
決勝 9月20日 14:30

広島県記録(PR)                  10.07 山縣　亮太                   慶応義塾大学     2012/8/4    
大会記録(GR)                    10.59 別府　真樹                   広島経済大学     2004/7/18   

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +2.8

 1 大坪  柊也(op)(4)     10.89  1 岡本  啓吾(4)     10.70 
ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ 福山平成大 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島工業大

 2 中脇  一真(op)(2)     11.10  2 妻澤  篤志(op)(1)     10.84 
ﾅｶﾜｷ ﾏｽﾞﾏ 広島大 ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広島文化学園大

 3 山崎  開斗(3)     11.13  3 谷尾  匠(op)(3)     10.85 
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島経済大 ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ 神辺旭高

 4 廣瀬  歩真(1)     11.23  4 山崎　光(op)     10.99 
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 広島修道大 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ ASﾌｸﾔﾏ
山中  宙(op)(1)  5 山本  魁聖(op)(1)     11.04 
ﾔﾏﾅｶ ｿﾗ 福山平成大 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 広島文化学園大
勢力  奎(op)  6 石井  章太(op)     11.39 
ｾｲﾘｷ ｹｲ ASﾌｸﾔﾏ ｲｼｲ ｼｮｳﾀ ASﾌｸﾔﾏ
齋藤  栄輝(2) 松田  優人(2)
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 広島経済大 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 広島修道大
迫井  直深(3) 山下  隆祐(op)(M2)
ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大霞 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 広島大

[ 3組] 風速 +2.8 [ 4組] 風速 +1.3

 1 坂本  一太(op)(2)     11.07  1 正路  悠(3)     11.08 
ｻｶﾓﾄ ｲｯﾀ 福山平成大 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 広島経済大

 2 信川  瞭(op)(3)     11.16  2 林  雅人(op)     11.15 
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 神辺旭高 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ASﾌｸﾔﾏ

 3 明神  武(op)(1)     11.17  3 福元  正和     11.21 
ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｹﾙ 広島文化学園大 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ D･H･C

 4 平田　爽真(2)     11.35  4 神田  直季     11.35 
ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ HRC

 5 濵﨑  智哉(3)     11.69  5 栗原  涼輔(3)     11.44 
ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島修道大 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 広島市立大

 6 藤本  直杜     12.05 野上  佳樹(op)(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広経大ｸﾗﾌﾞ ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広島文化学園大
乃美  祐介(op)(1) 藤島  廉(op)(M2)
ﾉｳﾐ ﾕｳｽｹ 広島大 ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 広島大
廣田  雄大 竹本  周平
ﾋﾛﾀ ﾕｳﾀﾞｲ HRC ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 -0.6 [ 6組] 風速 -1.1

 1 川中  慶喜(2)     11.80  1 三浦  遼(op)(1)     11.51 
ｶﾜﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 広島経済大 ﾐｳﾗ ﾚﾝ 広島国際大

 2 中畑  智博     11.83  2 平村  幸哉(op)(1)     11.81 
ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ HRC ﾋﾗﾑﾗ ﾕｷﾔ 福山平成大
元木  航平(op)(2)  3 手嶋  大樹(2)     11.85 
ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広島文化学園大 ﾃｼﾏ ﾀｲｷ 広島経済大
桑鶴  礼於(op)(1)  4 日隅  健太郎(op)(3)     11.90 
ｸﾜﾂﾞﾙ ﾚｵ 広島大 ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 広島文化学園大
足立　達也(op)  5 建田  勇太     11.96 
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ ASﾌｸﾔﾏ ﾀﾃﾀﾞ ﾕｳﾀ D･H･C
内海  克暢(4) 税所  宏斗
ｳﾂﾐ ｶﾂﾉﾌﾞ 広島大霞 ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 広島経済大
竹内  康裕(M1) 佐々木  駆(3)
ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾀｶ 広島大霞 ｻｻｷ ｶｹﾙ 広島工業大
三浦  碧葉 坂倉  貫太(3)
ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ HRC ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 広島大霞

[ 7組] 風速 +1.7 [ 8組] 風速 +1.5

 1 日浦  泰基(op)(2)     11.24  1 木本  佑真(3)     11.38 
ﾋｳﾗ ﾀｲｷ 広島文化学園大 ｷﾓﾄ ﾕｳﾏ 広島城南中

 2 松浦  崇史     11.65  2 森    海斗(3)     11.65 
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 黄金山AC ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中

 3 寺西  洸介(op)(3)     11.73  3 遊佐  碧依(中3)     11.69 
ﾃﾗﾆｼ ｺｳｽｹ 広島文化学園大 ﾕｻ ｱｵｲ CHASKI

 4 蕪迫  月翔(3)     11.73  4 大知  千真(op)(3)     11.75 
ｶﾌﾞｻｺ ﾂｷﾄ 広陵高 ｵｵﾁ ｶｽﾞﾏ 大野東中

 5 高杉  義行(op)     11.86  5 森本　亮祐     12.07 
ﾀｶｽｷﾞ ﾖｼﾕｷ ASﾌｸﾔﾏ ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 黄金山AC
桧垣  侑揮(op)(M1)  6 吉田  龍介     12.19 
ﾋｶﾞｷ ﾕｳｷ 広島大 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 黄金山AC
多賀  竜太郎(4) 吉岡  裕修(2)
ﾀｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 広島大霞 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中
宗田  英之(op) 片山  滉太(4)
ﾑﾈﾀﾞﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ASﾌｸﾔﾏ ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 広島大霞

男子

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
2 71083 4 71528

7 71128 6 71991

3 71679 3  1193

5 71935 2   908

1 71109 7 72158
欠場

4   922 8   923
欠場

6 71684 1 71080
欠場 欠場

8 71172 5 71220
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 71099 5 71676

7  1199 3   916

4 71992 6   954

2   649 1   838

1 71070 7 71705

6   577 2 71509
欠場

3 72151 4 71150
欠場 欠場

8  9999 8   629
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
7 71682 3 71003

1   841 7 71104

2 71513 5 71687
欠場

3 72153 4 71510
欠場

4   907 1   958
欠場

5 71169 2 72166
欠場 欠場

6 71163 6 71533
欠場 欠場

8   837 8 71173
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
6 71507 6  1214

1  1325 8  1245

8 71511 4  3586

4  1048 2  2657

3   911 3  1344

2 71218 5  1328
欠場

5 71168 1  1548
欠場 欠場

7   913 7 71167
欠場 欠場



[ 9組] 風速 +0.1 [ 10組] 風速 +0.2

 1 八木  成憲(2)     11.98  1 松下  浩大(2)     11.99 
ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 広島工業大 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島工業大

 2 藤田  将生(2)     12.02  2 上手  晴登(2)     12.10 
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵ 広陵高 ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ 翠町中

 3 徳川  圭佑(3)     12.04  3 富山  雄太(1)     12.16 
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳﾀ 広陵高

 4 鴉越  太心(op)     12.16  4 岡村  康平     12.21 
ｶﾗｽｺﾞ ﾀｲｼﾝ 東広島TFC ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 中国高専AC

 5 玉井  晴葵(2)     12.41  5 林  謙太朗(2)     12.37 
ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 翠町中

 6 西浦  海     12.72  6 五百籏頭　保伸     12.54 
ﾆｼｳﾗ ｶｲ 中国高専AC ｲｵｷﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ
内藤  海凪(2)  7 岡原  康太(3)     12.77 
ﾅｲﾄｳ ﾐﾅｷﾞ 広島大霞 ｵｶﾊﾗ ｺｳﾀ 広島市立大
三宅  翔(op)(高) 横田  健太
ﾐﾔｹ ｶｹﾙ せとなみTC ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ 黄金山AC

[ 11組] 風速 +0.3 [ 12組] 風速 +2.9

 1 田中  裕作(3)     12.08  1 櫻井  俊輔(中2)     12.01 
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 安佐中 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 2 橋本  鉄太(中2)     12.41  2 田尾  温人(3)     12.15 
ﾊｼﾓﾄ ﾃｯﾀ CHASKI ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中

 3 櫃田  拓磨(中3)     12.50  3 神重  翔央(op)(1)     12.32 
ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｶﾐｼｹﾞ ｼｮｳ 日比崎中

 4 難波    或(3)     12.53  4 渡邊  諒(op)(4)     12.57 
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 福山平成大

 5 東丸  一輝(1)     12.70  5 竹岡  慶人(2)     12.69 
ﾄｳﾏﾙ ｶｽﾞｷ 広陵高 ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ 東原中

 6 藤井  和彦     12.70  6 黒川    涼(op)(2)     13.94 
ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 黄金山AC ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳ 昭和中

 7 吉橋  達矢     12.96 山田  修弥(中2)
ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 黄金山AC ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
岩谷  一樹(1) 田坂  俊太(2)
ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ 東原中 ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 安佐中

[ 13組] 風速 +1.1 [ 14組] 風速 +2.3

 1 上手  颯太(2)     11.84  1 宇野  剣太(2)     12.08 
ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中 ｳﾉ ｹﾝﾀ 国泰寺中

 2 河村  朋慶     12.38  2 古森  巧望(3)     12.17 
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾐﾖｼ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 口田中

 3 高橋    輝(3)     12.57  3 植田  瑛稀(中)     12.24 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 安佐中 ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 4 弘中  拓実(3)     12.59  4 福田  勝也     12.40 
ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 安佐中 ﾌｸﾀﾞ ｶﾂﾔ 黄金山AC

 5 畑中　祐介     12.68  5 亀岡  洋海     13.00 
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 黄金山AC ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ 広島疾風ｸﾗﾌﾞ

 6 田中    心(2)     13.41  6 宍戸  瞭太(2)     13.00 
ﾀﾅｶ ｼﾝ 安佐中 ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 古田中
佐々木  柊(3) 御田寺朔久(2)
ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中 ﾐﾀﾃﾗ ｻｸ 東原中
竹岡  優人(1) 鈴木  輝人(1)
ﾀｹｵｶ ﾏｻﾄ 広陵高 ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 広陵高

[ 15組] 風速 +1.5 [ 16組] 風速 +2.7

 1 富山　大志(2)     12.22  1 相星  周汰(2)     12.15 
ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 高取北中 ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中

 2 糸井  湧真(2)     12.46  2 佐々木来人(2)     12.60 
ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中 ｻｻｷ ﾗｲﾄ 国泰寺中

 3 前崎  陽仁(1)     12.81  3 三島  生輝(3)     12.61 
ﾏｴｻｷ ｱｷﾋﾄ 古田中 ﾐｼﾏ ｲｯｷ 口田中

 4 松尾  泰誠(2)     12.94  4 天川  佑介(op)(1)     12.93 
ﾏﾂｵ ﾀｲｾｲ 東原中 ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ 日比崎中

 5 武田  颯衣(op)(1)     12.98  5 櫻井　翔(3)     12.98 
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ 日比崎中 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 高取北中

 6 柳谷  和希(2)     13.06  6 橋本  光弘(1)     13.51 
ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 安佐中 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 安佐中

 7 秦  諒成(中1)     13.99  7 友則倫太郎(1)     13.87 
ﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾄﾓﾉﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 国泰寺中

 8 若林  凌大(2)     14.68  8 山田  京直(1)     14.13 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安佐中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾀﾀﾞ 国泰寺中

男子

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
3 71529 4 71524

1   529 8   589

2    71 1  1803

8  3803 3  1044

7    82 6   591

5  1045 7  4087

4 71158 2 71703
欠場

6  3616 5  1309
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
4  1242 8  3922

5  3577 3 11937

2  3880 5  5148

3  1005 7 71092

1  1772 6  1552

6  1301 4  3792

7  1329 1  3923
欠場

8  1560 2  1255
失格 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
3   592 7    81

5  3865 5  1926

2  1241 3  3913

6  1243 4  1322

7  1318 2  1604

1  1256 1  1008

4  1631 6  1558
欠場 欠場

8  2029 8  2026
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
8  1484 3  2073

2  2144 5    79

5  1017 4  1928

3  1554 6  5151

1  5149 2  1491

4  1259 1 11270

7  3877 8 10103

6  1262 7 10100



[ 17組] 風速 +2.6 [ 18組] 風速 +2.8

 1 香川  航希(2)     12.41  1 平岡    塁(3)     12.31 
ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 翠町中 ﾋﾗｵｶ ﾙｲ 口田中

 2 児玉    航(2)     13.05  2 吉本  悠晃(2)     12.63 
ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 古田中 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 祇園東中

 3 剣持  優斗(1)     13.05  3 澁谷咲太朗(2)     12.76 
ｹﾝﾓﾁ ﾕｳﾄ 国泰寺中 ｼﾌﾞﾔ ｻｸﾀﾛｳ 東原中

 4 秋山  碧斗(3)     13.13  4 和泉  碧人(2)     12.97 
ｱｷﾔﾏ ｱｵﾄ 古田中 ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 矢野中

 5 岡本  大輝(1)     13.56  5 井神  大輝(op)(3)     13.34 
ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 国泰寺中 ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 大野東中

 6 阿部健太郎(1)     13.74  6 中尾  駿平(2)     13.34 
ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ 古田中
廣田  成輝(op)(2)  7 椎原  葵生(2)     13.43 
ﾋﾛﾀ ﾅﾙｷ 大野東中 ｼｲﾊﾗ ｱｵｲ 安佐中
木村  瑛陽(1)  8 沖田  蒼空(1)     15.14 
ｷﾑﾗ ｴｲﾋ 国泰寺中 ｵｷﾀ ｿﾗ 安佐中

[ 19組] 風速 +2.2 [ 20組] 風速 +2.0

 1 迫野  裕一(3)     12.59  1 西垣  瑞輝(2)     13.11 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中 ﾆｼｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ 広島三和中

 2 正木  翔大(3)     12.80  2 杉田  空軌(3)     13.12 
ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広島三和中 ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 口田中

 3 金村恰之介(3)     12.93  3 三分一佑弥(2)     13.37 
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中 ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ 五日市観音中

 4 深見    駿(3)     13.03  4 川手  皓生(1)     13.72 
ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中 ｶﾜﾃ ｺｳ 五日市観音中

 5 坂井  優大(1)     13.14  5 吉川  広大(2)     13.73 
ｻｶｲ ﾕｳﾀ 五日市観音中 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 広島三和中

 6 谷川  喜一(1)     13.87  6 富山　智大(2)     13.83 
ﾀﾆｶﾞﾜ ｷｲﾁ 国泰寺中 ﾄﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高取北中

 7 大谷壮一朗(1)     14.00  7 佐藤  祐世(2)     14.56 
ｵｵﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ 国泰寺中 ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ 東原中
吉本  陽葵(1) 井上  裕斗(3)
ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 口田中 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 白木中

[ 21組] 風速 +2.1 [ 22組] 風速 +1.9

 1 玉城  瑠人(1)     13.39  1 渡辺  優太(2)     13.60 
ﾀﾏｼﾛ ﾙﾋﾄ 広島城南中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 口田中

 2 吉永    累(2)     13.73  2 濵本  秀馬(中1)     13.70 
ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲ 口田中 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳﾏ 中野東

 3 横田  朋樹(1)     14.43  3 坂井  力頼(1)     14.10 
ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 国泰寺中 ｻｶｲ ﾁｶﾗ 広島城南中

 4 山崎孝太郎(1)     14.53  4 柾木凜太郎(op)(3)     14.34 
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾏｻｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 大野東中

 5 中島  悠貴(1)     15.11 吉田  翔太(1)
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 国泰寺中 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 国泰寺中

 6 南里  尚拓(1)     15.56 政木晋一郎(2)
ﾅﾝﾘ ﾀｶﾋﾛ 国泰寺中 ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 戸山中
松原  旭飛(2) 藤原  悠誠(1)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾋ 大州中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 国泰寺中
沢本  保海
ｻﾜﾓﾄ ﾔｽﾐ D･H･C

[ 23組] 風速 +0.9 [ 24組] 風速 -0.6

 1 竹岡  風駕(1)     13.50  1 峠谷  和紀(op)(1)     11.37 
ﾀｹｵｶ ﾌｳｶﾞ 五日市観音中 ﾄｳﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 福山平成大

 2 山部  星天(1)     13.80  2 高浜  秀弥(4)     12.30 
ﾔﾏﾍﾞ ｾｲﾃﾝ 五日市観音中 ﾀｶｱﾏ ｼｭｳﾔ 広島工業大

 3 中澤    翔(1)     14.42  3 島  大侃     12.60 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 口田中 ｼﾏ ﾀｲｶﾝ 広経大ｸﾗﾌﾞ

 4 友田  翔真(中1)     14.53  4 上原  和也     12.62 
ﾄﾓﾀﾞ ｼｮｳﾏ 中野東 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾔ GSOT&F

 5 井坂  航太(1)     15.83  5 五所尾  太一(op)(2)     13.83 
ｲｻｶ ｺｳﾀ 国泰寺中 ｺﾞｼｮｵ ﾀｲﾁ 福山大
山口  智也(1) 三村  剛輝(op)(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 国泰寺中 ﾓﾑﾗ ｺｳｷ 広島大
飛子    遥(1) 神田  晋大郎(op)(2)
ﾄﾋﾞｽ ﾊﾙ 国泰寺中 ｶﾝﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 広島大

男子

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
8   594 1  1925

7  1007 3  1340

3    99 2  1555

2  1001 8  2075

5 10101 7  2656

6    89 4  1009

1  2665 6  1254
欠場

4    85 5  1268
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
7  2142 3  2114

3  2112 5 11936

5 11934 1  2143

4  1927 8  2146

2  2152 7  2113

6 10102 6  1486

1    95 2  1557

8  1914 4  1636
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  1227 5  1924

8  1918 7  3627

6    88 2  1226

5    97 4  2658

3    92 3    94
欠場

4    93 6  1363
欠場

7   536 8    96

2   957
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

失格 欠場

順 ﾚｰﾝ

8  2148 4  9999

4  2149 6 72125

5  1902 2   560

7  3628 8  1389

3    84 5 71878

2    87 3 71127
欠場 欠場

6    86 7 71142
欠場 欠場



[ 25組] 風速 -1.5 [ 26組] 風速 +1.5

 1 矢野  遥大(1)     14.57  1 高　和宏(op)     11.45 
ﾔﾉ ﾊﾙﾄ 古田中 ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ ASﾌｸﾔﾏ

 2 大藤  千洋(1)     14.59  2 黒木　凌平     11.51 
ｵｵﾄｳ ﾁﾋﾛ 口田中 ｸﾛｷ ﾘｮｳﾍｲ 朝日医療広島陸上

 3 佐々井駿司(1)     15.48  3 池本  航     11.65 
ｻｻｲ ｼｭﾝｼﾞ 口田中 ｲｹﾓﾄ ﾜﾀﾙ 中国高専AC

 4 瀧口    柊(1)     15.61  4 栗林  慎成(2)     12.27 
ﾀｷｸﾞﾁ ｼｭｳ 古田中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ 矢野中

 5 金井　彪魁(2)     16.40  5 中田  大智(2)     12.65 
ｶﾅｲ ﾋｭｳｶﾞ 高取北中 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 広陵高

 6 金村侶之介(1)     16.65  6 藤藁  凜世(1)     13.24 
ｶﾅﾑﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 口田中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｾ 矢野中

 7 渡邊  春帆(1)     16.72 佐藤  哲朗
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾎ 古田中 ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 広島大樟柳ｸﾗﾌﾞ

[ 27組] 風速

 1 松井    蓮(1)     13.14 
ﾏﾂｲ ﾚﾝ 矢野中

 2 工田  悠稀(1)     13.24 
ﾀｸﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 矢野中

 3 高間  太志(1)     13.25 
ﾀｶﾏ ﾀｲｼ 広大東雲中

 4 金原  純哉(1)     13.79 
ｶﾈﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 矢野中

 5 中村  謙吾(1)     14.57 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 矢野中

 6 片平  空翔(1)     17.01 
ｶﾀﾋﾗ ｶｲﾄ 大州中
山本  奏音(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾄ 白木中

   1 岡本  啓吾(4) 広島工業大     10.70 (+2.8)   2   1
 　2 正路  悠(3) 広島経済大     11.08 (+1.3)   4   1
   3 山崎  開斗(3) 広島経済大     11.13 (+0.1)   1   3
   4 福元  正和 D･H･C     11.21 (+1.3)   4   3
   5 廣瀬  歩真(1) 広島修道大     11.23 (+0.1)   1   4
   6 平田　爽真(2) 鶴学園ｸﾗﾌﾞ     11.35 (+2.8)   3   4
   7 神田  直季 HRC     11.35 (+1.3)   4   4
   8 木本  佑真(3) 広島城南中     11.38 (+1.5)   8   1

男子

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
4  1018 6   912

2  1903 3  1101

8  1901 7  1046

3  1015 2  2079

5  1482 5   246

7  1905 8 12099

6  1019 4   468
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4 12095

7 12087

6   797

3 12092

8 12086

2   537

5  1640
欠場

男子

１００ｍ
タイムレース

組 順位
71528
71676
71679

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

  954
71935
  649
  838
 1214

備考記録（風）



決勝 9月19日 12:05

広島県記録(PR)                  20.41 山縣　亮太                   慶応義塾大       2013.5.26   
大会記録(GR)                    21.73 池内　雅貴                   広島なぎさ高     2013/7/13   

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 岡本  啓吾(4)     21.81  1 神田  直季     23.08 
ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 広島工業大 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ HRC

 2 桧垣  正昭(op)(3)     21.95  2 貞安  航平(3)     23.10 
ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 福山平成大 ｻﾀﾞﾔｽ ｺｳﾍｲ 広島経済大

 3 山崎  開斗(3)     22.16  3 濵﨑  智哉(3)     23.86 
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広島経済大 ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 広島修道大

 4 谷尾  匠(op)(3)     22.27  4 山中  宙(op)(1)     23.97 
ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ 神辺旭高 ﾔﾏﾅｶ ｿﾗ 福山平成大

 5 正路  悠(3)     22.75 藤島  廉(op)(M2)
ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 広島経済大 ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 広島大
勢力  奎(op) 迫井  直深(3)
ｾｲﾘｷ ｹｲ ASﾌｸﾔﾏ ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広島大霞
山下  隆祐(op)(M2) 三村  剛輝(op)(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 広島大 ﾓﾑﾗ ｺｳｷ 広島大
中脇  一真(op)(2) 内海  克暢(4)
ﾅｶﾜｷ ﾏｽﾞﾏ 広島大 ｳﾂﾐ ｶﾂﾉﾌﾞ 広島大霞

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 -2.5

 1 野上  佳樹(op)(3)     22.76  1 中畑  智博     23.60 
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広島文化学園大 ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ HRC

 2 建田  勇太     23.89  2 遊佐  碧依(中3)     23.70 
ﾀﾃﾀﾞ ﾕｳﾀ D･H･C ﾕｻ ｱｵｲ CHASKI

 3 川中  慶喜(2)     24.45  3 松浦  崇史     23.99 
ｶﾜﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 広島経済大 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 黄金山AC

 4 藤本  直杜     24.76  4 松下  浩大(2)     24.06 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広経大ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵ 広島工業大
桑鶴  礼於(op)(1)  5 吉岡  裕修(2)     24.14 
ｸﾜﾂﾞﾙ ﾚｵ 広島大 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 東原中
佐々木  駆(3)  6 鴉越  太心(op)     25.00 
ｻｻｷ ｶｹﾙ 広島工業大 ｶﾗｽｺﾞ ﾀｲｼﾝ 東広島TFC
兒玉  貴紘(op)(2)  7 玉井  晴葵(2)     25.12 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 広島大 ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 国泰寺中
坂倉  貫太(3)
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 広島大霞

[ 5組] 風速 -2.3 [ 6組] 風速 +2.3

 1 引野  隆輔(4)     23.86  1 上手  颯太(2)     24.16 
ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ 広島経済大 ｶﾐﾃ ｿｳﾀ 翠町中

 2 上手  晴登(2)     24.78  2 河村  朋慶     25.27 
ｶﾐﾃ ﾊﾙﾄ 翠町中 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾐﾖｼ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 3 柳川  瑛太(2)     24.99  3 久保田  光司(2)     25.28 
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ 広陵高

 4 田尾  温人(3)     25.48  4 植田  瑛稀(中)     25.29 
ﾀｵ ﾊﾙﾄ 口田中 ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 5 吉橋  達矢     26.55  5 松垣  昊汰(op)(2)     25.68 
ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 黄金山AC ﾏﾂｶﾞｷ ｺｳﾀ 横路中
児島  駿(1)  6 竹岡  慶人(2)     26.14 
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝ 広陵高 ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ 東原中
佐々木  柊(3)  7 宍戸  瞭太(2)     26.53 
ｻｻｷ ｼｭｳ 白木中 ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 古田中

[ 7組] 風速 -0.9 [ 8組] 風速 +0.3

 1 錦織  由翔(中3)     24.38  1 森    海斗(3)     23.90 
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ CHASKI ﾓﾘ ｶｲﾄ 安佐中

 2 山田  野葵(3)     24.90  2 富山　大志(2)     25.43 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 高取北中

 3 辻本倫太郎(3)     25.26  3 香川  航希(2)     25.82 
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島三和中 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 翠町中

 4 糸井  湧真(2)     25.36  4 中尾  駿平(2)     27.58 
ｲﾄｲ ﾕｳﾏ 五日市観音中 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ 古田中

 5 佐々木来人(2)     26.44  5 富山　智大(2)     28.55 
ｻｻｷ ﾗｲﾄ 国泰寺中 ﾄﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高取北中

 6 前崎  陽仁(1)     26.67 伊藤  律季(3)
ﾏｴｻｷ ｱｷﾋﾄ 古田中 ｲﾄｳ ﾘﾂｷ 口田中

 7 児玉    航(2)     28.40 井上  裕斗(3)
ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 古田中 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 白木中 欠場

欠場
8  1007 6  1636

6  1017 4 11933

7    79 8  1486

2  2144 5  1009

4  2111 2   594

5  2141 7  1484

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  3581 3  1245

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
8  1631 2  1008

2  2031 6  1552

5  1329 7  3447

7 11937 5  3913

6    83 3   572

4   589 4  3865

3 71687 8   592
No. 氏  名 所属名

欠場

順 ﾚｰﾝ

8 71173
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場
7 71122 7    82

欠場
5 71533 3  3803

4 72153 8  1548

1   577 5 71524

3 71682 2  1325

6   958 6  3586

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2 71509 4   841

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場 欠場
5 71128 8 71169

欠場 欠場
4 71220 5 71127

欠場
3   922 3 71172

8 71676 1 71150

6  1193 4 71109

2 71679 6 71070

7 71094 2 71675

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1 71528 7   838

男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] 風速 -0.3 [ 10組] 風速 -0.6

 1 日浦  泰基(op)(2)     22.94  1 平岡    塁(3)     25.70 
ﾋｳﾗ ﾀｲｷ 広島文化学園大 ﾋﾗｵｶ ﾙｲ 口田中

 2 手嶋  大樹(2)     24.41  2 岡田    蓮(2)     27.01 
ﾃｼﾏ ﾀｲｷ 広島経済大 ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ 矢野中

 3 高間  太志(1)     27.87  3 和泉  碧人(2)     27.20 
ﾀｶﾏ ﾀｲｼ 広大東雲中 ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 矢野中

 4 吉永    累(2)     29.59  4 西垣  瑞輝(2)     27.42 
ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲ 口田中 ﾆｼｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ 広島三和中
片山  滉太(4)  5 坂井  優大(1)     27.67 
ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 広島大霞 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 五日市観音中
八木  成憲(2)  6 竹岡  風駕(1)     28.23 
ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 広島工業大 ﾀｹｵｶ ﾌｳｶﾞ 五日市観音中
高　和宏(op)  7 山部  星天(1)     28.60 
ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ ASﾌｸﾔﾏ ﾔﾏﾍﾞ ｾｲﾃﾝ 五日市観音中

   1 岡本  啓吾(4) 広島工業大     21.81 (+0.1)   1   1
   2 山崎  開斗(3) 広島経済大     22.16 (+0.1)   1   3
   3 正路  悠(3) 広島経済大     22.75 (+0.1)   1   5
   4 神田  直季 HRC     23.08 (-0.5)   2   1
   5 貞安  航平(3) 広島経済大     23.10 (-0.5)   2   2
   6 中畑  智博 HRC     23.60 (-2.5)   4   1
   7 遊佐  碧依(中3) CHASKI     23.70 (-2.5)   4   2
   8 引野  隆輔(4) 広島経済大     23.86 (-2.3)   5   1

71675
  841
 3586
71687

組氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 順位
71528
71679
71676
  838

男子

２００ｍ
タイムレース

順位 No. 備考

4   912 6  2148
欠場

3 71529 4  2149
欠場

2 71167 5  2152
欠場

8  1918 8  2114

7   797 3  2075

6 71687 2  2077

5 71507 7  1925
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月19日 11:10

広島県記録(PR)                1:48.11 北村　智宏                   山梨学院大学     1997/9/14   
大会記録(GR)                  1:52.45 中野　将春                   広島経済大学     1999/7/24   

[ 1組] [ 2組]

 1 山崎  優希(2)   1:52.01  1 江崎  琉哉(2)   1:59.02 
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 広島経済大 ｴｻｷ ﾘｭｳﾔ 広島経済大

 2 大崎  倖士朗(op)(4)   1:52.65  2 坂田  颯磨(3)   2:05.41 
ｵｵｻｷ ｺｳｼﾛｳ 福山平成大 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

 3 樋口  恵介(3)   1:53.90  3 藤澤  真聡   2:05.48 
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 広島経済大 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広島市陸協

 4 菊地  大和(2)   1:58.80  4 真鍋  祐介   2:06.24 
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 広島経済大 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 広島市役所

 5 嘉新  速人(op)(3)   1:59.65  5 若松  遼大郎(op)(2)   2:08.04 
ｶｼﾝ ﾊﾔﾄ 神辺旭高 ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 福山平成大

 6 上村  勇貴   2:00.74  6 岡本  直征   2:09.46 
ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 黄金山AC ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 7 中村  喜浩(op)   2:02.14  7 沖野  雄俊(2)   2:16.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 福山市陸協 ｵｷﾉ ﾀｹﾄｼ 広陵高
仲西  一紘(5) 濱田  海輝(op)(1)
ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ 広島大霞 ﾊﾏﾀﾞ ｶｲｷ 広島大

ラップタイム ラップタイム
   400m      55.2 71655 樋口  恵介(3)    400m      57.1 71665 江崎  琉哉(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 林  祐太(中3)   2:09.27  1 萩原  悠星(3)   2:12.01 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 口田中

 2 島津    暖(2)   2:10.21  2 中村  風詠(3)   2:18.41 
ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ 口田中 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中

 3 阿良田尊己(3)   2:10.91  3 大迫律太郎(3)   2:19.50 
ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中 ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中

 4 永尾虎太郎(3)   2:10.95  4 原田　優希(3)   2:24.43 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 二葉中

 5 福田  大翔(3)   2:13.75  5 板蔭  昴龍(1)   2:24.62 
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島三和中 ｲﾀｶｹﾞ ｽﾊﾞﾙ 広陵高

 6 加藤  恵祐(3)   2:17.61  6 椎原  葵生(2)   2:24.87 
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 東原中 ｼｲﾊﾗ ｱｵｲ 安佐中

 7 川上  慶道(3)   2:20.83  7 高島    新(3)   2:38.08 
ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 口田中 ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ 東原中

ラップタイム ラップタイム
   400m      59.3  3917 林  祐太(中3)    400m    1:06.1 11930 萩原  悠星(3)

[ 5組] [ 6組]

 1 山崎  勇真(3)   2:17.43  1 野村  正範   2:07.72 
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 広島県庁RC

 2 野崎  友晴(2)   2:19.65  2 元家    雄(1)   2:22.10 
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 祇園東中 ﾓﾄｲｴ ﾕｳ 広島城南中

 3 島津  純聖(2)   2:23.21  3 久都内  颯(3)   2:23.25 
ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 広島三和中 ｸﾂﾅｲ ｿｳ 口田中

 4 真鳥将太朗(2)   2:28.18  4 三ﾂ井基哩(2)   2:27.68 
ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 広大東雲中 ﾐﾂｲ ﾓﾄﾘ 口田中

 5 佐々木珠倫(2)   2:36.07  5 濵本  秀馬(中1)   2:32.97 
ｻｻｷ ｼｭﾘ 広島三和中 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳﾏ 中野東

 6 大谷  悠真(op)(2)   2:36.67  6 小枝  龍信(2)   2:44.97 
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 横路中 ｺｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 広島三和中

 7 小西    光(1)   2:52.24 高橋  和也(2)
ｺﾆｼ ﾋｶﾙ 古田中 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 広島工業大

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:09.6    74 山崎  勇真(3)    400m    1:04.4    37 野村  正範

男子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. ﾚｰﾝ記録／備考

6 71655

氏  名

4 71708

所属名 記録／備考
1 71662 8 71665

氏  名 所属名 No.順

8 71082 2   581
大会新

7 71667 6    52

3  1191 5 71101

5  1313 3  3864

4  3351 1   247

2 71161 7 72149
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
6  3917 4 11930

4  1917 5  1220

2   521 7    72

5    75 2   347

7  2116 3  2023

3  1544 8  1254

8  1929 6  1547

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
8    74 7    37

2  1342 5  1228

7  2118 4 11935

4   794 2  1915

5  2117 6  3627

3  3440 3  2119

6  1013 8 71532
欠場



   1 山崎  優希(2) 広島経済大     1:52.01 大会新   1   1
   2 樋口  恵介(3) 広島経済大     1:53.90   1   3
   3 菊地  大和(2) 広島経済大     1:58.80   1   4
   4 江崎  琉哉(2) 広島経済大     1:59.02   2   1
   5 上村  勇貴 黄金山AC     2:00.74   1   6
   6 坂田  颯磨(3) 翠町中     2:05.41   2   2
   7 藤澤  真聡 広島市陸協     2:05.48   2   3
   8 真鍋  祐介 広島市役所     2:06.24   2   4

決勝 9月20日 11:10

広島県記録(PR)                3:40.36 田子　康宏                   中国電力         2006/09/30  
大会記録(GR)                  3:51.19 山崎　優希                   広島経済大学     2019/8/3    

[ 1組] [ 2組]

 1 樋口  恵介(3)   3:59.11  1 藤井  雄大   4:14.34 
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 広島経済大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ CHASKI

 2 高橋  侑也(2)   4:05.97  2 浜野  洋人(op)(4)   4:21.52 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 広島経済大 ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾄ 広島文化学園大

 3 江崎  琉哉(1)   4:09.96  3 坂田  颯磨(3)   4:25.90 
ｴｻｷ ﾘｭｳﾔ 広島経済大 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 翠町中

 4 真鍋  祐介   4:16.43  4 小田  翔太(中2)   4:26.25 
ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 広島市役所 ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 5 藤澤  真聡   4:19.90  5 西野  悠   4:27.09 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広島市陸協 ﾆｼﾉ ﾋｻｼ 広島市役所

 6 若松  遼大郎(op)(2)   4:20.32  6 阿良田尊己(3)   4:27.93 
ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 福山平成大 ｱﾗﾀ ﾀｷ 大州中

 7 伊藤  吉洋   4:22.16  7 島津    暖(2)   4:28.07 
ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ 口田中

 8 中村  将太   4:26.78  8 榊原　哲(2)   4:28.91 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 楽走 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 高取北中
山崎  優希(2)  9 林  祐太(中3)   4:28.94 
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 広島経済大 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
菊地  大和(2) 10 國定  誠也(op)(3)   4:33.12 
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 広島経済大 ｸﾆｻﾀﾞ ｾｲﾔ 福山大
児玉  優生 11 山崎  勇真(3)   4:36.63 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 広島市陸協 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 国泰寺中
松浦　大起(3) 12 大迫律太郎(3)   4:37.69 
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 牛田中 ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 国泰寺中
山本    悠(3) 13 高辻  弘一(op)(4)   4:51.09 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 国泰寺中 ﾀｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 福山大
武内  亮介(M1) 竹入  英樹
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 広島大霞 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 広島市役所
宮崎  亘(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 広島大霞 ラップタイム

   400m    1:09.2   314 藤井  雄大
ラップタイム    800m    2:16.3   〃     〃 
   400m    1:04.1 71659 高橋  侑也(2)   1200m    3:25.1   〃     〃 
   800m    2:09.1 71655 樋口  恵介(3)
  1200m    3:13.2   〃     〃 

[ 3組] [ 4組]

 1 松本　侑頼(3)   4:23.97  1 丸茂  圭史(中3)   4:27.52 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 高取北中 ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ 中野東

 2 藤野  浩一   4:26.71  2 岡本  提(2)   4:29.49 
ﾌｼﾞﾉ ｺｳｲﾁ ﾔﾝﾎﾞｰSC ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 広島修道大

 3 奥芝  晟正(中2)   4:29.92  3 萩原  悠星(3)   4:36.78 
ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ CHASKI ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 口田中

 4 杉本  大惺(中3)   4:33.62  4 中村  風詠(3)   4:40.80 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ CHASKI ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 広島城南中

 5 永尾虎太郎(3)   4:37.68  5 隅田  健一朗(中2)   4:41.94 
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 国泰寺中 ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 6 福田  大翔(3)   4:38.05  6 中田  空来(中2)   4:42.19 
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島三和中 ﾅｶﾀﾆ ｿﾗ CHASKI

 7 今井  健太   4:39.22  7 島津  純聖(2)   4:48.75 
ｲﾏｲ ｹﾝﾀ 広島市陸協 ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 広島三和中

 8 柏原  宏紀   4:40.90  8 谷本  遥祐(3)   4:49.32 
ｶｼﾊﾗ ﾋﾛｷ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大州中

 9 鍋島  孝   4:41.89  9 中村　啓二   4:50.49 
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｶｼ 広島市役所 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島

10 秋田隆之介(3)   4:43.98 10 財満  玲二   4:56.62 
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 東原中 ｻﾞｲﾏ ﾚｲｼﾞ 広島疾風ｸﾗﾌﾞ

3  1546 14  1602

4    51 13  1467

8  1473 7   527

7  1491 9  2118

11  2116 8  3590

1    75 2  3921

5  3562 4  1220

10  3554 5 11930

6  1962 3 71074

2  1490 1  3632
No. 氏  名 所属名

欠場 欠場

順

15 71174
欠場

記録／備考記録／備考順 No. 氏  名 所属名

欠場
13 71164 5    65

欠場
8    76 3 71870

欠場
6   311 13    72

欠場
4 71061 14    74

欠場
2 71667 4 71872

1 71662 11  3917

11   736 8  1483

10  1464 12  1917

9 71101 7   521

14 71708 1    59

12    52 9  3927

7 71665 10   581

3 71659 2 71508

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5 71655 6   314

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

男子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
71662
71655
71667
71665
 1313
  581
71708
   52



11 加藤  恵祐(3)   4:47.14 11 井上  友義(2)   5:02.85 
ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 東原中 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 東原中

12 三宅  康夫(op)   4:47.85 12 加登  流空(2)   5:08.27 
ﾐﾔｹ ﾔｽｵ ﾏｽﾀｰｽﾞ広島 ｶﾄ ﾙｳｸ 東原中

13 原田　優希(3)   5:01.55 13 稲益  礼真(2)   5:16.08 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 二葉中 ｲﾅﾏｽ ﾗｲｼﾝ 東原中

14 六拾部  翔太(中3)   5:13.20 立花  天翔(op)(1)
ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｲﾄ 三原第五中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:09.1  1962 藤野  浩一    400m    1:13.1  3921 隅田  健一朗(中2)
   800m    2:21.5  3554 奥芝  晟正(中2)    800m    2:29.6  1220 中村  風詠(3)
  1200m    3:32.3  1490 松本　侑頼(3)   1200m    3:41.1 71074 岡本  提(2)

[ 5組] [ 6組]

 1 小谷  嶺太(1)   4:57.94  1 中田  涼介(2)   4:51.05 
ｺﾀﾆ ﾚｲﾀ 広陵高 ﾅｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 安佐中

 2 真鳥将太朗(2)   5:04.99  2 大窪  快晴(2)   4:56.66 
ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 広大東雲中 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾊﾙ 安佐中

 3 大浜  寿哉(3)   5:05.81  3 元家    雄(1)   4:59.37 
ｵｵﾊﾏ ﾄｼﾔ 大州中 ﾓﾄｲｴ ﾕｳ 広島城南中

 4 吉原    樹(2)   5:06.91  4 阿良田敢大(2)   5:13.10 
ﾖｼﾊﾗ ｲﾂｷ 国泰寺中 ｱﾗﾀ ｱｵ 大州中

 5 増田  直人(3)   5:08.72  5 宇野  幹太(2)   5:14.83 
ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾄ 口田中 ｳﾉ ｶﾝﾀ 国泰寺中

 6 山高　浩司(op)   5:08.97  6 越野  峻成(3)   5:20.53 
ﾔﾏﾀｶ ｺｳｼﾞ 廿日市陸協 ｺｼﾉ ｼｭﾝｾｲ 大州中

 7 高島    新(3)   5:09.83  7 仙波虎太郎(1)   5:21.16 
ﾀｶｼﾏ ｱﾗﾀ 東原中 ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 五日市観音中

 8 田村  正憲   5:10.68  8 石黒  圭祐(2)   5:21.18 
ﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 翠町中

 9 森  翔汰(3)   5:13.18  9 中間  太一(中3)   5:21.77 
ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 広陵高 ﾅｶﾏ ﾀｲﾁ CHASKI

10 佐々木珠倫(2)   5:18.39 10 荒井  樹立(1)   5:22.41 
ｻｻｷ ｼｭﾘ 広島三和中 ｱﾗｲ ｺﾀﾞﾁ 古田中

11 児玉  亮一   5:27.83 荒川  慶悟(op)(1)
ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 広島県庁RC ｱﾗｶﾜ ｹｲｺﾞ 三原第五中
横田  真也(2) 坂本  愛土(op)(1)
ﾖｺﾀ ｼﾝﾔ 古田中 ｻｶﾓﾄ ﾅﾙﾄ 三原第五中
山口  悠斗(op)(1) 落合  駿斗(op)(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 三原第五中 ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾄ 三原第五中

出張  優斗(op)(1)
ラップタイム ﾃﾞﾊﾘ ﾕｳﾄ 三原第五中
   400m    1:13.1  2074 小谷  嶺太(1)
   800m    2:34.8   〃     〃 ラップタイム
  1200m    3:57.1   〃     〃    400m    1:15.1  1257 中田  涼介(2)

   800m    2:34.3   〃     〃 
  1200m    3:54.6   〃     〃 

[ 7組] [ 8組]

 1 黒川  大地(op)(2)   4:27.61  1 福田　昌哉   4:28.43 
ｸﾛｶﾜ  ﾀﾞｲﾁ 福山大 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 広島県庁RC

 2 向敷  和真(1)   5:25.75  2 川波  知裕   4:34.34 
ﾑｶｲｼｷ ｶｽﾞﾏ 広陵高 ｶﾜﾅﾐ ﾄﾓﾋﾛ 比治山AC

 3 茂木翔太郎(2)   5:30.05  3 岡野健次郎(2)   4:43.63 
ﾓｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 安佐中 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ 口田中

 4 田室  陽羽(1)   5:34.59  4 河村  孝文   4:53.84 
ﾀﾑﾛ ﾋｳ 国泰寺中 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾝﾎﾞｰSC

 5 小枝  龍信(2)   5:36.36  5 奥芝  祥平   4:57.98 
ｺｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 広島三和中 ｵｸｼﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ GSOT&F

 6 梅本  尚希(1)   5:37.95  6 新門  由規(1)   4:59.78 
ｳﾒﾓﾄ ﾅｵｷ 国泰寺中 ｼﾝｶﾄﾞ ﾕｳｷ 国泰寺中

 7 藤井  清太(1)   5:41.65  7 中谷  隼人(1)   5:02.38 
ﾌｼﾞｲ ｾｲﾀ 広島城南中 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ 翠町中

 8 河手  壮太(2)   5:47.22  8 横井  皓(op)(4)   5:08.49 
ｶﾜﾃ ｿｳﾀ 安佐中 ﾖｺｲ ｿﾗ 福山大

 9 山本  大雅(3)   5:51.06  9 大塚  脩馬(1)   5:20.70 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 口田中 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾏ 矢野中

10 新谷  光琉(1)   5:51.86 10 濵本  秀馬(中1)   5:21.33 
ｼﾝﾀﾆ ﾋｶﾙ 広陵高 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭｳﾏ 中野東

11 林    龍吾(2)   5:59.63 11 難波  優人(1)   5:30.47 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ 大州中 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾄ 口田中

12 藤井  友太(1)   6:09.91 12 番匠  優太(1)   5:50.33 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広島城南中 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾕｳﾀ 翠町中

13 国武  優樹(1)   6:37.09 13 宮尾  一成(1)   6:27.83 
ｸﾆﾀｹ ﾕｳｷ 広島城南中 ﾐﾔｵ ｲｯｾｲ 矢野中
山本  朝飛(op)(1) 14 熊谷  柊志(2)   7:54.90 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 三原第五中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 矢野中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:11.1 71877 黒川  大地(op)(2)    400m    1:10.0  1032 川波  知裕
   800m    2:24.2   〃     〃    800m    2:23.2   〃     〃 
  1200m    3:36.2   〃     〃   1200m    3:35.1    48 福田　昌哉

欠場
8  5755 7  2078

13  1229 8 12094

11  1231 11   600

12   535 5  1909

10  2028 10  3627

3 11939 9 12091

4  1249 3 71869

9  1230 12   597

7    98 6 10104

1  2119 1  1377

6    91 2  1955

13    48

2  1258 4  1922

欠場
7  5754

欠場

記録／備考

5  2027 14  1032

14
順 No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

71877
順

欠場
3  5756 6

記録／備考

欠場
 5758

5

4    36 1  5752

欠場

欠場

12  2117 2  1012

 57571  1010

14  1376 4  3579

11  4006 8   588

8  1547 13  2145

5  2069 12   525

6 11932 3    80

7    78 10   532

2   522 14  1228

10   794 11  1248

9  2074 9  1257
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

男子

１５００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  3883 6  5753

14   347 11  1551

13  4068 10  1549

12  1544 12  1550



   1 樋口  恵介(3) 広島経済大     3:59.11   1   1
   2 高橋  侑也(2) 広島経済大     4:05.97   1   2
   3 江崎  琉哉(1) 広島経済大     4:09.96   1   3
   4 藤井  雄大 CHASKI     4:14.34   2   1
   5 真鍋  祐介 広島市役所     4:16.43   1   4
   6 藤澤  真聡 広島市陸協     4:19.90   1   5
   7 伊藤  吉洋 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島     4:22.16   1   7
   8 松本　侑頼(3) 高取北中     4:23.97   3   1

71665
  314
   52
71708
 1464
 1490

記録 備考 組 順位
71655
71659

男子

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 9月19日  9:50

広島県記録(PR)               13:30.65 チャールズ・ディラン         世羅高           2003/04/29  
鎧坂　哲也                   明治大学         2011/09/13  

大会記録(GR)                 14:32.67 城　英樹                     広島経済大学     1997/7/19   
広島県記録(PR)               13:15.44 チャールズ・ディラン         世羅高           2003/04/29  

鎧坂　哲也                   明治大学         2011/09/13  

[ 1組] [ 2組]

 1 岡田  峻  14:54.35  1 中村  将太  16:23.34 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広島市陸協 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 楽走

 2 斎藤  諒(2)  14:57.93  2 福田　昌哉  16:30.49 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 広島経済大 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 広島県庁RC

 3 谷本　結太  15:21.87  3 浜野  洋人(op)(4)  16:50.67 
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｳﾀ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾄ 広島文化学園大

 4 児玉  優生  15:35.94  4 高村　拓哉  17:09.05 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 広島市陸協 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島市役所

 5 淺野  鴻之介(2)  15:45.71  5 柏原  宏紀  17:12.56 
ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 広島経済大 ｶｼﾊﾗ ﾋﾛｷ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島

 6 古山　義久  16:04.94  6 檪良  義則  17:14.54 
ﾌﾙﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 広島市役所 ﾅｷﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 広島市役所

 7 柘植  翔太  16:13.41  7 河村  孝文  17:23.79 
ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 広島市陸協 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾝﾎﾞｰSC

 8 佐藤  慶一(2)  16:15.23  8 対馬  拓海  17:29.35 
ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 広島経済大 ﾂｼﾏ ﾀｸﾐ 比治山AC

 9 井野口  慎之輔  16:24.79  9 車谷  慶介  17:33.89 
ｲﾉｸﾁ ｼﾝﾉｽｹ 比治山AC ｸﾙﾏﾔ ｹｲｽｹ 広島市役所

10 西野  悠  16:40.63 10 鍋島  孝  17:44.53 
ﾆｼﾉ ﾋｻｼ 広島市役所 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｶｼ 広島市役所

11 高辻  弘一(op)(4)  18:12.15 11 賀中  玲雄(2)  18:11.40 
ﾀｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 福山大 ｶﾁｭｳ ﾚｵ 広陵高
波平  憲人 12 澤津橋  英昌  18:28.05 
ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ 広島市陸協 ｻﾜﾂﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾏｻ GSOT&F
ｶﾗﾝｼﾞｬ･ｼﾞｮｽﾌｧ(2) 13 田村  正憲  18:28.47 
ｶﾗﾝｼﾞｬ･ｼﾞｮｽﾌｧ 広島経済大 ﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ
河原  洋太(4) 14 山高　浩司(op)  18:34.97 
ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ 広島経済大 ﾔﾏﾀｶ ｺｳｼﾞ 廿日市陸協
脇田  怜司(4) 15 中村　啓二  18:38.73 
ﾜｷﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 広島経済大 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
一宮  颯斗(4) 16 服部  壮真(1)  19:35.28 
ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ 広島経済大 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 広陵高
谷澤  泰輝(4) 17 上岡  利伸  19:41.31 
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｲｷ 広島経済大 ｳｴｵｶ ﾄｼﾉﾌﾞ 広島市役所
山崎  達哉(3) 18 児玉  亮一  20:33.70 
ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 広島経済大 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 広島県庁RC
竹平  奏太(2) 竹入  英樹
ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広島経済大 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 広島市役所
揚場  康平(2) 西川  拓司
ｱｹﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 広島経済大 ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
横田  吏功(2) 宮原  敏郎(2)
ﾖｺﾀ 広島経済大 ﾐﾔﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 広島大霞
藤野  浩一 出口  浩己
ﾌｼﾞﾉ ｺｳｲﾁ ﾔﾝﾎﾞｰSC ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 広島市役所
寄木  康弘 丹羽  知嗣
ﾖﾘｷ ﾔｽﾋﾛ 広島市陸協 ﾆﾜ ﾄﾓﾂｸﾞ ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
福永  恭平(2) 三宅  康夫
ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 広島経済大 ﾐﾔｹ ﾔｽｵ ﾏｽﾀｰｽﾞ広島

桑田  紹
ラップタイム ｸﾜﾀ ﾀｽｸ 広島疾風ｸﾗﾌﾞ
  1000m    2:58.1 71706 岡田  峻
  2000m    5:56.4   〃     〃 ラップタイム
  3000m    8:58.2   〃     〃   1000m    3:17.2    48 福田　昌哉
  4000m   〃     〃   2000m    6:29.0   〃     〃 

  3000m    9:46.7   〃     〃 
  4000m   13:11.3   〃     〃 

男子

５０００ｍ

決勝

記録／備考順 No.

14 71657

4 71706
氏  名 所属名

9 71061

11   646

20    60

15 71664

6 71658

18   543

23    59

16  1021

21  1492
途中棄権

22 71870

2 71651
欠場

1 71666
欠場

5 71649
欠場

3 71653
欠場

8 71656
欠場

7 71652
欠場

12 71663
欠場

10 71660
欠場

17  1962

24 71661

13 71668

19

順

欠場

欠場

欠場

 1597

25    48

記録／備考
1   736

No. 氏  名 所属名

7    69

3 71508

11    61

6  1473

18  1022

21  1955

9    51

10    62

19  1381

16   248

15  2069

22  4006

24  1802

12  1467

17    36

23    53

欠場
4  1461

2    65

欠場
8    54

欠場
5 71155

欠場
14  4068

欠場
13  1472

欠場

欠場
20  1611

欠場



   1 岡田  峻 広島市陸協    14:54.35   1   1
   2 斎藤  諒(2) 広島経済大    14:57.93   1   2
   3 谷本　結太 鶴学園ｸﾗﾌﾞ    15:21.87   1   3
   4 児玉  優生 広島市陸協    15:35.94   1   4
   5 淺野  鴻之介(2) 広島経済大    15:45.71   1   5
   6 古山　義久 広島市役所    16:04.94   1   6
   7 柘植  翔太 広島市陸協    16:13.41   1   7
   8 佐藤  慶一(2) 広島経済大    16:15.23   1   8

男子

５０００ｍ

順位都道府県 所属名 記録

タイムレース

順位 No. 氏  名

   60

71061

備考 組
71706
71657

71658
  543

  646

71664



決勝 9月20日  9:30

広島県記録(PR)               20:07.53 西塔　拓己                   東洋大学         2003/5/30   
大会記録(GR)              21:51:51.00 大本　範宗                   広島経済大学     2013/7/14   

本田  央介(op)(3)  22:43.92 
ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 神辺旭高
池田  健人(op)(3)  22:54.29 
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 神辺旭高
村上  巧弥(op)(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 福山平成大
宮原  敏郎(2)
ﾐﾔﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 広島大霞

ラップタイム
  1000m    4:31.1  1194 本田  央介(op)(3)
  2000m    9:02.6   〃     〃 
  3000m   14:39.3  1201 池田  健人(op)(3)
  4000m   18:25.6  1194 本田  央介(op)(3)

男子

５０００ｍ競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1194

4  1201

2 71108
失格　T3

1 71155
欠場



決勝 9月19日 14:35

広島県記録(PR)                  13.98 高山　峻野                   明治大学         2016/8/20   
大会記録(GR)                    14.54 才野　博久                   広島経済大学     2001/7/21   

風速 -2.0

 1 岩本  康平(3)     14.83 
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島経済大

 2 谷  和幸(2)     16.15 
ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 広島経済大
山本  浩右(op)     15.59 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ
村上  怜矢(op)(3)     15.80 
ﾑﾗｶﾐ ﾚｲﾔ 神辺旭高
菊本  悠斗(op)(3)     15.89 
ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 神辺旭高
日高  聡一郎
ﾋﾀﾞｶ ｿｳｲﾁﾛｳ CHASKI
藤本  悠也(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 広島工業大
横田  健太
ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ 黄金山AC

決勝 9月19日 14:15

県中学記録(PR)                  14.24 福本　　廉                   海田             2015/ 7/ 5  

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.3

 1 東    雅人(3)     16.06  1 相星  周汰(2)     16.57 
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ 大州中 ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ 矢野中

 2 三島  生輝(3)     17.38  2 三分一佑弥(2)     20.04 
ﾐｼﾏ ｲｯｷ 口田中 ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ 五日市観音中

 3 錦織  由翔(中3)     17.63  3 川手  皓生(1)     20.35 
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ CHASKI ｶﾜﾃ ｺｳ 五日市観音中

 4 櫃田  拓磨(中3)     17.83  4 片岡  晃誠(2)     21.71 
ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｶﾀｵｶ ｺｳｾｲ 大州中

 5 吉本  悠晃(2)     17.99  5 船原  基希(3)     22.12 
ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 祇園東中 ﾌﾅﾊﾗ ﾓﾄｷ 口田中
水戸  建佑(3)  6 日高  雅康(3)     24.08 
ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 安佐中 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ 国泰寺中

竹林　音輝(1)
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ 広島城南中

決勝 9月20日 10:30

広島県記録(PR)                  47.89 為末　大                     法政大学         2008/10/1   
大会記録(GR)                    52.70 中野　将春                   広島経済大学     2001/7/22   

 1 山本　諒(2)     51.59 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ

 2 北川  朔矢(2)   1:03.50 
ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ 広島修道大
穂積  赳史(op)(1)     55.01 
ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 福山平成大
石津  翔太(op)(2)     56.45 
ｲｼｽﾞ ｼｮｳﾀ 広島文化学園大
大館  侑弥(op)(2)
ｵｵﾀﾞﾃ ﾕｳﾔ 広島大
山崎  優佑(op)(4)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 広島大

所属名 順 ﾚｰﾝ 所属名

中学男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
4   528 7  2073

No. 氏  名 記録／備考

6  1928 4  2143

7  3581 3  2146

2  3880 2   533

3  1340 5 11931

5  1244 6    73

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

欠場
8  1233

失格

男子

４００ｍＨ

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4 71674

6  4173

1 71686

8   309
失格

5  1196

3  1192

7 71530
途中棄権

2  1309
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
5   624

大会新
2 71076

3 71107

6 71503

4 71120
欠場

7 71222
欠場



決勝 9月20日  9:30

大会記録(GR)                  9:05.89 左達　恵                     中電工           2003/7/21   
広島県記録(PR)                8:19.52 新宅　雅也                   ヱスビー食品     1980/7/8    

 1 井野口  慎之輔  10:22.98 
ｲﾉｸﾁ ｼﾝﾉｽｹ 比治山AC

 2 対馬  拓海  10:27.77 
ﾂｼﾏ ﾀｸﾐ 比治山AC

 3 竹井  寿明(2)  10:34.45 
ﾀｹｲ ﾄｼｱｷ 広島修道大

 4 朝倉  大貴(3)  10:50.08 
ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｷ 広島修道大

 5 鎌田  颯(2)  10:52.21 
ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 広島修道大
武内  亮介(M1)
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 広島大霞
宮原  敏郎(2)
ﾐﾔﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 広島大霞

ラップタイム
  1000m    3:20.2 71075 鎌田  颯(2)
  2000m    6:49.8  1022 対馬  拓海

5 71155
欠場

2 71075

4 71164
欠場

1 71078

3 71059

6  1021

7  1022

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



男子
決勝 9月19日 15:00

４×１００ｍ

大会記録(GR)                    41.12 広島経済大学                 広島経済大学     1996/7/27   
（藤藁・鈴木・瀬尾・日野）

広島県記録(PR)                  39.82 広島県                       広島県           2014.10.20  
（野田　悠斗・北村　拓也・松尾　隆雅・山縣　亮太）

[ 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   3 広島文化学園大学71992 明神  武(op)(1)     42.22  1   3 東原中  1556 佐藤  亮太(2)     47.93 

ﾋﾛｼﾏﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｹﾙ ﾋｶﾞｼﾊﾗﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ
広  島 71991 妻澤  篤志(op)(1)  1548 吉岡  裕修(2)

ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ
71507 日浦  泰基(op)(2)  1552 竹岡  慶人(2)

ﾋｳﾗ ﾀｲｷ ﾀｹｵｶ ﾖｼﾄ
72158 山本  魁聖(op)(1)  1560 岩谷  一樹(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ
 2   4 広島修道大学 71068 長尾  裕太(3)     43.65  2   6 五日市観音中  2142 迫野  裕一(3)     48.38 

ﾋﾛｼﾏｼｭｳﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝﾁｭｳ ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ
広  島 71070 濵﨑  智哉(3)  2144 糸井  湧真(2)

ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ ｲﾄｲ ﾕｳﾏ
71073 横田  司(3)  2143 三分一佑弥(2)

ﾖｺﾀ ﾂｶｻ ｻﾝﾌﾞｲﾁ ﾕｳﾔ
71935 廣瀬  歩真(1)  2141 山田  野葵(3)

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ
 3   6 安佐中  1243 弘中  拓実(3)     46.26  3   7 矢野中  2075 和泉  碧人(2)     48.84 

ｱｻﾁｭｳ ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ ﾔﾉﾁｭｳ ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ
 1242 田中  裕作(3) 広  島  2073 相星  周汰(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ｱｲﾎｼ ｼｭｳﾀ
 1241 高橋    輝(3)  2077 岡田    蓮(2)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ
 1245 森    海斗(3)  2079 栗林  慎成(2)

ﾓﾘ ｶｲﾄ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝｾｲ
 4   8 オリンピアプラス 3922 櫻井  俊輔(中2)     46.35  4   2 広島三和中  2113 吉川  広大(2)     49.51 

ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜﾁｭｳ ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 3913 植田  瑛稀(中)  2112 正木  翔大(3)

ｳｴﾀﾞ ｴｲｷ ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ
 3923 山田  修弥(中2)  2114 西垣  瑞輝(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ ﾆｼｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ
 3880 櫃田  拓磨(中3)  2111 辻本倫太郎(3)

ﾋﾂﾀ ﾀｸﾏ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
 5   7 国泰寺中    73 日高  雅康(3)     46.53  5   8 古田中  1009 中尾  駿平(2)     49.74 

ｺｸﾀｲｼﾞﾁｭｳ ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾔｽ ﾌﾙﾀﾆﾁｭｳ ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ
   71 徳川  圭佑(3)  1008 宍戸  瞭太(2)

ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ
   83 柳川  瑛太(2)  1007 児玉    航(2)

ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ
   82 玉井  晴葵(2)  1017 前崎  陽仁(1)

ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ ﾏｴｻｷ ｱｷﾋﾄ
 6   2 口田中 11936 杉田  空軌(3)     48.03   4 黄金山ＡＣ  1344 森本　亮祐

ｸﾁﾀﾁｭｳ ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ ｵｳｺﾞﾝｻﾞﾝｴｰｼｰ ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 欠場
 1926 古森  巧望(3)  1329 吉橋  達矢

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ
11937 田尾  温人(3)  1325 松浦  崇史

ﾀｵ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ
 1925 平岡    塁(3)  1309 横田  健太

ﾋﾗｵｶ ﾙｲ ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ
  5 広島経済大学   5 ACﾌｸﾔﾏ

ﾋﾛｼﾏｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 欠場 ASﾌｸﾔﾏ 欠場

男子

４×１００ｍ

順位 ｵｰﾀﾞｰ1
   1 広島修道大学 広  島     43.65 長尾  裕太(3) 濵﨑  智哉(3) 横田  司(3) 廣瀬  歩真(1)   1   2
   2 安佐中     46.26 弘中  拓実(3) 田中  裕作(3) 高橋    輝(3) 森    海斗(3)   1   3
   3 オリンピアプラス     46.35 櫻井  俊輔(中2)植田  瑛稀(中) 山田  修弥(中2)櫃田  拓磨(中3)  1   4
   4 国泰寺中     46.53 日高  雅康(3) 徳川  圭佑(3) 柳川  瑛太(2) 玉井  晴葵(2)   1   5
   5 東原中     47.93 佐藤  亮太(2) 吉岡  裕修(2) 竹岡  慶人(2) 岩谷  一樹(1)   2   1
   6 口田中     48.03 杉田  空軌(3) 古森  巧望(3) 田尾  温人(3) 平岡    塁(3)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3所属名

タイムレース

決勝



   7 五日市観音中     48.38 迫野  裕一(3) 糸井  湧真(2) 三分一佑弥(2) 山田  野葵(3)   2   2
   8 矢野中 広  島     48.84 和泉  碧人(2) 相星  周汰(2) 岡田    蓮(2) 栗林  慎成(2)   2   3
   9 広島三和中     49.51 吉川  広大(2) 正木  翔大(3) 西垣  瑞輝(2) 辻本倫太郎(3)   2   4
  10 古田中     49.74 中尾  駿平(2) 宍戸  瞭太(2) 児玉    航(2) 前崎  陽仁(1)   2   5

広島文化学園大学広  島     42.22 明神  武(op)(1)妻澤  篤志(op)(1)日浦  泰基(op)(2)山本  魁聖(op)(1)  1   1



決勝 9月20日 16:25

大会記録(GR)                  3:17.57 広島経済大学                 広島経済大学     1996/7/28   
（瀬尾・鈴木・藤藁・日野）

広島県記録(PR)                3:11.20 広島経済大学                 広島経済大学     1993/9/11   

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 広島経済大学 71673 引野  隆輔(4)   3:24.59 

ﾋﾛｼﾏｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ
72164 渡辺  和哉(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ
71685 末木  拓生(2)

ｽｴｷ ﾋﾛｷ
71655 樋口  恵介(3)

ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ
2   3 広島修道大学 71070 濵﨑  智哉(3)   3:36.06 

ﾋﾛｼﾏｼｭｳﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ
広  島 71935 廣瀬  歩真(1)

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ
71074 岡本  提(2)

ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ
71076 北川  朔矢(2)

ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ
  4 広島文化学園大学71992 明神  武(op)(1)   3:26.90 

ﾋﾛｼﾏﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｹﾙ
広  島 71991 妻澤  篤志(op)(1)

ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ
71503 石津  翔太(op)(2)

ｲｼｽﾞ ｼｮｳﾀ
71507 日浦  泰基(op)(2)

ﾋｳﾗ ﾀｲｷ

男子

４×４００ｍ

決勝



男子
決勝 9月19日 10:00

走高跳

大会記録(GR)                     2.20 富山　拓矢                   鶴学園クラブ     2012/7/15   
広島県記録(PR)                   2.23 多賀　満                     沼田高           1992/07/25  

勝坂　伸                     明治大           1993/05/23  
向井　裕介                   中京大           2004/04/03  
富山　拓矢                   福岡大           2007/07/21  

順位 1m45
1m90 1m95 2m00 2m05

1 杉原  哲平(3) - - - - - - - - - o
ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 広島工大高 o o xxo xxx

2 大田  耕平 - - - - - - o o o xxx
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広島県庁RC

3 難波    或(3) - - - xo o xxx
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中

4 山田  野葵(3) - - - o xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 五日市観音中

5 佐々木  綱 o o o o xxx
ｻｻｷ ﾂﾅ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

6 尾花  亮(高1) - - o xxx
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

7 半田  浩基 - - xo xxx
ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ

8 杉田  空軌(3) o xxo xo xxx
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 口田中

9 澁谷咲太朗(2) o o xxx
ｼﾌﾞﾔ ｻｸﾀﾛｳ 東原中

9 佐藤  亮太(2) o o xxx
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 東原中

11 金子  優生(2) o xxo xxx
ｶﾈｺ ﾕｳｾｲ 安佐中
廣川  憂伍(op)(1) - - - - - o xo o xo xxx
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｺﾞ 広島文化学園大
花屋  佳明(op)(3) - - - - - - - xo xo xxx
ﾊﾅﾔ ﾖｼｱｷ 福山平成大
向井  祐介(op) - - - - - - o xo xxx
ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ ﾏｽﾀｰｽﾞ広島
信川  瞭(op)(3) - - - o xxo xxo xo xxx
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 神辺旭高
柾木凜太郎(op)(3) xo o o xxo xxx
ﾏｻｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 大野東中
山本  翔琉(op)(2) xxx 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ 大野東中
渡辺  優太(2) xxx 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 口田中
井神  大輝(op)(3) xxx 記録なし
ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 大野東中
櫻井  俊輔(中2) - - xxx 記録なし
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
徳川  圭佑(3) - - xxx 記録なし
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 国泰寺中
宇野  剣太(2) 欠場
ｳﾉ ｹﾝﾀ 国泰寺中
古閑  翔太朗(op)(3) 欠場
ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 広島文化学園大
松山  直輝(op) 欠場
ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵｷ 庄原市陸協

決勝 9月20日 12:00

大会記録(GR)                     5.00 田村　雄志                   中央大学         2002/7/20   
広島県記録(PR)                   5.42 山本　智貴                   日本体育大       2015.5.17   

鍛冶元　結(1)
ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広島経済大
谷  和幸(2)
ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 広島経済大
沖土井  一隆 記録なし
ｵｷﾄﾞｲ ｶｽﾞﾀｶ 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ
佐々木  崇之 欠場
ｻｻｷ ﾅｵﾕｷ 広島経済大

3 71670

1  4209
xxx

 3.20

 4.30

2 2 71686
o xxo xxo xxx

- xo xxx

記録 備考
1 5 72162

- - -

3m20 3m40 4m30 4m40

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m50 3m00

15

23  2841

18 71505

13  3922

5    81

4  2667

   71

6  1924

7  2656

16  1199
 1.70

8  2658
 1.55

22 71093
 1.80

20  4157
 1.75

2  1250
 1.45

19 72156
 1.80

3  1555
 1.45

11  1556
 1.45

9   622
 1.50

10 11936
 1.50

17  3930
 1.55

12  3885
 1.50

   46
 1.80

1  1005
 1.60

14  2141
 1.60

1m85
記録 備考

24   984
 2.00

1m50 1m55 1m60 1m65 1m75
試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m40 1m70

決勝

1m80

21



田村  圭祐(op)(4) 欠場
ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 広島大
下瀬  翔貴 欠場
ｼﾓｾ ｼｮｳｷ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ

6   625

4 71125



決勝 9月20日 10:00

大会記録(GR)                     7.50 森岡　和明                   東洋工業         1975/6/29   
広島県記録(PR)                   7.98 富山　拓矢                   鶴学園クラブ     2012/9/9    

 ３回の
 最高記録

倉田  匠   6.69    x   6.79    6.79    6.79 
ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ wenzi陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.8   -0.9    -0.9    -0.9
廣田  雄大    x   6.61   5.37    6.61    6.61 
ﾋﾛﾀ ﾕｳﾀﾞｲ HRC   +1.5   +0.1    +1.5    +1.5
松井  優斗(2)   6.49   6.42    x    6.49    6.49 
ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広島経済大   +1.4   +0.3    +1.4    +1.4
大坪  恭也    x   6.31   6.40    6.40    6.40 
ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ 広島経済大    0.0   -0.8    -0.8    -0.8
横田  雄大(3)   6.16   6.10   6.04    6.16    6.16 
ﾖｺﾀ  ﾕｳﾀﾞｲ 広島経済大   +1.8   -1.0   -1.1    +1.8    +1.8
新谷  哲也   5.94    x   5.82    5.94    5.94 
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ   +0.1   +1.2    +0.1    +0.1
藤本  直杜   5.86   5.72   5.66    5.86    5.86 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 広経大ｸﾗﾌﾞ   +0.1   -0.1   -0.6    +0.1    +0.1
柳川  瑛太(2)   5.35   5.67    x    5.67    5.67 
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 国泰寺中   -0.3   -0.8    -0.8    -0.8
鷲頭  慶士(3)    x   5.58   5.47    5.58    5.58 
ﾜｼｽﾞ ｹｲｼ 戸山中   +0.1   +1.0    +0.1    +0.1
飯島　隼斗(3)   5.49    x   5.26    5.49    5.49 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高取北中   +0.9   +0.7    +0.9    +0.9
正木  翔大(3)    x   4.54   5.30    5.30    5.30 
ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広島三和中   -0.6   -0.9    -0.9    -0.9
佐藤  宏幸   4.96   5.27   5.05    5.27    5.27 
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 基町AC   +0.9   +1.5   -0.3    +1.5    +1.5
迫野  裕一(3)   5.22   5.08   5.12    5.22    5.22 
ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 五日市観音中   +0.3   +1.0   -0.6    +0.3    +0.3
亀岡  洋海   5.14    x   4.99    5.14    5.14 
ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ 広島疾風ｸﾗﾌﾞ   +0.8   +0.2    +0.8    +0.8
金村恰之介(3)   4.96   5.02   4.88    5.02    5.02 
ｶﾅﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 口田中   +1.3   -0.8   -2.2    -0.8    -0.8
岩谷  一樹(1)    x   4.95   5.00    5.00    5.00 
ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ 東原中   +0.5   +1.9    +1.9    +1.9
田中    心(2)   4.98   4.91    x    4.98    4.98 
ﾀﾅｶ ｼﾝ 安佐中   +0.4   +0.5    +0.4    +0.4
田坂  俊太(2)   4.90   4.75   4.65    4.90    4.90 
ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 安佐中   +1.0   +2.0   -0.4    +1.0    +1.0
豊田　耀司(2)   3.55   4.57   4.81    4.81    4.81 
ﾄﾖﾀ ﾖｳｼﾞ 高取北中   +0.8   +1.6   -0.2    -0.2    -0.2
吉川  広大(2)   4.58   4.52   4.74    4.74    4.74 
ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 広島三和中   +0.1   -0.5   -0.2    -0.2    -0.2
深見    駿(3)   4.64   4.50   4.71    4.71    4.71 
ﾌｶﾐ ｼｭﾝ 口田中   +1.0   -0.5   -0.1    -0.1    -0.1
向井畑翔太(1)    x   3.95   3.90    3.95    3.95 
ﾑｶｲﾊﾀ ｼｮｳﾀ 五日市観音中   -0.8   -0.2    -0.8    -0.8
佐々井駿司(1)   3.04   2.12   3.63    3.63    3.63 
ｻｻｲ ｼｭﾝｼﾞ 口田中   +0.1   -0.6   +0.3    +0.3    +0.3
今田    晶(1)    x   3.61   3.21    3.61    3.61 
ｲﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 戸山中   +0.2   +0.7    +0.2    +0.2
金村侶之介(1)   2.85   2.80   3.02    3.02    3.02 
ｶﾅﾑﾗ ﾄﾓﾉｽｹ 口田中   +0.4   +0.2   +0.2    +0.2    +0.2
中前  俊太(op)   5.70   5.49   5.81    5.81    5.81 
ﾅｶﾏｴ ｼｭﾝﾀ せとなみTC   +0.1   -0.4   -0.5    -0.5    -0.5
安達  晃輝(1) 欠場
ｱﾀﾞﾁ ｺｳｷ 広陵高
山口  星那(3) 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 安佐中
守友  空青(3) 欠場
ﾓﾘﾄﾓ ｱｵ 口田中
池田  圭吾(1) 欠場
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 広陵高
山田  修弥(中2) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
北村  幸大(2) 欠場
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 広陵高
尾花  亮(高1) 欠場
ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
乃美  祐介(op)(1) 欠場
ﾉｳﾐ ﾕｳｽｹ 広島大
網本  芳(1) 欠場
ｱﾐﾓﾄ ｶｵﾙ 広陵高

男子

走幅跳

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 33  1065

2 32  9999

-2- -3- -4-

3 30 71688

4 28 71689

5 29 71680

6 24   778

7 27   577

8 25    83

9 21  1362

10 35  1488

11 9  2112

12 18  1905

13 14  2142

14 19  1604

15 11 11934

16 20  1560

17 1  1256

18 15  1255

19 34  1485

20 7  2113

21 12  1927

22 6  2147

23 5  1901

24 2  1364

25 4  1905

26 26  3620

3  2030

8  1246

10 11938

16  2024

17  3923

22   245

13  1801

23  3885

31 72151



男子
決勝 9月19日 11:30

三段跳

大会記録(GR)                    15.25 黒木　識祐                   マツダ           1991/7/20   
広島県記録(PR)                  16.13 妹尾　玲                     福岡大           2003/9/28   

順位 -2-  ３回の
 最高記録

1 横田  雄大(3)  12.88    x  13.78   13.78   13.78 
ﾖｺﾀ  ﾕｳﾀﾞｲ 広島経済大   +0.9   +1.7    +1.7    +1.7

2 田村  春樹(3)  12.96  13.72  12.39   13.72   13.72 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 広島経済大   +3.8   -0.8   -0.8    -0.8    -0.8

3 檀上  敬彦(3)  13.47  11.88  13.64   13.64   13.64 
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ 広島工大高   +1.2   +0.2   +2.6    +2.6    +2.6

4 隅田  拓真(2)    x  13.45  13.45   13.45   13.45 
ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ 広島経済大   +0.8   +0.9    +0.8    +0.8
村上  啓太(op)(3)  12.26  12.28  12.07   12.28   12.28 
ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀ 広島文化学園大   +0.5   +0.2   +0.6    +0.2    +0.2
中前  俊太(op)    x  11.67  11.30   11.67   11.67 
ﾅｶﾏｴ ｼｭﾝﾀ せとなみTC   +1.2   -1.1    +1.2    +1.2
梅田  修    x    x    x 記録なし
ｳﾒﾀﾞ ｵｻﾑ GSOT&F
網本  芳(1) 欠場
ｱﾐﾓﾄ ｶｵﾙ 広陵高
岩佐  光繁 欠場
ｲﾜｻ ﾐﾂｼｹﾞ ﾏﾂﾀﾞAC
竹本  周平 欠場
ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ
冨山  拓矢 欠場
ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 鶴学園ｸﾗﾌﾞ

2  1801

1  1374

11   636

5  1874

9   629

8 72163

4 71502

3  3620

71677

6   985

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -1- 備考

7 71680

10

-3- -4- -5- -6-所属名 記録

決勝



決勝 9月20日 11:30

大会記録(GR)                    15.93 Ｂ・ＪＡＳＯ                 広島経済大学     1991/7/21   
広島県記録(PR)                  16.69 石田　義久                   東洋工業         1967/9/3    

 ３回の
 最高記録

甲斐  公耀
ｶｲ ｷﾐｱｷ 広経大ｸﾗﾌﾞ
中矢  千加良(3)
ﾅｶﾔ ﾁｶﾗ 広島経済大
高野  尚之(2)
ﾀｶﾉ ﾅｵﾕｷ 広島経済大
安積  大輔(3)
ｱﾂﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 広島修道大

決勝 9月20日 11:30

県中学記録(PR)                  16.24 大地　智也                   祇園東           2016/10/8   

 ３回の
 最高記録

木村  逸希(3)
ｷﾑﾗ ｲﾂｷ 戸山中
難波    或(3)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾙ 古田中
有田  成望(op)(2)
ｱﾘﾀ ﾅﾙﾐ 大野東中
松尾  泰誠(2)
ﾏﾂｵ ﾀｲｾｲ 東原中
甘井新之介(3)
ｱﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 翠町中
川村    亮(1)
ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳ 大塚中
番匠  優太(1)
ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾕｳﾀ 翠町中
跡部  悠良(2)
ｱﾄﾍﾞ ﾕﾗ 大州中

決勝 9月20日 13:00

大会記録(GR)                    51.28 池田　弘志                   マツダ           1987/7/26   
広島県記録(PR)                  53.50 大石　博暁                   グローバリー     2001/6/30   

 ３回の
 最高記録

甲斐  公耀
ｶｲ ｷﾐｱｷ 広経大ｸﾗﾌﾞ
大内　龍聖(op)(1)
ｵｵｳﾁ ﾘｭｳｾｲ 福山平成大
谷  和幸(2) 欠場
ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 広島経済大

2 71686

   x   30.18  30.18 

  34.93  34.93 

1 71102
 30.18    o

1 3   578
   x    x  34.93

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  5.06    5.08   5.08 

   6.25   6.25 

8 4   531
  4.90   5.08

7 1   600
  6.01   6.25   5.84

  6.28    6.28   6.28 

   7.66   7.66 

6 2  1588
  5.35   5.88

5 5   585
  7.66   7.43   7.44

  7.66    8.08   8.08 

   8.25   8.25 

4 7  1554
  6.67   8.08

3 6  2664
  7.60   8.25   8.14

 11.24   11.24  11.24 

  12.27  12.27 

2 3  1005
 10.27  10.65

1 8  1361
 11.03  10.36  12.27

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  9.94    9.94   9.94 

  10.46  10.46 

4 2 71062
   x    x

3 3 72160
 10.46   9.38   9.65

   x   10.72  10.72 

  10.73  10.73 

2 4 71678
 10.72   9.98

1 1   578
   x  10.73    x

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

男子

砲丸投

決勝



男子
決勝 9月19日 12:00

やり投

大会記録(GR)                    66.98 大林　和彦                   あかしや         /1986/      
広島県記録(PR)                  77.47 山本　一喜                   中央大           2004/10/27  

順位  ３回の
 最高記録

1 桑田  和佳
ｸﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 広島大樟柳ｸﾗﾌﾞ

2 村上  蒼輝(3)
ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 広島市立工業高

3 沖土井  一隆
ｵｷﾄﾞｲ ｶｽﾞﾀｶ 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ
上田  力哉(op)(3)
ｳｴﾀﾞ ﾘｷﾔ 広島文化学園大
信川  瞭(op)(3)
ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 神辺旭高
金川  伸一郎(op)(4) 欠場
ｶﾈｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福山大

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

6   475
 65.82   65.82  65.82 

4   937
 61.38    x

1  4209
   x  31.02 

  61.38  61.38 

2  1199
 36.69

3 71512
 40.59    x

 36.69 

  40.59  40.59 

  36.69

5 71868

   x

 31.02   31.02

決勝


