
第20回ひろしまクロスカントリー大会 フィニッシュ選手一覧

1km小学生男子2年生以下
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1022 日野　颯汰 ﾋﾉ ｿｳﾀ チーム松江四中 島根県
2 1004 安井　謙心 ﾔｽｲ ｹﾝｼﾝ 広島県
3 1026 三野　遼太 ﾐﾉ ﾘｮｳﾀ 福山多治米ＲＣ 広島県
4 1033 帯刀　春佑 ﾀﾃﾜｷ ｼｭﾝｽｹ 大野東小学校 広島県
5 1045 野中　勇己 ﾉﾅｶ ﾕｳｷ 広島県
6 1038 小野　蒼太 ｵﾉ ｿｳﾀ 走健塾 広島県
7 1031 高橋　優太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 走健塾 広島県
8 1025 瀧口　結太 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 味野小学校 岡山県
9 1008 橋本　英知 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅﾄ せらスポーツクラブ 広島県

10 1009 堀口　蓮太 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾚﾝﾀ 三原陸上クラブ 広島県
11 1007 森　秦太 ﾓﾘ ｶﾅﾀ 竹尋アスリートクラブ 広島県
12 1049 秋光　隆矢 ｱｷﾐﾂ ﾘｭｳﾔ 広島県
13 1005 平本　葵 ﾋﾗﾓﾄ ｱｵｲ 竹尋アスリートクラブ 広島県
14 1034 帯刀　大誠 ﾀﾃﾜｷ ﾀｲｾｲ 大野東小学校 広島県
15 1019 宮田　明悟 ﾐﾔﾀ ｱｻﾄ 東広島ＴＦＣ 広島県
16 1051 松枝　朝飛 ﾏﾂｴﾀﾞ ｱｻﾋ 広島県
17 1014 青木　理壱 ｱｵｷ ﾘｲﾁ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
18 1018 蛯原　瞭 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
19 1002 小野　颯佑 ｵﾉ ｿｳｽｹ 東城小学校 広島県
20 1015 妹尾　眞也 ｾﾉｵ ﾏﾔ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
21 1050 友國　翔史 ﾄﾓｸﾆ ｼｭｳﾄ 広島県
22 1053 三島　蒼司 ﾐｼﾏ ｿｳｼ にちなんＡＣ 鳥取県
23 1027 西村　侑真 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ 広大附属小学校 広島県
24 1021 楮原　虎哲 ｺｳｿﾞﾊﾗ ｺﾃﾂ 山口県
25 1043 小川　幹太 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 走健塾 広島県
26 1012 中山　健太郎 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
27 1037 山本　悠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 走健塾 広島県
28 1040 池田　晴玖 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｸ 走健塾 広島県
29 1039 小野　晃太 ｵﾉ ｺｳﾀ 走健塾 広島県
30 1023 佐藤　悠翔 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 鈴が峰小学校 広島県
31 1030 小林　竜汰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 走健塾 広島県
32 1044 三縞　陽太 ﾐｼﾏ ﾋﾅﾀ 走健塾 広島県
33 1035 野村　蒼馬 ﾉﾑﾗ ｱｵﾊﾞ 走健塾 広島県
34 1020 田島　想大 ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾀ 東広島ＴＦＣ 広島県
35 1036 宮本　淳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 走健塾 広島県
36 1011 小川　裕次郎 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 三原陸上クラブ 広島県
37 1001 浅尾　翔 ｱｻｵ ｶｹﾙ 庄原小学校 広島県
38 1046 清水　結太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 走健塾 広島県
39 1032 今岡　蓮人 ｲﾏｵｶ ﾚﾝﾄ 走健塾 広島県
40 1047 徳江　悠秀 ﾄｸｴ ﾊﾙﾋﾃﾞ 八川小学校 島根県
41 1041 石黒　多聞 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾓﾝ 呉あそか幼稚園 広島県
42 1006 奥野　楓生 ｵｸﾉ ﾌｳ 竹尋アスリートクラブ 広島県
43 1010 中山　瑛太 ﾅｶﾔﾏ ｴｲﾀ 三原陸上クラブ 広島県
44 1048 山内　芳明 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼｱｷ 愛媛県
45 1029 坂本　拓真 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 広島県
46 1052 髙田　洋佑 ﾀｶﾀ ﾖｳｽｹ 楽走 広島県
47 1016 増永　凰希 ﾏｽﾅｶﾞ ｺｳｷ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
48 1003 田村　聡守 ﾀﾑﾗ ｿｳﾏ 広島県
49 1028 西井　優太朗 ﾆｼｲ ﾕｳﾀﾛｳ 米子幼稚園 鳥取県

1km小学生女子2年生以下
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1212 松島　日光 ﾏﾂｼﾏ ﾆｺ 新涯ＪＡＣ 広島県
2 1203 佐藤　志帆 ｻﾄｳ ｼﾎ 津田小学校 島根県
3 1209 小辻　佳歩 ｺﾂｼﾞ ｶﾎ 三原陸上クラブ 広島県



4 1230 春日　穂花 ｶｽｶﾞ ﾎﾉｶ ランナーズ 広島県
5 1217 中尾　朱里 ﾅｶｵ ｱｶﾘ 熊野陸上 広島県
6 1238 小玉　希美 ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 郷田小学校 広島県
7 1229 吉坂　碧莉 ﾖｼｻｶ ｱｵﾘ 走健塾 広島県
8 1215 宮田　歩華 ﾐﾔﾀ ﾎﾉｶ 東広島ＴＦＣ 広島県
9 1232 西坪　美結 ﾆｼﾂﾎﾞ ﾐﾕ 豊栄小学校 広島県

10 1202 森本　菜々子 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ 東小学校 広島県
11 1210 日高　蘭奈 ﾋﾀﾞｶ ﾗﾝﾅ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
12 1214 末田　夕姫奈 ｽｴﾀﾞ ﾕﾒﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
13 1224 加島　杏樹 ｶｼﾏ ｱﾝｼﾞｭ 広島県
14 1218 日浦　新菜 ﾋｳﾗ ﾆｲﾅ ひうら 広島県
15 1237 増田　紗耶 ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ にちなんＡＣ 鳥取県
16 1213 佐藤　蒼結 ｻﾄｳ ｱｵｲ 新涯ＪＡＣ 広島県
17 1226 熊谷　璃子 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ 岡山県
18 1211 祐宗　那穂 ｽｹﾑﾈ ﾅﾎ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
19 1216 田中　愛己菜 ﾀﾅｶ ｱｷﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
20 1223 山本　妃眞 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾏ 広島県
21 1227 武村　朋佳 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓｶ 坂出東部小 香川県
22 1201 高前　歩実 ﾀｶﾏｴ ｱﾕﾐ 高前家 広島県
23 1228 武村　寛佳 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｶ 坂出東部小 香川県
24 1222 平本　翠 ﾋﾗﾓﾄ ｽｲ スイ。 広島県
25 1205 谷本　結菜 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾅ 広島県
26 1231 伊藤　裕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 大和保育園 鳥取県
27 1221 山崎　真琴 ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ 広島県
28 1207 前川　眞七 ﾏｴｶﾜ ﾏﾅ 大和小学校 広島県
29 1235 髙田　穂果 ﾀｶﾀ ﾎﾉｶ 楽走 広島県
30 1225 松田　朝珠莉 ﾏﾂﾀﾞ ｱｼｭﾘ 葦高小学校 岡山県
31 1234 内田　和花 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 広島県
32 1206 小田　花音 ｵﾀﾞ ｶﾉﾝ 東城小学校 広島県
33 1233 齋藤　真帆 ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 川口東小学校 広島県
34 1204 小野　こころ ｵﾉ ｺｺﾛ 広島県

1km小学生男子3・4年生
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1313 三宮　廉 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾚﾝ アクアパーク 広島県
2 1364 蝉谷　旬哉 ｾﾐﾀﾆ ｼｭﾝﾔ 熊野陸上 広島県
3 1326 井上　丈太郎 ｲﾉｳｴ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 三原陸上クラブ 広島県
4 1353 和田　恵一 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ 東広島ＴＦＣ 広島県
5 1369 長江　透摩 ﾅｶﾞｴ ﾄｳﾏ 足代小学校 徳島県
6 1351 河野　蒼人 ｺｳﾉ ｱｵﾄ 東広島ＴＦＣ 広島県
7 1315 長谷川　諒 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ アクアパーク 広島県
8 1301 山田　莉生 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ 東京都
9 1316 升野　虎雪 ﾏｽﾉ ﾄﾗﾕｷ アクアパーク 広島県

10 1331 岡㟢　稔大 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞﾝﾀﾞｲ 三原陸上クラブ 広島県
11 1324 東　希瑠 ﾋｶﾞｼ ｷﾘｭｳ 三原陸上クラブ 広島県
12 1388 坂本　慶太 ｻｶﾓﾄ ｹｲﾀ 深山ＳＣ 岡山県
13 1320 筑後　蒼人 ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
14 1396 東　朝日 ﾋｶﾞｼ ｱｻﾋ 大和走友会 広島県
15 1346 堀　凌多 ﾎﾘ ﾘｮｳﾀ 東広島ＴＦＣ 広島県
16 1323 藤田　聡佑 ﾌｼﾞﾀ ｿｳｽｹ 竹尋アスリートクラブ 広島県
17 1352 阿部　誠志郎 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾛｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
18 1357 梶原　翔 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｮｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
19 1314 岩佐　航希 ｲﾜｻ ｺｳｷ アクアパーク 広島県
20 1400 亀山　士恩 ｶﾒﾔﾏ ｼｵﾝ チーム亀 広島県
21 1394 松林　歩杜 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾄ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
22 1374 桂　啓真 ｶﾂﾗ ｹｲﾏ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
23 1354 小玉　宗時朗 ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
24 1336 浜崎　光 ﾊﾏｻｷ ｺｳ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
25 1350 小西　銀之介 ｺﾆｼ ｷﾞﾝﾉｽｹ 東広島ＴＦＣ 広島県



26 1329 平本　悠貴 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 三原陸上クラブ 広島県
27 1378 飯田　晴羽 ｲｲﾀﾞ ｾｲﾊ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
28 1386 高橋　駿心 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｺﾞ 走健塾 広島県
29 1303 山根　梨夢 ﾔﾏﾈ ﾘﾑ 岡山県
30 1318 吉岡　大輝 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 竹尋アスリートクラブ 広島県
31 1391 池田　昴生 ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ 走健塾 広島県
32 1395 小玉　広大 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 湯田陸上 広島県
33 1408 三浦　瑛太 ﾐｳﾗ ｴｲﾀ 吉和ＡＣ 広島県
34 1309 芦原　遥斗 ｱｼﾊﾗ ﾊﾙﾄ 高須子ども会駅伝部 広島県
35 1371 畠山　瑛汰 ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲﾀ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
36 1345 藤田　巧実 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
37 1359 石田　晴馬 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ 東小学校 広島県
38 1360 登野　陽向 ﾄﾉ ﾋﾅﾀ 熊野陸上 広島県
39 1361 原田　周晟 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 熊野陸上 広島県
40 1317 内藤　奏 ﾅｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ アクアパーク 広島県
41 1366 中田　晴琉 ﾅｶﾀ ﾊﾙ 五日市中央 広島県
42 1379 早崎　滉世 ﾊﾔｻｷ ｺｳｾｲ 広島県
43 1381 小椋　颯人 ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ 大阪府
44 1341 阿部　陸斗 ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 新涯ＪＡＣ 広島県
45 1347 中尾　元哉 ﾅｶｵ ﾓﾄﾔ 東広島ＴＦＣ 広島県
46 1398 立川　豪 ﾀﾂｶﾞﾜ ｺﾞｳ ランナーズ 広島県
47 1325 岡崎　未来 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾗｲ 三原陸上クラブ 広島県
48 1330 南　蒼生 ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 三原陸上クラブ 広島県
49 1387 今岡　聖人 ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄ 走健塾 広島県
50 1310 瀧迫　友晟 ﾀｷｻｺ ﾕｳｾｲ 高須子ども会駅伝部 広島県
51 1338 妹尾　優羽 ｾﾉｵ ﾕｳ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
52 1305 田中　歩夢 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ みらさか小学校 広島県
53 1373 中谷　俊也 ﾅｶﾀﾆ ﾄｼﾔ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
54 1358 本田　耕士郎 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
55 1368 高橋　怜斗 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾄ 広島県
56 1311 村上　結耶 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 高須子ども会駅伝部 広島県
57 1312 片岡　星那 ｶﾀｵｶ ｾﾅ 高須子ども会駅伝部 広島県
58 1349 蛯原　慶 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹｲ 東広島ＴＦＣ 広島県
59 1392 石黒　和楽 ｲｼｸﾞﾛ ﾜﾗｸ 呉市坪内小学校 広島県
60 1372 陶山　元気 ｽﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 北陽小学校 島根県
61 1403 岩見　侑太朗 ｲﾜﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ＴｒｙＵｐ 島根県
62 1399 平山　翔 ﾋﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 中条走ろう会 広島県
63 1405 西坪　秀悟 ﾆｼﾂﾎﾞ ｼｭｳｺﾞ 豊栄小学校 広島県
64 1308 岩岡　聡士 ｲﾜｵｶ ｻﾄｼ 高須子ども会駅伝部 広島県
65 1385 高橋　遼駕 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ 走健塾 広島県
66 1397 沢津橋　瑛太朗 ｻﾜﾂﾊﾞｼ ｴｲﾀﾛｳ 五日市Ｏ型走会 広島県
67 1389 山岡　亮介 ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳｽｹ 走健塾 広島県
68 1306 内藤　瑛太 ﾅｲﾄｳ ｴｲﾀ 東城小学校 広島県
69 1356 西邉　匠一郎 ﾆｼﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
70 1302 森本　蒼二郎 ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｼﾞﾛｳ 東小学校 広島県
71 1375 山口　寛十 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 岡山県
72 1407 西紋　大智 ﾆｼﾓﾝ ﾀﾞｲﾁ 広島県
73 1334 花本　湊音 ﾊﾅﾓﾄ ﾐﾅﾄ 三原陸上クラブ 広島県
74 1335 花本　睦隼 ﾊﾅﾓﾄ ﾘｸﾄ 三原陸上クラブ 広島県
75 1377 加島　瑠唯 ｶｼﾏ ﾙｲ 広島県
76 1367 芋堀　裕音 ｲﾓﾎﾘ ﾕｳﾄ 広島県
77 1327 廣谷　和也 ﾋﾛﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 三原陸上クラブ 広島県
78 1333 上田　晴志朗 ｶﾐﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 三原陸上クラブ 広島県
79 1344 小川　大和 ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
80 1401 亀山　礼人 ｶﾒﾔﾏ ﾗｲﾄ チーム亀 広島県
81 1304 浅尾　岳 ｱｻｵ ｶﾞｸ 庄原小学校 広島県
82 1322 北川　諒 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 竹尋アスリートクラブ 広島県
83 1340 山川　寛太 ﾔﾏｶﾜ ｶﾝﾀ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
84 1355 渡木　敦詩 ﾜﾀｷ ｱﾂｼ 東広島ＴＦＣ 広島県



85 1321 奥野　海都 ｵｸﾉ ﾐﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
86 1393 中川　豪人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾄ 走健塾 広島県
87 1342 佐藤　永遠 ｻﾄｳ ﾄﾜ 新涯ＪＡＣ 広島県
88 1370 清水　裕月 ｼﾐｽﾞ ﾕｽﾞｷ 島根県
89 1376 田渕　遥人 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙﾋﾄ 岡山県
90 1363 近貞　涼駿 ﾁｶｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 熊野陸上 広島県
91 1332 楢崎　一太 ﾅﾗｻｷ ｲﾁﾀ 三原陸上クラブ 広島県
92 1365 最本　幸也 ｻｲﾓﾄ ﾕｷﾔ 冒険倶楽部ゼロ 広島県
93 1307 杉野　利繁 ｽｷﾞﾉ ﾐﾁﾄｼ 広島県
94 1402 幸田　翼 ｺｳﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広島県
95 1383 大掛　倫太郎 ｵｵｶﾞｹ ﾘﾝﾀﾛｳ 牛田小学校 広島県
96 1362 片原　蒼介 ｶﾀﾊﾗ ｿｳｽｹ 熊野陸上 広島県
97 1337 藤井　勇太 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
98 1380 小出　颯人 ｺｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ チーム颯人 島根県
99 1343 為藤　大輝 ﾀﾒﾄｳ ﾀﾞｲｷ 新涯ＪＡＣ 広島県

100 1339 美能田　悠人 ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
101 1406 池田　路星 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾎｼ 広島県
102 1404 香川　和輝 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 安小 広島県
103 1390 小野　悠太 ｵﾉ ﾕｳﾀ 走健塾 広島県
104 1382 舩津　龍之介 ﾌﾅﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 広島県

1km小学生女子3・4年生
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1571 隅田　美月 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 大塚小学校 広島県
2 1575 杉田　紅桜 ｽｷﾞﾀ ｸｸﾗ 走健塾 広島県
3 1563 日野　夏愛 ﾋﾉ ｶﾅ チーム松江四中 島根県
4 1558 前永　深晴 ﾏｴﾅｶﾞ ﾐﾊﾙ 東広島ＴＦＣ 広島県
5 1568 若林　幸千恵 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁｴ 走健塾 広島県
6 1554 宮田　柚那 ﾐﾔﾀ ﾕｽﾞﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
7 1501 山田　侑芽 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 東京都
8 1531 藤村　心澄葉 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾄﾊ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
9 1557 岡田　日葵 ｵｶﾀﾞ ﾆｷ 東広島ＴＦＣ 広島県

10 1509 三好　陽愛 ﾐﾖｼ ﾋﾅ アクアパーク 広島県
11 1502 宍戸　妃陽里 ｼｼﾄﾞ ﾋﾖﾘ 倉敷連島南小４ 岡山県
12 1547 松島　日咲 ﾏﾂｼﾏ ﾋｻｷ 新涯ＪＡＣ 広島県
13 1556 植田　妃富 ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
14 1532 福田　杏玲沙 ﾌｸﾀﾞ ｱﾚｻ 救世軍希望館 大阪府
15 1513 樋口　弥音 ﾋｸﾞﾁ ﾐｵﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
16 1570 岡本　みなみ ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 走健塾 広島県
17 1559 鴈田　幸 ｶﾞﾝﾀﾞ ｻﾁ 東広島ＴＦＣ 広島県
18 1552 白髪　莉歩 ｼﾗｶﾞ ﾘﾎ 東広島ＴＦＣ 広島県
19 1514 宮地　陽菜 ﾐﾔﾁ ﾋﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
20 1581 野村　すず ﾉﾑﾗ ｽｽﾞ 吉和ＡＣ 広島県
21 1518 田口　由奈 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
22 1548 三笠　心南 ﾐｶｻ ｺｺﾅ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
23 1524 小川　華菜子 ｵｶﾞﾜ ｶﾅｺ 三原陸上クラブ 広島県
24 1551 高取　希江 ﾀｶﾄﾘ ｷｴ 東広島ＴＦＣ 広島県
25 1549 渡辺　七香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｶ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
26 1517 辰本　心徠 ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ 竹尋アスリートクラブ 広島県
27 1522 秦　愛月 ﾊﾀ ﾅﾂﾞｷ 竹尋アスリートクラブ 広島県
28 1519 内田　茉希 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 竹尋アスリートクラブ 広島県
29 1520 佐近　陽菜 ｻｺﾝ ﾊﾙﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
30 1515 能宗　陽彩 ﾉｿｳ ﾋｲﾛ 竹尋アスリートクラブ 広島県
31 1516 江崎　南那 ｴｻｷ ﾅﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
32 1555 浅井　悠莉奈 ｱｻｲ ﾕﾘﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
33 1528 青木　莉音 ｱｵｷ ﾘｵﾝ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
34 1521 松井　陽菜 ﾏﾂｲ ﾋﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
35 1553 田中　莉愛菜 ﾀﾅｶ ﾘｱﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
36 1505 田中　和奈 ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ 石内南ＳＫＲＣ 広島県



37 1539 桑田　佳苗 ｸﾜﾀﾞ ｶﾅｴ 新涯ＪＡＣ 広島県
38 1510 末藤　里帆 ｽｴﾌｼﾞ ﾘﾎ アクアパーク 広島県
39 1537 稲垣　璃虹 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｺ 新涯ＪＡＣ 広島県
40 1546 土利川　優菜 ﾄﾘｶﾜ ﾕｳﾅ 新涯ＪＡＣ 広島県
41 1543 石原　奈々 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 新涯ＪＡＣ 広島県
42 1580 中間　藍子 ﾅｶﾏ ｱｲｺ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
43 1561 藤嶋　りこ ﾌｼﾞｼﾏ ﾘｺ 熊野陸上 広島県
44 1542 宮本　梓 ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞｻ 新涯ＪＡＣ 広島県
45 1538 香川　彩葉 ｶｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 新涯ＪＡＣ 広島県
46 1578 加登　空乃 ｶﾄ ｿﾗﾉ 中筋小学校 広島県
47 1544 神原　希海 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 新涯ＪＡＣ 広島県
48 1540 佐藤　瑞 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 新涯ＪＡＣ 広島県
49 1550 清水　愛深 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
50 1508 加戸　柚羽 ｶﾄﾞ ﾕｽﾞﾊ 高須子ども会駅伝部 広島県
51 1507 千葉　留愛 ﾁﾊﾞ ﾙｳﾅ 高須子ども会駅伝部 広島県
52 1572 河津　みち ｶﾜﾂ ﾐﾁ 島根県
53 1560 小早川　琴実 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｺﾄﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
54 1512 谷本　紗矢 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾔ 阿南ＪＡＣ 徳島県
55 1523 石井　佐和 ｲｼｲ ｻﾜ 竹尋アスリートクラブ 広島県
56 1536 増永　梓沙 ﾏｽﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
57 1583 笹野　楓花 ｻｻﾉ ﾌｳｶ にちなんＡＣ 鳥取県
58 1511 槇田　菜々花 ﾏｷﾀ ﾅﾅｶ アクアパーク 広島県
59 1525 畑田　紗知 ﾊﾀﾀﾞ ｻﾁ 三原陸上クラブ 広島県
60 1562 面迫　一華 ｵﾓｻｺ ｲﾁｶ 熊野陸上 広島県
61 1545 東本　あおい ﾄｳﾓﾄ ｱｵｲ 新涯ＪＡＣ 広島県
62 1533 祐宗　穂乃花 ｽｹﾑﾈ ﾎﾉｶ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
63 1503 内藤　桃子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 東城小学校 広島県
64 1564 浅野　菜子 ｱｻﾉ ﾅｺ 広島県
65 1526 窪　花穏 ｸﾎﾞ ｶﾉﾝ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
66 1574 杉原　穂乃花 ｽｷﾞﾊﾗ ﾎﾉｶ 走健塾 広島県
67 1530 真鳥　暖子 ﾏﾄﾘ ﾜｺ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
68 1534 根本　琴音 ﾈﾓﾄ ｺﾄﾈ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
69 1567 山岡　久々紗 ﾔﾏｵｶ ｸｸｻ 広島県
70 1529 広重　穂夏 ﾋﾛｼｹﾞ ﾎﾉｶ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
71 1582 内田　歩花 ｳﾁﾀﾞ ｱﾕｶ 広島県
72 1535 奥原　和希 ｵｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
73 1566 渡　美奈 ﾜﾀﾘ ﾐﾅ 広島県
74 1579 伊藤　晶子 ｲﾄｳ ｼｮｳｺ 淀江小学校 鳥取県
75 1565 松田　梨々花 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾘｶ 葦高小学校 岡山県
76 1569 古毛堂　詩 ｺﾓﾄﾞｳ ｳﾀ 熊野第一小学校 広島県

1kmファミリー小学生男子2年生以下
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1630 梶山　幸太郎 ｶｼﾞﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 楽々園小学校 広島県
2 1627 石井　巧 ｲｼｲ ﾀｸﾐ 本郷 広島県
3 1633 友國　絢史 ﾄﾓｸﾆ ｹﾞﾝﾄ 広島県
4 1619 三宮　諒大 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 海田南小学校 広島県
5 1621 渡　修次 ﾜﾀﾘ ｼｭｳｼﾞ 広島県
6 1607 窪　大雅 ｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
7 1601 岡竹　劉音 ｵｶﾀｹ ﾘｭｳﾄ 西大田走ろう会 広島県
8 1623 藤田　悟生 ﾌｼﾞﾀ ｺﾞｳ 下川辺保育所 広島県
9 1629 眞鍋　大和 ﾏﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 広島県

10 1624 山岡　暁志 ﾔﾏｵｶ ｱｶｼ 広島県
11 1605 小桝　颯太 ｺﾏｽ ｿｳﾀ チームこまさん 広島県
12 1608 堀田　漕輔 ﾎｯﾀ ｿｳｽｹ 新涯ＪＡＣ 広島県
13 1602 内藤　誠人 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ 東城保育所 広島県
14 1622 中井　洵 ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝ 広島県
15 1620 松田　鎧和 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾞｲﾅ 葦高幼稚園 岡山県
16 1634 池田　那南斗 ｲｹﾀﾞ ﾅﾅﾄ 広島県



17 1613 浅野　央太 ｱｻﾉ ｵｳﾀ 広島県
18 1611 楮原　将永 ｺｳｿﾞﾊﾗ ｼｮｳｴｲ 山口県
19 1617 山崎　泰知 ﾔﾏｻｷ ﾀｲﾁ 広島県
20 1636 楢崎　伊織 ﾅﾗｻｷ ｲｵﾘ 山口県
21 1612 佐藤　陽翔 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 井口明神保育園 広島県
22 1616 小林　雅幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 広島県
23 1606 永田　剛 ﾅｶﾞﾀ ﾂﾖｼ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
24 1604 田村　優守 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ 広島県
25 1631 梶山　貫太郎 ｶｼﾞﾔﾏ ｶﾝﾀﾛｳ マリア幼稚園 広島県
26 1628 櫨木　惇 ﾊｾﾞｷ ｼﾞｭﾝ 広島県
27 1625 古毛堂　凌空 ｺﾓﾄﾞｳ ﾘｸ 熊野未来保育園 広島県
28 1626 小林　利音斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾄ 岡山県
29 1614 伊藤　珀 ｲﾄｳ ﾊｸ 唐琴ＲＣ 岡山県
30 1615 佐々木　凛翔 ｻｻｷ ﾘﾝﾄ 広島県
31 1635 女鹿田　祥 ﾒｶﾀﾞ ｼｮｳ 大東保育園 島根県
32 1603 小田　新太 ｵﾀﾞ ｱﾗﾀ 東城保育所 広島県
33 1618 山本　暖王 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 広島県
34 1632 平岡　直樹 ﾋﾗｵｶ ﾅｵｷ にくきゅう 広島県

1kmファミリー小学生女子2年生以下
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1726 高橋　梨穂子 ﾀｶﾊｼ ﾘﾎｺ 広島県
2 1703 角田　桜子 ｽﾐﾀﾞ ｻｸﾗｺ 広島県
3 1725 田村　咲希子 ﾀﾑﾗ ｻｷｺ 広島県
4 1715 野村　沙綾 ﾉﾑﾗ ｻﾔ 広島県
5 1721 吉坂　朱織 ﾖｼｻｶ ｼｭﾘ 走健塾 広島県
6 1705 雨坪　希佳 ｱﾏﾂﾎﾞ ﾉﾉｶ 高須子ども会駅伝部 広島県
7 1727 高橋　秋帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 広島県
8 1704 安井　咲良 ﾔｽｲ ｻｸﾗ 広島県
9 1710 西田　光那 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾅ 広島県

10 1707 中山　夏希 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾂｷ 三原陸上クラブ 広島県
11 1729 女鹿田　杏 ﾒｶﾀﾞ ｱﾝ 佐世小学校 島根県
12 1708 稲垣　陽愛 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾖﾘ 新涯ＪＡＣ 広島県
13 1701 山田　夏音 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 東京都
14 1717 武村　侑佳 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶ 坂出一高幼稚園 香川県
15 1724 藤井　結月 ﾌｼﾞｲ ﾕﾂﾞｷ まこと保育園 広島県
16 1706 小桝　麻結 ｺﾏｽ ﾏﾕ チームこまさん 広島県
17 1718 秋下　柑奈 ｱｷｼﾀ ｶﾝﾅ 鳥取県
18 1711 福永　夏才 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｻ チーム朱ちゃん 広島県
19 1714 宮本　果歩 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾎ 広島県
20 1702 岡竹　夕乃佳 ｵｶﾀｹ ﾕﾉｶ 西大田走ろう会 広島県
21 1720 小林　瑞音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵﾝ 岡山県
22 1723 津和野　百恵 ﾂﾜﾉ ﾓﾓｴ 広島県
23 1712 福永　依世 ﾌｸﾅｶﾞ ｲﾖ チーム朱ちゃん 広島県
24 1713 髙橋　和楓 ﾀｶﾊｼ ﾜｶ チーム朱ちゃん 広島県
25 1728 藤本　楓 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 広島県
26 1716 西井　冴穂子 ﾆｼｲ ｻﾎｺ かるがも保育園 鳥取県

1.5km小学生男子5・6年生
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1825 川田　愛翔 ｶﾜﾀ ｱｲﾄ 阿南ＪＡＣ 徳島県
2 1808 西坂　碧斗 ﾆｼｻｶ ｱｵﾄ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
3 1861 末田　唯久海 ｽｴﾀﾞ ｲｸﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
4 1807 石尾　海波 ｲｼｵ ﾐﾅﾐ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
5 1860 松本　朔哉 ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾔ 東広島ＴＦＣ 広島県
6 1898 若林　勇希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 走健塾 広島県
7 1810 曽根　幹太 ｿﾈ ｶﾝﾀ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
8 1893 指田　駿太 ｻｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ３４つばさ 兵庫県
9 1809 大田　蘭斗 ｵｵﾀ ﾗﾝ 石内南ＳＫＲＣ 広島県



10 1881 山本　晃也 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 熊野陸上 広島県
11 1909 檀上　翔 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｶｹﾙ 走健塾 広島県
12 1842 中村　優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 三原陸上クラブ 広島県
13 1863 白髪　将和 ｼﾗｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東広島ＴＦＣ 広島県
14 1891 来見　旺汰 ｸﾙﾐ ｵｳﾀ 上南ＡＣ 岡山県
15 1828 桒田　旬斗 ｸﾜﾀ ｼｭﾝﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
16 1826 一上　稜真 ｲﾁｶﾐ ﾘｮｳﾏ 阿南ＪＡＣ 徳島県
17 1819 田淵　惇毅 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ アクアパーク 広島県
18 1869 吉田　海音 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 東広島ＴＦＣ 広島県
19 1843 高山　生吹 ﾀｶﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 三原陸上クラブ 広島県
20 1862 上妻　遙人 ｺｳｽﾞﾏ ﾊﾙﾄ 東広島ＴＦＣ 広島県
21 1867 小早川　智之 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 東広島ＴＦＣ 広島県
22 1883 倉橋　征己 ｸﾗﾊｼ ﾏｻｷ 熊野陸上 広島県
23 1852 森田　寛生 ﾓﾘﾀ ｶﾝｾｲ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
24 1814 中谷　隼人 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
25 1890 高前　悠大 ﾀｶﾏｴ ﾕｳﾀ 走健塾 広島県
26 1892 田中　家継 ﾀﾅｶ ｲｴﾂｸﾞ イエポン 徳島県
27 1882 面迫　幸蔵 ｵﾓｻｺ ｺｳｿﾞｳ 熊野陸上 広島県
28 1924 村上　宏希 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 吉和ＡＣ 広島県
29 1820 瀬尾　大樹 ｾｵ ﾀﾞｲｷ アクアパーク 広島県
30 1812 道祖　慎太 ｻﾔ ｼﾝﾀ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
31 1914 野田　悠世 ﾉﾀﾞ ﾕｳｾｲ 中筋小学校 広島県
32 1920 野村　楓 ﾉﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 吉和ＡＣ 広島県
33 1913 春日　健志 ｶｽｶﾞ ｹﾝｼ ランナーズ 広島県
34 1813 仙波　虎太郎 ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
35 1821 荻野　高央 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ アクアパーク 広島県
36 1822 有場　迅汰 ｱﾘﾊﾞ ｼﾝﾀ アクアパーク 広島県
37 1884 片原　凜太朗 ｶﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 熊野陸上 広島県
38 1811 谷野　仁太郎 ﾀﾆﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
39 1850 藤原　颯大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
40 1899 宮本　健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 走健塾 広島県
41 1866 三村　紫恩 ﾐﾑﾗ ｼｵﾝ 東広島ＴＦＣ 広島県
42 1902 中村　伊吹 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ いぶいぶ組 広島県
43 1804 国谷　直 ｸﾆﾀﾆ ﾅｵ 鳥取県
44 1849 槙本　旺汰 ﾏｷﾓﾄ ｵｳﾀ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
45 1830 福永　航太郎 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｰ 竹尋アスリートクラブ 広島県
46 1921 天川　佑介 ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ 吉和ＡＣ 広島県
47 1911 清水　颯太 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 走健塾 広島県
48 1872 中尾　太紀 ﾅｶｵ ﾀｲｷ 東広島ＴＦＣ 広島県
49 1864 横山　冬弥 ﾖｺﾔﾏ ﾄｳﾔ 東広島ＴＦＣ 広島県
50 1885 國本　健琉 ｸﾆﾓﾄ ﾀｹﾙ 熊野陸上 広島県
51 1841 井上　莉生 ｲﾉｳｴ ﾘｵ 三原陸上クラブ 広島県
52 1925 笹野　蒼亮 ｻｻﾉ ｿｳｽｹ にちなんＡＣ 鳥取県
53 1829 ワヌナム　晟有 ﾜﾇﾅﾑ ｾﾘ 竹尋アスリートクラブ 広島県
54 1886 宮本　健生 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾙ 熊野陸上 広島県
55 1923 三浦　陽太 ﾐｳﾗ ﾖｳﾀ 吉和ＡＣ 広島県
56 1845 後藤　遥希 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ 三原陸上クラブ 広島県
57 1871 有田　光佑 ｱﾘﾀ ｺｳｽｹ 東広島ＴＦＣ 広島県
58 1870 坂本　蓮 ｻｶﾓﾄ ﾚﾝ 東広島ＴＦＣ 広島県
59 1823 池下　慶乃介 ｲｹｼﾀ ｹｲﾉｽｹ アクアパーク 広島県
60 1904 坂本　孝太 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 深山ＳＣ 岡山県
61 1917 有家　賢吾 ｱﾘｲｴ ｹﾝｺﾞ 河原塚小学校 千葉県
62 1816 舛本　太一 ﾏｽﾓﾄ ﾀｲﾁ 高須子ども会駅伝部 広島県
63 1827 宮地　海翔 ﾐﾔﾁ ｶｲﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
64 1916 児島　光朔 ｺｼﾞﾏ ｺｳｻｸ 中条走ろう会 広島県
65 1922 大久保　大和 ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ 吉和ＡＣ 広島県
66 1906 木村　優斗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 本郷小 広島県
67 1918 迫　啓仁 ｻｺ ｹｲﾄ 西城小学校 広島県
68 1847 久保　悠真 ｸﾎﾞ ﾕｳﾏ 三原陸上クラブ 広島県



69 1889 石田　航朗 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 熊野陸上 広島県
70 1912 森　聖芽 ﾓﾘ ｾｲｶﾞ 湯田陸上 広島県
71 1877 中西　雄也 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 東広島ＴＦＣ 広島県
72 1817 千葉　海虎 ﾁﾊﾞ ｶｲﾄ 高須子ども会駅伝部 広島県
73 1868 松井　聡士 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 東広島ＴＦＣ 広島県
74 1824 藤原　夏希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ アクアパーク 広島県
75 1901 森本　瑠倭 ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 走健塾 広島県
76 1907 岡本　悠都 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 本郷小 広島県
77 1915 行田　駿斗 ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 八重東小学校 広島県
78 1865 石川　蒼大 ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 東広島ＴＦＣ 広島県
79 1834 北川　稔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 竹尋アスリートクラブ 広島県
80 1837 奥野　碧空 ｵｸﾉ ｿﾗ 竹尋アスリートクラブ 広島県
81 1831 前山　幹翔 ﾏｴﾔﾏ ﾐｷﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
82 1846 谷生　陽亮 ﾀﾆｲ ﾖｳｽｹ 三原陸上クラブ 広島県
83 1818 林　光希 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 高須子ども会駅伝部 広島県
84 1900 野村　斗樹 ﾉﾑﾗ ﾄｷ 走健塾 広島県
85 1880 政平　咲哉 ﾏｻﾋﾗ ｻｸﾔ 東広島ＴＦＣ 広島県
86 1897 今岡　優人 ｲﾏｵｶ ﾕｳﾄ 走健塾 広島県
87 1876 山村　悠太朗 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 東広島ＴＦＣ 広島県
88 1874 田島　滉己 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 東広島ＴＦＣ 広島県
89 1908 村上　颯音 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ 本郷小 広島県
90 1802 田中　大夢 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ みらさか小学校 広島県
91 1801 森本　慎太郎 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 東小学校 広島県
92 1832 長島　健伸 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾝ 竹尋アスリートクラブ 広島県
93 1844 花森　梗介 ﾊﾅﾓﾘ ｷｮｳｽｹ 三原陸上クラブ 広島県
94 1853 忰山　逞 ｶｾﾔﾏ ﾀｸ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
95 1919 松枝　大智 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 広島県
96 1848 小辻　真太郎 ｺﾂｼﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三原陸上クラブ 広島県
97 1887 原田　喬平 ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 熊野陸上 広島県
98 1840 隠地　基成 ｵﾝｼﾞ ﾓﾄﾅﾘ せらスポーツクラブ 広島県
99 1854 難波　優人 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾄ ＣＨＡＳＫＩ 広島県

100 1910 東　唯斗 ﾋｶﾞｼ ﾕｲﾄ 走健塾 広島県
101 1875 鶴田　琉之介 ﾂﾙﾀ ﾘｮｳﾉｽｹ 東広島ＴＦＣ 広島県
102 1833 渡邉　琉海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 竹尋アスリートクラブ 広島県
103 1879 八幡　有亮 ﾔﾊﾀ ﾕｳｽｹ 東広島ＴＦＣ 広島県
104 1815 盛谷　佑斗 ｻｶﾘﾀﾆ ﾕｳﾄ 高須子ども会駅伝部 広島県
105 1838 柏谷　怜於 ｶｼﾀﾆ ﾚｵ 竹尋アスリートクラブ 広島県
106 1839 小桝　佑太 ｺﾏｽ ﾕｳﾀ チームこまさん 広島県
107 1896 佐藤　剣心 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ 走健塾 広島県
108 1903 山下　俊一 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｲﾁ 広島県
109 1857 石原　雅 ｲｼﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ 新涯ＪＡＣ 広島県
110 1888 近貞　快斗 ﾁｶｻﾀﾞ ｶｲﾄ 熊野陸上 広島県
111 1805 谷本　憲章 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝｼｮｳ 広島県
112 1855 西谷　流成 ﾆｼﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
113 1856 山川　龍真 ﾔﾏｶﾜ ﾘｭｳｼﾝ 救世軍希望館 大阪府
114 1859 岡田　俊哉 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
115 1905 小野　圭太 ｵﾉ ｹｲﾀ 走健塾 広島県
116 1835 前山　裕翔 ﾏｴﾔﾏ ﾋﾛﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
117 1858 笹川　俊太 ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 新涯ＪＡＣ 広島県
118 1895 伊藤　謙心 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 玖波小学校 広島県
119 1851 日高　昊之助 ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾉｽｹ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
120 1803 貝塚　凛翔 ｶｲﾂﾞｶ ﾘﾄ 江田島小学校 広島県
121 1836 江崎　蓮人 ｴｻｷ ﾚﾝ 竹尋アスリートクラブ 広島県

1.5km小学生女子5・6年生
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 1954 岡藤　美空 ｵｶﾌｼﾞ ﾐｸ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
2 1983 不田　美菜子 ﾌﾀﾞ ﾐﾅｺ 竹尋アスリートクラブ 広島県
3 1978 谷本　莉乃 ﾀﾆﾓﾄ ﾘﾉ 阿南ＪＡＣ 徳島県



4 1977 浅川　園葉 ｱｻｶﾜ ｿﾉﾊ 阿南ＪＡＣ 徳島県
5 2044 高橋　祐菜 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 走健塾 広島県
6 1955 吉﨑　帆南 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾝﾅ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
7 1979 西内　柚羽 ﾆｼｳﾁ ﾕｽﾞﾊ 阿南ＪＡＣ 徳島県
8 2023 進藤　菜々美 ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
9 1969 三宮　璃音 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾘｵ アクアパーク 広島県

10 2046 山口　凜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 走健塾 広島県
11 1952 鎌腰　愛子 ｶﾏｺｼ ｱｲｺ 深山ＳＣ 岡山県
12 1957 田中　佐弥 ﾀﾅｶ ｻﾔ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
13 1971 荻原　咲月 ｵｷﾞﾊﾗ ｻﾂｷ アクアパーク 広島県
14 1974 有光　咲愛 ｱﾘﾐﾂ ｻｸﾗ アクアパーク 広島県
15 1981 馬越　彩奈 ｳﾏｺｼ ｻﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
16 2026 山本　友子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 東広島ＴＦＣ 広島県
17 2007 松島　日和 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾖﾘ 新涯ＪＡＣ 広島県
18 2020 藤田　実央 ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ 東広島ＴＦＣ 広島県
19 1973 寺田　小桜 ﾃﾗﾀﾞ ｺﾊﾙ アクアパーク 広島県
20 2021 山本　絵美 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
21 2027 三宅　凜 ﾐﾔｹ ﾘﾝ 東広島ＴＦＣ 広島県
22 1982 土井　凛生 ﾄﾞｲ ﾘｵ 竹尋アスリートクラブ 広島県
23 1972 秋山　桃花 ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｶ アクアパーク 広島県
24 1960 小山　玲奈 ｺﾔﾏ ﾚﾅ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
25 2040 日野　真愛 ﾋﾉ ﾏﾅ チーム松江四中 島根県
26 2008 松島　向日葵 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾏﾜﾘ 新涯ＪＡＣ 広島県
27 2028 岡野　結菜 ｵｶﾉ ﾕｲﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
28 1985 森　梓 ﾓﾘ ｱｽﾞｻ 竹尋アスリートクラブ 広島県
29 2018 渡辺　絢香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
30 1959 小山　玲依 ｺﾔﾏ ﾚｲ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
31 1956 柴田　珠羽 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾊﾈ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
32 1984 秦　結愛 ﾊﾀ ﾕｱﾅ 竹尋アスリートクラブ 広島県
33 2015 井上　蒼唯 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
34 1975 森　咲歩 ﾓﾘ ｻｷﾎ アクアパーク 広島県
35 2056 園田　千佳 ｿﾉﾀﾞ ﾁｶ 吉和ＡＣ 広島県
36 2016 小川　渚咲 ｵｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
37 2033 丸本　恵里 ﾏﾙﾓﾄ ｴﾘ 熊野陸上 広島県
38 1962 田崎　聖奈 ﾀｻｷ ｾﾅ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
39 1998 上田　優希 ｳｴﾀﾞ ﾕｷ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
40 2005 小林　舞衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 新涯ＪＡＣ 広島県
41 1976 佐々木　瞳子 ｻｻｷ ﾄｳｺ アクアパーク 広島県
42 2024 和田　すず ﾜﾀﾞ ｽｽﾞ 東広島ＴＦＣ 広島県
43 1970 市川　実乃莉 ｲﾁｶﾜ ﾐﾉﾘ アクアパーク 広島県
44 2006 高橋　実夢 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 新涯ＪＡＣ 広島県
45 2054 相原　杏咲 ｱｲﾊﾗ ｱｽﾞｻ 吉和ＡＣ 広島県
46 1965 芦原　茉奈 ｱｼﾊﾗ ﾏﾅ 高須子ども会駅伝部 広島県
47 2036 中尾　心春 ﾅｶｵ ｺﾊﾙ 熊野陸上 広島県
48 1953 安井　椛 ﾔｽｲ ﾓﾐｼﾞ 広島県
49 2022 鴈田　心 ｶﾞﾝﾀﾞ ｺｺﾛ 東広島ＴＦＣ 広島県
50 2017 三笠　愛葉 ﾐｶｻ ﾏﾅﾊ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
51 1989 大石　和佳 ｵｵｲｼ ﾉﾄﾞｶ 竹尋アスリートクラブ 広島県
52 1951 山根　珠莉 ﾔﾏﾈ ｼｭﾘ 岡山県
53 2048 新田　桜子 ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 走健塾 広島県
54 2052 豊島　咲愛 ﾄﾖｼﾏ ｻｴ ランナーズ 広島県
55 1958 田淵　朱莉 ﾀﾌﾞﾁ ｱｶﾘ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
56 2059 浅田　純伶 ｱｻﾀﾞ ｽﾐﾚ にちなんＡＣ 鳥取県
57 2004 岡田　茉実 ｵｶﾀﾞ ﾏﾐ 新涯ＪＡＣ 広島県
58 1963 山根　静香 ﾔﾏﾈ ｼｽﾞｶ 高須子ども会駅伝部 広島県
59 2055 森迫　奏心 ﾓﾘｻｺ ｶﾅﾐ 吉和ＡＣ 広島県
60 2025 宮田　恋果 ﾐﾔﾀ ﾚﾝｶ 東広島ＴＦＣ 広島県
61 2030 田上　夕由奈 ﾀｶﾞﾐ ﾕｳﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
62 2050 田村　妃奈子 ﾀﾑﾗ ﾋﾅｺ 広島県



63 1961 佃　紗良 ﾂｸﾀﾞ ｻﾗ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
64 1967 瀧迫　彩乃 ﾀｷｻｺ ｱﾔﾉ 高須子ども会駅伝部 広島県
65 2032 山本　七海 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
66 2041 指田　夏実花 ｻｼﾀﾞ ｶﾉﾊ ３４つばさ 兵庫県
67 2019 井上　詩央里 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 神村学区体育振興会陸上部 広島県
68 1995 安倍　光希 ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ 三原陸上クラブ 広島県
69 1992 岡㟢　衣央里 ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ 三原陸上クラブ 広島県
70 1994 谷原　佳純 ﾀﾆﾊﾗ ｶｽﾐ 三原陸上クラブ 広島県
71 2051 弘中　志歩 ﾋﾛﾅｶ ｼﾎ ランナーズ 広島県
72 2043 小林　由奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 走健塾 広島県
73 2047 中川　環 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ 走健塾 広島県
74 2014 木塚　梨紗 ｷﾂﾞｶ ﾘｻ 新涯ＪＡＣ 広島県
75 1996 森永　真央 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｵ 三原陸上クラブ 広島県
76 2057 松本　美桜 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 吉和ＡＣ 広島県
77 1999 杉本　有莉亜 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｱ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
78 2009 神原　朋海 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾄﾓﾐ 新涯ＪＡＣ 広島県
79 2010 小畠　百華 ｺﾊﾞﾀｹ ﾓﾓｶ 新涯ＪＡＣ 広島県
80 2053 立川　莉衣 ﾀﾂｶﾞﾜ ﾘｲ ランナーズ 広島県
81 1964 島谷　咲綺 ｼﾏﾀﾆ ｻｷ 高須子ども会駅伝部 広島県
82 2013 佐藤　美沙都 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 新涯ＪＡＣ 広島県
83 2034 長岡　花香 ﾅｶﾞｵｶ ﾊﾅｶ 熊野陸上 広島県
84 1987 清水　結加 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 竹尋アスリートクラブ 広島県
85 1966 雨坪　心菜 ｱﾏﾂﾎﾞ ｺｺﾅ 高須子ども会駅伝部 広島県
86 2029 宮崎　結愛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲﾅ 東広島ＴＦＣ 広島県
87 1993 南　さくら ﾐﾅﾐ ｻｸﾗ 三原陸上クラブ 広島県
88 2000 佐々木　寿音 ｻｻｷ ｺﾄﾝ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
89 2038 馬上　杏奈 ﾊﾞｼﾞｮｳ ｱﾝﾅ 熊野陸上 広島県
90 2003 阿部　琉姫 ｱﾍﾞ ﾙｷ 西城バレーボールスポーツ少年団広島県
91 1968 盛谷　羽永 ｻｶﾘﾀﾆ ﾊﾅ 高須子ども会駅伝部 広島県
92 2002 勝部　莉子 ｶﾂﾍﾞ ﾘｺ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
93 2060 増浦　美来依 ﾏｽｳﾗ ﾐﾗｲ にちなんＡＣ 鳥取県
94 2012 桑田　茉未子 ｸﾜﾀﾞ ﾏﾐｺ 新涯ＪＡＣ 広島県
95 2039 湯浅　珠妃 ﾕｱｻ ﾀﾏｷ 熊野陸上 広島県
96 2001 田中　葵 ﾀﾅｶ ｱｵｲ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
97 2031 田中　愛里華 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 東広島ＴＦＣ 広島県
98 2011 吉田　望愛 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴ 新涯ＪＡＣ 広島県
99 2042 熊谷　菜央 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵ 岡山県

100 2058 村津　柚奈 ﾑﾗﾂ ﾕｽﾞﾅ 中条走ろう会 広島県
101 1997 中尾　莉乃 ﾅｶｵ ﾘﾉ 三原陸上クラブ 広島県
102 1991 橋本　心響 ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾅ せらスポーツクラブ 広島県
103 2037 平原　想乃佳 ﾋﾗﾊﾗ ｿﾉｶ 熊野陸上 広島県
104 2045 福島　彩乃 ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾉ 中条走ろう会 広島県

3km中学生男子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3032 森安　瑛音 ﾓﾘﾔｽ ｴｲﾄ 三原第二中学校 広島県
2 3003 松浦　大起 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中学校 広島県
3 3027 田川　直橙 ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 志和中学校 広島県
4 3034 佐々木　昴 ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ 溝口中学校 鳥取県
5 3043 河本　篤哉 ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 高陽中学校 岡山県
6 3029 隅田　健一朗 ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大塚中学校 広島県
7 3028 野田　柚月 ﾉﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 日野中学校 鳥取県
8 3026 福井　渚大 ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 宇野中学校 岡山県
9 3001 森脇　大成 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾅﾘ 志和中学校 広島県

10 3052 右遠　大輝 ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 高陽中学校 岡山県
11 3017 坂田　颯磨 ｻｶﾀ ｿｳﾏ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
12 3038 堀川　楽真 ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 千代田中学校 広島県
13 3042 頼重　蓮太 ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 千代田中学校 広島県
14 3040 加登　流空 ｶﾄ ﾙｳｸ 東原中学校 広島県



15 3045 杉本　大惺 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
16 3051 小野　彩陽 ｵﾉ ｱｻﾋ 高陽中学校 岡山県
17 3024 丸茂　圭史 ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ 瀬野川東中学 広島県
18 3004 黒﨑　風雅 ｸﾛｻｷ ﾌｳｶﾞ 福木中 広島県
19 3008 若林　拓音 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 竹尋アスリートクラブ 広島県
20 3005 前川　祐希 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｷ 大和中学校 広島県
21 3025 田中　翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 徳島県
22 3049 故引　大翔 ｺﾋﾞｷ ﾋﾛﾄ 高陽中学校 岡山県
23 3037 畑瀬　滉太 ﾊﾀｾ ｺｳﾀ ゆりのき台中 兵庫県
24 3007 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 庄原市立比和中学校 広島県
25 3050 榊原　一真 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾏ 高陽中学校 岡山県
26 3039 砂原　海斗 ｽﾅﾊﾗ ｶｲﾄ 千代田中学校 広島県
27 3002 奥田　柊生 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 豊栄ＢＭＷＧ 広島県
28 3018 原田　稜己 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｷ 新涯ＪＡＣ 広島県
29 3021 近藤　千滉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 庄原市立庄原中学校 広島県
30 3010 奥原　勇歩己 ｵｸﾊﾗ ｲﾌﾞﾅ 庄原市立西城中学校 広島県
31 3012 小谷　駿介 ｺﾀﾞﾆ ｼｭﾝｽｹ 庄原市立西城中学校 広島県
32 3011 主田　周平 ﾇｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 庄原市立西城中学校 広島県
33 3041 中間　太一 ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
34 3016 真鳥　将太朗 ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
35 3020 枯木　結翔 ｶﾚｷ ﾕｲﾄ 庄原市立庄原中学校 広島県
36 3006 松下　玲旺 ﾏﾂｼﾀ ﾚｵ 庄原市立比和中学校 広島県
37 3022 中田　空来 ﾅｶﾀ ｿﾗ 五日市中学校 広島県
38 3030 石田　樹 ｲｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 広島県
39 3014 原　䁔人 ﾊﾗ ﾊﾙﾄ 府中市立上下中学校陸上競技部 広島県
40 3044 亀山　拓己 ｶﾒﾔﾏ ﾀｸﾐ チーム亀 広島県
41 3015 東　拓哉 ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾔ 府中市立上下中学校陸上競技部 広島県
42 3013 池田　心輝 ｲｹﾀﾞ ｱｲｷ 府中市立上下中学校陸上競技部 広島県

3km中学生女子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3122 隅田　美羽 ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 大塚中学校 広島県
2 3126 間處　寧乙 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾈｵ 世羅中学校 広島県
3 3113 藤村　心瑛菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
4 3112 藤村　心優花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
5 3107 井上　真佳 ｲﾉｳｴ ﾏﾅｶ 三原陸上クラブ 広島県
6 3108 後藤　彩香 ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ 三原陸上クラブ 広島県
7 3116 高取　亜也子 ﾀｶﾄﾘ ｱﾔﾈ 東広島ＴＦＣ 広島県
8 3133 藤井　悠乃 ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ 広島市立国泰寺中学校 広島県
9 3132 梅田　真絃 ｳﾒﾀﾞ ﾏｲﾄ 広島市立国泰寺中学校 広島県

10 3130 吉村　春乃 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾉ 広島市立国泰寺中学校 広島県
11 3128 藤原　彩花 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 走健塾 広島県
12 3117 清水　彩加 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 東広島ＴＦＣ 広島県
13 3123 窪　和奏 ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ 大塚中学校 広島県
14 3135 大下　麗奈 ｵｵｼﾀ ﾚﾅ 広島市立国泰寺中学校 広島県
15 3119 芳賀　ひかり ﾊｶﾞ ﾋｶﾘ 庄原市立東城中学校 広島県
16 3137 竹下　暖七 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾅ 高陽中学校 岡山県
17 3136 横山　蒼 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 広島市立国泰寺中学校 広島県
18 3115 堀　菜々美 ﾎﾘ ﾅﾅﾐ 東広島ＴＦＣ 広島県
19 3125 中田　花暖 ﾅｶﾀ ｶﾉﾝ 広中央中学校 広島県
20 3102 田中　夢奈 ﾀﾅｶ ﾕﾒﾅ 塩町中学校 広島県
21 3114 藤森　心優 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾕ 救世軍希望館 大阪府
22 3118 芳賀　あかり ﾊｶﾞ ｱｶﾘ 庄原市立東城中学校 広島県
23 3961 辻原　由依 ﾂｼﾞﾊﾗ 福山市立城北中学校Ｂ 広島県
24 3105 山瀬　優 ﾔﾏｾ ﾕｳ ヒロチュウオウ 広島県
25 3131 瀧本　菜々子 ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ 広島市立国泰寺中学校 広島県
26 3104 香川　真子 ｶｶﾞﾜ ﾏｺ 尾道市立高西中 広島県
27 3127 橋本　倖奈 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾅ 世羅中学校 広島県
28 3134 阿多　そら ｱﾀ ｿﾗ 広島市立国泰寺中学校 広島県



29 3106 周藤　咲李 ｽﾄｳ ｻﾘ 庄原市立比和中学校 広島県
30 3101 鎌腰　華帆 ｶﾏｺｼ ｶﾎ 総社東中学校 岡山県
31 3109 荒木　涼花 ｱﾗｷ ｽｽﾞｶ 府中市立上下中学校陸上競技部 広島県
32 3129 迫　想菜乃 ｻｺ ｿﾅﾉ 西城中学校 広島県
33 3110 岡田　華菜 ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 府中市立上下中学校陸上競技部 広島県
34 3124 兵頭　友里愛 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕﾘｱ 香川県
35 3962 岡本　理子 ｵｶﾓﾄ 福山市立城北中学校Ｂ 広島県

3km高校生女子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3201 井上　舞香 ｲﾉｳｴ ﾏｲｶ 三原陸上クラブ 広島県
2 3202 塔迫　世莉 ﾄｳｻｺ ｾﾘ ハナダの洞窟 広島県

3km一般男子18～34歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3321 竹内　達也 ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 松江市陸協 島根県
2 3306 廣瀬　貴明 ﾋﾛｾ ﾀｶｱｷ 直島文化村 香川県
3 3322 大森　誠也 ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 走光ＲＣ 岡山県
4 3323 室田　祐司 ﾑﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 走健塾 広島県
5 3314 佐田　航大 ｻﾀ ｺｳﾀﾞｲ 広島県
6 3315 雄次郎　井上 ﾕｳｼﾞﾛｳ ｲﾉｳｴ 広島県
7 3318 稲田　享介 ｲﾅﾀ ｷｮｳｽｹ 島根県
8 3303 中山　凌 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 三井Ｅ＆Ｓ玉野 岡山県
9 3312 山中　翔平 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾍｲ 広島県

10 3308 福田　和真 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 走健塾 広島県
11 3316 向井　温祐 ﾑｶｲ ｱﾂﾋﾛ 広島県
12 3309 古林　太寿久 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｽｸ ナチュラルＲＣ 兵庫県
13 3305 塔迫　涼 ﾄｳｻｺ ﾘｮｳ マサラタウン 広島県
14 3313 永見　真俊 ﾅｶﾞﾐ ﾏｻﾄｼ ランナーズ 広島県
15 3311 伊藤　秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 松江市陸協 島根県
16 3310 井上　聡一郎 ｲﾉｳｴ ｿｳｲﾁﾛｳ ＮＢ走遊倶楽部 岡山県
17 3320 丹呉　允 ﾀﾝｺﾞ ﾏｺﾄ 広島県
18 3301 岡竹　伸悟 ｵｶﾀｹ ｼﾝｺﾞ 西大田走ろう会 広島県
19 3302 難波　航 ﾅﾝﾊﾞ ﾜﾀﾙ あらた 岡山県

3km一般男子35～49歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3419 藤田　昌也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ ふじた 広島県
2 3408 高前　直幸 ﾀｶﾏｴ ﾅｵﾕｷ 寺岡整形外科 広島県
3 3410 藤井　俊洋 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 広島県
4 3413 奥野　靖士 ｵｸﾉ ﾔｽｼ タケヒロエーシ 広島県
5 3426 梶山　守 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏﾓﾙ もみじ銀行 広島県
6 3436 齋藤　真臣 ｻｲﾄｳ ﾏｻｵﾐ シャープＤＥＣ 広島県
7 3407 土井　一喜 ﾄﾞｲ ｶｽﾞｷ タケヒロＡＣ 広島県
8 3401 白神　光国 ｼﾗｶﾞ ﾐﾂｸﾆ 丸五ゴム走友会 岡山県
9 3432 駒井　亮三 ｺﾏｲ ﾘｮｳｿﾞｳ 岡山県

10 3414 藤田　明 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ アヲハタ 広島県
11 3427 山本　努 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ 山口県
12 3425 畑瀬　剛 ﾊﾀｾ ﾂﾖｼ 希望館希望館 兵庫県
13 3441 高田　善成 ﾀｶﾀ ﾖｼﾅﾘ 楽走 広島県
14 3405 若林　淳 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 三井Ｅ＆Ｓ玉野 岡山県
15 3415 福井　英明 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ 岡山県
16 3438 吉住　幸司 ﾖｼｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 兵庫県
17 3439 岩﨑　達也 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 広島県
18 3421 星野　裕司 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 岡山県
19 3437 前山　正人 ﾏｴﾔﾏ ﾏｻﾄ 広島県
20 3411 和田　智行 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 雅咲会 広島県
21 3416 末永　寛 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 広島県
22 3435 西紋　敏行 ﾆｼﾓﾝ ﾄｼﾕｷ 広島県



23 3404 佃　賢司 ﾂｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
24 3429 中間　大介 ﾅｶﾏ ﾀﾞｲｽｹ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
25 3403 河野　保典 ｺｳﾉ ﾔｽﾉﾘ 広島県
26 3433 谷口　浩之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 広島県
27 3423 田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ ＮＢ走遊倶楽部 岡山県
28 3402 田中　惣之輔 ﾀﾅｶ ｿｳﾉｽｹ 西城市民病院 広島県
29 3420 上杉　典誠 ｳｴｽｷﾞ ﾉﾘｻﾄ 広島県
30 3406 岡田　和義 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 東広島ＴＦＣ 広島県
31 3422 小野　道敬 ｵﾉ ﾐﾁﾀｶ 走健塾 広島県
32 3418 西田　英一郎 ﾆｼﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 広島県
33 3417 西崎　雅史 ﾆｼｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ ＥＢＳ 広島県
34 3424 野澤　将樹 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻｷ ＮＢ走遊倶楽部 岡山県
35 3434 松下　紀人 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘﾋﾄ 鳥取県
36 3428 貞金　秀志 ｻﾀﾞｶﾈ ｼｭｳｼﾞ 広島県

3km一般男子50～59歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3527 米谷　浩一 ﾏｲﾀﾆ ｺｳｲﾁ 岡山県
2 3514 山崎　幸利 ﾔﾏｻｷ ﾕｷﾄｼ 井原ＲＣ 岡山県
3 3502 住田　義明 ｽﾐﾀﾞ ﾖｼｱｷ 岡山県
4 3513 杉野　利弘 ｽｷﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 広島県
5 3501 森川　浩行 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 桃太郎夢クラブ 岡山県
6 3531 宍戸　治夫 ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｵ 広島県
7 3504 山根　真明 ﾔﾏﾈ ﾏｻｱｷ 広島県
8 3532 柳原　清海 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｾｲｶｲ 山口県
9 3516 小倉　範夫 ｵｸﾞﾗ ﾉﾘｵ 兵庫県

10 3506 石原　裕 ｲｼﾊﾗ ﾕﾀｶ ふるさと風の家 島根県
11 3509 三島　隆則 ﾐｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島県
12 3525 田子　健太郎 ﾀｺﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ゼロベース 鳥取県
13 3530 倉持　洋一 ｸﾗﾓﾁ ﾖｳｲﾁ ＮＢ走遊倶楽部 岡山県
14 3533 佐々木　義明 ｻｻｷ ﾖｼｱｷ 鳥取県
15 3538 鳴坂　純 ﾅﾙｻｶ ｼﾞｭﾝ 岡山県
16 3537 秋光　健生 ｱｷﾐﾂ ﾀｹｵ 広島県
17 3503 岡竹　信和 ｵｶﾀｹ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 西大田走ろう会 広島県
18 3526 望月　陽夫 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｵ 愛媛県
19 3512 奥田　克哉 ｵｸﾀﾞ ｶﾂﾔ 豊栄ＢＭＷＧ 広島県
20 3518 杉原　慶信 ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 岡山県
21 3507 渡辺　潔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ モノコック山下 兵庫県
22 3520 井上　茂樹 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｷ 三原陸上クラブ 広島県
23 3523 高橋　伸志 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼ 広島県
24 3528 坂本　成生 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｵ 岡山県
25 3511 三谷　浩雄 ﾐﾀﾆ ﾋﾛｵ 一般男子 広島県
26 3508 西田　真司 ﾆｼﾀ ｼﾝｼﾞ 広島県
27 3515 松田　透 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｵﾙ 鳥取県

3km一般男子60歳以上
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3604 牟禮　賢一 ﾑﾚ ｹﾝｲﾁ 香川ＲＣ遊 香川県
2 3625 北澤　正孝 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 気賀高陸上ＯＢ 静岡県
3 3614 西橋　孝政 ﾆｼﾊﾞｼ ﾀｶﾏｻ ハワイマラソン 鳥取県
4 3609 福島　正則 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 広島県
5 3620 槙本　豊 ﾏｷﾓﾄ ﾕﾀｶ 広島県
6 3628 柳澤　昌純 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｽﾞﾐ 松山楽走クラブ 愛媛県
7 3606 髙市　清三 ﾀｶｲﾁ ｷﾖﾐﾂ 倉敷福田走友会 岡山県
8 3631 花田　弘 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛﾑ 尾道ＲＣ 広島県
9 3616 荒谷　博 ｱﾗﾀﾆ ﾋﾛｼ 大沢走友会 広島県

10 3610 和田　正巳 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島県
11 3618 中原　伸夫 ﾅｶﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ 広島県
12 3623 三森　尉宏 ﾐﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 広島県



13 3613 堀江　勉 ﾎﾘｴ ﾂﾄﾑ 広島県
14 3622 蔦宗　政敏 ﾂﾀﾑﾈ ﾏｻﾄｼ 岡山県
15 3617 守　一己 ﾓﾘ ｶｽﾞﾐ 大畠ふたりＡＣ 岡山県
16 3612 岡　正男 ｵｶ ﾏｻｵ 広島県
17 3601 日詰　一雄 ﾋﾂﾞﾒ ｶｽﾞｵ 香川さくらＲＣ 香川県
18 3605 鹿田　政祐 ｼｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 広島県
19 3624 上利　隆昭 ｱｶﾞﾘ ﾀｶｱｷ 広島マスターズ 広島県
20 3603 濵﨑　丈治 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 岡柔会 岡山県
21 3627 金島　貞二 ｶﾈｼﾏ ｻﾀﾞｼﾞ 広島県
22 3621 山本　眞之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 愛媛県
23 3607 飯田　績 ｲｲﾀﾞ ｲｻｵ 広島県

3km一般女子18～34歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3703 上野　絵梨子 ｳｴﾉ ｴﾘｺ 広島県
2 3705 山根　紫野 ﾔﾏﾈ ｼﾉ 荘原小学校 島根県
3 3701 山中　美緒 ﾔﾏﾅｶ ﾐｵ 広島県
4 3702 市原　温子 ｲﾁﾊﾗ ｱﾂｺ 中国運輸局 広島県
5 3704 藤保　晴佳 ﾌｼﾞﾔｽ ﾊﾙｶ 広島県

3km一般女子35～49歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3819 塚本　ゆかり ﾂｶﾓﾄ ﾕｶﾘ ＮＡＲＡーＸ 奈良県
2 3812 八城　由紀 ﾔｼﾛ ﾕｷ 広島県
3 3821 藤井　美代子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾖｺ にくきゅう 広島県
4 3802 田中　由美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 広島県
5 3801 鎌腰　洋美 ｶﾏｺｼ ﾋﾛﾐ ケアカフェ真備 岡山県
6 3806 杉本　里栄 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
7 3814 関　文乃 ｾｷ ｱﾔﾉ 岡山県
8 3807 石田　和加 ｲｼﾀﾞ ﾜｶ 東小学校 広島県
9 3808 山崎　佐智子 ﾔﾏｻｷ ｻﾁｺ 高知県

10 3805 石田　礼子 ｲｼﾀﾞ ﾚｲｺ 広島県
11 3823 宮本　美紀 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ 広島県
12 3809 佐々木　珠美 ｻｻｷ ﾀﾏﾐ 広島県
13 3820 松枝　志保 ﾏﾂｴﾀﾞ ｼﾎ 走健塾 岡山県
14 3813 野村　順子 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 広島県
15 3815 稲田　知江子 ｲﾅﾀﾞ ﾁｴｺ まる 高知県
16 3810 宇津見　千夏 ｳﾂﾐ ﾁﾅﾂ 西川ゴム工業 広島県
17 3822 池田　智子 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｺ 広島県
18 3816 唐木　さなえ ﾄｳｷ ｻﾅｴ まる 高知県
19 3817 田側　久美 ﾀｶﾞﾜ ｸﾐ 広島県

3km一般女子50～59歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3901 東屋　千由里 ｱｽﾞﾏﾔ ﾁﾕﾘ 広島県
2 3907 松塚　百合恵 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾕﾘｴ ＮＡＲＡ－Ｘ 奈良県
3 3902 茶山　奈津 ﾁｬﾔﾏ ﾅﾂ 広島県
4 3905 中野　三和 ﾅｶﾉ ﾐﾜ まるＲＣ 高知県
5 3908 山根　洋子 ﾔﾏﾈ ﾖｳｺ 神西小学校 島根県
6 3904 三森　眞美 ﾐﾓﾘ ﾏﾐ 広島県
7 3906 小林　純子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 広島県

3km一般女子60歳以上
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 3951 橋本　紀江 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｴ 山口県
2 3957 守　百合葉 ﾓﾘ ﾕﾘﾊ 大畠ふたりＡＣ 岡山県
3 3952 永田　恵 ﾅｶﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ 広島県
4 3956 沖　弥生 ｵｷ ﾔﾖｲ 鳥取県



5 3960 西川　八重子 ﾆｼｶﾜ ﾔｴｺ 広島壮年走る会 広島県
6 3958 後藤　みどり ｺﾞﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 広島県
7 3959 蔦宗　喜久子 ﾂﾀﾑﾈ ｷｸｺ 岡山県
8 3954 三谷　美智子 ﾐﾀﾆ ﾐﾁｺ 広島県
9 3955 西川　浪恵 ﾆｼｶﾜ ﾅﾐｴ 広島県

10 3953 髙市　勝子 ﾀｶｲﾁ ｶﾂｺ 岡山県

5km高校生女子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5003 高橋　舞衣 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 今治北高校 愛媛県
2 5002 渡邊　永理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 桃太郎夢クラブ 岡山県
3 5001 柴田　舞花 ｼﾊﾞﾀ ﾏｲｶ 日野町陸上部 鳥取県

5km高校生男子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5110 山本　拓未 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 出雲 島根県
2 5111 中尾　歩夢 ﾅｶｵ ｱﾕﾑ 出雲 島根県
3 5109 曽田　渓介 ｿﾀ ｹｲｽｹ 出雲 島根県
4 5108 佐々木　大和 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 出雲 島根県
5 5101 石田　浩祐 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 庄原格致高校 広島県
6 5107 森　優飛 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 広島県
7 5105 牧野　一輝 ﾏｷﾉ ｲﾂｷ 広島県
8 5106 迫　愁仁 ｻｺ ｼｭｳﾄ クロカンクラブ 広島県

5km一般男子18～34歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5231 日下　聖也 ｸｻｶ ｾｲﾔ 日亜化学 徳島県
2 5225 吉川　大和 ｷｯｶﾜ ﾔﾏﾄ 尾道市体協 広島県
3 5218 柏原　健太 ｶｼﾊﾗ ｹﾝﾀ 尾道市体協 広島県
4 5215 吉田　海佑 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾕｳ 徳島ＡＣ 徳島県
5 5224 勝平　拓也 ｶﾂﾋﾗ ﾀｸﾔ 雲南市陸協 島根県
6 5223 柴田　一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 島根県
7 5209 藤井　雄大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県
8 5227 福本　俊明 ﾌｸﾓﾄ ﾄｼｱｷ 山口県
9 5206 西尾　武士 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 自衛隊米子 鳥取県

10 5212 藤井　俊平 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 本宮商会 広島県
11 5230 三浦　義彦 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋｺ 旭ジョガーズ 広島県
12 5201 角川　慶悟 ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 岡山商科大学 岡山県
13 5203 西岡　大輝 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 広島市役所陸上競技部 広島県
14 5210 中岡　裕志 ﾅｶｵｶ ﾕｳｼ 広島県
15 5219 林　海斗 ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 広島県
16 5213 飯田　朋之 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 広島県
17 5226 寺尾　知洋 ﾃﾗｵ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛県
18 5207 黒野　魁人 ｸﾛﾉ ｶｲﾄ 広島県
19 5208 石崎　尚杜 ｲｼｻﾞｷ ﾅｵﾄ 広島県
20 5228 岡田　訓明 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 愛媛県
21 5202 髙良　祐輔 ｺｳﾗ ﾕｳｽｹ 広島県
22 5220 奥田　元気 ｵｸﾀﾞ ﾓﾄｷ 広島県
23 5211 川崎　修二 ｶﾜｻｷ ｼｭｳｼﾞ 西川ゴム工業 広島県
24 5222 小林　俊樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 広島県
25 5214 安川　貴則 ﾔｽｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 岡山県
26 5221 清池　佑也 ｾｲｹ ﾕｳﾔ コビッキー 広島県

5km一般男子35～49歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5335 野村　正範 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 広島県
2 5332 中田　勝己 ﾅｶﾀ ｶﾂﾐ 生協ひろしま 広島県
3 5307 上野　仁志 ｳｴﾉ ﾋﾄｼ 廿日市市陸協 広島県



4 5333 丸山　秀登 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 広島県
5 5336 松田　賢二 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 旭化成ＣＨ 岡山県
6 5381 谷水　強 ﾀﾆﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 仁方中学校教員 広島県
7 5317 森上　洋和 ﾓﾘｳｴ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県庁ＲＣ 広島県
8 5311 西野　悠 ﾆｼﾉ ﾋｻｼ 広島市役所陸上競技部 広島県
9 5308 平岡　秀教 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 広島県

10 5376 迫　慎一 ｻｺ ｼﾝｲﾁ クロカンクラブ 広島県
11 5327 井堂　倫也 ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 広島県
12 5349 玉井　利武 ﾀﾏｲ ﾄｼﾀｹ 広島県
13 5301 植村　友幸 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 香川県
14 5319 岩澤　和美 ｲﾜｻﾜ ｶｽﾞﾐ 広島県
15 5314 中村　陽介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 綾川ＡＣ 香川県
16 5316 本祥　良太 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 山口県
17 5325 三宅　浩之 ﾐﾔｹ ﾋﾛﾕｷ チーム歩乃ぼの 広島県
18 5320 西田　啓祐 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 広島県
19 5310 濱田　精一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 柳井ウェルネス 山口県
20 5321 村井　昭徳 ﾑﾗｲ ｱｷﾉﾘ 香川ＲＣ遊 香川県
21 5324 廣永　拓男 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 広島県
22 5331 陶山　邦明 ｽﾔﾏ ｸﾆｱｷ 島根県
23 5386 上本　和幸 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 山口県
24 5313 白髪　誠 ｼﾗｶﾞ ﾏｺﾄ 東広島ＴＦＣ 広島県
25 5361 津和野　太史 ﾂﾜﾉ ﾀｲｼ ＨＴＧ 広島県
26 5352 白井　清登 ｼﾗｲ ｷﾖﾄ 香川ＲＣ遊 香川県
27 5357 定家　哲也 ｻﾀﾞｲｴ ﾃﾂﾔ 玉島の森クラブ 岡山県
28 5328 大本　貴規 ｵｵﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 松山マスターズ 愛媛県
29 5344 堀　高志 ﾎﾘ ﾀｶｼ チーム歩乃ぼの 広島県
30 5388 原田　洋一 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 鳥取県
31 5334 熊谷　治 ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ 広島県
32 5323 木村　剛 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 島根県
33 5370 平山　肇 ﾋﾗﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 中条走ろう会 広島県
34 5382 森田　正博 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 広島県
35 5359 宮川　直人 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 岡山県
36 5390 越智　誠 ｵﾁ ﾏｺﾄ ＪＲ西日本 広島県
37 5363 徳江　光春 ﾄｸｴ ﾐﾂﾊﾙ 島根県
38 5345 本田　耕太 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀ チーム歩乃ぼの 広島県
39 5355 脇坂　宏樹 ﾜｷｻｶ ﾋﾛｷ 広島県
40 5347 井上　博義 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾖｼ 徳島県
41 5364 森　竜也 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ 広島県
42 5375 稲田　真二 ｲﾅﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 万成病院 岡山県
43 5374 浜崎　誠一 ﾊﾏｻｷ ｾｲｲﾁ 山口県
44 5368 田村　裕之 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 広島県
45 5365 清水　聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 岡山県
46 5329 山崎　達也 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 広島県
47 5303 大倉　健吾 ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 秋山武久 鳥取県
48 5356 石田　隆志 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 福山Ｊクラブ 広島県
49 5383 松岡　峰登 ﾏﾂｵｶ ﾐﾈﾄ 広島県
50 5354 久松　茂 ﾋｻﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 広島県
51 5348 日置　貴徳 ﾋｵｷ ﾀｶﾉﾘ 風のように 鳥取県
52 5362 小林　隆志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 御池鐵工所 広島県
53 5302 一栁　祐二 ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ﾕｳｼﾞ 広島県庁 広島県
54 5369 風藤　宏 ｶｾﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 竹原オート 広島県
55 5330 畝　智博 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ チーム歩乃ぼの 広島県
56 5340 林　宏至 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 広島県
57 5318 大坂　良介 ｵｵｻｶ ﾘｮｳｽｹ ランジョグ中国 島根県
58 5337 末田　直也 ｽｴﾀﾞ ﾅｵﾔ チーム歩乃ぼの 広島県
59 5304 藤本　光二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 鳥取県
60 5343 木村　智亨 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 広島県
61 5373 益田　智史 ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ 広島県
62 5350 奥村　眞吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ おやじクラゲ 広島県



63 5338 徳田　豊 ﾄｸﾀﾞ ﾕﾀｶ 西川ゴム 広島県
64 5371 内田　潤也 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 中国運輸局 広島県
65 5358 國弘　明文 ｸﾆﾋﾛ ｱｷﾌﾐ 広島県
66 5378 松枝　秀明 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 広島県
67 5367 上野　正和 ｳｴﾉ ﾏｻｶｽﾞ 広島県
68 5322 木村　登 ｷﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 島根県
69 5305 山脇　周宗 ﾔﾏﾜｷ ｼｭｳｿｳ ＪＡ庄原 広島県
70 5342 山下　達 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ こびきぶるー 広島県
71 5385 三宅　一生 ﾐﾔｹ ｶｽﾞｵ 広島県
72 5372 佐野　史幸 ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ 島根県
73 5341 松尾　功二 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 広島県
74 5312 佐々木　敏典 ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
75 5353 塚本　壮一 ﾂｶﾓﾄ ｿｳｲﾁ ＨＡＣ 広島県
76 5351 倉光　史朗 ｸﾗﾐﾂ ｼﾛｳ 住友生命 鳥取県
77 5309 滝口　洋三 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｳｿｳ 庄原陸友会 広島県
78 5360 古川　崇幸 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾕｷ ＲＮＯ 広島県

5km一般男子50～59歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5412 鍋島　孝 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｶｼ 広島市役所陸上競技部 広島県
2 5441 森　慎二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 大和走友会 広島県
3 5413 吉本　勝志 ﾖｼﾓﾄ ｶﾂｼ 広島市役所陸上競技部 広島県
4 5440 水田　勇次 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｼﾞ ＫＴＣ 愛媛県
5 5422 高橋　秀知 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 愛媛県
6 5467 谷尾　浩一 ﾀﾆｵ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県
7 5403 秋山　昌二 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 香川県
8 5461 端本　進 ﾊﾀﾓﾄ ｽｽﾑ ＪＲ貨物広島 広島県
9 5454 奥平　芳宏 ｵｸﾋﾗ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県

10 5452 加藤　哲也 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 鳥取県
11 5419 波田　英之 ﾊﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 中国財務局 広島県
12 5439 山本　浩二 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ＨＴＧ 広島県
13 5458 平奥　隆志 ﾋﾗｵｸ ﾀｶｼ 御池鐵工所 広島県
14 5457 堀尾　昌志 ﾎﾘｵ ﾏｻｼ 郵便局鳥取 鳥取県
15 5435 平山　学 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ おかやま温泉会 岡山県
16 5434 清水　崇典 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ チーム歩乃ぼの 広島県
17 5404 西中　文仁 ﾆｼﾅｶ ﾌﾞﾝｼﾞ 安芸高田市陸協 広島県
18 5462 神垣　浩治 ｶﾐｶﾞｷ ｺｳｼﾞ 広島県
19 5464 岩崎　正彦 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋｺ 広島県
20 5437 山原　康嗣 ﾔﾏﾊﾗ ﾔｽｼ 島根県
21 5463 藤保　雅博 ﾌｼﾞﾔｽ ﾏｻﾋﾛ 広島県
22 5447 越智　奏 ｵﾁ ﾉﾌﾞﾙ 福山市職ＲＣ 広島県
23 5420 日下　美一 ｸｻｶ ﾖｼｶｽﾞ 西川ゴム工業 広島県
24 5411 小倉　範夫 ｵｸﾞﾗ ﾉﾘｵ 兵庫県
25 5425 宮川　典丈 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾘﾀｹ 立間愛走会 愛媛県
26 5408 難波　彰 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 津山運転区 岡山県
27 5436 久米　敏夫 ｸﾒ ﾄｼｵ 広島県
28 5418 山尾　隆士 ﾔﾏｵ ﾀｶｼ 島根県
29 5427 石崎　真也 ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾔ 広島県
30 5402 佐藤　安治 ｻﾄｳ ﾔｽｼﾞ ケルベロス 島根県
31 5426 丸山　泰司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ ともはな 広島県
32 5410 瀬川　浩 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 広島県
33 5448 小林　俊司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｼﾞ 広島県
34 5409 柴田　税 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 日野町陸上部 鳥取県
35 5446 大掛　智志 ｵｵｶﾞｹ ｻﾄｼ 広島県
36 5465 竹井　伸吾 ﾀｹｲ ｼﾝｺﾞ 岡山県
37 5438 内田　隆 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 生協ひろしま 広島県
38 5456 木頃　敏彦 ｷｺﾞﾛ ﾄｼﾋｺ ＳＣＨ 広島県
39 5407 川上　弘道 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ サンエス 広島県
40 5450 佐々木　勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 広島県



41 5460 川村　太郎 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾛｳ のほほん 広島県
42 5406 原田　佳和 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 呉市ＪＣ 広島県
43 5417 山田　哲二 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 草野産業 広島県
44 5466 門田　文雄 ｶﾄﾞﾀ ﾌﾐｵ ジブラルタ生命 広島県
45 5431 土井　文明 ﾄﾞｲ ﾌﾐｱｷ ＣＲＦＣ 広島県
46 5423 乙部　憲彦 ｵﾄﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ 岡山県
47 5424 加藤　寿幸 ｶﾄｳ ﾊﾙﾕｷ アリオン 広島県
48 5416 片岡　俊一 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｲﾁ 広島県
49 5444 小川　俊一 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ もりっこらん 岡山県
50 5433 山本　英樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 西川ゴム工業 広島県
51 5401 岸菜　英和 ｷｼﾅ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 徳島県
52 5414 目黒　勝幸 ﾒｸﾞﾛ ｶﾂﾕｷ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
53 5429 戸次　敏也 ﾍﾞｯｷ ﾄｼﾔ 鳥取県
54 5421 渡邊　俊明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 岡山県
55 5459 内藤　英之 ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ チーム信 広島県
56 5455 江角　秀之 ｴｽﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 広島県
57 5415 谷岡　一秀 ﾀﾆｵｶ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県

5km一般男子60歳以上
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5565 柿原　貴次 ｶｷﾊﾗ ﾀｶｼﾞ 柿原整体治療院 広島県
2 5536 松浦　正雄 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｵ 広島ＡＣ 広島県
3 5534 安田　匡 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳ 鳥取県
4 5573 伊藤　高男 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 広島県
5 5571 三戸岡　裕政 ﾐﾄｵｶ ﾋﾛﾏｻ 岡山県
6 5546 森　義則 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 呉郵便局 広島県
7 5545 細川　博義 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 土佐ＡＣ 高知県
8 5547 橋本　武 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 香川県
9 5516 畠田　光晴 ﾊﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 広島県

10 5530 西脇　正美 ﾆｼﾜｷ ﾏｻﾐ 加古川医療Ｃ 兵庫県
11 5552 吉岡　光弘 ﾖｼｵｶ ﾐﾂﾋﾛ 広島県
12 5574 藤井　廣司 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ 京都キャロット 京都府
13 5542 石川　英之 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 香川県
14 5520 糸賀　義行 ｲﾄｶﾞ ﾖｼﾕｷ 島根県
15 5551 中村　正昭 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ 岩国走ろう会 山口県
16 5560 田中　俊彦 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ 広島県
17 5556 桑田　義則 ｸﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ふっけん 広島県
18 5512 樋吉　賢二 ﾋﾖｼ ｹﾝｼﾞ 広島県
19 5557 黒田　眞幸 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 広島壮年走会 広島県
20 5581 石岡　聖悟 ｲｼｵｶ ｼｮｳｺﾞ 広島県
21 5526 坂本　正 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｼ 中条走ろう会 広島県
22 5544 湯木　徹 ﾕｷ ﾄｵﾙ 内海ランクラブ 広島県
23 5559 江南　實明 ｴﾅﾐ ﾐﾂｱｷ 走亀 広島県
24 5517 吉田　隆一 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｶｽﾞ 広島県
25 5505 金谷　泰人 ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ 岡山県
26 5529 吉村　富士夫 ﾖｼﾑﾗ ﾌｼﾞｵ 鳥取県
27 5532 奈良原　裕 ﾅﾗﾊﾗ ﾋﾛｼ 広島県
28 5502 中野　昭壮 ﾅｶﾉ ｼｮｳｿｳ 中野サービス 広島県
29 5531 中門出　幸雄 ﾅｶﾓﾝﾃﾞ ﾕｷｵ 世羅郡陸協 広島県
30 5501 加藤　公之 ｶﾄｳ ｷﾐﾕｷ てっせい 岡山県
31 5533 段　政則 ﾀﾞﾝ ﾏｻﾉﾘ 広島県
32 5564 高橋　正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 島根県
33 5511 赤木　薫 ｱｶｷﾞ ｶｵﾙ 広島県
34 5538 笠間　英生 ｶｻﾏ ﾋﾃﾞｵ 広島県
35 5535 吉岡　利典 ﾖｼｵｶ 広島県
36 5549 岩田　公明 ｲﾜﾀ ｷﾐｱｷ 島根県
37 5582 田原　良隆 ﾀﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 島根県
38 5515 今井　敏雄 ｲﾏｲ ﾄｼｵ 庄原ぷりん隊 広島県
39 5583 齋木　憲二 ｻｲｷ ｹﾝｼﾞ 広島県



40 5518 野津　篤 ﾉﾂ ｱﾂｼ 松江北山陸友会 島根県
41 5522 丸田　俊明 ﾏﾙﾀ 島根県
42 5519 安部　茂寿 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾄｼ 島根県
43 5523 三谷　淳三 ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 広島県
44 5575 正原　研自 ｼｮｳﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 広島県
45 5513 西本　順雄 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘｵ 広島県
46 5570 貝塚　正次 ｶｲﾂﾞｶ ｼｮｳｼﾞ 広島県
47 5578 石賀　敏 ｲｼｶﾞ ｻﾄｼ 鳥取県
48 5548 牧野　等 ﾏｷﾉ ﾋﾄｼ 広島県
49 5579 宗盛　好幸 ﾑﾈﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 広ランナー 広島県
50 5577 高橋　徹治 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｼﾞ 広島県
51 5567 和田　安史 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 鳥取県
52 5568 稲福　康邦 ｲﾅﾌｸ ﾔｽｸﾆ ラン友 広島県
53 5525 福島　誠輝 ﾌｸｼﾏ ｾｲｷ 倉敷ランラン 岡山県
54 5514 梶山　正一 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 広島県
55 5539 高岡　優 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾙ 広島県
56 5540 蔭地　義則 ｵﾝｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 広島県
57 5550 有馬　信幸 ｱﾘﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 雲 広島県
58 5528 横山　勝己 ﾖｺﾔﾏ ｶﾂﾐ 広島県
59 5554 福岡　憲一 ﾌｸｵｶ ｹﾝｲﾁ 大阪府
60 5576 沖　裕明 ｵｷ ﾋﾛｱｷ 広島県
61 5563 川本　字美 ｶﾜﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ 広島県
62 5572 中石　雅夫 ﾅｶｲｼ ﾏｻｵ 広島県
63 5584 畑田　況人 ﾊﾀﾀﾞ ｶﾂﾄ 島根県
64 5506 樋高　嘉治 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 出光ＯＢ 兵庫県
65 5561 中下　敏一 ﾅｶｼﾓ ﾄｼｶｽﾞ 広島県
66 5537 前岡　雄二 ﾏｴｵｶ ﾕｳｼﾞ 広島県
67 5562 折口　文雄 ｵﾘｸﾞﾁ ﾌﾐｵ 広島県
68 5504 大畠　茂 ｵｵﾊﾀ ｼｹﾞﾙ 広島県
69 5527 伊藤　軍治 ｲﾄｳ ｸﾞﾝｼﾞ 一人走遊会 広島県
70 5566 西川　昭 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ 呉市陸競 広島県
71 5580 庭田　尚 ﾆﾜﾀ ﾋｻｼ 広島県
72 5510 川崎　純一 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岡山県
73 5503 朝日　啓介 ｱｻﾋ ｹｲｽｹ 淀川ランナーズ 大阪府

5km一般女子18～34歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5602 佐藤　あずさ ｻﾄｳ ｱｽﾞｻ 岡山県
2 5605 中村　幸恵 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｴ 山口県
3 5603 東本　彩 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｱﾔ ロングライフ 大阪府
4 5601 日高　奈穂子 ﾋﾀﾞｶ ﾅｵｺ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
5 5607 武市　香里 ﾀｹｲﾁ ｶｵﾘ 広島県
6 5604 小林　佐江子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴｺ 広島県

5km一般女子35～49歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5702 森下　即子 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾂｺ 井原ＲＣ 岡山県
2 5722 Ｒｉｄｇｅｗｅｌｌ　Ｌｅｅ ﾘｼﾞｭｴﾙ ﾘｰ 壮年走ろう会 広島県
3 5718 石黒　聡子 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｺ 広島県
4 5725 本間　里美 ﾎﾝﾏ ｻﾄﾐ 広島県
5 5701 細川　由美 ﾎｿｶﾜ ﾕﾐ 岡山県
6 5708 岡崎　順子 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 広島県
7 5706 清水　朋恵 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｴ 山口県
8 5720 藤村　淳子 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 広島県
9 5712 伊藤　英恵 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 広島県

10 5711 坂本　ひとみ ｻｶﾓﾄ ﾋﾄﾐ 広島県
11 5710 田原　葉子 ﾀﾊﾗ ﾖｳｺ ランジョグ中国 広島県
12 5732 下條　藍 ｼﾓｼﾞｮｳ ｱｲ 広島県
13 5714 片山　悦子 ｶﾀﾔﾏ ｴﾂｺ 香川県



14 5730 黒田　真紀 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷ 広島県
15 5724 清水　恵美 ｼﾐｽﾞ ｴﾐ 岡山県
16 5704 浅野　真理 ｱｻﾉ ﾏﾘ 広島県
17 5709 世古　知子 ｾｺ ﾄﾓｺ 岡山県
18 5715 水戸　真紀 ﾐﾄ ﾏｷ 広島県
19 5719 難波　明代 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾖ 岡山県庁 岡山県
20 5729 坂田　奈緒 ｻｶﾀ ﾅｵ 広島県
21 5703 黒田　真希子 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷｺ 広島県
22 5727 伊藤　陽子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 鳥取県
23 5707 牧野　恭子 ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ 広島県
24 5717 山下　未央 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ あこぎ 広島県
25 5716 福島　淳子 ﾌｸｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 中条走ろう会 広島県
26 5713 張　小輝 ﾁｮｳ ｼｮｳｷ 西川ゴム 広島県
27 5728 嵐　恭子 ｱﾗｼ ｷｮｳｺ 広島県
28 5721 守屋　由美 ﾓﾘﾔ ﾕﾐ 岡山県
29 5726 瀧本　晴美 ﾀｷﾓﾄ ﾊﾙﾐ もりっこ 岡山県

5km一般女子50～59歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5810 佐藤　美保 ｻﾄｳ ﾐﾎ たかやＲＣ 岡山県
2 5814 高　知愛 ｺｳ ｼﾞｴ 広島県
3 5815 福岡　聡子 ﾌｸｵｶ ｿｳｺ 大阪府
4 5806 渡邊　佳代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾖ 川崎学園陸上部 岡山県
5 5808 森　美和 ﾓﾘ ﾐﾜ 綾川ＡＣ 香川県
6 5803 魚海　博美 ｳｵﾐ ﾋﾛﾐ 倉敷ＲＣ 岡山県
7 5805 石井　里佳 ｲｼｲ ﾘｶ 広島県
8 5812 坂本　桂子 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ 島根県
9 5811 坂根　久美 ｻｶﾈ ｸﾐ 鳥取県

10 5818 程原　幸子 ﾎﾄﾞﾊﾗ ｻﾁｺ 三重県
11 5802 田中　益美 ﾀﾅｶ ﾏｽﾐ 広島県
12 5816 川戸　瑞穂 ｶﾜﾄ ﾐｽﾞﾎ 鳥取県
13 5809 乙部　えみ ｵﾄﾍﾞ ｴﾐ 岡山県
14 5804 高岡　尚美 ﾀｶｵｶ ﾅｵﾐ 広島県
15 5807 加藤　志津江 ｶﾄｳ ｼｽﾞｴ 広島県
16 5813 金本　ソムジット ｶﾈﾓﾄ ｿﾑｼﾞｯﾄ 西川ゴム 広島県

5km一般女子60歳以上
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 5902 鹿田　千鶴子 ｼｶﾀ ﾁﾂﾞｺ 広島県
2 5908 山本　登代子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｺ 広島県
3 5906 小寺　玲子 ｺﾃﾞﾗ ﾚｲｺ はるのりれいこ 広島県
4 5907 岩岡　範子 ｲﾜｵｶ ﾉﾘｺ はるのりれいこ 広島県
5 5905 酒井　佳子 ｻｶｲ ﾖｼｺ レイ倉敷 岡山県
6 5901 本慶　啓子 ﾎﾝｹﾞｲ ｹｲｺ 広島県
7 5903 福島　千恵 ﾌｸｼﾏ ﾁｴ 倉敷ランラン 岡山県
8 5904 野村　英利子 ﾉﾑﾗ ｴﾘｺ 広島県

8km高校生男子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 8002 山口　悠太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 岡山県

8km一般男子18～34歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 8127 中村　祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 呉市陸協 広島県
2 8117 藤田　達郎 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ 島根大学陸上部 島根県
3 8134 宮沢　将幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 呉市陸協 広島県
4 8123 福島　空也 ﾌｸｼﾏ ｸｳﾔ 小松島市陸協 徳島県
5 8109 片山　祐樹 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 岡山県



6 8131 藤原　夏望 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 廿日市市陸協 広島県
7 8128 伊藤　潤 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 大和走友会 広島県
8 8149 岡田　燎 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広島市立大学 広島県
9 8132 若月　浩貴 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛｷ 広島県

10 8139 吉見　健太 ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ 広島修道大学 広島県
11 8154 山本　渉 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ 松山大学 愛媛県
12 8104 眞鍋　祐介 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 広島市役所陸上競技部 広島県
13 8105 松本　進吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 広島市役所陸上競技部 広島県
14 8111 久松　蒼 ﾋｻﾏﾂ ｱｵｲ 広島国際大学 広島県
15 8151 藤澤　真聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広島市立大学 広島県
16 8135 酒井　大地 ｻｶｲ ﾀﾞｲﾁ 広島県
17 8136 仙波　貴雅 ｾﾝﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 岡山県庁 岡山県
18 8153 佃　飛雄馬 ﾂｸﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 松山大学 愛媛県
19 8133 小野　晃輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ 広島県
20 8148 村尾　祐太郎 ﾑﾗｵ ﾕｳﾀﾛｳ 松山大学 愛媛県
21 8122 佐々木　貴行 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 王子製紙ＡＣ 鳥取県
22 8142 山田　拓司 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 広島県
23 8119 荒銀　雄志 ｱﾗｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ 岩田クリエイト 島根県
24 8103 小林　広哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ 三井Ｅ＆Ｓ玉野 岡山県
25 8114 太田　康介 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 岡山県
26 8120 山根　友和 ﾔﾏﾈ ﾄﾓｶｽﾞ 広島県
27 8113 板本　真治 ｲﾀﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 広島県
28 8102 小林　睦史 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 三井Ｅ＆Ｓ玉野 岡山県
29 8144 対馬　拓海 ﾂｼﾏ ﾀｸﾐ 渡辺化学工業 広島県
30 8143 佐野　史弥 ｻﾉ ﾌﾐﾔ 広島県
31 8118 片岡　元紀 ｶﾀｵｶ ﾓﾄｷ 広島修道大学 広島県
32 8129 大竹　博道 ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾐﾁ アシックス 兵庫県
33 8124 秋下　岳志 ｱｷｼﾀ ﾀｶｼ 鳥取県
34 8107 森脇　裕史 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 岡山県
35 8150 勝坂　優希 ｶﾂｻｶ ﾕｳｷ 広島市立大学 広島県
36 8121 日谷　春輝 ﾋﾀﾞﾆ ﾊﾙｷ 藤三 広島県
37 8146 谷本　友輝 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ 広島県
38 8130 中田　博文 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ 広島県
39 8115 伊藤　恭平 ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 島根県
40 8138 河崎　文彦 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾋｺ 広島県
41 8112 西村　悟 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄﾙ 鳥取県
42 8140 小川　博之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 常石鉄工 広島県
43 8108 千葉　雄太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 広島県
44 8137 入田　秀也 ｲﾘﾀ ｼｭｳﾔ 広島県
45 8106 山田　一輝 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
46 8126 田畠　佑紀 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 広島県
47 8147 谷本　聖 ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳ 広島県
48 8116 田部　秀和 ﾀﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 広島県
49 8560 山崎　良輔 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳｽｹ 広島県
50 8141 山田　令 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ 広島県
51 8156 大田　真也 ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 広島県
52 8101 佐藤　寿光 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾐﾂ 広島県

8km一般男子35～49歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 8250 石津　悟 ｲｼﾂﾞ ｻﾄﾙ 大竹市陸協 広島県
2 8253 高橋　正尚 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾅｵ 倉敷化工 岡山県
3 8235 島崎　満光 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ 島崎茶園 広島県
4 8229 石津　秀喜 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 大竹市陸協 広島県
5 8284 奥原　康裕 ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 広島県
6 8290 妹尾　稔 ｾﾉｵ ﾐﾉﾙ 広島県
7 8295 福永　竜也 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 大竹市陸協 広島県
8 8216 西坂　央志 ﾆｼｻｶ ﾋﾛｼ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
9 8312 田中　康規 ﾀﾅｶ ﾔｽﾉﾘ 奈良県



10 8257 中村　勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 鹿足郡陸協 島根県
11 8217 伊藤　謙司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 三井Ｅ＆Ｓ玉野 岡山県
12 8243 東本　和之 ﾄｳﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 板東ロゼクラブ 広島県
13 8311 澤津橋　英昌 ｻﾜﾂﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾏｻ 五日市Ｏ型走会 広島県
14 8218 出口　浩己 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 広島市役所陸上競技部 広島県
15 8219 竹入　英樹 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 広島市役所陸上競技部 広島県
16 8230 谷光　修二 ﾀﾆﾐﾂ ｼｭｳｼﾞ 大和走友会 広島県
17 8220 安田　裕二 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
18 8266 小椋　誠 ｵｸﾞﾗ ﾏｺﾄ 大阪府
19 8226 岡本　達伸 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾉﾌﾞ 広島県
20 8315 前田　敏行 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 広島県
21 8305 野口　斉 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 王子製紙ＡＣ 鳥取県
22 8268 平木　達也 ﾋﾗｷ ﾀﾂﾔ ファイトクラブ 広島県
23 8254 来見　健史 ｸﾙﾐ ｹﾝｼﾞ 上南ＡＣ 岡山県
24 8316 伏見　直 ﾌｼﾐ ﾅｵ 香川県
25 8321 植木　孝和 ｳｴｷ ﾀｶﾏｻ 真庭市役所ＲＣ 岡山県
26 8304 藤井　俊成 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾅﾘ 広島県
27 8213 谷本　孝介 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｽｹ 広島県
28 8287 佐々木　彰 ｻｻｷ ｱｷﾗ 広島県
29 8223 阿部　泰紀 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ ゆっくりいそげ 岡山県
30 8228 中村　学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 本郷アスリート 広島県
31 8231 鮫島　博士 ｻﾒｼﾏ ﾋﾛｼ ステビアヘルス 広島県
32 8289 松下　孝治 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ エリート 広島県
33 8273 石原　達也 ｲｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ 山口県
34 8232 浅野　晃弘 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ 広島県
35 8326 田熊　弘幸 ﾀｸﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ガラタン 山口県
36 8210 梶原　義行 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 榊原病院 岡山県
37 8275 中村　健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ いぶいぶ組 広島県
38 8237 井出　智文 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ 愛媛県
39 8259 坂本　勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 広島県
40 8251 三野　賢太郎 ﾐﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 福山多治米ＲＣ 広島県
41 8222 安宗　拓史 ﾔｽﾑﾈ ﾀｸｼ 岡山県
42 8264 野田　圭太朗 ﾉﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 日野町陸上部 鳥取県
43 8260 熊谷　一哉 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 岡山県
44 8258 河上　賢治 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｼﾞ 山陽 広島県
45 8317 桧垣　鋭弘 ﾋｶﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 呉市役所 広島県
46 8211 角田　考史 ｽﾐﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 広島県
47 8224 楮原　裕二 ｺｳｿﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 山口県
48 8282 岩﨑　周平 ｲﾜｻｷ ｼｭｳﾍｲ 三井Ｅ＆Ｓ 岡山県
49 8248 山口　洋二 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 岡山県
50 8215 田中　健志 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
51 8301 高瀬　力 ﾀｶｾ ﾂﾄﾑ ドングラーズ 岡山県
52 8296 藤村　智則 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ ＴＥＡＭＡＳＡ 広島県
53 8278 波多　繁輝 ﾊﾀﾞ ｼｹﾞﾃﾙ 広島県
54 8299 三木　優一 ﾐｷ ﾕｳｲﾁ 本多会 広島県
55 8314 伊藤　一弘 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 郵便局鳥取 鳥取県
56 8214 岡藤　宏 ｵｶﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 石内南ＳＫＲＣ 広島県
57 8294 五月女　勝 ｿｳﾄﾒ ﾏｻﾙ 三菱直島安全 香川県
58 8303 浜本　太一 ﾊﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ 広島県
59 8318 出淵　正生 ｲｽﾞﾌﾞﾁ ﾏｻｵ Ｓ－ＤＥＣ 広島県
60 8242 秋田　薫晴 ｱｷﾀ ｼｹﾞﾊﾙ チームエリフ 岡山県
61 8308 井上　英之 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ドングラーズ 岡山県
62 8238 綿谷　彰洋 ﾜﾀﾔ ｱｷﾋﾛ 広島県
63 8300 大石　章博 ｵｵｲｼ ｱｷﾋﾛ 広島県
64 8298 松元　康博 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ マツダＡＣ 広島県
65 8255 早崎　浩史 ﾊﾔｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 広島県
66 8310 池長　亮 ｲｹﾅｶﾞ ﾘｮｳ 鳥取県
67 8246 太刀掛　秀和 ﾀﾁｶｹ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 呉信用金庫 広島県
68 8307 伊藤　健次 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ ドングラーズ 岡山県



69 8306 永井　義範 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾉﾘ ドングラーズ 岡山県
70 8240 倉田　和昭 ｸﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 広島県
71 8279 加藤　春樹 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 俺達楽走会 鳥取県
72 8277 入江　達宏 ｲﾘｴ ﾀﾂﾋﾛ 鳥取県
73 8267 井出　裕二 ｲﾃﾞ ﾕｳｼﾞ 愛媛県
74 8221 最本　康久 ｻｲﾓﾄ ﾔｽﾋｻ 冒険倶楽部ゼロ 広島県
75 8269 水戸　大樹 ﾐﾄ ﾀｲｷ 広島県
76 8291 鈴木　正行 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 岡山県
77 8323 出田　強 ｲﾃﾞﾀ ﾂﾖｼ 岡山県
78 8252 西村　考平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥取県
79 8276 浦野　洋 ｳﾗﾉ ﾋﾛｼ 福富東　体育部 岡山県
80 8324 永井　友浩 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 広島県
81 8280 和田　有平 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 港産業株式会社 徳島県
82 8227 新良貴　元彦 ｼﾗｷ ﾓﾄﾋｺ ランジョグ中国 広島県
83 8241 畑　貴之 ﾊﾀ ﾀｶﾕｷ 広島県
84 8225 森本　政博 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 俺達楽走会 鳥取県
85 8288 蓮見　和章 ﾊｽﾐ ｶｽﾞｱｷ 広島県
86 8320 佐久田　雅規 ｻｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 広島県
87 8247 木村　匡志 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ くれしん 広島県
88 8285 高場　昭至 ﾀｶﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 広島県
89 8286 脇　雅敏 ﾜｷ ﾏｻﾄｼ 島根県
90 8281 山田　正喜 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 日本メンテナス 広島県
91 8212 横路　智之 ﾖｺﾛ ﾄﾓﾕｷ 広島県
92 8265 古市　徹 ﾌﾙｲﾁ ﾄｵﾙ 広島県
93 8263 深井　裕志 ﾌｶｲ ﾔｽｼ 広島県
94 8261 小出　学 ｺｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ チーム颯人 島根県
95 8245 福永　和正 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏｻ チーム朱ちゃん 広島県
96 8236 堀江　克幸 ﾎﾘｴ ｶﾂﾕｷ 広島県
97 8271 山内　一廣 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県
98 8272 尾尻　力 ｵｼﾞﾘ ﾁｶﾗ 広島県
99 8322 槻川原　俊文 ﾂｷｶﾜﾗ ﾄｼﾌﾐ 広島県

8km一般男子50～59歳
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 8414 大下　和広 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宇部市陸協 山口県
2 8408 新田　恒士武 ﾆｯﾀ ﾂﾄﾑ 岡山陸上クラブ 岡山県
3 8424 末好　正名 ｽｴﾖｼ ﾏｻﾅ 鳥取県
4 8401 平山　元生 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾄｵ ＹＡＮＢＯ 広島県
5 8445 塩田　俊 ｼｵﾀﾞ ﾀｶｼ 塩田ラナ農園 広島県
6 8412 佐藤　裕二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 山口県
7 8418 高倉　明信 ﾀｶｸﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 松江市陸協 島根県
8 8406 石松　英明 ｲｼﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 広島県
9 8436 荒津　浩一 ｱﾗﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 江田島市 広島県

10 8403 内田　雄三 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ たかつかＲＣ 岡山県
11 8455 佐藤　尚喜 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 鳥取県
12 8454 高田　剛 ﾀｶﾀ ﾂﾖｼ 富士通岡山ＲＣ 岡山県
13 8448 戸﨑　修爾 ﾄｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 松江ＳＴＣ 島根県
14 8467 安達　浩史 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ 島根県
15 8433 麦尾　作郎 ﾑｷﾞｵ ｻｸﾛｳ 広島県
16 8466 松本　浩一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 鳥取県
17 8426 美藤　陽一 ﾐﾄｳ ﾖｳｲﾁ 広島ＯＬＣ 広島県
18 8449 筒井　昭彦 ﾂﾂｲ ｱｷﾋｺ ＮＡＲＡーＸ 奈良県
19 8444 程原　伸介 ﾎﾄﾞﾊﾗ ｼﾝｽｹ ランジョグ近畿 三重県
20 8420 村上　慎一郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島市役所陸上競技部 広島県
21 8430 内山　雅晴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 米子市 鳥取県
22 8461 八木沼　誠一 ﾔｷﾞﾇﾏ ｾｲｲﾁ 島根県
23 8483 大村　東洋和 ｵｵﾑﾗ ﾄﾖｶｽﾞ 山口県
24 8490 横手　智 ﾖｺﾃ ｻﾄｼ 広島県
25 8486 秋貞　匡宏 ｱｷｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 呉信用金庫 広島県



26 8451 大竹　利昭 ｵｵﾀｹ ﾄｼｱｷ 岡山県
27 8438 宮野音　努 ﾐﾔﾉｵﾄ ﾂﾄﾑ 広島アスリート 広島県
28 8463 菅野　耕作 ｽｶﾞﾉ ｺｳｻｸ ＡＬＳＯＫ 広島県
29 8458 平岡　一主 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｷﾐ 広島県
30 8450 大石　得学 ｵｵｲｼ ﾄｸﾏ 岡山県
31 8471 小原　謙二 ｺﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 三次市陸協 広島県
32 8416 藤井　功 ﾌｼﾞｲ ｲｻｵ タートルＪＣ 広島県
33 8409 河井　一裕 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ ＮＲＵ鷹取 兵庫県
34 8487 武田　浩 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 岡山県
35 8472 木村　里志 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 亀齢酒造 広島県
36 8491 熊谷　正俊 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ 広島県
37 8432 佐藤　充 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ たかやＲＣ 岡山県
38 8474 堤　耕治 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ 広島県
39 8469 上松　靖尚 ｳｴﾏﾂ ﾔｽﾋｻ 広島県
40 8429 堀井　洋和 ﾎﾘｲ ﾋﾛｶｽﾞ 銀河系 広島県
41 8413 鈴鹿　実 ｽｽﾞｶ ﾐﾉﾙ 愛媛県
42 8494 作野　隆 ｻｸﾉ ﾀｶｼ 水木ロードＲＣ 鳥取県
43 8492 銭廣　英生 ｾﾞﾆﾋﾛ ﾋﾃﾞｵ 広空ランナーズ 広島県
44 8484 鐘築　健 ｶﾈﾁｸ ﾀｹｼ 島根県
45 8447 安井　吉明 ﾔｽｲ ﾖｼｱｷ ツネイシ 岡山県
46 8489 舛形　芳樹 ﾏｽｶﾞﾀ ﾖｼｷ ＴＡＲＣ 鳥取県
47 8437 原田　和昭 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ ＮＡＲＡーＸ 奈良県
48 8423 福岡　数彦 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ ランジョグ 岡山県
49 8407 西江　利文 ﾆｼｴ ﾄｼﾌﾐ 井原教員７ 岡山県
50 8482 森山　健児 ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 備後男組 広島県
51 8439 辻野　佳人 ﾂｼﾞﾉ ﾖｼﾄ 広島県
52 8417 本田　俊美 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾐ そーゆー会 鳥取県
53 8405 大森　利幸 ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾕｷ 鳥取県
54 8404 寒竹　貴治 ｶﾝﾀｹ ﾀｶﾊﾙ 広島県
55 8457 宮本　典明 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 愛媛県
56 8479 金尾　誠可 ｶﾅｵ ｾｲｶ 広大樟柳クラブ 広島県
57 8411 三島　真 ﾐｼﾏ ﾏｺﾄ 湯梨浜ＲＣ 鳥取県
58 8428 久米　政夫 ｸﾒ ﾏｻｵ 香川県
59 8431 数本　茂男 ｶｽﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ 鳥取県
60 8402 上　浩信 ｳｴ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広島県
61 8488 半田　友久 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 広島県
62 8440 増成　賢治 ﾏｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 岡山教員クラブ 広島県
63 8443 服部　逸郎 ﾊｯﾄﾘ ｲﾂﾛｳ ＩＧ岡山 岡山県
64 8480 石井　富夫 ｲｼｲ ﾄﾐｵ 広島県
65 8427 岡田　勝彦 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 富士通四国 香川県
66 8421 伊豆田　浩三 ｲｽﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
67 8446 河津　次郎 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ ＺＥＲＯ 兵庫県
68 8422 岩鼻　正樹 ｲﾜﾊﾅ ﾏｻｷ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
69 8462 渡邉　正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 島根県
70 8475 村社　和弘 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞﾋﾛ 島根県
71 8419 月本　平 ﾂｷﾓﾄ ﾀｲﾗ びっちゅうＴｓ 岡山県
72 8434 御園生　幹彦 ﾐｿﾉｵ ﾐｷﾋｺ 山口県
73 8456 沖中　眞治 ｵｷﾅｶ ｼﾝｼﾞ 全農ひろしま 広島県
74 8441 多久和　美徳 ﾀｸﾜ ﾖｼﾉﾘ 島根県
75 8473 友瀧　正道 ﾄﾓﾀｷ ﾏｻﾐﾁ 北部農林 広島県
76 8460 水谷　竜二 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 広島県
77 8485 幸田　啓訓 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 広島県
78 8459 田城　敏 ﾀｼﾛ ｻﾄｼ 全農ひろしま 広島県
79 8442 下山　一弘 ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ランジョグ中国 岡山県
80 8476 松田　敏則 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 広島県

8km一般男子60歳以上
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 8512 大平　豊 ｵｵﾋﾗ ﾕﾀｶ タートルＪＣ 広島県



2 8519 上岡　利伸 ｳｴｵｶ ﾄｼﾉﾌﾞ 広島市役所陸上競技部 広島県
3 8545 牟禮　賢一 ﾑﾚ ｹﾝｲﾁ 高松走ろう会 香川県
4 8543 谷口　茂 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 島根県
5 8515 本多　行久 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷﾋｻ エイトマンＪＣ 広島県
6 8524 佐藤　隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ＪＦＭ１００ 広島県
7 8517 渥美　昇 ｱﾂﾐ ﾉﾎﾞﾙ 安城西部ＲＣ 愛知県
8 8527 北村　利幸 ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 早川ゴム 広島県
9 8548 岩村　雅治 ｲﾜﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ まるＲＣ 高知県

10 8509 谷本　佳昭 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼｱｷ 大和走友会 広島県
11 8555 上川　敏彦 ｶﾐｶﾜ ﾄｼﾋｺ 奈良ランフレズ 奈良県
12 8558 酒井　省二 ｻｶｲ ｼｮｳｼﾞ 広島県
13 8523 後藤　泰久 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｻ 広島県
14 8542 上川　孝司 ｶﾐｶﾜ ｺｳｼﾞ 自営 広島県
15 8547 楠本　博文 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛﾌﾞﾐ なし 広島県
16 8501 加藤　益夫 ｶﾄｳ ﾏｽｵ 阿賀北ＲＣ 広島県
17 8539 面手　一義 ｵﾓﾃ ｶｽﾞﾖｼ 四季の会 広島県
18 8554 丸山　雄二 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 広島県
19 8508 松井　修 ﾏﾂｲ ｵｻﾑ エイトマンＪＣ 広島県
20 8530 亀山　慎二 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 鳥取県
21 8502 児房　正和 ｺﾌﾞｻ ﾏｻｶｽﾞ 広島壮年走ろう会 広島県
22 8528 服部　昭 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ そーゆー会 鳥取県
23 8557 高良　典幸 ｺｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 広島県
24 8559 平岡　泰俊 ﾋﾗｵｶ ﾀｲｼｭﾝ 広島県
25 8529 加藤　雄三 ｶﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ めぐふづクラブ 鳥取県
26 8544 喜多川　寛 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 広島県
27 8507 戸田　敏治 ﾄﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 川内さくら 愛媛県
28 8511 住本　和則 ｽﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 広島県
29 8556 島谷　正明 ｼﾏﾀﾆ ﾏｻｱｷ 広島県
30 8538 古角　忠之 ｺｶﾄﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 岡山県
31 8525 安達　武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ チーム颯人 島根県
32 8553 新野　浩一 ｼﾝﾉ ｺｳｲﾁ 広島県
33 8505 青木　道之 ｱｵｷ ﾐﾁﾕｷ オフィスＫ２ 広島県
34 8541 旗生　薫 ﾊﾀﾌﾞ ｶｵﾙ 広島県
35 8546 前田　純一 ﾏｴﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 鳥取県
36 8537 藤原　武夫 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｵ 広島県
37 8550 片山　清風 ｶﾀﾔﾏ ｷﾖｶｾﾞ 広島県
38 8536 木村　隆 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ ゆーすけ 広島県
39 8532 吉村　司 ﾖｼﾑﾗ ﾂｶｻ 広島県
40 8540 藤田　祥三 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｿﾞｳ 広島県
41 8513 馬屋原　和正 ｳﾏﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ 誠走会 広島県
42 8521 今井　隆 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 東海メンテ 岡山県
43 8551 石川　芳秀 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島県
44 8526 滝本　純一 ﾀｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 広島県
45 8516 望月　輝登 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾙﾄ 島根県
46 8510 柴田　勝実 ｼﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ エルカエル 広島県
47 8552 西岡　伸一 ﾆｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 広島県

8km登録男子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 8 ギデオン　キプゲティッチｷﾞﾃﾞｵﾝ ｷﾌﾟｹﾞﾃｨｯﾁマツダ
2 6 ドナルド　ミティ ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾐﾃｨ 中電工
3 7 ジョセファト　タヌイ ｼﾞｮｾﾌｧﾄ ﾀﾇｲ マツダ
4 3 キムタイ　ウェスリー ｷﾑﾀｲ ｳｪｽﾘｰ 中国電力
5 15 相葉　直紀 ｱｲﾊﾞ ﾅｵｷ 中電工 広島県
6 36 浦川　大樹 ｳﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ ＮＴＴ西日本 大阪府
7 34 渡邊　力将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾉﾌﾞ ＮＴＴ西日本 大阪府
8 10 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ ＮＴＴ西日本
9 1 大谷　健太 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ ＪＦＥスチール

10 57 森宗　渚 ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ 中国電力 広島県



11 37 大谷　康太 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ ＪＦＥスチール 広島県
12 39 川平　浩之 ｶﾜﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ ＪＦＥスチール 広島県
13 2 土久岡　陽祐 ﾄｸｵｶ ﾖｳｽｹ ＪＦＥスチール
14 17 松尾　修治 ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ 中電工 広島県
15 22 橋本　雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 武田薬品 山口県
16 41 伊原　直斗 ｲﾊﾗ ﾅｵﾄ ＪＦＥスチール 広島県
17 26 廣瀬　岳 ﾋﾛｾ ｶﾞｸ 武田薬品 山口県
18 101 清谷　匠 中国電力
19 14 小山　大介 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中電工 広島県
20 31 寺西　雅俊 ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾄｼ マツダ 広島県
21 70 武村　佳尚 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 四国中央市陸協 香川県
22 28 仲山　大輝 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 武田薬品 山口県
23 23 松藤　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 武田薬品 山口県
24 40 松田　義正 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾏｻ ＪＦＥスチール 広島県
25 42 古屋　拓夢 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ 自衛隊米子 鳥取県
26 50 渡邉　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 自衛隊米子 鳥取県
27 79 山口　大樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ 京都教育大学 大阪府
28 38 岩田　拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ ＪＦＥスチール 広島県
29 45 西原　大貴 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 自衛隊米子 鳥取県
30 51 尾林　大河 ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 自衛隊米子 鳥取県
31 11 東　徹 ﾋｶﾞｼ ﾄｵﾙ 大和走友会 広島県
32 27 小林　親平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ 武田薬品 山口県
33 49 向原　佳和 ﾑｺｳﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 自衛隊米子 鳥取県
34 77 小野　喜之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 倉敷福田走友会 岡山県
35 43 森下　尚彦 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾋｺ 自衛隊米子 鳥取県
36 48 貞徳　悠助 ｻﾀﾞﾄｸ ﾕｳｽｹ 自衛隊米子 鳥取県
37 47 園山　涼太 ｿﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 自衛隊米子 鳥取県
38 78 松﨑　玲央奈 ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｵﾅ 神戸市陸協 兵庫県
39 67 小谷　拓也 ｺﾀﾞﾆ ﾀｸﾔ 布勢ＡＣ 広島県
40 46 信藤　涼太 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ 自衛隊米子 鳥取県
41 69 下司　竜平 ｹﾞｼ ﾘｭｳﾍｲ 川北百笑ＲＣ 高知県
42 44 森下　真基 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｷ 自衛隊米子 鳥取県
43 72 大下　徹 ｵｵｼﾀ ﾄｵﾙ 福山市陸協 広島県
44 66 渡邊　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ブドウＲＣ 兵庫県
45 25 鶴田　康作 ﾂﾙﾀﾞ ｺｳｻｸ 武田薬品 山口県
46 68 城間　泰佑 ｼﾛﾏ ﾀｲｽｹ 大阪府
47 71 植田　翔 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳ アシックス 兵庫県
48 59 松坂　智光 ﾏﾂｻｶ ﾄﾓﾐﾂ 綾川ＡＣ 香川県
49 52 原　真一 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 自衛隊米子 鳥取県
50 61 今城　敏幸 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 綾川ＡＣ 香川県
51 60 塩谷　正宏 ｼｵﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 綾川ＡＣ 香川県
52 33 石黒　淑亮 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｸﾘｮｳ ＭＨＰＳ呉ＪＣ 広島県
53 80 森　瑛斗 ﾓﾘ ｴｲﾄ 京都教育大学 京都府
54 63 岩﨑　竜也 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 福山市陸協 広島県
55 65 恵木　毅 ｴｷﾞ ﾀｹｼ 広島県
56 62 柴田　伸也 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ ＳＡＴ 広島県
57 75 大野　真澄 ｵｵﾉ ﾏｽﾐ アシックス 東京都
58 64 森下　勇輝 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｷ 大阪府
59 13 原　宏治 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 安芸高田市陸協 広島県
60 73 和久利　誓一 ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ 島根県

オープン 204 三ツ星　翔 ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 大東文化大学

8km登録女子
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 202 福田　明里 ﾌｸﾀﾞ ｱｶﾘ ロングライフ 大阪府
2 201 永田　今日子 ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 広島壮年走ろう 広島県
3 203 小熊　満代 ｺｸﾞﾏ ﾐﾂﾖ ＳＡＴ 広島県

中学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾁｰﾑﾚｰｽ　男子の部



順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県
1 4029 飯田　旺裕 ｲｲﾀﾞ 広島市立三和中学校Ａ 広島県
2 4042 岩﨑　楓 ｲﾜｻｷ 熊野東中学校Ａ 広島県
3 4043 鶴田　皓大 ﾂﾙﾀ 熊野東中学校Ａ 広島県
4 4017 井上　史琉 ｲﾉｳｴ 福山市立城北中学校 広島県
5 4081 伊藤　愛暖 ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 広島市立国泰寺中学校 広島県
6 4018 中根　歩夢 ﾅｶﾈ 福山市立城北中学校 広島県
7 4016 枡田　健伸 ﾏｽﾀﾞ 福山市立城北中学校 広島県
8 4071 香川　元希 ｶｶﾞﾜ 広島市立安西中学校 広島県
9 4055 森野　結太 ﾓﾘﾉ 呉市立広中央中学校Ａ 広島県

10 4080 新門　功基 ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 広島市立国泰寺中学校 広島県
11 4020 原　慶汰 ﾊﾗ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
12 4011 丸山　蓮 ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝ 世羅町立世羅中学校 広島県
13 4030 竹村　陽人 ﾀｹﾑﾗ 広島市立三和中学校Ａ 広島県
14 4051 高橋　洸大 ﾀｶﾊｼ 熊野東中学校Ｃ 広島県
15 4032 福田　大翔 ﾌｸﾀ 広島市立三和中学校Ａ 広島県
16 4059 岡本　壮流 ｵｶﾓﾄ 呉市立広中央中学校Ａ 広島県
17 4045 近藤　俊輔 ｺﾝﾄﾞｳ 熊野東中学校Ａ 広島県
18 4044 小田切　宏輝 ｵﾀﾞｷﾞﾘ 熊野東中学校Ａ 広島県
19 4057 後東　和樹 ｺﾞﾄｳ 呉市立広中央中学校Ａ 広島県
20 4070 香川　建樹 ｶｶﾞﾜ 広島市立安西中学校 広島県
21 4031 原田　亜門 ﾊﾗﾀﾞ 広島市立三和中学校Ａ 広島県
22 4049 橋本　蒼 ﾊｼﾓﾄ 熊野東中学校Ｂ 広島県
23 4048 曽我　優真 ｿｶﾞ 熊野東中学校Ｂ 広島県
24 4027 岡野　健次郎 ｵｶﾉ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県
25 4014 森宗　汰朗 ﾓﾘﾑﾈ ﾀﾛｳ 世羅町立世羅中学校 広島県
26 4023 萩原　悠星 ﾊｷﾞﾜﾗ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
27 4019 中島　凜 ﾅｶｼﾏ 福山市立城北中学校 広島県
28 4024 島津　䁔 ｼﾏﾂﾞ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
29 4056 森野　哩気 ﾓﾘﾉ 呉市立広中央中学校Ａ 広島県
30 4013 生田　慎稀 ｲｸﾀ ﾏﾅｷ 世羅町立世羅中学校 広島県
31 4084 永尾　虎大郎 ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 広島市立国泰寺中学校 広島県
32 4074 大野　魁斗 ｵｵﾉ 広島市立安西中学校 広島県
33 4012 古満　櫂晴 ﾌﾙﾐﾂ ｶｲｾｲ 世羅町立世羅中学校 広島県
34 4033 島津　純聖 ｼﾏﾂﾞ 広島市立三和中学校Ｂ 広島県
35 4061 玉置　隼也 ﾀﾏｵｷ 呉市立広中央中学校Ｂ 広島県
36 4075 丸田　成晃 ﾏﾙﾀ ﾅﾙｱｷ 庄原市立庄原中学校 広島県
37 4073 植木　日向 ｳｴｷ 広島市立安西中学校 広島県
38 4025 浦上　大樹 ｳﾗｶﾞﾐ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県
39 4005 宮本　晴 ﾐﾔﾓﾄ 庄原市立西城中学校 広島県
40 4078 内海　元太 ｳﾂﾐ ｹﾞﾝﾀ 庄原市立庄原中学校 広島県
41 4034 佐々木　珠倫 ｻｻｷ 広島市立三和中学校Ｂ 広島県
42 4082 大迫　律太郎 ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 広島市立国泰寺中学校 広島県
43 4060 和泉　柊大 ｲｽﾞﾐ 呉市立広中央中学校Ｂ 広島県
44 4015 菅波　瑛斗 ｽｶﾞﾅﾐ 福山市立城北中学校 広島県
45 4058 坂田　泰久 ｻｶﾀ 呉市立広中央中学校Ａ 広島県
46 4022 川上　慶道 ｶﾜｶﾐ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
47 4063 酒井　崇行 ｻｶｲ 呉市立広中央中学校Ｂ 広島県
48 4002 城田　昇吾 ｼﾛﾀ 庄原市立西城中学校 広島県
49 4083 山崎　勇真 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 広島市立国泰寺中学校 広島県
50 4072 辰川　大樹 ﾀﾂｶﾜ 広島市立安西中学校 広島県
51 4046 大門　駿介 ﾀﾞｲﾓﾝ 熊野東中学校Ｂ 広島県
52 4003 福本　光稀 ﾌｸﾓﾄ 庄原市立西城中学校 広島県
53 4004 松本　明日翔 ﾏﾂﾓﾄ 庄原市立西城中学校 広島県
54 4076 近藤　佳由 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 庄原市立庄原中学校 広島県
55 4054 杉中　渉琉 ｽｷﾞﾅｶ 熊野東中学校Ｃ 広島県
56 4001 白根　大和 ｼﾗﾈ 庄原市立西城中学校 広島県
57 4539 藤岡　丈陽 ﾌｼﾞｵｶ 呉市立広中央中学校Ｂ 広島県
58 4007 田渊　快成 ﾀﾌﾞﾁ 府中市立上下中学校 広島県



59 4009 中山　悠月 ﾅｶﾔﾏ 府中市立上下中学校 広島県
60 4010 西本　拓巳 ﾆｼﾓﾄ 府中市立上下中学校 広島県
61 4006 境垣内　智哉 ｻｶｲｶﾞｲﾁ 府中市立上下中学校 広島県
62 4053 尾川　遼 ｵｶﾞﾜ 熊野東中学校Ｃ 広島県
63 4064 山瀬　駿 ﾔﾏｾ 呉市立広中央中学校Ｂ 広島県
64 4039 吉岡　虎汰 ﾖｼｵｶ 庄原市立東城中学校Ａ 広島県
65 4040 田邉　裕貴 ﾀﾅﾍﾞ 庄原市立東城中学校Ａ 広島県
66 4077 山下　羽琉 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙ 庄原市立庄原中学校 広島県
67 4028 三ツ井　基哩 ﾐﾂｲ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県
68 4052 大村　謙太 ｵｵﾑﾗ 熊野東中学校Ｃ 広島県
69 4038 荒尾　怜 ｱﾗｵ 庄原市立東城中学校Ａ 広島県
70 4036 杉之原　楓 ｽｷﾞﾉﾊﾗ 広島市立三和中学校Ｂ 広島県
71 4079 岸　優斗 ｷｼ ﾕｳﾄ 庄原市立庄原中学校 広島県
72 4037 林　瑛太 ﾊﾔｼ 庄原市立東城中学校Ａ 広島県
73 4035 小枝　龍信 ｺｴﾀﾞ 広島市立三和中学校Ｂ 広島県
74 4026 向敷　和真 ﾑｺｳｼｷ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県
75 4041 小林　海人 ｺﾊﾞﾔｼ 庄原市立東城中学校Ａ 広島県
76 4068 佐藤　優粋 ｻﾄｳ 庄原市立東城中学校Ｂ 広島県
77 4065 坪倉　瑠快 ﾂﾎﾞｸﾗ 庄原市立東城中学校Ｂ 広島県
78 4066 宮尾　羽琉 ﾐﾔｵ 庄原市立東城中学校Ｂ 広島県
79 4067 髙柴　祥太郎 ﾀｶｼﾊﾞ 庄原市立東城中学校Ｂ 広島県
80 4008 妻戸　良卓 ﾂﾏﾄﾞ 府中市立上下中学校 広島県
81 4050 小田切　潤 ｵﾀﾞｷﾞﾘ 熊野東中学校Ｂ 広島県
82 4069 小林　優人 ｺﾊﾞﾔｼ 庄原市立東城中学校Ｂ 広島県

中学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾁｰﾑﾚｰｽ　女子の部
順位 Noカード 名称 名称カナ チーム名 都道府県

1 4522 木村　祐紀乃 ｷﾑﾗ 広島市立三和中学校 広島県
2 4501 河内　乃愛 ｶﾜﾁ 千代田中学校Ａ 広島県
3 4525 小田原　彩乃 ｵﾀﾞﾜﾗ 熊野東中学校Ａ 広島県
4 4502 野嶋　香里 ﾉｼﾞﾏ 千代田中学校Ａ 広島県
5 4504 行田　歩直 ｷﾞｮｳﾀﾞ 千代田中学校Ａ 広島県
6 4515 河口　葵音 ｶﾜｸﾞﾁ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
7 4526 山本　彩夏 ﾔﾏﾓﾄ 熊野東中学校Ａ 広島県
8 4527 中原　千裕 ﾅｶﾊﾗ 熊野東中学校Ａ 広島県
9 4523 田崎　瑠花 ﾀｻｷ 広島市立三和中学校 広島県

10 4536 佐々木　空羽 ｻｻｷ 呉市立広中央中学校 広島県
11 4518 三藤　礼菜 ﾐﾂﾌｼﾞ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
12 4535 上清　葉奈 ｶﾐｷﾖ 呉市立広中央中学校 広島県
13 4517 田中　美凪海 ﾀﾅｶ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
14 4508 折出　真子 ｵﾘﾃﾞ 千代田中学校Ｂ 広島県
15 4507 本家　綺乃 ﾎﾝｹ 千代田中学校Ｂ 広島県
16 4506 島谷　すみれ ｼﾏﾀﾆ ｽﾐﾚ 千代田中学校Ｂ 広島県
17 4528 大門　穂香 ﾀﾞｲﾓﾝ 熊野東中学校Ａ 広島県
18 4510 兼田　愛里心 ｶﾈﾀ 福山市立城北中学校Ａ 広島県
19 4531 野里　美菜 ﾉｻﾄ 熊野東中学校Ｂ 広島県
20 4511 黒田　奈々 ｸﾛﾀﾞ 福山市立城北中学校Ａ 広島県
21 4529 荒瀧　晴南 ｱﾗﾀｷ 熊野東中学校Ｂ 広島県
22 4516 角口　渚由 ﾂﾉｸﾞﾁ 広島市立口田中学校Ａ 広島県
23 4537 永本　結菜 ﾅｶﾞﾓﾄ 呉市立広中央中学校 広島県
24 4538 永本　陽菜 ﾅｶﾞﾓﾄ 呉市立広中央中学校 広島県
25 4524 高野　心晴 ﾀｶﾉ 広島市立三和中学校 広島県
26 4530 千野　咲 ﾁﾉ 熊野東中学校Ｂ 広島県
27 4519 上河　栞愛来 ｶﾐｶﾜ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県
28 4509 田中　彩葉 ﾀﾅｶ 福山市立城北中学校Ａ 広島県
29 4532 梅内　未紗 ｳﾒｳﾁ 熊野東中学校Ｃ 広島県
30 4540 山田　芽生 ﾔﾏﾀﾞ 熊野東中学校Ｃ 広島県
31 4521 杉本　美海 ｽｷﾞﾓﾄ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県
32 4520 山本　夏奈 ﾔﾏﾓﾄ 広島市立口田中学校Ｂ 広島県



33 4533 面迫　小雪 ｵﾓｻｺ 熊野東中学校Ｃ 広島県
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三原市 0:06:14
東広島市 0:06:14
東広島市 0:06:15
東広島市 0:06:15
玉野市 0:06:15
松戸市 0:06:16
尾道市 0:06:18
福山市 0:06:18
福山市 0:06:19
尾道市 0:06:19
福山市 0:06:20
庄原市 0:06:22
三原市 0:06:22



熊野町 0:06:23
福山市 0:06:23
東広島市 0:06:26
尾道市 0:06:26
東広島市 0:06:28
東広島市 0:06:29
福山市 0:06:31
福山市 0:06:31
北広島町 0:06:32
東広島市 0:06:33
福山市 0:06:34
福山市 0:06:35
福山市 0:06:36
三原市 0:06:37
尾道市 0:06:37
福山市 0:06:39
東広島市 0:06:39
福山市 0:06:40
東広島市 0:06:40
東広島市 0:06:41
福山市 0:06:42
三次市 0:06:42
庄原市 0:06:44
福山市 0:06:44
三原市 0:06:47
広島市 0:06:51
安芸太田町 0:06:54
三原市 0:06:55
熊野町 0:06:55
世羅町 0:06:57
広島市 0:06:59
福山市 0:07:02
東広島市 0:07:03
福山市 0:07:07
東広島市 0:07:07
尾道市 0:07:10
福山市 0:07:10
呉市 0:07:11
福山市 0:07:15
広島市 0:07:16
福山市 0:07:17
熊野町 0:07:17
三原市 0:07:23
広島市 0:07:24
茨木市 0:07:24
福山市 0:07:25
福山市 0:07:27
福山市 0:07:34
福山市 0:07:38
大竹市 0:07:40
広島市 0:07:57
江田島市 0:08:04
福山市 0:08:22

市区町村 記録
広島市 0:05:20
福山市 0:05:35
阿南市 0:05:39



阿南市 0:05:39
福山市 0:05:42
広島市 0:05:46
阿南市 0:05:50
東広島市 0:05:50
東広島市 0:05:51
福山市 0:05:51
総社市 0:05:51
広島市 0:05:52
東広島市 0:05:53
東広島市 0:05:54
福山市 0:05:56
東広島市 0:05:58
福山市 0:05:59
東広島市 0:05:59
東広島市 0:06:01
東広島市 0:06:01
東広島市 0:06:02
福山市 0:06:02
東広島市 0:06:02
広島市 0:06:03
松江市 0:06:07
福山市 0:06:08
東広島市 0:06:08
福山市 0:06:09
福山市 0:06:10
広島市 0:06:11
広島市 0:06:12
福山市 0:06:12
福山市 0:06:14
東広島市 0:06:14
尾道市 0:06:14
福山市 0:06:15
熊野町 0:06:16
広島市 0:06:16
広島市 0:06:18
福山市 0:06:18
東広島市 0:06:18
東広島市 0:06:18
東広島市 0:06:19
福山市 0:06:21
尾道市 0:06:23
尾道市 0:06:24
熊野町 0:06:25
熊野町 0:06:26
東広島市 0:06:26
福山市 0:06:26
福山市 0:06:28
津山市 0:06:29
福山市 0:06:32
広島市 0:06:34
広島市 0:06:34
日南町 0:06:35
福山市 0:06:36
尾道市 0:06:37
尾道市 0:06:40
東広島市 0:06:41
東広島市 0:06:42
広島市 0:06:43



広島市 0:06:45
尾道市 0:06:45
東広島市 0:06:46
尼崎市 0:06:48
福山市 0:06:48
三原市 0:06:49
三原市 0:06:50
三原市 0:06:52
広島市 0:06:52
福山市 0:06:53
福山市 0:06:54
福山市 0:06:55
三原市 0:06:55
尾道市 0:06:56
広島市 0:06:56
福山市 0:06:56
福山市 0:06:58
広島市 0:06:59
尾道市 0:07:00
福山市 0:07:01
熊野町 0:07:01
福山市 0:07:02
尾道市 0:07:02
東広島市 0:07:03
三原市 0:07:07
広島市 0:07:08
熊野町 0:07:09
庄原市 0:07:11
尾道市 0:07:13
広島市 0:07:13
日南町 0:07:14
福山市 0:07:16
熊野町 0:07:18
広島市 0:07:22
東広島市 0:07:29
福山市 0:07:30
井原市 0:07:43
福山市 0:07:49
三原市 0:07:52
世羅町 0:08:07
熊野町 0:08:11
福山市 0:08:24

市区町村 記録
三原市 0:10:01
広島市 0:10:03
東広島市 0:10:05
伯耆町 0:10:12
赤磐市 0:10:15
広島市 0:10:20
日野町 0:10:25
玉野市 0:10:25
東広島市 0:10:29
赤磐市 0:10:32
広島市 0:10:48
北広島町 0:10:50
北広島町 0:10:51
広島市 0:11:20



広島市 0:11:26
赤磐市 0:11:28
広島市 0:11:29
広島市 0:11:31
福山市 0:11:32
三原市 0:11:34
阿波市 0:11:42
赤磐市 0:12:05
三田市 0:12:07
庄原市 0:12:08
赤磐市 0:12:14
北広島町 0:12:16
東広島市 0:12:18
福山市 0:12:35
庄原市 0:12:49
庄原市 0:12:54
庄原市 0:13:01
庄原市 0:13:14
広島市 0:13:24
広島市 0:13:27
庄原市 0:13:30
庄原市 0:13:46
広島市 0:13:56
福山市 0:14:35
府中市 0:14:44
福山市 0:14:44
府中市 0:14:46
府中市 0:17:21

市区町村 記録
広島市 0:10:41
世羅町 0:11:31
広島市 0:11:38
広島市 0:11:42
三原市 0:11:48
三原市 0:11:52
東広島市 0:11:52
広島市 0:12:00
広島市 0:12:06
広島市 0:12:18
福山市 0:12:24
東広島市 0:12:28
広島市 0:12:38
広島市 0:12:40
庄原市 0:12:44
赤磐市 0:12:48
広島市 0:12:55
東広島市 0:12:59
呉市 0:13:07
三次市 0:13:08
茨木市 0:13:12
庄原市 0:13:24
福山市 0:13:57
呉市 0:13:58
広島市 0:14:02
尾道市 0:14:05
世羅町 0:14:12
広島市 0:14:14



庄原市 0:14:20
総社市 0:14:33
府中市 0:16:02
庄原市 0:16:03
府中市 0:16:04
坂出市 0:16:35
福山市 0:18:13

市区町村 記録
三原市 0:13:23
東広島市 0:15:29

市区町村 記録
松江市 0:09:38
直島町 0:09:41
岡山市 0:09:57
福山市 0:10:22
東広島市 0:10:29
広島市 0:10:29
浜田市 0:10:33
玉野市 0:10:51
府中町 0:11:03
福山市 0:11:07
東広島市 0:11:10
姫路市 0:11:56
東広島市 0:11:58
広島市 0:12:15
松江市 0:13:13
倉敷市 0:14:21
広島市 0:14:23
世羅町 0:14:44
岡山市 0:19:57

市区町村 記録
府中市 0:09:59
福山市 0:10:11
福山市 0:10:15
福山市 0:10:17
広島市 0:10:46
福山市 0:10:50
福山市 0:10:54
浅口市 0:10:58
倉敷市 0:11:16
東広島市 0:11:21
岩国市 0:11:28
三田市 0:11:41
広島市 0:12:01
玉野市 0:12:05
玉野市 0:12:33
明石市 0:12:35
熊野町 0:12:50
井原市 0:12:51
福山市 0:12:52
福山市 0:13:17
広島市 0:13:52
呉市 0:13:54



広島市 0:13:59
広島市 0:14:02
広島市 0:15:00
広島市 0:15:52
倉敷市 0:15:56
庄原市 0:16:04
広島市 0:16:05
東広島市 0:16:56
福山市 0:17:25
広島市 0:18:13
広島市 0:18:29
倉敷市 0:20:44
米子市 0:21:54
坂町 0:23:25

市区町村 記録
倉敷市 0:11:06
井原市 0:11:30
総社市 0:11:44
東広島市 0:11:45
岡山市 0:11:55
廿日市市 0:11:55
広島市 0:12:02
岩国市 0:12:16
明石市 0:12:37
奥出雲町 0:12:44
福山市 0:12:58
米子市 0:13:09
岡山市 0:13:23
伯耆町 0:13:45
倉敷市 0:14:03
広島市 0:14:09
世羅町 0:14:17
松山市 0:14:22
東広島市 0:14:25
岡山市 0:14:30
加古川市 0:14:48
三原市 0:14:54
福山市 0:16:59
笠岡市 0:17:43
庄原市 0:17:51
廿日市市 0:18:43
米子市 0:19:47

市区町村 記録
高松市 0:11:17
磐田市 0:12:19
湯梨浜町 0:13:00
広島市 0:13:24
広島市 0:14:00
松前町 0:14:21
倉敷市 0:14:37
尾道市 0:15:02
東広島市 0:15:33
福山市 0:17:05
東広島市 0:17:59
三原市 0:18:26



三次市 0:18:31
倉敷市 0:18:54
倉敷市 0:19:28
東広島市 0:19:45
高松市 0:20:13
東広島市 0:20:16
東広島市 0:20:28
早島町 0:23:18
三次市 0:24:36
松山市 0:28:52
広島市 0:50:54

市区町村 記録
広島市 0:13:05
出雲市 0:15:34
府中町 0:15:44
広島市 0:15:59
安芸高田市 0:20:54

市区町村 記録
桜井市 0:11:52
広島市 0:14:26
世羅町 0:14:32
三次市 0:14:35
総社市 0:14:40
広島市 0:14:54
笠岡市 0:15:08
庄原市 0:15:26
高知市 0:15:38
庄原市 0:16:35
庄原市 0:16:36
広島市 0:17:09
笠岡市 0:17:14
広島市 0:18:02
高知市 0:18:04
広島市 0:18:22
広島市 0:18:33
高知市 0:18:53
東広島市 0:23:54

市区町村 記録
広島市 0:13:13
橿原市 0:13:32
広島市 0:15:16
高知市 0:15:47
出雲市 0:17:31
三原市 0:18:28
福山市 0:30:51

市区町村 記録
防府市 0:15:58
倉敷市 0:16:16
東広島市 0:16:54
倉吉市 0:18:28



呉市 0:19:18
東広島市 0:20:16
倉敷市 0:20:19
呉市 0:21:24
福山市 0:21:27
倉敷市 0:22:45

市区町村 記録
今治市 0:18:50
倉敷市 0:22:40
日野町 0:26:13

市区町村 記録
出雲市 0:16:53
出雲市 0:17:24
出雲市 0:17:49
出雲市 0:17:55
庄原市 0:20:04
広島市 0:22:27
広島市 0:22:33
庄原市 0:23:43

市区町村 記録
徳島市 0:16:31
尾道市 0:16:53
福山市 0:17:15
北島町 0:17:28
雲南市 0:17:39
益田市 0:17:41
広島市 0:17:50
柳井市 0:17:53
米子市 0:18:21
東広島市 0:18:22
広島市 0:18:59
岡山市 0:19:09
広島市 0:20:04
福山市 0:21:00
広島市 0:21:27
呉市 0:21:31
今治市 0:21:46
呉市 0:23:55
三次市 0:25:00
上島町 0:25:01
三原市 0:25:54
三次市 0:25:58
広島市 0:27:26
福山市 0:28:31
岡山市 0:29:19
広島市 0:31:13

市区町村 記録
広島市 0:17:26
呉市 0:17:29
廿日市市 0:17:52



福山市 0:17:56
倉敷市 0:17:58
呉市 0:18:03
福山市 0:18:12
広島市 0:18:13
広島市 0:18:15
庄原市 0:18:19
三次市 0:18:34
府中町 0:18:46
さぬき市 0:18:49
尾道市 0:18:51
高松市 0:18:57
和木町 0:18:58
東広島市 0:19:00
東広島市 0:19:07
平生町 0:19:37
多度津町 0:19:39
呉市 0:19:39
出雲市 0:19:47
岩国市 0:19:54
東広島市 0:20:05
福山市 0:20:09
高松市 0:20:14
倉敷市 0:20:50
松前町 0:20:52
東広島市 0:21:02
米子市 0:21:24
庄原市 0:21:27
松江市 0:21:40
福山市 0:21:41
広島市 0:21:46
備前市 0:21:59
広島市 0:22:19
奥出雲町 0:22:20
東広島市 0:22:27
広島市 0:22:42
三好市 0:22:45
福山市 0:22:46
岡山市 0:22:47
岩国市 0:22:48
広島市 0:22:49
岡山市 0:22:51
尾道市 0:23:28
琴浦町 0:23:30
福山市 0:23:38
広島市 0:23:44
呉市 0:24:05
湯梨浜町 0:24:17
福山市 0:24:31
広島市 0:24:35
三原市 0:24:35
東広島市 0:24:42
広島市 0:24:56
松江市 0:25:03
東広島市 0:25:14
鳥取市 0:25:27
福山市 0:25:46
広島市 0:25:58
福山市 0:26:32



広島市 0:26:58
広島市 0:27:02
広島市 0:27:10
安芸太田町 0:27:16
広島市 0:27:40
松江市 0:27:44
庄原市 0:28:01
広島市 0:28:20
広島市 0:28:45
出雲市 0:28:55
広島市 0:29:45
呉市 0:34:43
大竹市 0:35:15
倉吉市 0:35:28
庄原市 0:36:06
広島市 0:39:00

市区町村 記録
広島市 0:18:38
三原市 0:18:43
広島市 0:18:45
東温市 0:19:20
今治市 0:20:01
尾道市 0:20:04
高松市 0:20:10
広島市 0:20:19
宝塚市 0:20:29
北栄町 0:20:43
広島市 0:20:48
福山市 0:21:06
府中市 0:21:08
倉吉市 0:21:24
岡山市 0:21:36
東広島市 0:22:17
安芸高田市 0:22:41
広島市 0:22:48
広島市 0:23:00
松江市 0:23:01
安芸高田市 0:23:01
福山市 0:23:06
広島市 0:23:12
明石市 0:23:38
宇和島市 0:23:58
岡山市 0:24:00
広島市 0:24:38
安来市 0:24:55
三次市 0:25:06
浜田市 0:25:10
東広島市 0:25:14
庄原市 0:25:26
福山市 0:25:26
日野町 0:25:58
広島市 0:26:24
井原市 0:26:41
呉市 0:26:50
三原市 0:27:03
福山市 0:27:12
海田町 0:27:14



広島市 0:28:01
呉市 0:28:36
広島市 0:29:03
広島市 0:29:11
広島市 0:29:27
岡山市 0:29:35
広島市 0:29:42
広島市 0:30:32
新見市 0:30:45
広島市 0:30:49
松茂町 0:31:36
呉市 0:33:46
八頭町 0:34:21
倉敷市 0:35:47
広島市 0:37:10
広島市 0:38:58
呉市 0:41:16

市区町村 記録
福山市 0:19:10
広島市 0:21:39
米子市 0:22:09
広島市 0:22:52
倉敷市 0:22:57
呉市 0:23:04
土佐市 0:23:06
坂出市 0:23:16
三原市 0:23:18
神戸市 0:23:24
福山市 0:23:29
京都市 0:23:52
琴平町 0:23:55
出雲市 0:24:01
岩国市 0:24:06
大竹市 0:24:12
福山市 0:24:19
呉市 0:24:30
広島市 0:24:46
福山市 0:24:54
福山市 0:25:01
福山市 0:25:02
広島市 0:25:22
広島市 0:25:50
津山市 0:26:37
倉吉市 0:26:43
東広島市 0:26:44
三原市 0:26:59
世羅町 0:27:13
新見市 0:27:18
庄原市 0:27:23
松江市 0:27:41
東広島市 0:27:55
庄原市 0:28:02
福山市 0:28:09
安来市 0:28:10
益田市 0:28:15
三次市 0:28:23
廿日市市 0:28:43



松江市 0:29:10
邑南町 0:29:17
奥出雲町 0:29:19
呉市 0:29:25
呉市 0:29:31
広島市 0:29:39
江田島市 0:29:45
倉吉市 0:29:58
呉市 0:30:08
呉市 0:30:23
東広島市 0:30:46
鳥取市 0:31:00
世羅町 0:31:05
倉敷市 0:31:30
熊野町 0:31:49
広島市 0:31:52
江田島市 0:32:26
広島市 0:32:31
庄原市 0:32:31
枚方市 0:32:39
東広島市 0:32:57
呉市 0:33:15
呉市 0:33:21
松江市 0:33:59
姫路市 0:34:00
広島市 0:34:07
東広島市 0:34:10
広島市 0:36:11
広島市 0:36:25
福山市 0:38:17
呉市 0:38:44
広島市 0:39:02
倉敷市 0:40:12
吹田市 0:41:13

市区町村 記録
玉野市 0:19:07
岩国市 0:20:33
豊中市 0:21:31
広島市 0:23:57
広島市 0:24:09
福山市 0:29:52

市区町村 記録
井原市 0:19:58
広島市 0:20:53
呉市 0:21:47
広島市 0:22:28
井原市 0:23:38
庄原市 0:23:39
防府市 0:24:21
広島市 0:25:20
広島市 0:25:29
広島市 0:26:45
広島市 0:26:53
府中町 0:27:05
高松市 0:27:12



広島市 0:27:24
岡山市 0:27:42
広島市 0:28:05
岡山市 0:28:13
広島市 0:29:04
倉敷市 0:29:22
広島市 0:29:26
広島市 0:29:28
米子市 0:29:45
呉市 0:30:09
広島市 0:31:18
福山市 0:31:33
広島市 0:32:13
広島市 0:32:26
総社市 0:39:00
新見市 0:41:02

市区町村 記録
井原市 0:22:57
広島市 0:25:03
枚方市 0:25:12
倉敷市 0:25:36
高松市 0:25:48
倉敷市 0:26:12
広島市 0:26:15
松江市 0:26:54
倉吉市 0:28:20
名張市 0:28:21
東広島市 0:29:23
鳥取市 0:29:59
岡山市 0:30:31
広島市 0:31:40
三次市 0:32:02
広島市 0:35:26

市区町村 記録
東広島市 0:24:53
福山市 0:28:35
廿日市市 0:29:16
広島市 0:30:15
倉敷市 0:30:31
尾道市 0:31:07
倉敷市 0:32:17
東広島市 0:40:33

市区町村 記録
倉敷市 0:33:21

市区町村 記録
呉市 0:27:06
松江市 0:27:15
呉市 0:27:24
小松島市 0:27:37
倉敷市 0:27:55



廿日市市 0:28:06
三原市 0:28:26
広島市 0:28:35
安芸高田市 0:28:36
広島市 0:28:43
伊予市 0:28:50
広島市 0:29:14
広島市 0:29:15
呉市 0:29:49
廿日市市 0:29:54
呉市 0:29:57
津山市 0:29:59
東温市 0:30:14
福山市 0:30:36
松山市 0:30:38
米子市 0:30:46
広島市 0:30:54
安来市 0:31:14
玉野市 0:31:40
岡山市 0:31:53
福山市 0:32:32
東広島市 0:33:23
玉野市 0:33:37
広島市 0:33:39
広島市 0:33:54
広島市 0:34:37
神戸市 0:34:52
倉吉市 0:34:59
岡山市 0:35:00
広島市 0:35:22
東広島市 0:35:24
東広島市 0:36:27
尾道市 0:37:01
松江市 0:37:07
福山市 0:37:31
南部町 0:37:35
尾道市 0:37:55
広島市 0:38:12
呉市 0:39:57
呉市 0:40:15
庄原市 0:40:28
東広島市 0:40:38
広島市 0:43:07
福山市 0:44:42
福山市 0:47:40
広島市 0:49:52
広島市 0:52:31

市区町村 記録
廿日市市 0:27:03
倉敷市 0:27:17
世羅町 0:27:23
大竹市 0:28:14
東広島市 0:28:21
広島市 0:28:37
大竹市 0:28:38
広島市 0:28:56
香芝市 0:29:21



浜田市 0:29:24
玉野市 0:29:42
福山市 0:29:48
広島市 0:30:24
広島市 0:30:42
広島市 0:30:48
世羅町 0:30:57
呉市 0:31:09
大阪市 0:31:39
呉市 0:31:40
庄原市 0:31:49
伯耆町 0:32:05
福山市 0:32:27
岡山市 0:32:37
高松市 0:32:42
真庭市 0:33:06
福山市 0:33:11
三原市 0:33:31
広島市 0:33:40
岡山市 0:33:42
三原市 0:33:42
福山市 0:33:46
三次市 0:33:51
岩国市 0:33:57
広島市 0:34:05
山陽小野田市 0:34:16
岡山市 0:34:24
東広島市 0:34:29
今治市 0:34:39
広島市 0:34:44
福山市 0:35:13
真庭市 0:35:16
日野町 0:35:17
井原市 0:35:26
三原市 0:35:43
呉市 0:35:51
尾道市 0:35:54
岩国市 0:36:12
倉敷市 0:36:17
倉敷市 0:36:23
広島市 0:36:33
総社市 0:36:37
広島市 0:36:51
三次市 0:36:54
福山市 0:37:33
米子市 0:37:37
広島市 0:37:40
直島町 0:37:55
広島市 0:37:56
福山市 0:38:03
浅口市 0:38:12
倉敷市 0:38:17
広島市 0:38:22
福山市 0:38:49
広島市 0:39:06
広島市 0:39:11
鳥取市 0:39:13
呉市 0:39:16
倉敷市 0:39:24



総社市 0:39:28
呉市 0:39:38
北栄町 0:39:49
八頭町 0:40:06
松山市 0:40:24
尾道市 0:41:00
広島市 0:41:05
岡山市 0:41:41
玉野市 0:41:45
米子市 0:41:54
岡山市 0:42:11
庄原市 0:42:22
徳島市 0:43:01
広島市 0:43:08
呉市 0:43:24
琴浦町 0:44:22
広島市 0:45:08
広島市 0:45:09
坂町 0:45:48
広島市 0:46:08
松江市 0:46:13
広島市 0:46:18
北広島町 0:47:10
広島市 0:48:04
庄原市 0:48:06
松江市 0:48:23
福山市 0:50:13
広島市 0:50:48
広島市 0:51:49
広島市 0:52:20
江田島市 0:55:17

市区町村 記録
宇部市 0:29:01
総社市 0:30:19
鳥取市 0:31:31
広島市 0:31:38
東広島市 0:31:50
光市 0:32:29
松江市 0:32:53
広島市 0:33:09
江田島市 0:33:32
岡山市 0:33:42
米子市 0:34:16
浅口市 0:34:19
松江市 0:34:23
松江市 0:35:38
福山市 0:35:38
米子市 0:35:40
広島市 0:35:50
奈良市 0:36:06
名張市 0:36:06
広島市 0:36:08
米子市 0:36:12
松江市 0:36:15
岩国市 0:36:27
広島市 0:36:29
呉市 0:36:31



倉敷市 0:36:42
広島市 0:36:48
福山市 0:37:21
広島市 0:37:52
津山市 0:37:58
三次市 0:38:00
福山市 0:38:10
加古川市 0:38:11
岡山市 0:38:12
東広島市 0:38:17
広島市 0:39:06
井原市 0:39:33
廿日市市 0:39:50
東広島市 0:39:53
庄原市 0:40:04
西条市 0:40:29
境港市 0:40:41
東広島市 0:40:46
松江市 0:40:48
浅口市 0:40:56
米子市 0:40:58
広陵町 0:41:09
総社市 0:41:14
井原市 0:41:18
福山市 0:41:57
広島市 0:42:00
米子市 0:42:12
米子市 0:42:19
尾道市 0:42:24
今治市 0:42:52
広島市 0:42:59
湯梨浜町 0:43:16
高松市 0:43:17
琴浦町 0:43:29
廿日市市 0:44:01
廿日市市 0:44:07
福山市 0:44:11
総社市 0:44:14
福山市 0:44:41
高松市 0:44:43
呉市 0:44:54
たつの市 0:45:11
呉市 0:45:14
松江市 0:45:22
安来市 0:45:34
高梁市 0:45:47
防府市 0:45:55
広島市 0:46:30
松江市 0:46:34
広島市 0:47:04
府中町 0:47:07
福山市 0:48:24
広島市 0:50:44
岡山市 0:56:23
広島市 0:59:25

市区町村 記録
福山市 0:32:44



広島市 0:33:13
高松市 0:33:56
安来市 0:34:32
福山市 0:35:57
廿日市市 0:36:04
安城市 0:36:53
福山市 0:37:15
高知市 0:37:32
三原市 0:37:42
大和郡山市 0:38:11
東広島市 0:39:14
東広島市 0:40:08
三次市 0:40:08
呉市 0:40:13
呉市 0:40:45
三次市 0:41:12
広島市 0:41:21
福山市 0:42:18
米子市 0:42:25
広島市 0:42:26
米子市 0:42:32
三原市 0:43:03
庄原市 0:43:22
江府町 0:43:26
広島市 0:43:43
東温市 0:43:44
熊野町 0:43:57
東広島市 0:44:55
矢掛町 0:45:00
安来市 0:45:54
呉市 0:46:05
呉市 0:46:26
広島市 0:46:32
倉吉市 0:46:43
広島市 0:46:43
広島市 0:46:53
呉市 0:47:25
広島市 0:48:41
福山市 0:49:25
福山市 0:50:49
倉敷市 0:50:54
庄原市 0:51:54
広島市 0:52:04
松江市 0:52:15
広島市 0:53:26
呉市 0:54:19

市区町村 記録
0:23:47
0:23:55
0:23:56
0:24:09

広島市 0:24:43
大阪市 0:25:04
大阪市 0:25:08

0:25:08
0:25:11

広島市 0:25:15



福山市 0:25:20
福山市 0:25:22

0:25:31
広島市 0:25:38
周南市 0:25:39
福山市 0:25:43
周南市 0:25:51

0:25:57
広島市 0:25:59
府中町 0:26:07
坂出市 0:26:15
周南市 0:26:28
周南市 0:26:29
福山市 0:26:32
米子市 0:26:48
米子市 0:26:49
茨木市 0:27:07
福山市 0:27:10
米子市 0:27:21
米子市 0:27:28
三原市 0:27:34
周南市 0:27:45
米子市 0:27:55
浅口市 0:28:26
米子市 0:28:34
米子市 0:28:38
米子市 0:28:45
神戸市 0:28:58
福山市 0:29:02
米子市 0:29:04
芸西村 0:29:04
米子市 0:29:14
福山市 0:29:23
姫路市 0:29:47
周南市 0:30:31
茨木市 0:31:32
神戸市 0:31:39
高松市 0:31:40
米子市 0:32:08
高松市 0:32:16
高松市 0:32:28
呉市 0:32:29
亀岡市 0:33:12
福山市 0:33:45
広島市 0:35:51
広島市 0:37:35
江東区 0:37:53
堺市 0:41:43
安芸高田市 0:45:24
雲南市 0:48:36

0:25:32

市区町村 記録
豊中市 0:37:19
広島市 0:38:18
広島市 0:38:50



市区町村 記録
広島市 0:09:38
熊野町 0:09:43
熊野町 0:09:58
福山市 0:10:09
広島市 0:10:10
福山市 0:10:12
福山市 0:10:19
広島市 0:10:28
呉市 0:10:34
広島市 0:10:36
広島市 0:10:37
世羅町 0:10:38
広島市 0:10:39
熊野町 0:10:42
広島市 0:10:45
呉市 0:10:45
熊野町 0:10:49
熊野町 0:10:50
呉市 0:10:52
広島市 0:10:52
広島市 0:10:54
熊野町 0:10:58
熊野町 0:11:02
広島市 0:11:04
世羅町 0:11:06
広島市 0:11:07
福山市 0:11:08
広島市 0:11:09
呉市 0:11:12
世羅町 0:11:14
広島市 0:11:15
広島市 0:11:19
世羅町 0:11:22
広島市 0:11:22
呉市 0:11:25
庄原市 0:11:30
広島市 0:11:32
広島市 0:11:32
庄原市 0:11:33
庄原市 0:11:36
広島市 0:11:36
広島市 0:11:38
呉市 0:11:39
福山市 0:11:40
呉市 0:11:41
広島市 0:11:43
呉市 0:11:45
庄原市 0:11:45
広島市 0:11:46
広島市 0:11:50
熊野町 0:11:54
庄原市 0:11:59
庄原市 0:11:59
庄原市 0:12:04
熊野町 0:12:06
庄原市 0:12:06
呉市 0:12:07
府中市 0:12:09



府中市 0:12:13
府中市 0:12:14
府中市 0:12:20
熊野町 0:12:28
呉市 0:12:33
庄原市 0:12:37
庄原市 0:12:38
庄原市 0:12:42
広島市 0:12:48
熊野町 0:13:02
庄原市 0:13:06
広島市 0:13:20
庄原市 0:13:25
庄原市 0:13:30
広島市 0:13:33
広島市 0:13:50
庄原市 0:14:16
庄原市 0:14:25
庄原市 0:14:38
庄原市 0:14:52
庄原市 0:14:58
府中市 0:15:55
熊野町 0:17:14
庄原市 0:17:29

市区町村 記録
広島市 0:11:04
北広島町 0:11:24
熊野町 0:11:33
北広島町 0:11:42
北広島町 0:11:44
広島市 0:11:46
熊野町 0:12:07
熊野町 0:12:09
広島市 0:12:12
呉市 0:12:15
広島市 0:12:17
呉市 0:12:17
広島市 0:12:30
北広島町 0:12:36
北広島町 0:12:36
北広島町 0:12:41
熊野町 0:12:51
福山市 0:12:51
熊野町 0:12:55
福山市 0:12:57
熊野町 0:13:01
広島市 0:13:12
呉市 0:13:26
呉市 0:13:26
広島市 0:13:28
熊野町 0:13:35
広島市 0:13:39
福山市 0:13:40
熊野町 0:14:10
熊野町 0:14:34
広島市 0:15:33
広島市 0:15:57



熊野町 0:17:01


