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日付 種目

石川　蒼大(5) 14.08(+0.6) 礒辺　海生(5) 14.16(+1.6) 尾畑　　輝(5) 14.16(+1.6) 阿部　弘聖(5) 14.37(+1.2) 大田　蘭斗(5) 14.42(+1.6) 福永航太郎(5) 14.49(+1.6) 藤井　大智(5) 14.65(+0.6) 金内　惺海(5) 14.70(+1.2)

東広島TFC 三原陸上 CHASKI 広島JrOC 石内南ＳＫＲＣ 竹尋アスリート 御野陸上 広島JrOC

山崎　　翼(6) 12.54(+1.6) 藤井　亮太(6) 12.92(+0.8) 渡邊　隆喜(6) 13.28(+1.2) 清水　璃空(6) 13.29(+1.2) 迫　　大介(6) 13.30(+0.6) 武田　颯衣(6) 13.47(+1.2) 小早川智之(6) 13.55(+2.6) 井上　莉生(6) 13.55(+1.6)

広島JrOC 御野陸上 東広島TFC 三原陸上 御調西 吉和AC 東広島TFC 三原陸上

大田　蘭斗(5) 2:31.55 福永航太郎(5) 2:33.57 曽根　幹太(5) 2:33.66 春日　健志(5) 2:44.77 金内　惺海(5) 2:44.81 谷野仁太郎(5) 2:48.01 石川　蒼大(5) 2:48.95 藤井　大智(5) 2:50.38

石内南ＳＫＲＣ 竹尋アスリート 石内南ＳＫＲＣ 中筋小 広島JrOC 石内南ＳＫＲＣ 東広島TFC 御野陸上

中村　優太(6) 2:23.26 西坂　碧斗(6) 2:24.21 石尾　海波(6) 2:25.46 國原　瑛太(6) 2:25.54 野村　　楓(6) 2:25.89 松本　朔哉(6) 2:28.23 小早川智之(6) 2:29.60 大久保大和(6) 2:29.75

三原陸上 石内南ＳＫＲＣ 石内南ＳＫＲＣ 広島JrOC 吉和AC 東広島TFC 東広島TFC 吉和AC

石川　蒼大(5) 4m46(0.0) 阿部　弘聖(5) 4m32(+2.2) 尾畑　　輝(5) 4m05(-1.7) 福永航太郎(5) 3m95(-2.2) 鶴田琉之介(5) 3m86(+1.3) 藤井　大智(5) 3m85(+2.2) 上川　昇真(5) 3m85(+0.2) 岩本　佑太(5) 3m78(+0.7)

東広島TFC 広島JrOC 公認記録なし CHASKI 竹尋アスリート 東広島TFC 御野陸上 公認2m22(0.0) びんごＷＡＣ CHASKI

藤井　亮太(6) 5m09(+2.0) ワヌナム晟有(6) 4m97(+0.8) 山崎　　翼(6) 4m71(-0.6) 天川　佑介(6) 4m47(+0.5) 小早川智之(6) 4m28(+2.0) 野村　　楓(6) 4m16(0.0)

御野陸上 竹尋アスリート 広島JrOC 吉和AC 東広島TFC 吉和AC

迫　　大介(6) 5m09(0.0) 西坂　碧斗(6) 4m16(+0.7)

御調西 石内南ＳＫＲＣ

石川　蒼大(5) 41m75 山中　颯介(5) 40m68 曽根　幹太(5) 40m10 藤井　大智(5) 39m08 春日　健志(5) 37m68 村川　碧生(5) 36m69 福永航太郎(5) 36m01 山下　勇心(5) 35m69

東広島TFC 祇園小 石内南ＳＫＲＣ 御野陸上 中筋小 広島JrOC 竹尋アスリート 東広島TFC

新田　結大(6) 55m35 藤井　亮太(6) 54m98 和泉　遥人(6) 53m71 伊藤　直哉(6) 52m78 武田　颯衣(6) 51m63 山崎　　翼(6) 49m59 坂田　瑛吾(6) 48m80 天川　佑介(6) 47m90

可部AC 御野陸上 湯田陸上 坂ジュニア 吉和AC 広島JrOC CHASKI 吉和AC

佐々木遥菜(5) 13.99(+2.6) 光野　星莉(5) 14.01(+2.0) 青井　莉子(5) 14.14(+2.4) 鈴木　美南(5) 14.38(+2.0) 下見　釉乃(5) 14.44(+2.0) 児玉　咲夏(5) 14.48(+2.3) 村上　綸美(5) 14.93(+1.1) 河村　捺希(5) 14.96(+1.4)

広島JrOC 東広島TFC 広島JrOC 広島JrOC 竹尋アスリート 広島JrOC びんごＷＡＣ 石内南ＳＫＲＣ

上田　優希(6) 13.54(+0.3) 藤田　実央(6) 13.63(+0.3) 櫨本　愛珠(6) 13.82(+2.8) 山森　彩花(6) 13.86(+2.0) 三好菜々美(6) 13.88(+1.7) 松島　日和(6) 13.98(+0.3) 鴈田　　心(6) 13.98(+2.4) 伊達　友萌(6) 14.05(+2.8)

CHASKI 東広島TFC CHASKI 御調西 竹尋アスリート 新涯JAC 東広島TFC 広島JrOC

岡藤　美空(5) 2:32.92 森　　　梓(5) 2:47.24 岡野　結菜(5) 2:49.02 佐々木遥菜(5) 2:50.79 下見　釉乃(5) 2:50.96 秦　　結愛(5) 2:51.10 田﨑　聖奈(5) 2:51.27 花木　　杏(5) 2:51.41

石内南ＳＫＲＣ 県小５新 竹尋アスリート 東広島TFC 広島JrOC 竹尋アスリート 竹尋アスリート 石内南ＳＫＲＣ 坂ジュニア

不田美菜子(6) 2:37.57 藤田　実央(6) 2:38.17 柴田　珠羽(6) 2:42.07 田中　佐弥(6) 2:43.04 小山　玲依(6) 2:44.23 松島　日和(6) 2:44.28 山森　彩花(6) 2:44.51 小山　玲奈(6) 2:44.75

竹尋アスリート 東広島TFC 石内南ＳＫＲＣ 石内南ＳＫＲＣ 石内南ＳＫＲＣ 新涯JAC 御調西 石内南ＳＫＲＣ

田上夕由奈(5) 3m82(-1.7) 下見　釉乃(5) 3m81(-3.7) 村上　綸美(5) 3m68(-1.7) 石井さくら(5) 3m64(-0.6) 松本　美桜(5) 3m53(-1.4) 光野　星莉(5) 3m51(-0.5) 鈴木　美南(5) 3m50(-2.9) 藤井　柑奈(5) 3m49(-0.7)

東広島TFC 竹尋アスリート びんごＷＡＣ 竹尋アスリート 吉和AC 東広島TFC 広島JrOC 東広島TFC

岡田英里佳(6) 4m25(+1.1) 小島　桜子(6) 4m24(+0.5) 岡嵜衣央里(6) 4m09(-1.7) 小山　玲依(6) 4m08(+1.0) 上田　優希(6) 4m05(+0.4) 山森　彩花(6) 4m03(0.0) 三好菜々美(6) 4m02(-2.7)

竹尋アスリート 坂ジュニア 三原陸上 石内南ＳＫＲＣ CHASKI 御調西 竹尋アスリート

林　　舞陽(6) 4m05(-3.5)

東広島TFC

相良有希乃(5) 33m16 佐々木遥菜(5) 32m81 田﨑　聖奈(5) 31m70 田中　  葵(5) 31m52 宮本咲都貴(5) 30m75 森　　　梓(5) 30m37 田上夕由奈(5) 29m73 河村　捺希(5) 29m35

うじな陸上 広島JrOC 石内南ＳＫＲＣ CHASKI 御調西 竹尋アスリート 東広島TFC 石内南ＳＫＲＣ

大平　睦実(6) 46m08 岡嵜衣央里(6) 44m31 松島　花恋(6) 41m16 弓場　星香(6) 37m70 山本　理央(6) 36m78 上田　優希(6) 35m18 田中　佐弥(6) 34m82 清水　結加(6) 34m41

坂ジュニア 三原陸上 CHASKI 東広島TFC 湯田陸上 CHASKI 石内南ＳＫＲＣ 竹尋アスリート

凡例  HR:広島県小学生記録

10月14日 小学5年男子800m

広島県小学生四種競技大会（高学年） 【19340770】 
広島総合グランドメインスタジアム 【342460】 
2019/10/14 ～ 2019/10/14

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月14日 小学5年男子100m

10月14日 小学6年男子100m

10月14日 小学6年男子800m

10月14日 小学5年男子走幅跳

10月14日 小学6年男子走幅跳

10月14日 小学5年男子ジャベボール投

10月14日 小学6年男子ジャベボール投

10月14日 小学5年女子100m

10月14日 小学6年女子100m

10月14日 小学5年女子800m

10月14日 小学6年女子800m

10月14日 小学6年女子ジャベボール投

10月14日 小学5年女子走幅跳

10月14日 小学6年女子走幅跳

10月14日 小学5年女子ジャベボール投


