
小学男子800m

広島県記録(PR)             2:16.60     平田　孝兵(竹尋AC)                    2008.12.6 12月7日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾆｼｻｶ ｱｵﾄ ﾑｶｲﾊﾀ ｼｮｳﾀ

1 145 西坂　碧斗(6) 石内南ＳＫＲＣ 1 183 向井畑　翔太(6) 広島ＪｒＯＣ

ｸﾆﾊﾗ ｴｲﾀ ﾌｼﾞ ｶｻﾄ

2 187 國原　瑛太(6) 広島ＪｒＯＣ 2 190 藤　誠人(6) 広島ＪｒＯＣ

ｼﾗｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙ

3 253 白髪　将和(6) 東広島TFC 3 149 樋口　悠(6) 石内南ＳＫＲＣ

ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾔ ﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ

4 252 松本　朔哉(6) 東広島TFC 4 189 秦　　諒成(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾓﾘﾀ ｶﾝｾｲ ﾏｴｶﾞｷ ﾀｸﾐ

5 14 森田　寛生(6) ＣＨＡＳＫＩ 5 185 前垣　匠(6) 広島ＪｒＯＣ

ｶﾜﾃ ｺｳ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

6 184 川手　皓生(6) 広島ＪｒＯＣ 6 7 木村　知宏(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾖｺﾔﾏ ﾄｳﾔ ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾄ

7 255 横山　冬弥(6) 東広島TFC 7 11 難波　優人(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾏﾂｲ ｻﾄｼ ﾏｷﾓﾄ ｵｳﾀ

8 254 松井　聡士(6) 東広島TFC 8 38 槙本　旺汰(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ ｶｽｶﾞ ｹﾝｼ

9 148 中谷　隼人(6) 石内南ＳＫＲＣ 9 113 春日　健志(5) ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ広島

ｻﾔ ｼﾝﾀ ｿﾈ ｶﾝﾀ

10 146 道祖　慎太(6) 石内南ＳＫＲＣ 10 153 曽根 幹太(5) 石内南ＳＫＲＣ

ﾅｶﾞﾐﾂ ﾊﾙｷ ｵｵﾀ ﾗﾝ

11 278 長光　遼樹(6) 織田幹雄SC 11 152 大田 蘭斗(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｻｶｲ ﾕｳﾀ ﾀﾆﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ

12 186 坂井　優大(6) 広島ＪｒＯＣ 12 156 谷野 仁太郎(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ

13 147 仙波　虎太郎(6) 石内南ＳＫＲＣ 13 257 中西　雄也(5) 東広島TFC
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ｶﾅｳﾁ ｾﾅ

14 277 佐藤　颯(6) 織田幹雄SC 14 200 金内　惺海(5) 広島ＪｒＯＣ

ｱｷﾔﾏ ｿｳｼ ｲﾄｳ ﾘｵﾝ

15 276 穐山　蒼士(6) 織田幹雄SC 15 194 伊藤　凛音(5) 広島ＪｒＯＣ

ｶｾﾔﾏ ﾀｸ ﾏｽﾊﾗ ｺｳﾀ

16 4 忰山　逞(6) ＣＨＡＳＫＩ 16 39 増原　巧大(5) ＣＨＡＳＫＩ

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵﾊﾗ ﾅｵﾔ ｼｹﾞﾓﾄ ｿｳｽｹ

1 3 小原　直也(6) ＣＨＡＳＫＩ 1 29 重本　颯介(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾔ ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾉｽｹ

2 133 岡田　梯耶(6) 可部ＡＣ 2 36 日高　昊之助(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｵｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

3 5 岡村　天祐(6) ＣＨＡＳＫＩ 3 24 尾川　瑞(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀｹｵｶ ｲｯｾｲ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｴｲ

4 280 竹岡　一青(5) 織田幹雄SC 4 42 柳田　祥瑛(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾄｳﾄｸ ﾋﾛｷ ｼﾓﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

5 281 藤得　弘宜(5) 織田幹雄SC 5 30 下田　楓(5) ＣＨＡＳＫＩ

ﾌｻﾊﾗ ﾊﾔﾄ ｷｯｶﾜ ﾌｸﾉｽｹ

6 258 房原　隼斗(5) 東広島TFC 6 289 吉川　福之介(5) 広島S.A.C
ﾌﾙｶﾜ ﾚﾝ ｱﾘﾓﾄ ﾊﾙﾄ

7 198 古川　漣(5) 広島ＪｒＯＣ 7 137 有本　陽翔(5) 可部ＡＣ
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ

8 19 岩本　佑太(5) ＣＨＡＳＫＩ 8 197 古川　弘貴(5) 広島ＪｒＯＣ

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ ｵｵﾔ ﾕｳｼ

9 31 鈴木　啄史(5) ＣＨＡＳＫＩ 9 23 大矢　悠生志(5) ＣＨＡＳＫＩ

ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ ｼｮｳﾌﾞﾝ ﾀｶﾗ

10 279 小谷　知輝(5) 織田幹雄SC 10 215 正分　貴宝(4) 広島ＪｒＯＣ

ｶﾀﾔﾏ ｹｲﾀ ﾆｼﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

11 139 片山　敬太(5) 可部ＡＣ 11 264 西邊　匠一郎(4) 東広島TFC
ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶｼﾞﾀ ｱｵﾄ

12 256 鶴田　琉之介(5) 東広島TFC 12 266 梶田　蒼斗(4) 東広島TFC
ﾏｻﾋﾗ ｻｸﾔ ﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

13 259 政平　咲哉(5) 東広島TFC 13 219 秦　純平(4) 広島ＪｒＯＣ

ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ

14 191 阿部　弘聖(5) 広島ＪｒＯＣ 14 218 工藤　颯大(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ

15 44 渡辺　隼大(5) ＣＨＡＳＫＩ 15 47 藤井　勇太(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｵﾊﾞﾀ ﾃﾙ ﾋﾗﾀ ｺｳｷ

16 25 尾畑　輝(5) ＣＨＡＳＫＩ 16 50 平田　航輝(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾆｼﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ

17 34 西谷　琉成(5) ＣＨＡＳＫＩ
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲﾀ ﾏｴｶﾞｷ ｹｲｾｲ

1 158 畠山　瑛汰(4) 石内南ＳＫＲＣ 1 210 前垣　圭成(4) 広島ＪｒＯＣ

ｶﾂﾗ ｹｲﾏ ｶｼﾏ ﾙｲ

2 159 桂　啓真(4) 石内南ＳＫＲＣ 2 160 加島　瑠唯(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾄ ｾｵ ﾕｳﾋ

3 162 松林　歩杜(4) 石内南ＳＫＲＣ 3 220 瀬尾　優日(4) 広島ＪｒＯＣ

ｲｲﾀﾞ ｾｲﾊ ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ

4 163 飯田　晴羽(4) 石内南ＳＫＲＣ 4 217 杉本　拓紀(4) 広島ＪｒＯＣ

ｺｳﾉ ｱｵﾄ ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾃﾞ

5 260 河野　蒼人(4) 東広島TFC 5 216 松浦　奏(4) 広島ＪｒＯＣ

ｱﾍﾞ ｾｲｼﾛｳ ﾋﾂﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

6 261 阿部　誠志朗(4) 東広島TFC 6 205 櫃田　大馳(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ ﾏﾄﾉ ｱｵﾄ

7 262 和田　恵一(4) 東広島TFC 7 49 的野　碧斗(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ ﾀｹﾓﾄ ｿｳﾏ

8 263 小玉　宗時朗(4) 東広島TFC 8 52 竹本　宗馬(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ

9 208 吉本　俊太郎(4) 広島ＪｒＯＣ 9 54 美能田　悠人(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ ﾏｷｵ ﾓﾐｼﾞ

10 206 三舩　侑斗(4) 広島ＪｒＯＣ 10 214 槙尾　椛(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾅｶﾀﾆ ﾄｼﾔ ｻｶｲ ﾘｭｳ

11 161 中谷　俊也(4) 石内南ＳＫＲＣ 11 213 坂井　龍(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾘｸｼﾞｭｳﾌﾞ ﾕｳﾀ ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ

12 209 六拾部　悠太(4) 広島ＪｒＯＣ 12 211 吉岡　滉平(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾀ ﾊｾﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ

13 207 竹中　亮太(4) 広島ＪｒＯＣ 13 51 櫨本　光一(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾊﾔｻｷ ｺｳｾｲ ｳｴｷ ﾘﾄ

14 45 早崎　滉世(4) ＣＨＡＳＫＩ 14 212 植木　理尊(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾊﾏｻｷ ｺｳ ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｼﾝ

15 46 浜崎　光(4) ＣＨＡＳＫＩ 15 221 二宮　悠心(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾆｼﾓﾝ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏｶﾜ ｶﾝﾀ

16 265 西紋　大智(4) 東広島TFC 16 48 山川　寛太(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾂｼﾏ ﾛﾐｵ

17 53 津島　ロミオ(4) ＣＨＡＳＫＩ
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ

1 4331 岩﨑　　楓(3) 熊野東中 1 78 山崎　勇真(2) 国泰寺中
ﾂﾙﾀ ｱｷﾋﾛ ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ

2 4336 鶴田　皓大(3) 熊野東中 2 74 大迫律太郎(2) 国泰寺中
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ

3 314 松浦　大起(2) 牛田中 3 3562 杉本　大惺(中2) ＣＨＡＳＫＩ

ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ

4 2861 池野　蓮志(2) 加計中 4 3564 槙本　陽之輔(中1) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ

5 4602 田川　直橙(2) 志和中 5 1907 岡野健次郎(1) 口田中
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ

6 79 山本　　悠(2) 国泰寺中 6 1910 島津　　暖(1) 口田中
ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ

7 72 伊藤　愛暖(3) 国泰寺中 7 11931 萩原　悠星(2) 口田中
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾋﾛｾ ｱｵｷ

8 3927 小田　翔太(中1) オリンピアプラス 8 4605 廣瀬　碧希(1) 志和中
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｽｹ

9 1303 中川　竣登(2) 祇園中 9 535 谷本　遥祐(2) 大州中
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ ｵｶｻｺ ﾀｶｼ

10 4337 近藤　俊輔(2) 熊野東中 10 684 岡佐古　貴(2) 宇品中
ｿｶﾞ ﾕｳﾏ ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

11 4338 曽我　優真(2) 熊野東中 11 1589 隅田健一朗(1) 大塚中
ﾊｼﾓﾄ ｿｳ ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ

12 4341 橋本　　蒼(2) 熊野東中 12 1309 吉岡　　瞭(1) 祇園中
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋﾛｷ ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

13 4342 小田切宏輝(2) 熊野東中 13 1554 秋田隆之介(2) 東原中
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ ｶﾄ ﾙｳｸ

14 4340 高橋　洸大(3) 熊野東中 14 1557 加登　流空(1) 東原中
ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ

15 1272 香川　建樹(3) 安西中 15 1558 井上　友義(1) 東原中
ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ ｴｿﾞﾉ ﾀｲｷ

16 1290 香川　元希(2) 安西中 16 1400 榎園　大輝(2) 伴中
ｱﾗﾀ ﾀｷ ｿﾈ ﾘｭｳｽｹ

17 529 阿良田尊己(2) 大州中 17 1591 曽根　隆佑(1) 大塚中
ｲﾉｳｴ ｼﾝﾀ ｵｵﾉ ｶｲﾄ

18 6591 井上　心太(1) 大成館中 18 1289 大野　魁人(2) 安西中
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ

19 2955 有田　陽輝(2) 芸北中 19 1293 辰川　大樹(2) 安西中
ｻｶﾀ ｿｳﾏ ｳｴｷ ﾋﾅﾀ

20 3561 坂田　颯磨(中2) ＣＨＡＳＫＩ 20 1294 植木　日向(2) 安西中
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ ｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ

21 76 永尾虎大郎(2) 国泰寺中 21 691 香川　智哉(2) 宇品中
ﾏﾂﾑﾗ ｶｲﾄ ﾃﾗｵｶ ﾕｳ

22 6588 松村　海渡(1) 大成館中 22 6587 寺岡　　優(1) 大成館中
ﾀｷﾓﾄ ｺｳｶﾞ ﾐﾄｳ ｶｲﾄ

23 1405 瀧本　皇我(2) 伴中 23 6589 三藤　海叶(1) 大成館中
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ ﾐﾄｳ ｺｳｷ

24 1552 加藤　恵祐(2) 東原中 24 6592 三藤　浩騎(1) 大成館中
ｽｷﾞﾅｶ ﾜﾀﾙ ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ

25 4346 杉中　渉琉(1) 熊野東中 25 1916 川上　慶道(2) 口田中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ

26 1302 中島　琉心(2) 祇園中 26 1933 森下　一希(2) 広島中等教育

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ

27 4344 尾川　　遼(1) 熊野東中
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｽｹ

1 601 石黒　圭祐(1) 翠町中
ﾐﾔﾀ ﾀｲ

2 681 宮田　　大(1) 宇品中
ｵｵﾊﾏ ﾄｼﾔ

3 530 大濵　寿哉(2) 大州中
ｺｼﾉ ｼｭﾝｾｲ

4 533 越野　峻成(2) 大州中
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ

5 1909 神田　直哉(1) 口田中
ﾀﾂｶﾜ ｿﾗ

6 1299 辰川　天空(1) 安西中
ﾅｶｳｴ ﾕｳﾀ

7 1410 中植　悠太(1) 伴中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

8 1304 山口　雄大(2) 祇園中
ｵﾀﾞ ﾗｲﾔ

9 1731 小田　頼弥(1) 可部中
ｵｵﾑﾗ ｹﾝﾀ

10 4343 大村　謙太(1) 熊野東中
ｸﾆﾋﾛ ﾐﾂｷ

11 685 國広　充基(2) 宇品中
ｱﾗﾀ ｱｵ

12 540 阿良田敢大(1) 大州中
ｶﾈﾄﾓ ﾉｱ

13 4604 金友　希碧(1) 志和中
ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ

14 3579 中間　太一(中2) ＣＨＡＳＫＩ

ﾖｼﾊﾗ ｲﾂｷ

15 84 吉原　　樹(1) 国泰寺中
ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ

16 1555 髙島　　新(2) 東原中
ｵｵｼﾀ ﾘｮｳﾏ

17 677 大下　龍馬(1) 宇品中
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ

18 678 小松　昭太(1) 宇品中
ｶﾀｵｶ ｺｳｾｲ

19 541 片岡　晃誠(1) 大州中
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

20 11935 山本　大雅(2) 口田中
ﾐﾂｲ ﾓﾄﾘ

21 1911 三ツ井基哩(1) 口田中
ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ

22 3576 真鳥　将太朗(中1) ＣＨＡＳＫＩ

ﾖﾘﾓﾄ ｴｲﾄ

23 80 寄本　瑛斗(2) 国泰寺中
ｲﾏﾐﾔ ﾋﾅﾀ

24 1408 今宮　日向(1) 伴中
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ

25 1734 岡田　侑也(1) 可部中
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ

26 348 原田　優希(2) 二葉中
ｼﾞﾇｼ ﾅﾅｷ

27 542 地主　七輝(1) 大州中



高校・一般男子5000m

広島県記録(PR)            13:15.44     チャールズ・ディランゴ(世羅高)        2011.10.21
広島県記録(PR)            13:29.11     鎧坂　哲哉(明治大)                    2011.9.13 12月7日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾝ

1 543 柘植　翔太 広島SRPC 1 198 大室　仁(1) 広島工大高
ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ ﾆｯﾀ ｼﾛｳ

2 1492 波平　憲人 ﾄｯﾌﾟｷﾞﾔ広島 2 888 仁田　士楼(2) 祇園北高
ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ ｲﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

3 71455 前田　篤(2) 修道大 3 1462 今田　淳 ﾄｯﾌﾟｷﾞﾔ広島
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ

4 71440 児玉　優生(3) 修道大 4 5654 廣永　拓男 山口県庁
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ ﾀﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

5 71605 岡田　燎(2) 広島市立大 5 1603 田原　智之 広島疾風クラブ

ﾖﾀﾌﾞﾝ ﾘｮｳｶﾞ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹｼ

6 1915 餘多分　亮雅(3) 広島工大高 6 1609 永澤　健 広島疾風クラブ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

7 1884 藤原　忠昌 マツダＡＣ 7 71113 武内　亮介(4) 広島大霞
ｽｷﾞｵ ﾀﾞｲﾁ ｱｶｻﾞﾜ ｼｭｳｽｹ

8 1391 杉尾　大地(2) 広島工大高 8 981 赤澤　秀介(2) 広島工大高
ﾌｸﾊﾗ ﾊﾙﾔ ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ

9 1080 普久原　遥哉(2) 沼田高 9 1119 井手口　雄河(2) 五日市高
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ ﾂﾈｸﾆ ｹｲｼﾞﾛｳ

10 6 児玉　懸生(1) 沼田高 10 214 常國　慶次郎(1) 五日市高
ﾓﾄﾐﾂ ｹﾝｽｹ ﾀｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

11 1023 本光　健裕(2) 祇園北高 11 377 田崎　皓大(1) 五日市高
ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾀｶ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

12 1021 大村　嘉誉(2) 祇園北高 12 1125 濱本　優輝(2) 五日市高
ﾑｺｳﾀﾞ ﾀｸﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾏﾋﾛ

13 1333 向田　拓矢 黄金山AC 13 1127 窪田　眞海(2) 五日市高
ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ

14 705 畑中　翔冴 自衛隊海田 14 215 松本　健人(1) 五日市高
ﾓﾘ ﾕｳｷ ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

15 2236 森　祐樹 日亜化学工業 15 3864 岡本　直征 オリンピアプラス

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ ｲｺﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

16 3086 藤田　悠 岩国市陸協 16 1871 生駒　和博 マツダＡＣ
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ｲﾏｲ ｹﾝﾀ

17 983 岸本　俊介(2) 広島工大高 17 1491 今井　健太 広島市陸協
ﾐﾂｲ ﾀｶﾋﾛ ｻｻｷ ｼｮｳﾏ

18 205 光井　尊太(1) 広島工大高 18 358 佐々木　昭大(1) 舟入高
ﾖｺﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

19 216 横田　優太郎(1) 五日市高 19 174 渡邊　亮太(1) 舟入高
ｼﾛﾀﾆ ﾏｻﾔ ﾌｼﾞｲ ﾕｳ

20 135 城谷　昌哉(高1) 広島中等教育 20 169 藤井　優(1) 舟入高
ｻｲﾄｳ ｺｳｼ ﾖｼｵｶ ﾕｳｽｹ

21 891 齊藤　光志(高2) 広島中等教育 21 208 吉岡　佑輔(1) 広島工大高
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ ｵﾀﾞ ｼｭｳﾀ

22 72063 藤澤　真聡(1) 広島市立大 22 496 小田　周汰(1) 祇園北高
ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ ﾅﾗﾊﾗ ﾕｳｷ

23 4113 奥原　康裕 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上 23 494 楢原　悠生(1) 祇園北高
ﾓﾄﾋﾛ ﾋﾄｼ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ

24 5699 本廣　仁 自衛隊山口 24 447 田中　智久(1) 祇園北高
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ ﾑﾗｶﾐ ｿﾗ

25 314 藤井　雄大 ＣＨＡＳＫＩ 25 1338 村上　大空(2) 祇園北高



高校・一般男子10000m

広島県記録(PR)            27:44.30     鎧坂　哲哉(明治大)                    201.7.29 12月7日 16:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺﾞ

1 2259 藤井　優吾 日本大学
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

2 71113 武内　亮介(4) 広島大霞



小学女子800m

広島県記録(PR)             2:26.74     湯淺　茉那美(熊野陸上)                2011.10.23 12月7日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｻｻｷ ｺﾄﾝ ﾊｾﾞﾓﾄ ｱﾐ

1 61 佐々木　寿音(6) ＣＨＡＳＫＩ 1 70 櫨本　愛珠(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｳｴﾀﾞ ﾕｷ ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅﾐ

2 55 上田　優希(6) ＣＨＡＳＫＩ 2 77 森川　みなみ(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾋﾗﾉ ｴﾅ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｱ

3 73 平野　笑愛(6) ＣＨＡＳＫＩ 3 64 杉本　有莉亜(6) ＣＨＡＳＫＩ

ｷｸﾁ ｶﾅ ｵｵｼﾞ ﾏｲ

4 223 菊地　加那(6) 広島ＪｒＯＣ 4 222 大路　未依(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾀﾞﾃ ﾕﾒ ｻｶｲ ﾘｻ

5 224 伊達　友萌(6) 広島ＪｒＯＣ 5 282 酒井　理沙(6) 織田幹雄SC
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾅ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶﾚﾝ

6 226 丸山　倖奈(6) 広島ＪｒＯＣ 6 283 榊原　香怜(6) 織田幹雄SC
ﾜﾀﾞ ｽｽﾞ ﾅｶﾞｵｶ ﾐｵﾝ

7 268 和田　すず(6) 東広島TFC 7 284 永岡　美音(6) 織田幹雄SC
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ ﾀﾅｶ ﾐｸ

8 267 山本　絵美(6) 東広島TFC 8 285 田中　美紅(6) 織田幹雄SC
ﾔﾏｻｷ ﾐﾜ ｵｵｼﾓ ｶｴ

9 165 山崎　実和(6) 石内南ＳＫＲＣ 9 229 大下　賀絵(6) 広島ＪｒＯＣ

ｼﾊﾞﾀ ﾐﾊﾈ ﾀﾅｶ ﾓｶ

10 164 柴田　珠羽(6) 石内南ＳＫＲＣ 10 228 田中　萌花(6) 広島ＪｒＯＣ

ﾀﾅｶ ｻﾔ ﾊﾅｲ ｶﾝﾅ

11 169 田中　佐弥(6) 石内南ＳＫＲＣ 11 227 花井　栞奈(6) 広島ＪｒＯＣ

ｺﾔﾏ ﾚｲ ﾀﾑﾛ ｻｸﾗ

12 166 小山　玲依(6) 石内南ＳＫＲＣ 12 225 田室　さくら(6) 広島ＪｒＯＣ

ｺﾔﾏ ﾚﾅ ﾓﾘｼﾀ ｺﾅ

13 167 小山　玲奈(6) 石内南ＳＫＲＣ 13 78 森下　湖菜(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾑﾗｶﾐ ﾘｱﾗ ｼﾅｶﾞﾜ ﾕﾘ

14 98 村上　璃愛良(5) ＣＨＡＳＫＩ 14 62 品川　侑璃(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾐﾔｹ ﾘﾝ ﾋﾅ ｻｸ

15 272 三宅　凛(5) 東広島TFC 15 71 日名　朔(6) ＣＨＡＳＫＩ

ﾀｻｷ ｾﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂｷ

16 172 田崎 聖奈(5) 石内南ＳＫＲＣ 16 178 河村 捺希(5) 石内南ＳＫＲＣ

ｷﾖﾅｶﾞ ﾕｲ ﾐﾔﾀ ﾚﾝｶ

17 231 清永　ゆい(5) 広島ＪｒＯＣ 17 269 宮田　恋果(5) 東広島TFC
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ ﾀﾂｶﾞﾜ ﾘﾉ

18 271 山本　友子(5) 東広島TFC 18 143 立川　凛乃(5) 可部ＡＣ



小学女子800m

広島県記録(PR)             2:26.74     湯淺　茉那美(熊野陸上)                2011.10.23 12月7日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾂﾍﾞ ﾘｺ ﾏｴﾅｶﾞ ﾐﾊﾙ

1 85 勝部　莉子(5) ＣＨＡＳＫＩ 1 275 前永　深晴(4) 東広島TFC
ﾀﾅｶ ｱｵｲ ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾄﾊ

2 89 田中　葵(5) ＣＨＡＳＫＩ 2 102 藤村　心澄葉(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｲﾏﾐﾔ ｱｻﾋ ｿｳﾜ ﾏﾅﾐ

3 81 今宮　朝日(5) ＣＨＡＳＫＩ 3 243 宗和　愛美(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾏｴﾀﾞ ｽﾐｶ ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ

4 233 前田　純果(5) 広島ＪｒＯＣ 4 274 植田　妃富(4) 東広島TFC
ｵｷﾉ ﾉｿﾞﾐ ﾄｳｸﾞ ﾕﾘ

5 232 沖野　希実(5) 広島ＪｒＯＣ 5 180 當具　由梨(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾉｼﾏ ﾁﾕｷ ｲｹﾀﾞ ﾜｶ

6 270 能島　千幸(5) 東広島TFC 6 105 池田　和華(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ ﾅｶﾏ ｱｲｺ

7 175 渡部 夏妃(5) 石内南ＳＫＲＣ 7 103 中間　藍子(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾌﾅｴ ﾏｵ ｵﾀﾞ ｻｷﾊ

8 286 舟江　真央(5) 織田幹雄SC 8 244 小田　咲羽(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ ﾓﾘﾀ ｺｳﾈ

9 177 松浦 美咲(5) 石内南ＳＫＲＣ 9 247 森田　紅音(4) 広島ＪｒＯＣ

ｳｴﾀﾞ ﾏｷｱ ｲﾉｳｴ ﾕｲ

10 230 植田　麻絹亜(5) 広島ＪｒＯＣ 10 181 井上　優生(4) 石内南ＳＫＲＣ

ﾅｶﾑﾗ ﾀｶ ﾔﾏﾋﾛ ｳﾀ

11 92 中村　多花(5) ＣＨＡＳＫＩ 11 104 山廣　詩羽(4) ＣＨＡＳＫＩ

ﾂｶﾓﾄ ｺﾅﾂ ﾋﾅ ｼｽﾞｸ

12 287 塚本　心夏(5) 織田幹雄SC 12 101 日名　雫(4) ＣＨＡＳＫＩ

ｵｷ ｵﾄﾜ ﾋﾀﾞｶ ﾊﾅﾈ

13 288 沖　音羽(5) 織田幹雄SC 13 245 日高　華音(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾄﾘｵ ｱﾕﾐ ｲｼｺﾞｳﾁ ｱﾔ

14 241 鳥尾　歩未(5) 広島ＪｒＯＣ 14 248 石河内　綺(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾑｶｲ ﾒｲｶ ﾋﾀﾞｶ ｱﾔﾐ

15 97 向井　芽叶(5) ＣＨＡＳＫＩ 15 250 日高　杏美(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾐﾂﾔﾏ ﾏｲ ﾇｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ

16 242 満山　真衣(4) 広島ＪｒＯＣ 16 182 額田　千遥(4) 石内南ＳＫＲＣ

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ ｻﾈﾋﾗ ﾎｶ

17 179 隅田　美月(4) 石内南ＳＫＲＣ 17 246 實平　帆花(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾐﾔﾀ ﾕｽﾞﾅ ﾌｸｷﾞ ｲﾛﾊ

18 273 宮田　柚那(4) 東広島TFC 18 249 福木　彩羽(4) 広島ＪｒＯＣ

ﾔﾉﾊﾙｶ

19 251 矢野　はるか(4) 広島ＪｒＯＣ



中学女子3000m

広島県記録(PR)             9:24.52     亀高　純子(志和中)                    1989.5.3 12月7日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ

1 1571 隅田　美羽(3) 大塚中 1 1910 田中美凪海(2) 口田中
ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ ﾐﾄｳ ﾚｲﾅ

2 3283 板岡　侑花(2) 仁方中 2 1913 三藤　礼菜(2) 口田中
ﾀｹﾓﾄ ﾐｻｷ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ

3 6584 竹本　美咲(2) 大成館中 3 1311 山下　佑華(2) 祇園中
ｺﾆｼ ﾕｲﾘ ｷﾀｶﾞﾜ ｲﾛﾊ

4 6585 小西　優織(2) 大成館中 4 1319 北川いろは(1) 祇園中
ﾋﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ

5 6586 平本　栞那(2) 大成館中 5 1722 小櫻　綾音(3) 可部中
ｲﾉｳｴ ﾅﾅ ｲﾀｸﾗ ｻｷ

6 6588 井上　菜名(1) 大成館中 6 1740 板倉　咲希(1) 可部中
ｳｷﾀﾞ ｱｲｶ ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ

7 1932 浮田　愛花(2) 広島中等教育 7 1744 梶谷　七海(1) 可部中
ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ ｸﾎﾞ ｱｻﾋ

8 2127 高野　心晴(2) 三和中 8 11751 久保明咲日(1) 可部中
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ

9 3592 藤村　心瑛菜(中3) ＣＨＡＳＫＩ 9 1554 木田　歩花(1) 東原中
ｵｵｵｶ ｱﾕｶ ﾅｶｳﾁ ｼﾉ

10 1301 大岡愛友花(3) 祇園中 10 1562 中内　詩乃(1) 東原中
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｵ

11 1550 山本　怜奈(2) 東原中 11 1320 杉山　里桜(1) 祇園中
ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ ｳｴｶﾜ ｶﾅﾙ

12 1551 春日　楓花(1) 東原中 12 1395 上川　華生(2) 伴中
ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓﾊ ﾀﾞｲﾓﾝ ﾎﾉｶ

13 1558 澤田　桃羽(1) 東原中 13 4348 大門　穂香(1) 熊野東中
ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ

14 1306 門前　　希(2) 祇園中 14 3944 中山　羽菜(中2) ＣＨＡＳＫＩ

ｲﾜｲ ﾘﾘ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓ

15 1307 岩井　りり(2) 祇園中 15 1738 小笠原百萌(1) 可部中
ｵﾀﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘﾝ

16 4346 小田原彩乃(3) 熊野東中 16 1745 山本　優琳(1) 可部中
ﾀｻｷ ﾙｶ ｶﾜﾀﾁ ｻｷ

17 2126 田崎　瑠花(3) 三和中 17 1749 川立　咲希(1) 可部中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ﾃﾞｷ ﾚｲﾗ

18 1933 小林　南月(2) 広島中等教育 18 11750 出來　羚蘭(1) 可部中
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ ｵﾁ ﾓﾓｶ

19 3565 藤村　心優花(中1) ＣＨＡＳＫＩ 19 1561 越智　桃香(1) 東原中
ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ ﾀﾑﾗ ｶﾝﾅ

20 88 藤井　悠乃(2) 国泰寺中 20 1588 田村　環奈(1) 大塚中
ｶｼﾊﾗ ｻｸﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ

21 2951 柏原　桜花(1) 芸北中 21 2129 松元　彩音(1) 三和中
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾚｲ ｱﾀ ｿﾗ

22 1402 山縣　　澪(1) 伴中 22 83 阿多　そら(2) 国泰寺中
ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾅﾕ ｳﾉ ﾏｵ

23 1908 角口　渚由(2) 口田中 23 1737 宇野　真央(1) 可部中
ｵｵｼﾀ ﾚﾅ ｲﾄｳ ﾕｷ

24 84 大下　麗奈(2) 国泰寺中 24 1739 伊藤　友希(1) 可部中
ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ ﾀｶﾀ ｶﾔ

25 1586 窪　　和奏(1) 大塚中 25 1743 髙田　香弥(1) 可部中
ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｻｻｷ ﾚｲﾗ

26 1310 西本　陽香(2) 祇園中 26 1397 佐々木伶良(2) 伴中
ｻﾄｳ ﾘﾅ ﾅｶｼｵ ﾐｶ

27 1321 佐藤　梨渚(1) 祇園中 27 1734 中塩　美香(2) 可部中
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ ｵﾁ ｲﾛﾊ

28 1309 川上　奈々(2) 祇園中 28 1742 越智　彩葉(1) 可部中
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾉ ﾊﾊﾞﾀ ｺｺﾛ

29 1318 川原ひなの(1) 祇園中 29 11752 葉畑こころ(1) 可部中
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ ｲﾜﾐ ｺﾊﾙ

30 1308 高橋　　葵(2) 祇園中 30 1935 岩見　心晴(1) 広島中等教育

ｳｴｶﾜ ｼｴﾗ

31 1902 上河栞愛来(1) 口田中
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ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾌｼﾞﾀﾆ ｿﾉｶ

1 71331 冨士谷　苑果(1) 広島文化学園大

ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ

2 71053 濱田　奈々美(3) 広島大霞
ｶﾈﾄﾓ ｶｽﾞﾅ

3 1137 兼友　良夏(3) 沼田高
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ

4 598 福永　楓花(2) 安田女子高
ｶﾔ ｶｵﾘ

5 641 嘉屋　かおり(2) 沼田高
ｳｴｶﾜ ｱｵｲ

6 640 上川　蒼生(2) 沼田高
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ

7 4 西園　萌花(1) 沼田高
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ

8 577 谷本　七星(2) 舟入高
ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ

9 32 岩本　風音(1) 舟入高
ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ

10 578 脇坂　千香子(2) 舟入高
ｲｾｵｶ ﾊﾙｶ

11 220 伊勢岡　悠(1) 舟入高
ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ

12 1136 永田　結女(3) 沼田高
ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ

13 643 森脇　千尋(2) 沼田高
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ

14 644 山縣　寧々(2) 沼田高
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾋﾖﾘ

15 1135 行田　陽梨(3) 沼田高
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ

16 5 西田　愛唯(1) 沼田高
ﾔﾅｾ ﾘﾝｶ

17 228 柳瀬　凜香(1) 五日市高
ｶﾈﾄﾓ ｱｵｲ

18 867 兼友　愛生(2) 沼田高
ﾖｼｻﾞｷ ｽﾐｶ

19 6 吉崎　純夏(1) 沼田高
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ

20 2 中村　ひなた(1) 沼田高
ﾏｴﾓｸ ﾐｽﾞｷ

21 769 前杢　瑞希(2) 五日市高
ｵｶﾄﾞ ﾕﾅ

22 131 岡戸　柚奈(1) 五日市高
ｲﾜﾀ ﾕｲｶ

23 104 岩田　唯花(1) 祇園北高
ﾀﾅｶ ﾅｵ

24 809 田中　菜央(2) 安田女子高
ｱｲｶﾜ ﾅﾐ

25 319 相川　奈未(1) 安田女子高
ｲﾄｳ ｱｶﾘ

26 335 伊藤　朱里(1) 安田女子高
ﾔﾏｼﾀ ﾌｳｷ

27 810 山下　楓季(2) 安田女子高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾈ

28 105 近藤　遊音(1) 祇園北高
ｷｸﾀ ﾁｻﾄ

29 276 菊田　千聡(1) 祇園北高
ｵｾﾞｷ ﾅﾎ

30 322 尾関　菜保(1) 安田女子高
ﾀﾅｶ ｱｵｲ

31 333 田中　葵(1) 安田女子高
ﾔﾏｷ ﾕｲ

32 324 山木　結衣(1) 安田女子高


