
男子走高跳

大会記録(GR)            2m07      向井　祐介(沼田)                      2000 5月7日 15:00 決　勝

決　勝　

ｲﾅﾀﾞ ｹｲ

1 1784 稲田　桂(3) 祗園北
ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ

2 67 桐木　紳吾(1) 広島工業
ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 902 古閑　翔太朗(2) 山陽
ｱﾘｷ ﾘｭｳﾀ

4 1973 有木　隆太(3) 広島井口
ｶﾐﾄﾘ ﾚｵ

5 1754 神鳥　怜央(3) 沼田
ｵｵﾀ ﾖｳﾍｲ

6 1792 太田　陽平(3) 安芸南
ﾀｹﾔｽ ﾋﾃﾞｵ

7 1724 竹保　英雄(3) 高陽東
ｸﾏｲ ﾄﾓﾔ

8 841 隈井　智也(2) 高陽東
ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

9 2144 大川　将太郎(3) 広島大学附属
ｻｯｶ ﾄﾓﾔ

10 1934 目　知也(3) 舟入
ﾊﾅﾔﾏ ﾄﾓﾔ

11 968 花山　智哉(2) 広島井口
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｻｸ

12 1043 藤本　優作(2) 広島工業
ﾆｲﾐ ｼｮｳﾏ

13 326 新見　将真(1) 沼田
ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ

14 1294 髙橋　憲次朗(2) 美鈴が丘
ｽｶﾞ ｶｲﾄ

15 1664 菅　海斗(3) 高陽東
ﾐﾔﾏｴ ﾘｭｳﾀﾛｳ

16 2164 宮前　龍太郎(3) 山陽
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ

17 1895 橋本　直輝(3) 基町
ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

18 183 福本　涼汰(1) 崇徳
ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞｷ

19 1406 廣岡　和樹(2) 湯来南
ﾀﾏｷ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

20 1226 玉木　翔一朗(2) 高陽
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ

21 1214 中村　優磨(2) 広島国際学院
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ

22 111 櫻井　優真(1) 安芸南
ｴｷﾞ ﾊﾔﾄ

23 1262 恵木　颯斗(2) 安古市
ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀ

24 1144 村上　啓太(2) 広陵
ﾅｶｺｳｹﾞ ｼﾝﾀ

25 354 中高下　新太(1) 広島工業大学
ﾋﾉﾌﾞ ｱｷﾄ

26 439 日信　聡斗(1) 安西
ﾀﾆｻﾀﾞ ﾘｮｳ

27 207 谷貞　諒(1) 西条農業
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

28 2145 橋本　侑樹(3) 広島大学附属
ﾎﾘ ﾏｺﾄ

29 2261 堀　誠(3) 瀬戸内
ﾋﾗﾀ ﾋｶﾙ

30 196 平田　輝(1) 五日市
ｺﾜ ﾀﾞｲﾁ

31 1112 古和　大地(2) 安芸南
ｲﾏｲ ﾀﾂﾔ

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 m m m m m m m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ



32 1391 今井　達也(2) 舟入
ﾐｶﾐ ﾏｻﾔ

33 2260 三上　真弥(3) 瀬戸内
ｺｶﾞ ｼｮｳﾔ

34 388 古賀　翔也(1) 海田
ｾｶﾞﾜ ｿｳｷ

35 1381 脊川　颯栞(2) 広陵
ｶﾏﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ

36 1269 鎌塚　健太郎(2) 近大附属東広島
ｳﾒﾀﾞ ｶﾝｷﾞ

37 1590 梅田　勧義(2) 近大附属東広島

男子棒高跳

大会記録(GR)            5m00      山本　智貴(西条農)                    2010 5月6日 11:30 決　勝

決　勝　

ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ

1 1719 岡本　崇志(3) 広島工業大学
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ

2 1577 田中　智之(2) 広島井口
ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ

3 1650 田村　圭佑(3) 近大附属東広島
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ

4 347 安立　雄斗(1) 広島工業大学
ﾊﾀ ｼﾝﾆﾝ

5 1591 畑　真人(2) 近大附属東広島
ｱｵｷ ﾖｳｲﾁ

6 60 青木　陽一(1) 近大附属東広島
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ

7 99 小田原　龍生(1) 湯来南
ﾏｷ ﾊﾔﾄ

8 863 槙　駿斗(2) 広島工業大学
ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ

9 100 大塚　翼(1) 湯来南
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