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ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ ｲｼｵ ﾐﾅﾐ

1 13 福田　大翔(6) 石内南ＳＫＲＣ 1 24 石尾　海波(4) 石内南ＳＫＲＣ

ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｶﾜﾃ ｺｳ

2 17 隅田　健一郎(5) 石内南ＳＫＲＣ 2 12 川手　皓生(4) 広島ＪｒＯＣ

ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｼﾏ ｿｳｼ

3 9 小田　翔太(5) 広島ＪｒＯＣ 3 7 松島　壮史(5) 広島ＪｒＯＣ

ｻｶﾀ ｿｳﾏ ｼﾏｽﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ

4 36 坂田　颯磨(6) ＣＨＡＳＫＩ 4 21 島津　純聖(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ

5 43 奥芝　晟正(5) ＣＨＡＳＫＩ 5 30 石口　魁星(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

6 1 六拾部　翔太(6) 広島ＪｒＯＣ 6 23 吉川　広大(5) 石内南ＳＫＲＣ

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾓﾝ ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ

7 15 原田　亜門(6) 石内南ＳＫＲＣ 7 16 正木　翔太(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ

8 14 辻本　倫太郎(6) 石内南ＳＫＲＣ 8 32 中間　太一(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｾｲ ｻｻｷ ｼｭﾘ

9 37 杉本　大惺(6) ＣＨＡＳＫＩ 9 19 佐々木　珠倫(5) 石内南ＳＫＲＣ

ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ

10 29 鷲頭　慶士(6) ＣＨＡＳＫＩ 10 5 吉岡　大知(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝﾄ ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ

11 31 村上　蓮斗(6) ＣＨＡＳＫＩ 11 6 迫野　裕一(6) 広島ＪｒＯＣ

ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

12 50 河本　陸(6) 可部ＡＣ 12 34 小泉　侑大(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｼﾐｽﾞ ｿﾗ ﾎﾗｵ ｿﾗｷ

13 18 清水　爽良(4) 石内南ＳＫＲＣ 13 52 平尾　宙暉(5) 可部ＡＣ
ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ ｲﾏﾐﾔ ﾋﾅﾀ

14 8 植田　瑛稀(5) 広島ＪｒＯＣ 14 40 今宮　日向(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ ｿﾈ ﾘｭｳｽｹ

15 4 河面　柊哉(6) 広島ＪｒＯＣ 15 20 曽根　隆祐(5) 石内南ＳＫＲＣ

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾜｷｻｶ ﾕｳﾀ

1 10 吉本　悠晃(5) 広島ＪｒＯＣ 1 53 脇坂　勇汰(5) 可部ＡＣ
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｷﾖﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ

2 41 池田　京右(5) ＣＨＡＳＫＩ 2 2 清永　虎太郎(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾑｶｲﾊﾀ ｼｮｳﾀ ﾏﾙﾓ ｹｲｼ

3 11 向井畑　翔太(4) 広島ＪｒＯＣ 3 56 丸茂　圭史(6) 中野東陸上
ﾆｺｵﾘ ﾕｳﾄ ｻﾄﾅｶ ｴｲﾄ

4 28 錦織　由翔(6) ＣＨＡＳＫＩ 4 38 里中　瑛人(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｶｾﾔﾏ ﾀｸ ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾉﾘ

5 44 忰山　逞(4) ＣＨＡＳＫＩ 5 48 藤井　啓徳(6) 芸北道場
ｶﾐﾔｽ ﾅｵﾄ ﾀｶﾊｼ ﾘﾓﾝ

6 54 上安　直人(5) 可部ＡＣ 6 60 高橋　凛門(4) 中野東陸上
ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳﾏ

7 39 森下　昂輝(6) ＣＨＡＳＫＩ 7 61 濱本　秀馬(4) 中野東陸上
ｲﾄｳ ｿｳﾏ ﾌｼﾞｲ ﾕｷﾉﾘ

8 55 伊藤　聡真(4) 可部ＡＣ 8 49 藤井　千徳(4) 芸北道場
ｶﾐﾄﾞｲ ﾕｳﾔ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

9 33 上土井　雄哉(6) ＣＨＡＳＫＩ 9 42 小川　大貴(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ｵﾊﾗ ﾚｵ

10 46 田中　雄也(4) ＣＨＡＳＫＩ 10 58 小原　礼生(5) 中野東陸上
ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳﾄ ｲｼﾅﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

11 35 高山　周大(6) ＣＨＡＳＫＩ 11 25 石那田　響(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾊﾔｼ ﾚｲﾄ ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾊﾙ

12 51 林　麗斗(5) 可部ＡＣ 12 26 平山　智悠(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾂｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺ

13 22 辻本　淳之介(5) 石内南ＳＫＲＣ 13 27 蔵重　優琥(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ ｵﾂｼﾞ ｺｳｼﾛｳ

14 3 古中　陸人(6) 広島ＪｒＯＣ 14 45 尾辻　皇士郎(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｺｲｽﾞﾐ ｲｯｼﾝ

15 47 小泉　壱心(4) ＣＨＡＳＫＩ
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｸﾘﾀ ｷｲﾁﾛｳ

1 3041 増田　涼太(3) 千代田中 1 12088 栗田喜一郎(2) 矢野中
ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳﾀ ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

2 6582 福留　浩太(3) 大成館中 2 2953 西本みずき(1) 芸北中
ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ

3 6109 濱本　零士(3) 吉名中 3 12085 多田　勇斗(2) 矢野中
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ ｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

4 1584 曽我　優斗(2) 大塚中 4 2078 志田　凌平(2) 矢野中
ｱﾘﾀ ｺｳｷ ﾌｼﾞﾀ ｲﾍｲ

5 1491 有田　光希(2) 高取北中 5 532 藤田　唯平(2) 大州中
ﾐｽﾞｶﾜ ﾕｳﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ

6 3042 水川　裕斗(3) 千代田中 6 1224 宮本　浩騎(2) 城南中
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ

7 2172 児玉　懸生(2) 五月が丘中 7 1297 石堂　壮真(1) 安西中
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ

8 2152 横田優太朗(2) 五日市観音中 8 1237 瀧本　唯月(1) 城南中
ｸﾜﾅ ｿｳﾀ ｷｼ ﾘｮｳﾀ

9 1231 桑名　爽汰(2) 城南中 9 1582 岸　　亮太(2) 大塚中
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ

10 2287 吉屋　佑晟(2) 五日市南中 10 1559 谷口　成実(2) 東原中
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ ｵｵﾊﾀ ｺｳｾｲ

11 2151 倉本　　健(2) 五日市観音中 11 12084 大畑　　恒晴(2) 矢野中
ﾁｬｷ ﾀｲﾁ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹﾙ

12 1558 茶木　太一(2) 東原中 12 3051 小笠原　丈(2) 千代田中
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ

13 2156 吉川颯也翔(2) 五日市観音中 13 75 山本　貫太(2) 国泰寺中
ﾐｶﾜ ﾋﾛﾑ ﾓﾄｷ ｱｻﾋ

14 3050 見川　弘武(2) 千代田中 14 539 元木　朝陽(1) 大州中
ｶｼﾞｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

15 2071 梶川康太郎(2) 矢野中 15 534 辻本倫太郎(1) 大州中
ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾏ ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ

16 3061 泉　翔真(3) 千代田中 16 1592 別所　　岳(1) 大塚中
ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ ｶｻｲ ｼｮｳﾀ

17 2272 荒井　秀太(2) 五日市南中 17 533 笠井　翔太(1) 大州中
ﾕｷ ｹﾝｺﾞ ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ

18 2076 湯木　健午(2) 矢野中 18 990 吉本　　武(2) 井口中
ｲｼﾅｶ ｺｳｷ ﾔﾏﾜｷ ﾀｲﾗ

19 2070 石中　航喜(2) 矢野中 19 2954 山脇　　平(1) 芸北中
ﾓﾘ ﾕｳﾋ ｵｷﾉ ﾌｳｶﾞ

20 1585 森　　優飛(2) 大塚中 20 1412 沖野　鳳冴(1) 伴中
ﾀｷﾓﾄ ｶｲﾄ ﾅｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ

21 1229 瀧本　海人(2) 城南中 21 12090 中元　源太(2) 矢野中
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ ﾅｶﾉ ｶｲﾄ

22 1912 岡田　　峻(1) 口田中 22 11933 中野　海音(2) 口田中
ﾑﾛ ｺｳｽｹ ﾊﾗ ｹｲﾀ

23 1561 室　　公輔(2) 東原中 23 1907 原　　慶汰(1) 口田中
ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ ｽﾐﾀﾞ ｹﾝﾀ

24 1410 中植　公佑(1) 伴中 24 1921 住田　健太(2) 口田中
ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ ｽﾅﾊﾗ ｶｲｼｭｳ

25 2075 古本　圭佑(2) 矢野中 25 3052 砂原　海舟(2) 千代田中
ｳﾒﾅｶ ﾘｮｳ ｲｿｻﾞｷ ｿｳﾀ

26 1225 梅中　　了(2) 城南中 26 11607 磯﨑　奏太(1) 大塚中
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ ﾏｷｵ ﾄﾓｷ

27 2148 上野　太陸(2) 五日市観音中 27 1557 槇尾　友貴(2) 東原中
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ

28 12080 熊谷　悠哉(2) 矢野中
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
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ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙ ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ

1 293 徳永　　晴(2) 戸坂中 1 12302 本祥　　岳(1) 五日市南中
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾀｶｷﾞ ﾕｳ

2 535 中本　悠斗(1) 大州中 2 1414 高木　悠宇(1) 伴中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾓﾘｼﾀ ﾅﾙ

3 1929 渡部　祐大(2) 口田中 3 1564 森下　七琉(2) 東原中
ｶｲ ﾀｸｼ ｶﾜﾃ ﾕｳ

4 2176 甲斐大駆志(2) 五月が丘中 4 2147 川手　悠生(2) 五日市観音中

ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ

5 1583 山川　大地(2) 大塚中 5 1406 谷口　翔真(2) 伴中
ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ ﾋﾗｲ ﾀｲｶﾞ

6 11242 竹広　駿佑(1) 城南中 6 537 平井　彪雅(1) 大州中
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ ﾀｸﾜ ﾊﾔﾄ

7 79 新門　功基(1) 国泰寺中 7 12089 多久和  隼(2) 矢野中
ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

8 74 大室　　仁(2) 国泰寺中 8 1923 田中　佑都(2) 口田中
ｽｴﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾏ

9 2072 末中　皓大(2) 矢野中 9 996 髙原統央真(1) 井口中
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛｷ

10 1287 香川　建樹(1) 安西中 10 11303 端場　大稀(1) 安西中
ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ

11 1276 加藤　実徳(2) 安西中 11 1566 弘中　良英(1) 東原中
ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

12 1560 村上　修友(2) 東原中 12 2952 近藤　和弥(1) 芸北中
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｶﾄｳ ｹｲﾄ

13 2149 小林　奏太(2) 五日市観音中 13 1408 加藤　圭斗(1) 伴中
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ ｲｼﾓﾄ ﾕｳｷ

14 11571 川上　聖晴(1) 東原中 14 1407 石本　勇葵(2) 伴中
ｳｼｵ ﾋﾛﾄｼ ｼｹﾞﾐ ｿﾗ

15 985 牛尾　洋寿(2) 井口中 15 1405 重見　　空(2) 伴中
ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ ﾆｲ ﾅｵﾄ

16 11570 尾上　大河(1) 東原中 16 1239 仁井　直人(1) 城南中
ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾔﾏｼﾞ ｷﾞﾝﾀ

17 12097 面田　拓海(1) 矢野中 17 540 山道　銀太(1) 大州中
ﾓﾘ ｹｲ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

18 11573 森　　　渓(1) 東原中 18 12092 吉田　政弘(1) 矢野中
ｻｶｴﾀﾞ ﾚｲﾄ ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ

19 3057 榮田　玲斗(1) 千代田中 19 2951 後藤　正樹(1) 芸北中
ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳﾄ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

20 1402 島川　竜乙(2) 伴中 20 538 溝口　朋希(1) 大州中
ｻｲﾄｳ ｵｳｶﾞ ﾌｶｲ ｼﾝｽｹ

21 1403 齋藤　央雅(2) 伴中 21 2957 深井　進介(1) 芸北中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ

22 991 近藤　仁志(1) 井口中 22 1902 向敷　和真(1) 口田中
ﾆｲﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

23 2074 二井本大輝(2) 矢野中 23 3916 山口　大和(2) オリンピアプラス

ﾓﾘﾓﾄ ｲｵ ﾌｼﾞｲ ﾕｳ

24 12091 森本　唯央(1) 矢野中 24 3621 藤井　優(中2) 中野東陸上
ｵｶｻﾞｷ ｼﾞﾝ ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ

25 3053 岡崎　　仁(2) 千代田中 25 12307 有光　直輝(1) 五日市南中
ｵｵﾀ ｹｲｼ ｻﾜﾔ ﾖｳｼｭﾝ

26 302 大田　恵士(1) 戸坂中 26 3622 澤屋　陽春(中2) 中野東陸上
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂﾔ ﾔｽﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

27 1565 早川　律哉(1) 東原中 27 3919 安田　嶺二(2) オリンピアプラス



中学男子3000m

広島県記録(PR)          8:25.65   新迫　志希(志和中)                    2012.10.28 12月2日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



高校・一般男子5000m

広島県記録(PR)          13:15.44  チャールズ・ディランゴ(世羅高)        2011.10.21
広島県記録(PR)          13:29.11  鎧坂　哲哉(明治大)                    2011.9.13 12月2日 15:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾁｬﾔ ｺｳｿﾞｳ

1 2144 茶屋　孝三 大竹市陸協
ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ

2 5664 佐伯　遼祐 山口県庁
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛｷ

3 3487 若月　浩貴 福山市陸協
ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ

4 162 竹平　奏太(2) 上下高
ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

5 1883 森元　憲治 マツダＡＣ
ﾓﾘ ﾋﾛﾔｽ

6 1882 森　浩康 マツダＡＣ
ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ

7 3485 髙橋　陽介 福山市陸協
ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ

8 468 佐藤　哲朗 広大樟柳クラブ

ｶﾝﾀﾞ ﾃﾙｵ

9 1891 神田　輝夫 マツダＡＣ
ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

10 3864 岡本　直征 オリンピアプラス

ｽｺｲ ｼｹﾞﾙ

11 503 須古井　茂 西日本シティ銀行

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



高校・一般男子10000m

広島県記録(PR)          27:44.30  鎧坂　哲哉(明治大)                    201.7.29 12月2日 16:15 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ

1 5654 廣永　拓男 山口県庁
ｲｹｶﾞﾐ　ｱﾂｼ

2 1968 池上　享志 広島市陸協

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝



小学女子800m

広島県記録(PR)          2:26.74   湯淺　茉那美(熊野陸上)                2011.10.23 12月2日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾈ ﾁｻ ｺｳﾉ ｱｲﾘ

1 2 山根　知紗(6) 広島ＪｒＯＣ 1 3 河野　愛莉(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾑﾗｶﾜ ﾒｲ ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ

2 12 村川　芽生(6) 石内南ＳＫＲＣ 2 23 當具　里菜(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｲﾀｵｶ ﾕｳﾅ ｺﾔﾏ ﾚﾅ

3 60 板岡　侑花(6) 仁方小 3 29 小山　玲奈(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾌｼﾐ ｱｵｲ ｵｵｼﾞ ﾏｲ

4 13 伏見　藍衣(6) 石内南ＳＫＲＣ 4 9 大路　未依(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾙｶ

5 14 高野　心晴(6) 石内南ＳＫＲＣ 5 19 別所　はるか(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞ ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ

6 33 忰山　渚(6) ＣＨＡＳＫＩ 6 36 胡　結菜(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ

7 20 田淵　咲良(5) 石内南ＳＫＲＣ 7 42 増原　優羽(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ ｷｼﾀﾞ ﾄｱ

8 4 藤井　悠乃(6) 広島ＪｒＯＣ 8 22 岸田　とあ(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｿﾈ ｺﾊﾙ ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ

9 15 曽根　心春(6) 石内南ＳＫＲＣ 9 43 窪　和奏(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ

10 1 前田　椎名(6) 広島ＪｒＯＣ 10 41 高山　奏(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀｶﾊﾞ ｼｭﾘ ﾐﾂﾔﾏ ｱﾔ

11 21 高場　朱里(5) 石内南ＳＫＲＣ 11 5 満山　彩那(6) 広島ＪｒＯＣ

ｷﾉﾑﾗ ﾅﾅ ｼﾏﾂﾞ ｲﾄﾊ

12 7 木野村　菜那(5) 広島ＪｒＯＣ 12 16 島津　純葉(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ ｵﾂｼﾞ ｻﾗ

13 39 浦川　侑莉(6) ＣＨＡＳＫＩ 13 34 尾辻　沙菜(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ｺﾔﾏ ﾚｲ

14 18 阪本　瑞季(5) 石内南ＳＫＲＣ 14 28 小山　玲依(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ ﾀﾅｶ ｻﾔ

15 35 中山　羽菜(6) ＣＨＡＳＫＩ 15 27 田中　佐弥(4) 石内南ＳＫＲＣ

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾗﾏｷ ﾋﾅ ｴﾉｷ ﾓﾓｶ

1 40 荒巻　日菜(6) ＣＨＡＳＫＩ 1 53 榎　萌花(5) 可部ＡＣ
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅﾐ ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ

2 48 森川　みなみ(4) ＣＨＡＳＫＩ 2 17 阪本　遥望(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｷｸﾁ ｶﾅ ﾋｶﾞｼ ﾅﾙﾐ

3 11 菊地　佳奈(4) 広島ＪｒＯＣ 3 8 東　成美(5) 広島ＪｒＯＣ

ｶｷﾞﾓﾄ ﾋｶﾘ ｴﾉｷ ｻｸﾗ

4 30 鍵本　光里(4) 石内南ＳＫＲＣ 4 52 榎　咲花(5) 可部ＡＣ
ﾅｶﾀ ﾐｱｲ ﾀｲ ﾐﾕｶ

5 37 中田　深愛(6) ＣＨＡＳＫＩ 5 38 田井　美優果(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ ﾆｲﾐ ﾎﾏﾚ

6 25 小林　琉衣(5) 石内南ＳＫＲＣ 6 54 新見　帆愛怜(6) 中野東陸上
ｵﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｶｼﾊﾗ ｻｸﾗ

7 31 小田　ちひろ(4) 石内南ＳＫＲＣ 7 51 柏原　桜花(5) 芸北道場
ﾊｾﾞﾓﾄ ｱﾐ ｵﾊﾗ ﾒｲ

8 45 櫨本　愛珠(4) ＣＨＡＳＫＩ 8 56 藤井　芽依(5) 中野東陸上
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ ﾄﾉｳ ｶｵﾙ

9 24 松元　彩音(5) 石内南ＳＫＲＣ 9 57 戸能　香織(4) 中野東陸上
ﾀｹﾁ ﾐﾅﾐ ｼﾅｶﾞﾜ ﾕﾘ

10 49 武智　陽美(4) ＣＨＡＳＫＩ 10 44 品川　侑璃(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾏﾂｼﾏ ｶﾚﾝ ﾔﾏﾄ ﾁﾅﾂ

11 46 松島　花恋(4) ＣＨＡＳＫＩ 11 6 大和　千夏(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾅﾗｻｷ ﾐﾉﾘ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾘ

12 26 楢崎　実愛(5) 石内南ＳＫＲＣ 12 55 大森　朱楓(5) 中野東陸上
ﾓﾘ ﾕｳ ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ

13 10 森　優羽(4) 広島ＪｒＯＣ 13 32 平田　暖乃(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｽｷﾞﾉ ﾌﾐｶ ﾋﾀﾉ ｴﾅ

14 50 杉野　史華(4) ＣＨＡＳＫＩ 14 47 平野　笑愛(4) ＣＨＡＳＫＩ



小学女子800m

広島県記録(PR)          2:26.74   湯淺　茉那美(熊野陸上)                2011.10.23 12月2日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



中学女子3000m

広島県記録(PR)          9:24.52   亀高　純子(志和中)                    1989.5.3 12月2日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ ﾊﾔｶﾜ ｾｲﾗ

1 73 谷本　七星(3) 国泰寺中 1 1307 早川　星来(3) 祇園中
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ ｶｷﾊﾗ ﾅﾂﾈ

2 1721 福永　楓花(3) 可部中 2 2059 柿原　夏音(2) 矢野中
ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ ﾖｼｻﾞｷ ｽﾐｶ

3 2658 川本　莉子(3) 大野東中 3 2122 吉崎　純夏(2) 三和中
ﾄｸﾗ ｴｲﾅ ｿﾈ ｶﾅﾃﾞ

4 3342 戸倉　瑛菜(中3) 呉市体協 4 1551 曽根　　奏(1) 東原中
ｳｴｶﾜ ｱｵｲ ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ

5 1393 上川　蒼生(3) 伴中 5 1309 福田　遥叶(2) 祇園中
ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ ｵｶﾄﾞ ﾕﾅ

6 1395 森脇　千尋(3) 伴中 6 2123 岡戸　柚奈(2) 三和中
ｱﾙﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ ｵｵﾆｼ ﾋｶﾙ

7 2274 有光　葉月(1) 五日市南中 7 1392 大西ひかる(3) 伴中
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ ｼﾏ ﾕｲﾅ

8 1394 山縣　寧々(3) 伴中 8 1234 島　　唯菜(1) 城南中
ｶｼﾊﾗ ｱｲｶ ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ

9 2961 柏原　明華(2) 芸北中 9 1585 隅田　美羽(1) 大塚中
ｶﾜｳﾁ ｴﾅ ﾐﾅﾘ ｼｭｳ

10 3053 河内　愛奈(2) 千代田中 10 2066 實成　珠羽(2) 矢野中
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶ

11 2121 西田　愛唯(2) 三和中 11 1316 澤田　藍花(1) 祇園中
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ ﾆｼ ﾓｴｶ

12 1308 西園　萌花(2) 祇園中 12 2067 西　　萌風(2) 矢野中
ﾀｹﾓﾄ ｻｸﾗ ｶﾜｸﾎﾞ ｻﾅ

13 6583 竹本さくら(2) 大成館中 13 675 川久保紗南(2) 宇品中
ｶｼﾞｵｶ ﾅﾅ ｵﾔﾏ ｻｸﾗｺ

14 3464 梶岡　奈々(中3) 呉市体協 14 674 小山　桜子(2) 宇品中
ｺｳﾉ ｻｷ ﾀｹﾀﾞ ﾘﾘｶ

15 3582 河野　咲季(中2) 呉市体協 15 1238 竹田莉里花(1) 城南中
ﾉｼﾏ ｶｵﾘ ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ

16 3062 野嶋　香里(1) 千代田中 16 1235 田邊　莉奈(1) 城南中
ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ ｵｵﾂｶ ﾘﾝｺ

17 3470 小倉　叶華(中2) 呉市体協 17 2071 大塚　倫子(1) 矢野中
ｷﾑﾗ ﾕｷﾉ ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ

18 2124 木村祐紀乃(1) 三和中 18 11751 竹本菜乃花(1) 可部中
ｵｵﾉ ｻｸﾗ ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ

19 3058 大野　桜花(1) 千代田中 19 1741 小櫻　綾音(1) 可部中
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

20 1906 品川　風花(2) 口田中 20 2070 西田　美月(1) 矢野中
ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ ﾋﾗﾉ ﾕｲﾄ

21 75 脇坂千香子(3) 国泰寺中 21 2073 平野　由翔(1) 矢野中
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ ｵｵｵｶ ｱﾕｶ

22 1401 中村ひなた(2) 伴中 22 1317 大岡愛友花(1) 祇園中
ﾀｻｷ ﾙｶ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾉ

23 2125 田﨑　瑠花(1) 三和中 23 88 吉村　春乃(1) 国泰寺中
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ ｻｴｷ ﾊﾙﾅ

24 1908 宮崎　愛花(2) 口田中 24 1903 佐伯　春菜(1) 口田中
ｲﾜﾀ ﾕｲｶ ﾐﾉ ﾓｴ

25 1277 岩田　唯花(2) 安西中 25 1586 美濃　もえ(1) 大塚中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾈ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ

26 1224 近藤　遊音(2) 城南中 26 1402 中村ひより(2) 伴中
ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｶ

27 1904 河口　葵音(1) 口田中 27 3052 西田　晴香(2) 千代田中



中学女子3000m

広島県記録(PR)          9:24.52   亀高　純子(志和中)                    1989.5.3 12月2日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲﾅﾀﾞ ﾕｷ

1 981 稲田　優紀(2) 井口中 1
ｶﾒﾀﾞ ﾐﾐｱ

2 1403 亀田夢望明(2) 伴中 2
ｽｶﾞﾑﾗ ﾘｵ

3 1318 菅村　梨央(1) 祇園中 3
ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ

4 1901 田原　綾乃(1) 口田中 4
ﾅｶﾂｼﾞ ﾕﾐ

5 1580 中辻　優美(2) 大塚中 5
ｻｶｲ ｱﾔﾈ

6 538 坂井　采音(1) 大州中 6
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｺﾞﾐ

7 534 山口なごみ(2) 大州中 7
ｶﾔ ﾏｷ

8 530 賀谷　眞妃(2) 大州中 8
ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ

9 1588 松木　七海(1) 大塚中
ﾖｼﾑﾗ ﾊﾅ

10 1405 吉村　花菜(1) 伴中
ﾌｼﾞｲ ﾐｵ

11 2962 藤井　美緒(2) 芸北中
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ

12 1583 松本　樹奈(1) 大塚中
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾉﾘ

13 2061 山村　美徳(2) 矢野中
ｵﾊﾗ ﾒｸﾞ

14 2069 小原　芽久(1) 矢野中
ｻﾀｹ ﾕｷﾉ

15 2074 佐竹　幸乃(1) 矢野中
ﾓﾘｻﾀﾞ ﾊﾙ

16 78 森貞　　温(2) 国泰寺中
ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ

17 84 瀧本菜々子(1) 国泰寺中
ﾐﾔｹ ﾊﾙ

18 87 三宅　　晴(1) 国泰寺中
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ

19 80 横山ななみ(2) 国泰寺中
ｵﾄﾍﾞ ｻｸﾗ

20 529 乙部　　櫻(2) 大州中
ﾉﾏ ｱｲﾘ

21 978 野間　愛莉(2) 井口中
ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙｺ

22 1406 山本　馨子(1) 伴中
ｵｶ ﾜｶﾅ

23 536 岡　　羽奏(1) 大州中
ﾄﾞｳｶﾝ ﾐﾕｷ

24 1587 堂官みゆき(1) 大塚中
ｾﾗ ｻｴｺ

25 83 世羅佐江子(1) 国泰寺中
ﾌｶｲ ｻﾄﾐ

26 2963 深井　聡美(2) 芸北中

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



高校・一般女子3000m

広島県記録(PR)          8:53.28   スーサン・ワイリム(世羅高)            2009.7.11
広島県記録(PR)          8:57.37   原　万理子(ダイイチ)                  1993.6.27 12月2日 15:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｱｻﾀﾞ ﾐﾅ

1 101 淺田　美菜 エディオン
ｵｸﾞﾗ ﾒｲ

2 1009 小倉　女依(1) 市立呉高
ﾆｼ ﾅﾂﾎ

3 113 西　捺帆 エディオン
ﾖｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

4 1245 吉原　萌(1) 基町高
ｼﾓﾑｶｲ ﾐｷ

5 906 下向　実季 ＡＳフクヤマ

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



高校・一般女子5000m

広島県記録(PR)          15:14.46  ウィンフリーダ・ケバソ(デオデオ)      2006.5.27
広島県記録(PR)          15:15.16  小鳥田　貴子(デオデオ)                2003.6.8 12月2日 15:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾆｼｶﾜ ﾁﾊﾙ

1 577 西川　千遥(3) 清水ヶ丘高

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝


