
予選 8月28日 10:50
決勝 8月28日 14:25

県中学記録(PR)                  10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   
北村　拓也                   伴               2008/8/8    

広島市中学記録(CR)              10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   
北村　拓也                   伴               2008/8/8    

大会記録(GR)                    11.68 北村　拓也                   伴               2006        

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 上野  温斗(1)     12.36 q  1 藤井  雄大(1)     13.08 
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中

 2 三宅  貫太(1)     13.72  2 谷本  彪真(1)     13.75 
ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 温品中 ﾀﾆﾓﾄ ﾋｮｳﾏ 五日市中

 3 寺口  廉也(1)     14.08  3 貞徳  奏汰(1)     13.83 
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 古田中 ｻﾀﾞﾄｸ ｶﾅﾀ 広島城北中

 4 山代  龍希(1)     14.09  4 里保    誠(1)     14.25 
ﾔﾏｼﾛ ﾘｭｳｷ 三入中 ｻﾄﾔｽ ﾏｺﾄ 矢野中

 5 國清  赳志(1)     14.89  5 工藤  星来(1)     14.60 
ｸﾆｷﾖ ﾀｹｼ 広島学院中 ｸﾄﾞｳ ｾﾗ 祇園中

 6 國重  優太(1)     17.26  6 渡辺  純平(1)     14.82 
ｸﾆｼｹﾞ ﾕｳﾀ 崇徳中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中
田中  音哉(1) 藤井  信吾(1)
ﾀﾅｶ ｵﾄﾔ 国泰寺中 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 戸坂中
兒玉  周慈(1) 伊澤  寛泰(1)
ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 砂谷中 ｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ 大州中

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 +0.3

 1 小川  真瞳(1)     12.82 q  1 椎葉  涼(1)     12.83 q
ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高取北中 ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

 2 大久保歩永久(1)     13.79  2 下川  竜吾(1)     13.23 
ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ 温品中 ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ 伴中

 3 朝倉  悠生(1)     13.96  3 山下  謙太(1)     13.91 
ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 安佐南中 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀ 瀬野川中

 4 菊楽  裕一(1)     14.64  4 下津    祐(1)     13.94 
ｷｸﾗｸ ﾕｳｲﾁ 戸坂中 ｼﾓﾂ ﾕｳ 広島なぎさ中

 5 三好  皓大(1)     15.26  5 堀江  敬太(1)     14.16 
ﾐﾖｼ ｺｳﾀﾞｲ 広島城北中 ﾎﾘｴ ｹｲﾀ 口田中

 6 山本  広樹(1)     15.57  6 八木  悠太(1)     14.99 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 国泰寺中 ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 安佐南中
井上    玲(1) 元田  絢登(1)
ｲﾉｳｴ ﾚｲ 井口中 ﾓﾄﾀﾞ ｱﾔﾄ 崇徳中
磯田  祐作(1) 野村  真生(1)
ｲｿﾀﾞ ﾕｳｻｸ 可部中 ﾉﾑﾗ ﾏｵ 亀山中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +0.4

 1 山内  健生(1)     12.63 q  1 恵南  優貴(1)     13.03 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中 ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中

 2 石井    蓮(1)     13.68  2 森下    快(1)     13.17 
ｲｼｲ ﾚﾝ 亀山中 ﾓﾘｼﾀ ｶｲ 五日市南中

 3 上野  太陸(1)     13.69  3 山下  ?汰(1)     14.09 
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 城山北中

 4 米田    暖(1)     14.15  4 花原  悠太(1)     14.55 
ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ 大塚中 ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 修道中

 5 大塚    周(1)     14.27  5 中原  雄大(1)     14.87 
ｵｵﾂｶ ｼｭｳ 東原中 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 安佐中
池邉公二郎(1)  6 荒野  友喜(1)     15.26 
ｲｹﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 日浦中 ｱﾗﾉ ﾄﾓｷ 己斐上中
大橋  力輝(1)  7 木本  拓歩(1)     18.75 
ｵｵﾊｼ ﾘｷ 城山中 ｷﾓﾄ ﾀｸﾎ 庚午中
内山    類(1) 品川  隼斗(1)
ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ 戸山中 ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 安西中

[ 7組] 風速 -0.2 [ 8組] 風速 +1.0

 1 占部  貴輝(1)     12.67 q  1 山中  瑞己(1)     12.61 q
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中 ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中

 2 香川  翔哉(1)     13.41  2 松村  瑠晟(1)     13.34 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 翠町中 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中

 3 三島  快斗(1)     13.86  3 伊藤優一郎(1)     13.62 
ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 祇園東中 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 庚午中

 4 菅原  翔太(1)     14.36  4 新田  祥梧(1)     14.25 
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 宇品中 ﾆｯﾀ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中

 5 栗栖  遼暉(1)     14.66  5 川手  悠生(1)     14.58 
ｸﾘｽ ﾊﾙｷ 落合中 ｶﾜﾃ ﾕｳ 五日市観音中
戸野  北斗(1)  6 諏訪  尚斗(1)     14.92 
ﾄﾉ ﾎｸﾄ 矢野中 ｽﾜ ﾅｵﾄ 可部中
原田    響(1)  7 宮原  悠羽(1)     14.96 
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予選 通過基準  12組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳ 古田中

[ 9組] 風速 -0.7 [ 10組] 風速 +0.5

 1 藤田  将生(1)     12.83  1 植田  光紀(1)     12.66 q
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 高取北中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 2 江角  悠人(1)     13.17  2 上村  大輝(1)     13.46 
ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 翠町中 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中

 3 松田  大空(1)     13.83  3 福原  刀弥(1)     13.68 
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 祇園東中 ﾌｸﾊﾗ ﾄｳﾔ 戸山中

 4 萩原  聖己(1)     14.08  4 柳楽  茉光(1)     14.01 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 二葉中 ﾅｷﾞﾗ ﾏﾋﾛ 城山北中

 5 佐伯  直朗(1)     14.11  5 柳田  悠喜(1)     14.03 
ｻｴｷ ﾅｵｱｷ 長束中 ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 修道中

 6 日野原  綾(1)     14.81  6 内藤  康太(1)     14.31 
ﾋﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 広島城南中 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 広島学院中
疋田    啓(1)  7 日高  弘雅(1)     17.01 
ﾋｷﾀ ｹｲ 己斐中 ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛﾏｻ 江波中

[ 11組] 風速 +1.3 [ 12組] 風速 +1.0

 1 逸見  勇斗(1)     12.90  1 米澤  晴惟(1)     12.22 q
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中

 2 留村  凌生(1)     13.37  2 中村  光希(1)     13.23 
ﾄﾒﾑﾗ ﾘｮｳ 大塚中 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中

 3 福島  滉世(1)     13.99  3 田中    智(1)     13.48 
ﾌｸｼﾏ ｺｳｾｲ 大州中 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 己斐上中

 4 原    大樹(1)     14.48  4 東    歳也(1)     13.55 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 落合中 ﾋｶﾞｼ ﾄｼﾔ 福木中

 5 細田  耀生(1)     15.20  5 高尾    諒(1)     14.11 
ﾎｿﾀﾞ ﾖｳｾｲ 福木中 ﾀｶｵ ﾘｮｳ 東原中

 6 荻野  隼人(1)     18.99  6 新庄    健(1)     14.14 
ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 瀬野川中 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中
黒磯  友太(1) 小池  哲平(1)
ｸﾛｲｿ ﾕｳﾀ 安西中 ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 日浦中

風速 +0.4

 1 上野  温斗(1)     12.13 
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 2 米澤  晴惟(1)     12.22 
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中

 3 占部  貴輝(1)     12.40 
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 4 山内  健生(1)     12.44 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 5 小川  真瞳(1)     12.59 
ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高取北中

 6 山中  瑞己(1)     12.64 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中

 7 植田  光紀(1)     12.75 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 8 椎葉  涼(1)     13.06 
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

予選 8月27日 11:10
決勝 8月27日 13:30

県中学記録(PR)                  21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
広島市中学記録(CR)              21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
大会記録(GR)                    23.93 北村　拓也                   伴               2006        

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 山中  瑞己(1)     26.41 q  1 上野  温斗(1)     25.36 q
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 2 松村  瑠晟(1)     27.72  2 川手  悠生(1)     29.51 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中 ｶﾜﾃ ﾕｳ 五日市観音中

 3 斎藤  央雅(1)     30.00  3 赤名  瑞希(1)     30.08 
ｻｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 伴中 ｱｶﾅ ﾐｽﾞｷ 戸坂中

 4 松島  遥心(1)     31.06  4 釜山颯一郎(1)     30.59 
ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙﾄ 戸坂中 ｶﾏﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 広島城北中

 5 渡邊  飛翔(1)     33.14  5 永宗    蓮(1)     31.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 広島城北中 ﾅｶﾞﾑﾈ ﾚﾝ 瀬野川中

 6 森田  雄貴(1)     33.28  6 奥田  夢陽(1)     34.38 
ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 祇園東中 ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾋ 己斐上中

 7 佐藤  直輝(1)     36.80 小池  哲平(1)
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 白木中 ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 日浦中
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池邉公二郎(1) 光貞  公貴(1)
ｲｹﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 日浦中 ﾐﾂｻﾀﾞ ｺｳｷ 安佐南中

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -1.3

 1 植田  光紀(1)     26.47 q  1 山内  健生(1)     25.33 q
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 2 山平  真己(1)     29.59  2 原田    響(1)     27.35 
ﾔﾏﾋﾗ ｼﾝｷ 崇徳中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

 3 石�石�  舟恩(1)     30.39  3 谷本  彪真(1)     27.90 
ｲｼﾊﾗ ｼｵﾝ 瀬野川中 ﾀﾆﾓﾄ ﾋｮｳﾏ 五日市中

 4 鳴石  翔樹(1)     30.58  4 岩森    翔(1)     28.85 
ﾅﾙｲｼ ｼｮｳｷ 白木中 ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中

 5 家森  海斗(1)     30.82  5 福島  滉世(1)     29.92 
ｲｴﾓﾘ ｶｲﾄ 古田中 ﾌｸｼﾏ ｺｳｾｲ 大州中

 6 福本  裕平(1)     30.88  6 松田  颯斗(1)     30.38 
ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 安佐南中 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ 崇徳中

 7 加賀    巽(1)     31.23  7 藤田  智也(1)     32.14 
ｶｶﾞ ﾀﾂﾐ 落合中 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 可部中
伊澤  寛泰(1)  8 石橋  歩空(1)     34.46 
ｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ 大州中 ｲｼﾊﾞｼ ﾎﾀﾞｶ 五月が丘中

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 +0.7

 1 江角  悠人(1)     27.63  1 米澤  晴惟(1)     24.78 q
ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 翠町中 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中

 2 上野  太陸(1)     28.29  2 今尾    光(1)     25.48 q
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中 ｲﾏｵ ﾋｶﾙ 安西中

 3 留村  凌生(1)     28.87  3 中田  大智(1)     26.65 
ﾄﾒﾑﾗ ﾘｮｳ 大塚中 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中

 4 福岡  拓也(1)     29.48  4 吉本    武(1)     28.59 
ﾌｸｵｶ ﾀｸﾔ 五月が丘中 ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 井口中

 5 福冨颯士郎(1)     30.05  5 梅中    了(1)     30.47 
ﾌｸﾄﾐ ｿｳｼﾛｳ 広大東雲中 ｳﾒﾅｶ ﾘｮｳ 広島城南中

 6 開    直也(1)     30.74  6 山本  貫太(1)     31.20 
ﾋﾗｷ ﾅｵﾔ 落合中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 国泰寺中

 7 廣本  大和(1)     30.86  7 青木  智哉(1)     31.22 
ﾋﾛﾓﾄ ﾔﾏﾄ 広島学院中 ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 高陽中
坂田  陽貴(1) 鈴木  心温(1)
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 江波中

[ 7組] 風速 +0.5 [ 8組] 風速 -1.5

 1 椎葉  涼(1)     25.93 q  1 占部  貴輝(1)     25.61 q
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中 ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 2 逸見  勇斗(1)     26.86  2 小川  真瞳(1)     26.75 
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高取北中

 3 松岡    剛(1)     27.66  3 栗栖  光稀(1)     27.55 
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中 ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中

 4 高畦  颯馬(1)     30.05  4 高尾    諒(1)     29.76 
ﾀｶｱｾﾞ ｿｳﾏ 五日市南中 ﾀｶｵ ﾘｮｳ 東原中

 5 藤尾    薫(1)     31.70  5 花原  悠太(1)     30.39 
ﾌｼﾞｵ ｶｵﾙ 伴中 ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 修道中

 6 中嶋  和希(1)     32.73  6 樽井  皓哉(1)     30.43 
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 可部中 ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ 広島学院中
大﨑  叶都(1)  7 倉田    空(1)     31.82 
ｵｵｻｷ ｶﾅﾄ 高陽中 ｸﾗﾀ ｿﾗ 五日市南中
中村  倖大(1) 川本  圭悟(1)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 東原中 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島なぎさ中

[ 9組] 風速 -1.7 [ 10組] 風速 -1.1

 1 粟野  宙歩(1)     26.48  1 藤田  将生(1)     26.87 
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 高取北中

 2 畠山  稜也(1)     27.87  2 三島  快斗(1)     28.38 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中 ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 祇園東中

 3 堀江  敬太(1)     30.17  3 村上  剣都(1)     28.85 
ﾎﾘｴ ｹｲﾀ 口田中 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ 長束中

 4 宮本  裕也(1)     31.03  4 里保    誠(1)     29.61 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 二葉中 ｻﾄﾔｽ ﾏｺﾄ 矢野中

 5 森川    基(1)     31.45  5 久保田光司(1)     33.56 
ﾓﾘｶﾜ ﾓﾄ 安佐中 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ 城山北中

 6 奥本  友祐(1)     31.79  6 大室    仁(1)     34.21 
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 城山北中 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 国泰寺中

 7 中杉  元気(1)     34.83 洲澤    慧(1)
ﾅｶｽｷﾞ ｹﾞﾝｷ 福木中 ｽｻﾞﾜ ｹｲ 戸山中

風速 -1.1

3  1825 6  1431
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2245 4  2202

2  1133 6  1267

7  1985 5  2246

3  1636 7  1372

5  1019 8   535

6  1430 2  1136

1  1699 3 11756

8   534 1  2189
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   604 5  1458

5  2152 4  1287

8 11602 8 11600

1  2188 6   999

3   801 3  1235

7  1705 2    79

6  1116 1  1669

4  1290 7   118
棄権 棄権

1年男子

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4 11246 1    46

5  1909 5  1486

7   147 4  1021

2  2281 8  1569

6  1412 7   146

3 11753 3  1114

1  1671 2  2277
棄権

8 11571 6  2391
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   682 5  1484

6 12094 6 11366

4  1906 4  1462

3   350 7 12088

7  1269 3  1517

8  1518 8    81

2   388 2  1374
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 上野  温斗(1)     24.68 
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 2 米澤  晴惟(1)     24.90 
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中

 3 占部  貴輝(1)     25.18 
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 4 山内  健生(1)     25.22 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 5 今尾    光(1)     25.71 
ｲﾏｵ ﾋｶﾙ 安西中

 6 植田  光紀(1)     26.02 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 7 山中  瑞己(1)     26.40 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中

 8 椎葉  涼(1)     26.85 
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

決勝 8月28日 10:50

県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
広島市中学記録(CR)            4:00.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/8/9    
大会記録(GR)                  4:31.7  河本　匡祐                   井　口           1993        

[ 1組] [ 2組]

 1 曽我  優斗(1)    4:37.2  1 田邉虎汰朗(1)    4:56.2 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 観音中

 2 有田  光希(1)    4:42.5  2 松田  優瑠(1)    4:56.4 
ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中 ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 瀬野川中

 3 茶木  太一(1)    4:47.5  3 室    公輔(1)    5:02.3 
ﾁｬｷ ﾀｲﾁ 東原中 ﾑﾛ ｺｳｽｹ 東原中

 4 吉屋  佑晟(1)    4:48.0  4 花本  泰樹(1)    5:04.2 
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中 ﾊﾅﾓﾄ ﾀｲｷ 観音中

 5 倉本    健(1)    4:48.4  5 荒井  秀太(1)    5:11.4 
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中 ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中

 6 横田優太郎(1)    4:48.7  6 松島  遥心(1)    5:12.0 
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中 ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙﾄ 戸坂中

 7 湯木  健午(1)    4:51.1  7 安達  柊太(1)    5:12.8 
ﾕｷ ｹﾝｺﾞ 矢野中 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ 修道中

 8 梶川康太郎(1)    4:51.7  8 中野  海音(1)    5:13.3 
ｶｼﾞｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 矢野中 ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 口田中

 9 村上  剣都(1)    4:55.5  9 山本  貫太(1)    5:17.9 
ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ 長束中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 国泰寺中

10 児玉  懸生(1)    4:58.9 10 大室    仁(1)    5:19.9 
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ 五月が丘中 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 国泰寺中

11 重永  大輝(1)    5:00.5 11 鎌田  雄吾(1)    5:21.2 
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾀｲｷ 安西中 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 広島学院中

12 常國慶次郎(1)    5:02.2 12 家森  海斗(1)    5:21.4 
ﾂﾈｸﾆ ｹｲｼﾞﾛｳ 広島三和中 ｲｴﾓﾘ ｶｲﾄ 古田中

13 松元    翔(1)    5:04.1 13 宮本  裕也(1)    5:23.6 
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 広島三和中 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 二葉中

14 野村  真生(1)    5:06.5 14 山口  大和(1)    5:24.0 
ﾉﾑﾗ ﾏｵ 亀山中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 福木中

15 田村  和輝(1)    5:09.6 15 榊    寛人(1)    6:16.0 
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 安西中 ｻｶｷ ﾋﾛﾄ 祇園東中

16 日高  真尊(2)    5:24.7 光貞  公貴(1)
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾀｶ 古田中 ﾐﾂｻﾀﾞ ｺｳｷ 安佐南中

ラップタイム ラップタイム
   400m    400m
   800m    800m
  1200m   1200m

[ 3組] [ 4組]

 1 福冨颯士郎(1)    5:01.3  1 福本  裕平(1)    5:12.2 
ﾌｸﾄﾐ ｿｳｼﾛｳ 広大東雲中 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 安佐南中

 2 白川  智貴(1)    5:07.1  2 原田  祐福(1)    5:13.7 
ｼﾗｶﾜ ﾄﾓｷ 高取北中 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 広島中等

 3 大川  貴哉(1)    5:10.9  3 村田  大河(1)    5:14.0 
ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ 可部中 ﾑﾗﾀ ﾀｲｶﾞ 広島中等

 4 澤屋  陽春(1)    5:11.2  4 加藤  順風(1)    5:20.9 
ｻﾜﾔ ﾖｳｼｭﾝ 瀬野川中 ｶﾄｳ ﾖﾘｶｾﾞ 宇品中

 5 香戸  北斗(1)    5:11.6  5 藤田  愛斗(1)    5:31.0 
ｺｳﾄﾞ ﾎｸﾄ 可部中 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ 城山北中

 6 瀧本  海人(1)    5:11.9  6 瀧本  帝我(1)    5:31.7 
ﾀｷﾓﾄ ｶｲﾄ 広島城南中 ﾀｷﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 伴中

 7 田中  佑都(1)    5:14.4  7 増田  遼河(1)    5:32.5 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 口田中 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 戸坂中

 8 楢原  悠生(1)    5:16.3  8 光吉  優樹(1)    5:33.0 15  1459 14   263

2  1916 10 10315

13 11242 13  1414

14 11750 2  1515

11  1982 12   686

12  1749 7  1938

10  1487 11  1937

No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   801 6  1430

棄権

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

2  1015 2  1431

5  1281 4 11376

3  1768 1   383

10  2126 11   350

1  2125 14  1019

15  1280 8 11120

4  2185 9    81

9  1462 6    79

8 12082 13  1912

14 12087 5   142

16  2156 3 10316

6  2155 7  2274

12 12293 10   892

7  1567 12  1568

11  1485 16  1988

No. 氏  名 所属名 記録／備考

13  1596 15   894

1年男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6  2118

5  1458

7    46

3  2202

4  1287

2  2245

1    45

8 11246



ﾅﾗﾊﾗ ﾕｳｷ 長束中 ﾐﾂﾖｼ ﾕｳｷ 温品中
 9 岩森    翔(1)    5:16.9  9 山川  大地(1)    5:33.8 

ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 大塚中
10 古井  嘉一(1)    5:19.0 10 斎藤  央雅(1)    5:34.3 

ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北中 ｻｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 伴中
11 江口  賢志(1)    5:19.3 11 竹之内  誉(1)    5:38.8 

ｴｸﾞﾁ ｻﾄｼ 高陽中 ﾀｹﾉｳﾁ ﾎﾏﾚ 高陽中
12 梅中    了(1)    5:24.8 12 藤田  唯平(1)    5:46.6 

ｳﾒﾅｶ ﾘｮｳ 広島城南中 ﾌｼﾞﾀ ｲﾍｲ 大州中
13 吉本    武(1)    5:25.4 13 牛尾  洋寿(1)    5:51.9 

ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 井口中 ｳｼｵ ﾋﾛﾄｼ 井口中
14 丸岡  博士(1)    5:44.8 14 長岡  弘祐(1)    6:18.0 

ﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ 祇園中 ﾅｶﾞｵｶ ｺｳｽｹ 祇園東中
15 郷路  岳大(1)    5:46.8 中原  大樹(1)

ｺﾞｳﾛ ﾀｹﾋﾛ 二葉中 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲｷ 安佐中
平岡  俊輔(1) 井上  佳紀(1)
ﾋﾗｵｶ ｼｭﾝｽｹ 砂谷中 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 吉島中

ラップタイム ラップタイム
   400m    400m
   800m    800m
  1200m   1200m

[ 5組]

 1 山平  真己(1)    5:36.4 
ﾔﾏﾋﾗ ｼﾝｷ 崇徳中

 2 梶谷  勇介(1)    5:38.3 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 己斐上中

 3 石川凛太郎(1)    5:41.2 
ｲｼｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 己斐上中

 4 福間  晃遥(1)    5:46.2 
ﾌｸﾏ ｺｳﾖｳ 城山北中

 5 吉野  帆高(1)    5:53.0 
ﾖｼﾉ ﾎﾀｶ 広島学院中

 6 川本  崇臣(1)    5:58.8 
ｶﾜﾓﾄ ﾀｶｵﾐ 江波中

 7 下野  謙仁(1)    6:00.3 
ｼﾓﾉ ｹﾝﾄ 修道中

 8 奥村  侑生(1)    6:04.6 
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｾｲ 広島城北中

 9 松田  颯斗(1)    6:09.5 
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ 崇徳中

10 松本  和明(1)    6:16.4 
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 温品中

11 山中  悠翔(1)    6:23.8 
ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ 福木中

12 亀岡  徳斗(1)    6:30.6 
ｶﾒｵｶ ﾅﾙﾄ 宇品中
疋田    啓(1)
ﾋｷﾀ ｹｲ 己斐中
藤本聡一郎(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 安佐中
金子  唯人(1)
ｶﾈｺ ﾕｲﾄ 江波中

   1 曽我  優斗(1) 大塚中     4:37.2   1   1
   2 有田  光希(1) 高取北中     4:42.5   1   2
   3 茶木  太一(1) 東原中     4:47.5   1   3
   4 吉屋  佑晟(1) 五日市南中     4:48.0   1   4
   5 倉本    健(1) 五日市観音中     4:48.4   1   5
   6 横田優太郎(1) 五日市観音中     4:48.7   1   6
   7 湯木  健午(1) 矢野中     4:51.1   1   7
   8 梶川康太郎(1) 矢野中     4:51.7   1   8

予選 8月28日 10:10
決勝 8月28日 14:05

県中学記録(PR)                        
広島市中学記録(CR)                    
大会記録(GR)                    14.74 川村　優心           広  島  安佐             2014.8.31   

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.1

 1 坂田  陽貴(1)     16.53 q  1 濵本  睦基(1)     17.51 q
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中 ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 古田中

 2 畠山  稜也(1)     16.60 q  2 朝倉  悠生(1)     19.14 

12293
 2155
 2156

7   911

6  1136

12087
12082

備考記録 組 順位

 1596
 1485
 1567

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

13   116
棄権

タイムレース

棄権
10  1268

棄権

5   390

11   685

9   274

15   143

12   441

14  1118

8   117

2  1039

3  1520

1  1133

4  1040

棄権 棄権

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権
9  2360 9    44

5   346 3  1265

4  1322 8 11372

1   999 15 11001

6  1235 1   536

16  1670 4  1672

3   445 16  1411

7  1372 5  1594

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

1年男子

１００ｍＨ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考

4  1290 3  1016
記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5 12094 6  1432



ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 安佐南中
 3 田原  和歩(1)     18.70  3 米田    暖(1)     20.60 

ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 中広中 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ 大塚中
鎌田  雄吾(1)  4 細川嵐之介(1)     21.25 
ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 広島学院中 ﾎｿｶﾜ ﾗﾝﾉｽｹ 戸坂中
中川  達磨(1)  5 牛尾  洋寿(1)     21.80 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾏ 古田中 ｳｼｵ ﾋﾛﾄｼ 井口中
山岡  夢希(1) 廣本  大和(1)
ﾔﾏｵｶ ｲﾌﾞｷ 日浦中 ﾋﾛﾓﾄ ﾔﾏﾄ 広島学院中
洲澤    慧(1) 吉川  陸玖(1)
ｽｻﾞﾜ ｹｲ 戸山中 ｷｯｶﾜ ﾘｸ 安西中

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -1.2

 1 原田    響(1)     17.27 q  1 十河  颯良(1)     17.10 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中 ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中

 2 藤井  健斗(1)     18.10  2 谷口  朝陽(1)     17.21 q
ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 広島城南中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中

 3 栗矢  陽輝(1)     19.02  3 上村  大輝(1)     17.23 q
ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 井口中 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中

 4 新庄    健(1)     19.17  4 溝尾  涼介(1)     20.05 
ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中 ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 広島城南中

 5 諏訪  尚斗(1)     21.30  5 中嶋  和希(1)     21.57 
ｽﾜ ﾅｵﾄ 可部中 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 可部中

 6 釜山颯一郎(1)     23.05  6 竹内  一希(1)     26.29 
ｶﾏﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 広島城北中 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 口田中
内山    類(1) 黒田  愁斗(1)
ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ 戸山中 ｸﾛﾀﾞ ｼｭｳﾄ 日浦中

[ 5組] 風速 +0.1

 1 末盛    巧(1)     16.81 q
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中

 2 鈴政  力統(1)     17.61 
ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ 広島城北中

 3 横山    工(1)     17.65 
ﾖｺﾔﾏ ﾂｶｻ 口田中

 4 吉川颯也翔(1)     18.56 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中

 5 中西    巧(1)     19.85 
ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 安佐南中

 6 藤尾    薫(1)     20.91 
ﾌｼﾞｵ ｶｵﾙ 伴中
橋口  叶大(1)
ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 大塚中

風速  0.0

 1 坂田  陽貴(1)     15.74 
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中

 2 畠山  稜也(1)     16.00 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中

 3 上村  大輝(1)     16.11 
ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中

 4 原田    響(1)     16.14 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

 5 濵本  睦基(1)     16.58 
ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 古田中

 6 末盛    巧(1)     17.13 
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中

 7 谷口  朝陽(1)     18.26 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中

 8 十河  颯良(1)     19.41 
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中

予選 8月27日 15:25
決勝 8月28日 15:45

県中学記録(PR)                  43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

広島市中学記録(CR)              43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

大会記録(GR)                    49.50 五日市                                        1993        
（岡本・澤池・木原・清水）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   4 安西中  1284 松島  多伯(1)     52.79 q  1   3 長束中  1463 佐伯  直朗(1)     52.21 q

1年男子

４×１００ｍ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3   868 8  1599

2 11120 7   304
棄権

6  1020 5 11001
棄権

7  1833 2  1116
棄権 棄権

8  1374 4  1288
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1267 7 10310

2 11244 2   145

5 11002 3  1415

6  2393 4 11241

3 11751 5 11753

7   448 6  1902

8  1373 8  1826
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   144

7   431

5  1919

3  2160

6  1434

4  1412

8 11601
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1290

6 12094

7  1415

2  1267

1  1016

4   144

8   145

5 10310



ﾔｽﾆｼ ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｷ ﾅｶﾞﾂｶ ｻｴｷ ﾅｵｱｷ
 1290 坂田  陽貴(1)  1458 米澤  晴惟(1)

ｻｶﾀ ﾊﾙｷ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ
 1281 田村  和輝(1)  1459 楢原  悠生(1)

ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾅﾗﾊﾗ ﾕｳｷ
 1287 今尾    光(1)  1462 村上  剣都(1)

ｲﾏｵ ﾋｶﾙ ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ
 2   7 亀山中  1767 野尻  翔英(1)     54.31  2   4 広島城南中 11248 阿部  泰之(1)     52.64 q

ｶﾒﾔﾏ ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ
 1768 野村  真生(1) 11246 椎葉  涼(1)

ﾉﾑﾗ ﾏｵ ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ
 1771 北村  幸大(1) 11244 藤井  健斗(1)

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ
 1770 石井    蓮(1)  1239 桑名  爽汰(1)

ｲｼｲ ﾚﾝ ｸﾜﾅ ｿｳﾀ
 3   8 広島城北中   450 貞徳  奏汰(1)     55.81  3   2 五日市南中 12293 吉屋  佑晟(1)     52.75 q

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｻﾀﾞﾄｸ ｶﾅﾀ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ
  431 鈴政  力統(1)  2285 新田  祥梧(1)

ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ ﾆｯﾀ ｼｮｳｺﾞ
  451 三好  皓大(1)  2274 荒井  秀太(1)

ﾐﾖｼ ｺｳﾀﾞｲ ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ
  448 釜山颯一郎(1) 12292 森下    快(1)

ｶﾏﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾓﾘｼﾀ ｶｲ
 4   5 安佐中  1269 森川    基(1)     56.03  4   5 五日市観音中  2160 吉川颯也翔(1)     53.62 q

ｱｻ ﾓﾘｶﾜ ﾓﾄ ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ
 1267 原田    響(1)  2152 上野  太陸(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｳｴﾉ ﾀｲﾑ
 1265 中原  大樹(1)  2151 川手  悠生(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾀｲｷ ｶﾜﾃ ﾕｳ
 1266 中原  雄大(1)  2156 横田優太郎(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5   6 江波中   126 日高  弘雅(1)   1:00.34  5   6 戸坂中   301 赤名  瑞希(1)     56.22 

ｴﾊﾞ ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛﾏｻ ﾍｻｶ ｱｶﾅ ﾐｽﾞｷ
  119 恵南  優貴(1) 10316 松島  遥心(1)

ｴﾅﾐ ﾕｳｷ ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙﾄ
  117 川本  崇臣(1) 10310 十河  颯良(1)

ｶﾜﾓﾄ ﾀｶｵﾐ ｿｺﾞｳ ｿﾗ
  116 金子  唯人(1)   302 菊楽  裕一(1)

ｶﾈｺ ﾕｲﾄ ｷｸﾗｸ ﾕｳｲﾁ
  3 口田中  1911 森脇  大空(1)  6   8 落合中  1703 月輪    綾(1)     56.61 

ｸﾁﾀ ﾓﾘﾜｷ ｿﾗ 失格 ｵﾁｱｲ ﾂｷﾜ ﾘｮｳ
 1909 逸見  勇斗(1) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ  1702 栗栖  遼暉(1)

ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ ｸﾘｽ ﾊﾙｷ
 1906 堀江  敬太(1)  1699 加賀    巽(1)

ﾎﾘｴ ｹｲﾀ ｶｶﾞ ﾀﾂﾐ
 1919 横山    工(1)  1704 原    大樹(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾂｶｻ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
  2 崇徳中   7 瀬野川中  1982 澤屋  陽春(1)

ｿｳﾄｸ 棄権 ｾﾉｶﾞﾜ ｻﾜﾔ ﾖｳｼｭﾝ 失格
 1984 山下  謙太(1) 3-4ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀ
 1988 松田  優瑠(1)

ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ
 1985 石�石�  舟恩(1)

ｲｼﾊﾗ ｼｵﾝ

[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   6 広島三和中  2120 門田  桐治(1)     52.47 q  1   4 修道中   144 末盛    巧(1)     52.80 q
ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ ｼｭｳﾄﾞｳ ｽｴﾓﾘ ﾀｸ

 2118 上野  温斗(1)   147 松岡    剛(1)
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ

 2119 中村  光希(1)   145 谷口  朝陽(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ

 2126 松元    翔(1)   142 安達  柊太(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ

 2   4 古田中  1020 中川  達磨(1)     53.80  2   6 二葉中   350 宮本  裕也(1)     55.59 
ﾌﾙﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾏ ﾌﾀﾊﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ

 1016 濵本  睦基(1)   342 松村  瑠晟(1)
ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

 1017 寺口  廉也(1)   345 小川  徹也(1)
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

 1021 栗栖  光稀(1)   341 萩原  聖己(1)
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ

 3   2 温品中   273 沖野  雄翔(1)     55.09  3   3 安佐南中  1432 朝倉  悠生(1)     56.27 
ﾇｸｼﾅ ｵｷﾉ ﾕｳﾄ ｱｻﾐﾅﾐ ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ

  261 三宅  貫太(1)  1434 中西    巧(1)
ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ

  265 中村  翔太(1)  1436 八木  悠太(1)
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ

  271 大久保歩永久(1)  1430 福本  裕平(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

 4   5 広島学院中  1116 廣本  大和(1)     56.95  4   5 祇園東中 11378 山内  大地(1)   1:00.06 
ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾋﾛﾓﾄ ﾔﾏﾄ ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ

 1118 吉野  帆高(1) 11366 三島  快斗(1)
ﾖｼﾉ ﾎﾀｶ ﾐｼﾏ ｶｲﾄ



11121 國清  赳志(1) 11365 森田  雄貴(1)
ｸﾆｷﾖ ﾀｹｼ ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ

 1114 樽井  皓哉(1) 11377 福本  燎平(1)
ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

 5   8 己斐上中  1045 奥田  夢陽(1)     57.26   2 城山北中
ｺｲｳｴ ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾋ ｼﾞｮｳﾔﾏｷﾀ 棄権

 1041 田中    智(1)
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

 1038 荒野  友喜(1)
ｱﾗﾉ ﾄﾓｷ

 1040 梶谷  勇介(1)
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ

  3 矢野中 12088 里保    誠(1)   7 戸山中
ﾔﾉ ｻﾄﾔｽ ﾏｺﾄ 失格 ﾄﾔﾏ 棄権

12094 畠山  稜也(1) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ

12093 戸野  北斗(1)
ﾄﾉ ﾎｸﾄ

12087 湯木  健午(1)
ﾕｷ ｹﾝｺﾞ

  7 大塚中  1599 米田    暖(1)
ｵｵﾂｶ ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ 棄権

11602 留村  凌生(1)
ﾄﾒﾑﾗ ﾘｮｳ

11601 橋口  叶大(1)
ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾅﾀ

11600 中田  大智(1)
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ

[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   4 伴中  1410 下川  竜吾(1)     53.71 q
ﾄﾓ ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ

 1415 上村  大輝(1)
ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

 1412 藤尾    薫(1)
ﾌｼﾞｵ ｶｵﾙ

 1411 斎藤  央雅(1)
ｻｲﾄｳ ｵｳｶﾞ

 2   3 宇品中   686 加藤  順風(1)     55.21 
ｳｼﾞﾅ ｶﾄｳ ﾖﾘｶｾﾞ

  682 粟野  宙歩(1)
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ

  685 亀岡  徳斗(1)
ｶﾒｵｶ ﾅﾙﾄ

  684 菅原  翔太(1)
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

 3   5 井口中 11001 牛尾  洋寿(1)     56.96 
ｲﾉｸﾁ ｳｼｵ ﾋﾛﾄｼ

  999 吉本    武(1)
ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ

  995 渡辺  純平(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

11002 栗矢  陽輝(1)
ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ

 4   6 可部中 11754 磯田  祐作(1)     57.38 
ｶﾍﾞ ｲｿﾀﾞ ﾕｳｻｸ

11751 諏訪  尚斗(1)
ｽﾜ ﾅｵﾄ

 1749 大川  貴哉(1)
ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ

11750 香戸  北斗(1)
ｺｳﾄﾞ ﾎｸﾄ

  7 福木中   383 山口  大和(1)
ﾌｸｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 失格

  386 細田  耀生(1)
ﾎｿﾀﾞ ﾖｳｾｲ

  389 福永  和人(1)
ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ

  387 東    歳也(1)
ﾋｶﾞｼ ﾄｼﾔ

  2 東原中
ﾋｶﾞｼﾊﾗ 棄権

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   3 長束中  1463 佐伯  直朗(1)     52.07 

決勝



ﾅｶﾞﾂｶ ｻｴｷ ﾅｵｱｷ
 1458 米澤  晴惟(1)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ
 1459 楢原  悠生(1)

ﾅﾗﾊﾗ ﾕｳｷ
 1462 村上  剣都(1)

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ
 2   7 安西中  1284 松島  多伯(1)     52.48 

ﾔｽﾆｼ ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｷ
 1290 坂田  陽貴(1)

ｻｶﾀ ﾊﾙｷ
 1281 田村  和輝(1)

ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ
 1287 今尾    光(1)

ｲﾏｵ ﾋｶﾙ
 3   4 五日市南中 12293 吉屋  佑晟(1)     52.52 

ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ
 2285 新田  祥梧(1)

ﾆｯﾀ ｼｮｳｺﾞ
 2274 荒井  秀太(1)

ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ
12292 森下    快(1)

ﾓﾘｼﾀ ｶｲ
 4   8 修道中   144 末盛    巧(1)     53.06 

ｼｭｳﾄﾞｳ ｽｴﾓﾘ ﾀｸ
  147 松岡    剛(1)

ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ
  145 谷口  朝陽(1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ
  142 安達  柊太(1)

ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ
 5   5 広島三和中  2120 門田  桐治(1)     53.35 

ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ
 2118 上野  温斗(1)

ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ
 2119 中村  光希(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ
 2125 常國慶次郎(1)

ﾂﾈｸﾆ ｹｲｼﾞﾛｳ
 6   1 五日市観音中  2160 吉川颯也翔(1)     53.91 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ
 2152 上野  太陸(1)

ｳｴﾉ ﾀｲﾑ
 2151 川手  悠生(1)

ｶﾜﾃ ﾕｳ
 2156 横田優太郎(1)

ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 7   2 伴中  1410 下川  竜吾(1)     54.10 

ﾄﾓ ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ
 1415 上村  大輝(1)

ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
 1412 藤尾    薫(1)

ﾌｼﾞｵ ｶｵﾙ
 1411 斎藤  央雅(1)

ｻｲﾄｳ ｵｳｶﾞ
  6 広島城南中 11248 阿部  泰之(1)

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 棄権
11246 椎葉  涼(1)

ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ
11244 藤井  健斗(1)

ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ
 1239 桑名  爽汰(1)

ｸﾜﾅ ｿｳﾀ

決勝 8月27日 12:00

県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
広島市中学記録(CR)               2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.70 飯島　有介                   温　品           1989        

1m61
栗栖  光稀(1) - - xo o o o o xo xxx
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中
末盛    巧(1) o o o o o xxo xxx
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中
野尻  翔英(1) - - - xxo o xxo xxx

2 8   144
 1.40

3 2  1767
 1.40
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記録 備考

1 12  1021
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1年男子

走高跳

決勝



ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中
松島  多伯(1) - - o o xxx
ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｷ 安西中
古井  嘉一(1) o o xxo o xxx
ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北中
大塚    周(1) o o o xxo xxx
ｵｵﾂｶ ｼｭｳ 東原中
下野  謙仁(1) o o o xxx
ｼﾓﾉ ｹﾝﾄ 修道中
阿部  泰之(1) o o o xxx
ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 広島城南中
横山    工(1) o o xo xxx
ﾖｺﾔﾏ ﾂｶｻ 口田中
山内  大地(1) o o xxx
ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 祇園東中
若松  永聖(1) o xxx
ﾜｶﾏﾂ ﾄｱ 矢野中
竹内  一希(1) o xxx
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 口田中
渡邊  飛翔(1) xxo xxx
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 広島城北中
古本  圭佑(1) xxx 記録なし
ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ 矢野中
林    龍世(1) 棄権
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 大塚中
橋口  叶大(1) 棄権
ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 大塚中
濵本  睦基(1) 棄権
ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 古田中
黒田  愁斗(1) 棄権
ｸﾛﾀﾞ ｼｭｳﾄ 日浦中
山岡  夢希(1) 棄権
ﾔﾏｵｶ ｲﾌﾞｷ 日浦中
桑名  爽汰(1) 棄権
ｸﾜﾅ ｿｳﾀ 広島城南中
重永  大輝(1) 棄権
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾀｲｷ 安西中

決勝 8月28日 12:00

県中学記録(PR)                   7.03 小土居英昭                   十日市           1994/7/10   
広島市中学記録(CR)               6.90 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                     5.71 藤元　康弘                   三　入           1990        

 ３回の
 最高記録

今尾    光(1)   4.96   4.78   5.01    5.01   4.79   4.69   5.28    5.28 
ｲﾏｵ ﾋｶﾙ 安西中   +0.4   -0.6   +1.8    +1.8   +0.3   +0.6   +0.9    +0.9
恵南  優貴(1)   4.81   4.96   5.07    5.07   5.06   5.09   5.13    5.13 
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中   +0.5   -0.2   +0.4    +0.4   +1.0   +0.8   +0.8    +0.8
坂田  陽貴(1)   5.06   5.01   4.98    5.06   5.01   5.09    x    5.09 
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中   +0.5   -0.9   +0.4    +0.5   +0.7   +0.9    +0.9
粟野  宙歩(1)   4.68   4.75   4.82    4.82   4.92    x   4.72    4.92 
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中   +0.7    0.0   -0.5    -0.5   +0.7   +1.8    +0.7
谷口  朝陽(1)   4.66   4.86   4.62    4.86   4.52   4.60   4.70    4.86 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中    0.0    0.0   +0.8     0.0   +0.8   +0.6   +1.2     0.0
香川  翔哉(1)   4.72   4.78   4.75    4.78    x   3.69   4.23    4.78 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 翠町中   +0.4    0.0   +1.3     0.0   +1.0   +1.0     0.0
鈴政  力統(1)    x   4.72    x    4.72    x    x   4.48    4.72 
ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ 広島城北中   +0.8    +0.8   +1.0    +0.8
水木  大地(1)   4.23   4.66   4.18    4.66    x   4.46   4.18    4.66 
ﾐｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 己斐上中   +0.4    0.0   +0.6     0.0   +0.5   +0.8     0.0
栗矢  陽輝(1)   4.63   4.22   4.41    4.63    4.63 
ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 井口中   +0.6    0.0   +0.1    +0.6    +0.6
下川  竜吾(1)   4.53   4.52   4.56    4.56    4.56 
ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ 伴中   +1.0   +1.1   +0.8    +0.8    +0.8
中西    巧(1)   4.40   4.10   3.75    4.40    4.40 
ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 安佐南中   +0.4    0.0    0.0    +0.4    +0.4
藤井  健斗(1)    x   4.23   4.33    4.33    4.33 
ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 広島城南中   +0.1   +0.1    +0.1    +0.1
阿部  泰之(1)   3.61   4.21   3.89    4.21    4.21 
ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 広島城南中   +0.5    0.0    0.0     0.0     0.0
猪野  惇崇(1)   4.19   3.85   4.19    4.19    4.19 
ｲﾉ ｱﾂｼ 翠町中   +0.6   +0.2   +1.1    +0.6    +0.6
渡辺  純平(1)   4.10   3.90    x    4.10    4.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中   +0.6    0.0    +0.6    +0.6
野尻  翔英(1)    x   3.28   4.09    4.09    4.09 
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中   +0.5   +1.5    +1.5    +1.5
引地    碧(1)    x   4.07   3.85    4.07    4.07 

15  1239

19  1280

1年男子

13  1826

14  1833

4 11601

11  1016

9 12086

3  1597

11 17  1902
 1.15

13 6   444
 1.15

10 21 11378
 1.20

11 10 12098
 1.15

7 16 11248
 1.25

9 18  1919
 1.25

6 1  1564
 1.30

7 7   143
 1.25

4 20  1284
 1.30

5 5   445
 1.30

 1.40

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 45  1287

2 43   119

3 44  1290

4 21   682

5 42   145

6 2   601

7 41   431

8 5  1042

9 29 11002

10 39  1410

11 34  1434

12 36 11244

13 38 11248

14 3   596

15 19   995

16 1  1767

17 9    47



ﾋｷｼﾞ ｱｵｲ 吉島中   +0.3   -0.8    +0.3    +0.3
吉川颯也翔(1)   4.07   3.84    x    4.07    4.07 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中   +0.4    0.0    +0.4    +0.4
古川  優希(1)    x   3.23   4.01    4.01    4.01 
ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 五日市南中   +0.3    0.0     0.0     0.0
森川    基(1)   3.94   3.93   4.00    4.00    4.00 
ﾓﾘｶﾜ ﾓﾄ 安佐中   +0.6   +0.5    0.0     0.0     0.0
金子  唯人(1)   3.74   3.18   4.00    4.00    4.00 
ｶﾈｺ ﾕｲﾄ 江波中   +0.3    0.0    0.0     0.0     0.0
柳田  悠喜(1)   3.84   3.95   3.98    3.98    3.98 
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 修道中   +0.3   -0.6   -0.1    -0.1    -0.1
田原  和歩(1)   3.98   3.69   3.84    3.98    3.98 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 中広中   +0.7   +0.3    0.0    +0.7    +0.7
下津    祐(1)    x   3.67   3.95    3.95    3.95 
ｼﾓﾂ ﾕｳ 広島なぎさ中    0.0    0.0     0.0     0.0
川本  圭悟(1)    x   3.95    x    3.95    3.95 
ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島なぎさ中   +0.5    +0.5    +0.5
工藤  星来(1)    x   3.93   3.74    3.93    3.93 
ｸﾄﾞｳ ｾﾗ 祇園中    0.0    0.0     0.0     0.0
小林  瑞生(1)    x   3.91   3.86    3.91    3.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 楠那中    0.0    0.0     0.0     0.0
月輪    綾(1)   3.83   3.42   2.30    3.83    3.83 
ﾂｷﾜ ﾘｮｳ 落合中   +0.7    0.0   -0.3    +0.7    +0.7
十河  颯良(1)   3.81   3.71   3.63    3.81    3.81 
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中   +0.5   +0.3    0.0    +0.5    +0.5
八木  悠太(1)   3.64   2.23   3.70    3.70    3.70 
ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 安佐南中   +0.5   +0.2    0.0     0.0     0.0
佐伯  光輝(1)    x   3.68    x    3.68    3.68 
ｻｴｷ ｺｳｷ 口田中   +0.3    +0.3    +0.3
髙原  颯士(1)   3.54   3.60    x    3.60    3.60 
ﾀｶﾊﾗ ｿｳｼ 庚午中   +0.2   +0.1    +0.1    +0.1
秋本  優輔(1)   3.54   3.46   3.52    3.54    3.54 
ｱｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 口田中   +0.7    0.0   +0.1    +0.7    +0.7
細川嵐之介(1)   3.45   3.30    x    3.45    3.45 
ﾎｿｶﾜ ﾗﾝﾉｽｹ 戸坂中   +0.7    0.0    +0.7    +0.7
森田  雄貴(1)   3.36   2.02   2.99    3.36    3.36 
ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 祇園東中   +0.8   -0.1    0.0    +0.8    +0.8
北村  幸大(1)    x    x   2.85    2.85    2.85 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 亀山中    0.0     0.0     0.0
福本  燎平(1)   2.68   2.67   2.66    2.68    2.68 
ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 祇園東中   +0.2   -0.4   -0.3    +0.2    +0.2
釜山颯一郎(1)    x    x    x 記録なし
ｶﾏﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 広島城北中
吉年  晴真(1) 棄権
ﾖｼﾄｼ ﾊﾙﾏ 己斐上中
沼田  佳祐(1) 棄権
ﾇﾏﾀ ｹｲｽｹ 二葉中
門田  桐治(1) 棄権
ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ 広島三和中
中村  倖大(1) 棄権
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 東原中
大﨑  叶都(1) 棄権
ｵｵｻｷ ｶﾅﾄ 高陽中
宮原  悠羽(1) 棄権
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳ 古田中
中村  光希(1) 棄権
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中

決勝 8月28日  9:00

県中学記録(PR)                        
広島市中学記録(CR)                    
大会記録(GR)                    12.45 土佐岡　遼                   五月が丘         2003        

 ３回の
 最高記録

寺口  廉也(1)
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 古田中
菅原  翔太(1)
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 宇品中
山内  大地(1)
ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 祇園東中
松岡    剛(1)
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中
山本  広樹(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 国泰寺中
福原  刀弥(1)
ﾌｸﾊﾗ ﾄｳﾔ 戸山中
鳴石  翔樹(1)

   9.27   8.02   8.48   8.83   9.27 
7 27  1636

  9.27   8.40   8.54

  8.92    9.29   9.08   8.60   8.63   9.29 

   9.41   9.04   9.33    x   9.41 

6 1  1375
  8.88   9.29

5 25    80
  9.19   9.41   9.33

  9.10    9.17   8.69   9.32   9.52   9.52 

   9.82   9.98   9.92   9.07   9.98 

4 9   147
  9.14   9.17

3 13 11378
  8.04   9.82   9.67

  9.50    9.75   9.64  10.55   8.94  10.55 

   9.74  10.39  10.58  10.63  10.63 

2 22   684
  9.75   8.91

1 21  1017
   x   9.46   9.74

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

1年男子

砲丸投(2.72kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

18 33  2160

19 22  2289

20 28  1269

21 15   116

22 14   148

23 24   868

24 30  2392

25 37  2391

26 32  1316

27 13   642

28 11  1703

29 6 10310

30 20  1436

31 23  1908

32 10   968

33 17  1904

36 16  1771

34 7   304

35 27 11365

37 35 11377

12   448

4  1044

8   347

31  1023

18  2120

25 11571

40  2119

26  1671



ﾅﾙｲｼ ｼｮｳｷ 白木中
山代  龍希(1)
ﾔﾏｼﾛ ﾘｭｳｷ 三入中
山下  謙太(1)
ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀ 瀬野川中
岸本  悠吾(1)
ｷｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 口田中
松田  大空(1)
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 祇園東中
日野原  綾(1)
ﾋﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 広島城南中
安達  柊太(1)
ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ 修道中
赤名  瑞希(1)
ｱｶﾅ ﾐｽﾞｷ 戸坂中
古本  圭佑(1)
ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ 矢野中
佐伯  直朗(1)
ｻｴｷ ﾅｵｱｷ 長束中
大田    士(1)
ｵｵﾀ ﾂｶｻ 安佐南中
楢原  悠生(1)
ﾅﾗﾊﾗ ﾕｳｷ 長束中
原田  浩貴(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 戸坂中
森脇  大空(1)
ﾓﾘﾜｷ ｿﾗ 口田中
松藤  颯人(1)
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ 翠町中
福永  和人(1)
ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 福木中
末中  皓大(1)
ｽｴﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 矢野中
佐藤  直輝(1)
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 白木中
溝尾  涼介(1) 記録なし
ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 広島城南中
林    龍世(1) 棄権
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 大塚中
留村  凌生(1) 棄権
ﾄﾒﾑﾗ ﾘｮｳ 大塚中
貞徳  奏汰(1) 棄権
ｻﾀﾞﾄｸ ｶﾅﾀ 広島城北中
兒玉  周慈(1) 棄権
ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 砂谷中
岡崎  隼一(1) 棄権
ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 国泰寺中
井上    玲(1) 棄権
ｲﾉｳｴ ﾚｲ 井口中
品川  隼斗(1) 棄権
ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 安西中
黒磯  友太(1) 棄権
ｸﾛｲｿ ﾕｳﾀ 安西中
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