
西　　雅博
第２回広島県小中学生陸上競技記録会(19340302) びんご運動公園陸上競技場(342040)

仁井　大輔
PR：広島県新記録

中学男子 小林　朋幹(3) 11.88(-2.0) 河尻　成流(3) 11.92(-2.0) 佐藤　太宥(3) 12.00(-0.8) 太田　　蓮(3) 12.05(-2.0) 西村　　優(3) 12.07(-2.0) 清水　友斗(3) 12.08(-2.0) 山下　壮太(3) 12.09(-2.0) 由元　孝汰(3) 12.17(-0.8)
100m 五日市観音中 栗原中 誠之中 大塚中 大塚中 大塚中 神辺東中 大塚中

河尻　成流(3) 24.19(-1.9) 溝口　　空(3) 24.57(-1.9) 根角　哉尋(3) 24.87(-1.9) 武田　　颯(3) 25.26(-2.8) 狹間　龍一(3) 25.41(-1.9) 由元　孝汰(3) 25.68(-1.9) 大月　佑真(2) 25.89(-3.5) 竹内　蒼真(2) 25.99(-2.8)
200m 栗原中 せとなみTC 瀬戸田中 福山中 三原第三中 大塚中 五日市南中 福山城北中

小林　朋幹(3) 54.58 森生　十太(3) 56.35 近藤　佳由(3) 56.64 藤谷　　颯(3) 57.50 面迫　祐輝(3) 57.89 田頭　昌也(3) 58.39 近藤　千滉(2) 62.54 小田　幹太(3) 62.62
400m 五日市観音中 長江中 庄原中 三原第三中 長江中 因北中 庄原中 五日市観音中

別所　　岳(3) 森生　十太(3) 平谷　快翔(3) 友國　健晟(3) 梶谷　陽向(3) 渡辺　悠人(3) 木梨　恭吾(3) 小川　隆文(3)
800m 大塚中 長江中 高西中 庄原中 甲山中 大塚中 幸崎中 鷹取中

山田　歩輝(3) 枡田　健伸(2) 山崎　瑛登(3) 井上　史琉(2) 小里　慶太(3) 本祥　　岳(3) 塩出　太一(3) 岡田　悠希(3)
1500m 福山城北中 福山城北中 栗原中 福山城北中 福山城南中 五日市南中 栗原中 高西中

中村　海斗(3) 越智　相太(3) 池島　大耀(2) 西村　奏以(3) 栗栖　和大(3) 松山　悠人(3) 平田　帆磨(3) 長久　凌駕(2)
3000m 因島南中 鷹取中 鷹取中 坂中 坂中 世羅中 塩町中 塩町中

宇山　温翔(2) 18.80(+0.2) 藤谷　　颯(3) 19.45(+0.2) 和田　信貴(2) 20.85(+0.2) 日南田遥人(3) 21.02(+0.2) 乃美　颯太(3) 21.06(+0.2)
110mYH 庄原中 三原第三中 幸崎中 世羅中 三原第三中

4×100mR

神原　維良(3) 瀬戸田中 谷本　陽紀(3) 山田　野葵(2) 富田　琳建(3) 坂上　翔哉(3) 竹本　吉希(3)
走高跳 妹尾　壮真(3) 神辺東中 大和中 五日市観音中 大和中 庄原中 福山中 大和中

山下　壮太(3) 6.12(+1.6) 太田　　蓮(3) 5.94(+2.7) 国岡　春希(3) 5.85(+1.9) 安原　康喜(2) 5.81(+0.4) 児玉　成輝(3) 5.74(+1.9) 佐藤　遙紀(3) 5.67(+1.1) 岡野　哲明(3) 5.46(-0.4) 濵本　祐希(3) 5.30(+1.1)
走幅跳 神辺東中 大塚中 公5.89(+1.2) 三原第三中 神辺西中 庄原中 鷹取中 因島南中 大成館中
砲丸投 住田　英樹(3) 川野　　優(2) 原口　友也(2) 日南田遥人(3) 市村緋十樹(3) 檀上顕太朗(3) 中村　優斗(2)

(5.000kg) 庄原中 五日市南中 五日市南中 世羅中 広大三原中 広大三原中 神辺西中
Ｂ砲丸投 竹内　　新(1)

(4.000kg) 鷹取中
中学女子 金川　優莉(3) 12.81(-0.8) 堂前　咲希(3) 13.24(-0.8) 玉江　　華(2) 13.32(-0.8) 藤本　佳千(3) 13.40(-0.8) 山﨑　朋子(3) 13.48(-0.8) 兵動　月南(3) 13.48(-1.9) 坂井　実夢(1) 13.61(-0.8) 浜田　麻衣(3) 13.72(-1.9)

100m 五日市南中 高西中 三原第三中 広大三原中 久井中 祇園中 長江中 栗原中
有光　葉月(3) 27.45(-2.2) 市山　初乙(3) 28.44(-2.2) 井上　咲希(3) 28.79(-2.2) 大谷　彩夏(3) 28.92(-2.2) 光源寺泉和(2) 29.21(-2.2) 中村　　昊(2) 29.23(-2.8) 田中　陽菜(3) 29.36(-2.2) 竹ノ畑咲絢(3) 29.42(-2.2)

200m 五日市南中 坂中 瀬戸田中 坂中 塩町中 坂中 広大三原中 瀬戸田中
有光　葉月(3) 杉森　月音(2) 門前　　希(2) 高橋　　葵(2) 井上　菜名(1) 占部　栞望(2) 隅田　美羽(3) 上迫　彩音(3)

800m 五日市南中 神辺西中 祇園中 祇園中 大成館中 鷹取中 大塚中 誠之中
竹本　美咲(2) 小西　優織(2) 大崎萌々香(2) 隅田　美羽(3) 門前　　希(2) 高橋　　葵(2) 高橋　美帆(3) 内海　茉緒(2)

1500m 大成館中 大成館中 坂中 大塚中 祇園中 祇園中 大成館中 福山城南中
森脇　叶美(3) 14.91(+0.2) 綾目ひなの(2) 15.79(+0.2) 前田　朔良(3) 16.05(+0.2) 崎本　七海(3) 16.24(+0.2) 山田　楓子(3) 16.26(+0.2) 吉田　寛菜(2) 16.32(+0.2) 松永　琴音(2) 16.88(+0.3) 竹ノ畑咲絢(3) 16.89(+0.3)

100mJH 五日市南中 高西中 五日市観音中 鷹取中 瀬戸田中 日比崎中 神辺東中 瀬戸田中
森脇　叶美(3) 15.14(-1.7)

100mYH 五日市南中

4×100mR

若林　　遥(3) 田口　光里(2) 田中　彩葉(3)
走高跳 五日市観音中 栗原中 福山城北中

藤本　佳千(3) 5.44(+0.3) 宮本　紗弥(3) 5.37(+1.7) 堂前　咲希(3) 5.07(+2.4) 兵動　月南(3) 4.80(+1.9) 上野　七海(3) 4.67(+3.1) 山本ひかり(2) 4.65(+5.3) 坂本　萌々(2) 4.45(+2.6) 竹國　夢乃(2) 4.36(+3.3)
走幅跳 広大三原中 誠之中 高西中 公5.05(+1.8) 祇園中 瀬戸田中 公認記録なし 五日市観音中 公認記録なし 祇園中 公認記録なし 向東中 公認記録なし
砲丸投 神重　如春(3) 松永　琴音(2) 島谷　涼花(2) 廣原　友優(3) 庵地　束紗(2) 占部　翔華(2) 松木　結菜(2) 長崎　志保(2)

(2.720kg) 日比崎中 神辺東中 日比崎中 鷹取中 神辺東中 鷹取中 久井中 瀬戸田中
小学男子 清水　璃空(6) 13.70(-2.3) 森数　俊輔(6) 14.02(-2.3) 武田　颯衣(6) 14.02(-2.5) 岡田　真輝(6) 14.30(-2.3) 大久保大和(6) 14.31(-0.6) 大髙　史人(6) 14.41(-2.3) 大谷　陽音(5) 14.50(-2.3) 岡本　帆浬(6) 14.56(-1.8)

100m 三原陸上 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ 吉和AC 神辺走ろう会 吉和AC 三原陸上 びんごWAC にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ

4×100mR

ﾜﾇﾅﾑ　晟有(6) 4.61(+1.4) 児島　光朔(6) 4.14(+1.1) 井上　莉生(6) 3.94(+3.4) 村上　宏希(5) 3.89(+1.3) 中村　優心(6) 3.84(+1.9) 宮本　一冴(6) 3.76(+2.0) 三浦　陽太(6) 3.62(+0.4) 山下　優陽(6) 3.59(+0.5)
走幅跳 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 中条走ろう会 三原陸上 公3.51(+1.5) 吉和AC 御調西陸上 新涯JAC 吉和AC 中条走ろう会

小学女子 岡田英里佳(6) 14.09(-0.2) 松島　日和(6) 14.21(-0.2) 井上　蒼唯(6) 14.47(-0.2) 下見　釉乃(5) 14.57(-0.2) 三好菜々美(6) 14.67(-0.2) 山森　彩花(6) 14.71(-2.8) 竹國　響乃(5) 14.81(-0.6) 中元　姫花(6) 14.82(-0.6)
100m 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 新涯JAC 神村学区体育振興会 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 御調西陸上 びんごWAC 三原陸上

4×100mR

岡嵜依央里(6) 4.24(+2.5) 松本　美桜(5) 3.93(+2.4) 村上　綸美(5) 3.81(+1.8) 不田美菜子(6) 3.69(+1.7) 小畠　百華(6) 3.66(+2.5) 渡部　花璃(6) 3.64(+1.2) 藤川　里央(6) 3.50(+2.4) 森　　　梓(5) 3.46(+2.7)
走幅跳 三原陸上 公4.13(+1.0) 吉和AC 公認記録なし びんごWAC 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 新涯JAC 公3.62(-0.7) 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 御調西陸上 公認記録なし 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 公3.31(+1.8)

土井　凛生(6) 佐藤　百華(6)岡田英里佳(6) 小林　舞衣(6) 岡嵜依央里(6) 藤井　郁寧(6) 見永　悠紀(5) 安倍　光希(5)

馬越　彩奈(6) 告下　未羽(5)
下見　釉乃(5) 高橋　実夢(6) 東　　希碧(6) 川内　香鈴(6) 山口　心温(6) 森永　真央(5) 清水　結果(6) 吉田　望愛(5)
三好菜々美(6) 松島　日和(6) 岡野　央都(6) 森田　鈴菜(6) 歌谷　　心(6) 栄　　碧唯(5)

新涯JACＢ 64.58
渡部　花璃(6) 松島向日葵(5) 中元　姫花(6) 河村　莉紗(6) 南　　柚里(5) 谷原　佳純(6) 中山　來星(6) 小畠　百華(6)

高須子ども会 62.04 三原陸上Ｂ 62.12 竹尋ｱｽﾘｰﾄＢ 62.49

藤本　日向(6) 谷生　陽亮(5)

竹尋ｱｽﾘｰﾄＡ 57.58 新涯JACＡ 58.04 三原陸上Ａ 59.65 神辺走ろう会 61.63

清水　璃空(6) 天川　佑介(6) 西森　智陽(6) 渡辺　航士(6) ﾜﾇﾅﾑ　晟有(6) 岡田　真輝(6)

高山　生吹(6)
井上　莉生(6) 大久保大和(6) 有田　大海(6) 橋本　優音(5) 福永航太郎(5) 山本　悠乃(6) 福島　壮太(6) 土居　慶海(6)

折坂亮太朗(6) 菅原　悠真(6)
大髙　史人(6) 武田　颯衣(6) 森数　俊輔(6) 柴野　雅隆(6) 渡邉　琉海(5) 吉村　洸佐(5) 和泉　遥人(6)

湯田陸上 60.78 三原陸上Ｂ 62.51
中村　優太(6) 三浦　陽太(6) 岡本　帆浬(6) 高橋　凛二(5) 長島　健伸(6) 吉本　昌広(5)

高須子ども会Ａ 58.80 竹尋ｱｽﾘｰﾄＡ 59.26 神辺走ろう会 59.50三原陸上Ａ 55.34 吉和AC 56.69 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ 56.97

7.019.01 8.48 8.31 8.13 7.99 7.89 7.54

1.32 1.29 1.26

綾目ひなの(2) 光井　瑠那(2)
井上　咲希(3) 崎本　七海(3) 坂本　萌々(2) 大谷　彩夏(3) 若林　　遥(3) 田中　陽菜(3) 山田　梨夢(3) 坂井　実夢(1)
山田　楓子(3) 中久保佐紀(2) 石合　来望(3) 西谷　祐香(3) 前田　朔良(3) 黒田　倖愛(2)

高岡　柑奈(1) 森下　莉衣(2)
上野　七海(3) 江原美月優(2) 兵動　月南(3) 市山　初乙(3) 山本ひかり(2) 藤本　佳千(3) 堂前　咲希(3) 檀上　依里(2)

高西中 54.51 長江中 54.84
竹ノ畑咲絢(3) 佐々木美月(1) 藤井　星七(2) 中村　　昊(2) 林　莉里衣(2) 竹元　遥花(2)

坂中 53.47 五日市観音中Ａ 53.53 広大三原中 53.97瀬戸田中Ａ 52.61 鷹取中 52.70 祇園中 53.26

2:33.56 2:34.10

4:56.25 5:01.88 5:02.08 5:04.15 5:06.71 5:07.34 5:10.88 5:11.94

2:22.96 2:24.89 2:29.31 2:29.34 2:29.52 2:30.84

7.81

8.91 8.74 7.30 7.03 6.72 6.31 6.02

1.45 1.401.54 1.51 1.48 1.48 宇山　温翔(2) 1.48

藤井　祐輔(3) 岡野　草太(3)
由元　孝汰(3) 児玉　成輝(3) 神原　維良(3) 坂上　翔哉(3) 狹間　龍一(3) 多田　　響(3) 児島　　駿(3) 本祥　　岳(3)
太田　　蓮(3) 近藤　千滉(2) 松本　玲音(3) 金本　泰侃(3) 田中　　彰(3) 森生　十太(3)

渡辺　悠人(3) 矢部　翔梧(3)
西村　　優(3) 近藤　佳由(3) 根角　哉尋(3) 武田　　颯(3) 国岡　春希(3) 面迫　祐輝(3) 中村康太郎(3) 有光　直輝(3)

大塚中Ｂ 49.60 五日市南中 50.67
清水　友斗(3) 松井　翔吾(3) 宮地　佑仁(3) 濱﨑　亮佑(3) 溝上　　篤(3) 住田　旺翼(3)

福山中 48.09 三原第三中 48.33 長江中 48.82大塚中Ａ 45.78 庄原中 47.48 瀬戸田中 47.80

10:14.91 10:15.699:20.79 9:42.64 9:43.31 9:52.54 10:02.14 10:07.97

2:18.27 2:20.93

4:23.94 4:24.08 4:32.43 4:33.77 4:35.27 4:36.92 4:37.00 4:38.38

2:08.75 2:10.52 2:10.81 2:11.91 2:15.82 2:16.09

氏名／所属 記　録
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氏名／所属 記　録 氏名／所属 記　録 氏名／所属 記　録
７　位 ８　位

氏名／所属 記　録 氏名／所属 記　録 氏名／所属 記　録 氏名／所属 記　録

12時現在 記録主任

月/日 種　　　目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ状況 審 判 長 
晴れ 23.0 45 2.4 南 良

　決　勝　記　録　一　覧　表　
天　候 気温 ℃ 湿度％ 風速ｍ 風　向


