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日付 種目

吉田　塁翔(1) 11.98 飯塚　友紀(1) 12.10 四元　志優(1) 12.13 大橋　蒼真(1) 12.27 足立　旺亮(1) 12.33 佐内　琢真(1) 12.35 森　蓮太郎(1) 12.38 谷口　風心(1) 12.55
広　島・広島国際学院中 島　根・瑞穂中 岡　山・連島南中 岡　山・金光中 島　根・河南中 岡　山・総社東中 鳥　取・鳥大附属中 広　島・神辺西中
野田　小獅郎(2) 11.09 荒谷　匠人(2) 11.30 中川　翔雅(2) 11.36 松﨑　琉惺(2) 11.37 福永　叶人(2) 11.49 戸谷　健慈(2) 11.50 大谷　陽音(2) 11.56 小林　伯(2) 11.87
島　根・浜山中 広　島・近大東広島中 岡　山・玉島北中 島　根・大東中 山　口・太華中 島　根・松江第一中 広　島・向東中 岡　山・大原中
大西　立空(3) 10.85 岡村　涼佑(3) 11.07 山﨑　翼(3) 11.09 佐藤　響太(3) 11.14 佐藤　蓮(3) 11.25 松本　駿(3) 11.37 佐藤　優真(3) 11.92 小谷　空我(3) 12.72
岡　山・味野中 岡　山・福浜中 広　島・安西中 広　島・神辺東中 広　島・神辺西中 鳥　取・湖東中 岡　山・岡大附属中 鳥　取・気高中
大西　立空(3) 22.33 古永　健志(3) 22.58 垂井　海月(3) 23.07 本山　ラファエルエンヒケ(3) 23.24 田中　雅人(3) 23.35 岡村　涼佑(3) 23.42 松﨑　琉惺(2) 23.50 須山　拓海(3) 23.65
岡　山・味野中 山　口・長府中 岡　山・津山東中 広　島・塩町中 広　島・東広島中央中 岡　山・福浜中 島　根・大東中 島　根・河南中
久保　大晟(3) 51.68 杉香　奏多(3) 52.27 宮崎　隼(3) 52.36 新田　拓也(3) 53.18 景山　裕真(2) 53.25 寺田　昌平(3) 54.05 杉根　大河(3) 54.70 黒崎　明陸(3) 54.74
広　島・三原第二中 岡　山・竜操中 広　島・長束中 広　島・観音中 島　根・浜田第一中 島　根・河南中 鳥　取・久米中 島　根・大社中
久保　拓未(3) 1:59.52 大本　寿以喜(2) 2:00.68 西　祐杜(3) 2:00.72 名合　幸弘(3) 2:00.78 川本　航太(2) 2:01.60 藤島　大暉(3) 2:01.61 田中　空翔(3) 2:03.15 水根　健人(3) 2:04.43
岡　山・操南中 鳥　取・米子北斗中 広　島・広中央中 岡　山・吉備中 岡　山・上道中 鳥　取・鳥大附属中 鳥　取・鳥取東中 広　島・井口中
玉木　理久(1) 4:24.93 田中　晴久(1) 4:25.72 福長　正翔(1) 4:26.01 青木　水南(1) 4:30.28 小林　昇太(1) 4:30.63 森岡　大歌(1) 4:31.52 川崎　凜人(1) 4:32.43 高橋　岳大(1) 4:33.24
島　根・平田中 山　口・鴻南中 鳥　取・鳥取東中 山　口・湯田中 岡　山・総社東中 広　島・大成館中 鳥　取・東伯中 岡　山・高陽中
川本　航太(2) 4:12.30 中西　雄也(2) 4:12.60 佐山　青(2) 4:12.65 平尾　洸太郞(2) 4:13.44 古川　弘貴(2) 4:15.55 松崎　悠生(2) 4:16.07 高岡　奏(2) 4:16.21 山本　圭悟(2) 4:16.25
岡　山・上道中 広　島・八本松中 山　口・富田中 山　口・国府中 広　島・五日市南中 島　根・浜田第一中 鳥　取・久米中 鳥　取・赤碕中
南葉　銀聖(3) 4:03.73 石尾　海波(3) 4:05.25 小倉　颯太(3) 4:06.55 松浦　裕大(3) 4:09.27 川本　晄太(3) 4:10.90 若竹　慶育(3) 4:11.74 大濵　康瑛(3) 4:11.93 新田　大(3) 4:15.70
岡　山・芳田中 広　島・観音中 岡　山・竜操中 広　島・八本松中 岡　山・西大寺中 鳥　取・福生中 山　口・国府中 島　根・浜田第三中
新見　春陽(3) 8:49.62 土間　董哉(3) 8:49.85 末田　唯久海(3) 8:50.68 首藤　海翔(3) 8:55.99 南葉　銀聖(3) 8:56.51 末永　琉海(3) 8:59.29 大濵　康瑛(3) 9:02.23 山本　圭悟(2) 9:14.41
広　島・松賀中 広　島・千代田中 広　島・高屋中 岡　山・東陽中 岡　山・芳田中 山　口・浅江中 山　口・国府中 鳥　取・赤碕中
酒井　大輔(3) 14.00 小早川　智之(3) 14.58 安福　栖直(3) 15.02 前﨑　陽仁(3) 15.21 山村　透悟(3) 15.30 石川　蒼大(2) 15.45 山根　想大(3) 15.65 高橋　魁(3) 15.93
岡　山・金浦中 広　島・県立広島中 岡　山・高屋中 広　島・古田中 山　口・長府中 広　島・郷原中 島　根・出雲第二中 岡　山・荘内中
島　根・浜山中 43.79 広　島・神辺東中 44.19 岡　山・竜操中 44.21 鳥　取・鳥取東中 44.31 山　口・萩西中 45.39
松崎　来逢(3) 馬屋原　夢路(3) 北川　太陽(3) 松岡　泰佑(2) 白神　孝之介(3)
野田　小獅郎(2) 藤井　亮太(3) 杉香　奏多(3) 川戸　皓介(3) 玉村　知大(3)
川上　陸哉(3) 長田　晴輝(3) 伊藤　颯真(3) 西山　想(3) 山本　祐成(3)
石飛　洸人(3) 佐藤　響太(3) 築山　莉央(3) 前田　渉吾(3) 齊藤　渓大(3)
平松　直登(3) 1m90 森松　砦(3) 1m87 阿部　倖大(3) 1m78 阿部　健太郎(3) 1m78 天川　佑介(3) 1m78 渡邉　陽斗(3) 1m78 矢野　唯斗(3) 1m75 村田　陽(3) 1m75
岡　山・御南中 岡　山・京山中 島　根・浜山中 広　島・国泰寺中 広　島・日比崎中 鳥　取・鳥取南中 島　根・出雲第三中 山　口・桜田中
土江　駿多(3) 4m10 鹿島　熙倖(3) 3m80 山﨑　滉己(3) 3m70 田中　楓馬(3) 3m60 西村　音旺(3) 3m20 田上　遥斗(3) 3m00 森田　恒生(3) 3m00
島　根・大社中 鳥　取・大栄中 島　根・大社中 広　島・河内中 鳥　取・大栄中 鳥　取・河北中 広　島・河内中

吾郷　悠馬(3) 3m60
島　根・平田中

鳥谷　彪雅(3) 6m33(-0.6) 太宰　颯汰(3) 6m20(-1.0) 三藤　真樹(3) 6m15(-0.4) 小村　勇人(3) 6m09(+0.2) 伊藤　颯真(3) 5m97(-0.2) 西山　健太郎(3) 5m97(-1.9) 松井　聡士(3) 5m89(-0.9) 中村　琉聖(3) 5m89(-0.6)
鳥　取・東山中 岡　山・新田中 島　根・平田中 島　根・斐川東中 岡　山・竜操中 岡　山・味野中 広　島・松賀中 鳥　取・倉吉西中
中原　悠一郎(3) 14m00 高見　晃史郎(3) 13m55 覺王地　悠昭(3) 12m60 藤川　一心(3) 12m51 曽田　陽軌(3) 12m25 甲田　悠稀(3) 11m76 福江　秀人(3) 11m25 俣野　陽(3) 11m00
山　口・桑山中 島　根・河南中 広　島・豊栄中 岡　山・旭東中 島　根・平田中 山　口・晃英館中 山　口・大内中 岡　山・倉敷第一中
前﨑　陽仁(3) 2388点 山根　想大(3) 2380点 井上　敏志(3) 2348点 三浦　照矢(3) 2183点 松本　祐太郎(3) 2062点 宇根　悠貴(3) 2025点 坂本　和樹(2) 2014点 田中　蒼楽(2) 1949点
広　島・古田中 島　根・出雲第二中 岡　山・福田南中 岡　山・京山中 島　根・出雲第三中 広　島・戸坂中 島　根・斐川西中 鳥　取・八頭中
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月8日
中学1年男子100m 

風：+1.2

8月8日
中学2年男子100m 

風：+1.3

8月8日
中学3年男子100m 

風：+0.3

8月9日
中学男子200m 

風：-1.1

8月8日 中学男子400m

8月8日 中学男子800m

8月8日 中学1年男子1500m

8月9日 中学2年男子1500m

8月9日 中学3年男子1500m

8月9日 中学男子走高跳

8月8日 中学男子棒高跳

8月8日 中学男子3000m

8月9日
中学男子110mH(0.914m) 

風：+2.1

8月9日 中学男子4X100mR

15.94(-0.7)-8m26-1m50-57.48

8月9日 中学男子走幅跳

8月9日 中学男子砲丸投(5.000kg)

15.12(+0.1)-10m19-1m55-54.24

8月8日 中学男子四種競技

16.90(+0.1)-9m84-1m66-1:02.7115.73(+0.1)-11m10-1m69-56.79 15.85(-0.6)-10m30-1m84-59.41 17.15(-0.7)-11m92-1m63-57.98 17.52(-0.6)-8m56-1m66-55.49 15.99(-0.7)-8m40-1m50-57.24



三好　美羽(1) 12.18 山廣　詩羽(1) 12.97 中村　夏音(1) 13.05 三好　惺子(1) 13.32 松浦　夏帆(1) 13.36 延原　日葵(1) 13.41 眞山　咲月(1) 13.52 武廣　優南(1) 13.99
広　島・神辺西中 GR 広　島・野坂中 岡　山・岡大附属中 山　口・野田学園中 島　根・大東中 岡　山・伊里中 鳥　取・赤碕中 広　島・磯松中
下見　釉乃(2) 12.73 林原　陽莉(2) 12.76 佐藤　地央(2) 12.88 勝部　葵(2) 12.89 水流　和々花(2) 13.03 河村　捺希(2) 13.16 福田　春乃(2) 13.28
広　島・鷹取中 鳥　取・福生中 岡　山・金光学園中 島　根・出雲第三中 岡　山・金光学園中 広　島・井口中 鳥　取・河北中

行正　奈央(2) 13.28
岡　山・竜操中

前田　さくら(3) 12.27 松本　真奈(3) 12.30 永岡　璃紗(3) 12.42 福長　優里(3) 12.59 小西　ちさ(3) 12.65 松尾　凜歩(3) 12.69 江角　和華(3) 12.73 安藤　玲奈(3) 12.76
鳥　取・中ノ郷中 広　島・古田中 島　根・松江第一中 鳥　取・鳥取東中 岡　山・中道中 鳥　取・河北中 島　根・河南中 岡　山・清心中
松本　真奈(3) 25.59 前田　さくら(3) 25.74 永岡　璃紗(3) 25.76 瀧本　椰々子(2) 26.11 林原　陽莉(2) 26.12 藤井　紗夢(3) 26.47 福長　優里(3) 26.67 江角　和華(3) 26.93
広　島・古田中 鳥　取・中ノ郷中 島　根・松江第一中 岡　山・金光学園中 鳥　取・福生中 山　口・富田中 鳥　取・鳥取東中 島　根・河南中
南　和奏(1) 2:21.21 達川　世奈(1) 2:21.28 佐々木　優空(1) 2:21.59 岡本　夏澄(1) 2:23.89 宮永　愛美(1) 2:24.58 杉田　紅桜(1) 2:25.15 大歳　愛永(1) 2:25.22 岩本　栞奈(1) 2:29.06
岡　山・京山中 山　口・国府中 広　島・松賀中 山　口・潟上中 岡　山・京山中 広　島・福山城南中 広　島・熊野中 岡　山・足守中
ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(3) 2:09.47 蒲生　悠桜(3) 2:13.10 長田　埜乃(3) 2:17.40 黒田　六花(2) 2:19.02 玉本　莉子(3) 2:19.42 柴田　菜那(2) 2:19.50 澄川　由乃(3) 2:21.55 金光　璃子(3) 2:29.58
岡　山・鶴山中 GR 島　根・出雲第三中 鳥　取・湯梨浜中 岡　山・京山中 山　口・熊毛中 岡　山・県操山中 島　根・益田中 広　島・ＡＩＣＪ中
ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(3) 4:22.60 金子　瑛怜(3) 4:27.06 岡藤　美空(2) 4:29.54 和久利　千愛(3) 4:35.82 蒲生　悠桜(3) 4:36.15 林　千遥(3) 4:39.40 柴田　菜那(2) 4:40.09 樋口　遙(2) 4:40.56
岡　山・鶴山中 ACR,GR 山　口・高川学園中 GR 広　島・大野東中 山　口・深川中 島　根・出雲第三中 鳥　取・八頭中 岡　山・県操山中 岡　山・京山中
竹堂　ゆうみ(3) 14.33 高橋　佑奈(3) 14.33 大月　彩恵(3) 14.64 鴈田　心(3) 14.80 市川　佳歩(3) 15.02 日高　心羽(3) 15.07 中原　紗奈(3) 15.13
広　島・神辺西中 岡　山・竜操中 広　島・五日市南中 広　島・向陽中 島　根・益田東中 島　根・瑞穂中 島　根・瑞穂中

源本　理彩(3) 15.13
岡　山・京山中

広　島・神辺西中 48.98 岡　山・金光学園中 49.23 島　根・河南中 50.15 鳥　取・河北中 50.24 山　口・深川中 50.51
重政　明里(3) GR 水流　和々花(2) 田中　萌香(3) 宇山　実桜(2) 山角　きりこ(2)
三好　美羽(1) 佐藤　地央(2) 江角　和華(3) 福田　春乃(2) 杉山　結菜(3)
竹堂　ゆうみ(3) 爲房　百恵(3) 山本　美祐(3) 山田　英真(2) 栢　芽生(3)
三好　菜々美(3) 瀧本　椰々子(2) 加藤　琉菜(2) 松尾　凜歩(3) 上田　晴子(3)
三宅　莉歩(3) 1m58 澄井　優里香(3) 1m58 段堂　実桜(3) 1m50 實松　くるみ(2) 1m45 影山　夏希(2) 1m45 菊留　真咲(2) 1m45
岡　山・市操山中 山　口・柳井中 岡　山・石井中 山　口・勝山中 鳥　取・岸本中 鳥　取・河北中

中島　未空(3) 1m45 高田　真楓(3) 1m45
島　根・日原中 鳥　取・東山中

飯塚　葵生(3) 1m45
島　根・斐川東中

木谷　優月(2) 5m32(+0.8) 岩本　夏姫(3) 5m31(+0.5) 藤井　友那(3) 5m29(+0.4) 佐藤　地央(2) 5m27(+1.5) 萩原　菜々子(3) 5m19(-0.2) 中野　花美(3) 5m15(-0.6) 信岡　彩瑚(3) 5m14(+0.5) 爲房　百恵(3) 5m07(+1.2)
広　島・松賀中 島　根・出雲第三中 岡　山・吉備中 岡　山・金光学園中 広　島・東広島中央中 島　根・浜田第一中 広　島・阿賀中 岡　山・金光学園中
今脇　そら(3) 12m58 大東　心春(3) 11m94 石井　優凪(3) 11m11 太田　柚希(3) 11m04 伊藤　遥(3) 10m82 山本　寧々(3) 10m69 三上　柚子葉(3) 10m53 伊藤　綺華(3) 10m23
岡　山・邑久中 岡　山・福浜中 岡　山・宇野中 島　根・浜山中 山　口・桑山中 鳥　取・八頭中 鳥　取・日南中 島　根・平田中
松本　葵(3) 2568点 小野　芽衣果(2) 2555点 信岡　彩瑚(3) 2481点 花房　瑠月子(3) 2478点 田室　さくら(3) 2383点 大月　彩恵(3) 2324点 澄井　優里香(3) 2315点 石川　茜(3) 2282点
鳥　取・弓ヶ浜中 岡　山・福南中 広　島・阿賀中 岡　山・吉備中 広　島・五日市南中 広　島・五日市南中 山　口・柳井中 島　根・松江第一中

対抗得点 男子総合 岡　山 193点 広　島 174.5点 島　根 125.5点 鳥　取 66点 山　口 64点
対抗得点 女子総合 岡　山 150点 広　島 120点 島　根 74点 鳥　取 73.5点 山　口 57.5点
対抗得点 男女総合 岡　山 343点 広　島 294.5点 島　根 199.5点 鳥　取 139.5点 山　口 121.5点

凡例  ACR:中国中学記録 GR:大会記録

8月8日
中学1年女子100m 

風：+1.6

8月8日
中学2年女子100m 

風：+1.6

8月8日
中学3年女子100m 

風：+1.8

8月9日
中学女子200m 

風：+0.2

8月9日 中学1年女子800m

8月9日 中学女子4X100mR

8月9日 中学女子走高跳

8月8日 中学女子800m

8月9日 中学女子1500m

8月9日
中学女子100mH(0.762m) 

風：+1.9

8月8日 中学女子走幅跳

8月8日 中学女子砲丸投(2.721kg)

15.16(-0.7)-1m46-9m99-27.87(+0.8)

8月8日 中学女子四種競技

15.74(+0.1)-1m35-8m82-28.09(+0.8)15.62(+0.1)-1m40-9m95-26.49(+0.8) 15.84(0.0)-1m43-8m94-26.63(+0.8) 15.44(0.0)-1m43-9m60-27.80(+0.8) 15.63(-0.7)-1m46-8m19-27.96(+0.8) 15.18(+0.1)-1m35-7m26-27.22(+2.2) 15.90(0.0)-1m52-6m89-28.19(+0.8)



第56回中国中学校陸上競技選手権大会 【22501811】 新・タイ記録一覧表
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No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 8月8日 大会記録 女 中学１年 100m 予　選 3 1 12.38 0.0m/s 三好　美羽(1) 神辺西中(広　島)
2 8月8日 大会記録 女 中学１年 100m 決　勝 1 1 12.18 +1.6m/s 三好　美羽(1) 神辺西中(広　島)

3 8月8日 大会記録 女 中学 800m 決　勝 1 1 2:09.47 ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(3) 鶴山中(岡　山)
4 8月9日 中国中学記録 女 中学 1500m 決　勝 1 1 4:22.60 ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(3) 鶴山中(岡　山)

大会記録
5 8月9日 大会記録 女 中学 1500m 決　勝 1 2 4:27.06 金子　瑛怜(3) 高川学園中(山　口)

6 8月9日 大会記録 女 中学 4X100mR 決　勝 1 1 48.98 神辺西中(広　島) 重政　明里(3)
三好　美羽(1)
竹堂　ゆうみ(3)
三好　菜々美(3)


