
男子4X100mR
4月20日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 広島経大Ａ 1287 倉田  匠(4) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 41.62 1 6 広島文化学園大 9109 平田　爽真(1) ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 43.66

1297 庄司　泰志(3) ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ 71370 日隅　健太郎(2) ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ

1305 山崎　開斗(2) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 9110 元木　航平(1) ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ

1302 正路　悠(2) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 71372 寺西　洸介(2) ﾃﾗﾆｼ ｺｳｽｹ

2 4 崇徳高 833 岡田　寛人(2) ｵｶだ ﾋﾛﾄ 42.34 2 7 県立広島高Ａ 1922 井上　大輔(3) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 43.86

1688 佐々木　克弥(3) ｻｻｷ ｶﾂﾔ 1927 三好　悠貴(3) ﾐﾖｼ ﾕｳｷ

834 齋藤　聖(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 1083 中脇　志祐(2) ﾅｶﾜｷ ｼｭｳ

832 後藤　達樹(2) ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 9039 高橋　昂生(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

3 7 皆実高Ａ 917 八木　優気(2) ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 42.46 3 4 広島国際学院高 1676 山田　瞬也(3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 44.05

1636 村上　登真(3) ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ 9096 山中　瑞己(1) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

912 北野　裕太(2) ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ 1675 西川　正真(3) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

1632 笹木　優汰(3) ｻｻｷ ﾕｳﾀ 1673 栗林　隼正(3) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ

4 5 広島経大Ｃ 1291 藤本  直杜(4) ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅｵﾄ 42.96 4 8 舟入高 9150 占部　貴輝(1) ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 44.23

1293 山﨑　光(4) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 1763 松中　馨大(3) ﾏﾂﾅｶ ｹｲﾀ

1289 中畑　智博(4) ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 1065 伊木　颯志朗(2) ｲｷ ｿｳｼﾛｳ

1286 岸本　宗(4) ｷｼﾓﾄ ｿｳ 1064 木川　孝俊(2) ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ

5 8 西条農高Ａ 9169 檀上　翔多朗(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 43.32 5 3 皆実高Ｂ 918 岩本　賢吉(2) ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 44.37

955 山口　純平(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 920 山田　康太郎(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1709 奥本　正幸(3) ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 1639 山本　義晃(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1706 池上　祐太郎(3) ｲｹｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 23 岡村　元太(1) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ

6 1 祇園北高Ａ 1024 福庭　涼平(2) ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 44.24 6 2 西条農高Ｂ 1705 澤田　大樹(3) ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ 44.72

2065 山根　幸輝(3) ﾔﾏﾈ ｺｳｷ 947 中村　慧(2) ﾅｶﾑﾗ ｹｲ

2064 奥　芳樹(3) ｵｸ ﾖｼｷ 953 竹内　蒼竜(2) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ

2185 五島　幸輝(3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 9171 名越　拓馬(1) ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ

2 広島修道大Ａ DNS 7 1 修道高Ａ 1643 田村　駿和(3) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 44.73

1641 沖井　智哉(3) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ

72 末盛　巧(1) ｽｴﾓﾘ ﾀｸ

1642 北村　健人(3) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ

6 広島経大Ｂ DNS 5 広島工業大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 宮島工高 908 上本　和輝(2) ｳｴﾓﾄ ｶｽﾞｷ 44.68 1 6 基町高 2131 宮脇　智也(3) ﾐﾔﾜｷ ﾄﾓﾔ 45.23

1985 髙　和宏(3) ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ 2127 大田　優希(2) ｵｵﾀ ﾕｳｷ

1986 水田　大登(3) ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾄ 1990 竹本　祐貴(3) ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ

9028 岡田　翼(1) ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 1989 高橋　遼平(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ

2 3 広島なぎさ高 1742 津川　晃佑(3) ﾂｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 45.03 2 4 府中高 1305 越田　駿大(2) ｺｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 45.53

1743 渡川　祐人(3) ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 2079 村上　大晴(3) ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ

1741 坂元　友斗(3) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 1761 佐藤　利久(3) ｻﾄｳ ﾘｸ

910 原田 達也(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1302 門田　大心(2) ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾀｲｼﾝ

3 4 広陵高 1048 蕪迫　月翔(2) ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 45.52 3 5 美鈴が丘高 1136 岸　亮太(2) ｷｼ ﾘｮｳﾀ 45.62

2194 田中　貴哉(3) ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 1896 満足　健太(3) ﾏﾝｿﾞｸ ｹﾝﾀ

1975 曽根　愉開(3) ｿﾈ ﾕｶｲ 1665 山口　郁真(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾏ

2229 藤麻　裕希(3) ﾌｼﾞﾏ ﾕｳｷ 1137 鳥谷　亮太(2) ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ

4 1 沼田高Ａ 1826 廣川　憂伍(3) ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｺﾞ 45.54 4 7 高陽東高 1664 三浦　遼(3) ﾐｳﾗ ﾚﾝ 45.70

1828 平村　幸哉(3) ﾋﾗﾑﾗ ﾕｷﾔ 9119 逸見　勇斗(1) ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ

1074 金清　敦至(2) ｶﾈｷﾖ ｱﾂｼ 1663 秀浦　航(3) ﾋﾃﾞｳﾗ ﾜﾀﾙ

1823 山本　魁聖(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 1662 恵美　凜太郎(3) ｴﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ

5 8 県立広島高Ｂ 9040 半田　大貴(1) ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 45.84 5 3 安芸府中高 1999 土取　海斗(3) ﾂﾁﾄﾘ ｶｲﾄ 46.68

1085 徳永　颯太(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳﾀ 1996 早田　海斗(3) ﾊﾔﾀ ｶｲﾄ

9042 藤井　廉(1) ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 2223 荒田　翔(3) ｱﾗﾀ ｼｮｳ

1923 藤本　瑞巳(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 1266 神田　拓海(2) ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 6 祇園北高Ｂ 1339 因　尊叶(2) ｲﾝ ﾐｺﾄ 46.52 6 1 修道高Ｂ 73 花原　悠太(1) ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 46.84

886 篠崎　巧(2) ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 857 森内　翔太(2) ﾓﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ

1255 橋本　裕夢(2) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾑ 853 難波　穣(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｮｳ

887 紙田　晴吉(2) ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ 1449 梶本　大輔(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

5 福山誠之館高 1830 海地　翔斗(3) ｶｲﾁ ｼｮｳﾄ DQ,R3 2 広島国泰寺高 DNS

2028 斎藤　僚大(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

1831 赤繁　奏多(3) ｱｶｼｹﾞ ｶﾅﾀ

9187 竹内　鴻(1) ﾀｹｳﾁ ｺｳ

2 山陽高 DNS 8 安芸高 DNS

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組



5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 大塚中 1590 清水　友斗(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 45.43 1 3 広島中等教育 1653 山﨑　創矢(3) ﾔﾏｻｷ ｿｳﾔ 45.99

1597 西村　優(3) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 9104 三原　千昌(1) ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ

1595 太田　蓮(3) ｵｵﾀ ﾚﾝ 1652 矢田　諒太郎(3) ﾔﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ

11607 由元　孝汰(3) ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ 1649 佐藤　竜太(3) ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ

2 1 安芸南高 1961 児玉　篤志(3) ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 45.53 2 4 三次高 976 山口　誠人(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 46.68

1963 高橋　ブランドン(3) ﾀｶﾊｼ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ 2105 丸原　大輔(3) ﾏﾙﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1371 深井　翔太郎(2) ﾌｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 2132 中崎　智矢(3) ﾅｶｻﾞｷ ﾄﾓﾔ

871 櫻井　真奈斗(2) ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 2106 平本　健一郎(3) ﾋﾗﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ

3 5 沼田高Ｂ 2259 佐々木　拓生(3) ｻｻｷ ﾀｸﾐ 45.75 3 5 観音高Ａ 1087 土居　一響(2) ﾄﾞｲ ｲﾂｷ 46.69

1073 池田　周哉(2) ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾔ 2089 竹本　陸(3) ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ

1076 重田　陸(2) ｼｹﾞﾀ ﾘｸ 1088 卜部　彰斗(2) ｳﾗﾍﾞ ｷﾄ

1827 佐藤　友多(3) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 1067 伊東　佑剛(2) ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞｳ

4 8 市立広島工高 968 西村　泰司(2) ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｼﾞ 46.62 4 7 高陽高 1040 小櫻　元暉(2) ｺｻﾞｸﾗ ｹﾞﾝｷ 48.25

937 村上　蒼輝(2) ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 1167 岩田　朋樹(2) ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ

969 小田　和輝(2) ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1852 小原　怜真(3) ｺﾊﾗ ﾘｮｳﾏ

970 佐義　稔基(2) ｻｷﾞ ﾄｼｷ 1854 梅中　佑(3) ｳﾒﾅｶ ﾕｳ

5 3 広島修道大Ｂ 71450 神野　竜(2) ｼﾞﾝﾉ ﾘｭｳ 47.12 5 1 海田高 2188 酒井　裕基(3) ｻｶｲ ﾋﾛｷ 48.96

71451 鈴木　真人(2) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 1283 大畠　瑠生(2) ｵｵﾊﾀ ﾙｲ

71438 神鳥　怜央(3) ｶﾐﾄﾘ ﾚｵ 1281 河田　陸也(2) ｶﾜﾀ ﾘｸﾔ

71432 橋本　利哉(4) ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 1971 松下　涼(3) ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ

2 五日市高 1122 菅　虎太郎(2) ｽｶﾞ ｺﾀﾛｳ DQ,R2 6 2 観音高Ｂ 1091 片山　飛光(2) ｶﾀﾔﾏ ﾋｻﾐﾂ 50.70

1121 川本　雅敬(2) ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 1397 川島　唯暉(2) ｶﾜｼﾏ ﾕｲｷ

1124 浅沼　璃玖斗(2) ｱｻﾇﾏ ﾘｸﾄ 1090 住田　康祐(2) ｽﾐﾀﾞ ｺｳｽｹ

1120 奥山　聡士(2) ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 2088 楢崎　光平(3) ﾅﾗｻｷ ｺｳﾍｲ

6 黄金山ＡＣ DNS 8 修道中 9144 河野　遥希(3) ｺｳﾉ ﾊﾙｷ DQ,R3

9143 岡村　拓海(3) ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

9141 鵜川　巧巳(3) ｳｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

9147 吉田　春紀(3) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

7 庄原実業高 DNS 6 白岳中 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 41.62

2 42.34

3 42.46

4 42.96

5 43.32

6 43.66

7 43.86

8 44.05

男子4X400mR
4月21日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 広島経大Ａ 1295 上田　瑞貴(3) ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 3:22.35 1 4 広島修道大Ａ 71457 横田　司(2) ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 3:21.47

1301 貞安　航平(2) ｻﾀﾞﾔｽ ｺｳﾍｲ 71454 濵﨑　智哉(2) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ
1302 正路　悠(2) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 71444 渡邉　航大(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
1297 庄司　泰志(3) ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ 71431 佐々木　太夢(4) ｻｻｷ ﾋﾛﾑ

2 2 山口大 71469 三輪　大貴(4) ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 3:22.66 2 3 広島国際学院高 1675 西川　正真(3) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 3:25.57

71472 五島　和徳(3) ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 9088 西川　正飛(1) ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ
71464 金子　悠(4) ｶﾈｺ ﾕｳ 1269 髙原　輝(2) ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ
71481 尾﨑　光太郎(2) ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 1676 山田　瞬也(3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

3 6 広島経大Ｄ 1305 山崎　開斗(2) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 3:22.78 3 2 祇園北高A 886 篠崎　巧(2) ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 3:29.14

1294 上田　格(3) ｳｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 2065 山根　幸輝(3) ﾔﾏﾈ ｺｳｷ
1392 三倉  巨幹(4) ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 2064 奥　芳樹(3) ｵｸ ﾖｼｷ
9069 川中　慶喜(1) ｶﾜﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 2185 五島　幸輝(3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ

4 7 西条農高 953 竹内　蒼竜(2) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 3:24.59 4 7 県立広島高Ａ 9039 高橋　昂生(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 3:29.77

955 山口　純平(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1085 徳永　颯太(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳﾀ
9171 名越　拓馬(1) ﾅｺﾞｼ ﾀｸﾏ 1922 井上　大輔(3) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ
1709 奥本　正幸(3) ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 1927 三好　悠貴(3) ﾐﾖｼ ﾕｳｷ

5 8 広島井口高 902 花山 颯汰(2) ﾊﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 3:25.34 5 8 近大東広島高 1659 唐内　由季斗(3) ﾄｳﾅｲ ﾕｷﾄ 3:31.91

980 佐伯　柊斗(2) ｻｲｷ ｼｭｳﾄ 1658 景山　碧人(3) ｶｹﾞﾔﾏ ｱｵﾄ
901 佐藤　久遠(2) ｻﾄｳ ｸｵﾝ 809 高地　太陽(2) ｺｳﾁ ﾀｲﾖｳ

2006 二川　功佑(3) ﾆｶﾜ ｺｳｽｹ 808 白石　玲雄(2) ｼﾗｲｼ ﾚｵ
6 5 広島経大Ｃ 1300 岩本　康平(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 3:26.28 5 広島皆実高 DNS

1287 倉田  匠(4) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ
1285 出原　裕矢(4) ｲﾃﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ
1299 引野　隆輔(3) ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ

7 1 舟入高Ａ 9150 占部　貴輝(1) ｳﾗﾍﾞ ﾖｼｷ 3:30.89 6 広島文化学園大 DNS
1063 本田　丈流(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ

平田　爽真(1) / 日隅　健太郎(2) / 元木　航平(1) / 寺西　洸介(2)

広島経大Ａ 倉田  匠(4) / 庄司　泰志(3) / 山崎　開斗(2) / 正路　悠(2)

崇徳高 岡田　寛人(2) / 佐々木　克弥(3) / 齋藤　聖(2) / 後藤　達樹(2)

皆実高Ａ 八木　優気(2) / 村上　登真(3) / 北野　裕太(2) / 笹木　優汰(3)

県立広島高Ａ 井上　大輔(3) / 三好　悠貴(3) / 中脇　志祐(2) / 高橋　昂生(1)

広島国際学院高 山田　瞬也(3) / 山中　瑞己(1) / 西川　正真(3) / 栗林　隼正(3)

広島経大Ｃ 藤本  直杜(4) / 山﨑　光(4) / 中畑　智博(4) / 岸本　宗(4)

西条農高Ａ 檀上　翔多朗(1) / 山口　純平(2) / 奥本　正幸(3) / 池上　祐太郎(3)

広島文化学園大



1064 木川　孝俊(2) ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ
1763 松中　馨大(3) ﾏﾂﾅｶ ｹｲﾀ

8 3 広島経大Ｂ 1298 神野　順平(3) ｼﾞﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3:33.71

1289 中畑　智博(4) ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ
9074 手嶋　大樹(1) ﾃｼﾏ ﾀｲｷ
1291 藤本  直杜(4) ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅｵﾄ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 広工大高Ａ 1903 井筒　翔真(3) ｲﾂﾞﾂ ｼｮｳﾏ 3:31.04 1 3 福山誠之館高 2028 斎藤　僚大(3) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 3:36.30

984 杉原　哲平(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 1831 赤繁　奏多(3) ｱｶｼｹﾞ ｶﾅﾀ
985 檀上　敬彦(2) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ 1165 村上　太陽(2) ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾖｳ

1905 鍛冶元　結(3) ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 1863 折見　幸洋(3) ｵﾘﾐ ﾕｷﾋﾛ
2 2 広島学院高 826 樋口　貴輝(2) ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ 3:34.42 2 6 舟入高Ｂ 1065 伊木　颯志朗(2) ｲｷ ｿｳｼﾛｳ 3:37.84

817 岩本　翔太(2) ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 1333 林　みこと(2) ﾊﾔｼ ﾐｺﾄ
1656 大森　皓平(3) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾍｲ 2092 森田　諒一(3) ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｲﾁ
831 山﨑　滉大(2) ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 1919 眞邊　祐生(3) ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

3 5 崇徳高 1687 芦原　義人(3) ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾄ 3:35.37 3 2 広工大高Ｂ 987 山本　航矢(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 3:38.43

1689 新川　尚也(3) ｼﾝｶﾜ ﾅｵﾔ 9054 亀井　颯太(1) ｶﾒｲ ｿｳﾀ
9157 山内　健生(1) ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 1390 山本　将(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ
9154 植田　光紀(1) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 1389 澤田　侑和(2) ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 6 修道高Ａ 1643 田村　駿和(3) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 3:36.29 4 7 安古市高Ｂ 2082 堀　晴登(3) ﾎﾘ ﾊﾙﾄ 3:39.29

1641 沖井　智哉(3) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ 1291 田尾　大翔(2) ﾀｵ ﾋﾛﾄ
857 森内　翔太(2) ﾓﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 1694 上村　晴人(3) ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾋﾄ

1642 北村　健人(3) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 1857 石田　輝(3) ｲｼﾀﾞ ｱｷﾗ
5 7 高陽東高 1663 秀浦　航(3) ﾋﾃﾞｳﾗ ﾜﾀﾙ 3:41.98 5 8 五日市高 1124 浅沼　璃玖斗(2) ｱｻﾇﾏ ﾘｸﾄ 3:40.70

1821 村上　聖虎(3) ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾄﾗ 1120 奥山　聡士(2) ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ
1664 三浦　遼(3) ﾐｳﾗ ﾚﾝ 1122 菅　虎太郎(2) ｽｶﾞ ｺﾀﾛｳ
1662 恵美　凜太郎(3) ｴﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ 1127 窪田　眞海(2) ｸﾎﾞﾀ ﾏﾋﾛ

6 4 県立広島高Ｂ 9040 半田　大貴(1) ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 3:47.32 4 宮島工高 DNS
1083 中脇　志祐(2) ﾅｶﾜｷ ｼｭｳ
9037 岡田　泰成(1) ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ
9042 藤井　廉(1) ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ

8 安古市高Ａ DNS 5 広島なぎさ高 DNS

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 美鈴が丘高 1138 高窪　心登(2) ﾀｶｸﾎﾞ ｼﾝﾄ 3:39.26 1 3 市立沼田高 1828 平村　幸哉(3) ﾋﾗﾑﾗ ﾕｷﾔ 3:41.83

1896 満足　健太(3) ﾏﾝｿﾞｸ ｹﾝﾀ 1074 金清　敦至(2) ｶﾈｷﾖ ｱﾂｼ
1665 山口　郁真(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾏ 9131 上村　大輝(1) ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
1137 鳥谷　亮太(2) ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 1827 佐藤　友多(3) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

2 5 祇園北高Ｂ 887 紙田　晴吉(2) ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ 3:41.26 2 5 広島国泰寺高 2098 大畑　遼人(3) ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳﾄ 3:46.20

2062 柴沼　優太(3) ｼﾊﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ 2249 早瀨　風人(3) ﾊﾔｾ ｶｻﾞﾄ
1023 本光　健裕(2) ﾓﾄﾐﾂ ｹﾝｽｹ 1307 奥田  祐輝(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ
9023 磯兼　春摩(2) ｲｿｶﾈ ﾊﾙﾏ 1404 栃谷　修吾(2) ﾄﾁﾀﾆ ｼｭｳｺﾞ

3 4 広島修道大Ｂ 71432 橋本　利哉(4) ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 3:41.93 3 4 広島観音高 2089 竹本　陸(3) ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ 3:47.98

71448 岸本　琢磨(2) ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 1087 土居　一響(2) ﾄﾞｲ ｲﾂｷ
71440 児玉　優生(3) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 1088 卜部　彰斗(2) ｳﾗﾍﾞ ｷﾄ
71446 岩崎　恵太(2) ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 1067 伊東　佑剛(2) ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞｳ

4 6 修道高Ｂ 856 満田　侑志(2) ﾐﾂﾀ ﾕｳｼ 3:43.29 4 8 安芸府中高 1996 早田　海斗(3) ﾊﾔﾀ ｶｲﾄ 3:49.34

1449 梶本　大輔(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 1266 神田　拓海(2) ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ
73 花原　悠太(1) ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 1999 土取　海斗(3) ﾂﾁﾄﾘ ｶｲﾄ
74 柳田　悠喜(1) ﾔﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 2223 荒田　翔(3) ｱﾗﾀ ｼｮｳ

5 3 市立広島工高 970 佐義　稔基(2) ｻｷﾞ ﾄｼｷ 3:45.34 2 安芸南高 DNS
937 村上　蒼輝(2) ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ

1314 金嶋　角栄(2) ｶﾈｼﾏ ｶｸｴｲ
968 西村　泰司(2) ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｼﾞ

6 7 高陽高 1167 岩田　朋樹(2) ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 3:47.67 6 修道中 DNS
1381 鮫島　直翔(2) ｻﾒｼﾞﾏ ﾅｵﾄ
1852 小原　怜真(3) ｺﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
1040 小櫻　元暉(2) ｺｻﾞｸﾗ ｹﾞﾝｷ

8 修道高Ｃ DNS 7 広大附属高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 3:21.47

2 3:22.35

3 3:22.66

4 3:22.78

5 3:24.59

6 3:25.34

7 3:25.57

8 3:26.28

女子4X100mR
4月20日 11:30 決　勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

広島修道大Ａ 横田　司(2) / 濵﨑　智哉(2) / 渡邉　航大(3) / 佐々木　太夢(4)

広島経大Ａ 上田　瑞貴(3) / 貞安　航平(2) / 正路　悠(2) / 庄司　泰志(3)

山口大

花山 颯汰(2) / 佐伯　柊斗(2) / 佐藤　久遠(2) / 二川　功佑(3)

広島国際学院高 西川　正真(3) / 西川　正飛(1) / 髙原　輝(2) / 山田　瞬也(3)

広島経大Ｃ 岩本　康平(2) / 倉田  匠(4) / 出原　裕矢(4) / 引野　隆輔(3)

三輪　大貴(4) / 五島　和徳(3) / 金子　悠(4) / 尾﨑　光太郎(2)

広島経大Ｄ 山崎　開斗(2) / 上田　格(3) / 三倉  巨幹(4) / 川中　慶喜(1)

西条農高 竹内　蒼竜(2) / 山口　純平(2) / 名越　拓馬(1) / 奥本　正幸(3)

広島井口高



1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 皆実髙A 570 橋本　真宙(2) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 49.36 1 7 県立広島高 1202 藤井　音羽(3) ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ 50.88

1013 岩元　瑞希(3) ｲﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 1201 野見　ほのか(3) ﾉﾐ ﾎﾉｶ

1016 片山　姫歌(3) ｶﾀﾔﾏ ﾋﾒｶ 1200 安達　慶花(3) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｶ

1019 林　真帆(3) ﾊﾔｼ ﾏﾎ 647 久保本　楓花(2) ｸﾎﾞﾓﾄ ﾌｳｶ

2 6 宮島工高 1238 下野　杏珠(3) ｼﾓﾉ ｱﾝｼﾞｭ 49.40 2 3 府中高 1091 相本　真凜(3) ｱｲﾓﾄ ﾏﾘﾝ 51.08

9035 山根　千歩(1) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 1090 渡邉　美紅(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ

557 満足　美咲(2) ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 9184 石倉 萌美(1) ｲｼｸﾗ ﾒｸﾞﾐ

9036 山本　千菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 763 加藤　優衣子(2) ｶﾄｳ ﾕｲｺ

3 8 比治山女子高 1053 吉川　鈴夏(3) ﾖｼｶﾜ ｽｽﾞｶ 50.63 3 4 広島井口高 548 上原　沙弓(2) ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 51.48

525 小川　華(2) ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 550 若林 蓮(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

65 前川　実怜(1) ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 549 福田　莉那(2) ﾌｸﾀ ﾘﾅ

526 堀田　海羽(2) ﾎﾘﾀ ﾐｳ 741 西本　深結(2) ﾆｼﾓﾄ ﾐﾕｳ

4 7 安田女子高A 1311 塩谷　優奈(3) ｼｵﾀﾆ ﾕﾅ 50.69 4 6 高陽東高 1033 叶谷　結菜(3) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ 51.66

808 城河内　涼佳(2) ｼﾛｶﾞｳｳﾁ ﾘｮｳｶ 543 山﨑　愛奈(2) ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ

1320 下田　萌花(3) ｼﾓﾀﾞ ﾓｴｶ 544 山本　萌未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ

1321 島川　優月(3) ｼﾏｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 767 櫻井　美咲(2) ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ

5 4 広工大高 1197 藤田　七海(3) ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅﾐ 51.41 5 8 広島国際学院高 1043 森重　莉理(3) ﾓﾘｼｹﾞ ﾘﾘ 51.68

1194 永岡　亜実(3) ﾅｶﾞｵｶ ｱﾐ 9087 中下　実玲(1) ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ

1196 藤岡　汐里(3) ﾌｼﾞｵｶ ｼｵﾘ 535 野村　芽生(2) ﾉﾑﾗ ﾒｲ

602 藤東　愛心(2) ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 534 原田　美桜(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ

6 2 西条農高 9163 柏原　美希(1) ｶｼﾊﾗ ﾐｷ 51.63 6 2 広島なぎさ高 1083 望月　恵(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 52.52

1066 久保　奈月(3) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 559 石松　桜杏(2) ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ

583 竹上　琴音(2) ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 1084 山本　乃愛(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ

9175 松本　那々海(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 563 山田　千尋(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

7 5 皆実高B 24 大崎　怜夏(1) ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 51.67 7 5 盈進高 1106 山下　裕菜(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾅ 53.96

23 斉藤　菜々美(1) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 567 正田　唯花(2) ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ

572 都　咲良(2) ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 9018 檀上　すみれ(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｽﾐﾚ

1017 住岡　咲苗(3) ｽﾐｵｶ ｻﾅｴ 565 岡崎　華乃(2) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾅﾉ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 舟入高 636 中村　珠乃(2) ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏﾉ 51.46 1 5 祇園北高 541 藤原　和奏(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 53.63

9148 井上　歩(1) ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ 9024 大瀬戸　梨乃(1) ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ

1379 松田　亜莉珠(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾘｽ 9025 砂田　真由子(1) ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ

1092 上田　万葵(3) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 742 山縣　茉佑子(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ

2 6 市立沼田高 1138 藤井　花蓮(3) ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ 52.91 2 6 海田高 630 下垣内　結月(2) ｼﾓｺﾞｳﾁ ﾕﾂﾞｷ 53.70

646 掛迫　里緒(2) ｶｹｻｺ ﾘｵ 1267 谷口　和優(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾕ

1140 島田　紗帆(3) ｼﾏﾀ ｻﾎ 590 三戸　千波(2) ﾐﾄ ﾁﾅﾐ

1141 新見　好乃香(3) ﾆｲﾐ ｺﾉｶ 9022 原山　ソフィア(2) ﾊﾗﾔﾏ ｿﾌｨｱ

3 7 安田女子高B 811 岡本　風花(2) ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ 53.66 3 3 古田中 1008 蒲生　彩水(3) ｶﾞﾓｳ ｱﾔﾐ 56.05

816 月城　沙愛(2) ﾂｷｼﾛ ｻｴ 1006 岡村　一花(3) ｵｶﾑﾗ ｲﾁｶ

813 馬渕　乙実(2) ﾏﾌﾞﾁ ｲﾂﾐ 1005 坂本　彩香(3) ｻｶﾓﾄ ｻﾔｶ

1327 名原　紫音(3) ﾅﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 1007 島本　明日美(3) ｼﾏﾓﾄ ｱｽﾐ

4 5 福山誠之館高 1159 岡本　周(3) ｵｶﾓﾄ ｱﾏﾈ 54.19 4 8 安芸府中中 9011 中谷　美貴(3) ﾅｶﾀﾆ ﾐｷ 56.79

1160 爲本　純鈴(3) ﾀﾒﾓﾄ ｽﾐﾚ 9010 中本　成美(3) ﾅｶﾓﾄ ﾅﾙﾐ

687 渡邉　結奈(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ 9012 児森　彩乃(3) ｺﾓﾘ ｱﾔﾉ

685 來山　明日香(2) ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 9013 土井　惟花(3) ﾄﾞｲ ﾕｲｶ

5 8 五日市高 1156 登島　鈴(3) ﾄｼﾏ ﾚｲ 55.51 5 2 安西中 1279 柴原　日菜(3) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾅ 59.29

668 井神　美咲(2) ｲｶﾞﾐ ﾐｻｷ 1280 向井　歩未(3) ﾑｶｲ ｱﾕﾐ

1155 平山　智香子(3) ﾋﾗﾔﾏ ﾁｶｺ 1277 大杉　海香(3) ｵｵｽｷﾞ ﾐｺ

667 仙波　桜(2) ｾﾝﾊﾞ ｻｸﾗ 1289 田中　里奈(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ

6 2 高陽高 805 長谷川　未羽(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｳ 55.77 4 廿日市高 DNS

803 白砂　さやか(2) ｼﾗｻｺﾞ ｻﾔｶ

802 加統　小夏(2) ｶﾄｳ ｺﾅﾂ

1391 黒川　楓子(3) ｸﾛｶﾜ ﾌｳｺ

4 山陽高 DNS 7 広島観音高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 49.36

2 49.40

3 50.63

4 50.69

5 50.88

6 51.08

7 51.41

8 51.46

橋本　真宙(2) / 岩元　瑞希(3) / 片山　姫歌(3) / 林　真帆(3)

宮島工高 下野　杏珠(3) / 山根　千歩(1) / 満足　美咲(2) / 山本　千菜(1)

皆実高Ａ

吉川　鈴夏(3) / 小川　華(2) / 前川　実怜(1) / 堀田　海羽(2)

比治山女子高Ａ 塩谷　優奈(3) / 城河内　涼佳(2) / 下田　萌花(3) / 島川　優月(3)

広工大高 藤田　七海(3) / 永岡　亜実(3) / 藤岡　汐里(3) / 藤東　愛心(2)

舟入高 中村　珠乃(2) / 井上　歩(1) / 松田　亜莉珠(3) / 上田　万葵(3)

比治山女子高

県立広島高 藤井　音羽(3) / 野見　ほのか(3) / 安達　慶花(3) / 久保本　楓花(2)

府中高 相本　真凜(3) / 渡邉　美紅(3) / 石倉 萌美(1) / 加藤　優衣子(2)



女子4X400mR
4月21日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 広工大高Ｂ 1197 藤田　七海(3) ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅﾐ 4:02.33 1 5 広島文化学園大 71102 寺西　真莉恵(2) ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 4:09.56

601 川﨑　和奏(2) ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 9107 高田　真希(2) ﾀｶﾀ ﾏｷ
600 梅田　羽舞(2) ｳﾒﾀﾞ ｳﾌﾞ 71101 安藤　うみ ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ

1191 小迫　萌香(3) ｺｻｺ ﾓｴｶ 9105 安藤　りん(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ
2 1 高陽東高 544 山本　萌未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 4:04.86 2 4 広島井口高 1026 兼平　愛花(3) ｶﾈﾋﾗ ｱｲｶ 4:12.64

1033 叶谷　結菜(3) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ 550 若林 蓮(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
767 櫻井　美咲(2) ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ 741 西本　深結(2) ﾆｼﾓﾄ ﾐﾕｳ
543 山﨑　愛奈(2) ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ 549 福田　莉那(2) ﾌｸﾀ ﾘﾅ

3 5 広工大高Ａ 1194 永岡　亜実(3) ﾅｶﾞｵｶ ｱﾐ 4:05.46 3 7 県立広島高 1200 安達　慶花(3) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｶ 4:13.67

1196 藤岡　汐里(3) ﾌｼﾞｵｶ ｼｵﾘ 1201 野見　ほのか(3) ﾉﾐ ﾎﾉｶ
602 藤東　愛心(2) ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 647 久保本　楓花(2) ｸﾎﾞﾓﾄ ﾌｳｶ

1195 中本　優奈(3) ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 1202 藤井　音羽(3) ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ
4 3 舟入高 636 中村　珠乃(2) ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏﾉ 4:06.07 4 3 安古市高 650 多久和　華帆(2) ﾀｸﾜ ｶﾎ 4:16.83

1092 上田　万葵(3) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 1047 宇津巻　里帆(3) ｳｽﾞﾏｷ ﾘﾎ
9153 藤田　一花(1) ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 1048 近藤　萌音(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾈ
9149 岩本　風音(1) ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 1342 西谷　なるみ(3) ﾆｼﾀﾆ ﾅﾙﾐ

5 4 広島皆実高 22 河内　愛奈(1) ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 4:07.68 5 8 五日市高 668 井神　美咲(2) ｲｶﾞﾐ ﾐｻｷ 4:30.01

1019 林　真帆(3) ﾊﾔｼ ﾏﾎ 1154 岩本　亜弓(3) ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾐ
20 植松　憂咲(1) ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ 1156 登島　鈴(3) ﾄｼﾏ ﾚｲ

569 安藤　そら(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 1155 平山　智香子(3) ﾋﾗﾔﾏ ﾁｶｺ
6 2 西条農高 1303 三宅　思乃(3) ﾐﾔｹ ｺﾄﾉ 4:08.52 6 2 福山誠之館高 1162 山田　羽里(3) ﾔﾏﾀﾞ ｳﾘ 4:32.90

583 竹上　琴音(2) ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 1161 福本　典佳(3) ﾌｸﾓﾄ ﾉﾘｶ
9175 松本　那々海(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 684 尾関　夏希(2) ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ
1066 久保　奈月(3) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 1159 岡本　周(3) ｵｶﾓﾄ ｱﾏﾈ

7 8 安田女子高Ａ 1327 名原　紫音(3) ﾅﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 4:10.57 6 市立沼田高 DNS
1320 下田　萌花(3) ｼﾓﾀﾞ ﾓｴｶ
598 福永　楓花(2) ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ

1321 島川　優月(3) ｼﾏｶﾜ ﾕﾂﾞｷ
8 6 比治山女子高 65 前川　実怜(1) ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 4:15.12

525 小川　華(2) ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ
523 野見　こころ(2) ﾉﾐ ｺｺﾛ
526 堀田　海羽(2) ﾎﾘﾀ ﾐｳ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 広島国際学院高 1305 宇根川　愛美(3) ｳﾈｶﾞﾜ ｱﾐ 4:17.88

535 野村　芽生(2) ﾉﾑﾗ ﾒｲ
576 織田　愛(2) ｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

9079 池田　智咲(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｻ
2 6 祇園北高 742 山縣　茉佑子(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ 4:27.66

1235 藤井　夢海(3) ﾌｼﾞｲ ﾕﾒﾐ
541 藤原　和奏(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ

9025 砂田　真由子(1) ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ
3 5 安田女子高Ｂ 816 月城　沙愛(2) ﾂｷｼﾛ ｻｴ 4:28.92

811 岡本　風花(2) ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ
815 髙山　真悠子(2) ﾀｶﾔﾏ ﾏﾕｺ
813 馬渕　乙実(2) ﾏﾌﾞﾁ ｲﾂﾐ

4 7 海田高 756 杉本　伊織(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｲｵﾘ 4:34.33

1234 光宗　眞悠子(3) ﾐﾂﾑﾈ ﾏﾕｺ
758 西明　汐音(2) ﾆｼﾐｮｳ ｼｵﾝ
630 下垣内　結月(2) ｼﾓｺﾞｳﾁ ﾕﾂﾞｷ

5 2 広島観音高 652 三次　菜月(2) ﾐﾖｼ ﾅﾂﾞｷ 4:44.19

654 前田　実保(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾎ
832 池田　アイリ(2) ｲｹﾀﾞ ｱｲﾘ
653 枡井　彩花(2) ﾏｽｲ ｱﾔｶ

3 広島なぎさ高 1083 望月　恵(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ DNS
559 石松　桜杏(2) ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ

1084 山本　乃愛(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ
560 北山　りの(2) ｷﾀﾔﾏ ﾘﾉ

8 広島文教大附高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 4:02.33

2 4:04.86

3 4:05.46

4 4:06.07

5 4:07.68

6 4:08.52

7 4:09.56

8 4:10.57

永岡　亜実(3) / 藤岡　汐里(3) / 藤東　愛心(2) / 中本　優奈(3)

中村　珠乃(2) / 上田　万葵(3) / 藤田　一花(1) / 岩本　風音(1)

広島皆実高 河内　愛奈(1) / 林　真帆(3) / 植松　憂咲(1) / 安藤　そら(2)

西条農高 三宅　思乃(3) / 竹上　琴音(2) / 松本　那々海(1) / 久保　奈月(3)

広工大高Ｂ 藤田　七海(3) / 川﨑　和奏(2) / 梅田　羽舞(2) / 小迫　萌香(3)

高陽東高 山本　萌未(2) / 叶谷　結菜(3) / 櫻井　美咲(2) / 山﨑　愛奈(2)

広工大高Ａ

広島文化学園大 寺西　真莉恵(2) / 高田　真希(2) / 安藤　うみ / 安藤　りん(1)

安田女子高Ａ 名原　紫音(3) / 下田　萌花(3) / 福永　楓花(2) / 島川　優月(3)

舟入高


