
種目 NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 他県
1 走高跳 2412 沖土居一隆 オキドイ　カズタカ44 安芸陸協
2 走高跳 1811 後藤　佑介 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 2 尾道北高
3 走高跳 2803 亀井　颯太 カメイ　ソウタ 3 大竹中
4 走高跳 166 和田　宏希 ﾜﾀﾞ　ﾋﾛｷ 3 御調高
5 走高跳 1662 惠美　凜太郎 エミ　リンタロウ 2 高陽東高
6 走高跳 2150 十時　拓海 ﾄﾄｷ　ﾀｸﾐ 2 尾道商業高
7 走高跳 1977 松本　空 マツモト　ソラ 2 広陵高
8 走高跳 1805 菊本　悠太 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾀ 2 広島商船高専
9 走高跳 78 藤本　壱晟 フジモト　イッセイ 3 安芸高

10 走高跳 537 香川　航輝 カガワ　コウキ 3 安芸府中高
11 走高跳 2037 豊田　泰基 トヨタ　タイキ 2 崇徳高
12 走高跳 388 古賀　翔也 コガ　ショウヤ 3 海田高
13 走高跳 1826 廣川　憂伍 ヒロカワ　ユウゴ 2 沼田高
14 走高跳 4202 馬場　光樹 ﾊﾞﾊﾞ　ｺｳｷ 3 安芸府中中
15 走高跳 310 藤川　雄登 ﾌｼﾞｶﾜ  ﾕｳﾄ 3 府中高
16 走高跳 1827 佐藤　友多 サトウ　ユウタ 2 沼田高
17 走高跳 505 岩崎　耕世 イワサキ　コウセイ36 広島SRPC
18 走高跳 1763 野尻翔英 ノジリ　ショウエイ 3 亀山中
19 走高跳 1633 佐藤　龍成 サトウ　リュウセイ 2 広島皆実高
20 走高跳 1006 栗栖 光稀 ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 3 古田中
21 走高跳 1694 上村　晴人 ウエムラ　ハルヒト2 安古市高
22 走高跳 1643 田村　駿和 ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 2 修道高
23 走高跳 1758 久保薗　太志 クボゾノ　タイシ 2 広島工高
24 走高跳 354 中髙下　新太 ナカコウゲ　シンタ3 広工大高
25 走高跳 末盛　巧 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 3 修道中
26 走高跳 1830 海地　翔斗 ｶｲﾁ ｼｮｳﾄ 1 福山誠之館高　
27 走高跳 申請中 原　颯飛 ハラ　ハヤト 1 広島国際学院高
28 走高跳 111 櫻井　優真 ｻｸﾗｲ　ﾕｳﾏ 3 安芸南高
29 走高跳 2047 本山パウロガブリエルモトヤマパウロガブリエル2 庄原実業高
30 走高跳 申請中 花屋　佳明 ハナヤ　ヨシアキ 1 福山平成大学
31 走高跳 1368 西川　廉 ニシカワ　レン 3 兵庫県立大学 兵庫
32 走高跳 7-1020 神鳥　玲央 カミトリ　レオ 2 広島修道大学
33 走高跳 申請中 深澤　宇善 フカサワ　ユウゼン24 楽走
34 走高跳 326 新見　将真 ニイミ　ショウマ 3 沼田高
35 走高跳 1610 井口寛之 イノクチ ヒロユキ 広島疾風クラブ
36 走高跳 申請中 杉原　哲平 スギハラ　テッペイ1 広工大高
37 走高跳 7-1757 橋井　勇磨 ハシイ　ユウマ 2 島根大学 島根
38 走高跳 67 桐木　紳吾 キリキ　シンゴ 3 広島工高
39 走高跳 7-1132 竹内　康裕 タケウチ　ヤスタカ3 広島大学 福岡
40 走高跳 8-139 真野　友博 シンノ　トモヒロ 4 福岡大学

1 棒高跳 211 濵保　海 ハマヤス　カイ 3 西条農高
2 棒高跳 988 和手　航大 ﾜﾃ ｺｳﾀ 3 広島市立井口中学校
3 棒高跳 100 大塚　翼 オオツカ　ツバサ 3 湯来南高
4 棒高跳 1905 鍛冶元　結 カジモト　ユウ 2 広工大高
5 棒高跳 276 石井　音弦 ｲｼｲ　ﾈｵ 3 尾道商業高
6 棒高跳 1825 森　陸太朗 モリ　リクタロウ 2 沼田高
7 棒高跳 1903 井筒　翔真 イヅツ　ショウマ 2 広工大高
8 棒高跳 申請中 佐々木　崇之 ササキ　タカユキ 2 広経大 兵庫
9 棒高跳 59 竹川　真志 タケカワ　シンジ 3 近大東広島高

10 棒高跳 99 小田原　龍生 オダワラ　リュウセイ3 湯来南高
11 棒高跳 申請中 陶山　帆昂 スヤマ　ホダカ 4 広経大
12 棒高跳 7-1166 田村　圭祐 タムラ　ケイスケ 2 広島大学
13 棒高跳 815 綾　大心 アヤ　ダイシン 1 近大東広島高
14 棒高跳 274 樋本　翔哉 ﾋﾓﾄ　ｼｮｳﾔ 3 尾道商業高
15 棒高跳 350 福永　雅紀 フクナガ　マサノリ 3 広工大高
16 棒高跳 638 辻丸　翔太 ﾂｼﾞﾏﾙ ｼｮｳﾀ 28 鶴学園クラブ
17 棒高跳 60 青木　陽一 アオキ　ヨウイチ 3 近大東広島高
18 棒高跳 476 萩原　翔 ﾊｷﾞwﾗ　ｶｹﾙ 31 広大樟柳クラブ
19 棒高跳 625 下瀬　翔貴 ｼﾓｾ　ｼｮｳｷ 25 鶴学園クラブ



1 走幅跳 申請中 藤原　駿也 フジワラ　シュンヤM1 広島大学 岡山
2 走幅跳 申請中 倉田　匠 クラタ　タクミ 3 広経大
3 走幅跳 235 藤原　陸登 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾘｸﾄ 3 福山工高
4 走幅跳 7-1006 北村　直大 キタムラ　ナオ 3 広島修道大学
5 走幅跳 1914 森　愛基 モリ　アイキ 2 広工大高
6 走幅跳 1807 乃美　裕介 ﾉｳﾐ ﾕｳｽｹ 2 尾道北高
7 走幅跳 7-1727 坂元　郁弥 サカモト　イクヤ 4 島根大学 島根
8 走幅跳 67 桐木　紳吾 キリキ　シンゴ 3 広島工高
9 走幅跳 7-1736 朝津　順平 アサツ　ジュンペイ3 島根大学 島根

10 走幅跳 7-1740 亀田　広夢 カメダ　ヒロム 3 島根大学 島根
11 走幅跳 125 岡田　黎士 ｵｶﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 3 尾道北高
12 走幅跳 208 松井　優斗 マツイ　ユウト 3 西条農高
13 走幅跳 209 板倉　弘樹 イタクラ　ヒロキ 3 西条農高
14 走幅跳 申請中 横田　雄大 ヨコタ　ユウダイ 1 広経大
15 走幅跳 327 岡田　大誠 オカダ　タイセイ 3 沼田高
16 走幅跳 7-1025 村上　浩平 ムラカミ　コウヘイ 2 広島修道大学
17 走幅跳 1708 小川　龍治 オガワ　リュウジ 2 西条農高
18 走幅跳 18 石津　翔太 イシヅ　ショウタ 3 広島皆実高
19 走幅跳 409 西岡　航生 ニシオカ　コウキ 3 県立広島高
20 走幅跳 65 福島　康太 フクシマ　コウタ 3 広島なぎさ高
21 走幅跳 1642 北村　健人 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 2 修道高
22 走幅跳 申請中 藤本　直杜 フジモト　ナオト 3 広経大
23 走幅跳 1741 坂元　友斗 サカモト　ユウト 2 広島なぎさ高
24 走幅跳 7-1081 河上　洋輝 カワカミ　ヒロキ 2 広島大学
25 走幅跳 1646 前田　浩由 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 2 修道高
26 走幅跳 申請中 檀上　敬彦 ダンジョウ　トシヒコ1 広工大高
27 走幅跳 1985 髙　和宏 タカ　カズヒロ 2 宮島工業高
28 走幅跳 1761 佐藤　利玖 ｻﾄｳ ﾘｸ 2 府中高
29 走幅跳 1810 後藤　峻介 ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 2 尾道北高
30 走幅跳 315 藤田　翔也 フジタ　ショウヤ 3 山陽高
31 走幅跳 7-1037 越智　大河 ｵﾁ　ﾀｲｶﾞ 2 近大中国四国 大阪府
32 走幅跳 1278 坂田　陽貴 サカタ　ハルキ 3 安西中
33 走幅跳 165 尾田　瑞起 ｵﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ 3 御調高
34 走幅跳 140 秋山　祥幸 アキヤマ ヨシユキ3 日彰館高
35 走幅跳 3801 水成　太郎 ミズナリ　タロウ 41 東広島TFC
36 走幅跳 1789 渡邊　凌一朗 ワタナベ　リョウイチロウ2 広島井口高
37 走幅跳 田村　駿介 タムラ　シュンスケ1 市立呉高
38 走幅跳 申請中 中脇　志祐 ナカワキ　シュウ 1 県立広島高
39 走幅跳 申請中 内藤　涼羽 ﾅｲﾄｳ ｽｽﾞﾊ 4 広島商船高専
40 走幅跳 101 山本　悠斗 ヤマモト　ユウト 3 宮島工業高
41 走幅跳 3501 松岡　巧 マツオカ　タクミ 28 大島郡陸上競技協会山口県
42 走幅跳 1864 加甲　祐樹 カコウ　ユウキ 2 庄原格致校
43 走幅跳 1641 沖井　智哉 ｵｷｲ ﾄﾓﾔ 2 修道高
44 走幅跳 323 山口　颯太 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｿｳﾀ 高3 三次高
45 走幅跳 834 齋藤　聖 サイトウ　ショウ 1 崇徳高
46 走幅跳 2033 大坪　恭也 オオツボ　キョウヤ2 総合技術高
47 走幅跳 1906 倉田　久瑠 クラタ　クリュウ 2 広工大高
48 走幅跳 471 岡田　結輝 ｵｶﾀﾞ　ﾕｲｷ 3 基町高
49 走幅跳 1857 石田　輝 イシダ　アキラ 2 安古市高
50 走幅跳 390 平石　龍 ヒライシ　リュウ 3 海田高



51 走幅跳 7－1286 片山　優 カタヤマ　ユウ 3 広島工業大学
52 走幅跳 2197 岡田　大貴 オカダ　タカヒロ 2 庄原実業高
53 走幅跳 3914 松島　史弥 マツシマフミヤ 中3 オリンピアプラス
54 走幅跳 1964 池田　望 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 2 広島商
55 走幅跳 545 佐原　海哉 サハラ　カイヤ 3 廿日市高
56 走幅跳 2079 村上　大晴 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ 2 府中高
57 走幅跳 1784 樋上　健太 ヒノウエ　ケンタ 2 盈進高
58 走幅跳 1653 山﨑　創矢 ヤマサ　ソウヤ 16 安佐北・市広
59 走幅跳 申請中 畑田　航汰 ハタダ　コウタ 1 広島国際学院高
60 走幅跳 815 綾　大心 アヤ　ダイシン 1 近大東広島高
61 走幅跳 984 栗矢　陽輝 ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 3 広島市立井口中学校
62 走幅跳 2180 梶谷　俊介 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕﾝｽｹ 2 広島商
63 走幅跳 申請中 村上　蒼輝 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 1 広島市工高
64 走幅跳 272 杉原　勘太 ｽｷﾞﾊﾗ　ｶﾝﾀ 3 尾道商業高
65 走幅跳 申請中 内田　雅之 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 2 広島商船高専
66 走幅跳 1758 久保薗　太志 クボゾノ　タイシ 2 広島工高
67 走幅跳 1770 榊原　生望 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｳﾐ 2 呉商業高
68 走幅跳 1976 西本　亮太 ニシモト　リョウタ 2 広陵高
69 走幅跳 1788 向井　祐翔 ムカイ　ユウト 2 広島井口高
70 走幅跳 1005 濵本 睦基 ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 3 古田中
71 走幅跳 1837 田原　雄介 タハラ　ユウスケ 2 近大東広島高
72 走幅跳 2065 山根　幸輝 ヤマネ　コウキ 2 祗園北高
73 走幅跳 581 鶴田　雄大 ツルタ　ユウダイ 3 崇徳高
74 走幅跳 申請中 重田　陸 シゲタ　リク 1 沼田高
75 走幅跳 1923 藤本　瑞巳 フジモト　ミズキ 2 県立広島高
76 走幅跳 1307 工藤　星来 クドウ　セラ 3 広島市立祇園中学校
77 走幅跳 1663 秀浦　航 ヒデウラ　ワタル 2 高陽東高
78 走幅跳 1846 小松　巧弥 ｺﾏﾂ ﾅﾙﾔ 2 呉商業高
79 走幅跳 1308 山崎　永遠 ヤマザキ　トワ 3 広島市立祇園中学校
80 走幅跳 2045 佐々木　洸貴 ササキ　ヒロキ 2 庄原実業高
81 走幅跳 166 和田　宏希 ﾜﾀﾞ　ﾋﾛｷ 3 御調高
82 走幅跳 2215 稲田　匠 ｲﾅﾀﾞ ﾀｸ 2 広島商船高専
83 走幅跳 2802 松本　大樹 マツモト　ダイキ 3 大竹中
84 走幅跳 225 石田　司 イシダ　ツカサ 3 広島翔洋高
85 走幅跳 2126 大内　慎平 ｵｵｳﾁ　ｼﾝﾍﾟｲ 2 基町高
86 走幅跳 1762 北村幸大 キタムラ　コウダイ3 亀山中
87 走幅跳 2412 沖土居一隆 オキドイ　カズタカ44 安芸陸協
88 走幅跳 2804 守田　涼真 モリタ　リョウマ 3 大竹中
89 走幅跳 630 菅原　徹 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾄｵﾙ 31 鶴学園クラブ



1 三段跳 8-136 角田　祥基 カクダ　ヨシキ 4 福岡大学
2 三段跳 636 冨山　拓矢 ﾄﾐﾔﾏ　ﾀｸﾔ 33 鶴学園クラブ
3 三段跳 347 安立　雄斗 アダチ　ユウト 3 広工大高
4 三段跳 7-1727 坂元　郁弥 サカモト　イクヤ 4 島根大学 島根
5 三段跳 327 岡田　大誠 オカダ　タイセイ 3 沼田高
6 三段跳 7-1736 朝津　順平 アサツ　ジュンペイ3 島根大学 島根
7 三段跳 申請中 田村　春樹 タムラ　ユウダイ 1 広経大 山口
8 三段跳 208 松井　優斗 マツイ　ユウト 3 西条農高
9 三段跳 申請中 横田　雄大 ヨコタ　ユウダイ 1 広経大

10 三段跳 申請中 黒川　慎太郎 クロカワ　シンタロウ3 広経大 愛媛
11 三段跳 申請中 野口　尚樹 ノグチ　ナオキ 3 福山平成大学
12 三段跳 申請中 佐竹　良樹 サタケ　ヨシキ 4 広経大
13 三段跳 1979 山田　悠斗 ヤマダ　ハルト 2 広陵高
14 三段跳 申請中 藤本　直杜 フジモト　ナオト 3 広経大
15 三段跳 1708 小川　龍治 オガワ　リュウジ 2 西条農高
16 三段跳 1741 坂元　友斗 サカモト　ユウト 2 広島なぎさ高
17 三段跳 272 杉原　勘太 ｽｷﾞﾊﾗ　ｶﾝﾀ 3 尾道商業高
18 三段跳 1761 佐藤　利玖 ｻﾄｳ ﾘｸ 2 府中高
19 三段跳 1922 井上　大輔 イノウエ　ダイスケ2 県立広島高
20 三段跳 310 藤川　雄登 ﾌｼﾞｶﾜ  ﾕｳﾄ 3 府中高
21 三段跳 165 尾田　瑞起 ｵﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ 3 御調高
22 三段跳 326 新見　将真 ニイミ　ショウマ 3 沼田高
23 三段跳 409 西岡　航生 ニシオカ　コウキ 3 県立広島高
24 三段跳 112 稲川　航平 ｲﾅｶﾞﾜ　ｺｳﾍｲ 3 安芸南高
25 三段跳 申請中 内藤　涼羽 ﾅｲﾄｳ ｽｽﾞﾊ 4 広島商船高専
26 三段跳 1653 山﨑　創矢 ヤマサ　ソウヤ 16 安佐北・市広
27 三段跳 7-1081 河上　洋輝 カワカミ　ヒロキ 2 広島大学
28 三段跳 1632 笹木　優汰 ササキ　ユウタ 2 広島皆実高
29 三段跳 1923 藤本　瑞巳 フジモト　ミズキ 2 県立広島高
30 三段跳 1663 秀浦　航 ヒデウラ　ワタル 2 高陽東高
31 三段跳 403 実森　智仁 サネモリ　トモヒト 3 近大東広島高
32 三段跳 1837 田原　雄介 タハラ　ユウスケ 2 近大東広島高
33 三段跳 1838 原田　竜希 ハラダ　タツキ 2 近大東広島高
34 三段跳 630 菅原　徹 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾄｵﾙ 31 鶴学園クラブ



1 砲丸投(7.26K) 3865 杉之原　光司 スギノハラコウジ21 オリンピアプラス
2 砲丸投(7.26K) 申請中 甲斐　公耀 カイ　キミアキ 4 広経大
3 砲丸投(7.26K) 申請中 溝田　直音 ﾐｿﾞﾀ ﾅｵﾄ 5 広島商船高専
4 砲丸投(7.26K) 申請中 川田　佳次 カワダ　ケイジ 3 福山平成大学
5 砲丸投(7.26K) 2412 沖土居一隆 オキドイ　カズタカ44 安芸陸協

1 砲丸投(6K) 482 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾝﾀ 3 基町高
2 砲丸投(6K) 212 西林　新太郎 ニシバヤシシンタロウ3 西条農高
3 砲丸投(6K) 申請中 櫻井　真奈斗 ｻｸﾗｲ　ﾏﾅﾄ 1 安芸南高
4 砲丸投(6K) 申請中 松重　安真 マツシゲ　ヤスマサ15 安佐北・市広
5 砲丸投(6K) 578 石田　健人 イシダ　ケント 3 県立広島高
6 砲丸投(6K) 210 泊　美裕 トマリヨシヒロ 3 西条農高
7 砲丸投(6K) 16 藤澤　直弥 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾔ 3 修道高
8 砲丸投(6K) 1764 須﨑　航 スザキ　コウ 2 舟入高
9 砲丸投(6K) 115 小島　龍也 コジマ　タツヤ 3 広島井口高

10 砲丸投(6K) 299 宮腰　水都 ﾐﾔｺｼ ﾐﾅﾄ 2 福山誠之館高　
11 砲丸投(6K) 1851 高野　尚之 タカノ　ナオユキ 2 高陽高
12 砲丸投(6K) 71 都甲　尚志 ﾄｺﾞｳ ﾋｻｼ 3 広高
13 砲丸投(6K) 1771 山崎　莉玖 ヤマサキ　リク 2 総合技術高
14 砲丸投(6K) 申請中 溝田　響 ﾐｿﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 1 広島商船高専
15 砲丸投(6K) 2038 堀江　創 ホリエ　ハジメ 2 崇徳高
16 砲丸投(6K) 19 礒本　隆司 イソモト　タカシ 3 広島皆実高
17 砲丸投(6K) 813 乾　孝成 イヌイ　タカナリ 1 近大東広島高
18 砲丸投(6K) 申請中 和田　学 ﾜﾀﾞ ｶﾞｸ 1 広島市工高
19 砲丸投(6K) 610 小川　夢斗 ｵｶﾞﾜ　ﾕﾒﾄ 3 尾道商業高
20 砲丸投(6K) 2217 大内　龍聖 ｵｵｳﾁ　ﾘｭｳｾｲ 2 尾道商業高
21 砲丸投(6K) 2090 臺　和哉 ﾀﾞｲ　ｶｽﾞﾔ 高2 三次高
22 砲丸投(6K) 1955 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ　ﾅｵｷ 2 安西高
23 砲丸投(6K) 1651 中川　由章 ナカガワ　ヨシアキ16 安佐北・市広
24 砲丸投(6K) 440 江口　龍斗 ｴｸﾞﾁ　ﾘｭｳﾄ 3 安西高
25 砲丸投(6K) 2088 楢崎　光平 ナラサキ　コウヘイ2 広島観音高
26 砲丸投(6K) 2137 揚口　遥也 ｱｹﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 2 三次青陵高
27 砲丸投(6K) 268 滝澤　拓実 ﾀｷｻﾞﾜ　ﾀｸﾐ 3 尾道商業高
28 砲丸投(6K) 837 佐々木　諒 ササキ　リョウ 1 崇徳高
29 砲丸投(6K) 402 岡本　宗真 オカモト　ソウマ 3 広島翔洋高
30 砲丸投(6K) 2097 中本　了 ナカモト　リョウ 2 広島翔洋高
31 砲丸投(6K) 1928 松田　准也 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 2 三次青陵高

1 砲丸投(5k) 申請中 迫田力哉 サコダリキヤ 1 西条農高
2 砲丸投(5k) 1007 寺口 廉也 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 3 古田中
3 砲丸投(5k) 76 山本　広樹 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 3 国泰寺中学校
4 砲丸投(5k) 松岡　剛 ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 3 修道中
5 砲丸投(5k) 花原　悠太 ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 3 修道中



1 円盤投(2K) 申請中 甲斐　公耀 カイ　キミアキ 4 広経大
2 円盤投(2K) 7－1294 若林　広樹 ワカバヤシ　ヒロキ3 広島工業大学
3 円盤投(2K) 1643 切田　侃希 キリタ　ナオキ 3 福山大学
4 円盤投(2K) 申請中 廣田　皓大 ヒロタ　コウダイ 3 広経大 岡山
5 円盤投(2K) 7－1286 片山　優 カタヤマ　ユウ 3 広島工業大学

1 円盤投(1.75K) 482 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾝﾀ 3 基町高
2 円盤投(1.75K) 210 泊　美裕 トマリヨシヒロ 3 西条農高
3 円盤投(1.75K) 申請中 櫻井　真奈斗 ｻｸﾗｲ　ﾏﾅﾄ 1 安芸南高
4 円盤投(1.75K) 2149 間賀田賢吾 マガタケンゴ 2 西条農高
5 円盤投(1.75K) 71 都甲　尚志 ﾄｺﾞｳ ﾋｻｼ 3 広高
6 円盤投(1.75K) 578 石田　健人 イシダ　ケント 3 県立広島高
7 円盤投(1.75K) 1714 川人　脩矢 ｶﾜﾋﾄ ｼｭｳﾔ 2 如水館高
8 円盤投(1.75K) 355 中村　凜太郎 ナカムラ　リンタロウ3 広工大高
9 円盤投(1.75K) 318 橋本　眞季 ハシモト　マサキ 3 庄原格致校

10 円盤投(1.75K) 1910 中村　遼伽 ナカムラ　ハルカ 2 広工大高
11 円盤投(1.75K) 申請中 松重　安真 マツシゲ　ヤスマサ15 安佐北・市広
12 円盤投(1.75K) 440 江口　龍斗 ｴｸﾞﾁ　ﾘｭｳﾄ 3 安西高
13 円盤投(1.75K) 1910 三宅哲平 ミヤケテッペイ 2 西条農高
14 円盤投(1.75K) 463 満足　謙弥 マンゾク　ケンヤ 3 宮島工業高
15 円盤投(1.75K) 504 坪川　周平 ﾂﾎﾞｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 3 広高
16 円盤投(1.75K) 190 高原　育巳 タカハラ　イクミ 3 広島工高
17 円盤投(1.75K) 19 礒本　隆司 イソモト　タカシ 3 広島皆実高
18 円盤投(1.75K) 1851 高野　尚之 タカノ　ナオユキ 2 高陽高
19 円盤投(1.75K) 813 乾　孝成 イヌイ　タカナリ 1 近大東広島高
20 円盤投(1.75K) 2078 徳田　和栄 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｴ 2 府中高
21 円盤投(1.75K) 270 岡本　直太 ｵｶﾓﾄ　ﾅｵﾀ 3 尾道商業高
22 円盤投(1.75K) 1650 佐藤　竜太 サトウ　リュウタ 16 安佐北・市広
23 円盤投(1.75K) 321 佐々木　健輔 ササキ　ケンスケ 3 安古市高
24 円盤投(1.75K) 2142 山崎　翔太 ﾔﾏｻｷ　ｼｮｳﾀ 2 安芸南高
25 円盤投(1.75K) 1771 山崎　莉玖 ヤマサキ　リク 2 総合技術高
26 円盤投(1.75K) 320 小坂　悠生 コサカ　ユウセイ 3 安古市高
27 円盤投(1.75K) 1651 中川　由章 ナカガワ　ヨシアキ16 安佐北・市広
28 円盤投(1.75K) 2217 大内　龍聖 ｵｵｳﾁ　ﾘｭｳｾｲ 2 尾道商業高
29 円盤投(1.75K) 1876 小畑　圭吾 オバタ　ケイゴ 2 沼田高
30 円盤投(1.75K) 1956 菅野　廉 ｶﾝﾉ　ﾚﾝ 2 安西高
31 円盤投(1.75K) 853 難波　穣 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｮｳ 1 修道高



1 やり投 477 山本　一喜 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｽﾞｷ 34 広大樟柳クラブ
2 やり投 1646 金川　伸一郎 カネガワ　シンイチロウ2 福山大学
3 やり投 522 上野　真幸 ｳｴﾉ ﾏﾕｷ 3 広島商
4 やり投 111 櫻井　優真 ｻｸﾗｲ　ﾕｳﾏ 3 安芸南高
5 やり投 212 西林　新太郎 ニシバヤシシンタロウ3 西条農高
6 やり投 476 廣谷　雄大 ﾋﾛﾔ　ﾕｳﾀﾞｲ 3 基町高
7 やり投 196 平田　輝 ヒラタ　ヒカル 3 五日市高
8 やり投 269 高下　航大 ｺｳｹﾞ　ｺｳﾀ 3 尾道商業高
9 やり投 78 藤本　壱晟 フジモト　イッセイ 3 安芸高

10 やり投 2063 池田　彩人 イケダ　アヤト 2 祗園北高
11 やり投 申請中 陶山　帆昂 スヤマ　ホダカ 4 広経大
12 やり投 427 神本　龍郎 ｶﾐﾓﾄ　ﾀﾂﾛｳ 3 安芸南高
13 やり投 1070 西浦　海 ﾆｼｳﾗ ｶｲ 3 広島商船高専
14 やり投 1910 三宅哲平 ミヤケテッペイ 2 西条農高
15 やり投 594 中谷　祐輔 ナカタニ　ユウスケ3 崇徳高
16 やり投 申請中 松重　安真 マツシゲ　ヤスマサ15 安佐北・市広
17 やり投 83 磯野　太一 イソノ　タイチ 3 祗園北高
18 やり投 1799 大木　庸平 ｵｵｷ ﾖｳﾍｲ 2 福山工高
19 やり投 2088 楢崎　光平 ナラサキ　コウヘイ2 広島観音高
20 やり投 1764 須﨑　航 スザキ　コウ 2 舟入高
21 やり投 9 梶原　太郎 ｶｼﾞﾊﾗ ﾀﾛｳ 3 修道高
22 やり投 621 大野　翔汰 オオノ　ショウタ 3 庄原実業高
23 やり投 593 日浦　飛鳥 ﾋｳﾗ ｱｽｶ 3 広島商船高専
24 やり投 1650 佐藤　竜太 サトウ　リュウタ 16 安佐北・市広
25 やり投 536 礒本　葵 イソモト　アオイ 3 安芸府中高
26 やり投 2078 徳田　和栄 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｴ 2 府中高
27 やり投 2160 池口　昂志 イケグチ　コウシ 2 広工大高
28 やり投 2412 沖土居一隆 オキドイ　カズタカ44 安芸陸協
29 やり投 1990 竹本　祐貴 ﾀｹﾓﾄ　ﾕｳｷ 2 基町高
30 やり投 464 田中　楓馬 タナカ　フウマ 3 庄原格致校
31 やり投 1972 安達　力輝 アダチ　リキ 2 広陵高
32 やり投 1955 宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ　ﾅｵｷ 2 安西高
33 やり投 1967 吉田　悠椰 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 2 広島商
34 やり投 1805 菊本　悠太 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾀ 2 広島商船高専
35 やり投 1711 上田朝陽 ウエダアサヒ 2 西条農高
36 やり投 1999 土取　海斗 ツチトリ　カイト 2 安芸府中高
37 やり投 2149 間賀田賢吾 マガタケンゴ 2 西条農高
38 やり投 2090 臺　和哉 ﾀﾞｲ　ｶｽﾞﾔ 高2 三次高
39 やり投 1778 信太　陽介 シンタ　ヨウスケ 2 呉宮原高
40 やり投 1876 小畑　圭吾 オバタ　ケイゴ 2 沼田高
41 やり投 190 高原　育巳 タカハラ　イクミ 3 広島工高
42 やり投 2082 堀　晴登 ホリ　ハルト 2 安古市高


