
通し№ 種目 登録№ 名　前 ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所　属

1 走高跳 75 德川　圭佑 ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 3 国泰寺中

2 走高跳 81 宇野　剣太 ｳﾉ ｹﾝﾀ 2 国泰寺中

3 走高跳 544 松原　旭飛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾋ 2 大州中

4 走高跳 857 山口　　慶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 3 中広中

5 走高跳 914 松岡　楽央 ﾏﾂｵｶ ﾗｵ 2 己斐中

6 走高跳 915 糸満　宵瑛 ｲﾄﾏﾝ ｼｮｳｴｲ 2 己斐中

7 走高跳 1005 難波　　或 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 3 古田中

8 走高跳 1222 日高　涼貴 ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｷ 3 広島城南中

9 走高跳 1231 名越　優介 ﾅｺﾞｼ ﾕｳｽｹ 3 広島城南中

10 走高跳 1255 金子　優生 ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ 2 安佐中

11 走高跳 1257 櫻井　俊輔 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 2 安佐中

12 走高跳 1516 山田　恵介 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 3 城山北中

13 走高跳 1551 古谷　卓磨 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 3 東原中

14 走高跳 1902 髙西　智葵 ﾀｶﾆｼ ﾄﾓｷ 2 口田中

15 走高跳 1906 渡辺　優太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 2 口田中

16 走高跳 1926 杉田　空軌 ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 3 口田中

17 走高跳 2071 中髙下達己 ﾅｶｺｳｹﾞ ﾀﾂﾐ 3 矢野中

18 走高跳 2148 山田　野葵 ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 3 五日市観音中

19 走高跳 2271 源田　陽彩 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ 3 五日市南中

20 走高跳 12443 川口　隼人 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 2 廿日市中

21 走高跳 2447 林　　拓磨 ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 3 七尾中

22 走高跳 2459 村田　悠斗 ﾑﾗﾀ ﾊﾔﾄ 3 七尾中

23 走高跳 2478 佐倉　　光 ｻｸﾗ ﾋｶﾙ 3 阿品台中

24 走高跳 2479 迫　　　翼 ｻｺ ﾂﾊﾞｻ 3 阿品台中

25 走高跳 2630 石井　真大 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 3 大野中

26 走高跳 2659 柾木凜太郎 ﾏｻｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 3 大野東中

27 走高跳 2660 井神　大輝 ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 3 大野東中

28 走高跳 2672 山本　翔琉 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ 2 大野東中

29 走高跳 2777 千田　龍弥 ｾﾝﾀﾞ ﾀﾂﾐ 3 小方中

30 走高跳 2801 佐々木快斗 ｻｻｷ ｶｲﾄ 3 大竹中

31 走高跳 3360 原本　優歩 ﾊﾗﾓﾄ ﾕｳﾎ 3 白岳中

32 走高跳 3810 福村　悠生 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳｲ 2 昭和中

33 走高跳 4216 倉田玖偉斗 ｸﾗﾀ ｸｲﾄ 3 府中緑ヶ丘中

34 走高跳 4284 岡原　憂樹 ｵｶﾊﾗ ﾕｳｷ 3 海田西中

35 走高跳 4307 藤森　公介 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｽｹ 3 熊野中

36 走高跳 4348 森　　瑛心 ﾓﾘ ｴｲｼﾝ 2 熊野東中

37 走高跳 4554 鈴木斗雄哉 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ 3 向陽中

38 走高跳 14690 有光　　翔 ｱﾘﾐﾂ ｼｮｳ 3 磯松中

39 走高跳 5003 本多　諒馬 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 2 県立広島中



40 走高跳 5058 國本　陽太 ｸﾆﾓﾄ ﾊﾙﾀ 2 長江中

41 走高跳 5064 森生　　光 ﾓﾘｲｷ ﾋｶﾙ 2 長江中

42 走高跳 5670 有田　一生 ｱﾘﾀ ｲｵ 3 三原第二中

43 走高跳 5929 髙原夕城斗 ﾀｶﾊﾗ ﾕｷﾄ 3 広大三原中

44 走高跳 5930 手島　正貴 ﾃｼﾏ ﾏｻｷ 3 広大三原中

45 走高跳 6378 菅原　拓眞 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ 3 幸千中

46 走高跳 6380 長田　健汰 ｵｻﾀﾞ ｹﾝﾀ 2 幸千中

47 走高跳 7232 渡邉　創太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 3 神辺中

1 棒高跳 978 駒津　尚之 ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 3 井口中

2 棒高跳 981 大江　一真 ｵｵｴ ｶｽﾞﾏ 2 井口中

3 棒高跳 1224 大前金太郎 ｵｵﾏｴ ｷﾝﾀﾛｳ 3 広島城南中

4 棒高跳 1228 柏原　翔太 ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 3 広島城南中

5 棒高跳 4841 土肥　大輝 ﾄﾋ ﾀｲｷ 2 河内中

6 棒高跳 4843 原村　青志 ﾊﾗﾑﾗ ｱｵｼ 2 河内中

7 棒高跳 4849 本田　晴都 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 3 河内中

8 棒高跳 4964 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 3 近大東広島中

9 棒高跳 4969 土田　涼大 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 2 近大東広島中

10 棒高跳 4971 綾　　佑心 ｱﾔ ﾕｳｼﾝ 2 近大東広島中

11 棒高跳 6179 小西　瑛士 ｺﾆｼ ﾖｳｼﾞ 2 世羅中

12 棒高跳 6180 鶴田　寛大 ﾂﾙﾀ ｶﾝﾀ 2 世羅中

13 棒高跳 6181 福庭　　空 ﾌｸﾊﾞ ｿﾗ 2 世羅中

14 棒高跳 6182 梶川明日翔 ｶｼﾞｶﾜ ｱｽｶ 2 世羅中

1 走幅跳 82 玉井　晴葵 ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 2 国泰寺中

2 走幅跳 83 柳川　瑛太 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 2 国泰寺中

3 走幅跳 439 茅野　恭平 ｶﾔﾉ ｷｮｳﾍｲ 3 広島城北中

4 走幅跳 531 金澤　正都 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 3 大州中

5 走幅跳 537 宮本　拓実 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 3 大州中

6 走幅跳 542 地主　七輝 ｼﾞﾇｼ ﾅﾅｷ 2 大州中

7 走幅跳 680 藤原　佑成 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 2 宇品中

8 走幅跳 690 藤本　湧来 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾗ 3 宇品中

9 走幅跳 692 藤田　剣正 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 3 宇品中

10 走幅跳 693 谷口　　輝 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙ 3 宇品中

11 走幅跳 856 豊島　英也 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾔ 3 中広中

12 走幅跳 857 山口　　慶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 3 中広中

13 走幅跳 858 畠田　倖来 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ 2 中広中

14 走幅跳 903 大久保兆曜 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｷﾃﾙ 2 観音中

15 走幅跳 1225 西倉　啓太 ﾆｼｸﾗ ｹｲﾀ 3 広島城南中

16 走幅跳 1228 柏原　翔太 ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 3 広島城南中



17 走幅跳 1259 田坂　俊太 ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 2 安佐中

18 走幅跳 1260 田中　　心 ﾀﾅｶ ｼﾝ 2 安佐中

19 走幅跳 1263 柳谷　和希 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 2 安佐中

20 走幅跳 1305 竹内　晴哉 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾔ 3 祇園中

21 走幅跳 1306 中山　智心 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 3 祇園中

22 走幅跳 1307 井町優太郎 ｲﾏﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 3 祇園中

23 走幅跳 1308 高林　出琉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾙ 3 祇園中

24 走幅跳 1348 水本　琉生 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ 2 祇園東中

25 走幅跳 1349 野崎　友晴 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 2 祇園東中

26 走幅跳 1364 鷲頭　慶士 ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 3 戸山中

27 走幅跳 1365 浅元幸太朗 ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 2 戸山中

28 走幅跳 1366 政木晋一郎 ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 2 戸山中

29 走幅跳 1401 大野　　響 ｵｵﾉ  ﾋﾋﾞｷ 3 伴中

30 走幅跳 1404 高木　大聖 ﾀｶｷﾞ  ﾀｲｾｲ 3 伴中

31 走幅跳 1409 上村　真哉 ｶﾐﾑﾗ ｼﾝﾔ 2 伴中

32 走幅跳 1411 松浦　直哉 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾔ 2 伴中

33 走幅跳 1412 細川　祥輔 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｽｹ 2 伴中

34 走幅跳 1431 上田　　陽 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙ 2 安佐南中

35 走幅跳 1481 豊田　耀司 ﾄﾖﾀ ﾖｳｼﾞ 2 高取北中

36 走幅跳 1488 飯島　隼斗 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 3 高取北中

37 走幅跳 1872 戸谷　翔馬 ﾄﾀﾆ ｼｮｳﾏ 2 三入中

38 走幅跳 1905 平田　晴己 ﾋﾗﾀ ﾊﾙｷ 2 口田中

39 走幅跳 1908 吉永　　累 ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲ 2 口田中

40 走幅跳 1925 金村恰之介 ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 3 口田中

41 走幅跳 1928 深見　　駿 ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 3 口田中

42 走幅跳 2075 相星　周汰 ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 2 矢野中

43 走幅跳 2147 迫野　裕一 ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 3 五日市観音中

44 走幅跳 2236 田中　　舜 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 3 五日市中

45 走幅跳 2273 大月　佑真 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾏ 3 五日市南中

46 走幅跳 2281 倉敷　　旭 ｸﾗｼｷ ｱｻﾋ 2 五日市南中

47 走幅跳 2361 室田　　源 ﾑﾛﾀ ｹﾞﾝ 3 砂谷中

48 走幅跳 2362 山本　想大 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 3 砂谷中

49 走幅跳 2418 藤井　直人 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 3 廿日市中

50 走幅跳 2428 中村　駿斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 3 廿日市中

51 走幅跳 12441 中田　海斗 ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 2 廿日市中

52 走幅跳 2452 金丸　海大 ｶﾅﾏﾙ ｶｲﾄ 3 七尾中

53 走幅跳 2453 谷野　元哉 ﾀﾆﾉ ｹﾞﾝﾔ 3 七尾中

54 走幅跳 2464 三輪　大翔 ﾐﾜ ﾋﾛﾄ 2 七尾中

55 走幅跳 2467 森口　璃空 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｸ 2 七尾中

56 走幅跳 2627 平原　幸樹 ﾋﾗﾊﾗ ｺｳｷ 3 大野中



57 走幅跳 2629 岡﨑　渚朝 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 3 大野中

58 走幅跳 2635 船倉海天音 ﾌﾅｸﾗ ｱﾏﾈ 2 大野中

59 走幅跳 2774 四十物謙吾 ｱｲﾓﾉ ｹﾝｺﾞ 3 小方中

60 走幅跳 2778 田畑　　駿 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾝ 3 小方中

61 走幅跳 2788 矢野　歩希 ﾔﾉ ｲﾌﾞｷ 2 小方中

62 走幅跳 2812 川口成太朗 ｶﾜｸﾞﾁ ｾｲﾀﾛｳ 3 大竹中

63 走幅跳 3392 田口　　諒 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 3 広中央中

64 走幅跳 3448 石川颯太郎 ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 3 横路中

65 走幅跳 3449 佐々木陽斗 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 3 横路中

66 走幅跳 3458 遠藤　優空 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 2 横路中

67 走幅跳 3459 山王　柊哉 ｻﾝｵｳ ｼｭｳﾔ 2 横路中

68 走幅跳 13460 丸本　暉仁 ﾏﾙﾓﾄ ｱｷﾄ 2 横路中

69 走幅跳 13461 山本　大和 ﾔﾏﾓﾄ ﾔﾏﾄ 2 横路中

70 走幅跳 13462 下村　拓巳 ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ 2 横路中

71 走幅跳 13464 松垣　昊汰 ﾏﾂｶﾞｷ ｺｳﾀ 2 横路中

72 走幅跳 3470 木原　蓮陽 ｷﾊﾗ ﾚﾝﾖｳ 3 阿賀中

73 走幅跳 3479 松野　　翔 ﾏﾂﾉ ﾂﾊﾞｻ 2 阿賀中

74 走幅跳 3803 松本　隆也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾔ 2 昭和中

75 走幅跳 3815 井原　　奨 ｲﾊﾗ ｼｮｳ 2 昭和中

76 走幅跳 3817 コルソン采史也 ｺﾙｿﾝ ｻｼｬ 1 昭和中

77 走幅跳 4217 丸永　悠人 ﾏﾙﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 3 府中緑ヶ丘中

78 走幅跳 4228 登田　健章 ﾄﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ 2 府中緑ヶ丘中

79 走幅跳 4229 黒田　　匠 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 2 府中緑ヶ丘中

80 走幅跳 4230 安井　　皐 ﾔｽｲ ｺｳ 2 府中緑ヶ丘中

81 走幅跳 4232 田川　統偉 ﾀｶﾞﾜ ﾄｳｲ 2 府中緑ヶ丘中

82 走幅跳 4279 妹尾　隆玖 ｾｵ ﾘｭｳｸ 3 海田西中

83 走幅跳 4303 上本　祐也 ｶﾐﾓﾄ ﾕｳﾔ 3 熊野中

84 走幅跳 4305 永谷　健人 ﾅｶﾞﾀﾆ ｹﾝﾄ 3 熊野中

85 走幅跳 4310 千　有貴人 ｾﾝ ﾕｷﾄ 3 熊野中

86 走幅跳 4314 藤田　夏希 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂｷ 2 熊野中

87 走幅跳 4315 渡部　温生 ﾜﾀﾍﾞ ﾊﾙｷ 2 熊野中

88 走幅跳 4345 小田切　潤 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝ 2 熊野東中

89 走幅跳 4347 橋本　悠希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 2 熊野東中

90 走幅跳 4525 岡田　悠月 ｵｶﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 3 西条中

91 走幅跳 4526 岡林　弓真 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾏ 3 西条中

92 走幅跳 4670 小早川威吹 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｲﾌﾞｷ 3 磯松中

93 走幅跳 4671 大坪　准也 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 2 磯松中

94 走幅跳 4673 森廣　涼耶 ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾔ 2 磯松中

95 走幅跳 4968 藤川　卓巳 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾐ 2 近大東広島中

96 走幅跳 4969 土田　涼大 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 2 近大東広島中



97 走幅跳 4971 綾　　佑心 ｱﾔ ﾕｳｼﾝ 2 近大東広島中

98 走幅跳 4998 槇尾　優舞 ﾏｷｵ ﾕｳﾏ 3 県立広島中

99 走幅跳 5062 松本　陽汰 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 2 長江中

100 走幅跳 5236 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ 2 高西中

101 走幅跳 5673 大森　琉翔 ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾄ 3 三原第二中

102 走幅跳 5675 小澤　拓真 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 3 三原第二中

103 走幅跳 5676 魚谷　圭司 ｳｵﾀﾆ ｹｲｼﾞ 3 三原第二中

104 走幅跳 15680 松浦　寛哉 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾔ 2 三原第二中

105 走幅跳 15684 西川　将太 ﾆｼｶﾜ ｿｳﾀ 2 三原第二中

106 走幅跳 5893 稲葉　　禮 ｲﾅﾊﾞ ﾚｲ 2 大和中

107 走幅跳 5895 行久　　改 ﾕｷﾋｻ ｱﾗﾀ 2 大和中

108 走幅跳 5899 小川　涼心 ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾑﾈ 3 大和中

109 走幅跳 5926 小野祐太郎 ｵﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 3 広大三原中

110 走幅跳 5933 平山　昊典 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｽｹ 3 広大三原中

111 走幅跳 5935 山﨑　温思 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｼ 3 広大三原中

112 走幅跳 6183 古都　雅輝 ﾌﾙｲﾁ ﾏｻｷ 2 世羅中

113 走幅跳 6269 巻幡　晃史 ﾏｷﾊﾀ ｱｷﾌﾐ 3 福山城北中

114 走幅跳 6289 藤井　壮真 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾏ 2 福山城南中

115 走幅跳 6290 橋本　侑弥 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 2 福山城南中

116 走幅跳 6316 木村　祐樹 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 3 鷹取中

117 走幅跳 6318 佐藤　佑紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 3 鷹取中

118 走幅跳 6436 中尾　立樹 ﾅｶｵ ﾘﾂｷ 3 向丘中

119 走幅跳 6866 佐藤　晟悠 ｻﾄｳ ｾｲﾕ 2 誠之中

120 走幅跳 7232 渡邉　創太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 3 神辺中

121 走幅跳 7250 土肥　修斗 ﾄﾋ ｼｭｳﾄ 1 神辺東中

122 走幅跳 7277 安原　康喜 ﾔｽﾊﾗ ｺｳｷ 3 神辺西中

123 走幅跳 7968 山田　瑛大 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 2 八次中

124 走幅跳 8103 矢野　　颯 ﾔﾉ ｿﾖｷﾞ 2 庄原中

125 走幅跳 8105 藤谷　太一 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ 2 庄原中

126 走幅跳 8234 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 3 比和中

1 砲丸投(5kg) 539 跡部　悠良 ｱﾄﾍﾞ ﾕﾗ 2 大州中

2 砲丸投(5kg) 543 林　　龍吾 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ 2 大州中

3 砲丸投(5kg) 593 甘井新之介 ｱﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 3 翠町中

4 砲丸投(5kg) 686 中村　虎鉄 ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 3 宇品中

5 砲丸投(5kg) 689 幡司　晃大 ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 3 宇品中

6 砲丸投(5kg) 897 宮部　　翔 ﾐﾔﾍﾞ ｼｮｳ 3 観音中

7 砲丸投(5kg) 1005 難波　　或 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 3 古田中

8 砲丸投(5kg) 1252 岩本　　渉 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾑ 2 安佐中

9 砲丸投(5kg) 1363 木村　逸希 ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 3 戸山中



10 砲丸投(5kg) 1398 石本　　碧 ｲｼﾓﾄ ｱｵｲ 3 伴中

11 砲丸投(5kg) 1562 松尾　泰誠 ﾏﾂｵ ﾀｲｾｲ 2 東原中

12 砲丸投(5kg) 1758 竹下　永晃 ﾀｹｼﾀ ﾋｻｷ 3 亀山中

13 砲丸投(5kg) 1875 藤本　祥映 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｴｲ 2 三入中

14 砲丸投(5kg) 1903 中本　滉大 ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾀ 2 口田中

15 砲丸投(5kg) 2171 穐鹿　成甫 ｱｲｶ ﾅﾙﾎ 2 五月が丘中

16 砲丸投(5kg) 2179 屋敷　昌宏 ﾔｼｷ ﾏｻﾋﾛ 3 五月が丘中

17 砲丸投(5kg) 2243 仲井　統真 ﾅｶｲ ﾄｳﾏ 2 五日市中

18 砲丸投(5kg) 2268 原口　友也 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 3 五日市南中

19 砲丸投(5kg) 2278 川野　　優 ｶﾜﾉ ﾕｳ 3 五日市南中

20 砲丸投(5kg) 2367 古田　光月 ﾌﾙﾀ ﾐﾂｷ 2 砂谷中

21 砲丸投(5kg) 2452 金丸　海大 ｶﾅﾏﾙ ｶｲﾄ 3 七尾中

22 砲丸投(5kg) 2454 福田　匠洋 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 3 七尾中

23 砲丸投(5kg) 2461 白川　遥隆 ｼﾗｶﾜ ﾊﾙﾀｶ 3 七尾中

24 砲丸投(5kg) 12472 横松　樹希 ﾖｺﾏﾂ ﾀﾂｷ 2 七尾中

25 砲丸投(5kg) 2484 村山　智則 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 3 阿品台中

26 砲丸投(5kg) 2510 久保田響介 ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 3 野坂中

27 砲丸投(5kg) 2630 石井　真大 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 3 大野中

28 砲丸投(5kg) 2670 有田　成望 ｱﾘﾀ ﾅﾙﾐ 2 大野東中

29 砲丸投(5kg) 2674 松尾　　海 ﾏﾂｵ ｶｲ 2 大野東中

30 砲丸投(5kg) 2785 米田匠優礎 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾙﾕｷ 3 小方中

31 砲丸投(5kg) 2803 三明　　奨 ﾐｱｹ ｼｮｳ 3 大竹中

32 砲丸投(5kg) 2809 小田　詩恩 ｵﾀﾞ ｼｵﾝ 2 大竹中

33 砲丸投(5kg) 3109 上野　遥琉 ｳｴﾉ ﾊﾙ 3 吉田中

34 砲丸投(5kg) 3365 沖田　楓芽 ｵｷﾀ ﾌｳｶﾞ 3 白岳中

35 砲丸投(5kg) 3367 花　　修生 ﾊﾅ ｼｭｳｾｲ 3 白岳中

36 砲丸投(5kg) 3393 藤井　大雅 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｶﾞ 3 広中央中

37 砲丸投(5kg) 4214 北島　奏汰 ｷﾀｼﾞﾏ ｿｳﾀ 3 府中緑ヶ丘中

38 砲丸投(5kg) 4216 倉田玖偉斗 ｸﾗﾀ ｸｲﾄ 3 府中緑ヶ丘中

39 砲丸投(5kg) 4219 今津　康誠 ｲﾏｽﾞ ｺｳｾｲ 2 府中緑ヶ丘中

40 砲丸投(5kg) 4224 難波　佑多 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 2 府中緑ヶ丘中

41 砲丸投(5kg) 4821 平井　貴士 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 2 豊栄中

42 砲丸投(5kg) 4973 高橋　洸夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 3 近大東広島中

43 砲丸投(5kg) 5671 セティオリュウキアリフェンドｾﾃｨｵﾘｭｳｷ ｱﾘﾌｪﾝﾄﾞ 3 三原第二中

44 砲丸投(5kg) 5672 湯浅　　蓮 ﾕｱｻ ﾚﾝ 3 三原第二中

45 砲丸投(5kg) 15683 神竹　春希 ｼﾞﾝﾁｸ ﾊﾙｷ 2 三原第二中

46 砲丸投(5kg) 5692 宮本　颯風 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾔﾃ 2 三原第三中

47 砲丸投(5kg) 5897 前川　祐希 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｷ 3 大和中

48 砲丸投(5kg) 5900 山口　叶翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 3 大和中

49 砲丸投(5kg) 6319 竹内　　新 ﾀｹｳﾁ ｱﾗﾀ 3 鷹取中



50 砲丸投(5kg) 6323 神原　一葵 ｶﾝﾊﾞﾗ ｲﾂｷ 3 鷹取中

51 砲丸投(5kg) 6376 赤木　俊太 ｱｶｷﾞ ｼｭﾝﾀ 3 幸千中

52 砲丸投(5kg) 7101 山本　智也 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ 3 新市中央中

53 砲丸投(5kg) 7225 小林　昂稀 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 3 神辺中

54 砲丸投(5kg) 7274 清川　直希 ｷﾖｶﾜ ﾅｵｷ 3 神辺西中

55 砲丸投(5kg) 7275 中村　優斗 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 3 神辺西中

56 砲丸投(5kg) 7964 上岡　丈竜 ｶﾐｵｶ ﾀｹﾙ 3 八次中

57 砲丸投(5kg) 8151 小林　優人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 2 東城中

58 砲丸投(5kg) 8153 髙柴祥太郎 ﾀｶｼﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 2 東城中

59 砲丸投(5kg) 8238 白根　柊治 ｼﾗﾈ ｼｭｳｼﾞ 3 比和中


