
予選 6月30日 12:15
決勝 6月30日 13:35

日本中学記録(JR)                10.4  宮本　大輔           山  口  周陽             2014/ 5/17  
県中学記録(PR)                  10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   

北村　拓也                   伴               2008/8/8    
大会記録(GR)                    11.76 北村　拓也                   伴               2006        

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.9

 1 中西謙至郎(1)     12.30 q  1 吉岡  裕修(1)     12.14 q
ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾛｳ ひろしま協創中 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中

 2 平垣内春樹(1)     12.63  2 祢宜  由馬(1)     12.58 
ﾋﾗｶﾞｷｳﾁ ﾊﾙｷ 福山城東中 ﾈｷﾞ ﾕｳﾏ 県立広島中

 3 上手  颯太(1)     12.81  3 栗林  慎成(1)     12.60 
ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ 矢野中

 4 棟山  稟登(1)     12.85  4 川端  晴人(1)     12.67 
ﾑﾈﾔﾏ ﾘﾝﾄ 口和中 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 鷹取中

 5 中田  海斗(1)     12.91  5 櫻井  俊輔(1)     12.69 
ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 廿日市中 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 安佐中

 6 森橋    昂(1)     13.03  6 森廣  涼耶(1)     12.91 
ﾓﾘﾊｼ ｱｷﾗ 吉名学園 ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾔ 磯松中

 7 渡部  温生(1)     13.21  7 井戸邊里史(1)     13.33 
ﾜﾀﾍﾞ ﾊﾙｷ 熊野中 ｲﾄﾞﾍﾞ ｻﾄｼ 三原第二中

 8 宇野  剣太(1)     13.29 糸井  湧真(1)
ｳﾉ ｹﾝﾀ 国泰寺中 ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +2.4

 1 山本  隼人(1)     12.47 q  1 桑田  蒼汰(1)     12.79 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 近大東広島中 ｸﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 新市中央中

 2 山田  修弥(1)     12.51 q  2 蒲武  陸人(1)     12.85 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 安佐中 ｶﾀｹ ﾘｸﾄ 磯松中

 3 山手  柊星(1)     12.85  3 田中    銀(1)     12.88 
ﾔﾏﾃ ｼｭｳｾｲ 向丘中 ﾀﾅｶ ｷﾞﾝ 福山城北中

 4 田尻  レオ(1)     12.87  4 登田  健章(1)     12.97 
ﾀｼﾞﾘ ﾚｵ 西条中 ﾄﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ 府中緑ヶ丘中

 5 柳川  瑛太(1)     12.89  5 吉野  拓真(1)     12.98 
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中 ﾖｼﾉ ﾀｸﾏ 安佐中

 6 武田  潤也(1)     13.07  6 西角  信哉(1)     13.11 
ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 松賀中 ﾆｼｶﾄﾞ ｼﾝﾔ 三原第二中

 7 青野    空(1)     13.18  7 銭谷康太郎(1)     13.23 
ｱｵﾉ ｸｳ 観音中 ｾﾞﾆﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 呉中央中
渡利  陽太(1) 植田  瑛稀(1)
ﾜﾀﾘ ﾖｳﾀ 伴中 ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ 五日市中

[ 5組] 風速 +2.2 [ 6組] 風速 +2.4

 1 林  謙太朗(1)     12.19 q  1 森政  利己(1)     12.47 q
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 翠町中 ﾓﾘﾏｻ ﾘｷ 高美が丘中

 2 折本  太輝(1)     12.28 q  2 神重  翔央(1)     12.60 
ｵﾘﾓﾄ ﾀｲｷ 戸坂中 ｶﾐｼｹﾞ ｼｮｳ 日比崎中

 3 橋本  鉄太(1)     12.35 q  3 相星  周汰(1)     12.64 
ﾊｼﾓﾄ ﾃｯﾀ 大野中 ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中

 4 東    舜也(1)     12.62  4 藤原  悠哉(1)     12.86 
ﾋｶﾞｼ ｼｭﾝﾔ 白岳中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ 三原第四中

 5 松本  陽汰(1)     12.76  5 玉井  晴葵(1)     12.91 
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 長江中 ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中

 6 川嵜    蓮(1)     12.99  6 大坪  准也(1)     13.00 
ｶﾜｻｷ ﾚﾝ 砂谷中 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 磯松中

 7 竹中  隼人(1)     13.36  7 長石  克誠(1)     13.12 
ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 府中緑ヶ丘中 ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ 広島城南中

 8 中村  浩嵩(1)     13.38  8 槙本陽之輔(1)     13.14 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 河内中 ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 広島なぎさ中
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予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



風速 +1.3

 1 吉岡  裕修(1)     12.15 
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中

 2 中西謙至郎(1)     12.28 
ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾛｳ ひろしま協創中

 3 林  謙太朗(1)     12.31 
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 翠町中

 4 折本  太輝(1)     12.49 
ｵﾘﾓﾄ ﾀｲｷ 戸坂中

 5 橋本  鉄太(1)     12.52 
ﾊｼﾓﾄ ﾃｯﾀ 大野中

 6 山本  隼人(1)     12.52 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 近大東広島中

 7 山田  修弥(1)     12.64 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 安佐中

 8 森政  利己(1)     12.68 
ﾓﾘﾏｻ ﾘｷ 高美が丘中
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予選 6月29日 13:55
決勝 6月30日 14:05

日本中学記録(JR)              3:49.72 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/ 9/23  
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:26.30 實藤　康樹                   本　郷           2010        

[ 1組] [ 2組]

 1 三谷  虎太郎(1)   4:30.50 Q  1 河野  大輝(1)   4:42.98 Q
ﾐﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 鷹取中 ｺｳﾉ ﾀｲｷ 坂中

 2 正畑  竜悟(1)   4:39.68 Q  2 三宅  悠斗(1)   4:44.09 Q
ｼｮｳﾊﾀ ﾘｭｳｺﾞ 三原第五中 ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 西条中

 3 新木  大翔(1)   4:40.51 Q  3 三好  智之(1)   4:46.55 Q
ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ 高屋中 ﾐﾖｼ ﾄﾓﾕｷ 松賀中

 4 井崎  尋斗(1)   4:42.10 Q  4 井上  心太(1)   4:48.36 Q
ｲｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 神辺西中 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾀ 大成館中

 5 榊原    哲(1)   4:42.45 Q  5 隅田健一朗(1)   4:52.17 Q
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 高取北中 ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大塚中

 6 小田  翔太(1)   4:43.26 Q  6 大立  凌輔(1)   4:52.78 Q
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 五日市南中 ｵｵﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 宮浦中

 7 槙本陽之輔(1)   4:46.95 q  7 森野  哩気(1)   4:53.10 
ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 広島なぎさ中 ﾓﾘﾉ ﾘｷ 広中央中

 8 前永  蒼登(1)   4:49.00 q  8 北橋  珠羽(1)   4:53.20 
ﾏｴﾅｶﾞ ｱｵﾄ 松賀中 ｷﾀﾊｼ ｼｭｳ 白岳中

 9 竹中  七恩(1)   4:50.39 q  9 加登  流空(1)   4:58.73 
ﾀｹﾅｶ ﾅｵｷ 本郷中 ｶﾄ ﾙｳｸ 東原中

10 久保田成琉(1)   4:50.63 10 島津    暖(1)   4:59.59 
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾙ 熊野中 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ 口田中

11 西中  健人(1)   4:54.03 11 福本  航大(1)   5:09.41 
ﾆｼﾅｶ ｹﾝﾄ 磯松中 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 近大東広島中

12 赤繁  咲多(1)   4:58.01 12 新木  悠雅(1)   5:10.48 
ｱｶｼｹﾞ ｻｸﾀ 府中第一中 ｼﾝｷ ﾕｳｶﾞ 高屋中

13 川本  晴瑠(1)   5:00.06 高津  ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ  ｷﾞﾘｴﾙﾒ  圭次(1)
ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙ 安浦中 ﾀｶﾂ ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｷﾞﾘｴﾙﾒ ｹｲｼﾞ横路中

14 竹内  陽哉(1)   5:07.80 岡田  蓮生(1)
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ 銀河学院中 ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ 黒瀬中

15 林    優太(1)   5:15.32 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 三原第二中 ラップタイム

   400m    1:14.1  4707 三好  智之(1)
ラップタイム    800m    2:30.0   〃     〃 
   400m    1:10.1  6325 三谷  虎太郎(1)   1200m    3:50.1  4366 河野  大輝(1)
   800m    2:25.0   〃     〃 
  1200m    3:38.7   〃     〃 
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記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

1年男子

１５００ｍ

予選 通過基準  2組  6着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名



 1 三谷  虎太郎(1)   4:32.27 
ﾐﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 鷹取中

 2 三宅  悠斗(1)   4:36.29 
ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 西条中

 3 新木  大翔(1)   4:36.39 
ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ 高屋中

 4 正畑  竜悟(1)   4:36.84 
ｼｮｳﾊﾀ ﾘｭｳｺﾞ 三原第五中

 5 井崎  尋斗(1)   4:38.74 
ｲｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 神辺西中

 6 榊原    哲(1)   4:39.00 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 高取北中

 7 三好  智之(1)   4:39.50 
ﾐﾖｼ ﾄﾓﾕｷ 松賀中

 8 井上  心太(1)   4:39.83 
ｲﾉｳｴ ｼﾝﾀ 大成館中

 9 小田  翔太(1)   4:41.85 
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 五日市南中

10 大立  凌輔(1)   4:45.15 
ｵｵﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 宮浦中

11 前永  蒼登(1)   4:46.47 
ﾏｴﾅｶﾞ ｱｵﾄ 松賀中

12 槙本陽之輔(1)   4:48.81 
ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 広島なぎさ中

13 竹中  七恩(1)   4:52.20 
ﾀｹﾅｶ ﾅｵｷ 本郷中

14 隅田健一朗(1)   4:56.06 
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大塚中
河野  大輝(1)
ｺｳﾉ ﾀｲｷ 坂中

ラップタイム
   400m    1:08.1  6325 三谷  虎太郎(1)
   800m    2:23.3   〃     〃 
  1200m    3:38.6   〃     〃 

10  4366
欠場

3  5840

2  1589

4  4709

6  2389

9  2280

1  5806

7  4707

5  6591

12  7278

11  1483

13  4645

14  5756

15  6325

8  4528

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1年男子

１５００ｍ
決勝



予選 6月30日 11:15
決勝 6月30日 13:15

日本中学記録(JR)                10.4  宮本　大輔           山  口  周陽             2014/ 5/17  
県中学記録(PR)                  10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   

北村　拓也                   伴               2008/8/8    
大会記録(GR)                    11.12 北村　拓也                   伴               2007        

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +1.5

 1 竹内  蒼真(2)     12.38  1 景山  凌英(2)     11.85 q
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ 福山城北中 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｴｲ 松賀中

 2 日原  愛裕(2)     12.52  2 槇尾  優舞(2)     12.06 q
ﾋﾊﾞﾗ ﾏﾋﾛ 誠之中 ﾏｷｵ ﾕｳﾏ 県立広島中

 3 齋藤  誠人(2)     12.54  3 庄司  暁人(2)     12.11 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 広島なぎさ中

 4 藤元  達哉(2)     12.72  4 藤田  隼輔(2)     12.24 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 向陽中 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中

 5 長岡  伶威(2)     12.86  5 山下  彦芽(2)     12.26 
ﾅｶﾞｵｶ ﾚｲ 府中緑ヶ丘中 ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝｶﾞ 両城中

 6 水戸  建佑(2)     12.95  6 近藤  朋輝(2)     12.32 
ﾐﾄ  ｹﾝｽｹ 安佐中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 向丘中

 7 德川  圭佑(2)     13.24  7 井上    怜(2)     12.75 
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中 ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 誠之中
平澤    櫂(2) 川野    優(2)
ﾋﾗｻﾜ ｶｲ 昭和北中 ｶﾜﾉ ﾕｳ 五日市南中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +1.3

 1 森    海斗(2)     11.99 q  1 濱岡  琉生(2)     12.09 q
ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中 ﾊﾏｵｶ ﾘｭｳｾｲ 忠海中

 2 寺原  智紀(2)     12.05 q  2 小野祐太郎(2)     12.18 
ﾃﾗﾊﾗ ﾄﾓｷ 因島南中 ｵﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 広大三原中

 3 安長    隼(2)     12.22  3 清水  悠斗(2)     12.26 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 塩町中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 福山東中

 3 板倉  慶典(2)     12.22  4 田中  奨絆(2)     12.46 
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中 ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 横路中

 5 古中  睦人(2)     12.25  5 宮宗  快斗(2)     12.56 
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中 ﾐﾔｿｳ ｶｲﾄ 福山城北中

 6 長﨑  一慶(2)     12.53  6 澤田  千斗(2)     12.69 
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 福山城東中

 7 杉本伊右衛門(2)     12.60  7 阿部  夏基(2)     12.77 
ｽｷﾞﾓﾄ ｲｴﾓﾝ 西条中 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 東広島中央中

 8 前原  温人(2)     12.62 大知  千真(2)
ﾏｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 福山中 ｵｵﾁ ｶｽﾞﾏ 大野東中

[ 5組] 風速 +1.6 [ 6組] 風速 +1.0

 1 石川颯太郎(2)     11.94 q  1 三谷  晃士(2)     12.11 
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 横路中 ﾐﾀﾆ ｺｳｼ 福山城南中

 2 木本  佑真(2)     12.03 q  2 吉田  啓人(2)     12.19 
ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広島城南中 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾄ 三原第二中

 3 橋村  和樹(2)     12.33  3 大月  佑真(2)     12.22 
ﾊｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 県立広島中 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中

 4 田中  裕作(2)     12.46  4 森脇    翔(2)     12.29 
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中 ﾓﾘﾜｷ ｼｮｳ 福山東中

 5 境垣内智哉(2)     12.58  5 平岡    翔(2)     12.42 
ｻｶｲｶﾞｲﾁ ﾄﾓﾔ 上下中 ﾋﾗｵｶ ｼｮｳ 横路中

 6 中村  柊輔(2)     12.73  6 藤井  直人(2)     12.54 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｽｹ 廿日市中 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 廿日市中

 7 福村  悠生(2)     12.80  7 檜垣  瑞宏(2)     12.70 
ﾌｸﾑﾗ ﾕｳｷ 昭和中 ﾋｶﾞｷ ﾐｽﾞﾋﾛ 熊野中
髙橋  稜空(2)
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 東広島中央中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

2年男子

１００ｍ

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4  6264 4  4704

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  6860 3  4998

6   975 2  2385

2  4555 8   286

1  4215 6  3727

8  1249 5  6435

7    75 1  6859

5  3842 7  2278
失格 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1250 3  6018

(12.084)
5  5417 1  5926

2  7993 6  6224

4  1292 4  3450

3  2386 2  6266

1   919 7  6342

8  4527 8  4910

7  7137 5  2661
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  3448 4  6282

3  1227 6  5674

5  4999 7  2273

2  1246 5  6226

7  7573 2  3452

6  2422 3  2418

1  3810 8  4306

8  4912
欠場



[ 7組] 風速 +1.5

 1 松原  正英(2)     11.98 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 県立広島中

 2 阿部  晃士(2)     12.09 
ｱﾍﾞ ｺｳｼ 広大福山中

 3 堀向    吏(2)     12.23 
ﾎﾘｺｳ ﾂｶｻ 八本松中

 4 鈴木斗雄哉(2)     12.37 
ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ 向陽中

 5 賀川  皓明(2)     12.47 
ｶｶﾞﾜ  ｺｳﾒｲ 伴中

 6 前田エンリケ(2)     12.87 
ﾏｴﾀﾞ ｴﾝﾘｹ 大成館中
藤田  陽人(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 吉島中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4997

4  7309
(12.087)

6  4580

3  4554

2  1402

8  6586

7    45
欠場



予選 6月29日 14:10
決勝 6月30日 14:15

日本中学記録(JR)              3:49.72 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/ 9/23  
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:12.30 林　　昇平                   熊　野           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 竹内  昴航(2)   4:27.37 Q  1 杉原  健太(2)   4:24.60 Q
ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ 千代田中 ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ 高美が丘中

 2 枡田  健伸(2)   4:27.38 Q  2 宮原  寛弥(2)   4:24.92 Q
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 福山城北中 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾔ 松賀中

 3 池野  蓮志(2)   4:28.25 Q  3 井上  史琉(2)   4:27.34 Q
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 加計中 ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ 福山城北中

 4 森安  瑛音(2)   4:28.76 q  4 保田亮太朗(2)   4:27.95 q
ﾓﾘﾔｽ ｴｲﾄ 三原第二中 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高屋中

 5 香川  元希(2)   4:30.48  5 中村  清雅(2)   4:29.41 q
ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 安西中 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾏｻ 広大福山中

 6 藤田  貫佑(2)   4:32.26  6 大原  健翔(2)   4:33.09 
ﾌｼﾞﾀ ｶﾝｽｹ 八本松中 ｵｵﾊﾗ ﾀｹﾄ 鷹取中

 7 保田  拓海(2)   4:34.43  7 松本  侑頼(2)   4:35.41 
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 高取北中

 8 前川  大直(2)   4:34.50  8 田川  直橙(2)   4:36.30 
ﾏｴｶﾜ ﾋﾛﾅｵ 高美が丘中 ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 志和中

 9 坂﨑  雄也(2)   4:35.33  9 阿良田尊己(2)   4:37.77 
ｻｶｻﾞｷ ﾕｳﾔ 吉田中 ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中

10 播磨    心(2)   4:36.41 10 直井  真也(2)   4:41.73 
ﾊﾘﾏ ｼﾝ 西条中 ﾅｵｲ ﾏｻﾔ 熊野中

11 山田  経翔(2)   4:36.88 11 近藤  俊輔(2)   4:43.62 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ 高屋中 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 熊野東中

12 永尾虎大郎(2)   4:41.58 12 簑浦  大輝(2)   4:43.62 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ 野坂中

13 藤田  宇響(2)   4:44.64 13 瀧本  皇我(2)   4:44.13 
ﾌｼﾞﾀ ｳｷｮｳ 福山東中 ﾀｷﾓﾄ  ｺｳｶﾞ 伴中

14 丸山    蓮(2)   4:49.86 堀川  楽真(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝ 世羅中 ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 千代田中
佐藤  仁俊(3)
ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 東広島中央中 ラップタイム

   400m    1:06.3  4602 田川  直橙(2)
ラップタイム    800m    2:20.1  6262 井上  史琉(2)
   400m    1:10.2  4639 山田  経翔(2)   1200m    3:33.3   〃     〃 
   800m    2:22.2  2861 池野  蓮志(2)
  1200m    3:34.5  6261 枡田  健伸(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 坂口  雄哉(2)   4:28.59 Q  1 吉田  凪音(2)   4:28.04 Q
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磯松中 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 向陽中

 2 宮田  孝輝(2)   4:28.82 Q  2 田原琥太郎(2)   4:28.43 Q
ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 向陽中 ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 松賀中

 3 永久  宗樹(2)   4:30.99 Q  3 松浦  大起(2)   4:29.79 Q
ﾅｶﾞﾋｻ ﾓﾄｷ 昭和北中 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中

 4 池島  大耀(2)   4:33.78  4 光成  吉平(2)   4:34.05 
ｲｹｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 鷹取中 ﾐﾂﾅﾘ ｷｯﾍﾟｲ 広大福山中

 5 有田  陽輝(2)   4:34.19  5 高橋  敦大(2)   4:37.76 
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ 芸北中 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 八本松中

 6 髙松  大希(2)   4:36.70  6 岡山  大朔(2)   4:42.96 
ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 東広島中央中 ｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｻｸ 大野東中

 7 蛯原    駿(2)   4:38.54  7 野村  蒼生(2)   4:43.02 
ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 八本松中 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 修道中

 8 國本  航生(2)   4:38.67  8 後東  和希(2)   4:44.77 
ｸﾆﾓﾄ ｺｳｾｲ 熊野中 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 広中央中

 9 堀川    晃(2)   4:39.54  9 西本  隼人(2)   4:48.14 
ﾎﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 大野東中 ﾆｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 黒瀬中

10 林    祐太(2)   4:40.44 10 坂田  颯磨(2)   4:50.44 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 五日市南中 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

11 柴田  愛哉(2)   4:48.85 11 岩澤  知輝(2)   4:54.60 
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 井口中 ｲﾜｻﾜ ﾄﾓｷ 高西中
頼重  蓮太(2) 12 小田切宏輝(2)   4:57.12 
ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 千代田中 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋﾛｷ 熊野東中
岡本  友平(2) 13 山田  光城(2)   4:57.71 
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 神辺西中 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 西条中
山本    悠(2) 田中    陸(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾀﾅｶ ﾘｸ 高屋中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:12.2  6321 池島  大耀(2)    400m    1:13.2  4558 吉田  凪音(2)
   800m    2:26.1  4682 坂口  雄哉(2)    800m    2:28.5  4701 田原琥太郎(2)
  1200m    3:39.7  4556 宮田  孝輝(2)   1200m    3:38.7   314 松浦  大起(2)

No. 氏  名 所属名 No.

14  6261 13  4696

欠場

氏  名 所属名

2年男子

１５００ｍ

予選 通過基準  4組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 記録／備考
11  3048 14  4729

記録／備考 順

15  2861 12  6262

13  5658 7  4640

12  1290 10  7310

2  4588 9  6322

10  1107 6  1487

4  4734 11  4602

3  3110 8   529

7  4523 4  4304

9  4639 1  4337

6    76 5  2507

5  6225 2  1405

1  6173 3  3044
欠場

8  4905
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  4682 10  4558

13  4556 14  4701

9  3821 11   314

11  6321 12  7311

10  2955 9  4594

5  4909 7  2668

7  4593 1   142

1  4309 4  3387

8  2667 6  4760

6  2267 8   599

3   976 2  5235

2  3046 5  4342
欠場

4  7276 3  4524

12    79 13  4637
欠場 欠場



 1 宮田  孝輝(2)   4:20.98 
ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 向陽中

 2 杉原  健太(2)   4:23.33 
ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ 高美が丘中

 3 池野  蓮志(2)   4:23.43 
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 加計中

 4 田原琥太郎(2)   4:24.10 
ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 松賀中

 5 永久  宗樹(2)   4:24.65 
ﾅｶﾞﾋｻ ﾓﾄｷ 昭和北中

 6 枡田  健伸(2)   4:24.79 
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 福山城北中

 7 森安  瑛音(2)   4:25.35 
ﾓﾘﾔｽ ｴｲﾄ 三原第二中

 8 宮原  寛弥(2)   4:26.82 
ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾔ 松賀中

 9 保田亮太朗(2)   4:28.96 
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高屋中

10 松浦  大起(2)   4:29.91 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中

11 井上  史琉(2)   4:31.02 
ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ 福山城北中

12 吉田  凪音(2)   4:39.26 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 向陽中

13 中村  清雅(2)   4:41.30 
ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾏｻ 広大福山中
坂口  雄哉(2)
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磯松中
竹内  昴航(2)
ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ 千代田中

ラップタイム
   400m    1:07.1  2861 池野  蓮志(2)
   800m    2:19.3   〃     〃 
  1200m    3:32.7  6261 枡田  健伸(2)

15  4729

8  2861

2年男子

１５００ｍ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4556

7  4701

1  3821

11  6261

5  5658

14  4696

10  4640

2   314

13  6262

9  4558

12  3048
欠場

3  7310

6  4682
欠場



予選 6月29日 11:40
決勝 6月29日 12:55

日本中学記録(JR)                10.4  宮本　大輔           山  口  周陽             2014/ 5/17  
県中学記録(PR)                  10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   

北村　拓也                   伴               2008/8/8    
大会記録(GR)                    10.98 岡田    翼                   大野東           2018        

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.6

 1 河野  樹粋(3)     10.83 q  1 山下  壮大(3)     11.52 q
ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中

 2 岡本  怜二(3)     11.38 q  2 溝口    空(3)     11.83 
ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ 福山城南中

 3 河尻  成流(3)     11.63 q  3 渡邉  海集(3)     11.89 
ｺｳｼﾞﾘ ﾅﾙ 栗原中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼｭｳ 竹原中

 4 石田  亮太(3)     11.78  4 宮嶋    優(3)     12.16 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ 県立広島中

 5 間所  海磨(3)     11.81  5 武田    颯(3)     12.17 
ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾃ 福山中

 6 時元    隼(3)     11.93  6 田中  智也(3)     12.24 
ﾄｷﾓﾄ ﾊﾔﾄ 上下中 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 東広島中央中

 7 三宅    翔(3)     11.99  7 酒井  崇行(3)     12.37 
ﾐﾔｹ ｶｹﾙ 福山城南中 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 広中央中

 8 小山    尤(3)     12.30 樋野  絢真(3)
ｺﾔﾏ ﾕｳ 昭和北中 ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ 鷹取中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +2.0

 1 大中  雅智(3)     11.45 q  1 永野    周(3)     11.43 q
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 磯松中

 2 檜垣  脩矢(3)     11.56 q  2 正門  明虎(3)     11.57 q
ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中 ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中

 3 加藤  凛成(3)     11.84  3 秋山    楓(3)     11.77 
ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ 横路中 ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 県立広島中

 4 砂田    迅(3)     11.97  4 川室慧太郎(3)     11.79 
ｽﾅﾀﾞ ｼﾞﾝ 大和中 ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 5 中村月祁央(3)     12.02  5 米屋  颯人(3)     12.03 
ﾅｶﾑﾗ ﾙｷｱ 両城中 ｺﾒﾔ ﾊﾔﾄ 大野東中

 6 足利    樹(3)     12.26  6 三浦  大河(3)     12.05 
ｱｼｶｶﾞ ｲﾂｷ 作木中 ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 府中緑ヶ丘中
鈴川  千春(3)  7 藤原    樹(3)     12.21 
ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ 府中第一中
近藤  佳由(3)  8 松岡  主将(3)     12.32 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 庄原中 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾏｻ 加茂中

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +1.9

 1 俵原  圭吾(3)     11.52 q  1 松本  京大(3)     11.50 q
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 安芸府中中

 2 和田    琳(3)     11.73  2 藤井  永遠(3)     11.54 q
ﾜﾀﾞ ﾘﾝ 総領中 ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中

 3 福田  吉春(3)     11.74  3 西本  達生(3)     11.74 
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 七尾中 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中

 4 正田  開斗(3)     11.75  4 清水  友斗(3)     11.79 
ｼｮｳﾀﾞ ｶｲﾄ 松賀中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

 5 久保  光平(3)     12.02  5 美藤  幹汰(3)     11.79 
ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ 広大三原中 ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ 広島なぎさ中

 6 由元  孝汰(3)     12.03 尾形  楓真(3)
ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ 大塚中 ｵｶﾞﾀ ﾌｳﾏ 向島中

 7 杉原  海悠(3)     12.29 小林  朋幹(3)
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ 長江中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中
今岡  陽稀(3)
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

5  5666 6  6281

3年男子

１００ｍ

予選 通過基準  8組  0着 + 16 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4  3352 4  7241

県中学新

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  5089 1  6042

3   251 2  4992

6  1394 3  7127

1  7571 7  4902

2  6296 8  3375

8  3835 5  6311
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2056 4  4668

4  4577 5  1721

6  3435 3  4993

2  5903 6  2111

7  3714 2  2652

1  7811 7  4211

3  1243 8  7481
欠場

8  8084 1  6791
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7092 4  4182

3  8274 5  3838

7  2441 7  1393

5  4694 3  1575

1  5924 8  2383

2  1581 2  5386
欠場

8  5052 6  2142
欠場

6  1242
欠場



[ 7組] 風速 +1.0 [ 8組] 風速 +2.7

 1 佐野  理生(3)     11.50 q  1 溜畑  我空(3)     11.09 q
ｻﾉ ﾘｵ 可部中 ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ 昭和北中

 2 井上  大聖(3)     11.65 q  2 西村    優(3)     11.32 q
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中

 3 小笠原蒼真(3)     11.67  3 佐藤  太宥(3)     11.58 q
ｵｶﾞｻﾊﾗ ｿｳﾏ 阿賀中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ 誠之中

 4 小畠    航(3)     12.06  4 村上    諒(3)     11.66 
ｺﾊﾞﾀｹ ﾜﾀﾙ 神辺中 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 5 吉本多一郎(3)     12.25  5 坂本  陽祐(3)     11.67 
ﾖｼﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ 七尾中 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 近大福山中

 6 太田    蓮(3)     12.29  6 西本  博紀(3)     11.92 
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 神辺中

 7 尾上  翔愛(3)     12.30 根角  哉尋(3)
ｵｶﾞﾐ ﾄｱ 警固屋中 ﾈｽﾐ ﾔﾋﾛ 瀬戸田中

[ B決勝] 風速 +0.9 [ A決勝] 風速 +0.5

 1 藤井  永遠(3)     11.58  1 河野  樹粋(3)     10.88 
ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中 ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中

 2 檜垣  脩矢(3)     11.63  2 溜畑  我空(3)     11.23 
ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中 ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ 昭和北中

 3 俵原  圭吾(3)     11.63  3 大中  雅智(3)     11.38 
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中 ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中

 4 正門  明虎(3)     11.68  4 西村    優(3)     11.43 
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中

 5 佐藤  太宥(3)     11.72  5 岡本  怜二(3)     11.46 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ 誠之中 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中

 6 河尻  成流(3)     11.74  6 佐野  理生(3)     11.49 
ｺｳｼﾞﾘ ﾅﾙ 栗原中 ｻﾉ ﾘｵ 可部中
井上  大聖(3)  7 松本  京大(3)     11.53 
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 安芸府中中
山下  壮大(3)  8 永野    周(3)     11.58 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中 ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 磯松中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1722 5  3833

3 11936 6  1578

6  3467 4  6851

5  7216 7  2384

2  2442 3  7332

7  1573 2  7217

8  3521 8  5507
欠場

3年男子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  3838 4  3352

大会新
5  4577 5  3833

4  7092 7  2056

7  1721 6  1578

8  6851 3  5666

2  5089 1  1722

1 11936 2  4182

欠場
3  7241 8  4668

欠場



決勝 6月30日 14:25

日本中学記録(JR)              3:49.72 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/ 9/23  
県中学記録(PR)                3:57.82 松村　元輝                   八本松           2007/6/24   
大会記録(GR)                  4:06.69 箱田　幸寛                   向丘             2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 中田  透羽(3)   4:10.66  1 和田  虎星(3)   4:20.15 
ﾅｶﾀ ﾄﾜ 高屋中 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 高屋中

 2 平野  寛治(3)   4:13.73  2 端本  大星(3)   4:20.58 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 磯松中

 3 正畑  圭悟(3)   4:14.67  3 浜田  翔太(3)   4:24.19 
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三原第二中

 4 三淵  颯吾(3)   4:15.04  4 吉村  成央(3)   4:25.65 
ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ 磯松中 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ 県立広島中

 5 日名子泰明(3)   4:15.25  5 大野  愛翔(3)   4:29.66 
ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中 ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ 海田中

 6 飯田  旺裕(3)   4:16.21  6 波賀  一樹(3)   4:31.58 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中 ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 修道中

 7 村上    響(3)   4:16.59  7 川本  天穂(3)   4:32.21 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝﾎ 大野東中

 8 千田晃士朗(3)   4:17.99  8 西本みずき(3)   4:33.17 
ｾﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 広大福山中 ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中

 9 小島  悠生(3)   4:21.91  9 山田  歩輝(3)   4:33.22 
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕｷ 福山城北中

10 鶴田  皓大(3)   4:22.71 10 佐藤  仁俊(3)   4:35.88 
ﾂﾙﾀ ｱｷﾋﾛ 熊野東中 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 東広島中央中
岡田    峻(3) 川上  聖晴(3)
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中
樋熊  海斗(3) 中村  海斗(3)
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中
石堂  壮真(3)
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中 ラップタイム

   400m    1:07.3  4243 大野  愛翔(3)
ラップタイム    800m    2:18.5   〃     〃 
   400m    1:05.1  4632 中田  透羽(3)   1200m    3:30.0  4633 和田  虎星(3)
   800m    2:14.4  5741 正畑  圭悟(3)
  1200m    3:22.4  4632 中田  透羽(3)

[ 3組]

 1 金田  知樹(3)   4:27.40 
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 松賀中

 2 岡田  悠希(3)   4:27.61 
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 高西中

 3 藤山  凌輔(3)   4:27.66 
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 熊野中

 4 越智  相太(3)   4:29.05 
ｵﾁ ｿｳﾀ 鷹取中

 5 内城  新流(3)   4:29.57 
ｳﾁｼﾞｮｳ ｱﾀﾙ 松賀中

 6 谷口慶志郎(3)   4:29.61 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 東原中

 7 美馬  伊吹(3)   4:30.02 
ﾐﾏ ｲﾌﾞｷ 昭和北中

 8 新田  大芽(3)   4:31.39 
ﾆｯﾀ ﾀｲｶﾞ 吉田中

 9 内冨  堅斗(3)   4:31.44 
ｳﾁﾄﾐ ｹﾝﾄ 安芸府中中

10 福政  栄樹(3)   4:34.08 
ﾌｸﾏｻ ﾊﾙｷ 因北中

11 小里  慶太(3)   4:35.66 
ｺｻﾞﾄ ｹｲﾀ 福山城南中
高橋  洸大(3)
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 熊野東中

ラップタイム
   400m    1:09.6  6285 小里  慶太(3)
   800m    2:24.7   〃     〃 
  1200m    3:37.6  4302 藤山  凌輔(3)

 4681

 5656

 4994

9   611 2

12  5741 11

2  4678 8

3年男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  4632 7  4633

8  7306 12  4243

6  2118 5   135

10  6314 10  2656

1  7305 3  2953

4  4679 6  6252

7  4336 1  4905

3 11940 4  1545
欠場 欠場

5  4513 9  5412
欠場 欠場

13  1271
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4691

7  5231

5  4302

12  6313

10  4692

9  1543

1  3834

6  3103

3  4181

4  5446

11  6285

2  4340
欠場



   1 中田  透羽(3) 高屋中     4:10.66   1   1
   2 平野  寛治(3) 仁保中     4:13.73   1   2
   3 正畑  圭悟(3) 三原第五中     4:14.67   1   3
   4 三淵  颯吾(3) 磯松中     4:15.04   1   4
   5 日名子泰明(3) 広大福山中     4:15.25   1   5
   6 飯田  旺裕(3) 広島三和中     4:16.21   1   6
   7 村上    響(3) 鷹取中     4:16.59   1   7
   8 千田晃士朗(3) 広大福山中     4:17.99   1   8
   9 和田  虎星(3) 高屋中     4:20.15   2   1
  10 端本  大星(3) 磯松中     4:20.58   2   2

3年男子

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4632
  611
 5741

 4681

 4678
 7306
 2118
 6314
 7305
 4633



予選 6月30日  9:40
決勝 6月30日 12:40

日本中学記録(JR)                21.18 日吉　克実           静  岡  修善寺           2010/8/22   
県中学記録(PR)                  21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
大会記録(GR)                    22.42 北村　拓也                   伴               2008        

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.4

 1 河野  樹粋(3)     22.55 q  1 井上  大聖(3)     23.39 q
ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中

 2 西本  達生(3)     23.89  2 西角  拓真(3)     23.54 q
ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 伴中 ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ 三原第二中

 3 西村    優(3)     23.90  3 小笠原蒼真(3)     23.83 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ 大塚中 ｵｶﾞｻﾊﾗ ｿｳﾏ 阿賀中

 4 石川颯太郎(2)     24.35  4 福田  吉春(3)     23.93 
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 横路中 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 七尾中

 5 高橋  亮至(3)     24.69  5 秋山    楓(3)     24.62 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 二葉中 ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 県立広島中

 6 松岡  主将(3)     25.02  6 安長    隼(2)     25.27 
ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾏｻ 加茂中 ﾔｽﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 塩町中
森    海斗(2) 由元  孝汰(3)
ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ 大塚中
大中  雅智(3) 藤井  永遠(3)
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 昭和北中

[ 3組] 風速 +2.3 [ 4組] 風速 +2.3

 1 俵原  圭吾(3)     23.73 q  1 溜畑  我空(3)     23.41 q
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中 ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ 昭和北中

 2 岡本  怜二(3)     23.81  2 溝口    空(3)     24.11 
ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 三原第二中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ 福山城南中

 3 武田    颯(3)     25.12  3 正門  明虎(3)     24.19 
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾃ 福山中 ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中
宇都宮良唯(3)  4 佐藤  太宥(3)     24.53 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ 広島城南中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ 誠之中
金子  涼真(3)  5 望月  享介(3)     24.54 
ｶﾈｺ ﾘｮｳﾏ 東広島中央中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｮｳｽｹ 大野中
平澤    櫂(2)  6 槇尾  優舞(2)     24.92 
ﾋﾗｻﾜ ｶｲ 昭和北中 ﾏｷｵ ﾕｳﾏ 県立広島中
岩本  晴也(3)  7 竹丸  宗汰(3)     25.08 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中 ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ 高屋中

[ 5組] 風速 +2.6 [ 6組] 風速 +1.8

 1 檜垣  脩矢(3)     23.34 q  1 中嶋  誉安(3)     23.27 q
ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中 ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 2 河尻  成流(3)     23.70 q  2 森岡    晶(3)     23.92 
ｺｳｼﾞﾘ ﾅﾙ 栗原中 ﾓﾘｵｶ ｼｮｳ 阿賀中

 3 佐野  理生(3)     23.81  3 川室慧太郎(3)     23.95 
ｻﾉ ﾘｵ 可部中 ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 広島三和中

 4 田中  智也(3)     24.87  4 間所  海磨(3)     24.79 
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 東広島中央中 ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 伴中

 5 藤谷    颯(3)     25.07  5 今井  穂高(3)     24.81 
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾔﾄ 三原第三中 ｲﾏｲ ﾎﾀｶ 高美が丘中

 6 正田  開斗(3)     26.33  6 味谷  太陽(3)     25.41 
ｼｮｳﾀﾞ ｶｲﾄ 松賀中 ｱｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾋ 高屋中
尾上  翔愛(3) 根角  哉尋(3)
ｵｶﾞﾐ ﾄｱ 警固屋中 ﾈｽﾐ ﾔﾋﾛ 瀬戸田中欠場 欠場

2  3521 2  5507

7  4694 8  4647

8  5686 7  4723

3  4902 3  1394

5  1722 5  2111

6  5089 6  3466

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4577 4   312

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
8  2054 2  4648

欠場
5  3842 7  4998

欠場
3  4904 8  2625

2  1211 3  6851

7  7127 4  1721

6  5666 6  6281

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7092 5  3833

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場 欠場
4  2056 7  3838

2  1250 1  1581

8  6791 8  7993

7   341 3  4993

3  3448 2  2441

1  1578 4  3467

6  1393 6  5663

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  3352 5 11936

通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

共通男子

２００ｍ

予選



予選 6月30日  9:40
決勝 6月30日 12:40

風速 +1.6

 1 河野  樹粋(3)     22.66 
ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ 白岳中

 2 檜垣  脩矢(3)     23.46 
ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中

 3 中嶋  誉安(3)     23.48 
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 4 西角  拓真(3)     23.57 
ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ 三原第二中

 5 井上  大聖(3)     23.59 
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 口田中

 6 河尻  成流(3)     24.12 
ｺｳｼﾞﾘ ﾅﾙ 栗原中

 7 俵原  圭吾(3)     24.32 
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 新市中央中
溜畑  我空(3)
ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ 昭和北中

2  7092

4   312

8

7  3833
欠場

6 11936

1  5089

 5663

3  3352

5  4577

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

共通男子

２００ｍ



予選 6月29日 11:00
決勝 6月29日 12:45

日本中学記録(JR)                48.18 谷川　鈴扇           群  馬  邑　楽           2009/8/24   
県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    50.32 天野　伊織                   府中緑ヶ丘       2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 中嶋  誉安(3)     50.98 q  1 小林  朋幹(3)     53.66 q
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 2 西角  拓真(3)     54.39 q  2 下阪  尚裕(3)     53.88 q
ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ 三原第二中 ｼﾓｻｶ ﾅｵﾋﾛ 野坂中

 3 中佐古悠太(3)     55.36  3 棚田    蒼(3)     54.92 q
ﾅｶｻｺ ﾕｳﾀ 安西中 ﾀﾅﾀﾞ ｿｳ 警固屋中

 4 森岡    晶(3)     55.64  4 笹原  多朗(3)     55.87 
ﾓﾘｵｶ ｼｮｳ 阿賀中 ｻｻﾊﾗ ﾀﾛｳ 賀茂川中

 5 有田  優心(3)     56.52  5 笠井  翔太(3)     57.35 
ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ 大野東中 ｶｻｲ ｼｮｳﾀ 大州中

 6 三浦  大河(3)     56.56 森生  十太(3)
ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ 府中緑ヶ丘中 ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ 長江中

[ 3組]

 1 面迫  祐輝(3)     54.76 q
ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ 長江中

 2 尾形  楓真(3)     55.07 q
ｵｶﾞﾀ ﾌｳﾏ 向島中

 3 児島    駿(3)     55.16 q
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ 大塚中

 4 酒井  崇行(3)     56.29 
ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 広中央中

 5 近藤  佳由(3)     56.53 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 庄原中

 6 別所    岳(3)     57.08 
ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 大塚中

 1 中嶋  誉安(3)     51.27 
ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ 牛田中

 2 西角  拓真(3)     53.28 
ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ 三原第二中

 3 小林  朋幹(3)     53.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 五日市観音中

 4 下阪  尚裕(3)     54.13 
ｼﾓｻｶ ﾅｵﾋﾛ 野坂中

 5 尾形  楓真(3)     54.29 
ｵｶﾞﾀ ﾌｳﾏ 向島中

 6 棚田    蒼(3)     54.35 
ﾀﾅﾀﾞ ｿｳ 警固屋中

 7 面迫  祐輝(3)     54.75 
ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ 長江中

 8 児島    駿(3)     56.74 
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ 大塚中

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

ﾚｰﾝ 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 順No. 氏  名 所属名

共通男子

４００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8

順
3   312 6  2142

4  5663 4  2503

5  1287 3  3523

2  3466 2  6071

7  2651 7   521

6  4211 5  5054
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5051

3  5386

5  1574

4  3375

7  8084

2  1580

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   312

5  5663

7  3523

3  2142

6  2503

8  5051

1  1574

2  5386



予選 6月29日 12:05
決勝 6月30日 12:35

日本中学記録(JR)              1:52.43 馬場勇一郎           愛  知  上郷             2016/ 7/27  
県中学記録(PR)                1:55.10 児玉　大貴                   大　竹           1997/10/26  
大会記録(GR)                  1:58.60 政綱　孝之                   温　品           1992        

[ 1組] [ 2組]

 1 平野  寛治(3)   2:00.96 Q  1 飯田  旺裕(3)   2:05.43 Q
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中 ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中

 2 松浦  大起(2)   2:05.47 Q  2 西本みずき(3)   2:08.54 Q
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中 ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中

 4 渡辺  悠人(3)   2:06.89 q  3 別所    岳(3)   2:10.54 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中 ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 大塚中

 5 近藤  仁志(3)   2:09.30  4 藤山  凌輔(3)   2:10.74 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 井口中 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 熊野中

 6 山脇    平(3)   2:10.04  5 元木  朝陽(3)   2:11.92 
ﾔﾏﾜｷ ﾀｲﾗ 芸北中 ﾓﾄｷ ｱｻﾋ 大州中

 7 竹広  駿佑(3)   2:10.69  6 山崎  瑛登(3)   2:12.21 
ﾀｹﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 広島城南中 ﾔﾏｻｷ ｴｲﾄ 栗原中

 8 内尾    陽(2)   2:13.81  7 谷口慶志郎(3)   2:12.71 
ｳﾁｵ ﾊﾙ 白岳中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 東原中

 9 香川  建樹(3)   2:27.47  8 森平  晴己(3)   2:14.20 
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 安西中 ﾓﾘﾋﾗ ﾊﾙｷ 和庄中
平谷  快翔(3)  9 中根  歩夢(3)   2:14.91 
ﾋﾗﾀﾆ ｶｲﾄ 高西中 ﾅｶﾈ ｱﾕﾑ 福山城北中
森本  唯央(3) 尾方  杏丞(3)
ﾓﾘﾓﾄ ｲｵ 矢野中 ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 修道中

ラップタイム ラップタイム
   400m      59.6   611 平野  寛治(3)    400m    1:01.1  2118 飯田  旺裕(3)

[ 3組]

 1 波賀  一樹(3)   2:06.27 Q
ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 修道中

 2 川上  聖晴(3)   2:06.29 Q
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中

 3 森生  十太(3)   2:06.34 q
ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ 長江中

 4 新門  功基(3)   2:07.33 
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中

 5 小里  慶太(3)   2:10.78 
ｺｻﾞﾄ ｹｲﾀ 福山城南中

 6 大前  龍斗(3)   2:12.14 
ｵｵﾏｴ ﾘｭｳﾄ 横路中

 7 坂田  颯磨(2)   2:12.63 
ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

 8 保田  拓海(2)   2:12.83 
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中

 9 阿良田尊己(2)   2:13.34 
ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中

10 友國  健晟(3)   2:19.60 
ﾄﾓｸﾆ ｹﾝｾｲ 庄原中

ラップタイム
   400m    1:00.7  5054 森生  十太(3)

3   314

1   135

3  1545

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
1   611 1  2118

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  2953

4  1582 3  1580

2   971 9  4302

6  2954 6   527

5  1212 8  5083

8  3358 5  1543

10  1272 7  3586

7  5233 10  6253
失格

9  2051 4   132
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  5054

4    73

6  6285

5  3432

7   599

9  1107

10   529

8  8086



 1 平野  寛治(3)   2:01.84 
ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 仁保中

 2 飯田  旺裕(3)   2:03.17 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中

 3 波賀  一樹(3)   2:04.97 
ﾊｶﾞ ｲﾂｷ 修道中

 4 西本みずき(3)   2:05.62 
ﾆｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 芸北中

 5 森生  十太(3)   2:06.25 
ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ 長江中

 6 川上  聖晴(3)   2:06.85 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 東原中

 7 松浦  大起(2)   2:09.47 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中

 8 渡辺  悠人(3)   2:17.76 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 大塚中

ラップタイム
   400m    1:01.8   611 平野  寛治(3)

共通男子

８００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   611

4  2118

6   135

7  2953

2  5054

8  1545

3   314

1  1582



予選 6月29日  9:50
決勝 6月30日  9:15

日本中学記録(JR)              8:17.84 石田　洸介           福  岡  浅川             2017/10/29  
県中学記録(PR)                8:25.65 新迫　志希                   志　和           2012/10/28  
大会記録(GR)                  8:36.70 松村　元輝                   八本松           2006        

[ 1組] [ 2組]

 1 樋熊  海斗(3)   8:58.85 q  1 千田晃士朗(3)   9:21.81 q
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中 ｾﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 広大福山中

 2 正畑  圭悟(3)   9:02.65 q  2 金田  知樹(3)   9:26.08 q
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 松賀中

 3 日名子泰明(3)   9:03.05 q  3 端本  大星(3)   9:26.71 q
ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 磯松中

 4 村上    響(3)   9:05.05 q  4 伊藤  愛暖(3)   9:28.20 q
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中 ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中

 5 小島  悠生(3)   9:11.46 q  5 川本  天穂(3)   9:29.75 q
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝﾎ 大野東中

 6 坂口  雄哉(2)   9:12.24 q  6 小平  嘉人(3)   9:30.60 q
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磯松中 ｺﾋﾗ ﾖｼﾄ 警固屋中

 7 池野  蓮志(2)   9:15.52 q  7 塩出  太一(3)   9:32.23 
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 加計中 ｼｵﾃﾞ ﾀｲﾁ 栗原中

 8 三淵  颯吾(3)   9:17.53 q  8 田坂  蒼生(3)   9:34.60 
ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ 磯松中 ﾀｻｶ ｱｵｲ 三原第五中

 9 岩﨑    楓(3)   9:20.10 q  9 美馬  伊吹(3)   9:35.38 
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 熊野東中 ﾐﾏ ｲﾌﾞｷ 昭和北中

10 浜田  翔太(3)   9:21.14 q 10 森安  瑛音(2)   9:36.57 
ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三原第二中 ﾓﾘﾔｽ ｴｲﾄ 三原第二中

11 田中    陸(2)   9:21.19 q 11 原田  寛尚(3)   9:38.46 
ﾀﾅｶ ﾘｸ 高屋中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 三原第五中

12 中村  海斗(3)   9:31.90 q 12 脇坂  康太郎(2)   9:38.95 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中 ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 松賀中

13 田原琥太郎(2)   9:34.95 13 森脇  大成(3)   9:39.41 
ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 松賀中 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾅﾘ 志和中

14 山本    悠(2)   9:35.24 14 内城  新流(3)   9:41.81 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ｳﾁｼﾞｮｳ ｱﾀﾙ 松賀中

15 石堂  壮真(3)   9:39.57 15 吉村  成央(3)   9:41.83 
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ 安西中 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｵｳ 県立広島中

16 宮原  寛弥(2)   9:41.75 16 山田  経翔(2)   9:54.03 
ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾔ 松賀中 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ 高屋中

17 田川  直橙(2)   9:45.32 17 金元    樂(2)   9:54.90 
ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 志和中 ｶﾈﾓﾄ ｶﾞｸ 松賀中

18 濱本    快(3)   9:53.50 18 砂田  拓也(3)   9:55.10 
ﾊﾏﾓﾄ ｶｲ 高屋中 ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ 高屋中

19 山田  歩輝(3)   9:57.50 19 内冨  堅斗(3)   9:55.95 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕｷ 福山城北中 ｳﾁﾄﾐ ｹﾝﾄ 安芸府中中

20 岡田    峻(3)  10:00.98 20 高橋  敦大(2)   9:56.92 
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 口田中 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 八本松中

21 佐々本翔也(3)  10:05.14 21 川井陸久斗(3)  10:04.41 
ｻｻﾓﾄ ｼｮｳﾔ 高屋中 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 三原第五中

22 大野  愛翔(3)  10:15.24 宮田  孝輝(2)
ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ 海田中 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 向陽中
中田  透羽(3) 香川  元希(2)
ﾅｶﾀ ﾄﾜ 高屋中 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 安西中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    2:55.1  6314 村上    響(3)   1000m    3:03.3  4601 森脇  大成(3)
  2000m    6:01.3   〃     〃   2000m    6:19.6  3834 美馬  伊吹(3)

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

３０００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 18 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 記録／備考
17  4513 11  7305

記録／備考 順

22  5741 6  4691

18  7306 14  4681

23  6314 10    72

19  4679 19  2656

13  4682 12  3522

15  2861 21  5082

5  4678 23  5744

12  4331 8  3834

16  5656 18  5658

2  4637 13  5742

8  5412 5  4700

11  4701 15  4601

14    79 3  4692

21  1271 22  4994

10  4696 4  4639

3  4602 2  4702

6  4636 16  4631

7  6252 7  4181

9 11940 17  4594

1  4635 20  5743

4  4243 1  4556
欠場

20  4632 9  1290
欠場 欠場



 1 樋熊  海斗(3)   8:54.04 
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 西条中

 2 日名子泰明(3)   8:54.24 
ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｱｷ 広大福山中

 3 正畑  圭悟(3)   8:55.63 
ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中

 4 小島  悠生(3)   8:58.25 
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 磯松中

 5 村上    響(3)   8:59.76 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 鷹取中

 6 坂口  雄哉(2)   9:08.62 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磯松中

 7 岩﨑    楓(3)   9:08.90 
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 熊野東中

 8 三淵  颯吾(3)   9:08.93 
ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ 磯松中

 9 浜田  翔太(3)   9:08.97 
ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三原第二中

10 池野  蓮志(2)   9:15.19 
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 加計中

11 千田晃士朗(3)   9:18.96 
ｾﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 広大福山中

12 田中    陸(2)   9:20.78 
ﾀﾅｶ ﾘｸ 高屋中

13 端本  大星(3)   9:24.47 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 磯松中

14 伊藤  愛暖(3)   9:24.92 
ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中

15 金田  知樹(3)   9:29.99 
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 松賀中

16 中村  海斗(3)   9:37.21 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 因島南中

17 小平  嘉人(3)   9:37.48 
ｺﾋﾗ ﾖｼﾄ 警固屋中

18 川本  天穂(3)   9:38.60 
ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝﾎ 大野東中

ラップタイム
  1000m    2:54.5  6314 村上    響(3)
  2000m    5:58.0   〃     〃 

共通男子

３０００ｍ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
18  4513

16  7306

17  5741

14  4679

15  6314

13  4682

10  4331

11  4678

9  5656

12  2861

7  7305

8  4637

 4681

4    72

2  3522

3  2656

6  4691

1  5412

5



予選 6月30日 10:30
決勝 6月30日 12:50

日本中学記録(JR)                13.76 山田　真大           三  重  三　雲           2018/10/21  
県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海田             2015/ 7/ 5  
大会記録(GR)                    14.42 福本　廉                     海　田           2015        

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +2.4

 1 石田  亮太(3)     16.00 q  1 黒神  郁人(3)     15.66 q
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中 ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ 己斐上中

 2 田中  奨絆(2)     16.55 q  2 水戸  建佑(2)     16.97 
ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 横路中 ﾐﾄ  ｹﾝｽｹ 安佐中

 3 相星  光汰(3)     17.28  3 宮嶋    優(3)     17.01 
ｱｲﾎｼ ｺｳﾀ 県立広島中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ 県立広島中

 4 髙畠  勇也(3)     17.83  4 片山  颯大(2)     17.73 
ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳﾔ 府中緑ヶ丘中 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ 庄原中

 5 久保  収史(2)     18.89  5 鷲頭  慶士(2)     17.80 
ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 高屋中 ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中

 6 望月  享介(3)     18.91 久保  光平(3)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｮｳｽｹ 大野中 ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ 広大三原中
亀田昇太郎(3)
ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 西条中

[ 3組] 風速 +2.1 [ 4組] 風速 +2.1

 1 岩本  晴也(3)     15.68 q  1 大石  忠輝(3)     15.33 q
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中

 2 塚本  翔天(3)     16.25 q  2 村上    諒(3)     16.40 q
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 3 東    雅人(2)     17.37  3 齋藤  誠人(2)     16.56 q
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ 大州中 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中

 4 宇山  温翔(2)     17.56  4 吉田  啓人(2)     17.47 
ｳﾔﾏ ﾊﾙﾄ 庄原中 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾄ 三原第二中

 5 藤井  疾風(3)     17.92  5 小田  悠陽(3)     17.97 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾔﾃ 吉田中 ｵﾀﾞ ﾕｳﾋ 大野東中
宮本  大弥(3)  6 松本  隆也(2)     18.87 
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾔ 横路中 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾔ 昭和中

風速 +2.2

 1 大石  忠輝(3)     15.08 
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中

 2 黒神  郁人(3)     15.18 
ｸﾛｶﾐ ﾌﾐﾄ 己斐上中

 3 岩本  晴也(3)     15.42 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中

 4 村上    諒(3)     15.48 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 広島なぎさ中

 5 塚本  翔天(3)     15.99 
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中

 6 田中  奨絆(2)     16.26 
ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 横路中

 7 齋藤  誠人(2)     16.32 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中

 8 石田  亮太(3)     17.20 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 温品中

4  3450

5  2054

6  1241

4  1034

5  2054

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

１１０ｍＨ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5   251 5  1034

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  1249

6  4991 4  4992

7  4213 6  8099

2  4654 2  1364

8  2625 7  5924
欠場

3  4519
失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1241

4  1331 4  2384

2   536 3   975

3  8095 6  5674

7  3104 7  2654

6  3442 2  3803
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  3450

2   975

3   251

8  2384

7  1331



予選 6月29日 15:15
決勝 6月30日 15:00

日本中学記録(JR)                42.40 双葉                 滋  賀  双葉             2017/08/22  
（鍋島聡一郎・西村晟太郎・西野　　開・須戸　　遼）

県中学記録(PR)                  43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

大会記録(GR)                    44.31 安　佐                                        2005        
（熊川・宗田・白神・畑賀）

[ 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   3 大塚中  1575 清水  友斗(3)     45.45 q  1   3 県立広島中  4992 宮嶋    優(3)     45.89 q

ｵｵﾂﾞｶ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ ｹﾝﾘﾂﾋﾛｼﾏ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ
 1578 西村    優(3)  4997 松原  正英(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ
 1573 太田    蓮(3)  4998 槇尾  優舞(2)

ｵｵﾀ ﾚﾝ ﾏｷｵ ﾕｳﾏ
 1581 由元  孝汰(3)  4993 秋山    楓(3)

ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ
 2   7 庄原中  8087 松井  翔吾(3)     46.30 q  2   7 白岳中  3368 藤井    輝(2)     47.00 

ｼｮｳﾊﾞﾗ ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ ｼﾗﾀｹ ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾙ
 8094 近藤  千滉(2)  3347 山本  琉眞(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾏ
 8088 松田  魁斗(3)  3346 森木  大雅(3)

ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ ﾓﾘｷ ﾀｲｶﾞ
 8083 児玉  成輝(3)  3352 河野  樹粋(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙｷ ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ
 3   4 可部中  1726 高杉  空翔(2)     47.47  3   4 長江中  5053 住田  旺翼(3)     47.52 

ｶﾍﾞ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ ﾅｶﾞｴ ｽﾐﾀﾞ ｵｳｽｹ
 1721 正門  明虎(3)  5051 面迫  祐輝(3)

ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ
 1723 玉川  葵仁(3)  5054 森生  十太(3)

ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｵﾄ ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ
 1722 佐野  理生(3)  5052 杉原  海悠(3)

ｻﾉ ﾘｵ ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ
 4   6 大和中  5905 谷本  陽紀(3)     47.92  4   5 三原第三中  5681 溝上    篤(3)     48.22 

ﾀﾞｲﾜ ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾐﾊﾗﾀﾞｲｻﾝ ﾐｿﾞｳｴ ｱﾂｼ
 5897 前川  祐希(2)  5682 国岡  春希(3)

ﾏｴｶﾜ ﾕｳｷ ｸﾆｵｶ ﾊﾙｷ
 5904 富田  琳建(3)  5685 狹間  龍一(3)

ﾄﾐﾀ ﾘﾝﾀ ﾊｻﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ
 5903 砂田    迅(3)  5684 田中    彰(3)

ｽﾅﾀﾞ ｼﾞﾝ ﾀﾅｶ ｱｷﾗ
 5   2 松賀中  4695 千原  健寿(3)     48.16  5   8 府中第一中  7483 横路  志音(3)     48.60 

ﾏﾂｶﾞ ﾁﾊﾗ ｹﾝﾄ ﾌﾁｭｳﾀﾞｲｲﾁ ﾖｺﾛ ｼｵﾝ
 4694 正田  開斗(3)  7482 東  鼓太郎(3)

ｼｮｳﾀﾞ ｶｲﾄ ﾋｶﾞｼ ｺﾀﾛｳ
 4703 遠藤  尚貴(2)  7484 石岡  一真(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ ｲｼｵｶ ｶｽﾞﾏ
 4704 景山  凌英(2)  7481 藤原    樹(3)

ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｴｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ
 6   5 大野東中  2654 小田  悠陽(3)     49.15  6   2 鷹取中  6316 木村  祐樹(2)     48.62 

ｵｵﾉﾋｶﾞｼ ｵﾀﾞ ﾕｳﾋ ﾀｶﾄﾘ ｷﾑﾗ ﾕｳｷ
 2655 藤本  健人(3)  6311 樋野  絢真(3)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾄ ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ
 2653 中島  総太(3)  6318 佐藤  佑紀(2)

ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ﾕｳｷ
 2651 有田  優心(3)  6312 佐藤  遙紀(3)

ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ ｻﾄｳ ﾊﾙｷ
  8 世羅中  6163 谷平  一鷹(3)  7   1 阿賀中  3471 坂根  大希(2)     49.83 

ｾﾗ ﾀﾆﾋﾗ ｶｽﾞﾀｶ 失格 ｱｶﾞ ｻｶﾈ ﾀﾞｲｷ
 6169 行安    創(3) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ  3467 小笠原蒼真(3)

ﾕｷﾔｽ ｿｳ ｵｶﾞｻﾊﾗ ｿｳﾏ
 6168 千葉陸太郎(3)  3470 木原  蓮陽(2)

ﾁﾊﾞ ﾘｸﾀﾛｳ ｷﾊﾗ ﾚﾝﾖｳ
 6166 日南田遥人(3)  3466 森岡    晶(3)

ﾋﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾓﾘｵｶ ｼｮｳ
  6 大野中  2625 望月  享介(3)

ｵｵﾉ ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｮｳｽｹ 失格
 2621 瀬川  優輝(3) 3-4ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 2623 新井田和輝(3)

ﾆｲﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 2622 中村阿依真(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾏﾝ

共通男子

４×１００ｍ

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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   4 広島なぎさ中  2386 古中  睦人(2)     46.26 q  1   3 横路中  3435 加藤  凛成(3)     46.33 q

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ ﾖｺﾛ ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ
 2385 庄司  暁人(2)  3448 石川颯太郎(2)

ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ
 2384 村上    諒(3)  3450 田中  奨絆(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ
 2383 美藤  幹汰(3)  3436 杉井  智哉(3)

ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ
 2   3 伴中  1404 高木  大聖(2)     46.72  2   4 矢野中  2065 石森  倖太(2)     46.80 

ﾄﾓ ﾀｶｷﾞ  ﾀｲｾｲ ﾔﾉ ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ
 1394 間所  海磨(3)  2056 大中  雅智(3)

ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ
 1402 賀川  皓明(2)  2053 高島凜多朗(3)

ｶｶﾞﾜ  ｺｳﾒｲ ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
 1393 西本  達生(3)  2054 岩本  晴也(3)

ﾆｼﾓﾄ ﾀﾂｷ ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ
 3   5 宇品中   688 遊佐  碧依(2)     47.42  3   6 広島城南中  1216 植原  悠斗(3)     47.36 

ｳｼﾞﾅ ﾕｻ ｱｵｲ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ
  695 大村  元海(3)  1227 木本  佑真(2)

ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ
  694 末吉  和樹(3)  1220 岩本  桜良(3)

ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ ｲﾜﾓﾄ ｵｳﾗ
  693 谷口    輝(2)  1211 宇都宮良唯(3)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾗｲ
 4   2 福山城南中  6283 後藤  聖空(2)     47.62  4   5 両城中  3712 末廣  紅幾(3)     47.49 

ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｺﾞﾄｳ ｾｲｱ ﾘｮｳｼﾞｮｳ ｽｴﾋﾛ ｺｳｷ
 6282 三谷  晃士(2)  3714 中村月祁央(3)

ﾐﾀﾆ ｺｳｼ ﾅｶﾑﾗ ﾙｷｱ
 6298 日髙    翔(3)  3711 清水  貴裕(3)

ﾋﾀﾞｶ ｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 6281 溝口    空(3)  3727 山下  彦芽(2)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝｶﾞ
 5   7 五日市南中  2271 源田  陽彩(2)     48.25  5   1 安芸府中中  4186 井上  武大(3)     47.63 

ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ ｱｷﾌﾁｭｳ ｲﾉｳｴ ﾀｹﾋﾛ
 2273 大月  佑真(2)  4191 山根  祐翔(2)

ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ
 2264 安田  瑛太(3)  4184 亀井  翔矢(3)

ﾔｽﾀﾞ ｴｲﾀ ｶﾒｲ ｼｮｳﾔ
 2261 矢部  翔梧(3)  4182 松本  京大(3)

ﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ
 6   8 府中緑ヶ丘中  4213 髙畠  勇也(3)     48.79  6   7 修道中   136 松島  怜哉(3)     47.94 

ﾌﾁｭｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳﾔ ｼｭｳﾄﾞｳ ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾔ
 4211 三浦  大河(3)   133 岡村  拓海(3)

ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ
 4215 長岡  伶威(2)   141 齋藤  大悟(2)

ﾅｶﾞｵｶ ﾚｲ ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
 4228 登田  健章(1)   137 吉田  春紀(3)

ﾄﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
 7   1 牛田中   314 松浦  大起(2)     48.96  7   2 福山東中  6224 清水  悠斗(2)     48.15 

ｳｼﾀ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ ﾌｸﾔﾏﾋｶﾞｼ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ
  312 中嶋  誉安(3)  6223 稲倉  海維(2)

ﾅｶｼﾏ ﾖｱﾝ ｲﾅｸﾗ ｶｲ
  311 河野  晃輝(3)  6228 小川　舜(2)

ｺｳﾉ ｺｳｷ ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ
  313 吉田  想良(3)  6226 森脇    翔(2)

ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ ﾓﾘﾜｷ ｼｮｳ
 8   6 警固屋中  3524 古澤    慧(3)     49.03  8   8 高屋中  4653 樋口  聡一(2)     48.56 

ｹｺﾞﾔ ﾌﾙｻﾜ ｹｲ ﾀｶﾔ ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ
 3523 棚田    蒼(3)  4648 竹丸  宗汰(3)

ﾀﾅﾀﾞ ｿｳ ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ
 3522 小平  嘉人(3)  4654 久保  収史(2)

ｺﾋﾗ ﾖｼﾄ ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ
 3526 安信  公平(3)  4647 味谷  太陽(3)

ﾔｽﾉﾌﾞ ｺｳﾍｲ ｱｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾋ

共通男子

４×１００ｍ



[ 5組] [ 6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   3 三原第二中  5673 大森  琉翔(2)     46.67 q  1   3 安佐中  1243 鈴川  千春(3)     46.05 q

ﾐﾊﾗﾀﾞｲｲﾆ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾄ ｱｻ ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ
 5663 西角  拓真(3)  1241 大石  忠輝(3)

ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ
 5674 吉田  啓人(2)  1242 今岡  陽稀(3)

ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾄ ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ
 5666 岡本  怜二(3)  1250 森    海斗(2)

ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ ﾓﾘ ｶｲﾄ
 2   5 新市中央中  7095 藤本  峻輔(3)     46.74  2   5 瀬野川中  1964 川内  悠太(3)     47.53 

ｼﾝｲﾁﾁｭｳｵｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ｾﾉｶﾞﾜ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ
 7092 俵原  圭吾(3)  1965 妹尾  拓武(3)

ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｾｵ ﾀｸﾑ
 7096 阪本  悠真(3)  1966 中山  尚耶(3)

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ
 7093 俵原  滉平(3)  1968 友田  凌雅(3)

ﾀﾊﾗ ｺｳﾍｲ ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
 3   4 八本松中  4579 長岡  草太(3)     47.28  3   2 大州中   521 笠井  翔太(3)     48.34 

ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ ｵｵｽﾞ ｶｻｲ ｼｮｳﾀ
 4577 檜垣  脩矢(3)   527 元木  朝陽(3)

ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ ﾓﾄｷ ｱｻﾋ
 4581 赤宗  拓弥(2)   536 東    雅人(2)

ｱｶﾑﾈ ﾀｸﾔ ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ
 4580 堀向    吏(2)   523 中本  悠斗(3)

ﾎﾘｺｳ ﾂｶｻ ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ
 4   2 誠之中  6852 村上昂史朗(3)     48.51  4   8 井口中   978 駒津  尚之(2)     49.10 

ｾｲｼ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾛｳ ｲﾉｸﾁ ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ
 6851 佐藤  太宥(3)   975 齋藤  誠人(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ
 6859 井上    怜(2)   971 近藤  仁志(3)

ｲﾉｳｴ ﾚﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ
 6860 日原  愛裕(2)   972 村上    豪(3)

ﾋﾊﾞﾗ ﾏﾋﾛ ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ
 5   1 向陽中  4542 川合  晴人(3)     48.74  5   4 瀬戸田中  5501 西河  天飛(3)     49.46 

ｺｳﾖｳ ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ ｾﾄﾀﾞ ﾆｼｶﾜ ﾃﾝﾄ
 4541 味木  天瞳(3)  5504 宮地  佑仁(3)

ｱﾏｷ ﾃﾝﾄﾞｳ ﾐﾔﾁ ﾕｳﾄ
 4555 藤元  達哉(2)  5502 松本  玲音(3)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾚｵ
 4554 鈴木斗雄哉(2)  5503 神原  維良(3)

ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｲﾘ
 6   8 広中央中  3378 藤岡  丈陽(3)     49.06  6   1 口田中  1915 伊藤  律季(2)     49.67 

ﾋﾛﾁｭｳｵｳ ﾌｼﾞｵｶ ﾀｹﾊﾙ ｸﾁﾀ ｲﾄｳ ﾘﾂｷ
 3374 津村  倭央(3) 11932 船原  基希(2)

ﾂﾑﾗ ｲｵ ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ
 3388 後藤  匠偉(2)  1914 田尾  温人(2)

ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｲ ﾀｵ ﾊﾙﾄ
 3375 酒井  崇行(3)  1918 古森  巧望(2)

ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ
 7   7 東原中  1541 武田  涼雅(3)     50.62   6 福山中  7134 濱﨑  亮佑(3)

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ﾌｸﾔﾏ ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳｽｹ 失格
 1550 酒井  幹太(2)  7127 武田    颯(3) 3-4ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾃ
 1549 平    大輝(2)  7129 金本  泰侃(3)

ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ ｶﾈﾓﾄ ﾀｲｷ
 1551 古谷  卓磨(2)  7131 坂上  翔哉(3)

ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ ｻｶｶﾞﾐ ｼｮｳﾔ
  6 七尾中   7 野坂中  2502 馬場玲那人(3)

ﾅﾅｵ 欠場 ﾉｻｶ ﾊﾞﾊﾞ ﾚﾅﾄ 失格
 2504 岡田  和真(3) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 2501 小林  陽輝(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ
 2505 山崎  智栄(3)

ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾊﾙ

共通男子

４×１００ｍ



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 昭和北中  3835 小山    尤(3)     45.04 q

ｼｮｳﾜｷﾀ ｺﾔﾏ ﾕｳ
 3842 平澤    櫂(2)

ﾋﾗｻﾜ ｶｲ
 3833 溜畑  我空(3)

ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ
 3838 藤井  永遠(3)

ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ
 2   5 神辺中  7220 藤井  悠貴(3)     47.86 

ｶﾝﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ
 7217 西本  博紀(3)

ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｷ
 7232 渡邉  創太(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ
 7216 小畠    航(3)

ｺﾊﾞﾀｹ ﾜﾀﾙ
 3   2 磯松中  4662 菊地  志博(3)     47.95 

ｲｿﾏﾂ ｷｸﾁ ｼﾊｸ
 4667 中谷  琉弥(3)

ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳﾔ
 4664 河内  出留(3)

ｺｳﾁ ｲｽﾞﾙ
 4668 永野    周(3)

ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ
 4   4 安西中  1274 西本  恵斗(3)     48.14 

ﾔｽﾆｼ ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ
 1282 川口  航生(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ
 1276 寺田  真希(3)

ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ
 1292 板倉  慶典(2)

ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ
 5   1 広大三原中  5930 手島  正貴(2)     48.92 

ﾋﾛﾀﾞｲﾐﾊﾗ ﾃｼﾏ ﾏｻｷ
 5926 小野祐太郎(2)

ｵﾉ ﾕｳﾀﾛｳ
 5933 平山  昊典(2)

ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｽｹ
 5924 久保  光平(3)

ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ
 6   7 西条中  4525 岡田  悠月(2)     49.05 

ｻｲｼﾞｮｳ ｵｶﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
 4519 亀田昇太郎(3)

ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 4518 田村  有倫(3)

ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ
 4527 杉本伊右衛門(2)

ｽｷﾞﾓﾄ ｲｴﾓﾝ
 7   8 広島城北中   439 茅野  恭平(2)     49.22 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ
  433 黒谷  相太(3)

ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ
  438 竹下  莉功(2)

ﾀｹｼﾀ ﾘｸ
  432 宇賀    新(3)

ｳｶ ｱﾗﾀ
  6 東広島中央中

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾁｭｳｵｳ 欠場

共通男子

４×１００ｍ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 昭和北中  3835 小山    尤(3)     45.03 

ｼｮｳﾜｷﾀ ｺﾔﾏ ﾕｳ
 3842 平澤    櫂(2)

ﾋﾗｻﾜ ｶｲ
 3833 溜畑  我空(3)

ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ
 3838 藤井  永遠(3)

ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ
 2   6 大塚中  1575 清水  友斗(3)     45.53 

ｵｵﾂﾞｶ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ
 1578 西村    優(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛ
 1573 太田    蓮(3)

ｵｵﾀ ﾚﾝ
 1581 由元  孝汰(3)

ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ
 3   5 県立広島中  4992 宮嶋    優(3)     45.71 

ｹﾝﾘﾂﾋﾛｼﾏ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ
 4997 松原  正英(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ
 4998 槇尾  優舞(2)

ﾏｷｵ ﾕｳﾏ
 4993 秋山    楓(3)

ｱｷﾔﾏ ｶｴﾃﾞ
 4   4 安佐中  1243 鈴川  千春(3)     45.93 

ｱｻ ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ
 1241 大石  忠輝(3)

ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ
 1242 今岡  陽稀(3)

ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ
 1250 森    海斗(2)

ﾓﾘ ｶｲﾄ
 5   7 広島なぎさ中  2386 古中  睦人(2)     46.16 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ
 2385 庄司  暁人(2)

ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ
 2384 村上    諒(3)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ
 2383 美藤  幹汰(3)

ﾐﾄｳ ｶﾝﾀ
 6   1 三原第二中  5673 大森  琉翔(2)     46.22 

ﾐﾊﾗﾀﾞｲｲﾆ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾄ
 5663 西角  拓真(3)

ﾆｼｶﾄﾞ ﾀｸﾏ
 5674 吉田  啓人(2)

ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾄ
 5666 岡本  怜二(3)

ｵｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ
 7   8 庄原中  8087 松井  翔吾(3)     46.34 

ｼｮｳﾊﾞﾗ ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ
 8094 近藤  千滉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ
 8088 松田  魁斗(3)

ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ
 8083 児玉  成輝(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙｷ
 8   2 横路中  3435 加藤  凛成(3)     47.57 

ﾖｺﾛ ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ
 3448 石川颯太郎(2)

ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ
 3450 田中  奨絆(2)

ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ
 3436 杉井  智哉(3)

ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ

４×１００ｍ
決勝

共通男子



決勝 6月29日 10:30

日本中学記録(JR)                 2.10 境田  裕之           北海道  春光台           1986/11/2   
県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.96 多賀　　満                   美鈴が丘         1989        

1m88
島本  雅史(3) o o o o o xxx
ｼﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 世羅中
山口    慶(2) - - o xo o xxx
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 中広中
妹尾  壮真(3) - xo xo o xxo xxx
ｾﾉｵ ｿｳﾏ 神辺東中
谷本  陽紀(3) o o o xo xxx
ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙｷ 大和中
神原  維良(3) o xo o xo xxx
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｲﾘ 瀬戸田中
鈴木斗雄哉(2) - xo o xxx
ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ 向陽中
藤井  竜聖(3) xxo xo xo xxx
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 広島城南中
中山  尚耶(3) o xo xxo xxx
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ 瀬野川中
小林  海人(3) o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 東城中
杉井  智哉(3) - - xxx 記録なし
ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ 横路中

決勝 6月29日 10:30

日本中学記録(JR)                 4.93 古澤　一生           群  馬  新町             2017/ 7/28  
県中学記録(PR)                   4.50 船本　稜矢                   近大東広島       2009/3/31   

菅　颯一郎                   高美が丘         2014/ 8/10  
大会記録(GR)                     4.40 岡本　江琉           広  島  高美が丘         2014        

3m90
植原  悠斗(3) - - - - - o o o xxo xxx
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中
伊藤  大輔(2) - - xo - xo o xxx
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 近大東広島中
宮本  藍人(3) - o o o xo xxx
ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾄ 井口中
藤原  幸矢(3) - o o o xxx
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷﾔ 広島城南中
景山    海(3) xxx 記録なし
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｲ 砂谷中
本田  晴都(2) - xxx 記録なし
ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 河内中
景山    陸(3) - - - xxx 記録なし
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｸ 砂谷中

2  4849

3  2351

4 4  1214
 3.00

1  2352

2 5  4964
 3.40

3 6   974
 3.20

3m70 3m80
記録

記録
1m60 1m65

備考
1m50 1m55 1m70 1m73 1m76 1m79 1m82 1m85

備考

1 7  1216
 3.70

2m80 3m00 3m20 3m40 3m50 3m60

共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m40

 1.70

2 9   857
 1.70

3 7  7242
 1.70

4 5  5905
 1.65

 1.60

5 3  5503
 1.65

6 8  4554

 1.60

8 4  1966
 1.60

9 1  8142

 3436

 1.55

10

1

7 6  1219

2  6167

共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2m60



決勝 6月29日 12:30

日本中学記録(JR)                 7.40 和田　晃輝           大  阪  楠葉西           2016/ 9/18  
県中学記録(PR)                   7.03 小土居英昭                   十日市           1994/7/10   
大会記録(GR)                     7.03 小土井英昭                   十日市           1994        

 ３回の
 最高記録

樋野  絢真(3)   6.06   6.34   6.17    6.34    x   6.37   6.28    6.37 
ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ 鷹取中   -1.2   -0.3   +1.0    -0.3   +0.6   +1.4    +0.6
永野    周(3)   6.37   5.85    6.37   6.02   6.30   6.21    6.37 
ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 磯松中   -0.7   +0.8    -0.7   +1.5   +1.2   +1.6    -0.7
山下  壮大(3)   5.95    x   6.01    6.01   5.93   6.15   6.20    6.20 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 神辺東中   +0.3   +0.3    +0.3   +1.0   -0.1   +0.9    +0.9
塩月  翔吾(3)   6.06   6.06   6.04    6.06   5.95   5.95   5.79    6.06 
ｼｵﾂｷ ｼｮｳｺﾞ 黒瀬中   +1.5   +0.8   +1.0    +0.8    0.0   -0.4   +0.8    +0.8
加藤  凛成(3)   5.89   5.88   5.22    5.89   6.06   5.62   5.55    6.06 
ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ 横路中   +1.0   +0.5   +0.8    +1.0   +0.7   +0.9   +1.2    +0.7
児玉  成輝(3)   6.06    x   5.74    6.06   5.61   4.48   5.51    6.06 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙｷ 庄原中   +1.1   +0.1    +1.1   +0.7   -0.3   +0.9    +1.1
米屋  颯人(3)   5.87   5.91    x    5.91   5.65    x   5.65    5.91 
ｺﾒﾔ ﾊﾔﾄ 大野東中   +0.1   +0.2    +0.2   +0.1   +1.0    +0.2
国岡  春希(3)   5.69   5.90   5.71    5.90   5.72   5.65   5.77    5.90 
ｸﾆｵｶ ﾊﾙｷ 三原第三中   +0.6   +2.0    0.0    +2.0   +0.6   +0.5   +1.5    +2.0
安原  康喜(2)    x   5.80   5.44    5.80    5.80 
ﾔｽﾊﾗ ｺｳｷ 神辺西中   +1.4   -0.4    +1.4    +1.4
中山  尚耶(3)   5.72   5.74   5.54    5.74    5.74 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ 瀬野川中   +0.9   +1.6   +0.5    +1.6    +1.6
佐藤  遙紀(3)   5.71    x   5.30    5.71    5.71 
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 鷹取中   +0.7   -0.2    +0.7    +0.7
渡邉  海集(3)   5.58   5.40   5.42    5.58    5.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼｭｳ 竹原中   +1.0   -0.9   +0.4    +1.0    +1.0
田中    凌(3)    x   5.42   5.39    5.42    5.42 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 広島三和中   -0.8    0.0    -0.8    -0.8
今岡  陽稀(3) 欠場
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中
杉原  海悠(3) 欠場
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ 長江中
太田    蓮(3) 欠場
ｵｵﾀ ﾚﾝ 大塚中

7  5052

11  1573

13 1  2112

6  1242

11 4  6312

12 2  6042

9 8  7277

10 9  1966

7 3  2652

8 10  5682

5 13  3435

6 5  8083

3 14  7241

4 12  4751

1 16  6311

2 15  4668

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月30日 13:30

日本中学記録(JR)                17.85 奥村　仁志           福  井  和泉             2015/10/ 3  
県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/ 8  
大会記録(GR)                    14.91 大地　智也           広  島  祇園東           2016        

 ３回の
 最高記録

木村  逸希(2)
ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
有田  優心(3)
ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ 大野東中
嶋田  賢冴(3)
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 伴中
木村  剛士(3)
ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 瀬野川中
難波    或(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
住田  英樹(3)
ｽﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 庄原中
重森  一樹(3)
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ 砂谷中
千光士大和(3)
ｾﾝｺｳｼﾞ ﾔﾏﾄ 安佐南中
藤原  圭涼(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 砂谷中
清川  直希(3)
ｷﾖｶﾜ ﾅｵｷ 神辺西中
馬場玲那人(3)
ﾊﾞﾊﾞ ﾚﾅﾄ 野坂中
尾濱  太陽(2)
ｵﾊﾏ ﾀｲﾖｳ 倉橋中
大村  元海(3) 記録なし
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中

 10.05

 10.00   10.02

 10.11

6 6  8085
  9.21   9.36

5 5  1005
 10.28   9.45

  9.62

-2- 備考

共通男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 10.43

-3- -4- -5- -6- 記録

2 10  2651
 10.02    x

1 13  1363
 11.17  10.37

 10.85 

  11.17  10.59  10.54  10.47  11.17 

  9.84  10.57  10.85

4 9  1961
 10.29    x

3 12  1391
 10.34  10.31

 10.33 

  10.34  10.13  10.16  10.31  10.34 

 10.13   10.29  10.20  10.33   9.44

 10.22 

  10.28   9.75  10.01   9.93  10.28 

  9.84

 10.22   10.22   8.52   8.14   9.03

8 1  1421
  8.25   9.92

7 11  2353
  9.55   9.97

  9.92 

   9.97  10.04  10.02  10.06  10.06 

  9.75    9.92   9.87   9.11   9.40

10 2  7274
  9.21   9.55

9 7  2355
  9.16   9.72

  9.55 

   9.72   9.72 

  9.53

  9.20    9.55

12 4  4092
  8.93    =

11 8  2502
  8.61   8.06

  8.93 

   9.53   9.53 

  8.29    8.93

    =
3   695

   =    =    =



第１日目 2019/ 6/29
第２日目 2019/ 6/30

日本中学記録(JR)                 3054 中村　　仁           兵  庫  播磨南           2004/8/23   
県中学記録(PR)                   2818 角田　祥基                   五月が丘         2011/8/7    
大会記録(GR)                     2520 溝上　　翼                   井　口           2004        

大村  元海(3) 18.98(+1.6)       11.30        1.45       56.31   1897    1
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中     434     564     352     547
塚本  翔天(3) 16.71(+1.6)        7.40        1.35       56.21   1820    2
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中     655     331     283     551
室田    蓮(3) DNS DNS DNS 棄権
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中

決勝 6月29日  9:40

日本中学記録(JR)                13.76 山田　真大           三  重  三　雲           2018/10/21  
県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海田             2015/ 7/ 5  
大会記録(GR)                  

風速 +1.6

 1 塚本  翔天(3)     16.71 
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中

 2 大村  元海(3)     18.98 
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中
室田    蓮(3)
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中

決勝 6月29日 12:00

日本中学記録(JR)                19.41 高久保雄介           滋  賀  明富             2001/ 8/20  
県中学記録(PR)                  16.24 滝川　圭介                   伴               1986/ 7/21  
大会記録(GR)                          

大村  元海(3)  11.30 
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中    564
塚本  翔天(3)   7.40 
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中    331
室田    蓮(3) 欠場
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中

4  2356
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6  1331
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5   695
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  695
 10.37  11.30  10.94

順位

2 3  1331
  7.40   7.10   6.80

1  2356

共通男子四種

砲丸投

決勝

試技

共通男子

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 １１０ｍＨ 砲丸投4kg 走高跳 ４００ｍ
総合

順位 備考
得点

  695
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1 2



決勝 6月30日 10:30

日本中学記録(JR)                 2.10 境田  裕之           北海道  春光台           1986/11/2   
県中学記録(PR)                   2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR) 

1m70
大村  元海(3) - o o o xxx  1.45
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中   352
塚本  翔天(3) xo o xxx  1.35
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中   283
室田    蓮(3) 欠場
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中

決勝 6月30日 13:50

日本中学記録(JR)                48.18 谷川　鈴扇           群  馬  邑　楽           2009/8/24   
県中学記録(PR)                  49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                          

 1 塚本  翔天(3)     56.21 
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 祇園東中

 2 大村  元海(3)     56.31 
ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 宇品中

備考

1 2   695

1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61

1  2356

1m64 1m67
記録

1m30 1m35

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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2 3  1331

共通男子四種

走高跳
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記録／備考
5  1331
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