
【大会名】 第1回広島市リレーカーニバル　　(19340526)
【開催日】 2019年8月12日

【主催団体】 広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表
【競技場】広島広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/12 小学生男子 石内南SKRCＢ      59.04

４×１００ｍ 畠山　瑛汰(4)
仙波　虎太郎(6)
樋口　悠(6)
中谷　隼人(6)

 8/12 小学生女子 石内南SKRCＡ    1:00.95
４×１００ｍ 田淵  朱莉(小5)

田崎  聖奈(小5)
井上  優生(小4)
松浦  美咲(小5)

 8/12 小学生混合 ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ広島      58.79 石内南SKRCＣ    1:08.81
４×１００ｍ 福原　巧(6) 河村　捺希(5)

来山　和裕(5) 當具　由梨(4)
飯田　真央(4) 額田　千遥(4)
岩谷　一樹(6) 中谷　俊也(4)

 8/12 一般男子 広島工業大       42.19 広島修道大A       42.78 広島皆実高C       43.75 広島皆実高F       44.40 大塚中A 45.22 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽA 46.00 可部中アイランド 46.43 翠町中A 47.47
４×１００ｍ 今田  聡士(3) 村上  浩平(3) 惠南  優貴(1) 山田  康太朗(2) 清水　友斗(3) 住井  真人(中3) 高杉  空翔(2) 土井信摩紘(3)

岡本  啓吾(3) 畑中  将彦(3) 坂田  陽貴(1) 矢野  翔大(2) 西村　優(3) 大中  雅智(中3) 正門  明虎(3) 高田  凌佑(2)
高浜  秀弥(3) 長尾  裕太(2) 三宅  寛太(1) 見勢井  泰介(1) 由元　孝汰(3) 石田  亮太(中3) 廣田  汰也(2) 林  謙太朗(1)
本多  真彬(4) 三町  浩貴(2) 八木  優気(2) 岩本  賢吉(2) 太田　蓮(3) 松本  歩武(中3) 佐野  理生(3) 角谷    颯(3)

 8/12 広島修道大学B    3:35.18 大塚マイル     3:47.59 広島県庁RC     4:44.84
４×４００ｍ 濵﨑  智哉(2) 渡辺  悠人(3) 寺口  宜徳

橋本  利哉(4) 清水  友斗(3) 山崎  充宏
横田  司(2) 別所    岳(3) 児玉  亮一
浅先  将大(4) 児島    駿(3) 若林  清美

 8/12 一般女子 広島皆実高D       49.97 広島皆実高A       51.09 広島皆実高E       51.98 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽＥ      52.21 広島皆実高C       52.65 可部中Ｄ       52.67 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽＤ      52.69 広島皆実高B 52.97
４×１００ｍ 安藤  そら(2) 小田原  里菜(3) 橋本  真宙(2) 玉城  依知佳(中2) 保田  英子(3) 那須  七海(3) 入江  紀帆(中3) 山廣　桜夕(3)

大崎  怜夏(1) 都  咲良(2) 永尾  志穂(3) 山本  つき(中2) 東舎  葵(2) 田中  梨緒(3) 金子  紗也(中3) 鴛海  千穂(2)
片山  姫歌(3) 林  真帆(3) 植松  憂咲(1) 杉村  茉優(中2) 住岡  咲苗(3) 野村  夏希(1) 井分  愛希(中3) 鵜飼  都々菜(3)
浅木  都紀葉(1) 岩元  瑞希(3) 山口  菜々美(1) 白川  朱音(中2) 斉藤  菜々美(1) 新居  沙月(1) 島  唯菜(中3) 忰山  碧(1)

 8/12 可部中Ａ     4:33.74 可部中Ｂ     5:19.87
４×４００ｍ 梶谷  七海(1) 河野  麻織(3)

竹本菜乃花(3) 中塩  美香(2)
板倉  咲希(1) 宇野  真央(1)
小櫻  綾音(3) 小笠原百萌(1)

 8/12 混合 広島皆実高H     3:46.79 広島皆実高F     3:51.69 広島皆実高D     3:53.26 広島皆実高G     3:53.58 広島皆実高B     3:56.59 広島皆実高C     3:56.97 広島皆高I     4:05.45 広島皆実高J    4:06.83
４×４００ｍ 惠南  優貴(1) 粟野  宙歩(1) 上野  温斗(1) 八木  優気(2) 矢野  翔大(2) 田中  智(1) 見勢井  泰介(1) 都  咲良(2)

永尾  志穂(3) 安藤  そら(2) 浅木  都紀葉(1) 河内  愛奈(1) 忰山  碧(1) 斉藤  菜々美(1) 鵜飼  都々菜(3) 坂田  陽貴(1)
東舎  葵(2) 橋本  真宙(2) 住岡  咲苗(3) 岩元  瑞希(3) 片山  姫歌(3) 山廣  桜夕(3) 小田原  里菜(3) 保田  英子(3)
山中  太智(3) 岩本  賢吉(2) 佐藤  龍成(3) 林  千宙(2) 竹内  悠正(2) 山田  康太朗(2) 笹木  優汰(3) 江口  颯哉(1)

 8/12 男子 岡本  啓吾(3) 10.62 佐々木  太夢(4) 広島修道大 10.76　+0.7 山中  太智(3) 10.80 本多  真彬(4) 10.88 村上  登真(3) 広島皆実高 10.94　+1.1 松田  優人(1) 11.01
１００ｍ 広島工業大 +2.2 桐原  勇斗(2) 島根大学 10.76　+2.2 広島皆実高 +2.2 広島工業大 +1.1 畑中  将彦(3) 広島修道大 10.94　+0.7 広島修道大 +0.7

亀田  広夢(4) 11.01
島根大学 +2.2

 8/12 女子 岩元  瑞希(3) 12.08 永尾  志穂(3) 12.26 橋本  真宙(2) 12.39 阿南  真奈(1) 12.55 片山  姫歌(3) 12.71 林  真帆(3) 13.14 都  咲良(2) 13.20 那須  七海(3) 13.45
１００ｍ 広島皆実高 +2.3 広島皆実高 +2.3 広島皆実高 +2.3 九州情報大学 +2.3 広島皆実高 +2.3 広島皆実高 +1.6 広島皆実高 +2.3 可部中 +1.6


