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 第47回広島県民スポーツ大会（22340018） 審 判 長　　堀江　信之

【開催日】 2022年10月２日 記録主任　　松木　茂穂

【主催団体】 (公財）広島県スポーツ協会　広島県　（一財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】 庄原市上野総合公園（343100）

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

10/ 2 小学生男子  +0.8 岩森  遼 12.51 青井  泉澄 12.61 末永  大誠 12.77 普家  壮太郎 13.09 松岡  颯大 13.37 中村  敦 13.44 藤井  千隼 13.45 佐藤  大夢 13.75
100ｍA決勝 chaskiｼﾞｭﾆｱ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 三原陸上 chaskiｼﾞｭﾆｱ 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

10/ 2  -0.8 嶋田  莞大 14.12 城田  竜希 14.22 溝口  旺史朗 14.23 國利  理仁 14.30 生馬  陽 14.32 冨貞  瑛寿 14.35 丹地  晃祐 14.57
100ｍB決勝 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 庄原市 くれJAC 庄原市 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 甲奴小学校 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10/ 2  -0.2 増原  玄大 12.94 浪速  彪翔 12.96 岡田  宗馬 13.17 北川  諒 13.43 大國  豪流 13.50 金内  瑠星 13.51 古川  悠哉 13.63 北村  颯也 13.82
８０ｍＨ chaskiｼﾞｭﾆｱ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ chaskiｼﾞｭﾆｱ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団

10/ 2 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞA      51.61 三原陸上　A       53.71 CHASKIｼﾞｭﾆｱA       53.79 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ       54.81 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞA      55.66 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      56.03 東広島TFC A       56.59 湯田陸上       56.81
４×１００ｍＲ 米廣  柊二 山科  昂大 蘭  尚悟 北川  諒 南  柊司 松永  大河 武廣  煌志 広瀬  拓海

末永  大誠 下夷  諒吾 増原  玄大 馬越  遥大 青井  泉澄 桑原  彪斗 堀  凌多 藤井  秀音
嶋田  莞大 上田  晴志朗 岡田  宗馬 中野  遥己 恵木  直人 生馬  陽 井崎  迅 高田  聖名
浪速  彪翔 普家  壮太郎 岩森  遼 筑後  蒼人 丹地  晃祐 渡邊  瑠那 大繁  力丸 四戸岸  拓実

10/ 2 筑後  蒼人 5.42(+1.0) 瀧迫  友晟 5.08(+1.5) 村津  奏 4.69(-0.8) 米廣  柊二 4.48(+1.4) 堀  凌多 4.40(+1.5) 桑原  彪斗 4.37(+0.6) 馬越  遥大 4.37(+1.7) 坂井  夢咲 4.33(+1.2)
走幅跳 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大会新 吉和AC 中条走ろう会 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ びんごWAC

10/ 2 中学生男子  -2.0 岩崎  倭士 23.27 高橋  輝 23.33 古森  翔大 23.54 前崎  陽仁 23.75 長田  晴輝 23.98 藤井  亮太 24.41 坪倉  璃典 24.47
２００ｍ 府中空城 府中空城 中条走ろう会 古田中学校 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市

10/ 2 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団A      45.62 府中空城A       46.49 庄原市A       47.06 庄原市B       47.61 三原陸上       47.70 吉和AC       49.95 東広島TFC       52.20
４×１００ｍＲ 長田  晴輝 村上  留唯 池本  優笑 新見  涼太 井上  航生 金川  世夏 石川  蒼大

高橋  康誠 岩崎  倭士 中曽  瑛太 坪倉  璃典 井上  莉生 天川  佑介 鶴田  琉之介
馬屋原  夢路 藤本  龍聖 黑野  真之 新見  健太 大髙  史人 永田  理人 杉本  音和
藤井  亮太 高橋  輝 黑野  武之 兼次  泰政 清水  璃空 武田  颯依 松村  悠生

10/ 2 天川  佑介 1.65 大髙  史人 1.62 藤本  龍聖 1.53 黑永  拓海 庄原市 1.53 桒田  湊太郎 1.50 魚谷  健仁 1.45 新田  大智 1.40
走高跳 吉和AC 三原陸上 府中空城 松村  悠生 東広島TFC 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10/ 2 井上  莉生 10.31 入川  龍馬 9.45 栁生  陽日紀 9.03 馬屋原  夢路 8.36 兼次  泰政 8.21 高橋  康誠 6.79 水間  雄吾 6.74
砲丸投 三原陸上 竹原市陸上競技協会 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市

10/ 2 一般男子 伊藤  潤 9:35.85 高橋  和也 9:49.61 森本  憲治 10:09.39 谷光  修二 10:19.80 森  慎二 10:31.56 福地  栄治 10:39.65 奥  充弘 10:51.15 濱本  裕樹 11:08.36
３０００ｍ 三原市体協 三原市体協 府中空城 三原市体協 三原市体協 三原市体協 三原市体協 中野東

10/ 2 府中空城
４×１００ｍＲ 垣内　優真

桑野　哉汰
藤原　育歩
小川　博正

10/ 2 前田  秀尚 6.02
砲丸投 吉和AC

女  子

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

10/ 2 小学生女子  +0.6 辰本  心徠 13.72 中澤  心菜 14.01 濱中  穂乃花 14.22 山本  紗羅 14.29 香川  珠妃 14.30 難波  琉亜那 14.37 杉原  晴 14.62 山本  彩礼 14.65
100ｍA決勝 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ chaskiｼﾞｭﾆｱ

10/ 2  +0.0 今津  由良 14.88 石田  煌歩 14.92 田中  萌夢 15.03 猪原  美月 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 15.09 向山  昊芳 15.15 畑田  紗知 15.17 山手  里桜 15.18
100ｍB決勝 府中空城 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 村井  咲希 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 三原陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

10/ 2  -0.1 江原  杏月芭 12.51 中串  葵帆 12.88 島田  沙來 13.28 田中  莉愛菜 13.35 山路  舞香 13.66 池久保  里笑 14.04 菊屋  美心 14.42
８０ｍＨ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ chaskiｼﾞｭﾆｱ 東広島TFC 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

10/ 2 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA       54.23 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞA      55.76 東広島TFC A       56.41 CHASKIｼﾞｭﾆｱA       56.75 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞA      57.94 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙     58.16 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞB      58.70 坂ジュニア陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団A
４×１００ｍＲ 山路  舞香 香川  珠妃 田中  萌夢 浜井  優里 向山  昊芳 宮地  麻里亜 植田  悠樹奈 主枝  三織       58.84

辰本  心徠 濱中  穂乃花 中澤  心菜 山本  彩礼 石田  煌歩 大島  莉子 杉原  晴 難波  琉亜那
中串  葵帆 池久保  里笑 田中  莉愛菜 島田  沙來 小笠原  果心 橋本  真音 貝塚  結奈 今西  咲希
江原  杏月芭 朝山  更来 河村  陽香 垰山  杏那 大久保  美紅 山本  紗羅 中  優莉 藤田  帆乃栞

10/ 2 河村  陽香 4.28(+0.8) 岡田  鈴々 4.24(+0.8) 朝山  更来 4.12(+1.0) 田口  由奈 4.02(+0.0) 小笠原  果心 3.84(+0.3) 石井  佐和 3.75(+0.0) 植田  悠樹奈 3.64(+0.3) 田中  和奈 3.63(+0.8)
走幅跳 東広島TFC 三原陸上 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ

10/ 2 中学生女子  -1.7 山森  彩花 27.21 鴈田  心 27.41 畝本  怜奈 27.72 西田  和奏 27.73 藤田  実央 28.65 山下  咲希 28.83 山口  小友季 29.75
２００ｍ ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 東広島TFC 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 東広島TFC 東広島TFC 庄原市 庄原市

10/ 2 東広島TFC A       51.83 東広島TFC B       52.99 三原陸上       54.04 庄原市A       54.72 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      54.78 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ       57.96 庄原市B       58.02
４×１００ｍＲ 田中  愛里華　　　 大会新 林  舞陽 波間  優月 松尾  莉里花 清水  結加 古田  蘭 周藤  瑚音

藤田  実央 萩原  菜々子 清光  穂実 山下  咲希 虫明  美波 大上  柚杏 三上  一花
西田  和奏 重松  柚杏 安倍  光希 山口  小友季 北村  七香 沖  音羽 山本  沙和
鴈田  心 光平  羽来 陰迫  栞奈 藤本  真歩 畝本  怜奈 塚本  心夏 加藤  那奈子

10/ 2 木谷  優月 1.40 岡崎  衣央里 1.35 安倍  光希 1.30 松尾  怜衣紗 1.30 重松  柚杏 1.30 光平  羽来 1.20 周藤  瑚音 1.20 山本  沙和 1.15
走高跳 東広島TFC 三原陸上 三原陸上 庄原市 東広島TFC 東広島TFC 庄原市 庄原市

10/ 2 本田  小百合 9.19 三上  一花 8.38 細羽  七菜 7.36 德永  里桜 6.85 清水  凛 6.75 小林  楓依 5.68
砲丸投 庄原市 庄原市 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 庄原市 庄原市 吉和AC

47.20



決勝 10月2日 11:20

大会記録                        12.3  

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.2

 1 岩森  遼 chaskiｼﾞｭﾆｱ     12.77  1 青井  泉澄 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    12.61 
ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ ｱｵｲ ｲｽﾞﾐ

 2 下夷  諒吾 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.26  2 城田  竜希 庄原市     14.07 
ｼﾓｴﾋﾞｽ ﾘｮｳｺﾞ ｼﾛﾀ ﾘｭｳｷ

 3 平岡  蒼々 三次市立吉舎小学校    14.64  3 四戸岸  拓実 湯田陸上     14.39 
ﾋﾗｵｶ ｿｳｿｳ ｼﾄｷﾞｼ ﾀｸﾐ

 4 蔦村  健 くれJAC     14.81  4 前田  祝之 三次市立吉舎小学校    15.05 
ﾂﾀﾑﾗ ﾀｹﾙ ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ

 5 恵木  直人 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    15.64  5 遠山  大雅 中条走ろう会     15.20 
ｴｷﾞ ﾅｵﾄ ﾄｵﾔﾏ ﾀｲｶﾞ

 6 重政  晴俊 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.94  6 高橋  昊司 因北陸上     16.67 
ｼｹﾞﾏｻ ﾊﾙﾄｼ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼ

 7 山奥  拓海 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     16.65  7 大亀  翔真 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   17.44 
ﾔﾏｵｸ ﾀｸﾐ ｵｵｶﾒ ｼｮｳﾏ

 8 長尾  景虎 因北陸上     16.87   伊藤  栄登 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団      
ﾅｶﾞｵ ｹｲﾄ ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

 9 古谷  仁 大崎水泳陸上ｸﾗﾌ  ゙   16.93   平岩  大成 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ﾌﾙﾀﾆ ﾋﾄｼ ﾋﾗｲﾜ ﾀｲｾｲ

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +0.4

 1 普家  壮太郎 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.34  1 松岡  颯大 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.48 
ﾌｹ ｿｳﾀﾛｳ ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀﾞｲ

 2 中村  勇斗 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.26  2 藤井  秀音 湯田陸上     14.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ

 3 三村  貫太 くれJAC     15.33  3 大繁  力丸 東広島TFC     14.48 
ﾐﾑﾗ ｶﾝﾀ ｵｵｼｹﾞ ﾘｷﾏﾙ

 4 前田  竜之介 中条走ろう会     15.35  4 小塩  健太 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     15.06 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺｼｵ ｹﾝﾀ

 5 藤井  颯太 府中空城     16.31  5 久山  義人 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    15.19 
ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ﾋｻﾔﾏ ﾖｼﾄ

 6 神原  崚之介 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.44  6 三浦  煌世 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.37 
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾉｽｹ ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ

 7 桃谷  樂 びんごWAC     16.82  7 佐藤  永遠 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.99 
ﾓﾓﾀﾆ ﾗｸ ｻﾄｳ ﾄﾜ

  坂  琥太 庄原市        澄川  瀬 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団      
ｻｶ ｺｳﾀ ｽﾐｶﾜ ﾗｲ

  東  蒼真 東広島TFC        御畑  海翔 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ﾋｶﾞｼ ｿｳﾏ ﾐﾊﾀ ｶｲﾄ

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 +1.9

 1 藤井  千隼 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.55  1 末永  大誠 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    12.80 
ﾌｼﾞｲ ﾁﾊﾔ ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ

 2 嶋田  莞大 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    13.92  2 生馬  陽 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.03 
ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ ｲｸﾏ ﾊﾙ

 3 溝口  旺史朗 くれJAC     14.05  3 山科  昂大 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.37 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｵｳｼﾛｳ ﾔﾏｼﾅ ｺｳﾀﾞｲ

 4 中野  遥己 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     14.10  4 入川  新 竹原市陸上競技協会    14.47 
ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ ｲﾘｶﾜ ｱﾗﾀ

 5 高田  聖名 湯田陸上     14.68  5 小林  寛真 吉和AC     15.01 
ﾀｶﾀ ｾﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏ

 6 古森  詠士郎 中条走ろう会     15.65  6 井川  景太 因北陸上     15.44 
ｺﾓﾘ ｴｲｼﾛｳ ｲｶﾞﾜ ｹｲﾀ

 7 松岡  龍治 府中空城     16.14  7 牛腸  隆介 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   16.97 
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｼﾞ ｺﾞﾁｮｳ ﾘｭｳｽｹ

  宮原  享佑 吉和AC       8 堀田  漕輔 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    17.55 
ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ﾎｯﾀ ｿｳｽｹ

  國清  諭 甲奴小学校        稗田  陽斗 湯田陸上      
ｸﾆｷﾖ ｻﾄﾙ ﾋｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ
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[ 7組] 風速 +1.5 [ 8組] 風速 +1.0

 1 佐藤  大夢 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   13.60  1 冨貞  瑛寿 甲奴小学校     14.11 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾑ ﾄﾐｻﾀﾞ ｴｲﾄ

 2 丹地  晃祐 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    14.21  2 橋詰  慶次 中野東     14.21 
ﾀﾝﾁ ｺｳｽｹ ﾊｼｽﾞﾒ ｹｲｼﾞ

 3 松永  大河 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.53  3 谷辺  蒼太 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.56 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ ﾀﾆﾍﾞ ｿｳﾀ

 4 小林  奏陽 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.32  4 道中  煌明 くれJAC     15.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ ﾐﾁﾅｶ ｺｳﾒｲ

 5 濱崎  海偉 竹原市陸上競技協会    15.47  5 川口  碧仁 府中空城     15.41 
ﾊﾏｻｷ ｶｲ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾄ

 6 槇尾  純誠 府中空城     15.53  6 綾目  伊桜 吉和AC     16.57 
ﾏｷｵ ｼﾞｭﾝｾｲ ｱﾔﾏ ｲｵ

 7 宮原  寛大 吉和AC     16.68  7 虻川  遼治 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   17.47 
ﾐﾔﾊﾗ ｶﾝﾀ ｱﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ

 8 末益  健壮 東広島TFC     16.98  8 関山  遼太 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    18.13 
ｽｴﾏｽ  ｹﾝｿｳ ｾｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

 9 藤井  滉任 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     19.98 
ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾄ

[ 9組] 風速 +0.0 [ 10組] 風速 -1.1

 1 中村  敦 庄原市     13.57  1 國利  理仁 庄原市     14.18 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ ｸﾆﾄｼ ﾘﾋﾄ

 2 丸山  歩睦 びんごWAC     14.22  2 中谷  隼人 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     14.68 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾑ ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ

 3 鈴木  十磨 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     15.10  3 近藤  奏汰 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   14.93 
ｽｽﾞｷ ﾄｵﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ

 4 飯田  好晟 東広島TFC     15.29  4 佐藤  凌晟 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    16.38 
ｲｲﾀﾞ ｺｳｾｲ ｻﾄｳ ﾘｮｳｾｲ

 5 松浦  幹生 因北陸上     15.88  5 川澤  一翔 chaskiｼﾞｭﾆｱ     16.84 
ﾏﾂｳﾗ ﾐｷｵ ｶﾜｻﾞﾜ ｲｯﾄ

 6 前田  朝陽 中条走ろう会     18.35  6 中山  実馬 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   17.88 
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ ﾅｶﾔﾏ ｼﾞﾂﾏ

 7 宇根  海里 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     19.45  7 宇根  拓海 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     19.58 
ｳﾈ ｶｲﾘ ｳﾈ ﾀｸﾐ

  山田  悠馬 中野東        佐藤  翼 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

決勝 10月2日 13:40

風速 +0.8 風速 -0.8

 1 岩森  遼 chaskiｼﾞｭﾆｱ     12.51  1 嶋田  莞大 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.12 
ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ

 2 青井  泉澄 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    12.61  2 城田  竜希 庄原市     14.22 
ｱｵｲ ｲｽﾞﾐ ｼﾛﾀ ﾘｭｳｷ

 3 末永  大誠 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    12.77  3 溝口  旺史朗 くれJAC     14.23 
ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｵｳｼﾛｳ

 4 普家  壮太郎 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.09  4 國利  理仁 庄原市     14.30 
ﾌｹ ｿｳﾀﾛｳ ｸﾆﾄｼ ﾘﾋﾄ

 5 松岡  颯大 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.37  5 生馬  陽 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.32 
ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀﾞｲ ｲｸﾏ ﾊﾙ

 6 中村  敦 庄原市     13.44  6 冨貞  瑛寿 甲奴小学校     14.35 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ ﾄﾐｻﾀﾞ ｴｲﾄ

 7 藤井  千隼 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.45  7 丹地  晃祐 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    14.57 
ﾌｼﾞｲ ﾁﾊﾔ ﾀﾝﾁ ｺｳｽｹ

 8 佐藤  大夢 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   13.75   中野  遥己 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ      
ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾑ ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ

 9 藤井  颯太 府中空城     16.31 
ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ
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大会記録                        12.13 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.0

 1 増原  玄大 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.41 q  1 浪速  彪翔 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    13.25 q
ﾏｽﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ

 2 大國  豪流 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.85 q  2 山根  佑介 吉和AC     14.33 
ｵｵｸﾞﾆ ﾀｹﾙ ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ

 3 荒谷  太一 東広島TFC     14.67  3 広瀬  拓海 湯田陸上     14.86 
ｱﾗﾀﾆ ﾀｲﾁ ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ

 4 吉田  旺太郎 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    15.01  4 桝本  爽羽 chaskiｼﾞｭﾆｱ     15.35 
ﾖｼﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ ﾏｽﾓﾄ ｿｳ

 5 卜部  稜盛 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.00  5 小林  千春 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.88 
ｳﾗﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ

 6 佐久間  琥珀 府中空城     16.46  6 三浦  大駕 府中空城     16.32 
ｻｸﾏ ｺﾊｸ ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ

 7 三上  佳輝 庄原市     17.03  7 藤都  怜央 庄原市     16.83 
ﾐｶﾐ ﾖｼｷ ﾌｼﾞﾄ ﾚｵ

 8 水野  巧望 吉和AC     18.57  8 岡本  大和 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    20.86 
ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾐ ｵｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +0.6

 1 北川  諒 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.11 q  1 岡田  宗馬 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.49 q
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ

 2 山手  瑛太 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.22  2 古川  悠哉 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    13.56 q
ﾔﾏﾃ ｴｲﾀ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ

 3 吉川  颯人 東広島TFC     15.35  3 清水  瑠毅愛 庄原市     14.43 
ｷｯｶﾜ ﾊﾔﾄ ｼﾐｽﾞ ﾙｷｱ

 4 安達  琉偉 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.65  4 藤田  巧実 東広島TFC     14.55 
ｱﾀﾞﾁ ﾙｲ ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ

 5 後藤  吏駈 府中空城     16.99  5 藤井  陽向 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.22 
ｺﾞﾄｳ ﾘｸ ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ

 6 赤木  優斗 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    17.02  6 松本  遼汰 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.72 
ｱｶｷﾞ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

 7 工藤  凌空 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    18.11  7 水本  良介 作木小学校     17.77 
ｸﾄﾞｳ ﾘｸ ﾐｽﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

 8 増村  浩輝 吉和AC     25.29   櫻庭  海翔 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団      
ﾏｽﾑﾗ ﾋﾛｷ ｻｸﾗﾊﾞ ｶｲﾄ

[ 5組] 風速 -1.4

 1 金内  瑠星 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    13.78 q
ｶﾅｳﾁ ﾙｲ

 2 北村  颯也 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.81 q
ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾔ

 3 井崎  迅 東広島TFC     14.11 
ｲｻｷ  ｼﾞﾝ

 4 吉村  成留 吉和AC     16.45 
ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙ

 5 牧田  奨士 庄原市     16.99 
ﾏｷﾀ ｿｳｼ

 6 中林  来琉 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     24.53 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾙ

  乱獅子  岳 府中空城      
ﾗﾝｼﾞｼ ｶﾞｸ

風速 -0.2

 1 増原  玄大 chaskiｼﾞｭﾆｱ     12.94 
ﾏｽﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ

 2 浪速  彪翔 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    12.96 
ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ

 3 岡田  宗馬 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.17 
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ

 4 北川  諒 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.43 
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ

 5 大國  豪流 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.50 
ｵｵｸﾞﾆ ﾀｹﾙ

 6 金内  瑠星 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    13.51 
ｶﾅｳﾁ ﾙｲ

 7 古川  悠哉 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    13.63 
ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ

 8 北村  颯也 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    13.82 
ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾔ

9  1010

2  6024

4  6003

3  6051

8  1009

6  1032

7  1011

5  1033

5 15008
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  5042

6  9008

7  1056

2  1009

4  6024

8 11010

4  5047 8  1065
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  6021 6  6040

2  5013 2  8007

7  6043 4 11011

9 15006 3  6028

6  1034 9  1010

5 11012 5  9007

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  9006 3  9005

2  5045 9  5005

6  6023 4  6045

8 15005 7 15007

6  5041

3 11013 8  6097

氏  名 所属名 記録／備考
4  1032 2  1011

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

男子小学生

８０ｍＨ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3  6003 7  1033

9  1012 5  1035

5  6051



予選 10月2日  9:45
決勝 10月2日 15:05

大会記録                        51.40 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 三原陸上　A  4015 山科  昂大     53.81 q  1   3 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上 18005 松永  大河     56.30 q

ﾔﾏｼﾅ ｺｳﾀﾞｲ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ
 4016 下夷  諒吾 18001 桑原  彪斗

ｼﾓｴﾋﾞｽ ﾘｮｳｺﾞ ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾄ
 4012 上田  晴志朗 18002 生馬  陽

ｶﾐﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ ｲｸﾏ ﾊﾙ
 4014 普家  壮太郎 18003 渡邊  瑠那

ﾌｹ ｿｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ
 2   9 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱB 1006 山下  悠真     57.12  2   6 湯田陸上  6097 広瀬  拓海     56.56 q

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾏ ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ
 1009 金内  瑠星  6096 藤井  秀音

ｶﾅｳﾁ ﾙｲ ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ
 1008 推久  聖愛  6094 高田  聖名

ｼｲｸ ｾｱ ﾀｶﾀ ｾﾅ
 1003 中村  勇斗  6093 四戸岸  拓実

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｼﾄｷﾞｼ ﾀｸﾐ
 3   8 御野陸上ｽﾎﾟ少A 6045 小林  千春     57.73  3   4 中条走ろう会  6088 古森  詠士郎     59.12 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ ｺﾓﾘ ｴｲｼﾛｳ
 6048 藤井  千隼  6077 村津  奏

ﾌｼﾞｲ ﾁﾊﾔ ﾑﾗﾂ ｶﾅﾃﾞ
 6049 松本  湊音  6080 前田  竜之介

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 6051 大國  豪流  6079 遠山  大雅

ｵｵｸﾞﾆ ﾀｹﾙ ﾄｵﾔﾏ ﾀｲｶﾞ
 4   2 吉和AC　A  5037 小林  寛真     58.48  4   5 東広島TFC B 11006 飯田  好晟   1:00.21 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏ ｲｲﾀﾞ ｺｳｾｲ
 5041 山根  佑介 11013 荒谷  太一

ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ ｱﾗﾀﾆ ﾀｲﾁ
 5039 藤木  喜一朗 11011 藤田  巧実

ﾌｼﾞｷ ｷｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ
 5038 瀧迫  友晟 11012 吉川  颯人

ﾀｷｻｺ ﾕｳｾｲ ｷｯｶﾜ ﾊﾔﾄ
 5   7 府中空城 15001 藤井  颯太   1:01.75  5   2 御野陸上ｽﾎﾟ少B 6044 小林  奏陽   1:00.94 

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ
15004 川口  碧仁  6047 重政  晴俊

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾄ ｼｹﾞﾏｻ ﾊﾙﾄｼ
15007 三浦  大駕  6041 長田  大輝

ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｷ
15003 槇尾  純誠  6046 三浦  煌世

ﾏｷｵ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ
 6   3 新涯JACｽﾎﾟ少A  6023 卜部  稜盛   1:02.51  6   8 大崎水泳陸上ｸﾗﾌﾞ21005 森岡  悠生   1:07.37 

ｳﾗﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ ﾓﾘｵｶ ﾕｳｲ
 6027 為藤  大輝 21004 田原  猛琉

ﾀﾒﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾀﾊﾗ ﾀｹﾙ
 6024 北村  颯也 21006 川島  謙

ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾔ ｶﾜｼﾏ ﾕｽﾞﾙ
 6028 藤井  陽向 21007 古谷  仁

ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ ﾌﾙﾀﾆ ﾋﾄｼ
 7   5 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂB 5012 恵木  優羽   1:07.85  7   7 新涯JACｽﾎﾟ少B  6030 関山  遼太   1:09.28 

ｴｷﾞ ﾕｳﾜ ｾｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 5007 佐藤  凌晟  6029 赤木  陽斗

ｻﾄｳ ﾘｮｳｾｲ ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾄ
 5013 工藤  凌空  6032 堀田  漕輔

ｸﾄﾞｳ ﾘｸ ﾎｯﾀ ｿｳｽｹ
 5008 田中  蒼空  6031 為藤  好晟

ﾀﾅｶ ｿﾗ ﾀﾒﾄｳ ｺｳｾｲ
 8   4 中筋ｽﾎﾟ少B  1066 河村  英吾   1:10.31 

ｶﾜﾑﾗ ｴｲｺﾞ
 1064 宮武  壱宜

ﾐﾔﾀｹ ｲﾁｷ
 1054 中西  彩斗

ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾄ
 1063 澄川  瀬

ｽﾐｶﾜ ﾗｲ

４×１００ｍＲ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

男子小学生



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 CHASKIｼﾞｭﾆｱA  1036 蘭  尚悟     54.12 q  1   8 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱA 1005 米廣  柊二     52.29 q

ｱﾗﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾖﾈﾋﾛ ｼｭｳｼﾞ
 1032 増原  玄大  1001 末永  大誠

ﾏｽﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ
 1033 岡田  宗馬  1002 嶋田  莞大

ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ
 1028 岩森  遼  1011 浪速  彪翔

ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ
 2   4 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂA 5010 南  柊司     55.80 q  2   4 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  6003 北川  諒     55.29 q

ﾐﾅﾐ ｼｭｳｼﾞ ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ
 5001 青井  泉澄  6001 馬越  遥大

ｱｵｲ ｲｽﾞﾐ ｳﾏｺｼ ﾊﾙﾄ
 5006 恵木  直人  6004 中野  遥己

ｴｷﾞ ﾅｵﾄ ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ
 5009 丹地  晃祐  6002 筑後  蒼人

ﾀﾝﾁ ｺｳｽｹ ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ
 3   5 くれJAC  2005 齋藤  崇朗     57.50  3   5 東広島TFC A 11016 武廣  煌志     56.47 q

ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ ﾀｹﾋﾛ ｺｳｼ
 2001 溝口  旺史朗 11014 堀  凌多

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｵｳｼﾛｳ ﾎﾘ ﾘｮｳﾀ
 2003 道中  煌明 11010 井崎  迅

ﾐﾁﾅｶ ｺｳﾒｲ ｲｻｷ  ｼﾞﾝ
 2002 蔦村  健 11007 大繁  力丸

ﾂﾀﾑﾗ ﾀｹﾙ ｵｵｼｹﾞ ﾘｷﾏﾙ
 4   2 三原陸上　B  4013 岡崎  稔大     58.97  4   7 庄原市A  9013 小野  颯佑     57.51 

ｵｶｻﾞｷ ｼﾞﾝﾀﾞｲ ｵﾉ ｿｳｽｹ
 4041 花本  睦隼  9014 香川  暖

ﾊﾅﾓﾄ ﾘｸﾄ ｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ
 4040 花本  湊音  9015 赤木  歩

ﾊﾅﾓﾄ ﾐﾅﾄ ｱｶｷﾞ ｱﾕﾑ
 4010 堀口  蓮太  9001 中村  敦

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾚﾝﾀ ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ
 5   8 庄原市B  9018 平野  朔矢   1:00.27  5   6 CHASKIｼﾞｭﾆｱB  1030 谷辺  蒼太   1:02.97 

ﾋﾗﾉ ｻｸﾔ ﾀﾆﾍﾞ ｿｳﾀ
 9019 前田  冬也  1037 西尾  雅冬

ﾏｴﾀﾞ ﾄｳﾔ ﾆｼｵ ﾏｻﾄｼ
 9020 藤長  有夢  1038 遊佐  渉陸

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｱﾙﾑ ﾕｻ ｱﾕﾑ
 9021 中山  喜登  1031 川澤  一翔

ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｶﾜｻﾞﾜ ｲｯﾄ
 6   3 因北陸上  5029 玉井  智也   1:02.66  6   3 吉和AC　B  5046 綾目  伊桜   1:04.46 

ﾀﾏｲ ﾄﾓﾔ ｱﾔﾏ ｲｵ
 5028 井川  景太  5040 宮原  寛大

ｲｶﾞﾜ ｹｲﾀ ﾐﾔﾊﾗ ｶﾝﾀ
 5026 長尾  景虎  5043 荻野  直柔

ﾅｶﾞｵ ｹｲﾄ ｵｷﾞﾉ ﾅｵﾅﾘ
 5027 松浦  幹生  5042 吉村  成留

ﾏﾂｳﾗ ﾐｷｵ ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙ
 7   6 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ16004 中山  実馬   1:08.31     2 中筋ｽﾎﾟ少A      

ﾅｶﾔﾏ ｼﾞﾂﾏ DNS
16001 虻川  遼治

ｱﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ
16002 大亀  翔真

ｵｵｶﾒ ｼｮｳﾏ
16003 牛腸  隆介

ｺﾞﾁｮｳ ﾘｭｳｽｹ

男子小学生

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱA 1005 米廣  柊二     51.61 

ﾖﾈﾋﾛ ｼｭｳｼﾞ
 1001 末永  大誠

ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ
 1002 嶋田  莞大

ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ
 1011 浪速  彪翔

ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ
 2   6 三原陸上　A  4015 山科  昂大     53.71 

ﾔﾏｼﾅ ｺｳﾀﾞｲ
 4016 下夷  諒吾

ｼﾓｴﾋﾞｽ ﾘｮｳｺﾞ
 4012 上田  晴志朗

ｶﾐﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ
 4014 普家  壮太郎

ﾌｹ ｿｳﾀﾛｳ
 3   5 CHASKIｼﾞｭﾆｱA  1036 蘭  尚悟     53.79 

ｱﾗﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ
 1032 増原  玄大

ﾏｽﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ
 1033 岡田  宗馬

ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ
 1028 岩森  遼

ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ
 4   7 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  6003 北川  諒     54.81 

ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ
 6001 馬越  遥大

ｳﾏｺｼ ﾊﾙﾄ
 6004 中野  遥己

ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ
 6002 筑後  蒼人

ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ
 5   9 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂA 5010 南  柊司     55.66 

ﾐﾅﾐ ｼｭｳｼﾞ
 5001 青井  泉澄

ｱｵｲ ｲｽﾞﾐ
 5006 恵木  直人

ｴｷﾞ ﾅｵﾄ
 5009 丹地  晃祐

ﾀﾝﾁ ｺｳｽｹ
 6   8 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上 18005 松永  大河     56.03 

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ
18001 桑原  彪斗

ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾄ
18002 生馬  陽

ｲｸﾏ ﾊﾙ
18003 渡邊  瑠那

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ
 7   2 東広島TFC A 11016 武廣  煌志     56.59 

ﾀｹﾋﾛ ｺｳｼ
11014 堀  凌多

ﾎﾘ ﾘｮｳﾀ
11010 井崎  迅

ｲｻｷ  ｼﾞﾝ
11007 大繁  力丸

ｵｵｼｹﾞ ﾘｷﾏﾙ
 8   3 湯田陸上  6097 広瀬  拓海     56.81 

ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ
 6096 藤井  秀音

ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ
 6094 高田  聖名

ﾀｶﾀ ｾﾅ
 6093 四戸岸  拓実

ｼﾄｷﾞｼ ﾀｸﾐ

男子小学生

４×１００ｍＲ
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決勝 10月2日 13:00

大会記録                         5.25 

 ３回の
 最高記録

筑後  蒼人 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ    x   5.42   -    5.42    /          5.42 
ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ         +1.0         +1.0                      +1.0 大会新
瀧迫  友晟 吉和AC    x   4.87  5.08   5.08   4.91  4.94  5.02   5.08 
ﾀｷｻｺ ﾕｳｾｲ         -0.9  +1.5   +1.5   +1.2  +1.1  -0.9   +1.5
村津  奏 中条走ろう会   4.62   x   4.08   4.62   4.62  4.69  4.69   4.69 
ﾑﾗﾂ ｶﾅﾃﾞ   +0.4        -1.8   +0.4   -0.2  -0.8  +0.8   -0.8
米廣  柊二 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  4.22  4.24  4.20   4.24   4.28  4.39  4.48   4.48 
ﾖﾈﾋﾛ ｼｭｳｼﾞ   +0.7  +0.4  -0.2   +0.4   -1.1  +1.1  +1.4   +1.4
堀  凌多 東広島TFC   4.00  4.15  4.24   4.24   4.34  4.40   x    4.40 
ﾎﾘ ﾘｮｳﾀ   +0.6  -0.1  +0.5   +0.5   -1.5  +1.5         +1.5
桑原  彪斗 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  4.37  3.74  4.28   4.37   4.37  4.13  4.22   4.37 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾄ   +0.8  -0.8  -0.3   +0.8   +0.6  -1.0  +0.9   +0.6
馬越  遥大 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   3.88   x   4.37   4.37    x    x    x    4.37 
ｳﾏｺｼ ﾊﾙﾄ   +0.7        +1.7   +1.7                      +1.7
坂井  夢咲 びんごWAC   4.33  3.88  3.97   4.33   4.00  3.87  3.77   4.33 
ｻｶｲ ﾕｻｸ   +1.2  -1.1  +1.3   +1.2   -1.3  -0.1  +1.2   +1.2
阿部  陸斗 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団  4.12  4.21  4.03   4.21             4.21 
ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ   -0.2  +0.1  -0.5   +0.1                      +0.1
榮  仁志 庄原市   4.17  3.71  3.38   4.17             4.17 
ｻｶｴ ﾋﾄｼ   +0.5  -0.8  -0.5   +0.5                      +0.5
上田  晴志朗 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  4.16  3.99  3.65   4.16             4.16 
ｶﾐﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ   +0.4  +0.1  -1.0   +0.4                      +0.4
蘭  尚悟 chaskiｼﾞｭﾆｱ    x   3.89  4.15   4.15             4.15 
ｱﾗﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ         -0.9  +1.3   +1.3                      +1.3
岡崎  稔大 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   3.95  4.14   4.14             4.14 
ｵｶｻﾞｷ ｼﾞﾝﾀﾞｲ         -0.3  +0.3   +0.3                      +0.3
河村  剛希 chaskiｼﾞｭﾆｱ   4.01  3.99  3.99   4.01             4.01 
ｶﾜﾑﾗ ｺﾞｳｷ   +0.7  -1.1  +1.4   +0.7                      +0.7
藤木  喜一朗 吉和AC    x   3.78  3.99   3.99             3.99 
ﾌｼﾞｷ ｷｲﾁﾛｳ         -1.4  +0.0   +0.0                      +0.0
山下  悠真 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  3.95  3.77  3.85   3.95             3.95 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾏ   +1.0  -0.2  +0.1   +1.0                      +1.0
山本  勇史 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  3.77  3.94  3.78   3.94             3.94 
ﾔﾏﾓﾄ ｲｻﾐ   -0.1  +0.7  -0.4   +0.7                      +0.7
推久  聖愛 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  3.74  3.91  3.84   3.91             3.91 
ｼｲｸ ｾｱ   -1.2  +2.3  -0.9   +2.3                      +2.3
遠山  桜雅 中条走ろう会    x   3.88  3.80   3.88             3.88 
ﾄｵﾔﾏ ｵｳｶﾞ         +0.3  -2.8   +0.3                      +0.3
松本  湊音 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.84  3.69  3.62   3.84             3.84 
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾄ   +0.7  +0.5  -1.1   +0.7                      +0.7
宮田  明悟 東広島TFC   3.82  3.76  3.79   3.82             3.82 
ﾐﾔﾀ ｱｻﾄ   +0.5  +0.5  +0.8   +0.5                      +0.5
小仙  清士郎 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.81  3.73  3.64   3.81             3.81 
ｺｾﾝ ｾｲｼﾞﾛｳ   +0.9  -0.4  -0.2   +0.9                      +0.9
髙藤  瑛心 庄原市   3.62  3.70  3.48   3.70             3.70 
ﾀｶﾌｼﾞ ｴｲｼﾝ   +0.4  -0.8  +0.1   -0.8                      -0.8
岩瀧  令 庄原市   3.70  3.51  3.26   3.70             3.70 
ｲﾜﾀｷ ﾘｮｳ   +0.6  +0.0  +2.6   +0.6                      +0.6
居原  晄汰 庄原市   3.59  3.56   x    3.59             3.59 
ｲﾊﾗ ｺｳﾀ   -0.2  +0.6         -0.2                      -0.2
森岡  悠生 大崎水泳陸上ｸﾗﾌ  ゙ 3.22  3.57   x    3.57             3.57 
ﾓﾘｵｶ ﾕｳｲ   +1.0  +0.2         +0.2                      +0.2
森脇  健 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.55   x   3.42   3.55             3.55 
ﾓﾘﾜｷ ﾀｹﾙ   +0.2        -1.1   +0.2                      +0.2
河相  裕成 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.49   x   3.54   3.54             3.54 
ｶﾜｲ ﾕｳｾｲ   +1.0        -0.9   -0.9                      -0.9
山下  瑛司 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   3.28  3.50   x    3.50             3.50 
ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞ   +0.6  -0.8         -0.8                      -0.8
中福  春太 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ   3.48   x   2.87   3.48             3.48 
ﾅｶﾌｸ ﾊﾙﾀ   +0.4        -0.8   +0.4                      +0.4
為藤  大輝 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.45   x   3.44   3.45             3.45 
ﾀﾒﾄｳ ﾀﾞｲｷ   +0.8        +0.7   +0.8                      +0.8
高松  侑永 東広島TFC    x   3.35  3.42   3.42             3.42 
ﾀｶﾏﾂ ﾕｳﾄ         -0.2  +1.6   +1.6                      +1.6
長田  大輝 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.25  3.41  3.25   3.41             3.41 
ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｷ   -1.3  +0.4  -1.6   +0.4                      +0.4
堀口  蓮太 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.38  3.00  3.09   3.38             3.38 
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾚﾝﾀ   +0.8  +0.5  -1.9   +0.8                      +0.8
荻野  直柔 吉和AC   3.38   x    x    3.38             3.38 
ｵｷﾞﾉ ﾅｵﾅﾘ   +1.4               +1.4                      +1.4
竹田  真ﾉ介 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   2.43  3.31   3.31             3.31 
ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ         +0.0  -1.1   -1.1                      -1.1

36 39  4011

33 23  6041

34 38  4010

35 2  5043

30 29 14003

31 27  6027

32 46 11017

27 22  6042

28 20  6050

29 47  5062

24 11  9012

25 10  9011

26 52 21005

21 44 11015

22 41 18006

23 9  9010

18 66  1008

19 5  6084

20 21  6049

15 3  5039

16 64  1006

17 65  1007

12 15  1036

13 36  4013

14 14  1039

9 26  6022

10 8  9009

11 37  4012

6 40 18001

7 61  6001

8 50  5019

3 6  6077

4 63  1005

5 43 11014
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 ３回の
 最高記録

川島  謙 大崎水泳陸上ｸﾗﾌ  ゙ 3.30  3.30  3.22   3.30             3.30 
ｶﾜｼﾏ ﾕｽﾞﾙ   +0.0  +0.7  -1.0   +0.0                      +0.0
遊佐  渉陸 chaskiｼﾞｭﾆｱ   3.27  3.20  3.26   3.27             3.27 
ﾕｻ ｱﾕﾑ   -0.4  +0.2  +1.6   -0.4                      -0.4
永田  怜也 吉和AC   2.98  3.27  3.02   3.27             3.27 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳﾔ   +0.0  -0.2  -1.7   -0.2                      -0.2
松浦  永宝 湯田陸上   3.22   x    x    3.22             3.22 
ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙﾀｶ   -1.7               -1.7                      -1.7
田中  蒼空 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  3.20  3.18  2.77   3.20             3.20 
ﾀﾅｶ ｿﾗ   -1.3  +0.7  -1.1   -1.3                      -1.3
河野  遥音 府中空城    x   3.20  3.04   3.20             3.20 
ｺｳﾉ ﾊﾙﾄ         +2.1  -1.4   +2.1                      +2.1
南  柊司 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  2.98  3.19  3.12   3.19             3.19 
ﾐﾅﾐ ｼｭｳｼﾞ   -1.2  -0.1  -0.5   -0.1                      -0.1
渡邊  瑠那 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   3.18  2.93   3.18             3.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ         -0.1  +0.2   -0.1                      -0.1
川口  光稀 大崎水泳陸上ｸﾗﾌ  ゙  x    x   3.17   3.17             3.17 
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ               -0.7   -0.7                      -0.7
西尾  雅冬 chaskiｼﾞｭﾆｱ   3.15  3.13  2.88   3.15             3.15 
ﾆｼｵ ﾏｻﾄｼ   +0.5  +0.3  +0.9   +0.5                      +0.5
為藤  好晟 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.14  3.14  3.00   3.14             3.14 
ﾀﾒﾄｳ ｺｳｾｲ   -2.0  -0.2  -1.1   -2.0                      -2.0
藤井  洸樹 中条走ろう会   3.05  3.12  3.05   3.12             3.12 
ﾌｼﾞｲ ﾐﾂｷ   +0.6  -0.5  -1.2   -0.5                      -0.5
道方  悠翔 府中空城   3.05  3.05  2.64   3.05             3.05 
ﾐﾁｶﾀ ﾕｳｼｮｳ   +1.1  -0.1  +0.5   -0.1                      -0.1
河村  英吾 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団   2.69  2.73  3.02   3.02             3.02 
ｶﾜﾑﾗ ｴｲｺﾞ   +1.1  -1.1  +1.2   +1.2                      +1.2
辻  琥太郎 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ    x   3.00  2.88   3.00             3.00 
ﾂｼﾞ ｺﾀﾛｳ         +1.6  +1.4   +1.6                      +1.6
田原  猛琉 大崎水泳陸上ｸﾗﾌ  ゙ 2.81  2.61  2.90   2.90             2.90 
ﾀﾊﾗ ﾀｹﾙ   -0.1  -1.0  +1.1   +1.1                      +1.1
玉井  智也 因北陸上    x   2.89   x    2.89             2.89 
ﾀﾏｲ ﾄﾓﾔ         -0.8         -0.8                      -0.8
赤木  陽斗 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団   x    x   2.88   2.88             2.88 
ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾄ               -0.5   -0.5                      -0.5
河村  圭吾 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団   2.64  2.83  2.79   2.83             2.83 
ｶﾜﾑﾗ ｹｲｺﾞ   +1.2  -0.4  -0.8   -0.4                      -0.4
藤原  幸之介 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  2.79  2.82   x    2.82             2.82 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾉｽｹ   -1.7  -0.1         -0.1                      -0.1
宮武  壱宜 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団   2.70  2.09  2.59   2.70             2.70 
ﾐﾔﾀｹ ｲﾁｷ   +0.4  -0.7  +0.8   +0.4                      +0.4
恵木  優羽 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  2.41  2.54   x    2.54             2.54 
ｴｷﾞ ﾕｳﾜ   +0.4  -0.5         -0.5                      -0.5
羽村  一希 中野東    x   2.26   x    2.26             2.26 
ﾊﾑﾗ ｶｽﾞｷ         -1.5         -1.5                      -1.5
久保  結人 因北陸上    x   2.14   x    2.14             2.14 
ｸﾎﾞ ﾕｲﾄ         -1.8         -1.8                      -1.8
青木  統真 府中空城    x    x   2.07   2.07             2.07 
ｱｵｷ ﾄｳﾏ               -1.3   -1.3                      -1.3
武廣  煌志 東広島TFC    x    x    x                   NM
ﾀｹﾋﾛ ｺｳｼ                                                   
中西  彩斗 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団                   DNS
ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾄ                                 
矢野  隼士 府中空城                   DNS
ﾔﾉ ﾊﾔﾄ                                 
伊達  冬偉 三次市立吉舎小学校                   DNS
ﾀﾞﾃ ﾄｳｲ                                 
白根  志樹 湯田陸上                   DNS
ｼﾗﾈ ﾓﾄｷ                                 

56  6098

18  1054

30 15012

49  8012

60 35  5031

61 32 15009

45 11016

57 17  1064

58 60  5012

59 48  1069

54 25  6029

55 19  1055

56 59  5014

51 28 14006

52 51 21004

53 34  5029

48 7  6078

49 31 15011

50 16  1066

45 53 21008

46 12  1037

47 24  6031

42 33 15010

43 58  5010

44 42 18003

39 4  5044

40 55  6099

41 57  5008
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37 54 21006

38 13  1038
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[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.2

 1 前崎  陽仁 広島市立古田中学校    23.50 q  1 岩崎  倭士 府中空城     23.09 q
ﾏｴｻｷ ｱｷﾋﾄ ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ

 2 橋本  優音 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     24.55  2 古森  翔大 中条走ろう会     23.44 q
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ

 3 石川  蒼大 東広島TFC     24.62  3 長田  晴輝 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    23.68 q
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ

 4 新見  涼太 庄原市     25.86  4 坪倉  璃典 庄原市     24.47 q
ﾆｲﾐ ﾘｮｳﾀ ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘﾂ

  山下  優陽 中条走ろう会       5 武田  颯依 吉和AC     25.46 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾋ ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ

  松本  莉玖 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      6 北川  稔 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     26.82 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｷﾀｶﾞﾜ　ｼﾞﾝ

  大谷  陽音 びんごWAC       7 鶴田  琉之介 東広島TFC     27.18 
ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

  坂口  琉嘉 府中空城       8 山手  健輔 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     27.63 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｶ ﾔﾏﾃ ｹﾝｽｹ

  井上  依咲 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ        井上  航生 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ｲﾉｳｴ ｲｯｻ ｲﾉｳｴ ｺｳｷ

[ 3組] 風速 +0.8

 1 高橋  輝 府中空城     23.49 q
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ

 2 清水  璃空 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    23.70 q
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ

 3 藤井  亮太 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    24.02 q
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ

 4 黑野  武之 庄原市     25.02 
ｸﾛﾉ ﾀｹﾕｷ

 5 中曽  瑛太 庄原市     25.77 
ﾅｶｿ ｴｲﾀ

 6 永田  理人 吉和AC     29.25 
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾄ

  佐藤  響太 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ

  高橋  然 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ      
ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝ

風速 -2.0

 1 岩崎  倭士 府中空城     23.27 
ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ

 2 高橋  輝 府中空城     23.33 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ

 3 古森  翔大 中条走ろう会     23.54 
ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ

 4 前崎  陽仁 広島市立古田中学校    23.75 
ﾏｴｻｷ ｱｷﾋﾄ

 5 長田  晴輝 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    23.98 
ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ

 6 藤井  亮太 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    24.41 
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ

 7 坪倉  璃典 庄原市     24.47 
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘﾂ

  清水  璃空 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ DNS

3  9044

9  4019

8  6067

2  6070

7  6090

5  1068

記録／備考
4 15015

6 15016

決勝
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4  6071
DNS

5  5067
DNS

6  9046

9  5056

7  6070

2  9045

3 15016

8  4019

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  6006 9  4018
DNS DNS

8 15017 2  5064
DNS

6  5018 8 11039
DNS

4  6065 1  6007
DNS

2  6092 6  5059
DNS

1  9047 3  9044

7 11027 7  6067

3  5065 5  6090

5  1068 4 15015
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 御野陸上ｽﾎﾟ少A 6067 長田  晴輝     45.62 

ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ
 6069 高橋  康誠

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
 6068 馬屋原  夢路

ｳﾏﾔﾊﾗ ﾕﾒｼﾞ
 6070 藤井  亮太

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ
 2   5 府中空城A 15019 村上  留唯     46.49 

ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ
15015 岩崎  倭士

ｲﾜｻｷ ﾔﾏﾄ
15014 藤本  龍聖

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ
15016 高橋  輝

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ
 3   7 庄原市A  9056 池本  優笑     47.06 

ｲｹﾓﾄ ﾕｳｼｮｳ
 9046 中曽  瑛太

ﾅｶｿ ｴｲﾀ
 9050 黑野  真之

ｸﾛﾉ ｻﾅﾕｷ
 9045 黑野  武之

ｸﾛﾉ ﾀｹﾕｷ
 4   4 庄原市B  9047 新見  涼太     47.61 

ﾆｲﾐ ﾘｮｳﾀ
 9044 坪倉  璃典

ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘﾂ
 9058 新見  健太

ﾆｲﾐ ｹﾝﾀ
 9053 兼次  泰政

ｶﾈﾂｸﾞ ﾀｲｾｲ
 5   2 三原陸上  4018 井上  航生     47.70 

ｲﾉｳｴ ｺｳｷ
 4020 井上  莉生

ｲﾉｳｴ ﾘｵ
 4021 大髙  史人

ｵｵﾀｶ ﾌﾐﾄ
 4019 清水  璃空

ｼﾐｽﾞ ﾘｸ
 6   9 吉和AC　A  5055 金川  世夏     49.95 

ｶﾈｶﾜ ｾﾅ
 5057 天川  佑介

ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ
 5056 永田  理人

ﾅｶﾞﾀ ﾘﾄ
 5059 武田  颯依

ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲ
 7   1 東広島TFC 11027 石川  蒼大     52.20 

ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ
11039 鶴田  琉之介

ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
11028 杉本  音和

ｽｷﾞﾓﾄ ｵﾄﾜ
11029 松村  悠生

ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ
    3 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  5070 新田  大智      

ﾆｯﾀ ﾀﾞｲﾁ DQ
 5065 橋本  優音

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ
 5068 魚谷  健仁

ｳｵﾀﾆ ｹﾝﾄ
 5064 山手  健輔

ﾔﾏﾃ ｹﾝｽｹ
    8 御野陸上ｽﾎﾟ少B      

DNS

男子中学生

４×１００ｍＲ

決勝
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1m59 1m62 1m65 1m70
天川  佑介 吉和AC - - - - - o - o - -
ｱﾏｶﾜ ﾕｳｽｹ o - xxo xxx
大髙  史人 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団- - - - - o o o o o
ｵｵﾀｶ ﾌﾐﾄ o xxo xxx
藤本  龍聖 府中空城 - - - - o o o xxo o xxx
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ
黑永  拓海 庄原市 - - - - o xo o o xxo xxx
ｸﾛﾅｶﾞ ﾀｸﾐ
松村  悠生 東広島TFC - - - - - o xo o xxo xxx
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ
桒田  湊太郎 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団- - - o o xo o xxo xxx
ｸﾜﾀ ｿｳﾀﾛｳ
魚谷  健仁 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ - - - o o o o xxx
ｳｵﾀﾆ ｹﾝﾄ
新田  大智 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ - - - o o o xxx
ﾆｯﾀ ﾀﾞｲﾁ
黑野  真之 庄原市 o o o o o xo xxx
ｸﾛﾉ ｻﾅﾕｷ
茅  純 庄原市 o o o o xo xxx
ｶﾔ ｼﾞｭﾝ
杉本  音和 東広島TFC - o o xxx
ｽｷﾞﾓﾄ ｵﾄﾜ
金川  世夏 吉和AC - - o xxx
ｶﾈｶﾜ ｾﾅ
岩崎  煌大 府中空城 xxx NM
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ
平田  愛青 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 DNS
ﾋﾗﾀ ｱｲｾｲ
重政  夢月 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 DNS
ｼｹﾞﾏｻ ﾑﾂｷ
土居  龍生 庄原市 DNS
ﾄﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
村上  留唯 府中空城 DNS
ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ
高橋  凛二 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ DNS
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｼﾞ
大久保  大和 吉和AC DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ

決勝 10月2日 12:00

 ３回の
 最高記録

井上  莉生 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ｲﾉｳｴ ﾘｵ
入川  龍馬 竹原市陸上競技協会
ｲﾘｶﾜ ﾘｮｳﾏ
栁生  陽日紀 庄原市
ﾔｷﾞｭｳ ﾋﾋﾞｷ
馬屋原  夢路 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ｳﾏﾔﾊﾗ ﾕﾒｼﾞ
兼次  泰政 庄原市
ｶﾈﾂｸﾞ ﾀｲｾｲ
高橋  康誠 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
水間  雄吾 庄原市
ﾐｽﾞﾏ ﾕｳｺﾞ
栗下  遼駕 庄原市 DNS
ｸﾘｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ

                    

   6.74   5.86  6.12  6.37  6.74   6.63

7  9052       

7 6  9055   6.54  6.74

  6.47   6.47    x   6.67  6.79  6.79 

   8.15   8.21  7.69  7.88  8.21   7.54

6 2  6069   5.59  6.37

5 5  9053   8.14  8.15

  8.36  8.30  8.14  8.36 

   8.12   8.51  7.85  9.03  9.03 

  8.79  9.45  9.04  9.45 

3 4  9054   7.99  8.12  7.90

2 3  3003   8.89  8.63   x    8.89

4 1  6068   8.13  8.00  7.81   8.13

記録 備考

1 8  4020   9.27  8.51 10.24  10.24   9.83

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

 10.31  9.92 10.31 

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

18  5058      

男子中学生

砲丸投

9 15019      

11  5066
     

2  6064      

4  9049      

8 15018      

1  6063      

11 15 11028  1.25

11 17  5055  1.25

9 6  9050  1.40

10 5  9051  1.35

7 12  5068  1.45

8 13  5070  1.40

4 16 11029  1.53

6 3  6066  1.50

3 10 15014  1.53

4 7  9048  1.53

1 19  5057  1.65

2 14  4021  1.62

1m45 1m50 1m53 1m56
記録 備考

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子中学生

走高跳
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
    4 三原陸上      

DNS

決勝 10月2日 13:00

大会記録                      8:42.15 

 1 伊藤  潤 三原市体協   9:35.85 ラップタイム
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

 2 高橋  和也 三原市体協   9:49.61 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ

 3 森本  憲治 府中空城  10:09.39 
ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

 4 谷光  修二 三原市体協  10:19.80 
ﾀﾆﾐﾂ ｼｭｳｼﾞ

 5 森  慎二 三原市体協  10:31.56 
ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ

 6 福地  栄治 三原市体協  10:39.65 
ﾌｸﾁ ｴｲｼﾞ

 7 奥  充弘 三原市体協  10:51.15 
ｵｸ ﾐﾂﾋﾛ

 8 濱本  裕樹 中野東  11:08.36 
ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

  角島  誓之助 三原市体協      
ｶｸｼﾏ ｾｲﾉｽｹ

  生信  貴至 竹原市陸上競技協会     
ｲｷﾉﾌﾞ ﾀｶｼ

  山田谷  真志 竹原市陸上競技協会     
ﾔﾏﾀﾞﾔ ﾏｻｼ

  三宅  康夫 川口東      
ﾐﾔｹ ﾔｽｵ

  中村  学 三原市体協      
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ

  東  伸泰 三原市体協      
ｱｽﾞﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ

6  4009
DNS

8  4007
DNS

DNS

11  4004
DNF

1  3002
DNS

2  3001
DNS

3  6116

10  4005

14  4001

13  4002

5  1073

9  4006

7  4008

4 15013

12  4003

記録／備考

男子高校生

４×１００ｍＲ

決勝

男子一般

３０００ｍ

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名

1600m
2000m
2400m
2800m

ナンバー
9
9
9
9
9
9
9
9

距離
400m
800m
1000m
1200m

時間
1,13.
2,30.
3,08.
3,47.

4006
4006
4006

5,05.
6,23.
7,41.
8,59.

4006
4006
4006
4006
4006



決勝 10月2日 14:40

大会記録                        43.6  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 府中空城 15020 垣内  優真     47.20 

ｶｷｳﾁ ﾕｳﾏ
15022 桑野  哉汰

ｸﾜﾉ ｶﾅﾀ
15021 藤原  育歩

ﾌｼﾞﾊﾗ ｲｸﾎ
15024 小川  博正

ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ
    6 UPHILL      

DNS

決勝 10月2日 12:00

 ３回の
 最高記録

前田  秀尚 吉和AC
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾅｵ

備考

1 1  5060   5.46  5.64   x    5.64   5.98  6.02

-2- -3- -4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

   x   6.02 

決勝

男子一般

４×１００ｍＲ

決勝

男子一般

砲丸投



決勝 10月2日 10:45

大会記録                        13.08 

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.2

 1 辰本  心徠 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.81  1 山本  彩礼 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.67 
ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ

 2 杉原  晴 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.59  2 田中  萌夢 東広島TFC     14.95 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾓｱ

 3 大久保  美紅 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   15.08  3 古田  優芽 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   15.40 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｸ ﾌﾙﾀ ﾕﾒ

 4 八谷  紫乃 庄原市     15.28  4 大島  莉子 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    15.43 
ﾔﾀｶﾞｲ ｼﾉ ｵｵｼﾏ ﾘｺ

 5 清水  葵咲 chaskiｼﾞｭﾆｱ     15.64  5 山崎  りの 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     16.12 
ｼﾐｽﾞ ｷｻ ﾔﾏｻｷ ﾘﾉ

 6 楢山  凛乃 府中空城     16.09  6 近光  摩桜 中野東     16.36 
ﾅﾗﾔﾏ ﾘﾝﾉ ﾁｶﾐﾂ ﾏｵ

 7 丸山  莉穂 ｻﾝﾌﾜﾜｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ少年    17.17  7 井上  桜 くれJAC     16.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾎ ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ

 8 弓場  穂の花 作木小学校     17.38  8 池田  未来 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     17.63 
ﾕﾐﾊﾞ ﾎﾉｶ ｲｹﾀﾞ ﾐﾗｲ

  日野  采愛 湯田陸上        河野  乃愛 中条走ろう会      
ﾋﾉ ｺﾄｱ ｺｳﾉ ﾉｱ

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 -0.1

 1 中澤  心菜 東広島TFC     14.11  1 濱中  穂乃花 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.29 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ

 2 山手  里桜 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   14.84  2 難波  琉亜那 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.33 
ﾔﾏﾃ ﾘｵ ﾅﾝﾊﾞ ﾙｱﾅ

 3 角谷  菜乃羽 庄原市     15.19  3 佐近  陽菜 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     15.22 
ｽﾐﾀﾆ ﾅﾉﾊ ｻｺﾝ ﾊﾙﾅ

 4 進藤  和奏 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     15.30  4 和田  こはる ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     15.27 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ ﾜﾀﾞ ｺﾊﾙ

 5 恵木  彩菜美 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    15.71  5 宇根  美波 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     15.61 
ｴｷﾞ ｻﾅﾐ ｳﾈ ﾐﾅﾐ

 6 後藤  理沙 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.76  6 柳樂  芽衣 庄原市     15.99 
ｺﾞﾄｳ ﾘｻ ﾅｷﾞﾗ ﾒｲ

 7 前田  帆花 三次市立十日市小学校    16.23  7 秋本  遥香 ｻﾝﾌﾜﾜｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ少年    16.60 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ ｱｷﾓﾄ ﾊﾙｶ

 8 安藤  莉子 chaskiｼﾞｭﾆｱ     16.49  8 堀田  沙椰 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    20.71 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｺ ﾎｯﾀ ｻﾅ

 9 石田  心緒菜 びんごWAC     16.52   水島  結愛 中条走ろう会      
ｲｼﾀﾞ ﾐｵﾅ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｱ

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +0.9

 1 村井  咲希 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.84  1 山本  紗羅 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    14.25 
ﾑﾗｲ ｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ

 2 浜井  優里 chaskiｼﾞｭﾆｱ     15.23  2 香川  珠妃 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.29 
ﾊﾏｲ ﾕｳﾘ ｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ

 3 橋本  真音 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    15.44  3 向山  昊芳 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   15.07 
ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ ﾑｺﾔﾏ ﾅﾎ

 4 松藤  那奈 くれJAC     15.67  4 桃谷  煌? びんごWAC     15.67 
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾅﾅ ﾓﾓﾀﾆ ｷﾗﾘ

 5 高取  希江 東広島TFC     15.71  5 佐伯  京香 府中空城     15.95 
ﾀｶﾄﾘ ｷｴ ｻｲｷ ｷｮｳｶ

 6 池田  萌渉 庄原市     15.80  6 吉岡  莉彩 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     16.22 
ｲｹﾀﾞ ﾓﾜ ﾖｼｵｶ ﾘｻ

 7 岡野  紗良 因北陸上     17.23  7 家入  野々香 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.36 
ｵｶﾉ ｻﾗ ｲｴｲﾘ ﾉﾉｶ

  貝原  来彩 中条走ろう会       8 新田  乃愛 くれJAC     16.92 
ｶｲﾊﾗ ｸﾚｱ ﾆｯﾀ ﾉｱ

  佐藤  海心 湯田陸上       9 辻  陽莉 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     18.94 
ｻﾄｳ ｳﾐ ﾂｼﾞ ﾋﾏﾘDNS

DNS
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1  1019 7 14002
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DNS DNS
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5  6103 2  6082

2  8008 1  1061

3 21002 5  2006

8 15027 8  1070

6  1041 9  6015

7  9025 3  5011

1  6111 6 16005

9  1018 4 11019

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  6008 7  1040

女子小学生

１００ｍ

予選

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 7組] 風速 -0.9 [ 8組] 風速 +0.7

 1 石田  煌歩 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   14.83  1 今津  由良 府中空城     14.70 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾎ ｲﾏﾂﾞ ﾕﾗ

 2 中林  琉莉 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     15.27  2 畑田  紗知 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.05 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾘ ﾊﾀﾀﾞ ｻﾁ

 3 宮地  麻里亜 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    15.61  3 猪原  美月 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.08 
ﾐﾔﾁ ﾏﾘｱ ｲﾉﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ

 4 大坪  心羽 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.75  4 藤田  帆乃栞 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.95 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾐｳ ﾌｼﾞﾀ ﾎﾉｶ

 5 正田  実紅 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   16.45  5 高橋  柚 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   16.43 
ﾏｻﾀﾞ ﾐｸ ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ

 6 今西  瑞希 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.68  6 中山  未来 因北陸上     17.24 
ｲﾏﾆｼ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾗｲ

 7 辻  恋羽 大柿陸上ｸﾗﾌﾞ     16.96  7 櫻庭  綾花 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     18.05 
ﾂｼﾞ ｺﾊｳ ｻｸﾗﾊﾞ ｱﾔｶ

 8 玉井  美和 因北陸上     18.55   山崎  華音 甲奴小学校      
ﾀﾏｲ ﾐﾜ ﾔﾏｻｷ ｶﾉﾝ

  平原  心夏 東広島TFC        和泉  凛咲 湯田陸上      
ﾋﾗﾊﾞﾗ ｺｺﾅ ｲｽﾞﾐ ﾘｻ

[ 9組] 風速 +0.8

 1 高椋  未彩 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   15.10 
ﾀｶﾑｸ ﾐｲﾛ

 2 藤原  胡桃子 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.16 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄｺ

 3 河野  瑚々茉 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.42 
ｺｳﾉ ｺｺﾏ

 4 山口  空 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.60 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ

 5 小崎  栞奈 府中空城     15.81 
ｺｻﾞｷ ｶﾝﾅ

 6 森吉  愛心 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.17 
ﾓﾘﾖｼ ｱｺ

 7 野口  咲羽 因北陸上     16.53 
ﾉｸﾞﾁ ｻﾜ

 8 佐々木  麻帆 甲奴小学校     17.39 
ｻｻｷ ﾏﾎ

  井上  歩友夢 湯田陸上      
ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ

決勝 10月2日 13:30

風速 +0.6 風速 +0.0

 1 辰本  心徠 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.72  1 今津  由良 府中空城     14.88 
ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ ｲﾏﾂﾞ ﾕﾗ

 2 中澤  心菜 東広島TFC     14.01  2 石田  煌歩 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   14.92 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ ｲｼﾀﾞ ｱｷﾎ

 3 濱中  穂乃花 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.22  3 田中  萌夢 東広島TFC     15.03 
ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ ﾀﾅｶ ﾓｱ

 4 山本  紗羅 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    14.29  4 猪原  美月 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.09 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ ｲﾉﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ

 5 香川  珠妃 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.30  4 村井  咲希 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.09 
ｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ ﾑﾗｲ ｻｷ

 6 難波  琉亜那 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.37  6 向山  昊芳 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   15.15 
ﾅﾝﾊﾞ ﾙｱﾅ ﾑｺﾔﾏ ﾅﾎ

 7 杉原  晴 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.62  7 畑田  紗知 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.17 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙ ﾊﾀﾀﾞ ｻﾁ

 8 山本  彩礼 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.65  8 山手  里桜 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙   15.18 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ ﾔﾏﾃ ﾘｵ

8  4023

4  6112

5  6053

3  6109

9 11019

2  6055

7 15025

6  6108

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1018

3  1040

8  1017

9 18014

7  1016

6  5004

4  6008

5 11021

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  6101
DNS

女子小学生

決勝

100ｍA決勝 100ｍB決勝

決勝

8  5035

5  8004

6 15026

4  6033

1 18009

2  4024

3 16009

9  6062

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1 11020 8  6100
DNS DNS

6  5033 3  8006
DNS

2 14001 9  1060

9 18016 5  5036

3 16007 6 16006

5  6059 1 18010

7  5003 2  6055

8  1058 7  4023

4  6108 4 15025
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子小学生

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 10月2日 12:05
決勝 10月2日 13:50

大会記録                        12.30 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 江原  杏月芭 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     12.43 q  1 中串  葵帆 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.10 q
ｴﾊﾗ ｱｽﾞﾊ ﾅｶｸﾞｼ ｷﾎ

 2 佐々木  寧音 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.64  2 岩岡  紗愛 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.93 
ｻｻｷ ﾈﾈ ｲﾜｵｶ ｻﾗ

 3 安友  美南 府中空城     14.89  3 宮地  優里亜 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    17.29 
ﾔｽﾄﾓ ﾐﾅ ﾐﾔﾁ ﾕﾘｱ

 4 藤木  塔子 吉和AC     17.20  4 奥田  真央 庄原市     18.07 
ﾌｼﾞｷ ﾄｳｺ ｵｸﾀﾞ ﾏｵ

 5 森  悠佳 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    18.12  5 吉村  優成 吉和AC     18.95 
ﾓﾘ ﾕｳｶ ﾖｼﾑﾗ ﾕﾅ

 6 松田  結菜 中条走ろう会     18.21   前原  袮音 湯田陸上      
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲﾅ ﾏｴﾊﾗ ﾈﾈ

  久川  愛月 湯田陸上        小出  朋佳 中条走ろう会      
ﾋｻｶﾜ ｱﾂﾞｷ ｺｲﾃﾞ ﾄﾓｶ

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +1.5

 1 山路  舞香 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.68 q  1 菊屋  美心 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     14.17 q
ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ ｷｸﾔ ﾐｺ

 2 宮川  歩佳 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.65  2 今西  咲希 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    14.31 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾕｶ ｲﾏﾆｼ ｻｷ

 3 柏原  奈々海 因北陸上     15.29  3 貝塚  結奈 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.51 
ｶｼﾊﾗ ﾅﾅﾐ ｶｲｽﾞｶ ﾕﾅ

 4 浅居  萌香 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    16.21  4 伊藤  千晴 庄原市     16.89 
ｱｻｲ ﾓｶ ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ

 5 土谷  杏來 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    16.98  5 岡田  真緒 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団    17.40 
ﾂﾁﾔ ｱﾝｸ ｵｶﾀﾞ ﾏｵ

 6 藤井  天音 中条走ろう会     18.23  6 山根  莉愛 作木小学校     18.61 
ﾌｼﾞｲ ｱﾏﾈ ﾔﾏﾈ ﾘｱ

 7 杉谷  芽衣子 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ    19.36   畑  京伽 府中空城      
ｽｷﾞﾀﾆ ﾒｲｺ ﾊﾀ ｷｮｳｶ

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 +0.0

 1 池久保  里笑 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.28 q  1 島田  沙來 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.40 q
ｲｹｸﾎﾞ ﾘｴ ｼﾏﾀﾞ ｻﾗ

 2 垰山  杏那 chaskiｼﾞｭﾆｱ     14.33  2 田中  莉愛菜 東広島TFC     13.57 q
ﾀｵﾔﾏ ｱﾝﾅ ﾀﾅｶ ﾘｵﾅ

 3 山口  綾愛 東広島TFC     16.55  3 主枝  三織 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    15.50 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾒ ﾇｼｴﾀﾞ ﾐｵﾘ

 4 野村  舞 吉和AC     16.80  4 藤谷  桃羽 庄原市     16.87 
ﾉﾑﾗ ﾏｲ ﾌｼﾞﾀﾆ ﾓﾓﾊ

 5 田岡  千奈 庄原市     16.87  5 御田寺  はな 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団     17.10 
ﾀｵｶ ｶｽﾞﾅ ﾐﾀﾃﾗ ﾊﾅ

 6 沖田  楓夏 甲奴小学校     17.58  6 松山  紗和 甲奴小学校     18.20 
ｵｷﾀ ﾌｳｶ ﾏﾂﾔﾏ ｻﾜ

  山田  碧 府中空城        中渡瀬  翠 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ     
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ ﾅｶﾜﾀｾ ﾐﾄﾞﾘ

風速 -0.1

 1 江原  杏月芭 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     12.51 
ｴﾊﾗ ｱｽﾞﾊ

 2 中串  葵帆 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     12.88 
ﾅｶｸﾞｼ ｷﾎ

 3 島田  沙來 chaskiｼﾞｭﾆｱ     13.28 
ｼﾏﾀﾞ ｻﾗ

 4 田中  莉愛菜 東広島TFC     13.35 
ﾀﾅｶ ﾘｵﾅ

 5 山路  舞香 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     13.66 
ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ

 6 池久保  里笑 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ    14.04 
ｲｹｸﾎﾞ ﾘｴ

 7 菊屋  美心 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     14.42 
ｷｸﾔ ﾐｺ

  今西  咲希 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ｲﾏﾆｼ ｻｷ DQ

8  6012

2 18011

9  6016

3  1024

7  1044

4 11026

記録／備考
5  6011

6  6010

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5 15029 7  1025
DNS DNS

2  8003 8  8005

6  9030 5  1067

3  5050 4  9028

4 11025 2 18013

7  1045 3 11026

8  1024 6  1044
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  5015 4 15031
DQ

6  6086 8  8009

4  6052 3  6034

8  1027 5  9027

5  5032 2  1026

7  1046 7 18011

3  6016 6  6012
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  6104 6  6083
DNS DNS

4  6087 2  6105
DNS

2  5017 3  5053

6  5052 7  9029

7 15030 8  5016

3  1047 5  6054

記録／備考
5  6011 4  6010

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子小学生

８０ｍＨ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 10月2日  9:30
決勝 10月2日 15:00

大会記録                        54.25 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 6016 山路  舞香     54.50 q  1   7 東広島TFC A 11019 田中  萌夢     56.50 q

ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ ﾀﾅｶ ﾓｱ
 6008 辰本  心徠 11021 中澤  心菜

ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ
 6010 中串  葵帆 11026 田中  莉愛菜

ﾅｶｸﾞｼ ｷﾎ ﾀﾅｶ ﾘｵﾅ
 6011 江原  杏月芭 11022 河村  陽香

ｴﾊﾗ ｱｽﾞﾊ ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ
 2   6 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 5003 宮地  麻里亜     58.37 q  2   9 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱB 1021 植田  悠樹奈     58.83 q

ﾐﾔﾁ ﾏﾘｱ ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ
 5011 大島  莉子  1018 杉原  晴

ｵｵｼﾏ ﾘｺ ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙ
 5002 橋本  真音  1026 貝塚  結奈

ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ ｶｲｽﾞｶ ﾕﾅ
 5004 山本  紗羅  1022 中  優莉

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ ﾅｶ ﾕｳﾘ
 3   3 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上A 6109 向山  昊芳     58.38 q  3   1 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB 6014 石井  佐和     59.57 

ﾑｺﾔﾏ ﾅﾎ ｲｼｲ ｻﾜ
 6108 石田  煌歩  6018 進藤  和奏

ｲｼﾀﾞ ｱｷﾎ ｼﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ
 6110 小笠原  果心  6009 田口  由奈

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｺ ﾀｸﾞﾁ ﾕﾅ
 6111 大久保  美紅  6012 菊屋  美心

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｸ ｷｸﾔ ﾐｺ
 4   5 CHASKIｼﾞｭﾆｱB  1041 清水  葵咲   1:01.03  4   3 三原陸上  4024 山口  空     59.65 

ｼﾐｽﾞ ｷｻ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ
 1046 宮川  歩佳  4023 畑田  紗知

ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾕｶ ﾊﾀﾀﾞ ｻﾁ
 1049 土井  瑞生  4026 家入  野々香

ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｷ ｲｴｲﾘ ﾉﾉｶ
 1050 真鳥  暖子  4022 岡田  鈴々

ﾏﾄﾘ ﾜｺ ｵｶﾀﾞ ｽｽﾞ
 5   4 庄原市A  9037 五島  小雪   1:02.46  5   6 御野陸上ｽﾎﾟ少A 6054 岩岡  紗愛   1:00.08 

ｺﾞｼﾏ ｺﾕｷ ｲﾜｵｶ ｻﾗ
 9025 八谷  紫乃  6053 村井  咲希

ﾔﾀｶﾞｲ ｼﾉ ﾑﾗｲ ｻｷ
 9035 前田  結愛  6055 猪原  美月

ﾏｴﾀﾞ ﾕｱ ｲﾉﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
 9036 松永  埜  6062 藤原  胡桃子

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄｺ
 6   9 坂ジュニア陸上B18008 脇田  愛奈   1:02.73  6   4 府中空城 15027 楢山  凛乃   1:00.60 

ﾜｷﾀ ｱｲﾅ ﾅﾗﾔﾏ ﾘﾝﾉ
18009 河野  瑚々茉 15028 佐伯  京香

ｺｳﾉ ｺｺﾏ ｻｲｷ ｷｮｳｶ
18012 権田  雛乃 15026 小崎  栞奈

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾅﾉ ｺｻﾞｷ ｶﾝﾅ
18016 今西  瑞希 15025 今津  由良

ｲﾏﾆｼ ﾐｽﾞｷ ｲﾏﾂﾞ ﾕﾗ
 7   2 御野陸上ｽﾎﾟ少B 6060 河野  睦笑   1:02.77  7   8 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ16007 正田  実紅   1:00.77 

ｺｳﾉ ﾄﾓﾜ ﾏｻﾀﾞ ﾐｸ
 6058 畝本  陽菜 16005 古田  優芽

ｳﾈﾓﾄ ﾋﾅ ﾌﾙﾀ ﾕﾒ
 6061 重政  愛衣 16008 豊田  紗菜

ｼｹﾞﾏｻ ﾒｲ ﾄﾖﾀ ｻﾅ
 6059 大坪  心羽 16009 高椋  未彩

ｵｵﾂﾎﾞ ﾐｳ ﾀｶﾑｸ ﾐｲﾛ
 8   8 新涯JACｽﾎﾟ少  6036 小林  由依   1:04.39  8   5 中筋ｽﾎﾟ少  1058 中林  琉莉   1:05.03 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾘ
 6035 佐藤  蒼結  1059 吉岡  莉彩

ｻﾄｳ ｱｵｲ ﾖｼｵｶ ﾘｻ
 6033 森吉  愛心  1060 櫻庭  綾花

ﾓﾘﾖｼ ｱｺ ｻｸﾗﾊﾞ ｱﾔｶ
 6034 岡田  真緒  1061 池田  未来

ｵｶﾀﾞ ﾏｵ ｲｹﾀﾞ ﾐﾗｲ
    1 甲奴小学校       9   2 因北陸上  5033 玉井  美和   1:06.43 

DNS ﾀﾏｲ ﾐﾜ
 5032 柏原  奈々海

ｶｼﾊﾗ ﾅﾅﾐ
 5034 岡野  紗良

ｵｶﾉ ｻﾗ
 5035 野口  咲羽

ﾉｸﾞﾁ ｻﾜ

女子小学生

４×１００ｍＲ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱA 1017 香川  珠妃     55.67 q

ｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ
 1016 濱中  穂乃花

ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ
 1024 池久保  里笑

ｲｹｸﾎﾞ ﾘｴ
 1020 朝山  更来

ｱｻﾔﾏ ｻﾗ
 2   5 CHASKIｼﾞｭﾆｱA  1040 山本  彩礼     56.44 q

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ
 1044 島田  沙來

ｼﾏﾀﾞ ｻﾗ
 1048 粟村  日向子

ｱﾜﾑﾗ ﾋﾅｺ
 1045 垰山  杏那

ﾀｵﾔﾏ ｱﾝﾅ
 3   3 坂ジュニア陸上A18013 主枝  三織     58.63 q

ﾇｼｴﾀﾞ ﾐｵﾘ
18014 難波  琉亜那

ﾅﾝﾊﾞ ﾙｱﾅ
18011 今西  咲希

ｲﾏﾆｼ ｻｷ
18010 藤田  帆乃栞

ﾌｼﾞﾀ ﾎﾉｶ
 4   9 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上B 6113 小松  美晴   1:01.69 

ｺﾏﾂ ﾐﾊﾙ
 6112 山手  里桜

ﾔﾏﾃ ﾘｵ
 6115 細川  理沙

ﾎｿｶﾜ ﾘｻ
 6114 池田  紗梨

ｲｹﾀﾞ ｻﾘ
 5   7 庄原市B  9039 松下  笑舞   1:03.95 

ﾏﾂｼﾀ ｴﾏ
 9040 手塚  心望

ﾃﾂﾞｶ ｺｺﾐ
 9032 河内  花実

ｺｳﾁ ﾊﾅﾐ
 9041 加藤  里埜

ｶﾄｳ ﾘﾉ
 6   6 吉和AC　A  5053 吉村  優成   1:07.12 

ﾖｼﾑﾗ ﾕﾅ
 5052 藤木  塔子

ﾌｼﾞｷ ﾄｳｺ
 5049 小林  愛奈

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 5050 野村  舞

ﾉﾑﾗ ﾏｲ
    2 東広島TFC B      

DNS

    4 中条走ろう会      
DNS

    8 湯田陸上      
DNS

女子小学生

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 6016 山路  舞香     54.23 

ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ
 6008 辰本  心徠 大会新

ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ
 6010 中串  葵帆

ﾅｶｸﾞｼ ｷﾎ
 6011 江原  杏月芭

ｴﾊﾗ ｱｽﾞﾊ
 2   4 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱA 1017 香川  珠妃     55.76 

ｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ
 1016 濱中  穂乃花

ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ
 1024 池久保  里笑

ｲｹｸﾎﾞ ﾘｴ
 1020 朝山  更来

ｱｻﾔﾏ ｻﾗ
 3   7 東広島TFC A 11019 田中  萌夢     56.41 

ﾀﾅｶ ﾓｱ
11021 中澤  心菜

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ
11026 田中  莉愛菜

ﾀﾅｶ ﾘｵﾅ
11022 河村  陽香

ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ
 4   6 CHASKIｼﾞｭﾆｱA  1042 浜井  優里     56.75 

ﾊﾏｲ ﾕｳﾘ
 1040 山本  彩礼

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ
 1044 島田  沙來

ｼﾏﾀﾞ ｻﾗ
 1045 垰山  杏那

ﾀｵﾔﾏ ｱﾝﾅ
 5   9 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上A 6109 向山  昊芳     57.94 

ﾑｺﾔﾏ ﾅﾎ
 6108 石田  煌歩

ｲｼﾀﾞ ｱｷﾎ
 6110 小笠原  果心

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｺ
 6111 大久保  美紅

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｸ
 6   8 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 5003 宮地  麻里亜     58.16 

ﾐﾔﾁ ﾏﾘｱ
 5011 大島  莉子

ｵｵｼﾏ ﾘｺ
 5002 橋本  真音

ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ
 5004 山本  紗羅

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ
 7   3 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱB 1021 植田  悠樹奈     58.70 

ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ
 1018 杉原  晴

ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙ
 1026 貝塚  結奈

ｶｲｽﾞｶ ﾕﾅ
 1022 中  優莉

ﾅｶ ﾕｳﾘ
 8   2 坂ジュニア陸上A18013 主枝  三織     58.84 

ﾇｼｴﾀﾞ ﾐｵﾘ
18014 難波  琉亜那

ﾅﾝﾊﾞ ﾙｱﾅ
18011 今西  咲希

ｲﾏﾆｼ ｻｷ
18010 藤田  帆乃栞

ﾌｼﾞﾀ ﾎﾉｶ

女子小学生
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決勝 10月2日 10:25

大会記録                         5.10 

 ３回の
 最高記録

河村  陽香 東広島TFC   4.04  4.24  4.00   4.24   4.28   x   4.08   4.28 
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ   +0.6  +0.5  +0.0   +0.5   +0.8        +1.7   +0.8
岡田  鈴々 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.89  3.77  3.79   3.89   3.80   x   4.24   4.24 
ｵｶﾀﾞ ｽｽﾞ   +0.7  -0.1  +1.5   +0.7   +0.7        +0.8   +0.8
朝山  更来 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  4.12  3.99  4.04   4.12   2.84  2.68  4.05   4.12 
ｱｻﾔﾏ ｻﾗ   +1.0  +1.3  +1.1   +1.0   +0.9  +1.5  +2.0   +1.0
田口  由奈 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   4.02  3.80  3.86   4.02   3.99  4.00   x    4.02 
ﾀｸﾞﾁ ﾕﾅ   +0.0  +0.4  -1.0   +0.0   +0.4  +1.0         +0.0
小笠原  果心 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙ 3.70   x   3.71   3.71   3.84  3.61  3.73   3.84 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｺ   +0.7        +1.5   +1.5   +0.3  -0.5  +1.4   +0.3
石井  佐和 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   3.75  3.34  3.66   3.75    x    x    x    3.75 
ｲｼｲ ｻﾜ   +0.0  -0.6  +0.6   +0.0                      +0.0
植田  悠樹奈 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  3.64  3.46  3.43   3.64    x   3.59  3.49   3.64 
ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ   +0.3  +1.4  +1.0   +0.3         +0.0  +0.8   +0.3
田中  和奈 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  3.52  3.63  3.43   3.63   3.59  3.62   x    3.63 
ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ   +0.8  +0.8  +2.1   +0.8   +0.7  +0.6         +0.8
谷口  いこい 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ    x   3.56  3.62   3.62             3.62 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｺｲ         +0.3  +1.0   +1.0                      +1.0
武田  ひなた 東広島TFC    x   3.57  3.57   3.57             3.57 
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ         +0.6  +0.7   +0.6                      +0.6
豊田  紗菜 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙ 3.50  3.36  3.56   3.56             3.56 
ﾄﾖﾀ ｻﾅ   +0.3  +0.5  +0.4   +0.4                      +0.4
春日  穂花 chaskiｼﾞｭﾆｱ   3.33  3.52  3.52   3.52             3.52 
ｶｽｶﾞ ﾎﾉｶ   +0.4  -0.1  +0.9   -0.1                      -0.1
山根  惺 府中空城    x   3.49  3.21   3.49             3.49 
ﾔﾏﾈ ｾｲﾅ         -0.7  +0.3   -0.7                      -0.7
池田  紗梨 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙ 3.23  3.47  3.40   3.47             3.47 
ｲｹﾀﾞ ｻﾘ   +1.0  +1.8  +1.3   +1.8                      +1.8
河内  花実 庄原市   3.42  3.30  3.43   3.43             3.43 
ｺｳﾁ ﾊﾅﾐ   +0.5  +0.8  +0.4   +0.4                      +0.4
小松  美晴 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙ 3.38  3.00  3.22   3.38             3.38 
ｺﾏﾂ ﾐﾊﾙ   +1.0  +0.8  +1.2   +1.0                      +1.0
小林  愛奈 吉和AC   3.20  3.35  3.31   3.35             3.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ   +0.5  +0.0  +0.4   +0.0                      +0.0
吉田  寧音 東広島TFC   3.28  3.34  3.34   3.34             3.34 
ﾖｼﾀﾞ ﾈﾈ   +0.8  +1.1  +0.2   +0.2                      +0.2
秋本  明日香 ｻﾝﾌﾜﾜｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ少年   x   3.32   x    3.32             3.32 
ｱｷﾓﾄ ｱｽｶ         +0.3         +0.3                      +0.3
真鳥  暖子 chaskiｼﾞｭﾆｱ   3.00  3.29  2.96   3.29             3.29 
ﾏﾄﾘ ﾜｺ   -0.2  +1.4  +1.1   +1.4                      +1.4
小林  望乃愛 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.15  3.15  3.26   3.26             3.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉｱ   +0.5  +0.3  +0.0   +0.0                      +0.0
光行  妃和 庄原市   2.93  3.11  3.21   3.21             3.21 
ﾐﾂﾕｷ ﾋﾖﾘ   +0.9  +0.8  +1.7   +1.7                      +1.7
髙橋  七海 庄原市   3.10  2.76  3.19   3.19             3.19 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ   +0.9  +0.4  +0.2   +0.2                      +0.2
中  優莉 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ  3.16  2.91  2.69   3.16             3.16 
ﾅｶ ﾕｳﾘ   +0.7  +0.6  +0.7   +0.7                      +0.7
小山  美玲 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   3.16   x    3.16             3.16 
ｺﾔﾏ ﾐﾚｲ         -0.1         -0.1                      -0.1
佐藤  蒼結 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団  3.05  3.00  2.55   3.05             3.05 
ｻﾄｳ ｱｵｲ   +0.6  +1.0  +1.7   +0.6                      +0.6
光戸  彩乃 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙  x   3.03  2.89   3.03             3.03 
ﾐﾄ ｱﾔﾉ         +0.8  +1.0   +0.8                      +0.8
深野  百愛 府中空城   3.01  2.85  2.67   3.01             3.01 
ﾌｶﾉ ﾓｱ   +1.1  +0.7  +0.3   +1.1                      +1.1
小林  由依 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団   x   2.95  2.97   2.97             2.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ         +0.4  +1.1   +1.1                      +1.1
増村  智美 吉和AC   2.94   x    x    2.94             2.94 
ﾏｽﾑﾗ ﾄﾓﾐ   +1.0               +1.0                      +1.0
米村  香穂 庄原市   2.85  2.87  2.91   2.91             2.91 
ﾖﾈﾑﾗ ｶﾎ   +0.6  +0.8  +0.3   +0.3                      +0.3
重政  愛衣 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  2.80  2.90  2.89   2.90             2.90 
ｼｹﾞﾏｻ ﾒｲ   +0.0  +0.3  +0.1   +0.3                      +0.3
細川  理沙 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌ ゙ 2.45  2.87  2.78   2.87             2.87 
ﾎｿｶﾜ ﾘｻ   +0.5  +0.9  +1.4   +0.9                      +0.9
粟村  日向子 chaskiｼﾞｭﾆｱ   2.87         2.87             2.87 
ｱﾜﾑﾗ ﾋﾅｺ   +0.6               +0.6                      +0.6
脇田  愛奈 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  2.69  2.74  2.60   2.74             2.74 
ﾜｷﾀ ｱｲﾅ   +0.8  +0.2  +1.1   +0.2                      +0.2
河野  睦笑 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団  2.71  2.51  2.50   2.71             2.71 
ｺｳﾉ ﾄﾓﾜ   -0.2  +0.1  +0.4   -0.2                      -0.2

36 33  6060

34 42  1048

35 37 18008

32 34  6061

33 8  6115

30 40  5051

31 23  9034

28 20 15033

29 10  6036

26 9  6035

27 31 16010

24 30  1022

25 35  6056

22 26  9031

23 24  9033

20 43  1050

21 36  6057

18 4 11041

19 14 21001

16 6  6113

17 41  5049

14 7  6114

15 25  9032

12 45  1051

13 21 15034

10 1 11024

11 32 16008

8 29  1023

9 18  6017

6 16  6014

7 28  1021

4 15  6009

5 5  6110

2 12  4022

3 27  1020

-4- -5- -6- 記録 備考

1 3 11022

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

女子小学生



 ３回の
 最高記録

高垣  こはる 府中空城    x   2.61  2.64   2.64             2.64 
ﾀｶｶﾞｷ ｺﾊﾙ         +1.9  +0.6   +0.6                      +0.6
土井  瑞生 chaskiｼﾞｭﾆｱ   2.47   x    x    2.47             2.47 
ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｷ   +0.6               +0.6                      +0.6
宮武  千桜 中筋ｽﾎﾟｰﾂ少年団    x   2.04   x    2.04             2.04 
ﾐﾔﾀｹ ﾁｻ         +1.2         +1.2                      +1.2
垣内  心希 府中空城    x    x    x                   NM
ｶｷｳﾁ ｺｺﾈ                                                   
権田  雛乃 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団   x    x    x                   NM
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾅﾉ                                                   
清水  愛深 東広島TFC               DNS
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ                          
宮地  陽菜 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ               DNS
ﾐﾔﾁ ﾋﾅ                                                   

17 6013 秦  愛月 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               DNS
ﾊﾀ ﾅﾂﾞｷ                                                   
中村  百花 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団                           DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ                                                   

13  5063

39 18015

38 18012

2 11023

39 11  1062

19 15032

記録 備考

37 22 15035

38 44  1049

-1- -2- -3- -4- -5- -6-
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[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.7

 1 畝本  怜奈 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    27.29 q  1 山森  彩花 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     27.01 q
ｳﾈﾓﾄ ﾚｲﾅ ﾔﾏﾓﾘ ｱﾔｶ

 2 清光  穂実 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    28.31 q  2 西田  和奏 東広島TFC     27.49 q
ｾｲｺｳ ﾎﾉﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾜｶﾅ

 3 山口  小友季 庄原市     28.69 q  3 藤田  実央 東広島TFC     28.12 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾕｷ ﾌｼﾞﾀ ﾐｵｳ

 4 村津  柚奈 中条走ろう会     28.96  4 山下  咲希 庄原市     28.73 q
ﾑﾗﾂ ﾕｽﾞﾅ ﾔﾏｼﾀ ｻｷ

 5 波間  優月 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    30.66  5 古田  蘭 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   31.04 
ﾅﾐﾏ ﾕﾂﾞｷ ﾌﾙﾀ ﾗﾝ

 6 塚本  心夏 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   32.75   小山  美侑 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ﾂｶﾓﾄ ｺﾅﾂ ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

  宮本  梓 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少年団       木下  淑子 府中空城      
ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞｻ ｷｼﾀ ﾖｼｺ

  萩原  菜々子 東広島TFC        中尾  莉乃 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅﾅｺ ﾅｶｵ ﾘﾉ

  樋口  弥音 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ        大谷  希音 びんごWAC      
ﾋｸﾞﾁ ﾐｵﾄ ｵｵﾀﾆ ﾉﾉ

[ 3組] 風速 +0.3

 1 鴈田  心 東広島TFC     27.39 q
ｶﾞﾝﾀ ｺｺﾛ

 2 陰迫  栞奈 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    28.99 
ｲﾝｻｺ ｶﾝﾅ

 3 藤本  真歩 庄原市     29.71 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ

 4 松尾  莉里花 庄原市     31.03 
ﾏﾂｵ ﾘﾘｶ

 5 沖  音羽 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   31.04 
ｵｷ ｵﾄﾜ

 6 大上  柚杏 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ゙   31.73 
ｵｵｳｴ ﾕｽﾞ

 7 清水  結加 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    33.10 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ

  浅田  柚乃 府中空城      
ｱｻﾀﾞ ﾕﾉ

  竹國  響乃 びんごWAC      
ﾀｹｸﾆ ｷｮｳﾉ

風速 -1.7

 1 山森  彩花 ｾﾄﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     27.21 
ﾔﾏﾓﾘ ｱﾔｶ

 2 鴈田  心 東広島TFC     27.41 
ｶﾞﾝﾀ ｺｺﾛ

 3 畝本  怜奈 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団    27.72 
ｳﾈﾓﾄ ﾚｲﾅ

 4 西田  和奏 東広島TFC     27.73 
ﾆｼﾀﾞ ﾜｶﾅ

 5 藤田  実央 東広島TFC     28.65 
ﾌｼﾞﾀ ﾐｵｳ

 6 山下  咲希 庄原市     28.83 
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ

 7 山口  小友季 庄原市     29.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾕｷ

  清光  穂実 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団     
ｾｲｺｳ ﾎﾉﾐ

2  9061

8  4032
DNS

9 11030

3  9063

7  6076

4 11034

6  5069

5 11033

5  5022
DNS
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1  6075

3 15036
DNS

7 16011

2 16014

4  9060

9  9062

8 11033

6  4029

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  6019 9  5024
DNS DNS

3 11031 5  4031
DNS DNS

1  6039 3 15037
DNS DNS

7 16012 1  6038
DNS

8  4030 7 16013

2  6091 4  9063

6  9061 2 11030

4  4032 8 11034

記録／備考
5  6076 6  5069

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 東広島TFC A 11040 田中  愛里華     51.83 

ﾀﾅｶ ｴﾘｶ
11030 藤田  実央

ﾌｼﾞﾀ ﾐｵｳ
11034 西田  和奏

ﾆｼﾀﾞ ﾜｶﾅ
11033 鴈田  心

ｶﾞﾝﾀ ｺｺﾛ
 2   2 東広島TFC B 11032 林  舞陽     52.99 

ﾊﾔｼ ﾏﾋﾛ
11031 萩原  菜々子

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅﾅｺ
11036 重松  柚杏

ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｱﾝ
11037 光平  羽来

ﾐﾂﾋﾗ ﾊﾅ
 3   6 三原陸上  4030 波間  優月     54.04 

ﾅﾐﾏ ﾕﾂﾞｷ
 4032 清光  穂実

ｾｲｺｳ ﾎﾉﾐ
 4028 安倍  光希

ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ
 4029 陰迫  栞奈

ｲﾝｻｺ ｶﾝﾅ
 4   5 庄原市A  9062 松尾  莉里花     54.72 

ﾏﾂｵ ﾘﾘｶ
 9063 山下  咲希

ﾔﾏｼﾀ ｻｷ
 9061 山口  小友季

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾕｷ
 9060 藤本  真歩

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ
 5   4 御野陸上ｽﾎﾟ少  6075 清水  結加     54.78 

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
 6073 虫明  美波

ﾑｼｱｹ ﾐﾅﾐ
 6072 北村  七香

ｷﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 6076 畝本  怜奈

ｳﾈﾓﾄ ﾚｲﾅ
 6   7 織田幹雄ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ16013 古田  蘭     57.96 

ﾌﾙﾀ ﾗﾝ
16014 大上  柚杏

ｵｵｳｴ ﾕｽﾞ
16011 沖  音羽

ｵｷ ｵﾄﾜ
16012 塚本  心夏

ﾂｶﾓﾄ ｺﾅﾂ
 7   3 庄原市B  9065 周藤  瑚音     58.02 

ｽﾄｳ ｺﾄ
 9068 三上  一花

ﾐｶﾐ ｲﾁｶ
 9064 山本  沙和

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ
 9072 加藤  那奈子

ｶﾄｳ ｶﾅｺ

女子中学生
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木谷  優月 東広島TFC
ｷﾀﾞﾆ ﾕｽﾞｷ
岡崎  衣央里 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ
安倍  光希 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ
松尾  怜衣紗 庄原市
ﾏﾂｵ ﾚｲｻ
重松  柚杏 東広島TFC
ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｱﾝ
光平  羽来 東広島TFC
ﾐﾂﾋﾗ ﾊﾅ
周藤  瑚音 庄原市
ｽﾄｳ ｺﾄ
山本  沙和 庄原市
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ
吉村  優花 庄原市
ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｶ
鴈田  幸 東広島TFC DNS
ｶﾞﾝﾀ ｻﾁ
北村  七香 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 DNS
ｷﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ

決勝 10月2日 10:40

 ３回の
 最高記録

本田  小百合 庄原市
ﾎﾝﾀﾞ ｻﾕﾘ
三上  一花 庄原市
ﾐｶﾐ ｲﾁｶ
細羽  七菜 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ﾎｿﾊﾞ ﾅﾅ
德永  里桜 庄原市
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｵ
清水  凛 庄原市
ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ
小林  楓依 吉和AC
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
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