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審 判 長 藤本　法生

記 録 主 任 秋山　定之

日付 種目

遊佐　碧依(5) 14.39 歌谷　公希(5) 15.03 木村　祐樹(5) 15.13 國本　航生 (5) 15.15 大森　琉翔(5) 15.23 杉本　大惺(5) 15.40 安原　康喜(5) 15.42 掛谷　隼太(5) 15.53

ＣＨＡＳＫＩ 高須子ども会 福山ジュニア 熊野陸上 三原陸上 ＣＨＡＳＫＩ 湯田陸上 海田南

坂本　拓望(6) 13.50 村上　　諒(6) 13.57 福井　凪冴(6) 13.94 間所　海磨(6) 14.19 今井　穂高(6) 14.36 大村　元海(6) 14.38 妹尾　拓武(6) 14.54 住田　旺翼(6) 14.57

福山ジュニア ＣＨＡＳＫＩ 福山ジュニア 久地ＡＣ 高美が丘クラブ うじな陸上 中野東 長江子ども会

宮田　孝輝(5) 15.51 桂　　大稀(5) 16.27 永原　莉玖(5) 16.27 高橋　洸大(6) 16.63 福田　大翔(5) 16.82

東広島ＴＦＣ 高美が丘クラブ 新涯ＪＡＣ 熊野第四 石内南ＳＫＲＣ

福岡　海人(6) 13.65 平谷　快翔(6) 14.29 近藤　仁志(6) 14.71 井上未来翔(6) 14.87 元永　龍志(6) 15.10 進藤　隆斗(6) 15.65 正村諒太郎(6) 15.68 土田　　奏(6) 15.71

ＣＨＡＳＫＩ 高須子ども会 広島ＪｒＯＣ 中条走ろう会 熊野第三 高美が丘クラブ 横浜 横浜

石内南ＳＫＲＣ 54.51 海田南 55.04 熊野第一 56.08 湯田陸上 56.38 高美が丘 57.66 熊野第四 59.05 神辺走ろう会 1:00.71

川室慧太郎(6) 酒井　啓汰(6) 竹本　雷己(6) 犬石　真尋(6) 松永　悠斗(5) 田中　辰弥(6) 舘原　　陸(5)

中西　康輔(6) 大中　雅智(6) 田中　陽登(6) 西本　博紀(6) 花岡　大楽(6) 片川　善行(6) 浅野　冬也(6)

田中　　凌(6) 朝妻　真弥(6) 近藤　大稀(6) 小畠　　航(6) 川原　湊大(6) 青木　実憲(6) 吉村　良輔(6)

清水　友斗(6) 大野　愛翔(6) 西川　勝太(6) 金口　泰三(6) 中野　奎吾(6) 坂本　航輝(6) 松川　　翔(6)

妹尾　壮真(6) 1m25 平岡　　怜(6) 1m25 柚木　丈寛(6) 1m20 新田　悠人(5) 1m20 長谷川　諒(6) 1m15 硴塚　　隼(6) 1m15

竹尋ＡＣ 三原陸上 海田南 東広島ＴＦＣ 海田南 熊野第三

河野　将大 (6) 1m15

坂ジュニア

山下　壮太(6) 4m80(+2.6) 永野　　周(6) 4m75(+3.2) 中藤　杏輔(6) 4m38(+1.9) 福政　栄樹(6) 4m34(+3.3) 荒谷　瑠希(6) 4m22(+3.5) 新光樹里輝(6) 4m15(+5.0) 小島　優吾(6) 4m05(+1.4) 野見　明輝(5) 4m00(+2.8)

竹尋ＡＣ 公認4m74(+1.1) 川上小 公認4m68(+2.0) 三原陸上 因北陸上 公認4m20(+1.3) 新涯ＪＡＣ 公認4m19(+1.8) 高須子ども会 公認4m08(+1.6) 海田南 中野東 公認3m82(+1.7)

西野　楓生(6) 52m58 太尾田誠人(6) 51m09 竹本　俊輝(6) 45m96 小田　康生(6) 45m92 松村　優希(6) 45m34 金谷　俐希(5) 44m70 伊藤　大輔(5) 40m84 桑原　聖也(6) 40m82

三次粟屋 中野東 熊野第三 三次作木 熊野第三 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 坂

柏原　早希(5) 14.50 玉江　　華(5) 14.56 江原美月優(5) 14.60 忰山　　渚(5) 14.74 臂　　夏凜(5) 15.18 綾目ひなの(5) 15.25 渡辺　百香(5) 15.30 山根　知紗(5) 15.45

東広島ＴＦＣ 三原陸上 竹尋ＡＣ ＣＨＡＳＫＩ 栗原陸上 高須子ども会 神村体育振興会 広島ＪｒＯＣ

山﨑　朋子(6) 14.15 中西　　彩(6) 14.30 松本　絢香(6) 14.56 井分　愛希(6) 14.80 枝　　美咲(6) 14.85 堂前　咲希(6) 14.86 市山　初乙(6) 14.89 高垣　知里(6) 15.04

三原陸上 石内南ＳＫＲＣ ＣＨＡＳＫＩ ＣＨＡＳＫＩ 三次粟屋 高須子ども会 坂ジュニア 中条走ろう会

前田　朔良(6) 15.00 平本　結子(6) 15.38 木村　亜弥(6) 16.01 藤田　絢子(6) 16.20 藤岡　尚実(6) 16.57 花﨑　七海(5) 17.41 赤田　愛絋(5) 18.60

広島ＪｒＯＣ 東広島ＴＦＣ 高美が丘クラブ 湯田陸上 安田クラブ 湯田陸上 新涯ＪＡＣ

山田　梨夢(6) 14.76 小畠　　芽(5) 14.80 生田　彩華(6) 15.45 正光詩絵莉(6) 15.49 和田佳緒莉(6) 15.96 重宗　姫香(5) 16.16 向井畑風花(6) 16.24 高山　　響(6) 16.81

高須子ども会 東広島ＴＦＣ 中条走ろう会 広島ＪｒＯＣ 新涯ＪＡＣ 竹尋ＡＣ 広島ＪｒＯＣ ＣＨＡＳＫＩ

広島ＪｒＯＣ 53.80 東広島ＴＦＣ 56.19 湯田陸上Ａ 58.73 高美が丘 59.28 府中空城 59.99 湯田陸上Ｂ 1:00.91 熊野第四 1:01.30 向洋新町ＡＣ 1:01.76

有光　葉月(6) GR 河野さやな(6) 六原　未智(6) 平賀　梨乃(5) 杉村　茉優(5) 菅野　夏希(5) 西本　彩椰(6) 神田　美波(6)

森脇　叶美(6) 石中　裕美(6) 高橋　真美(6) 升川　菜摘(6) 石本　紗英(5) 小林　咲花(5) 伊藤ゆうき(6) 山ノ川亜子(6)

金川　優莉(6) 石原優衣子(6) 右川　心優(6) 友田　菜々(6) 荒木　姫菜(6) 山本　真央(5) 越智　美咲(6) 岡　　和奏(6)

入江　紀帆(6) 平本　倫子(6) 佐藤　陽菜(6) 池上　叶夢(6) 縄田　瑠華(6) 藤原　里音(5) 林　　望恵(6) 佐義わかな(6)

桑原　　藍(6) 1m30 國貞穂乃佳(6) 1m25 尺田　エマ(6) 1m23 森田　彩夏(6) 1m20 松元　　凜(6) 1m15 山本　千紗(6) 1m15 前田　真鈴(5) 1m10

高美が丘クラブ 三原陸上 熊野第一 熊野第一 東広島ＴＦＣ 坂 横浜

月待　　絹(6) 1m10

坂

新谷　木悠(6) 1m10

因北陸上

田房　真歩(6) 5m01(+2.7) 藤本　佳千(6) 4m49(+2.1) 宮本　紗弥(6) 4m29(+1.5) 土井　惟花(6) 4m21(+2.9) 山廣　彩羽(6) 4m14(+3.4) 沖中　友佳(6) 4m11(+2.6) 宮地　香穂(6) 4m08(+4.0) 中本　成美(6) 4m05(+3.0)

吉和アスリート 公認4m74(+1.4) 三原陸上 公認記録なし 新涯ＪＡＣ 府中空城 公認4m17(+1.1) ＣＨＡＳＫＩ 公認4m09(+2.0) 中条走ろう会 公認4m01(+1.6) 因北陸上 公認3m90(+1.2) 府中空城 公認3m99(+2.0)

福田　沙來(6) 38m91 宮川　湖夏(6) 38m75 庵地　束紗(5) 31m98 大坪千由莉(6) 31m54 吉中　優月(6) 30m84 中久保侑花(6) 30m79 菅安　恵子(5) 30m24 森本　羽南(5) 28m90

坂 中野東 竹尋ＡＣ 三原陸上 三原陸上 新涯ＪＡＣ びんごＷＡＣ 高美が丘クラブ

凡例  GR:大会記録

決　勝　記　録　一　覧　表

7月3日 小学女子走幅跳

7月3日 小学女子ジャべリックボール投

第３２回全国小学生陸上競技交流大会広島県大会

平成28年（2016年）７月３日（日）

広島総合グランドメインスタジアム　【　341010　】

7月3日 小学女子走高跳

7月3日

6年女子100m

風：-2.9

7月3日

友好女子100m

風：-0.9

7月3日

小学女子80mH

風：-2.0

7月3日 小学男子走高跳

7月3日 小学男子走幅跳

7月3日 小学女子4X100mR

7月3日 小学男子ジャべリックボール投

7月3日

5年女子100m

風：-1.0

7位 8位

7月3日

5年男子100m

風：-1.8

7月3日

6年男子100m

風：-3.0

1位 2位 3位 4位 5位 6位

7月3日 小学男子4X100mR

7月3日

友好男子100m

風：-3.9

7月3日

小学男子80mH

風：+0.2


