
予選 10月7日 10:45
決勝 10月7日 13:35

大会新              13.08

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.6

 1 長門　美佑(6) 東広島市     14.03 q  1 松山　みづき(6) 福山市     14.12 q
ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ アクアパーク ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上

 2 細川　実優(6) 東広島市     14.48  2 山口　音々(6) 東広島市     14.14 q
ﾎｿｶﾜ ﾐﾕ 東広島ＴＦＣ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾈﾈ アクアパーク

 3 土利川　芹菜(6) 福山市     14.79  3 畝本　怜奈(5) 福山市     15.76 
ﾄﾘｶﾞﾜ ｾﾘﾅ 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少 ｳﾈﾓﾄ ﾚｲﾅ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 竹國　響乃(4) 尾道市     15.46  4 山本　絢美(5) 府中町     16.08 
ﾀｹｸﾆ ｷｮｳﾉ びんごWAC ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 府中空城

 5 松田　葉音(6) 呉市     15.88  5 中川　実紀(5) 三次市     17.22 
ﾏﾂﾀﾞ ﾊｵﾄ くれＪＡＣ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷ 八次小学校

 6 山口　心温(5) 尾道市     16.22  6 大谷　希音(3) 尾道市     18.03 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾝ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ ｵｵﾀﾆ ﾉﾉ びんごWAC

 7 山本　理央(5) 福山市     16.97  7 福島　彩乃(4) 福山市     19.80 
ﾔﾏﾓﾘ ﾘｵ 湯田陸上 ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾉ 中条走ろう会

 8 舘原　杏(5) 福山市     19.18 青井　莉子(4) 広島市
ﾀﾁﾊﾗ ｱﾝ 神辺走ろう会 ｱｵｲ ﾘｺ 広島ジュニアオ
中元　姫花(5) 三原市 新田　凛(6) 尾道市
ﾅｶﾓﾄ ﾋﾒｶ 三原陸上 ﾆｯﾀ ﾘﾝ 因北陸上

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +0.9

 1 岡田　優愛(6) 広島市     13.79 q  1 増原　優羽(6) 広島市     14.28 
ｵｶﾀﾞ ﾕｱ ｃｈａｓｋｉジ ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ ｃｈａｓｋｉジ

 2 関藤　美遥(6) 福山市     14.94  2 清老　愛唯(6) 呉市     14.68 
ｾｷﾄｳ ﾐﾊﾙ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 ｾｲﾛｳ ﾒｲ くれＪＡＣ

 3 酒井　理沙(5) 海田町     15.80  3 森吉　胡都(6) 福山市     14.96 
ｻｶｲ ﾘｻ 織田幹雄スポー ﾓﾘﾖｼ ｺﾄ 神辺走ろう会

 4 菊地　加那(5) 広島市     16.10  4 藤井　彩奈(6) 東広島市     15.07 
ｷｸﾁ ｶﾅ 広島ジュニアオ ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ 東広島ＴＦＣ

 5 園田　千佳(5) 尾道市     16.80  5 石村　琴梨(5) 三次市     15.60 
ｿﾉﾀﾞ ﾁｶ 吉和AC ｲｼﾑﾗ ｺﾄﾘ 三次　酒河

 6 片岡　芽吹(6) 三次市     17.64  6 高盛叶彩(5) 竹原市     15.91 
ｶﾀｵｶ ﾒﾌﾞｷ 三次小学校 ﾀｶﾓﾘ    ﾉ ｱ 竹原市陸上競技

 7 清水　怜那(4) 福山市     17.64  7 真壁　若菜(6) 福山市     16.06 
ｼﾐｽﾞ ﾚﾅ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾏｶﾍﾞ ﾜｶﾅ 湯田陸上

 8 高橋　一加(6) 福山市     18.57  8 門田　小雪(5) 三次市     17.52 
ﾀｶﾊｼ ｲﾁｶ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ ｶﾄﾞﾀ ｺﾕｷ 三次小学校
太田　愛莉(6) 広島市 立川　莉衣(5) 広島市
ｵｵﾀ ｱｲﾘ 中筋スポーツ少 ﾀﾂｶﾜ ﾘｲ 中筋スポーツ少

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 +1.4

 1 相本　果蓮(6) 福山市     14.19 q  1 高松　紗希(6) 海田町     14.95 
ｱｲﾓﾄ ｶﾚﾝ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 ﾀｶﾏﾂ ｻｷ 織田幹雄スポー

 2 愛甲　琴香(6) 東広島市     14.57  2 中藤　唯花(6) 三原市     15.00 
ｱｲｺｳ ｺﾄｶ アクアパーク ﾅｶﾄｳ ﾕｲｶ 三原陸上

 3 谷尾　花(6) 尾道市     14.96  3 松尾　由衣(6) 三次市     15.05 
ﾀﾆｵ ﾊﾅ にゃんじゃｽﾎﾟｰ ﾏﾂｵ ﾕｲ 八幡小学校

 4 石高　沙綾(6) 広島市     15.01  4 菊池　寧々(5) 府中町     15.10 
ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 石内南ＳＫＲＣ ｷｸﾁ ﾈﾈ 府中空城

 5 上原　青泉(6) 海田町     16.07  5 土居　さわ(5) 福山市     15.35 
ｳｴﾊﾗ ｱｵｲ 織田幹雄スポー ﾄﾞｲ ｻﾜ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上

 6 菅　千尋(5) 広島市     17.12  6 小土居　璃音(6) 三次市     15.81 
ｶﾝ ﾁﾋﾛ 中野東陸上スポ ｺﾄﾞｲ ﾘﾉ 八次小学校

 7 藤本　倖奈(5) 三次市     17.15  7 渡辺　春瑠菜(6) 呉市     16.05 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾅ 八次小学校 ﾊﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ くれＪＡＣ

 8 亀井　詩乃(6) 尾道市     17.73  8 藤井　芽依(6) 広島市     16.14 
ｶﾒｲ ｼﾉ 因北陸上 ﾌｼﾞｲ ﾒｲ 中野東陸上スポ
木ざき　琴都(6) 福山市 植田　百音(5) 尾道市
ｷｻﾞｷ ｺﾄ 中条走ろう会 ｳｴﾀﾞ ﾓﾈ 吉和AC
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[ 7組] 風速 +0.7 [ 8組] 風速 -0.1

 1 藤田　実央(5) 東広島市     14.17 q  1 田淵　咲良(6) 広島市     14.76 
ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ 東広島ＴＦＣ ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ 石内南ＳＫＲＣ

 2 戸能　香織(5) 広島市     14.31  2 堀　菜々美(6) 東広島市     15.04 
ﾄﾉｳ ｶｵﾙ 中野東陸上スポ ﾎﾘ ﾅﾅﾐ 東広島ＴＦＣ

 3 山下　咲希(5) 庄原市     14.73  3 高松　羽奏(6) 福山市     15.40 
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 庄原市 ﾀｶﾏﾂ ﾜｶﾅ 神辺走ろう会

 4 上田　優希(5) 広島市     14.86  4 原　裕菜(5) 呉市     16.55 
ｳｴﾀﾞ ﾕｷ ｃｈａｓｋｉジ ﾊﾗ ﾋﾛﾅ くれＪＡＣ

 5 松島　日和(5) 福山市     15.09  5 藤本　真里奈(5) 三次市     17.34 
ﾏﾂｼﾏ ﾋﾖﾘ 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾘﾅ 三次小学校

 6 東　希碧(5) 三原市     15.94  6 本山　なつみ(5) 三次市     17.37 
ﾋｶﾞｼ ﾉｱ 三原陸上 ﾓﾄﾔﾏ ﾅﾂﾐ 三次　酒河

 7 瀬尾　日葵(4) 福山市     17.20 村井陽葵(5) 竹原市
ｾｵ ﾋﾏﾘ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾗｲﾋﾅﾀ 竹原市陸上競技

 8 坂田　志都希(4) 江田島市     17.60 新田　奈央(6) 福山市
ｻｶﾀ ｼﾂﾞｷ 大柿陸上クラブ ﾆｯﾀ ﾅｵ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ
仁井　杏奈(6) 尾道市 助金　輝咲(6) 広島市
ﾆｲ ｱﾝﾅ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ ｽｹｶﾈ ｷｻｷ 広島ジュニアオ

[ 9組] 風速  0.0 [ 10組] 風速 +0.8

 1 上栗　彩葉(6) 東広島市     14.25  1 島本　優美香(6) 広島市     14.07 q
ｶﾐｸﾘ ｲﾛﾊ アクアパーク ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ ｃｈａｓｋｉジ

 2 池田　咲瑠萌(6) 庄原市     14.61  2 伊達　友萌(5) 広島市     15.17 
ｲｹﾀﾞ ｴﾙﾓ 庄原市 ﾀﾞﾃ ﾕﾒ 広島ジュニアオ

 3 今岡　莉乃(6) 東広島市     15.61  3 三宅　遥(6) 福山市     15.81 
ｲﾏｵｶ ﾘﾉ ゲールランニン ﾐﾔｹ ﾊﾙｶ 川口東小

 4 山根　桃子(5) 府中町     17.19  4 山内　悠里(5) 竹原市     16.21 
ﾔﾏﾈ ﾓﾓｺ 府中空城 ﾔﾏｳﾁﾕｳ ﾘ 竹原市陸上競技

 5 新家　操(6) 三次市     17.84  5 松井　優奈(4) 福山市     16.53 
ｼﾝｹ ﾐｻｵ 八次小学校 ﾏﾂｲ ﾕﾅ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 6 河上　楽夢(6) 尾道市     17.85  6 半田　羽蘭(5) 三次市     16.78 
ｶﾜｶﾐ ﾗﾑ 因北陸上 ﾊﾝﾀﾞ ｳﾗﾝ 三次小学校

 7 平川　葵(3) 福山市     21.83  7 森迫　奏心(5) 尾道市     17.55 
ﾋﾗｶﾜ ｱｵｲ 中条走ろう会 ﾓﾘｻｺ ｶﾅﾐ 吉和AC
安松　真優(5) 尾道市 脇坂　采桜(5) 府中町
ﾔｽﾏﾂ ﾏﾕ びんごWAC ﾜｷｻｶ ｻｵ 府中空城
木田　歩花(6) 広島市 春日　楓花(6) 広島市
ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 中筋スポーツ少 ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ 中筋スポーツ少

[ 11組] 風速 +0.5 [ 12組] 風速 -0.3

 1 坂井　実夢(6) 尾道市     13.54 q  1 眞鍋　芽依(6) 海田町     14.50 
ｻｶｲ ﾐﾕｳ びんごWAC ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 織田幹雄スポー

 2 平田　暖乃(6) 広島市     14.57  2 谷口　こころ(6) 三次市     14.74 
ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ 石内南ＳＫＲＣ ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｺﾛ 十日市小学校

 3 深川　明紫(6) 三次市     14.78  3 丹羽　綺菜(6) 尾道市     15.12 
ﾌｶｶﾞﾜ ｱｶｼ 十日市小学校 ﾆﾜ ｱﾔﾅ 吉和AC

 4 永井　さくら(5) 庄原市     15.58  4 藤元　逢(6) 庄原市     15.49 
ﾅｶﾞｲ ｻｸﾗ 庄原市 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲ 庄原市

 5 藤井　郁寧(5) 福山市     15.59  5 白浜　七葉(6) 福山市     16.06 
ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾈ 神辺走ろう会 ｼﾗﾊﾏ ﾅﾉﾊ 湯田陸上

 6 宮本　夢海華(5) 三次市     15.59  6 清水　結加(5) 福山市     16.28 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾐｶ 三次　酒河 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 7 児山　美生(6) 福山市     16.25  7 小林　水輝(5) 尾道市     16.76 
ｺﾔﾏ ﾐｵ 湯田陸上 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 因北陸上

 8 不田　美菜子(5) 福山市     16.37  8 定本　花音(5) 三次市     16.77 
ﾌﾀﾞ ﾐﾅｺ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｻﾀﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ 三次　酒河

風速 +0.3

 1 坂井　実夢(6) 尾道市     13.65 
ｻｶｲ ﾐﾕｳ びんごWAC

 2 岡田　優愛(6) 広島市     13.92 
ｵｶﾀﾞ ﾕｱ ｃｈａｓｋｉジ

 3 島本　優美香(6) 広島市     14.05 
ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ ｃｈａｓｋｉジ

 4 長門　美佑(6) 東広島市     14.17 
ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ アクアパーク

 5 相本　果蓮(6) 福山市     14.25 
ｱｲﾓﾄ ｶﾚﾝ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上

 6 山口　音々(6) 東広島市     14.28 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾈﾈ アクアパーク

 7 松山　みづき(6) 福山市     14.28 
ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上

 8 藤田　実央(5) 東広島市     14.42 
ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ 東広島ＴＦＣ
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予選 10月7日 12:30
決勝 10月7日 13:50

大会新              12.30

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +1.6

 1 高山　奏(6) 広島市     12.71 q  1 藤谷　奈々子(6) 庄原市     13.79 q
ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ ｃｈａｓｋｉジ ﾌｼﾞﾀﾆ ﾅﾅｺ 庄原市

 2 はが　ゆうみ(5) 福山市     13.91 q  2 北村　なつき(6) 福山市     13.79 q
ﾊｶﾞ ﾕｳﾐ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 神辺走ろう会

 3 黒田　奈々(6) 福山市     14.26  3 萩原　南海(6) 東広島市     13.81 q
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ アクアパーク

 4 平谷　璃乃(6) 尾道市     14.30  4 葛谷　彩未(6) 広島市     14.90 
ﾋﾗﾀﾆ ﾘﾉ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ ｸｽﾞﾔ ｱﾔﾐ ｃｈａｓｋｉジ

 5 越道　玲奈(6) 庄原市     14.50  5 土井　和奏(6) 海田町     15.94 
ｺｼﾐﾁ ﾚﾅ 庄原市 ﾄﾞｲ ﾜｶﾅ 織田幹雄スポー

 6 児島　歩実(6) 福山市     15.67  6 清永　ゆい(4) 広島市     16.39 
ｺｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 中条走ろう会 ｷﾖﾅｶﾞ ﾕｲ 広島ジュニアオ

 7 鈴木　美南(4) 広島市     16.84  7 村津　柚奈(5) 福山市     18.23 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 広島ジュニアオ ﾑﾗﾂ ﾕｽﾞﾅ 中条走ろう会

 8 糸崎　愛彩(5) 呉市     19.39  8 板田　汐莉(5) 呉市     18.61 
ｲﾄｻﾞｷ ｱｲｻ くれＪＡＣ ｲﾀﾀﾞ ｼｵﾘ くれＪＡＣ
弘中　志歩(5) 広島市 谷口　里桜(4) 広島市
ﾋﾛﾅｶ ｼﾎ 中筋スポーツ少 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 中筋スポーツ少

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +1.0

 1 石川　菜央(6) 東広島市     13.82 q  1 藤原　愛心(6) 東広島市     13.11 q
ｲｼｶﾜ ﾅｵ 東広島ＴＦＣ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｺ 東広島ＴＦＣ

 2 木谷　心優(6) 東広島市     13.93 q  2 稲垣　彩音(6) 庄原市     15.46 
ｷﾀﾆ ﾐﾕｳ ゲールランニン ｲﾅｶﾞｷ ｱﾔﾉ 庄原市

 3 歌谷　心(5) 尾道市     14.05  3 田室　さくら(5) 広島市     16.32 
ｳﾀﾀﾆ ｺｺ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ ﾀﾑﾛ ｻｸﾗ 広島ジュニアオ

 4 丹羽　苺美(6) 庄原市     14.55  4 枡田　七虹(5) 福山市     16.50 
ﾆﾜ ﾏｲﾐ 庄原市 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅｺ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上

 5 松島　花恋(5) 広島市     15.33  5 宮原　結月(6) 広島市     16.67 
ﾏﾂｼﾏ ｶﾚﾝ ｃｈａｓｋｉジ ﾐﾔﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ ｃｈａｓｋｉジ

 6 植田　麻絹亜(4) 広島市     16.62  6 山下　夢月(5) 呉市     17.07 
ｳｴﾀﾞ ﾏｷｱ 広島ジュニアオ ﾔﾏｼﾀ ﾑｳﾜ くれＪＡＣ

 7 山治　果央(6) 福山市     17.88 瀬野　和花(6) 海田町
ﾔﾏｼﾞ ｶｵ 神辺走ろう会 ｾﾉ ﾉﾄﾞｶ 織田幹雄スポー

 8 浦﨑　菜花(5) 呉市     19.76 松永　花音(4) 福山市
ｳﾗｻｷ ﾅﾉﾊ くれＪＡＣ ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾉﾝ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ
荒川　悠菜(6) 広島市 豊島　咲愛(5) 広島市
ｱﾗｶﾜ ﾕﾅ 中筋スポーツ少 ﾄﾖｼﾏ ｻｴ 中筋スポーツ少

風速 -0.4

 1 高山　奏(6) 広島市     12.76 
ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ ｃｈａｓｋｉジ

 2 藤原　愛心(6) 東広島市     12.82 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｺ 東広島ＴＦＣ

 3 北村　なつき(6) 福山市     13.64 
ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 神辺走ろう会

 4 藤谷　奈々子(6) 庄原市     13.80 
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾅﾅｺ 庄原市

 4 石川　菜央(6) 東広島市     13.80 
ｲｼｶﾜ ﾅｵ 東広島ＴＦＣ

 6 はが　ゆうみ(5) 福山市     14.03 
ﾊｶﾞ ﾕｳﾐ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 萩原　南海(6) 東広島市     14.07 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ アクアパーク

 8 木谷　心優(6) 東広島市     14.19 
ｷﾀﾆ ﾐﾕｳ ゲールランニン

女子小学

８０ｍＨ

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

9  6015 4 11040

7  6094 3  6039

記録／備考
6  1053 2  9024

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  6134 8  1110

5  9025 6 16014

1  5061 1  1054

4  1077 5  1079
欠場 欠場

8  2009 7  2010

2  1111 9  6136

6 11017 4 11018
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  9026 1  6018

3  5062 8  1108

7 11041 5  9027

4  6040 3 16015
欠場

1  1109 9  2012

2  1060 2  1055

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1084 7  1078
欠場 欠場

9  2011 6  6091
欠場

8 11017

2  6094

4  6039

5  9024

記録／備考
7  1053

6 11018

9 11040

3 11041



予選 10月7日  9:30
決勝 10月7日 15:00

大会新              54.48

[ 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 ChaskiジュニアＡ 1051 島本　優美香(6)     54.58 q  1   5 東広島ＴＦＣ－Ａ11017 石川　菜央(6)     55.72 q

ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ ｲｼｶﾜ ﾅｵ
広島市  1050 岡田　優愛(6) 東広島市 11014 藤田　実央(5)

ｵｶﾀﾞ ﾕｱ ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ
 1049 増原　優羽(6) 11013 細川　実優(6)

ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ ﾎｿｶﾜ ﾐﾕ
 1053 高山　奏(6) 11018 藤原　愛心(6)

ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｺ
 2   4 東広島ＴＦＣ－Ｂ11022 畝　千尋(6)     58.63 q  2   6 神辺走ろう会Ａ  6040 山治　果央(6)     58.41 q

ｳﾈ ﾁﾋﾛ ﾔﾏｼﾞ ｶｵ
東広島市 11016 堀　菜々美(6) 福山市  6037 高松　羽奏(6)

ﾎﾘ ﾅﾅﾐ ﾀｶﾏﾂ ﾜｶﾅ
11021 川西　彩月(6)  6038 森吉　胡都(6)

ｶﾜﾆｼ ｻﾂｷ ﾓﾘﾖｼ ｺﾄ
11015 藤井　彩奈(6)  6039 北村　なつき(6)

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ
 3   9 高須ジュニア  5059 佐藤　日和(6)     58.81  3   4 三原陸上  4012 岡ざき　衣央里(5)   1,00.07 

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ
尾道市  5060 仁井　杏奈(6) 三原市  4010 柏原　琴衣(6)

ﾆｲ ｱﾝﾅ ｶｼﾊﾗ ｺﾄｲ
 5062 歌谷　心(5)  4011 東　希碧(5)

ｳﾀﾀﾆ ｺｺ ﾋｶﾞｼ ﾉｱ
 5061 平谷　璃乃(6)  4009 中藤　唯花(6)

ﾋﾗﾀﾆ ﾘﾉ ﾅｶﾄｳ ﾕｲｶ
 4   3 庄原市Ｂ  9036 徳永　紗里(6)   1,02.53  4   9 新涯ＪＡＣ  6105 小林　舞衣(5)   1,00.93 

ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ
庄原市  9035 豊原　志穂(6) 福山市  6106 松島　日和(5)

ﾄﾖﾊﾗ ｼﾎ ﾏﾂｼﾏ ﾋﾖﾘ
 9028 荒木　莉音(6)  6104 佐藤　美沙都(5)

ｱﾗｷ ﾘｵ ｻﾄｳ ﾐｻﾄ
 9025 越道　玲奈(6)  6103 土利川　芹菜(6)

ｺｼﾐﾁ ﾚﾅ ﾄﾘｶﾞﾜ ｾﾘﾅ
 5   6 神辺走ろう会Ｂ  6046 河村　莉紗(5)   1,02.72  5   1 ChaskiジュニアＢ 1054 葛谷　彩未(6)   1,01.68 

ｶﾜﾑﾗ ﾘｻ ｸｽﾞﾔ ｱﾔﾐ
福山市  6043 川内　香鈴(5) 広島市  1059 小田　なつね(6)

ｶﾜｳﾁ ｶﾘﾝ ｵﾀﾞ ﾅﾂﾈ
 6044 森田　鈴菜(5)  1055 宮原　結月(6)

ﾓﾘﾀ ｽｽﾞﾅ ﾐﾔﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ
 6042 藤井　郁寧(5)  1056 谷口　優月(6)

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾈ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
 6   8 びんごＷＡＣ  5023 島谷　夕々(6)   1,03.83  6   3 湯田陸上  6116 児山　美生(6)   1,03.07 

ｼﾏﾀﾆ ﾕﾕ ｺﾔﾏ ﾐｵ
尾道市  5025 竹國　響乃(4) 福山市  6118 真壁　若菜(6)

ﾀｹｸﾆ ｷｮｳﾉ ﾏｶﾍﾞ ﾜｶﾅ
 5027 大谷　希音(3)  6115 甲斐　鈴奈(6)

ｵｵﾀﾆ ﾉﾉ ｶｲ ｽｽﾞﾅ
 5026 村上　綸美(4)  6117 白浜　七葉(6)

ﾑﾗｶﾐ ｲﾄﾐ ｼﾗﾊﾏ ﾅﾉﾊ
 7   2 三次市立酒河小学校 8033 宮本　夢海華(5)   1,04.30  7   8 広島ＪｒＯＣスポーツ 1112 前田　純果(4)   1,03.34 

ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾐｶ ﾏｴﾀﾞ ｽﾐｶ
三次市  8034 本山　なつみ(5) 広島市  1102 伊達　友萌(5)

ﾓﾄﾔﾏ ﾅﾂﾐ ﾀﾞﾃ ﾕﾒ
 8031 石村　琴梨(5)  1101 菊地　加那(5)

ｲｼﾑﾗ ｺﾄﾘ ｷｸﾁ ｶﾅ
 8032 定本　花音(5)  1108 田室　さくら(5)

ｻﾀﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ ﾀﾑﾛ ｻｸﾗ
 8   1 中条走ろう会  6134 児島　歩実(6)   1,14.04  8   7 吉和ＡＣ  5014 園田　千佳(5)   1,03.75 

ｺｼﾞﾏ ｱﾕﾐ ｿﾉﾀﾞ ﾁｶ
福山市  6135 木ざき　琴都(6) 尾道市  5013 相原　杏咲(5)

ｷｻﾞｷ ｺﾄ ｱｲﾊﾗ ｱｽﾞｻ
 6137 福島　彩乃(4)  5012 森迫　奏心(5)

ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾉ ﾓﾘｻｺ ｶﾅﾐ
 6138 平川　葵(3)  5011 丹羽　綺菜(6)

ﾋﾗｶﾜ ｱｵｲ ﾆﾜ ｱﾔﾅ
  7 中筋スポーツ少年団Ａ  9   2 三次小学校  8021 伊藤　柚姫(6)   1,03.99 

欠場 ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ
広島市 三次市  8020 中篠ざこ　ひなた(6)

ﾅｶｼﾉｻﾞｺ ﾋﾅﾀ
 8023 西野　裕渚(6)

ﾆｼﾉ ﾕｳﾅ
 8022 伊木　ひろ(6)

ｲｷ ﾋﾛ

女子小学

４×１００ｍＲ

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



[ 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 アクアパーク 11036 愛甲　琴香(6)     54.61 q  1   5 福山ジュニア陸上Ａ 6009 関藤　美遥(6)     56.59 q

ｱｲｺｳ ｺﾄｶ ｾｷﾄｳ ﾐﾊﾙ
東広島市 11039 長門　美佑(6) 福山市  6011 松山　みづき(6)

ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ
11038 上栗　彩葉(6)  6010 関藤　遥郁(6)

ｶﾐｸﾘ ｲﾛﾊ ｾｷﾄｳ ﾊﾙｶ
11037 山口　音々(6)  6012 相本　果蓮(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾈﾈ ｱｲﾓﾄ ｶﾚﾝ
 2   5 石内南ＳＫＲＣ  1026 石高　沙綾(6)     56.41 q  2   6 織田幹雄スポーツ16014 土井　和奏(6)     57.89 q

ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ ﾄﾞｲ ﾜｶﾅ
広島市  1027 田淵　咲良(6) 海田町 16012 高松　紗希(6)

ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ ﾀｶﾏﾂ ｻｷ
 1030 岡藤　美音(6) 16016 平石　彩夏(6)

ｵｶﾌｼﾞ ﾐｵ ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ
 1028 平田　暖乃(6) 16011 眞鍋　芽依(6)

ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ
 3   7 庄原市Ａ  9032 八谷　咲輝(5)     59.40  3   3 くれＪＡＣ－Ａ  2004 松田　葉音(6)   1,00.10 

ﾔﾀｶﾞｲ ｻｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾊｵﾄ
庄原市  9021 山下　咲希(5) 呉市  2006 古和　くるみ(6)

ﾔﾏｼﾀ ｻｷ ｺﾜ ｸﾙﾐ
 9033 奥井　清加(6)  2005 渡辺　春瑠菜(6)

ｵｸｲ ｻﾔｶ ﾊﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ
 9034 藤谷　凪沙(5)  2003 清老　愛唯(6)

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾅｷﾞｻ ｾｲﾛｳ ﾒｲ
 4   3 福山ジュニア陸上Ｂ 6016 福井　冴槻(6)   1,01.55  4   2 竹尋アスリートクラブ 6079 下見　釉乃(4)   1,00.11 

ﾌｸｲ ｻﾂｷ ｼﾓﾐ ﾕﾉ
福山市  6013 小林　花梨(6) 福山市  6070 藤本　伊織(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｵﾘ
 6015 黒田　奈々(6)  6069 佐々木　美月(6)

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ ｻｻｷ ﾐﾂﾞｷ
 6014 木村　友香(6)  6071 大住　早永(6)

ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ ｵｵｽﾐ ｻｴ
 5   2 広島ＪｒＯＣスポーツ 1110 清永　ゆい(4)   1,01.84   9 八次小学校  8036 白築　未来(6)

ｷﾖﾅｶﾞ ﾕｲ ｼﾗﾂｷ ﾐｸ 失格
広島市  1106 大路　未依(5) 三次市  8039 中川　実紀(5)

ｵｵｼﾞ ﾏｲ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷ
 1104 木野村　茉那(6)  8040 新家　操(6)

ｷﾉﾑﾗ ﾏﾅ ｼﾝｹ ﾐｻｵ
 1107 沖野　希実(4)  8037 小土居　璃音(6)

ｵｷﾉ ﾉｿﾞﾐ ｺﾄﾞｲ ﾘﾉ
 6   9 御野陸上クラブ  6092 瀬尾　日葵(4)   1,03.61   4 中筋スポーツ少年団Ｂ

ｾｵ ﾋﾏﾘ 欠場
福山市  6094 はが　ゆうみ(5) 広島市

ﾊｶﾞ ﾕｳﾐ
 6096 新田　奈央(6)

ﾆｯﾀ ﾅｵ
 6095 畝本　怜奈(5)

ｳﾈﾓﾄ ﾚｲﾅ
 7   6 くれＪＡＣ－Ｂ  2012 山下　夢月(5)   1,04.68   7 府中空城

ﾔﾏｼﾀ ﾑｳﾜ 欠場
呉市  2011 浦﨑　菜花(5) 府中町

ｳﾗｻｷ ﾅﾉﾊ
 2009 糸崎　愛彩(5)

ｲﾄｻﾞｷ ｱｲｻ
 2010 板田　汐莉(5)

ｲﾀﾀﾞ ｼｵﾘ
 8   8 竹尋アスリートクラブ 6075 中山　來星(5)   1,05.36   8 ゲールランニング

ﾅｶﾔﾏ ﾗﾗ 欠場
福山市  6081 森　梓(4) 東広島市

ﾓﾘ ｱｽﾞｻ
 6073 池上　楓果(5)

ｲｹｶﾞﾐ ﾌｳｶ
 6074 土井　凛生(5)

ﾄﾞｲ ﾘｵ

女子小学

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 ChaskiジュニアＡ 1051 島本　優美香(6)     54.25 

ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 大会新
広島市  1050 岡田　優愛(6)

ｵｶﾀﾞ ﾕｱ
 1049 増原　優羽(6)

ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ
 1053 高山　奏(6)

ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ
 2   4 アクアパーク 11036 愛甲　琴香(6)     54.45 

ｱｲｺｳ ｺﾄｶ 大会新
東広島市 11039 長門　美佑(6)

ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ
11038 上栗　彩葉(6)

ｶﾐｸﾘ ｲﾛﾊ
11037 山口　音々(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾈﾈ
 3   5 東広島ＴＦＣ－Ａ11017 石川　菜央(6)     55.30 

ｲｼｶﾜ ﾅｵ
東広島市 11014 藤田　実央(5)

ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ
11013 細川　実優(6)

ﾎｿｶﾜ ﾐﾕ
11018 藤原　愛心(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｺ
 4   6 石内南ＳＫＲＣ  1026 石高　沙綾(6)     56.18 

ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ
広島市  1027 田淵　咲良(6)

ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ
 1030 岡藤　美音(6)

ｵｶﾌｼﾞ ﾐｵ
 1028 平田　暖乃(6)

ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾉ
 5   8 福山ジュニア陸上Ａ 6009 関藤　美遥(6)     56.49 

ｾｷﾄｳ ﾐﾊﾙ
福山市  6011 松山　みづき(6)

ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ
 6010 関藤　遥郁(6)

ｾｷﾄｳ ﾊﾙｶ
 6012 相本　果蓮(6)

ｱｲﾓﾄ ｶﾚﾝ
 6   9 織田幹雄スポーツ16013 上原　青泉(6)     57.94 

ｳｴﾊﾗ ｱｵｲ
海田町 16012 高松　紗希(6)

ﾀｶﾏﾂ ｻｷ
16016 平石　彩夏(6)

ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ
16011 眞鍋　芽依(6)

ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ
 7   3 神辺走ろう会Ａ  6040 山治　果央(6)     58.28 

ﾔﾏｼﾞ ｶｵ
福山市  6037 高松　羽奏(6)

ﾀｶﾏﾂ ﾜｶﾅ
 6038 森吉　胡都(6)

ﾓﾘﾖｼ ｺﾄ
 6039 北村　なつき(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ
 8   2 東広島ＴＦＣ－Ｂ11022 畝　千尋(6)     58.39 

ｳﾈ ﾁﾋﾛ
東広島市 11016 堀　菜々美(6)

ﾎﾘ ﾅﾅﾐ
11021 川西　彩月(6)

ｶﾜﾆｼ ｻﾂｷ
11015 藤井　彩奈(6)

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ

女子小学

４×１００ｍＲ
決勝



決勝 10月7日 10:25

大会新               5.10

川西　彩月(6) 東広島市   4.19   4.17   4.01    X    X   4.29    4.29 
ｶﾜﾆｼ ｻﾂｷ 東広島ＴＦＣ   +0.1   +0.2   -0.3   +0.9    +0.9
岡藤　美音(6) 広島市   3.81   3.99   3.75   4.18   4.19   4.06    4.19 
ｵｶﾌｼﾞ ﾐｵ 石内南ＳＫＲＣ   +0.1   -0.7   +0.5   +2.1   +1.4   +0.9    +1.4
谷口　優月(6) 広島市   3.90   3.71   4.00   3.92   4.10   3.75    4.10 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ ｃｈａｓｋｉジ   +0.5   -0.6   +1.5   +1.6    0.0   +0.1     0.0
関藤　遥郁(6) 福山市   3.91   3.88   3.86   4.01    X   3.91    4.01 
ｾｷﾄｳ ﾊﾙｶ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上   +0.2   -0.9   +0.3   +0.8   +0.2    +0.8
畝　千尋(6) 東広島市   3.88   3.94   3.74   3.97   3.94    X    3.97 
ｳﾈ ﾁﾋﾛ 東広島ＴＦＣ   -0.2   +0.5   -0.3   +0.4   +1.5    +0.4
小野　美幸(6) 東広島市    X   3.85    X    X   3.96   3.93    3.96 
ｵﾉ ﾐｻﾁ ゲールランニン   -1.5   +1.2   +0.8    +1.2
藤本　伊織(6) 福山市   3.61   3.87    X   3.88    X   3.72    3.88 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｵﾘ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   +0.3   -0.2   +0.5   +0.5    +0.5
平石　彩夏(6) 海田町    X   3.88    X    X    X    X    3.88 
ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ 織田幹雄スポー   +0.3    +0.3
佐藤　日和(6) 尾道市   3.80    X   3.69    3.80 
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ   -0.1   +0.1    -0.1
佐々木　美月(6) 福山市   3.76   3.50   3.61    3.76 
ｻｻｷ ﾐﾂﾞｷ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   +0.1   -0.4   +0.2    +0.1
小林　花梨(6) 福山市   3.72   3.55   3.61    3.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上   +0.1   -0.4   +0.1    +0.1
井上　真佳(6) 三原市   3.59   3.47   3.68    3.68 
ｲﾉｴｳ ﾏﾅｶ 三原陸上   -0.9   +1.4   +0.3    +0.3
高岡　柑奈(6) 尾道市   3.67   3.59   3.32    3.67 
ﾀｶｵｶ ｶﾝﾅ にゃんじゃｽﾎﾟｰ   +0.1   -0.2   -0.4    +0.1
村上　綸美(4) 尾道市   3.51   3.66   3.49    3.66 
ﾑﾗｶﾐ ｲﾄﾐ びんごWAC   +0.1   +0.3    0.0    +0.3
大住　早永(6) 福山市   3.63   3.62   3.65    3.65 
ｵｵｽﾐ ｻｴ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   +0.2   -0.4    0.0     0.0
中村　樹(6) 尾道市   3.09   3.63   3.61    3.63 
ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 因北陸上   +0.3    0.0   +0.5     0.0
木野村　茉那(6) 広島市    X   3.60   3.59    3.60 
ｷﾉﾑﾗ ﾏﾅ 広島ジュニアオ   -0.7   +0.7    -0.7
阪本　瑞季(6) 広島市   3.18   3.43   3.58    3.58 
ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 石内南ＳＫＲＣ   +0.3   -1.9   +0.1    +0.1
木村　友香(6) 福山市   3.57    X   3.44    3.57 
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上   +0.1   +0.3    +0.1
柏原　栞奈(5) 尾道市   3.56   3.27   3.52    3.56 
ｶｼﾊﾗ ｶﾝﾅ 因北陸上   +0.3   -0.5   +0.5    +0.3
小林　琉衣(6) 広島市   3.50   3.52   3.37    3.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 石内南ＳＫＲＣ   +0.3   -1.0   +0.2    -1.0
上田　陽葵(6) 東広島市   3.31   3.46   3.40    3.46 
ｳｴﾀﾞ ﾋﾏﾘ 東広島ＴＦＣ   -0.3   +1.2   -0.2    +1.2
藤田　苺華(6) 庄原市   3.40   3.29   3.44    3.44 
ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 庄原市    0.0   -0.6   +1.3    +1.3
藤原　葉月(5) 庄原市   3.41   3.29   3.02    3.41 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾂﾞｷ 庄原市   +0.1   -0.1   +0.3    +0.1
古和　くるみ(6) 呉市   3.40    X   3.22    3.40 
ｺﾜ ｸﾙﾐ くれＪＡＣ   +0.3   +1.4    +0.3
柏原　琴衣(6) 三原市   3.18   3.10   3.39    3.39 
ｶｼﾊﾗ ｺﾄｲ 三原陸上   -0.2   +0.8    0.0     0.0
渡部　花璃(5) 福山市   3.29    X   3.37    3.37 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   +0.2   +0.3    +0.3
林　舞陽(5) 東広島市   3.27   2.98   3.37    3.37 
ﾊﾔｼ ﾏﾋﾛ ゲールランニン    0.0   -0.5   +0.2    +0.2
岡ざき　衣央里(5) 三原市   3.11   3.22   3.35    3.35 
ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ 三原陸上   -0.2   +0.6   +0.3    +0.3
萩原　菜々子(5) 東広島市   3.28    X   3.34    3.34 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅﾅｺ 東広島ＴＦＣ    0.0   -0.3    -0.3
福井　冴槻(6) 福山市   3.33   3.28   3.26    3.33 
ﾌｸｲ ｻﾂｷ 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上   +0.1   +0.1   +0.7    +0.1
大路　未依(5) 広島市   3.13   3.31   3.27    3.31 
ｵｵｼﾞ ﾏｲ 広島ジュニアオ   -0.1   -0.3   +0.2    -0.3
相原　杏咲(5) 尾道市    X   3.27   2.88    3.27 
ｱｲﾊﾗ ｱｽﾞｻ 吉和AC   +0.6   -0.4    +0.6
甲斐　鈴奈(6) 福山市    X   3.19   3.25    3.25 
ｶｲ ｽｽﾞﾅ 湯田陸上   +0.1   +0.3    +0.3
島谷　夕々(6) 尾道市    X   3.25   3.06    3.25 
ｼﾏﾀﾆ ﾕﾕ びんごWAC   -0.7   -0.1    -0.7
白築　未来(6) 三次市   3.18   3.06   3.19    3.19 
ｼﾗﾂｷ ﾐｸ 八次小学校   +0.2   +0.5   -0.4    -0.4
重原　ゆず(6) 庄原市    X    X   3.18    3.18 
ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ 庄原市    0.0     0.0

女子小学

-4- -5- -6- 記録 備考
1 61 11021

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

6 11 11043

7 43  6070

4 6  6010

5 62 11022

2 8  1030

3 45  1056

12 24  4014

13 1  5034

10 44  6069

11 5  6013

8 29 16016

9 23  5059

18 9  1029

19 4  6014

16 40  5044

17 38  1104

14 30  5026

15 42  6071

24 19  9030

25 16  2006

22 59 11019

23 18  9029

20 39  5048

21 7  1031

30 60 11020

31 3  6016

28 12 11042

29 25  4012

26 26  4010

27 41  6072

36 22  8036

37 20  9031

34 33  6115

35 31  5023

32 36  1106

33 50  5013



杉本　有莉亜(5) 広島市    X    X   3.18    3.18 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｱ ｃｈａｓｋｉジ   +1.1    +1.1
荒木　莉音(6) 庄原市   3.17    /    /    3.17 
ｱﾗｷ ﾘｵ 庄原市   -0.1    -0.1
金山　陽菜乃(6) 尾道市   3.11   3.06   3.10    3.11 
ｶﾅﾔﾏ ﾋﾅﾉ にゃんじゃｽﾎﾟｰ    0.0   +0.1   -0.2     0.0
細羽　七菜(5) 福山市   2.86    X   3.10    3.10 
ﾎｿﾊﾞ ﾅﾅ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.2   -0.6    -0.6
東　成美(6) 広島市   2.78    X   3.08    3.08 
ﾋｶﾞｼ ﾅﾙﾐ 広島ジュニアオ   +0.2   +0.2    +0.2
松本　美桜(4) 尾道市   3.06   2.99   3.03    3.06 
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 吉和AC   +0.3   +0.1   -0.1    +0.3
小林　舞衣(5) 福山市    X   3.06   2.59    3.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少   -0.9   +0.2    -0.9
武田　あかり(6) 呉市   3.05   2.89   2.98    3.05 
ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾘ くれＪＡＣ   +0.5   -0.5   +0.1    +0.5
沖野　希実(4) 広島市   2.98   3.04    X    3.04 
ｵｷﾉ ﾉｿﾞﾐ 広島ジュニアオ    0.0   -0.3    -0.3
久戸瀬　心音(5) 広島市   2.68   3.02   2.72    3.02 
ｸｾﾄ ｺｺﾈ ｃｈａｓｋｉジ   +0.2   -0.3   +0.7    -0.3
川内　香鈴(5) 福山市   2.92    X   2.86    2.92 
ｶﾜｳﾁ ｶﾘﾝ 神辺走ろう会   -0.7   +0.3    -0.7
萬浪　架凜(6) 福山市   2.91   2.65   2.67    2.91 
ﾏﾝﾅﾐ ｶﾘﾝ 湯田陸上   +0.2   -0.3   +0.5    +0.2
石岡　芳乃香(6) 福山市   2.90   2.52    X    2.90 
ｲｼｵｶ ﾎﾉｶ 湯田陸上    0.0   -0.3     0.0
小田　なつね(6) 広島市   2.65   2.77   2.83    2.83 
ｵﾀﾞ ﾅﾂﾈ ｃｈａｓｋｉジ    0.0   -0.5    0.0     0.0
羽原　想乃(5) 福山市   2.81   2.59    X    2.81 
ﾊﾈﾊﾗ ﾘﾉ 神辺走ろう会   -0.2   +2.0    -0.2
佐藤　美沙都(5) 福山市   2.60   2.78   2.48    2.78 
ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 新涯JACｽﾎﾟｰﾂ少   +0.5   -0.5   +0.2    -0.5
永岡　美音(5) 海田町    X   2.70   2.69    2.70 
ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾝﾄ 織田幹雄スポー   +1.0   -0.3    +1.0
河村　莉紗(5) 福山市   2.29   2.22   2.42    2.42 
ｶﾜﾑﾗ ﾘｻ 神辺走ろう会   -0.2   +1.6   -0.1    -0.1
森田　鈴菜(5) 福山市   2.39   2.41   2.25    2.41 
ﾓﾘﾀ ｽｽﾞﾅ 神辺走ろう会   -0.4   +1.0   +0.5    +1.0
平賀　彩来(5) 東広島市 欠場
ﾋﾗｶﾞ ｻﾗ ゲールランニン
榊原　香怜(5) 海田町 欠場
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶﾚﾝ 織田幹雄スポー
加登　空乃(3) 広島市 欠場
ｶﾄ ｿﾗﾉ 中筋スポーツ少
飯田　真央(3) 広島市 欠場
ｲｲﾀﾞ ﾏｵ 中筋スポーツ少
武田　結菜(4) 広島市 欠場
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾅ 中筋スポーツ少
野田　彩世(6) 広島市 欠場
ﾉﾀﾞ ｱﾔｾ 中筋スポーツ少

39 17  9028

40 2  5033

-4- -5- -6- 記録 備考
37 46  1057

女子小学

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

45 15  2007

46 35  1107

43 49  5016

44 13  6105

41 21  6093

42 37  1105

51 48  1059

52 56  6045

49 32  6119

50 34  6114

47 47  1058

48 58  6043

10 11045

28 16017

55 55  6046

56 57  6044

53 14  6104

54 27 16019

53  1085

54  1083

51  1087

52  1086



予選 10月7日 10:15
決勝 10月7日 14:10

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.6

 1 松本　那々美(3) 東広島市     27.93 q  1 高橋　紗菜恵(3) 東広島市     27.57 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 東広島ＴＦＣ ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 東広島ＴＦＣ

 2 荒木　綸(3) 庄原市     28.17 q  2 藤本　佳千(2) 三原市     27.67 q
ｱﾗｷ ﾘﾝ 庄原市 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ 三原陸上

 3 山本　沙希菜(3) 東広島市     28.85  3 大瀬戸　梨乃(3) 広島市     28.26 q
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 東広島ＴＦＣ ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ 広島市安佐中学

 4 玉江　華(1) 三原市     29.00  4 竹明　穂乃花(3) 庄原市     29.11 
ﾀﾏｴ ﾊﾅ 三原陸上 ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ 庄原市

 5 中原　千晴(3) 広島市     29.13  5 沖中　友佳(2) 福山市     29.54 
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ 広島市安佐中学 ｵｷﾅｶ ﾄﾓｶ 中条走ろう会

 6 竹國　夢乃(1) 尾道市     31.10  6 杉森　月音(1) 福山市     30.14 
ﾀｹｸﾆ ﾕﾒﾉ びんごWAC ｽｷﾞﾓﾘ ｶﾉﾝ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 7 尾辻　沙ら(1) 広島市     32.17  7 伊藤　有咲(3) 庄原市     30.39 
ｵﾂｼﾞ ｻﾗ ｃｈａｓｋｉジ ｲﾄｳ ｱﾘｻ 庄原市

 8 三吉　春乃(1) 福山市     32.31  8 高盛　葵(3) 竹原市     30.81 
ﾐﾖｼ ﾊﾙﾉ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾓﾘ ｱｵｲ 竹原市陸上競技
藤本　真穂(1) 福山市  9 中山　羽菜(1) 広島市     32.49 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 中条走ろう会 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ ｃｈａｓｋｉジ

[ 3組] 風速 +0.4

 1 江原　美月優(1) 福山市     27.25 q
ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 2 柏原　美希(3) 東広島市     27.87 q
ｶｼﾊﾗ ﾐｷ 東広島ＴＦＣ

 3 國貞　穂乃佳(2) 三原市     28.20 q
ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ 三原陸上

 4 加藤　瑞喜(3) 庄原市     29.83 
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 庄原市

 5 重宗　姫香(1) 福山市     30.30 
ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 6 脇　ののか(3) 竹原市     32.62 
ﾜｷ ﾉﾉｶ 竹原市陸上競技

 7 岩森　心春(1) 福山市     33.77 
ｲﾜﾓﾘ ｺﾊﾙ 中条走ろう会
忰山　碧(3) 広島市
ｶｾﾔﾏ ｱｵｲ ｃｈａｓｋｉジ
山﨑　朋子(2) 三原市
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓｺ 三原陸上

風速 +0.1

 1 江原　美月優(1) 福山市     26.96 
ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 2 藤本　佳千(2) 三原市     27.23 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ 三原陸上

 3 柏原　美希(3) 東広島市     27.32 
ｶｼﾊﾗ ﾐｷ 東広島ＴＦＣ

 4 高橋　紗菜恵(3) 東広島市     27.35 
ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 東広島ＴＦＣ

 5 松本　那々美(3) 東広島市     27.46 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 東広島ＴＦＣ

 6 大瀬戸　梨乃(3) 広島市     27.66 
ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ 広島市安佐中学

 7 荒木　綸(3) 庄原市     28.19 
ｱﾗｷ ﾘﾝ 庄原市

 8 國貞　穂乃佳(2) 三原市     28.24 
ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ 三原陸上

女子中学

２００ｍ

予選 通過基準  3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

6  9053 6  4016

記録／備考
5 11029 3 11033

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1015 1  6140

4  4018 7  9055

7 11031 5  1014

8  6068 9  3012

2  1066 4  9059

9  5021 8  6066

8  6065

5 11032

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  6142 2  1064
欠場

9  6143

4  1062
欠場

2  6064

1  3016

3  4017

6  9060

7 11032

6 11033

5  6065

4  4016

7  4015
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  9053

3  4017

8 11029

2  1014



決勝 10月7日 15:10

大会新              50.20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東広島ＴＦＣ 11031 山本　沙希菜(3)     51.31 

ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ
東広島市 11033 高橋　紗菜恵(3)

ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ
11032 柏原　美希(3)

ｶｼﾊﾗ ﾐｷ
11029 松本　那々美(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ
 2   7 安佐中学校  1015 中原　千晴(3)     52.51 

ﾅｶﾊﾗ ﾁﾊﾙ
広島市  1013 吉川　桐葉(3)

ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ
 1012 井上　悠(3)

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ
 1014 大瀬戸　梨乃(3)

ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ
 3   6 庄原市Ａ  9056 藤谷　弓乃(2)     53.73 

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕﾐﾉ
庄原市  9055 竹明　穂乃花(3)

ﾀｹﾐｮｳ ﾎﾉｶ
 9058 清水　菜月(1)

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ
 9053 荒木　綸(3)

ｱﾗｷ ﾘﾝ
 4   1 三原陸上  4017 國貞　穂乃佳(2)     53.98 

ｸﾆｻﾀﾞ ﾎﾉｶ
三原市  4018 玉江　華(1)

ﾀﾏｴ ﾊﾅ
 4016 藤本　佳千(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ
 4019 仁田　侑花(3)

ﾆｯﾀ ﾕｷｶ
 5   9 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  6067 辰本　心音(1)     55.34 

ﾀﾂﾓﾄ ｺｺﾈ
福山市  6065 江原　美月優(1)

ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ
 6066 杉森　月音(1)

ｽｷﾞﾓﾘ ｶﾉﾝ
 6064 重宗　姫香(1)

ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ
 6   8 中条走ろう会  6143 岩森　心春(1)     55.56 

ｲﾜﾓﾘ ｺﾊﾙ
福山市  6140 沖中　友佳(2)

ｵｷﾅｶ ﾄﾓｶ
 6141 生田　彩華(2)

ｲｸﾀ ｱﾔｶ
 6139 高垣　知里(2)

ﾀｶｶﾞｷ ﾁｻﾄ
 7   3 竹原市陸上競技協会 3014 甘崎亜桜衣(2)     56.42 

ｱﾏｻｷ ｱ ｵ ｲ
竹原市  3017 増森桃花(2)

ﾏｽﾓﾘﾓﾓｶ
 3013 岩本心美(2)

ｲﾜﾓﾄｺｺ ﾐ
 3012 高盛　葵(3)

ﾀｶﾓﾘ ｱｵｲ
 8   4 庄原市Ｂ  9062 松本　彩里(3)     57.30 

ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ
庄原市  9060 加藤　瑞喜(3)

ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ
 9063 芳賀　あかり(1)

ﾊｶﾞ ｱｶﾘ
 9059 伊藤　有咲(3)

ｲﾄｳ ｱﾘｻ
  2 Chaskiジュニア

欠場
広島市

女子中学

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 10月7日 10:00

仁田　侑花(3) 三原市
ﾆｯﾀ ﾕｷｶ 三原陸上
吉川　桐葉(3) 広島市
ﾖｼｶﾜ ｷﾘﾊ 広島市安佐中学
高垣　知里(2) 福山市
ﾀｶｶﾞｷ ﾁｻﾄ 中条走ろう会
岩本心美(2) 竹原市
ｲﾜﾓﾄｺｺ ﾐ 竹原市陸上競技
芳賀　あかり(1) 庄原市
ﾊｶﾞ ｱｶﾘ 庄原市
藤谷　弓乃(2) 庄原市
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕﾐﾉ 庄原市
井上　悠(3) 広島市
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 広島市安佐中学
永さこ　彩弥(1) 庄原市 欠場
ﾅｶﾞｻｺ ｻﾔ 庄原市

決勝 10月7日 10:40

砂田　真由子(3) 広島市
ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ 広島市安佐中学
平野　百華(3) 広島市
ﾋﾗﾉ ﾓﾓｶ 広島市安佐中学
松本　彩里(3) 庄原市
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ 庄原市
石田　瑠奈(3) 庄原市
ｲｼﾀﾞ ﾙﾅ 庄原市
甘崎亜桜衣(2) 竹原市
ｱﾏｻｷ ｱ ｵ ｲ 竹原市陸上競技
生林　歩(3) 竹原市
ｼｮｳﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 竹原市陸上競技
生田　彩華(2) 福山市
ｲｸﾀ ｱﾔｶ 中条走ろう会
切田　海鈴(3) 庄原市
ｷﾘﾀ ｶｲﾘ 庄原市
土井　歩凛(2) 福山市 欠場
ﾄﾞｲ ｱﾕﾘ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
中野　さくら(2) 福山市 欠場
ﾅｶﾉ ｻｸﾗ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
松永　琴音(1) 福山市 欠場
ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾄﾈ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ

女子中学

走高跳
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女子中学

砲丸投
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 1.10

3  9065

 11.35 

2 10  1011
11.08 10.64   X   X 10.25 10.71

備考
1 11  1016

10.78 10.90 10.90 11.05   X 11.35

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

  9.17 

4 9  9061
  X   X  8.74  8.08  8.87  9.11

 11.08 

3 8  9062
 8.99  9.03  9.17  8.77  8.37  8.80

  7.70 

6 3  3015
  X  7.55  7.00  7.35  7.63   X

  9.11 

5 2  3014
 7.70  7.60  7.67  7.22  7.32  7.69

  7.27 

8 7  9064
 6.38  6.83  6.55  6.25  6.23  5.69

  7.63 

7 1  6141
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5  6062

  6.83 

4  6063

6  6098



決勝 10月7日 14:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 大和町(1)  4028 小山　なほみ(1)     55.58 

ｵﾔﾏ ﾅｵﾐ
大和町  4032 井上　宇宙(3)

ｲﾉｳｴ ｿﾗ
 4029 鈴木　佳恵(2)

ｽｽﾞｷ ｶｴ
 4031 高見　愛結(3)

ﾀｶﾐ ｱﾕ

決勝 10月7日 14:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広島ＪｒＯＣ  1004 吉川　千晶     56.34 

ﾖｼｶﾜ ﾁｱｷ
広島市  1002 藤本　彩夏

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 1001 大石　裕美

ｵｵｲｼ ﾕﾐ
 1005 宮迫　紗綾

ﾐﾔｻｺ ｻｱﾔ
 2   5 福山Ｊクラブ  6027 檀上　千晶   1,03.25 

ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾁｱｷ
福山市  6028 桝田　岐子

ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ
 6030 越智　香苗

ｵﾁ ｶﾅｴ
 6029 桒田　優子

ｸﾜﾀﾞ ﾕｳｺ

女子高校      

４×１００ｍＲ
決勝

女子一般
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