
予選 7月9日 12:40
決勝 7月9日 14:20

日本中学記録(JR)                10.56 宮本　大輔                   周南周陽中       2014/5/17   
広島県中学記録(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)                    11.76 北村　拓也                   伴               2006        

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.8

 1 福井  凪冴(1)     12.30 q  1 大中  雅智(1)     12.18 q
ﾌｸｲ ﾅｷﾞｻ 一ツ橋中 ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中

 2 和田    琳(1)     12.61  2 福田  吉春(1)     12.77 
ﾜﾀﾞ ﾘﾝ 総領中 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 七尾中

 3 松本  京大(1)     12.69  3 清水  友斗(1)     12.92 
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 安芸府中中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 4 永野    周(1)     12.71  4 米田　璃音(1)     12.98 
ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 磯松中 ﾖﾈﾀﾞ ﾘｵﾝ 小方中

 5 田中  智也(1)     12.96  5 杉井  智哉(1)     13.34 
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 西条中央中 ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ 横路中

 6 今井  穂高(1)     13.29  6 西角  拓真(1)     13.47 
ｲﾏｲ ﾎﾀｶ 高美が丘中 ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ 三原第二中

 7 宇都宮良唯(1)     13.39  7 近藤  佳由(1)     13.51 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 庄原中

 8 樋野　絢真(1)     13.46  8 吉村  凌瑛(1)     13.54 
ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ 鷹取中 ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳｴｲ 大崎上島中

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +1.2

 1 藤井  永遠(1)     12.41 q  1 俵原  圭吾(1)     12.47 q
ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中 ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中

 2 山下  壮太(1)     12.48 q  2 松下  光希(1)     12.61 q
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｷ 二葉中

 3 武田  涼雅(1)     12.90  3 佐野  理生(1)     12.77 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東原中 ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 4 岡本  怜二(1)     12.90  4 神原  維良(1)     13.24 
ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｲﾘ 瀬戸田中

 5 井上  裕太(1)     13.02  5 中野  響介(1)     13.39 
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 向丘中 ﾅｶﾉ ｷｮｳｽｹ 黒瀬中

 6 住田  旺翼(1)     13.24  6 嵜本  紘登(1)     13.55 
ｽﾐﾀﾞ ｵｳｽｹ 長江中 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛﾄ 音戸中

 7 由元  孝汰(1)     13.28  7 加藤  凛成(1)     13.58 
ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ 大塚中 ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ 横路中

[ 5組] 風速 +2.0 [ 6組] 風速 +1.8

 1 西村    優(1)     12.23 q  1 太田    蓮(1)     12.56 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中 ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中

 2 西本  博紀(1)     12.84  2 井上  大聖(1)     12.66 
ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 神辺中 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中

 3 河野  樹粋(1)     12.98  3 高橋  亮至(1)     12.85 
ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 二葉中

 4 妹尾  拓武(1)     13.34  4 川室慧太郎(1)     12.90 
ｾｵ ﾀｸﾑ 瀬野川中 ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 5 大川  陽詩(1)     13.35  5 西尾  綾真(1)     13.23 
ｵｵｶﾜ ﾖｳｼﾞ 古田中 ﾆｼｵ ﾘｮｳﾏ 瀬野川東中

 6 金本  凌治(1)     13.37  6 山本  琉眞(1)     13.32 
ｶﾅﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 昭和北中 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 白岳中

 7 石田  亮太(1)     13.52  7 土井信摩紘(1)     13.34 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中 ﾄﾞｲﾉﾌﾞ ﾏﾋﾛ 翠町中

7   271 8   604

8  1982 3  2117

2  1014 2  2081

5  3830 7 13374

4 11601 5 11603

3 17241 4  1901

6 13379 6   341

7  1595 5 13460

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  5672 2  5513

4  6436 7  4774

8  5063 8  4042

5  3838 3  7098

3  7251 4   343
(12.603)

6  1567 6 11752

1  1235 6  8086

7  6322 1  5989

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  4682 2  2792

4  4905 7 13461

8  4735 5  5673

3  6944 3 12098

6  8264 8  2462
(12.607)

2 14215 4 11606

1年男子
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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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +0.7

 1 福井  凪冴(1)     12.28 
ﾌｸｲ ﾅｷﾞｻ 一ツ橋中

 1 大中  雅智(1)     12.28 
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中

 3 藤井  永遠(1)     12.36 
ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中

 4 西村    優(1)     12.37 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中

 5 俵原  圭吾(1)     12.53 
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中

 6 松下  光希(1)     12.56 
ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｷ 二葉中

 7 太田    蓮(1)     12.60 
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中

 8 山下  壮太(1)     12.65 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中

3 11601

7  7098

2   343

1 11603

8  7251

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  6944

6 12098

4  3838



予選 7月8日 13:15
決勝 7月9日 15:00

日本中学記録(JR)              3:53.69 佐々木　塁           岩  手  盛岡河南         2016.7.16   
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:26.30 實藤　康樹                   本　郷           2010        

[ 1組] [ 2組]

 1 中田  透羽(1)   4:42.75 Q  1 西村　直途(1)   4:37.19 Q
ﾅｶﾀ ﾄﾜ 高屋中 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 坂中

 2 佐々本翔也(1)   4:45.39 Q  2 石堂  壮真(1)   4:38.36 Q
ｻｻﾓﾄ ｼｮｳﾔ 高屋中 ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中

 3 小島  悠生(1)   4:46.06 Q  3 正畑  圭悟(1)   4:42.23 Q
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中 ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中

 4 村上　響(1)   4:46.29 Q  4 和田  虎星(1)   4:43.22 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 高屋中

 5 大野  愛翔(1)   4:49.16 q  5 西本みずき(1)   4:51.02 
ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ 海田中 ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中

 6 加賀  瑞騎(1)   4:49.61  6 山奥  海斗(1)   4:53.64 
ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ﾔﾏｵｸ ｶｲﾄ 能美中

 7 小平  嘉人(1)   4:50.07  7 新田  大芽(1)   4:54.27 
ｺﾋﾗ ﾖｼﾄ 警固屋中 ﾆｯﾀ ﾀｲｶﾞ 吉田中

 8 内城  新流(1)   4:50.11  8 福政  栄樹(1)   4:56.07 
ｳﾁｼﾞｮｳ ｱﾀﾙ 松賀中 ﾌｸﾏｻ ﾊﾙｷ 因北中

 9 金子  涼真(1)   4:51.42  9 中藤  杏輔(1)   4:56.43 
ｶﾈｺ ﾘｮｳﾏ 西条中央中 ﾅｶﾄｳ ｷｮｳｽｹ 三原第二中

10 大森  俊輔(1)   4:56.56 10 岩﨑    楓(1)   4:59.40 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 八本松中 ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 熊野東中

11 別所    岳(1)   4:58.71 11 吉村  成央(1)   4:59.50 
ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 大塚中 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ 県立広島中

12 福本  晴海(1)   5:02.54 12 三好  遼弥(1)   5:20.84 
ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙﾐ 大和中 ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾔ 三原第三中

13 真田  温人(1)   5:12.80 福島  青桐(1)
ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ 神辺東中 ﾌｸｼﾏ ｱｵﾄ 本郷中
樋熊  海斗(1)
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中 ラップタイム

   400m    1:13.4  4655 和田  虎星(1)
ラップタイム    800m    2:27.4  4366 西村　直途(1)
   400m    1:13.1  4654 中田  透羽(1)   1200m    3:42.8  1297 石堂  壮真(1)
   800m    2:34.3   〃     〃 
  1200m    3:49.8   〃     〃 

[ 3組]

 1 平野  寛治(1)   4:36.06 Q
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 2 飯田  旺裕(1)   4:37.18 Q
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中

 3 森脇  大成(1)   4:38.82 Q
ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾅﾘ 志和中

 4 日名子泰明(1)   4:40.05 Q
ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中

 5 三淵  颯吾(1)   4:43.15 q
ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ 磯松中

 6 砂田  拓也(1)   4:44.63 q
ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ 高屋中

 7 中村  海斗(1)   4:50.80 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中

 8 岡田  大輝(1)   4:52.31 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 大成館中

 9 藤山  凌輔(1)   4:53.84 
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 熊野中

10 浜田  翔太(1)   4:54.33 
ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三原第二中

11 影山  隼乙(1)   4:59.01 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大和中

12 黒田  瑚斗(1)   5:00.88 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄ 本郷中

13 佐藤  仁俊(1)   5:06.03 
ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 西条中央中

ラップタイム
   400m    1:12.2   611 平野  寛治(1)
   800m    2:28.5   〃     〃 
  1200m    3:42.6  2122 飯田  旺裕(1)

9  6600

3  4315

5  5660

2  5911

4  5835

1  4908

11  2122

13  4610

6  7309

7 14692

8  4653

10  5424

3  7254 10  5838
棄権

12  4535
棄権

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12   611

2 14606 7  4331

6  1592 3  5002

1  5909 8  5693

4  3522 6  3109

7  4715 1  5463

5  4907 2  5659

10  6326 13  4655

11  4256 5  2953

9    48 4  4436

14  4654 12  4366

8  4657 9  1297

13 14693 11  5756

1年男子

１５００ｍ

予選 通過基準  3組  4着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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



 1 中田  透羽(1)   4:28.27 
ﾅｶﾀ ﾄﾜ 高屋中

 2 平野  寛治(1)   4:32.36 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 3 日名子泰明(1)   4:34.21 
ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中

 4 西村　直途(1)   4:36.76 
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 坂中

 5 石堂  壮真(1)   4:36.78 
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中

 6 三淵  颯吾(1)   4:37.69 
ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ 磯松中

 7 森脇  大成(1)   4:38.84 
ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾅﾘ 志和中

 8 小島  悠生(1)   4:40.19 
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中

 9 飯田  旺裕(1)   4:40.57 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中

10 大野  愛翔(1)   4:41.56 
ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ 海田中

11 和田  虎星(1)   4:41.65 
ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 高屋中

12 佐々本翔也(1)   4:41.71 
ｻｻﾓﾄ ｼｮｳﾔ 高屋中

13 村上　響(1)   4:41.96 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中

14 砂田  拓也(1)   4:42.56 
ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ 高屋中

15 正畑  圭悟(1)   4:43.62 
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中

ラップタイム
   400m    1:07.3  4654 中田  透羽(1)
   800m    2:23.5   〃     〃 
  1200m    3:36.1   〃     〃 

1  4256

6  4655

4  4657

2  6326

5  4653

9  5756

13  4366

12  1297

7 14692

11  4610

3 14693

14  2122

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4654

15   611

10  7309



予選 7月9日 11:25
決勝 7月9日 13:55

日本中学記録(JR)                10.56 宮本　大輔                   周南周陽中       2014/5/17   
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    
大会記録(GR)                    11.12 北村　拓也                   伴               2007        

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.2

 1 岡    俊輔(2)     11.68 q  1 桝平　二郎(2)     11.71 q
ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中 ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ 鷹取中

 2 藤原  翔一(2)     12.10  2 占部  貴輝(2)     11.95 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 因北中・尾道 ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 3 奥    勇介(2)     12.12  3 坂田  陽貴(2)     12.10 
ｵｸ ﾕｳｽｹ 倉橋中 ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中

 4 栗栖  光稀(2)     12.25  4 小川  真瞳(2)     12.27 
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 高取北中

 5 川本  圭悟(2)     12.37  5 石原  光将(2)     12.45 
ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島なぎさ中 ｲｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 高野中

 6 溜畑  侑大(2)     12.38  6 家長  省心(2)     12.65 
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 昭和北中 ｲｴﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 瀬戸田中

 7 布袋屋怜旺(2)     12.68  7 大野呂幸祐(2)     12.68 
ﾎﾃｲﾔ ﾚｵ 長江中 ｵｵﾉﾛ ｺｳｽｹ 安芸府中中
石田    空(2) 畠山  稜也(2)
ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 安芸府中中 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +1.1

 1 檀上翔多郎(2)     11.55 q  1 植田  光紀(2)     11.70 q
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 大成館中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 2 岡林  優輝(2)     12.01 q  2 髙橋  京佑(2)     12.08 
ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 江波中 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東朋中

 3 藤田  将生(2)     12.34  3 藤井  雄大(2)     12.26 
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 高取北中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中

 4 恵南  優貴(2)     12.39  4 滝田　怜(2)     12.35 
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中 ﾀｷﾀ ｻﾄﾙ 江田島中

 5 名越  拓馬(2)     12.49  5 豊崎　陽央(2)     12.50 
ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 八本松中 ﾄﾖｻｷ ﾖｳ 福山城北中

 6 西川  正飛(2)     12.52  6 香川  翔哉(2)     12.51 
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 高屋中 ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 翠町中

 7 宮内  快斗(2)     12.54  7 松本    海(2)     12.60 
ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 神辺東中 ﾏﾂﾓﾄ ｳﾐ 培遠中

 8 告下  翔琉(2)     12.81  8 木多    翔(2)     12.92 
ﾂｹﾞｼﾀ ｶｹﾙ 誠之中 ｷﾀﾞ ｼｮｳ 和庄中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +2.0

 1 得田  泰圭(2)     11.95 q  1 椎葉    涼(2)     11.73 q
ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 川尻中 ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

 2 山中  瑞己(2)     12.04 q  2 小林　遼輝(2)     12.05 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 鷹取中

 3 藤川  怜大(2)     12.35  3 織田倫太朗(2)     12.06 
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ 和庄中 ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 西条中

 4 重政  崇未(2)     12.42  4 中田  大智(2)     12.18 
ｼｹﾞﾏｻ ﾀｶﾐ 神辺東中 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中

 4 平賀  翔夢(2)     12.42  5 福島  滉世(2)     12.32 
ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳﾏ 高美が丘中 ﾌｸｼﾏ ｺｳｾｲ 大州中

 6 古井  嘉一(2)     12.49  6 三島  快斗(2)     12.65 
ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北中 ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 祇園東中

 7 佐々木海翔(2)     12.49  7 渡利  海斗(2)     12.76 
ｻｻｷ ｶｲﾄ 吉舎中 ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 熊野東中

 8 高濱  大地(2)     12.54 谷口  朝陽(2)
ﾀｶﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ 両城中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中

7  7872 8  4350

8  3725 6   135
棄権

2  7243 7  1591

6  4729 2   531

1   445 1  1344

4  3925 3  1222

5    45 4  6315

3  3590 5  4528

3  7244 1  6552

8  6864 7  3592

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

1   110 8  4394

7 14600 6  6255

2  4650 2   590

4  6589 4  2237

5   109 3  6975

6  1490 5   891

7  5057 8  4199

8  4201 1 12083
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  1006 6  1488

1  2385 2  8206

5 13854 7  5506

4  6378 4  6316

2  5454 5    44

3  4095 3  1278

2年男子

１００ｍ

予選 通過基準  9組  0着 + 16 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



[ 7組] 風速 +1.2 [ 8組] 風速 +0.6

 1 岡村  元太(2)     11.44 q  1 岡田    翼(2)     11.78 q
ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中 ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 大野東中

 2 米澤  晴惟(2)     11.91 q  2 原田    響(2)     11.93 q
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

 3 松村  瑠晟(2)     12.22  3 逸見  勇斗(2)     11.95 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中

 4 高橋騎士朗(2)     12.28  4 中村  光希(2)     12.21 
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾛｳ 広中央中 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中

 5 江角  悠人(2)     12.43  5 伊藤優一郎(2)     12.50 
ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 翠町中 ｲﾄｳ ﾕｲﾁﾛｳ 庚午中

 6 石本  涼太(2)     12.52  6 田中  将斗(2)     12.57 
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 安芸府中中 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 呉中央中

 7 柴崎    悠(2)     12.72  7 山崎  心優(2)     12.82 
ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳ 白岳中 ﾔﾏｻｷ ﾐﾋﾛ 広大三原中
柳田  悠喜(2)
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 修道中

[ 9組] 風速 +1.0

 1 上野  温斗(2)     11.75 q
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 2 山内  健生(2)     11.87 q
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 3 江口　颯哉(2)     12.28 
ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 江田島中

 4 粟野  宙歩(2)     12.44 
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中

 5 二神  翔雅(2)     12.44 
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 高屋中

 6 廣江  海斗(2)     12.49 
ﾋﾛｴ ｶｲﾄ 一ツ橋中

 7 本多  義高(2)     12.85 
ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 長江中

[ B組] 風速 +0.4 [ A組] 風速  0.0

 1 山内  健生(2)     11.97  1 岡村  元太(2)     11.61 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中

 1 原田    響(2)     11.97  2 檀上翔多郎(2)     11.62 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 大成館中

 3 逸見  勇斗(2)     11.99  3 岡    俊輔(2)     11.75 
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中

 4 米澤  晴惟(2)     12.01  4 桝平　二郎(2)     11.80 
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中 ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ 鷹取中

 5 岡林  優輝(2)     12.01  5 植田  光紀(2)     11.89 
ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 江波中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 6 山中  瑞己(2)     12.02  6 上野  温斗(2)     11.96 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 7 得田  泰圭(2)     12.18  7 椎葉    涼(2)     12.00 
ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 川尻中 ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

 8 占部  貴輝(2)     12.19 岡田    翼(2)
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中 ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 大野東中

7    44 2  2660
棄権

2   109 5  2237

1    45 1  2113

5  3925 8  1222

6  1252 4  6589

8  1919 3  6378

4  1456 7  6316

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  2201 6  2444

5  2201

8  4393

6   681

3  4641

7  6941

2  5058

1  3352 3  5932

8   141
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2113

6 13417 7  2114

2   589 8   947

3  4198 2  3675

4  2444 4  2660

5  1456 6  1252

7   345 5  1919

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



予選 7月8日 13:45
決勝 7月9日 15:10

日本中学記録(JR)              3:53.69 佐々木　塁           岩  手  盛岡河南         2016.7.16   
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:12.30 林　　昇平                   熊　野           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 山内  経峻(2)   4:28.39 Q  1 山本  涼介(2)   4:25.97 Q
ﾔﾏｳﾁ ｹｲｼｭﾝ 向陽中 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高美が丘中

 2 桒田  大樹(2)   4:28.56 Q  2 中村  快成(2)   4:26.62 Q
ｸﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 福山城南中 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 高屋中

 3 曽我  優斗(2)   4:28.74 Q  3 丸茂  雄大(2)   4:27.11 Q
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 大野東中

 4 山田  修平(2)   4:29.66 q  4 上総  透央(2)   4:28.60 q
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 磯松中 ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ 松賀中

 5 吉川    響(2)   4:30.72  5 荒井  秀太(2)   4:34.00 
ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 栗原中 ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中

 6 村上  真一(2)   4:32.45  6 台信楓之介(2)   4:35.24 
ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄ 因島南中 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 熊野東中

 7 長谷川  豊(2)   4:34.43  7 鈴木  大貴(2)   4:35.56 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 昭和北中 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 向陽中

 8 池田　遥輝(2)   4:36.22  8 古賀  蒼空(2)   4:36.65 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 廿日市中 ｺｶﾞ ｿﾗ 瀬戸田中

 9 石黒  悠暉(2)   4:39.96  9 吉田　了(2)   4:36.79 
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳｷ 大成館中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 福山城北中

10 室    公輔(2)   4:40.31 10 山田  琉仁(2)   4:37.12 
ﾑﾛ ｺｳｽｹ 東原中 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ 八本松中

11 中山  直士(2)   4:42.54 11 村上　太一(2)   4:37.76 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵ 世羅西中 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 福山中

12 角田  貫耕(2)   4:43.23 12 村中  海斗(2)   4:37.97 
ｶｸﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 三原第五中 ﾑﾗﾅｶ ｶｲﾄ 三原第二中

13 松崎  圭佑(2)   4:49.40 13 伊藤  大翔(2)   4:38.21 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 甲山中 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 鳳中

14 西井  太基(2)   4:49.92 14 熊谷  悠哉(2)   4:42.22 
ﾆｼｲ ﾀｲｷ 坂中 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ 矢野中
小江  幸人(2)
ｺｴ ﾕｷﾄ 高屋中 ラップタイム

   400m    1:10.8  4728 山本  涼介(2)
ラップタイム    800m    2:23.2   〃     〃 
   400m    1:12.1 13853 長谷川  豊(2)   1200m    3:33.6   〃     〃 
   800m    2:26.3   〃     〃 
  1200m    3:38.5  4561 山内  経峻(2)

2年男子

１５００ｍ

予選 通過基準  4組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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

13  4561 14  4728

3  6294 13  4640

14  1584 10  2658

12  4688 11  4705

11  5085 8  2272

4  5421 7  4347

6 13853 12  4556

5  2423 9  5508

8  6587 5  6263

7  1561 6  4593

2  6192 4  7124

1  5743 2  5652

10  6142 1  6527

9  4366 3 12080

15  4648
棄権



[ 3組] [ 4組]

 1 森    祥真(2)   4:22.41 Q  1 石川  舞尋(2)   4:26.37 Q
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 県立広島中 ｲｼｶﾜ ﾏﾋﾛ 鳳中

 2 有田  光希(2)   4:29.39 Q  2 花岡  慶次(2)   4:26.41 Q
ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中 ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 熊野中

 3 山本  竜大(2)   4:29.85 Q  3 西永  拓真(2)   4:26.82 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 海田中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 向陽中

 4 今泉  建人(2)   4:30.85  4 吉屋  佑晟(2)   4:27.85 q
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 高屋中 ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中

 5 横田優太郎(2)   4:31.21  5 児玉  懸生(2)   4:30.23 
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ 五月が丘中

 6 櫟良　晃大(2)   4:35.99  6 坂本  紘翔(2)   4:32.61 
ﾅｷﾞﾗ ｺｳﾀ 野坂中 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 十日市中

 7 仁井谷拓海(2)   4:38.73  7 菅原  昇真(2)   4:36.66 
ﾆｲﾀﾆ ﾀｸﾐ 西条中 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中

 8 瀬戸  和治(2)   4:38.81  8 奥村  洋希(2)   4:38.99 
ｾﾄ ｶｽﾞﾊﾙ 熊野東中 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｷ 高屋中

 9 茶木  太一(2)   4:40.59  9 吉本  直輝(2)   4:39.50 
ﾁｬｷ ﾀｲﾁ 東原中 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ 川尻中

10 桑名  爽汰(2)   4:40.96 10 福田    洸(2)   4:42.35 
ｸﾜﾅ ｿｳﾀ 広島城南中 ﾌｸﾀﾞ ｺｳ 本郷中

11 野村  臣矢(2)   4:40.98 11 間    東輝(2)   4:48.67 
ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 向陽中 ｶﾝ ﾄｳｷ 松賀中

12 上奥    輝(2)   4:42.42 12 庵地  祐希(2)   4:51.04 
ｳｴｵｸ ﾃﾙ 本郷中 ｱﾝﾁ ﾕｳｷ 神辺東中

13 梶川康太郎(2)   4:45.05 13 草田  大河(2)   4:51.24 
ｶｼﾞｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 矢野中 ｸｻﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 海田中

14 加藤  秀明(2)   4:52.19 14 竹下  涼太(2)   5:04.64 
ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 世羅中 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳﾀ 八本松中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:04.5  4997 森    祥真(2)    400m    1:09.1  3926 吉本  直輝(2)
   800m    2:18.3   〃     〃    800m    2:21.7  4309 花岡  慶次(2)
  1200m    3:31.9   〃     〃   1200m    3:34.3  6526 石川  舞尋(2)

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

14  4997 9  6526

12  1491 13  4309

13  4253 14  4558

6  4647 7  2287

1  2152 8  2172

2  2507 1  7937

10  4523 12  5748

3  4345 5  4644

7  1558 10  3926

8  1231 11  5834

5  4559 6  4708

11  5832 2  7249

4  2071 3  4251

9  6171 4  4591



 1 森    祥真(2)   4:17.26 
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 県立広島中

 2 西永  拓真(2)   4:20.11 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 向陽中

 3 山内  経峻(2)   4:21.90 
ﾔﾏｳﾁ ｹｲｼｭﾝ 向陽中

 4 花岡  慶次(2)   4:21.98 
ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 熊野中

 5 有田  光希(2)   4:23.10 
ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中

 6 丸茂  雄大(2)   4:24.16 
ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 大野東中

 7 石川  舞尋(2)   4:24.35 
ｲｼｶﾜ ﾏﾋﾛ 鳳中

 8 桒田  大樹(2)   4:25.41 
ｸﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 福山城南中

 9 山田  修平(2)   4:26.56 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 磯松中

10 中村  快成(2)   4:28.16 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 高屋中

11 曽我  優斗(2)   4:28.74 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

12 山本  竜大(2)   4:28.80 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 海田中

13 吉屋  佑晟(2)   4:31.20 
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中

14 上総  透央(2)   4:38.73 
ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ 松賀中
山本  涼介(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高美が丘中

ラップタイム
   400m    1:02.1  4997 森    祥真(2)
   800m    2:15.0   〃     〃 
  1200m    3:29.4   〃     〃 

2年男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

15  4997

10  4558

7  4561

12  4309

3  1491

9  2658

8  2287

5  4705

14  4728
棄権

13  6526

6  6294

2  4688

11  4640

4  1584

1  4253



予選 7月8日 11:25
決勝 7月8日 12:25

日本中学記録(JR)                10.56 宮本　大輔                   周南周陽中       2014/5/17   
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    
大会記録(GR)                    11.14 高卯健太郎                   福山城北         2015        

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 後藤  達樹(3)     11.11 q  1 住田    先(3)     11.33 q
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ 近大福山中

 2 橋本  慈温(3)     11.87  2 西田  千孝(3)     11.71 q
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北中 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 甲山中

 3 佐伯  柊斗(3)     11.96  3 齋藤    聖(3)     12.03 
ｻｴｷ ｼｭｳﾄ 五日市観音中 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 井口中

 4 藤村  太一(3)     12.00  4 細谷  海都(3)     12.05 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲﾁ 八本松中 ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 伴中

 5 紙田  晴吉(3)     12.03  5 山田  和寿(3)     12.13 
ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ 城山北中 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 大塚中

 6 三村　志音(3)     12.07  6 髙橋    輝(3)     12.22 
ﾐﾑﾗ ｼｵﾝ 福山城北中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 高西中

 7 蕪迫  月翔(3)     12.10  7 竹本  将也(3)     12.36 
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 祇園東中 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾔ 安西中

 8 上田  直弥(3)     12.58  8 深草  慶汰(3)     12.68 
ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 高西中 ﾌｶｸｻ ｹｲﾀ 警固屋中

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +1.3

 1 山本  多聞(3)     11.28 q  1 山口  純平(3)     11.26 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 八本松中

 2 高田    和(3)     11.83  2 岩本  翔太(3)     11.70 q
ﾀｶﾀ ﾅｺﾞﾐ 日比崎中 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院中

 3 窪　大輝(3)     11.89  3 新宅    陸(3)     11.93 
ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 江田島中 ｼﾝﾀｸ ﾘｸ 栗原中

 4 福庭  涼平(3)     12.12  4 平川  真尋(3)     12.10 
ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 長束中 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾋﾛ 誠之中

 5 佐々木友也(3)     12.12  5 佐藤  拓馬(3)     12.28 
ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 上下中 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長江中

 6 澤田  侑和(3)     12.13  6 横井川大智(3)     12.30 
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ﾖｺｲｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 幸千中

 7 金子脩一郎(3)     12.18 安田  竜馬(3)
ｶﾈｺ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 和庄中 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 福山城南中
杉原  哲平(3)
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 古田中

[ 5組] 風速 +0.8 [ 6組] 風速 +1.1

 1 八木  優気(3)     11.46 q  1 花山  颯汰(3)     11.44 q
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中 ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 大塚中

 2 辻    泰希(3)     11.71 q  2 井町慶太郎(3)     11.67 q
ﾂｼﾞ ﾀｲｷ 両城中 ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 祇園中

 3 佐藤  久遠(3)     11.77  3 上本  英毅(3)     11.94 
ｻﾄｳ ｸｵﾝ 大塚中 ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島なぎさ中

 4 山本　匠真(3)     12.01  4 宮本　拓実(3)     12.06 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 野坂中 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 江田島中

 5 重森  優希(3)     12.05  5 神田  拓海(3)     12.15 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 東原中 ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 安芸府中中

 6 重康  佑輔(3)     12.18  6 岩田  朋樹(3)     12.20 
ｼｹﾞﾔｽ ﾕｳｽｹ 府中市府中中 ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 祇園東中
山田康太朗(3) 鈴木  皓宥(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 安芸府中中 ｽｽﾞｷ ﾋﾕｳ 五日市観音中

3年男子

１００ｍ

予選 通過基準  10組  0着 + 16 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  2235 4  7331

3   434 3  6133

5  2141 6   972

2  4585 5  1393

1  1511 2  1579

6  6253 1  5231

7  1340 7  1272

8  5234 8  3521

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  2262 5  4586

3  5141 4  1091

6  4391 7  5082

1  1451 6  6855

8  7572 2  5051

5  2063 8  6372

2  3581 3  6289
棄権

7  1002
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  1001 5  1578

4  3703 6  1303

6  1580 4  2381

3  2503 8  4392

7  1543 2  4182

8  7514 3  1332

2  4183 7  2142
棄権 棄権



[ 7組] 風速 +1.2 [ 8組] 風速 +1.2

 1 竹内  悠正(3)     11.60 q  1 中村    慧(3)     11.36 q
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 大州中 ﾅｶﾑﾗ ｹｲ 安芸府中中

 2 伊木颯志朗(3)     11.63 q  2 伊藤  晃大(3)     11.56 q
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 吉浦中

 3 宇都宮里空乃心(3)     11.75 q  3 中村  京右(3)     11.96 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾉｼﾝ 大野中 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ ＡＩＣＪ中

 4 北恵  志童(3)     12.02  4 清水  太智(3)     12.27 
ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ 白岳中 ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 十日市中

 5 原田  達也(3)     12.13  5 重政    隆(3)     12.42 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 広島なぎさ中 ｼｹﾞﾏｻ ﾘｭｳ 福山東中

 6 佐々木  諒(3)     12.19  6 吉原  瑠生(3)     12.46 
ｻｻｷ ﾘｮｳ 東原中 ﾖｼﾊﾗ ﾙｲ 長江中

 7 木川  孝俊(3)     12.19 緒嶋  愛大(3)
ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ 翠町中 ｵｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ 翠町中

[ 9組] 風速 +0.7 [ 10組] 風速 +1.2

 1 齋藤　陸翔(3)     11.77  1 岡田  寛人(3)     11.58 q
ｻｲﾄｳ ﾘｸﾄ 福山城北中 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 祇園中

 2 髙橋  駿介(3)     11.87  2 横木  健人(3)     11.79 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 昭和北中 ﾖｺｷﾞ ｹﾝﾄ 広大三原中

 3 林    千宙(3)     12.02  3 松尾  和真(3)     11.95 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 安佐中 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 大州中

 4 砂田  春冬(3)     12.12  4 米花  陽希(3)     12.07 
ｽﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大和中 ﾖﾈﾊﾅ ﾊﾙｷ 三入中

 5 岩原  凜都(3)     12.15 綾    大心(3)
ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ 祇園東中 ｱﾔ ﾀﾞｲｼﾝ 近大東広島中

 6 三浦  大輝(3)     12.19 檀上  敬彦(3)
ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 祇園中 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ 五日市南中

 7 影戸  史弥(3)     12.44 金子  瑞樹(3)
ｶｹﾞﾄ ﾌﾐﾔ 矢野中 ｶﾈｺ ﾐｽﾞｷ 松賀中

[ B組] 風速 +0.9 [ A組] 風速 +0.7

 1 西田  千孝(3)     11.67  1 山口  純平(3)     11.12 
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 甲山中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 八本松中

 2 伊木颯志朗(3)     11.67  2 山本  多聞(3)     11.23 
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中

 3 辻    泰希(3)     11.69  3 住田    先(3)     11.24 
ﾂｼﾞ ﾀｲｷ 両城中 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ 近大福山中

 4 岡田  寛人(3)     11.70  4 八木  優気(3)     11.40 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 祇園中 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中

 5 竹内  悠正(3)     11.74  5 中村    慧(3)     11.47 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 大州中 ﾅｶﾑﾗ ｹｲ 安芸府中中

 6 宇都宮里空乃心(3)     11.77  6 伊藤  晃大(3)     11.52 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾉｼﾝ 大野中 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 吉浦中

 7 岩本  翔太(3)     11.84  7 花山  颯汰(3)     11.61 
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院中 ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 大塚中
井町慶太郎(3) 後藤  達樹(3)
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 祇園中 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中

6  1303 4  2235
棄権 棄権

5  1301 1  1001

4   526 7  4181

2  2622 2  3732

 4586

3   971 3  2262

1  3703 6  7331

8

7  1091 8  1578

棄権
3  2058 8  4701

棄権

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

8  5897 7  1871

7  1335 2  4962
棄権

2  1305 3  2266

記録／備考

6  6252 5  1301

5  3823 4  5925

4  1246 6   529

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

 6133 5

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   526 5  4181

5   971 6  3732

4  2622 3  1601

2   587 7   588
失格

7  3349 8  7942

3  2383 4  6226

8  1552 2  5053



決勝 7月9日 15:20

日本中学記録(JR)              3:53.69 佐々木　塁           岩  手  盛岡河南         2016.7.16   
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:06.69 箱田　幸寛                   向丘             2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 増田  涼太(3)   4:11.82  1 新谷紘ノ介(3)   4:17.75 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千代田中 ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 因島南中

 2 大西    陸(3)   4:13.22  2 紀平  鷹宏(3)   4:18.43 
ｵｵﾆｼ ﾘｸ 広島三和中 ｷﾋﾗ ﾀｶﾋﾛ 東原中

 3 黒原  優人(3)   4:14.11  3 吉田　周(3)   4:19.43 
ｸﾛﾊﾗ ﾕｳﾄ 向陽中 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 廿日市中

 4 堤    楽歩(3)   4:16.32  4 濱本  零士(3)   4:20.81 
ﾂﾂﾐ ｶﾞｸﾎ 八本松中 ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 吉名中

 5 福田    翔(3)   4:16.73  5 柳井  康希(3)   4:22.42 
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 本郷中 ﾔﾅｲ ｺｳｷ 大野東中

 6 吉本  真啓(3)   4:16.93  6 上妻  慶太(3)   4:23.96 
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 高屋中 ｺｳﾂﾞﾏ ｹｲﾀ 八本松中

 7 立花  一貴(3)   4:17.17  7 野本  賢志(3)   4:25.50 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 熊野中 ﾉﾓﾄ ﾀｶｼ 松賀中

 8 中野  春希(3)   4:18.23  8 西木  亮真(3)   4:26.31 
ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ 坂中 ﾆｼｷ ﾘｮｳﾏ 松賀中

 9 阿部  祥典(3)   4:21.14  9 元光辰乃輔(3)   4:27.41 
ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ 広島城南中 ﾓﾄﾐﾂ ｼﾝﾉｽｹ 八本松中

10 大下  裕希(3)   4:23.39 10 吉田  直樹(3)   4:32.91 
ｵｵｼﾀ ﾕｳｷ 西条中 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 府中緑ヶ丘中

11 林    和哉(3)   4:28.71 11 本宮  優希(3)   4:35.86 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ 西条中 ﾎﾝﾐﾔ ﾕｳｷ 松賀中

12 山内  聡太(3)   4:39.29 12 加藤  聖也(3)   4:41.69 
ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ 向陽中 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 西条中央中
竹内    望(3) 中尾  紳二(3)
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 安佐中 ﾅｶｵ ｼﾝｼﾞ 高屋中
竹下  仁晟(3) 高辻  正広(3)
ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 亀山中 ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 三原第五中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:05.3  4631 吉本  真啓(3)    400m    1:02.2  2417 吉田　周(3)
   800m    2:15.2  3041 増田  涼太(3)    800m    2:13.7  6101 濱本  零士(3)
  1200m    3:24.0   〃     〃   1200m    3:26.1  1542 紀平  鷹宏(3)

棄権 棄権
9  1751 10  5742

棄権 棄権

5  4513 7  4693

6  4547 3  4901

4  1241 9  4633

7  4362 12  4692

10  1214 14  4576

3  4515 4  4211

1  5831 8  2654

12  4631 6  4574

2  4301 11  4691

13  2118 5  1542

11  4541 2  2417

8  4578 13  6101

3年男子

１５００ｍ

決勝

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

14  3041 1  5411



[ 3組]

 1 福田真太朗(3)   4:25.54 
ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 広島三和中

 2 笹木  恵斗(3)   4:25.55 
ｻｻｷ ｹｲﾄ 阿賀中

 3 藤原  温大(3)   4:27.75 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 安浦中

 4 見川  航太(3)   4:28.73 
ﾐｶﾜ ｺｳﾀ 安浦中

 5 新家  拓弥(3)   4:29.56 
ｼﾝｹ ﾀｸﾔ 西条中

 6 岩田  楽也(3)   4:30.01 
ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾔ 川尻中

 7 水川  裕斗(3)   4:30.96 
ﾐｽﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 千代田中

 8 台信  風馬(3)   4:32.51 
ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾌｳﾏ 熊野東中

 9 木下  颯斗(3)   4:32.87 
ｷﾉｼﾀ ﾘｸﾄ 海田中

10 山口  滉太(3)   4:33.63 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 井口中

11 藤山  朋之(3)   4:34.18 
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 熊野中

12 齊藤  光志(3)   4:34.69 
ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 広島中等

13 渡邊  淳平(3)   4:36.61 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中

14 木原  舜平(3)   4:47.35 
ｷﾊﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 可部中

15 益田  恭輔(3)   4:51.35 
ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 近大東広島中

ラップタイム
   400m    1:05.3  3042 水川  裕斗(3)
   800m    2:18.2  3462 笹木  恵斗(3)
  1200m    3:30.0   〃     〃 

   1 増田  涼太(3) 千代田中     4:11.82   1   1
   2 大西    陸(3) 広島三和中     4:13.22   1   2
   3 黒原  優人(3) 向陽中     4:14.11   1   3
   4 堤    楽歩(3) 八本松中     4:16.32   1   4
   5 福田    翔(3) 本郷中     4:16.73   1   5
   6 吉本  真啓(3) 高屋中     4:16.93   1   6
   7 立花  一貴(3) 熊野中     4:17.17   1   7
   8 新谷紘ノ介(3) 因島南中     4:17.75   2   1

組 順位

 3041
 2118
 4541
 4578
 5831
 4631
 4301
 5411

4  1722

11  4963

3年男子

１５００ｍ

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

15  4337

7  4242

6   982

14  4306

3  1931

2   983

10  3462

8  3944

13  3945

9  4511

1  3911

12  3042

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2119



予選 7月9日  9:40
決勝 7月9日 13:10

日本中学記録(JR)                21.18 日吉　克実           静  岡  修善寺           2010/8/22   
県中学記録(PR)                  21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
大会記録(GR)                    22.42 北村　拓也                   伴               2008        

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 山口  純平(3)     23.03 q  1 後藤  達樹(3)     23.99 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 八本松中 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 五日市中

 2 橋本  慈温(3)     24.44  2 齋藤　陸翔(3)     24.22 
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北中 ｻｲﾄｳ ﾘｸﾄ 福山城北中

 3 黒岩    舜(3)     24.56  3 横木  健人(3)     24.72 
ｸﾛｲﾜ ｼｭﾝ 県立広島中 ﾖｺｷﾞ ｹﾝﾄ 広大三原中

 4 山田康太朗(3)     25.13  4 上本  英毅(3)     24.75 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 安芸府中中 ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島なぎさ中

 5 溜畑  侑大(2)     25.64  5 高橋騎士朗(2)     25.10 
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 昭和北中 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾛｳ 広中央中
三浦  大輝(3) 中村    慧(3)
ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 祇園中 ﾅｶﾑﾗ ｹｲ 安芸府中中
花山  颯汰(3) 田村  駿介(3)
ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 大塚中 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 白岳中
上野  温斗(2) 児玉  蒼彩(3)
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中 ｺﾀﾞﾏ ｾｲﾔ 福山城南中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +0.9

 1 住田    先(3)     23.15 q  1 岡村  元太(2)     23.67 q
ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ 近大福山中 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中

 2 新宅    陸(3)     24.42  2 髙橋  駿介(3)     24.23 
ｼﾝﾀｸ ﾘｸ 栗原中 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 昭和北中

 3 篠崎    巧(3)     24.50  3 高田    和(3)     24.35 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中 ﾀｶﾀ ﾅｺﾞﾐ 日比崎中

 4 澤田  侑和(3)     24.78  4 原田  達也(3)     24.71 
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 広島なぎさ中

 5 逸見  勇斗(2)     24.94  5 林    千宙(3)     24.77 
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 安佐中

 6 藤井  雄大(2)     25.43  6 三村　志音(3)     25.05 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中 ﾐﾑﾗ ｼｵﾝ 福山城北中

 7 藤川  怜大(2)     25.91  7 米澤  晴惟(2)     25.11 
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ 和庄中 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中
岡田  寛人(3) 檀上翔多郎(2)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 祇園中 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 大成館中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +1.5

 1 伊藤  晃大(3)     23.93 q  1 植田  光紀(2)     23.75 q
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 吉浦中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 2 辻    泰希(3)     24.31  2 岩本  翔太(3)     23.86 q
ﾂｼﾞ ﾀｲｷ 両城中 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院中

 3 岡    俊輔(2)     24.49  3 佐藤  久遠(3)     23.98 q
ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中 ｻﾄｳ ｸｵﾝ 大塚中

 4 前田  佳人(3)     25.20  4 久保  湧人(3)     24.51 
ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾄ 八本松中 ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 矢野中
濱本龍之介(3)  5 細谷  海都(3)     24.66 
ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 広中央中 ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 伴中
北野  裕太(3)  6 菊本  悠斗(3)     24.68 
ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ 国泰寺中 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 高屋中
宇都宮里空乃心(3)  7 坂田  陽貴(2)     24.81 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾉｼﾝ 大野中 ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中
岡田    翼(2)  8 白石  玲雄(3)     25.71 
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 大野東中 ｼﾗｲｼ ﾚｵ 八本松中

共通男子

２００ｍ

予選 通過基準  7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

3  4586 3  2235

2   434 4  6252

5  4993 7  5925

8  4183 2  2381

7 13854 1 13417

1  1305 5  4181
棄権 棄権

4  1578 6  3348
棄権 棄権

6  2113 8  6286
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  7331 4  2444

6  5082 3  3823

4  1243 5  5141

5  2063 1  2383

1  1919 6  1246

7   891 8  6253

8  3590 7  1456

2  1301 2  6589
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  3732 7  2237

3  3703 4  1091

5  6378 3  1580

8  4584 5  2059

1  3374 6  1393
棄権

2    72 8  4638
棄権

4  2622 2  1278
棄権

7  2660 1  4582
棄権



[ 7組] 風速 +1.8

 1 伊木颯志朗(3)     23.91 q
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中

 2 今門  汰心(3)     24.00 
ｲﾏｶﾄﾞ ﾀｲｼﾝ 亀山中

 3 芳井    歩(3)     24.05 
ﾖｼｲ ｱﾕﾑ 府中緑ヶ丘中

 4 蕪迫  月翔(3)     24.62 
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 祇園東中

 5 重康  佑輔(3)     25.22 
ｼｹﾞﾔｽ ﾕｳｽｹ 府中市府中中
織田倫太朗(2)
ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 西条中
嘉新  速人(3)
ｶｼﾝ ﾊﾔﾄ 大成館中
影戸  史弥(3)
ｶｹﾞﾄ ﾌﾐﾔ 矢野中

風速 +0.8

 1 山口  純平(3)     23.00 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 八本松中

 2 岡村  元太(2)     23.57 
ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中

 3 伊藤  晃大(3)     23.86 
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 吉浦中

 4 伊木颯志朗(3)     23.98 
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 井口中

 5 岩本  翔太(3)     24.02 
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院中

 6 植田  光紀(2)     24.18 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 7 佐藤  久遠(3)     28.08 
ｻﾄｳ ｸｵﾝ 大塚中
住田    先(3)
ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ 近大福山中

共通男子

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   971

6  1758

3  4214

7  1340

2  7514

1  4528
棄権

5  6586
棄権

8  2058
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  4586

4  7331
棄権

5  2444

2  3732

7   971

8  1091

3  2237

1  1580



予選 7月8日 10:50
決勝 7月8日 12:15

日本中学記録(JR)                48.18 谷川　鈴扇           群  馬  邑　楽           2009/8/24   
県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    50.84 天野　伊織                   府中緑ヶ丘       2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 嘉新  速人(3)     52.28 q  1 竹内  蒼竜(3)     53.14 q
ｶｼﾝ ﾊﾔﾄ 大成館中 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 伴中

 2 谷尾    匠(3)     53.96 q  2 山内  健生(2)     53.67 q
ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ 栗原中 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 3 曽利  琉生(3)     55.37 q  3 篠崎    巧(3)     53.97 q
ｿﾘ ﾘｭｳｷ 三原第四中 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中

 4 田久保　天之助(3)     55.66  4 藤田  駿介(3)     55.60 
ﾀｸﾎﾞ ﾃﾝﾉｽｹ 福山中 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 広大福山中

 5 西川  正飛(2)     55.86  5 菊本  悠斗(3)     56.66 
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 高屋中 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 高屋中

 6 名越  拓馬(2)     56.14  6 原    拓夢(2)     57.35 
ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 八本松中 ﾊﾗ ﾀｸﾑ 七尾中

 7 吉田  有冶(3)     56.68 中川  祐哉(3)
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 河内中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ ＡＩＣＪ中
土手  淳平(3)
ﾄﾞﾃ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 向陽中

[ 3組]

 1 芳井    歩(3)     53.46 q
ﾖｼｲ ｱﾕﾑ 府中緑ヶ丘中

 2 本田  丈流(3)     53.89 q
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 井口中

 3 渡辺  理央(3)     55.54 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 五日市中

 4 森    祥真(2)     56.02 
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 県立広島中

 5 椎葉    涼(2)     56.53 
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

 6 平賀  翔夢(2)     57.99 
ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳﾏ 高美が丘中

 7 宮地  雄大(3)   1:00.11 
ﾐﾔｼﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 幸崎中

 1 芳井    歩(3)     52.55 
ﾖｼｲ ｱﾕﾑ 府中緑ヶ丘中

 2 嘉新  速人(3)     52.61 
ｶｼﾝ ﾊﾔﾄ 大成館中

 3 竹内  蒼竜(3)     52.93 
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 伴中

 4 山内  健生(2)     53.31 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 5 本田  丈流(3)     53.92 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 井口中

 6 篠崎    巧(3)     54.41 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 安佐中

 7 谷尾    匠(3)     54.61 
ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ 栗原中

 8 曽利  琉生(3)     56.36 
ｿﾘ ﾘｭｳｷ 三原第四中

3  2201

8   977

1  1243

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4214

4  6586

6  1391

4   977

6  2233

7  4997

3  1222

8  4729

2  5772

2  4846 8  1602
棄権

5  4543
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4214

1  7122 6  7303

6  4650 2  4638

7 14600 7  2455

4  6586 4  1391

3  5081 3  2201

8  5717 5  1243

共通男子

４００ｍ

予選 通過基準  3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

7  5081

2  5717



予選 7月8日 12:00
決勝 7月9日 13:00

日本中学記録(JR)              1:52.43 馬場　勇一郎         愛  知  上　郷　         2016/7/27   
県中学記録(PR)                1:55.10 児玉　大貴                   大　竹           1997/10/26  
大会記録(GR)                  1:58.60 政綱　孝之                   温　品           1992        

[ 1組] [ 2組]

 1 松田  陽太(3)   2:02.69 Q  1 竹下  仁晟(3)   2:01.84 Q
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 佐伯中 ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 亀山中

 2 竹内    望(3)   2:04.99 Q  2 野崎  昌秀(3)   2:03.49 Q
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 安佐中 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 祇園中

 3 笹木  恵斗(3)   2:06.98 q  3 濱本  零士(3)   2:08.13 q
ｻｻｷ ｹｲﾄ 阿賀中 ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 吉名中

 4 立花  一貴(3)   2:08.47  4 中村  一誠(2)   2:09.28 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ 熊野中 ﾅｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 宮浦中

 5 山本  志聞(3)   2:12.84  5 高島    廉(3)   2:11.10 
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾓﾝ 比和中 ﾀｶｼﾏ ﾚﾝ 広大東雲中

 6 段吉  遼大(2)   2:15.69  6 加藤  輝一(3)   2:12.59 
ﾀﾞﾝﾖｼ ﾘｮｳﾀ 近大福山中 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 八本松中

 7 山口  滉太(3)   2:15.81  7 平元  竣亮(3)   2:17.03 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 井口中 ﾋﾗﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 大塚中

 8 岸本  俊介(3)   2:18.91  8 宮地  雄大(3)   2:25.18 
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 安芸府中中 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 幸崎中

 9 吉田　了(2)   2:19.35 増田  伊織(3)
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 福山城北中 ﾏｽﾀﾞ ｲｵﾘ 河内中

10 河井浩太郎(3)   2:20.97 佐古  和章(3)
ｶﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ 三原第一中 ｻｺ ｶｽﾞｱｷ 甲山中
加藤  秀明(2) 三力谷勇真(3)
ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 世羅中 ﾐﾘｷﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ 五日市中

曽利  琉生(3)
ラップタイム ｿﾘ ﾘｭｳｷ 三原第四中
   400m      59.5  3462 笹木  恵斗(3)

ラップタイム
   400m      59.0  1751 竹下  仁晟(3)

[ 3組]

 1 中川  祐哉(3)   2:06.54 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ ＡＩＣＪ中

 2 木村  圭吾(3)   2:06.55 Q
ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ 府中緑ヶ丘中

 3 見川  航太(3)   2:12.44 
ﾐｶﾜ ｺｳﾀ 安浦中

 4 胡　　秋馬(3)   2:12.98 
ｴﾋﾞｽ ｼｭｳﾏ 大野中

 5 渡邊  淳平(3)   2:14.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中

 6 新家  拓弥(3)   2:14.87 
ｼﾝｹ ﾀｸﾔ 西条中

 7 長田  麗生(3)   2:15.34 
ﾅｶﾞﾀ ﾚｵ 広島学院中

 8 中村  遼太(3)   2:15.79 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 安佐中

 9 桑名  爽汰(2)   2:19.32 
ｸﾜﾅ ｿｳﾀ 広島城南中

10 源田  武蔵(3)   2:20.98 
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾑｻｼ 五日市南中
磯﨑  宏太(3)
ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾀ 大塚中
初島    光(3)
ﾊﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 修道中

ラップタイム
   400m      58.8  4213 木村  圭吾(3)

共通男子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 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

3  2563 4  1751

4  1241 3  1302

5  3462 6  6101

6  4301 10  5817

1  8231 1   791

10  7332 9  4573

2   982 7  1573

7  4191 12  5772

11  6263 2  4844
棄権

8  5623 5  6131
棄権

9  6171 8  2234
棄権 棄権

11  5717
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1602

3  4213

6  3945

8  2623

2   983

10  4511

1  1100

11  1244

9  1231

7  2264

5  1571
棄権

12   134
棄権



 1 竹下  仁晟(3)   2:00.88 
ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 亀山中

 2 松田  陽太(3)   2:02.04 
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 佐伯中

 3 野崎  昌秀(3)   2:02.99 
ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 祇園中

 4 中川  祐哉(3)   2:03.56 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ ＡＩＣＪ中

 5 濱本  零士(3)   2:04.50 
ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 吉名中

 6 笹木  恵斗(3)   2:05.02 
ｻｻｷ ｹｲﾄ 阿賀中

 7 竹内    望(3)   2:06.12 
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 安佐中

 8 木村  圭吾(3)   2:07.04 
ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ 府中緑ヶ丘中

ラップタイム
   400m      58.5  1751 竹下  仁晟(3)

共通男子

4  1602

1  6101

2  3462

8  1241

7  4213

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1751

6  2563

5  1302



予選 7月8日  9:50
決勝 7月9日  9:15

日本中学記録(JR)              8:19.14 林田　洋翔           長  崎  桜が丘           2016.10.10  
県中学記録(PR)                8:25.65 新迫　志希                   志　和           2012/10/28  
大会記録(GR)                  8:36.70 松村　元輝                   八本松           2006        

[ 1組] [ 2組]

 1 阿部  祥典(3)   8:54.07 q  1 石本  健人(3)   9:23.18 q
ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ 広島城南中 ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 甲山中

 2 山本  涼介(2)   8:54.57 q  2 吉川    響(2)   9:25.45 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高美が丘中 ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 栗原中

 3 吉本  真啓(3)   8:54.93 q  3 山田  修平(2)   9:26.29 
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 高屋中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 磯松中

 4 増田  涼太(3)   8:57.75 q  4 花岡  慶次(2)   9:27.76 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千代田中 ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 熊野中

 5 大西    陸(3)   9:06.75 q  5 角本  奨真(3)   9:32.68 
ｵｵﾆｼ ﾘｸ 広島三和中 ｶｸﾓﾄ ｼｮｳﾏ 西条中

 6 新谷紘ノ介(3)   9:08.42 q  6 有田  光希(2)   9:34.84 
ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 因島南中 ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中

 7 福田    翔(3)   9:08.81 q  7 堂脇  良介(3)   9:35.38 
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 本郷中 ﾄﾞｳﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 西条中

 8 堤    楽歩(3)   9:13.03 q  8 熊谷  幸路(3)   9:37.48 
ﾂﾂﾐ ｶﾞｸﾎ 八本松中 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷｼﾞ 安芸府中中

 9 吉田　周(3)   9:13.29 q  9 西永  拓真(2)   9:39.03 
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 廿日市中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 向陽中

10 中野  春希(3)   9:14.66 q 10 大村  嘉誉(3)   9:41.96 
ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ 坂中 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 伴中

11 黒原  優人(3)   9:15.28 q 11 木下  颯斗(3)   9:42.48 
ｸﾛﾊﾗ ﾕｳﾄ 向陽中 ｷﾉｼﾀ ﾘｸﾄ 海田中

12 高辻  正広(3)   9:16.49 q 12 中村  快成(2)   9:43.62 
ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 三原第五中 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 高屋中

13 中尾  紳二(3)   9:21.83 q 13 向井  颯来(3)   9:43.83 
ﾅｶｵ ｼﾝｼﾞ 高屋中 ﾑｶｲ ﾘｸ 口田中

14 小江  幸人(2)   9:21.97 q 14 平延  瑞基(3)   9:44.59 
ｺｴ ﾕｷﾄ 高屋中 ﾋﾗﾉﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 八本松中

15 曽我  優斗(2)   9:22.09 q 15 鈴木  大貴(2)   9:45.02 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 向陽中

16 本田  央介(3)   9:22.61 q 16 普久原遥哉(3)   9:45.03 
ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 福山城南中 ﾌｸﾊﾗ ﾊﾙﾔ 祇園東中

17 柳井  康希(3)   9:27.66 17 新宅  隼人(3)   9:45.78 
ﾔﾅｲ ｺｳｷ 大野東中 ｼﾝﾀｸ ﾊﾔﾄ 高美が丘中

18 林    和哉(3)   9:28.57 18 神垣  尚杜(3)   9:46.57 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ 西条中 ｶﾐｶﾞｷ ﾅｵﾄ 大和中

19 森田  翔斗(3)   9:32.05 19 三藤    翼(3)   9:48.98 
ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾄ 東城中 ﾐﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 口田中

20 菅原  昇真(2)   9:34.24 20 山内  聡太(3)   9:49.53 
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ 向陽中

21 福留  浩太(3)   9:35.61 21 今泉  建人(2)   9:50.17 
ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳﾀ 大成館中 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 高屋中

22 野本  賢志(3)   9:39.70 22 朝倉  康太(3)   9:50.90 
ﾉﾓﾄ ﾀｶｼ 松賀中 ｱｻｸﾗ ｺｳﾀ 大野東中

23 友村    輝(2)   9:43.10 23 前田  啓汰(2)   9:52.14 
ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 三原第五中 ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ 塩町中

24 上妻  慶太(3)   9:48.12 24 中村    彪(2)   9:54.10 
ｺｳﾂﾞﾏ ｹｲﾀ 八本松中 ﾅｶﾑﾗ ﾋｮｳ 三原第三中

25 元光辰乃輔(3)   9:48.13 25 吉田  直樹(3)   9:56.21 
ﾓﾄﾐﾂ ｼﾝﾉｽｹ 八本松中 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 府中緑ヶ丘中

26 福田    洸(2)   9:55.24 26 池田  健人(3)   9:58.44 
ﾌｸﾀﾞ ｺｳ 本郷中 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 大成館中

27 水川  裕斗(3)   9:55.38 27 大下  裕希(3)  10:00.66 
ﾐｽﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 千代田中 ｵｵｼﾀ ﾕｳｷ 西条中

28 齊藤  光志(3)   9:56.03 28 岩佐  勇希(3)  10:02.07 
ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 広島中等 ｲﾜｻ ﾕｳｷ 八本松中

29 上奥    輝(2)  10:10.12 29 加藤  聖也(3)  10:11.97 
ｳｴｵｸ ﾃﾙ 本郷中 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 西条中央中

30 福田真太朗(3)  10:15.55 上総  透央(2)
ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ 松賀中
田中  駿介(3) 井上  朝暉(3)
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 福山東中 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 矢野中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    2:57.0  3041 増田  涼太(3)   1000m    3:01.0  4515 大下  裕希(3)
  2000m    6:01.0  1214 阿部  祥典(3)   2000m    6:14.0  4309 花岡  慶次(2)

共通男子

３０００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 18 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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

30  1214 28  6134

25  4728 30  5085

31  4631 26  4688

28  3041 24  4309

26  2118 18  4512

17  5411 29  1491

21  5831 7  4514

23  4578 12  4187

20  2417 21  4558

27  4362 31  1397

16  4541 15  4242

22  5742 22  4640

18  4633 27 11942

29  4648 20  4572

14  1584 10  4556

24  6281 3  1336

8  2654 9  4723

12  4513 5  5891

7  8141 19 11946

13  5748 23  4547

11  6582 1  4647

5  4691 2  2651

6  5746 6  7993

19  4574 17  5684

棄権

10  4576 8  4211

4  5834 4  6581

1  3042 14  4515

15  6227 25  2051
棄権 棄権

3  1931 13  4577

2  5832 16  4901

9  2119 11  4705



 1 阿部  祥典(3)   9:00.35 
ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ 広島城南中

 2 中野  春希(3)   9:00.51 
ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ 坂中

 3 増田  涼太(3)   9:01.45 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千代田中

 4 吉田　周(3)   9:02.40 
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 廿日市中

 5 山本  涼介(2)   9:07.61 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高美が丘中

 6 福田    翔(3)   9:08.91 
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 本郷中

 7 吉本  真啓(3)   9:11.80 
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 高屋中

 8 新谷紘ノ介(3)   9:12.59 
ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 因島南中

 9 小江  幸人(2)   9:16.83 
ｺｴ ﾕｷﾄ 高屋中

10 中尾  紳二(3)   9:20.50 
ﾅｶｵ ｼﾝｼﾞ 高屋中

11 曽我  優斗(2)   9:20.95 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

12 石本  健人(3)   9:22.42 
ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 甲山中

13 堤    楽歩(3)   9:25.56 
ﾂﾂﾐ ｶﾞｸﾎ 八本松中

14 本田  央介(3)   9:25.75 
ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 福山城南中

15 高辻  正広(3)   9:35.03 
ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 三原第五中

16 大西    陸(3)   9:37.25 
ｵｵﾆｼ ﾘｸ 広島三和中

17 吉川    響(2)   9:37.70 
ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 栗原中
黒原  優人(3)
ｸﾛﾊﾗ ﾕｳﾄ 向陽中

ラップタイム
  1000m    2:57.0  4631 吉本  真啓(3)
  2000m    6:02.0  1214 阿部  祥典(3)

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

18  1214

11  4578

9  4362

15  3041

10  2417

17  4728

12  5831

16  4631

3  6281

7  5742

14  2118

1  5085

8  4541
棄権

13  5411

5  4648

6  4633

4  1584

2  6134



予選 7月9日 10:35
決勝 7月9日 13:20

日本中学記録(JR)                13.84 矢澤　　航           神奈川  岩　崎           2006/8/21   
県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海　田           2015/7/5    
大会記録(GR)                    14.56 福本　　廉                   海　田           2015        

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.1

 1 八木  優気(3)     15.17 q  1 木田  惣太(3)     17.72 
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中 ｷﾀﾞ ｿｳﾀ 古田中

 2 村上  怜矢(3)     17.04  2 佐義  稔基(3)     17.73 
ﾑﾗｶﾐ ﾚｲﾔ 因北中 ｻｷﾞ ﾄｼｷ 大州中

 3 高橋  昂生(2)     17.65  3 住谷  遥海(3)     18.20 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 県立広島中 ｽﾐﾔ ﾊﾙﾐ 大和中

 4 白石  玲雄(3)     17.87  4 井上  蒼也(3)     18.26 
ｼﾗｲｼ ﾚｵ 八本松中 ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ 祇園東中

 5 神垣  涼平(3)     18.70  5 平賀  全智(3)     18.31 
ｶﾐｶﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 横路中 ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ 横路中

 6 大矢  昇司(3)     20.14  6 末盛    巧(2)     18.32 
ｵｵﾔ ｼｮｳｼﾞ 加茂中 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中
難波    穣(3) 信川    瞭(3)
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｮｳ 修道中 ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +1.2

 1 賀川  翔世(3)     16.46 q  1 山田  和寿(3)     16.45 q
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 大塚中

 2 田中  琉功(3)     17.11  2 岩森    翔(2)     16.53 q
ﾀﾅｶ ﾘｸ 横路中 ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中

 3 田邊  勇貴(3)     17.27  3 池田  周哉(3)     16.89 q
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 総領中 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾔ 祇園東中

 4 橋本  裕夢(3)     17.76  4 川口　展侑(2)     16.94 q
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾑ 広島城南中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ 鷹取中

 5 木多    翔(2)     17.85  5 原    雅弥(2)     17.63 
ｷﾀﾞ ｼｮｳ 和庄中 ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中

 6 渡邊  洋希(3)     18.52  6 片山  優大(3)     18.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 仁方中 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 庄原中
橋　昂希(3)
ﾊｼ ｺｳｷ 大野中

[ 5組] 風速 +0.4

 1 畑田  航汰(3)     16.25 q
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ 大州中

 2 谷口  朝陽(2)     16.88 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中

 3 中村  亘辰(3)     17.67 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾝ 広島城南中

 4 小林　遼輝(2)     17.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 鷹取中

 5 大原  聖耶(3)     18.15 
ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾔ 井口中
齋藤  大介(3)
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 昭和北中

7  6315

3   981

2  3824
棄権

8  2624
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   527

4   135

6  1217

5  1219 3  6318

7  3592 7  4310

2  3282 2  8081

4  1392 5  1579

3  3438 6  1365

6  8276 4  1337

2   132 4  2261
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  4582 3  1342

8  3432 5  3442

7  6791 2   138

4  1001 6  1003

5  5446 8   525

6  4999 7  5896

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



風速 +1.4

 1 八木  優気(3)     15.02 
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 古田中

 2 賀川  翔世(3)     15.94 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中

 3 畑田  航汰(3)     16.09 
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ 大州中

 4 山田  和寿(3)     16.21 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 大塚中

 5 岩森    翔(2)     16.22 
ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中

 6 谷口  朝陽(2)     16.68 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 修道中

 7 川口　展侑(2)     16.86 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ 鷹取中

 8 池田  周哉(3)     17.42 
ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾔ 祇園東中

1  6318

2  1337

3  1001

5  1392

6   527

4  1579

7  1365

8   135

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月8日 14:40
決勝 7月9日 15:50

日本中学記録(JR)                42.77 白河二               福  島                   2004/8/25   
（金内・田嶋・梶・深谷）

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

大会記録(GR)                    44.31 安　佐                                        2005        
（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 大州中   522 岩本  賢吉(3)     46.09 q  1   5 五日市南中  2261 信川    瞭(3)     45.97 q
ｵｵｽﾞ ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ

  529 松尾  和真(3)  2262 山本  多聞(3)
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ

  527 畑田  航汰(3)  2266 檀上  敬彦(3)
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ

  526 竹内  悠正(3)  2265 杉井  秀斗(3)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ ｽｷﾞｲ ｼｭｳﾄ

 2   8 鷹取中  6317 丸山　凌弥(2)     46.79  2   6 福山城南中  6289 安田  竜馬(3)     46.59 
ﾀｶﾄﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

 6316 桝平　二郎(2)  6284 内橋  智哉(3)
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ ｳﾁﾊｼ ﾄﾓﾔ

 6318 川口　展侑(2)  6288 髙橋    希(3)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑ

 6315 小林　遼輝(2)  6286 児玉  蒼彩(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ ｺﾀﾞﾏ ｾｲﾔ

 3   7 広大三原中  5922 金田健太郎(3)     47.81  3   4 安佐中  1246 林    千宙(3)     47.18 
ﾋﾛﾀﾞｲﾐﾊﾗ ｶﾈﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｱｻ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ

 5925 横木  健人(3)  1243 篠崎    巧(3)
ﾖｺｷﾞ ｹﾝﾄ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ

 5923 竹之内  涼(3)  1252 原田    響(2)
ﾀｹﾉｳﾁ ﾘｮｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

 5933 福江  恵己(2)  1250 中原  雄大(2)
ﾌｸｴ ｹｲｺﾞ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ

 4   3 五日市観音中  2145 善光  涼風(3)     48.09  4   7 七尾中  2441 川本  雅敬(3)     47.27 
ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ｾﾞﾝｺｳ ｽｽﾞｶ ﾅﾅｵ ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾀｶ

 2141 佐伯  柊斗(3)  2444 岡村  元太(2)
ｻｴｷ ｼｭｳﾄ ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ

 2144 島津  ナル(3)  2455 原    拓夢(2)
ｼﾏｽﾞ ﾅﾙ ﾊﾗ ﾀｸﾑ

 2148 上野  太陸(2)  2446 久保  恒輝(2)
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ ｸﾎﾞ ｺｳｷ

 5   6 広島なぎさ中  2385 川本  圭悟(2)     48.82  5   8 大野中  2621 上本　和輝(3)     47.41 
ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ ｵｵﾉ ｳｴﾓﾄ ｶｽﾞｷ

 2386 下津    祐(2)  2630 大西　洋仁(2)
ｼﾓﾂ ﾕｳ ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾄ

 2384 宮下  晟弥(3)  2624 橋　昂希(3)
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ ﾊｼ ｺｳｷ

 2383 原田  達也(3)  2622 宇都宮里空乃心(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾉｼﾝ

  2 広大福山中  6   2 栗原中  5087 河尻  成流(1)     47.65 
ﾋﾛﾀﾞｲﾌｸﾔﾏ 棄権 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｼﾞﾘ ﾅﾙ

 5082 新宅    陸(3)
ｼﾝﾀｸ ﾘｸ

 5086 黒飛  了一(2)
ｸﾛﾄﾋﾞ ﾘｮｳｲﾁ

 5081 谷尾    匠(3)
ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ

  4 五日市中  7   3 広中央中  3382 小山内勇舞(3)     48.61 
ｲﾂｶｲﾁ 棄権 ﾋﾛﾁｭｳｵｳ ｵｻﾅｲ ﾕｳﾒ

 3374 濱本龍之介(3)
ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

 3383 中舛  貴洋(3)
ﾅｶﾏｽ ﾀｶﾋﾛ

 3379 藤田  栄樹(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｷ

共通男子
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予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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   5 安芸府中中  4182 神田  拓海(3)     46.36 q  1   4 祇園中  1305 三浦  大輝(3)     46.26 q
ｱｷﾌﾁｭｳ ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ ｷﾞｵﾝ ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

 4181 中村    慧(3)  1301 岡田  寛人(3)
ﾅｶﾑﾗ ｹｲ ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ

 4198 石本  涼太(2)  1304 板倉  向志(3)
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ

 4199 大野呂幸祐(2)  1303 井町慶太郎(3)
ｵｵﾉﾛ ｺｳｽｹ ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ

 2   2 県立広島中  4999 高橋  昂生(2)     47.86  2   3 矢野中 12083 畠山  稜也(2)     46.79 
ｹﾝﾘﾂﾋﾛｼﾏ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ ﾔﾉ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ

 4993 黒岩    舜(3)  2063 澤田  侑和(3)
ｸﾛｲﾜ ｼｭﾝ ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ

 4996 徳永  颯太(3)  2066 畠山  太一(3)
ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳﾀ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ

 4998 半田  大貴(2)  2059 久保  湧人(3)
ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ

 3   8 長江中  5057 布袋屋怜旺(2)     47.97  3   5 江田島中  4391 窪　大輝(3)     47.35 
ﾅｶﾞｴ ﾎﾃｲﾔ ﾚｵ ｴﾀｼﾞﾏ ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ

 5053 吉原  瑠生(3)  4394 滝田　怜(2)
ﾖｼﾊﾗ ﾙｲ ﾀｷﾀ ｻﾄﾙ

 5060 松本  朋也(2)  4393 江口　颯哉(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ

 5051 佐藤  拓馬(3)  4392 宮本　拓実(3)
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ

 4   3 広島学院中  1105 樋口  貴輝(3)     48.36  4   6 因北中  5454 藤原  翔一(2)     47.42 
ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ ｲﾝﾎｸ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ

 1091 岩本  翔太(3)  5446 村上  怜矢(3)
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾚｲﾔ

 1106 山﨑  滉大(3)  5442 木梨  俊哉(3)
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ ｷﾅｼ ﾄｼﾔ

 1115 鎌田  雄吾(2)  5441 大出    翔(3)
ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ ｵｵﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ

 5   4 府中緑ヶ丘中  4214 芳井    歩(3)     48.54  5   2 白岳中  3341 井下  航晴(3)     47.64 
ﾌﾁｭｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾖｼｲ ｱﾕﾑ ｼﾗﾀｹ ｲﾉｼﾀ ｺｳｾｲ

 4217 桑野  哉汰(2)  3349 北恵  志童(3)
ｸﾜﾉ ｶﾅﾀ ｷﾀｴ ｼﾄﾞｳ

 4219 一原  佳史(2)  3345 小島  大和(3)
ｲﾁﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ

 4216 垣内  優真(2)  3348 田村  駿介(3)
ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

 6   6 福山城北中  6264 的場　武流(2)     48.60  6   7 高西中  5232 樋口  拓海(3)     48.01 
ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾏﾄﾊﾞ ﾀｹﾙ ﾀｶﾆｼ ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾐ

 6252 齋藤　陸翔(3)  5234 上田  直弥(3)
ｻｲﾄｳ ﾘｸﾄ ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾔ

 6255 豊崎　陽央(2)  5233 山本  耕史(3)
ﾄﾖｻｷ ﾖｳ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

 6253 三村　志音(3)  5231 髙橋    輝(3)
ﾐﾑﾗ ｼｵﾝ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ

 7   7 川尻中  3925 得田  泰圭(2)     49.89  7   8 長束中  1452 三浦  勇輝(3)     48.27 
ｶﾜｼﾞﾘ ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾞﾂｶ ﾐｳﾗ ﾕｳｷ

 3911 岩田  楽也(3)  1451 福庭  涼平(3)
ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾔ ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ

 3926 吉本  直輝(2)  1461 村上  剣都(2)
ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ

 3912 梶岡    翔(3)  1456 米澤  晴惟(2)
ｶｼﾞｵｶ ｼｮｳ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ



[ 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   5 祇園東中  1341 森政  和也(3)     46.15 q  1   4 大塚中  1579 山田  和寿(3)     45.35 q
ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾏｻ ｶｽﾞﾔ ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

 1335 岩原  凜都(3)  1580 佐藤  久遠(3)
ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ ｻﾄｳ ｸｵﾝ

 1340 蕪迫  月翔(3)  1591 中田  大智(2)
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ

 1332 岩田  朋樹(3)  1578 花山  颯汰(3)
ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ

 2   4 伴中  1393 細谷  海都(3)     47.25  2   5 井口中   976 長尾  玲生(3)     46.45 q
ﾄﾓ ﾎｿﾔ ｶｲﾄ ｲﾉｸﾁ ﾅｶﾞｵ ﾚｵ

 1391 竹内  蒼竜(3)   971 伊木颯志朗(3)
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ ｲｷ ｿｳｼﾛｳ

 1392 賀川  翔世(3)   972 齋藤    聖(3)
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ ｻｲﾄｳ ｼｮｳ

 1394 西崎  智哉(3)   977 本田  丈流(3)
ﾆｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ

 3   6 昭和北中  3848 坂本    新(2)     47.79  3   6 広島城北中   438 中    龍馬(3)     47.39 
ｼｮｳﾜｷﾀ ｻｶﾓﾄ ｱﾗﾀ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾅｶ ﾘｮｳﾏ

13854 溜畑  侑大(2)   434 橋本  慈温(3)
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ

 3825 髙田  佳祐(2)   437 坂本  昌大(3)
ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

 3823 髙橋  駿介(3)   447 山内  優慈(3)
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ

 4   7 広島城南中  1211 酒井    翼(3)     47.96  4   3 翠町中   588 緒嶋  愛大(3)     47.86 
ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｵｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ

 1222 椎葉    涼(2)   590 香川  翔哉(2)
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ

 1217 中村  亘辰(3)   589 江角  悠人(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾝ ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ

 1212 流森  信治(3)   587 木川  孝俊(3)
ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ

 5   8 両城中  3725 高濱  大地(2)     48.49  5   7 安浦中  3945 見川  航太(3)     48.27 
ﾘｮｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾔｽｳﾗ ﾐｶﾜ ｺｳﾀ

 3703 辻    泰希(3)  3947 米田  斗真(3)
ﾂｼﾞ ﾀｲｷ ﾖﾈﾀﾞ ﾄｳﾏ

 3708 山本  和樹(3)  3942 里岡  優太(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｻﾄｵｶ ﾕｳﾀ

 3701 佐藤  秀勇(3)  3944 藤原  温大(3)
ｻﾄｳ ｼｭｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ

 6   2 上下中  7578 和田  直也(3)     48.71  6   2 広島三和中  2115 門田  桐治(2)     48.50 
ｼﾞｮｳｹﾞ ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ

 7572 佐々木友也(3)  2113 上野  温斗(2)
ｻｻｷ ﾄﾓﾔ ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ

 7575 奥中  武蔵(3)  2114 中村  光希(2)
ｵｸﾅｶ ﾑｻｼ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ

 7574 西本  悠馬(3)  2117 川室慧太郎(1)
ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ

 7   1 三原第三中  5696 柏    大地(3)     48.87  7   1 宇品中   671 野村  彰吾(3)     48.66 
ﾐﾊﾗﾀﾞｲｻﾝ ｶｼﾜ ﾀﾞｲﾁ ｳｼﾞﾅ ﾉﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

 5704 森田  康登(2)   681 粟野  宙歩(2)
ﾓﾘﾀ ﾔｽﾄ ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ

 5695 秋山  邦享(3)   678 菅原  翔太(2)
ｱｷﾔﾏ ｸﾆﾕｷ ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

 5700 尾崎  侑也(2)   673 櫻井真奈斗(3)
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾔ ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ

 8   3 誠之中  6852 平野  竜人(3)     49.02  8   8 西条中  4530 三宅  佑毅(2)     48.82 
ｾｲｼ ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾄ ｻｲｼﾞｮｳ ﾐﾔｹ ﾕｳｷ

 6858 後藤  颯汰(3)  4519 高見  昌弥(3)
ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ ﾀｶﾐ ﾏｻﾔ

 6857 山口  紘太(3)  4528 織田倫太朗(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

 6855 平川  真尋(3)  4532 神原  伶音(2)
ﾋﾗｶﾜ ﾏﾋﾛ ｶﾐﾊﾗ ﾚｵﾝ



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   4 八本松中  4582 白石  玲雄(3)     46.31 q
ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ｼﾗｲｼ ﾚｵ

 4586 山口  純平(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

 4584 前田  佳人(3)
ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾄ

 4585 藤村  太一(3)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲﾁ

 2   5 古田中  1005 濵本  睦基(2)     46.64 
ﾌﾙﾀ ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ

 1001 八木  優気(3)
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ

 1006 栗栖  光稀(2)
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ

 1002 杉原  哲平(3)
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ

 3   2 高屋中  4639 山藤  伽威(3)     48.46 
ﾀｶﾔ ｻﾝﾄｳ ｶﾑｲ

 4641 二神  翔雅(2)
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ

 4650 西川  正飛(2)
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ

 4638 菊本  悠斗(3)
ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ

 4   6 口田中  1925 堀江  敬太(2)     48.77 
ｸﾁﾀ ﾎﾘｴ ｹｲﾀ

 1919 逸見  勇斗(2)
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ

11945 田尾  大翔(3)
ﾀｵ ﾋﾛﾄ

11948 坂田  祥汰(3)
ｻｶﾀ ｼｮｳﾀ

 5   3 和庄中  3581 金子脩一郎(3)     48.91 
ﾜｼｮｳ ｶﾈｺ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

 3592 木多    翔(2)
ｷﾀﾞ ｼｮｳ

 3586 濵中  優馬(3)
ﾊﾏﾅｶ ﾕｳﾏ

 3590 藤川  怜大(2)
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ

 6   7 横路中 13460 加藤  凛成(1)     50.40 
ﾖｺﾛ ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ

 3438 田中  琉功(3)
ﾀﾅｶ ﾘｸ

 3440 中川    凌(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ

 3442 平賀  全智(3)
ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ

 7   1 修道中   142 花原  悠太(2)     52.45 
ｼｭｳﾄﾞｳ ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ

  139 松岡    剛(2)
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ

  138 末盛    巧(2)
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ

  141 柳田  悠喜(2)
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ

  8 甲山中  6140 髙橋  光輝(2)
ｺｳｻﾞﾝ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 失格

 6132 高藤    直(3) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ
ﾀｶﾌｼﾞ ﾅｵ

 6136 新宅  昂大(3)
ｼﾝﾀｸ ｺｳﾀﾞｲ

 6133 西田  千孝(3)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   6 大塚中  1579 山田  和寿(3)     45.14 
ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

 1580 佐藤  久遠(3)
ｻﾄｳ ｸｵﾝ

 1591 中田  大智(2)
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ

 1578 花山  颯汰(3)
ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ

 2   5 五日市南中  2261 信川    瞭(3)     45.68 
ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ

 2262 山本  多聞(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ

 2266 檀上  敬彦(3)
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ

 2265 杉井  秀斗(3)
ｽｷﾞｲ ｼｭｳﾄ

 3   3 大州中   522 岩本  賢吉(3)     45.81 
ｵｵｽﾞ ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ

  529 松尾  和真(3)
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ

  527 畑田  航汰(3)
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳﾀ

  526 竹内  悠正(3)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ

 4   8 祇園中  1305 三浦  大輝(3)     45.87 
ｷﾞｵﾝ ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ

 1301 岡田  寛人(3)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ

 1304 板倉  向志(3)
ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ

 1303 井町慶太郎(3)
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ

 5   1 安芸府中中  4182 神田  拓海(3)     45.93 
ｱｷﾌﾁｭｳ ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

 4181 中村    慧(3)
ﾅｶﾑﾗ ｹｲ

 4183 山田康太朗(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

 4198 石本  涼太(2)
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

 6   2 井口中   976 長尾  玲生(3)     46.07 
ｲﾉｸﾁ ﾅｶﾞｵ ﾚｵ

  971 伊木颯志朗(3)
ｲｷ ｿｳｼﾛｳ

  972 齋藤    聖(3)
ｻｲﾄｳ ｼｮｳ

  977 本田  丈流(3)
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ

 7   7 八本松中  4582 白石  玲雄(3)     46.17 
ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ｼﾗｲｼ ﾚｵ

 4586 山口  純平(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

 4584 前田  佳人(3)
ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾄ

 4585 藤村  太一(3)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲﾁ

 8   4 祇園東中  1341 森政  和也(3)     46.59 
ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾏｻ ｶｽﾞﾔ

 1335 岩原  凜都(3)
ｲﾜﾊﾗ ﾘﾋﾄ

 1340 蕪迫  月翔(3)
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ

 1332 岩田  朋樹(3)
ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ

決勝



決勝 7月8日 10:30

日本中学記録(JR)                 2.10 境田  裕之           北海道  春光台           1996/11/2   
県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.96 多賀　　満                   美鈴が丘         1989        

1m88
杉原  哲平(3) - - - - - o o o xo o
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 古田中 xxx
北野  裕太(3) - - - - - o xxo o o xo
ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ 国泰寺中 xxx
森本  昇悟(3) - - - - o o xxx
ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 熊野東中
小林  祐大(3) o o o o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 神辺西中
櫻井真奈斗(3) - - o o xo xxx
ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 宇品中
白玖  颯汰(2) o o xo xxo xo xxx
ﾊｸ ｿｳﾀ 福山城西中
栗栖  光稀(2) - o o o xxx
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中
久保  湧人(3) - - o xxx
ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 矢野中
村上  歩夢(2) o xxo xo xxx
ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾑ 因北中・尾道
黒岩    舜(3) - o xxo xxx
ｸﾛｲﾜ ｼｭﾝ 県立広島中
二神  翔雅(2) o o xxx
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 高屋中
林    亮雅(3) o xxx
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 大州中
橋　昂希(3) xo xxx
ﾊｼ ｺｳｷ 大野中
原    颯飛(3) - - - xxx 記録なし
ﾊﾗ ﾊﾔﾄ 熊野中
ショウタイラー(3) 棄権
ｼｮｳ ﾀｲﾗｰ 国泰寺中
安田  竜馬(3) 棄権
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 福山城南中
齋藤  大介(3) 棄権
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 昭和北中

9  3824

10  4303

6    73

7  6289

9 8  5455
 1.60

10 2  4993
 1.60

11 3  4641
 1.55

12 5   528
 1.50

13 1  2624
 1.50

   72
 1.85

3 15  4341
 1.73

4 12  7274
 1.70

7 4  1006
 1.65

8 11  2059
 1.60

共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73 1m76 1m79 1m82 1m85

記録

5 14   673
 1.70

6 13  6891
 1.70

備考

1 17  1002
 1.85

2 16



決勝 7月8日 10:30

日本中学記録(JR)                 4.92 笹瀬　弘樹           静  岡  新　居           2004/10/17  
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   
大会記録(GR)                     4.20 小森　紘一                   黒　瀬           1999        

3m90 4m00 4m30
綾    大心(3) - - - - - - - - - -
ｱﾔ ﾀﾞｲｼﾝ 近大東広島中 - xo xxx
山本  大貴(2) - - - o o xxo xxo xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 近大東広島中
山本  晃幹(3) - o o o xo xxx
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾏｻ 砂谷中
小山  湧太(3) - - - o xo xxx
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 井口中
横町  陸空(3) - o o o xxx
ﾖｺﾏﾁ ﾘｸ 河内中
伊藤  生真(3) - xxo o o xxx
ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 井口中
和手  航大(2) o xxo xxx
ﾜﾃ ｺｳﾀ 井口中
金清  敦至(3) o xxx
ｶﾈｷﾖ ｱﾂｼ 広島城南中
中原    蓮(3) xxx 記録なし
ﾅｶﾊﾗ ﾚﾝ 伴中
溝尾  涼介(2) xxx 記録なし
ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 広島城南中

 2.60

8 6  1220
 2.40

2  1227

 4.00

2 9  4971
 3.50

3 7  2356
 3.20

 3.20

5 5  4845
 3.00

6 4   979
 3.00

3m40 3m50 3m60 3m70 3m80
記録 備考

共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m40 2m60 2m80 3m00 3m20

3 8   975

1  1396

1 10  4962

7 3   988



決勝 7月8日 12:30

日本中学記録(JR)                 7.40 和田　晃輝           大  阪  楠葉西           2016./9/18  
県中学記録(PR)                   7.03 小土居英昭                   十日市           1994/7/10   
大会記録(GR)                     7.03 小土井英昭                   十日市           1994        

 ３回の
 最高記録

檀上  敬彦(3)   6.02   6.10   6.05    6.10   6.24   6.08   6.21    6.24 
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ 五日市南中   +1.3   +1.3   +1.4    +1.3   +1.0   +1.1   +0.6    +1.0
井町慶太郎(3)   5.72   6.00   6.06    6.06   6.01   5.88   6.20    6.20 
ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 祇園中   +0.5   +0.4   +0.8    +0.8   +1.2   +1.3   +0.3    +0.3
中村  京右(3)   5.79   5.87   5.71    5.87   5.70   5.98   5.96    5.98 
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ ＡＩＣＪ中   +1.3   +0.7   +1.6    +0.7   +1.1   +1.7   +0.6    +1.7
岩本  賢吉(3)    x   5.95    x    5.95    x    x   5.85    5.95 
ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 大州中   +0.5    +0.5   +0.9    +0.5
江口　颯哉(2)   5.90   5.94   5.77    5.94   5.70    x   5.89    5.94 
ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 江田島中   +1.6   +1.6   +0.7    +1.6   +0.5   +0.9    +1.6
谷尾    匠(3)    o    x   5.80    5.80    x    x   5.92    5.92 
ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ 栗原中   +1.1    +1.1   +0.6    +0.6
藤田  駿介(3)    x   5.84    x    5.84   5.41   5.84   5.87    5.87 
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 広大福山中   +0.6    +0.6   +0.1   +0.9   +0.1    +0.1
窪　大輝(3)   5.54   5.79   5.53    5.79   5.85   5.70   5.73    5.85 
ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ 江田島中   +0.8   +1.4   +1.5    +1.4   +0.1   +0.9   +0.8    +0.1
松本  朋也(2)   5.53    x   5.76    5.76    5.76 
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 長江中   +0.4   +0.3    +0.3    +0.3
砂田  春冬(3)   5.74   5.56   5.74    5.74    5.74 
ｽﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大和中   +1.2   +0.6   +1.3    +1.2    +1.2
田村  駿介(3)   5.73    x   5.63    5.73    5.73 
ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 白岳中   +0.7   +0.9    +0.7    +0.7
中脇  志祐(3)    x   5.54   5.73    5.73    5.73 
ﾅｶﾜｷ ｼｭｳ 県立広島中   +0.9   +0.4    +0.4    +0.4
藤原  翔一(2)   5.72    o   5.27    5.72    5.72 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 因北中・尾道   +0.9   +1.9    +0.9    +0.9
金子脩一郎(3)   5.49   5.69   5.64    5.69    5.69 
ｶﾈｺ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 和庄中   +0.6   +1.4    0.0    +1.4    +1.4
齋藤    聖(3)   5.68   5.59   5.55    5.68    5.68 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 井口中   +0.8   +0.8    0.0    +0.8    +0.8
本田  丈流(3)   5.66    o    o    5.66    5.66 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 井口中   +0.8    +0.8    +0.8
佐伯  柊斗(3)    x   5.48    o    5.48    5.48 
ｻｴｷ ｼｭｳﾄ 五日市観音中   +0.4    +0.4    +0.4
西口    空(3)   5.38   5.45    o    5.45    5.45 
ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 温品中   +1.3   +0.7    +0.7    +0.7
西崎  智哉(3)   5.30    x    o    5.30    5.30 
ﾆｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 伴中   +1.0    +1.0    +1.0
大田  健人(3)    o    o    o 記録なし
ｵｵﾀ ﾀｹﾄ 温品中
山本  多聞(3)    -    -    - 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 五日市南中

10 1  5897

11 20  3348

12 7  4991

13 3  5454

4   254

15  2262

14 21  3581

15 9   972

16 17   977

17 8  2141

18 6   253

19 2  1394

4 18   522

5 16  4393

6 10  5081

7 14  7303

8 5  4391

9 11  5060

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 13  2266

2 19  1303

3 12  1601

共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 7月9日 13:30

日本中学記録(JR)                17.85 奥村　仁志           福  井  和泉大野         2115/10/3   
県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   
大会記録(GR)                    14.91 大地　智也                   祇園東           2016.6.26   

 ３回の
 最高記録

迫田  力哉(3)
ｻｺﾀﾞ ﾘｷﾔ 瀬野川中
櫻井真奈斗(3)
ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 宇品中
松重  安真(3)
ﾏﾂｼｹﾞ ﾔｽﾏｻ 広島中等
中村  翔太(3)
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 宮浦中
流森  信治(3)
ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 広島城南中
寺口  廉也(2)
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 古田中
中村  一達(2)
ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾀﾂ 安佐中
溝田    響(3)
ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 戸山中
本安  真人(3)
ﾓﾄﾔｽ ﾏｻﾄ 福山城西中
大村将太郎(3)
ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 福山城南中
後藤  優誠(3)
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｾｲ 瀬野川中
大出    翔(3)
ｵｵﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 因北中
吉森  公紀(2)
ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ 河内中
岡本    学(3)
ｵｶﾓﾄ ｶﾞｸ 宇品中
島谷  楓馬(3)
ｼﾏﾀﾆ ｿｳﾏ 尾道吉和中
砂田  翔吾(3)
ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 吉田中
平野  竜人(3)
ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾄ 誠之中
未谷  友陽(3)
ﾋﾂｼﾞﾔ ﾕｳﾋ 尾道吉和中
佐々木  諒(3) 棄権
ｻｻｷ ﾘｮｳ 東原中
乾    孝成(3) 棄権
ｲﾇｲ ﾀｶﾅﾘ 近大東広島中

共通男子

砲丸投 (5.00kg)

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 20  1961
 13.61  13.41  13.59   13.61  13.63  13.89  13.60  13.89 

2 19   673
 13.31  12.90  12.59   13.31  12.45  13.02  13.50  13.50 

3 14  1932
 10.12  10.36   9.70   10.36  10.83  11.30    x  11.30 

4 16  5807
 10.99  10.94  10.83   10.99  11.18  11.15  10.63  11.18 

5 18  1212
   x  10.14  10.12   10.14  10.60  10.66  10.84  10.84 

6 13  1007
 10.36  10.68  10.26   10.68  10.32  10.81    x  10.81 

7 10  1251
  9.18   9.84    x    9.84   9.79  10.16  10.40  10.40 

8 17  1362
 10.05  10.28   9.69   10.28    x   8.72    x  10.28 

9 7  6885
  9.60   8.73   8.62    9.60   9.60 

10 11  6290
  9.36   9.37   9.58    9.58   9.58 

11 6  1964
  8.96   8.90   9.51    9.51   9.51 

12 8  5441
  9.08   9.36   9.24    9.36   9.36 

13 5  4848
  8.76   8.75   9.24    9.24   9.24 

14 3   674
  8.65   9.01   9.19    9.19   9.19 

15 9  5114
  8.96   9.06   8.70    9.06   9.06 

16 12  3112
  8.90   8.88    o    8.90   8.90 

17 1  6852
  8.84   8.84   8.87    8.87   8.87 

15  4964

18 4  5112
  8.47   8.55   8.25    8.55   8.55 

2  1552



第１日目 2017/ 7/ 8
第２日目 2017/ 7/ 9

日本中学記録(JR)                 3054 中村　　仁           兵  庫  播磨南           2004/8/23   
県中学記録(PR)                   2818 角田　祥基                   五月が丘         2011/8/7    
大会記録(GR)                     2520 溝上　　翼                   井　口           2004        

賀川  翔世(3) 15.97(+1.2)       10.12        1.58       57.79   2169    1
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中     736     493     449     491
平賀  全智(3) 17.05(+1.2)        8.37        1.50       58.17   1874    2
ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ 横路中     619     388     389     478
田中  琉功(3) 17.30(+1.2)        8.46        1.40       57.30   1814    3
ﾀﾅｶ ﾘｸ 横路中     593     394     317     510
信川    瞭(3) DNS DNS DNS 棄権
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中

決勝 7月8日  9:40

日本中学記録(JR)                13.84 矢澤　　航           神奈川  岩　崎           2006/8/21   
県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海　田           2015/7/5    
大会記録(GR)                    14.56 福本　　廉                   海　田           2015        

風速 +1.2

 1 賀川  翔世(3)     15.97 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中

 2 平賀  全智(3)     17.05 
ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ 横路中

 3 田中  琉功(3)     17.30 
ﾀﾅｶ ﾘｸ 横路中
信川    瞭(3)
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中

決勝 7月8日 12:00

日本中学記録(JR)                17.85 奥村　仁志           福  井  和泉大野         2115/10/3   
県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   
大会記録(GR)                    14.91 大地　智也                   祇園東           2016.6.26   

賀川  翔世(3)  10.12 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中    493
田中  琉功(3)   8.46 
ﾀﾅｶ ﾘｸ 横路中    394
平賀  全智(3)   8.37 
ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ 横路中    388
信川    瞭(3) 棄権
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中

共通男子

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 １１０ｍＨ 砲丸投 走高跳 ４００ｍ
総合

順位 備考
得点

 1392

 3442

 3438

 2261

記録／備考

3  2261

6  3438
593

5  2261
棄権

記録 備考

1 4  1392
  9.87  10.03  10.12

2 1  3438
  8.37   8.46   8.43

共通男子四種

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

4  1392
736

3

3 2  3442
  8.23   8.37   8.12

氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 3442
619

共通男子四種

１１０ｍＨ(91.4cm/9.14m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 7月9日 11:00

日本中学記録(JR)                 2.10 境田  裕之           北海道  春光台           1996/11/2   
県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.96 多賀　　満                   美鈴が丘         1989        

賀川  翔世(3)  1.58
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中   449
平賀  全智(3)  1.50
ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ 横路中   389
田中  琉功(3)  1.40
ﾀﾅｶ ﾘｸ 横路中   317
信川    瞭(3) 棄権
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 五日市南中

決勝 7月9日 14:40

日本中学記録(JR)                48.18 谷川　鈴扇           群  馬  邑　楽           2009/8/24   
県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    50.84 天野　伊織                   府中緑ヶ丘       2015        

 1 田中  琉功(3)     57.30 
ﾀﾅｶ ﾘｸ 横路中

 2 賀川  翔世(3)     57.79 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 伴中

 3 平賀  全智(3)     58.17 
ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄﾓ 横路中 478

共通男子四種

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  3438
510

4  1392
491

5  3442

共通男子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64 記録 備考
1 4  1392

- - o o o o xxo xxx

2 2  3442
- - o o xo xxx

3 1  3438
- o xo xxx

3  2261


