
決勝 8月28日 17:00

[ 1組] [ 2組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録 No. 氏  名 所属名 順位 記録

茅      純 庄原中 佐々木  海威 三原第二中
ｶﾔ ｼﾞｭﾝ ｻｻｷ ｶｲ
橋口  直哉 庄原中 吉田  直央 三原第二中
ﾊｼｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ
白根  暖士 庄原中 藤谷  太一 庄原中
ｼﾗﾈ ﾊﾙﾄ ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ
池本  優笑 庄原中 黑野  真之 庄原中
ｲｹﾓﾄ ﾕｳｼｮｳ ｸﾛﾉ ｻﾅﾕｷ
黒永  拓海 庄原中 森本  慎太郎 庄原中
ｸﾛﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ
黑野  武之 庄原中 堀江  梛睦 庄原中
ｸﾛﾉ ﾀｹﾕｷ ﾎﾘｴ ﾅﾂ
藤原  学 庄原中 藤原  佳輝 大門中
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾅﾌﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ
佐々木  敦矢 庄原中 藤岡  一心 庄原中
ｻｻｷ ｱﾂﾔ ﾌｼﾞｵｶ ｲｯｼﾝ
石平  海晴 三原第二中 向井  尚太郎 広島国際学院
ｲｼﾋﾗ ｶｲｾｲ ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ
折田  昴己 三原第二中 真鳥  将太朗 CHASKI
ｵﾘﾀ ｺｳｷ ﾏﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ
加藤  悠真 庄原中 小笠原  大志 大門中
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｲｼ
片山  航大 庄原中 白石  音哉 三原第二中
ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｼﾗｲｼ ｵﾄﾔ
矢野  颯 庄原中 花田  夏実 三原第二中
ﾔﾉ ｿﾖｷﾞ ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾂﾐ
筒井  惠香 高宮中 杉山  力太 長門陸協
ﾂﾂｲ ｴｺｳ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｷﾀ
中曽  瑛太 庄原中 桧山  勝彦 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾅｶｿ ｴｲﾀ ﾋﾔﾏ ｶﾂﾋｺ
後藤  遥希 三原第二中 河野  裕介 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ

[ 3組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録

西川  拓司 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ
道祖  慎太 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ｻﾔ ｼﾝﾀ
仙波  虎太郎 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
ｾﾝﾊﾞ ｺﾀﾛｳ
岡本  綾斗 広島国際学院
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾄ
北川  朔矢 修道大学
ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ
中島  琉心 広島国際学院
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ
槙本  陽之輔 CHASKI
ﾏｷﾓﾄ ﾊﾙﾉｽｹ
村上  聖虎 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾄﾗ
西野  悠 広島市役所
ﾆｼﾉ ﾋｻｼ
眞鍋  祐介 広島市役所
ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ
高村  拓哉 広島市役所
ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ
頼重  蓮太 千代田高校
ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ
福永  竜也 大竹市陸協
ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ
西岡  大輝 広島市役所
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ
古賀  友明 大竹市陸協
ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ

14    68

15  2104

11    69

12   832

13  2114

8  1271

9    59

10    52

5 71476

6   913

7  3564

2  3911

3  3873

4  1277

16  5661 16  1499

1  1461

14  3202 14  4632

15  8092 15  1487

12  8081 12  5663

13  8083 13  5664

10  5660 10  3576

11  8085 11  6925

8  8101 8  8097

9  5659 9  1278

6  8089 6  8098

7  8093 7  6921

4  8095 4  8087

5  8100 5  8094

2  8096 2  5665

3  8090 3  8082

男子

１５００ｍ

決勝

1  8099 1  5662



決勝 8月28日 18:05

[ 1組] [ 2組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録 No. 氏  名 所属名 順位 記録

土居  龍生 庄原中 山本  悠乃 神辺西中
ﾄﾞｲ ﾘｭｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
佐伯  大輔 祇園中 杉山  力太 長門陸協
ｻｲｷ ﾀﾞｲｽｹ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｷﾀ
菅原  悠真 三原第二中 桧山  勝彦 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ ﾋﾔﾏ ｶﾂﾋｺ
西本  蒼空 祇園中 河野  裕介 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾆｼﾓﾄ ｿﾗ ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ
有本  煌己 本郷中 野嶋  隆史 千代田中
ｱﾘﾓﾄ ｺｳｷ ﾉｼﾏ ﾀｶｼ
神田  直哉 口田中 有光  孝太 千代田中
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ ｱﾘﾐﾂ ｺｳﾀ
三ﾂ井  基哩 口田中 高山  生吹 三原第二中
ﾐﾂｲ ﾓﾄﾘ ﾀｶﾔﾏ ｲﾌﾞｷ
難波  優人 口田中 西川  拓司 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾄ ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ
稲田  爽太 高宮中 三宅  康夫 ﾏｽﾀｰｽﾞ広島
ｲﾅﾀﾞ ｿｳﾀ ﾐﾔｹ ﾔｽｵ
花森  梗介 三原第二中 宮宗  唯斗 福山城北中
ﾊﾅﾓﾘ ｷｮｳｽｹ ﾐﾔｿｳ ﾕｲﾄ
吉田  優磨 高宮中 辻村  宥人 西条農業
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾄ
橋本  悠真 千代田中 土間  董哉 千代田中
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾄﾞﾏ ﾅｵﾔ
吉田  慧士 福山城北中 古川  歩希 世羅陸協
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼ ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ
大村  准一郎 本郷中 京山  太陽 広島国際学院
ｵｵﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｷｮｳﾔﾏ ﾀｲﾖｳ
道中  智也 祇園中 村井  壮優 福山城北中
ﾐﾁﾅｶ ﾄﾓﾔ ﾑﾗｲ ｿｳﾏ
吉野  満喜 祇園中 西村  夢生 福山城北中
ﾖｼﾉ ﾐﾂｷ ﾆｼﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
西垣  朝翔 本郷中 吾郷  智也 三原第二中
ﾆｼｶﾞｷ ｱｻﾄ ｱｺﾞｳ ﾄﾓﾔ
福田  佳寿 千代田中 瀧奥  康汰 三原第二中
ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞ ﾀｷｵｸ ｺｳﾀ
細田  倫太郎 千代田中 行田  駿斗 千代田中
ﾎｿﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ
河塚  雅崇 鷹取中 島津  暖 口田中
ｺｳﾂﾞｶ ﾏｻﾀｶ ﾏｽﾞｽﾞ ﾊﾙ
井上  凌 鷹取中 實森  翔哉 広島国際学院
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ ｻﾈﾓﾘ ｼｮｳﾔ
田中  泰雅 福山城北中 谷光  修二 大和走友会
ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ ﾀﾆﾐﾂ ｼｭｳｼﾞ
橋本  海史 本郷中 宮野  蓮斗 大門中
ﾊｼﾓﾄ ｶｲｼ ﾐﾔﾉ ﾚﾝﾄ

男子

22  6259 22   754

23  5833 23  6912

20  6313 20  1907

21  6322 21    84

18  3048 18  5652

19  3050 19  3041

16  1309 16  6267

17  5837 17  5651

14  5841 14  1841

15  1308 15  6261

12  3047 12  3043

13  6258 13  3287

10  5657 10  6265

11  3196 11  1715

8  1916 8  1461

9  3198 9  4068

6  1906 6  3045

7  1903 7  5655

4  1310 4  1499

5  5836 5  3052

2  1311 2  4632

3  5654 3  1487

男子

３０００ｍ

決勝

1  8091 1  7276



[ 3組] [ 4組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録 No. 氏  名 所属名 順位 記録

藤井  啓太 大門中 原田  優希 世羅高等学校
ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ
前原  慧汰 福山城北中 中村  優太 三原第二中
ﾏｴﾊﾗ ｹｲﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
山本  悠太 大門中 井崎  尋斗 神辺西中
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ ｲｻﾞｷ ﾋﾛﾄ
土井  遥翔 大門中 小丸  統玄 大門中
ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ ｺﾏﾙ ﾄｳｹﾞﾝ
山﨑  剛大 西条農業 佐々木  陸 大門中
ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾋﾛ ｻｻｷ ﾘｸ
森下  大瑚 西条農業 大住  昌広 福山市陸協
ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ ｵｵｽﾐ ﾏｻﾋﾛ
七搦  翔太 西条農業 瀧本  皇我 西条農業
ﾅﾅｶﾗｹﾞ ｼｮｳﾀ ﾀｷﾓﾄ ｺｳｶﾞ
岡野  健次郎 口田中 吉岡  瞭 祇園中
ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ
岡本  提 修道大学 田川  直橙 広島国際学院
ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ
中川  竣登 広島国際学院 草田  大河 西条農業
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ｸｻﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
隅田  健一朗 大塚中 林  優太 三原第二中
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ
見川  弘武 世羅高等学校 小林  大晃 広島国際学院
ﾐｶﾜ ﾋﾛﾑ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ
小谷  洵平 世羅高等学校 宮田  孝輝 広島国際学院
ｺﾀﾞﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾐﾔﾀ ｺｳｷ
岩﨑    楓 世羅高等学校 竹井  寿明 修道大学
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ ﾀｹｲ ﾄｼｱｷ
福政  栄樹 世羅高等学校 西田  拓矢 修道大学
ﾌｸﾏｻ ﾊﾙｷ ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ
寺田  悠人 世羅高等学校 鎌田  颯 修道大学
ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ
仁川  翔矢 世羅高等学校 岸本  亘平 広島国際学院
ﾆｶﾜ ｼｮｳﾔ ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ
古満  櫂晴 世羅高等学校 新門  功基 広島皆実高校
ﾌﾙﾐﾂ ｶｲｾｲ ｼﾝｶﾄﾞ ｺｳｷ
橋本  蒼 世羅高等学校 大森  俊輔 広島皆実高校
ﾊｼﾓﾄ ｿｳ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ
丸茂  圭史 世羅高等学校 坂田 颯磨 広島皆実高校
ﾏﾙﾓ ｹｲｼﾞ ｻｶﾀ ｿｳﾏ
横山  知生 世羅高等学校 永尾 虎大郎 広島皆実高校
ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ
吉貞  信太朗 世羅高等学校 田中 雅久 広島皆実高校
ﾖｼｻﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ｶﾞｸ
久米  楽人 世羅高等学校 播磨  心 広島皆実高校
ｸﾒ ｶﾞｸﾄ ﾊﾘﾏ ｼﾝ

男子

22   902 22  1083

23   889 23  1082

20   900 20   933

21   901 21   934

18   897 18  1631

19   895 19  1753

16   893 16 71475

17   894 17   908

14  1637 14 71478

15  1646 15 71479

12    56 12   910

13  1639 13   914

10   912 10   116

11  1575 11  5653

8  1905 8  1301

9 71474 9   911

6   871 6  3446

7   872 7   873

4  6923 4  6913

5   870 5  6916

2  6266 2  5656

3  6914 3  7271

男子

３０００ｍ

1  6915 1   896



[ 5組] [ 6組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録 No. 氏  名 所属名 順位 記録

相原  舜矢 世羅高等学校 喜種  彩仁 広島国際学院
ｱｲﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾔ ｷﾀﾈ ｱﾔﾄ
塩出  太一 世羅高等学校 佐々本  翔也 西条農業
ｼｵﾃﾞ ﾀｲﾁ ｻｻﾓﾄ ｼｮｳﾔ
堀川  楽真 千代田高校 室  公輔 広島国際学院
ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ ﾑﾛ ｺｳｽｹ
金田  知樹 西条農業 桑野  豊大 広島皆実高校
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ
岡佐古  貴 西条農業 城山  剛 広島皆実高校
ｵｶｻｺ ﾀｶｼ ｼﾞｮｳﾔﾏ ｺﾞｳ
岸本  一冴 広島国際学院 余村  佑太郎 広島皆実高校
ｷｼﾓﾄ ｲｯｻ ﾖﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ
端本  大星 広島国際学院 伊藤  愛暖 広島皆実高校
ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ
吉田  凪音 西条農業 金元  智哉 広島皆実高校
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ ｶﾈﾓﾄ ﾄﾓﾔ
入野  越平 広島国際学院 蛯原  駿 広島皆実高校
ｲﾘﾉ ｴｯﾍﾟｲ ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭﾝ
若杉  厚至 三原市陸協 香川 元希 広島皆実高校
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾂｼ ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ
樋熊  海斗 広島国際学院 髙松 大希 広島皆実高校
ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ
松元    翔 世羅高等学校 池野  蓮志 広島皆実高校
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ
飯田  旺裕 世羅高等学校 内海  師童 世羅高等学校
ｲｲﾀﾞ ｵｳｽｹ ｳﾂﾐ ｼﾄﾞｳ
浜田  翔太 世羅高等学校 上総  透央 世羅高等学校
ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ
ダイ信  楓之介 西条農業 福田    洸 世羅高等学校
ﾀﾞｲ ﾌｸﾀﾞ ｺｳ
岡本  凌輝 西条農業 松崎  圭佑 世羅高等学校
ｵｶﾓﾄ ﾘｸ ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ
森脇  大成 西条農業 山本  涼介 世羅高等学校
ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾅﾘ ﾔﾏﾏﾄ ﾘｮｳｽｹ
金元  樂 西条農業 田中    陸 世羅高等学校
ｶﾈﾓﾄ ｶﾞｸ ﾀﾅｶ ﾘｸ
丸茂  雄大 広島国際学院 枡田  健伸 世羅高等学校
ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ
後東  和希 広島国際学院 松浦  大起 世羅高等学校
ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ
藤田    悠 岩国市陸協 野村  臣矢 西条農業
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ
本光  健裕 修道大学 中西  恋春 西条農業
ﾓﾄﾐﾂ ｹﾝｽｹ ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ
荒井  秀太 広島国際学院 鈴木  真琴 西条農業
ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

男子

３０００ｍ

22 72016 22   305

23    81 23  1717

20   909 20   899

21  3086 21   117

18   876 18   892

19    86 19   898

16  1716 16    55

17  2084 17    58

14  1645 14    45

15   304 15    51

12    54 12   936

13  1635 13    44

10 15842 10   930

11  1672 11  1081

8   874 8  1628

9   907 9   937

6   593 6  2059

7  1671 7  1630

4  1713 4   417

5   877 5   418

2  1640 2  1714

3   833 3    87

３０００ｍ

1    42 1    83



[ 7組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録

松崎  寧生 開星高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ
曽我  優斗 広島国際学院
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ
森川  祐暉 広島国際学院
ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｷ
田原  琥太郎 西条農業
ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ
森瀧  純理 世羅高等学校
ﾓﾘﾀｷ ｼﾞｭﾝﾘ
小江  幸人 世羅高等学校
ｺｴ ﾕｷﾄ
友村    輝 世羅高等学校
ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ
花岡  慶次 世羅高等学校
ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ
石堂  壮真 世羅高等学校
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ
小島  悠生 世羅高等学校
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ
中田  透羽 世羅高等学校
ﾅｶﾀ ﾄﾜ
中村  海斗 世羅高等学校
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ
永戸  敢太朗 世羅高等学校
ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ
村上    響 世羅高等学校
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ
井上  史琉 世羅高等学校
ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ
坂口  雄哉 世羅高等学校
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
三淵  颯吾 西条農業
ﾐﾌﾞﾁ ｿｱ
吉屋  佑晟 広島国際学院
ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ
塩出  翔太 世羅高等学校
ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ
森下  翔太 世羅高等学校
ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ
吉川    響 世羅高等学校
ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ
上奥  輝 西条農業
ｳｴｵｸ ﾃﾙ
ｺｽﾏｽ  ﾑﾜﾝｷﾞ 世羅高等学校
ｺｽﾏｽ ﾑﾜﾝｷﾞ

21    46

22   115

23   590

18    89

19    48

20    57

15   888

16   890

17  1718

12  1643

13  1644

14  1647

9  1636

10  1638

11  1642

6    47

7    51

8    52

3   915

4   875

5    59

３０００ｍ

1   255

2    85



決勝 8月28日 19:05

No. 氏  名 所属名 順位 記録
上岡  利伸 広島市役所
ｳｴｵｶ ﾄｼﾉﾌﾞ
新谷  竜治 安芸高田市陸協
ｼﾝﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ
眞鍋  祐介 広島市役所
ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ
加藤  実徳 安古市高校
ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ
高村  拓哉 広島市役所
ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ
西岡  大輝 広島市役所
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ
伊藤  吉祥 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ
新見  雅志 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾆｲﾐ ﾏｻｼ
中村  将太 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ広島
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
奥原  康裕 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ
ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ
竹入  英樹 広島市役所
ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ
島崎  満光 世羅陸協
ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ
谷本  結太 鶴学園ｸ
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ
宮本  大紀 広島大学
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｷ
小林  青 鹿屋体育大学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｼ
山本  悠 鶴学園ｸ
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ

15 8-256

16   641

12  3259

13   646

14 71019

9  1463

10  4113

11    65

6    68

7  1464

8  1489

3    52

4   477

5    69

2  2622

男子

５０００ｍ

決勝

1    53



決勝 8月28日 17:25

[ 1組] [ 2組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録 No. 氏  名 所属名 順位 記録

萩原  ゆずか 口田中 野村  柑菜 本郷中
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｶ ﾉﾑﾗ ｶﾝﾅ
奥本  帆乃花 広島国際学院 沖野  彩音 千代田中
ｵｸﾓﾄ ﾎﾉｶ ｵｷﾉ ｱﾔﾈ
池田  咲瑠萌 庄原中 川内  曜子 千代田高校
ｲｹﾀﾞ ｴﾙﾓ ｶﾜｳﾁ ﾖｳｺ
朝倉  汐音 庄原中 山﨑  晴美 広島国際学院
ｱｻｸﾗ ｼｵﾝ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾐ
藤岡  野々花 庄原中 水川  乃音 千代田中
ﾌｼﾞｵｶ ﾉﾉｶ ﾐｽﾞｶﾜ ﾈﾈ
北川  栞菜 三原第二中 占部  羽澄 鷹取中
ｷﾀｶﾞﾜ ｼｵﾅ ｳﾗﾍﾞ ﾊｽﾐ
安藤  里桜 三原第二中 近實  瑠里 庄原中
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｵ ﾁｶｻﾞﾈ ﾙﾘ
浦上  莉緒 三原第二中 武元  愛花 千代田高校
ｳﾗｶﾐ ﾘｵ ﾀｹﾓﾄ ｱｲｶ
土居  聖奈 三原第二中 石原  朋華 世羅高等学校
ﾄﾞｲ ｾﾅ ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｶ
髙田  結愛 三原第二中 芳賀  ひかり 世羅高等学校
ﾀｶﾀ ﾕｱ ﾊｶﾞ ﾋｶﾘ
田中  夏七 三原第二中 芳賀  あかり 世羅高等学校
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾅ ﾊｶﾞ ｱｶﾘ
西浦  紗季 庄原中 落合  穂乃 本郷中
ﾆｼｳﾗ ｻｷ ｵﾁｱｲ ﾎﾉ
山口  小友季 庄原中 織田  彩見 千代田中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾕｷ ｵﾘﾀ ｱﾔﾐ
松尾  莉里花 庄原中 木村  飛華 千代田中
ﾏﾂｵ ﾘﾘｶ ｷﾑﾗ ｱｽｶ
藤本  真歩 庄原中 津江  星 広島国際学院
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ ﾂｴ ｱｶﾘ
山下  咲希 庄原中 小山  華菜 広島市商
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ ｺﾔﾏ ｶﾅ
善用  恵菜 本郷中 湯淺  葵 鷹取中
ｾﾞﾝﾖｳ ｴﾅ ﾕｱｻ ｱｵｲ

[ 3組] [ 4組]
No. 氏  名 所属名 順位 記録 No. 氏  名 所属名 順位 記録

西丸  未桜 大門中 篠原  和花 大門中
ﾆｼﾏﾙ ﾐｵ ｼﾉﾊﾗ ﾜｶ
岡本  光未 三原第二中 大森  美翔 世羅高等学校
ｵｶﾓﾄ ﾐﾐ ｵｵﾓﾘ ﾐｳ
前長  若葉 千代田高校 藤本  結子 比治山女子高校
ﾏｴﾅｶﾞ ﾜｶﾊﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｺ
迫田  莉真 千代田高校 大住  早永 鷹取中
ｻｺﾀﾞ ﾘﾏ ｵｵｽﾐ ｻｴ
土利川  芹菜 鷹取中 石井  さくら 鷹取中
ﾄﾘｶﾜ ｾﾘﾅ ｲｼｲ ｻｸﾗ
下山  倫果 鷹取中 秦  結愛 鷹取中
ｼﾓﾔﾏ ﾉﾘｶ ﾊﾀ ﾕｲﾅ
二宮  愛歌 鷹取中 後藤  彩香 世羅高等学校
ﾆﾉﾐﾔ ﾏﾅｶ ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ
東  ゆり 庄原中 續子  鈴央菜 世羅高等学校
ﾋｶﾞｼ ﾕﾘ ﾂﾂﾞｸｼ ﾘｵﾅ
福品  喜己 世羅高等学校 前迫  真希 西条農業
ﾌｸｼﾅ ｷｷ ﾏｴｻｺ ﾏｷ
谷畑  澪奈 世羅高等学校 丸谷  海友 世羅高等学校
ﾀﾆﾊﾀ ﾚﾅ ﾏﾙﾀﾆ ﾐﾕ
鈴木  麻唯 世羅高等学校 東    一葉 世羅高等学校
ｽｽﾞｷ ﾏｲ ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾊ
間處  寧乙 世羅高等学校 松崎  由実 世羅高等学校
ﾏﾄﾞｺﾛ ﾈﾈ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾐ
小田原  彩乃 比治山女子高校 藤田  一花 舟入高校
ｵﾀﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ
佐々木  美月 鷹取中 西園  萌花 沼田高校
ｻｻｷ ﾐﾂﾞｷ ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ
阿吹  遥加 鷹取中 細迫  由野 世羅高等学校
ｱﾌﾞｷ ﾊﾙｶ ﾎｿｻｺ ﾕﾉ
大石  和佳 鷹取中 山田  依茉 世羅高等学校
ｵｵｲｼ ﾉﾄﾞｶ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾏ

15  6320 15    25

16  6330 16   589

13  1075 13    33

14  6316 14     4

11  1035 11  1037

12   588 12  1124

9  1038 9  1095

10  1036 10    27

7  6333 7   584

8  8089 8   585

5  6318 5  6328

6  6323 6  6329

3   529 3  1077

4   686 4  6317

1  6915 1  6913

2  5654 2    26

16  8084 16  1227

17  5839 17  6331

14  8083 14  3043

15  8085 15   317

12  8087 12  5838

13  8088 13  3041

10  5657 10   587

11  5658 11   586

8  5653 8   530

9  5656 9   583

6  5651 6  6319

7  5652 7  8082

5  8090 5  3042

2   771 2  3044

3  8081 3  1338

女子

１５００ｍ

決勝

1  1923 1  5844

4  8086 4   520



決勝 8月28日 18:35

No. 氏  名 所属名 順位 記録
清水  彩葉 祇園中
ｼﾐｽﾞ ｲﾛﾊ
大岡  友莉愛 祇園中
ｵｵｵｶ ﾕﾘｱ
北川  いろは 祇園中
ｷﾀｶﾞﾜ ｲﾛﾊ
佐藤  梨渚 祇園中
ｻﾄｳ ﾘﾅ
黒田  奈々 福山城北中
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ
吉田  真心 福山城北中
ﾖｼﾀﾞ ﾏｺ
川原  こころ 祇園中
ｶﾜﾊﾗ ｺｺﾛ
西本  朋香 広島大学
ﾆｼﾓﾄ ﾄﾓｶ
井上  真佳 本郷中
ｲﾉｳｴ ﾏﾅｶ
熊谷  尚美 比治山女子高校
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾐ
渡  こころ 比治山女子高校
ﾜﾀﾘ ｺｺﾛ
藤井  悠乃 比治山女子高校
ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ
田﨑  瑠花 沼田高校
ﾀｻｷ ﾙｶ
川原  ひなの 祇園中
ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾉ
波賀  萌菜 修道大学
ﾊｶﾞ  ﾓｴﾅ
西園  萌花 沼田高校
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ
西田  愛唯 沼田高校
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ
行田  歩直 千代田高校
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ
大住  早永 鷹取中
ｵｵｽﾐ ｻｴ
平岡  美帆 立命館大学
ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ
品川  風花 舟入高校
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ
板岡  侑花 呉市立呉高校
ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ
岩本  風音 舟入高校
ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ

22   562

23    32

17     5

18   528

19  6317

20  6-43

21    34

16     4

14  1309

15 7-1170

12   582

13  1007

10   578

11   579

8 7-1233

9  5831

6  6267

7  1312

4  1311

5  6253

2  1314

3  1310

女子

３０００ｍ

決勝

1  1313


