
中学男子A100m

広島県中学記録(PR)      10.84     畑賀　良平(安佐)                      2005/8/26
広島県中学記録(PR)      10.84     北村　拓也(伴)                        2008/8/8 9月2日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

1 1241 原田　　響(3) 安佐中 1
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ ﾀﾏﾙﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

2 6312 桝平　二郎(3) 鷹取中 2 13852 溜畑　侑大(3) 昭和北中
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ ﾄﾖｻｷ ﾖｳ

3 41 占部　貴輝(3) 吉島中 3 6255 豊崎　陽央(3) 福山城北中
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾀｹｳﾁ ｺｳ

4 6583 檀上翔多郎(3) 大成館中 4 5501 竹内　　鴻(3) 瀬戸田中
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

5 2660 岡田　　翼(3) 大野東中 5 2231 植田　光紀(3) 五日市中
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

6 1271 坂田　陽貴(3) 安西中 6 43 山中　瑞己(3) 吉島中
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ

7 11932 逸見　勇斗(3) 口田中 7 3911 山内　健生(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ｵｶ ｼｭﾝｽｹ ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ

8 6371 岡　　俊輔(3) 幸千中 8 4350 渡利　海斗(3) 熊野東中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1 971 栗矢　陽輝(3) 井口中 1 2269 西本　淳哉(3) 五日市南中
ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2 6314 川口　展侑(3) 鷹取中 2 973 渡邊　純平(3) 井口中
ｻｶﾀ ﾄﾓﾐ ｲｴﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ

3 2449 坂田　具観(3) 七尾中 3 5502 家長　省心(3) 瀬戸田中
ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ ﾂｹﾞｼﾀ ｶｹﾙ

4 1544 桝本　脩斗(3) 東原中 4 6851 告下　翔琉(3) 誠之中
ｸﾎﾞ ｺｳｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ

5 2443 久保　恒輝(3) 七尾中 5 2664 松村　春輝(3) 大野東中
ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ

6 5055 本多　義高(3) 長江中 6 3846 松本　流弥(3) 昭和北中
ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

7 4972 河村晃志郎(3) 近大東広島中 7 4991 高橋　昂生(3) 県立広島中
ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾍｲ

8 7244 宮内　快斗(3) 神辺東中 8 6256 宮下　裕平(3) 福山城北中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｷﾘｷ ｹﾝｼ ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ

2 4344 桐木　健志(3) 熊野東中 2 1100 内藤　康太(3) 広島学院中
ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ ｳｴｵｶ ﾅｵﾔ

3 2446 田畑　和真(3) 七尾中 3 5051 上岡　直矢(3) 長江中
ｿｺﾞｳ ｿﾗ ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ

4 284 十河　颯良(3) 戸坂中 4 2271 苗崎　朋輝(3) 五日市南中
ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｿｳﾏ

5 1094 中石　悠貴(3) 広島学院中 5 10700 東垣　壮真(3) 宇品中
ﾏﾂﾓﾄ tﾓﾔ ﾐﾈ ｶｲﾄ

6 5057 松本　朋也(3) 長江中 6 2292 峯　　海斗(3) 城山中
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ

7 2666 山本　竜輝(3) 大野東中 7 1273 沖野　雄俊(3) 安西中
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ ｵｵﾂｶ ｼｭｳ

8 1302 山崎　永遠(3) 祇園中 8 1546 大塚　　周(3) 東原中

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ ｷｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ

2 461 角本　　翔(3) 広島中央特支 2 11930 岸本　悠吾(3) 口田中
ｱﾗﾏｷ ｹｲｺﾞ ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ

3 2661 荒巻　慶悟(3) 大野東中 3 4994 藤井　　廉(3) 県立広島中
ﾜﾃ ｺｳﾀ ﾋﾛﾓﾄ ﾔﾏﾄ

4 974 和手　航大(3) 井口中 4 1095 廣本　大和(3) 広島学院中
ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ

5 1751 野尻　翔英(3) 亀山中 5 2142 三分一達也(3) 五日市観音中

ｼｹﾞﾏｻ ﾉﾘﾋﾛ ﾄﾓｸﾆ ﾅｵﾔ

6 7248 重政　典寛(3) 神辺東中 6 7245 友國　直也(3) 神辺東中
ｼｹﾞﾏｻ ﾀｶﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

7 7243 重政　崇未(3) 神辺東中 7 2802 松本　大樹(3) 大竹中
ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ

8 135 柳田　悠喜(3) 修道中 8 1093 樽井　皓哉(3) 広島学院中



中学男子A100m

9組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｶﾜﾃ ﾕｳ

1 2148 川手　悠生(3) 五日市観音中

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ

2 2803 守田　涼真(3) 大竹中
ｸﾆｷﾖ ﾀｹｼ

3 1099 國清　赳志(3) 広島学院中
ｵｵﾊｼ ﾘｷ

4 2291 大橋　力輝(3) 城山中
ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ

5 5971 高橋　京佑(3) 東朋中
ﾄｸﾏﾙ ｼﾞｮｳｼﾞﾛｳ

6 1725 徳丸丈侍朗(3) 可部中
ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ

7 2145 海部　航汰(3) 五日市観音中

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

8 1096 原口　知樹(3) 広島学院中



中学男子B100m

広島県中学記録(PR)      10.84     北村　拓也(伴)                        2008/8/8 9月2日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｺﾒﾔ ﾊﾔﾄ ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ

1 2671 米屋　颯人(2) 大野東中 1 696 大村　元海(2) 宇品中
ｻﾉ ﾘｵ ﾈｽﾐ ﾔﾋﾛ

2 1730 佐野　理生(2) 可部中 2 5513 根角　哉尋(2) 瀬戸田中
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ

3 2077 大中　雅智(2) 矢野中 3 8084 近藤　佳由(2) 庄原中
ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 

4 3365 河野　樹粋(2) 白岳中 4 7251 山下　壮太(2) 神辺東中
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ ﾀｹﾓﾄ ﾗｲｷ

5 1927 井上　大聖(2) 口田中 5 4335 竹本　雷己(2) 熊野東中
ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ

6 3838 藤井　永遠(2) 昭和北中 6 2154 小林　朋幹(2) 五日市観音中

ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ

7 1402 間所　海磨(2) 伴中 7 4998 秋山　　楓(2) 県立広島中
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ

8 6313 丸山　凌弥(3) 鷹取中 8 293 松本　歩武(2) 戸坂中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｲﾘ ﾐﾔﾅｶﾞ ｶﾝﾀ

1 5509 神原　維良(2) 瀬戸田中 1 3876 宮永　幹大(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ﾆｼｵ ﾘｮｳﾏ ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ

2 3556 西尾　綾真(2) CHASKI 2 5059 杉原　海悠(2) 長江中
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ ﾐﾔｹ ｶｹﾙ

3 2453 福田　吉春(2) 七尾中 3 3616 三宅　　翔(2) せとなみTC
ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ

4 977 村上　　豪(2) 井口中 4 2667 有田　優心(2) 大野東中
ﾎﾃｲﾔ ﾚｵ ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾙｲ

5 5054 布袋屋怜旺(3) 長江中 5 87 藤永　琉偉(2) 国泰寺中
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ

6 8082 原田　雅也(3) 庄原中 6 1286 中佐古悠太(2) 安西中
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ

7 312 中嶋　誉安(2) 牛田中 7 3931 瀬川　優輝(2) CHASKI
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙｷ

8 1732 正門　明虎(2) 可部中 8 3469 河本　晴喜(3) 阿賀中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂﾔ ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

2 1556 早川　律哉(2) 東原中 2 138 岡村　拓海(2) 修道中
ｺｳﾄﾞ ﾎｸﾄ ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

3 1722 香戸　北斗(3) 可部中 3 2232 和田　優二(2) 五日市中
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ｸﾄﾞｳ ｾﾗ

4 1549 武田　涼雅(2) 東原中 4 1301 工藤　星来(3) 祇園中
ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ ｽﾐﾀﾞ ｵｳｽｹ

5 1287 西本　恵斗(2) 安西中 5 5060 住田　旺翼(2) 長江中
ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ ｱｵﾀﾆ ｲﾂｷ

6 3600 黒神　郁人(2) CHASKI 6 2663 青谷　　樹(3) 大野東中
ﾖｼﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

7 2454 吉本多一郎(2) 七尾中 7 6594 濱本　祐希(2) 大成館中
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ ﾐﾔｹ ｹｲﾄ

8 3925 中嶋　誉安(2) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 8 695 三宅　啓斗(2) 宇品中

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ ﾋﾗﾀﾆ ｶｲﾄ

2 685 末吉　和樹(2) 宇品中 2 5236 平谷　快翔(2) 高西中
ﾐﾔﾁ ﾕｳﾄ ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ

3 5510 宮地　佑仁(2) 瀬戸田中 3 1297 寺田　真希(2) 安西中
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾉﾘｻﾀﾞ ﾄﾓｷ

4 1281 川口　航生(2) 安西中 4 2456 則貞　知輝(2) 七尾中
ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ

5 3626 川内　悠太(2) 中野東陸上 5 3625 友田　凌雅(2) 中野東陸上
ﾏﾂﾓﾄ ﾚｵ ｺﾐﾔ ｱﾕﾑ

6 5508 松本　玲音(2) 瀬戸田中 6 2294 小宮　渉夢(2) 城山中
ｼｼﾄﾞ ｺｳﾀ ｱｷﾔﾏ ﾕｻ

7 1102 宍戸　鴻太(2) 広島学院中 7 1284 秋山　祐采(2) 安西中
ｾﾉｵ ｿｳﾏ ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ

8 7253 妹尾　壮真(2) 神辺東中 8 692 石谷　直也(2) 宇品中



中学男子B100m

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾏﾂｲ ﾕｳﾏ ｶｼｻｺ ﾊﾔﾄ

2 4974 松井　悠真(2) 近大東広島中 2 1101 樫迫　勇斗(2) 広島学院中
ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ｳｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

3 2279 矢部　翔梧(2) 五日市南中 3 136 鵜川　巧巳(2) 修道中
ｽｻﾞﾜ ｹｲ ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ

4 1363 洲澤　　慧(3) 戸山中 4 2673 中島　総太(2) 大野東中
ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾙｷ ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾔ

5 2150 昇　　晴紀(3) 五日市観音中 5 142 松島　怜哉(2) 修道中
ｻｻｷ ﾕｳｻｸ ｽｷﾞﾀ ﾚｵ

6 7250 佐々木優作(3) 神辺東中 6 2151 杉田　怜央(2) 五日市観音中

ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ ﾔｽﾀﾞ ｴｲﾀ

7 1304 駒井　亮平(2) 祇園中 7 2288 安田　瑛太(2) 五日市南中
ﾀｶﾊﾏ ｿｳﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ

8 697 髙濱　蒼太(2) 宇品中 8 3629 中山　尚耶(2) 中野東陸上



中学男子C100m

広島県中学記録(PR)      10.84     畑賀　良平(安佐)                      2005/8/26
広島県中学記録(PR)      10.84     北村　拓也(伴)                        2008/8/8 9月2日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾊｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ

1 5004 橋村　和樹(1) 県立広島中 1 2165 山田　野葵(1) 五日市観音中

ｾｵ ﾀｸﾑ ﾕｻ ｱｵｲ

2 3624 妹尾　拓武(2) 中野東陸上 2 679 遊佐　碧依(1) 宇品中
ｵｵﾁ ｶｽﾞﾏ ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ

3 2676 大知　千真(1) 大野東中 3 81 日髙　雅康(1) 国泰寺中
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ

4 3833 溜畑　我空(2) 昭和北中 4 12303 大月　佑真(1) 五日市南中
ﾋﾗｻﾜ ｶｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼｭｳ

5 3842 平澤　　櫂(1) 昭和北中 5 6052 渡邉　海集(2) 竹原中
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ ﾐﾔｿｳ ｶｲﾄ

6 1299 板倉　慶典(1) 安西中 6 16285 宮宗　快斗(1) 福山城北中
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ

7 16288 竹内　蒼真(1) 福山城北中 7 2365 室田　　源(1) 砂谷中
ﾓﾘｵｶ ｼｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ

8 3475 森岡　　晶(2) 阿賀中 8 8094 近藤　千滉(1) 庄原中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ

1 675 谷口　　輝(1) 宇品中 1 2299 森下　昂輝(1) 城山中
ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾃﾗｵｶ ﾕｳｽｹ

2 3582 林　昊太郎(1) CHASKI 2 6597 寺岡　優介(2) 大成館中
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ｻｻｷ ｿｳﾏ

3 79 德川　圭佑(1) 国泰寺中 3 2300 佐々木颯真(2) 城山中
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ

4 980 斎藤　誠人(1) 井口中 4 1315 中山　智心(1) 祇園中
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ

5 2074 高島凜多朗(2) 矢野中 5 12301 源田　陽彩(1) 五日市南中
ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ

6 2247 河面　柊哉(1) 五日市中 6 1314 竹内　晴哉(1) 祇園中
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ

7 6323 佐藤　佑紀(1) 鷹取中 7 314 松浦　大起(1) 牛田中
ｵﾀﾞ ﾕｳﾋ ﾏｴﾀﾞ ｴﾝﾘｹ

8 2674 小田　悠陽(2) 大野東中 8 6606 前田エンリケ(1) 大成館中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1 1561 酒井　幹太(1) 東原中 1 4973 宮本　芳慧(2) 近大東広島中

ﾖｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ

2 2673 吉村　隼翔(1) 大野東中 2 1370 鷲頭　慶士(1) 戸山中
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ ﾔﾏｼﾅ ﾀｹﾄ

3 2240 田中　　舜(1) 五日市中 3 5511 山科　岳登(2) 瀬戸田中
ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ ｶﾈｺ ﾚｵ

4 2241 石口　魁星(1) 五日市中 4 982 金子　怜央(1) 井口中
ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ ｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

5 8099 片山　颯大(1) 庄原中 5 12471 久保　　仁(1) 七尾中
ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｻﾄｳ ﾖｼｷ

6 294 石田　健真(1) 戸坂中 6 6322 佐藤　良紀(1) 鷹取中
ｷﾑﾗ ﾕｳｷ ﾆｼｵｶ ﾊﾙｷ

7 6321 木村　祐樹(1) 鷹取中 7 5001 西岡　暖生(1) 県立広島中
ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

8 1735 廣田　汰也(1) 可部中 8 1310 井町優太郎(1) 祇園中

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ

1 983 駒津　尚之(1) 井口中 1 2670 井神　大輝(1) 大野東中
ﾐｱｹ ｼｮｳ ｱｻﾊﾗ ｼｮｳｾｲ

2 2809 三明　　奨(1) 大竹中 2 682 淺原　翔世(1) 宇品中
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ ﾌｶﾐ ｼｭﾝ

3 1312 高林　出琉(1) 祇園中 3 1902 深見　　駿(1) 口田中
ﾀﾅｶ ｾｲｺﾞ ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ

4 2458 田中　晴護(1) 七尾中 4 2248 錦織　由翔(1) 五日市中
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ ｼｹﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ

5 1559 平　　大輝(1) 東原中 5 2356 重森　一樹(2) 砂谷中
ｶｲ ﾌﾐﾔ ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 683 甲斐　文也(1) 宇品中 6 2463 浜田　卓実(1) 七尾中
ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ ｸﾆﾋﾛ ﾊﾙﾐ

7 1734 高杉　空翔(1) 可部中 7 2466 國廣　晴海(1) 七尾中
ﾀﾅｶ ﾃﾙﾄ ﾅｶﾓﾄ ｾｲﾔ

8 2678 田中　輝人(1) 大野東中 8 12475 中本　靖也(1) 七尾中



中学男子C100m

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾄ ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ

2 2461 新宅　雄斗(1) 七尾中 2 1109 藤岡　慶伍(1) 広島学院中
ﾓﾘﾜｷ ｼｮｳ ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ

3 6234 森脇　　翔(1) 福山東中 3 2164 迫野　裕一(1) 五日市観音中

ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾀ ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

4 6278 村上　寛汰(1) 福山城北中 4 1112 秦　健一郎(1) 広島学院中
ﾊﾁﾂﾞｶ ﾀﾂｷ ｳｴｵｶ ﾕｳ

5 12295 八塚　龍月(2) 五日市南中 5 2295 上岡　　優(1) 城山中
ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｾｲ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ

6 2244 中島　琉惺(1) 五日市中 6 49 杉本　大惺(1) 吉島中
ｼｹﾞﾏｻ ｺｳｷ ｷﾑﾗ ｲﾂｷ

7 7242 重政　幸樹(1) 神辺東中 7 1368 木村　逸希(1) 戸山中
ﾄﾖﾊﾗ ﾀｲｾｲ ﾌｼﾞｵｶ ｼｮｳ

8 16282 豊原　大世(1) 福山城北中 8 12473 藤岡　　翔(1) 七尾中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾀｶﾊｼ ｱﾓﾝ

2 2163 岡本　拓也(1) 五日市観音中 2 2462 高橋　亜門(1) 七尾中
ｻｻｷ ｺｳﾖｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ

3 2460 佐々木煌陽(1) 七尾中 3 1105 清水　琉唯(1) 広島学院中
ｼﾗｶﾜ ﾊﾙﾀｶ ｻﾄｳ ｺｳｼ

4 12476 白川　遥隆(1) 七尾中 4 1111 佐藤　功崇(1) 広島学院中
ﾋﾗｵｶ ﾙｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ

5 1913 平岡　　塁(1) 口田中 5 2811 渡邊　大暉(1) 大竹中
ｻｻｷ ｶｲﾄ ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ

6 2810 佐々木快斗(1) 大竹中 6 1562 古谷　卓磨(1) 東原中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ ｲｼｲ ﾄﾓｷ

7 2808 遠藤　　真(1) 大竹中 7 6603 石井　伴樹(1) 大成館中
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ ﾋｶﾞｼ ﾘｸ

8 1901 杉田　空軌(1) 口田中 8 2162 東　　陸空(1) 五日市観音中

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾏｻｷ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ

2 2669 柾木凜太郎(1) 大野東中 2 150 櫃田　拓磨(1) 修道中
ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ ｳｴﾓﾘ ﾄﾓｷ

3 1903 船原　基希(1) 口田中 3 1107 上森　友貴(1) 広島学院中
ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ ﾑﾗﾀ ﾊﾔﾄ

4 1108 立石　謙心(1) 広島学院中 4 12474 村田　悠斗(1) 七尾中
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ

5 1104 岡﨑　颯士(1) 広島学院中 5 2297 田島　悠希(1) 城山中
ｸﾆﾄﾓ ﾕｳｶﾞ ﾂｼﾏ ﾕｳﾀ

6 984 國友　佑河(1) 井口中 6 2160 津島　優太(1) 五日市観音中

ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

7 1736 土井　楓太(1) 可部中 7 296 藤田　隼輔(1) 戸坂中
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｾｲ ﾊﾀｼ ｺｳﾀ

8 2464 松下　裕星(1) 七尾中 8 674 幡司　晃大(1) 宇品中

15組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｶﾜﾉ ﾕｳ

2 12312 川野　　優(1) 五日市南中
ﾖｼﾏﾂ ﾀｸﾐ

3 151 吉松　拓洋(1) 修道中
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ

4 678 板東　遼己(1) 宇品中
ｶﾜｾ ﾀｲｼﾞｭ

5 147 川瀬　泰樹(1) 修道中
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

6 148 齋藤　大悟(1) 修道中
ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ

7 676 藤田　剣正(1) 宇品中
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

8 12297 原口　友也(1) 五日市南中



中学男子A200m

広島県中学記録(PR)      21.36     為末　　大(五日市)                    1993/10/31 9月2日 09:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾜﾀﾘ ｶｲﾄ ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ

1 4350 渡利　海斗(3) 熊野東中 1 2664 松村　春輝(3) 大野東中
ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ ｸﾎﾞ ｺｳｷ

2 41 占部　貴輝(3) 吉島中 2 2443 久保　恒輝(3) 七尾中
ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｲｴﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ

3 2660 岡田　　翼(3) 大野東中 3 5502 家長　省心(3) 瀬戸田中
ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ ﾄﾖｻｷ ﾖｳ

4 2441 岡村　元太(3) 七尾中 4 6255 豊崎　陽央(3) 福山城北中
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

5 1271 坂田　陽貴(3) 安西中 5 43 山中　瑞己(3) 吉島中
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ

6 3911 山内　健生(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 6 971 栗矢　陽輝(3) 井口中
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ ﾊﾗ ﾀｸﾑ

7 2231 植田　光紀(3) 五日市中 7 2450 原　　拓夢(3) 七尾中
ｵｶ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ

8 6371 岡　　俊輔(3) 幸千中 8 1302 山崎　永遠(3) 祇園中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ

1 1094 中石　悠貴(3) 広島学院中 1
ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ

2 5055 本多　義高(3) 長江中 2 461 角本　　翔(3) 広島中央特支

ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ

3 1544 桝本　脩斗(3) 東原中 3 1093 樽井　皓哉(3) 広島学院中
ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ ﾐｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

4 7244 宮内　快斗(3) 神辺東中 4 3573 水木　大地(3) CHASKI
ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ

5 4972 河村晃志郎(3) 近大東広島中 5 1100 内藤　康太(3) 広島学院中
ｻｶﾓﾄ ｱﾗﾀ ｱﾗﾏｷ ｹｲｺﾞ

6 3848 坂本　　新(3) 昭和北中 6 2661 荒巻　慶悟(3) 大野東中
ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ ｼｹﾞﾏｻ ﾉﾘﾋﾛ

7 1098 鎌田　雄吾(3) 広島学院中 7 7248 重政　典寛(3) 神辺東中
ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ

8 133 花原　悠太(3) 修道中 8 2145 海部　航汰(3) 五日市観音中



中学男子A3000m

広島県中学記録(PR)      8:25.36   新迫　志希(志和)                      2012/10/28 9月2日 09:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾓﾘ ｼｮｳﾏ

1 4995 森　　祥真(3) 県立広島中
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ

2 2275 吉屋　佑晟(3) 五日市南中
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ

3 2149 倉本　　健(3) 五日市観音中

ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ

4 2147 横田優太郎(3) 五日市観音中

ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ

5 2261 荒井　秀太(3) 五日市南中
ｱﾝﾁ ﾕｳｷ

6 7249 庵地　祐希(3) 神辺東中
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳｷ

7 6581 石黒　悠暉(3) 大成館中
ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 4347 台信楓之介(3) 熊野東中
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ

9 2143 上野　太睦(3) 五日市観音中

ﾁｬｷ ﾀｲﾁ

10 1547 茶木　太一(3) 東原中
ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ

11 7246 藤井　奏汰(3) 神辺東中
ﾑﾛ ｺｳｽｹ

12 1543 室　　公輔(3) 東原中
ｾﾄ ｶｽﾞﾊﾙ

13 4345 瀨戸　和治(3) 熊野東中
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

14 1276 田村　和輝(3) 安西中
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ

15 72 山本　貫太(3) 国泰寺中
ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ

16 71 大室　　仁(3) 国泰寺中
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ

17 6582 山下　善生(3) 大成館中
ﾖｼﾉ ﾎﾀｶ

18 1097 吉野　帆高(3) 広島学院中
ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ

19 975 吉本　　武(2) 井口中
ｲﾄｳ ﾚｲ

20 1091 伊東　　玲(3) 広島学院中
ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ

21 1721 大川　貴哉(3) 可部中
ｶﾜﾃ ﾕｳ

22 2148 川手　悠生(3) 五日市観音中

ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ

23 1272 加藤　実徳(3) 安西中
ﾄﾘｺｼ ｱﾂｷ

24 4346 鳥越　敦貴(3) 熊野東中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

25 3916 山口　大和(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ

26 131 安達　柊太(3) 修道中
ﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ

27 1303 丸岡　博士(3) 祇園中
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ

28 4348 高橋　那弥(3) 熊野東中
ｻｻｷ ﾙｲ

29 1092 佐々木瑠偉(3) 広島学院中
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

30 2146 小林　奏太(3) 五日市観音中

ﾏｷｵ ﾄﾓｷ

31 1548 槇尾　友貴(3) 東原中
ﾓﾘｼﾀ ﾅﾙ

32 1545 森下　七琉(3) 東原中

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



中学男子B1500m

広島県中学記録(PR)      3:57.82   松村　元輝(八本松)                    2007/6/24
広島県中学記録(PR)      3:57.82   松村　元輝(八本松)                    2007/6/24 9月2日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾃ ｼｮｳｺﾞ ｼﾉﾊﾗ ｿﾗ

1 1283 山手　翔悟(2) 安西中 1 689 篠原　創楽(2) 宇品中
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾏ

2 2289 本祥　　岳(2) 五日市南中 2 693 山中　孝真(2) 宇品中
ﾊｶﾞ ｲﾂｷ ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ

3 140 波賀　一樹(2) 修道中 3 1542 村上　修友(3) 東原中
ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ ﾓﾘ ｹｲ

4 137 尾方　杏丞(2) 修道中 4 1552 森　　　渓(2) 東原中
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ ﾀﾞｲﾓﾝ ｼｭﾝｽｹ

5 77 新門　功基(2) 国泰寺中 5 4332 大門　駿介(2) 熊野東中
ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

6 75 伊藤　愛暖(2) 国泰寺中 6 6598 渡辺　友斗(2) 大成館中
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

7 4331 岩﨑　　楓(2) 熊野東中 7 1557 山地　俊平(2) 東原中
ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

8 5061 森生　十太(2) 長江中 8 1103 東條　純平(2) 広島学院中
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

9 1290 香川　建樹(2) 安西中 9 2457 矢野健太郎(2) 七尾中
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ

10 4340 高橋　洸大(2) 熊野東中 10 289 宮本　悠慎(2) 戸坂中
ﾂﾙﾀ ｱｷﾋﾛ ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ

11 4352 鶴田　皓大(2) 熊野東中 11 7254 真田　温大(2) 神辺東中
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ ｺｳﾄﾞ ﾎｸﾄ

12 2141 吉川颯也翔(3) 五日市観音中 12 1722 香戸　北斗(3) 可部中
ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ

13 46 加賀　瑞騎(2) 吉島中 13 1551 谷口慶志郎(2) 東原中
ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ ｳｼｵ ﾋﾛﾄｼ

14 4999 吉村　成央(2) 県立広島中 14 972 牛尾　洋寿(3) 井口中
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ

15 3924 平野　寛治(2) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 15 5058 面迫　祐輝(2) 長江中
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ

16 3878 児玉　懸生(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 16 1550 尾上　大河(2) 東原中

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄﾓｸﾆ ｹﾝｾｲ

1 8086 友國　健晟(2) 庄原中
ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ

2 2156 小田　幹太(2) 五日市観音中

ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾏ

3 3628 大森　遼馬(2) 中野東陸上
ﾏｴﾊﾗ ﾀｸﾏ

4 292 前原　拓磨(2) 戸坂中
ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｷ

5 3623 河本　直紀(2) 中野東陸上
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

6 1293 森　　優太(2) 安西中
ﾓﾘｵｶ ｿｳﾀ

7 1298 森岡　蒼太(2) 安西中
ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ

8 12293 有光　直輝(2) 五日市南中
ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ

9 687 木村胡大郎(2) 宇品中
ｵｶﾉ ｿｳﾀ

10 12291 岡野　草太(2) 五日市南中
ｲｹﾊﾗ ﾘｵﾝ

11 74 池原　李音(2) 国泰寺中
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ

12 691 櫻井　健太(2) 宇品中
ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ

13 1554 弘中　良英(2) 東原中
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙ

14 8101 山下　羽琉(2) 庄原中
ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝ

15 684 柴田　　蓮(2) 宇品中

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



中学男子C1500m

広島県中学記録(PR)      3:57.82   松村　元輝(八本松)                    2007/6/24 9月2日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ

1 4337 近藤　俊輔(1) 熊野東中 1 12296 林　　祐太(1) 五日市南中
ﾆｼｶﾜ ﾃﾝﾄ ｶﾀﾗｵ ﾘｭｳﾔ

2 5507 西河　天飛(2) 瀬戸田中 2 680 荊尾　琉矢(1) 宇品中
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 314 松浦　大起(1) 牛田中 3 1563 秋田隆之介(1) 東原中
ｻｶﾀ ｿｳﾏ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ

4 3561 坂田　颯磨(1) CHASKI 4 1309 中島　琉心(1) 祇園中
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ

5 694 吉田　琉正(2) 宇品中 5 2165 山田　野葵(1) 五日市観音中

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋﾛｷ ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝﾄ

6 4342 小田切宏輝(1) 熊野東中 6 2298 村上　蓮斗(1) 城山中
ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾏ ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ

7 978 高原統央真(2) 井口中 7 3882 村上　海里(1) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾅｵﾄ ｲﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ

8 4339 大道　直登(2) 熊野東中 8 2469 岩村　　匠(1) 七尾中
ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ ｿｶﾞ ﾕｳﾏ

9 16284 井上　史琉(1) 福山城北中 9 4338 曽我　優真(1) 熊野東中
ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ ｳｴﾏﾂ ｶｽﾞｷ

10 11301 香川　元希(1) 安西中 10 2293 植松　和輝(2) 城山中
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ ﾌｼﾞｲ ｶﾝｼﾝ

11 6593 岡田　大輝(2) 大成館中 11 7241 藤井　幹進(1) 神辺東中
ﾐﾂﾊｼ ｼﾞｭﾝ ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ

12 4965 光橋　　純(2) 近大東広島中 12 12472 永尾虎大郎(1) 七尾中
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｾｲ

13 14572 吉田　凪音(1) 向陽中 13 12300 大久保滉成(1) 五日市南中
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ

14 85 山本　　悠(1) 国泰寺中 14 11303 辰川　大樹(1) 安西中
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ

15 16281 枡田　健伸(1) 福山城北中 15 3879 藤谷　海斗(1) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ﾐﾔﾀ ｺｳｷ ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ

16 14570 宮田　孝輝(1) 向陽中 16 981 柴田　愛哉(1) 井口中
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ

17 1553 川上　聖晴(2) 東原中 17 2243 六拾部翔太(1) 五日市中
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

18 1295 石堂　壮真(2) 安西中 18 7252 若林　拓音(1) 神辺東中

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾏﾙﾀ ﾅﾙｱｷ ﾋﾉ ﾀｲｶﾞ

1 8089 丸田　成晃(2) 庄原中 1 2364 樋野　大河(1) 砂谷中
ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ ｱﾌﾞﾗﾔ ｿｳﾀ

2 1564 髙島　　新(1) 東原中 2 146 油谷　颯太(1) 修道中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ﾉﾑﾗ ｱｵｲ

3 1316 山口　雄大(1) 祇園中 3 149 野村　蒼生(1) 修道中
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

4 1317 中川　竣登(1) 祇園中 4 152 渡部　彰紘(1) 修道中
ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ ﾏﾙﾓ ｹｲｼ

5 78 大迫律太郎(1) 国泰寺中 5 3632 丸茂　圭史(1) 中野東陸上
ｸﾆﾋﾛ ﾐﾂｷ ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｱﾂ

6 673 国広　充基(1) 宇品中 6 1114 山中　智惇(1) 広島学院中
ｵｶｻｺ ﾀｶｼ ﾔｽﾏ ﾊﾔﾄ

7 671 岡佐古　貴(1) 宇品中 7 1113 安間　隼斗(1) 広島学院中
ｶﾈｺ ﾚｵ ｵｶﾞﾜ ｹｲ

8 982 金子　怜央(1) 井口中 8 1110 小川　　慧(1) 広島学院中
ｳｴｻｺ ﾄﾜ ﾀﾃﾐﾁ ﾏｺﾄ

9 1365 上迫　永遠(2) 戸山中 9 1116 竪道　真琴(1) 広島学院中
ﾅﾘﾀ ﾚﾝ ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

10 2812 成田　　蓮(1) 大竹中 10 1106 難波琉太郎(1) 広島学院中
ｵｵﾉ ｶｲﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

11 11300 大野　魁人(1) 安西中 11 1909 山本　大雅(1) 口田中
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ

12 985 林　　夏生(1) 井口中 12 2248 錦織　由翔(1) 五日市中
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ

13 84 山崎　勇真(1) 国泰寺中 13 2247 河面　柊哉(1) 五日市中
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ ｸﾆﾄﾓ ﾕｳｶﾞ

14 11302 植木　日向(1) 安西中 14 984 國友　佑河(1) 井口中
ﾊｼﾓﾄ ｿｳ ﾔﾏﾓt ｿｳﾀﾞｲ

15 4341 橋本　　蒼(1) 熊野東中 15 2366 山本　想大(1) 砂谷中
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ

16 1558 加藤　恵祐(1) 東原中 16 1117 保田　拓海(1) 広島学院中
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾄ

17 1282 安田　優吾(2) 安西中 17 1560 中谷　和登(1) 東原中
ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ ｾｷｳﾁ ｼｮｳｺﾞ

18 1735 廣田　汰也(1) 可部中 18 1115 関内　翔梧(1) 広島学院中



ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



中学男子A110mH(0.991m)

9月2日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2
ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ

3 6314 川口　展侑(3) 鷹取中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ

4 6311 小林　遼輝(3) 鷹取中
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

5 4991 高橋　昂生(3) 県立広島中

6

7

8

中学男子AB110mH(0.914m)

9月2日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾎﾃｲﾔ ﾚｵ ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ

2 5054 布袋屋怜旺(3) 長江中 2 2142 三分一達也(3) 五日市観音中

ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3 698 粟野　宙歩(3) 宇品中 3 973 渡邊　純平(3) 井口中
ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ

4 1361 岩森　　翔(3) 戸山中 4 1251 大石　忠輝(2) 安佐中
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ

5 1241 原田　　響(3) 安佐中 5 3936 村上　　諒(2) CHASKI
ｿｺﾞｳ ｿﾗ ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ

6 284 十河　颯良(3) 戸坂中 6 2075 岩本　晴也(2) 矢野中
ｶｲﾁ ﾊｸﾄ ｶﾒｲ ｿｳﾀ

7 6372 海地　博斗(3) 幸千中 7 2801 亀井　颯太(3) 大竹中
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ

8 293 松本　歩武(2) 戸坂中 8 3600 黒神　郁人(2) CHASKI

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ

2 2237 尾花　　亮(2) 五日市中
ﾋｶﾞｼ ﾎﾀﾞｶ

3 3465 東　　帆啓(3) 阿賀中
ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

4 2446 田畑　和真(3) 七尾中
ｱｲﾎｼ ｺｳﾀ

5 4996 相星　光汰(2) 県立広島中
ｶﾏﾀﾞ ｴｲﾄ

6 2442 鎌田　英斗(3) 七尾中
ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ

7 5058 面迫　祐輝(2) 長江中
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ

8 139 河野　遥希(2) 修道中
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ ｽﾄｳ ﾓﾓｶ

1 6269 中村　実貴(3) 福山城北中 1 3830 周藤　百花(3) 昭和北中
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ ﾀｲﾗ ﾕｷ

2 2666 斉藤菜々美(3) 大野東中 2 1302 平　　優希(3) 祇園中
ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ ｾｵ ﾅﾅﾎ

3 6371 清水　鈴奈(3) 幸千中 3 7004 瀬尾奈々帆(3) 駅家南中
ﾜｷｻ ｶﾘｵ ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ

4 3893 脇坂　里桜(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 4 3888 中下　実玲(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ

5 3902 山本　千菜(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 5 5231 岡田　麻奈(3) 高西中
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ

6 5053 清水　茜里(3) 長江中 6 2665 黒川　星空(3) 大野東中
ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ ﾀﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ

7 3466 小倉　叶華(3) 阿賀中 7 3831 田原ゆず花(3) 昭和北中
ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ ｵｵﾀﾉ ﾅｵ

8 2291 忰山　　碧(3) 城山中 8 5501 大谷　菜緒(3) 瀬戸田中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ ﾊﾗ ﾏﾕｷ

1 2235 小林　青生(3) 五日市中 1 2145 原　　真雪(3) 五日市観音中

ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ ｸﾛﾀｷ ﾐﾕ

2 8084 竹明穂乃花(3) 庄原中 2 2232 黒滝　望結(3) 五日市中
ｸﾗﾊｼ ﾐｻｷ ｱﾍﾞ ﾉﾉﾊ

3 2261 倉橋　夢咲(3) 五日市南中 3 1211 阿部のの葉(3) 広島城南中
ｱﾗｷ ﾘﾝ ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ

4 8081 荒木　　綸(3) 庄原中 4 1542 有原このは(3) 東原中
ﾏﾂﾄﾐ ｱﾔｶ ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｻﾞﾈ

5 2143 松冨　彩花(3) 五日市観音中 5 1544 松永　颯音(3) 東原中
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ ｵｵﾊﾀ ﾕｲ

6 2663 原田　奈於(3) 大野東中 6 5502 大畠　　唯(3) 瀬戸田中
ｲｹｵｶ ｶﾅ ﾓﾘｶｽﾞ ﾏﾅﾐ

7 4341 池岡　かな(3) 熊野東中 7 3603 森数　愛美(3) せとなみTC
ﾏﾂｵ ﾘﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｶ

8 2660 松尾　　凜(3) 大野東中 8 4345 山本　聖華(3) 熊野東中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｲﾉｳｴ ﾘﾘ

1 1724 井上　理莉(3) 可部中 1
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ

2 1303 藤原　一花(3) 祇園中 2 1362 山本　華蓮(3) 戸山中
ﾐﾑﾗ ﾂｶｻ ｶﾅｸｻ ﾌｳｶ

3 1601 三村　　史(3) ＡＩＣＪ中 3 1212 鐵艸　楓華(3) 広島城南中
ｲﾜｼﾀ ﾓﾓﾅ ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ

4 975 岩下　桃奈(3) 井口中 4 2801 長田　莉奈(3) 大竹中
ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾊ ﾅｶﾞﾀ ﾏﾅ

5 5232 高岡　優羽(3) 高西中 5 2802 長田　真奈(3) 大竹中
ﾊﾗ ｻﾅﾐ ｳｽｲ ﾘｮｳ

6 972 原　沙菜美(3) 井口中 6 2803 臼井　　諒(3) 大竹中
ｶﾜﾀﾁ ﾏｲ ｵｵｲｼ ｱﾔｶ

7 1725 川立　真衣(3) 可部中 7 2661 大石　彩香(3) 大野東中
ﾂｼﾞ ｱｶﾈ ﾉﾏ ｱｲﾘ

8 2144 辻　　朱峰(3) 五日市観音中 8 971 野間　愛莉(3) 井口中
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾀｶｽｷﾞ ﾎﾉｶ ﾅｽ ﾅﾅﾐ

1 2450 高杉　歩果(2) 七尾中 1 1729 那須　七海(2) 可部中
ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ

2 2266 森脇　叶美(2) 五日市南中 2 3846 本田奈々珠(2) 昭和北中
ﾅｶｸﾆ ｻﾝｺﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ

3 2446 中国　燦瑚(3) 七尾中 3 5933 藤本　佳千(2) 広大三原中
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

4 2265 金川　優莉(2) 五日市南中 4 1301 村上　碧海(3) 祇園中
ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ

5 72 前川　実怜(3) 国泰寺中 5 4994 武田志央里(2) 県立広島中
ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ ｶﾐﾓﾄ ｱｶﾘ

6 3463 信岡　優那(3) 阿賀中 6 2659 紙元　朱理(3) 大野東中
ﾔﾌﾞﾀ ｱｶﾈ ﾀﾏｷ ﾊﾙｶ

7 6311 薮田　茜音(3) 鷹取中 7 974 玉木　　遥(3) 井口中
ﾀﾏﾀﾞﾆ ﾋｶﾘ ｲﾉｳｴ ｻｷ

8 81 玉谷　光里(2) 国泰寺中 8 5508 井上　咲希(2) 瀬戸田中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾀﾅｶ ﾘｵ ﾎﾝﾅｶ ﾕｶ

1 1732 田中　梨緒(2) 可部中 1 2453 本中　優花(2) 七尾中
ﾔﾄｳ ﾐｻｷ ﾀｹﾉﾊﾀ ｻｱﾔ

2 74 矢藤　　岬(3) 国泰寺中 2 5509 竹ノ畑咲絢(2) 瀬戸田中
ﾐｱｹ ﾎﾉｶ ﾔﾉ ﾊﾙﾅ

3 2806 三明　歩加(2) 大竹中 3 8339 矢野　遥菜(2) 昭和北中
ｽﾐﾀﾞ ﾘﾂｷ ｵｵｲｼ ｺﾊﾙ

4 77 住田　麗月(2) 国泰寺中 4 2445 大石　小桜(3) 七尾中
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ ｶｷﾊﾗ ﾋﾅ

5 2675 山本　華恋(2) 大野東中 5 1548 柿原　妃菜(2) 東原中
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾑ

6 5505 山田　楓子(2) 瀬戸田中 6 5235 山田　梨夢(2) 高西中
ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ

7 5742 國貞穂乃佳(2) 三原第五中 7 5504 上野　七海(2) 瀬戸田中
ﾉｻｷ ｼｮｳﾅ ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ

8 2670 野崎　祥梨(2) 大野東中 8 2146 前田　朔良(2) 五日市観音中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｱﾍﾞ ﾋﾅｺ ｻｶﾓﾄ ｱﾝ

1 1908 安部日菜子(2) 口田中 1 1214 坂元　　杏(3) 広島城南中
ﾑｶｲ ｱﾕﾐ ﾜｶｲ ﾏﾎ

2 1280 向井　歩未(2) 安西中 2 2669 若井　真帆(2) 大野東中
ﾋﾛｽｴ ﾅﾅ ｶﾂﾍﾞ ｽﾐﾚ

3 1307 廣末　那々(2) 祇園中 3 689 勝部　菫怜(2) 宇品中
ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｲ

4 2142 清水穂乃果(3) 五日市観音中 4 2449 水谷　藍衣(2) 七尾中
ｵｻﾞｷ ﾓﾓｶ ｲｼｺﾞｳ ｸﾙﾐ

5 4332 尾崎　桃夏(2) 熊野東中 5 1308 石合　来望(2) 祇園中
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ ﾔｽﾑﾗ ﾐｵ

6 687 西林　優音(2) 宇品中 6 4348 安村　実桜(2) 熊野東中
ｷﾀﾏﾙ ﾘｯｶ ﾏﾙｷ ｱﾔﾉ

7 2149 北丸　立夏(2) 五日市観音中 7 6585 丸木　綺乃(2) 大成館中
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕﾐﾉ ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾞｷ

8 8085 藤谷　弓乃(2) 庄原中 8 5058 清水　瑞月(2) 長江中

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ ｸﾆﾑﾗ ﾏｺ

1 2448 松永　　葵(2) 七尾中 1 1602 國村　茉子(2) ＡＩＣＪ中
ｱﾘﾏ ﾅﾅﾐ ﾌﾙｶﾜ ﾒｲｱ

2 1364 有馬菜々美(2) 戸山中 2 461 古川　芽愛(3) 広島中央特支

ﾊﾞﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ ｵｸﾉ ｺｺ

3 6587 馬場のぞ未(2) 大成館中 3 91 奥野　琴心(2) 国泰寺中
ﾀﾞﾃ ｺｺﾈ ｾﾝﾊﾞ ﾚｲﾅ

4 2447 伊達　心音(2) 七尾中 4 2808 仙波　伶奈(2) 大竹中
ﾊﾏｻｷ ﾐﾔﾋﾞ ｲﾄｳ ﾙﾐ

5 2263 浜崎　雅妃(3) 五日市南中 5 92 伊藤　琉海(2) 国泰寺中
ｲﾜﾓﾄ ｺｺﾐ ﾀｼﾛ ﾈﾈ

6 6044 岩本　心美(2) 竹原中 6 1276 田代　寧々(2) 安西中
ｸﾛｶﾜ ｾｲｶ ﾊﾔｼ ﾉｱ

7 2667 黒川　星歌(2) 大野東中 7 2452 林　　望愛(2) 七尾中
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ ﾆｼｳﾗ ｻﾔ

8 1603 山下　　咲(2) ＡＩＣＪ中 8 2451 西浦　紗弥(2) 七尾中
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ

1 88 長谷川沙良(1) 国泰寺中 1 2158 林　莉里衣(1) 五日市観音中

ﾉｼﾞ ｻｸﾗ ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾄﾈ

2 2671 野地さくら(1) 大野東中 2 7252 松永　琴音(1) 神辺東中
ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

3 5234 堂前　咲希(2) 高西中 3 2148 若林　　遥(2) 五日市観音中

ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞ ﾌﾙｺﾞｵﾘ ｱｲ

4 2292 忰山　　渚(1) 城山中 4 5002 古郡　あい(1) 県立広島中
ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾙﾅ

5 6316 江原美月優(1) 鷹取中 5 1306 兵動　月南(2) 祇園中
ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ ﾆｲﾅｲ ﾁｴ

6 674 浦川　侑莉(1) 宇品中 6 3821 二井内千絵(1) 昭和北中
ｵﾁｱｲ ｱｵｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ

7 5004 落合　蒼衣(1) 県立広島中 7 2156 山本ひかり(1) 五日市観音中

ｷｳﾁ ｼﾎ ｵｵﾀﾆ ﾏﾎ

8 6317 木内　志穂(1) 鷹取中 8 86 大谷　真帆(1) 国泰寺中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾖｺｾﾞｷ ﾕｲ ﾅｶｿ ｺﾄﾊ

1 976 横関　　結(1) 井口中 1 8091 中曽　琴葉(1) 庄原中
ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ

2 803 縫部　愛菜(1) 広大東雲中 2 6592 渡辺　百香(1) 大成館中
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾅ

3 2236 高山　　響(2) 五日市中 3 4339 岡田あゆな(1) 熊野東中
ｻﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ﾉﾘﾐﾂ ﾅﾅ

4 3943 澤原　瑞季(1) CHASKI 4 800 則光　那奈(1) 広大東雲中
ｲﾉｳｴ ﾒｲ ｲｷ ﾐﾊﾙ

5 6596 井上　愛唯(1) 大成館中 5 978 伊木美陽留(1) 井口中
ｵｵﾊﾗ ﾁﾎ ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ

6 977 大原　千朋(1) 井口中 6 1319 坂本　萌々(1) 祇園中
ｱﾔﾒ ﾋﾅﾉ ｼｮｳ ｾﾘｶ

7 5237 綾目ひなの(1) 高西中 7 76 ショウ瀬里花(2) 国泰寺中
ｼﾏ ﾕｲﾅ ｾﾗ ﾊﾅ

8 1222 島　　唯菜(2) 広島城南中 8 87 世良　はな(1) 国泰寺中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾐｼﾏ ｱｲﾘ ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ

1 1286 三島　愛莉(1) 安西中 1 1554 立川　未夢(1) 東原中
ｶﾜｼﾏ ﾏﾅﾐ ﾎｻｶ ｷﾊﾅ

2 1315 川島　愛実(1) 祇園中 2 2672 保坂　紀華(1) 大野東中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ

3 4965 渡邉未優羽(1) 近大東広島中 3 822 松田　萌愛(1) 比治山女子中

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕ

4 2816 山下　悠香(1) 大竹中 4 3887 杉村　茉優(1) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ﾌｼﾐ ｱｵｲ ｸﾛﾀﾞ ﾐｻｷ

5 286 伏見　藍衣(1) 戸坂中 5 1550 黒田　美咲(1) 東原中
ｱﾗｶﾜ ﾅﾂ ﾋﾛﾊﾗ ﾕｳ

6 4338 荒川　夏都(1) 熊野東中 6 6315 廣原　友優(2) 鷹取中
ﾅｶｸﾎﾞ ｻｷ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ

7 6320 中久保佐紀(1) 鷹取中 7 2815 松田　緩七(1) 大竹中
ｱｻｲ ﾘｵ ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ

8 1546 浅井　莉桜(2) 東原中 8 1552 松崎　日和(1) 東原中

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾊﾅｻｷ ｶﾝﾅ ｻｲｷ ﾐﾅﾐ

1 2673 花崎　栞奈(1) 大野東中 1 2155 佐伯みなみ(1) 五日市観音中

ｳﾗﾍﾞ ｼｮｳｶ ｻｸﾗｳﾁ ﾌﾐﾈ

2 6319 占部　翔華(1) 鷹取中 2 2151 櫻内　文音(1) 五日市観音中

ｶｲ ｺｺｱ ﾀﾉｳｴ ｷｮｳｶ

3 6321 甲斐　心彩(1) 鷹取中 3 2459 田上　京佳(1) 七尾中
ﾌﾅｷ ﾕﾒｶ ｻﾄｳ ｱｷ

4 2147 船木　夢華(2) 五日市観音中 4 6318 佐藤　亜紀(1) 鷹取中
ﾆｲ ｱﾐｶ ﾄﾞｳﾉｻｷ ﾓｴ

5 6323 仁井彩望華(1) 鷹取中 5 1742 堂野崎萌笑(1) 可部中
ﾓﾘｼﾀ ﾘｲ ﾓﾘｻｺ ﾅﾉﾊ

6 5065 森下　莉衣(1) 長江中 6 5064 森迫　菜羽(1) 長江中
ｶｲ ｵﾘｶ ｽｽﾞｷ ﾌﾐ

7 1317 甲斐　織花(1) 祇園中 7 2675 鈴木　美弥(1) 大野東中
ﾀﾅｶ ｱｲｶ ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｲ

8 4349 田中　愛香(1) 熊野東中 8 2463 澄川　結衣(1) 七尾中



中学女子C100m

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｸﾘﾊﾗ ﾋﾅﾀ ｼﾓﾜﾀﾞ ﾓﾓ

1 2672 栗原　　陽(2) 大野東中 1 979 下和田百李(1) 井口中
ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ ﾅｶﾀｹ ﾐｺﾄ

2 2159 前田　椎名(1) 五日市観音中 2 1733 中武　心琴(1) 可部中
ﾌｼﾞｲ ｾﾅ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾅ

3 1320 藤井　星七(1) 祇園中 3 1279 柴原　日菜(2) 安西中
ｽｲｽﾞ ﾕﾗ ﾋﾛﾅｶ ｶﾅｴ

4 2455 水津　祐来(1) 七尾中 4 2814 廣中花菜江(1) 大竹中
ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗ

5 2157 胡　　結菜(1) 五日市観音中 5 1734 山崎　咲良(1) 可部中
ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ ｺﾏﾂ ｱｲﾗ

6 2674 横山　ゆい(1) 大野東中 6 1736 小松　愛蘭(1) 可部中
ｸｷﾀ ﾐﾅﾐ ﾆｲﾓﾄ ﾐｻｷ

7 6322 久木田未那美(1) 鷹取中 7 1367 新本美咲希(1) 戸山中
ﾐﾂｲ ﾙﾅ ｵｶﾓﾄ ﾉﾉｶ

8 5063 光井　瑠那(1) 長江中 8 6589 岡本　和佳(2) 大成館中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｵｵｼﾀ ﾚﾅ

1 85 大下　麗奈(1) 国泰寺中 1
ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾀｲﾅｶ ｱｲ

2 90 米田ももこ(1) 国泰寺中 2 2456 對中　　愛(1) 七尾中
ﾆｼｳﾗ ﾐｽﾞｷ ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾐ

3 8089 西浦　瑞貴(1) 庄原中 3 2458 井手口亜未(1) 七尾中
ﾏﾂｼﾏ ﾋﾅﾀ ﾀﾆﾓﾄ ﾕｲ

4 285 松島　向葵(1) 戸坂中 4 1316 谷本　優衣(1) 祇園中
ﾏｽﾀﾞ ﾕｽﾞｷ ｶﾜｶﾐ ｺﾉｶ

5 2153 益田　柚季(1) 五日市観音中 5 1741 河上心乃花(1) 可部中
ﾑｶｲ ｺｺﾈ ｲﾏｽ ｶｴﾃﾞ

6 2154 向井　快羽(1) 五日市観音中 6 799 井升　　楓(1) 広大東雲中
ｶｻｲ ﾜｺ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ

7 1318 笠井　和子(1) 祇園中 7 2464 中村　妃陽(1) 七尾中
ｱﾐﾓﾄ ﾚﾅ ｸﾆﾄｼ ﾘｵ

8 2461 網本　玲菜(1) 七尾中 8 284 國利　里桜(1) 戸坂中

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ ﾜｶﾔﾏ ﾕﾗ

2 823 川上　真歩(1) 比治山女子中 2 676 若山　優来(1) 宇品中
ｼｷﾀﾞ ｶﾉｺ ｵｶｶﾞﾐ ﾕｳﾕ

3 2812 敷田かのこ(1) 大竹中 3 2152 岡上　侑由(1) 五日市観音中

ｶﾒｲ ﾊﾙｶ ﾐﾀﾆ ｻｷﾊ

4 2811 亀井　　遥(1) 大竹中 4 2457 三谷　咲葉(1) 七尾中
ﾀｶﾀﾆ ﾅﾅ ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ

5 1737 高谷　菜々(1) 可部中 5 1738 西林凛々華(1) 可部中
ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｷ ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ

6 1278 杉村　美姫(2) 安西中 6 798 井上　菜摘(1) 広大東雲中
ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ

7 2810 大場　心温(1) 大竹中 7 678 梅田　夏帆(1) 宇品中
ﾆｼﾀﾞ ｲｵﾘ ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾘ

8 4964 西田　衣織(1) 近大東広島中 8 2270 山岸陽佳里(1) 五日市南中



中学女子A200m

広島県中学記録(PR)      25.19     中本　香穂(佐伯)                      2011/9/25 9月2日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｵｵﾀﾉ ﾅｵ ﾐﾑﾗ ﾂｶｻ

1 5501 大谷　菜緒(3) 瀬戸田中 1 1601 三村　　史(3) ＡＩＣＪ中
ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ ﾊﾗ ﾏﾕｷ

2 3466 小倉　叶華(3) 阿賀中 2 2145 原　　真雪(3) 五日市観音中

ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ ﾏﾂﾄﾐ ｱﾔｶ

3 5053 清水　茜里(3) 長江中 3 2143 松冨　彩花(3) 五日市観音中

ﾜｷｻ ｶﾘｵ ｽﾄｳ ﾓﾓｶ

4 3893 脇坂　里桜(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 4 3830 周藤　百花(3) 昭和北中
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ ﾐﾅｻｷ ﾚﾝｶ

5 3902 山本　千菜(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 5 4344 南崎　恋香(3) 熊野東中
ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ ﾀｲﾗ ﾕｷ

6 6371 清水　鈴奈(3) 幸千中 6 1302 平　　優希(3) 祇園中
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ

7 2666 斉藤菜々美(3) 大野東中 7 4342 福田　萌絵(3) 熊野東中
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ ｵﾔﾏ ｻｸﾗｺ

8 6269 中村　実貴(3) 福山城北中 8 699 小山　桜子(3) 宇品中

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｸﾗﾊｼ ﾐｻｷ

1 2261 倉橋　夢咲(3) 五日市南中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ

2 1303 藤原　一花(3) 祇園中
ﾔﾏｵｶ ﾘﾅ

3 1723 山岡　莉奈(3) 可部中
ｱﾍﾞ ﾉﾉﾊ

4 1211 阿部のの葉(3) 広島城南中
ｲｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ

5 695 井澤　　雅(3) 宇品中
ｶﾜﾀﾁ ﾏｲ

6 1725 川立　真衣(3) 可部中
ﾂｼﾞ ｱｶﾈ

7 2144 辻　　朱峰(3) 五日市観音中

ｵｵｲｼ ｱﾔｶ

8 2661 大石　彩香(3) 大野東中



中学女子A3000m

広島県中学記録(PR)      9:24.52   亀高　純子(志和)                      1989/5/3 9月2日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾌｸﾓﾄ ﾓﾓﾘ

1 4993 福本　桃李(3) 県立広島中
ｲﾅﾀﾞ ﾕｷ

2 973 稲田　優紀(3) 井口中
ｶﾜｸﾎﾞ ｻﾅ

3 10700 川久保紗南(3) 宇品中
ｲﾜﾀ ﾕｲｶ

4 1271 岩田　唯花(3) 安西中
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ

5 1304 西園　萌花(3) 祇園中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ

6 4343 近藤　優衣(3) 熊野東中
ﾐﾔｹ ﾐﾅﾐ

7 1541 三宅　美南(3) 東原中
ﾉﾏ ｱｲﾘ

8 971 野間　愛莉(3) 井口中
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ

9 75 横山ななみ(3) 国泰寺中
ｺﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

10 2233 小原　瑞稀(3) 五日市中
ﾉﾓﾄ ｱﾔｶ

11 2443 野本　彩夏(3) 七尾中
ﾐｽﾞﾔｽ ﾕｳﾅ

12 696 水安　優愛(3) 宇品中

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



中学女子C800m

広島県中学記録(PR)      2:10.56   上田　万葵(大野東)                    2016/8/23 9月2日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｵｵｶ ｱﾕｶ ﾀｹｳﾁ ﾐｵ

1 1310 大岡愛友花(2) 祇園中 1 1288 武内　未織(1) 安西中
ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ

2 1727 小櫻　綾音(2) 可部中 2 8086 清水　菜月(1) 庄原中
ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾉ ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ

3 84 吉村　春乃(2) 国泰寺中 3 1311 門前　　希(1) 祇園中
ｺﾆｼ ﾕｲﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ

4 6593 小西　優織(1) 大成館中 4 1555 山本　怜奈(1) 東原中
ﾀｹﾓﾄ ﾐｻｷ ﾐｼﾏ ｱｲﾘ

5 6594 竹本　美咲(1) 大成館中 5 1286 三島　愛莉(1) 安西中
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ ﾉｻﾄ ﾖｼﾅ

6 4352 中原　千裕(1) 熊野東中 6 4353 野里　美菜(1) 熊野東中
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ ﾎｼﾉ ｻｸ

7 4337 山本　彩夏(1) 熊野東中 7 4340 干野　　咲(1) 熊野東中
ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ

8 89 藤井　悠乃(1) 国泰寺中 8 3944 中山　羽菜(1) CHASKI
ﾋﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ

9 6595 平本　栞那(1) 大成館中 9 2157 胡　　結菜(1) 五日市観音中

ｲｼｸﾞﾛ ﾏﾅﾐ ｲﾜﾀ ｶﾅ

10 6586 石黒　愛望(2) 大成館中 10 1282 岩田　佳奈(1) 安西中
ﾌｼﾐ ｱｵｲ ﾕｶﾜ ｻﾔ

11 286 伏見　藍衣(1) 戸坂中 11 684 湯川　紗弥(2) 宇品中
ｵｵﾔﾏ ﾏﾋﾛ ｵｵｽｷﾞ ﾐｺ

12 5008 大山　真優(1) 県立広島中 12 1277 大杉　海香(2) 安西中
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ

13 1313 川上　奈々(1) 祇園中 13 1312 山下　佑華(1) 祇園中

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄﾖｼﾏ ｱﾐ ｲｹﾀﾞ ﾋﾏﾘ

1 1553 豊島　愛美(1) 東原中 1 1281 池田　陽葵(1) 安西中
ｳﾒｳﾁ ﾐｻ ｵﾀﾞ ﾀﾏﾐ

2 4350 梅内　未紗(1) 熊野東中 2 2355 小田　珠未(1) 砂谷中
ﾐﾔｹ ﾓﾓｶ ｲﾉｳｴ ﾐｷ

3 4351 三宅萌々香(1) 熊野東中 3 673 井上　美紀(1) 宇品中
ｵﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ ﾀﾆｸﾞﾁ ｾﾅ

4 4336 小田原ひなの(1) 熊野東中 4 1551 谷口　世那(1) 東原中
ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾎ ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ

5 1285 島田佳乃帆(1) 安西中 5 1283 田中すみれ(1) 安西中
ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾀﾅｶ ﾐﾊﾙ

6 1314 西本　陽香(1) 祇園中 6 802 田中　美遥(1) 広大東雲中
ﾏﾂｼﾏ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾞｻｺ ｻﾔ

7 285 松島　向葵(1) 戸坂中 7 8090 永?　紗弥(1) 庄原中
ｲﾜｲ ﾘﾘ ﾋｻｵｶ ｶﾅﾐ

8 1321 岩井　りり(1) 祇園中 8 8088 久岡　叶実(1) 庄原中
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ ｻｲﾄｳ ﾏﾅ

9 8087 森山　遥香(1) 庄原中 9 1287 齋藤　愛菜(1) 安西中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ ﾅｶｼｵ ﾐｶ

10 2239 小林　芽衣(1) 五日市中 10 1743 中塩　美香(1) 可部中
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ ﾌｸｵｶ ｱｲﾐ

11 2813 清水　亜美(1) 大竹中 11 8092 福岡　愛望(1) 庄原中
ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ ﾏｽﾓﾘ ﾓﾓｶ

12 2159 前田　椎名(1) 五日市観音中 12 6045 増森　桃花(2) 竹原中

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



中学女子B1500m

広島県中学記録(PR)      4:27.89   樫原　沙紀(昭和)                      2016/8/24 9月2日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾈ ｵｵｳﾁ ﾅﾂﾐ

1 1218 近藤　遊音(3) 広島城南中 1 5506 大内　菜摘(2) 瀬戸田中
ﾅｶﾂｶ ﾘﾅ ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ

2 7249 中塚　梨菜(2) 神辺東中 2 1911 田原　綾乃(2) 口田中
ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ ｾﾗ ｻｴｺ

3 1721 廣田菜々美(3) 可部中 3 79 世羅佐江子(2) 国泰寺中
ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｱﾕ

4 1309 澤田　藍花(2) 祇園中 4 2807 山本　真歩(2) 大竹中
ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ

5 1728 竹本菜乃花(2) 可部中 5 80 瀧本菜々子(2) 国泰寺中
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾞｷ

6 42 藤村心瑛菜(2) 吉島中 6 5058 清水　瑞月(2) 長江中
ｿﾈ ｶﾅﾃﾞ ｺｳﾉ ﾏｵﾘ

7 1549 曽根　　奏(2) 東原中 7 1726 河野　麻織(2) 可部中
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾐﾔｹ ﾊﾙ

8 1305 福田　遥叶(2) 祇園中 8 83 三宅　　晴(2) 国泰寺中
ｵﾀﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ ｱﾝﾉ ﾏﾅﾐ

9 4346 小田原彩乃(2) 熊野東中 9 688 庵野　愛美(2) 宇品中
ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ ﾓﾘｼﾀ ﾏﾅﾐ

10 6588 高橋　美帆(2) 大成館中 10 5507 森下真菜美(2) 瀬戸田中
ﾀｹﾓﾄ ｻｸﾗ ｷﾀﾏﾙ ﾘｯｶ

11 6583 竹本さくら(3) 大成館中 11 2149 北丸　立夏(2) 五日市観音中

ｲｼﾊﾗ ﾕｲｺ ﾌｸﾊﾗ ｻｴ

12 4961 石原優衣子(2) 近大東広島中 12 1545 福原　彩枝(2) 東原中
ﾓﾘ ﾋﾅﾀ ｱﾗﾀｷ ﾊﾙﾅ

13 7245 森　　陽向(3) 神辺東中 13 4331 荒瀧　晴南(2) 熊野東中
ｱﾘﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ

14 2267 有光　葉月(2) 五日市南中

中学女子A100mH(0.762-8.50m)

広島県中学記録(PR)      13.96     二本松結衣(長江)                      2014/10/31 9月2日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2
ﾓﾘｶｽﾞ ﾏﾅﾐ

3 3603 森数　愛美(3) せとなみTC
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ

4 1914 浅木都紀葉(3) 口田中
ｺｳﾉ ﾁﾅﾂ

5 7003 河野　千夏(3) 駅家南中
ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ

6 2141 橋本　智香(3) 五日市観音中

ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ

7 6978 森藤　真衣(3) 東朋中

8
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ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



中学女子AB100mH(0.762-8.00m)

広島県中学記録(PR)      14.25     二本松結衣(長江)                      2014/8/20 9月2日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ ｶﾜﾑﾗ ｱﾕｶ

1 2146 前田　朔良(2) 五日市観音中 1 1248 河村　歩香(2) 安佐中
ﾅｶﾉ ﾘｾ ﾀｹﾉﾊﾀ ｻｱﾔ

2 1249 中野　璃世(2) 安佐中 2 5509 竹ノ畑咲絢(2) 瀬戸田中
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ

3 2234 神原　奈緒(3) 五日市中 3 2801 長田　莉奈(3) 大竹中
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ

4 1914 浅木都紀葉(3) 口田中 4 2231 橋本　那奈(3) 五日市中
ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ ﾀﾏﾀﾞﾆ ﾋｶﾘ

5 2266 森脇　叶美(2) 五日市南中 5 81 玉谷　光里(2) 国泰寺中
ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ ﾏﾂｵ ﾘﾝ

6 2665 黒川　星空(3) 大野東中 6 2660 松尾　　凜(3) 大野東中
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ ﾐﾉﾀﾞ ｶﾎ

7 2663 原田　奈於(3) 大野東中 7 2444 簑田　華歩(3) 七尾中
ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ ﾀｹﾅｶ ｴﾙ

8 2141 橋本　智香(3) 五日市観音中 8 693 竹中　恵瑠(3) 宇品中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾊﾏｻｷ ﾐﾔﾋﾞ ｳｽｲ ﾘｮｳ

1 2263 浜崎　雅妃(3) 五日市南中 1 2803 臼井　　諒(3) 大竹中
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ ｸﾛﾀｷ ﾐﾕ

2 2675 山本　華恋(2) 大野東中 2 2232 黒滝　望結(3) 五日市中
ｶﾞﾓｳ ﾄﾓﾐ ｾﾝﾊﾞ ﾚｲﾅ

3 2441 蒲生　智海(3) 七尾中 3 2808 仙波　伶奈(2) 大竹中
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｺ ﾅｶﾞﾀ ﾏﾅ

4 5505 山田　楓子(2) 瀬戸田中 4 2802 長田　真奈(3) 大竹中
ｻｷﾓﾄ ﾅﾅﾐ ﾊﾔｼ ﾓｴ

5 6314 崎本　七海(2) 鷹取中 5 4347 林　　望恵(2) 熊野東中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ ﾃﾗｲｼ ﾁﾂﾞﾙ

6 7244 渡邉　弥央(3) 神辺東中 6 685 寺石　千鶴(2) 宇品中
ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ

7 3888 中下　実玲(3) ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 7 8082 小川　汐李(3) 庄原中
ﾑｶｲﾊﾀ ﾌｳｶ ﾔﾏｵｶ ﾘﾅ

8 2150 向井畑風花(2) 五日市観音中 8 1723 山岡　莉奈(3) 可部中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾐｱｹ ﾎﾉｶ ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ

1 2806 三明　歩加(2) 大竹中 1 687 西林　優音(2) 宇品中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ

2 7246 渡邉　有咲(3) 神辺東中 2 1363 鷲頭　一華(3) 戸山中
ｱﾘﾏ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾉ ﾕｳ

3 1364 有馬菜々美(2) 戸山中 3 697 中野　結友(3) 宇品中
ｼｶﾞｷ ﾅｷﾞｻ ﾐﾅﾐ ｶﾅ

4 3836 紫垣　　渚(2) 昭和北中 4 1547 南　　果奈(2) 東原中
ｶｻﾞﾜ ﾚｲﾅ ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ

5 3848 加澤　伶奈(3) 昭和北中 5 6978 森藤　真衣(3) 東朋中
ｼｬｸﾀﾞ ｴﾏ ﾀｹﾅｶ ｴﾏ

6 4334 尺田　エマ(2) 熊野東中 6 698 竹中　恵茉(3) 宇品中
ｵﾝﾄﾞ ﾘｻ ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ

7 4333 穏土　りさ(2) 熊野東中 7 10701 中村　　葵(3) 宇品中
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｱﾕ ｶﾂﾍﾞ ｽﾐﾚ

8 2807 山本　真歩(2) 大竹中 8 689 勝部　菫怜(2) 宇品中


