
2016年度　広島県国体強化記録会 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
兼　第50回織田幹雄記念国際陸上競技大会ﾘﾊｰｻﾙ大会 （16 34 0301） 跳躍審判長： 中本　　博

【開催日】 2016/4/3-4/16.17 投擲審判長： 坂本　憲司

決勝記録一覧表 記録主任： 秋山　定之
男  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場    (341020)

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 4/16 男子 足立 達也(D2) 広島大学 10.88(+3.9) 池内  雅貴(2) 10.90 西尾  颯汰(2) 10.96 山本  竜二(20) 10.97 江角  駿佑(3) 広島井口高 10.99(+1.9) 山﨑  開斗(2) 11.04

１００ｍ 北木 裕太(2) 広島皆実高 10.88(+3.7) 広島･慶應義塾大学 +3.9 広  島･広経大 +3.7 広島･広島工業大学 +3.7 柄  光高(2) 近大東広島高 10.99(+3.9) 広  島･西条農業高 +3.9

 4/17 林  雅人(M2) 21.56 足立 達也(D2) 21.75 高橋  侃矢(2) 21.84 吉田  崇智(2) 22.11 西山  浩也(4) 22.35 庄司  泰志(17) 22.58 木戸  啓太(25) 22.71 山本  竜二(20) 22.78

２００ｍ 広  島･広島大学 +2.8 広  島･広島大学 +2.8 広  島･市立福山高 +2.8 広  島･広経大 +2.8 広  島･広経大 +2.8 広  島･尾道高 -0.6 広  島･広島S.R.P.C +2.9 広  島･広島工業大学 +2.3

 4/16 林  雅人(M2) 48.98 吉田  崇智(2) 49.47 西山  浩也(4) 50.07 堀之内  譲(3) 50.11 野上  佳樹(2) 50.12 天野  伊織(1) 50.20 中畑  智博(1) 50.52 神田  直季(2) 50.63

４００ｍ 広  島･広島大学 広  島･広経大 広  島･広経大 広  島･広島井口高 広  島･広島皆実高 広  島･広島国際学院高 広  島･広経大 広  島･広経大

 4/17 横山  裕介(3) 1:59.77 山手  滉(20) 2:00.21 藤本 大樹(19) 2:01.05 岡本  拓也(2) 2:01.99 小林  青(2) 2:02.15 依田 祥吾(3) 2:02.43 依藤  周(M1) 2:03.15 濵松  海斗(1) 2:03.93

８００ｍ 広  島･賀茂高 広  島･広島工業大学 広  島･大竹市陸協 広  島･広経大 広  島･祇園北高 広  島･広島観音高 広  島･広島国際大 広  島･広経大

 4/16 平田 圭(23) 4:01.92 齋藤  和希(3) 4:02.46 才原  翔斗(2) 4:04.09 小林  青(2) 4:06.51 柳瀬  和樹(3) 4:08.60 植野  樹(2) 4:09.40 中垣  友輔(3) 4:10.09 豊永  紘典(4) 4:10.31

１５００ｍ 広  島･庄原市陸協 広  島･広島皆実高 広  島･広経大 広  島･祇園北高 広  島･広島国際学院高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広島大学

 4/ 3 藤原  忠昌 8:47.05 勝田  哲史(3) 8:56.00 齋藤  和希(3) 8:57.90 植野  樹(2) 9:04.12 中垣  友輔(3) 9:05.91 中原  昇斗(2) 9:07.05 西内  隆貴 9:08.77 浅野  成海(2) 9:10.72

３０００ｍ 広  島･マツダＡＣ 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･三原市体協 広  島･広島皆実高

 4/ 3 大下  浩平 15:06.49 藤井  貴大 15:08.25 木邑  駿 15:08.37 堀尾  和弥 15:10.10 宮本健太郎 15:10.93 大沼  優 15:24.14 柴野  敏一 15:24.23 山本  啓輔 15:33.13

５０００ｍ 広  島･広島経済大 山  口･広島経済大 広  島･広島経済大 鳥  取･広島経済大 鳥  取･広島経済大 広  島･広島経済大 広  島･広島経済大 島  根･広島経済大

 4/17 石本  惣一朗(3) 14.57 岩本  康平(2) 15.54 荻野  龍平(6) 15.62 陶山  帆昴(2) 15.68 江角  駿佑(3) 15.70 井手  優貴(2) 15.92 住田  光駿(3) 15.93 紙谷  秀哉(3) 16.34

110mH1.067 広  島･広経大 +2.0 広  島･広工大高 +2.0 広  島･広島大学 +2.0 広  島･広経大 +1.2 広  島･広島井口高 +1.2 広  島･崇徳高 +1.2 広  島･安佐北高 +1.2 広  島･総合技術高 +1.2

 4/17 山本  諒(3) 53.19 尾崎  雄祐(M1) 53.85 坂井  駿介(M1) 55.59 谷口  真士(4) 55.88 三倉  巨幹(1) 55.94 高千穂  聡史(3) 57.56 西岡  壮一朗(3) 57.75 崎本  侑聖(3) 58.06

４００ｍＨ 広  島･関西学院大学 長  崎･広島大学 広  島･広島大学 広  島･広経大 広  島･広経大 広  島･徳山大学 広  島･海田高 広  島･福山工高

 4/ 3 新谷  壮大 9:47.33 森田  将平 9:53.90 森川  陽之 9:54.37 鎌田  滉 9:56.49 川井健太郎 9:57.65 相田健太郎 10:02.21 五丁  健治 10:03.22 小田  淳史 10:05.45

３０００ｍＳＣ 広  島･福山市陸協 広  島･修道高 広  島･近大東広島高 愛  媛･広島経済大 広  島･愛媛大 広  島･愛媛大 広  島･愛媛大 広  島･愛媛大

 4/ 3 山岡  祥吾 20:58.19 高橋  拓也 21:45.89 村上  寛佳 22:10.18 田中  愛也 23:12.05 千菊  智也(3) 24:18.00 今岡  駿太(3) 24:40.61 小田  浩也(2) 24:40.63 平岡  拓(3) 25:16.22

５０００ｍ競歩 広  島･広島経済大 広  島･T.N.S.K.C 広  島･近畿大 広  島･海田高 広  島･広大福山高 島  根･出雲高 広  島･西条農高 広  島･広大福山高

 4/16 広  島･広島大学Ａ      41.41 広島皆実高Ａ       42.68 広  島･広経大       42.91 西条農業高Ａ       42.95 広  島･市立呉高      43.76 広  島･呉三津田高      43.90 おかやま山陽高      43.95 広島工業大学       44.08

４×１００ｍ 山下  隆祐(2) 小松  将伸(2) 藤原  駿也(4) 冨士本  有希(2) 古森  大貴(3) 村川  晴記(2) 小田  大暉(3) 矢野  佑磨(19)

林  雅人(M2) 北木  裕太(2) 西山  浩也(4) 大坪  柊也(17) 酒井  拓実(3) 園田  雄大(2) 岡田  駿介(2) 山本  竜二(20)

足立 達也(D2) 野上  佳樹(2) 永田  雅英(3) 栂野  翔也(17) 脇坂  宗汰(2) 四宮  正義(3) 森田  圭斗(3) 加納  慎司(20)

中山  太郎(3) 村上  浩平(3) 吉田  崇智(2) 山﨑  開斗(2) 檜垣  政昭(2) 松下  豊顕(3) 遠藤  浩樹(1) 渡辺  悠太郎(20)

 4/17 広･広島大学     3:21.62 広･広経大Ｄ     3:23.44 広･広島工大     3:24.00 広･西条農高Ａ     3:26.24 広･広経大Ｃ     3:26.83 広･広経大Ａ     3:27.04 広･広島井口高Ａ    3:28.51 広･沼田高     3:28.68

４×４００ｍ 足立 達也(D2) 神田  直季(2) 宮本  大輝(19) 中増  優(17) 谷口  真士(4) 吉田  崇智(2) 花山  智哉(2) 田中  佑弥(3)

林  雅人(M2) 倉田  匠(1) 山手  滉(20) 栂野  翔也(17) 松本  和文(1) 中畑  智博(1) 堀之内  譲(3) 上田  格(3)

尾崎  雄祐(M1) 山崎  光(1) 渡辺  悠太郎(20) 山口  亮輔(2) 川野  敦史(3) 有木  隆太(3) 横田  司(2)

藤島  廉(2) 岡本  拓也(2) 山本  竜二(20) 山﨑  開斗(2) 出原  裕矢(1) 米村  健志(3) 江角  駿佑(3) 佐々木  駆(2)

 4/16 真野  友博(2) 2.05 中西  佑介(3) 2.00 園中  杏汰(1) 1.90 弓瀬  航(3) 1.85 石井  嵩人(2) 1.85 荻野  龍平(6) 1.85 大田  耕平(3) 1.85 新家  直弥(2) 1.80

走高跳 広  島･福岡大学 広  島･福岡大学 鹿児島･広島大学 広  島･広島修道大学 兵  庫･福山大学 広  島･広島大学 広  島･広島大学 広  島･広経大

 4/17 萩原  翔(29) 5.00 浜崎  友輔(3) 4.80 深田  聡(2) 4.70 安立  雄斗(1) 4.10 田中  智之(2) 4.00 岡本  崇志(3) 4.00 北村  祐貴(3) 広  島･広島大学 3.80

棒高跳 広  島･広大障柳クラブ 鹿児島･徳山大学 愛  媛･徳山大学 広  島･広工大高 広  島･広島井口高 広  島･広工大高 渡辺  翔太(2) 愛  媛･徳山大学 3.80

 4/16 藤原  駿也(4) 7.30(-0.4) 猪熊  亮太(3) 7.02(-0.3) 田嶋  郁也(1) 6.99(+0.4) 倉田  匠(1) 6.82(-0.2) 鐘築  龍也(3) 6.80(-0.3) 小松  将伸(2) 6.73(+3.0) 村上  浩平(3) 6.59(+1.1) 白地  拓真(3) 6.39(+1.3)

走幅跳 広  島･広経大 広  島･広島修道大学 広  島･広経大 広  島･広経大 広  島･山陽高 広島皆実高 6.58(+1.0) 広  島･広島皆実高 広  島･山陽高

 4/17 冨山 拓矢 14.34(-0.6) 池野 郁洋(1) 13.78(+1.9) 佐藤  走(4) 13.74(+2.4) 黒川慎太郎 13.37(+1.0) 児玉 靖明(3) 13.27(+1.2) 真倉 夏樹(1) 13.17(+1.6) 越藤  浩(29) 13.04(+0.8) 鐘築 龍也(3) 12.96(-0.9)

三段跳 広  島･鶴学園クラブ 鹿児島･徳山大学 長  崎･広島大学 公認ﾅｼ 愛  媛･広経大 広  島･広島修道大学 広  島･広島工業大学 広  島･鶴学園クラブ 広  島･山陽高

 4/16 大地  智也(3) 14.26 須崎  航(3) 10.44 宮本  直輝(3) 8.55 石作  鈴音(3) 8.28 上林  亜藍(3) 8.14 中橋  弥禄(3) 7.13 長谷  拓摩(3) 6.45

砲丸投5.000 広  島･祇園東中 広  島･宇品中 広  島･日浦中 広  島･日浦中 広  島･大柿中 広  島･日浦中 広  島･日浦中

 4/16 出海  将(2) 11.26 河上  陽(3) 10.83 島本  和政(3) 10.65 堀  凌輔(3) 10.57 花房  祐馬(17) 10.50 安部  伊織(3) 10.23 仲田  吐夢也(2) 10.03 天野  海斗(3) 9.86

砲丸投6.000 広  島･西条農業高 広  島･尾道商 広  島･可部高 広  島･安古市高 広  島･西条農業高 広  島･近大福山高 広  島･西条農業高 広  島･近大福山高

 4/16 甲斐  公耀(2) 11.61 大角  哲史(34) 10.26 長野  拓海(2) 8.60

砲丸投7.260 広  島･広経大 広  島･CHASKI 広  島･福山平成大学

 4/17 甲斐  公耀(2) 35.07 小嶋  修平(3) 28.77 渡辺  翔太(2) 26.13 廣田  皓大(1) 13.78

円盤投2.000 広  島･広経大 広  島･広経大 愛  媛･徳山大学 岡  山･広経大

 4/17 三反畑  慶(3) 38.87 安部  伊織(3) 37.38 村元  庄太(3) 35.31 河上  陽(3) 34.84 花房  祐馬(17) 34.10 江草  憂一(3) 30.32 仲田  吐夢也(2) 29.66 松木  翔(3) 28.62

円盤投1.750 広  島･近大福山高 広  島･近大福山高 広  島･広島市工高 広  島･尾道商 広  島･西条農業高 広  島･府中高 広  島･西条農業高 広  島･戸手高

 4/16 池田  康雄(38) 64.76 山本  一喜(32) 62.75 佐藤  走(4) 51.18 林野  健太(5) 50.76 大湾  翔平(20) 50.45 西山  健太(27) 49.92 松嶋  雄太(2) 47.17 倉本  大成(3) 46.47

やり投 広  島･TeamBigStone 広  島･広大障柳クラブ 長  崎･広島大学 広  島･広島大学 広  島･広島工業大学 山  口･下関陸協 広  島･近大東広島高 広  島･府中東高

2016年度　広島県国体強化記録会
女  子 【競技場】広島広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 4/16 女子 高瀬  愛実(3) 12.31 藤井  美帆(4) 12.36 柏原  真希(1) 12.56 木戸  恵理(3) 12.62 金田  杏奈(4) 12.83 野上  里沙(3) 12.85 鐘築  静花(1) 12.87 池田  和香那(3) 12.91

１００ｍ 広  島･県立広島高 +0.1 山  口･徳山大学 +0.1 広  島･広島皆実高 +0.1 広  島･広島大学 0.0 熊  本･徳山大学 0.0 熊  本･徳山大学 0.0 広  島･宮島工高 +0.1 広  島･宮島工高 +0.7

 4/17 木戸  恵理(3) 25.61 池崎  愛里(3) 25.85 藤井  美帆(4) 25.95 渡部  仁美(2) 26.38 小滝  萌子(1) 広島･高陽東高 26.64+1.3 古郡  智奈子(2) 広･市立広島商高 26.66-1.5

２００ｍ 広  島･広島大学 +1.7 広  島･舟入高 +1.7 山  口･徳山大学 +1.7 広  島･広島皆実高 +1.7 向井  理子(3) 広島･広島皆実高 26.64+1.3 上田  真梨子(3) 広島･広島皆実高 26.66+1.7

 4/16 池崎  愛里(3) 55.99 木戸  恵理(3) 58.30 小田  朋佳(3) 59.47 岡山  遥菜(2) 59.70 渡部  仁美(2) 1:00.08 上田  万葉(2) 1:00.39 重信  瑠奈(4) 1:01.07 小滝  萌子(1) 1:01.21

４００ｍ 広  島･舟入高 広  島･広島大学 広  島･高陽東高 広  島･舟入高 広  島･広島皆実高 広  島･舟入高 鹿児島･徳山大学 広  島･高陽東高

 4/17 上田  万葵(3) 2:13.98 山村  桂子(3) 広  島･安古市高 2:21.11 鍋島  萌花(3) 2:22.99 徳重  夢乃(1) 2:23.22 本間  宙峰(2) 2:23.51 黒木  梨乃(4) 2:24.11 山崎  安寿(3) 2:25.24

８００ｍ 広  島･大野東中 室町  真希(1) 広  島･広経大 広  島･大野東中 広  島･舟入高 広  島･舟入高 宮  崎･徳山大学 千  葉･広島大学

 4/16 大西  響(2) 4:35.24 山田  菜々子(3) 4:41.67 森長  彩理(2) 4:45.51 藤倉  美和(2) 4:45.91 平村  古都(1) 4:46.34 坪井  美羽(19) 4:48.04 坂江  茜音(2) 4:48.76 脇  実乃里(3) 4:49.14

１５００ｍ 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･広島S.R.P.C 広  島･舟入高 広  島･沼田高

 4/ 3 坪井  美羽 9:59.35 樫原  沙紀 10:02.51 田阪  亜樹 10:15.54 本間  宙峰(2) 10:21.53 夜舩  友香(3) 10:35.06 松本あゆみ 10:36.00 湯淺茉那美(2) 10:39.10 浅野  茉凜 10:45.06

３０００ｍ 広  島･広島SRPC 広  島･昭和中 広  島･尾道市陸協 広  島･舟入高 広  島･県立広島高 広  島･安古市高 広  島･広島皆実高 広  島･市立広島商高

 4/ 3 吉坂  智香(4) 19:00.68 中上  智尋(2) 19:10.13 片山  宝子(2) 19:40.41

５０００ｍ 熊  本･徳山大 長  崎･徳山大 福  岡･徳山大

 4/17  +4.2 青野  彩生(3) 19.35 椿  紗也香(3) 20.16

100mH0.762 広  島･古田中 広  島･比治山女子中

 4/17 重信  瑠奈(4) 14.14 野上  里沙(3) 14.25 池田  和香那(3) 14.56 林  真衣(4) 15.00 吉森  愛美(3) 15.44 本保  なつの(2) 15.51 井上  珠来(1) 15.54 六車  莉那(1) 15.61

100mH0.840 鹿児島･徳山大学 +2.4 熊  本･徳山大学 +2.4 広  島･宮島工高 +2.4 広  島･徳山大学 +2.4 広  島･高陽東高 -0.7 広  島･広島皆実高 -0.7 広  島･県立広島高 -0.7 徳  島･徳山大学 +2.4

 4/17 小田  朋佳(3) 1:05.65 高瀬  愛実(3) 1:07.70 吉田  佳代(2) 1:09.43 宗田  泉帆(3) 1:10.54 鎌田  なるみ(2) 1:10.57 森田  麗湖(3) 1:10.95 萩原  花(2) 1:11.32 吉岡  琴乃(3) 1:11.80

４００ｍＨ 広  島･高陽東高 広  島･県立広島高 広  島･広島皆実高 広  島･五日市高 広  島･広島なぎさ高 広  島･西条農業高 広  島･市立呉高 広  島･暁の星女高

 4/ 3 山田  千花 26:06.36 濵本佳那子 26:27.15 青木  結子 26:47.95 池田  未央 27:04.63 中元  淳奈(3) 30:30.97 上迫のどか(1) 30:37.07 原田亜梨沙 34:50.42

５０００ｍ競歩 広  島･広島大 広  島･県立広島高 広  島･愛媛大 広  島･福山暁の星女高 広  島･総合技術高 広  島･福山暁の星女高 広  島･安芸南高

 4/16 広  島･広経大       49.73 広島皆実高Ａ       50.01 広  島･県立広島高      50.21 西条農業高Ａ       50.40 広  島･宮島工高      50.77 広  島･高陽東高      50.86 広  島･舟入高       50.91 比治山女子高       51.38

４×１００ｍ 茶籐  沙紀(3) 向井  理子(3) 久保本  菜月(2) 戸光  伊織梨(3) 鐘築  静花(1) 山崎  愛弓(2) 岡山  遥菜(2) 加藤  まゆ(1)

安野  結花(4) 渡部  仁美(2) 高瀬  愛実(3) 樋口  佳苗(2) 細渕  菜々香(2) 小滝  萌子(1) 西谷  咲柚(3) 賀佐見  京香(2)

竹葉  千春(3) 上田  真梨子(3) 大向  陽子(2) 松本  磨美(3) 川畑 佑衣(3) 小田  朋佳(3) 上田  万葉(2) 松田  華奈(2)

佛原  こうり(2) 柏原  真希(1) 井上  珠来(1) 信永  寿々(2) 池田  和香那(3) 吉森  愛美(3) 池崎  愛里(3) 本田  明菜(2)

 4/17 広･舟入高Ａ     4:00.33 広･広島皆実高     4:06.46 広･市立呉高     4:09.77 広･県立広島高     4:14.39 広･高陽東高Ａ     4:16.55 広･広島なぎさ高    4:19.54 広･比治山女高Ａ    4:20.39 広･安古市高     4:20.56

４×４００ｍ 岡山  遥菜(2) 吉田  佳代(2) 萩原  花(2) 大向  陽子(2) 吉森  愛美(3) 難波  彩実(1) 松田  華奈(2) 長江  祐実(3)

上田  万葉(2) 渡部  仁美(2) 内田  百音(2) 高瀬  愛実(3) 小田  朋佳(3) 斎藤  理加(2) 本田  明菜(2) 竹村  美咲(2)

徳重  夢乃(1) 向井  理子(3) 桐吉  明日香(3) 田名後  凌香(1) 小滝  萌子(1) 三戸  佳織子(2) 坂田  彬穂(2) 山村  桂子(3)

池崎  愛里(3) 上田  真梨子(3) 神田  菜摘(3) 原田  奈々代(3) 山崎  愛弓(2) 汲地  玲実(3) 賀佐見  京香(2) 織田  日菜(3)

 4/16 﨑村  友理(3) 1.60 河下  真弘(3) 1.50 神田  菜摘(3) 1.55 高木  瑠唯(3) 広  島･広島大学 1.50 福見  奈々(2) 1.45

走高跳 福  岡･徳山大学 広  島･府中高 広  島･市立呉高 松原  優里(2) 福  岡･徳山大学 1.50 広  島･西条農業高

田中  優(3) 広  島･安西中 1.50

保井  南海(1) 広  島･山陽高 1.50

 4/17 山本  雛子(3) 広  島･比治山女子高 2.20 堀川  笑(2) 2.10

棒高跳 小川  天音(1) 広  島･沼田高 2.20 広  島･尾道商高

 4/16 竹葉  千春(3) 5.32(+2.0) 梅田  夏季(2) 5.16(-2.4) 岡野  和奏(2) 5.13(+0.5) 荒谷  弥希(3) 5.12(+2.3) 藤田かれん(1) 5.07(-0.4) 上田真梨子(3) 5.06(-0.8) 佛原こうり(2) 4.99(-0.9) 吉川あやの(3) 4.91(-0.5)

走幅跳 愛  媛･広経大 広  島･山陽高 広  島･尾道北高 福山城南中 5.10(-0.6) 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広経大 広  島･宇品中

 4/17 重信 玲奈(4) 11.10(-1.6) 松原 優里(2) 10.90(-0.4) 神浦 萌花(3) 9.88(-2.4) 吹越友加里(3) 9.50(-1.1) 﨑村 友理(3) 9.42(+0.4)

三段跳 鹿児島･徳山大学 福  岡･徳山大学 広  島･高陽東高 広  島･広島皆実高 福  岡･徳山大学

 4/16 藤本  佑月(2) 11.50 竹本  秀美(3) 10.70 枝川  慧子(3) 10.43 大藤  詩絵里(3) 10.39 上廣  かえで(3) 9.40 小迫  雪乃(2) 9.36 脇田  清加(3) 9.23 小林  ひかる(2) 9.04

砲丸投4.000 愛  媛･徳山大学 広  島･可部高 広  島･近大東広島高 広  島･安芸高 広  島･総合技術高 広  島･西条農業高 広  島･西条農業高 宮  崎･徳山大学

 4/17 脇田  清加(3) 39.54 渡邊  彩(3) 39.19 枝川  慧子(3) 33.84 小迫  雪乃(2) 29.82 重本  真弥子(3) 28.00 山本  ひとみ(3) 27.31 倉見  知里(3) 27.09 檜垣  智美(3) 26.74

円盤投 広  島･西条農業高 広  島･安芸高 広  島･近大東広島高 広  島･西条農業高 広  島･府中高 広  島･基町高 広  島･呉三津田高 広  島･呉三津田高

 4/16 三宅  美慶(2) 46.45 甲斐  澪奈(4) 43.44 佐藤  千尋(4) 42.89 村上  遥菜(1) 39.42 楠  汐里(3) 35.42 枝川  慧子(3) 35.01 長郷 亜美(2) 33.82 谷本  沙彩(3) 33.27

やり投 広  島･徳山大学 宮  崎･徳山大学 広  島･徳山大学 広  島･広島大学 広  島･尾道北高 広  島･近大東広島高 広  島･広島観音高 広  島･市立福山高


