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■期日/ 2022年7月304日(土）

■場所/ 広島経済大学陸上競技場
（344120）

広島経済大学記録会（第4回）

22340334



一般男子100m
7月30日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組
1組 (風:+0.4) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口 ｸｻｶ ｻﾂｷ 岡　山

1 4 4671 上田　和志 OPC 10.58 1 3 1366 日下　颯輝(2) 広島経済大 11.11
ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山 ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広　島

2 2 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.93 2 1 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 11.20
ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島

3 3 1234 妻澤　篤志(3) 広島文化学園大 11.00 3 2 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 11.32
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山 ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島

4 1 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.05 4 4 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.38
ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広　島 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島

5 5 1075 檜垣　正昭(M1) 福山平成大 11.06 5 5 141 柳川　瑛太(1) 基町 11.49
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ 広　島 ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広　島

6 6 1971 桝平　二郎(1) 広島経済大 11.34 6 6 1285 柏原　翔太(2) 高陽 12.30

3組 (風:-0.6) 4組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島 ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 広　島

1 3 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.44 1 2 1207 井手　浩貴(3) 広島大 11.25
ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 長　崎 ｻｺｲ ﾅｵﾐ 広　島

2 4 1204 三浦　広大(D1) 広島大 11.52 2 4 1219 迫井　直深(5) 広島大 11.32
ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島　根 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島

3 1 272 上田　康生(2) 矢上高 11.57 3 5 1082 小林　祐大(2) 福山平成大 11.41
ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 広　島 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島

4 5 2176 半田　大貴(1) 広島大 11.57 4 1 4073 藤原　育歩 府中空城 11.58
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 広　島 ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 広　島

5 2 1670 松本　京大(3) 広島国際学院 11.66 5 3 1351 高原　輝(2) 広島経済大 11.73
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 ｳｴｵｶ ｼﾝ 広　島

6 6 1211 上野　綾汰(2) 広島大 11.93 6 6 1975 上岡　心(3) 山陽 11.76

5組 (風:+0.3) 6組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

1 3 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 10.92 1 6 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 11.32
ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ 香　川 ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ 香　川

2 6 1210 坂倉　貫太(M1) 広島大 11.27 2 4 1367 桑野　寛大(2) 広島経済大 11.53
ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾄ 広　島 ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島

3 2 924 水田　大登 ASﾌｸﾔﾏ 11.65 3 5 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 11.54
ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 広　島 ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 広　島

4 5 1976 有光　直輝(3) 山陽 11.70 4 2 923 石井　章太 ASﾌｸﾔﾏ 11.66
ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 広　島 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛

5 1 903 阿部　夏基(2) 広島国際学院 11.88 5 1 1361 二神　翔吾(2) 広島経済大 11.68
ｶﾅﾑﾗ ﾀｲｾｲ 広　島 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 広　島

4 80 金村　太聖(1) 広島国際学院 DNS 6 3 926 内田　拓海 ASﾌｸﾔﾏ 11.92

7組 (風:+1.7) 8組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島

1 3 1970 岡本　開登(1) 広島経済大 11.43 1 2 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 11.53
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 広　島

2 4 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 11.52 2 1 1093 山田　康太朗(2) 広島修道大 11.68
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡 ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 広　島

3 1 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 11.75 3 3 1709 室田　蓮(3) 山陽 11.75
ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾄ 広　島 ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ 広　島

4 5 995 新宅　雄斗(2) 山陽 11.93 4 5 1352 大坪　恭也(3) 広島経済大 11.76
ｳﾉ ｹﾝﾀ 広　島 ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島

5 2 195 宇野　剣太(1) 美鈴が丘 11.99 5 6 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 11.82
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島 ﾀﾊﾗ ｺｳﾍｲ 広　島

6 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 DNS 6 4 1876 俵原　滉平(3) 府中東 12.04

9組 (風:-0.7) 10組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 広　島 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛　媛

1 5 1184 德川　圭佑(2) 基町 11.93 1 1 1368 宮本　祐輔(2) 広島経済大 11.73
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広　島 ｴｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ 広　島

2 1 1968 石本　涼太(1) 広島経済大 11.93 2 3 2086 江崎　琉哉 廿日市市陸協 12.02
ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 広　島 ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 広　島

3 4 81 竹中　隼人(1) 広島国際学院 12.04 3 5 1090 高杉　空翔(2) 祇園北 12.03
ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ 広　島 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

4 2 1977 岡崎　雅大(1) 広島経済大 12.12 4 2 1364 菊本　悠斗(2) 広島経済大 12.04
ｶｶﾞﾜ ｺｳﾒｲ 広　島 ｻｻｷ ﾗｲﾄ 広　島

5 6 1181 賀川　皓明(2) 基町 12.44 5 6 122 佐々木　来人(1) 山陽 12.07
ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広　島 ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 広　島

6 3 1110 正木　翔大(2) 美鈴が丘 12.47 6 4 329 中田　海斗(1) 山陽 12.97

凡例  DNS:欠場



一般男子100m
7月30日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

11組 (風:+2.2) 12組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島 ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 広　島

1 4 1088 錦織　由翔(2) 五日市 11.71 1 4 992 迫野　裕一(2) 山陽 12.05
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 広　島 ｲﾏﾑﾗ ｿｳ 広　島

2 2 1068 萩原　優輝(2) 高陽 11.99 2 6 1312 今村　壮 黄金山ＡＣ 12.14
ﾐﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 広　島 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 広　島

3 6 1142 蓑田　琉真(2) 高陽 12.26 3 1 993 山口　慶(2) 山陽 12.36
ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 広　島 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 広　島

4 3 428 柳谷　和希(1) 山陽 12.27 4 2 1349 長谷川　真輝 黄金山ＡＣ 12.63
ﾓﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 広　島 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 広　島

5 1 1069 森田　祥伍(2) 高陽 12.30 5 5 0 伊藤　大河(2) 吉田中学校 12.63
ﾅｶﾑﾗ ｾﾞﾝ 広　島 ｶﾜｼｹﾞ ﾏｻﾖｼ 広　島

6 5 84 中村　善(1) 広島国際学院 12.81 6 3 332 河重　雅慶(1) 山陽 12.72

13組 (風:+0.3) 14組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 広　島 ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ 島　根

1 3 1974 長原　朋也(3) 山陽 12.19 1 4 565 田村　累斗(1) 矢上高 12.32
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 広　島

2 2 649 河村　明慶 鶴学園クラブ 12.44 2 2 1323 岩田　優希(2) 山陽 12.37
ﾖｺﾔﾏ ｼﾝ 広　島 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ 広　島

3 1 1071 横山　心(2) 高陽 12.50 3 1 1070 山﨑　秋真(2) 高陽 12.54
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 広　島 ｵｵｻｶ ﾀｸﾐ 広　島

4 4 1276 山根　祐翔(2) 広島国際学院 12.69 4 3 1064 大坂　拓巳(2) 高陽 12.64
ｲｹﾀﾞ ｴｲﾀ 広　島 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 広　島

5 6 331 池田　叡太(1) 山陽 12.74 5 6 330 石田　大芽(1) 山陽 13.02
ｵﾀﾞ ｼｵﾝ 広　島 ｽﾐﾀﾞ ﾀｸｵ 岡　山

6 5 272 小田　詩恩(1) 五日市 13.22 6 5 9432 角田　拓大 岡山陸協 13.32

15組 (風:+0.5) 16組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾀﾞｶ ｴｲﾀ 島　根 ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 広　島

1 4 608 日高　瑛太(1) 矢上高 12.29 1 4 376 塚川　健二(1) 高陽 12.73
ｻｻｷ ﾘｮｳｾｲ 広　島 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ 広　島

2 6 1249 佐々木　良生(2) 山陽 12.70 2 1 1327 山下　泰永 黄金山ＡＣ 13.00
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 広　島 ﾄﾞｳﾉｻｷ ﾙｷ 広　島

3 3 1141 藤本　航太(2) 高陽 12.70 3 5 1139 堂野﨑　琉輝(2) 高陽 13.11
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 広　島 ｾﾉｵ ﾕｳﾄ 広　島

4 2 3678 谷口　哲也 UP HILL 12.81 4 3 1286 妹尾　雄翔(2) 高陽 13.54
ﾓﾘﾉ ﾘｮｳｽｹ 広　島 ｺｼﾔﾏ ﾌﾌﾞｷ 広　島

5 1 349 森野　涼介(1) 祇園北 13.02 5 2 1066 越山　峰雪(2) 高陽 13.73
ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ 広　島 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 広　島

6 5 1604 亀岡　洋海 広島疾風クラブ 13.11 6 6 198 髙柳　孝広(1) 美鈴が丘 14.24

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口

1 4671 上田　和志 OPC 10.58 +0.4
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山

2 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 10.92 +0.3
ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山

3 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.93 +0.4
ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島

4 1234 妻澤　篤志(3) 広島文化学園大 11.00 +0.4
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山

5 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.05 +0.4
ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 広　島

6 1075 檜垣　正昭(M1) 福山平成大 11.06 +0.4
ｸｻｶ ｻﾂｷ 岡　山

7 1366 日下　颯輝(2) 広島経済大 11.11 -1.8
ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広　島

8 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 11.20 -1.8

凡例  DNS:欠場



一般男子400m

7月30日 17:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 広　島 ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広　島

1 1 1237 石丸　大輝(3) 広島文化学園大 48.64 1 1 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 49.72
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島

2 4 141 柳川　瑛太(1) 基町 53.20 2 4 1088 錦織　由翔(2) 五日市 52.70
ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 広　島 ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ 島　根

2 1976 有光　直輝(3) 山陽 DNS 3 2 565 田村　累斗(1) 矢上高 55.80
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾄ 広　島

3 1211 上野　綾汰(2) 広島大 DNS 3 995 新宅　雄斗(2) 山陽 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ 香　川 ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 広　島

1 4 1367 桑野　寛大(2) 広島経済大 51.59 1 3 1988 間所　海磨(3) 神辺旭 52.80
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 広　島 ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 広　島

2 1 1184 德川　圭佑(2) 基町 53.50 2 2 1179 脇坂　康太郎(2) 基町 53.74
ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 広　島 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 広　島

3 2 1972 三宅　貫太(1) 広島経済大 54.44 3 1 926 内田　拓海 ASﾌｸﾔﾏ 54.91
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島 ﾀﾊﾗ ｺｳﾍｲ 広　島

3 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 DNS 4 4 1876 俵原　滉平(3) 府中東 55.11

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広　島

1 2 1234 妻澤　篤志(3) 広島文化学園大 53.15 1 3 1977 岩元　優祐(3) 山陽 53.04
ﾑﾛﾀ ﾚﾝ 広　島 ﾄﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 広　島

2 4 1709 室田　蓮(3) 山陽 54.69 2 2 1240 鳥羽　真治(2) 祇園北 55.26
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 広　島 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島

3 3 1974 長原　朋也(3) 山陽 55.32 3 1 4073 藤原　育歩 府中空城 57.27
ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 広　島

1 1355 税所　宏斗(3) 広島経済大 DNS 4 4 1180 萩原　悠星(2) 基町 57.35

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾀ ﾗｲｱ 広　島 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝ 広　島

1 1 994 小畑　来明(2) 山陽 54.85 1 1 1071 横山　心(2) 高陽 54.17
ﾐﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 広　島 ｻｻｷ ﾗｲﾄ 広　島

2 2 1142 蓑田　琉真(2) 高陽 56.76 2 3 122 佐々木　来人(1) 山陽 55.76
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広　島 ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 広　島

3 3 31 隅田　健一朗(1) 基町 58.37 3 4 1215 岡村　佳祐(2) 五日市 58.29
ｶｶﾞﾜ ｺｳﾒｲ 広　島 ﾋﾀﾞｶ ｴｲﾀ 島　根

4 1181 賀川　皓明(2) 基町 DNS 4 2 608 日高　瑛太(1) 矢上高 58.44

9組 10組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 広　島 ｻｻｷ ﾘｮｳｾｲ 広　島

1 1 1068 萩原　優輝(2) 高陽 56.91 1 4 1249 佐々木　良生(2) 山陽 57.53
ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 広　島 ｵｵｻｶ ﾀｸﾐ 広　島

2 4 1323 岩田　優希(2) 山陽 58.39 2 3 1064 大坂　拓巳(2) 高陽 58.13
ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 広　島 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ 広　島

3 3 329 中田　海斗(1) 山陽 1:01.40 2 1070 山﨑　秋真(2) 高陽 DNS
ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

4 2 1183 六拾部　翔太(2) 基町 1:01.83

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 広　島

1 1237 石丸　大輝(3) 広島文化学園大 48.64
ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 広　島

2 1229 元木　航平(4) 広島文化学園大 49.72
ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ 香　川

3 1367 桑野　寛大(2) 広島経済大 51.59
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島

4 1088 錦織　由翔(2) 五日市 52.70
ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 広　島

5 1988 間所　海磨(3) 神辺旭 52.80
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広　島

6 1977 岩元　優祐(3) 山陽 53.04
ﾂﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 広　島

7 1234 妻澤　篤志(3) 広島文化学園大 53.15
ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島

8 141 柳川　瑛太(1) 基町 53.20

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

7月30日 16:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ｻｻｷ ﾖｼｵ 広　島

1 4 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:54.56 1 6 1067 佐々木　芳桜(2) 高陽 2:04.64
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡 ｱﾘﾐﾂ ﾅｵｷ 広　島

2 5 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 1:54.90 2 1 1976 有光　直輝(3) 山陽 2:05.01
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山 ｳﾉ ｶﾝﾀ 広　島

3 7 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 1:56.55 3 4 271 宇野　幹太(1) 祇園北 2:05.55
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 広　島

4 6 1211 上野　綾汰(2) 広島大 1:57.08 4 2 1140 加藤　恵祐(2) 高陽 2:05.93
ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 広　島 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 広　島

5 2 1179 脇坂　康太郎(2) 基町 1:59.29 5 5 1087 柴田　愛哉(2) 五日市 2:07.25
ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛　媛 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 広　島

6 1 1076 若松　遼大郎(4) 福山平成大 2:02.17 6 8 1043 小川　雅大(2) 府中東 2:07.78
ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 愛　媛 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 広　島

7 3 1099 鎌田　颯(4) 広島修道大 2:03.80 7 9 1242 河本　陸(2) 祇園北 2:08.26
ｴｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ 広　島 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 広　島

8 9 2086 江崎　琉哉 廿日市市陸協 2:08.51 8 7 1180 萩原　悠星(2) 基町 2:09.13
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫 ｼｹﾞｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 島　根

8 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 DNS 9 3 273 重岡　幸能(2) 矢上高 2:13.83

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｾ ﾊﾙｷ 広　島 ｺﾊﾞﾀ ﾗｲｱ 広　島

1 1 1393 布施　陽基(2) 高陽 2:11.69 1 8 994 小畑　来明(2) 山陽 2:08.46
ｶﾝﾀﾞ ｱｲｷ 広　島 ｶﾀﾔﾏ ｱｵｲ 広　島

2 4 1065 神田　藍希(2) 高陽 2:13.38 2 3 402 片山　碧(1) 沼田 2:14.71
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 広　島 ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

3 5 347 井上　友義(1) 祇園北 2:13.55 3 6 1183 六拾部　翔太(2) 基町 2:16.32
ﾘｭｳｺｳ ﾔﾏﾄ 島　根 ﾏｽﾀﾞ ﾔﾏﾄ 広　島

4 2 613 柳幸　大和(1) 矢上高 2:14.24 4 5 404 増田　大和(1) 沼田 2:17.59
ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 広　島 ｵｵｷ ﾕｳ 広　島

5 6 2455 畑中　翔冴 安芸郡陸協 2:14.67 5 4 1143 大木　優(2) 高陽 2:19.09
ｼﾗｲｼ ｺﾀﾛｳ 広　島 ｼｲﾊﾗ ｱｵｲ 広　島

6 8 1115 白石　虎太郎(2) 美鈴が丘 2:16.09 6 2 403 椎原　葵生(1) 沼田 2:19.28
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 広　島

7 7 880 植木　日向(2) 祇園北 2:16.31 7 1 348 中村　海詞(1) 祇園北 2:47.87
ﾅｶﾞｲ ｼﾝｲﾁ 広　島 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 広　島

3 1287 永井　慎一(2) 高陽 DNS 7 806 岡村　拓実(2) 沼田 DNS

5組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 宮　崎 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

1 2 1196 山口　太陽(2) 広島大 2:05.75 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:54.56
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 広　島 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

2 6 197 榊原　悠太(1) 美鈴が丘 2:17.64 2 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 1:54.90
ｽｷﾞﾔﾏ ｲｯｼﾝ 広　島 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山

3 8 175 杉山　一心(1) 高陽 2:19.57 3 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 1:56.55
ｱﾂｻｶ ﾚﾝ 広　島 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 兵　庫

4 1 375 敦坂　蓮(1) 高陽 2:24.15 4 1211 上野　綾汰(2) 広島大 1:57.08
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 広　島 ﾜｷｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 広　島

5 5 808 山口　雄大(2) 沼田 2:24.90 5 1179 脇坂　康太郎(2) 基町 1:59.29
ｶﾜﾃ ｿｳﾀ 広　島 ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛　媛

6 3 174 河手　壮太(1) 高陽 2:25.32 6 1076 若松　遼大郎(4) 福山平成大 2:02.17
ｵｶｳｴ ﾕｳｶ 広　島 ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 愛　媛

7 4 401 岡上　侑佳(1) 沼田 2:30.01 7 1099 鎌田　颯(4) 広島修道大 2:03.80
ｺﾌﾞｹ ｼｭｳ 広　島 ｻｻｷ ﾖｼｵ 広　島

7 196 小泓　柊(1) 美鈴が丘 DNS 8 1067 佐々木　芳桜(2) 高陽 2:04.64

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

7月30日 18:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫 ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫

1 9 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 3:56.45 1 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 3:56.45
ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫 ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

2 7 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 4:01.93 2 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 4:01.93
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 兵　庫 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 兵　庫

3 4 1899 小川　晴也(1) 広島経済大 4:04.75 3 1899 小川　晴也(1) 広島経済大 4:04.75
ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島 ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島

4 11 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 4:05.75 4 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 4:05.75
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取

5 13 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 4:09.09 5 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 4:09.09
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山

6 14 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 4:09.89 6 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 4:09.89
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫

7 3 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 4:11.28 7 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 4:11.28
ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫

8 5 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 4:13.91 8 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 4:13.91
ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山

9 15 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 4:14.13
ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾏ 福　岡

10 12 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 4:14.90
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

11 6 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 4:19.59
ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

12 8 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 4:20.97
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山

13 1 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 4:24.72
ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城

14 16 1377 小石原　映(2) 広島経済大 4:36.62
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

2 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 DNF
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

10 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子5000m

7月30日 18:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫

1 3 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 14:49.84 1 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 14:49.84

ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山 ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山

2 1 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 14:52.04 2 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 14:52.04

ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取

3 2 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 14:56.66 3 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 14:56.66

ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 岡　山 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 岡　山

4 7 1901 廣瀬　航(1) 広島経済大 15:21.11 4 1901 廣瀬　航(1) 広島経済大 15:21.11

ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島 ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

5 10 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 15:21.93 5 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 15:21.93

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 兵　庫 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 兵　庫

6 11 1899 小川　晴也(1) 広島経済大 15:24.95 6 1899 小川　晴也(1) 広島経済大 15:24.95

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山

7 13 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 15:31.13 7 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 15:31.13

ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島 ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島

8 14 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 15:35.37 8 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 15:35.37

ｲﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 兵　庫

9 6 1897 板谷　和磨(1) 広島経済大 15:38.93

ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城

10 9 1377 小石原　映(2) 広島経済大 15:43.91

ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ 広　島

11 17 3186 石川　雅之 尾道市陸協 15:52.18

ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫

12 4 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 15:56.43

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 広　島

13 22 1463 中村　将太 トップギア広島 16:04.26

ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 広　島

14 24 68 西岡　大輝 広島市役所 16:09.15

ﾆｼﾉ ﾋｻｼ 広　島

15 25 59 西野　悠 広島市役所 16:33.30

ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島

16 19 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 16:51.95

ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾏ 福　岡

17 12 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 17:01.62

ﾐﾎ ｿｳﾀﾛｳ 広　島

18 28 236 三歩　蒼太郎(1) 基町 17:03.54

ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ 広　島

19 29 235 岡島　優芯(1) 基町 17:09.96

ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山

20 20 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 17:14.49

ﾐｼﾏ ﾄｼﾋﾗ 広　島

21 26 1494 三嶋　敏平 トップギア広島 18:23.50

ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広　島

22 27 31 隅田　健一朗(1) 基町 18:42.98

ﾄﾞｳﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 広　島

23 30 346 道原　唯斗(1) 祇園北 21:39.81

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

5 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 DNF
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

8 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 DNF
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫

15 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 DNF
ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口

16 44219 原田　麟太郎 FREERUN DNF
ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾄﾗ 広　島

18 1376 清見　涼真(2) 広島経済大 DNF
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 新　潟

21 1471 村上　聖虎 トップギア広島 DNS
ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 愛　媛

23 1099 鎌田　颯(4) 広島修道大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子4X400mR

7月30日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 広島経済大Ａ 1363 竹内　蒼竜(2) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 3:13.19

1353 村上　瑛希(3) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ

1356 渡邊　和哉(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

1350 末木　拓生(4) ｽｴｷ ﾋﾛｷ

2 3 広島経済大Ｃ 1366 日下　颯輝(2) ｸｻｶ ｻﾂｷ 3:28.56

1369 齊藤　栄輝(4) ｻｲﾄｳ ｴｲｷ

1361 二神　翔吾(2) ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ

1367 桑野　寛大(2) ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ

3 1 広島経済大Ｂ 1355 税所　宏斗(3) ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 3:31.65

1974 山中　瑞己(1) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

1352 大坪　恭也(3) ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ

1965 松井　優斗(4) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 広島経済大Ａ 1363 竹内　蒼竜(2) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 3:13.19

1353 村上　瑛希(3) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ

1356 渡邊　和哉(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

1350 末木　拓生(4) ｽｴｷ ﾋﾛｷ

2 広島経済大Ｃ 1366 日下　颯輝(2) ｸｻｶ ｻﾂｷ 3:28.56

1369 齊藤　栄輝(4) ｻｲﾄｳ ｴｲｷ

1361 二神　翔吾(2) ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ

1367 桑野　寛大(2) ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ

3 広島経済大Ｂ 1355 税所　宏斗(3) ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 3:31.65

1974 山中　瑞己(1) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ

1352 大坪　恭也(3) ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ

1965 松井　優斗(4) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ



一般女子100m

7月30日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:+0.2) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ﾏﾘｺ 広　島 ｶｼﾊﾗ ｻﾗ 広　島

1 6 790 大田　真梨子(2) 安田女子 12.96 1 1 32 柏原　咲来(1) 比治山女子 13.26
ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 広　島 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

2 4 51 児玉　凜夏(1) 山陽 13.14 2 6 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 13.30
ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 広　島 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 広　島

3 2 1108 久保　奈月(3) 広島文化学園大 13.23 3 4 31 藤村　美月(1) 比治山女子 13.38
ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 広　島 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ 広　島

4 5 30 眞鍋　芽依(1) 比治山女子 13.24 4 2 29 平田　暖乃(1) 比治山女子 13.53
ﾖｺﾊﾏ ｻｵ 広　島 ﾀｶﾞﾐ ｻﾔｶ 広　島

5 3 52 横濵　早桜(1) 山陽 13.60 5 3 1072 田上　清賀(3) 比治山女子 13.53
ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ 広　島 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 広　島

1 1143 叶谷　結菜(3) 広島経済大 DNS 6 5 1091 高山　響(3) 山陽 13.55

3組 (風:-0.2) 4組 (風:+3.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾉ ﾕﾅ 広　島 ｳﾒﾓﾄ ﾘﾉ 広　島

1 6 709 川野　柚奈(2) 基町 13.82 1 5 186 梅本　莉乃(1) 安田女子 13.86
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｱﾝ 広　島

2 3 1106 安藤　うみ(M1) 広島文化学園大 13.88 2 4 123 小林　情杏(1) 祇園北 13.95
ｷﾀﾞﾆ ﾐﾕｳ 広　島 ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 広　島

3 1 73 木谷　心優(1) 広島国際学院 13.92 3 2 593 堀部　小波(2) 広島国際学院 14.11
ﾉｼﾞ ｻｸﾗ 広　島 ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 広　島

4 4 670 野地　さくら(2) 五日市 14.03 4 3 764 東森　結未(2) 高陽 14.27
ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島 ｶﾈﾀﾞ ﾘｵﾅ 広　島

5 2 713 平原　瑚心(2) 基町 14.07 5 6 8351 金田　莉緒奈(1) 広島国際学院 14.39
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ 広　島

6 5 714 立川　未夢(2) 基町 14.44 6 1 74 平石　彩夏(1) 広島国際学院 14.41

5組 (風:+1.5) 6組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾒﾓﾄ ｽﾐﾚ 広　島 ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島

1 4 1101 爲本　純鈴(3) 広島大 14.04 1 4 710 土井　悠羽(2) 基町 14.47
ﾀｶﾓﾘ ﾉﾉ 広　島 ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 広　島

2 1 703 髙森　愛乃(2) 美鈴が丘 14.50 2 3 591 林　実怜(2) 広島国際学院 14.77
ｶﾄｳ ﾊﾙﾅ 広　島 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾅ 広　島

3 3 184 加藤　遥奈(1) 安田女子 14.56 3 6 182 前田　紋奈(1) 安田女子 14.95
ｺﾑﾗ ｱﾔﾉ 宮　崎 ｸﾗﾅｶ ﾘｺ 広　島

4 2 1371 小村　文乃(1) 広島大 14.65 4 2 0 倉中　凛子(2) 吉田中学校 15.05
ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島 ﾐﾀﾆ ﾕﾘﾅ 広　島

5 6 715 八幡　有美(2) 基町 14.96 5 1 789 三谷　友理奈(2) 安田女子 15.56
ｻｶｲ ﾋｻｺ 広　島 ｻｻｵ ﾐｱ 広　島

6 5 783 酒井　妃紗子(2) 安田女子 15.37 6 5 278 笹尾　映丹(1) 高陽 15.59

7組 (風:+0.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 広　島 ｵｵﾀ ﾏﾘｺ 広　島

1 4 127 永井　梨琴(1) 高陽 15.26 1 790 大田　真梨子(2) 安田女子 12.96 +0.2
ﾀｼﾞｲ ﾕﾗ 広　島 ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 広　島

2 2 787 田地井　祐良(2) 安田女子 15.58 2 51 児玉　凜夏(1) 山陽 13.14 +0.2
ﾋｶﾞｷ ｺﾄﾐ 広　島 ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 広　島

3 5 180 日垣　琴実(1) 安田女子 15.73 3 1108 久保　奈月(3) 広島文化学園大 13.23 +0.2
ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 広　島 ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 広　島

4 1 194 木田　歩花(1) 高陽 15.76 4 30 眞鍋　芽依(1) 比治山女子 13.24 +0.2
ﾀｹｲ ﾓﾓﾊ 広　島 ｶｼﾊﾗ ｻﾗ 広　島

5 6 279 竹井　桃葉(1) 高陽 16.31 5 32 柏原　咲来(1) 比治山女子 13.26 +0.2
ﾄﾐﾀ ﾁｻｷ 広　島 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

6 3 0 富田　千咲(2) 吉田中学校 16.50 6 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 13.30 +0.2
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 広　島

7 31 藤村　美月(1) 比治山女子 13.38 +0.2
ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ 広　島

8 29 平田　暖乃(1) 比治山女子 13.53 +0.2

凡例  DNS:欠場



一般女子400m

7月30日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ﾏﾘｺ 広　島 ｶﾜﾉ ﾕﾅ 広　島

1 2 790 大田　真梨子(2) 安田女子 1:00.52 1 2 709 川野　柚奈(2) 基町 1:04.48
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ 広　島

2 1 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 1:03.24 2 1 1008 松本　樹奈(3) 沼田 1:06.38
ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 広　島 ﾉｼﾞ ｻｸﾗ 広　島

3 3 51 児玉　凜夏(1) 山陽 1:04.92 3 3 670 野地　さくら(2) 五日市 1:07.54
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 広　島 ﾋﾗﾊﾗ ｺｺﾛ 広　島

4 1021 松本　真奈(3) 広島古田 DNS 4 4 713 平原　瑚心(2) 基町 1:08.06

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲｽﾞﾐ ｻﾔｶ 広　島 ｻｻｵ ﾐｱ 広　島

1 2 75 小泉　沙弥夏(1) 広島国際学院 1:06.59 1 2 278 笹尾　映丹(1) 高陽 1:13.19
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島 ｽｻｷ ｶﾎ 広　島

2 4 164 永田　梨菜(1) 基町 1:07.47 2 3 200 周崎　花歩(1) 五日市 1:14.79
ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 広　島 ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島

3 3 764 東森　結未(2) 高陽 1:09.41 4 714 立川　未夢(2) 基町 DNS

5組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾈ ﾁﾋﾛ 広　島 ｵｵﾀ ﾏﾘｺ 広　島

1 3 203 畝　千尋(1) 基町 1:11.27 1 790 大田　真梨子(2) 安田女子 1:00.52
ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

2 2 715 八幡　有美(2) 基町 1:12.76 2 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 1:03.24
ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 広　島 ｶﾜﾉ ﾕﾅ 広　島

3 4 194 木田　歩花(1) 高陽 1:16.25 3 709 川野　柚奈(2) 基町 1:04.48
ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 広　島

4 51 児玉　凜夏(1) 山陽 1:04.92
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ 広　島

5 1008 松本　樹奈(3) 沼田 1:06.38
ｺｲｽﾞﾐ ｻﾔｶ 広　島

6 75 小泉　沙弥夏(1) 広島国際学院 1:06.59
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島

7 164 永田　梨菜(1) 基町 1:07.47
ﾉｼﾞ ｻｸﾗ 広　島

8 670 野地　さくら(2) 五日市 1:07.54

凡例  DNS:欠場



一般女子800m

7月30日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾉ ﾅﾂｷ 広　島 ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島

1 3 752 河野　捺希(2) 五日市 2:30.37 1 2 710 土井　悠羽(2) 基町 2:39.41
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島 ｳﾈ ﾁﾋﾛ 広　島

2 2 711 山本　怜奈(2) 基町 2:31.39 2 4 203 畝　千尋(1) 基町 2:39.82
ﾆｲﾉ ｺﾊﾙ 広　島 ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ 広　島

3 1 702 新野　心春(2) 美鈴が丘 2:32.29 3 6 163 當具　里菜(1) 基町 2:41.77
ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ 広　島 ﾅｶﾉ ｱｲﾅ 広　島

4 4 669 髙野　心晴(2) 五日市 2:32.30 4 3 280 中野　愛菜(1) 高陽 2:46.54
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 広　島

5 6 164 永田　梨菜(1) 基町 2:34.18 5 1 765 原田　紗季(2) 高陽 2:50.04
ｺｲｽﾞﾐ ｻﾔｶ 広　島 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 広　島

6 5 75 小泉　沙弥夏(1) 広島国際学院 2:42.17 6 5 831 持永　入香(2) 基町 2:55.56

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾉ ﾅﾂｷ 広　島

1 752 河野　捺希(2) 五日市 2:30.37
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島

2 711 山本　怜奈(2) 基町 2:31.39
ﾆｲﾉ ｺﾊﾙ 広　島

3 702 新野　心春(2) 美鈴が丘 2:32.29
ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ 広　島

4 669 髙野　心晴(2) 五日市 2:32.30
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島

5 164 永田　梨菜(1) 基町 2:34.18
ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島

6 710 土井　悠羽(2) 基町 2:39.41
ｳﾈ ﾁﾋﾛ 広　島

7 203 畝　千尋(1) 基町 2:39.82
ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ 広　島

8 163 當具　里菜(1) 基町 2:41.77



一般女子1500m

7月30日 17:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｱﾔ 広　島 ｷﾑﾗ ｱﾔ 広　島

1 4 1284 木村　亜弥(3) 安田女子 4:57.77 1 1284 木村　亜弥(3) 安田女子 4:57.77
ｻｶｻﾞｷ ﾘﾅ 広　島 ｻｶｻﾞｷ ﾘﾅ 広　島

2 1 0 坂﨑　莉奈(3) 吉田中学校 4:59.03 2 0 坂﨑　莉奈(3) 吉田中学校 4:59.03
ｳﾒﾀﾞ ﾏｲﾄ 広　島 ｳﾒﾀﾞ ﾏｲﾄ 広　島

3 2 1005 梅田　真絃(3) 沼田 5:00.26 3 1005 梅田　真絃(3) 沼田 5:00.26
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島

4 5 711 山本　怜奈(2) 基町 5:11.00 4 711 山本　怜奈(2) 基町 5:11.00
ﾐﾄｳ ﾚｲﾅ 広　島 ﾐﾄｳ ﾚｲﾅ 広　島

5 8 505 三藤　礼菜(2) 沼田 5:12.69 5 505 三藤　礼菜(2) 沼田 5:12.69
ﾅｶｳﾁ ｼﾉ 広　島 ﾅｶｳﾁ ｼﾉ 広　島

6 11 302 中内　詩乃(1) 沼田 5:13.92 6 302 中内　詩乃(1) 沼田 5:13.92
ﾜﾀﾘ ｺｺﾛ 広　島 ﾜﾀﾘ ｺｺﾛ 広　島

7 3 579 渡　こころ(2) 比治山女子 5:16.07 7 579 渡　こころ(2) 比治山女子 5:16.07
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島

8 7 164 永田　梨菜(1) 基町 5:16.09 8 164 永田　梨菜(1) 基町 5:16.09
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ 広　島

9 10 503 中山　羽菜(2) 沼田 5:24.57
ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ 広　島

10 13 163 當具　里菜(1) 基町 5:31.03
ﾀｻｷ ﾙｶ 広　島

11 9 1007 田﨑　瑠花(3) 沼田 5:34.12
ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴｶ 広　島

12 12 128 中川　萌花(1) 高陽 5:42.37
ｺﾏﾀ ﾅﾅｺ 広　島

13 15 176 古俣　奈々子(1) 安田女子 5:48.19
ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 広　島

14 17 245 藤井　陽向(1) 祇園北 5:50.75
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 広　島

15 16 831 持永　入香(2) 基町 5:54.89
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 広　島

16 6 1190 小山　莉菜(3) 広島商 6:10.16
ﾏｽﾓﾄ ｼﾎ 広　島

17 14 293 益本　梓帆(1) 基町 6:17.14



一般男子走高跳

7月30日 15:00 決　勝

決　勝　

ｻﾉ ﾕｳﾀ 愛　媛 － － － ○ ○ ○ × ○ × ○

1 4 1976 佐野　悠太(1) 広島経済大 × × × 1m73
ﾄｸｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 広　島 － － ○ ○ ○ × × ×

2 3 1184 德川　圭佑(2) 基町 1m60
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島 － × ○ × ○ ○ ○ × × ×

3 7 4073 藤原　育歩 府中空城 1m60
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 広　島 － － ○ ○ × × ×

4 6 1905 佐藤　宏幸 基町ＡＣ 1m55
ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 広　島 － × × ○ ○ × × ×

5 5 1086 井神　大輝(2) 五日市 1m50
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 広　島 × × ×

8 1141 藤本　航太(2) 高陽 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島

1 1082 小林　祐大(2) 福山平成大 DNS
ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島

2 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 DNS

一般女子走高跳

7月30日 15:00 決　勝

決　勝　

ﾓﾘﾜｷ ﾁｻﾄ 島　根 － － － － － － － × ○

1 3 278 森脇　千智(3) 矢上高 × ○ ○ × ○ × × × 1m60
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 － － － － － － ○ ○

2 1 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 × × × 1m45
ｳﾁﾅｵ ﾐﾎ 広　島 － － － － ○ ○ ○ × × ×

3 4 1375 打猶　美帆(4) 広島大 1m40
ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島 － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 710 土井　悠羽(2) 基町 1m40
ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 広　島 － － － － × ○ × ○ × × ×

5 6 593 堀部　小波(2) 広島国際学院 1m35
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 広　島 － － ○ ○ ○ × × ×

6 10 1021 松本　真奈(3) 広島古田 1m30
ｵｵﾀ ﾏﾘｺ 広　島 － － ○ × × ○ ○ × × ×

7 8 790 大田　真梨子(2) 安田女子 1m30
ﾉﾑﾗ ﾐｳ 愛　媛 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

8 7 1147 野村　美羽(2) 広島経済大 1m30
ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 広　島 － ○ ○ × ○ × × ×

9 9 127 永井　梨琴(1) 高陽 1m25
ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔ 広　島 － × × ○ ○ × ○ × × ×

10 11 793 松田　紗弥(2) 安田女子 1m25
ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島 ○ ○ × × ×

11 2 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 1m15

1m50 1m55 1m60 1m65

1m15 1m20 1m25

1m73
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m45
記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ

1m30 1m35 1m40

1m60 1m65 1m70

1m76

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

氏名 所属
1m35 1m45 1m50 1m55

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子走幅跳

7月30日 17:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広　島 7m17 7m09 × 7m40 7m14 × 7m40
1 1 1065 倉田　匠 ｗｅｎｚｉＡＣ -0.4 +1.7 +0.3 +0.7 +0.3

ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 山　口 × 6m40 － × 7m09 6m84 7m09
2 4 1090 佐藤　迅(2) 広島修道大 +1.9 +0.2 +0.7 +0.2

ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島 × 6m60 × 6m74 6m74 6m90 6m90
3 9 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 +0.5 +0.9 +0.3 -0.2 -0.2

ｵｵﾂﾎﾞ ｷｮｳﾔ 広　島 6m75 6m45 × 6m79 × × 6m79
4 2 1352 大坪　恭也(3) 広島経済大 0.0 +1.8 +0.6 +0.6

ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 島　根 × 6m50 × 6m50 × 6m58 6m58
5 5 272 上田　康生(2) 矢上高 +0.7 +0.5 +0.4 +0.4

ｸﾗﾀ ｸﾘｭｳ 広　島 × 6m25 6m14 6m24 6m28 6m55 6m55
6 7 1354 倉田　久瑠(3) 広島経済大 0.0 +0.3 +0.2 +0.5 +0.3 +0.3

ｲｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 長　崎 6m16 × 6m09 2m47 6m50 6m35 6m50
7 11 1197 井内　大輔(2) 広島大 +1.0 +0.2 +3.0 +0.7 -0.2 +0.7

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島 － － 6m33 6m28 6m38 － 6m38
8 14 4073 藤原　育歩 府中空城 +0.7 +0.7 0.0 0.0

ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 長　崎 6m06 6m13 6m01 6m13
9 3 1204 三浦　広大(D1) 広島大 +0.7 +0.8 +0.7 +0.8

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 広　島 6m05 × 5m87 6m05
10 19 993 山口　慶(2) 山陽 +1.2 -0.2 +1.2

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 宮　崎 6m02 5m96 × 6m02
11 8 1196 山口　太陽(2) 広島大 +0.7 +0.4 +0.7

ｻｺﾉ ﾕｳｲﾁ 広　島 × 5m95 × 5m95
12 12 992 迫野　裕一(2) 山陽 +0.8 +0.8

ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 広　島 5m93 × × 5m93
13 17 1110 正木　翔大(2) 美鈴が丘 -0.3 -0.3

ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広　島 × 5m55 5m85 5m85
14 13 1285 柏原　翔太(2) 高陽 0.0 +0.5 +0.5

ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山 × × 5m79 5m79
15 6 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 -0.2 -0.2

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼｷ 広　島 4m93 5m68 × 5m68
16 15 2245 橋詰　佳樹(1) 広島修道大 +0.9 +0.5 +0.5

ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 広　島 5m60 5m61 5m59 5m61
17 18 428 柳谷　和希(1) 山陽 +0.8 +1.2 +0.1 +1.2

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 広　島 － － 5m60 5m60
18 21 1977 岩元　優祐(3) 山陽 -0.4 -0.4

ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 広　島 5m55 3m72 5m06 5m55
19 23 171 田坂　俊太(1) 祇園北 +0.2 +0.6 +1.0 +0.2

ｳｴｵｶ ｼﾝ 広　島 5m40 4m95 5m15 5m40
20 27 1975 上岡　心(3) 山陽 +0.2 +0.3 +1.2 +0.2

ﾓﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 広　島 5m36 5m03 5m02 5m36
21 20 1069 森田　祥伍(2) 高陽 +2.6 -0.4 -0.5 +2.6

ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 広　島 × － 5m24 5m24
22 22 329 中田　海斗(1) 山陽 +1.4 +1.4

ｵﾀﾞ ｼｵﾝ 広　島 × 4m79 5m02 5m02
23 28 272 小田　詩恩(1) 五日市 +0.6 0.0 0.0

ｻｻｷ ﾗｲﾄ 広　島 － － 4m87 4m87
24 26 122 佐々木　来人(1) 山陽 -0.2 -0.2

ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 広　島 3m90 4m01 4m68 4m68
25 25 1089 杉田　空軌(2) 祇園北 +0.2 +1.3 -0.5 -0.5

ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 広　島 3m84 3m57 4m14 4m14
26 29 376 塚川　健二(1) 高陽 0.0 +1.0 +0.1 +0.1

ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島

10 141 柳川　瑛太(1) 基町 DNS
ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 広　島

16 903 阿部　夏基(2) 広島国際学院 DNS
ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ 広　島

24 1604 亀岡　洋海 広島疾風クラブ DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子走幅跳

7月30日 16:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 山　口 5m60 5m44 5m40 5m39 × 5m41 5m60
1 1 4554 河村　仁美 周南市役所 +1.3 +0.4 +0.4 +0.6 0.0 +1.3

ﾖｺﾊﾏ ｻｵ 広　島 4m90 × × 5m09 － 4m93 5m09
2 2 52 横濵　早桜(1) 山陽 +0.5 +0.1 +0.2 +0.1

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 4m85 4m54 5m05 4m88 5m08 4m90 5m08
3 3 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 +1.9 +0.7 -0.2 +0.6 +0.2 +0.1 +0.2

ｺﾀﾞﾏ ﾘﾝﾅ 広　島 4m70 4m00 4m81 － － － 4m81
4 14 51 児玉　凜夏(1) 山陽 +0.5 +0.2 +1.6 +1.6

ｼｮｳ ｾﾘｶ 広　島 × 4m80 4m70 4m70 － 4m40 4m80
5 4 1090 ショウ　瀬里花(3) 山陽 +0.4 +0.1 -0.3 +0.4 +0.4

ﾀﾒﾓﾄ ｽﾐﾚ 広　島 4m57 4m75 4m70 4m70 × × 4m75
6 5 1101 爲本　純鈴(3) 広島大 +0.9 +0.5 0.0 -0.3 +0.5

ｺﾑﾗ ｱﾔﾉ 宮　崎 4m60 4m16 4m33 3m94 × 4m50 4m60
7 7 1371 小村　文乃(1) 広島大 +0.7 +0.6 -0.7 -0.6 -0.1 +0.7

ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 広　島 4m40 4m37 4m12 4m24 × 4m22 4m40
8 11 591 林　実怜(2) 広島国際学院 +0.5 +0.5 -0.3 -0.5 +0.2 +0.5

ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島 4m26 4m30 4m20 4m30
9 10 715 八幡　有美(2) 基町 +0.6 +0.8 -0.2 +0.8

ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島 4m18 × × 4m18
10 16 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 +0.1 +0.1

ﾉﾑﾗ ﾐｳ 愛　媛 × 4m09 × 4m09
11 13 1147 野村　美羽(2) 広島経済大 +0.9 +0.9

ﾄﾞｲ ﾕｳ 広　島 － － 3m98 3m98
12 9 710 土井　悠羽(2) 基町 +1.6 +1.6

ﾀｼﾞｲ ﾕﾗ 広　島 3m97 3m90 × 3m97
13 15 787 田地井　祐良(2) 安田女子 +0.5 +0.6 +0.5

ﾐﾀﾆ ﾕﾘﾅ 広　島 3m10 3m46 2m80 3m46
14 17 789 三谷　友理奈(2) 安田女子 +0.1 +0.1 +1.2 +0.1

ｻｶｲ ﾋｻｺ 広　島 2m98 3m06 2m90 3m06
15 18 783 酒井　妃紗子(2) 安田女子 +0.6 +1.3 +0.3 +1.3

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾅ 広　島 2m97 × × 2m97
16 19 182 前田　紋奈(1) 安田女子 +0.4 +0.4

ﾀｶﾓﾘ ﾉﾉ 広　島 × 2m95 2m36 2m95
17 12 703 髙森　愛乃(2) 美鈴が丘 +1.8 +0.4 +1.8

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島

6 714 立川　未夢(2) 基町 DNS
ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ 広　島

8 74 平石　彩夏(1) 広島国際学院 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子三段跳

7月30日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛　媛 13m25 × × × 13m48 13m35 13m48
1 1 1359 隅田　拓真(3) 広島経済大 -0.2 +0.5 +0.6 +0.5

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 広　島 11m89 11m67 11m95 11m54 12m22 11m90 12m22
2 3 2068 石橋　亮太(3) 広島国際学院 +0.3 +0.9 +0.7 +0.5 +1.7 +0.6 +1.7

ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 広　島 11m82 11m50 11m90 － － × 11m90
3 4 81 竹中　隼人(1) 広島国際学院 +0.3 +0.4 -1.4 -1.4

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 広　島

2 1093 山田　康太朗(2) 広島修道大 DNS

一般女子三段跳

7月30日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 愛　知 × 11m77 11m85 11m80 × 12m23 12m23
1 1 1098 稲熊　詩帆(M2) 広島大 -0.4 +0.1 +0.8 +0.6 +0.6

ﾖｺﾊﾏ ｻｵ 広　島 － 10m90 － 10m95 10m60 10m30 10m95
2 2 52 横濵　早桜(1) 山陽 +0.4 +0.3 +0.3 +1.4 +0.3

ｼｮｳ ｾﾘｶ 広　島 9m80 × × × － 9m33 9m80
3 3 1090 ショウ　瀬里花(3) 山陽 +0.1 +1.4 +0.1

ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 広　島 － － × × 9m32 × 9m32
4 5 715 八幡　有美(2) 基町 +0.2 +0.2

ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ 広　島

4 1189 西林　優音(3) 広島商 DNS
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 広　島 － × × － － －

6 714 立川　未夢(2) 基町 NM

凡例  DNS:欠場


