
第６５回　広島県高等学校体育連盟尾三地区支部総合体育大会　陸上競技の部  決 勝 記 録 一 覧 表
２０１６年４月３０日～５月　２日 びんご運動公園陸上競技場

女 子

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録
13"59 13"68 13"78 13"99 14"10 14"12 14"31 14"49

27"99 28"48 28"87 29"10 29"65 29"95 31"20 31"49

1'02"79 1'03"20 1'04"96 1'06"07 1'06"22 1'06"35 1'12"84 1'13"82

2'21"25 2'22"02 2'23"20 2'28"09 2'30"19 2'34"82 2'42"93 2'52"15

4'40"30 4'46"33 4'55"12 5'10"71 5'16"70 5'27"25 5'28"11 5'31"34

GR

10'42"03 10'42"24 11'54"46 12'00"23 12'22"60 12'37"27 12'41"72 12'55"81

17"92 17"95 17"98 18"53 18"83 18"88 19"77 20"21

1'08"74 1'12"93 1'14"97 1'17"29 1'18"44 1'18"51

29'09"11 29'51"56 29'53"24 30'12"61 32'25"48 37'41"44

52"21 52"66 53"27 55"24 56"02 57"20 1'02"47

4'20"26 4'30"00 4'35"50 4'38"34 4'40"99 4'45"07

1m45 1m40 1m40 1m40 1m35 1m35 1m20 1m20

③位同順

5m31 5m11 4m63 4m58 4m55 4m46 4m42 4m30

+1.8 -0.1 +1.6 +1.0 -0.2 +0.1 -0.2 +1.9

10m26 9m45 7m94 7m07 7m07 6m19 5m80 5m79

33m23 24m60 23m53 23m26 20m82 19m95 19m71 18m89

38m33 31m66 30m94 28m40 27m53 26m93 26m32 25m23

3193点 3079点 1688点

走幅跳 +1.2 走幅跳 +0.8 走幅跳 +0.8

100mH -1.0 473 417 147

走高跳 481 512 222

砲丸投(4kg) 359 416 242

200m +1.5 587 464 326

走幅跳 426 379 229

やり投 347 375 235

800m 520 516 2872.44.75 2.45.10 3.08.90

23.09 24.62 17.085/2
4.49 4.30 3.64

28.57 30.26 32.43

7.37 8.25 5.53

1.37 1.40 1.10
5/1

18.15 18.72 22.18

三原東高 三原東高 三原東高
⼥⼦７種

本重　七海(2) 田中　渚(2) 王野　恵美花(1)

山奥　涼花(2) 渡辺　美月(1)

尾道北高 忠海高 総合技術高 尾道高 総合技術高 尾道東高 三原東高 因島高

尾道東高 尾道東高

4/30 やり投
(0.600kg)

楠　汐里(3) 田中　菜央(3) 角谷　瑞穂(3) 山田　真生(3) 中野　友優(3) 栗原　智乃(3)

角谷　瑞穂(3) 上廣　かえで(3) 信重　海有(3) 栗原　智乃(3)

三原東高 三原東高 三原東高 尾道北高 総合技術高 総合技術高
5/1 円盤投

(1.000kg)
山奥　涼花(2) 増本　望(2) 田中　渚(2) 楠　汐里(3)

吉村　岬(1) 柏原　未友希(2)

総合技術高 三原東高 忠海高 総合技術高 三原東高 因島高 広島商船高専 因島高

広島商船高専 因島高

5/2 砲丸投
(4.000kg)

上廣　かえで(3) 山奥　涼花(2) 田中　菜央(3) 中元　淳奈(3) 増本　望(2) 渡辺　美月(1)

守本　舞衣(3) 樋口　穂乃花(2) 梶井　桃衣(3) 山本　亜美(2)

尾道北高 尾道北高 尾道北高 三原東高 総合技術高 尾道東高
5/1 ⾛幅跳

岡野　和奏(2) 砂田　紫音(2) 杉原　青葉(2) 田中　まや(2)

藤井　菜月(1) 猪原　詩音(1)

三原東高 尾道東高 尾道商高 尾道北高 三原東高 尾道東高 尾道東高 尾道北高
4/30 ⾛⾼跳

田中　渚(2) 田中　亜理沙(2) 堀川　笑(2) 砂田　紫音(2) 本重　七海(2) 信重　海有(3)

林　沙知(3) 木村　文音(3) 豊田　真彩(1) 八幡　祐里香(2) 山本　亜美(2) 吉川　綾音(3)

本重　七海(2) 樋口　穂乃花(2) 堂元　真理菜(2) 安東　明莉(2) 柏原　理沙(3) 西松　美紅(2)

仁賀　帆南(2) 新開　愛梨(2) 土居 瑠南(1) 砂田　紫音(2) 柏原　未友希(2) 平本　未奈(2)

田中　まや(2) 豊田　寛華(2) 内田　舞(3) 猪原　詩音(1) 四辻　奈美江(2) 福原　香穂(3)

山根　京華(2)

5/2 4x400mR

三原東高 尾道東高 三原高 尾道北高 因島高 総合技術高

山本　紗希(2) 安東　明莉(2) 王野　恵美花(1) 福田 美咲(2) 渡辺　美月(1) 吉川　綾音(3)

西谷　佳純(1)

樋口　穂乃花(2) 岡野　和奏(2) 田中　まや(2) 豊田　真彩(1) 四辻　奈美江(2) 福原　香穂(3) 新本　実菜(3)

豊田　寛華(2) 八幡　祐里香(2) 本重　七海(2) 堂元　真理菜(2) 山本　亜美(2) 守本　舞衣(3)

大崎海星高

新開　愛梨(2) 砂田　紫音(2) 杉岡　花梨(3) 内田　舞(3) 柏原　理沙(3) 本重　凪(1) 末田　萌恵(1)

4/30 4x100mR

尾道東高 尾道北高 三原東高 三原高 因島高 総合技術高

山根　ももか(3) 松原　佳小里(1)

総合技術高 三原東高 尾道北高 三原東高 尾道北高 三原東高
4/30 5000mW

中元　淳奈(3) 是安　奈音(3) 村上　愛佳(2) 友重　帆乃夏(2)

三原東高 尾道東高 三原東高 尾道北高 三原高 尾道東高

尾道東高

5/1 400mH
(0.762m)

林　沙知(3) 新開　愛梨(2) 田中　まや(2) 安東　明莉(2) 堂元　真理菜(2) 木村　文音(3)

杉岡　花梨(3) 内田　舞(3) 内海　宏美(1)

三原東高 尾道東高 尾道北高 尾道商高 尾道東高 三原東高 三原高

尾道北高 三原高

5/2 100mH
(0.840m)

-1.8
田中　まや(2) 新開　愛梨(2) 安東　明莉(2) 堀川　笑(2) 田中　亜理沙(2)

松原　佳小里(1) 中元　淳奈(3) 木根森　彩夏(2) 土居 瑠南(1)

世羅高 世羅高 総合技術高 総合技術高 三原東高 総合技術高
5/1 3000m

大西　響(2) 中田　真優(2) 平本　未奈(2) 吉川　綾音(3)

吉川　綾音(3) 西松　美紅(2)

世羅高 世羅高 世羅高 三原高 御調高 総合技術高 総合技術高 総合技術高

三原東高 三原高

4/30 1500m
山田　菜々子(3) 藤倉　美和(2) 見田　杏花(3) 上奥　七海(3) 小川　愛夏(1) 平本　未奈(2)

上奥　七海(3) 小川　愛夏(1) 友重　帆乃夏(2) 武藤　水夏美(1)

三原東高 世羅高 世羅高 世羅高 三原高 御調高
5/2 800m

林　沙知(3) 森長　彩理(2) 造賀　麻里恵(2) 白砂　唯那(3)

山根　京華(2)

三原東高 尾道北高 尾道東高 三原東高 三原高 三原東高 尾道東高 大崎海星高

総合技術高

4/30 400m
林　沙知(3) 八幡　祐里香(2) 山本　紗希(2) 本重　七海(2) 堂元　真理菜(2) 仁賀　帆南(2) 木村　文音(3)

内田　舞(3) 福原　香穂(3) 守本　舞衣(3)

尾道東高 尾道北高 三原高 尾道東高 尾道北高 三原高 総合技術高

三原高 広島商船高専

5/2 200m -1.9
山本　紗希(2) 八幡　祐里香(2) 豊田　真彩(1) 豊田　寛華(2) 清水　葉月(1)

樋口　穂乃花(2) 豊田　真彩(1) 内田　舞(3) 梶井　桃衣(3)

尾道北高 尾道東高 三原東高 尾道北高 尾道東高 三原高

⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属

5/1 100m -1.5
砂田　紫音(2) 豊田　寛華(2) 杉岡　花梨(3) 岡野　和奏(2)

４位 ５位 ６位 ７位 ８位
⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属 ⽒名/所属

審判⻑   島⽥ 徳久
記録主任   佐⻑ 渉

⽉⽇ 種 ⽬ ⾵速 １位 ２位 ３位


