
予選 11月5日 11:25
決勝 11月5日 13:35

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)                    11.11 北村　拓也                   伴               2007        

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 後藤  達樹(2)     11.77 q  1 山本  多聞(2)     11.87 q
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中

 2 原田  達也(2)     12.55  2 西本  勘太(2)     12.54 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 広島なぎさ中 ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾀ 伴中

 3 野村  彰吾(2)     12.84  3 藤井  雄大(1)     12.83 
ﾉﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 宇品中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中

 4 岡林  優輝(1)     12.84  4 花山  颯汰(2)     13.03 
ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 江波中 ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 大塚中

 5 蕪迫  月翔(2)     12.90  5 梶谷聡志郎(2)     13.04 
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 祇園東中 ｶｼﾞﾀﾆ ｿｳｼﾛｳ 安佐南中

 6 長田  大心(2)     13.92  6 大久保歩永久(1)     13.44 
ﾅｶﾞﾀ ｵｳｼﾞ 阿戸中 ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ 温品中

 7 宮川    賢(2)     14.14  7 原    大樹(1)     14.23 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝ 広大東雲中 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 落合中

 8 井上  晴史(2)     15.15  8 阿部  泰之(1)     14.37 
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾌﾐ 東原中 ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 広島城南中

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 +0.2

 1 伊木颯志朗(2)     12.10 q  1 井町慶太郎(2)     12.02 q
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中 ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 祇園中

 2 中村  京右(2)     12.48  2 占部  貴輝(1)     12.31 
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ ＡＩＣＪ中 ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 3 恵南  優貴(1)     13.01  3 粟野  宙歩(1)     12.60 
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中 ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中

 4 中田  大智(1)     13.05  4 伊藤    翔(2)     12.89 
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中 ｲﾄｳ ｼｮｳ 大州中

 5 湯山  拓輝(2)     13.99  5 松重  秀明(2)     13.29 
ﾕﾔﾏ ﾋﾛｷ 亀山中 ﾏﾂｼｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 広島三和中

 6 朝倉  悠生(1)     14.04  6 柳楽  茉光(1)     13.74 
ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 安佐南中 ﾅｷﾞﾗ ﾏﾋﾛ 城山北中

 7 日野原  綾(1)     14.14  7 黒田  愁斗(1)     13.75 
ﾋﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 広島城南中 ｸﾛﾀﾞ ｼｭｳﾄ 日浦中

 8 松田  颯斗(1)     14.36  8 山平  真己(1)     14.01 
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ 崇徳中 ﾔﾏﾋﾗ ｼﾝｷ 崇徳中

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +0.7

 1 松尾  和真(2)     11.97 q  1 橋本  慈温(2)     12.38 
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 大州中 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北中

 2 岩田  朋樹(2)     12.41  2 三根生永遠(2)     12.71 
ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 祇園東中 ﾐﾈｵｲ ﾄﾜ 中広中

 3 小川  真瞳(1)     12.54  3 原田    響(1)     13.02 
ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高取北中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

 4 逸見  勇斗(1)     12.82  4 愛川  起生(2)     13.12 
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ｱｲｶﾜ ﾀﾂｷ 福木中

 5 江角  悠人(1)     12.97  5 福原  刀弥(1)     13.65 
ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 翠町中 ﾌｸﾊﾗ ﾄｳﾔ 戸山中

 6 柳田  悠喜(1)     14.05  6 大﨑  叶都(1)     14.51 
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 修道中 ｵｵｻｷ ｶﾅﾄ 高陽中

 7 菊楽  裕一(1)     14.26  7 佐藤  直輝(1)     17.50 
ｷｸﾗｸ ﾕｳｲﾁ 戸坂中 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 白木中

 8 小池  哲平(1)     16.29 疋田    啓(1)
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 日浦中 ﾋｷﾀ ｹｲ 己斐中

[ 7組] 風速 +0.1 [ 8組] 風速 -0.1

 1 細谷  海都(2)     12.24 q  1 八木  優気(2)     12.19 q
ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 伴中 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中

 2 金井  達也(2)     12.79  2 上本  英毅(2)     12.37 
ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ 中広中 ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島なぎさ中

 3 山本    彰(2)     13.18  3 佐伯  柊斗(2)     12.99 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 亀山中 ｻｴｷ ｼｭｳﾄ 五日市観音中

 4 山之上峻太(2)     13.44  4 福庭  涼平(2)     13.05 
ﾔﾏﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 阿戸中 ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 長束中

 5 山代  龍希(1)     14.01  5 長尾  玲生(2)     13.59 8  1873 7   981

6  1996 6  1453

7  1761 3  2145

3   855 4  2386

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1406 5  1009

棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

1  1827 7   911

8   302 1  1635

2   148 8  1671

7   604 2  1375

3  1909 4   376

6  1486 3  1267

4  1348 6   861

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   531 5   434
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  1136 8  1133

3 11247 1  1826

8  1432 2  1519

2  1766 7  2117

6 11600 6   523

7   119 3   682

4  1605 4    46

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   980 5  1311
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  1546 8 11248

2   798 1  1704

6  1992 2   271

7  1358 3  1428

8   129 6  1589

3   675 7   893

4  2388 4  1400

所属名 記録／備考

5  2239 5  2272
所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

一部男子

１００ｍ

予選 通過基準  13組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



ﾔﾏｼﾛ ﾘｭｳｷ 三入中 ﾅｶﾞｵ ﾚｵ 井口中
 6 山本    頼(2)     14.15  6 高尾    諒(1)     14.11 

ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ 庚午中 ﾀｶｵ ﾘｮｳ 東原中
 7 洲澤    慧(1)     14.98  7 中    龍馬(2)     14.18 

ｽｻﾞﾜ ｹｲ 戸山中 ﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島城北中
菅川    立(2)  8 荒野  友喜(1)     15.23 
ｽｹﾞｶﾜ ﾘﾂ 福木中 ｱﾗﾉ ﾄﾓｷ 己斐上中

[ 9組] 風速 -0.1 [ 10組] 風速  0.0

 1 米澤  晴惟(1)     12.26  1 岩本  翔太(2)     12.23 q
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院中

 2 植田  光紀(1)     12.40  2 壇上  敬彦(2)     12.38 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ 五日市南中

 3 砂田  晴彦(2)     12.66  3 藤田  将生(1)     12.93 
ｽﾅﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 矢野中 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 高取北中

 4 紙田  晴吉(2)     12.79  4 友永  朝陽(2)     13.52 
ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ 城山北中 ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｻﾋ 瀬野川中

 5 田中    智(1)     13.45  5 松枝竜之介(2)     14.64 
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 己斐上中 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 可部中

 6 濱﨑  遥歩(2)     14.05 小川  徹也(1)
ﾊﾏｻｷ ｱﾕﾑ 城山中 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 二葉中

 7 竹村    葵(2)     14.36 爲清  博樹(2)
ﾀｹﾑﾗ ｱｵｲ 庚午中 ﾀﾒｷﾖ ﾋﾛｷ 観音中

 8 花原  悠太(1)     14.38 川本廉偉塁(2)
ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 修道中 ｶﾜﾓﾄ ﾚｲﾙ 城山中

[ 11組] 風速 -0.3 [ 12組] 風速 +0.4

 1 澤田  侑和(2)     12.47  1 上野  温斗(1)     12.25 
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 2 山中  瑞己(1)     12.51  2 木川  孝俊(2)     12.68 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ 翠町中

 3 畠中  泰司(2)     13.31  3 北野  裕太(2)     12.74 
ﾊﾀﾅｶ ﾀｲｼ 温品中 ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ 国泰寺中

 4 田尾  大翔(2)     13.46  4 竹本  将也(2)     12.82 
ﾀｵ ﾋﾛﾄ 口田中 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾔ 安西中

 5 林    千宙(2)     13.57  5 小田涼大郎(2)     12.84 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 安佐中 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 己斐中

 6 上野  太陸(1)     13.75  6 松村  瑠晟(1)     13.23 
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中

 7 福岡  拓也(1)     14.46  7 諏訪  尚斗(1)     14.18 
ﾌｸｵｶ ﾀｸﾔ 五月が丘中 ｽﾜ ﾅｵﾄ 可部中

 8 加賀    巽(1)     14.83 
ｶｶﾞ ﾀﾂﾐ 落合中

[ 13組] 風速 +0.7

 1 岡田  寛人(2)     12.32 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 祇園中

 2 米花  陽希(2)     12.48 
ﾖﾈﾊﾅ ﾊﾙｷ 三入中

 3 坂田  陽貴(1)     12.92 
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中

 4 山﨑  滉大(2)     13.22 
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 広島学院中

 5 杉原  哲平(2)     13.24 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 古田中

 6 山本  裕樹(2)     13.57 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 瀬野川中

 7 藤井  信吾(1)     14.66 
ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 戸坂中

風速 -0.9

 1 山本  多聞(2)     11.81 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中

 2 後藤  達樹(2)     11.82 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中

 3 井町慶太郎(2)     12.01 
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 祇園中

 4 松尾  和真(2)     12.03 
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 大州中

 5 伊木颯志朗(2)     12.07 
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中

 6 岩本  翔太(2)     12.26 
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院中

 7 八木  優気(2)     12.27 
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中

8  1009

7   980

2  1095

6  1311

4   531

3  2272

5  2239

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   307

決勝

3  1010

7  1977

6  1290

2  1111

記録／備考

4  1312

5  1872

8  1699

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  2188 8 11751

4  2152 7   342

3  1262 2   914

7  1929 6  1279

2   256 4    85

6    45 3   595

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2073 5  2118

棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

棄権
2   146 7  2300

棄権
8   957 2   885

7  2301 1   345

1  1041 8  1747

3  1513 3  1976

4  2064 6  1484

6  2245 4  2266

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1458 5  1095

棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4   378 1  1038

1  1374 2   438

2   960 8  1569



 8 細谷  海都(2)     12.36 
ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 伴中

予選 11月6日  9:30
決勝 11月6日 11:35

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)                    23.11 奥迫　政之                   翠　町           1993        

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.8

 1 後藤  達樹(2)     24.35 q  1 米澤  晴惟(1)     25.80 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中

 2 篠崎    巧(2)     25.17 q  2 米花  陽希(2)     26.21 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中 ﾖﾈﾊﾅ ﾊﾙｷ 三入中

 3 江角  悠人(1)     26.46  3 坂田  祥汰(2)     27.36 
ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 翠町中 ｻｶﾀ ｼｮｳﾀ 口田中

 4 花山  颯汰(2)     27.19  4 加賀    巽(1)     31.34 
ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 大塚中 ｶｶﾞ ﾀﾂﾐ 落合中

 5 難波    穣(2)     27.77  5 佐藤  直輝(1)     36.29 
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｮｳ 修道中 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 白木中

 6 溝田    響(2)     28.97 谷本  和史(2)
ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 戸山中 ﾀﾆﾓﾄ ｶｽﾞｼ 修道中

 7 長田  大心(2)     29.34 坂本  昌大(2)
ﾅｶﾞﾀ ｵｳｼﾞ 阿戸中 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 広島城北中
二宮  崇斗(1) 栗栖  光稀(1)
ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾄ 城山中 ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 -1.9

 1 澤田  侑和(2)     25.53  1 山本  多聞(2)     24.48 q
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中

 2 椎葉  涼(1)     26.17  2 影戸  史弥(2)     25.36 
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中 ｶｹﾞﾄ ﾌﾐﾔ 矢野中

 3 岩原  凜都(2)     26.68  3 三浦  大輝(2)     26.13 
ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ 祇園東中 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 祇園中

 4 大岡  颯馬(2)     26.96  4 上野  太陸(1)     27.88 
ｵｵｵｶ ｿｳﾏ 戸坂中 ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中

 5 長尾  玲生(2)     27.92  5 萩原  聖己(1)     27.97 
ﾅｶﾞｵ ﾚｵ 井口中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 二葉中

 6 山本    頼(2)     29.90  6 竹村    葵(2)     29.59 
ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲ 庚午中 ﾀｹﾑﾗ ｱｵｲ 庚午中

 7 久保田光司(1)     31.29  7 若林  勇太(1)     30.05 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ 城山北中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 安佐中
寺口  廉也(1) 爲清  博樹(2)
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 古田中 ﾀﾒｷﾖ ﾋﾛｷ 観音中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -0.9

 1 上野  温斗(1)     25.51  1 伊木颯志朗(2)     24.87 q
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中 ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中

 2 信川    瞭(2)     26.31  2 植田  光紀(1)     25.36 
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 3 森政  和也(2)     27.34  3 橋本  慈温(2)     25.46 
ﾓﾘﾏｻ ｶｽﾞﾔ 祇園東中 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北中

 4 山之上峻太(2)     27.60  4 流森  信治(2)     26.71 
ﾔﾏﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 阿戸中 ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 広島城南中

 5 菅原  翔太(1)     29.44  5 山田  依来(2)     27.62 
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 宇品中 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸ 福木中

 6 増木    潤(2)     31.10  6 乃美  亮太(2)     27.81 
ﾏｽｷ ｼﾞｭﾝ 高陽中 ﾉﾐ ﾘｮｳﾀ 戸坂中
坂田  陽貴(1)  7 山下  祐汰(1)     29.76 
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 城山北中
諏訪  尚斗(1)  8 鳴石  翔樹(1)     30.42 
ｽﾜ ﾅｵﾄ 可部中 ﾅﾙｲｼ ｼｮｳｷ 白木中

[ 7組] 風速 +0.6 [ 8組] 風速 -0.2

 1 竹内  悠正(2)     25.12 q  1 山内  健生(1)     24.86 q
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 大州中 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 2 上本  英毅(2)     26.33  2 占部  貴輝(1)     25.25 q
ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島なぎさ中 ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 3 柳幸  陸翔(2)     26.64  3 岡林  優輝(1)     26.58 
ﾘｭｳｺｳ ﾘｸﾄ 福木中 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 江波中

 4 小川  真瞳(1)     26.79  4 小糸  真也(2)     26.82 
ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高取北中 ｺｲﾄ ｼﾝﾔ 広島なぎさ中

1  1406

一部男子

3  1257 3  1872

6   604 6  1928

5  1589 8

２００ｍ

予選 通過基準  11組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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  2239 4  1458

 1699

7   139 7  1635

1  1369 1   137
棄権

8  1992 2   437
棄権

2  2304 5  1021
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  2073 4  2272

3 11246 5  2067

5  1353 3  1315

1   294 6  2152

2   981 1   341

8   960 8   957

7  1517 7 11279

6  1017 2   885
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  2118 4   980

1  2268 3  2245

3  1359 5   434

2  1996 6  1231

8   684 1   379

7  1667 2   297

5  1290 8  1516
棄権

6 11751 7  1636
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   528 5  2202

6  2386 6    46

2   380 3   129

7  1486 7  2387



 5 松村  瑠晟(1)     26.91  5 福庭  涼平(2)     27.31 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中 ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 長束中

 6 森脇  日向(2)     29.44  6 黒田  愁斗(1)     29.71 
ﾓﾘﾜｷ ﾋｭｳｶﾞ 戸山中 ｸﾛﾀﾞ ｼｭｳﾄ 日浦中

 7 松田  颯斗(1)     30.89 八木  悠太(1)
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ 崇徳中 ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 安佐南中

[ 9組] 風速 -0.6 [ 10組] 風速  0.0

 1 松尾  和真(2)     25.24 q  1 細谷  海都(2)     25.56 
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 大州中 ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 伴中

 2 竹内  蒼竜(2)     25.55  2 今尾    光(1)     25.92 
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 伴中 ｲﾏｵ ﾋｶﾙ 安西中

 3 山中  瑞己(1)     25.98  3 藤田  将生(1)     26.64 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 高取北中

 4 木川  孝俊(2)     26.33  4 佐々木  諒(2)     26.93 
ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ 翠町中 ｻｻｷ ﾘｮｳ 東原中

 5 山代  龍希(1)     28.75  5 山本  裕樹(2)     28.34 
ﾔﾏｼﾛ ﾘｭｳｷ 三入中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 瀬野川中

 6 森川  拓海(2)     30.08  6 佐々木祥太(2)     28.41 
ﾓﾘｶﾜ ﾀｸﾐ 広島学院中 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 広島学院中
小池  哲平(1)  7 朝倉  悠生(1)     29.11 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 日浦中 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 安佐南中

[ 11組] 風速 -1.7

 1 岡田  寛人(2)     25.35 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 祇園中

 2 逸見  勇斗(1)     26.61 
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中

 3 中田  大智(1)     27.36 
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中

 4 山平  真己(1)     29.38 
ﾔﾏﾋﾗ ｼﾝｷ 崇徳中

 5 高尾    諒(1)     30.32 
ﾀｶｵ ﾘｮｳ 東原中

 6 多田  健晟(2)     31.64 
ﾀﾀﾞ ｹﾝｾｲ 広島三和中
鈴木  皓宥(2)
ｽｽﾞｷ ﾋﾕｳ 五日市観音中

風速 -2.1

 1 後藤  達樹(2)     24.73 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中

 2 山本  多聞(2)     24.82 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中

 3 山内  健生(1)     25.11 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 4 竹内  悠正(2)     25.19 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 大州中

 5 伊木颯志朗(2)     25.26 
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中

 6 松尾  和真(2)     25.27 
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 大州中

 7 篠崎    巧(2)     25.31 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中

 8 占部  貴輝(1)     25.79 
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

予選 11月5日 12:35
決勝 11月5日 13:50

県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
広島市中学記録(CR)              49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    51.67 建田　勇太                   吉　島           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 篠崎    巧(2)     57.27 q  1 竹内  蒼竜(2)     57.29 q
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 伴中

 2 山本  航矢(2)     58.09 q  2 樋口  貴輝(2)     59.58 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 五日市南中 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ 広島学院中

 3 竹本  将也(2)   1:01.51  3 椎葉  涼(1)   1:00.60 6  1279 4 11246

4  2273 7  1109

記録／備考

5  1257 5  1408
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

一部男子

４００ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   342 4  1453

3  1370 2  1826

8  1136 8  1436
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   531 6  1406

5  1408 5  1287

4    45 7  1484

7   595 4  1553

3  1873 2  1977

8  1100 3  1106

2  1827 8  1432
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1312

7  1909

4 11600

3  1133

8  1569

2  2116

5  2146
棄権

決勝

5   980

2   531

7  1257

1    46

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2239

6  2272

4  2202

8   528



ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾔ 安西中 ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中
 4 鶴田  紘規(2)   1:01.69  4 渡邊  淳平(2)   1:03.34 

ﾂﾙﾀ ｺｳｷ 広島城北中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中
 5 栁川  凌馬(2)   1:04.39  5 古井  嘉一(1)   1:03.92 

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 戸山中 ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北中
 6 新庄    健(1)   1:04.47  6 松島  多伯(1)   1:04.23 

ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中 ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｷ 安西中
 7 竹之内  誉(1)   1:10.05  7 青木  智哉(1)   1:16.94 

ﾀｹﾉｳﾁ ﾎﾏﾚ 高陽中 ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 高陽中
松岡    剛(1)
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中

[ 3組] [ 4組]

 1 本田  丈流(2)     57.27 q  1 山内  健生(1)     57.26 q
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 井口中 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 2 佐々木  諒(2)   1:02.53  2 久保  湧人(2)     58.65 q
ｻｻｷ ﾘｮｳ 東原中 ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 矢野中

 3 坂井  駿希(2)   1:04.80  3 長田  麗生(2)     59.28 
ｻｶｲ ﾄｼｷ 安佐中 ﾅｶﾞﾀ ﾚｵ 広島学院中

 4 木田  惣太(2)   1:08.16  4 礒兼  春摩(2)   1:02.31 
ｷﾀﾞ ｿｳﾀ 古田中 ｲｿｶﾈ ﾊﾙﾏ 祇園東中

 5 開    直也(1)   1:09.06  5 森    匠未(2)   1:02.70 
ﾋﾗｷ ﾅｵﾔ 落合中 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 東原中

 6 堀江  敬太(1)   1:10.85 上野  太陸(1)
ﾎﾘｴ ｹｲﾀ 口田中 ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中
島津  ナル(2) 佐藤  久遠(2)
ｼﾏｽﾞ ﾅﾙ 五日市観音中 ｻﾄｳ ｸｵﾝ 大塚中

[ 5組] [ 6組]

 1 渡辺  理央(2)     56.86 q  1 竹内  悠正(2)     58.20 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 五日市中 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 大州中

 2 畠山  太一(2)     59.60  2 植野  優登(2)   1:00.22 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ 矢野中 ｳｴﾉ ﾕｳﾄ 広島城南中

 3 中村孝太郎(2)   1:04.17  3 岩田  朋樹(2)   1:03.38 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 修道中 ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 祇園東中

 4 福島  滉世(1)   1:04.78  4 髙取    誉(2)   1:05.26 
ﾌｸｼﾏ ｺｳｾｲ 大州中 ﾀｶﾄﾘ ﾎﾏﾚ 江波中

 5 井上  善皓(2)   1:05.20  5 乃美  亮太(2)   1:05.94 
ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝｺｳ 広島なぎさ中 ﾉﾐ ﾘｮｳﾀ 戸坂中

 6 福富  純平(2)   1:06.75 三力谷勇真(2)
ﾌｸﾄﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大塚中 ﾐﾘｷﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ 五日市中

 7 是澤    采(1)   1:15.65 渡部  志竜(1)
ｺﾚｻﾜ ｻｲﾄ 古田中 ﾜﾀﾌﾞ ｼﾘｭｳ 口田中

 1 竹内  蒼竜(2)     56.71 
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 伴中

 2 篠崎    巧(2)     56.77 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中

 3 本田  丈流(2)     57.21 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 井口中

 4 竹内  悠正(2)     57.22 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 大州中

 5 山本  航矢(2)     57.62 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 五日市南中

 6 渡辺  理央(2)     57.76 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 五日市中

 7 山内  健生(1)     59.16 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 8 久保  湧人(2)     59.17 
ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 矢野中

予選 11月5日  9:55
決勝 11月5日 13:05

県中学記録(PR)                1:55.10 児玉　大貴                   大　竹           1997/10/26  
広島市中学記録(CR)            1:57.02 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/30  
大会記録(GR)                  2:03.74 舛崎　真透                   安　西           1999        

[ 1組] [ 2組]

5  2202

1  2068

7  2273

4  2244

3   988

2   528

記録／備考

8  1408

6  1257

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1018 2  1910
棄権

4  1585 4  2243
失格

7  2385 8   297

8   535 3   109

2   138 7  1348

6  2076 6  1221

5  2244 5   528
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  2148 5  1591
棄権 棄権

2  1906 4  2152
棄権

8  1705 2  1552

3  1012 7  1347

4  1256 3  1104

7  1553 6  2068

5   988 8  2202
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   147
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1672 8  1669

3  2393 3  1284

1  1371 2   445

7   433 6   989

No. 氏  名 記録／備考記録／備考No. 氏  名 所属名

一部男子

８００ｍ

予選 通過基準  6組  2着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 順 ﾚｰﾝ所属名



 1 竹下  仁晟(2)   2:14.11 Q  1 野崎  昌秀(2)   2:14.94 Q
ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 亀山中 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 祇園中

 2 曽我  優斗(1)   2:14.30 Q  2 向井  颯来(2)   2:16.93 Q
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾑｶｲ ﾘｸ 口田中

 3 三藤    翼(2)   2:15.51 q  3 児玉  懸生(1)   2:22.76 
ﾐﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 口田中 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ 五月が丘中

 4 前田    潤(2)   2:22.19  4 大塚謙次郎(2)   2:23.08 
ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 可部中 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 砂谷中

 5 福田真太朗(2)   2:22.35  5 横田優太郎(1)   2:23.28 
ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中

 6 田邉虎汰朗(1)   2:24.90  6 小田  和輝(2)   2:25.00 
ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 観音中 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大州中

 7 長住  祐希(2)   2:28.28  7 源田  武蔵(2)   2:28.63 
ﾅｶﾞｽﾐ ﾕｳｷ 高陽中 ｹﾞﾝﾀ ﾑｻｼ 五日市南中

 8 田村  和輝(1)   2:28.34  8 花本  泰樹(1)   2:30.26 
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 安西中 ﾊﾅﾓﾄ ﾀｲｷ 観音中

 9 三木  太勢(2)   2:28.54  9 大杉    歩(2)   2:32.50 
ﾐｷ ﾀｲｾｲ 広島なぎさ中 ｵｵｽｷﾞ ｱﾕﾐ 安西中

10 杉本    薫(2)   2:30.00 10 井手口雄河(2)   2:34.67 
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｵﾙ 戸山中 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 城山中

11 三浦  勇輝(2)   2:30.33 11 家森  海斗(1)   2:35.69 
ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 長束中 ｲｴﾓﾘ ｶｲﾄ 古田中

12 村田  大河(1)   2:35.07 12 亀岡  徳斗(1)   3:02.79 
ﾑﾗﾀ ﾀｲｶﾞ 広島中等 ｶﾒｵｶ ﾅﾙﾄ 宇品中

13 中原  健人(2)   2:35.30 木原  舜平(2)
ﾅｶﾊﾗ ｹﾝﾄ 五月が丘中 ｷﾊﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 可部中

14 東垣  壮真(1)   2:42.56 安田  悠市(2)
ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｿｳﾏ 宇品中 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 江波中
中里  直貴(2) 尼子  智瑛(1)
ﾅｶｻﾞﾄ ﾅｵｷ 五日市南中 ｱﾏｺ ﾄﾓﾋﾃﾞ 祇園東中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:04.5  1765 竹下  仁晟(2)    400m    1:05.7  1310 野崎  昌秀(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 磯﨑  宏太(2)   2:12.99 Q  1 齊藤  光志(2)   2:14.58 Q
ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾀ 大塚中 ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 広島中等

 2 阿部  祥典(2)   2:14.36 Q  2 竹内    望(2)   2:15.68 Q
ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ 広島城南中 ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 安佐中

 3 藤井  崇央(2)   2:17.44 q  3 湯木  健午(1)   2:19.97 
ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋｻ 牛田中 ﾕｷ ｹﾝｺﾞ 矢野中

 4 渡邊  淳平(2)   2:19.59 q  4 大村  嘉誉(2)   2:21.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 伴中

 5 普久原遥哉(2)   2:20.78  5 藤代  理久(2)   2:22.82 
ﾌｸﾊﾗ ﾊﾙﾔ 祇園東中 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｸ 東原中

 6 木内  健斗(2)   2:21.13  6 村上  剣都(1)   2:29.86 
ｷｳﾁ ｹﾝﾄ 崇徳中 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ 長束中

 7 木下  真翔(2)   2:26.40  7 石突  裕太(2)   2:34.13 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾄ 伴中 ｲｼﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 広島城北中

 8 内山巴莉人(2)   2:29.45  8 藤田  愛斗(1)   2:35.66 
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾘﾄ 安佐南中 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾄ 城山北中

 9 疋田    啓(1)   2:31.47  9 赤名  瑞希(1)   2:36.36 
ﾋｷﾀ ｹｲ 己斐中 ｱｶﾅ ﾐｽﾞｷ 戸坂中

10 田中  琉生(2)   2:32.23 10 宮本  裕也(1)   2:38.83 
ﾀﾅｶ ﾙｲ 吉島中 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 二葉中

11 倉本    健(1)   2:33.80 11 開    直也(1)   2:39.24 
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中 ﾋﾗｷ ﾅｵﾔ 落合中

12 山本  貫太(1)   2:43.11 12 丸岡  博士(1)   2:39.54 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 国泰寺中 ﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ 祇園中

13 奥本  友祐(1)   2:44.10 福冨颯士郎(1)
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 城山北中 ﾌｸﾄﾐ ｿｳｼﾛｳ 広大東雲中

14 増木    潤(2)   2:59.14 中川  達磨(1)
ﾏｽｷ ｼﾞｭﾝ 高陽中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾏ 古田中
安達  柊太(1)
ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ 修道中 ラップタイム

   400m    1:05.6  1258 竹内    望(2)
ラップタイム
   400m    1:03.9  1582 磯﨑  宏太(2)

[ 5組] [ 6組]

 1 大西    陸(2)   2:18.86 Q  1 山口  滉太(2)   2:18.38 Q
ｵｵﾆｼ ﾘｸ 広島三和中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 井口中

 2 パワ丞恩舟力洸(2)   2:23.41 Q  2 初島    光(2)   2:20.06 Q
ﾊﾟﾜ ｼｵﾝｼﾞｪﾘｺｳ 砂谷中 ﾊﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 修道中

 3 重本  隆明(2)   2:25.78  3 桑名  爽汰(1)   2:21.79 
ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ 矢野中 ｸﾜﾅ ｿｳﾀ 広島城南中

 4 仁田  士楼(2)   2:26.14  4 安井  晨人(2)   2:22.55 
ﾆｯﾀ ｼﾛｳ 安佐南中 ﾔｽｲ ｱｻﾄ 戸坂中

 5 中谷  健人(2)   2:26.95  5 中村  遼太(2)   2:23.95 
ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ 広島学院中 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 安佐中

4  1596 4  1925

1  1765 1  1310

3  1924 12  2185

2  1740 6  2353

7  2124 3  2156

14   894 7   526

11  1674 13  2264

5  1281 15   892

6  2389 5  1278

8  1368 9  2299

9  1455 8  1019

10  1938 14   685

12  2182 2  1732
棄権

15   683 10   108
棄権

13  2267 11 11367
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

3  1582 3  1936

1  1232 1  1258

14   315 2 12087

2   989 4  1404

8  1354 6  1555

5  1131 7  1462

4  1407 9   432

7  1427 11  1515

12   911 13   301

13    43 12   350

6  2155 14  1705

9    79 10  1322

棄権

11  1518 5   801
棄権

所属名

10  1667 8  1020

No. 氏  名 所属名

15   142
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考

3  2123 3   992
記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9  2356 2   140

6  2063 5  1239

4  1426 13   293

8  1098 1  1260



 6 山口  大和(1)   2:34.10  6 森好  真仁(2)   2:27.84 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 福木中 ﾓﾘﾖｼ ﾏﾋﾄ 東原中

 7 梶谷  勇介(1)   2:44.26  7 菊間  千央(2)   2:28.27 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 己斐上中 ｷｸﾏ ﾁﾋﾛ 広島学院中

 8 井上  佳紀(1)   2:45.88  8 岩森    翔(1)   2:32.28 
ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 吉島中 ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中

 9 中村  翔太(1)   2:53.39  9 鶴田  紘規(2)   2:40.62 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 温品中 ﾂﾙﾀ ｺｳｷ 広島城北中
山本  勝大(2) 10 大室    仁(1)   2:41.62 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 広大附中 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 国泰寺中
渡辺  理央(2) 11 石川凛太郎(1)   2:43.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 五日市中 ｲｼｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 己斐上中
山﨑    滉(2) 12 山中  悠翔(1)   3:10.89 
ﾔﾏｻｷ ｺｳ 大州中 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ 福木中
海谷  瑞之(2) 三力谷勇真(2)
ｳﾐﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 崇徳中 ﾐﾘｷﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ 五日市中
小川  徹也(1) 山本    将(2)
ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 二葉中 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ 江波中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:05.4  2123 大西    陸(2)    400m    1:02.8   140 初島    光(2)

 1 磯﨑  宏太(2)   2:08.26 
ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾀ 大塚中

 2 竹下  仁晟(2)   2:08.58 
ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 亀山中

 3 竹内    望(2)   2:09.63 
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 安佐中

 4 大西    陸(2)   2:10.82 
ｵｵﾆｼ ﾘｸ 広島三和中

 5 曽我  優斗(1)   2:12.22 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 6 野崎  昌秀(2)   2:13.92 
ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 祇園中

 7 初島    光(2)   2:16.26 
ﾊﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 修道中

 8 山口  滉太(2)   2:18.02 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 井口中

 9 渡邊  淳平(2)   2:18.76 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中

10 齊藤  光志(2)   2:19.09 
ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 広島中等

11 三藤    翼(2)   2:19.82 
ﾐﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 口田中

12 向井  颯来(2)   2:20.47 
ﾑｶｲ ﾘｸ 口田中

13 パワ丞恩舟力洸(2)   2:22.73 
ﾊﾟﾜ ｼｵﾝｼﾞｪﾘｺｳ 砂谷中

14 阿部  祥典(2)   2:27.40 
ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ 広島城南中
藤井  崇央(2)
ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋｻ 牛田中

ラップタイム
   400m    1:03.1  1765 竹下  仁晟(2)

決勝 11月6日 12:20

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  
大会記録(GR)                  9:05.88 花咲　博雄                   矢　野           1997        

[ 1組] [ 2組]

 1 阿部  祥典(2)   9:18.15  1 曽我  優斗(1)   9:53.11 
ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ 広島城南中 ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 2 大西    陸(2)   9:20.38  2 大村  嘉誉(2)  10:09.27 
ｵｵﾆｼ ﾘｸ 広島三和中 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 伴中

 3 竹下  仁晟(2)   9:41.74  3 横田優太郎(1)  10:17.62 
ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 亀山中 ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中

 4 三藤    翼(2)   9:45.50  4 濱石    猛(2)  10:19.26 16  1924 20   141

19  1765 15  2156

21  2123 21  1404

No. 氏  名 所属名 記録／備考

22  1232 18  1596

一部男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

11   383 6  1562

14  1040 8  1097

13    44 11  1372

10   265 7   433

1   761 9    81
棄権

2  2244 14  1039
棄権

5   532 12   390
棄権

7  1129 4  2243
棄権 棄権

12   345 10   112
棄権 棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1582

8  1765

7  1258

12  2123

1  1596

10  1310

9   140

14   992

3   989

6  1936

13  1924

11  1925

15   315
棄権

5  2356

2  1232



ﾐﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 口田中 ﾊﾏｲｼ ﾀｹｵ 修道中
 5 磯﨑  宏太(2)   9:51.28  5 倉本    健(1)  10:26.42 

ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾀ 大塚中 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中
 6 紀平  鷹宏(2)   9:52.72  6 村上  剣都(1)  10:32.98 

ｷﾋﾗ ﾀｶﾋﾛ 東原中 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ 長束中
 7 野崎  昌秀(2)   9:54.13  7 前田    潤(2)  10:33.75 

ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 祇園中 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 可部中
 8 向井  颯来(2)   9:54.41  8 村重  亮輔(2)  10:34.68 

ﾑｶｲ ﾘｸ 口田中 ﾑﾗｼｹﾞ ﾘｮｳｽｹ 井口中
 9 普久原遥哉(2)   9:54.49  9 大塚謙次郎(2)  10:36.73 

ﾌｸﾊﾗ ﾊﾙﾔ 祇園東中 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 砂谷中
10 有田  光希(1)   9:59.14 10 安井  晨人(2)  10:39.57 

ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中 ﾔｽｲ ｱｻﾄ 戸坂中
11 福田真太朗(2)  10:05.35 11 小田  和輝(2)  10:44.02 

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大州中
12 齊藤  光志(2)  10:05.86 12 舛下  朝陽(2)  10:45.05 

ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 広島中等 ﾏｽｼﾀ ｱｻﾋ 井口中
13 衣山  誠悟(2)  10:14.18 13 木下  真翔(2)  10:47.03 

ｷﾇﾔﾏ ｾｲｺﾞ 広島学院中 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾄ 伴中
14 梶川康太郎(1)  10:16.82 14 海谷  瑞之(2)  10:48.63 

ｶｼﾞｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 矢野中 ｳﾐﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 崇徳中
15 仁田  士楼(2)  10:20.34 15 白川  智貴(1)  10:55.85 

ﾆｯﾀ ｼﾛｳ 安佐南中 ｼﾗｶﾜ ﾄﾓｷ 高取北中
16 槇尾  哉利(2)  10:31.46 16 内山巴莉人(2)  10:57.23 

ﾏｷｵ ｶﾅﾄ 東原中 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾘﾄ 安佐南中
17 西岡  拓海(2)  10:39.83 17 原田  祐福(1)  10:59.60 

ﾆｼｵｶ ﾀｸﾐ 安佐中 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 広島中等
18 パワ丞恩舟力洸(2)  10:47.76 18 大杉    歩(2)  11:24.58 

ﾊﾟﾜ ｼｵﾝｼﾞｪﾘｺｳ 砂谷中 ｵｵｽｷﾞ ｱﾕﾐ 安西中
19 福場仁之甫(2)  10:53.12 三浦  勇輝(2)

ﾌｸﾊﾞ ｼﾞﾝﾉｽｹ 安佐中 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 長束中
20 石綿  一真(2)  10:57.38 藤井  崇央(2)

ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾏ 広島学院中 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋｻ 牛田中
21 多久和  倭(2)  11:05.83 木原  舜平(2)

ﾀｸﾜ ﾔﾏﾄ 矢野中 ｷﾊﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 可部中
山本  勝大(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 広大附中 ラップタイム

  1000m    3:16.2  1596 曽我  優斗(1)
ラップタイム   2000m    6:36.3   〃     〃 
  1000m    3:06.2  1232 阿部  祥典(2)
  2000m    6:15.8   〃     〃 

[ 3組] [ 4組]

 1 福冨颯士郎(1)  10:44.70  1 児玉  懸生(1)  10:43.35 
ﾌｸﾄﾐ ｿｳｼﾛｳ 広大東雲中 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ 五月が丘中

 2 江口  賢志(1)  10:45.73  2 田邉虎汰朗(1)  10:52.30 
ｴｸﾞﾁ ｻﾄｼ 高陽中 ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 観音中

 3 酒井  直哉(2)  11:01.82  3 花本  泰樹(1)  10:57.70 
ｻｶｲ ﾅｵﾔ 広島城北中 ﾊﾅﾓﾄ ﾀｲｷ 観音中

 4 田村  和輝(1)  11:03.81  4 杉本    薫(2)  11:06.86 
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 安西中 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｵﾙ 戸山中

 5 木内  健斗(2)  11:04.71  5 丸岡  博士(1)  11:07.48 
ｷｳﾁ ｹﾝﾄ 崇徳中 ﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ 祇園中

 6 松島  遥心(1)  11:13.31  6 中村孝太郎(2)  11:20.64 
ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙﾄ 戸坂中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 修道中

 7 石突  裕太(2)  11:21.75  7 山口  大和(1)  11:23.60 
ｲｼﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 広島城北中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 福木中

 8 船本  望史(2)  11:23.55  8 岩森    翔(1)  11:29.43 
ﾌﾅﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 城山北中 ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中

 9 竹之内  誉(1)  11:25.29  9 小原  大幸(2)  11:39.78 
ﾀｹﾉｳﾁ ﾎﾏﾚ 高陽中 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 福木中

10 日高  真尊(2)  11:26.20 10 光吉  優樹(1)  11:40.88 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾀｶ 古田中 ﾐﾂﾖｼ ﾕｳｷ 温品中

11 三木  太勢(2)  11:28.41 11 ウォルシュフィリックス(3)  11:42.86 
ﾐｷ ﾀｲｾｲ 広島なぎさ中 ｳｫﾙｼｭ ﾌｨﾘｯｸｽ 早稲田中

12 大室    仁(1)  11:28.50 12 宮本  裕也(1)  11:55.65 
ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 国泰寺中 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 二葉中

13 源田  武蔵(2)  11:29.16 13 山本    将(2)  12:12.57 
ｹﾞﾝﾀ ﾑｻｼ 五日市南中 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ 江波中

14 野村  真生(1)  11:30.36 14 高畦  颯馬(1)  12:31.82 
ﾉﾑﾗ ﾏｵ 亀山中 ﾀｶｱｾﾞ ｿｳﾏ 五日市南中

15 藤井    優(1)  11:30.49 15 福間  晃遥(1)  12:31.84 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 瀬野川中 ﾌｸﾏ ｺｳﾖｳ 城山北中

16 橘    悠太(2)  11:30.64 16 萩原  聖己(1)  13:05.61 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾀ 広島城南中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 二葉中

17 窪田  眞海(2)  11:47.45 17 松本  和明(1)  13:29.69 
ｸﾎﾞﾀ ﾏﾋﾛ 五日市中 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 温品中

18 山本  貫太(1)  11:47.49 東垣  壮真(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 国泰寺中 ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｿｳﾏ 宇品中
尼子  智瑛(1) 中谷  聖翔(1)
ｱﾏｺ ﾄﾓﾋﾃﾞ 祇園東中 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻﾄ 瀬野川中棄権 棄権

棄権
1 11367 7  1980

8    79 6   683

12  2238 20   274

7  1226 1   341

4  1987 16  1520

17  1768 13  2281

15  2264 18   112

9    81 15   350

13  2389 12   401

11  1015 21   263

2  1672 2   382

5  1514 3  1372

6   432 5   383

10 10316 9   138

16  1131 19  1322

20  1281 4  1368

3   443 8   892

21  1670 10   894

氏  名 所属名 記録／備考

18   801 14  2185
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No.

棄権
14   761

棄権

棄権
13  2062 17  1732

棄権
3  1101 16   315

15  1263 4  1455

1  2356 9  1278

9  1261 3  1937

7  1561 7  1427

4  1426 1  1487

10 12082 5  1129

6  1103 14  1407

18  1936 10   994

20  2124 2   526

2  1485 13   293

11  1354 11  2353

12  1925 6   984

5  1310 19  1740

8  1557 8  1462

17  1582 12  2155



藤田  唯平(1) 川本  雄大(2)
ﾌｼﾞﾀ ｲﾍｲ 大州中 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 宇品中
飛弾  陸弥(2) 安田  悠市(2)
ﾋﾀﾞ ﾘｸﾔ 古田中 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 江波中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    3:24.6  1131 木内  健斗(2)   1000m    3:33.3   383 山口  大和(1)
  2000m    7:11.5   〃     〃   2000m    7:19.7   894 田邉虎汰朗(1)

   1 阿部  祥典(2) 広島城南中     9:18.15   1   1
   2 大西    陸(2) 広島三和中     9:20.38   1   2
   3 竹下  仁晟(2) 亀山中     9:41.74   1   3
   4 三藤    翼(2) 口田中     9:45.50   1   4
   5 磯﨑  宏太(2) 大塚中     9:51.28   1   5
   6 紀平  鷹宏(2) 東原中     9:52.72   1   6
   7 曽我  優斗(1) 大塚中     9:53.11   2   1
   8 野崎  昌秀(2) 祇園中     9:54.13   1   7
   9 向井  颯来(2) 口田中     9:54.41   1   8
  10 普久原遥哉(2) 祇園東中     9:54.49   1   9
  11 有田  光希(1) 高取北中     9:59.14   1  10
  12 福田真太朗(2) 広島三和中    10:05.35   1  11
  13 齊藤  光志(2) 広島中等    10:05.86   1  12
  14 大村  嘉誉(2) 伴中    10:09.27   2   2
  15 衣山  誠悟(2) 広島学院中    10:14.18   1  13
  16 梶川康太郎(1) 矢野中    10:16.82   1  14
  17 横田優太郎(1) 五日市観音中    10:17.62   2   3
  18 濱石    猛(2) 修道中    10:19.26   2   4
  19 仁田  士楼(2) 安佐南中    10:20.34   1  15
  20 倉本    健(1) 五日市観音中    10:26.42   2   5
  21 槇尾  哉利(2) 東原中    10:31.46   1  16
  22 村上  剣都(1) 長束中    10:32.98   2   6
  23 前田    潤(2) 可部中    10:33.75   2   7
  24 村重  亮輔(2) 井口中    10:34.68   2   8
  25 大塚謙次郎(2) 砂谷中    10:36.73   2   9
  26 安井  晨人(2) 戸坂中    10:39.57   2  10
  27 西岡  拓海(2) 安佐中    10:39.83   1  17
  28 児玉  懸生(1) 五月が丘中    10:43.35   4   1
  29 小田  和輝(2) 大州中    10:44.02   2  11
  30 福冨颯士郎(1) 広大東雲中    10:44.70   3   1

予選 11月5日 11:05
決勝 11月5日 13:15

県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海　田           2015/7/5    
広島市中学記録(CR)              14.26 髙山　峻野                   中　広           2009/8/24   
大会記録(GR)                    14.86 馬明　俊春                   中　広           2006        

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.1

 1 信川    瞭(2)     17.53 q  1 井上  蒼也(2)     18.29 q
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中 ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ 祇園東中

 2 難波    穣(2)     19.16  2 大原  聖耶(2)     18.76 q
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｮｳ 修道中 ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾔ 井口中

 3 田原  和歩(1)     21.40  3 濵本  睦基(1)     19.92 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 中広中 ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 古田中

 4 畠山  稜也(1)     23.96  4 佐義  稔基(2)     20.24 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中 ｻｷﾞ ﾄｼｷ 大州中
池田  周哉(2)  5 末盛    巧(1)     21.65 
ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾔ 祇園東中 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中
ショウタイラー(2)  6 鈴政  力統(1)     22.17 
ｼｮｳ ﾀｲﾗｰ 国泰寺中 ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ 広島城北中
十河  颯良(1)  7 上村  大輝(1)     23.69 
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +0.8

 1 賀川  翔世(2)     17.24 q  1 八木  優気(2)     16.74 q
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中

 2 畑田  航汰(2)     18.21 q  2 山田  和寿(2)     17.52 q
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ 大州中 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 大塚中

 3 原田  達也(2)     19.15  3 橋本  裕夢(2)     19.13 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 広島なぎさ中 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾑ 広島城南中

 4 大岡  颯馬(2)     20.56  4 新庄    健(1)     21.77 

 2185
  526
  801

 1462
 1740
  984
 2353
  293
 1261

12082
 2156
  141
 1426
 2155
 1561

 1354
 1485
 2124
 1936
 1404
 1103

 1924
 1582
 1557
 1596
 1310
 1925

備考 組 順位

 1232
 2123
 1765

棄権 棄権

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

棄権 棄権
19  1011 17   108

14   536 11   679

7   294 7  2393

2  2388 5  1223

5   529 3  1590

4  1399 4  1009
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

8 10310 3  1415
棄権

7    76 2   431
棄権

5  1355 8   144
失格

3 12094 7   527

2   868 4  1016

4   139 6   986

6  2268 5 11360
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

１１０ｍＨ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

一部男子



ｵｵｵｶ ｿｳﾏ 戸坂中 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中
 5 吉川颯也翔(1)     21.40 坂本  昌大(2)

ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 広島城北中
畠山  太一(2) 合田  陽翔(1)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ 矢野中 ｺﾞｳﾀﾞ ﾊﾙﾄ 五日市観音中

風速  0.0

 1 八木  優気(2)     16.41 
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中

 2 賀川  翔世(2)     16.91 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中

 3 山田  和寿(2)     17.33 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 大塚中

 4 畑田  航汰(2)     17.93 
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ 大州中

 5 井上  蒼也(2)     17.99 
ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ 祇園東中

 6 信川    瞭(2)     19.15 
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中

 7 大原  聖耶(2)     23.13 
ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾔ 井口中
橋本  裕夢(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾑ 広島城南中

予選 11月5日 15:25
決勝 11月6日 13:25

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)                    45.32 安　佐                       安　佐           2004        
（熊川・畑賀・白神・宗田）

[ 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 五日市南中  2268 信川    瞭(2)     46.91 q  1   4 祇園中  1315 三浦  大輝(2)     47.38 q
ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ ｷﾞｵﾝ ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

 2272 山本  多聞(2)  1314 板倉  向志(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ

 2266 壇上  敬彦(2)  1312 岡田  寛人(2)
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ

 2273 山本  航矢(2)  1311 井町慶太郎(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ

 2   6 井口中   985 北村    陸(2)     48.43 q  2   6 広島なぎさ中  2385 井上  善皓(2)     48.55 
ｲﾉｸﾁ ｷﾀﾑﾗ ﾘｸ ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝｺｳ

  980 伊木颯志朗(2)  2386 上本  英毅(2)
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

  988 本田  丈流(2)  2387 小糸  真也(2)
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ ｺｲﾄ ｼﾝﾔ

  987 小山  湧太(2)  2388 原田  達也(2)
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ

 3   5 安西中  1279 竹本  将也(2)     50.53  4   5 古田中  1017 寺口  廉也(1)     50.75 
ﾔｽﾆｼ ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾔ ﾌﾙﾀ ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ

 1290 坂田  陽貴(1)  1009 八木  優気(2)
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ ﾔｷﾞ ﾕｳｷ

 1284 松島  多伯(1)  1021 栗栖  光稀(1)
ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｷ ｸﾘｽ ﾐﾂｷ

 1287 今尾    光(1)  1010 杉原  哲平(2)
ｲﾏｵ ﾋｶﾙ ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ

 4   2 中広中   861 三根生永遠(2)     51.40  5   2 戸山中  1371 栁川  凌馬(2)     52.59 
ﾅｶﾋﾛ ﾐﾈｵｲ ﾄﾜ ﾄﾔﾏ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ

  855 金井  達也(2)  1368 杉本    薫(2)
ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ ｽｷﾞﾓﾄ ｶｵﾙ

  868 田原  和歩(1)  1369 溝田    響(2)
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ

  857 清水  敦也(2)  1370 森脇  日向(2)
ｼﾐｽﾞ ｱﾂﾔ ﾓﾘﾜｷ ﾋｭｳｶﾞ

 5   7 砂谷中  2359 兒玉  周慈(1)     54.33  6   3 安佐南中  1428 梶谷聡志郎(2)     52.99 
ｻｺﾞﾀﾆ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ ｱｻﾐﾅﾐ ｶｼﾞﾀﾆ ｿｳｼﾛｳ

 2354 景山    光(2)  1432 朝倉  悠生(1)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ

 2358 山本  晃幹(2)  1434 中西    巧(1)

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

一部男子

４×１００ｍ

1  1223

8

6  2161
棄権 棄権

3  2160 2   437
棄権

失格

No. 氏  名 所属名

6  2076

2   986

6  1590

11360

3  2268

7   529

記録／備考

5  1009

4  1399

決勝

順 ﾚｰﾝ



ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾏｻ ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ
 2357 村田  優騎(2)  1426 仁田  士楼(2)

ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ ﾆｯﾀ ｼﾛｳ
 6   3 城山北中  1518 奥本  友祐(1)     54.93  7   7 高陽中  1671 大﨑  叶都(1)     54.99 

ｼﾞｮｳﾔﾏｷﾀ ｵｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ ｺｳﾖｳ ｵｵｻｷ ｶﾅﾄ
 1519 柳楽  茉光(1)  1674 長住  祐希(2)

ﾅｷﾞﾗ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾞｽﾐ ﾕｳｷ
 1516 山下  祐汰(1)  1667 増木    潤(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ ﾏｽｷ ｼﾞｭﾝ
 1513 紙田  晴吉(2)  1670 江口  賢志(1)

ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ ｴｸﾞﾁ ｻﾄｼ
  8 二葉中   8 福木中   379 山田  依来(2)

ﾌﾀﾊﾞ 棄権 ﾌｸｷ ﾔﾏﾀﾞ ｲｸ 失格
  378 菅川    立(2)

ｽｹﾞｶﾜ ﾘﾂ
  380 柳幸  陸翔(2)

ﾘｭｳｺｳ ﾘｸﾄ
  376 愛川  起生(2)

ｱｲｶﾜ ﾀﾂｷ

[ 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   4 矢野中  2064 砂田  晴彦(2)     47.85 q  1   5 広島城南中 11246 椎葉  涼(1)     48.35 q
ﾔﾉ ｽﾅﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ

 2073 澤田  侑和(2)  1221 植野  優登(2)
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ ｳｴﾉ ﾕｳﾄ

 2076 畠山  太一(2)  1231 流森  信治(2)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ

 2067 影戸  史弥(2)  1232 阿部  祥典(2)
ｶｹﾞﾄ ﾌﾐﾔ ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ

 2   2 宇品中   675 野村  彰吾(2)     50.66  2   6 広島学院中  1109 樋口  貴輝(2)     50.31 
ｳｼﾞﾅ ﾉﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ

  682 粟野  宙歩(1)  1095 岩本  翔太(2)
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ

  684 菅原  翔太(1)  1106 佐々木祥太(2)
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｻｻｷ ｼｮｳﾀ

  677 櫻井真奈斗(2)  1111 山﨑  滉大(2)
ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

 3   6 長束中  1455 三浦  勇輝(2)     50.91  3   4 大塚中  1590 山田  和寿(2)     51.36 
ﾅｶﾞﾂｶ ﾐｳﾗ ﾕｳｷ ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

 1453 福庭  涼平(2)  1585 福富  純平(2)
ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾌｸﾄﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

 1462 村上  剣都(1) 11600 中田  大智(1)
ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ

 1458 米澤  晴惟(1)  1589 花山  颯汰(2)
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ

 4   5 安佐中  1262 林    千宙(2)     50.96  4   3 広島城北中   438 中    龍馬(2)     51.39 
ｱｻ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾅｶ ﾘｮｳﾏ

 1257 篠崎    巧(2)   434 橋本  慈温(2)
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ

 1267 原田    響(1)   431 鈴政  力統(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ

 1256 坂井  駿希(2)   433 鶴田  紘規(2)
ｻｶｲ ﾄｼｷ ﾂﾙﾀ ｺｳｷ

 5   3 修道中   144 末盛    巧(1)     52.20  5   7 己斐上中  1045 奥田  夢陽(1)     54.94 
ｼｭｳﾄﾞｳ ｽｴﾓﾘ ﾀｸ ｺｲｳｴ ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾋ

  148 柳田  悠喜(1)  1041 田中    智(1)
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

  145 谷口  朝陽(1)  1038 荒野  友喜(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ ｱﾗﾉ ﾄﾓｷ

  139 難波    穣(2)  1040 梶谷  勇介(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｮｳ ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ

 6   7 崇徳中  1136 松田  颯斗(1)   1:00.11  6   2 落合中  1703 月輪    綾(1)     55.41 
ｿｳﾄｸ ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｵﾁｱｲ ﾂｷﾜ ﾘｮｳ

 1133 山平  真己(1)  1702 栗栖  遼暉(1)
ﾔﾏﾋﾗ ｼﾝｷ ｸﾘｽ ﾊﾙｷ

 1129 海谷  瑞之(2)  1705 開    直也(1)
ｳﾐﾀﾆ ﾐｽﾞｷ ﾋﾗｷ ﾅｵﾔ

 1131 木内  健斗(2)  1704 原    大樹(1)
ｷｳﾁ ｹﾝﾄ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

  8 翠町中   606 緒嶋  愛大(2)   8 己斐中
ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｵｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ 途中棄権 ｺｲ 棄権

  601 香川  翔哉(1)
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ

  604 江角  悠人(1)
ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ

  595 木川  孝俊(2)
ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ

[ 5組] [ 6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 大州中   524 岩本  賢吉(2)     47.39 q  1   4 伴中  1406 細谷  海都(2)     47.41 q



ｵｵｽﾞ ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ ﾄﾓ ﾎｿﾔ ｶｲﾄ
  531 松尾  和真(2)  1408 竹内  蒼竜(2)

ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ
  523 伊藤    翔(2)  1399 賀川  翔世(2)

ｲﾄｳ ｼｮｳ ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ
  528 竹内  悠正(2)  1400 西本  勘太(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾀ
 2   3 祇園東中  1359 森政  和也(2)     48.52  2   5 五日市中  2245 植田  光紀(1)     48.09 q

ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾏｻ ｶｽﾞﾔ ｲﾂｶｲﾁ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ
 1358 蕪迫  月翔(2)  2239 後藤  達樹(2)

ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ
 1353 岩原  凜都(2)  2244 渡辺  理央(2)

ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ
 1348 岩田  朋樹(2)  2243 三力谷勇真(2)

ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ ﾐﾘｷﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ
 3   6 口田中  1906 堀江  敬太(1)     50.44  3   2 広島三和中  2120 門田  桐治(1)     50.41 

ｸﾁﾀ ﾎﾘｴ ｹｲﾀ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ
 1909 逸見  勇斗(1)  2118 上野  温斗(1)

ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ
 1929 田尾  大翔(2)  2119 中村  光希(1)

ﾀｵ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ
 1928 坂田  祥汰(2)  2117 松重  秀明(2)

ｻｶﾀ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｼｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ
 4   2 江波中   129 岡林  優輝(1)     51.05  4   3 戸坂中   293 安井  晨人(2)     51.70 

ｴﾊﾞ ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾍｻｶ ﾔｽｲ ｱｻﾄ
  119 恵南  優貴(1)   294 大岡  颯馬(2)

ｴﾅﾐ ﾕｳｷ ｵｵｵｶ ｿｳﾏ
  112 山本    将(2)   297 乃美  亮太(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ ﾉﾐ ﾘｮｳﾀ
  109 髙取    誉(2)   302 菊楽  裕一(1)

ﾀｶﾄﾘ ﾎﾏﾚ ｷｸﾗｸ ﾕｳｲﾁ
 5   5 五日市観音中  2145 佐伯  柊斗(2)     52.16   6 温品中   271 大久保歩永久(1)

ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ｻｴｷ ｼｭｳﾄ ﾇｸｼﾅ ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ 失格
 2152 上野  太陸(1)   257 西口    空(2) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｳｴﾉ ﾀｲﾑ ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ
 2160 吉川颯也翔(1)   258 大田  健斗(2)

ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ ｵｵﾀ ｹﾝﾄ
 2156 横田優太郎(1)   256 畠中  泰司(2)

ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ﾊﾀﾅｶ ﾀｲｼ
 6   7 観音中   885 爲清  博樹(2)     54.29   7 城山中  2300 川本廉偉塁(2)

ｶﾝｵﾝ ﾀﾒｷﾖ ﾋﾛｷ ｼﾞｮｳﾔﾏ ｶﾜﾓﾄ ﾚｲﾙ 失格
  892 花本  泰樹(1)  2301 濱﨑  遥歩(2) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ﾊﾅﾓﾄ ﾀｲｷ ﾊﾏｻｷ ｱﾕﾑ
  894 田邉虎汰朗(1)  2307 大橋  力輝(1)

ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ ｵｵﾊｼ ﾘｷ
  893 藤井  雄大(1)  2299 井手口雄河(2)

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ
  8 吉島中    42 日浦  聖敏(2)

ﾖｼｼﾞﾏ ﾋｳﾗ ｷﾖﾊﾙ 失格
   45 山中  瑞己(1) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ
   43 田中  琉生(2)

ﾀﾅｶ ﾙｲ
   46 占部  貴輝(1)

ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   4 五日市南中  2268 信川    瞭(2)     46.80 
ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ

 2272 山本  多聞(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ

 2266 壇上  敬彦(2)
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ

 2273 山本  航矢(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ

 2   6 祇園中  1315 三浦  大輝(2)     47.24 
ｷﾞｵﾝ ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

 1314 板倉  向志(2)
ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ

 1312 岡田  寛人(2)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ

 1311 井町慶太郎(2)
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ

 3   5 大州中   524 岩本  賢吉(2)     47.25 
ｵｵｽﾞ ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ

  531 松尾  和真(2)
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ

  523 伊藤    翔(2)

決勝



ｲﾄｳ ｼｮｳ
  528 竹内  悠正(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ
 4   3 伴中  1406 細谷  海都(2)     47.45 

ﾄﾓ ﾎｿﾔ ｶｲﾄ
 1408 竹内  蒼竜(2)

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ
 1399 賀川  翔世(2)

ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ
 1400 西本  勘太(2)

ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾀ
 5   7 矢野中  2064 砂田  晴彦(2)     47.54 

ﾔﾉ ｽﾅﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ
 2073 澤田  侑和(2)

ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ
 2076 畠山  太一(2)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ
 2067 影戸  史弥(2)

ｶｹﾞﾄ ﾌﾐﾔ
 6   1 広島城南中 11246 椎葉  涼(1)     48.27 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ
 1221 植野  優登(2)

ｳｴﾉ ﾕｳﾄ
 1231 流森  信治(2)

ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ
 1232 阿部  祥典(2)

ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ
 7   8 五日市中  2245 植田  光紀(1)     48.40 

ｲﾂｶｲﾁ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ
 2239 後藤  達樹(2)

ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ
 2244 渡辺  理央(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ
 2243 三力谷勇真(2)

ﾐﾘｷﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ
 8   2 井口中   985 北村    陸(2)     50.80 

ｲﾉｸﾁ ｷﾀﾑﾗ ﾘｸ
  980 伊木颯志朗(2)

ｲｷ ｿｳｼﾛｳ
  988 本田  丈流(2)

ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ
  987 小山  湧太(2)

ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ

決勝 11月6日  9:00

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)                     1.80 武田　知久                   城　山           1993        

中島　広司                   修　道           1999        
鳴川　陽太                   大　州           2004        

1m68 1m71
杉原  哲平(2) - - - - - - o o o o
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 古田中 xo xxx
櫻井真奈斗(2) - - - - - - xo o o o
ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 宇品中 xo xxx
久保  湧人(2) - - - - o o o o o xo
ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 xxx
北野  裕太(2) - - - - - - - xo o xxx
ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ 国泰寺中
栗栖  光稀(1) - - - o o o xo xxo xxx
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中
森本  聖亜(2) - - - - o o o xxx
ﾓﾘﾓﾄ ｾｲｱ 矢野中
ショウタイラー(2) - - - o o xxo o xxx
ｼｮｳ ﾀｲﾗｰ 国泰寺中
日浦  朋哉(2) o o o o o o xxx
ﾋｳﾗ ﾄﾓﾔ 亀山中
橋本  裕夢(2) - - - - o xxo xxx
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾑ 広島城南中
谷口  朝陽(1) - - - o o xxx
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中
末盛    巧(1) - - - o o xxx

10 4   145
 1.40

10 19   144
 1.40

8 21  1762
 1.45

9 28  1223
 1.45

6 27  2077
 1.50

7 22    76
 1.50

4 29    85
 1.60

5 1  1021
 1.55

2 30   677
 1.68

3 31  2068
 1.65

1m60 1m65
記録 備考

1 2  1010
 1.68

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

一部男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25



ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中
賀川  翔世(2) - - - o o xxx
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中
山本  航矢(2) o o o o o xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 五日市南中
畑田  航汰(2) - - - o xxx
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ 大州中
阿部  泰之(1) o xo xxo o xxx
ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 広島城南中
福富  純平(2) xo xo xxo o xxx
ﾌｸﾄﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大塚中
野尻  翔英(1) o o xo xxo xxx
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中
山内  大地(1) - xo xo xxo xxx
ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 祇園東中
古井  嘉一(1) - o o xxx
ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北中
松島  多伯(1) o o o xxx
ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｷ 安西中
山口  滉太(2) o o o xxx
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 井口中
横山    工(1) o o xxo xxx
ﾖｺﾔﾏ ﾂｶｻ 口田中
奥山  聡士(2) o xo xxo xxx
ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 井口中
福原  刀弥(1) o o xxx
ﾌｸﾊﾗ ﾄｳﾔ 戸山中
松田  大空(1) o o xxx
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 祇園東中
竹内  一希(1) xo xxx
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 口田中
中谷  聖翔(1) 棄権
ﾅｶﾀﾆ ﾏｻﾄ 瀬野川中
友永  朝陽(2) 棄権
ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｻﾋ 瀬野川中
大塚    周(1) 棄権
ｵｵﾂｶ ｼｭｳ 東原中
柳幸  陸翔(2) 棄権
ﾘｭｳｺｳ ﾘｸﾄ 福木中
合田  陽翔(1) 棄権
ｺﾞｳﾀﾞ ﾊﾙﾄ 五日市観音中

決勝 11月5日 13:00

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)                     6.33 伊藤　宏晃                   五日市南         1997        

 ３回の
 最高記録

井町慶太郎(2)   5.98   5.71   5.05    5.98    x   6.05   5.93    6.05 
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 祇園中   -0.7   -0.2   -0.6    -0.7   +0.2    0.0    +0.2
中村  京右(2)    x   5.51    x    5.51   5.50   5.83    x    5.83 
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ ＡＩＣＪ中    0.0     0.0   +0.2   +0.3    +0.3
岩本  賢吉(2)   5.68   5.61   4.44    5.68   5.77   5.78   5.79    5.79 
ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 大州中   +0.2   +0.9   -0.8    +0.2   +0.8   +0.4   -0.2    -0.2
壇上  敬彦(2)    x    x   5.51    5.51   5.65   5.63   5.71    5.71 
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ 五日市南中   -0.1    -0.1   -0.1   -0.1   +1.3    +1.3
本田  丈流(2)    x   5.44   5.46    5.46    x    x   5.67    5.67 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 井口中   -1.2   -0.9    -0.9   +1.5    +1.5
今尾    光(1)   5.08    x   5.36    5.36   4.97   5.28   5.13    5.36 
ｲﾏｵ ﾋｶﾙ 安西中   -0.7   -0.1    -0.1   -1.2   +1.1   +1.4    -0.1
齋藤    聖(2)   5.29   5.12   5.10    5.29   4.95   5.11   4.87    5.29 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 井口中   +0.8   -0.6   -0.6    +0.8   -0.4   +1.2   +1.2    +0.8
野村  彰吾(2)   5.09   5.00   4.84    5.09   4.88   4.91   5.09    5.09 
ﾉﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 宇品中   -0.7   -0.2   -0.2    -0.7    0.0   +1.0   +0.8    -0.7
金井  達也(2)    x    x   5.09    5.09    5.09 
ｶﾅｲ ﾀﾂﾔ 中広中   -0.2    -0.2    -0.2
恵南  優貴(1)   5.07   4.96    x    5.07    5.07 
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中   +0.8    0.0    +0.8    +0.8
砂田  晴彦(2)   4.83   4.60   5.06    5.06    5.06 
ｽﾅﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 矢野中   +0.7   -0.4   -0.3    -0.3    -0.3
水木  大地(1)   5.03    x   4.72    5.03    5.03 
ﾐｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 己斐上中   -0.5   -0.6    -0.5    -0.5
紙田  晴吉(2)   5.02   4.94   4.68    5.02    5.02 
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ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ 城山北中   -0.7   +0.1   -0.2    -0.7    -0.7
大田  健斗(2)   4.67   4.98    x    4.98    4.98 
ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 温品中   -1.2   -1.6    -1.6    -1.6
粟野  宙歩(1)   4.93   4.91   3.38    4.93    4.93 
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中   -0.1    0.0   +0.3    -0.1    -0.1
岩原  凜都(2)   4.89   4.83   4.93    4.93    4.93 
ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ 祇園東中   +0.1   -0.5    0.0     0.0     0.0
村上  蒼輝(2)   4.88   4.68    x    4.88    4.88 
ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 祇園中   +1.0   -0.5    +1.0    +1.0
坂田  陽貴(1)    x   4.88   4.66    4.88    4.88 
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中   +0.1   -0.9    +0.1    +0.1
林    亮雅(2)    x   4.84   4.73    4.84    4.84 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 大州中   -0.3   -0.6    -0.3    -0.3
西崎  智哉(2)   4.77   4.33   4.78    4.78    4.78 
ﾆｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 伴中   -0.7   -0.4   -0.4    -0.4    -0.4
西口    空(2)   4.78    x   3.98    4.78    4.78 
ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 温品中   -1.0   -0.4    -1.0    -1.0
中村  光希(1)   4.72   4.36    x    4.72    4.72 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中   -0.2    0.0    -0.2    -0.2
吉年  晴真(1)   4.33   4.71   4.42    4.71    4.71 
ﾖｼﾄｼ ﾊﾙﾏ 己斐上中   -0.3    0.0   -0.7     0.0     0.0
香川  翔哉(1)    x   4.68   4.45    4.68    4.68 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 翠町中    0.0   -0.9     0.0     0.0
山本    彰(2)   4.55   4.62   4.58    4.62    4.62 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 亀山中   +1.2   -0.3   -0.6    -0.3    -0.3
原田    響(1)    x    x   4.55    4.55    4.55 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中   -1.1    -1.1    -1.1
鈴政  力統(1)   4.54    x   3.97    4.54    4.54 
ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ 広島城北中   -0.1   -0.4    -0.1    -0.1
中里  直貴(2)   4.41   4.25    x    4.41    4.41 
ﾅｶｻﾞﾄ ﾅｵｷ 五日市南中   -0.5   -1.0    -0.5    -0.5
藤井  健斗(1)   4.41    x   4.18    4.41    4.41 
ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 広島城南中    0.0   -0.8     0.0     0.0
吉川颯也翔(1)   4.40   4.22    x    4.40    4.40 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中   -0.3   -0.1    -0.3    -0.3
谷口  朝陽(1)   4.33   4.37    x    4.37    4.37 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中   -0.5   -0.9    -0.9    -0.9
菊楽  裕一(1)   4.15   4.36   3.99    4.36    4.36 
ｷｸﾗｸ ﾕｳｲﾁ 戸坂中   -0.8   -0.5   +0.1    -0.5    -0.5
中西    巧(1)   2.82   4.35   4.23    4.35    4.35 
ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 安佐南中   -0.4   -0.7   -0.5    -0.7    -0.7
礒兼  春摩(2)   4.34    x    x    4.34    4.34 
ｲｿｶﾈ ﾊﾙﾏ 祇園東中    0.0     0.0     0.0
佐伯  柊斗(2)   4.32   4.21   3.21    4.32    4.32 
ｻｴｷ ｼｭｳﾄ 五日市観音中   -1.3   -1.1    0.0    -1.3    -1.3
森本  寿紀(2)   4.31    x    x    4.31    4.31 
ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 福木中   -1.3    -1.3    -1.3
栗栖  遼暉(1)   4.17   4.06   4.23    4.23    4.23 
ｸﾘｽ ﾊﾙｷ 落合中    0.0   -0.8   -1.1    -1.1    -1.1
下津    祐(1)   3.32   4.18    x    4.18    4.18 
ｼﾓﾂ ﾕｳ 広島なぎさ中   -1.1   -0.1    -0.1    -0.1
日浦  聖敏(2)   4.10   3.15   3.53    4.10    4.10 
ﾋｳﾗ ｷﾖﾊﾙ 吉島中   -0.2   -0.7   -0.7    -0.2    -0.2
猪野  惇崇(1)   4.03   3.56   4.00    4.03    4.03 
ｲﾉ ｱﾂｼ 翠町中   +0.1   -1.0   -0.2    +0.1    +0.1
門田  桐治(1)   3.54   3.73   4.00    4.00    4.00 
ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ 広島三和中   -0.1    0.0   -0.4    -0.4    -0.4
引地    碧(1)   3.64   3.53   3.98    3.98    3.98 
ﾋｷｼﾞ ｱｵｲ 吉島中   +0.6   +1.0   +0.2    +0.2    +0.2
中原  雄大(1)    x   3.91   3.80    3.91    3.91 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 安佐中   +0.1   +0.1    +0.1    +0.1
柳田  悠喜(1)   3.67   3.82   3.86    3.86    3.86 
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 修道中   +0.1   -0.3   -0.5    -0.5    -0.5
小林  瑞生(1)   3.63   3.78   3.86    3.86    3.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 楠那中    0.0   -0.7   -1.1    -1.1    -1.1
中    龍馬(2)   3.71   3.81   3.61    3.81    3.81 
ﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島城北中   -0.7   +0.4   -1.0    +0.4    +0.4
大﨑  叶都(1)    x   3.78   3.80    3.80    3.80 
ｵｵｻｷ ｶﾅﾄ 高陽中   -0.2   -0.3    -0.3    -0.3
三原  聖也(2)   3.73   3.58   3.68    3.73    3.73 
ﾐﾊﾗ ｾｲﾔ 亀山中   +0.3    0.0   -0.1    +0.3    +0.3
髙原  颯士(1)   3.66   3.60   3.46    3.66    3.66 
ﾀｶﾊﾗ ｿｳｼ 庚午中   -0.3   -0.4    0.0    -0.3    -0.3
月輪    綾(1)   3.66   3.46   3.53    3.66    3.66 
ﾂｷﾜ ﾘｮｳ 落合中   -1.1    0.0   -0.7    -1.1    -1.1
沼田  佳祐(1)   3.50   3.03   3.49    3.50    3.50 
ﾇﾏﾀ ｹｲｽｹ 二葉中   -0.5   -1.1   -0.7    -0.5    -0.5
大橋  力輝(1)   3.33   3.40   3.42    3.42    3.42 
ｵｵﾊｼ ﾘｷ 城山中   -0.7   +0.7   -0.8    -0.8    -0.8
中村  倖大(1)   3.39    x   3.42    3.42    3.42 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 東原中   -0.8   -1.2    -1.2    -1.2
宮原  悠羽(1)   3.08   2.84   2.99    3.08    3.08 
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ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳ 古田中   -0.7   -0.9   -1.0    -0.7    -0.7
梶谷聡志郎(2)    x    x    x 記録なし
ｶｼﾞﾀﾆ ｿｳｼﾛｳ 安佐南中
濵本  睦基(1) 棄権
ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 古田中
内山    類(1) 棄権
ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ 戸山中
福岡  拓也(1) 棄権
ﾌｸｵｶ ﾀｸﾔ 五月が丘中
宮川    賢(2) 棄権
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝ 広大東雲中
瀧井  魁斗(1) 棄権
ﾀｷｲ ｶｲﾄ 江波中
十河  颯良(1) 棄権
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中
田原  和歩(1) 棄権
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 中広中
溝尾  涼介(1) 棄権
ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 広島城南中
藤井  雄大(1) 棄権
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中
田尾  大翔(2) 棄権
ﾀｵ ﾋﾛﾄ 口田中
坂田  祥汰(2) 棄権
ｻｶﾀ ｼｮｳﾀ 口田中
井上  善皓(2) 棄権
ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝｺｳ 広島なぎさ中
畠山  稜也(1) 棄権
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中
重田    陸(2) 棄権
ｼｹﾞﾀ ﾘｸ 東原中
髙木  章吾(2) 棄権
ﾀｶｷ ｼｮｳｺﾞ 五日市中
谷本  彪真(1) 棄権
ﾀﾆﾓﾄ ﾋｮｳﾏ 五日市中
西本  勘太(2) 棄権
ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾀ 伴中

決勝 11月5日 11:30

県中学記録(PR)                   4.50 船本　稜矢                   近大東広島       2009/3/31   
菅　颯一郎                   高美が丘         2014/8/10   

広島市中学記録(CR)               4.31 岡本　崇志                   井口             2013/8/23   
大会記録(GR)                     3.71 水戸　淳史                   五日市           2000        

植野  優登(2)
ｳｴﾉ ﾕｳﾄ 広島城南中
山本  晃幹(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾏｻ 砂谷中
小山  湧太(2)
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 井口中
伊藤  生真(2)
ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 井口中
奥山  聡士(2)
ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 井口中
村田  優騎(2)
ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 砂谷中
中原    蓮(2)
ﾅｶﾊﾗ ﾚﾝ 伴中
和手  航大(1)
ﾜﾃ ｺｳﾀ 井口中
藤井  健斗(1) 記録なし
ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 広島城南中
溝尾  涼介(1) 棄権
ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 広島城南中
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 ３回の
 最高記録

櫻井真奈斗(2)
ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 宇品中
迫田  力哉(2)
ｻｺﾀﾞ ﾘｷﾔ 瀬野川中
流森  信治(2)
ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 広島城南中
溝田    響(2)
ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 戸山中
寺口  廉也(1)
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 古田中
後藤  優誠(2)
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｾｲ 瀬野川中
景山    光(2)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ 砂谷中
森脇  日向(2)
ﾓﾘﾜｷ ﾋｭｳｶﾞ 戸山中
三根生永遠(2)
ﾐﾈｵｲ ﾄﾜ 中広中
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
原田  浩貴(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 戸坂中
鳴石  翔樹(1)
ﾅﾙｲｼ ｼｮｳｷ 白木中
賀中  一哉(2)
ｶﾁｭｳ ｶｽﾞﾔ 大塚中
宮下  晟弥(2)
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 広島なぎさ中
山本  広樹(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 国泰寺中
兒玉  周慈(1)
ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 砂谷中
日野原  綾(1)
ﾋﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 広島城南中
松田  大空(1)
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 祇園東中
岸本  悠吾(1)
ｷｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 口田中
戸野  北斗(1)
ﾄﾉ ﾎｸﾄ 矢野中
木田  惣太(2)
ｷﾀﾞ ｿｳﾀ 古田中
下津    祐(1)
ｼﾓﾂ ﾕｳ 広島なぎさ中
香川  翔哉(1)
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 翠町中
大田    士(1)
ｵｵﾀ ﾂｶｻ 安佐南中
森脇  大空(1)
ﾓﾘﾜｷ ｿﾗ 口田中
花原  悠太(1)
ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 修道中
相馬  楓樹(2)
ｿｳﾏ ﾌｳｼﾞｭ 五月が丘中
下野  謙仁(1)
ｼﾓﾉ ｹﾝﾄ 修道中
松藤  颯人(1)
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ 翠町中
内藤  海斗(1)
ﾅｲﾄｳ ﾐｸﾄ 中広中
中田  大智(1) 棄権
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中
中原  健人(2) 棄権
ﾅｶﾊﾗ ｹﾝﾄ 五月が丘中
髙取    誉(2) 棄権
ﾀｶﾄﾘ ﾎﾏﾚ 江波中
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13  2182

   3.94   3.94 

6 11600

31 9   879
   o    o

  4.22    4.22   4.22 

   4.90   4.90 

30 17   597
   o    o

29 12   143
   o    o   4.90

  4.91    4.91   4.91 

   5.16   5.16 

28 14  2176
   o    o

27 11   146
   o    o   5.16

  5.22    5.22   5.22 

   5.54   5.54 

26 20  1911
   o    o

25 15  1439
   o   5.54    o

   o    5.61   5.61 

   5.65   5.65 

24 8   601
  5.60   5.61

23 16  2392
   o   5.65    o

  5.66    5.66   5.66 

   5.72   5.72 

22 2  1012
   x    o

21 18 12093
   x   5.72   5.55

  6.15    6.24   6.24 

   6.28   6.28 

20 26  1914
  5.82   6.24

19 23 11375
   o   6.28   6.19

  6.31    6.31   6.31 

   6.31   6.31 

18 19 11247
  5.53   5.88

17 3  2359
  6.09   6.27   6.31

  6.01    6.60   6.60 

   6.61   6.61 

16 22    80
  6.60   6.36

15 21  2390
  6.61   6.60   6.33

  6.37    6.66   6.66 

   6.70   6.70 

14 5  1588
  6.66   6.54

13 27  1636
  6.59   6.62   6.70

  5.52    6.71   6.71 

   6.93   6.93 

12 4   303
  6.71   6.43

11 24 11378
  6.06   6.75   6.93

  6.89    7.01   7.01 

   7.93   7.93 

10 7   684
  6.44   7.01

9 10   861
  7.00   6.42   7.93

  7.65    7.94   8.33   7.34   8.23   8.33 

   8.16   8.53   7.83   7.29   8.53 

8 28  1370
  7.94   7.72

7 30  2354
  7.78   6.81   8.16

  8.37    8.37   8.57   8.11   7.54   8.57 

   8.80   8.46   8.84   8.64   8.84 

6 29  1974
  8.32   8.20

5 1  1017
  7.93   8.80    x

  9.09    9.47   9.10   9.43   9.14   9.47 

  10.49  10.39  10.06  10.18  10.49 

4 31  1369
  9.26   9.47

3 32  1231
  9.81  10.17  10.49

  9.72   11.11  10.18  10.46   8.38  11.11 

  11.98    x  12.32    x  12.32 

2 33  1970
 10.55  11.11

1 34   677
 11.94  11.96  11.98

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


