
決勝 10月28日 10:35

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    

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 -0.3

 1 児島    駿(2)     12.83  1 長原  悠真(2)     13.31 
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ 大塚中 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 広島城北中

 2 中村康太郎(2)     12.87  2 石口  魁星(1)     13.86 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中 ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 五日市中

 3 川口  航生(2)     13.12  3 櫻井    翔(1)     14.09 
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 安西中 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 高取北中

 4 寺田  真希(2)     13.14  4 木本  悠斗(2)     14.24 
ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 安西中 ｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 高取北中

 5 藤井  祐輔(2)     13.26  5 小泉  侑大(1)     14.35 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 大塚中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚中

 6 中村  遼真(2)     13.69  6 天野  暖人(1)     14.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 高取北中 ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ 広島なぎさ中

 7 五弓  琢磨(1)     14.31  7 池田  圭吾(2)     14.70 
ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ 大塚中 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 大塚中
秋山  祐采(2) 竹内  晴哉(1)
ｱｷﾔﾏ ﾕｻ 安西中 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ 祇園中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.6

 1 鈴木  輝人(2)     13.68  1 北川  凰輝(1)     13.89 
ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 大塚中 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｷ 口田中

 2 福田  隼介(1)     13.91  2 沖居  将祉(1)     14.08 
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 広島三和中 ｵｷｲ ﾏｻｼ 高取北中

 3 松村  安土(1)     13.99  3 錦織  由翔(1)     14.29 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂﾞﾁ 祇園東中 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 五日市中

 4 竹本憲二郎(2)     14.02  4 高橋  昂己(2)     14.31 
ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 広島城北中 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高取北中

 5 戸嶋  良樹(1)     14.46  5 永橋  汰一(1)     14.47 
ﾄｼﾞﾏ ﾖｼｷ 庚午中 ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｲﾁ 温品中
井町優太郎(1)  6 中谷  優威(1)     14.48 
ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ 矢野中
坂本  太樹(1)  7 島津江玲音(1)     14.54 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 大塚中 ｼﾏｽﾞｴ ﾚｵﾝ 庚午中
山口  星那(1) 高林  出琉(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 安佐中 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 +0.5

 1 向井尚太郎(1)     14.15  1 弘中  拓実(1)     14.06 
ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 矢野中 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中

 2 鶴井  琉惺(1)     14.24  2 小板  慶之(1)     14.40 
ﾂﾙｲ ﾘｭｳｾｲ 江波中 ｺｲﾀ ﾖｼﾕｷ 広島城北中

 3 甘井新之介(1)     14.64  3 上村  浩幸(1)     14.86 
ｱﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 翠町中 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 落合中

 4 板東  遼己(1)     14.73  4 迫野  裕一(1)     14.95 
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 宇品中 ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中

 5 安田  優吾(2)     15.18  5 寄元琉希也(1)     15.08 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 安西中 ﾖﾘﾓﾄ ﾙｷﾔ 江波中

 6 福村  航大(1)     16.17 本東地真也(1)
ﾌｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 吉島中 ﾎﾝﾄｳﾁ ｼﾝﾔ 安佐中

 7 多賀谷歩叶(1)     16.24 寶川    真(2)
ﾀｶﾞﾀﾆ ｱﾕﾄ 温品中 ﾀｶﾗｶﾞﾜ ｼﾝ 安西中
大本  和輝(1) 佐藤  功崇(1)
ｵｵﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高取北中 ｻﾄｳ ｺｳｼ 広島学院中

[ 7組] 風速 +1.8 [ 8組] 風速  0.0

 1 中村  健人(2)     14.40  1 和泉  奏汰(1)     14.90 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 温品中 ｲｽﾞﾐ ｶﾅﾀ 伴中

 2 水越  冴真(1)     14.57  2 寺戸  航太(1)     15.03 
ﾐｽﾞｺｼ ｻｴﾏ 亀山中 ﾃﾗﾄﾞ ｺｳﾀ 伴中

 3 柏原  翔太(1)     14.66  3 中村  拓磨(1)     15.39 
ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広島城南中 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 国泰寺中

 4 松本  颯翔(1)     15.32  4 住谷  友鷹(1)     15.88 
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 祇園東中 ｽﾐﾀﾆ ﾄﾓﾀｶ 観音中
中田    叶(1)  5 中山きづな(2)     16.57 
ﾅｶﾀ ｶﾅｳ 江波中 ﾅｶﾔﾏ ｷｽﾞﾅ 温品中
宮園  悠大(1) 宮本はるか(1)
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 矢野中 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｶ 矢野中
飯島  隼斗(1) 岡本  拓也(1)
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高取北中 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 五日市観音中
坂本  玲凰(2) 東    陸空(1)
ｻｶﾓﾄ ﾚｵ 亀山中 ﾋｶﾞｼ ﾘｸ 五日市観音中

[ 9組] 風速 +0.8 [ 10組] 風速 +1.6

 1 升岡  鋼心(1)     15.01  1 久恒    悠(1)     15.41 
ﾏｽｵｶ ｺｳｼﾝ 日浦中 ﾋｻﾂﾈ ﾕｳ 祇園東中

 2 上森  友貴(1)     15.06  2 内田  健斗(1)     15.85 2  1107 3   272

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1815 2  1359

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場 欠場
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欠場 欠場
5  1484 4  2163

欠場
2 12083 3 12088

1   126 6   265
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   258 1  1407

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

欠場
5  1481 8  1111

欠場
3   275 7  1292

8    54 4  1260

6  1282 6 10135

4   678 2  2164

7   591 3  1699

1 10131 1   450

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2 12093 5  1259

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
5  1262 5  1312

欠場
2 11620 4   956

1  1310 2 12089

8   958 7   270

6   446 6  1494

7 11360 1  2248

3  2116 8  1482

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4 11605 3  1905

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  1284 4  1314

8 11619 2  1598

7  1489 8  2394

5 11606 7 11618

6  1297 3  1493

4  1281 6  1483

3 11601 5  2241

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1593 1 10461

二部男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



ｳｴﾓﾘ ﾄﾓｷ 広島学院中 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 温品中
 3 岡﨑  颯士(1)     15.24  3 末吉    瞭(1)     16.01 

ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 広島学院中 ｽｴﾖｼ ﾘｮｳ 口田中
 4 上田  優月(1)     15.32  4 園田  琉惺(1)     16.11 

ｳｴﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 亀山中 ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 日浦中
 5 金村恰之介(1)     15.49  5 野村  悠真(1)     17.38 

ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾏ 温品中
 6 重見  大地(1)     15.70 山川  大智(1)

ｼｹﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 伴中 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 口田中
 7 大前金太郎(1)     16.91 槇本  俊介(1)

ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ 広島城南中 ﾏｷﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 温品中
平石  和哉(1) 石本    碧(1)
ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞﾔ 日浦中 ｲｼﾓﾄ ｱｵｲ 伴中

[ 11組] 風速 +0.1 [ 12組] 風速 -0.4

 1 田邉  航希(1)     15.91  1 塚本  知也(1)     13.14 
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 口田中 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 安佐南中

 2 土井  楓太(1)     16.19  2 大磯  康平(2)     13.85 
ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ 可部中 ｵｵｲｿ ｺｳﾍｲ 庚午中

 3 樫迫  勇斗(2)     16.76  3 佐伯  弥宥(1)     14.24 
ｶｼｻｺ ﾊﾔﾄ 広島学院中 ｻｴｷ ﾔﾋﾛ 庚午中

 4 森本  和樹(2)     16.99  4 添田    宙(1)     14.84 
ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高取北中 ｿｴﾀﾞ ｿﾗ 五日市南中

 5 大鶴  渉悟(1)     17.56 大島  昌幸(1)
ｵｵﾂﾙ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾕｷ 観音中

 6 津島  優太(1)     18.25 濵畑  晴輝(2)
ﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 五日市観音中 ﾊﾏﾊﾀ ﾊﾙｷ 可部中
菅    亮太(2) 小谷  泰生(2)
ｶﾝ ﾘｮｳﾀ 安佐南中 ｺﾀﾆ ﾀｲｾｲ 可部中
佐野  颯亮(1) 筒井    翔(1)
ｻﾉ ｿｳｽｹ 古田中 ﾂﾂｲ ｼｮｳ 矢野中

   1 児島    駿(2) 大塚中     12.83 (+1.5)   1   1
   2 中村康太郎(2) 大塚中     12.87 (+1.5)   1   2
   3 川口  航生(2) 安西中     13.12 (+1.5)   1   3
   4 塚本  知也(1) 安佐南中     13.14 (-0.4)  12   1
   4 寺田  真希(2) 安西中     13.14 (+1.5)   1   4
   6 藤井  祐輔(2) 大塚中     13.26 (+1.5)   1   5
   7 長原  悠真(2) 広島城北中     13.31 (-0.3)   2   1
   8 鈴木  輝人(2) 大塚中     13.68 (+0.8)   3   1

 1297
11606
10461
11605

組氏  名 都道府県 所属名 記録（風）
 1593

欠場

タイムレース

順位 No. 備考 順位

 1018 7 12087

11601
 1281
 1440

欠場

欠場
6  1429 5  1729

欠場 欠場
8

欠場
2  2160 3  1728

1 12310 2   908

7  1491 4 12302

3  1101 1   955

5  1736 8   948

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1906 6  1440

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
8  1812 7  1406

欠場
4 11241 6   277

3  1411 5  1910

7  1908 8   271

1  1764 4  1816

5  1104 1  1916



決勝 10月28日 10:00

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  

風速  0.0

 1 甲斐  文也(1)     27.21 
ｶｲ ﾌﾐﾔ 宇品中

 2 有田  美隆(1)     28.50 
ｱﾘﾀ ﾐﾕｳ 広島城北中

 3 福岡  侑真(1)     29.64 
ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ 広島城南中

 4 井上  裕斗(1)     31.35 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 白木中

 5 高西  佑昌(1)     32.08 
ﾀｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 広島城北中
藤本  泰成(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 可部中
淺原  翔世(1)
ｱｻﾊﾗ ｼｮｳｾｲ 宇品中
宇野  康平(2)
ｳﾉ ｺｳﾍｲ 可部中

決勝 10月28日 11:20

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  

 1 尾上  大河(2)   2:15.69 
ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 東原中

 2 森      渓(2)   2:24.40 
ﾓﾘ ｹｲ 東原中

 3 弘中  良英(2)   2:24.50 
ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 東原中

 4 藤原  盛志(1)   2:40.92 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾘｼﾞ 観音中

 5 藤原  奨真(1)   2:50.24 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ 五月が丘中

 6 梅田  侑耶(2)   2:53.43 
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳﾔ 崇徳中

 7 野口  和人(1)   3:01.72 
ﾉｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 五月が丘中

 8 上地  克幸(2)   3:27.11 
ｳｴﾁ ｶﾂﾕｷ 五月が丘中
横山  徹虎(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾃﾄﾗ 観音中

ラップタイム
   400m    1:06.7  1550 尾上  大河(2)

6   682
欠場

8  1733
欠場

7   437

1  1731
欠場

3 11240

2  1638

4   683

5   452

二部男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

二部男子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1550

2  1552

3  1554

4   903

8  2174

5  1125

6   905
欠場

7  2178

9  2173



決勝 10月27日 14:20

県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
広島市中学記録(CR)            4:00.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/8/9    

[ 1組] [ 2組]

 1 磯崎  奏太(2)   4:41.77  1 中村  風詠(1)   4:57.47 
ｲｿｻﾞｷ ｶﾅﾀ 大塚中 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中

 2 福田  大翔(1)   4:43.43  2 萩原  悠星(1)   4:58.16 
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島三和中 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 口田中

 3 山地  俊平(2)   4:45.71  3 山下  瑛太(1)   5:04.99 
ﾔﾏｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東原中 ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀ 矢野中

 4 松本  侑頼(1)   4:46.81  4 小畑  来明(1)   5:05.49 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 高取北中 ｺﾊﾞﾀ ﾗｲｱ 観音中

 5 柴田  愛哉(1)   4:48.30  5 田中  春圭(1)   5:07.36 
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 井口中 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾖｼ 江波中

 6 榎園  大輝(1)   4:49.71  6 谷本  遥祐(1)   5:07.57 
ｴｿﾞﾉ ﾀｲｷ 伴中 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大州中

 7 竹広  駿佑(2)   4:52.47  7 櫻井  健太(2)   5:08.52 
ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 広島城南中 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 宇品中

 8 瀧本  皇我(1)   4:52.51  8 渡部  彰紘(1)   5:10.99 
ﾀｷﾓﾄ ｺｳｶﾞ 伴中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 修道中

 9 堀川凌太郎(1)   4:54.93  9 長迫  真輝(1)   5:12.16 
ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 祇園東中 ﾅｶﾞｻｺ ｼﾝｷ 観音中

10 加藤  恵祐(1)   4:55.60 10 岡佐古  貴(1)   5:16.29 
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 東原中 ｵｶｻｺ ﾀｶｼ 宇品中

11 原田  亜門(1)   4:57.59 11 山崎  勇真(1)   5:17.69 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾓﾝ 広島三和中 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中
辰川  大樹(1) 12 関内  翔梧(1)   5:19.76 
ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ 安西中 ｾｷｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 広島学院中
池原  李音(2) 13 田中  梨楓(1)   5:21.16 
ｲｹﾊﾗ ﾘｵﾝ 国泰寺中 ﾀﾅｶ ﾘﾌｳ 矢野中
大久保滉成(1) 14 井手本琉斗(2)   5:25.08 
ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 五日市南中 ｲﾃﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 口田中
秋田隆之介(1) 15 木村胡大郎(2)   5:29.14 
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 東原中 ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 宇品中
山手  翔悟(2) 16 岡田  留依(2)   5:35.82 
ﾔﾏﾃ ｼｮｳｺﾞ 安西中 ｵｶﾀﾞ ﾙｲ 亀山中
香川  建樹(2)
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 安西中 ラップタイム

   400m    1:15.3  1907 萩原  悠星(1)
ラップタイム    800m    2:36.2   〃     〃 
   400m    1:13.0  1589 磯崎  奏太(2)   1200m    4:00.0   〃     〃 
   800m    2:29.1   〃     〃 
  1200m    3:49.2  1557 山地  俊平(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 増田  直人(1)   5:09.62  1 大島  卓馬(1)   5:21.74 
ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾄ 口田中 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾏ 吉島中

 2 下江  涼太(1)   5:18.75  2 郷田  竜矢(1)   5:22.03 
ｼﾓｴ ﾘｮｳﾀ 広島城南中 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀﾂﾔ 口田中

 3 大野  魁人(1)   5:21.94  3 安達嵩一郎(1)   5:25.39 
ｵｵﾉ ｶｲﾄ 安西中 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 広島城南中

 4 中谷  和登(1)   5:22.51  4 有田  陸斗(1)   5:25.56 
ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 東原中 ｱﾘﾀ ﾘｸﾄ 高取北中

 5 大濵  寿哉(1)   5:23.96  5 名越  優介(1)   5:29.28 
ｵｵﾊﾏ ﾄｼﾔ 大州中 ﾅｺﾞｼ ﾕｳｽｹ 広島城南中

 6 大迫律太郎(1)   5:25.38  6 前原  拓磨(2)   5:29.84 
ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾏｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 戸坂中

 7 林    夏生(1)   5:25.48  7 山口  雄大(1)   5:32.55 
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 井口中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 祇園中

 8 久都内  颯(1)   5:26.75  8 川上  慶道(1)   5:33.52 
ｸﾂﾅｲ ｿｳ 口田中 ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 口田中

 9 飯田  玲生(1)   5:29.09  9 仁井  直人(2)   5:35.64 
ｲｲﾀﾞ ﾚｲ 広島城北中 ﾆｲ ﾅｵﾄ 広島城南中

10 森    優太(2)   5:31.11 10 髙島    新(1)   5:40.23 
ﾓﾘ ﾕｳﾀ 安西中 ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ 東原中

11 阿久津陸翔(1)   5:35.09 11 庄  真太郎(1)   5:41.78 
ｱｸﾂ ﾘｸﾄ 矢野中 ｼｮｳ ｼﾝﾀﾛｳ 矢野中

12 和田  愛冬(1)   5:35.14 12 平井  彪雅(2)   5:44.42 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 矢野中 ﾋﾗｲ ﾀｲｶﾞ 大州中

13 田中  寧希(2)   5:43.36 13 河本  健斗(1)   5:44.91 
ﾀﾅｶ ｼｽﾞｷ 広島城南中 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝﾄ 江波中

14 森岡  蒼太(2)   5:45.97 大前  頼世(1)
ﾓﾘｵｶ ｿｳﾀ 安西中 ｵｵﾏｴ ﾗｲﾄ 広島城南中

15 国広  充基(1)   5:50.26 土居  侑雅(1)
ｸﾆﾋﾛ ﾐﾂｷ 宇品中 ﾄﾞｲ ﾕｳｶﾞ 安西中
植木  日向(1) 佐々木統梧(1)
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 安西中 ｻｻｷ ﾄｳｺﾞ 祇園東中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:21.1  1914 増田  直人(1)    400m    1:19.3    48 大島  卓馬(1)
   800m    2:44.2   〃     〃    800m    2:48.8   〃     〃 
  1200m    4:08.3   〃     〃   1200m    4:18.0   〃     〃 

欠場 欠場

欠場
14 11302 13  1356

欠場
1   673 12 11306

4  1298 5 11242

10  1231 4 10136

6 12084 8   526

11  2078 15 12085

2  1293 6  1564

12   459 9  1229

15  1911 11  1917

8   985 16  1316

13    78 3   292

3   532 7  1237

5  1560 1  1486

16 11300 10  1233

7 11244 2  1912

氏  名 所属名 記録／備考
9  1914 14    48

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No.

欠場
16  1290

欠場

欠場
13  1283 5  1757

欠場
7  1563 6   687

欠場
6 12300 3  1924

欠場
4    74 4 12092

2 11303 16  1115

8  2123 9    84

1  1558 7   671

3  1347 12   899

10  1413 1   152

14  1228 11   691

12  1408 2   536

9   981 14   127

5  1485 13   900

11  1557 8 12098

15  2124 15  1907

No. 氏  名 所属名 記録／備考
17  1589 10  1238

二部男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 5組] [ 6組]

 1 中山    賢(1)   5:21.43  1 河角  優作(1)   5:47.36 
ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 亀山中 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｻｸ 亀山中

 2 上坂  隼也(1)   5:37.77  2 世木  桐生(1)   5:51.29 
ｳｴｻｶ ｼｭﾝﾔ 吉島中 ｾｷ ｷﾘｭｳ 観音中

 3 山本  翔也(1)   5:42.78  3 大森  遼馬(2)   5:53.11 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 矢野中 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 瀬野川中

 4 田島  歩夢(1)   5:42.87  4 植田    航(1)   5:55.60 
ﾀｼﾏ ｱﾕﾑ 安佐南中 ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 吉島中

 5 原井  真輝(2)   5:43.95  5 油谷  颯太(1)   5:57.40 
ﾊﾗｲ ﾏｻｷ 高取北中 ｱﾌﾞﾗﾔ ｿｳﾀ 修道中

 6 堀川  湊人(1)   5:45.08  6 光籏    空(1)   6:06.94 
ﾎﾘｶﾜ ﾐﾅﾄ 白木中 ｺｳﾊﾞﾀ ｿﾗ 亀山中

 7 近藤    陽(1)   5:51.75  7 徳田  一聖(1)   6:10.32 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙ 安佐南中 ﾄｸﾀﾞ ｲｯｾｲ 矢野中

 8 竹田  陽柊(1)   5:52.52  8 山本  大雅(1)   6:18.21 
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 吉島中 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 口田中

 9 向敷  和真(2)   5:53.34  9 加治  海斗(1)   6:25.53 
ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ 口田中 ｶｼﾞ ｶｲﾄ 温品中

10 舛井  勇介(2)   5:54.00 10 山道  銀太(2)   6:28.44 
ﾏｽｲ ﾕｳｽｹ 崇徳中 ﾔﾏｼﾞ ｷﾞﾝﾀ 大州中

11 足立  一紗(1)   5:54.53 11 安間  隼斗(1)   6:29.31 
ｱﾀﾞﾁ ｲｯｻ 矢野中 ﾔｽﾏ ﾊﾔﾄ 広島学院中

12 竪道  真琴(1)   6:03.27 12 溝口  朋希(2)   6:33.43 
ﾀﾃﾐﾁ ﾏｺﾄ 広島学院中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 大州中

13 國友  佑河(1)   6:14.97 13 山中  智惇(1)   6:48.98 
ｸﾆﾄﾓ ﾕｳｶﾞ 井口中 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｱﾂ 広島学院中
門田  怜大(1) 小川    慧(1)
ｶﾄﾞﾀ ﾚｵ 吉島中 ｵｶﾞﾜ ｹｲ 広島学院中
土屋  義修(2) 角村  陸陽(1)
ﾂﾁﾔ ｱｷﾋｻ 安西中 ｶﾄﾞﾑﾗ ﾘｸﾔ 亀山中
藤岡  優太(2) 渡邉  優煕(2)
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾀ 大州中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 広島城北中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:19.3  1768 中山    賢(1)    400m    1:23.4  1971 大森  遼馬(2)
   800m    2:47.6   〃     〃    800m    3:01.5   〃     〃 
  1200m    4:17.3   〃     〃   1200m    4:40.1  1771 河角  優作(1)

   1 磯崎  奏太(2) 大塚中     4:41.77   1   1
   2 福田  大翔(1) 広島三和中     4:43.43   1   2
   3 山地  俊平(2) 東原中     4:45.71   1   3
   4 松本  侑頼(1) 高取北中     4:46.81   1   4
   5 柴田  愛哉(1) 井口中     4:48.30   1   5
   6 榎園  大輝(1) 伴中     4:49.71   1   6
   7 竹広  駿佑(2) 広島城南中     4:52.47   1   7
   8 瀧本  皇我(1) 伴中     4:52.51   1   8
   9 堀川凌太郎(1) 祇園東中     4:54.93   1   9
  10 加藤  恵祐(1) 東原中     4:55.60   1  10
  11 中村  風詠(1) 広島城南中     4:57.47   2   1
  12 原田  亜門(1) 広島三和中     4:57.59   1  11
  13 萩原  悠星(1) 口田中     4:58.16   2   2

 1238
 2123
 1907

 1485
  981
 1408
 1228
 1413
 1347
 1558

備考 組 順位
 1589
 2124
 1557

欠場 欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

欠場 欠場
15   527 12   449

欠場 欠場
10  1291 11  1772

4    55 7  1110

5   984 4  1114

1  1116 8   528

9 12080 5  1113

8  1127 13   530

13  1923 6   267

6    47 10  1909

7  1434 16 12091

3  1643 9  1769

11  1490 2   146

16  1435 15    56

12 12094 1  1971

14    51 3 10911

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1768 14  1771

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月27日 10:55

県中学記録(PR)                        
広島市中学記録(CR)                    

風速 +0.5

 1 三島  生輝(1)     20.02 
ﾐｼﾏ ｲｯｷ 口田中

 2 賀中  陽太(1)     20.90 
ｶﾁｭｳ ﾋﾅﾀ 祇園東中

 3 髙坂  怜央(1)     21.03 
ｺｳｻｶ ﾚｵ 祇園東中
伊藤  律季(1)
ｲﾄｳ ﾘﾂｷ 口田中
賀川  皓明(1)
ｶｶﾞﾜ ｺｳﾒｲ 伴中

7  1410
欠場

6  1346

4 11941
失格

5  1904

3  1350

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

二部男子

１００ｍＨ

決勝



決勝 10月27日 15:20

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）

[ 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   5 大塚中 11606 藤井  祐輔(2)     49.97  1   6 矢野中 12088 宮本はるか(1)     53.91 

ｵｵﾂﾞｶ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ ﾔﾉ ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｶ
11601 中村康太郎(2) 12089 中谷  優威(1)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ
11605 鈴木  輝人(2) 12083 宮園  悠大(1)

ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ
 1593 児島    駿(2) 12093 向井尚太郎(1)

ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ
 2   4 安西中  1284 秋山  祐采(2)     51.39  2   7 宇品中   676 藤田  剣正(1)     54.22 

ﾔｽﾆｼ ｱｷﾔﾏ ﾕｻ ｳｼﾞﾅ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ
 1281 川口  航生(2)   674 幡司  晃大(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾊﾀｼ ｺｳﾀ
 1282 安田  優吾(2)   678 板東  遼己(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ
 1297 寺田  真希(2)   683 甲斐  文也(1)

ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ ｶｲ ﾌﾐﾔ
 3   6 口田中  1905 北川  凰輝(1)     54.54  3   2 庚午中   956 島津江玲音(1)     56.69 

ｸﾁﾀ ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｷ ｺｳｺﾞ ｼﾏｽﾞｴ ﾚｵﾝ
11941 伊藤  律季(1)   955 佐伯  弥宥(1)

ｲﾄｳ ﾘﾂｷ ｻｴｷ ﾔﾋﾛ
 1904 三島  生輝(1)   965 力前  健太(1)

ﾐｼﾏ ｲｯｷ ﾘｷｾﾞﾝ ｹﾝﾀ
 1902 深見    駿(1)   958 戸嶋  良樹(1)

ﾌｶﾐ ｼｭﾝ ﾄｼﾞﾏ ﾖｼｷ
 4   2 伴中  1414 寺戸  航太(1)     56.57  4   3 江波中 10135 寄元琉希也(1)     59.08 

ﾄﾓ ﾃﾗﾄﾞ ｺｳﾀ ｴﾊﾞ ﾖﾘﾓﾄ ﾙｷﾔ
 1409 大野    響(1) 10131 鶴井  琉惺(1)

ｵｵﾉ ﾋﾋﾞｷ ﾂﾙｲ ﾘｭｳｾｲ
 1407 和泉  奏汰(1)   127 田中  春圭(1)

ｲｽﾞﾐ ｶﾅﾀ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾖｼ
 1411 重見  大地(1) 10136 河本  健斗(1)

ｼｹﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ ｶﾜﾓﾄ ｹﾝﾄ
 5   7 広島城南中 11240 福岡  侑真(1)     56.80  5   5 五日市観音中  2160 津島  優太(1)   1:00.31 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝ ﾂｼﾏ ﾕｳﾀ
 1234 日高  涼貴(1)  2164 迫野  裕一(1)

ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ
11243 柏原  翔太(1)  2162 東    陸空(1)

ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ ﾋｶﾞｼ ﾘｸ
11241 大前金太郎(1)  2163 岡本  拓也(1)

ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ
 6   8 祇園東中  1350 賀中  陽太(1)     58.45   4 可部中

ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ｶﾁｭｳ ﾋﾅﾀ ｶﾍﾞ 欠場
 1347 堀川凌太郎(1)

ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 1346 髙坂  怜央(1)

ｺｳｻｶ ﾚｵ
11360 松村  安土(1)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂﾞﾁ
  3 広島城北中

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ 欠場

   1 大塚中     49.97 藤井  祐輔(2) 中村康太郎(2) 鈴木  輝人(2) 児島    駿(2)   1   1
   2 安西中     51.39 秋山  祐采(2) 川口  航生(2) 安田  優吾(2) 寺田  真希(2)   1   2
   3 矢野中     53.91 宮本はるか(1) 中谷  優威(1) 宮園  悠大(1) 向井尚太郎(1)   2   1
   4 宇品中     54.22 藤田  剣正(1) 幡司  晃大(1) 板東  遼己(1) 甲斐  文也(1)   2   2
   5 口田中     54.54 北川  凰輝(1) 伊藤  律季(1) 三島  生輝(1) 深見    駿(1)   1   3
   6 伴中     56.57 寺戸  航太(1) 大野    響(1) 和泉  奏汰(1) 重見  大地(1)   1   4
   7 庚午中     56.69 島津江玲音(1) 佐伯  弥宥(1) 力前  健太(1) 戸嶋  良樹(1)   2   3
   8 広島城南中     56.80 福岡  侑真(1) 日高  涼貴(1) 柏原  翔太(1) 大前金太郎(1)   1   5
   9 祇園東中     58.45 賀中  陽太(1) 堀川凌太郎(1) 髙坂  怜央(1) 松村  安土(1)   1   6
  10 江波中     59.08 寄元琉希也(1) 鶴井  琉惺(1) 田中  春圭(1) 河本  健斗(1)   2   4
  11 五日市観音中   1:00.31 津島  優太(1) 迫野  裕一(1) 東    陸空(1) 岡本  拓也(1)   2   5
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決勝 10月27日 10:10

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   

日高  涼貴(1)
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中

決勝 10月27日 10:00

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   

 ３回の
 最高記録

田中    舜(1)   4.44   4.51   4.57    4.57    4.57 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 五日市中   +1.7   -0.3   +0.9    +0.9    +0.9
大野    響(1)    x   4.46   4.48    4.48    4.48 
ｵｵﾉ ﾋﾋﾞｷ 伴中   -0.8   +0.2    +0.2    +0.2
安達  梨登(2)    x    x   4.03    4.03    4.03 
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾄ 宇品中   +0.5    +0.5    +0.5
深見    駿(1)   3.70   3.82   3.97    3.97    3.97 
ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中    0.0    0.0   +1.2    +1.2    +1.2
中島  琉惺(1)   3.18   3.65   3.75    3.75    3.75 
ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 五日市中   -1.1   -0.5    0.0     0.0     0.0
平岡    塁(1)   3.65   3.48    x    3.65    3.65 
ﾋﾗｵｶ ﾙｲ 口田中   +1.7   +0.4    +1.7    +1.7
伊達  有恒(1)   3.43   3.48   3.25    3.48    3.48 
ﾀﾞﾃ ｱｺｳ 広島城北中   +2.1   +0.4    0.0    +0.4    +0.4
増井  義人(2) 欠場
ﾏｽｲ ﾖｼﾄ 中広中
橋川  悠也(2) 欠場
ﾊｼｶﾜ ﾕｳﾔ 江波中
奥  明斗志(2) 欠場
ｵｸ ｱｷﾄｼ 江波中

決勝 10月27日 13:00

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)              13.43 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   

 ３回の
 最高記録

幡司  晃大(1)
ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 宇品中
中川  颯太(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ 祇園東中
藤田  剣正(1)
ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 宇品中
藤坪  圭太(1)
ﾌｼﾞﾂﾎﾞ ｹｲﾀ 祇園東中
中村  虎鉄(1)
ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 宇品中
植村    颯(2) 欠場
ｳｴﾑﾗ ﾊﾔﾃ 五日市南中
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