
日本ＧＰ第３戦 記録主任： 秋山　定之
第５１回織田幹雄記念国際陸上競技大会
兼　第16回世界陸上競技選手権大会（2017/ﾛﾝﾄﾞﾝ）代表選手選考競技会
【開催日】 2017/4/29
【主催団体】 広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
(PR GR:県中学新) 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  -0.8 メリッサ  ブリーン 11.70 中村  水月 11.74 市川  華菜 11.77 前山  美優 11.80 三宅  奈緒香 11.90 藤沢  沙也加 11.95 和田  麻希 12.03

１００ｍ オーストラリア 石  川･大阪成蹊大 愛  知･ミズノ 新  潟･新潟医療福祉大 兵  庫･住友電工 東  京･セレスポ 京  都･ミズノ
 4/29 女子Ｂ  +2.0 今井  沙緒里 11.78 西尾  香穂 11.79 寺井  美穂 11.80 杉山  美貴 11.88 エドバー  イヨバ 11.92 松田  優美 11.93 齋藤  愛美 11.94 世古  和 12.00

１００ｍ 長  野･飯田病院 大  阪･甲南大 福  井･ユティック 愛  知･中京大 東  京･日本大 宮  崎･いちご 岡  山･倉敷中央高 三  重･ＣＲＡＮＥ
 4/29 ROSEMARY  WANJIRU  MONICAH15:11.48 SHURU  BULO 15:12.13 木村  友香 15:27.68 GRACE  MBUTHYE  KIMANZI 小笠原  朱里 15:31.46 ﾑﾙﾘﾏﾘｱﾑ ﾜｲﾃﾞｨﾗ 15:33.16 小井戸  涼 15:33.61 鷲見  梓沙 15:40.26

５０００ｍ 東  京･スターツ GR 福  岡･ＴＯＴＯ GR 千  葉･ユニバーサル 東 京･スターツ 15:30.92 山  梨･山梨学院高 福  岡･九電工 茨  城･日立 千  葉･ユニバーサル
 4/29 女子Ａ  +2.0 ジェイド  バーバー 13.13 木村  文子 13.21 鄭  恵林 13.33 ヘンプヒル  恵 13.40 相馬  絵里子 13.52 堀池  香穂 13.58

１００ｍＨ アメリカ 広  島･エディオン 韓国 京  都･中央大 千  葉･スターツ 神奈川･国士舘大
 4/29 女子Ｂ  +4.1 清山  ちさと 13.29 佐々木  天 13.53 福部  真子 13.58 大久保  有梨 13.67 小林  紗矢香 13.68 武部  真央 13.73 桐山  智衣 13.74 田中  陽夏莉 13.80

１００ｍＨ 宮  崎･いちご 岩  手･筑波大 広  島･日本体育大 福  井･中央大 愛  知･愛知教育大 石  川･金沢星稜大 群  馬･ヤマダ電機 埼  玉･山梨学院大
 4/29 ROSEMARY  WANJIRU  MONICAH15:11.48 SHURU  BULO 15:12.13 木村  友香 15:27.68 GRACE  MBUTHYE  KIMANZI15:30.92 小笠原  朱里 15:31.46 ﾑﾙﾘﾏﾘｱﾑ ﾜｲﾃﾞｨﾗ 15:33.16 小井戸  涼 15:33.61 鷲見  梓沙 15:40.26

５０００ｍ 東  京･スターツ GR 福  岡･ＴＯＴＯ GR 千  葉･ユニバーサル 東  京･スターツ 山  梨･山梨学院高 福  岡･九電工 茨  城･日立 千  葉･ユニバーサル
 4/29 NONGP女子 棚池  穂乃香 16:00.89 光延  友希 16:04.24 福居  紗希 16:05.57 市川  珠李 16:20.60 安井  絵理奈 16:21.31 万代  美幸 16:25.90 水口  瞳 16:26.25 大森  巴菜 16:30.08

５０００ｍ 滋  賀･京都産業大 三  重･デンソー 富  山･城西大 群  馬･ヤマダ電機 広  島･エディオン 愛  知･トヨタ自動織機 静  岡･大阪学院大 福  岡･TOTO
 4/29 女子　ﾕﾆﾊﾞ 鷲見  梓沙 15:40.26 高見沢　里歩 15:46.12 加世田  梨花 15:57.42 佐藤　成美 15:57.42 棟久　由貴 16:04.28 青木　和 16:19.45 上田　未奈 16:22.41 水口  瞳 16:26.25

５０００ｍ 千  葉･ユニバーサル 愛　媛･松山大 千　葉･名城大 神奈川･立命館大 山　口･東京農大 岐　阜･名城大 千　葉･城西大 静  岡･大阪学院大
 4/29 女子 我孫子  智美 4.00 竜田  夏苗 4.00 仲田  愛(2) 4.00 根本  智子(3) 4.00 間宮  里菜(2) 3.90 鈴木  里菜(3) 静  岡･日本体育大 3.80 金治  良佳 3.80

棒高跳 滋  賀･滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 神奈川･ニッパツ 茨  城･水戸信用金庫 千  葉･新日鉄君津 岐  阜･岐阜陸協 青島  綾子 新  潟･新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 京  都･武庫川女大
 4/29 ﾊﾟﾗ女子 前川  楓(T42) 3.58(-0.9)

走幅跳 三  重･チームKAITEKI
 4/29 女子 海老原  有希 60.65 斉藤  真理菜 58.60 宮下  梨沙 58.59 森  友佳 57.95 山下  実花子 55.69 北口  榛花 54.64 久世  生宝 54.49 助永  仁美 54.37

やり投 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 茨  城･国士舘大 大  阪･大体大ＴＣ 大  阪･東大阪市陸協 京  都･九州共立大 北海道･日本大 兵  庫･コンドーテック 和歌山･オークワ
 4/29 中国ジュニア   0.0 澤谷  柚花(3) 12.13 鐘築  靜花(2) 12.51 前田  瑠音(3) 12.59 宮地  佑芽(3) 12.60 倉本  奈緒(3) 12.83 渡部  仁美(3) 12.94

１００ｍ 岡  山･倉敷中央 広  島･宮島工業 島  根･明誠 広  島･神辺旭 山  口･防府商工 広  島･広島皆実
 4/29 西日本ジュニ 矢田  みくに 9:19.44 髙松  智美ﾑｾﾝﾋﾞ 9:20.45 西永  菜津(2) 9:23.49 髙田  晴香 9:24.47 菅田  雅香(3) 9:26.57 加藤  優果 9:27.97 吉薗  栞 9:29.34 青木  未晴(3) 9:29.92

３０００ｍＡ 熊  本･ルーテル学院 大  阪･薫英女学院 山  口･西京 大  阪･薫英女学院 福  岡･東海大福岡 岐  阜･土岐商 宮  崎･小林 岡  山･興譲館
 4/29 西日本ジュニ 平岡  美帆(3) 9:40.22 黒田  澪(2) 9:41.97 河内  彩衣琉(3) 9:42.58 林  樹里(3) 9:45.55 沖谷  友奈(3) 9:49.44 造賀  麻里恵(2) 9:50.05 春野  麻友(2) 9:51.84 岡本  佳奈絵(3) 9:52.42

３０００ｍＢ 広  島･舟入 熊  本･ルーテル学院 愛  媛･松山商 京  都･京都外大西 山  口･西京 広  島･世羅 山  口･西京 熊  本･ルーテル学院
 4/29 高校１年女子 樫原  沙紀(2) 4:40.45 市本  桃子(3) 4:49.32 西田  鈴菜(3) 4:49.75 岩本  里菜(3) 4:50.33 河村  真央(2) 4:52.58 田畠  綾乃(2) 4:53.74 白井  明衣(3) 4:54.07 湯川  令奈(3) 4:58.04

１５００ｍ 広  島･呉三津田高 岡  山･玉野光南高 広  島･世羅高 山  口･中村女子高 山  口･中村女子高 広  島･沼田高 山  口･中村女子高 鳥  取･鳥取商高
 4/29 高校女子 広  島･神辺旭高      48.77 広  島･宮島工業高      49.48 広  島･広島皆実高      49.78 広  島･舟入高       50.15 広  島･市立呉高      50.61 広  島･沼田高       51.14 広  島･西条農業高      51.35 広  島･安田女子高      51.51

４×１００ｍ 平本  里歩(2) 細渕  菜々香(3) 藤田  かれん(2) 森  茉夕香(3) 内田  百音(3) 上迫  美優(2) 正力  美澄(2) 寺井  なつみ(3)
二本松  結衣(3) 森川  蓮奈(2) 柏原  真希(2) 脇坂  奈津子(2) 萩原  花(3) 眞田  穂乃果(3) 藤原  めい(2) 寺井  かなみ(3)
岡本  茉琴(2) 久保田  夏歩(2) 本保  なつの(3) 上田  万葉(3) 谷口  優花(2) 木村  紅音(3) 久保  奈月(1) 石川  夏美(2)
寺西  真莉恵(3) 鐘築  静花(2) 渡部  仁美(3) 岡山  遥菜(3) 小松  弘奈(2) 脇田  真梨菜(2) 菊本  佳那(3) 門田  濡乃(2)

 4/29 中学校女子 脇坂  里桜(2) 12.14+1.2 清水  鈴奈(2)(3) 12.62 清水  茜里(2)(3) 12.77 山本  千菜(2)(2) 12.84 橋本  真宙(3)(3) 12.89 石田はるか(3)(3) 13.02 山田  千尋(3)(2) 13.08 瀬尾  美月(3)(3) 13.09

１００ｍ 広 島･府中緑ヶ丘中 PR GR 広  島･幸千中 +1.2 広  島･長江中 +1.2 広  島･府中緑ヶ丘中 +1.2 広  島･安佐中 +1.2 広  島･神辺中 +0.2 広  島･広島なぎさ中 +0.2 広  島･駅家南中 +0.2

 4/29 川本  莉子(3)(2) 4:43.91 神笠  知子(3) 4:45.70 垣井  萌花(3) 4:47.00 井上  舞香(2) 4:48.02 細迫  由野(2) 4:49.47 谷本  七星(3) 4:51.13 福永  楓花(3) 4:51.19 藤田  一花(2) 4:52.33

１５００ｍ 広  島･大野東中 広  島･西条中 広  島･安浦中 広  島･本郷中 広  島･坂中 広  島･国泰寺中 広  島･可部中 広  島･八本松中
 4/29 広  島･府中緑ヶ丘中      50.99 広  島･大野東中      52.29 広  島･誠之中       52.48 広  島･幸千中       52.78 広  島･大塚中       52.92 広  島･五日市中      53.14 広島･五日市観音中      53.14 広  島･祇園中       53.28

４×１００ｍ 今村  日和梨(2) 斉藤  菜々美(2) 武田  藍花(2) 東屋  希実(2) 今岡  蒼葉(2) 橋本  那奈(2) 佐古  水月(3) 山本  萌未(3)
山本  千菜(2) 山岡  羽菜(3) 北村  夢奈(3) 清水  鈴奈(2) 若林  蓮(3) 藤東  愛心(3) 川﨑  和奏(3) 小川    華(3)
荒木  那菜(2) 井神  美咲(3) 伊東  爽空(3) 菅原  理子(3) 多久和  華帆(3) 福田  莉那(3) 山田  ゆうか(3) 津島  由奈(3)
脇坂  里桜(2) 黒川  星空(2) 中久保  花歩(3) 手槌  彩乃(3) 掛迫  里緒(3) 神原  奈緒(2) 上原  沙弓(3) 森内  朱音(3)

 4/29 小学校女子 忰山  渚 13.73 玉江  華 14.04 江原  美月優 14.09 柏原  早希 14.11 臂  夏凜 14.42 藤井  ひより 14.45 藤原  柚葉 14.48 山根  知紗 14.58

１００ｍ 広  島･CHASKI +2.6 広  島･三原陸上 +2.5 広島･竹尋アスリート +0.6 広  島･東広島TFC +2.5 広島･にゃんじゃスポー+1.2 広  島･御野陸上 +0.6 広  島･庄原小 +2.6 広島･広島ジュニアオリ+2.5

 4/29 広  島･海田東小    1:00.16 広  島･多治米小    1:00.94 広  島･藤の木小    1:01.09 広  島･栗原小     1:01.51 広  島･西条小     1:01.90 神辺小     1:02.42 広  島･仁保小     1:02.43 広  島･海田南小    1:02.64

４×１００ｍ 山﨑  晴美(6) 内海茉緒(6) 清益  祢音(6) 谷尾花(5) 山本  結子(6) 森吉  胡都(5) 進藤  希乃香(6) 掛谷  さくら(6)
貫目  七菜(6) 桑原瑠加(6) 栗栖  百合香(6) 臂夏凛(6) 中井  美波(6) 髙松  羽奏(5) 三浦  琴葉(6) 椚原  なつき(6)
里平  弥生(6) 内海詠茉(6) 佐久間  萌美(6) 金山陽菜乃(5) 小田  菜々美(6) 山治  果央(5) 松永  彩希(6) 城戸  彩花(6)
出来  瑞(6) 岡田叶華(6) 松下  叶夢(6) 大田垣杏美(5) 本田  海央(5) 北村  なつき(5) 小田  梓月(6) 長谷  味咲(6)

 4/29 スポ少女子 広  島･CHASKI       56.69 広  島･竹尋アスリート      56.75 広  島･東広島ＴＦＣ      57.01 広  島･湯田陸上      58.38 広  島･府中空城      58.66 広  島･三原陸上      59.20 広  島･吉和ＡＣ 広  島･ゲールRC      59.24

４×１００ｍ 忰山  渚(6) 杉森  月音(6) 藤原  愛心(5) 菅野  夏希(6) 杉村  茉優(6) 曽利美羽(6) 大久保  彩耶(6) 小林  叶愛(6)
小川  芭奈(6) 重宗  姫香(6) 小畠  芽(6) 藤原  里音(6) 岡田  悠里(6) 中藤唯花(5) 森迫  菜羽(6) 林  実怜(6)
澤原  瑞季(6) 辰本  心音(6) 藤田  実優(6) 山本  真央(6) 石本  紗英(6) 柏原琴衣(5) 三次  菜々(6) 八幡  有美(6)
永野  陽菜(6) 江原  美月優(6) 柏原  早希(6) 小林  咲花(6) 奥本  帆乃花(6) 玉江  華(6) 吉田  寛菜(6) 渡邉  未優羽(6)


