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【男子決勝一覧】
日付 種目

古田　　涼介(1) 11.25 山口　　大凱(1) 11.53 光畑　　星輝(1) 11.59 税所　　宥斗(1) 11.74 檀上　翔多郎(1) 11.76 得田　　泰圭(1) 11.79 上野　　温斗(1) 11.89 久葉　　誠矢(1) 11.95
鳥取・鳥取西 鳥取・鳥大附属 岡山・総社東 岡山・津山東 広島・大成館 広島・川尻 広島・広島三和 岡山・灘崎
山口　　純平(2) 11.39 住田　　　先(2) 11.40 島村　　仁晟(2) 11.41 三宅　　　廉(2) 11.46 藤原　　　樹(2) 11.47 藤本　　寧生(2) 11.56 田村　　　蓮(2) 11.64
広島・八本松 広島・近大福山 岡山・市操山 岡山・早島 鳥取・大山 岡山・後楽館 山口・山の田
門谷　　昇星(2) 11.39
島根・大田第一
田村　　嘉啓(3) 10.94 原川　浩太朗(3) 11.00 宮瀬　　巧斗(3) 11.02 白神　　優一(3) 11.04 下村　　翔太(3) 11.05 山中　　太智(3) 11.10 相生　　敦海(3) 11.11 市村　　知弘(3) 11.21
山口・末武 山口・白石 山口・上宇部 岡山・岡山 鳥取・福米 広島・昭和 鳥取・三朝 鳥取・河北
石谷　　心路(3) 22.58 白神　　優一(3) 22.62 田村　　嘉啓(3) 22.63 相生　　敦海(3) 22.78 原川　浩太朗(3) 22.95 村上　　拓海(3) 22.96 大峰　　敬俊(3) 23.17 福田　　亮太(3) 23.25
岡山・日生 岡山・岡山 山口・末武 鳥取・三朝 山口・白石 広島・福山城北 鳥取・箕蚊屋 島根・松江第一
石谷　　心路(3) 50.15 税所　　宏斗(3) 51.10 田中　　悠暉(3) 51.38 粂井　　　琉(3) 51.55 松浦　　　慧(3) 51.61 山本　　悠真(3) 51.87 板橋　　拓夢(3) 53.87
岡山・日生 岡山・津山東 鳥取・鳥大附属 広島・東畑 鳥取・湊山 山口・熊毛 岡山・倉敷東
植野　　泰生(3) 1:59.90 福字　涼太郎(3) 1:59.99 安田　　翔太(3) 2:00.98 兼原　　尚也(3) 2:01.37 石丸　　大輝(3) 2:01.53 小林　　凌也(3) 2:03.04 小野　　智幸(3) 2:03.13 藤野　　隼也(3) 2:03.15
広島・熊野東 山口・室積 鳥取・中ノ郷 広島・戸坂 広島・矢野 鳥取・鳥大附属 山口・むつみ 山口・常盤
桑村　　太陽(1) 4:23.02 小江　　幸人(1) 4:25.07 青森　　　駿(1) 4:26.04 伊加　　拓海(1) 4:26.90 森下　　翔太(1) 4:27.18 原川　　翔太(1) 4:28.58 吉中　　祐太(1) 4:28.97 信夫　　大輝(1) 4:29.69
岡山・加賀 広島・高屋 山口・川中 岡山・邑久 岡山・井原 山口・三隅 山口・向洋 鳥取・八頭
福本　　航太(2) 4:13.43 阿部　　陽樹(2) 4:15.14 阿部　　祥典(2) 4:16.10 増田　　涼太(2) 4:16.21 吉本　　真啓(2) 4:17.74 木佐　　亮太(2) 4:18.62 森田　　一希(2) 4:20.35 別所　　　響(2) 4:20.83
鳥取・北溟 山口・鴻南 広島・広島城南 広島・千代田 広島・高屋 島根・平田 岡山・多津美 鳥取・福部未来学園
三浦　　龍司(3) 4:06.00 田辺　　恒大(3) 4:09.98 植野　　泰生(3) 4:11.41 細迫　　海気(3) 4:12.12 土倉　　光貴(3) 4:13.16 村上　　正樹(3) 4:13.84 小林　　凌也(3) 4:13.93 石井　　大揮(3) 4:14.49
島根・浜田東 鳥取・鳥大附属 広島・熊野東 広島・坂 岡山・倉敷西 山口・萩東 鳥取・鳥大附属 岡山・早島
三浦　　龍司(3) 8:54.43 田辺　　恒大(3) 8:57.14 細迫　　海気(3) 8:58.58 山下　　空良(3) 8:59.65 阿部　　陽樹(2) 8:59.74 三木　　雄介(3) 8:59.74 大呂　　恵雨(3) 9:05.07 倉本　　玄太(3) 9:06.28
島根・浜田東 鳥取・鳥大附属 広島・坂 岡山・吉備 山口・鴻南 山口・桑山 鳥取・智頭 広島・三原第二
市村　　知弘(3) 14.10 高橋　　遼平(3) 14.75 志食　真陽瑠(3) 14.75 井手　　浩貴(3) 14.75 原田　　真紘(3) 14.89 川上　　優太(3) 15.00 田中　　　光(3) 15.23 植野　　颯太(3) 16.51
鳥取・河北 GR 広島・祇園東 島根・平田 広島・修道 島根・向陽 岡山・高屋 鳥取・鴨川 広島・県立広島
福米 44.00 吉備 44.62 松江第一 44.86 安佐 44.88 東出雲 45.00 熊毛 45.49 出雲第三 45.94
林　　　凌生(3) 小野　　稜汰(2) 三木　　真慧(3) 田中　　晴斗(3) 伊藤　　悠希(3) 神代　　隼輝(3) 陶山　　勇人(3)
廣瀬　　歩真(3) 末友　　晴基(2) 平谷　　彰吾(3) 石橋　　　凌(3) 伊藤　　清明(3) 山本　　悠真(3) 土江　　　仁(3)
下村　　聖也(2) 沼隈　　聖輝(3) 福田　　亮太(3) 松中　　馨大(3) 山根　龍之介(3) 山本　　昂輝(3) 渡邊　　行陽(3)
下村　　翔太(3) 中山　　悠馬(3) 中井　　　空(3) 佐藤　　龍成(3) 小山　　　裕(3) 倉増　　卓矢(3) 城　　　宏樹(3)
陶山　　勇人(3) 1m87 角　　　啓汰(3) 1m84 黒川　　和樹(3) 1m75 土屋　健太郎(3) 1m75 海地　　翔斗(3) 1m70 桐畑　　創一(3) 1m70 筒井　　慈虎(3) 1m70
島根・出雲第三 鳥取・境港第二 山口・長成 岡山・鴨方 広島・幸千 岡山・倉敷南 岡山・蒜山

原田　　真紘(3) 1m70
島根・向陽

山桝　　大輝(3) 4m00 綾　　　大心(2) 3m90 金山　　久人(2) 3m40 井筒　　翔真(3) 3m40 後藤　　達也(3) 3m40 三成　　玲緒(3) 3m40
鳥取・北条 広島・近大東広島 島根・出雲第一 広島・井口 島根・大東 島根・大社

小﨑　　律稀(2) 3m40 鍜冶元　　結(3) 3m40
岡山・総社西 広島・伴

森　　　愛基(3) 7m01(+2.0) 宮瀬　　巧斗(3) 6m90(+1.8) 乃美　　裕介(3) 6m87(+2.9) 田中　　　光(3) 6m42(+1.7) 松原　　大陽(3) 6m32(+1.4) 橋本　　雅也(3) 6m26(+2.3) 仁平　　優宙(3) 6m25(+3.5) 大亀　　詩門(3) 6m12(+1.8)
広島・大柿 GR 山口・上宇部 広島・三原第三 *F4 鳥取・鴨川 鳥取・弓ヶ浜 山口・光井 *F2 岡山・金光学園 *F2 岡山・邑久

公認6m61(+1.2) 公認6m25(+1.9) 公認6m11(-0.2)

大地　　智也(3) 15m31 仁子　　晃希(2) 14m44 大石　　晃嗣(3) 13m49 梶川　　　佑(3) 13m23 長岡　　雅飛(2) 12m85 岡村　　拓真(3) 11m58 中村　　遼伽(3) 11m50 若木　　翔吾(3) 11m48
広島・祇園東 AJR,GR 岡山・宇野 GR 岡山・上道 山口・上宇部 島根・益田東 山口・福栄 広島・七尾 岡山・宇野
志食　真陽瑠(3) 2612点 井手　　浩貴(3) 2386点 黒川　　和樹(3) 2341点 堀西　　洸惇(3) 2334点 石橋　　　凌(3) 2325点 衣笠　　功一(3) 2296点 中山　　敬太(2) 2284点 佐藤　　龍成(3) 2251点
島根・平田 広島・修道 山口・長成 島根・河南 広島・安佐 鳥取・鴨川 鳥取・八頭 広島・安佐

凡例  AJR:中国中学記録 GR:大会記録 *F2:２回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高

5位 6位 7位 8位

8月8日
男子１年100m

風：+5.5

8月8日
男子２年100m

風：+3.8

1位 2位 3位 4位

8月8日
男子３年100m

風：+3.9

8月9日
男子200m
風：+2.1

8月8日 男子400m

8月8日 男子800m

8月8日 男子１年1500m

8月9日 男子２年1500m

8月9日 男子３年1500m

8月8日 男子3000m

8月9日
男子110mH(０．914m)

風：+1.9

8月8日 男子棒高跳

8月9日 男子走幅跳

8月9日 男子4X100mR

8月9日 男子走高跳

8月9日 男子砲丸投(5.000kg)

14.84(+0.9)-10m48-1m84-55.81

8月8日 男子四種競技

15.02(+0.6)-9m86-1m55-54.08 15.69(+0.6)-8m42-1m69-53.84 16.22(+0.6)-9m97-1m69-54.82 16.18(+0.9)-10m74-1m50-52.74 15.68(+1.8)-10m58-1m66-57.72 16.16(+0.9)-9m72-1m66-55.27 16.67(+1.8)-10m83-1m72-57.67
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【女子決勝一覧】
脇坂　　里桜(1) 12.48 角　　　良子(1) 12.52 梅澤　　里歩(1) 12.62 兼高　　心愛(1) 12.75 清水　　茜里(1) 12.97 岸本　　結郁(1) 13.00 小橋　　璃子(1) 13.14 井出　　美聡(1) 13.23
広島・府中緑ヶ丘 鳥取・美保 岡山・岡山中央 岡山・倉敷南 広島・長江 鳥取・福米 山口・萩西 岡山・市操山
吉田　明香里(2) 12.12 尾﨑　　　星(2) 12.14 土井　あかり(2) 12.63 宮田　　星乃(2) 12.77 高野　　桃伽(2) 12.82 瀬尾　　美月(2) 12.85 原　　佳奈穂(2) 12.88 河野　　素実(2) 12.96
鳥取・河原 鳥取・鳥取西 鳥取・河北 島根・大社 山口・浅江 広島・駅家南 岡山・御津 山口・福栄
上田　　理湖(3) 12.04 熱田　　　心(3) 12.37 大下　　愛梨(3) 12.42 川﨑　まどか(3) 12.54 水野　　真冴(3) 12.59 佐田　　由葉(3) 12.60 本多　　佑莉(3) 12.64 永尾　　志穂(3) 12.80
鳥取・河原 岡山・倉敷東 島根・六日市 岡山・早島 岡山・芳泉 島根・浜田第三 広島・長江 広島・井口
尾﨑　　　星(2) 24.79 吉田　明香里(2) 25.24 上田　　理湖(3) 25.25 藤田　　英里(3) 25.60 山田　　真子(3) 26.15 佐田　　由葉(3) 26.23 渡邊　こころ(3) 26.35 水野　　真冴(3) 26.39
鳥取・鳥取西 GR 鳥取・河原 鳥取・河原 岡山・県操山 山口・常盤 島根・浜田第三 山口・川中 岡山・芳泉
植松　　憂咲(1) 2:23.31 駒井　　朝伽(1) 2:23.56 森本　　愛菜(1) 2:23.95 生本　　鈴菜(1) 2:25.52 土屋　　舞琴(1) 2:25.75 泥方　　彩華(1) 2:26.18 大森　　美翔(1) 2:26.20 犬飼　　菜月(1) 2:27.44
広島・熊野 鳥取・境港第一 鳥取・高草 山口・平生 岡山・小北 鳥取・高草 広島・三原第二 岡山・庄
岸本　　百桃(2) 2:15.02 上田　　万葵(3) 2:15.02 渡部　　鈴夏(2) 2:15.34 川本　　莉子(2) 2:15.39 斉藤　　巴音(2) 2:17.26 加藤　　小雪(2) 2:20.08 杉原　　共香(2) 2:22.60 萩原　　柚乃(2) 2:23.56
鳥取・鳥取西 広島・大野東 島根・大社 広島・大野東 岡山・吉備 島根・仁多 島根・大社 岡山・玉島北
山本　晏佳吏(3) 4:28.39 市原　　沙南(3) 4:31.13 樫原　　沙紀(3) 4:32.49 加藤　　小雪(2) 4:37.99 片山　希美香(2) 4:38.23 鍋島　　萌花(3) 4:38.55 岩本　　里菜(3) 4:41.18 神笠　　知子(2) 4:41.72
岡山・琴浦 GR 山口・国府 GR 広島・昭和 島根・仁多 岡山・高屋 広島・大野東 山口・浅江 広島・西条
大下　　愛梨(3) 14.44 藤原　　華乃(3) 14.62 楢﨑　　理海(3) 14.66 古屋　　敦子(2) 14.78 東　　　成美(2) 15.15 伊東　紗耶乃(2) 15.18 林　　　真帆(3) 15.33 渡邉　かんな(3) 15.37
島根・六日市 岡山・宇野 岡山・京山 岡山・総社東 広島・八本松 山口・平生 広島・熊野東 鳥取・鳥取西
鳥取西 49.11 岐陽 50.48 総社東 50.60 大田第一 50.96 浜田第三 51.07 井口 52.06 大社 53.37
岸本　　百桃(2) GR 青木　　優奈(1) 小野　　　萌(3) 永井　　渚月(2) 佐藤　　　心(3) 加﨑　明由佳(3) 周藤　　沙羅(2)
尾﨑　　　星(2) 大歳　　美空(3) 佐藤　　史織(3) 幸田　　未夢(3) 田中　　彩絵(3) 鵜飼　都々菜(3) 宮田　　星乃(2)
渡邉　かんな(3) 磯永　　　悠(3) 横部　　　歩(3) 板垣　　なつ(2) 田中　　杏海(3) 藤岡　　汐里(3) 森山　　　咲(3)
田中　　萌香(3) 上野　　茅紗(2) 古屋　　敦子(2) 森山　　　凜(2) 佐田　　由葉(3) 永岡　　亜実(3) 渡部　　鈴夏(2)
東　　　聡美(3) 1m55 吉田　絵里子(3) 1m50 伊藤　　愛菜(2) 1m50 長島　　日和(3) 1m50 山下　　　遥(3) 1m50 小野　　珠実(2) 1m45 坂本　　　葵(3) 1m45
山口・鴻南 岡山・吉備 島根・大社 島根・高津 鳥取・倉吉西 岡山・倉敷西 鳥取・尚徳

梅田　　羽舞(2) 1m50
広島・高美が丘

宮田　　星乃(2) 5m69(+2.1) 有本　　吏里(3) 5m58(+2.4) 荒谷　　弥希(3) 5m48(+4.0) 岡田　　麻奈(1) 5m31(+4.1) 中野　　恭伽(3) 5m28(+3.6) 末澤　紗弥佳(3) 5m26(+4.3) 尾﨑　　千里(1) 5m26(+1.7) 西小野　莉子(2) 5m17(+2.3)
島根・大社 *F1 鳥取・中山 *W 広島・福山城南 *F4 広島・高西 *F1 山口・久保 *F3 岡山・津山東 *F3 島根・浜田東 鳥取・福生 *W

公認5m47(+1.3) 公認記録なし 公認5m40(+1.4) 公認5m20(+1.0) 公認5m18(+1.7) 公認5m09(+1.8) 公認記録なし

杉谷　　美羽(3) 12m87 三反田　夏歩(3) 12m16 冨岡　みづき(3) 12m13 羽納　　　望(3) 11m86 足立　　晴香(3) 11m65 吉村　　聖美(2) 11m33 金山　　萌香(3) 11m22 田村　　優衣(3) 11m03
岡山・桜が丘 広島・古田 岡山・桜が丘 岡山・興除 広島・福山暁の星 山口・鴻南 島根・平田 山口・島田
工藤　　音花(3) 2894点 吉田　絵里子(3) 2619点 藤原　　華乃(3) 2489点 月森　　希歩(3) 2424点 田中　　　優(3) 2382点 森山　　　咲(3) 2284点 難波　　杏歌(2) 2269点 大畠　かおる(3) 2229点

岡山・岡大附属 *W 岡山・吉備 *W 岡山・宇野 *W 島根・大田第二 *W 広島・安西 *W 島根・大社 *W 広島・伴 *W 山口・野田学園 *W

凡例  GR:大会記録 *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *W:追風参考

【対抗得点】
対抗得点 男子総合 広島 165点 岡山 132.5点 鳥取 130点 山口 108点 島根 86.5点
対抗得点 女子総合 岡山 137点 鳥取 110点 広島 94.5点 島根 78.5点 山口 55点
対抗得点 男女総合 岡山 269.5点 広島 259.5点 鳥取 240点 島根 165点 山口 163点

8月8日
女子１年100m

風：+3.5

8月8日
女子２年100m

風：+2.8

8月8日
女子３年100m

風：+2.8

8月9日
女子200m
風：+0.6

8月9日 女子１年800m

8月8日 女子２・３年800m

8月9日 女子走高跳

8月8日 女子走幅跳

8月9日 女子1500m

8月9日
女子100mH(0.762m)

風：+3.3

8月9日 女子4X100mR

8月8日 女子砲丸投(2.721kg)

14.83(+1.6)-1m55-10m78-26.30(+4.3)

8月8日 女子四種競技

15.22(+1.4)-1m55-8m07-26.85(+4.3) 15.14(+1.8)-1m43-8m48-27.24(+4.3) 15.73(+1.4)-1m46-9m38-28.27(+4.3) 15.86(+1.4)-1m49-8m16-28.01(+4.3) 15.83(+1.8)-1m40-8m86-28.63(+4.3) 15.91(+1.6)-1m43-8m17-28.53(+4.3) 17.04(+1.8)-1m40-9m27-27.85(+2.9)


