
審 判 長 島本　　靖

記 録 主 任 秋山　定之

日付 種目

大谷　陽音 13.94 尾畑　　輝 14.11 古川　弘貴 14.18 武村　　春 14.38 山中　翔太 14.40 来山　和裕 14.52 藤井　大智 14.62 村上　　真 14.64

びんごＷＡＣ ＣＨＡＳＫＩ 広島J.O.C 福山ジュニア陸上 くれＪＡＣ リトルランナーズ広島 御野陸上 安西小

森数　俊輔 13.13 石田　拓夢 13.24 小田原功汰 13.29 清水　璃空 13.43 渡邊　隆喜 13.51 佐藤　響太 13.73 武田　颯衣 13.74 岡田　真輝 14.03

にゃんじゃスポーツ にゃんじゃスポーツ 三原陸上クラブ 東広島ＴＦＣ 御野陸上 吉和ＡＣ 神辺走ろう会

野村　　楓 2:20.42 松本　朔哉 2:20.70 中村　優太 2:23.00 石尾　海波 2:24.41 末田唯久海 2:25.54 西坂　碧斗 2:25.80 白髪　将和 2:26.17 石堂　圭悟 2:27.97

吉和ＡＣ 東広島ＴＦＣ 三原陸上クラブ 石内南SKRC 東広島ＴＦＣ 石内南SKRC 東広島ＴＦＣ 安西小学校

藤井　亮太 11.89　 高橋　　然 12.41 大久保大和 12.46 小早川智之 12.61 石川　蒼大 12.90 天川　佑介 13.28 宮地　海翔 13.77 平松　大和 14.61

御野陸上 大会新 高須子ども会 吉和ＡＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 吉和ＡＣ 竹尋アスリートクラブ 高須子ども会

御野陸上－A 52.02 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ－A 52.72 東広島ＴＦＣ－A 53.06 吉和ＡＣ 53.35 福山ジュニア－A 54.63 三原陸上クラブ－A 55.19 広島J.O.C－A 55.30 高須子ども会－A 55.57

長田　晴輝 岡本　帆浬 山村悠太朗 野村　　楓 角矢　佳大 中村　優太 阿部　弘聖 高橋　凛二

藤井　亮太 小田原功汰 渡邉　隆喜 大久保大和 杉本　蒼来 井上　莉生 古川　弘貴 高橋　　然

瀧下　蓮音 有田　大海 小早川智之 天川　佑介 武村　　春 谷生　陽亮 川手　皓生 柴野　雅隆

佐藤　響太 森数　俊輔 松本　朔哉 武田　颯衣 石田　拓夢 清水　璃空 國原　瑛太 渡辺　航士

村上　宏希 4m28 +0.0 上川　昇真 4m27 -2.1 門矢　佳大 4m20 +0.6 福永航太郎 4m07 +0.0 阿部　弘聖 3m97 -2.2 北川　　稔 3m95 +0.0 谷生　陽亮 3m82 -1.6 籾井　一吾 3m77 -0.1

吉和ＡＣ びんごＷＡＣ 福山ジュニア 竹尋アスリートクラブ 広島J.O.C 竹尋アスリートクラブ 三原陸上クラブ 広島J.O.C

山﨑　　翼 4m95 +1.4 ワヌナム晟有 4m90　+0.9 柴野　雅隆 4m87 +2.1 渡辺　航士 4m36 +1.5 児島　光朔 4m29 +0.7 吉田　海音 4m23 +1.6 川手　皓生 4m23 +1.6 馬屋原夢路 4m10　+1.1

安西小学校 竹尋アスリートクラブ 高須子ども会 4m63 +1.3 高須子ども会 中条走ろう会 東広島ＴＦＣ 広島J.O.C 御野陸上

光野　星莉 14.17 竹國　響乃 14.65 下見　釉乃 14.67 鈴木　美南 14.70 河村　捺希 15.04 森　　咲歩 15.04 児玉　咲夏 15.05 浅田　柚乃 15.07

東広島ＴＦＣ びんごＷＡＣ 竹尋アスリート 広島J.O.C 石内南SKRC アクアパーク 五月が丘小学校 府中空城

藤田　実央 13.92 三好菜々美 14.02 松島　日和 14.24 岡田英里佳 14.25 戸能　香織 14.37 松島　花恋 14.41 藤谷　凪沙 14.52 櫨本　愛珠 14.66

東広島ＴＦＣ 竹尋アスリート 新涯ＪＡＣ 竹尋アスリート 中野東 ＣＨＡＳＫＩ 庄原アスリートクラブ ＣＨＡＳＫＩ

岡藤　美空 2:30.06 木田美菜子 2:33.34 三宮　璃音 2:35.12 進藤菜々美 2:37.44 園田　千佳 2:40.13 山根すず穂 2:40.55 小川　莉奈 2:41.63 森　　　梓 2:42.27

石内南SKRC 竹尋アスリート アクアパーク 東広島ＴＦＣ 吉和ＡＣ 府中空城 坂ジュニア陸上 竹尋アスリート

上田　優希 12.63 歌谷　　心 12.96 𡌶　ゆうみ 12.98 鴈田　　心 13.05 市川実乃莉 13.85 花井　栞奈 13.92 久戸瀬心音 14.12 小島　桜子 16.77

ＣＨＡＳＫＩ 大会新 高須子ども会 御野陸上 東広島ＴＦＣ アクアパーク 広島J.O.C ＣＨＡＳＫＩ 坂ジュニア陸上

ＣＨＡＳＫＩ－A 55.01 東広島ＴＦＣ－A 55.24 広島J.O.C－A 55.89 広島J.O.C－B 56.64 石内南SKRC－A 57.04 東広島TFC－B 57.48 坂ジュニア陸上－A 57.52 アクアパーク 58.39

栗原　心暖 野田　彩羽 佐々木遥菜 田室さくら 田崎　聖奈 萩原菜々子 大平　睦実 秋山　桃花

松島　花恋 光野　星莉 伊達　友萌 鈴木　美南 河村　捺希 鴈田　　心 桑原　　椛 森　　咲歩

櫨本　愛珠 重松　柚杏 丸山　倖奈 大路　未依 柴田　珠羽 林　　舞陽 竹國　朱音 市川実乃莉

上田　優希 藤田　実央 大下　賀絵 花井　栞奈 山崎　実和 弓場　星香 小島　桜子 三宮　璃音

村上　綸美 4m25　+1.0 松本　美桜 4m15　+0.0 田上夕由奈 3m90　+1.2 安倍　光希 3m78　+0.0 南　　柚里 3m75　+0.0 田中愛里華 3m67　+0.0 藤井　柑奈 3m62　+0.4 佐々木遥菜 3m60　+0.7

びんごＷＡＣ 吉和ＡＣ 東広島ＴＦＣ 三原陸上クラブ 高須子ども会 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 広島J.O.C

萩原菜々子 4m51 +1.0 重松　柚杏 4m49 +1.6 林　　舞陽 4m45 +1.5 岡嵜衣央里 4m32 +1.6 小林　舞衣 4m11 +2.8 渡辺　花璃 4m10 +1.6 大平　睦実 4m09 +0.7 柏原　栞奈 3m99 +0.7

東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 東広島ＴＦＣ 三原陸上クラブ 新涯ＪＡＣ 4m03 +0.6  竹尋アスリートクラブ 坂ジュニア陸上 因北陸上

１位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子総合優勝 東広島ＴＦＣ　35 吉和ＡＣ　32 福山ジュニア　22 ③御野陸上　22 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ　21 高須子ども会　20 竹尋アスリート 17 三原陸上　16

女子総合優勝 東広島ＴＦＣ　68 竹尋アスリート　29 ＣＨＡＳＫＩ　22 広島J.O.C　20 石内南SKRC　16 びんごＷＡＣ　15 アクアパーク　14 吉和ＡＣ　11

10月27日 男子800m

第31回広島県小学生総合体育大会陸上競技の部 【19340013】 
コカ・コーラボトラーズジャパン広島スタジアム 【342060】 
2019/10/27 ～ 2019/10/27

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月27日
5年男子100m

-0.3m

10月27日
6年男子100m

-1.9m

10月27日
男子80mH -2.3m

(60cm_7.0m)

10月27日 男子4X100mR

10月27日 5年男子走幅跳

10月27日 6年男子走幅跳

10月27日
5年女子100m

-1.5m

10月27日
6年女子100m

-1.6m

10月27日 5年女子走幅跳

10月27日 6年女子走幅跳

10月27日 女子800m

10月27日
女子80mH  -1.6m

(60cm_7.0m)

10月27日 女子4X100mR


