
審判長

記録主任

予選
決勝

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　ミオン シンガイジェイエーシー オオグニ　タケル ミノリクジョウクラブ

2 384 藤井　心音(5) 新涯JAC 2 444 大國　豪流(5) 御野陸上クラブ
ヒライワ　タイセイ サカジュニアリクジョウ ウシロ　ナオヤ ミハラリクジョウ

3 27 平岩　大成(5) 坂ジュニア陸上 3 480 後　直哉(5) 三原陸上
フクマ　ミナト キサショウガッコウ ヨシムラ　ナル ヨシワエーシー

4 536 福間　湊(5) 吉舎小学校 4 99 吉村　成留(5) 吉和AC
エグサ　ヒロト ユダリクジョウ カナウチ　ルイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

5 462 江草　大翔(5) 湯田陸上 5 292 金内　瑠星(5) 広島JrOC
スエナガ　タイセイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ サカモト　ユウタ フクヤマジュニア

6 296 末永　大誠(5) 広島JrOC 6 426 坂本　勇太(5) 福山ジュニア
アオイ　イズミ タカスコドモカイ カワノ　マナト ユダリクジョウ

7 75 青井　泉澄(5) 高須子ども会 7 464 河野　真成斗(5) 湯田陸上
ハヤシ　ユウサク テリオスヒロシマ モトヤマ　リュウヤ ショウバラエーシー

8 281 林　裕作(5) テリオス広島 8 125 本山　琉弥(5) 庄原AC
サトウ　テッシン カベエーシー フルタニ　ヒトシ オオサキスイエイリクジョウクラブ

9 276 佐藤　鉄心(5) 可部ＡＣ 9 138 古谷　仁(5) 大崎水泳陸上クラブ

アカギ　ユウト シンガイジェイエーシー

10 378 赤木　優斗(5) 新涯JAC

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　チハヤ ミノリクジョウクラブ ウラベ　リョウセイ シンガイジェイエーシー

2 448 藤井　千隼(5) 御野陸上クラブ 2 380 卜部　稜盛(5) 新涯JAC
フジオカ　ヒサト サクギショウ ヤハラ　ユウキ テリオスヒロシマ

3 512 藤岡　久翔(5) 作木小 3 282 矢原　勇輝(5) テリオス広島
シラネ　ジョウジ ショウバラエーシー マツナガ　タイガ サカジュニアリクジョウ

4 122 白根　晟治(5) 庄原AC 4 28 松永　大河(5) 坂ジュニア陸上

ヨネヒロ　シュウジ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ヤマシタ　ユウマ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

5 307 米廣　柊二(5) 広島JrOC 5 304 山下　悠真(5) 広島JrOC
タキサコ　ユウセイ ヨシワエーシー ナカノ　ハルキ タケヒロアスリートクラブ

6 93 瀧迫　友晟(5) 吉和AC 6 402 中野　遥己(5) 竹尋アスリートクラブ

シモエビス　リョウゴ ミハラリクジョウ マエダ　ノリユキ キサショウガッコウ

7 483 下夷　諒吾(5) 三原陸上 7 537 前田　祝之(5) 吉舎小学校
ナカハラ　コウタ フノショウ ヨシダ　アイキ ショウバラエーシー

8 515 中原　皐汰(5) 布野小 8 126 吉田　彩生(5) 庄原AC
キナシ　ユウマ インホクリクジョウ カタハラ　ソウスケ クマノリクジョウ

9 62 木梨　裕真(5) 因北陸上 9 11 片原　蒼介(5) 熊野陸上

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キタムラ　ソウヤ シンガイジェイエーシー フジイ　　ジュン カンナベハシロウカイ

2 381 北村　颯也(5) 新涯JAC 2 370 藤井　　潤(5) 神辺走ろう会
カド　ナオキ タカスコドモカイ カミカワ　ユウダイ ミヨシエーシー

3 76 角　直樹(5) 高須子ども会 3 524 上川　佑大(5) みよしAC
ヒラオカ　ソウソウ キサショウガッコウ ツタムラ　タケル クレジェイエイシー

4 535 平岡　蒼々(5) 吉舎小学校 4 109 蔦村　健(5) くれJAC
ミヤチ　シゲホ インホクリクジョウ イイダ　コウセイ ヒガシヒロシマティエフシー

5 63 宮地　穣甫(5) 因北陸上 5 165 飯田　好晟(5) 東広島TFC
ナカムラ　ハヤト ヒロシマジュニアオリンピアクラブ シトギシ　タクミ ユダリクジョウ

6 298 中村　勇斗(5) 広島JrOC 6 465 四戸岸　拓実(5) 湯田陸上
ハナモト　リクト ミハラリクジョウ ヤマシナ　コウダイ ミハラリクジョウ

7 486 花本　睦隼(5) 三原陸上 7 490 山科　昂大(5) 三原陸上
トミサダ　エイト コウヌショウ オオスギ　コウタロウ チャスキ

8 503 冨貞　瑛寿(5) 甲奴小 8 216 大杉　幸太郎(5) CHASKI
ミヤハラ　カンタ ヨシワエーシー トダ　ハルキ フチュウソラジョウ

9 96 宮原　寛大(5) 吉和AC 9 43 登田　治希(5) 府中空城

大会記録 13.63  山縣　亮太 広島ＪrＯＣ  2003 7/4 10:45 (9-16+0)
7/4 13:45 

”日清カップ”広島県小学生陸上競技交流大会[21340007]

東広島運動公園陸上競技場[342050]

小学５年男子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリタ　　トモキ カンナベハシロウカイ フジイ　　ハルマ カンナベハシロウカイ

2 372 森田　　智貴(5) 神辺走ろう会 2 371 藤井　　遥真(5) 神辺走ろう会
コタニ　シンヤ ヒガシヒロシマティエフシー ミチナカ　コウメイ クレジェイエイシー

3 170 小谷　真也(5) 東広島TFC 3 112 道中　煌明(5) くれJAC
シイク　セア ヒロシマジュニアオリンピアクラブ タケガワ　セイイチロウ フチュウソラジョウ

4 294 推久　聖愛(5) 広島JrOC 4 42 竹川　誠一郎(5) 府中空城
マルヤマ　アユム ビンゴダブルエーシー ヒロセ　タクミ ユダリクジョウ

5 86 丸山　歩睦(5) びんごWAC 5 467 廣瀬　拓海(5) 湯田陸上
サトウ　ダイム フクヤマジュニア イサキ　ジン アクアパーク

6 427 佐藤　大夢(5) 福山ジュニア 6 146 井崎　迅(5) アクアパーク
カタヨリ　ルイ ユダリクジョウ カミダ　セイシロウ ミハラリクジョウ

7 463 片寄　琉生(5) 湯田陸上 7 482 上田　晴志朗(5) 三原陸上
イトウ　ハルト リトルランナーズヒロシマ カワムラ　ゴウキ チャスキ

8 341 伊藤　栄登(5) リトルランナーズ広島 8 218 河村　剛希(5) CHASKI
アブカワ　リョウジ オダミキオスポーツクラブ コイケ　ホタカ ヒガシヒロシマティエフシー

9 4 虻川　遼治(5) 織田幹雄スポーツクラブ 9 169 小池　帆高(5) 東広島TFC

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コンドウ　ソウタ フクヤマジュニア

2 425 近藤　奏汰(5) 福山ジュニア
ホリエ　タツヤ オダミキオスポーツクラブ

3 2 堀江　達哉(5) 織田幹雄スポーツクラブ

ヨシダ　オウタロウ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

4 306 吉田　旺太郎(5) 広島JrOC
タカタ　セナ ユダリクジョウ

5 466 髙田　聖名(5) 湯田陸上
サカイ　ユウサク ビンゴダブルエーシー

6 85 坂井　夢咲(5) びんごWAC
クワノ　アオイ ヒガシヒロシマティエフシー

7 168 桑野　葵(5) 東広島TFC
ダンジョウ　リョウスケ カンナベハシロウカイ

8 369 檀上　　稜介(5) 神辺走ろう会
サトウ　トワ シンガイジェイエーシー

9 382 佐藤　永遠(5) 新涯JAC

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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3 3

4 4

5 5

6 6

7 7
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10 10

7組 8組

9組

Ａ決勝 Ｂ決勝



審判長

記録主任

予選
決勝

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イシハラ　ナナ シンガイジェイエーシー ウネモト　ヒナ ミノリクジョウクラブ

2 390 石原　奈々(5) 新涯JAC 2 450 畝本　陽菜(5) 御野陸上クラブ
マサダ　ミク オダミキオスポーツクラブ ワタナベ　ナナカ カムラリクジョウブ

3 8 正田　実紅(5) 織田幹雄スポーツクラブ 3 366 渡辺　七香(5) 神村陸上部
タナカ　モエ ヒガシヒロシマティエフシー ムコヤマ　ナホ フクヤマジュニア

4 196 田中　萌夢(5) 東広島TFC 4 440 向山　昊芳(5) 福山ジュニア
ハマナカ　ホノカ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ヤマシタ　カノン コウチショウ

5 310 濱中　穂乃花(5) 広島JrOC 5 510 山下　かのん(5) 河内小
エハラ　アヅハ タケヒロアスリートクラブ ナカクシ　キホ タケヒロアスリートクラブ

6 410 江原　杏月芭(5) 竹尋アスリートクラブ 6 408 中串　葵帆(5) 竹尋アスリートクラブ

ヤマモト　サラ チャスキ ミヤカワ　アユカ チャスキ

7 250 山本　彩礼(5) CHASKI 7 247 宮川　歩佳(5) CHASKI
タカハシ　ユアン ナカノヒガシ タカトリ　キエ ヒガシヒロシマティエフシー

8 290 高橋　優杏(5) 中野東 8 194 高取　希江(5) 東広島TFC
ヤマサキ　カノン コウヌショウ シゲマサ　トア シンガイジェイエーシー

9 507 山崎　華音(5) 甲奴小 9 392 重政　永愛(5) 新涯JAC

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　ナズナ エフケーシー アサノ　ミナミ エフケーシー

2 364 藤井　なずな(5) F.K.C 2 362 浅野　みなみ(5) F.K.C
ヤスダ　　ルナ カンナベハシロウカイ モリイ　　フウナ カンナベハシロウカイ

3 377 安田　　琉菜(5) 神辺走ろう会 3 376 森井　　楓奈(5) 神辺走ろう会
モリヨシ　アコ シンガイジェイエーシー トウドウ　ユイ ヒガシヒロシマティエフシー

4 396 森吉　愛心(5) 新涯JAC 4 198 藤堂　結衣(5) 東広島TFC
イシダ　アキホ フクヤマジュニア サエキ　キョウカ フチュウソラジョウ

5 432 石田　煌歩(5) 福山ジュニア 5 52 佐伯　京香(5) 府中空城
タツモト　ミクル タケヒロアスリートクラブ ヨシオカ　リサ リトルランナーズヒロシマ

6 407 辰本　心徠(5) 竹尋アスリートクラブ 6 352 吉岡　莉彩(5) リトルランナーズ広島

ドヒ　サラ ヒガシヒロシマティエフシー ミヤチ　マリア タカスコドモカイ

7 201 土肥　星夢(5) 東広島TFC 7 80 宮地　麻里亜(5) 高須子ども会
オオツボ　ミウ ミノリクジョウクラブ マツシマ　ヒサキ シンガイジェイエーシー

8 451 大坪　心羽(5) 御野陸上クラブ 8 395 松島　日咲(5) 新涯JAC
ヨネダ　ユイ ユアックサイキ シゲマサ　メイ ミノリクジョウクラブ

9 145 米田　結衣(5) ユアックさいき 9 453 重政　愛衣(5) 御野陸上クラブ

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　ノア シンガイジェイエーシー ヒシカワ　　リン カンナベハシロウカイ

2 393 藤井　乃愛(5) 新涯JAC 2 375 菱川　　琳(5) 神辺走ろう会
オキタ　フウカ コウヌショウ ヨシダ　ユノ エフケーシー

3 504 沖田　楓夏(5) 甲奴小 3 363 吉田　悠乃(5) F.K.C
ヨコタ　リノ ヒガシヒロシマティエフシー クボタ　レナ ヒガシヒロシマティエフシー

4 207 横田　梨乃(5) 東広島TFC 4 189 久保田　玲那(5) 東広島TFC
マルヤマ　メイサ チャスキ ハシモト　マオ タカスコドモカイ

5 246 丸山　明紗(5) CHASKI 5 78 橋本　真音(5) 高須子ども会
サコン　ハルナ タケヒロアスリートクラブ イマヅ　ユラ フチュウソラジョウ

6 409 佐近　陽菜(5) 竹尋アスリートクラブ 6 50 今津　由良(5) 府中空城
スミヨシ　サキ クマノリクジョウ ハヤカワ　マオ インホクリクジョウ

7 12 住吉　紗妃(5) 熊野陸上 7 65 早川　眞央(5) 因北陸上
オガサワラ　カコ フクヤマジュニア フジイ　ユア シンガイジェイエーシー

8 434 小笠原　果心(5) 福山ジュニア 8 394 藤井　優愛(5) 新涯JAC
マトバ　イチカ カムラリクジョウブ コウノ　トモワ ミノリクジョウクラブ

9 365 的場　一華(5) 神村陸上部 9 452 河野　睦笑(5) 御野陸上クラブ

〈〈 予選 〉〉

13.98 久安　萌子 湯田陸上 2009 7/4 11:15 (8-16+0)
7/4   

1組 2組

3組 4組

”日清カップ”広島県小学生陸上競技交流大会[21340007]

東広島運動公園陸上競技場[342050]

小学５年女子100m
大会記録

5組 6組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カンバラ　ノゾミ シンガイジェイエーシー サネノブ　ユリア コウヌショウ

2 391 神原　希海(5) 新涯JAC 2 505 実信　結愛(5) 甲奴小
イワモト　ミナミ ミハラリクジョウ トヨタ　サナ オダミキオスポーツクラブ

3 493 岩本　実那海(5) 三原陸上 3 6 豊田　紗菜(5) 織田幹雄スポーツクラブ

シマダ　サラ チャスキ カネナガ　エマ オノミチシップウクラブ

4 236 島田　沙來(5) CHASKI 4 71 兼永　衣麻(5) 尾道疾風クラブ
ヒノ　コトア ユダリクジョウ アワムラ　ヒナコ チャスキ

5 473 日野　采愛(5) 湯田陸上 5 228 粟村　日向子(5) CHASKI
イマモト　アカネ ミヨシエーシー ヤマモト　サラ タカスコドモカイ

6 525 今本　あかね(5) みよしAC 6 79 山本　紗羅(5) 高須子ども会
イケクボ　リエ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ カワウラ　エイナ ヒガシヒロシマティエフシー

7 308 池久保　里笑(5) 広島JrOC 7 186 川浦　英奈(5) 東広島TFC
スギヤマ　コトハ ヒガシヒロシマティエフシー ヤマグチ　ソラ ミハラリクジョウ

8 193 杉山　小都巴(5) 東広島TFC 8 495 山口　空(5) 三原陸上
マツヤマ　サワ コウヌショウ イズ　メグミ ワダショウ

9 506 松山　紗和(5) 甲奴小 9 539 伊豆　恵美(5) 和田小
ワダ　コハル エフケーシー

10 361 和田　こはる(5) F.K.C

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

7組 8組

Ａ決勝 Ｂ決勝



審判長

記録主任

予選
決勝

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワタキ　アツシ ヒガシヒロシマティエフシー イマオカ　ハルト エフケーシー

2 181 渡木　　敦詩(6) 東広島TFC 2 355 今岡　陽斗(6) F.K.C
タケダ　カナト チャスキ ミヤタ　ショウマ フチュウソラジョウ

3 220 武田　奏人(6) CHASKI 3 47 宮田　翔真(6) 府中空城
コルソン　ユアン クレジェイエイシー ヤマダ　イッタ ミハラリクジョウ

4 108 コルソン　有杏(6) くれJAC 4 491 山田　一太(6) 三原陸上
サンノミヤ　レン アクアパーク フクダ　ソウ バンブースポーツクラブ

5 148 三宮　廉(6) アクアパーク 5 133 福田　颯(6) バンスポ
ハタケヤマ　エイタ イシウチミナミエスケイアールシー アリタ　レイ カミスギショウ

6 265 畠山　瑛汰(6) 石内南SKRC 6 541 有田　零(6) 神杉小
タナカ　カエデ ワダショウ イソベ　アサキ チャスキ

7 538 田中　楓(6) 和田小 7 213 磯部　旭希(6) CHASKI
タジリ　ミツキ ミハラリクジョウ ヤマナカ　トモヒロ ジーアールシー

8 484 田尻　光希(6) 三原陸上 8 164 山中　智博(6) GRC
イワクラ　イブキ ショウバラエーシー マツモト　アオトアオト クレジェイエイシー

9 119 岩倉　伊吹(6) 庄原AC 9 111 松本　碧斗(6) くれJAC
ヤマウチ　レオ フチュウソラジョウ オキタ　シノン コウヌショウ

10 49 山内　玲央(6) 府中空城 10 502 沖田　心音(6) 甲奴小

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシオカ　コウヘイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ タカハシ　シュンゴ エフケーシー

2 305 吉岡　滉平(6) 広島JrOC 2 356 高橋　駿心(6) F.K.C
クボタ　リュウ ヒガシヒロシマティエフシー ノムラ　ミナギ ヒガシヒロシマティエフシー

3 182 久保田　　龍(6) 東広島TFC 3 177 野村　海凪(6) 東広島TFC
シモオカ　カイセイ サクギショウ ホッタ　コウキ アクアパーク

4 511 下岡　快成(6) 作木小 4 152 堀田　倖希(6) アクアパーク
ハンダ　トオル タカスコドモカイ ミクニ　リクウ ユダリクジョウ

5 74 半田　徹(6) 高須子ども会 5 468 三國　李空(6) 湯田陸上
ヤブシタ　　　ケイキ クレジェイエイシー オシタ　ユメト クレジェイエイシー

6 113 藪下  　圭騎(6) くれJAC 6 107 尾下　夢叶(6) くれJAC
ハタ　ケイト サカジュニアリクジョウ アヤメ　ジン タカスコドモカイ

7 26 秦　啓人(6) 坂ジュニア陸上 7 73 綾目　迅(6) 高須子ども会
ナイトウ　カナデ アクアパーク オキノ　ユウタ サカジュニアリクジョウ

8 149 内藤　奏(6) アクアパーク 8 20 沖野　佑太(6) 坂ジュニア陸上

イワオカ　サトシ エフケーシー スギモト　ヒロキ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

9 357 岩岡　聡士(6) F.K.C 9 297 杉本　拓紀(6) 広島JrOC
ドイ　リュウト オダミキオスポーツクラブ ヒラタ　アイセイ ミノリクジョウクラブ

10 1 土井　龍翔(6) 織田幹雄スポーツクラブ 10 447 平田　愛青(6) 御野陸上クラブ

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシモン　ダイチ ヒガシヒロシマティエフシー モリオカ　タイガ エフケーシー

2 176 西紋　　大智(6) 東広島TFC 2 354 森岡　大歌(6) F.K.C
タテハタ　ヤマト サカジュニアリクジョウ オオノ　コウシン テリオスヒロシマ

3 24 立畠　大和(6) 坂ジュニア陸上 3 280 大野　航新(6) テリオス広島
モリシマ　キッペイ フノショウ ナリカワ　ソウシ ヒガシヒロシマティエフシー

4 517 森島　基平(6) 布野小 4 175 成川　　総獅(6) 東広島TFC
ナカムラ　タイガ キミタショウガッコウ ハヤサキ　コウセイ チャスキ

5 508 中村　大雅(6) 君田小学校 5 224 早崎　滉世(6) CHASKI
ムラカミ　サクト インホクリクジョウ イノウエ　コウキ ミハラリクジョウ

6 64 村上　咲登(6) 因北陸上 6 479 井上　航生(6) 三原陸上
ヒラハラ　リンタロウ クレジェイエイシー トシマ　アオイ カミスギショウ

7 110 平原　　凜太郎(6) くれJAC 7 543 戸島　碧生(6) 神杉小
マキタ　リュウセイ カベエーシー フクダ　ユイト ニャンジャスポーツ

8 277 牧田　隆誠(6) 可部ＡＣ 8 82 福田　唯人(6) にゃんじゃSP
ナガノ　ヨリヒト チャスキ ミヤサコ　ユウワ フチュウソラジョウ

9 222 長野　幹士(6) CHASKI 9 46 宮迫　優羽(6) 府中空城
ヤマダ　ハヤテ オダミキオスポーツクラブ

10 3 山田　颯(6) 織田幹雄スポーツクラブ

大会記録 12.53 岡　　修平( 寺西小 1997 7/4 11:45 (8-16+0)
7/4 14:15 

”日清カップ”広島県小学生陸上競技交流大会[21340007]

東広島運動公園陸上競技場[342050]

小学６年男子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　ライト ヒガシヒロシマティエフシー シンボウ　リョウヤ エフケーシー

2 180 山本　　頼人(6) 東広島TFC 2 358 新保　遼弥(6) F.K.C
ナガノ　アキヒト チャスキ イシモト　シンペイ クレジェイエイシー

3 221 長野　煌士(6) CHASKI 3 105 石本　真平(6) くれJAC
ウチダ　リョウメイ クレジェイエイシー ハヤシ　ユキヒサ ミハラリクジョウ

4 106 内田　遼明(6) くれJAC 4 487 林　倖久(6) 三原陸上
イモホリ　ユウト ショウバラエーシー クボ　ジョウタロウ カミスギショウ

5 117 芋堀　裕音(6) 庄原AC 5 542 久保　承太郎(6) 神杉小
オダ　ユウゴ カベエーシー ニシタ　コウヨウ チャスキ

6 275 小田　優互(6) 可部ＡＣ 6 223 西田　航庸(6) CHASKI
カワバタ　アキト フクヤマジュニア オオハシ　リョウタ リトルランナーズヒロシマ

7 424 川端　瑛人(6) 福山ジュニア 7 342 大橋　亮太(6) リトルランナーズ広島

ムラカミ　エイシン ヨシワエーシー ニシムラ　リョウ イシウチミナミエスケイアールシー

8 97 村上　瑛心(6) 吉和AC 8 264 西村　崚(6) 石内南SKRC
マツダ　リュウキ ミハラリクジョウ ナカオカ　ヨシトヨ ショウバラエーシー

9 489 松田　琉輝(6) 三原陸上 9 123 中岡　義豊(6) 庄原AC

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

7組 8組

Ａ決勝 Ｂ決勝



審判長

記録主任

予選
決勝

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ノダ　イズミ カンナベハシロウカイ サトウ　ミズキ シンガイジェイエーシー

2 374 野田　　依純(6) 神辺走ろう会 2 388 佐藤　瑞(6) 新涯JAC
サクダ　アオイ チャスキ ナカムラ　ユズ オオサキスイエイリクジョウクラブ

3 232 咲田　葵(6) CHASKI 3 140 中村　柚杏(6) 大崎水泳陸上クラブ

ヨシダ　チサト チャスキ トクナガ　リオ ショウバラエーシー

4 251 吉田　千智(6) CHASKI 4 129 徳永　里桜(6) 庄原AC
フジワラ　ルカ フクヤマジュニア マツモト　サチエ カコガワショウ

5 439 藤原　瑠香(6) 福山ジュニア 5 353 松本　幸恵(6) 狩小川小
ミヨシ　ミワ タケヒロアスリートクラブ ヤマヒロ　ウタ チャスキ

6 406 三好　美羽(6) 竹尋アスリートクラブ 6 249 山廣　詩羽(6) CHASKI
マルタ　アヤミ ショウバラエーシー アリタ　ユナ ミハラリクジョウ

7 131 丸田　綾美(6) 庄原AC 7 492 有田　優菜(6) 三原陸上
オガワ　カナコ ミハラリクジョウ ササキ　リコア チャスキ

8 494 小川　華菜子(6) 三原陸上 8 235 佐々木　莉曖(6) CHASKI
ミヤモト　アズサ シンガイジェイエーシー ヨシカワ　チハル バンブースポーツクラブ

9 389 宮本　梓(6) 新涯JAC 9 134 吉川　千陽(6) バンスポ

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ノブヤス　アヤ コウチショウ スギタ　ククラ エフケーシー

3 509 信保　亜弥(6) 河内小 2 360 杉田　紅桜(6) F.K.C
スエフジ　リホ アクアパーク ヒラマツ　リコ インホクリクジョウ

4 154 末藤　里帆(6) アクアパーク 3 66 平松　璃子(6) 因北陸上
オオタニ　ノノ ビンゴダブルエーシー クボ　カノン チャスキ

5 87 大谷　希音(6) びんごWAC 4 231 窪　花穏(6) CHASKI
ヤマキド　ユイカ チャスキ コバヤカワ　コトミ ヒガシヒロシマティエフシー

6 248 山木戸　結華(6) CHASKI 5 190 小早川　琴実(6) 東広島TFC
オオウエ　ユズ オダミキオスポーツクラブ セイロウ　リカ クレジェイエイシー

7 5 大上　柚杏(6) 織田幹雄スポーツクラブ 6 114 清老　梨花(6) くれJAC
ドヒ　サラ ヒガシヒロシマティエフシー ナカムラ　カイリ タカスコドモカイ

8 200 土肥　　咲夢(6) 東広島TFC 7 77 仲村　海莉(6) 高須子ども会
リキマン　リオ バンブースポーツクラブ モリキ　ミオリ ワダショウ

9 135 力万　莉緒(6) バンスポ 8 540 森木　美音莉(6) 和田小
ミト　オトハ オダミキオスポーツクラブ

9 10 光戸　音葉(6) 織田幹雄スポーツクラブ

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ナツ ユダリクジョウ タハラ　ミユ ミノリクジョウクラブ

2 469 小林　夏都(6) 湯田陸上 2 454 田原　美優(6) 御野陸上クラブ
ハマオカ　ホノカ オノミチシップウクラブ オキダン　シオリ ショウバラエーシー

3 72 濱岡　穂菓(6) 尾道疾風クラブ 3 127 沖段　栞(6) 庄原AC
オオタ　アカリ チャスキ サイトウ　ハルナ ユダリクジョウ

4 229 大田　朱莉(6) CHASKI 4 470 斉藤　遥奈(6) 湯田陸上
ツネトモ　ユヅキ フクヤマジュニア ナカザワ　スズカ ヒガシヒロシマティエフシー

5 438 常友　結月(6) 福山ジュニア 5 202 中澤　涼樺(6) 東広島TFC
ウエダ　ヒトミ ヒガシヒロシマティエフシー ナカタニ　ユイ イシウチミナミエスケイアールシー

6 184 植田　妃富(6) 東広島TFC 6 266 中谷　優生(6) 石内南SKRC
キド　コトコ テリオスヒロシマ ナカガワ　ヒナ チャスキ

7 284 城戸　ことこ(6) テリオス広島 7 237 中川　陽菜(6) CHASKI
ヒラガ　ハナ サカジュニアリクジョウ ドイ　ナツミ テリオスヒロシマ

8 34 平賀　花(6) 坂ジュニア陸上 8 285 土居　夏実(6) テリオス広島
ナガタ　アユ ミノリクジョウクラブ ヨシダ　マオ サクギショウ

9 455 長田　彩夢(6) 御野陸上クラブ 9 513 吉田　真央(6) 作木小

大会記録 13.47 片山　佳菜 栗原陸上 2001 7/4 12:15 (8-16+0)
7/4 14:30 

”日清カップ”広島県小学生陸上競技交流大会[21340007]

東広島運動公園陸上競技場[342050]

小学６年女子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ゾウリキ　ツキナ アクアパーク ワカバヤシ　サチエ エフケーシー

3 155 造力　月那(6) アクアパーク 3 359 若林　幸千恵(6) F.K.C
マナベ　ユイ オダミキオスポーツクラブ サハラ　アイリ ニャンジャスポーツ

4 9 眞鍋　結衣(6) 織田幹雄スポーツクラブ 4 83 佐原　愛莉(6) にゃんじゃSP
イワサキ　ユイナ テリオスヒロシマ カネダ　リオナ チャスキ

5 283 岩崎　結奈(6) テリオス広島 5 230 金田　莉緒奈(6) CHASKI
イシイ　オトハ フクヤマジュニア フモト　サクラコ インホクリクジョウ

6 431 石井　乙葉(6) 福山ジュニア 6 67 麓　桜子(6) 因北陸上
ハヤカワ　マオ カベエーシー ヒガシ　ココナ ヒガシヒロシマティエフシー

7 279 早川　真央(6) 可部ＡＣ 7 203 東　心絆(6) 東広島TFC
ミツモト　ジュンナ ミラサカショウ フルタ　ラン オダミキオスポーツクラブ

8 519 光本　純菜(6) みらさか小 8 7 古田　蘭(6) 織田幹雄スポーツクラブ

ヒロシゲ　ホノカ チャスキ サネヒラ　ホノカ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

9 243 広重　穂夏(6) CHASKI 9 309 實平　帆花(6) 広島JrOC

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

7組 8組

Ａ決勝 Ｂ決勝



審判長

記録主任

予選 7/4 12:55 (3-2+2)

決勝 2021/7/4 15:15

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 5
[  ] イケクボ　シンペイ [  ] ウエダ　ユキナ [  ] タナカ　ケンシロウ [  ] アベ　　セイシロウ [  ] オカダ　ニキ

335 池久保 真平(5) 336 植田 悠樹奈(5) 337 田中 健士朗(5) 208 阿部  誠志郎(6) 209 岡田 日葵(6)

[  ] タナカ　ワカナ [  ] ツネトミ　シュウセイ [  ] ナガノ　ヒナ [  ] コウノ　アオト [  ] タケヒロ　ユウナ

338 田中 和奈(5) 339 常富 嵩正(5) 340 永野 陽菜(5) 210 河野 蒼人(6) 211 武廣 優南(6)

3 6
[  ] オオクニ　リナ [  ] オオバ　ユウダイ [  ] ソウダ　ランマル [  ] オダ　サキハ [  ] カワサキ　セイヤ [  ] セオ　ユウヒ

56 大國 里奈(6) 57 大場 友偉(6) 58 惣田 蘭丸(6) 319 小田 咲羽(6) 320 川﨑 聖弥(6) 321 瀬尾 優日(6)

[  ] ミヨシ　ユナ [  ] ムラカミ　ルイ [  ] ヨシヤマ　ルカ [  ] ヒダカ　ハナネ [  ] ヤノ　ハルカ [  ] ヨシモト　シュンタロウ

59 三好 優菜(6) 60 村上 留唯(6) 61 吉山 瑠華(6) 322 日高 華音(6) 323 矢野 はるか(6) 324 吉本 俊太郎(6)

4 7
[  ] コイシ　アヤノ [  ] ババ　ミサト [  ] オオトシ　マナエ [  ] タケシタ　ツバサ [  ] ダイノブ　ハナ

526 小石 彩乃(6) 527 馬場 みさと(5) 13 大歳 愛永(6) 14 竹下 翼冴(6) 15 台信 華(6)
[  ] ホリエ　サワ [  ] モリタ　アイル [  ] トノ　ヒナタ [  ] ハラダ　シュウセイ [  ] ヤマワキ　ハンナ

528 堀江 瑳和(5) 529 森田 愛瑠(5) 16 登野 陽向(6) 17 原田 周晟(6) 18 山脇 絆那(6)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 6
[  ] ウエダ　イッコウ [  ] コバヤシ　ヒロマ [  ] コンドウ　ケイタ [  ] シマダ　カンタ [  ] ヒダカ　アミ

101 植田 一滉(6) 102 小林 寛真(5) 325 近藤 敬汰(5) 326 嶋田 莞大(5) 327 日髙 杏美(6)

[  ] タケダ　ソウカ [  ] ノムラ　スズ [  ] フクキ　イロハ [  ] ロクジュウブ　ユウタ

103 武田 染花(6) 104 野村 すず(6) 328 福木 彩羽(6) 329 六拾部 悠太(6)

3 7
[  ] クロカワ　ナナ [  ] ナンバ　モアナ [  ] ニシヤマ　ジュンペイ [  ] クニシゲ　サラ [  ] タナカ　アユム [  ] マツオカ　タイセイ

156 黒川 七菜(6) 157 難波 萌亜那(6) 158 西山 純平(6) 530 国重 沙良(6) 531 田中 歩夢(6) 532 松岡 大晴(6)

[  ] マスノ　トラユキ [  ] ミヨシ　ヒナ [  ] ミチカワ　ヒナノ [  ] モリタ　マナト

159 升野 虎雪(6) 160 三好 陽愛(6) 533 道川 姫奈乃(6) 534 森田 真人(6)

4 8
[  ] テヅチ　ヤマト [  ] テヅチ　サキ [  ] タグチ　ユナ [  ] カワカク　エイタ [  ] シンタニ　レイラ [  ] タカタ　リコ

413 手槌 大翔(6) 414 手槌 彩希(6) 415 田口 由奈(5) 456 川角 瑛大(5) 457 新谷 澪來(5) 458 高田 璃子(6)

[  ] ウマコシ　ハルト [  ] キクヤ　ミコ [  ] フジタ　ソウスケ [  ] ツチヤ　ココマ [  ] フジモト　リア [  ] モリオカ　コウタ

416 馬越 遥大(5) 417 菊屋 美心(5) 418 藤田 聡佑(5) 459 土屋 虎々真(6) 460 藤本 莉愛(6) 461 森岡 洸太(6)

5
[  ] イケダ　ワカ [  ] ヒラタ　コウキ [  ] ヒラバヤシ　ユイ

252 池田 和華(6) 253 平田 航輝(6) 254 平林 由衣(6)

[  ] フジイ　ユウタ [  ] ミズモト　ケンタ [  ] ミズモト　マコ

255 藤井 勇太(6) 256 水本 健太(6) 257 水本 蒔子(6)

広島JrOC　Ｂ

広島JrOC　Ｅ 東広島TFC

フチュウソラジョウ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

クマノリクジョウ

みよしAC　A 熊野陸上

ヨシワエーシー ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC　Ｃ

アクアパーク ミヨシエーシービー

アクアパーク みよしAC　B

CHASKI A

ミノリクジョウクラブ

竹尋アスリートクラブ 御野陸上クラブ

チャスキ

大会記録

”日清カップ”広島県小学生陸上競技交流大会[21340007]

東広島運動公園陸上競技場[342050]

53.15 青井・佐々木・金内・古川 広島ＪrＯＣ  2020 

タケヒロアスリートクラブ

吉和AC

ミヨシエーシーエー

府中空城

〈〈 予選 〉〉

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ヒガシヒロシマティエフシー

小学生混合4x100mR



3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 6
[  ] アララギ　ショウゴ [  ] ドイ　ミズキ [  ] マトリ　ワコ [  ] カツラ　ケイマ [  ] スミダ　ミヅキ [  ] トウグ　ユリ

258 蘭 尚悟(5) 259 土井 瑞生(5) 260 真鳥 暖子(5) 267 桂 啓真(6) 268 隅田 美月(6) 269 當具 由梨(6)

[  ] ミグチ　サナ [  ] ミノダ　ユウト [  ] ユサ　アユム [  ] ナカタニ　トシヤ [  ] ヌカタ　チハル [  ] マツバヤシ　アユト

261 三口 紗奈(5) 262 美能田 悠人(6) 263 遊佐 渉陸(5) 270 中谷 俊也(6) 271 額田 千遥(6) 272 松林 歩杜(6)

3 7
[  ] アカシ　リオ [  ] ナカ　ユウリ [  ] ナカワタセ　ミドリ [  ] タナベ　ヒトム [  ] タハラ　リツカ

330 明石 莉央(5) 331 中 優莉(5) 332 中渡瀬 翠(5) 520 田鍋 仁麦(5) 521 田原 律司(5)

[  ] ナガハラ　エイタ [  ] ヤマモト　イサミ [  ] マツシマ　ユイ [  ] ミツモト　リオ

333 長原 英汰(6) 334 山本 勇史(5) 522 松島 由依(6) 523 光本 莉央(5)

4 8
[  ] オカザキ　ミライ [  ] オカダ　スズ [  ] セイコウ　ホノミ [  ] イズミ　リサ [  ] イノウエ　アユム

496 岡崎 未来(6) 497 岡田 鈴々(5) 498 清光 穂実(6) 475 和泉 凜咲(5) 476 井上 歩友夢(5)

[  ] ハタダ　サチ [  ] ヒガシ　キリュウ [  ] ヒラモト　ユウキ [  ] ヒエダ　ハルト [  ] フジイ　ヒデト

499 畑田 紗知(5) 500 東 希瑠(6) 501 平本 悠貴(6) 477 稗田 陽斗(5) 478 藤井 秀音(5)

5
[  ] イシゴウチ　アヤ [  ] ソウワ　マナミ [  ] タケナカ　リョウタ

314 石河内 綺(6) 315 宗和 愛実(6) 316 竹中 亮太(6)

[  ] ハタ　ジュンペイ [  ] ミフネ　ユウト

317 秦 純平(6) 318 三舩 侑斗(6)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 6

3 7

4 8

5 9

ミラサカショウ

広島JrOC　Ｄ みらさか小

イシウチミナミエスケイアールシー

CHASKI B 石内南SKRC

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC　Ａ

〈〈 決勝 〉〉

ユダリクジョウ

三原陸上 湯田陸上

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

ミハラリクジョウ

チャスキ



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
リュウエン　トモヤ フクヤマジュニア

1 430 竜円　智哉(6) 福山ジュニア
イノウエ　イッサ タケヒロアスリートクラブ

2 399 井上　依咲(6) 竹尋アスリートクラブ

ナンバ　ヒロ ショウバラエーシー

3 124 難波　央(5) 庄原AC
クニトシ　リヒト ショウバラエーシー

4 121 國利　理仁(5) 庄原AC
イリセ　ソウスケ ショウバラエーシー

5 118 入瀬　湊介(5) 庄原AC
サクマ　コハク フチュウソラジョウ

6 41 佐久間　琥珀(5) 府中空城
ミヤザキ　ヒロト サカジュニアリクジョウ

7 30 宮崎　祐仁(5) 坂ジュニア陸上

マキオ　モミジ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

8 302 槙尾　椛(6) 広島JrOC
マエガキ　ケイセイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

9 301 前垣　圭成(6) 広島JrOC
バジョウ　リョウタロウ フチュウソラジョウ

10 45 馬上　涼太郎(5) 府中空城
ウエキ　リト ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

11 291 植木　理尊(6) 広島JrOC
キタガワ　リョウ タケヒロアスリートクラブ

12 401 北川　諒(5) 竹尋アスリートクラブ

ムロサワ　ソウスケ フチュウソラジョウ

13 48 室澤　奏介(6) 府中空城
マツウラ　カナデ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

14 303 松浦　奏(6) 広島JrOC
ミムラ　リュウセイ サカジュニアリクジョウ

15 29 三村　龍星(6) 坂ジュニア陸上

ヤマネ　ユウスケ ヨシワエーシー

16 98 山根　祐介(5) 吉和AC
ナカタ　　ハルカ ヒガシヒロシマティエフシー

17 174 中田　　悠翔(6) 東広島TFC
マスハラ　ゲンタ チャスキ

18 225 増原　玄大(5) CHASKI
オクモト　ソウスケ フチュウソラジョウ

19 39 奥本　壮祐(6) 府中空城
エビハラ　ケイ ヒガシヒロシマティエフシー

20 167 蛯原　　慶(6) 東広島TFC
ヒツタ　タイチ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

21 300 櫃田　大馳(6) 広島JrOC
イワモリ　リョウ チャスキ

22 215 岩森　遼(5) CHASKI
フジワラ　ミズキ アクアパーク

23 151 藤原　瑞希(6) アクアパーク
ヌシエダ　フミナリ サカジュニアリクジョウ

24 25 主枝　史成(6) 坂ジュニア陸上

カネカワ　セナ ヨシワエーシー

25 92 金川　世夏(6) 吉和AC

小学生男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

〈〈 決勝 〉〉

1組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
リュウエン　トモヤ フクヤマジュニア ウエキ　リト ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

2 430 竜円　智哉(6) 福山ジュニア 2 291 植木　理尊(6) 広島JrOC
ヤマネ　ユウスケ ヨシワエーシー サクマ　コハク フチュウソラジョウ

3 98 山根　祐介(5) 吉和AC 3 41 佐久間　琥珀(5) 府中空城
クニトシ　リヒト ショウバラエーシー バジョウ　リョウタロウ フチュウソラジョウ

4 121 國利　理仁(5) 庄原AC 4 45 馬上　涼太郎(5) 府中空城
マスハラ　ゲンタ チャスキ ムロサワ　ソウスケ フチュウソラジョウ

5 225 増原　玄大(5) CHASKI 5 48 室澤　奏介(6) 府中空城
ミヤザキ　ヒロト サカジュニアリクジョウ ミムラ　リュウセイ サカジュニアリクジョウ

6 30 宮崎　祐仁(5) 坂ジュニア陸上 6 29 三村　龍星(6) 坂ジュニア陸上

イリセ　ソウスケ ショウバラエーシー マツウラ　カナデ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

7 118 入瀬　湊介(5) 庄原AC 7 303 松浦　奏(6) 広島JrOC
ナンバ　ヒロ ショウバラエーシー マキオ　モミジ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

8 124 難波　央(5) 庄原AC 8 302 槙尾　椛(6) 広島JrOC
キタガワ　リョウ タケヒロアスリートクラブ マエガキ　ケイセイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

9 401 北川　諒(5) 竹尋アスリートクラブ 9 301 前垣　圭成(6) 広島JrOC

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オクモト　ソウスケ フチュウソラジョウ

2 39 奥本　壮祐(6) 府中空城
ヒツタ　タイチ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

3 300 櫃田　大馳(6) 広島JrOC
フジワラ　ミズキ アクアパーク

4 151 藤原　瑞希(6) アクアパーク
ヌシエダ　フミナリ サカジュニアリクジョウ

5 25 主枝　史成(6) 坂ジュニア陸上

カネカワ　セナ ヨシワエーシー

6 92 金川　世夏(6) 吉和AC
イノウエ　イッサ タケヒロアスリートクラブ

7 399 井上　依咲(6) 竹尋アスリートクラブ

イワモリ　リョウ チャスキ

8 215 岩森　遼(5) CHASKI
エビハラ　ケイ ヒガシヒロシマティエフシー

9 167 蛯原　　慶(6) 東広島TFC
ナカタ　　ハルカ ヒガシヒロシマティエフシー

10 174 中田　　悠翔(6) 東広島TFC

小学生男子80mH [70.0cm]

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 〉〉

1組 2組

3組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
リュウエン　トモヤ フクヤマジュニア

1 430 竜円　智哉(6) 福山ジュニア
キタガワ　リョウ タケヒロアスリートクラブ

2 401 北川　諒(5) 竹尋アスリートクラブ

ヤマネ　ユウスケ ヨシワエーシー

3 98 山根　祐介(5) 吉和AC
ナンバ　ヒロ ショウバラエーシー

4 124 難波　央(5) 庄原AC
クニトシ　リヒト ショウバラエーシー

5 121 國利　理仁(5) 庄原AC
イリセ　ソウスケ ショウバラエーシー

6 118 入瀬　湊介(5) 庄原AC
マスハラ　ゲンタ チャスキ

7 225 増原　玄大(5) CHASKI
バジョウ　リョウタロウ フチュウソラジョウ

8 45 馬上　涼太郎(5) 府中空城
サクマ　コハク フチュウソラジョウ

9 41 佐久間　琥珀(5) 府中空城
ミヤザキ　ヒロト サカジュニアリクジョウ

10 30 宮崎　祐仁(5) 坂ジュニア陸上

ミムラ　リュウセイ サカジュニアリクジョウ

11 29 三村　龍星(6) 坂ジュニア陸上

マキオ　モミジ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

12 302 槙尾　椛(6) 広島JrOC
マエガキ　ケイセイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

13 301 前垣　圭成(6) 広島JrOC
ムロサワ　ソウスケ フチュウソラジョウ

14 48 室澤　奏介(6) 府中空城
ウエキ　リト ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

15 291 植木　理尊(6) 広島JrOC
マツウラ　カナデ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

16 303 松浦　奏(6) 広島JrOC
イノウエ　イッサ タケヒロアスリートクラブ

17 399 井上　依咲(6) 竹尋アスリートクラブ

オクモト　ソウスケ フチュウソラジョウ

18 39 奥本　壮祐(6) 府中空城
ヒツタ　タイチ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

19 300 櫃田　大馳(6) 広島JrOC
フジワラ　ミズキ アクアパーク

20 151 藤原　瑞希(6) アクアパーク
ナカタ　　ハルカ ヒガシヒロシマティエフシー

21 174 中田　　悠翔(6) 東広島TFC
エビハラ　ケイ ヒガシヒロシマティエフシー

22 167 蛯原　　慶(6) 東広島TFC
イワモリ　リョウ チャスキ

23 215 岩森　遼(5) CHASKI
ヌシエダ　フミナリ サカジュニアリクジョウ

24 25 主枝　史成(6) 坂ジュニア陸上

カネカワ　セナ ヨシワエーシー

25 92 金川　世夏(6) 吉和AC

小学生男子走高跳

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 〉〉

1組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タメトウ　ダイキ シンガイジェイエーシー フジタ　タクミ ヒガシヒロシマティエフシー

1 383 為藤　大輝(5) 新涯JAC 36 178 藤田　　巧実(5) 東広島TFC
アベ　リクト シンガイジェイエーシー モリヤス　ユウヤ ウジナリクジョウ

2 379 阿部　陸斗(5) 新涯JAC 37 274 森保　悠哉(5) うじな陸上
ミヤチ　シモン フクヤマジュニア ミヤモト　ユウタロウ ミツギニシリクジョウクラブ

3 429 宮地　獅文(6) 福山ジュニア 38 88 宮本　悠太郎(5) 御調西陸上クラブ

ニシオカ　ヒロアキ フクヤマジュニア ウオーター　ケント ナカノヒガシ

4 428 西岡　弘晃(6) 福山ジュニア 39 286 ウオーター　健斗(5) 中野東
タナカ　ユウ ユアックサイキ ハセガワ　リョウ アクアパーク

5 143 田中　結(6) ユアックさいき 40 150 長谷川　諒(6) アクアパーク
マツモト　ミナト ミノリクジョウクラブ トネ　ソウタ フチュウソラジョウ

6 449 松本　湊音(5) 御野陸上クラブ 41 44 戸根　蒼太(6) 府中空城
シゲマサ　ムツキ ミノリクジョウクラブ ナカニシ　カナト リトルランナーズヒロシマ

7 446 重政　夢月(6) 御野陸上クラブ 42 345 中西　奏斗(6) リトルランナーズ広島

カワイ　ユウセイ ミノリクジョウクラブ ムラカミ　コウダイ ウジナリクジョウ

8 445 河相　裕成(5) 御野陸上クラブ 43 273 村上　倖大(5) うじな陸上
イワオカ　ハヤト ミノリクジョウクラブ イワサキ　コウタ フチュウソラジョウ

9 443 岩岡　勇兎(6) 御野陸上クラブ 44 37 岩崎　煌大(6) 府中空城
フジイ　ミツキ チュウジョウハシロウカイ サカモト　ジュンジ サカジュニアリクジョウ

10 421 藤井　洸樹(5) 中条走ろう会 45 23 坂本　純蒔(6) 坂ジュニア陸上

ムラツ　カナデ チュウジョウハシロウカイ コセン　ユウタロウ サカジュニアリクジョウ

11 420 村津　奏(5) 中条走ろう会 46 22 小仙　悠太郎(6) 坂ジュニア陸上

オキナカ　コウキ チュウジョウハシロウカイ サクラバ　ハルト リトルランナーズヒロシマ

12 419 沖中　倖輝(6) 中条走ろう会 47 343 櫻庭　晴翔(6) リトルランナーズ広島

タナベ　　ショウエイ カンナベハシロウカイ アサダ　ソウタロウ フチュウソラジョウ

13 368 田邊　　頌詠(6) 神辺走ろう会 48 36 浅田　颯太郎(5) 府中空城
タナカ　　ハルキ カンナベハシロウカイ タツガワ　ゴウ リトルランナーズヒロシマ

14 367 田中　　陽生(6) 神辺走ろう会 49 344 立川　豪(6) リトルランナーズ広島

ヨシオカ　ダイキ タケヒロアスリートクラブ マスダ　コウキ ナカノヒガシ

15 398 吉岡　大輝(6) 竹尋アスリートクラブ 50 289 益田　光輝(5) 中野東
フジキ　キイチロウ ヨシワエーシー ウエダ　ソウダイ アクアパーク

16 95 藤木　喜一朗(5) 吉和AC 51 147 上田　蒼大(6) アクアパーク
ナガタ　リト ヨシワエーシー ニノミヤ　ユウシン ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

17 94 永田　理人(6) 吉和AC 52 299 二宮　悠心(6) 広島JrOC
ウチダ　タツキ ショウバラエーシー イチムラ　ユウジン ヒガシヒロシマティエフシー

18 120 内田　達希(5) 庄原AC 53 166 市村　　悠仁(6) 東広島TFC
セノオ　ユウ チャスキ カネダ　シュンスケ フチュウソラジョウ

19 219 妹尾　優羽(6) CHASKI 54 40 金田　隼輔(6) 府中空城
イマミヤ　ユウヒ チャスキ コニシ　ギンノスケ ヒガシヒロシマティエフシー

20 214 今宮　夕日(5) CHASKI 55 172 小西　　銀之介(6) 東広島TFC
イケダ　ケン チャスキ タニグチ　フウド タケヒロアスリートクラブ

21 212 池田　賢(6) CHASKI 56 397 谷口　風心(6) 竹尋アスリートクラブ

ヒロタニ　カズヤ ミハラリクジョウ クワバラ　アヤト サカジュニアリクジョウ

22 488 廣谷　和也(6) 三原陸上 57 21 桑原　彪斗(5) 坂ジュニア陸上

オカザキ　ジンダイ ミハラリクジョウ ホリ　リョウタ ヒガシヒロシマティエフシー

23 481 岡㟢　稔大(5) 三原陸上 58 179 堀　凌多(5) 東広島TFC
ハナモト　ミナト ミハラリクジョウ ハシヅメ　ケイジ ナカノヒガシ

24 485 花本　湊音(5) 三原陸上 59 288 橋詰　慶次(5) 中野東
タナカ　ユウト オノミチシップウクラブ カキウチ　レイ フノショウ

25 70 田中　悠人(5) 尾道疾風クラブ 60 514 垣内　玲唯(5) 布野小
サトウ　アキヒコ オノミチシップウクラブ オオモト　ソアラ フチュウソラジョウ

26 69 佐藤　晃彦(5) 尾道疾風クラブ 61 38 大本　蒼空(6) 府中空城
オカモト　ワタル オノミチシップウクラブ クリタ　カケル ナカノヒガシ

27 68 岡本　航(5) 尾道疾風クラブ 62 287 栗田　翔(6) 中野東
ヒロカワ　リョウタ ジーアールシー オカダ　ソウマ チャスキ

28 163 廣川　諒太(5) GRC 63 217 岡田　宗馬(5) CHASKI
ヒラヤマ　ダイチ ジーアールシー サカイ　リュウ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

29 162 平山　大智(6) GRC 64 293 坂井　龍(6) 広島JrOC
コハラ　エイキ ジーアールシー チクゴ　アオト タケヒロアスリートクラブ

30 161 小原　瑛希(5) GRC 65 400 筑後　蒼人(5) 竹尋アスリートクラブ

カワシマ　ユズル オオサキスイエイリクジョウクラブ ワタナベ　ガクト チャスキ

31 136 川島　譲(5) 大崎水泳陸上クラブ 66 226 渡辺　楽季(5) CHASKI
モリオカ　ユウイ オオサキスイエイリクジョウクラブ ムラヤマ　リヒト フノショウ

32 139 森岡　悠生(5) 大崎水泳陸上クラブ 67 516 村山　璃宏斗(6) 布野小
タハラ　タケル オオサキスイエイリクジョウクラブ エビハラ　リクト サカジュニアリクジョウ

33 137 田原　健琉(5) 大崎水泳陸上クラブ 68 19 海老原　陸斗(6) 坂ジュニア陸上

オカノ　ケイタロウ ニャンジャスポーツ ミキ　ハルヒト カベエーシー

34 81 岡野　佳太朗(6) にゃんじゃSP 69 278 三木　遥仁(6) 可部ＡＣ
ショウブン　タカラ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ コダマ　ソウジロウ ヒガシヒロシマティエフシー

35 295 正分　貴宝(6) 広島JrOC 70 171 小玉　　宗時朗(6) 東広島TFC
ナカイ　ユウスケ ヒガシヒロシマティエフシー

71 173 中井　　悠介(6) 東広島TFC

小学生男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タメトウ　ダイキ シンガイジェイエーシー フジタ　タクミ ヒガシヒロシマティエフシー

1 383 為藤　大輝(5) 新涯JAC 1 178 藤田　　巧実(5) 東広島TFC
アベ　リクト シンガイジェイエーシー モリヤス　ユウヤ ウジナリクジョウ

2 379 阿部　陸斗(5) 新涯JAC 2 274 森保　悠哉(5) うじな陸上
ミヤチ　シモン フクヤマジュニア ミヤモト　ユウタロウ ミツギニシリクジョウクラブ

3 429 宮地　獅文(6) 福山ジュニア 3 88 宮本　悠太郎(5) 御調西陸上クラブ

ニシオカ　ヒロアキ フクヤマジュニア ウオーター　ケント ナカノヒガシ

4 428 西岡　弘晃(6) 福山ジュニア 4 286 ウオーター　健斗(5) 中野東
タナカ　ユウ ユアックサイキ ハセガワ　リョウ アクアパーク

5 143 田中　結(6) ユアックさいき 5 150 長谷川　諒(6) アクアパーク
マツモト　ミナト ミノリクジョウクラブ トネ　ソウタ フチュウソラジョウ

6 449 松本　湊音(5) 御野陸上クラブ 6 44 戸根　蒼太(6) 府中空城
シゲマサ　ムツキ ミノリクジョウクラブ ナカニシ　カナト リトルランナーズヒロシマ

7 446 重政　夢月(6) 御野陸上クラブ 7 345 中西　奏斗(6) リトルランナーズ広島

カワイ　ユウセイ ミノリクジョウクラブ ムラカミ　コウダイ ウジナリクジョウ

8 445 河相　裕成(5) 御野陸上クラブ 8 273 村上　倖大(5) うじな陸上
イワオカ　ハヤト ミノリクジョウクラブ イワサキ　コウタ フチュウソラジョウ

9 443 岩岡　勇兎(6) 御野陸上クラブ 9 37 岩崎　煌大(6) 府中空城
フジイ　ミツキ チュウジョウハシロウカイ サカモト　ジュンジ サカジュニアリクジョウ

10 421 藤井　洸樹(5) 中条走ろう会 10 23 坂本　純蒔(6) 坂ジュニア陸上

ムラツ　カナデ チュウジョウハシロウカイ コセン　ユウタロウ サカジュニアリクジョウ

11 420 村津　奏(5) 中条走ろう会 11 22 小仙　悠太郎(6) 坂ジュニア陸上

オキナカ　コウキ チュウジョウハシロウカイ サクラバ　ハルト リトルランナーズヒロシマ

12 419 沖中　倖輝(6) 中条走ろう会 12 343 櫻庭　晴翔(6) リトルランナーズ広島

タナベ　　ショウエイ カンナベハシロウカイ アサダ　ソウタロウ フチュウソラジョウ

13 368 田邊　　頌詠(6) 神辺走ろう会 13 36 浅田　颯太郎(5) 府中空城
タナカ　　ハルキ カンナベハシロウカイ タツガワ　ゴウ リトルランナーズヒロシマ

14 367 田中　　陽生(6) 神辺走ろう会 14 344 立川　豪(6) リトルランナーズ広島

ヨシオカ　ダイキ タケヒロアスリートクラブ マスダ　コウキ ナカノヒガシ

15 398 吉岡　大輝(6) 竹尋アスリートクラブ 15 289 益田　光輝(5) 中野東
フジキ　キイチロウ ヨシワエーシー ウエダ　ソウダイ アクアパーク

16 95 藤木　喜一朗(5) 吉和AC 16 147 上田　蒼大(6) アクアパーク
ナガタ　リト ヨシワエーシー ニノミヤ　ユウシン ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

17 94 永田　理人(6) 吉和AC 17 299 二宮　悠心(6) 広島JrOC
ウチダ　タツキ ショウバラエーシー イチムラ　ユウジン ヒガシヒロシマティエフシー

18 120 内田　達希(5) 庄原AC 18 166 市村　　悠仁(6) 東広島TFC
セノオ　ユウ チャスキ カネダ　シュンスケ フチュウソラジョウ

19 219 妹尾　優羽(6) CHASKI 19 40 金田　隼輔(6) 府中空城
イマミヤ　ユウヒ チャスキ コニシ　ギンノスケ ヒガシヒロシマティエフシー

20 214 今宮　夕日(5) CHASKI 20 172 小西　　銀之介(6) 東広島TFC
イケダ　ケン チャスキ タニグチ　フウド タケヒロアスリートクラブ

21 212 池田　賢(6) CHASKI 21 397 谷口　風心(6) 竹尋アスリートクラブ

ヒロタニ　カズヤ ミハラリクジョウ クワバラ　アヤト サカジュニアリクジョウ

22 488 廣谷　和也(6) 三原陸上 22 21 桑原　彪斗(5) 坂ジュニア陸上

オカザキ　ジンダイ ミハラリクジョウ ホリ　リョウタ ヒガシヒロシマティエフシー

23 481 岡㟢　稔大(5) 三原陸上 23 179 堀　凌多(5) 東広島TFC
ハナモト　ミナト ミハラリクジョウ ハシヅメ　ケイジ ナカノヒガシ

24 485 花本　湊音(5) 三原陸上 24 288 橋詰　慶次(5) 中野東
タナカ　ユウト オノミチシップウクラブ カキウチ　レイ フノショウ

25 70 田中　悠人(5) 尾道疾風クラブ 25 514 垣内　玲唯(5) 布野小
サトウ　アキヒコ オノミチシップウクラブ オオモト　ソアラ フチュウソラジョウ

26 69 佐藤　晃彦(5) 尾道疾風クラブ 26 38 大本　蒼空(6) 府中空城
オカモト　ワタル オノミチシップウクラブ クリタ　カケル ナカノヒガシ

27 68 岡本　航(5) 尾道疾風クラブ 27 287 栗田　翔(6) 中野東
ヒロカワ　リョウタ ジーアールシー オカダ　ソウマ チャスキ

28 163 廣川　諒太(5) GRC 28 217 岡田　宗馬(5) CHASKI
ヒラヤマ　ダイチ ジーアールシー サカイ　リュウ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

29 162 平山　大智(6) GRC 29 293 坂井　龍(6) 広島JrOC
コハラ　エイキ ジーアールシー チクゴ　アオト タケヒロアスリートクラブ

30 161 小原　瑛希(5) GRC 30 400 筑後　蒼人(5) 竹尋アスリートクラブ

カワシマ　ユズル オオサキスイエイリクジョウクラブ ワタナベ　ガクト チャスキ

31 136 川島　譲(5) 大崎水泳陸上クラブ 31 226 渡辺　楽季(5) CHASKI
モリオカ　ユウイ オオサキスイエイリクジョウクラブ ムラヤマ　リヒト フノショウ

32 139 森岡　悠生(5) 大崎水泳陸上クラブ 32 516 村山　璃宏斗(6) 布野小
タハラ　タケル オオサキスイエイリクジョウクラブ エビハラ　リクト サカジュニアリクジョウ

33 137 田原　健琉(5) 大崎水泳陸上クラブ 33 19 海老原　陸斗(6) 坂ジュニア陸上

オカノ　ケイタロウ ニャンジャスポーツ ミキ　ハルヒト カベエーシー

34 81 岡野　佳太朗(6) にゃんじゃSP 34 278 三木　遥仁(6) 可部ＡＣ
ショウブン　タカラ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ コダマ　ソウジロウ ヒガシヒロシマティエフシー

35 295 正分　貴宝(6) 広島JrOC 35 171 小玉　　宗時朗(6) 東広島TFC
ナカイ　ユウスケ ヒガシヒロシマティエフシー

36 173 中井　　悠介(6) 東広島TFC

小学生男子走幅跳

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 〉〉

1組 2組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タメトウ　ダイキ シンガイジェイエーシー フジタ　タクミ ヒガシヒロシマティエフシー

1 383 為藤　大輝(5) 新涯JAC 1 178 藤田　　巧実(5) 東広島TFC
アベ　リクト シンガイジェイエーシー モリヤス　ユウヤ ウジナリクジョウ

2 379 阿部　陸斗(5) 新涯JAC 2 274 森保　悠哉(5) うじな陸上
ミヤチ　シモン フクヤマジュニア ミヤモト　ユウタロウ ミツギニシリクジョウクラブ

3 429 宮地　獅文(6) 福山ジュニア 3 88 宮本　悠太郎(5) 御調西陸上クラブ

ニシオカ　ヒロアキ フクヤマジュニア ウオーター　ケント ナカノヒガシ

4 428 西岡　弘晃(6) 福山ジュニア 4 286 ウオーター　健斗(5) 中野東
タナカ　ユウ ユアックサイキ ハセガワ　リョウ アクアパーク

5 143 田中　結(6) ユアックさいき 5 150 長谷川　諒(6) アクアパーク
マツモト　ミナト ミノリクジョウクラブ トネ　ソウタ フチュウソラジョウ

6 449 松本　湊音(5) 御野陸上クラブ 6 44 戸根　蒼太(6) 府中空城
シゲマサ　ムツキ ミノリクジョウクラブ ナカニシ　カナト リトルランナーズヒロシマ

7 446 重政　夢月(6) 御野陸上クラブ 7 345 中西　奏斗(6) リトルランナーズ広島

カワイ　ユウセイ ミノリクジョウクラブ ムラカミ　コウダイ ウジナリクジョウ

8 445 河相　裕成(5) 御野陸上クラブ 8 273 村上　倖大(5) うじな陸上
イワオカ　ハヤト ミノリクジョウクラブ イワサキ　コウタ フチュウソラジョウ

9 443 岩岡　勇兎(6) 御野陸上クラブ 9 37 岩崎　煌大(6) 府中空城
フジイ　ミツキ チュウジョウハシロウカイ サカモト　ジュンジ サカジュニアリクジョウ

10 421 藤井　洸樹(5) 中条走ろう会 10 23 坂本　純蒔(6) 坂ジュニア陸上

ムラツ　カナデ チュウジョウハシロウカイ コセン　ユウタロウ サカジュニアリクジョウ

11 420 村津　奏(5) 中条走ろう会 11 22 小仙　悠太郎(6) 坂ジュニア陸上

オキナカ　コウキ チュウジョウハシロウカイ サクラバ　ハルト リトルランナーズヒロシマ

12 419 沖中　倖輝(6) 中条走ろう会 12 343 櫻庭　晴翔(6) リトルランナーズ広島

タナベ　　ショウエイ カンナベハシロウカイ アサダ　ソウタロウ フチュウソラジョウ

13 368 田邊　　頌詠(6) 神辺走ろう会 13 36 浅田　颯太郎(5) 府中空城
タナカ　　ハルキ カンナベハシロウカイ タツガワ　ゴウ リトルランナーズヒロシマ

14 367 田中　　陽生(6) 神辺走ろう会 14 344 立川　豪(6) リトルランナーズ広島

ヨシオカ　ダイキ タケヒロアスリートクラブ マスダ　コウキ ナカノヒガシ

15 398 吉岡　大輝(6) 竹尋アスリートクラブ 15 289 益田　光輝(5) 中野東
フジキ　キイチロウ ヨシワエーシー ウエダ　ソウダイ アクアパーク

16 95 藤木　喜一朗(5) 吉和AC 16 147 上田　蒼大(6) アクアパーク
ナガタ　リト ヨシワエーシー ニノミヤ　ユウシン ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

17 94 永田　理人(6) 吉和AC 17 299 二宮　悠心(6) 広島JrOC
ウチダ　タツキ ショウバラエーシー イチムラ　ユウジン ヒガシヒロシマティエフシー

18 120 内田　達希(5) 庄原AC 18 166 市村　　悠仁(6) 東広島TFC
セノオ　ユウ チャスキ カネダ　シュンスケ フチュウソラジョウ

19 219 妹尾　優羽(6) CHASKI 19 40 金田　隼輔(6) 府中空城
イマミヤ　ユウヒ チャスキ コニシ　ギンノスケ ヒガシヒロシマティエフシー

20 214 今宮　夕日(5) CHASKI 20 172 小西　　銀之介(6) 東広島TFC
イケダ　ケン チャスキ タニグチ　フウド タケヒロアスリートクラブ

21 212 池田　賢(6) CHASKI 21 397 谷口　風心(6) 竹尋アスリートクラブ

ヒロタニ　カズヤ ミハラリクジョウ クワバラ　アヤト サカジュニアリクジョウ

22 488 廣谷　和也(6) 三原陸上 22 21 桑原　彪斗(5) 坂ジュニア陸上

オカザキ　ジンダイ ミハラリクジョウ ホリ　リョウタ ヒガシヒロシマティエフシー

23 481 岡㟢　稔大(5) 三原陸上 23 179 堀　凌多(5) 東広島TFC
ハナモト　ミナト ミハラリクジョウ ハシヅメ　ケイジ ナカノヒガシ

24 485 花本　湊音(5) 三原陸上 24 288 橋詰　慶次(5) 中野東
タナカ　ユウト オノミチシップウクラブ カキウチ　レイ フノショウ

25 70 田中　悠人(5) 尾道疾風クラブ 25 514 垣内　玲唯(5) 布野小
サトウ　アキヒコ オノミチシップウクラブ オオモト　ソアラ フチュウソラジョウ

26 69 佐藤　晃彦(5) 尾道疾風クラブ 26 38 大本　蒼空(6) 府中空城
オカモト　ワタル オノミチシップウクラブ クリタ　カケル ナカノヒガシ

27 68 岡本　航(5) 尾道疾風クラブ 27 287 栗田　翔(6) 中野東
ヒロカワ　リョウタ ジーアールシー オカダ　ソウマ チャスキ

28 163 廣川　諒太(5) GRC 28 217 岡田　宗馬(5) CHASKI
ヒラヤマ　ダイチ ジーアールシー サカイ　リュウ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

29 162 平山　大智(6) GRC 29 293 坂井　龍(6) 広島JrOC
コハラ　エイキ ジーアールシー チクゴ　アオト タケヒロアスリートクラブ

30 161 小原　瑛希(5) GRC 30 400 筑後　蒼人(5) 竹尋アスリートクラブ

カワシマ　ユズル オオサキスイエイリクジョウクラブ ワタナベ　ガクト チャスキ

31 136 川島　譲(5) 大崎水泳陸上クラブ 31 226 渡辺　楽季(5) CHASKI
モリオカ　ユウイ オオサキスイエイリクジョウクラブ ムラヤマ　リヒト フノショウ

32 139 森岡　悠生(5) 大崎水泳陸上クラブ 32 516 村山　璃宏斗(6) 布野小
タハラ　タケル オオサキスイエイリクジョウクラブ エビハラ　リクト サカジュニアリクジョウ

33 137 田原　健琉(5) 大崎水泳陸上クラブ 33 19 海老原　陸斗(6) 坂ジュニア陸上

オカノ　ケイタロウ ニャンジャスポーツ ミキ　ハルヒト カベエーシー

34 81 岡野　佳太朗(6) にゃんじゃSP 34 278 三木　遥仁(6) 可部ＡＣ
ショウブン　タカラ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ コダマ　ソウジロウ ヒガシヒロシマティエフシー

35 295 正分　貴宝(6) 広島JrOC 35 171 小玉　　宗時朗(6) 東広島TFC
ナカイ　ユウスケ ヒガシヒロシマティエフシー

36 173 中井　　悠介(6) 東広島TFC

小学生男子ジャベリックボール投げ

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 〉〉

1組 2組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クワダ　カナエ シンガイジェイエーシー

1 387 桑田　佳苗(6) 新涯JAC
カガワ　イロハ シンガイジェイエーシー

2 386 香川　彩葉(6) 新涯JAC
イナガキ　リコ シンガイジェイエーシー

3 385 稲垣　璃虹(6) 新涯JAC
ミツヤマ　マイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

4 311 満山　真衣(6) 広島JrOC
ノソウ　ヒイロ タケヒロアスリートクラブ

5 405 能宗　陽彩(6) 竹尋アスリートクラブ

シラガ　リホ ヒガシヒロシマティエフシー

6 192 白髪　莉歩(5) 東広島TFC
コウノ　ココマ サカジュニアリクジョウ

7 32 河野　瑚々茉(5) 坂ジュニア陸上

ヤストモ　ミナ フチュウソラジョウ

8 54 安友　美南(5) 府中空城
ササキ　ネネ チャスキ

9 233 佐々木　寧音(5) CHASKI
ナカマ　アイコ チャスキ

10 238 中間　藍子(6) CHASKI
ホンケ　アンジュ チャスキ

11 245 本計　杏珠(6) CHASKI
オオニシ　ヒナ フチュウソラジョウ

12 51 大西　陽愛(6) 府中空城
ヒナ　シズク チャスキ

13 242 日名　雫(6) CHASKI
ヤマダ　アコ サカジュニアリクジョウ

14 35 山田　亜子(6) 坂ジュニア陸上

トクマル　チヨ ヒガシヒロシマティエフシー

15 199 徳丸　ちよ(6) 東広島TFC
マエナガ　ミハル ヒガシヒロシマティエフシー

16 204 前永　深晴(6) 東広島TFC
ガンダ　サチ ヒガシヒロシマティエフシー

17 188 鴈田　幸(6) 東広島TFC
キタムラ　ナナカ フクヤマジュニア

18 435 北村　七香(6) 福山ジュニア

小学生女子走高跳

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 〉〉

1組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カガワ　イロハ シンガイジェイエーシー ヤストモ　ミナ フチュウソラジョウ

2 386 香川　彩葉(6) 新涯JAC 2 54 安友　美南(5) 府中空城
ミツヤマ　マイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ トクマル　チヨ ヒガシヒロシマティエフシー

3 311 満山　真衣(6) 広島JrOC 3 199 徳丸　ちよ(6) 東広島TFC
ヒナ　シズク チャスキ マエナガ　ミハル ヒガシヒロシマティエフシー

4 242 日名　雫(6) CHASKI 4 204 前永　深晴(6) 東広島TFC
ササキ　ネネ チャスキ ガンダ　サチ ヒガシヒロシマティエフシー

5 233 佐々木　寧音(5) CHASKI 5 188 鴈田　幸(6) 東広島TFC
シラガ　リホ ヒガシヒロシマティエフシー キタムラ　ナナカ フクヤマジュニア

6 192 白髪　莉歩(5) 東広島TFC 6 435 北村　七香(6) 福山ジュニア
ナカマ　アイコ チャスキ ノソウ　ヒイロ タケヒロアスリートクラブ

7 238 中間　藍子(6) CHASKI 7 405 能宗　陽彩(6) 竹尋アスリートクラブ

ホンケ　アンジュ チャスキ ヤマダ　アコ サカジュニアリクジョウ

8 245 本計　杏珠(6) CHASKI 8 35 山田　亜子(6) 坂ジュニア陸上

イナガキ　リコ シンガイジェイエーシー オオニシ　ヒナ フチュウソラジョウ

9 385 稲垣　璃虹(6) 新涯JAC 9 51 大西　陽愛(6) 府中空城
クワダ　カナエ シンガイジェイエーシー コウノ　ココマ サカジュニアリクジョウ

10 387 桑田　佳苗(6) 新涯JAC 10 32 河野　瑚々茉(5) 坂ジュニア陸上

小学生女子80mH [70.0cm]

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 〉〉
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クワダ　カナエ シンガイジェイエーシー

1 387 桑田　佳苗(6) 新涯JAC
カガワ　イロハ シンガイジェイエーシー

2 386 香川　彩葉(6) 新涯JAC
イナガキ　リコ シンガイジェイエーシー

3 385 稲垣　璃虹(6) 新涯JAC
ミツヤマ　マイ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

4 311 満山　真衣(6) 広島JrOC
ノソウ　ヒイロ タケヒロアスリートクラブ

5 405 能宗　陽彩(6) 竹尋アスリートクラブ

ホンケ　アンジュ チャスキ

6 245 本計　杏珠(6) CHASKI
ヒナ　シズク チャスキ

7 242 日名　雫(6) CHASKI
ナカマ　アイコ チャスキ

8 238 中間　藍子(6) CHASKI
ササキ　ネネ チャスキ

9 233 佐々木　寧音(5) CHASKI
ヤストモ　ミナ フチュウソラジョウ

10 54 安友　美南(5) 府中空城
コウノ　ココマ サカジュニアリクジョウ

11 32 河野　瑚々茉(5) 坂ジュニア陸上

シラガ　リホ ヒガシヒロシマティエフシー

12 192 白髪　莉歩(5) 東広島TFC
ヤマダ　アコ サカジュニアリクジョウ

13 35 山田　亜子(6) 坂ジュニア陸上

オオニシ　ヒナ フチュウソラジョウ

14 51 大西　陽愛(6) 府中空城
マエナガ　ミハル ヒガシヒロシマティエフシー

15 204 前永　深晴(6) 東広島TFC
トクマル　チヨ ヒガシヒロシマティエフシー

16 199 徳丸　ちよ(6) 東広島TFC
キタムラ　ナナカ フクヤマジュニア

17 435 北村　七香(6) 福山ジュニア
ガンダ　サチ ヒガシヒロシマティエフシー

18 188 鴈田　幸(6) 東広島TFC

小学生女子走高跳

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 〉〉

1組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　リナ フクヤマジュニア タケダ　ヒナタ ヒガシヒロシマティエフシー

1 442 山本　里夏(6) 福山ジュニア 27 195 武田　ひなた(5) 東広島TFC
ムシアケ　ミナミ フクヤマジュニア カワムラ　ハルカ ヒガシヒロシマティエフシー

2 441 虫明　美波(6) 福山ジュニア 28 187 河村　陽香(5) 東広島TFC
サノ　ミサキ フクヤマジュニア シミズ　マナミ ヒガシヒロシマティエフシー

3 437 佐野　光咲(6) 福山ジュニア 29 191 清水　愛深(5) 東広島TFC
コマツ　アイカ フクヤマジュニア ミタテラ　ハナ リトルランナーズヒロシマ

4 436 小松　愛果(6) 福山ジュニア 30 350 御田寺　はな(5) リトルランナーズ広島

オオクボ　レア フクヤマジュニア アサイ　ユリナ ヒガシヒロシマティエフシー

5 433 大久保　恋絢(6) 福山ジュニア 31 183 浅井　悠莉奈(6) 東広島TFC
マンナミ　コヒナ ユダリクジョウ カト　ソラノ リトルランナーズヒロシマ

6 474 萬浪　心陽(6) 湯田陸上 32 347 加登　空乃(6) リトルランナーズ広島

サトウ　ヒスイ ユダリクジョウ フジハラ　リナ リトルランナーズヒロシマ

7 472 佐藤　碧水(6) 湯田陸上 33 349 藤原　理奈(6) リトルランナーズ広島

サトウ　ウミ ユダリクジョウ ミヤモト　ハナ ヒガシヒロシマティエフシー

8 471 佐藤　海心(5) 湯田陸上 34 206 宮本　　羽菜(6) 東広島TFC
マスダ　アイネ ユアックサイキ イシイ　サワ タケヒロアスリートクラブ

9 144 増田　愛音(6) ユアックさいき 35 412 石井　佐和(5) 竹尋アスリートクラブ

カナオ　サキナ チュウジョウハシロウカイ ハタ　ナヅキ タケヒロアスリートクラブ

10 423 金尾　咲奈(6) 中条走ろう会 36 411 秦　愛月(5) 竹尋アスリートクラブ

ヒラカワ　アオイ チュウジョウハシロウカイ タカハシ　シオリ ニャンジャスポーツ

11 422 平川　葵(6) 中条走ろう会 37 84 高橋　汐里(6) にゃんじゃSP
モリタ　コウネ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ナガサキ　ユウミ フチュウソラジョウ

12 313 森田　虹音(6) 広島JrOC 38 53 長崎　祐美(6) 府中空城
クマガイ　　アヤネ カンナベハシロウカイ ミヤチ　ヒナ タケヒロアスリートクラブ

13 373 熊谷　　彩音(6) 神辺走ろう会 39 404 宮地　陽菜(6) 竹尋アスリートクラブ

コバヤシ　カエ ヨシワエーシー ヨシナカ　カンナ フチュウソラジョウ

14 100 小林　楓依(6) 吉和AC 40 55 吉中　栞南(6) 府中空城
ミゾグチ　ハヅキ ショウバラエーシー ヒダカ　アズミ フノショウ

15 132 溝口　葉月(5) 庄原AC 41 518 檜高　あずみ(6) 布野小
フクオカ　アイナ ショウバラエーシー タオ　カノン サカジュニアリクジョウ

16 130 福岡　愛菜(5) 庄原AC 42 33 垰　花音(6) 坂ジュニア陸上

コウチ　ハナミ ショウバラエーシー タナカ　リオナ ヒガシヒロシマティエフシー

17 128 河内　花実(5) 庄原AC 43 197 田中　莉愛菜(5) 東広島TFC
フジムラ　コトハ チャスキ オオヒラ　マヒロ サカジュニアリクジョウ

18 244 藤村　心澄葉(6) CHASKI 44 31 大平　万尋(6) 坂ジュニア陸上

ヒガシ　クレア チャスキ サコ　ハルカ ミツギニシリクジョウクラブ

19 241 東　紅杏(5) CHASKI 45 89 迫　　はるか(5) 御調西陸上クラブ

ハギワラ　サクラ チャスキ ムラモト　スズカ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

20 240 萩原　咲良(6) CHASKI 46 312 村本　すず歌(5) 広島JrOC
ニシモト　アヤネ チャスキ ヤマサキ　ルカ リトルランナーズヒロシマ

21 239 西本　彩音(5) CHASKI 47 351 山崎　瑠花(6) リトルランナーズ広島

ササキ　ミロン チャスキ オノザワ　　ノノア ヒガシヒロシマティエフシー

22 234 佐々木　満音(5) CHASKI 48 185 斧澤　心彩(6) 東広島TFC
アオキ　リオン チャスキ ササキ　ソラ アクアパーク

23 227 青木　莉音(5) CHASKI 49 153 佐々木　優空(6) アクアパーク
ヨウフクジ　ユキナ ミツギニシリクジョウクラブ イイダ　マオ リトルランナーズヒロシマ

24 90 要福地　　倖奈(5) 御調西陸上クラブ 50 346 飯田　真央(6) リトルランナーズ広島

ミヤザキ　アンナ ミツギニシリクジョウクラブ ミヤタ　ユズナ ヒガシヒロシマティエフシー

25 91 宮崎　　安奈(5) 御調西陸上クラブ 51 205 宮田　柚那(6) 東広島TFC
サクラバ　アヤカ リトルランナーズヒロシマ ヒグチ　ミオト タケヒロアスリートクラブ

26 348 櫻庭　綾花(5) リトルランナーズ広島 52 403 樋口　弥音(6) 竹尋アスリートクラブ

小学生女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

〈〈 決勝 〉〉
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　リナ フクヤマジュニア タケダ　ヒナタ ヒガシヒロシマティエフシー

1 442 山本　里夏(6) 福山ジュニア 1 195 武田　ひなた(5) 東広島TFC
ムシアケ　ミナミ フクヤマジュニア カワムラ　ハルカ ヒガシヒロシマティエフシー

2 441 虫明　美波(6) 福山ジュニア 2 187 河村　陽香(5) 東広島TFC
サノ　ミサキ フクヤマジュニア シミズ　マナミ ヒガシヒロシマティエフシー

3 437 佐野　光咲(6) 福山ジュニア 3 191 清水　愛深(5) 東広島TFC
コマツ　アイカ フクヤマジュニア ミタテラ　ハナ リトルランナーズヒロシマ

4 436 小松　愛果(6) 福山ジュニア 4 350 御田寺　はな(5) リトルランナーズ広島

オオクボ　レア フクヤマジュニア アサイ　ユリナ ヒガシヒロシマティエフシー

5 433 大久保　恋絢(6) 福山ジュニア 5 183 浅井　悠莉奈(6) 東広島TFC
マンナミ　コヒナ ユダリクジョウ カト　ソラノ リトルランナーズヒロシマ

6 474 萬浪　心陽(6) 湯田陸上 6 347 加登　空乃(6) リトルランナーズ広島

サトウ　ヒスイ ユダリクジョウ フジハラ　リナ リトルランナーズヒロシマ

7 472 佐藤　碧水(6) 湯田陸上 7 349 藤原　理奈(6) リトルランナーズ広島

サトウ　ウミ ユダリクジョウ ミヤモト　ハナ ヒガシヒロシマティエフシー

8 471 佐藤　海心(5) 湯田陸上 8 206 宮本　　羽菜(6) 東広島TFC
マスダ　アイネ ユアックサイキ イシイ　サワ タケヒロアスリートクラブ

9 144 増田　愛音(6) ユアックさいき 9 412 石井　佐和(5) 竹尋アスリートクラブ

カナオ　サキナ チュウジョウハシロウカイ ハタ　ナヅキ タケヒロアスリートクラブ

10 423 金尾　咲奈(6) 中条走ろう会 10 411 秦　愛月(5) 竹尋アスリートクラブ

ヒラカワ　アオイ チュウジョウハシロウカイ タカハシ　シオリ ニャンジャスポーツ

11 422 平川　葵(6) 中条走ろう会 11 84 高橋　汐里(6) にゃんじゃSP
モリタ　コウネ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ナガサキ　ユウミ フチュウソラジョウ

12 313 森田　虹音(6) 広島JrOC 12 53 長崎　祐美(6) 府中空城
クマガイ　　アヤネ カンナベハシロウカイ ミヤチ　ヒナ タケヒロアスリートクラブ

13 373 熊谷　　彩音(6) 神辺走ろう会 13 404 宮地　陽菜(6) 竹尋アスリートクラブ

コバヤシ　カエ ヨシワエーシー ヨシナカ　カンナ フチュウソラジョウ

14 100 小林　楓依(6) 吉和AC 14 55 吉中　栞南(6) 府中空城
ミゾグチ　ハヅキ ショウバラエーシー ヒダカ　アズミ フノショウ

15 132 溝口　葉月(5) 庄原AC 15 518 檜高　あずみ(6) 布野小
フクオカ　アイナ ショウバラエーシー タオ　カノン サカジュニアリクジョウ

16 130 福岡　愛菜(5) 庄原AC 16 33 垰　花音(6) 坂ジュニア陸上

コウチ　ハナミ ショウバラエーシー タナカ　リオナ ヒガシヒロシマティエフシー

17 128 河内　花実(5) 庄原AC 17 197 田中　莉愛菜(5) 東広島TFC
フジムラ　コトハ チャスキ オオヒラ　マヒロ サカジュニアリクジョウ

18 244 藤村　心澄葉(6) CHASKI 18 31 大平　万尋(6) 坂ジュニア陸上

ヒガシ　クレア チャスキ サコ　ハルカ ミツギニシリクジョウクラブ

19 241 東　紅杏(5) CHASKI 19 89 迫　　はるか(5) 御調西陸上クラブ

ハギワラ　サクラ チャスキ ムラモト　スズカ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

20 240 萩原　咲良(6) CHASKI 20 312 村本　すず歌(5) 広島JrOC
ニシモト　アヤネ チャスキ ヤマサキ　ルカ リトルランナーズヒロシマ

21 239 西本　彩音(5) CHASKI 21 351 山崎　瑠花(6) リトルランナーズ広島

ササキ　ミロン チャスキ オノザワ　　ノノア ヒガシヒロシマティエフシー

22 234 佐々木　満音(5) CHASKI 22 185 斧澤　心彩(6) 東広島TFC
アオキ　リオン チャスキ ササキ　ソラ アクアパーク

23 227 青木　莉音(5) CHASKI 23 153 佐々木　優空(6) アクアパーク
ヨウフクジ　ユキナ ミツギニシリクジョウクラブ イイダ　マオ リトルランナーズヒロシマ

24 90 要福地　　倖奈(5) 御調西陸上クラブ 24 346 飯田　真央(6) リトルランナーズ広島

ミヤザキ　アンナ ミツギニシリクジョウクラブ ミヤタ　ユズナ ヒガシヒロシマティエフシー

25 91 宮崎　　安奈(5) 御調西陸上クラブ 25 205 宮田　柚那(6) 東広島TFC
サクラバ　アヤカ リトルランナーズヒロシマ ヒグチ　ミオト タケヒロアスリートクラブ

26 348 櫻庭　綾花(5) リトルランナーズ広島 26 403 樋口　弥音(6) 竹尋アスリートクラブ

小学生女子走幅跳

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 〉〉

1組 2組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　リナ フクヤマジュニア タケダ　ヒナタ ヒガシヒロシマティエフシー

1 442 山本　里夏(6) 福山ジュニア 1 195 武田　ひなた(5) 東広島TFC
ムシアケ　ミナミ フクヤマジュニア カワムラ　ハルカ ヒガシヒロシマティエフシー

2 441 虫明　美波(6) 福山ジュニア 2 187 河村　陽香(5) 東広島TFC
サノ　ミサキ フクヤマジュニア シミズ　マナミ ヒガシヒロシマティエフシー

3 437 佐野　光咲(6) 福山ジュニア 3 191 清水　愛深(5) 東広島TFC
コマツ　アイカ フクヤマジュニア ミタテラ　ハナ リトルランナーズヒロシマ

4 436 小松　愛果(6) 福山ジュニア 4 350 御田寺　はな(5) リトルランナーズ広島

オオクボ　レア フクヤマジュニア アサイ　ユリナ ヒガシヒロシマティエフシー

5 433 大久保　恋絢(6) 福山ジュニア 5 183 浅井　悠莉奈(6) 東広島TFC
マンナミ　コヒナ ユダリクジョウ カト　ソラノ リトルランナーズヒロシマ

6 474 萬浪　心陽(6) 湯田陸上 6 347 加登　空乃(6) リトルランナーズ広島

サトウ　ヒスイ ユダリクジョウ フジハラ　リナ リトルランナーズヒロシマ

7 472 佐藤　碧水(6) 湯田陸上 7 349 藤原　理奈(6) リトルランナーズ広島

サトウ　ウミ ユダリクジョウ ミヤモト　ハナ ヒガシヒロシマティエフシー

8 471 佐藤　海心(5) 湯田陸上 8 206 宮本　　羽菜(6) 東広島TFC
マスダ　アイネ ユアックサイキ イシイ　サワ タケヒロアスリートクラブ

9 144 増田　愛音(6) ユアックさいき 9 412 石井　佐和(5) 竹尋アスリートクラブ

カナオ　サキナ チュウジョウハシロウカイ ハタ　ナヅキ タケヒロアスリートクラブ

10 423 金尾　咲奈(6) 中条走ろう会 10 411 秦　愛月(5) 竹尋アスリートクラブ

ヒラカワ　アオイ チュウジョウハシロウカイ タカハシ　シオリ ニャンジャスポーツ

11 422 平川　葵(6) 中条走ろう会 11 84 高橋　汐里(6) にゃんじゃSP
モリタ　コウネ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ナガサキ　ユウミ フチュウソラジョウ

12 313 森田　虹音(6) 広島JrOC 12 53 長崎　祐美(6) 府中空城
クマガイ　　アヤネ カンナベハシロウカイ ミヤチ　ヒナ タケヒロアスリートクラブ

13 373 熊谷　　彩音(6) 神辺走ろう会 13 404 宮地　陽菜(6) 竹尋アスリートクラブ

コバヤシ　カエ ヨシワエーシー ヨシナカ　カンナ フチュウソラジョウ

14 100 小林　楓依(6) 吉和AC 14 55 吉中　栞南(6) 府中空城
ミゾグチ　ハヅキ ショウバラエーシー ヒダカ　アズミ フノショウ

15 132 溝口　葉月(5) 庄原AC 15 518 檜高　あずみ(6) 布野小
フクオカ　アイナ ショウバラエーシー タオ　カノン サカジュニアリクジョウ

16 130 福岡　愛菜(5) 庄原AC 16 33 垰　花音(6) 坂ジュニア陸上

コウチ　ハナミ ショウバラエーシー タナカ　リオナ ヒガシヒロシマティエフシー

17 128 河内　花実(5) 庄原AC 17 197 田中　莉愛菜(5) 東広島TFC
フジムラ　コトハ チャスキ オオヒラ　マヒロ サカジュニアリクジョウ

18 244 藤村　心澄葉(6) CHASKI 18 31 大平　万尋(6) 坂ジュニア陸上

ヒガシ　クレア チャスキ サコ　ハルカ ミツギニシリクジョウクラブ

19 241 東　紅杏(5) CHASKI 19 89 迫　　はるか(5) 御調西陸上クラブ

ハギワラ　サクラ チャスキ ムラモト　スズカ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

20 240 萩原　咲良(6) CHASKI 20 312 村本　すず歌(5) 広島JrOC
ニシモト　アヤネ チャスキ ヤマサキ　ルカ リトルランナーズヒロシマ

21 239 西本　彩音(5) CHASKI 21 351 山崎　瑠花(6) リトルランナーズ広島

ササキ　ミロン チャスキ オノザワ　　ノノア ヒガシヒロシマティエフシー

22 234 佐々木　満音(5) CHASKI 22 185 斧澤　心彩(6) 東広島TFC
アオキ　リオン チャスキ ササキ　ソラ アクアパーク

23 227 青木　莉音(5) CHASKI 23 153 佐々木　優空(6) アクアパーク
ヨウフクジ　ユキナ ミツギニシリクジョウクラブ イイダ　マオ リトルランナーズヒロシマ

24 90 要福地　　倖奈(5) 御調西陸上クラブ 24 346 飯田　真央(6) リトルランナーズ広島

ミヤザキ　アンナ ミツギニシリクジョウクラブ ミヤタ　ユズナ ヒガシヒロシマティエフシー

25 91 宮崎　　安奈(5) 御調西陸上クラブ 25 205 宮田　柚那(6) 東広島TFC
サクラバ　アヤカ リトルランナーズヒロシマ ヒグチ　ミオト タケヒロアスリートクラブ

26 348 櫻庭　綾花(5) リトルランナーズ広島 26 403 樋口　弥音(6) 竹尋アスリートクラブ

小学生女子ジャベリックボール投げ

〈〈 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 〉〉

1組 2組



男子 小学６年 100m 12.53 岡　　修平 寺西小 広島スタジアム 1997/07/06

男子 小学５年 100m 13.63 山縣　亮太 広島ＪrＯＣ 広島スタジアム 2003/07/06

男子 小学生 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 2627 石川　蒼大 東広島ＴＦＣ　 広島スタジアム 2020/09/21

８０ｍＨ（７０ｃｍ） 11.65 石川　蒼大 東広島ＴＦＣ　 広島スタジアム 2020/09/21

走高跳 1m51 石川　蒼大 東広島ＴＦＣ　 広島スタジアム 2020/09/21

＊県記録 ８０ｍＨ（６０ｃｍ） 11.46 石川　蒼大 東広島ＴＦＣ　 上野総合 2020/10/4

男子 小学生 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 2148 迫　大介 御調西陸上 広島スタジアム 2019/07/07

女子 小学６年 100m 13.47 片山　佳菜 栗原陸上 広島スタジアム 2001/07/08

女子 小学５年 100m 13.98 久安　萌子 湯田陸上 広島スタジアム 2009/07/05

女子 小学生 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 2170 上田　優希 ＣＨＡＳＫＩ 広島スタジアム 2019/07/07

女子 小学生 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 1856 岡嵜　衣央里 三原陸上 広島スタジアム 2019/07/07

混合 小学生 4x100mR 53.15 青井・佐々木・金内・古川 広島ＪrＯＣ 広島スタジアム 2020/09/21


