
腰No.  No. 競技者 県 所属 順位 記録
1 7-1228 河北　竜治 ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳｼﾞ M2 島　根 広島大

2 3017 山本　嵩人 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾄ 33 福　岡 福岡陸協

3 1171 深谷　慧 ﾌｶﾀﾆ　ｻﾄﾙ 26 島　根 島根AC

4 7-1877 黒川　大地 ｸﾛｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 2 熊　本 福山大

5 1043 若杉　厚至 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾂｼ 36 大　阪 クラブR２西日本

6 7-1872 國定　誠也 ｸﾆｻﾀﾞ ｾｲﾔ 3 広　島 福山大

7 7-1869 横井　皓 ﾖｺｲ ｿﾗ 4 広　島 福山大

8 2069 山高浩司 ﾔﾏﾀｶｺｳｼﾞ 57 広　島 廿日市市陸協

9 7-2154 倉橋　広季 ｸﾗﾊｼ ｺｳｷ 2 岐　阜 広島大

10 2622 新谷　竜治 ｼﾝﾀﾆ　ﾘｭｳｼﾞ 47 広　島 安芸高田市陸協
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腰No.  No. 競技者（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 年 県 所属 順位 記録
1 83 SHEILA　CHEROTICH シェイラ　チェロテｲチ 3 島　根 益田東高
2 4 西園　萌花 ﾆｼｿﾞﾉ　ﾓｴｶ 2 広　島 沼田高
3 22 河内　愛奈 ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 2 広　島 皆実高
4 20 植松　憂咲 ｳｴﾏﾂ ﾕｳ 2 広　島 皆実高

5 1065 隅田　美羽 ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 1 広　島 安田女子高

6 3281 板岡　侑花 ｲﾀｵｶ　ﾕｳｶ 3 広　島 仁方中

7 1005 梅田　真絃 ｳﾒﾀﾞ　ﾏｲﾄ 1 広　島 沼田高

8 1095 前迫　真希 ﾏｴｻｺ ﾏｷ 1 広　島 西条農高

9 67 小田　若菜 ｵﾀﾞ　ﾜｶﾅ 2 広　島 比治山女子高

10 1075 小田原　彩乃 ｵﾀﾞﾊﾗ　ｱﾔﾉ 1 広　島 比治山女子高
11 5 西田　愛唯 ﾆｼﾀﾞ　ﾒｲ 2 広　島 沼田高
12 2 中村　ひなた ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾅﾀ 2 広　島 沼田高
13 1006 大野　桜花 ｵｵﾉ　ｻｸﾗ 1 広　島 沼田高
14 68 前迫　友希 ﾏｴｻｺ　ﾕｷ 2 広　島 比治山女子高
15 1074 石山　燈子 ｲｼﾔﾏ　ﾄｳｺ 1 広　島 比治山女子高

16 537 佐々木　玲子 ｻｻｷ ﾚｲｺ 3 広　島 広島国際学院高

17 1007 田﨑　瑠花 ﾀｻｷ　ﾙｶ 1 広　島 沼田高

18 1080 藤村　心瑛菜 ﾌｼﾞﾑﾗ　ｼｴﾅ 1 広　島 比治山女子高

19 31735 岡本　千歩 ｵｶﾓﾄ　ﾁﾎ 35 鳥　取 鳥取マスターズ

20 2126 田中 佐弥 ﾀﾅｶ ｻﾜ 1 広　島 三和中

21 6 吉崎　純夏 ﾖｼｻﾞｷ　ｽﾐｶ 2 広　島 沼田高
22 317 津江　星 ﾂｴ ｱｶﾘ 2 広　島 広島国際学院高
23 3553 窪　和奏 ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ 2 広　島 CHASKI
24 318 松井　志歩 ﾏﾂｲ ｼﾎ 2 広　島 広島国際学院高
25 2123 松元 彩音 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ 2 広　島 三和中
26 1172 松浦　沙耶 ﾏﾂｳﾗ ｻﾔ 1 広　島 広島国際学院高
27
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腰No.  No. 競技者（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所属 順位 記録
1 6168 森宗　汰朗 ﾓﾘﾑﾈ ﾀﾛｳ 2 広　島 世羅中

2 1716 岡本　凌輝 ｵｶﾓﾄ ﾘｸ 1 広　島 西条農高

3 4641 末田　唯久海 ｽｴﾀﾞ ｲｸﾐ 1 広　島 高屋中

4 348 岸本 亘平 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 3 広　島 二葉中

5 3564 槙本　陽之輔 ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 2 広　島 CHASKI
6 6167 生田　慎稀 ｲｸﾀ ﾏﾅｷ 2 広　島 世羅中

7 116 草田　大河 ｸｻﾀﾞ ﾀﾞｲｶﾞ 2 広　島 西条農高

8 1473 柏原　宏紀 ｶｼﾊﾗ　ﾋﾛｷ 42 広　島 トップギア広島

9 4638 中村　優斗 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 2 広　島 高屋中

10 304 䑓信　楓之介 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 2 広　島 西条農高

11 88 山口　大和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 2 広　島 広島国際学院高

12 1841 京山　太陽 ｷｮｳﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 1 広　島 広島国際学院高

13 7－1076 北川　朔矢 ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ 2 広　島 修道大

14 4068 三宅　康夫 ﾐﾔｹ ﾔｽｵ 44 広　島 マスターズ広島

15 3590 中田　空来 ﾅｶﾀ ｿﾗ 2 広　島 CHASKI
16 1062 藤原　栄司 ﾌｼﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ 53 島　根 雲南市陸協

17 143 野田　和聖 ﾉﾀﾞ ｱｻﾄ 1 広　島 修道中

18 133 野村　蒼生 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 3 広　島 修道中

19 2118 島津 純聖 ｼﾏｽﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 2 広　島 三和中

20 136 渡部　彰紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 3 広　島 修道中

21 347 原田 優希 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 3 広　島 二葉中

22 131 油谷　颯太 ｱﾌﾞﾗﾔ ｿｳﾀ 3 広　島 修道中

23 1715 辻村　宥人 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾄ 1 広　島 西条農高

24 142 尾方　瞭介 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 1 広　島 修道中

25 1461 西川　拓司 ﾆｼｶﾜ　ﾀｸｼﾞ 40 広　島 トップギア広島

26 2117 佐々木珠倫 ｻｻｷ ｼｭﾘ 2 広　島 三和中

27 2119 小枝 龍信 ｺｴﾀ ﾞﾘｭｳｼﾝ 2 広　島 三和中

28 1366 荒木　渚 ｱﾗｷ ﾅｷﾞｻ 1 広　島 戸山中

29 1121 田部　雅人 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 21 広　島 広島S.A.C

30 1123 角本　翔 ｶｸﾓﾄ ｼｮｳ 17 広　島 広島S.A.C

31 1125 朝月　健太 ｱｻﾂﾞｷ ｹﾝﾀ 18 広　島 広島S.A.C

32 1132 西森　大陽 ﾆｼﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 18 広　島 広島S.A.C
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腰No.  No. 競技者（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所属 順位 記録
1 7-1228 河北　竜治 ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳｼﾞ M2 島　根 広島大

2 2861 池野　蓮志 ｲｹﾉ　ﾚﾝｼﾞ 3 広　島 加計中

3 4631 田中　陸 ﾀﾅｶ ﾘｸ 3 広　島 高屋中

4 3086 藤田　悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 42 山　口 岩国市陸協

5 7－1065 久米　智宏 ｸﾒ ﾄﾓﾋﾛ 3 徳　島 修道大

6 2059 余村　佑太郎 ﾖﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 1 広　島 皆実高

7 1631 新門　功基 ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ 1 広　島 皆実高

8 1753 大森　俊輔 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 1 広　島 皆実高

9 922 増田　涼太 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 3 広　島 皆実高

10 919 倉本　晟伍 ｸﾗﾓﾄ ｾｲｺﾞ 3 広　島 皆実高

11 915 竹下　仁晟 ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 3 広　島 皆実高

12 913 竹内　望 ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 3 広　島 皆実高

13 417 桑野　豊大 ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ 2 広　島 皆実高

14 422 山本　竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 2 広　島 皆実高

15 1630 伊藤　愛暖 ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 1 広　島 皆実高

16 1628 金元　智哉 ｶﾈﾓﾄ ﾄﾓﾔ 1 広　島 皆実高

17 6262 井上　史琉 ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ 3 広　島 福山城北中

18 87 室　公輔 ﾑﾛ ｺｳｽｹ 2 広　島 広島国際学院高

19 1714 佐々本　翔也 ｻｻﾓﾄ ｼｮｳﾔ 1 広　島 西条農高

20 2084 森脇　大成 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾅﾘ 1 広　島 西条農高

21 1712 加賀　瑞騎 ｶｶﾞ ﾐｽﾞｷ 1 広　島 西条農高

22 1468 左達　恵 ｻﾀﾞﾁ　ﾒｸﾞﾑ 44 広　島 トップギア広島

23 1682 尾方　杏丞 ｵｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 1 広　島 修道高

24 93561 坂田　颯磨 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 3 広　島 CHASKI
25 7-1063 岩崎　恵大 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 3 広　島 修道大

26 593 岸本　一冴 ｷｼﾓﾄ ｲｯｻ 2 広　島 広島国際学院高

27 84 實森　翔哉 ｻﾈﾓﾘ ｼｮｳﾔ 2 広　島 広島国際学院高

28 93554 奥芝　晟正 ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ 2 広　島 CHASKI
29 2123 吉川 広大 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 2 広　島 三和中

30 81 丸茂 圭史 ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ 3 広　島 瀬野川東中
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腰No.  No. 競技者（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所属 順位 記録
1 1611 原　慶汰 ﾊﾗ　ｹｲﾀ 1 広　島 沼田高

2 59 西野　悠 ﾆｼﾉ　ﾋｻｼ 37 広　島 広島市役所

3 69 高村　拓哉 ﾀｶﾑﾗ　ﾀｸﾔ 29 広　島 広島市役所

4 150 茶木　太一 ﾁｬｷ ﾀｲﾁ 2 広　島 崇徳高

5 7－107４ 岡本　提 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 2 広　島 修道大

6 2019 弘中　良英 ﾋﾛﾅｶ ﾘｮｳｴｲ 1 広　島 基町高

7 1331 楮原　裕二 ｺｳｿﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 41 山　口 岩国市陸協

8 2083 東　虹希 ﾋｶﾞｼ　ｺｳｷ 1 広　島 広島工大高

9 71 安達　柊太 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ 2 広　島 修道高

10 1473 柏原　宏紀 ｶｼﾊﾗ　ﾋﾛｷ 42 広　島 トップギア広島

11 981 赤澤　秀介 ｱｶｻﾞﾜ　ｼｭｳｽｹ 3 広　島 広島工大高

12 54 出口　浩己 ﾃﾞｸﾞﾁ　ﾋﾛﾐ 47 広　島 広島市役所

13 1740 森下　大輝 ﾓﾘｼﾀ ﾀｲｷ 1 広　島 崇徳高

14 525 加藤　結衣 ｶﾄｳ　ﾕｲ 3 広　島 比治山女高（女子）

15 51 鍋島　孝 ﾅﾍﾞｼﾏ　ﾀｶｼ 51 広　島 広島市役所

16 1710 南波　圭吾 ﾅﾝﾊﾞ ｹｲｺﾞ 1 広　島 修道高

17 7-1057 髙石　沙知佳 ﾀｶｲｼ ｻﾁｶ 3 広　島 広島大（女子）

18 464 藤井　洋輔 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 2 広　島 崇徳高

19 533 藤井　拓人 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾄ 2 広　島 崇徳高

20 372 荒瀬　亮太郎 ｱﾗｾ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2 広　島 広島市工高

21 373 中元　源太 ﾅｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 2 広　島 広島市工高

22 461 山本　貫太 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 2 広　島 崇徳高

23 1949 梅木　健寛 ｳﾒｷ ﾀｹﾋﾛ 1 広　島 崇徳高

24 53 上岡　利伸 ｳｴｵｶ　ﾄｼﾉﾌﾞ 63 広　島 広島市役所

25 374 二井本　大輝 ﾆｲﾓﾄ ﾋﾛｷ 2 広　島 広島市工高

26 7-1394 八木　春香 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 1 広　島 広島大（女子）

27 1948 木村　胡大郎 ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 1 広　島 崇徳高

28 広　島

29 広　島

30 広　島
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腰No.  No. 競技者（学年） ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所属 順位 記録
1 2114 福永　竜也 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 36 広　島 大竹市陸協

2 2104 古賀　友明 ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ 24 広　島 大竹市陸協

3 1024 武内　亮介 ﾀｹｳﾁ　ﾘｮｳｽｹ 23 広　島 比治山AC

4 543 柘植　翔太 ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 27 広　島 広島ＳＲＰＣ

5 7－1075 鎌田　颯 ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 2 愛　媛 修道大

6 7－1078 竹井　寿明 ﾀｹｲ ﾄｼｱｷ 2 広　島 修道大

7 1464 伊藤　吉洋 ｲﾄｳ　ﾖｼﾋﾛ 40 広　島 トップギア広島

8 922 増田　涼太 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 3 広　島 皆実高

9 919 倉本　晟伍 ｸﾗﾓﾄ ｾｲｺﾞ 3 広　島 皆実高

10 915 竹下　仁晟 ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 3 広　島 皆実高

11 417 桑野　豊大 ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ 2 広　島 皆実高

12 419 立畠　扶 ﾀﾃﾊﾀ ﾀｽｸ 2 広　島 皆実高

13 29 田邊　虎汰朗 ﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 2 広　島 皆実高

14 421 森本　悠希 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 2 広　島 皆実高

15 1609 岡田　峻 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 1 広　島 沼田高

16 9908 妹尾  稔 ｾﾉｵ ﾐﾉﾙ 40 岡　山 モミジヤＡＣ

17 7-1145 大塚　理輝 ｵｵﾂｶ ﾘｷ 4 広　島 広島大

18 4113 奥原　康裕 ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 40 広　島 マスターズ陸上広島

19 48 福田　昌哉 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 24 広　島 県庁ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

20 198 仲佐　太陽 ﾅｶｻ ﾀｲﾖｳ 2 島　根 開星高

21 1610 中植　公佑 ﾅｶｳｴ ｺｳｽｹ 1 広　島 沼田高

22 37 野村　正範 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 41 広　島 県庁ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

23 9 佐々木　新 ｻｻｷ ｱﾗﾀ 2 広　島 沼田高

24 65 竹入　英樹 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 40 広　島 広島市役所

25 7-1708 藤澤　真聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 2 広　島 広島市立大

26 2034 香川　建樹 ｶｶﾞﾜ ﾀﾃｷ 1 広　島 広島工大高

27 7-1870 高辻　弘一 ﾀｶﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 4 広　島 福山大

28 7-1227 山根　慶大 ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 3 山　口 広島大

29 7-1231 荒川　瑶一 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ 2 広　島 広島大
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腰No.  No. 競技者 ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所属 順位 記録
1 7-2152 大森　勇輝 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 1 兵　庫 広島大

2 881 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 3 広　島 広島国際学院高

3 1171 深谷　慧 ﾌｶﾀﾆ　ｻﾄﾙ 26 島　根 島根ＡＣ

4 84 JUDY　JEPNGETICH ｼﾞｭﾃﾞｨ ｼﾞｪﾌﾟﾝｸﾞﾃｨﾁ 3 島　根 益田東高（女子）

5 85 曽我　優斗 ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 2 広　島 広島国際学院高

6 7-1655 樋口　恵介 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 3 香　川 広島経済大

7 1391 杉尾　大地 ｽｷﾞｵ　ﾀﾞｲﾁ 3 広　島 広島工大高

8 8 田辺　豊 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 2 鳥　取 米子松蔭高

9 2017 平野　寛治 ﾋﾗﾉ ｶﾝｼﾞ 1 広　島 基町高

10 82 有田　光希 ｱﾘﾀ ｺｳｷ 2 広　島 広島国際学院高

11 86 丸茂　雄大 ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 2 広　島 広島国際学院高

12 1671 端本　大星 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 1 広　島 広島国際学院高

13 646 谷本　結太 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 2 広　島 鶴学園クラブ

14 305 中西　恋春 ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 2 広　島 西条農高

15 117 野村　臣矢 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 2 広　島 西条農高

16 81 荒井　秀太 ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 2 広　島 広島国際学院高

17 3286 藤原　夏望 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 24 広　島 世羅陸協

18 7-1223 竹内　陸 ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 4 山　口 広島大

19 525 若竹　葵礼 ﾜｶﾀｹ　ｷﾗ 1 島　根 開星高

20 7-1665 江崎　琉哉 ｴｻﾞｷ ﾘｭﾔ 1 広　島 広島経済大

21 7-1121 神保　優陽 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳﾋ 2 広　島 広島大

22 3489 大下　徹 ｵｵｼﾀ　ﾄｵﾙ 32 広　島 福山市陸協

23 1672 樋熊　海斗 ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 1 広　島 広島国際学院高

24 2144 茶屋　孝三 ﾁｬﾔ ｺｳｿﾞｳ 42 広　島 大竹市陸協

25 2370 政近　裕貴 ﾏｻﾁｶ ﾕｳｷ 32 広　島 東広島市陸協

26 2743 若月　浩貴 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛｷ 30 広　島 三次市陸協

27 83 喜種　彩仁 ｷﾀﾈ ｱﾔﾄ 2 広　島 広島国際学院高

28 60 古山　義久 ﾌﾙﾔﾏ　ﾖｼﾋｻ 23 広　島 広島市役所

29 68 西岡　大輝 ﾆｼｵｶ　ﾀﾞｲｷ 23 広　島 広島市役所

30

男女５０００ｍ　３組　１５：３０

　【３組】　１５：３０

第一次招集　１５：１０



腰No.  No. 競技者 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 順位 記録
1 7-1666カランジャ・ジョスファットｶﾗﾝｼﾞｬ ｼﾞｮｽﾌｧｯﾄ 1 広　島 広島経済大

2 7-1661 福永　恭平 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 2 兵　庫 広島経済大

3 7-1650 大竹　康平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 4 岡　山 広島経済大

4 882 吉田　周 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 3 広　島 広島国際学院高

5 9 清水　郁杜 ｼﾐｽﾞ ｲｸﾄ 2 鳥　取 米子松蔭高

6 7-1651 河原　洋太 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾀ 4 広　島 広島経済大

7 7-1653 脇田　怜司 ﾜｷﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 4 広　島 広島経済大

8 7-1108 坂口　礼章 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ M2 広　島 広島大

9 7-1656 山崎　達哉 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 3 岡　山 広島経済大

10 7-1657 斉藤　諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 2 兵　庫 広島経済大

11 877 笹木　恵斗 ｻｻｷ ｹｲﾄ 3 広　島 広島国際学院高

12 7-1652 谷澤　泰輝 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｲｷ 4 兵　庫 広島経済大

13 10 勝部　愛大 ｶﾂﾍﾞ ｱｲﾄ 2 鳥　取 米子松蔭高

14 7-1706 岡田　燎 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 3 広　島 広島市立大

15 7-1660 竹平　奏太 ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 2 広　島 広島経済大

16 874 岩田　楽也 ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾔ 3 広　島 広島国際学院高

17 7-1668 横田　吏功 ﾖｺﾀ ﾘｸ 1 兵　庫 広島経済大

18 7-1659 高橋　侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 2 兵　庫 広島経済大

19 7-1649 一宮　颯斗 ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ 4 愛　媛 広島経済大

20 11 川田　敏暉 ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 3 鳥　取 米子松蔭高

21 878 濱本　零士 ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 3 広　島 広島国際学院高

22 115 上奥　輝 ｳｴｵｸ ﾃﾙ 2 広　島 西条農高

23 7-1667 菊地　大和 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 1 福　岡 広島経済大

24 6 児玉　懸生 ｺﾀﾞﾏ　ｹﾝｼｮｳ 2 広　島 沼田高

25 89 吉屋　佑晟 ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 2 広　島 広島国際学院高

26 876 熊谷　幸路 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷｼﾞ 3 広　島 広島国際学院高

27 7-1061 児玉　優生 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 4 広　島 修道大

28 7-1654 河合　勇樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 3 広　島 広島経済大

29 7-1664 淺野　鴻之介 ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 1 岡　山 広島経済大

30 199 松崎　寧生 ﾏﾂｻﾞｷ　ﾈｵ 2 島　根 開星高
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