
決勝 8月28日 13:00

県中学記録(PR)                  12.31 平賀　香子           広  島  高屋             2011/7/17   
広島市中学記録(CR)              12.34 沖　　佳織                   AICJ             2008/8/8    

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.1

 1 川村  緒美(2)     13.98  1 小玉  幸采(3)     14.58 
ｶﾜﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 亀山中 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾅ 江波中

 2 池田  帆花(3)     14.71  2 井上  愛優(1)     15.09 
ｲｹﾀﾞ ﾎﾉｶ ＮＤ清心中 ｲﾉｳｴ ｱﾕ 祇園中

 2 山口  瑞華(2)     14.71  3 倉田  舞優(2)     15.10 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｶ 牛田中 ｸﾗﾀ ﾏﾕ 五日市南中

 4 藤原  あや(3)     14.80  4 鬼頭  里歩(3)     15.39 
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔ 比治山中 ｷﾄｳ ﾘﾎ ＮＤ清心中

 5 三浦  奏子(3)     14.96  5 桒原  朋恵(2)     15.64 
ﾐｳﾗ ｶﾅｺ 広島なぎさ中 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｴ ＮＤ清心中

 6 尾崎真菜実(3)     15.05 道家    愛(2)
ｵｻﾞｷ ﾏﾅﾐ 広島三和中 ﾄﾞｳｹ ﾒｸﾞﾐ 江波中

 7 小林  聖奈(3)     15.07 福田優里奈(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾅ 広島三和中 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘﾅ 高取北中

 8 渡辺  真琳(3)     15.49 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾝ 大塚中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +1.3

 1 重河  友香(3)     14.59  1 藤本  里佳(2)     14.75 
ｼｹﾞｶﾜ ﾄﾓｶ 翠町中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶ ＮＤ清心中

 2 中村  実佑(1)     15.55  2 山下結乃香(3)     15.54 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 祇園中 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾉｶ 江波中

 3 山越  愛水(2)     15.75  3 藤原  一花(1)     15.72 
ﾔﾏｺｼ ｱﾐ 観音中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 祇園中

 4 佐藤  涼那(2)     15.80  4 森脇  未羽(1)     15.76 
ｻﾄｳ ｽｽﾞﾅ 翠町中 ﾓﾘﾜｷ ﾐｳ 観音中

 5 萩原  実子(3)     15.88  5 原田  眸美(3)     16.67 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｺ 国泰寺中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大塚中

 6 永野  綾花(3)     16.07 富松里緒菜(3)
ﾅｶﾞﾉ ｱﾔｶ 国泰寺中 ﾄﾐﾏﾂ ﾘｵﾅ 大塚中
中島  優愛(2) 静間  未来(3)
ﾅｶｼﾏ ﾕｱ 観音中 ｼｽﾞﾏ ﾐｸ 口田中

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速 +0.4

 1 堅山恵伶那(2)     16.95  1 大池  英麻(2)     14.97 
ｶﾀﾔﾏ ｴﾚﾅ 広島南特支中 ｵｵｲｹ ｴﾏ 庚午中

 2 励波  愛良(2)     16.98  2 後田  萌香(3)     15.90 
ﾄﾅﾐ ｱｲﾗ 戸坂中 ｳｼﾛﾀﾞ ﾓｴｶ 大塚中

 3 片山  晴華(2)     17.01  3 広角  愛花(2)     17.82 
ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙｶ 戸坂中 ﾋﾛｽﾐ ｱｲｶ 広島南特支中
佐々木美心(2)  4 竹本  穂花(1)     18.36 
ｻｻｷ ﾐｺ 安西中 ﾀｹﾓﾄ ﾎﾉｶ 高取北中
中村  紗菜(3)  5 井上    澪(2)     19.31 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾅ 口田中 ｲﾉｳｴ ﾐｵ 広島南特支中
伊藤  朱音(2) 土居  未来(2)
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 可部中 ﾄﾞｲ ﾐﾗｲ 観音中
種清    唯(2) 鈴木  琴音(2)
ﾀﾈｷﾖ ﾕｲ 安西中 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾈ 安西中

[ 7組] 風速 +0.8

 1 松岡  瑞希(2)     14.90 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 二葉中

 2 佐々木加代(1)     15.32 
ｻｻｷ ｶﾖ 二葉中

 3 小城  莉央(3)     15.34 
ｺｼﾞｮｳ ﾘｵ 庚午中

 4 金    魅具(1)     16.17 
ｷﾑ ﾒｸﾞ 庚午中

 5 中川    花(2)     16.18 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅ 庚午中

 6 森    千里(3)     17.39 
ﾓﾘ ﾁｻﾄ 庚午中
佐藤  采音(2)
ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 観音中

2   886
棄権

ｵｰﾌﾟﾝ女子

5   960

6   952

7   944

3   966

8   358

4   342

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権 棄権
8  1279 4  1277

棄権
5  1726 2   889

棄権
4  1920 3   223

3  1276 6  1483

7   294 5   224

6   293 7  1578

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   227 8   954

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

棄権
6   890 8  1918

3    72 7  1582

5    74 4  1580

8   597 2   896

2   888 3  1315

4  1318 5   104

7   584 6  1190
No. 氏  名 所属名

棄権

順 ﾚｰﾝ

1  1584

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

棄権
2  2114 8  1485

8  2115 6   107

7  2382 2  1191

4   826 7  1184

6   317 5  2267

3  1181 3  1314

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1768 4   105

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 川村  緒美(2) 亀山中     13.98 (+0.9)   1   1
   2 小玉  幸采(3) 江波中     14.58 (+0.1)   2   1
   3 重河  友香(3) 翠町中     14.59 (+0.2)   3   1
   4 池田  帆花(3) ＮＤ清心中     14.71 (+0.9)   1   2
   4 山口  瑞華(2) 牛田中     14.71 (+0.9)   1   2
   6 藤本  里佳(2) ＮＤ清心中     14.75 (+1.3)   4   1
   7 藤原  あや(3) 比治山中     14.80 (+0.9)   1   4
   8 松岡  瑞希(2) 二葉中     14.90 (+0.8)   7   1

決勝 8月27日 13:10

県中学記録(PR)                  25.19 中本　香穂                   佐伯             2011/9/25   
広島市中学記録(CR)              25.1  藤東千奈美                   鈴峯女子         1984/9/15   

風速 -2.4

 1 桑野  紗羽(2)     30.82 
ｸﾜﾉ ｻﾜ 矢野中

 2 香月  菜凪(3)     31.68 
ｶﾂｷ ﾅﾅ 大塚中

 3 藤井  早希(2)     31.99 
ﾌｼﾞｲ ｻｷ 広島城南中

 4 中島  梨緒(2)     32.32 
ﾅｶｼﾏ ﾘｵ 五日市南中

 5 髙橋  優歌(2)     32.70 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 広島城南中

 6 山中    翠(2)     33.24 
ﾔﾏﾅｶ ﾐﾄﾞﾘ ＮＤ清心中

 7 服部沙桜理(3)     34.00 
ﾊｯﾄﾘ ｻｵﾘ 宇品中

決勝 8月27日 10:45

県中学記録(PR)                2:11.83 橋元千佳代                   仁　方           1988/8/21   
広島市中学記録(CR)            2:15.13 森脇　和恵                   鈴峯女子         19868/24    

[ 1組] [ 2組]

 1 大西ひかる(2)    2:30.6  1 西川  樹里(2)    2:45.4 
ｵｵﾆｼ ﾋｶﾙ 伴中 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾘ 広島城南中

 2 杉保ひなの(3)    2:38.1  2 押尾  風香(3)    2:49.5 
ｽｷﾞﾔｽ ﾋﾅﾉ 広島城南中 ｵｼｵ ﾌｳｶ 広島城南中

 3 原  明日香(3)    2:41.2  3 砂川まどか(2)    2:50.1 
ﾊﾗ ｱｽｶ 広島城南中 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 安西中

 4 山下  奈央(2)    2:42.5  4 實成  珠羽(1)    2:50.4 
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 口田中 ﾐﾅﾘ ｼｭｳ 矢野中

 5 半田  彩果(2)    2:43.4  5 道上  祐果(2)    2:51.0 
ﾊﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 大塚中 ﾐﾁｳｴ ﾕｶ 長束中

 6 三宅  千裕(3)    2:45.9  6 鷲見  恭佳(1)    2:51.2 
ﾐﾔｹ ﾁﾋﾛ 大塚中 ｽﾐ ｷｮｳｶ 大塚中

 7 宮本百々香(2)    2:47.8  7 山地  真由(2)    2:54.8 
ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ 安佐中 ﾔﾏｼﾞ ﾏﾕ 牛田中

 8 百坂  梨来(3)    2:48.2  8 中山  真里(3)    3:02.4 
ﾋｬｸｻｶ ﾘｺ 広島三和中 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾘ 大塚中

 9 脇坂千香子(2)    2:48.9 松前  月菜(2)
ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ 国泰寺中 ﾏﾂﾏｴ ﾂｷﾅ 井口中
中西  李果(2) 山本莉央菜(2)
ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 井口中 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵﾅ 庚午中

ラップタイム ラップタイム
   400m    400m

[ 3組] [ 4組]

 1181
  317
 1190
  826
  358

備考記録（風） 組 順位

 1768
  105
  584

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

１００ｍ

タイムレース

8   677

7  1230

2  1188

6  1233

3  2270

記録／備考

4  2068

5  1583

ｵｰﾌﾟﾝ女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

ｵｰﾌﾟﾝ女子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1396 2  1232

3  1225 3  1214

4  1215 1  1278

6  1909 6 12081

2  1586 4  1456

9  1571 8  1594

5  1247 10   319

10  2124 7  1575

8    78 5   988
棄権

7   983 9   965
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 岡戸  柚奈(1)    2:43.4  1 甲斐千奈津(3)    2:56.7 
ｵｶﾄﾞ ﾕﾅ 広島三和中 ｶｲ ﾁﾅﾂ 大塚中

 2 山村  美徳(1)    2:50.7  2 片岡  美桜(2)    3:01.8 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾉﾘ 矢野中 ｶﾀｵｶ ﾐｵ 亀山中

 3 中村  真碧(3)    2:55.9  3 田坂  花鈴(1)    3:02.2 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 広島城南中 ﾀｻｶ ｶﾘﾝ 広島城南中

 4 大下花伶奈(3)    2:58.7  4 坂元    杏(1)    3:03.4 
ｵｵｼﾀ ｶﾚﾅ 翠町中 ｻｶﾓﾄ ｱﾝ 広島城南中

 5 平田  亜月(3)    3:15.7  5 森脇  亜実(3)    3:08.2 
ﾋﾗﾀ ｱﾂﾞｷ 戸坂中 ﾓﾘﾜｷ ｱﾐ 戸坂中
松浦  七美(1)  6 石田  夏寧(1)    3:12.0 
ﾏﾂｳﾗ ﾅﾅﾐ 城山北中 ｲｼﾀﾞ ﾅﾂﾈ 大塚中
太田  紗貴(3) 仁井  日陽(3)
ｵｵﾀ ｻｷ 矢野中 ﾆｲ ﾋﾅﾀ 広島城南中
園田  杏菜(3) 山田  朱音(3)
ｿﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 亀山中 ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾈ 可部中
木下  文音(3) 小西  真紀(3)
ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾈ 亀山中 ｺﾆｼ ﾏｷ 牛田中
庄司  茉桜(3) 堀本  千波(1)
ｼｮｳｼﾞ ﾏｵ 亀山中 ﾎﾘﾓﾄ ﾁﾅﾐ 大州中

ラップタイム ラップタイム
   400m    400m

[ 5組] ラップタイム
   400m

 1 大窪  珠実(3)    3:04.3 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾏﾐ 矢野中

 2 岡﨑  咲花(2)    3:06.9 
ｵｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 二葉中

 3 村中  花梨(2)    3:07.9 
ﾑﾗﾅｶ ｶﾘﾝ 大塚中

 4 松崎  夢羽(2)    3:14.6 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾒﾊ 亀山中

 5 濱尾  映花(3)    3:16.4 
ﾊﾏｵ ｴｲｶ 矢野中

 6 髙田  芽衣(2)    3:16.9 
ﾀｶﾀ ﾒｲ 二葉中

 7 村上  麻友(3)    3:39.6 
ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕ 東原中
竹嶋  琳香(3)
ﾀｹｼﾏ ﾘﾝｶ 戸坂中
川上さとみ(2)
ｶﾜｶﾐ ｻﾄﾐ 庚午中
永井由美子(1)
ﾅｶﾞｲ ﾕﾐｺ 城山北中

   1 大西ひかる(2) 伴中     2:30.6   1   1
   2 杉保ひなの(3) 広島城南中     2:38.1   1   2
   3 原  明日香(3) 広島城南中     2:41.2   1   3
   4 山下  奈央(2) 口田中     2:42.5   1   4
   5 岡戸  柚奈(1) 広島三和中     2:43.4   3   1
   5 半田  彩果(2) 大塚中     2:43.4   1   5
   7 西川  樹里(2) 広島城南中     2:45.4   2   1
   8 三宅  千裕(3) 大塚中     2:45.9   1   6

決勝 8月27日  9:45

県中学記録(PR)                  14.28 二本松結衣                   長　江           2014/8/19   
広島市中学記録(CR)              14.45 藤本　彩夏                   五日市           2005/7/25   

風速 -0.6

 1 横町    茜(2)     19.89 
ﾖｺﾏﾁ ｱｶﾈ 井口中

 2 藤井  花蓮(3)     21.03 
ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ 大塚中

決勝 8月28日 15:25

所属名 記録／備考

4  1581

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  2126 7  1572

2  2076 5  1767

9  1218 8 11241

4   582 2  1235

5   290 4   288

1  1525 10  1592
棄権

6  2060 1  1220
棄権 棄権

7  1756 3  1722
棄権 棄権

8  1759 6   315
棄権 棄権

10  1755 9   536
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2051

2   359

4  1587

3  1770

7  2052

1   360

6  1543

8   282
棄権

9   956
棄権

10  1522
棄権

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位

 1396
 1225
 1215
 1909

ｵｰﾌﾟﾝ女子

４×１００ｍ

 2126
 1586
 1232
 1571

5   985



県中学記録(PR)                  50.02 井　口                                        1997/8/29   
（松本・岡本・川野・岡山）

広島市中学記録(CR)              50.02 井　口                                        1997/8/29   
（松本・岡本・川野・岡山）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   7 大塚中  1581 藤井  花蓮(3)     58.53 
ｵｵﾂｶ ﾌｼﾞｲ ｶﾚﾝ

 1589 鷲見  純佳(2)
ｽﾐ ｱﾔｶ

 1584 渡辺  真琳(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾝ

 1583 香月  菜凪(3)
ｶﾂｷ ﾅﾅ

 2   3 広島三和中  2114 小林  聖奈(3)     58.83 
ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾅ

 2115 尾崎真菜実(3)
ｵｻﾞｷ ﾏﾅﾐ

 2124 百坂  梨来(3)
ﾋｬｸｻｶ ﾘｺ

 2126 岡戸  柚奈(1)
ｵｶﾄﾞ ﾕﾅ

 3   5 広島城南中  1230 髙橋  優歌(2)     59.46 
ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ

 1229 村上  裕菜(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾅ

 1215 原  明日香(3)
ﾊﾗ ｱｽｶ

 1233 藤井  早希(2)
ﾌｼﾞｲ ｻｷ

 4   6 矢野中  2069 森木  真衣(2)     59.66 
ﾔﾉ ﾓﾘｷ ﾏｲ

 2057 吉原    萌(3)
ﾖｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

 2072 濱﨑日菜子(2)
ﾊﾏｻｷ ﾋﾅｺ

 2053 青木  晴愛(3)
ｱｵｷ ﾊﾙﾅ

 5   4 ＮＤ清心中  1191 桒原  朋恵(2)   1:00.00 
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｾｲｼﾝ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｴ

 1184 鬼頭  里歩(3)
ｷﾄｳ ﾘﾎ

 1188 山中    翠(2)
ﾔﾏﾅｶ ﾐﾄﾞﾘ

 1190 藤本  里佳(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶ

  8 二葉中   353 奥田  凛子(2)
ﾌﾀﾊﾞ ｵｸﾀﾞ ﾘｺ 失格

  356 前田  晴日(2) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾋ

  365 松本  亜喜(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ

  358 松岡  瑞希(2)
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ

  2 五日市南中
ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ 棄権

決勝 8月27日 15:30

県中学記録(PR)                   1.72 磯本亜矢子                   観　音           1984/8/12   
竹内佳代子                   安　佐           1993/8/19   

広島市中学記録(CR)               1.72 磯本亜矢子                   観　音           1984/8/12   
竹内佳代子                   安　佐           1993/8/19   

ｵｰﾌﾟﾝ女子

走高跳

決勝

４×１００ｍ

決勝



原  萌々花(2)
ﾊﾗ ﾓﾓｶ 広島城南中
鷲見  純佳(2)
ｽﾐ ｱﾔｶ 大塚中
八ッ橋  悠(2)
ﾔﾂﾊｼ ﾊﾙｶ 井口中
阿部のの葉(1) 記録なし
ｱﾍﾞ ﾉﾉﾊ 広島城南中
檜脇  まこ(3) 棄権
ﾋﾜｷ ﾏｺ 井口中

決勝 8月27日 15:00

県中学記録(PR)                   5.89 藤島　政子                   佐　伯           1980/6/8    
広島市中学記録(CR)               5.59 岡山沙英子                   井　口           1997/8/31   

 ３回の
 最高記録

田代  絢菜(2)   4.31   4.36   4.17    4.36    4.36 
ﾀｼﾛ ｱﾔﾅ 五日市中   +0.1   +0.1   +0.8    +0.1    +0.1
青木  晴愛(3)   3.95   4.00   4.25    4.25    4.25 
ｱｵｷ ﾊﾙﾅ 矢野中   +0.4   -0.6   +0.7    +0.7    +0.7
村上  裕菜(2)   3.76   3.78   3.81    3.81    3.81 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾅ 広島城南中   +0.4   +1.3   +2.5    +2.5    +2.5
森木  真衣(2)   3.80   3.37   3.16    3.80    3.80 
ﾓﾘｷ ﾏｲ 矢野中   -0.7   +0.9   +1.0    -0.7    -0.7
菅浦  愛生(2)   3.50   3.47   3.74    3.74    3.74 
ｽｶﾞｳﾗ ｱｲ 五日市南中    0.0   -1.4   -0.6    -0.6    -0.6
林  里莉歌(2)   3.49   3.69   3.65    3.69    3.69 
ﾊﾔｼ ﾘﾘｶ 庚午中   -1.0   -0.1   +2.8    -0.1    -0.1
市岡  胡桃(2)    x    x   3.66    3.66    3.66 
ｲﾁｵｶ ｸﾙﾐ 五日市南中   +1.2    +1.2    +1.2
前田  晴日(2)   3.47   3.55   3.61    3.61    3.61 
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾋ 二葉中    0.0   -0.3   +0.8    +0.8    +0.8
久米  更沙(2)   3.50   3.58   3.48    3.58    3.58 
ｸﾒ ｻﾗｻ 祇園中   +0.8   +0.1   +0.1    +0.1    +0.1
濱﨑日菜子(2)   3.25   3.55   3.20    3.55    3.55 
ﾊﾏｻｷ ﾋﾅｺ 矢野中   +0.6   -0.7   +0.8    -0.7    -0.7
吉原    萌(3)    x   3.54   3.51    3.54    3.54 
ﾖｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 矢野中   -0.7   +1.5    -0.7    -0.7
山﨑  日菜(2)   3.37   3.39   3.16    3.39    3.39 
ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾅ 口田中   +0.4   +0.7   +0.7    +0.7    +0.7
橋本  華依(2)   3.18    x   3.29    3.29    3.29 
ﾊｼﾓﾄ ｶｴ 矢野中   +0.3   +0.4    +0.4    +0.4
竹内  愛織(3)   3.15   3.26   3.27    3.27    3.27 
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾘ 口田中   +0.2   -0.4   +0.7    +0.7    +0.7
丸本  由麻(3)   3.00   2.83   2.81    3.00    3.00 
ﾏﾙﾓﾄ ﾕﾏ 口田中   +1.2   +0.7   +0.6    +1.2    +1.2
藤枝  朝日(3) 棄権
ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｱｻﾋ 口田中
徳田  優月(2) 棄権
ﾄｸﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 二葉中
吉山  知佐(3) 棄権
ﾖｼﾔﾏ ﾁｻ 古田中
面谷  真穂(3) 棄権
ﾒﾝﾀﾆ ﾏﾎ 井口中
冨士本千夏(3) 棄権
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾅﾂ 五日市中
横丸  彩夏(3) 棄権
ﾖｺﾏﾙ ｱﾔｶ 矢野中
根地戸心優(2)
ﾈｼﾞﾄ ﾐﾕ 庚午中

決勝 8月27日 15:30

県中学記録(PR)                  14.77 佐藤　友佳                   一ツ橋           2007/9/30   
広島市中学記録(CR)              14.05 鍋倉　由紀                   鈴峯女子         1985/8/30   
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記録 備考
1 5  1231

- - - o

1m25 1m30 1m33 1m36 1m39 1m42ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20順位 試技

ｵｰﾌﾟﾝ女子

砲丸投(2.72kg)

決勝

ｵｰﾌﾟﾝ女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 21  2238

2 17  2053

3 2  1229

4 8  2069

5 16  2269

6 12   963

7 18  2266

8 13   356

9 22  1308

10 10  2072

11 11  2057

12 7  1906

13 6  2066

14 5  1912

15 9  1917

1  1921

3   355

14  1008

15   974

19  2237

20  2062

4   961



 ３回の
 最高記録

濱田  雪愛(2)
ﾊﾏﾀﾞ ｾﾂﾅ 井口中
小平愛由美(2)
ｺﾋﾗ ｱﾕﾐ 大州中
松本  莉音(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾈ 亀山中
市橋  亜子(2)
ｲﾁﾊｼ ｱｺ 落合中
内田あす香(3)
ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ 二葉中
松本  亜喜(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 二葉中
脇岡  真央(2) 棄権
ﾜｷｵｶ ﾏｵ 安西中
板東  美里(3) 棄権
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｻﾄ 古田中
高田  玲奈(3) 棄権
ﾀｶﾀ ﾚﾅ 亀山中
新田  杏夢(3) 棄権
ﾆｯﾀ ｱﾕ 可部中
國重寧々李(3) 棄権
ｸﾆｼｹﾞ ﾈﾈﾘ 可部中

8  1725

7  1723

6  1758

5  1007

4  1281

  5.02    5.48   5.48 

   6.17   6.17 

6 1   365
  4.72   5.48

5 2   366
  6.17   5.24   6.01

  4.94    6.28   6.28 

   7.89   7.89 

4 3  1700
  5.92   6.28

3 9  1769
  7.41   7.65   7.89

  8.06    8.06   8.06 

   8.30   8.30 

2 11   526
  7.71   8.00

1 10   989
  8.30   8.28   8.20

-3- -4- -5- -6- 記録 備考順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


