
決勝 11月5日 10:30

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    

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.7

 1 由元  孝汰(1)     13.01  1 日浦  稜太(1)     13.26 
ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ 大塚中 ﾋｳﾗ ﾘｮｳﾀ 高取北中

 2 柳楽  茉光(2)     13.26  2 大石  忠輝(1)     13.30 
ﾅｷﾞﾗ ﾏﾋﾛ 城山北中 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中

 3 柳田  悠喜(2)     13.37  3 德山  雄大(2)     13.72 
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 修道中 ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾀ 五日市南中

 4 下司  佳亮(2)     13.57  4 川内  悠太(1)     14.21 
ｼﾓｼﾞ ﾖｼｱｷ 高取北中 ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ 瀬野川中

 5 小田  幹太(1)     14.06  5 昇    晴紀(2)     14.23 
ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ 五日市観音中 ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾙｷ 五日市観音中

 6 新井  泰貴(2)     14.15  6 井上  慧人(1)     14.44 
ｱﾗｲ ﾀｲｷ 温品中 ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ 祇園東中
市山  玲音(2) 藤尾    薫(2)
ｲﾁﾔﾏ ﾚｵﾝ 温品中 ﾌｼﾞｵ ｶｵﾙ 伴中
山本  智也(1) 鈴川  千春(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ 温品中 ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.7

 1 安田  瑛太(1)     13.53  1 岩本  桜良(1)     13.81 
ﾔｽﾀﾞ ｴｲﾀ 五日市南中 ｲﾜﾓﾄ ｵｳﾗ 広島城南中

 2 今岡  陽稀(1)     13.74  2 寺田  真希(1)     13.97 
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 安西中

 3 廣本  大和(2)     13.92  3 渡辺  悠人(1)     14.08 
ﾋﾛﾓﾄ ﾔﾏﾄ 広島学院中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 4 櫻谷    稜(1)     13.95  4 近藤    匠(1)     14.34 
ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 長束中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 祇園東中

 5 宍戸  鴻太(1)     13.98  5 和田  優二(1)     14.47 
ｼｼﾄﾞ ｺｳﾀ 広島学院中 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 五日市中

 6 高島凜多朗(1)     14.14  6 磯谷  悠悟(2)     14.74 
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中 ｲｿﾀﾆ ﾕｳｺﾞ 安佐中

 7 杉田  伶央(1)     14.81  7 中村  健人(1)     15.75 
ｽｷﾞﾀ ﾚｵ 五日市観音中 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾄ 温品中

 8 田方  流星(2)     15.30 沖野  愛翔(1)
ﾀｶﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 五日市観音中 ｵｷﾉ ﾏﾅﾄ 温品中

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速  0.0

 1 黒谷  相太(1)     13.87  1 藤井  祐輔(1)     13.80 
ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ 広島城北中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 大塚中

 2 福間  晃遥(2)     13.93  2 中村康太郎(1)     13.82 
ﾌｸﾏ ｺｳﾖｳ 城山北中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中

 3 矢部  翔梧(1)     14.65  3 村井  四季(1)     14.41 
ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中 ﾑﾗｲ ｼｷ 五日市中

 4 荻野  克樹(2)     14.77  4 德丸丈侍朗(2)     14.80 
ｵｷﾞﾉ ｶﾂｷ 高取北中 ﾄｸﾏﾙ ｼﾞｮｳｼﾞﾛｳ 可部中

 5 藤井  竜聖(1)     15.48  5 西本  陸祐(1)     14.91 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 広島城南中 ﾆｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 広島なぎさ中
野村  修平(1) 大下  冬夢(1)
ﾉﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 安西中 ｵｵｼﾀ ﾄｳﾑ 翠町中
小谷  泰生(1) 井上    颯(1)
ｺﾀﾆ ﾀｲｾｲ 可部中 ｲﾉｳｴ ｿｳ 可部中
室木  佑斗(1) 西村    凌(1)
ﾑﾛｷ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 祇園東中

[ 7組] 風速 +0.7 [ 8組] 風速  0.0

 1 末吉  和樹(1)     13.71  1 友田  凌雅(1)     14.19 
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中 ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 瀬野川中

 2 栗栖虎太郎(2)     14.10  2 中村  遼真(1)     14.22 
ｸﾘｽ ｺﾀﾛｳ 広島城北中 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 高取北中

 3 佐伯  凜夜(1)     14.39  3 今口健太郎(1)     14.85 
ｻｲｷ ﾘﾝﾔ 亀山中 ｲﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 口田中

 4 東丸  一輝(1)     14.77  4 中嶋  和希(2)     15.36 
ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ 安佐中 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 可部中

 5 原口  知樹(2)     14.84  5 濵畑  晴輝(1)     15.87 
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 広島学院中 ﾊﾏﾊﾀ ﾊﾙｷ 可部中
山本  輝星(1)  6 村上  右京(1)     16.21 
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗ 大塚中 ﾑﾗｶﾐ ｳｷｮｳ 祇園東中
中野  陸斗(1) 松井  琢磨(1)
ﾅｶﾉ ﾘｸﾄ 宇品中 ﾏﾂｲ ﾀｸﾏ 大塚中
奥本  友祐(2) 堂本  凌汰(1)
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ 城山北中 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 安佐中棄権 棄権

棄権 棄権
5  1518 5  1261

棄権
3   697 1  1598

1 11605 8 11367

7  1112 3 11753

6  1260 4  1739

2  1768 7  1903

8   458 6  1485

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   692 2 11992

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

棄権 棄権
7 11604 8 11369

棄権 失格
4  1749 3 11751

2 11300 5   603

5  1236 1  2391

6  1492 4  1743

8 12291 2  2244

1  1515 7  1597

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   439 6 11602

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6  2155 5   267

2  2161 6   266

1 12093 4  1248

3  1119 2  2238

5  1466 7 11365

8  1111 8  1596

4  1256 1  1284

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7 12301 3 11241

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

棄権 棄権
8   277 5  1259

5   263 1  1400

3   260 8 11361

7  2162 3  2168

2  1493 2  1986

4   141 7  2278

6  1516 4  1257

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1595 6  1487

二部男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] 風速 +0.5 [ 10組] 風速 +0.1

 1 木本  悠斗(1)     14.74  1 宝川    真(1)     15.24 
ｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 高取北中 ﾀｶﾗｶﾞﾜ ｼﾝ 安西中

 2 鈴木  輝人(1)     15.00  2 藤本  泰成(1)     15.74 
ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 大塚中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 可部中

 3 土田    樹(1)     15.08  3 大磯  康平(1)     15.95 
ﾂﾁﾀﾞ ｲﾂｷ 安佐南中 ｵｵｲｿ ｺｳﾍｲ 庚午中

 4 谷口　航輝(1)     15.11  4 梶本  大瑚(1)     16.02 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｷ 広島中等 ｶｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 安西中

 5 井上  颯也(1)     15.19  5 酒井  樹彪(2)     16.18 
ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ 戸坂中 ｻｶｲ ｼﾞｭｱﾔ 五日市南中

 6 竹本憲二郎(1)     15.23  6 藤原  幸矢(1)     16.58 
ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 広島城北中 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷﾔ 広島城南中
飯束彰吾朗(1) 大越  奏音(1)
ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳｺﾞﾛｳ 広島中等 ｵｵｺﾞｼ ｶﾅﾄ 城山中
岡    宗斉(1)
ｵｶ ｿｳｻｲ 城山北中

[ 11組] 風速 +0.1 [ 12組] 風速 -0.3

 1 戸谷    天(1)     13.73  1 川口  航生(1)     14.23 
ﾄﾀﾞﾆ ｿﾗ 温品中 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 安西中

 2 駒井  亮平(1)     15.29  2 永宗    蓮(2)     14.59 
ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中 ﾅｶﾞﾑﾈ ﾚﾝ 瀬野川中

 3 川崎壮一郎(1)     15.45  3 荒野  友喜(2)     14.81 
ｶﾜｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 庚午中 ｱﾗﾉ ﾄﾓｷ 己斐上中

 4 安田  優吾(1)     15.60  4 金津凜太郎(1)     16.21 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 安西中 ｶﾅﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 庚午中

 5 川根  悠暉(1)     15.71  5 片山  毅彦(1)     18.92 
ｶﾜﾈ ﾊﾙｷ 五日市中 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 安西中

 6 藤本聡一郎(2)     16.07 奥  明斗志(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 安佐中 ｵｸ ｱｷﾄｼ 江波中

 7 垣本  直輝(1)     18.23 高松  竜生(1)
ｶｷﾓﾄ ﾅｵｷ 可部中 ﾀｶﾏﾂ ﾘｭｳｲ 日浦中
樫迫  勇斗(1)
ｶｼｻｺ ﾊﾔﾄ 広島学院中

[ 13組] 風速 +0.6

 1 萩原  聖己(2)     13.15 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 二葉中

 2 早川    樹(1)     14.51 
ﾊﾔｶﾜ ｲﾂｷ 日浦中

 3 奥田  夢陽(2)     14.79 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾋ 己斐上中

 4 石川  晴揮(1)     17.50 
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ 古田中
宮宇地宗佑(1)
ﾐﾔｳﾁ ｿｳ 江波中
才野    尊(2)
ｻｲﾉ ﾐｺﾄ 安西中
山根  颯碁(1)
ﾔﾏﾈ ｿｳｺﾞ 日浦中

   1 由元  孝汰(1) 大塚中     13.01 (-1.3)   1   1
   2 萩原  聖己(2) 二葉中     13.15 (+0.6)  13   1
   3 日浦  稜太(1) 高取北中     13.26 (-0.7)   2   1
   3 柳楽  茉光(2) 城山北中     13.26 (-1.3)   1   2
   5 大石  忠輝(1) 安佐中     13.30 (-0.7)   2   2
   6 柳田  悠喜(2) 修道中     13.37 (-1.3)   1   3
   7 安田  瑛太(1) 五日市南中     13.53 (0.0)   3   1
   8 下司  佳亮(2) 高取北中     13.57 (-1.3)   1   4
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備考記録（風） 組 順位
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  346
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

4  1820
棄権

タイムレース

2   129
棄権
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棄権

6  1034

7  1020

記録／備考
8   346

5  1819

棄権
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棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

失格
3 11754 8  1817
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順 ﾚｰﾝ
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棄権
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8   306 8  2276
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No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1483 6  1292

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



決勝 11月5日 10:00

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  

風速 -0.3

 1 安東  優作(2)     28.54 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 広島城南中

 2 甲斐  大幹(1)     30.06 
ｶｲ ﾋﾛｷ 宇品中

 3 高橋  昂己(1)     31.04 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高取北中
中野  偉雄(1)
ﾅｶﾉ ｲｵ 古田中

決勝 11月5日 11:20

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  

 1 枝松  拓真(2)   2:15.91 
ｴﾀﾞﾏﾂ ﾀｸﾏ 観音中

 2 湊    琉稀(1)   2:33.89 
ﾐﾅﾄ ﾘｭｳｷ 観音中

 3 下家  一斗(1)   2:34.97 
ｼﾓｲｴ ｶｽﾞﾄ 高陽中

 4 京山  太陽(1)   2:35.32 
ｷｮｳﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 高陽中

 5 荒川  朋久(1)   2:36.05 
ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 高陽中

ラップタイム
   400m    1:07.5   887 枝松  拓真(2)

二部男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1230

4   688

6  1484

3  1016
棄権

二部男子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   887

1   895

4  1666

3  1668

5  1667



決勝 11月4日 14:05

県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
広島市中学記録(CR)            4:00.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/8/9    

[ 1組] [ 2組]

 1 熊谷  悠哉(2)   4:42.86  1 岡田    峻(1)   4:46.79 
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ 矢野中 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中

 2 住田  健太(2)   4:44.03  2 和泉  皓士(2)   4:48.07 
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝﾀ 口田中 ｲｽﾞﾐ ｺｳｼ 観音中

 3 松元    翔(2)   4:45.31  3 瀧本  唯月(1)   4:53.94 
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 広島三和中 ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ 広島城南中

 4 栗田喜一郎(2)   4:48.10  4 香川  建樹(1)   4:55.16 
ｸﾘﾀ ｷｲﾁﾛｳ 矢野中 ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 安西中

 5 多田  勇斗(2)   4:49.05  5 中元  源太(2)   5:01.47 
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ﾅｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 矢野中

 6 吉野  帆高(2)   4:50.22  6 面田  拓海(1)   5:03.69 
ﾖｼﾉ ﾎﾀｶ 広島学院中 ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢野中

 7 梅中    了(2)   4:52.07  7 磯﨑  奏太(1)   5:04.61 
ｳﾒﾅｶ ﾘｮｳ 広島城南中 ｲｿｻﾞｷ ｶﾅﾀ 大塚中

 8 尾上  大河(1)   4:55.34  8 榊    寛人(2)   5:06.74 
ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 東原中 ｻｶｷ ﾋﾛﾄ 祇園東中

 9 原    慶汰(1)   4:55.37  9 島川  竜乙(2)   5:11.16 
ﾊﾗ ｹｲﾀ 口田中 ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳﾄ 伴中

10 川手  悠生(2)   4:56.50 10 森本  唯央(1)   5:11.66 
ｶﾜﾃ ﾕｳ 五日市観音中 ﾓﾘﾓﾄ ｲｵ 矢野中

11 岸    亮太(2)   4:56.69 11 森      渓(1)   5:12.01 
ｷｼ ﾘｮｳﾀ 大塚中 ﾓﾘ ｹｲ 東原中

12 宮本  浩騎(2)   4:57.54 12 小林  奏太(2)   5:15.84 
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 広島城南中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 五日市観音中

13 志田  凌平(2)   5:00.73 13 二井本大輝(2)   5:18.12 
ｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 矢野中 ﾆｲﾓﾄ ﾋﾛｷ 矢野中

14 末中  皓大(2)   5:02.72 14 多久和  隼(2)   5:18.47 
ｽｴﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 矢野中 ﾀｸﾜ ﾊﾔﾄ 矢野中

15 澤屋  陽春(2)   5:03.98 15 小田  周汰(2)   5:27.01 
ｻﾜﾔ ﾖｳｼｭﾝ 瀬野川中 ｵﾀﾞ ｼｭｳﾀ 長束中

16 宇野  康平(1)   5:05.06 16 重見    空(2)   5:28.71 
ｳﾉ ｺｳﾍｲ 可部中 ｼｹﾞﾐ ｿﾗ 伴中

17 佐々木瑠偉(2)   5:05.23 17 田中  佑都(2)   5:48.59 
ｻｻｷ ﾙｲ 広島学院中 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 口田中

18 新門  功基(1)   5:07.61 枝松  拓真(2)
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾀｸﾏ 観音中

19 別所    岳(1)   5:12.07 谷口  翔真(2)
ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 大塚中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 伴中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:12.3  2147 川手  悠生(2)    400m    1:07.1  1349 榊    寛人(2)
   800m    2:30.0 12080 熊谷  悠哉(2)    800m    2:25.0   887 枝松  拓真(2)
  1200m    3:50.0   〃     〃   1200m    3:44.5   〃     〃 

二部男子

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
19 12080 12  1912

8  1921 19   884

15  2121 15  1237

14 12088 18  1287

16 12085 14 12090

18  1113 9 12097

12  1225 13 11607

10 11570 5  1349

7  1907 11  1402

6  2147 4 12091

2  1582 3 11573

1  1224 6  2149

13  2078 1  2074

4  2072 8 12089

17  1973 16  1458

3  1748 7  1405

5  1108 2  1923

9    79 17   887

棄権

失格
11  1592 10  1406



[ 3組] [ 4組]

 1 本祥    岳(1)   5:03.68  1 竹広  駿佑(1)   5:11.10 
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ 五日市南中 ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 広島城南中

 2 牛尾  洋寿(2)   5:06.79  2 高畦  颯馬(2)   5:25.14 
ｳｼｵ ﾋﾛﾄｼ 井口中 ﾀｶｱｾﾞ ｿｳﾏ 五日市南中

 3 尾方  杏丞(1)   5:07.26  3 藤本    翼(1)   5:25.31 
ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 修道中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 瀬野川中

 4 加藤  圭斗(1)   5:08.00  4 村上  天真(1)   5:28.04 
ｶﾄｳ ｹｲﾄ 伴中 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾝﾏ 高取北中

 5 森下  七琉(2)   5:08.44  5 倉敷直太朗(2)   5:30.38 
ﾓﾘｼﾀ ﾅﾙ 東原中 ｸﾗｼｷ ﾅｵﾀﾛｳ 五日市南中

 6 村上  修友(2)   5:09.28  6 端場  大稀(1)   5:33.41 
ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 東原中 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛｷ 安西中

 7 高木  悠宇(1)   5:12.87  7 岡野  草太(1)   5:34.20 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳ 伴中 ｵｶﾉ ｿｳﾀ 五日市南中

 8 竹村  陽人(1)   5:13.42  8 服部  壮真(1)   5:50.78 
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ 広島三和中 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 祇園東中

 9 山川  大地(2)   5:15.33  9 奥村  侑生(2)   5:50.94 
ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 大塚中 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｾｲ 広島城北中

10 早川  律哉(1)   5:16.47 10 小林  篤広(1)   5:51.15 
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂﾔ 東原中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾋﾛ 温品中

11 宮本  悠慎(1)   5:21.98 11 森    優太(1)   5:51.23 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 戸坂中 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 安西中

12 山中  孝真(1)   5:22.56 12 吉田  政弘(1)   5:51.75 
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾏ 宇品中 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 矢野中

13 西村  康介(2)   5:23.58 13 有光  直輝(1)   6:15.01 
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 高取北中 ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 五日市南中

14 三浦  淳志(2)   5:25.04 湊    琉稀(1)
ﾐｳﾗ ｱﾂｼ 長束中 ﾐﾅﾄ ﾘｭｳｷ 観音中

15 弘中  良英(1)   5:27.89 土屋  義修(1)
ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 東原中 ﾂﾁﾔ ｱｷﾋｻ 安西中

16 大田  恵士(1)   5:28.10 山村    渉(2)
ｵｵﾀ ｹｲｼ 戸坂中 ﾔﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 口田中

17 槇尾  友貴(2)   5:35.62 石本  勇葵(2)
ﾏｷｵ ﾄﾓｷ 東原中 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｷ 伴中
岩本  大輝(2) 本田    健(1)
ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 口田中 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝ 大塚中
山手  翔悟(1) 藤田  智也(2)
ﾔﾏﾃ ｼｮｳｺﾞ 安西中 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 可部中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:16.1  1560 村上  修友(2)    400m    1:25.2 11242 竹広  駿佑(1)
   800m    2:39.2 12302 本祥    岳(1)    800m    2:49.2   〃     〃 
  1200m    4:02.5   〃     〃   1200m    4:13.0   〃     〃 

[ 5組]

 1 角谷    克(2)   5:27.96 
ｶｸﾀﾆ ｽｸﾞﾙ 二葉中

 2 石原  舟恩(2)   5:30.09 
ｲｼﾊﾗ ｼｵﾝ 瀬野川中

 3 井手本琉斗(1)   5:41.54 
ｲﾃﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 口田中

 4 田中  寧希(1)   5:54.34 
ﾀﾅｶ ｼｽﾞｷ 広島城南中

 5 藤岡  優太(1)   5:55.23 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾀ 大州中

 6 長原  朋也(1)   5:56.40 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 古田中

 7 村尾    諒(1)   5:56.64 
ﾑﾗｵ ﾘｮｳ 戸坂中

 8 仁井  直人(1)   6:02.11 
ﾆｲ ﾅｵﾄ 広島城南中

 9 後燈明和希(1)   6:03.30 
ｺﾞﾄｳﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 二葉中

10 原井  真輝(1)   6:04.01 
ﾊﾗｲ ﾏｻｷ 高取北中

11 小澤  弘宜(1)   6:04.13 
ｵｻﾞﾜ ｺｳｷ 祇園東中

12 河本  直紀(1)   6:06.04 
ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 瀬野川中

13 舛井  勇介(1)   6:08.67 
ﾏｽｲ ﾕｳｽｹ 崇徳中

14 大森  遼馬(1)   6:28.09 
ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 瀬野川中

15 山道  銀太(1)   6:47.88 
ﾔﾏｼﾞ ｷﾞﾝﾀ 大州中

16 溝口  朋希(1)   7:25.81 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 大州中
向敷  和真(1)
ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ 口田中
前原  拓磨(1)
ﾏｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 戸坂中

ラップタイム
   400m    1:28.1  1977 石原  舟恩(2)
   800m    3:00.0   354 角谷    克(2)
  1200m    4:26.5   〃     〃 

記録／備考
12 12302 18 11242

氏  名 所属名

14   985 15  2277

11   144 3  1988

7  1408 17  1482

8  1564 9  2273

2  1560 8 11303

9  1414 14 12305

5  2123 4 11364

17  1583 11   441

18  1565 19   273

15   305 2 11301

1   698 7 12092

10  1489 6 12307

3  1457 13   895
失格

13  1566 1  1294
棄権

4   302 5  1926

棄権
6

棄権
19  1557 10  1407

11935

3   354

17  1977

18  1915

16  1238

15   536

2  1022

9 10313

11  1239

1   342

14  1486

7   540

13 11362

4 11991

8  1131

12  1985

順 No. 氏  名 所属名 順 No.記録／備考

12  1594
棄権 棄権

16  1285 16  1740
棄権 棄権

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   538

6  1902
棄権

棄権
10 10310



   1 熊谷  悠哉(2) 矢野中     4:42.86   1   1
   2 住田  健太(2) 口田中     4:44.03   1   2
   3 松元    翔(2) 広島三和中     4:45.31   1   3
   4 岡田    峻(1) 口田中     4:46.79   2   1
   5 和泉  皓士(2) 観音中     4:48.07   2   2
   6 栗田喜一郎(2) 矢野中     4:48.10   1   4
   7 多田  勇斗(2) 矢野中     4:49.05   1   5
   8 吉野  帆高(2) 広島学院中     4:50.22   1   6

決勝 11月4日 11:00

県中学記録(PR)                        
広島市中学記録(CR)                    

風速 -0.9

 1 三分一達也(2)     19.45 
ｻﾝﾌﾞﾝｲﾁ ﾀﾂﾔ 五日市観音中
駒井  亮平(1)
ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中
佐々木海斗(1)
ｻｻｷ ｶｲﾄ 祇園中

順順 ﾚｰﾝ 氏  名 所属名所属名

二部男子

１００ｍＨ１００ｍＨ

決勝決勝決勝

記録／備考記録／備考
66  2154 2154

ﾚｰﾝ No.No. 氏  名

44  1311 1311
棄権棄権

55  1310 1310
棄権棄権

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

二部男子

  884
12088
12085
 1113

組 順位
12080
 1921
 2121
 1912

記録 備考



決勝 11月4日 14:55

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）

[ 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 安佐中  1259 鈴川  千春(1)     53.09  1   5 大塚中  1596 渡辺  悠人(1)     51.39 

ｱｻ ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ
 1257 大石  忠輝(1)  1597 中村康太郎(1)

ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 1256 今岡  陽稀(1) 11602 藤井  祐輔(1)

ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ
 1260 東丸  一輝(1)  1595 由元  孝汰(1)

ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ
 2   2 広島城南中  1234 植原  悠斗(1)     54.54  2   4 瀬野川中  1973 澤屋  陽春(2)     54.23 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ ｾﾉｶﾞﾜ ｻﾜﾔ ﾖｳｼｭﾝ
 1230 安東  優作(2)  1986 川内  悠太(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ
11240 吉開  悠太(1) 11992 友田  凌雅(1)

ﾖｼｶﾞｲ ﾕｳﾀ ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
11241 岩本  桜良(1)  1977 石原  舟恩(2)

ｲﾜﾓﾄ ｵｳﾗ ｲｼﾊﾗ ｼｵﾝ
 3   3 宇品中   685 安達  梨登(1)     55.97  3   3 安西中 11302 安田  優吾(1)     56.23 

ｳｼﾞﾅ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾄ ﾔｽﾆｼ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ
  693 藤井  謙伸(1)  1284 寺田  真希(1)

ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾝ ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ
  688 甲斐  大幹(1)  1288 川口  航生(1)

ｶｲ ﾋﾛｷ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ
  692 末吉  和樹(1)  1287 香川  建樹(1)

ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ
 4   7 祇園東中 11367 村上  右京(1)     58.01  4   6 修道中   148 初島  京佑(1)     56.88 

ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾑﾗｶﾐ ｳｷｮｳ ｼｭｳﾄﾞｳ ﾊﾂｼﾏ ｷｮｳｽｹ
11362 小澤  弘宜(1)   145 岡村  拓海(1)

ｵｻﾞﾜ ｺｳｷ ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ
11365 近藤    匠(1)   144 尾方  杏丞(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ
11361 井上  慧人(1)   141 柳田  悠喜(2)

ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ
  4 五日市観音中  2155 田方  流星(2)   7 江波中

ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ﾀｶﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 失格 ｴﾊﾞ 棄権
 2147 川手  悠生(2) 3-4ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｶﾜﾃ ﾕｳ
 2154 三分一達也(2)

ｻﾝﾌﾞﾝｲﾁ ﾀﾂﾔ
 2168 昇    晴紀(2)

ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾙｷ
  6 温品中   263 市山  玲音(2)

ﾇｸｼﾅ ｲﾁﾔﾏ ﾚｵﾝ 棄権
  266 中村  健人(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾄ
  278 横田  優也(1)

ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ
  260 新井  泰貴(2)

ｱﾗｲ ﾀｲｷ

   1 大塚中     51.39 渡辺  悠人(1) 中村康太郎(1) 藤井  祐輔(1) 由元  孝汰(1)   2   1
   2 安佐中     53.09 鈴川  千春(1) 大石  忠輝(1) 今岡  陽稀(1) 東丸  一輝(1)   1   1
   3 瀬野川中     54.23 澤屋  陽春(2) 川内  悠太(1) 友田  凌雅(1) 石原  舟恩(2)   2   2
   4 広島城南中     54.54 植原  悠斗(1) 安東  優作(2) 吉開  悠太(1) 岩本  桜良(1)   1   2
   5 宇品中     55.97 安達  梨登(1) 藤井  謙伸(1) 甲斐  大幹(1) 末吉  和樹(1)   1   3
   6 安西中     56.23 安田  優吾(1) 寺田  真希(1) 川口  航生(1) 香川  建樹(1)   2   3
   7 修道中     56.88 初島  京佑(1) 岡村  拓海(1) 尾方  杏丞(1) 柳田  悠喜(2)   2   4
   8 祇園東中     58.01 村上  右京(1) 小澤  弘宜(1) 近藤    匠(1) 井上  慧人(1)   1   4

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

二部男子

４×１００ｍ

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 11月4日 10:10

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   

竹内  一希(2)
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 口田中
福田  生喜(2)
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｷ 口田中
吉開  悠太(1)
ﾖｼｶﾞｲ ﾕｳﾀ 広島城南中
岡村  拓海(1)
ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 修道中

決勝 11月4日 10:00

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   

 ３回の
 最高記録

藤井  謙伸(1)   4.34   4.32   4.00    4.34    4.34 
ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾝ 宇品中   +1.1   +0.3   +0.8    +1.1    +1.1
岩田  拓大(1)   3.25   4.25   2.62    4.25    4.25 
ｲﾜﾀ ﾀｸﾄ 江波中   +1.0   +0.8   +2.4    +0.8    +0.8
安達  梨登(1)   4.13   4.01   3.89    4.13    4.13 
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾄ 宇品中   +1.7   +0.3   +2.2    +1.7    +1.7
月輪    綾(2)   4.10   4.05   4.04    4.10    4.10 
ﾂｷﾜ ﾘｮｳ 落合中   +0.7   +0.3   +1.3    +0.7    +0.7
坂手  海成(1)   4.02   3.91   4.04    4.04    4.04 
ｻｶﾃ ｶｲｾｲ 古田中   +0.5   -1.4   +1.0    +1.0    +1.0
池田  圭吾(1)   3.69   3.71   3.86    3.86    3.86 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 大塚中   +2.0   +0.8   +1.5    +1.5    +1.5
木下藤次郎(1)   3.78   3.84   2.40    3.84    3.84 
ｷﾉｼﾀ ﾄｳｼﾞﾛｳ 宇品中   +2.4   -0.4   +1.6    -0.4    -0.4
横田  優也(1)   3.37   3.51   3.07    3.51    3.51 
ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ 温品中   +0.3   +1.3   +2.0    +1.3    +1.3
赤木  徹平(1) 棄権
ｱｶｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 古田中
梅原    蓮(1) 棄権
ｳﾒﾊﾗ ﾚﾝ 古田中
日高  弘雅(2) 棄権
ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛﾏｻ 江波中
吉岡  瑛斗(2) 棄権
ﾖｼｵｶ ｴｲﾄ 広島なぎさ中

決勝 11月5日  9:00

県中学記録(PR)                  16.24 滝川　圭介           広  島  伴中             1986/7/21   
広島市中学記録(CR)              16.24 滝川　圭介           広  島  伴中             1986/7/21   

 ３回の
 最高記録

植原  悠斗(1)
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中
上野 温人(2)
ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 安佐南中
初島  京佑(1)
ﾊﾂｼﾏ ｷｮｳｽｹ 修道中
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