
平成31年度広島市中学校新人陸上競技大会　19344007 ﾄﾗｯｸ審判長 田川　　司
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判 中野　　登
ｽﾀｰﾄ審判長 濱村　祥水

【開催日】 2019/11/2 記録主任： 山口　　泉
【主催団体】 広島市教育委員会・広島市中学校体育連盟・広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場　341020
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
11/ 2 一部男子 木本  佑真(2)    12.13（12.121） 中西謙至郎(1)    12.13（12.124） 遊佐  碧依(2)     12.20 大月  佑真(2)     12.23 森    海斗(2)     12.30 藤田  隼輔(2)     12.44 吉岡  裕修(1)     12.51 谷口    輝(2)     12.52

１００ｍ 広島城南中 (-1.1) ひろしま協創中 (-1.1) 宇品中 (-0.7) 五日市南中 (-0.7) 安佐中 (-1.1) 戸坂中 (-0.7) 東原中 (-1.1) 宇品中 (-0.7)
11/ 2 森    海斗(2) 24.25 庄司  暁人(2) 24.54 吉岡  裕修(1) 24.57 藤田  隼輔(2) 24.84 遊佐  碧依(2) 24.98 酒井  幹太(2) 25.48 長﨑  一慶(2) 25.51 上手  晴登(1) 25.55

２００ｍ 安佐中 (0.0) 広島なぎさ中 (0.0) 東原中 (0.0) 戸坂中 (0.0) 宇品中 (-0.5) 東原中 (-0.5) 己斐中 (0.0) 翠町中 (0.0)
11/ 2 伊藤  律季(2) 55.08 榊原    哲(1) 55.39 板倉  慶典(2) 56.26 水戸  建佑(2) 57.00 濱口  蒼太(2) 57.47 高田  凌佑(2) 57.59 岸本  亘平(2) 58.20 村上  蓮斗(2) 58.73

４００ｍ 口田中 高取北中 安西中 安佐中 大塚中 翠町中 二葉中 城山中
11/ 2 松浦  大起(2) 2:04.73 山本    悠(2) 2:10.29 坂田  颯磨(2) 2:10.30 榊原    哲(1) 2:11.22 林    祐太(2) 2:12.32 保田  拓海(2) 2:13.60 野村  蒼生(2) 2:13.86 永尾虎大郎(2) 2:14.30

８００ｍ 牛田中 国泰寺中 翠町中 高取北中 五日市南中 広島学院中 修道中 国泰寺中
11/ 2 松浦  大起(2) 9:12.1 山本    悠(2) 9:22.2 松本  侑頼(2) 9:48.7 小畑  来明(2) 9:49.2 奥芝  晟正(1) 9:49.6 阿良田尊己(2) 9:49.9 永尾虎大郎(2) 9:52.3 保田  拓海(2) 9:55.3

３０００ｍ 牛田中 国泰寺中 高取北中 観音中 広島学院中 大州中 国泰寺中 広島学院中
11/ 2 齋藤  誠人(2) 15.84 東    雅人(2) 16.24 水戸  建佑(2) 16.33 古中  睦人(2) 16.71 鷲頭  慶士(2) 17.58 相星  周汰(1) 17.86 錦織  由翔(2) 18.28 櫃田  拓磨(2) 18.52

１１０ｍＨ 井口中 (-0.1) 大州中 (-0.1) 安佐中 (-0.1) 広島なぎさ中 (+0.1) 戸山中 (-0.1) 矢野中 (-0.4) 五日市中 (-0.1) 修道中 (-1.1)
11/ 2 安佐中       46.93 五日市南中       47.42 口田中      47.68(47.678) 宇品中      47.68(47.680) 翠町中       47.79 東原中       48.00 白木中       48.07 広島なぎさ中      48.26

４×１００ｍ 山田  修弥(1) 倉敷    旭(1) 古森  巧望(2) 藤田  剣正(2) 香川  航希(1) 平    大輝(2) 井藤  和音(2) 松本  鯉優(1)
森    海斗(2) 大月  佑真(2) 守友  空青(2) 谷口    輝(2) 林  謙太朗(1) 吉岡  裕修(1) 佐々木  柊(2) 庄司  暁人(2)
田中  裕作(2) 源田  陽彩(2) 田尾  温人(2) 甲斐  文也(2) 上手  晴登(1) 竹岡  慶人(1) 田中    潤(2) 古中  睦人(2)
水戸  建佑(2) 川野    優(2) 伊藤  律季(2) 遊佐  碧依(2) 高田  凌佑(2) 酒井  幹太(2) 中川    玲(2) 槙本陽之輔(1)

11/ 2 山口    慶(2) 1.61 德川  圭佑(2) 1.60 難波    或(2) 1.60 山田  野葵(2) 1.55 東    雅人(2) 1.55 杉田  空軌(2) 口田中 1.45
走高跳 中広中 国泰寺中 古田中 五日市観音中 大州中 佐藤  亮太(1) 東原中

源田  陽彩(2) 五日市南中
中髙下達己(2) 矢野中

11/ 2 大江  一真(1) 2.40 柏原  翔太(2) 2.40 駒津  尚之(2) 2.40 大前金太郎(2) 2.20
棒高跳 井口中 広島城南中 井口中 広島城南中

11/ 2 田中    潤(2)5.60(-0.1) 大月  佑真(2)5.51(-0.9) 相星  周汰(1)5.47(-1.0) 佐伯  弥宥(2)5.40(+0.2) 高木  大聖(2) 5.35(0.0) 柳川  瑛太(1)5.24(-1.0) 大野    響(2)5.22(+0.3) 鷲頭  慶士(2)5.21(+0.2)
走幅跳 白木中 五日市南中 矢野中 庚午中 伴中 国泰寺中 伴中 戸山中

11/ 2 木村  逸希(2) 11.17 川野    優(2) 10.30 難波    或(2) 9.94 井藤  和音(2) 9.49 酒井  幹太(2) 8.66 原口  友也(2) 8.65 幡司  晃大(2) 8.06 宮部    翔(2) 7.98
砲丸投 戸山中 五日市南中 古田中 白木中 東原中 五日市南中 宇品中 観音中

男子総合 五日市南 34.5点 安佐 31点 国泰寺 27点 井口 22点 広島城南 20点 東原 19.5点 高取北 18点 宇品 18点
11/ 2 二部男子 赤川  桜斗(2)     12.76 下前  雄椰(2)     12.96 西倉  啓太(2)     13.08 富山  大志(1)     13.18 梶川    歩(1)     13.19 吉野  拓真(1)    13.36(13.352) 岡田    蓮(1)    13.36(13.357) 大西  翔悟(2)     13.37

１００ｍ 可部中 (-0.6) 広島学院中 (+0.6) 広島城南中 (+0.6) 高取北中 (+0.8) 五日市南中 (+0.6) 安佐中 (+0.6) 矢野中 (+1.0) 五日市南中 (+0.8)
11/ 2 藤原  盛志(2) 2:26.7 山本  崇之(1) 2:39.6 敦坂    蓮(1) 2:48.8 野端  南伶(1) 2:54.4 吉岡  琉太(1) 2:58.7 新宅  優生(1) 3:18.7 池田  和弥(1) 3:34.5

８００ｍ 観音中 二葉中 亀山中 広島城南中 亀山中 高陽中 城山北中
11/ 2 岡野健次郎(1) 4:42.6 田中  春圭(2) 4:45.9 山崎  勇真(2) 4:46.6 原田  優希(2) 4:46.9 吉岡    瞭(1) 4:49.6 西村  有生(1) 4:50.2 大迫律太郎(2) 4:52.7 島津  純聖(1) 4:55.8

１５００ｍ 口田中 江波中 国泰寺中 二葉中 祇園中 観音中 国泰寺中 広島三和中
11/ 2   0.0鵜城  魁斗(1) 20.07

１００ｍＨ 口田中
11/ 2 安佐中       51.40 伴中       52.51 広島学院中       52.94 口田中       52.98 東原中       53.42 五日市南中       54.09 観音中       54.77 大塚中       54.91

４×１００ｍ 吉野  拓真(1) 細川  祥輔(1) 三原  悠智(1) 渡辺  優太(1) 御田寺朔久(1) 大鶴  渉悟(2) 能浦  遼翔(2) 曽根  隆佑(1)
櫻井  俊輔(1) 上村  真哉(1) 松永  一穗(1) 平岡    塁(2) 澁谷咲太朗(1) 大西  翔悟(2) 岩田  優希(2) 山本  空雅(1)
田坂  俊太(1) 和泉  奏汰(2) 永島伸一朗(1) 金村恰之介(2) 井上  友義(1) 岡本  勇吾(1) 岡    倖世(1) 隅田    涼(1)
金子  優生(1) 重見  大地(2) 下前  雄椰(2) 鵜城  魁斗(1) 加登  流空(1) 梶川    歩(1) 大久保兆曜(1) 岡本  涼雅(2)

11/ 2 二部男子 渡辺  優太(1) 1.35 澁谷咲太朗(1) 1.35 髙西  智葵(1) 1.30 金子  優生(1) 1.25
走高跳 口田中 東原中 口田中 安佐中

11/ 2 金村恰之介(2) 4.60(0.0) 木村  優心(1)4.57(+0.9) 細川  祥輔(1)4.50(+0.6) 平岡    塁(2)4.44(+1.0) 研岡  侑真(1)4.25(+1.0) 田中    心(1)4.24(+0.4) 水戸  飛青(2)4.22(+0.3) 力前  健太(2)3.61(+0.7)
走幅跳 口田中 庚午中 伴中 口田中 庚午中 安佐中 口田中 庚午中



平成31年度広島市中学校新人陸上競技大会　19344007 ﾄﾗｯｸ審判長 田川　　司
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判 中野　　登
ｽﾀｰﾄ審判長 濱村　祥水

【開催日】 2019/11/2 記録主任： 山口　　泉
【主催団体】 広島市教育委員会・広島市中学校体育連盟・広島市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場　341020

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
11/ 2 一部女子 忰山    渚(2) 12.83 長谷川沙良(2) 13.20 白川  朱音(2) 13.32 山本  つき(2) 13.35 田口  紗英(2) 13.39 山根  知紗(2) 13.55 吉永  真奈(2) 13.68 里保  美幸(2) 13.83

１００ｍ 城山中 (-1.1) 国泰寺中 (-1.1) 己斐中 (-1.1) 長束中 (-1.1) 翠町中 (-1.1) 広島三和中 (-1.1) 祇園東中 (-0.9) 矢野中 (-1.3)
11/ 2 忰山    渚(2) 26.53 長谷川沙良(2) 26.78 山本  つき(2) 26.98 山根  知紗(2) 27.48 田口  紗英(2) 27.60 吉永  真奈(2) 27.63 西田  真穂(2) 27.80 坂本  萌々(2) 28.02

２００ｍ 城山中 (-1.0) 国泰寺中 (-1.0) 長束中 (-1.0) 広島三和中 (-1.0) 翠町中 (-0.6) 祇園東中 (-1.0) ＮＤ清心中 (-1.0) 祇園中 (-1.0)
11/ 2 春日  楓花(1) 2:23.15 浮田  愛花(2) 2:26.39 門前    希(2) 2:28.09 高橋    葵(2) 2:29.26 藤村心優花(1) 2:29.60 藤井  悠乃(2) 2:31.31 板倉  咲希(1) 2:33.41 山田    澪(2) 2:34.33

８００ｍ 東原中 広島中等教育 祇園中 祇園中 吉島中 国泰寺中 可部中 広島城南中
11/ 2 浮田  愛花(2) 4:52.7 藤村心優花(1) 5:02.1 門前    希(2) 5:09.2 高野  心晴(2) 5:09.7 高橋    葵(2) 5:12.9 山本  怜奈(2) 5:16.9 板倉  咲希(1) 5:19.5 山縣    澪(1) 5:21.1

１５００ｍ 広島中等教育 吉島中 祇園中 広島三和中 祇園中 東原中 可部中 伴中
11/ 2 寺地なごみ(2) 16.39 中本かおる(2) 16.40 松崎  日和(2) 16.58 浦川  侑莉(2) 16.79 杉山    舞(2) 16.86 大原  千朋(2) 17.38 横関    結(2) 17.40 高山    奏(1) 17.63

１００ｍＨ 安佐中 (+0.4) 安佐中 (+0.4) 東原中 (+0.4) 宇品中 (0.0) 祇園東中 (+0.4) 井口中 (+0.4) 井口中 (+0.4) 五日市中 (-0.8)
11/ 2 翠町中       52.65 広島三和中       52.84 安佐中       54.12 ＮＤ清心中       54.27 広島城南中       54.44 長束中       54.67 祇園東中       54.89 伴中       55.00

４×１００ｍ 久保  奈々(2) 平田  暖乃(1) 徳本  茉桜(2) 鴻海  妃那(2) 日南  里咲(2) 増原  理央(2) 三島  吏織(2) 柏原  咲来(1)
田口  紗英(2) 山根  知紗(2) 増田  環季(2) 西田  真穂(2) 玉城依知佳(2) 井手  秋桜(2) 杉山    舞(2) 片山  美優(2)
澤原  瑞季(2) 川端  日和(1) 小山  寧々(2) 山根亜理沙(1) 井上  夢来(2) 東森  結未(2) 吉永  真奈(2) 福島  伽奈(1)
竹元  紫凛(1) 栗田向日葵(2) 寺地なごみ(2) 大塚  志織(2) 田淵  咲良(1) 山本  つき(2) 新見  乙留(2) 大藤  夢生(1)

11/ 2 松田  萌愛(2) 1.40 亀居  更紗(2) 1.35 増田  環季(2) 1.35 佐伯  美憂(2) 1.30 常藤  梨音(2) 1.30 中村なつき(2) 1.30 大東  心暖(1) 1.30 中曽  陽詩(2) 1.30
走高跳 比治山女子中 牛田中 安佐中 中広中 広島なぎさ中 中広中 翠町中 己斐中

土井  悠羽(2)
福木中
乗松  泉美(1)
東原中

11/ 2 白川  朱音(2)5.21(+0.5) 山本ひかり(2)4.82(+0.3) 伊木  美陽留(2)4.63(+0.9) 杉村  茉優(2)4.63(+1.5) 立川  未夢(2)4.49(+0.4) 谷口  優月(1)4.44(+1.3) 片山  美優(2)4.40(-0.2) 柳本  心凜(2)4.39(+1.3)
走幅跳 己斐中 五日市観音中 井口中 二葉中 東原中 比治山女子中 伴中 温品中

11/ 2 迫田  明華(1) 12.68 小笠原麻記(1) 10.65 中島  璃乃(2) 9.77 北村  萌江(2) 9.51 村上  嬉実(2) 9.08 福島  伽奈(1) 8.93 島津  純葉(2) 8.62 鈴木    歩(2) 8.61
砲丸投 瀬野川中 GR 広島中等教育 中広中 亀山中 宇品中 伴中 広島三和中 広島城南中

女子総合 安佐 27点 広島中等教育 22点 広島三和 22点 祇園 22点 東原 21.3点 翠町 18点 国泰寺 17点 城山 16点
11/ 2 二部女子 新居  沙月(1)     13.42 野村  夏希(1)     13.93 吉村  咲紀(1)     14.10 福場有里瑛(1)     14.21 金子  沙稜(1)     14.25 宇野  美咲(1)     14.35 小林  情杏(1)    14.36(14.353) 得能  花心(1)    14.36(14.356)

１００ｍ 可部中 (-1.1) 可部中 (-1.1) 国泰寺中 (-1.1) 安佐中 (+0.5) 国泰寺中 (-1.1) 祇園中 (+0.2) 安佐中 (+0.2) 安佐中 (+0.2)
11/ 2 岩見  心晴(1) 2:47.6 川立  咲希(1) 2:48.4 山本  優琳(1) 2:48.7 木野村茉那(1) 2:49.1 伊藤  友希(1) 2:50.1 髙田  香弥(1) 2:54.5 板垣  凛子(1) 2:56.5 松本  仁那(1) 2:56.7

８００ｍ 広島中等教育 可部中 可部中 五日市観音中 可部中 可部中 観音中 祇園東中
11/ 2 川原ひなの(1) 5:08.3 岩井  りり(2) 5:11.8 西本  陽香(2) 5:14.3 久保明咲日(1) 5:16.7 佐藤  梨渚(1) 5:20.2 北川いろは(1) 5:23.7 上河栞愛来(1) 5:24.2 川上  奈々(2) 5:26.6

１５００ｍ 祇園中 祇園中 祇園中 可部中 祇園中 祇園中 口田中 祇園中
11/ 2 茅原    恵(1) 18.89 浅枝    杏(1) 18.98 兵頭こはる(2) 20.33 反田奈乃佳(1) 20.43 若山  優来(2) 20.55 藤本  恋奈(1) 20.91 荒川    華(2) 20.94 橋岡  日和(1) 21.13

１００ｍＨ 祇園東中 (0.0) 安佐中 (-0.1) 宇品中 (-0.1) 祇園東中 (0.0) 宇品中 (-0.1) 翠町中 (0.0) 宇品中 (0.0) 翠町中 (0.0)
11/ 2 安佐中       55.32 祇園中       56.35 国泰寺中       57.14 可部中       57.38 翠町中       58.34 東原中       58.54 ＮＤ清心中       58.98 宇品中       59.42

４×１００ｍ 浅枝    杏(1) 石川  莉子(1) 船橋  美桜(1) 新居  沙月(1) 瀬戸垣内七海(1) 野田  彩世(1) 大藤  月菜(1) 三戸  愛華(2)
得能  花心(1) 宇野  美咲(1) 金子  沙稜(1) 野村  夏希(1) 小川    舞(2) 藤井  心咲(1) 梶山  真央(2) 宮前  有来(1)
小林  情杏(1) 湯谷  春菜(1) 吉村  咲紀(1) 宇野  真央(1) 藤本  恋奈(1) 澤田  桃羽(1) 大隅  詠理(2) 兵頭こはる(2)
福場有里瑛(1) 内田    遥(1) 久保田ニコ(1) 小笠原百萌(1) 橋岡  日和(1) 木田  歩花(1) 吉川あゆみ(1) 沖田  夢奈(1)

11/ 2 中村  咲陽(1) 1.25 井上  菜摘(2) 広大東雲中 1.20 櫻井  悠果(1) 宇品中 1.15 中野  心結(1) 1.10 尾崎  美桜(1) 1.10
走高跳 古田中 濱田  愛莉(1) 安佐中 桑野  夏乃(1) 亀山中 宇品中 宇品中

永井  梨琴(1) 安佐中
11/ 2 宮前  有来(1)4.22(+0.4) 高津  悠友(1)3.88(+1.8) 坂井  心蕗(2)3.80(+0.7) 竹森    蒼(1)3.77(+1.7) 森田  結子(2)3.69(-0.1) 谷本  優衣(2)3.69(+0.9) 三戸  愛華(2)3.66(+1.5) 在木  志織(1)3.56(+0.7)

走幅跳 宇品中 祇園東中 広島城南中 矢野中 広島城南中 祇園中 宇品中 牛田中
11/ 2 田中  麻央(1) 7.91 野村  芽生(1) 6.84 住野  優楠(1) 6.04

砲丸投 安佐中 宇品中 牛田中



決勝 11月2日  9:55

広島市中学記録(CR)              10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   
北村　拓也                   伴               2008/8/8    

大会記録(GR)                    11.11 北村　拓也                   伴               2007        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.7

 1 木本  佑真(2)     12.13  1 遊佐  碧依(2)     12.20 
ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広島城南中 ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中

 2 中西謙至郎(1)     12.13  2 大月  佑真(2)     12.23 
ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾛｳ ひろしま協創中 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中

 3 森    海斗(2)     12.30  3 藤田  隼輔(2)     12.44 
ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中

 4 吉岡  裕修(1)     12.51  4 谷口    輝(2)     12.52 
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 宇品中

 5 林  謙太朗(1)     12.53  5 守友  空青(2)     12.55 
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 翠町中 ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中

 6 庄司  暁人(2)     12.58  6 德川  圭佑(2)     12.68 
ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 広島なぎさ中 ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中

 7 古中  睦人(2)     12.71  7 折本  太輝(1)     12.70 
ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中 ｵﾘﾓﾄ ﾀｲｷ 戸坂中

 8 高田  凌佑(2)     12.87  8 藤田  陽人(2)     12.78 
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 翠町中 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 吉島中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -0.9

 1 長﨑  一慶(2)     12.60  1 塚本  知也(2)     12.62 
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 安佐南中

 1 田中  裕作(2)     12.60  2 石森  倖太(2)     12.87 
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中 ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中

 3 齋藤  誠人(2)     12.74  3 伊東  珠李(2)     13.08 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中 ｲﾄｳ ｼｭﾘ 福木中

 4 田尾  温人(2)     12.77  4 中髙下達己(2)     13.19 
ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中 ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中

 5 田中    潤(2)     12.82  5 吉松  拓洋(2)     13.20 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 白木中 ﾖｼﾏﾂ ﾀｸﾐ 修道中

 6 立石  謙心(2)     12.86  6 中山  智心(2)     13.33 
ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ 広島学院中 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中

 7 平    大輝(2)     12.92  7 山田  野葵(2)     13.41 
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中 ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中
賀川  皓明(2) 玉井  晴葵(1)
ｶｶﾞﾜ  ｺｳﾒｲ 伴中 ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -0.2

 1 佐々木  柊(2)     12.76  1 源田  陽彩(2)     12.66 
ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ 五日市南中

 2 辻本倫太郎(2)     13.04  2 筒井    空(2)     12.88 
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ﾂﾂｲ ｿﾗ 亀山中

 3 橋川  太輔(2)     13.19  3 河面  柊哉(2)     13.15 
ﾊｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 日浦中 ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ 五日市中

 4 廣田  汰也(2)     13.20  4 駒津  尚之(2)     13.18 
ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ 可部中 ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 井口中

 5 三浦龍之伸(2)     13.23  5 高杉  空翔(2)     13.33 
ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 長束中 ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 可部中

 6 齋藤  大悟(2)     13.33  6 石口  魁星(2)     13.43 
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 修道中 ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 五日市中

 7 高林  出琉(2)     13.46  7 竹内  義将(2)     13.46 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾏｻ 大州中

 8 岩井  奏人(2)     13.81  8 三京  晃輔(2)     13.65 
ｲﾜｲ ｶﾅﾄ 観音中 ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中

8   894 3  1126

1  1308 1   534

5   141 8  2237

7  1453 4  1726

3  1727 2   978

6  1814 6  2238

2  2114 7  1766

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1634 5  2271

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  1402 3    82

3  1549 7  2148

1  1098 5  1306

6  1635 4   144

8  1914 1  2071

4   975 8   374

5  1246 6  2065

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   919 2  1427

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6   597 8    45

8  2386 2   287

7  2385 1    75

1   608 4 11934

2  1556 7   693

（12.124）
4  1250 6   286

（12.121）
3  1151 3  2273

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1227 5   688

一部男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 -0.3

 1 高木  大聖(2)     12.90  1 糸井  湧真(1)     13.16 
ﾀｶｷﾞ  ﾀｲｾｲ 伴中 ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中

 2 五弓  琢磨(2)     12.92  2 森下  昂輝(2)     13.24 
ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ 大塚中 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ 城山中

 3 竹下  莉功(2)     12.93  3 藤岡  慶伍(2)     13.30 
ﾀｹｼﾀ ﾘｸ 広島城北中 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 広島学院中

 4 船ヶ山  颯(2)     12.99  4 畠田  倖来(1)     13.46 
ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 観音中 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 中広中

 5 長石  克誠(1)     13.07  5 藤倉  琉斗(2)     13.58 
ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ 広島城南中 ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾄ 落合中

 6 川嵜    蓮(1)     13.09  6 有田  美隆(2)     13.97 
ｶﾜｻｷ ﾚﾝ 砂谷中 ｱﾘﾀ ﾐﾕｳ 広島城北中

 7 金本  唯我(2)     13.11 下山  大貴(2)
ｶﾈﾓﾄ ﾕｲｶﾞ 庚午中 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 温品中

 8 髙木  朝陽(2)     13.34 松村  安土(2)
ﾀｶｷ ｱｻﾋ 崇徳中 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂﾞﾁ 祇園東中

[ 9組] 風速 -1.0 [ 10組] 風速 -0.1

 1 引地  優斗(1)     13.49  1 板倉  慶典(2)     12.54 
ﾋｷｼﾞ ﾕｳﾄ 三入中 ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中

 2 小川  和仁(1)     13.60  2 山田  恵介(2)     13.02 
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 長束中 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 城山北中

 3 吉本  悠晃(1)     13.66  3 藤本  祥映(1)     13.61 
ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 祇園東中 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｴｲ 三入中

 4 南    天真(1)     13.72  4 水越  冴真(2)     13.84 
ﾐﾅﾐ ﾃﾝﾏ 阿戸中 ﾐｽﾞｺｼ ｻｴﾏ 亀山中

 5 城山浩一郎(1)     13.79  5 村上    慶(2)     13.92 
ｼﾞｮｳﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 吉島中 ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 大州中

 6 櫻井    翔(2)     14.11  6 飯島  隼斗(2)     13.93 
ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 高取北中 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高取北中
小泉  侑大(2)  7 山崎  秋真(2)     14.30 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚中 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ 落合中
辰川  大樹(2) 瀨野  俊吾(1)
ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ 安西中 ｾﾉ ｼｭﾝｺﾞ 広大東雲中

[ 11組] 風速 +0.3 [ 12組] 風速 +0.1

 1 戸嶋  良樹(2)     13.16  1 見田  雅人(2)     13.43 
ﾄｼﾞﾏ ﾖｼｷ 庚午中 ﾐﾀ ﾏｻﾄ 二葉中

 2 江角  亮太(1)     13.32  2 榎谷  心温(1)     13.82 
ｴｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 五月が丘中 ｴﾉｷﾀﾞﾆ ｼｵﾝ 牛田中

 3 永橋  汰一(2)     13.77  3 寄元琉希也(2)     14.34 
ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｲﾁ 温品中 ﾖﾘﾓﾄ ﾙｷﾔ 江波中

 4 兒玉    航(1)     13.84  4 前濱  奏風(2)     14.36 
ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 古田中 ﾏｴﾊﾏ ｶﾅﾀ 楠那中

 5 山本  紘都(1)     14.02  5 山本  想大(2)     14.43 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 江波中 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 砂谷中

 6 伊藤  亮太(1)     14.17  6 吉川  広大(1)     14.48 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 広大東雲中 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 広島三和中

 7 荒木  斡太(2)     14.24  7 三山  浩輝(1)     14.60 
ｱﾗｷ ｶﾝﾀ 福木中 ﾐﾔﾏ ｺｳｷ 阿戸中

[ 13組] 風速 -0.9 [ 14組] 風速 -0.4

 1 久保田壱気(1)     13.98  1 國村  甚太(2)     13.56 
ｸﾎﾞﾀ ｲｯｷ 五月が丘中 ｸﾆﾑﾗ ｼﾞﾝﾀ 高陽中

 2 荒木  琉偉(1)     14.42  2 政木晋一郎(1)     14.92 
ｱﾗｷ ﾙｲ 瀬野川中 ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 戸山中

 3 谷川  陽樹(2)     14.67  3 園田  琉惺(2)     14.94 
ﾀﾆｶﾜ ﾊﾙｷ 城山中 ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 日浦中

 4 上田    陽(1)     15.11  4 大原  涼雅(1)     15.29 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙ 安佐南中 ｵｵﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 牛田中

 5 岡田  拓樹(1)     15.32  5 浅元幸太朗(1)     17.22 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 高陽中 ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 戸山中
廣本  喜一(2) 糸満  宵瑛(1)
ﾋﾛﾓﾄ ｷｲﾁ 二葉中 ｲﾄﾏﾝ ｼｮｳｴｲ 己斐中
川本    悠(1) 和田  陽杜(1)
ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ 広島中等教育 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ 古田中

7  1936 8  1011
欠場 欠場

3   347 5   915
欠場 欠場

8  1669 7  1365

2  1431 3   319

6  2297 4  1815

5  1982 6  1366

4  2180 2  1666
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   373 5  1994

3   792 7  2116

8   113 3  2362

5  1012 2   641

6   264 4   108

4  2175 6   318

7   951 8   346
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  1293 8   793
欠場 欠場

2  1585 4  1703
失格

8  1490 6  1488

1    53 2   538

5  1993 7  1762

7  1351 3  1875

6  1462 1  1516

4  1876 5  1292
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  1129 6  1345
欠場

8   946 3   262
欠場

5  2364 8   443

2  1237 4  1700

6   895 2   858

4   438 5  1099

7  1586 1  2300

3  1404 7  2150
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

一部男子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 木本  佑真(2) 広島城南中     12.13 (-1.1)（12.121）  1   1
   2 中西謙至郎(1) ひろしま協創中     12.13 (-1.1)（12.124）  1   2
   3 遊佐  碧依(2) 宇品中     12.20 (-0.7)   2   1
   4 大月  佑真(2) 五日市南中     12.23 (-0.7)   2   2
   5 森    海斗(2) 安佐中     12.30 (-1.1)   1   3
   6 藤田  隼輔(2) 戸坂中     12.44 (-0.7)   2   3
   7 吉岡  裕修(1) 東原中     12.51 (-1.1)   1   4
   8 谷口    輝(2) 宇品中     12.52 (-0.7)   2   4

決勝 11月2日 13:25

広島市中学記録(CR)              21.36 為末　　大                   五日市           1993/10/31  
大会記録(GR)                    23.11 奥迫　政之                   翠　町           1993        

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 森    海斗(2)     24.25  1 川野    優(2)     26.15 
ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中 ｶﾜﾉ ﾕｳ 五日市南中

 2 庄司  暁人(2)     24.54  2 藤田  陽人(2)     26.20 
ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ 広島なぎさ中 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 吉島中

 3 吉岡  裕修(1)     24.57  3 柳川  瑛太(1)     26.65 
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中

 4 藤田  隼輔(2)     24.84  4 辻本倫太郎(2)     26.71 
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 戸坂中 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島三和中

 5 長﨑  一慶(2)     25.51  5 高杉  空翔(2)     27.06 
ﾅｶﾞｻｷ ｲｯｹｲ 己斐中 ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 可部中

 6 上手  晴登(1)     25.55  6 佐々木  柊(2)     27.36 
ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ 翠町中 ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中
塚本  知也(2)  7 弘中  拓実(2)     27.79 
ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 安佐南中 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中
板倉  慶典(2) 中西謙至郎(1)
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾛｳ ひろしま協創中

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速  0.0

 1 遊佐  碧依(2)     24.98  1 田尾  温人(2)     25.78 
ﾕｻ ｱｵｲ 宇品中 ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中

 2 酒井  幹太(2)     25.48  2 日高  涼貴(2)     26.28 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中 ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中

 3 秦  健一郎(2)     25.64  3 長石  克誠(1)     26.34 
ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ 広島城南中

 4 石森  倖太(2)     25.99  4 竹下  莉功(2)     26.46 
ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ 矢野中 ﾀｹｼﾀ ﾘｸ 広島城北中

 5 栗林  慎成(1)     26.23  5 錦織  由翔(2)     26.68 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ 矢野中 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 五日市中

 6 五弓  琢磨(2)     26.39  6 天野  遥人(2)     27.09 
ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ 大塚中 ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ 広島なぎさ中

 7 岡﨑  颯士(2)     26.88  7 竹内  義将(2)     27.13 
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 広島学院中 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾏｻ 大州中
吉松  拓洋(2)  8 三京  晃輔(2)     27.59 
ﾖｼﾏﾂ ﾀｸﾐ 修道中 ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ 崇徳中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +0.3

 1 松浦  直哉(1)     25.99  1 糸井  湧真(1)     26.61 
ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾔ 伴中 ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中

 2 小松  莉久(1)     26.42  2 田中    舜(2)     26.70 
ｺﾏﾂ ﾘｸ 修道中 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 五日市中

 3 石田  大裕(2)     26.47  3 道下  蒼太(2)     26.80 
ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 伴中 ﾐﾁｼﾀ ｿｳﾀ 庚午中

 4 茅野  恭平(2)     26.54  4 滝本    暖(2)     26.90 
ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中 ﾀｷﾓﾄ ﾊﾙ 庚午中

 5 小林  璃久(2)     26.76  5 藤田  剣正(2)     27.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 江波中 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 宇品中

 6 井町優太郎(2)     26.97  6 矢﨑  健介(2)     27.91 
ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中 ﾔｻｷ ｹﾝｽｹ 五日市南中

 7 高林  出琉(2)     27.19 船ヶ山  颯(2)
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 祇園中 ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ 観音中

 8 隅田健一朗(1)     28.86 
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大塚中

[ 7組] 風速 -0.2 [ 8組] 風速 +0.8

 1 甲斐喜一郎(2)     26.17  1 塩谷  琢泰(1)     27.65 
ｶｲ ｷｲﾁﾛｳ 二葉中 ｼｵﾀﾆ ﾀｸﾔ 崇徳中

 2 三浦龍之伸(2)     26.44  2 石橋  琉生(2)     27.68 
ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ 長束中 ｲｼﾊﾞｼ ﾙｲ 福木中

 3 中川    玲(2)     26.80  3 大澤  紀之(2)     27.99 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ 白木中 ｵｵｻﾜ ﾉﾘﾕｷ 落合中

 4 伊藤  律季(2)     28.03  4 松田  康平(2)     28.19 
ｲﾄｳ ﾘﾂｷ 口田中 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 亀山中

 5 竹本  悠希(2)     28.45  5 井藤    孔(1)     28.48 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 安佐南中 ｲﾄｳ ｺｳ 牛田中

 6 下田    楓(2)     29.87  6 櫻井    翔(2)     28.63 
ｼﾓﾀﾞ ﾌｳ 二葉中 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 高取北中
大野  魁人(2) 瀨野  俊吾(1)
ｵｵﾉ ｶｲﾄ 安西中 ｾﾉ ｼｭﾝｺﾞ 広大東雲中
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[ 9組] 風速 +1.7 [ 10組] 風速 +1.7

 1 香川  航希(1)     27.55  1 城山浩一郎(1)     27.20 
ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 翠町中 ｼﾞｮｳﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 吉島中

 2 村上    慶(2)     28.21  2 清水  優翔(2)     27.91 
ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 大州中 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 温品中

 3 木村  逸希(2)     28.46  3 西垣  瑞輝(1)     28.04 
ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中 ﾆｼｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ 広島三和中

 4 前濱  奏風(2)     28.70  4 佐々木貴一(1)     28.79 
ﾏｴﾊﾏ ｶﾅﾀ 楠那中 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾄ 可部中

 5 塚川  健二(1)     29.22  5 河角  優作(2)     29.47 
ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 戸坂中 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｻｸ 亀山中

 6 上村  浩幸(2)     29.73 兒玉    航(1)
ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 落合中 ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 古田中
川本    悠(1) 西崎  蕾星(2)
ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ 広島中等教育 ﾆｼｻﾞｷ ﾗｲｾｲ 城山中

[ 11組] 風速 +1.4 [ 12組] 風速 +0.9

 1 國村  甚太(2)     27.21  1 野崎  友晴(1)     27.34 
ｸﾆﾑﾗ ｼﾞﾝﾀ 高陽中 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 祇園東中

 2 穐鹿  成甫(1)     29.39  2 小松  優希(2)     29.25 
ｱｲｶ ﾅﾙﾎ 五月が丘中 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 福木中

 3 竹本    晟(1)     30.62  3 齋藤  康弘(1)     30.01 
ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｮｳ 高陽中 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 阿戸中

 4 野村  悠真(2)     31.41  4 水本  琉生(1)     30.26 
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾏ 温品中 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ 祇園東中

 5 牧瀬  陽希(1)     31.82  5 石田  和真(1)     30.35 
ﾏｷｾ ﾊﾙｷ 牛田中 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 五月が丘中

 6 藤井  悠太(1)     32.25  6 浅元幸太朗(1)     35.06 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 長束中 ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 戸山中

 7 新畑  光麒(2)     32.33 和田  陽杜(1)
ﾆｲﾊﾀ ｺｳｷ 江波中 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ 古田中

   1 森    海斗(2) 安佐中     24.25 (0.0)   1   1
   2 庄司  暁人(2) 広島なぎさ中     24.54 (0.0)   1   2
   3 吉岡  裕修(1) 東原中     24.57 (0.0)   1   3
   4 藤田  隼輔(2) 戸坂中     24.84 (0.0)   1   4
   5 遊佐  碧依(2) 宇品中     24.98 (-0.5)   3   1
   6 酒井  幹太(2) 東原中     25.48 (-0.5)   3   2
   7 長﨑  一慶(2) 己斐中     25.51 (0.0)   1   5
   8 上手  晴登(1) 翠町中     25.55 (0.0)   1   6

所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No.順 氏  名

欠場
8  1936 4  2298

5   290 6  1765

3

5  1675 2  1995

所属名 記録／備考 順 氏  名

 1363 3

  602 7    53
No.

 2117

一部男子

２００ｍ

6
ﾚｰﾝ

7   538 5   261

4

2   641 8  1732

 1696 2  1012

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 記録／備考
2  1666 8  1349

欠場

所属名

欠場

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  2171 3   376

氏  名

6   265 4  1348

3   316 5  2172

7  1461 6  1365

4   111 7  1011
欠場

一部男子

２００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1250
 2385
 1556
  286
  688
 1550
  919
  603



決勝 11月2日 11:40

広島市中学記録(CR)              49.07 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                    51.67 建田　勇太                   吉　島           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤  律季(2)     55.08  1 水戸  建佑(2)     57.00 
ｲﾄｳ ﾘﾂｷ 口田中 ﾐﾄ  ｹﾝｽｹ 安佐中

 2 榊原    哲(1)     55.39  2 高田  凌佑(2)     57.59 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 高取北中 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 翠町中

 3 板倉  慶典(2)     56.26  3 清水  琉唯(2)     59.58 
ｲﾀｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 安西中 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ 広島学院中

 4 濱口  蒼太(2)     57.47  4 高橋    輝(2)   1:03.18 
ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 大塚中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 安佐中

 5 岸本  亘平(2)     58.20  5 野崎  友晴(1)   1:03.25 
ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 二葉中 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 祇園東中

 6 石田  大裕(2)   1:01.62 廣田  汰也(2)
ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 伴中 ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ 可部中

 7 古森  巧望(2)   1:02.60 日髙  雅康(2)
ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 口田中 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中
賀川  皓明(2) 世木  桐生(2)
ｶｶﾞﾜ  ｺｳﾒｲ 伴中 ｾｷ ｷﾘｭｳ 観音中

[ 3組] [ 4組]

 1 佐藤  功崇(2)   1:00.00  1 清水  優翔(2)   1:02.30 
ｻﾄｳ ｺｳｼ 広島学院中 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 温品中

 2 日高  涼貴(2)   1:01.57  2 宍戸  瞭太(1)   1:02.84 
ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 広島城南中 ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 古田中

 3 小林  璃久(2)   1:01.58  3 阿良田敢大(1)   1:04.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 江波中 ｱﾗﾀ ｱｵ 大州中

 4 金子  怜央(2)   1:02.31  4 竹下  永晃(2)   1:06.15 
ｶﾈｺ ﾚｵ 井口中 ﾀｹｼﾀ ﾋｻｷ 亀山中

 5 竹岡  慶人(1)   1:02.99  5 中村純一朗(2)   1:06.89 
ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ 東原中 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 白木中
天満  優晴(2) 江藤  敦哉(2)
ﾃﾝﾏ ﾕｳｾｲ 安西中 ｴﾄｳ ｱﾂﾔ 吉島中
岡佐古  貴(2) 下山  大貴(2)
ｵｶｻｺ ﾀｶｼ 宇品中 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 温品中
藤原  奨真(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ 五月が丘中

[ 5組] [ 6組]

 1 松本  鯉優(1)   1:02.40  1 小田  翔太(1)   1:01.93 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｲﾋﾛ 広島なぎさ中 ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 五日市南中

 2 中尾  駿平(1)   1:05.53  2 河原  幹汰(2)   1:03.51 
ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ 古田中 ｶﾜﾊﾗ ｶﾝﾀ 瀬野川中

 3 野村  昊汰(1)   1:06.01  3 河原  颯汰(2)   1:05.25 
ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 可部中 ｶﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 瀬野川中

 4 北野  巴瑠(2)   1:08.91  4 井藤    孔(1)   1:05.86 
ｷﾀﾉ ﾊﾙ 吉島中 ｲﾄｳ ｺｳ 牛田中

 5 地主  七輝(1)   1:10.31  5 河原  蒼太(2)   1:09.73 
ｼﾞﾇｼ ﾅﾅｷ 大州中 ｶﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 城山中
近藤    陽(2) 板岡  夕空(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙ 安佐南中 ｲﾀｵｶ ﾕｱ 落合中
宮田    大(1) 宗兼  哲輝(2)
ﾐﾔﾀ ﾀｲ 宇品中 ﾑﾈｶﾈ ﾃﾂｷ 落合中

[ 7組]

 1 村上  蓮斗(2)     58.73 
ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝﾄ 城山中

 2 畑山  絢哉(1)   1:03.42 
ﾊﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 五日市中

 3 上手  晴登(1)   1:05.58 
ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ 翠町中

 4 兼光  柚希(1)   1:06.45 
ｶﾈﾐﾂ ﾕｽﾞｷ 牛田中

 5 山本  翔也(1)   1:18.76 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 高陽中
植田  瑛稀(1)
ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ 五日市中
神田  藍希(2)
ｶﾝﾀﾞ ｱｲｷ 高陽中
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5  1101 6   261

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
2  1402 8   898

欠場
7  1918 3    77

8  1407 1  1727

1   344 5  1349

6  1587 2  1245

4  1292 6  1095

5  1483 7   597

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1915 4  1249

一部男子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 伊藤  律季(2) 口田中       55.08   1   1
   2 榊原    哲(1) 高取北中       55.39   1   2
   3 板倉  慶典(2) 安西中       56.26   1   3
   4 水戸  建佑(2) 安佐中       57.00   2   1
   5 濱口  蒼太(2) 大塚中       57.47   1   4
   6 高田  凌佑(2) 翠町中       57.59   2   2
   7 岸本  亘平(2) 二葉中       58.20   1   5
   8 村上  蓮斗(2) 城山中       58.73   7   1

 1249
 1587
  597
  344
 2299

備考記録 組 順位
 1915
 1483
 1292

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

一部男子

４００ｍ
タイムレース



決勝 11月2日 14:25

広島市中学記録(CR)            1:57.02 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/30  
大会記録(GR)                  2:03.74 舛崎　真透                   安　西           1999        

[ 1組] [ 2組]

 1 松浦  大起(2)   2:04.73  1 林    祐太(2)   2:12.32 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 五日市南中

 2 山本    悠(2)   2:10.29  2 中島  琉心(2)   2:16.03 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 祇園中

 3 坂田  颯磨(2)   2:10.30  3 榎園  大輝(2)   2:16.12 
ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中 ｴｿﾞﾉ  ﾀｲｷ 伴中

 4 榊原    哲(1)   2:11.22  4 谷本  遥祐(2)   2:17.49 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 高取北中 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大州中

 5 保田  拓海(2)   2:13.60  5 中川  竣登(2)   2:17.58 
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 祇園中

 6 永尾虎大郎(2)   2:14.30  6 丸茂  圭史(2)   2:20.02 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ 瀬野川東中

 7 槙本陽之輔(1)   2:14.78  7 杉本  大惺(2)   2:20.47 
ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 広島なぎさ中 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 吉島中

 8 瀧本  皇我(2)   2:14.94  8 山下  瑛太(2)   2:20.78 
ﾀｷﾓﾄ  ｺｳｶﾞ 伴中 ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀ 矢野中

 9 柴田  愛哉(2)   2:17.29  9 岡佐古  貴(2)   2:21.51 
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 井口中 ｵｶｻｺ ﾀｶｼ 宇品中

10 青野    空(1)   2:17.98 10 小泉  侑大(2)   2:21.91 
ｱｵﾉ ｸｳ 観音中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚中

11 濱口  蒼太(2)   2:19.95 11 金子  怜央(2)   2:26.42 
ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 大塚中 ｶﾈｺ ﾚｵ 井口中

12 辰川  大樹(2)   2:21.19 12 長迫  真輝(2)   2:28.13 
ﾀﾂｶﾜ ﾀﾞｲｷ 安西中 ﾅｶﾞｻｺ ｼﾝｷ 観音中

13 大野  魁人(2)   2:24.09 光野  遙人(2)
ｵｵﾉ ｶｲﾄ 安西中 ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広島城南中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:01.8   314 松浦  大起(2)    400m    1:02.6  2267 林    祐太(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 大濵  寿哉(2)   2:22.06  1 福見  倖大(2)   2:25.63 
ｵｵﾊﾏ ﾄｼﾔ 大州中 ﾌｸﾐ ﾕｷﾄ 亀山中

 2 関内  翔梧(2)   2:24.03  2 堀川    学(2)   2:26.22 
ｾｷｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 広島学院中 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 江波中

 3 菊本  侃汰(2)   2:26.10  3 添田    宙(2)   2:27.36 
ｷｸﾓﾄ ｶﾝﾀ 安佐南中 ｿｴﾀﾞ ｿﾗ 五日市南中

 4 道下  蒼太(2)   2:28.33  4 岩政  奏翔(2)   2:29.71 
ﾐﾁｼﾀ ｿｳﾀ 庚午中 ｲﾜﾏｻ ｶﾅﾄ 亀山中

 5 永井  慎一(2)   2:29.13  5 多田  康誠(2)   2:30.64 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝｲﾁ 広島城南中 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 城山北中

 6 金弘  悠利(2)   2:34.23  6 岩城  泰介(2)   2:30.67 
ｶﾈﾋﾛ ﾊﾙﾄ 崇徳中 ｲﾜｷ ﾀｲｽｹ 古田中

 7 宮田    大(1)   2:34.84  7 堀川  湊人(2)   2:31.36 
ﾐﾔﾀ ﾀｲ 宇品中 ﾎﾘｶﾜ ﾐﾅﾄ 白木中

 8 茂木翔太郎(1)   2:37.16  8 中川  天馬(2)   2:32.45 
ﾓｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 安佐中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾝﾏ 白木中

 9 髙島    新(2)   2:37.62  9 和田  愛冬(2)   2:35.79 
ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ 東原中 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾄ 矢野中

10 椎原  葵生(1)   2:37.75 10 柘植    渉(2)   2:36.54 
ｼｲﾊﾗ ｱｵｲ 安佐中 ﾂｹﾞ ﾜﾀﾙ 五月が丘中

11 永尾  太稀(1)   2:55.40 11 真鳥将太朗(1)   2:36.98 
ﾅｶﾞｵ ﾀｲｷ 庚午中 ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 広大東雲中
森下  一希(2) 12 松岡  楽央(1)   2:58.59 
ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 広島中等教育 ﾏﾂｵｶ ﾗｵ 己斐中
中谷  和登(2) 沖本    元(2)
ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 東原中 ｵｷﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 温品中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:08.6   530 大濵  寿哉(2)    400m    1:11.5  1760 福見  倖大(2)

欠場 欠場

欠場
5  1553 7   259

3  1933 9   914

9   969 4   794

2  1258 11  2176

7  1555 8  2061

12  1262 10  1636

10   681 13  1638

13  1128 6  1007

11  1229 1  1511

8   956 12  1757

6  1428 5  2272

1  1105 3   104

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   530 2  1760

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  1289 4  1223

9  1293 8   888

12  1587 2   977

7   900 7  1585

11   976 13   684

10  1405 11  2072

13  2389 10    44

6    76 6  2082

4  1107 9  1303

8  1483 12   535

3   599 3  1400

2    79 5  1302

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   314 1  2267

一部男子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 5組] [ 6組]

 1 岸本  亘平(2)   2:25.15  1 野村  蒼生(2)   2:13.86 
ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 二葉中 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 修道中

 2 畑山  絢哉(1)   2:29.04  2 河原  圭汰(2)   2:28.69 
ﾊﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 五日市中 ｶﾜﾊﾗ ｹｲﾀ 瀬野川中

 3 細川  英慈(2)   2:30.78  3 竹本    瞭(2)   2:29.29 
ﾎｿｶﾜ ｴｲｼﾞ 福木中 ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳ 落合中

 4 小田  頼弥(1)   2:32.54  4 石黒  圭祐(1)   2:29.92 
ｵﾀﾞ ﾗｲﾔ 可部中 ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 翠町中

 5 藤原  奨真(2)   2:33.50  5 工藤  大雅(1)   2:31.03 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ 五月が丘中 ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ 高陽中

 6 竹本  玲音(1)   2:36.66  6 山仲  結一(1)   2:38.22 
ﾀｹﾓﾄ ﾚｵ 広島城北中 ﾔﾏﾅｶ ﾕｲﾁ 中広中

 7 奥    英輝(1)   2:38.69  7 田上  優翔(1)   2:42.36 
ｵｸ ｴｲｷ 城山北中 ﾀﾉｳｴ ﾏｻﾄ 三入中

 8 中嶋  咲人(2)   2:39.01  8 榎谷  心温(1)   2:42.57 
ﾅｶｼﾏ ｻｸﾄ 落合中 ｴﾉｷﾀﾞﾆ ｼｵﾝ 牛田中

 9 田島  歩夢(2)   2:40.06  9 松本  颯翔(2)   2:44.33 
ﾀｼﾏ ｱﾕﾑ 安佐南中 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 祇園東中

10 石田  大芽(1)   2:46.65 10 河野    翔(1)   2:49.07 
ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 温品中 ｺｳﾉ ｼｮｳ 高陽中

11 樋野  大河(2)   3:05.94 大下  友裕(1)
ﾋﾉ ﾀｲｶﾞ 砂谷中 ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 古田中
下田    楓(2) 植田  瑛稀(1)
ｼﾓﾀﾞ ﾌｳ 二葉中 ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ 五日市中
瀬戸  久輝(1) 渡部  彰紘(2)
ｾﾄ ﾋｻｷ 五日市観音中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 修道中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:12.9   375 細川  英慈(2)    400m    1:05.6   142 野村  蒼生(2)

   1 松浦  大起(2) 牛田中     2:04.73   1   1
   2 山本    悠(2) 国泰寺中     2:10.29   1   2
   3 坂田  颯磨(2) 翠町中     2:10.30   1   3
   4 榊原    哲(1) 高取北中     2:11.22   1   4
   5 林    祐太(2) 五日市南中     2:12.32   2   1
   6 保田  拓海(2) 広島学院中     2:13.60   1   5
   7 野村  蒼生(2) 修道中     2:13.86   6   1
   8 永尾虎大郎(2) 国泰寺中     2:14.30   1   6

 2267
 1107
  142
   76

組氏  名 都道府県 所属名 記録 順位
  314
   79
  599
 1483

一部男子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 備考

11  2160 7   145
欠場 欠場

3   345 4  2240
欠場 欠場

10  2360 1  1009
欠場

4   266 3  1672

5  1430 6  1343

6  1699 11   318

7  1514 10  1871

9   447 13   863

8  2174 2  1670

2  1731 9   601

13   375 8  1698

12  2246 5  1977

1   344 12   142
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

一部男子

８００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 11月2日 10:00

広島市中学記録(CR)            8:40.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/31  
大会記録(GR)                  9:05.88 花咲　博雄                   矢　野           1997        

[ 1組] [ 2組]

 1 松浦  大起(2)    9:12.1  1 丸茂  圭史(2)   10:23.7 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中 ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ 瀬野川東中

 2 山本    悠(2)    9:22.2  2 萩原  悠星(2)   10:25.6 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 口田中

 3 松本  侑頼(2)    9:48.7  3 杉本  大惺(2)   10:27.8 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 高取北中 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 吉島中

 4 小畑  来明(2)    9:49.2  4 黒崎  風雅(2)   10:34.6 
ｺﾊﾞﾀ ﾗｲｱ 観音中 ｸﾛｻｷ ﾌｳｶﾞ 福木中

 5 奥芝  晟正(1)    9:49.6  5 榎園  大輝(2)   10:38.9 
ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ 広島学院中 ｴｿﾞﾉ  ﾀｲｷ 伴中

 6 阿良田尊己(2)    9:49.9  6 中川  天馬(2)   10:43.1 
ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾝﾏ 白木中

 7 永尾虎大郎(2)    9:52.3  7 大野  魁人(2)   10:43.5 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ｵｵﾉ ｶｲﾄ 安西中

 8 保田  拓海(2)    9:55.3  8 中山    賢(2)   10:44.2 
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島学院中 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 亀山中

 9 隅田健一朗(1)    9:55.8  9 中村  風詠(2)   10:47.2 
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大塚中 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中

10 坂田  颯磨(2)    9:56.2 10 多田  康誠(2)   10:47.7 
ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 城山北中

11 福田  大翔(2)    9:58.8 11 大窪  快晴(1)   10:50.5 
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島三和中 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾊﾙ 安佐中

12 中川  竣登(2)    9:59.5 12 田中  梨楓(2)   10:51.2 
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 祇園中 ﾀﾅｶ ﾘﾌｳ 矢野中

13 島津    暖(1)   10:00.0 13 香川  智哉(2)   10:56.6 
ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ 口田中 ｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 宇品中

14 瀧本  皇我(2)   10:03.3 14 竹本    瞭(2)   11:03.1 
ﾀｷﾓﾄ  ｺｳｶﾞ 伴中 ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳ 落合中

15 柴田  愛哉(2)   10:07.6 15 金弘  悠利(2)   11:05.6 
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 井口中 ｶﾈﾋﾛ ﾊﾙﾄ 崇徳中

16 芦田琉乃介(2)   10:09.2 16 島津  克実(2)   11:07.6 
ｱｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 観音中 ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾐ 長束中

17 加藤  恵祐(2)   10:13.5 17 下江  涼太(2)   11:09.5 
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 東原中 ｼﾓｴ ﾘｮｳﾀ 広島城南中

18 堀川凌太郎(2)   10:19.3 18 大島  卓馬(2)   12:07.5 
ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 祇園東中 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾏ 吉島中

19 六拾部翔太(2)   10:20.7 野村  蒼生(2)
ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 五日市中 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 修道中

20 原田  亜門(2)   10:30.1 林    祐太(2)
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾓﾝ 広島三和中 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 五日市南中

21 秋田隆之介(2)   10:31.8 中田  涼介(1)
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 東原中 ﾅｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 安佐中

22 中島  琉心(2)   10:39.0 堀川    学(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 祇園中 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 江波中

23 植木  日向(2)   10:49.5 岩政  奏翔(2)
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 安西中 ｲﾜﾏｻ ｶﾅﾄ 亀山中

ラップタイム ラップタイム
  1000m   1000m
  2000m   2000m

欠場

欠場
3  1294 23  1757

欠場
17  1302 22   104

欠場
21  1554 14  1261

欠場
16  2120 10  2267

15  2235 3   142

14  1340 12    43

13  1552 17  1221

18 10910 19  1454

12   976 11  1128

23  1405 7  1698

11  1910 9   691

22  1303 18  2067

6  2121 20  1253

19   599 16  1511

4  1589 6  1230

5  1107 21  1759

20    76 2  1289

9   529 13  1636

10  1109 1  1400

7   889 15   371

8  1487 8    44

1    79 4 11931

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   314 5  2082

一部男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 3組]

 1 小田  翔太(1)   10:00.5 
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 五日市南中

 2 石黒  圭祐(1)   11:03.2 
ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 翠町中

 3 河原  幹汰(2)   11:03.5 
ｶﾜﾊﾗ ｶﾝﾀ 瀬野川中

 4 小田  頼弥(1)   11:05.2 
ｵﾀﾞ ﾗｲﾔ 可部中

 5 中田  空来(1)   11:06.9 
ﾅｶﾀ ｿﾗ 五日市中

 6 油谷  颯太(2)   11:08.9 
ｱﾌﾞﾗﾔ ｿｳﾀ 修道中

 7 奥    英輝(1)   11:16.8 
ｵｸ ｴｲｷ 城山北中

 8 横田  真也(1)   11:24.1 
ﾖｺﾀ ｼﾝﾔ 古田中

 9 坂根  太一(1)   11:25.0 
ｻｶﾈ ﾀｲﾁ 長束中

10 阿久津陸翔(2)   11:25.3 
ｱｸﾂ ﾘｸﾄ 矢野中

11 越野  峻成(2)   11:26.3 
ｺｼﾉ ｼｭﾝｾｲ 大州中

12 竹本  玲音(1)   11:31.8 
ﾀｹﾓﾄ ﾚｵ 広島城北中

13 國広  充基(2)   11:46.2 
ｸﾆﾋﾛ ﾐﾂｷ 宇品中

14 中嶋  咲人(2)   11:49.5 
ﾅｶｼﾏ ｻｸﾄ 落合中
森下  一希(2)
ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 広島中等教育
有田  陸斗(2)
ｱﾘﾀ ﾘｸﾄ 高取北中
新畑  光麒(2)
ﾆｲﾊﾀ ｺｳｷ 江波中
林    夏生(2)
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 井口中
沖本    元(2)
ｵｷﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 温品中
中間  太一(2)
ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ 安佐南中
金山  唯颯(2)
ｶﾅﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 安佐南中
岩城  泰介(2)
ｲﾜｷ ﾀｲｽｹ 古田中
品川  依吹(2)
ｼﾅｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 己斐中

ラップタイム
  1000m
  2000m

   1 松浦  大起(2) 牛田中     9:12.1   1   1
   2 山本    悠(2) 国泰寺中     9:22.2   1   2
   3 松本  侑頼(2) 高取北中     9:48.7   1   3
   4 小畑  来明(2) 観音中     9:49.2   1   4
   5 奥芝  晟正(1) 広島学院中     9:49.6   1   5
   6 阿良田尊己(2) 大州中     9:49.9   1   6
   7 永尾虎大郎(2) 国泰寺中     9:52.3   1   7
   8 保田  拓海(2) 広島学院中     9:55.3   1   8

  889
 1109
  529
   76
 1107

備考記録 組 順位
  314
   79
 1487

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

18   916
欠場

一部男子

３０００ｍ
タイムレース

13  1429
欠場

14  1007
欠場

10   259
欠場

12  1426
欠場

4   111
欠場

5   980
欠場

2  1933
欠場

3  1492
欠場

11   685

19  1699

8   533

17   447

15  1460

6  2057

9  1514

16  1016

21  2242

7   140

20  1972

1  1731

23  2280

22   601

一部男子

３０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 11月2日 12:40

広島市中学記録(CR)              14.26 髙山　峻野                   中　広           2009/8/24   
大会記録(GR)                    14.86 馬明　俊春                   中　広           2006        

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -1.1

 1 齋藤  誠人(2)     15.84  1 櫃田  拓磨(2)     18.52 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 井口中 ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ 修道中

 2 東    雅人(2)     16.24  2 向井尚太郎(2)     19.31 
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ 大州中 ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 矢野中

 3 水戸  建佑(2)     16.33  3 甲斐  文也(2)     19.76 
ﾐﾄ  ｹﾝｽｹ 安佐中 ｶｲ ﾌﾐﾔ 宇品中

 4 鷲頭  慶士(2)     17.58  4 永橋  汰一(2)     20.40 
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中 ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｲﾁ 温品中

 5 錦織  由翔(2)     18.28 江角  亮太(1)
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 五日市中 ｴｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 五月が丘中

 6 秋山  碧斗(2)     29.87 柘植    渉(2)
ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ 古田中 ﾂｹﾞ ﾜﾀﾙ 五月が丘中
山田  修弥(1) 谷口    輝(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 安佐中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 宇品中
三島  生輝(2)
ﾐｼﾏ ｲｯｷ 口田中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +0.1

 1 相星  周汰(1)     17.86  1 古中  睦人(2)     16.71 
ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中 ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 広島なぎさ中

 2 中原  健成(2)     19.59  2 吉本  悠晃(1)     18.58 
ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｾｲ 古田中 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 祇園東中

 3 三分一佑弥(1)     19.69  3 髙橋  智士(1)     19.12 
ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ 五日市観音中 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 戸坂中

 4 船原  基希(2)     19.72  4 池本  和大(1)     20.15 
ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ 口田中 ｲｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 五日市中

 5 片岡  晃誠(1)     22.07  5 宗兼  哲輝(2)     20.24 
ｶﾀｵｶ ｺｳｾｲ 大州中 ﾑﾈｶﾈ ﾃﾂｷ 落合中
日髙  雅康(2)  6 藤本    翔(1)     21.59 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳ 三入中
友定  晃介(1) 上手  颯太(1)
ﾄﾓｻﾀﾞ ｺｳｽｹ 広島城北中 ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中

   1 齋藤  誠人(2) 井口中     15.84 (-0.1)   1   1
   2 東    雅人(2) 大州中     16.24 (-0.1)   1   2
   3 水戸  建佑(2) 安佐中     16.33 (-0.1)   1   3
   4 古中  睦人(2) 広島なぎさ中     16.71 (+0.1)   4   1
   5 鷲頭  慶士(2) 戸山中     17.58 (-0.1)   1   4
   6 相星  周汰(1) 矢野中     17.86 (-0.4)   3   1
   7 錦織  由翔(2) 五日市中     18.28 (-0.1)   1   5
   8 櫃田  拓磨(2) 修道中     18.52 (-1.1)   2   1

No. 氏  名 都道府県 所属名

 2239
  143

欠場 欠場

一部男子

１１０ｍＨ
タイムレース

順位
  975
  536

2   449 7   606

 1364
 2075

 1249
 2386

記録（風） 備考 組 順位

3    77 4  1874
失格

7   541 2  1701

6 11932 6  2247

8  2151 3   289

5  1008 5  1351

4  2075 8  2386
No. 氏  名 所属名

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ

8 11933
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場
1  1264 6   693

欠場
2  1004 5  2176

7  2239 4  2175

6  1364 8   264

4  1249 3   682

3   536 2  2068

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   975 7   143

一部男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 11月2日 15:15

広島市中学記録(CR)              43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

大会記録(GR)                    45.32 安　佐                       安　佐           2004        
（熊川・畑賀・白神・宗田）

[ 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   5 安佐中  1264 山田  修弥(1)     46.93  1   3 口田中  1918 古森  巧望(2)     47.68 

ｱｻ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ ｸﾁﾀ ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ (47.678)
 1250 森    海斗(2) 11934 守友  空青(2)

ﾓﾘ ｶｲﾄ ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ
 1246 田中  裕作(2)  1914 田尾  温人(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ﾀｵ ﾊﾙﾄ
 1249 水戸  建佑(2)  1915 伊藤  律季(2)

ﾐﾄ  ｹﾝｽｹ ｲﾄｳ ﾘﾂｷ
 2   3 五日市南中  2281 倉敷    旭(1)     47.42  2   2 宇品中   692 藤田  剣正(2)     47.68 

ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ｸﾗｼｷ ｱｻﾋ ｳｼﾞﾅ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ (47.680)
 2273 大月  佑真(2)   693 谷口    輝(2)

ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ
 2271 源田  陽彩(2)   682 甲斐  文也(2)

ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ ｶｲ ﾌﾐﾔ
 2278 川野    優(2)   688 遊佐  碧依(2)

ｶﾜﾉ ﾕｳ ﾕｻ ｱｵｲ
 3   4 翠町中   602 香川  航希(1)     47.79  3   7 白木中  1643 井藤  和音(2)     48.07 

ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ ｼﾗｷ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾈ
  608 林  謙太朗(1)  1634 佐々木  柊(2)

ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ ｻｻｷ ｼｭｳ
  603 上手  晴登(1)  1635 田中    潤(2)

ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ
  597 高田  凌佑(2)  1642 中川    玲(2)

ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ
 4   2 東原中  1549 平    大輝(2)     48.00  4   5 国泰寺中    81 宇野  剣太(1)     48.99 

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ ｺｸﾀｲｼﾞ ｳﾉ ｹﾝﾀ
 1556 吉岡  裕修(1)    75 德川  圭佑(2)

ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ
 1560 竹岡  慶人(1)    77 日髙  雅康(2)

ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ
 1550 酒井  幹太(2)    83 柳川  瑛太(1)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ
 5   6 広島なぎさ中  2390 松本  鯉優(1)     48.26  5   8 広島学院中  1098 立石  謙心(2)     49.19 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾏﾂﾓﾄ ｺｲﾋﾛ ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾝ
 2385 庄司  暁人(2)  1102 秦  健一郎(2)

ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾄ ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ
 2386 古中  睦人(2)  1099 藤岡  慶伍(2)

ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ
 2389 槙本陽之輔(1)  1094 岡﨑  颯士(2)

ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ
 6   7 矢野中  2065 石森  倖太(2)     48.67  6   6 五日市中  2236 田中    舜(2)     49.67 

ﾔﾉ ｲｼﾓﾘ ｺｳﾀ ｲﾂｶｲﾁ ﾀﾅｶ ｼｭﾝ
 2079 栗林  慎成(1)  2238 河面  柊哉(2)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ ｺｳﾓ ｼｭｳﾔ
 2071 中髙下達己(2)  2239 錦織  由翔(2)

ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ
 2060 宮園  悠大(2)  2237 石口  魁星(2)

ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｼｸﾞﾁ ｶｲｾｲ
 7   1 広島城南中  1228 柏原  翔太(2)     49.40   4 祇園中

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｷﾞｵﾝ 欠場
 1227 木本  佑真(2)

ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ
 1222 日高  涼貴(2)

ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ
 1237 長石  克誠(1)

ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ
 8   8 井口中   978 駒津  尚之(2)     49.86 

ｲﾉｸﾁ ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ
  975 齋藤  誠人(2)

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ
  976 柴田  愛哉(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ
  977 金子  怜央(2)

ｶﾈｺ ﾚｵ

一部男子

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   8 庚午中   951 戸嶋  良樹(2)     50.53  1   6 可部中  1732 佐々木貴一(1)     51.01 

ｺｳｺﾞ ﾄｼﾞﾏ ﾖｼｷ ｶﾍﾞ ｻｻｷ ﾀｶﾋﾄ
  959 笠井  聡志(2)  1726 高杉  空翔(2)

ｶｻｲ ｿｳｼ ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ
  956 道下  蒼太(2)  1735 野村  昊汰(1)

ﾐﾁｼﾀ ｿｳﾀ ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ
  946 金本  唯我(2)  1727 廣田  汰也(2)

ｶﾈﾓﾄ ﾕｲｶﾞ ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾔ
 2   6 大塚中  1585 小泉  侑大(2)     51.02  2   5 観音中   895 船ヶ山  颯(2)     51.22 

ｵｵﾂﾞｶ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾝｵﾝ ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ
 1586 五弓  琢磨(2)   894 岩井  奏人(2)

ｺﾞｷｭｳ ﾀｸﾏ ｲﾜｲ ｶﾅﾄ
 1589 隅田健一朗(1)   898 世木  桐生(2)

ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｾｷ ｷﾘｭｳ
 1587 濱口  蒼太(2)   900 青野    空(1)

ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｱｵﾉ ｸｳ
 3   4 崇徳中  1129 髙木  朝陽(2)     51.30  3   3 祇園東中  1348 水本  琉生(1)     52.72 

ｿｳﾄｸ ﾀｶｷ ｱｻﾋ ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ
 1126 三京  晃輔(2)  1351 吉本  悠晃(1)

ｻﾝｷｮｳ ｺｳｽｹ ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ
 1127 岡本    聖(2)  1340 堀川凌太郎(2)

ｵｶﾓﾄ ｾｲ ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 1131 塩谷  琢泰(1)  1349 野崎  友晴(1)

ｼｵﾀﾆ ﾀｸﾔ ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ
 4   2 落合中  1703 山崎  秋真(2)     52.71  4   7 江波中   113 山本  紘都(1)     52.84 

ｵﾁｱｲ ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ ｴﾊﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 1701 宗兼  哲輝(2)   117 長尾  拓空(2)

ﾑﾈｶﾈ ﾃﾂｷ ﾅｶﾞｵ ﾀｸ
 1696 上村  浩幸(2)   108 寄元琉希也(2)

ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ﾖﾘﾓﾄ ﾙｷﾔ
 1700 藤倉  琉斗(2)   107 小林  璃久(2)

ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ
 5   7 安佐南中  1431 上田    陽(1)     54.43  5   2 五日市観音中  2147 迫野  裕一(2)     57.00 

ｱｻﾐﾅﾐ ｳｴﾀﾞ ﾊﾙ ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝ ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ
 1428 菊本  侃汰(2)  2150 糸井  湧真(1)

ｷｸﾓﾄ ｶﾝﾀ ｲﾄｲ ﾕｳﾏ
 1429 金山  唯颯(2)  2151 三分一佑弥(1)

ｶﾅﾔﾏ ｲﾌﾞｷ ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ
 1425 竹本  悠希(2)  2148 山田  野葵(2)

ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ
  3 広島城北中   4 亀山中  1762 水越  冴真(2)

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾎｸ 欠場 ｶﾒﾔﾏ ﾐｽﾞｺｼ ｻｴﾏ 失格
 1757 岩政  奏翔(2) 163-3b

ｲﾜﾏｻ ｶﾅﾄ
 1760 福見  倖大(2)

ﾌｸﾐ ﾕｷﾄ
 1766 筒井    空(2)

ﾂﾂｲ ｿﾗ
  5 安西中   8 吉島中

ﾔｽﾆｼ 欠場 ﾖｼｼﾞﾏ 欠場

一部男子

４×１００ｍ



[ 5組] [ 6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   2 戸坂中   290 塚川  健二(1)     50.73  1   7 伴中  1407 石田  大裕(2)     49.23 

ﾍｻｶ ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾄﾓ ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
  287 折本  太輝(1)  1411 松浦  直哉(1)

ｵﾘﾓﾄ ﾀｲｷ ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾔ
  289 髙橋  智士(1)  1404 高木  大聖(2)

ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ ﾀｶｷﾞ  ﾀｲｾｲ
  286 藤田  隼輔(2)  1401 大野    響(2)

ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾉ  ﾋﾋﾞｷ
 2   7 大州中   544 松原  旭飛(1)     51.26  2   8 修道中   143 櫃田  拓磨(2)     49.73 

ｵｵｽﾞ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾋ ｼｭｳﾄﾞｳ ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ
  536 東    雅人(2)   148 小松  莉久(1)

ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ ｺﾏﾂ ﾘｸ
  534 竹内  義将(2)   141 齋藤  大悟(2)

ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾏｻ ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
  531 金澤  正都(2)   144 吉松  拓洋(2)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ﾖｼﾏﾂ ﾀｸﾐ
 3   4 三入中  1871 田上  優翔(1)     52.06  3   2 広島三和中  2117 西垣  瑞輝(1)     52.63 

ﾐｲﾘ ﾀﾉｳｴ ﾏｻﾄ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾆｼｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ
 1876 引地  優斗(1)  2116 吉川  広大(1)

ﾋｷｼﾞ ﾕｳﾄ ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 1874 藤本    翔(1)  2115 正木  翔大(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳ ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ
 1875 藤本  祥映(1)  2114 辻本倫太郎(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｴｲ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
 4   3 戸山中  1363 木村  逸希(2)     58.05  4   4 長束中  1461 藤井  悠太(1)     52.94 

ﾄﾔﾏ ｷﾑﾗ ｲﾂｷ ﾅｶﾞﾂｶ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ
 1364 鷲頭  慶士(2)  1453 三浦龍之伸(2)

ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾉｼﾝ
 1366 政木晋一郎(1)  1454 島津  克実(2)

ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾐ
 1365 浅元幸太朗(1)  1462 小川  和仁(1)

ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ
 5   8 五月が丘中  2180 久保田壱気(1)   1:00.36  5   6 牛田中   315 兼光  柚希(1)     56.74 

ｻﾂｷｶﾞｵｶ ｸﾎﾞﾀ ｲｯｷ ｳｼﾀ ｶﾈﾐﾂ ﾕｽﾞｷ
 2175 江角  亮太(1)   317 井藤    孔(1)

ｴｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ｺｳ
 2174 藤原  奨真(2)   316 牧瀬  陽希(1)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ ﾏｷｾ ﾊﾙｷ
 2176 柘植    渉(2)   318 榎谷  心温(1)

ﾂｹﾞ ﾜﾀﾙ ｴﾉｷﾀﾞﾆ ｼｵﾝ
  5 広大東雲中   3 古田中

ﾋﾛﾀﾞｲｼﾉﾉﾒ 欠場 ﾌﾙﾀ 欠場

  6 温品中   5 二葉中
ﾇｸｼﾅ 欠場 ﾌﾀﾊﾞ 欠場

   1 安佐中     46.93 山田  修弥(1) 森    海斗(2) 田中  裕作(2) 水戸  建佑(2)   1   1
   2 五日市南中     47.42 倉敷    旭(1) 大月  佑真(2) 源田  陽彩(2) 川野    優(2)   1   2
   3 口田中     47.68 (47.678) 古森  巧望(2) 守友  空青(2) 田尾  温人(2) 伊藤  律季(2)   2   1
   4 宇品中     47.68 (47.680) 藤田  剣正(2) 谷口    輝(2) 甲斐  文也(2) 遊佐  碧依(2)   2   2
   5 翠町中     47.79 香川  航希(1) 林  謙太朗(1) 上手  晴登(1) 高田  凌佑(2)   1   3
   6 東原中     48.00 平    大輝(2) 吉岡  裕修(1) 竹岡  慶人(1) 酒井  幹太(2)   1   4
   7 白木中     48.07 井藤  和音(2) 佐々木  柊(2) 田中    潤(2) 中川    玲(2)   2   3
   8 広島なぎさ中     48.26 松本  鯉優(1) 庄司  暁人(2) 古中  睦人(2) 槙本陽之輔(1)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

４×１００ｍ

一部男子

４×１００ｍ
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

一部男子



決勝 11月2日 13:30

広島市中学記録(CR)               2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   
大会記録(GR)                     1.80 武田　知久                   城　山           1993        

中島　広司                   修　道           1999        
鳴川　陽太                   大　州           2004        

1m65 1m63 1m61
山口    慶(2) - - - - - - - o o xxx
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 中広中 x x o
德川  圭佑(2) - - - - o o o o o xxx
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中 x x x
難波    或(2) - - - - - o o xxo xxo xxx
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
山田  野葵(2) - - - - - xo xo o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中
東    雅人(2) - - - - - o o xo xxx
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ 大州中
杉田  空軌(2) - - o o xo o xxx
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 口田中
佐藤  亮太(1) - - - - xo o xxx
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 東原中
源田  陽彩(2) - - - - xo o xxx
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ 五日市南中
中髙下達己(2) - - o xo o o xxx
ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 矢野中
古谷  卓磨(2) - - - - o xxo xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 東原中
中川  裕崇(2) o o o xo o xxx
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 矢野中
松原  旭飛(1) o o xo o xo xxx
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾋ 大州中
甲斐  文也(2) - o o o xxx
ｶｲ ﾌﾐﾔ 宇品中
山田  恵介(2) o o xo xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 城山北中
室田    源(2) o xo xo xxx
ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ 砂谷中
宇野  剣太(1) xo xo xxx
ｳﾉ ｹﾝﾀ 国泰寺中
森川    侑(1) 欠場
ﾓﾘｶﾜ ﾕｳ 広島城南中
松浦  凰雅(1) 欠場
ﾏﾂｳﾗ ﾊｸｶﾞ 広島城南中
糸満  宵瑛(1) 欠場
ｲﾄﾏﾝ ｼｮｳｴｲ 己斐中
江藤  龍騎(2) 欠場
ｴﾄｳ ﾘｭｳｷ 口田中
大窪  快晴(1) 欠場
ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾊﾙ 安佐中
茂木翔太郎(1) 欠場
ﾓｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 安佐中
上土井  颯(2) 欠場
ｶﾐﾄﾞｲ ﾊﾔﾃ 古田中
中村純一朗(2) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 白木中
今野　海明(2) 欠場
ｺﾝﾉ ｶｲﾒｲ 宇品中

決勝 11月2日 11:30

広島市中学記録(CR)               4.31 岡本　崇志                   井口             2013/8/23   
大会記録(GR)                     3.71 水戸　淳史                   五日市           2000        

大江  一真(1)
ｵｵｴ ｶｽﾞﾏ 井口中
柏原  翔太(2)
ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広島城南中
駒津  尚之(2)
ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 井口中
大前金太郎(2)
ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ 広島城南中

一部男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m20 2m40 2m60 記録 備考
1 2   981 o o o xxx  2.40

2 4  1228 - o xo xxx  2.40

3 3   978 o o xxo

 2.20

 2.40

4 1  1224 - o xxx

xxx

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

一部男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m60 1m65

記録 備考

1 25   857  1.61

1m30 1m35

2 21    75  1.60

3 22  1005  1.60

4 20  2148  1.55

5 23   536  1.55

6 12  1926  1.45

6 16  1566  1.45

6 19  2271  1.45

6 24  2071  1.45

10 15  1551  1.45

11 17  2074  1.40

12 14   544  1.40

13 13   682  1.35

14 18  1516  1.35

15 1  2361  1.30

16 8    81  1.25

2  1235

3  1232

4   915

5  1919

6  1253

7  1262

9  1006

10  1637

11 10707



決勝 11月2日 11:30

広島市中学記録(CR)               6.90 為末　　大                   五日市           1993/8/30   
大会記録(GR)                     6.33 伊藤　宏晃                   五日市南         1997        

 ３回の
 最高記録

田中    潤(2)   5.58  5.53  5.40   5.58   5.32  5.43  5.60   5.60 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 白木中   -0.3  +1.1  -0.6   -0.3   -0.6   0.0  -0.1   -0.1
大月  佑真(2)   5.15  5.50  5.36   5.50   5.42  5.51  5.49   5.51 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 五日市南中   -1.0  +0.8  -0.7   +0.8   -0.7  -0.9  -0.3   -0.9
相星  周汰(1)   5.30  5.44   -    5.44    -    x   5.47   5.47 
ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中   -0.6  +0.3    +0.3   -1.0   -1.0
佐伯  弥宥(2)    x   5.30   x    5.30    x   5.08  5.40   5.40 
ｻｴｷ ﾔﾋﾛ 庚午中    0.0     0.0    0.0  +0.2   +0.2
高木  大聖(2)    x   5.01  5.35   5.35    x   5.13   x    5.35 
ﾀｶｷﾞ  ﾀｲｾｲ 伴中   -0.4   0.0    0.0   -0.3     0.0
柳川  瑛太(1)   5.06  5.22  5.24   5.24   5.11   x   5.05   5.24 
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中   -1.8  -0.7  -1.0   -1.0   -0.9    0.0   -1.0
大野    響(2)   5.22  5.18  5.16   5.22    x    x    x    5.22 
ｵｵﾉ  ﾋﾋﾞｷ 伴中   +0.3  -0.3  +0.4   +0.3    +0.3
鷲頭  慶士(2)   5.20  5.17   -    5.20   5.15  5.21  5.10   5.21 
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中   -1.1  -0.3    -1.1    0.0  +0.2  -0.2   +0.2
山田  修弥(1)   4.59  5.09  5.19   5.19    5.19 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 安佐中   +1.1  -0.8  +0.5   +0.5    +0.5
豊島  英也(2)   5.17   x    x    5.17    5.17 
ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾔ 中広中   -0.8    -0.8    -0.8
井町優太郎(2)   5.04  5.14  5.11   5.14    5.14 
ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 祇園中   -0.3  -0.7  -1.0   -0.7    -0.7
畠田  倖来(1)   5.12   x   4.76   5.12    5.12 
ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 中広中   +1.7   -0.1   +1.7    +1.7
中山  智心(2)    x    x   5.04   5.04    5.04 
ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 祇園中    0.0    0.0     0.0
槙本陽之輔(1)   4.96  5.00  4.88   5.00    5.00 
ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 広島なぎさ中   +0.5  -0.3  +1.0   -0.3    -0.3
平    大輝(2)   4.95  4.85  4.69   4.95    4.95 
ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 東原中   +0.6   0.0  +0.4   +0.6    +0.6
茅野  恭平(2)   4.88  4.84  2.34   4.88    4.88 
ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 広島城北中   +0.6   0.0  +0.3   +0.6    +0.6
守友  空青(2)   3.94  4.70  4.82   4.82    4.82 
ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中   +0.3  -0.5  +0.9   +0.9    +0.9
倉敷    旭(1)   4.81  2.89   x    4.81    4.81 
ｸﾗｼｷ ｱｻﾋ 五日市南中    0.0  +1.4     0.0     0.0
田中    舜(2)   4.71  4.32  4.29   4.71    4.71 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 五日市中   +1.3   0.0  +0.7   +1.3    +1.3
堀川  湊人(2)    x    x   4.70   4.70    4.70 
ﾎﾘｶﾜ ﾐﾅﾄ 白木中   -0.8   -0.8    -0.8
飯島  隼斗(2)   4.47   x   4.66   4.66    4.66 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高取北中   -0.2   -0.5   -0.5    -0.5
神田  藍希(2)   4.43  4.65  4.52   4.65    4.65 
ｶﾝﾀﾞ ｱｲｷ 高陽中   -0.6  +0.4  -1.2   +0.4    +0.4
田中  裕作(2)   4.64  4.33  4.25   4.64    4.64 
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中   +0.6  -0.5  +1.3   +0.6    +0.6
笠井  聡志(2)   4.63  4.13   x    4.63    4.63 
ｶｻｲ ｿｳｼ 庚午中   +0.9  -0.2    +0.9    +0.9
深見    駿(2)   4.59  4.62  4.53   4.62    4.62 
ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中   +1.5  -0.1  -0.5   -0.1    -0.1
金澤  正都(2)   4.36  4.33  4.58   4.58    4.58 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 大州中   -1.0  -0.4  -1.0   -1.0    -1.0
迫野  裕一(2)    x    x   4.53   4.53    4.53 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中   +0.1   +0.1    +0.1
正木  翔大(2)   4.45  4.51  4.24   4.51    4.51 
ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広島三和中   -1.4   0.0  -0.6    0.0     0.0
吉川  広大(1)   4.46  4.40  4.18   4.46    4.46 
ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 広島三和中   -0.2  +0.1  -0.8   -0.2    -0.2
大野  寛弥(1)   4.11   x   4.38   4.38    4.38 
ｵｵﾉ ﾋﾛﾔ 広島なぎさ中   +0.8    0.0    0.0     0.0
三分一佑弥(1)   4.31  4.14  4.20   4.31    4.31 
ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ 五日市観音中   +1.4  -0.6  +1.0   +1.4    +1.4
松尾  泰誠(1)   4.28  4.21  4.07   4.28    4.28 
ﾏﾂｵ ﾀｲｾｲ 東原中   -0.5  -0.7   0.0   -0.5    -0.5
島田  啓太(1)   4.27  3.74  3.55   4.27    4.27 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 修道中   +1.3   0.0  +0.9   +1.3    +1.3
水本  琉生(1)   3.64  3.86  4.24   4.24    4.24 
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ 祇園東中   +1.5   0.0  +0.4   +0.4    +0.4
宮本  拓実(2)   4.20  4.02   x    4.20    4.20 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 大州中   +1.1  -0.4    +1.1    +1.1
山本  想大(2)   4.15   x   4.14   4.15    4.15 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 砂谷中   +0.5   +0.2   +0.5    +0.5

一部男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 56  1635

2 55  2273

3 54  2075

4 41   947

5 48  1404

6 52    83

7 46  1401

8 53  1364

9 45  1264

10 50   856

11 51  1307

12 40   858

13 49  1306

14 36  2389

15 37  1549

16 47   439

17 34 11934

18 32  2281

19 42  2236

20 27  1638

21 30  1488

22 28  1665

23 43  1246

24 38   959

25 39  1928

26 23   531

27 20  2147

28 25  2115

29 26  2116

30 18  2393

31 14  2151

32 21  1562

33 8   149

34 5  1348

35 16   537

36 19  2362



 ３回の
 最高記録

板東  遼己(2)   4.11  3.91  4.07   4.11    4.11 
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 宇品中   +0.5   0.0  +0.5   +0.5    +0.5
藤原  佑成(1)   3.43  4.08  3.92   4.08    4.08 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 宇品中   +1.5  +0.1   0.0   +0.1    +0.1
安達    基(1)    x   4.07   x    4.07    4.07 
ｱﾀﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 高陽中   -0.3    -0.3    -0.3
友定  晃介(1)   3.91  3.87  3.73   3.91    3.91 
ﾄﾓｻﾀﾞ ｺｳｽｹ 広島城北中   +1.3   0.0  +0.7   +1.3    +1.3
松岡  楽央(1)   3.57  3.37  3.48   3.57    3.57 
ﾏﾂｵｶ ﾗｵ 己斐中   +1.9  +0.2  -0.5   +1.9    +1.9
中間  奏詠(1)   3.54  2.12  3.32   3.54    3.54 
ﾅｶﾏ ｿｳﾀ 三入中   +0.2   0.0  +0.4   +0.2    +0.2
戸谷  翔馬(1)    x   3.50   x    3.50    3.50 
ﾄﾀﾆ ｼｮｳﾏ 三入中   -0.1    -0.1    -0.1
高山  侑大(1)   3.22  3.15   x    3.22    3.22 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 亀山中   +1.1  -0.4    +1.1    +1.1
木村晄太郎(1) 欠場
ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 修道中
岩崎  颯斗(2) 欠場
ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 観音中
大前金太郎(2) 欠場
ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ 広島城南中
野見  明輝(2) 欠場
ﾉﾐ ｱｷﾗ 瀬野川中
林  謙太朗(1) 欠場
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 翠町中
木本  佑真(2) 欠場
ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広島城南中
川嵜    蓮(1) 欠場
ｶﾜｻｷ ﾚﾝ 砂谷中
吉原  昊生(1) 欠場
ﾖｼﾊﾗ ｺｳｾｲ 翠町中
石田  和真(1) 欠場
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 五月が丘中
山中  拓翔(2) 欠場
ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾄ 落合中
久保田壱気(1) 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｲｯｷ 五月が丘中
玉井  晴葵(1) 欠場
ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中

一部男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

37 17   683

38 10   680

39 3  1667

40 11   449

41 9   914

42 6  1873

43 2  1872

44 12  1771

7   147

22   891

29  1224

31  1974

33   608

44  1227

1  2364

24  2180

4   609

13  2172

35    82

15  1704



決勝 11月2日 10:00

広島市中学記録(CR)              15.73 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   
大会記録(GR)                    12.59 大地　智也                   祇園東           2015        

 ３回の
 最高記録

木村  逸希(2)
ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
川野    優(2)
ｶﾜﾉ ﾕｳ 五日市南中
難波    或(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
井藤  和音(2)
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾈ 白木中
酒井  幹太(2)
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 東原中
原口  友也(2)
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 五日市南中
幡司  晃大(2)
ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 宇品中
宮部    翔(2)
ﾐﾔﾍﾞ ｼｮｳ 観音中
竹下  永晃(2)
ﾀｹｼﾀ ﾋｻｷ 亀山中
藤本  祥映(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｴｲ 三入中
上手  颯太(1)
ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中
仲井  統真(1)
ﾅｶｲ ﾄｳﾏ 五日市中
岡本    聖(2)
ｵｶﾓﾄ ｾｲ 崇徳中
中本  滉大(1)
ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾀ 口田中
中川  颯太(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ 祇園東中
水成  晃翔(2)
ﾐｽﾞﾅﾘ ｱｷﾄ 広大東雲中
中川    玲(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ 白木中
松尾  泰誠(1)
ﾏﾂｵ ﾀｲｾｲ 東原中
甘井新之介(2)
ｱﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 翠町中
陰山  颯太(1)
ｶｹﾞﾔﾏ ｿｳﾀ 修道中
山本  紘都(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 江波中
屋敷  昌宏(2)
ﾔｼｷ ﾏｻﾋﾛ 五月が丘中
穐鹿  成甫(1)
ｱｲｶ ﾅﾙﾎ 五月が丘中
石本    碧(2)
ｲｼﾓﾄ ｱｵｲ 伴中
髙木  朝陽(2)
ﾀｶｷ ｱｻﾋ 崇徳中
岩本    渉(1)
ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾑ 安佐中
政木晋一郎(1)
ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 戸山中
跡部  悠良(1)
ｱﾄﾍﾞ ﾕﾗ 大州中
林    龍吾(1)
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ 大州中
藤坪  圭太(2) 欠場
ﾌｼﾞﾂﾎﾞ ｹｲﾀ 祇園東中
是竹  颯太(1) 欠場
ｺﾚﾀｹ ｿｳﾀ 広島城北中
齋藤  大悟(2) 欠場
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 修道中
中村  虎鉄(2) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 宇品中
和田  祐暢(2) 欠場
ﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 口田中

21 11930

16   686

14   141

10   451

   4.13   4.13 

12  1346

29 6   543    o    o   4.13

  4.51   4.51   4.51 

   5.04   5.04 

28 7   539    o    o

27 5  1366    o    o   5.04

   o    5.75   5.75 

   6.13   6.13 

26 2  1252   5.75   o

25 11  1129   6.02  6.13  6.12

   x    6.20   6.20 

   6.31   6.31 

24 8  1398   5.65  6.20

23 25  2171   5.82  6.20  6.31

  6.11   6.47   6.47 

   6.55   6.55 

22 26  2179   6.47  6.29

21 30   113   6.45  6.55  6.51

  6.31   6.93   6.93 

   6.96   6.96 

20 1   146   6.45  6.93

19 9   593   6.37  6.96  6.55

  6.51   7.00   7.00 

   7.12   7.12 

18 13  1562   6.37  7.00

17 17  1642   7.10  7.12  6.99

  7.24   7.24   7.24 

   7.26   7.26 

16 15   791   6.66  6.80

15 19  1341   7.20  7.26  7.16

  6.82   7.29   7.29 

   7.49   7.49 

14 20  1903   7.29  7.23

13 18  1127   7.31  7.45  7.49

  7.05   7.50   7.50 

   7.60   7.60 

12 3  2243   7.50  7.18

11 4   606   7.51  7.60  6.72

  6.84   7.71   7.71 

   7.79   7.79 

10 32  1875    x   7.71

9 23  1758   7.79  7.58  7.44

  7.83   7.83   7.89  6.92  7.98  7.98 

   8.02   8.06  8.02   x   8.06 

8 24   897   7.71  7.33

7 22   689   8.02  7.68  7.25

  8.41   8.41   7.94  8.65  8.21  8.65 

   8.66    x   8.42  8.52  8.66 

6 27  2268   8.29  8.26

5 29  1550   8.04  8.66  7.95

  9.30   9.30   9.20  9.27  9.49  9.49 

   9.94   9.71  9.25  9.65  9.94 

4 28  1643   8.81   x

3 33  1005   8.88  9.94   x

   x   10.30   9.38  9.98  9.77 10.30 

  11.17    x  10.18 10.35 11.17 

2 31  2278   9.62 10.30

1 34  1363  10.42 11.17 10.13

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一部男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 11月2日  9:20

広島市中学記録(CR)              12.34 沖　　佳織                   AICJ             2008/8/8    
山根　千歩                   広島三和         2018/7/15   

大会記録(GR)                    12.79 松尾　実香                   井　口           2008        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 忰山    渚(2)     12.83  1 吉永  真奈(2)     13.68 
ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞ 城山中 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ 祇園東中

 2 長谷川沙良(2)     13.20  2 玉城依知佳(2)     13.86 
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 国泰寺中 ﾀﾏｼﾛ ｲﾁｶ 広島城南中

 3 白川  朱音(2)     13.32  3 島本優美香(1)     13.90 
ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ 己斐中 ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 古田中

 4 山本  つき(2)     13.35  4 山本ひかり(2)     13.95 
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 長束中 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 五日市観音中

 5 田口  紗英(2)     13.39  5 児玉  凜夏(1)     14.18 
ﾀｸﾞﾁ ｻｴ 翠町中 ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 五月が丘中

 6 山根  知紗(2)     13.55  6 竹元  紫凛(1)     14.21 
ﾔﾏﾈ ﾁｻ 広島三和中 ﾀｹﾓﾄ ｼﾘﾝ 翠町中

 7 西田  真穂(2)     13.85  7 伏見  藍衣(2)     14.33 
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾎ ＮＤ清心中 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 戸坂中

 8 高山    奏(1)     14.08  8 栗田向日葵(2)     14.37 
ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 五日市中 ｸﾘﾀ ﾋﾏﾘ 広島三和中

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 -1.0

 1 里保  美幸(2)     13.83  1 大竹  羽翼(1)     14.03 
ｻﾄﾔｽ ﾐﾕｷ 矢野中 ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ 仁保中

 2 大原  千朋(2)     13.98  2 藤村  美月(1)     14.45 
ｵｵﾊﾗ ﾁﾎ 井口中 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 観音中

 3 伊木  美陽留(2)     14.09  3 小山  寧々(2)     14.65 
ｲｷ ﾐﾊﾙ 井口中 ｺﾔﾏ ﾈﾈ 安佐中

 4 坂本  萌々(2)     14.12  4 増田  環季(2)     14.72 
ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ 祇園中 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏｷ 安佐中

 5 片山  美優(2)     14.19  5 澤田    萌(2)     15.35 
ｶﾀﾔﾏ  ﾐﾕ 伴中 ｻﾜﾀﾞ ﾓｴ 矢野中

 6 柏原  咲来(1)     14.32 縫部  愛菜(2)
ｶｼﾊﾗ ｻﾗ 伴中 ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広大東雲中

 7 眞志田りこ(1)     14.41 田淵  咲良(1)
ﾏｼﾀﾞ ﾘｺ 国泰寺中 ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ 広島城南中

 8 永井  千尋(2)     14.49 林  莉里衣(2)
ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中 ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ 五日市観音中

[ 5組] 風速 -0.6 [ 6組] 風速 -0.5

 1 松崎  日和(2)     14.35  1 岡本  七麻(2)     14.40 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 東原中 ｵｶﾓﾄ ﾅｱｻ 五日市南中

 2 神田  明果(1)     14.47  2 川島  愛実(2)     14.47 
ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 古田中 ｶﾜｼﾏ ﾏﾅﾐ 祇園中

 3 立川  未夢(2)     14.67  3 川野  柚奈(2)     14.72 
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 東原中 ｶﾜﾉ ﾕﾅ 大塚中

 4 徳永  友里(2)     14.73  4 増原  理央(2)     14.85 
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘ 大塚中 ﾏｽﾊﾗ ﾘｵ 長束中

 5 吉川はるな(2)     14.95  5 田原  怜実(2)     14.95 
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ 宇品中 ﾀﾊﾞﾗ ｻﾄﾐ 中広中

 6 齋藤  未侑(2)     14.96  6 矢八  杏菜(1)     15.01 
ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 祇園東中 ﾔﾊﾁ ｱﾝﾅ 安西中

 7 末廣  慧花(2)     15.01  7 山崎  咲良(2)     15.07 
ｽｴﾋﾛ ｴﾊﾅ 広島なぎさ中 ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗ 可部中
堤    鳴菜(2) 古田  磨椰(1)
ﾂﾂﾐ ﾒｲﾅ 口田中 ﾌﾙﾀ ﾏﾔ 日浦中

4  1727

2  1811
欠場

7   854

3  1288

1  1575

8  1461

6  2264

5  1317

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2390

2  1912
欠場

8   685

1  1343

3  1546

7  1580

4  1545

6  1017

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1239
欠場

8  2153
欠場

1  2065

2   798
欠場

7  1247

3  1251

5   611

4   897

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    94

6  2393

8  1396

1  1399

5   973

4  1312

7  2060

3   972

6  2117

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   600

1   282

4  2151

3  2172

5  1230

2  1014

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1339

3  1190

1  2233

2   589

4  2115

8   913

7  1457

5  2291

6    87

一部女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 7組] 風速 -0.2 [ 8組] 風速 -1.0

 1 勇知  美羽(1)     14.34  1 髙岡  琉莉(2)     14.21 
ﾕｳﾁ ﾐｳ 大州中 ﾀｶｵｶ ﾙﾘ 五日市南中

 2 池田結茉莉(1)     14.84  2 大塚  志織(2)     14.99 
ｲｹﾀﾞ ﾕﾏﾘ 五月が丘中 ｵｵﾂｶ ｼｵﾘ ＮＤ清心中

 3 高谷  菜々(2)     14.98  3 白井  未来(1)     15.17 
ﾀｶﾀﾆ ﾅﾅ 可部中 ｼﾗｲ ﾐｸ 中広中

 4 宇野日南子(2)     15.66  4 渡邊  もも(2)     15.18 
ｳﾉ ﾋﾅｺ 白木中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 広島中等教育

 5 平石  恋綺(1)     15.71  5 稲富  心音(1)     15.29 
ﾋﾗｲｼ ﾃｨｱﾗ 戸坂中 ｲﾅﾄﾐ ﾐｵ 高陽中

 6 坂本  結奏(2)     17.20  6 楠田  美翔(1)     15.47 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 亀山中 ｸｽﾀﾞ ﾐｳ 安西中
山本  夕鈴(1)  7 中津  美咲(2)     15.51 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘﾝ 口田中 ﾅｶﾂ ﾐｻｷ 瀬野川中
梶本  侑里(2) 兼﨑志安羚(2)
ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 亀山中 ｶﾈｻﾞｷ ｼｱﾝﾚｲ 戸山中

[ 9組] 風速 -1.0 [ 10組] 風速 -0.7

 1 齋藤  玲文(2)     15.33  1 林下  実央(1)     14.86 
ｻｲﾄｳ ﾚﾓﾝ 己斐中 ﾊﾔｼｼﾀ ﾐｵ 二葉中

 2 寳積  美侑(2)     15.35  2 河内  爽夏(1)     15.02 
ﾎｳｼｬｸ ﾐｳ 宇品中 ｺｳﾁ ｿﾅ 安佐南中

 3 丸本あかり(1)     15.42  3 大木  美晴(2)     15.44 
ﾏﾙﾓﾄ ｱｶﾘ 牛田中 ｵｵｷ ﾐﾊﾙ 城山北中

 4 原田  真緒(2)     15.60  4 新本美咲希(2)     16.59 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾎ 牛田中 ﾆｲﾓﾄ ﾐｻｷ 戸山中

 5 北村  結良(1)     15.95 田中  美遥(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾕﾗ 広島中等教育 ﾀﾅｶ ﾐﾊﾙ 広大東雲中

 6 亀井  咲姫(1)     16.23 藤本  心己(2)
ｶﾒｲ ｻｷ 大州中 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺ 観音中
斉藤  真胡(2) 向井  琴美(1)
ｻｲﾄｳ ﾏｺ 温品中 ﾑｶｲ ｺﾄﾐ 二葉中

[ 11組] 風速 -0.1 [ 12組] 風速  0.0

 1 嶋村  妃笑(2)     15.11  1 柳本  心凜(2)     15.43 
ｼﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ 瀬野川中 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｺﾘ 温品中

 2 重森  芽依(1)     15.33  2 塩村菜々美(1)     15.47 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾒｲ 砂谷中 ｼｵﾑﾗ ﾅﾅﾐ 庚午中

 3 中山  來実(2)     15.40  3 川上  真歩(2)     16.24 
ﾅｶﾔﾏ ｸﾙﾐ 庚午中 ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ 比治山女子中

 4 喜連川愛蘭(2)     15.45  4 関谷  結空(2)     16.48 
ｷﾂﾚｶﾞﾜ ｱｲﾗ 比治山女子中 ｾｷﾀﾆ ﾕﾗ 城山北中

 5 奥  穗乃果(2)     15.55  5 森山  祐衣(2)     17.13 
ｵｸ ﾎﾉｶ 白木中 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲ 己斐上中

 6 福本  弥生(2)     15.63 阿部  彩世(1)
ﾌｸﾓﾄ ﾔﾖｲ 安佐南中 ｱﾍﾞ ｱﾔｾ 三入中

 7 伊藤  希咲(1)     16.61 中島  陽菜(1)
ｲﾄｳ ｷｻｷ 江波中 ﾅｶｼﾏ ﾋﾅ 吉島中

[ 13組] 風速 -0.5

 1 末重  花華(1)     14.67 
ｽｴｼｹﾞ ﾊﾙｶ 三入中

 2 伊藤  実来(1)     15.35 
ｲﾄｳ ﾐｸ 江波中

 3 内田　杏里紗(1)     15.97 
ｳﾁﾀﾞ ｱﾘｻ 福木中

 4 田中  千笑(1)     16.02 
ﾀﾅｶ ﾁｴﾐ 福木中

 5 西山  愛唯(2)     16.56 
ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ 己斐上中
日高    咲(1)
ﾋﾀﾞｶ ｻｷ 砂谷中
牛黄蓍  栞(2)
ｳｼｵｳｷﾞ ｼｵﾘ 高陽中

6  1663
欠場

4  1039

3  2356
欠場

8   379

2   375

7  1876

5   111

欠場
8    43

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1038

6  1875

7   822

4  1519

氏  名 所属名 記録／備考
3   261

6   108

順 ﾚｰﾝ No.

5 10973

5  1632

7  1423

2   958

8   823

4  1969

3  2355

欠場
7   349

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   797
欠場

6   893

5  1521

8  1364

氏  名 所属名 記録／備考
2   348

2   260
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4  1426

8  1936

4   531

6   331

7   318

5   911

3   683

4  1363
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1290

5  1971

6  1934

8  1665

3  1188

7   865

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  2268

3  1905
欠場

4  1769
欠場

2   287

7  1763

8  1730

1  1631

5   533

6  2171

一部女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 忰山    渚(2) 城山中     12.83 (-1.1)   1   1
   2 長谷川沙良(2) 国泰寺中     13.20 (-1.1)   1   2
   3 白川  朱音(2) 己斐中     13.32 (-1.1)   1   3
   4 山本  つき(2) 長束中     13.35 (-1.1)   1   4
   5 田口  紗英(2) 翠町中     13.39 (-1.1)   1   5
   6 山根  知紗(2) 広島三和中     13.55 (-1.1)   1   6
   7 吉永  真奈(2) 祇園東中     13.68 (-0.9)   2   1
   8 里保  美幸(2) 矢野中     13.83 (-1.3)   3   1

 1339
 2060

 1457
  589
 2115

備考 組 順位
 2291
   87
  913

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

一部女子

１００ｍ
タイムレース



決勝 11月2日 13:00

広島市中学記録(CR)              25.1  藤東千奈美           広  島  鈴峯女子中       1984/ 9/15  
大会記録(GR)                    25.96 木戸　恵理                   三　入           2009        

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 忰山    渚(2)     26.53  1 島本優美香(1)     28.58 
ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞ 城山中 ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 古田中

 2 長谷川沙良(2)     26.78  2 児玉  凜夏(1)     28.78 
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 国泰寺中 ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 五月が丘中

 3 山本  つき(2)     26.98  3 横関    結(2)     28.97 
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 長束中 ﾖｺｾﾞｷ ﾕｲ 井口中

 4 山根  知紗(2)     27.48  4 田淵  咲良(1)     29.07 
ﾔﾏﾈ ﾁｻ 広島三和中 ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ 広島城南中

 5 吉永  真奈(2)     27.63  5 永井  千尋(2)     29.34 
ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ 祇園東中 ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中

 6 西田  真穂(2)     27.80  6 平田  暖乃(1)     29.42 
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾎ ＮＤ清心中 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ 広島三和中

 7 坂本  萌々(2)     28.02  7 伏見  藍衣(2)     29.58 
ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ 祇園中 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 戸坂中

 8 浦川  侑莉(2)     28.21 縫部  愛菜(2)
ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ 宇品中 ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広大東雲中

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -1.3

 1 田口  紗英(2)     27.60  1 井手  秋桜(2)     30.11 
ﾀｸﾞﾁ ｻｴ 翠町中 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 長束中

 2 寺地なごみ(2)     28.56  2 乗松  泉美(1)     30.27 
ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ 安佐中 ﾉﾘﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 東原中

 3 久保  奈々(2)     29.43  3 高場  朱里(1)     30.47 
ｸﾎﾞ ﾅﾅ 翠町中 ﾀｶﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 大塚中

 4 小山  寧々(2)     29.56  4 大藤  夢生(1)     30.66 
ｺﾔﾏ ﾈﾈ 安佐中 ｵｵﾄｳ ﾕｲ 伴中

 5 日南  里咲(2)     30.03  5 三島  吏織(2)     30.79 
ﾋﾅﾐ ﾘｻ 広島城南中 ﾐｼﾏ ﾘｵ 祇園東中
平石  恋綺(1)  6 渡邊  もも(2)     31.20 
ﾋﾗｲｼ ﾃｨｱﾗ 戸坂中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 広島中等教育
池田結茉莉(1) 梶本  侑里(2)
ｲｹﾀﾞ ﾕﾏﾘ 五月が丘中 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 亀山中
石髙  沙綾(1) 神田  明果(1)
ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 井口中 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 古田中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 +0.4

 1 山根亜理沙(1)     29.90  1 北村  結良(1)     30.35 
ﾔﾏﾈ ｱﾘｻ ＮＤ清心中 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾗ 広島中等教育

 2 堂野崎萌笑(2)     30.62  2 林  莉里衣(2)     30.41 
ﾄﾞｳﾉｻｷ ﾓｴ 可部中 ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ 五日市観音中

 3 大谷  真帆(2)     30.91  3 佐伯みなみ(2)     30.70 
ｵｵﾀﾆ ﾏﾎ 国泰寺中 ｻｲｷ ﾐﾅﾐ 五日市観音中

 4 重信こころ(2)     30.94  4 森﨑  花菜(1)     31.66 
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｺｺﾛ 広島なぎさ中 ﾓﾘｻﾞｷ ﾊﾅ 牛田中

 5 浅野  芭奈(1)     31.09  5 谷口  世那(2)     32.30 
ｱｻﾉ ﾊﾅ 宇品中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾﾅ 東原中

 6 満山  彩耶(2)     31.37  6 岡野  紗希(1)     32.40 
ﾐﾂﾔﾏ ｱﾔ 己斐中 ｵｶﾉ ｻｷ 大塚中

 7 甲斐  織花(2)     31.85 斉藤  真胡(2)
ｶｲ ｵﾘｶ 祇園中 ｻｲﾄｳ ﾏｺ 温品中
三島  愛莉(2)
ﾐｼﾏ ｱｲﾘ 安西中

[ 7組] 風速 -0.1 [ 8組] 風速  0.0

 1 村井  花帆(2)     31.76  1 矢敷  春陽(1)     30.34 
ﾑﾗｲ ｶﾎ 口田中 ﾔｼｷ ﾊﾙﾋ 伴中

 2 奥  穗乃果(2)     32.75  2 木村  美桜(2)     31.60 
ｵｸ ﾎﾉｶ 白木中 ｷﾑﾗ ﾐｵ 大州中
伊藤  実来(1)  3 西林凜々華(2)     32.89 
ｲﾄｳ ﾐｸ 江波中 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ 可部中
武内  未織(2)  4 井上  綾夏(2)     33.65 
ﾀｹｳﾁ ﾐｵ 安西中 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 五日市南中
兼﨑志安羚(2)  5 新本美咲希(2)     33.74 
ｶﾈｻﾞｷ ｼｱﾝﾚｲ 戸山中 ﾆｲﾓﾄ ﾐｻｷ 戸山中
山田  由樹(2)  6 林    真央(2)     36.55 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ 城山北中 ﾊﾔｼ ﾏｵ 五日市南中
山本  夕鈴(1) 久保萬希子(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘﾝ 口田中 ｸﾎﾞ ﾏｷｺ 江波中

一部女子

２００ｍ

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
6  2291 6  1014

5    87 4  2172

3  1457 3   971

4  2115 7  1239

7  1339 5  2393

2  1190 1  2123

1  1312 2   282

8   690 8   798
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   589 5  1459

4  1248 4  1560

2   585 7  1587

3  1247 1  1398

7  1225 3  1344

5   287 8  1934
欠場

6  2171 2  1769
欠場 欠場

8   976 6  1017
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  1193 7  1936

6  1733 4  2153

5    85 5  2150

4  2389 2   332

7   674 8  1548

8   914 3  1584

3  1313 6   260

1  1279
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

欠場

順 ﾚｰﾝ

5  1632 8   529

6  1911 6  1401

2   111 3  1731
欠場

3  1284 5  2267
欠場

4  1363 4  1364
欠場

7  1516 7  2269
欠場

8  1905 2   112
欠場 欠場



[ 9組] 風速 +0.9

 1 中野  智尋(1)     31.70 
ﾅｶﾉ ﾁﾋﾛ 牛田中

 2 宇野日南子(2)     32.79 
ｳﾉ ﾋﾅｺ 白木中

 3 大川由花子(2)     33.44 
ｵｵｶﾜ ﾕｶｺ 温品中

 4 小平茉沙美(1)     35.12 
ｺﾋﾗ ﾏｻﾐ 大州中
山本  望愛(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ 城山北中
松川  琴音(2)
ﾏﾂｶﾜ ｺﾄﾈ 亀山中
阿部  彩世(1)
ｱﾍﾞ ｱﾔｾ 三入中

   1 忰山    渚(2) 城山中     26.53 (-1.0)   1   1
   2 長谷川沙良(2) 国泰寺中     26.78 (-1.0)   1   2
   3 山本  つき(2) 長束中     26.98 (-1.0)   1   3
   4 山根  知紗(2) 広島三和中     27.48 (-1.0)   1   4
   5 田口  紗英(2) 翠町中     27.60 (-0.6)   3   1
   6 吉永  真奈(2) 祇園東中     27.63 (-1.0)   1   5
   7 西田  真穂(2) ＮＤ清心中     27.80 (-1.0)   1   6
   8 坂本  萌々(2) 祇園中     28.02 (-1.0)   1   7

一部女子

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   334

5  1631

4   258

6   532

3  1517
欠場

7  1767
欠場

8  1875
欠場

一部女子

２００ｍ
タイムレース

組 順位
 2291
   87
 1457

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 2115
  589
 1339
 1190
 1312

備考記録（風）



決勝 11月2日 14:00

広島市中学記録(CR)            2:15.13 森脇　和恵                   鈴峯女子         1986/8/24   
大会記録(GR)                  2:16.20 徳本　由香                   美鈴が丘         1995        

[ 1組] [ 2組]

 1 春日  楓花(1)   2:23.15  1 山田    澪(2)   2:34.33 
ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ 東原中 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 広島城南中

 2 浮田  愛花(2)   2:26.39  2 高井  涼帆(1)   2:34.45 
ｳｷﾀﾞ ｱｲｶ 広島中等教育 ﾀｶｲ ｽｽﾞﾎ 翠町中

 3 門前    希(2)   2:28.09  3 大江  愛果(1)   2:39.01 
ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 祇園中 ｵｵｴ ﾏﾅｶ 日浦中

 4 高橋    葵(2)   2:29.26  4 新見  乙留(2)   2:39.67 
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 祇園中 ﾆｲﾐ ﾊﾙ 祇園東中

 5 藤村心優花(1)   2:29.60  5 前田  海友(2)   2:40.62 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 吉島中 ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 観音中

 6 藤井  悠乃(2)   2:31.31  6 原田  紗季(2)   2:44.28 
ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ 国泰寺中 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 長束中

 7 板倉  咲希(1)   2:33.41  7 摂津  希颯(2)   2:46.84 
ｲﾀｸﾗ ｻｷ 可部中 ｾｯﾂ ﾉﾉｶ 観音中

 8 大下  麗奈(2)   2:34.90  8 上川  華生(2)   2:47.29 
ｵｵｼﾀ ﾚﾅ 国泰寺中 ｳｴｶﾜ  ｶﾅﾙ 伴中

 9 黒田  美咲(2)   2:35.90  9 永中  唯彩(1)   2:48.67 
ｸﾛﾀﾞ ﾐｻｷ 東原中 ﾅｶﾞﾅｶ ﾕｲ 江波中

10 窪    和奏(1)   2:35.91 10 塚本  名葉(1)   2:49.28 
ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ 大塚中 ﾂｶﾓﾄ ﾅﾉﾊ 安西中

11 梶谷  七海(1)   2:38.05 11 胡    結菜(2)   2:50.23 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ 可部中 ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ 五日市観音中

12 岩田  佳奈(2)   2:42.67 宮本  香苑(2)
ｲﾜﾀ ｶﾅ 安西中 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾉﾝ 五月が丘中

13 佐々木  伶良(2)   2:49.30 松井  優里(2)
ｻｻｷ  ﾚｲﾗ 伴中 ﾏﾂｲ ﾕﾘ 五月が丘中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:08.5  1551 春日  楓花(1)    400m    1:12.3  1815 大江  愛果(1)

[ 3組] [ 4組]

 1 中山  羽菜(2)   2:42.39  1 山本  真桜(1)   2:41.19 
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ 己斐上中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 中広中

 2 東森  結未(2)   2:43.44  2 酒井  沙樹(1)   2:45.63 
ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 長束中 ｻｶｲ ｻｷ 広大東雲中

 3 大谷和佳奈(1)   2:43.49  3 田村  環奈(1)   2:49.68 
ｵｵﾀﾆ ﾜｶﾅ 安佐中 ﾀﾑﾗ ｶﾝﾅ 大塚中

 4 森脇    凜(2)   2:44.40  4 塚本  蒼生(1)   2:51.72 
ﾓﾘﾜｷ ﾘﾝ 安佐南中 ﾂｶﾓﾄ ｱｵｲ 祇園東中

 5 井上  未琴(2)   2:47.56  5 竹下  心那(1)   2:53.77 
ｲﾉｳｴ ﾐｺﾄ 翠町中 ﾀｹｼﾀ ﾐｲﾅ 亀山中

 6 藤井  芽依(1)   2:47.91  6 山田  由樹(2)   2:54.95 
ﾌｼﾞｲ ﾒｲ 瀬野川中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ 城山北中

 7 菅野    茜(1)   2:49.39  7 賀川りいな(2)   3:00.44 
ｶﾝﾉ ｱｶﾈ 亀山中 ｶｶﾞﾜ ﾘｲﾅ 安佐中

 8 稲澤  栞那(2)   2:49.77  8 小谷  綾乃(2)   3:02.87 
ｲﾅｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 広島城南中 ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 中広中

 9 向井  快羽(2)   2:56.67  9 岡嵜    歩(1)   3:09.69 
ﾑｶｲ ｺｺﾈ 五日市観音中 ｵｶｻﾞｷ ｱﾕﾐ 日浦中

10 常藤  梨音(2)   3:00.09 井上  四季(2)
ﾂﾈﾄｳ ﾘｵ 広島なぎさ中 ｲﾉｳｴ ｼｷ 矢野中

11 須藤ななみ(1)   3:03.56 小山  舞衣(2)
ｽﾄｳ ﾅﾅﾐ 戸坂中 ｺﾔﾏ ﾏｲ 温品中
小林  南月(2) 小田  珠未(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 広島中等教育 ｵﾀﾞ ﾀﾏﾐ 砂谷中
大森  朱楓(1)
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾘ 瀬野川中 ラップタイム

   400m    1:16.4   863 山本  真桜(1)
ラップタイム
   400m    1:19.6  1037 中山  羽菜(2)

欠場 欠場
5  1975

欠場

欠場
3  1933 8  2353

欠場
7   286 7   259

8  2391 5  2057

13  2149 11  1812

9  1231 12   852

12  1772 9  1246

11  1980 10  1516

6   587 6  1773

10  1425 4  1350

4  1254 1  1588

2  1458 2   800

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1037 3   863

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
10  1397 12  2177

12  1278 6  2180

13  1744 11  2152

11  1586 5  1286

9  1547 13   109

6    84 4  1395

7  1740 7   884

3    88 10  1460

2    42 8   889

5  1308 3  1342

1  1306 9  1815

4  1932 2   597

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1551 1  1233

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

一部女子

８００ｍ

決勝

順



[ 5組]

 1 宗光  美奈(2)   2:49.31 
ﾑﾈﾐﾂ ﾐﾅ 牛田中

 2 持永  入香(2)   2:54.63 
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 牛田中

 3 河原    雅(2)   2:58.65 
ｶﾜﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ 清和中

 4 横山  文紀(2)   3:00.32 
ﾖｺﾔﾏ ｱｷ 城山北中

 5 出口  真帆(2)   3:10.76 
ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾎ 大州中

 6 八木  美優(2)   3:12.68 
ﾔｷﾞ ﾐﾕｳ 広島南特支

 7 郷路  心咲(1)   3:18.27 
ｺﾞｳﾛ ﾐｻ 二葉中

 8 串田  真奈(1)   3:20.99 
ｸｼﾀﾞ ﾏﾅ 五日市南中
尼野  心菜(2)
ｱﾏﾉ ｺｺﾅ 矢野中
青山  朱里(1)
ｱｵﾔﾏ ｱｶﾘ 古田中
名越千伽子(2)
ﾅｺﾞｼ ﾁｶｺ 福木中
松田  柚音(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾈ 高陽中

ラップタイム
   400m    1:21.7   319 持永  入香(2)

   1 春日  楓花(1) 東原中     2:23.15   1   1
   2 浮田  愛花(2) 広島中等教育     2:26.39   1   2
   3 門前    希(2) 祇園中     2:28.09   1   3
   4 高橋    葵(2) 祇園中     2:29.26   1   4
   5 藤村心優花(1) 吉島中     2:29.60   1   5
   6 藤井  悠乃(2) 国泰寺中     2:31.31   1   6
   7 板倉  咲希(1) 可部中     2:33.41   1   7
   8 山田    澪(2) 広島城南中     2:34.33   2   1

   42
   88
 1740
 1233

組 順位
 1551
 1932
 1306
 1308

一部女子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

8   373
欠場

11  1664
欠場

4  2063
欠場

7  1026
欠場

12   347

5  2272

1   527

2   221

3  1781

6  1518

10   324

9   319

８００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

一部女子



決勝 11月2日 10:45

広島市中学記録(CR)            4:32.27 宮地　　凛                   伴               2006/8/21   
大会記録(GR)                  4:47.11 加藤　純奈                   砂　谷           2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 浮田  愛花(2)    4:52.7  1 窪    和奏(1)    5:25.3 
ｳｷﾀﾞ ｱｲｶ 広島中等教育 ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ 大塚中

 2 藤村心優花(1)    5:02.1  2 柴田  成結(2)    5:31.0 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 吉島中 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾙｲ 城山北中

 3 門前    希(2)    5:09.2  3 中山  羽菜(2)    5:31.7 
ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 祇園中 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ 己斐上中

 4 高野  心晴(2)    5:09.7  4 阿多  そら(2)    5:34.1 
ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ 広島三和中 ｱﾀ ｿﾗ 国泰寺中

 5 高橋    葵(2)    5:12.9  5 山崎  杏梨(2)    5:38.6 
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 祇園中 ﾔﾏｻｷ ｱﾝﾘ 広島城南中

 6 山本  怜奈(2)    5:16.9  6 打越  千晶(2)    5:41.9 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 東原中 ｳﾁｺｼ ﾁｱｷ 長束中

 7 板倉  咲希(1)    5:19.5  7 近宗  花南(2)    5:42.4 
ｲﾀｸﾗ ｻｷ 可部中 ﾁｶﾑﾈ ﾊﾅ 広島城南中

 8 山縣    澪(1)    5:21.1  8 水ケ迫伊織(2)    5:43.7 
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾚｲ 伴中 ﾐｽﾞｶﾞｻｺ ｲｵﾘ 長束中

 9 田中美凪海(2)    5:25.2  9 中内  詩乃(1)    5:52.2 
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 口田中 ﾅｶｳﾁ ｼﾉ 東原中

10 梶谷  七海(1)    5:26.8 10 塚本  名葉(1)    5:55.7 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ 可部中 ﾂｶﾓﾄ ﾅﾉﾊ 安西中

11 恵美  咲希(2)    5:29.7 11 田中すみれ(2)    6:09.5 
ｴﾐ ｻｷ 安佐中 ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ 安西中

12 角口  渚由(2)    5:39.7 小林  南月(2)
ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾅﾕ 口田中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 広島中等教育

13 上川  華生(2)    5:51.1 安井沙也菜(2)
ｳｴｶﾜ  ｶﾅﾙ 伴中 ﾔｽｲ ｻﾔﾅ 瀬野川中
横山    蒼(2) 田村  環奈(1)
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 国泰寺中 ﾀﾑﾗ ｶﾝﾅ 大塚中

ラップタイム ラップタイム
   400m    400m
   800m    800m
  1200m   1200m

[ 3組]

 1 青山  朱里(1)    5:50.1 
ｱｵﾔﾏ ｱｶﾘ 古田中

 2 永井  希実(2)    5:50.5 
ﾅｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 大州中

 3 大谷和佳奈(1)    5:51.6 
ｵｵﾀﾆ ﾜｶﾅ 安佐中

 4 井上  四季(2)    6:02.4 
ｲﾉｳｴ ｼｷ 矢野中

 5 森脇  ちひろ(2)    6:08.1 
ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ 観音中

 6 小山  舞衣(2)    6:09.8 
ｺﾔﾏ ﾏｲ 温品中

 7 前田  椎名(2)    6:10.1 
ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 五日市観音中

 8 岡上  侑由(2)    6:10.4 
ｵｶｶﾞﾐ ﾕｳﾕ 五日市観音中

 9 山本  望愛(2)    6:12.9 
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ 城山北中

10 出口  真帆(2)    6:20.6 
ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾎ 大州中

11 榎並  里帆(1)    6:24.2 
ｴﾅﾐ ﾘﾎ ＡＩＣＪ中

12 南里  明佳(2)    6:27.6 
ﾅﾝﾘ ﾒｲｶ 観音中

13 松元  彩音(1)    6:49.6 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ 広島三和中
小田  珠未(2)
ｵﾀﾞ ﾀﾏﾐ 砂谷中

ラップタイム
   400m
   800m
  1200m

一部女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1932 3  1586

6    42 4  1524

3  1306 9  1037

2  2127 10    83

5  1308 8  1226

4  1550 7  1462

9  1740 6  1223

14  1402 11  1456

8  1910 12  1562

11  1744 5  1286

12  1245 1  1281

7  1908 2  1933
欠場

13  1395 13  1972
欠場

10    89 14  1588
欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1026

1   530

3  1254

14  2057

2   892

4   259

6  2154

12  2147

11  1517

10   527

13  1604

7   890

9  2129

5  2353
欠場



   1 浮田  愛花(2) 広島中等教育     4:52.7   1   1
   2 藤村心優花(1) 吉島中     5:02.1   1   2
   3 門前    希(2) 祇園中     5:09.2   1   3
   4 高野  心晴(2) 広島三和中     5:09.7   1   4
   5 高橋    葵(2) 祇園中     5:12.9   1   5
   6 山本  怜奈(2) 東原中     5:16.9   1   6
   7 板倉  咲希(1) 可部中     5:19.5   1   7
   8 山縣    澪(1) 伴中     5:21.1   1   8

一部女子

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 1308
 1550
 1740
 1402

組 順位
 1932
   42
 1306
 2127



決勝 11月2日 12:10

広島市中学記録(CR)              13.89 浅木都紀葉           広  島  口　田           2018/ 8/21  
大会記録(GR)                    14.96 冨廣　澄子                   広島三和         2005        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 寺地なごみ(2)     16.39  1 浦川  侑莉(2)     16.79 
ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ 安佐中 ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ 宇品中

 2 中本かおる(2)     16.40  2 大谷  真帆(2)     17.77 
ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾙ 安佐中 ｵｵﾀﾆ ﾏﾎ 国泰寺中

 3 松崎  日和(2)     16.58  3 北野  知沙(2)     18.38 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 東原中 ｷﾀﾉ ﾁｻ 五日市南中

 4 杉山    舞(2)     16.86  4 名越千伽子(2)     19.14 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 祇園東中 ﾅｺﾞｼ ﾁｶｺ 福木中

 5 大原  千朋(2)     17.38  5 谷口  優月(1)     21.21 
ｵｵﾊﾗ ﾁﾎ 井口中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 比治山女子中

 6 横関    結(2)     17.40 玉城依知佳(2)
ﾖｺｾﾞｷ ﾕｲ 井口中 ﾀﾏｼﾛ ｲﾁｶ 広島城南中

 7 松田  萌愛(2)     17.76 山神  ゆう(1)
ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 比治山女子中 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳ 城山北中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.5

 1 井上  美紀(2)     18.89  1 東森  結未(2)     18.08 
ｲﾉｳｴ ﾐｷ 宇品中 ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 長束中

 2 中家    麗(1)     18.91  2 原田  紗季(2)     18.58 
ﾅｶｲｴ ﾚｲ 東原中 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 長束中

 3 村井  花帆(2)     19.11  3 瀧口  紗礼(1)     19.85 
ﾑﾗｲ ｶﾎ 口田中 ﾀｷｸﾞﾁ ｻﾗ ＮＤ清心中

 4 篠原  鈴菜(2)     19.26  4 菊波  柚巴(2)     20.03 
ｼﾉﾊﾗ ﾚﾅ 翠町中 ｷｸﾅﾐ ﾕｽﾞﾊ 祇園東中

 5 鴻海  妃那(2)     19.82  5 井手  夢叶(2)     20.41 
ｺｳﾉﾐ ﾋﾅ ＮＤ清心中 ｲﾃﾞ ﾕﾒｶ 安佐南中

 6 森國  菫子(1)     20.28  6 亀井  咲姫(1)     20.91 
ﾓﾘｸﾆ ｽﾐﾚｺ 口田中 ｶﾒｲ ｻｷ 大州中

 7 内田  心彩(2)     24.10  7 関岡  凉々(2)     21.14 
ｳﾁﾀﾞ ｺｺ 矢野中 ｾｷｵｶ ｽｽﾞ 城山北中

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速 -0.8

 1 大東  心暖(1)     17.80  1 高山    奏(1)     17.63 
ｵｵﾄｳ ｺﾉﾝ 翠町中 ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 五日市中

 2 森本  莉菜(1)     19.21  2 稲富  心音(1)     20.00 
ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾅ 古田中 ｲﾅﾄﾐ ﾐｵ 高陽中

 3 山本    咲(1)     19.57  3 栗栖    優(2)     20.72 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 広島三和中 ｸﾘｽ ﾕｳ 砂谷中

 4 塩村  紗矢(1)     20.48  4 下田    葵(1)     20.94 
ｼｵﾑﾗ ｻﾔ 瀬野川中 ｼﾓﾀﾞ ｱｵｲ 瀬野川中

 5 福本  弥生(2)     20.86  5 大川内千洋(1)     22.91 
ﾌｸﾓﾄ ﾔﾖｲ 安佐南中 ｵｵｶﾜﾁ ﾁﾋﾛ 牛田中

 6 有田  釈那(1)     26.18 小田    花(1)
ｱﾘﾀ ｼｬﾅ 牛田中 ｵﾀﾞ ﾊﾅ 古田中
日高    咲(1) 川端  日和(1)
ﾋﾀﾞｶ ｻｷ 砂谷中 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾖﾘ 広島三和中

   1 寺地なごみ(2) 安佐中     16.39 (+0.4)   1   1
   2 中本かおる(2) 安佐中     16.40 (+0.4)   1   2
   3 松崎  日和(2) 東原中     16.58 (+0.4)   1   3
   4 浦川  侑莉(2) 宇品中     16.79 (0.0)   2   1
   5 杉山    舞(2) 祇園東中     16.86 (+0.4)   1   4
   6 大原  千朋(2) 井口中     17.38 (+0.4)   1   5
   7 横関    結(2) 井口中     17.40 (+0.4)   1   6
   8 高山    奏(1) 五日市中     17.63 (-0.8)   6   1

 1545
  690
 1345
  972
  971
 2233

記録（風） 備考 組 順位
 1248
 1250

欠場 欠場

一部女子

１００ｍＨ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

欠場
3  2356 8  2119

7   326 7  1016

5  1423 4   328

8  1977 2  1982

6  2124 3  2354

2  1022 6  1665

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   593 5  2233

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  2064 5  1520

7  1903 8   531

8  1186 2  1422

4   592 3  1341

5  1911 6  1191

6  1557 7  1460

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   687 4  1458

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
2   821 7  1523

8   971 6  1230

4   972 8   824

7  1345 2   373

6  1545 3  2266

5  1250 5    85

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1248 4   690

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

一部女子



決勝 11月2日 15:45

広島市中学記録(CR)              50.02 井　口                                        1997/8/29   
（松本・岡本・川野・岡山）

大会記録(GR)                    51.81 井　口                                        2005        
（大野・野山・原田・粟屋）

[ 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 翠町中   585 久保  奈々(2)     52.65  1   5 ＮＤ清心中  1186 鴻海  妃那(2)     54.27 

ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｸﾎﾞ ﾅﾅ ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｾｲｼﾝ ｺｳﾉﾐ ﾋﾅ
  589 田口  紗英(2)  1190 西田  真穂(2)

ﾀｸﾞﾁ ｻｴ ﾆｼﾀﾞ ﾏﾎ
  591 澤原  瑞季(2)  1193 山根亜理沙(1)

ｻﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏﾈ ｱﾘｻ
  600 竹元  紫凛(1)  1188 大塚  志織(2)

ﾀｹﾓﾄ ｼﾘﾝ ｵｵﾂｶ ｼｵﾘ
 2   8 広島三和中  2123 平田  暖乃(1)     52.84  2   3 広島城南中  1225 日南  里咲(2)     54.44 

ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾋﾅﾐ ﾘｻ
 2115 山根  知紗(2)  1230 玉城依知佳(2)

ﾔﾏﾈ ﾁｻ ﾀﾏｼﾛ ｲﾁｶ
 2119 川端  日和(1)  1220 井上  夢来(2)

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾖﾘ ｲﾉｳｴ ﾕﾗ
 2117 栗田向日葵(2)  1239 田淵  咲良(1)

ｸﾘﾀ ﾋﾏﾘ ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ
 3   1 安佐中  1249 徳本  茉桜(2)     54.12  3   7 東原中  1546 立川  未夢(2)     55.08 

ｱｻ ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ
 1251 増田  環季(2)  1560 乗松  泉美(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏｷ ﾉﾘﾏﾂ ｲｽﾞﾐ
 1247 小山  寧々(2)  1545 松崎  日和(2)

ｺﾔﾏ ﾈﾈ ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ
 1248 寺地なごみ(2)  1557 中家    麗(1)

ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ ﾅｶｲｴ ﾚｲ
 4   2 祇園東中  1344 三島  吏織(2)     54.89  4   4 祇園中  1317 川島  愛実(2)     55.32 

ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾐｼﾏ ﾘｵ ｷﾞｵﾝ ｶﾜｼﾏ ﾏﾅﾐ
 1345 杉山    舞(2)  1312 坂本  萌々(2)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ
 1339 吉永  真奈(2)  1313 甲斐  織花(2)

ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ ｶｲ ｵﾘｶ
 1342 新見  乙留(2)  1315 笠井  和子(2)

ﾆｲﾐ ﾊﾙ ｶｻｲ ﾜｺ
 5   5 井口中   972 大原  千朋(2)     55.15  5   1 宇品中   683 寳積  美侑(2)     55.53 

ｲﾉｸﾁ ｵｵﾊﾗ ﾁﾎ ｳｼﾞﾅ ﾎｳｼｬｸ ﾐｳ
  973 伊木  美陽留(2)   690 浦川  侑莉(2)

ｲｷ ﾐﾊﾙ ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ
  977 加納  幸音(1)   685 吉川はるな(2)

ｶﾉｳ ｻﾁﾈ ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ
  971 横関    結(2)   674 浅野  芭奈(1)

ﾖｺｾﾞｷ ﾕｲ ｱｻﾉ ﾊﾅ
 6   3 五日市観音中  2153 林  莉里衣(2)     55.29  6   2 己斐中   912 桑田有香子(2)     56.23 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝ ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ ｺｲ ｸﾜﾀﾞ ﾕｶｺ
 2150 佐伯みなみ(2)   914 満山  彩耶(2)

ｻｲｷ ﾐﾅﾐ ﾐﾂﾔﾏ ｱﾔ
 2154 前田  椎名(2)   911 齋藤  玲文(2)

ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ ｻｲﾄｳ ﾚﾓﾝ
 2151 山本ひかり(2)   913 白川  朱音(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ
 7   6 古田中  1014 島本優美香(1)     55.54  7   8 矢野中  2061 田邉  明莉(2)     57.11 

ﾌﾙﾀ ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ ﾔﾉ ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ
 1018 助金  輝咲(1)  2059 内海日菜乃(2)

ｽｹｶﾈ ｷｻｷ ｳﾂﾐ ﾋﾅﾉ
 1017 神田  明果(1)  2065 澤田    萌(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ ｻﾜﾀﾞ ﾓｴ
 1008 山内  優來(2)  2060 里保  美幸(2)

ﾔﾏｳﾁ ﾕﾗ ｻﾄﾔｽ ﾐﾕｷ
  7 国泰寺中    94 眞志田りこ(1)   6 安西中

ｺｸﾀｲｼﾞ ﾏｼﾀﾞ ﾘｺ 失格 ﾔｽﾆｼ 欠場
   87 長谷川沙良(2) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ
   85 大谷  真帆(2)

ｵｵﾀﾆ ﾏﾎ
   86 世良  はな(2)

ｾﾗ ﾊﾅ

一部女子

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 広島なぎさ中  2392 徳本  真央(2)     55.41  1   3 大塚中  1580 徳永  友里(2)     55.54 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ ｵｵﾂﾞｶ ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘ
 2393 永井  千尋(2)  1585 児島  百楓(1)

ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ ｺｼﾞﾏ ﾓｶ
 2390 末廣  慧花(2)  1587 高場  朱里(1)

ｽｴﾋﾛ ｴﾊﾅ ﾀｶﾊﾞ ｼﾞｭﾘ
 2389 重信こころ(2)  1575 川野  柚奈(2)

ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｺｺﾛ ｶﾜﾉ ﾕﾅ
 2   5 五日市南中  2269 林    真央(2)     55.75  2   2 二葉中   345 金屋  美羽(2)     56.30 

ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾊﾔｼ ﾏｵ ﾌﾀﾊﾞ ｶﾅﾔ ﾐｳ
 2266 北野  知沙(2)   344 杉村  茉優(2)

ｷﾀﾉ ﾁｻ ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕ
 2268 髙岡  琉莉(2)   350 長尾  優音(1)

ﾀｶｵｶ ﾙﾘ ﾅｶﾞｵ ﾕﾉ
 2264 岡本  七麻(2)   348 林下  実央(1)

ｵｶﾓﾄ ﾅｱｻ ﾊﾔｼｼﾀ ﾐｵ
 3   8 五月が丘中  2171 池田結茉莉(1)     56.46  3   7 戸坂中   286 須藤ななみ(1)     58.75 

ｻﾂｷｶﾞｵｶ ｲｹﾀﾞ ﾕﾏﾘ ﾍｻｶ ｽﾄｳ ﾅﾅﾐ
 2172 児玉  凜夏(1)   284 國利  里桜(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ ｸﾆﾄｼ ﾘｵ
 2180 宮本  香苑(2)   287 平石  恋綺(1)

ﾐﾔﾓﾄ ｶﾉﾝ ﾋﾗｲｼ ﾃｨｱﾗ
 2181 森下  真寛(2)   282 伏見  藍衣(2)

ﾓﾘｼﾀ ﾏﾋﾛ ﾌｼﾐ ｱｵｲ
 4   7 可部中  1727 山崎  咲良(2)     57.82  4   6 安佐南中  1426 河内  爽夏(1)     58.77 

ｶﾍﾞ ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗ ｱｻﾐﾅﾐ ｺｳﾁ ｿﾅ
 1733 堂野崎萌笑(2)  1421 木村  彩乃(2)

ﾄﾞｳﾉｻｷ ﾓｴ ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ
 1731 西林凜々華(2)  1423 福本  弥生(2)

ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ ﾌｸﾓﾄ ﾔﾖｲ
 1730 高谷  菜々(2)  1422 井手  夢叶(2)

ﾀｶﾀﾆ ﾅﾅ ｲﾃﾞ ﾕﾒｶ
 5   1 比治山女子中   823 喜連川愛蘭(2)     58.07  5   5 亀山中  1765 峰松  恋花(2)   1:01.19 

ﾋｼﾞﾔﾏｼﾞｮｼ ｷﾂﾚｶﾞﾜ ｱｲﾗ ｶﾒﾔﾏ ﾐﾈﾏﾂ ｺﾉｶ
  824 谷口  優月(1)  1767 松川  琴音(2)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ ﾏﾂｶﾜ ｺﾄﾈ
  821 松田  萌愛(2)  1763 坂本  結奏(2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ
  822 川上  真歩(2)  1764 古中  琴音(2)

ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ ﾌﾙﾅｶ ｺﾄﾈ
 6   4 庚午中   957 中川  莉緒(2)     59.44  6   8 城山北中  1518 横山  文紀(2)   1:01.87 

ｺｳｺﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ ｼﾞｮｳﾔﾏｷﾀ ﾖｺﾔﾏ ｱｷ
  960 東川  香子(2)  1520 関岡  凉々(2)

ﾋｶﾞｼｶﾜ ｶｺ ｾｷｵｶ ｽｽﾞ
10973 塩村菜々美(1)  1521 大木  美晴(2)

ｼｵﾑﾗ ﾅﾅﾐ ｵｵｷ ﾐﾊﾙ
  958 中山  來実(2)  1519 関谷  結空(2)

ﾅｶﾔﾏ ｸﾙﾐ ｾｷﾀﾆ ﾕﾗ
  2 広大東雲中   1 温品中

ﾋﾛﾀﾞｲｼﾉﾉﾒ 欠場 ﾇｸｼﾅ 欠場

  3 口田中   4 観音中
ｸﾁﾀ 欠場 ｶﾝｵﾝ 欠場

一部女子

４×１００ｍ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 長束中  1461 増原  理央(2)     54.67 

ﾅｶﾞﾂｶ ﾏｽﾊﾗ ﾘｵ
 1459 井手  秋桜(2)

ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 1458 東森  結未(2)

ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ
 1457 山本  つき(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ
 2   2 伴中  1399 柏原  咲来(1)     55.00 

ﾄﾓ ｶｼﾊﾗ ｻﾗ
 1396 片山  美優(2)

ｶﾀﾔﾏ  ﾐﾕ
 1400 福島  伽奈(1)

ﾌｸｼﾏ ｶﾅ
 1398 大藤  夢生(1)

ｵｵﾄｳ ﾕｲ
 3   7 牛田中   321 小笠原陽香(2)     57.37 

ｳｼﾀ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ
  318 原田  真緒(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾎ
  324 宗光  美奈(2)

ﾑﾈﾐﾂ ﾐﾅ
  331 丸本あかり(1)

ﾏﾙﾓﾄ ｱｶﾘ
 4   6 瀬野川中  1971 中津  美咲(2)     58.75 

ｾﾉｶﾞﾜ ﾅｶﾂ ﾐｻｷ
 1982 下田    葵(1)

ｼﾓﾀﾞ ｱｵｲ
 1980 藤井  芽依(1)

ﾌｼﾞｲ ﾒｲ
 1969 嶋村  妃笑(2)

ｼﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ
 5   4 江波中   109 永中  唯彩(1)     59.60 

ｴﾊﾞ ﾅｶﾞﾅｶ ﾕｲ
  111 伊藤  実来(1)

ｲﾄｳ ﾐｸ
  108 伊藤  希咲(1)

ｲﾄｳ ｷｻｷ
  112 久保萬希子(1)

ｸﾎﾞ ﾏｷｺ
 6   3 福木中   374 土井  悠羽(2)   1:00.20 

ﾌｸｷ ﾄﾞｲ ﾕｳ
  373 名越千伽子(2)

ﾅｺﾞｼ ﾁｶｺ
  372 田本  果穂(2)

ﾀﾓﾄ ｶﾎ
  379 内田　杏里紗(1)

ｳﾁﾀﾞ ｱﾘｻ
 7   5 己斐上中  1038 森山  祐衣(2)   1:02.20 

ｺｲｳｴ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲ
 1036 尾辻  沙莱(2)

ｵﾂｼﾞ ｻﾗ
 1037 中山  羽菜(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ
 1039 西山  愛唯(2)

ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ

   1 翠町中     52.65 久保  奈々(2) 田口  紗英(2) 澤原  瑞季(2) 竹元  紫凛(1)   1   1
   2 広島三和中     52.84 平田  暖乃(1) 山根  知紗(2) 川端  日和(1) 栗田向日葵(2)   1   2
   3 安佐中     54.12 徳本  茉桜(2) 増田  環季(2) 小山  寧々(2) 寺地なごみ(2)   1   3
   4 ＮＤ清心中     54.27 鴻海  妃那(2) 西田  真穂(2) 山根亜理沙(1) 大塚  志織(2)   2   1
   5 広島城南中     54.44 日南  里咲(2) 玉城依知佳(2) 井上  夢来(2) 田淵  咲良(1)   2   2
   6 長束中     54.67 増原  理央(2) 井手  秋桜(2) 東森  結未(2) 山本  つき(2)   5   1
   7 祇園東中     54.89 三島  吏織(2) 杉山    舞(2) 吉永  真奈(2) 新見  乙留(2)   1   4
   8 伴中     55.00 柏原  咲来(1) 片山  美優(2) 福島  伽奈(1) 大藤  夢生(1)   5   2

一部女子

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

一部女子

４×１００ｍ
タイムレース

順位
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広島市中学記録(CR)               1.72 磯本亜矢子                   観　音           1984/8/12   
竹内佳代子                   安　佐           1993/8/19   

大会記録(GR)                     1.61 野上　日奈                   宇　品           2007        

松田  萌愛(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 比治山女子中
亀居  更紗(2)
ｶﾒｲ ｻﾗｻ 牛田中
増田  環季(2)
ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏｷ 安佐中
佐伯  美憂(2)
ｻｴｷ ﾐﾕ 中広中
常藤  梨音(2)
ﾂﾈﾄｳ ﾘｵ 広島なぎさ中
中村なつき(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 中広中
大東  心暖(1)
ｵｵﾄｳ ｺﾉﾝ 翠町中
中曽  陽詩(2)
ﾅｶｿ ﾋﾅﾀ 己斐中
土井  悠羽(2)
ﾄﾞｲ ﾕｳ 福木中
乗松  泉美(1)
ﾉﾘﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 東原中
竹元  紫凛(1)
ﾀｹﾓﾄ ｼﾘﾝ 翠町中
菅原    桜(1)
ｽｶﾞﾊﾗ ｻｸﾗ 古田中
有田  釈那(1)
ｱﾘﾀ ｼｬﾅ 牛田中
楠田  美翔(1)
ｸｽﾀﾞ ﾐｳ 安西中
益田  柚季(2)
ﾏｽﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 五日市観音中
中本かおる(2)
ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾙ 安佐中
井升    楓(2)
ｲﾏｽ ｶｴﾃﾞ 広大東雲中
石川  杏奈(2)
ｲｼｶﾜ ｱﾝﾅ 広大東雲中
木原  茉里(2)
ｷﾊﾗ ﾏﾘ 広島なぎさ中
川添  恵里(1)
ｶﾜｿｴ ｴﾘ 祇園東中
杉山    舞(2)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 祇園東中
安達  紗来(1)
ｱﾀﾞﾁ ｻﾗ 広島城南中
高倉  愛美(2)
ﾀｶｸﾗ ｱｲﾐ 瀬野川中
谷口  世那(2)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｾﾅ 東原中
國利  里桜(2)
ｸﾆﾄｼ ﾘｵ 戸坂中
坂本  結奏(2)
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 亀山中
永宗    葵(1) 記録なし
ﾅｶﾞﾑﾈ ｱｵｲ 瀬野川中
内野  妃菜(2) 記録なし
ｳﾁﾉ ﾋﾅ 亀山中
植原  由梨(1) 記録なし
ｳｴﾊﾗ ﾕﾘ 広島城南中
村上    舞(1) 記録なし
ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 宇品中
井上  美紀(2) 記録なし
ｲﾉｳｴ ﾐｷ 宇品中
土本  海夢(1) 欠場
ﾂﾁﾓﾄ ﾐﾕ 国泰寺中
西原  未来(1) 欠場
ﾆｼﾊﾗ ﾐﾗｲ 国泰寺中
前田    空(1) 欠場
ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ 古田中
池田  百花(1) 欠場
ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 安西中

一部女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49 記録 備考
1 35   821 - - - - - - xo xxx  1.40

2 31   323 - - - - o o xxx  1.35

3 26  1251 - o o o xxo xo xxx  1.35

4 30   853 - o o o o xxx  1.30

5 32  2391 - - xo o o xxx  1.30

6 24   856 - - o o xo xxx  1.30

7 2   593 o o o xo xo - - /  1.30

8 18   915 o o o o xxo xxx  1.30

8 20   374 o o o o xxo xxx  1.30

8 22  1560 o o o o xxo xxx  1.30

11 9   600 o o o o xxx  1.25

11 23  1015 o o o o xxx  1.25

13 21   326 xo o o o xxx  1.25

14 13  1290 o o o xo xxx  1.25

15 25  2148 - - o xxo xxx  1.25

16 27  1250 - o o - - - xxx  1.20

17 17   794 o o xxo xxx  1.20

17 19   796 o o xxo xxx  1.20

17 28  2388 - - xxo xxx  1.20

20 3  1346 o o xxx  1.15

20 4  1345 o o xxx  1.15

20 7  1235 o o xxx  1.15

20 11  1968 o o xxx  1.15

24 10  1548 o xxo xxx  1.15

24 12   284 o xxo xxx  1.15

26 15  1763 o xxx  1.10

1  1979 xxx

5  1766 xxx

8  1236 xxx

29   676 xxx

33   687 - - - - - - xxx

6    92

14    93

16  1024

34  1291



決勝 11月2日 14:00

広島市中学記録(CR)               5.65 藤東　愛心                   五日市           2017/7/8    
大会記録(GR)                     5.31 明瀬　直子                   安　佐           1989        

 ３回の
 最高記録

白川  朱音(2)    x    x   4.92   4.92   4.60  5.02  5.21   5.21 
ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ 己斐中   +0.4   +0.4   +1.1  +0.4  +0.5   +0.5
山本ひかり(2)   4.63  4.72  4.82   4.82   4.51  3.59  4.73   4.82 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 五日市観音中   -0.3  +1.2  +0.3   +0.3   +1.0  +0.3  +0.6   +0.3
伊木  美陽留(2)   4.61   x   4.63   4.63   4.49  4.56  4.63   4.63 
ｲｷ ﾐﾊﾙ 井口中   -1.2   +0.9   +0.9   +1.4  +0.7  +0.9   +0.9
杉村  茉優(2)   4.48  4.60  4.56   4.60   4.63  4.58  4.53   4.63 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕ 二葉中   +0.2  +0.5  +1.0   +0.5   +1.5  +0.4  +0.2   +1.5
立川  未夢(2)   4.42  4.41  4.31   4.42   4.22   x   4.49   4.49 
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 東原中   -0.2  +0.3  +1.2   -0.2   +0.2   +0.4   +0.4
谷口  優月(1)   4.09  4.01  4.44   4.44   3.56  3.85  3.80   4.44 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 比治山女子中    0.0  +1.1  +1.3   +1.3   +0.6  +0.4  +0.5   +1.3
片山  美優(2)   4.40   x    x    4.40    x   4.37   x    4.40 
ｶﾀﾔﾏ  ﾐﾕ 伴中   -0.2    -0.2   +0.7    -0.2
柳本  心凜(2)   4.36   x   4.39   4.39   4.13   x    x    4.39 
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｺﾘ 温品中   +0.4   +1.3   +1.3   +1.0    +1.3
世良  はな(2)    x    x   4.39   4.39    4.39 
ｾﾗ ﾊﾅ 国泰寺中   +1.3   +1.3    +1.3
惣田    碧(1)    x   4.06  4.35   4.35    4.35 
ｿｳﾀﾞ ｱｵｲ 広島なぎさ中   +0.5  +1.5   +1.5    +1.5
井上  夢来(2)   4.26  4.29  4.33   4.33    4.33 
ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 広島城南中   -1.1  +0.3  +1.4   +1.4    +1.4
日南  里咲(2)   4.20  4.30   x    4.30    4.30 
ﾋﾅﾐ ﾘｻ 広島城南中    0.0  +0.8    +0.8    +0.8
澤原  瑞季(2)   3.97  3.90  4.26   4.26    4.26 
ｻﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 翠町中   -0.5  +0.4  +0.9   +0.9    +0.9
藤井  星七(2)    x   4.19   x    4.19    4.19 
ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 祇園中    0.0     0.0     0.0
平田  暖乃(1)   4.18   x   3.80   4.18    4.18 
ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ 広島三和中   +1.2   +0.4   +1.2    +1.2
米田ももこ(2)    x   4.16   x    4.16    4.16 
ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｺ 国泰寺中   +1.1    +1.1    +1.1
金屋  美羽(2)    x   4.15  4.15   4.15    4.15 
ｶﾅﾔ ﾐｳ 二葉中   -0.1  +1.0   -0.1    -0.1
笠井  和子(2)    x   4.10  4.08   4.10    4.10 
ｶｻｲ ﾜｺ 祇園中   +1.5   0.0   +1.5    +1.5
中家    麗(1)   3.90  3.80  4.10   4.10    4.10 
ﾅｶｲｴ ﾚｲ 東原中    0.0  +0.1  +1.2   +1.2    +1.2
田邉  明莉(2)   4.09  3.90  3.88   4.09    4.09 
ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 矢野中   +0.1  +0.6  +1.0   +0.1    +0.1
田原  怜実(2)   4.04  3.50  3.96   4.04    4.04 
ﾀﾊﾞﾗ ｻﾄﾐ 中広中   +1.4  +0.4  +0.6   +1.4    +1.4
徳本  真央(2)   4.04   x    x    4.04    4.04 
ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 広島なぎさ中   +0.6    +0.6    +0.6
小笠原陽香(2)   4.03  3.91  3.86   4.03    4.03 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 牛田中   +1.2  +0.2  +0.9   +1.2    +1.2
持永  入香(2)   3.56  3.69  4.02   4.02    4.02 
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 牛田中   +0.1  +1.3  +0.9   +0.9    +0.9
寳積  美侑(2)    x   2.16  3.97   3.97    3.97 
ﾎｳｼｬｸ ﾐｳ 宇品中   +0.6  +0.5   +0.5    +0.5
大森  朱楓(1)   3.96  3.80  3.88   3.96    3.96 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾘ 瀬野川中   +0.2  +0.6  +1.0   +0.2    +0.2
大木  美晴(2)   3.92  3.81   x    3.92    3.92 
ｵｵｷ ﾐﾊﾙ 城山北中   -0.6   0.0    -0.6    -0.6
古本  彩空(2)   3.72  3.31  3.89   3.89    3.89 
ﾌﾙﾓﾄ ｿﾗ 古田中   +0.9   0.0  +1.4   +1.4    +1.4
品川  晴奈(2)    x   3.81  3.88   3.88    3.88 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 五月が丘中   +0.4  +0.5   +0.5    +0.5
竹腰  理梨(1)   3.76  3.88   x    3.88    3.88 
ﾀｹｺｼ ﾘﾘ 五日市南中   +1.5  +0.6    +0.6    +0.6
土岡  美波(1)   3.86  3.86  3.58   3.86    3.86 
ﾂﾁｵｶ ﾐﾅﾐ 城山中   -0.5   0.0  +1.1   -0.5    -0.5
重森  芽依(1)    x   3.85  3.83   3.85    3.85 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾒｲ 砂谷中   +0.6  +0.9   +0.6    +0.6
大藤  夢生(1)   3.81  3.84  3.82   3.84    3.84 
ｵｵﾄｳ ﾕｲ 伴中   +0.2  +0.5  +0.6   +0.5    +0.5
岩本  はな(2)   3.80  3.75   x    3.80    3.80 
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅ 五月が丘中   +0.5  +0.9    +0.5    +0.5
尾辻  沙莱(2)    x   3.80  3.68   3.80    3.80 
ｵﾂｼﾞ ｻﾗ 己斐上中   +0.4  +1.0   +0.4    +0.4
勇知  美羽(1)   3.78   x   3.74   3.78    3.78 
ﾕｳﾁ ﾐｳ 大州中   -0.7   +1.4   -0.7    -0.7

一部女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 71   913

2 70  2151

3 68   973

4 66   344

5 64  1546

6 60   824

7 69  1396

8 55   261

9 63    86

10 61  2395

11 62  1220

12 59  1225

13 58   591

14 52  1314

15 4  2123

16 56    90

17 54   345

18 42  1315

19 50  1557

20 34  2061

21 40   854

22 53  2392

23 46   321

24 37   319

25 45   683

26 36  1975

27 31  1521

28 51  1010

29 41  2179

30 3  2271

31 32  2292

32 27  2355

33 49  1398

34 23  2178

35 22  1036

36 33   533



 ３回の
 最高記録

岡本  莉音(1)   3.39  3.44  3.78   3.78    3.78 
ｵｶﾓﾄ ﾘｵﾝ 中広中   +0.5   0.0  +1.0   +1.0    +1.0
嶋村  妃笑(2)   3.67  3.74  3.45   3.74    3.74 
ｼﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ 瀬野川中   +0.7  +1.5  +0.4   +1.5    +1.5
大塚    和(2)   3.71  3.59  3.59   3.71    3.71 
ｵｵﾂｶ ﾅｺﾞﾐ 祇園東中   +0.7   0.0  +1.2   +0.7    +0.7
栗田向日葵(2)    x   3.71   x    3.71    3.71 
ｸﾘﾀ ﾋﾏﾘ 広島三和中   +1.2    +1.2    +1.2
藤村  美月(1)   3.67  3.67   x    3.67    3.67 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 観音中   -0.7  +0.5    -0.7    -0.7
加納  幸音(1)   3.47  3.33  3.64   3.64    3.64 
ｶﾉｳ ｻﾁﾈ 井口中   -0.2  +0.4  +1.5   +1.5    +1.5
新川  恵梨(1)   3.50  3.39  3.21   3.50    3.50 
ｼﾝｶﾜ ｴﾘ 城山中    0.0  +0.2  +1.6    0.0     0.0
森山  祐衣(2)   3.41  3.35  3.35   3.41    3.41 
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲ 己斐上中   +0.2  +0.4  +1.0   +0.2    +0.2
河内  爽夏(1)    x   3.39  3.38   3.39    3.39 
ｺｳﾁ ｿﾅ 安佐南中    0.0  +1.0    0.0     0.0
川上  真歩(2)   3.37  3.15  3.23   3.37    3.37 
ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ 比治山女子中   -0.3  +0.4  +0.8   -0.3    -0.3
榎並  里帆(1)   3.36  3.35  3.32   3.36    3.36 
ｴﾅﾐ ﾘﾎ ＡＩＣＪ中   +0.7   0.0  +1.9   +0.7    +0.7
木村  彩乃(2)   3.33   x    x    3.33    3.33 
ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ 安佐南中   -1.4    -1.4    -1.4
山神  ゆう(1)   3.22  2.96  3.09   3.22    3.22 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳ 城山北中   +1.3  +0.6  +0.9   +1.3    +1.3
森本  莉菜(1)   3.17  3.01   x    3.17    3.17 
ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾅ 古田中    0.0   0.0     0.0     0.0
國利  里桜(2)   3.15  3.06   x    3.15    3.15 
ｸﾆﾄｼ ﾘｵ 戸坂中   -0.3  +0.2    -0.3    -0.3
田井美優果(2)   2.90  3.01  2.70   3.01    3.01 
ﾀｲ ﾐﾕｶ 大塚中   +1.1  +1.3  +0.1   +1.3    +1.3
中村  美空(2)   2.75   x   2.46   2.75    2.75 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 大塚中   +0.4   +1.0   +0.4    +0.4
竹山    凜(1)    x    x    x 記録なし
ﾀｹﾔﾏ ﾘﾝ 翠町中
吉川はるな(2)    x    x    x 記録なし
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ 宇品中
若山  果穂(1) 欠場
ﾜｶﾔﾏ ｶﾎ 安佐中
畦地  香樹(1) 欠場
ｱｾﾞﾁ ｶｼﾞｭ 安佐中
牛黄蓍  栞(2) 欠場
ｳｼｵｳｷﾞ ｼｵﾘ 高陽中
栗栖    優(2) 欠場
ｸﾘｽ ﾕｳ 砂谷中
中島  陽菜(1) 欠場
ﾅｶｼﾏ ﾋﾅ 吉島中
三島  吏織(2) 欠場
ﾐｼﾏ ﾘｵ 祇園東中
益田  柚季(2) 欠場
ﾏｽﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 五日市観音中
新藤  玲菜(2) 欠場
ｼﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 口田中
峰松  恋花(2) 欠場
ﾐﾈﾏﾂ ｺﾉｶ 亀山中
松田  柚音(2) 欠場
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾈ 高陽中
古中  琴音(2) 欠場
ﾌﾙﾅｶ ｺﾄﾈ 亀山中
武内  未織(2) 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾐｵ 安西中
市岡  梨桜(2) 欠場
ｲﾁｵｶ ﾘｵ 矢野中
橋本    樹(2) 欠場
ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 広大東雲中
堤    鳴菜(2) 欠場
ﾂﾂﾐ ﾒｲﾅ 口田中
池田  百花(1) 欠場
ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 安西中

一部女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

37 17   864

38 6  1969

39 18  1340

40 43  2117

41 30   897

42 65   977

43 24  2293

44 12  1038

45 20  1426

46 28   822

47 19  1604

48 38  1421

49 11  1523

50 13  1022

51 29   284

52 8  1576

53 9  1578

39   598

57   685

1  1269

2  1253

5  1663

7  2354

10    43

14  1344

15  2148

16  1909

21  1765

25  1664

47   799

26  1764

35  1284

48  1912

67  1291

44  2062



決勝 11月2日 12:00

広島市中学記録(CR)              14.05 鍋倉　由紀                   鈴峯女子         1985/8/30   
大会記録(GR)                    11.79 大林　美子                   井　口           2002        

 ３回の
 最高記録

迫田  明華(1) 大会新
ｻｺﾀﾞ ﾒｲｶ 瀬野川中
小笠原麻記(1)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｷ 広島中等教育
中島  璃乃(2)
ﾅｶｼﾏ ﾘﾉ 中広中
北村  萌江(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ 亀山中
村上  嬉実(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ 宇品中
福島  伽奈(1)
ﾌｸｼﾏ ｶﾅ 伴中
島津  純葉(2)
ｼﾏﾂﾞ ｲﾄﾊ 広島三和中
鈴木    歩(2)
ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 広島城南中
小林  香音(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉ 翠町中
村上    葵(2)
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広島城南中
横井陽菜花(2)
ﾖｺｲ ﾋﾅｶ 古田中
川添  恵里(1)
ｶﾜｿｴ ｴﾘ 祇園東中
若山  果穂(1)
ﾜｶﾔﾏ ｶﾎ 安佐中
森本  美羽(2)
ﾓﾘﾓﾄ ﾐｳ 矢野中
桝本  杏珠(1)
ﾏｽﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 東原中
岡村  美涼(2)
ｵｶﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 中広中
尾辻  沙莱(2)
ｵﾂｼﾞ ｻﾗ 己斐上中
畦地  香樹(1)
ｱｾﾞﾁ ｶｼﾞｭ 安佐中
南    花音(2)
ﾐﾅﾐ ｶﾉﾝ 祇園東中
北原  倖帆(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾕｷﾎ 安西中
喜連川愛蘭(2)
ｷﾂﾚｶﾞﾜ ｱｲﾗ 比治山女子中
木村  美桜(2)
ｷﾑﾗ ﾐｵ 大州中
竹内  愛子(1)
ﾀｹｳﾁ ｱｲｺ 宇品中
小平茉沙美(1)
ｺﾋﾗ ﾏｻﾐ 大州中
惠谷  琴子(1)
ｴﾀﾞﾆ ｺﾄｺ 牛田中
田本  果穂(2)
ﾀﾓﾄ ｶﾎ 福木中
桑田有香子(2)
ｸﾜﾀﾞ ﾕｶｺ 己斐中
矢八  杏菜(1)
ﾔﾊﾁ ｱﾝﾅ 安西中
村上    惺(2)
ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾘ 観音中
栗栖  妃菜(2)
ｸﾘｽ ﾋﾅ 己斐中
滝野  夏芽(1)
ﾀｷﾉ ﾅﾂﾒ 牛田中
西山  愛唯(2)
ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ 己斐上中
藤本  心己(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺ 観音中
上岡由布子(1)
ｳｴｵｶ ﾕｳｺ 古田中
大山  紗和(1)
ｵｵﾔﾏ ｻﾜ 大塚中
竹山    凜(1)
ﾀｹﾔﾏ ﾘﾝ 翠町中

  4.81   4.81   4.81 

   5.06   5.06 

36 1   598    o    o

35 5  1582    o    o   5.06

   o    5.83   5.83 

   6.14   6.14 

34 4  1013   5.83  5.63

33 15   893    o   5.56  6.14

  6.16   6.16   6.16 

   6.17   6.17 

32 7  1039   5.94   o

31 3   330    o    o   6.17

  6.17   6.17   6.17 

   6.26   6.26 

30 16   917   5.75  6.00

29 12   886   6.26  6.13  6.19

  6.44   6.44   6.44 

   6.46   6.46 

28 23  1288   6.40  5.75

27 18   912   6.21  5.75  6.46

  6.20   6.54   6.54 

   6.55   6.55 

26 20   372   6.42  6.54

25 2   327   6.55  6.46  6.17

  6.62   6.62   6.62 

   6.65   6.65 

24 11   532   6.28  6.39

23 9   672   6.32  6.03  6.65

  6.33   6.68   6.68 

   6.76   6.76 

22 32   529   6.64  6.68

21 8   823   6.60  6.50  6.76

  6.82   6.82   6.82 

   6.82   6.82 

20 24  1289    x   6.50

19 22  1338   6.73  6.56  6.82

  6.51   6.90   6.90 

   6.93   6.93 

18 21  1253   6.90  6.61

17 17  1036   6.12  6.93  6.56

  7.04   7.04   7.04 

   7.08   7.08 

16 28   851   5.96  6.85

15 27  1555   6.62  6.83  7.08

  6.63   7.21   7.21 

   7.45   7.45 

14 19  2066   6.84  7.21

13 26  1269   6.85  7.45  7.25

  7.65   7.65   7.65 

   7.66   7.66 

12 29  1346   6.93  7.25

11 31  1011   7.66  7.57  7.60

  8.15   8.16   8.16 

   8.38   8.38 

10 30  1232   7.32  8.16

9 25   596   6.70  7.23  8.38

  7.91   8.61   8.10  7.10   x   8.61 

   8.56   8.12  7.65  8.62  8.62 

8 36  1229   8.61  7.84

7 37  2116   7.79  8.09  8.56

  8.16   8.93   7.54  7.25  7.50  8.93 

   9.08   7.01  9.08   x   9.08 

6 34  1400   8.93  8.76

5 33   684   8.27  8.58  7.26

  9.51   9.51   8.86  9.16  8.57  9.51 

   9.29   8.50  9.29  9.77  9.77 

4 35  1762   9.04  9.15

3 38   855   8.91  8.46  8.58

 10.47  10.65   9.61 10.01  9.87 10.65 

  12.68  12.13 12.50 12.33 12.68 

2 39  1937  10.65  9.61

1 40  1983  12.68 12.17 12.15

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一部女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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 最高記録

大川由花子(2)
ｵｵｶﾜ ﾕｶｺ 温品中
川野  柚奈(2) 欠場
ｶﾜﾉ ﾕﾅ 大塚中
新藤  玲菜(2) 欠場
ｼﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 口田中
吉田  紗弥(2) 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｻﾔ 口田中

14  1914

13  1909

10  1575
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決勝 11月2日 11:00

広島市中学記録(CR)              10.84 畑賀　良平                   安　佐           2005/8/26   
北村　拓也                   伴               2008/8/8    

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.8

 1 下前  雄椰(2)     12.96  1 富山  大志(1)     13.18 
ｼﾓﾏｴ ﾕｳﾔ 広島学院中 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 高取北中

 2 西倉  啓太(2)     13.08  2 大西  翔悟(2)     13.37 
ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 広島城南中 ｵｵﾆｼ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中

 3 梶川    歩(1)     13.19  3 中山  瑞貴(1)     13.42 
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾕﾑ 五日市南中 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 庚午中

 4 吉野  拓真(1)     13.36  4 上村  真哉(1)     13.45 
ﾖｼﾉ ﾀｸﾏ 安佐中 ｶﾐﾑﾗ ｼﾝﾔ 伴中
吉本  陸功(2)  5 御田寺朔久(1)     13.46 
ﾖｼﾓﾄ ﾘｸ 広島なぎさ中 ﾐﾀﾃﾗ ｻｸ 東原中
山口  星那(2)  6 上岡    優(2)     13.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 安佐中 ｳｴｵｶ ﾕｳ 城山中
岩井  奏人(2)  7 上森  友貴(2)     13.96 
ｲﾜｲ ｶﾅﾄ 観音中 ｳｴﾓﾘ ﾄﾓｷ 広島学院中
岡田  怜音(1) 北川  凰輝(2)
ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ 祇園中 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｷ 口田中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -0.9

 1 岡田    蓮(1)     13.36  1 松永  一穗(1)     13.61 
ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ 矢野中 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾎ 広島学院中

 2 豊田  耀司(1)     13.64  2 田島  悠希(2)     13.70 
ﾄﾖﾀ ﾖｳｼﾞ 高取北中 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 城山中

 3 岡    倖世(1)     13.65  3 粟田  永遠(1)     13.91 
ｵｶ ｺｳｾｲ 観音中 ｱﾜﾀﾞ ﾄﾜ 翠町中

 4 永島伸一朗(1)     13.73  4 和泉  奏汰(2)     13.91 
ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島学院中 ｲｽﾞﾐ  ｶﾅﾀ 伴中

 5 中津  寛太(1)     13.86  5 和泉  碧人(1)     13.96 
ﾅｶﾂ ｶﾝﾀ 亀山中 ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 矢野中

 6 岩田  優希(2)     14.46  6 大久保兆曜(1)     14.74 
ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 観音中 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｷﾃﾙ 観音中
福田  結大(1) 福岡  侑真(2)
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 井口中 ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ 広島城南中
岡本  涼雅(2) 寺戸  航太(2)
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 大塚中 ﾃﾗﾄﾞ  ｺｳﾀ 伴中

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -0.6

 1 島津江玲音(2)     14.11  1 赤川  桜斗(2)     12.76 
ｼﾏﾂﾞｴ ﾚｵﾝ 庚午中 ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 可部中

 2 小林湖太朗(1)     14.20  2 佐々木来人(1)     14.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ 城山中 ｻｻｷ ﾗｲﾄ 国泰寺中

 3 カローラハイアン(2)     14.48  3 井上  裕斗(2)     14.29 
ｶﾛｰﾗ ﾊｲｱﾝ 大州中 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 白木中

 4 廣本  圭吾(2)     14.58  4 植田  真徳(1)     14.30 
ﾋﾛﾓﾄ ｹｲｺﾞ 江波中 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 庚午中

 5 富山  智大(1)     14.89  5 向井    德(1)     14.38 
ﾄﾐﾔﾏ ﾁﾋﾛ 高取北中 ﾑｶｲ ﾄｸｼ 広島学院中

 6 髙坂  怜央(2)     15.35  6 小川颯太郎(1)     16.21 
ｺｳｻｶ ﾚｵ 祇園東中 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ 庚午中
高西  佑昌(2) 山本  空雅(1)
ﾀｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 広島城北中 ﾔﾏﾓﾄ ｸｳｶﾞ 大塚中
賀中  陽太(2) 福村  航大(2)
ｶﾁｭｳ ﾋﾅﾀ 祇園東中 ﾌｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 吉島中

[ 7組] 風速 -0.4 [ 8組] 風速 -0.6

 1 田坂  俊太(1)     14.52  1 河本  俊壱(1)     14.07 
ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 安佐中 ｶﾜﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ 広島学院中

 2 重見  大地(2)     14.55  2 三原  悠智(1)     14.23 
ｼｹﾞﾐ  ﾀﾞｲﾁ 伴中 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾁ 広島学院中

 3 岡本  勇吾(1)     14.70  3 井崎  太智(1)     14.31 
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 五日市南中 ｲｻｷ ﾀｲﾁ 亀山中

 4 安達  喜羅(1)     14.81  4 隅田    涼(1)     14.94 
ｱﾀﾞﾁ ｷﾗ 宇品中 ｽﾐﾀﾞ ﾘｮｳ 大塚中

 5 中田  諭吾(1)     14.92 平木  琥博(2)
ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ 二葉中 ﾋﾗｷ ｺﾊｸ 亀山中

 6 内田  大翔(1)     15.32 上田  優月(2)
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 二葉中 ｳｴﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 亀山中
中野  誠弥(2) 儀久  直哉(1)
ﾅｶﾉ ｾｲﾔ 高取北中 ｷﾞｷｭｳ ﾅｵﾔ 亀山中
升岡  鋼心(2)
ﾏｽｵｶ ｺｳｼﾝ 日浦中
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8  1816
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5  1403 8  1111

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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二部男子

１００ｍ

決勝
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[ 9組] 風速 -1.2 [ 10組] 風速 -1.1

 1 辻村  悠太(1)     14.95  1 中西  優斗(1)     15.41 
ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾀ 宇品中 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ 落合中

 2 平田  晴己(1)     15.14  2 多賀谷歩叶(2)     15.77 
ﾋﾗﾀ ﾊﾙｷ 口田中 ﾀｶﾞﾀﾆ ｱﾕﾄ 温品中

 3 川金  玄承(1)     15.29  3 河野  優斗(1)     15.92 
ｶﾜｶﾈ ｹﾞﾝｼｮｳ 祇園東中 ｺｳﾉ ﾕｳﾄ 江波中

 4 岩原  陽都(1)     15.30 藤岡  純白(1)
ｲﾜﾊﾗ ﾊﾙﾄ 祇園東中 ﾌｼﾞｵｶ ﾊｸ 観音中

 5 清水  裕也(1)     15.39 藤本  湧来(2)
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 広島城北中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾗ 宇品中
松中    駿(1) 檀浦  琥珀(1)
ﾏﾂﾅｶ ｼｭﾝ 広島城南中 ﾀﾞﾝｳﾗ ｺﾊｸ 五月が丘中
内田  健斗(2) 安田  昊輝(1)
ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 温品中 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ 戸坂中

[ 11組] 風速 -0.2 [ 12組] 風速 -1.1

 1 黒川  翔太(1)     15.41  1 増中  優斗(1)     14.97 
ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ 安佐中 ﾏｽﾅｶ ﾕｳﾄ 亀山中

 2 若林  凌大(1)     16.13  2 月森  優宏(1)     15.29 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安佐中 ﾂｷﾓﾘ ﾏﾋﾛ 広島学院中

 3 波多野歩夢(1)     16.77  3 土井  楓太(2)     15.62 
ﾊﾀﾞﾉ ｱﾕﾑ 可部中 ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ 可部中
馬場  健人(1)  4 佐藤  祐世(1)     15.74 
ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾄ 大塚中 ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ 東原中
姉ヶ山紘汰(1)  5 大鶴  渉悟(2)     16.09 
ｱﾈｶﾞﾔﾏ ｺｳﾀ 吉島中 ｵｵﾂﾞﾙ ｼｮｳｺﾞ 五日市南中
徳重  勇生(1)  6 岡田  侑也(1)     16.66 
ﾄｸｼｹﾞ ﾕｳｷ 広島なぎさ中 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 可部中
末吉    瞭(2) 原田  大誠(1)
ｽｴﾖｼ ﾘｮｳ 口田中 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 温品中

[ 13組] 風速 +0.6

 1 堀    倖輝(1)     13.77 
ﾎﾘ ｺｳｷ 砂谷中

 2 西村  汰雅(1)     14.30 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 矢野中

 3 上野  慧人(1)     14.36 
ｳｴﾉ ｹｲﾄ 五日市中

 4 林    優佑(1)     14.95 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 五日市中

 5 吉永    累(1)     16.47 
ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲ 口田中

 6 金井  彪魁(1)     17.60 
ｶﾅｲ ﾋｭｳｶﾞ 高取北中
井内  秀知(1)
ｲｳﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ 高陽中

   1 赤川  桜斗(2) 可部中     12.76 (-0.6)   6   1
   2 下前  雄椰(2) 広島学院中     12.96 (+0.6)   1   1
   3 西倉  啓太(2) 広島城南中     13.08 (+0.6)   1   2
   4 富山  大志(1) 高取北中     13.18 (+0.8)   2   1
   5 梶川    歩(1) 五日市南中     13.19 (+0.6)   1   3
   6 吉野  拓真(1) 安佐中     13.36 (+0.6) (13.352)   1   4
   7 岡田    蓮(1) 矢野中     13.36 (+1.0) (13.357)   3   1
   8 大西  翔悟(2) 五日市南中     13.37 (+0.8)   2   2
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決勝 11月2日 11:30

広島市中学記録(CR)            1:57.02 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/10/30  

 1 藤原  盛志(2)    2:26.7 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾘｼﾞ 観音中

 2 山本  崇之(1)    2:39.6 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 二葉中

 3 敦坂    蓮(1)    2:48.8 
ｱﾂｻｶ ﾚﾝ 亀山中

 4 野端  南伶(1)    2:54.4 
ﾉﾊﾞﾀ ﾐﾚｲ 広島城南中

 5 吉岡  琉太(1)    2:58.7 
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 亀山中

 6 新宅  優生(1)    3:18.7 
ｼﾝﾀｸ ﾕｳｷ 高陽中

 7 池田  和弥(1)    3:34.5 
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 城山北中
岩永  淳志(1)
ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾂｼ 白木中
田中  大輝(1)
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 白木中
大野  義輝(1)
ｵｵﾉ ﾖｼｷ 落合中

ラップタイム
   400m

二部男子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   892

2   350

4  1767

5  1233

3  1770

10  1673

6  1517

7  1640
欠場

8  1641
欠場

9  1706
欠場



決勝 11月2日 11:45

広島市中学記録(CR)            4:00.00 徳本　一善                   美鈴が丘         1994/8/9    

[ 1組] [ 2組]

 1 岡野健次郎(1)    4:42.6  1 齊藤    仁(1)    4:59.5 
ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ 口田中 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 亀山中

 2 田中  春圭(2)    4:45.9  2 曽根  隆佑(1)    5:04.8 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾖｼ 江波中 ｿﾈ ﾘｭｳｽｹ 大塚中

 3 山崎  勇真(2)    4:46.6  3 三ツ井基哩(1)    5:08.4 
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中 ﾐﾂｲ ﾓﾄﾘ 口田中

 4 原田  優希(2)    4:46.9  4 稲益  礼真(1)    5:09.2 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 二葉中 ｲﾅﾏｽ ﾗｲｼﾝ 東原中

 5 吉岡    瞭(1)    4:49.6  5 中植  悠太(1)    5:11.5 
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ 祇園中 ﾅｶｳｴ ﾕｳﾀ 伴中

 6 西村  有生(1)    4:50.2  6 増田  直人(2)    5:18.3 
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 観音中 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾄ 口田中

 7 大迫律太郎(2)    4:52.7  7 吉原    樹(1)    5:19.1 
ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾖｼﾊﾗ ｲﾂｷ 国泰寺中

 8 島津  純聖(1)    4:55.8  8 山口  雄大(2)    5:19.5 
ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 広島三和中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 祇園中

 9 川上  慶道(2)    4:56.2  9 竪道  真琴(2)    5:21.3 
ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 口田中 ﾀﾃﾐﾁ ﾏｺﾄ 広島学院中

10 能浦  遼翔(2)    4:57.2 10 難波琉太郎(2)    5:23.9 
ﾉｳﾗ ﾊﾙﾄ 観音中 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広島学院中

11 井上  友義(1)    5:01.5 11 河本  健斗(2)    5:26.6 
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 東原中 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝﾄ 江波中

12 辰川  天空(1)    5:04.1 久都内  颯(2)
ﾀﾂｶﾜ ｿﾗ 安西中 ｸﾂﾅｲ ｿｳ 口田中

13 神田  直哉(1)    5:04.5 名越  優介(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ 口田中 ﾅｺﾞｼ ﾕｳｽｹ 広島城南中

14 加登  流空(1)    5:06.0 郷田  竜矢(2)
ｶﾄ ﾙｳｸ 東原中 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀﾂﾔ 口田中

15 佐々木珠倫(1)    5:12.6 河本  空楽(1)
ｻｻｷ ｼｭﾘ 広島三和中 ｶﾜﾓﾄ ｿﾗ 観音中
植木  日向(2)
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 安西中

[ 3組] [ 4組]

 1 今宮  日向(1)    5:15.2  1 園部  温人(1)    5:31.7 
ｲﾏﾐﾔ ﾋﾅﾀ 伴中 ｿﾉﾍﾞ ﾊﾙﾄ 五日市中

 2 山本  翔也(2)    5:17.0  2 岩崎  一輝(1)    5:39.1 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 矢野中 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 観音中

 3 安間  隼斗(2)    5:24.5  3 小枝  龍信(1)    5:39.7 
ﾔｽﾏ ﾊﾔﾄ 広島学院中 ｺｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 広島三和中

 4 寄本  瑛斗(2)    5:32.8  4 福山  幸康(1)    5:51.4 
ﾖﾘﾓﾄ ｴｲﾄ 国泰寺中 ﾌｸﾔﾏ ﾕｷﾔｽ 広島学院中

 5 光籏    空(2)    5:44.2  5 小松  昭太(1)    5:54.2 
ｺｳﾊﾞﾀ ｿﾗ 亀山中 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 宇品中

 6 國友  佑河(2)    5:48.8  6 大下  龍馬(1)    5:55.4 
ｸﾆﾄﾓ ﾕｳｶﾞ 井口中 ｵｵｼﾀ ﾘｮｳﾏ 宇品中

 7 植田    航(2)    5:51.4  7 山中  智惇(2)    5:57.1 
ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 吉島中 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｱﾂ 広島学院中

 8 門田  怜大(2)    5:52.4  8 杉田  蒼生(1)    5:58.1 
ｶﾄﾞﾀ ﾚｵ 吉島中 ｽｷﾞﾀ ｱｵｲ 牛田中

 9 下村  威月(1)    5:53.5  9 大谷  悠陽(1)    6:01.1 
ｼﾓﾑﾗ ｲﾂｷ 安西中 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾋ 温品中

10 上坂  隼也(2)    5:59.6 10 長嶺  吏玖(1)    6:08.6 
ｳｴｻｶ ｼｭﾝﾔ 吉島中 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｸ 五日市中

11 山本  大雅(2)    6:01.7 11 加治  海斗(2)    6:09.1 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 口田中 ｶｼﾞ ｶｲﾄ 温品中

12 竹田  陽柊(2)    6:04.8 12 熊谷  柊志(1)    8:29.5 
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 吉島中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 矢野中
杉之原  楓(1) 角村  陸陽(2)
ｽｷﾞﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 広島三和中 ｶﾄﾞﾑﾗ ﾘｸﾔ 亀山中
山音  颯汰(1) 近藤  眞弘(1)
ﾔﾏｵﾄ ｿｳﾀ 宇品中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 長束中
河手  壮太(1) 三輪  大河(1)
ｶﾜﾃ ｿｳﾀ 安佐中 ﾐﾜ ﾀｲｶﾞ 矢野中

   1 岡野健次郎(1) 口田中     4:42.6   1   1
   2 田中  春圭(2) 江波中     4:45.9   1   2
   3 山崎  勇真(2) 国泰寺中     4:46.6   1   3
   4 原田  優希(2) 二葉中     4:46.9   1   4
   5 吉岡    瞭(1) 祇園中     4:49.6   1   5

組氏  名 都道府県

  106
   78
  348

欠場

 1907

 1309

欠場

欠場

タイムレース

順位 No. 備考所属名 記録 順位

  675 3  1459

 1254 8 12081
欠場

13

3  2124 2  1764
欠場 欠場

8

14    42 13  2077

10 11935 10   260

2    46 15  2249

7  1296 11   267

1    50 12   320

15    51 7  1104

11   979 4   677

9  1776 9   678

5    80 6  1115

12  1103 5  2125

4  2069 1   901

6  1408 14  2241
No. 氏  名 所属名

欠場

順

3  1294
欠場

記録／備考記録／備考順 No. 氏  名 所属名

欠場
15  2123 14   905

欠場
6  1557 12  1917

欠場
16  1909 5  1231

13  1299 4  1920

12  1558 10   105

14   887 2  1096

8  1916 15  1106

11  2122 9  1304

4    74 13    84

10   908 1  1924

7  1309 11  1410

9   348 3  1559

2    78 7  1911

1   106 6  1591

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1907 8  1774

二部男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   6 西村  有生(1) 観音中     4:50.2   1   6
   7 大迫律太郎(2) 国泰寺中     4:52.7   1   7
   8 島津  純聖(1) 広島三和中     4:55.8   1   8

決勝 11月2日 12:30

広島市中学記録(CR)                    

風速  0.0

 1 鵜城  魁斗(1)     20.07 
ｳｼﾛ ｶｲﾄ 口田中
櫻井  俊輔(1)
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 安佐中

順

  908
   74
 2122

二部男子

１００ｍＨ

決勝

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1904

4  1257
欠場



決勝 11月2日 15:05

広島市中学記録(CR)              43.50 安　佐                                        2005/8/22   
（熊川・宗田・白神・畑賀）

[ 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   5 安佐中  1265 吉野  拓真(1)     51.40  1   2 伴中  1412 細川  祥輔(1)     52.51 

ｱｻ ﾖｼﾉ ﾀｸﾏ ﾄﾓ ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｽｹ
 1257 櫻井  俊輔(1)  1409 上村  真哉(1)

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ ｶﾐﾑﾗ ｼﾝﾔ
 1259 田坂  俊太(1)  1399 和泉  奏汰(2)

ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ ｲｽﾞﾐ  ｶﾅﾀ
 1255 金子  優生(1)  1403 重見  大地(2)

ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ ｼｹﾞﾐ  ﾀﾞｲﾁ
 2   3 広島学院中  1111 三原  悠智(1)     52.94  2   3 五日市南中  2276 大鶴  渉悟(2)     54.09 

ﾋﾛｼﾏｶﾞｸｲﾝ ﾐﾊﾗ ﾕｳﾁ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ｵｵﾂﾞﾙ ｼｮｳｺﾞ
 1113 松永  一穗(1)  2275 大西  翔悟(2)

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾎ ｵｵﾆｼ ｼｮｳｺﾞ
 1110 永島伸一朗(1)  2282 岡本  勇吾(1)

ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ
 1108 下前  雄椰(2)  2279 梶川    歩(1)

ｼﾓﾏｴ ﾕｳﾔ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾕﾑ
 3   6 口田中  1906 渡辺  優太(1)     52.98  4   5 可部中  1734 岡田  侑也(1)   1:00.06 

ｸﾁﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ｶﾍﾞ ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ
 1923 平岡    塁(2)  1728 土井  楓太(2)

ﾋﾗｵｶ ﾙｲ ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ
 1925 金村恰之介(2)  1730 波多野歩夢(1)

ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ ﾊﾀﾞﾉ ｱﾕﾑ
 1904 鵜城  魁斗(1)  1736 赤川  桜斗(2)

ｳｼﾛ ｶｲﾄ ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 4   4 東原中  1568 御田寺朔久(1)     53.42  5   7 広島三和中  2123 佐々木珠倫(1)   1:02.60 

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾐﾀﾃﾗ ｻｸ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｻｻｷ ｼｭﾘ
 1563 澁谷咲太朗(1)  2122 島津  純聖(1)

ｼﾌﾞﾔ ｻｸﾀﾛｳ ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ
 1558 井上  友義(1)  2125 小枝  龍信(1)

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ ｺｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ
 1557 加登  流空(1)  2124 杉之原  楓(1)

ｶﾄ ﾙｳｸ ｽｷﾞﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ
 5   7 観音中   887 能浦  遼翔(2)     54.77   6 二葉中   352 中田  諭吾(1)

ｶﾝｵﾝ ﾉｳﾗ ﾊﾙﾄ ﾌﾀﾊﾞ ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ 失格
  886 岩田  優希(2)   351 内田  大翔(1) 163-3b

ｲﾜﾀ ﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ
  904 岡    倖世(1)   350 山本  崇之(1)

ｵｶ ｺｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ
  903 大久保兆曜(1)   348 原田  優希(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾄｷﾃﾙ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ
 6   8 大塚中  1591 曽根  隆佑(1)     54.91   4 祇園東中

ｵｵﾂﾞｶ ｿﾈ ﾘｭｳｽｹ ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ 欠場
 1593 山本  空雅(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｸｳｶﾞ
 1590 隅田    涼(1)

ｽﾐﾀﾞ ﾘｮｳ
 1584 岡本  涼雅(2)

ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
 7   2 庚午中   948 島津江玲音(2)     55.13   8 吉島中

ｺｳｺﾞ ｼﾏﾂﾞｴ ﾚｵﾝ ﾖｼｼﾞﾏ 欠場
  964 木村  優心(1)

ｷﾑﾗ ﾕｲﾄ
  958 力前  健太(2)

ﾘｷｾﾞﾝ ｹﾝﾀ
10970 中山  瑞貴(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

   1 安佐中     51.40 吉野  拓真(1) 櫻井  俊輔(1) 田坂  俊太(1) 金子  優生(1)   1   1
   2 伴中     52.51 細川  祥輔(1) 上村  真哉(1) 和泉  奏汰(2) 重見  大地(2)   2   1
   3 広島学院中     52.94 三原  悠智(1) 松永  一穗(1) 永島伸一朗(1) 下前  雄椰(2)   1   2
   4 口田中     52.98 渡辺  優太(1) 平岡    塁(2) 金村恰之介(2) 鵜城  魁斗(1)   1   3
   5 東原中     53.42 御田寺朔久(1) 澁谷咲太朗(1) 井上  友義(1) 加登  流空(1)   1   4
   6 五日市南中     54.09 大鶴  渉悟(2) 大西  翔悟(2) 岡本  勇吾(1) 梶川    歩(1)   2   2
   7 観音中     54.77 能浦  遼翔(2) 岩田  優希(2) 岡    倖世(1) 大久保兆曜(1)   1   5
   8 大塚中     54.91 曽根  隆佑(1) 山本  空雅(1) 隅田    涼(1) 岡本  涼雅(2)   1   6

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

二部男子

４×１００ｍ

決勝

ｵｰﾀﾞｰ2

二部男子

４×１００ｍ
タイムレース



決勝 11月2日 10:00

広島市中学記録(CR)               2.01 多賀　　満                   美鈴が丘         1989/9/23   

渡辺  優太(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 口田中
澁谷咲太朗(1)
ｼﾌﾞﾔ ｻｸﾀﾛｳ 東原中
髙西  智葵(1)
ﾀｶﾆｼ ﾄﾓｷ 口田中
金子  優生(1)
ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ 安佐中

決勝 11月2日  9:50

広島市中学記録(CR)               6.90 為末　　大                   五日市           1993/8/30   

 ３回の
 最高記録

金村恰之介(2)   4.60   4.46   4.34    4.60    4.60 
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中    0.0   +0.2   +0.3     0.0     0.0
木村  優心(1)   4.38   3.87   4.57    4.57    4.57 
ｷﾑﾗ ﾕｲﾄ 庚午中   +0.7   +1.2   +0.9    +0.9    +0.9
細川  祥輔(1)   4.34   4.50   4.45    4.50    4.50 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｽｹ 伴中    0.0   +0.6   +1.6    +0.6    +0.6
平岡    塁(2)   4.42   4.44    x    4.44    4.44 
ﾋﾗｵｶ ﾙｲ 口田中   +0.2   +1.0    +1.0    +1.0
研岡  侑真(1)   4.23   4.25   4.19    4.25    4.25 
ﾄｷﾞｵｶ ﾕｳﾏ 庚午中   +1.2   +1.0   +0.6    +1.0    +1.0
田中    心(1)   4.19   4.24   3.88    4.24    4.24 
ﾀﾅｶ ｼﾝ 安佐中   +1.0   +0.4    0.0    +0.4    +0.4
水戸  飛青(2)   3.31    x   4.22    4.22    4.22 
ﾐﾄ ﾋｾｲ 口田中   +0.6   +0.3    +0.3    +0.3
力前  健太(2)   3.61   3.36   3.44    3.61    3.61 
ﾘｷｾﾞﾝ ｹﾝﾀ 庚午中   +0.7   +0.5   +0.1    +0.7    +0.7
中野  賢汰(1)   3.20   3.49   3.08    3.49    3.49 
ﾅｶﾉ ｹﾝﾀ 高陽中   +1.3   +1.0   +0.4    +1.0    +1.0
高村  聡志(1) 欠場
ﾀｶﾑﾗ ｻﾄｼ 庚午中
柳谷  和希(1) 欠場
ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 安佐中
山川  大智(2) 欠場
ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 口田中

7  1263

9  1921

9 1  1676

2   966

7 8  1929

8 5   958

5 3   967

6 6  1260

3 12  1412

4 11  1923

1 10  1925

2 4   964

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

二部男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

二部男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 記録 備考
1 3  1906

- - xo o o o xxx  1.35

2 1  1563 - - - - o xxo xxx  1.35

3 2  1902
- - o xxo xxo xxx  1.30

4 4  1255
- o xxo o xxx  1.25



決勝 11月2日 10:30

広島市中学記録(CR)              12.34 沖　　佳織                   AICJ             2008/8/8    
山根　千歩                   広島三和         2018/7/15   

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 新居  沙月(1)     13.42  1 宇野  美咲(1)     14.35 
ﾆｲ ｻﾂｷ 可部中 ｳﾉ ﾐｻｷ 祇園中

 2 野村  夏希(1)     13.93  2 小林  情杏(1)     14.36 
ﾉﾑﾗ ﾅﾂｷ 可部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｱﾝ 安佐中

 3 吉村  咲紀(1)     14.10  3 得能  花心(1)     14.36 
ﾖｼﾑﾗ ｻｷ 国泰寺中 ﾄｸﾉｳ ｶｺ 安佐中

 4 金子  沙稜(1)     14.25  4 櫻谷  友菜(1)     14.87 
ｶﾈｺ ｻﾘ 国泰寺中 ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾕﾅ 長束中

 5 石川  莉子(1)     14.44  5 島中  杏侑(1)     14.89 
ｲｼｶﾜ ﾘｺ 祇園中 ｼﾏﾅｶ ｱﾕ 五日市南中

 6 船橋  美桜(1)     14.88  6 藤井  心咲(1)     15.31 
ﾌﾅﾊｼ ﾐｵ 国泰寺中 ﾌｼﾞｲ ﾐｻｷ 東原中
福田  里帆(1)  7 大中  友維(1)     15.74 
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾎ 祇園中 ｵｵﾅｶ ﾕｲ 矢野中
藤村  琉香(2) 星出  麻鈴(1)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾙｶ 戸坂中 ﾎｼﾃﾞ ﾏﾘﾝ 祇園中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 -0.6

 1 福場有里瑛(1)     14.21  1 江口  芽衣(1)     14.84 
ﾌｸﾊﾞ ﾕﾘｴ 安佐中 ｴｸﾞﾁ ﾒｲ 矢野中

 2 湯谷  春菜(1)     14.75  2 上代    遥(1)     14.91 
ﾕﾀﾆ ﾊﾙﾅ 祇園中 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾊﾙｶ 矢野中

 3 山元  野愛(1)     14.94  3 中原  瑞希(1)     14.93 
ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 安佐中 ﾅｶﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 安佐中

 4 藤原  夢叶(1)     14.95  4 植木  沙來(1)     15.18 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 亀山中 ｳｴｷ ｻﾗ 広島三和中

 5 岸田  とあ(1)     14.96  5 中村ひより(1)     15.21 
ｷｼﾀﾞ ﾄｱ 広島三和中 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 安西中

 6 小川    舞(2)     15.00  6 土井  那月(1)     15.38 
ｵｶﾞﾜ ﾏｲ 翠町中 ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ 矢野中

 7 島  穂乃実(1)     15.70  7 栗栖  日和(1)     16.12 
ｼﾏ ﾎﾉﾐ 亀山中 ｸﾘｽ ﾋﾖﾘ 亀山中
沖      楓(1) 太田  愛莉(1)
ｵｷ ｶｴﾃﾞ 亀山中 ｵｵﾀ ｱｲﾘ 東原中

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速 -0.7

 1 杉本    愛(1)     14.75  1 松上  星七(1)     15.45 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲ 中広中 ﾏﾂｶﾞﾐ ｾﾅ 広島城南中

 2 西本  可憐(1)     14.82  2 内田    遥(1)     15.48 
ﾆｼﾓﾄ ｶﾚﾝ 中広中 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 祇園中

 3 大田  櫻子(1)     15.22  3 土井長  碧(1)     15.62 
ｵｵﾀ ｻｸﾗｺ 矢野中 ﾄﾞｲﾅｶﾞ ｱｵｲ 瀬野川中

 4 高橋    雅(1)     15.45  4 中岡由梨香(2)     15.94 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾔﾋﾞ 国泰寺中 ﾅｶｵｶ ﾕﾘｶ 大塚中

 5 吉川あゆみ(1)     15.49  5 大隅  詠理(2)     15.96 
ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ ＮＤ清心中 ｵｵｽﾐ ｴﾘ ＮＤ清心中

 6 吉岡  心結(1)     15.55  6 大藤  月菜(1)     15.99 
ﾖｼｵｶ ﾐﾕ 国泰寺中 ｵｵﾄｳ ﾙﾅ ＮＤ清心中

 7 小林  琉衣(1)     15.59  7 西原  美空(1)     18.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 広島三和中 ﾆｼﾊﾗ ﾐｸ 広島なぎさ中
島田佳乃帆(2) 曽我  美裕(1)
ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾎ 安西中 ｿｶﾞ ﾐﾋﾛ 安佐中

[ 7組] 風速 -0.5 [ 8組] 風速 -0.3

 1 岡崎    鈴(1)     15.69  1 岡  優寿花(1)     15.97 
ｵｶｻﾞｷ ｽｽﾞ 大塚中 ｵｶ ﾕｽﾞｶ 観音中

 2 周崎  花歩(1)     15.78  2 平本  心陽(1)     16.01 
ｽｻﾞｷ ｶﾎ 広島三和中 ﾋﾗﾓﾄ ﾐﾋ 祇園東中

 3 平岡  紗姫(1)     15.83  3 八谷  璃音(2)     16.41 
ﾋﾗｵｶ ｻｷ 祇園中 ﾔﾀｶﾞｲ ﾘﾉﾝ 庚午中

 4 久保田ニコ(1)     16.00  4 伊藤  夕葵(2)     16.51 
ｸﾎﾞﾀ ﾆｺ 国泰寺中 ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 庚午中

 5 大林優有里(2)     16.13 中川  七海(2)
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 長束中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 観音中

 6 鈴木  柚咲(1)     16.38 大田    快(1)
ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞｻ 五日市観音中 ｵｵﾀ ｺｺﾛ 可部中

 7 永瀬  帆花(2)     16.99 坂本  美緒(1)
ﾅｶﾞｾ ﾎﾉｶ 大塚中 ｻｶﾓﾄ ﾐｵ 可部中

二部女子

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
5  1747 2  1324

4  1748 3  1255
(14.353)

3    96 5  1259
(14.356)

7    91 1  1465

2  1322 7  2273

1    99 4  1556

6  1327 6  2073
欠場

8   283 8  1328
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  1264 2  2071

4  1329 7  2076

8  1267 5  1262

3  1776 6  2118

1  2122 8  1287

6   590 1  2078

7  1775 4  1778

2  1777 3  1553
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
1   866 5  1238

2   867 4  1323

5  2067 2  1978

6    98 7  1577

8  1194 6  1187

3    95 3  1196

4  2121 8  2398

7  1283 1  1256
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  1583 5   895

5  2120 2  1348

6  1326 4 10979

7    97 7   952

4  1455 3   885
欠場

8  2155 6  1741
欠場

3  1579 8 11753
欠場



[ 9組] 風速 -0.3 [ 10組] 風速 -0.3

 1 舛本  実夢(1)     15.93  1 福本  歩実(1)     15.68 
ﾏｽﾓﾄ ﾐﾕ ＮＤ清心中 ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾐ 庚午中

 2 山本  琉莉(1)     16.03  2 木村里香仔(1)     15.76 
ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾘ 祇園東中 ｷﾑﾗ ﾘｶｺ 庚午中

 3 梅山  美声(1)     16.18  3 岩本  杏梨(1)     16.23 
ｳﾒﾔﾏ ﾐｲｺ 安西中 ｲﾜﾓﾄ ｱﾝﾘ 庚午中

 4 大津  遥香(1)     16.75  4 浦島千那津(1)     16.27 
ｵｵﾂ ﾊﾙｶ 瀬野川中 ｳﾗｼﾏ ｺﾅﾂ 庚午中

 5 田尾望乃果(1)     18.53  5 高祖    翠(1)     16.54 
ﾀｵ ﾉﾉｶ 安佐中 ｺｳｿ ﾐﾄﾞﾘ 庚午中
矢藤  玲那(1)  6 香川  舞弥(1)     17.38 
ﾔﾄｳ ﾚｲﾅ 可部中 ｶｶﾞﾜ ﾏﾔ 庚午中
尾﨑  未来(2) 辻村  百花(2)
ｵｻﾞｷ ﾐｸ 庚午中 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾓﾓｶ 庚午中

[ 11組] 風速 -0.1

 1 北川  真衣(1)     15.95 
ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｲ 庚午中

 2 杉原  美波(2)     16.02 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 瀬野川中

 3 小吹  真奈(1)     16.04 
ｺﾌﾞｷ ﾏﾅ 庚午中

 4 中村  美結(1)     16.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 庚午中

 5 高橋  愛幸(1)     16.43 
ﾀｶﾊｼ ｱﾕ 中広中

 6 下向菜々美(1)     16.55 
ｼﾓﾑｶｲ ﾅﾅﾐ 二葉中

 7 大和  絢香(1)     17.72 
ﾔﾏﾄ ｱﾔｶ 庚午中

   1 新居  沙月(1) 可部中     13.42 (-1.1)   1   1
   2 野村  夏希(1) 可部中     13.93 (-1.1)   1   2
   3 吉村  咲紀(1) 国泰寺中     14.10 (-1.1)   1   3
   4 福場有里瑛(1) 安佐中     14.21 (+0.5)   3   1
   5 金子  沙稜(1) 国泰寺中     14.25 (-1.1)   1   4
   6 宇野  美咲(1) 祇園中     14.35 (+0.2)   2   1
   7 小林  情杏(1) 安佐中     14.36 (+0.2)(14.353)   2   2
   8 得能  花心(1) 安佐中     14.36 (+0.2)(14.356)   2   3

二部女子

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
5  1192 3 10976

2  1349 8 10971

4  1292 6   966

3  1981 2   967

7  1257 4 10980

6 11754 7   969
欠場

8   953 5   956
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6 10970

7  1970

3 10972

5 10974

8   868

2   351

4 10978

二部女子

１００ｍ
タイムレース

組 順位
 1747
 1748
   96

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 1264
   91
 1324
 1255
 1259

備考記録（風）



決勝 11月2日 11:35

広島市中学記録(CR)            2:15.13 森脇　和恵                   鈴峯女子         1986/8/24   

[ 1組] [ 2組]

 1 岩見  心晴(1)    2:47.6  1 髙田  香弥(1)    2:54.5 
ｲﾜﾐ ｺﾊﾙ 広島中等教育 ﾀｶﾀ ｶﾔ 可部中

 2 川立  咲希(1)    2:48.4  2 青砥  初葉(1)    2:58.5 
ｶﾜﾀﾁ ｻｷ 可部中 ｱｵﾄ ｿﾖ 牛田中

 3 山本  優琳(1)    2:48.7  3 宇野  真央(1)    3:00.3 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘﾝ 可部中 ｳﾉ ﾏｵ 可部中

 4 木野村茉那(1)    2:49.1  4 澤村  麗夏(1)    3:01.2 
ｷﾉﾑﾗ ﾏﾅ 五日市観音中 ｻﾜﾑﾗ ﾚｲｶ 観音中

 5 伊藤  友希(1)    2:50.1  5 武内  七虹(1)    3:06.8 
ｲﾄｳ ﾕｷ 可部中 ﾀｹｳﾁ ﾅﾅ 長束中

 6 板垣  凛子(1)    2:56.5  6 安田  実優(1)    3:10.2 
ｲﾀｶﾞｷ ﾘﾝｺ 観音中 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕ 観音中

 7 松本  仁那(1)    2:56.7  7 熊澤  和花(1)    3:11.4 
ﾏﾂﾓﾄ ﾆｲﾅ 祇園東中 ｸﾏｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 日浦中

 8 三原  彩希(1)    2:57.0  8 山本  紗也(1)    3:12.7 
ﾐﾊﾗ ｻｷ 五月が丘中 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 長束中

 9 葉畑こころ(1)    2:57.4  9 宮田    光(1)    3:13.1 
ﾊﾊﾞﾀ ｺｺﾛ 可部中 ﾐﾔﾀ ﾋｶﾙ 日浦中

10 髙原  麻由(2)    2:57.7 10 佐々木結依(1)    3:13.5 
ﾀｶﾊﾗ ﾏﾕ 広島城南中 ｻｻｷ ﾕｲ 五月が丘中

11 小川  彩花(2)    2:59.8 11 齋藤  愛菜(2)    3:15.7 
ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ 翠町中 ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 安西中
春日  楓花(1) 石橋  優奈(1)
ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ 東原中 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾅ 広島城南中
天崎    楓(2) 福嶋  晴菜(1)
ｱﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 翠町中 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾅ 矢野中
井ノ上百華(2) 藤川  奈津(1)
ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ 観音中 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾂ 矢野中
越智  彩葉(1) 髙山  実来(1)
ｵﾁ ｲﾛﾊ 可部中 ﾀｶﾔﾏ ﾐｸ 矢野中
田中すみれ(2)
ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ 安西中 ラップタイム

   400m
ラップタイム
   400m

   1 岩見  心晴(1) 広島中等教育     2:47.6   1   1
   2 川立  咲希(1) 可部中     2:48.4   1   2
   3 山本  優琳(1) 可部中     2:48.7   1   3
   4 木野村茉那(1) 五日市観音中     2:49.1   1   4
   5 伊藤  友希(1) 可部中     2:50.1   1   5
   6 髙田  香弥(1) 可部中     2:54.5   2   1
   7 板垣  凛子(1) 観音中     2:56.5   1   6
   8 松本  仁那(1) 祇園東中     2:56.7   1   7

二部女子

８００ｍ

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  1935 3  1743

14  1749 15   333

9  1745 2  1737

10  2156 8   896

7  1739 7  1464

16   894 5   898

5  1353 11  1813

12  2174 6  1463

13 11752 9  1814

15  1221 10  2173

8   588 4  1280

1  1551 1  1234
欠場 欠場

3   586 12  2072
欠場 欠場

4   887 13  2069
欠場 欠場

6  1742 14  2068
欠場 欠場

11  1281
欠場

二部女子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 1739
 1743
  894
 1353

組 順位
 1935
 1749
 1745
 2156



決勝 11月2日 11:10

広島市中学記録(CR)            4:32.27 宮地　　凛                   伴               2006/8/21   

[ 1組] [ 2組]

 1 川原ひなの(1)    5:08.3  1 出來  羚蘭(1)    5:36.5 
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾉ 祇園中 ﾃﾞｷ ﾚｲﾗ 可部中

 2 岩井  りり(2)    5:11.8  2 杉山  里桜(1)    5:42.1 
ｲﾜｲ ﾘﾘ 祇園中 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｵ 祇園中

 3 西本  陽香(2)    5:14.3  3 村岡  優希(1)    5:56.5 
ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 祇園中 ﾑﾗｵｶ ﾕｳｷ 口田中

 4 久保明咲日(1)    5:16.7  4 本田  有葵(1)    5:57.2 
ｸﾎﾞ ｱｻﾋ 可部中 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｱ 安佐中

 5 佐藤  梨渚(1)    5:20.2  5 越智  桃香(1)    6:02.8 
ｻﾄｳ ﾘﾅ 祇園中 ｵﾁ ﾓﾓｶ 東原中

 6 北川いろは(1)    5:23.7  6 藤井  陽向(1)    6:03.7 
ｷﾀｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 祇園中 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 長束中

 7 上河栞愛来(1)    5:24.2  7 山本  花暖(2)    6:10.9 
ｳｴｶﾜ ｼｴﾗ 口田中 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾉ 可部中

 8 川上  奈々(2)    5:26.6  8 中川  夢海(1)    6:20.8 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ 祇園中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 安佐中

 9 山下  佑華(2)    5:28.2  9 中塩  美香(2)    6:21.8 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 祇園中 ﾅｶｼｵ ﾐｶ 可部中

10 澤田  桃羽(1)    5:32.0 10 山本  夏奈(1)    6:24.9 
ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓﾊ 東原中 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 口田中

11 木田  歩花(1)    5:32.3 11 赤澤  紗菜(1)    6:45.4 
ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 東原中 ｱｶｻﾞﾜ ｽｽﾞﾅ 口田中

12 宮本  彩加(2)    5:43.9 中内  詩乃(1)
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ 広島三和中 ﾅｶｳﾁ ｼﾉ 東原中

13 小笠原百萌(1)    5:44.5 杉本  美海(1)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓ 可部中 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｳﾅ 口田中
角口  渚由(2)
ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾅﾕ 口田中 ラップタイム

   400m
ラップタイム    800m
   400m   1200m
   800m
  1200m

   1 川原ひなの(1) 祇園中     5:08.3   1   1
   2 岩井  りり(2) 祇園中     5:11.8   1   2
   3 西本  陽香(2) 祇園中     5:14.3   1   3
   4 久保明咲日(1) 可部中     5:16.7   1   4
   5 佐藤  梨渚(1) 祇園中     5:20.2   1   5
   6 北川いろは(1) 祇園中     5:23.7   1   6
   7 上河栞愛来(1) 口田中     5:24.2   1   7
   8 川上  奈々(2) 祇園中     5:26.6   1   8

 1321
 1319
 1902
 1309

組 順位
 1318
 1307
 1310
11751

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

欠場
5  1908

欠場

二部女子

欠場
14  1738 11  1906

10  2128 2  1562

12  1554 13  1901

7  1558 12  1904

8  1311 8  1734

1  1309 9  1261

13  1902 10  1736

9  1319 3  1466

6  1321 7  1561

11 11751 6  1266

3  1310 5  1907

4  1307 1  1320

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1318 4 11750

二部女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 11月2日 12:05

広島市中学記録(CR)              13.89 浅木都紀葉           広  島  口　田           2018/ 8/21  

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速  0.0

 1 浅枝    杏(1)     18.98  1 茅原    恵(1)     18.89 
ｱｻｴﾀﾞ ﾓﾓ 安佐中 ｶﾔﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 祇園東中

 2 兵頭こはる(2)     20.33  2 反田奈乃佳(1)     20.43 
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾊﾙ 宇品中 ｿﾘﾀﾞ ﾅﾉｶ 祇園東中

 3 若山  優来(2)     20.55  3 藤本  恋奈(1)     20.91 
ﾜｶﾔﾏ ﾕﾗ 宇品中 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾅ 翠町中

 4 松原  実希(1)     21.52  4 荒川    華(2)     20.94 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｷ ＮＤ清心中 ｱﾗｶﾜ ﾊﾅ 宇品中
梶山  真央(2)  5 橋岡  日和(1)     21.13 
ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｵ ＮＤ清心中 ﾊｼｵｶ ﾋﾖﾘ 翠町中
徳本  茉桜(2) 梅田  夏帆(2)
ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 安佐中 ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 宇品中
野田  彩世(1)
ﾉﾀﾞ ｱﾔｾ 東原中

   1 茅原    恵(1) 祇園東中     18.89 (0.0)   2   1
   2 浅枝    杏(1) 安佐中     18.98 (-0.1)   1   1
   3 兵頭こはる(2) 宇品中     20.33 (-0.1)   1   2
   4 反田奈乃佳(1) 祇園東中     20.43 (0.0)   2   2
   5 若山  優来(2) 宇品中     20.55 (-0.1)   1   3
   6 藤本  恋奈(1) 翠町中     20.91 (0.0)   2   3
   7 荒川    華(2) 宇品中     20.94 (0.0)   2   4
   8 橋岡  日和(1) 翠町中     21.13 (0.0)   2   5

二部女子

１００ｍＨ

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
4  1252 6  1355

7   686 2  1347

2   688 3   595

8  1195 4   681

3  1189 7   599
欠場

5  1249 5   689
欠場 欠場

6  1552
欠場

二部女子

順位
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  686
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１００ｍＨ
タイムレース

順位 No. 氏  名

  688
  595
  681
  599

組都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 11月2日 14:55

広島市中学記録(CR)              50.02 井　口                                        1997/8/29   
（松本・岡本・川野・岡山）

[ 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 安佐中  1252 浅枝    杏(1)     55.32  1   3 可部中  1747 新居  沙月(1)     57.38 

ｱｻ ｱｻｴﾀﾞ ﾓﾓ ｶﾍﾞ ﾆｲ ｻﾂｷ
 1259 得能  花心(1)  1748 野村  夏希(1)

ﾄｸﾉｳ ｶｺ ﾉﾑﾗ ﾅﾂｷ
 1255 小林  情杏(1)  1737 宇野  真央(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｱﾝ ｳﾉ ﾏｵ
 1264 福場有里瑛(1)  1738 小笠原百萌(1)

ﾌｸﾊﾞ ﾕﾘｴ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓ
 2   5 祇園中  1322 石川  莉子(1)     56.35  2   2 翠町中   594 瀬戸垣内七海(1)     58.34 

ｷﾞｵﾝ ｲｼｶﾜ ﾘｺ ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｾﾄｶﾞｲﾁ ﾅﾅﾐ
 1324 宇野  美咲(1)   590 小川    舞(2)

ｳﾉ ﾐｻｷ ｵｶﾞﾜ ﾏｲ
 1329 湯谷  春菜(1)   595 藤本  恋奈(1)

ﾕﾀﾆ ﾊﾙﾅ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾅ
 1323 内田    遥(1)   599 橋岡  日和(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾊｼｵｶ ﾋﾖﾘ
 3   6 国泰寺中    99 船橋  美桜(1)     57.14  3   5 広島三和中  2118 植木  沙來(1)     59.80 

ｺｸﾀｲｼﾞ ﾌﾅﾊｼ ﾐｵ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｳｴｷ ｻﾗ
   91 金子  沙稜(1)  2120 周崎  花歩(1)

ｶﾈｺ ｻﾘ ｽｻﾞｷ ｶﾎ
   96 吉村  咲紀(1)  2128 宮本  彩加(2)

ﾖｼﾑﾗ ｻｷ ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ
   97 久保田ニコ(1)  2122 岸田  とあ(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾆｺ ｷｼﾀﾞ ﾄｱ
 4   8 東原中  1552 野田  彩世(1)     58.54  4   8 長束中  1464 武内  七虹(1)   1:00.66 

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾉﾀﾞ ｱﾔｾ ﾅｶﾞﾂｶ ﾀｹｳﾁ ﾅﾅ
 1556 藤井  心咲(1)  1465 櫻谷  友菜(1)

ﾌｼﾞｲ ﾐｻｷ ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾕﾅ
 1558 澤田  桃羽(1)  1463 山本  紗也(1)

ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓﾊ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ
 1554 木田  歩花(1)  1455 大林優有里(2)

ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ
 5   7 ＮＤ清心中  1196 大藤  月菜(1)     58.98  5   4 庚午中   967 浦島千那津(1)   1:01.12 

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｾｲｼﾝ ｵｵﾄｳ ﾙﾅ ｺｳｺﾞ ｳﾗｼﾏ ｺﾅﾂ
 1189 梶山  真央(2) 10976 福本  歩実(1)

ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｵ ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾐ
 1187 大隅  詠理(2) 10980 高祖    翠(1)

ｵｵｽﾐ ｴﾘ ｺｳｿ ﾐﾄﾞﾘ
 1194 吉川あゆみ(1) 10974 中村  美結(1)

ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
 6   2 宇品中   691 三戸  愛華(2)     59.42   6 安西中

ｳｼﾞﾅ ﾐﾄ ｱｲｶ ﾔｽﾆｼ 欠場
  673 宮前  有来(1)

ﾐﾔﾏｴ ﾕﾗ
  686 兵頭こはる(2)

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾊﾙ
  677 沖田  夢奈(1)

ｵｷﾀ ﾕﾅ
 7   3 祇園東中  1355 茅原    恵(1)   1:00.83   7 観音中

ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ｶﾔﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ ｶﾝｵﾝ 欠場
 1347 反田奈乃佳(1)

ｿﾘﾀﾞ ﾅﾉｶ
 1348 平本  心陽(1)

ﾋﾗﾓﾄ ﾐﾋ
 1349 山本  琉莉(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾘ

   1 安佐中     55.32 浅枝    杏(1) 得能  花心(1) 小林  情杏(1) 福場有里瑛(1)   1   1
   2 祇園中     56.35 石川  莉子(1) 宇野  美咲(1) 湯谷  春菜(1) 内田    遥(1)   1   2
   3 国泰寺中     57.14 船橋  美桜(1) 金子  沙稜(1) 吉村  咲紀(1) 久保田ニコ(1)   1   3
   4 可部中     57.38 新居  沙月(1) 野村  夏希(1) 宇野  真央(1) 小笠原百萌(1)   2   1
   5 翠町中     58.34 瀬戸垣内七海(1)小川    舞(2) 藤本  恋奈(1) 橋岡  日和(1)   2   2
   6 東原中     58.54 野田  彩世(1) 藤井  心咲(1) 澤田  桃羽(1) 木田  歩花(1)   1   4
   7 ＮＤ清心中     58.98 大藤  月菜(1) 梶山  真央(2) 大隅  詠理(2) 吉川あゆみ(1)   1   5
   8 宇品中     59.42 三戸  愛華(2) 宮前  有来(1) 兵頭こはる(2) 沖田  夢奈(1)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ2

二部女子

４×１００ｍ

決勝

二部女子

４×１００ｍ
タイムレース

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



決勝 11月2日 10:00

広島市中学記録(CR)               1.72 磯本亜矢子                   観　音           1984/8/12   
竹内佳代子                   安　佐           1993/8/19   

中村  咲陽(1)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 古田中
井上  菜摘(2)
ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ 広大東雲中
濱田  愛莉(1)
ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 安佐中
櫻井  悠果(1)
ｻｸﾗｲ ﾊﾙｶ 宇品中
桑野  夏乃(1)
ｸﾜﾉ ﾅﾂﾉ 亀山中
永井  梨琴(1)
ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 安佐中
中野  心結(1)
ﾅｶﾉ ﾐﾕ 宇品中
尾崎  美桜(1)
ｵｻﾞｷ ﾐｵ 宇品中
河本  真依(1) 欠場
ｶﾜﾓﾄ ﾏｲ 瀬野川中
村上    舞(1) 欠場
ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 宇品中

2   676

1  1973
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05



決勝 11月2日  9:50

広島市中学記録(CR)               5.59 藤東　愛心                   五日市           2017/7/8    

 ３回の
 最高記録

宮前  有来(1)   3.78  4.04  4.22   4.22    4.22 
ﾐﾔﾏｴ ﾕﾗ 宇品中   +0.7  +0.9  +0.4   +0.4    +0.4
高津  悠友(1)   3.86  3.88   x    3.88    3.88 
ﾀｶﾂ ﾕｳﾕ 祇園東中   +0.2  +1.8    +1.8    +1.8
坂井  心蕗(2)   3.56  3.80  3.66   3.80    3.80 
ｻｶｲ ｺｺﾛ 広島城南中   +1.4  +0.7  +1.3   +0.7    +0.7
竹森    蒼(1)   3.03  3.77   x    3.77    3.77 
ﾀｹﾓﾘ ｱｵｲ 矢野中   +1.0  +1.7    +1.7    +1.7
森田  結子(2)   3.69  3.22  3.45   3.69    3.69 
ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ 広島城南中   -0.1  +0.3  +1.6   -0.1    -0.1
谷本  優衣(2)   3.69  3.18   x    3.69    3.69 
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｲ 祇園中   +0.9  +0.5    +0.9    +0.9
三戸  愛華(2)   3.66  3.65   x    3.66    3.66 
ﾐﾄ ｱｲｶ 宇品中   +1.5  +0.7    +1.5    +1.5
在木  志織(1)   3.39  3.23  3.56   3.56    3.56 
ｱﾘｷ ｼｵﾘ 牛田中   +0.2  +0.6  +0.7   +0.7    +0.7
瀬戸垣内七海(1)   3.50  3.42  3.52   3.52    3.52 
ｾﾄｶﾞｲﾁ ﾅﾅﾐ 翠町中   +1.1  +0.5  +0.4   +0.4    +0.4
武田  紋奈(1)   3.52   x   3.40   3.52    3.52 
ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾅ 広島なぎさ中    0.0   +0.8    0.0     0.0
沖田  夢奈(1)   3.34  3.12  3.43   3.43    3.43 
ｵｷﾀ ﾕﾅ 宇品中   +0.4  +0.6  +0.3   +0.3    +0.3
河内  菜那(2)   3.30  3.06  3.42   3.42    3.42 
ｺｳﾁ ﾅﾅ 広島城南中   +0.4  +0.5   0.0    0.0     0.0
多和菜ノ葉(1)   3.40  3.22  3.35   3.40    3.40 
ﾀﾜ ﾅﾉﾊ 井口中   +0.7  +0.7  +0.4   +0.7    +0.7
永岡  利菜(1)    x   3.28  3.18   3.28    3.28 
ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾅ 広島なぎさ中   +1.1  +0.9   +1.1    +1.1
川澤ほなみ(1)   3.28   x   3.11   3.28    3.28 
ｶﾜｻﾞﾜ ﾎﾅﾐ 古田中   +0.8    0.0   +0.8    +0.8
小原  結良(2)    x    x   3.13   3.13    3.13 
ｺﾊﾞﾗ ﾕﾗ 城山北中   +0.1   +0.1    +0.1
土屋日陽香(1)    x   2.74   x    2.74    2.74 
ﾂﾁﾔ ﾋﾖｶ 矢野中   +0.7    +0.7    +0.7
内海日菜乃(2) 棄権
ｳﾂﾐ ﾋﾅﾉ 矢野中
加納  幸音(1) 欠場
ｶﾉｳ ｻﾁﾈ 井口中
岡本  莉音(1) 欠場
ｵｶﾓﾄ ﾘｵﾝ 中広中
沖野  彩果(1) 欠場
ｵｷﾉ ｲﾛﾊ 祇園東中
福本  柚季(2) 欠場
ﾌｸﾓﾄ ﾕｽﾞｷ 二葉中
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田中  麻央(1)
ﾀﾅｶ ﾏｵ 安佐中
野村  芽生(1)
ﾉﾑﾗ ﾒｲ 宇品中
住野  優楠(1)
ｽﾐﾉ ﾕｲﾅ 牛田中
石田  有沙(2) 欠場
ｲｼﾀﾞ ｱﾘｻ 観音中
荒谷  理彩(2) 欠場
ｱﾗﾀﾆ ﾘｻ 広島城南中
土生    凛(2) 欠場
ﾊﾌﾞ ﾘﾝ 観音中
吉川  柚季(1) 欠場
ﾖｼｶﾜ ﾕｽﾞｷ 安佐中
北原  倖帆(1) 欠場
ｷﾀﾊﾗ ﾕｷﾎ 安西中
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2 4   680   6.71  6.75

1 8  1258   7.64  7.13
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  5.65

  6.84   6.84

3   891

3 1   329   5.48  6.04    6.04   6.04 

2   888

7  1227

6  1289

5  1268



気象状況

風速 m/s

  1.2 良好

  1.1 良好

  0.8 良好

  0.6 良好

  0.6 良好

  0.6 良好

  1.0 良好

  0.1 良好

／

／
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男

・

女

予
・
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・
決

備　考

1 ○ 女 予

2

3

4

5

6

平成31年度　広島市中学校新人陸上競技大会

令和元(2019)年11月2日(土）

月 日 時 分 天　候 気温 ℃ 湿度 ％ 風 向 備　　考

11 2 ９ ３０ 晴れ 15.0 68 東北東

１０ ００ 晴れ 15.5 59 北北東

１１ ００ 晴れ 16.0 64 南西

１２ ００ 晴れ 17.0 61 西

１３ ００ 晴れ 17.5 57 北北西

１４ ００ 晴れ 18.0 57 南東

１５ ００ 晴れ 18.5 54 南東

１６ ００ 晴れ 17.5 66 南南西

■ 総 務 岡　廣　　　徹

■ ト ラ ッ ク 審 判 長 田　川　　　司

■ フィールド審判長 中　野　　　登

■ スタート審判長 濱　村　祥　水

■ 競 技 場 広島広域公園陸上競技場(エディオンスタジアム広島)

■ 主 催 広島市教育委員会・広島市中学校体育連盟・広島市陸上競技協会

月日 種　　目 記　　録 名　　　前　（所　属）

11/2 砲丸投 12.68 迫田  明華(1)瀬野川中


