原　翔 ハギワラ　カケル29 広大障柳クラブ

棒高跳 625 下瀬　翔貴 シモセ　ショウキ23 鶴学園クラブ

棒高跳 7-1769 深田　聡 フカタ　サトシ 2 徳山大学 愛媛

棒高跳 7-1765 浜崎　友輔 ハマサキ　ユウスケ3 徳山大学 鹿児島

棒高跳 1719 岡本　崇志 オカモト　タカシ3 広工大高

棒高跳 1577 田中　智之 タナカ　トモユキ2 広島井口高

棒高跳 7-1039 北村　祐貴　 キタムラ　ユウキ3 広島大学

棒高跳 1-1772 渡辺　翔太 ワタナベ　ショウタ2 徳山大学 愛媛

棒高跳 申請中 安立　雄斗 アダチ　ユウト 1 広工大高

棒高跳 1994 只重　海地 ﾀﾀﾞｼｹﾞ　ｶｲﾁ 3 総合技術高

棒高跳 863 槙　駿斗 マキ　ハヤト 2 広工大高

棒高跳 1248 関　進太 セキ　シンタ 2 戸手高

走幅跳 7-1115 藤原　駿也 フジワラ　シュンヤ4 広経大

走幅跳 申請中 田嶋　郁也 タジマ　イクヤ 1 広経大

走幅跳 申請中 倉田　匠 クラタ　タクミ 1 広経大

走幅跳 7-1248 猪熊　亮太 イグマ　リョウタ3 広島修道大学

走幅跳 804 小松　将伸 コマツ　マサノブ2 広島皆実高

走幅跳 7-1116 久保　尚輝 クボ　ナオキ 4 広経大

走幅跳 1956 鐘築　龍也 カネツキ　リュウヤ3 山陽高

走幅跳 1645 村上　浩平 ムラカミ　コウヘイ3 広島皆実高

走幅跳 7-1223 樽山　洋樹 タルヤマ　ヒロキ20 広島工業大学

走幅跳 1660 藤本　雄紀 フジモト　ユウキ3 安佐北高

走幅跳 7-1219 加納　慎司 カノウ　シンジ 20 広島工業大学

走幅跳 845 日隅　健太郎ヒズミ　ケンタロウ2 広島国際学院高

走幅跳 1661 熊野　柚月 クマノ　ユズキ 3 高陽東高

走幅跳 1954 白地　拓真 シラチ　タクマ 3 山陽高

走幅跳 858 藤本　泰生 フジモト　タイセイ2 広工大高

走幅跳 7-1118 沖　幸彦 オキ　ユキヒコ 4 広経大

走幅跳 4481 森　愛基 モリ　アイキ 3 大柿中

走幅跳 1647 高島　一貴 タカシマ　カズキ3 近大東広島高

走幅跳 1720 古岡　陸斗 フルオカ　リクト3 広工大高

走幅跳 2092 斉藤　淳 サイトウ　ジュン3 広島皆実高

走幅跳 949 松本　勇斗 マツモト　ユウト2 福山工高

走幅跳 1967 本岡　駿人 モトオカ　ハヤト3 福山誠之館高

走幅跳 1348 大平　健幹 オオヒラ　タケキ2 近大東広島高

走幅跳 1979 幸谷　亮汰 コウタニ　リョウタ3 尾道北高



走幅跳 903 川本　峻也 カワモト　タカヤ2 山陽高

走幅跳 2258 中根　律樹 ナカネ　リツキ 3 沼南高

走幅跳 2076 金井　雅也 カナイ　マサヤ 3 市立広島商高

走幅跳 836 横田　雄大 ヨコタ　ユウダイ2 高陽東高

走幅跳 1240 下川　雄大 シモカワ　ユウダイ2 大竹高

走幅跳 1862 西村　泰紀 ﾆｼﾑﾗ　ﾀｲｷ 18 三次高

走幅跳 3801 水成　太郎 ミズナリ　タロウ39 東広島ＴＦＣ

走幅跳 698 池野　郁洋 イケノ　ヒロフミ1 徳山大学

走幅跳 1699 河上　洋輝 ｶﾜｶﾐｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 3 廿日市高

走幅跳 1721 新井　天晴 アライ　テンセイ3 広工大高

走幅跳 3872 北村　健人 キタムラ　ケント3オリンピアプラスオリンピアプラス (OPC)
走幅跳 892 奥　航貴 オク　コウキ 2 呉三津田高

走幅跳 2070 藤井藤井 拓郎 フジイ　タクロウ3 広島観音高

走幅跳 申請中 安立　雄斗 アダチ　ユウト 1 広工大高

走幅跳 1121 森本　大也 モリモト　ダイヤ2 可部高

走幅跳 901 山本　龍之介ヤマモト　リュウノスケ2 山陽高

走幅跳 2015 岡﨑　智哉 オカザキ　トモヤ3 安古市高

走幅跳 1061 木野　峻 キノ　シュン 2 舟入高

走幅跳 970 藤本　拓真 フジモト　タクマ2 広島井口高

走幅跳 1598 佐々木　悠人 ササキ　ユウト 2 近大東広島高

走幅跳 2120 河野　文哉 ｺｳﾉｺｳﾉ ﾌﾐﾔ 3 廿日市高

走幅跳 1138 三井　爽平 ﾐﾂｲ　ｿｳﾍｲ 2 基町高

走幅跳 893 伊東　哲博 イトウ　テツヒロ2 広島なぎさ高

走幅跳 1804 末田　弘樹 スエダ　ヒロキ 3 大崎海星高

走幅跳 1939 フィスチャー　リッキーフィスチャー　リッキー3 舟入高

走幅跳 3875 渡辺　凌一朗ワタナベ　リョウイチロウ3オリンピアプラスオリンピアプラス (OPC)
走幅跳 1027 中根　流人 ナカネ　リュウト2 近大福山高

走幅跳 1953 溝田　直音 ミゾタ　ナオト 3 広島商船高専

走幅跳 65 福島福島 康太 フクシマフクシマ コウタ 1 広島なぎさ高

走幅跳 1593 山本　拓実 ヤマモト　タクミ2 近大東広島高

走幅跳 1214 中村　優磨 ナカムラ　ユウマ2 広島国際学院高

走幅跳 1072 森永　陸斗 モリナガ　リクト2 庄原格致高

走幅跳 8 大下　智之 オオシタ　トモユキ1 修道高

走幅跳 2318 皿海　翔也 ｻﾗｶﾞｲ　ｼｮｳﾔ 3 基町高

走幅跳 1312 森田　皓斗 モリタ　ヒロト 2 安芸高

走幅跳 3833 操田　貴司 グリタ　タカシ 3 昭和北中学校

走幅跳 958 檜垣　涼也 ヒガキ　リョウヤ2 沼田高

走幅跳 144 沖井　智哉 オキイ　トモヤ 3 修道中

走幅跳 1306 宮本　光陽 ミヤモト　コウヨウ3 祇園中学校

走幅跳 1975 有吉　永介 アリヨシ　エイスケ3 尾道北高

走幅跳 3832 川野賀　大喜 カワノガ　タイキ3 昭和北中学校

走幅跳 1921 奥田　輝生 オクダ　テルキ 3 日彰館高

走幅跳 51 三宅　健太 ミヤケ　ケンタ 1 近大福山高

走幅跳 917 高尾　魁征 タカオ　カイセイ2 府中東高

走幅跳 1242 山本　州弥 ヤマモト　シュウヤ2 大竹高



走幅跳 1351 殿重　乃都 トノシゲ　ナイト2 日彰館高

走幅跳 683 三宅　哲平 ミヤケ　テッペイ3 宇品中学校

走幅跳 1114 山之内　大奈ヤマノウチ　ダイナ2 安芸南高

走幅跳 1026 槇原　崇允 マキハラ　タカマサ2 近大福山高

走幅跳 78 藤本　壱晟 フジモト　イッセイ1 安芸高

走幅跳 1307 西本　亮太 ニシモト　リョウタ3 祇園中学校

走幅跳 1308 小倉　勘太 オグラ　カンタ 3 祇園中学校

走幅跳 4370 松本松本 純大 マツモト　ジュンダイ3 坂中

走幅跳 1080 松長　大希 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀｲｷ 17 三次高

走幅跳 157 殿田　悠真 トノダ　ユウマ 3 修道中

三段跳 636 冨山　拓矢 トミヤマ　タクヤ31 鶴学園クラブ

三段跳 630 菅原　徹 スガハラ　トオル29 鶴学園クラブ

三段跳 698 池野　郁洋 イケノ　ヒロフミ1 徳山大学 鹿児島

三段跳 7-1234 真倉　夏樹 マクラ　ナツキ 18 広島工業大学

三段跳 申請中 黒川　慎太郎クロカワ　シンタロウ1 広経大 愛媛

三段跳 1645 村上　浩平 ムラカミ　コウヘイ3 広島皆実高

三段跳 7-1266 児玉　靖明 コダマ　ヤスアキ3 広島修道大学

三段跳 1660 藤本　雄紀 フジモト　ユウキ3 安佐北高

三段跳 1647 高島　一貴 タカシマ　カズキ3 近大東広島高

三段跳 1837 駒井　隆二 コマイ　リュウジ3 呉三津田高

三段跳 1956 鐘築　龍也 カネツキ　リュウヤ3 山陽高

三段跳 1979 幸谷　亮汰 コウタニ　リョウタ3 尾道北高

三段跳 632 越藤　浩 コエトウ　ヒロシ29 鶴学園クラブ

三段跳 7-1037 大森　一磨 オオモリ　カズマ3 広島大学

三段跳 7-1224 波多野　幹也 ハダノ　ミキヤ 20 広島工業大学

三段跳 836 横田　雄大 ヨコタ　ユウダイ2 高陽東高

三段跳 1892 土田　雄太 ﾂﾁﾀﾞ　ﾕｳﾀ 3 基町高

三段跳 5709 遠藤　浩樹 エンドウ　ヒロキ1 おかやま山陽高 岡山

三段跳 858 藤本　泰生 フジモト　タイセイ2 広工大高

三段跳 2070 藤井藤井 拓郎 フジイ　タクロウ3 広島観音高

三段跳 2086 高野　亮 タカノ　リョウ 3 福山工高

三段跳 1348 大平　健幹 オオヒラ　タケキ2 近大東広島高

三段跳 2164 宮前　龍太郎ミヤマエ　リュウタロウ3 山陽高

三段跳 1154 三保　崇雅 ミホ　タカマサ 2 福山誠之館高

三段跳 949 松本　勇斗 マツモト　ユウト2 福山工高

三段跳 1981 原田　哲平 ハラダ　テッペイ3 尾道北高

三段跳 1699 河上　洋輝 ｶﾜｶﾐｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 3 廿日市高

三段跳 2092 斉藤　淳 サイトウ　ジュン3 広島皆実高

三段跳 1120 佐久間　亮 サクマ　リョウ 2 可部高

三段跳 1721 新井　天晴 アライ　テンセイ3 広工大高

三段跳 1061 木野　峻 キノ　シュン 2 舟入高

三段跳 1072 森永　陸斗 モリナガ　リクト2 庄原格致高

三段跳 1060 松本　佳大 マツモト　ケイタ2 舟入高

三段跳 1190 市川市川 裕也 イチカワ　ユウヤ2 広島観音高



三段跳 8 大下　智之 オオシタ　トモユキ1 修道高

三段跳 1954 白地　拓真 シラチ　タクマ 3 山陽高

三段跳 1893 中澤　想河 ﾅｶｻﾞﾜ　ｿｳｶﾞ 3 基町高

三段跳 2211 神谷　匠海 ジンタニ　タクミ3 戸手高

三段跳 1230 林　聖樹 ハヤシ　マサキ 2 賀茂高

三段跳 1939 フィスチャー　リッキーフィスチャー　リッキー3 舟入高

三段跳 1862 西村　泰紀 ﾆｼﾑﾗ　ﾀｲｷ 18 三次高

三段跳 1593 山本　拓実 ヤマモト　タクミ2 近大東広島高

三段跳 1108 平野　一輝 ヒラノ　カズキ 2 五日市高

三段跳 1071 北浦　樹一 キタウラ　ジュイチ2 広島商船高専

三段跳 7-1014 佐藤　走 サトウ　カケル 4 広島大学 長崎

円盤投円盤投(1.75K) 1671 三反畑　慶 サンダンバタ　ケイ3 近大福山高

円盤投円盤投(1.75K) 1704 崎本　和忠 サキモト　カズタダ17 西条農業高

円盤投円盤投(1.75K) 1272 田頭　龍平 タガシラ　リュウヘイ2 近大東広島高

円盤投円盤投(1.75K) 1786 安部　伊織 アベ　イオリ 3 近大福山高

円盤投円盤投(1.75K) 1705 花房　祐馬 ハナフサ　ユウマ17 西条農業高

円盤投円盤投(1.75K) 2110 村元　庄太 ﾑﾗﾓﾄﾑﾗﾓﾄ ｼｮｳﾀ 3 広島市工高

円盤投円盤投(1.75K) 2222 河上　陽 カワカミ　アキラ3 尾道商

円盤投円盤投(1.75K) 843 加藤　滉大 カトウ　コウキ 2 高陽東高

円盤投円盤投(1.75K) 1916 江草　憂一 エグサ　ユウイチ3 府中高

円盤投円盤投(1.75K) 930 﨑谷　陽一 サキタニ　ヨウイチ16 西条農業高

円盤投円盤投(1.75K) 2213 松木　翔 マツキ　ショウ 3 戸手高

円盤投円盤投(1.75K) 928 仲田　吐夢也 ナカタ　トムヤ 16 西条農業高

円盤投円盤投(1.75K) 2232 呉李　寅 ゴリ　トラ 3 広島商船高専

円盤投円盤投(1.75K) 2013 堀　凌輔 ホリ　リョウスケ3 安古市高

円盤投円盤投(1.75K) 1031 山口　琉平 ヤマグチ　リュウヘイ2 呉宮原高

円盤投円盤投(1.75K) 1320 久保　康太 ｸﾎﾞ　ｺｳﾀ 2 基町高

円盤投円盤投(1.75K) 838 桑原　大河志 クワバラ　タカシ2 高陽東高

円盤投円盤投(1.75K) 1291 中尾　勇貴 ﾅｶｵﾅｶｵ ﾕｳｷ 2 美鈴が丘高

円盤投円盤投(1.75K) 1236 河野　颯平 コウノ　ソウヘイ2 舟入高

円盤投円盤投(1.75K) 1725 芋迫　恋太 イモサコ　レンタ3 高陽東高

円盤投円盤投(1.75K) 1672 天野　海斗 アマノ　カイト 3 近大福山高

円盤投円盤投(1.75K) 995 香川　祐樹 カガワ　ユウキ 2 高陽高

円盤投円盤投(1.75K) 2057 小田　拓歩 オダ　ヒロム 3 安古市高

円盤投円盤投(1.75K) 1864 岡光　純弥 ｵｶﾐﾂ　ｼﾞｭﾝﾔ 18 三次高

円盤投円盤投(1.75K) 2266 花川　拓也 ハナカワ　タクヤ3 広島国際学院高

円盤投円盤投(1.75K) 947 高橋　拓万 タカハシ　タクマ2 福山工高

円盤投円盤投(1.75K) 2175 大畑　黎士 オオハタ　レイジ3 安芸南高

円盤投円盤投(1.75K) 2106 畑瀬　陸 ﾊﾀｾﾊﾀｾ ﾘｸ 3 美鈴が丘高

円盤投円盤投(1.75K) 16 藤澤　直弥 フジサワ　ナオヤ1 修道高

円盤投円盤投(1.75K) 19 礒本　隆司 イソモト　タカシ1 広島皆実高

円盤投円盤投(1.75K) 1866 達木　志門 ﾀﾂｷ　ｼﾓﾝ 18 三次高

円盤投円盤投(1.75K) 1201 伊藤　優希 イトウ　ユウキ 2 祇園北高

円盤投円盤投(1.75K) 1610 岡原　康太 オカハラ　コウタ3 修道高



円盤投円盤投(1.75K) 1033 安積　大輔 アヅミ　ダイスケ2 崇徳高

円盤投円盤投(1.75K) 2201 堂野崎　郁真 ﾄﾞｳﾉｻｷﾄﾞｳﾉｻｷ ｲｸﾏ 3 宮島工高

円盤投円盤投(1.75K) 811 江夏　康平 エナツ　コウヘイ2 修道高

円盤投円盤投(1.75K) 1292 川野　直輝 ｶﾜﾉｶﾜﾉ ﾅｵｷ 2 美鈴が丘高

円盤投円盤投(2K) 7-1131 甲斐　公耀 カイ　キミアキ 2 広経大

円盤投円盤投(2K) 7-1124 小嶋　修平 コジマ　シュウヘイ　3 広経大

円盤投円盤投(2K) 申請中 廣田　皓大 ヒロタ　コウダイ1 広経大 岡山

円盤投円盤投(2K) 7-1772 渡辺　翔太 ワタナベ　ショウタ2 徳山大学 愛媛

円盤投円盤投(2K) 1922 落合　敬祐 オチアイ　ケイスケ3 日彰館高

円盤投円盤投(2K) 7-1077 林野　健太 ハヤシノ　ケンタ5 広島大学

砲丸投砲丸投(5k) 1351 大地　智也 ｵｵﾁｵｵﾁ ﾄﾓﾔ 3 祇園東中

砲丸投砲丸投(5k) 687 須崎　航 スザキ　コウ 3 宇品中学校

砲丸投砲丸投(5k) 1813 石作石作 鈴音 イシヅクリ　レオン3 日浦中

砲丸投砲丸投(5k) 1818 宮本宮本 直輝 ミヤモト　ナオキ3 日浦中

砲丸投砲丸投(5k) 4484 上林　亜藍 ウエバヤシ　アラン3 大柿中

砲丸投砲丸投(5k) 1817 中橋中橋 弥禄 ナカハシ　ミロク3 日浦中

砲丸投砲丸投(5k) 長谷　拓摩 ナガタニ　タクマ3 日浦中

砲丸投砲丸投(6K) 1704 崎本　和忠 サキモト　カズタダ17 西条農業高

砲丸投砲丸投(6K) 930 﨑谷　陽一 サキタニ　ヨウイチ16 西条農業高

砲丸投砲丸投(6K) 931 出海　将 デカイ　マサシ 16 西条農業高

砲丸投砲丸投(6K) 843 加藤　滉大 カトウ　コウキ 2 高陽東高

砲丸投砲丸投(6K) 2013 堀　凌輔 ホリ　リョウスケ3 安古市高

砲丸投砲丸投(6K) 2137 島本　和政 シマモト　カズマサ3 可部高

砲丸投砲丸投(6K) 2222 河上　陽 カワカミ　アキラ3 尾道商

砲丸投砲丸投(6K) 1786 安部　伊織 アベ　イオリ 3 近大福山高

砲丸投砲丸投(6K) 16 藤澤　直弥 フジサワ　ナオヤ1 修道高

砲丸投砲丸投(6K) 1672 天野　海斗 アマノ　カイト 3 近大福山高

砲丸投砲丸投(6K) 1148 讃岐　智也 ｻﾇｷｻﾇｷ ﾄﾓﾔ 2 広島市工高

砲丸投砲丸投(6K) 928 仲田　吐夢也 ナカタ　トムヤ 16 西条農業高

砲丸投砲丸投(6K) 964 宇山　大揮 ウヤマ　ダイキ 1 沼田高

砲丸投砲丸投(6K) 1705 花房　祐馬 ハナフサ　ユウマ17 西条農業高

砲丸投砲丸投(6K) 71 都甲　尚志 トゴウ　ヒサシ 1 広高

砲丸投砲丸投(6K) 1821 山北　丈将 ヤマキタ　タケノブ3 広陵高

砲丸投砲丸投(6K) 1291 中尾　勇貴 ﾅｶｵﾅｶｵ ﾕｳｷ 2 美鈴が丘高

砲丸投砲丸投(6K) 1916 江草　憂一 エグサ　ユウイチ3 府中高

砲丸投砲丸投(6K) 2307 茶山　馨太 チャヤマ　ケイタ3 広島商船高専

砲丸投砲丸投(6K) 1101 福田　圭佑 フクダ　ケイスケ2 府中高

砲丸投砲丸投(6K) 申請中 繒堂　崚介 エドウ　リョウスケ1 山陽高

砲丸投砲丸投(6K) 1234 濱永　智紀 ハマナガ　トモキ2 広島工

砲丸投砲丸投(6K) 1357 西原　尚起 ﾆｼﾊﾗﾆｼﾊﾗ ﾅｵｷ 2 広島市工高



砲丸投砲丸投(7.26K) 7-1131 甲斐　公耀 カイ　キミアキ 2 広経大

砲丸投砲丸投(7.26K) 283 大角　哲史 オオスミ　サトシ34 CHASKI
砲丸投砲丸投(7.26K) 7-1525 長野　拓海 ナガノ　タクミ 2 福山平成大学

やり投 411 池田　康雄 イケダ　ヤスオ 38 TeamBigStone
やり投 477 山本　一喜 ヤマモト　カズキ32 広大障柳クラブ

やり投 7-1077 林野　健太 ハヤシノ　ケンタ5 広島大学

やり投 4017 西山　健太 ニシヤマ　ケンタ27 下関陸協 山口

やり投 931 出海　将 デカイ　マサシ 16 西条農業高

やり投 1609 大林　拓視 オオバヤシ　タクミ3 修道高

やり投 2308 倉本　大成 クラモト　タイセイ3 府中東高

やり投 2143 山本　匠 ヤマモト　タクミ3 府中高

やり投 5704 杉田　直登 スギタ　ナオト 3 おかやま山陽高 岡山

やり投 7-1233 堤本　紘平 ツツミモト　コウヘイ20 広島工業大学

やり投 2297 伊内　大河 ｲｳﾁ　ﾀｲｶﾞ 3 総合技術高

やり投 7-1694 大湾　翔平 オオワン　ショウヘイ20 広島工業大学

やり投 1883 奥山奥山  幸太朗 ｵｸﾔﾏｵｸﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 3 宮島工高

やり投 2078 正光　海人 マサミツ　カイト3 福山工高

やり投 929 今井　俊輔 イマイ　シュンスケ16 西条農業高

やり投 2033 中林　友輝 ナカバヤシ　トモキ3 祇園北高

やり投 2268 中村　則之 ナカムラ　ノリユキ3 安芸府中高

やり投 1274 松嶋　雄太 マツシマ　ユウタ2 近大東広島高

やり投 2057 小田　拓歩 オダ　ヒロム 3 安古市高

やり投 2020 西村　陸 ニシムラ　リク 3 安古市高

やり投 1808 武原　春樹 タケハラ　ハルキ2 庄原格致高

やり投 1093 大久保　雄太 オオクボ　ユウタ2 沼田高

やり投 2177 大海　篤志 オオミ　アツシ 3 安芸南高

やり投 1725 芋迫　恋太 イモサコ　レンタ3 高陽東高

やり投 2026 村井　海斗 ﾑﾗｲ　ｶｲﾄ 18 三次高

やり投 7-1220 小勝負　功希コショウブ　コウキ20 広島工業大学

やり投 1105 光成　柊人 ミツナリ　シュウト2 府中高

やり投 1618 淀屋　祐大 ヨドヤ　ユウダイ3 修道高

やり投 1236 河野　颯平 コウノ　ソウヘイ2 舟入高

やり投 1273 寺戸　友哉 テラド　トモヤ 2 近大東広島高

やり投 1724 竹保　英雄 タケヤス　ヒデオ3 高陽東高

やり投 1866 達木　志門 ﾀﾂｷ　ｼﾓﾝ 18 三次高

やり投 2258 中根　律樹 ナカネ　リツキ 3 沼南高

やり投 78 藤本　壱晟 フジモト　イッセイ1 安芸高

やり投 2013 堀　凌輔 ホリ　リョウスケ3 安古市高

やり投 1992 今田　竜太郎 ｲﾏﾀﾞ　ﾘｭｳﾀﾛｳ 3 総合技術高

やり投 964 宇山　大揮 ウヤマ　ダイキ 1 沼田高

やり投 1401 日野本日野本 陸真 ヒノモト　リクマ2 広島観音高

やり投 973 林原　悠介 ハヤシバラ　ユウスケ2 尾道北高



やり投 1287 戸崎　辰朗 ﾄｻｷﾄｻｷ ﾀﾂﾛｳ 2 廿日市高

やり投 1328 横田　一樹 ヨコタ　カズキ 2 広島城北高

やり投 1617 山西　隆太 ヤマニシ　リュウタ3 修道高

やり投 953 二井　拓光 フタイ　タクミ 2 市立福山高

やり投 1120 佐久間　亮 サクマ　リョウ 2 可部高

やり投 995 香川　祐樹 カガワ　ユウキ 2 高陽高

やり投 1291 中尾　勇貴 ﾅｶｵﾅｶｵ ﾕｳｷ 2 美鈴が丘高

やり投 1821 山北　丈将 ヤマキタ　タケノブ3 広陵高

やり投 1142 川崎　司 カワサキ　ツカサ2 広陵高

やり投 1101 福田　圭佑 フクダ　ケイスケ2 府中高

やり投 1393 児玉　比呂 コダマ　ヒロ 2 舟入高

やり投 7-1014 佐藤　走 サトウ　カケル 4 広島大学 長崎


