
組 番 種目 登録番号 　名　　前 所　属
1 B砲丸投(4kg) 674 幡司　晃大 ﾊﾀｼ ｺｳﾀ 1 宇品中
2 B砲丸投(4kg) 6324 竹内　新 ﾀｹｳﾁ ｱﾗﾀ 1 鷹取中
3 B砲丸投(4kg) 672 中村　虎鉄 ﾅｶﾑﾗ ｺﾃﾂ 1 宇品中
4 B砲丸投(4kg) 676 藤田　剣正 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 1 宇品中
1 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 4304 渡邊　蒼大 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿｳﾀ 3 熊野中
2 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 73 山本　広樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 3 国泰寺中
3 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 1423 上野　温人 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 3 安佐南中
4 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 1428 千光士大和 ｾﾝｺｳｼﾞ ﾔﾏﾄ 2 安佐南中
5 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 1430 土田　　樹 ﾂﾁﾀﾞ ｲﾂｷ 2 安佐南中
6 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 1283 山手　翔悟 ﾔﾏﾃ ｼｮｳｺﾞ 2 安西中
7 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 3876 宮永　幹大 ミヤナガカンタ 3 オリンピアプラス
8 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 6315 佐藤　隆哉 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 3 鷹取中
9 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 4841 吉森　公紀 ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ 3 河内中
1 四種競技砲丸投 1241 原田　　響 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 3 安佐中
2 四種競技砲丸投 696 大村　元海 ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 2 宇品中
3 四種競技砲丸投 132 末盛　　巧 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 3 修道中
4 四種競技砲丸投 2801 亀井　颯太 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 3 大竹中
5 四種競技砲丸投 4636 鍵山　大夢 ｶｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾑ 3 高屋中
6 四種競技砲丸投 698 粟野　宙歩 ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 3 宇品中
7 四種競技砲丸投 134 松岡　　剛 ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 3 修道中
8 四種競技砲丸投 2654 山本　竜輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ 3 大野東中
9 四種競技砲丸投 4993 岡田　泰成 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 3 県立広島中
10 四種競技砲丸投 2802 松本　大樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 3 大竹中
11 四種競技砲丸投 2803 守田　涼真 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ 3 大竹中
12 四種競技砲丸投 1211 阿部　泰之 ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 3 広島城南中
13 四種競技砲丸投 2661 有田　優心 ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ 2 大野東中
14 四種競技砲丸投 2771 四十物瑞生 ｱｲﾓﾉ ﾐｽﾞｷ 3 小方学園
15 四種競技砲丸投 525 中本　悠斗 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 2 大州中
16 四種競技砲丸投 4302 原　雅弥 ﾊﾗ　ﾏｻﾔ 3 熊野中
17 四種競技砲丸投 3616 三宅　翔 ﾐﾔｹ ｶｹﾙ 2 せとなみTRACK CLUB
18 四種競技砲丸投 2442 鎌田　英斗 ｶﾏﾀﾞ ｴｲﾄ 3 七尾中
19 四種競技砲丸投 1391 上村　大輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 3 伴中
20 四種競技砲丸投 2065 畠山　稜也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 3 矢野中
1 四種競技走高跳 1241 原田　　響 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 3 安佐中
2 四種競技走高跳 696 大村　元海 ｵｵﾑﾗ ﾓﾄﾐ 2 宇品中
3 四種競技走高跳 132 末盛　　巧 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 3 修道中
4 四種競技走高跳 2801 亀井　颯太 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 3 大竹中
5 四種競技走高跳 4636 鍵山　大夢 ｶｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾑ 3 高屋中
6 四種競技走高跳 698 粟野　宙歩 ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 3 宇品中
7 四種競技走高跳 134 松岡　　剛 ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ 3 修道中
8 四種競技走高跳 2654 山本　竜輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ 3 大野東中
9 四種競技走高跳 4993 岡田　泰成 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 3 県立広島中
10 四種競技走高跳 2802 松本　大樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 3 大竹中
11 四種競技走高跳 2803 守田　涼真 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ 3 大竹中
12 四種競技走高跳 1211 阿部　泰之 ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 3 広島城南中
13 四種競技走高跳 2661 有田　優心 ｱﾘﾀ ﾕｳｼﾝ 2 大野東中
14 四種競技走高跳 2771 四十物瑞生 ｱｲﾓﾉ ﾐｽﾞｷ 3 小方学園
15 四種競技走高跳 525 中本　悠斗 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 2 大州中
16 四種競技走高跳 4302 原　雅弥 ﾊﾗ　ﾏｻﾔ 3 熊野中
17 四種競技走高跳 3616 三宅　翔 ﾐﾔｹ ｶｹﾙ 2 せとなみTRACK CLUB
18 四種競技走高跳 2442 鎌田　英斗 ｶﾏﾀﾞ ｴｲﾄ 3 七尾中
19 四種競技走高跳 1391 上村　大輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 3 伴中
20 四種競技走高跳 2065 畠山　稜也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 3 矢野中



1 走高跳 863 岩元　優祐 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 2 中広中
2 走高跳 873 山口　　慶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 1 中広中
3 走高跳 2790 宮本　雄太 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ 1 小方学園
4 走高跳 2791 宮本　涼矢 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 1 小方学園
5 走高跳 2789 三浦　航陽 ﾐｳﾗ ｺｳﾖｳ 1 小方学園
6 走高跳 2793 米田匠優礎 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾙﾕｷ 1 小方学園
7 走高跳 2786 田畑　　駿 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾝ 1 小方学園
8 走高跳 2785 千田　龍弥 ｾﾝﾀﾞ ﾀﾂﾐ 1 小方学園
9 走高跳 2670 井神　大輝 ｲｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 1 大野東中
10 走高跳 4316 藤森　公介 ﾌｼﾞﾓﾘ　ｺｳｽｹ 1 熊野中
11 走高跳 695 三宅　啓斗 ﾐﾔｹ ｹｲﾄ 2 宇品中
12 走高跳 697 髙濱　蒼太 ﾀｶﾊﾏ ｿｳﾀ 2 宇品中
14 走高跳 2513 小林　陽輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 2 野坂中
15 走高跳 2511 山崎　智栄 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾊﾙ 2 野坂中
18 走高跳 2503 岡田　優志 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼ 3 野坂中
19 走高跳 4593 檜垣　脩矢 ﾋｶﾞｷ ｼｭｳﾔ 2 八本松中
20 走高跳 851 田原　和歩 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 3 中広中
21 走高跳 4568 鈴木斗雄哉 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ 1 向陽中
22 走高跳 4344 桐木　健志 ｷﾘｷ ｹﾝｼ 3 熊野東中
23 走高跳 2451 山村　天志 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 3 七尾中
24 走高跳 284 十河　颯良 ｿｺﾞｳ ｿﾗ 3 戸坂中
25 走高跳 293 松本　歩武 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 2 戸坂中
26 走高跳 4547 杉本　希音 ｽｷﾞﾓﾄ ｷｵﾄ 3 向陽中
27 走高跳 3444 杉井　智哉 ｽｷﾞｲ ﾄﾓﾔ 2 横路中
28 走高跳 4186 馬場　光樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 3 安芸府中中
29 走高跳 4632 二神　翔雅 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 3 高屋中
30 走高跳 1751 野尻　翔英 ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳｴｲ 3 亀山中
31 走高跳 1001 栗栖　光稀 ｸﾘｽ ﾐﾂｷ 3 古田中



1 走幅跳 971 栗矢　陽輝 ｸﾘﾔ ﾊﾙｷ 3 井口中
2 走幅跳 2448 中尾　駿平 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ 3 七尾中
3 走幅跳 5057 松本　朋也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 3 長江中
4 走幅跳 4391 江口　颯哉 ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 3 江田島中
5 走幅跳 5702 尾崎　侑也 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾔ 3 三原第三中
6 走幅跳 4344 桐木　健志 ｷﾘｷ ｹﾝｼ 3 熊野東中
7 走幅跳 4991 高橋　昂生 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 3 県立広島中
8 走幅跳 1392 下川　竜吾 ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺﾞ 3 伴中
9 走幅跳 7961 白築　永遠 ｼﾗﾂｷ ﾄﾜ 3 八次中
10 走幅跳 2778 吉田健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 3 小方学園
11 走幅跳 102 恵南　優貴 ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 3 江波中
12 走幅跳 1595 太田　　蓮 ｵｵﾀ ﾚﾝ 2 大塚中
13 走幅跳 1402 間所　海磨 ﾏﾄﾞｺﾛ ｶｲﾏ 2 伴中
14 走幅跳 6316 樋野　絢真 ﾋﾉ ｹﾝｼﾝ 2 鷹取中
15 走幅跳 3680 塩月　翔吾 ｼｵﾂｷ ｼｮｳｺﾞ 2 東広島TWC
16 走幅跳 1590 清水　友斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 2 大塚中
17 走幅跳 4675 永野　　周 ﾅｶﾞﾉ ｱﾏﾈ 2 磯松中
18 走幅跳 5059 杉原　海悠 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾕｳ 2 長江中
19 走幅跳 2453 福田　吉春 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 2 七尾中
20 走幅跳 3443 加藤　凛成 ｶﾄｳ ﾘﾝｾｲ 2 横路中
21 走幅跳 7962 田村　大輝 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 3 八次中
22 走幅跳 4186 馬場　光樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 3 安芸府中中
23 走幅跳 101 金子　唯人 ｶﾈｺ ﾕｲﾄ 3 江波中
24 走幅跳 2662 米屋　颯人 ｺﾒﾔ ﾊﾔﾄ 2 大野東中
25 走幅跳 1287 西本　恵斗 ﾆｼﾓﾄ ｹｲﾄ 2 安西中
26 走幅跳 6317 佐藤　遙紀 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 2 鷹取中
27 走幅跳 431 鈴政　力統 ｽｽﾞﾏｻ ﾘｷﾄ 3 広島城北中
28 走幅跳 1421 中西　　巧 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 3 安佐南中
29 走幅跳 4305 岡﨑　文甫 ｵｶｻﾞｷ　ﾌﾐﾄｼ 3 熊野中
30 走幅跳 2456 則貞　知輝 ﾉﾘｻﾀﾞ ﾄﾓｷ 2 七尾中
31 走幅跳 1598 池田　圭吾 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 2 大塚中
32 走幅跳 1755 北村　幸大 ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 3 亀山中
33 走幅跳 1424 八木　悠太 ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 3 安佐南中
34 走幅跳 115 岩田　拓大 ｲﾜﾀ ﾀｸﾄ 2 江波中
35 走幅跳 2676 大知　千真 ｵｵﾁ ｶｽﾞﾏ 1 大野東中
36 走幅跳 4516 徳野　叶人 ﾄｸﾉ ｶﾅﾄ 3 西条中
37 走幅跳 977 村上　　豪 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 2 井口中
38 走幅跳 4585 若山　冬威 ﾜｶﾔﾏ ﾄｵｲ 3 八本松中
39 走幅跳 4964 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 1 近大東広島中
40 走幅跳 690 藤井　謙伸 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾝ 2 宇品中
41 走幅跳 6175 行安　　創 ﾕｷﾔｽ ｿｳ 2 世羅中
42 走幅跳 686 甲斐　大幹 ｶｲ ﾋﾛｷ 2 宇品中
43 走幅跳 592 坂田　颯磨 ｻｶﾀ ｿｳﾏ 1 翠町中
44 走幅跳 6863 門矢　和大 ｶﾄﾞﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 2 誠之中
45 走幅跳 4966 江口　拓志 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 2 近大東広島中
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46 走幅跳 5001 西岡　暖生 ﾆｼｵｶ ﾊﾙｷ 1 県立広島中
47 走幅跳 862 金井　和也 ｶﾅｲ ｶｽﾞﾔ 2 中広中
48 走幅跳 671 岡佐古　貴 ｵｶｻｺ ﾀｶｼ 1 宇品中
49 走幅跳 3442 片山　秀斗 ｶﾀﾔﾏ ｼｭｳﾄ 2 横路中
50 走幅跳 3450 宮本　大弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾔ 2 横路中
51 走幅跳 688 安達　梨登 ｱﾀﾞﾁ ﾘﾄ 2 宇品中
52 走幅跳 3456 石川颯太郎 ｲｼｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 1 横路中
53 走幅跳 2455 大治　　亮 ｵｵｼﾞ ﾘｮｳ 2 七尾中
54 走幅跳 4310 藤田　遥希 ﾌｼﾞﾀ　ﾊﾙｷ 2 熊野中
55 走幅跳 4314 永谷　健人 ﾅｶﾞﾀﾆ　ｹﾝﾄ 1 熊野中
56 走幅跳 5002 松原　正英 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 1 県立広島中
57 走幅跳 3583 藤岡 慶伍 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 1 CHASKI
58 走幅跳 4973 宮本　芳慧 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｱｷ 2 近大東広島中
59 走幅跳 2673 吉村　隼翔 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1 大野東中
60 走幅跳 448 渡部　辰基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 3 広島城北中
61 走幅跳 1775 谷口　彰汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 3 亀山中
62 走幅跳 3880 櫃田　拓磨 ヒツタタクマ 1 オリンピアプラス
63 走幅跳 3437 横灘　　昇 ﾖｺﾅﾀﾞ ｼｮｳ 3 横路中
64 走幅跳 2299 森下　昂輝 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ 1 城山中
65 走幅跳 2790 宮本　雄太 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ 1 小方学園
66 走幅跳 3448 古本　拓海 ﾌﾙﾓﾄ ﾀｸﾐ 2 横路中
67 走幅跳 2781 山根隼太朗 ﾔﾏﾈ ｼｭﾝﾀﾛｳ 2 小方学園
68 走幅跳 2465 金丸　海大 ｶﾅﾏﾙ ｶｲﾄ 1 七尾中
69 走幅跳 2118 正木　翔大 ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 1 広島三和中
70 走幅跳 2459 林　　拓磨 ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 1 七尾中
71 走幅跳 2467 谷野　元哉 ﾀﾆﾉ ｹﾞﾝﾔ 1 七尾中
72 走幅跳 2468 福田　匠洋 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 1 七尾中
73 走幅跳 12470 岡村　佳祐 ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 1 七尾中
74 走幅跳 2808 遠藤　　真 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 1 大竹中
75 走幅跳 2786 田畑　　駿 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾝ 1 小方学園
76 走幅跳 2782 四十物謙吾 ｱｲﾓﾉ ｹﾝｺﾞ 1 小方学園
77 走幅跳 2785 千田　龍弥 ｾﾝﾀﾞ ﾀﾂﾐ 1 小方学園
78 走幅跳 2777 藤井裕次郎 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 3 小方学園
79 走幅跳 3446 中川　颯羅 ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ 2 横路中
80 走幅跳 3459 田中　奨絆 ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 1 横路中
81 走幅跳 13460 谷川　楽生 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾗｲ 1 横路中
82 走幅跳 3457 佐々木陽斗 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 1 横路中
83 走幅跳 1406 石本　　碧 ｲｼﾓﾄ ｱｵｲ 1 伴中
84 走幅跳 1407 和泉　奏汰 ｲｽﾞﾐ  ｶﾅﾀ 1 伴中
85 走幅跳 1409 大野　　響 ｵｵﾉ  ﾋﾋﾞｷ 1 伴中
86 走幅跳 1411 重見　大地 ｼｹﾞﾐ  ﾀﾞｲﾁ 1 伴中
87 走幅跳 1413 瀧本　皇我 ﾀｷﾓﾄ  ｺｳｶﾞ 1 伴中
88 走幅跳 1414 寺戸　航太 ﾃﾗﾄﾞ  ｺｳﾀ 1 伴中
89 走幅跳 871 豊島　英也 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾔ 1 中広中
90 走幅跳 866 清水　　凌 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 2 中広中
91 走幅跳 865 増井　義人 ﾏｽｲ ﾖｼﾄ 2 中広中

２
組



1 砲丸投(5kg) 1246 中村　一達 ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾀﾂ 3 安佐中
2 砲丸投(5kg) 4841 吉森　公紀 ﾖｼﾓﾘ ｺｳｷ 3 河内中
3 砲丸投(5kg) 73 山本　広樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 3 国泰寺中
4 砲丸投(5kg) 2452 吉岡　勇輝 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 3 七尾中
5 砲丸投(5kg) 1399 嶋田　賢冴 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 2 伴中
6 砲丸投(5kg) 1425 大田　　士 ｵｵﾀ ﾂｶｻ 3 安佐南中
7 砲丸投(5kg) 285 原田　浩貴 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 3 戸坂中
8 砲丸投(5kg) 1216 日野原　綾 ﾋﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 3 広島城南中
9 砲丸投(5kg) 699 菅原　翔太 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 3 宇品中
10 砲丸投(5kg) 2655 青谷　　樹 ｱｵﾀﾆ ｲﾂｷ 3 大野東中
11 砲丸投(5kg) 1255 森　未来翔 ﾓﾘ ﾐｷﾄ 2 安佐中
12 砲丸投(5kg) 2514 馬場　玲那人 ﾊﾞﾊﾞ ﾚﾅﾄ 2 野坂中
13 砲丸投(5kg) 2514 馬場　玲那人 ﾊﾞﾊﾞ ﾚﾅﾄ 2 福富中
14 砲丸投(5kg) 4584 畑山　浩介 ﾊﾀﾔﾏ ｺｳｽｹ 3 八本松中
15 砲丸投(5kg) 2064 戸野　北斗 ﾄﾉ ﾎｸﾄ 3 矢野中
16 砲丸投(5kg) 1632 鳴石　翔樹 ﾅﾙｲｼ ｼｮｳｷ 3 白木中
17 砲丸投(5kg) 1423 上野　温人 ｳｴﾉ ﾊﾙﾄ 3 安佐南中
18 砲丸投(5kg) 1633 下岸　侃司 ｼﾓｷﾞｼ ｶﾝｼﾞ 2 白木中
19 砲丸投(5kg) 448 渡部　辰基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 3 広島城北中
20 砲丸投(5kg) 5705 嵩　大志 ﾀﾞｹ ﾀｲｼ 3 三原第三中
21 砲丸投(5kg) 1818 新田　雄也 ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ 2 日浦中
22 砲丸投(5kg) 1400 田中　鉄士 ﾀﾅｶ ﾃﾂｼﾞ 2 伴中
23 砲丸投(5kg) 1752 永久　優磨 ﾅｶﾞﾋｻ ﾕｳﾏ 3 亀山中
24 砲丸投(5kg) 1754 上田　愛斗 ｳｴﾀﾞ ﾏﾅﾄ 3 亀山中
25 砲丸投(5kg) 1775 谷口　彰汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 3 亀山中
26 砲丸投(5kg) 692 石谷　直也 ｲｼﾀﾆ ﾅｵﾔ 2 宇品中
27 砲丸投(5kg) 457 村尾　大地 ﾑﾗｵ ﾀﾞｲﾁ 3 広島城北中
28 砲丸投(5kg) 1588 林　　龍世 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 3 大塚中
29 砲丸投(5kg) 585 古川　善基 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｷ 2 翠町中
30 砲丸投(5kg) 2793 米田匠優礎 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾙﾕｷ 1 小方学園
31 砲丸投(5kg) 2663 中島　総太 ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 2 大野東中
32 砲丸投(5kg) 685 末吉　和樹 ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｷ 2 宇品中
33 砲丸投(5kg) 3445 髙村　優斗 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 2 横路中
34 砲丸投(5kg) 866 清水　　凌 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 2 中広中
1 棒高跳 983 駒津　尚之 ｺﾏﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 1 井口中
2 棒高跳 4964 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 1 近大東広島中
3 棒高跳 4966 江口　拓志 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 2 近大東広島中
4 棒高跳 1223 植原　悠斗 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾄ 2 広島城南中
5 棒高跳 979 宮本　藍人 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾄ 2 井口中
6 棒高跳 4842 迫田　大和 ｻｺﾀﾞ ﾔﾏﾄ 3 河内中
7 棒高跳 1213 溝尾　涼介 ﾐｿﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 3 広島城南中
8 棒高跳 1218 藤井　健斗 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 3 広島城南中
9 棒高跳 974 和手　航大 ﾜﾃ ｺｳﾀ 3 井口中
10 棒高跳 4971 山本　大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 3 近大東広島中



組 番 種目 登録番号 名前 所属
1 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 4963 檜和田　早恵 ﾋﾜﾀﾞ ｻｴ 2 近大東広島中
2 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 686 西　明日香 ﾆｼ ｱｽｶ 2 宇品中
3 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 2237 正光詩絵莉 ﾏｻﾐﾂ ｼｴﾘ 2 五日市中
4 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 687 西林　優音 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ 2 宇品中
5 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 4845 新力グリサリン ｼﾝﾘｷ ｸﾞﾘｻﾘﾝ 2 河内中
6 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 821 鶴田　愛 ﾂﾙﾀ ｱｲ 2 比治山女子中
7 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 3432 西本　玲香 ﾆｼﾓﾄ ﾚｲｶ 3 横路中
8 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 4310 平原　瑚心 ﾋﾗﾊﾗ　ｺｺﾛ 1 熊野中
9 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 82 葉狩　知苗 ﾊｶﾞﾘ ﾁｴ 2 国泰寺中
1 四種競技砲丸投 1241 吉川　桐葉 ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 3 安佐中
2 四種競技砲丸投 6978 森藤　真衣 ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 3 東朋中
3 四種競技砲丸投 1914 浅木都紀葉 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 3 口田中
4 四種競技砲丸投 2653 原田　奈於 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 3 大野東中
5 四種競技砲丸投 1243 大瀬戸梨乃 ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ 3 安佐中
6 四種競技砲丸投 2654 黒川　星空 ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ 3 大野東中
7 四種競技砲丸投 1634 瀧野　杏純 ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 3 白木中
8 四種競技砲丸投 2655 松尾　　凜 ﾏﾂｵ ﾘﾝ 3 大野東中
9 四種競技砲丸投 2801 長田　莉奈 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 3 大竹中
10 四種競技砲丸投 4344 南崎　恋香 ﾐﾅｻｷ ﾚﾝｶ 3 熊野東中
11 四種競技砲丸投 3899 三舩　歌音 ミフネカノン 3 オリンピアプラス
12 四種競技砲丸投 2802 長田　真奈 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾅ 3 大竹中
13 四種競技砲丸投 71 切戸　乃彩 ｷﾚﾄ ﾉｱ 3 国泰寺中
14 四種競技砲丸投 7963 粟飯原　帆愛 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｱ 3 八次中
15 四種競技砲丸投 2808 仙波　伶奈 ｾﾝﾊﾞ ﾚｲﾅ 2 大竹中
16 四種競技砲丸投 532 山ノ川亜子 ﾔﾏﾉｶﾜ ｱｺ 2 大州中
17 四種競技砲丸投 1633 高森　李菜 ﾀｶﾓﾘ ﾘﾅ 3 白木中
18 四種競技砲丸投 685 西林　優音 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ 2 宇品中
19 四種競技砲丸投 693 寺石　千鶴 ﾃﾗｲｼ ﾁﾂﾞﾙ 2 宇品中
20 四種競技砲丸投 4847 森原　明音 ﾓﾘﾊﾗ ｱｶﾈ 2 河内中
21 四種競技砲丸投 1217 村中　琴音 ﾑﾗﾅｶ ｺﾄﾈ 3 広島城南中
22 四種競技砲丸投 1248 河村　歩香 ｶﾜﾑﾗ ｱﾕｶ 2 安佐中
23 四種競技砲丸投 1250 鳴本　華歩 ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ 2 安佐中
24 四種競技砲丸投 2772 黒杭　琴音 ｸﾛｸｲ ｺﾄﾈ 3 小方学園
25 四種競技砲丸投 4181 池田　智咲 ｲｹﾀﾞ ﾁｻ 3 安芸府中中
26 四種競技砲丸投 4182 山口菜々美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 3 安芸府中中
27 四種競技砲丸投 6985 重宗　姫香 ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ 1 東朋中
28 四種競技砲丸投 6823 早瀬　彩夏 ﾊﾔｾ ｱﾔｶ 3 駅家中
1 四種競技走高跳 1241 吉川　桐葉 ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 3 安佐中
2 四種競技走高跳 6978 森藤　真衣 ﾓﾘﾄｳ ﾏｲ 3 東朋中
3 四種競技走高跳 1914 浅木都紀葉 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 3 口田中
4 四種競技走高跳 2653 原田　奈於 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 3 大野東中
5 四種競技走高跳 1243 大瀬戸梨乃 ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ 3 安佐中
6 四種競技走高跳 2654 黒川　星空 ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ 3 大野東中
7 四種競技走高跳 1634 瀧野　杏純 ﾀｷﾉ ｱｽﾞﾐ 3 白木中
8 四種競技走高跳 2655 松尾　　凜 ﾏﾂｵ ﾘﾝ 3 大野東中
9 四種競技走高跳 2801 長田　莉奈 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 3 大竹中
10 四種競技走高跳 4344 南崎　恋香 ﾐﾅｻｷ ﾚﾝｶ 3 熊野東中
11 四種競技走高跳 3899 三舩　歌音 ミフネカノン 3 オリンピアプラス
12 四種競技走高跳 2802 長田　真奈 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾅ 3 大竹中
13 四種競技走高跳 71 切戸　乃彩 ｷﾚﾄ ﾉｱ 3 国泰寺中
14 四種競技走高跳 7963 粟飯原　帆愛 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｱ 3 八次中
15 四種競技走高跳 2808 仙波　伶奈 ｾﾝﾊﾞ ﾚｲﾅ 2 大竹中
16 四種競技走高跳 532 山ノ川亜子 ﾔﾏﾉｶﾜ ｱｺ 2 大州中
17 四種競技走高跳 1633 高森　李菜 ﾀｶﾓﾘ ﾘﾅ 3 白木中
18 四種競技走高跳 685 西林　優音 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ 2 宇品中
19 四種競技走高跳 693 寺石　千鶴 ﾃﾗｲｼ ﾁﾂﾞﾙ 2 宇品中
20 四種競技走高跳 4847 森原　明音 ﾓﾘﾊﾗ ｱｶﾈ 2 河内中
21 四種競技走高跳 1217 村中　琴音 ﾑﾗﾅｶ ｺﾄﾈ 3 広島城南中
22 四種競技走高跳 1248 河村　歩香 ｶﾜﾑﾗ ｱﾕｶ 2 安佐中
23 四種競技走高跳 1250 鳴本　華歩 ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ 2 安佐中
24 四種競技走高跳 2772 黒杭　琴音 ｸﾛｸｲ ｺﾄﾈ 3 小方学園
25 四種競技走高跳 4181 池田　智咲 ｲｹﾀﾞ ﾁｻ 3 安芸府中中

26 四種競技走高跳 4182 山口菜々美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 3 安芸府中中

27 四種競技走高跳 6985 重宗　姫香 ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ 1 東朋中

28 四種競技走高跳 6823 早瀬　彩夏 ﾊﾔｾ ｱﾔｶ 3 駅家中



1 走高跳 862 佐伯　美憂 ｻｴｷ ﾐﾕ 1 中広中
2 走高跳 865 中村なつき ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 1 中広中
3 走高跳 864 中島　璃乃 ﾅｶｼﾏ ﾘﾉ 1 中広中
4 走高跳 863 森脇　花音 ﾓﾘﾜｷ ﾊﾙﾈ 1 中広中
5 走高跳 4235 玉川　風花 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾌｳｶ 1 府中緑ケ丘中
6 走高跳 4366 西谷　祐香 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｶ 2 坂中
7 走高跳 2454 奥山めぐみ ｵｸﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 1 七尾中
8 走高跳 2457 三谷　咲葉 ﾐﾀﾆ ｻｷﾊ 1 七尾中
9 走高跳 1764 北倉　咲耶 ｷﾀｸﾗ ｻﾔ 2 亀山中
10 走高跳 2672 保坂　紀華 ﾎｻｶ ｷﾊﾅ 1 大野東中
11 走高跳 4673 田原こはく ﾀﾊﾗ ｺﾊｸ 1 磯松中
12 走高跳 4312 宗森　瑠璃子 ﾑﾈﾓﾘ　ﾙﾘｺ 1 熊野中
13 走高跳 2442 中村明香里 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 3 七尾中
14 走高跳 1768 森野　千佳 ﾓﾘﾉ ﾁｶ 2 亀山中
15 走高跳 4671 堀江　琴羽 ﾎﾘｴ ｺﾄﾊ 1 磯松中
16 走高跳 1392 立上　心愛 ﾀﾂｶﾞﾐ ｺｺｱ 3 伴中
17 走高跳 281 吉宗　沙優 ﾖｼﾑﾈ ｻﾕ 3 戸坂中
18 走高跳 10701 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 3 宇品中
19 走高跳 10702 重川　聖那 ｼｹﾞｶﾜ ｾｲﾅ 3 宇品中
20 走高跳 673 井上　美紀 ｲﾉｳｴ ﾐｷ 1 宇品中
21 走高跳 4597 濵本　心捺 ﾊﾏﾓﾄ ｺｺﾅ 2 八本松中
22 走高跳 2816 山下　悠香 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 1 大竹中
23 走高跳 4847 森原　明音 ﾓﾘﾊﾗ ｱｶﾈ 2 河内中
24 走高跳 3431 石橋　華香 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾅｶ 3 横路中
25 走高跳 2448 松永　　葵 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ 2 七尾中
26 走高跳 2450 高杉　歩果 ﾀｶｽｷﾞ ﾎﾉｶ 2 七尾中
27 走高跳 1913 平田　晴香 ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 3 口田中
28 走高跳 532 山ノ川亜子 ﾔﾏﾉｶﾜ ｱｺ 2 大州中
29 走高跳 4664 村瀬　七海 ﾑﾗｾ ﾅﾅﾐ 3 磯松中
30 走高跳 4668 福見　　遼 ﾌｸﾐ ﾊﾙｶ 3 磯松中
31 走高跳 4305 中組　友唯 ﾅｶｸﾞﾐ　ﾕｲ 2 熊野中
32 走高跳 1731 小田　桜子 ｵﾀﾞ ｻｸﾗｺ 2 可部中
33 走高跳 1224 猪　　美々 ｲﾉ ﾐﾐ 2 広島城南中
34 走高跳 76 ショウ瀬里花 ｼｮｳ ｾﾘｶ 2 国泰寺中
35 走高跳 80 瀧本菜々子 ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ 2 国泰寺中
36 走高跳 2663 山本　華恋 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 2 大野東中
37 走高跳 2055 渡邉　友音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾈ 3 矢野中
38 走高跳 3910 岡田　朋栞 オカダトモカ 3 オリンピアプラス
39 走高跳 5351 伊豆田　るか ｲｽﾞﾀ ﾙｶ 3 御調中
40 走高跳 685 寺石　千鶴 ﾃﾗｲｼ ﾁﾂﾞﾙ 2 宇品中
41 走高跳 694 村上　千笑 ﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ 3 宇品中
42 走高跳 699 小山　桜子 ｵﾔﾏ ｻｸﾗｺ 3 宇品中
43 走高跳 4667 堀江　海音 ﾎﾘｴ ﾐﾉﾝ 3 磯松中
44 走高跳 4335 本田　小織 ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ 3 熊野東中
45 走高跳 71 切戸　乃彩 ｷﾚﾄ ﾉｱ 3 国泰寺中
46 走高跳 683 早弓　綾音 ﾊﾔﾐ ｱﾔﾈ 2 宇品中
47 走高跳 3463 信岡　優那 ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 3 阿賀中



1 走幅跳 2291 忰山　　碧 ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ 3 城山中
2 走幅跳 6865 宮本　紗弥 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾔ 2 誠之中
3 走幅跳 5352 福原　麻緒 ﾌｸﾊﾗ ﾏｵ 3 御調中
4 走幅跳 2423 井分　愛希 ｲﾜｹ ｱｷ 2 廿日市中
5 走幅跳 692 大瀬良風芽 ｵｵｾﾞﾗ ｶﾅﾒ 3 宇品中
6 走幅跳 2141 橋本　智香 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 3 五日市観音中
7 走幅跳 3606 倉本　叡 ｸﾗﾓﾄ ｴｲ 3 せとなみTRACK CLUB
8 走幅跳 2441 蒲生　智海 ｶﾞﾓｳ ﾄﾓﾐ 3 七尾中
9 走幅跳 72 前川　実怜 ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 3 国泰寺中
10 走幅跳 2292 忰山　　渚 ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞ 1 城山中
11 走幅跳 4341 池岡　かな ｲｹｵｶ ｶﾅ 3 熊野東中
12 走幅跳 2231 橋本　那奈 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 3 五日市中
13 走幅跳 974 玉木　　遥 ﾀﾏｷ ﾊﾙｶ 3 井口中
14 走幅跳 4183 土井　惟花 ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 2 安芸府中中
15 走幅跳 2234 神原　奈緒 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 3 五日市中
16 走幅跳 3908 金川　優莉 カナガワユウリ 2 オリンピアプラス
17 走幅跳 6851 武田　藍花 ﾀｹﾀﾞ ｱｲｶ 3 誠之中
18 走幅跳 1245 中原　千晴 ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ 3 安佐中
19 走幅跳 4633 山本沙希菜 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 3 高屋中
20 走幅跳 4663 藤原　かこ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｺ 3 磯松中
21 走幅跳 5742 國貞穂乃佳 ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ 2 三原市立第五中
22 走幅跳 102 船田　佳奈 ﾌﾅﾀﾞ ｶﾅ 3 江波中
23 走幅跳 4361 大崎　怜夏 ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 3 坂中
24 走幅跳 4306 片岡　あい ｶﾀｵｶ　ｱｲ 2 熊野中
25 走幅跳 4585 伹馬　采美 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾐ 3 八本松中
26 走幅跳 7961 小土居　美羽 ｺﾄﾞｲ ﾐｳ 3 八次中
27 走幅跳 2445 大石　小桜 ｵｵｲｼ ｺﾊﾙ 3 七尾中
28 走幅跳 1393 三登　成珠 ﾐﾄ ﾅﾙﾐ 3 伴中
29 走幅跳 3435 阿部　美咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 2 横路中
30 走幅跳 4312 宗森　瑠璃子 ﾑﾈﾓﾘ　ﾙﾘｺ 1 熊野中
31 走幅跳 7964 藤本　瑞生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 3 八次中
32 走幅跳 2052 経澤　小春 ﾂﾈｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 3 矢野中
33 走幅跳 5321 竹國　夢乃 ﾀｹｸﾆ ﾕﾒﾉ 1 向東中
34 走幅跳 2054 吉中　実優 ﾖｼﾅｶ ﾐﾕ 3 矢野中
35 走幅跳 697 中野　結友 ﾅｶﾉ ﾕｳ 3 宇品中
36 走幅跳 2235 小林　青生 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ 3 五日市中
37 走幅跳 4345 山本　聖華 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｶ 3 熊野東中
38 走幅跳 2809 井上　夏鈴 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 1 大竹中
39 走幅跳 4522 松永　結花 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｶ 3 西条中
40 走幅跳 4965 渡邉　未優羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 1 近大東広島中
41 走幅跳 3442 中本　　晶 ﾅｶﾓﾄ ﾋｶﾘ 2 横路中
42 走幅跳 691 松木　心海 ﾏﾂｷ ﾐﾅﾐ 3 宇品中
43 走幅跳 2814 廣中花菜江 ﾋﾛﾅｶ ｶﾅｴ 1 大竹中
44 走幅跳 529 神田　美波 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 2 大州中
45 走幅跳 2660 若井　真帆 ﾜｶｲ ﾏﾎ 2 大野東中
46 走幅跳 1767 岡留　優来 ｵｶﾄﾞﾒ ﾕﾗ 2 亀山中
47 走幅跳 4998 矢原　圓華 ﾔﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 2 県立広島中
48 走幅跳 2232 黒滝　望結 ｸﾛﾀｷ ﾐﾕ 3 五日市中
49 走幅跳 78 住吉　莉奈 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘﾅ 2 国泰寺中
50 走幅跳 3052 佐々木そら ｻｻｷ ｿﾗ 2 千代田中
51 走幅跳 975 岩下　桃奈 ｲﾜｼﾀ ﾓﾓﾅ 3 井口中
52 走幅跳 2148 若林　　遥 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 2 五日市観音中
53 走幅跳 2412 島田　息吹 ｼﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 3 廿日市中
54 走幅跳 972 原　沙菜美 ﾊﾗ ｻﾅﾐ 3 井口中
55 走幅跳 2112 齊藤　優菜 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 3 広島三和中
56 走幅跳 4848 迫田なるみ ｻｺﾀﾞ ﾅﾙﾐ 1 河内中
57 走幅跳 1251 藤原　直美 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 2 安佐中
58 走幅跳 4584 住岡　桃蘭 ｽﾐｵｶ ﾓﾓｶ 3 八本松中
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59 走幅跳 2453 本中　優花 ﾎﾝﾅｶ ﾕｶ 2 七尾中
60 走幅跳 4212 石堂 有紗 ｲｼﾄﾞｳ ｱﾘｻ 3 府中緑ケ丘中
61 走幅跳 527 梅﨑望々花 ｳﾒｻﾞｷ ﾉﾉｶ 2 大州中
62 走幅跳 2656 大石　彩香 ｵｵｲｼ ｱﾔｶ 3 大野東中
63 走幅跳 3887 杉村　茉優 スギムラマユ 1 オリンピアプラス
64 走幅跳 821 鶴田　愛 ﾂﾙﾀ ｱｲ 2 比治山女子中
65 走幅跳 2142 清水穂乃果 ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ 3 五日市観音中
66 走幅跳 1754 上清　玲奈 ｳｴｷﾖ ﾚﾅ 3 亀山中
67 走幅跳 679 吉川はるな ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ 1 宇品中
68 走幅跳 4915 堀部　小波 ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 1 東広島中央中
69 走幅跳 2449 水谷　藍衣 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｲ 2 七尾中
70 走幅跳 1723 山岡　莉奈 ﾔﾏｵｶ ﾘﾅ 3 可部中
71 走幅跳 4591 川﨑　眞心 ｶﾜｻｷ ﾏﾅｶ 2 八本松中
72 走幅跳 4665 山井　麻央 ﾔﾏｲ ﾏｵ 3 磯松中
73 走幅跳 3437 斉藤　寧音 ｻｲﾄｳ ﾈﾈ 2 横路中
74 走幅跳 1212 鐵艸　楓華 ｶﾅｸｻ ﾌｳｶ 3 広島城南中
75 走幅跳 4596 山本　愛梨 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 2 八本松中
76 走幅跳 672 三戸　愛華 ﾐﾄ ｱｲｶ 1 宇品中
77 走幅跳 677 荒川　　華 ｱﾗｶﾜ ﾊﾅ 1 宇品中
78 走幅跳 4916 八幡　有美 ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 1 東広島中央中
79 走幅跳 681 寳積　美侑 ﾎｳｼｬｸ ﾐｳ 1 宇品中
80 走幅跳 4215 加藤 千夏 ｶﾄｳ ﾁﾅﾂ 3 府中緑ケ丘中
81 走幅跳 4227 宮本　和 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 2 府中緑ケ丘中
82 走幅跳 2812 敷田かのこ ｼｷﾀﾞ ｶﾉｺ 1 大竹中
83 走幅跳 1220 北村　理奈 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾅ 2 広島城南中
84 走幅跳 2662 栗原　　陽 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾅﾀ 2 大野東中
85 走幅跳 1762 岡田菜々美 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 3 亀山中
86 走幅跳 1772 川角　陽菜 ｶﾜｽﾐ ﾊﾙﾅ 2 亀山中
87 走幅跳 1213 松島　琉海 ﾏﾂｼﾏ ﾙﾐ 3 広島城南中
88 走幅跳 4228 倉田　胡杏 ｸﾗﾀ ｺｱﾝ 2 府中緑ケ丘中
89 走幅跳 4226 三永　珠綺 ﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 2 府中緑ケ丘中
90 走幅跳 4214 梅次 依蕗 ｳﾒｼﾞ ｲﾌﾞｷ 3 府中緑ケ丘中
91 走幅跳 4221 角田　弘美 ｶｸﾀﾞ ﾋﾛﾐ 3 府中緑ケ丘中
92 走幅跳 1454 藤田 花奈 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅ 2 長束中
93 走幅跳 2775 黒岩　柚希 ｸﾛｲﾜ ﾕｽﾞｷ 2 小方学園
94 走幅跳 823 川上　真歩 ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ 1 比治山女子中
95 走幅跳 1724 井上　理莉 ｲﾉｳｴ ﾘﾘ 3 可部中
96 走幅跳 1763 門口　琴美 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 3 亀山中
97 走幅跳 2451 西浦　紗弥 ﾆｼｳﾗ ｻﾔ 2 七尾中
98 走幅跳 4670 二瀬　未唯 ﾆﾉｾ ﾐﾕ 1 磯松中
99 走幅跳 4672 安森　音羽 ﾔｽﾓﾘ ﾄﾜ 1 磯松中
100 走幅跳 4964 西田　衣織 ﾆｼﾀﾞ ｲｵﾘ 1 近大東広島中
101 走幅跳 14674 桜井　　恵 ｻｸﾗｲ ﾒｸﾞﾐ 1 高屋中
102 走幅跳 14675 井藤　小華 ｲﾄｳ ｺﾊﾅ 1 高屋中
103 走幅跳 822 松田　萌愛 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 1 比治山女子中
104 走幅跳 3448 東　　萌夏 ｱｽﾞﾏ ﾓｴｶ 1 横路中
105 走幅跳 3449 岩城ハファエラ ｲﾜｷ ﾊﾌｧｴﾗ 1 横路中
106 走幅跳 3454 玉木　茉菜 ﾀﾏｷ ﾏﾅ 1 横路中
107 走幅跳 3456 箱﨑　　遥 ﾊｺｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 1 横路中
108 走幅跳 3457 濱下　結衣 ﾊﾏｼﾀ ﾕｲ 1 横路中
109 走幅跳 3450 植田　莉心 ｳｴﾀﾞ ﾘｺ 1 横路中
110 走幅跳 3451 岡田　咲南 ｵｶﾀﾞ ｻﾅ 1 横路中
111 走幅跳 1402 上川　華生 ｳｴｶﾜ  ｶﾅﾙ 1 伴中
112 走幅跳 1403 片山　美優 ｶﾀﾔﾏ  ﾐﾕ 1 伴中
113 走幅跳 1404 佐々木　伶良 ｻｻｷ  ﾚｲﾗ 1 伴中
114 走幅跳 2069 今田　七海 ｲﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 1 矢野中
115 走幅跳 2071 内海日菜乃 ｳﾂﾐ ﾋﾅﾉ 1 矢野中
116 走幅跳 2074 市岡　梨桜 ｲﾁｵｶ ﾘｵ 1 矢野中
117 走幅跳 3595 山廣 彩羽 ﾔﾏﾋﾛ ｻｸﾗ 2 CHASKI
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1 砲丸投(2.27kg) 5688 仲　柚子果 ﾅｶ ﾕｽﾞﾊ 3 三原第三中
2 砲丸投(2.27kg) 1244 砂田真由子 ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ 3 安佐中
3 砲丸投(2.27kg) 1755 内野　里桜 ｳﾁﾉ ﾘｵ 3 亀山中
4 砲丸投(2.27kg) 1246 平野　百華 ﾋﾗﾉ ﾓﾓｶ 3 安佐中
5 砲丸投(2.27kg) 698 竹中　恵茉 ﾀｹﾅｶ ｴﾏ 3 宇品中
6 砲丸投(2.27kg) 1394 桃谷　泉葵 ﾓﾓﾀﾆ ﾐｷ 3 伴中
7 砲丸投(2.27kg) 2237 正光詩絵莉 ﾏｻﾐﾂ ｼｴﾘ 2 五日市中
8 砲丸投(2.27kg) 4845 新力グリサリン ｼﾝﾘｷ ｸﾞﾘｻﾘﾝ 2 河内中
9 砲丸投(2.27kg) 3899 三舩　歌音 ミフネカノン 3 オリンピアプラス
10 砲丸投(2.27kg) 82 葉狩　知苗 ﾊｶﾞﾘ ﾁｴ 2 国泰寺中
11 砲丸投(2.27kg) 1225 岩井茉侑佳 ｲﾜｲ ﾏﾕｶ 2 広島城南中
12 砲丸投(2.27kg) 4581 国川ほなみ ｸﾆｶﾜ ﾎﾅﾐ 3 八本松中
13 砲丸投(2.27kg) 693 竹中　恵瑠 ﾀｹﾅｶ ｴﾙ 3 宇品中
14 砲丸投(2.27kg) 4781 加川　芹梨奈 ｶｶﾞﾜ ｾﾘﾅ 3 福富中
15 砲丸投(2.27kg) 1272 矢八　春菜 ﾔﾊﾁ ﾊﾙﾅ 3 安西中
16 砲丸投(2.27kg) 585 伊藤 冴姫 ｲﾄｳ ｻｷ 2 翠町中
17 砲丸投(2.27kg) 686 西　明日香 ﾆｼ ｱｽｶ 2 宇品中
18 砲丸投(2.27kg) 2447 伊達　心音 ﾀﾞﾃ ｺｺﾈ 2 七尾中
19 砲丸投(2.27kg) 6312 藤井　美帆 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 3 鷹取中
20 砲丸投(2.27kg) 3442 中本　　晶 ﾅｶﾓﾄ ﾋｶﾘ 2 横路中
21 砲丸投(2.27kg) 2659 黒川　星歌 ｸﾛｶﾜ ｾｲｶ 2 大野東中
22 砲丸投(2.27kg) 1761 川脇　鈴加 ｶﾜﾜｷ ﾘﾝｶ 3 亀山中
23 砲丸投(2.27kg) 1391 岩山　奈央 ｲﾜﾔﾏ ﾅｵ 3 伴中
24 砲丸投(2.27kg) 690 橋詰　　栞 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｵﾘ 2 宇品中
25 砲丸投(2.27kg) 4187 唐下　羽月 ﾄｳｹﾞ ﾊﾂﾞｷ 2 安芸府中中
26 砲丸投(2.27kg) 2121 島津　純葉 ｼﾏｽﾞ ｲﾄﾊ 1 広島三和中
27 砲丸投(2.27kg) 1216 中原　七海 ﾅｶﾊﾗ ﾅﾅﾐ 3 広島城南中
28 砲丸投(2.27kg) 4595 藤岡 奈乃子 ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾉｺ 2 八本松中
29 砲丸投(2.27kg) 525 堀本　千波 ﾎﾘﾓﾄ ﾁﾅﾐ 3 大州中
30 砲丸投(2.27kg) 3050 木村　琴美 ｷﾑﾗ ｺﾄﾐ 2 千代田中
31 砲丸投(2.27kg) 2804 中村　桃歌 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 3 大竹中
32 砲丸投(2.27kg) 3440 竹谷優香子 ﾀｹﾀﾆ ﾕｶｺ 2 横路中
33 砲丸投(2.27kg) 4362 佐伯　公 ｻｴｷ ｷﾐ 3 坂中
34 砲丸投(2.27kg) 1213 松島　琉海 ﾏﾂｼﾏ ﾙﾐ 3 広島城南中
35 砲丸投(2.27kg) 2413 山本絵莉子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 3 廿日市中
36 砲丸投(2.27kg) 4582 佐々木優希 ｻｻｷ ﾕｷ 3 八本松中
37 砲丸投(2.27kg) 1221 武田　百花 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 2 広島城南中
38 砲丸投(2.27kg) 4342 福田　萌絵 ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ 3 熊野東中
39 砲丸投(2.27kg) 4583 佐藤　愛姫 ｻﾄｳ ｱｷ 3 八本松中
40 砲丸投(2.27kg) 4579 荒谷　実夢 ｱﾗﾀﾆ ﾐﾕ 3 八本松中
41 砲丸投(2.27kg) 3432 西本　玲香 ﾆｼﾓﾄ ﾚｲｶ 3 横路中
42 砲丸投(2.27kg) 5356 山森　倭花 ﾔﾏﾓﾘ ﾜｶ 2 御調中
43 砲丸投(2.27kg) 2448 松永　　葵 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ 2 七尾中
44 砲丸投(2.27kg) 2461 網本　玲菜 ｱﾐﾓﾄ ﾚﾅ 1 七尾中
45 砲丸投(2.27kg) 1765 毛利樹梨亜 ﾓｳﾘ ｼﾞｭﾘｱ 2 亀山中
46 砲丸投(2.27kg) 680 村上　嬉実 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ 1 宇品中
47 砲丸投(2.27kg) 675 東　こころ ﾋｶﾞｼ ｺｺﾛ 1 宇品中
48 砲丸投(2.27kg) 2442 中村明香里 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 3 七尾中
49 砲丸投(2.27kg) 2452 林　　望愛 ﾊﾔｼ ﾉｱ 2 七尾中
50 砲丸投(2.27kg) 3446 吉田　梨乃 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 2 横路中
51 砲丸投(2.27kg) 3441 茶山　華子 ﾁｬﾔﾏ ﾊﾅｺ 2 横路中
52 砲丸投(2.27kg) 2811 亀井　　遥 ｶﾒｲ ﾊﾙｶ 1 大竹中
53 砲丸投(2.27kg) 3436 草下　鈴菜 ｸｻｶ ｽｽﾞﾅ 2 横路中
54 砲丸投(2.27kg) 4190 大塚　蒼空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 1 安芸府中中
55 砲丸投(2.27kg) 2673 花﨑　栞奈 ﾊﾅｻｷ ｶﾝﾅ 1 大野東中
56 砲丸投(2.27kg) 2451 西浦　紗弥 ﾆｼｳﾗ ｻﾔ 2 七尾中
57 砲丸投(2.27kg) 3448 東　　萌夏 ｱｽﾞﾏ ﾓｴｶ 1 横路中
1 砲丸投(4kg) 1215 島本　心夏 ｼﾏﾓﾄ ｺﾅﾂ 3 広島城南中
2 砲丸投(4kg) 4216 平田　彩奈 ﾋﾗﾀ ｱﾔﾅ 3 府中緑ケ丘中
3 砲丸投(4kg) 864 中島　璃乃 ﾅｶｼﾏ ﾘﾉ 1 中広中


