
ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 453 尾畑　輝 ｵﾊﾞﾀ ﾃﾙ CHASKI 5 男子5年100m

2 454 岩本　佑太 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ CHASKI 5 男子5年100m

3 455 火室　時貴 ﾋﾑﾛ ﾄｷ CHASKI 5 男子5年100m

4 456 柳田　祥瑛 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｴｲ CHASKI 5 男子5年100m

5 457 小林　幸生 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｵ CHASKI 5 男子5年100m

6 458 日高　昊之助 ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾉｽｹ CHASKI 5 男子5年100m

7 459 西本　陸雅 ﾆｼﾓﾄ ﾀｸﾐ CHASKI 5 男子5年100m

8 460 谷口　優 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ CHASKI 5 男子5年100m

9 461 重本　颯介 ｼｹﾞﾓﾄ ｿｳｽｹ CHASKI 5 男子5年100m

10 462 渡辺　隼大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ CHASKI 5 男子5年100m

11 463 西谷　琉成 ﾆｼﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ CHASKI 5 男子5年100m

12 257 有場　迅汰 ｱﾘﾊﾞ　ｼﾝﾀ アクアパーク 5 男子5年100m

13 258 池下　慶乃介 ｲｹｼﾀ　ｹｲﾉｽｹ アクアパーク 5 男子5年100m

14 505 大田　蘭斗 ｵｵﾀ ﾗﾝ 石内南SKRC 5 男子5年100m

15 506 谷野　仁太郎 ﾀﾆﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 石内南SKRC 5 男子5年100m

16 507 米廣　桜太 ﾖﾈﾋﾛ ｵｳﾀ 石内南SKRC 5 男子5年100m

17 121 市河　優人 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 因北陸上 5 男子5年100m

18 364 藤得　弘宜 ﾄｳﾄｸ ﾋﾛｷ 織田幹雄SC 5 男子5年100m

19 365 小根森　新 ｺﾈﾓﾘ ｱﾗﾀ 織田幹雄SC 5 男子5年100m

20 291 城戸　隆宏 ｷﾄﾞ　ﾀｶﾋﾛ 海田南小学校 5 男子5年100m

21 292 佐々木　大輝 ｻｻｷ　ﾋﾛｱｷ 海田南小学校 5 男子5年100m

22 293 久木野　敦也 ｸｷﾉ　ｱﾂﾔ 海田南小学校 5 男子5年100m

23 294 見代　悠貴 ｹﾝﾀﾞｲ　ﾊﾙｷ 海田南小学校 5 男子5年100m

24 25 吉本　昌広 ﾖｼﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ 神辺走ろう会 5 男子5年100m

25 26 吉本　洸佐 ﾖｼﾑﾗ　ｺｳｽｹ 神辺走ろう会 5 男子5年100m

26 24 菅波　和真 ｽｶﾞﾅﾐ　ｶｽﾞﾏ 神辺走ろう会 5 男子5年100m

27 27 藤原　叶夢 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｶﾅﾑ 神辺走ろう会 5 男子5年100m

28 333 新宅 瑛太 ｼﾝﾀｸ　ｴｲﾀ 熊野第三小学校 5 男子5年100m

29 329 伴之木　俊介 ﾊﾞﾝﾉｷ　ｼｭﾝｽｹ 熊野第二小学校 5 男子5年100m

30 351 西本　健正 ﾆｼﾓﾄ　ｹﾝｾｲ 熊野第四小学校 5 男子5年100m

31 352 石田　航朗 ｲｼﾀﾞ　ｶｽﾞｱｷ 熊野陸上 5 男子5年100m

32 192 山中　翔太 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ くれJAC 5 男子5年100m

33 191 山中　瑛太 ﾔﾏﾅｶ ｴｲﾀ くれJAC 5 男子5年100m

34 193 角野　蒼真 ｶﾄﾞﾉ ｿｳﾏ くれJAC 5 男子5年100m

35 194 松本　瑛汰 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲﾀ くれJAC 5 男子5年100m

36 391 戸田　松真 ﾄﾀﾞ　ｼｮｳﾏ 河内小学校 5 男子5年100m

37 384 山口　巧寛 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｸﾋﾛ 作木小学校 5 男子5年100m

38 115 高橋　凛二 ﾀｶﾊｼ　ﾘﾝｼﾞ 高須子ども会 5 男子5年100m

39 117 角　彰馬 ｶﾄﾞ　ｼｮｳﾏ 高須子ども会 5 男子5年100m

40 116 橋本　優音 ﾊｼﾓﾄ　ﾕｳﾄ 高須子ども会 5 男子5年100m

41 118 米田　樹徠 ﾖﾈﾀﾞ　ｼﾞｭﾗｲ 高須子ども会 5 男子5年100m



42 37 福永　航太郎 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 竹尋アスリート 5 男子5年100m

43 38 渡邉　琉海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 竹尋アスリート 5 男子5年100m

44 126 木村　悠人 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 長江子ども会 5 男子5年100m

45 128 村上　颯汰 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 長江子ども会 5 男子5年100m

46 127 新居　央涼 ｼﾝｷｮ ｵｳｽｹ 長江子ども会 5 男子5年100m

47 142 宍倉　悠一朗 ｼｼｸﾗ　ﾕｳｲﾁﾛｳ にゃんじゃスポーツ 5 男子5年100m

48 171 奥元　瑠希也 ｵｸﾓﾄ　ﾙｷﾔ バンブースポーツクラブ 5 男子5年100m

49 206 山村　悠太朗 ﾔﾏﾑﾗ　ﾕｳﾀﾛｳ 東広島TFC 5 男子5年100m

50 209 房原　隼斗 ﾌｻﾊﾗ　ﾊﾔﾄ 東広島TFC 5 男子5年100m

51 207 三村　紫恩 ﾐﾑﾗ　ｼｵﾝ 東広島TFC 5 男子5年100m

52 208 赤宗　志哉　 ｱｶﾑﾈ　ﾕｷﾔ 東広島TFC 5 男子5年100m

53 210 政平　咲哉 ﾏｻﾋﾗ　ｻｸﾔ 東広島TFC 5 男子5年100m

54 205 北山　大亮 ｷﾀﾔﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 東広島TFC 5 男子5年100m

55 533 阿部　弘聖 ｱﾍﾞ　ｺｳｾｲ 広島Jroc 5 男子5年100m

56 137 大谷　陽音 ｵｵﾀﾆ　ﾊﾙﾄ びんごWAC 5 男子5年100m

57 81 門矢　佳大 ｶﾄﾞﾔ ﾖｼﾋﾛ 福山ジュニア 5 男子5年100m

58 82 武村　春 ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙ 福山ジュニア 5 男子5年100m

59 83 澄川　晴人 ｽﾐｶﾜ ﾊﾙﾄ 福山ジュニア 5 男子5年100m

60 265 佐中　陽翔 ｻﾅｶ　ﾊﾙﾄ 府中空城 5 男子5年100m

61 266 諸橋　樹 ﾓﾛﾊｼ　ｲﾂｷ 府中空城 5 男子5年100m

62 106 川井　輝 ｶﾜｲ　ﾋｶﾙ 御調西小陸上部 5 男子5年100m

63 64 藤井　大智 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 御野陸上クラブ 5 男子5年100m

64 65 松本　莉玖 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 御野陸上クラブ 5 男子5年100m

65 411 野白　文太 ﾉﾊﾞｸ　ﾌﾞﾝﾀ みらさか小学校 5 男子5年100m

66 410 谷口　浬央 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｵ みらさか小学校 5 男子5年100m

67 432 橋本　賢人 ﾊｼﾓﾄ　ｹﾝﾄ ユアックさいき陸上 5 男子5年100m

68 434 柏尾　真翔 ｶｼｵ　ﾏｻﾄ ユアックさいき陸上 5 男子5年100m

69 94 村上　宏希 ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛｷ 吉和AC 5 男子5年100m

70 489 来山　和裕 ｷﾀﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ リトルランナーズ広島 5 男子5年100m

71 490 山下　俊一 ﾔﾏｼﾀ　ｼｭﾝｲﾁ リトルランナーズ広島 5 男子5年100m

72 491 野田　悠世 ﾉﾀﾞ　ﾕｳｾｲ リトルランナーズ広島 5 男子5年100m

73 159 谷生　陽亮 ﾀﾆｲ　ﾖｳｽｹ 三原陸上クラブ 5 男子5年100m

74 160 後藤　遥希 ｺﾞﾄｳ　ﾊﾙｷ 三原陸上クラブ 5 男子5年100m

75 1 山岡　朋樹 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓｷ 神村学区体育振興会 陸上部 5 男子5年100m

76 386 谷川　恭輔 ﾀﾆｶﾜ　ｷｮｳｽｹ 吉舎小学校 5 男子5年100m

77 387 中村　奏汰 ﾅｶﾑﾗ　ｿｳﾀ 吉舎小学校 5 男子5年100m

78 388 山﨑　拍歩 ﾔﾏｻｷ　ﾊｸﾄ 吉舎小学校 5 男子5年100m



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 464 加藤　遼大 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ CHASKI 6 男子6年100m

2 559 小崎　結和 ｺｻﾞｷ　ﾕｲﾄ 安芸アスリートクラブ 6 男子6年100m

3 509 平山　智悠 ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾊﾙ 石内南SKRC 6 男子6年100m

4 510 西坂　碧斗 ﾆｼｻｶ ｱｵﾄ 石内南SKRC 6 男子6年100m

5 511 石尾　海波 ｲｼｵ ﾐﾅﾐ 石内南SKRC 6 男子6年100m

6 512 道祖　慎太 ｻﾔ ｼﾝﾀ 石内南SKRC 6 男子6年100m

7 513 仙波　虎太郎 ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 石内南SKRC 6 男子6年100m

8 514 中谷　隼人 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ 石内南SKRC 6 男子6年100m

9 122 原田　一徳 ﾊﾗﾀﾞ ｲｯﾄｸ 因北陸上 6 男子6年100m

10 123 平松　夏々翔 ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅﾄ 因北陸上 6 男子6年100m

11 177 長尾　友裕 ﾅｶﾞｵ  ﾄﾓﾋﾛ 大崎水泳陸上 6 男子6年100m

12 178 藤原　滉 ﾌｼﾞﾜﾗ  ｺｳ 大崎水泳陸上 6 男子6年100m

13 363 長光　遼樹 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾊﾙｷ 織田幹雄SC 6 男子6年100m

14 287 山本　瑛 ﾔﾏﾓﾄ　ﾖｳ 海田南小学校 6 男子6年100m

15 504 森　遥輝 ﾓﾘ　ﾊﾙｷ 可部ＡＣ 6 男子6年100m

16 28 岡田　真輝 ｵｶﾀﾞ　ﾏｻｷ 神辺走ろう会 6 男子6年100m

17 29 赤尾　優心 ｱｶｵ　ﾕｳﾄ 神辺走ろう会 6 男子6年100m

18 30 前田　浬玖 ﾏｴﾀﾞ　ﾘｸ 神辺走ろう会 6 男子6年100m

19 337 藤井　遼馬 ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳﾏ 熊野第三小学校 6 男子6年100m

20 336 津川　雄一朗 ﾂｶﾞﾜ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 熊野第三小学校 6 男子6年100m

21 348 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾏ 熊野第四小学校 6 男子6年100m

22 349 藤川　翼 ﾌｼﾞｶﾜ　ﾂﾊﾞｻ 熊野第四小学校 6 男子6年100m

23 190 原田　悠史 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼ くれJAC 6 男子6年100m

24 302 宮崎　真士 ﾐﾔｻﾞｷ　ｼﾝｼ 坂ジュニア陸上 6 男子6年100m

25 173 児玉　活宜 ｺﾀﾞﾏ  ｶﾂｷ サンフラワーSC 6 男子6年100m

26 416 坪倉　璃典 ﾂﾎﾞｸﾗ　ﾘﾂ 庄原ＡＣ 6 男子6年100m

27 418 黒野　武之 ｸﾛﾉ　ﾀｹﾕｷ 庄原ＡＣ 6 男子6年100m

28 417 黒野　真之 ｸﾛﾉ　ｻﾅﾕｷ 庄原ＡＣ 6 男子6年100m

29 419 中曽　瑛太 ﾅｶｿ　ｴｲﾀ 庄原ＡＣ 6 男子6年100m

30 39 長島　健伸 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾝ 竹尋アスリート 6 男子6年100m

31 40 飯山　尚幸 ｲｲﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 竹尋アスリート 6 男子6年100m

32 88 藤井　奏汰 ﾌｼﾞｲ　ｶﾅﾀ 多治米小 6 男子6年100m

33 125 白神　新太 ｼﾗｶﾐ ｱﾗﾀ 長江子ども会 6 男子6年100m

34 498 高橋　凜門 ﾀｶﾊｼ　ﾘﾓﾝ 中野東 6 男子6年100m

35 499 友田　翔真 ﾄﾓﾀﾞ ｼｮｳﾏ 中野東 6 男子6年100m

36 145 小田原　功汰 ｵﾀﾞﾜﾗ　ｺｳﾀ にゃんじゃスポーツ 6 男子6年100m

37 144 岡本　帆浬 ｵｶﾓﾄ　ﾊﾞﾝﾘ にゃんじゃスポーツ 6 男子6年100m

38 147 西森　智陽 ﾆｼﾓﾘ　ﾄﾓﾊﾙ にゃんじゃスポーツ 6 男子6年100m

39 146 有田　大海 ｱﾘﾀ　ﾋﾛﾐ にゃんじゃスポーツ 6 男子6年100m

40 215 渡邊　隆喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｷ 東広島TFC 6 男子6年100m

41 214 横山　冬弥 ﾖｺﾔﾏ　ﾄｳﾔ 東広島TFC 6 男子6年100m

42 211 末田　唯久海 ｽｴﾀﾞ　ｲｸﾐ 東広島TFC 6 男子6年100m

43 213 中尾　太紀 ﾅｶｵ　ﾀｲｷ 東広島TFC 6 男子6年100m

44 212 小池　千勇 ｺｲｹ　ﾁﾊﾔ 東広島TFC 6 男子6年100m

45 534 山崎　翼 ﾔﾏｻｷ　ﾂﾊﾞｻ 広島Jroc 6 男子6年100m



46 84 杉本　蒼来 ｽｷﾞﾓﾄ ｿﾗ 福山ジュニア 6 男子6年100m

47 268 中川　春樹 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾊﾙｷ 府中空城 6 男子6年100m

48 269 蓮岡　勇伸 ﾊｽｵｶ　ﾕｳｼﾝ 府中空城 6 男子6年100m

49 404 森島　大幹 ﾓﾘｼﾏ　ﾀﾞｲｷ 布野小学校 6 男子6年100m

50 67 佐藤　響太 ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ 御野陸上クラブ 6 男子6年100m

51 68 長田　晴輝 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ 御野陸上クラブ 6 男子6年100m

52 69 瀧下　蓮音 ﾀｷｼﾀ ﾚｵﾝ 御野陸上クラブ 6 男子6年100m

53 380 山田　悠太郎 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳﾀﾛｳ みよしAC 6 男子6年100m

54 413 奥田　龍晴 ｵｸﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ みらさか小学校 6 男子6年100m

55 414 本山　ラファエル　エンヒケ ﾓﾄﾔﾏ　ﾗﾌｧｴﾙ　ｴﾝﾋｹ みらさか小学校 6 男子6年100m

56 415 中本　和希 ﾅｶﾓﾄ　ｶｽﾞｷ みらさか小学校 6 男子6年100m

57 487 岩谷　一樹 ｲﾜﾀﾆ　ｶｽﾞｷ リトルランナーズ広島 6 男子6年100m

58 488 福原　巧 ﾌｸﾊﾗ　ﾀｸﾐ リトルランナーズ広島 6 男子6年100m

59 164 中村　優太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ 三原陸上クラブ 6 男子6年100m

60 165 高山　生吹 ﾀｶﾔﾏ　ｲﾌﾞｷ 三原陸上クラブ 6 男子6年100m

61 166 土居　慶海 ﾄﾞｲ　ﾖｼｳﾐ 三原陸上クラブ 6 男子6年100m

62 76 和泉　遥人 ｲｽﾞﾐ　ﾊﾙﾄ 湯田陸上 6 男子6年100m

63 77 藤本　日向 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾋﾅﾀ 湯田陸上 6 男子6年100m



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 466 藤原　颯大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ CHASKI 6 男子コンバインドA

2 467 忰山　逞 ｶｾﾔﾏ ﾀｸ CHASKI 6 男子コンバインドA

3 468 益本　桂地 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ CHASKI 5 男子コンバインドA

4 377 中西　幸樹 ﾅｶﾆｼ　ｺｳｷ 海田西小学校 6 男子コンバインドA

5 288 横田　敦士 ﾖｺﾀ　ｱﾂｼ 海田南小学校 6 男子コンバインドA

6 319 坂口　豪輝 ｻｶｸﾞﾁ　ｺﾞｳｷ 熊野第一小学校 6 男子コンバインドA

7 320 吉中　大空 ﾖｼﾅｶ　ﾊﾙｸ 熊野第一小学校 6 男子コンバインドA

8 321 中井　楽人 ﾅｶｲ　ｶﾞｸﾄ 熊野第一小学校 6 男子コンバインドA

9 341 永谷　歩夢 ﾅｶﾞﾀﾆ　ｱﾕﾑ 熊野第三小学校 6 男子コンバインドA

10 300 佐々　晃太 ｻｻ　ｺｳﾀ 坂小学校 5 男子コンバインドA

11 301 片岡　啓祐 ｶﾀｵｶ　ｹｲｽｹ 坂小学校 5 男子コンバインドA

12 108 高橋　然 ﾀｶﾊｼ　ｾﾞﾝ 高須子ども会 6 男子コンバインドA

13 112 平松大和 ﾋﾗﾏﾂ　ﾔﾏﾄ 高須子ども会 6 男子コンバインドA

14 41 宮地　海翔 ﾐﾔﾁ ｶｲﾄ 竹尋アスリート 6 男子コンバインドA

15 42 北川　稔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 竹尋アスリート 5 男子コンバインドA

16 19 平川　大希 ﾋﾗｶﾜ ﾀｲｷ 中条走ろう会 6 男子コンバインドA

17 149 松枝　大智 ﾏﾂｴﾀﾞ　ﾀﾞｲﾁ にゃんじゃスポーツ 6 男子コンバインドA

18 217 松本　朔哉 ﾏﾂﾓﾄ　ｻｸﾔ 東広島TFC 6 男子コンバインドA

19 221 石川　蒼大 ｲｼｶﾜ　ｿｳﾀ 東広島TFC 5 男子コンバインドA

20 220 林　亮太 ﾊﾔｼ　ﾘｮｳﾀ 東広島TFC 6 男子コンバインドA

21 216 小早川　智之 ｺﾊﾞﾔｶﾜ　ﾄﾓﾕｷ 東広島TFC 6 男子コンバインドA

22 219 白髪　将和 ｼﾗｶﾞ　ﾏｻｶｽﾞ 東広島TFC 6 男子コンバインドA

23 218 松井　聡士 ﾏﾂｲ　ｻﾄｼ 東広島TFC 6 男子コンバインドA

24 274 吉山　政太郎 ﾖｼﾔﾏ　ｾｲﾀﾛｳ 府中空城 6 男子コンバインドA

25 275 和多利　崇宏 ﾜﾀﾘ　ﾀｶﾋﾛ 府中空城 6 男子コンバインドA

26 71 藤井　亮太 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 御野陸上クラブ 6 男子コンバインドA

27 316 前田　恵吾 ﾏｴﾀﾞ　ｹｲｺﾞ 横浜小学校 5 男子コンバインドA

28 90 大久保　大和 ｵｵｸﾎﾞ　ﾔﾏﾄ 吉和AC 6 男子コンバインドA

29 89 天川　佑介 ｱﾏｶﾜ　ﾕｳｽｹ 吉和AC 6 男子コンバインドA

30 492 春日　健志 ｶｽｶﾞ　ｹﾝｼ リトルランナーズ広島 5 男子コンバインドA



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 478 坂田　瑛吾 ｻｶﾀ ｴｲｺﾞ CHASKI 6 男子コンバインドB

2 479 井分　悠希 ｲﾜｹ ﾊﾙｷ CHASKI 6 男子コンバインドB

3 480 小原　直也 ｵﾊﾗ ﾅｵﾔ CHASKI 6 男子コンバインドB

4 481 荒木　健太郎 ｱﾗｷ ｹﾝﾀﾛｳ CHASKI 5 男子コンバインドB

5 482 増原　巧大 ﾏｽﾊﾗ ｺｳﾀ CHASKI 5 男子コンバインドB

6 483 村上　潤 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ CHASKI 5 男子コンバインドB

7 484 森田　寛生  ﾓﾘﾀ ｶﾝｾｲ CHASKI 6 男子コンバインドB

8 508 曽根　幹太 ｿﾈ ｶﾝﾀ 石内南SKRC 5 男子コンバインドB

9 515 樋口　悠 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙ 石内南SKRC 6 男子コンバインドB

10 486 東　大和 ﾋｶﾞｼ　ﾔﾏﾄ うじな陸上 6 男子コンバインドB

11 179 谷口　天夢 ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾃﾝﾑ 大崎水泳陸上 6 男子コンバインドB

12 182 播磨　俐虎 ﾊﾘﾏ  ﾘｸ 大崎水泳陸上 6 男子コンバインドB

13 180 森田　透吾 ﾓﾘﾀ  ﾄｱ 大崎水泳陸上 6 男子コンバインドB

14 181 神宮　悠伸 ｼﾞﾝｸﾞｳ  ﾕｳｼﾝ 大崎水泳陸上 6 男子コンバインドB

15 184 橋津　渓太 ﾊｼｽﾞ  ｹｲﾀ 大崎水泳陸上 5 男子コンバインドB

16 183 田原　成琉 ﾀﾊﾗ  ﾅﾙ 大崎水泳陸上 5 男子コンバインドB

17 133 大田　秀峰 ｵｵﾀ　ｼｭｳﾎｳ 尾道疾風クラブ 5 男子コンバインドB

18 503 新田　結大 ﾆｯﾀ　ﾕｳﾀ 可部ＡＣ 6 男子コンバインドB

19 31 山本　悠乃 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾀﾞｲ 神辺走ろう会 6 男子コンバインドB

20 32 藤本　颯弥 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｿｳﾔ 神辺走ろう会 5 男子コンバインドB

21 322 中村　想 ﾅｶﾑﾗ　ｿｳ 熊野第一小学校 6 男子コンバインドB

22 343 楠　喜登 ｸｽﾉｷ　ﾋｻﾄ 熊野第三小学校 6 男子コンバインドB

23 344 浅田　優真 ｱｻﾀﾞ　ﾕｳﾏ 熊野第三小学校 5 男子コンバインドB

24 345 佐藤　悠史 ｻﾄｳ　ﾋｻﾌﾐ 熊野第四小学校 6 男子コンバインドB

25 356 宮本　健生 ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｹﾙ 熊野陸上 6 男子コンバインドB

26 195 山田　獅王 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵｳ くれJAC 6 男子コンバインドB

27 394 信保  優斗 ﾉﾌﾞﾔｽ　ﾕｳﾄ 河内小学校 6 男子コンバインドB

28 393 山田　紘希 ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾛｷ 河内小学校 5 男子コンバインドB

29 378 山下　晃弥 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾔ 小屋浦小学校 6 男子コンバインドB

30 303 伊藤　直哉 ｲﾄｳ　ﾅｵﾔ 坂ジュニア陸上 6 男子コンバインドB

31 296 幸野　志哉 ｺｳﾉ　ﾕｷﾔ 坂小学校 6 男子コンバインドB

32 422 國利　育叶　 ｸﾆﾄｼ　ｲｸﾄ 庄原ＡＣ 6 男子コンバインドB

33 423 長谷　祐規 ﾅｶﾞﾀﾆ　ﾋﾛｷ 庄原ＡＣ 5 男子コンバインドB

34 5 宮本　一冴 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯｻ 新涯JAC 6 男子コンバインドB

35 6 荒谷　将希 ｱﾗﾀﾆ ﾏｻｷ 新涯JAC 6 男子コンバインドB

36 111 渡辺　航士 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｺｳｼ 高須子ども会 6 男子コンバインドB

37 110 柴野　雅隆 ｼﾊﾞﾉ　ﾏｻﾀｶ 高須子ども会 6 男子コンバインドB

38 109 後藤　直大 ｺﾞﾄｳ　ﾅｵﾄ 高須子ども会 6 男子コンバインドB

39 43 ワヌナム　晟有 ﾜﾇﾅﾑ ｾﾘ 竹尋アスリート 6 男子コンバインドB

40 44 桒田　旬斗 ｸﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 竹尋アスリート 6 男子コンバインドB

41 18 児島　光朔 ｺｼﾞﾏ ｺｳｻｸ 中条走ろう会 6 男子コンバインドB

42 20 山下　優陽 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾋ 中条走ろう会 6 男子コンバインドB

43 501 濵本　秀馬 ﾊﾏﾓﾄ　ｼｭｳﾏ 中野東 6 男子コンバインドB

44 148 森数　俊輔 ﾓﾘｶｽﾞ　ｼｭﾝｽｹ にゃんじゃスポーツ 6 男子コンバインドB

45 223 吉田　海音 ﾖｼﾀﾞ　ｶｲﾄ 東広島TFC 6 男子コンバインドB



46 222 上妻　遙人 ｺｳｽﾞﾏ　ﾊﾙﾄ 東広島TFC 6 男子コンバインドB

47 227 田島　滉己 ﾀｼﾞﾏ　ｺｳｷ 東広島TFC 5 男子コンバインドB

48 228 鶴田　琉之介 ﾂﾙﾀ　ﾘｭｳﾉｽｹ 東広島TFC 5 男子コンバインドB

49 224 高島　諭 ﾀｶｼﾏ　ｻﾄｼ 東広島TFC 6 男子コンバインドB

50 229 八幡　有亮　 ﾔﾊﾀ　ﾕｳｽｹ 東広島TFC 5 男子コンバインドB

51 226 福本　涼太 ﾌｸﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ 東広島TFC 5 男子コンバインドB

52 225 杉本　音和 ｽｷﾞﾓﾄ　ｵﾄﾜ 東広島TFC 5 男子コンバインドB

53 541 向井畑　翔太 ﾑｶｲﾊﾀ　ｼｮｳﾀ 広島Jroc 6 男子コンバインドB

54 542 坂井　優大 ｻｶｲ　ﾕｳﾀ 広島Jroc 6 男子コンバインドB

55 543 籾井　一吾 ﾓﾐｲ　ｲﾁｺﾞ 広島Jroc 5 男子コンバインドB

56 546 田中　晃太朗 ﾀﾅｶ　ｺｳﾀﾛｳ 広島Jroc 5 男子コンバインドB

57 544 前垣　匠 ﾏｴｶﾞｷ　ﾀｸﾐ 広島Jroc 6 男子コンバインドB

58 545 古川　漣 ﾌﾙｶﾜ　ﾚﾝ 広島Jroc 5 男子コンバインドB

59 138 上川　昇真 ｶﾐｶﾜ　ｼｮｳﾏ びんごWAC 5 男子コンバインドB

60 277 野田　和聖 ﾉﾀﾞ　ｱｻﾄ 府中空城 6 男子コンバインドB

61 278 喜種　友耶 ｷﾀﾈ　ﾄﾓﾔ 府中空城 6 男子コンバインドB

62 279 福部　峻也 ﾌｸﾍﾞ　ｼｭﾝﾔ 府中空城 6 男子コンバインドB

63 280 俵　良輔 ﾀﾜﾗ　ﾘｮｳｽｹ 府中空城 6 男子コンバインドB

64 100 迫　大介 ｻｺ　ﾀﾞｲｽｹ 御調西小陸上部 6 男子コンバインドB

65 103 中村　優心 ﾅｶﾑﾗ　ﾕﾀｶ 御調西小陸上部 6 男子コンバインドB

66 105 風呂　瑠晟 ﾌﾛ　ﾘｭｳｾｲ 御調西小陸上部 5 男子コンバインドB

67 73 馬屋原　夢路 ｳﾏﾔﾊﾗ ﾕﾒｼﾞ 御野陸上クラブ 6 男子コンバインドB

68 74 重政　慶太 ｼｹﾞﾏｻ ｹｲﾀ 御野陸上クラブ 5 男子コンバインドB

69 75 重政　優太 ｼｹﾞﾏｻ ﾕｳﾀ 御野陸上クラブ 6 男子コンバインドB

70 430 片山　瑛稀 ｶﾀﾔﾏ　ﾃﾙｷ ユアックさいき陸上 6 男子コンバインドB

71 433 藤田　大治郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ユアックさいき陸上 5 男子コンバインドB

72 431 岩見　貫汰 ｲﾜﾐ　ｶﾝﾀ ユアックさいき陸上 5 男子コンバインドB

73 429 木本　琉星 ｷﾓﾄ　ﾘｭｳｾｲ ユアックさいき陸上 6 男子コンバインドB

74 91 武田　颯衣 ﾀｹﾀﾞ　ｿｳｲ 吉和AC 6 男子コンバインドB

75 92 野村　楓 ﾉﾑﾗ　ｶｴﾃﾞ 吉和AC 6 男子コンバインドB

76 93 三浦　陽太 ﾐｳﾗ　ﾖｳﾀ 吉和AC 6 男子コンバインドB

77 158 菅原　悠真 ｽｶﾞﾊﾗ　ﾕｳﾏ 三原陸上クラブ 6 男子コンバインドB

78 78 福島　壮太 ﾌｸｼﾏ　ｿｳﾀ 湯田陸上 6 男子コンバインドB



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 436 栗原　心暖 ｸﾘﾊﾗ ｺﾉﾝ CHASKI 5 女子5年100m

2 437 岡本　咲桜 ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ CHASKI 5 女子5年100m

3 438 向井　芽叶 ﾑｶｲ ﾒｲｶ CHASKI 5 女子5年100m

4 439 今宮　朝日 ｲﾏﾐﾔ ｱｻﾋ CHASKI 5 女子5年100m

5 440 宮田　侑歩 ﾐﾔﾀ ﾕﾎ CHASKI 5 女子5年100m

6 441 服部　光那 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾂﾅ CHASKI 5 女子5年100m

7 406 小林　百花 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾓｶ 青河小学校 5 女子5年100m

8 253 森　咲歩 ﾓﾘ ｻｷﾎ アクアパーク 5 女子5年100m

9 254 荻原　咲月 ｵｷﾞﾊﾗ　ｻﾂｷ アクアパーク 5 女子5年100m

10 255 秋山　桃花 ｱｷﾔﾏ　ﾓﾓｶ アクアパーク 5 女子5年100m

11 256 有光　咲愛 ｱﾘﾐﾂ　ｻｸﾗ アクアパーク 5 女子5年100m

12 516 河村　捺希 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂｷ 石内南SKRC 5 女子5年100m

13 517 田淵　朱莉 ﾀﾌﾞﾁ ｱｶﾘ 石内南SKRC 5 女子5年100m

14 518 佃　紗良 ﾂｸﾀﾞ ｻﾗ 石内南SKRC 5 女子5年100m

15 519 田崎　聖奈 ﾀｻｷ ｾﾅ 石内南SKRC 5 女子5年100m

16 520 松浦　美咲 ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ 石内南SKRC 5 女子5年100m

17 521 岡藤　美空 ｶﾌｼﾞ ﾐｸ 石内南SKRC 5 女子5年100m

18 522 渡部　夏妃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 石内南SKRC 5 女子5年100m

19 561 坂田　志都希 ｻｶﾀ　ｼﾂﾞｷ 大柿陸上クラブ 5 女子5年100m

20 187 高原　心海 ﾀｶﾊﾗ  ｺｺﾐ 大崎水泳陸上 5 女子5年100m

21 367 沖　音羽 ｵｷ ｵﾄﾜ 織田幹雄SC 5 女子5年100m

22 368 舟江　真央 ﾌﾅｴ ﾏｵ 織田幹雄SC 5 女子5年100m

23 408 湧永　愛華 ﾜｸﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 川西小学校 5 女子5年100m

24 36 菱川　珠寿 ﾋｼｶﾜ　ｽｽﾞ 神辺走ろう会 5 女子5年100m

25 317 巽　悠花 ﾀﾂﾐ　ﾕｳｶ 熊野第一小学校 5 女子5年100m

26 318 安井　椛 ﾔｽｲ　ﾓﾐｼﾞ 熊野第一小学校 5 女子5年100m

27 334 中本　百合香 ﾅｶﾓﾄ　ﾕﾘｶ 熊野第三小学校 5 女子5年100m

28 335 入野　陽世 ｲﾘﾉ　ﾋﾖ 熊野第三小学校 5 女子5年100m

29 330 本田　らら ﾎﾝﾀﾞ　ﾗﾗ 熊野第二小学校 5 女子5年100m

30 353 中尾　心春 ﾅｶｵ　ｺﾊﾙ 熊野陸上 5 女子5年100m

31 202 川畑　美津生 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾂｷ くれJAC 5 女子5年100m

32 203 大久保　柚衣 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ くれJAC 5 女子5年100m

33 407 川上　加理奈 ｶﾜｶﾐ　ｶﾘﾅ 甲奴小学校 5 女子5年100m

34 304 花木　杏 ﾊﾅｷ　ｱﾝ 坂ジュニア陸上 5 女子5年100m

35 176 吉村　しおか ﾖｼﾑﾗ  ｼｵｶ サンフラワーSC 5 女子5年100m

36 175 森下　心温 ﾓﾘｼﾀ  ｺｺｱ サンフラワーSC 5 女子5年100m

37 7 松島　向日葵 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾏﾜﾘ 新涯JAC 5 女子5年100m

38 8 告下　未羽 ﾂｹﾞｼﾀ ﾐﾊﾈ 新涯JAC 5 女子5年100m

39 9 吉田　望愛 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴ 新涯JAC 5 女子5年100m

40 10 木塚　梨紗 ｷﾂﾞｶ ﾘｻ 新涯JAC 5 女子5年100m

41 119 見永　悠紀 ﾐﾅｶﾞ　ﾕｳｷ 高須子ども会 5 女子5年100m

42 120 南　柚里 ﾐﾅﾐ　ﾕﾘ 高須子ども会 5 女子5年100m



43 45 下見　釉乃 ｼﾓﾐ ﾕﾉ 竹尋アスリート 5 女子5年100m

44 47 石井　さくら ｲｼｲ ｻｸﾗ 竹尋アスリート 5 女子5年100m

45 46 森　梓 ﾓﾘ ｱｽﾞｻ 竹尋アスリート 5 女子5年100m

46 131 池原　一歌 ｲｹﾊﾗ ｲﾁｶ 長江子ども会 5 女子5年100m

47 132 三谷　柚葵 ﾐﾀﾆ ﾕｽﾞｷ 長江子ども会 5 女子5年100m

48 141 林　遥叶 ﾊﾔｼ　ﾊﾙｶ にゃんじゃスポーツ 5 女子5年100m

49 172 山口　寧々 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾈﾈ バンブースポーツクラブ 5 女子5年100m

50 232 光野　星莉 ﾐﾂﾉ　ｾﾘ 東広島TFC 5 女子5年100m

51 231 山本　友子　 ﾔﾏﾓﾄ　ﾄﾓｺ 東広島TFC 5 女子5年100m

52 234 岡野　結菜 ｵｶﾉ　ﾕｲﾅ 東広島TFC 5 女子5年100m

53 230 宮田　恋果 ﾐﾔﾀ　ﾚﾝｶ 東広島TFC 5 女子5年100m

54 235 飯田　みなみ ｲｲﾀﾞ　ﾐﾅﾐ 東広島TFC 5 女子5年100m

55 236 山本　七海 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅﾅﾐ 東広島TFC 5 女子5年100m

56 233 三宅　凜 ﾐﾔｹ　ﾘﾝ 東広島TFC 5 女子5年100m

57 530 青井　莉子 ｱｵｲ　ﾘｺ 広島Jroc 5 女子5年100m

58 531 鈴木　美南 ｽｽﾞｷ　ﾐﾅﾐ 広島Jroc 5 女子5年100m

59 532 佐々木　遥菜 ｻｻｷ　ﾊﾙﾅ 広島Jroc 5 女子5年100m

60 139 竹國　響乃 ﾀｹｸﾆ　ｷｮｳﾉ びんごWAC 5 女子5年100m

61 85 小寺　那央 ｺﾃﾞﾗ ﾅｵ 福山ジュニア 5 女子5年100m

62 267 濵岡　承美 ﾊﾏｵｶ　ﾂｸﾞﾐ 府中空城 5 女子5年100m

63 375 竹原　優佳 ﾀｹﾊﾗ　ﾕｳｶ 府中南小学校 5 女子5年100m

64 376 山田　愛子 ﾔﾏﾀﾞ　ｱｲｺ 府中南小学校 5 女子5年100m

65 405 箕岡　芽育 ﾐﾉｵｶ　ﾒｲ 布野小学校 5 女子5年100m

66 62 古木　珠莉 ﾌﾙｷ ｼﾞｭﾘ 御野陸上クラブ 5 女子5年100m

67 63 松永　花音 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾉﾝ 御野陸上クラブ 5 女子5年100m

68 412 藤原　紗希 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｻｷ みらさか小学校 5 女子5年100m

69 99 松本　美桜 ﾏﾂﾓﾄ　ﾐｵ 吉和AC 5 女子5年100m

70 495 石原　凛奈 ｲｼﾊﾗ　ﾘﾅ リトルランナーズ広島 5 女子5年100m

71 496 吉山　菜々子 ﾖｼﾔﾏ　ﾅﾅｺ リトルランナーズ広島 5 女子5年100m

72 385 志摩　萌花 ｼﾏ　ﾓｴｶ 作木小学校 5 女子5年100m

73 161 安倍　光希 ｱﾍﾞ　ﾐﾂｷ 三原陸上クラブ 5 女子5年100m

74 162 森永　真央 ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾏｵ 三原陸上クラブ 5 女子5年100m

75 163 波間　優月 ﾅﾐﾏ　ﾕﾂﾞｷ 三原陸上クラブ 5 女子5年100m

76 2 井上　詩央里 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 神村学区体育振興会 陸上部 5 女子5年100m

77 389 傳明地　紀美子 ﾃﾞﾝﾐｮｳｼﾞ ｷﾐｺ 吉舎小学校 5 女子5年100m

78 390 石田　萌衣 ｲｼﾀﾞ ﾒｲ 吉舎小学校 5 女子5年100m



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 442 櫨本　愛珠 ﾊｾﾞﾓﾄ ｱﾐ CHASKI 6 女子6年100m

2 443 久戸瀬　心音 ｸﾄｾ ｺｺﾈ CHASKI 6 女子6年100m

3 444 佐々木　寿音 ｻｻｷ ｺﾄﾝ CHASKI 6 女子6年100m

4 445 平島　亜樺 ﾋﾗｼﾏ ｱﾔｶ CHASKI 6 女子6年100m

5 446 河野　瑠奈 ｺｳﾉ ﾙﾅ CHASKI 6 女子6年100m

6 447 中村　唯愛 ﾅｶﾑﾗ ﾕｱ CHASKI 6 女子6年100m

7 448 中川　花菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅ CHASKI 6 女子6年100m

8 449 小松　紗代子 ｺﾏﾂ ｻﾖｺ CHASKI 6 女子6年100m

9 450 品川　侑璃 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕﾘ CHASKI 6 女子6年100m

10 451 平野　笑愛 ﾋﾗﾉ ｴﾅ CHASKI 6 女子6年100m

11 452 日名　朔 ﾋﾅ ｻｸ CHASKI 6 女子6年100m

12 523 山崎　実和 ﾔﾏｻｷ ﾐﾜ 石内南SKRC 6 女子6年100m

13 524 小林　彩英 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 石内南SKRC 6 女子6年100m

14 485 西岡　華 ﾆｼｵｶ　ﾊﾅ うじな陸上 6 女子6年100m

15 560 濵口　璃子 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾘｺ 江田島陸上クラブ 6 女子6年100m

16 185 文田　栞帆 ﾌﾞﾝﾀﾞ  ｼﾎ 大崎水泳陸上 6 女子6年100m

17 186 田中　鈴音 ﾀﾅｶ  ｽｽﾞﾈ 大崎水泳陸上 6 女子6年100m

18 366 酒井　理沙 ｻｶｲ ﾘｻ 織田幹雄SC 6 女子6年100m

19 289 尾木　奏 ｵｷ　ｶﾝﾅ 海田南小学校 6 女子6年100m

20 409 畠本　結衣 ﾊﾀﾓﾄ　ﾕｲ 川西小学校 6 女子6年100m

21 34 藤井　郁寧 ﾌｼﾞｲ　ｱﾔﾈ 神辺走ろう会 6 女子6年100m

22 35 森田　鈴菜 ﾓﾘﾀ　ｽｽﾞﾅ 神辺走ろう会 6 女子6年100m

23 33 川内　香鈴 ｶﾜﾁ　ｶﾘﾝ 神辺走ろう会 6 女子6年100m

24 338 宮廣　えりか ﾐﾔﾋﾛ　ｴﾘｶ 熊野第三小学校 6 女子6年100m

25 339 穴見　心澪 ｱﾅﾐ　ﾐﾚｲ 熊野第三小学校 6 女子6年100m

26 331 藤河　知里 ﾌｼﾞｶﾜ　ﾁｻﾄ 熊野第二小学校 6 女子6年100m

27 332 米田　仁恋 ﾖﾈﾀﾞ ﾆｺ 熊野第二小学校 6 女子6年100m

28 350 岡田　有梨杏 ｵｶﾀﾞ　ﾕﾘｱ 熊野第四小学校 6 女子6年100m

29 201 新本　流唯 ｼﾝﾓﾄ ﾙｲ くれJAC 6 女子6年100m

30 196 糸崎　愛彩 ｲﾄｻﾞｷ ｱｲｻ くれJAC 6 女子6年100m

31 198 浦﨑　菜花 ｳﾗｻｷ ﾅﾉﾊ くれJAC 6 女子6年100m

32 200 藪下　帆菜実　 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾎﾅﾐ くれJAC 6 女子6年100m

33 199 北川　奈々美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ くれJAC 6 女子6年100m

34 197 板田　汐莉 ｲﾀﾀﾞ ｼｵﾘ くれJAC 6 女子6年100m

35 305 桑原　椛 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾓﾐｼﾞ 坂ジュニア陸上 6 女子6年100m

36 298 北野　沙依 ｷﾀﾉ　ｻﾖ 坂小学校 6 女子6年100m

37 420 山下　咲希 ﾔﾏｼﾀ　ｻｷ 庄原ＡＣ 6 女子6年100m

38 421 藤谷　凪沙 ﾌｼﾞﾀﾆ　ﾅｷﾞｻ 庄原ＡＣ 6 女子6年100m

39 11 松島　日和 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾖﾘ 新涯JAC 6 女子6年100m

40 12 佐藤　百華 ｻﾄｳ ﾓﾓｶ 新涯JAC 6 女子6年100m

41 48 岡田　英里佳 ｵｶﾀﾞ ｴﾘｶ 竹尋アスリート 6 女子6年100m

42 49 三好　菜々美 ﾐﾖｼ ﾅﾅﾐ 竹尋アスリート 6 女子6年100m



43 50 今岡　七菜 ｲﾏｵｶ ﾅﾅ 竹尋アスリート 6 女子6年100m

44 22 山成　亜美 ﾔﾏﾅﾘ ｱﾐ 中条走ろう会 6 女子6年100m

45 130 西山　季里 ﾆｼﾔﾏ ｷｻ 長江子ども会 6 女子6年100m

46 129 高橋　響 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳ 長江子ども会 6 女子6年100m

47 502 戸能　香織 ﾄﾉｳ　ｶｵﾙ 中野東 6 女子6年100m

48 143 岡本　夏宝 ｵｶﾓﾄ　ｶﾎｳ にゃんじゃスポーツ 6 女子6年100m

49 170 山内　悠里 ﾔﾏｳﾁ　ﾕｳﾘ バンブースポーツクラブ 6 女子6年100m

50 237 藤田　実央 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｵ 東広島TFC 6 女子6年100m

51 238 山本　絵美 ﾔﾏﾓﾄ　ｴﾐ 東広島TFC 6 女子6年100m

52 239 進藤　菜々美 ｼﾝﾄﾞｳ　ﾅﾅﾐ 東広島TFC 6 女子6年100m

53 240 和田　すず ﾜﾀﾞ　ｽｽﾞ 東広島TFC 6 女子6年100m

54 270 脇坂　采桜 ﾜｷｻｶ　ｻｵ 府中空城 6 女子6年100m

55 271 森　菜歩里 ﾓﾘ　ﾅﾎﾟﾘ 府中空城 6 女子6年100m

56 272 佐伯　和香 ｻｲｷ　ﾜｶ 府中空城 6 女子6年100m

57 101 山森　彩花 ﾔﾏﾓﾘ　ｱﾔｶ 御調西小陸上部 6 女子6年100m

58 66 畝本　怜奈 ｳﾈﾓﾄ ﾚｲﾅ 御野陸上クラブ 6 女子6年100m

59 381 宮本　夢海華 ﾐﾔﾓﾄ　ﾕﾐｶ みよしAC 6 女子6年100m

60 382 定本　花音 ｻﾀﾞﾓﾄ　ｶﾉﾝ みよしAC 6 女子6年100m

61 383 阿部　叶愛 ｱﾍﾞ　ｶﾅﾐ みよしAC 6 女子6年100m

62 95 園田　知佳 ｿﾉﾀﾞ　ﾁｶ 吉和AC 6 女子6年100m

63 96 植田　百音 ｳｴﾀﾞ　ﾓﾈ 吉和AC 6 女子6年100m

64 493 弘中　志歩 ﾋﾛﾅｶ　ｼﾎ リトルランナーズ広島 6 女子6年100m

65 494 豊島　咲愛 ﾄﾖｼﾏ　ｻｴ リトルランナーズ広島 6 女子6年100m

66 167 谷原　佳純 ﾀﾆﾊﾗ　ｶｽﾐ 三原陸上クラブ 6 女子6年100m

67 168 宮本　涼風 ﾐﾔﾓﾄ　ｽｽﾞｶ 三原陸上クラブ 6 女子6年100m

68 169 南　さくら ﾐﾅﾐ　ｻｸﾗ 三原陸上クラブ 6 女子6年100m

69 3 井上　蒼唯 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 神村学区体育振興会 陸上部 6 女子6年100m

70 4 渡辺　絢香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 神村学区体育振興会 陸上部 6 女子6年100m



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 465 上田　優希 ｳｴﾀﾞ ﾕｷ CHASKI 6 女子コンバインドA

2 290 片山　結愛 ｶﾀﾔﾏ　ﾕﾅ 海田南小学校 6 女子コンバインドA

3 340 檜垣　沙希 ﾋｶﾞｷ　ｻｷ 熊野第三小学校 6 女子コンバインドA

4 204 山下　夢月 ﾔﾏｼﾀ ﾑｳﾜ くれJAC 6 女子コンバインドA

5 379 竹内　愛梨 ﾀｹｳﾁ ｱｲﾘ 小屋浦小学校 6 女子コンバインドA

6 306 小島　桜子 ｺｼﾞﾏ　ｻｸﾗｺ 坂ジュニア陸上 6 女子コンバインドA

7 13 佐藤　美沙都 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 新涯JAC 6 女子コンバインドA

8 14 桑田　茉未子 ｸﾜﾀﾞ ﾏﾐｺ 新涯JAC 6 女子コンバインドA

9 15 岡田　茉実 ｵｶﾀﾞ ﾏﾐ 新涯JAC 6 女子コンバインドA

10 113 歌谷　心 ｳﾀﾀﾆ　ｺｺ 高須子ども会 6 女子コンバインドA

11 114 山口　心温 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｺｺﾝ 高須子ども会 6 女子コンバインドA

12 51 馬越　彩奈 ｳﾏｺｼ ｻﾅ 竹尋アスリート 6 女子コンバインドA

13 21 村津　柚奈 ﾑﾗﾂ ﾕｽﾞﾅ 中条走ろう会 6 女子コンバインドA

14 242 久保田　美佑 ｸﾎﾞﾀ　ﾐﾕ 東広島TFC 6 女子コンバインドA

15 241 鴈田　心 ｶﾞﾝﾀﾞ　ｺｺﾛ 東広島TFC 6 女子コンバインドA

16 244 木谷　優月 ｷﾀﾞﾆ　ﾕﾂﾞｷ 東広島TFC 5 女子コンバインドA

17 243 能島　千幸 ﾉｼﾏ　ﾁﾕｷ 東広島TFC 5 女子コンバインドA

18 535 田室　さくら ﾀﾑﾛ　ｻｸﾗ 広島Jroc 6 女子コンバインドA

19 536 田中　萌花 ﾀﾅｶ　ﾓｶ 広島Jroc 6 女子コンバインドA

20 537 花井　栞奈 ﾊﾅｲ　ｶﾝﾅ 広島Jroc 6 女子コンバインドA

21 538 菊地　加那 ｷｸﾁ　ｶﾅ 広島Jroc 6 女子コンバインドA

22 86 枡田　七虹 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅｺ 福山ジュニア 6 女子コンバインドA

23 273 川手　央都 ｶﾜﾃ　ｵﾄ 府中空城 5 女子コンバインドA

24 70 𡌶　ゆうみ ﾊｶﾞ ﾕｳﾐ 御野陸上クラブ 6 女子コンバインドA

25 97 森迫　奏心 ﾓﾘｻｺ　ｶﾅﾐ 吉和AC 6 女子コンバインドA



ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

1 469 松島　花恋 ﾏﾂｼﾏ ｶﾚﾝ CHASKI 6 女子コンバインドB

2 470 田中　葵 ﾀﾅｶ ｱｵｲ CHASKI 5 女子コンバインドB

3 471 杉野　史華 ｽｷﾞﾉ ﾌﾐｶ CHASKI 6 女子コンバインドB

4 472 杉本　有莉亜 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｱ CHASKI 6 女子コンバインドB

5 473 村上　璃愛良 ﾑﾗｶﾐ ﾘｱﾗ CHASKI 5 女子コンバインドB

6 474 江角　有紗 ｴｽﾐ ｱﾘｻ CHASKI 6 女子コンバインドB

7 475 森下　湖菜 ﾓﾘｼﾀ ｺﾅ CHASKI 6 女子コンバインドB

8 476 勝部　莉子 ｶﾂﾍﾞ ﾘｺ CHASKI 5 女子コンバインドB

9 477 山田　菜々花 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅｶ CHASKI 5 女子コンバインドB

10 525 田中　佐弥 ﾀﾅｶ ｻﾔ 石内南SKRC 6 女子コンバインドB

11 526 小山　玲奈 ｺﾔﾏ ﾚﾅ 石内南SKRC 6 女子コンバインドB

12 527 小山　玲依 ｺﾔﾏ ﾚｲ 石内南SKRC 6 女子コンバインドB

13 528 鍵本　光里 ｶｷﾞﾓﾄ ﾋｶﾘ 石内南SKRC 6 女子コンバインドB

14 529 柴田　珠羽 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾊﾈ 石内南SKRC 6 女子コンバインドB

15 124 柏原　栞奈 ｶｼﾊﾗ ｶﾝﾅ 因北陸上 6 女子コンバインドB

16 188 小川　寿祢 ｵｶﾞﾜ  ｺﾄﾈ 大崎水泳陸上 6 女子コンバインドB

17 189 高本　澪奈 ﾀｶﾓﾄ  ﾚﾅ 大崎水泳陸上 5 女子コンバインドB

18 135 藤原　優音 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾕﾉ 尾道疾風クラブ 6 女子コンバインドB

19 136 石田　明日香 ｲｼﾀﾞ　ｱｽｶ 尾道疾風クラブ 6 女子コンバインドB

20 134 安松　実優 ﾔｽﾏﾂ　ﾐﾕ 尾道疾風クラブ 6 女子コンバインドB

21 295 川西　美帆 ｶﾜﾆｼ　ﾐﾎ 海田南小学校 5 女子コンバインドB

22 342 原　彩菜 ﾊﾗ　ｱﾔﾅ 熊野第三小学校 6 女子コンバインドB

23 346 大段　弥咲 ｵｵﾀﾞﾝ　ﾐｻｷ 熊野第四小学校 6 女子コンバインドB

24 347 高野　未夢 ﾀｶﾉ　ﾐﾋﾛ 熊野第四小学校 6 女子コンバインドB

25 354 三原　彩花 ﾐﾊﾗ　ｱﾔｶ 熊野陸上 6 女子コンバインドB

26 355 長岡　花香 ﾅｶﾞｵｶ　ﾊﾅｶ 熊野陸上 6 女子コンバインドB

27 307 大平　睦実 ｵｵﾋﾗ　ﾑﾂﾐ 坂ジュニア陸上 6 女子コンバインドB

28 308 伊藤　澄奈 ｲﾄｳ　ｷﾖﾅ 坂ジュニア陸上 6 女子コンバインドB

29 309 小林　望愛 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾉｱ 坂ジュニア陸上 6 女子コンバインドB

30 299 月待　潮 ﾂｷﾏﾁ　ｼｵ 坂小学校 5 女子コンバインドB

31 297 長友　湖暖 ﾅｶﾞﾄﾓ　ｺﾊﾙ 坂小学校 6 女子コンバインドB

32 174 武田　彩那 ﾀｹﾀﾞ  ｻﾅ サンフラワーSC 6 女子コンバインドB

33 424 森永　葉月 ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾊﾂﾞｷ 庄原ＡＣ 6 女子コンバインドB

34 427 藤谷　彩映子 ﾌｼﾞﾀﾆ　ｻｴｺ 庄原ＡＣ 5 女子コンバインドB

35 425 松澤　桃代 ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾓﾓﾖ 庄原ＡＣ 5 女子コンバインドB

36 426 藤岡　月心 ﾌｼﾞｵｶ　ﾂｷﾐ 庄原ＡＣ 5 女子コンバインドB

37 428 藤岡　野々花 ﾌｼﾞｵｶ　ﾉﾉｶ 庄原ＡＣ 5 女子コンバインドB

38 16 小林　舞衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 新涯JAC 6 女子コンバインドB

39 17 小畠　百華 ｺﾊﾞﾀｹ ﾓﾓｶ 新涯JAC 6 女子コンバインドB

40 52 不田　美菜子 ﾌﾀﾞ ﾐﾅｺ 竹尋アスリート 6 女子コンバインドB

41 55 清水　結加 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 竹尋アスリート 6 女子コンバインドB

42 54 池上　楓果 ｲｹｶﾞﾐ ﾌｳｶ 竹尋アスリート 6 女子コンバインドB

43 53 渡部　花璃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 竹尋アスリート 6 女子コンバインドB

44 23 福島　彩乃 ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾉ 中条走ろう会 5 女子コンバインドB

45 500 藤田　紗和 ﾌｼﾞﾀ　ｻﾜ 中野東 6 女子コンバインドB

46 248 弓場　星香 ﾕﾐﾊﾞ　ｾｲｶ 東広島TFC 6 女子コンバインドB

47 245 萩原　菜々子 ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾅﾅｺ 東広島TFC 6 女子コンバインドB



48 249 野田　彩羽 ﾉﾀﾞ　ｲﾛﾊ 東広島TFC 6 女子コンバインドB

49 247 林　舞陽 ﾊﾔｼ　ﾏﾋﾛ 東広島TFC 6 女子コンバインドB

50 251 田上　夕由奈 ﾀｶﾞﾐ　ﾕｳﾅ 東広島TFC 5 女子コンバインドB

51 250 藤井　柑奈 ﾌｼﾞｲ　ｶﾝﾅ 東広島TFC 5 女子コンバインドB

52 252 田中　愛里華 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 東広島TFC 5 女子コンバインドB

53 246 重松　柚杏 ｼｹﾞﾏﾂ　ﾕｱﾝ 東広島TFC 6 女子コンバインドB

54 539 沖野　希実 ｵｷﾉ　ﾉｿﾞﾐ 広島Jroc 5 女子コンバインドB

55 540 畠本　咲穂 ﾊﾀﾓﾄ　ｻｷﾎ 広島Jroc 5 女子コンバインドB

56 140 村上　綸美 ﾑﾗｶﾐ　ｲﾄﾐ びんごWAC 5 女子コンバインドB

57 87 道免　和沙 ﾄﾞｳﾒﾝ ｶｽﾞｻ 福山ジュニア 5 女子コンバインドB

58 276 山根　すず穂 ﾔﾏﾈ　ｽｽﾞﾎ 府中空城 5 女子コンバインドB

59 102 藤川　里央 ﾌｼﾞｶﾜ　ﾘｵ 御調西小陸上部 6 女子コンバインドB

60 104 宮本　咲都貴 ﾐﾔﾓﾄ　ｻﾂｷ 御調西小陸上部 5 女子コンバインドB

61 107 要福地　愛捺 ﾖｳﾌｸｼﾞ　ｱｲﾅ 御調西小陸上部 5 女子コンバインドB

62 72 細羽　七菜 ﾎｿﾊﾞ ﾅﾅ 御野陸上クラブ 6 女子コンバインドB

63 435 寺岡　咲絢 ﾃﾗｵｶ　ｻｱﾔ ユアックさいき陸上 6 女子コンバインドB

64 98 相原　杏咲 ｱｲﾊﾗ　ｱｽﾞｻ 吉和AC 6 女子コンバインドB

65 497 立川　莉衣 ﾀﾂｶﾞﾜ　ﾘｲ リトルランナーズ広島 5 女子コンバインドB

66 156 岡㟢　衣央里 ｵｶｻﾞｷ　ｲｵﾘ 三原陸上クラブ 6 女子コンバインドB

67 157 栄　碧唯 ｻｶｴ　ｱｵｲ 三原陸上クラブ 5 女子コンバインドB

68 79 山本　理央 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｵ 湯田陸上 6 女子コンバインドB

69 80 大谷　美生 ｵｵﾀﾆ　ﾐｵ 湯田陸上 6 女子コンバインドB



性別 ゼッケン 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 種目

男 259 田淵　惇毅 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ アクアパーク 6 混成リレー

男 260 瀬尾　大樹 ｾｵ　ﾀﾞｲｷ アクアパーク 6 混成リレー

女 261 市川　実乃莉 ｲﾁｶﾜ　ﾐﾉﾘ アクアパーク 6 混成リレー

女 262 三宮　璃音 ｻﾝﾉﾐﾔ　ﾘｵ アクアパーク 6 混成リレー

男 263 萩野　高央 ﾊｷﾞﾉ　ﾀｶﾋﾛ アクアパーク 6 混成リレー

女 264 寺田　小桜 ﾃﾗﾀﾞ　ｺﾊﾙ アクアパーク 6 混成リレー

男 369 佐藤　颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 織田幹雄SC 6 混成リレー

男 370 穐山　蒼士 ｱｷﾔﾏ ｿｳｼ 織田幹雄SC 6 混成リレー

男 371 宗安　大芽 ﾑﾈﾔｽ ﾀｲｶﾞ 織田幹雄SC 5 混成リレー

女 372 永岡　美音 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾝﾄ 織田幹雄SC 6 混成リレー

女 373 榊原　香怜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶﾚﾝ 織田幹雄SC 6 混成リレー

女 374 田中　美紅 ﾀﾅｶ ﾐｸ 織田幹雄SC 6 混成リレー

男 323 江先　真優 ｴｻｷ　ﾏﾋﾛ 熊野第一小学校 6 混成リレー

男 324 石山　多聞 ｲｼﾔﾏ　ﾀﾓﾝ 熊野第一小学校 6 混成リレー

男 325 宗像　大光 ﾑﾅｶﾀ　ﾋﾛﾐﾂ 熊野第一小学校 5 混成リレー

女 326 竹之内　恋奈 ﾀｹﾉｳﾁ　ﾚﾅ 熊野第一小学校 6 混成リレー

女 327 池田　瑠莉 ｲｹﾀﾞ ﾙﾘ 熊野第一小学校 6 混成リレー

女 328 吉原　ほのか ﾖｼﾊﾗ　ﾎﾉｶ 熊野第一小学校 6 混成リレー

男 357 山本　晃也 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳﾔ 熊野陸上 6 混成リレー

男 358 片原　凜太朗 ｶﾀﾊﾗ　ﾘﾝﾀﾛｳ 熊野陸上 6 混成リレー

男 359 國本　健琉 ｸﾆﾓﾄ　ﾀｹﾙ 熊野陸上 6 混成リレー

女 360 丸本　恵里 ﾏﾙﾓﾄ　ｴﾘ 熊野陸上 6 混成リレー

女 361 内田　百羽 ｳﾁﾀﾞ　ﾓﾓﾊ 熊野陸上 6 混成リレー

女 362 蝉谷　咲季 ｾﾐﾀﾆ　ｻｷ 熊野陸上 6 混成リレー

男 392 中岡　稀 ﾅｶｵｶ　ﾉｿﾞﾑ 河内小学校 5 混成リレー

男 395 國重 レミエル ｸﾆｼｹﾞ ﾚﾐｴﾙ 河内小学校 6 混成リレー

女 396 高橋 実菜瑛 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾅｴ 河内小学校 5 混成リレー

女 397 今福　智子 ｲﾏﾌｸ　ｻﾄｺ 河内小学校 6 混成リレー

女 398 高橋　茉理絵 ﾀｶﾊｼ　ﾏﾘｴ 河内小学校 6 混成リレー

女 310 新見　菜々子 ﾆｲﾐ　ﾅﾅｺ 坂ジュニア陸上 6 混成リレー

男 311 渡辺　凌太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ 坂ジュニア陸上 6 混成リレー

女 312 立畠　華里奈 ﾀﾃﾊﾀ　ｶﾘﾅ 坂ジュニア陸上 6 混成リレー

男 313 高田　倖舟 ﾀｶﾀ　ｺｳｼｭｳ 坂ジュニア陸上 6 混成リレー

女 314 竹國　朱音 ﾀｹｸﾆ　ｱｶﾈ 坂ジュニア陸上 6 混成リレー

男 315 須郷　貴一 ｽｺﾞｳ　ｷｲﾁ 坂ジュニア陸上 5 混成リレー

女 56 中山　來星 ﾅｶﾔﾏ ﾗﾗ 竹尋アスリート 6 混成リレー

女 57 土井　凛生 ﾄﾞｲ ﾘｵ 竹尋アスリート 6 混成リレー

女 58 秦　結愛 ﾊﾀ ﾕｲﾅ 竹尋アスリート 5 混成リレー

男 59 前山　裕翔 ﾏｴﾔﾏ ﾋﾛﾄ 竹尋アスリート 6 混成リレー

男 60 前山　幹翔 ﾏｴﾔﾏ ﾐｷﾄ 竹尋アスリート 6 混成リレー

男 61 奥野　碧空 ｵｸﾉ ｿﾗ 竹尋アスリート 6 混成リレー
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男 553 伊藤　凛音 ｲﾄｳ　ﾘｵﾝ 広島Jroc 5 混成リレー

男 554 金内　惺海 ｶﾅｳﾁ　ｾﾅ 広島Jroc 5 混成リレー

男 555 村川　碧生 ﾑﾗｶﾜ　ｱｵｲ 広島Jroc 5 混成リレー

女 556 植田　麻絹亜 ｳｴﾀﾞ　ﾏｷｱ 広島Jroc 5 混成リレー

女 557 前田　純果 ﾏｴﾀﾞ　ｽﾐｶ 広島Jroc 5 混成リレー

女 558 清永　ゆい ｷﾖﾅｶﾞ　ﾕｲ 広島Jroc 5 混成リレー

男 547 川手　皓生 ｶﾜﾃ　ｺｳ 広島Jroc 6 混成リレー

男 548 國原　瑛太 ｸﾆﾊﾗ　ｴｲﾀ 広島Jroc 6 混成リレー

男 549 古川　弘貴 ﾌﾙｶﾜ　ｺｳｷ 広島Jroc 5 混成リレー

女 550 大路　未依 ｵｵｼﾞ　ﾏｲ 広島Jroc 6 混成リレー

女 551 伊達　友萌 ﾀﾞﾃ　ﾕﾒ 広島Jroc 6 混成リレー

女 552 丸山　倖奈 ﾏﾙﾔﾏ　ﾕｷﾅ 広島Jroc 6 混成リレー

女 281 菊地　寧々 ｷｸﾁ　ﾈﾈ 府中空城 6 混成リレー

女 282 島田　弥呼 ｼﾏﾀﾞ　ﾐｺ 府中空城 6 混成リレー

女 283 浅田　柚乃 ｱｻﾀﾞ　ﾕﾉ 府中空城 5 混成リレー

男 284 岩崎　倭士 ｲﾜｻｷ　ﾔﾏﾄ 府中空城 6 混成リレー

男 285 中新　優真 ﾅｶｼﾝ　ﾕｳﾏ 府中空城 6 混成リレー

男 286 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ　ﾋｶﾙ 府中空城 6 混成リレー

男 399 佐藤　礼 ｻﾄｳ　ﾚｲ 三次小学校 5 混成リレー

女 400 門田　小雪 ｶﾄﾞﾀ　ｺﾕｷ 三次小学校 6 混成リレー

男 401 吉川　碧人 ｷｯｶﾜ　ｱｵﾄ 三次小学校 6 混成リレー

女 402 半田　羽蘭 ﾊﾝﾀﾞ　ｳﾗﾝ 三次小学校 6 混成リレー

女 403 藤本　真里奈 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾏﾘﾅ 三次小学校 6 混成リレー

男 150 井上　莉生 ｲﾉｳｴ　ﾘｵ 三原陸上クラブ 6 混成リレー

男 151 清水　璃空 ｼﾐｽﾞ　ﾘｸ 三原陸上クラブ 6 混成リレー

男 152 大髙　史人 ｵｵﾀｶ　ﾌﾐﾄ 三原陸上クラブ 6 混成リレー

女 153 中元　姫花 ﾅｶﾓﾄ　ﾋﾒｶ 三原陸上クラブ 6 混成リレー

女 154 岡野　央都 ｵｶﾉ　ｵﾄ 三原陸上クラブ 6 混成リレー

女 155 東　希碧 ﾋｶﾞｼ　ﾉｱ 三原陸上クラブ 6 混成リレー
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