
第69回広島県高等学校総合体育大会（陸上競技）
兼　第69回中国高等学校陸上競技対校選手権大会　広島県予選会

【開催日】 2016/5/27-5/29
【主催団体】 広島陸上競技協会・広島県高体連陸上競技部 決勝記録一覧表
(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

 5/28 女子   0.0 柏原  真希(1) 12.37 宮地  佑芽(2) 12.51 鐘築  静花(1) 12.53 向井  理子(3) 12.71 本間  奈摘(3) 12.78 二本松  結衣(2) 12.80 西山  優里(3) 12.84 眞田  穂乃果(2) 12.91

１００ｍ 広  島･広島皆実高 広  島･神辺旭高 広  島･宮島工高 広  島･広島皆実高 広  島･神辺旭高 広  島･神辺旭高 広  島･福山明王台高 広  島･沼田高
 5/29  -0.6 高瀬  愛実(3) 25.43 上田  真梨子(3) 広  島･広島皆実高 26.15 向井  理子(3) 26.19 渡部  仁美(2) 26.33 早羽  光枝(1) 26.36 本間  奈摘(3) 26.36 眞田  穂乃果(2) 27.01

２００ｍ 広  島･広島高 小滝  萌子(1) 広  島･高陽東高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広島井口高 広  島･神辺旭高 広  島･沼田高
 5/27 池崎  愛里(3) 55.58 吉田  かれん(3) 58.66 松本  磨美(3) 58.84 岡山  遥菜(2) 59.01 高瀬  愛実(3) 59.09 小田  朋佳(3) 59.45 渡部  仁美(2) 59.58 上田  万葉(2) 59.86

４００ｍ 広  島･舟入高 GR 広  島･広島皆実高 広  島･西条農高 広  島･舟入高 広  島･広島高 広  島･高陽東高 広  島･広島皆実高 広  島･舟入高
 5/29 吉田  かれん(3) 2:16.41 徳重  夢乃(1) 2:17.17 坂江  茜音(2) 2:18.35 大迫  晴香(2) 2:19.28 北村  愛(3) 2:19.46 森長  彩理(2) 2:21.42 山村  桂子(3) 2:24.28 重政  華凜(3) 2:30.78

８００ｍ 広  島･広島皆実高 広  島･舟入高 広  島･舟入高 広  島･広高 広  島･盈進高 広  島･世羅高 広  島･安古市高 広  島･神辺旭高
 5/27 山田  菜々子(3) 4:37.74 山村  桂子(3) 4:41.98 平岡  美帆(1) 4:42.66 本間  宙峰(2) 4:44.18 藤倉  美和(2) 4:45.22 坂江  茜音(2) 4:46.06 白波瀬  千紘(1) 4:50.55 加藤  琴乃(2) 4:54.15

１５００ｍ 広  島･世羅高 広  島･安古市高 広  島･舟入高 広  島･舟入高 広  島･世羅高 広  島･舟入高 広  島･沼田高 広  島･高陽東高
 5/28 向井  優香(3) 9:25.33 大西  響(2) 9:39.96 平村  古都(1) 9:57.74 木村  菜月(2) 10:03.19 脇  実乃里(3) 10:07.07 本間  宙峰(2) 10:09.05 松本  萌恵(1) 10:14.48 松本  あゆみ(2) 10:18.42

３０００ｍ 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 広  島･西条農高 広  島･沼田高 広  島･舟入高 広  島･舟入高 広  島･安古市高
 5/29  +0.3 二本松  結衣(2) 14.67 池田  和香那(3) 15.08 井上  珠来(1) 15.28 吉森  愛美(3) 15.30 安河内  萌衣(1) 15.35 本保  なつの(2) 15.64 吉田  佳代(2) 15.66 丸山  奈々花(3) 16.12

１００ｍＨ 広  島･神辺旭高 広  島･宮島工高 広  島･広島高 広  島･高陽東高 広  島･神辺旭高 広  島･広島皆実高 広  島･広島皆実高 広  島･広島なぎさ高
 5/28 高瀬  愛実(3) 1:02.82 小田  朋佳(3) 1:02.97 吉田  佳代(2) 1:05.41 林  沙知(3) 1:05.68 吉岡  琴乃(3) 1:07.13 寺西  真莉恵(2) 1:07.16 宗田  泉帆(3) 1:07.37 竹村  美咲(2) 1:07.62

４００ｍＨ 広  島･広島高 広  島･高陽東高 広  島･広島皆実高 広  島･三原東高 広  島･暁の星女高 広  島･神辺旭高 広  島･五日市高 広  島･安古市高
 5/27 下東  果穂(3) 25:53.66 濵本  佳那子(2) 26:15.18 池田  未央(3) 27:23.39 山本  ゆき(3) 28:12.27 村上  愛佳(2) 28:32.11 是安  奈音(3) 29:01.31 友重  帆乃夏(2) 29:04.10 梅原  瑠璃(3) 29:58.89

５０００ｍ競歩 広  島･西条農高 GR 広  島･広島高 GR 広  島･暁の星女高 広  島･呉三津田高 広  島･尾道北高 広  島･三原東高 広  島･三原東高 広  島･広島井口高
 5/27 芹ヶ野  明日香(3) 1.67 神田  菜摘(3) 1.64 河下  真弘(3) 1.58 加藤  まゆ(1) 1.50 今川  恵(2) 広  島･神辺旭高 1.50 垰  あゆみ(2) 1.50 佐々木  華音(2) 1.45

走高跳 広  島･神辺旭高 広  島･市立呉高 広  島･府中高 広  島･比治山女高 保井  南海(1) 広  島･山陽高 広  島･広島井口高 広  島･安芸府中高
 5/28 梅田  夏季(2) 5.59(+1.5) 舛下  陽香(2) 5.28(+0.6) 岡野  和奏(2) 5.27(+1.2) 清水  明香音(2)5.22(+0.5) 砂田  紫音(2) 5.22(+0.4) 藤田  かれん(1)5.19(+0.6) 新川  比菜(3) 5.13(+0.7) 上川  真奈(3) 5.05(+1.6)

走幅跳 広  島･山陽高 広  島･広島井口高 広  島･尾道北高 広  島･広島井口高 広  島･尾道北高 広  島･広島皆実高 広  島･神辺旭高 広  島･安芸南高
 5/29 枝川  慧子(3) 10.88 竹本  秀美(3) 10.59 渡邊  彩(3) 10.37 大藤  詩絵里(3) 10.30 中新  美月(1) 9.90 上廣  かえで(3) 9.87 田口  優月(2) 9.56 脇田  清加(3) 9.32

砲丸投 広  島･近大東広島高 広  島･可部高 広  島･安芸高 広  島･安芸高 広  島･西条農高 広  島･総合技術高 広  島･神辺旭高 広  島･西条農高
 5/28 脇田  清加(3) 39.27 渡邊  彩(3) 38.84 枝川  慧子(3) 34.25 郷原  有佑悠(3) 33.47 重本  真弥子(3) 32.89 小迫  雪乃(2) 29.15 山本  ひとみ(3) 28.67 倉見  知里(3) 28.32

円盤投 広  島･西条農高 広  島･安芸高 広  島･近大東広島高 広  島･福山明王台高 広  島･府中高 広  島･西条農高 広  島･基町高 広  島･呉三津田高
 5/27 楠  汐里(3) 39.25 谷本  沙彩(3) 38.18 田口  優月(2) 38.10 長郷  亜美(2) 36.17 川崎  綾香(1) 36.02 柳下  真衣(3) 34.13 山下  紗英(3) 33.29 西田  菜生(3) 32.27

やり投 広  島･尾道北高 広  島･市立福山高 広  島･神辺旭高 広  島･広島観音高 広  島･比治山女高 広  島･広島観音高 広  島･神辺旭高 広  島･府中東高
 5/28 広  島･神辺旭高      49.03 広  島･広島皆実高      49.11 広  島･広島高       49.34 広  島･舟入高       49.48 広  島･西条農高      49.88 広  島･宮島工高      49.97 広  島･福山明王台高      50.10

４×１００ｍ 宮地  佑芽(2) 向井  理子(3) 久保本  菜月(2) 岡山  遥菜(2) 戸光  伊緒梨(3) 鐘築  静花(1) 郷原  有佑悠(3)
二本松  結衣(2) 柏原  真希(1) 高瀬  愛実(3) 脇坂  奈津子(1) 樋口  佳苗(2) 細渕  菜々香(2) 西山  優里(3)
新川  比菜(3) 上田  真梨子(3) 大向  陽子(2) 上田  万葉(2) 松本  磨美(3) 森川  蓮奈(1) 花戸  彩衣(3)
本間  奈摘(3) 山口  夏鈴(1) 井上  珠来(1) 池崎  愛里(3) 信永  寿々(2) 池田  和香那(3) 長尾  真波(3)

 5/29 広  島･広島皆実高    3:57.00 広  島･舟入高     3:58.93 広  島･高陽東高    3:58.95 広  島･神辺旭高    4:01.95 広  島･広島高     4:02.99 広  島･西条農高    4:03.81 広  島･市立呉高    4:10.90 広  島･広島井口高    4:15.41

４×４００ｍ 上田  真梨子(3) 岡山  遥菜(2) 吉森  愛美(3) 三井  菫(2) 久保本  菜月(2) 戸光  伊緒梨(3) 大泉  愛里(3) 清水  明香音(2)
渡部  仁美(2) 徳重  夢乃(1) 小田  朋佳(3) 恒石  あずさ(3) 高瀬  愛実(3) 松本  磨美(3) 桐吉  明日香(3) 舛下  陽香(2)
柏原  真希(1) 本間  宙峰(2) 加藤  琴乃(2) 中西  加奈(3) 原田  奈々代(3) 信永  寿々(2) 上迫  りな(3) 安永  奈央(3)
吉田  かれん(3) 上田  万葉(2) 小滝  萌子(1) 本間  奈摘(3) 大向  陽子(2) 樋口  佳苗(2) 内田  百音(2) 田川  菜乃羽(2)

 5/29 芹ヶ野  明日香(3) 4314 神田  菜摘(3) 4109 藤原  めい(1) 3880 萩原  花(2) 3563 本重  七海(2) 3415 藤井  きり(2) 3380 田中  渚(2) 3134 作田  未来(2) 3079

七種競技 広  島･神辺旭高 広  島･市立呉高 広  島･西条農高 広  島･市立呉高 広  島･三原東高 広  島･福山明王台高 広  島･三原東高 広  島･安芸南高


