
 男子100m

広島県記録(PR)               10.07     山縣　亮太(慶応義塾大学)              2012.8.4

11月19日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ ﾏｷﾉ ﾋｶﾙ

1 829 徳本　和訓(43) 鳥取ＡＳ 1 591 牧野　光(2) 翠町中
ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ ﾋﾀﾞｶ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 952 栗原　涼輔 デルタハリアス 2 0 日高　聡一郎 CHASKI
ﾓﾘﾀ ﾅｸﾞﾓ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ

3 9-3916 森田　凪雲(3) オリンピアプラス 3 9484 田中　智久 岡山陸協
ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ

4 7-1229 元木　航平(4) 文化大 4 1325 松浦　崇史 黄金山ＡＣ
ﾅｷﾞﾗ ﾊﾙｷ ｻｶｲ ﾕｳﾀ

5 2506 櫟良　悠希(3) 野坂中 5 9-3874 坂井　優大(3) オリンピアプラス

ｾｲﾘｷ ｹｲ ｶｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

6 922 勢力　奎 ASフクヤマ 6 592 樫山　大輝(2) 翠町中
ｼｮｳｼﾞ ﾏｺﾄ ｶｾﾔﾏ ﾀｸ

7 7-1170 正路　真(3) 広島大 7 0 忰山　逞(3) CHASKI
ﾀｶﾊｼ ﾘﾓﾝ ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｲﾁ

8 9-3867 高橋　凛門(3) オリンピアプラス 8 S402 山下　俊一(2) 東原中学校

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｼﾀ ﾕﾒﾄ ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾑ

1 2239 尾下　夢叶(1) 呉市陸協 1 1015 田中　志(2) 古田中
ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾉｽｹ ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ

2 93581 日高　昊之助(2) CHASKI 2 1327 山下　泰永 黄金山ＡＣ
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ

3 1318 畑中　佑介 黄金山ＡＣ 3 9-3921 三舩　侑斗(1) オリンピアプラス

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｮｳｴｲ ｲﾁｵｶ ｺﾀﾛｳ

4 9-3912 柳田　祥瑛(2) オリンピアプラス 4 2117 市岡　小汰郎(2) 三和中
ﾋﾑﾛ ﾄｷ ﾀｹﾓﾄ ﾘｸ

5 0 火室　時貴(2) CHASKI 5 1766 竹本　陸(3) 広島市立大
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳ

6 649 河村　朋慶(20) 鶴学園クラブ 6 590 神田　遼(2) 翠町中
ｲﾏﾑﾗ ｿｳ ﾋﾗﾀ ｺｳｷ

7 1312 今村　壮 黄金山ＡＣ 7 0 平田　航輝(1) CHASKI
ｶﾅｳﾁ ｾﾅ ﾎﾘｲｹ ﾊﾙｷ

8 9-3881 金内　惺海(2) オリンピアプラス 8 606 堀池　栄輝(1) 翠町中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱｵﾉ ｺｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲﾀ

1 904 青野　光(2) 観音中 1 2128 畠山　瑛汰(1) 三和中
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾏｴｻｷ ﾏｻﾋﾄ

2 2119 立川　拓弥(2) 三和中 2 1017 前﨑　祇仁(1) 古田中
ﾊﾏﾉ ｼｮｳｲﾁ ｱｻﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

3 0 濱野　晶一(3) CHASKI 3 1121 阿左美　裕大(3) 崇徳中
ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｾｲ

4 104 浅倉　佑樹(2) 江波中 4 1020 小川　凌聖(1) 古田中
ｿﾘﾀﾞ ｶﾝｾｲ ﾖﾈﾋﾛ ｵｳﾀ

5 596 剌田　敢星(1) 翠町中 5 2121 米廣　桜太(2) 三和中
ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼ ｼﾓﾄﾞｲ ﾚﾝ

6 589 前川　賢史(2) 翠町中 6 906 下土居　漣(2) 観音中
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ

7 2126 中嶋　悠人(1) 三和中 7 2118 中西　倖太(2) 三和中
ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ｸｻﾊﾞ ｱﾂｷ

8 960 植田　真徳(1) デルタハリアス 8 594 草場　惇生(1) 翠町中



 男子100m

広島県記録(PR)               10.07     山縣　亮太(慶応義塾大学)              2012.8.4

11月19日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾀ ｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

1 9-3922 竹中　亮太(1) オリンピアプラス 1 1008 香川　佳祐(2) 古田中
ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾃﾞ ｷﾀｵ ﾂﾊﾞｻ

2 2162 松浦　奏(1) 五日市観音 2 2156 北尾　つばさ(1) 五日市観音
ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ ﾃﾗｵ ｺｳﾍｲ

3 1329 吉橋　達矢 黄金山ＡＣ 3 587 寺尾　康平(2) 翠町中
ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｷ ｵｵﾉ ｺｳｼﾝ

4 116 正路　春樹(1) 江波中 4 115 大野　航新(1) 江波中
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾜ

5 121 藤井　勇太(1) 江波中 5 1982 中島　崚稚(1) 広島瀬野川中

ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶｽｶﾞ ｹﾝｼ

6 93576 美能田　悠人(1) CHASKI 6 K707 春日　健志(2) 東原中学校
ﾏｽﾀﾞ ﾄｳｺﾞ ｵｵｶﾜ ﾏｻｷ

7 1974 益田　統伍(2) 広島瀬野川中 7 9-4312 大川　真輝(2) オリンピアプラス

ﾆｼﾊﾗ ｱｻﾋ ｲﾃﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ

8 1591 西原　明日陽(2) 大塚中 8 1125 出原　健太(1) 崇徳中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ｻｶｲ ﾘｭｳ

1 1587 奥村　駿太(1) 大塚中 1 2159 坂井　龍(1) 五日市観音
ｱｶｲ ｿｳﾀ ｲｼﾊﾗ ｾｲﾔ

2 2299 赤井　颯太(2) 城山中 2 1968 石原　星弥(2) 広島瀬野川中

ﾅｶｳﾗ ｲﾌﾞｷ ﾋﾗｶﾀ ﾘｸ

3 600 中浦　一颯(1) 翠町中 3 1017 平方　凛空(2) 古田中
ﾋﾗﾀ ｱｷﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾄﾗ

4 1022 平田　陽登(1) 古田中 4 11031 松本　真虎(1) 古田中
ｳｴﾀﾆ ﾘｸﾄ ﾁｬｷﾀﾞ ﾊﾔﾄ

5 2298 上谷　陸人(2) 城山中 5 2133 茶木田　隼斗(1) 三和中
ｵｶﾓﾄ ﾚｵ ﾐｽﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

6 898 岡本　礼煌(2) 観音中 6 93561 水本　健太(1) CHASKI
ﾔｷﾞ ﾊﾙﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳ

7 11032 八木　温大(1) 古田中 7 117 杉本　皇(1) 江波中
ﾀﾆﾏｽ ｹｲ ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｼﾝ

8 1014 谷増　慶(1) 古田中 8 9-3925 二宮　悠心(1) オリンピアプラス

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾐﾅﾄ ﾀﾞｲｷ ﾀｹｱﾁ ﾄｳｼ

1 111 湊　大貴(2) 江波中 1 9-3878 武内　耀志(1) オリンピアプラス

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾉﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

2 10930 中村　優月(1) 観音中 2 0 野村　一颯(2) 可部中
ﾂﾎﾞｲ ｼﾖｳﾀﾛｳ ﾅｶﾞｵ ｱﾝｼﾞ

3 595 坪井　翔太郎(1) 翠町中 3 119 永尾　愛侍(1) 江波中
ﾊｾﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾛｳ

4 0 櫨本　光一(1) CHASKI 4 2297 河口　太郎(2) 城山中
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ ｿﾉﾀﾞ ｿｳﾀ

5 1981 中島　和希(1) 広島瀬野川中 5 2120 園田　颯汰(2) 三和中
ｳｴｷ ﾘﾄ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｵ

6 2154 植木　理尊(1) 五日市観音 6 10933 永山　稟陽(1) 観音中
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｺﾏﾂ ｶｽﾞｷ

7 2124 山田　匠悟(1) 三和中 7 207 小松　香月(1) 大竹高
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲﾄ ｲﾀﾓﾁ ｼｭｳｺﾞ

8 112 森山　結斗(2) 江波中 8 1980 板持　周吾(1) 広島瀬野川中
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

13組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ｱﾗｼﾀﾞﾆ ﾄﾓﾔ

2 10918 嵐谷　友哉(1) 観音中 2
ﾉﾐ ﾀｹﾙ

3 0 野美　尊(1) 可部中 3
ｱｶｻｶ ﾚﾝ

4 10988 赤坂　蓮(1) 庚午中 4
ﾊﾅｵｶ ｶｲﾗ

5 900 鼻岡　魁羅(2) 観音中 5
ﾃﾗﾅｶ ﾕｳﾏ

6 10928 寺中　悠馬(1) 観音中 6
ｵﾀﾞ ﾕｳｺﾞ

7 0 小田　優互(1) 可部中 7
ｺﾊﾞﾀ ﾊﾙｷ

8 10924 小畑　遥貴(1) 観音中 8
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11月19日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾏｽｲ ﾕｳ ｵﾉ ﾕｳﾀ

1 11336 桝井　悠生(2) 祇園中 1 4174 小野　悠太(1) F.K.C
ﾑﾗﾀ ｾﾝﾀﾛｳ ｱｶｻｶ ﾚﾝ

2 9-4315 村田　千太郎(2) オリンピアプラス 2 10988 赤坂　蓮(1) 庚午中
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾘｭｳ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸﾔ

3 1220 藤澤　子龍(2) 広島城南中 3 9-3917 半田　陸也(3) オリンピアプラス

ﾑﾗｶﾐ ﾃﾂﾄ ｺｻﾞｸﾗ ｶﾅﾀ

4 1223 村上　鉄虎(2) 広島城南中 4 0 小櫻　奏太(1) 可部中
ｸﾆﾀｹ ﾕｳｷ ﾀｶﾀ ｱﾕﾑ

5 1216 国武　優樹(3) 広島城南中 5 0 高田　歩夢(2) 可部中
ﾋｶﾞｼ ｶﾂｷ ﾊｼｶﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

6 110 東　活希(2) 江波中 6 1321 橋壁　優洋(1) 祇園中
ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾜﾍﾞ ﾕﾂﾞ

7 1316 北川　幸汰郎(2) 祇園中 7 11331 川邉　優月(1) 祇園中
ｼﾅｶﾞﾜ ﾚｲﾔ ﾅﾜﾀ ﾊﾙﾄ

8 1313 品川　玲弥(2) 祇園中 8 1326 名和田　悠斗(1) 祇園中
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ﾅｶﾀﾆ ﾌﾐﾔ

9 113 山本　一貴(2) 江波中 9 1122 中谷　文哉(2) 崇徳中
ﾊﾔｻｷ ｺｳｾｲ ｻｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

10 120 早崎　滉世(1) 江波中 10 1322 坂田　侑大(1) 祇園中
ｱﾅﾐｽﾞ ｾﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾙｷ

11 586 穴水　聖七(2) 翠町中 11 1015 山本　瑠希(1) 古田中
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾋ

12 1212 藤井　友太(3) 広島城南中 12 1325 藤田　春光(1) 祇園中
ｶﾜﾍﾞ ｺｳｷ ﾌｼﾞｶﾜ ｶﾅﾀ

13 1320 川邉　昂輝(1) 祇園中 13 1328 藤川　叶大(1) 祇園中
ｲｲﾀﾞ ｾｲﾊ ｾﾉ ﾕｳｼﾝ

14 2135 飯田　晴羽(1) 広島三和 14 107 瀬野　優心(2) 江波中
ｱｻﾋﾅ ｱｽﾞ ﾅｶﾞﾊﾗ ｴｲﾀ

15 1124 朝比奈　空澄(1) 崇徳中 15 1021 長原　英汰(1) 古田中
ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼ ｳｴﾑﾗ ｼｭﾝ

16 11332 長野　煌史(1) 祇園中 16 601 上村　舜(1) 翠町中
ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

17 589 前川　賢史(2) 翠町中 17 1590 渡邉　隼大(2) 大塚中
ﾏﾂｲ ﾚﾝ ﾖｼｵｶ ﾕﾂﾞｷ

18 2149 松井　漣(2) 五日市観音 18 1317 吉岡　優月(1) 祇園中
ｵﾀﾞ ｿｳﾏ ﾄﾖｼﾏ ｲﾌﾞｷ

19 1219 小田　蒼真(2) 広島城南中 19 2116 豊嶋　一歩葵(2) 広島三和
ﾌｼﾞｲ ｾｲﾀ ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

20 1213 藤井　清太(3) 広島城南中 20 1013 須田　涼真(1) 古田中
ｲｿﾍﾞ ｱｻｷ ﾊﾏﾆｼ ｹﾝﾀ

21 2123 磯部　旭希(1) 広島三和 21 2274 濵西　健太(1) 五日市南中
ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ﾕｳﾀ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｻﾋ

22 9-3927 六十部　悠太(1) オリンピアプラス 22 1231 川口　朝陽(1) 広島城南中
ﾏｷﾓﾄ ｵｳﾀ ｴﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

23 1491 槙本　旺汰(2) 高取北 23 2272 江本　真一(1) 五日市南中
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ

24 2122 松林　歩杜(1) 広島三和 24 680 丸山　結大(1) 宇品中
ｵﾉ ｹｲﾀ ﾊﾚｻｸ ｼｭﾝ

25 4173 小野　圭太(2) F.K.C 25 1024 晴佐久　旬(1) 古田中
ﾓﾄｲｴ ﾕｳ ﾊﾚｻｸ ﾘｵ

26 1215 元家　雄(3) 広島城南中 26 11030 晴佐久　里音(1) 古田中
ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ ﾎﾝ ﾕﾐﾝ

27 9-3883 古川　弘貴(2) オリンピアプラス 27 4176 洪　由民(3) F.K.C
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タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8
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広島県記録(PR)            13:15.44     チャールズ・ディランゴ(世羅高)        2011.10.21

広島県記録(PR)            13:29.11     鎧坂　哲哉(明治大)                    2011.9.13

11月19日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｼｵﾃﾞ ﾀｲﾁ ｼｮｳﾊﾀ  ﾘｭｳｺﾞ

1 1640 塩出　太一(3) 世羅高校 1 61 正畑　竜悟(1) 世羅高校
ﾐﾅﾐ ﾄｷﾋﾄ ﾆｼﾓﾄ  ｲｯｾｲ

2 7-2181 南　凱士(1) 広島大 2 66 西本　一誠(1) 世羅高校
ﾀﾅｶ  ﾘｸ ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ

3 892 田中　陸(2) 世羅高校 3 1099 鎌田　颯(4) 修道大
ﾏﾂｳﾗ  ﾀﾞｲｷ ﾌﾙﾐﾂ  ｶｲｾｲ

4 899 松浦　大起(2) 世羅高校 4 897 古満　櫂晴(2) 世羅高校
ｼﾝｷ  ﾕｳｶﾞ ﾊﾗﾀﾞ  ﾕｳｷ

5 63 新木　悠雅(1) 世羅高校 5 896 原田　優希(2) 世羅高校
ｼﾝｷ  ﾀｲｶﾞ ﾕｶﾜ ｹｲｽｹ

6 62 新木　大翔(1) 世羅高校 6 7-1183 湯川　圭祐(3) 広島大
ﾀｶﾀ  ﾕｳｶﾞ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ

7 64 髙田　雄河(1) 世羅高校 7 1765 藤澤　真聡(4) 広島市立大
ﾀｹｳﾁ ﾘｸ ﾀｹｲ ﾄｼｱｷ

8 7-1202 竹内　陸(M2) 広島大 8 1091 竹井　寿明(4) 修道大
ﾅｶﾀ  ﾄﾜ ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ

9 1642 中田　透羽(3) 世羅高校 9 68 西岡　大輝 広島市役所
ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ

10 1644 永戸　敢太朗(3) 世羅高校 10 7-1191 東郷　将也(2) 広島大
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

11 7-1166 伊藤　太一(4) 広島大 11 3086 藤田　悠 岩国市陸協
ﾓﾄﾐﾂ ｹﾝｽｹ ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

12 1101 本光　健裕(2) 修道大 12 0 奥原　康裕(42) トップギア広島

ｲｲﾀﾞ  ｵｳｽｹ ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ

13 1635 飯田　旺裕(3) 世羅高校 13 1900 坂井　　杏輔(1) 広経大
ﾐﾀﾆ  ｺﾀﾛｳ ﾃﾗﾀﾞ  ﾊﾙﾄ

14 68 三谷　虎太郎(1) 世羅高校 14 893 寺田　悠人(2) 世羅高校
ﾅｶｿﾞﾉ ｴｲｼﾞ ｱﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ

15 7-1156 中薗　映児(4) 広島大 15 7-1165 荒川　　瑶一(4) 広島大
ﾊﾏﾀﾞ  ｼｮｳﾀ ｱｶｼｹﾞ  ｻｸﾀ

16 1645 浜田　翔太(3) 世羅高校 16 60 赤繁　咲多(1) 世羅高校
ﾏｽﾀﾞ  ｹﾝｼﾝ ｸﾒ  ｶﾞｸﾄ

17 898 枡田　健伸(2) 世羅高校 17 889 久米　楽人(2) 世羅高校
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ﾖｼｻﾀﾞ  ｼﾝﾀﾛｳ

18 1372 高橋　侑也(4) 広経大 18 902 吉貞　信太朗(2) 世羅高校
ｲﾉｳｴ  ｼﾘｭｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ

19 888 井上　史琉(2) 世羅高校 19 1380 長谷川　凌央(2) 広経大
ﾑｶﾂ  ﾂﾊﾞｻ ﾜｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ

20 69 向津　翼(1) 世羅高校 20 1893 若山　大晟(2) 広経大
ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｳﾔ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ

21 890 坂口　雄哉(2) 世羅高校 21 1371 斉藤　諒(4) 広経大
ﾎﾝﾐﾔ  ﾕｳｼﾝ ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ

22 67 本宮　優心(1) 世羅高校 22 7-1159 定常　颯太(4) 広島大
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

23 1764 岡田　燎(M1) 広島市立大 23 7-1154 清水　椋太(4) 広島大
ｺｼﾞﾏ  ﾕｳｾｲ ﾑｺｳﾀﾞ ﾀｸﾔ

24 1638 小島　悠生(3) 世羅高校 24 1333 向田　拓矢 黄金山ＡＣ
ｼﾞｪﾚﾐｱ  ｶﾏｳ ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ

25 1313 ジェレミア　カマウ(1) 世羅高校 25 2063 吉村　拓樹(1) 修道大
ｲｼﾄﾞｳ ｿｳﾏ ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ

26 1636 石堂　壮真(3) 世羅高校 26 646 谷本　結太 鶴学園クラブ

ﾅｶﾑﾗ  ｶｲﾄ ｲﾃﾞ ｷﾖﾀｶ

27 1643 中村　海斗(3) 世羅高校 27 7-2180 井手　聖貴(1) 広島大
ﾑﾗｶﾐ  ﾋﾋﾞｷ ｵﾉ ﾀｶﾄ

28 1647 村上　響(3) 世羅高校 28 1898 小野　貴斗(1) 広経大



 男子5000m

広島県記録(PR)            13:15.44     チャールズ・ディランゴ(世羅高)        2011.10.21

広島県記録(PR)            13:29.11     鎧坂　哲哉(明治大)                    2011.9.13

11月19日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

?ｼﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ

1 1087 藤原　栄司 雲南市陸協 1
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ

2 266 桒原　拓海(1) 海田高校 2
ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ

3 36 児玉　亮一 広島県庁ＲＣ 3
ﾅｵｲ ｼﾝﾔ

4 1406 直井　真也(2) 海田高校 4
ｻﾜﾂﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾏｻ

5 0 沢津橋　英昌 五日市走会 5
ｸﾗﾊｼ ｺｳｷ

6 7-1160 倉橋　広季(4) 広島大 6
ﾓﾘｼﾀ ﾅﾙ

7 2246 森下　七琉(1) 修道大 7
ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳ

8 1105 河原　陵(2) 修道大 8
ﾏﾙﾓ  ｹｲｼﾞ

9 900 丸茂　圭史(2) 世羅高校
ﾊｼﾓﾄ  ｿｳ

10 895 橋本　蒼(2) 世羅高校
ﾆｶﾜ  ｼｮｳﾔ

11 894 仁川　翔矢(2) 世羅高校
ｶﾂﾋｺ ﾋﾔﾏ

12 0 桧山　勝彦(41) トップギア広島

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ

13 0 中村　将太(31) トップギア広島

ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ

14 0 河野　裕介(36) トップギア広島

ﾀｶﾊｼ  ｷﾗ

15 65 髙橋　希良(1) 世羅高校
ﾊｾｶﾞﾜ  ｼｮｳ

16 1379 長谷川　翔央(2) 広経大
ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳﾀ

17 9204 蜷川　祥太 ＭＲＣ
ﾅｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

18 1100 中本　隼介(2) 修道大
ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

19 1883 森元　憲治 マツダＡＣ
ｷﾇﾔﾏ ｾｲｺﾞ

20 7-1184 衣山　誠悟(2) 広島大
ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ

21 1768 大塚　耕平(2) 広島市立大
ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ

22 1095 北川　朔矢(4) 修道大
ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ

23 1087 岡本　提(4) 修道大
ﾀﾆﾀﾞ ｵﾄﾔ

24 2244 谷田　音耶(1) 修道大
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

25 1086 山田　隼輔(3) 修道大
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

26 1084 西田　拓矢(4) 修道大
ﾉﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

27 37 野村　正範 広島県庁ＲＣ

ｺﾀﾞﾆ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

28 1639 小谷　洵平(3) 世羅高校
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ

29 48 福田　昌哉 広島県庁ＲＣ



小学男子100m

広島県記録(PR)               12.22     北村　拓也(広島JOC)                   2005.11.13

11月19日 10:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾋﾑﾛ ﾑﾂｷ ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀﾛｳ

2 0 火室　睦貴(4) CHASKI 2 0 林　章太郎(6) CHASKI
ﾊｼﾂﾞﾒ ｹｲｼﾞ ｻﾜﾂﾊﾞｼ ｴｲﾀﾛｳ

3 0 橋詰　慶次(6) 中野東 3 0 沢津橋　瑛太朗(6) 五日市走会
ｶｼﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ

4 0 梶山　知寛(5) CHASKI 4 0 中村　陽斗(6) 中野東
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ ﾓｳﾘ ｶｽﾞｷ

5 0 岡田　宗馬(6) CHASKI 5 0 毛利　一輝(4) CHASKI
ｶﾜﾑﾗ ｺﾞｳｷ ﾅｶﾞﾄ ｿｳﾀ

6 0 河村　剛希(6) CHASKI 6 0 長門　颯大(5) 可部AC 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾞｸ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ

7 0 西村　岳(5) CHASKI 7 0 益田　光輝(6) 中野東
ｱﾗﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾐｷ ｲｸｴｲ

8 0 蘭　尚悟(6) CHASKI 8 0 三木　郁英(5) 可部AC 

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ

2 0 山田　悠馬(5) 中野東 2 0 古川　悠哉(5) 広島Jroc
ｷﾀ ｼﾞｭﾘｱﾝﾘｮｳ ｶﾜｻﾞﾜ ｲｯﾄ

3 0 来田　Julian諒(5) PEACE AC 3 0 川澤　一翔(6) CHASKI
ﾊﾞｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵﾔ

4 0 馬上　侑大(5) PEACE AC 4 0 畠山　直也(5) CHASKI
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾀ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

5 0 清水　陽太(6) CHASKI 5 0 宮川　結守(5) 可部AC 
ﾜｶﾂｷ ｺﾀﾛｳ ﾆｼｵ ﾏｻﾄｼ

6 0 若槻　虎太朗(6) PEACE AC 6 0 西尾　雅冬(6) CHASKI
ｵｸｼﾏ ｺﾀﾛｳ ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

7 0 奥島　虎太朗(6) PEACE AC 7 0 佐々木　大輔(5) 広島Jroc
ﾉｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

8 0 野島　新太郎(6) PEACE AC 8

5組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ﾖﾈﾋﾛ ｼｭｳｼﾞ

2 0 米廣　柊二(6) 広島Jroc 2

ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ

3 0 浪速　彪翔(6) 広島Jroc 3
ｲｹｸﾎﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

4 0 池久保　真平(6) 広島Jroc 4
ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ

5 0 末永　大誠(6) 広島Jroc 5
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ

6 0 中村　勇斗(6) 広島Jroc 6
ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ

7 0 嶋田　莞大(6) 広島Jroc 7

8 8



小学男子800m

広島県記録(PR)             2:16.60     平田　孝兵(竹尋AC)                    2008.12.6

11月19日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ﾓﾘ ｿｳﾀ

1 0 森　颯太(6) 可部AC 1
ｵﾉ ｿｳﾀ

2 3402 小野　蒼太(5) F.K.C 2
ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ

3 0 岩森　遼(6) CHASKI 3
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

4 3403 山本　悠人(5) F.K.C 4
ﾔﾏﾃ ｴｲﾀ

5 0 山手　瑛太(5) CHASKI 5
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾀ

6 0 中村　颯太(4) CHASKI 6
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ

7 0 藤谷　優成(5) PEACE AC 7
ｵｵﾀ ﾚﾝ

8 0 大田　錬(5) CHASKI 8
ｳｫﾙﾀｰ ｹﾝﾄ

9 0 ウォルター　健斗(6) 中野東
ﾔﾉ ｱｵｲ

10 0 矢野　蒼(5) 広島Jroc
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ

11 0 篠原　光翔(5) 広島Jroc
ﾋｻﾔﾏ ﾖｼﾄ

12 0 久山　義人(6) 広島Jroc



 女子100m

広島県記録(PR)               11.64     湯淺　佳那子(日本体育大)              2019.9.13

11月19日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｻｷ ﾊﾙﾅ ｾｲﾛｳ ﾒｲ

1 2116 佐々木　遥奈(2) 三和中 1 281 清老　愛唯(1) 安田女子高
ｸﾎﾞ ｶﾉﾝ ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏｺ

2 1592 窪　花穏(1) 大塚中 2 0 水本　蒔子(1) CHASKI
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ ﾐﾂﾔﾏ ﾏｲ

3 1009 松本　真奈(3) 古田中 3 9-3892 満山　真衣(1) オリンピアプラス

ﾔﾏﾋﾛ ｳﾀ ﾀｸﾐ ﾕｲ

4 93568 山廣　詩羽(1) CHASKI 4 1027 宅見　優衣(2) 古田中
ﾑﾗﾓﾄ ｶﾉﾊ ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾁﾅ

5 9-3903 村本　カノ葉(3) オリンピアプラス 5 9-3908 永藤　千奈(3) オリンピアプラス

ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂｷ ｼﾐｽﾞ ﾀﾏｷ

6 9-3896 河村　捺希(2) オリンピアプラス 6 1019 清水　玲綺(1) 古田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ ｳﾒﾓﾄ ﾘﾉ

7 9-3894 渡部　夏妃(2) オリンピアプラス 7 186 梅本　莉乃(1) 安田女子高
ｿｳﾜ ﾏﾅﾐ ｱｵｲ ﾘｺ

8 2279 宗和　愛実(1) 五日市南中 8 899 青井　莉子(2) 観音中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱｽﾞﾏ ｻｴ

1 1027 東　紗衣(1) 古田中 1
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ ﾏﾙｼﾀ ﾕｳﾘ

2 9-3907 小島　桜子(3) オリンピアプラス 2 11034 丸下　侑莉(2) 古田中
ﾀｶｵｶ ｻﾔ ﾎｼﾓﾄ ｱﾔﾅ

3 7-1096 髙岡　沙弥(2) 広島大 3 2154 星元　彩愛(2) 五日市観音
ﾄｲｼ ﾐｽﾞｷ ﾅｶｵ ﾊﾙｶ

4 1020 戸石　美月(1) 古田中 4 1021 中尾　遥佳(1) 古田中
ｵｷﾉ ﾉｿﾞﾐ ｵｶﾀﾞ ｺﾄｺ

5 2151 沖野　希実(2) 五日市観音 5 2155 岡田　采子(2) 五日市観音
ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾐｻｷ ｵｸﾅｶﾞ ﾜｶﾅ

6 0 藤重　光咲(1) CHASKI 6 2121 奥永　和奏(1) 三和中
ｶﾄｳ ﾊﾙﾅ ﾀｶﾀ ﾐｲﾅ

7 184 加藤　遥奈(1) 安田女子高 7 591 高田　未依菜(1) 翠町中
ｼｹﾞｶﾜ ｱｶﾘ ﾏｴﾀﾞ ｽﾐｶ

8 589 重河　朱里(2) 翠町中 8 2153 前田　純果(2) 五日市観音

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾄｳﾎｳﾀﾞ ﾊｽﾉ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ

2 1594 東方田　蓮乃(1) 大塚中 2 1593 後藤　優花(2) 大塚中
ｱﾐｵｶ ﾜｶﾅ ﾔﾏｻｷ ｺｽｽﾞ

3 781 網岡　和奏(2) 安田女子高 3 1592 山﨑　心鈴(2) 大塚中
ﾑｶｲ ﾒｲｶ ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾅ

4 2152 向井　芽叶(2) 五日市観音 4 182 前田　紋奈(1) 安田女子高
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾏﾈ ｸﾗﾀ ｻｴ

5 2120 川端　天音(1) 三和中 5 1593 倉田　彩衣(1) 大塚中
ｽｶﾞｼﾗ ｸｽﾅ ﾋﾀﾞｶ ﾊﾅﾈ

6 120 須頭　楠那(1) 江波中 6 2161 日高　華音(1) 五日市観音
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾙﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾉ

7 890 藤村　月菜(2) 観音中 7 1026 渡邉　宥愛乃(1) 古田中
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾉﾝ ｵﾀﾞ ｻｷﾊ

8 2118 山本　葵望(1) 三和中 8 2275 小田　咲羽(1) 五日市南中



 女子100m

広島県記録(PR)               11.64     湯淺　佳那子(日本体育大)              2019.9.13

11月19日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾋｶﾞｷ ｺﾄﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ｳｻ

2 180 日垣　琴実(1) 安田女子高 2 2156 望月　優咲(2) 五日市観音
ﾔﾉ ｺﾉﾝ ｲﾉｷ ﾕｲ

3 2160 矢野　心音(1) 五日市観音 3 2119 猪木　結衣(1) 三和中
ﾅｶﾂｲ ﾋﾏﾘ ｶｼﾞｶﾜ ｺｺﾛ

4 1029 中津井　陽愛(1) 古田中 4 2276 梶川　心(1) 五日市南中
ﾌｪﾛ-ｽﾞ ﾏﾔ ｼﾗｶﾜ ﾙﾘｶ

5 594 フェローズ　茉弥(1) 翠町中 5 1011 白川　瑠華(2) 古田中
ｶﾂﾍﾞ ﾘｺ ﾔﾏｼﾀ ﾅﾎ

6 107 勝部　莉子(2) 江波中 6 898 山下　南穂(2) 観音中
ﾏｽｵｶ ﾐｸ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ

7 2162 増岡　未空(1) 五日市観音 7 1596 奥田　沙和(1) 大塚中
ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ ｻｻｷ ﾕｳﾘ

8 117 光永　朱里(2) 江波中 8 896 佐々木　悠梨(2) 観音中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｸﾗﾓﾄ ｺﾄﾈ ｲﾜﾀ ﾐｷ

2 0 倉本　琴音(1) 可部中 2 891 岩田　心希(2) 観音中
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｴ ﾏﾂﾓﾄ ﾙｷ

3 893 村上　恢(2) 観音中 3 1597 松本　月樹(1) 大塚中
ﾆｲﾑﾗ ｺｺﾅ ﾔﾏﾈ ﾘｵﾝ

4 2122 新村　香心奈(1) 三和中 4 0 山根　莉乙(1) 可部中
ﾆｼ ﾅﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾎ

5 2117 西　菜々美(1) 三和中 5 1595 渡邊　光保(1) 大塚中
ﾄｳ ﾐﾕ ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾗ

6 1588 藤　心優(1) 大塚中 6 897 田邉　佑來(2) 観音中
ｶﾜｶﾐ ﾐﾕｳ ﾄﾖﾀ ﾉﾌﾞｺ

7 0 川上　心結(1) 可部中 7 0 豊田　伸子(1) 可部中
ｺﾆｼ ﾐﾕ ﾊｼﾜﾀ ﾋﾅ

8 0 小西　心優(1) 可部中 8 0 橋渡　陽菜(1) 可部中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



 女子3000m

広島県記録(PR)             8:51.77     テレシア・ムッソーニ(世羅高)            2019.10.7

11月19日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾀﾅｶ ｻﾔ ｷｭｳｼﾏ ﾊﾅｴ

1 119 田中　沙耶(1) 江波中 1 0 久島　英恵(1) 可部中
ﾊｶﾞ  ﾋｶﾘ ﾊﾊﾞ ｱｵｲ

2 587 芳賀　ひかり(2) 世羅高校 2 905 羽場　葵(1) 観音中
ｶﾜﾊﾗ ｺｺﾛ ﾊﾔｶﾜ ﾏｵ

3 1303 川原　こころ(3) 祇園中 3 0 早川　真央(1) 可部中
ﾓﾘﾓﾄ  ｱﾂﾞ ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ

4 55 森本　亜都(1) 世羅高校 4 0 出口　優月希(1) 可部中
ﾀﾅｶ ｻﾔ ﾀﾆﾓﾄ ｺﾄｾ

5 2111 田中　佐弥(3) 広島三和 5 9-4321 谷本　琴星(1) オリンピアプラス

ﾊｷﾞﾜﾗ ｻｸﾗ ｲﾜｲ ｶｽﾞｷ

6 1022 萩原　咲良(1) 古田中 6 903 岩井　榎稀(1) 観音中
ｽｽﾞｷ  ﾏｲ ﾆｼﾑﾗ ｱﾐ

7 1035 鈴木　麻唯(3) 世羅高校 7 906 西村　有未(1) 観音中
ｶｻﾊﾗ ｱｶﾘ ｽｻﾐ ﾊﾅ

8 7-1097 笠原　あかり(2) 広島大 8 904 須佐美　はな(1) 観音中
ﾀｻｷ ｾﾅ ﾀﾏﾘ ｱﾔﾉ

9 2115 田﨑　聖奈(2) 広島三和 9 2270 田万里　彩乃(2) 五日市南中
ｷﾑﾗ ｱﾔ ﾑﾗｵｶ ﾏﾅ

10 1284 木村　亜弥(3) 安田女子高 10 2274 村岡　愛菜(2) 五日市南中
ｲｼﾊﾗ  ﾄﾓｶ ﾀﾑﾗ ﾙｲ

11 583 石原　朋華(2) 世羅高校 11 1590 田村　瑠唯(2) 大塚中
ﾊｶﾞ ﾓｴﾅ ﾓﾘｶﾈ ｻｷ

12 1067 波賀　萌菜(3) 修道大 12 1316 森兼　咲季(1) 祇園中
ﾏﾄﾞｺﾛ  ﾈｵ ｲｹﾀﾞ ﾜｶ

13 588 間處　寧乙(2) 世羅高校 13 1314 池田　和華(1) 祇園中
ﾊｶﾞ  ｱｶﾘ ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘﾝ

14 586 芳賀　あかり(2) 世羅高校 14 1023 神田　真凛(1) 古田中
ﾋｶﾞｼ  ｶｽﾞﾊ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ

15 1037 東 　葉(3) 世羅高校 15 1308 中村　ゆな(2) 祇園中
ｲﾉｳｴ  ﾅﾅ ﾂｸﾀﾞ ｻﾗ

16 53 井上　菜名(1) 世羅高校 16 1218 佃　紗良(2) 広島城南中
ﾌｸｼﾅ  ｷｷ ﾏﾂｵｶ ﾏｷ

17 1038 福品　喜己(3) 世羅高校 17 1221 松岡　真季(1) 広島城南中
ﾂﾂﾞｸｼ  ﾘｵﾅ ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ

18 585 續子　鈴央菜(2) 世羅高校 18 7-1332 八木　春香(4) 広島大
ｺﾞﾄｳ  ｱﾔｶ ｵｶﾓﾄ ﾕｷﾉ

19 584 後藤　彩香(2) 世羅高校 19 1307 岡本　結希乃(2) 祇園中
ﾔﾏﾀﾞ  ｴﾏ ﾀﾏｲ ﾐｳ

20 589 山田　依茉(2) 世羅高校 20 1006 玉井　美羽(3) 古田中
ﾛｰｽﾞ  ﾜﾝｸﾞｲ ｷｯｶﾜ ｶﾅｺ

21 773 ローズ　 ワングイ(1) 世羅高校 21 582 吉川　佳菜子(3) 翠町中
ｵﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾀｶﾓﾄ  ｴﾏ

22 680 小田　綾乃(2) 宇品中 22 54 髙本　依真(1) 世羅高校
ﾜｷﾀ ﾏﾅ ﾖｺｲ ﾋﾏﾘ

23 682 脇田　真奈(2) 宇品中 23 1317 横井　日茉莉(1) 祇園中
ｻﾀﾞﾓﾄ ﾕｽﾞｷ ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾄﾊ

24 673 貞本　柚稀(1) 宇品中 24 0 藤村　心澄葉(1) CHASKI
ﾐﾀﾑﾗ ﾏﾘ ﾏｴﾊﾏ ｶﾅ

25 697 三田村　茉莉(1) 宇品中 25 1306 前濵　佳奈(2) 祇園中
ｸﾏﾉ ﾕﾒｶ

26 690 熊野　夢愛(3) 宇品中



 女子3000m
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タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



小学女子100m

広島県記録(PR)               13.08     脇坂　里桜(中野東陸上)                2015.10.4

11月19日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶｽｶﾞ ﾎﾉｶ ﾁｶﾐﾂ ﾏｵ

1 0 春日　穂花(5) CHASKI 1 0 近光　摩桜(6) 中野東
ｲｼｲ ｻｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｺ

2 0 石井　咲(5) CHASKI 2 0 安藤　莉子(6) CHASKI
ｲｼﾊﾗ ｱﾔｶ ﾋｶﾞｼﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ

3 0 石原　綾香(5) CHASKI 3 0 東中川　眞桜(5) 中野東
ｱﾜﾑﾗ ﾋﾅｺ ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｷ

4 0 粟村　日向子(6) CHASKI 4 0 土井　瑞生(6) CHASKI
ｼﾏﾀﾞ ｻﾗ ｵｶﾓﾄ ｻﾜ

5 0 島田　沙來(6) CHASKI 5 0 岡本　紗和(5) 可部AC 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗ ﾐﾔｶﾜ ｱﾕｶ

6 0 山本　彩礼(6) CHASKI 6 0 宮川　歩佳(6) CHASKI
ﾐﾔｹ ﾆｺ ﾏｷﾀ ﾘﾘｱ

7 0 三宅　にこ(5) 可部AC 7 0 蒔田　りりあ(5) 中野東
ﾀｵﾔﾏ ｱﾝﾅ ﾀｶﾊｼ ﾕｱﾝ

8 0 垰山　杏那(6) CHASKI 8 0 高橋　優杏(6) 中野東

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ ﾖｼﾀﾞ ﾕﾆｶ

1 0 濱中　穂乃花(6) 広島Jroc 1 0 吉田　唯仁香(5) 広島Jroc
ﾅｶ ﾕｳﾘ ｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ

2 0 中　優莉(6) 広島Jroc 2 0 香川　珠妃(5) 広島Jroc
ｶﾅﾓﾘ ｺﾉｶ ｱｻｲ ﾓｶ

3 0 金森　好花(5) PEACE AC 3 0 浅居　萌香(5) 広島Jroc
ｵｵｲﾁ ｱﾔﾅ ｴｷﾞ ｻﾅﾐ

4 0 大市　絢菜(5) PEACE AC 4 0 恵木　彩菜美(5) 広島Jroc
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ｱｻﾔﾏ ｻﾗ

5 91501 小林　愛奈(5) 吉和AC 5 0 朝山　更来(6) 広島Jroc
ｸﾜﾓﾄ ｱﾝﾅ ﾑﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ

6 0 桑本　晏凪(5) CHASKI 6 0 村本　すず歌(6) 広島Jroc
ｻｺ ﾊﾙｶ ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ

7 0 迫　はるか(5) 広島Jroc 7 0 植田　悠樹奈(6) 広島Jroc
ｲｹｸﾎﾞ ﾘｴ ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙ

8 0 池久保　里笑(6) 広島Jroc 8 0 杉原　晴(6) 広島Jroc

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



小学女子800m

広島県記録(PR)             2:26.69     岡藤　美音(石内南SKRC)                2018.11.4

　　　　　　　             2:26.69     春日　楓花(ﾘﾄﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ広島)             2018.11.4

11月19日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾅ

1 3406 松岡　樹那(5) F.K.C 1
ｶﾐｲｼ ﾘﾉ

2 3404 上石　梨乃(6) F.K.C 2
ﾋﾀﾞｶ ﾗﾝﾅ

3 0 日高　蘭奈(5) CHASKI 3
ﾆｼｵｶ ﾐｸ

4 0 西岡　海來(5) CHASKI 4
ｻｻｷ ﾈﾈ

5 0 佐々木　寧音(6) CHASKI 5
ｻｻｷ ﾐﾛﾝ

6 0 佐々木　満音(6) CHASKI 6
ｲｹﾀﾞ ｳﾀ

7 0 池田　詩(5) CHASKI 7
ｳｼｵ ｶﾘﾝ

8 0 潮　花梨(5) 可部AC 8
ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ

9 0 田中　和奈(6) 広島Jroc
ﾏﾄﾘ ﾜｺ

10 0 真鳥　暖子(6) CHASKI
ｵｵﾊｼ ﾕﾘ

11 0 大橋　由莉(5) 広島Jroc
ﾅｶﾜﾀｾ ﾐﾄﾞﾘ

12 0 中渡瀬　翠(6) 広島Jroc
ｶｲﾂﾞｶ ﾕﾅ

13 0 貝塚　結奈(6) 広島Jroc


