
日本ＧＰ第２戦 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
第５０回記念織田幹雄記念国際陸上競技大会 跳躍審判長 中本　　博
兼　第31回オリンピック競技大会（2016/ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ）代表選手選考競技会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2016/4/29 招集所 川口　正洋
【主催団体】 広島陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 秋山　定之

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Ａ  -2.5 10.27 10.35 10.43 10.54 10.56 10.59 10.63 10.64

１００ｍ 山縣  亮太 ケンブリッジ  飛鳥 長田  拓也(4) 大瀬戸  一馬(4) 馬場  友也 多田  修平(2) 土手  啓史 諏訪  達郎(4)
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ ｱｽｶ ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ﾄﾞﾃ ﾋﾛｼ ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ
東  京･セイコーホールデ 東  京･ドーム 愛  知･法政大学 福  岡･法政大学 北海道･ＬＡＬＬ ＡＣ 大  阪･関西学院大学 兵  庫･住友電工 三  重･中央大学

 4/29 男子Ｂ  -0.8 10.53 10.59 10.60 10.64 10.65 10.67 10.67 10.76

１００ｍ 増田  拓巳(2) 高橋  周治(3) 草野  誓也 村田  和哉 竹下  裕希 竹島  大喜(M2) 野川  大地 山本  悠史(4)
ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ ｸｻﾉ ｾｲﾔ ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾔ ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ ﾀｹｼﾏ ﾀｲｷ ﾉｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ
大  阪･東海大学 愛  知･愛知医科大学 神奈川･TEAM ACCEL 福  井･ユティック 兵  庫･住友電工 大  分･大分大学 兵  庫･住友電工 大  阪･日本体育大学

 4/29 NONGP男子  -0.2 10.63 10.71 11.13 11.25

１００ｍ 堀江  新太郎 高平  慎士 Ivy DOBSON 大町    蓮
ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ Ivy Dobson ｵｵﾏﾁ ﾚﾝ
兵  庫･住友電工 千  葉･富士通 ＵＳＡ 神奈川･日立ＩＣＴ

 4/29 男子 13:24.06 13:25.28 13:26.41 13:30.47 13:31.56 13:34.52 13:35.19 13:36.08

５０００ｍ ポール  カマイシ ポール  タヌイ テレッサ  ニャコラ チャールズ  ディランゴ 大六野  秀畝 上野  裕一郎 市田    孝 田中  秀幸
ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ ﾎﾟｰﾙ ﾀﾇｲ ﾃﾚｯｻ ﾆｬｺﾗ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｼｭｳﾎ ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ
広  島･中国電力 福  岡･九電工 広  島･マツダ 広  島･ＪＦＥスチール 宮  崎･旭化成 東  京･ＤｅＮＡ 宮  崎･旭化成 愛  知･トヨタ自動車

 4/29 NONGP男子 13:42.01 13:46.68 13:53.12 13:59.98 14:01.79 14:05.97 14:06.18 14:06.55

５０００ｍ ジョエル  ムァゥラ チャールズ  ニジオカ 岡本  直己 池田  紀保 ベケレ  シフェラウ 山崎  亮平 大谷  健太 デービッド  グレ
ｼﾞｮｳｴﾙ ﾑｧｩﾗ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾆｼﾞｵｶ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ ﾍﾞｹﾚ ｼﾌｪﾗｳ ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ
岡  山･倉敷高校 岡  山･倉敷高校 広  島･中国電力 神奈川･プレス工業 広  島･マツダ 広  島･中国電力 岡  山･ＪＦＥスチール 広  島･世羅高校

 4/29 男子Ａ  -0.5 13.78 13.86 13.89 13.92 13.95 13.98 14.02 14.14

１１０ｍＨ 矢澤    航 増野  元太 高山  峻野(3) 古谷  拓夢(2) 金井  大旺(3) 大室  秀樹 能登谷  雄太 鍵本  真啓(3)
ﾔｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ ｶﾅｲ ﾀｲｵｳ ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ ｶｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
東  京･デサント 東  京･モンテローザ 広  島･明治大学 神奈川･早稲田大学 北海道･法政大学 徳  島･大塚製薬 東  京･国士舘大学 奈  良･立命館大学

 4/29 男子Ｂ  +1.0 14.04 14.15 14.18 14.21 14.22 14.23 14.36 14.38

１１０ｍＨ 佐藤  大志 國分    徹 尾形  晃広 西澤  真徳 栗城  アンソニー(2) 矢田    弦(4) 桐山  範大 札場  大輝
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ ｸﾘｷ ｱﾝｿﾆｰ ﾔﾀﾞ ｹﾞﾝ ｷﾘﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾋﾛｷ
東  京･日立化成 山  口･柳井市陸協 東  京･ゴールドジム 鳥  取･鳥取陸協 東  京･国際武道大学 島  根･東京学芸大学 大  阪･関西電力 東  京･モンテローザ

 4/29 男子 5.60 5.50 5.30 5.30 5.20 5.20 5.00

棒高跳 澤野  大地 山本  聖途 田中    僚 荻田  大樹 松澤  ジアン成治 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 土井  翔太 山方  諒平(M2)
ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ｵｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 新  潟･新潟アルビレック ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ
千  葉･富士通 愛  知･トヨタ自動車 和歌山･和歌山陸協 香  川･ミズノ 山本  智貴(M2) ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ 香  川･三観陸協 兵  庫･大阪教育大学

広  島･日本体育大学 来間  弘樹(3)
ｸﾙﾏ ｺｳｷ
島  根･順天堂大学
逸見  俊太
ﾍﾝﾐ ｼｭﾝﾀ
京  都･京都ＴＦＣ

 4/29 7.88(+1.3) 7.64(+1.9) 7.60(+2.2) 7.59(+1.3) 7.59(+3.0) 7.55(+3.0) 7.51(+4.4) 7.25(+4.5)

走幅跳 嶺村  鴻汰 下野  伸一郎 佐久間  滉大(2) Angus GOULD 大岩  雄飛 小田  大樹(3) 山川  夏輝(3) 中村　優斗(4)
ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｻｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ Angus Gould ｵｵｲﾜ ﾕｳﾋ ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｶﾜ ﾅﾂｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
東  京･モンテローザ 福  岡･九電工 神奈川･法政大学 オーストラリア 東  京･モンテローザ 山  口･日本大学 滋  賀･日本大学 福  岡･九州共立大学

 4/29 16.88(+0.2) 16.77(+1.4) 16.40(+1.6) 16.04(+0.4) 15.91(-1.1) 15.75(-0.9) 15.46(+0.9) 15.37(+3.0)

三段跳 長谷川  大悟 石川  和義 山本  凌雅(3) 山下  航平(4) 岡部  優真 花谷  昂 髙橋  佑悟(3) 池畠  旭佳瑠(4)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ ｲｹﾊﾀ ﾋｶﾙ
神奈川･日立ＩＣＴ 長  野･長野吉田ＡＣ 長  崎･順天堂大学 福  島･筑波大学 福  岡･九電工 東  京･ユメオミライ 大  阪･立命館大学 埼  玉･東海大学

 4/29 79.93 79.59 79.25 78.96 78.66 78.07 74.07 73.20

やり投 村上  幸史 ディーン  元気 Stuart FARQUHAR Hamish PEACOCK 長谷川  鉱平 新井  涼平 佐道  隼矢(2) Ben LANGTON
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾌﾐ ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ Stuart Farquhar Hamish Peacock ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ ｻﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ Ben Langton
静  岡･スズキ浜松ＡＣ 愛  知･ミズノ ニュージーランド オーストラリア 福  井･福井陸協 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 富  山･東海大学 ニュージーランド

 4/29 西日本ジュニ 14:23.30 14:23.66 14:25.29 14:28.10 14:30.53 14:37.88 14:38.28 14:40.82

５０００ｍＡ 前田  舜平 多久和  能広 清水  颯大 畝    拓夢 長嶺  龍之介 吉田    匠 小松  直生 若林  大輝
ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ ｳﾈ ﾀｸﾑ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ｺﾏﾂ ﾅｵｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
岡  山･倉敷 島  根･平田 京  都･洛南 岡  山･倉敷 広  島･世羅 京  都･洛南 岡  山･水島工 岡  山･倉敷

 4/29 西日本ジュニ 14:49.03 14:49.87 14:54.59 14:55.33 14:55.75 15:02.24 15:03.99 15:04.19

５０００ｍＢ 黒木  みひろ 仲山  大輝 石田  大輝 髙橋  佐介 幟立  晃汰 疋田  和直 高畑　凌太 田中  宏樹
ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾀｶﾊｼ ｻｽｹ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ ﾋｷﾀﾞ ｶｽﾞﾅｵ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ
島  根･出雲工 山  口･西京 山  口･西京 京  都･洛南 広  島･世羅 京  都･洛南 滋  賀･草津東 福  岡･九国大付属

 4/29 ジュニア男子  -2.3 10.79 11.10 11.23 11.26 11.28 11.51 11.61 11.67

１００ｍ 田村  紀樹(3) 坂田  育人(3) 高橋  侃矢(2) 花田  達也(3) 庄司  泰志(3) 浜﨑  拓真(3) 山崎  開斗(2) 酒井  拓実(3)
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ ｻｶﾀ ｲｸﾄ ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ ﾊﾏｻｷ ﾀｸﾏ ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ ｻｶｲ ﾀｸﾐ
山  口･下関商業 鳥  取･鳥取中央育英 広  島･市立福山 島  根･大社 広  島･尾道 岡  山･関西 広  島･西条農業 広  島･市立呉

 4/29 高校１年男子 8:48.33 8:48.53 8:52.46 8:54.88 9:00.24 9:00.45 9:03.78 9:06.16

３０００ｍ 前垣内  皓大 中村  優吾 梶山  林太郎 高見  真拓 宍戸  来嘉 梶原  大聖 伊豫田  達弥 中村  駿吾
ﾏｴｶﾞｲﾁ ｺｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ
広  島･世羅 山  口･西京 広  島･世羅 島  根･出雲工 岡  山･倉敷 岡  山･岡山商大附 広  島･舟入 山  口･西京

 4/29 高校男子 広  島･神辺旭高      41.84 広  島･西条農業高      42.57 広  島･市立呉高      43.06 広  島･広島国際学院高      43.10 広  島･安古市高      43.48 広  島･呉三津田高      43.53 広  島･広島井口高      43.84 広  島･広島皆実高      43.89

４×１００ｍ 高卯健太郎(1) 冨士本有希(2) 古森  大貴(3) 日隅健太郎(2) 西村  世那(3) 村川  晴記(2) 藤本  拓真(2) 小松  将伸(2)
ﾀｶｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾓﾘ ﾋｽﾞﾐ ﾆｼﾑﾗ ﾑﾗｶﾜ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾏﾂ
松尾  隆雅(3) 大坪  柊也(3) 酒井  拓実(3) 天野  伊織(1) 上長者大地(2) 園田  雄大(2) 有木  隆太(3) 松田  優人(1)
ﾏﾂｵ ｵｵﾂﾎﾞ ｻｶｲ ｱﾏﾉ ｶﾐﾁｮｳｼﾞｬ ｿﾉﾀﾞ ｱﾘｷ ﾏﾂﾀﾞ
山下  竜也(1) 栂野  翔也(3) 脇坂  宗汰(2) 中山  泰地(3) 檀上  賢伍(3) 四ノ宮正義(3) 堀之内  譲(3) 野上  佳樹(2)
ﾔﾏｼﾀ ｿﾏﾉ ﾜｷｻｶ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼﾐﾔ ﾎﾘﾉｳﾁ ﾉｶﾞﾐ
山下  雄大(3) 山崎  開斗(2) 檜垣  正昭(2) 天野  登夢(3) 山口  昴大(3) 松下  豊顕(3) 江角  駿佑(3) 村上  浩平(3)
ﾔﾏｼﾀ ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾞｷ ｱﾏﾉ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾂｼﾀ ｴｽﾐ ﾑﾗｶﾐ

 4/29 中学校男子 11.63 11.70 11.72 11.81 11.87 11.87 11.95 11.96

１００ｍ 西川  正真(3) -0.6 山中  太智(3) -0.6 松中  馨大(3) -0.6 乃美  裕介(3) -0.6 石橋    凌(3) -0.6 山田  瞬也(3) -0.6 小寺  葉太(3) -0.6 峠谷  和紀(3) -2.0
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ ﾏﾂﾅｶ ｹｲﾀ ﾉｳﾐ ﾕｳｽｹ ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ｺﾃﾞﾗ ﾖｳﾀ ﾄｳﾔ ｶｽﾞﾉﾘ
広  島･高屋中 広  島･昭和中 広  島･安佐中 広  島･三原第三中 広  島･安佐中 広  島･白岳中 広  島･オリンピアプラス 広  島･一ツ橋中

三好  悠貴(3) 11.96
ﾐﾖｼ ﾕｳｷ -0.6
広  島･県立広島中

 4/29 9:08.23 9:09.80 9:10.45 9:12.67 9:16.92 9:17.54 9:17.70 9:18.58

３０００ｍ 植野  泰生(3) 山崎  大空(3) 細迫  海気(3) 増木  祐斗(3) 倉本  玄太(3) 石丸  大輝(3) 中野  翔太(3) 北村  響生(3)
ｳｴﾉ ﾀｲｷ ﾔﾏｻｷ ﾀｸ ﾎｿｺｼ ｶｲｷ ﾏｽｷ ﾕｳﾄ ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ
広  島･熊野東中 広  島･安佐中 広  島･坂中 広  島･坂中 広  島･三原第二中 広  島･矢野中 広  島･五日市中 広  島･松賀中

 4/29 広  島･安佐中      45.23 広  島･県立広島中      45.72 広  島･修道中      45.93 広  島･白岳中      46.22 広  島･安芸府中中      46.25 広  島･昭和北中      46.35 広  島･府中緑ヶ丘中      46.48 広  島･高屋中      46.57

４×１００ｍ 田中  晴斗(3) 黒岩    舜(2) 田村  駿和(3) 戸野  瑞貴(3) 神田  拓海(2) 小山    晃(3) 芳井    歩(2) 味谷  大樹(3)
ﾀﾅｶ ｸﾛｲﾜ ﾀﾑﾗ ﾄﾉ ｶﾝﾀﾞ ｺﾔﾏ ﾖｼｲ ｱｼﾞﾀﾆ
石橋    凌(3) 三好  悠貴(3) 焼家  大地(3) 石中  一成(3) 中村    慧(2) 青木  太一(3) 早田  海斗(3) 菊本  悠斗(2)
ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ ﾐﾖｼ ﾔｹｲｴ ｲｼﾅｶ ﾅｶﾑﾗ ｱｵｷ ﾊﾔﾀ ｷｸﾓﾄ
松中  馨大(3) 藤村  優希(3) 沖井  智哉(3) 山田  瞬也(3) 加藤  真生(3) 勝連    碧(3) 藤田  雄也(3) 西川  正真(3)
ﾏﾂﾅｶ ﾌｼﾞﾑﾗ ｵｷｲ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾄｳ ｶﾂﾗ ﾌｼﾞﾀ ﾆｼｶﾜ
佐藤  龍成(3) 植野  颯太(3) 井手  浩貴(3) 村上  瑛希(3) 長谷川  寛(3) 上松  大晟(3) 原田    馨(3) 井上  大輔(3)
ｻﾄｳ ｳｴﾉ ｲﾃﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾊｾｶﾞﾜ ｳｴﾏﾂ ﾊﾗﾀﾞ ｲﾉｳｴ

 4/29 小学校男子 13.59 13.64 14.17 14.22 14.40 14.46 14.52 14.55

１００ｍ 村上    諒 +1.4 坂本  拓望 +0.6 太田    蓮 -2.6 中野  響介 -1.4 大村  元海 -1.4 大野  愛翔 +1.4 和田  虎星 -2.6 坪倉  瑠快 -2.6
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ ｵｵﾀ ﾚﾝ ﾅｶﾉ ｷｮｳｽｹ ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾂﾎﾞｸﾗ ﾙｶ
広  島･ＣＨＡＳＫＩ 広  島･福山ジュニア陸上 広  島･伴南小 広  島･中黒瀬小 広  島･うじな陸上 広  島･海田南小 広  島･東広島ＴＦＣ 広  島･小奴可小

 4/29 広  島･海田南小      56.10 広  島･湯田小      57.55 広  島･藤の木小      58.30 広  島･熊野第一小      58.31 広  島･海田小      59.44 広  島･新涯小      59.64 広島･熊野第三小    1:00.25 広  島･長江小    1:00.92

４×１００ｍ 酒井  啓汰(6) 犬石  真尋(6) 網本  未来斗(6) 田中  陽登(6) 因幡  直起(6) 門矢  和大(6) 元永  龍志(6) 細谷  光弘(4)
ｻｶｲ ｲﾇｲｼ ｱﾐﾓﾄ ﾀﾅｶ ｲﾅﾊﾞ ｶﾄﾞﾔ ﾓﾄﾅｶﾞ ﾎｿﾔ
大中  雅智(6) 西本  博紀(6) 原  龍之介(6) 城代  颯(6) 西田  宇伸(6) 佐藤  太宥(6) 永谷  純也(6) 住田  旺翼(6)
ｵｵﾅｶ ﾆｼﾓﾄ ﾊﾗ ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｳ ﾅｶﾞﾀﾆ ｽﾐﾀﾞ
朝妻  真弥(6) 小畠  航(6) 喜嶋  直樹(6) 鶴田  皓大(6) 江口  智拓(6) 村上  昴史朗(5) 大道  直登(6) 岡  亮介(4)
ｱｻﾂﾞﾏ ｺﾊﾞﾀｹ ｷｼﾞﾏ ﾂﾙﾀ ｴｸﾞﾁ ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｵｶ
大野  愛翔(6) 金口  泰三(6) 畑本  洸星(6) 西川  勝太(6) 植田  幸(6) 荒谷  瑠希(6) 松村  優希(6) 面迫  祐輝(6)
ｵｵﾉ ｶﾅｸﾞﾁ ﾊﾀﾓﾄ ﾆｼｶﾜ ｳｴﾀﾞ ｱﾗﾀﾆ ﾏﾂﾑﾗ ｵﾓｻｺ

 4/29 スポ少男子 広島･ＣＨＡＳＫＩ      55.78 広  島･石内南SKRC      55.84 広島･高須ジュニア      58.03 広 島･竹尋ｱｽﾘｰﾄ      58.79 広  島･中野東陸上      59.00 広  島･広島ＪＯＣ      59.17 広  島･三原陸上      59.20 広  島･くれJAC      59.22

４×１００ｍ 村上 諒(6) 川室  慧太郎(6) 岡本  悠翔(6) 桑山  流星(6) 野見  明輝(5) 河野  遥希(6) 乃美  颯太(6) 近藤  優成(5)
ﾑﾗｶﾐ ｶﾜﾑﾛ ｵｶﾓﾄ ｸﾜﾔﾏ ﾉﾐ ｺｳﾉ ﾉｳﾐ ｺﾝﾄﾞｳ
遊佐  碧依(5) 中西  康輔(6) 平谷  快翔(6) 清水  颯大(6) 妹尾  拓武(6) 近藤  仁志(6) 大森  琉翔(5) 原田 一磨(6)
ﾕｻ ﾅｶﾆｼ ﾋﾗﾀﾆ ｼﾐｽﾞ ｾｵ ｺﾝﾄﾞｳ ｵｵﾓﾘ ﾊﾗﾀﾞ
黒神  郁人(6) 田中  凌(6) 三本竹  夏生(6) 妹尾  壮真(6) 大森  俊輔(6) 松島  壮史(4) 平岡  怜(6) 宮崎  智也(5)
ｸﾛｶﾐ ﾀﾅｶ ｻﾝﾎﾞﾝﾁｸ ｾﾉｵ ｵｵﾓﾘ ﾏﾂｼﾏ ﾋﾗｵｶ ﾐﾔｻﾞｷ
福岡  海人(6) 清水  友斗(6) 新光  樹里輝(6) 山下  壮太(6) 太尾田  誠人(6) 吉田  春紀(6) 中藤  杏輔(6) 柴田  奏斗(6)
ﾌｸｵｶ ｼﾐｽﾞ ｼﾝｺｳ ﾔﾏｼﾀ ﾀｵﾀﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾅｶﾄｳ ｼﾊﾞﾀ


