
日本ＧＰ第２戦 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
第５０回記念織田幹雄記念国際陸上競技大会 跳躍審判長 中本　　博
兼　第31回オリンピック競技大会（2016/ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ）代表選手選考競技会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2016/4/29 招集所 川口　正洋
【主催団体】 広島陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 秋山　定之
(GR:大会新) 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
 4/29 女子Ａ  -1.8 11.59 11.80 11.88 12.01 12.04 12.07 12.18

１００ｍ Melissa BREEN 世古    和 齋藤  愛美(2) 宮澤  有紀(6) エドバー  イヨバ(1) 土井  杏南(3) 和田  麻希
Melissa Breen ｾｺ ﾉﾄﾞｶ ｻｲﾄｳ ｱﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ ﾜﾀﾞ ﾏｷ
オーストラリア 三  重･CRANE 岡  山･倉敷中央高校 長  野･富山大学 東  京･日本大学 埼  玉･大東文化大学 京  都･ミズノ

 4/29 女子Ｂ  -0.5 11.97 12.03 12.11 12.11 12.12 12.16 12.20

１００ｍ 三宅  奈緒香 永野  真莉子(4) 藤森  安奈(4) 足立  紗矢香(2) 西尾  香穂(1) 北風  沙織 福田  真衣(3)
ﾐﾔｹ ﾅｵｶ ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ ﾆｼｵ ｶﾎ ｷﾀｶｾﾞ ｻｵﾘ ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ
兵  庫･住友電工 岡  山･甲南大学 東  京･青山学院大学 大  分･青山学院大学 大  阪･甲南大学 北海道･北海道ハイテクＡ 東  京･東京高校

 4/29 NONGP女子  -0.9 12.22 12.22 12.32 12.49 12.57

１００ｍ 島田  沙絵(4) 重永  乃理子(3) 湯淺　佳那子(1) 小尾  麻菜 三宅  真理奈(1)
ｼﾏﾀﾞ ｻｴ ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾉﾘｺ ｺｵ ｱｻﾅ ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ
長  崎･青山学院大学 福  岡･福岡大学 広  島･日本体育大学 福  井･ピースＡＣ 岡  山･甲南大学

 4/29 女子 15:15.14 15:16.44 15:19.47 15:23.80 15:37.21 15:37.93 15:43.13 15:43.13

５０００ｍ ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ ﾓﾆｶ ｸﾞﾚｰｽ ﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｲ ﾏｼｬﾘｱ ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ アン  カリンジ 安藤  友香 中村  萌乃 新井  沙紀枝(4) 菊池  理沙
ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ ﾓﾆｶ ｸﾞﾚｰｽ ﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｲ ﾏｼｬﾘｱ ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ｱﾝ ｶﾘﾝｼﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶ ﾅｶﾑﾗ ﾓｴﾉ ｱﾗｲ ｻｷｴ ｷｸﾁ ﾘｻ
千  葉･スターツ 千  葉･スターツ 千  葉･ユニバーサルエン 愛  知･豊田自動織機 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 千  葉･ユニバーサルエン 山  口･大阪学院大学 茨　城･日立ビルシステム

 4/29 NONGP女子 15:39.03 15:47.03 16:05.79 16:12.64 16:20.38 16:23.93 16:33.19 16:35.38

５０００ｍ スーサン ワイリム 石澤  ゆかり 棚池  穂乃香 黒田  純菜 谷本  観月 内山  千夏 岡本  茶貴 薮田  裕衣
ｽｰｻﾝ ﾜｲﾘﾑ ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ ｸﾛﾀﾞ ｽﾐｶ ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ ｳﾁﾔﾏ ﾁﾅﾂ ｵｶﾓﾄ ﾁｬｷ ﾔﾌﾞﾀ ﾕｲ
三  重･デンソー 広  島･エディオン 京都産業大学 福  岡･ＴＯＴＯ 岡  山･天満屋 玉川大学 岡  山･天満屋 京都産業大学

 4/29 女子Ａ  +1.1 13.20 13.24 13.27 13.63 13.66 13.68 13.79 13.96

１００ｍＨ Hyelim JUNG 紫村  仁美 木村  文子 藤原  未来 田中  杏梨(4) 小林  紗矢香(2) 清山  ちさと 青木  益未(4)
Hyelim Jung ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ ｷﾑﾗ ｱﾔｺ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ｷﾖﾔﾏ ﾁｻﾄ ｱｵｷ ﾏｽﾐ
韓国 福  島･東邦銀行 広  島･エディオン 兵  庫･住友電工 兵  庫･甲南大学 愛  知･愛知教育大学 宮  崎･宮交シティ 岡  山･環太平洋大学

 4/29 女子Ｂ  -1.2 13.56 13.85 13.88 14.00 14.00 14.08 14.31

１００ｍＨ 福部  真子(3) 宮崎  紗希(4) 田中  佑美(3) 高橋  麻実 古川  沙耶香 藤森  菜那(1) 川村  涼伽(4)
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ ﾐﾔｻﾞｷ ｻｷ ﾀﾅｶ ﾕﾐ ﾀｶﾊｼ ﾏﾐ ﾌﾙｶﾜ ｻﾔｶ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ ｶﾜﾑﾗ ｽｽﾞｶ
広  島･日本体育大学 新  潟･中央大学 大  阪･関西大第一高校 新  潟･新潟アルビレック 山  形･山形ＴＦＣ 静  岡･明治大学 福  井･中央大学

 4/29 女子 4.00 4.00 3.80 3.60

棒高跳 我孫子  智美 仲田    愛 ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 青島  綾子 青柳    唯(M1) ｱｵﾔｷﾞ ﾕｲ 北海道･鹿屋体育大
ｱﾋﾞｺ ﾄﾓﾐ 茨  城･水戸信用金庫 ｱｵｼﾏ ｱﾔｺ 那須  眞由(2) ﾅｽ ﾏﾕ 兵  庫･園田学園女子大学
滋  賀･滋賀レイクスター 今野  美穂 ｲﾏﾉ ﾐﾎ 新  潟･新潟アルビレック 青柳  有香(3) ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｶ 東  京･雪谷高校

埼  玉･トーエル 角田  ルアニィ(3) ﾂﾉﾀﾞ ﾙｱﾆｲ 埼  玉･不動岡高校
 4/29 58.40 56.75 56.41 54.90 54.89 53.41 51.45 51.18

やり投 海老原  有希 北口  榛花(1) 宮下  梨沙 久世  生宝(4) 佐藤  友佳 當間  汐織(3) 瀧川  寛子(4) 山下  実花子(1)
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ﾐﾔｼﾀ ﾘｻ ｸｾﾞ ｷﾎｳ ｻﾄｳ ﾕｶ ﾄｳﾏ ｼｵﾘ ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾛｺ ﾔﾏｼﾀ ﾐｶｺ
静  岡･スズキ浜松ＡＣ 北海道･日本大学 大  阪･大体大ＴＣ 岡  山･筑波大学 大  阪･東大阪陸協 沖  縄･九州共立大学 大  阪･東大阪大学 京  都･九州共立大学

 4/29 西日本ジュニ 9:22.60 9:26.01 9:26.48 9:26.76 9:30.71 9:30.84 9:31.32 9:33.86

３０００ｍＡ 大西    響 髙松智美ムセンビ 工藤  杏華 寺尾  鼓妙 下田平  渚 西永  菜津 嵯峨山  佳菜未 青木  美晴
ｵｵﾆｼ ﾋﾋﾞｷ ﾀｶﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ ﾑｾﾝﾋﾞ ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｶ ﾃﾗｵ ﾂﾂﾞﾐ ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ ﾆｼﾅｶﾞ ﾅﾂ ｻｶﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ ｱｵｷ ﾐﾊﾙ
広  島･世羅 大  阪･薫英女学院 大  分･大分西 高  知･山田 宮  崎･小林 山  口･西京 大  阪･薫英女学院 岡  山･興譲館

 4/29 西日本ジュニ 9:43.62 9:51.41 9:51.94 9:52.47 9:54.06 9:59.17 10:00.46 10:02.31

３０００ｍＢ 三宅  紗蘭 福田  詩音 林    樹里 加藤  優果 谷口  真菜 藤倉  美和 河添  柚香 原田  奈津
ﾐﾔｹ ｻﾗ ﾌｸﾀﾞ ｼｵﾝ ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ ｶﾄｳ ﾕｳｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾜ ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ
岡  山･玉野光南 福  岡･東海大付福岡 京  都･京都外大西 岐  阜･土岐商 京  都･京都外大西 広  島･世羅 京  都･京都外大西 山  口･中村女子

 4/29 ジュニア女子  -3.3 12.46 12.61 12.70 12.72 12.86 13.09 13.42

１００ｍ 高瀬  愛実(3) 水師  莉子(3) 上田  真悠(3) 柏原  真希(1) 鐘築  靜花(1) 河野  友美(2) 細渕  菜々香(2)
ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ ﾐｽﾞｼ ﾘｺ ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ ｶｼﾊﾗ ﾏｷ ｶﾈﾂｷ ｼｽﾞｶ ｺｳﾉ ﾄﾓﾐ ﾎｿﾌﾞﾁ ﾅﾅｶ
広  島･県立広島 島  根･大社 鳥  取･鳥取城北 広  島･広島皆実 広  島･宮島工業 山  口･誠英 広  島･宮島工業

 4/29 高校１年女子 4:35.85 4:41.30 4:41.38 4:47.62 4:48.58 4:49.80 4:51.78 4:53.66

１５００ｍ 森廣  彩音 GR 金光  由樹 平村  古都 青山  春菜 平岡  美帆 白波瀬  千紘 酒井  珠乃 田中  愛樹
ﾓﾘﾋﾛ ｱﾔﾈ ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ ﾋﾗﾑﾗ ｺﾄ ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ ｼﾗﾊｾ ﾁﾋﾛ ｻｶｲ ﾀﾏﾉ ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ
山  口･西京 岡  山･岡山操山 広  島･世羅 島  根･松江北 広  島･舟入 広  島･沼田 山  口･高川学園 島  根･平田

 4/29 高校女子 広  島･広島皆実高      49.23 広  島･舟入高      49.81 広  島･宮島工業高      49.92 広  島･市立呉高      50.24 広  島･高陽東高 広  島･県立広島高      50.28 広  島･西条農業高      50.48 広  島･比治山女子高      50.97

４×１００ｍ 向井  理子(3) 岡山  遥菜(2) 鐘築  静花(1) 大泉  愛里(3) 山崎  愛弓(2) 久保本菜月(2) 戸光伊緒梨(3) 加藤  まゆ(1)
ﾑｶｲ ｵｶﾔﾏ ｶﾈﾂｷ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾔﾏｻｷ ｸﾎﾞﾓﾄ ﾄﾐﾂ ｶﾄｳ
柏原  真希(1) 西谷  咲柚(3) 細渕菜々香(2) 神田  菜摘(3) 小滝  萌子(1) 高瀬  愛実(3) 樋口  佳苗(2) 賀佐見京香(2)
ｶｼﾊﾗ ﾆｼﾀﾆ ﾎｿﾌﾞﾁ ｶﾝﾀﾞ ｵﾀﾞｷ ﾀｶｾ ﾋｸﾞﾁ ｶﾞｻﾐ
上田真梨子(3) 上田  万葉(2) 久保田夏歩(1) 萩原    花(2) 小田  朋佳(3) 田名後凌香(1) 松本  磨美(3) 松田  華奈(2)
ｳｴﾀﾞ ｳｴﾀﾞ ｸﾎﾞﾀ ﾊｷﾞﾜﾗ ｵﾀﾞ ﾀﾅｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾂﾀﾞ
渡部  仁美(2) 池崎  愛里(3) 池田和香那(3) 内田  百音(2) 吉森  愛美(3) 井上  珠来(1) 森田  麗湖(3) 本田  明菜(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｹｻｷ ｲｹﾀﾞ ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾓﾘ ｲﾉｳｴ ﾓﾘﾀ ﾎﾝﾀﾞ

 4/29 中学校女子 12.77 12.89 12.99 12.99 13.15 13.27 13.36 13.48

１００ｍ 本多  佑莉(3) -0.6 上田  万葵(3) -0.4 永岡  亜実(3) -0.6 永尾  志穂(3) -0.6 片山  姫歌(3) -0.6 小出  彩乃(3) -0.4 橋本  真宙(2) -0.6 竹之内  涼花(3) -0.6
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾘ ｳｴﾀﾞ ﾏｷ ﾅｶﾞｵｶ ｱﾐ ﾅｶﾞｵ ｼﾎ ｶﾀﾔﾏ ﾋﾒｶ ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾉ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾀｹﾉｳﾁ ｽｽﾞｶ
広  島･長江中 広  島･大野東中 広  島･井口中 広  島･井口中 広  島･高屋中 広  島･五日市南中 広  島･安佐中 広  島･落合中

 4/29 4:33.24 4:37.80 4:40.82 4:46.06 4:47.57 4:49.93 4:52.32 4:53.79

１５００ｍ 樫原  沙紀(3) GR 鍋島  萌花(3) 川本  莉子(2) 神笠  知子(2) 谷本  七星(2) 永野  友菜(2) 田畠  綾乃(3) 下高  美聡(2)
ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｴｶ ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾅ ﾀﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ
広  島･昭和中 広  島･大野東中 広  島･大野東中 広  島･西条中 広  島･国泰寺中 広  島･大野東中 広  島･大野東中 広  島･坂中

 4/29 広  島･五日市南中      51.49 広  島･井口中      51.59 広  島･大野東中      51.67 広  島･高屋中      52.22 広  島･安佐中      52.47 広  島･大塚中      52.54 広  島･七尾中      52.57 広  島･県立広島中      52.76

４×１００ｍ 藤田  七海(3) 加﨑明由佳(3) 鈴木  杏莉(3) 竹上  琴音(2) 吉川  鈴夏(3) 相川  鈴奈(3) 水野  真帆(3) 藤井  音羽(3)
ﾌｼﾞﾀ ｶｻﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾀｹｳｴ ﾖｼｶﾜ ｱｲｶﾜ ﾐｽﾞﾉ ﾌｼﾞｲ
小出  彩乃(3) 永尾  志穂(3) 山岡  羽菜(2) 藤井  理名(2) 榎    葵生(3) 若林    蓮(2) 門田はるか(2) 松浦  愛子(3)
ｺｲﾃﾞ ﾅｶﾞｵ ﾔﾏｵｶ ﾌｼﾞｲ ｴﾉｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾓﾝﾀ ﾏﾂｳﾗ
下野  杏珠(3) 藤岡  汐里(3) 鈴木  葉瑠(3) 小田  知慧(3) 家守  奈穂(3) 屋内  怜那(3) 蒲生  泉海(3) 安達  慶花(3)
ｼﾓﾉ ﾌｼﾞｵｶ ｽｽﾞｷ ｵﾀﾞ ｹﾓﾘ ﾔｳﾁ ｶﾞﾓｳ ｱﾀﾞﾁ
諏訪ひかり(3) 永岡  亜実(3) 上田  万葵(3) 片山  姫歌(3) 橋本  真宙(2) 野﨑  彩花(3) 中本  優奈(3) 野見ほのか(3)
ｽﾜ ﾅｶﾞｵｶ ｳｴﾀﾞ ｶﾀﾔﾏ ﾊｼﾓﾄ ﾉｻﾞｷ ﾅｶﾓﾄ ﾉﾐ

 4/29 小学校女子 14.06 14.52 14.55 14.59 14.65 14.67 14.69 14.76

１００ｍ 入江  紀帆 +1.4 高垣  知里 -1.4 中西    彩 -2.0 金川  優莉 -2.7 堂前  咲希 +1.4 月村    葵 +1.4 森脇  叶美 -2.0 江原  美月優 +1.4
ｲﾘｴ ｷﾎ ﾀｶｶﾞｷ ﾁｻﾄ ﾅｶﾆｼ ｱﾔ ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ ﾂｷﾑﾗ ｱｵｲ ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ
広  島･広島ＪＯＣ 広  島･中条小 広  島･石内南ＳＫＲＣ 広  島･広島ＪＯＣ 広  島･高須ジュニアスポ 広  島･川上小 広  島･広島ＪＯＣ 広  島･竹尋アスリート

 4/29 広  島･中条小      58.37 広  島･新涯小      59.11 広  島･湯田小      59.47 広  島･寺西小      59.86 広  島･熊野第一小    1:01.41 広  島･八本松小    1:01.43 広  島･熊野第四小    1:01.54 広  島･竹尋小    1:02.18

４×１００ｍ 藤本  真穂(5) 宮本  紗弥(6) 六原  未智(6) 平本  倫子(6) 若林  ゆめ(6) 濱本  心捺(6) 西本  彩椰(6) 中山  葵月(6)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾛｸﾊﾗ ﾋﾗﾓﾄ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾏﾓﾄ ﾆｼﾓﾄ ﾅｶﾔﾏ
沖中  友佳(6) 中久保  侑花(6) 高橋  真美(6) 松元  凜(6) 久保  彩芽(6) 甲斐  心咲(6) 林  望恵(6) 小林  七瑠海(5)
ｵｷﾅｶ ﾅｶｸﾎﾞ ﾀｶﾊｼ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾎﾞ ｶｲ ﾊﾔｼ ｺﾊﾞﾔｼ
生田  彩華(6) 唐島  奈々(6) 右川  心優(6) 安本  千紘(6) 山本  葉月(6) 田上  清賀(6) 越智  美咲(6) 土井  歩凛(6)
ｲｸﾀ ｶﾗｼﾏ ｳｶﾞﾜ ﾔｽﾓﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾞﾐ ｵﾁ ﾄﾞｲ
高垣  知里(6) 和田  佳緒莉(6) 佐藤  陽菜(6) 朝辺  理緒(6) 藤田  菜紀(6) 小林  愛美(6) 伊藤  ゆうき(6) 中塚  梨菜(6)
ﾀｶｶﾞｷ ﾜﾀﾞ ｻﾄｳ ｱｻﾍﾞ ﾌｼﾞﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄｳ ﾅｶﾂｶ

 4/29 スポ少女子 広  島･広島ＪＯＣ      54.67 広  島･ＣＨＡＳＫＩ      56.27 広  島･東広島ＴＦＣ      56.74 広  島･三原陸上      57.21 広  島･熊野陸上      58.68 広  島･竹尋アスリート      58.69 広  島･石内南SKRC      59.27 広  島･高須ジュニア      59.47

４×１００ｍ 前田  朔良(6) GR 松本  絢香(6) 河野  さやな(6) 國貞  穂乃佳(6) 宗森  瑠璃子(5) 辰本  心音(5) 高野  心晴(5) 綾目  ひなの(5)
ﾏｴﾀﾞ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾉ ｸﾆｻﾀﾞ ﾑﾈﾓﾘ ﾀﾂﾓﾄ ﾀｶﾉ ｱﾔﾒ
森脇  叶美(6) 忰山  渚(5) 石中  裕美(6) 玉江  華(5) 石山  燈子(6) 中野  さくら(6) 中西  彩(6) 堂前  咲希(6)
ﾓﾘﾜｷ ｶｾﾔﾏ ｲｼﾅｶ ﾀﾏｴ ｲｼﾔﾏ ﾅｶﾉ ﾅｶﾆｼ ﾄﾞｳﾏｴ
金川  優莉(6) 山廣  彩羽(6) 石原  優衣子(6) 藤本  佳干(6) 吉田  咲葉(6) 重宗  姫香(5) 田崎  瑠花(6) 檀上  依里(5)
ｶﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾋﾛ ｲｼﾊﾗ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾑﾈ ﾀｻｷ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳﾀﾞﾝ
入江  紀帆(6) 井分  愛希(6) 柏原  早希(5) 山崎  朋子(6) 荒瀧  晴南(6) 江原  美月優(5) 島津  純葉(5) 山田  梨夢(6)
ｲﾘｴ ｲﾜｹ ｶｼﾊﾗ ﾔﾏｻｷ ｱﾗﾀｷ ｴﾊﾗ ｼﾏﾂﾞ ﾔﾏﾀﾞ


