
第48回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ広島県中学生記録会 【18340320】 ト ラ ッ ク 審 判 長 濱村　祥水

コカ・コーラボトラーズジャパン広島スタジアム 【342060】 2018/09/02 フィールド審判長 濱村　祥水

男子
日付 種目

岡田　　翼(3) 11.20(-0.6) 原田　　響(3) 11.50(-0.6) 占部　貴輝(3) 11.61(-0.6) 岡　　俊輔(3) 11.66(-0.6) 植田　光紀(3) 11.71(-1.2) 桝平　二郎(3) 11.82(-0.6) 山内　健生(3) 11.84(-1.2) 渡利　海斗(3) 12.03(-1.2)

大野東中 安佐中 吉島中 幸千中 五日市中 鷹取中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 熊野東中

河野　樹粋(2) 11.91(-1.4) 佐野　理生(2) 12.03(-1.4) 大中　雅智(2) 12.03(-1.4) 間所　海磨(2) 12.18(-1.4) 山下　壮太(2) 12.33(-1.1) 井上　大聖(2) 12.44(-1.4) 福田　吉春(2) 12.46(-1.1) 布袋屋怜旺(3) 12.48(-1.1)

白岳中 可部中 矢野中 伴中 神辺東中 口田中 七尾中 長江中

平澤　　櫂(1) 12.60(-1.4) 大知　千真(1) 12.79(-1.4) 森岡　　晶(2) 12.95(-1.4) 板倉　慶典(1) 13.02(-1.4) 森脇　　翔(1) 13.07(-1.9) 渡邉　海集(2) 13.10(-3.4) 妹尾　拓武(2) 13.15(-1.4) 竹内　蒼真(1) 13.25(-1.4)

昭和北中 大野東中 阿賀中 安西中 福山東中 竹原中 中野東陸上 福山城北中

坂田　陽貴(3) 23.06(0.0) 岡村　元太(3) 23.17(0.0) 占部　貴輝(3) 23.43(0.0) 岡田　　翼(3) 23.44(0.0) 岡　　俊輔(3) 23.44(0.0) 植田　光紀(3) 23.45(0.0) 山内　健生(3) 23.60(0.0) 家長　省心(3) 23.96(0.0)

安西中 七尾中 吉島中 大野東中 幸千中 五日市中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 瀬戸田中

児玉　懸生(3) 4:17.87 平野　寛治(2) 4:21.90 吉川颯也翔(3) 4:25.82 波賀　一樹(2) 4:31.27 吉村　成央(2) 4:33.21 加賀　瑞騎(2) 4:33.72 鶴田　皓大(2) 4:34.09 岩﨑　　楓(2) 4:36.53

ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 五日市観音中 修道中 県立広島中 吉島中 熊野東中 熊野東中

石堂　壮真(2) 4:19.10 川上　聖晴(2) 4:37.99 山本　　悠(1) 4:40.19 宮田　孝輝(1) 4:43.93 光橋　　純(2) 4:44.51 吉田　凪音(1) 4:44.61 香川　元希(1) 4:53.82 吉田　琉正(2) 4:56.13

安西中 東原中 国泰寺中 向陽中 近大東広島中 向陽中 安西中 宇品中

吉屋　佑晟(3) 9:29.92 荒井　秀太(3) 9:32.50 横田優太郎(3) 9:34.08 倉本　　健(3) 9:40.91 瀨戸　和治(3) 9:53.34 庵地　祐希(3) 9:58.40 茶木　太一(3) 9:58.56 上野　太睦(3) 10:03.67

五日市南中 五日市南中 五日市観音中 五日市観音中 熊野東中 神辺東中 東原中 五日市観音中

粟野　宙歩(3) 15.01(-1.3) 岩森　　翔(3) 15.13(-1.3) 原田　　響(3) 15.53(-1.3) 十河　颯良(3) 16.54(-1.3) 海地　博斗(3) 16.54(-1.3) 大石　忠輝(2) 16.73(0.0) 松本　歩武(2) 17.09(-1.3) 黒神　郁人(2) 17.48(0.0)

宇品中 戸山中 安佐中 戸坂中 幸千中 安佐中 戸坂中 CHASKI

高橋　昂生(3) 17.50(-2.9) 小林　遼輝(3) 18.07(-2.9)

県立広島中 鷹取中

末盛　　巧(3) 1m73 野尻　翔英(3) 1m70 亀井　颯太(3) 1m65 桐木　健志(3) 1m65 山村　天志(3) 1m60 松本　大樹(3) 1m45

修道中 亀山中 大竹中 熊野東中 七尾中 大竹中

山下　壮太(2) 6m11(+0.4) 樋野　絢真(2) 5m64(+0.9) 米屋　颯人(2) 5m45(-0.1) 杉原　海悠(2) 5m19(0.0) 海地　博斗(3) 5m09(0.0) 工藤　星来(3) 5m06(-0.3) 今岡　陽稀(2) 4m85(-0.5) 則貞　知輝(2) 4m81(+0.1)

神辺東中 鷹取中 大野東中 長江中 幸千中 祇園中 安佐中 七尾中

塩月　翔吾(2) 5m65(+1.0) 佐藤　遙紀(2) 5m09(+0.7) 遊佐　碧依(1) 4m73(-2.1) 西岡　暖生(1) 4m60(-1.5) 森岡　　晶(2) 4m59(-0.1) 伊藤　大輔(1) 4m59(+0.2) 寺岡　優介(2) 4m32(+0.7) 若林　拓音(1) 4m24(0.0)

黒瀬中 鷹取中 宇品中 県立広島中 阿賀中 近大東広島中 大成館中 神辺東中

大村　元海(2) 10m67 有田　優心(2) 9m84 藤原　圭涼(2) 9m57 室田　　蓮(2) 9m17 明坂　　隼(2) 6m78

宇品中 大野東中 砂谷中 砂谷中 瀬戸田中

中村　一達(3) 13m53 菅原　翔太(3) 10m34 吉岡　勇輝(3) 10m27 福原　刀弥(3) 9m85 山本　広樹(3) 9m46 花原　悠太(3) 8m54 平田　和志(3) 8m17 青谷　　樹(3) 8m15

安佐中 宇品中 七尾中 戸山中 国泰寺中 修道中 大成館中 大野東中

竹内　　鴻(3) 34m09 佐藤　隆哉(3) 26m12 松岡　　剛(3) 25m16 菅原　翔太(3) 24m58 中嶋　誉安(2) 23m87 東垣　壮真(3) 19m79 原　　拓夢(3) 14m49

瀬戸田中 鷹取中 修道中 宇品中 牛田中 宇品中 七尾中

吉川颯也翔(3) 46m23 松岡　　剛(3) 46m08 上野　太睦(3) 45m75 原田　　響(3) 45m37 宮永　幹大(3) 43m70 粟野　宙歩(3) 42m41 近藤　優成(1) 37m93 舘上　怜史(3) 37m18

五日市観音中 修道中 五日市観音中 安佐中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 宇品中 両城中 幸千中

9月2日 中学男子円盤投(1.500kg)

9月2日 中学男子ジャベリックｽﾛｰ

9月2日 中学男子C走幅跳

9月2日
中学男子B砲丸投

(4.000kg)

9月2日
中学男子AB砲丸投

(5.000kg)

8位

9月2日 中学男子A200m

9月2日 中学男子A3000m

9月2日 中学男子A100m

9月2日 中学男子B100m

9月2日 中学男子C100m

9月2日 中学男子B1500m

9月2日

6位 7位

9月2日
中学男子AB110mH

(0.914m)

9月2日 中学男子B走幅跳

9月2日
中学男子A110mH

(0.991m)

9月2日 中学男子A走高跳

5位

中学男子C1500m

1位 2位 3位 4位
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女子

清水　鈴奈(3) 12.53(-1.3) 清水　茜里(3) 13.14(-1.3) 斉藤菜々美(3) 13.24(-1.3) 小倉　叶華(3) 13.59(-1.3) 忰山　　碧(3) 13.74(-1.3) 荒木　　綸(3) 13.86(-2.5) 中村　実貴(3) 13.90(-1.3) 中下　実玲(3) 14.00(-2.8)

幸千中 長江中 大野東中 阿賀中 城山中 庄原中 福山城北中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

金川　優莉(2) 13.24(-2.2) 藤本　佳千(2) 13.56(-0.7) 武田志央里(2) 13.56(-0.7) 前川　実怜(3) 13.58(-2.2) 信岡　優那(3) 13.68(-2.2) 玉木　　遥(3) 13.70(-0.7) 玉谷　光里(2) 13.73(-2.2) 中国　燦瑚(3) 13.75(-2.2)

五日市南中 広大三原中 県立広島中 国泰寺中 阿賀中 井口中 国泰寺中 七尾中

紙元　朱理(3) 13.75(-0.7)

大野東中

忰山　　渚(1) 13.29(-0.8) 江原美月優(1) 13.53(-0.8) 堂前　咲希(2) 13.65(-0.8) 浦川　侑莉(1) 13.76(-0.8) 落合　蒼衣(1) 13.92(-0.8) 野地さくら(1) 14.01(-0.8) 木内　志穂(1) 14.13(-0.8) 山本ひかり(1) 14.14(-0.7)

城山中 鷹取中 高西中 宇品中 県立広島中 大野東中 鷹取中 五日市観音中

山本　千菜(3) 25.65(-0.6) 清水　茜里(3) 26.70(-0.6) 斉藤菜々美(3) 27.03(-0.6) 小倉　叶華(3) 27.50(-0.6) 中村　実貴(3) 28.09(-0.6) 周藤　百花(3) 28.60(+0.6) 倉橋　夢咲(3) 28.80(+0.8) 大谷　菜緒(3) 29.75(-0.6)

ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 長江中 大野東中 阿賀中 福山城北中 昭和北中 五日市南中 瀬戸田中

南崎　恋香(3) 29.75(+0.6)

熊野東中

小櫻　綾音(2) 2:31.17 吉村　春乃(2) 2:33.97 山本　怜奈(1) 2:36.27 平本　栞那(1) 2:36.71 山本　彩夏(1) 2:38.64 清水　菜月(1) 2:39.39 中原　千裕(1) 2:42.56 増森　桃花(2) 2:43.29

可部中 国泰寺中 東原中 大成館中 熊野東中 庄原中 熊野東中 竹原中

森　　陽向(3) 4:48.19 石原優衣子(2) 4:56.86 有光　葉月(2) 5:09.48 藤村心瑛菜(2) 5:11.01 小田原彩乃(2) 5:12.44 曽根　　奏(2) 5:13.04 中塚　梨菜(2) 5:18.66 竹本菜乃花(2) 5:19.27

神辺東中 近大東広島中 五日市南中 吉島中 熊野東中 東原中 神辺東中 可部中

福本　桃李(3) 10:55.83 近藤　優衣(3) 11:18.22 稲田　優紀(3) 11:19.54 野間　愛莉(3) 11:37.85 三宅　美南(3) 11:45.77 川久保紗南(3) 12:18.82 横山ななみ(3) 12:37.44 小原　瑞稀(3) 12:55.31

県立広島中 熊野東中 井口中 井口中 東原中 宇品中 国泰寺中 五日市中

浅木都紀葉(3) 15.56(-3.3) 森藤　真衣(3) 17.60(-3.3) 橋本　智香(3) 18.18(-3.3)

口田中 東朋中 五日市観音中

神原　奈緒(3) 15.26(-0.1) 原田　奈於(3) 15.99(-0.1) 森藤　真衣(3) 16.11(-0.3) 鷲頭　一華(3) 16.12(-0.3) 橋本　智香(3) 16.32(-0.1) 黒川　星空(3) 16.43(-0.1) 山田　楓子(2) 16.81(-0.4) 玉谷　光里(2) 16.82(+0.1)

五日市中 大野東中 東朋中 戸山中 五日市観音中 大野東中 瀬戸田中 国泰寺中

切戸　乃彩(3) 1m45 本田　小織(3) 1m40 小山　桜子(3) 1m40 村上　千笑(3) 1m35 原田　奈於(3) 1m35 忰山　　碧(3) 1m30 南崎　恋香(3) 1m30

国泰寺中 熊野東中 宇品中 宇品中 大野東中 城山中 熊野東中

大瀬良風芽(3) 1m30

宇品中

前川　実怜(3) 5m32(+1.7) 宮本　紗弥(2) 5m08(+2.0) 藤本　佳千(2) 4m98(+2.3) 信岡　優那(3) 4m95(+3.0) 玉木　　遥(3) 4m62(+0.3) 上野　七海(2) 4m60(+4.6) 國貞穂乃佳(2) 4m44(+1.8) 大石　小桜(3) 4m40(+3.8)

国泰寺中 誠之中 広大三原中 公認記録なし 阿賀中 公認記録なし 井口中 瀬戸田中 公認記録なし 三原第五中 七尾中 公認記録なし

忰山　　渚(1) 4m75(+3.2) 堂前　咲希(2) 4m69(+1.0) 渡邉未優羽(1) 4m44(+2.9) 浦川　侑莉(1) 4m39(+4.5) 綾目ひなの(1) 4m26(+1.8) ショウ瀬里花(2) 4m22(+2.1) 則光　那奈(1) 4m09(+0.8) 橋本　　樹(1) 4m08(+2.3)

城山中 公認記録なし 高西中 近大東広島中 公認記録なし 宇品中 公認4m30(+1.6) 高西中 国泰寺中 公認3m43(+2.0) 広大東雲中 広大東雲中 公認3m53(+1.5)

村上　碧海(3) 11m65 砂田真由子(3) 10m85 竹中　恵茉(3) 10m71 平野　百華(3) 10m52 前田　茉侑(3) 9m50 三舩　歌音(3) 9m45 橋詰　　栞(2) 9m36 内野　里桜(3) 8m99

祇園中 安佐中 宇品中 安佐中 戸山中 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 宇品中 亀山中

島本　心夏(3) 8m86

広島城南中

三舩　歌音(3) 23m49 正光詩絵莉(2) 21m13 大坪千由莉(2) 19m62 西　明日香(2) 15m83 寳積　美侑(1) 12m13

ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ 五日市中 三原第二中 宇品中 宇品中

檜和田早恵(2) 36m01 西　明日香(2) 28m07 庵地　束紗(1) 24m36 荒瀧　晴南(2) 22m90 前田　茉侑(3) 22m80 井上　夏鈴(1) 22m34 大坪千由莉(2) 21m90 正光詩絵莉(2) 20m63

近大東広島中 宇品中 神辺東中 熊野東中 戸山中 大竹中 三原第二中 五日市中

凡例 

9月2日
中学女子A100mH

(0.762-8.50m)

9月2日 中学女子C走幅跳

9月2日 中学女子B走幅跳

9月2日 中学女子B1500m

9月2日 中学女子C800m

9月2日 中学女子A3000m

9月2日
中学女子AB100mH

(0.762-8.00m)

9月2日
中学女子A砲丸投

(4.000kg)

9月2日 中学女子ジャベリックスロー

9月2日 中学女子A走高跳

9月2日
中学女子AB砲丸投

(2.721kg)

9月2日
中学女子円盤投

(1.000kg)

9月2日 中学女子C100m

9月2日 中学女子A200m

9月2日 中学女子A100m

9月2日 中学女子B100m


