
予選 7月26日 12:40
決勝 7月26日 14:25

日本中学記録(JR)                10.56 宮本　大輔           山  口  周陽             2014/ 5/17  
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    
大会記録(GR)                    11.76 北村　拓也                   伴               2006        

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.7

 1 平澤    櫂(1)     12.21 q  1 坪倉  瑠快(1)     12.30 q
ﾋﾗｻﾜ ｶｲ 昭和北中 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾙｶ 東城中

 2 橋村  和樹(1)     12.66 q  2 景山  凌英(1)     12.74 
ﾊｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 県立広島中 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｴｲ 松賀中

 3 鈴木斗雄哉(1)     12.73  3 田中  裕作(1)     12.84 
ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ 向陽中 ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中

 4 中村  柊輔(1)     12.89  4 藤原  怜央(1)     12.87 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｽｹ 廿日市中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ 府中学園

 5 佐々木  柊(1)     12.95  5 福村　悠生(1)     13.09 
ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳｲ 昭和中

 6 大月  佑真(1)     13.04  6 宮宗  快斗(1)     13.15 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中 ﾐﾔｿｳ ｶｲﾄ 福山城北中

 7 藤川友太郎(1)     13.14  7 有田  一生(1)     13.25 
ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 駅家南中 ｱﾘﾀ ｲｵ 三原第二中

 8 古中  睦人(1)     13.34 松原  正英(1)
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 県立広島中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +0.6

 1 村上  晃雅(1)     12.82  1 石川颯太郎(1)     12.58 q
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｶﾞ 因北中 ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 横路中

 2 加賀  浩也(1)     12.84  2 森脇    翔(1)     12.75 
ｶｶﾞ ﾋﾛﾔ 因島南中 ﾓﾘﾜｷ ｼｮｳ 福山東中

 3 山根  祐翔(1)     13.01  3 堀向    吏(1)     12.91 
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 安芸府中中 ﾎﾘｺｳ ﾂｶｻ 八本松中

 4 石川  秀太(1)     13.05  4 濱岡  琉生(1)     12.92 
ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾀ 小方中 ﾊﾏｵｶ ﾘｭｳｾｲ 忠海中

 5 吉田  啓人(1)     13.09  5 近藤  朋輝(1)     12.99 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾄ 三原第二中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 向丘中

 6 井上    怜(1)     13.37  6 山下  彦芽(1)     13.04 
ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 誠之中 ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝｶﾞ 両城中
守友  空青(1)  7 佐々  尚斗(1)     13.40 
ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中 ｻｻ ﾅｵﾄ 昭和北中
西村  全永(1) 阿部  晃士(1)
ﾆｼﾑﾗ ｾﾞﾝｴｲ 安佐南中 ｱﾍﾞ ｺｳｼ 広大福山中

[ 5組] 風速 +0.9 [ 6組] 風速 +3.0

 1 安長    隼(1)     12.64 q  1 寺原  智紀(1)     12.38 q
ﾔｽﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 塩町中 ﾃﾗﾊﾗ ﾄﾓｷ 因島南中

 2 藤田  陽人(1)     12.74  2 板倉  慶典(1)     12.44 q
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 吉島中 ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中

 3 三谷  晃士(1)     12.79  3 竹内  蒼真(1)     12.46 q
ﾐﾀﾆ ｺｳｼ 福山城南中 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ 福山城北中

 4 日原  愛裕(1)     13.01  4 藤井  直人(1)     12.99 
ﾋﾊﾞﾗ ﾏﾋﾛ 誠之中 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 廿日市中

 5 入澤  昌福(1)     13.40  5 遊佐  碧依(1)     13.01 
ｲﾘｻﾞﾜ ﾏｻﾄﾐ 両城中 ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中

 6 田中  奨絆(1)     13.89  6 澤田  千斗(1)     13.08 
ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 横路中 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 福山城東中
大知  千真(1)  7 室田    源(1)     13.25 
ｵｵﾁ ｶｽﾞﾏ 大野東中 ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ 砂谷中

風速 +1.6

 1 平澤    櫂(1)     12.11 
ﾋﾗｻﾜ ｶｲ 昭和北中

 2 坪倉  瑠快(1)     12.19 
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾙｶ 東城中

 3 板倉  慶典(1)     12.38 
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中

 4 安長    隼(1)     12.50 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 塩町中

 5 寺原  智紀(1)     12.53 
ﾃﾗﾊﾗ ﾄﾓｷ 因島南中

 6 橋村  和樹(1)     12.60 
ﾊｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 県立広島中

 7 石川颯太郎(1)     12.66 
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 横路中

 8 竹内  蒼真(1)     12.69 
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ 福山城北中

7 16287

5  8144

6  1299

2  7996

3  5427

1  5004

8  3456

6  2676 2  2365
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  3842

3  6869 7  2431

8  3729 8   679

7  3459 3  6348

5  7996 6  5427

2    50 5  1299

4  6299 4 16287

3  1920 1  3847
失格

4  1431 6  7309
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2783 8  6012

8  5679 2  6437

2  6868 5 13738

7  5465 4  3456

6  5428 3  6234

1  4203 7  4596

3  7019 1  5673

2  2392 2  5002
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  2435 3  7516

8  1639 6  3802

5 12303 7 16284

4  3842 4  8144

1  5004 5  4710

7  4568 8  1258

1年男子

１００ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月25日 14:05
決勝 7月26日 15:10

日本中学記録(JR)              3:49.72 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/ 9/23  
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:26.30 實藤　康樹                   本　郷           2010        

[ 1組] [ 2組]

 1 田中    陸(1)   4:38.96 Q  1 吉田  凪音(1)   4:43.14 Q
ﾀﾅｶ ﾘｸ 高屋中 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 向陽中

 2 井上  史琉(1)   4:40.68 Q  2 枡田  健伸(1)   4:45.04 Q
ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ 福山城北中 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 福山城北中

 3 宮原  寛弥(1)   4:41.14 Q  3 高橋  敦大(1)   4:45.34 Q
ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾔ 松賀中 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 八本松中

 4 森安  瑛音(1)   4:42.39 Q  4 保田亮太朗(1)   4:46.42 Q
ﾓﾘﾔｽ ｴｲﾄ 三原第二中 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高屋中

 5 坂口  雄哉(1)   4:43.81 q  5 松浦  大起(1)   4:49.16 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磯松中 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中

 6 有田  陽輝(1)   4:47.24 q  6 森永  隆真(1)   4:49.33 
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ 芸北中 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｭｳｼﾝ 口和中

 7 田川  直橙(1)   4:49.39  7 香川  元希(1)   4:49.42 
ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 志和中 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 安西中

 8 池島  大耀(1)   4:52.60  8 光野  遙人(1)   4:55.38 
ｲｹｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 鷹取中 ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広島城南中

 9 藤田  貫佑(1)   4:57.99  9 東本    直(1)   4:55.79 
ﾌｼﾞﾀ ｶﾝｽｹ 八本松中 ﾄｳﾓﾄ ﾅｵ 鷹取中

10 藤田　宇響(1)   5:02.22 10 小迫  彩斗(1)   5:03.24 
ﾌｼﾞﾀ ｳｷｮｳ 福山東中 ｺｻｺ ｱﾔﾄ 三原第二中

11 坂田  颯磨(1)   5:02.70 11 後東  和希(1)   5:04.11 
ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 広中央中

12 近藤  俊輔(1)   5:02.92 12 瀧本  皇我(1)   5:05.67 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 熊野東中 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｶﾞ 伴中

13 直井  真也(1)   5:03.31 山吹  結人(1)
ﾅｵｲ ﾏｻﾔ 熊野中 ﾔﾏﾌﾞｷ ﾕｲﾄ 熊野中

14 廣川翔一朗(1)   5:13.10 近藤  優成(1)
ﾋﾛｶﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 安浦中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 両城中
吉見  夏樹(1) 島村    拓(1)
ﾖｼﾐ ﾅﾂｷ 本郷中 ｼﾏﾑﾗ ﾀｸ 広大三原中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:10.0  4654 田中    陸(1)    400m    1:10.0 16280 枡田  健伸(1)
   800m    2:26.1   〃     〃    800m    2:29.3 14572 吉田  凪音(1)
  1200m    3:41.2   〃     〃   1200m    3:48.5 16280 枡田  健伸(1)

[ 3組] ラップタイム
   400m    1:13.1  4656 山田  経翔(1)

 1 山本    悠(1)   4:42.74 Q    800m    2:31.0  3055 竹内  昴航(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中   1200m    3:49.2    85 山本    悠(1)

 2 田原琥太郎(1)   4:43.17 Q
ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 松賀中

 3 宮田  孝輝(1)   4:43.25 Q
ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 向陽中

 4 髙松  大希(1)   4:44.67 Q
ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 東広島中央中

 5 池野  蓮志(1)   4:45.52 q
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 加計中

 6 永久  宗樹(1)   4:50.30 
ﾅｶﾞﾋｻ ﾓﾄｷ 昭和北中

 7 竹内  昴航(1)   4:53.71 
ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ 千代田中

 8 福田  大翔(1)   4:54.85 
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島三和中

 9 坂﨑  雄也(1)   4:58.31 
ｻｶｻﾞｷ ﾕｳﾔ 吉田中

10 丸山    蓮(1)   4:59.22 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝ 世羅中

11 國本  航生(1)   5:00.47 
ｸﾆﾓﾄ ｺｳｾｲ 熊野中

12 山田  経翔(1)   5:01.29 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ 高屋中

13 阿良田尊己(1)   5:01.84 
ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中

14 小田切宏輝(1)   5:05.35 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋﾛｷ 熊野東中

15 山田  光城(1)   5:07.30 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 西条中
村井  輝都(1)
ﾑﾗｲ ｱｷﾄ 因島南中

1年男子

１５００ｍ

予選 通過基準  3組  4着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  4654 14 14572

13 16283 15 16280

15  4712 5 14610

14  5661 12  4657

5  4689 13   314

11  2955 3  8178

6  4606 1 11301

3  6326 11  1235

1 14604 4  6325

9  6236 9  5662

8   592 6 13411

2  4337 2  1413

10  4313 7  4321
棄権

4  3950 8 13730
棄権

7  5846 10  5935
棄権 棄権

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15    85

14  4707

16 14570

13  4913

12  2861

10  3821

1  3055

9  2124

6  3112

2  6179

11  4318

7  4656

4   531

5  4342

3  4536

8  5431
棄権



 1 田中    陸(1)   4:34.25 
ﾀﾅｶ ﾘｸ 高屋中

 2 山本    悠(1)   4:34.45 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中

 3 井上  史琉(1)   4:36.72 
ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ 福山城北中

 4 吉田  凪音(1)   4:37.42 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 向陽中

 5 田原琥太郎(1)   4:37.84 
ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 松賀中

 6 宮原  寛弥(1)   4:38.81 
ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾔ 松賀中

 7 髙松  大希(1)   4:39.22 
ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 東広島中央中

 8 枡田  健伸(1)   4:39.75 
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 福山城北中

 9 宮田  孝輝(1)   4:41.51 
ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 向陽中

10 森安  瑛音(1)   4:44.89 
ﾓﾘﾔｽ ｴｲﾄ 三原第二中

11 有田  陽輝(1)   4:46.00 
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ 芸北中

12 池野  蓮志(1)   4:48.49 
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 加計中

13 坂口  雄哉(1)   4:49.09 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磯松中

14 高橋  敦大(1)   4:49.63 
ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 八本松中

15 保田亮太朗(1)   4:52.36 
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高屋中

ラップタイム
   400m    1:09.0 16280 枡田  健伸(1)
   800m    2:26.2  4654 田中    陸(1)
  1200m    3:42.1   〃     〃 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  4654

11    85

14 16283

10 14572

9  4707

13  4712

6  4913

5 16280

8 14570

12  5661

1  2955

3  2861

7  4689

4 14610

2  4657



予選 7月26日 11:30
決勝 7月26日 14:00

日本中学記録(JR)                10.56 宮本　大輔           山  口  周陽             2014/ 5/17  
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    
大会記録(GR)                    11.12 北村　拓也                   伴               2007        

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 -0.1

 1 河野  樹粋(2)     11.32 q  1 川室慧太郎(2)     12.14 
ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中 ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 2 松本  京大(2)     11.82 q  2 石田  亮太(2)     12.31 
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 安芸府中中 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中

 3 永野    周(2)     11.95 q  3 田中  智也(2)     12.31 
ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 磯松中 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 東広島中央中

 4 横奥  京知(2)     12.15  4 西本  達生(2)     12.34 
ﾖｺｵｸ ｷｮｳﾄ 温品中 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中

 5 西尾  綾真(2)     12.32  5 井上  大聖(2)     12.59 
ﾆｼｵ ﾘｮｳﾏ 瀬野川東中 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中

 6 杉原  海悠(2)     12.40  6 大下  雄渡(2)     12.90 
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ 長江中 ｵｵｼﾀ ﾕｳﾄ 仁方中

 7 鈴川  千春(2)     12.44  7 金倉  遼太(2)     12.96 
ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中 ｶﾈｸﾗ ﾘｮｳﾀ 福山城西中

 8 加藤  凛成(2)     12.52  8 中村月祁央(2)     12.99 
ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ 横路中 ﾅｶﾑﾗ ﾙｷｱ 両城中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +1.2

 1 大中  雅智(2)     12.08 q  1 藤井  永遠(2)     11.83 q
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中

 2 西村    優(2)     12.11 q  2 佐野  理生(2)     11.94 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中 ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 3 井上  裕太(3)     12.30  3 福田  吉春(2)     12.09 q
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 向丘中 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 七尾中

 4 高橋  亮至(2)     12.43  4 近藤  佳由(2)     12.27 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 二葉中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 庄原中

 5 杉井  智哉(2)     12.63  5 樋野  絢真(2)     12.38 
ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ 横路中 ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ 鷹取中

 6 石田    樹(2)     12.68  6 時元    隼(2)     12.46 
ｲｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 大門中 ﾄｷﾓﾄ ﾊﾔﾄ 上下中

 7 津村  倭央(2)     12.75  7 西本  博紀(2)     12.64 
ﾂﾑﾗ ｲｵ 広中央中 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 神辺中
石上  幸隆(2)  8 岩本  晴也(2)     12.72 
ｲｼｶﾞﾐ ﾕｷﾀｶ 祇園中 ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 +2.0

 1 間所  海磨(2)     11.78 q  1 福井  凪冴(2)     11.93 q
ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中 ﾌｸｲ ﾅｷﾞｻ 一ツ橋中

 2 太田    蓮(2)     12.00 q  2 清水  友斗(2)     11.99 q
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 3 溜畑  我空(2)     12.15  3 小林  朋幹(2)     12.18 
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ 昭和北中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 4 政岡  州悟(2)     12.26  4 河尻  成流(2)     12.27 
ﾏｻｵｶ ｼｭｳｺﾞ 己斐上中 ｺｳｼﾞﾘ ﾅﾙ 栗原中

 5 浦上    颯(2)     12.35  5 村上    諒(2)     12.30 
ｳﾗｶﾞﾐ ﾊﾔﾃ 内海中 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 6 鈴木  栄地(2)     12.49  6 松本  歩武(2)     12.63 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 福山城北中 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中

 7 中村阿依真(2)     12.50  7 瀬川  優輝(2)     12.64 
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾏﾝ 大野中 ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大野中

 8 三浦  大河(2)     12.56  8 中村  彰太(2)     12.65 
ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 府中緑ヶ丘中 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 廿日市中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 +0.2

 1 山下  壮太(2)     12.09 q  1 岡本  怜二(2)     11.91 q
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中

 2 溝口    空(2)     12.13  2 俵原  圭吾(2)     11.95 q
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ 福山城南中 ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中

 3 正門  明虎(2)     12.51  3 由元  孝汰(2)     12.13 q
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中

 4 吉本多一郎(2)     12.57  4 檜垣  脩矢(2)     12.24 
ﾖｼﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ 七尾中 ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中

 5 西角  拓真(2)     12.59  5 佐藤  太宥(2)     12.26 
ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ 三原第二中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ 誠之中

 6 大村  元海(2)     12.60  6 秋山    楓(2)     12.35 
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中 ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 県立広島中

 7 米屋  颯人(2)     12.60  7 松下  光希(2)     12.57 
ｺﾒﾔ ﾊﾔﾄ 大野東中 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｷ 二葉中

 8 竹本  雷己(2)     12.70 宇都宮良唯(2)
ﾀｹﾓﾄ ﾗｲｷ 熊野東中 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中

2年男子
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予選 通過基準  8組  0着 + 16 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  3365 5  2114

6  4193 3   260

4  4675 6  4904
(11.946)

3   264 1  1401

7  2081 4  1927

1  5059 2  3284

2  1253 7  6890

8  3443 8  3726

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2077 4  3838

5  1597 5  1730

3  6433 6  2453

7   354 3  8084

6  3444 2  6316

1  6915 7  7578

2  3394 1  7230

8  1305 8  2075
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1402 4  6944

7  1595 2  1590

3  3833 5  2154

6  1039 7  5085

1  7032 6  2390

2  6267 3   293

5  2626 1  2627

8  4221 8  2429

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7251 4  5669

5  6295 5  7095
(12.125) (11.946)

7  1732 6 11607
(12.124)

2  2662 3   355

6  4335 1  1224
棄権

1  2454 7  4593

8  5670 8  6860

3   696 2  4998



[ B決勝] 風速 +1.1 [ A決勝] 風速 +1.4

 1 西村    優(2)     11.92  1 河野  樹粋(2)     11.40 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中 ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中

 2 山下  壮太(2)     11.96  2 間所  海磨(2)     11.76 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中 ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中

 3 大中  雅智(2)     12.04  3 藤井  永遠(2)     11.82 
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中

 4 福田  吉春(2)     12.05  4 松本  京大(2)     11.86 
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 七尾中 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 安芸府中中

 5 清水  友斗(2)     12.09  5 岡本  怜二(2)     11.91 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中

 6 由元  孝汰(2)     12.18  6 佐野  理生(2)     11.93 
ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中 ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 7 俵原  圭吾(2)     12.48  7 永野    周(2)     12.01 
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中 ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 磯松中
太田    蓮(2) 福井  凪冴(2)
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中 ﾌｸｲ ﾅｷﾞｻ 一ツ橋中

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1597 5  3365

8  7251 6  1402

6  2077 3  3838

7  2453 4  4193

5  1595 8  6944
失格 棄権

4  1590 7  5669

2 11607 1  1730

3  7095 2  4675



予選 7月25日 14:30
決勝 7月26日 15:20

日本中学記録(JR)              3:49.72 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/ 9/23  
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:12.30 林　　昇平                   熊　野           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 西本みずき(2)   4:29.98 Q  1 石堂  壮真(2)   4:37.03 Q
ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中 ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中

 2 山田  歩輝(2)   4:33.02 Q  2 鶴田  皓大(2)   4:38.12 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕｷ 福山城北中 ﾂﾙﾀ ｱｷﾋﾛ 熊野東中

 3 小島  悠生(2)   4:35.41 Q  3 岡田    峻(2)   4:38.88 Q
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中

 4 中村  海斗(2)   4:36.88 q  4 川上  聖晴(2)   4:40.16 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中

 5 小島  光晴(2)   4:40.93  5 森生  十太(2)   4:50.51 
ｺｼﾞﾏ ﾐﾂﾊﾙ 向陽中 ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ 長江中

 6 金田  知樹(2)   4:43.17  6 藤山  凌輔(2)   4:50.82 
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 松賀中 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 熊野中

 7 小里  慶太(2)   4:49.00  7 内城  新流(2)   4:52.03 
ｺｻﾞﾄ ｹｲﾀ 福山城南中 ｳﾁｼﾞｮｳ ｱﾀﾙ 松賀中

 8 松山  悠人(2)   4:49.97  8 大谷    蓮(2)   4:52.47 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾄ 世羅中 ｵｵﾀﾆ ﾚﾝ 西条中

 9 田中  道大(2)   4:52.17  9 大野  愛翔(2)   4:53.78 
ﾀﾅｶ ﾐﾁﾋﾛ 西条中 ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ 海田中

10 大前  龍斗(2)   4:54.50 10 福政  栄樹(2)   4:54.66 
ｵｵﾏｴ ﾘｭｳﾄ 横路中 ﾌｸﾏｻ ﾊﾙｷ 因北中

11 黒田  瑚斗(2)   5:03.06 11 磯崎  奏太(2)   4:56.43 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄ 本郷中 ｲｿｻﾞｷ ｿｳﾀ 大塚中
光橋    純(2) 12 平岡    怜(2)   4:58.68 
ﾐﾂﾊｼ ｼﾞｭﾝ 近大東広島中 ﾋﾗｵｶ ﾘｮｳ 三原第二中
浜田  翔太(2) 日名子泰明(2)
ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三原第二中 ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中
千田晃士朗(2) 和田  虎星(2)
ｾﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 広大福山中 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 高屋中
中田  透羽(2)
ﾅｶﾀ ﾄﾜ 高屋中 ラップタイム

   400m    1:11.1  1294 石堂  壮真(2)
ラップタイム    800m    2:27.7   〃     〃 
   400m    1:09.2  4686 小島  悠生(2)   1200m    3:44.3   〃     〃 
   800m    2:25.0   〃     〃 
  1200m    3:41.0  6273 山田  歩輝(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 正畑  圭悟(2)   4:23.31 Q  1 平野  寛治(2)   4:33.59 Q
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中 ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 2 樋熊  海斗(2)   4:23.31 Q  2 川本  天穂(2)   4:34.81 Q
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝﾎ 大野東中

 3 飯田  旺裕(2)   4:24.35 Q  3 新田  大芽(2)   4:37.33 Q
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中 ﾆｯﾀ ﾀｲｶﾞ 吉田中

 4 吉村  成央(2)   4:27.92 q  4 下阪  尚裕(2)   4:38.54 q
ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ 県立広島中 ｼﾓｻｶ ﾅｵﾋﾛ 野坂中

 5 山奥  海斗(2)   4:39.65  5 中植  公佑(2)   4:39.96 
ﾔﾏｵｸ ｶｲﾄ 能美中 ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ 伴中

 6 端本  大星(2)   4:39.80  6 河野  陽輝(2)   4:40.66 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 磯松中 ｺｳﾉ ﾋﾅｷ 東広島中央中

 7 越智  相太(2)   4:41.54  7 三淵  颯吾(2)   4:49.71 
ｵﾁ ｿｳﾀ 鷹取中 ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ 磯松中

 8 岩﨑    楓(2)   4:44.03  8 別所    岳(2)   4:54.23 
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 熊野東中 ﾍﾞｯｼｮ ｶﾞｸ 大塚中

 9 岡田  悠希(2)   4:44.64  9 瀧本  唯月(2)   4:55.07 
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 高西中 ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ 広島城南中

10 藤原  篤志(2)   4:47.11 10 山崎  瑛登(2)   5:00.75 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 神辺西中 ﾔﾏｻｷ ｴｲﾄ 栗原中

11 塩出  太一(2)   4:49.12 11 高橋  洸大(2)   5:10.93 
ｼｵﾃﾞ ﾀｲﾁ 栗原中 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 熊野東中

12 近藤  仁志(2)   4:49.48 小平  嘉人(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 井口中 ｺﾋﾗ ﾖｼﾄ 警固屋中

13 佐藤  仁俊(2)   4:52.94 加賀  瑞騎(2)
ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 東広島中央中 ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ 吉島中

14 佐々本翔也(2)   4:54.16 村上    響(2)
ｻｻﾓﾄ ｼｮｳﾔ 高屋中 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:07.1  5746 正畑  圭悟(2)    400m    1:09.2  1405 中植  公佑(2)
   800m    2:17.3   〃     〃    800m    2:26.4   611 平野  寛治(2)
  1200m    3:32.1   〃     〃   1200m    3:40.1  3106 新田  大芽(2)

4  4907 11    46
棄権

8  4648 14  6319
棄権

1  7274 5  5088

2  5086 10  4340

6   976 2  3522
棄権

9  6318 4  4685

7  4331 9 11603

3  5234 1  1226

11  4999 3  2509

5  4430 6  1405

10  4688 8  4908

14  5746 13   611

13  4525 12  2665

12  2121 7  3106

6  5659 12  7306
棄権 棄権

7  7305 13  4646
棄権 棄権

15  4645
棄権

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  3440 8  5458

2  5835 4  1589

1  4965 1  5656
棄権

9  6284 2  4701

4  6166 3  4523

3  4524 6  4250

13  5421 9  1553

8  4558 7  5061

10  4702 5  4311

11  2953 14  1294

12  6273 10  4352

14  4686 11  1926

2年男子
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予選 通過基準  4組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 正畑  圭悟(2)   4:17.84 
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中

 2 石堂  壮真(2)   4:19.83 
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中

 3 平野  寛治(2)   4:20.76 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 4 樋熊  海斗(2)   4:21.85 
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中

 5 吉村  成央(2)   4:24.02 
ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ 県立広島中

 6 飯田  旺裕(2)   4:25.72 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中

 7 小島  悠生(2)   4:25.95 
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中

 8 川本  天穂(2)   4:25.98 
ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝﾎ 大野東中

 9 西本みずき(2)   4:26.03 
ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中

10 中村  海斗(2)   4:31.22 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中

11 下阪  尚裕(2)   4:32.64 
ｼﾓｻｶ ﾅｵﾋﾛ 野坂中

12 山田  歩輝(2)   4:34.92 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕｷ 福山城北中

13 岡田    峻(2)   4:36.08 
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中

14 鶴田  皓大(2)   4:38.75 
ﾂﾙﾀ ｱｷﾋﾛ 熊野東中

15 新田  大芽(2)   4:46.27 
ﾆｯﾀ ﾀｲｶﾞ 吉田中

ラップタイム
   400m    1:04.1  2121 飯田  旺裕(2)
   800m    2:16.0  1294 石堂  壮真(2)
  1200m    3:26.1  5746 正畑  圭悟(2)

1  1926

3  4352

4  3106

7  4686

8  2665

11  2953

6  5421

2  2509

10  6273

15  5746

5  1294

9   611

14  4525

12  4999

13  2121

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月25日 11:40
決勝 7月25日 13:05

日本中学記録(JR)                10.56 宮本　大輔           山  口  周陽             2014/ 5/17  
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    
大会記録(GR)                    10.99 高卯　健太郎                 福山城北         2015        

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速  0.0

 1 岡田    翼(3)     11.14 q  1 岡村  元太(3)     11.21 q
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 大野東中 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中

 2 中村  光希(3)     11.58 q  2 福島  滉世(3)     11.86 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中 ﾌｸｼﾏ ｺｳｾｲ 大州中

 3 佐々木海翔(3)     11.61 q  3 松村  瑠晟(3)     11.92 
ｻｻｷ ｶｲﾄ 吉舎中 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中

 4 溜畑  侑大(3)     11.90  4 大久保歩永久(3)     12.10 
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 昭和北中 ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ 温品中

 5 尾崎  侑也(3)     11.92  5 二神  翔雅(3)     12.34 
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾔ 三原第三中 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 高屋中

 6 伊藤優一郎(3)     11.96  6 米澤  晴惟(3)     12.41 
ｲﾄｳ ﾕｲﾁﾛｳ 庚午中 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 長束中

 7 坂田  具観(3)     12.12  7 邑岡  亮輔(3)     12.50 
ｻｶﾀ ﾄﾓﾐ 七尾中 ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳｽｹ 向陽中

 8 三島  快斗(3)     12.37  8 古田  颯人(3)     12.81 
ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 祇園東中 ﾌﾙﾀ ﾊﾔﾄ 阿品台中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 -0.3

 1 占部  貴輝(3)     11.24 q  1 小林  遼輝(3)     11.68 
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 鷹取中

 2 織田倫太朗(3)     11.71  2 原    拓夢(3)     12.13 
ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 西条中 ﾊﾗ ﾀｸﾑ 七尾中

 3 高橋騎士郎(3)     11.85  3 高濱  大地(3)     12.40 
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾛｳ 広中央中 ﾀｶﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ 両城中

 4 藤井寛太朗(3)     11.91 石原  光将(3)
ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀﾛｳ 福山城西中 ｲｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 高野中

 5 山﨑  心優(3)     11.99 松本    涼(3)
ﾔﾏｻｷ ﾐﾋﾛ 広大三原中 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 広島城南中

 6 松本  流弥(3)     12.10 檀上翔多郎(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 昭和北中 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 大成館中

 7 海地  博斗(3)     12.21 吉田健太郎(3)
ｶｲﾁ ﾊｸﾄ 幸千中 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 小方中
岩森    翔(3) 下川  竜吾(3)
ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中 ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ 伴中

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 +1.6

 1 逸見  勇斗(3)     11.29 q  1 藤井  雄大(3)     11.49 q
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中

 2 桝平  二郎(3)     11.58 q  2 豊崎  陽央(3)     11.78 
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ 鷹取中 ﾄﾖｻｷ ﾖｳ 福山城北中

 3 廣江  海斗(3)     11.67  3 藤川  怜大(3)     11.83 
ﾋﾛｴ ｶｲﾄ 一ツ橋中 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ 和庄中

 4 沖中康之佑(3)     12.02  4 三宅  貫太(3)     12.05 
ｵｷﾅｶ ｺｳﾉｽｹ 広島城南中 ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 温品中

 5 川本  圭悟(3)     12.12  5 本多  義高(3)     12.21 
ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島なぎさ中 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 長江中

 6 柴崎    悠(3)     12.22  6 仁泉  航希(3)     12.23 
ｼﾊﾞｻｷ ﾊﾙｶ 白岳中 ﾆｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 神辺中
河村晃志郎(3) 名越  拓馬(3)
ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 近大東広島中 ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 八本松中
中原  雄大(3) 内山    類(3)
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 安佐中 ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ 戸山中

[ 7組] 風速 +1.3 [ 8組] 風速 +2.9

 1 坂田  陽貴(3)     11.37 q  1 岡    俊輔(3)     11.12 q
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中 ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中

 2 髙橋  京佑(3)     11.65 q  2 上野  温斗(3)     11.32 q
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東朋中 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 3 竹内    鴻(3)     11.93  3 藤田  将生(3)     11.70 
ﾀｹｳﾁ ｺｳ 瀬戸田中 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 高取北中

 4 香川  翔哉(3)     11.98  4 宮内  快斗(3)     11.80 
ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 翠町中 ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 神辺東中

 5 石本  涼太(3)     12.03  5 平賀  翔夢(3)     11.93 
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 安芸府中中 ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳﾏ 高美が丘中

 6 的場  武流(3)     12.13  6 大西  柾路(3)     11.95 
ﾏﾄﾊﾞ ﾀｹﾙ 福山城北中 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾐﾁ 廿日市中

 7 告下  翔琉(3)     12.19  7 三宅  佑毅(3)     12.21 
ﾂｹﾞｼﾀ ｶｹﾙ 誠之中 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 西条中

 8 松村  春輝(3)     12.46  7 田中  将斗(3)     12.21 
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ 大野東中 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 呉中央中

1  6851 1  4518

8  2653 2  3677

7   581 6  7244

6  4184 8  4722

2  6260 3  2413

4  1271 4  6371

5  6971 5  2111

3  5501 7  1500

1  4972 3  4583
棄権 棄権

6  1245 8  1362
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1214 2   252

7  2381 6  5055

8  3341 1  7217

4 11932 4   888

5  6312 5  6251

3  6941 7  3585

8  6372 6  2778
棄権

7  1361 8  1392
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  6885 2  8201
棄権

2  5927 3  1221
棄権

1  3846 4  6583
棄権

4    41 5  6311

5  4515 7  2450

3  3372 1  3712

2  2449 8  4552

8  1332 7  2471

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5 13852 6   251

6  5702 1  4632

7   941 2  1451

4  2651 4  2441

1  2112 3   521

3  7871 5   361

3年男子

１００ｍ

予選 通過基準  10組  0着 + 16 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 9組] 風速 +0.9 [ 10組] 風速 +1.4

 1 植田  光紀(3)     11.25 q  1 山中  瑞己(3)     11.47 q
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中 ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中

 2 中田  大智(3)     11.60 q  2 得田  泰圭(3)     11.66 q
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中 ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 川尻中

 3 桝本  脩斗(3)     11.95  3 滝田    怜(3)     11.96 
ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ 東原中 ﾀｷﾀ ｻﾄﾙ 江田島中

 4 家長  省心(3)     11.99  4 大西  洋仁(3)     12.12 
ｲｴﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 瀬戸田中 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾄ 大野中

 5 新庄    健(3)     12.27  5 久保  恒輝(3)     12.25 
ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中 ｸﾎﾞ ｺｳｷ 七尾中
江口  颯哉(3)  6 師井  詩音(3)     12.33 
ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 江田島中 ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広中央中
恵南  優貴(3) 大畑    恒晴(3)
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中 ｵｵﾊﾀ ｺｳｾｲ 矢野中
奥    勇介(3)
ｵｸ ﾕｳｽｹ 倉橋中

[ B決勝] 風速 +0.9 [ A決勝] 風速 +0.8

 1 藤井  雄大(3)     11.34  1 岡田    翼(3)     10.98 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中 ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 大野東中

 2 山中  瑞己(3)     11.37  2 岡村  元太(3)     11.04 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中

 3 中村  光希(3)     11.49  3 岡    俊輔(3)     11.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中 ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中

 4 中田  大智(3)     11.52  4 植田  光紀(3)     11.28 
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 5 髙橋  京佑(3)     11.57  5 占部  貴輝(3)     11.30 
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東朋中 ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 6 佐々木海翔(3)     11.64  6 逸見  勇斗(3)     11.35 
ｻｻｷ ｶｲﾄ 吉舎中 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中

 7 桝平  二郎(3)     11.70  7 坂田  陽貴(3)     11.35 
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ 鷹取中 ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中

 8 得田  泰圭(3)     11.88  8 上野  温斗(3)     11.52 
ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 川尻中 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 広島三和中

7  1582 8  2231

1  6971 6    41

2  3912 2  2111

8  7871 7 11932

5  6312 1  1271

3   888 3  2651
大会新

4    43 5  2441

6  2112 4  6371

6   102 3  2066
棄権 棄権

7  4091
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  5502 8  2621

2  2383 6  2443

1  4391 7  3375
棄権

5  2231 5    43

4  1582 4  3912

3  1544 2  4392

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 15:30

日本中学記録(JR)              3:49.72 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/ 9/23  
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:06.69 箱田　幸寛                   向丘             2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 森    祥真(3)   4:14.15  1 野村  臣矢(3)   4:25.36 
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 県立広島中 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 向陽中

 2 前田  啓汰(3)   4:15.43  2 有田  光希(3)   4:25.53 
ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ 塩町中 ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中

 3 吉屋  佑晟(3)   4:15.65  3 山本  竜大(3)   4:26.09 
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 海田中

 4 花岡  慶次(3)   4:16.47  4 柳良　晃大(3)   4:28.29 
ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 熊野中 ﾅｷﾞﾗ ｺｳﾀ 野坂中

 5 曽我  勇人(3)   4:17.80  5 湯木  健午(3)   4:30.78 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾕｷ ｹﾝｺﾞ 矢野中

 6 上奥    輝(3)   4:17.94  6 山田  修平(3)   4:30.80 
ｳｴｵｸ ﾃﾙ 本郷中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 磯松中

 7 中村  快成(3)   4:18.20  7 喜種  彩仁(3)   4:32.68 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 高屋中 ｷﾀﾈ ｱﾔﾄ 安芸府中中

 8 横田優太郎(3)   4:18.87  8 庵地  祐希(3)   4:37.15 
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中 ｱﾝﾁ ﾕｳｷ 神辺東中

 9 荒井  秀太(3)   4:19.54  9 常國慶次郎(3)   4:37.55 
ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中 ﾂﾈｸﾆ ｹｲｼﾞﾛｳ 広島三和中

10 福田    洸(3)   4:25.52 10 加藤  秀明(3)   4:39.73 
ﾌｸﾀﾞ ｺｳ 本郷中 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 世羅中

11 丸茂  雄大(3)   4:28.37 11 奥村  洋希(3)   4:42.50 
ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 大野東中 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｷ 高屋中

12 児玉  懸生(3)   4:28.94 中村  一誠(3)
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ 五月が丘中 ﾅｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 宮浦中
西永  拓真(3) 今泉  建人(3)
ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 向陽中 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 高屋中
吉川    響(3) 菅原  昇真(3)
ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 栗原中 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中
小江  幸人(3) 塩出  翔太(3)
ｺｴ ﾕｷﾄ 高屋中 ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 栗原中

友村    輝(3)
ラップタイム ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 三原第五中
   400m    1:03.2  4995 森    祥真(3)
   800m    2:14.4   〃     〃 ラップタイム
  1200m    3:25.1   〃     〃    400m    1:08.0  2058 湯木  健午(3)

   800m    2:19.3  2504 柳良　晃大(3)
  1200m    3:31.3  4551 野村  臣矢(3)

[ 3組] ラップタイム
   400m    1:09.3  4347 台信楓之介(3)

 1 見川  弘武(3)   4:28.99    800m    2:19.2  3041 見川  弘武(3)
ﾐｶﾜ ﾋﾛﾑ 千代田中   1200m    3:34.5   〃     〃 

 2 台信楓之介(3)   4:36.07 
ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 熊野東中

 3 廣江  海斗(3)   4:36.96 
ﾋﾛｴ ｶｲﾄ 一ツ橋中

 4 池田  遥輝(3)   4:37.62 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 廿日市中

 5 吉本  直輝(3)   4:38.26 
ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ 川尻中

 6 寺岡  大智(3)   4:45.46 
ﾃﾗｵｶ ﾀﾞｲﾁ 黒瀬中

 7 山本  健斗(3)   4:48.82 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾄ 府中緑ヶ丘中
中村  翔太(3)
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 十日市中
福田  悠太(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 三原第五中
長谷川  豊(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 昭和北中
上総  透央(3)
ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ 松賀中
室    公輔(3)
ﾑﾛ ｺｳｽｹ 東原中
石川  舞尋(3)
ｲｼｶﾜ ﾏﾋﾛ 鳳中
倉本    健(3)
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中
松崎  圭佑(3)
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 甲山中

   1 森    祥真(3) 県立広島中     4:14.15   1   1
   2 前田  啓汰(3) 塩町中     4:15.43   1   2
   3 吉屋  佑晟(3) 五日市南中     4:15.65   1   3
   4 花岡  慶次(3) 熊野中     4:16.47   1   4
   5 曽我  勇人(3) 大塚中     4:17.80   1   5
   6 上奥    輝(3) 本郷中     4:17.94   1   6
   7 中村  快成(3) 高屋中     4:18.20   1   7
   8 横田優太郎(3) 五日市観音中     4:18.87   1   8

3年男子

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
14  4995 15  4551

10  7992 1  1497

8  2275 8  4242

13  4301 7  2504

6  1580 6  2058

2  5831 5  4681

12  4631 2  4181

3  2147 10  7249

5  2261 16  2120

1  5834 3  6163

11  2659 9  4635

9  2172 4  5810
棄権

4  4550 11  4638
棄権 棄権

7  5081 12  5741
棄権 棄権

15  4639 13  5083
棄権 棄権

14  5742
棄権

7 13851

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  3041

8  4347

2  6941

1  2411

棄権
9  4691

棄権
12  1543

棄権
13  6521

棄権
14  2149

棄権
15  6136

棄権

10  3913

11  4753

6  4219

3  7940
途中棄権

5  5744
棄権

 4631
 2147

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4995
 7992
 2275
 4301
 1580
 5831



予選 7月26日  9:40
決勝 7月26日 13:15

日本中学記録(JR)                21.18 日吉　克実           静  岡  修善寺           2010/8/22   
県中学記録(PR)                  21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
大会記録(GR)                    22.42 北村　拓也                   伴               2008        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.2

 1 岡本  怜二(2)     24.66  1 福島  滉世(3)     24.04 
ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中 ﾌｸｼﾏ ｺｳｾｲ 大州中

 2 松村  瑠晟(3)     24.90  2 佐々木海翔(3)     24.32 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 二葉中 ｻｻｷ ｶｲﾄ 吉舎中

 3 溜畑  侑大(3)     25.26  3 竹内    鴻(3)     24.52 
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 昭和北中 ﾀｹｳﾁ ｺｳ 瀬戸田中
河村晃志郎(3)  4 杉本  誠也(3)     25.09 
ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 近大東広島中 ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 八本松中
溝口    空(2)  5 永田  幸輝(3)     25.76 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ 福山城南中 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 宮原中
檀上翔多郎(3) 坪倉  瑠快(1)
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 大成館中 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾙｶ 東城中
原    拓夢(3) 岡村  元太(3)
ﾊﾗ ﾀｸﾑ 七尾中 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 七尾中
藤川  怜大(3) 中田  大智(3)
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ 和庄中 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 坂田  陽貴(3)     23.06 q  1 占部  貴輝(3)     23.46 q
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中 ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 2 藤井  雄大(3)     23.87 q  2 豊崎  陽央(3)     23.85 q
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中 ﾄﾖｻｷ ﾖｳ 福山城北中

 3 家長  省心(3)     24.14  3 田中    智(3)     23.97 
ｲｴﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 瀬戸田中 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 己斐上中

 4 山中  瑞己(3)     24.43  4 佐野  理生(2)     24.59 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 5 塩屋  拓海(3)     24.44  5 山﨑  心優(3)     25.14 
ｼｵﾔ ﾀｸﾐ 八本松中 ﾔﾏｻｷ ﾐﾋﾛ 広大三原中

 6 半田  大貴(3)     24.70  6 髙橋  京佑(3)     25.54 
ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 県立広島中 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東朋中

 7 渡利  海斗(3)     24.77 古井  嘉一(3)
ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 熊野東中 ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北中

 8 原田  雅也(3)     25.09 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾔ 庄原中

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 -0.2

 1 岡    俊輔(3)     23.36 q  1 植田  光紀(3)     23.20 q
ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 2 織田倫太朗(3)     24.35  2 逸見  勇斗(3)     23.91 
ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 西条中 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中

 3 妹尾  亮汰(3)     24.48  3 平賀  翔夢(3)     24.85 
ｾｵ ﾘｮｳﾀ 府中緑ヶ丘中 ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳﾏ 高美が丘中

 4 高橋騎士郎(3)     24.64  4 中嶋  誉安(2)     25.11 
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾛｳ 広中央中 ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 5 伊藤優一郎(3)     24.75  5 山田  蒼稀(3)     25.70 
ｲﾄｳ ﾕｲﾁﾛｳ 庚午中 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｷ 磯松中
石原  光将(3) 河野  樹粋(2)
ｲｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 高野中 ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中
得田  泰圭(3) 沖中康之佑(3)
ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 川尻中 ｵｷﾅｶ ｺｳﾉｽｹ 広島城南中

[ 7組] 風速 -0.9 [ 8組] 風速 +0.7

 1 岡田    翼(3)     23.95  1 西川  正飛(3)     23.42 q
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 大野東中 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 高屋中

 2 椎葉    涼(3)     24.21  2 山内  健生(3)     23.43 q
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 3 新谷  啓至(3)     24.62  3 栗矢  陽輝(3)     24.01 
ｼﾝﾀﾆ ﾀｶｼ 三原第二中 ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 井口中

 4 大久保歩永久(3)     25.03  4 的場  武流(3)     24.72 
ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ 温品中 ﾏﾄﾊﾞ ﾀｹﾙ 福山城北中

 5 師井  詩音(3)     25.33  5 邑岡  亮輔(3)     25.06 
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広中央中 ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳｽｹ 向陽中

 6 坂本  優輝(3)     25.36 久保  恒輝(3)
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 磯松中 ｸﾎﾞ ｺｳｷ 七尾中
中村  光希(3) 井上  大聖(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 広島三和中 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中

3  2112 3  1927
棄権 棄権

7   251 7  6260

6  3375 8  4552

2  4667 2  2443
棄権

4  2651 4  4641

5  1212 5  2201

8  5664 6   971

6  3912 7  1214
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  3372 8   312

8   941 2  4664

2  8201 3  3365
棄権 棄権

4  6371 4  2231

5  4515 5 11932

7  4214 6  4722

3  4350 8   445
棄権

1  8082

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    43 6  1730

7  4579 7  5927

2  4992 5  6971

4  1271 4    41

6   888 3  6251

8  5502 2  1032

6  2450 4  2441
棄権 棄権

7  3585 6  1582
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  4972 7  4580
棄権

2  6295 8  3551
棄権

4  6583 1  8144
棄権 棄権

8  5669 5   521

3   361 3  7871

5 13852 2  5501

共通男子

２００ｍ

予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +2.3

 1 坂田  陽貴(3)     22.63 
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 安西中

 2 植田  光紀(3)     22.66 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 3 岡    俊輔(3)     22.93 
ｵｶ ｼｭﾝｽｹ 幸千中

 4 占部  貴輝(3)     22.97 
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 吉島中

 5 山内  健生(3)     23.14 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 6 西川  正飛(3)     23.39 
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 高屋中

 7 藤井  雄大(3)     23.56 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 観音中

 8 豊崎  陽央(3)     23.95 
ﾄﾖｻｷ ﾖｳ 福山城北中

1  6251

6  2231

3  6371

8    41

7  2201

5  4641

2   888

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1271



予選 7月25日 11:05
決勝 7月25日 12:45

日本中学記録(JR)                48.18 谷川　鈴扇           群  馬  邑　楽           2009/8/24   
県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    50.84 妹尾　政虎                   宇　品           2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 西川  正飛(3)     52.05 q  1 山内  健生(3)     53.23 q
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 高屋中 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中

 2 田中    智(3)     53.75 q  2 椎葉    涼(3)     53.94 q
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 己斐上中 ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

 3 坂本    新(3)     55.19 q  3 中嶋  誉安(2)     55.94 q
ｻｶﾓﾄ ｱﾗﾀ 昭和北中 ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 4 渡利  海斗(3)     55.27 q  4 黒飛  了一(3)     56.69 
ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 熊野東中 ｸﾛﾄﾋﾞ ﾘｮｳｲﾁ 栗原中

 5 鎌田  雄吾(3)     57.61  5 中道    駿(3)     56.73 
ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 広島学院中 ﾅｶﾐﾁ ｼｭﾝ 八本松中

 6 大畑    恒晴(3)     58.41  6 近藤  佳由(2)     57.57 
ｵｵﾊﾀ ｺｳｾｲ 矢野中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 庄原中
上岡  直矢(3) 吉川颯也翔(3)
ｳｴｵｶ ﾅｵﾔ 長江中 ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中

[ 3組]

 1 名越  拓馬(3)     53.20 q
ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 八本松中

 2 本田  佑貴(3)     56.77 
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 広中央中

 3 吉田    了(3)     57.05 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 福山城北中
上野  太睦(3)
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中
段吉  遼大(3)
ﾀﾞﾝﾖｼ ﾘｮｳﾀ 近大福山中
見勢井泰介(3)
ﾐｾｲ ﾀｲｽｹ 海田中

 1 名越  拓馬(3)     52.11 
ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 八本松中

 2 西川  正飛(3)     53.28 
ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 高屋中

 3 田中    智(3)     53.49 
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 己斐上中

 4 椎葉    涼(3)     54.92 
ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ 広島城南中

 5 渡利  海斗(3)     55.16 
ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 熊野東中

 6 中嶋  誉安(2)     55.67 
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中
山内  健生(3)
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 美鈴が丘中
坂本    新(3)
ｻｶﾓﾄ ｱﾗﾀ 昭和北中

6  4641

3  1032

4  2201
棄権

8  3848
棄権

7  1212

2  4350

1   312

2  2143
棄権

3  7331
棄権

5  4246
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4583

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4583

7  3373

6  6259

8  1098 7  4582

7  2066 2  8084

2  5051 3  2141

4  1032 6  1212

6  3848 4   312

3  4350 8  5082

共通男子

４００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4641 5  2201



予選 7月25日 12:10
決勝 7月26日 13:05

日本中学記録(JR)              1:52.43 馬場勇一郎           愛  知  上郷             2016/ 7/27  
県中学記録(PR)                1:55.10 児玉　大貴                   大　竹           1997/10/26  
大会記録(GR)                  1:58.60 政綱　孝之                   温　品           1992        

[ 1組] [ 2組]

 1 中村  一誠(3)   2:05.99 Q  1 段吉  遼大(3)   2:06.15 Q
ﾅｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 宮浦中 ﾀﾞﾝﾖｼ ﾘｮｳﾀ 近大福山中

 2 室    公輔(3)   2:06.76 Q  2 荒井  秀太(3)   2:06.25 Q
ﾑﾛ ｺｳｽｹ 東原中 ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中

 3 村上  太一(3)   2:06.89 q  3 池田  遥輝(3)   2:07.46 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 福山中 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 廿日市中

 4 宮本湧気雄(3)   2:07.46 q  4 上野  太睦(3)   2:07.81 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷｵ 両城中 ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中

 5 實森  翔哉(3)   2:08.09  5 古賀  蒼空(3)   2:11.31 
ｻﾈﾓﾘ ｼｮｳﾔ 坂中 ｺｶﾞ ｿﾗ 瀬戸田中

 6 加藤  秀明(3)   2:09.13  6 湯木  健午(3)   2:11.80 
ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 世羅中 ﾕｷ ｹﾝｺﾞ 矢野中

 7 西本みずき(2)   2:09.94  7 三輪  侑矢(3)   2:13.74 
ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中 ﾐﾜ ﾕｳﾔ 大野東中

 8 安達  柊太(3)   2:10.78  8 吉村  成央(2)   2:15.30 
ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ 修道中 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ 県立広島中

 9 田邉虎汰朗(3)   2:11.00  9 見勢井泰介(3)   2:21.43 
ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 観音中 ﾐｾｲ ﾀｲｽｹ 海田中

10 瀬戸  和治(3)   2:12.72 10 吉田    了(3)   2:26.60 
ｾﾄ ｶｽﾞﾊﾙ 熊野東中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 福山城北中

11 梅中    了(3)   2:15.93 石堂  壮真(2)
ｳﾒﾅｶ ﾘｮｳ 広島城南中 ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:01.0  4345 瀬戸  和治(3)    400m    1:02.8  7331 段吉  遼大(3)

[ 3組]

 1 吉川颯也翔(3)   2:05.46 Q
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中

 2 茶木  太一(3)   2:05.89 Q
ﾁｬｷ ﾀｲﾁ 東原中

 3 渡邊  亮太(3)   2:07.90 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 観音中

 4 山内  経峻(3)   2:08.26 
ﾔﾏｳﾁ ｹｲｼｭﾝ 向陽中

 5 桑名  爽汰(3)   2:10.31 
ｸﾜﾅ ｿｳﾀ 広島城南中

 6 伊藤  大翔(3)   2:10.58 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 黒瀬中

 7 三上  航平(3)   2:10.74 
ﾐｶﾐ ｺｳﾍｲ 熊野中

 8 田崎  皓大(3)   2:13.33 
ﾀｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 野坂中

 9 森瀧  純理(3)   2:14.16 
ﾓﾘﾀｷ ｼﾞｭﾝﾘ 甲山中

10 上岡  直矢(3)   2:16.75 
ｳｴｵｶ ﾅｵﾔ 長江中

11 古本  圭佑(3)   2:18.50 
ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ 矢野中

12 鳥越  敦貴(3)   2:26.74 
ﾄﾘｺｼ ｱﾂｷ 熊野東中

ラップタイム
   400m    1:00.1  5051 上岡  直矢(3)

 1 中村  一誠(3)   2:04.36 
ﾅｶﾑﾗ ｲｯｾｲ 宮浦中

 2 荒井  秀太(3)   2:05.10 
ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中

 3 段吉  遼大(3)   2:06.01 
ﾀﾞﾝﾖｼ ﾘｮｳﾀ 近大福山中

 4 村上  太一(3)   2:06.33 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 福山中

 5 室    公輔(3)   2:07.06 
ﾑﾛ ｺｳｽｹ 東原中

 6 茶木  太一(3)   2:07.64 
ﾁｬｷ ﾀｲﾁ 東原中

 7 宮本湧気雄(3)   2:07.78 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷｵ 両城中

 8 吉川颯也翔(3)   2:13.87 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中

ラップタイム
   400m    1:00.3  5810 中村  一誠(3)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

共通男子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

2  1543 8  2261

所属名 記録／備考
1  5810 1  7331

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

(2:07.452)
4  4361 6  5504

(2:07.456)
3  3709 3  2143

6  7126 9  2411

5   131 10  4999

11  2953 7  2660

9  6163 5  2058

10  1220 2  1294

8  4345 11  6259

7   881 4  4246

7   883

2  4553

1  2141

3  1547

棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  6137

8  5051

5  4303

12  2505

4  1217

6  4751

11  2057

10  4346

7  1543

6  1547

2  3709

5  2141

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  5810

8  2261

4  7331

1  7126



予選 7月25日  9:55
決勝 7月26日  9:15

日本中学記録(JR)              8:17.84 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/10/29  
県中学記録(PR)                8:25.65 新迫　志希                   志　和           2012/10/28  
大会記録(GR)                  8:36.70 松村　元輝                   八本松           2006        

[ 1組] [ 2組]

 1 森    祥真(3)   8:54.35 q  1 野村  臣矢(3)   9:37.90 
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 県立広島中 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 向陽中

 2 村上    響(2)   9:04.79 q  2 樋熊  海斗(2)   9:40.80 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中 ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中

 3 山本  涼介(3)   9:05.00 q  3 台信楓之介(3)   9:45.76 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高美が丘中 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 熊野東中

 4 花岡  慶次(3)   9:05.37 q  4 小橋  周平(3)   9:50.59 
ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 熊野中 ｺﾊﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 三原第五中

 5 塩出  翔太(3)   9:06.32 q  5 上総  透央(3)   9:50.64 
ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 栗原中 ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ 松賀中

 6 吉川    響(3)   9:07.81 q  6 喜種  彩仁(3)   9:53.99 
ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 栗原中 ｷﾀﾈ ｱﾔﾄ 安芸府中中

 7 友村    輝(3)   9:14.18 q  7 奥村  洋希(3)   9:55.50 
ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 三原第五中 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｷ 高屋中

 8 曽我  勇人(3)   9:14.29 q  8 木原  大翔(3)   9:55.96 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾄ 三原第二中

 9 桒田  大樹(3)   9:17.19 q  9 常國慶次郎(3)   9:57.11 
ｸﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 福山城南中 ﾂﾈｸﾆ ｹｲｼﾞﾛｳ 広島三和中

10 小江  幸人(3)   9:18.95 q 10 中田  翔太(3)  10:00.33 
ｺｴ ﾕｷﾄ 高屋中 ﾅｶﾀ ｼｮｳﾀ 松賀中

11 松崎  圭佑(3)   9:19.07 q 11 近藤  大斗(3)  10:00.64 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 甲山中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ 世羅中

12 丸茂  雄大(3)   9:20.12 q 12 西永  拓真(3)  10:02.34 
ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 大野東中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 向陽中

13 吉屋  佑晟(3)   9:22.73 q 13 桑野  豊大(3)  10:05.34 
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中 ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ 亀山中

14 中村  快成(3)   9:24.83 q 14 浜田  翔太(2)  10:05.43 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 高屋中 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三原第二中

15 菅原  昇真(3)   9:25.89 q 15 小島  悠生(2)  10:08.12 
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中

16 福田    洸(3)   9:28.75 q 16 梶川康太郎(3)  10:08.41 
ﾌｸﾀﾞ ｺｳ 本郷中 ｶｼﾞｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 矢野中

17 中村    彪(3)   9:29.12 q 17 岡田    峻(2)  10:08.72 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｮｳ 三原第三中 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中

18 倉本    健(3)   9:36.02 q 18 石中  航喜(3)  10:13.95 
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中 ｲｼﾅｶ ｺｳｷ 矢野中

19 飯田  旺裕(2)   9:42.27 19 濱本    快(2)  10:25.28 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中 ﾊﾏﾓﾄ ｶｲ 高屋中

20 山田  修平(3)   9:42.48 20 松田  優瑠(3)  10:32.64 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 磯松中 ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 瀬野川中

21 登根壮一郎(3)   9:43.54 21 庵地  祐希(3)  10:40.68 
ﾄﾈ ｿｳｲﾁﾛｳ 大野東中 ｱﾝﾁ ﾕｳｷ 神辺東中

22 有田  光希(3)   9:46.06 裏崎    正(3)
ｱﾘﾀ ｺｳｷ 高取北中 ｳﾗｻｷ ｼｮｳ 三原第三中

23 前田  啓汰(3)   9:48.12 内城  新流(2)
ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ 塩町中 ｳﾁｼﾞｮｳ ｱﾀﾙ 松賀中

24 鈴木  大貴(3)   9:49.24 日名子泰明(2)
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 向陽中 ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中

25 仁井谷拓海(3)   9:50.66 加賀  瑞騎(2)
ﾆｲﾀﾆ ﾀｸﾐ 西条中 ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ 吉島中

26 福田  悠太(3)   9:53.22 坂本  紘翔(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 三原第五中 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 十日市中

27 上奥    輝(3)   9:55.28 金田  知樹(2)
ｳｴｵｸ ﾃﾙ 本郷中 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 松賀中

28 中田  透羽(2)   9:59.67 和田  虎星(2)
ﾅｶﾀ ﾄﾜ 高屋中 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 高屋中

29 今泉  建人(3)  10:06.27 砂田  拓也(2)
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 高屋中 ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ 高屋中

30 横田優太郎(3)  10:17.78 柳良　晃大(3)
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中 ﾅｷﾞﾗ ｺｳﾀ 野坂中
中村  海斗(2) 児玉  懸生(3)
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ 五月が丘中
正畑  圭悟(2)
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中 ラップタイム

  1000m    3:04.1  4691 上総  透央(3)
ラップタイム   2000m    6:21.1  4551 野村  臣矢(3)
  1000m    2:58.4  4639 小江  幸人(3)
  2000m    6:00.1  6319 村上    響(2)

共通男子

３０００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 18 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
31  4995 8  4551

22  6319 26  4525

24  4721 20  4347

29  4301 25  5745

30  5083 31  4691

27  5081 3  4181

28  5742 16  4635

16  1580 23  5653

20  6281 30  2120

32  4639 5  4700

1  6136 19  6162

19  2659 2  4550

17  2275 28  1760

23  4631 18  5659

21  5741 17  4686

5  5834 7  2053

25  5683 14  1926

12  2149 4  2052

14  2121 11  4649

6  4681 24  1969

11  2657 27  7249

15  1497 22  5681
途中棄権

7  7992 1  4701
棄権

3  4548 6  7306
棄権

13  4511 9    46
棄権

9  5744 10  7938
棄権

10  5831 12  4702
棄権

26  4645 13  4646
棄権

2  4638 15  4644
棄権

4  2147 21  2504
棄権

8  5421 29  2172
棄権 棄権

18  5746
棄権



 1 塩出  翔太(3)   8:56.40 
ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 栗原中

 2 吉川    響(3)   8:56.46 
ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 栗原中

 3 花岡  慶次(3)   8:59.75 
ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 熊野中

 4 村上    響(2)   9:01.01 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中

 5 山本  涼介(3)   9:06.32 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 高美が丘中

 6 森    祥真(3)   9:08.43 
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 県立広島中

 7 菅原  昇真(3)   9:08.95 
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中

 8 桒田  大樹(3)   9:10.69 
ｸﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 福山城南中

 9 曽我  勇人(3)   9:15.06 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

10 中村  快成(3)   9:17.03 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ 高屋中

11 松崎  圭佑(3)   9:17.25 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 甲山中

12 丸茂  雄大(3)   9:19.90 
ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 大野東中

13 吉屋  佑晟(3)   9:22.57 
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中

14 中村    彪(3)   9:25.11 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｮｳ 三原第三中

15 友村    輝(3)   9:28.46 
ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 三原第五中

16 倉本    健(3)   9:28.97 
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中

17 福田    洸(3)   9:31.83 
ﾌｸﾀﾞ ｺｳ 本郷中
小江  幸人(3)
ｺｴ ﾕｷﾄ 高屋中

ラップタイム
  1000m    2:58.1  4721 山本  涼介(3)
  2000m    6:01.3   〃     〃 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  5083

13  5081

15  4301

17  6319

16  4721

18  4995

4  5741

10  6281

11  1580

5  4631

8  6136

7  2659

棄権

6  2275

2  5683

12  5742

1  2149

3  5834

9  4639



予選 7月26日 10:45
決勝 7月26日 13:25

日本中学記録(JR)                13.84 矢澤　　航           神奈川  岩　崎           2006/8/21   
県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海田             2015/ 7/ 5  
大会記録(GR)                    14.56 富山　弘貴                   高美が丘         2013        

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 岩森    翔(3)     14.97 q  1 原田    響(3)     15.32 q
ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

 2 海地  博斗(3)     15.96 q  2 十河  颯良(3)     16.31 q
ｶｲﾁ ﾊｸﾄ 幸千中 ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中

 3 矢野  優太(3)     16.47 q  3 上村  大輝(3)     16.68 
ﾔﾉ ﾕｳﾀ 東朋中 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中

 4 濵本  睦基(3)     17.03  4 石田  亮太(2)     17.01 
ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 古田中 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中

 5 品川    慧(3)     18.17  5 田原  和歩(3)     17.82 
ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾄｲ 近大東広島中 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 中広中

 6 相星  光汰(2)     18.83  6 四十物瑞生(3)     18.43 
ｱｲﾎｼ ｺｳﾀ 県立広島中 ｱｲﾓﾉ ﾐｽﾞｷ 小方学園
松本    海(3) 栗栖  光稀(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｳﾐ 培遠中 ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.9

 1 粟野  宙歩(3)     15.35 q  1 高橋  昂生(3)     16.13 q
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 県立広島中

 2 中西    巧(3)     17.24  2 小栁翔太郎(3)     16.46 q
ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 安佐南中 ｺﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 八本松中

 3 岡田  泰成(3)     17.66  3 渡邊  純平(3)     17.28 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 県立広島中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 井口中

 4 大石  忠輝(2)     17.82  4 黒神  郁人(2)     17.84 
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中 ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ 己斐上中

 5 岩本  晴也(2)     17.84  5 和田  亮太(3)     18.85 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 幸崎中

 6 三分一達也(3)     17.97  6 守田  涼真(3)     19.26 
ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ 五日市観音中 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ 大竹中

 7 田畑  和真(3)     18.10 新庄    健(3)
ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 七尾中 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中

[ 5組] 風速 +1.6

 1 村上    諒(2)     16.84 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 2 松本  歩武(2)     16.95 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中

 3 原    雅弥(3)     17.12 
ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中

 4 布袋屋怜旺(3)     17.24 
ﾎﾃｲﾔ ﾚｵ 長江中

 5 宮嶋    優(2)     17.84 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ 県立広島中
畠山  稜也(3)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中

風速 +1.7

 1 粟野  宙歩(3)     14.76 
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中

 2 原田    響(3)     14.83 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

 3 岩森    翔(3)     15.06 
ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 戸山中

 4 高橋  昂生(3)     15.51 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 県立広島中

 5 海地  博斗(3)     15.68 
ｶｲﾁ ﾊｸﾄ 幸千中

 6 小栁翔太郎(3)     15.93 
ｺﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 八本松中

 7 十河  颯良(3)     16.18 
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中

 8 矢野  優太(3)     16.41 
ﾔﾉ ﾕｳﾀ 東朋中

7   284

1  6978

4   698

5  1241

3  1361

8  4991

6  6372

2  4578

4  4302

7  5054

2  4997

5  2065
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2446 4  2383
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2390

3   293

4  1251 3  1038

7  2075 8  5771

3  2142 2  2803

5   698 5  4991

6  1421 6  4578

2  4993 7   973

8  6577 3  1001
失格 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1003 4   260

7  4969 8   851

2  4996 2  2771

5  1361 5  1241

6  6372 6   284

4  6978 7  1391

共通男子

１１０ｍＨ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月25日 15:30
決勝 7月26日 16:00

日本中学記録(JR)                42.40 双葉                 滋  賀                   2017/08/22  
（金内・田嶋・梶・深谷）

県中学記録(PR)                  43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

大会記録(GR)                    44.31 安　佐                                        2005        
（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   4 七尾中  2453 福田  吉春(2)     45.79 q  1   4 広島城南中  1214 沖中康之佑(3)     46.38 q

ﾅﾅｵ ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｵｷﾅｶ ｺｳﾉｽｹ (46.376)
 2441 岡村  元太(3)  1212 椎葉    涼(3)

ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ
 2449 坂田  具観(3)  1217 桑名  爽汰(3)

ｻｶﾀ ﾄﾓﾐ ｸﾜﾅ ｿｳﾀ
 2450 原    拓夢(3)  1221 松本    涼(3)

ﾊﾗ ﾀｸﾑ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ
 2   5 福山城北中  6252 宮下  裕平(3)     46.73  2   6 伴中  1392 下川  竜吾(3)     46.48 

ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾍｲ ﾄﾓ ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ
 6251 豊崎  陽央(3)  1391 上村  大輝(3)

ﾄﾖｻｷ ﾖｳ ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
 6254 三村  大我(3)  1401 西本  達生(2)

ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ
 6260 的場  武流(3)  1402 間所  海磨(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾀｹﾙ ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ
 3   3 井口中   973 渡邊  純平(3)     47.34  3   5 長江中  5054 布袋屋怜旺(3)     48.08 

ｲﾉｸﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾞｴ ﾎﾃｲﾔ ﾚｵ
  971 栗矢  陽輝(3)  5057 松本  朋也(3)

ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ
  974 和手  航大(3)  5051 上岡  直矢(3)

ﾜﾃ ｺｳﾀ ｳｴｵｶ ﾅｵﾔ
  975 吉本    武(3)  5059 杉原  海悠(2)

ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ
 4   6 長束中  1453 佐伯  直朗(3)     48.65  4   3 広中央中  3375 師井  詩音(3)     48.17 

ﾅｶﾞﾂｶ ｻｴｷ ﾅｵｱｷ ﾋﾛﾁｭｳｵｳ ﾓﾛｲ ｼｵﾝ
 1458 石川  侑哉(3)  3372 高橋騎士郎(3)

ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾛｳ
 1454 村上  剣都(3)  3395 酒井  崇行(2)

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾄ ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ
 1455 大島  朋晃(3)  3394 津村  倭央(2)

ｵｵｼﾏ ﾄﾓｱｷ ﾂﾑﾗ ｲｵ
 5   2 白岳中  3360 山本  琉眞(2)     48.78  5   2 磯松中  4661 川橋    遼(3)     48.19 

ｼﾗﾀｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾏ ｲｿﾏﾂ ｶﾜﾊｼ ﾘｮｳ
 3365 河野  樹粋(2)  4675 永野    周(2)

ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ
 3348 藤川  侑大(3)  4664 山田  蒼稀(3)

ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｷ
 3341 柴崎    悠(3)  4667 坂本  優輝(3)

ｼﾊﾞｻｷ ﾊﾙｶ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ
 6   7 広島城北中   439 黒谷  相太(2)     49.06  6   7 広島学院中  1100 内藤  康太(3)     48.40 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ
  445 古井  嘉一(3)  1098 鎌田  雄吾(3)

ﾌﾙｲ ｶｲﾁ ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ
  451 三好  皓大(3)  1093 樽井  皓哉(3)

ﾐﾖｼ ｺｳﾀﾞｲ ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ
  431 鈴政  力統(3)  1094 中石  悠貴(3)

ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ
 7   8 亀山中  1751 野尻  翔英(3)     49.65  7   8 安佐南中  1422 朝倉  悠生(3)     48.49 

ｶﾒﾔﾏ ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ ｱｻﾐﾅﾐ ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ
 1756 原    詩音(2)  1421 中西    巧(3)

ﾊﾗ ｼｵﾝ ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ
 1755 北村  幸大(3)  1424 八木  悠太(3)

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ
 1753 石井    蓮(3)  1431 西村  全永(1)

ｲｼｲ ﾚﾝ ﾆｼﾑﾗ ｾﾞﾝｴｲ
 8   1 広大三原中  5936 髙原夕城斗(1)     51.24  8   1 吉舎中  7872 佐々木瑠生斗(3)     49.28 

ﾋﾛﾀﾞｲﾐﾊﾗ ﾀｶﾊﾗ ﾕｷﾄ ｷｻ ｻｻｷ ﾙｷﾄ
 5927 山﨑  心優(3)  7874 森田  雄貴(3)

ﾔﾏｻｷ ﾐﾋﾛ ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ
 5928 穴手  秀一(2)  7876 佐々木友翼(2)

ｱﾅﾃ ｼｭｳｲﾁ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ
 5931 久保  光平(2)  7871 佐々木海翔(3)

ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ ｻｻｷ ｶｲﾄ

共通男子

４×１００ｍ

予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   4 大塚中  1590 清水  友斗(2)     46.64  1   5 安佐中  1248 森川    基(3)     45.67 q

ｵｵﾂﾞｶ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ ｱｻ ﾓﾘｶﾜ ﾓﾄ
 1597 西村    優(2)  1241 原田    響(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 1595 太田    蓮(2)  1249 若林  勇太(3)

ｵｵﾀ ﾚﾝ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ
 1582 中田  大智(3)  1245 中原  雄大(3)

ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ
 2   5 府中緑ヶ丘中  4212 垣内  優真(3)     47.35  2   6 三原第二中  5670 西角  拓真(2)     46.38 

ﾌﾁｭｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ ﾐﾊﾗﾀﾞｲｲﾆ ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ (46.378)
 4221 三浦  大河(2)  5669 岡本  怜二(2)

ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ
 4215 一原  佳史(3)  5663 片岡  豊喜(3)

ｲﾁﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾊﾙ
 4214 妹尾  亮汰(3)  5664 新谷  啓至(3)

ｾｵ ﾘｮｳﾀ ｼﾝﾀﾆ ﾀｶｼ
 3   2 温品中   252 三宅  貫太(3)     47.66  3   7 誠之中  6860 佐藤  太宥(2)     47.06 

ﾇｸｼﾅ ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ ｾｲｼ ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ
  256 沖野  雄翔(3)  6853 神垣    空(3)

ｵｷﾉ ﾕｳﾄ ｶﾐｶﾞｷ ｿﾗ
  260 石田  亮太(2)  6857 信野  諒真(3)

ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｼﾝﾉ ﾘｮｳﾏ
  251 大久保歩永久(3)  6851 告下  翔琉(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾄﾜ ﾂｹﾞｼﾀ ｶｹﾙ
 4   6 熊野中  4306 釜山颯一郞(3)     47.80  4   4 県立広島中  4996 相星  光汰(2)     47.41 

ｸﾏﾉ ｶﾏﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ｹﾝﾘﾂﾋﾛｼﾏ ｱｲﾎｼ ｺｳﾀ
 4302 原    雅弥(3)  4992 半田  大貴(3)

ﾊﾗ ﾏｻﾔ ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 4305 岡﨑  文甫(3)  4991 高橋  昂生(3)

ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾄｼ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
 4304 渡邊  蒼大(3)  4998 秋山    楓(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ
 5   1 福山城南中  6288 後藤  大翔(3)     48.85  5   3 東原中  1546 大塚    周(3)     48.28 

ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｵｵﾂｶ ｼｭｳ
 6289 東本  涼真(3)  1544 桝本  脩斗(3)

ﾄｳﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ
 6290 伊達  裕策(3)  1549 武田  涼雅(2)

ﾀﾞﾃ ﾕｳｻｸ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
 6295 溝口    空(2)  1556 早川  律哉(2)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂﾔ
 6   8 因北中  5455 田頭  昌也(2)     49.07  6   8 宇品中   679 遊佐  碧依(1)     49.01 

ｲﾝﾎｸ ﾀｶﾞｼﾗ ﾏｻﾔ ｳｼﾞﾅ ﾕｻ ｱｵｲ
 5449 藤原  翔一(3)   696 大村  元海(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ
 5445 砂田  真滉(3)   699 菅原  翔太(3)

ｽﾅﾀﾞ ﾏﾋﾛ ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 5444 川野  蒼弥(3) 10700 東垣  壮真(3)

ｶﾜﾉ ｿｳﾔ ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｿｳﾏ
 7   7 大成館中  6594 濵本  祐希(2)     49.52   2 二葉中   354 高橋  亮至(2)

ﾀｲｾｲｶﾝ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾌﾀﾊﾞ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 失格
 6584 小川  陽平(3)   355 松下  光希(2) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｷ
 6597 寺岡  優介(2)   358 郷路  岳大(3)

ﾃﾗｵｶ ﾕｳｽｹ ｺﾞｳﾛ ﾀｹﾋﾛ
 6585 平田  和志(3)   361 松村  瑠晟(3)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｼ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
  3 修道中

ｼｭｳﾄﾞｳ 棄権



[ 5組] [ 6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 鷹取中  6314 川口  展侑(3)     45.95 q  1   5 八本松中  4578 小栁翔太郎(3)     46.11 q

ﾀｶﾄﾘ ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ｺﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 6312 桝平  二郎(3)  4583 名越  拓馬(3)

ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ
 6313 丸山  凌弥(3)  4580 杉本  誠也(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲﾔ
 6311 小林  遼輝(3)  4579 塩屋  拓海(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ ｼｵﾔ ﾀｸﾐ
 2   7 西条中  4519 森田  葵士(3)     47.13  2   4 幸千中  6372 海地  博斗(3)     46.28 q

ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾘﾀ ｱｵﾄ ｺｳｾﾝ ｶｲﾁ ﾊｸﾄ
 4515 織田倫太朗(3)  6373 栗原  怜也(3)

ｵﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ｸﾘﾊﾗ ﾚｲﾔ
 4520 神原  伶音(3)  6374 渡邊    匠(3)

ｶﾐﾊﾗ ﾚｵﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ
 4518 三宅  佑毅(3)  6371 岡    俊輔(3)

ﾐﾔｹ ﾕｳｷ ｵｶ ｼｭﾝｽｹ
 3   4 安芸府中中  4186 馬場  光樹(3)     47.53  3   6 矢野中  2066 大畑    恒晴(3)     46.67 

ｱｷﾌﾁｭｳ ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ ﾔﾉ ｵｵﾊﾀ ｺｳｾｲ
 4184 石本  涼太(3)  2077 大中  雅智(2)

ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ
 4193 松本  京大(2)  2075 岩本  晴也(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ
 4185 大野呂幸祐(3)  2065 畠山  稜也(3)

ｵｵﾉﾛ ｺｳｽｹ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ
 4   8 五日市観音中  2141 吉川颯也翔(3)     48.29  4   7 高屋中  4632 二神  翔雅(3)     47.23 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾔ ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ
 2154 小林  朋幹(2)  4641 西川  正飛(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ
 2143 上野  太睦(3)  4653 竹丸  宗汰(2)

ｳｴﾉ ﾀｲﾑ ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ
 2142 三分一達也(3)  4636 鍵山  大夢(3)

ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ ｶｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾑ
 5   3 庄原中  8087 松井  翔吾(2)     48.38  5   3 五日市南中  2271 苗崎  朋輝(3)     47.79 

ｼｮｳﾊﾞﾗ ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ
 8084 近藤  佳由(2)  2270 新田  祥梧(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ ﾆｯﾀ ｼｮｳｺﾞ
 8083 児玉  成輝(2)  2269 西本  淳哉(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙｷ ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
 8082 原田  雅也(3)  2274 森下    快(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾓﾘｼﾀ ｶｲ
 6   6 口田中  1920 守友  空青(1)     48.71  6   8 翠町中   589 角谷    颯(2)     47.87 

ｸﾁﾀ ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｶﾄﾞﾀﾆ ﾊﾔﾃ
11932 逸見  勇斗(3)   587 土井信摩紘(2)

ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ ﾄﾞｲﾉﾌﾞ ﾏﾋﾛ
11935 堀江  敬太(3)   583 江角  悠人(3)

ﾎﾘｴ ｹｲﾀ ｴｽﾞﾐ ﾕｳﾄ
 1927 井上  大聖(2)   581 香川  翔哉(3)

ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 7   2 向陽中  4544 岸本  隆希(3)     49.56  7   2 戸山中  1363 洲澤    慧(3)     48.62 

ｺｳﾖｳ ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ ﾄﾔﾏ ｽｻﾞﾜ ｹｲ
 4547 杉本  希音(3)  1361 岩森    翔(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ｷｵﾄ ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ
 4556 川合  晴人(2)  1364 福原  刀弥(3)

ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ ﾌｸﾊﾗ ﾄｳﾔ
 4552 邑岡  亮輔(3)  1362 内山    類(3)

ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳｽｹ ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ



[ 7組] [ 8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 広島三和中  2114 川室慧太郎(2)     45.24 q  1   6 吉島中    50 藤田  陽人(1)     45.98 q

ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ ﾖｼｼﾞﾏ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ
 2111 上野  温斗(3)    43 山中  瑞己(3)

ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ
 2113 門田  桐治(3)    44 北川  結都(3)

ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ
 2112 中村  光希(3)    41 占部  貴輝(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ
 2   6 瀬戸田中  5513 根角  哉尋(2)     46.52  2   5 昭和北中  3833 溜畑  我空(2)     46.44 

ｾﾄﾀﾞ ﾈｽﾐ ﾔﾋﾛ ｼｮｳﾜｷﾀ ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ
 5501 竹内    鴻(3) 13852 溜畑  侑大(3)

ﾀｹｳﾁ ｺｳ ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ
 5509 神原  維良(2)  3846 松本  流弥(3)

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｲﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ
 5502 家長  省心(3)  3838 藤井  永遠(2)

ｲｴﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ
 3   4 大野東中  2653 松村  春輝(3)     46.96  3   4 神辺東中  7243 重政  崇未(3)     46.97 

ｵｵﾉﾋｶﾞｼ ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ ｶﾝﾅﾍﾞﾋｶﾞｼ ｼｹﾞﾏｻ ﾀｶﾐ
 2651 岡田    翼(3)  7251 山下  壮太(2)

ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ
 2654 山本  竜輝(3)  7248 重政  典寛(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ ｼｹﾞﾏｻ ﾉﾘﾋﾛ
 2652 荒巻  慶悟(3)  7244 宮内  快斗(3)

ｱﾗﾏｷ ｹｲｺﾞ ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ
 4   7 熊野東中  4345 瀬戸  和治(3)     48.02  4   8 東朋中  6978 矢野  優太(3)     48.49 

ｸﾏﾉﾋｶﾞｼ ｾﾄ ｶｽﾞﾊﾙ ﾄｳﾎｳ ﾔﾉ ﾕｳﾀ
 4350 渡利  海斗(3)  6971 髙橋  京佑(3)

ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ
 4344 桐木  健志(3)  6975 東    悠晴(3)

ｷﾘｷ ｹﾝｼ ﾋｶﾞｼ ﾕｳｾｲ
 4335 竹本  雷己(2)  6972 中森  風歌(3)

ﾀｹﾓﾄ ﾗｲｷ ﾅｶﾓﾘ ﾌｳｶ
 5   3 戸坂中   286 藤井  信吾(3)     48.10  5   2 両城中  3726 中村月祁央(2)     49.44 

ﾍｻｶ ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ ﾘｮｳｼﾞｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾙｷｱ
  281 菊楽  裕一(3)  3712 高濱  大地(3)

ｷｸﾗｸ ﾕｳｲﾁ ﾀｶﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ
  293 松本  歩武(2)  3703 加藤  璃央(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ ｶﾄｳ ﾘｵ
  284 十河  颯良(3) 13738 山下  彦芽(1)

ｿｺﾞｳ ｿﾗ ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝｶﾞ
 6   8 三原第三中  5706 国岡  春希(2)     48.24  6   3 安西中  1273 沖野  雄俊(3)     49.48 

ﾐﾊﾗﾀﾞｲｻﾝ ｸﾆｵｶ ﾊﾙｷ ﾔｽﾆｼ ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ
 5697 森田  康登(3)  1287 西本  恵斗(2)

ﾓﾘﾀ ﾔｽﾄ ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ
 5700 堀本  匡貴(3)  1286 中佐古悠太(2)

ﾎﾘﾓﾄ ﾏｻｷ ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ
 5702 尾崎  侑也(3)  1299 板倉  慶典(1)

ｵｻﾞｷ ﾕｳﾔ ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ
 7   2 阿賀中  3475 森岡    晶(2)     49.77   7 広島なぎさ中  2381 川本  圭悟(3)

ｱｶﾞ ﾓﾘｵｶ ｼｮｳ ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 失格
 3469 河本  晴喜(3)  2387 渡子  泰成(2) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾄﾉｺ ﾀｲｾｲ
 3465 東    帆啓(3)  2382 下津    祐(3)

ﾋｶﾞｼ ﾎﾀﾞｶ ｼﾓﾂ ﾕｳ
 3464 髙    史和(3)  2390 村上    諒(2)

ﾀｶ ﾌﾐjｶｽﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 広島三和中  2114 川室慧太郎(2)     45.12 

ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ
 2111 上野  温斗(3)

ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ
 2113 門田  桐治(3)

ﾓﾝﾀﾞ ﾄｳｼﾞ
 2112 中村  光希(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ
 2   3 七尾中  2443 久保  恒輝(3)     45.20 

ﾅﾅｵ ｸﾎﾞ ｺｳｷ
 2441 岡村  元太(3)

ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ
 2449 坂田  具観(3)

ｻｶﾀ ﾄﾓﾐ
 2450 原    拓夢(3)

ﾊﾗ ﾀｸﾑ
 3   6 安佐中  1248 森川    基(3)     45.29 

ｱｻ ﾓﾘｶﾜ ﾓﾄ
 1241 原田    響(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 1249 若林  勇太(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ
 1245 中原  雄大(3)

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ
 4   4 鷹取中  6314 川口  展侑(3)     45.33 

ﾀｶﾄﾘ ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ
 6312 桝平  二郎(3)

ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ
 6313 丸山  凌弥(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ
 6311 小林  遼輝(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ
 5   2 広島城南中  1214 沖中康之佑(3)     45.55 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｵｷﾅｶ ｺｳﾉｽｹ
 1212 椎葉    涼(3)

ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳ
 1217 桑名  爽汰(3)

ｸﾜﾅ ｿｳﾀ
 1221 松本    涼(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ
 6   8 八本松中  4578 小栁翔太郎(3)     46.29 

ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ｺﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 4583 名越  拓馬(3)

ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ
 4580 杉本  誠也(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲﾔ
 4579 塩屋  拓海(3)

ｼｵﾔ ﾀｸﾐ
 7   7 吉島中    50 藤田  陽人(1)     46.57 

ﾖｼｼﾞﾏ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ
   43 山中  瑞己(3)

ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ
   44 北川  結都(3)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ
   41 占部  貴輝(3)

ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ
 8   1 幸千中  6372 海地  博斗(3)     46.73 

ｺｳｾﾝ ｶｲﾁ ﾊｸﾄ
 6373 栗原  怜也(3)

ｸﾘﾊﾗ ﾚｲﾔ
 6374 渡邊    匠(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ
 6371 岡    俊輔(3)

ｵｶ ｼｭﾝｽｹ

決勝



決勝 7月25日 10:30

日本中学記録(JR)                 2.10 境田  裕之           北海道  春光台           1996/11/2   
県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.96 多賀　　満                   美鈴が丘         1989        

野尻  翔英(3)
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中
白玖  颯太(3)
ﾊｸ ｿｳﾀ 福山城西中
栗栖  光稀(3)
ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 古田中
伊達  裕策(3)
ﾀﾞﾃ ﾕｳｻｸ 福山城南中
山村  天志(3)
ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 七尾中
山崎翔太郎(3)
ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 神辺中
二神  翔雅(3)
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 高屋中
馬場  光樹(3)
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 安芸府中中
岡田  優志(3)
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼ 野坂中
杉井  智哉(2)
ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ 横路中
亀井  颯太(3)
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 大竹中
亀山  裕大(3)
ｶﾒﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 幸崎中
山田  京佑(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 三原第三中
檜垣  脩矢(2)
ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中
桐木  健志(3)
ｷﾘｷ ｹﾝｼ 熊野東中
杉本  希音(3)
ｽｷﾞﾓﾄ ｷｵﾄ 向陽中
三宅  貫太(3)
ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 温品中
千田晃士朗(2) 棄権
ｾﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 広大福山中
内山    類(3) 棄権
ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ 戸山中
末盛    巧(3) 棄権
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中

決勝 7月25日 10:30

日本中学記録(JR)                 4.93 古澤　一生           群  馬  新町             2017/ 7/28  
県中学記録(PR)                   4.50 船本　稜矢                   近大東広島       2009/3/31   

菅　颯一郎                   高美が丘         2014/ 8/10  
大会記録(GR)                     4.40 岡本　江琉                   高美が丘         2014        

山本  大貴(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 近大東広島中
和手  航大(3)
ﾜﾃ ｺｳﾀ 井口中
溝尾  涼介(3)
ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 広島城南中
藤井  健斗(3)
ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 広島城南中
植原  悠斗(2)
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中
迫田  大和(3)
ｻｺﾀﾞ ﾔﾏﾄ 河内中
景山    陸(2)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｸ 砂谷中
景山    海(2)
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｲ 砂谷中

共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m40 2m60 2m80 3m00 3m20

- - xo

3m40 3m60 3m80 4m00 4m11

o xxo xxx

記録 備考
1 8  4971 - - - - - - - - xo xxx  4.00

 3.80

3 4  1213 - - - o o xxx  3.20

2 7   974 - - - - - -

 2.80

 2.80

5 3  1223 - o o xxx

xxx  3.204 6  1218 - - - o xo

 2.80

6 5  4842 o xo

7 1  2355
o o xo xxx

o xxx

 2.608 2  2354 o o xxx

共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

2 18  6893 - - - o xxx  1.76

1m73 1m76 1m79 1m82 1m85 記録 備考
1 19  1751 - - o xo xo o o o xxx  1.79

xxo xxx  1.76

4 14  6290 - - xo xxo xxo xxx  1.70

3 17  1001 - - - o o o

 1.65

6 8  7215 - - o xo xxx  1.65

5 9  2451 - o o o xxx

- - - xxx  1.65

8 16  4186 o o xo xxo xxx  1.65

6 15  4632 - - o xo - -

 1.60

10 11  3444 o o xo xxx  1.60

9 4  2503 - o o xxx

 1.60

12 7  5772
o xxo xo xxx  1.60

10 12  2801
- o xo xxx

 1.60

14 2  4593 o o xxx  1.55

13 6  5696 xo xxo xxo xxx

 1.55

15 3  4547 o xo xxx  1.55

15 1  4344 o xo xxx

 1.50

10  7305

17 5   252 xo xxx

20   132

13  1362



予選 7月25日 12:30
決勝 7月26日 11:30

日本中学記録(JR)                 7.40 和田　晃輝           大  阪  楠葉西           2016/ 9/18  
県中学記録(PR)                   7.03 小土居英昭                   十日市           1994/7/10   
大会記録(GR)                     7.03 小土井英昭                   十日市           1994        

[ 1組]

末盛    巧(3)   6.00   6.13   6.21   6.21 q
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中   +0.7   +2.2   +0.6   +0.6
栗矢  陽輝(3)   6.20   5.85   5.94   6.20 q
ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 井口中   +2.4   +1.6   +0.7   +2.4
藤原  翔一(3)   5.83   6.08   6.19   6.19 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 因北中   +1.1   +1.3   -0.2   -0.2
山下  壮太(2)   5.78   6.07   5.83   6.07 q
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中   +2.6   +0.8   -1.5   +0.8
高橋  昂生(3)    x   6.02   5.86   6.02 q
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 県立広島中   +2.3   +2.3   +2.3
水木  大地(3)   5.64   5.96   6.01   6.01 q
ﾐｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 己斐上中   +1.1   +0.5   +2.0   +2.0
恵南  優貴(3)   5.73    x   6.01   6.01 q
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中   +1.6   +2.8   +2.8
松本  朋也(3)   5.96   5.78   5.64   5.96 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 長江中   +0.7   +2.5   -0.6   +0.7
松島  史弥(3)   5.74   5.56   5.93   5.93 q
ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾔ 佐伯中   +1.0   +2.1   +0.6   +0.6
江口  颯哉(3)   5.70   5.89   5.85   5.89 q
ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 江田島中   +0.1   +0.4   +2.3   +0.4
下川  竜吾(3)   5.74   5.70   5.85   5.85 q
ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ 伴中   +2.1   +1.8   +1.3   +1.3
桐木  健志(3)   5.81    x   5.49   5.81 q
ｷﾘｷ ｹﾝｼ 熊野東中   +2.0   +1.9   +2.0
塩月  翔吾(2)   5.41   5.65    x   5.65 
ｼｵﾂｷ ｼｮｳｺﾞ 黒瀬中   +0.9   +0.8   +0.8
吉田健太郎(3)    x    x   5.63   5.63 
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 小方中   -1.1   -1.1
尾崎  侑也(3)   5.36    x   5.58   5.58 
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾔ 三原第三中   +1.9   +0.5   +0.5
白築  永遠(3)   5.52    x    x   5.52 
ｼﾗﾂｷ ﾄﾜ 八次中   +0.9   +0.9
片岡  豊喜(3)    x   4.60   5.44   5.44 
ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾊﾙ 三原第二中   +1.2   +1.8   +1.8
奥    勇介(3)   5.26   5.15   4.78   5.26 
ｵｸ ﾕｳｽｹ 倉橋中    0.0   +0.9   +1.3    0.0
杉原  海悠(2)    x   5.22   5.01   5.22 
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ 長江中   +0.8   +0.3   +0.8
加藤  凛成(2)   5.19   4.87   5.02   5.19 
ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ 横路中   +1.2   +1.1   +1.4   +1.2
太田    蓮(2)   5.10   5.14   5.08   5.14 
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中   +2.2   +0.4   +0.3   +0.4
山崎  永遠(3)    x   5.09   5.12   5.12 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ 祇園中   +0.2   +1.1   +1.1
東    悠晴(3)   5.09   3.86    x   5.09 
ﾋｶﾞｼ ﾕｳｾｲ 東朋中   +2.3   +1.1   +2.3
中尾  駿平(3) 棄権
ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ 七尾中
粟野  宙歩(3) 棄権
ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 宇品中

 ３回の
 最高記録

江口  颯哉(3)   5.63   6.19   6.14    6.19   5.97   6.32   6.19    6.32 
ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 江田島中   +1.7   +0.1   -1.7    +0.1   +0.5   +0.4   +1.5    +0.4
末盛    巧(3)   6.02   6.26   6.17    6.26   6.16    -   6.13    6.26 
ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 修道中    0.0   +0.8   +1.8    +0.8   +1.1   +3.5    +0.8
藤原  翔一(3)   6.17   5.96   5.93    6.17   5.94   5.96    x    6.17 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 因北中   +1.7   +0.1   -0.3    +1.7   +0.2   +1.4    +1.7
山下  壮太(2)    -   5.73   6.14    6.14   5.86   2.23    x    6.14 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中   -0.4   +1.8    +1.8   -0.7   +0.4    +1.8
栗矢  陽輝(3)   6.10   6.08   5.50    6.10   5.80    x    x    6.10 
ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 井口中   +0.1   +1.8   +0.6    +0.1   +0.2    +0.1
松本  朋也(3)   6.08    x   6.02    6.08   5.86    x    x    6.08 
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 長江中   +1.3   +2.5    +1.3   +2.2    +1.3
高橋  昂生(3)   6.07   5.78   4.12    6.07   5.79    x    x    6.07 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 県立広島中   +1.7   +2.2   -0.2    +1.7   +2.7    +1.7
水木  大地(3)   5.56   5.90   5.69    5.90   5.86   5.89   5.90    5.90 
ﾐｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 己斐上中   +1.8   +0.6   +1.3    +0.6   +2.5   +1.4   +1.9    +0.6
恵南  優貴(3)   5.88   5.88   5.59    5.88    5.88 
ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 江波中   +1.4    0.0   -0.2     0.0     0.0
桐木  健志(3)   5.62   5.82   5.67    5.82    5.82 
ｷﾘｷ ｹﾝｼ 熊野東中   +0.5   +1.2   +1.8    +1.2    +1.2
下川  竜吾(3)   5.21   5.65   5.31    5.65    5.65 
ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ 伴中   +1.7   +0.5   -0.1    +0.5    +0.5
松島  史弥(3)   5.52   5.53    x    5.53    5.53 
ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾔ 佐伯中   +1.2   +0.5    +0.5    +0.5

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

19 5  5059

20 1  3443

8 21  5057

9 8  2564

10 24  4391

11 12  1392

12 14

18 11  4091

21 2  1595

22

12 4  2564

3 11  5449

4 8  7251

5 5   971

6 2  5057

7 9  4991

8 7  1034

共通男子

走幅跳

予選 標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

1 25   132

2 20   971

3 22  5449

4 18  7251

5 15  4991

6 17  1034

7 13   102

7  1302

23 3  6975

19  2448

23   698

 4344

13 4  4766

14 6  2778

15 16  5702

16 10  7961

17 9  5663

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

9 12   102

10 3  4344

11 1  1392

1 10  4391

2 6   132



決勝 7月26日 13:30

日本中学記録(JR)                17.85 奥村　仁志           福  井  和泉             2015/10/ 3  
県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/ 8  
大会記録(GR)                    14.91 大地　智也           広  島  祇園東           2016        

 ３回の
 最高記録

中村  一達(3)
ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾀﾂ 安佐中
寺口  廉也(3)
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 古田中
三好  雄太(3)
ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 三原第四中
佐藤  隆哉(3)
ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 鷹取中
吉森  公紀(3)
ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ 河内中
松岡    剛(3)
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中
原田  浩貴(3)
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 戸坂中
下西  優空(3)
ｼﾀﾆｼ ﾕﾀｶ 久井中
嶋田  賢冴(2)
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 伴中
菅原  翔太(3)
ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 宇品中
山内  大地(3)
ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 祇園東中
大田    士(3)
ｵｵﾀ ﾂｶｻ 安佐南中
福原  刀弥(3)
ﾌｸﾊﾗ ﾄｳﾔ 戸山中
渡邊  蒼大(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 熊野中
日野原  綾(3)
ﾋﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 広島城南中
山本  広樹(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 国泰寺中
吉岡  勇輝(3)
ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 七尾中
有田  優心(2)
ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ 大野東中

共通男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 18  1246  13.67  13.47  14.16   14.16    x  14.10  14.27  14.27 

2 16  1002   9.66  10.24  10.60   10.60  11.33    x  11.15  11.33 

3 17  5715  11.24    x  10.84   11.24  10.01   9.96  10.96  11.24 

4 15  6315   9.89  11.24   9.31   11.24    x    x  10.91  11.24 

5 14  4841  10.03  10.82  10.32   10.82  11.24  10.74    x  11.24 

6 1   134  10.31  10.46  10.33   10.46   9.77  10.07  10.31  10.46 

7 13   285   9.48   9.55  10.26   10.26    o   9.90  10.37  10.37 

8 5  5862   9.61  10.13  10.04   10.13   9.16   9.24   9.48  10.13 

9 11  1399    x    x   9.95    9.95   9.95 

10 12   699
   x   9.73   9.57    9.73   9.73 

11 7  1334
   x    x   9.63    9.63   9.63 

12 10  1425   8.12   9.27   9.59    9.59   9.59 

13 2  1364   9.58   9.47   8.93    9.58   9.58 

  8.86 

14 4  4304   8.43   8.99   9.35    9.35   9.35 

15 6  1216   8.69   8.95   9.14    9.14   9.14 

18 3  2661   8.18   8.34   8.33    8.34   8.34 

16 8    73   9.10   8.59   8.60    9.10   9.10 

17 9  2452    x   8.70   8.86    8.86



第１日目 2018/ 7/25
第２日目 2018/ 7/26

日本中学記録(JR)                 3054 中村　　仁           兵  庫  播磨南           2004/8/23   
県中学記録(PR)                   2818 角田　祥基                   五月が丘         2011/8/7    
大会記録(GR)                     2520 溝上　　翼                   井　口           2004        

野尻  翔英(3)  17.69(0.0)        9.30        1.76       57.60   2089    1
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中     554     444     593     498
畠山  稜也(3)  16.34(0.0)        8.66        1.45       56.07   2010    2
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中     695     406     352     557
髙田  佳祐(3)  17.79(0.0)        9.83        1.58       56.46   2009    3
ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ 昭和北中     544     475     449     541
上村  大輝(3) 16.69(+0.8)        8.46        1.50       56.42   1983    4
ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中     657     394     389     543
十河  颯良(3)  16.43(0.0)       10.04        1.50     1:00.97   1943    5
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中     685     488     389     381
原    雅弥(3) 16.69(+0.8)        8.48        1.50       58.37   1911    6
ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中     657     395     389     470
亀井  颯太(3)  17.84(0.0)        8.76        1.64       59.08   1892    7
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 大竹中     540     411     496     445
本田  佑貴(3) 18.99(+0.8)        9.54        1.58       57.90   1827    8
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 広中央中     433     458     449     487
松岡    剛(3) 18.72(+0.8)       11.76        1.40       59.66   1791    9
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中     457     592     317     425
大村  元海(2) 18.22(+0.8)        9.52        1.30     1:01.24   1582   10
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中     503     457     250     372
原田    響(3) DNS DNS DNS 棄権
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

決勝 7月25日  9:40

日本中学記録(JR)                13.84 矢澤　　航           神奈川  岩　崎           2006/8/21   
県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海田             2015/ 7/ 5  
大会記録(GR)                    14.56 富山　弘貴                   高美が丘         2013        

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.8

 1 畠山  稜也(3)     16.34  1 上村  大輝(3)     16.69 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中

 2 十河  颯良(3)     16.43  2 原    雅弥(3)     16.69 
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中 ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中

 3 野尻  翔英(3)     17.69  3 大村  元海(2)     18.22 
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中 ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中

 4 髙田  佳祐(3)     17.79  4 松岡    剛(3)     18.72 
ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ 昭和北中 ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中

 5 亀井  颯太(3)     17.84  5 本田  佑貴(3)     18.99 
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 大竹中 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 広中央中
原田    響(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

決勝 7月25日 12:00

日本中学記録(JR)                19.41 高久保雄介           滋  賀  明富             2001/ 8/20  
県中学記録(PR)                  16.24 滝川　圭介                   伴               1986/ 7/21  
大会記録(GR)                          

松岡    剛(3)  11.76 
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中    592
十河  颯良(3)  10.04 
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中    488
髙田  佳祐(3)   9.83 
ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ 昭和北中    475
本田  佑貴(3)   9.54 
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 広中央中    458
大村  元海(2)   9.52 
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中    457
野尻  翔英(3)   9.30 
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中    444
亀井  颯太(3)   8.76 
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 大竹中    411
畠山  稜也(3)   8.66 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中    406
原    雅弥(3)   8.48 
ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中    395
上村  大輝(3)   8.46 
ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中    394
原田    響(3) 棄権
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

457
7  2801 6  3373

540 433
2  1241

棄権

657
3   284 3  4302

685 657

4  2065 4  1391

6  1751 7   696
554 503

共通男子四種

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

共通男子四種

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

695

5  3825 5   134
544

3 4  3825
  8.68   9.54   9.83

4 10  3373
  9.54   9.32   9.51

記録 備考

1 9   134
  9.93  11.05  11.76

2 2   284
  9.18   9.47  10.04

 1391   7.52   8.24   8.46

7 6  2801
  8.76   8.24   7.98

8 3  2065
   x   8.21   8.66

5 11   696
  8.59   8.50   9.52

6 5  1751
  9.02   9.27   9.30

1  1241

9 7  4302   8.40   8.48   8.05

10 8

共通男子

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 １１０ｍＨ 砲丸投 走高跳 ４００ｍ
総合

順位 備考
得点

 1751

 2065

 3825

 1391

  284

 4302

 2801

 3373

  134

  696

 1241



決勝 7月26日 11:00

日本中学記録(JR)                 2.10 境田  裕之           北海道  春光台           1996/11/2   
県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.96 多賀　　満                   美鈴が丘         1989        

1m70 1m73 1m76 1m79
野尻  翔英(3) - - - - - - - xo o xo  1.76
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中 xo o xxo xxx   593
亀井  颯太(3) - - - o o o o o xxo xxx  1.64
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 大竹中   496
髙田  佳祐(3) - - o o o o o xxx  1.58
ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ 昭和北中   449
本田  佑貴(3) o o o o o o xxo xxx  1.58
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 広中央中   449
原    雅弥(3) - - o o xo xxx  1.50
ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中   389
十河  颯良(3) - - o xo xo xxx  1.50
ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中 xxx   389
上村  大輝(3) - - xo o xo xxx  1.50
ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中   389
畠山  稜也(3) o o xo o xxx  1.45
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中   352
松岡    剛(3) o o xxo xxx  1.40
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中   317
大村  元海(2) o xxx  1.30
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中   250
原田    響(3) 棄権
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

決勝 7月26日 14:45

日本中学記録(JR)                48.18 谷川　鈴扇           群  馬  邑　楽           2009/8/24   
県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    50.84 妹尾　政虎                   宇　品           2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 上村  大輝(3)     56.42  1 畠山  稜也(3)     56.07 
ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 伴中 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 矢野中

 2 本田  佑貴(3)     57.90  2 髙田  佳祐(3)     56.46 
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 広中央中 ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ 昭和北中

 3 原    雅弥(3)     58.37  3 野尻  翔英(3)     57.60 
ﾊﾗ ﾏｻﾔ 熊野中 ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 亀山中

 4 松岡    剛(3)     59.66  4 亀井  颯太(3)     59.08 
ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 修道中 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 大竹中

 5 大村  元海(2)   1:01.24  5 十河  颯良(3)   1:00.97 
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中 ｿｺﾞｳ ｿﾗ 戸坂中

共通男子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64

10 11   696

1  1241

1m67
記録 備考

1 5  1751

2 6  2801

3 4  3825

4 10  3373

5 7  4302

共通男子四種

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6 2   284

6 8  1391

8 3  2065

9 9   134

470 498
5   134 7  2801

425 445
7   696 4   284

372 381

所属名 記録／備考
4  1391 6  2065

543 557
6  3373 5  3825

487 541
3  4302 3  1751


