
- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

1km 男子　小学1・2年
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:00:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

4分23秒1 大石 章翔112 オオイシ アキト

4分30秒2 松岡 暖空109 Ｆ．Ｋ．Ｃマツオカ ヒナタ

4分32秒3 甘田 照108 Ｆ．Ｋ．Ｃアマダ ショウ

4分42秒4 西川　晴将102 ＣＨＡＳＫＩニシカワ　ハルマサ

4分43秒5 山手　颯太103 ＣＨＡＳＫＩヤマテ　ソウタ

4分54秒6 兒玉 康希118 コダマ コウキ

5分16秒7 森 健介114 八幡東サンダースモリ ケンスケ

5分18秒8 大道 亜悠斗113 中黒瀬小学校オオミチ アユト

5分22秒9 田村 優守115 三原陸上クラブタムラ ユウマ

5分36秒10 石山 朔多111 Ｆ．Ｋ．Ｃイシヤマ サクタ

5分42秒11 上田　敬太107 新涯ＪＡＣウエダ　ケイタ

5分55秒12 山本 暖王117 Ｃ－ｐｏｗｅｒヤマモト ハルキ

5分55秒13 佐々木 凛翔116 可部小学校ササキ リント

5分57秒14 遠藤　湊斗106 新涯ＪＡＣエンドウ　ミナト

6分13秒15 岡信 晴大110 オカノブ ハルタ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

1km 女子　小学1・2年
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:00:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

4分28秒1 林 美玖207 三原陸上クラブハヤシ ミク

4分43秒2 小池　まる佳201 ＣＨＡＳＫＩコイケ　マルカ

4分53秒3 馬越　結以204 竹尋アスリートクラブウマコシ　ユイ

5分16秒4 堀田　沙梛202 新涯ＪＡＣホッタ　サナ

5分24秒5 清水　莉心203 ＣＨＡＳＫＩシミズ　リコ

5分26秒6 福永 依世208 ＴＥＡＭ朱ちゃんフクナガ イヨ

5分31秒7 小椋 彩雪211 オグラ サユキ

5分37秒8 谷本 知香206 大和小タニモト トモカ

5分43秒9 山岡 華210 ヤマオカ ハナ

5分45秒10 川本 幸加209 宮島小学校カワモト サチカ

5分58秒11 帯刀 美奈穂205 大野東小学校タテワキ ミナホ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

1km 男子　小学3・4年
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:00:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

3分46秒1 和田 光ノ介331 セトナミＳＣワダ コウノスケ

3分49秒2 松岡 瑞樹342 Ｆ．Ｋ．Ｃマツオカ ミズキ

3分55秒3 西岡　駈307 ＣＨＡＳＫＩニシオカ　カケル

3分58秒4 小野 晃太341 Ｆ．Ｋ．Ｃオノ コウタ

4分05秒5 帯刀 大誠328 大野東小学校タテワキ タイセイ

4分06秒6 松本　脩汰301 高須子ども会駅伝部マツモト　シュウタ

4分08秒7 川本 夕海326 宮島小学校カワモト ユウミ

4分09秒8 中原　唯仁305 ＣＨＡＳＫＩナカハラ　ユイト

4分10秒9 石黒　多聞318 三菱重工　呉ジョギング部イシグロ　ﾀﾓﾝ

4分16秒10 友國 絢史332 東小学校トモクニ ゲント

4分20秒11 前田 悠作345 Ｆ．Ｋ．Ｃマエダ ユウサク

4分24秒12 為藤　好晟312 新涯ＪＡＣタメトウ　コウセイ

4分24秒13 多田　裕偉320 高須子ども会駅伝部タダ　ユウダイ

4分27秒14 田名後 陸324 三原陸上クラブタナゴ リク

4分28秒15 竹田 純ノ介330 三原陸上クラブタケダ ジュンノスケ

4分28秒16 森 隼介334 八幡東サンダースモリ シュンスケ

4分29秒17 石山 泰知343 Ｆ．Ｋ．Ｃイシヤマ タイチ

4分31秒18 村上　煌祈303 高須子ども会駅伝部ムラカミ　コウキ

4分31秒19 岸　貫太304 ＣＨＡＳＫＩキシ　カンタ

4分33秒20 神原　康介311 新涯ＪＡＣカンバラ　コウスケ

4分35秒21 山岡　璃音314 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅヤマオカ　リオト

4分39秒22 堀田　漕輔313 新涯ＪＡＣホッタ　ソウスケ

4分42秒23 上田　敢太309 新涯ＪＡＣウエダ　カンタ

4分45秒24 赤木　陽斗323 新涯ＪＡＣアカギ　ハルト

4分45秒25 古川　源一郎306 ＣＨＡＳＫＩフルカワ　ゲンイチロウ

4分46秒26 奥野　楓生317 竹尋アスリートクラブオクノ　フウ

4分48秒27 山根　竜成319 高須子ども会駅伝部ヤマネ　タツナリ

4分49秒28 小川 幹太333 セトナミＳＣオガワ カンタ

4分50秒29 加藤　晴輝308 高須子ども会駅伝部カトウ　ハルキ

4分50秒30 田村 聡守325 三原陸上クラブタムラ ソウマ

4分54秒31 波多 大輝339 酒河小学校ハダ ダイキ

4分57秒32 松崎　勇之316 高須子ども会駅伝部マツザキ　ユウジ

5分01秒33 大道 慶人340 中黒瀬小学校オオミチ ケイト

5分03秒34 川満　志侑315 高須子ども会駅伝部カワミツ　シユウ

5分06秒35 堺　涼真302 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅサカイ　リョウマ

5分14秒36 遠藤　駿斗310 新涯ＪＡＣエンドウ　ハヤト

5分19秒37 山岡 暁志338 ヤマオカ アカシ

5分25秒38 古毛堂 凌空335 熊野第一小学校コモドウ リク

5分41秒39 佐々木 悠337 ササキ ハルカ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

1km 女子　小学3・4年
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:00:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

4分11秒1 渡部　未蒼409 ＣＨＡＳＫＩワタナベ　ミア

4分17秒2 雨坪　希佳402 高須子ども会駅伝部アマツボ　ノノカ

4分22秒3 佐藤　蒼結401 新涯ＪＡＣサトウ　アオイ

4分26秒4 上田 和花奈410 三原陸上クラブカミダ ワカナ

4分28秒5 平本 翠411 ヒラモト スイ

4分29秒6 小林　由依406 新涯ＪＡＣコバヤシ　ユイ

4分31秒7 坂口 綾菜412 Ｆ．Ｋ．Ｃサカグチ アヤナ

4分34秒8 岩岡 秋子422 せとなみＳＣイワオカ アキコ

4分40秒9 出内　絆菜404 湯田陸上イデウチ　ハンナ

4分41秒10 吉坂　朱織405 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅヨシサカ　シュリ

5分02秒11 山科 結叶413 三原陸上クラブヤナシナ ユイカ

5分11秒12 水戸 伊織415 ミト イオリ

5分14秒13 下夷 彩結美417 三原陸上クラブシモエビス アヤミ

5分14秒14 福永 夏才419 ＴＥＡＭ朱ちゃんフクナガ カサ

5分58秒15 花本 みつき414 三原陸上クラブハナモト ミツキ

5分58秒16 前川 眞七416 大和小マエカワ マナ

5分59秒17 藤井 結月423 新涯小学校フジイ ユヅキ

6分11秒18 岡信 秋穂421 オカノブ アキホ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

1.5km 男子　小学5・6年
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:10:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

5分29秒1 小野 蒼太539 Ｆ．Ｋ．Ｃオノ ソウタ

5分30秒2 石田 晴馬552 庄原市立東小学校イシダ ハルマ

5分36秒3 岡嵜　稔大531 三原陸上クラブ

5分37秒4 馬越　遥大512 竹尋アスリートクラブウマコシ　ハルト

5分56秒5 堀江 瑳和549 みよしＡＣホリエ サワ

5分56秒6 阿部　陸斗533 新涯ＪＡＣアベ　リクト

6分03秒7 下夷　諒吾508 三原陸上クラブＡ

6分04秒8 中野　遥己505 竹尋アスリートクラブナカノ　ハルキ

6分04秒9 川本 光り546 宮島小学校カワモト ヒカリ

6分07秒10 花本　睦隼514 三原陸上クラブＢ

6分08秒11 山本 悠人540 Ｆ．Ｋ．Ｃヤマモト ユウト

6分10秒12 江草　大翔516 湯田陸上エグサ　ヒロト

6分13秒13 髙田　聖名507 湯田陸上タカタ　セナ

6分14秒14 中村　颯太501 ＣＨＡＳＫＩナカムラ　ハヤタ

6分17秒15 花本　湊音511 三原陸上クラブＡ

6分19秒16 中村　海人536 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅナカムラ　カイト

6分19秒17 片岡　星那521 高須子ども会駅伝部カタオカ　セナ

6分20秒18 四戸岸　拓実517 湯田陸上シトギシ　タクミ

6分21秒19 卜部　稜盛530 新涯ＪＡＣウラベ　リョウセイ

6分21秒20 御畑　海翔502 三原陸上クラブＢ

6分25秒21 村上　結耶519 高須子ども会駅伝部ムラカミ　ユウヤ

6分26秒22 山下 瑛司550 セトナミスポーツクラブヤマシタ エイジ

6分28秒23 兒玉 知輝543 コダマ トモキ

6分29秒24 帯刀 春佑547 大野東小学校タテワキ シュンスケ

6分31秒25 平本 葵542 ヒラモト アオイ

6分34秒26 大田　錬523 ＣＨＡＳＫＩオオタ　レン

6分34秒27 山手　瑛太504 ＣＨＡＳＫＩヤマテ　エイタ

6分36秒28 上田　晴志朗513 三原陸上クラブＢ

6分42秒29 桝本　爽羽527 ＣＨＡＳＫＩマスモト　ソウ

6分44秒30 山科　昴大518 三原陸上クラブ

6分51秒31 赤木　優斗532 新涯ＪＡＣアカギ　ユウト

6分57秒32 未國　蒼士510 せらスポーツクラブスエクニ　ソウシ

7分00秒33 奥野　海都524 竹尋アスリートクラブオクノ　ミト

7分05秒34 友國 翔史548 東小学校　庄原アスリートク・トモクニ シュウト

7分13秒35 中川　豪人520 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅナカガワ　タケト

7分13秒36 佐藤　永遠506 新涯ＪＡＣ-Ａサトウ　トワ

7分32秒37 玉谷　瞬平522 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅタマタニ　シュンペイ

7分48秒38 為藤　大輝534 新涯ＪＡＣタメトウ　ダイキ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

1.5km 女子　小学5・6年
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:10:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

5分56秒1 有光 彩葉620 アクアパークアリミツ イロハ

6分00秒2 上石 梨乃626 Ｆ．Ｋ．Ｃカミイシ リノ

6分05秒3 和田 こはる631 セトナミＳＣワダ コハル

6分09秒4 吉田 悠乃633 Ｆ．Ｋ．Ｃヨシダ ユノ

6分15秒5 松岡 樹那632 Ｆ．Ｋ．Ｃマツオカ ジュナ

6分21秒6 高取 希江627 東広島ＴＦＣタカトリ キエ

6分23秒7 春日　穂花617 ＣＨＡＳＫＩカスガ　ホノカ

6分27秒8 西岡　海來602 ＣＨＡＳＫＩニシオカ　ミク

6分28秒9 清水　葵咲614 ＣＨＡＳＫＩシミズ　キサ

6分33秒10 森 歩未625 八幡東ＦＢファイターズモリ アユミ

6分34秒11 坂口 緋菜621 Ｆ．Ｋ．Ｃサカグチ ヒイナ

6分41秒12 和泉　?咲613 湯田陸上イズミ　リサ

6分48秒13 石原　奈々611 新涯ＪＡＣイシハラ　ナナ

6分52秒14 日高　蘭奈615 ＣＨＡＳＫＩヒダカ　ランナ

7分03秒15 吉坂　碧莉607 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅヨシサカ　アオリ

7分06秒16 出内　恵茉612 湯田陸上イデウチ　エマ

7分12秒17 前原　祢音603 湯田陸上マエハラ　ネネ

7分14秒18 池田　詩601 ＣＨＡＳＫＩイケダ　ウタ

7分20秒19 山岡 久々紗622 ヤマオカ ククサ

7分22秒20 瀬尾 水樹628 アクアパークセオ ミズキ

7分23秒21 森本 菜々子629 東小学校モリモト ナナコ

7分50秒22 真鳥　暖子618 ＣＨＡＳＫＩマトリ　ワコ

8分01秒23 谷本 結菜630 大和小タニモト ユウナ

8分09秒24 高谷　明衣604 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅタカヤ　メイ

8分29秒25 山本 妃眞623 Ｃ－ｐｏｗｅｒヤマモト エマ

8分34秒26 信野　結愛609 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅシンノ　ユア

8分35秒27 古毛堂 詩624 熊野第一小学校コモドウ ウタ

8分50秒28 杉原　穂乃花610 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅスギハラ　ホノカ

9分05秒29 山﨑　采珈606 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅヤマサキ　アエカ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 男子　中学
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

9分44秒1 檀上 翔750 Ｆ．Ｋ．Ｃダンジョウ カケル

9分51秒2 高前 悠大755 Ｆ．Ｋ．Ｃタカマエ ユウタ

10分14秒3 若林 勇希751 Ｆ．Ｋ．Ｃワカバヤシ ユウキ

10分35秒4 森田　寛生706 ＣＨＡＳＫＩモリタ　カンセイ

10分40秒5 森岡 大歌756 Ｆ．Ｋ．Ｃモリオカ タイガ

10分51秒6 佐々木 虎太朗740 白木中学校ササキ コタロウ

10分53秒7 小野 圭太749 Ｆ．Ｋ．Ｃオノ ケイタ

11分03秒8 石黒　和楽710 三菱重工　呉ジョギング部イシグロ　ﾜﾗｸ

11分06秒9 堀江 大和741 八次中学校ホリエ ヤマト

11分07秒10 松澤　悠人703 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅマツザワ　ハルト

11分12秒11 槙本　旺汰704 ＣＨＡＳＫＩマキモト　オウタ

11分23秒12 長野 楽746 江波中学校ナガノ ガク

11分30秒13 早崎　滉世709 ＣＨＡＳＫＩハヤサキ　コウセイ

11分47秒14 桑田 海希744 江波中学校クワタ ヒロキ

11分49秒15 長島 太一745 江波中学校ナガシマ タイチ

11分50秒16 畠黒 湖大郎757 世羅西中学校陸上競技部ハタグロ コタロウ

12分15秒17 東 活希742 江波中学校ヒガシ カツキ

12分20秒18 山本 一貴743 江波中学校ヤマモト イツキ

12分21秒19 清水　颯太708 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅシミズ　ソウタ

13分01秒20 小椋 颯人753 オグラ ハヤト

13分13秒21 山岡　亮介702 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅヤマオカ　リョウスケ

13分24秒22 堺　奏稀701 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅサカイ　ソウキ

13分39秒23 小野 悠太739 Ｆ．Ｋ．Ｃオノ ユウタ

14分16秒24 田中　歩夢736 塩町中学校タナカ　アユム

14分53秒25 田中　大夢737 塩町中学校タナカ　ヒロム

15分51秒26 美能田　悠人705 ＣＨＡＳＫＩミノダ　ユウト

21分21秒27 石川 将基754 西城中学校イシカワ マサキ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 女子　中学
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

10分41秒1 隅田 美月813 大塚中スミダ ミヅキ

11分16秒2 杉田 紅桜816 Ｆ．Ｋ．Ｃスギタ ククラ

11分30秒3 若林 幸千恵814 Ｆ．Ｋ．Ｃワカバヤシ サチエ

12分00秒4 田﨑　聖奈805 広島三和タサキ　セナ

12分04秒5 大石 和佳815 オオイシ ノドカ

12分50秒6 中川　環802 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅナカガワ　タマキ

13分36秒7 藤村　心澄葉803 ＣＨＡＳＫＩフジムラ　コトハ

13分49秒8 田中 千遥812 江波中学校タナカ チハル

13分59秒9 田中 沙耶810 江波中学校タナカ サヤ

14分03秒10 藤岡 野々花809 庄原中学校フジオカ ノノカ

14分08秒11 佃 紗良807 ツクダ サラ

14分24秒12 田中 芭奈811 江波中学校タナカ ハナ

15分12秒13 難波　紗梛806 ナンバ　サナ

15分28秒14 小林　由奈801 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅコバヤシ　ユナ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 女子　高校
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

14分15秒1 中田 花暖901 呉市陸協ナカタ カノン

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 男子　18～34歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

9分11秒1 平田 圭1004 備北交通株式会社ヒラタ ケイ

10分29秒2 普久原 遥哉1002 フクハラ ハルヤ

13分39秒3 山本 航輝1005 ヤマモト コウキ

14分31秒4 栗栖 哲1003 クリス サトル

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 男子　35～49歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

9分56秒1 平本 昌樹1102 ＧＡＯヒラモト マサキ

10分05秒2 藤井 俊洋1106 Ｇ．Ａ．Ｏフジイ トシヒロ

10分18秒3 高前 直幸1105 Ｆ．Ｋ．Ｃタカマエ ナオユキ

10分27秒4 山本 悠二1113 ヤマモト ユウジ

10分39秒5 山手 直樹1112 ヤマテ ナオキ

11分26秒6 奥野 靖士1111 Ｇ．Ａ．Ｏオクノ ヤスシ

11分42秒7 堀江 大介1103 ホリエ ダイスケ

13分09秒8 岩崎 健太郎1109 イワサキ ケンタロウ

14分06秒9 小野 道敬1114 Ｆ．Ｋ．Ｃオノ ミチタカ

14分07秒10 松園 潤1110 西城小学校マツゾノ ジュン

16分27秒11 中木 啓介1101 ナカキ ケイスケ

22分25秒12 綿木 伸允1108 ワタキ ノブヨシ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 男子　50～59歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

11分54秒1 速水 潤一1209 ハヤミ ジュンイチ

11分59秒2 花岡 望1205 ハナオカ ノゾム

12分43秒3 出淵 正生1207 Ｓ－ＤＥＣイズブチ マサオ

12分46秒4 山根 真明1208 広島県庁ランニングクラブヤマネ マサアキ

13分01秒5 菅沼 俊夫1203 スガヌマ トシオ

14分32秒6 石田 隆志1210 イシダ タカシ

14分36秒7 佃 賢司1206 ツクダ ケンジ

15分39秒8 佐木　純也1202 呉走遊会サキ　ジュンヤ

16分19秒9 木頃 敏彦1204 キゴロ トシヒコ

17分10秒10 堀　正和1201 三菱重工　呉ジョギング部ホリ　マサカズ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 男子　60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

11分22秒1 木村 英徳1318 マスターズ陸上広島キムラ ヒデノリ

12分56秒2 内田 信也1313 電通資材ウチダ シンヤ

13分08秒3 宍戸 治夫1310 広島壮年走ろう会シシド ハルオ

13分51秒4 迫江 茂幸1319 プリウス陸友会サコエ シゲユキ

14分34秒5 福島　正則1307 フクシマ　マサノリ

14分42秒6 松浦 正雄1312 ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　ＡＣマツウラ マサオ

15分51秒7 坂本　正1305 中条走ろう会サカモト　マサシ

15分54秒8 樋吉 賢二1316 呉市役所ジョギングクラブヒヨシ ケンジ

16分57秒9 伊藤　義則1306 イトウ　ヨシノリ

19分08秒10 宅和 操1317 タクワ ミサオ

20分07秒11 和田　正巳1309 ワダ　マサミ

20分28秒12 中原　伸夫1303 ナカハラ　ノブオ

20分30秒13 西本　順雄1308 ニシモト　ノリオ

21分21秒14 石川 芳秀1311 アグリヒバゴンイシカワ ヨシヒデ

22分45秒15 三森 尉宏1314 ミモリ ヤスヒロ

24分02秒16 鹿田 政祐1315 シカタ マサヒロ

25分24秒17 大畠　茂1302 オオハタ　シゲル

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 女子　18～34歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

14分29秒1 薄川 知佳1405 ウスカワ トモカ

15分00秒2 佐々木 玲子1403 ササキ レイコ

16分04秒3 津江 星1401 ツエ アカリ

20分07秒4 松下 奈央1402 マツシタ ナオ

21分23秒5 岩田 沙弥佳1404 西城小学校イワタ サヤカ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 女子　35～49歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

14分09秒1 杉本 里栄1504 ＣＨＡＳＫＩスギモト リエ

15分51秒2 森 未央1507 八幡東ＦＢファイターズモリ ミオ

16分17秒3 森木 敏恵1505 モリキ トシエ

16分42秒4 水戸 真紀1503 ミト マキ

25分48秒5 田側 久美1501 タガワ クミ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 女子　50～59歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

14分25秒1 田中　由美子1601 タナカ　ユミコ

14分35秒2 出淵 さち1603 イズブチ サチ

16分36秒3 小林 明美1602 コバヤシ アケミ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

3km 女子　60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

16分27秒1 森政 憲子1707 広島壮年走ろうかいモリマサ ノリコ

17分57秒2 永田 恵1702 ナガタ メグミ

19分46秒3 木村 すみえ1703 キムラ スミエ

22分45秒4 三森 眞美1704 ミモリ マミ

23分23秒5 野村 英利子1706 ノムラ エリコ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 女子　高校
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

21分17秒1 山田　慈1801 広島県立広島皆実高等学校ヤマダ　メグミ

22分41秒2 田中　夢奈1804 タナカ　ユメナ

22分47秒3 清水 彩加1805 東広島ＴＦＣシミズ アヤカ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 男子　高校
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

18分12秒1 中村　優斗1901 広島県立広島皆実高等学校ナカムラ　ユウト

18分52秒2 奥芝 晟正1904 広島学院高校オクシバ アキマサ

19分13秒3 久保田　成琉1903 広島県立広島皆実高等学校クボタ　ナル

20分09秒4 飯原　拓海1902 広島県立広島皆実高等学校イイハラ　タクミ

21分05秒5 真鳥 将太朗1906 崇徳高等学校マトリ ショウタロウ

21分40秒6 前川 祐希1907 マエカワ ユウキ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 男子　18～34歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

18分02秒1 藤井 雄大2006 ＣＨＡＳＫＩフジイ ユウダイ

20分36秒2 檀浦 泰士2003 ダンウラ タイシ

22分50秒3 松田 優瑠2004 マツダ スグル

25分56秒4 中本 啓太2002 ナカモト ケイタ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 男子　35～49歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

18分25秒1 丸山 秀登2125 マルヤマ ヒデト

19分01秒2 丸山 数馬2112 ９６年会マルヤマ カズマ

19分28秒3 西山 宜孝2115 ニシヤマ ヨシタカ

19分29秒4 井堂 倫也2111 イドウ トモヤ

19分50秒5 津田 祥平2104 コマツ酒店ツダ ショウヘイ

20分00秒6 西川 拓司2123 トップギアニシカワ タクジ

20分37秒7 兒玉 和聖2102 コダマ カズマサ

20分50秒8 小椋 誠2117 オグラ マコト

20分55秒9 木津田 智2103 西城小学校キズタ サトル

21分20秒10 服部 明2105 ＣＨＡＳＫＩハットリ アキラ

22分05秒11 高木 毅2120 タカキ ツヨシ

22分51秒12 早崎 浩史2110 ハヤサキ ヒロフミ

23分09秒13 森田 正博2116 モリタ マサヒロ

24分34秒14 福永 和正2101 ＴＥＡＭ朱ちゃんフクナガ カズマサ

24分41秒15 森 直樹2118 八幡東ＦＢファイターズモリ ナオキ

26分45秒16 井堂 浩和2106 イドウ ヒロカズ

27分23秒17 森本 裕樹2119 モリモト ユウキ

28分41秒18 山下 達2113 ヤマシタ トオル

44分42秒19 三村 和雅2108 アサヒタクシー株式会社ミムラ カズマサ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 男子　50～59歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

17分41秒1 中田 勝己2211 呉市陸協ナカタ カツミ

19分32秒2 岩澤 和美2207 イワサワ カズミ

20分18秒3 吉本　勝志2203 広島市役所陸上競技部ヨシモト　カツシ

21分03秒4 安田　裕二2201 三菱重工　呉ジョギング部ヤスダ　ユウジ

21分25秒5 一柳 祐二2227 ヒトツヤナギ ユウジ

21分29秒6 坂本　明裕2204 個人サカモト　アキヒロ

21分51秒7 波田 英之2219 中国財務局ＲＣハダ ヒデユキ

21分56秒8 上田 篤之2210 ウエダ アツシ

21分58秒9 廣幡 康祐2214 ヒロハタ ヤスヒロ

23分03秒10 定家 哲也2217 サダイエ テツヤ

24分16秒11 木村 里志2213 亀齢酒造キムラ サトシ

24分22秒12 脇坂 宏樹2209 広島県庁ＲＣワキサカ ヒロキ

24分50秒13 平野 竜史2226 ヒラノ リュウシ

24分57秒14 岩崎 正彦2223 イワサキ マサヒコ

24分59秒15 西中　文仁2205 安芸高田市陸協ニシナカ　ブンジ

25分42秒16 丸山 泰司2208 ともはなマルヤマ ヒロシ

26分13秒17 林 宏至2222 ハヤシ ヒロシ

26分25秒18 松野下 茂生2206 マツノシタ シゲオ

26分27秒19 藤本 光二2228 フジモト コウジ

27分47秒20 小畠 正照2212 コバタケ マサテル

27分52秒21 辻野 佳人2218 ツジノ ヨシト

28分30秒22 倉崎 誠一郎2224 府中町社協クラサキ セイイチロウ

30分29秒23 武田 達哉2221 タケダ タツヤ

31分43秒24 水谷 竜二2225 ミズタニ リュウジ

32分06秒25 原田 佳和2220 呉市ハラダ ヨシカズ

33分38秒26 佐々木 勉2216 ササキ ツトム

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 男子　60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

20分45秒1 高川　敏彦2301 広島市役所陸上競技部タカガワ　トシヒコ

23分26秒2 保本　博2306 ヤスモト　ヒロシ

23分38秒3 神垣 浩治2317 カミガキ コウジ

23分44秒4 森 義則2324 モリ ヨシノリ

23分52秒5 小林 俊司2319 コバヤシ トシジ

23分59秒6 野村 満史2328 グリアリノムラ ミツシ

24分26秒7 畠田　光晴2307 ハタケダ　ミツハル

26分12秒8 黒田 眞幸2326 広島壮年走ろう会クロダ マサユキ

26分50秒9 木村 和彦2321 キムラ カズヒコ

27分01秒10 吉田　隆一2305 ヨシダ　タカカズ

28分26秒11 藤井　健一2302 フジイ　ケンイチ

30分06秒12 新野 浩一2320 シンノ コウイチ

30分26秒13 川村 太郎2312 のほほんカワムラ タロウ

31分39秒14 川本 字美2316 カワモト ツグミ

31分47秒15 赤木　薫2308 アカギ　カオル

32分14秒16 稲福 康邦2314 ランジョグイナフク ヤスクニ

32分34秒17 藤山 高男2329 フジヤマ タカオ

33分11秒18 江南 實明2327 走亀エナミ ミツアキ

33分13秒19 松村 英二2325 マツムラ エイジ

33分37秒20 高岡 優2311 タカオカ マサル

34分33秒21 宗盛 好幸2318 ムネモリ ヨシユキ

35分23秒22 中石 雅夫2323 ナカイシ マサオ

36分06秒23 宮本　弘文2304 ミヤモト　ヒロフミ

45分25秒24 金島 貞二2322 カネシマ サダジ

48分15秒25 伊藤　軍治2303 一人走遊回イトウ　グンジ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 女子　18～34歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

41分02秒1 板垣 茜2401 イタガキ アカネ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 女子　35～49歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

25分26秒1 藤井 佑子2501 フジイ ユウコ

30分08秒2 福島 淳子2502 フクシマ ジュンコ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 女子　50～59歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

21分36秒1 石黒　聡子2601 三菱重工　呉ジョギング部イシグロ　サトコ

24分40秒2 高 知愛2603 コウ ジエ

25分58秒3 伊藤 英恵2602 ランジョグ中国イトウ ハナエ

27分19秒4 石井 里佳2605 イシイ リカ

35分15秒5 高岡 尚美2604 タカオカ ナオミ

37分01秒6 大谷 千恵2607 トランタンオオタニ チエ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

5km 女子　60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:45:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

26分20秒1 中本 美佐子2702 ナカモト ミサコ

26分22秒2 鹿田 千鶴子2701 シカタ チズコ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 男子　高校
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

26分58秒1 池野　蓮志2806 広島県立広島皆実高等学校イケノ　レンジ

27分03秒2 余村　佑太郎2802 広島県立広島皆実高等学校ヨムラ　ユウタロウ

28分16秒3 宮本　朝陽　2809 広島城北高等学校ミヤモト　アサヒ

28分32秒4 蛯原　駿2804 広島県立広島皆実高等学校エビハラ　シュン

28分32秒5 和多　希巳2803 広島県立広島皆実高等学校ワダ　ノゾミ

28分55秒6 岡村　一輝2808 広島城北高等学校オカムラ　カズキ

29分26秒7 髙松　大希2805 広島県立広島皆実高等学校タカマツ　ダイキ

29分39秒8 播磨　心2813 広島県立広島皆実高等学校ハリマ　シン

30分47秒9 田中　雅久2811 広島県立広島皆実高等学校タナカ　ガク

31分42秒10 永尾　虎大郎2801 広島県立広島皆実高等学校ナガオ　コタロウ

31分54秒11 坂田　颯磨2810 広島県立広島皆実高等学校サカタ　ソウマ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 一般男子　18～34歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

26分52秒1 坂口 礼章2910 広島大学樟柳クラブサカグチ ノリアキ

28分28秒2 西岡　大輝2902 広島市役所陸上競技部ニシオカ　ダイキ

30分00秒3 大下 徹2905 オオシタ トオル

31分23秒4 伊藤 潤2906 大和走友会イトウ ジュン

36分00秒5 依藤 周2907 ヨリフジ シュウ

36分59秒6 日谷 春輝2908 ヒダニ ハルキ

38分26秒7 中田 博文2914 ナカタ ヒロフミ

38分39秒8 小畑 勇貴2904 オバタ ユウキ

41分19秒9 山田 陽平2911 ヤマダ ヨウヘイ

42分03秒10 深井 理志2909 フカイ サトシ

43分02秒11 千葉 雄太2912 チバ ユウタ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 一般男子　35～49歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

27分45秒1 石津 悟3027 大竹市陸協イシヅ サトル

27分59秒2 妹尾 稔3013 セノオ ミノル

28分03秒3 福永 竜也3042 大竹市陸協フクナガ タツヤ

28分04秒4 島崎 満光3035 世羅陸協シマザキ ミツテル

29分26秒5 揚田 将史3038 アガリダ マサシ

29分35秒6 石津 秀喜3040 大竹市陸協イシヅ ヒデキ

29分47秒7 西野　悠3002 広島市役所陸上競技部ニシノ　ヒサシ

29分51秒8 長谷川 和彦3016 大竹市陸協ハセガワ カズヒコ

30分30秒9 出口　浩己3005 広島市役所陸上競技部デグチ　ヒロミ

31分55秒10 竹入　英樹3006 広島市役所陸上競技部タケイリ　ヒデキ

32分05秒11 白坂 清文3028 シラサカ キヨフミ

32分25秒12 小寺 貴之3033 コデラ タカユキ

32分55秒13 岡本 達伸3008 オカモト タツノブ

33分00秒14 児玉 亮一3012 広島県庁ＲＣコダマ リョウイチ

33分12秒15 相本　祐三3004 広島市役所陸上競技部アイモト　ユウゾウ

33分47秒16 佐々木 彰3017 ササキ アキラ

33分56秒17 藤井 俊成3024 フジイ トシナリ

34分00秒18 原 高志3026 ハラ タカシ

34分05秒19 板本 真治3009 イタモト シンジ

34分26秒20 谷本 孝介3019 タニモト コウスケ

34分58秒21 鮫島 博士3014 サメシマ ヒロシ

36分26秒22 金森 信彦3041 カナモリ ノブヒコ

36分57秒23 波多 繁輝3015 ハダ シゲテル

37分19秒24 小田 哲矢3029 福山水練オダ テツヤ

37分51秒25 西岡 徹治3030 ニシオカ テツハル

39分40秒26 森 竜也3037 モリ タツヤ

40分07秒27 周防 充高3020 呉信用金庫スオウ ミツタカ

40分13秒28 木村 真也3023 キムラ シンヤ

40分17秒29 太刀掛 秀和3034 呉信用金庫タチカケ ヒデカズ

40分28秒30 山本 清一3021 ヤマモト セイイチ

42分35秒31 水戸 大樹3039 ミト タイキ

43分29秒32 大谷 嗣3010 トランタンオオタニ アキラ

45分27秒33 河野 康裕3032 コウノ ヤスヒロ

45分39秒34 岡信 昌利3031 オカノブ マサトシ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 一般男子　50～59歳
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

29分04秒1 原 竹行3112 ハラ タケユキ

33分52秒2 石黒　淑亮3102 三菱重工　呉ジョギング部イシグロ　シュクリョウ

34分20秒3 貞森 慎二3120 サダモリ シンジ

34分28秒4 松村 トヲル3122 世羅ランニングアカデミーマツムラ トヲル

34分44秒5 中村 学3106 コマツ酒店ナカムラ マナブ

35分02秒6 山本 浩二3133 ＨＴＧヤマモト コウジ

35分27秒7 平田 裕章3113 鈴らん保育園ヒラタ ヒロアキ

35分44秒8 佐藤 公久3119 サトウ キミヒサ

36分13秒9 石松 英明3129 イシマツ ヒデアキ

36分42秒10 高橋 伸弘3108 タカハシ ノブヒロ

37分01秒11 綿谷 彰洋3132 ワタヤ アキヒロ

37分33秒12 菅野 耕作3125 ＡＬＳＯＫスガノ コウサク

37分56秒13 小原 秀之3130 コハラ ビデユキ

38分05秒14 大谷 和弘3126 オオタニ カズヒロ

38分13秒15 増成 賢治3118 マスナリ ケンジ

38分39秒16 小原 謙二3107 三次市陸協コバラ ケンジ

41分43秒17 主田 泰幸3110 ＨＩＢＡＧＯＮヌシダ ヤスユキ

42分08秒18 秋貞 匡宏3121 アキサダ マサヒロ

42分20秒19 西山 智也3114 ニシヤマ トモヤ

43分12秒20 小寺 一寿3105 コデラ カズヒサ

43分24秒21 上　浩信3104 ウエ　ヒロノブ

43分41秒22 堀田 武信3134 ホッタ タケノブ

46分14秒23 前田 信治3128 マエダ ノブハル

47分37秒24 中原 圭介3123 県リハナカハラ ケイスケ

49分41秒25 清岡 辰男3117 備後信用組合キヨオカ タツオ

52分34秒26 友瀧 正道3115 県庁ＢＢＣトモタキ マサミチ

53分22秒27 智木田 秀昭3131 広島銀行チキダ ヒデアキ

54分05秒28 半田 友久3124 ハンダ トモヒサ

55分35秒29 松田 敏則3111 マツダ トシノリ

56分32秒30 尾田 丈治3109 オダ タケハル

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 一般男子　60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

35分15秒1 荒津 浩一3206 江田島市アラツ ヒロカズ

37分48秒2 砂本 義文3207 あすなろＡＣスナモト ヨシフミ

38分44秒3 田中 俊彦3213 タナカ トシヒコ

38分54秒4 上岡 利伸3215 広島市役所ウエオカ トシノブ

39分36秒5 西本 晋司3214 ニシモト シンジ

41分48秒6 西本 康典3219 なかちゃん走ろう会ニシモト ヤスノリ

41分52秒7 谷本 佳昭3203 大和走友会タニモト ヨシアキ

42分19秒8 福島 三郎3212 プライベートランナーフクシマ サブロウ

46分33秒9 山上　展良3202 ヤマガミ　ノブヨシ

47分37秒10 今井 敏雄3204 朝霧会ＲＣイマイ トシオ

48分21秒11 吉住 正博3208 ヨシズミ マサヒロ

49分35秒12 加藤 益夫3218 呉阿賀北Ｒカトウ マスオ

52分09秒13 岩谷 和彦3217 アサヒタクシーイワタニ カズヒコ

53分09秒14 蔭地 義則3210 オンジ ヨシノリ

53分27秒15 住本 和則3209 スミモト カズノリ

55分00秒16 滝本 純一3216 タキモト ジュンイチ

55分21秒17 金坂 行展3221 ＲＴ末吉カネサカ ユキノブ

55分44秒18 向井 義和3211 ムカイ ヨシカズ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 男子陸連登録者　18歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

24分19秒1 菊池　駿弥4 中国電力ｷｸﾁ ｼｭﾝﾔ

24分44秒2 相葉　直紀5 中電工ｱｲﾊﾞ ﾅｵｷ

24分49秒3 藤川　拓也3314 中国電力フジカワ　タクヤ

24分53秒4 岩崎　大洋2 JFEスチールｲﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ

25分00秒5 池田　勘汰3306 中国電力イケダ　カンタ

25分09秒6 上坂　優太3302 ＪＦＥスチールコウサカ　ユウタ

25分14秒7 斉藤　翔太1 JFEスチールｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ

25分17秒8 大森　太楽3 中国電力ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ

25分27秒9 東　優汰3332 中電工アズマ　ユウタ

25分35秒10 堤　悠生3311 ＪＦＥスチールツツミ　ユウセイ

25分37秒11 川平　浩之3307 ＪＦＥスチールカワヒラ　ヒロユキ

25分47秒12 今西　洸斗3301 ＪＦＥスチールイマニシ　ヒロト

25分52秒13 山口　和也3305 中国電力ヤマグチ　カズヤ

25分54秒14 岩田　拓海3309 ＪＦＥスチールイワタ　タクミ

25分57秒15 岡本　直己3316 中国電力オカモト　ナオキ

26分01秒16 三上　雄太3313 中国電力ミカミ　ユウタ

26分07秒17 畑中　大輝　3331 中電工ハタナカ　ダイキ

26分20秒18 三ツ星　翔6 中電工ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ

26分25秒19 森宗　渚3303 中国電力モリソウ　ナギサ

26分51秒20 松井　智靖3333 中国電力マツイ　トモヤス

26分51秒21 櫻井　亮也3310 ＪＦＥスチールサクライ　リョウヤ

27分04秒22 井上　亮真3304 中電工イノウエ　リョウマ

27分09秒23 松尾　修治3329 中電工マツオ　シュウジ

27分10秒24 岡原　仁志3326 中電工オカハラ　ヒトシ

28分43秒25 東 徹3338 大和走友会ヒガシ トオル

29分01秒26 福田 昌哉3339 広島県庁ＲＣフクダ マサヤ

30分15秒27 柘植 翔太3340 ツゲ ショウタ

33分13秒28 金谷 重人3335 カナヤ シゲト

36分08秒29 野田　一輝3325 中電工ノダ　カズキ

40分17秒30 柴田 伸也3337 ＳＡＴシバタ シンヤ

44分36秒31 原　宏治3334 安芸高田市陸協ハラ　コウジ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

8km 女子陸連登録者　18歳以上
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 11:15:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

33分16秒1 髙橋 侑実3402 ＳＮＥ　Ａｔｈｌｅｔｅｓタカハシ ユウミ

33分32秒2 東 奈々3401 大和走友会ヒガシ ナナ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第２３回ひろしまクロスカントリー大会 -

中学生クロスカントリーチームレース
順位 記録 No. 氏名 ふりがな 学年

 2022/8/20

スタート： 10:25:00

会場: 道後山高原クロカンパーク

主催: 広島県陸上競技協会

10分27秒1 新谷　珀斗3513 世羅町立世羅中学校

10分41秒2 東　朝日3508 三原市立大和中学校

10分47秒3 岡村　啓人3505 三原市立大和中学校

10分50秒4 松林　歩杜3502 広島市立三和中学校

11分06秒5 廣田　湧斗3507 三原市立大和中学校

11分09秒6 和田　恵一3521 三原市立久井中学校

11分22秒7 藤岡　一心3511 庄原市立庄原中学校

11分28秒8 磯部　旭希3503 広島市立三和中学校

11分34秒9 岸部　優汰3515 世羅町立世羅中学校

11分35秒10 飯田　晴羽3504 三和中学校イイダ　セイハ

11分36秒11 谷本　憲章3506 三原市立大和中学校

11分56秒12 森本　慎太郎3509 庄原市立庄原中学校

12分06秒13 古満　仰晴3514 世羅町立世羅中学校

12分10秒14 橋口　直哉3512 庄原市立庄原中学校

12分11秒15 長尾　紀享3522 広島城北中学校

12分11秒16 石那田　響3526 広島城北中学校

12分25秒17 近藤　咲3516 世羅町立世羅中学校

12分41秒18 西田　真央3519 三原市立久井中学校

12分45秒19 油谷　和紗3525 広島城北中学校

12分46秒20 吉宗　拓真3517 世羅町立世羅中学校

12分47秒21 加藤　悠真3510 庄原市立庄原中学校

12分53秒22 行迫　亮太3520 三原市立久井中学校

13分08秒23 高橋　愛空3518 三原市立久井中学校

13分40秒24 篠原　僚太3523 広島城北中学校

Athlete-Tag by CHOPPER



順位 チーム名 タイム
1 三原陸上クラブＡ 0:17:56
2 竹尋アスリートクラブ 0:18:41
3 湯田陸上 0:18:43
4 三原陸上クラブ 0:19:04
5 新涯ＪＡＣ-Ａ 0:19:08
6 ＣＨＡＳＫＩ 0:19:30
7 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅ 0:21:48

順位 チーム名 タイム
1 ＣＨＡＳＫＩ 0:19:18
2 湯田陸上 0:20:59
3 Ｌａｚｏ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔｅ 0:25:33



順位 チーム名 タイム
1 三原市立大和中学校 0:44:10
2 世羅町立世羅中学校 0:46:32
3 庄原市立庄原中学校 0:48:15
4 三原市立久井中学校 0:49:51
5 広島城北中学校 0:50:47


