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決勝一覧
日付 種目

勢力　奎 11.16(-1.5) 三浦　碧葉 11.55(-1.0) 坂田　陽貴(2) 11.69(-1.6) 片山　滉太(2) 11.83(-1.6) 今村　壮 11.87(-1.6) 中田　大智(3) 11.97(-1.6) 上原　和也 12.02(-1.5)
AS ﾌｸﾔﾏ ＨＲＣ 安西中 広島大霞 黄金山AC 大塚中 GSO T&F

逸見　勇斗(3) 11.83(-1.5)
口田中

勢力　奎 22.41(-0.2) 大島　勇哉(3) 22.42(-0.2) 前田　文彬(6) 23.85(-0.2) 植田　光紀(3) 23.94(-0.2) 椎葉　　涼(3) 23.96(-0.2) 松浦　崇史 24.21(-0.2) 上本　英毅(高1) 24.34(-0.2) 猪狩　典宏(3) 24.48(-0.7)
AS ﾌｸﾔﾏ 広島大霞 広島大霞 五日市中 城南中 黄金山AC CHASKI 大手町商高
片山　滉太(2) 50.94 建田　勇太 51.70 山内　健生(中3) 52.98 佐々木　駆 53.93 椎葉　　涼(3) 54.67 植田　光紀(3) 55.76 大畑　　恒晴(3) 56.22 鎌田　雄吾(3) 56.27
広島大霞 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 城南中 五日市中 矢野中 広島学院中
樋口　恵介(1) 4:10.05 鎌田　滉(4) 4:17.90 児玉　懸生(3) 4:18.76 曽我　優斗(3) 4:18.98 吉屋　佑晟(3) 4:19.39 飯田　旺裕(2) 4:19.42 荒井　秀太(3) 4:23.92 横田優太朗(3) 4:26.62
広島経済大 広島経済大 五月が丘中 大塚中 五日市南中 広島三和中 五日市南中 五日市観音中
有田　光希(3) 9:36.26 吉屋　佑晟(3) 9:40.53 横田優太朗(3) 9:46.25 荒井　秀太(3) 9:48.69 倉本　　健(3) 9:52.35 曽我　優斗(3) 9:52.53 梶川康太郎(3) 9:56.43 石中　航喜(3) 9:56.72
高取北中 五日市南中 五日市観音中 五日市南中 五日市観音中 大塚中 矢野中 矢野中
松石　啓輔(3) 15:13.22 谷澤　泰輝(2) 15:21.88 河合　勇樹(1) 15:50.51 笹木　航太(4) 15:55.56 柴野　敏一(4) 16:01.90 藤野　浩一 16:07.17 後長　輝(3) 16:09.43 圓尾　智(1) 16:21.74
広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 広島経済大 ﾔﾝﾎﾞｰSC 広島経済大 広島経済大
粟野　宙歩(3) 15.96(-3.4) 岩森　　翔(3) 16.31(-3.4) 畠山　稜也(3) 17.53(-3.4) 渡辺　純平(3) 17.60(-3.4) 栗栖　光稀(3) 17.79(-3.4) 上村　大輝(3) 18.19(-3.4) 濵本　睦基(3) 18.70(-3.4) 三文一達也(3) 18.86(-2.7)
宇品中 戸山中 矢野中 井口中 古田中 伴中 古田中 五日市観音中
城南中 46.71 大塚中 47.14 矢野中 47.29 黄金山AC 47.40 修道中 47.70 安佐中A 47.88 広島三和中 48.05 口田中 48.55
松本　　涼(3) 清水　友斗(2) 大畑　　恒晴(3) 松浦　崇史 松岡　　剛(3) 若林　勇太(3) 門田　桐治(3) 竹内　一希(3)
椎葉　　涼(3) 中田　大智(3) 大中　雅智(2) 藤井　和彦 末盛　　巧(3) 中原　雄大(3) 上野　温斗(3) 逸見　勇斗(3)
沖中康之佑(3) 太田　　蓮(2) 岩本　晴也(2) 吉橋　達矢 柳田　悠喜(3) 森川　　基(3) 川室慧太郎(2) 井上　大聖(2)
桑名　爽汰(3) 由元　孝汰(2) 畠山　稜也(3) 横田　健太 花原　悠太(3) 中原　大樹(3) 中村　光希(3) 横山　　工(3)
井口　寛之 1m85 末盛　　巧(3) 1m80 栗栖　光稀(3) 1m75 野尻　翔英(3) 1m70 松本　歩武(2) 1m50 十河　颯良(3) 1m45 中山　尚耶(中2) 1m45 沖土居　一隆 1m45
広島疾風ｸﾗﾌﾞ 修道中 古田中 亀山中 戸坂中 戸坂中 中野東陸上ｸﾗﾌﾞ 安芸陸協
下瀬　翔貴 4m80 和手　航大(3) 3m80 藤井　健斗(3) 3m00 溝尾　涼介(3) 2m90 景山　　陸(2) 2m70 景山　　海(2) 2m60 植原　悠斗(2) 2m50 宮本　藍人(2) 2m50
鶴学園クラブ 井口中 城南中 城南中 砂谷中 砂谷中 城南中 井口中
竹本　周平 6m39(+1.8) 坂田　陽貴(2) 6m27(+2.2) 粟野　宙歩(3) 6m17(+0.4) 末盛　　巧(3) 6m01(+1.8) 栗矢　陽輝(3) 5m89(+1.6) 下川　竜吾(3) 5m81(+1.1) 梶谷　俊介(2) 5m74(+1.3) 恵南　優貴(3) 5m69(+1.3)
鶴学園クラブ 安西中 公認6m18(+0.1) 宇品中 修道中 井口中 伴中 県立広島商高 江波中
中村　一達(3) 12m79 嶋田　賢冴(2) 9m55 山本　広樹(3) 9m46 松岡　　剛(3) 9m07 日野原　綾(3) 8m82 岸本　悠吾(3) 8m31 花原　悠太(3) 8m03 藤原　圭涼(2) 7m79
安佐中 伴中 国泰寺中 修道中 城南中 口田中 修道中 砂谷中
黒田　佳希(3) 8m21
大手町商高
杉之原　光司 11m96
ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

5月12日 男子400m

5月12日 高校男子砲丸投

5月12日 男子砲丸投

5月12日 男子走幅跳

5月12日 中学男子110mH

5月12日 中学男子砲丸投

5位 6位 7位

5月12日 男子1500m

5月12日 男子棒高跳

男子4X100mR

5月12日 男子5000m

5月12日 男子200m

H30 第１回広島市陸上競技記録会 【18340707】 
コカ・コーラ　ボトラーズジャパン広島スタジアム 【342060】 
2018/05/12 ～ 2018/05/12

1位 2位 3位 4位 8位

5月12日 男子100m

5月12日 男子走高跳

5月12日 中学男子3000m

5月12日



ト ラ ッ ク 審 判 長 戸田　泰夫

跳 躍 審 判 長 田川　司

投 て き 審 判 長 戸田　泰夫

記 録 主 任 畠山　洋二

H30 第１回広島市陸上競技記録会 【18340707】 
コカ・コーラ　ボトラーズジャパン広島スタジアム 【342060】 
2018/05/12 ～ 2018/05/12

山根　千歩(3) 12.67(-0.4) 浅木都紀葉(3) 12.79(-0.4) 中西　　彩(2) 12.88(-0.4) 鷲頭　一華(3) 13.38(-0.4) 金川　優莉(2) 13.39(-0.4) 忰山　渚(1) 13.42(-2.1) 前川　実怜(3) 13.56(-0.4) 中下　実玲(3) 13.63(-0.4)
広島三和中 口田中 広島三和中 戸山中 五日市南中 城山中 国泰寺中 矢野中
山根　千歩(3) 26.70(0.0) 松村　怜奈(3) 27.37(0.0) 忰山　　碧(3) 28.15(-1.2) 中下　実玲(3) 28.23(0.0) 村上　碧海(3) 28.56(0.0) 吉川　桐葉(3) 28.98(0.0) 金本裕佳子(2) 29.03(-1.0) 前田　朔良(2) 29.31(-1.0)
広島三和中 県立広島商高 城山中 矢野中 祇園中 安佐中 城南中 五日市観音中
稲田　優紀(3) 2:30.80 宮崎　愛花(3) 2:32.37 中村ひなた(3) 2:32.88 柿原　夏音(3) 2:33.02 藤村　心瑛菜(中2) 2:33.20 原　　真雪(3) 2:33.60 隅田　美羽(2) 2:34.30 吉村　春乃(2) 2:34.54
井口中 口田中 伴中 矢野中 CHASKI 五日市観音中 大塚中 国泰寺中
西園　萌花(3) 4:55.39 宮崎　愛花(3) 5:01.88 隅田　美羽(2) 5:01.99 木村祐紀乃(2) 5:03.70 福田　遥叶(3) 5:05.88 筒本　恭実 5:06.84 岩田　唯花(3) 5:08.59 西田　愛唯(3) 5:09.13
祇園中 口田中 大塚中 広島三和中 祇園中 広島県庁ＲＣ 安西中 広島三和中
浅木都紀葉(3) 14.82(-2.1) 森脇　叶美(2) 15.75(-2.1) 神原　奈緒(3) 16.03(-2.1) 橋本　智香(3) 16.92(-2.1) 石原　愛(中3) 17.14(-2.1) 橋本　那奈(3) 17.59(-2.1) 岸　萌々花(2) 17.85(-2.2) 玉谷　光里(2) 18.55(-2.0)
口田中 五日市南中 五日市中 五日市観音中 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 五日市中 祇園東中 国泰寺中
広島三和中 52.59 安佐中A 53.60 国泰寺中 53.91 矢野中 53.92 祗園中 53.94 五日市中 54.57 五日市観音中 54.68 口田中 54.78
橋本　　桜(3) 中原　千晴(3) 住田　麗月(2) 岩本　朱里(3) 平　　優希(3) 黒滝　望結(3) 橋本　智香(3) 安部日菜子(2)
中西　　彩(2) 吉川　桐葉(3) 玉谷　光里(2) 中下　実玲(3) 村上　碧海(3) 神原　奈緒(3) 松冨　彩花(3) 浅木都紀葉(3)
坂本　聖奈(2) 井上　　悠(3) 矢藤　　岬(3) 吉中　実優(3) 兵動　月南(2) 小林　青生(3) 前田　朔良(2) 平田　晴香(3)
山根　千歩(3) 大瀬戸梨乃(3) 前川　実怜(3) 品川　優衣(2) 廣末　那々(2) 橋本　那奈(3) 若林　　遙(2) 品川　風花(3)
小山　桜子(3) 1m40 村上　千笑(3) 1m40 吉川　桐葉(3) 1m40 瀧本菜々子(2) 1m35 岡田　朋栞(中3) 1m35
宇品中 宇品中 安佐中 国泰寺中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
切戸　乃彩(3) 1m40 寺石　千鶴(2) 1m40
国泰寺中 宇品中
早弓　綾音(2) 1m40
宇品中
戸田　涼(3) 2m40 森原　明音(2) 2m10 土肥　未亜(2) 1m80
河内中 河内中 河内中
河村　仁美 5m80(+1.5) 玉木　彩子 5m17(+2.6) 忰山　　碧(3) 5m13(+2.8) 大瀬良風芽(3) 4m92(+2.9) 松村　怜奈(3) 4m88(+1.3) 忰山　渚(1) 4m86(+2.6) 前川　実怜(3) 4m86(+2.7) 有原このは(3) 4m82(+2.0)
周南市役所 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ 公認記録なし 城山中 公認記録なし 宇品中 公認記録なし 県立広島商高 城山中 公認記録なし 国泰寺中 公認記録なし 東原中
村上　碧海(3) 11m37 砂田真由子(3) 10m51 内野　里桜(3) 10m46 吉田　涼華(3) 10m12 島本　心夏(3) 10m03 平野　百華(3) 9m84 竹中　恵茉(3) 9m78 桃谷　泉葵(3) 9m33
祇園中 安佐中 亀山中 祇園東中 城南中 安佐中 宇品中 伴中

凡例 

5月12日 女子棒高跳

5月12日 中学女子砲丸投

5月12日 女子走幅跳

5月12日 女子200m

5月12日 女子4X100mR

5月12日 女子1500m

5月12日 中学女子100mH

5月12日 女子走高跳

5月12日 女子100m

5月12日 女子800m


