
【大会名】 平成28年度広島市中学校新人陸上競技大会　16344007
【開催日】 平成28年11月5日・6日
【主催団体】 広島市教育委員会・広島市中体連・広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場　341020

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

11/ 5 一部男子  -0.9 山本  多聞(2) 11.81 後藤  達樹(2) 11.82 井町慶太郎(2) 12.01 松尾  和真(2) 12.03 伊木颯志朗(2) 12.07 岩本  翔太(2) 12.26 八木  優気(2) 12.27 細谷  海都(2) 12.36

１００ｍ 五日市南中 五日市中 祇園中 大州中 井口中 広島学院中 古田中 伴中
11/ 6  -2.1 後藤  達樹(2) 24.73 山本  多聞(2) 24.82 山内  健生(1) 25.11 竹内  悠正(2) 25.19 伊木颯志朗(2) 25.26 松尾  和真(2) 25.27 篠崎    巧(2) 25.31 占部  貴輝(1) 25.79

２００ｍ 五日市中 五日市南中 美鈴が丘中 大州中 井口中 大州中 安佐中 吉島中
11/ 5 竹内  蒼竜(2) 56.71 篠崎    巧(2) 56.77 本田  丈流(2) 57.21 竹内  悠正(2) 57.22 山本  航矢(2) 57.62 渡辺  理央(2) 57.76 山内  健生(1) 59.16 久保  湧人(2) 59.17

４００ｍ 伴中 安佐中 井口中 大州中 五日市南中 五日市中 美鈴が丘中 矢野中
11/ 5 磯﨑  宏太(2) 2:08.26 竹下  仁晟(2) 2:08.58 竹内    望(2) 2:09.63 大西    陸(2) 2:10.82 曽我  優斗(1) 2:12.22 野崎  昌秀(2) 2:13.92 初島    光(2) 2:16.26 山口  滉太(2) 2:18.02

８００ｍ 大塚中 亀山中 安佐中 広島三和中 大塚中 祇園中 修道中 井口中
11/ 6 阿部  祥典(2) 9:18.15 大西    陸(2) 9:20.38 竹下  仁晟(2) 9:41.74 三藤    翼(2) 9:45.50 磯﨑  宏太(2) 9:51.28 紀平  鷹宏(2) 9:52.72 曽我  優斗(1) 9:53.11 野崎  昌秀(2) 9:54.13

３０００ｍ 広島城南中 広島三和中 亀山中 口田中 大塚中 東原中 大塚中 祇園中
11/ 5   0.0 八木  優気(2) 16.41 賀川  翔世(2) 16.91 山田  和寿(2) 17.33 畑田  航汰(2) 17.93 井上  蒼也(2) 17.99 信川    瞭(2) 19.15 大原  聖耶(2) 23.13

１１０ｍＨ 古田中 伴中 大塚中 大州中 祇園東中 五日市南中 井口中
11/ 6 杉原  哲平(2) 1.68 櫻井真奈斗(2) 1.68 久保  湧人(2) 1.65 北野  裕太(2) 1.60 栗栖  光稀(1) 1.55 森本  聖亜(2) 1.50 ショウタイラー(2) 1.50 日浦  朋哉(2) 1.45

走高跳 古田中 宇品中 矢野中 国泰寺中 古田中 矢野中 国泰寺中 亀山中
11/ 5 植野  優登(2) 3.10 山本  晃幹(2) 2.80 小山  湧太(2) 2.60 伊藤  生真(2) 2.40 奥山  聡士(2) 井口中 2.20 中原    蓮(2) 2.20 和手  航大(1) 2.00

棒高跳 広島城南中 砂谷中 井口中 井口中 村田  優騎(2) 砂谷中 伴中 井口中
11/ 5 井町慶太郎(2) 6.05(+0.2) 中村  京右(2) 5.83(+0.3) 岩本  賢吉(2) 5.79(-0.2) 壇上  敬彦(2) 5.71(+1.3) 本田  丈流(2) 5.67(+1.5) 今尾    光(1) 5.36(-0.1) 齋藤    聖(2) 5.29(+0.8) 野村  彰吾(2) 5.09(-0.7)

走幅跳 祇園中 ＡＩＣＪ中 大州中 五日市南中 井口中 安西中 井口中 宇品中
11/ 5 櫻井真奈斗(2) 12.32 迫田  力哉(2) 11.11 流森  信治(2) 10.49 溝田    響(2) 9.47 寺口  廉也(1) 8.84 後藤  優誠(2) 8.57 景山    光(2) 8.53 森脇  日向(2) 8.33

砲丸投 宇品中 瀬野川中 広島城南中 戸山中 古田中 瀬野川中 砂谷中 戸山中
11/ 6 五日市南中       46.80 祇園中       47.24 大州中       47.25 伴中       47.45 矢野中       47.54 広島城南中       48.27 五日市中       48.40 井口中       50.80

４×１００ｍ 信川    瞭(2) 三浦  大輝(2) 岩本  賢吉(2) 細谷  海都(2) 砂田  晴彦(2) 椎葉  涼(1) 植田  光紀(1) 北村    陸(2)
山本  多聞(2) 板倉  向志(2) 松尾  和真(2) 竹内  蒼竜(2) 澤田  侑和(2) 植野  優登(2) 後藤  達樹(2) 伊木颯志朗(2)
壇上  敬彦(2) 岡田  寛人(2) 伊藤    翔(2) 賀川  翔世(2) 畠山  太一(2) 流森  信治(2) 渡辺  理央(2) 本田  丈流(2)
山本  航矢(2) 井町慶太郎(2) 竹内  悠正(2) 西本  勘太(2) 影戸  史弥(2) 阿部  祥典(2) 三力谷勇真(2) 小山  湧太(2)

男子総合 五日市南 大洲 井口 古田 広島城南 祇園 伴 大塚
11/ 6 二部男子 重森  優希(2) 12.74 石原  和弥(2) 12.84 伊澤  寛泰(1) 13.22 板倉  向志(2) 13.30 伊藤優一郎(1) 13.33 三島  快斗(1) 祇園東中 13.38 -0.3 山田  陸斗(2) 13.44

１００ｍ 東原中 -0.9 矢野中 -0.9 大州中 -0.9 祇園中 -0.9 庚午中 +0.1 杉林  蓮也(2) 矢野中 13.38 -0.3 二葉中
11/ 6  -2.2 沖元  璃空(2) 28.27 宮川    蒼(2) 28.56 沖中康之佑(1) 30.14 安東  優作(1) 31.94 弘中  穂高(1) 33.08 宮本  浩騎(1) 33.65 森田  雄貴(1) 33.77

２００ｍ 庚午中 矢野中 広島城南中 広島城南中 安西中 広島城南中 祇園東中
11/ 6 吉屋  佑晟(1) 2:23.89 荒井  秀太(1) 2:25.75 松田  陽太(2) 2:42.30 小田  亮太(2) 2:42.35 長岡  弘祐(1) 2:48.55 中村  光一(1) 3:00.64

８００ｍ 五日市南中 五日市南中 長束中 五月が丘中 祇園東中 福木中
11/ 5 松田  優瑠(1) 4:45.97 茶木  太一(1) 4:47.13 赤澤  秀介(2) 4:52.41 平元  竣亮(2) 4:53.27 熊谷  悠哉(1) 4:54.80 室    公輔(1) 4:55.20 原    雅治(2) 4:58.11 村岡  大輔(2) 4:58.13

１５００ｍ 瀬野川中 東原中 口田中 大塚中 矢野中 東原中 東原中 口田中
11/ 5   0.0 細川嵐之介(1) 20.78 牛尾  洋寿(1) 20.80

１００ｍＨ 戸坂中 井口中
11/ 5 宇土  祐貴(2) 5.11(+1.1) 栗矢  陽輝(1) 4.88(+0.3) 森川    基(1) 4.34(+0.8) 山代  利弥(2) 4.09(+0.4) 古川  優希(1) 4.06(+0.1) 金子  唯人(1) 3.92(+0.2) 占部  晴希(2) 3.63(+0.2) 北村  幸大(1) 3.50(-0.1)

走幅跳 大州中 井口中 安佐中 大州中 五日市南中 江波中 五日市南中 亀山中
11/ 6 岡本    学(2) 9.47 鈴木  幹矢(1) 7.88

砲丸投 宇品中 瀬野川中
11/ 5 矢野中       51.75 五日市南中       52.44 広島学院中       54.58 長束中       56.57 観音中       58.21 広島城南中     1:01.40 五日市観音中     1:02.40

４×１００ｍ 古田  和希(2) 吉屋  佑晟(1) 内藤  康太(1) 佐伯  直朗(1) 枝松  拓真(1) 安東  優作(1) 田方  流星(1)
杉林  蓮也(2) 新田  祥梧(1) 鎌田  雄吾(1) 大島  朋晃(1) 上西  健太(2) 沖中康之佑(1) 川手  悠生(1)
宮川    蒼(2) 荒井  秀太(1) 國清  赳志(1) 松田  陽太(2) 和泉  皓士(1) 梅中    了(1) 小林  奏太(1)
石原  和弥(2) 森下    快(1) 樽井  皓哉(1) 楢原  悠生(1) 渡邊  亮太(1) 宮本  浩騎(1) 海部  航汰(1)

【大会名】 平成28年度広島市中学校新人陸上競技大会　16344007
【開催日】 平成28年11月5日・6日
【主催団体】 広島市教育委員会・広島市中体連・広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場　341020

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

11/ 5 一部女子   0.0 山田  千尋(2) 13.18 橋本  真宙(2) 13.29 大下    凪(2) 13.36 隅原  千尋(2) 13.36 満足  美咲(2) 13.47 藤東  愛心(2) 13.52 若林    蓮(2) 13.56 原田  美桜(2) 13.60

１００ｍ 広島なぎさ中 安佐中 矢野中 広島中等 広島三和中 五日市中 大塚中 国泰寺中
11/ 6  -0.5 橋本  真宙(2) 27.37 隅原  千尋(2) 27.83 若林    蓮(2) 28.01 山田  千尋(2) 28.40 坂根  未悠(2) 28.47 堀田  海羽(2) 28.51 福田  莉那(2) 28.64 川﨑  和奏(2) 28.93

２００ｍ 安佐中 広島中等 大塚中 広島なぎさ中 五日市南中 井口中 五日市中 五日市観音中
11/ 5 川﨑  和奏(2) 2:25.24 谷本  七星(2) 2:25.90 福永  楓花(2) 2:26.84 森脇  千尋(2) 2:27.79 山本  彩加(2) 2:28.51 山﨑  京子(2) 2:28.97 上川  蒼生(2) 2:30.60 品川  風花(1) 2:34.38

８００ｍ 五日市観音中 国泰寺中 可部中 伴中 東原中 牛田中 伴中 口田中
11/ 6 谷本  七星(2) 4:47.37 福永  楓花(2) 4:51.59 山縣  寧々(2) 4:55.49 森脇  千尋(2) 4:55.68 品川  風花(1) 5:08.02 山﨑  京子(2) 5:08.70 山本  彩加(2) 5:08.95 橋岡  奈月(2) 5:11.11

１５００ｍ 国泰寺中 可部中 伴中 伴中 口田中 牛田中 東原中 翠町中
11/ 5  +0.2 鷲頭  一華(1) 15.71 東舎    葵(2) 15.82 坂根  未悠(2) 16.15 神原  奈緒(1) 16.20 安藤  そら(2) 16.40 二本    愛(2) 16.41 浅木都紀葉(1) 16.55 井隈  心遥(2) 16.67

１００ｍＨ 戸山中 翠町中 五日市南中 五日市中 翠町中 矢野中 口田中 宇品中
11/ 5 難波  杏歌(2) 1.49 山﨑  愛奈(2) 1.46 二本    愛(2) 1.35 高橋  一巴(2) 1.35 原  萌々花(2) 広島城南中 1.35 杉原  あみ(2) 1.30 黒    友乃(2) 1.25

走高跳 伴中 亀山中 矢野中 比治山中 掛迫  里緒(2) 大塚中 古田中 温品中
小島  文子(2)
井口中

11/ 6 忰山    碧(1) 4.88(+2.0) 藤東  愛心(2) 4.85(+0.1) 山本  萌未(2) 4.83(+1.1) 野見こころ(2) 4.80(+0.6) 坂川    凜(2) 4.76(0.0) 品川なるみ(2) 4.53(+1.0) 有原このは(1) 4.52(+2.7) 舩田  佳奈(1) 4.47(+2.0)

走幅跳 城山中 五日市中 祇園中 比治山中 翠町中 宇品中 東原中 江波中
11/ 5 濱田  雪愛(2) 8.87 松本  莉音(2) 8.67 小平愛由美(2) 8.65 上綱    詩(2) 8.13 中村  心寧(2) 8.09 平野  百華(1) 7.86 砂田真由子(1) 7.82 島本  心夏(1) 7.66

砲丸投 井口中 亀山中 大州中 長束中 古田中 安佐中 安佐中 広島城南中
11/ 6 大塚中       53.22 五日市観音中       53.76 矢野中       54.07 広島なぎさ中       54.10 翠町中       54.26 安佐中       54.30 井口中       54.44 五日市中       54.53

４×１００ｍ 鷲見  純佳(2) 佐古  水月(2) 森    美樹(2) 柳生  彩水(2) 遊佐  帆香(2) 藤原  和奏(2) 横町    茜(2) 福田  莉那(2)
若林    蓮(2) 川﨑  和奏(2) 大下    凪(2) 山田  千尋(2) 東舎    葵(2) 橋本  真宙(2) 小島  文子(2) 藤東  愛心(2)
多久和華帆(2) 山田ゆうか(2) 二本    愛(2) 村中  瑠莉(2) 坂川    凜(2) 井上    悠(1) 中西  李果(2) 橋本  那奈(1)
掛迫  里緒(2) 上原  沙弓(2) 中下  実玲(1) 石松  桜杏(2) 安藤  そら(2) 吉川  桐葉(1) 堀田  海羽(2) 小林  青生(1)

女子総合 伴 26 安佐 23 矢野 21 翠町 大塚 広島なぎさ 18 五日市 国泰寺
五日市観音

11/ 6 二部女子 平    優希(1) 14.29 村上  碧海(1) 14.46 今岡  蒼葉(1) 14.50 浜崎  雅妃(1) 15.00 小坂  朱莉(2) 15.05 増﨑  有香(1) 15.11 馬場  涼音(1) 15.14 倉橋  夢咲(1) 15.19

１００ｍ 祇園中 -0.9 祇園中 -0.9 大塚中 -0.9 五日市南中 -0.9 国泰寺中 -0.9 五日市南中 -0.9 五日市中 -0.9 五日市南中
11/ 6 稲田  優紀(1) 2:38.81 山村  美徳(1) 2:45.17 福田  遥叶(1) 2:45.55 松浦  七美(1) 2:51.07 野間  愛莉(1) 2:54.90 田坂  未有(1) 3:03.49 下川  紗季(1) 3:05.87 小池  優果(1) 3:11.02

８００ｍ 井口中 矢野中 祇園中 城山北中 井口中 亀山中 亀山中 城山北中
11/ 6 大西ひかる(2) 5:09.84 中村ひなた(1) 5:22.68 中村ひより(1) 5:29.80 岡戸  柚奈(1) 5:37.64 實成  珠羽(1) 5:39.00 横山ななみ(1) 5:41.81 川﨑  ゆり(2) 5:43.85 鐵艸  楓華(1) 5:47.04

１５００ｍ 伴中 伴中 伴中 広島三和中 矢野中 国泰寺中 国泰寺中 広島城南中
11/ 5   0.0 松冨  彩花(1) 18.10 石原    愛(1) 19.37 橋本  智香(1) 20.12 川久保紗南(1) 20.22 中村  美月(1) 20.45 林  梨乃花(2) 20.95

１００ｍＨ 五日市観音中 翠町中 五日市観音中 宇品中 大州中 口田中
11/ 5 松木  心海(1) 1.20 阿部のの葉(1) 1.10

走高跳 宇品中 広島城南中
11/ 5 大瀬戸梨乃(1) 4.05(+0.6) 福岡みこと(1) 3.85(-0.2) 久米  更沙(2) 3.68(+0.5) 柳原    葵(1) 3.62(+0.6) 橋本  華依(2) 3.61(+0.7) 黒滝  望結(1) 3.60(0.0) 濱﨑日菜子(2) 3.52(+0.2) 柴崎  花菜(1) 3.52(+0.5)

走幅跳 安佐中 五日市南中 祇園中 庚午中 矢野中 五日市中 矢野中 五日市中
11/ 6 川脇  鈴加(1) 6.78 松島  琉海(1) 6.35 中原  七海(1) 5.93 平尾    凛(2) 5.68 川原  夢叶(1) 4.91 西庄  莉香(1) 3.87

砲丸投 亀山中 広島城南中 広島城南中 落合中 瀬野川中 瀬野川中
11/ 5 祇園中       56.18 五日市南中       57.23 二葉中       58.23 五日市観音中       58.28 矢野中     1:00.22 広島城南中     1:01.89 観音中     1:01.99

４×１００ｍ 平    優希(1) 野間  愛未(1) 奥田  凛子(2) 橋本  智香(1) 橋本  華依(2) 阿部のの葉(1) 森脇  未羽(1)
村上  碧海(1) 浜崎  雅妃(1) 前田  晴日(2) 松冨  彩花(1) 吉中  実優(1) 松島  琉海(1) 藤田伊桜里(1)
藤原  一花(1) 倉橋  夢咲(1) 沖    徳子(2) 清水穗乃果(1) 濱﨑日菜子(2) 坂元    杏(1) 土居  未来(2)
中村  実佑(1) 増﨑  有香(1) 松岡  瑞希(2) 辻    朱峰(1) 渡邉  友音(1) 鐵艸  楓華(1) 佐藤  采音(2)

-2.5

記 録 主 任 山 口 泉

20 19.5 18 16

フ ィ ー ル ド 審 判 長 中 野 登

35 35 35 26 25 25 24 24

-1.2

ト ラ ッ ク 審 判 長 田 川 司

ト ラ ッ ク 審 判 長 田 川 司
フ ィ ー ル ド 審 判 長 中 野 登
記 録 主 任 山 口 泉


