
審 判 長 郷力　礼三

記 録 主 任 新川富士子

日付 種目

三宮　　廉 13.73 平田　愛青 14.25 畠山　瑛汰 14.58 川端　瑛人 14.62 三舩　侑斗 14.66 河野　蒼人 14.67 岡崎　未来 14.71 藪下　圭騎 14.87

アクアパーク +0.1m 御野陸上 +0.2m 石内南SKRC +0.2m 福山ジュニア陸上 +0.5m 広島J.O.C +0.5m 東広島TFC +0.5m 三原陸上 +0.5m くれJAC +0.2m

武村　　春 13.08 山中　翔太 13.16 大谷　陽音 13.28 礒辺　海生 13.47 藤井　大智 13.51 山中　瑛太 13.54 尾畑　　輝 13.67 橋本　優音 13.70

福山ジュニア -0.6m くれJAC +0.4m びんごWAC -2.5m 三原陸上 -0.6m 御野陸上 -0.2m くれJAC -1.0m ＣＨＡＳＫＩ -0.9m 高須子ども会 -0.6m

古川　弘貴 2:21.03 中西　雄也 2:23.28 大田　蘭斗 2:24.41 小野　圭太 2:24.50 石田　航朗 2:28.83 村上　宏希 2:29.60 春日　健志 2:29.85 蝉谷　旬哉 2:31.63

広島J.O.C 東広島ＴＦＣ 石内南SKRC F.K.C 熊野陸上 吉和AC リトルランナーズ広島 熊野陸上

石川　蒼大 11.74 -1.2m 有場　迅汰 12.99 北川　　稔 13.00 金内　惺海 13.25 増原　巧大 13.34 日高昊之助 13.41 高橋　凛二 13.41 田中晃太朗 13.74

東広島ＴＦＣ 大会新 アクアパーク -0.7m 竹尋アスリート -1.2m 広島J.O.C -0.7m ＣＨＡＳＫＩ -0.7m ＣＨＡＳＫＩ -0.7m 高須子ども会 -0.7m 広島J.O.C -1.2m

くれＪＡＣ 53.37 広島J.O.C－Ａ 53.55 東広島ＴＦＣ－Ａ 54.08 御野陸上－Ａ 54.35 ＣＨＡＳＫＩ－Ａ 55.03 三原陸上クラブ 55.56 福山ジュニア－Ａ 55.81 アクアパーク－Ａ 55.86

久谷　珠智 三舩　侑斗 中西　雄也 平田　愛青 柳田　祥瑛 山田　一太 門矢　佳大 藤原　潤陽

山中　瑛太 田中晃太朗 石川　蒼大 藤井　大智 尾畑　　輝 谷生　陽亮 武村　　春 有場　心汰

松本　瑛汰 金内　惺海 房原　隼斗 桒田湊太郎 火室　時貴 天野　創磨 澄川　晴人 池下慶乃介

山中　翔太 古川　弘貴 山村悠太朗 松本　莉玖 荒木健太郎 礒辺　海生 宮地　龍我 三宮　　廉

小玉宗時朗 4m15 中井　悠介 4m09 竹中　亮太 4m02 藤井　勇太 4m00 金川　世夏 3m98 小西銀之介 3m97 平山　大智 3m87 山田　一太 3m67

東広島TFC -1.4 東広島TFC +0.9 広島J.O.C -0.5 ＣＨＡＳＫＩ +0.8 吉和AC +0.4 東広島TFC +0.8 ゲールランニングクラブ +0.9 三原陸上 -0.8

上川　昇頁 4m66 福永航太郎 4m64 門矢　佳大 4m51 八幡　有亮 4m40 角　　彰馬 4m21 益本　桂地 4m04 藤井　帝志 4m00 鶴田琉之介 3m98

びんごWAC +0.3 竹尋アスリート +0.8 福山ジュニア +0.1 東広島TFC +0.1 高須こども会 +0.5 ＣＨＡＳＫＩ +0.5 音戸陸上クラブ +0.2 東広島TFC +0.5

三好　美羽 13.50  -0.3 山広　誌羽 13.53  -0.2 中谷　優生 14.53 藤原　瑠香 14.65 石河内　綺 14.79 山木戸結華 ＣＨＡＳＫＩ 14.89  +0.0 石井　乙葉 14.90

竹尋アスリート 5年県小新･大会新 ＣＨＡＳＫＩ 5年県小新･大会新 石内南SKRC +0.4 福山ジュニア +0.4 広島J.O.C -0.2 武廣　優南 東広島TFC 14.89  -0.5 福山ジュニア

光野　星莉 13.62 青井　莉子 13.65 下見　釉乃 竹尋アスリート 13.74  -0.7 佐々木遥菜 13.86 渡部　夏妃 14.09 河村　捺希 14.15 陰迫　栞奈 14.18

東広島TFC +0.5 広島J.O.C +0.5 竹國　響乃 びんごWAC 13.74  -0.7 広島J.O.C -0.7 石内南SKRC +0.0 石内南SKRC -1.2 三原陸上 +0.0

岡藤　美空 2:25.76 杉田　紅桜 2:29.74 隅田　美月 2:32.65 山口　　凛 2:33.02 川畑美津生 2:36.42 三宅　　凜 2:36.45 荻原　咲月 2:36.47 山根すず穂 2:36.86

石内南SKRC 県小新･大会新 F.K.C 石内南SKRC F.K.C くれJAC 東広島TFC アクアパーク 府中空城

村上璃愛良 12.82 石井さくら 13.06 木谷　優月 13.18 田淵　朱莉 13.61 大石　和佳 13.64 岡野　結菜 13.83 勝部　莉子 13.85 有光　咲愛 14.15

ＣＨＡＳＫＩ -0.6 竹尋アスリート -0.6 東広島TFC -0.6 石内南SKRC -0.6 竹尋アスリート -0.6 東広島TFC +0.0 ＣＨＡＳＫＩ +0.0 アクアパーク -0.6

竹尋アスリート 53.82 石内南SKRC－A 54.99 広島J.O.C A 55.41 東広島ＴＦＣ－Ａ 55.50 ＣＨＡＳＫＩ－Ａ 55.75 東広島ＴＦＣ－Ｂ 56.38 アクアパーク－Ａ 57.05 三原陸上クラブ 57.21

石井さくら 田﨑　聖奈 沖野　希実 谷村　柚寧 田中　　葵 藤井　柑奈 有光　咲愛 清光　穂実

永尾　春乃 河村　捺希 前田　純果 岡野　結菜 村上璃愛良 木谷　優月 森　　咲歩 安倍　光希

下見　釉乃 田淵　朱莉 佐々木遥菜 宮田　恋果 勝部　莉子 田上夕由奈 秋山　桃花 栄　　碧唯

三好　美羽 渡部　夏妃 青井　莉子 光野　星莉 山広　詩羽 山本　友子 荻原　咲月 陰迫　栞奈

樋口　弥音 4m17 能宗　陽彩 3m83 宮田　柚那 3m83 斧澤　心彩 3m73 宗和　愛実 3m69 山本　里夏 3m68 清光　穂実 3m67 佐藤　碧水 3m52

竹尋アスリート +1.4 竹尋アスリート -0.2 東広島TFC -0.2 東広島TFC -0.5 広島J.O.C +0.6 福山ジュニア +0.7 三原陸上 +0.7 湯田陸上 -0.1

田上夕由奈 4m43 田中愛里華 4m32 秋山　桃花 4m31 村上　綸美 4m26 永尾　春乃 4m17 南　　柚里 4m09 松浦　美咲 4m08 藤井　柑奈 3m99

東広島TFC +0.3 東広島TFC +1.1 アクアパーク +0.7 びんごWAC +1.1 竹尋アスリート +0.5 高須子ども会 +1.3 石内南SKRC +1.0 東広島TFC +0.2

１位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子総合優勝 東広島ＴＦＣ　48 広島J.O.C　31 福山ジュニア　21 ＣＨＡＳＫＩ　21 くれＪＡＣ　　19 アクアパーク　16 御野陸上　 16 竹尋アスリート　13

女子総合優勝 東広島TFC 57.5 竹尋アスリート 51.5 石内南SKRC　39 広島J.O.C　25 ＣＨＡＳＫＩ　23.5 ＦＫＣ　　12 アクアパーク　11 びんごＷＡＣ　10.5

5年男子100m
ﾀｲﾑ決勝

11月1日
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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