
第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 中野　繁
跳躍審判長 中本　博
投擲審判長 坂本　憲司

【開催日】 2018/4/28-29 記録主任： 秋山　定之
【主催団体】 (一財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場

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
 4/29 ＧＰ　ＭＥＮ  +1.3山縣  亮太 10.17 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ  飛鳥 10.26 小池  祐貴 10.29 宮本  大輔(1) 10.35 長田  拓也 10.38 竹田  一平(4) 10.38 九鬼    巧 10.47 原    翔太 10.55

１００ｍ 東  京･セイコー 東  京･Ｎｉｋｅ 東  京･ＡＮＡ 埼  玉･東洋大 千  葉･富士通 埼  玉･中央大 三  重･ＮＴＮ 静  岡･スズキ浜松ＡＣ
 4/29 ＧＰ　ＭＥＮ(B)  +2.7金    国栄 10.17 女部田  祐 10.28 白石黄良々 10.28 高橋  周治 10.41 福島    聖(1) 10.41 馬場  友也 10.46 東田  旺洋 11.44 諏訪  達郎 11.79

１００ｍ 韓国 茨  城･筑波銀行 鹿児島･大東文化大 愛  知･愛知医科大 富  山･富山大 北海道･ハイテクＡＣ 奈  良･筑波大 三  重･ＮＴＮ
 4/29 パラ男子(T47)  +0.7鈴木  雄大 11.28 多川  知希 11.56 芦田    創 11.59

１００ｍ 日本体育大学 ＡＣ・ＫＩＴＡ トヨタ自動車
 4/29 パラ男子(T63)  +0.7山本    篤 13.15

１００ｍ 新日本住設
 4/29 パラ男子(T64)  +0.7佐藤  圭太 11.87 池田  樹生 12.43

１００ｍ トヨタ自動車 中京大
 4/28 ＧＰ　ＭＥＮ ｼﾞｮﾅｻﾝ  ﾃﾞｨｸ 13:34.46 ﾘﾁｬｰﾄﾞ  ｷﾑﾆｬﾝ 13:34.86 大六野秀畝 13:37.24 ｼﾞｮﾝ  ﾏｲﾅ 13:38.79 ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 13:43.83 鎧坂  哲哉 13:47.58 ﾎﾟｰﾙ ﾀﾇｲ 13:50.33 牟田  祐樹 13:52.34

５０００ｍ 千  葉･日立物流 千  葉･日立物流 宮  崎･旭化成 千  葉･富士通 広  島･ＪＦＥスチール 宮  崎･旭化成 福  岡･九電工 千  葉･日立物流
 4/28 ノン･GP男子 岡本  雄大 13:52.35 橋本    澪 13:57.68 ﾊﾟﾄﾘｯｸ  ｷﾏﾆ 13:58.24 向    晃平 13:58.97 林  竜之介 13:59.13 橋詰  大慧(4) 13:59.98 梶谷  瑠哉(4) 14:01.30 松村陣之助 14:03.28

５０００ｍ 岡  山･ＪＦＥスチール 広  島･マツダ 広  島･ＪＦＥスチール 広  島･マツダ 京  都･ＳＧＨグループ 和歌山･青山学院大 栃  木･青山学院大 広  島･ＪＦＥスチール
 4/29 ＧＰ　ＭＥＮ  +2.6金井  大旺 13.52 古谷  拓夢 13.57 大室  秀樹 13.57 栗城アンソニー 13.64 高山  峻野 13.76 佐藤  大志 13.82 石川  周平 13.85 増野  元太 13.88

１１０ｍＨ 福  井･福井県スポ協 神奈川･早稲田大 徳  島･大塚製薬 東  京･国際武道大 神奈川･ゼンリン 東  京･日立化成 岩  手･筑波大 群  馬･ヤマダ電機
 4/29 ＧＰ　ＭＥＮ(B)  +1.6尾形  晃広 13.75 鍵本  真啓 13.92 和戸  達哉 13.94 藤井  亮汰 14.00 札塲  大輝 14.04 田中  新也 14.08 野本  周成 14.11 平松パプデンバ 14.28

１１０ｍＨ 東  京･ゴールド  ジム 奈  良･立命館大 岐  阜･麗澤瑞浪ＡＣ 鳥  取･順天堂大 群  馬･ヤマダ電機 茨  城･Ｋ－plus 愛  媛･早稲田大 東  京･日本大
 4/29 ＧＰ　ＭＥＮ 荻田  大樹 5.50 澤野  大地 5.40 山本  聖途 5.40 山本  智貴 5.30 田中    僚 5.30 鈴木  康太(M1) 5.30 笹瀬  弘樹 静  岡･静岡陸協 5.20

棒高跳 香  川･ミズノ 千  葉･富士通 愛  知･トヨタ自動車 東  京･ゼビオ 和歌山･和歌山陸協 愛  知･日本体育大 土井  翔太 香  川･三観陸協
澤    慎吾(4) 島  根･日本大

 4/29 小田  大樹 7.77(+1.3) 山川  夏輝 7.75(+1.5) 橋岡  優輝(2)7.74(+1.6) 城山正太郎 7.69(+0.4) 川島  鶴槙(4)7.64(-1.8) 野村  智也(4)7.64(+0.3) 下野伸一郎 7.63(-0.5) 嶺村  鴻汰 7.62(+4.8)
走幅跳 群  馬･ヤマダ電機 東  京･東京陸協 東  京･日本大 北海道･ゼンリン 群  馬･順天堂大 三  重･東海大 福  岡･九電工 東  京･富士通

 4/29 岡部  優真(M2) 16.15 山本  凌雅 16.14 中山  昂平 16.01 ｴﾏﾆｭｴﾙ･ﾌｧｷｲｴ 15.83 竹之内優汰(2) 15.81 許田  悠貴(4) 15.80 山下  航平 15.77 山下  祐樹 15.68
三段跳 福  岡･福岡大 +4.0 東  京･ＪＡＬ +1.5 長  野･中京大 +1.1 オーストラリア +2.6 鹿児島･順天堂大 +2.0 佐  賀･鹿屋体育大 +2.7 東  京･ＡＮＡ +1.3 茨城･国士舘クラブ +2.5

 4/29 新井  涼平 79.81 小椋  健司 77.64 小南  拓人 77.62 森    秀 75.35 新垣  暁登 74.69 崎山  雄太 74.25 石坂  力成 73.23 石山    歩 73.01
やり投 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 東  京･日本体育施設 茨  城･筑波銀行 愛  媛･日本大 神奈川･日立ＩＣＴ 大  阪･日本大 福  井･大阪体育大 京  都･中京大

 4/28 Ｕ２０･男子 中谷  雄飛(1) 14:04.73 湯原  慶吾(1) 14:12.83 鈴木  聖人(1) 14:30.55 半澤  黎斗(1) 15:36.97
５０００ｍ 長  野･早稲田大 茨  城･青山学院大 茨  城･明治大 福  島･早稲田大

 4/28  +1.9森戸  信陽(1) 13.65 平賀健太郎(1) 13.68 樋口  陸人(1) 13.71 勝田    築(1) 13.89 北木  裕太(1) 14.03 小林  亮太(3) 14.05 松谷  晴輝(3) 14.50
１１０ｍＪＨ 千  葉･早稲田大 京  都･明治大 奈  良･法政大 島  根･早稲田大 広  島･日本体育大 広  島･神辺旭高 広  島･近大東広島高

 4/28 SEIKOﾁｬﾚﾝｼﾞ 小池  祐貴 10.20 白石黄良々 10.36 永田  駿斗 10.36 野川  大地 10.45 竹下  裕希 10.48 霜鳥    佑 新潟･大東文化大 10.52+2.3 松尾  隆雅 10.58
１００ｍ 東  京･ＡＮＡ +1.4 鹿児島･大東文化大 +1.4 長  崎･慶應義塾大 +1.4 兵  庫･住友電工 +1.4 兵  庫･住友電工 +1.4 大瀨戸一馬 福  岡･安川電機 10.52+1.4 広  島･東洋大 +1.4

 4/28 西日本ジュニ 梶山林太郎(3) 14:11.08 八木  志樹(2) 14:19.76 野村  優作(3) 14:22.65 三浦  龍司(2) 14:25.92 中野  翔太(2) 14:26.82 家吉  新大(3) 14:27.15 川添  翔太(3) 14:30.97 宍戸  来嘉(3) 14:33.44
５０００ｍ 広  島･世羅高 GR 岡  山･倉敷高 和歌山･田辺工高 京  都･洛南高 広  島･世羅高 和歌山･和歌山北高 福  岡･東海大福岡高 岡  山･倉敷高

 4/29 中国ジュニア  +0.1門脇    陸(3) 10.69 井澤  竜二(3) 10.71 齊藤  栄輝(2) 10.80 佐川  竜斗(3) 10.97 山下  竜也(3) 11.09 田村  嘉啓(2) 11.20
１００ｍ 島  根･松江北高 広  島･広島皆実高 岡  山･倉敷工業高 鳥  取･鳥取城北高 広  島･神辺旭高 山  口･西京高

 4/28 阿部  陽樹(1) 8:47.65 吉本  真啓(1) 8:47.92 中野  春希(1) 8:53.60 吉田    周(1) 8:55.81 大西    陸(1) 8:57.15 増田  涼太(1) 8:57.88 勝部    遼(1) 9:02.28 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凜音 9:06.60
３０００ｍ 山  口･西京高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･広島国際学院高 広  島･世羅高 広  島･広島皆実高 島  根･明誠高 山  口･徳山高

 4/29 県内高校男子 広島国際学院高      42.76 広島･県立広島高      42.97 広島･神辺旭高      42.97 広島･近大東広島高      43.22 広島･崇徳高       43.25 広島･広工大高      43.46 広島･西条農高      44.13 広島･市立呉高      44.17
４×１００ｍ 山田  瞬也(2) 井上  大輔(2) 吉浦  貴稀(3) 松谷  晴輝(3) 岡田  寛人(1) 森    愛基(2) 山口  純平(1) 細柳  旺介(3)

栗林  隼正(2) 武    俊平(3) 山下  竜也(3) 唐内由季斗(2) 後藤  達樹(1) 落合伸一郎(3) 宇都宮舞人(2) 青木  太一(2)
西川  正真(2) 西岡  航生(3) 村上  拓海(2) 吉田  圭吾(3) 芦原  義人(2) 平田  爽真(3) 池上祐太郎(2) 髙橋  駿介(1)
天野  伊織(3) 中脇  一真(3) 小林  亮太(3) 高木  悠平(3) 新川  尚也(2) 安立  雄斗(3) 澤田  大樹(2) 元木  航平(3)

 4/29 県内中学男子 檀上翔多郎(3) 11.36 岡田    翼(3) 11.41 原田    響(3) 11.53 坂田  陽貴(3) 11.56 髙橋  京佑(3) 広島･東朋中 11.61+0.7 山内  健生(3) 11.64 逸見  勇斗(3) 11.71
１００ｍ 広島･大成館中 -0.9 広島･大野東中 -0.9 広島･安佐中 +0.7 広島･安西中 -0.9 岡    俊輔(3) 広島･幸千中 11.61-0.9 広 島･ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ +0.7 広島･口田中 -0.9

 4/28 友村    輝(3) 9:11.65 桒田  大樹(3) 9:12.13 塩出  翔太(3) 9:12.28 丸茂  雄大(3) 9:12.33 吉川    響(3) 9:13.83 村上    響(2) 9:14.58 花岡  慶次(3) 9:15.52 松崎  圭佑(3) 9:18.09
３０００ｍ 広島･三原第五中 広島･福山城南中 広島･栗原中 広島･大野東中 広島･栗原中 広島･鷹取中 広島･熊野中 広島･甲山中

 4/29 広  島･鷹取中      46.04 広  島･安佐中      46.04 広  島･大塚中      46.15 広  島･昭和北中      46.41 広  島･七尾中      46.92 広  島･広島城南中      47.02 広  島･矢野中      47.03 広  島･吉島中      47.11
４×１００ｍ 丸山  凌弥(3) 鈴川  千春(2) 清水  友斗(2) 髙田  佳祐(3) 田畑  和真(3) 沖中康之佑(3) 大畑  恒晴(3) 引地    碧(3)

桝平  二郎(3) 原田    響(3) 中田  大智(3) 溜畑  侑大(3) 原    拓夢(3) 椎葉    涼(3) 大中  雅智(2) 山中  瑞己(3)
川口  展侑(3) 若林  勇太(3) 太田    蓮(2) 松本  流弥(3) 久保  恒輝(3) 宇都宮良唯(2) 岩本  晴也(2) 北川  結都(3)
小林  遼輝(3) 中原  雄大(3) 西村    優(2) 藤井  永遠(2) 坂田  具観(3) 桑名  爽汰(3) 畠山  稜也(3) 占部  貴輝(3)

 4/29 県内小学生男 吉岡  裕修 13.70 武智  亮真 13.71 大立  凌輔 13.95 清水  璃空 13.97 小田原功汰 14.04 橋本  鉄太 14.05 川端  晴人 14.06 植田  瑛稀 14.21
１００ｍ 広島･ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ +2.0 広島･海田南小 +2.0 広島･三原陸上 +2.0 広島･三原陸上 +0.6 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ +2.0 広島･大野西小 +0.3 広島･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 +2.0 広島･広島ＪＯＣ +2.0

 4/29 広島･高美が丘小      56.53 広島･湯田陸上      58.45 広島･郷田小       58.95 広島･海田南小    1:00.44 広島･多治米小    1:00.46 広島･海田小     1:01.60 広島･西条小     1:02.59 広島･神辺小     1:04.18
４×１００ｍ 本多  諒馬(6) 武村  悠斗(6) 新木  悠雅(6) 湯川    凌(6) 濱岡  玲央(6) 小川  竜世(6) 松井  聡士(5) 三宅  賢信(5)

山本  隼人(6) 掛谷壮太朗(6) 緒方真那斗(6) 大下  煌斗(6) 橋本  侑弥(6) 門見  涼平(6) 土田  涼大(6) 吉村  洸佐(4)
武智  優輝(6) 山田  海翔(6) 新木  大翔(6) 高田  斗羽(6) 藤井  壮真(6) 平田  壮志(6) 宮川  大輝(6) 藤井  英翔(4)
森政  利己(6) 藤田  輝真(6) 白木    翔(6) 武智  亮真(6) 大村  公介(6) 水口蓮太郎(6) 澤村  亮汰(6) 菅波  和真(4)

 4/29 県内スポ少男 広島･府中空城      56.20 広島･三原陸上      56.85 広島･東広島ＴＦＣ      56.93 広島･広島ＪｒＯＣ      57.49 広島･坂ｼﾞｭﾆｱ陸上      57.53 ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ広島      58.31 広島･ＣＨＡＳＫＩ      59.27 広島･にゃんじゃ      59.28
４×１００ｍ 竹中  隼人(6) 幸田  聖翔(6) 前永  蒼登(6) 小田  翔太(6) 東    剣生(6) 加登  流空(6) 真鳥将太朗(6) 小田原功汰(5)

今津  康誠(6) 清水  璃空(5) 福本  航大(6) 植田  瑛稀(6) 河野  大輝(6) 小田口浩晟(6) 三輪  大翔(6) 有田  大海(5)
登田  健章(6) 大高  史人(5) 三宅  悠斗(6) 吉本  悠晃(6) 三崎ショーン(6) 井上  友義(6) 槙本陽之輔(6) 小川  煌太(5)
小松  海斗(6) 大立  凌輔(6) 松本  朔哉(5) 松島  壮史(6) 相星  周汰(6) 吉岡  裕修(6) 奥芝  晟正(6) 森数  俊輔(5)



第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 中野　繁
跳躍審判長 中本　博
投擲審判長 坂本　憲司

【開催日】 2018/4/28-29 記録主任： 秋山　定之
【主催団体】 (一財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場

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
 4/29 ＧＰ ＷＯＭ  +1.3福島  千里 11.42 前山  美優 11.56 ﾄｴｱ･ｳｨｼﾙ 11.65 世古    和 11.66 中村  水月 11.75 和田  麻希 11.77 足立紗矢香 11.79 名倉  千晃 11.82

１００ｍ 東  京･セイコー 新  潟･新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸ パプア・ニューギニア 三  重･ＣＲＡＮＥ 大  阪･大阪成蹊ＡＣ 京  都･ミズノ 大  分･青山学院大 三  重･ＮＴＮ
 4/29 GP WOMAN (B)  +3.0市川  華菜 11.50 西尾  香穂 11.66 壹岐いちこ 11.69 重永乃理子 11.78 湯淺佳那子 11.78 佐渡山みなみ 11.82 永野真莉子 11.99

１００ｍ 愛  知･ミズノ 大  阪･甲南大 滋  賀･立命館大 福  岡･福岡大 広  島･日本体育大 沖  縄･九州共立大 三  重･デンソー
 4/28 ＧＰ ＷＯＭ ﾛｰｽﾞﾒﾘｰﾜﾝｼﾞﾙ ﾓﾆｶ 15:08.61 G・ﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｨ 15:15.65 ｱﾝ  ｶﾘﾝｼﾞ 15:20.24 山ノ内みなみ 15:21.31 森田  香織 15:34.43 ﾑﾙﾘﾏﾘｱﾑ ﾜｲﾃﾞｨﾗ 15:38.72 関谷  夏希(3) 15:40.47 石澤ゆかり 15:41.01

５０００ｍ 千  葉･スターツ GR 千  葉･スターツ 愛  知･豊田自動織機 鹿児島･京セラ 神奈川･パナソニック 福  岡･九電工 千  葉･大東文化大 広  島･エディオン
 4/28 ﾉﾝ･GP女子 ﾅｵﾐ  ﾑｯｿｰﾆ(3) 15:20.14 市川  珠李 15:48.51 猿見田裕香 16:11.98 棚池穂乃香(4) 16:14.29 伊澤菜々花 16:19.87 石橋  麻衣 16:23.89 森  紗也佳(3) 16:24.40 安藤  実来 16:24.67

５０００ｍ 広  島･世羅高 群  馬･ヤマダ電機 千  葉･ユニバーサル 滋  賀･京都産業大 千  葉･ユニバーサル 群  馬･ヤマダ電機 静  岡･関西大 群  馬･ヤマダ電機
 4/29 ＧＰ ＷＯＭ  +3.6 ｼﾞｪｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾊﾞｰ 12.98 清山ちさと 13.14 紫村  仁美 13.16 福部  真子 13.16 ｶｲﾗ･ﾊﾞｰﾊﾞｰ 13.21 鄭    蕙林 13.33 青木  益未 13.44

１００ｍＨ アメリカ 宮  崎･いちご 福  島･東邦銀行 東  京･日本建設工業 アメリカ 韓国 宮  城･七十七銀行
 4/29 GP WOMAN (B)  +1.5田中  佑美 13.56 鈴木  美帆 13.57 中村  有希 13.66 堀池  香穂 13.72 佐々木  天 13.76 鎌田  咲季 13.87 吉田  唯莉 13.98

１００ｍＨ 大  阪･立命館大 神奈川･法政大 広  島･エディオン 神奈川･国士舘大 岩  手･筑波大 福  岡･福岡大 石  川･筑波大
 4/28 ＧＰ ＷＯＭ 青島  綾子 4.10 竜田  夏苗 神奈川･ニッパツ 4.00 那須  眞由 3.90 金治  良佳 3.80 前川    淳 3.80 中林  麻奈 三  重･日本体育大 3.60

棒高跳 新潟･新潟アルビレック 仲田    愛 茨  城･水戸信用金庫 4.00 兵  庫･園田学園女子大 京  都･武庫川女子大 大  阪･日本体育大 山地  里奈 香  川･観音寺一高 3.60
間宮  里菜 岐  阜･アクトス 3.60

 4/29 ＧＰ ＷＯＭ 斉藤真理菜 59.60 宮下  梨沙 59.12 北口  榛花 58.62 久世  生宝 58.29 右代  織江 56.47 助永  仁美 55.24 森    友佳 54.04 山下実花子 54.00
やり投 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 大  阪･大体大Ｔ．Ｃ 北海道･日本大 兵  庫･コンドーテック 新  潟･新潟アルビレック 和歌山･オークワ 大  阪･ニコニコのり 京  都･九州共立大

 4/29 パラ女子（T63) 前川    楓 3.73(+0.7) 大西    瞳 3.36(+0.1)
走幅跳 チーム KAITEKI スタートライン TOKYO

 4/29 パラ女子（T64) 高桑  早生 5.25(+0.1)
走幅跳 ＮＴＴ東日本

 4/28 Ｕ２０・女子 高松智美ﾑｾﾝﾋﾞ(1) 15:45.79 廣中璃梨佳 15:48.82 森林  未来 15:52.58 加世田梨花(2) 16:05.26 加藤  優果(1) 16:18.48 矢田みくに 16:19.49 太田  麻衣(1) 16:38.42 長谷川詩乃 16:39.88
５０００ｍ 大  阪･名城大 長  崎･長崎商高 三  重･デンソー 千  葉･名城大 岐  阜･中京学院大 三  重･デンソー 兵  庫･立命館大 京  都･ワコール

 4/28 SEIKOﾁｬﾚﾝｼﾞ 三宅奈緒香 11.67 島田  沙絵 11.75 重永乃理子 11.78 渡邉ひかる 11.87 縄田    結 11.90 横田  理紗 12.11 三宅真理奈 12.12 井越  朱梨 12.14
１００ｍ 兵  庫･住友電工 +2.6 東京･ＪＭＳ－ＡＣ +2.6 福岡大 +2.6 静  岡･駿河台大 +2.6 山  口･九州情報大 +1.9 埼  玉･大東文化大 +2.6 岡  山･甲南大 +1.9 北海道･日本体育大 +2.6

 4/28 西日本ジュニ 菅田  雅香(3) 9:24.79 村尾  綾香(3) 9:25.97 平岡  美帆(3) 9:26.96 原田まつり(3) 9:28.02 山本晏佳吏(2) 9:29.61 野末  侑花(3) 9:30.41 弟子丸小春(2) 9:30.63 髙田  晴香(3) 9:35.33
３０００ｍ 福  岡･東海大福岡高 大  阪･薫英女学院高 広  島･舟入高 鹿児島･樟南高 岡  山･倉敷高 福  岡･北九州市立高 長  崎･諫早高 大  阪･薫英女学院高

 4/29 中国ジュニア  +0.8鐘築  靜花(3) 12.24 上田  理湖(2) 12.33 倉本  奈緒(3) 12.37 髙田  桃花(3) 12.42 本多  佑莉(2) 12.77 藤田  英里(1) 12.78 柏原  真希(3) 12.87 永尾  志穂(3) 12.94
１００ｍ 広  島･宮島工業高 鳥  取･鳥取城北高 山  口･防府商工高 島  根･松江北高 広  島･神辺旭高 岡  山･岡山操山高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高

 4/28 谷本  七星(1) 4:39.69 石松    空(1) 4:41.85 舩木  柚花(1) 4:42.43 垣井  萌花(1) 4:42.67 舩木  千花(1) 4:43.27 加藤  小雪(1) 4:43.39 福永  楓花(1) 4:48.56 下高  美聡(1) 4:51.03
１５００ｍ 広  島･舟入高 山  口･西京高 山  口･西京高 広  島･呉三津田高 山  口･西京高 広  島･世羅高 広  島･安田女高 広  島･世羅高

 4/29 県内高校女子 広島･神辺旭高      49.00 広島･宮島工高      49.04 広島･広島皆実高      50.00 広島･広工大高      50.45 広島･舟入高       50.68 広島･安田女子高      50.77 広島･比治山女子高      50.80 広島･福山暁の星女子高      51.21
４×１００ｍ 荒谷  弥希(2) 下野  杏珠(2) 藤田かれん(3) 山岡  羽菜(1) 六箱  詩織(3) 下田  萌花(2) 吉川  鈴夏(2) 佐原  綾音(2)

本多  佑莉(2) 森川  蓮奈(3) 岩元  瑞希(2) 小出  彩乃(2) 脇坂奈津子(3) 島川  優月(2) 小川    華(1) 鶏内  愛菜(3)
平本  里歩(3) 満足  美咲(1) 山口  夏鈴(3) 藤岡  汐里(2) 中本  葉月(2) 中津久瑠微(3) 野見こころ(1) 菅原  理子(1)
岡本  茉琴(3) 鐘築  静花(3) 永尾  志穂(2) 中本  優奈(2) 江藤  朝香(3) 石川  夏美(3) 箭野奈々葉(3) 石川  結麻(3)

 4/29 県内中学女子 山本  千菜(3) 12.38 浅木都紀葉(3) 12.64 清水  鈴奈(3) 12.73 斉藤菜々美(3) 13.05 清水  茜里(3) 13.07 髙橋紗菜恵(3) 13.11 金川  優莉(2) 13.15 青山  里穂(3) 13.22
１００ｍ 広島･府中緑ヶ丘中 -0.5 広島･口田中 -0.5 広島･幸千中 -0.5 広島･大野東中 +1.3 広島･長江中 -0.5 広 島･東広島中央中 +1.3 広島･五日市南中 -0.5 広島･三原第三中 +1.3

 4/28 藤田  一花(3) 4:44.42 山本  悠理(2) 4:47.12 森    陽向(3) 4:47.21 東    一葉(2) 4:48.43 細迫  由野(3) 4:48.49 有光  葉月(2) 4:50.14 岩本  風音(3) 4:50.61 河内  愛奈(3) 4:51.02
１５００ｍ 広島･八本松中 広島･大和中 広島･神辺東中 広島･大和中 広島･坂中 広島･五日市南中 広島･高屋中 広島･千代田中

 4/29 広島･府中緑ヶ丘中      52.03 広島･ＮＤ清心中      52.82 広島･国泰寺中      52.92 広島･誠之中       53.05 広島･高西中       53.08 広島･瀬戸田中      53.20 広島･阿賀中       53.39 広島･広大三原中      53.47
４×１００ｍ 三永  珠綺(2) 横矢  花音(2) 住田  麗月(2) 喜多村捺未(3) 高岡  優羽(3) 竹ノ畑咲絢(2) 吉田  紗羽(2) 内川  広美(3)

山本  千菜(3) 井上    歩(3) 玉谷  光里(2) 宮本  紗弥(2) 岡田  麻奈(3) 上野  七海(2) 板田  佳穂(2) 藤本  佳千(2)
荒木  那菜(3) 村瀬明日香(3) 矢藤    岬(3) 武田  藍花(3) 山田  梨夢(2) 大谷  菜緒(3) 山下  悠衣(3) 橋本    茜(3)
竹中  亜美(3) 奥原  櫻子(3) 前川  実怜(3) 針間  咲良(3) 堂前  咲希(2) 山田  楓子(2) 小倉  叶華(3) 田中  陽菜(2)

 4/29 県内小学生女 坂井  実夢 13.78 高山    奏 13.81 相本  果蓮 14.24 眞鍋  芽依 14.38 松山みづき 　　　広島･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 14.40+0.8 清老  愛唯 14.43 池田咲瑠萌 14.45
１００ｍ 広島･びんごＷＡＣ +0.8 広島･ＣＨＡＳＫＩ +0.8 広島･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 +0.8 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂ +2.2 岡田  優愛 広島･ＣＨＡＳＫＩ 14.40+0.8 広島･くれＪＡＣ +0.8 広島･口北小 +2.2

 4/29 広島･海田南小    1:00.54 広島･西条小     1:01.69 広島･神辺小     1:02.84 広島･寺西小     1:02.94 広島･友和小     1:02.96 広島･平良小 広島･熊野第二小    1:03.26 広島･湯田陸上    1:03.38
４×１００ｍ 上原  青泉(6) 清水  彩加(6) 森田  鈴菜(5) 石中  正美(4) 伊藤  千夏(6) 岡藤  美音(6) 大瀬戸捺々(6) 児山  美生(6)

東方  琉莉(6) 本田  海央(6) 河村  莉紗(5) 小畠    碧(6) 岩見  心晴(6) 高田  海音(6) 田島  瑠美(6) 真壁  若菜(6)
大中  友維(6) 高取亜也子(6) 川内  香鈴(5) 井上  芽吹(6) 竹内    愛(4) 大田  果穂(6) 米田  仁恋(5) 甲斐  鈴奈(6)
高松  紗希(6) 畝    千尋(6) 藤井  郁寧(5) 萩原菜々子(5) 竹内    優(6) 祖父江花音(6) 藤河  知里(5) 白浜  七葉(6)

 4/29 県内スポ少女 広島･アクアパーク      56.81 広島･ＣＨＡＳＫＩ      56.90 広島･東広島ＴＦＣ      57.29 石内南ＳＫＲＣ      57.86 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂ      58.52 広島･高須ジュニア 広島･三原陸上      59.08 広島･神辺走ろう会      59.12
４×１００ｍ 上栗  彩葉(6) 岡田  優愛(6) 石川  菜央(6) 石高  沙綾(6) 土井  和奏 平谷  璃乃(6)　 岡嵜衣央里(5) 山治  果央(6)

長門  美佑(6) 高山    奏(6) 藤田  実央(5) 田淵  咲良(6) 瀬野  和花 仁井  杏奈(6) 柏原  琴衣(6) 髙松  羽奏(6)
愛甲  琴香(6) 増原  優羽(6) 細川  実優(6) 高場  朱里(6) 平石  彩夏 歌谷    心(5) 中元  姫花(5) 森吉  胡都(6)
山口  音々(6) 島本優美香(6) 藤原  愛心(6) 平田  暖乃(6) 眞鍋  芽依 佐藤  日和(6) 中藤  唯花(6) 北村なつき(6)

男  子 / 女  子
 4/29 SEIKOﾁｬﾚﾝｼﾞ 広島･神辺旭高    3:36.56 広島･舟入高     3:40.96 広島･西条農高    3:43.02 広島･広島文化学園大    3:45.20 広島･広島皆実高    3:46.56 広島･呉三津田高    3:51.84

４×４００ｍ 野﨑  彩花(2) 松中  馨大(2) 谷貞    諒(3) 寺西真莉恵(1) 山本  義晃(2) 山本  彩未(2)
石谷  心路(3) 上田  万葵(2) 板倉  弘樹(3) 野上  佳樹(1) 今村    栞(3) 水野  大夢(2)
橋本麻耶子(3) 沢田  菜摘(3) 藤原  めい(3) 安藤  うみ(1) 片山  姫歌(2) 樫原  沙紀(2)
荒谷  修平(3) 中川  祐哉(1) 三宅  思乃(2) 吉川  海斗(1) 川嶋    昴(3) 家中    優(3)


