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ﾄｳﾄｸ ﾋﾛｷ 広　島 ﾛｸｼﾞｭｳﾌﾞ ﾕｳﾀ 広　島

1 4257 藤得　弘宜(2) 海田中 10:26.12 1 3927 六拾部　悠太 OLYMPIA PLUS 9:45.00

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 広　島 ｻﾔ ｼﾝﾀ 広　島

2 394 谷口　涼(1) 広島国際学院 10:28.95 2 3911 道祖　慎太 OLYMPIA PLUS 9:45.00

ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ 広　島 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ 広　島

3 4258 小谷　知輝(2) 海田中 10:29.19 3 5232 金藤　壮佑(3) 尾道高西中 9:45.00

ﾀｶｲﾁ ｿｳﾀ 広　島 ｷﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 広　島

4 4188 高市　宗嵩(2) 安芸府中中 10:30.00 4 1401 木本　雅之(3) 広島工業大 9:46.00

ﾓﾄｲｴ ｼﾞｭﾝ 広　島 ｲｹｼﾀ ｹｲﾉｽｹ 広　島

5 4316 元家　純 OLYMPIA PLUS 10:30.00 5 4644 池下　慶乃介(2) 東広島高屋中 9:50.00

ｷﾘﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 広　島 ｺﾆｼ ｷﾞﾝﾉｽｹ 広　島

6 4649 桐谷　隼介(2) 東広島高屋中 10:30.00 6 14670 小西　銀之介(1) 東広島高屋中 9:50.00

ﾊﾔｻｷ ｺｳｾｲ 広　島 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 広　島

7 120 早崎　滉世(1) 広島江波 10:30.00 7 193 中島　壮一朗(1) 舟入 9:50.00

ｽｴﾅｶﾞ ｳﾀ 広　島 ﾎﾝ ﾕﾐﾝ 広　島

8 4664 末永　詩(1) 東広島磯松中 10:30.42 8 4176 洪　由民 F.K.C 9:50.00

ﾆｼｶﾜ ﾀｲｷ 広　島 ﾐﾅﾐ ｼｮｳｷ 広　島

9 4668 西川　泰生(1) 東広島磯松中 10:31.66 9 4422 南　翔樹 C&R広島 9:51.21

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 広　島 ﾊﾗ ｺｶﾞｻ 広　島

10 0 木村　優斗(2) 福山大成館中 10:31.89 10 89 原　心傘(2) 広島国泰寺 9:53.00

ﾃﾗｵｶ ｼｭﾝ 広　島 ｺｶﾞ ﾕｳﾀ 広　島

11 0 寺岡　駿(2) 福山大成館中 10:32.99 11 393 古賀　悠太(1) 広島国際学院 9:54.74

ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島 ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 広　島

12 1278 向井　尚太郎(2) 広島国際学院 10:40.74 12 4169 森本　瑠倭 F.K.C 9:55.00

ﾏﾂｷ ｺｳｼﾞ 広　島 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

13 3054 松木　昊言(2) 千代田中 10:45.00 13 0 岡本　悠都(2) 福山大成館中 9:57.43

ﾔﾏﾀｶ ｺｳｼﾞ 広　島 ｳﾈﾀﾞ ｾｲﾔ 広　島

14 2069 山高　浩司 廿日市市陸協 10:49.00 14 4558 宇根田　聖矢(2) 東広島向陽中 9:58.21

ﾂﾀﾞﾉ ﾘｮｳ 広　島 ﾑﾈﾔｽ ﾀｲｶﾞ 広　島

15 4198 津田野　凌(1) 安芸府中中 10:51.51 15 4263 宗安　大芽(2) 海田中 9:59.25

ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 広　島 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 広　島

16 4216 宮川　滉平(1) 府中緑ヶ丘中 10:58.89 16 1084 西田　拓矢(4) 広島修道大 10:00.00

ｵｵﾃﾞﾗ ﾚﾝ 広　島 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 広　島

17 4656 大寺　蓮(2) 東広島高屋中 11:00.00 17 1087 岡本　提(4) 広島修道大 10:00.00

ﾄｳﾅｲ ﾋﾅﾀ 広　島 ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｷ 広　島

18 4269 唐内　陽太(1) 海田中 11:00.00 18 4255 髙山　大樹(2) 海田中 10:01.01

ｵｸ ｴｲｷ 広　島 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓｷ 広　島

19 176 奥　英輝(1) 広島市工 11:09.18 19 0 山岡　朋樹(2) 福山大成館中 10:01.44

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 広　島 ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 広　島

20 4215 藤田　悠慎(1) 府中緑ヶ丘中 11:11.79 20 4564 小玉　宗時朗(1) 東広島向陽中 10:01.59

ﾏﾂｷ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 ﾀｹｵｶ ｲｯｾｲ 広　島

21 1885 松木　雄大 マツダＡＣ 11:30.00 21 4256 竹岡　一青(2) 海田中 10:01.88

ｵﾘﾀ ﾅｵﾔ 広　島 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 広　島

22 3056 織田　尚弥(1) 千代田中 11:30.00 22 4350 原田　周晟(1) 熊野東中 10:09.07

ｽｶﾞﾀ ｶｲ 広　島 ﾏﾂｲ ﾚﾝ 広　島

23 3058 菅田　櫂(1) 千代田中 11:30.00 23 3915 松井　漣 OLYMPIA PLUS 10:10.00

ﾑﾗｶﾐ ｴｲｼﾞ 広　島 ﾅｶﾀ ﾊﾙｶ 広　島

24 4192 村上　英治(1) 安芸府中中 11:43.75 24 14674 中田　悠翔(1) 東広島高屋中 10:10.00

ﾄｸｼｹﾞ ｼﾝ 広　島 ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広　島

25 4667 徳重　伸(1) 東広島磯松中 11:49.39 25 14680 大石　准平(1) 東広島高屋中 10:10.00

ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広　島 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾏ 広　島

26 340 熊谷　大翔(1) 広島市工 12:00.00 26 185 中村　崇真(1) 舟入 10:10.00

ｵﾉ ﾕｳﾀ 広　島 ｲｼﾂﾞ ﾕｳﾀ 広　島

27 4174 小野　悠太 F.K.C 12:00.00 27 4556 石津　悠大(2) 東広島向陽中 10:10.08

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 広　島 ｲｺﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 広　島

28 1224 中川　裕登(2) 広島市工 12:00.00 28 1871 生駒　和博 マツダＡＣ 10:15.00

ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 広　島 ｷｸﾓﾄ ｶﾝﾀ 広　島

29 177 齋藤　康弘(1) 広島市工 12:00.00 29 1204 菊本　侃汰(2) 安古市 10:16.47

ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳｷﾛｳ 広　島 ﾊﾏｻｷ ﾕｳﾄ 広　島

30 1228 長岡　翔喜郎(2) 広島市工 12:00.00 30 4349 浜咲　優翔(1) 熊野東中 10:23.38

ﾌﾅｷ ｹｲｼﾞ 広　島 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸﾔ 広　島

31 4270 舩木　景司(1) 海田中 12:24.65 31 3917 半田　陸也 OLYMPIA PLUS 10:25.00

ﾂﾎﾞﾉ ﾘｭｳ 広　島 ﾑﾗﾀ ｾﾝﾀﾛｳ 広　島

32 4268 坪野　竜(1) 海田中 12:49.72 32 4315 村田　千太郎 OLYMPIA PLUS 10:25.00

ﾔﾏﾄ ﾘｭｳｼ 広　島

33 191 山戸　琉獅(1) 舟入 10:25.00
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ﾀｶﾏｴ ﾕｳﾀ 広　島 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 広　島

1 4168 高前　悠大 F.K.C 9:05.00 1 909 後東　和希(2) 広島国際学院 8:34.05

ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 広　島 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｷ 広　島

2 914 宮田　孝輝(2) 広島国際学院 9:05.45 2 915 森川　祐暉(2) 広島国際学院 8:34.76

ｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｻｸ 広　島 ﾐﾖｼ ﾄﾓﾕｷ 広　島

3 1007 岡山　大朔(2) 舟入 9:10.00 3 88 三好　智之(1) 広島国際学院 8:38.02

ﾐﾎ ﾘﾝﾀﾛｳ 広　島 ﾆｲﾐ ﾊﾙﾋ 広　島

4 70 三歩　凛太郎(1) 舟入 9:10.00 4 4695 新見　春陽(3) 東広島松賀中 8:39.10

ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ 広　島 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 広　島

5 1008 高橋　敦大(2) 舟入 9:10.00 5 487 坂口　礼章 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ 8:39.80

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 広　島 ｺｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 岡　山

6 3045 行田　駿斗(3) 千代田中 9:10.00 6 2119 腰塚　遥人 ＪＦＥスチール 8:40.26

ｽｷﾞﾅｶ ﾜﾀﾙ 広　島 ｽｴﾀﾞ ｲｸﾐ 広　島

7 190 杉中　渉琉(1) 舟入 9:10.00 7 4632 末田　唯久海(3) 東広島高屋中 8:42.30

ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ 広　島 ｲｼｵ ﾐﾅﾐ 広　島

8 4120 幟立　晃汰 トップギア広島 9:15.00 8 3878 石尾　海波 OLYMPIA PLUS 8:47.00

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 広　島 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 広　島

9 3883 古川　弘貴 OLYMPIA PLUS 9:15.00 9 4550 鈴木　雄貴(3) 東広島向陽中 8:49.02

ｱﾘﾐﾂ ｺｳﾀ 広　島 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｶｹﾙ 広　島

10 3049 有光　孝太(3) 千代田中 9:15.00 10 4165 檀上　翔 F.K.C 8:50.00

ﾉｼﾏ ﾀｶｼ 広　島 ｲｼﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 広　島

11 3052 野嶋　隆史(2) 千代田中 9:15.00 11 3870 石堂　圭悟 OLYMPIA PLUS 8:51.00

ｵｵﾄｼ ﾚｲ 広　島 ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

12 4559 大歳　怜(2) 東広島向陽中 9:15.56 12 86 小田　翔太(1) 広島国際学院 8:52.58

ｵｵﾔ ｼｮｳﾀ 広　島 ｲﾘﾉ ｴｯﾍﾟｲ 広　島

13 3871 大宅　翔太 OLYMPIA PLUS 9:18.00 13 907 入野　越平(2) 広島国際学院 8:52.89

ｵｵﾀ ﾗﾝ 広　島 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島

14 3919 大田　蘭斗 OLYMPIA PLUS 9:18.00 14 908 岸本　亘平(2) 広島国際学院 8:52.92

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 広　島 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳ 広　島

15 4166 若林　勇希 F.K.C 9:20.00 15 186 吉岡　瞭(1) 舟入 8:55.00

ｶﾜｳﾁ ﾋﾛﾄ 広　島 ﾁｬﾔ ｺｳｿﾞｳ 広　島

16 3053 河内　洋翔(3) 千代田中 9:20.00 16 2144 茶屋　孝三 大竹市陸協 8:55.00

ｱｵｷ ﾄﾜ 広　島 ﾆｼｻｶ ｱｵﾄ 広　島

17 4184 青木　登和(2) 安芸府中中 9:22.02 17 3872 西坂　碧斗 OLYMPIA PLUS 8:55.00

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 広　島 ﾉﾌﾞﾀ ﾕｲ 広　島

18 4338 石田　航朗(2) 熊野東中 9:22.16 18 4551 信田　悠已(3) 東広島向陽中 8:55.07

ｵﾉ ｹｲﾀ 広　島 ｸﾊﾞ ｱﾕﾑ 広　島

19 4173 小野　圭太 F.K.C 9:25.00 19 87 久場　歩武(1) 広島国際学院 8:55.51

ﾓﾄｲｴ ﾕｳ 広　島 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 広　島

20 3876 元家　雄 OLYMPIA PLUS 9:25.00 20 913 中島　琉心(2) 広島国際学院 8:57.31

ｺﾆｼ ｺｳﾀ 広　島 ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 広　島

21 189 小西　弘太(1) 舟入 9:30.00 21 911 田川　直橙(2) 広島国際学院 8:57.45

ｿﾈ ｶﾝﾀ 広　島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 広　島

22 4317 曽根　幹太 OLYMPIA PLUS 9:35.00 22 910 小林　大晃(2) 広島国際学院 8:57.49

ｱﾍﾞ ｾｲｼﾛｳ 広　島 ｸﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 広　島

23 14666 阿部　誠志郎(1) 東広島高屋中 9:35.00 23 4144 桒田　旬斗 竹尋AC 9:00.25

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｷ 広　島 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 広　島

24 4645 小山　竜輝(2) 東広島高屋中 9:35.00 24 912 中川　竣登(2) 広島国際学院 9:03.23

ﾓﾘｵｶ ﾀｲｶﾞ 広　島

25 4170 森岡　大歌 F.K.C 9:36.00

ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 広　島

26 132 尾方　瞭介(3) 修道中 9:38.38

ﾎｿﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 広　島

27 3054 細田　倫太郎(3) 千代田中 9:39.00

ｶﾏﾀ ｾｲﾔ 広　島

28 4339 鎌田　聖矢(2) 熊野東中 9:39.61

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 広　島

29 4713 高橋　悠樹(1) 東広島松賀中 9:40.00

ｺｳﾉ ｱｵﾄ 広　島

30 4718 河野　蒼人(1) 東広島松賀中 9:40.00

ﾉﾀﾞ ｱｻﾄ 広　島

31 133 野田　和聖(3) 修道中 9:40.83

ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 広　島

32 4549 木村　隆之助(3) 東広島向陽中 9:42.01
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ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 徳　島 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 広　島

1 1900 坂井　杏輔(1) 広島経済大 15:34.15 1 487 坂口　礼章 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ 14:23.37
ｱﾌﾞﾗﾔ ｿｳﾀ 広　島 ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫

2 916 油谷　颯太(2) 修道高 15:40.00 2 1387 東　秀太(1) 広島経済大 14:24.11
ﾀﾏｵｷ ｼｭﾝﾔ 広　島 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島

3 924 玉置　隼也(2) 市立呉高 15:40.00 3 1764 岡田　燎(M1) 広島市立大 14:29.66
ﾁｬﾔ ｺｳｿﾞｳ 広　島 ﾓﾄﾐﾂ ｹﾝｽｹ 広　島

4 2144 茶屋　孝三 大竹市陸協 15:41.72 4 1101 本光　健裕(2) 広島修道大 14:30.00
ﾊﾏﾓﾄ ｷﾞﾝｶｲ 広　島 ﾖｺﾀ ﾘｸ 兵　庫

5 885 濱本　銀海(2) 市立呉高 15:45.00 5 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 14:32.75
ﾋﾛｶﾈ ｻﾄｷ 広　島 ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 岡　山

6 977 廣兼　聡希(2) 広島工大高 15:45.00 6 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 14:33.38
ｿｶﾞ ﾕｳﾏ 広　島 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥　取

7 884 曾我　優真(2) 市立呉高 15:50.00 7 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 14:39.40
ﾆｯﾀ ﾂﾊﾞｻ 広　島 ﾌｸﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵　庫

8 1201 新田　翼(2) 安古市 15:50.11 8 1385 福永　恭平(4) 広島経済大 14:39.96
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 広　島 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ 山　口

9 1765 藤澤　真聡(4) 広島市立大 15:57.07 9 1223 大西　一輝(3) 至誠館大 14:40.00
ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙ 広　島 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫

10 115 島津　暖(1) 広島工大高 16:20.00 10 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 14:40.05
ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳ 広　島 ﾀｹﾋﾗ ｶﾅﾀ 広　島

11 1233 竹本　瞭(2) 安古市 16:20.00 11 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 14:40.33
ﾔﾅｲ ｺｳｷ 広　島 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ 広　島

12 1407 柳井　康希(2) 広島工業大 16:25.52 12 2063 吉村　拓樹(1) 広島修道大 14:40.75
ｷﾇﾔﾏ ｾｲｺﾞ 広　島 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 兵　庫

13 1184 衣山　誠吾(2) 広島大 16:31.61 13 1371 斉藤　諒(4) 広島経済大 14:40.99
ﾅｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 広　島 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 岡　山

14 1100 中本　隼介(2) 広島修道大 16:32.06 14 1901 廣瀬　航(1) 広島経済大 14:43.53
ﾖｼｵｶ ﾀｲﾁ 広　島 ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾏ 福　岡

15 981 吉岡　大知(2) 広島工大高 16:40.00 15 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 14:45.04
ｵｵｷ ﾂｶｻ 山　口 ｺｲｼﾊﾗ ﾊﾕﾙ 茨　城

16 1981 大木　恭沙(1) 至誠館大 16:40.00 16 1377 小石原　映(2) 広島経済大 14:49.77
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 広　島 ﾊﾏﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山　口

17 118 西村　有生(1) 広島工大高 16:40.00 17 1986 濱村　祐成(1) 至誠館大 14:50.00
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 広　島 ﾓｳﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 島　根

18 1220 宮崎　亘(5) 広島大 16:40.71 18 1381 毛利　林太郎(2) 広島経済大 14:50.26
ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 長　崎 ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ 広　島

19 1216 田中　蒼一郎(3) 広島大 16:42.88 19 1492 波平　憲人 トップギア広島 14:55.00
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ 広　島 ﾜｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 岐　阜

20 2177 近藤　大斗(1) 広島大 16:45.78 20 1893 若山　大晟(2) 広島経済大 14:55.54
ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳﾀ 広　島 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ 広　島

21 204 蜷川　祥太 MRC 16:48.14 21 3186 石川　雅之 尾道市陸協 14:55.76
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｷﾀ 山　口 ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山

22 4632 杉山　力太 長門市陸協 17:16.41 22 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 14:59.15
ｵﾆﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 広　島 ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 広　島

23 2174 鬼丸　亮太(1) 広島大 17:18.31 23 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 15:08.62
ｻｶﾈ ﾀｲﾁ 広　島 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

24 455 坂根　太一(1) 安古市 17:30.00 24 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 15:09.37
ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｾｲ 広　島 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口

25 209 高松　悠晴(1) 市立呉高 17:30.00 25 1376 清見　涼真(2) 広島経済大 15:09.85
ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 広　島 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ 広　島

26 112 岩崎　一輝(1) 広島工大高 17:30.00 26 4120 幟立　晃汰 トップギア広島 15:10.00
ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 広　島 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山

27 983 宮崎　智也(2) 広島商船高専 17:34.61 27 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 15:12.04
ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 広　島 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島

28 1429 徳田　拓也 トップギア広島 17:59.00 28 646 谷本　結太 鶴学園クラブ 15:13.38
ｵｵｼﾞ ﾘｮｳ 広　島 ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

29 2092 大治　亮(3) 広島商船高専 19:25.89 29 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 15:15.08
ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ 岡　山 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 広　島

30 1162 尾関　夏希(2) 川崎医療福祉大 17:40.78 30 2469 吉田　直樹 安芸郡陸協 15:17.37
ﾊｶﾞ ﾓｴﾅ 広　島 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 広　島

31 1067 波賀　萌菜(3) 広島修道大 17:43.12 31 976 友澤　優太(2) 広島工大高 15:25.00
ﾌｼﾞｴ ﾕｳｺ 山　口 ｾﾉｵ ﾐﾉﾙ 広　島

32 1247 藤江　優子(2) 広島国際大 18:25.00 32 4273 妹尾　稔 マスターズ広島 15:29.34
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山

33 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 15:29.48
ｵﾀﾞ ﾋｶﾙ 山　口

34 1982 小田　輝(1) 至誠館大 15:30.00
ﾕｳｷ ﾐｸﾄ 山　口

35 1987 結城　未来翔(1) 至誠館大 15:30.00
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾖｼﾅﾘ 高　知

36 1985 田所　良成(1) 至誠館大 15:30.00
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ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕ 広　島 ｶﾀｵｶ ｱﾄﾊ 広　島

1 4223 原田　真優(2) 府中緑ヶ丘中 11:00.00 1 1101 片岡　碧巴葉(3) 銀河学院高 9:37.92
ﾀｶｲ ｽｽﾞﾎ 広　島 ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ 広　島

2 135 高井　涼帆(1) 舟入 11:00.00 2 562 板岡　侑花(2) 市立呉高 9:40.00
ﾔﾏﾈ ｽｽﾞﾎ 広　島 ｵｶﾌｼﾞ ﾐｵ 広　島

3 4183 山根　すず穂(2) 安芸府中中 11:00.00 3 85 岡藤　美音(1) 広島工大高 9:40.99
ﾅｶﾞﾀ ﾕｽﾞﾅ 広　島 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 広　島

4 4218 永田　柚菜(2) 府中緑ヶ丘中 11:00.00 4 531 高橋　美月(2) 銀河学院高 9:46.60
ｵｵﾆｼ ﾋﾅ 広　島 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 広　島

5 4231 大西　陽愛(1) 府中緑ヶ丘中 11:00.00 5 3889 隅田　美月 OLYMPIA PLUS 9:48.00
ﾔﾏｾ ﾕｳ 広　島 ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 広　島

6 62 山瀬　優(1) 市立呉高 11:00.00 6 1065 隅田　美羽(3) 安田女子高 9:53.64
ｶﾜﾃ ｵﾄ 広　島 ｲﾉｳｴ ﾏﾅｶ 広　島

7 4216 川手　央都(2) 府中緑ヶ丘中 11:00.00 7 70 井上　真佳(1) 銀河学院高 9:55.28
ｵｸﾀﾞ ﾐｷ 広　島 ｲﾜﾑﾗ ｾｲｶ 熊　本

8 187 奥田　美喜(1) 安芸南高 11:05.95 8 3385 岩村　聖華 Ｙ＆Ｉ 9:56.29
ｶｻﾊﾗ ｱｶﾘ 広　島 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾓﾅｺ 広　島

9 1097 笠原　あかり(2) 広島大 11:09.58 9 71 立花　萌成子(1) 銀河学院高 10:01.68
ｲﾌﾞｷ ﾅﾅ 広　島 ｲﾜﾑﾗ ﾘﾅ 広　島

10 4215 伊吹　菜々(2) 府中緑ヶ丘中 11:10.00 10 4668 岩村　莉奈(2) 東広島磯松中 10:15.86
ﾑｶｲﾊﾀ ﾒｲ 広　島 ﾅｶﾄｳ ﾐｻｷ 広　島

11 4251 向畑　芽生(2) 海田中 11:10.00 11 72 中塔　美咲(1) 銀河学院高 10:16.21
ﾅｶﾞﾀ ﾗﾝﾅ 広　島 ｵｶﾌｼﾞ ﾐｸ 広　島

12 4221 永田　蘭菜(2) 府中緑ヶ丘中 11:10.00 12 0 岡藤　美空(2) 広島大野東中 10:17.55
ﾀﾆﾓﾄ ｺﾄｾ 広　島 ｽｷﾞﾀ ｸｸﾗ 広　島

13 4321 谷本　琴星 OLYMPIA PLUS 11:20.00 13 4172 杉田　紅桜 F.K.C 10:20.00
ｴﾐ ｻｷ 広　島 ｻｻｷ ｿﾗ 広　島

14 617 恵美　咲希(2) 安古市 11:27.31 14 4705 佐々木　優空(1) 東広島松賀中 10:20.00
ｵｵﾀﾆ ﾜｶﾅ 広　島 ﾋﾛｻｷ ﾕｱ 広　島

15 131 大谷　和佳奈(1) 舟入 11:30.00 15 3823 廣崎　夢音(3) 呉昭和北中 10:25.87
ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾙｶ 広　島 ﾏｷﾀ ｻｵﾘ 広　島

16 256 別所　はるか(1) 安古市 11:32.05 16 622 槇田　彩織(2) 舟入 10:29.84
ｷｿ ﾐﾅﾐ 広　島 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁｴ 広　島

17 0 木曽　実南(3) 広島大野東中 11:32.90 17 4167 若林　幸千恵 F.K.C 10:35.00
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾎ 広　島 ﾅｶｵ ｺﾊﾙ 広　島

18 133 松本　真帆(1) 舟入 11:45.00 18 4339 中尾　心春(2) 熊野東中 10:44.52
ﾜｻﾀﾞ ﾊﾅ 広　島 ｶﾐｶﾜ ﾓﾓｶ 広　島

19 212 早田　花菜(1) 舟入 11:45.00 19 4666 上川　桃果(2) 東広島磯松中 10:50.00
ﾂｶﾓﾄ ﾅﾉﾊ 広　島 ﾋｶﾞｼ ｺｺﾅ 広　島

20 172 塚本　名葉(1) 安古市 11:50.02 20 4669 東　心絆(1) 東広島磯松中 10:50.00
ﾀﾅｶ ｻﾔ 広　島 ｷﾑﾗ ｱﾔ 広　島

21 119 田中　沙耶(1) 広島江波 12:00.00 21 1284 木村　亜弥(3) 安田女子高 10:55.44
ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓﾊ 広　島 ﾀｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 広　島

22 225 澤田　桃羽(1) 安古市 12:14.00 22 4346 武田　来実(1) 熊野東中 10:57.00
ｵｵﾓﾄ ｺｺﾊ 広　島

23 4252 大本　愛葉(2) 海田中 14:00.00


