
予選 11月5日 12:00
決勝 11月5日 13:40

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    
大会記録(GR)                    12.79 松尾　実香                   井　口           2008        

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.2

 1 山田  千尋(2)     13.14 q  1 橋本  真宙(2)     13.28 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 2 中下  実玲(1)     14.10  2 芳川  莉子(2)     14.28 
ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ 矢野中 ﾖｼｶﾜ ﾘｺ 城山北中

 3 瀧野  杏純(1)     14.36  3 佐古  水月(2)     14.34 
ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 白木中 ｻｺ ﾐｽﾞｷ 五日市観音中

 4 藤原  和奏(2)     14.42  4 倉澤  奈那(2)     14.88 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 安佐中 ｸﾗｻﾜ ﾅﾅ 己斐上中

 5 栗原  由唯(1)     14.66  5 藤井  早希(2)     15.01 
ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ 三入中 ﾌｼﾞｲ ｻｷ 広島城南中

 6 桒原  宙愛(1)     15.31  6 清政  茉里(2)     15.20 
ｸﾜﾊﾗ ｿﾗｶ 高取北中 ｷﾖﾏｻ ﾏﾘ 安西中

 7 高橋  李旺(1)     15.60  7 佐々木加奈(1)     15.36 
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 広大東雲中 ｻｻｷ ｶﾅ 亀山中
今田  木実(2)  8 山本  華蓮(1)     15.59 
ｲﾏﾀﾞ ｺﾉﾐ 己斐上中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 戸山中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +0.4

 1 建田ひかる(2)     13.79  1 隅原  千尋(2)     13.52 q
ﾀﾃﾀﾞ ﾋｶﾙ 吉島中 ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等

 2 上原  沙弓(2)     13.96  2 津島  由奈(2)     14.46 
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 五日市観音中 ﾂｼﾏ ﾕｲﾅ 祇園中

 3 川村  緒美(2)     14.11  3 石崎今日子(2)     14.64 
ｶﾜﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 亀山中 ｲｼｻﾞｷ ｷｮｳｺ 吉島中

 4 山口  瑞華(2)     14.69  4 楢崎  七望(2)     14.64 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｶ 牛田中 ﾅﾗｻｷ ﾅﾅﾐ 阿戸中

 5 赤松  美咲(2)     15.23  5 賀谷  眞妃(1)     14.94 
ｱｶﾏﾂ ﾐｻｷ 東原中 ｶﾔ ﾏｷ 大州中

 6 窪田なつみ(2)     15.47  6 山越  愛水(2)     16.07 
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂﾐ 庚午中 ﾔﾏｺｼ ｱﾐ 観音中

 7 米本  彩夏(1)     15.61  7 平林  真歩(2)     16.91 
ｺﾒﾓﾄ ｱﾔｶ 安西中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 五月が丘中

 8 谷口  遙菜(2)     16.73 山岡  莉奈(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 中広中 ﾔﾏｵｶ ﾘﾅ 可部中

[ 5組] 風速 +2.7 [ 6組] 風速 +1.2

 1 藤東  愛心(2)     13.37 q  1 山根  千歩(1)     13.62 
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中 ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 広島三和中

 2 竹之内萌未(1)     13.79  2 前川  実怜(1)     14.00 
ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ 落合中 ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 国泰寺中

 3 河野亜花莉(2)     14.04  3 有原このは(1)     14.51 
ｺｳﾉ ｱｶﾘ 比治山中 ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ 東原中

 4 鴛海  千穂(2)     14.25  4 利光    舞(1)     14.61 
ｵｼｳﾐ ﾁﾎ 福木中 ﾄｼﾐﾂ ﾏｲ 大州中

 5 横町    茜(2)     14.48  5 大池  英麻(2)     14.77 
ﾖｺﾏﾁ ｱｶﾈ 井口中 ｵｵｲｹ ｴﾏ 庚午中

 6 久保  佑奈(1)     14.69  6 佐藤  涼那(2)     15.86 
ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 翠町中 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾅ 翠町中

 7 松原  爽花(1)     14.86  7 松本    桜(1)     16.04 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 阿戸中 ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ 瀬野川中

 8 日高    萌(1)     16.23 岡田  朋栞(1)
ﾋﾀﾞｶ ﾓｴ 砂谷中 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 高陽中

[ 7組] 風速 +0.9 [ 8組] 風速 +0.5

 1 大下    凪(2)     13.40 q  1 山本  萌未(2)     13.83 
ｵｵｼﾀ ﾅｷﾞ 矢野中 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 祇園中

 2 吉田  花音(2)     14.31  2 石松  桜杏(2)     13.83 
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 古田中 ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ 広島なぎさ中

 3 髙森  李菜(1)     14.69  3 佐々木麻衣(1)     14.53 
ﾀｶﾓﾘ ﾘﾅ 白木中 ｻｻｷ ﾏｲ 高取北中

 4 木山ももか(2)     14.84  4 舩田  佳奈(1)     14.61 
ｷﾔﾏ ﾓﾓｶ 観音中 ﾌﾅﾀﾞ ｶﾅ 江波中

 5 佐々木加代(1)     15.63  5 倉田  舞優(2)     14.98 
ｻｻｷ ｶﾖ 二葉中 ｸﾗﾀ ﾏﾕ 五日市南中

 6 濱田ひより(1)     15.97  6 林下  茉央(1)     15.07 8  1663 2   344

1   342 7  2267

6   891 6   112

3  1637 3  1482

4  1011 5  2385

氏  名 所属名 記録／備考

5  2071 4  1305
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

8  2355 2  1661
棄権

2  2004 1  1966

7   599 8   597

3   985 7   954

1   375 3   534

6   830 6  1552

4  1704 4    81

5  2239 5  2117
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

8   855 8  1736
棄権

2  1283 1  2176

1   957 2   888

7  1550 3   533

3   317 6  1995

4  1768 7    41

5  2145 4  1306

6    42 5  1931
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  1032 2  1366
棄権

2   801 8  1777

8  1481 3  1275

3  1878 7  1233

4  1246 1  1033

7  1638 4  2141

5 12080 6  1516

記録／備考

6  2390 5  1245
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

一部女子

１００ｍ

予選 通過基準  12組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 高陽中 ﾊﾔｼｼﾀ ﾏｵ 二葉中
大田  愛海(1)  7 小山  舞子(2)     16.18 
ｵｵﾀ ｱﾐ 牛田中 ｺﾔﾏ ﾏｲｺ 戸坂中
川本  陽菜(1) 長谷川未羽(2)
ｶﾜﾓﾄ ﾋﾅ 広大東雲中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｳ 福木中

[ 9組] 風速 +0.6 [ 10組] 風速  0.0

 1 満足  美咲(2)     13.47 q  1 野見こころ(2)     13.76 
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 広島三和中 ﾉﾐ ｺｺﾛ 比治山中

 2 原田  美桜(2)     13.55 q  2 藤田  彩香(2)     14.47 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 国泰寺中 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 口田中

 3 品川なるみ(2)     14.51  3 小林  青生(1)     14.49 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ 宇品中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ 五日市中

 4 永井  幸恵(1)     14.83  4 中島  梨緒(2)     14.73 
ﾅｶﾞｲ ｻﾁｴ 三入中 ﾅｶｼﾏ ﾘｵ 五日市南中

 5 谷口    凜(2)     14.86  5 山縣茉佑子(2)     14.81 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ 口田中 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ 祇園東中

 6 山本  杏奈(2)     15.90  6 三好  愛理(2)     14.82 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝﾅ 祇園東中 ﾐﾖｼ ｱｲﾘ 温品中

 7 井上  理莉(1)     16.30  7 内藤  鈴花(1)     15.93 
ｲﾉｳｴ ﾘﾘ 可部中 ﾅｲﾄｳ ﾘﾝｶ 瀬野川中

 8 金﨑  愛依(1)     16.52  8 励波  愛良(2)     17.11 
ｶﾈｻﾞｷ ﾒｲ 日浦中 ﾄﾅﾐ ｱｲﾗ 戸坂中

[ 11組] 風速 -0.9 [ 12組] 風速 +0.3

 1 若林    蓮(2)     13.52 q  1 掛迫  里緒(2)     13.60 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中 ｶｹｻｺ ﾘｵ 大塚中

 2 小島  文子(2)     13.66  2 濵田  夏凜(2)     13.69 
ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｺ 井口中 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 古田中

 3 奥原  櫻子(1)     14.39  3 井隈  心遥(2)     14.28 
ｵｸﾊﾗ ｻｸﾗｺ ＮＤ清心中 ｲｸﾏ ｺﾊﾙ 宇品中

 4 芳川  真歩(1)     14.46  4 村瀬明日香(1)     14.42 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾎ 城山北中 ﾑﾗｾ ｱｽｶ ＮＤ清心中

 5 古森  碧子(2)     16.37  5 髙橋  優歌(2)     15.22 
ｺﾓﾘ ｱｺ 戸山中 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 広島城南中
米田  春陽(1)  6 大石菜々香(1)     15.38 
ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙﾋ 江波中 ｵｵｲｼ ﾅﾅｶ 広島中等
黒    友乃(2)  7 川上  夏実(2)     15.59 
ｸﾛ ﾄﾓﾉ 温品中 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂﾐ 瀬野川東中

風速  0.0

 1 山田  千尋(2)     13.18 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中

 2 橋本  真宙(2)     13.29 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 3 大下    凪(2)     13.36 
ｵｵｼﾀ ﾅｷﾞ 矢野中

 4 隅原  千尋(2)     13.36 
ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等

 5 満足  美咲(2)     13.47 
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 広島三和中

 6 藤東  愛心(2)     13.52 
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中

 7 若林    蓮(2)     13.56 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中

 8 原田  美桜(2)     13.60 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 国泰寺中

予選 11月6日  9:00
決勝 11月6日 11:30

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   
大会記録(GR)                    25.96 木戸　恵理                   三　入           2009        

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 橋本  真宙(2)     27.58 q  1 隅原  千尋(2)     27.99 q
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中 ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等

 2 安藤  そら(2)     29.50  2 河野亜花莉(2)     28.97 
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中 ｺｳﾉ ｱｶﾘ 比治山中

6   588 5   830

記録／備考

4  1245 4  1931
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

一部女子

２００ｍ

予選 通過基準  10組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  1590

2    80

8  2116

3  2239

4  2071

7  1931

5  2390
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棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権
3   255 2  2081

2   111 8  1932

8  1364 3  1230

4  1519 4  1195

7  1194 7   681

5   987 5  1010

No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1590 6  1588
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  1819 1   293

2  1745 8  1964

8  1339 7   253

6  1907 6  1333

7  1876 2  2270

3   679 3  2245

4    80 4  1905

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2116 5   828

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

  323 8   292
棄権

7   797 1   377

2



 3 前川  実怜(1)     30.17  3 久保  佑奈(1)     31.16 
ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 国泰寺中 ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 翠町中

 4 山田  梨菜(2)     31.15  4 髙橋  優歌(2)     32.56 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 高取北中 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 広島城南中

 5 賀谷  眞妃(1)     31.25  5 水川  祐奈(1)     33.18 
ｶﾔ ﾏｷ 大州中 ﾐｽﾞｶﾜ ﾕｳﾅ 福木中

 6 川上  夏実(2)     33.90  6 前田  茉侑(1)     34.32 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾂﾐ 瀬野川東中 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 戸山中

 7 郷原  愛璃(1)     34.77  7 田原  和佳(1)     34.92 
ｺﾞｳﾊﾗ ｱｲﾘ 観音中 ﾀﾊﾗ ｱｲｶ 広大東雲中
谷口  遙菜(2) 小川    華(2)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 中広中 ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 祇園中

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -0.8

 1 山田  千尋(2)     28.33 q  1 若林    蓮(2)     28.29 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中

 2 藤田  彩香(2)     30.21  2 小林  青生(1)     30.47 
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 口田中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ 五日市中

 3 山口  瑞華(2)     31.76  3 吉川  桐葉(1)     30.48 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｶ 牛田中 ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中

 4 矢八  春菜(1)     32.23  4 木曽田つぶら(2)     31.19 
ﾔﾊﾁ ﾊﾙﾅ 安西中 ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ 古田中

 5 中村  心寧(2)     33.05  5 松原  爽花(1)     31.72 
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 古田中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 阿戸中

 6 斉藤  琴美(1)     33.12  6 豊田  結子(2)     31.79 
ｻｲﾄｳ ｺﾄﾐ 吉島中 ﾄﾖﾀ ﾕｲｺ 高取北中
米田  春陽(1) 福本  茉鈴(1)
ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙﾋ 江波中 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾘﾝ 江波中
髙岡  沙弥(2) 大中  舞子(1)
ﾀｶｵｶ ｻﾔ 広大東雲中 ｵｵﾅｶ ﾏｲｺ 二葉中

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -0.4

 1 井上    歩(1)     29.48  1 川﨑  和奏(2)     28.81 q
ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ＮＤ清心中 ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中

 2 佐古  水月(2)     29.78  2 浅木都紀葉(1)     29.08 
ｻｺ ﾐｽﾞｷ 五日市観音中 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 口田中

 3 藤井  早希(2)     31.15  3 貞安  晴乃(2)     31.19 
ﾌｼﾞｲ ｻｷ 広島城南中 ｻﾀﾞﾔｽ ﾊﾙﾉ 大州中

 4 松原  綺星(1)     31.97  4 津島  由奈(2)     31.27 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾗﾗ 広島中等 ﾂｼﾏ ﾕｲﾅ 祇園中

 5 米本  彩夏(1)     32.03  5 楢崎  七望(2)     31.56 
ｺﾒﾓﾄ ｱﾔｶ 安西中 ﾅﾗｻｷ ﾅﾅﾐ 阿戸中

 6 立見  友紀(1)     33.51  6 橋本瑠実佳(2)     32.98 
ﾀﾃﾐ ﾕｷ 観音中 ﾊｼﾓﾄ ﾙﾐｶ 庚午中

 7 小山  舞子(2)     34.58  7 励波  愛良(2)     37.76 
ｺﾔﾏ ﾏｲｺ 戸坂中 ﾄﾅﾐ ｱｲﾗ 戸坂中
鷲頭  一華(1) 大田  愛海(1)
ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 戸山中 ｵｵﾀ ｱﾐ 牛田中

[ 7組] 風速 -1.0 [ 8組] 風速 -1.1

 1 坂根  未悠(2)     28.49 q  1 堀田  海羽(2)     28.61 q
ｻｶﾈ ﾐﾕｳ 五日市南中 ﾎﾘﾀ ﾐｳ 井口中

 2 建田ひかる(2)     29.45  2 原田  美桜(2)     29.42 
ﾀﾃﾀﾞ ﾋｶﾙ 吉島中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 国泰寺中

 3 中西  李果(2)     30.84  3 経澤  小春(1)     31.54 
ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 井口中 ﾂﾈｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 矢野中

 4 藤本  梨世(2)     32.57  4 濵元  咲良(1)     32.47 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｾ 己斐上中 ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ ＮＤ清心中

 5 橋本    桜(1)     33.17  5 佐藤  里和(2)     33.01 
ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 広島三和中 ｻﾄｳ ﾘﾅ 東原中

 6 山本  杏奈(2)     33.67 小野  藍子(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝﾅ 祇園東中 ｵﾉ ｱｲｺ 五月が丘中

 7 松岡  美樹(1)     35.99 大瀬良風芽(1)
ﾏﾂｵｶ ﾐｷ 二葉中 ｵｵｾﾞﾗ ｶﾅﾒ 宇品中
野村  優希(2) 多久和華帆(2)
ﾉﾑﾗ ﾕｷ 可部中 ﾀｸﾜ ｶﾎ 大塚中

[ 9組] 風速 -1.2 [ 10組] 風速 -0.3

 1 福田  莉那(2)     28.86 q  1 大下    凪(2)     28.89 
ﾌｸﾀ ﾘﾅ 五日市中 ｵｵｼﾀ ﾅｷﾞ 矢野中

 2 山根  千歩(1)     29.83  2 竹之内萌未(1)     29.71 
ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 広島三和中 ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ 落合中

 3 瀧野  杏純(1)     30.05  3 山縣茉佑子(2)     30.80 
ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 白木中 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ 祇園東中

 4 高橋  一巴(2)     30.75  4 髙森  李菜(1)     30.85 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾊ 比治山中 ﾀｶﾓﾘ ﾘﾅ 白木中

 5 百田  野乃(2)     31.74  5 赤松  美咲(2)     32.23 
ﾋｬｸﾀﾞ ﾉﾉ 五日市南中 ｱｶﾏﾂ ﾐｻｷ 東原中

7  2271 7  1550

6   829 6  1637

3  1638 5  1333

5  2117 3  1704

No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2241 4  2071

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

棄権
7  1734 3  1591

失格
1   351 1   688

3  1339 8  2185

2  2121 2  1548

8  1034 7  1192

6   983 6  2075

5    42 5    80

氏  名 所属名 記録／備考

4  2268 4   986
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4  1367 1   323
棄権 棄権

1   292 8   293

8   892 7   962

7  1283 2  1995

2  1933 6  1306

6  1233 3   527

5  2141 5  1901

3  1193 4  2143
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

2   795 8   352
棄権 棄権

1   111 1   114
棄権 棄権

8    43 2  1484

5  1016 7  2004

6  1286 5  1012

7   317 6  1254

3  1905 3  2245

4  2390 4  1590
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

8   855 3  1304
棄権 棄権

1   895 8   798

2  2081 7  1365

3   533 1   382

7  1486 2  1230

5    81 6   599



 6 小山  桜子(1)     31.81  6 渡島  綾音(2)     32.99 
ｵﾔﾏ ｻｸﾗｺ 宇品中 ﾄｼﾏ ｱﾔﾈ 五月が丘中

 7 田尾向日葵(1)     32.35 福邉  藍優(2)
ﾀｵ ﾋﾏﾘ 広島なぎさ中 ﾌｸﾍﾞ ｱｲﾕ 可部中

風速 -0.5

 1 橋本  真宙(2)     27.37 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 2 隅原  千尋(2)     27.83 
ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等

 3 若林    蓮(2)     28.01 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中

 4 山田  千尋(2)     28.40 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中

 5 坂根  未悠(2)     28.47 
ｻｶﾈ ﾐﾕｳ 五日市南中

 6 堀田  海羽(2)     28.51 
ﾎﾘﾀ ﾐｳ 井口中

 7 福田  莉那(2)     28.64 
ﾌｸﾀ ﾘﾅ 五日市中

 8 川﨑  和奏(2)     28.93 
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中

予選 11月5日  9:30
決勝 11月5日 13:00

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    
大会記録(GR)                  2:16.20 徳本　由香                   美鈴が丘         1986        

[ 1組] [ 2組]

 1 谷本  七星(2)   2:34.44 Q  1 上川  蒼生(2)   2:34.46 Q
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 国泰寺中 ｳｴｶﾜ ｱｵｲ 伴中

 2 品川  風花(1)   2:36.33 Q  2 小原  瑞稀(1)   2:34.81 Q
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 口田中 ｺﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 五日市中

 3 早川  星来(2)   2:41.19  3 加藤  結衣(2)   2:35.27 q
ﾊﾔｶﾜ ｾｲﾗ 祇園中 ｶﾄｳ ﾕｲ 祇園東中

 4 半田  彩果(2)   2:41.20  4 大下    凜(1)   2:41.80 
ﾊﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 大塚中 ｵｵｼﾀ ﾘﾝ 中広中

 5 三田さくら(1)   2:43.79  5 桑野  紗羽(2)   2:47.08 
ﾐﾀ ｻｸﾗ 五月が丘中 ｸﾜﾉ ｻﾜ 矢野中

 6 立川ひかる(1)   2:46.47  6 西川  樹里(2)   2:48.72 
ﾀﾁｶﾜ ﾋｶﾙ 三入中 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾘ 広島城南中

 7 豊田  結子(2)   2:47.05  7 坂本光香莉(2)   2:48.74 
ﾄﾖﾀ ﾕｲｺ 高取北中 ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾘ 戸坂中

 8 近藤  遊音(1)   2:47.31  8 野村  優希(2)   2:51.12 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾈ 広島城南中 ﾉﾑﾗ ﾕｷ 可部中

 9 村尾  瑠実(1)   2:51.03  9 岩﨑  なほ(1)   2:52.49 
ﾑﾗｵ ﾙﾐ 温品中 ｲﾜｻｷ ﾅﾎ 五月が丘中

10 木本  彩心(1)   2:52.78 10 中山  桃花(1)   2:54.67 
ｷﾓﾄ ｱﾔﾐ 二葉中 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 己斐上中

11 国光  果歩(1)   2:53.12 11 横山  璃子(1)   3:03.24 
ｸﾆﾐﾂ ｶﾎ 城山北中 ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 広大東雲中

12 伏見  理深(2)   3:08.13 12 水安  優愛(1)   3:08.52 
ﾌｼﾐ ｻﾄﾐ 戸坂中 ﾐｽﾞﾔｽ ﾕｳﾅ 宇品中

13 平村  歩香(2)   3:08.25 13 松岡優莉奈(2)   3:13.14 
ﾋﾗﾑﾗ ｱﾕｶ 日浦中 ﾏﾂｵｶ ﾕﾘﾅ ＮＤ清心中
井上  梨帆(1) 14 真鍋  佑香(2)   3:46.26 
ｲﾉｳｴ ﾘﾎ 広島なぎさ中 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 庚午中
梶原  詩織(2) 道上  祐果(2)
ｶｼﾞﾊﾗ ｼｵﾘ 翠町中 ﾐﾁｳｴ ﾕｶ 長束中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:14.6    77 谷本  七星(2)    400m    1:11.4  1394 上川  蒼生(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 福永  楓花(2)   2:31.37 Q  1 川﨑  和奏(2)   2:34.08 Q
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ 可部中 ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中

 2 堀田  海羽(2)   2:37.02 Q  2 山本  彩加(2)   2:35.79 Q
ﾎﾘﾀ ﾐｳ 井口中 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 東原中

 3 北山  りの(2)   2:39.45 q  3 吉崎  純夏(1)   2:40.04 q

1  2241

2  2143

7  2268

8   986

4  1590

6  2390

3  1245

5  1931

棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  2393 2  1731

8   684 8  2175

4  2387 6  2127

2   986 2  1547

No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1727 1  2143

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

棄権
12   595 7  1456

9  2392 15   964

10  1818 12  1187

13   296 13   687

15  1524 11   799

11   346 6  1036

8   260 14  2184

7  1238 9  1734

   77 1  1394
No.所属名 所属名ﾚｰﾝ

3  1484 8   295

6  1874 5  1232

14  2186 10  2068

一部女子

８００ｍ

予選 通過基準  5組  2着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 記録／備考

4  1586 4   856

5  1303 2  1334

氏  名

2  1902 3  2244

氏  名ﾚｰﾝ 記録／備考順

1



ｷﾀﾔﾏ ﾘﾉ 広島なぎさ中 ﾖｼｻﾞｷ ｽﾐｶ 広島三和中
 4 岩田  唯花(1)   2:39.56 q  4 山本  真深(2)   2:41.87 

ｲﾜﾀ ﾕｲｶ 安西中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 安佐中
 5 西    萌風(1)   2:42.65  5 佐々木麻衣(1)   2:42.39 

ﾆｼ ﾓｴｶ 矢野中 ｻｻｷ ﾏｲ 高取北中
 6 宮本百々香(2)   2:46.75  6 山下  奈央(2)   2:43.50 

ﾐﾔﾓﾄ ﾓﾓｶ 安佐中 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 口田中
 7 脇坂千香子(2)   2:48.63  7 天野  那菜(1)   2:47.98 

ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ 国泰寺中 ｱﾏﾉ ﾅﾅ 牛田中
 8 揚場  乙未(1)   2:53.93  8 白﨑  紗帆(2)   2:51.47 

ｱｹﾞﾊﾞ ﾂｸﾞﾐ 高陽中 ｼﾗｻｷ ｻﾎ 白木中
 9 田中  りこ(2)   2:53.98  9 中上  紗和(1)   2:52.93 

ﾀﾅｶ ﾘｺ 大州中 ﾅｶｶﾞﾐ ｻﾜ 温品中
10 兼安  優李(2)   2:57.91 10 山口なごみ(1)   2:54.23 

ｶﾈﾔｽ ﾕﾘ 翠町中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｺﾞﾐ 大州中
11 山本莉央菜(2)   3:01.46 11 砂川まどか(2)   2:55.34 

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵﾅ 庚午中 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 安西中
12 吉兼  帆香(2)   3:25.03 12 片岡  美桜(2)   2:58.85 

ﾖｼｶﾈ ﾎﾉｶ 己斐上中 ｶﾀｵｶ ﾐｵ 亀山中
13 石田日和子(1)   3:36.60 13 村中  花梨(2)   3:12.93 

ｲｼﾀﾞ ﾋﾅｺ 古田中 ﾑﾗﾅｶ ｶﾘﾝ 大塚中
安好    鈴(1) 14 横田  美月(1)   3:21.86 
ﾔｽﾖｼ ｽｽﾞ 二葉中 ﾖｺﾀ ﾐﾂｷ 福木中
佐々木望結(2) 菊﨑えりな(2)
ｻｻｷ ﾐﾕ 祇園東中 ｷｸｻﾞｷ ｴﾘﾅ 観音中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:12.9  1727 福永  楓花(2)    400m    1:15.3  2143 川﨑  和奏(2)

[ 5組]

 1 森脇  千尋(2)   2:28.28 Q
ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ 伴中

 2 山﨑  京子(2)   2:29.56 Q
ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 牛田中

 3 中西  李果(2)   2:40.86 q
ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 井口中

 4 西園  萌花(1)   2:42.54 
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ 祇園中

 5 西田  愛唯(1)   2:43.46 
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ 広島三和中

 6 蔵田  七海(2)   2:45.43 
ｸﾗﾀ ﾅﾅﾐ 城山北中

 7 原    真雪(1)   2:48.11 
ﾊﾗ ﾏﾕｷ 五日市観音中

 8 竹中  恵瑠(1)   2:49.40 
ﾀｹﾅｶ ｴﾙ 宇品中

 9 百田  野乃(2)   2:51.00 
ﾋｬｸﾀﾞ ﾉﾉ 五日市南中

10 木曽田つぶら(2)   2:51.50 
ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ 古田中

11 室田    琳(2)   2:53.94 
ﾑﾛﾀ ﾘﾝ 砂谷中

12 山本  友衣(2)   2:58.27 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ 東原中

13 松崎  夢羽(2)   3:08.94 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾒﾊ 亀山中

14 松田  玲奈(2)   3:14.87 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲﾅ 白木中

15 森  未菜萌(1)   3:19.59 
ﾓﾘ ﾐﾅﾓ 江波中

ラップタイム
   400m    1:10.9  1395 森脇  千尋(2)

 1 川﨑  和奏(2)   2:25.24 
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中

 2 谷本  七星(2)   2:25.90 
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 国泰寺中

 3 福永  楓花(2)   2:26.84 
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ 可部中

 4 森脇  千尋(2)   2:27.79 
ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ 伴中

 5 山本  彩加(2)   2:28.51 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 東原中

 6 山﨑  京子(2)   2:28.97 
ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 牛田中

1  1547

14   318

6  1727

4  1395

10  2143

8    77

15   113

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

14  1770

12  1635

6  2354

13  1549

11  2271

7  1012

3  2146

10   690

5  2125

9  1515

4   983

8  1316

1  1395

2   318

棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権
13  1336 14   884

10   345 15   378

12  1021 13  1587

15  1035 12  1767

14   965 8  1278

11   589 7   537

5   530 11   261

8  1664 10  1636

7    78 9   322

9  1247 5  1909

6 12082 3  1482

3  1282 4  1248



 7 上川  蒼生(2)   2:30.60 
ｳｴｶﾜ ｱｵｲ 伴中

 8 品川  風花(1)   2:34.38 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 口田中

 9 堀田  海羽(2)   2:36.79 
ﾎﾘﾀ ﾐｳ 井口中

10 小原  瑞稀(1)   2:36.82 
ｺﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 五日市中

11 加藤  結衣(2)   2:38.78 
ｶﾄｳ ﾕｲ 祇園東中

12 吉崎  純夏(1)   2:39.10 
ﾖｼｻﾞｷ ｽﾐｶ 広島三和中

13 岩田  唯花(1)   2:40.25 
ｲﾜﾀ ﾕｲｶ 安西中

14 北山  りの(2)   2:42.92 
ｷﾀﾔﾏ ﾘﾉ 広島なぎさ中

15 中西  李果(2)   2:43.21 
ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 井口中

ラップタイム
   400m    1:12.7    77 谷本  七星(2)

予選 11月5日 10:30
決勝 11月5日 13:25

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   
大会記録(GR)                    14.96 冨廣　澄子                   広島三和         2005        

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.0

 1 浅木都紀葉(1)     16.51 q  1 東舎    葵(2)     16.41 q
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 口田中 ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ 翠町中

 2 神原  奈緒(1)     16.73 q  2 濵田奈美紀(2)     19.18 
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾐｷ 安西中

 3 菊﨑えりな(2)     19.08  3 平田  晴香(1)     19.59 
ｷｸｻﾞｷ ｴﾘﾅ 観音中 ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 口田中

 4 玉本  里紗(2)     20.78  4 利光    舞(1)     19.77 
ﾀﾏﾓﾄ ﾘｻ 祇園東中 ﾄｼﾐﾂ ﾏｲ 大州中

 5 三木  萌愛(2)     21.14  5 井上    悠(1)     19.80 
ﾐｷ ﾒｸﾞﾐ 落合中 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 安佐中

 6 渡澤ななみ(1)     21.89  6 前田  茉侑(1)     21.24 
ﾄｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 亀山中 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 戸山中
切戸  乃彩(1) 中村  穂香(2)
ｷﾚﾄ ﾉｱ 国泰寺中 ﾅｶﾑﾗ ﾎﾅｶ 五日市観音中
鷲見  純佳(2) 佐々木望結(2)
ｽﾐ ｱﾔｶ 大塚中 ｻｻｷ ﾐﾕ 祇園東中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.7

 1 二本    愛(2)     16.76 q  1 難波  杏歌(2)     17.03 
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中 ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中

 2 村中  瑠莉(2)     17.73  2 忰山    碧(1)     17.46 
ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ 広島なぎさ中 ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ 城山中

 3 清政  茉里(2)     19.12  3 下垣内結月(2)     19.79 
ｷﾖﾏｻ ﾏﾘ 安西中 ｼﾓｺﾞｳﾁ ﾕﾂﾞｷ 大州中

 4 佐々木  萌(1)     20.32  4 川立  真衣(1)     20.40 
ｻｻｷ ﾓｴ 亀山中 ｶﾜﾀﾁ ﾏｲ 可部中

 5 島    彩菜(2)     20.54  5 土岡  晴香(2)     21.35 
ｼﾏ ｱﾔﾅ 広島城南中 ﾂﾁｵｶ ﾊﾙｶ 庚午中

 6 森  未菜萌(1)     23.16 中下  実玲(1)
ﾓﾘ ﾐﾅﾓ 江波中 ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ 矢野中

 7 田原  和佳(1)     23.23 矢藤    岬(1)
ﾀﾊﾗ ｱｲｶ 広大東雲中 ﾔﾄｳ ﾐｻｷ 国泰寺中
河上  葵乃(1)
ｶﾜｶﾐ ｱｵﾉ 可部中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速  0.0

 1 鷲頭  一華(1)     15.85 q  1 山田ゆうか(2)     17.49 
ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 戸山中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 五日市観音中

 2 濵田  夏凜(2)     17.28  2 正木  彩子(1)     18.91 
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 古田中 ﾏｻｷ ｻｴｺ 井口中

 3 横町    茜(2)     19.54  3 石津    萌(1)     20.11 
ﾖｺﾏﾁ ｱｶﾈ 井口中 ｲｼﾂﾞ ﾓｴ 古田中

 4 橋本  那奈(1)     19.63  4 日高    萌(1)     20.28 
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 五日市中 ﾋﾀﾞｶ ﾓｴ 砂谷中

6  2247 2  2355

7   985 6  1019

4  1010 3   997

2  1367 5  2144
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1737
途中棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   798 7    85
棄権

1   113 5 12080
棄権

2  1228 2   958

7 11781 6  1740

4  1275 3   528

5  2388 8  2291

3  2070 4  1393
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

6  1589 8  1336
棄権 棄権

1    86 2  2142
棄権 棄権

8 11782 1  1365

7  1701 6  1249

2  1337 7   534

4   884 4  1903

5  2242 5  1280

記録／備考

3  1901 3   587
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

一部女子

１００ｍＨ

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   983

15  1282

11  2387

9  1334

13  2127

5   986

2  2244

12  1394

7  1902



 5 岩澤  優希(1)     20.19  5 三登  成珠(1)     20.65 
ｲﾜｻﾜ ﾕｳｷ 広島三和中 ﾐﾄ ﾅﾙﾐ 伴中

 6 玉木  美翔(1)     21.08  6 三好  愛理(2)     21.69 
ﾀﾏｷ ﾐｶ 広島なぎさ中 ﾐﾖｼ ｱｲﾘ 温品中
吉川  桐葉(1)  7 井澤    雅(1)     21.94 
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中 ｲｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 宇品中

[ 7組] 風速 +0.5

 1 安藤  そら(2)     16.46 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中

 2 坂根  未悠(2)     16.52 q
ｻｶﾈ ﾐﾕｳ 五日市南中

 3 井隈  心遥(2)     16.79 q
ｲｸﾏ ｺﾊﾙ 宇品中

 4 山田  梨菜(2)     19.28 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 高取北中

 5 木山ももか(2)     19.34 
ｷﾔﾏ ﾓﾓｶ 観音中

 6 原  萌々花(2)     20.04 
ﾊﾗ ﾓﾓｶ 広島城南中

 7 池永陽菜香(2)     21.95 
ｲｹﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ 庚午中

風速 +0.2

 1 鷲頭  一華(1)     15.71 
ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 戸山中

 2 東舎    葵(2)     15.82 
ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ 翠町中

 3 坂根  未悠(2)     16.15 
ｻｶﾈ ﾐﾕｳ 五日市南中

 4 神原  奈緒(1)     16.20 
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中

 5 安藤  そら(2)     16.40 
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中

 6 二本    愛(2)     16.41 
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中

 7 浅木都紀葉(1)     16.55 
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 口田中

 8 井隈  心遥(2)     16.67 
ｲｸﾏ ｺﾊﾙ 宇品中

予選 11月5日 14:55
決勝 11月6日 13:20

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）

大会記録(GR)                    51.81 井　口                                        2005        
（大野・野山・原田・粟屋）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   4 五日市観音中  2141 佐古  水月(2)     54.17 q  1   3 大塚中  1589 鷲見  純佳(2)     53.99 q
ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ｻｺ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾂｶ ｽﾐ ｱﾔｶ

 2143 川﨑  和奏(2)  1590 若林    蓮(2)
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

 2144 山田ゆうか(2)  1591 多久和華帆(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ ﾀｸﾜ ｶﾎ

 2145 上原  沙弓(2)  1588 掛迫  里緒(2)
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ ｶｹｻｺ ﾘｵ

 2   3 広島なぎさ中  2389 柳生  彩水(2)     54.51 q  2   2 白木中  1634 池田すみれ(2)     57.34 
ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾔｷﾞｭｳ ｱﾔﾐ ｼﾗｷ ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ

 2390 山田  千尋(2)  1638 瀧野  杏純(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ

 2388 村中  瑠莉(2)  1637 髙森  李菜(1)
ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ ﾀｶﾓﾘ ﾘﾅ

 2385 石松  桜杏(2)  1636 白﨑  紗帆(2)
ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ ｼﾗｻｷ ｻﾎ

 3   5 ＮＤ清心中  1194 奥原  櫻子(1)     56.27  3   5 東原中  1548 佐藤  里和(2)     58.62 
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｾｲｼﾝ ｵｸﾊﾗ ｻｸﾗｺ ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｻﾄｳ ﾘﾅ

 1193 井上    歩(1)  1552 有原このは(1)

一部女子

４×１００ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6   588

1  2070

 2242

3  1367

4  1901

7  2268

8

2   681

5   587

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   953

決勝

6   891

3  1231

5   681

7  1486

4   588

8  2268

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1254 8   689
棄権

3  2394 4   253

8  2118 7  1400



ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ
 1195 村瀬明日香(1)  1550 赤松  美咲(2)

ﾑﾗｾ ｱｽｶ ｱｶﾏﾂ ﾐｻｷ
 1192 濵元  咲良(1)  1547 山本  彩加(2)

ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ
 4   6 亀山中  1765 内田  詩女(2)     57.44  4   7 庚午中   962 橋本瑠実佳(2)     59.39 

ｶﾒﾔﾏ ｳﾁﾀﾞ ｼｵﾝ ｺｳｺﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾙﾐｶ
 1768 川村  緒美(2)   954 大池  英麻(2)

ｶﾜﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ ｵｵｲｹ ｴﾏ
 1769 松本  莉音(2)   953 池永陽菜香(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾈ ｲｹﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ
 1766 山﨑  愛奈(2)   957 窪田なつみ(2)

ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂﾐ
 5   2 安西中  1280 濵田奈美紀(2)     58.99  5   1 五月が丘中  2175 渡島  綾音(2)   1:01.99 

ﾔｽﾆｼ ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾐｷ ｻﾂｷｶﾞｵｶ ﾄｼﾏ ｱﾔﾈ
 1282 岩田  唯花(1)  2176 平林  真歩(2)

ｲﾜﾀ ﾕｲｶ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
 1278 砂川まどか(2)  2185 小野  藍子(1)

ｽﾅｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ ｵﾉ ｱｲｺ
 1275 清政  茉里(2)  2186 三田さくら(1)

ｷﾖﾏｻ ﾏﾘ ﾐﾀ ｻｸﾗ
 6   7 観音中   892 立見  友紀(1)     59.44   4 温品中   255 黒    友乃(2)

ｶﾝｵﾝ ﾀﾃﾐ ﾕｷ ﾇｸｼﾅ ｸﾛ ﾄﾓﾉ 失格
  891 木山ももか(2)   258 川本  真緒(1) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｷﾔﾏ ﾓﾓｶ ｶﾜﾓﾄ ﾏｵ
  884 菊﨑えりな(2)   261 中上  紗和(1)

ｷｸｻﾞｷ ｴﾘﾅ ﾅｶｶﾞﾐ ｻﾜ
  888 山越  愛水(2)   253 三好  愛理(2)

ﾔﾏｺｼ ｱﾐ ﾐﾖｼ ｱｲﾘ
 7   1 戸坂中   292 小山  舞子(2)   1:04.23   6 江波中

ﾍｻｶ ｺﾔﾏ ﾏｲｺ ｴﾊﾞ 棄権
  295 坂本光香莉(2)

ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾘ
  293 励波  愛良(2)

ﾄﾅﾐ ｱｲﾗ
  296 伏見  理深(2)

ﾌｼﾐ ｻﾄﾐ

[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   4 安佐中  1246 藤原  和奏(2)     54.64 q  1   3 五日市中  2241 福田  莉那(2)     54.46 q
ｱｻ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ ｲﾂｶｲﾁ ﾌｸﾀ ﾘﾅ

 1245 橋本  真宙(2)  2239 藤東  愛心(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ

 1252 中原  千晴(1)  2247 橋本  那奈(1)
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ

 1254 吉川  桐葉(1)  2245 小林  青生(1)
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ

 2   3 古田中  1013 中丸  望輝(2)     56.28  2   4 矢野中  2073 森    美樹(2)     54.62 q
ﾌﾙﾀ ﾅｶﾏﾙ ﾐｷ ﾔﾉ ﾓﾘ ﾐｷ

 1010 濵田  夏凜(2)  2071 大下    凪(2)
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ ｵｵｼﾀ ﾅｷﾞ

 1012 木曽田つぶら(2)  2070 二本    愛(2)
ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ ﾆﾓﾄ ｱｲ

 1011 吉田  花音(2) 12080 中下  実玲(1)
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ

 3   7 大州中   528 下垣内結月(2)     57.16  3   5 三入中  1876 永井  幸恵(1)     57.03 
ｵｵｽﾞ ｼﾓｺﾞｳﾁ ﾕﾂﾞｷ ﾐｲﾘ ﾅｶﾞｲ ｻﾁｴ

  527 貞安  晴乃(2)  1874 立川ひかる(1)
ｻﾀﾞﾔｽ ﾊﾙﾉ ﾀﾁｶﾜ ﾋｶﾙ

  533 賀谷  眞妃(1)  1875 藤川  侑加(1)
ｶﾔ ﾏｷ ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｶ

  534 利光    舞(1)  1878 栗原  由唯(1)
ﾄｼﾐﾂ ﾏｲ ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ

 4   2 広島城南中  1230 髙橋  優歌(2)     59.10  4   6 戸山中  1364 古森  碧子(2)     59.91 
ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ ﾄﾔﾏ ｺﾓﾘ ｱｺ

 1231 原  萌々花(2)  1367 鷲頭  一華(1)
ﾊﾗ ﾓﾓｶ ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ

 1228 島    彩菜(2)  1366 山本  華蓮(1)
ｼﾏ ｱﾔﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ

 1233 藤井  早希(2)  1365 前田  茉侑(1)
ﾌｼﾞｲ ｻｷ ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ

 5   1 己斐上中  1034 藤本  梨世(2)     59.26  5   7 高取北中  1484 豊田  結子(2)   1:04.02 
ｺｲｳｴ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｾ ﾀｶﾄﾘｷﾀ ﾄﾖﾀ ﾕｲｺ

 1039 吉永ひより(1)  1482 佐々木麻衣(1)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾖﾘ ｻｻｷ ﾏｲ

 1037 古田    心(1)  1485 福田優里奈(2)
ﾌﾙﾀ ｼﾝ ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘﾅ

 1033 倉澤  奈那(2)  1486 山田  梨菜(2)
ｸﾗｻﾜ ﾅﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ

 6   6 二葉中   342 佐々木加代(1)   1:06.02   1 己斐中   918 満山  結衣(1)
ﾌﾀﾊﾞ ｻｻｷ ｶﾖ ｺｲ ﾐﾂﾔﾏ ﾕｲ 失格



  343 鈴木  莉奈(1)   916 池庄司珠嘉(1) 3-4ｵｰﾊﾞｰｿﾞ
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ ｲｹｼｮｳｼﾞ ｼｭｶ

  347 藤田  ひな(1)   917 津川  栞里(1)
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ ﾂｶﾞﾜ ｼｵﾘ

  344 林下  茉央(1)   914 名柄    瞳(1)
ﾊﾔｼｼﾀ ﾏｵ ﾅｶﾞﾗ ﾋﾄﾐ

  5 伴中   2 可部中
ﾄﾓ 棄権 ｶﾍﾞ 棄権

[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   3 井口中   985 横町    茜(2)     55.08 q  1   1 翠町中   592 遊佐  帆香(2)     54.79 q
ｲﾉｸﾁ ﾖｺﾏﾁ ｱｶﾈ ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ﾕｻ ﾎﾉｶ

  987 小島  文子(2)   587 東舎    葵(2)
ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｺ ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ

  983 中西  李果(2)   596 坂川    凜(2)
ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ

  986 堀田  海羽(2)   588 安藤  そら(2)
ﾎﾘﾀ ﾐｳ ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

 2   6 広島三和中  2118 岩澤  優希(1)     56.04  2   4 国泰寺中    82 森貞    温(1)     55.42 
ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｲﾜｻﾜ ﾕｳｷ ｺｸﾀｲｼﾞ ﾓﾘｻﾀﾞ ﾊﾙ

 2116 満足  美咲(2)    80 原田  美桜(2)
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ

 2119 齊藤  優菜(1)    79 小坂  朱莉(2)
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｺｻｶ ｼｭﾘ

 2117 山根  千歩(1)    81 前川  実怜(1)
ﾔﾏﾈ ﾁﾎ ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ

 3   4 口田中  1903 平田  晴香(1)     56.15  3   6 宇品中   681 井隈  心遥(2)     55.93 
ｸﾁﾀ ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ ｳｼﾞﾅ ｲｸﾏ ｺﾊﾙ

 1901 浅木都紀葉(1)   688 大瀬良風芽(1)
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ ｵｵｾﾞﾗ ｶﾅﾒ

 1905 藤田  彩香(2)   679 品川なるみ(2)
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ ｼﾅｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ

 1907 谷口    凜(2)   683 中野  結友(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ ﾅｶﾉ ﾕｳ

 4   2 城山北中  1515 蔵田  七海(2)     58.56  4   5 五日市南中  2271 百田  野乃(2)     55.99 
ｼﾞｮｳﾔﾏｷﾀ ｸﾗﾀ ﾅﾅﾐ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾋｬｸﾀﾞ ﾉﾉ

 1519 芳川  真歩(1)  2268 坂根  未悠(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾎ ｻｶﾈ ﾐﾕｳ

 1524 国光  果歩(1)  2270 中島  梨緒(2)
ｸﾆﾐﾂ ｶﾎ ﾅｶｼﾏ ﾘｵ

 1516 芳川  莉子(2)  2267 倉田  舞優(2)
ﾖｼｶﾜ ﾘｺ ｸﾗﾀ ﾏﾕ

 5   5 祇園東中  1339 山本  杏奈(2)     58.60  5   2 広大東雲中   799 横山  璃子(1)     59.35 
ｷﾞｵﾝﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝﾅ ﾋﾛﾀﾞｲｼﾉﾉﾒ ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ

 1337 玉本  里紗(2)   800 小櫻  優実(1)
ﾀﾏﾓﾄ ﾘｻ ｺｻﾞｸﾗ ﾕﾐ

 1334 加藤  結衣(2)   798 田原  和佳(1)
ｶﾄｳ ﾕｲ ﾀﾊﾗ ｱｲｶ

 1333 山縣茉佑子(2)   795 髙岡  沙弥(2)
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ ﾀｶｵｶ ｻﾔ

 6   1 落合中  1703 沖本  璃乃(1)     59.69   3 祇園中  1305 山本  萌未(2)
ｵﾁｱｲ ｵｷﾓﾄ ﾘﾉ ｷﾞｵﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 失格

 1701 三木  萌愛(2)  1304 小川    華(2) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ
ﾐｷ ﾒｸﾞﾐ ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ

 1700 市橋  亜子(2)  1306 津島  由奈(2)
ｲﾁﾊｼ ｱｺ ﾂｼﾏ ﾕｲﾅ

 1704 竹之内萌未(1)  1307 森内  朱音(2)
ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ ﾓﾘｳﾁ ｱｶﾈ

 7   7 福木中   373 中澤  玲美(2)   1:01.69 
ﾌｸｷ ﾅｶｻﾞﾜ ﾚﾐ

  374 古城  麻衣(2)
ﾌﾙｷ ﾏｲ

  376 森分    碧(2)
ﾓﾘﾜｹ ｱｵｲ

  375 鴛海  千穂(2)
ｵｼｳﾐ ﾁﾎ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   3 大塚中  1589 鷲見  純佳(2)     53.22 
ｵｵﾂｶ ｽﾐ ｱﾔｶ

 1590 若林    蓮(2)

決勝



ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
 1591 多久和華帆(2)

ﾀｸﾜ ｶﾎ
 1588 掛迫  里緒(2)

ｶｹｻｺ ﾘｵ
 2   4 五日市観音中  2141 佐古  水月(2)     53.76 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ｻｺ ﾐｽﾞｷ
 2143 川﨑  和奏(2)

ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ
 2144 山田ゆうか(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ
 2145 上原  沙弓(2)

ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ
 3   7 矢野中  2073 森    美樹(2)     54.07 

ﾔﾉ ﾓﾘ ﾐｷ
 2071 大下    凪(2)

ｵｵｼﾀ ﾅｷﾞ
 2070 二本    愛(2)

ﾆﾓﾄ ｱｲ
12080 中下  実玲(1)

ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ
 4   5 広島なぎさ中  2389 柳生  彩水(2)     54.10 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾔｷﾞｭｳ ｱﾔﾐ
 2390 山田  千尋(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ
 2388 村中  瑠莉(2)

ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ
 2385 石松  桜杏(2)

ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ
 5   2 翠町中   592 遊佐  帆香(2)     54.26 

ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ﾕｻ ﾎﾉｶ
  587 東舎    葵(2)

ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ
  596 坂川    凜(2)

ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ
  588 安藤  そら(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ
 6   8 安佐中  1246 藤原  和奏(2)     54.30 

ｱｻ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ
 1245 橋本  真宙(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ
 1249 井上    悠(1)

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ
 1254 吉川  桐葉(1)

ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ
 7   1 井口中   985 横町    茜(2)     54.44 

ｲﾉｸﾁ ﾖｺﾏﾁ ｱｶﾈ
  987 小島  文子(2)

ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｺ
  983 中西  李果(2)

ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ
  986 堀田  海羽(2)

ﾎﾘﾀ ﾐｳ
 8   6 五日市中  2241 福田  莉那(2)     54.53 

ｲﾂｶｲﾁ ﾌｸﾀ ﾘﾅ
 2239 藤東  愛心(2)

ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ
 2247 橋本  那奈(1)

ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ
 2245 小林  青生(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ

決勝 11月5日 12:00

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   

大会記録(GR)                     1.61 野上　日奈                   宇　品           2007        

1m52
難波  杏歌(2) - - - - - - o o o o
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中 xxx
山﨑  愛奈(2) - - - - o o o xo o xxx2 34  1766

 1.46

1m46 1m49
記録 備考

1 35  1393
 1.49

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43

一部女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15



ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ 亀山中
二本    愛(2) - - - - o o - - - -
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中 xxx
高橋  一巴(2) - - o xo xxo o xxx
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾊ 比治山中
原  萌々花(2) - - - o o xo xxx
ﾊﾗ ﾓﾓｶ 広島城南中
掛迫  里緒(2) - - - o o xo xxx
ｶｹｻｺ ﾘｵ 大塚中
杉原  あみ(2) o o o o xo xxx
ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 古田中
黒    友乃(2) - - o o xxx
ｸﾛ ﾄﾓﾉ 温品中
小島  文子(2) - - o o xxx
ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｺ 井口中
小櫻  優実(1) o o o xxo xxx
ｺｻﾞｸﾗ ﾕﾐ 広大東雲中
小山  桜子(1) o o o xxx
ｵﾔﾏ ｻｸﾗｺ 宇品中
山本  華蓮(1) - xo o xxx
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 戸山中
島本  心夏(1) o xo o xxx
ｼﾏﾓﾄ ｺﾅﾂ 広島城南中
山田ゆうか(2) xo o o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 五日市観音中
山本  莉子(2) o xxo o xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ 翠町中
吉田  花音(2) o o xo xxx
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 古田中
梶原  詩織(2) - - xxo xxx
ｶｼﾞﾊﾗ ｼｵﾘ 翠町中
下垣内結月(2) o o xxx
ｼﾓｺﾞｳﾁ ﾕﾂﾞｷ 大州中
重川  聖奈(1) xo o xxx
ｼｹﾞｶﾜ ｾｲﾅ 宇品中
玉本  里紗(2) xo o xxx
ﾀﾏﾓﾄ ﾘｻ 祇園東中
吉宗  沙優(1) o xo xxx
ﾖｼﾑﾈ ｻﾕ 戸坂中
岩本  朱里(1) o xo xxx
ｲﾜﾓﾄ ｱｶﾘ 矢野中
左野満理奈(2) - xo xxx
ｻﾉ ﾏﾘﾅ 口田中
石原  愛莉(2) - xo xxx
ｲｼﾊﾗ ｱｲﾘ 大州中
坂本  沙弥(1) o xxx
ｻｶﾓﾄ ｻﾔ 亀山中
八木  菜央(1) xx/ 記録なし
ﾔｷﾞ ﾅｵ 己斐上中
三戸  千波(2) - - xxx 記録なし
ﾐﾄ ﾁﾅﾐ 温品中
鴛海  千穂(2) - - xxx 記録なし
ｵｼｳﾐ ﾁﾎ 福木中
新田  亜美(1) 棄権
ﾆｯﾀ ｱﾐ 落合中
藤田  新愛(2) 棄権
ﾌｼﾞﾀ ﾆｲﾅ 口田中
髙森  李菜(1) 棄権
ﾀｶﾓﾘ ﾘﾅ 白木中
鷲見  純佳(2) 棄権
ｽﾐ ｱﾔｶ 大塚中
中村  穂香(2) 棄権
ﾅｶﾑﾗ ﾎﾅｶ 五日市観音中
檜山  叶羽(1) 棄権
ﾋﾔﾏ ﾄﾜ 井口中
切戸  乃彩(1) 棄権
ｷﾚﾄ ﾉｱ 国泰寺中

決勝 11月6日  9:00

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   
大会記録(GR)                     5.31 明瀬　直子                   安　佐           1989        

 ３回の
備考試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

31    86

一部女子

走幅跳

決勝

順位

25   998

-3- -4- -5- -6- 記録

17  1589

21  2142

8  1908

12  1637

20   375

4  1705

11  1038

18   254

21 23   525
 1.15

25 5 11780
 1.10

21 9  2079
 1.15

21 15  1910
 1.15

19 22  1337
 1.15

21 2   299
 1.15

18 7   528
 1.15

19 3   686
 1.15

16 13  1011
 1.20

17 26   595
 1.20

12 29  2144
 1.20

15 16   591
 1.20

12 1  1366
 1.20

12 14  1237
 1.20

10 10   800
 1.25

11 6   684
 1.20

8 24   255
 1.25

8 30   987
 1.25

5 32  1588
 1.35

7 19  1018
 1.30

4 27   829
 1.35

5 28  1231
 1.35

 1.46

3 33  2070
 1.35



 最高記録
忰山    碧(1)   4.74    x   4.88    4.88    x   4.48   4.79    4.88 
ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ 城山中   -0.1   +2.0    +2.0   -1.1   -0.6    +2.0
藤東  愛心(2)    x   4.72   4.48    4.72    x   4.50   4.85    4.85 
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中   +0.8   +0.7    +0.8   -0.7   +0.1    +0.1
山本  萌未(2)    x   4.64   4.28    4.64   4.73   4.66   4.83    4.83 
ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 祇園中   +1.0   +0.6    +1.0   +1.4   -0.1   +1.1    +1.1
野見こころ(2)   4.80    x    x    4.80    x   4.74    x    4.80 
ﾉﾐ ｺｺﾛ 比治山中   +0.6    +0.6   -1.9    +0.6
坂川    凜(2)    x   4.67   4.73    4.73   4.76   4.37   4.62    4.76 
ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ 翠町中   +0.7   +1.6    +1.6    0.0   -0.4   +2.2     0.0
品川なるみ(2)    x   4.53   4.29    4.53    x    x    x    4.53 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ 宇品中   +1.0   +1.0    +1.0    +1.0
有原このは(1)    x   4.52   4.24    4.52   4.43    x   4.35    4.52 
ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ 東原中   +2.7   +2.4    +2.7   +0.7   +0.8    +2.7
舩田  佳奈(1)    x   4.35   4.47    4.47   4.35   4.21   4.40    4.47 
ﾌﾅﾀﾞ ｶﾅ 江波中   -0.3   +2.0    +2.0   +0.4   +1.1   -0.5    +2.0
上原  沙弓(2)    x   4.43   4.46    4.46    4.46 
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 五日市観音中   +1.6   +1.1    +1.1    +1.1
村上  裕菜(2)   4.42   4.30   4.39    4.42    4.42 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾅ 広島城南中   +0.3   +2.0   +0.7    +0.3    +0.3
森内  朱音(2)    x    x   4.40    4.40    4.40 
ﾓﾘｳﾁ ｱｶﾈ 祇園中   +0.6    +0.6    +0.6
満足  美咲(2)    x   4.21   4.36    4.36    4.36 
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 広島三和中   +1.7   +1.0    +1.0    +1.0
森    美樹(2)   4.30   4.18    x    4.30    4.30 
ﾓﾘ ﾐｷ 矢野中   +2.6   +0.1    +2.6    +2.6
田代  絢菜(2)   4.30   4.08   3.90    4.30    4.30 
ﾀｼﾛ ｱﾔﾅ 五日市中   +1.4    0.0   +0.4    +1.4    +1.4
市岡  胡桃(2)    x   3.81   4.24    4.24    4.24 
ｲﾁｵｶ ｸﾙﾐ 五日市南中   +0.7   +2.1    +2.1    +2.1
藤原  和奏(2)    x   4.05   4.21    4.21    4.21 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 安佐中   +1.6   +2.0    +2.0    +2.0
玉木    遥(1)   3.99   4.16    x    4.16    4.16 
ﾀﾏｷ ﾊﾙｶ 井口中   +1.7   +0.5    +0.5    +0.5
遊佐  帆香(2)   4.08   4.13   4.00    4.13    4.13 
ﾕｻ ﾎﾉｶ 翠町中   +1.4   +0.3   +1.6    +0.3    +0.3
川本  真緒(1)   4.04   3.94   3.66    4.04    4.04 
ｶﾜﾓﾄ ﾏｵ 温品中   +1.1   +2.3    0.0    +1.1    +1.1
中丸  望輝(2)    x   3.63   3.98    3.98    3.98 
ﾅｶﾏﾙ ﾐｷ 古田中   -1.0   +2.3    +2.3    +2.3
内田  詩女(2)   3.92   3.80   3.80    3.92    3.92 
ｳﾁﾀﾞ ｼｵﾝ 亀山中   +1.6   +0.5   +3.6    +1.6    +1.6
石崎今日子(2)   3.80   3.73   3.91    3.91    3.91 
ｲｼｻﾞｷ ｷｮｳｺ 吉島中   +0.7   -0.3   +3.8    +3.8    +3.8
寺本  真夕(2)    x   3.90    x    3.90    3.90 
ﾃﾗﾓﾄ ﾏﾕ 庚午中   +0.1    +0.1    +0.1
菅浦  愛生(2)   3.86   3.69   3.80    3.86    3.86 
ｽｶﾞｳﾗ ｱｲ 五日市南中   +0.5   -1.4   +1.5    +0.5    +0.5
藤川  侑加(1)   3.40   3.75   3.77    3.77    3.77 
ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｶ 三入中   +2.1   -0.2   +2.0    +2.0    +2.0
左野満理奈(2)   3.54   3.77   3.58    3.77    3.77 
ｻﾉ ﾏﾘﾅ 口田中   -0.1   +0.5   +2.0    +0.5    +0.5
林  里莉歌(2)   3.65   3.67   3.75    3.75    3.75 
ﾊﾔｼ ﾘﾘｶ 庚午中   +0.6   +0.3   +1.8    +1.8    +1.8
栗栖こころ(1)   3.67   3.60   3.75    3.75    3.75 
ｸﾘｽ ｺｺﾛ 中広中   +0.4   +0.2   +3.0    +3.0    +3.0
和川  茉奈(2)   3.75   3.62   3.51    3.75    3.75 
ﾜｶﾞﾜ ﾏﾅ 大州中   +1.9   +0.9   +1.7    +1.9    +1.9
三木  萌愛(2)   3.52   3.74   3.68    3.74    3.74 
ﾐｷ ﾒｸﾞﾐ 落合中   +2.3   +0.9   +2.0    +0.9    +0.9
江口  結依(2)    x    x   3.72    3.72    3.72 
ｴｸﾞﾁ ﾕｲ 亀崎中   +1.5    +1.5    +1.5
原  沙菜美(1)   2.34   3.68   3.62    3.68    3.68 
ﾊﾗ ｻﾅﾐ 井口中   +0.5   +2.5   +1.4    +2.5    +2.5
齊藤  優菜(1)   3.68    x    x    3.68    3.68 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 広島三和中   +1.1    +1.1    +1.1
吉田  涼華(1)   3.30   3.29   3.64    3.64    3.64 
ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ 祇園東中   +1.2    0.0   +0.9    +0.9    +0.9
中原  千晴(1)    x   3.48   3.62    3.62    3.62 
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ 安佐中   +0.3   +1.3    +1.3    +1.3
柳生  彩水(2)    x   3.61   3.50    3.61    3.61 
ﾔｷﾞｭｳ ｱﾔﾐ 広島なぎさ中   +0.3   -0.3    +0.3    +0.3
波多野りりか(1)   3.39   2.92   3.57    3.57    3.57 
ﾊﾀﾉ ﾘﾘｶ 温品中   +0.8   +0.6   +0.8    +0.8    +0.8
三登  成珠(1)   3.54   3.53    x    3.54    3.54 
ﾐﾄ ﾅﾙﾐ 伴中   -0.2   -1.1    -0.2    -0.2
山田  莉穂(2)   3.51   3.22   3.31    3.51    3.51 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾎ 亀山中   +1.0   +0.3   +2.8    +1.0    +1.0
貞安  晴乃(2)   3.49   2.98   3.32    3.49    3.49 
ｻﾀﾞﾔｽ ﾊﾙﾉ 大州中   +1.5   +1.8   +1.5    +1.5    +1.5
森木  真衣(2)   3.46   3.44   3.37    3.46    3.46 
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ﾓﾘｷ ﾏｲ 矢野中   +0.4   +1.7   -0.3    +0.4    +0.4
河上  葵乃(1)   3.33   3.24   3.43    3.43    3.43 
ｶﾜｶﾐ ｱｵﾉ 可部中   +1.6   +0.6   +1.7    +1.7    +1.7
松原  綺星(1)   3.40   3.29   2.88    3.40    3.40 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾗﾗ 広島中等   +0.8    0.0   +2.4    +0.8    +0.8
藤田  純碧(1)    x   3.29   3.18    3.29    3.29 
ﾌｼﾞﾀ ｽﾐﾚ 古田中   +1.1   +0.6    +1.1    +1.1
山﨑  日菜(2)   3.14   3.22   2.95    3.22    3.22 
ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾅ 口田中   +0.2   -0.1   +1.6    -0.1    -0.1
横山  璃子(1)   3.12   2.98    -    3.12    3.12 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 広大東雲中   +1.0   +2.2    +1.0    +1.0
鈴木  莉奈(1)   2.70   2.23   2.23    2.70    2.70 
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 二葉中   +0.8   +0.7   +1.7    +0.8    +0.8
藤田  ひな(1)    x    x    x 記録なし
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 二葉中
村中  瑠莉(2)    x    x    x 記録なし
ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ 広島なぎさ中
立見  友紀(1) 棄権
ﾀﾃﾐ ﾕｷ 観音中
福本  茉鈴(1) 棄権
ﾌｸﾓﾄ ﾏﾘﾝ 江波中
山岡  莉奈(1) 棄権
ﾔﾏｵｶ ﾘﾅ 可部中
矢藤    岬(1) 棄権
ﾔﾄｳ ﾐｻｷ 国泰寺中
瀧野  杏純(1) 棄権
ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 白木中
岡田  朋栞(1) 棄権
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 高陽中
鈴木  理子(2) 棄権
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 広大東雲中
加藤  結衣(2) 棄権
ｶﾄｳ ﾕｲ 祇園東中
大瀬良風芽(1) 棄権
ｵｵｾﾞﾗ ｶﾅﾒ 宇品中
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濱田  雪愛(2)
ﾊﾏﾀﾞ ｾﾂﾅ 井口中
松本  莉音(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾈ 亀山中
小平愛由美(2)
ｺﾋﾗ ｱﾕﾐ 大州中
上綱    詩(2)
ｳｴﾂﾅ ｳﾀ 長束中
中村  心寧(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 古田中
平野  百華(1)
ﾋﾗﾉ ﾓﾓｶ 安佐中
砂田真由子(1)
ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ 安佐中
島本  心夏(1)
ｼﾏﾓﾄ ｺﾅﾂ 広島城南中
内野  里桜(1)
ｳﾁﾉ ﾘｵ 亀山中
多久和華帆(2)
ﾀｸﾜ ｶﾎ 大塚中
森    美樹(2)
ﾓﾘ ﾐｷ 矢野中
石松  桜杏(2)
ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ 広島なぎさ中
濵田奈美紀(2)
ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾐｷ 安西中
竹中  恵茉(1)
ﾀｹﾅｶ ｴﾏ 宇品中
島    彩菜(2)
ｼﾏ ｱﾔﾅ 広島城南中
坂川    凜(2)
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ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ 翠町中
永江  夏生(2)
ﾅｶﾞｴ ﾅﾂｷ 三入中
古森  碧子(2)
ｺﾓﾘ ｱｺ 戸山中
岡村  優美(1)
ｵｶﾑﾗ ﾕﾐ 白木中
石津    萌(1)
ｲｼﾂﾞ ﾓｴ 古田中
矢八  春菜(1)
ﾔﾊﾁ ﾊﾙﾅ 安西中
川立  真衣(1)
ｶﾜﾀﾁ ﾏｲ 可部中
吉田  涼華(1)
ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ 祇園東中
中前妃七子(1)
ﾅｶﾏｴ ﾋﾅｺ 広島なぎさ中
栗栖こころ(1)
ｸﾘｽ ｺｺﾛ 中広中
郷原  愛璃(1)
ｺﾞｳﾊﾗ ｱｲﾘ 観音中
古川美菜実(2)
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾅﾐ 翠町中
迫田  真実(1)
ｻｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 瀬野川中
吉永ひより(1)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾖﾘ 己斐上中
村上  千笑(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ 宇品中
大野  実祈(1)
ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ 観音中
井上  理莉(1)
ｲﾉｳｴ ﾘﾘ 可部中
菅浦  愛生(2)
ｽｶﾞｳﾗ ｱｲ 五日市南中
平田  晴香(1)
ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 口田中
山本  梨加(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 矢野中
市橋  亜子(2)
ｲﾁﾊｼ ｱｺ 落合中
村田  菜緒(2)
ﾑﾗﾀ ﾅｵ 祇園東中
古城  麻衣(2)
ﾌﾙｷ ﾏｲ 福木中
金﨑  愛依(1)
ｶﾈｻﾞｷ ﾒｲ 日浦中
大石菜々香(1)
ｵｵｲｼ ﾅﾅｶ 広島中等
沖本  璃乃(1)
ｵｷﾓﾄ ﾘﾉ 落合中
中澤  玲美(2) 記録なし
ﾅｶｻﾞﾜ ﾚﾐ 福木中
岩山  奈央(1) 記録なし
ｲﾜﾔﾏ ﾅｵ 伴中
内藤  鈴花(1) 棄権
ﾅｲﾄｳ ﾘﾝｶ 瀬野川中
藤田  志愛(1) 棄権
ﾌｼﾞﾀ ｺｺｱ 日浦中
桃谷  泉葵(1) 棄権
ﾓﾓﾀﾆ ﾐｷ 伴中
中野  桃香(1) 棄権
ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 三入中
檜山  叶羽(1) 棄権
ﾋﾔﾏ ﾄﾜ 井口中
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