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広島県記録(PR)                  10.07 山縣　亮太                   慶応義塾大       2013/05/26  

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.6

 1 池内  雅貴(4)     10.82  1 佐々木  太夢(3)     11.03 
ｲｹｳﾁ ﾏｻﾀｶ 慶応義塾大 ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島修道大

 2 山崎  開斗(1)     10.90  2 伊藤  大地(3)     11.03 
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島経済大 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 広島修道大

 3 倉田  匠(3)     11.08  3 山﨑  光(3)     11.31 
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広島経済大 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 広島経済大

 4 宮本  泰成     11.10  4 石井  章太     11.45 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 東ｿｰ ｲｼｲ ｼｮｳﾀ ASﾌｸﾔﾏ

 5 庄司  泰志(2)     11.10  5 高浜  秀弥(2)     11.53 
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 広島経済大 ﾀｶﾊﾏ ｼｭｳﾔ 広島工業大

 6 本多  真彬(3)     11.12  6 志賀  洵介     11.54 
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 広島工業大 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 東ｿｰ

 7 勢力  奎     11.13  7 宇野田  和馬(4)     11.59 
ｾｲﾘｷ ｹｲ ASﾌｸﾔﾏ ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山大

 8 秋本  真之介     11.17  8 三浦  碧葉     11.82 
ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ OPC ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ HRC

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +1.2

 1 岡本  啓吾(2)     11.05  1 大坪  柊也(2)     11.11 
ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島工業大 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ 福山平成大

 2 藤本  直杜(3)     11.37  2 上田  貢     11.32 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広島経済大 ｳｴﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ

 3 神田  直季(4)     11.50  3 有松  大和(3)     11.38 
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広島経済大 ｱﾘﾏﾂ ﾔﾏﾄ 徳山高専

 4 小松  賢志郎(3)     11.54  4 陶山  帆昴(4)     11.45 
ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島修道大 ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島経済大

 5 植田  光紀(3)     11.56  5 藤本  達也(4)     11.46 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 福山平成大

 6 今田  聡士(2)     11.64  6 内海  克暢(2)     11.53 
ｲﾏﾀﾞ ｿｳｼ 広島工業大 ｳﾂﾐ ｶﾂﾉﾌﾞ 広島大霞
逸見  勇斗(3)  7 中田  大智(3)     11.63 
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中
青山  晴樹(2) 中丸  幸祐
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 広島大 ﾅｶﾏﾙ ｺｳｽｹ HRC

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 +1.2

 1 堀之内  誠     11.45  1 松井  皓亮(2)     11.43 
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｺﾄ HRC ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 広島大

 2 多賀  竜太朗(2)     11.54  2 辻  翔吾(4)     11.45 
ﾀｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島大霞 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島大

 3 岡田  大誠(高3)     11.73  3 山田  晟太朗(3)     11.47 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 広島修道大

 4 井上  大聖(2)     12.33  4 今村  壮     11.57 
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中 ｲﾏﾑﾗ ｿｳ 黄金山AC
藤瀬  悠也(2)  5 島  大侃     11.59 
ﾌｼﾞｾ ﾕｳﾔ 福山平成大 ｼﾏ ﾀｲｶﾝ 広島経済大学ｸﾗﾌﾞ
原田    響(3)  6 岩本  翔太(1)     11.82 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院高
得田  泰圭(中3)  7 松浦  崇史     11.84 
ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ くれｵｰｸAC ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 黄金山AC
岸本  宗(3)  8 迫井  直深(1)     12.04 
ｷｼﾓﾄ ｿｳ 広島経済大 ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大霞

[ 7組] 風速 -0.6 [ 8組] 風速 -0.3

 1 園部  凌士(2)     11.64  1 三宅  晃平(2)     11.81 
ｿﾉﾍﾞ ﾘｮｳｼ 広島工業大 ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 広島工業大

 2 長谷川  真輝(4)     11.67  2 小川  貴大(2)     11.90 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 広島大 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 野田学園中

 3 山内  健生(中3)     11.82  3 松下  浩大(1)     11.92 
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島工業大

 4 曽根  愉開(2)     11.92  4 牧薗  広幸     12.01 
ｿﾈ ﾕｶｲ 広陵高 ﾏｷｿﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ TWC

 5 宗田  英之     11.98  5 佐野  理生(2)     12.10 
ﾑﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ASﾌｸﾔﾏ ｻﾉ ﾘｵ 可部中

 6 北村  洋祐     12.19  6 中原  雄大(3)     12.21 
ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 東ｿｰ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 安佐中

 7 橋本  慈温(1)     12.32 金子  敬志
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北高 ｶﾈｺ ｱﾂｼ teamOJC
大中  雅智(中2) 片山  滉太(2)
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 広島大霞
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[ 9組] 風速 -0.5 [ 10組] 風速 +0.5

 1 石本  惣一郎(M1)     11.74  1 上原  和也     11.65 
ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 広島経済大 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾔ GSOT&F

 2 河杉  公平(2)     11.97  2 原田  達也(1)     12.16 
ｶﾜｽｷﾞ ｺｳﾍｲ 野田学園中 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 広島なぎさ高

 3 大中  雅智(2)     11.98  3 杉江  一麦(高2)     12.18 
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ｽｷﾞｴ ｶｽﾞﾅ 市立中等教育学校

 4 吉田  龍介     11.99  4 川室  慧太郎(2)     12.21 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 黄金山AC ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 5 角田  竜一(3)     12.02  5 小林  朋幹(2)     12.25 
ｽﾐﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 徳山高専 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 6 田中  貴哉(2)     12.02  6 新庄  健(3)     12.38 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 広陵高 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中

 7 西本  淳哉(3)     12.35 坂口  修平
ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 五日市南中 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 国見台AC
坂倉  貫太(1) 田辺  幹雄
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 広島大霞 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｵ もみじAC

[ 11組] 風速 +1.4 [ 12組] 風速 -0.8

 1 横田  健太     11.93  1 西村  優(2)     12.01 
ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ 黄金山AC ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中

 2 石田  亮太(中2)     12.02  2 蕪迫  月翔(1)     12.10 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 広陵高

 3 西本  淳一郎(1)     12.05  3 和太  優(2)     12.27 
ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 広島城北高 ﾜﾀﾞ ﾕｳ 広島なぎさ高

 4 村上  諒(2)     12.17  4 三原  千晶(3)     12.33 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中 ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ 広島中等教育中

 5 川本  圭悟(3)     12.25  5 正門  明虎(2)     12.38 
ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島なぎさ中 ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中

 6 由元  孝汰(2)     12.27  6 山﨑  滉大(1)     12.63 
ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 広島学院高

 7 冨永  隆太     12.43  7 樋口  貴輝(1)     12.73 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ HRC ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ 広島学院高

 8 吉本  憲矢(4)     12.76  8 板倉  慶典(1)     12.93 
ﾖｼﾓﾄ ｹﾝﾔ 広島修道大 ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中

[ 13組] 風速 +0.2 [ 14組] 風速 +1.7

 1 山崎  創矢(高2)     12.07  1 宗政  陽大(1)     12.06 
ﾔﾏｻｷ ｿｳﾔ 市立中等教育学校 ﾑﾈﾏｻ ﾖｳﾀﾞｲ 広島城北高

 2 坂本  昌大(1)     12.15  2 太田  蓮(2)     12.08 
ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 広島城北高 ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中

 3 山下  泰永     12.31  3 溝口  空(中2)     12.11 
ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ 黄金山AC ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ せとなみTC

 4 矢田  諒太郎(高2)     12.41  4 石突  裕太(1)     12.14 
ﾔﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 市立中等教育学校 ｲｼﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 広島城北高

 5 松島  史弥(中3)     12.61  5 三宅  翔(中2)     12.22 
ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾔ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾐﾔｹ ｶｹﾙ せとなみTC

 6 松本  歩武(2)     12.75  6 今岡  陽稀(2)     12.43 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中 ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中

 7 渡子  泰成(2)     13.12  7 平賀  靖人(3)     12.70 
ﾄﾉｺ ﾀｲｾｲ 広島なぎさ中 ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾄ 盈進中
大村  元海(2) 清水  友斗(2)
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ 大塚中

[ 15組] 風速 +0.3 [ 16組] 風速 -0.2

 1 下園  悠馬(1)     12.05  1 安達  力輝(2)     12.49 
ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 広陵高 ｱﾀﾞﾁ ﾘｷ 広陵高

 2 山本  陽大(1)     12.29  2 福田  勝也     12.51 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 野田学園中 ﾌｸﾀﾞ ｶﾂﾔ 黄金山AC

 3 宇都宮  良唯(2)     12.32  3 吉橋  達矢     12.62 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中 ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 黄金山AC

 4 鈴川  千春(2)     12.33  4 武田  涼雅(2)     12.79 
ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東原中

 5 山崎  永遠(3)     12.38  5 岸  泰正(5)     12.94 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ 祇園中 ｷｼ ﾔｽﾏｻ 広島大霞

 6 大石  忠輝(2)     12.43  6 黒谷  相太(2)     12.94 
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中 ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ 広島城北中

 7 沖野  雄俊(3)     12.80  7 内藤  康太(3)     12.97 
ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ 安西中 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 広島学院中
渡邉  諒(2) 山戸  勝道
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 福山平成大 ﾔﾏﾄ ﾏｻﾐﾁ 広島SRPC
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[ 17組] 風速 -0.5 [ 18組] 風速 +0.5

 1 藤麻  裕希(2)     12.24  1 中石  悠貴(3)     12.34 
ﾌｼﾞﾏ ﾕｳｷ 広陵高 ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ 広島学院中

 2 工藤  星来(3)     12.69  2 藤井  和彦     12.50 
ｸﾄﾞｳ ｾﾗ 祇園中 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 黄金山AC

 3 岩本  晴也(2)     12.82  3 西本  亮太(2)     12.63 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中 ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広陵高

 4 藤田  健人(1)     12.90  4 佐々木  祥太(1)     12.74 
ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾄ 盈進高 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 広島学院高

 5 中村  康太郎(2)     13.18  5 遊佐  碧依(1)     13.10 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中 ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中

 6 中佐古  悠太(2)     13.25  6 藤井  祐輔(2)     13.14 
ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ 安西中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 大塚中
藤永  琉偉(2) 上野  太睦(3)
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾙｲ 国泰寺中 ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中
西本  恵斗(2) 田中  裕作(1)
ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ 安西中 ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中

[ 19組] 風速  0.0 [ 20組] 風速  0.0

 1 美藤  幹汰(2)     12.51  1 児島  駿(2)     12.86 
ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 広島なぎさ中 ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ 大塚中

 2 川口  航生(2)     13.06  2 守友  空青(1)     12.93 
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 安西中 ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中

 3 和田  優二(2)     13.23  3 宇賀    新(2)     13.15 
ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 五日市中 ｳｶ ｱﾗﾀ 広島城北中

 4 川本  翔太(2)     13.25  4 石谷  直也(2)     13.37 
ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 阿戸中 ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ 宇品中

 5 鈴木  輝人(2)     14.05  5 角本　翔(中3) 広  島     14.02 
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾄ 大塚中 ｽﾐﾓﾄ ｼｮｳ 広島中央特支学
吉田  想良(2) 日髙  雅康(1)
ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 牛田中 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中
香戸  北斗(3) 上安  圭人(2)
ｺｳﾄﾞ ﾎｸﾄ 可部中 ｶﾐﾔｽ ｹｲﾄ 広陵高
竹内  一希(3) 荒井  秀太(3)
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 口田中 ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中

[ 21組] 風速 -0.8 [ 22組] 風速 -0.6

 1 日吉田  健太郎(1)     12.82  1 昇    晴紀(3)     13.40 
ﾋﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 広島城北高 ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾙｷ 五日市観音中

 2 高島 凜多朗(2)     13.10  2 岸本  悠吾(3)     13.41 
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 口田中

 3 三分一  達也(3)     13.10  3 茅野  恭平(1)     13.51 
ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ 五日市観音中 ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中

 4 古中  睦人(1)     13.26  4 日高  涼貴(1)     13.62 
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中 ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中

 5 寺田  真希(2)     13.40  5 西倉  啓太(1)     13.67 
ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 安西中 ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 広島城南中

 6 東丸  一輝(2)     13.48  6 岩本  桜良(2)     15.49 
ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ 安佐中 ｲﾜﾓﾄ ｵｳﾗ 広島城南中

 7 末吉  和樹(2)     13.65 宍戸  鴻太(2)
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中 ｼｼﾄﾞ ｺｳﾀ 広島学院中

 8 池田  圭吾(2)     15.00 森川  拓海(1)
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 大塚中 ﾓﾘｶﾜ ﾀｸﾐ 広島学院高

[ 23組] 風速 -1.0 [ 24組] 風速 -1.0

 1 廣本  大和(3)     13.28  1 樽井  皓哉(3)     12.97 
ﾋﾛﾓﾄ ﾔﾏﾄ 広島学院中 ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ 広島学院中

 2 竹下  莉功(1)     13.30  2 渡辺  悠人(2)     13.02 
ﾀｹｼﾀ ﾘｸ 広島城北中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 3 平  大輝(1)     13.43  3 川野  優(1)     13.40 
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中 ｶﾜﾉ ﾕｳ 五日市南中

 4 田中    凌(2)     13.52  4 村井  四季(2)     13.58 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 広島三和中 ﾑﾗｲ ｼｷ 五日市中

 5 源田  陽彩(1)     13.54  5 水戸  建佑(1)     13.59 
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ 五日市南中 ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中

 6 酒井  幹太(1)     13.54  6 小林  瑞生(中3)     13.75 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 7 岡村  一輝(2)     13.63  7 中山  智心(1)     13.96 
ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島城北中 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中

 8 河面  柊哉(1)     13.72  8 北森  健斗(2)     14.50 
ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ 五日市中 ｷﾀﾓﾘ ｹﾝﾄ 阿戸中
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[ 25組] 風速 -0.4 [ 26組] 風速 -1.2

 1 櫻谷    稜(2)     13.16  1 德川  圭佑(1)     13.49 
ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 長束中 ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中

 2 庄司  暁人(1)     13.16  2 國清  赳志(3)     13.66 
ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 広島なぎさ中 ｸﾆｷﾖ ﾀｹｼ 広島学院中

 3 三浦  龍之伸(1)     13.39  3 石口  魁星(1)     13.87 
ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 長束中 ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 五日市中

 4 矢部  翔梧(2)     13.39  4 古森  巧望(1)     13.98 
ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中 ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 口田中

 5 秋山  祐采(2)     13.54  5 田中    舜(1)     14.06 
ｱｷﾔﾏ ﾕｻ 安西中 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 五日市中

 6 高田  凌佑(1)     13.66  6 吉永  圭汰(1)     14.12 
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 翠町中 ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ 矢野中

 7 田尾  温人(1)     13.67 髙濱  蒼太(2)
ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中 ﾀｶﾊﾏ ｿｳﾀ 宇品中

 8 吉開  悠太(2)     14.56 坂田  颯磨(1)
ﾖｼｶﾞｲ ﾕｳﾀ 広島城南中 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

[ 27組] 風速 -0.7 [ 28組] 風速 -1.1

 1 小池    玲(3)     12.81  1 石森  倖太(1)     13.70 
ｺｲｹ ﾚｲ 広島中等教育中 ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中

 2 長原  悠真(2)     13.63  2 船原  基希(1)     13.87 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 広島城北中 ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ 口田中

 3 西本  陸祐(2)     13.77  3 高杉  空翔(1)     13.98 
ﾆｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 広島なぎさ中 ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 可部中

 4 松本  智博     13.98  4 竹本憲二郎(2)     14.10 
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 広島城北中

 5 駒井  亮平(2)     14.05  5 杉田  怜央(2)     14.17 
ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中 ｽｷﾞﾀ ﾚｵ 五日市観音中

 6 海部  航汰(3)     14.41  6 辻本  倫太郎(1)     14.38 
ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ 五日市観音中 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島三和中
沢本  保海  7 天野  暖人(1)     14.47 
ｻﾜﾓﾄ ﾔｽﾐ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ 広島なぎさ中
福岡  侑真(1)  8 八塚  龍月(2)     14.67 
ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ 広島城南中 ﾊﾁﾂﾞｶ ﾀﾂｷ 五日市南中

[ 29組] 風速 -0.9 [ 30組] 風速 -0.2

 1 立石  謙心(1)     13.59  1 藤岡  慶伍(1)     13.68 
ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ｢ 広島学院中 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 広島学院中

 2 秦  健一郎(1)     13.71  2 有田  美隆(1)     13.77 
ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ｱﾘﾀ ﾐﾕｳ 広島城北中

 3 高林  出琉(1)     14.06  3 向井  尚太郎(1)     14.21 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中 ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 矢野中

 4 久都内  颯(1)     14.15  4 小泉  侑大(1)     14.37 
ｸﾂﾅｲ ｿｳ 口田中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚中

 5 川手  悠生(3)     14.16  5 錦織  由翔(1)     14.38 
ｶﾜﾃ ﾕｳ 五日市観音中 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 五日市中

 6 五弓  琢磨(1)     14.68  6 安田  優吾(2)     15.25 
ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ 大塚中 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 安西中
原口  知樹(3) 坂本  太樹(1)
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 広島学院中 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 大塚中
上ヶ内明守(1) 板東  遼己(1)
ｶﾐｶﾞｳﾁ ｱｶﾘ 広島城北中 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 宇品中

[ 31組] 風速 -0.5 [ 32組] 風速 -0.6

 1 福田  隼介(1)     13.79  1 佐藤  功崇(1)     14.12 
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 広島三和中 ｻﾄｳ ｺｳｼ 広島学院中

 2 山本  貫太(3)     13.85  2 伊藤  愛暖(2)     14.45 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 国泰寺中 ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中

 3 大室    仁(3)     14.00  3 小板  慶之(1)     14.52 
ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 国泰寺中 ｺｲﾀ ﾖｼﾕｷ 広島城北中

 4 今口健太郎(2)     14.09  4 三島  生輝(1)     14.69 
ｲﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 口田中 ﾐｼﾏ ｲｯｷ 口田中

 5 松原  壮優(2)     14.36  5 深見    駿(1)     14.73 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 広島中等教育中 ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中

 6 甘井  新之介(1)     14.43  6 中島  琉惺(1)     14.73 
ｱﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 翠町中 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 五日市中

 7 杉田  空軌(1)     14.50  7 山本    悠(1)     14.76 
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 口田中 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中

 8 寶川    真(2)     14.59  8 古谷  卓磨(1)     14.99 
ﾀｶﾗｶﾞﾜ ｼﾝ 安西中 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中
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[ 33組] 風速 -0.2 [ 34組] 風速 -1.7

 1 宮園  悠大(1)     14.04  1 中谷  優威(1)     14.67 
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 矢野中 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ 矢野中

 2 弘中  拓実(1)     14.28  2 清水  琉唯(1)     14.80 
ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ 広島学院中

 3 原口  友也(1)     14.51  3 櫃田  拓磨     14.88 
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 五日市南中 ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 4 伊達  有恒(1)     14.67  4 名越  優介(1)     15.20 
ﾀﾞﾃ ｱｺｳ 広島城北中 ﾅｺﾞｼ ﾕｳｽｹ 広島城南中

 5 迫野  裕一(1)     15.15  5 高西  佑昌(1)     15.25 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中 ﾀｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 広島城北中

 6 柏原  翔太(1)     15.16  6 東    陸空(1)     15.30 
ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広島城南中 ﾋｶﾞｼ ﾘｸ 五日市観音中

 7 長谷川  颯海(1)     15.28  7 宮原  慧翔(1)     15.56 
ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ 盈進中 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼｮｳ 広島城北中
上土井  颯(1) 藤田  剣正(1)
ｶﾐﾄﾞｲ ﾊﾔﾃ 古田中 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 宇品中

[ 35組] 風速 -0.1 [ 36組] 風速 -0.8

 1 山本  心(2)     13.81  1 園田　拓海     11.22 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 翠町中 ｿﾉﾀﾞﾀ ﾀｸﾐ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 2 左貫    樹(1)     14.66  2 大前  金太郎(1)     17.20 
ｻﾇｷ ｲﾂｷ 五日市南中 ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ 広島城南中

 3 岡本  拓也(1)     15.03  3 津島  優太(1)     18.00 
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 五日市観音中 ﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 五日市観音中

 4 金村  恰之介(1)     15.93 樫迫  勇斗(2)
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中 ｶｼｻｺ ﾊﾔﾄ 広島学院中

 5 嘉納  結人(1)     16.45 中村  拓磨(1)
ｶﾉｳ ｹｲﾄ 盈進中 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 国泰寺中
山崎  勇真(1) 岡﨑  颯士(1)
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 広島学院中
土井  楓太(1) 有光  直輝(2)
ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ 可部中 ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 五日市南中
上森  友貴(1) 岡野  草太(2)
ｳｴﾓﾘ ﾄﾓｷ 広島学院中 ｵｶﾉ ｿｳﾀ 五日市南中
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決勝 10月8日 10:35

広島県記録(PR)                  20.41 山縣　亮太                   慶応義塾大       2013.5.26   

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.6

 1 山崎  開斗(1)     22.08  1 岡本  啓吾(2)     22.06 
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島経済大 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島工業大

 2 佐々木  太夢(3)     22.08  2 池内  雅貴(4)     22.40 
ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島修道大 ｲｹｳﾁ ﾏｻﾀｶ 慶応義塾大

 3 伊藤  大地(3)     22.42  3 濱崎  智哉(1)     22.54 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 広島修道大 ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島修道大

 4 秋本  真之介     22.46  4 坂田  陽貴(中3)     23.12 
ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ OPC ｻｶﾀ ﾊﾙｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 5 本多  真彬(3)     22.47  5 渡川  祐斗(2)     23.57 
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 広島工業大 ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 広島なぎさ高

 6 宮本  泰成     22.65  6 山内  健生(中3)     23.89 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 東ｿｰ ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 7 宇野田  和馬(4)     23.04 林  高春(4)
ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山大 ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 広島経済大
勢力  奎 原田    響(3)
ｾｲﾘｷ ｹｲ ASﾌｸﾔﾏ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安佐中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.8

 1 上田  貢     22.77  1 有松  大和(3)     22.96 
ｳｴﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ ｱﾘﾏﾂ ﾔﾏﾄ 徳山高専

 2 山岡  竜太郎(3)     23.02  2 園部  凌士(2)     23.29 
ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 野田学園中 ｿﾉﾍﾞ ﾘｮｳｼ 広島工業大

 3 山田  晟太朗(3)     23.15  3 植田  光紀(3)     23.34 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 広島修道大 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 五日市中

 4 内海  克暢(2)     23.15  4 辻  翔吾(4)     23.37 
ｳﾂﾐ ｶﾂﾉﾌﾞ 広島大霞 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島大

 5 志賀  洵介     23.52  5 岩本  翔太(1)     23.73 
ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 東ｿｰ ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島学院高

 6 片山  滉太(2)     23.52  6 中田  大智(3)     24.08 
ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 広島大霞 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 大塚中

 7 島  大侃     23.70 逸見  勇斗(3)
ｼﾏ ﾀｲｶﾝ 広島経済大学ｸﾗﾌﾞ ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 口田中

 8 松浦  崇史     24.37 金子  敬志
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 黄金山AC ｶﾈｺ ｱﾂｼ teamOJC

[ 5組] 風速 -0.6 [ 6組] 風速 -1.3

 1 佐々木  駆     23.89  1 宮本  大輝(4)     24.10 
ｻｻｷ ｶｹﾙ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 広島工業大

 2 小川  貴大(2)     23.95  2 曽根  愉開(2)     24.54 
ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 野田学園中 ｿﾈ ﾕｶｲ 広陵高

 3 河杉  公平(2)     24.18  3 大中  雅智(2)     25.03 
ｶﾜｽｷﾞ ｺｳﾍｲ 野田学園中 ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中

 4 三宅  晃平(2)     24.21  4 原田  達也(1)     25.45 
ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 広島工業大 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 広島なぎさ高

 5 上本  英毅(1)     24.48  5 杉江  一麦(高2)     25.58 
ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島なぎさ高 ｽｷﾞｴ ｶｽﾞﾅ 市立中等教育学校

 6 佐野  理生(2)     24.55  6 新庄  健(3)     26.04 
ｻﾉ ﾘｵ 可部中 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 広島なぎさ中

 7 吉田  龍介     24.73 山田  悠人(2)
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 黄金山AC ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 広陵高
得田  泰圭(中3) 坂倉  貫太(1)
ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ くれｵｰｸAC ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 広島大霞

[ 7組] 風速 -2.0 [ 8組] 風速 -1.6

 1 多賀  竜太朗(2)     24.10  1 田中  貴哉(2)     24.46 
ﾀｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島大霞 ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 広陵高

 2 中嶋  誉安(2)     24.74  2 小林  朋幹(2)     25.18 
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 3 迫井  直深(1)     24.94  3 坂本  昌大(1)     25.39 
ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大霞 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 広島城北高

 4 正門  明虎(2)     25.04  4 矢田  諒太郎(高2)     25.69 
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中 ﾔﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 市立中等教育学校

 5 村上  諒(2)     25.11  5 由元  孝汰(2)     25.86 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中

 6 川室  慧太郎(2)     25.14  6 下津  祐(3)     26.86 
ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中 ｼﾓﾂ ﾕｳ 広島なぎさ中

 7 溝口  空(中2)     25.49  7 松本  歩武(2)     26.90 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ せとなみTC ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 戸坂中

 8 吉本  憲矢(4)     25.89  8 岸  泰正(5)     27.06 
ﾖｼﾓﾄ ｹﾝﾔ 広島修道大 ｷｼ ﾔｽﾏｻ 広島大霞
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[ 9組] 風速 -0.5 [ 10組] 風速 -0.7

 1 宗政  陽大(1)     25.17  1 西村  優(2)     24.66 
ﾑﾈﾏｻ ﾖｳﾀﾞｲ 広島城北高 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中

 2 大石  忠輝(2)     25.71  2 河野  尚人(2)     25.73 
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中 ｶﾜﾉ ﾅｵﾄ 広陵高

 3 金子  正志     25.74  3 岩本  晴也(2)     25.98 
ｶﾈｺ ﾏｻｼ teamOJC ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中

 4 佐々木  祥太(1)     25.97  4 樽井  皓哉(3)     26.62 
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 広島学院高 ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ 広島学院中

 5 内藤  康太(3)     26.42  5 宇賀    新(2)     26.94 
ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 広島学院中 ｳｶ ｱﾗﾀ 広島城北中

 6 板倉  慶典(1)     26.53  6 庄司  暁人(1)     27.21 
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 広島なぎさ中

 7 藤井  祐輔(2)     27.03  7 川本  翔太(2)     27.37 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 大塚中 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 阿戸中
吉田  想良(2)  8 中村  康太郎(2)     27.50 
ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 牛田中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 大塚中

[ 11組] 風速 -1.0 [ 12組] 風速 -1.1

 1 日吉田  健太郎(1)     26.73  1 角田  竜一(3)     24.05 
ﾋﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 広島城北高 ｽﾐﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 徳山高専

 2 和田  優二(2)     26.78  2 三分一  達也(3)     26.60 
ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 五日市中 ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ 五日市観音中

 3 長﨑  一慶(1)     27.58  3 國清  赳志(3)     27.43 
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中 ｸﾆｷﾖ ﾀｹｼ 広島学院中

 4 谷口    輝(1)     27.69  4 尾花    亮(2)     27.86 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 宇品中 ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 五日市中

 5 昇    晴紀(3)     27.75  5 河面  柊哉(1)     27.97 
ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾙｷ 五日市観音中 ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ 五日市中

 6 鈴木  輝人(2)     28.92  6 秦  健一郎(1)     28.18 
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾄ 大塚中 ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中

 7 天野  暖人(1)     29.54  7 北森  健斗(2)     28.85 
ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ 広島なぎさ中 ｷﾀﾓﾘ ｹﾝﾄ 阿戸中
田中  裕作(1)  8 小田  幹太(2)     29.12 
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中 ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ 五日市観音中

[ 13組] 風速 -1.1 [ 14組] 風速 -0.3

 1 甲斐  文也(1)     27.86  1 中髙下  達己(1)     27.18 
ｶｲ ﾌﾐﾔ 宇品中 ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中

 2 水戸  建佑(1)     27.88  2 廣田  汰也(1)     28.67 
ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中 ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ 可部中

 3 石口  魁星(1)     28.15  3 井町  優太郎(1)     28.69 
ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 五日市中 ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中

 4 竹内  晴哉(1)     28.71  4 大下  冬夢(2)     28.81 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ 祇園中 ｵｵｼﾀ ﾄｳﾑ 翠町中

 5 吉永  圭汰(1)     28.83  5 海部  航汰(3)     29.71 
ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ 矢野中 ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ 五日市観音中

 6 五弓  琢磨(1)     29.85  6 小泉  侑大(1)     29.96 
ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ 大塚中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚中
上ヶ内明守(1) 原口  知樹(3)
ｶﾐｶﾞｳﾁ ｱｶﾘ 広島城北中 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 広島学院中

[ 15組] 風速 -1.4 [ 16組] 風速 -0.7

 1 山田  野葵(1)     27.81  1 大月  佑真(1)     27.47 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中

 2 佐藤  功崇(1)     28.40  2 立石  謙心(1)     28.05 
ｻﾄｳ ｺｳｼ 広島学院中 ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ｢ 広島学院中

 3 坂本  太樹(1)     29.13  3 藤岡  慶伍(1)     28.30 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 大塚中 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 広島学院中

 4 淺原  翔世(1)     29.94  4 向井  尚太郎(1)     29.18 
ｱｻﾊﾗ ｼｮｳｾｲ 宇品中 ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 矢野中

 5 清水  琉唯(1)     30.35  5 大谷  修也(2)     30.80 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ 広島学院中 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 口田中

 6 中谷  優威(1)     30.56  6 藤谷  海斗(1)     31.06 
ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ 矢野中 ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ 古田中
岡﨑  颯士(1) 錦織  由翔(1)
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 広島学院中 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 五日市中

[ 17組] 風速 -0.8

 1 角谷    颯(2)     27.76 
ｶﾄﾞﾀﾆ ﾊﾔﾃ 翠町中

 2 田尾  温人(1)     28.20 
ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中

 3 弘中  拓実(1)     29.23 
ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中

 4 河野  晃輝(2)     29.31 
ｺｳﾉ ｺｳｷ 牛田中

 5 高林  出琉(1)     29.46 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中
上森  友貴(1)
ｳｴﾓﾘ ﾄﾓｷ 広島学院中
岩本  桜良(2)
ｲﾜﾓﾄ ｵｳﾗ 広島城南中

2  2248

8  1225
欠場

7  1312

3  1107
欠場

2  1259

6   311

5   589

4  1919

欠場
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決勝 10月8日  9:30

広島県記録(PR)                  45.84 稲垣　誠司                   法政大           1994/10/11  

[ 1組] [ 2組]

 1 神田  直季(4)     49.71  1 宮本  大輝(4)     51.48 
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 広島経済大 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 広島工業大

 2 足立  鷹輔     50.12  2 松井  皓亮(2)     51.62 
ｱﾀﾞﾁ ﾖｽｹ 北九州RiC ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 広島大

 3 渡邉  航大(2)     50.77  3 建田  勇太     51.74 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 広島修道大 ﾀﾃﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 4 山岡  竜太郎(3)     50.89  4 坂口  修平     51.74 
ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 野田学園中 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 国見台AC

 5 樋口  恵介(1)     51.75  5 宮田  和樹(3)     52.87 
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 広島経済大 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾞｷ 広島工業大

 6 藤川  龍之介(3)     52.07  6 佐々木  駆     53.21 
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 広島経済大 ｻｻｷ ｶｹﾙ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
林  高春(4)  7 上村  勇貴     54.17 
ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 広島経済大 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 黄金山AC
今田  聡士(2) 高浜  秀弥(2)
ｲﾏﾀﾞ ｿｳｼ 広島工業大 ﾀｶﾊﾏ ｼｭｳﾔ 広島工業大

[ 3組] [ 4組]

 1 松下  浩大(1)     51.42  1 蕪迫  月翔(1)     55.40 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島工業大 ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 広陵高

 2 渡川  祐斗(2)     52.36  2 杉原  良祐(2)     56.28 
ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 広島なぎさ高 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 盈進高

 3 桑原  航     54.25  3 石突  裕太(1)     56.84 
ｸﾜﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡山陸協 ｲｼﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 広島城北高

 4 和太  優(2)     55.32  4 串井  良太郎     57.66 
ﾜﾀﾞ ﾕｳ 広島なぎさ高 ｸｼｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 5 山﨑  滉大(1)     55.69  5 河野  尚人(2)     57.95 
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 広島学院高 ｶﾜﾉ ﾅｵﾄ 広陵高
清水  友斗(2)  6 吉橋  達矢   1:00.04 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳ 大塚中 ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 黄金山AC
上本  英毅(1) 山田  悠人(2)
ｳｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島なぎさ高 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 広陵高
中嶋  誉安(2) 鎌田  雄吾(3)
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 広島学院中

[ 5組] [ 6組]

 1 中石  悠貴(3)     56.63  1 山本  陽大(1)     55.01 
ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ 広島学院中 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 野田学園中

 2 橋本  慈温(1)     57.23  2 迫井  直深(1)     55.13 
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北高 ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大霞

 3 藤麻  裕希(2)     57.82  3 武田  涼雅(2)     58.99 
ﾌｼﾞﾏ ﾕｳｷ 広陵高 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東原中

 4 平賀  靖人(3)     59.01  4 中佐古  悠太(2)   1:00.58 
ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾄ 盈進中 ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ 安西中

 5 美藤  幹汰(2)   1:00.65  5 小田  幹太(2)   1:01.85 
ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 広島なぎさ中 ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ 五日市観音中

 6 新門  功基(2)   1:00.96  6 岡村  一輝(2)   1:02.04 
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島城北中

 7 高島 凜多朗(2)   1:01.17  7 松浦  大起(1)   1:02.23 
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中
上安  圭人(2)  8 清原  尚己(1)   1:16.78 
ｶﾐﾔｽ ｹｲﾄ 広陵高 ｷﾖﾊﾗ ﾅｵﾐ 五日市南中
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決勝 10月8日 12:40

[ 1組] [ 2組]

 1 曽我  勇人(3)    9:23.1  1 川上  聖晴(2)    9:48.9 
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中

 2 細居  知輝(3)    9:25.2  2 伊藤    駿(3)    9:49.7 
ﾎｿｲ ﾄﾓｷ 千代田中 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 千代田中

 3 平野  寛治(中2)    9:28.9  3 別所  岳(2)   10:09.9 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 大塚中

 4 吉屋  佑晟(3)    9:29.1  4 平田  晃大(3)   10:10.4 
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 五日市南中 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 広島なぎさ中

 5 山本    悠(1)    9:29.9  5 瀧本  唯月(2)   10:14.4 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾀｷﾓﾄ ｲﾂｷ 広島城南中

 6 横田  優太郎(3)    9:33.7  6 山本  貫太(3)   10:20.2 
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 五日市観音中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 国泰寺中

 7 森瀧  純理(中3)    9:35.1  7 伊藤  愛暖(2)   10:21.2 
ﾓﾘﾀｷ ｼﾞｭﾝﾘ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中

 8 荒井  秀太(3)    9:37.0  8 古本  圭佑(3)   10:23.2 
ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 五日市南中 ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ 矢野中

 9 倉本    健(3)    9:40.7  9 渡部  祐大(3)   10:26.1 
ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ 五日市観音中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 口田中

10 吉川  颯也翔(3)    9:46.6 10 原    慶汰(2)   10:27.1 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 五日市観音中 ﾊﾗ ｹｲﾀ 口田中

11 湯木  健午(3)    9:50.3 11 熊谷  悠哉(3)   10:30.7 
ﾕｷ ｹﾝｺﾞ 矢野中 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ 矢野中

12 石中  航喜(3)    9:50.9 12 新門  功基(2)   10:33.1 
ｲｼﾅｶ ｺｳｷ 矢野中 ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中

13 岡田    峻(2)    9:52.8 13 住田  健太(3)   10:33.8 
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中 ｽﾐﾀﾞ ｹﾝﾀ 口田中

14 梶川 康太郎(3)   10:03.3 14 栗田 喜一朗(3)   10:37.6 
ｶｼﾞｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 矢野中 ｸﾘﾀ ｷｲﾁﾛｳ 矢野中

15 安田  嶺司(中3)   10:23.5 15 中野  海音(3)   10:42.4 
ﾔｽﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 口田中

16 森  優飛(3)   10:25.4 16 大室    仁(3)   10:44.9 
ﾓﾘ ﾕｳﾋ 大塚中 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ 国泰寺中

17 見川  弘武(3)   10:27.5 17 志田  凌平(3)   10:45.6 
ﾐｶﾜ ﾋﾛﾑ 千代田中 ｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 矢野中

18 渡辺  悠人(2)   10:30.9 18 伊東    玲(3)   10:56.2 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ｲﾄｳ ﾚｲ 広島学院中

19 山口  大和(中3)   10:32.0 19 濱口  蒼太(1)   11:09.8 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 大塚中

20 磯崎  奏太(2)   10:47.3 20 岸  亮太(3)   12:34.1 
ｲｿｻﾞｷ ｿｳﾀ 大塚中 ｷｼ ﾘｮｳﾀﾘｮｳﾀ 大塚中
上野  太睦(3) 田村  和輝(3)
ｳｴﾉ ﾀｲﾑ 五日市観音中 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 安西中 欠場
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氏  名 所属名 記録／備考順 No. 順



[ 3組] [ 4組]

 1 谷口  慶志郎(2)   10:15.7  1 本祥    岳(2)   10:38.9 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 東原中 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ 五日市南中

 2 光野  遙人(1)   10:21.7  2 鎌田  雄吾(3)   10:48.7 
ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広島城南中 ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 広島学院中

 3 竹内  昴航(1)   10:23.1  3 弘中  良英(2)   10:49.1 
ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ 千代田中 ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 東原中

 4 香川  建樹(2)   10:23.8  4 萩原  悠星(1)   10:49.7 
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 安西中 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 口田中

 5 東條  純平(2)   10:32.4  5 篠原  創楽(2)   11:03.1 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島学院中 ｼﾉﾊﾗ ｿﾗ 宇品中

 6 香川  元希(1)   10:34.2  6 中村  風詠(1)   11:06.7 
ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 安西中 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中

 7 多田  勇斗(3)   10:34.8  7 山中  孝真(2)   11:09.4 
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 矢野中 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾏ 宇品中

 8 加藤  実徳(3)   10:44.8  8 加藤  恵祐(1)   11:21.0 
ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ 安西中 ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 東原中

 9 森  渓(2)   10:49.2  9 川添  謙心(2)   11:22.1 
ﾓﾘ ｹｲ 東原中 ｶﾜｿｴ ｹﾝｼﾝ 千代田中

10 川手  悠生(3)   10:50.9 10 末中  皓大(3)   11:23.7 
ｶﾜﾃ ﾕｳ 五日市観音中 ｽｴﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 矢野中

11 堀川  楽真(1)   10:52.9 11 保田  拓海(1)   11:28.7 
ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 千代田中 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中

12 岡村  一輝(2)   10:53.6 12 頼重  蓮太(1)   11:30.7 
ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島城北中 ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 千代田中

13 吉野  帆高(3)   11:07.2 13 砂原  海斗(1)   11:30.8 
ﾖｼﾉ ﾎﾀｶ 広島学院中 ｽﾅﾊﾗ ｶｲﾄ 千代田中

14 小笠原  丈(3)   11:08.4 14 宮原  慧翔(1)   11:37.4 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹﾙ 千代田中 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼｮｳ 広島城北中

15 岡﨑    仁(3)   11:09.1 15 辰川  大樹(1)   11:40.3 
ｵｶｻﾞｷ ｼﾞﾝ 千代田中 ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ 安西中

16 面田  拓海(2)   11:17.5 16 吉田  政弘(2)   11:46.5 
ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢野中 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 矢野中

17 丸岡  博士(3)   11:18.4 17 関内  翔梧(1)   11:49.4 
ﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ 祇園中 ｾｷｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 広島学院中

18 砂原  海舟(3)   11:25.2 18 二井本 大輝(3)   11:59.8 
ｽﾅﾊﾗ ｶｲｼｭｳ 千代田中 ﾆｲﾓﾄ ﾋﾛｷ 矢野中

19 中元  源太(3)   11:31.3 19 安田  周平(1)   13:02.9 
ﾅｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 矢野中 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 広島中等教育中

20 山川  大地(3)   12:18.5 日髙  雅康(1)
ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 大塚中 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中
竹広  駿佑(2) 宮澤  遥柊(1)
ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 広島城南中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 盈進中 欠場

8    81
欠場

15  2056

9  7395

1  2073

21  1938

14   436

19  1115

16  3053

12 11303

11  2054

17  3052

13  1558

7  1117

4  1238

18  3050

10  1907

2   693

5  1098

20   689

氏  名 所属名 記録／備考

3  1554

No.

15  1228
欠場

17  1581

18

6  2289

 2071

9  3043

19  1303

4  2076

8  3044

10  3042

21  1097

20   454

7  3051

5  2148

13  1552

12  1272

1  2067

11 11301

14  1103

2  1290

6  3055

No.

3  1235

16  1551
氏  名 所属名 記録／備考 順順



[ 5組] [ 6組]

 1 山地  俊平(2)   10:37.1  1 山崎  友也(1)   11:17.3 
ﾔﾏｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東原中 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島中等教育中

 2 尾上  大河(2)   10:48.8  2 島津　克実(1)   11:18.9 
ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 東原中 ｼﾏｽﾞ ｶﾂﾐ 長束中

 3 秋田  隆之介(1)   10:51.7  3 小林  奏太(3)   11:32.9 
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 東原中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 五日市観音中

 4 佐々木瑠偉(3)   10:53.2  4 田中  梨楓(1)   11:34.1 
ｻｻｷ ﾙｲ 広島学院中 ﾀﾅｶ ﾘﾌｳ 矢野中

 5 森本  唯央(2)   11:26.3  5 難波  琉太郎(1)   11:36.9 
ﾓﾘﾓﾄ ｲｵ 矢野中 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島学院中

 6 香戸  北斗(3)   11:30.4  6 中谷  和登(1)   11:37.9 
ｺｳﾄﾞ ﾎｸﾄ 可部中 ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 東原中

 7 下江  涼太(1)   11:37.1  7 廣田  汰也(1)   11:43.1 
ｼﾓｴ ﾘｮｳﾀ 広島城南中 ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ 可部中

 8 山崎  勇真(1)   11:42.1  8 岡野  草太(2)   11:44.2 
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中 ｵｶﾉ ｿｳﾀ 五日市南中

 9 大迫  律太郎(1)   11:44.4  9 飯田  玲生(1)   12:01.1 
ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中 ｲｲﾀﾞ ﾚｲ 広島城北中

10 山下  瑛太(1)   11:45.3 10 村岡  帝河(1)   12:18.2 
ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀ 矢野中 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ 広島なぎさ中

11 植木  日向(1)   11:52.6 11 山口  雄大(1)   12:22.5 
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 安西中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 祇園中

12 數田  倫太朗(1)   12:03.9 12 阿久津  陸翔(1)   12:30.3 
ｶｽﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島中等教育中 ｱｸﾂ ﾘｸﾄ 矢野中

13 槇尾  侑也(1)   12:05.5 13 郷田  竜矢(1)   12:35.0 
ﾏｷｵ ﾕｳﾔ 盈進中 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀﾂﾔ 口田中

14 大野  魁人(1)   12:19.9 14 久都内  颯(1)   12:35.8 
ｵｵﾉ ｶｲﾄ 安西中 ｸﾂﾅｲ ｿｳ 口田中

15 森下  一希(1)   12:21.8 15 和田  愛冬(1)   12:59.9 
ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 広島中等教育中 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 矢野中

16 木村  胡大郎(2)   12:23.9 16 仁井  直人(2)   13:33.1 
ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 宇品中 ﾆｲ ﾅｵﾄ 広島城南中

17 多久和  隼(3)   12:25.4 17 髙島  新(1)   14:02.7 
ﾀｸﾜ ﾊﾔﾄ 矢野中 ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ 東原中

18 森  優太(2)   12:42.1 吉田  琉正(2)
ﾓﾘ ﾕｳﾀ 安西中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 宇品中

19 向敷  和真(2)   13:25.0 庄  真太郎(1)
ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ 口田中 ｼｮｳ ｼﾝﾀﾛｳ 矢野中
榮田  玲斗(2) 岡﨑  颯斗(2)
ｻｶｴﾀﾞ ﾚｲﾄ 千代田中 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 国泰寺中
櫻井  健太(2) 高杉  空翔(1)
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 宇品中 ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 可部中

16  17349   691
欠場 欠場

13    76
欠場

10 12085
欠場

4   694
欠場

20  1564

19  1229

11 12084

14  1911

1  1912

12  2078

6  1316

8  2393

7   459

18 12291

17  1735

5  1560

15  1106

9 12092

3  2146

順 No.

21  1465

2  1939

1  3048
欠場

19  1923

21  1293

6  2070

3   687

7  1937

18 11300

2  7394

8  1940

20 11302

17 12098

5    78

4    84

10 11244

11  1722

12  2072

16  1092

13  1563

順 No.

15  1550

14  1557
氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考



[ 7組]

 1 藤嶋  祐樹(3)   10:24.8 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｷ 五日市南中

 2 松岡  昴希(3)   10:28.3 
ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ 五日市南中

 3 松浦  大起(1)   10:28.8 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中

 4 六拾部  翔太(1)   10:51.5 
ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 五日市中

 5 林    祐太(1)   11:12.5 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 五日市南中

 6 中島  琉心(1)   11:28.9 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 祇園中

 7 柴田    蓮(2)   11:35.1 
ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝ 宇品中

 8 村上  海里(中1)   11:36.4 
ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 9 岡佐古  貴(1)   11:36.8 
ｵｶｻｺ ﾀｶｼ 宇品中

10 有光  直輝(2)   11:46.4 
ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 五日市南中

11 中川  竣登(1)   12:25.8 
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 祇園中

12 山本  翔也(1)   13:06.3 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 矢野中

13 国広  充基(1)   13:18.5 
ｸﾆﾋﾛ ﾐﾂｷ 宇品中

14 徳田  一聖(1)   13:19.6 
ﾄｸﾀﾞ ｲｯｾｲ 矢野中

15 堅道  真琴(1)   13:53.2 
ﾀﾃﾐﾁ ﾏｺﾄ 広島学院中

16 足立  一紗(1)   13:53.5 
ｱﾀﾞﾁ ｲｯｻ 矢野中

17 山本  大雅(1)   14:15.4 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 口田中

18 小川  慧(1)   15:04.7 
ｵｶﾞﾜ ｹｲ 広島学院中

19 安間  隼斗(1)   16:32.3 
ﾔｽﾏ ﾊﾔﾄ 広島学院中

20 山中  智惇(1)   16:59.7 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｱﾂ 広島学院中
坂田  颯磨(1)
ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

17   592
欠場

5  1114

4  1113

3  1110

1  1909

16 12080

2  1116

15 12091

10   673

14 12094

8  1317

20 12293

9   671

6  3882

11   684

7  1309

21 12296

12  2243

13   314

19  2278

18  2272
氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 10月8日 14:40

広島県記録(PR)               13:15.44 チャールズ・ディラン         世羅高           2011/10/21  

[ 1組] [ 2組]

 1 山中  陽太(3)  15:45.95  1 西岡  大輝(4)  17:53.50 
ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀﾞｲ 広島経済大 ﾆｿｵｶ ﾀﾞｲｷ 広島工業大

 2 秋枝  真斗(1)  15:57.59  2 三村  瑠太(2)  18:27.39 
ｱｷｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島工業大 ﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 広島工業大

 3 沖田  翼(3)  16:02.16  3 松本  空(2)  18:29.29 
ｵｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 広島工業大 ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ 広陵高

 4 下反  晶(3)  16:02.51  4 光永  智希(1)  18:29.91 
ｼﾓｿﾘ ｱｷﾗ 広島工業大 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 広島学院高

 5 竹内  達也(4)  16:03.53  5 俊成  優太(1)  18:46.73 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 広島工業大 ﾄｼﾅﾘ ﾕｳﾀ 広島学院高

 6 福井  肇(4)  16:05.35  6 樋口  貴輝(1)  18:52.10 
ﾌｸｲ ﾊｼﾞﾒ 広島経済大 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ 広島学院高

 7 田中  康聖(2)  16:08.30  7 小田  亮太(1)  19:03.72 
ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 広島学院高 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広陵高

 8 小林  良輔(3)  16:10.82  8 佐藤  哲朗  19:07.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 広島経済大 ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ

 9 鎌田  滉(4)  16:14.68  9 三好  優輝(1)  19:23.21 
ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 広島経済大 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 広島学院高

10 三倉  巨幹(3)  16:30.54 10 菊間  千央(1)  19:36.77 
ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 広島経済大 ｷｸﾏ ﾁﾋﾛ 広島学院高

11 圓尾  智(1)  16:33.45 11 酒井  直哉(1)  19:38.08 
ﾏﾙｵ ﾄﾓ 広島経済大 ｻｶｲ ﾅｵﾔ 広島城北高

12 衣山  誠悟(1)  16:50.97 12 竹本  将也(1)  19:44.99 
ｷﾇﾔﾏ ｾｲｺﾞ 広島学院高 ﾀｹﾓﾄ ﾅｻﾔ 広陵高

13 後藤  大志(2)  16:52.63 13 森  翔汰(1)  19:49.98 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｼ 広島工業大 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 広陵高

14 杉原  良祐(2)  16:57.75 14 岩本  稜弥(1)  19:50.94 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 盈進高 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 広島学院高

15 井上  雄太(4)  17:18.25 15 長田  麗生(1)  20:03.15 
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 広島工業大 ﾅｶﾞﾀ ﾚｵ 広島学院高

16 下田  汰知(1)  17:34.11 16 佐場  奎介(1)  20:11.86 
ｼﾓﾀﾞ ﾀｲﾁ 広島なぎさ高 ｻﾊﾞ ｹｲｽｹ 広島学院高

17 佐々木  希歩(2)  17:49.70 17 下鳴  隆之(1)  20:22.49 
ｻｻｷ ﾉｱ 広陵高 ｼﾓﾅﾙ ﾀｶﾕｷ 広陵高

18 有岡  亮(2)  17:53.03 18 谷岡  僚太(2)  21:11.51 
ｱﾘｵｶ ﾘｮｳ 広島工業大 ﾀﾆｵｶ ﾘｮｳﾀ 広陵高
宮本  健太郎(4) 中谷  健人(1)
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 広島経済大 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 広島学院高
河合  勇樹(1) 石綿  一真(1)
ｶﾜｲ ﾕｳｷ 広島経済大 ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾞﾏ 広島学院高
谷澤  泰輝(2) 重森  浩大(1)
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｲｷ 広島経済大 ｼｹﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 広島工業大
一宮  颯斗(2) 藤原  春輝(1)
ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ 広島経済大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｷ 広島城北高
藤野  浩一 日原  駿(1)
ﾌｼﾞﾉ ｺｳｲﾁ ﾔﾝﾎﾞｰSC ﾋﾊﾗ ｼｭﾝ 広島城北高
齋藤  光志(高1)
ｻｲﾄｳ ｺｳｼ 市立中等教育学校 ラップタイム

  1000m    3:31.7   468 佐藤  哲朗
ラップタイム   2000m    7:15.1 71303 西岡  大輝(4)
  1000m    3:01.7 71673 福井  肇(4)   3000m   10:38.3   〃     〃 
  2000m    6:07.1 71683 山中  陽太(3)   4000m   14:13.5   〃     〃 
  3000m    9:18.0   〃     〃 
  4000m   12:34.5   〃     〃 

順

男子

５０００ｍ

決勝

No.

14 71287

17 72344

12 71301

13 71291

10  1657

9 71673

7 71669

6 71679

8 71691

21 71716

19 71299

22   820

18 71300

24  2179

16  1980

23   911

1 71675
欠場

20 71295

71684
欠場

3 71687
欠場

2 71689
欠場

記録／備考順

15   891
欠場

11  1966
欠場

4

20 71302

19 71303

3   828

16  1977

4   826

7   823

1   468

15  1047

9   819

2   829

13  1050

23   860

10   818

12  1376

8   822

6   824

17  2195

14  1049

72116
欠場

11   816
欠場

5   825
欠場

18

22   864
欠場

21   865
欠場

5 71683
氏  名 No. 氏  名所属名 記録／備考 所属名



決勝 10月8日 15:55

広島県記録(PR)                  39.82 広島県                       広島県           2014.10.20  
（野田　悠斗・北村　拓也・松尾　隆雅・山縣　亮太）

[ 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   7 黄金山ＡＣ  1312 今村  壮     44.92  1   3 オリンピアプラス 3911 山内  健生(中3)     45.46 

ｵｳｺﾞﾝｻﾞﾝAC ｲﾏﾑﾗ ｿｳ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ
広  島  1325 松浦  崇史  3885 坂田  陽貴(中3)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ ｻｶﾀ ﾊﾙｷ
 1328 吉田  龍介  3914 松島  史弥(中3)

ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾔ
 1309 横田  健太  3873 石田  亮太(中2)

ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 2   3 広島なぎさ高  1742 津川  晃佑(2)     45.01  2   2 広島城北高   866 宗政  陽大(1)     46.77 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻｺｳ ﾂｶﾞﾜ ｺｳｽｹ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸｺｳ ﾑﾈﾏｻ ﾖｳﾀﾞｲ
 1743 渡川  祐斗(2) 広  島   863 橋本  慈温(1)

ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ
 1741 坂元  友斗(2)   861 坂本  昌大(1)

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
 1744 和太  優(2)   862 西本  淳一郎(1)

ﾜﾀﾞ ﾕｳ ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
 3   4 広陵高  1048 蕪迫  月翔(1)     45.29  3   5 広島なぎさ中  2381 川本  圭悟(3)     47.47 

ｺｳﾘｮｳｺｳ ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻﾁｭｳ ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ
広  島  2194 田中  貴哉(2)  2383 新庄  健(3)

ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ
 2229 藤麻  裕希(2)  2382 下津  祐(3)

ﾌｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｼﾓﾂ ﾕｳ
 1375 下園  悠馬(1)  2389 美藤  幹汰(2)

ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ
 4   8 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ   956 佐々木  駆     46.02  4   1 広島学院中  1100 内藤  康太(3)     47.90 

ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ｻｻｷ ｶｹﾙ ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝﾁｭｳ ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ
  959 岡田  大誠(高3) 広  島  1098 鎌田  雄吾(3)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ
  975 串井  良太郎  1093 樽井  皓哉(3)

ｸｼｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾀﾙｲ ﾋﾛﾔ
  958 建田  勇太  1094 中石  悠貴(3)

ﾀﾃﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾅｶｲｼ ﾕｳｷ
 5   1 大塚中Ｂ  1592 渡辺  悠人(2)     50.05  5   4 矢野中A 12090 石森  倖太(1)     48.21 

ｵｵﾂﾞｶﾁｭｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾔﾉﾁｭｳA ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ
広  島 11601 中村  康太郎(2)  2077 大中  雅智(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ
11606 藤井  祐輔(2)  2074 高島 凜多朗(2)

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
 1593 児島  駿(2)  2075 岩本  晴也(2)

ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ
  2 ＨＲＣ  6   8 安佐中Ａ  1253 鈴川  千春(2)     48.49 

ｴｲﾁｱｰﾙｼｰ 欠場 ｱｻﾁｭｳA ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ
広  島  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
  5 広島工大  7   7 五日市観音Ａ  2141 吉川  颯也翔(3)     48.91 

ﾋﾛｼﾏｺｳﾀﾞｲ 欠場 ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝA ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ
広  島  2154 小林  朋幹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
 2148 川手  悠生(3)

ｶﾜﾃ ﾕｳ
 2142 三分一  達也(3)

ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾀﾂﾔ
  6 大塚中Ａ 11607 由元  孝汰(2)   6 安西中A  1294 石堂  壮真(2)

ｵｵﾂｶﾁｭｳA ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 欠場 ﾔｽﾆｼﾁｭｳA ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 欠場
広  島  1597 西村  優(2)  1299 板倉  慶典(1)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ
 1595 太田  蓮(2)  1286 中佐古  悠太(2)

ｵｵﾀ ﾚﾝ ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ
 1582 中田  大智(3)  1273 沖野  雄俊(3)

ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ

男子

４×１００ｍ

決勝



[ 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 広島なぎさ中Ｂ  2388 西本  陸祐(2)     49.63  1   7 広島城南中Ａ  1230 藤井  竜聖(2)     50.16 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻﾁｭｳB ﾆｼﾓﾄ ﾀｲﾁ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳA ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
広  島  2391 庄司  暁人(1)  1224 宇都宮  良唯(2)

ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ
 2390 村上  諒(2)  1223 植原  悠斗(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ
 2392 古中  睦人(1)  1228 竹広  駿佑(2)

ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ
 2   2 可部中A  1734 高杉  空翔(1)     49.75  2   3 安西中Ｂ  1284 秋山  祐采(2)     51.41 

ｶﾍﾞﾁｭｳA ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ ﾔｽﾆｼﾁｭｳB ｱｷﾔﾏ ﾕｻ
 1732 正門  明虎(2)  1290 香川  建樹(2)

ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ
 1735 廣田  汰也(1)  1281 川口  航生(2)

ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ
 1730 佐野  理生(2)  1297 寺田  真希(2)

ｻﾉ ﾘｵ ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ
 3   6 牛田中Ａ   314 松浦  大起(1)     50.33  3   5 五日市南中 12299 矢﨑  健介(1)     51.73 

ｳｼﾀﾁｭｳA ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ｹﾝｽｹ
  313 吉田  想良(2) 12303 大月  佑真(1)

ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ
  311 河野  晃輝(2) 12312 川野  優(1)

ｺｳﾉ ｺｳｷ ｶﾜﾉ ﾕｳ
  312 中嶋  誉安(2) 12301 源田  陽彩(1)

ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ
 4   8 広島城北中   440 茅野  恭平(1)     50.53  4   6 五日市南中Ｂ 12295 八塚  龍月(2)     53.16 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳ ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐﾁｭｳB ﾊﾁﾂﾞｶ ﾀﾂｷ
広  島   439 黒谷  相太(2) 広  島  2289 本祥    岳(2)

ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ
  438 竹下  莉功(1) 12293 有光  直輝(2)

ﾀｹｼﾀ ﾘｸ ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ
  435 宇賀    新(2)  2279 矢部  翔梧(2)

ｳｶ ｱﾗﾀ ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ
 5   4 大塚中Ｃ 11605 鈴木  輝人(2)     52.66  5   2 広島学院中Ｂ  1108 立石  謙心(1)     53.29 

ｵｵﾂﾞｶﾁｭｳC ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾄ ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝﾁｭｳB ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ｢
広  島 11603 別所  岳(2) 広  島  1109 藤岡  慶伍(1)

ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ
 1598 池田  圭吾(2)  1111 佐藤  功崇(1)

ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ ｻﾄｳ ｺｳｼ
 1576 森  優飛(3)  1112 秦  健一郎(1)

ﾓﾘ ﾕｳﾋ ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ
 6   7 五日市観音Ｂ  2151 杉田  怜央(2)     53.11  6   8 祇園中Ａ  1314 竹内  晴哉(1)     53.51 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝB ｽｷﾞﾀ ﾚｵ ｷﾞｵﾝﾁｭｳA ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ
 2156 小田  幹太(2)  1315 中山  智心(1)

ｵﾀﾞ ｶﾝﾀ ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ
 2145 海部  航汰(3)  1310 井町  優太郎(1)

ｶｲﾍﾞ ｺｳﾀ ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
 2150 昇    晴紀(3)  1312 高林  出琉(1)

ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾙｷ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ
  3 口田中  7   4 大塚中Ｄ 11618 小泉  侑大(1)     55.21 

ｸﾁﾀﾁｭｳ 欠場 ｵｵﾂﾞｶﾁｭｳD ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ
広  島 広  島 11609 濱口  蒼太(1)

ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ
11620 坂本  太樹(1)

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
11619 五弓  琢磨(1)

ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ

男子

４×１００ｍ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 宇品中   679 遊佐  碧依(1)     49.54 

ｳｼﾞﾅﾁｭｳ ﾕｻ ｱｵｲ
  696 大村  元海(2)

ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ
  685 末吉  和樹(2)

ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ
  692 石谷  直也(2)

ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ
 2   7 五日市中  2234 村井  四季(2)     51.08 

ｲﾂｶｲﾁﾁｭｳ ﾑﾗｲ ｼｷ
広  島  2237 尾花    亮(2)

ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ
 2247 河面  柊哉(1)

ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ
 2232 和田  優二(2)

ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
 3   8 東原中  1549 武田  涼雅(2)     52.62 

ﾋｶﾞｼﾊﾗﾁｭｳ 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
 4   2 矢野中Ｂ 12089 中谷  優威(1)     54.13 

ﾔﾉﾁｭｳB ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ
12097 中髙下  達己(1)

ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ
12093 向井  尚太郎(1)

ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ
12099 吉永  圭汰(1)

ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ
 5   5 広島城南中Ｂ 11243 柏原  翔太(1)     54.18 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳB ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 1239 西倉  啓太(1)

ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ
 1234 日高  涼貴(1)

ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ
 1235 光野  遙人(1)

ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ
 6   3 五日市観音Ｃ  2164 迫野  裕一(1)     56.42 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝC ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ
 2165 山田  野葵(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ
 2162 東    陸空(1)

ﾋｶﾞｼ ﾘｸ
 2163 岡本  拓也(1)

ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ
 7   4 盈進中  7393 長谷川  颯海(1)     58.02 

ｴｲｼﾝﾁｭｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ
 7391 平賀  靖人(3)

ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾄ
 7394 槇尾  侑也(1)

ﾏｷｵ ﾕｳﾔ
 7392 嘉納  結人(1)

ｶﾉｳ ｹｲﾄ

男子

４×１００ｍ



決勝 10月8日 13:00

広島県記録(PR)                   2.23 富山　拓也                   鶴学園クラブ     2012/9/9    
勝坂　伸                     明治大           1993/05/23  
向井　裕介                   中京大           2004/04/03  
富山　拓矢                   福岡大           2007/07/21  

1m68 1m71 1m74 1m77 1m80 1m83 1m86 1m89 1m92 1m95
1m98

岩本  英憲(3) - - - - - - - - - -  1.95
ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 徳山高専 - - - - o - o o xxo xxo

xxx
隈井  智也(1) - - - - - - - - - -  1.89
ｸﾏｲ ﾄﾓﾔ 広島工業大 - - - - o xo o o xxx

松本  奏一郎(2) - - - - - - - - - -  1.83
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 広島大 - - - - o o xxx

大田  耕平 - - - - - - - - - -  1.80
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ - o - o o xxx

佐々木  綱 - - - - - - - - o o  1.71
ｻｻｷ ﾂﾅ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ - o - xxx

半田  浩基 - - - - - - xo xo xxo xxx  1.60
ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ

山中  隆史 - - - - o o xo o xxx  1.55
ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 基町AC

大村  元海(2) - - - o xo o xxo xxx  1.50
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中

藤井  竜聖(2) - - o xo o o xxx  1.45
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 広島城南中

山田  野葵(1) - o xo o xxx  1.35
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中

上土井  颯(1) o xo o o xxx  1.35
ｶﾐﾄﾞｲ ﾊﾔﾃ 古田中

古谷  卓磨(1) o xo o xxo xxx  1.35
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中

源田  陽彩(1) o o xo xxx  1.30
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ 五日市南中

長﨑  一慶(1) o xxo xo xxx  1.30
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中

中髙下  達己(1) xo o xxx  1.25
ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中

日高  涼貴(1) xo o xxx  1.25
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中

杉田  空軌(1) xo xxo xxx  1.25
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 口田中

東    陸空(1) xo xxx  1.20
ﾋｶﾞｼ ﾘｸ 五日市観音中

江藤  龍騎(1) xxx 記録なし
ｴﾄｳ ﾘｭｳｷ 口田中

德川  圭佑(1) xxx 記録なし
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中

髙濱  蒼太(2) - - xxx 記録なし
ﾀｶﾊﾏ ｿｳﾀ 宇品中

山戸  勝道 - - - - - - - - - xxx 記録なし
ﾔﾏﾄ ﾏｻﾐﾁ 広島SRPC
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決勝 10月8日 10:30

広島県記録(PR)                   5.42 山本　智貴                   日本体育大       2015.5.17   

2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m15 3m60 3m70 3m80
4m00 4m10 4m20 4m40

田村  圭佑(2) - - - - - - - - - -  4.20
ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 広島大 - - - - - - - - - -

- - xxo xxx
陶山  帆昴(4) - - - - - - - - - -  4.10
ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 広島経済大 - - - - - - - - o o

o xo xxx
佐々木  崇之(2) - - - - - - - - - -  3.60
ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 広島経済大 - - - - - - - xo - xxx

植原  悠斗(2) - - - - - - - - - -  3.10
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中 - - o xo xo xo xxx

藤原  幸矢(2) xo o o xxo xo o o o xo o  2.50
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷﾔ 広島城南中 xxx

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録
2m10 2m15

備考
2m00 2m05 2m20 2m25 2m30 2m35 2m40 2m50

1 5 71166

2 4 71698

5 1  1227

3 3 71720

4 2  1223



決勝 10月8日 10:00

広島県記録(PR)                   7.98 吉本　敏寿                   山陽高教         1980/04/29  

 ３回の
 最高記録

園田　拓海   6.68   6.72    x    6.72    6.72 
ｿﾉﾀﾞﾀ ﾀｸﾐ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ   +0.6   +0.8    +0.8    +0.8
倉田  匠(3)    x   6.63   5.53    6.63    6.63 
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広島経済大   +1.1   +1.1    +1.1    +1.1
藤本  直杜(3)   6.34   6.39   6.24    6.39    6.39 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広島経済大    0.0   +1.3   +0.7    +1.3    +1.3
岡田  大誠(高3)    x    x   6.35    6.35    6.35 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ   +1.9    +1.9    +1.9
三浦  碧葉   5.61   5.77   6.10    6.10    6.10 
ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ HRC   +1.6   +0.4   +0.5    +0.5    +0.5
坂元  友斗(2)   6.08   5.93   6.01    6.08    6.08 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 広島なぎさ高   -0.3   +0.4   +1.3    -0.3    -0.3
山崎  創矢(高2)   5.87   5.74   6.07    6.07    6.07 
ﾔﾏｻｷ ｿｳﾔ 市立中等教育学校   0.0   +1.8   +1.6    +1.6    +1.6
西本  淳一郎(1)    x   5.67   5.90    5.90    5.90 
ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 広島城北高   +0.3   +1.2    +1.2    +1.2
佐竹  良樹(4)   5.80   5.80   5.76    5.80    5.80 
ｻﾀｹ ﾖｼｷ 広島経済大   +0.3   +0.7   +1.0    +0.3    +0.3
隈井  智也(1)   5.74   5.59   5.78    5.78    5.78 
ｸﾏｲ ﾄﾓﾔ 広島工業大   +1.1   +2.5   +1.9    +1.9    +1.9
松岡  巧   5.72   5.72   5.70    5.72    5.72 
ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協   +1.1   +2.4   +1.9    +1.1    +1.1
松島  史弥(中3)   5.71    x    x    5.71    5.71 
ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐﾔ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ   +0.7    +0.7    +0.7
中村  周聖(1)   5.59   5.63   5.69    5.69    5.69 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｾｲ 広島大   +2.6   +0.5   +0.7    +0.7    +0.7
下園  悠馬(1)   5.69   5.50   5.41    5.69    5.69 
ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 広陵高   +2.8   +0.7   +0.7    +2.8    +2.8
小池    玲(3)   4.73   5.58   5.22    5.58    5.58 
ｺｲｹ ﾚｲ 広島中等教育中   +3.8   +2.7   +1.1    +2.7    +2.7
津川  晃佑(2)   5.47   5.33   5.56    5.56    5.56 
ﾂｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 広島なぎさ高    0.0   +1.9   +2.0    +2.0    +2.0
西本  亮太(2)   5.54   5.55   5.49    5.55    5.55 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広陵高   +2.4   +1.0   +2.1    +1.0    +1.0
太田  蓮(2)    x   5.51    x    5.51    5.51 
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中   +1.1    +1.1    +1.1
山崎  永遠(3)    x   5.24    x    5.24    5.24 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ 祇園中   +0.6    +0.6    +0.6
今岡  陽稀(2)   5.07   4.48   4.83    5.07    5.07 
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中   -0.4   +0.6   +1.3    -0.4    -0.4
尾花    亮(2)   4.98    -   4.94    4.98    4.98 
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 五日市中   -0.3   +0.9    -0.3    -0.3
大月  佑真(1)   4.93    -   4.62    4.93    4.93 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中   +1.1   +1.1    +1.1    +1.1
小林  瑞生(中3)   4.83    x   4.86    4.86    4.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ   +2.4   +1.7    +1.7    +1.7
下津  祐(3)    x    -   4.82    4.82    4.82 
ｼﾓﾂ ﾕｳ 広島なぎさ中   +0.1    +0.1    +0.1
藤井  謙伸(2)   4.68   4.78   4.58    4.78    4.78 
ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾝ 宇品中   +0.1   +1.3   +0.5    +1.3    +1.3
古中  睦人(1)   4.71   4.43   3.91    4.71    4.71 
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中   +1.0   +0.4   +0.1    +1.0    +1.0
茅野  恭平(1)   4.62   4.61   4.66    4.66    4.66 
ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中   +0.2   -0.3   +2.1    +2.1    +2.1
甲斐  文也(1)   4.59   3.78   4.47    4.59    4.59 
ｶｲ ﾌﾐﾔ 宇品中   +1.5   +0.8   +1.7    +1.5    +1.5
谷口    輝(1)    x    -   4.59    4.59    4.59 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 宇品中   -0.3    -0.3    -0.3
遊佐  碧依(1)   4.40   4.55   4.38    4.55    4.55 
ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中   +2.1   +0.8   +1.3    +0.8    +0.8
守友  空青(1)   4.55   4.23   4.28    4.55    4.55 
ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中   +0.2   +2.2   +1.2    +0.2    +0.2
甲斐  大幹(2)   4.53    x   4.26    4.53    4.53 
ｶｲ ﾋﾛｷ 宇品中   +0.2   +2.3    +0.2    +0.2
迫野  裕一(1)   4.25   3.56   3.59    4.25    4.25 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中   +0.1   -0.3   +0.8    +0.1    +0.1
渡子  泰成(2)   4.07   3.89   4.11    4.11    4.11 
ﾄﾉｺ ﾀｲｾｲ 広島なぎさ中   -0.8   +0.4   +2.1    +2.1    +2.1
松原  壮優(2)   4.09   2.33    x    4.09    4.09 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 広島中等教育中   +1.6   +2.0    +1.6    +1.6
平  大輝(1)   4.06    x   4.04    4.06    4.06 
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中   +0.9   +1.2    +0.9    +0.9

35 42  1936

36 47  1559

33 35  2164

34 53  2387

31 52  1920

32 50   686

29 32   675

30 4   679

27 54   440

28 44   683

25 51   690

26 40  2392

23 49  3918

24 6  2382

21 5  2237

22 2 12303

19 13  1302

20 55  1250

17 14  1976

18 12  1595

15 8  1931

16 21  1742

13 15 72145

14 9  1375

11 16  3501

12 18  3914

9 20 71697

10 19 72119

7 22  1653

8 10   862

5 17   837

6 23  1741

3 25 71714

4 26   959

備考

1 56  3929

2 27 71707

-1- -5--2- -3- -6- 記録-4-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子

走幅跳



 ３回の
 最高記録

左貫    樹(1)    x   4.05   3.98    4.05    4.05 
ｻﾇｷ ｲﾂｷ 五日市南中    0.0   +2.1     0.0     0.0
今口健太郎(2)   4.05   3.90    x    4.05    4.05 
ｲﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 口田中   +0.7    0.0    +0.7    +0.7
安達  梨登(2)   3.76   4.05    x    4.05    4.05 
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾄ 宇品中   +1.9   +1.4    +1.4    +1.4
井町  優太郎(1)    x    -   4.05    4.05    4.05 
ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中   -0.4    -0.4    -0.4
竹内  晴哉(1)    x    -   4.05    4.05    4.05 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ 祇園中   +1.1    +1.1    +1.1
石森  倖太(1)   3.78   3.80    x    3.80    3.80 
ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中   +1.9   +0.2    +0.2    +0.2
岡本  拓也(1)    x    x   3.76    3.76    3.76 
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 五日市観音中   +4.5    +4.5    +4.5
西本  陸祐(2)    x   3.71    x    3.71    3.71 
ﾆｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 広島なぎさ中   +3.2    +3.2    +3.2
中山  智心(1)   3.40   3.49   3.63    3.63    3.63 
ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中   +1.3    0.0   +1.0    +1.0    +1.0
深見    駿(1)   2.63   3.62   3.45    3.62    3.62 
ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中   +2.5   +0.5   +0.4    +0.5    +0.5
平岡    塁(1)   3.36   3.58   3.42    3.58    3.58 
ﾋﾗｵｶ ﾙｲ 口田中   +1.6   +1.4   +0.6    +1.4    +1.4
伊達  有恒(1)   3.57    -   3.54    3.57    3.57 
ﾀﾞﾃ ｱｺｳ 広島城北中   +0.8   -1.2    +0.8    +0.8
中村  風詠(1)    x   3.50    x    3.50    3.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中   +1.5    +1.5    +1.5
津島  優太(1)    x   2.45   2.75    2.75    2.75 
ﾂｼﾏ ﾕｳﾀ 五日市観音中   +0.1   +1.1    +1.1    +1.1
川本  圭悟(3)    x    x    x 記録なし
ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島なぎさ中
工藤  星来(3)    x    x    x 記録なし
ｸﾄﾞｳ ｾﾗ 祇園中
坂田  陽貴(中3)    x    x    x 記録なし
ｻｶﾀ ﾊﾙｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
沢本  保海 欠場
ｻﾜﾓﾄ ﾔｽﾐ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
藤永  琉偉(2) 欠場
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾙｲ 国泰寺中
淺原  翔世(1) 欠場
ｱｻﾊﾗ ｼｮｳｾｲ 宇品中

30    87

31   682

24  3885

3   957

7  2381

11  1301

49 48  1238

50 37  2160

47 39  1913

48 45   455

45 38  1315

46 29  1902

43 36  2163

44 41  2388

40 33  1314

42 34 12090

39 43   688

40 46  1310

備考

37 28 12305

38 1  1928

-5--2- -3- -6- 記録-4-

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月8日 13:00

県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/ 8  

 ３回の
 最高記録

中村  一達(3)
ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾀﾂ 安佐中
山本  広樹(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 国泰寺中
難波    或(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
川野  優(1)
ｶﾜﾉ ﾕｳ 五日市南中
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
古川  善基(2)
ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｷ 翠町中
幡司  晃大(1)
ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 宇品中
石谷  直也(2)
ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ 宇品中
藤田  剣正(1)
ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 宇品中
宮園  悠大(1)
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 矢野中
古森  巧望(1)
ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 口田中
中村  虎鉄(1)
ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 宇品中
村尾  里空(1)
ﾑﾗｵ ﾘｸ 広島城北中
板東  遼己(1)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 宇品中
足立  一紗(1) 欠場
ｱﾀﾞﾁ ｲｯｻ 矢野中
末吉  和樹(2) 欠場
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中

決勝 10月8日 13:00

県高校記録(KR)                  15.71 西田　直樹                   安芸高校         2008.7.29   

 ３回の
 最高記録

中川  由章(高2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 市立中等教育学校

9   685

   4.88   4.88 

2 12080

15 4   678
  4.29    x   4.88

  4.92    4.92   4.92 

   5.17   5.17 

14 8   443
  4.66   4.84

13 7   672
  5.17   4.75   4.83

  4.98    5.17   5.17 

   5.67   5.67 

12 11  1918
  5.17    x

11 3 12083
  5.60   5.24   5.67

  5.92    6.12   6.12 

   6.71   6.71 

10 5   676
  6.12    x

9 10   692
  6.71   6.61    x

  6.25    6.96   6.96 

   7.18   7.18 

8 6   674
  6.96   5.40

7 12   585
  7.18    x   6.70

  6.78    7.35   7.35 

   7.36   7.36 

6 13  1921
  7.35   7.34

5 14 12297
  6.80   7.36   7.00

  7.90    7.90   7.90 

   8.81   8.81 

4 15 12312
  7.38   7.15

3 1  1021
  8.26   8.81   8.38

  9.62    9.62   9.62 

  14.00  14.00 

2 16    73
  9.24   9.16

1 17  1246
 14.00  13.81    x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  9.79   9.79   9.55   9.26    9.79

高校男子

備考

1 1  1651

-6- 記録-4- -5--2- -3-

砲丸投

決勝

所属名 -1-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技


