
男子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)            37.60     山縣・飯塚・桐生・ケンブリッジ (日本)2016/8/19

大会記録(GR)            41.00     若江・瀬尾・堀川・松田(広島経大)      1999 6月25日 10:15 予　選

広島県記録(PR)          39.82     野田・北村・松尾・山縣(広島県)        2014/10/20 6月25日 15:35 決　勝

予　選　4組0着＋8
1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 広経大 1707 倉田　匠(2) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 42.66 1 2 広島皆実高 1638 山中　太智(1) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ 42.29
1951 庄司　泰志(1) ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ q 17 井澤　竜二(2) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ q
1701 山﨑　光(2) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 26 松田　優人(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ

1686 陶山　帆昂(3) ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 1636 村上　登真(1) ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ

2 6 市立呉高 815 開内　丈流(3) ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 43.51 2 6 福山平成大 71194 吉田　紀隆(3) ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 42.59
1624 村上　瑛希(1) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ q 71192 濵元　大弥(3) ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔ q
813 脇坂　宗汰(3) ﾜｷｻｶ ｿｳﾀ 71203 山下　雄大(1) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

814 檜垣　正昭(3) ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 71199 大坪　柊也(1) ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ

3 7 近大東広島高 63 松谷　晴輝(2) ﾏﾂﾀﾆ ﾊﾙｷ 43.92 3 3 広島国際学院高 1675 西川　正真(1) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 43.72
62 高木　悠平(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾍｲ 1674 坂井　琉真(1) ｻｶｲ ﾘｭｳﾏ

61 吉田　圭吾(2) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 1676 山田　瞬也(1) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

1659 唐内　由季斗(1) ﾄｳﾅｲ ﾕｷﾄ 845 日隅　健太郎(3) ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ

4 8 ＪＦＥ西日本 882 澄川　陽一(35) ｽﾐｶﾜ ﾖｳｲﾁ 45.49 4 5 沼田高 326 新見　将真(2) ﾆｲﾐ ｼｮｳﾏ 45.16
883 長江　翔也(18) ﾅｶﾞｴ ｼｮｳﾔ 1823 山本　魁聖(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ

885 長浦　和広(21) ﾅｶﾞｳﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 1828 平村　幸哉(1) ﾋﾗﾑﾗ ﾕｷﾔ

884 崎本　隆(22) ｻｷﾓﾄ ﾘｭｳ 327 岡田　大誠(2) ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ

2 市立広島商高 DNS 5 7 黄金山ＡＣ 1312 今村　壮(34) ｲﾏﾑﾗ ｿｳ 45.54
1325 松浦　崇史(28) ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ

1328 吉田　龍介(34) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1334 西　紘輝(23) ﾆｼ ｺｳｷ

4 崇徳高 DNS 6 4 広島工業高 1234 濱永　智紀(3) ﾊﾏﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 45.80
1046 來山　恵裕(3) ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ

67 桐木　紳吾(2) ｷﾘｷ ｼﾝｺﾞ

1043 藤本　優作(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｻｸ

5 広島大 DNS 8 同志社大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 広島修道大 71427 大津　優音(3) ｵｵﾂ ﾏｻﾄ 42.23 1 5 西条農高 924 長尾　祐汰(3) ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 42.54
71435 伊藤　大地(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ q 927 山崎　開斗(3) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ q
71438 小松　賢志郎(2) ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 925 冨士本　有希(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

71439 佐々木　太夢(2) ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 209 板倉　弘樹(2) ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｷ

2 5 広島工業大 71015 本多　真彬(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 43.67 2 4 ＡＳフクヤマ 918 松本　茂(31) ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 42.62
72153 高浜　秀弥(1) ﾀｶﾊﾏ ｼｭｳﾔ 920 石井　一将(26) ｲｼｲ ｶｽﾞﾏｻ q
71022 加納　慎司(4) ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ 909 稲垣　惇史(35) ｲﾅｶﾞｷ ｱﾂｼ

72159 岡本　啓吾(1) ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 928 神門　啓介(26) ｶﾝﾄﾞ ｹｲｽｹ

3 7 ＨＲＣ 834 冨永　隆太(23) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 44.30 3 6 高陽東高 867 松浦　乙樹(3) ﾏﾂｳﾗ ｲﾂｷ 43.40
833 堀之内　誠(23) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｺﾄ 842 濵﨑　智哉(3) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ q
832 西山　浩也(22) ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ 837 森田　淳也(3) ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ

831 中丸　幸祐(23) ﾅｶﾏﾙ ｺｳｽｹ 844 吉川　海斗(3) ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ

4 6 祇園北高 296 中原　佑都(2) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 44.71 4 8 宮島工高 605 青山　亮太(2) ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 44.47
468 若佐　　歩(2) ﾜｶｻ ｱﾕﾑ 102 米田　壮汰(2) ﾖﾈﾀﾞ ｿｳﾀ

1685 石橋　　凌(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 101 山本　悠斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

83 磯野　太一(2) ｲｿﾉ ﾀｲﾁ 110 品川　輝(2) ｼﾅｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

5 4 伴中 1393 細谷　海都(3) ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 48.03 5 7 広島なぎさ高 577 春山　佑太朗(2) ﾊﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 44.76
1391 竹内　蒼竜(3) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾂ 64 檀上　壮祐(2) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ

1392 賀川　翔世(3) ｶｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 1743 渡川　祐人(1) ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ

1394 西崎　智哉(3) ﾆｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 1742 津川　晃佑(1) ﾂｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

3 修道高 1643 田村　駿和(1) ﾀﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ DQ,R2 3 福山明王台高 DNS

8 大下　智之(2) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 

10 木村　勇也(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ

1640 井手　浩貴(1) ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ

2 徳山大 DNS



決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 広島修道大 71427 大津　優音(3) ｵｵﾂ ﾏｻﾄ 41.85
71435 伊藤　大地(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

71438 小松　賢志郎(2) ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ

71439 佐々木　太夢(2) ｻｻｷ ﾋﾛﾑ

2 5 西条農高 924 長尾　祐汰(3) ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 42.02
927 山崎　開斗(3) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ

925 冨士本　有希(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

209 板倉　弘樹(2) ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｷ

3 3 広島皆実高 1638 山中　太智(1) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ 42.21
17 井澤　竜二(2) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

26 松田　優人(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ

1636 村上　登真(1) ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ

4 6 福山平成大 71194 吉田　紀隆(3) ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 42.36
71192 濵元　大弥(3) ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔ

71203 山下　雄大(1) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

71199 大坪　柊也(1) ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ

5 7 広経大 1707 倉田　匠(2) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 42.39
1951 庄司　泰志(1) ｼｮｳｼﾞ ﾀｲｼ

1701 山﨑　光(2) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ

1686 陶山　帆昂(3) ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ

6 8 ＡＳフクヤマ 911 高杉　義行(33) ﾀｶｽｷﾞ ﾖｼﾕｷ 42.53
920 石井　一将(26) ｲｼｲ ｶｽﾞﾏｻ

918 松本　茂(31) ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

928 神門　啓介(26) ｶﾝﾄﾞ ｹｲｽｹ

7 1 市立呉高 815 開内　丈流(3) ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 43.20
1624 村上　瑛希(1) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ

813 脇坂　宗汰(3) ﾜｷｻｶ ｿｳﾀ

814 檜垣　正昭(3) ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ

8 2 高陽東高 867 松浦　乙樹(3) ﾏﾂｳﾗ ｲﾂｷ 43.69
842 濵﨑　智哉(3) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ

837 森田　淳也(3) ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ

844 吉川　海斗(3) ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ



男子4X400mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996/8/3

大会記録(GR)            3:13.91   新浜・鈴木・瀬尾・高野(広島経大)      1997

広島県記録(PR)          3:11.20   坂本・藤井・石橋・真鍋(広島経大)      1993/9/11 6月24日 15:40 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 広島商船高専 71229 溝田　直音(4) ﾐｿﾞﾀ ﾅｵﾄ 3:32.99 1 3 市立呉高 1624 村上　瑛希(1) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 3:24.11 ⑧
71227 内田　光(4) ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 813 脇坂　宗汰(3) ﾜｷｻｶ ｿｳﾀ

71222 小川　怜也(5) ｵｶﾞﾜ ﾚｲﾔ 1 亀井　創(2) ｶﾒｲ ｿｳ

71223 西村　瑞稀(5) ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 814 檜垣　正昭(3) ﾋｶﾞｷ ﾏｻｱｷ

2 2 広島市立大 71964 勝坂　優希(2) ｶﾂｻｶ ﾕｳｷ 3:34.88 2 7 福山平成大 71203 山下　雄大(1) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 3:27.69
71959 坂口　翔太(3) ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 72219 久保　大地(1) ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ

71963 山北　丈将(1) ﾔﾏｷﾀ ﾀｹﾉﾌﾞ 72220 中根　啓志(1) ﾅｶﾈ ｹｲｼ

71960 杉原　聖信(4) ｽｷﾞﾊﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 71201 貫井　大聖(1) ﾇｸｲ ﾀｲｾｲ

3 3 広島なぎさ高 577 春山　佑太朗(2) ﾊﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 3:35.73 3 6 近大東広島高 61 吉田　圭吾(2) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 3:31.91
64 檀上　壮祐(2) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ 62 高木　悠平(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾍｲ

66 松本　順平(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1659 唐内　由季斗(1) ﾄｳﾅｲ ﾕｷﾄ

1743 渡川　祐人(1) ﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 63 松谷　晴輝(2) ﾏﾂﾀﾆ ﾊﾙｷ

4 8 広島工業高 145 森　亮太(2) ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 3:47.84 4 8 修道高 1642 北村　健人(1) ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 3:32.02
1046 來山　恵裕(3) ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 1641 沖井　智哉(1) ｵｷｲ ﾄﾓﾔ

1044 千葉　義昭(3) ﾁﾊﾞ ﾖｼｱｷ 10 木村　勇也(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ

1043 藤本　優作(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｻｸ 8 大下　智之(2) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 

5 7 崇徳高 1687 芦原　義人(1) ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾄ 3:49.64 5 2 宮島工高 102 米田　壮汰(2) ﾖﾈﾀﾞ ｿｳﾀ 3:34.25
182 荒木　佑典(2) ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 866 池田　崚(3) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ

1668 佐々木　克弥(1) ｻｻｷ ｶﾂﾔ 460 田中  翔(2) ﾀﾅｶ ｶｹﾙ

183 福本　涼汰(2) ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 110 品川　輝(2) ｼﾅｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

6 4 黄金山ＡＣ 1325 松浦　崇史(28) ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 3:50.03 6 4 祇園北高 296 中原　佑都(2) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 3:34.74
1329 吉橋　達矢(45) ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ 1685 石橋　　凌(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ

1334 西　紘輝(23) ﾆｼ ｺｳｷ 468 若佐　　歩(2) ﾜｶｻ ｱﾕﾑ

1333 向田　拓矢(19) ﾑｺｳﾀﾞ ﾀｸﾔ 83 磯野　太一(2) ｲｿﾉ ﾀｲﾁ

6 市立広島商高 DNS 5 沼田高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 広経大 1680 神田　直季(3) ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 3:19.34 ①
1673 岡本　朝日(4) ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ

1697 三倉　巨幹(2) ﾐｸﾗ ﾅｵｷ

1705 中畑　智博(2) ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ

2 4 広島皆実高 24 川嶋　　昴(2) ｶﾜｼﾏ ｽﾊﾞﾙ 3:20.12 ②
807 登野　隼輔(3) ﾄﾉ ｼｭﾝｽｹ

1638 山中　太智(1) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ

808 野上　佳樹(3) ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ

3 8 高陽東高 837 森田　淳也(3) ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ 3:20.98 ③
867 松浦　乙樹(3) ﾏﾂｳﾗ ｲﾂｷ

842 濵﨑　智哉(3) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ

844 吉川　海斗(3) ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ

4 6 広島工業大 71015 本多　真彬(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 3:22.88 ④
71340 山手　滉(4) ﾔﾏﾃ ﾋﾛｼ

71021 宮本　大輝(3) ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

72153 高浜　秀弥(1) ﾀｶﾊﾏ ｼｭｳﾔ

5 3 西条農高 921 岡杖　喬(3) ｵｶﾂﾞｴ ﾀｶｼ 3:23.00 ⑤
927 山崎　開斗(3) ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ

926 山口　亮輔(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

207 谷貞　諒(2) ﾀﾆｻﾀﾞ ﾘｮｳ

6 5 広島国際学院高 1298 貞安　航平(3) ｻﾀﾞﾔｽ ｺｳﾍｲ 3:23.22 ⑥
93 白木　蒼人(2) ｼﾗｷ ｱｵﾄ

1673 栗林　隼正(1) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ

1675 西川　正真(1) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

7 7 広島工大高 1276 池田　悠人(3) ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 3:23.74 ⑦
852 岩本　康平(3) ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

857 髙津　海人(3) ﾀｶﾂ ｶｲﾄ

860 白井　悠真(3) ｼﾗｲ ﾕｳﾏ



女子4X100mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)            43.39     北風・高橋・福島・市川(日本)          2011/5/8

大会記録(GR)            47.61     清谷・水上・梅本・伊藤(広島経大)      2004 6月25日 10:00 予　選

広島県記録(PR)          46.37     桃谷・川口・伊藤・佐藤(広島県)        2009/10/4 6月25日 15:30 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 広島皆実高 1018 永尾　志穂(1) ﾅｶﾞｵ ｼﾎ 49.18 1 3 宮島工高 1238 下野　杏珠(1) ｼﾓﾉ ｱﾝｼﾞｭ 50.10
8 柏原　真希(2) ｶｼﾊﾗ ﾏｷ 62 森川　蓮奈(2) ﾓﾘｶﾜ ﾊｽﾞﾅ q

11 山口　夏鈴(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 61 久保田　夏歩(2) ｸﾎﾞﾀ ｶﾎ

4 安藤　りん(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 60 鐘築　静花(2) ｶﾈﾂｷ ｼｽﾞｶ

2 4 西条農高 138 正力　美澄(2) ｼｮｳﾘｷ ﾐﾄ 50.26 2 7 高陽東高 942 山崎　愛弓(3) ﾔﾏｻｷ ｱﾕﾐ 50.66
139 藤原　めい(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 47 小滝　萌子(2) ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ q
542 樋口　佳苗(3) ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 943 岩本　真実(3) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾐ

1066 久保　奈月(1) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 1033 叶谷　結菜(1) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ

3 6 市立呉高 1008 福士　依舞(1) ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 51.58 3 5 広島国際学院高 396 橋本　桃果(2) ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ 50.88
930 萩原　花(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾅ 945 川上　紘(3) ｶﾜｶﾐ ﾋﾛ q

3 谷口　優花(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶ 946 井上　彩(3) ｲﾉｳｴ ｱﾔ

2 小松　弘奈(2) ｺﾏﾂ ﾋﾛﾅ 762 吉村　いさな(3) ﾖｼﾑﾗ ｲｻﾅ

4 7 安田女子高 288 中津　久瑠微(2) ﾅｶﾂ ｸﾙﾐ 52.77 4 8 広島なぎさ高 1083 望月　恵(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 54.61
280 石川　夏美(2) ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 36 難波　彩実(2) ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ

283 味木　宏奈(2) ｱﾏｷ ﾋﾛﾅ 1081 大城　さらら(1) ｵｵｼﾛ ｻﾗﾗ

279 門田　澪乃(2) ｶﾄﾞﾀ ﾚﾉ 1084 山本　乃愛(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ

5 3 五日市観音中 2141 佐古　水月　(3) ｻｺ ﾐｽﾞｷ 52.96 2 五日市高 113 中井　風茄(2) ﾅｶｲ ﾌｳｶ DQ,R1

2143 川﨑　和奏(3) ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 110 中国　瑚白(2) ﾅｶｸﾆ ｺﾊｸ

2144 山田　ゆうか(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 114 中野　柚葉(2) ﾅｶﾉ ﾕｽﾞﾊ

2145 上原　沙弓(3) ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 111 前原　望佑(2) ﾏｴﾊﾗ ﾐﾕｳ

6 8 大野東中 2666 斉藤　菜々美(2) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 52.98 6 祇園北高 42 曽根　花音(2) ｿﾈ ｶﾉﾝ DQ,R2

2656 山岡　羽菜(3) ﾔﾏｵｶ ﾊﾅ 44 山本　　翼(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

2653 井神　美咲(3) ｲｶﾞﾐ ﾐｻｷ 67 田中　美羽(2) ﾀﾅｶ ﾐｳ

2651 黒瀬　七菜美(3) ｸﾛｾ ﾅﾅﾐ 43 尾上　奈々美(2) ｵｶﾞﾐ ﾅﾅﾐ

7 5 沼田高 208 上迫　美優(2) ｳｴｻｺ ﾐﾕｳ 54.93 4 修大附鈴峯高 DNS

210 脇田　真梨菜(2) ﾜｷﾀﾞ ﾏﾘﾅ

300 髙田　香乃(2) ﾀｶﾀ ｶﾉ

209 小川　天音(2) ｵｶﾞﾜ ｱﾏﾈ



3組 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 広島工大高 1195 中本　優奈(1) ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 50.23
1189 小出　彩乃(1) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾉ q 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1196 藤岡　汐里(1) ﾌｼﾞｵｶ ｼｵﾘ 1 3 広島皆実高 1018 永尾　志穂(1) ﾅｶﾞｵ ｼﾎ 49.39
1194 永岡　亜実(1) ﾅｶﾞｵｶ ｱﾐ 8 柏原　真希(2) ｶｼﾊﾗ ﾏｷ

2 7 福山暁の星女子高 1040 佐原　綾音(1) ｻﾊﾗ ｱﾔﾈ 50.91 11 山口　夏鈴(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ

936 針間　未侑(3) ﾊﾘﾏ ﾐﾕ q 4 安藤　りん(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ

28 甲斐　日南乃(2) ｶｲ ﾋﾅﾉ 2 4 宮島工高 1238 下野　杏珠(1) ｼﾓﾉ ｱﾝｼﾞｭ 49.53
29 鶏内　愛菜(2) ｶｲﾁ ｱｲﾅ 62 森川　蓮奈(2) ﾓﾘｶﾜ ﾊｽﾞﾅ

3 8 三原東高 558 山奥　涼花(3) ﾔﾏｵｸ ｽｽﾞｶ 51.89 61 久保田　夏歩(2) ｸﾎﾞﾀ ｶﾎ

155 王野　恵美花(2) ｵｳﾉ ｴﾐｶ 60 鐘築　静花(2) ｶﾈﾂｷ ｼｽﾞｶ

554 田中　まや(3) ﾀﾅｶ ﾏﾔ 3 5 西条農高 138 正力　美澄(2) ｼｮｳﾘｷ ﾐﾄ 50.12
557 本重　七海(3) ﾓﾄｼｹﾞ ﾅﾅﾐ 139 藤原　めい(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ

4 4 古田中 1004 中丸　望輝(14) ﾅｶﾏﾙ ﾐｷ 53.14 542 樋口　佳苗(3) ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ

1003 吉田　花音(14) ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 1066 久保　奈月(1) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ

1003 木曽田 つぶら(14) ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ 4 6 広島工大高 1195 中本　優奈(1) ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 50.37
1001 濵田　夏凜(14) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 1189 小出　彩乃(1) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾉ

5 6 市立広島商高 191 山﨑　春花(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 54.80 1196 藤岡　汐里(1) ﾌｼﾞｵｶ ｼｵﾘ

622 増﨑　富恵(3) ﾏｽｻﾞｷ ﾌﾐｴ 1194 永岡　亜実(1) ﾅｶﾞｵｶ ｱﾐ

625 吉富　美穂(3) ﾖｼﾄﾞﾐ ﾐﾎ 5 7 高陽東高 942 山崎　愛弓(3) ﾔﾏｻｷ ｱﾕﾐ 50.82
621 古郡　智奈子(3) ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾁﾅｺ 47 小滝　萌子(2) ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ

6 3 比治山女子高 505 久賀　理子(3) ｸｶﾞ ﾘｺ 57.23 943 岩本　真実(3) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾐ

506 松田　華奈(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾅ 1033 叶谷　結菜(1) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ

508 川井　美優(3) ｶﾜｲ ﾐﾕｳ 6 8 広島国際学院高 396 橋本　桃果(2) ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ 51.16
177 箭野　奈々葉(2) ﾔﾉ ﾅﾅﾊ 945 川上　紘(3) ｶﾜｶﾐ ﾋﾛ

946 井上　彩(3) ｲﾉｳｴ ｱﾔ

762 吉村　いさな(3) ﾖｼﾑﾗ ｲｻﾅ

7 2 福山暁の星女子高 1040 佐原　綾音(1) ｻﾊﾗ ｱﾔﾈ 51.18
936 針間　未侑(3) ﾊﾘﾏ ﾐﾕ

28 甲斐　日南乃(2) ｶｲ ﾋﾅﾉ

29 鶏内　愛菜(2) ｶｲﾁ ｱｲﾅ

8 1 市立呉高 1008 福士　依舞(1) ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 51.78

930 萩原　花(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾅ

3 谷口　優花(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶ

2 小松　弘奈(2) ｺﾏﾂ ﾋﾛﾅ



女子4X400mR
審 判 長：中野　　繁

記録主任：秋山　定之

日本記録(NR)            3:28.91   青山・市川・千葉・青木(日本)          2015/8/29

大会記録(GR)            3:50.55   岡本・横川・猪原・藤本(広島皆実高)    1999

広島県記録(PR)          3:46.87   松浦・才野・沖田・中林(広島皆実高)    2008/10/25 6月24日 15:25 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 三原東高 554 田中　まや(3) ﾀﾅｶ ﾏﾔ 4:14.41 ⑤ 1 3 広島皆実高 1016 片山　姫歌(1) ｶﾀﾔﾏ ﾋﾒｶ 4:04.01 ①
557 本重　七海(3) ﾓﾄｼｹﾞ ﾅﾅﾐ 4 安藤　りん(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ

66 松原　佳小里(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｵﾘ 11 山口　夏鈴(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ

155 王野　恵美花(2) ｵｳﾉ ｴﾐｶ 8 柏原　真希(2) ｶｼﾊﾗ ﾏｷ

2 7 沼田高 210 脇田　真梨菜(2) ﾜｷﾀﾞ ﾏﾘﾅ 4:16.90 ⑧ 2 5 高陽東高 48 塚本　美波(2) ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 4:04.16 ②
526 木村　紅音(3) ｷﾑﾗ ｱｶﾈ 47 小滝　萌子(2) ｵﾀﾞｷ ﾓｴｺ

1141 新見　好乃香(1) ﾆｲﾐ ｺﾉｶ 941 加藤　琴乃(3) ｶﾄｳ ｺﾄﾉ

209 小川　天音(2) ｵｶﾞﾜ ｱﾏﾈ 1032 松本　愛友子(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕｺ

3 6 祇園北高 44 山本　　翼(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 4:28.85 3 7 西条農高 539 菊本　佳那(3) ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 4:04.94 ③
42 曽根　花音(2) ｿﾈ ｶﾉﾝ 139 藤原　めい(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ

43 尾上　奈々美(2) ｵｶﾞﾐ ﾅﾅﾐ 1303 三宅　思乃(1) ﾐﾔｹ ｺﾄﾉ

67 田中　美羽(2) ﾀﾅｶ ﾐｳ 541 信永　寿々(3) ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ｽｽﾞ

4 8 市立広島商高 191 山﨑　春花(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｶ 4:30.37 4 6 比治山女子高 506 松田　華奈(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾅ 4:13.76 ④
621 古郡　智奈子(3) ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾁﾅｺ 177 箭野　奈々葉(2) ﾔﾉ ﾅﾅﾊ

622 増﨑　富恵(3) ﾏｽｻﾞｷ ﾌﾐｴ 37 加藤　まゆ(2) ｶﾄｳ ﾏﾕ

625 吉富　美穂(3) ﾖｼﾄﾞﾐ ﾐﾎ 1056 松田　百惠(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｴ

5 広島なぎさ高 1081 大城　さらら(1) ｵｵｼﾛ ｻﾗﾗ DQ,FS1 5 8 五日市高 113 中井　風茄(2) ﾅｶｲ ﾌｳｶ 4:15.25 ⑥
36 難波　彩実(2) ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ 110 中国　瑚白(2) ﾅｶｸﾆ ｺﾊｸ

1084 山本　乃愛(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ 114 中野　柚葉(2) ﾅｶﾉ ﾕｽﾞﾊ

1083 望月　恵(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 115 古川　万鈴(2) ﾌﾙｶﾜ ﾏﾘﾝ

6 4 市立呉高 3 谷口　優花(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶ 4:16.54 ⑦
2 小松　弘奈(2) ｺﾏﾂ ﾋﾛﾅ

1006 上福浦　里奈(1) ｶﾐﾌｸｳﾗ ﾘﾅ

930 萩原　花(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾅ


