
決勝 9月23日 11:00

広島県記録(PR)                  10.07 山縣　亮太                   慶応義塾大       2013/05/26  

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.6

 1 石村  駿(2)     10.89  1 大坪  柊也(3)     11.07 
ｲｼﾑﾗ ｼｭﾝ 広島大 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ 福山平成大

 2 佐々木  太夢(4)     11.07  2 畑中  将彦(3)     11.17 
ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島修道大 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ 広島修道大

 3 庄司  泰志(3)     11.07  3 坂本  拓望     11.31 
ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ 広島経済大 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

 4 本多  昌彬(4)     11.12  4 伊藤  大地(4)     11.32 
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 広島工業大 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 広島修道大

 5 岡本  啓吾(3)     11.24  5 倉田  匠(4)     11.41 
ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島工業大 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広島経済大

 6 山崎  開斗(2)     11.35  6 小寺  葉太(高3)     11.47 
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島経済大 ｺﾃﾞﾗ ﾖｳﾀ OLIMPIA PLUS

 7 岩本  康平(2)     11.49  7 三町  浩貴(2)     11.47 
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島経済大 ﾐﾏﾁ ﾋﾛｷ 広島修道大
門脇  優作  8 中村  祐太     11.55 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｻｸ 松江NGC ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛媛大医学部

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速  0.0

 1 石井  章太     11.32  1 松田  優人(1)     11.35 
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ ASﾌｸﾔﾏ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 広島修道大

 2 齋藤  聖(2)     11.42  2 植田  光紀(1)     11.38 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 崇徳高 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 崇徳高

 3 古森  大貴(3)     11.47  3 中畑  智博(4)     11.43 
ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 福山平成大 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広島経済大

 4 高橋  皓己(4)     11.50  4 元木  航平(1)     11.46 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 広島大 ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広島文化学園大

 5 迫井  直深(2)     11.54  5 濵﨑  智哉(2)     11.57 
ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大学霞 ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島修道大
日隅  健太郎(2)  6 大中  雅智(3)     11.71 
ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 広島文化学園大 ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中
坂本  一太(1)  7 藤井  雄大(1)     11.75 
ｻｶﾓﾄ ｲｯﾀ 福山平成大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 崇徳高
三浦  碧葉  8 檜垣  脩矢(3)     12.00 
ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ HRC ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中

[ 5組] 風速 +0.9 [ 6組] 風速 +0.3

 1 園田  拓海     11.38  1 竹内  悠真     11.65 
ｿﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ OLIMPIA PLUS ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ 甲南大学

 2 石川  稜将(4)     11.39  2 蕪迫  月翔(2)     11.76 
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 広島大 ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 広陵高

 3 小松  賢志郎(4)     11.43  3 多賀  竜太郎(3)     11.83 
ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島修道大 ﾀｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島大学霞

 4 吉岡  凌     11.48  4 宗田  英之     11.86 
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ 松江NGC ｿｳﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ASﾌｸﾔﾏ

 5 佐野  理生(3)     11.63  5 橋本  慈温(2)     11.88 
ｻﾉ ﾘｵ 可部中 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北高

 6 正門  明虎(3)     11.69  6 片山  滉太(3)     11.89 
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 広島大学霞

 7 島  大侃     11.88  7 上原  和也     12.11 
ｼﾏ ﾀｲｶﾝ 広経大ｸﾗﾌﾞ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾔ ＧＳＯ  Ｔ＆Ｆ
坂倉  貫太(2) 竹本  周平
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 広島大学霞 ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鶴学園クラブ

[ 7組] 風速 -1.3 [ 8組] 風速 +0.4

 1 佐々木  駆     11.93  1 小林  伸     11.67 
ｻｻｷ ｶｹﾙ D･H･C ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝ JFE西日本

 2 三宅  晃平(3)     11.97  2 桝元  脩斗(1)     11.90 
ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 広島工業大 ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ 崇徳高

 3 松浦  崇史     12.03  3 内藤  海凪(1)     11.91 
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 黄金山ＡＣ ﾅｲﾄｳ ﾐﾅｷﾞ 広島大学霞

 4 鈴川  千春(3)     12.04  4 佐藤  研二郎     11.94 
ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 安佐中 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ ＴＷＣ

 5 日浦  稜太(3)     12.15  5 吉田  龍介     11.96 
ﾋｳﾗ ﾘｮｳﾀ 高取北中 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 黄金山ＡＣ

 6 西本  淳一朗(2)     12.16  6 今岡  陽稀(3)     11.99 
ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 広島城北高 ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中

 7 石突  裕太(2)     12.18  7 木本  佑真(2)     12.05 
ｲｼﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 広島城北高 ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広島城南中

 8 宗政  陽大(2)     12.32  8 坂本  亮平     12.06 
ﾑﾈﾏｻ ﾖｳﾀﾞｲ 広島城北高 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ ASﾌｸﾔﾏ

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
2 71083 7 71576

3 71431 6 71442

8 71297 8  9951

1 71168 5 71428

4 71171 4 71287

5 71305 3  3869

7 71300 1 71456

6  1345 2  1618
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
3   923 2 72263

7   834 6   128

1 71579 4 71289

6 71104 3 72041

2 71098 5 71454

4 71370 7  2056
欠場

5 72279 1   129
欠場

8   837 8  4577
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
8  3929 8  1428

6 71075 6  1048

7 72351 5 71107

4  1339 4   913

3  1722 1   863

5  1721 2 71106

1   560 3  1389

2 71099 7   632
欠場 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
7   956 3   883

2 71169 8   463

3  1325 6 72314

1  1243 2  3652

6  1501 7  1328

5   862 4  1242

8   859 1  1227

4   866 5   902



[ 9組] 風速 -0.3 [ 10組] 風速 -0.8

 1 高浜  秀弥(3)     11.72  1 杉原  海悠(3)     12.04 
ﾀｶｱﾏ ｼｭｳﾔ 広島工業大 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ 長江中

 2 板倉  向志(2)     11.90  2 松下  浩大(2)     12.07 
ｲﾀｸﾗ ｺｳｼ 崇徳高 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島工業大

 3 今村  壮     11.90  3 望月  享介(3)     12.17 
ｲﾏﾑﾗ ｿｳ 黄金山ＡＣ ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｮｳｽｹ 大野中

 4 橋本  利哉(4)     12.04  4 堀向    吏(2)     12.25 
ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 広島修道大 ﾎﾘｺｳ ﾂｶｻ 八本松中

 5 森    海斗(2)     12.19  5 村上    豪(3)     12.47 
ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 井口中

 6 安松  良(1)     12.97  6 高田  凌佑(2)     12.71 
ﾔｽﾏﾂ ﾘｮｳ 広島大学霞 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 翠町中
三宅  翔 下園  悠真(2)
ﾐﾔｹ ｶｹﾙ せとなみTC ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 広陵高
松岡 巧 大石  忠輝(3)
ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 安佐中

[ 11組] 風速  0.0 [ 12組] 風速 -0.7

 1 渡邉  航大(3)     11.64  1 冨永  隆太     12.15 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 広島修道大 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ HRC

 2 牧薗  広幸     12.00  2 横田  健太     12.27 
ﾏｷｿﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ ＴＷＣ ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ 黄金山ＡＣ

 3 米井  潤風(2)     12.15  3 三島  快斗(1)     12.51 
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島大 ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 広島城北高

 4 鈴政  力統(1)     12.29  4 藤田  隼輔(2)     12.55 
ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ 広島城北高 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中

 5 林  謙太朗(1)     12.32  5 遊佐  碧依(2)     12.55 
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 翠町中 ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中

 6 吉岡  裕修(1)     12.38  6 古井  嘉一(1)     12.87 
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中 ﾌﾙｲ ｶｲﾁ 広島城北高

 7 上野  洋輝(1)     12.58 山下  泰永
ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 広島城北高 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ ＧＳＯ  Ｔ＆Ｆ
新谷  哲也 川本  翔太(3)
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 鶴学園クラブ ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 阿戸中

[ 13組] 風速 -1.0 [ 14組] 風速 -0.2

 1 八木  成憲(1)     11.96  1 森生  十太(3)     12.35 
ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 広島工業大 ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ 長江中

 2 谷口  哲也     12.56  2 酒井  幹太(2)     12.56 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ CHASKI ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中

 3 三好  皓大(1)     12.59  3 田中  裕作(2)     12.57 
ﾐﾖｼ ｺｳﾀﾞｲ 広島城北高 ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中

 4 瀬川  優輝(3)     12.67  4 黒谷  相太(3)     12.60 
ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大野中 ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ 広島城北中

 5 宍戸  鴻太(3)     12.69  5 森政  利己(1)     12.68 
ｼｼﾄﾞ ｺｳﾀ 広島学院中 ﾓﾘﾏｻ ﾘｷ 高美が丘中

 6 齋藤  誠人(2)     12.77  6 内田  孝     12.87 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 松江NGC

 7 櫻谷    稜(3)     12.96 大田  耕平
ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 長束中 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広島県庁ＲＣ

 8 上手  晴登(1)     13.02 三浦  大輝(2)
ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ 翠町中 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 崇徳高

[ 15組] 風速 +0.3 [ 16組] 風速 -0.8

 1 禰宜元  悠生(1)     12.25  1 田邊  幹雄     12.52 
ﾈｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 広島城北高 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｵ もみじＡＣ

 2 橋本  鉄太(1)     12.49  2 高島凜多朗(3)     12.70 
ﾊｼﾓﾄ ﾃｯﾀ 大野中 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中

 3 中村阿依真(3)     12.61  3 藤井  和彦     12.75 
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾏﾝ 大野中 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 黄金山ＡＣ

 4 立石  謙心(2)     12.69  4 上手  颯太(1)     12.86 
ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ 広島学院中 ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中

 5 平林  優真     12.69  5 平    大輝(2)     12.99 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 広島ＳＡＣ ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中

 6 山田  修弥(1)     12.75  6 松本  陽汰(1)     13.10 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 安佐中 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 長江中

 7 長原  悠真(3)     13.38  7 相星  周汰(1)     13.25 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 広島城北中 ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中
中山  智心(2) 室田    源(2)
ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中 ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ 砂谷中

男子

１００ｍ
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

1 71172 3  5052

4   836 1 71180

8  1312 4  2625

6 71432 2  4580

7  1250 6   972

5 72318 8   597

2  3616 5  1375
欠場 欠場

3  3501 7  1241
欠場 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
2 71444 5   834

5  3651 3  1309

6 71065 4    38

3    34 7   286

7   608 2   688

1  1556 8    37

8   163 1  1390
欠場

4   778 6  1991
欠場 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 72237 4  5054

3   308 3  1550

4    39 6  1246

2  2621 5   433

5  1092 1  4740

8   975 8  2606

1  1451 2    46
欠場

7   603 7   868
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
8    36 6  1938

7  2634 2  2053

2  2622 5  1301

5  1098 1   606

3  1124 4  1549

4  1264 3  5062

6   431 7  2075

1  1306 8  2361
欠場 欠場



[ 17組] 風速 -0.1 [ 18組] 風速 -1.4

 1 竹本  将也(2)     12.17  1 赤宗  拓弥(2)     12.76 
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾔ 広陵高 ｱｶﾑﾈ ﾀｸﾔ 八本松中

 2 岩本  晴也(3)     12.46  2 長岡  草太(3)     12.91 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ 八本松中

 3 吉橋  達矢     12.62  3 高杉  空翔(2)     12.99 
ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 黄金山ＡＣ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 可部中

 4 秦  健一郎(2)     12.62  4 中髙下達己(2)     13.05 
ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中

 5 辻本倫太郎(2)     12.84  5 茅野  恭平(2)     13.09 
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中

 6 廣田  汰也(2)     12.92  6 三浦龍之伸(2)     13.44 
ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ 可部中 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 長束中
高林  出琉(2)  7 内藤  太壱(3)     13.63 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中 ﾅｲﾄｳ ﾀｲﾁ 八本松中
弘中  拓実(2) 北森  健斗(3)
ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中 ｷﾀﾓﾘ ｹﾝﾄ 阿戸中

[ 19組] 風速 -1.5 [ 20組] 風速 -2.0

 1 下田  幸史     12.54  1 竹下  莉功(2)     13.00 
ｼﾓﾀﾞ ｺｳｼﾞ 広島ＳＡＣ ﾀｹｼﾀ ﾘｸ 広島城北中

 2 岩崎  颯斗(2)     13.03  2 柳川  瑛太(1)     13.19 
ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 観音中 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中

 3 大坪  准也(1)     13.20  3 川嵜    蓮(1)     13.31 
ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 磯松中 ｶﾜｻｷ ﾚﾝ 砂谷中

 4 末吉  和樹(3)     13.28  4 櫻井  俊輔(1)     13.41 
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 安佐中

 5 森廣  涼耶(1)     13.31  5 宇野  剣太(1)     13.55 
ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾔ 磯松中 ｳﾉ ｹﾝﾀ 国泰寺中
日高  涼貴(2)  6 吉野  拓真(1)     13.95 
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中 ﾖｼﾉ ﾀｸﾏ 安佐中
井町優太郎(2) 玉井  晴葵(1)
ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中 ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中
三京  晃輔(3) 南    天真(1)
ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中 ﾐﾅﾐ ﾃﾝﾏ 阿戸中

[ 21組] 風速 -0.9 [ 22組] 風速 -1.1

 1 藤田  将生(1)     11.96  1 沖野  雄俊(1)     12.45 
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 広陵高 ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ 広陵高

 2 玉貞  匠悟(3)     12.49  2 長石  克誠(1)     13.05 
ﾀﾏｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大野中 ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ 広島城南中

 3 船ヶ山  颯(2)     13.01  3 向井尚太郎(2)     13.19 
ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 観音中 ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 矢野中

 4 宇賀    新(3)     13.25  4 岡﨑  颯士(2)     13.23 
ｳｶ ｱﾗﾀ 広島城北中 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 広島学院中

 5 日髙  雅康(2)     13.27  5 髙木  朝陽(2)     13.25 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中 ﾀｶｷ ｱｻﾋ 崇徳中

 6 尾崎  修吾(3)     13.47  6 杉田  怜央(3)     13.27 
ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 崇徳中 ｽｷﾞﾀ ﾚｵ 五日市観音中
駒井  亮平(3)  7 藤岡  慶伍(2)     13.29 
ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 広島学院中
高橋    輝(2)  8 下山  大貴(2)     13.54 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 安佐中 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 温品中

[ 23組] 風速 -0.5 [ 24組] 風速 -1.6

 1 久保田　光司(1)     12.86  1 宮園  悠大(2)     13.08 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ 広陵高 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 矢野中

 2 玉川  葵仁(3)     13.12  2 小川  和仁(1)     13.58 
ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｵﾄ 可部中 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 長束中

 3 糸井  湧真(1)     13.27  3 岩井  奏人(2)     13.78 
ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中 ｲﾜｲ ｶﾅﾄ 観音中

 4 有田  美隆(2)     13.49  4 櫻井    翔(2)     13.95 
ｱﾘﾀ ﾐﾕｳ 広島城北中 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 高取北中

 5 鷲頭  慶士(2)     13.57 深見    駿(2)
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中 ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中

 6 岡﨑  渚朝(1)     13.65 岡田  怜音(1)
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 大野中 ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ 祇園中

 7 板東  遼己(2)     13.66 岡本    聖(2)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 宇品中 ｵｶﾓﾄ ｾｲ 崇徳中
西倉  啓太(2) 金子  優生(1)
ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 広島城南中 ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ 安佐中

男子

１００ｍ
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

2  1050 5  4581

1  2054 4  4579

6  1329 1  1726

3  1102 6  2071

7  2114 2   439

5  1727 3  1453

4  1308 7  4578
欠場

8  1247 8  1992
欠場 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
7  1126 5   438

1   891 2    83

6  4671 1  2364

5   694 8  1257

3  4673 4    81

2  1222 7  1265
欠場

4  1307 3    82
欠場 欠場

8  1126 6  1993
欠場 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   529 7   247

6  2624 5  1237

4   895 4  2068

7   432 3  1094

3    77 8  1129

1  1122 2  2141

2  1301 6  1099
欠場

8  1245 1   262
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
1   572 6  2060

2  1723 2  1462

8  2150 7   894

5   443 3  1490

7  1364 1  1928
欠場

6  2629 4  1311
欠場

3   683 5  1127
欠場

4  1225 8  1255
欠場 欠場



[ 25組] 風速 -1.3 [ 26組] 風速 -0.9

 1 朝月  健太(高3)     13.11  1 石森  倖太(2)     12.87 
ｱｻﾂﾞｷ ｹﾝﾀ 広島ＳＡＣ ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中

 2 岡田    蓮(1)     13.57  2 藤田  剣正(2)     13.33 
ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ 矢野中 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 宇品中

 3 松永　一穂(1)     13.60  3 西迫  祐介(1)     13.45 
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾎ 広島学院中 ﾆｼｻｺ ﾕｳｽｹ 矢野中

 4 香川  航希(1)     13.81  4 竹岡  慶人(1)     13.54 
ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 翠町中 ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ 東原中

 5 塩谷  琢泰(1)     13.86  5 富山  大志(1)     13.62 
ｼｵﾀﾆ ﾀｸﾔ 崇徳中 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 高取北中

 6 下前  雄椰(2)     13.92  6 幡司  晃大(2)     13.82 
ｼﾓﾏｴ ﾕｳﾔ 広島学院中 ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 宇品中
小板  慶之(2)  7 木村  逸希(2)     14.17 
ｺｲﾀ ﾖｼﾕｷ 広島城北中 ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
齋藤  康弘(1) 平原  幸樹(2)
ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 阿戸中 ﾋﾗﾊﾗ ｺｳｷ 大野中

[ 27組] 風速 -1.0 [ 28組] 風速 -1.6

 1 栗林  慎成(1)     13.21  1 豊田  耀司(1)     14.05 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ 矢野中 ﾄﾖﾀ ﾖｳｼﾞ 高取北中

 2 吉永  圭汰(2)     13.29  2 瀨野  俊吾(1)     14.23 
ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ 矢野中 ｾﾉ ｼｭﾝｺﾞ 広大東雲中

 3 野村  昊汰(1)     14.06  3 岡嶋  亮太(1)     14.30 
ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 可部中 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 八本松中

 4 沖居  将祉(2)     14.11  4 山口  星那(2)     14.32 
ｵｷｲ ﾏｻｼ 高取北中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 安佐中

 5 菊池  聡秀(2)     14.41  5 澁谷咲太朗(1)     14.36 
ｷｸﾁ ｱｷﾋﾃﾞ 八本松中 ｼﾌﾞﾔ ｻｸﾀﾛｳ 東原中
三山  浩輝(1)  6 角本  翔(高1)     14.49 
ﾐﾔﾏ ｺｳｷ 阿戸中 ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ 広島ＳＡＣ
上森  友貴(2)  7 福田  結大(1)     14.53 
ｳｴﾓﾘ ﾄﾓｷ 広島学院中 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 井口中
兒玉    航(1) 沢本  保海
ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 古田中 ｻﾜﾓﾄ ﾔｽﾐ D･H･C

[ 29組] 風速 -1.0 [ 30組] 風速 -1.0

 1 正木  翔大(2)     14.07  1 中谷  優威(2)     13.67 
ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広島三和中 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ 矢野中

 2 伊藤  亮太(1)     14.17  2 髙橋  智士(1)     14.12 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 広大東雲中 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 戸坂中

 3 迫野  裕一(2)     14.20  3 岡    倖世(1)     14.13 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中 ｵｶ ｺｳｾｲ 観音中

 4 金村恰之介(2)     14.22  4 西垣  瑞輝(1)     14.22 
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中 ﾆｼｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ 広島三和中

 5 脊古    颯(1)     14.54  5 柳谷  和希(1)     14.31 
ｾｺ ﾊﾔﾃ 八本松中 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 安佐中

 6 吉川  広大(1)     14.57  6 大久保兆曜(1)     14.55 
ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 広島三和中 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｷﾃﾙ 観音中

 7 岩﨑    力(1)     14.72  7 古谷  卓磨(2)     14.56 
ｲﾜｻｷ ﾘｯｷｰ 八本松中 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中

 8 粟田  永遠(1)     18.76  8 富山  智大(1)     14.57 
ｱﾜﾀﾞ ﾄﾜ 翠町中 ﾄﾐﾔﾏ ﾁﾋﾛ 高取北中

[ 31組] 風速 -0.6 [ 32組] 風速 -0.9

 1 永橋  汰一(2)     13.97  1 王  健人(高2)     14.02 
ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｲﾁ 温品中 ｵｳ ｹﾝﾄ 広島ＳＡＣ

 2 佐々木貴一(1)     14.02  2 三原  悠智(1)     14.43 
ｻｻｷ ﾀｶﾋﾄ 可部中 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾁ 広島学院中

 3 永島　伸一朗(1)     14.29  3 河本　俊壱(1)     14.48 
ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ｶﾜﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ 広島学院中

 4 三分一佑弥(1)     14.50  4 向井　德(1)     14.51 
ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ 五日市観音中 ﾑｶｲ ﾄｸｼ 広島学院中

 5 園田  良人(1)     14.53  5 大江  一真(1)     14.89 
ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 八本松中 ｵｵｴ ｶｽﾞﾏ 井口中

 6 高西  佑昌(2)     14.58  6 板倉　魁(2)     15.63 
ﾀｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 広島城北中 ｲﾀｸﾗ ｶｲ 東広島中央中

 7 日浦  真斗(1)     14.65  7 佐藤　友哉(1)     16.53 
ﾋｳﾗ ﾏｻﾄ 八本松中 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東広島中央中

 8 柿村    紘(1)     15.17 福岡  侑真(2)
ｶｷﾑﾗ ｺｳ 八本松中 ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ 広島城南中

男子

１００ｍ
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

3  1125 7  2065

4  2076 3   692

7  1113 4 12090

8   602 1  1560

1  1131 5  1484

5  1108 2   689

2   441 8  1363
欠場

6  1995 6  2627
欠場 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
3  2079 7  1481

4  2073 4   793

1  1735 3 14602

2  1489 8  1251

5  4582 2  1563

6  1994 5  1123
欠場

7  1097 6   982
欠場

8  1012 1   957
欠場 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  2115 6  2064

7   792 5   289

5  2147 4   904

3  1925 7  2117

1 14600 8  1263

2  2116 1   903

4 14605 2  1551

8   605 3  1485

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   264 4  1122

5  1732 7  1111

2  1110 3  1112

7  2151 6  1116

3 14601 8   981

8   437 2  4922

4 14604 5  4921

1 14606 1  1226
欠場



[ 33組] 風速 -1.4 [ 34組] 風速 -1.9

 1 和泉  碧人(1)     14.08  1 宮部    翔(2)     14.24 
ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 矢野中 ﾐﾔﾍﾞ ｼｮｳ 観音中

 2 宮本はるか(2)     14.41  2 塚川  健二(1)     14.63 
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｶ 矢野中 ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 戸坂中

 3 佐々木来人(1)     14.68  3 西村  汰雅(1)     14.70 
ｻｻｷ ﾗｲﾄ 国泰寺中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 矢野中

 4 友定  晃介(1)     14.72  4 田中    心(1)     15.00 
ﾄﾓｻﾀﾞ  ｺｳｽｹ 広島城北中 ﾀﾅｶ ｼﾝ 安佐中

 5 田坂  俊太(1)     14.78  5 政木晋一郎(1)     15.72 
ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 安佐中 ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 戸山中

 6 岩田  優希(2)     14.85  6 清水  裕也(1)     15.75 
ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 観音中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 広島城北中

 7 辻村  悠太(1)     15.20  7 藤井  悠太(1)     15.90 
ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾀ 宇品中 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 長束中

 8 藤原  佑成(1)     15.31 今若　海斗(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 宇品中 ｲﾏﾜｶ ｶｲﾄ 広島城北高

[ 35組] 風速 -1.6 [ 36組] 風速  0.0

 1 室田    蓮(3)     12.81  1 新門  功基(3)     13.32 
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中 ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中

 2 伊藤  愛暖(3)     13.90  2 石田  大芽(1)     14.27 
ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 温品中

 3 山本    悠(2)     14.08  3 山崎  勇真(2)     14.50 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中

 4 黒川  翔太(1)     15.56  4 大迫律太郎(2)     14.59 
ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ 安佐中 ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中

 5 藤本  湧来(2)     15.81  5 和田  陽杜(1)     14.94 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾗ 宇品中 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ 古田中

 6 土井  楓太(2)     16.04  6 樫迫  勇斗(3)     16.26 
ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ 可部中 ｶｼｻｺ ﾊﾔﾄ 広島学院中
瀬戸  久輝(1)  7 若林  凌大(1)     16.38 
ｾﾄ ﾋｻｷ 五日市観音中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安佐中
永尾虎大郎(2)  8 浅元幸太朗(1)     17.17 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 戸山中

[ 37組] 風速 -0.2

 1 亀岡  洋海     13.10 
ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ 広島疾風クラブ

 2 月森　優宏(1)     15.45 
ﾂｷﾓﾘ ﾏﾋﾛ 広島学院中

 3 大谷  悠陽(1)     15.90 
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾋ 温品中

 4 岩本    渉(1)     16.46 
ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾑ 安佐中

 5 岡田  侑也(1)     16.83 
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 可部中

 6 原田  大誠(1)     17.01 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 温品中

 7 金井  彪魁(1)     17.33 
ｶﾅｲ ﾋｭｳｶﾞ 高取北中

 8 竹野内  陽希(高2)     17.47 
ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾙｷ 広島ＳＡＣ

   1 石村  駿(2) 広島大     10.89 (-1.0)   1   1
   2 大坪  柊也(3) 福山平成大     11.07 (-0.6)   2   1
   2 佐々木  太夢(4) 広島修道大     11.07 (-1.0)   1   2
   2 庄司  泰志(3) 広島経済大     11.07 (-1.0)   1   3
   5 本多  昌彬(4) 広島工業大     11.12 (-1.0)   1   4
   6 畑中  将彦(3) 広島修道大     11.17 (-0.6)   2   2
   7 岡本  啓吾(3) 広島工業大     11.24 (-1.0)   1   5
   8 坂本  拓望 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ     11.31 (-0.6)   2   3

男子

１００ｍ
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

3  2078 4   897

7  2063 2   290

2    85 6 12082

6   449 5  1260

4  1259 1  1366

5   886 7   445

8   676 8  1461

1   680 3   448
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
8  2356 5    73

4    72 1   266

1    79 3    78

3  1256 8    74

7   690 2  1011

2  1728 6  1091

5  2160 4  1266
欠場

6    76 7  1365
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1604

8  1114

6   267

3  1252

2  1734

7   268

4  1482

5  1127

男子

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

71168
71442
71171
 9951

組 順位
71083
71576
71431
71297



決勝 9月23日 13:50

広島県記録(PR)                  20.41 山縣　亮太                   慶応義塾大       2013.5.26   

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.4

 1 佐々木  太夢(4)     22.08  1 佐々木  駆     24.08 
ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 広島修道大 ｻｻｷ ｶｹﾙ D･H･C

 2 岡本  啓吾(3)     22.43  2 宗田  英之     24.50 
ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島工業大 ｿｳﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ASﾌｸﾔﾏ

 3 本多  昌彬(4)     22.61 日隅  健太郎(2)
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 広島工業大 ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 広島文化学園大

 4 伊藤  大地(4)     22.76 小寺  葉太(高3)
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 広島修道大 ｺﾃﾞﾗ ﾖｳﾀ OLIMPIA PLUS

 5 石井  章太     23.00 内海  克暢(3)
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ ASﾌｸﾔﾏ ｳﾂﾐ ｶﾂﾉﾌﾞ 広島大学霞

 6 濵﨑  智哉(2)     23.20 高橋  皓己(4)
ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島修道大 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 広島大
中村  祐太 坂倉  貫太(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛媛大医学部 ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 広島大学霞
迫井  直深(2) 松田  優人(1)
ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大学霞 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 広島修道大

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -1.0

 1 高浜  秀弥(3)     23.51  1 吉川  海斗(2)     24.04 
ﾀｶｱﾏ ｼｭｳﾔ 広島工業大 ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ 広島文化学園大

 2 佐藤  研二郎     24.46  2 三宅  晃平(3)     24.40 
ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ ＴＷＣ ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 広島工業大

 3 橋本  利哉(4)     24.47  3 今村  壮     24.75 
ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 広島修道大 ｲﾏﾑﾗ ｿｳ 黄金山ＡＣ

 4 松浦  崇史     24.60  4 吉田  龍介     24.83 
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 黄金山ＡＣ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 黄金山ＡＣ

 5 多賀  竜太郎(3)     24.90  5 田華  勇気     24.96 
ﾀｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島大学霞 ﾀﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 呉市陸協
大中  雅智(3) 内藤  海凪(1)
ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 矢野中 ﾅｲﾄｳ ﾐﾅｷﾞ 広島大学霞
島  大侃 竹本  周平
ｼﾏ ﾀｲｶﾝ 広経大ｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鶴学園クラブ
正門  明虎(3) 三町  浩貴(2)
ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ 可部中 ﾐﾏﾁ ﾋﾛｷ 広島修道大

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -1.2

 1 野上  佳樹(2)     23.08  1 下田  幸史     24.93 
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広島文化学園大 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｼﾞ 広島ＳＡＣ

 2 堀向    吏(2)     24.83  2 吉岡  裕修(1)     24.98 
ﾎﾘｺｳ ﾂｶｻ 八本松中 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中

 3 森    海斗(2)     25.10  3 吉橋  達矢     25.80 
ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中 ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 黄金山ＡＣ

 4 藤田  隼輔(2)     25.23  4 平林  優真     25.99 
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 広島ＳＡＣ

 5 齋藤  誠人(2)     25.40  5 高田  凌佑(2)     26.15 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 翠町中

 6 藤井  和彦     25.47  6 上手  晴登(1)     28.09 
ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 黄金山ＡＣ ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ 翠町中

 7 谷口  哲也     25.55 長﨑  一慶(2)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ CHASKI ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中

 8 遊佐  碧依(2)     25.79 櫻谷    稜(3)
ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中 ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 長束中

[ 7組] 風速 -1.2 [ 8組] 風速 -0.1

 1 沖野  雄俊(1)     25.11  1 赤宗  拓弥(2)     25.82 
ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ 広陵高 ｱｶﾑﾈ ﾀｸﾔ 八本松中

 2 岩本  晴也(3)     25.14  2 長岡  草太(3)     25.83 
ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ 矢野中 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ 八本松中

 3 秦  健一郎(2)     25.79  3 德川  圭佑(2)     25.84 
ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中

 4 立石  謙心(2)     25.91  4 柳川  瑛太(1)     26.06 
ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ 広島学院中 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中

 5 玉川  葵仁(3)     26.95  5 石森  倖太(2)     26.49 
ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｵﾄ 可部中 ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中

 6 森廣  涼耶(1)     27.41  6 内藤  太壱(3)     27.19 
ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾔ 磯松中 ﾅｲﾄｳ ﾀｲﾁ 八本松中
水戸  建佑(2)  7 角本  翔(高1)     28.46 
ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中 ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ 広島ＳＡＣ
北村  幸大(1) 弘中  拓実(2)
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 広陵高 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中欠場 欠場

欠場
8   245 8  1247

6  1249 2  1123

1  4673 7  4578

3  1723 4  2065

7  1098 1    83

4  1102 5    75

5  2054 3  4579

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   247 6  4581

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
1   688 7  1451

8   308 1   919

7  1301 3   603

3   975 6   597

6   286 2  1124

4  1250 8  1329

5  4580 5  1556

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2 71373 4  1126

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
5  1721 8 71456

欠場 欠場
4   560 5   632

1  2056 4 72314

7 71107 6  2275

6  1325 2  1328

8 71432 7  1312

3  3652 1 71169

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2 71172 3 71369

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
8 71098 8 72263

欠場
6  1618 7 71099

欠場
1 71454 6 71104

欠場
3   923 5 71105

欠場
2 71428 4  3869

7 71168 3 71370

4 71171 2   913

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5 71431 1   956

男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] 風速 -0.4 [ 10組] 風速 -0.2

 1 宍戸  鴻太(3)     26.05  1 栗林  慎成(1)     27.11 
ｼｼﾄﾞ ｺｳﾀ 広島学院中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ 矢野中

 2 小川  和仁(1)     27.68  2 岡田    蓮(1)     27.83 
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 長束中 ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ 矢野中

 3 藤岡  慶伍(2)     27.75  3 松永　一穂(1)     28.71 
ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 広島学院中 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾎ 広島学院中

 4 吉永  圭汰(2)     27.79  4 塩谷  琢泰(1)     28.73 
ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ 矢野中 ｼｵﾀﾆ ﾀｸﾔ 崇徳中

 5 中谷  優威(2)     28.65 船ヶ山  颯(2)
ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｲ 矢野中 ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 観音中
駒井  亮平(3) 櫻井    翔(2)
ｺﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 祇園中 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 高取北中
三京  晃輔(3) 三浦龍之伸(2)
ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 長束中

[ 11組] 風速 +0.2

 1 上手  颯太(1)     26.49 
ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中

 2 向井尚太郎(2)     27.15 
ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 矢野中

 3 糸井  湧真(1)     27.25 
ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中

 4 香川  航希(1)     28.21 
ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 翠町中

 5 藤井  悠太(1)     33.00 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 長束中

 6 浅元幸太朗(1)     35.86 
ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 戸山中
松岡  楽央(1)
ﾏﾂｵｶ ﾗｵ 己斐中

   1 佐々木  太夢(4) 広島修道大     22.08 (-1.2)   1   1
   2 岡本  啓吾(3) 広島工業大     22.43 (-1.2)   1   2
   3 本多  昌彬(4) 広島工業大     22.61 (-1.2)   1   3
   4 伊藤  大地(4) 広島修道大     22.76 (-1.2)   1   4
   5 石井  章太 ASﾌｸﾔﾏ     23.00 (-1.2)   1   5
   6 野上  佳樹(2) 広島文化学園大     23.08 (-1.0)   5   1
   7 濵﨑  智哉(2) 広島修道大     23.20 (-1.2)   1   6
   8 高浜  秀弥(3) 広島工業大     23.51 (-1.4)   3   1

71428
  923
71373
71454
71172

備考記録（風） 組 順位
71431
71171
71168

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2   914
欠場

男子

２００ｍ
タイムレース

4  1461

8  1365

3  2150

5   602

7   606

6  2068

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1126 7  1453
欠場 欠場

4  1301 5  1490
欠場 欠場

7  2064 2   895
欠場

2  2073 6  1131

8  1099 3  1113

5  1462 4  2076

3  1092 8  2079
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

２００ｍ
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月23日  9:30

広島県記録(PR)                  45.84 稲垣　誠司                   法政大           1994/10/11  

[ 1組] [ 2組]

 1 野上  佳樹(2)     49.91  1 宮田  和樹(4)     53.75 
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広島文化学園大 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ 広島工業大

 2 中畑  智博(4)     50.71  2 面迫  祐輝(3)     54.12 
ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広島経済大 ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ 長江中

 3 渡邉  航大(3)     51.29  3 原  拓夢(1)     54.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 広島修道大 ﾊﾗ ﾀｸﾑ 崇徳高

 4 松下  浩大(2)     51.98  4 坂本  新(1)     55.26 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島工業大 ｻｶﾓﾄ ｱﾗﾀ 呉市立呉高

 5 小松  賢志郎(4)     52.05  5 森生  十太(3)     55.52 
ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島修道大 ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ 長江中

 6 大崎  倖士朗(3)     52.84 若松  遼太郎(1)
ｵｵｻｷ ｺｳｼﾛｳ 福山平成大 ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 福山平成大
三倉  巨幹(4) 久保  大地(3)
ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 広島経済大 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 福山平成大

[ 3組] [ 4組]

 1 蕪迫  月翔(2)     53.89  1 清水  琉唯(2)   1:00.59 
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 広陵高 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ 広島学院中

 2 竹本  将也(2)     55.03  2 奥村  侑生(1)   1:00.66 
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾔ 広陵高 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｾｲ 広島城北高

 3 冨永  隆太     55.56  3 佐藤  功崇(2)   1:01.21 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ HRC ｻﾄｳ ｺｳｼ 広島学院中

 4 橋本  慈温(2)     56.72  4 世木  桐生(2)   1:02.44 
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｵﾝ 広島城北高 ｾｷ ｷﾘｭｳ 観音中

 5 上野  洋輝(1)     58.01  5 竹岡  慶人(1)   1:03.18 
ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 広島城北高 ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ 東原中
宇賀    新(3)  6 竹下  永晃(2)   1:06.64 
ｳｶ ｱﾗﾀ 広島城北中 ﾀｹｼﾀ ﾋｻｷ 亀山中
下山  大貴(2) 西森  大陽(高3)
ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 温品中 ﾆｼﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 広島ＳＡＣ

[ 5組] [ 6組]

 1 高島凜多朗(3)     57.79  1 坂田  颯磨(2)     58.49 
ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢野中 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

 2 山田  野葵(2)     59.06  2 宍戸  瞭太(1)   1:08.66 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中 ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 古田中

 3 甲斐  文也(2)   1:01.97  3 中尾  駿平(1)   1:11.89 
ｶｲ ﾌﾐﾔ 宇品中 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ 古田中

 4 高橋    輝(2)   1:03.09  4 大下  友裕(1)   1:17.19 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 安佐中 ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 古田中

 5 瀨野  俊吾(1)   1:03.35  5 竹野内  陽希(高2)   1:25.91 
ｾﾉ ｼｭﾝｺﾞ 広大東雲中 ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾙｷ 広島ＳＡＣ

 6 宮田    大(1)   1:06.25 山音  颯汰(1)
ﾐﾔﾀ ﾀｲ 宇品中 ﾔﾏｵﾄ ｿｳﾀ 宇品中
渡邉  優煕(3) 大下  龍馬(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 広島城北中 ｵｵｼﾀ ﾘｮｳﾏ 宇品中

   1 野上  佳樹(2) 広島文化学園大       49.91   1   1
   2 中畑  智博(4) 広島経済大       50.71   1   2
   3 渡邉  航大(3) 広島修道大       51.29   1   3
   4 松下  浩大(2) 広島工業大       51.98   1   4
   5 小松  賢志郎(4) 広島修道大       52.05   1   5
   6 大崎  倖士朗(3) 福山平成大       52.84   1   6
   7 宮田  和樹(4) 広島工業大       53.75   2   1
   8 蕪迫  月翔(2) 広陵高       53.89   3   1

7116471164
 1048 1048

7118071180
7235172351
7157571575

7137371373
7128971289
7144471444

備考備考 組組 順位順位都道府県都道府県 所属名所属名 記録記録順位順位 No.No. 氏  名氏  名

タイムレースタイムレースタイムレース

55   677  677
欠場欠場

44   675  675
欠場欠場

33  1127 1127

88  1009 1009

77  1010 1010

66  1014 1014

22   599  599
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

88   435  435
欠場欠場

77   681  681

55   793  793

44  1245 1245

33   682  682

66  2148 2148

22  2053 2053
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

55  1132 1132
欠場欠場

66  1758 1758

22  1560 1560

88   898  898

44  1101 1101

77    32   32

33  1095 1095
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

88   262  262
欠場欠場

22   432  432
失格失格

33   163  163

77   863  863

55   834  834

66  1050 1050

44  1048 1048
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

66 7157871578
欠場欠場

44 7189471894
欠場欠場

22  5054 5054

33   108  108

88   131  131

77  5051 5051

55 7116471164
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

77 7129271292
欠場欠場

66 7157571575

33 7235172351

44 7118071180

22 7144471444

55 7128971289

88 7137371373
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

男子
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決勝決勝決勝



決勝 9月23日 14:25

[ 1組] [ 2組]

 1 飯田  旺裕(3)   9:37.29  1 小畑  来明(2)   9:54.22 
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島三和中 ｺﾊﾞﾀ ﾗｲｱ 観音中

 2 山﨑  剛大(2)   9:38.47  2 松原  凪飛(3)   9:57.80 
ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾋﾛ 八本松中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｷﾞﾄ 東広島中央中

 3 髙松  大希(2)   9:45.79  3 小田  翔太   9:58.32 
ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 東広島中央中 ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ OLIMPIA PLUS

 4 藤田  貫佑(2)   9:59.50  4 尾上  大河(3)  10:06.64 
ﾌｼﾞﾀ ｶﾝｽｹ 八本松中 ｵｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 東原中

 5 岡村  一輝(3)   9:59.77  5 森      渓(3)  10:07.17 
ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島城北中 ﾓﾘ ｹｲ 東原中

 6 高橋  敦大(2)  10:06.08  6 本宮  優心(1)  10:07.69 
ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 八本松中 ﾎﾝﾐﾔ ﾕｳｼﾝ 東広島中央中

 7 石井伸乃丞(2)  10:06.73  7 弘中  良英(3)  10:09.72 
ｲｼｲ ｼﾝﾉｽｹ 八本松中 ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 東原中

 8 蛯原    駿(2)  10:06.95  8 坂田  颯磨(2)  10:18.78 
ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 八本松中 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

 9 山中  琉生(2)  10:10.97  9 山地  俊平(3)  10:20.50 
ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ 八本松中 ﾔﾏｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東原中

10 新門  功基(3)  10:13.41 10 平山  侑志(3)  10:22.46 
ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 国泰寺中 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｼ 観音中

11 小野  功記(3)  10:17.50 11 芦田　琉之介(2)  10:23.21 
ｵﾉ ｺｳｷ 八本松中 ｱｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 観音中

12 榊原    哲(1)  10:22.09 12 柴田  愛哉(2)  10:24.11 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 高取北中 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 井口中

13 竹村  陽人(3)  10:22.46 13 島津  純聖(1)  10:25.04 
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ 広島三和中 ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 広島三和中

14 佐藤  仁俊(3)  10:22.71 14 加藤  恵祐(2)  10:28.45 
ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 東広島中央中 ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 東原中

15 隅田健一朗(1)  10:23.73 15 友澤  優太(2)  10:32.34 
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大塚中 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 大野中

16 大森  俊輔(3)  10:25.10 16 湊    琉稀(3)  10:39.61 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 八本松中 ﾐﾅﾄ ﾘｭｳｷ 観音中

17 福田  大翔(2)  10:33.01 17 池本  侑彌(2)  10:43.72 
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島三和中 ｲｹﾓﾄ ﾕｷﾔ 八本松中

18 東條  純平(3)  10:35.75 18 原田  亜門(2)  10:48.95 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島学院中 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾓﾝ 広島三和中

19 光野  遙人(2)  10:51.59 19 髙原統央真(3)  11:12.58 
ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広島城南中 ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾏ 井口中

20 松本  侑頼(2)  11:08.85 中島  琉心(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 高取北中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 祇園中

21 面田  拓海(3)  11:19.66 石﨑  大和(3)
ｵﾓﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢野中 ｲｼｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 八本松中
保田  拓海(2) 中川  竣登(2)
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 祇園中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    3:06.1  2118 飯田  旺裕(3)   1000m    3:26.1   599 坂田  颯磨(2)
  2000m    6:21.2  4591 山﨑  剛大(2)   2000m    6:48.3   889 小畑  来明(2)

欠場 欠場

欠場
20  1107 18  1303

欠場
16  2055 16  4575

17  1487 4  1302

14  1223 22   973

18  1093 1  2120

12  2121 15  4587

10  4573 12   882

21  1589 10  2631

3  4905 7  1552

13  2119 9  2122

15  1483 5   976

22  4576 20 10910

11    73 13   883

7  4589 6  1547

5  4593 14   599

9  4584 2  1546

4  4594 17  4918

19   436 8  1544

8  4588 3  1542

2  4909 11  3927

6  4591 21  4907

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  2118 19   889

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 3組] [ 4組]

 1 山本    悠(2)  10:18.72  1 奥芝　晟正(1)  10:12.31 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ｵｸｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 広島学院中

 2 永尾虎大郎(2)  10:19.07  2 萩原  悠星(2)  10:31.67 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 口田中

 3 伊藤  愛暖(3)  10:24.31  3 香川  智哉(2)  10:51.56 
ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 国泰寺中 ｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 宇品中

 4 大迫律太郎(2)  10:24.82  4 中村  風詠(2)  10:52.34 
ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中

 5 岡佐古  貴(2)  10:26.13  5 加登  流空(1)  10:56.06 
ｵｶｻｺ ﾀｶｼ 宇品中 ｶﾄ ﾙｳｸ 東原中

 6 山崎  勇真(2)  10:28.61  6 吉田  政弘(3)  10:58.84 
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 矢野中

 7 浦上  大樹(3)  10:36.37  7 細川乎太郎(2)  10:59.54 
ｳﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 口田中 ﾎｿｶﾜ ｺﾀﾛｳ 大野中

 8 川上  慶道(2)  10:44.31  8 井上  友義(1)  11:06.49 
ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 口田中 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 東原中

 9 長迫  真輝(2)  10:45.65  9 下江  涼太(2)  11:07.16 
ﾅｶﾞｻｺ ｼﾝｷ 観音中 ｼﾓｴ ﾘｮｳﾀ 広島城南中

10 西村  有生(1)  10:47.06 10 三歩凛太郎(1)  11:10.16 
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 観音中 ﾐﾎ ﾘﾝﾀﾛｳ 八本松中

11 古谷真那斗(2)  10:48.16 11 山下  瑛太(2)  11:10.63 
ﾌﾙﾀﾆ ﾏﾅﾄ 八本松中 ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀ 矢野中

12 村上  天真(3)  10:54.58 12 齊藤  響介(1)  11:12.34 
ﾑﾗｶﾐ ﾃﾝﾏ 高取北中 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 東広島中央中

13 能浦  遼翔(2)  11:00.13 13 三歩蒼太郎(1)  11:14.41 
ﾉｳﾗ ﾊﾙﾄ 観音中 ﾐﾎ ｿｳﾀﾛｳ 八本松中

14 伊藤  真人(3)  11:01.42 14 佐々木珠倫(1)  11:17.05 
ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 八本松中 ｻｻｷ ｼｭﾘ 広島三和中

15 青野    空(1)  11:04.66 15 西森  琉依(1)  11:20.55 
ｱｵﾉ ｸｳ 観音中 ﾆｼﾓﾘ ﾙｲ 八本松中

16 金弘  悠利(2)  11:06.45 16 大窪  快晴(1)  11:22.93 
ｶﾈﾋﾛ ﾊﾙﾄ 崇徳中 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾊﾙ 安佐中

17 中田  涼介(1)  11:07.39 17 原井  真輝(3)  11:38.47 
ﾅｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 安佐中 ﾊﾗｲ ﾏｻｷ 高取北中

18 日髙  雅康(2)  11:19.06 18 稲益  礼真(1)  11:46.84 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中 ｲﾅﾏｽ ﾗｲｼﾝ 東原中

19 阿部  夏基(2)  11:34.90 岩城  泰介(2)
ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 東広島中央中 ｲﾜｷ ﾀｲｽｹ 古田中
小林  大晃(2) 島津  克実(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 八本松中 ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾐ 長束中
横路    歩(2) 名越  優介(2)
ﾖｺﾛ ｱﾕﾑ 八本松中 ﾅｺﾞｼ ﾕｳｽｹ 広島城南中
林  祐太(中2) 吉岡    瞭(1)
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ OLIMPIA PLUS ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ 祇園中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    3:25.7 11943 浦上  大樹(3)   1000m    3:23.5  2052 吉田  政弘(3)
  2000m    6:59.8   〃     〃   2000m    6:54.2  1109 奥芝　晟正(1)

19  3917 20  1309
欠場 欠場

11  4586 19  1231
欠場 欠場

7  4583 9  1454
欠場 欠場

9  4910 7  1007
欠場

1    77 15  1559

14  1261 21  1494

20  1128 14  1253

16   900 10  4597

12  4574 2  2123

18   887 11  4596

21  1495 22  4917

8  4592 13  2072

15   908 4  4595

17   888 18  1221

22  1916 17  1558

10 11943 3  2632

6    78 5  2052

13   684 16  1557

3    74 1  1230

2    72 12   691

5    76 8 11931

4    79 6  1109
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 5組] [ 6組]

 1 田中  梨楓(2)  11:16.17  1 杉本  大惺  10:46.31 
ﾀﾅｶ ﾘﾌｳ 矢野中 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ CHASKI

 2 竪道  真琴(2)  11:21.30  2 石黒  圭祐(1)  11:26.35 
ﾀﾃﾐﾁ ﾏｺﾄ 広島学院中 ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 翠町中

 3 難波琉太郎(2)  11:22.35  3 小田  頼弥(1)  11:29.35 
ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島学院中 ｵﾀﾞ ﾗｲﾔ 可部中

 4 林    夏生(2)  11:34.15  4 阿久津陸翔(2)  11:52.74 
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 井口中 ｱｸﾂ ﾘｸﾄ 矢野中

 5 藤原  盛志(2)  11:35.19  5 山本  翔也(2)  11:54.30 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾘｼﾞ 観音中 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 矢野中

 6 渡邉  優煕(3)  11:35.96  6 椎原  葵生(1)  11:55.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 広島城北中 ｼｲﾊﾗ ｱｵｲ 安佐中

 7 和田  愛冬(2)  11:43.05  7 茂木翔太郎(1)  12:05.60 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 矢野中 ﾓｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 安佐中

 8 吉原    樹(1)  11:52.96  8 坂根  太一(1)  12:06.49 
ﾖｼﾊﾗ ｲﾂｷ 国泰寺中 ｻｶﾈ ﾀｲﾁ 長束中

 9 安間  隼斗(2)  11:53.01  9 横田　真也(1)  12:11.88 
ﾔｽﾏ ﾊﾔﾄ 広島学院中 ﾖｺﾀ ｼﾝﾔ 古田中

10 中間  太一  11:54.93 10 足立  一紗(2)  12:12.41 
ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ CHASKI ｱﾀﾞﾁ ｲｯｻ 矢野中

11 有田  陸斗(2)  11:56.83 11 小枝  龍信(1)  12:34.11 
ｱﾘﾀ ﾘｸﾄ 高取北中 ｺｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 広島三和中

12 河本  空楽(1)  11:59.49 12 岩崎  一輝(1)  12:36.11 
ｶﾜﾓﾄ ｿﾗ 観音中 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 観音中

13 向敷  和真(3)  12:05.05 13 大野  虎徹(1)  12:36.25 
ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ 口田中 ｵｵﾉ ｺﾃﾂ 古田中

14 髙島    新(2)  12:10.10 14 河手  壮太(1)  12:36.90 
ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ 東原中 ｶﾜﾃ ｿｳﾀ 安佐中

15 梅田  侑耶(3)  12:22.91 15 小松  昭太(1)  12:37.80 
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳﾔ 崇徳中 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 宇品中
金子  怜央(2) 16 舛井  勇介(3)  12:42.27 
ｶﾈｺ ﾚｵ 井口中 ﾏｽｲ ﾕｳｽｹ 崇徳中
関内  翔梧(2) 17 波多野歩夢(1)  12:48.30 
ｾｷｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 広島学院中 ﾊﾀﾞﾉ ｱﾕﾑ 可部中
山口  雄大(2) 18 山中  智惇(2)  13:06.97 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 祇園中 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｱﾂ 広島学院中
國友  佑河(2) 19 三輪  大河(1)  14:16.59 
ｸﾆﾄﾓ ﾕｳｶﾞ 井口中 ﾐﾜ ﾀｲｶﾞ 矢野中
國廣  充基(2) 20 熊谷  柊志(1)  19:15.98 
ｸﾆﾋﾛ ﾐﾂｷ 宇品中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 矢野中
大林  功汰(3) 永井  慎一(2)
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 崇徳中 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｲﾁ 広島城南中
竹本　玲音(2) 福山　幸康(1)
ﾀｹﾓﾄ ﾚｵ 広島城北高 ﾌｸﾔﾏ ﾕｷﾔｽ 広島学院中

ラップタイム ラップタイム
  1000m    3:40.0 11942 向敷  和真(3)   1000m    3:30.1  3562 杉本  大惺
  2000m    7:29.3  2067 田中  梨楓(2)   2000m    7:11.5   〃     〃 

   1 飯田  旺裕(3) 広島三和中     9:37.29   1   1
   2 山﨑  剛大(2) 八本松中     9:38.47   1   2
   3 髙松  大希(2) 東広島中央中     9:45.79   1   3
   4 小畑  来明(2) 観音中     9:54.22   2   1
   5 松原  凪飛(3) 東広島中央中     9:57.80   2   2
   6 小田  翔太 OLIMPIA PLUS     9:58.32   2   3
   7 藤田  貫佑(2) 八本松中     9:59.50   1   4
   8 岡村  一輝(3) 広島城北中     9:59.77   1   5

 4909
  889
 4907
 3927
 4588
  436

記録 備考 組 順位
 2118
 4591

欠場 欠場

中学男子

３０００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

欠場 欠場
21   447 8  1115

欠場
19  1124 5  1229

欠場
15   685 19  2077

欠場
11   979 10 12081

欠場
9  1304 9  1104

途中棄権
3  1105 21  1730

12   977 12  1125

22  1123 17   678

8  1555 6  1254

1 11942 14  1015

17   905 4   901

10  1492 11  2125

14  3579 1  2058

20  1103 15  1016

16    84 16  1460

6  2061 3  1262

18   435 2  1258

7   892 7  2069

13   980 18  2057

4  1096 20  1731

2  1106 22   601

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2067 13  3562

中学男子

３０００ｍ
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月23日 16:45

広島県記録(PR)                  13.59 チャールズ・ディラン         世羅高           2011/10/21  

 1 奥山  善人  15:40.81 
ｵｸﾔﾏ ﾖｼﾄ GSDF岡山

 2 田中  康聖(3)  16:00.57 
ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 広島学院高

 3 板本  和瀬(3)  16:17.96 
ｲﾀﾓﾄ ｶｽﾞｾ 呉市立呉高

 4 下反  晶(4)  16:28.08 
ｼﾓｿﾘ ｱｷﾗ 広島工業大

 5 野村  正範  16:38.31 
ﾉﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 広島県庁ＲＣ

 6 山田  隼輔(3)  16:38.31 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 呉市立呉高

 7 衣山  誠悟(2)  16:49.34 
ｷﾇﾔﾏ ｾｲｺﾞ 広島学院高

 8 光永  智希(2)  17:00.09 
ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 広島学院高

 9 寺本  航輝(3)  17:01.25 
ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｷ 呉市立呉高

10 沖  洋平  17:34.55 
ｵｷ ﾖｳﾍｲ 広島県庁ＲＣ

11 伊東  玲(1)  17:56.01 
ｲﾄｳ ﾚｲ 広島学院高

12 俊成  優太(2)  17:58.73 
ﾄｼﾅﾘ ﾕｳﾀ 広島学院高

13 樋口  貴輝(2)  18:13.87 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｷ 広島学院高

14 賀中  玲雄(1)  18:25.14 
ｶﾁｭｳ ﾚｵ 広陵高

15 三吉  凌斗(2)  18:56.52 
ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾄ みらい創生高

16 児玉  亮一  18:57.52 
ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 広島県庁ＲＣ

17 下鳴  隆之(2)  19:16.97 
ｼﾓﾅﾙ ﾀｶﾕｷ 広陵高

18 小田  亮太(2)  19:27.26 
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広陵高

19 森  翔汰(2)  19:39.47 
ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 広陵高

20 大原  知紘(1)  21:04.36 
ｵｵﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ みらい創生高
三宅  康夫
ﾐﾔｹ ﾔｽｵ マスターズ広島
廣永  拓男
ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 山口県庁
西森  大陽(高3)
ﾆｼﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 広島ＳＡＣ

ラップタイム
  1000m    3:07.2  3907 奥山  善人
  2000m    6:13.1   〃     〃 
  3000m    9:21.5   〃     〃 
  4000m   12:32.7   〃     〃 

13  1132
欠場

6  4068
欠場

10  5654
欠場

20  1376

23  3044

19  1049

18  1047

22  3046

17    36

14   826

21   248

16    90

15   823

8  1627

11    38

9   820

12   828

7    37

4  1629

3  1626

5 71167

2  3907

1  1657

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月23日 16:20

広島県記録(PR)                  39.82 広島県                       広島県           2014.10.20  
（野田　悠斗・北村　拓也・松尾　隆雅・山縣　亮太）

[ 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   6 修道大 72263 松田  優人(1)     41.79  1   7 広陵高  1048 蕪迫  月翔(2)     45.34 

ｼｭｳﾄﾞｳﾀﾞｲ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ ｺｳﾘｮｳｺｳ ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ
71428 伊藤  大地(4) 広  島  1375 下園  悠真(2)

ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ
71431 佐々木  太夢(4)   247 沖野  雄俊(1)

ｻｻｷ ﾋﾛﾑ ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ
71442 畑中  将彦(3)   529 藤田  将生(1)

ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ
 2   5 広島県選抜  1151 中西謙至郎(1)     44.28  2   6 広大霞B 71098 迫井  直深(2)     45.99 

ﾋﾛｼﾏｹﾝｾﾝﾊﾞﾂ ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾛｳ ﾋﾛﾀﾞｲｶｽﾐB ｻｺｲ ﾅｵﾐ
広  島  3365 河野  樹粋(3) 71101 久保田  海羅(2)

ｺｳﾉ ｼﾞｭｷ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾗ
 3833 溜畑  我空(3) 72314 内藤  海凪(1)

ﾀﾏﾘﾊﾞﾀ ｶﾞｸ ﾅｲﾄｳ ﾐﾅｷﾞ
 6851 佐藤  太宥(3) 72315 栗山  慧梧(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ ｸﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ
 3   8 広大霞A 71106 片山  滉太(3)     45.91  3   4 八本松中  4579 長岡  草太(3)     47.15 

ﾋﾛﾀﾞｲｶｽﾐA ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂﾁｭｳ ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ
71105 内海  克暢(3) 広  島  4577 檜垣  脩矢(3)

ｳﾂﾐ ｶﾂﾉﾌﾞ ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ
71107 多賀  竜太郎(3)  4581 赤宗  拓弥(2)

ﾀｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｱｶﾑﾈ ﾀｸﾔ
72318 安松  良(1)  4580 堀向    吏(2)

ﾔｽﾏﾂ ﾘｮｳ ﾎﾘｺｳ ﾂｶｻ
 4   4 可部中  1726 高杉  空翔(2)     46.34  4   5 大野中A  2625 望月  享介(3)     47.48 

ｶﾍﾞﾁｭｳ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ ｵｵﾉﾁｭｳA ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｮｳｽｹ
広  島  1721 正門  明虎(3) 広  島  2621 瀬川  優輝(3)

ﾏｻｶﾄﾞ ﾐﾝﾄ ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 1727 廣田  汰也(2)  2634 橋本  鉄太(1)

ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾃｯﾀ
 1722 佐野  理生(3)  2622 中村阿依真(3)

ｻﾉ ﾘｵ ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾏﾝ
 5   2 長江中  5053 住田  旺翼(3)     46.76  5   3 安佐中B  1247 弘中  拓実(2)     48.18 

ﾅｶﾞｴﾁｭｳ ｽﾐﾀﾞ ｵｳｽｹ ｱｻﾁｭｳB ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ
広  島  5051 面迫  祐輝(3) 広  島  1250 森    海斗(2)

ｵﾓｻｺ ﾕｳｷ ﾓﾘ ｶｲﾄ
 5054 森生  十太(3)  1246 田中  裕作(2)

ﾓﾘｲｷ ﾄｵﾀ ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ
 5052 杉原  海悠(3)  1249 水戸  建佑(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ ﾐﾄ ｹﾝｽｹ
 6   3 安佐中A  1243 鈴川  千春(3)     48.87  6   2 翠町中   606 上手  颯太(1)     48.37 

ｱｻﾁｭｳA ｽｽﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ ﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾁｭｳ ｶﾐﾃ ｿｳﾀ
広  島  1244 東丸  一輝(3) 広  島   608 林  謙太朗(1)

ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ
 1242 今岡  陽稀(3)   603 上手  晴登(1)

ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ
 1251 山口  星那(2)   597 高田  凌佑(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
  7 広工大   8 黄金山AC

ﾋﾛｺｳﾀﾞｲ 欠場 ｵｳｺﾞﾝｻﾞﾝAC 欠場
広  島

男子

４×１００ｍ

決勝



[ 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   6 矢野中A  2065 石森  倖太(2)     46.89  1   7 矢野中B  2073 吉永  圭汰(2)     50.45 

ﾔﾉﾁｭｳA ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ ﾔﾉﾁｭｳB ﾖｼﾅｶﾞ ｹｲﾀ
 2056 大中  雅智(3) 広  島  2071 中髙下達己(2)

ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ
 2053 高島凜多朗(3)  2068 向井尚太郎(2)

ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ
 2054 岩本  晴也(3)  2060 宮園  悠大(2)

ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾔ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ
 2   8 広島学院中A  1092 宍戸  鴻太(3)     48.79  2   6 安佐中C  1265 吉野  拓真(1)     51.17 

ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝﾁｭｳA ｼｼﾄﾞ ｺｳﾀ ｱｻﾁｭｳC ﾖｼﾉ ﾀｸﾏ
広  島  1098 立石  謙心(2) 広  島  1257 櫻井  俊輔(1)

ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ
 1099 藤岡  慶伍(2)  1255 金子  優生(1)

ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ
 1102 秦  健一郎(2)  1264 山田  修弥(1)

ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ
 3   7 国泰寺中    81 宇野  剣太(1)     49.50  3   3 広島城北中B   443 有田  美隆(2)     51.33 

ｺｸﾀｲｼﾞﾁｭｳ ｳﾉ ｹﾝﾀ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳB ｱﾘﾀ ﾐﾕｳ
広  島    75 德川  圭佑(2) 広  島   438 竹下  莉功(2)

ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾀｹｼﾀ ﾘｸ
   77 日髙  雅康(2)   437 高西  佑昌(2)

ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ ﾀｶﾆｼ ﾕｳｽｹ
   83 柳川  瑛太(1)   439 茅野  恭平(2)

ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ
 4   5 広島城北中A   433 黒谷  相太(3)     49.90  4   4 観音中A   895 船ヶ山  颯(2)     51.79 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳA ｸﾛﾀﾆ ｿｳﾀ ｶﾝﾉﾝﾁｭｳA ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ
広  島   432 宇賀    新(3) 広  島   891 岩崎  颯斗(2)

ｳｶ ｱﾗﾀ ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ
  435 渡邉  優煕(3)   898 世木  桐生(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｾｷ ｷﾘｭｳ
  436 岡村  一輝(3)   894 岩井  奏人(2)

ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ ｲﾜｲ ｶﾅﾄ
 5   2 東原中  1549 平    大輝(2)     51.11   2 崇徳中

ﾋｶﾞｼﾊﾗﾁｭｳ ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ ｿｳﾄｸﾁｭｳ 欠場
広  島  1551 古谷  卓磨(2) 広  島

ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ
 1560 竹岡  慶人(1)

ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ
 1550 酒井  幹太(2)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ
 6   3 大野中B  2629 岡﨑  渚朝(1)     52.42   5 阿戸中

ｵｵﾉﾁｭｳB ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ ｱﾄﾁｭｳ 欠場
 2631 友澤  優太(2) 広  島

ﾄﾓｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 2630 石井  真大(2)

ｲｼｲ ﾏﾋﾛ
 2624 玉貞  匠悟(3)

ﾀﾏｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
  4 広島SACA

ﾋﾛｼﾏSACA 欠場
広  島

男子

４×１００ｍ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広島城南中  1222 日高  涼貴(2)     50.59 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ
 1227 木本  佑真(2)

ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ
 1225 西倉  啓太(2)

ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ
 1226 福岡  侑真(2)

ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ
 2   2 矢野中C 12090 西迫  祐介(1)     50.67 

ﾔﾉﾁｭｳC ﾆｼｻｺ ﾕｳｽｹ
広  島  2076 岡田    蓮(1)

ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ
 2075 相星  周汰(1)

ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ
 2079 栗林  慎成(1)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ
 3   5 観音中B   904 岡    倖世(1)     55.23 

ｶﾝﾉﾝﾁｭｳB ｵｶ ｺｳｾｲ
  897 宮部    翔(2)

ﾐﾔﾍﾞ ｼｮｳ
  886 岩田  優希(2)

ｲﾜﾀ ﾕｳｷ
  903 大久保兆曜(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾄｷﾃﾙ
 4   6 広島学院中B  1111 三原  悠智(1)     55.47 

ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝﾁｭｳB ﾐﾊﾗ ﾕｳﾁ
広  島  1116 向井　德(1)

ﾑｶｲ ﾄｸｼ
 1110 永島　伸一朗(1)

ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ
 1113 松永　一穂(1)

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾎ
 5   3 広島SACB  1123 角本  翔(高1)   1:04.13 

ﾋﾛｼﾏSACB ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ
広  島  1133 西森  元

ﾆｼﾓﾘ ｹﾞﾝ
 1122 王  健人(高2)

ｵｳ ｹﾝﾄ
 1127 竹野内  陽希(高2)

ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾙｷ
  7 広大東雲中   794 真鳥将太朗(1)

ﾋﾛﾀﾞｲｼﾉﾉﾒﾁｭｳ ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 欠場
広  島   793 瀨野  俊吾(1)

ｾﾉ ｼｭﾝｺﾞ
  792 伊藤  亮太(1)

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
  791 水成  晃翔(2)

ﾐｽﾞﾅﾘ ｱｷﾄ

   1 修道大     41.79 松田  優人(1) 伊藤  大地(4) 佐々木  太夢(4)畑中  将彦(3)   1   1
   2 広島県選抜 広  島     44.28 中西謙至郎(1) 河野  樹粋(3) 溜畑  我空(3) 佐藤  太宥(3)   1   2
   3 広陵高 広  島     45.34 蕪迫  月翔(2) 下園  悠真(2) 沖野  雄俊(1) 藤田  将生(1)   2   1
   4 広大霞A     45.91 片山  滉太(3) 内海  克暢(3) 多賀  竜太郎(3)安松  良(1)   1   3
   5 広大霞B     45.99 迫井  直深(2) 久保田  海羅(2)内藤  海凪(1) 栗山  慧梧(2)   2   2
   6 可部中 広  島     46.34 高杉  空翔(2) 正門  明虎(3) 廣田  汰也(2) 佐野  理生(3)   1   4
   7 長江中 広  島     46.76 住田  旺翼(3) 面迫  祐輝(3) 森生  十太(3) 杉原  海悠(3)   1   5
   8 矢野中A     46.89 石森  倖太(2) 大中  雅智(3) 高島凜多朗(3) 岩本  晴也(3)   3   1

男子

所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

４×１００ｍ

男子

４×１００ｍ
タイムレース

順位



決勝 9月23日 13:00

広島県記録(PR)                   2.26 真野　友博                   福岡大           2018/6/30   

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 2m00 2m05
桐木  紳吾 - - - - - - - - - -
ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ 鶴学園クラブ - - - - o xo xxx
廣川  憂伍(3) - - - - - - - - - -
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｺﾞ 沼田高 - o o o xxx
隈井  智也(2) - - - - - - - - - -
ｸﾏｲ ﾄﾓﾔ 広島工業大 - - o o xxx
向井  祐介 - - - - - - - - - -
ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ マスターズ広島 - - o xo xxx
大田  耕平 - - - - - - - - - -
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広島県庁ＲＣ o xo xo xxx
佐藤  友多(3) - - - - - - - - - -
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 沼田高 xxo o xxx
開内  丈流(2) - - - - - - - o o o
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 福山平成大 xo xxx
佐々木  綱 - - - - - - o xo o o
ｻｻｷ ﾂﾅ OLIMPIA PLUS xxx
玉貞  匠悟(3) - - - - - - o o o xxx
ﾀﾏｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 大野中
檜垣  脩矢(3) - - - - - o o o xxx
ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 八本松中
半田  浩基 - - - - - - o xxx
ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 鶴学園クラブ
德川  圭佑(2) - - - - o o xo xxx
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中
尾花    亮(3) - - - - xo o xo xxx
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 五日市中
石井  真大(2) o o o o o xo xxx
ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大野中
山田  野葵(2) - - - - o xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中
水戸  建佑(2) o xo xo xo o xxx
ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中
中髙下達己(2) - - - xxo xo xxx
ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中
岡﨑  渚朝(1) o xo xo xo xxx
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 大野中
菊池  聡秀(2) xxo xo xxo xxx
ｷｸﾁ ｱｷﾋﾃﾞ 八本松中
宇野  剣太(1) xxx 記録なし
ｳﾉ ｹﾝﾀ 国泰寺中
神鳥  怜央(3) - - - - - - - - - - 記録なし
ｶﾐﾄﾘ ﾚｵ 広島修道大 - - xxx
松岡  楽央(1) 欠場
ﾏﾂｵｶ ﾗｵ 己斐中
古谷  卓磨(2) 欠場
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中
難波    或(2) 欠場
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
室田    蓮(3) 欠場
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 砂谷中
古閑  翔太朗(2) 欠場
ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 広島文化学園大

氏  名 所属名
1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m60 1m65

記録 備考

1 26   650
 2.00

1m30 1m35

2 23  1826
 1.85

2 25 71176
 1.85

4 24  4157
 1.85

5 20    46
 1.80

6 19  1827
 1.75

7 18 71589
 1.70

8 17  3930
 1.65

9 11  2624
 1.60

10 14  4577
 1.55

11 16   622
 1.50

12 9    75
 1.50

13 12  2232
 1.50

14 5  2630
 1.45

14 8  2148
 1.45

16 6  1249
 1.40

17 10  2071
 1.40

18 1  2629
 1.35

19 3  4582
 1.30

4    81

21 71438

15  2356

2   914

7  1551

22 71371

13  1005



決勝 9月23日 10:30

広島県記録(PR)                2015.67 山本　智貴                   日本体育大       2015.5.17   

3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m20
4m30 4m40 4m50 4m60 4m70

田村  圭祐(3) - - - - - - - - - -  4.50
ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 広島大 - - - - - - - - - -

xo - o - xxx
和手  航大(1) - - - - - - - - - -  3.70
ﾜﾃ ｺｳﾀ 崇徳高 o - o - xo o x- - xx

植原  悠斗(3) - - - - - - - - - -  3.60
ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 広島城南中 - - - xo o xxx

宮本  藍人(3) - - - - - - o - xo -  3.30
ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾄ 井口中 o xo xxx

景山    陸(3) - - - - - - xo xo o o  3.20
ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｸ 砂谷中 o x- xx

米井  潤風(2) - - - o - xo - xxx  2.70
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 広島大

景山    海(3) - - xo o xo xxx  2.60
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｲ 砂谷中

柏原  翔太(2) - - xo o xxo xxx  2.60
ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広島城南中

尾崎  修吾(3) - o - o xxx  2.50
ｵｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 崇徳中

駒津  尚之(2) - o xxo xxx  2.40
ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 井口中

大江  一真(1) xxo o xxx  2.30
ｵｵｴ ｶｽﾞﾏ 井口中

大前金太郎(2) 欠場
ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ 広島城南中

男子

棒高跳

決勝

順位
2m70 2m80 2m90

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m20 2m30 3m00 3m10

記録 備考

1 12 71072

2m40 2m50 2m60

2 11   132

3 10  1216

4 9   974

5 8  2351

6 7 71065

7 6  2352

11 2   981

8 3  1228

9 4  1122

1  1224

10 5   978



決勝 9月23日 10:00

広島県記録(PR)                   7.98 吉本　敏寿                   山陽高教         1980/04/29  

 ３回の
 最高記録

園田  拓海   6.31   6.57   6.40    6.57    6.57 
ｿﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ OLIMPIA PLUS   +0.9    0.0   +0.5     0.0     0.0
村上  浩平(3)   6.27   6.45    x    6.45    6.45 
ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ 広島修道大   -0.4    0.0     0.0     0.0
下園  悠真(2)   5.52   5.90   5.61    5.90    5.90 
ｼﾓｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 広陵高   +1.1   +0.7    0.0    +0.7    +0.7
村上    豪(3)   5.31   5.60    -    5.60    5.60 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 井口中    0.0   +0.8    +0.8    +0.8
松岡 巧   5.58   5.48   5.21    5.58    5.58 
ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協   +0.9    0.0   +0.1    +0.9    +0.9
神野  竜(2)    x   5.51   5.55    5.55    5.55 
ｼﾞﾝﾉ ﾘｭｳ 広島修道大   +0.1   +0.2    +0.2    +0.2
伊藤  宏晃   5.45   5.54   5.46    5.54    5.54 
ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 広島地区高体連   +1.0   +0.7   -0.2    +0.7    +0.7
水成  太郎   5.43   5.32   5.54    5.54    5.54 
ﾐｽﾞﾅﾘ ﾀﾛｳ 東広島TFC   +0.8   +0.5   +0.8    +0.8    +0.8
西本  淳一朗(2)   5.53    -    -    5.53    5.53 
ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 広島城北高   +0.5    +0.5    +0.5
開内  丈流(2)   5.24   5.32    -    5.32    5.32 
ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 福山平成大   +1.1   +0.2    +0.2    +0.2
御田寺  倖平(2)   4.64   5.30   5.02    5.30    5.30 
ﾐﾀﾃﾗ ｺｳﾍｲ 広陵高   +0.6   +1.6   -0.5    +1.6    +1.6
内田  孝    x   5.30    -    5.30    5.30 
ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 松江NGC   -0.4    -0.4    -0.4
倉田  匠(4)   5.30    -    x    5.30    5.30 
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広島経済大   +0.3    +0.3    +0.3
吉田  雅治(2)   5.25   4.96   4.80    5.25    5.25 
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 崇徳高   +1.5    0.0   +0.9    +1.5    +1.5
工藤　星来(1)    x   5.22    x    5.22    5.22 
ｸﾄﾞｳ ｾｲﾗ 崇徳高   +0.1    +0.1    +0.1
尾花    亮(3)    x   5.21    x    5.21    5.21 
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 五日市中   +0.8    +0.8    +0.8
乃美  亮太(2)   5.19   5.18   5.09    5.19    5.19 
ﾉﾐ ﾘｮｳﾀ 崇徳高   +0.7    0.0   +0.2    +0.7    +0.7
北村  幸大(1)    x   5.19   5.04    5.19    5.19 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 広陵高   +0.9   -0.2    +0.9    +0.9
岩本  康平(2)   4.85    -   5.17    5.17    5.17 
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島経済大   +0.7    0.0     0.0     0.0
相星  周汰(1)   5.16   5.02    -    5.16    5.16 
ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中   +1.1   +0.5    +1.1    +1.1
松本  陽汰(1)   5.12   4.77    -    5.12    5.12 
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 長江中   +0.8   +0.6    +0.8    +0.8
茅野  恭平(2)   3.72   5.08   5.11    5.11    5.11 
ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中   +0.3   +0.6   +0.7    +0.7    +0.7
鷲頭  慶士(2)   5.00   4.94   5.06    5.06    5.06 
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中   +1.2    0.0   +0.5    +0.5    +0.5
亀岡  洋海   4.95   5.04   5.04    5.04    5.04 
ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ 広島疾風クラブ   +0.7    0.0    0.0     0.0     0.0
松本  晴陽(2)   3.48    x   5.02    5.02    5.02 
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾋ 崇徳高   -0.3   +0.7    +0.7    +0.7
櫻井  俊輔(1)   4.76   4.40    -    4.76    4.76 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 安佐中   +0.4   +0.4    +0.4    +0.4
西森  元   4.66   4.55   4.33    4.66    4.66 
ﾆｼﾓﾘ ｹﾞﾝ 広島ＳＡＣ   +0.6   +0.4   +0.6    +0.6    +0.6
飯島  隼斗(2)   4.44   4.62   4.63    4.63    4.63 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高取北中   +0.4   +0.8   +1.2    +1.2    +1.2
金村恰之介(2)   4.61   3.49   3.30    4.61    4.61 
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中   +0.5    0.0   -0.4    +0.5    +0.5
木本  佑真(2)   4.51    -    -    4.51    4.51 
ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広島城南中   +2.2    +2.2    +2.2
田中  裕作(2)   4.42    -    -    4.42    4.42 
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中    0.0     0.0     0.0
田坂  俊太(1)   4.37   3.97   4.36    4.37    4.37 
ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 安佐中   +1.4    0.0   +0.1    +1.4    +1.4
瀬川  優輝(3)   4.27    x    -    4.27    4.27 
ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大野中   +0.2    +0.2    +0.2
柳谷  和希(1)   4.26   4.10   4.21    4.26    4.26 
ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 安佐中    0.0   +0.6   +0.6     0.0     0.0
日高  涼貴(2)   4.21   3.96   3.65    4.21    4.21 
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中   +1.4   +0.4   +1.9    +1.4    +1.4
迫野  裕一(2)    x    x   4.17    4.17    4.17 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中   -1.0    -1.0    -1.0

35 56  1222

36 48  2147

33 9  2621

34 41  1263

31 54  1246

32 42  1259

29 50  1925

30 33  1227

27 51  1133

28 55  1488

25 1  1419

26 36  1257

23 12  1364

24 64  1604

21 20  5062

22 8   439

19 28 71300

20 17  2075

17 15  1362

18 63   245

15 14   567

16 16  2232

12 31 71287

14 13  1421

11 57  1466

12 19  2606

9 24   862

10 4 71589

7 2  1586

8 23  3801

5 21  3501

6 18 71450

3 6  1375

4 5   972

記録 備考

1 29  3929

2 27 71443

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子

走幅跳



 ３回の
 最高記録

石黒  圭祐(1)   4.09   4.10    x    4.10    4.10 
ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 翠町中    0.0   +0.7    +0.7    +0.7
山本  想大(2)   4.09   4.09   4.09    4.09    4.09 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 砂谷中   +0.7    0.0    0.0     0.0     0.0
田中    心(1)   3.95   3.53   3.80    3.95    3.95 
ﾀﾅｶ ｼﾝ 安佐中   +0.5    0.0   -0.8    +0.5    +0.5
宮田    大(1)    x   3.85   3.92    3.92    3.92 
ﾐﾔﾀ ﾀｲ 宇品中   +0.3   +1.3    +1.3    +1.3
岡    倖世(1)    x    x   3.91    3.91    3.91 
ｵｶ ｺｳｾｲ 観音中   +0.9    +0.9    +0.9
友定  晃介(1)   3.80   3.02    -    3.80    3.80 
ﾄﾓｻﾀﾞ  ｺｳｽｹ 広島城北中   +0.6   +0.7    +0.6    +0.6
朝月  健太(高3)   3.33   3.08   3.67    3.67    3.67 
ｱｻﾂﾞｷ ｹﾝﾀ 広島ＳＡＣ   +1.6   +0.3   +1.3    +1.3    +1.3
王  健人(高2)   2.48   2.55   3.15    3.15    3.15 
ｵｳ ｹﾝﾄ 広島ＳＡＣ   +0.7   +0.1   +0.3    +0.3    +0.3
政木晋一郎(1)   3.13   3.05   3.01    3.13    3.13 
ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 戸山中   +0.8   +1.1   +1.2    +0.8    +0.8
永橋  汰一(2)   3.02   2.80   2.92    3.02    3.02 
ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｲﾁ 温品中   +1.3   +0.2   -0.8    +1.3    +1.3
今岡  陽稀(3)    x    -    - 記録なし
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ 安佐中
山田  修弥(1)    x    -    - 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 安佐中
福田  結大(1)    x    x    - 記録なし
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 井口中
平    大輝(2)    x    -    - 記録なし
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中
大坪  准也(1)    x    -    - 記録なし
ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 磯松中
金子  優生(1) 欠場
ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ 安佐中
若林  凌大(1) 欠場
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安佐中
平原  幸樹(2) 欠場
ﾋﾗﾊﾗ ｺｳｷ 大野中
高林  出琉(2) 欠場
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中
深見    駿(2) 欠場
ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中
玉井  晴葵(1) 欠場
ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中
長﨑  一慶(2) 欠場
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中
井町優太郎(2) 欠場
ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中
中山  智心(2) 欠場
ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中
三浦  碧葉 欠場
ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ HRC
新谷  哲也 欠場
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 鶴学園クラブ
菅原  徹 欠場
ｽｶﾞﾊﾗ ﾄｵﾙ 鶴学園クラブ
北村  直大(4) 欠場
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ 広島修道大
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22   837
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53  2627
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37  1255

39  1266

59  1549

60  4671

40  1264

45   982

46 47   264

3  1242

44 43  1122

45 34  1366

42 44   449

43 52  1125

40 35   681

41 46   904

38 49  2362

39 38  1260

-4- -5- -6- 記録 備考

37 32   601

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月23日 13:00

県中学記録(PR)                  15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   

 ３回の
 最高記録

木村  逸希(2)
ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
重森  一樹(3)
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ 砂谷中
藤原  圭涼(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 砂谷中
酒井  幹太(2)
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中
末吉  和樹(3)
ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 宇品中
竹下  永晃(2)
ﾀｹｼﾀ ﾋｻｷ 亀山中
宮部    翔(2)
ﾐﾔﾍﾞ ｼｮｳ 観音中
幡司  晃大(2)
ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 宇品中
中村  虎鉄(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 宇品中
水成  晃翔(2)
ﾐｽﾞﾅﾘ ｱｷﾄ 広大東雲中
甘井新之介(2)
ｱﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 翠町中
岩本    渉(1)
ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾑ 安佐中
宮本はるか(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｶ 矢野中
髙木  朝陽(2) 欠場
ﾀｶｷ ｱｻﾋ 崇徳中
岡本    聖(2) 欠場
ｵｶﾓﾄ ｾｲ 崇徳中
竹本憲二郎(3) 欠場
ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 広島城北中

決勝 9月23日 13:00

県高校記録(KR)                  15.71 西田　直樹                   安芸高校         2008.7.29   

 ３回の
 最高記録

佐々木  諒(2)
ｻｻｷ ﾘｮｳ 崇徳高
小畑  圭吾(3)
ｵﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 沼田高
西森  元
ﾆｼﾓﾘ ｹﾞﾝ 広島ＳＡＣ
谷中  優太(2) 欠場
ﾀﾆﾅｶ ﾕｳﾀ 崇徳高

決勝 9月23日 13:00

 ３回の
 最高記録

安松  良(1)
ﾔｽﾏﾂ ﾘｮｳ 広島大学霞
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