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[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +2.2

 1 森数  俊輔 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ     12.80 q  1 井上  莉生 三原陸上     13.61 q
ﾓﾘｶｽﾞ ｼｭﾝｽｹ ｲﾉｳｴ  ﾘｵ

 2 清水  璃空 三原陸上     13.30 q  2 國原  瑛太 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    13.78 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ ｸﾆﾊﾗ ｴｲﾀ

 3 渡邊  隆喜 東広島TFC     13.46 q  3 森永  蓮 庄原市     13.85 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ ﾓﾘﾅｶﾞ ﾚﾝ

 4 岩谷  一樹 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     13.58 q  4 岡田  真輝 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.96 
ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ

 5 武田  颯衣 吉和AC     13.60 q  5 天川  佑介 吉和AC     14.15 
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ

 6 大谷  陽音 びんごWAC     13.76 q  6 岩崎  倭士 府中空城     14.22 
ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ

 7 長田  晴輝 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.00  7 尾畑  輝 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.30 
ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ ｵﾊﾞﾀ ﾃﾙ

 8 野村  楓 吉和AC     14.32  8 来山  和裕 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     14.37 
ﾉﾑﾗ ｶｴﾃﾞ ｷﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

  杉本  蒼来 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙      大髙  史人 三原陸上      
ｽｷﾞﾓﾄ ｿﾗ ｵｵﾀｶ ﾌﾐﾄ

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +1.7

 1 石尾  海波 石内南SKRC     13.85  1 西坂  碧斗 石内南SKRC     14.15 
ｲｼｵ ﾐﾅﾐ ﾆｼｻﾞｶ ｱｵﾄ

 2 岡本  帆浬 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ     14.01  2 大田  蘭斗 石内南SKRC     14.47 
ｵｶﾓﾄ ﾊﾞﾝﾘ ｵｵﾀ ﾗﾝ

 3 高橋  輝 府中空城     14.04  3 藤井  大智 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.55 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ

 4 和泉  遙人 湯田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.18  4 福永  航太郎 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少    14.55 
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ

 5 長光  遼樹 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙   14.22  5 曽田  篤生 庄原市     14.62 
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾊﾙｷ ｿﾀﾞ ｱﾂｵ

 6 高橋  凛門 中野東     14.22  6 藤原  颯大 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.66 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾓﾝ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ

 7 武村  春 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   14.25  7 門矢  佳大 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   14.74 
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙ ｶﾄﾞﾔ ﾖｼﾋﾛ

 8 山村  悠太朗 東広島TFC     14.28  8 横山  冬弥 東広島TFC     15.36 
ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾖｺﾔﾏ ﾄｳﾔ

 9 有田  大海 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ     14.32  9 穐山  蒼士 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙   15.59 
ｱﾘﾀ ﾋﾛﾐ ｱｷﾔﾏ ｿｳｼ

[ 5組] 風速 +3.9 [ 6組] 風速 +1.4

 1 山中  翔太 くれJAC     14.11  1 道祖  慎太 石内南SKRC     14.09 
ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ ｻﾔ ｼﾝﾀ

 2 新見  涼太 庄原市     14.40  2 中曽  瑛太 庄原市     14.33 
ﾆｲﾐ ﾘｮｳﾀ ﾅｶｿ ｴｲﾀ

 3 松枝  大智 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ     14.43  3 山中  瑛太 くれJAC     14.41 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏﾅｶ ｴｲﾀ

 4 原田  悠史 くれJAC     14.72  4 中村  優太 三原陸上     14.56 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

 5 市河  優人 因北陸上     14.78  5 金内  惺海 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    14.88 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ ｶﾅｳﾁ ｾﾅ

 6 川口　千人 竹原市陸上競技協会    15.05  6 原田  一徳 因北陸上     15.14 
ｶﾜｸﾞﾁ　ｾﾝﾄ ﾊﾗﾀﾞ ｲｯﾄｸ

 7 柳田  祥瑛 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.24  7 山下  俊一 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     15.72 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｴｲ ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｲﾁ

 8 藤本  日向 湯田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.46  8 吉本  昌広 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.88 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾅﾀ ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

 9 鶴田  琉之介 東広島TFC     15.73 
ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
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6 11005 2  9001
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9  3007 4  5035

6 11008



[ 7組] 風速 +2.3 [ 8組] 風速 +2.3

 1 山田  獅王 くれJAC     15.17  1 角  彰馬 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   14.83 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵｳ ｶﾄﾞ ｼｮｳﾏ

 2 吉村  洸佐 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.38  2 伊藤  凛音 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    15.11 
ﾖｼﾑﾗ ｺｳｽｹ ｳﾄｳ ﾘｵﾝ

 3 平松  夏々翔 因北陸上     15.41  3 坂井  夢咲 びんごWAC     15.48 
ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅﾄ ｻｶｲ ﾕｳｻｸ

 4 池下　慶乃介 ｱｸｱﾊﾟｰｸ     15.87  4 吉岡  大輝 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少    15.53 
ｲｹｼﾀ ｹｲﾉｽｹ ﾖｼｵｶ ﾀｲｷ

 5 菅波  和真 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.39  5 綾目  迅 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   15.56 
ｽｶﾞﾅﾐ ｶｽﾞﾏ ｱﾔﾒ ｼﾞﾝ

  籾井  一吾 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ      6 村上  咲登 因北陸上     15.61 
ﾓﾐｲ ｲﾁｺﾞ ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾄ

  荻野  高央 ｱｸｱﾊﾟｰｸ       7 長島  健伸 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少    15.86 
ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾝ

  佐藤  颯 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙     8 藤得  弘宜 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙   15.93 
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ﾄｳﾄｸ ﾋﾛｷ

[ 9組] 風速 +1.5 [ 10組] 風速 +0.3

 1 小玉  広大 湯田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.53  1 半田  徹 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   15.55 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ ﾊﾝﾀﾞ ﾄｵﾙ

 2 重政  夢月 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.60  2 桒田  湊太郎 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.27 
ｼｹﾞﾏｻ ﾑﾂｷ ｸﾜﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ

 3 友田  翔真 中野東     16.07  3 児島  三士朗 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    17.43 
ﾄﾓﾀﾞ ｼｮｳﾏ ｺｼﾞﾏ ｻﾝｼﾛｳ

 4 岡本  歩 湯田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.11  4 野田  春喜 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    17.74 
ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ ﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ

 5 槙本  旺汰 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.19  5 上川  留侍 びんごWAC     17.76 
ﾏｷﾓﾄ ｵｳﾀ ｶﾐｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ

 6 米田  樹徠 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   16.35  6 山奥  海凪 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     18.03 
ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾗｲ ﾔﾏｵｸ ﾐﾅｷﾞ

 7 藤原  夏希 ｱｸｱﾊﾟｰｸ     16.46  7 小松  肇 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     19.10 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ ｺﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ

  諸橋  樹 府中空城       8 山奥  拓海 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     19.13 
ﾓﾛﾊｼ ｲﾂｷ ﾔﾏｵｸ ﾀｸﾐ

[ 11組] 風速 -2.5 [ 12組] 風速 -1.3

 1 田久和  正樹 十日市小     16.99  1 石田  拓夢 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   13.57 q
ﾀｸﾜ ﾏｻｷ ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾑ

 2 井上  依咲 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少    17.01  2 熊谷  裕志 十日市小     15.95 
ｲﾉｳｴ ｲｯｻ ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ

 3 酒井  蘭丸 府中市立旭小学校    18.88  3 山根  佑介 吉和AC     17.39 
ｻｶｲ ﾗﾝﾏﾙ ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ

 4 赤木  優斗 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    18.92  4 堀江  大和 八次小学校     17.58 
ｱｶｷﾞ ﾕｳﾄ ﾎﾘｴ ﾔﾏﾄ

 5 佐藤  永遠 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    20.19  5 中塔  凌 府中市立旭小学校    18.88 
ｻﾄｳ ﾄﾜ ﾅｶﾄｳ ﾘｮｳ

  森島  大幹 布野小学校       6 為藤  大輝 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    19.06 
ﾓﾘｼﾏ ﾀﾞｲｷ ﾀﾒﾄｳ ﾀﾞｲｷ

  村津  奏 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団      7 北野  珠紀人 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    21.19 
ﾑﾗﾂ ｶﾅﾃﾞ ｷﾀﾉ ｼﾞｭｷﾄ

  森田  瑛大 大崎水泳陸上ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年       西村　栄進 竹原市陸上競技協会     
ﾓﾘﾀ ｴｲﾀ ﾆｼﾑﾗ ｴｲｼﾝ

風速 +4.0

 1 森数  俊輔 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ     12.72 
ﾓﾘｶｽﾞ ｼｭﾝｽｹ

 2 石田  拓夢 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   13.06 
ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾑ

 3 渡邊  隆喜 東広島TFC     13.31 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ

 4 清水  璃空 三原陸上     13.33 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ

 5 岩谷  一樹 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     13.35 
ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ

 6 武田  颯衣 吉和AC     13.66 
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ

 7 大谷  陽音 びんごWAC     13.69 
ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ

 8 井上  莉生 三原陸上     13.78 
ｲﾉｳｴ  ﾘｵ

5  2003 5  5020

9  6056 2  1071
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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  6058 6  5024

3  1072 8  5038

7  5036 4  5027
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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

DNS
4 11048 9  6099

DNS
6 16003 7 16004

4  1098 8  6131

9  6070 2  6129

5  6071 4  5025

7  6096 7  6084

3 11050 5  1024

8 15006 9 14003

6  1041 6  5028

2  5021 3 14002

6  8010 4  6013

8  6101 5  8009
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2  6034 3  7001

3  8006 9  6035

4  7003 8  5057

7  6033 2  8001

DNS DNS
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DNS
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DNS
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8  5050

5  5006
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予選 10月6日 12:50
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大会記録                        12.13 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.0

 1 藤井  亮太 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    12.00 q  1 小早川  智之 東広島TFC     12.68 q
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓﾕｷ

 2 川手  皓生 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    13.19 q  2 児玉  功輝 庄原市     13.54 
ｶﾜﾃ ｺｳ ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ

 3 藤田  宗羽 庄原市     13.38 q  3 向井畑  翔太 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    14.51 
ﾌｼﾞﾀ ﾄｷﾜ ﾑｶｲﾊﾀ ｼｮｳﾀ

 4 白髪  将和 東広島TFC     13.64  4 平松  大和 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   14.58 
ｼﾗｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ ﾋﾗﾏﾂ ﾔﾏﾄ

 5 高橋  凛二 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   14.87  5 金川  世夏 吉和AC     16.44 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｼﾞ ｶﾈｶﾞﾜ ｾﾅ

 6 日高  晃之助 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.57  6 佐藤  響太 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.95 
ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾉｽｹ ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ

 7 平川  大希 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.70  7 難波  侑冬 府中市立旭小学校    18.04 
ﾋﾗｶﾜ ﾀｲｷ ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾄ

 8 髙椋  斗湧 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙   16.33  8 村上  武瑠 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   20.17 
ﾀｶﾑｸ ﾄﾜ ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ

 9 槇尾  紘人 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   17.53   小川  晃正 府中市立旭小学校     
ﾏｷｵ ﾋﾛﾄ ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +0.7

 1 大久保  大和 吉和AC     12.33 q  1 高橋  然 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   12.29 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ

 2 宮地  海翔 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少    13.69  2 石川  蒼大 東広島TFC     12.67 q
ﾐﾔﾁ ｶｲﾄ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ

 3 忰山  逞 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.99  3 古川  弘貴 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    13.21 q
ｶｾﾔﾏ ﾀｸ ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ

 4 石田  真聖 庄原市     14.18  4 西野  建 庄原市     13.71 
ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾆｼﾉ ﾀｹﾙ

 5 秦  諒成 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    15.02  5 北川  稔 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少    14.06 
ﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ﾐﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ

 6 橋本  優音 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   16.17  6 益本  桂地 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.91 
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾏｽﾓﾄ ｹｲｼﾞ

 7 沖中  倖輝 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団    17.68  7 木村  友哉 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     17.38 
ｵｷﾅｶ ｺｳｷ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

 8 小谷  知輝 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙   17.96  8 早間  慧太郎 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙   17.50 
ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ ﾊﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ

  松本  朔哉 東広島TFC        谷口  陽紀 府中空城      
ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾔ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

風速 +0.6

 1 藤井  亮太 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    11.66 
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ

 2 高橋  然 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   12.32 
ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ

 3 大久保  大和 吉和AC     12.41 
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ

 4 小早川  智之 東広島TFC     12.52 
ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓﾕｷ

 5 石川  蒼大 東広島TFC     12.67 
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ

 6 古川  弘貴 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    13.10 
ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ

 7 藤田  宗羽 庄原市     13.30 
ﾌｼﾞﾀ ﾄｷﾜ

 8 川手  皓生 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ    13.35 
ｶﾜﾃ ｺｳ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

小学男子

８０ｍＨ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5  1078 8  9006

2  9005 5  1079
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8  5018 2  5054
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3 16006 7  6018

7  6016 1  7002

6  1044 3  1081

4  9007 8  9008

3  5049 4  5011

2  6106 5 11012

9  6130 7  1022

8 16005 9  6017

7  1080 2  6107

1  5019 1  1045

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6089

大会新

5 11010 6 15005
DNS DNS

決勝

6 11012

2  1081

3  9005

4  5011

5  5049

9 11009

8  1078



予選 10月6日  9:50
決勝 10月6日 15:05

大会記録                        51.40 

[ 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   4 石内南SKRC  1009 道祖  慎太     54.24 q  1   2 東広島TFC A 11006 山村  悠太朗     55.48 q

ｻﾔ ｼﾝﾀ ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ
 1008 石尾  海波 11005 渡邊  隆喜

ｲｼｵ ﾐﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ
 1011 西坂  碧斗 11009 小早川  智之

ﾆｼｻﾞｶ ｱｵﾄ ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓﾕｷ
 1010 大田  蘭斗 11016 田島  滉己

ｵｵﾀ ﾗﾝ ﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ
 2   2 三原陸上  4004 中村  優太     54.46 q  2   3 庄原市B  9005 藤田  宗羽     58.00 

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾄｷﾜ
 4002 井上  莉生  9010 荒木  太我

ｲﾉｳｴ  ﾘｵ ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ
 4011 谷生  陽亮  9008 西野  建

ﾀﾆｲ ﾖｳｽｹ ﾆｼﾉ ﾀｹﾙ
 4001 清水  璃空  9009 山本  千尋

ｼﾐｽﾞ ﾘｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ
 3   5 くれJAC  2003 山田  獅王     56.69  3   4 中筋スポーツ少A 1020 立川  豪     59.18 

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵｳ ﾀﾂｶﾜ ｺﾞｳ
 2004 原田  悠史  1018 来山  和裕

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼ ｷﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ
 2001 山中  瑛太  1019 山下  俊一

ﾔﾏﾅｶ ｴｲﾀ ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｲﾁ
 2002 山中  翔太  1017 岩谷  一樹

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ
 4   8 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰA  5018 高橋  凛二     57.36  4   5 ChaskiｼﾞｭﾆｱB  1042 柳田  祥瑛   1:00.21 

ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｼﾞ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｴｲ
 5011 高橋  然  1041 槙本  旺汰

ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ ﾏｷﾓﾄ ｵｳﾀ
 5024 綾目  迅  1045 益本  桂地

ｱﾔﾒ ｼﾞﾝ ﾏｽﾓﾄ ｹｲｼﾞ
 5013 柴野  雅隆  1043 尾畑  輝

ｼﾊﾞﾉ ﾏｻﾀｶ ｵﾊﾞﾀ ﾃﾙ
 5   7 ChaskiｼﾞｭﾆｱA  1044 忰山  逞     59.24  5   7 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰB  5020 角  彰馬   1:01.02 

ｶｾﾔﾏ ﾀｸ ｶﾄﾞ ｼｮｳﾏ
 1040 藤原  颯大  5019 橋本  優音

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ
 1048 小原  直也  5012 後藤  直大

ｵﾊﾗ ﾅｵﾔ ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾄ
 1047 井分  悠希  5015 平松  大和

ｲﾜｹ ﾊﾙｷ ﾋﾗﾏﾂ ﾔﾏﾄ
    3 布野小学校  8005 檜高  健伸       6   8 中条走ろう会  6128 平山  翔   1:02.42 

ﾋﾀﾞｶ ｹﾝｼﾝ DNS ﾋﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
 6125 児島  光朔

ｺｼﾞﾏ ｺｳｻｸ
 6127 山下  優陽

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾋ
 6130 沖中  倖輝

ｵｷﾅｶ ｺｳｷ
    6 大崎水泳陸上クラブ          6 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂB      

DNS DNS

小学男子

４×１００ｍＲ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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   4 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ 5001 岡本  帆浬     53.68 q  1   8 御野陸上ｸﾗﾌﾞA  6091 長田  晴輝     52.84 q

ｵｶﾓﾄ ﾊﾞﾝﾘ ｵﾉ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ
 5006 森数  俊輔  6089 藤井  亮太

ﾓﾘｶｽﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ
 5007 有田  大海  6088 瀧下  蓮音

ｱﾘﾀ ﾋﾛﾐ ﾀｷｼﾀ ﾚｵﾝ
 5004 松枝  大智  6090 佐藤  響太

ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ
 2   5 庄原市A  9014 伊山  桂生     58.79  2   7 広島JrOCｽﾎﾟｰﾂA  1076 阿部  弘聖     54.69 q

ｲﾔﾏ ｹｲｷ ﾋﾛｼﾏ ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ
 9002 新見  涼太  1081 古川  弘貴

ﾆｲﾐ ﾘｮｳﾀ ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ
 9015 新見  健太  1078 川手  皓生

ﾆｲﾐ ｹﾝﾀ ｶﾜﾃ ｺｳ
 9013 白岩  蓮  1070 國原  瑛太

ｼﾗｲﾜ ﾚﾝ ｸﾆﾊﾗ ｴｲﾀ
 3   7 神辺走ろう会  6058 菅波  和真     59.52  3   5 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA  6106 宮地  海翔     58.39 

ｽｶﾞﾅﾐ ｶｽﾞﾏ ﾐﾔﾁ ｶｲﾄ
 6057 吉本  昌広  6108 渡邊  琉海

ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ
 6056 吉村  洸佐  6098 福永  航太郎

ﾖｼﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ
 6055 岡田  真輝  6102 ﾜﾇﾅﾑ  晟有

ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ ﾜﾇﾅﾑ ｾﾘ
 4   3 御野陸上ｸﾗﾌﾞB  6096 重政  夢月   1:00.97  4   9 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂA 16003 佐藤  颯   1:00.05 

ｼｹﾞﾏｻ ﾑﾂｷ ｵﾀﾞ ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ
 6083 藤井  大智 16002 穐山  蒼士

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ ｱｷﾔﾏ ｿｳｼ
 6084 桒田  湊太郎 16004 藤得  弘宜

ｸﾜﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ ﾄｳﾄｸ ﾋﾛｷ
 6081 松本  莉玖 16001 長光  遼樹

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ﾅｶﾞﾐﾂ ﾊﾙｷ
 5   6 吉和AC-B  5053 植田  一滉   1:04.47  5   3 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上B  6020 村上  幸輝   1:02.36 

ｳｴﾀﾞ ｲｯｺｳ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ
 5054 金川  世夏  6019 横山  千晟

ｶﾈｶﾞﾜ ｾﾅ ﾖｺﾔﾏ ﾁｱｷ
 5056 三浦  瑛太  6022 藤原  ﾐﾅﾄ

ﾐｳﾗ ｴｲﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾅﾄ
 5052 三浦  陽太  6019 横山  千晟

ﾐｳﾗ ﾖｳﾀ ﾖｺﾔﾏ ﾁｱｷ
 6   8 新涯JAC  6039 北村  颯也   1:11.10  6   2 竹原市陸上競技協会 3007 川口　千人   1:02.94 

ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾔ ｶﾜｸﾞﾁ　ｾﾝﾄ
 6040 木山  翔太  3011 安本　叶翔

ｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾄ
 6034 佐藤  永遠  3010 沖田　耀慈

ｻﾄｳ ﾄﾜ ｵｷﾀ ﾖｳｼﾞ
 6038 阿部  陸斗  3009 中川　悠心

ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｼﾝ
 7   2 中筋スポーツ少B 1021 中西  奏斗   1:17.77     4 東広島TFC B 11014 吉田  海音      

ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾄ ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ DQ
 1022 木村  友哉 11012 石川  蒼大

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 1-2
 1023 桜庭  晴翔 11013 松井  聡士 ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ

ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｲ ｻﾄｼ
 1024 小松  肇 11007 横山  冬弥

ｺﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ ﾖｺﾔﾏ ﾄｳﾔ
    6 中野東      

ﾅｶﾉ DNS

４×１００ｍＲ
小学男子



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 吉和AC-A  5051 野村  楓     54.20 q

ﾖｼﾜ ﾉﾑﾗ ｶｴﾃﾞ
 5049 大久保  大和

ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ
 5048 天川  佑介

ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ
 5050 武田  颯衣

ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ
 2   5 府中空城 15001 中新  優真     55.67 q

ﾌﾁｭｳ ﾅｶｼﾝ ﾕｳﾏ
15003 岩崎  倭士

ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ
15002 福部  峻也

ﾌｸﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
15004 高橋  輝

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ
 3   2 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上A  6014 門矢  佳大     56.48 

ﾌｸﾔﾏ ｶﾄﾞﾔ ﾖｼﾋﾛ
 6015 武村  春

ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙ
 6017 早間  慧太郎

ﾊﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ
 6013 石田  拓夢

ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾑ
 4   8 広島JrOCｽﾎﾟｰﾂB  1080 秦  諒成     57.52 

ﾋﾛｼﾏ ﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
 1074 坂井  優大

ｻｶｲ ﾕｳﾀ
 1079 向井畑  翔太

ﾑｶｲﾊﾀ ｼｮｳﾀ
 1073 金内  惺海

ｶﾅｳﾁ ｾﾅ
 5   6 湯田陸上  6067 折坂  亮太朗   1:00.12 

ﾕﾀﾞ ｵﾘｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 6066 和泉  遙人

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ
 6069 石岡  諄大

ｲｼｵｶ ｼｭﾝﾀ
 6068 藤本  日向

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾅﾀ
 6   3 びんごWAC  5030 上川  昇真   1:00.68 

ﾋﾞﾝｺﾞ ｶﾐｶﾜ ｼｮｳﾏ
 5029 大谷  陽音

ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ
 5028 上川  留侍

ｶﾐｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ
 5027 坂井  夢咲

ｻｶｲ ﾕｳｻｸ
 7   9 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB  6109 飯山  尚幸   1:01.13 

ﾀｹ ｲｲﾔﾏ ﾅｵﾕｷ
 6107 北川  稔

ﾐﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ
 6105 桑田  旬斗

ｸﾜﾀ ｼｭﾝﾄ
 6110 谷口  風人

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳﾄﾞ
 8   7 因北陸上  5044 田頭  胡昂   1:02.44 

ｲﾝ ﾀｶﾞｼﾗ ｳﾀｶ
 5035 原田  一徳

ﾊﾗﾀﾞ ｲｯﾄｸ
 5043 宮地  一護

ﾐﾔﾁ ｲﾁｺﾞ
 5036 平松  夏々翔

ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾅﾄ

小学男子
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 御野陸上ｸﾗﾌﾞA  6091 長田  晴輝     52.66 

ｵﾉ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ
 6089 藤井  亮太

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ
 6088 瀧下  蓮音

ﾀｷｼﾀ ﾚｵﾝ
 6090 佐藤  響太

ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ
 2   6 吉和AC-A  5051 野村  楓     53.66 

ﾖｼﾜ ﾉﾑﾗ ｶｴﾃﾞ
 5049 大久保  大和

ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ
 5048 天川  佑介

ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ
 5050 武田  颯衣

ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ
 3   5 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ 5001 岡本  帆浬     54.06 

ｵｶﾓﾄ ﾊﾞﾝﾘ
 5006 森数  俊輔

ﾓﾘｶｽﾞ ｼｭﾝｽｹ
 5007 有田  大海

ｱﾘﾀ ﾋﾛﾐ
 5004 松枝  大智

ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
 4   4 石内南SKRC  1009 道祖  慎太     54.67 

ｻﾔ ｼﾝﾀ
 1008 石尾  海波

ｲｼｵ ﾐﾅﾐ
 1011 西坂  碧斗

ﾆｼｻﾞｶ ｱｵﾄ
 1010 大田  蘭斗

ｵｵﾀ ﾗﾝ
 5   2 東広島TFC A 11016 田島  滉己     54.92 

ﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ
11005 渡邊  隆喜

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ
11009 小早川  智之

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾄﾓﾕｷ
11006 山村  悠太朗

ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ
 6   3 府中空城 15001 中新  優真     55.46 

ﾌﾁｭｳ ﾅｶｼﾝ ﾕｳﾏ
15003 岩崎  倭士

ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ
15002 福部  峻也

ﾌｸﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
15004 高橋  輝

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ
 7   8 広島JrOCｽﾎﾟｰﾂA  1076 阿部  弘聖     55.49 

ﾋﾛｼﾏ ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ
 1081 古川  弘貴

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ
 1078 川手  皓生

ｶﾜﾃ ｺｳ
 1070 國原  瑛太

ｸﾆﾊﾗ ｴｲﾀ
 8   9 三原陸上  4004 中村  優太     58.03 

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
 4002 井上  莉生

ｲﾉｳｴ  ﾘｵ
 4011 谷生  陽亮

ﾀﾆｲ ﾖｳｽｹ
 4001 清水  璃空

ｼﾐｽﾞ ﾘｸ
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 最高記録

ﾜﾇﾅﾑ  晟有 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少  4.27   4.44   4.56    4.56   4.62   4.55   4.47    4.62 
ﾜﾇﾅﾑ ｾﾘ   -0.4   +0.1   -0.2    -0.2   +0.1   +0.6   +0.6    +0.1
阿部  弘聖 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ  3.98   4.08    x    4.08   4.10   4.23   4.45    4.45 
ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ   -0.2   +0.3          +0.3   +0.6   -0.1   -0.4    -0.4
松井  聡士 東広島TFC    x   4.33    x    4.33   4.33    x   3.83    4.33 
ﾏﾂｲ ｻﾄｼ         -0.7          -0.7   +0.1          0.0    -0.7
児島  光朔 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   4.29   3.98    4.29    x   4.14    x    4.29 
ｺｼﾞﾏ ｺｳｻｸ         +0.1   -0.5    +0.1         +0.5          +0.1
上川  昇真 びんごWAC   4.07   4.10   4.29    4.29    x    x    x    4.29 
ｶﾐｶﾜ ｼｮｳﾏ   +0.2   -0.5   +1.5    +1.5                      +1.5
吉田  海音 東広島TFC    x    x   4.22    4.22   4.20    x   4.19    4.22 
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ               +0.8    +0.8   -0.5         -0.3    +0.8
山本  千尋 庄原市   3.76   4.07   3.89    4.07   4.04   3.88   4.18    4.18 
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ   -1.2   -0.1   +0.4    -0.1   +1.5   -0.5   -1.7    -1.7
荒木  太我 庄原市   4.08   4.09   4.08    4.09   3.99   4.15   4.05    4.15 
ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ   -0.7   -0.2   +0.5    -0.2   -0.2    0.0   -0.1     0.0
坂井  優大 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ  3.80   3.64   3.91    3.91             3.91 
ｻｶｲ ﾕｳﾀ   -0.1   +0.4   +0.9    +0.9                      +0.9
谷口  天夢 大崎水泳陸上ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年  3.90   3.72   3.78    3.90             3.90 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾝﾑ   +0.2    0.0   -0.2    +0.2                      +0.2
三浦  陽太 吉和AC   3.73    x   3.86    3.86             3.86 
ﾐｳﾗ ﾖｳﾀ   -0.8         +0.9    +0.9                      +0.9
國利  育叶 庄原市   3.61   3.64   3.86    3.86             3.86 
ｸﾆﾄｼ ｲｸﾄ   -0.8   -0.2   -0.7    -0.7                      -0.7
播磨  俐虎 大崎水泳陸上ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年  3.59   3.78   3.82    3.82             3.82 
ﾊﾘﾏ ﾘｸ   +0.4   -0.4   +0.3    +0.3                      +0.3
井分  悠希 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.74   3.66   3.70    3.74             3.74 
ｲﾜｹ ﾊﾙｷ   -0.4    0.0   +0.1    -0.4                      -0.4
福部  峻也 府中空城   3.63   3.65   3.73    3.73             3.73 
ﾌｸﾍﾞ ｼｭﾝﾔ    0.0   -0.5   -0.3    -0.3                      -0.3
上妻  遙人 東広島TFC   3.59   3.49   3.72    3.72             3.72 
ｺｳｽﾞﾏ ﾊﾙﾄ   +0.5    0.0   +0.1    +0.1                      +0.1
田中  晃太朗 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ  3.70    x    x    3.70             3.70 
ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ   -0.6                -0.6                      -0.6
平山  翔 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.66   3.55   3.51    3.66             3.66 
ﾋﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ   +0.3   +0.5   +0.1    +0.3                      +0.3
高山  生吹 三原陸上   3.34    x   3.64    3.64             3.64 
ﾀｶﾔﾏ ｲﾌﾞｷ   +0.4         -0.4    -0.4                      -0.4
松尾  昂紀 庄原市   3.63   3.58   3.26    3.63             3.63 
ﾏﾂｵ ｺｳｷ   -0.8   +0.4   +0.5    -0.8                      -0.8
前山  幹翔 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少  3.43   3.51   3.62    3.62             3.62 
ﾏｴﾔﾏ ﾐｷﾄ   -0.2   +0.7   -0.6    -0.6                      -0.6
小川  煌太 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ   3.56   3.40    x    3.56             3.56 
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ   +0.4   -0.1          +0.4                      +0.4
宍倉  悠一郎 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ   2.67   3.43   3.53    3.53             3.53 
ｼｼｸﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ   +1.2   +0.5   -0.1    -0.1                      -0.1
馬屋原  夢路 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.53    x   3.21    3.53             3.53 
ｳﾏﾔﾊﾗ ﾕﾒｼﾞ   -0.8         -0.2    -0.8                      -0.8
谷生  陽亮 三原陸上   3.52   3.13   3.46    3.52             3.52 
ﾀﾆｲ ﾖｳｽｹ   -0.4   +1.2   +1.1    -0.4                      -0.4
瀧下  蓮音 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.50   3.51   3.37    3.51             3.51 
ﾀｷｼﾀ ﾚｵﾝ   -0.3   -0.6   +0.2    -0.6                      -0.6
三宅  賢信 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.15   3.47   3.51    3.51             3.51 
ﾐﾔｹ ｹﾝｼﾝ   -0.3   -0.3   -0.3    -0.3                      -0.3
田島  滉己 東広島TFC   3.50    x   3.24    3.50             3.50 
ﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ   +1.9         +0.7    +1.9                      +1.9
横山  千晟 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙ 3.48    x   3.22    3.48             3.48 
ﾖｺﾔﾏ ﾁｱｷ   +0.2         +0.1    +0.2                      +0.2
濱本  秀馬 中野東   2.79   3.48   2.82    3.48             3.48 
ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳﾏ   -0.1   +0.2   +0.7    +0.2                      +0.2
中新  優真 府中空城   3.46   3.36    x    3.46             3.46 
ﾅｶｼﾝ ﾕｳﾏ   +0.3   +0.2          +0.3                      +0.3
折坂  亮太朗 湯田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.30   3.15   3.46    3.46             3.46 
ｵﾘｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ   +0.2    0.0   +0.6    +0.6                      +0.6
小原  直也 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.19   3.45   3.18    3.45             3.45 
ｵﾊﾗ ﾅｵﾔ    0.0   +0.3   -0.7    +0.3                      +0.3
大小田  奏音 ｹﾞｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ   2.87   3.36   3.44    3.44             3.44 
ｵｵｵﾀﾞ ｶﾉﾝ   -0.4   -0.5   +0.9    +0.9                      +0.9
菅原  悠真 三原陸上   3.24   3.31   3.43    3.43             3.43 
ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ   -0.4   +1.8   +0.6    +0.6                      +0.6
新田  大智 にゃんじゃｽﾎﾟｰﾂ   3.43   3.15   3.02    3.43             3.43 
ﾆｯﾀ ﾀﾞｲﾁ   -0.1    0.0   -0.3    -0.1                      -0.1
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石田  俊貴 ｹﾞｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ   3.31   3.41    x    3.41             3.41 
ｲｼﾀﾞ ﾄｼｷ   +0.4   -0.2          -0.2                      -0.2
松本  莉玖 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.33   3.38   3.38    3.38             3.38 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ   +0.2   -0.3   -0.5    -0.5                      -0.5
村上  幸輝 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙ 3.38   3.33   3.11    3.38             3.38 
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ   -0.1   -0.3   +0.2    -0.1                      -0.1
神宮  悠伸 大崎水泳陸上ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年  3.35    x   3.28    3.35             3.35 
ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾕｳｼﾝ   -0.2         +0.2    -0.2                      -0.2
後藤  直大 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙  x   3.30   3.34    3.34             3.34 
ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾄ         +0.8   +0.2    +0.2                      +0.2
藤井  勇太 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.30    x   3.22    3.30             3.30 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ   +0.3         +1.2    +0.3                      +0.3
阿部  陸斗 新淮JACｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.29   3.21   3.23    3.29             3.29 
ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ   +0.8    0.0   +0.8    +0.8                      +0.8
前垣  匠 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ  3.29   3.20   3.21    3.29             3.29 
ﾏｴｶﾞｷ ﾀｸﾐ   +0.6   -0.9   -0.1    +0.6                      +0.6
三浦  瑛太 吉和AC   3.24   2.83   2.53    3.24             3.24 
ﾐｳﾗ ｴｲﾀ   -1.2   -0.2   +0.5    -1.2                      -1.2
山下  優陽 中条走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.05   3.21   3.12    3.21             3.21 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾋ   +0.2   -0.6   -0.6    -0.6                      -0.6
藤原  ﾐﾅﾄ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙  x    x   3.18    3.18             3.18 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾅﾄ               -0.2    -0.2                      -0.2
竹岡  一青 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙  x   3.18    x    3.18             3.18 
ﾀｹｵｶ ｲｯｾｲ          0.0           0.0                       0.0
村上  潤 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.08   2.91   3.14    3.14             3.14 
ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ    0.0   -0.5   +0.5    +0.5                      +0.5
小原  克貴 ｹﾞｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ   2.84   2.25   3.14    3.14             3.14 
ｺﾊﾗ ｶﾂｷ   -0.4   +0.2   -0.3    -0.3                      -0.3
松本  涼助 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ  ゙ 2.89   2.99   3.11    3.11             3.11 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ   -0.4   -0.1   -0.6    -0.6                      -0.6
前山  裕翔 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少  3.02   2.77   2.95    3.02             3.02 
ﾏｴﾔﾏ ﾋﾛﾄ   -0.4   -0.2   -0.4    -0.4                      -0.4
大出  地球 因北陸上   2.94   2.65   2.92    2.94             2.94 
ｵｵﾃﾞ ﾁﾏﾙ   -0.1    0.0   -1.0    -0.1                      -0.1
藤原  正 布野小学校   2.93    x    x    2.93             2.93 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ   -0.2                -0.2                      -0.2
玉井  陽喜 因北陸上   2.81    x   2.91    2.91             2.91 
ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ   -0.3         -0.1    -0.1                      -0.1
永田  理人 吉和AC   2.76    x   2.90    2.90             2.90 
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾄ   -0.3         +0.3    +0.3                      +0.3
石岡  諄大 湯田陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  2.89   2.85   2.88    2.89             2.89 
ｲｼｵｶ ｼｭﾝﾀ   +0.2   +0.3   -1.4    +0.2                      +0.2
山本  悠乃 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団  2.89   2.38   2.85    2.89             2.89 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ   -0.1   -0.8   +0.1    -0.1                      -0.1
林  駿陽 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙ 2.87   2.88   2.84    2.88             2.88 
ﾊﾔｼ ﾄｼﾊﾙ   -0.1   -0.5   +0.3    -0.5                      -0.5
木村  伊吹 因北陸上   2.85    x   2.82    2.85             2.85 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ   -0.6         -0.1    -0.6                      -0.6
藤本  颯弥 神辺走ろう会ｽﾎﾟｰﾂ少年団  2.76   2.75    x    2.76             2.76 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｳﾔ   -0.2   -0.1          -0.2                      -0.2
北村  颯也 新淮JACｽﾎﾟｰﾂ少年団   x    x   2.71    2.71             2.71 
ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾔ               -0.6    -0.6                      -0.6
立川  豪 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団   2.63   2.51   2.57    2.63             2.63 
ﾀﾂｶﾜ ｺﾞｳ   -0.1   +0.1   +0.8    -0.1                      -0.1
木山  翔太 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   2.61   2.40    2.61             2.61 
ｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ         +0.4   +0.3    +0.4                      +0.4
桟敷  陸 作木小学校    x   2.54   2.17    2.54             2.54 公認 2.17
ｻｼﾞｷ ﾘｸ         +2.3   -0.4    +2.3                      +2.3 (-0.4)
植田  一滉 吉和AC    x   2.52   2.47    2.52             2.52 
ｳｴﾀﾞ ｲｯｺｳ         +0.2   +0.4    +0.2                      +0.2
中西  奏斗 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団   2.28   2.37   2.33    2.37             2.37 
ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾄ   -0.8   +0.2   +0.7    +0.2                      +0.2
桑田  旬斗 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少   x    x    x                   NM
ｸﾜﾀ ｼｭﾝﾄ                                                   
柴野  雅隆 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙  x    x    x                   NM
ｼﾊﾞﾉ ﾏｻﾀｶ                                                   
児玉  活宜 ｻﾝﾌﾗﾜｰSCｽﾎﾟｰﾂ少年団   x    x    x                   NM
ｺﾀﾞﾏ ｶﾂｷ                                                   
桜庭  晴翔 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団    x    x    x                   NM
ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙﾄ                                                   
岡野  聡一郎 因北陸上    x    x    x                   NM
ｵｶﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ                                                   
笹川  俊太 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団                           DNS
ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ                                                   
渡邉  諄人 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団                           DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾄ                                                   
渡辺  航士 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙                          DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ                                                   

小学男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

39 10  6020

40 40 21002

41 29  5012

-4- -5- -6- 記録 備考

37 32 11059

38 22  6081

45 52  5056

46 49  6127

47 8  6022

42 45  1049

43 14  6038

44 73  1075

51 9  6021

52 2  6104

53 67  5041

47 38 16007

49 44  1050

50 31 11058

57 70  6069

58 17  6054

59 36 16008

54 63  8007

55 66  5042

56 53  5055

63 56  1020

64 12  6040

65 62  8011

60 69  5039

61 16  6059

62 13  6039

28  5013

42 21011

58  1023

66 54  5053

67 57  1021

1  6105

27  5014

68  5040

15  6037

21  6082



 ３回の
 最高記録

貞金  朝陽 ｹﾞｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ                            DNS
ｻﾀﾞｶﾈ ｱｻﾋ                                                   
宗安  大芽 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙                          DNS
ﾑﾈﾔｽ ﾀｲｶﾞ                                                   
中篠迫  開 布野小学校                            DNS
ﾅｶｼﾉｻｺ ｶｲ                                                   
檜高  健伸 布野小学校                            DNS
ﾋﾀﾞｶ ｹﾝｼﾝ                                                   

小学男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

64  8004

65  8005

-4- -5- -6- 記録 備考

33 11060

37 16009



予選 10月6日 10:30
決勝 10月6日 14:15

[ 1組] 風速 +4.0 [ 2組] 風速 +1.2

 1 渡邉  海集 竹原市陸上競技協会    23.82 q  1 村上  諒 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    24.50 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ

 2 今岡  陽稀 安佐中学校     24.09 q  2 森  海斗 安佐中学校     24.67 q
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ ﾓﾘ ｶｲﾄ

 3 竹丸  宗汰 東広島TFC     24.76 q  3 笹原　多朗 竹原市陸上競技協会    25.26 q
ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ ｻｻﾊﾗ ﾀﾛｳ

 4 松井  翔吾 庄原市     25.16 q  4 近藤  千滉 庄原市     25.69 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ

 5 片山  颯大 庄原市     25.40 q  5 亀田  昇太郎 東広島TFC     26.08 
ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

 6 髙田　海稀 竹原市陸上競技協会    26.62  6 槙本  陽之輔 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    26.25 
ﾀｶﾀ ﾅｷﾞ ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ

 7 真鳥  将太朗 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    30.10   松田  魁斗 庄原市      
ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ

 8 佐藤  陸斗 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    30.78   大森  琉翔 三原陸上      
ｻﾄｳ ﾘｸﾄ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾄ

  塩月  翔吾 東広島TFC      
ｼｵﾂｷ ｼｮｳｺﾞ

風速 +1.6

 1 渡邉  海集 竹原市陸上競技協会    23.83 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼｭｳ

 2 村上  諒 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団    23.90 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ

 3 今岡  陽稀 安佐中学校     23.95 
ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ

 4 森  海斗 安佐中学校     24.53 
ﾓﾘ ｶｲﾄ

 5 竹丸  宗汰 東広島TFC     24.82 
ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ

 6 松井  翔吾 庄原市     24.84 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ

 7 笹原　多朗 竹原市陸上競技協会    25.31 
ｻｻﾊﾗ ﾀﾛｳ

 8 片山  颯大 庄原市     25.38 
ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ

中学男子

２００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考
1  3020 9  1062

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

3  9034 5  9035

5  9036 3 11032

4  1002 4  1004

2 11030 8  3015

DNS
8  6097 6  4019

DNS
9 11031

7  3014 7  1061

6  1063 2  9033

6  1062

4  1002

5  1004

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  3020

2  9036

9 11030

8  9034

3  3015



決勝 10月6日 15:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 安佐中学校  1003 鈴川  千春     45.91 

ｱｻ ｽｽﾞｶﾜ  ﾁﾊﾙ
 1001 大石  忠輝

ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ
 1002 今岡  陽稀

ｲﾏｵｶ ﾊﾙｷ
 1004 森  海斗

ﾓﾘ ｶｲﾄ
 2   6 庄原市  9034 松井  翔吾     47.24 

ｼｮｳﾊﾞﾗｼ ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ
 9039 近藤  佳由

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ
 9036 片山  颯大

ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾞｲ
 9035 近藤  千滉

ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ
 3   4 東広島TFC 11031 塩月  翔吾     49.19 

ﾋｶﾞ ｼｵﾂｷ ｼｮｳｺﾞ
11030 竹丸  宗汰

ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ
11033 綾  佑心

ｱﾔ ﾕｳｼﾝ
11032 亀田  昇太郎

ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 4   2 竹原市陸上A  3019 江島  朋来     50.25 

ﾀｹﾊﾗ ｴｼﾞﾏ ﾄﾓｷ
 3015 笹原　多朗

ｻｻﾊﾗ ﾀﾛｳ
 3016 古本  千晟

ﾌﾙﾓﾄ ﾁｾｲ
 3017 南  璃空

ﾐﾅﾐ ﾘｸｳ
    5 竹原市陸上B      

ﾀｹﾊﾗ DNS

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 10月6日 11:00

中山  尚耶 中野東
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ
綾  佑心 東広島TFC
ｱﾔ ﾕｳｼﾝ
小田  健太 庄原市
ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ
鈴木  斗雄哉 東広島TFC DNS
ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ

中学男子

走高跳

1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 記録 備考

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35 1m40

o xxx  1.60

2 1 11033
o o o o xxx  1.45

1 3  1094
- - - - o o

 1.30

2 11029
     

3 4  9052
o xxx



決勝 10月6日 12:20

 ３回の
 最高記録

住田  英樹 庄原市
ｽﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
大石  忠輝 安佐中学校
ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ
松下  玲旺 庄原市
ﾏﾂｼﾀ ﾚｵ
鈴川  千春 安佐中学校
ｽｽﾞｶﾜ  ﾁﾊﾙ
白根  柊治 庄原市
ｼﾗﾈ ｼｭｳｼﾞ
東　悠希 竹原市陸上競技協会
ﾋｶﾞｼ　ﾕｳｷ
友田  凌雅 中野東 DNS
ﾄﾓﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
箕越  柊也 庄原市 DNS
ﾐﾉｺｼ ｼｭｳﾔ

-4- -5- -6- 記録 備考

1 5  9037
  9.50   9.83  10.08   10.08   9.28   9.80  10.50  10.50 

中学男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  9.27   9.27 

3 3  9050
  8.55   8.73   8.54    8.73    x   8.53    x   8.73 

2 8  1001
  7.83   8.59   8.91    8.91   8.66   8.32

  7.90   7.90 

5 2  9051
  6.22   6.08   6.50    6.50   6.16   6.15   6.08   6.50 

4 7  1003
  7.44   7.36   7.86    7.86   7.25   6.10

   x   6.18 

1  1095
                          

6 6  3032
  6.18   5.77   5.98    6.18   6.04   5.39

       
4  9038

                   



決勝 10月6日 13:15

大会記録                      8:42.15 

 1 平田  圭 庄原市   8:57.26 
ﾋﾗﾀ ｹｲ

 2 澤田  幸治 三原体協   9:02.37 
ｻﾜﾀﾞ ﾕｷﾊﾙ

 3 伊藤  潤 三原体協   9:26.53 
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

 4 藤井  雄大 CHASKIｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ少年団  9:37.18 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ

 5 右田　和寛 竹原市陸上競技協会  9:47.79 
ﾐｷﾞﾀ　ｶｽﾞﾋﾛ

 6 森元  憲治 府中空城   9:52.77 
ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

 7 奥  充弘 三原体協   9:58.26 
ｵｸ ﾐﾂﾋﾛ

 8 野村  翼 吉和AC  10:03.73 
ﾉﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

 9 三宅  康夫 川口東  10:08.31 
ﾐﾔｹ ﾔｽｵ

10 川口  啓 大崎上島  10:21.03 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

11 森  慎二 三原体協  10:22.77 
ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ

12 津田  祥平 三原体協  10:27.65 
ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

13 白髪  誠 東広島TFC  10:33.60 
ｼﾗｶﾞ ﾏｺﾄ

14 藤田  明 東広島TFC  10:42.71 
ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ

15 中村  学 三原体協  10:58.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ

16 山田谷  清 竹原市陸上競技協会 11:30.17 
ﾔﾏﾀﾞﾔ ｷﾖｼ

17 吉川　和生 竹原市陸上競技協会 11:34.05 
ｷｯｶﾜ　ｶｽﾞｵ

18 濵本  裕樹 中野東  12:47.37 
ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

  谷光  修二 三原体協      
ﾀﾆﾐﾂ ｼｭｳｼﾞ

  東  伸奏 三原体協      
ｱｽﾞﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ

ラップタイム

一般男子

３０００ｍ

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

12  1034

10  3036

4 15012

7  9049

19  4029

20  4022

5 21010

18  4028

15  4025

14  4024

6  5058

3  6011

9  3037

8  3038

11  1007

1 11047

2 11046

16  4026

400ｍ 20  4022 1：12
800ｍ 20  4022 2：26

1000ｍ 19  4029 3：03

13  4023
DNS

17  4027
DNS

距離 ナンバー 時間

2400ｍ 19  4029 7：20
2800ｍ 7  9049 8：26

1200ｍ 19  4029 3：39
1600ｍ 19  4029 4：52
2000ｍ 19  4029 6：07



決勝 10月6日 14:30

大会記録                        43.6  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 Chaski  1037 日高  聡一郎     49.38 

C ﾋﾀﾞｶ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1035 谷口  哲也

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ
 1036 井上  龍也

ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ
 1038 奥芝  祥平

ｵｸｼﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ
    4 TWC 11004 榛澤  哲聖     48.10 

T ﾊﾝｻﾞﾜ ﾃｯｾｲ
11003 井上  浩 OP

ｲﾉｳｴ ﾋﾛ
11005 中野　大地

ﾅｶﾉ　ﾀﾞｲﾁ
11001 牧園  広幸

ﾏｷｿﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ
    5 府中空城      

ﾌﾁｭｳ DNS

一般男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 10月6日 12:20

 ３回の
 最高記録

中平　圭祐 竹原市陸上競技協会
ﾅｶﾋﾗ　ｹｲｽｹ
越智  啓人 福山Jｸﾗﾌﾞ
ｵﾁ ﾋﾛﾄ
前田  秀尚 吉和AC
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾅｵ
大本　達也 竹原市陸上競技協会 DNS
ｵｵﾓﾄ　ﾀﾂﾔ
大森  穣 三原陸上 DNS
ｵｵﾓﾘ  ﾐﾉﾙ

-4- -5- -6- 記録 備考

1 1  3001
 12.92  12.46  12.31   12.92  12.70  12.69  12.70  12.92 

一般男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  7.22   7.82 

3 4  5059
  6.12   6.84   6.63    6.84    x    x   6.72   6.84 

2 5  6001
  7.63   7.67   7.72    7.72   7.82   7.80

       

3  4021
                          

2  3002
                   


