
（ ）

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/9/24 14:00 晴 29 40 南東 1

15:00 晴 29.1 40 南南西 4
16:00 晴 28 44 西南西 1
17:00 晴 25.7 50 北 1

■期日/ 2022年9月24日(土）

■場所/ 広島経済大学陸上競技場
（344120）

広島経済大学記録会（第5回）

22340335



ト ラ ッ ク 審 判 長 中野　　繁

ス タ ー ト 審 判 長 田川　　司

跳 躍 審 判 長 前田　義行

記 録 主 任 秋山　定之

日付 種目

山本　匠真(2) 10.68(+1.6) 小藤　嵐(4) 10.70(+1.6) 村上　瑛希(3) 10.74(+1.6) 逸見　勇斗(1) 10.94(+1.6) 藤崎　託也(4) 11.01(+1.1) 岡村　元太(1) 11.03(+1.4) 溝田　峻万(3) 11.10(+1.6) 渡邊　和哉(3) 11.17(0.0)

広　島・広島大 岡　山・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・広島修道大 広　島・広島大 広　島・環太平洋大 広　島・広大附 広　島・広島経済大

錦織　由翔(2) 51.23 西川　正真(3) 51.28 亀井　颯太(1) 51.34 鍛冶元　結(3) 51.51 塚本　翔天(3) 51.61 菊地　大和(3) 51.95 竹丸　宗汰(3) 52.41 野崎　友晴(1) 52.54

広　島・五日市 広　島・広島経済大 広　島・広島修道大 広　島・広島経済大 広　島・広島工大高 福　岡・広島経済大 広　島・広島国際学院 広　島・安古市

山﨑　優希(4) 1:55.14 小野　貴斗(1) 1:55.49 長谷川　翔央(2) 2:01.28 小松　颯翔(2) 2:04.63 坂井　杏輔(1) 2:08.68

兵　庫・広島経済大 兵　庫・広島経済大 岡　山・広島経済大 山　口・広島経済大 徳　島・広島経済大

福永　恭平(4) 3:52.20 山﨑　優希(4) 3:53.63 東　秀太(1) 3:56.86 横田　吏功(3) 3:57.05 藤井　奏汰(1) 3:58.94 田辺　豊(1) 4:01.87 竹平　奏太(4) 4:02.33 西中　悠馬(1) 4:02.51

兵　庫・広島経済大 兵　庫・広島経済大 兵　庫・広島経済大 兵　庫・広島経済大 岡　山・広島経済大 鳥　取・広島経済大 広　島・広島経済大 福　岡・広島経済大

小石原　映(2) 15:29.07 佐々木　芳桜(2) 16:04.63 友澤　優太(2) 16:11.38 西中　健人(1) 16:14.39 廣兼　聡希(2) 16:15.64 曽我　優皇(1) 16:25.78 伊藤　潤 16:30.93 奥芝　晟正(1) 16:40.21

茨　城・広島経済大 広　島・高陽 広　島・広島工大高 広　島・西条農 広　島・広島工大高 広　島・西条農 広　島・大和走友会 広　島・広島学院

広島国際学院A 43.34 広島国際学院B 45.93 高陽Ａ 46.19 高陽Ｂ 47.47 広島国際学院Ｃ 49.85

久保　収史(2) 玉木　朝陽(1) 萩原　優輝(2) 塚川　健二(1) 丸子　智輝(1)

樋口　聡一(2) 三浦　慈音(1) 森田　祥伍(2) 山﨑　秋真(2) 山根　祐翔(2)

松本　京大(3) 和泉　碧人(1) 横山　心(2) 藤本　航太(2) 松浦　春樹(1)

竹丸　宗汰(3) 青野　空(1) 蓑田　琉真(2) 柏原　翔太(2) 寺川　優雅(1)

隅田　拓真(3) 13m49(+1.0) 村上　久太郎(1) 10m10(+1.0)

愛　媛・広島経済大 広　島・広大附

穂積　赳史(3) 1m80 田原　啓伍(2) 1m80 谷　和幸(4) 1m80 佐野　悠太(1) 1m65 杉田　空軌(2) 1m55 井神　大輝(2) 1m55

広　島・福山平成大 岡　山・広島経済大 岡　山・広島経済大 愛　媛・広島経済大 広　島・祇園北 広　島・五日市

松井　優斗(4) 6m77(+0.6) 坂田　陽貴(1) 6m73(+1.2) 穂積　赳史(3) 6m48(+1.8) 谷　和幸(4) 6m41(+1.0) 倉田　久瑠(3) 6m36(+1.0) 橋詰　佳樹(1) 6m19(-0.3) 柳川　瑛太(1) 6m01(+0.9) 鍛冶元　結(3) 5m92(+1.0)

広　島・広島経済大 広　島・広島修道大 広　島・福山平成大 岡　山・広島経済大 広　島・広島経済大 広　島・広島修道大 広　島・基町 広　島・広島経済大

西村　未空(1) 12.85(+1.5) 伏見　藍衣(2) 12.91(+1.5) 石高　沙綾(1) 12.98(+1.5) 鳴本　妃菜(3) 13.36(+1.5) 縫部　愛菜(2) 13.56(+0.7) 小林　情杏(1) 13.61(+0.7) 上廣　彩香(2) 13.74(+0.7) 中村　ひより(1) 13.77(+0.7)

広　島・広島工大高 広　島・広島国際学院 広　島・広島工大高 広　島・千代田 広　島・広大附 広　島・祇園北 広　島・広大附 広　島・安古市

石高　沙綾(1) 1:00.32 平本　結子(3) 1:00.45 伏見　藍衣(2) 1:04.77 縫部　愛菜(2) 1:04.78 西村　未空(1) 1:04.85 林　真央(2) 1:04.96 小泉　沙弥夏(1) 1:06.28 髙野　心晴(2) 1:06.34

広　島・広島工大高 広　島・広島国際学院 広　島・広島国際学院 広　島・広大附 広　島・広島工大高 広　島・広島工大高 広　島・広島国際学院 広　島・五日市

行田　歩直(2) 4:57.47 河野　捺希(2) 5:09.59 前長　若葉(2) 5:14.46 木村　飛華(1) 5:28.72 織田　彩見(1) 5:36.68 小山　華菜(3) 5:40.24 周崎　花歩(1) 5:47.56 森山　柚津(1) 5:49.41

広　島・千代田 広　島・五日市 広　島・千代田 広　島・千代田 広　島・千代田 広　島・市立広島商業 広　島・五日市 広　島・広島市工

永田　梨菜(1) 11:12.55 當具　里菜(1) 11:34.79 別所　はるか(1) 11:43.03 塚本　名葉(1) 11:50.02 畝　千尋(1) 11:54.42 澤田　桃羽(1) 12:21.17 藤井　陽向(1) 12:54.06

広　島・基町 広　島・基町 広　島・安古市 広　島・安古市 広　島・基町 広　島・安古市 広　島・祇園北

稲熊　詩帆(M2) 12m02(+0.5) 山本　咲(1) 10m49(+1.5) 林　実怜(2) 9m43(+0.3)

愛　知・広島大 広　島・広島工大高 広　島・広島国際学院

永井　梨琴(1) 1m35 堀部　小波(2) 1m35 若山　果穂(1) 1m25

広　島・高陽 広　島・広島国際学院 広　島・祇園北

山代　あい(1) 1m35 濱田　愛莉(1) 1m25

広　島・五日市 広　島・安古市

稲熊　詩帆(M2) 5m64(+0.4) 藤原　めい(4) 5m16(+1.2) 堀部　小波(2) 4m81(+1.1) 野村　美羽(2) 4m49(+2.3) 平石　彩夏(1) 4m47(+0.3) 上廣　彩香(2) 4m45(-0.1) 中家　麗(1) 4m43(+0.6) 林　実怜(2) 4m40(+0.7)

愛　知・広島大 広　島・広島経済大 広　島・広島国際学院 愛　媛・広島経済大 公認4m41(-1.2) 広　島・広島国際学院 広　島・広大附 広　島・基町 広　島・広島国際学院

凡例 

第5回広島経済大学記録会 【22340335】
広島経済大学陸上競技場 【344120】
2022/09/24 ～ 2022/09/24

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月24日 一般男子100m

9月24日 一般男子400m

9月24日 一般男子800m

9月24日 一般男子1500m

9月24日 一般男子5000m

9月24日 一般男子4X100mR

9月24日 一般男子三段跳

9月24日 一般男子走高跳

9月24日 一般男子走幅跳

9月24日 一般女子100m

9月24日 一般女子400m

9月24日 一般女子1500m

9月24日 一般女子走幅跳

9月24日 一般女子3000m

9月24日 一般女子三段跳

9月24日 一般女子走高跳



一般男子100m

9月24日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 (風:+1.6) 2組 (風:+1.4)

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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 広　島 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 広　島

1 1 1187 山本　匠真(2) 広島大 10.68 1 1 2011 岡村　元太(1) 環太平洋大 11.03
ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山 ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山

2 2 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.70 2 6 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 11.26
ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 広　島 ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広　島

3 4 1353 村上　瑛希(3) 広島経済大 10.74 3 4 1974 山中　瑞己(1) 広島経済大 11.29
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 広　島 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 広　島

4 6 1096 逸見　勇斗(1) 広島修道大 10.94 4 2 1966 藤井　雄大(1) 広島経済大 11.38
ﾐｿﾞﾀ ｼｭﾝﾏ 広　島 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島

5 5 2120 溝田　峻万(3) 広大附 11.10 5 3 141 柳川　瑛太(1) 基町 11.55
ｾｲﾘｷ ｹｲ 広　島 ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山

3 922 勢力　奎 ASﾌｸﾔﾏ DNS 5 1347 谷　和幸(4) 広島経済大 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:+1.4)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 広　島

1 6 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 11.17 1 1 1670 松本　京大(3) 広島国際学院 11.31
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 広　島 ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

2 5 906 樋口　聡一(2) 広島国際学院 11.22 2 4 1360 西川　正真(3) 広島経済大 11.39
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｻｸ 広　島 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島

3 1 4375 吉田　健作 PEACE AC 11.32 3 5 1357 鍛冶元　結(3) 広島経済大 11.58
ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 広　島 ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 広　島

4 3 905 久保　収史(2) 広島国際学院 11.38 4 3 1351 高原　輝(2) 広島経済大 11.67
ﾋﾗﾔﾏ ｶｹﾞﾄﾗ 広　島 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 広　島

5 2 1243 平山　影虎(2) 祇園北 11.42 5 2 903 阿部　夏基(2) 広島国際学院 11.86
ﾏｽﾋﾗ ｼﾞﾛｳ 広　島 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 広　島

6 4 1971 桝平　二郎(1) 広島経済大 11.44 6 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 DNS

5組 (風:+1.0) 6組 (風:+1.2)

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

ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 広　島 ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ 広　島

1 3 1967 岡田　翼(1) 広島経済大 11.18 1 5 1309 横田　健太 黄金山ＡＣ 11.59
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山　口 ﾐｳﾗ ｼﾞｵﾝ 広　島

2 6 1970 岡本　開登(1) 広島経済大 11.49 2 3 85 三浦　慈音(1) 広島国際学院 11.64
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 広　島

3 2 4073 藤原　育歩 府中空城 11.56 3 1 1068 萩原　優輝(2) 高陽 11.65
ｻｻｷ ﾀｸ 広　島 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

4 1 4376 佐々木　拓 PEACE AC 11.62 4 4 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 11.78
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 広　島 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 広　島

5 5 1365 山口　誠人(2) 広島経済大 11.96 5 2 51 野崎　友晴(1) 安古市 11.81
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛 ｻﾉ ﾕｳﾀ 愛　媛

4 1361 二神　翔吾(2) 広島経済大 DNS 6 6 1976 佐野　悠太(1) 広島経済大 12.09

7組 (風:+1.5) 8組 (風:+0.2)

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

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 広　島

1 4 1088 錦織　由翔(2) 五日市 11.46 1 2 2067 亀井　颯太(1) 広島修道大 11.67
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 広　島 ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 広　島

2 1 1968 石本　涼太(1) 広島経済大 11.64 2 3 79 和泉　碧人(1) 広島国際学院 11.71
ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ 広　島 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 広　島

3 2 238 長石　克誠(1) 基町 11.74 3 4 1052 田中　虎太郎(2) 広大附 11.95
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛　媛 ﾓﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 広　島

3 3 1368 宮本　祐輔(2) 広島経済大 11.74 4 6 1069 森田　祥伍(2) 高陽 12.01
ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 広　島 ﾀﾏｷ ｱｻﾋ 広　島

5 6 1090 高杉　空翔(2) 祇園北 11.85 5 5 82 玉木　朝陽(1) 広島国際学院 12.03
ﾓﾛｲ ｼｵﾝ 広　島 ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島

5 1973 師井　詩音(1) 広島経済大 DNS 1 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m

9月24日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

9組 (風:+1.7) 10組 (風:+1.1)

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

ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山　口 ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広　島

1 6 1348 手嶋　大樹(4) 広島経済大 11.40 1 4 1285 柏原　翔太(2) 高陽 11.96
ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲ 広　島 ﾐﾄｳ ﾀｲｾｲ 広　島

2 5 252 吉永　累(1) 市立広島商業 12.01 2 3 300 美藤　大生(1) 広大附 12.05
ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷﾛｳ 広　島 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝ 広　島

3 2 1228 長岡　翔喜郎(2) 広島市工 12.02 3 2 1071 横山　心(2) 高陽 12.19
ｼﾓﾀﾞ ｺｳｼﾞ 広　島 ｱｵﾉ ｸｳ 広　島

4 1 0 下田　幸史 広島ＳＡＣ 12.04 4 1 78 青野　空(1) 広島国際学院 12.25
ﾐﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 広　島 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 広　島

5 3 1142 蓑田　琉真(2) 高陽 12.22 5 6 649 河村　明慶 鶴学園クラブ 12.41
ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 広　島 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広　島

6 4 778 新谷　哲也 鶴学園クラブ 12.53 6 5 302 香川　佑太(1) 広大附 14.62

11組 (風:+1.7) 12組 (風:+0.6)

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

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼｷ 広　島 ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 広　島

1 3 2245 橋詰　佳樹(1) 広島修道大 11.90 1 3 171 田坂　俊太(1) 祇園北 12.44
ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ 広　島 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 広　島

2 1 1070 山﨑　秋真(2) 高陽 12.22 2 2 1141 藤本　航太(2) 高陽 12.52
ﾊﾀｾ ﾘｸ 広　島 ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 広　島

3 5 136 畑瀬　陸 ＦＵＡＣ 12.45 3 4 376 塚川　健二(1) 高陽 12.54
ﾋｷｼﾞ ﾕｳﾄ 広　島 ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 広　島

4 6 248 引地　優斗(1) 安古市 12.46 4 5 1215 岡村　佳祐(2) 五日市 12.60
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 広　島 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広　島

5 4 1224 中川　裕登(2) 広島市工 12.83 5 6 340 熊谷　大翔(1) 広島市工 12.78
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾀ 広　島 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ 広　島

6 2 454 渡辺　優太(1) 基町 13.62 1 1327 山下　泰永 黄金山ＡＣ DNS

13組 (風:+1.7) 14組 (風:+1.8)

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

ｵｵﾑﾗ ｼｭｳﾔ 広　島 ﾏﾙｺ ﾄﾓｷ 広　島

1 2 1315 大村　修也(2) 広大附 12.15 1 1 449 丸子　智輝(1) 広島国際学院 12.65
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 広　島 ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ 広　島

2 5 1089 杉田　空軌(2) 祇園北 12.47 2 5 0 長尾　崇洋 広島ＳＡＣ 12.93
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 広　島 ﾃﾗｶﾜ ﾕｳｶﾞ 広　島

3 6 1276 山根　祐翔(2) 広島国際学院 12.78 3 2 83 寺川　優雅(1) 広島国際学院 13.04
ﾓﾘﾉ ﾘｮｳｽｹ 広　島 ｵｶﾉ ｹｲｺﾞ 広　島

4 1 349 森野　涼介(1) 祇園北 12.80 4 3 389 岡野　圭吾(1) 広島国際学院 13.13
ｱｷﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 広　島 ﾆｼﾊﾗ ｼﾝﾔ 広　島

5 4 254 秋山　宗一朗(1) 市立広島商業 12.82 5 6 3051 西原　真矢(2) 千代田 13.56
ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙｷ 広　島 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 広　島

6 3 392 松浦　春樹(1) 広島国際学院 12.95 6 4 177 齋藤　康弘(1) 広島市工 13.81

15組 (風:+1.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｻｷ ﾀｸﾔ 広　島 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 広　島

1 1 1152 藤崎　託也(4) 広島大 11.01 1 1187 山本　匠真(2) 広島大 10.68 +1.6
ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ 広　島 ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山

2 2 391 片山　直音(1) 広島国際学院 13.91 2 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 10.70 +1.6
ﾏﾂｷ ｶﾂ 広　島 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 広　島

3 4 3064 松木　闊(1) 千代田 14.27 3 1353 村上　瑛希(3) 広島経済大 10.74 +1.6
ｺｳﾓﾄ ﾕｳﾏ 広　島 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 広　島

4 3 3062 河本　悠真(1) 千代田 15.01 4 1096 逸見　勇斗(1) 広島修道大 10.94 +1.6
ｻｺ ﾐﾂｷ 広　島 ﾌｼﾞｻｷ ﾀｸﾔ 広　島

5 5 3061 迫　光希(1) 千代田 15.10 5 1152 藤崎　託也(4) 広島大 11.01 +1.1
ﾖｼﾓﾄ ｱｻﾋ 広　島 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 広　島

6 6 3060 吉本　旭(1) 千代田 16.79 6 2011 岡村　元太(1) 環太平洋大 11.03 +1.4
ﾐｿﾞﾀ ｼｭﾝﾏ 広　島

7 2120 溝田　峻万(3) 広大附 11.10 +1.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 広　島

8 1356 渡邊　和哉(3) 広島経済大 11.17 0.0

凡例  DNS:欠場



一般男子400m

9月24日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

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

ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島

1 1 1360 西川　正真(3) 広島経済大 51.28 1 3 1088 錦織　由翔(2) 五日市 51.23
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 広　島

2 4 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 51.95 2 1 2067 亀井　颯太(1) 広島修道大 51.34
ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ 広　島 ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 広　島

3 2 1668 竹丸　宗汰(3) 広島国際学院 52.41 3 4 2037 塚本　翔天(3) 広島工大高 51.61
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 広　島 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 広　島

3 1363 竹内　蒼竜(2) 広島経済大 DNS 2 2011 岡村　元太(1) 環太平洋大 DNS

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

ｸﾜﾉ ｶﾝﾀ 香　川 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島

1 2 1367 桑野　寛大(2) 広島経済大 52.72 1 3 1357 鍛冶元　結(3) 広島経済大 51.51
ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広　島 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 広　島

2 3 1178 光野　遙人(2) 祇園北 52.80 2 2 51 野崎　友晴(1) 安古市 52.54
ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 広　島

1 1369 齊藤　栄輝(4) 広島経済大 DNS 3 1 1052 田中　虎太郎(2) 広大附 53.09
ﾍﾝﾐ ﾕｳﾄ 広　島 ｱｵﾉ ｸｳ 広　島

4 1096 逸見　勇斗(1) 広島修道大 DNS 4 4 78 青野　空(1) 広島国際学院 53.57

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

ｳﾉ ｶﾝﾀ 広　島 ﾋﾗﾔﾏ ｶｹﾞﾄﾗ 広　島

1 3 271 宇野　幹太(1) 祇園北 53.58 1 3 1243 平山　影虎(2) 祇園北 54.64
ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛　媛 ﾐﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 広　島

2 4 1076 若松　遼大郎(4) 福山平成大 53.72 2 1 1142 蓑田　琉真(2) 高陽 54.95
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛 ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷﾛｳ 広　島

3 1 1361 二神　翔吾(2) 広島経済大 54.42 3 2 1228 長岡　翔喜郎(2) 広島市工 56.52
ﾖｺﾔﾏ ｼﾝ 広　島 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島

4 2 1071 横山　心(2) 高陽 55.73 4 4073 藤原　育歩 府中空城 DNS

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

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 広　島 ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 広　島

1 2 1068 萩原　優輝(2) 高陽 55.73 1 1 1225 川上　慶道(2) 広島市工 58.28
ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 広　島 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳﾔ 広　島

2 3 1215 岡村　佳祐(2) 五日市 56.16 2 4 1315 大村　修也(2) 広大附 58.76
ｲｸﾀ ﾏﾅｷ 広　島 ﾀｶｽｷﾞ ｿﾗﾄ 広　島

3 1 170 生田　慎稀(1) 祇園北 56.61 3 2 1090 高杉　空翔(2) 祇園北 1:00.18
ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲ 広　島 ﾓﾘﾉ ﾘｮｳｽｹ 広　島

4 4 252 吉永　累(1) 市立広島商業 57.99 4 3 349 森野　涼介(1) 祇園北 1:01.72

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

ﾋｷｼﾞ ﾕｳﾄ 広　島 ｵｸ ｴｲｷ 広　島

1 3 248 引地　優斗(1) 安古市 57.29 1 4 176 奥　英輝(1) 広島市工 1:02.38
ﾐﾄｳ ﾀｲｾｲ 広　島 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 広　島

2 4 300 美藤　大生(1) 広大附 1:00.90 2 3 1224 中川　裕登(2) 広島市工 1:03.17
ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広　島 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 広　島

2 302 香川　佑太(1) 広大附 DNS 2 177 齋藤　康弘(1) 広島市工 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳﾄ 広　島

1 1088 錦織　由翔(2) 五日市 51.23
ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 広　島

2 1360 西川　正真(3) 広島経済大 51.28
ｶﾒｲ ｿｳﾀ 広　島

3 2067 亀井　颯太(1) 広島修道大 51.34
ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島

4 1357 鍛冶元　結(3) 広島経済大 51.51
ﾂｶﾓﾄ ﾄｱ 広　島

5 2037 塚本　翔天(3) 広島工大高 51.61
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡

6 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 51.95
ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ 広　島

7 1668 竹丸　宗汰(3) 広島国際学院 52.41
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 広　島

8 51 野崎　友晴(1) 安古市 52.54

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

9月24日 17:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

1 2 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:55.14 1 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 1:55.14
ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫 ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

2 4 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 1:55.49 2 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 1:55.49
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山

3 1 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 2:01.28 3 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 2:01.28
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

4 3 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 2:04.63 4 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 2:04.63
ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島 ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島

5 5 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 2:08.68 5 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 2:08.68



一般男子1500m

9月24日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫 ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾏ 福　岡

1 1 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 3:52.20 1 17 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 4:02.51
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 広　島

2 5 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 3:53.63 2 7 833 堀川　楽真(2) 千代田 4:05.10
ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫 ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山

3 4 1387 東　秀太(1) 広島経済大 3:56.86 3 6 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 4:05.74
ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 広　島

4 2 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 3:57.05 4 11 68 西岡　大輝 広島市役所 4:08.49
ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ 広　島

5 13 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 3:58.94 5 12 115 島津　暖(1) 広島工大高 4:09.98
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取 ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 広　島

6 11 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 4:01.87 6 8 832 賴重　蓮太(2) 千代田 4:10.42
ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ 山　口

7 16 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 4:02.33 7 10 4394 福本　恭久 JR西日本陸上 4:10.80
ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口

8 12 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 4:05.58 8 5 1376 清見　涼真(2) 広島経済大 4:14.73
ｲﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 兵　庫 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 岡　山

9 17 1897 板谷　和磨(1) 広島経済大 4:07.38 9 2 1379 長谷川　翔央(2) 広島経済大 4:16.47
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山 ｴﾉｶﾜ ﾕｷﾗ 広　島

10 6 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 4:08.59 10 9 89 可愛川　幸来(1) 千代田 4:20.22
ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 広　島

11 9 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 4:09.09 11 13 759 伊藤　潤 大和走友会 4:20.62
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 兵　庫 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾛｳ 岡　山

12 8 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 4:12.50 12 3 1378 清水　幸志郎(2) 広島経済大 4:22.05
ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾔ 広　島

13 15 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 4:15.15 13 14 1087 柴田　愛哉(2) 五日市 4:22.15
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口 ﾋｶﾞｼ ﾀﾂｷ 広　島

14 7 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 4:21.56 14 16 90 東　樹(1) 千代田 4:33.29
ﾓｳﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 島　根 ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広　島

15 14 1381 毛利　林太郎(2) 広島経済大 4:23.42 15 15 31 隅田　健一朗(1) 基町 4:33.35
ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 福　岡 ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城

16 10 1374 菊地　大和(3) 広島経済大 4:38.72 1 1377 小石原　映(2) 広島経済大 DNS
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 兵　庫 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 岡　山

3 1899 小川　晴也(1) 広島経済大 DNF 4 1901 廣瀬　航(1) 広島経済大 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ 広　島 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫

1 2 2036 竹村　陽人(3) 広島工大高 4:28.77 1 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 3:52.20
ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 広　島 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

2 3 1242 河本　陸(2) 祇園北 4:30.12 2 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 3:53.63
ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 広　島 ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫

3 5 880 植木　日向(2) 祇園北 4:31.88 3 1387 東　秀太(1) 広島経済大 3:56.86
ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 広　島 ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫

4 6 1091 多田　康誠(2) 祇園北 4:35.54 4 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 3:57.05
ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 広　島 ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山

5 7 112 岩崎　一輝(1) 広島工大高 4:37.69 5 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 3:58.94
ｱｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 広　島 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取

6 4 1014 秋田　隆之介(2) 呉高専 4:38.33 6 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 4:01.87
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 広　島 ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

7 9 347 井上　友義(1) 祇園北 4:39.07 7 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 4:02.33
ｸｻﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島 ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾏ 福　岡

8 1 91 草村　夕輝(1) 千代田 4:44.28 8 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 4:02.51
ｵｵﾉ ｶｲﾄ 広　島

9 8 1157 大野　魁人(2) 市立広島商業 4:45.05
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 広　島

10 10 448 町田　裕紀(1) 広島工大高 4:51.22
ｵｸ ｴｲｷ 広　島

11 14 176 奥　英輝(1) 広島市工 4:58.74
ﾄﾞｳﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 広　島

12 15 346 道原　唯斗(1) 祇園北 4:59.31
ｷｯｶﾜ ﾌｸﾉｽｹ 広　島

13 13 0 吉川　福之介 広島ＳＡＣ 4:59.32
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 広　島

14 12 0 田部　雅人 広島ＳＡＣ 5:00.23
ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 広　島

15 11 1225 川上　慶道(2) 広島市工 5:08.71
ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 広　島

16 16 348 中村　海詞(1) 祇園北 5:33.18

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子5000m

9月24日 16:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城 ﾐﾂﾉ ﾊﾙﾄ 広　島

1 1 1377 小石原　映(2) 広島経済大 15:29.07 1 5 1178 光野　遙人(2) 祇園北 16:42.69

ｻｻｷ ﾖｼｵ 広　島 ﾐﾎ ｿｳﾀﾛｳ 広　島

2 9 1067 佐々木　芳桜(2) 高陽 16:04.63 2 1 236 三歩　蒼太郎(1) 基町 16:44.28

ﾄﾓｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 広　島 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ 広　島

3 5 976 友澤　優太(2) 広島工大高 16:11.38 3 4 235 岡島　優芯(1) 基町 16:46.40

ﾆｼﾅｶ ｹﾝﾄ 広　島 ﾌｾ ﾊﾙｷ 広　島

4 3 98 西中　健人(1) 西条農 16:14.39 4 14 1393 布施　陽基(2) 高陽 16:47.01

ﾋﾛｶﾈ ｻﾄｷ 広　島 ｲｸﾀ ﾏﾅｷ 広　島

5 6 977 廣兼　聡希(2) 広島工大高 16:15.64 5 8 170 生田　慎稀(1) 祇園北 16:58.15

ｿｶﾞ ﾕｳﾏ 広　島 ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 広　島

6 4 97 曽我　優皇(1) 西条農 16:25.78 6 2 1140 加藤　恵祐(2) 高陽 17:06.42

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 広　島 ｳｴｷ ﾋﾅﾀ 広　島

7 7 759 伊藤　潤 大和走友会 16:30.93 7 3 880 植木　日向(2) 祇園北 17:10.82

ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ 広　島 ﾏｴﾅｶﾞ ｱｵﾄ 広　島

8 14 26 奥芝　晟正(1) 広島学院 16:40.21 8 9 237 前永　蒼登(1) 基町 17:44.73

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵｷ 広　島 ｶﾝﾀﾞ ｱｲｷ 広　島

9 10 847 宮川　直樹(2) 広島学院 16:42.58 9 13 1065 神田　藍希(2) 高陽 18:01.03

ﾊﾗﾜｷ ｹｲ 山　口 ｳﾉ ｶﾝﾀ 広　島

10 13 4397 原脇　慶 JR西日本陸上 16:48.74 10 10 271 宇野　幹太(1) 祇園北 18:05.30

ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 広　島

11 12 314 藤井　雄大 CHASKI 16:58.00 11 7 1091 多田　康誠(2) 祇園北 18:05.58

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広　島 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 広　島

12 16 848 保田　拓海(2) 広島学院 17:02.35 12 12 347 井上　友義(1) 祇園北 18:05.80

ﾖｼｵｶ ﾀｲﾁ 広　島 ﾋﾗﾓﾄ ﾏﾋﾛ 広　島

13 11 981 吉岡　大知(2) 広島工大高 17:24.67 13 15 845 平本　政弘(2) 広島学院 18:30.44

ｶﾄｳ ﾐﾂｷ 広　島 ｶﾜﾃ ｿｳﾀ 広　島

14 15 836 加藤　光騎(2) 広島学院 17:42.17 14 16 174 河手　壮太(1) 高陽 18:36.41

ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 広　島

2 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 DNS 15 11 1242 河本　陸(2) 祇園北 18:50.01

ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ 山　口 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｲﾁ 広　島

8 4394 福本　恭久 JR西日本陸上 DNS 16 19 1287 永井　慎一(2) 高陽 19:47.62

ｵｵﾀﾆ ﾓﾄｷ 広　島

17 20 1241 大谷　元輝(2) 祇園北 20:02.51

ｱﾂｻｶ ﾚﾝ 広　島

18 17 375 敦坂　蓮(1) 高陽 20:16.23

ﾄﾞｳﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 広　島

19 21 346 道原　唯斗(1) 祇園北 21:06.04

ｵｵｷ ﾕｳ 広　島

20 18 1143 大木　優(2) 高陽 21:08.29

ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 広　島

21 22 348 中村　海詞(1) 祇園北 22:08.23

ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広　島

6 31 隅田　健一朗(1) 基町 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城

1 1377 小石原　映(2) 広島経済大 15:29.07
ｻｻｷ ﾖｼｵ 広　島

2 1067 佐々木　芳桜(2) 高陽 16:04.63
ﾄﾓｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 広　島

3 976 友澤　優太(2) 広島工大高 16:11.38
ﾆｼﾅｶ ｹﾝﾄ 広　島

4 98 西中　健人(1) 西条農 16:14.39
ﾋﾛｶﾈ ｻﾄｷ 広　島

5 977 廣兼　聡希(2) 広島工大高 16:15.64
ｿｶﾞ ﾕｳﾏ 広　島

6 97 曽我　優皇(1) 西条農 16:25.78
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 広　島

7 759 伊藤　潤 大和走友会 16:30.93
ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ 広　島

8 26 奥芝　晟正(1) 広島学院 16:40.21

凡例  DNS:欠場



一般男子4X100mR

9月24日 17:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 広島国際学院A 905 久保　収史(2) ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 43.34 1 4 高陽Ａ 1068 萩原　優輝(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 46.19

906 樋口　聡一(2) ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 1069 森田　祥伍(2) ﾓﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ

1670 松本　京大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 1071 横山　心(2) ﾖｺﾔﾏ ｼﾝ

1668 竹丸　宗汰(3) ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ 1142 蓑田　琉真(2) ﾐﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾏ

2 4 広島国際学院B 82 玉木　朝陽(1) ﾀﾏｷ ｱｻﾋ 45.93 2 3 高陽Ｂ 376 塚川　健二(1) ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 47.47

85 三浦　慈音(1) ﾐｳﾗ ｼﾞｵﾝ 1070 山﨑　秋真(2) ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ

79 和泉　碧人(1) ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 1141 藤本　航太(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ

78 青野　空(1) ｱｵﾉ ｸｳ 1285 柏原　翔太(2) ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ

3 2 広島国際学院Ｃ 449 丸子　智輝(1) ﾏﾙｺ ﾄﾓｷ 49.85

1276 山根　祐翔(2) ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ

392 松浦　春樹(1) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙｷ

83 寺川　優雅(1) ﾃﾗｶﾜ ﾕｳｶﾞ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 広島国際学院A 905 久保　収史(2) ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 43.34

906 樋口　聡一(2) ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ

1670 松本　京大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ

1668 竹丸　宗汰(3) ﾀｹﾏﾙ ｿｳﾀ

2 広島国際学院B 82 玉木　朝陽(1) ﾀﾏｷ ｱｻﾋ 45.93

85 三浦　慈音(1) ﾐｳﾗ ｼﾞｵﾝ

79 和泉　碧人(1) ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ

78 青野　空(1) ｱｵﾉ ｸｳ

3 高陽Ａ 1068 萩原　優輝(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 46.19

1069 森田　祥伍(2) ﾓﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ

1071 横山　心(2) ﾖｺﾔﾏ ｼﾝ

1142 蓑田　琉真(2) ﾐﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾏ

4 高陽Ｂ 376 塚川　健二(1) ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 47.47

1070 山﨑　秋真(2) ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾏ

1141 藤本　航太(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ

1285 柏原　翔太(2) ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ

5 広島国際学院Ｃ 449 丸子　智輝(1) ﾏﾙｺ ﾄﾓｷ 49.85

1276 山根　祐翔(2) ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ

392 松浦　春樹(1) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙｷ

83 寺川　優雅(1) ﾃﾗｶﾜ ﾕｳｶﾞ



一般男子走高跳

9月24日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島 － － － － － × ○ ○ × ○

1 8 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 × × × 1m80
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 岡　山 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ○

2 6 1370 田原　啓伍(2) 広島経済大 × × × 1m80
ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山 － ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ○

3 7 1347 谷　和幸(4) 広島経済大 × × × 1m80
ｻﾉ ﾕｳﾀ 愛　媛 － － ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 1976 佐野　悠太(1) 広島経済大 1m65
ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 広　島 × × ○ ○ ○ × × ×

5 4 1089 杉田　空軌(2) 祇園北 1m55
ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 広　島 ○ ○ × × ○ × × r

6 2 1086 井神　大輝(2) 五日市 1m55
ｱｷﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 広　島 － × × ×

1 254 秋山　宗一朗(1) 市立広島商業 NM
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島 － － － × × ×

3 4073 藤原　育歩 府中空城 NM
ｵｶﾊﾗ ﾕｳｷ 広　島 － － － － － － － × －

9 1226 岡原　憂樹(2) 広島市工 × － × NM

1m80
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m85 1m90

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45

凡例  NM:記録なし



一般男子走幅跳

9月24日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 広　島 6m77 － － 6m50 6m40 6m01 6m77
1 4 1965 松井　優斗(4) 広島経済大 +0.6 -0.7 -0.9 -1.7 +0.6

ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 広　島 6m73 6m55 × × 4m59 6m31 6m73
2 2 2066 坂田　陽貴(1) 広島修道大 +1.2 +0.7 -1.0 -1.0 +1.2

ﾎﾂﾞﾐ ﾀｹﾌﾐ 広　島 6m48 － 5m05 － － － 6m48
3 9 1079 穂積　赳史(3) 福山平成大 +1.8 +0.1 +1.8

ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山 6m41 6m25 × × × × 6m41
4 3 1347 谷　和幸(4) 広島経済大 +1.0 +2.2 +1.0

ｸﾗﾀ ｸﾘｭｳ 広　島 － 6m31 6m36 6m21 5m84 6m35 6m36
5 5 1354 倉田　久瑠(3) 広島経済大 +0.3 +1.0 -1.3 -0.5 -1.4 +1.0

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼｷ 広　島 － 5m84 5m77 6m19 5m71 5m64 6m19
6 14 2245 橋詰　佳樹(1) 広島修道大 +1.0 -0.1 -0.3 -1.1 -1.1 -0.3

ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島 6m01 － － 4m11 5m70 × 6m01
7 7 141 柳川　瑛太(1) 基町 +0.9 -0.7 -1.1 +0.9

ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 広　島 5m92 － － 5m27 5m67 － 5m92
8 12 1357 鍛冶元　結(3) 広島経済大 +1.0 -0.8 -1.4 +1.0

ｶｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広　島 3m33 5m78 4m08 5m78
9 10 1285 柏原　翔太(2) 高陽 +0.9 +2.1 +1.2 +2.1

ｲｽﾞﾐ ｱｵﾄ 広　島 － 5m76 5m64 5m76
10 11 79 和泉　碧人(1) 広島国際学院 +2.1 -0.4 +2.1

ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 広　島 5m70 5m47 － 5m70
11 15 903 阿部　夏基(2) 広島国際学院 +1.8 +2.0 +1.8

ﾀｻｶ ｼｭﾝﾀ 広　島 4m89 5m52 4m85 5m52
12 16 171 田坂　俊太(1) 祇園北 +2.5 +1.4 -0.3 +1.4

ｵｶﾉ ｹｲｺﾞ 広　島 5m11 － 5m17 5m17
13 18 389 岡野　圭吾(1) 広島国際学院 +2.2 +0.7 +0.7

ﾑﾗｶﾐ ｷｭｳﾀﾛｳ 広　島 4m68 4m98 4m98 4m98
14 20 301 村上　久太郎(1) 広大附 +1.8 +0.7 -0.1 +0.7

ｲｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 長　崎 － 3m55 4m93 4m93
15 6 1197 井内　大輔(2) 広島大 +0.3 +1.6 +1.6

ﾃﾗｶﾜ ﾕｳｶﾞ 広　島 － 4m85 4m91 4m91
16 19 83 寺川　優雅(1) 広島国際学院 +1.9 +0.7 +0.7

ﾅｶﾞｲｼ ｶﾂﾐ 広　島 3m14 3m10 4m49 4m49
17 17 238 長石　克誠(1) 基町 +1.6 +1.0 -0.1 -0.1

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾎ 広　島 × × ×
8 4073 藤原　育歩 府中空城 NM

ﾂｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 広　島 × × ×
21 376 塚川　健二(1) 高陽 NM

ｼﾝﾀﾆ ﾃﾂﾔ 広　島

13 778 新谷　哲也 鶴学園クラブ DNS
ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 岡　山

1 1349 小藤　嵐(4) 広島経済大 DNS

一般男子三段跳

9月24日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛　媛 13m30 13m49 － 13m21 － － 13m49
1 1 1359 隅田　拓真(3) 広島経済大 +1.8 +1.0 +0.5 +1.0

ﾑﾗｶﾐ ｷｭｳﾀﾛｳ 広　島 9m33 － 10m04 10m07 9m85 10m10 10m10
2 2 301 村上　久太郎(1) 広大附 0.0 +0.3 +0.5 +1.4 +1.0 +1.0

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子100m

9月24日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+0.7)

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

ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広　島 ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広　島

1 4 86 西村　未空(1) 広島工大高 12.85 1 3 757 縫部　愛菜(2) 広大附 13.56
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｱﾝ 広　島

2 3 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 12.91 2 6 123 小林　情杏(1) 祇園北 13.61
ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 広　島 ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ 広　島

3 5 286 石高　沙綾(1) 広島工大高 12.98 3 5 660 上廣　彩香(2) 広大附 13.74
ﾅﾙﾓﾄ ﾋﾅ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 広　島

4 1 3050 鳴本　妃菜(3) 千代田 13.36 4 1 171 中村　ひより(1) 安古市 13.77
ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島 ｱｻｴﾀﾞ ﾓﾓ 広　島

2 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 DNS 5 2 173 浅枝　杏(1) 安古市 14.05
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 広　島

6 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 DNS 6 4 764 東森　結未(2) 高陽 14.54

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+0.8)

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

ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ 広　島 ｺﾋﾞﾂ ﾉﾉｶ 広　島

1 4 74 平石　彩夏(1) 広島国際学院 14.46 1 2 174 小櫃　ののか(1) 安古市 14.46
ﾅｶｲｴ ﾚｲ 広　島 ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 広　島

2 5 166 中家　麗(1) 基町 14.51 2 4 127 永井　梨琴(1) 高陽 14.59
ｶﾐﾉ ﾎﾉｶ 広　島 ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 広　島

3 2 211 神野　ほのか(1) 広大附 15.10 3 6 257 濱田　愛莉(1) 安古市 14.72
ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 広　島 ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 広　島

3 696 前田　椎名(2) 市立広島商業 DNS 4 3 194 木田　歩花(1) 高陽 15.54
ﾜｶﾔﾏ ｶﾎ 広　島 ｻｻｵ ﾐｱ 広　島

6 296 若山　果穂(1) 祇園北 DNS 5 278 笹尾　映丹(1) 高陽 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広　島

1 86 西村　未空(1) 広島工大高 12.85 +1.5
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

2 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 12.91 +1.5
ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 広　島

3 286 石高　沙綾(1) 広島工大高 12.98 +1.5
ﾅﾙﾓﾄ ﾋﾅ 広　島

4 3050 鳴本　妃菜(3) 千代田 13.36 +1.5
ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広　島

5 757 縫部　愛菜(2) 広大附 13.56 +0.7
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｱﾝ 広　島

6 123 小林　情杏(1) 祇園北 13.61 +0.7
ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ 広　島

7 660 上廣　彩香(2) 広大附 13.74 +0.7
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 広　島

8 171 中村　ひより(1) 安古市 13.77 +0.7

凡例  DNS:欠場



一般女子400m

9月24日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 広　島 ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広　島

1 2 286 石高　沙綾(1) 広島工大高 1:00.32 1 1 757 縫部　愛菜(2) 広大附 1:04.78
ﾋﾗﾓﾄ ﾕｲｺ 広　島 ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広　島

2 3 1063 平本　結子(3) 広島国際学院 1:00.45 2 3 86 西村　未空(1) 広島工大高 1:04.85
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾔｶ 広　島

3 4 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 1:04.77 3 2 75 小泉　沙弥夏(1) 広島国際学院 1:06.28
ﾏﾂｵ ﾐｸ 広　島 ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ 広　島

4 1 298 松尾　美空(1) 広島工大高 1:06.80 4 4 669 髙野　心晴(2) 五日市 1:06.34

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

ﾊﾔｼ ﾏｵ 広　島 ｻｶｲ ｻｷ 広　島

1 3 811 林　真央(2) 広島工大高 1:04.96 1 4 202 酒井　沙樹(1) 広大附 1:07.79
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 広　島 ｱｻｴﾀﾞ ﾓﾓ 広　島

2 2 171 中村　ひより(1) 安古市 1:06.54 2 1 173 浅枝　杏(1) 安古市 1:09.10
ﾂｶﾓﾄ ﾅﾉﾊ 広　島 ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 広　島

3 4 172 塚本　名葉(1) 安古市 1:07.61 3 3 764 東森　結未(2) 高陽 1:09.79
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｱﾝ 広　島 ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 広　島

4 1 123 小林　情杏(1) 祇園北 1:09.66 2 696 前田　椎名(2) 市立広島商業 DNS

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

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 広　島 ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 広　島

1 3 257 濱田　愛莉(1) 安古市 1:08.95 1 286 石高　沙綾(1) 広島工大高 1:00.32
ｻｻｵ ﾐｱ 広　島 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｲｺ 広　島

2 2 278 笹尾　映丹(1) 高陽 1:11.43 2 1063 平本　結子(3) 広島国際学院 1:00.45
ﾅｶｲｴ ﾚｲ 広　島 ﾌｼﾐ ｱｵｲ 広　島

3 4 166 中家　麗(1) 基町 1:13.28 3 592 伏見　藍衣(2) 広島国際学院 1:04.77
ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広　島

4 757 縫部　愛菜(2) 広大附 1:04.78
ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広　島

5 86 西村　未空(1) 広島工大高 1:04.85
ﾊﾔｼ ﾏｵ 広　島

6 811 林　真央(2) 広島工大高 1:04.96
ｺｲｽﾞﾐ ｻﾔｶ 広　島

7 75 小泉　沙弥夏(1) 広島国際学院 1:06.28
ﾀｶﾉ ｺﾊﾙ 広　島

8 669 髙野　心晴(2) 五日市 1:06.34

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m

9月24日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島 ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島

1 1 528 行田　歩直(2) 千代田 4:57.47 1 528 行田　歩直(2) 千代田 4:57.47
ｺｳﾉ ﾅﾂｷ 広　島 ｺｳﾉ ﾅﾂｷ 広　島

2 2 752 河野　捺希(2) 五日市 5:09.59 2 752 河野　捺希(2) 五日市 5:09.59
ﾏｴﾅｶﾞ ﾜｶﾊﾞ 広　島 ﾏｴﾅｶﾞ ﾜｶﾊﾞ 広　島

3 4 529 前長　若葉(2) 千代田 5:14.46 3 529 前長　若葉(2) 千代田 5:14.46
ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島 ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島

4 5 77 木村　飛華(1) 千代田 5:28.72 4 77 木村　飛華(1) 千代田 5:28.72
ｵﾘﾀ ｱﾔﾐ 広　島 ｵﾘﾀ ｱﾔﾐ 広　島

5 3 76 織田　彩見(1) 千代田 5:36.68 5 76 織田　彩見(1) 千代田 5:36.68
ｺﾔﾏ ｶﾅ 広　島 ｺﾔﾏ ｶﾅ 広　島

6 6 1227 小山　華菜(3) 市立広島商業 5:40.24 6 1227 小山　華菜(3) 市立広島商業 5:40.24
ｽｻｷ ｶﾎ 広　島 ｽｻｷ ｶﾎ 広　島

7 10 200 周崎　花歩(1) 五日市 5:47.56 7 200 周崎　花歩(1) 五日市 5:47.56
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｽﾞ 広　島 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｽﾞ 広　島

8 7 290 森山　柚津(1) 広島市工 5:49.41 8 290 森山　柚津(1) 広島市工 5:49.41
ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 広　島

9 9 245 藤井　陽向(1) 祇園北 5:53.22
ﾏｽﾓﾄ ｼﾎ 広　島

10 8 293 益本　梓帆(1) 基町 5:58.20

一般女子3000m

9月24日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 広　島

1 1 164 永田　梨菜(1) 基町 11:12.55 1 164 永田　梨菜(1) 基町 11:12.55

ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ 広　島 ﾄｳｸﾞ ﾘﾅ 広　島

2 4 163 當具　里菜(1) 基町 11:34.79 2 163 當具　里菜(1) 基町 11:34.79

ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾙｶ 広　島 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾙｶ 広　島

3 2 256 別所　はるか(1) 安古市 11:43.03 3 256 別所　はるか(1) 安古市 11:43.03

ﾂｶﾓﾄ ﾅﾉﾊ 広　島 ﾂｶﾓﾄ ﾅﾉﾊ 広　島

4 3 172 塚本　名葉(1) 安古市 11:50.02 4 172 塚本　名葉(1) 安古市 11:50.02

ｳﾈ ﾁﾋﾛ 広　島 ｳﾈ ﾁﾋﾛ 広　島

5 6 203 畝　千尋(1) 基町 11:54.42 5 203 畝　千尋(1) 基町 11:54.42

ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓﾊ 広　島 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓﾊ 広　島

6 5 225 澤田　桃羽(1) 安古市 12:21.17 6 225 澤田　桃羽(1) 安古市 12:21.17

ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 広　島 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ 広　島

7 7 245 藤井　陽向(1) 祇園北 12:54.06 7 245 藤井　陽向(1) 祇園北 12:54.06

ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 広　島

8 765 原田　紗季(2) 高陽 DNS

一般女子4X100mR

9月24日 17:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 高陽 DNS



一般女子走高跳

9月24日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 広　島 ○ ○ ○ ○ × × ×

1 3 127 永井　梨琴(1) 高陽 1m35
ﾔﾏｼﾛ ｱｲ 広　島 － ○ ○ ○ × × ×

1 5 201 山代　あい(1) 五日市 1m35
ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 広　島 － － ○ × × ○ × × ×

3 4 593 堀部　小波(2) 広島国際学院 1m35
ﾜｶﾔﾏ ｶﾎ 広　島 ○ ○ × × ×

4 1 296 若山　果穂(1) 祇園北 1m25
ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 広　島 ○ ○ × × ×

4 2 257 濱田　愛莉(1) 安古市 1m25

1m25 1m30 1m35 1m40
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20



一般女子走幅跳

9月24日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 愛　知 － 5m50 5m64 4m59 － 4m42 5m64
1 1 1098 稲熊　詩帆(M2) 広島大 +0.8 +0.4 -0.9 -2.1 +0.4

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 広　島 － 5m16 － × 4m71 － 5m16
2 2 1142 藤原　めい(4) 広島経済大 +1.2 -0.5 +1.2

ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 広　島 4m81 － － 4m58 4m47 4m74 4m81
3 3 593 堀部　小波(2) 広島国際学院 +1.1 -1.0 -0.2 -1.4 +1.1

ﾉﾑﾗ ﾐｳ 愛　媛 4m17 4m49 4m29 × 4m41 4m12 4m49
4 9 1147 野村　美羽(2) 広島経済大 +1.1 +2.3 -0.3 -1.2 -1.0 +2.3

ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ 広　島 4m47 4m30 － 4m41 4m39 4m12 4m47
5 4 74 平石　彩夏(1) 広島国際学院 +0.3 +0.7 -0.9 -1.0 -1.8 +0.3

ｳｴﾋﾛ ｱﾔｶ 広　島 4m39 4m13 4m23 4m41 4m45 － 4m45
6 6 660 上廣　彩香(2) 広大附 +1.1 +0.5 +0.4 -0.9 -0.1 -0.1

ﾅｶｲｴ ﾚｲ 広　島 4m43 4m37 － 4m35 4m22 4m30 4m43
7 5 166 中家　麗(1) 基町 +0.6 +0.6 -0.8 -1.0 -1.5 +0.6

ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 広　島 － 4m05 4m40 4m10 4m22 4m15 4m40
8 7 591 林　実怜(2) 広島国際学院 +0.3 +0.7 -0.8 -0.5 -1.2 +0.7

ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 広　島 4m10 － － 4m10
9 8 1145 福士　依舞(3) 広島経済大 +1.2 +1.2

一般女子三段跳

9月24日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 愛　知 12m02 － － － 11m98 － 12m02
1 1 1098 稲熊　詩帆(M2) 広島大 +0.5 +1.7 +0.5

ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 広　島 10m30 － 10m49 10m29 10m45 － 10m49
2 2 88 山本　咲(1) 広島工大高 +0.1 +1.5 +0.6 +1.2 +1.5

ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 広　島 × － 9m43 － － － 9m43
3 3 591 林　実怜(2) 広島国際学院 +0.3 +0.3

ﾅｶｲｴ ﾚｲ 広　島 － － － － － ×
4 166 中家　麗(1) 基町 NM


