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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    

広島市中学記録(CR)              10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   
北村　拓也                   伴               2008/8/8    

大会記録(GR)                    11.11 北村　拓也                   伴               2007        

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.5

 1 井上  大聖(2)     12.57  1 間所  海磨(2)     12.14 q
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中 ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中

 2 藤田  隼輔(1)     12.93  2 黒谷  相太(2)     12.84 
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中 ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ 広島城北中

 3 佐々木  柊(1)     13.12  3 中野  朝陽(2)     12.86 
ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中 ﾅｶﾉ ｱｻﾋ 観音中

 4 竹下  莉功(1)     13.44  4 竹内  義将(1)     13.37 
ﾀｹｼﾀ ﾘｸ 広島城北中 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾏｻ 大州中

 5 橋川  太輔(1)     13.58  5 酒井  幹太(1)     13.41 
ﾊｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 日浦中 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中

 6 金本  唯我(1)     13.73  6 杉田  怜央(2)     13.95 
ｶﾈﾓﾄ ﾕｲｶﾞ 庚午中 ｽｷﾞﾀ ﾚｵ 五日市観音中

 7 藤倉  琉斗(1)     13.79  7 上迫  永遠(2)     15.69 
ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾄ 落合中 ｳｴｻｺ ﾄﾜ 戸山中

 8 島筒  芯哉(1)     15.01 駒井  亮平(2)
ｼﾏﾂﾞﾂ ｼﾝﾔ 城山北中 ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +3.1

 1 大中  雅智(2)     12.04 q  1 佐野  理生(2)     11.87 q
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 2 黒神  郁人(2)     12.66  2 西本  恵斗(2)     12.70 
ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ 己斐上中 ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ 安西中

 3 遊佐  碧依(1)     13.19  3 黒木陽一郎(2)     12.83 
ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中 ｸﾛｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 広島中等教育

 4 三京  晃輔(1)     13.27  4 齋藤  誠人(1)     13.29 
ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中

 5 田中    潤(1)     13.28  5 藤岡  慶伍(1)     13.37 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 白木中 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 広島学院中

 6 日髙  雅康(1)     13.72  6 髙木  朝陽(1)     13.76 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中 ﾀｶｷ ｱｻﾋ 崇徳中

 7 岩田  拓大(2)     13.72  7 中原  健成(1)     13.96 
ｲﾜﾀ ﾀｸﾄ 江波中 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｾｲ 古田中

 8 秋山  碧斗(1)     14.75  8 桂  凛太郎(1)     16.18 
ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ 古田中 ｶﾂﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 五月が丘中

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +0.7

 1 西村    優(2)     12.05 q  1 正門  明虎(2)     12.10 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中 ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中

 2 岩元  優祐(2)     12.76  2 宮宇地宗佑(2)     12.94 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中広中 ﾐﾔｳﾁ ｿｳ 江波中

 3 吉田  想良(2)     12.87  3 小宮  渉夢(2)     13.01 
ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 牛田中 ｺﾐﾔ ｱﾕﾑ 城山中

 4 藤井  竜聖(2)     13.28  4 戸谷    天(2)     13.03 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 広島城南中 ﾄﾀﾞﾆ ｿﾗ 温品中

 5 平    大輝(1)     13.35  5 庄司  暁人(1)     13.06 
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 広島なぎさ中

 6 岩崎  颯斗(1)     13.61  6 熊野  圭吾(2)     13.17 
ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 観音中 ｸﾏﾉ ｹｲｺﾞ 庚午中

 7 德川  圭佑(1)     13.64  7 細川  英慈(1)     14.42 
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中 ﾎｿｶﾜ ｴｲｼﾞ 福木中

 8 早川    樹(2)     13.80  8 北野  巴瑠(1)     14.49 
ﾊﾔｶﾜ ｲﾂｷ 日浦中 ｷﾀﾉ ﾊﾙ 吉島中

[ 7組] 風速 +0.2 [ 8組] 風速 -0.1

 1 小林  朋幹(2)     12.31  1 川室慧太郎(2)     12.07 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中 ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 2 西村  全永(1)     12.66  2 今岡  陽稀(2)     12.62 
ﾆｼﾑﾗ ｾﾞﾝｴｲ 安佐南中 ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中

 3 大月  佑真(1)     13.05  3 岡村  拓海(2)     13.02 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 修道中

 4 川本  翔太(2)     13.13  4 和田  優二(2)     13.21 
ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 阿戸中 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 五日市中

 5 伊東  珠李(1)     13.71  5 山本    心(2)     13.76 
ｲﾄｳ ｼｭﾘ 福木中 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 翠町中

 6 岩本  桜良(2)     14.21  6 北森  健斗(2)     14.14 
ｲﾜﾓﾄ ｵｳﾗ 広島城南中 ｷﾀﾓﾘ ｹﾝﾄ 阿戸中

 7 前濱  奏風(1)     15.08  7 木村  逸希(1)     15.04 
ﾏｴﾊﾏ ｶﾅﾀ 楠那中 ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
重森  一樹(2) 室田    源(1)
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ 砂谷中 ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ 砂谷中
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[ 9組] 風速 -0.1 [ 10組] 風速 +0.1

 1 鈴川  千春(2)     12.36  1 清水  友斗(2)     11.96 q
ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 2 松下  光希(2)     12.83  2 田中    凌(2)     13.19 
ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｷ 二葉中 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 広島三和中

 3 齋藤  大悟(1)     13.63  3 喜納  晴人(1)     13.23 
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 修道中 ｷﾅ ﾊﾙﾄ 二葉中

 4 河面  柊哉(1)     13.86  4 櫻谷    稜(2)     13.30 
ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ 五日市中 ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 長束中

 5 土田    樹(2)     14.03  5 國村  甚太(1)     14.04 
ﾂﾁﾀﾞ ｲﾂｷ 安佐南中 ｸﾆﾑﾗ ｼﾞﾝﾀ 高陽中

 6 井川  隼汰(1)     14.87 日浦  稜太(2)
ｲｶﾞﾜ ﾊﾔﾀ 城山北中 ﾋｳﾗ ﾘｮｳﾀ 高取北中
富山  雄太(2) 佐々木颯真(2)
ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳﾀ 高取北中 ｻｻｷ ｿｳﾏ 城山中
川内  悠太(2) 村上  海里(1)
ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ 瀬野川中 ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ 仁保中

[ 11組] 風速 -0.6 [ 12組] 風速 +0.9

 1 政岡  州悟(2)     12.58  1 渡子  泰成(2)     13.12 
ﾏｻｵｶ ｼｭｳｺﾞ 己斐上中 ﾄﾉｺ ﾀｲｾｲ 広島なぎさ中

 2 藤田  陽人(1)     12.77  2 石谷  直也(2)     13.17 
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 吉島中 ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ 宇品中

 3 井上  慧人(2)     13.16  3 吉永  圭汰(1)     13.50 
ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ 祇園東中 ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ 矢野中

 4 金井  和也(2)     13.26  4 矢部  翔梧(2)     13.58 
ｶﾅｲ ｶｽﾞﾔ 中広中 ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中

 5 筒井    空(1)     13.30  5 村上    慶(1)     14.98 
ﾂﾂｲ ｿﾗ 亀山中 ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 大州中

 6 中山  智心(1)     13.74 西尾  綾真(2)
ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中 ﾆｼｵ ﾘｮｳﾏ 瀬野川東中

 7 松原  壮優(2)     14.33 松村  凌我(2)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 広島中等教育 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 高陽中

[ 13組] 風速 +0.6 [ 14組] 風速 +1.3

 1 塚本  翔天(2)     12.26  1 西本  達生(2)     12.03 q
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中

 2 板倉  慶典(1)     13.21  2 原    詩音(2)     12.96 
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中 ﾊﾗ ｼｵﾝ 亀山中

 3 三浦龍之伸(1)     13.30  3 立石  謙心(1)     13.40 
ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 長束中 ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ 広島学院中

 4 田尾  温人(1)     13.40  4 高田  凌佑(1)     13.77 
ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 翠町中

 5 下山  大貴(1)     13.82 村上    豪(2)
ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 温品中 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 井口中

 6 水成  晃翔(1)     15.50 石田  健真(1)
ﾐｽﾞﾅﾘ ｱｷﾄ 広大東雲中 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 戸坂中
妹尾  拓武(2) 下川崇一朗(1)
ｾｵ ﾀｸﾑ 瀬野川中 ｼﾓｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 落合中

風速 -0.5

 1 大中  雅智(2)     11.83 
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中

 2 佐野  理生(2)     11.84 
ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 3 西村    優(2)     11.97 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中

 4 清水  友斗(2)     11.98 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 5 川室慧太郎(2)     12.06 
ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 6 正門  明虎(2)     12.22 
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中

 7 間所  海磨(2)     12.28 
ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中
西本  達生(2)
ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中
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予選 10月28日  9:30
決勝 10月28日 11:35

県中学記録(PR)                  21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
広島市中学記録(CR)              21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
大会記録(GR)                    23.11 奥迫　政之                   翠　町           1993        

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 高橋  亮至(2)     25.81  1 横奥  京知(2)     25.96 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 二葉中 ﾖｺｵｸ ｷｮｳﾄ 温品中

 2 櫻谷    稜(2)     26.87  2 筒井    空(1)     27.31 
ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 長束中 ﾂﾂｲ ｿﾗ 亀山中

 3 黒谷  相太(2)     27.26  3 田中    潤(1)     27.75 
ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ 広島城北中 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 白木中

 4 尾花    亮(2)     27.78  4 船ヶ山  颯(1)     27.77 
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 五日市中 ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 観音中

 5 田島  悠希(1)     29.87  5 三京  晃輔(1)     27.78 
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 城山中 ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中

 6 大澤  紀之(1)     30.16  6 宗兼  哲輝(1)     30.75 
ｵｵｻﾜ ﾉﾘﾕｷ 落合中 ﾑﾈｶﾈ ﾃﾂｷ 落合中
谷口  航輝(2) 角谷    颯(2)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｷ 広島中等教育 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾊﾔﾃ 翠町中
千光士大和(2) 井上  大聖(2)
ｾﾝｺｳｼﾞ ﾔﾏﾄ 安佐南中 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.4

 1 佐野  理生(2)     24.52 q  1 大中  雅智(2)     25.44 
ｻﾉ ﾘｵ 可部中 ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中

 2 石田  亮太(2)     24.96 q  2 富山  雄太(2)     26.44 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳﾀ 高取北中

 3 秦  健一郎(1)     27.86  3 藤田  隼輔(1)     26.61 
ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中

 4 竹下  莉功(1)     28.20  4 谷口    輝(1)     27.39 
ﾀｹｼﾀ ﾘｸ 広島城北中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 宇品中

 5 矢﨑  健介(1)     28.82  5 賀川  皓明(1)     27.79 
ﾔｻﾞｷ ｹﾝｽｹ 五日市南中 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾒｲ 伴中

 6 北野  巴瑠(1)     30.15  6 友田  凌雅(2)     28.06 
ｷﾀﾉ ﾊﾙ 吉島中 ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 瀬野川中
西村  全永(1)  7 近藤    匠(2)     28.56 
ﾆｼﾑﾗ ｾﾞﾝｴｲ 安佐南中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 祇園東中
高島凜多朗(2)  8 中垣  春水(1)     34.34 
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 江波中

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +1.5

 1 西本  達生(2)     25.03 q  1 村上    諒(2)     25.26 
ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 2 日浦  稜太(2)     26.15  2 藤田  陽人(1)     26.03 
ﾋｳﾗ ﾘｮｳﾀ 高取北中 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 吉島中

 3 和田  優二(2)     27.46  3 吉田  想良(2)     26.21 
ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 五日市中 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 牛田中

 4 佐々木  柊(1)     27.92  4 末吉  和樹(2)     27.69 
ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中 ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中

 5 髙木  朝陽(1)     29.65  5 中山  智心(1)     27.94 
ﾀｶｷ ｱｻﾋ 崇徳中 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中

 6 藤谷  海斗(1)     29.93  6 西倉  啓太(1)     28.10 
ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ 古田中 ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 広島城南中

 7 堀川    学(1)     33.26  7 小松  優希(1)     30.99 
ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 江波中 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 福木中
石田  健真(1)  8 古谷  卓磨(1)     31.84 
ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 戸坂中 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 +0.6

 1 川室慧太郎(2)     25.04 q  1 中嶋  誉安(2)     24.90 q
ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中 ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 2 大石  忠輝(2)     26.38  2 植原  悠斗(2)     26.42 
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中

 3 甲斐喜一郎(1)     27.55  3 武田  涼雅(2)     26.75 
ｶｲ ｷｲﾁﾛｳ 二葉中 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東原中

 4 立石  謙心(1)     28.36  4 金子  怜央(1)     28.59 
ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ 広島学院中 ｶﾈｺ ﾚｵ 井口中

 5 駒井  亮平(2)     28.50  5 大下  冬夢(2)     28.75 
ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中 ｵｵｼﾀ ﾄｳﾑ 翠町中

 6 日髙  雅康(1)     28.86  6 早川    樹(2)     28.95 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中 ﾊﾔｶﾜ ｲﾂｷ 日浦中

 7 上岡    優(1)     30.00  7 八塚  龍月(2)     29.98 
ｳｴｵｶ ﾕｳ 城山中 ﾊﾁﾂﾞｶ ﾀﾂｷ 五日市南中

 8 岩田  優希(1)     32.54  8 越野  峻成(1)     31.96 
ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 観音中 ｺｼﾉ ｼｭﾝｾｲ 大州中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

一部男子

２００ｍ

予選 通過基準  11組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5   354 4   264

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  1461 7  1763

6   439 3  1640

3  2237 8   907

1  2297 6  1134

8  1700 2  1705

2  1935 1   589
欠場 欠場

7  1428 5  1927
欠場 欠場

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  1730 5  2077

6   260 6  1492

3  1112 4   296

7   438 3   675

8 12299 7  1410

2    53 1  1980

1  1431 8  1340
欠場

4  2074 2 10133
欠場

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  1401 5  2390

4  1495 6    50

6  2232 4   313

3  1639 2   685

2  1132 3  1315

1  1022 7  1239

8 10137 1 10405

7   294 8  1562
欠場

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  2114 5   312

4  1251 6  1223

6   347 4  1549

2  1108 3   982

7  1304 7   586

3    81 2  1819

1  2295 1 12295

8   895 8   534



[ 9組] 風速 +0.4 [ 10組] 風速  0.0

 1 太田    蓮(2)     25.09 q  1 正門  明虎(2)     24.86 q
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中 ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中

 2 長﨑  一慶(1)     26.74  2 井上  慧人(2)     27.63 
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中 ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ 祇園東中

 3 辻本倫太郎(1)     28.66  3 松島  怜哉(2)     27.64 
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾔ 修道中

 4 松田  康平(1)     30.95  4 守友  空青(1)     27.77 
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 亀山中 ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中

 5 カローラハイアン(1)     32.17  5 橋川  太輔(1)     28.92 
ｶﾛｰﾗ ﾊｲｱﾝ 大州中 ﾊｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 日浦中
西本  恵斗(2)  6 杉田  怜央(2)     29.85 
ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ 安西中 ｽｷﾞﾀ ﾚｵ 五日市観音中
西尾  綾真(2)  7 石橋  琉生(1)     30.02 
ﾆｼｵ ﾘｮｳﾏ 瀬野川東中 ｲｼﾊﾞｼ ﾙｲ 福木中
中野  偉雄(2) 由元  孝汰(2)
ﾅｶﾉ ｲｵ 古田中 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛ 大塚中

[ 11組] 風速  0.0

 1 小林  朋幹(2)     25.13 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 2 中佐古悠太(2)     27.04 
ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ 安西中

 3 古中  睦人(1)     27.11 
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中

 4 水戸  建佑(1)     27.54 
ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中

 5 鵜川  巧巳(2)     27.82 
ｳｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 修道中

 6 駒津  尚之(1)     28.41 
ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 井口中
黒木陽一郎(2)
ｸﾛｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 広島中等教育

風速 +1.7

 1 佐野  理生(2)     23.71 
ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 2 中嶋  誉安(2)     24.18 
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 3 正門  明虎(2)     24.33 
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中

 4 川室慧太郎(2)     24.41 
ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 5 西本  達生(2)     24.45 
ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中

 6 小林  朋幹(2)     24.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 7 太田    蓮(2)     24.69 
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中

 8 石田  亮太(2)     24.84 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中

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  1595 5  1732

6   914 6  1342

1  2117 8   142

2  1762 3  1920

8   533 7  1811

3  1287 2  2151
欠場

4  2081 1   395
欠場

7  1009 4 11607
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2154

4  1286

3  2392

6  1261

8   136

7   983

2  1934
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1730

6   312

5  1732

7  2114

8  1401

1  2154

2  1595

3   260



予選 10月27日 12:30
決勝 10月27日 14:10

県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
広島市中学記録(CR)              49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    51.67 建田　勇太                   吉　島           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 中嶋  誉安(2)     56.75 q  1 元木  朝陽(2)     59.96 q
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中 ﾓﾄｷ ｱｻﾋ 大州中

 2 武田  涼雅(2)     59.66 q  2 小田  幹太(2)   1:03.51 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東原中 ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ 五日市観音中

 3 西倉  啓太(1)   1:01.77 q  3 香川  元希(1)   1:03.65 
ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 広島城南中 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 安西中

 4 三宅  啓斗(2)   1:02.27  4 大林  功汰(2)   1:11.94 
ﾐﾔｹ ｹｲﾄ 宇品中 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 崇徳中

 5 鵜川  巧巳(2)   1:02.41 吉松  拓洋(1)
ｳｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 修道中 ﾖｼﾏﾂ ﾀｸﾐ 修道中

 6 清水  琉唯(1)   1:06.48 早川  律哉(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ 広島学院中 ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂﾔ 東原中

 7 大澤  紀之(1)   1:10.85 西村    優(2)
ｵｵｻﾜ ﾉﾘﾕｷ 落合中 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中
高木  大聖(1) 美藤  幹汰(2)
ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 伴中 ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 広島なぎさ中

[ 3組] [ 4組]

 1 中佐古悠太(2)   1:00.52 q  1 笠井  翔太(2)   1:00.78 q
ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ 安西中 ｶｻｲ ｼｮｳﾀ 大州中

 2 渡辺  悠人(2)   1:01.94  2 高島凜多朗(2)   1:01.01 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中

 3 山田  野葵(1)   1:04.20  3 吉田  琉正(2)   1:01.54 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 宇品中

 4 上ヶ内明守(1)   1:06.22  4 宇賀    新(2)   1:02.26 
ｶﾐｶﾞｳﾁ ｱｶﾘ 広島城北中 ｳｶ ｱﾗﾀ 広島城北中

 5 尾崎  修吾(2)   1:06.37  5 吉開  悠太(2)   1:04.89 
ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 崇徳中 ﾖｼｶﾞｲ ﾕｳﾀ 広島城南中

 6 能浦  遼翔(1)   1:10.21  6 江藤  敦哉(1)   1:07.76 
ﾉｳﾗ ﾊﾙﾄ 観音中 ｴﾄｳ ｱﾂﾔ 吉島中
田中  鉄士(2)  7 金子  怜央(1)   1:08.50 
ﾀﾅｶ ﾃﾂｼﾞ 伴中 ｶﾈｺ ﾚｵ 井口中
東丸  一輝(2)  8 清原  尚己(1)   1:15.33 
ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ 安佐中 ｷﾖﾊﾗ ﾅｵﾐ 五日市南中

 1 中嶋  誉安(2)     53.80 
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 2 中佐古悠太(2)     59.86 
ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ 安西中

 3 武田  涼雅(2)   1:00.06 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東原中

 4 高島凜多朗(2)   1:00.50 
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中

 5 吉田  琉正(2)   1:00.52 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 宇品中

 6 元木  朝陽(2)   1:00.55 
ﾓﾄｷ ｱｻﾋ 大州中

 7 笠井  翔太(2)   1:02.10 
ｶｻｲ ｼｮｳﾀ 大州中

 8 西倉  啓太(1)   1:03.23 
ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 広島城南中

No. 氏  名 No. 氏  名

一部男子

４００ｍ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考
5   312 4   529

所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6  1549 3  2156

3  1239 7 11301

4   695 8  1126

8   136 1   151
失格

2  1105 2  1556
欠場

1  1700 5  1597
欠場

7  1412 6  2389
欠場 欠場

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  1286 6   523

5  1592 5  2074

4  2165 4   694

8   456 3   435

2  1128 7  1232

1   897 8    52

3  1400 2   982
欠場

7  1254 1 12304
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   312

3  1286

4  1549

7  2074

1   694

5   529

8   523

2  1239



予選 10月27日  9:55
決勝 10月27日 13:25

県中学記録(PR)                1:55.10 児玉　大貴                   大　竹           1997/10/26  
広島市中学記録(CR)            1:57.02 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/30  
大会記録(GR)                  2:03.74 舛崎　真透                   安　西           1999        

[ 1組] [ 2組]

 1 石堂  壮真(2)   2:14.29 Q  1 平野  寬治(2)   2:14.02 Q
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中 ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 2 新門  功基(2)   2:16.48 Q  2 別所    岳(2)   2:14.92 Q
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中 ﾍﾞｯｼｮ ｶﾞｸ 大塚中

 3 松浦  大起(1)   2:16.49  3 山本    悠(1)   2:17.89 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中

 4 宮本  悠慎(2)   2:24.99  4 岡村  一輝(2)   2:22.86 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 戸坂中 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島城北中

 5 保田  拓海(1)   2:27.86  5 香川  元希(1)   2:24.03 
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 安西中

 6 岡﨑    匠(2)   2:30.48  6 安田  周平(1)   2:32.92 
ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ 日浦中 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 広島中等教育

 7 柴田    蓮(2)   2:30.96  7 六拾部翔太(1)   2:33.75 
ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝ 宇品中 ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 五日市中

 8 尾崎  修吾(2)   2:32.48  8 道下  蒼太(1)   2:35.27 
ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 崇徳中 ﾐﾁｼﾀ ｿｳﾀ 庚午中

 9 杉本  大惺(1)   2:33.29  9 岡野  草太(2)   2:35.63 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 吉島中 ｵｶﾉ ｿｳﾀ 五日市南中

10 竹本    瞭(1)   2:34.86 10 上    直斗(2)   2:36.11 
ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳ 落合中 ｳｴ ﾅｵﾄ 翠町中

11 福見  倖大(1)   2:34.91 11 藤本  悠也(1)   2:50.31 
ﾌｸﾐ ﾕｷﾄ 亀山中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 戸坂中

12 柘植    渉(1)   2:42.98 12 小澤  弘宜(2)   2:53.21 
ﾂｹﾞ ﾜﾀﾙ 五月が丘中 ｵｻﾞﾜ ｺｳｷ 祇園東中
藤谷  海斗(1) 河野  晃輝(2)
ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ 古田中 ｺｳﾉ ｺｳｷ 牛田中
美藤  幹汰(2) 小林  大陽(2)
ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 広島なぎさ中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 己斐上中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:04.2  1294 石堂  壮真(2)    400m    1:05.2   611 平野  寬治(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 波賀  一樹(2)   2:13.72 Q  1 川上  聖晴(2)   2:14.96 Q
ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 修道中 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中

 2 近藤  仁志(2)   2:14.23 Q  2 尾方  杏丞(2)   2:15.64 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 井口中 ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 修道中

 3 渡辺  悠人(2)   2:14.74 q  3 元木  朝陽(2)   2:16.24 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾓﾄｷ ｱｻﾋ 大州中

 4 谷口慶志郎(2)   2:16.01 q  4 原    慶汰(2)   2:25.37 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 東原中 ﾊﾗ ｹｲﾀ 口田中

 5 向井  笙真(2)   2:25.86  5 植松  和輝(2)   2:30.04 
ﾑｶｲ ｿｳﾏ 白木中 ｳｴﾏﾂ ｶｽﾞｷ 城山中

 6 平山  侑志(2)   2:28.13  6 下家  一斗(2)   2:30.81 
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｼ 観音中 ｼﾓｲｴ ｶｽﾞﾄ 高陽中

 7 大畑  友吾(2)   2:29.08  7 中川  竣登(1)   2:31.12 
ｵｵﾊﾀ ﾕｳｺﾞ 安佐中 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 祇園中

 8 有光  直輝(2)   2:29.34  8 村岡  帝河(1)   2:36.62 
ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 五日市南中 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ 広島なぎさ中

 9 中島  琉心(1)   2:30.42  9 高橋    輝(1)   2:37.00 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 祇園中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 安佐中

10 高杉  空翔(1)   2:41.91 10 黒﨑  風雅(1)   2:38.40 
ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 可部中 ｸﾛｻｷ ﾌｳｶﾞ 福木中

11 金弘  悠利(1)   2:45.12 11 波多野勇世(1)   2:40.50 
ｶﾈﾋﾛ ﾊﾙﾄ 崇徳中 ﾊﾀﾉ ﾕｳｾｲ 温品中

12 椋木    漣(1)   2:53.63 12 冨田  直幹(2)   2:58.84 
ﾑｸﾉｷ ﾚﾝ 中広中 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 砂谷中
野﨑  煌聖(1) 濱田  朋希(2)
ﾉｻﾞｷ ｺｳｾｲ 温品中 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 亀山中
村上  蓮斗(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝﾄ 城山中 ラップタイム

   400m    1:03.8  1553 川上  聖晴(2)
ラップタイム
   400m    1:03.8   140 波賀  一樹(2)

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

一部男子

８００ｍ

予選 通過基準  6組  2着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
1  1294 1   611

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2    77 4 11603

3   314 2    85

4   289 6   454

6  1117 3 11301

7  1817 8  1938

9   684 7  2243

11  1128 13   962

12    49 14 12291

14  1702 10   584

10  1766 5   295

13  2176 11  1343

8  1022 9   311
失格 欠場

5  2389 12  1040
欠場 欠場

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   140 2  1553

3   976 4   137

2  1592 3   529

4  1551 5  1922

9  1635 8  2293

8   890 9  1667

7  1252 7  1317

14 12293 6  2393

5  1309 10  1257

10  1734 13 10404

11  1131 1   268

欠場

13   877 12  2359

6   276 11  1758
欠場

12  2298
欠場



[ 5組] [ 6組]

 1 飯田  旺裕(2)   2:14.13 Q  1 岡田    峻(2)   2:14.15 Q
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中

 2 面田  拓海(2)   2:17.31 Q  2 中植  公佑(2)   2:16.80 Q
ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢野中 ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ 伴中

 3 瀧本  唯月(2)   2:17.63  3 森本  唯央(2)   2:18.33 
ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ 広島城南中 ﾓﾘﾓﾄ ｲｵ 矢野中

 4 湊    琉稀(2)   2:20.31  4 光野  遙人(1)   2:19.19 
ﾐﾅﾄ ﾘｭｳｷ 観音中 ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広島城南中

 5 高木  悠宇(2)   2:22.64  5 東條  純平(2)   2:21.75 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳ 伴中 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島学院中

 6 小田  幹太(2)   2:24.49  6 髙原統央真(2)   2:26.69 
ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ 五日市観音中 ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾏ 井口中

 7 山中  孝真(2)   2:25.96  7 長原  朋也(2)   2:32.13 
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾏ 宇品中 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 古田中

 8 日浦  大和(1)   2:31.15  8 竹村  陽人(2)   2:34.06 
ﾋｳﾗ ﾔﾏﾄ 五月が丘中 ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ 広島三和中

 9 笠井  翔太(2)   2:31.54  9 中川  天馬(1)   2:35.22 
ｶｻｲ ｼｮｳﾀ 大州中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾝﾏ 白木中

10 服部  壮真(2)   2:32.62 10 荒川  朋久(2)   2:35.81 
ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 祇園東中 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 高陽中

11 多田  康誠(1)   2:34.55 11 數田  倫太朗(1)   2:37.30 
ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 城山北中 ｶｽﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島中等教育

12 廣田  汰也(1)   2:37.18 12 堀川    学(1)   2:47.40 
ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ 可部中 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 江波中

13 中垣  春水(1)   3:07.29 13 樋野  大河(1)   3:14.96 
ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 江波中 ﾋﾉ ﾀｲｶﾞ 砂谷中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:04.1  2121 飯田  旺裕(2)    400m    1:03.2  1405 中植  公佑(2)

 1 平野  寬治(2)   2:04.90 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 2 石堂  壮真(2)   2:05.65 
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中

 3 岡田    峻(2)   2:08.04 
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中

 4 飯田  旺裕(2)   2:09.13 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中

 5 別所    岳(2)   2:09.86 
ﾍﾞｯｼｮ ｶﾞｸ 大塚中

 6 波賀  一樹(2)   2:10.03 
ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 修道中

 7 川上  聖晴(2)   2:10.79 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中

 8 近藤  仁志(2)   2:12.01 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 井口中

 9 中植  公佑(2)   2:14.00 
ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ 伴中

10 新門  功基(2)   2:15.27 
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中

11 渡辺  悠人(2)   2:16.50 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

12 尾方  杏丞(2)   2:17.15 
ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 修道中

13 面田  拓海(2)   2:18.20 
ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢野中

14 谷口慶志郎(2)   2:18.22 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 東原中

15 元木  朝陽(2)   2:21.68 
ﾓﾄｷ ｱｻﾋ 大州中

ラップタイム
   400m    1:02.0  1294 石堂  壮真(2)

所属名 No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
1  2121 2  1926

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  2076 1  1405

3  1226 3  2072

6   892 5  1235

5  1404 4  1103

4  2156 6   978

7   693 13  1012

12  2179 8  2122

8   523 10  1641

10  1339 9  1665

13  1519 7  1940

9  1735 11 10137

11 10133 12  2364

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   611

12  1294

10  1926

8  2121

2 11603

4   140

14  1553

1   976

9  1405

5    77

13  1592

7   137

11  2076

15  1551

3   529



決勝 10月28日 12:35

県中学記録(PR)                8:25.65 新迫　志希                   志　和           2012/10/28  
広島市中学記録(CR)            8:40.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/31  
大会記録(GR)                  9:05.88 花咲　博雄                   矢　野           1997        

[ 1組] [ 2組]

 1 石堂  壮真(2)   9:13.23  1 本祥    岳(2)  10:23.77 
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ 五日市南中

 2 平野  寛治(2)   9:19.63  2 尾方  杏丞(2)  10:35.46 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中 ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 修道中

 3 山本    悠(1)   9:24.14  3 藤本    翼(2)  10:38.67 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 瀬野川中

 4 岡田    峻(2)   9:26.92  4 阿良田尊己(1)  10:44.48 
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中 ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中

 5 加賀  瑞騎(2)   9:27.74  5 山崎  友也(1)  10:46.99 
ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ 吉島中 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島中等教育

 6 川上  聖晴(2)   9:34.71  6 吉田  琉正(2)  10:47.87 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 宇品中

 7 飯田  旺裕(2)   9:44.83  7 篠原  創楽(2)  10:48.16 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中 ｼﾉﾊﾗ ｿﾗ 宇品中

 8 別所    岳(2)   9:50.74  8 保田  拓海(1)  10:53.60 
ﾍﾞｯｼｮ ｶﾞｸ 大塚中 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中

 9 加藤  圭斗(2)   9:53.19  9 村上  天真(2)  10:57.96 
ｶﾄｳ ｹｲﾄ 伴中 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾝﾏ 高取北中

10 中植  公佑(2)   9:53.37 10 吉田  政弘(2)  11:00.16 
ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ 伴中 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 矢野中

11 伊藤  愛暖(2)   9:56.80 11 丸茂  圭史(1)  11:07.64 
ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中 ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ 瀬野川東中

12 瀧本  唯月(2)  10:00.19 12 向井  笙真(2)  11:09.24 
ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ 広島城南中 ﾑｶｲ ｿｳﾏ 白木中

13 光野  遙人(1)  10:02.25 13 宮原  慧翔(1)  11:12.22 
ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広島城南中 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼｮｳ 広島城北中

14 谷口慶志郎(2)  10:04.14 14 岡﨑    匠(2)  11:13.85 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 東原中 ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ 日浦中

15 原    慶汰(2)  10:04.88 15 中川  竣登(1)  11:14.68 
ﾊﾗ ｹｲﾀ 口田中 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 祇園中

16 近藤  仁志(2)  10:09.45 16 服部  壮真(2)  11:15.99 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 井口中 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 祇園東中

17 東條  純平(2)  10:11.92 17 岩政  奏翔(1)  11:19.55 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島学院中 ｲﾜﾏｻ ｶﾅﾄ 亀山中

18 岡村  一輝(2)  10:23.30 18 金弘  悠利(1)  11:34.23 
ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島城北中 ｶﾈﾋﾛ ﾊﾙﾄ 崇徳中

19 香川  建樹(2)  10:33.48 19 中川  天馬(1)  11:43.29 
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 安西中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾝﾏ 白木中

20 濱口  蒼太(1)  10:37.71 20 森下  一希(1)  11:44.07 
ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 大塚中 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 広島中等教育

21 宮本  悠慎(2)  10:46.26 21 辻本倫太郎(2)  11:44.15 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 戸坂中 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 大州中

22 髙原統央真(2)  10:49.23 小林  篤広(2)
ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾏ 井口中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾋﾛ 温品中

23 六拾部翔太(1)  11:01.30 湊    琉稀(2)
ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 五日市中 ﾐﾅﾄ ﾘｭｳｷ 観音中
竹村  陽人(2) 藤本  悠也(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ 広島三和中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 戸坂中
大畑  友吾(2) 小澤  弘宜(2)
ｵｵﾊﾀ ﾕｳｺﾞ 安佐中 ｵｻﾞﾜ ｺｳｷ 祇園東中
面田  拓海(2) 中島  琉心(1)
ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢野中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 祇園中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    3:06.1  2121 飯田  旺裕(2)   1000m    3:23.2   694 吉田  琉正(2)
  2000m    6:15.3  1294 石堂  壮真(2)   2000m    6:57.1  2289 本祥    岳(2)

一部男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
25  1294 14  2289

24   611 24   137

20    85 7  1982

23  1926 26   531

22    46 17  1939

19  1553 25   694

26  2121 21   689

21 11603 2  1117

18  1403 13  1496

7  1405 23  2073

14    75 19  2082

17  1226 6  1635

10  1235 18   436

5  1551 22  1817

13  1922 9  1317

12   976 15  1339

3  1103 3  1765

1   454 1  1131

11  1290 5  1641

15 11609 10  1937

6   289 12   524

8   978 4   278
欠場

2  2243 8   892
欠場

9  2122 11   295
途中棄権 欠場

4  1252 16  1343
欠場 欠場

16  2076 20  1309
欠場 欠場



[ 3組]

 1 松浦  大起(1)  10:04.45 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中

 2 林    祐太(1)  10:54.50 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 五日市南中

 3 原田  優希(1)  11:08.24 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 二葉中

 4 島津  克実(1)  11:08.35 
ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾐ 長束中

 5 竹本    瞭(1)  11:14.86 
ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳ 落合中

 6 黒﨑  風雅(1)  11:14.95 
ｸﾛｻｷ ﾌｳｶﾞ 福木中

 7 長原  朋也(2)  11:22.68 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 古田中

 8 友田  淳翔(2)  11:22.78 
ﾄﾓﾀﾞ ﾅｵﾄ 庚午中

 9 竹下  永晃(1)  11:22.85 
ﾀｹｼﾀ ﾋｻｷ 亀山中

10 野村  蒼生(1)  11:29.69 
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 修道中

11 上迫  永遠(2)  11:32.92 
ｳｴｻｺ ﾄﾜ 戸山中

12 京山  太陽(2)  11:37.66 
ｷｮｳﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 高陽中

13 村上  海里(1)  11:38.49 
ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ 仁保中

14 河本  直紀(2)  11:48.81 
ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 瀬野川中

15 大林  功汰(2)  11:58.14 
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 崇徳中

16 岩城  泰介(1)  12:08.54 
ｲﾜｷ ﾀｲｽｹ 古田中

17 能浦  遼翔(1)  12:08.77 
ﾉｳﾗ ﾊﾙﾄ 観音中

18 沖本    元(1)  12:15.65 
ｵｷﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 温品中

19 中間  太一(1)  12:21.03 
ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ 安佐南中

20 菊本  侃汰(1)  12:37.18 
ｷｸﾓﾄ ｶﾝﾀ 安佐南中
紙田英一郎(2)
ｶﾐﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 江波中
国重  嘉月(2)
ｸﾆｼｹﾞ ｶﾂｷ 江波中
椋木    漣(1)
ﾑｸﾉｷ ﾚﾝ 中広中
小林  大陽(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 己斐上中
中野  誠弥(1)
ﾅｶﾉ ｾｲﾔ 高取北中

ラップタイム
  1000m    3:17.2   314 松浦  大起(1)
  2000m    6:43.5   〃     〃 

   1 石堂  壮真(2) 安西中     9:13.23   1   1
   2 平野  寛治(2) 仁保中     9:19.63   1   2
   3 山本    悠(1) 国泰寺中     9:24.14   1   3
   4 岡田    峻(2) 口田中     9:26.92   1   4
   5 加賀  瑞騎(2) 吉島中     9:27.74   1   5
   6 川上  聖晴(2) 東原中     9:34.71   1   6
   7 飯田  旺裕(2) 広島三和中     9:44.83   1   7
   8 別所    岳(2) 大塚中     9:50.74   1   8

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   314

1 12296

13   351

7  1465

11  1702

6 10404

9  1012

15   966

24  1770

8   149

20  1365

23  1666

2   612

14  1972

19  1126

12  1015

17   897

21   269

18  1438

22  1432

3 10139
欠場

5   116
欠場

10   877
欠場

16  1040
欠場

25  1488
欠場

タイムレース

組 順位
 1294
  611
   85

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 1926
   46
 1553
 2121
11603

備考記録



予選 10月27日 11:05
決勝 10月27日 13:35

県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海田             2015/ 7/ 5  
広島市中学記録(CR)              14.26 髙山　峻野                   中　広           2009/8/24   
大会記録(GR)                    14.86 馬明　俊春                   中　広           2006        

[ 1組] 風速 +3.6 [ 2組] 風速 +1.8

 1 石田  亮太(2)     16.25 q  1 大石  忠輝(2)     16.92 q
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中

 2 大村  元海(2)     17.27 q  2 岩本  晴也(2)     17.33 q
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中 ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中

 3 水戸  建佑(1)     19.08  3 宇賀    新(2)     18.29 
ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中 ｳｶ ｱﾗﾀ 広島城北中

 4 中本  悠斗(2)     19.58  4 鷲頭  慶士(1)     20.42 
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 大州中 ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中

 5 中原  健成(1)     20.29  5 村上  右京(2)     20.69 
ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｾｲ 古田中 ﾑﾗｶﾐ ｳｷｮｳ 祇園東中

 6 櫃田  拓磨(1)     21.05  6 豊島  英也(1)     21.47 
ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ 修道中 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾔ 中広中

 7 宗兼  哲輝(1)     22.78  7 吉開  悠太(2)     22.22 
ﾑﾈｶﾈ ﾃﾂｷ 落合中 ﾖｼｶﾞｲ ﾕｳﾀ 広島城南中

 8 宮原  慧翔(1)     22.94 
ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼｮｳ 広島城北中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +0.5

 1 松本  歩武(2)     16.85 q  1 村上    諒(2)     16.78 q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 2 宇都宮良唯(2)     17.39 q  2 黒神  郁人(2)     16.81 q
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中 ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ 己斐上中

 3 塚本  翔天(2)     18.63  3 齋藤  誠人(1)     19.36 
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中

 4 古中  睦人(1)     19.29  4 大谷  修也(2)     20.46 
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 口田中

 5 山口    慶(1)     20.99  5 秋山  碧斗(1)     21.19 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 中広中 ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ 古田中

 6 船原  基希(1)     21.22  6 松田  康平(1)     30.47 
ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ 口田中 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 亀山中

 7 河野  遥希(2)     21.62 東    雅人(1)
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 修道中 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ 大州中

風速 -0.2

 1 黒神  郁人(2)     16.78 
ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ 己斐上中

 2 村上    諒(2)     16.90 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 3 松本  歩武(2)     16.97 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中

 4 大石  忠輝(2)     16.98 
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中

 5 宇都宮良唯(2)     18.15 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中

 6 石田  亮太(2)     18.62 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中

 7 岩本  晴也(2)     18.70 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中
大村  元海(2)
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中

一部男子

１１０ｍＨ

予選 通過基準  4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
4   260 4  1251

5   696 5  2075

3  1261 6   435

6   525 8  1370

8  1020 7  1344

1   150 2   871

2  1705 3  1232

7   436

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ

5  1224 4  1038

4   293 5  2390

6  1341 6   980

3  2392 7  1925

8   873 8  1014

2  1903 3  1762

7   139 2   537
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  1251

記録／備考
4  1038

3  2390

8   696

2  1224

5   260

1  2075

6   293

欠場



予選 10月27日 15:55
決勝 10月28日 13:25

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

広島市中学記録(CR)              43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

大会記録(GR)                    45.32 安　佐                       安　佐           2004        
（熊川・畑賀・白神・宗田）

[ 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 大塚中  1590 清水  友斗(2)     46.53 q  1   4 温品中   268 波多野勇世(1)     48.96 q

ｵｵﾂﾞｶ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ ﾇｸｼﾅ ﾊﾀﾉ ﾕｳｾｲ
 1597 西村    優(2)   264 横奥  京知(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ ﾖｺｵｸ ｷｮｳﾄ
11607 由元  孝汰(2)   266 戸谷    天(2)

ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛ ﾄﾀﾞﾆ ｿﾗ
 1595 太田    蓮(2)   260 石田  亮太(2)

ｵｵﾀ ﾚﾝ ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 2   3 牛田中   314 松浦  大起(1)     50.09  2   6 広島城南中  1230 藤井  竜聖(2)     49.56 q

ｳｼﾀ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
  313 吉田  想良(2)  1224 宇都宮良唯(2)

ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ
  311 河野  晃輝(2)  1239 西倉  啓太(1)

ｺｳﾉ ｺｳｷ ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ
  312 中嶋  誉安(2)  1223 植原  悠斗(2)

ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ
 3   5 口田中  1903 船原  基希(1)     52.21  3   3 大州中   523 笠井  翔太(2)     50.01 q

ｸﾁﾀ ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ ｵｵｽﾞ ｶｻｲ ｼｮｳﾀ
 1928 今口健太郎(2)   529 元木  朝陽(2)

ｲﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ ﾓﾄｷ ｱｻﾋ
 1920 守友  空青(1)   537 東    雅人(1)

ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ
 1919 田尾  温人(1)   525 中本  悠斗(2)

ﾀｵ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ
 4   6 白木中  1641 中川  天馬(1)     52.49  4   8 宇品中   679 遊佐  碧依(1)     50.62 

ｼﾗｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾝﾏ ｳｼﾞﾅ ﾕｻ ｱｵｲ
 1639 佐々木  柊(1)   675 谷口    輝(1)

ｻｻｷ ｼｭｳ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ
 1640 田中    潤(1)   685 末吉  和樹(2)

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ
 1635 向井  笙真(2)   692 石谷  直也(2)

ﾑｶｲ ｿｳﾏ ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ
 5   2 井口中   983 駒津  尚之(1)     53.53  5   5 祇園東中  1344 村上  右京(2)     51.43 

ｲﾉｸﾁ ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾑﾗｶﾐ ｳｷｮｳ
  980 齋藤  誠人(1)  1340 近藤    匠(2)

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ
  976 近藤  仁志(2)  1341 塚本  翔天(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ
  982 金子  怜央(1)  1342 井上  慧人(2)

ｶﾈｺ ﾚｵ ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ
 6   8 庚午中   962 道下  蒼太(1)     53.86  6   1 中広中   862 金井  和也(2)     52.03 

ｺｳｺﾞ ﾐﾁｼﾀ ｿｳﾀ ﾅｶﾋﾛ ｶﾅｲ ｶｽﾞﾔ
  950 金津凜太郎(2)   873 山口    慶(1)

ｶﾅﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ
  951 川崎壮一郎(2)   863 岩元  優祐(2)

ｶﾜｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ
  952 熊野  圭吾(2)   866 清水    凌(2)

ｸﾏﾉ ｹｲｺﾞ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ
 7   7 日浦中  1811 橋川  太輔(1)     54.09  7   2 崇徳中  1132 髙木  朝陽(1)     54.29 

ﾋｳﾗ ﾊｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｿｳﾄｸ ﾀｶｷ ｱｻﾋ
 1817 岡﨑    匠(2)  1134 三京  晃輔(1)

ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ
 1818 新田  雄也(2)  1133 岡本    聖(1)

ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ ｵｶﾓﾄ ｾｲ
 1819 早川    樹(2)  1128 尾崎  修吾(2)

ﾊﾔｶﾜ ｲﾂｷ ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ
  1 江波中  8   7 古田中  1022 藤谷  海斗(1)     57.59 

ｴﾊﾞ 欠場 ﾌﾙﾀ ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ
 1014 秋山  碧斗(1)

ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ
 1015 岩城  泰介(1)

ｲﾜｷ ﾀｲｽｹ
 1020 中原  健成(1)

ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｾｲ

一部男子

４×１００ｍ

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



[ 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   5 安佐中  1253 鈴川  千春(2)     48.73 q  1   4 可部中  1734 高杉  空翔(1)     49.00 q

ｱｻ ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ ｶﾍﾞ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ
 1251 大石  忠輝(2)  1732 正門  明虎(2)

ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ
 1250 今岡  陽稀(2)  1735 廣田  汰也(1)

ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ
 1258 田中  裕作(1)  1730 佐野  理生(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ｻﾉ ﾘｵ
 2   8 瀬野川中  1974 川内  悠太(2)     49.01 q  2   5 二葉中   344 廣本  喜一(1)     50.62 

ｾﾉｶﾞﾜ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ ﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛﾓﾄ ｷｲﾁ
 1975 妹尾  拓武(2)   341 喜納  晴人(1)

ｾｵ ﾀｸﾑ ｷﾅ ﾊﾙﾄ
 1981 中山  尚耶(2)   354 高橋  亮至(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ
 1980 友田  凌雅(2)   355 松下  光希(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｷ
 3   4 広島なぎさ中  2388 西本  陸祐(2)     50.13  3   7 五日市南中 12312 川野    優(1)     50.85 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾆｼﾓﾄ ﾀｲﾁ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ｶﾜﾉ ﾕｳ
 2387 渡子  泰成(2) 12303 大月  佑真(1)

ﾄﾉｺ ﾀｲｾｲ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ
 2390 村上    諒(2)  2279 矢部  翔梧(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2392 古中  睦人(1) 12301 源田  陽彩(1)

ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ
 4   3 広島城北中   440 茅野  恭平(1)     50.45  4   3 五日市中  2247 河面  柊哉(1)     51.75 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ ｲﾂｶｲﾁ ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ
  439 黒谷  相太(2)  2237 尾花    亮(2)

ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ
  438 竹下  莉功(1)  2240 田中    舜(1)

ﾀｹｼﾀ ﾘｸ ﾀﾅｶ ｼｭﾝ
  435 宇賀    新(2)  2232 和田  優二(2)

ｳｶ ｱﾗﾀ ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
 5   6 五日市観音中  2151 杉田  怜央(2)     50.83  5   2 広島三和中  2115 田中    凌(2)     51.81 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝ ｽｷﾞﾀ ﾚｵ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ
 2156 小田  幹太(2)  2114 川室慧太郎(2)

ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ
 2165 山田  野葵(1)  2122 竹村  陽人(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2154 小林  朋幹(2)  2121 飯田  旺裕(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ
 6   2 祇園中  1314 竹内  晴哉(1)     52.06  6   8 吉島中    46 加賀  瑞騎(2)     52.74 

ｷﾞｵﾝ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ ﾖｼｼﾞﾏ ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ
 1315 中山  智心(1)    50 藤田  陽人(1)

ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ
 1310 井町優太郎(1)    53 北野  巴瑠(1)

ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ ｷﾀﾉ ﾊﾙ
 1312 高林  出琉(1)    49 杉本  大惺(1)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ
 7   1 国泰寺中    79 德川  圭佑(1)     52.25  7   1 城山中  2296 河原  蒼太(1)     54.89 

ｺｸﾀｲｼﾞ ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ｼﾞｮｳﾔﾏ ｶﾜﾊﾗ ｿｳﾀ
   81 日髙  雅康(1)  2299 森下  昂輝(1)

ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ
   75 伊藤  愛暖(2)  2295 上岡    優(1)

ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ ｳｴｵｶ ﾕｳ
   77 新門  功基(2)  2294 小宮  渉夢(2)

ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ ｺﾐﾔ ｱﾕﾑ
 8   7 落合中  1708 山中  拓翔(1)     55.71   6 伴中

ｵﾁｱｲ ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾄ ﾄﾓ 欠場
 1700 大澤  紀之(1)

ｵｵｻﾜ ﾉﾘﾕｷ
 1705 宗兼  哲輝(1)

ﾑﾈｶﾈ ﾃﾂｷ
 1704 藤倉  琉斗(1)

ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾄ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 矢野中 12090 石森  倖太(1)     48.92 q

ﾔﾉ ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ
 2077 大中  雅智(2)

ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ
 2074 高島凜多朗(2)

ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
 2075 岩本  晴也(2)

ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ
 2   8 修道中   136 鵜川  巧巳(2)     50.87 

ｼｭｳﾄﾞｳ ｳｶﾞﾜ ﾀｸﾐ
  148 齋藤  大悟(1)

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
  143 吉田  春紀(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
  138 岡村  拓海(2)

ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ
 3   1 翠町中   593 山本    心(2)     51.37 

ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ
  587 土井信摩紘(2)

ﾄﾞｲﾉﾌﾞ ﾏﾋﾛ
  590 高田  凌佑(1)

ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
  589 角谷    颯(2)

ｶﾄﾞﾀﾆ ﾊﾔﾃ
 4   3 戸坂中   293 松本  歩武(2)     52.04 

ﾍｻｶ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ
  289 宮本  悠慎(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ
  295 藤本  悠也(1)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ
  296 藤田  隼輔(1)

ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 5   6 東原中  1549 武田  涼雅(2)     52.49 

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
 1561 酒井  幹太(1)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ
 1559 平    大輝(1)

ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ
 1562 古谷  卓磨(1)

ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ
 6   2 広島学院中  1108 立石  謙心(1)     53.12 

ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ
 1112 秦  健一郎(1)

ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ
 1105 清水  琉唯(1)

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ
 1109 藤岡  慶伍(1)

ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ
 7   7 亀山中  1762 松田  康平(1)     54.80 

ｶﾒﾔﾏ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ
 1765 岩政  奏翔(1)

ｲﾜﾏｻ ｶﾅﾄ
 1766 福見  倖大(1)

ﾌｸﾐ ﾕｷﾄ
 1763 筒井    空(1)

ﾂﾂｲ ｿﾗ
  5 安西中

ﾔｽﾆｼ 欠場



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 大塚中  1590 清水  友斗(2)     46.46 

ｵｵﾂﾞｶ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ
 1597 西村    優(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ
11607 由元  孝汰(2)

ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛ
 1595 太田    蓮(2)

ｵｵﾀ ﾚﾝ
 2   4 矢野中 12090 石森  倖太(1)     48.49 

ﾔﾉ ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ
 2077 大中  雅智(2)

ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ
 2074 高島凜多朗(2)

ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
 2075 岩本  晴也(2)

ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ
 3   6 安佐中  1253 鈴川  千春(2)     48.73 

ｱｻ ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ
 1251 大石  忠輝(2)

ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ
 1250 今岡  陽稀(2)

ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ
 1254 東丸  一輝(2)

ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ
 4   7 可部中  1734 高杉  空翔(1)     48.75 

ｶﾍﾞ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ
 1732 正門  明虎(2)

ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ
 1735 廣田  汰也(1)

ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ
 1730 佐野  理生(2)

ｻﾉ ﾘｵ
 5   8 瀬野川中  1974 川内  悠太(2)     48.96 

ｾﾉｶﾞﾜ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ
 1975 妹尾  拓武(2)

ｾｵ ﾀｸﾑ
 1981 中山  尚耶(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ
 1980 友田  凌雅(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
 6   5 温品中   268 波多野勇世(1)     49.35 

ﾇｸｼﾅ ﾊﾀﾉ ﾕｳｾｲ
  264 横奥  京知(2)

ﾖｺｵｸ ｷｮｳﾄ
  266 戸谷    天(2)

ﾄﾀﾞﾆ ｿﾗ
  260 石田  亮太(2)

ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 7   2 広島城南中  1230 藤井  竜聖(2)     49.82 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 1224 宇都宮良唯(2)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ
 1239 西倉  啓太(1)

ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ
 1223 植原  悠斗(2)

ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ
 8   1 大州中   523 笠井  翔太(2)     50.22 

ｵｵｽﾞ ｶｻｲ ｼｮｳﾀ
  529 元木  朝陽(2)

ﾓﾄｷ ｱｻﾋ
  537 東    雅人(1)

ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ
  525 中本  悠斗(2)

ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ

決勝



決勝 10月28日 10:00

県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
広島市中学記録(CR)               2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.80 武田　知久                   城　山           1993        

中島　広司                   修　道           1999        
鳴川　陽太                   大　州           2004        

1m68 1m71
山口    慶(1) - - - o o xo o xxo o xxx
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 中広中
松本  歩武(2) - - - - - o xxo o xxx
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中
室田    蓮(2) - - - - o o o xo xxx
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中
藤井  竜聖(2) - - - o xo xxo o xxx
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 広島城南中
宇都宮良唯(2) - - - o o o xxo xxx
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中
中山  尚耶(2) - - - o o xo xxo xxx
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ 瀬野川中
髙濱  蒼太(2) - - - o o o xxx
ﾀｶﾊﾏ ｿｳﾀ 宇品中
岩元  優祐(2) - - - o o xo xxx
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中広中
中本  悠斗(2) - - o o o xxo xxx
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 大州中
大村  元海(2) - - o o o xxo xxx
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中
吉田  春紀(2) o o o xxo xxx
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 修道中
山田  野葵(1) xo o o xxo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中
長﨑  一慶(1) o xxo xxo xxo xxx
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中
源田  陽彩(1) o o o xxx
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ 五日市南中
上土井  颯(1) o xo o xxx
ｶﾐﾄﾞｲ ﾊﾔﾃ 古田中
杉田  空軌(1) o xxo xo xxx
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 口田中
河野  遥希(2) o o xxx
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 修道中
中村純一朗(1) xo xo xxx
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 白木中
古谷  卓磨(1) - xxo xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中
德川  圭佑(1) o xxo xxx
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中
神田  藍希(1) o xxx
ｶﾝﾀﾞ ｱｲｷ 高陽中
中髙下達己(1) xo xxx
ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中
江藤  龍騎(1) xxx 記録なし
ｴﾄｳ ﾘｭｳｷ 口田中
西本  裕作(2) xxx 記録なし
ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｻｸ 五日市中
東    雅人(1) - - - xxx 記録なし
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ 大州中
松村  凌我(2) 欠場
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 高陽中
由元  孝汰(2) 欠場
ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛ 大塚中
横奥  京知(2) 欠場
ﾖｺｵｸ ｷｮｳﾄ 温品中
戸谷    天(2) 欠場
ﾄﾀﾞﾆ ｿﾗ 温品中
難波    或(1) 欠場
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
室田    源(1) 欠場
ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ 砂谷中

21  1021

30  2365

18   264

19   266

2  1668

6 11607

9  2233

27   537

22 15 12097
 1.20

7  1915

19 14    79
 1.25

21 3  1669
 1.20

18 8  1642
 1.25

19 10  1562
 1.25

16 13  1901
 1.30

17 5   139
 1.25

14 17 12301
 1.30

15 16  1016
 1.30

12 11  2165
 1.35

13 12   914
 1.35

9 28   696
 1.45

11 4   143
 1.35

8 20   863
 1.45

9 23   525
 1.45

6 24  1981
 1.50

7 25   697
 1.45

4 22  1230
 1.50

5 29  1224
 1.50

2 31   293
 1.55

3 1  2362
 1.55

1m60 1m65
記録 備考

1 26   873
 1.60

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

一部男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25



決勝 10月27日 11:30

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  

広島市中学記録(CR)               4.30 岡本　崇志                   井口             2013/8/23   
大会記録(GR)                     3.71 水戸　淳史                   五日市           2000        

3m50
景山    陸(2) - - - - o xo o xxx
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｸ 砂谷中
植原  悠斗(2) - - - o o o xxx
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中
藤原  幸矢(2) o o o o o xxx
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷﾔ 広島城南中
景山    海(2) - - - o xxx
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｲ 砂谷中
宮本  藍人(2) o o xo xxo x/
ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾄ 井口中
駒津  尚之(1) xo xxx
ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 井口中

6 1   983
 2.00

4 4  2354
 2.60

5 3   979
 2.60

2 5  1223
 3.00

3 2  1227
 2.80

3m30 3m40
記録 備考

1 6  2355
 3.10

2m40 2m60 2m80 3m00 3m10 3m20

一部男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m20



決勝 10月27日 13:00

県中学記録(PR)                   7.03 小土居英昭                   十日市           1994/7/10   
広島市中学記録(CR)               6.90 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                     6.33 伊藤　宏晃                   五日市南         1997        

 ３回の
 最高記録

太田    蓮(2)   5.36   5.39   5.55    5.55   5.44   5.28   5.25    5.55 
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中   +0.7   -0.4   -1.4    -1.4   +0.7   -0.1   +1.6    -1.4
中山  尚耶(2)   5.37   4.56   4.78    5.37   5.50   4.90   4.67    5.50 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ 瀬野川中   +3.5    0.0   +0.3    +3.5   +0.8   +0.3   +1.9    +0.8
室田    蓮(2)   4.82   5.05   4.96    5.38   5.38   5.04   5.04    5.38 
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中   -0.6   -0.2   +0.7    +1.5   +1.5   +0.1   +0.6    +1.5
鈴川  千春(2)   4.96   4.67   4.45    5.27   5.27   5.24    x    5.27 
ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中    0.0   -0.6   -0.2    +1.5   +1.5   +0.5    +1.5
今岡  陽稀(2)   5.08   4.92   5.03    5.08   5.17   5.04   4.98    5.17 
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中   +0.2   -0.6    0.0    +0.2   +2.0   +0.8   +0.5    +2.0
田中    凌(2)   4.91    x   5.00    5.15   5.15   4.95    x    5.15 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 広島三和中   +0.7   -0.9    +1.1   +1.1    0.0    +1.1
栗川  稔生(2)   4.57   5.08   4.57    5.08   4.64   4.92   4.88    5.08 
ｸﾘｶﾜ ﾅﾙｷ 温品中   +0.5   -1.0   -0.7    -1.0   +0.5   +0.4   +0.8    -1.0
間所  海磨(2)   5.05    -   4.99    5.05    -    -    -    5.05 
ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中   +2.7   -0.9    +2.7    +2.7
吉田  春紀(2)   4.95   4.86   4.66    4.95    4.95 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 修道中   +2.0   -0.5    0.0    +2.0    +2.0
尾花    亮(2)    x   4.86   4.78    4.86    4.86 
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 五日市中   +0.5   -0.1    +0.5    +0.5
鷲頭  慶士(1)   4.69   4.27   4.32    4.69    4.69 
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中   +2.0   +0.2   -0.2    +2.0    +2.0
高木  大聖(1)    x   4.64    x    4.64    4.64 
ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 伴中   +0.2    +0.2    +0.2
遊佐  碧依(1)   4.51   4.56   4.58    4.58    4.58 
ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中   -0.8   -1.5   +0.3    +0.3    +0.3
茅野  恭平(1)   4.55    x   4.54    4.55    4.55 
ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中   +1.0   -1.2    +1.0    +1.0
岩田  拓大(2)   4.55   4.39   4.39    4.55    4.55 
ｲﾜﾀ ﾀｸﾄ 江波中   +2.1   -0.5   +1.9    +2.1    +2.1
守友  空青(1)   4.42   4.09   4.53    4.53    4.53 
ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中   +0.1   -0.1   -1.2    -1.2    -1.2
大月  佑真(1)    x   4.35   4.50    4.50    4.50 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中   -0.9   +0.2    +0.2    +0.2
石森  倖太(1)    x    x   4.47    4.47    4.47 
ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中   -0.3    -0.3    -0.3
松原  壮優(2)    x    x   4.40    4.40    4.40 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 広島中等教育    0.0     0.0     0.0
甲斐  大幹(2)   2.90   2.22   4.36    4.36    4.36 
ｶｲ ﾋﾛｷ 宇品中    0.0   -0.7   +1.5    +1.5    +1.5
今口健太郎(2)   4.32   2.91   4.01    4.32    4.32 
ｲﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 口田中   +2.5   -0.3    0.0    +2.5    +2.5
渡子  泰成(2)    x   4.17   4.31    4.31    4.31 
ﾄﾉｺ ﾀｲｾｲ 広島なぎさ中   -1.5   +1.3    +1.3    +1.3
平    大輝(1)    x   4.31   4.05    4.31    4.31 
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中   -1.7   -1.4    -1.7    -1.7
野見  明輝(1)   4.29   3.69   4.21    4.29    4.29 
ﾉﾐ ｱｷﾗ 瀬野川中   +3.6   -2.0   -2.3    +3.6    +3.6
豊島  英也(1)    x   4.23    x    4.23    4.23 
ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾔ 中広中   -1.4    -1.4    -1.4
政岡  州悟(2)   3.03   4.16    x    4.16    4.16 
ﾏｻｵｶ ｼｭｳｺﾞ 己斐上中    0.0   -1.7    -1.7    -1.7
國村  甚太(1)   4.05   3.59   4.04    4.05    4.05 
ｸﾆﾑﾗ ｼﾞﾝﾀ 高陽中   +0.6   +0.4    0.0    +0.6    +0.6
森下  昂輝(1)   3.38   4.03   4.04    4.04    4.04 
ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ 城山中   +4.1   +1.1   -0.2    -0.2    -0.2
西本  陸祐(2)    x    x   4.04    4.04    4.04 
ﾆｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 広島なぎさ中    0.0     0.0     0.0
岡本    聖(1)   4.01   3.92   3.91    4.01    4.01 
ｵｶﾓﾄ ｾｲ 崇徳中   -0.2   -1.0   -0.4    -0.2    -0.2
杉本  大惺(1)   4.01   3.66   3.80    4.01    4.01 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 吉島中   +2.3   -0.9    0.0    +2.3    +2.3
正木  翔大(1)   3.98   3.83   3.76    3.98    3.98 
ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広島三和中   +4.5   +0.6   -0.6    +4.5    +4.5
河原  蒼太(1)   3.96   3.39   3.23    3.96    3.96 
ｶﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 城山中   +2.0   -1.3   -1.5    +2.0    +2.0
水成  晃翔(1)   3.95    x   3.80    3.95    3.95 
ﾐｽﾞﾅﾘ ｱｷﾄ 広大東雲中   -0.8    0.0    -0.8    -0.8
左貫    樹(1)    x   3.85    x    3.85    3.85 
ｻﾇｷ ｲﾂｷ 五日市南中   -1.1    -1.1    -1.1

一部男子

走幅跳

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 55  1595

2 39  1981

3 9  2362

4 47  1253

5 44  1250

6 51  2115

7 46   262

8 54  1402

9 45   143

10 49  2237

11 1  1370

12 27  1412

13 43   679

14 38   440

15 35   115

16 37  1920

17 42 12303

18 20 12090

19 23  1936

20 34   686

21 40  1928

22 33  2387

23 31  1559

24 30  1985

25 17   871

26 3  1039

27 2  1670

28 26  2299

29 29  2388

30 22  1133

31 15    49

32 25  2118

35 6 12305

33 5  2296

34 18   793



山本  想大(1)   3.84   3.55   3.49    3.84    3.84 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 砂谷中   -0.7   -0.7   -1.9    -0.7    -0.7
野村  蒼生(1)   3.65   3.47   3.83    3.83    3.83 
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 修道中   +0.4   -1.0   +0.9    +0.9    +0.9
山中  拓翔(1)   3.77    x   3.53    3.77    3.77 
ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾄ 落合中   +1.9   -1.0    +1.9    +1.9
村上  右京(2)   3.58   3.69   3.52    3.69    3.69 
ﾑﾗｶﾐ ｳｷｮｳ 祇園東中   +3.5   -0.4   +0.6    -0.4    -0.4
竹内  義将(1)   3.65   3.43   3.58    3.65    3.65 
ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾏｻ 大州中   +2.2   +0.2   -0.2    +2.2    +2.2
江藤  敦哉(1)    x   3.52    x    3.52    3.52 
ｴﾄｳ ｱﾂﾔ 吉島中   -0.8    -0.8    -0.8
宮本  拓実(1)    x   3.37   3.50    3.50    3.50 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 大州中    0.0    0.0     0.0     0.0
横田  優也(2)   3.41   3.28   3.19    3.41    3.41 
ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ 温品中   +0.5   -0.4   -0.7    +0.5    +0.5
吉永  圭汰(1)   2.93    x   2.87    2.93    2.93 
ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ 矢野中   +1.7   +0.4    +1.7    +1.7
宮宇地宗佑(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾐﾔｳﾁ ｿｳ 江波中
金井  和也(2)    x    x    x     x 記録なし
ｶﾅｲ ｶｽﾞﾔ 中広中
清水  友斗(2)    x    -    x     x 記録なし
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中
藤永  琉偉(2) 欠場
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾙｲ 国泰寺中
前濱  奏風(1) 欠場
ﾏｴﾊﾏ ｶﾅﾀ 楠那中
村井  四季(2) 欠場
ﾑﾗｲ ｼｷ 五日市中
三京  晃輔(1) 欠場
ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中
大島  達也(2) 欠場
ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ 安西中
村上    豪(2) 欠場
ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 井口中
田上    陽(2) 欠場
ﾀｶﾞﾐ ｱｷ 二葉中
西本  恵斗(2) 欠場
ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ 安西中

36 4  2366

37 7   149

38 13  1708

39 28  1344

40 14   535

41 10    52

42 19   538

43 11   261

44 16 12099

32   114

36   862

53  1590

24  1134

8    87

12   643

52  1287

41  1285

48   977

50   352

21  2234
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県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/ 8  
広島市中学記録(CR)              15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   
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 ３回の
 最高記録

木村  剛士(2)
ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 瀬野川中
嶋田  賢冴(2)
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 伴中
難波    或(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
重森  一樹(2)
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ 砂谷中
藤原  圭涼(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 砂谷中
川野    優(1)
ｶﾜﾉ ﾕｳ 五日市南中
木村  逸希(1)
ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
田中  鉄士(2)
ﾀﾅｶ ﾃﾂｼﾞ 伴中
千光士大和(2)
ｾﾝｺｳｼﾞ ﾔﾏﾄ 安佐南中
石谷  直也(2)
ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ 宇品中
原口  友也(1)
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 五日市南中
和田  祐暢(1)
ﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 口田中
酒井  幹太(1)
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中
古川  善基(2)
ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｷ 翠町中
近藤    匠(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 祇園東中
末吉  和樹(2)
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中
下岸  侃司(2)
ｼﾓｷｼ ｶﾝｼﾞ 白木中
宮部    翔(1)
ﾐﾔﾍﾞ ｼｮｳ 観音中
濱田  愛亘(1)
ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾄ 安佐南中
岡本    聖(1)
ｵｶﾓﾄ ｾｲ 崇徳中
古森  巧望(1)
ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 口田中
清水    凌(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 中広中
齋藤  大悟(1)
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 修道中
中西  健太(1)
ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀ 江波中
宮田  琉成(2)
ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｾｲ 祇園東中
村尾  里空(1) 棄権
ﾑﾗｵ ﾘｸ 広島城北中
紙田英一郎(2) 棄権
ｶﾐﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 江波中
新田  雄也(2) 棄権
ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ 日浦中
森  未来翔(2) 棄権
ﾓﾘ ﾐｷﾄ 安佐中

26  1255

21  1818

18 10139

   5.55   5.55 

9   443

25 14  1345
   o    x   5.55

  5.70    5.70   5.70 

   5.76   5.76 

24 13 10132
   o    o

23 4   148
   o   5.76   5.57

  5.71    5.95   5.95 

   6.03   6.03 

22 10   866
  5.59   5.95

21 19  1918
   o   5.79   6.03

  5.86    6.12   6.12 

   6.21   6.21 

20 12  1133
  6.12   5.76

19 2  1433
   o    x   6.21

  5.57    6.30   6.30 

   6.65   6.65 

18 22   909
  6.30   6.10

17 23  1633
  6.65   6.30   6.52

  6.85    6.85   6.85 

   7.03   7.03 

16 16   685
  6.47   6.57

15 11  1340
  7.03   6.50   6.38

  7.23    7.23   7.23 

   7.39   7.39 

14 24   585
   x    x

13 1  1561
  7.39   6.43   6.60

  7.46    7.46   7.46 

   7.52   7.52 

12 25  1921
   x   6.74

11 8 12297
  6.84   7.52   7.39

  7.52    7.61   7.61 

   7.67   7.67 

10 17   692
  7.61   7.12

9 15  1428
  6.52   7.67   7.45

  7.55    7.67   7.14    x   7.89   7.89 

   8.07   8.03   7.12   7.15   8.07 

8 20  1400
  7.59   7.67

7 3  1368
  8.07   6.73   6.50

  7.94    7.94   6.94   8.09   7.01   8.09 

   8.50   7.51   7.97   8.20   8.50 

6 7 12312
  6.34   7.87

5 28  2360
  8.26   8.28   8.50

  8.04    8.14   8.54    x   7.72   8.54 

   8.32   8.58   8.53   8.95   8.95 

4 5  2356
   x   8.14

  8.90   9.77   9.31   9.77 

3 6  1021
  8.30   8.32   8.16

  8.82   9.95   9.95 

2 29  1399
  9.23   9.45   9.58    9.58

記録 備考

1 27  1973
  8.94   8.86   9.14    9.14   7.70

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

一部男子

砲丸投(5.000kg)


