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ｺﾚﾅｶﾞ ｱｷﾀｶ 広　島 ﾑｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島

1 1105 是永　暁嵩(2) 広島学院高 12:00.00 1 1278 向井　尚太郎(2) 広島国際学院高 10:40.74
ｵﾉ ﾕｳﾀ 広　島 ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ 広　島

2 4174 小野　悠太 F.K.C 12:00.00 2 1225 川上　慶道(2) 広島市工高 10:34.10
ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 広　島 ﾃﾗｵｶ ｼｭﾝ 広　島

3 1116 木村　琥太郎(2) 広島学院高 12:00.00 3 0 寺岡　駿(2) 福山大成館中 10:32.99
ｱﾌﾞﾗﾔ ｶｽﾞｻ 広　島 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 広　島

4 441 油谷　和紗(2) 広島城北中 11:30.50 4 0 木村　優斗(2) 福山大成館中 10:31.89
ﾐｮｳｶﾞ ﾕｳﾀ 広　島 ﾅｶﾞｵ ﾖｼｱｷ 広　島

5 1103 明賀　優太(3) 広島学院高 11:30.00 5 435 長尾　紀享(3) 広島城北中 10:30.00
ｱｲｶﾜ ﾊﾙｷ 広　島 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 広　島

6 1100 相川　晴輝(3) 広島学院高 11:30.00 6 394 谷口　涼(1) 広島国際学院高 10:25.95
ｵｵﾋﾗ ﾕｳﾏ 広　島 ﾏﾂｲ ﾚﾝ 広　島

7 1093 大平　勇真(3) 広島学院高 11:30.00 7 3367 松井　蓮(1) 白岳中 10:24.00
ｵｵｶﾒ ﾕｳﾀﾛｳ 広　島 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ ﾏｻﾋﾛ 広　島

8 1114 大亀　祐太郎(2) 広島学院高 11:30.00 8 3358 宮之首　壮浩(2) 白岳中 10:21.78
ﾐﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 広　島 ｵｸﾀﾞ ｾﾅ 広　島

9 964 峰　遼太朗 D･H･C 11:15.31 9 3351 奥田　星波(2) 白岳中 10:16.34
ｲｼﾅﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 広　島 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 広　島

10 448 石那田　響(3) 広島城北中 11:10.81 10 134 福永　航平(3) 修道中 10:10.19
ｵｸ ｴｲｷ 広　島 ｸﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 広　島

11 176 奥　英輝(1) 広島市工高 11:09.18 11 1117 桑田　航成(2) 広島学院高 10:10.00
ｶﾜﾓﾄ ｿｳﾀ 広　島 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ 広　島

12 1097 川本　湊太(3) 広島学院高 11:00.00 12 1095 鈴木　司(3) 広島学院高 10:10.00
ﾅｶﾀ ｱﾂｷ 広　島 ｾﾐﾀﾆ ｼｭﾝﾔ 広　島

13 1106 中田　篤希(2) 広島学院高 11:00.00 13 11134 蝉谷　旬哉(1) 広島学院高 10:10.00
ｱｷｻﾞｷ ﾕﾗ 広　島 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 島　根

14 1101 秋﨑　悠良(3) 広島学院高 11:00.00 14 5511 岡本　聡人(3) 浜田金城中 10:09.04
ﾀｶ ﾕｳﾔ 広　島 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 広　島

15 1185 髙　佑弥(2) 宮島工高 11:00.00 15 4205 宮本　健太郎 LazoRT 10:05.53
ﾏﾂｵｶ ﾀｲｾｲ 広　島 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 広　島

16 11130 松岡　大晴(1) 広島学院高 11:00.00 16 4203 松澤　悠人 LazoRT 10:01.92
ｼｹﾞｵｶ ｻﾄｼ 広　島 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓｷ 広　島

17 1094 重岡　慧士(3) 広島学院高 10:45.00 17 0 山岡　朋樹(2) 福山大成館中 10:01.44
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 広　島 ｵｵｼﾏ ｺﾀﾛｳ 島　根

18 274 山下　悠希(1) 宮島工高 10:45.00 18 5510 大島　虎太郎(3) 浜田金城中 10:01.15
ﾅﾝﾊﾞ ﾘﾋﾄ 広　島 ｺｶﾞ ﾕｳﾀ 広　島

19 1096 難波　琉玖人(3) 広島学院高 10:45.00 19 393 古賀　悠太(1) 広島国際学院高 9:59.13
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲ 広　島 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓｷ 広　島

20 11128 山本　悠維(1) 広島学院高 10:45.00 20 0 福田　智生(2) 福山大成館中 9:58.03
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 広　島 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 広　島

21 1104 小林　拓生(2) 広島学院高 10:45.00 21 0 岡本　悠都(2) 福山大成館中 9:57.43
ﾑｶｲ ｷｮｳﾀﾛｳ 広　島 ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 広　島

22 1099 向井　響太郎(3) 広島学院高 10:45.00 22 4169 森本　瑠倭 F.K.C 9:55.00
ﾎﾝ ﾕﾐﾝ 広　島

23 4176 洪　由民 F.K.C 9:55.00
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ｵｶﾓﾄ ﾊﾙ 島　根

1 5531 岡本　陽(2) 浜田金城中 9:45.94 1
ﾓﾘｵｶ ﾀｲｶﾞ 広　島

2 4170 森岡　大歌 F.K.C 9:45.00 2
ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｼ 岡　山

3 9328 坪井　一史 岡山陸協 9:44.50 3
ﾉﾀﾞ ｱｻﾄ 広　島

4 133 野田　和聖(3) 修道中 9:41.86 4
ｲｼｲ ｹﾞﾝｷ 広　島

5 1683 石井　元貴(2) 広島国際大 9:40.00 5
ﾊﾗｷ ﾄﾓﾔ 広　島

6 1092 原木　智哉(3) 広島学院高 9:40.00 6
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島

7 314 藤井　雄大 CHASKI 9:30.00 7
ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 島　根

8 1248 石田　智之 カナギエーシー 9:26.60 8
ｵﾉ ｹｲﾀ 広　島

9 4173 小野　圭太 F.K.C 9:25.00
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 広　島

10 4166 若林　勇希 F.K.C 9:25.00
ﾖﾘｼｹﾞ ﾚﾝﾀ 広　島

11 832 賴重　蓮太(2) 千代田高 9:20.00
ﾋｶﾞｼ ﾀﾂｷ 広　島

12 90 東　樹(1) 千代田高 9:20.00
ｴﾉｶﾜ ﾕｷﾗ 広　島

13 89 可愛川　幸来(1) 千代田高 9:20.00
ﾎﾘｶﾜ ｶﾞｸﾏ 広　島

14 833 堀川　楽真(2) 千代田高 9:00.00
ﾁｬﾔ ｺｳｿﾞｳ 広　島

15 0 茶屋　孝三 大竹市陸協 8:59.00
ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 広　島

16 2114 福永　竜也 大竹市陸協 8:55.12
ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 広　島

17 934 永尾　虎大郎(2) 広島皆実高 8:55.00
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾙ 広　島

18 44 久保田　成琉(1) 広島皆実高 8:55.00
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 広　島

19 47 中村　優斗(1) 広島皆実高 8:55.00
ｻｶﾀ ｿｳﾏ 広　島

20 933 坂田　颯磨(2) 広島皆実高 8:55.00
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 山　口

21 3086 藤田　悠 岩国市陸協 8:51.52
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

22 86 小田　翔太(1) 広島国際学院高 8:50.58
ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｶｹﾙ 広　島

23 4165 檀上　翔 F.K.C 8:50.00
ｽｴﾀﾞ ｲｸﾐ 広　島

24 4632 末田　唯久海(3) 高屋中 8:42.30
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ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｱﾂ 広　島 ｶﾄｳ ﾐﾂｷ 広　島

1 850 山中　智惇(2) 広島学院高 20:00.00 1 836 加藤　光騎(2) 広島学院高 16:30.00
ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｾｲ 広　島 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵｷ 広　島

2 209 高松　悠晴(1) 市立呉高 18:13.69 2 847 宮川　直樹(2) 広島学院高 16:30.00
ｻﾄｳ ｺｳｼ 広　島 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 広　島

3 838 佐藤　功崇(2) 広島学院高 18:00.00 3 843 難波　琉太郎(2) 広島学院高 16:30.00
ﾋﾗﾓﾄ ﾏﾋﾛ 広　島 ｵｸｼﾊﾞ ｱｷﾏｻ 広　島

4 845 平本　政弘(2) 広島学院高 18:00.00 4 26 奥芝　晟正(1) 広島学院高 16:30.00
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 広　島 ｱｶﾞﾘﾀﾞ ﾏｻｼ 広　島

5 808 山口　雄大(2) 沼田高 18:00.00 5 1612 揚田　将史 広島疾風クラブ 16:25.81
ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広　島 ﾔﾅｲ ｺｳｷ 広　島

6 24 永島　伸一朗(1) 広島学院高 18:00.00 6 1407 柳井　康希(2) 広島工業大 16:25.52
ｽｺﾞｳ ｼﾞｭｲﾁ 広　島 ｲﾉｸﾁ ｼﾝﾉｽｹ 広　島

7 25 須郷　寿一(1) 広島学院高 18:00.00 7 490 井野口　慎之輔 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ 16:11.43
ﾔｽﾏ ﾊﾔﾄ 広　島 ﾊﾏﾓﾄ ｷﾞﾝｶｲ 広　島

8 849 安間　隼斗(2) 広島学院高 17:30.00 8 885 濱本　銀海(2) 市立呉高 16:06.26
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲ 広　島 ﾀﾏｵｷ ｼｭﾝﾔ 広　島

9 839 清水　琉唯(2) 広島学院高 17:30.00 9 924 玉置　隼也(2) 市立呉高 16:04.95
ﾏｽﾀﾞ ﾔﾏﾄ 広　島 ｿｶﾞ ﾕｳﾏ 広　島

10 404 増田　大和(1) 沼田高 17:30.00 10 884 曾我　優真(2) 市立呉高 16:01.95
ﾏｴﾅｶﾞ ｱｵﾄ 広　島 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 広　島

11 237 前永　蒼登(1) 基町高 17:22.85 11 1468 片山　雅博 トップギア広島 15:59.00
ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広　島 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広　島

12 31 隅田　健一朗(1) 基町高 17:12.05 12 1303 宮藤　優樹 黄金山ＡＣ 15:58.72
ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 広　島 ｵｸｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 兵　庫

13 848 保田　拓海(2) 広島学院高 17:00.00 13 1213 奥垣　智仁(3) 広島大 15:58.62
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｷ 広　島 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 広　島

14 224 松下　陽輝(1) 宮島工高 17:00.00 14 914 宮田　孝輝(2) 広島国際学院高 15:56.85
ｳﾁｵ ﾊﾙ 広　島 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 広　島

15 882 内尾　陽(2) 市立呉高 16:57.11 15 912 中川　竣登(2) 広島国際学院高 15:56.55
ｻﾀﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ 広　島 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 広　島

16 3865 左達　恵 OLYMPIA PLUS 16:55.00 16 48 福田　昌哉 広島県庁ＲＣ 15:56.41
ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 広　島 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾝ 広　島

17 220 原　脩平(1) 尾道北高 16:52.94 17 913 中島　琉心(2) 広島国際学院高 15:55.83
ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ 広　島 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 広　島

18 235 岡島　優芯(1) 基町高 16:46.40 18 976 友澤　優太(2) 広島工大高 15:50.00
ﾐﾎ ｿｳﾀﾛｳ 広　島 ｼﾗｽ ﾀｸﾄ 広　島

19 236 三歩　蒼太郎(1) 基町高 16:44.28 19 1663 白須　匠人(3) 市立呉高 15:49.51
ﾏﾂｶﾜ ﾋｼﾞﾘ 広　島 ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 広　島

20 818 松川　聖(2) 宮島工高 16:40.00 20 543 柘植　翔太 広島SRPC 15:47.94
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 広　島 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 広　島

21 918 野村　蒼生(2) 修道高 16:40.00 21 65 竹入　英樹 広島市役所 15:47.06
ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島

22 908 岸本　亘平(2) 広島国際学院高 15:45.31
ﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 広　島

23 911 田川　直橙(2) 広島国際学院高 15:45.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 広　島

24 910 小林　大晃(2) 広島国際学院高 15:45.09
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 広　島

25 68 西岡　大輝 広島市役所 15:43.36
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島

26 1945 渡部　祐大(1) 広島国際大 15:40.00
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ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ 広　島

1 803 松本　侑頼(2) 沼田高 15:30.00 1
ｵｷﾓﾄ ﾘｸ 広　島

2 1832 沖本　陸(3) 宮島工高 15:30.00 2
ｱﾌﾞﾗﾔ ｿｳﾀ 広　島

3 916 油谷　颯太(2) 修道高 15:30.00 3
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岡　山

4 1380 長谷川　凌央(2) 広島経済大 15:29.48 4
ｲﾘﾉ ｴｯﾍﾟｲ 広　島

5 907 入野　越平(2) 広島国際学院高 15:27.33 5
ｸﾊﾞ ｱﾕﾑ 広　島

6 87 久場　歩武(1) 広島国際学院高 15:25.98 6
ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ 島　根

7 1266 平野　光一 浜田市陸協 15:16.31 7
ｵﾉ ﾀｶﾄ 兵　庫

8 1898 小野　貴斗(1) 広島経済大 15:15.08 8
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山

9 1904 山田　秀人(1) 広島経済大 15:12.04
ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 山　口

10 1376 清見　涼真(2) 広島経済大 15:09.85
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 山　口

11 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 15:09.37
ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 広　島

12 937 蛯原　駿(2) 広島皆実高 15:00.00
ｶﾈﾓﾄ ﾄﾓﾔ 広　島

13 1628 金元　智哉(3) 広島皆実高 15:00.00
ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 広　島

14 1081 高松　大希(2) 広島皆実高 15:00.00
ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 広　島

15 1083 田中　雅久(2) 広島皆実高 15:00.00
ﾐﾔﾓﾄ ｱｻﾋ 広　島

16 1119 宮本　朝陽(2) 広島城北高 15:00.00
ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ 広　島

17 1492 波平　憲人 トップギア広島 14:57.08
ﾐﾖｼ ﾄﾓﾕｷ 広　島

18 88 三好　智之(1) 広島国際学院高 14:55.26
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 広　島

19 1463 中村　将太 トップギア広島 14:50.37
ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｷ 広　島

20 915 森川　祐暉(2) 広島国際学院高 14:40.66
ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 広　島

21 909 後東　和希(2) 広島国際学院高 14:40.48
ｲｹﾉ ﾚﾝｼﾞ 広　島

22 936 池野　蓮志(2) 広島皆実高 14:40.00
ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 広　島

23 487 坂口　礼章 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ 14:36.74
ｵｵｻｷ ｼｮｳﾔ 広　島

24 262 大崎　翔也 中電工 14:13.30
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ｶﾀｵｶ ｱﾄﾊ 広　島

1 1101 片岡　碧巴葉(3) 銀河学院高 9:37.92 1
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 広　島

2 531 高橋　美月(2) 銀河学院高 9:46.60 2
ｲﾉｳｴ ﾏﾅｶ 広　島

3 70 井上　真佳(1) 銀河学院高 9:55.28 3
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾓﾅｺ 広　島

4 71 立花　萌成子(1) 銀河学院高 10:01.68 4
ﾅｶﾄｳ ﾐｻｷ 広　島

5 72 中塔　美咲(1) 銀河学院高 10:16.21 5
ｵﾀﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ 広　島

6 1075 小田原　彩乃(3) 比治山女子高 10:17.93 6
ﾎﾘ ﾅﾅﾐ 広　島

7 47 堀　菜々美(1) 広島皆実高 10:20.00 7
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 広　島

8 528 行田　歩直(2) 千代田高 10:20.00 8
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 広　島

9 612 山田　慈(2) 広島皆実高 10:20.00
ｽｷﾞﾀ ｸｸﾗ 広　島

10 4172 杉田　紅桜 F.K.C 10:25.00
ﾋﾛｻｷ ﾕｱ 広　島

11 3823 廣崎　夢音(3) 呉昭和北中 10:25.87
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁｴ 広　島

12 4167 若林　幸千恵 F.K.C 10:35.00
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾐ 広　島

13 578 熊谷　尚美(2) 比治山女子高 10:37.30
ﾅｶｲ ﾐﾅﾐ 広　島

14 577 中井　美波(2) 比治山女子高 10:40.91
ﾊｷﾞﾜﾗ ｻｸﾗ 広　島

15 1022 萩原　咲良(1) 広島古田中 10:51.08
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 広　島

16 711 山本　怜奈(2) 基町高 11:00.78
ﾀｹﾀﾞ ｻｸﾗ 島　根

17 5523 竹田　さくら(3) 浜田金城中 11:02.48
ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 広　島

18 581 門前　希(2) 比治山女子高 11:02.75
ｳｴﾊﾗ ﾘﾅ 広　島

19 41 上原　莉菜(1) 比治山女子高 11:02.75
ﾜﾀﾘ ｺｺﾛ 広　島

20 579 渡　こころ(2) 比治山女子高 11:14.07
ﾀﾏｲ ﾐｳ 広　島

21 1018 玉井　美羽(3) 広島古田中 11:18.48
ｷﾑﾗ ｱｽｶ 広　島

22 77 木村　飛華(1) 千代田高 11:30.00
ｸﾎﾞ ﾜｶﾅ 広　島

23 24 窪　和奏(1) 沼田高 11:40.00
ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 広　島

24 831 持永　入香(2) 基町高 12:54.62
ﾓﾘﾔﾏ ﾕｽﾞ 広　島

25 290 森山　柚津(1) 広島市工高 13:02.11
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ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 広　島

1 1065 隅田　美羽(3) 安田女子高 16:55.00 1
ﾂﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 広　島

2 41 筒本　恭実 広島県庁ＲＣ 18:33.03 2


