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日付 種目

藤井　亮太(1) 11.90(+2.3) 杉本　蒼来(1) 12.08(+2.3) 佐藤　　連(1) 12.11(+2.3) 小早川智之(1) 12.18(+3.9) 櫟良　悠希(1) 12.19(+3.9) 平岡　　凌(1) 12.20(+2.3) 森数　俊輔(1) 12.22(+2.3) 前崎　陽仁(1) 12.41(+2.6)
神辺東中 福山東中 神辺西中 県立広島中 大野東中 広島三和中 栗原中 古田中

宮崎　　隼(1) 12.41(+3.9)
長束中

若林　勇希(1) 4:35.42 石尾　海波(1) 4:35.46 鈴木　雄貴(1) 4:38.07 松本　朔哉(1) 4:39.00 大宅　翔太(1) 4:40.22 桒田　旬斗(1) 4:41.73 西坂　碧斗(1) 4:44.82 森田　寛生(1) 4:49.30
福山城南中 観音中 向陽中 安浦中 牛田中 大成館中 城山中 CHASKI
中西謙至郎(2) 11.25(+2.9) 山田　修弥(2) 11.61(+2.9) 鶴井　和毅(2) 11.66(+2.9) 折本　太輝(2) 11.83(+2.9) 櫻井　俊輔(2) 11.95(+1.5) 柳川　瑛太(2) 11.96(+1.5) 山本　隼人(2) 12.01(+2.9) 武田　潤也(2) 12.07(+2.3)
ひろしま協創中 安佐中 呉中央中 戸坂中 安佐中 国泰寺中 近大東広島中 松賀中
赤繁　咲多(2) 4:23.82 小田　翔太(2) 4:23.86 井上　心太(2) 4:24.80 槙本陽之輔(2) 4:25.58 島津　　暖(2) 4:27.14 北橋　珠羽(2) 4:27.62 榊原　　哲(2) 4:33.43 大立　凌輔(2) 4:33.73
府中第一中 五日市南中 大成館中 CHASKI 口田中 白岳中 高取北中 宮浦中
平澤　　櫂(3) 11.14(+2.7) 木本　佑真(3) 11.32(+2.7) 森　　海斗(3) 11.44(+2.7) 谷口　　輝(3) 11.47(+2.7) 遊佐　碧依(3) 11.50(+2.5) 石川颯太郎(3) 11.51(+2.7) 大月　佑真(3) 11.52(+3.2)
昭和北中 広島城南中 安佐中 宇品中 宇品中 横路中 五日市南中

坪倉　瑠快(3) 11.51(+2.7)
東城中

松浦　大起(3) 4:14.19 田中　　陸(3) 4:18.65 池野　蓮志(3) 4:24.48 坂田　颯磨(3) 4:27.22 後東　和希(3) 4:27.41 林　　祐太(3) 4:28.80 有田　陽輝(3) 4:29.14 岡山　大朔(3) 4:29.21
牛田中 高屋中 加計中 CHASKI 広中央中 五日市南中 芸北中 大野東中
平澤　　櫂(3) 22.47(+2.7) 坪倉　瑠快(3) 23.02(+2.7) 石川颯太郎(3) 23.11(+2.7) 遊佐　碧依(3) 23.22(+2.6) 中西謙至郎(2) 23.28(+2.7) 森　　海斗(3) 23.31(+2.6) 木本　佑真(3) 23.57(+2.7) 吉岡　裕修(2) 23.63(+2.7)
昭和北中 東城中 横路中 宇品中 ひろしま協創中 安佐中 広島城南中 東原中
遠藤　尚貴(3) 53.76 吉岡　裕修(2) 53.95 野崎　友晴(2) 55.10 内尾　　陽(3) 55.43 榊原　　哲(2) 55.48 中島　琉心(3) 55.49 村上　蓮斗(3) 55.52 賀川　皓明(3) 55.74
松賀中 東原中 祇園東中 白岳中 高取北中 祇園中 城山中 伴中
坂田　颯磨(3) 2:03.50 林　　祐太(3) 2:04.07 岸本　亘平(3) 2:04.76 丸茂　圭史(3) 2:06.41 槙本陽之輔(2) 2:07.62 榎園　大輝(3) 2:08.25 柴田　愛哉(3) 2:08.49 堀　　誠人(3) 2:09.47
CHASKI 五日市南中 二葉中 瀬野川東中 CHASKI 伴中 井口中 福山城北中
松本　侑頼(3) 9:24.53 井上　史琉(3) 9:29.70 光成　吉平(3) 9:31.48 中村　清雅(3) 9:40.81 山田　経翔(3) 9:46.58 小田　翔太(2) 10:40.27
高取北中 福山城北中 広大福山中 広大福山中 高屋中 五日市南中
齋藤　誠人(3) 14.44(+3.1) 村上　大心(3) 14.83(+3.1) 田中　奨絆(3) 14.97(+3.1) 水戸　建佑(3) 15.24(+3.1) 鷲頭　慶士(3) 15.33(+3.1) 東　　雅人(3) 15.35(+3.1) 久保　収史(3) 16.06(+4.2) 相星　周汰(2) 16.09(+4.4)
井口中 新市中央中 横路中 安佐中 戸山中 大州中 高屋中 矢野中
山口　　慶(3) 1m80 鈴木斗雄哉(3) 1m70 樽谷　俊哉(3) 1m65 山田　野葵(3) 1m65 佐藤　良紀(3) 1m65 難波　　或(3) 1m60 櫻井　俊輔(2) 1m60 古谷　卓磨(3) 1m55
中広中 向陽中 福山東中 五日市観音中 鷹取中 古田中 安佐中 東原中
伊藤　大輔(3) 3m80 大江　一真(2) 3m30 駒津　尚之(3) 3m20 綾　　佑心(2) 3m00 土田　涼大(2) 2m90
近大東広島中 井口中 井口中 近大東広島中 近大東広島中
岡林　弓真(3) 6m42(+5.4) 大月　佑真(3) 6m21(+4.9) 相星　周汰(2) 6m13(+3.0) 松本　陽汰(2) 6m10(+4.3) 木村　祐樹(3) 5m97(+3.0) 畠田　倖来(2) 5m86(+4.8) 谷口　　輝(3) 5m82(+3.2) 飯島　隼斗(3) 5m80(+3.7)
西条中 公認記録なし 五日市南中 公認6m18(+1.3) 矢野中 公認記録なし 長江中 公認記録なし 鷹取中 公認5m86(+2.0) 中広中 公認記録なし 宇品中 公認5m67(+1.7) 高取北中 公認記録なし

木村　逸希(3) 12m44 難波　　或(3) 12m41 平井　貴士(2) 12m28 清川　直希(3) 11m10 丸井　一樹(2) 10m17 竹下　永晃(3) 10m15 竹内　　新(3) 10m02 藤本　祥映(2) 9m64
戸山中 古田中 豊栄中 神辺西中 長江中 亀山中 鷹取中 三入中
三好菜々美(1) 13.00(+1.5) 藤田　実央(1) 13.01(+1.5) 吉村　花香(1) 13.28(+1.5) 山森　彩花(1) 13.30(+3.2) 上田　優希(1) 13.39(+3.3) 岡田英里佳(1) 13.54(+1.5) 伊達　友萌(1) 13.56(+3.3) 櫨本　愛珠(1) 13.56(+1.5)
神辺西中 八本松中 長束中 御調中 中広中 鷹取中 五日市南中 己斐上中
坂﨑　莉奈(1) 2:33.32 馬越　彩奈(1) 2:33.65 飯島すみれ(1) 2:34.57 小山　玲奈(1) 2:34.97 田中　佐弥(1) 2:35.59 木曽　実南(1) 2:37.60 小林　舞衣(1) 2:37.63 園田　千佳(1) 2:38.68
吉田中 大成館中 高取北中 安佐中 広島三和中 大野東中 福山城南中 日比崎中
坂井　実夢(2) 12.45(+2.1) 藤原　愛心(2) 12.66(+2.1) 長門　美佑(2) 12.69(+2.1) 上栗　彩葉(2) 12.84(+3.4) 増原　優羽(2) 12.92(+3.4) 高山　　奏(2) 12.97(+3.4) 横濵　早桜(2) 12.98(+2.1) 大竹　羽翼(2) 13.03(+3.4)
長江中 安浦中 東広島中央中 向陽中 野坂中 五日市中 廿日市中 オリンピアプラス
忰山　　渚(3) 12.39(+2.0) 玉江　　華(3) 12.70(+1.7) 山本　つき(3) 12.75(+2.0) 山根　知紗(3) 12.79(+1.7) 落合　蒼衣(3) 12.82(+2.0) 長谷川沙良(3) 12.83(+2.0) 柏原　早希(3) 12.89(+2.0) 西田　真穂(3) 13.07(+1.7)
城山中 三原第三中 長束中 広島三和中 県立広島中 国泰寺中 八本松中 CHASKI
板岡　侑花(3) 2:19.04 岡藤　美音(2) 2:20.05 永野　陽菜(3) 2:20.27 春日　楓花(2) 2:20.76 齋藤　　和(2) 2:24.30 藤村心優花(2) 2:25.98 喜多川実瑚(2) 2:26.18 高野　心晴(3) 2:27.56
仁方中 七尾中 大野東中 東原中 東朋中 吉島中 吉田中 広島三和中
江原美月優(3) 25.13(+3.2) 忰山　　渚(3) 25.42(+3.2) 山本　つき(3) 26.02(+3.2) 藤原　愛心(2) 26.25(+3.2) 山根　知紗(3) 26.40(+3.2) 長谷川沙良(3) 26.53(+3.2) 落合　蒼衣(3) 26.81(+3.2) 出来　　瑞(3) 27.30(+3.2)
鷹取中 城山中 長束中 安浦中 広島三和中 国泰寺中 県立広島中 海田中
板岡　侑花(3) 4:45.96 森安　桃風(3) 4:46.63 立花萌成子(2) 4:46.70 髙橋　美月(3) 4:51.27 岡藤　美音(2) 4:52.35 中塔　美咲(2) 4:52.35 井上　菜名(2) 4:58.38 春日　楓花(2) 5:00.75
仁方中 三原第五中 三原第五中 三原第五中 七尾中 福山城南中 大成館中 東原中
綾目ひなの(3) 14.42(+5.8) 竹堂ゆうみ(1) 14.82(+5.8) 小畠　　芽(3) 14.88(+5.8) 吉田　寛菜(3) 14.92(+5.8) 松崎　日和(3) 15.04(+5.8) 藤田　実優(3) 15.11(+5.8) 甲斐　心彩(3) 15.15(+5.8) 高山　　奏(2) 15.20(+4.0)
高西中 神辺西中 東広島中央中 日比崎中 東原中 八本松中 鷹取中 五日市中
井上　夏鈴(3) 1m57 松田　萌愛(3) 1m51 重宗　姫香(3) 1m48 乗松　泉美(2) 1m45 塚本　珠生(2) 1m40 中村なつき(3) 1m40 廣中花菜江(3) 1m40 山下　悠香(3) 1m35
大竹中 比治山女子中 東朋中 東原中 昭和北中 中広中 大竹中 大竹中

岩城ハファエラ(3) 1m35
横路中

綾目ひなの(3) 5m30(+2.2) 渡邉未優羽(3) 5m24(+2.5) 山本ひかり(3) 5m22(+2.8) 白川　朱音(3) 5m12(+1.9) 谷口　優月(2) 5m06(+2.4) 横濵　早桜(2) 5m03(+1.6) 杉村　茉優(3) 4m98(+2.4) 増原　優羽(2) 4m93(+1.4)
高西中 公認5m03(+1.7) 近大東広島中 公認3m63(+2.0) 五日市観音中 公認4m97(+1.8) 己斐中 比治山女子中 公認4m94(+0.9) 廿日市中 オリンピアプラス 公認4m77(+1.7) 野坂中
迫田　明華(2) 13m98 網本　玲菜(3) 12m31 小笠原麻記(2) 12m06 中島　璃乃(3) 10m64 杉原　瑞穂(3) 10m12 島谷　涼花(3) 10m00 北村　萌江(3) 9m77 福島　伽奈(2) 9m68
瀬野川中 七尾中 広島中等教育 中広中 福山暁の星女中 日比崎中 亀山中 伴中

凡例 

9月26日 共通女子砲丸投(2.721kg)

9月27日 共通女子走高跳

9月26日 共通女子走幅跳

9月27日 共通女子200m

9月27日 共通女子1500m

9月27日 共通女子100mH(0.762m)

9月26日 2年女子100m

9月26日 3年女子100m

9月26日 23年女子800m

9月27日 共通男子砲丸投(5.000kg)

9月27日 1年女子100m

9月26日 1年女子800m

9月26日 共通男子走高跳

9月26日 共通男子棒高跳

9月27日 共通男子走幅跳

9月26日 共通男子800m

9月26日 共通男子3000m

9月27日 共通男子110mH(0.914m)

9月27日 3年男子1500m

9月27日 共通男子200m

9月26日 共通男子400m

9月26日 2年男子100m

9月27日 2年男子1500m

9月26日 3年男子100m

9月26日 1年男子1500m
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月27日 1年男子100m


