
予選 7月9日 12:25
決勝 7月9日 14:15

日本中学記録(JR)                11.61 土井　杏南           埼  玉  朝霞一           2010/8/23   
県中学記録(PR)                  12.31 平賀　香子           広  島  高屋             2011/7/17   
大会記録(GR)                    12.79 脇坂　里桜                   府中緑ヶ丘       2016        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.6

 1 中西    彩(1)     12.96 q  1 金川  優莉(1)     12.93 q
ﾅｶﾆｼ ｱﾔ 広島三和中 ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 五日市南中

 2 市山  初乙(1)     13.71 q  2 板田  佳穂(1)     13.78 
ｲﾁﾔﾏ ﾊｵﾄ 坂中 ｲﾀﾀﾞ ｶﾎ 阿賀中

 3 平本  倫子(1)     13.77 q  3 金子  紗也(1)     13.80 
ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ 西条中央中 ｶﾈｺ ｻﾔ 吉浦中

 4 堂前  咲希(1)     13.87  4 武田志央里(1)     13.85 
ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ 高西中 ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ 県立広島中

 5 本田奈々珠(1)     14.26  5 山田  梨夢(1)     13.90 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 昭和北中 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾑ 高西中

 6 川上    凜(1)     14.36  6 山廣　彩羽(1)     13.93 
ｶﾜｶﾐ ﾘﾝ 幸千中 ﾔﾏﾋﾛ ｻｸﾗ 野坂中

 7 吉田  紗羽(1)     14.53  7 沖中  友佳(1)     13.93 
ﾖｼﾀﾞ ｻﾜ 阿賀中 ｵｷﾅｶ ﾄﾓｶ 神辺中
森脇  叶美(1)  8 品川  優衣(1)     14.15 
ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 五日市南中 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｲ 矢野中

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +0.2

 1 入江  紀帆(1)     13.38 q  1 菅尾  輝羅(1)     13.50 q
ｲﾘｴ ｷﾎ 長束中 ｽｶﾞｵ ｷﾗ 鳳中

 2 山﨑  朋子(1)     13.59 q  2 石中  裕美(1)     13.61 q
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓｺ 久井中 ｲｼﾅｶ ﾋﾛﾐ 西条中央中

 3 宮本  紗弥(1)     13.93  3 井分　愛希(1)     13.93 
ﾐﾔﾓﾄ ｻﾔ 誠之中 ｲﾜｹ ｱｷ 廿日市中

 4 蒲生  彩水(1)     14.06  4 正法地涼音(1)     14.23 
ｶﾞﾓｳ ｱﾔﾐ 古田中 ｼｮｳﾎｳｼﾞ ｽｽﾞﾈ 和庄中

 5 児玉  春美(1)     14.27  5 宮地　紗楽(1)     14.36 
ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾐ 三原第四中 ﾐﾔﾁ ｻﾗ 因北中

 6 河野さやな(1)     14.34  6 岡村  一花(1)     14.37 
ｺｳﾉ ｻﾔﾅ 西条中央中 ｵｶﾑﾗ ｲﾁｶ 古田中

 7 國貞穂乃佳(1)     14.39  7 川相  来美(1)     14.52 
ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ 三原第五中 ｶﾜｲ ｸﾙﾐ 加茂中

 8 梅﨑望々花(1)     14.51  8 若林    遙(1)     14.57 
ｳﾒｻﾞｷ ﾉﾉｶ 大州中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 五日市観音中

7  5745 2  6804

8   535 1  2154

6  1018 5  3591

1  5712 7  5448

5  4907 8  1015

4  1456 4  6531

3  5869 3  4908

2  6870 6  2427

8  3473 2  7221

3  2273 1  2072
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

5  5239 6  5000

7  3846 7  5240

1  6386 8  2523

4  2117 4  2272

6  4367 3  3474

2  4909 5  3738

1年女子

１００ｍ

予選 通過基準  4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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +0.5

 1 中西    彩(1)     12.99 
ﾅｶﾆｼ ｱﾔ 広島三和中

 2 金川  優莉(1)     13.03 
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 五日市南中

 3 菅尾  輝羅(1)     13.41 
ｽｶﾞｵ ｷﾗ 鳳中

 4 石中  裕美(1)     13.43 
ｲｼﾅｶ ﾋﾛﾐ 西条中央中

 5 入江  紀帆(1)     13.50 
ｲﾘｴ ｷﾎ 長束中

 6 山﨑  朋子(1)     13.69 
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓｺ 久井中

 7 市山  初乙(1)     13.73 
ｲﾁﾔﾏ ﾊｵﾄ 坂中

 8 平本  倫子(1)     13.85 
ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ 西条中央中

5  1456

7  5869

1  4367

2  4909

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  2117

3  2272

4  6531

8  4908



予選 7月8日 12:35
決勝 7月9日 14:45

日本中学記録(JR)              2:07.51 岡田　　芽           北海道  上　礒           2009/8/23   
県中学記録(PR)                2:10.56 上田　万葵                   大野東           2016/8/23   
大会記録(GR)                  2:22.30 真﨑　遥                     高　屋           2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 有光  葉月(1)   2:20.64 Q  1 石原優衣子(1)   2:23.97 Q
ｱﾘﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 五日市南中 ｲｼﾊﾗ ﾕｲｺ 近大東広島中

 2 隅田  美羽(1)   2:31.27 Q  2 東    一葉(1)   2:30.68 Q
ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 大塚中 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾊ 大和中

 3 藤村心瑛菜(1)   2:31.87 q  3 前迫  真希(1)   2:31.06 q
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 吉島中 ﾏｴｻｺ ﾏｷ 西条中

 4 中塚  梨菜(1)   2:32.58 q  4 野嶋  香里(1)   2:34.42 q
ﾅｶﾂｶ ﾘﾅ 神辺東中 ﾉｼﾏ ｶｵﾘ 千代田中

 5 曽根    奏(1)   2:36.14  5 吉田  咲葉(1)   2:34.59 
ｿﾈ ｶﾅﾃﾞ 東原中 ﾖｼﾀﾞ ｻｷﾊ 熊野中

 6 竹本菜乃花(1)   2:36.58  6 國貞穂乃佳(1)   2:35.08 
ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ 可部中 ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ 三原第五中

 7 神﨑  若菜(1)   2:37.09  7 藤本  結子(1)   2:35.86 
ｶﾝｻﾞｷ ﾜｶﾅ 千代田中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｺ 温品中

 8 松崎  由実(1)   2:39.86  8 西谷  優花(1)   2:38.57 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾐ 甲山中 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｶ 駅家中

 9 柿木  麻鈴(1)   2:40.77  9 岡田  千宝(1)   2:39.55 
ｶｷｷﾞ ﾏﾘﾝ 能美中 ｵｶﾀﾞ ﾁﾎ 磯松中

10 谷原  美咲(1)   2:41.74 10 小櫻  綾音(1)   2:40.76 
ﾀﾆﾊﾗ ﾐｻｷ 三原第四中 ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ 可部中

11 小田原彩乃(1)   2:44.95 11 佐伯  春菜(1)   2:40.80 
ｵﾀﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ 熊野東中 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 口田中

12 油谷  夏海(1)   2:45.96 12 松尾  莉沙(1)   2:43.28 
ﾕﾀﾆ ﾅﾂﾐ 世羅中 ﾏﾂｵ ﾘｻ 世羅中

13 田﨑  瑠花(1)   2:46.62 13 熊谷  空海(1)   2:47.38 
ﾀｻｷ ﾙｶ 広島三和中 ｸﾏｶﾞｲ ｿﾗﾐ 東畑中

14 西田  美月(1)   2:47.19 
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 矢野中 ラップタイム

   400m    1:08.8  4961 石原優衣子(1)
ラップタイム
   400m    1:06.4  2274 有光  葉月(1)

[ 3組] [ 4組]

 1 福間  千乃(1)   2:30.12 Q  1 山本  悠理(1)   2:31.21 Q
ﾌｸﾏ ﾁﾉ 磯松中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 大和中

 2 尾花ひより(1)   2:33.31 Q  2 平本  結子(1)   2:34.25 Q
ｵﾊﾞﾅ ﾋﾖﾘ 海田中 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｲｺ 西条中央中

 3 河口  葵音(1)   2:35.15  3 空  日菜音(1)   2:34.59 
ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ 口田中 ｿﾗ ﾋﾅﾈ 西条中

 4 片岡碧巴葉(1)   2:35.95  4 中久保侑花(1)   2:35.37 
ｶﾀｵｶ ｱﾄﾊ 福山城南中 ﾅｶｸﾎﾞ ﾕｳｶ 福山城南中

 5 赤田  桜優(1)   2:36.74  5 澤田  藍花(1)   2:38.60 
ｱｶﾀﾞ ｻﾕ 誠之中 ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶ 祇園中

 6 安本  千紘(1)   2:36.86  6 美濃  もえ(1)   2:38.81 
ﾔｽﾓﾄ ﾁﾋﾛ 西条中 ﾐﾉ ﾓｴ 大塚中

 7 河内  乃愛(1)   2:37.95  7 鷹橋  万桜(1)   2:40.28 
ｶﾜｳﾁ ﾉｱ 千代田中 ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 八本松中

 8 石山  燈子(1)   2:41.77  8 前田  朔良(1)   2:40.79 
ｲｼﾔﾏ ﾄｳｺ 熊野中 ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 五日市観音中

 9 中野さくら(1)   2:43.91  9 木村祐紀乃(1)   2:41.03 
ﾅｶﾉ ｻｸﾗ 神辺東中 ｷﾑﾗ ﾕｷﾉ 広島三和中

10 荒瀧  晴南(1)   2:44.47 10 島    唯菜(1)   2:42.89 
ｱﾗﾀｷ ﾊﾙﾅ 熊野東中 ｼﾏ ﾕｲﾅ 広島城南中

11 西  アンナ(1)   2:48.02 11 大野  桜花(1)   2:43.12 
ﾆｼ ｱﾝﾅ 和庄中 ｵｵﾉ ｻｸﾗ 千代田中

12 橋詰    栞(1)   2:49.97 12 佐名木真瑚(1)   2:47.47 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｵﾘ 宇品中 ｻﾅｷﾞ ﾏｺ 川尻中
荒木  姫菜(1) 13 石黒  愛望(1)   2:48.30 
ｱﾗｷ ﾋﾅ 府中緑ヶ丘中 ｲｼｸﾞﾛ ﾒｸﾞﾐ 大成館中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:11.4  4684 福間  千乃(1)    400m    1:13.6  5892 山本  悠理(1)

棄権

1  2274

11   687 10  3916

1  4230 11  6586

7  4331 12  1234

9  3587 13  3058

3  4304 5  2151

12  7250 4  2124

10  4536 8  1586

8  3055 9  4594

5  6299 6  6300

13  6871 7  1316

6  4250 2  4912

4  1904 3  4535

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4684 1  5892
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9  2125 13  3619

12  2070

7  4346 10  1903

14  6172 12  6173

11  4427 8  4683

13  5714 4  1741

8  3059 5   266

6  6137 11  6832

10  1551 3  4309

5 11751 6  5745

4    44 2  4533

3  7249 7  3062

1  4961
大会新

2  1585 9  5891

1年女子

８００ｍ

予選 通過基準  4組  2着 + 4 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月9日 11:55
決勝 7月9日 14:05

日本中学記録(JR)                11.61 土井　杏南           埼  玉  朝霞一           2010/8/23   
県中学記録(PR)                  12.31 平賀　香子           広  島  高屋             2011/7/17   
大会記録(GR)                    12.76 中本　香穂                   佐　伯           2010        

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.0

 1 脇坂  里桜(2)     12.72 q  1 清水  鈴奈(2)     12.73 q
ﾜｷｻｶ ﾘｵ 府中緑ヶ丘中 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 幸千中

 2 井上    歩(2)     13.26 q  2 松本那々海(2)     13.40 q
ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ＮＤ清心中 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 安浦中

 3 柏原  美希(2)     13.54 q  3 中下  実玲(2)     13.69 
ｶｼﾊﾗ ﾐｷ 八本松中 ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ 矢野中

 4 藤井  紗綺(2)     13.84  4 早瀬  彩夏(2)     13.82 
ﾌｼﾞｲ ｻｱﾔ 盈進中 ﾊﾔｾ ｱﾔｶ 駅家中

 5 井上    悠(2)     14.15  5 戸田    涼(2)     13.92 
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 安佐中 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳ 河内中

 6 竹之内萌未(2)     14.16  6 久保  佑奈(2)     13.96 
ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ 落合中 ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 翠町中

 7 大門  帆香(2)     14.20  7 伹馬  采美(2)     14.37 
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾎﾉｶ 白岳中 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾐ 八本松中

 8 内田  陽菜(2)     14.52 神原  奈緒(2)
ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ 駅家南中 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +1.5

 1 清水  茜里(2)     12.92 q  1 山本  千菜(2)     12.71 q
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ 長江中 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 府中緑ヶ丘中

 2 相方  紫帆(2)     13.34 q  2 大崎  怜夏(2)     13.38 q
ｱｲｶﾀ ｼﾎ 福山東中 ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 坂中

 3 平    優希(2)     13.63  3 前川  実怜(2)     13.68 
ﾀｲﾗ ﾕｷ 祇園中 ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 国泰寺中

 4 佐々木麻衣(2)     13.79  4 橋本  那奈(2)     13.85 
ｻｻｷ ﾏｲ 高取北中 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 五日市中

 5 周藤  百花(2)     13.98  5 荒木    綸(2)     13.94 
ｽﾄｳ ﾓﾓｶ 昭和北中 ｱﾗｷ ﾘﾝ 庄原中

 6 道路    祥(2)     14.09  6 小泉日菜子(2)     14.05 
ﾄﾞｳﾛ ｱｷﾗ 府中市府中中 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾅｺ 大野中

 7 加藤  瑞喜(2)     14.16  7 藤田  沙希(2)     14.08 
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 比和中 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 御調中
奥原  櫻子(2)  8 賀谷  眞妃(2)     14.09 
ｵｸﾊﾗ ｻｸﾗｺ ＮＤ清心中 ｶﾔ ﾏｷ 大州中

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速

 1 髙橋紗菜恵(2)     13.21 q  1 山本  有紗(2)     13.17 q
ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 西条中央中 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 久保中

 2 中村　実貴(2)     13.52 q  2 倉本    叡(2)     13.90 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 福山城北中 ｸﾗﾓﾄ ｴｲ 栗原中

 3 福原  麻緒(2)     13.53 q  3 南崎  恋香(2)     13.95 
ﾌｸﾊﾗ ﾏｵ 御調中 ﾐﾅｻｷ ﾚﾝｶ 熊野東中

 4 瀬尾奈々帆(2)     13.62  4 角川佳奈美(2)     14.18 
ｾｵ ﾅﾅﾎ 駅家南中 ｶﾄﾞｶﾜ ｶﾅﾐ 広大福山中

 5 藤本  彩花(2)     13.96 忰山    碧(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 広中央中 ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ 城山中

 6 浜崎  雅妃(2)     14.01 鷲頭  一華(2)
ﾊﾏｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 五日市南中 ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 戸山中

 7 増田  七海(2)     14.22 児玉  紗彩(2)
ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 吉浦中 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 福山城南中

 8 竹明穂乃花(2)     14.37 
ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ 庄原中

2年女子

１００ｍ

予選 通過基準  9組  0着 + 16 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4223 5  6375
大会新 大会新

4  1188 4  3945

6  4587 6  2065

7  7395 7  6823

2  1245 3  4849

1  1695 1   591

3  3351 2  4592

8  7013 8  2237
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

5  5055 4  4222
大会新

4  6228 6  4365

6  1312 5    77

2  1484 2  2239

7  3830 3  8084

1  7512 7  2626

8  8240 8  5356

3  1187 1   530
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

4  4903 4  5027

2  6269 2  5093

5  5355 7  4344

3  7016 8  7308

6  3381 3  2291
棄権

1  2269 5  1364
棄権

7  3733 6  6292
棄権

8  8087



[ 7組] 風速 +0.9 [ 8組] 風速 +1.5

 1 山根  千歩(2)     12.95 q  1 小倉  叶華(2)     13.25 q
ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 広島三和中 ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ 阿賀中

 2 福嶋  梨乃(2)     13.58  2 山本沙希菜(2)     13.61 
ﾌｸｼﾏ ﾘﾉ 安浦中 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 高屋中

 3 薮田　茜音(2)     13.81  3 青山  里穂(2)     13.65 
ﾔﾌﾞﾀ ｱｶﾈ 鷹取中 ｱｵﾔﾏ ﾘﾎ 三原第三中

 4 蒲生  智海(2)     13.97  4 武田  藍花(2)     13.66 
ｶﾞﾓｳ ﾄﾓﾐ 七尾中 ﾀｹﾀﾞ ｱｲｶ 誠之中

 5 荒木  那菜(2)     14.02  5 中国  燦瑚(2)     13.85 
ｱﾗｷ ﾅﾅ 府中緑ヶ丘中 ﾅｶｸﾆ ｻﾝｺﾞ 七尾中

 6 中原  千晴(2)     14.06  6 倉橋  夢咲(2)     13.93 
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ 安佐中 ｸﾗﾊｼ ﾐｻｷ 五日市南中

 7 田原ゆず花(2)     14.29  7 内川  広美(2)     14.45 
ﾀﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 昭和北中 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛﾐ 広大三原中

[ 9組] 風速 +1.2

 1 石倉  萌美(2)     13.28 q
ｲｼｸﾗ ﾒｸﾞﾐ 府中市府中中

 2 村上  碧海(2)     13.71 
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 祇園中

 3 松冨  彩花(2)     13.80 
ﾏﾂﾄﾐ ｱﾔｶ 五日市観音中

 4 木村  真佳(2)     13.89 
ｷﾑﾗ ﾏﾅｶ 大柿中

 5 小林  青生(2)     14.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ 五日市中

 6 森    彩音(2)     14.15 
ﾓﾘ ｱﾔﾈ 新市中央中
岡田  麻奈(2)
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 高西中

[ B組] 風速 -0.3 [ A組] 風速 -0.1

 1 井上    歩(2)     13.30  1 清水  鈴奈(2)     12.70 
ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ＮＤ清心中 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ 幸千中

 2 石倉  萌美(2)     13.34  2 山本  千菜(2)     12.78 
ｲｼｸﾗ ﾒｸﾞﾐ 府中市府中中 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 府中緑ヶ丘中

 3 相方  紫帆(2)     13.47  3 清水  茜里(2)     12.85 
ｱｲｶﾀ ｼﾎ 福山東中 ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ 長江中

 4 大崎  怜夏(2)     13.52  4 山根  千歩(2)     13.23 
ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 坂中 ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 広島三和中

 5 柏原  美希(2)     13.80  5 髙橋紗菜恵(2)     13.33 
ｶｼﾊﾗ ﾐｷ 八本松中 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 西条中央中

 6 中村　実貴(2)     13.81  6 小倉  叶華(2)     13.34 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 福山城北中 ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ 阿賀中

 7 福原  麻緒(2)     13.88  7 山本  有紗(2)     13.42 
ﾌｸﾊﾗ ﾏｵ 御調中 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 久保中

 8 松本那々海(2)     13.89 脇坂  里桜(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 安浦中 ﾜｷｻｶ ﾘｵ 府中緑ヶ丘中

8  6269 1  3470

1  5355 8  5027

7  3945 5  4223
棄権

6  6228 3  5055

5  4365 7  2112

2  4587 2  4903

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1188 6  6375
大会新

4  7513 4  4222

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 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2112 5  3470

6  3944 7  4642

4  6315 4  5682

7  3831 2  5923

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7513

3  2452 6  6864

8  4225 3  2455

2  1248 8  2267

棄権

6  1311

7  2149

2  4481

8  2238

3  7098

5  5234



予選 7月9日 10:55
決勝 7月9日 13:30

日本中学記録(JR)                11.61 土井　杏南           埼  玉  朝霞一           2010/8/23   
県中学記録(PR)                  12.31 平賀　香子           広  島  高屋             2011/7/17   
大会記録(GR)                    12.35 平賀　香子                   高　屋           2011        

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速 +1.0

 1 瀬尾  美月(3)     12.87 q  1 後藤　麻乃(3)     13.25 q
ｾｵ ﾐﾂﾞｷ 駅家南中 ｺﾞﾄｳ ﾏﾉ 福山城北中

 2 山本智菜美(3)     13.31 q  2 田中　みなみ(3)     13.42 
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾐ ＮＤ清心中 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 野坂中

 3 石松  桜杏(3)     13.59  3 小川    華(3)     13.49 
ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ 広島なぎさ中 ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 祇園中

 4 吉田  未来(3)     13.65  4 北村  夢奈(3)     13.74 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾗｲ 昭和中 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒﾅ 誠之中

 5 森岡    輝(3)     13.85  5 吉田  花音(3)     13.87 
ﾓﾘｵｶ ﾋｶﾘ 海田中 ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 古田中

 6 香月  愛実(3)     13.88  6 藤原  和奏(3)     13.93 
ｶﾂｷ ｱﾐ 福山城南中 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 安佐中

 7 岡田　沙也華(3)     14.01  7 古満  千恵(3)     14.43 
ｵｶﾀﾞ ｻﾔｶ 福山城北中 ﾌﾙﾐﾂ ﾁｴ 白岳中

 8 増岡  由真(3)     14.01 正田  唯花(3)
ﾏｽｵｶ ﾕﾏ 八本松中 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ 盈進中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +1.6

 1 東    成美(3)     12.93 q  1 橋本  真宙(3)     12.86 q
ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 八本松中 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 2 濵田  夏凜(3)     13.14 q  2 野村  芽生(3)     13.39 
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 古田中 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 西条中

 3 川﨑  和奏(3)     13.52  3 大下    凪(3)     13.61 
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中 ｵｵｼﾀ ﾅｷﾞ 矢野中

 4 本中  春菜(3)     13.83  4 小島  文子(3)     13.67 
ﾎﾝﾅｶ ﾊﾙﾅ 七尾中 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｺ 井口中

 5 勝村穂乃花(3)     13.88  5 土肥  未央(3)     13.87 
ｶﾂﾑﾗ ﾎﾉｶ 広大三原中 ﾄﾋ ﾐｵ 河内中

 6 米原    希(3)     14.10  6 門田はるか(3)     14.16 
ﾖﾈﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 七尾中 ﾓﾝﾀ ﾊﾙｶ 七尾中

 7 城島  怜佳(3)     14.14  7 港  菜奈子(3)     14.30 
ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾘｮｳｶ 磯松中 ﾐﾅﾄ ﾅﾅｺ 呉中央中
坂根  未悠(3)  8 久保本楓花(3)     14.59 
ｻｶﾈ ﾐﾕｳ 五日市南中 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾌｳｶ 県立広島中

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +1.0

 1 満足  美咲(3)     13.14 q  1 原田  美桜(3)     12.96 q
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 広島三和中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 国泰寺中

 2 東舎    葵(3)     13.51  2 隅原  千尋(3)     13.03 q
ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ 翠町中 ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等中

 3 竹上  琴音(3)     13.52  3 坂川    凜(3)     13.64 
ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 高屋中 ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ 翠町中

 4 山根エミリ(3)     13.88  4 野見こころ(3)     13.64 
ﾔﾏﾈ ｴﾐﾘ 近大福山中 ﾉﾐ ｺｺﾛ 比治山中

 5 木曽  純菜(3)     13.90  5 川村  緒美(3)     13.78 
ｷｿ ｱﾔﾅ 栗原中 ｶﾜﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 亀山中
平野内はるか(3)  6 松本  美紅(3)     13.96 
ﾋﾗﾉｳﾁ ﾊﾙｶ 誠之中 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 神辺西中
石田はるか(3)  7 正田美智子(3)     14.23 
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 神辺中 ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾁｺ 宮浦中
宮本  千聖(3)  8 檜田  莉恋(3)     14.35 
ﾐﾔﾓﾄ ﾁｻﾄ 八本松中 ﾋﾜﾀﾞ ﾘｺ 誠之中

3年女子

１００ｍ

予選 通過基準  9組  0着 + 16 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7004 4  6256

6  1186 6  2510

7  2381 5  1301

5  3791 3  6856

8  4247 2  1002

3  6284 1  1242

1  6260 7  3343

2  4573 8  7393
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

4  4572 4  1241

5  1001 5  4516

7  2143 3  2056

6  2445 6   974

8  5921 7  4848

2  2449 8  2447

1  4662 1  3677

3  2263 2  4991
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

5  2111 5    74

6   582 4  1931

3  4637 7   587

2  7334 3   821

7  5081 6  1753

1  6852 2  7274
棄権

4  7211 8  5803
棄権

8  4571 1  6854
棄権



[ 7組] 風速 +1.1 [ 8組] 風速 +0.4

 1 藤東  愛美(3)     12.83 q  1 山田  千尋(3)     13.19 q
ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾐ 五日市中 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中

 2 吉原夏都子(3)     12.93 q  2 藤井  理名(3)     13.27 q
ﾖｼﾊﾗ ﾅﾂｺ 長江中 ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 高屋中

 3 掛　愛友美(3)     13.11 q  3 福田  莉那(3)     13.44 
ｶｹ ｱﾕﾐ 福山城北中 ﾌｸﾀ ﾘﾅ 五日市中

 4 木下  亜咲(3)     13.83  4 山縣茉佑子(3)     13.52 
ｷﾉｼﾀ ｱｻｷ 高西中 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ 祇園東中

 5 河野亜花莉(3)     13.97  5 山本  萌未(3)     13.63 
ｺｳﾉ ｱｶﾘ 比治山中 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 祇園中

 6 西野  叶華(3)     14.07  6 島田  ｾﾘｰﾅ(3)     13.77 
ﾆｼﾉ ｷｮｳｶ 川尻中 ｼﾏﾀﾞ ｾﾘｰﾅ 三次中

 7 木曽田つぶら(3)     14.54  7 手槌  彩乃(3)     13.89 
ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ 古田中 ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ 幸千中
中久保花歩(3)  8 松本茉唯弥(3)     14.30 
ﾅｶｸﾎﾞ ｶﾎ 誠之中 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲﾔ 比和中

[ 9組] 風速 +0.4

 1 藤東  愛心(3)     12.93 q
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中

 2 若林    蓮(3)     13.12 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中

 3 上原  沙弓(3)     13.42 
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 五日市観音中

 4 畠本  夏鈴(3)     13.61 
ﾊﾀﾓﾄ ｶﾘﾝ 福山東中

 5 村上　愛菜(3)     13.62 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾅ 福山城北中

 6 金島  成美(3)     13.78 
ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ 盈進中

 7 吉田  美智(3)     14.50 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻﾄ 昭和中
都    咲良(3)
ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 七尾中

[ B組] 風速 +1.6 [ A組] 風速 +0.2

 1 若林    蓮(3)     13.10  1 橋本  真宙(3)     12.82 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 2 濵田  夏凜(3)     13.14  2 瀬尾  美月(3)     12.83 
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 古田中 ｾｵ ﾐﾂﾞｷ 駅家南中

 3 藤井  理名(3)     13.20  3 吉原夏都子(3)     12.87 
ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 高屋中 ﾖｼﾊﾗ ﾅﾂｺ 長江中

 4 山田  千尋(3)     13.21  4 東    成美(3)     12.93 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中 ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 八本松中

 5 山本智菜美(3)     13.39  5 藤東  愛心(3)     12.96 
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾐ ＮＤ清心中 ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中
満足  美咲(3)  6 藤東  愛美(3)     13.00 
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 広島三和中 ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾐ 五日市中
掛　愛友美(3)  7 隅原  千尋(3)     13.22 
ｶｹ ｱﾕﾐ 福山城北中 ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等中
後藤　麻乃(3)  8 原田  美桜(3)     13.27 
ｺﾞﾄｳ ﾏﾉ 福山城北中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 国泰寺中

棄権
8  6256 2    74

棄権

1  1186 8  2233

3  2111 4  2231
棄権

5  6255 1  1931

4  1001 5  7004

2  4635 7  5052

7  2386 6  4572

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

6  1575 3  1241

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

3  2231 4  2386

5  5052 5  4635

4  6255 3  2234

7  5233 1  1331

8   823 6  1302

1  3914 7  7906

2  1003 8  6372

6  6851 2  8231
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  3793

6  2446
棄権

4  2233

5  1575

7  2145

3  6223

2  6257

1  7392



予選 7月8日 12:55
決勝 7月9日 14:50

日本中学記録(JR)              2:07.51 岡田　　芽           北海道  上　礒           2009/8/23   
県中学記録(PR)                2:10.56 上田　万葵                   大野東           2016/8/23   

[ 1組] [ 2組]

 1 川本  莉子(3)   2:22.08 Q  1 上川  蒼生(3)   2:19.17 Q
ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ 大野東中 ｳｴｶﾜ ｱｵｲ 伴中

 2 大森  美翔(2)   2:22.95 Q  2 川﨑  和奏(3)   2:24.80 Q
ｵｵﾓﾘ ﾐｳ 三原第二中 ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中

 3 近藤  優衣(2)   2:26.20 Q  3 加藤  結衣(3)   2:25.70 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 熊野東中 ｶﾄｳ ﾕｲ 祇園東中

 4 品川  風花(2)   2:29.14  4 山﨑  京子(3)   2:28.24 q
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 口田中 ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 牛田中

 5 森脇  千尋(3)   2:29.29  5 嘉屋かおり(3)   2:28.99 
ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ 伴中 ｶﾔ ｶｵﾘ 大野東中

 6 梶岡  奈々(3)   2:29.65  6 進藤  綾乃(3)   2:30.00 
ｶｼﾞｵｶ ﾅﾅ 阿賀中 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 高屋中

 7 下高  美聡(3)   2:31.43  7 西園  萌花(2)   2:30.93 
ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ 坂中 ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ 祇園中

 8 黒瀬陽菜美(2)   2:32.75  8 池添  依吹(2)   2:31.93 
ｸﾛｾ ﾋﾅﾐ 大野東中 ｲｹｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 福山暁の星中

 9 後藤    怜(3)   2:37.56  9 井上  舞香(2)   2:32.22 
ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 八本松中 ｲﾉｳｴ ﾏｲｶ 本郷中
山際  夏芽(3) 10 山本  彩加(3)   2:32.40 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ 高屋中 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 東原中
神笠  知子(3) 11 前川  実怜(2)   2:34.48 
ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ 西条中 ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 国泰寺中
森    陽向(2) 12 尾関  夏希(3)   2:35.88 
ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 神辺東中 ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ 福山東中
大津  奈々(2) 藤田  一花(2)
ｵｵﾂ ﾅﾅ 八本松中 ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 八本松中
垣井  萌花(3) 細迫  由野(2)
ｶｷｲ ﾓｴｶ 安浦中 ﾎｿｻｺ ﾕﾉ 坂中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:06.4  2658 川本  莉子(3)    400m    1:08.2  1393 上川  蒼生(3)

[ 3組]

 1 谷本  七星(3)   2:21.19 Q
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 国泰寺中

 2 山縣  寧々(3)   2:21.48 Q
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ 伴中

 3 河内  愛奈(2)   2:23.69 Q
ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 千代田中

 4 永野  友菜(3)   2:27.33 q
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾅ 大野東中

 5 早川  星来(3)   2:28.95 q
ﾊﾔｶﾜ ｾｲﾗ 祇園中

 6 植松  憂咲(2)   2:30.38 
ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ 熊野中

 7 河本  彩伽(3)   2:32.01 
ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ 東畑中

 8 永地由香里(3)   2:32.46 
ｴｲｼﾞ ﾕｶﾘ 上下中

 9 柳瀬  凜香(2)   2:32.87 
ﾔﾅｾ ﾘﾝｶ 大野東中

10 勝山    凜(2)   2:33.21 
ｶﾂﾔﾏ ﾘﾝ 八本松中

11 大西ひかる(3)   2:33.43 
ｵｵﾆｼ ﾋｶﾙ 伴中

12 塩路  七菜(2)   2:37.53 
ｼｵｼﾞ ﾅﾅ 県立広島中
福永  楓花(3)
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ 可部中
岩本  風音(2)
ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 高屋中
西川  穂香(3)
ﾆｼｶﾜ ﾎﾉｶ 坂中

ラップタイム
   400m    1:08.5    73 谷本  七星(3)

2･3年女子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  3着 + 3 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  2658 1  1393

3  5653 2  2143

9  4343 7  1332

6  1906 9   311

5  1395 10  2654

8  3464 5  4632

7  4362 13  1308

13  2662 14  7364

12  4576 4  5831

2  4631 8  1542
棄権

4  4511 11    77
棄権

10  7245 12  6224
棄権

11  4578 3  4584
棄権 棄権

14  3942 6  4364
棄権 棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    73

2  1394

8  3053

3  2655

7  1307

6  4302

12  3611

9  7571

11  2664

14  4579

15  1392

13  4995

4  1721
棄権

5  4651
棄権

10  4361
棄権



 1 大森  美翔(2)   2:29.96 
ｵｵﾓﾘ ﾐｳ 三原第二中

 2 上川  蒼生(3)   2:21.84 
ｳｴｶﾜ ｱｵｲ 伴中

 3 山縣  寧々(3)   2:28.42 
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ 伴中

 4 谷本  七星(3)   2:25.22 
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 国泰寺中

 5 川﨑  和奏(3)   2:28.76 
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 五日市観音中

 6 川本  莉子(3)   2:23.99
ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ 大野東中

 7 河内  愛奈(2)   2:21.04 
ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 千代田中

 8 永野  友菜(3) 　2:18.85
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾅ 大野東中

 9 加藤  結衣(3)   2:21.04 
ｶﾄｳ ﾕｲ 祇園東中

10 早川  星来(3)   2:17.88
ﾊﾔｶﾜ ｾｲﾗ 祇園中

11 山﨑  京子(3)   2:18.12 
ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 牛田中

12 近藤  優衣(2)   2:17.94
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 熊野東中

ラップタイム
   400m    1:07.1   1393 上川  蒼生(3)

2･3年女子

８００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

12  5653

7  1393

10  1394

9    73

11  2143

8  2658

5  3053

4  2655

6  1332

1  1307

3   311

2  4343



予選 7月8日 11:05
決勝 7月8日 12:20

日本中学記録(JR)                24.12 土橋　智花           岩  手  見　布           2010/8/22   
県中学記録(PR)                  25.19 中本　香穂                   佐伯             2011/9/25   
大会記録(GR)                    25.54 木戸　恵里                   三　入           2010        

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.9

 1 脇坂  里桜(2)     26.25 q  1 山本  千菜(2)     26.49 q
ﾜｷｻｶ ﾘｵ 府中緑ヶ丘中 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 府中緑ヶ丘中

 2 清水  茜里(2)     26.62 q  2 井上    歩(2)     27.30 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ 長江中 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ＮＤ清心中

 3 延時  和子(3)     26.91  3 原田  美桜(3)     27.37 
ﾉﾌﾞﾄｷ ﾜｺ 近大福山中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 国泰寺中

 4 吉田  未来(3)     28.14  4 髙橋紗菜恵(2)     27.57 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾗｲ 昭和中 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 西条中央中

 5 福嶋  梨乃(2)     28.55  5 入江  紀帆(1)     27.87 
ﾌｸｼﾏ ﾘﾉ 安浦中 ｲﾘｴ ｷﾎ 長束中

 6 土肥  未央(3)     28.57  6 佐古  水月(3)     28.84 
ﾄﾋ ﾐｵ 河内中 ｻｺ ﾐｽﾞｷ 五日市観音中

 7 横川  愛来(2)     28.95  7 本中  春菜(3)     28.89 
ﾖｺｶﾞﾜ ｱｲﾗ 昭和北中 ﾎﾝﾅｶ ﾊﾙﾅ 七尾中
村上  碧海(2)  8 戸田    涼(2)     29.20 
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 祇園中 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳ 河内中

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +1.4

 1 隅原  千尋(3)     26.76 q  1 若林    蓮(3)     26.86 q
ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中

 2 藤井  理名(3)     27.16  2 坂根  未悠(3)     27.18 
ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 高屋中 ｻｶﾈ ﾐﾕｳ 五日市南中

 3 満足  美咲(3)     27.27  3 島田  ｾﾘｰﾅ(3)     28.08 
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ 広島三和中 ｼﾏﾀﾞ ｾﾘｰﾅ 三次中

 4 山本  有紗(2)     27.73  4 柏原  美希(2)     28.32 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 久保中 ｶｼﾊﾗ ﾐｷ 八本松中

 5 森岡    輝(3)     27.82  5 香月  愛実(3)     28.52 
ﾓﾘｵｶ ﾋｶﾘ 海田中 ｶﾂｷ ｱﾐ 福山城南中

 6 松本那々海(2)     27.95  6 古満  千恵(3)     29.69 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 安浦中 ﾌﾙﾐﾂ ﾁｴ 白岳中

 7 吉田  美智(3)     28.94  7 清水  まや(2)     30.18 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻﾄ 昭和中 ｼﾐｽﾞ ﾏﾔ 和庄中
宮本  千聖(3) 山根  千歩(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾁｻﾄ 八本松中 ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 広島三和中

[ 5組] 風速 +1.9 [ 6組] 風速 +1.1

 1 福田  莉那(3)     26.85 q  1 橋本  真宙(3)     26.61 q
ﾌｸﾀ ﾘﾅ 五日市中 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 2 瀬尾  美月(3)     26.88 q  2 浅木都紀葉(2)     27.11 
ｾｵ ﾐﾂﾞｷ 駅家南中 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 口田中

 3 小倉  叶華(2)     27.12  3 堀田  海羽(3)     27.90 
ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ 阿賀中 ﾎﾘﾀ ﾐｳ 井口中

 4 掛迫  里緒(3)     28.16  4 村上　愛菜(3)     28.34 
ｶｹｻｺ ﾘｵ 大塚中 ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾅ 福山城北中

 5 青山  里穂(2)     28.18  5 松本  彩奈(3)     29.17 
ｱｵﾔﾏ ﾘﾎ 三原第三中 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾅ 昭和中

 6 周藤  百花(2)     28.54  6 河野さやな(1)     29.55 
ｽﾄｳ ﾓﾓｶ 昭和北中 ｺｳﾉ ｻﾔﾅ 西条中央中

 7 増岡  由真(3)     28.79  7 久保本楓花(3)     30.23 
ﾏｽｵｶ ﾕﾏ 八本松中 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾌｳｶ 県立広島中

 8 藤本  彩花(2)     29.10 山田  千尋(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 広中央中 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中

共通女子

２００ｍ

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

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

4  4223 4  4222

5  5055 6  1188

3  7333 3    74

2  3791 5  4903

7  3944 7  1456

8  4848 8  2141

6  3829 2  2445

1  1311 1  4849
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

4  1931 4  1575

3  4635 5  2263

6  2111 1  7906

7  5027 6  4587

1  4247 2  6284

5  3945 8  3343

8  3793 7  3583

2  4571 3  2112
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

3  2234 5  1241

4  7004 6  1907

5  3470 3   977

6  1573 1  6257

2  5682 7  3792

8  3830 2  4907

1  4573 8  4991

7  3381 4  2386
棄権



風速 +0.5

 1 脇坂  里桜(2)     25.55 
ﾜｷｻｶ ﾘｵ 府中緑ヶ丘中

 2 山本  千菜(2)     26.04 
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 府中緑ヶ丘中

 3 清水  茜里(2)     26.16 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ 長江中

 4 橋本  真宙(3)     26.44 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 安佐中

 5 隅原  千尋(3)     26.75 
ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広島中等中

 6 瀬尾  美月(3)     27.02 
ｾｵ ﾐﾂﾞｷ 駅家南中

 7 福田  莉那(3)     27.10 
ﾌｸﾀ ﾘﾅ 五日市中

 8 若林    蓮(3)     27.47 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 大塚中

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4223

6  4222

3  5055

8  2234

1  1575

5  1241

7  1931

2  7004



予選 7月8日 10:20
決勝 7月9日  9:30

日本中学記録(JR)              4:19.46 福田　有以           兵  庫  稲美北           2010/9/26   
県中学記録(PR)                4:27.89 樫原　沙紀                   昭和             2016/8/24   
大会記録(GR)                  4:31.00 赤松　眞弘                   一ツ橋           2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 谷本  七星(3)   4:35.86 q  1 西川  穂香(3)   4:51.22 q
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 国泰寺中 ﾆｼｶﾜ ﾎﾉｶ 坂中

 2 川本  莉子(3)   4:36.60 q  2 近藤  優衣(2)   4:52.17 q
ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ 大野東中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 熊野東中

 3 山際  夏芽(3)   4:36.73 q  3 岩本  風音(2)   4:53.67 q
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ 高屋中 ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 高屋中

 4 神笠  知子(3)   4:37.50 q  4 嘉屋かおり(3)   4:54.17 q
ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ 西条中 ｶﾔ ｶｵﾘ 大野東中

 5 垣井  萌花(3)   4:46.12 q  5 桐木    光(3)   4:54.77 q
ｶｷｲ ﾓｴｶ 安浦中 ｷﾘｷ ﾋｶﾘ 熊野東中

 6 福永  楓花(3)   4:46.14 q  6 進藤  綾乃(3)   4:56.71 
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ 可部中 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 高屋中

 7 卜部由莉香(3)   4:46.52 q  7 田中  美鈴(2)   4:59.07 
ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘｶ 福山城南中 ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 高屋中

 8 細迫  由野(2)   4:46.84 q  8 柏原  明華(2)   5:00.13 
ﾎｿｻｺ ﾕﾉ 坂中 ｶｼﾊﾗ ｱｲｶ 芸北中

 9 森    陽向(2)   4:47.92 q  9 森脇  千尋(3)   5:02.97 
ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 神辺東中 ﾓﾘﾜｷ ﾁﾋﾛ 伴中

10 大津  奈々(2)   4:52.22 q 10 永谷  咲希(3)   5:04.03 
ｵｵﾂ ﾅﾅ 八本松中 ﾅｶﾞﾀﾆ ｻｷ 熊野中

11 井上  舞香(2)   4:55.05 11 戸倉  瑛菜(3)   5:07.35 
ｲﾉｳｴ ﾏｲｶ 本郷中 ﾄｸﾗ ｴｲﾅ 白岳中

12 尾関  夏希(3)   4:56.51 12 植松  憂咲(2)   5:07.75 
ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ 福山東中 ｳｴﾏﾂ ﾕﾜ 熊野中

13 山縣  寧々(3)   4:58.63 13 池本優里奈(2)   5:07.91 
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾈﾈ 伴中 ｲｹﾓﾄ ﾕﾘﾅ 磯松中

14 下高  美聡(3)   4:58.92 14 梶岡  奈々(3)   5:09.26 
ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ 坂中 ｶｼﾞｵｶ ﾅﾅ 阿賀中

15 永野  友菜(3)   5:02.96 15 松浦  羽菜(3)   5:20.15 
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾅ 大野東中 ﾏﾂｳﾗ ﾊﾅ 世羅中

16 藤田  一花(2)   5:06.12 山本  悠理(1)
ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 八本松中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 大和中
上川  蒼生(3)
ｳｴｶﾜ ｱｵｲ 伴中 ラップタイム

   400m    1:13.0  4632 進藤  綾乃(3)
ラップタイム    800m    2:33.0  4651 岩本  風音(2)
   400m    1:10.0    73 谷本  七星(3)   1200m    3:54.0  2654 嘉屋かおり(3)
   800m    2:25.0   〃     〃 
  1200m    3:41.0   〃     〃 

共通女子

１５００ｍ

予選 通過基準  4組  0着 + 15 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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

17    73 6  4361

16  2658 15  4343

11  4631 14  4651

15  4511 13  2654

14  3942 10  4336

7  1721 12  4632

12  6286 7  4644

10  4364 4  2961

4  7245 16  1395

3  4578 1  4301

13  5831 3  3342

1  6224 5  4302

6  1394 8  4680

8  4362 2  3464

2  2655 9  6161

5  4584 11  5892
棄権

9  1393
棄権



[ 3組] [ 4組]

 1 櫻本    雅(2)   4:56.27  1 勝山    凜(2)   5:04.07 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 西条中 ｶﾂﾔﾏ ﾘﾝ 八本松中

 2 河内  愛奈(2)   5:01.76  2 黒田小乃実(2)   5:05.60 
ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 千代田中 ｸﾛﾀﾞ  ｺﾉﾐ 福山城北中

 3 品川  風花(2)   5:01.88  3 岩田  唯花(2)   5:06.00 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 口田中 ｲﾜﾀ ﾕｲｶ 安西中

 4 西園  萌花(2)   5:02.15  4 佐々木乃愛(3)   5:07.95 
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ 祇園中 ｻｻｷ ﾉｱ 坂中

 5 柳瀬  凜香(2)   5:05.91  5 山下乃慧瑠(3)   5:08.77 
ﾔﾅｾ ﾘﾝｶ 大野東中 ﾔﾏｼﾀ ﾉｴﾙ 東畑中

 6 大西ひかる(3)   5:08.03  6 塔迫  世莉(3)   5:09.81 
ｵｵﾆｼ ﾋｶﾙ 伴中 ﾄｳｻｺ ｾﾘ 磯松中

 7 細木  優衣(2)   5:08.37  7 宮崎  愛花(2)   5:10.95 
ﾎｿｷ ﾕｲ 高屋中 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ 口田中

 8 小林  愛果(3)   5:08.98  8 出淵　由莉(2)   5:13.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 八本松中 ｲｽﾞﾌﾞﾁ ﾕﾘ 福山城北中

 9 山根彩衣里(2)   5:09.91  9 松本  紗弥(2)   5:13.39 
ﾔﾏﾈ ｱｲﾘ 小方中 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔ 八本松中

10 河本  彩伽(3)   5:10.59 10 角本  結菜(2)   5:13.64 
ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ 東畑中 ｶﾄﾞﾓﾄ ﾕﾅ 高屋中

11 中尾  美紀(2)   5:10.67 11 渡邊  萌夏(3)   5:16.18 
ﾅｶｵ ﾐｷ 阿賀中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｶ 海田中

12 永地由香里(3)   5:13.58 12 福本  桃李(2)   5:22.89 
ｴｲｼﾞ ﾕｶﾘ 上下中 ﾌｸﾓﾄ ﾓﾓﾘ 県立広島中

13 實藤  春奈(2)   5:14.63 13 土居  聖南(3)   5:25.20 
ｻﾈﾄｳ ﾊﾙﾅ 八本松中 ﾄﾞｲ ｾﾅ 三原第二中

14 西田  愛唯(2)   5:14.67 14 冠野明日香(3)   5:40.26 
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ 広島三和中 ｶﾝﾉ ｱｽｶ 三原第五中

15 惣田    凜(2)   5:20.56 秋本  結菜(3)
ｿｳﾀﾞ ﾘﾝ 本郷中 ｱｷﾓﾄ ﾕｲﾅ 安浦中
西谷  莉菜(2) 後藤    怜(3)
ﾆｼﾀﾆ ﾘﾅ 高屋中 ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 八本松中

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:14.0  1906 品川  風花(2)    400m    1:18.0  6273 出淵　由莉(2)
   800m    2:36.0   〃     〃    800m    2:40.0  6274 黒田小乃実(2)
  1200m    3:57.0  4522 櫻本    雅(2)   1200m    4:04.0   〃     〃 

 1 川本  莉子(3)   4:41.26 
ｶﾜﾓﾄ ﾘｺ 大野東中

 2 山際  夏芽(3)   4:42.09 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ 高屋中

 3 谷本  七星(3)   4:43.03 
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 国泰寺中

 4 福永  楓花(3)   4:43.32 
ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ 可部中

 5 神笠  知子(3)   4:43.49 
ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ 西条中

 6 細迫  由野(2)   4:43.82 
ﾎｿｻｺ ﾕﾉ 坂中

 7 垣井  萌花(3)   4:45.16 
ｶｷｲ ﾓｴｶ 安浦中

 8 森    陽向(2)   4:45.76 
ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 神辺東中

 9 卜部由莉香(3)   4:49.72 
ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘｶ 福山城南中

10 大津  奈々(2)   4:52.43 
ｵｵﾂ ﾅﾅ 八本松中

11 桐木    光(3)   4:54.31 
ｷﾘｷ ﾋｶﾘ 熊野東中

12 西川  穂香(3)   4:55.91 
ﾆｼｶﾜ ﾎﾉｶ 坂中

13 岩本  風音(2)   4:57.12 
ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 高屋中

14 嘉屋かおり(3)   4:58.74 
ｶﾔ ｶｵﾘ 大野東中

15 近藤  優衣(2)   5:14.78 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 熊野東中

ラップタイム
   400m    1:13.2    73 谷本  七星(3)
   800m    2:31.5   〃     〃 
  1200m    3:48.3  2658 川本  莉子(3)

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

12  4522 13  4579

9  3053 15  6274

16  1906 12  1277

15  1308 3  4363

10  2664 2  3612

2  1392 11  4676

11  4641 4  1908

4  4575 16  6273

6  2774 5  4585

7  3611 14  4656

14  3471 6  4241

8  7571 7  4996

1  4580 9  5651

3  2121 10  5742

5  5836 1  3947
棄権

13  4652 8  4576
棄権 棄権

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

14  2658

13  4631

15    73

10  1721

12  4511

8  4364

11  3942

7  7245

5  4343

9  6286

4  4578

1  4336

6  4361

3  4651

2  2654



予選 7月9日 10:10
決勝 7月9日 13:30

日本中学記録(JR)                13.56 沢田　イレーネ       東  京  KMC陸上ｸﾗﾌﾞ      2012/6/3    
県中学記録(PR)                  14.28 二本松結衣                   長　江           2014/8/19   
大会記録(GR)                    14.57 福部　真子                   安芸府中         2009        

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.8

 1 東    成美(3)     14.76 q  1 菅原  理子(3)     14.85 q
ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 八本松中 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中

 2 松本茉唯弥(3)     16.49 q  2 城島  怜佳(3)     16.55 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲﾔ 比和中 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾘｮｳｶ 磯松中

 3 重松  愛弥(3)     17.16 q  3 渡邉  結奈(3)     17.27 
ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ 神辺中

 4 平本  倫子(1)     18.04  4 吉川  桐葉(2)     17.62 
ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ 西条中央中 ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中

 5 西中  新湖(2)     18.49  5 海野  夢実(2)     18.71 
ﾆｼﾅｶ ﾆｺ 栗原中 ｳﾐﾉ ﾕﾒﾐ 県立広島中

 6 伊藤  夢菜(3)     18.66  6 木村  陽菜(3)     18.83 
ｲﾄｳ ﾕﾒﾅ 白岳中 ｷﾑﾗ ﾋﾅ 吉浦中
有原このは(2)  7 滝口　悠香(3)     19.21 
ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ 東原中 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｶ 福山城北中
ﾌﾟﾚｽﾘｰ ｼﾞｪﾗｰﾆ昭(2) 鷲頭  一華(2)
ﾌﾟﾚｽﾘｰ ｼﾞｪﾗｰﾆｱｷ 能美中 ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 戸山中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.9

 1 神原  奈緒(2)     15.95 q  1 東舎    葵(3)     15.31 q
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中 ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ 翠町中

 2 安藤  そら(3)     16.42 q  2 森藤  真衣(2)     16.01 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中 ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中

 3 池庄司千夏(3)     16.56 q  3 古島  櫻子(3)     17.28 
ｲｹｼｮｳｼﾞ ﾁﾅﾂ 広島城南中 ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 広大福山中

 4 村中  瑠莉(3)     17.62  4 浜崎  雅妃(2)     17.53 
ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ 広島なぎさ中 ﾊﾏｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 五日市南中

 5 松尾    凜(2)     18.00  5 小鳥田萌花(3)     18.11 
ﾏﾂｵ ﾘﾝ 大野東中 ｺﾄﾘﾀﾞ ﾓｴｶ 熊野東中

 6 林    果枝(3)     18.31  6 渡邉  弥央(2)     18.40 
ﾊﾔｼ ｶｴ 栗原中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 神辺東中

 7 簑田  華歩(2)     18.61 井隈  心遥(3)
ﾐﾉﾀﾞ ｶﾎ 七尾中 ｲｸﾏ ｺﾊﾙ 宇品中

 8 大瀬戸梨乃(2)     18.63 杉野　詩月(2)
ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ 安佐中 ｽｷﾞﾉ ｼﾂﾞｷ 福山城北中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +0.7

 1 森脇  叶美(1)     15.14 q  1 都    咲良(3)     14.97 q
ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 五日市南中 ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 七尾中

 2 浅木都紀葉(2)     15.52 q  2 濵田  夏凜(3)     15.64 q
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 口田中 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 古田中

 3 檜田  莉恋(3)     17.25  3 永井  晴奈(3)     16.47 q
ﾋﾜﾀﾞ ﾘｺ 誠之中 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 庄原中

 4 橋本  智香(2)     17.50  4 山田ゆうか(3)     16.47 q
ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 五日市観音中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 五日市観音中

 5 寺本  佳世(3)     17.72  5 沼﨑    叶(3)     17.88 
ﾃﾗﾓﾄ ｶﾖ 県立広島中 ﾇﾏｻｷ ｶﾉ 熊野東中

 6 加藤  瑞喜(2)     17.73  6 宮地  麿歩(2)     18.24 
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 比和中 ﾐﾔﾁ ﾏﾎ 福山暁の星中

 7 田崎  紫乃(3)     21.51  7 村山  愛莉(2)     19.23 
ﾀｻｷ ｼﾉ 横路中 ﾑﾗﾔﾏ ｱｲﾘ 横路中
岡田沙也華(3)
ｵｶﾀﾞ  ｻﾔｶ 福山城北中

3  3432 8  3435

1  6266
棄権

2  2147 3  2144

7  4992 7  4339

8  8240 2  7363

4  2273 5  2446

5  1907 4  1001

6  6854 6  8082

7  2450 6   672
失格

1  1246 8  6272
途中棄権

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

3  2384 7  2269

2  2660 1  4337

8  5084 2  7244

5  2237 5   582

4   589 4  6982

6  1215 3  7302

3  1547 2  6261
棄権

7  4423 7  1364
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

2  4909 6  1250

1  5091 8  4994

8  3344 1  3732

5  4572 5  6371

6  8231 4  4662

4  3581 3  7213

共通女子

１００ｍＨ

予選 通過基準  6組  0着 + 16 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ B組] 風速 +1.7 [ A組] 風速 +1.6

 1 安藤  そら(3)     15.63  1 東    成美(3)     14.56 
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中 ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 八本松中

 2 森藤  真衣(2)     15.74  2 菅原  理子(3)     14.72 
ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中

 3 松本茉唯弥(3)     15.94  3 都    咲良(3)     14.77 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲﾔ 比和中 ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 七尾中

 4 永井  晴奈(3)     16.00  4 東舎    葵(3)     14.82 
ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 庄原中 ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ 翠町中

 5 城島  怜佳(3)     16.05  5 森脇  叶美(1)     15.27 
ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾘｮｳｶ 磯松中 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 五日市南中

 6 池庄司千夏(3)     16.21  6 浅木都紀葉(2)     15.32 
ｲｹｼｮｳｼﾞ ﾁﾅﾂ 広島城南中 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 口田中

 7 山田ゆうか(3)     16.24  7 神原  奈緒(2)     15.39 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 五日市観音中 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中

 8 重松  愛弥(3)     17.04  8 濵田  夏凜(3)     15.42 
ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 古田中

4  2144 1  2237

2  3581 2  1001

3  8082 8   582

8  4662 6  2273

1  1215 7  1907

6   589 4  4572
大会新

5  6982 3  6371

7  8231 5  2446

共通女子

１００ｍＨ

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



予選 7月8日 14:15
決勝 7月9日 15:45

日本中学記録(JR)                47.30 朝霞一               埼  玉                   2009/8/24   
（金子・原賀・田中・土井）

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

大会記録(GR)                    50.03 砂　谷                                        2009        
（池上・石田・岩田・室田）

[ 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   5 府中緑ヶ丘中  4230 荒木  姫菜(1)     52.41 q  1   5 八本松中  4592 伹馬  采美(2)     51.78 q
ﾌﾁｭｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｱﾗｷ ﾋﾅ ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾐ

 4222 山本  千菜(2)  4572 東    成美(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ

 4225 荒木  那菜(2)  4573 増岡  由真(3)
ｱﾗｷ ﾅﾅ ﾏｽｵｶ ﾕﾏ

 4223 脇坂  里桜(2)  4587 柏原  美希(2)
ﾜｷｻｶ ﾘｵ ｶｼﾊﾗ ﾐｷ

 2   6 翠町中   591 久保  佑奈(2)     52.67  2   4 広島三和中  2113 齊藤  優菜(2)     51.93 q
ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ

  582 東舎    葵(3)  2111 満足  美咲(3)
ﾋｶﾞｼﾔ ｱｵｲ ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ

  587 坂川    凜(3)  2112 山根  千歩(2)
ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ ﾔﾏﾈ ﾁﾎ

  589 安藤  そら(3)  2117 中西    彩(1)
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ ﾅｶﾆｼ ｱﾔ

 3   4 古田中  1006 杉原  あみ(3)     53.00  3   6 幸千中  6377 東屋  希実(2)     52.44 
ﾌﾙﾀ ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ ｺｳｾﾝ ﾋｶﾞｼﾔ ﾉｿﾞﾐ

 1002 吉田  花音(3)  6375 清水  鈴奈(2)
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾅ

 1003 木曽田つぶら(3)  6371 菅原  理子(3)
ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ

 1001 濵田  夏凜(3)  6372 手槌  彩乃(3)
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ

 4   2 近大福山中  7334 山根エミリ(3)     53.62  4   3 国泰寺中    82 住吉  莉奈(1)     53.14 
ｷﾝﾀﾞｲﾌｸﾔﾏ ﾔﾏﾈ ｴﾐﾘ ｺｸﾀｲｼﾞ ｽﾐﾖｼ ﾏﾘﾅ

 7333 延時  和子(3)    74 原田  美桜(3)
ﾉﾌﾞﾄｷ ﾜｺ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ

 7336 衣笠  紗良(2)    72 小坂  朱莉(3)
ｷﾇｶﾞｻ ｻﾗ ｺｻｶ ｼｭﾘ

 7337 河本  美緒(2)    77 前川  実怜(2)
ｺｳﾓﾄ ﾐｵ ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ

 5   3 福山城南中  6282 川本  菜月(3)     53.87  5   7 広大三原中  5924 神前  咲綾(2)     54.26 
ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾋﾛﾀﾞｲﾐﾊﾗ ｶﾐﾏｴ ｻｱﾔ

 6284 香月  愛実(3)  5921 勝村穂乃花(3)
ｶﾂｷ ｱﾐ ｶﾂﾑﾗ ﾎﾉｶ

 6281 木塚  未桜(3)  5923 内川  広美(2)
ｷﾂﾞｶ ﾐｵ ｳﾁｶﾜ ﾋﾛﾐ

 6292 児玉  紗彩(2)  5935 藤本  佳千(1)
ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ

 6   8 鷹取中  6317 藤井　美帆(2)     54.19  6   1 県立広島中  4994 海野  夢実(2)     54.34 
ﾀｶﾄﾘ ﾌｼﾞｲﾐﾎ ｹﾝﾘﾂﾋﾛｼﾏ ｳﾐﾉ ﾕﾒﾐ

 6313 櫻井　小雪(3)  4991 久保本楓花(3)
ｻｸﾗｲｺﾕｷ ｸﾎﾞﾓﾄ ﾌｳｶ

 6311 迫田　愛望(3)  5000 武田志央里(1)
ｻｺﾀﾞ　ﾒｸﾞﾐ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ

 6315 薮田　茜音(2)  4992 寺本  佳世(3)
ﾔﾌﾞﾀ ｱｶﾈ ﾃﾗﾓﾄ ｶﾖ

 7   1 野坂中  2502 木村　莉乃(3)     54.27  7   8 西条中  4519 吉本  愛璃(3)     54.48 
ﾉｻｶ ｷﾑﾗ ﾘﾉ ｻｲｼﾞｮｳ ﾖｼﾓﾄ ｱｲﾘ

 2510 田中　みなみ(3)  4517 杉本  伊織(3)
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ ｽｷﾞﾓﾄ ｲｵﾘ

 2523 山廣　彩羽(1)  4530 門田ひなた(2)
ﾔﾏﾋﾛ ｻｸﾗ ﾓﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ

 2508 村川　里緒音(3)  4516 野村  芽生(3)
ﾑﾗｶﾜ ﾘｵﾈ ﾉﾑﾗ ﾒｲ

 8   7 口田中  1905 平田  晴香(2)     54.98  8   2 矢野中  2058 森    美樹(3)     54.96 
ｸﾁﾀ ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ ﾔﾉ ﾓﾘ ﾐｷ

 1907 浅木都紀葉(2)  2065 中下  実玲(2)
ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ ﾅｶｼﾀ ﾐﾚ

 1912 藤田  彩香(3)  2062 吉中  実優(2)
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ ﾖｼﾅｶ ﾐﾕ

 1911 谷口    凜(3)  2072 品川  優衣(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｲ

共通女子

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



[ 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   6 大塚中  1582 今岡  蒼葉(2)     52.13 q  1   5 祇園中  1302 山本  萌未(3)     51.65 q
ｵｵﾂｶ ｲﾏｵｶ ｱｵﾊﾞ ｷﾞｵﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ

 1575 若林    蓮(3)  1301 小川    華(3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ

 1576 多久和華帆(3)  1311 村上  碧海(2)
ﾀｸﾜ ｶﾎ ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

 1573 掛迫  里緒(3)  1312 平    優希(2)
ｶｹｻｺ ﾘｵ ﾀｲﾗ ﾕｷ

 2   4 ＮＤ清心中  1184 西原里穂子(3)     52.45  2   6 五日市観音中  2141 佐古  水月(3)     52.38 q
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｾｲｼﾝ ﾆｼﾊﾗ ﾘﾎｺ ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ｻｺ ﾐｽﾞｷ

 1188 井上    歩(2)  2143 川﨑  和奏(3)
ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ

 1186 山本智菜美(3)  2144 山田ゆうか(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ

 1189 村瀬明日香(2)  2145 上原  沙弓(3)
ﾑﾗｾ ｱｽｶ ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ

 3   3 井口中   973 横町    茜(3)     53.87  3   3 誠之中  6861 喜多村捺未(2)     53.74 
ｲﾉｸﾁ ﾖｺﾏﾁ ｱｶﾈ ｾｲｼ ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂﾐ

  974 小島  文子(3)  6864 武田  藍花(2)
ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｺ ﾀｹﾀﾞ ｱｲｶ

  972 中西  李果(3)  6854 檜田  莉恋(3)
ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ ﾋﾜﾀﾞ ﾘｺ

  977 堀田  海羽(3)  6856 北村  夢奈(3)
ﾎﾘﾀ ﾐｳ ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒﾅ

 4   7 宇品中   672 井隈  心遥(3)     54.24  4   7 広島なぎさ中  2393 渡川  美優(1)     54.03 
ｳｼﾞﾅ ｲｸﾏ ｺﾊﾙ ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻ ﾄｶﾞﾜ ﾐﾕ

  673 大瀬良風芽(2)  2386 山田  千尋(3)
ｵｵｾﾞﾗ ｶﾅﾒ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

  671 品川なるみ(3)  2384 村中  瑠莉(3)
ｼﾅｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ

  682 中野  結友(2)  2381 石松  桜杏(3)
ﾅｶﾉ ﾕｳ ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ

 5   1 昭和北中  3830 周藤  百花(2)     54.72  5   2 熊野東中  4340 河野  明音(3)     54.17 
ｼｮｳﾜｷﾀ ｽﾄｳ ﾓﾓｶ ｸﾏﾉﾋｶﾞｼ ｶﾜﾉ ｱｶﾈ

 3831 田原ゆず花(2)  4344 南崎  恋香(2)
ﾀﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ ﾐﾅｻｷ ﾚﾝｶ

 3846 本田奈々珠(1)  4339 沼﨑    叶(3)
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾇﾏｻｷ ｶﾉ

 3829 横川  愛来(2)  4337 小鳥田萌花(3)
ﾖｺｶﾞﾜ ｱｲﾗ ｺﾄﾘﾀﾞ ﾓｴｶ

 6   2 昭和中  3793 吉田  美智(3)     54.97  6   1 久井中  5862 猪子  茉椰(3)     54.86 
ｼｮｳﾜ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻﾄ ｸｲ ｲﾉｺ ﾏﾔ

 3799 宮崎  莉奈(2)  5869 山﨑  朋子(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ ﾔﾏｻｷ ﾄﾓｺ

 3791 吉田  未来(3)  5864 新谷  美空(3)
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾗｲ ｼﾝﾀﾆ ﾐｸ

 3792 松本  彩奈(3)  5861 池田あゆみ(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾅ ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ

 7   8 広大福山中  7302 古島  櫻子(3)     55.24  7   4 高西中  5232 大礒  志月(3)     56.01 
ﾋﾛﾀﾞｲﾌｸﾔﾏ ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ ﾀｶﾆｼ ｵｵｲｿ ｼﾂﾞｷ

 7307 山上紗侑里(3)  5239 堂前  咲希(1)
ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾕﾘ ﾄﾞｳﾏｴ ｻｷ

 7308 角川佳奈美(2)  5231 清水  瑛麻(3)
ｶﾄﾞｶﾜ ｶﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ｴﾏ

 7301 川野  詩歩(3)  5233 木下  亜咲(3)
ｶﾜﾉ ｼﾎ ｷﾉｼﾀ ｱｻｷ

 8   5 五日市中  2239 橋本  那奈(2)     55.74  8   8 宮浦中  5801 青木  梨加(3)     56.87 
ｲﾂｶｲﾁ ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ ﾐﾔｳﾗ ｱｵｷ ﾘｶ

 2233 藤東  愛心(3)  5803 正田美智子(3)
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾁｺ

 2234 福田  莉那(3)  5802 小林  由果(3)
ﾌｸﾀ ﾘﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

 2231 藤東  愛美(3)  5804 廣田  沙蘭(3)
ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾐ ﾋﾛﾀ ｻﾗ



[ 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   6 高屋中  4655 箕浦  女姫(2)     52.43  1   5 五日市南中  2261 百田  野乃(3)     51.37 q
ﾀｶﾔ ﾐﾉｳﾗ ﾒｲ ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾋｬｸﾀﾞ ﾉﾉ

 4635 藤井  理名(3)  2263 坂根  未悠(3)
ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ ｻｶﾈ ﾐﾕｳ

 4642 山本沙希菜(2)  2273 森脇  叶美(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ

 4637 竹上  琴音(3)  2272 金川  優莉(1)
ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ

 2   4 大野東中  2666 斉藤菜々美(2)     52.67  2   4 福山城北中  6266 岡田沙也華(3)     51.51 q
ｵｵﾉﾋｶﾞｼ ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｵｶﾀﾞ  ｻﾔｶ

 2656 山岡  羽菜(3)  6256 後藤　麻乃(3)
ﾔﾏｵｶ ﾊﾅ ｺﾞﾄｳ ﾏﾉ

 2653 井神  美咲(3)  6257 村上　愛菜(3)
ｲｶﾞﾐ ﾐｻｷ ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾅ

 2665 黒川  星空(2)  6255 掛　愛友美(3)
ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ ｶｹ ｱﾕﾐ

 3   3 長江中  5051 村上  真衣(3)     53.09  3   3 西条中央中  4908 石中  裕美(1)     52.98 
ﾅｶﾞｴ ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ ｻｲｼﾞｮｳﾁｭｳｵｳ ｲｼﾅｶ ﾋﾛﾐ

 5052 吉原夏都子(3)  4903 髙橋紗菜恵(2)
ﾖｼﾊﾗ ﾅﾂｺ ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ

 5058 渡邉  愛菜(2)  4909 平本  倫子(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ

 5055 清水  茜里(2)  4907 河野さやな(1)
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ ｺｳﾉ ｻﾔﾅ

 4   2 駅家南中  7006 橋本  茉衣(3)     53.68  4   6 七尾中  2447 門田はるか(3)     53.11 
ｴｷﾔﾐﾅﾐ ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ ﾅﾅｵ ﾓﾝﾀ ﾊﾙｶ

 7004 瀬尾  美月(3)  2446 都    咲良(3)
ｾｵ ﾐﾂﾞｷ ﾐﾔｺ ｻｸﾗ

 7008 三條  愛美(3)  2445 本中  春菜(3)
ｻﾝｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ ﾎﾝﾅｶ ﾊﾙﾅ

 7016 瀬尾奈々帆(2)  2449 米原    希(3)
ｾｵ ﾅﾅﾎ ﾖﾈﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ

 5   7 阿賀中  3462 板倉  麻衣(3)     54.53  5   2 盈進中  7394 檀上すみれ(2)     53.79 
ｱｶﾞ ｲﾀｸﾗ ﾏｲ ｴｲｼﾝ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｽﾐﾚ

 3474 板田  佳穂(1)  7397 渡辺  陽菜(2)
ｲﾀﾀﾞ ｶﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ

 3472 平岡歩乃果(2)  7392 金島  成美(3)
ﾋﾗｵｶ ﾎﾉｶ ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ

 3470 小倉  叶華(2)  7395 藤井  紗綺(2)
ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ ﾌｼﾞｲ ｻｱﾔ

 6   5 安佐中  1248 中原  千晴(2)     54.56  6   1 河内中  4849 戸田    涼(2)     54.84 
ｱｻ ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ ｺｳﾁ ﾄﾀﾞ ﾘｮｳ

 1250 吉川  桐葉(2)  4848 土肥  未央(3)
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ ﾄﾋ ﾐｵ

 1245 井上    悠(2)  4856 森原  明音(1)
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ ﾓﾘﾊﾗ ｱｶﾈ

 1246 大瀬戸梨乃(2)  4847 加藤  光華(3)
ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ ｶﾄｳ ﾋﾛｶ

 7   8 栗原中  5083 平本  花輪(3)     54.70  7   7 神辺中  7213 渡邉  結奈(3)     54.86 
ｸﾘﾊﾗ ﾋﾗﾓﾄ ｶﾘﾝ ｶﾝﾅﾍﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ

 5082 髙橋    香(3)  7221 沖中  友佳(1)
ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ ｵｷﾅｶ ﾄﾓｶ

 5093 倉本    叡(2)  7214 梅木  彩未(2)
ｸﾗﾓﾄ ｴｲ ｳﾒｷ ｱﾔﾐ

 5081 木曽  純菜(3)  7222 佐藤  陽菜(1)
ｷｿ ｱﾔﾅ ｻﾄｳ ﾋﾅ

 8   1 向島中  5386 新田  結万(3)     56.77  8   8 庄原中  8085 小川  汐李(2)     55.82 
ﾑｶｲｼﾏ ﾆｯﾀ ﾕﾏ ｼｮｳﾊﾞﾗ ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ

 5388 古谷  桜子(2)  8083 荒木  那歩(2)
ﾌﾙﾀﾆ ｻｸﾗｺ ｱﾗｷ ﾅｵ

 5381 岡田  香波(3)  8082 永井  晴奈(3)
ｵｶﾀﾞ ｶﾅﾐ ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ

 5387 半田  美優(2)  8087 竹明穂乃花(2)
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾕｳ ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

 1   1 府中緑ヶ丘中  4230 荒木  姫菜(1)     51.41 
ﾌﾁｭｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｱﾗｷ ﾋﾅ

 4222 山本  千菜(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ

 4225 荒木  那菜(2)
ｱﾗｷ ﾅﾅ

 4223 脇坂  里桜(2)
ﾜｷｻｶ ﾘｵ

 2   4 福山城北中  6266 岡田沙也華(3)     51.90 
ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｵｶﾀﾞ  ｻﾔｶ

 6256 後藤　麻乃(3)
ｺﾞﾄｳ ﾏﾉ

 6257 村上　愛菜(3)
ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾅ

 6255 掛　愛友美(3)
ｶｹ ｱﾕﾐ

 3   5 五日市南中  2261 百田  野乃(3)     52.01 
ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐ ﾋｬｸﾀﾞ ﾉﾉ

 2263 坂根  未悠(3)
ｻｶﾈ ﾐﾕｳ

 2273 森脇  叶美(1)
ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ

 2272 金川  優莉(1)
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ

 4   3 祇園中  1302 山本  萌未(3)     52.15 
ｷﾞｵﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ

 1301 小川    華(3)
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ

 1311 村上  碧海(2)
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

 1312 平    優希(2)
ﾀｲﾗ ﾕｷ

 5   7 大塚中  1582 今岡  蒼葉(2)     52.49 
ｵｵﾂｶ ｲﾏｵｶ ｱｵﾊﾞ

 1575 若林    蓮(3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

 1576 多久和華帆(3)
ﾀｸﾜ ｶﾎ

 1573 掛迫  里緒(3)
ｶｹｻｺ ﾘｵ

 6   2 五日市観音中  2141 佐古  水月(3)     52.73 
ｲﾂｶｲﾁｶﾝｵﾝ ｻｺ ﾐｽﾞｷ

 2143 川﨑  和奏(3)
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ

 2144 山田ゆうか(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ

 2145 上原  沙弓(3)
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ

 7   6 八本松中  4571 宮本  千聖(3)     52.74 
ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ ﾐﾔﾓﾄ ﾁｻﾄ

 4572 東    成美(3)
ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ

 4573 増岡  由真(3)
ﾏｽｵｶ ﾕﾏ

 4587 柏原  美希(2)
ｶｼﾊﾗ ﾐｷ

 8   8 広島三和中  2113 齊藤  優菜(2)     52.85 
ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ

 2111 満足  美咲(3)
ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ

 2112 山根  千歩(2)
ﾔﾏﾈ ﾁﾎ

 2117 中西    彩(1)
ﾅｶﾆｼ ｱﾔ

決勝



決勝 7月9日 12:30

日本中学記録(JR)                 1.87 佐藤    恵           新  潟  木　戸           1981/10/25  
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   
大会記録(GR)                     1.70 磯本亜矢子                   観　音           1984        

梅田  羽舞(3)
ｳﾒﾀﾞ ｳﾌﾞ 高美が丘中
山﨑  愛奈(3)
ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ 亀山中
原  萌々花(3)
ﾊﾗ ﾓﾓｶ 広島城南中
杉原  あみ(3)
ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 古田中
掛迫  里緒(3)
ｶｹｻｺ ﾘｵ 大塚中
切戸  乃彩(2)
ｷﾚﾄ ﾉｱ 国泰寺中
信岡  優那(2)
ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 阿賀中
宮地  麿歩(2)
ﾐﾔﾁ ﾏﾎ 福山暁の星中
岡田　穂香(3)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 福山城北中
佐藤　未彩(3)
ｻﾄｳ ﾐｻ 福山中
横山    夢(3) 記録なし
ﾖｺﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 磯松中
本田  小織(2) 記録なし
ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ 熊野東中
後藤　麻乃(3) 棄権
ｺﾞﾄｳ ﾏﾉ 福山城北中
難波  杏歌(3) 棄権
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中

共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60 1m63 記録 備考
1 14  4721

- - - - - o o xo xo xxx  1.60

2 13  1754
- - o xo o o xxx  1.51

3 1  1211
o o o xxx  1.40

3 2  1006
o o o xxx  1.40

3 8  1573
- o o xxx  1.40

 1.35

3 9    76
- o o xxx  1.40

7 11  3467
o o xo xxx  1.40

8 10  7363
o o xxx  1.35

9 7  6259
o xo xxx

10 6  7129
xo xxx  1.30

3  4664
- - xxx

12  1391

4  4335
xxx

5  6256



予選 (1,2組) 7月8日 10:00
決勝 7月9日  9:30

日本中学記録(JR)                 6.20 藤山　有希           神奈川  足利台           2016/10/7   
県中学記録(PR)                   5.89 藤島　政子                   佐　伯           1980/6/8    
大会記録(GR)                     5.63 藤島　政子                   佐　伯           1980        

[ 1組]

藤東  愛心(3)   5.65    -    -   5.65 q 大会新
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中   +1.6   +1.6
竹上  琴音(3)   4.85   4.65   4.37   4.85 q
ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 高屋中   +0.4   +1.3   -0.6   +0.4
永井  晴奈(3)   4.84   4.61   4.79   4.84 q
ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 庄原中   +1.4   +0.3   -0.5   +1.4
有原このは(2)   4.81   4.66   4.63   4.81 q
ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ 東原中   +1.0   +1.1   +1.0   +1.0
山本  萌未(3)   4.54   4.81   4.56   4.81 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 祇園中   +0.6   +0.9   -0.1   +0.9
橋本  那奈(2)    x   4.51   4.74   4.74 q
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 五日市中   +0.3   +0.6   +0.6
掛　愛友美(3)   4.30   4.67   4.42   4.67 
ｶｹ ｱﾕﾐ 福山城北中   +0.5   +1.6   +0.7   +1.6
山本沙希菜(2)    x   4.48   4.65   4.65 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 高屋中    0.0   +1.3   +1.3
倉本    叡(2)   4.57   4.47   4.64   4.64 
ｸﾗﾓﾄ ｴｲ 栗原中   +1.0   +1.4   +0.3   +0.3
岸本  芽依(3)   4.60   4.37   4.28   4.60 
ｷｼﾓﾄ ﾒｲ 一ツ橋中   +1.1   +0.7   +1.5   +1.1
児玉  紗彩(2)   4.41   4.51   4.48   4.51 
ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 福山城南中   +1.1   +1.1   +0.3   +1.1
大崎  怜夏(2)   4.35   4.39   4.43   4.43 
ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 坂中   +0.4   +1.1   +0.8   +0.8
板倉  麻衣(3)   4.33    o   4.39   4.39 
ｲﾀｸﾗ ﾏｲ 阿賀中   +1.2   +0.9   +0.9   +0.9
杉原穂乃花(3)   4.35   4.37   4.26   4.37 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾎﾉｶ 瀬戸田中   +1.8   +0.3   +0.3   +0.3
村上　葵(3)   4.20   4.29   4.33   4.33 
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 美木中   +1.0   +0.6   +0.6   +0.6
阿部まりあ(3)    o    x   4.33   4.33 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｱ 八次中   +1.4   +1.1   +1.1
廣田  沙蘭(3)    o    o   4.32   4.32 
ﾋﾛﾀ ｻﾗ 宮浦中   +1.8   +1.3   +0.6   +0.6
森数  愛美(2)    x    x    o 記録なし
ﾓﾘｶｽﾞ ﾏﾅﾐ 栗原中   +0.4
髙橋    香(3)    x    o    o 記録なし
ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 栗原中   +0.5   +0.3
木曽田つぶら(3)    x    o    o 記録なし
ｷｿﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ 古田中   +1.1   +1.5
北村  夢奈(3)    o    x    o 記録なし
ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒﾅ 誠之中   +1.0   +0.7
石田はるか(3) 棄権
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 神辺中
福原  麻緒(2) 棄権
ﾌｸﾊﾗ ﾏｵ 御調中
忰山    碧(2) 棄権
ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ 城山中

3  1003

1  6856

8  7211

19  5355

23  2291

14 11  5501

15 15  5171

16 12  7962

17 9  5804

7  5092

10  5082

8 13  4642

9 17  5093

10 2  6947

11 20  6292

12 5  4365

13 4  3462

2 21  4637

3 22  8082

4 16  1547

5 18  1302

6 14  2239

7 6  6255

共通女子

走幅跳

予選 標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

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

1 24  2233



[ 2組]

岡田  麻奈(2)    x   5.26   5.56   5.56 q
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 高西中   +0.9   +0.1   +0.1
木曽  純菜(3)   5.03   4.64   4.76   5.03 q
ｷｿ ｱﾔﾅ 栗原中   +0.8   +1.0    0.0   +0.8
荒木    綸(2)   4.81   4.95    o   4.95 q
ｱﾗｷ ﾘﾝ 庄原中   +1.1   +1.2   -0.1   +1.2
坂川    凜(3)    x   4.81   4.89   4.89 q
ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ 翠町中   +1.3    0.0    0.0
小川    華(3)    x   4.73   4.72   4.73 q
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 祇園中   +1.5   +0.1   +1.5
上原  沙弓(3)   4.71   4.62    x   4.71 q
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 五日市観音中   +0.6   +1.6   +0.6
野見こころ(3)   4.70   4.47    x   4.70 
ﾉﾐ ｺｺﾛ 比治山中   +0.5   +1.3   +0.5
武田  藍花(2)   4.42   4.61    o   4.61 
ﾀｹﾀﾞ ｱｲｶ 誠之中   +1.1   +1.1   +0.1   +1.1
平    優希(2)    x   4.61    x   4.61 
ﾀｲﾗ ﾕｷ 祇園中   +1.2   +1.2
村上  裕菜(3)   4.53   4.53   4.46   4.53 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾅ 広島城南中   +0.4   +1.3   +0.5   +0.4
森内  朱音(3)    x   4.53   4.46   4.53 
ﾓﾘｳﾁ ｱｶﾈ 祇園中   +1.3   +0.8   +1.3
門田はるか(3)   4.52   4.33    o   4.52 
ﾓﾝﾀ ﾊﾙｶ 七尾中   +1.1   +0.5   -0.4   +1.1
井分　愛希(1)    x   4.27   4.44   4.44 
ｲﾜｹ ｱｷ 廿日市中   +0.5   +0.5   +0.5
藤原  美羽(3)    x   4.42   4.36   4.42 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｳ 横路中   +0.9   +1.2   +0.9
蒲生  智海(2)   4.26   4.40    x   4.40 
ｶﾞﾓｳ ﾄﾓﾐ 七尾中    0.0   +1.0   +1.0
船田  佳奈(2)    x   4.40    o   4.40 
ﾌﾅﾀﾞ ｶﾅ 江波中   +0.5   +1.1   +0.5
野田  七海(3)   4.33   4.29    x   4.33 
ﾉﾀﾞ ﾅﾅﾐ 三次中   +1.2   +1.4   +1.2
大畠    唯(2)   4.29   4.30    x   4.30 
ｵｵﾊﾀ ﾕｲ 瀬戸田中   +1.4   +1.3   +1.3
藤本  佳千(1)    o   4.27    o   4.27 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ 広大三原中   +1.4   +0.4   +0.9   +0.4
小木戸胡春(3)    x    x    o 記録なし
ｺｷﾄﾞ ｺﾊﾙ 八次中   +0.9
池岡  かな(2)    x    o    x 記録なし
ｲｹｵｶ ｶﾅ 熊野東中   +1.2
小川  汐李(2)    x    o    o 記録なし
ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 庄原中   +1.2   +1.7
土井  惟花(1)    o    o    o 記録なし
ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 安芸府中中   +1.5    0.0   +0.7

1  8085

12  4192

16 5   106

17 8  7902

18 10  5504

19 11  5935

3  7963

14  4341

10 6  1213

11 7  1304

12 20  2447

13 9  2427

14 2  3431

15 4  2452

4 16   587

5 18  1301

6 19  2145

7 17   821

8 15  6864

9 13  1312

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

1 23  5234

2 22  5081

3 21  8084

共通女子

走幅跳



 ３回の
 最高記録

藤東  愛心(3)   5.49   5.19   5.46    5.49   5.39   5.09   5.16    5.49 
ﾄｳﾄﾞｳ ｱｺ 五日市中   +0.9   +0.7   +0.8    +0.9   +0.2   +0.1   +0.4    +0.9
岡田  麻奈(2)   5.20   5.48    x    5.48   5.35   5.34   5.33    5.48 
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 高西中   +0.9   +0.9    +0.9   +0.1   +0.3   +0.4    +0.9
上原  沙弓(3)    x   4.97    x    4.97   4.74    x   4.79    4.97 
ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 五日市観音中   +0.4    +0.4   +0.7    0.0    +0.4
坂川    凜(3)    x   4.75   4.91    4.91   4.81    x   4.62    4.91 
ｻｶｶﾞﾜ ﾘﾝ 翠町中   +0.5   +0.3    +0.3   +0.2    0.0    +0.3
荒木    綸(2)    x    x   4.87    4.87   4.77    x    x    4.87 
ｱﾗｷ ﾘﾝ 庄原中   +0.6    +0.6   +0.7    +0.6
木曽  純菜(3)   4.84   4.86   4.72    4.86   4.64   4.76   4.84    4.86 
ｷｿ ｱﾔﾅ 栗原中   +1.0   +0.7   +0.1    +0.7   +0.7   +0.2   +0.1    +0.7
竹上  琴音(3)   4.75   4.68   4.83    4.83   4.54    x   4.62    4.83 
ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 高屋中   +1.1   +0.1   +1.6    +1.6   +0.2   +0.5    +1.6
永井  晴奈(3)   4.76   4.71    x    4.76    x    -   3.85    4.76 
ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 庄原中   +0.8   +0.9    +0.8   +0.1    +0.8
有原このは(2)    x   4.56   4.74    4.74    4.74 
ｱﾘﾊﾗ ｺﾉﾊ 東原中   +0.3   +0.7    +0.7    +0.7
橋本  那奈(2)   4.70   4.61   4.67    4.70    4.70 
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 五日市中   +1.2    0.0   +0.7    +1.2    +1.2
小川    華(3)    x   4.59   4.63    4.63    4.63 
ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 祇園中   +0.4   +1.3    +1.3    +1.3
山本  萌未(3)    x    x    x 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 祇園中

7  1302

6 8  5081

7 5  4637

8 6  8082

9 9  1547

10 2  2239

11 3  1301

-6- 記録 備考

1 1  2233

2 10  5234

3 4  2145

4 12   587

5 11  8084

決勝

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



決勝 7月8日 10:00

日本中学記録(JR)                16.41 鈴木　梨枝           栃  木  宮の原           2005/3/31   
県中学記録(PR)                  14.77 佐藤　友佳                   一ツ橋           2007/9/30   
大会記録(GR)                    13.92 佐藤　友佳                   一ツ橋           2007        

 ３回の
 最高記録

手槌  彩乃(3)
ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ 幸千中
ﾌﾟﾚｽﾘｰ ｼﾞｪﾗｰﾆ昭(2)
ﾌﾟﾚｽﾘｰ ｼﾞｪﾗｰﾆｱｷ 能美中
藤原  美羽(3)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｳ 横路中
濱田  雪愛(3)
ﾊﾏﾀﾞ ｾﾂﾅ 井口中
内野  里桜(2)
ｳﾁﾉ ﾘｵ 亀山中
小平愛由美(3)
ｺﾋﾗ ｱﾕﾐ 大州中
橋本    唯(3)
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 福山東中
上綱    詩(3)
ｳｴﾂﾅ ｳﾀ 長束中
二本    愛(3) 棄権
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中

8  2055

  7.85   9.45 

8 4  1452
  8.72   8.90   8.25    8.90   8.56   8.71   8.66   8.90 

7 2  6222
  8.59   8.84   9.45    9.45   7.90   9.20

  9.58   9.58 

6 5   522
  8.57   9.26   9.53    9.53   8.98   9.21   9.44   9.53 

5 1  1761
  8.79   8.55   5.45    8.79   8.88   8.68

  9.82   9.82 

4 7   971
  9.17   9.17   9.59    9.59   9.18   8.52   9.67   9.67 

3 3  3431
  9.01   9.00   7.93    9.01   9.32    -

   x  10.83  10.04   10.83  10.37  10.00   9.56  10.83 

2 6  4423
  8.26   9.43   9.96    9.96   9.26   9.85  10.08  10.08 

共通女子

砲丸投(2.720Kg)

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 9  6372



決勝 7月8日  9:30

日本中学記録(JR)                13.56 沢田　イレーネ       東  京  KMC陸上ｸﾗﾌﾞ      2012/6/3    
県中学記録(PR)                  14.28 二本松結衣                   長　江           2014/8/19   
大会記録(GR)                    14.57 福部　真子                   安芸府中         2009        

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 菅原  理子(3)     14.74  1 森藤  真衣(2)     15.90 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中 ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中

 2 難波  杏歌(3)     15.73  2 吉川  桐葉(2)     16.55 
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中 ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中

 3 安藤  そら(3)     15.77  3 重松  愛弥(3)     16.69 
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中 ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中

 4 田崎  紫乃(3)     16.96  4 來山　明日香(3)     19.44 
ﾀｻｷ ｼﾉ 横路中 ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 福山城北中
二本    愛(3)
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中

第１日目 2017/ 7/ 8
第２日目 2017/ 7/ 9

日本中学記録(JR)                 3133 藤本　奈那           兵  庫  福崎東           2009/8/23   
県中学記録(PR)                   2882 安田　夏生                   五日市           2012/9/29   
大会記録(GR)                     2755 安田　夏生                   五日市           2012        

菅原  理子(3) 14.74(+0.1)        1.44        9.56 29.01(+0.9)   2485    1
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中     876     555     501     553
難波  杏歌(3) 15.73(+0.1)        1.41        9.89 28.49(+0.9)   2386    2
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中     748     523     522     593
安藤  そら(3) 15.77(+0.1)        1.30        7.35 28.01(+0.9)   2139    3
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中     743     409     357     630
森藤  真衣(2) 15.90(+0.1)        1.30        8.33 29.40(+0.9)   2082    4
ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中     727     409     421     525
田崎  紫乃(3) 16.96(+0.1)        1.25        7.67 28.87(+0.9)   1902    5
ﾀｻｷ ｼﾉ 横路中     601     359     378     564
吉川  桐葉(2) 16.55(+0.1)        1.20        7.21 28.70(+0.9)   1885    6
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中     648     312     348     577
來山　明日香(3) 19.44(+0.1)        1.38        8.21 29.48(+0.9)   1773    7
ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 福山城北中     350     491     413     519
重松  愛弥(3) 16.69(+0.1)        1.20        6.89 29.88(+0.9)   1763    8
ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中     632     312     328     491
二本    愛(3) DNS DNS DNS 棄権
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中

 3432
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 3581
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共通女子

四種競技
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 1391
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決勝

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



決勝 7月8日 13:00

日本中学記録(JR)                 1.87 佐藤    恵           新  潟  木　戸           1981/10/25  
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   
大会記録(GR)                     1.70 磯本亜矢子                   観　音           1984        

菅原  理子(3)  1.44
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中   555
難波  杏歌(3)  1.41
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中   523
來山　明日香(3)  1.38
ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 福山城北中   491
森藤  真衣(2)  1.30
ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中   409
安藤  そら(3)  1.30
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中   409
田崎  紫乃(3)  1.25
ﾀｻｷ ｼﾉ 横路中   359
重松  愛弥(3)  1.20
ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中   312
吉川  桐葉(2)  1.20
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中   312
二本    愛(3) 棄権
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中

決勝 7月9日 11:45

日本中学記録(JR)                16.41 鈴木　梨枝           栃  木  宮の原           2005/3/31   
県中学記録(PR)                  14.77 佐藤　友佳                   一ツ橋           2007/9/30   
大会記録(GR)                    13.92 佐藤　友佳                   一ツ橋           2007        

難波  杏歌(3)   9.89 
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中    522
菅原  理子(3)   9.56 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中    501
森藤  真衣(2)   8.33 
ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中    421
來山　明日香(3)   8.21 
ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 福山城北中    413
田崎  紫乃(3)   7.67 
ﾀｻｷ ｼﾉ 横路中    378
安藤  そら(3)   7.35 
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中    357
吉川  桐葉(2)   7.21 
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中    348
重松  愛弥(3)   6.89 
ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中    328
二本    愛(3) 棄権
ﾆﾓﾄ ｱｲ 矢野中

8 2  3581
  6.85   6.89   6.85

7  2055

 3432
  7.67   7.43   7.65

共通女子四種

砲丸投(2.720Kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

6 5   589
  7.33   7.35   6.65

7 3  1250
  7.17   7.21   6.91

2 8  6371
  9.46   9.56   9.35

3 4  6982
  7.91   7.83   8.33

4 1  6253
  7.06   7.66   8.21

5 6

記録 備考

1 9  1391
  9.78   9.70   9.89
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共通女子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41 1m44 1m47



決勝 7月9日 14:30

日本中学記録(JR)                24.12 土橋　智花           岩  手  見　布           2010/8/22   
県中学記録(PR)                  25.19 中本　香穂                   佐伯             2011/9/25   
大会記録(GR)                    25.54 木戸　恵里                   三　入           2010        

風速 +0.9

 1 安藤  そら(3)     28.01 
ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 翠町中

 2 難波  杏歌(3)     28.49 
ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳｶ 伴中

 3 吉川  桐葉(2)     28.70 
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 安佐中

 4 田崎  紫乃(3)     28.87 
ﾀｻｷ ｼﾉ 横路中

 5 菅原  理子(3)     29.01 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 幸千中

 6 森藤  真衣(2)     29.40 
ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 東朋中

 7 來山　明日香(3)     29.48 
ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 福山城北中

 8 重松  愛弥(3)     29.88 
ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾔ 和庄中

519
1  3581

491

4  1391
593

8  1250
577

7  3432
564

3  6371
553

5  6982
525

2  6253

共通女子四種

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   589
630


