
審 判 長 藤本　法生

記 録 主 任 秋山　定之

日付 種目

大立　凌輔(5) 14.66 吉岡　裕修(5) 14.77 コルソン采史也(5) 15.03 早井  隼平(5) 15.04 佐藤　晟悠(5) 15.08 山岡　陸人(5) 15.11 今津　康誠(5) 15.16 高垣　宗大(5) 15.21

三原陸上 リトルランナーズ広島 くれＪＡＣ 庄原AC 福山ジュニア陸上クラブ 神村学区体育振興会陸上部 府中空城 福山ジュニア陸上クラブ

坪倉  瑠快(6) 13.14 遊佐　碧依(6) 13.80 安長　　隼(6) 13.87 村上　晃雅(6) 14.06 松浦　大起(6) 14.18 大森　琉翔(6) 14.21 中村　恒成(6) 14.29 國本  航生(6) 14.62

庄原AC ＣＨＡＳＫＩ みよしＡＣ 因北陸上 府中空城 三原陸上 大崎水泳陸上 熊野陸上

赤宗　拓弥(6) 14.77 三保　貴久(6) 15.49 森政　利己(5) 16.01 吉岡　大知(6) 16.41 中村　晃人(5) 16.78

東広島ＴＦＣ 安田クラブ 高美が丘クラブ 広島ＪｒＯＣ くれＪＡＣ

古中　睦人(6) 13.96 鷲頭　慶士(6) 14.02 歌谷　公希(6) 14.05 宇山  温翔(6) 14.38 河面　柊哉(6) 14.47 坂田　颯磨(6) 14.50 渡邉　創太(6) 14.76 蛯原　　駿(6) 15.17

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

東広島TFC 54.94 神辺走ろう会 57.72 安田クラブ 58.15 高美が丘クラブ 58.62 御野陸上クラブ 59.01 布野小学校 59.08 新涯JAC 1:00.25 海田南 1:02.27

吉田　凪音(6) 松枝　拓人(6) 岡　　昂正(6) 竹杉　幸平(6) 重政　幸樹(6) 竹田  遼太(5) 宮澤　遥柊(6) 渡部　雄太(6)

宮田　孝輝(6) 館原　陸(6) 内藤　一輝(6) 松永　悠斗(6) 野田　大地(6) 檜高  陽斗(5) 永原　莉玖(6) 小島　遥希(6)

阿部　夏基(6) 内田　陽裕(5) 中村　多聞(6) 桂　　大稀(6) 藤井　幹進(6) 増井  心翼(6) 池上　悟史(6) 橋本　啓吾(6)

鈴木斗雄哉(6) 城田　悠馬(5) 田中宏汰朗(6) 栗栖　和幸(6) 崎谷　謙成(6) 宮重  聖樹(6) 東本　直(6) 増子　颯太(6)

高原夕城斗(6) 1m31 齋藤　拓真(6) 1m28 長友　道馳(6) 1m28 本田　周平(6) 1m25 緒方真那斗(5) 1m20 綾　　佑心(5) 1m15 吉田　泰士(5) 1m10

三原陸上 坂 坂 熊野第一 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

野見　明輝(6) 4m40(+1.5) 伊藤　大輔(6) 4m39(+2.5) 安原　康喜(6) 4m34(+0.7) 前場　悠大(6) 4m30(+0.7) 武智　優輝(5) 4m26(+0.8) 井堀  陽人(5) 4m14(+0.4) 相星　周汰(5) 4m07(+1.3) 後藤　春輝(5) 4m05(+1.6)

中野東 東広島ＴＦＣ 公認4m14(+1.1) 湯田陸上 くれＪＡＣ 高美が丘クラブ 川西小学校 坂ジュニア 東広島ＴＦＣ

近藤　優成(6) 47m96 藤井　　響(6) 46m45 胡本　大輝(6) 45m04 小寺　将太(5) 44m58 金谷　俐希(6) 44m52 小西　慶生(6) 44m06 三輪　颯太(6) 43m32 新木　大翔(5) 42m42

くれＪＡＣ 熊野第一 くれＪＡＣ 竹尋アスリートクラブ 東広島ＴＦＣ 熊野第一 坂 東広島ＴＦＣ

坂井　実優(5) 14.57 松山　みづき(5) 14.86 高山　　奏(5) 14.93 眞鍋　芽依(5) 15.07 岡田　優愛(5) 15.07 相本　果蓮(5) 15.16 細川　実優(5) 15.34 清老　愛唯(5) 15.59

びんごＷＡＣ 福山ジュニア陸上クラブ ＣＨＡＳＫＩ 織田スポーツ ＣＨＡＳＫＩ 福山ジュニア陸上クラブ 東広島ＴＦＣ くれＪＡＣ

忰山　　渚(6) 13.59 玉江　　華(6) 14.12 坂本　小春(6) 14.24 臂　　夏凜(6) 14.35 柏原　早希(6) 14.36 出来　  瑞(6) 14.52 藤井　ひより(6) 14.78 渡辺　百香(6) 14.79

ＣＨＡＳＫＩ 三原陸上 福山ジュニア陸上クラブ にゃんじゃＳＰ 東広島ＴＦＣ 織田スポーツ 御野陸上クラブ 神村学区体育振興会陸上部

前田　椎名(6) 15.42 中井萌菜美(6) 15.83 卜部　日花里(6) 16.22 花崎　七海(6) 16.29 川本　果凜(6) 16.77

広島ＪｒＯＣ 安田クラブ 新涯JAC 湯田陸上 府中南

石田かりん(6) 15.95 大住　早永(5) 16.08 大下　玲子(6) 16.50 永石  有華(5) 19.77

広島ＪｒＯＣ 竹尋アスリートクラブ 安田クラブ 三次小学校

小畠　　芽(6) 13.52 檀上　依里(6) 13.77 松永　琴音(6) 13.78 綾目ひなの(6) 13.78 吉田　寛菜(6) 14.56 奥本帆乃花(6) 14.61 林　　実怜(6) 14.97 槇田　彩織(6) 15.24

東広島ＴＦＣ 高須子ども会 御野陸上クラブ 高須子ども会 吉和アスリート 府中空城 ゲールランニングクラブ アクアパーク

広島JrOC・A 56.00 竹尋アスリートクラブ 56.44 湯田陸上 56.63 新涯JAC 58.60 高美が丘クラブ 59.08 みよしＡＣ 59.82 府中南 1:00.07 広島ＪｒＯＣ・B 1:04.13

大原　千朋(6) 辰本　心音(6) 菅野　夏希(6) 三島　愛珠(6) 田川　陽南(6) 岸本　美凛(6) 上杉　桜花(6) 東　　成美(5)

山根　知紗(6) 江原　美月優　　(6) 藤原　里音(6) 占部　栞望(6) 平賀　梨乃(6) 光源寺泉和(6) 宇谷　紗京(6) 木野村茉那(5)

藤井　悠乃(6) 杉森　月音(6) 山本　真央(6) 澤田　心音(6) 福本　莉菜(6) 本山みなみ(6) 淺野間透彩(6) 満山　彩耶(6)

大和　千夏(6) 重宗　姫香(6) 小林　咲花(6) 比羅　榎姫(6) 道法結唯子(5) 定本　夢花(6) 則光　那奈(6) 河野　愛莉(6)

荒川　夏都(6) 1m26 大久保彩耶(6) 1m20 石本　紗英(6) 1m20 小田菜々美(6) 1m15 前田　真鈴(6) 1m15

熊野第四 吉和アスリート 府中空城 東広島ＴＦＣ 横浜

曽利　美羽(6) 1m20 中山　凉帆(6) 1m20 中井　美波(6) 1m15 堀部　小波(6) 1m15

三原陸上 横浜 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

森迫　菜羽(6) 1m15

吉和アスリート

宗森瑠璃子　(6) 4m37(+2.5) 桑原なゆみ 　(6) 4m31(+3.1) 宮本晏矢芽(6) 4m18(+2.7) 藤井　咲菜子(6) 4m14(+1.0) 渡邉未優羽(6) 4m13(+1.7) 杉村　茉優(6) 4m06(+2.5) 八幡　有美(6) 4m04(+1.7) 大崎萌々香(6) 3m94(+1.2)

熊野陸上 公認4m27(+1.6) 熊野陸上 公認4m04(+1.1) 御調西陸上 公認3m98(+1.0) 御野陸上クラブ ゲールランニングクラブ 府中空城 公認4m03(+1.0) ゲールランニングクラブ 坂ジュニア

菅安　恵子(6) 47m37 庵地　束紗(6) 43m57 島津　純葉(6) 41m20 藤野原　桜(6) 38m90 岩崎　明依(6) 33m80 西野有里菜(5) 33m73 森本明日香(6) 33m72 吉田　美緒(5) 32m52

びんごＷＡＣ PR 竹尋アスリートクラブ PR 石内南ＳＫＲＣ PR 御野陸上クラブ 府中空城 粟屋小学校 海田南 尾道疾風クラブ

凡例  PR:広島県記録

第33回全国小学生陸上競技交流大会広島県予選会 【17340007】

コカ・コーラウエスト広島スタジアム 【342060】

2017/07/02 ～ 2017/07/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月2日

5年男子100m

風：-1.3

7月2日

6年男子100m

風：-2.8

7月2日

友好男子100m

風：-1.6

7月2日

小学男子80mH

風：-1.2

7月2日 小学男子4X100mR

7月2日 小学男子走高跳

7月2日 小学男子走幅跳

7月2日 小学男子ジャべリックボール投

7月2日

5年女子100m

風：-2.3

7月2日

6年女子100m

風：-2.3

7月2日

友好女子100m

風：-0.3

7月2日

友好女子100m(2)

風：-1.8

7月2日 小学女子走幅跳

7月2日 小学女子ジャべリックボール投

7月2日

小学女子80mH

風：-0.8

7月2日 小学女子4X100mR

7月2日 小学女子走高跳


