
決勝 8月28日 13:20

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    

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.9

 1 岡田  寛人(2)     12.20  1 岩原  凜都(2)     12.68 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 祇園中 ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ 祇園東中

 2 岩田  朋樹(2)     12.43  2 石原  和弥(2)     12.74 
ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 祇園東中 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 矢野中

 3 伊藤    翔(2)     12.69  3 友永  朝陽(2)     12.82 
ｲﾄｳ ｼｮｳ 大州中 ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｻﾋ 瀬野川中

 4 三浦  大輝(2)     12.88  4 村上  蒼輝(2)     13.06 
ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 祇園中 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 祇園中

 5 板倉  向志(2)     13.01  5 蕪迫  月翔(2)     13.06 
ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ 祇園中 ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 祇園東中

 6 森政  和也(2)     13.05  6 長尾  玲生(2)     13.38 
ﾓﾘﾏｻ ｶｽﾞﾔ 祇園東中 ﾅｶﾞｵ ﾚｵ 井口中

 7 小糸  真也(2)     13.09  7 宮下  晟弥(2)     13.50 
ｺｲﾄ ｼﾝﾔ 広島なぎさ中 ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 広島なぎさ中
林    千宙(2) 冨田  音桜(3)
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 安佐中 ﾄﾐﾀ ﾈｵ 古田中

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +0.7

 1 樋口  貴輝(2)     13.02  1 松重  秀明(2)     13.16 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ 広島学院中 ﾏﾂｼｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 広島三和中

 2 竹之上公希(3)     13.31  2 森    匠未(2)     13.24 
ﾀｹﾉｳｴ ｺｳｷ 東原中 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 東原中

 3 濱﨑  遥歩(2)     13.35  3 木村  真賢(2)     13.27 
ﾊﾏｻｷ ｱﾕﾑ 城山中 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 祇園東中

 4 山本  裕樹(2)     13.43  4 乃美  亮太(2)     13.49 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 瀬野川中 ﾉﾐ ﾘｮｳﾀ 戸坂中

 5 木村  政宏(3)     13.45  5 山﨑  滉大(2)     13.53 
ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 安西中 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 広島学院中

 6 井上  善皓(2)     13.47  6 中    龍馬(2)     13.56 
ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝｺｳ 広島なぎさ中 ﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島城北中

 7 因    尊叶(2)     13.54 新田  翔琉(2)
ｲﾝ ﾐｺﾄ 祇園東中 ｼﾝﾀ ｶｹﾙ 矢野中

 8 深澤  文廣(3)     13.71 北川  晴蓮(2)
ﾌｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋﾛ 古田中 ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲﾚﾝ 広島三和中

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +0.4

 1 大畑  遼人(3)     13.29  1 佐々木祥太(2)     14.06 
ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳﾄ 矢野中 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 広島学院中

 2 湯山  拓輝(2)     13.72  2 森川  拓海(2)     14.30 
ﾕﾔﾏ ﾋﾛｷ 亀山中 ﾓﾘｶﾜ ﾀｸﾐ 広島学院中

 3 古田  和希(2)     13.92  3 松枝竜之介(2)     14.34 
ﾌﾙﾀ ｶｽﾞｷ 矢野中 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 可部中

 4 三上  恭平(3)     13.99 前田海七大(2)
ﾐｶﾐ ｷｮｳﾍｲ 古田中 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾀ 戸坂中

 5 高野  魂也(2)     14.10 藤井  将大(2)
ﾀｶﾉ ﾚｲﾔ 矢野中 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 矢野中

 6 大田  琳斗(2)     14.26 西村  勇輝(1)
ｵｵﾀ ﾘﾝﾄ 五日市中 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 五日市観音中

 7 沖野  雄俊(1)     15.14 榊原  伊騎(1)
ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ 安西中 ｻｶｷﾊﾗ ｲｻｷ 五日市観音中
髙木  章吾(2) 藤田  昂輝(2)
ﾀｶｷ ｼｮｳｺﾞ 五日市中 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 広島学院中

[ 7組] 風速 +0.6 [ 8組] 風速 +0.2

 1 下司  佳亮(1)     13.37  1 上端  隼斗(2)     14.60 
ｼﾓｼﾞ ﾖｼｱｷ 高取北中 ｶﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ 広島城南中

 2 小島  史也(3)     13.89  2 谷口左和季(2)     14.79 
ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 戸坂中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾜｷ 広島城北中

 3 柳田    翼(2)     14.01  3 砂野  瑠伊(2)     15.05 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広島城北中 ｽﾅﾉ ﾙｲ 可部中

 4 岸    凌大(2)     14.41  4 多田  健晟(2)     15.17 
ｷｼ ﾘｮｳﾀ 庚午中 ﾀﾀﾞ ｹﾝｾｲ 広島三和中

 5 井上  晴史(2)     15.49  5 是澤    采(1)     15.51 
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾌﾐ 東原中 ｺﾚｻﾜ ｻｲﾄ 古田中

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１００ｍ

決勝

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  1312 6  1353

5  1348 4  2074

8   523 2  1976

1  1315 3  1313

6  1314 1  1358

3  1359 8   981

7  2387 7  2390

2  1262 5  1025
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

7  1109 3  2117

2  1545 7  1552

4  2301 4  1352

1  1977 2   297

5  1275 5  1111

3  2385 8   438

6  1349 1  2061
棄権

8  1007 6  2115
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  2051 2  1106

8  1766 8  1100

1  2071 3  1747

6  1008 1   298
棄権

7  2065 4  2079
棄権

5  2237 5  2154
棄権

3  1285 6  2157
棄権

4  2241 7  1110
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

6  1481 4  1219

2   284 3   440

1   446 5  1736

8   956 8  2116

4  1546 1  1018



 6 礒谷  悠悟(1)     15.88  6 中村  翔太(1)     15.66 
ｲｿﾀﾆ ﾕｳｺﾞ 安佐中 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 温品中
西山  大翔(2)  7 大田  晟司(1)     16.88 
ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾄ 五日市観音中 ｵｵﾀ ｾｲｼﾞ 温品中
井本  侑希(1)  8 佐野  勇飛(1)     17.11 
ｲﾓﾄ ﾕｳｷ 古田中 ｻﾉ ﾕｳﾋ 温品中

[ 9組] 風速  0.0 [ 10組] 風速 +0.9

 1 福田  生喜(1)     14.86  1 中石  悠貴(1)     15.57 
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｷ 口田中 ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ 広島学院中

 2 石川  侑哉(1)     14.89  2 西村  康介(1)     15.84 
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 長束中 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 高取北中

 3 新井  泰貴(1)     14.89  3 海部  航汰(1)     16.30 
ｱﾗｲ ﾀｲｷ 温品中 ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ 五日市観音中

 4 德山  雄大(1)     14.99  4 小林  奏太(1)     16.98 
ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾀ 五日市南中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 五日市観音中

 5 倉敷直太朗(1)     15.14  5 興山  祐希(1)     17.04 
ｸﾗｼｷ ﾅｵﾀﾛｳ 五日市南中 ｵｷﾔﾏ ﾕｳｷ 広島学院中
直地  徹汰(3) 大本  隼也(2)
ﾀﾀﾞﾁ ﾃｯﾀ 城山中 ｵｵﾓﾄ ﾄｼﾔ 瀬野川中
小田  竜輝(3) 大越  夏輝(3)
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 広島城南中 ｵｵｺﾞｼ ﾅﾂｷ 城山中
小林  咲登(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷﾄ 井口中

[ 11組] 風速 +0.9 [ 12組] 風速 +0.8

 1 北村龍之介(2)     13.21  1 山本    頼(2)     13.60 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 二葉中 ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ 庚午中

 2 竹村    葵(2)     14.22  2 村尾啓史朗(2)     14.99 
ﾀｹﾑﾗ ｱｵｲ 庚午中 ﾑﾗｵ ｹｲｼﾛｳ 五日市南中

 3 荻野  克樹(1)     15.89  3 酒井  樹彪(1)     17.14 
ｵｷﾞﾉ ｶﾂｷ 高取北中 ｻｶｲ ｼﾞｭｱﾔ 五日市南中

 4 手嶋  大介(2)     17.15 苗崎  朋輝(1)
ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 広島城南中 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 五日市南中

 5 德丸丈侍朗(1)     17.36 村上  秋海(2)
ﾄｸﾏﾙ ｼﾞｮｳｼﾞﾛｳ 可部中 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ 瀬野川中
土居  一響(2) 竹内    陵(2)
ﾄﾞｲ ｲｯｷ 観音中 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 瀬野川中
大上  智輝(2) 西本  淳哉(1)
ｵｵｳｴ ﾄﾓｷ 安佐南中 ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 五日市南中

   1 岡田  寛人(2) 祇園中     12.20 (+0.9)   1   1
   2 岩田  朋樹(2) 祇園東中     12.43 (+0.9)   1   2
   3 岩原  凜都(2) 祇園東中     12.68 (+0.9)   2   1
   4 伊藤    翔(2) 大州中     12.69 (+0.9)   1   3
   5 石原  和弥(2) 矢野中     12.74 (+0.9)   2   2
   6 友永  朝陽(2) 瀬野川中     12.82 (+0.9)   2   3
   7 三浦  大輝(2) 祇園中     12.88 (+0.9)   1   4
   8 板倉  向志(2) 祇園中     13.01 (+0.9)   1   5

決勝 8月27日 13:15

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  

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.4

 1 竹村  義貴(3)     27.00  1 市川  翔大(3)     29.99 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｷ 矢野中 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 大塚中

 2 杉林  蓮也(2)     27.62  2 大島  朋晃(1)     29.99 
ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾔ 矢野中 ｵｵｼﾏ ﾄﾓｱｷ 長束中

 3 藤村  武道(2)     29.39  3 小田  周汰(1)     30.80 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾐﾁ 矢野中 ｵﾀﾞ ｼｭｳﾀ 長束中

 4 三分一達也(1)     30.60  4 安東  優作(1)     31.90 
ｻﾝﾌﾞﾝｲﾁ ﾀﾂﾔ 五日市観音中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 広島城南中

 5 田方  流星(1)     32.95  5 加藤  実徳(1)     32.26 
ﾀｶﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 五日市観音中 ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ 安西中
小西  遥斗(2)  6 石本  勇葵(1)     35.55 
ｺﾆｼ ﾊﾙﾄ 古田中 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｷ 伴中
日高  真尊(2) 田村  和輝(1)
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾀｶ 古田中 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 安西中

ｵｰﾌﾟﾝ男子

２００ｍ

決勝

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

3  2053 4  1578

4  2060 6  1460

5  2066 7  1461

7  2158 8  1237

8  2159 3  1289

2  1013 5  1418
棄権

6  1015 2  1281
棄権 棄権

7  1264 6   265

3  2147 2   266
棄権

5  1022 7   270
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

6  1913 5  1115

8  1457 1  1482

2   269 4  2150

3  2282 3  2153

7  2276 6  1119

1  2295 2  1972
失格 棄権

4  1213 7  2293

5 11000
棄権

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ

7   957 7  2271

6   352 5   960

3  1483 3  2279

5  1230 2  2287

棄権
4

失格
2 11755 4  1969

備考

棄権
1   886 6  1967

 1440 8  2284
棄権

記録（風）

 1348
 1353
  523

棄権 棄権

タイムレース

順位 No.

 1312
順位

 2074
 1976
 1315
 1314

組氏  名 都道府県 所属名



[ 3組] 風速 -1.2

 1 栁川  凌馬(2)     28.63 
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 戸山中

 2 沖中康之佑(1)     30.99 
ｵｷﾅｶ ｺｳﾉｽｹ 広島城南中

 3 弘中  穂高(1)     32.70 
ﾋﾛﾅｶ ﾎﾀﾞｶ 安西中

 4 宮本  浩騎(1)     34.10 
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 広島城南中

 5 三浦  淳志(1)     35.83 
ﾐｳﾗ ｱﾂｼ 長束中
山本  凌楽(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 大塚中
妹尾  侑哉(3)
ｾｵ ﾕｳﾔ 大塚中

   1 竹村  義貴(3) 矢野中     27.00 (+0.5)   1   1
   2 杉林  蓮也(2) 矢野中     27.62 (+0.5)   1   2
   3 栁川  凌馬(2) 戸山中     28.63 (-1.2)   3   1
   4 藤村  武道(2) 矢野中     29.39 (+0.5)   1   3
   5 市川  翔大(3) 大塚中     29.99 (-0.4)   2   1
   5 大島  朋晃(1) 長束中     29.99 (-0.4)   2   2
   7 三分一達也(1) 五日市観音中     30.60 (+0.5)   1   4
   8 小田  周汰(1) 長束中     30.80 (-0.4)   2   3

決勝 8月28日  9:50

県中学記録(PR)                8:25.65 新迫　志希                   志　和           2012/10/28  
広島市中学記録(CR)            8:40.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/31  

[ 1組] [ 2組]

 1 竹内    望(2)    9:56.9  1 内山巴莉人(2)   10:45.0 
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 安佐中 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾘﾄ 安佐南中

 2 磯﨑  宏太(2)    9:57.4  2 海谷  瑞之(2)   10:49.4 
ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾀ 大塚中 ｳﾐﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 崇徳中

 3 重上  玲乃(3)    9:57.9  3 石綿  一真(2)   10:51.3 
ｼｹﾞｶﾐ ﾚﾉ 安佐南中 ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾏ 広島学院中

 4 西岡  拓海(2)   10:07.9  4 菊間  千央(2)   10:58.5 
ﾆｼｵｶ ﾀｸﾐ 安佐中 ｷｸﾏ ﾁﾋﾛ 広島学院中

 5 横山  雄大(3)   10:11.2  5 菅野    廉(3)   11:02.2 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 広島三和中 ｶﾝﾉ ﾚﾝ 亀山中

 6 渡邊  淳平(2)   10:22.3  6 中谷  健人(2)   11:05.5 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中 ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ 広島学院中

 7 仁田  士楼(2)   10:22.9  7 三好  優輝(2)   11:05.8 
ﾆｯﾀ ｼﾛｳ 安佐南中 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 広島学院中

 8 井上    聡(3)   10:24.3  8 光永  智希(2)   11:07.1 
ｲﾉｳｴ ｿｳ 安佐中 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 広島学院中

 9 眞邉  祐生(3)   10:26.6  9 栗田喜一郎(1)   11:07.8 
ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 大塚中 ｸﾘﾀ ｷｲﾁﾛｳ 矢野中

10 坂井  駿希(2)   10:29.5 10 長原  周作(3)   11:08.2 
ｻｶｲ ﾄｼｷ 安佐中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼｭｳｻｸ 祇園中

11 坂根  裕貴(2)   10:31.2 11 村田  哉綺(2)   11:09.9 
ｻｶﾈ ﾋﾛｷ 口田中 ﾑﾗﾀ ｻｲｷ 大塚中

12 中村  遼太(2)   10:33.7 12 熊谷  悠哉(1)   11:13.6 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 安佐中 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ 矢野中

13 藤井  崇央(2)   10:40.7 13 吉田  陵希(3)   11:21.8 
ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋｻ 牛田中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｷ 祇園中

14 舛下  朝陽(2)   10:45.7 14 可部  亜門(2)   11:29.5 
ﾏｽｼﾀ ｱｻﾋ 井口中 ｶﾍﾞ ｱﾓﾝ 口田中

15 福場仁之甫(2)   10:49.0 15 大畑  恒晴(1)   11:32.5 
ﾌｸﾊﾞ ｼﾞﾝﾉｽｹ 安佐中 ｵｵﾊﾀ ｺｳｾｲ 矢野中

16 原    雅治(2)   10:49.3 16 加藤    遼(3)   11:37.9 
ﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 東原中 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 広島城北中

17 村重  亮輔(2)   10:54.6 17 山本  奨之(2)   11:58.0 
ﾑﾗｼｹﾞ ﾘｮｳｽｹ 井口中 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾉ 口田中

18 多久和  倭(2)   10:56.3 18 佐場  奎介(2)   12:00.5 
ﾀｸﾜ ﾔﾏﾄ 矢野中 ｻﾊﾞ ｹｲｽｹ 広島学院中

19 上内  知樹(3)   11:03.5 19 大吉  遥翔(2)   12:02.8 
ｳｴｳﾁ ﾄﾓｷ 大塚中 ｵｵﾖｼ ﾊﾙﾄ 矢野中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1371

5  1238

棄権

6  1282

7 11245

3  1581
棄権

タイムレース

4  1464

2  1592

組 順位

 2053
 2060
 1371

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 2066
 1578
 1460
 2158
 1461

備考記録（風）

ｵｰﾌﾟﾝ男子

３０００ｍ

決勝

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

4  1258 3  1427

5  1582 11  1129

6  1422 5  1101

9  1261 17  1097

3  2122 6  1752

17   989 8  1098

16  1426 4  1096

27  1242 10  1099

10  1574 14 12099

13  1256 9  1308

19  1923 19  1586

7  1260 22 12091

15   315 12  1309

21   994 27 11934

8  1263 7 12095

18  1548 2   449

22   984 18  1926

14  2062 20  1107

24  1571 24  2075



20 赤澤  秀介(2)   11:03.8 20 仲前幸四郎(2)   12:06.2 
ｱｶｻﾞﾜ ｼｭｳｽｹ 口田中 ﾅｶﾏｴ ｺｳｼﾛｳ 矢野中

21 木下  真翔(2)   11:14.3 川村  和久(3)
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾄ 伴中 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 崇徳中

22 三宅  颯太(3)   11:26.2 重本  隆明(2)
ﾐﾔｹ ｿｳﾀ 矢野中 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ 矢野中

23 大杉    歩(2)   11:28.5 橘    悠太(2)
ｵｵｽｷﾞ ｱﾕﾐ 安西中 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾀ 広島城南中
福田真太朗(2) 倉﨑  翔涼(3)
ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ｸﾗｻｷ ﾄｱ 戸坂中
風呂田快晴(3) 中田  実希(3)
ﾌﾛﾀﾞ ｶｲｾｲ 安佐中 ﾅｶﾀ ﾐﾂｷ 井口中
浜田  蒼大(3) 大谷  怜司(2)
ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 安佐中 ｵｵﾀﾆ ﾚｲｼﾞ 可部中
村岡  大輔(2) 須川  拓海(3)
ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 口田中 ｽｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 戸坂中

ラップタイム ラップタイム
  1000m   1000m
  2000m   2000m

[ 3組] [ 4組]

 1 藤代  理久(2)   10:55.0  1 平元  竣亮(2)   10:39.3 
ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸ 東原中 ﾋﾗﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 大塚中

 2 西丸  諒祐(2)   11:04.0  2 谷口  成実(1)   10:52.1 
ﾆｼﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ 東原中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ 東原中

 3 森好  真仁(2)   11:10.2  3 森    優飛(1)   10:53.1 
ﾓﾘﾖｼ ﾏﾋﾄ 東原中 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 大塚中

 4 住田  健太(1)   11:14.3  4 槇尾  友貴(1)   11:13.8 
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝﾀ 口田中 ﾏｷｵ ﾄﾓｷ 東原中

 5 パワ丞恩舟力洸(2)   11:21.9  5 佐藤    耀(1)   11:14.4 
ﾊﾟﾜ ｼｵﾝｼﾞｪﾘｺｳ 砂谷中 ｻﾄｳ ﾖｳ 東原中

 6 志田  凌平(1)   11:27.6  6 賀中  一哉(2)   11:26.2 
ｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 矢野中 ｶﾁｭｳ ｶｽﾞﾔ 大塚中

 7 木内  健斗(2)   11:33.6  7 豊福  翔哉(2)   11:27.7 
ｷｳﾁ ｹﾝﾄ 崇徳中 ﾄﾖﾌｸ ｼｮｳﾔ 大塚中

 8 大前  俊輔(2)   11:41.7  8 下鳴  隆之(2)   11:37.0 
ｵｵﾏｴ ｼｭﾝｽｹ 東原中 ｼﾓﾅﾙ ﾀｶﾕｷ 祇園東中

 9 多田  勇斗(1)   11:59.6  9 藤原  春輝(2)   11:42.2 
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｷ 広島城北中

10 石中  航喜(1)   12:00.2 10 和泉  皓士(1)   11:43.8 
ｲｼﾅｶ ｺｳｷ 矢野中 ｲｽﾞﾐ ｺｳｼ 観音中

11 佐々木達也(2)   12:05.5 11 岸    亮太(1)   11:44.9 
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 可部中 ｷｼ ﾘｮｳﾀ 大塚中

12 島川  竜乙(1)   12:08.3 12 枝松  拓真(1)   11:46.2 
ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳﾄ 伴中 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾀｸﾏ 観音中

13 二井本大輝(1)   12:23.1 13 森下  七琉(1)   11:49.3 
ﾆｲﾓﾄ ﾋﾛｷ 矢野中 ﾓﾘｼﾀ ﾅﾙ 東原中

14 亀本啓太郎(2)   12:23.3 14 藤井    優(1)   11:51.5 
ｶﾒﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 崇徳中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 瀬野川中

15 佐々木瑠偉(1)   12:27.6 15 村上  修友(1)   11:55.1 
ｻｻｷ ﾙｲ 広島学院中 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 東原中

16 渡部  祐大(1)   12:28.5 16 渡邊  亮太(1)   12:04.4 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 口田中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 観音中

17 谷口  翔真(1)   12:38.8 17 鶴田  紘規(2)   13:01.0 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 伴中 ﾂﾙﾀ ｺｳｷ 広島城北中

18 伊東    玲(1)   12:46.1 川本  勘太(3)
ｲﾄｳ ﾚｲ 広島学院中 ｶﾜﾓﾄ ｶﾝﾀ 戸山中

19 岩本  凌弥(2)   12:50.8 岩本  了太(2)
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 広島学院中 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 観音中

20 重見    空(1)   12:54.8 酒井  直哉(2)
ｼｹﾞﾐ ｿﾗ 伴中 ｻｶｲ ﾅｵﾔ 広島城北中

21 渡部  志竜(1)   13:50.2 増田  遼河(1)
ﾜﾀﾌﾞ ｼﾘｭｳ 口田中 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 戸坂中

22 原口  知樹(1)   13:50.5 中谷  聖翔(1)
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 広島学院中 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻﾄ 瀬野川中

23 山村    渉(1)   13:56.7 小池  駿哉(1)
ﾔﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 口田中 ｺｲｹ ｼｭﾝﾔ 大塚中

24 福井  庸貴(3)   14:28.6 久保  知之(1)
ﾌｸｲ ﾔｽﾀｶ 砂谷中 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾕｷ 大塚中
後藤  享彦(2) 梅園  透丸(2)
ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋｺ 広島城北中 ｳﾒｿﾞﾉ ﾄｳﾏ 大塚中
山室  天暉(3) 福富  純平(2)
ﾔﾏﾑﾛ ｱﾏｷﾞ 戸坂中 ﾌｸﾄﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大塚中
岩本  大輝(1)
ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 口田中 ラップタイム

  1000m
ラップタイム   2000m
  1000m
  2000m

20 11933 23  2070

11  1407 1  1126
棄権

26  2056 13  2063
棄権

23  1278 15  1226
棄権

1  2124 16   287
棄権 棄権

2  1252 21   973
棄権 棄権

12  1249 25  1731

棄権 棄権

棄権 棄権
25 11935 26   285

記録／備考 記録／備考

27  1555 25  1584
氏  名 所属名No.

7  1551 11  1566

6  1562 21 11603

10  1915 10 11572

2  2356 13  1565

14 12089 24  1588

17  1131 22  1583

20  1556 1  1356

12 12096 8   435

19 12081 4   898

15  1735 18  1593

4  1413 6   891

13 12085 12 11574

8  1130 17  1987

22  1113 14 11573

24  1920 5   895

1  1416 9   433

23  1112 2  1362
棄権

18  1102 3   887
棄権

3  1417 7   443
棄権

9  1910 15 10315
棄権

21  1117 16  1980
棄権

棄権

25  1903 19  1595
棄権

26  2352 20  1598

5   436
棄権

 1585

順 No. 氏  名 所属名 順

棄権
16  1905

棄権

23  1587
棄権

11   290 26
棄権



   1 竹内    望(2) 安佐中     9:56.9   1   1
   2 磯﨑  宏太(2) 大塚中     9:57.4   1   2
   3 重上  玲乃(3) 安佐南中     9:57.9   1   3
   4 西岡  拓海(2) 安佐中    10:07.9   1   4
   5 横山  雄大(3) 広島三和中    10:11.2   1   5
   6 渡邊  淳平(2) 井口中    10:22.3   1   6
   7 仁田  士楼(2) 安佐南中    10:22.9   1   7
   8 井上    聡(3) 安佐中    10:24.3   1   8

決勝 8月28日  9:45

県中学記録(PR)                        
広島市中学記録(CR)                    

風速  0.0

 1 井上  蒼也(2)     17.01 
ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ 祇園東中

 2 木田  惣太(2)     19.20 
ｷﾀﾞ ｿｳﾀ 古田中

決勝 8月28日 15:30

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）

[ 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   5 祇園中  1315 三浦  大輝(2)     49.39  1   5 広島城南中  1237 安東  優作(1)     55.93 
ｷﾞｵﾝ ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ

 1314 板倉  向志(2)  1212 岡本    大(3)
ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ

 1312 岡田  寛人(2)  1238 沖中康之佑(1)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｵｷﾅｶ ｺｳﾉｽｹ

 1313 村上  蒼輝(2)  1219 上端  隼斗(2)
ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ ｶﾐﾊｼ ﾊﾔﾄ

 2   6 祇園東中  1359 森政  和也(2)     49.76  2   2 広島城北中   438 中    龍馬(2)     56.30 
ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾏｻ ｶｽﾞﾔ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾅｶ ﾘｮｳﾏ

 1358 蕪迫  月翔(2)   446 柳田    翼(2)
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

 1353 岩原  凜都(2)   440 谷口左和季(2)
ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾜｷ

 1348 岩田  朋樹(2)   433 鶴田  紘規(2)
ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ ﾂﾙﾀ ｺｳｷ

 3   4 矢野中  2074 石原  和弥(2)     52.88  3   7 長束中  1461 小田  周汰(1)   1:00.08 
ﾔﾉ ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾔ ﾅｶﾞﾂｶ ｵﾀﾞ ｼｭｳﾀ

 2051 大畑  遼人(3)  1457 石川  侑哉(1)
ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳﾄ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ

 2071 古田  和希(2)  1464 三浦  淳志(1)
ﾌﾙﾀ ｶｽﾞｷ ﾐｳﾗ ｱﾂｼ

 2066 藤村  武道(2)  1460 大島  朋晃(1)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾐﾁ ｵｵｼﾏ ﾄﾓｱｷ

 4   3 広島学院中  1109 樋口  貴輝(2)     54.11   3 広島三和中
ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ 棄権

 1111 山﨑  滉大(2)
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

 1106 佐々木祥太(2)
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ

 1100 森川  拓海(2)
ﾓﾘｶﾜ ﾀｸﾐ

 5   7 古田中  1007 深澤  文廣(3)     54.41   4 安佐南中
ﾌﾙﾀ ﾌｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋﾛ ｱｻﾐﾅﾐ 棄権

 1008 三上  恭平(3)
ﾐｶﾐ ｷｮｳﾍｲ

 1012 木田  惣太(2)

ｵｰﾌﾟﾝ男子

４×１００ｍ

決勝

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4 11360

5  1012

No.

タイムレース

順位 都道府県 所属名 記録 備考 組

  989
 1426
 1242

順位

 1258
 1582
 1422
 1261
 2122

氏  名



ｷﾀﾞ ｿｳﾀ
 1025 冨田  音桜(3)

ﾄﾐﾀ ﾈｵ
 6   2 伴中  1400 西本  勘太(2)     56.57   6 大塚中

ﾄﾓ ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾀ ｵｵﾂｶ 棄権
 1407 木下  真翔(2)

ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾄ
 1413 島川  竜乙(1)

ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳﾄ
 1417 重見    空(1)

ｼｹﾞﾐ ｿﾗ
 7   1 安西中  1282 弘中  穂高(1)     57.16   8 崇徳中

ﾔｽﾆｼ ﾋﾛﾅｶ ﾎﾀﾞｶ ｿｳﾄｸ 棄権
 1278 大杉    歩(2)

ｵｵｽｷﾞ ｱﾕﾐ
 1289 加藤  実徳(1)

ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ
 1275 木村  政宏(3)

ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
 8   8 五日市観音中  2159 田方  流星(1)   1:03.31 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ﾀｶﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ
 2158 三分一達也(1)

ｻﾝﾌﾞﾝｲﾁ ﾀﾂﾔ
 2153 小林  奏太(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 2150 海部  航汰(1)

ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ

   1 祇園中     49.39 三浦  大輝(2) 板倉  向志(2) 岡田  寛人(2) 村上  蒼輝(2)   1   1
   2 祇園東中     49.76 森政  和也(2) 蕪迫  月翔(2) 岩原  凜都(2) 岩田  朋樹(2)   1   2
   3 矢野中     52.88 石原  和弥(2) 大畑  遼人(3) 古田  和希(2) 藤村  武道(2)   1   3
   4 広島学院中     54.11 樋口  貴輝(2) 山﨑  滉大(2) 佐々木祥太(2) 森川  拓海(2)   1   4
   5 古田中     54.41 深澤  文廣(3) 三上  恭平(3) 木田  惣太(2) 冨田  音桜(3)   1   5
   6 広島城南中     55.93 安東  優作(1) 岡本    大(3) 沖中康之佑(1) 上端  隼斗(2)   2   1
   7 広島城北中     56.30 中    龍馬(2) 柳田    翼(2) 谷口左和季(2) 鶴田  紘規(2)   2   2
   8 伴中     56.57 西本  勘太(2) 木下  真翔(2) 島川  竜乙(1) 重見    空(1)   1   6
   9 安西中     57.16 弘中  穂高(1) 大杉    歩(2) 加藤  実徳(1) 木村  政宏(3)   1   7
  10 長束中   1:00.08 小田  周汰(1) 石川  侑哉(1) 三浦  淳志(1) 大島  朋晃(1)   2   3
  11 五日市観音中   1:03.31 田方  流星(1) 三分一達也(1) 小林  奏太(1) 海部  航汰(1)   1   8

決勝 8月27日 15:00

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   

 ３回の
 最高記録

西本  亮太(3)   4.95   5.11    -    5.11    5.11 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 祇園中   -0.8   -0.2    -0.2    -0.2
宇土  祐貴(2)   4.68   4.48   3.63    4.68    4.68 
ｳﾄﾞ ﾕｳｷ 大州中    0.0   -0.1   +0.5     0.0     0.0
北村    陸(2)    x   4.43   4.59    4.59    4.59 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｸ 井口中   +0.2   +0.9    +0.9    +0.9
小山    曜(2)   3.79   3.14   4.46    4.46    4.46 
ｺﾔﾏ ﾖｳ 祇園東中   +0.1   +1.2   +0.1    +0.1    +0.1
山代  利弥(2)   3.94   4.36   4.11    4.36    4.36 
ﾔﾏｼﾛ ﾄｼﾔ 大州中   -0.2   +1.5   +1.3    +1.5    +1.5
三原  聖也(2)   3.98   3.75   4.11    4.11    4.11 
ﾐﾊﾗ ｾｲﾔ 亀山中    0.0   +1.4   +1.2    +1.2    +1.2
武藤  智樹(3)   3.72   3.49   3.45    3.72    3.72 
ﾑﾄｳ ﾄﾓｷ 広大東雲中   +0.5   -1.0   +1.5    +0.5    +0.5
占部  晴希(2)    x   2.59   2.70    2.70    2.70 
ｳﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ 五日市南中   +1.4   +2.0    +2.0    +2.0
武縄  将弥(1) 棄権
ﾀｹﾅﾜ ﾏｻﾔ 井口中
殿田  悠真(3) 棄権
ﾄﾉﾀﾞ ﾕｳﾏ 修道中
戸田    翔(2) 棄権
ﾄﾀﾞ ｼｮｳ 亀山中
小倉  勘汰(3) 棄権
ｵｸﾞﾗ ｶﾝﾀ 祇園中
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西本  勘太(2) 棄権
ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾀ 伴中

決勝 8月27日 15:30

県中学記録(PR)                        
広島市中学記録(CR)                    

 ３回の
 最高記録

岡本    大(3)
ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 広島城南中
岡本    学(2)
ｵｶﾓﾄ ｶﾞｸ 宇品中
中橋  弥禄(3)
ﾅｶﾊｼ ﾐﾛｸ 日浦中
坂本  拳一(3)
ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 庚午中
清水  良真(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾏ 瀬野川中
長谷  拓磨(3)
ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｸﾏ 日浦中
中川  直志(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 高陽中
宮本  直輝(3) 棄権
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 日浦中

   6.78   6.78 

7  1816

7 1  1663
  6.18   6.78    x

  6.94    7.10   7.10 

   7.81   7.81 

6 5  1819
  7.10   5.79

5 4  1971
  7.64   7.81   7.70

  8.29    8.29   8.29 

   8.57   8.57 

4 3   947
  8.17   7.52

3 6  1815
  7.87   8.57   7.87

  8.35    8.98   8.98 

   9.21   9.21 

2 2   678
  8.98   8.94

1 8  1212
  9.21   9.21   8.48

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子

砲丸投 (4.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

13  1400


