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競技場コード 【 342060 】

　記 録 集

　主催：広島陸上競技協会・広島県小学生体育連盟



日付 種目

東　蒼真(5) 14.03 (-1.2) 荒平　和睦(5) 14.21 (-1.2) 梶山　知寛(5) 14.38 (-1.2) 大繁　力丸(5) 14.41 (-1.2) 山本　涼雅(5) 14.47 (-1.2) 丹地　晃祐(5) 14.52 (-1.2) 西村　岳(5) 14.57 (-1.2) 古川　悠哉(5) 14.83 (-1.2)

東広島TFC 府中空城 CHASKI 東広島TFC 中野東 高須子ども会 CHASKI 広島JrOC

竹内　善(5) 4.15 (-1.2) 福井　達也(5) 4.12 (-0.8) 武廣　煌志(5) 3.99 (-0.5) 斉藤　裕希(5) 3.94 (-1.7) 森脇　健(5) 3.84 (-1.3) 遠山　桜雅(5) 3.83 (-1.9) 佐藤　凌晟(5) 3.67 (-0.8) 小林　千春(5) 3.65 (-1.0)

ユアックさいき PEACE AC 東広島TFC CHASKI 御野陸上クラブ 中条走ろう会 高須子ども会 御野陸上クラブ

末永　大誠(6) 12.93 (-1.3) 青井　泉澄(6) 13.09 (-1.3) 普家　壮太郎 13.23 (-1.3) 藤井　千隼(6) 13.47 (-1.3) 松岡　颯大(6) 13.58 (-1.3) 市場　壮真 13.81 (-1.3) 嶋田　莞大(6) 14.03 (-1.3) 上川　佑大(5) 14.04 (-1.3)

広島JrOC 高須子ども会 三原陸上 御野陸上クラブ CHASKI 多治米小 広島JrOC みよしAC

筑後　蒼人 5.20 (-0.8) 瀧迫　友晟(6) 4.81 (-0.2) 村津　奏(6) 4.64 (-1.1) 阿部　陸斗(6) 4.43 (-0.2) 桑原　彪斗(6) 4.43 (-1.2) 和田　優翔(6) 4.43 (-0.4) 丸山　歩睦(6) 4.41 (-2.2) 佐藤　大夢(6) 4.23 (-1.1)

竹尋AC GR 吉和AC 中条走ろう会 新涯JAC 坂ジュニア陸上 CHASKI びんごWAC 福山ジュニア

堀　凌多(6) 2:23.26 久山　義人(6) 2:25.51 新屋　　遙人 2:28.47 森　颯太(6) 2:29.92 馬越　遥大 2:30.10 岡嵜　稔大(5) 2:30.32 小野　蒼太(5) 2:31.06 下夷　諒吾(5) 2:31.44

東広島TFC GR 広島JrOC 東広島市立八本松小学校 可部ＡＣ 竹尋AC 三原陸上 F.K.C 三原陸上

岩森　遼(6) 11.55 (-0.9) 井崎　迅(6) 13.15 (-0.9) 浪速　彪翔(6) 13.23 (-0.9) 金内　瑠星(6) 13.24 (-0.9) 北川　諒 13.36 (-0.9) 大國　豪流(6) 13.63 (-0.9) 山根　佑介(6) 13.75 (-0.9) 藤田　　巧実(6) 14.15 (-0.9)

CHASKI 東広島TFC 広島JrOC 広島JrOC 竹尋AC 御野陸上クラブ 吉和AC 東広島TFC

広島JrOC　Ａ 51.65 三原陸上 53.33 CHASKI・A 55.57 東広島TFC A 55.57 湯田陸上 55.86 竹尋AC 55.89 坂ジュニア陸上A 56.21 高須子ども会 57.17

米廣　柊二(6) 山科　昂大(5) 蘭　尚悟(6) 井崎　迅(6) 髙田　聖名(6) 北川　諒 松永　大河(6) 南　柊司(5)

末永　大誠(6) 下夷　諒吾(5) 岩森　遼(6) 堀　凌多(6) 藤井　秀音(6) 馬越　遥大 桑原　彪斗(6) 青井　泉澄(6)

嶋田　莞大(6) 上田　晴志朗(5) 岡田　宗馬(6) 東　蒼真(5) 稗田　陽斗(6) 中野　遥己 生馬　陽(6) 惠木　直人(5)

浪速　彪翔(6) 普家　壮太郎 西村　岳(5) 大繁　力丸(5) 四戸岸　拓実(6) 筑後　蒼人 渡邊　瑠那(6) 丹地　晃祐(5)

中澤　心菜(5) 14.05 (-1.4) 難波　琉亜那(5) 14.15 (-1.4) 香川　珠妃(5) 14.55 (-1.4) 村井　咲希(5) 15.01 (-1.4) 大久保　美紅(5) 15.23 (-1.4) 三宅　にこ(5) 15.23 (-1.4) 石原　綾香(5) 15.24 (-1.4) 猪原　美月(5) 15.28 (-1.4)

東広島TFC 坂ジュニア陸上 広島JrOC 御野陸上クラブ 福山ジュニア 可部ＡＣ CHASKI 御野陸上クラブ

山路　舞香 3.97 (-1.2) 柏原　奈々海(5) 3.79 (-0.1) 野村　舞(5) 3.64 (-0.5) 大橋　由莉(5) 3.53 (-1.2) 谷口　いこい 3.53 (-0.5) 玉森　由里 3.50 (-1.0) 小林　愛奈(5) 3.42 (-1.0) 百武　柚子(5) 3.40 (-0.8)

竹尋AC 因北陸上 吉和AC 広島JrOC 竹尋AC 東広島市立八本松小学校 吉和AC CHASKI

中串　葵帆 14.00 (-0.1) 村本　すず歌(6) 14.14 (-0.1) 濱中　穂乃花(6) 14.27 (-0.1) 辰本　心徠 14.31 (-0.1) 山本　紗羅(6) 14.50 (-0.1) 山本　彩礼(6) 14.58 (-0.1) 田中　萌夢(6) 14.73 (-0.1) 浅野　みなみ(6) 14.73 (-0.1)

竹尋AC 広島JrOC 広島JrOC 竹尋AC 高須子ども会 CHASKI 東広島TFC F.K.C

河村　陽香(6) 4.36 (-1.2) 朝山　更来(6) 4.26 (-1.1) 田中　莉愛菜(6) 4.21 (-1.6) 佐近　陽菜 4.08 (0.0) 田口　由奈 4.08 (-1.1) 岡田　鈴々(5) 4.07 (-0.5) 畑田　紗知(5) 3.86 (-1.0) 小笠原　果心(6) 3.80 (-0.6)

東広島TFC 広島JrOC 東広島TFC 竹尋AC 竹尋AC 三原陸上 三原陸上 福山ジュニア

秦　愛月 2:34.62 和田　こはる(6) 2:37.70 松岡　樹那(5) 2:42.46 有光　彩葉(5) 2:43.38 上石　梨乃(6) 2:43.64 松島　日光(5) 2:45.66 吉田　悠乃(6) 2:46.50 高取　希江(6) 2:47.66

竹尋AC セトナミSC F.K.C アクアパーク F.K.C 新涯JAC F.K.C 東広島TFC

江原　杏月芭 12.52 (-2.3) 島田　沙來(6) 13.60 (-2.3) 松島　華桜(6) 13.96 (-2.3) 菊屋　美心 14.32 (-2.3) 垰山　杏那(6) 14.62 (-2.3) 貝塚　結奈(6) 14.80 (-2.3) 宮川　歩佳(6) 14.87 (-2.3) 安友　美南(6) 15.87 (-2.3)

竹尋AC GR CHASKI PEACE AC 竹尋AC CHASKI 広島JrOC CHASKI 府中空城

広島JrOC　Ａ 54.97 竹尋AC A 55.02 東広島TFC A 56.61 CHASKI・A 56.64 竹尋AC B 57.14 坂ジュニア陸上 58.01 高須子ども会 58.71 広島JrOC　Ｂ 59.37

香川　珠妃(5) 秦　愛月 田中　萌夢(6) 浜井　優里(6) 菊屋　美心 主枝　美織(5) 宮地　麻里亜(6) 植田　悠樹奈(6)

濱中　穂乃花(6) 辰本　心徠 中澤　心菜(5) 山本　彩礼(6) 佐近　陽菜 難波　琉亜那(5) 大島　莉子(5) 杉原　晴(6)

朝山　更来(6) 中串　葵帆 田中　莉愛菜(6) 島田　沙來(6) 田口　由奈 今西　咲希(6) 橋本　真音(6) 貝塚　結奈(6)

村本　すず歌(6) 江原　杏月芭 河村　陽香(6) 垰山　杏那(6) 山路　舞香 河野　瑚々茉(6) 山本　紗羅(6) 中渡瀬　翠(6)

GR:大会記録  

記録主任 秋山　定之

主催団体名 広島陸上競技協会　広島県小学生体育連盟 陸協名 広島陸上競技協会

競技会名 第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部） 期日・時刻 2022/10/23 審判長 藤本　法生

競技場名 Balcom BMW広島総合グラウンド

10月23日 走幅跳

1位 2位 7位 8位

５年生男子 10月23日 100m

3位 4位 5位 6位

６年生男子 10月23日 100m

10月23日 走幅跳

共通男子 10月23日 800m

10月23日 80mH

10月23日 4x100mR

５年生女子 10月23日 100m

10月23日 走幅跳

６年生女子 10月23日 100m

10月23日 走幅跳

共通女子 10月23日 800m

10月23日 80mH

10月23日 4x100mR



1組 (-1.1 m/s) 2組 (-1.3 m/s) 3組 (-1.2 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

4組 (-1.1 m/s) 5組 (-0.7 m/s) 6組 (-1.0 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

7組 (-1.4 m/s) 8組 (-0.7 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

1組 (-1.2 m/s)

Bibs 競技者名 記録

8 古川　悠哉(5) 14.83
広島JrOC

7 西村　岳(5) 14.57
CHASKI

6 丹地　晃祐(5) 14.52
高須子ども会

5 山本　涼雅(5) 14.47
中野東

4 大繁　力丸(5) 14.41
東広島TFC

3 梶山　知寛(5) 14.38
CHASKI

2 荒平　和睦(5) 14.21
府中空城

1 東　蒼真(5) 14.03
東広島TFC

順位

〈〈 決勝 〉〉

池本　浬(5) 17.26藤井　颯太(-) DNS 8
府中空城 坂ジュニア陸上

山下　大輔(5) 16.72御畑　海翔(-) DNS 7
三原陸上 うじな陸上

桒原　颯志(5) 16.71川西　一慶(5) DNS 6
安登 うじな陸上

松浦　永宝(5) 16.705 高橋　昊司(5) 17.23 5
因北陸上 湯田陸上

福冨　蒼斗(5) 16.204 中冨　心翔(5) 16.22 4
坂ジュニア陸上 坂ジュニア陸上

吉川　颯人(5) 15.393 木村　亮祐(5) 15.72 3
うじな陸上 東広島TFC

松木　哲平(5) 14.822 長田　大輝(5) 15.63 2

1
御野陸上クラブ うじな陸上

長門　颯大(5) 15.34 1 古川　悠哉(5) q 14.81

順位 順位

可部ＡＣ 広島JrOC

打越　蒼都(5) DNS 7 山手　温太(5) 17.127 牛腸　隆介(5) 17.22
織田幹雄スポーツクラブ テリオス広島 熊野陸上

橘高　健介(5) 17.70 6 大佐古　陽真(5) 16.646 玉井　智也(5) 16.71 6
因北陸上 湯田陸上 府中南

原田　弘大(5) 17.54 5 矢野　蒼(5) 16.055 中島　健悟(5) 16.40 5
テリオス広島 熊野陸上 広島JrOC

定籐　稔弥(5) 16.01 4 重政　晴俊(5) 16.014 竹田　真ノ介(-) 16.15 4
三原陸上 神辺走ろう会 御野陸上クラブ

矢野　隼士(5) 15.57 3 白根　志樹(5) 15.403 三村　貫太(5) 15.64 3
くれJAC 府中空城 湯田陸上

小林　奏陽(5) 15.42 2 火室　睦貴(5) 14.962 山本　涼雅(5) q 14.55 2

1 荒平　和睦(5)1 q 14.57
中野東 御野陸上クラブ CHASKI

府中空城

東　蒼真(5) q 14.19 1 西村　岳(5) q 14.70

順位 順位 順位

東広島TFC CHASKI

古川　奏大(5) 17.14 浦田　真碧(5) DNS三木　郁英(5) DNS 7
可部ＡＣ 中野東 GRC

井上　快生(-) 17.10 三浦　煌世(5) DNS6 久保　結人(5) 20.58 6
因北陸上 三原陸上 御野陸上クラブ

岩井　衛茉(5) 16.38 5 大亀　翔真(5) 18.295 中山　実馬(5) 18.58 5
織田幹雄スポーツクラブ 東広島TFC 織田幹雄スポーツクラブ

橋本　瑛人(5) 16.00 4 山下　翔矢(5) 17.594 川口　碧仁(5) 15.84 4
府中空城 くれJAC 狩小川小

惠木　直人(5) 15.68 3 毛利　一輝(5) 15.403 三木　敬仁(5) 15.74 3
GRC 高須子ども会 CHASKI

谷中　陽翔(-) 15.66 2 定秀　颯介(5) 15.302 友國　翔史(5) 15.17 2
庄原AC 三原陸上 ミライへ

大繁　力丸(5) q 14.70 1 梶山　知寛(5) q 14.361 丹地　晃祐(5) q 14.70 1
高須子ども会 東広島TFC CHASKI

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

決勝 10/23 14:30 

５年生男子100m
大会記録 13.03 岡　修平 寺西小  電動 予選 10/23 11:00 (8-0+8)

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之



1組 (-0.7 m/s) 2組 (-1.2 m/s) 3組 (-1.2 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

4組 (-0.9 m/s) 5組 (-1.0 m/s) 6組 (-1.4 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

7組 (-1.3 m/s) 8組 (-1.3 m/s) 9組 (-2.7 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

(-1.3 m/s)
Bibs 競技者名 記録

8 上川　佑大(5) 14.04
みよしAC

7 嶋田　莞大(6) 14.03
広島JrOC

6 市場　壮真(-) 13.81
多治米小

5 松岡　颯大(6) 13.58
CHASKI

4 藤井　千隼(6) 13.47
御野陸上クラブ

3 普家　壮太郎(-) 13.23
三原陸上

2 青井　泉澄(6) 13.09
高須子ども会

1 末永　大誠(6) 12.93
広島JrOC

順位

〈〈 決勝 〉〉

坂手　弥(6) DNS 8 藤井　遥真(6) 16.55
サンフラワー 神辺走ろう会
浜井　翔斗(6) 16.36 7 3660 藤井　陽向(6) 16.407 3401 児玉　和毅(6) 19.62 7

F.K.C 可部ＡＣ 新涯JAC
矢原　勇輝(6) 15.98 6 平岩　大成(6) 16.216 本山　琉弥(5) 16.51 6

庄原AC テリオス広島 坂ジュニア陸上

坂田　蓮侍(6) 15.84 5 松本　海輝(6) 16.155 鈴木　十磨(6) 14.94 5
リトルランナーズ広島！ テリオス広島 可部ＡＣ

瀧尾　雄真(6) 15.34 4 道中　煌明(6) 15.504 河村　剛希(6) 14.68 4
CHASKI リトルランナーズ広島！ くれJAC

松本　海音(6) 14.93 3 中村　陽斗(6) 15.483 中村　勇斗(6) 14.37 3
広島JrOC PEACE AC 中野東

中野　遥己(-) 14.38 2 宮原　琉彪(6) 14.632 橋詰　慶次(6) 14.25 2

1 國利　理仁(5)1 14.32
中野東 竹尋AC 可部ＡＣ

庄原AC
上川　佑大(5) q 14.01 1 中谷　隼人(6) 14.31

順位 順位 順位

みよしAC リトルランナーズ広島！

小笹　秀一郎(6) 18.07 宮武　隼之介(6) DNS7 片原　蒼介(6) 17.77 7
熊野陸上 熊野陸上 御野陸上クラブ

高橋　一誠(6) 16.95 6 新開　樹(6) 17.586 楢﨑　一太(-) 17.01 6
三原陸上 御野陸上クラブ 中野東

井川　景太(6) 15.76 5 稗田　陽斗(6) 15.085 花本　湊音(-) 15.71 5
三原陸上 因北陸上 湯田陸上

蘭　尚悟(6) 15.23 4 3659 佐藤　翼(6) 14.874 池田　倖寅(6) 15.54 4
音戸陸上クラブ CHASKI 新涯JAC

藤井　秀音(6) 14.69 3 山科　昂大(5) 14.773 髙田　聖名(6) 14.92 3
湯田陸上 湯田陸上 三原陸上

嶋田　莞大(6) q 13.94 2 溝口　旺史朗(6) 14.272 蔦村　健(6) 14.61 2

1 生馬　陽(6)1 14.18
くれJAC 広島JrOC くれJAC

坂ジュニア陸上
藤井　千隼(6) q 13.42 1 末永　大誠(6) q 13.05

順位 順位 順位

御野陸上クラブ 広島JrOC

森内　遼玖(6) 19.76 7 登田　治希(6) 16.987 中平　龍志(6) 17.30 7
ミライへ 御野陸上クラブ 府中空城

小池　帆高(6) 16.05 6 福本　貴史(6) 16.946 椋野　陽斗(6) 16.10 6
テリオス広島 東広島TFC せらスポーツクラブ

虻川　遼治(6) 15.97 5 常富　嵩正(6) 16.095 小林　寛真(6) 14.91 5
吉和AC 織田幹雄スポーツクラブ 広島JrOC

前田　竜之介(6) 15.63 4 伊藤　栄登(6) 16.024 門前　晴道(6) 14.86 4 3854
熊野陸上 中条走ろう会 リトルランナーズ広島！

北村　颯也(6) 15.47 3 金本　京汰朗(6) 15.483 谷辺　蒼太(6) 14.18 3 3654
CHASKI 新涯JAC みよしAC

松永　大河(6) 14.69 2 市場　壮真(-) q 13.882 四戸岸　拓実(6) 14.12 2
湯田陸上 坂ジュニア陸上 多治米小

普家　壮太郎(-) q 13.24 1 松岡　颯大(6) q 13.841 青井　泉澄(6) q 12.95 1
高須子ども会 三原陸上 CHASKI

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

12.51 内田　祐斗 竹尋アスリートクラブ  電動

６年生男子100m

大会記録 12.5 北川　智将 竹尋アスリートクラブ  手動 予選 10/23 12:25 (9-0+8)

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生
Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之

12.5 渡辺　敬介 神辺走ろう会  手動 決勝 10/23 14:40 



1組 2組 3組

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

① ⑤

③

④

⑥

⑦

⑧

4組

Bibs 競技者名 記録

②

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生
Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之

共通男子800m
大会記録 2:18.69 高橋　昂暉 竹尋アスリート  決勝 10/23 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

順位 順位 順位
東広島TFC 福山ジュニア 竹尋AC

1 堀　凌多(6) 2:23.26 1 近藤　奏汰(6) 2:37.31 1 馬越　遥大(-) 2:30.10
東広島市立八本松小学校 東広島TFC CHASKI

2 新屋　　遙人(-) 2:28.47 2 飯田　好晟(6) 2:38.69 2 山手　瑛太(5) 2:48.28
可部ＡＣ 中条走ろう会 熊野陸上

3 森　颯太(6) 2:29.92 3 3853 遠山　大雅(6) 2:40.35 3 大歳　健生(5) 2:49.38
三原陸上 F.K.C 熊野陸上

4 岡嵜　稔大(5) 2:30.32 4 3404 小田原　皆人(5) 2:41.78 4 田島　隆翔(5) 2:50.46
F.K.C 湯田陸上 新涯JAC

5 3402 小野　蒼太(5) 2:31.06 5 江草　大翔(6) 2:41.92 5 3653 卜部　稜盛(6) 2:51.04
三原陸上 庄原AC 御野陸上クラブ

6 下夷　諒吾(5) 2:31.44 6 白根　晟治(5) 2:42.63 6 田中　春樹(5) 2:52.59
広島JrOC くれJAC 御野陸上クラブ

7 山下　悠真(6) 2:31.50 7 田中　洋介(5) 2:43.74 7 河相　裕成(6) 2:53.76
みよしAC 東広島TFC CHASKI

8 堀江　瑳和(5) 2:32.95 8 春日　翔伍(5) 2:44.32 8 姫野　佑基(6) 2:54.37
くれJAC みよしAC GRC

9 齋藤　崇朗(5) 2:36.99 9 森田　愛瑠(5) 2:45.65 9 井上　駈流(5) 2:57.36
御野陸上クラブ 吉和AC 熊野陸上

10 安達　琉偉(5) 2:37.05 10 宮原　寛大(6) 2:45.85 10 繁田　悠人(5) 3:00.91
三原陸上 F.K.C リトルランナーズ広島！

11 花本　睦隼(-) 2:40.39 11 3403 山本　悠人(5) 2:46.55 11 河村　圭吾(5) 3:03.08
CHASKI 因北陸上 新涯JAC

12 岡田　宗馬(6) 2:40.62 12 松浦　幹生(6) 2:49.77 12 3651 赤木　優斗(6) 3:03.89
竹尋AC
藤田　聡佑(-) DNS

順位
広島JrOC

忠海学園
1

2 入川　新(-) 2:36.80

久山　義人(6) 2:25.51

広島JrOC
3 推久　聖愛(6) 2:40.25

ユアックさいき
4 藤田　健太郎(5) 2:46.23

府中空城
5 松岡　龍治(5) 2:48.21

落合東小学校
6 谷川　楓真(6) 2:51.42

五日市O型走ろう会

7 沢津橋　瑛太朗(6) 2:56.56
因北陸上

8 長尾　景虎(6) 2:58.67
うじな陸上

9 土江　隼聖(5) 3:13.04

10 中西　彩斗(5) 3:17.65

坂本　湊(6) DNS

リトルランナーズ広島！

テリオス広島

落合
島津　亘(5) DNS



1組 (-0.7 m/s) 2組 (-1.0 m/s) 3組 (-1.0 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

GR

1組 (-0.9 m/s)

Bibs 競技者名 記録

8 藤田　　巧実(6) 14.15
東広島TFC

7 山根　佑介(6) 13.75
吉和AC

6 大國　豪流(6) 13.63
御野陸上クラブ

5 北川　諒(-) 13.36
竹尋AC

4 金内　瑠星(6) 13.24
広島JrOC

3 浪速　彪翔(6) 13.23
広島JrOC

2 井崎　迅(6) 13.15

1
東広島TFC

岩森　遼(6) 11.55 GR

〈〈 決勝 〉〉

順位

CHASKI

若槻　虎太朗(6) 17.19 松本　遼汰(5) DNS増原　玄大(6) DNS 7
CHASKI PEACE AC 御野陸上クラブ

吉村　成留(6) 16.11 伊藤　亮大(-) DNS6 宮崎　祐仁(6) 16.36 6
坂ジュニア陸上 吉和AC 東広島市立八本松小学校

来田　ジュリアン諒(5) 15.28 5 荒谷　太一(5) 14.905 佐久間　琥珀(6) 16.22 5
府中空城 PEACE AC 東広島TFC

桝本　爽羽(5) 15.23 4 廣瀬　拓海(6) 14.774 吉田　旺太郎(6) 14.95 4
広島JrOC CHASKI 湯田陸上

中村　敦(6) 14.31 3 浪速　彪翔(6) q 13.483 藤田　　巧実(6) q 14.16 3
東広島TFC 庄原AC 広島JrOC

山根　佑介(6) q 13.88 2 金内　瑠星(6) q 13.392 北川　諒(-) q 13.25 2
竹尋AC 吉和AC 広島JrOC

大國　豪流(6) q 13.65 1 岩森　遼(6) q 11.681 井崎　迅(6) q 13.17 1
東広島TFC 御野陸上クラブ CHASKI

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

共通男子80mH (70.0:13-7-11:9set)

予選 10/23 13:30 (3-0+8)

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之

決勝 10/23 14:50 



1組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

2組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

3組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

 白根 志樹(5)  河野 真成斗(6)  三木 郁英(5)  浜井 翔斗(6)

[3] シラネ　モトキ [4] カワノ　マナト [3] ミキ　イクエイ [4] ハマイ　ショウト

 松浦 永宝(5)  廣瀬 拓海(6)  松本 蒼輝(5)  松本 海輝(6)

[1] マツウラ　ハルタカ [2] ヒロセ　タクミ [1] マツモト　ソウキ [2] マツモト　カイキ

カベエーシー

可部ＡＣ 1:02.07
7

ユダリクジョウ
8

湯田陸上 59.90

[4] サトウ　ツバサ

 七竹 俊介(5)  中村 陽斗(6)  伊藤 栄登(6)  中谷 隼人(6) 3654 北村 颯也(6) 3659 佐藤 翼(6)

[3] シチタケ　シュンスケ [4] ナカムラ　ハルト [3] イトウ　ハルト [4] ナカタニ　ハヤト [3] キタムラ　ソウヤ

 益田 光輝(6)  橋詰 慶次(6)  鈴木 十磨(6)  瀧尾 雄真(6) 3653 卜部 稜盛(6) 3652 阿部 陸斗(6)

59.13
[1] マスダ　コウキ [2] ハシヅメ　ケイジ [1] スズキ　トオマ [2] タキオ　ユウマ [1] ウラベ　リョウセイ [2] アベ　リクト

リトルランナーズヒロシマ

6
シンガイジェイエーシー

リトルランナーズ広島！ 58.19 新涯JAC
4

ナカノヒガシ
5

中野東A 57.33

[4] ナカムラ　アツシ

 上田 晴志朗(5)  普家 壮太郎(-)  惠木 直人(5)  丹地 晃祐(5)  白根 晟治(5)  中村 敦(6)

[3] カミダ　セイシロウ [4] フケ　ソウタロウ [3] エギ　ナオト [4] タンチ　コウスケ [3] シラネ　ジョウジ

 山科 昂大(5)  下夷 諒吾(5)  南 柊司(5)  青井 泉澄(6)  本山 琉弥(5)  友國 翔史(5)

[2] トモクニ　シュウト[1] ヤマシナ　コウダイ [2] シモエビス　リョウゴ [1] ミナミ　シュウジ [2] アオイ　イズミ [1] モトヤマ　リュウヤ

57.30
タカスコドモカイ

3
ショウバラエーシー

高須子ども会 q 55.95 庄原AC
1

ミハラリクジョウ
2

三原陸上 q 53.20

順位 順位 順位

 奥島 虎太朗(6)  福井 達也(5)  長田 大輝(5)  重政 晴俊(5)

[3] オクシマ　コタロウ [4] フクイ　タツヤ [3] ナガタ　タイキ [4] シゲマサ　ハルトシ

 若槻 虎太朗(6)  松本 海音(6)  蔭山 湊仁(5)  高橋 一誠(6)

[1] ワカツキ　コタロウ [2] マツモト　カイト [1] カゲヤマ　ミナト [2] タカハシ　イッセイ

ミノリクジョウビー

御野陸上B 1:01.76
7

ピースアスリートクラブ
8

PEACE AC 58.66

[4] タケガワ　セイイチロウ

 森原 颯士(6)  森 颯太(6)  谷辺 蒼太(6)  佐々木 陽斗(6)  荒平 和睦(5)  竹川 誠一郎(6)

[3] モリハラ　ソウシ [4] モリ　ソウタ [3] タニベ　ソウタ [4] ササキ　ハルト [3] アラヒラ　ナゴム

 長門 颯大(5)  宮原 琉彪(6)  和田 優翔(6)  松岡 颯大(6)  矢野 隼士(5)  川口 碧仁(5)

58.55
[1] ナガト　ソウタ [2] ミヤハラ　リトラ [1] ワダ　ヒロト [2] マツオカ　ソウダイ [1] ヤノ　ハヤト [2] カワグチ　アオト

チャスキビー
6

フチュウソラジョウ

CHASKI・B 57.38 府中空城
4

カベエーシー
5

可部ＡＣ 57.09

[4] カミカワ　ユウダイ

 生馬 陽(6)  渡邊 瑠那(6)  稗田 陽斗(6)  四戸岸 拓実(6)  堀江 瑳和(5)  上川 佑大(5)

[3] イクマ　ハル [4] ワタナベ　ルナ [3] ヒエダ　ハルト [4] シトギシ　タクミ [3] ホリエ　サワ

[2] カネモト　キョウタロウ

 松永 大河(6)  桑原 彪斗(6)  髙田 聖名(6)  藤井 秀音(6)  森田 愛瑠(5)  金本 京汰朗(6)

q 55.58 みよしAC 56.68
[1] マツナガ　タイガ [2] クワバラ　アヤト [1] タカタ　セナ [2] フジイ　ヒデト [1] モリタ　アイル

3
ミヨシエーシー

坂ジュニア陸上A q 55.57 湯田陸上

順位 順位 順位

1
サカジュニアリクジョウエー

2
ユダリクジョウ

3403 山本 悠人(5) 3401 児玉 和毅(6)  大亀 翔真(5)  牛腸 隆介(5)

[3] ヤマモト　ユウト [4] コダマ　カズキ [3] オオカメ　ショウマ [4] ゴチョウ　リュウスケ

3404 小田原 皆人(5) 3402 小野 蒼太(5)  中山 実馬(5)  虻川 遼治(6)

[1] オダワラ　ミナト [2] オノ　ソウタ [1] ナカヤマ　ジツマ [2] アブカワ　リョウジ

オダミキオスポーツクラブ

織田幹雄スポーツクラブ 1:08.18
7

エフケーシー
8

F.K.C 1:05.67

[4] ミヤザキ　ヒロト

3854 前田 竜之介(6) 3853 遠山 大雅(6)  近貞 凉駿(6)  門前 晴道(6)  中冨 心翔(5)  宮崎 祐仁(6)

[3] マエダ　リュウノスケ [4] トウヤマ　タイガ [3] チカサダ　リョウマ [4] モンゼン　ハルミチ [3] ナカトミ　マナト

3855 遠山 桜雅(5) 3451 村津 奏(6)  田島 隆翔(5)  繁田 悠人(5)  池本 浬(5)  平岩 大成(6)

1:03.71
[1] トウヤマ　オウガ [2] ムラツ　カナデ [1] タシマ　リュウト [2] シゲタ　ユウト [1] イケモト　カイリ [2] ヒライワ　タイセイ

クマノリクジョウ
6

サカジュニアリクジョウビー

熊野陸上 1:00.35 坂ジュニア陸上B
4

チュウジョウハシロウカイ

5
中条走ろう会 59.42

[4] ツタムラ　タケル

 東 蒼真(5)  大繁 力丸(5)  岡田 宗馬(6)  西村 岳(5)  道中 煌明(6)  蔦村 健(6)

[3] ヒガシ　ソウマ [4] オオシゲ　リキマル [3] オカダ　ソウマ [4] ニシムラ　ガク [3] ミチナカ　コウメイ

 井崎 迅(6)  堀 凌多(6)  蘭 尚悟(6)  岩森 遼(6)  三村 貫太(5)  溝口 旺史朗(6)

[2] ミゾグチ　オウシロウ[1] イサキ　ジン [2] ホリ　リョウタ [1] アララギ　ショウゴ [2] イワモリ　リョウ [1] ミムラ　カンタ

58.14
チャスキエー

3
クレジェイエイシー

CHASKI・A q 55.57 くれJAC
1

ヒガシヒロシマティエフシー

2
東広島TFC A q 55.36

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

決勝 10/23 15:15 

共通男子4x100mR
大会記録 51.31 兼本・吉迫・中田・北風 広島JOC  予選 10/23 10:00 (4-0+8)

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之



4組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

1組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

 生馬 陽(6)  渡邊 瑠那(6)  惠木 直人(5)  丹地 晃祐(5)

[3] イクマ　ハル [4] ワタナベ　ルナ [3] エギ　ナオト [4] タンチ　コウスケ

 松永 大河(6)  桑原 彪斗(6)  南 柊司(5)  青井 泉澄(6)

[1] マツナガ　タイガ [2] クワバラ　アヤト [1] ミナミ　シュウジ [2] アオイ　イズミ

タカスコドモカイ

高須子ども会 57.17
7

サカジュニアリクジョウエー

8
坂ジュニア陸上A 56.21

[4] チクゴ　アオト

 東 蒼真(5)  大繁 力丸(5)  稗田 陽斗(6)  四戸岸 拓実(6)  中野 遥己(-)  筑後 蒼人(-)

[3] ヒガシ　ソウマ [4] オオシゲ　リキマル [3] ヒエダ　ハルト [4] シトギシ　タクミ [3] ナカノ　ハルキ

 井崎 迅(6)  堀 凌多(6)  髙田 聖名(6)  藤井 秀音(6)  北川 諒(-)  馬越 遥大(-)

55.89
[1] イサキ　ジン [2] ホリ　リョウタ [1] タカタ　セナ [2] フジイ　ヒデト [1] キタガワ　リョウ [2] ウマコシ　ハルト

ユダリクジョウ
6

タケヒロエーシー

湯田陸上 55.86 竹尋AC
4

ヒガシヒロシマティエフシー [570]
5

東広島TFC A 55.57

[4] ニシムラ　ガク

 嶋田 莞大(6)  浪速 彪翔(6)  上田 晴志朗(5)  普家 壮太郎(-)  岡田 宗馬(6)  西村 岳(5)

[3] シマダ　カンタ [4] ナニワ　アヤト [3] カミダ　セイシロウ [4] フケ　ソウタロウ [3] オカダ　ソウマ

 米廣 柊二(6)  末永 大誠(6)  山科 昂大(5)  下夷 諒吾(5)  蘭 尚悟(6)  岩森 遼(6)

55.57
[1] ヨネヒロ　シュウジ [2] スエナガ　タイセイ [1] ヤマシナ　コウダイ [2] シモエビス　リョウゴ [1] アララギ　ショウゴ [2] イワモリ　リョウ

チャスキエー [566]

広島JrOC　Ａ 51.65 三原陸上 53.33 CHASKI・A
2

ミハラリクジョウ
3

〈〈 決勝 〉〉

順位 順位 順位

1
ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

 桒原 颯志(5)  山下 大輔(5)  清水 健成(5)  山本 涼雅(5)

[3] クワハラ　ソウシ [4] ヤマシタ　ダイスケ [3] シミズ　ケンセイ [4] ヤマモト　リョウガ

 木村 亮祐(5)  松木 哲平(5)  古川 奏大(5)  ウォルター 健斗(6)

[1] キムラ　リョウスケ [2] マツキ　テッペイ [1] フルカワ　カナタ [2] ウォルター　ケント

ナカノヒガシ

中野東B 1:02.80
7

ウジナリクジョウ
8

うじな陸上 1:01.46

[4] イイダ　コウセイ

 川角 瑛大(6)  大國 豪流(6)  藤木 喜一朗(6)  瀧迫 友晟(6)  小谷 真也(6)  飯田 好晟(6)

[3] カワカク　エイタ [4] オオグニ　タケル [3] フジキ　キイチロウ [4] タキサコ　ユウセイ [3] コタニ　シンヤ

 小林 奏陽(5)  藤井 千隼(6)  小林 寛真(6)  山根 佑介(6)  小池 帆高(6)  藤田  巧実(6)

59.44
[1] コバヤシ　カナタ [2] フジイ　チハヤ [1] コバヤシ　ヒロマ [2] ヤマネ　ユウスケ [1] コイケ　ホタカ [2] フジタ　タクミ

ヨシワエーシー
6

ヒガシヒロシマティエフシー

吉和AC 59.38 東広島TFC B
4

ミノリクジョウエー
5

御野陸上A 58.97

[4] ナカムラ　ハヤト

 嶋田 莞大(6)  推久 聖愛(6)  中野 遥己(-)  筑後 蒼人(-)  古川 悠哉(5)  中村 勇斗(6)

[3] シマダ　カンタ [4] シイク　セア [3] ナカノ　ハルキ [4] チクゴ　アオト [3] フルカワ　ユウヤ

[2] カナウチ　ルイ

 米廣 柊二(6)  末永 大誠(6)  北川 諒(-)  馬越 遥大(-)  山下 悠真(6)  金内 瑠星(6)

q 55.83 広島JrOC　Ｂ 56.39
[1] ヨネヒロ　シュウジ [2] スエナガ　タイセイ [1] キタガワ　リョウ [2] ウマコシ　ハルト [1] ヤマシタ　ユウマ

3
ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC　Ａ q 51.36 竹尋AC

順位 順位 順位

1
ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

2
タケヒロエーシー

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生
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ユアックサイキ

ユアックさいき(5)

ピースアスリートクラブ

PEACE AC(5)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(5)

チャスキ

CHASKI(5)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(5)

チュウジョウハシロウカイ

中条走ろう会(5)

タカスコドモカイ

高須子ども会(5)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(5)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(5)

ヨシワエーシー

吉和AC(5)

テリオスヒロシマ

テリオス広島(5)

タカスコドモカイ

高須子ども会(5)

カベエーシー

可部ＡＣ(5)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(5)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(5)

チャスキ

CHASKI(5)

タカスコドモカイ

高須子ども会(5)

フチュウソラジョウ

府中空城(5)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(5)

カベエーシー

可部ＡＣ(5)

ナカノヒガシ

中野東(5)

ナカノヒガシ

中野東(5)

ジーアールシー

GRC(5)

チャスキ

CHASKI(5)

ミハラリクジョウ

三原陸上(-)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(5)

ジーアールシー

GRC(5)

セトナミエスシー

セトナミSC(5)

ナカノヒガシ

中野東(5)

ピースアスリートクラブ

PEACE AC(5)

フチュウソラジョウ

府中空城(5)

フチュウソラジョウ

府中空城(5)

22

23

24

25

26

16

17

18

19

20

21

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

順位

1

2

3

DNS
後藤　吏駈(11)

25
ゴトウ　リク

10

DNS
槇尾　純誠(11)

24
マキオ　ジュンセイ

DNS
馬上　侑大(11)

22
バジョウ　ユウタ

DNS
井手本　航輝(11)

16
イデモト　コウキ

DNS
山下　瑛司(11)

8
ヤマシタ　エイジ

DNS
片山　　徳之進(11)

6
カタヤマ　　トクノシン

 2.37 -0.7
柴田　朋和(12)

-0.7 ×28
シバタ　トモカズ

× 2.37

 2.88 -1.4
堀口　蓮太(12)

-0.9 2.81 -0.130
ホリグチ　レンタ

2.88 -1.4 2.41

 2.99 -0.3
畠山　直也(12)

-0.9 2.85 -0.911
ハタケヤマ　ナオヤ

2.99 -0.3 2.67

 2.99 -1.9
藤岡　大晴(11)

-0.4 2.99 -1.97
フジオカ　タイセイ

2.86 -1.7 2.95

 3.01 -1.6
清水　健成(11)

-1.6 2.50 -0.615
シミズ　ケンセイ

× 3.01

 3.10 -1.1
七竹　俊介(11)

-1.3 2.78 0.014
シチタケ　シュンスケ

3.10 -1.1 2.96

 3.11 -1.7
松本　蒼輝(11)

-1.0 3.11 -1.74
マツモト　ソウキ

3.04 -1.8 3.09

 3.12 -0.5
佐々木　大輔(11)

3.12 -0.520
ササキ　ダイスケ

× ×

 3.23 -0.3
大場　涼太(11)

0.0 2.86 -1.726
オオバ　リョウタ

3.23 -0.3 2.95

 3.28 -1.5
田中　蒼空(11)

-0.6 ×3
タナカ　ソラ

3.28 -1.5 3.10

 3.29 -0.3
大田　錬(12)

-0.3 3.00 -1.59
オオタ　レン

3.08 -0.3 3.29

 3.33 -0.2
篠原　光翔(11)

-0.2 3.21 -1.221
シノハラ　ライト

× 3.33

 3.35 -1.3
末益　健壮(12)

-0.6 3.17 -1.017
スエマス　ケンソウ

3.35 -1.3 3.34

 3.36 -0.4
宮川　結守(12)

-0.2 3.30 -0.75
ミヤガワ　ユウマ

3.36 -0.4 3.13

 3.41 -0.8
南　柊司(11)

-0.8 2.70 -0.41
ミナミ　シュウジ

3.21 -1.7 3.41

 3.43 -0.8
笹井　楓太(11)

-0.3 3.37 -0.813
ササイ　フウタ

3.43 -0.8 3.23

 3.44 -0.1
荻野　直柔(12)

-0.2 3.44 -0.132
オギノ　ナオナリ

3.34 -1.1 3.31

 3.54 -0.9
宮田　明悟(11)

-0.3 3.48 -1.219
ミヤタ　アサト

3.54 -0.9 3.37

 3.65 -1.0
小林　千春(11)

3.38 -1.3 3.38 -0.1 ×3.65 -1.027
コバヤシ　チハル

3.62 +0.1 ×

 3.67 -0.8
佐藤　凌晟(11)

× 3.25 -1.0 3.21 -1.2-0.4 3.34 -0.32
サトウ　リョウセイ

3.67 -0.8 3.54

 3.83 -1.9
遠山　桜雅(10)

3.57 -1.8 3.80 -0.6 ×-1.0 ×12 3855
トウヤマ　オウガ

3.83 -1.9 3.58

 3.84 -1.3
森脇　健(12)

3.37 -1.2 × ××29
モリワキ　タケル

3.84 -1.3 ×

 3.94 -1.7
斉藤　裕希(11)

3.60 -0.3 3.62 -1.4 3.94 -1.7-0.1 3.53 -1.510
サイトウ　ユウキ

× 3.78

 3.99 -0.5
武廣　煌志(11)

3.91 -1.3 3.99 -0.5 3.81 -1.93.95 -0.2

 4.12 -0.8
福井　達也(11)

3.57 -0.6 × 4.02 -1.33.87 -0.4
フクイ　タツヤ

4.12 -0.8 ×

× 4.15 -1.2-1.5 3.90 -0.1

18
タケヒロ　コウシ

× ×

23

31
タケウチ　ゼン

4.05 -0.1 3.57

最 高 記 録
1 2 3 4 5 6

Ord. Bibs 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 試　　　　　　技

 4.15 -1.2
竹内　善(11)

4.08 -1.6

５年生男子走幅跳決勝
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タケヒロエーシー

竹尋AC(-)

ヨシワエーシー

吉和AC(6)

チュウジョウハシロウカイ

中条走ろう会(6)

シンガイジェイエーシー

新涯JAC(6)

サカジュニアリクジョウ

坂ジュニア陸上(6)

チャスキ

CHASKI(6)

ビンゴダブルエーシー

びんごWAC(6)

フクヤマジュニア

福山ジュニア(6)

ミハラリクジョウ

三原陸上(5)

ピースアスリートクラブ

PEACE AC(6)

ビンゴダブルエーシー

びんごWAC(6)

ヨシワエーシー

吉和AC(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

ジーアールシー

GRC(6)

ジーアールシー

GRC(6)

ナカノヒガシ

中野東(6)

フチュウソラジョウ

府中空城(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

サカジュニアリクジョウ

坂ジュニア陸上(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

カベエーシー

可部ＡＣ(6)

チャスキ

CHASKI(6)

シンガイジェイエーシー

新涯JAC(6)

ナカノヒガシ

中野東(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

カベエーシー

可部ＡＣ(6)

ユダリクジョウ

湯田陸上(6)

チュウジョウハシロウカイ

中条走ろう会(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(6)

ナカノヒガシ

中野東(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

チャスキ

CHASKI(6)

テリオスヒロシマ

テリオス広島(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(6)

20

21

22

23

24

14

15

16

17

18

19

31

25

26

27

28

29

30

8

9

10

11

12

13

順位

1

2

3

4

5

6

7

DNS
松本　湊音(10)

31
マツモト　ミナト

DNS
林　裕作(10)

18
ハヤシ　ユウサク

DNS
西尾　雅冬(11)

15
ニシオ　マサトシ

DNS
平郡　智希(10)

7
ヘグリ　トモキ

DNS
松村　寅二朗(10)

5
マツムラ　トラジロウ

 2.60 -1.2
羽村　一希(11)

-1.2 2.45 -0.321
ハムラ　カズキ

× 2.60

 2.80 -1.5
川角　瑛大(11)

2.55 -1.032
カワカク　エイタ

2.80 -1.5 ×

 2.83 -0.9
藤井　洸樹(10)

-0.9 2.63 -1.117 3452
フジイ　ミツキ

× 2.83

 2.97 -1.0
河野　真成斗(10)

-0.4 2.97 -1.034
カワノ　マナト

2.83 -0.6 2.92

 2.98 -1.6
佐藤　鉄心(11)

-1.6 2.68 -1.14
サトウ　テッシン

2.82 -0.8 2.98

 3.13 -0.3
池久保　真平(10)

-1.9 2.98 -0.925
イケクボ　シンペイ

3.13 -0.3 2.48

 3.35 -1.0
ウォルター　健斗(09)

-1.3 3.35 -1.020
ウォルター　ケント

3.20 -0.3 3.01

 3.35 -1.1
為藤　大輝(11)

-1.4 3.35 -1.12 3657
タメトウ　ダイキ

3.23 -0.9 3.24

 3.37 -1.1
遊佐　渉陸(10)

-1.1 3.37 -1.114
ユサ　アユム

2.95 -0.9 3.34

 3.50 -1.3
森原　颯士(11)

-1.3 3.17 -0.73
モリハラ　ソウシ

3.42 -0.9 3.50

 3.61 -0.8
近貞　凉駿(10)

-1.4 3.31 -0.96
チカサダ　リョウマ

3.61 -0.8 3.54

 3.64 -0.4
渡邊　瑠那(10)

-0.2 3.64 -0.49
ワタナベ　ルナ

3.58 -0.8 3.45

 3.68 -0.6
小谷　真也(10)

-0.6 ×22
コタニ　シンヤ

× 3.68

 3.75 -1.4
山本　勇史(10)

-1.4 ×24
ヤマモト　イサミ

3.74 -0.9 3.75

 3.91 -1.6
竹川　誠一郎(10)

-1.6 ×30
タケガワ　セイイチロウ

× 3.91

 3.92 -1.5
益田　光輝(10)

-1.5 3.68 -0.819
マスダ　コウキ

3.73 -1.7 3.92

 3.93 -0.9
廣川　涼太(10)

3.93 -0.911
ヒロカワ　リョウタ

× ×

 3.96 -1.1
小原　瑛希(10)

-0.2 3.96 -1.110
コハラ　エイキ

3.89 -0.8 3.87

 3.97 -0.3
米廣　柊二(11)

-0.3 3.86 -0.623
ヨネヒロ　シュウジ

× 3.97

 4.04 -1.6
藤木　喜一朗(10)

3.95 -0.936
フジキ　キイチロウ

4.04 -1.6 ×

 4.06 -0.4
坂井　夢咲(10)

-1.1 4.06 -0.426
サカイ　ユウサク

4.04 -1.2 4.01

 4.13 -0.7
奥島　虎太朗(11)

-1.0 4.13 -0.728
オクシマ　コタロウ

3.96 -1.0 3.92

 4.17 -0.5
上田　晴志朗(10)

3.73 -1.033
カミダ　セイシロウ

4.17 -0.5 ×

 4.23 -1.1
佐藤　大夢(10)

× × 4.23 -1.1-1.7 4.20 -1.029
サトウ　ダイム

× 4.18

 4.41 -2.2
丸山　歩睦(10)

4.38 -0.9 × 4.34 -1.0-2.2 4.37 -0.327
マルヤマ　アユム

4.31 -1.4 4.41

 4.43 -0.4
和田　優翔(10)

4.21 -0.5 4.21 -1.7 4.21 -1.8-0.4 4.22 -0.613
ワダ　ヒロト

4.09 -0.8 4.43

 4.43 -1.2
桑原　彪斗(11)

4.43 -1.2 4.17 -1.2 4.03 -0.9-0.6 4.36 -1.18
クワバラ　アヤト

4.21 -1.4 4.12

 4.43 -0.2
阿部　陸斗(10)

4.10 -0.8 4.37 -0.7 4.43 -0.2-1.2 4.16 -0.11 3652
アベ　リクト

4.21 -1.0 4.12

 4.64 -1.1
村津　奏(10)

4.45 -1.5 4.40 -1.9 4.40 -1.44.64 -1.116 3451
ムラツ　カナデ

4.47 -1.5 ×

 4.81 -0.2
瀧迫　友晟(10)

4.61 -1.3 4.77 -0.9 4.63 -1.0-0.2 4.71 -0.6

 5.20
GR

-0.8
筑後　蒼人(10)

4.98 -1.0 × 5.20 -0.84.99 -1.1
チクゴ　アオト

5.12 -1.3 ×

Ord. Bibs 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 試　　　　　　技

35
タキサコ　ユウセイ

4.70 -0.6 4.81

12

最 高 記 録
1 2 3 4 5 6

６年生男子走幅跳決勝



審判長

記録主任

予選
決勝

(-2.1 m/s) (-1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカザワ　ココナ ヒガシヒロシマティエフシー カガワ　タマキ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

1 中澤　心菜(5) 東広島TFC q 14.15 1 香川　珠妃(5) 広島JrOC q 14.56
ヒダカ　ランナ チャスキ ヤマテ　リオ フクヤマジュニア

2 日高　蘭奈(5) CHASKI 15.82 2 山手　里桜(5) 福山ジュニア 15.16
アサイ　モカ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ ヌシエダ　ミオリ サカジュニアリクジョウ

3 浅居　萌香(5) 広島JrOC 16.25 3 主枝　美織(5) 坂ジュニア陸上 15.55
ホヤマ　シイ ユダリクジョウ コザキ　カンナ フチュウソラジョウ

4 穂山　椎(5) 湯田陸上 16.58 4 小崎　栞奈(5) 府中空城 15.89
ニッタ　ノア クレジェイエイシー モモタニ　キラリ ビンゴダブルエーシー

5 新田　乃愛(5) くれJAC 17.38 5 桃谷　きらり(5) びんごWAC 16.10
イワミ　ミソラ ユアックサイキ マキタ　リリア ナカノヒガシ

6 岩見　美空(5) ユアックさいき 17.84 6 蒔田　りりあ(5) 中野東 16.74
カナモリ　コノカ ピースアスリートクラブ カキウチ　ココネ フチュウソラジョウ

7 金森　好花(5) PEACE AC 17.97 7 垣内　心希(5) 府中空城 17.29
エギ　サナミ ヒロシマジュニアオリンピアクラブ マエハラ　ネネ ユダリクジョウ

恵木　彩菜美(5) 広島JrOC DNS 8 前原　祢音(5) 湯田陸上 17.91

(-0.8 m/s) (-1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナンバ　ルアナ サカジュニアリクジョウ ムライ　サキ ミノリクジョウクラブ

1 難波　琉亜那(5) 坂ジュニア陸上 q 14.08 1 村井　咲希(5) 御野陸上クラブ q 14.99
カスガ　ホノカ チャスキ イシハラ　アヤカ チャスキ

2 春日　穂花(5) CHASKI 15.35 2 石原　綾香(5) CHASKI q 15.03
イケダ　サリ フクヤマジュニア イシイ　サキ チャスキ

3 池田　紗梨(5) 福山ジュニア 15.38 3 石井　咲(5) CHASKI 15.32
スミタニ　ナノハ ショウバラエーシー イデウチ　エマ ユダリクジョウ

4 炭谷　菜乃羽(5) 庄原AC 15.47 4 出内　恵茉(5) 湯田陸上 16.21
カワサキ　エリ フチュウソラジョウ ニシムラ　ヒナタ ウジナリクジョウ

5 川﨑　愛梨(5) 府中空城 16.24 5 西村　ひなた(5) うじな陸上 16.49
オカダ　マオ シンガイジェイエーシー ヒサカワ　アヅキ ユダリクジョウ

6 3679 岡田　真緒(5) 新涯JAC 16.32 6 久川　愛月(5) 湯田陸上 16.87
タカハシ　モモカ フチュウソラジョウ マルヤマ　リホ サンフラワースポーツクラブ

7 高橋　百花(5) 府中空城 16.63 7 丸山　莉穂(-) サンフラワー 17.25
オオイチ　アヤナ ピースアスリートクラブ ヨシカワ　ヒナタ オンドリクジョウクラブ

8 大市　絢菜(5) PEACE AC 17.42 8 好川　日向(5) 音戸陸上クラブ 17.58

(-0.7 m/s) (-0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤケ　ニコ カベエーシー オオクボ　ミク フクヤマジュニア

1 三宅　にこ(5) 可部ＡＣ q 14.97 1 大久保　美紅(5) 福山ジュニア q 14.93
イノハラ　ミヅキ ミノリクジョウクラブ トヨタ　マユ タジメショウ

2 猪原　美月(5) 御野陸上クラブ q 15.01 2 豊田　真悠(-) 多治米小 15.24
オオシマ　リコ タカスコドモカイ カクタニ　リオ ミヨシエーシー

3 大島　莉子(5) 高須子ども会 15.33 3 角谷　理央(5) みよしAC 15.28
マツフジ　ナナ クレジェイエイシー オカモト　サワ カベエーシー

4 松藤　那奈(5) くれJAC 15.34 4 岡本　紗和(5) 可部ＡＣ 15.77
ヒガシナカガワ　マオ ナカノヒガシ ヒラバラ　ココナ ヒガシヒロシマティエフシー

5 東中川　眞桜(5) 中野東 15.88 5 平原　心夏(5) 東広島TFC 16.11
ワタナベ　ミユ タジメショウ キタノ　サヤ ミノリクジョウクラブ

6 渡邉　美結(-) 多治米小 16.44 6 北野　沙弥(5) 御野陸上クラブ 16.77
ミト　アヤノ オダミキオスポーツクラブ モリモト　ナナコ ショウバラエーシー

7 光戸　彩乃(5) 織田幹雄スポーツクラブ 16.82 7 森本　菜々子(5) 庄原AC 17.97
マツイ　アカリ ミハラリクジョウ マツダ　ユイナ チュウジョウハシロウカイ

8 松井　明莉(-) 三原陸上 17.40 3856 松田　結菜(5) 中条走ろう会 DNS

1組 (-1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 記録

W

1 中澤　心菜(5) 東広島TFC 14.05

2 難波　琉亜那(5) 坂ジュニア陸上 14.15

3 香川　珠妃(5) 広島JrOC 14.55

4 村井　咲希(5) 御野陸上クラブ 15.01
[225]

5 大久保　美紅(5) 福山ジュニア 15.23
[227]

6 三宅　にこ(5) 可部ＡＣ 15.23

7 石原　綾香(5) CHASKI 15.24

8 猪原　美月(5) 御野陸上クラブ 15.28

3組 4組

5組 6組

〈〈 決勝 〉〉

〈〈 予選 〉〉
1組 2組

大会記録 13.50 三好　美羽 竹尋アスリートクラブ  10/23 10:25 (6-0+8)
10/23 14:25 

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 秋山　定之

５年生女子100m



1組 (-1.9 m/s) 2組 (-1.4 m/s) 3組 (-0.8 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

4組 (-0.7 m/s) 5組 (-2.1 m/s) 6組 (-0.4 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

7組 (-2.0 m/s)
(-0.1 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

〈〈 決勝 〉〉

8 3402 浅野　みなみ(6) 14.73
F.K.C [730]

7 田中　萌夢(6) 14.73

順位

1

東広島TFC [725]

8 3453 水島　結愛(6) 17.05
中条走ろう会

山本　彩礼(6) 14.586
CHASKI

7 吉岡　莉彩(6) 16.56
リトルランナーズ広島！

山本　紗羅(6) 14.505
高須子ども会

6 楢山　凛乃(6) 16.19
府中空城

辰本　心徠(-) 14.314
竹尋AC

5 高橋　優杏(6) 16.08
中野東

濱中　穂乃花(6) 14.273
広島JrOC

4 和泉　凜咲(6) 15.83
湯田陸上

村本　すず歌(6) 14.142
広島JrOC

3 3405 坂口　緋菜(6) 15.24
F.K.C

中串　葵帆(-) 14.00
竹尋AC

2 3676 松島　日咲(6) 15.10
新涯JAC

1 村本　すず歌(6) q 14.60

順位

広島JrOC

家入　野々香(-) 16.41 井上　桜(6) DNS今津　由良(6) DNS 8
府中空城 三原陸上 くれJAC

後藤　理沙(-) 15.96 7 3671 石原　奈々(6) 16.47粟村　日向子(6) DNS 7
CHASKI 三原陸上 新涯JAC

井上　歩友夢(6) 15.68 6 秋本　明日香(6) 16.07佐伯　京香(6) DNS 6
府中空城 湯田陸上 サンフラワー

藤田　帆乃栞(6) 15.58 5 馬場　みさと(5) 15.795 高橋　柚(6) 16.79 5
織田幹雄スポーツクラブ 坂ジュニア陸上 みよしAC

髙椋　未彩(6) 15.05 4 畝本　陽菜(6) 15.694 河野　瑚々茉(6) 15.78 4
坂ジュニア陸上 織田幹雄スポーツクラブ 御野陸上クラブ

杉原　晴(6) 14.83 3 佐藤　海心(6) 15.523 山口　空(5) 15.49 3
三原陸上 広島JrOC 湯田陸上

山本　彩礼(6) q 14.73 2 藤原　胡桃子(6) 15.312 石田　煌歩(6) 14.94 2

1 濱中　穂乃花(6) q 14.21
福山ジュニア CHASKI 御野陸上クラブ

広島JrOC

1 田中　萌夢(6) q 14.69 1 3402 浅野　みなみ(6) q 14.71

順位 順位 順位

東広島TFC F.K.C

ブイ　ナンタントオ(6) DNS
ユアックさいき

大坪　心羽(6) DNS 7 3677 森吉　愛心(6) 16.51河野　睦笑(6) DNS
御野陸上クラブ 御野陸上クラブ 新涯JAC

近光　摩桜(6) 16.37 6 正田　実紅(6) 16.086 3403 藤井　なずな(6) 16.33 6
F.K.C 中野東 織田幹雄スポーツクラブ

今本　あかね(5) 16.30 5 橋本　真音(6) 15.535 中　優莉(6) 15.76 5
広島JrOC みよしAC 高須子ども会

岩本　実那海(5) 16.19 4 宮地　麻里亜(6) 15.484 古田　優芽(6) 15.63 4
織田幹雄スポーツクラブ 三原陸上 高須子ども会

日野　采愛(6) 15.95 3 佐藤　結衣奈(-) 15.193 浜井　優里(6) 15.14 3
CHASKI 湯田陸上 東広島市立八本松小学校

中林　琉莉(6) 15.47 2 向山　昊芳(6) 14.902 平　心美(6) 14.81 2
熊野陸上 リトルランナーズ広島！ 福山ジュニア

中串　葵帆(-) q 14.48 1 山本　紗羅(6) q 14.411 辰本　心徠(-) q 14.52 1
竹尋AC 竹尋AC 高須子ども会

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

決勝 10/23 14:35 

６年生女子100m
大会記録 12.99 三好　美羽 竹尋アスリート  予選 10/23 11:45 (7-0+8)

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之



1組 2組

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

12 末田　夕姫奈(5) 2:58.74
東広島TFC

櫻庭　綾花(6) 3:44.3211 石井　佐和(-) 2:57.35 11
竹尋AC リトルランナーズ広島！

沼口　莉帆(6) 3:24.5910 中尾　朱里(5) 2:54.25 10
熊野陸上 PEACE AC

吉中　柚希(5) 3:06.689 米田　結衣(6) 2:50.55 9
ユアックさいき 府中空城

深野　百愛(5) 2:57.228 高取　希江(6) 2:47.66 8
東広島TFC 府中空城

竹下　光珠(5) 2:56.797 3401 吉田　悠乃(6) 2:46.50 7
F.K.C 熊野陸上

荒瀬　咲希菜(5) 2:55.246 3680 松島　日光(5) 2:45.66 6
新涯JAC 府中空城

清水　葵咲(6) 2:52.865 3404 上石　梨乃(6) 2:43.64 5
F.K.C CHASKI

佐々木　寧音(6) 2:52.244 有光　彩葉(5) 2:43.38 4
アクアパーク CHASKI

西岡　海來(5) 2:51.543 3406 松岡　樹那(5) 2:42.46 3
F.K.C CHASKI

永戸　わか(5) 2:51.202 和田　こはる(6) 2:37.70 2
セトナミSC 神辺走ろう会

中渡瀬　翠(6) 2:50.611 秦　愛月(-) 2:34.62 1

順位 順位

〈〈 決勝 〉〉

竹尋AC 広島JrOC

共通女子800m
大会記録 2:25.76 岡藤　美音 石内南SKRC  決勝 10/23 13:50 

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之



1組 (-1.6 m/s) 2組 (-1.9 m/s) 3組 (-2.4 m/s)

Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録 Bibs 競技者名 記録

GR

1組 (-2.3 m/s)

Bibs 競技者名 記録

GR

8 安友　美南(6) 15.87
府中空城

7 宮川　歩佳(6) 14.87
CHASKI

6 貝塚　結奈(6) 14.80
広島JrOC

5 垰山　杏那(6) 14.62
CHASKI

4 菊屋　美心(-) 14.32
竹尋AC

3 松島　華桜(6) 13.96
PEACE AC

2 島田　沙來(6) 13.60
CHASKI

〈〈 決勝 〉〉

順位

竹尋AC

1 江原　杏月芭(-) 12.52

藤井　天音(5) 17.98 池久保　里笑(6) DQ6 3852
中条走ろう会 広島JrOC

清水　愛深(6) 17.66 5 3855 小出　朋佳(6) 17.615 畑　京伽(5) 18.04 5
府中空城 東広島TFC 中条走ろう会

村重　弐咲(5) 16.88 4 安友　美南(6) q 15.574 山下　來優(-) 17.75 4
狩小川小 うじな陸上 府中空城

今西　咲希(6) 15.71 3 垰山　杏那(6) q 14.583 岩岡　紗愛(5) 15.92 3
御野陸上クラブ 坂ジュニア陸上 CHASKI

貝塚　結奈(6) q 14.64 2 松島　華桜(6) q 14.13
PEACE AC

2 宮川　歩佳(6) q 14.87 2
CHASKI 広島JrOC

菊屋　美心(-) q 14.10 1 島田　沙來(6) q 13.681 江原　杏月芭(-) q 12.46 1

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

竹尋AC 竹尋AC CHASKI

共通女子80mH (70.0:13-7-11:9set)

予選 10/23 13:15 (3-0+8)

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之

決勝 10/23 14:45 



1組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

2組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

3組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

3454 河野 乃愛(6) 3453 水島 結愛(6)

[3] コウノ　ノア [4] ミズシマ　ユア

3852 藤井 天音(5) 3855 小出 朋佳(6)

[1] フジイ　アマネ [2] コイデ　トモカ

7
チュウジョウハシロウカイ

中条走ろう会 1:08.52

[4] ヒラバラ　ココナ

 日野 采愛(6)  井上 歩友夢(6)  豊田 紗菜(6)  髙椋 未彩(6)  武田 ひなた(6)  平原 心夏(5)

[3] ヒノ　コトア [4] イノウエ　アユム [3] トヨタ　サナ [4] タカムク　ミイロ [3] タケダ　ヒナタ

 佐藤 海心(6)  和泉 凜咲(6)  正田 実紅(6)  古田 優芽(6)  吉田 寧音(5)  高取 希江(6)

1:01.22
[1] サトウ　ウミ [2] イズミ　リサ [1] マサダ　ミク [2] フルタ　ユメ [1] ヨシダ　ネネ [2] タカトリ　キエ

オダミキオスポーツクラブ

6
ヒガシヒロシマティエフシー

織田幹雄スポーツクラブ 1:01.12 東広島TFC B
4

ユダリクジョウ
5

湯田陸上 1:00.39

[4] オカダ　スズ

 中串 葵帆(-)  江原 杏月芭(-)  貝塚 結奈(6)  中渡瀬 翠(6)  後藤 理沙(-)  岡田 鈴々(5)

[3] ナカクシ　キホ [4] エハラ　アヅハ [3] カイヅカ　ユナ [4] ナカワタセ　ミドリ [3] ゴトウ　リサ

[2] ハタダ　サチ

 秦 愛月(-)  辰本 心徠(-)  植田 悠樹奈(6)  杉原 晴(6)  山口 空(5)  畑田 紗知(5)

q 58.57 三原陸上 58.58
[1] ハタ　ナヅキ [2] タツモト　ミクル [1] ウエダ　ユキナ [2] スギハラ　ハル [1] ヤマグチ　ソラ

3
ミハラリクジョウ

竹尋AC A q 55.29 広島JrOC　Ｂ

順位 順位 順位

1
タケヒロエーシーエー

2
ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

[4] コザキ　カンナ

 藤原 胡桃子(6)  猪原 美月(5) 3679 岡田 真緒(5) 3671 石原 奈々(6)  畑 京伽(5)  小崎 栞奈(5)

[3] フジワラ　コトコ [4] イノハラ　ミヅキ [3] オカダ　マオ [4] イシハラ　ナナ [3] ハタ　キョウカ

 岩岡 紗愛(5)  村井 咲希(5) 3677 森吉 愛心(6) 3676 松島 日咲(6)  安友 美南(6)  楢山 凛乃(6)

1:03.01
[1] イワオカ　サラ [2] ムライ　サキ [1] モリヨシ　アコ [2] マツシマ　ヒサキ [1] ヤストモ　ミナ [2] ナラヤマ　リンノ

シンガイジェイエーシー
6

フチュウソラジョウ

新涯JAC 1:02.02 府中空城
4

ミノリクジョウエー
5

御野陸上A 1:00.02

[4] オオクボ　ミク

 島田 沙來(6)  垰山 杏那(6)  今西 咲希(6)  河野 瑚々茉(6)  小笠原 果心(6)  大久保 美紅(5)

[3] シマダ　サラ [4] タオヤマ　アンナ [3] イマニシ　サキ [4] コウノ　ココマ [3] オガサワラ　カコ

[2] イシダ　アキホ

 浜井 優里(6)  山本 彩礼(6)  主枝 美織(5)  難波 琉亜那(5)  向山 昊芳(6)  石田 煌歩(6)

q 57.92 福山ジュニアA 58.62
[1] ハマイ　ユウリ [2] ヤマモト　サラ [1] ヌシエダ　ミオリ [2] ナンバ　ルアナ [1] ムコヤマ　ナホ

3
フクヤマジュニアエー

CHASKI・A q 56.43 坂ジュニア陸上

順位 順位 順位

1
チャスキエー

2
サカジュニアリクジョウ

[4] マツシマ　ハナミ

 土井 瑞生(6)  清水 葵咲(6)  吉武 卯月(5)  三宅 にこ(5)  沼口 莉帆(6)  松島 華桜(6)

[3] ドイ　ミズキ [4] シミズ　キサ [3] ヨシタケ　ウヅキ [4] ミヤケ　ニコ [3] ヌマグチ　リホ

 安藤 莉子(6)  宮川 歩佳(6)  潮 花梨(5)  岡本 紗和(5)  金森 好花(5)  大市 絢菜(5)

1:05.70
[1] アンドウ　リコ [2] ミヤカワ　アユカ [1] ウシオ　カリン [2] オカモト　サワ [1] カナモリ　コノカ [2] オオイチ　アヤナ

カベエーシー
6

ピースアスリートクラブ

可部ＡＣ 1:03.59 PEACE AC
4

チャスキビー
5

CHASKI・B 1:01.87

[4] チカミツ　マオ

 橋本 真音(6)  山本 紗羅(6) 3406 松岡 樹那(5) 3405 坂口 緋菜(6)  蒔田 りりあ(5)  近光 摩桜(6)

[3] ハシモト　マオ [4] ヤマモト　サラ [3] マツオカ　ジュナ [4] サカグチ　ヒイナ [3] マキタ　リリア

 宮地 麻里亜(6)  大島 莉子(5) 3403 藤井 なずな(6) 3402 浅野 みなみ(6)  東中川 眞桜(5)  高橋 優杏(6)

[2] タカハシ　ユアン[1] ミヤチ　マリア [2] オオシマ　リコ [1] フジイ　ナズナ [2] アサノ　ミナミ [1] ヒガシナカガワ　マオ

1:01.34
エフケーシー

3
ナカノヒガシ

F.K.C 59.05 中野東
1

タカスコドモカイ
2

高須子ども会 q 58.33

順位 順位 順位

〈〈 予選 〉〉

決勝 10/23 15:10 

共通女子4x100mR
大会記録 53.30 上新・笠谷奏・桑畑・笠谷咲 広島JOC  予選 10/23  9:40 (4-0+8)

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之



4組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

1組

所属 記録 所属 記録 所属 記録

 橋本 真音(6)  山本 紗羅(6)  貝塚 結奈(6)  中渡瀬 翠(6)

[3] ハシモト　マオ [4] ヤマモト　サラ [3] カイヅカ　ユナ [4] ナカワタセ　ミドリ

 宮地 麻里亜(6)  大島 莉子(5)  植田 悠樹奈(6)  杉原 晴(6)

[1] ミヤチ　マリア [2] オオシマ　リコ [1] ウエダ　ユキナ [2] スギハラ　ハル

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC　Ｂ 59.37
7

タカスコドモカイ
8

高須子ども会 58.71

[4] コウノ　ココマ

 島田 沙來(6)  垰山 杏那(6)  田口 由奈(-)  山路 舞香(-)  今西 咲希(6)  河野 瑚々茉(6)

[3] シマダ　サラ [4] タオヤマ　アンナ [3] タグチ　ユナ [4] ヤマジ　マイカ [3] イマニシ　サキ

 浜井 優里(6)  山本 彩礼(6)  菊屋 美心(-)  佐近 陽菜(-)  主枝 美織(5)  難波 琉亜那(5)

58.01
[1] ハマイ　ユウリ [2] ヤマモト　サラ [1] キクヤ　ミコ [2] サコン　ハルナ [1] ヌシエダ　ミオリ [2] ナンバ　ルアナ

タケヒロエーシービー
6

サカジュニアリクジョウ

竹尋AC B 57.14 坂ジュニア陸上
4

チャスキエー
5

CHASKI・A 56.64

[4] カワムラ　ハルカ

 朝山 更来(6)  村本 すず歌(6)  中串 葵帆(-)  江原 杏月芭(-)  田中 莉愛菜(6)  河村 陽香(6)

[3] アサヤマ　サラ [4] ムラモト　スズカ [3] ナカクシ　キホ [4] エハラ　アヅハ [3] タナカ　リオナ

 香川 珠妃(5)  濱中 穂乃花(6)  秦 愛月(-)  辰本 心徠(-)  田中 萌夢(6)  中澤 心菜(5)

56.61
[1] カガワ　タマキ [2] ハマナカ　ホノカ [1] ハタ　ナヅキ [2] タツモト　ミクル [1] タナカ　モエ [2] ナカザワ　ココナ

タケヒロエーシーエー
3

ヒガシヒロシマティエフシー

竹尋AC A 55.02 東広島TFC A
1

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

2
広島JrOC　Ａ 54.97

〈〈 決勝 〉〉

順位 順位 順位

ミノリクジョウビー

御野陸上B DNS

[4] イデウチ　エマ

 中尾 朱里(5)  平 心美(6)  細川 理沙(5)  池田 紗梨(5)  前原 祢音(5)  出内 恵茉(5)

[3] ナカオ　アカリ [4] ヒラ　コノミ [3] ホソカワ　リサ [4] イケダ　サリ [3] マエハラ　ネネ

 竹下 光珠(5)  吉岡 菜々瀬(6)  小松 美晴(5)  山手 里桜(5)  穂山 椎(5)  久川 愛月(5)

1:04.06
[1] タケシタ　ミツミ [2] ヨシオカ　ナナセ [1] コマツ　ミハル [2] ヤマテ　リオ [1] ホヤマ　シイ [2] ヒサカワ　アヅキ

フクヤマジュニアビー
6

ユダリクジョウ

福山ジュニアＢ 1:02.41 湯田陸上
4

クマノリクジョウ
5

熊野陸上 58.77

[4] ヤマジ　マイカ

 朝山 更来(6)  村本 すず歌(6)  田中 莉愛菜(6)  河村 陽香(6)  田口 由奈(-)  山路 舞香(-)

[3] アサヤマ　サラ [4] ムラモト　スズカ [3] タナカ　リオナ [4] カワムラ　ハルカ [3] タグチ　ユナ

 香川 珠妃(5)  濱中 穂乃花(6)  田中 萌夢(6)  中澤 心菜(5)  菊屋 美心(-)  佐近 陽菜(-)

[2] サコン　ハルナ[1] カガワ　タマキ [2] ハマナカ　ホノカ [1] タナカ　モエ [2] ナカザワ　ココナ [1] キクヤ　ミコ

q 56.62

ヒガシヒロシマティエフシー

3
タケヒロエーシービー

東広島TFC A q 56.10 竹尋AC B
1

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

2
広島JrOC　Ａ q 54.71

順位 順位 順位

Balcom BMW広島総合グラウンド[342060] 記録主任 秋山　定之

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

リザルトリスト

第３４回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）[22340013] 審判長 藤本　法生



ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

タケヒロエーシー

竹尋AC(-)

タケヒロエーシー

竹尋AC(-)

ミハラリクジョウ

三原陸上(5)

ミハラリクジョウ

三原陸上(5)

フクヤマジュニア

福山ジュニア(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

オダミキオスポーツクラブ

織田幹雄スポーツクラブ(6)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

ショウバラエーシー

庄原AC(5)

サカジュニアリクジョウ

坂ジュニア陸上(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

チャスキ

CHASKI(6)

チャスキ

CHASKI(6)

サカジュニアリクジョウ

坂ジュニア陸上(6)

チャスキ

CHASKI(6)

チュウジョウハシロウカイ

中条走ろう会(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(5)
DNS22

シンタニ　レイラ

新谷　澪來(10)

21
イシイ　ホノカ

石井　穂乃花(11)
DNS

DNS20
シゲマサ　メイ

重政　愛衣(11)

18
シモニイ　キヨラ

下新　清桜(10)
DNS

DNS3
フジシマ　リコ

藤嶋　りこ(11)

19 12 3454
コウノ　ノア

2.57 +0.6
河野　乃愛(10)

 2.57 +0.62.50 -0.1 ×

 3.07 -0.1× 3.07 -0.118 10
マトリ　ワコ

3.00 -1.5
真鳥　暖子(10)

17 5
ワキタ　アイナ

3.08 -0.6
脇田　愛菜(11)

 3.10 -0.43.10 -0.4 2.96 -1.7

 3.15 -1.33.07 -1.4 3.15 -1.316 9
ドイ　ミズキ

2.83 -1.2
土井　瑞生(10)

15 11
アンドウ　リコ

3.08 -0.3
安藤　莉子(10)

 3.23 -1.73.06 -0.2 3.23 -1.7

 3.37 -0.7× 3.37 -0.714 17
ウエダ　ユキナ

3.35 -1.8
植田　悠樹奈(10)

13 4
ゴンダ　ヒナノ

3.23 +0.1
権田　雛乃(10)

 3.40 -0.83.38 -0.1 3.40 -0.8

 3.58 -1.23.50 -1.2 3.58 -1.212 6
コウチ　ハナミ

3.52 -1.7
河内　花実(10)

11 15
タケダ　ヒナタ

3.68 -1.8
武田　ひなた(10)

 3.68 -1.8× 3.52 -1.6

 3.70 -0.93.70 -0.9 3.62 -0.410 1
トヨタ　サナ

3.51 -1.1
豊田　紗菜(10)

9 2
ヨシオカ　ナナセ

3.72 +0.4
吉岡　菜々瀬(11)

 3.72 +0.43.59 -0.1 3.64 -0.6

3.57 -1.4  3.80 -0.63.40 -1.0 3.80 -0.6 3.70 -1.68 19
オガサワラ　カコ

3.34 -1.0
小笠原　果心(10)

3.73 -0.37 24
ハタダ　サチ

3.81 -0.9
畑田　紗知(10)

3.53 -2.0

3.83 -1.5  3.86 -1.03.75 -1.1 3.70 -0.3 3.86 -1.0

×  4.07 -0.54.07 -0.5 3.85 -0.9 3.87 -0.46 23
オカダ　スズ

3.82 -1.4
岡田　鈴々(10)

4.00 -0.65 7
タグチ　ユナ

×
田口　由奈(10)

3.83 -0.7

4.08 -1.1  4.08 -1.13.92 -1.0 3.84 -1.5 3.92 -0.6

4.05 -0.4  4.08 0.04.08 0.0 3.77 -1.3 3.72 -0.64 8
サコン　ハルナ

3.81 -1.8
佐近　陽菜(10)

3.97 -1.43 14
タナカ　リオナ

4.21 -1.6
田中　莉愛菜(10)

×

4.10 -0.7  4.21 -1.6× 4.01 -0.4 4.01 -2.3

4.17 -0.6  4.26 -1.14.17 -0.7 4.03 -1.4 4.10 -1.92 16
アサヤマ　サラ

4.14 -1.4
朝山　更来(10)

4.00 -1.71 13
カワムラ　ハルカ

4.14 -0.4
河村　陽香(10)

4.26 -1.1

4.22 -0.3  4.36 -1.24.32 -1.0 4.36 -1.2 ×

６年生女子走幅跳決勝 2022/10/23

順
位

Ord. Bibs 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 試　　　　　　技
最 高 記 録

1 2 3 4 5 6



ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

タケヒロエーシー

竹尋AC(-)

タケヒロエーシー

竹尋AC(-)

ミハラリクジョウ

三原陸上(5)

ミハラリクジョウ

三原陸上(5)

フクヤマジュニア

福山ジュニア(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

オダミキオスポーツクラブ

織田幹雄スポーツクラブ(6)

ヒガシヒロシマティエフシー

東広島TFC(6)

ショウバラエーシー

庄原AC(5)

サカジュニアリクジョウ

坂ジュニア陸上(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

チャスキ

CHASKI(6)

チャスキ

CHASKI(6)

サカジュニアリクジョウ

坂ジュニア陸上(6)

チャスキ

CHASKI(6)

チュウジョウハシロウカイ

中条走ろう会(6)

クマノリクジョウ

熊野陸上(6)

ヒロシマジュニアオリンピアクラブ

広島JrOC(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(6)

ミノリクジョウクラブ

御野陸上クラブ(5)

8

9

10

11

12

13

順 位

1

2

3

4

5

14

15

16

17

18

19

6

7

DNS
新谷　澪來(10)

22
シンタニ　レイラ

DNS
石井　穂乃花(11)

21
イシイ　ホノカ

DNS
重政　愛衣(11)

20
シゲマサ　メイ

DNS
下新　清桜(10)

18
シモニイ　キヨラ

DNS
藤嶋　りこ(11)

3
フジシマ　リコ

 2.57 +0.6
河野　乃愛(10)

-0.1 ×12 3454
コウノ　ノア

2.57 +0.6 2.50

 3.07 -0.1
真鳥　暖子(10)

3.07 -0.110
マトリ　ワコ

3.00 -1.5 ×

 3.10 -0.4
脇田　愛菜(11)

-0.4 2.96 -1.75
ワキタ　アイナ

3.08 -0.6 3.10

 3.15 -1.3
土井　瑞生(10)

-1.4 3.15 -1.39
ドイ　ミズキ

2.83 -1.2 3.07

 3.23 -1.7
安藤　莉子(10)

-0.2 3.23 -1.711
アンドウ　リコ

3.08 -0.3 3.06

 3.37 -0.7
植田　悠樹奈(10)

3.37 -0.717
ウエダ　ユキナ

3.35 -1.8 ×

 3.40 -0.8
権田　雛乃(10)

-0.1 3.40 -0.84
ゴンダ　ヒナノ

3.23 +0.1 3.38

 3.58 -1.2
河内　花実(10)

-1.2 3.58 -1.26
コウチ　ハナミ

3.52 -1.7 3.50

 3.68 -1.8
武田　ひなた(10)

3.52 -1.615
タケダ　ヒナタ

3.68 -1.8 ×

 3.70 -0.9
豊田　紗菜(10)

-0.9 3.62 -0.41
トヨタ　サナ

3.51 -1.1 3.70

 3.72 +0.4
吉岡　菜々瀬(11)

-0.1 3.64 -0.62
ヨシオカ　ナナセ

3.72 +0.4 3.59

 3.80 -0.6
小笠原　果心(10)

3.70 -1.6 3.53 -2.0 3.57 -1.4-1.0 3.80 -0.619
オガサワラ　カコ

3.34 -1.0 3.40

 3.86 -1.0
畑田　紗知(10)

3.86 -1.0 3.73 -0.3 3.83 -1.5-1.1 3.70 -0.324
ハタダ　サチ

3.81 -0.9 3.75

 4.07 -0.5
岡田　鈴々(10)

3.87 -0.4 3.83 -0.7 ×-0.5 3.85 -0.923
オカダ　スズ

3.82 -1.4 4.07

 4.08 -1.1
田口　由奈(10)

3.92 -0.6 4.00 -0.6 4.08 -1.1-1.0 3.84 -1.57
タグチ　ユナ

× 3.92

 4.08 0.0
佐近　陽菜(10)

3.72 -0.6 × 4.05 -0.40.0 3.77 -1.38
サコン　ハルナ

3.81 -1.8 4.08

 4.21 -1.6
田中　莉愛菜(10)

4.01 -2.3 3.97 -1.4 4.10 -0.74.01 -0.414
タナカ　リオナ

4.21 -1.6 ×

 4.26 -1.1
朝山　更来(10)

4.10 -1.9 4.26 -1.1 4.17 -0.6-0.7 4.03 -1.4

 4.36 -1.2
河村　陽香(10)

× 4.00 -1.7 4.22 -0.3-1.0 4.36 -1.2
カワムラ　ハルカ

4.14 -0.4 4.32

Ord. Bibs 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 試　　　　　　技

16
アサヤマ　サラ

4.14 -1.4 4.17

13

６年生女子走幅跳決勝1組

最 高 記 録
1 2 3 4 5 6

2022/10/23



男子

５年生 ６年生 共通

100m 100m 800m

1 東広島TFC 40 8+5 6 8 7+1 5

2 広島JrOC 37 1 2+8 7 5+6 8

3 CHASKI 34 2+6 5 4 3 8 6

4 竹尋AC 19 8 4 4 3

5 三原陸上 17 6 3+1 7

6 高須子ども会 13 3 2 7 1

7 御野陸上クラブ 13 4+1 5 3

8 吉和AC 9 7 2

9 中条走ろう会 9 3 6

10 ユアックさいき 8 8

11 PEACE AC 7 7

11 府中空城 7 7

13 東広島市立八本松小学校 6 6

14 坂ジュニア陸上 6 4 2

15 可部ＡＣ 5 5

15 新涯JAC 5 5

17 中野東 4 4

17 湯田陸上 4 4

19 多治米小 3 3

20 びんごWAC 2 2

20 F.K.C 2 2

22 福山ジュニア 1 1

22 みよしAC 1 1

女子

５年生 ６年生 共通

100m 100m 800m

1 竹尋AC 66 8+4 8+5 5+4 8 8+5 7+4

2 広島JrOC 43 6 5 7+6 7 3 1+8

3 東広島TFC 31 8 2 8+6 1 6

4 CHASKI 24 2 1 3 7+2+4 5

5 F.K.C 13 1 4+2+6

6 坂ジュニア陸上 10 7 3

7 吉和AC 8 6+2

8 因北陸上 7 7

8 セトナミSC 7 7

10 PEACE AC 6 6

11 御野陸上クラブ 6 5+1

12 高須子ども会 6 4 2

13 アクアパーク 5 5

14 福山ジュニア 5 4 1

15 三原陸上 5 2+3

16 可部ＡＣ 3 3

16 新涯JAC 3 3

16 東広島市立八本松小学校 3 3

19 府中空城 1 1

80mH

総合得点　集計表

4x100mR

4x100mR

総合得点　集計表

順位 チーム 合計 得点 走幅跳 走幅跳 80mH

順位 チーム 合計 得点 走幅跳 走幅跳


