
小学男子800m

広島県記録(PR)          2:16.60   平田　孝兵(竹尋AC)                    2008.12.6 12月1日 14:45 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲﾏﾐﾔ ﾋﾅﾀ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

1 18 今宮　日向(6) ＣＨＡＳＫＩ 1 23 小川　大貴(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｽｹ ｿﾈ ﾘｭｳｽｹ

2 19 細川　祥輔(6) ＣＨＡＳＫＩ 2 47 曽根　隆佑(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

3 20 槙本　陽之輔(6) ＣＨＡＳＫＩ 3 49 吉川　広大(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾎﾗｵ ｿﾗｷ

4 21 真鳥　翔太朗(6) ＣＨＡＳＫＩ 4 40 平尾　宙暉(6) 可部ＡＣ
ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ ｶﾐﾔｽ ﾅｵﾄ

5 22 奥芝　晟正(5) ＣＨＡＳＫＩ 5 41 上安　直人(6) 可部ＡＣ
ｼﾑｽﾞ ｿﾗ ﾜｷｻｶ ﾕｳﾀ

6 44 清水　爽良(6) 石内南ＳＫＲＣ 6 42 脇坂　勇汰(6) 可部ＡＣ
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝﾁﾛｳ ｵﾊﾗ ﾅｵﾔ

7 45 隅田　健一朗(6) 石内南ＳＫＲＣ 7 29 小原　直也(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｼﾏｽﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙ

8 46 島津　純聖(6) 石内南ＳＫＲＣ 8 50 樋口　悠(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｻｻｷ ｼｭﾘ ｲｼｵ ﾐﾅﾐ

9 48 佐々木　珠倫(6) 石内南ＳＫＲＣ 9 51 石尾　海波(5) 石内南ＳＫＲＣ

ﾏﾂｼﾏ ｿｳｼ ﾋﾗﾔ ﾏﾁﾊﾙ

10 1 松島　壮史(6) 広島ＪｒＯＣ 10 52 平山　智斗(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ ﾆｼｻｶ ｱｵﾄ

11 2 植田　瑛稀(6) 広島ＪｒＯＣ 11 53 西坂　蒼斗(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ

12 3 小田　翔太(6) 広島ＪｒＯＣ 12 54 仙波　虎太郎(5) 石内南ＳＫＲＣ

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾑｶｲﾊﾀ ｼｮｳﾀ

13 4 吉本　悠晃(6) 広島ＪｒＯＣ 13 6 向井畑　翔太(5) 広島ＪｒＯＣ

ﾊﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ

14 5 畑山　洵哉(6) 広島ＪｒＯＣ 14 26 藤原　颯大(5) ＣＨＡＳＫＩ

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

ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻﾋﾄ ﾐﾔｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ

1 37 大坪　優仁(4) ＣＨＡＳＫＩ 1 13 宮口　風我(4) 広島ＪｒＯＣ

ｿﾈ ｶﾝﾀ ｱｶｼ ｿﾗ

2 55 曽根　幹太(4) 石内南ＳＫＲＣ 2 12 明石　颯空(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾖﾈﾋﾛ ｵｳﾀ ﾆｼﾓﾄ ｹｲｽｹ

3 56 米廣　桜太(4) 石内南ＳＫＲＣ 3 11 西本　圭佑(4) 広島ＪｒＯＣ

ｵｵﾀ ﾗﾝ ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

4 57 大田　蘭斗(4) 石内南ＳＫＲＣ 4 10 伊藤　凛音(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ ｱﾘﾓﾄ ﾊﾙﾄ

5 14 古川　弘貴(4) 広島ＪｒＯＣ 5 43 有本　陽翔(4) 可部ＡＣ
ﾌﾙｶﾜ ﾚﾝ ﾏｽﾓﾄ ｹｲｼﾞ

6 15 古川　蓮(4) 広島ＪｒＯＣ 6 39 益本　桂地(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｻｶｲ ﾕｳﾀ ﾏｽﾊﾗ ｺｳﾀ

7 9 坂井　優大(5) 広島ＪｒＯＣ 7 30 増原　巧大(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾏｴｶﾞｷ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

8 8 前垣　匠(5) 広島ＪｒＯＣ 8 31 渡辺　隼大(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｶﾜﾃ ｺｳ ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｾﾅ

9 7 川手　皓生(5) 広島ＪｒＯＣ 9 34 村林　世絆(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｶｾﾔﾏ ﾀｸ ｵﾊﾞﾀ ﾃﾙ

10 24 忰山　逞(5) ＣＨＡＳＫＩ 10 35 尾畑　輝(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｵﾂｼﾞ ｺｳｼﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾓﾄｷ

11 25 尾辻　皇士朗(5) ＣＨＡＳＫＩ 11 32 斎藤　元基(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

12 27 木村　知宏(5) ＣＨＡＳＫＩ 12 33 尾川　端(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾓﾘﾀ ｶﾝｾｲ ｼﾓﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

13 28 森田　寛生(5) ＣＨＡＳＫＩ 13 36 下田　楓(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

14 38 鈴木　琢史(4) ＣＨＡＳＫＩ

記録 記録

記録 記録



中学男子3000m

広島県記録(PR)          8:25.65   新迫　志希(志和中)                    2012.10.28 12月1日 13:45 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 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ

1 3921 古谷　佑晟 オリンピアプラス 1 1551 谷口 慶志郎(2) 東原中
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ

2 3878 児玉　懸生 オリンピアプラス 2 11301 香川　元希(1) 安西中
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ ﾓﾄｷ ｱｻﾋ

3 3924 平野　寛治 オリンピアプラス 3 529 元木　朝陽(2) 大州中
ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

4 3927 荒井　秀太 オリンピアプラス 4 1592 渡辺　悠人(2) 大塚中
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

5 1294 石堂　壮真(2) 安西中 5 3916 山口　大和 オリンピアプラス

ｱﾘﾀ ｺｳｷ ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 1497 有田　光希(3) 高取北中 6 2076 面田　拓海(2) 矢野中
ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ

7 3867 加賀　瑞樹 オリンピアプラス 7 1290 香川　建樹(2) 安西中
ﾓﾘﾀｷ ｼﾞｭﾝﾘ ﾓﾘﾓﾄ ｲｵ

8 3917 森瀧　純理 オリンピアプラス 8 2072 森本　唯央(2) 矢野中
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ﾀｹﾀﾞﾆ ｺｳｷ

9 2147 横田　優太郎(3) 五日市観音中 9 5351 竹谷　浩貴(3) 御調中
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾜｷ ﾀｲﾗ

10 85 山本　　悠(1) 国泰寺中 10 2954 山脇　　平(2) 芸北中
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ ﾀｶﾄﾘ ﾌﾐﾔ

11 1926 岡田　　峻(2) 口田中 11 5364 高取　郁弥(3) 御調中
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ ｳﾂﾐ ﾄﾓﾀｶ

12 2141 吉川　颯也翔(3) 五日市観音中 12 5361 内海　友貴(3) 御調中
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾊ ﾀｶｷﾞ ﾕｳ

13 5352 石川　和翔(3) 御調中 13 1404 高木　悠宇(2) 伴中
ﾍﾞｯｼｮ ｶﾞｸ ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ

14 11603 別所　　岳(2) 大塚中 14 1228 竹広　駿佑(2) 城南中
ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

15 2953 西本みずき(2) 芸北中 15 1557 山地　俊平(2) 東原中
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ

16 5363 佐藤　優樹(3) 御調中 16 1238 中村　風詠(1) 城南中
ｲｿｻﾞｷ ｿｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

17 1589 磯崎　奏太(2) 大塚中 17 6598 渡辺　友斗(2) 大成館中
ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ

18 1226 瀧本　唯月(2) 城南中 18 1550 尾上　大河(2) 東原中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｷ ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ

19 5362 小林　飛輝(3) 御調中 19 3883 六拾分　翔太 オリンピアプラス

ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ ｼﾉﾊﾗ ｿﾗ

20 75 伊藤　愛暖(2) 国泰寺中 20 689 篠原　創楽(2) 宇品中
ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾏ

21 1405 中植　公佑(2) 伴中 21 693 山中　孝真(2) 宇品中
ｶﾄｳ ｹｲﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ

22 1403 加藤　圭斗(2) 伴中 22 289 宮本　悠慎(2) 戸坂中
ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ ﾄﾖﾀ ﾕｳｷ

23 1235 光野　遙人(1) 城南中 23 5357 豊田　祐樹(1) 御調中
ｱﾗﾀ ﾀｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ

24 531 阿良田 尊己(1) 大州中 24 1907 萩原　悠星(1) 口田中
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ

25 77 新門　功基(2) 国泰寺中 25 1554 弘中　良英(2) 東原中
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

26 2955 有田　陽輝(1) 芸北中 26 1563 秋田 隆之介(1) 東原中
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ

27 6593 岡田　大輝(2) 大成館中 27 1485 松本　侑頼(1) 高取北中
ﾊﾗ ｹｲﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

28 1922 原　　慶汰(2) 口田中 28 11609 濱口　蒼太(1) 大塚中

記録 記録



中学男子3000m

広島県記録(PR)          8:25.65   新迫　志希(志和中)                    2012.10.28 12月1日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ

1 2073 吉田　政弘(2) 矢野中 1 461 角本　　翔(3) 広島中央特支中

ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀ ｱｸﾂ ﾘｸﾄ

2 12098 山下　瑛太(1) 矢野中 2 2078 阿久津 陸翔(1) 矢野中
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ

3 81 日髙　雅康(1) 国泰寺中 3 12084 和田　愛冬(1) 矢野中
ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ ｸﾂﾅｲ ｿｳ

4 78 大迫　律太郎(1) 国泰寺中 4 1911 久都内　颯(1) 口田中
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ

5 84 山崎　勇真(1) 国泰寺中 5 12094 山本　翔也(1) 矢野中
ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝ ﾊﾔｼ ﾖｼｱｷ

6 684 柴田　　蓮(2) 宇品中 6 5365 林　良明(3) 御調中
ｼﾓｴ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

7 11244 下江　涼太(1) 城南中 7 1316 山口　雄大(1) 祇園中
ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾉﾘ

8 11303 辰川　大樹(1) 安西中 8 2956 藤井　啓徳(1) 芸北中
ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ

9 3879 藤谷　海斗 オリンピアプラス 9 1917 川上　慶道(1) 口田中
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ

10 1317 中川　竣登(1) 祇園中 10 1734 高杉　空翔(1) 可部中
ﾀﾅｶ ﾘﾌｳ ｺｼﾉ ｼｭﾝｾｲ

11 12092 田中　梨楓(1) 矢野中 11 534 越野　峻成(1) 大州中
ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｽｹ ﾀﾅｶ ｼｽﾞｷ

12 536 谷本　遥祐(1) 大州中 12 1231 田中　寧希(2) 城南中
ｱﾘﾀ ﾘｸﾄ ｼｮｳ ｼﾝﾀﾛｳ

13 1486 有田　陸斗(1) 高取北中 13 12085 庄　真太郎(1) 矢野中
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ

14 1558 加藤　恵祐(1) 東原中 14 1923 向敷　和真(2) 口田中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ ﾌｶｲ ｼﾝｽｹ

15 1309 中島　琉心(1) 祇園中 15 2957 深井　進介(2) 芸北中
ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾆｲ ﾅｵﾄ

16 1233 安達　嵩一郎(1) 城南中 16 1229 仁井　直人(2) 城南中
ﾅｺﾞｼ ﾕｳｽｹ ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ

17 1237 名越　優介(1) 城南中 17 1564 髙島　　新(1) 東原中
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝﾄ

18 11302 植木　日向(1) 安西中 18 3563 村上　蓮斗(中1) ＣＨＡＳＫＩ

ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾄ ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ

19 1560 中谷　和登(1) 東原中 19 1937 森下　一希(中1) 広島中等教育

ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

20 1735 廣田　汰也(1) 可部中 20 1938 安田　周平(中1) 広島中等教育

ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ

21 524 辻本 倫太郎(2) 大州中 21 1939 山崎　友也(中1) 広島中等教育

ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ ｶｽﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

22 2952 近藤　和弥(2) 芸北中 22 1940 數田　倫太朗(中1) 広島中等教育

ｶｻｲ ｼｮｳﾀ ﾀｷﾓﾄ ｺｳｶﾞ

23 523 笠井　翔太(2) 大州中 23 1413 瀧本　皇我(1) 伴中
ｵｸ ﾘｮｳﾀ ｴｿﾞﾉ ﾀｲｷ

24 5355 奥　　涼太(2) 御調中 24 1408 榎園　大輝(1) 伴中
ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ ﾏｴﾊﾗ ﾀｸﾏ

25 3882 村上　海里 オリンピアプラス 25 292 前原　拓磨(2) 戸坂中
ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾄ ﾄｸﾀﾞ ｲｯｾｲ

26 1914 増田　直人(1) 口田中 26 12091 徳田　一聖(1) 矢野中
ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ ｱﾀﾞﾁ ｲｯｻ

27 2951 後藤　正樹(2) 芸北中 27 12080 足立　一紗(1) 矢野中

記録 記録



高校・一般男子5000m

広島県記録(PR)          13:15.44  チャールズ・ディランゴ(世羅高)        2011.10.21
広島県記録(PR)          13:29.11  鎧坂　哲哉(明治大)                    2011.9.13 12月1日 16:15 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 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

1 89 伊豫田　達弥(3) 舟入高 1 1734 前田　琉亮(高2) 呉市体協
ﾑﾗｼｹﾞ ﾘｮｳﾀﾂ ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾋﾛ

2 1380 村重　亮達(3) 岩国高 2 35 山崎　充宏 広島県庁ＲＣ

ﾎﾃﾊﾏ ﾘｮｳｽｹ ｵﾉﾌｼﾞ ﾀﾞｲ

3 156 保手濱　涼介(3) 呉三津田高 3 325 小野藤　大(3) 市立広島工高

ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ

4 521 杉原　健吾(3) 開星高 4 969 小田　和輝(1) 市立広島工高

ﾖﾀﾌﾞﾝ ﾘｮｳｶﾞ ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾝﾍﾟｲ

5 1915 餘多分　亮雅(2) 広島工大高 5 1938 東條　寛平(2) 広大附属高
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

6 1884 藤原　忠昌 マツダＡＣ 6 3864 岡本　直征 オリンピアプラス

ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳﾀ

7 707 畑中　翔冴 自衛隊海田 7 204 蜷川　祥太 三菱重工広島

ﾀｹｿﾞｴ ｹｲｼﾞ ﾉﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ

8 1733 竹添　慧史(高2) 呉市体協 8 1608 野田　直弘 広島疾風クラブ

ｲﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ

9 1462 今田　淳 ﾄｯﾌﾟｷﾞﾔ広島 9 162 竹平　奏太(3) 上下高
ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ ﾋﾗﾓﾄ ﾔｽﾏｻ

10 1109 平野　光一 浜田市陸協 10 1754 平本　康将(2) 呉三津田高
ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾀｶｼﾏ ﾚﾝ

11 2779 藤山　省吾 三次陸協 11 1130 高島　廉(1) 広大附属高
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾂｼ ﾆﾐﾔ ﾀｸﾎ

12 2373 若杉　厚至 東広島市陸協 12 527 仁宮　拓帆(2) 開星高
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶｼ ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ

13 1748 本山　嵩(2) 呉三津田高 13 72347 宮崎　亘(1) 広島大霞
ｵﾊﾞﾗ ｼｮｳ ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ

14 1747 尾原　翔(2) 呉三津田高 14 71134 寺田　大輝(2) 広島大霞
ﾐｸﾗ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ

15 71716 三倉　巨幹(3) 広島経済大学 15 488 佐藤　哲朗 広大樟柳クラブ

ｱﾍﾞ ﾃﾝｼﾝ ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ

16 683 安部　典眞(1) 開星高 16 1021 髙橋　陽介 ｸﾗﾌﾞＲ２九州

ｸﾆｻﾞﾈ ﾏｻｷ ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

17 1842 国実　雅紀(高2) 呉市体協 17 216 山下　翔平 三菱重工広島

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋｻ

18 71117 武内　亮介(3) 広島大霞 18 1435 藤井　崇央(1) 広大附属高
ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

19 4113 奥原　康裕 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ 19 72372 清水　慎太郎(1) 広島大霞
ﾑｶｲ ﾘｸ ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

20 990 向井　颯来(高1) 呉市体協 20 3028 児玉　隆弘 三原市体協
ｶﾜﾅﾐ ﾄﾓﾋﾛ ﾃﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ

21 71133 川波　友裕(6) 広島大霞 21 45 寺口　宜徳 広島県庁ＲＣ

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｷ ｷﾀ ﾃﾂﾄ

22 965 中村　壮希(1) 呉三津田高 22 1648 喜田　哲都(2) 広島中等教育

ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｻｲﾄｳ ｺｳｼ

23 1393 西田　大晟(1) 広大附属高 23 891 齊藤　光志(1) 広島中等教育

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ

24 1129 山本　勝大(1) 広大附属高

記録 記録



高校・一般男子10000m

広島県記録(PR)          27:44.30  鎧坂　哲哉(明治大)                    201.7.29 12月1日 16:55 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ

1 543 柘植　翔太 広島市陸協
ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ

2 1492 波平　憲人 広島市陸協
ｴﾋﾞｽ ﾕｳｽｹ

3 1476 恵飛須　雄介 広島市陸協
ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ

4 5654 廣永　拓男 山口県庁

記録



小学女子800m
審 判 長：
記録主任：

広島県記録(PR)          2:26.74   湯淺　茉那美(熊野陸上)                2011.10.23 12月1日 14:45 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅﾐ

1 13 鈴木　美南(4) 広島ＪｒＯＣ 1 44 森川　みなみ(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｺｳﾉ ﾘｵ ﾀﾑﾛ ｻｸﾗ

2 12 河野　莉緒(4) 広島ＪｒＯＣ 2 6 田室　さくら(5) 広島ＪｒＯＣ

ﾏｴﾀﾞ ｽﾐｶ ｷｸﾁ ｶﾅ

3 11 前田　純果(4) 広島ＪｒＯＣ 3 4 菊地　加那(5) 広島ＪｒＯＣ

ｷﾖﾅｶﾞ ﾕｲ ﾏﾂｵｶ ｻｴ

4 9 清水　ゆい(4) 広島ＪｒＯＣ 4 26 小林　彩英(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾁｶ ｼﾊﾞﾀ ﾐﾊﾈ

5 48 杉本　一華(4) ＣＨＡＳＫＩ 5 24 柴田　珠羽(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｶﾂﾍﾞ ﾘｺ ﾀﾅｶ ｻﾔ

6 49 勝部　莉子(4) ＣＨＡＳＫＩ 6 22 田中　佐弥(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｲﾏﾐﾔ ｱｻﾋ ｺﾔﾏ ﾚﾅ

7 50 今宮　朝日(4) ＣＨＡＳＫＩ 7 54 小山　玲奈(5) 石内南ＳＫＲＣ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾕｳ ｳｴﾀﾞ ﾕｷ

8 51 藤原　実優(4) ＣＨＡＳＫＩ 8 35 上田　優希(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀﾅｶ ｱｵｲ ﾓﾘｼﾀ ｺﾅ

9 52 田中　葵(4) ＣＨＡＳＫＩ 9 33 森下　湖菜(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀﾌﾞﾁ ｱｶﾘ ﾊｾﾞﾓﾄ ｱﾐ

10 27 田淵　朱莉(4) 石内南ＳＫＲＣ 10 31 櫨本　愛珠(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀｻｷ ｾﾅ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｱ

11 28 田崎　聖奈(4) 石内南ＳＫＲＣ 11 29 杉本　有莉亜(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｳｴﾀﾞ ﾏｷｱ ﾀｹﾁ ﾐﾅﾐ

12 8 植田　麻絹亜(4) 広島ＪｒＯＣ 12 46 武智　陽美(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｵｷﾉ ﾉｿﾞﾐ

13 10 沖野　希実(4) 広島ＪｒＯＣ

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

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾅ ﾋｶﾞｼ ﾅﾙﾐ

1 7 丸山　倖奈(5) 広島ＪｒＯＣ 1 2 東　成美(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾀﾞﾃ ﾕﾒ ｷﾉﾑﾗ ﾅﾅ

2 5 伊達　友萌(5) 広島ＪｒＯＣ 2 1 木野村　菜那(6) 広島ＪｒＯＣ

ｵｵｼﾞ ﾏｲ ｶｼﾊﾗ ｻｸﾗ

3 3 大路　未依(5) 広島ＪｒＯＣ 3 53 柏原　桜花(6) 芸北道場
ﾏﾂｵｶ ｱﾐ ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ

4 25 松岡　彩美(5) 石内南ＳＫＲＣ 4 21 當具　里菜(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾔﾏｻｷ ﾐﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ

5 23 山崎　実和(5) 石内南ＳＫＲＣ 5 20 小林　琉衣(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｺﾔﾏ ﾚｲ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ

6 55 小山　玲依(5) 石内南ＳＫＲＣ 6 19 松元　彩音(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｶﾓﾝ ﾅﾅﾐ ﾀｶﾊﾞ ｼｭﾘ

7 36 賀門　ななみ(5) ＣＨＡＳＫＩ 7 18 高場　朱里(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾋﾅ ｻｸ ｷｼﾀﾞ ﾄｱ

8 34 日名　朔(5) ＣＨＡＳＫＩ 8 17 岸田　とあ(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｸﾄｾ ｺｺﾈ ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾙｶ

9 32 久戸瀬　心音(5) ＣＨＡＳＫＩ 9 16 別所　はるか(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｼﾅｶﾞﾜ ﾕﾘ ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

10 30 品川　侑璃(5) ＣＨＡＳＫＩ 10 15 阪本　瑞季(6) 石内南ＳＫＲＣ

ｽｷﾞﾉ ﾌﾐｶ ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ

11 47 杉野　史華(5) ＣＨＡＳＫＩ 11 14 田淵　咲良(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾋﾀﾉ ｴﾅ ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ

12 45 平野　笑愛(5) ＣＨＡＳＫＩ 12 40 窪　和奏(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾏｽﾓﾄ ｼﾎ

13 38 益本　梓帆(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ

14 37 島本　優美香(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｵｶﾀﾞ ﾕｱ

15 43 岡田　優愛(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ

16 42 高山　奏(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ

17 41 増原　優羽(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ

18 39 谷口　優月(6) ＣＨＡＳＫＩ

記録 記録

記録 記録



中学女子3000m

広島県記録(PR)          9:24.52   亀高　純子(志和中)                    1989.5.3 12月1日 13:00 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 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ ｲｼｸﾞﾛ ﾏﾅﾐ

1 3284 板岡　侑花(1) 仁方中 1 6586 石黒　愛望(2) 大成館中
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ ｵｵｵｶ ｱﾕｶ

2 1304 西園　萌花(3) 祇園中 2 1310 大岡 愛友花(2) 祇園中
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ ｻｻｷ ﾚｲﾗ

3 1915 宮崎　愛花(3) 口田中 3 1401 吉村　花菜(2) 伴中
ﾋﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ ｺｳﾉ ｻｷ

4 6595 平本　栞那(1) 大成館中 4 3581 河野　咲季(中3) 呉市体協
ﾀｹﾓﾄ ﾐｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ

5 6594 竹本　美咲(1) 大成館中 5 1555 山本　怜奈(1) 東原中
ｺﾆｼ ﾕｲﾘ ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶ

6 6593 小西　優織(1) 大成館中 6 1309 澤田　藍花(2) 祇園中
ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾅﾕ

7 3466 小倉　叶華(3) 阿賀中 7 1905 角口　渚由(1) 口田中
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ

8 1912 品川　風花(3) 口田中 8 1906 田中 美凪海(1) 口田中
ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾉ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ

9 84 吉村　春乃(2) 国泰寺中 9 11241 山田　　澪(1) 城南中
ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ ﾐﾄｳ ﾚｲﾅ

10 2128 高野　心晴(1) 三和中 10 1901 三藤　礼菜(1) 口田中
ﾀｻｷ ﾙｶ ｵｵﾂｶ ﾘﾝｺ

11 2127 田崎　瑠花(2) 三和中 11 2063 大塚　倫子(2) 矢野中
ｷﾑﾗ ﾕｷﾉ ｻﾀｹ ﾕｷﾉ

12 2126 木村 祐紀乃(2) 三和中 12 2066 佐竹　幸乃(2) 矢野中
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ ｲﾉｳｴ ｼｷ

13 2123 西田　愛唯(3) 三和中 13 2068 井上　四季(1) 矢野中
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾁｶﾑﾈ ﾊﾅ

14 1305 福田　遥叶(3) 祇園中 14 1230 近宗　花南(1) 城南中
ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ

15 1578 隅田　美羽(2) 大塚中 15 2129 宮本　彩加(1) 三和中
ｿﾈ ｶﾅﾃﾞ ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

16 1549 曽根　　奏(2) 東原中 16 2062 西田　美月(2) 矢野中
ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ ﾋﾗﾉ ﾕｲﾄ

17 1909 河口　葵音(2) 口田中 17 2065 平野　由翔(2) 矢野中
ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ ﾐﾔｹ ﾊﾙ

18 6588 高橋　美帆(2) 大成館中 18 83 三宅　　晴(2) 国泰寺中
ｶｼﾊﾗ ｱｲｶ ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ

19 2951 柏原　明華(3) 芸北中 19 89 藤井　悠乃(1) 国泰寺中
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ ｷﾑﾗ ﾐｵ

20 3592 藤村　心瑛菜(中2) ＣＨＡＳＫＩ 20 536 木村　美桜(1) 大州中
ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ ﾌｼﾞｲ ﾐｵ

21 1728 竹本 菜乃花(2) 可部中 21 2952 藤井　美緒(3) 芸北中
ﾐﾉ ﾓｴ ｱﾀ ｿﾗ

22 1580 美濃　もえ(2) 大塚中 22 93 阿多　そら(1) 国泰寺中
ｷﾀﾏﾙ ﾘｯｶ ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ

23 2149 北丸　立夏(2) 五日市観音中 23 80 瀧本　菜々子(2) 国泰寺中
ｻｴｷ ﾊﾙﾅ ｵﾊﾗ ﾒｸﾞ

24 1910 佐伯　春菜(2) 口田中 24 2061 小原　芽久(2) 矢野中
ﾌｸﾊﾗ ｻｴ ｲﾅｻﾞﾜ ｶﾝﾅ

25 1545 福原　彩枝(2) 東原中 25 1228 稲澤　栞那(1) 城南中
ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ

26 1727 小櫻　綾音(2) 可部中 26 1583 松木　七海(2) 大塚中



中学女子3000m

広島県記録(PR)          9:24.52   亀高　純子(志和中)                    1989.5.3 12月1日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌﾙｶﾜ ｻｸﾗ

1 538 古川さくら(1) 大州中
ﾅｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ

2 537 永井　希実(1) 大州中
ｱﾏﾉ ｺｺﾅ

3 2075 尼野　心菜(1) 矢野中
ｾﾗ ｻｴｺ

4 79 世羅　佐江子(2) 国泰寺中
ﾔﾏｻｷ ｱﾝﾘ

5 1239 山崎　杏梨(1) 城南中
ｵｶ ﾜｶﾅ

6 528 岡　　羽奏(2) 大州中
ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ

7 1911 田原　綾乃(2) 口田中
ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾎ

8 533 出口　真帆(1) 大州中
ﾀｶﾊﾗ ﾏﾕ

9 11240 高原　麻由(1) 城南中
ﾅｶｼｵ ﾐｶ

10 1743 中塩　美香(1) 可部中
ﾅｶｵ ﾄｳｺ

11 1402 上川　華生(1) 伴中
ｳｴｶﾜ ｶﾅﾙ

12 1399 山本　馨子(2) 伴中
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾕ

13 1400 吉野　愛泉郁(2) 伴中
ｳｷﾀﾞ ｱｲｶ

14 1933 浮田　愛花(中1) 広島中等教育

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ

15 1934 小林　南月(中1) 広島中等教育

ﾏﾂｼﾏ ﾋﾅﾀ

16 285 松島　向葵(1) 戸坂中
ﾌｼﾐ ｱｵｲ

17 286 伏見　藍衣(1) 戸坂中
ﾀﾆｸﾞﾁ ｾﾅ

18 1551 谷口　世那(1) 東原中
ﾄﾖｼﾏ ｱﾐ

19 1553 豊島　愛美(1) 東原中
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ

20 3944 中山　羽菜(中1) ＣＨＡＳＫＩ

ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ

21 1311 門前　　希(1) 祇園中
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ

22 1312 山下　佑華(1) 祇園中
ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ

23 1314 西本　陽香(1) 祇園中
ｲﾜｲ ﾘﾘ

24 1321 岩井　りり(1) 祇園中
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ

25 1322 高橋　葵(1) 祇園中



高校・一般女子3000m

広島県記録(PR)          8:53.28   スーサン・ワイリム(世羅高)            2009.7.11
広島県記録(PR)          8:57.37   原　万理子(ダイイチ)                  1993.6.27 12月1日 15:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｶｷｲ ﾓｴｶ 12 453 小東　美羽(3) 市立広島工高

1 585 垣井　萌花(1) 呉三津田高 ｸﾛﾀﾞ ｻﾖ

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ 13 71031 黒田　彩世(2) 広島大霞
2 1133 松本　凛(2) 沼田高 ﾂﾁｴ ﾘｺ

ｳｴｶﾜ ｱｵｲ 14 692 土江　莉子(1) 開星高
3 640 上川　蒼生(1) 沼田高 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ

ｶﾔ ｶｵﾘ 15 1136 永田　結女(2) 沼田高
4 641 嘉屋　かおり(1) 沼田高 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ

ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ 16 71034 山本　理紗(4) 広島大霞
5 643 森脇　千尋(1) 沼田高 ｼﾓﾑｶｲ ﾐｷ

ﾀﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ 17 906 下向　実季 ＡＳフクヤマ

6 1134 田畠　綾乃(2) 沼田高 ﾆｼﾀﾞ ﾕｲ

ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 18 71025 西田　優衣(5) 広島大霞
7 642 進藤　綾乃(1) 沼田高 ｶﾄｳ ﾏｲ

ｵｸﾞﾗ ﾒｲ 19 71030 加藤　舞(2) 広島大霞
8 1009 小倉　女依(2) 市立呉高 ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾋﾖﾘ 20 71036 神垣　里菜(3) 広島大霞
9 1135 行田　陽梨(2) 沼田高 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｱﾔｺ

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ 21 71417 小早川　絢子(1) 広島大霞
10 644 山縣　寧々(1) 沼田高 ｷｿﾀﾞ ｺｺﾛ

ﾔﾏｼﾀ ﾉｴﾙ 22 71037 木曽田　こころ(2) 広島大霞
11 586 山下　乃慧瑠(1) 呉三津田高 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ

ｺﾋｶﾞｼ ﾐｳ 23 71035 濱田　奈々美(2) 広島大霞
ｲﾄｳ ﾐｶ

24 71409 伊藤　光加(1) 広島大霞

高校・一般女子5000m

広島県記録(PR)          15:14.46  ウィンフリーダ・ケバソ(デオデオ)      2006.5.27
広島県記録(PR)          15:15.16  小鳥田　貴子(デオデオ)                2003.6.8 12月1日 15:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ

1 1022 樫原　沙紀(2) 呉三津田高
ｼﾗﾊｾ ﾁﾋﾛ

2 203 白波瀬　千紘(3) 沼田高
ｽｹﾞｻﾞﾜ ﾏｲ

3 206 管沢　舞(3) 沼田高
ｶﾈﾄﾓ ｶｽﾞﾅ

4 1137 兼友　良夏(2) 沼田高

記録

記録


