
種目 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学齢 所属名 他県登録

走高跳 1 1095 田邊勇貴 タナベユウキ 2 庄原実業高

走高跳 2 申請中 杉本　希音 スギモト　キオト 1 山陽高

走高跳 3 1662 恵美　凜太郎 エミ　リンタロウ 3 高陽東高

走高跳 4 968 西村　泰司 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｼﾞ 2 広島市工

走高跳 5 1120 奥山　聡士 オクヤマ　サトシ 2 五日市高

走高跳 6 申請中 田原　和歩 タハラ　カズホ 1 広工大高

走高跳 7 1075 酒井　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 2 市立沼田高

走高跳 8 1825 森　陸太朗 ﾓﾘ ﾘｸﾀﾛｳ 3 市立沼田高

走高跳 9 申請中 亀井　颯太 カメイ　ソウタ 1 広工大高
走高跳 10 622 半田　浩基 ﾊﾝﾀﾞ　ﾋﾛｷ 54 鶴学園クラブ

走高跳 11 505 岩崎　耕世 イワサキ　コウセイ 37 広島SRPC

走高跳 12 1922 井上　大輔 イノウエ　ダイスケ 3 県立広島高

走高跳 13 962 ショウ　タイラー ショウ　タイラー 2 山陽高

走高跳 14 1827 佐藤　友多 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 3 市立沼田高

走高跳 15 申請中 野尻　翔英 ノジリ　ショウエイ 1 高陽東高

走高跳 16 1826 廣川　憂伍 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｺﾞ 3 市立沼田高

走高跳 17 873 原　颯飛 ハラ　ハヤト 2 広島国際学院高
走高跳 18 7-1438 神鳥　怜央 カミトリ　レオ 3 広島修道大学

走高跳 19 1830 海地　翔斗 ｶｲﾁ ｼｮｳﾄ 3 福山誠之館高
走高跳 20 7-1176 隈井　智也 クマイ　トモヤ 2 広島工業大学

走高跳 21 7-1371 古閑　翔太朗 ｺｶﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ 2 広島文化大学

走高跳 22 46 大田耕平 オオタ　コウヘイ 23 広島県庁ＲＣ

走高跳 23 1610 井口 寛之 イノクチ ヒロユキ 39 疾風クラブ

走高跳 24 912 北野　裕太 キタノ　ユウタ 2 広島皆実高
走高跳 25 7-1139 松本　奏一郎 マツモト　ソウイチロウ3 広島大学

走高跳 26 2047 本山パウロガブリエルモトヤマパウロガブリエル3 庄原実業高

走高跳 27 984 杉原　哲平 スギハラ　テッペイ 2 広工大高
走高跳 28 申請中 下川　顕星 シモカワ　ケンセイ 4 徳山大学

棒高跳 1 7-1589 開内　丈流 ヒラキウチ　タケル 2 福山平成大学

棒高跳 2 1128 尾崎　修吾 ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 3 崇徳中

棒高跳 3 7-1584 水成　晃聖 ミズナリ　コウセイ 3 福山平成大学

棒高跳 4 979 宮本　藍人 ミヤモト　アイト 3 広島市立井口中学校

棒高跳 5 1272 加藤　輝一 カトウ　コウイチ 2 西条農高

棒高跳 6 1074 金清　敦至 ｶﾈｷﾖ ｱﾂｼ 2 市立沼田高

棒高跳 7 申請中 藤井　健斗 フジイ　ケント 1 広工大高

棒高跳 8 申請中 溝尾 涼介 ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 1 市立沼田高

棒高跳 9 1703 五刀　要 ゴトウ　カナメ 3 西条農高

棒高跳 10 申請中 山中　涼聖 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳｾｲ 1 市立沼田高

棒高跳 11 申請中 和手　航大 ワテ　コウタ 1 崇徳高

棒高跳 12 1903 井筒　翔真 イヅツ　ショウマ 3 広工大高

棒高跳 13 1708 小川　龍治 オガワ　リュウジ 3 西条農高

棒高跳 14 1825 森　陸太朗 ﾓﾘ ﾘｸﾀﾛｳ 3 市立沼田高
棒高跳 15 340 見越　勇太 ミコシ　ユウタ 27 チームもんごる 大阪

棒高跳 16 1905 鍛冶元　結 カジモト　ユウ 3 広工大高
棒高跳 17 1296 佐々木　崇之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 3 広島経済大学

棒高跳 18 65 山本　大貴 ヤマモト　ダイキ 1 近大東広島高
棒高跳 19 7-1072 田村　圭祐 タムラ　ケイスケ 3 広島大学

棒高跳 20 476 萩原　翔 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｹﾙ 32 広大樟柳ク

棒高跳 21 815 綾　大心 アヤ　ダイシン 2 近大東広島高
棒高跳 22 625 下瀬　翔貴 ｼﾓｾ　ｼｮｳｷ 26 鶴学園クラブ



走幅跳 1 7-1129 藤原　駿也 フジワラ　シュンヤ M2 広島大学 岡山県

走幅跳 2 1287 倉田  匠 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 4 広島経済大学

走幅跳 3 申請中 小藤  嵐 ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 1 広島経済大学 岡山

走幅跳 4 7-1430 北村　直大 キタムラ　ナオ 4 広島修道大学

走幅跳 5 963 井町　慶太郎 イマチ　ケイタロウ 2 山陽高
走幅跳 6 申請中 三浦　広大 ミウラ　コウダイ M1 広島大学 宮崎県

走幅跳 7 1914 森　愛基 モリ　アイキ 3 広工大高

走幅跳 8 918 岩本　賢吉 イワモト　ケンキチ 2 広島皆実高
走幅跳 9 1291 藤本  直杜 ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅｵﾄ 4 広島経済大学

走幅跳 10 1642 北村　健人 キタムラ　ケント 3 修道高
走幅跳 11 7-1090 河上　洋輝 カワカミ　ヒロキ 3 広島大学

走幅跳 12 2033 大坪　恭也 オオツボ　キョウヤ 3 総合技術高

走幅跳 13 22 江口　颯哉 エグチ　ソウヤ 1 広島皆実高
走幅跳 14 申請中 松井  優人 ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 1 広島経済大学

走幅跳 15 72 末盛　巧 スエモリ　タク 1 修道高

走幅跳 16 1741 坂元　友斗 サカモト　ユウト 3 広島なぎさ高
走幅跳 17 申請中 石津　翔太 ｲｼｽﾞ　ｼｮｳﾀ 1 広島文化大学

走幅跳 18 1864 加甲　祐樹 カコウ　ユウキ 3 庄原格致高

走幅跳 19 申請中 高橋　昂生 タカハシ　コウセイ 1 県立広島高

走幅跳 20 1653 山﨑　創矢 ヤマサキ　ソウヤ 3 広島中等教育

走幅跳 21 1985 髙　和宏 タカ　カズヒロ 3 宮島工高

走幅跳 22 1742 津川　晃佑 ツガワ　コウスケ 3 広島なぎさ高

走幅跳 23 1761 佐藤　利久 ｻﾄｳ ﾘｸ 3 府中高

走幅跳 24 申請中 栗矢　陽輝 クリヤ　ハルキ 1 舟入高

走幅跳 25 27 恵南　優貴 エナミ　ユウキ 1 広島皆実高

走幅跳 26 1083 中脇　志祐 ナカワキ　シュウ 2 県立広島高

走幅跳 27 1164 前出　滉太 ﾏｴﾃﾞ ｺｳﾀ 2 福山誠之館高

走幅跳 28 1063 本田　丈流 ホンダ　タケル 2 舟入高

走幅跳 29 872 畑田　航汰 ハタダ　コウタ 2 広島国際学院高
走幅跳 30 778 新谷　哲也 ｼﾝﾀﾆ　ﾃﾂﾔ 34 鶴学園クラブ

走幅跳 31 1906 倉田　久瑠 クラタ　クリュウ 3 広工大高

走幅跳 32 申請中 水木　大地 ミズキ　ダイチ 1 広工大高
走幅跳 33 7-1574 野口　尚樹 ノグチ　ナオキ 4 福山平成大学 島根

走幅跳 34 1306 横田  雄大 ﾖｺﾀ  ﾕｳﾀﾞｲ 2 広島経済大学

走幅跳 35 2228 寺地　玄 テラチ　ゲン 3 祇園北高

走幅跳 36 2197 岡田大貴 オカダ　タカヒロ 3 庄原実業高

走幅跳 37 1687 芦原　義人 アシハラ　ヨシト 3 崇徳高

走幅跳 38 1121 川本　雅敬 カワモト　マサタカ 2 五日市高
走幅跳 39 7-1088 中村　周聖 ナカムラ　シュウセイ 2 広島大学

走幅跳 40 1076 重田　陸 ｼｹﾞﾀ ﾘｸ 2 市立沼田高

走幅跳 41 1976 西本　亮太 ニシモト　リョウタ 3 広陵高

走幅跳 42 1123 南川　陽 ミナミカワ　ハル 2 五日市高

走幅跳 43 1923 藤本　瑞巳 フジモト　ミズキ 3 県立広島高

走幅跳 44 申請中 原　雅弥 ハラ　マサヤ 1 広島国際学院高

走幅跳 45 99 川本 圭悟 カワモト ケイゴ 1 広島なぎさ高

走幅跳 46 2045 佐々木洸貴 ササキ　ヒロキ 3 庄原実業高

走幅跳 47 申請中 小池　玲 コイケ　レイ 1 広島中等教育

走幅跳 48 2259 佐々木　拓生 ｻｻｷ ﾀｸﾐ 3 市立沼田高

走幅跳 49 1339 因　尊叶 イン　ミコト 2 祇園北高

走幅跳 50 2037 豊田　泰基 トヨタ　タイキ 3 崇徳高



走幅跳 51 申請中 松島　史弥 マツシマ　フミヤ 1 宮島工高

走幅跳 52 2100 三宅　利 ﾐﾔｹ　ﾐﾉﾙ 3 広島国泰寺高

走幅跳 53 70 青木　鷹哉 アオキ　タカヤ 1 修道高

走幅跳 54 申請中 加藤　大輝 カトウ　ダイキ 2 広島国際学院高

走幅跳 55 100 下津　祐 シモツ　ユウ 1 広島なぎさ高

走幅跳 56 2117 山中涼司 ヤマナカリョウジ 3 廿日市高

走幅跳 57 1234 住谷　遥海 スミヤ　ハルミ 2 総合技術高

走幅跳 58 2036 湯浅　駿祐 ユアサ　シュンスケ 3 崇徳高
走幅跳 59 吉田　春紀 ヨシダ　ハルキ 3 修道中

走幅跳 60 申請中 磯兼　春摩 イソカネ　ハルマ 2 祇園北高

走幅跳 61 1362 乃美　亮太 ノミ　リョウタ 2 崇徳高

走幅跳 62 申請中 藤井　廉 フジイ　レン 1 県立広島高
走幅跳 63 1287 西本　恵斗 ﾆｼﾓﾄ　ｹｲﾄ 3 安西中学校

走幅跳 64 1419 松本　晴陽 マツモト　ハルヒ 2 崇徳高

走幅跳 65 1036 野村　彰吾 ノムラ　ショウゴ 2 基町高

走幅跳 66 1421 吉田　雅治 ヨシダ　マサハル 2 崇徳高

走幅跳 67 1232 福本　拓己 フクモト　タクミ 2 庄原格致高

走幅跳 68 2126 大内　慎平 オオウチ　シンペイ 3 基町高
走幅跳 69 岡村　拓海 オカムラ　タクミ 3 修道中

走幅跳 70 1281 川口　航生 ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｳｷ 3 安西中学校



三段跳 1 636 冨山　拓矢 ﾄﾐﾔﾏ　ﾀｸﾔ 34 鶴学園クラブ

三段跳 2 1979 山田　悠斗 ヤマダ　ハルト 3 広陵高
三段跳 3 629 竹本　周平 ﾀｹﾓﾄ　ｼｭｳﾍｲ 32 鶴学園クラブ

三段跳 4 1288 黒川  慎太郎 ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 4 広島経済大学 愛媛

三段跳 5 1303 田村  春樹 ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 2 広島経済大学 山口

三段跳 6 申請中 松井  優人 ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 1 広島経済大学

三段跳 7 1761 佐藤　利久 ｻﾄｳ ﾘｸ 3 府中高
三段跳 8 7-1090 河上　洋輝 カワカミ　ヒロキ 3 広島大学

三段跳 9 1922 井上　大輔 イノウエ　ダイスケ 3 県立広島高

三段跳 10 7-1574 野口　尚樹 ノグチ　ナオキ 4 福山平成大学

三段跳 11 1283 石本  惣一朗 ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ M2 広島経済大学 愛媛

三段跳 12 1741 坂元　友斗 サカモト　ユウト 3 広島なぎさ高

三段跳 13 72 末盛　巧 スエモリ　タク 1 修道高

三段跳 14 1708 小川　龍治 オガワ　リュウジ 3 西条農高

三段跳 15 834 齋藤　聖 サイトウ　ショウ 2 崇徳高

三段跳 16 1653 山﨑　創矢 ヤマサキ　ソウヤ 3 広島中等教育

三段跳 17 985 檀上　敬彦 ダンジョウ　トシヒコ 2 広工大高
三段跳 18 7-1443 村上　浩平 ムラカミ　コウヘイ 3 広島修道大学

三段跳 19 7-1450 神野　竜 ジンノ　リュウ 2 広島修道大学 愛媛県

三段跳 20 1284 佐竹  良樹 ｻﾀｹ ﾖｼｷ M2 広島経済大学

三段跳 21 2087 永橋　碧人 ナガハシ　アオト 3 山陽高

三段跳 22 1826 廣川　憂伍 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｺﾞ 3 市立沼田高
三段跳 23 1306 横田  雄大 ﾖｺﾀ  ﾕｳﾀﾞｲ 2 広島経済大学

三段跳 24 1307 吉田  舟昨 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 2 広島経済大学 鳥取

三段跳 25 2033 大坪　恭也 オオツボ　キョウヤ 3 総合技術高

三段跳 26 1923 藤本　瑞巳 フジモト　ミズキ 3 県立広島高

三段跳 27 887 紙田　晴吉 カミタ　ハルキチ 2 祇園北高

三段跳 28 1789 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 3 広島井口高

三段跳 29 936 宇土　祐貴 ウド　ユウキ 2 広島国際学院高

三段跳 30 1662 恵美　凜太郎 エミ　リンタロウ 3 高陽東高

三段跳 31 1663 秀浦　航 ヒデウラ　ワタル 3 高陽東高

三段跳 32 1838 原田　竜希 ハラダ　タツキ 3 近大東広島高

三段跳 33 1076 重田　陸 ｼｹﾞﾀ ﾘｸ 2 市立沼田高
三段跳 34 7-1176 隈井　智也 クマイ　トモヤ 2 広島工業大学

三段跳 35 1837 田原　雄介 タハラ　ユウスケ 3 近大東広島高

三段跳 36 1976 西本　亮太 ニシモト　リョウタ 3 広陵高

三段跳 37 申請中 小池　玲 コイケ　レイ 1 広島中等教育

三段跳 38 1857 石田　輝 イシダ　アキラ 3 安古市高

三段跳 39 2100 三宅　利 ﾐﾔｹ　ﾐﾉﾙ 3 広島国泰寺高

三段跳 40 1375 下園　悠真 シモゾノ　ユウマ 2 広陵高

三段跳 41 1254 井上　晴史 イノウエ　ハルフミ 2 祇園北高

三段跳 42 申請中 赤木　晴紀 アカギ　ハルキ 2 安芸南高



砲丸投(6K) 1 67 中村　一達 ナカムラ　イッタツ 1 安古市高

砲丸投(6K) 2 871 櫻井　真奈斗 サクライ　マナト 2 安芸南高

砲丸投(6K) 3 1910 中村　遼伽 ナカムラ　ハルカ 3 広工大高

砲丸投(6K) 4 1764 須崎　航 スザキ　コウ 3 舟入高

砲丸投(6K) 5 1851 高野　尚之 ﾀｶﾉ ﾅｵﾕｷ 3 高陽高

砲丸投(6K) 6 2038 堀江　創 ホリエ　ハジメ 3 崇徳高

砲丸投(6K) 7 1153 流森　信治 ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 2 広島市工

砲丸投(6K) 8 813 乾　孝成 イヌイ　タカナリ 2 近大東広島高

砲丸投(6K) 9 1771 山崎　莉玖 ヤマサキ　リク 3 総合技術高

砲丸投(6K) 10 2252 谷口　輝幸 タニグチ　テルユキ 3 崇徳高

砲丸投(6K) 11 1651 中川　由章 ナカガワ　ヨシアキ 3 広島中等教育

砲丸投(6K) 12 2090 臺　和哉 ダイ　カズヤ 3 三次高

砲丸投(6K) 13 1275 伊藤　択真 イトウ　タクマ 2 近大東広島高

砲丸投(6K) 14 1990 竹本　祐貴 タケモト　ユウキ 3 基町高

砲丸投(6K) 15 1337 石山　雄太 イシヤマ　ユウタ 2 祇園北高

砲丸投(6K) 16 2088 楢崎　光平 ナラサキ　コウヘイ 3 広島観音高

砲丸投(6K) 17 837 佐々木　諒 ササキ　リョウ 2 崇徳高

砲丸投(6K) 18 1385 大出　翔 ｵｵﾃﾞ　ﾂﾊﾞｻ 2 因島高

砲丸投(6K) 19 938 和田　学 ﾜﾀﾞ ｶﾞｸ 2 広島市工

砲丸投(6K) 20 1397 川島　唯暉 カワシマ　ユイキ 2 広島観音高

砲丸投(6K) 21 2097 中本　了 ナカモト　リョウ 3 広島翔洋高

砲丸投(6K) 22 814 宮田　智史 ミヤタ　サトシ 2 近大東広島高

砲丸投(6K) 23 1649 佐藤　竜太 サトウ　リュウタ 3 広島中等教育

砲丸投(6K) 24 1285 神垣　柊翔 カミガキ　シュウト 2 広島工高

砲丸投(6K) 25 申請中 山田　雄大 ヤマダ　ユウタ 2 広島国際学院高

砲丸投(6K) 26 1044 下山　瑛士 シモヤマ　エイジ 2 三次高

砲丸投(6K) 27 103 山本　広樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 1 安芸高

砲丸投(6K) 28 1051 井出　悠斗 イデ　ユウト 2 市立広島商高

砲丸投(6K) 29 1089 内田　励 ウチダ　レイ 2 広島観音高

砲丸投(6K) 30 1343 岡本　栞汰 オカモト　カンタ 2 賀茂北高

砲丸投(7.26K) 1 7-1573 川田　佳次 カワダ　ケイジ 4 福山平成大学

砲丸投(7.26K) 2 1304 中矢  千加良 ﾅｶﾔ ﾁｶﾗ 2 広島経済大学 愛媛



円盤投(1.75K) 1 2149 間賀田　賢吾 マガタ　ケンゴ 3 西条農高

円盤投(1.75K) 2 892 松重　安真 マツシゲ　ヤスマサ 2 広島中等教育

円盤投(1.75K) 3 871 櫻井　真奈斗 サクライ　マナト 2 安芸南高

円盤投(1.75K) 4 1910 中村　遼伽 ナカムラ　ハルカ 3 広工大高

円盤投(1.75K) 5 1714 川人　脩矢 ｶﾜﾋﾄ ｼｭｳﾔ 3 如水館高

円盤投(1.75K) 6 2056 林原　朋哉 ハヤシバラ　トモヤ 3 近大福山高

円盤投(1.75K) 7 1710 三宅　哲平 ミヤケ　テッペイ 3 西条農高

円盤投(1.75K) 8 2038 堀江　創 ホリエ　ハジメ 3 崇徳高

円盤投(1.75K) 9 948 藤村　太一 フジムラ　タイチ 2 西条農高

円盤投(1.75K) 10 1649 佐藤　竜太 サトウ　リュウタ 3 広島中等教育

円盤投(1.75K) 11 申請中 竹内　鴻 ﾀｹｳﾁ ｺｳ 1 福山誠之館高

円盤投(1.75K) 12 2217 大内　龍聖 ｵｵｳﾁ　ﾘｭｳｾｲ 3 尾道商業高

円盤投(1.75K) 13 937 村上　蒼輝 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 2 広島市工

円盤投(1.75K) 14 2232 金谷　優成 ｶﾈﾀﾆ ﾕｳｾｲ 3 府中高

円盤投(1.75K) 15 2252 谷口　輝幸 タニグチ　テルユキ 3 崇徳高

円盤投(1.75K) 16 977 久長　朋生 ヒサナガ　トモキ 2 三次高

円盤投(1.75K) 17 1851 高野　尚之 ﾀｶﾉ ﾅｵﾕｷ 3 高陽高

円盤投(1.75K) 18 1153 流森　信治 ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 2 広島市工

円盤投(1.75K) 19 946 迫田　力哉 サコダ　リキヤ 2 西条農高

円盤投(1.75K) 20 2078 徳田　和栄 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｴ 3 府中高

円盤投(1.75K) 21 813 乾　孝成 イヌイ　タカナリ 2 近大東広島高

円盤投(1.75K) 22 2142 山崎　翔太 ﾔﾏｻｷ　ｼｮｳﾀ 3 安芸南高

円盤投(1.75K) 23 1285 神垣　柊翔 カミガキ　シュウト 2 広島工高

円盤投(1.75K) 24 1876 小畑　圭吾 ｵﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 3 市立沼田高

円盤投(1.75K) 25 853 難波　穣 ナンバ　ジョウ 2 修道高

円盤投(1.75K) 26 103 山本　広樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 1 安芸高

円盤投(1.75K) 27 申請中 平田　俊介 ヒラタ　シュンスケ 2 安芸南高

円盤投(1.75K) 28 1651 中川　由章 ナカガワ　ヨシアキ 3 広島中等教育

円盤投(1.75K) 29 814 宮田　智史 ミヤタ　サトシ 2 近大東広島高

円盤投(1.75K) 30 2090 臺　和哉 ダイ　カズヤ 3 三次高

円盤投(1.75K) 31 1036 野村　彰吾 ノムラ　ショウゴ 2 基町高

円盤投(1.75K) 32 1320 小川　郁咲 ｵｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 2 府中高

円盤投(1.75K) 33 1337 石山　雄太 イシヤマ　ユウタ 2 祇園北高

円盤投(1.75K) 34 889 三宅　純希 ミヤケ　ジュンキ 2 祇園北高

円盤投(1.75K) 35 1122 菅　虎太郎 スガ　コタロウ 2 五日市高

円盤投(1.75K) 36 1453 細井　宏太郎 ホソイ　コウタロウ 2 近大福山高

円盤投(1.75K) 37 申請中 山田　雄大 ヤマダ　ユウタ 2 広島国際学院高

円盤投(1.75K) 38 1090 住田　康祐 スミダ　コウスケ 2 広島観音高

円盤投(1.75K) 39 1091 片山　飛光 カタヤマ　ヒサミツ 2 広島観音高

円盤投(1.75K) 40 1044 下山　瑛士 シモヤマ　エイジ 2 三次高

円盤投(2K) 1 7-1451 鈴木　真人 スズキ　マサト 2 広島修道大学 鳥取県

円盤投(2K) 2 1290 廣田  皓大 ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 4 広島経済大学 岡山

円盤投(2K) 3 7-1408 切田　侃希 キリタ　ナオキ 4 福山大学

円盤投(2K) 4 7-1584 水成　晃聖 ミズナリ　コウセイ 3 福山平成大学

円盤投(2K) 5 7-1589 開内　丈流 ヒラキウチ　タケル 2 福山平成大学



やり投 1 475 桑田　和佳 ｸﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 34 広大樟柳ク

やり投 2 892 松重　安真 マツシゲ　ヤスマサ 2 広島中等教育
やり投 3 7-1414 金川　伸一郎 カネガワ　シンイチロウ3 福山大学

やり投 4 477 山本　一喜 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 35 広大樟柳ク

やり投 5 2063 池田　彩人 イケダ　アヤト 3 祇園北高

やり投 6 2232 金谷　優成 ｶﾈﾀﾆ ﾕｳｾｲ 3 府中高

やり投 7 1710 三宅　哲平 ミヤケ　テッペイ 3 西条農高

やり投 8 871 櫻井　真奈斗 サクライ　マナト 2 安芸南高
やり投 9 7-1451 鈴木　真人 スズキ　マサト 2 広島修道大学 鳥取県

やり投 10 1764 須崎　航 スザキ　コウ 3 舟入高

やり投 11 1972 安達　力輝 アダチ　リキ 3 広陵高

やり投 12 1040 小櫻　元暉 ｺｻﾞｸﾗ ｹﾞﾝｷ 2 高陽高

やり投 13 2149 間賀田　賢吾 マガタ　ケンゴ 3 西条農高

やり投 14 937 村上　蒼輝 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 2 広島市工

やり投 15 2088 楢崎　光平 ナラサキ　コウヘイ 3 広島観音高
やり投 16 7-1584 水成　晃聖 ミズナリ　コウセイ 3 福山平成大学

やり投 17 1253 中林　一輝 ナカバヤシ　イツキ 2 祇園北高

やり投 18 1091 片山　飛光 カタヤマ　ヒサミツ 2 広島観音高

やり投 19 1237 小林　弘迪 コバヤシ　ヒロミチ 2 総合技術高

やり投 20 837 佐々木　諒 ササキ　リョウ 2 崇徳高

やり投 21 1089 内田　励 ウチダ　レイ 2 広島観音高

やり投 22 857 森内　翔太 モリウチ　ショウタ 2 修道高

やり投 23 1990 竹本　祐貴 タケモト　ユウキ 3 基町高

やり投 24 1342 山本　優大 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾀﾞｲ　　　 2 広島国泰寺高

やり投 25 1633 佐藤　龍成 サトウ　リュウセイ 3 広島皆実高

やり投 26 1320 小川　郁咲 ｵｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 2 府中高

やり投 27 1275 伊藤　択真 イトウ　タクマ 2 近大東広島高

やり投 28 1420 谷中　優太 タニナカ　ユウタ 2 崇徳高

やり投 29 申請中 平田　俊介 ヒラタ　シュンスケ 2 安芸南高

やり投 30 1388 中里　直貴 ナカザト　ナオキ 2 広工大高

やり投 31 1038 賀川　翔世 カガワ　ショウセイ 2 基町高

やり投 32 1370 松岡　翔 マツオカ　ショウ 2 安芸南高

やり投 33 2078 徳田　和栄 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｴ 3 府中高

やり投 34 1090 住田　康祐 スミダ　コウスケ 2 広島観音高

やり投 35 1876 小畑　圭吾 ｵﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 3 市立沼田高

やり投 36 1397 川島　唯暉 カワシマ　ユイキ 2 広島観音高

やり投 37 1095 田邊勇貴 タナベユウキ 2 庄原実業高

やり投 38 申請中 西佐古　蒼空 ニシサコ　ソア 1 西条農高

やり投 39 1371 深井　翔太郎 フカイ　ショウタロウ 2 安芸南高

やり投 40 申請中 山田　雄大 ヤマダ　ユウタ 2 広島国際学院高


