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広島県記録(PR)                  11.67 岡山　沙英子                 ポスアル         2012/06/23  

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.0

 1 上司  みのり(2)     12.67  1 隅原  千尋(高2)     13.19 
ｶﾐﾂｶｻ ﾐﾉﾘ 野田学園中 ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 市立中等教育学校

 2 小山田  みなみ(4)     12.70  2 金島  成美(1)     13.39 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島経済大 ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ 盈進高

 3 金川  優莉(2)     13.01  3 下田  萌花(2)     13.39 
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 五日市南中 ｼﾓﾀﾞ ﾓｴｶ 安田女子高

 4 金子  継(2)     13.19  4 大畠  かおる(2)     13.47 
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 瑞穂中 ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 野田学園中

 5 前川  実怜(3)     13.36  5 玉谷  光里(2)     13.68 
ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 国泰寺中 ﾀﾏﾀﾞﾆ ﾋｶﾘ 国泰寺中

 6 山田  千尋(1)     13.37  6 浦川  侑莉(1)     13.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ高 ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ 宇品中
島川  優月(2)  7 井上  歩(中3)     13.91 
ｼﾏｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 安田女子高 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ
馬場  梓(4) 村上  碧海(3)
ﾊﾞﾊﾞ ｱｽﾞｻ ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女大 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 祇園中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +0.3

 1 中下  実玲(中3)     13.34  1 正田  唯花(1)     13.55 
ﾅｶｼﾀ ﾐﾚｲ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ 盈進高

 2 神原  奈緒(3)     13.49  2 玉木  彩子     13.58 
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中 ﾀﾏｷ ｱﾔｺ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 3 池田  來瞳(2)     13.67  3 矢藤    岬(3)     13.81 
ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 野田学園中 ﾔﾄｳ ﾐｻｷ 国泰寺中

 4 島本  明日美(2)     13.78  4 山根  知紗(1)     13.82 
ｼﾏﾓﾄ ｱｽﾐ 古田中 ﾔﾏﾈ ﾁｻ 広島三和中

 5 蒲生  彩水(2)     13.84  5 足立  海月(3)     13.93 
ｶﾞﾓｳ ｱﾔﾐ 古田中 ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 広島大霞

 6 柴田  彩稀     14.12  6 住田  麗月(2)     14.10 
ｼﾊﾞﾀ ｻｷ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ｽﾐﾀﾞ ﾘﾂｷ 国泰寺中
越水  万里  7 柿原  妃菜(2)     14.23 
ｺｼﾐｽﾞ ﾏﾘ ASﾌｸﾔﾏ ｶｷﾊﾗ ﾋﾅ 東原中
桃谷  彩加 長谷川   沙良(1)
ﾓﾓﾀﾆ ｱﾔｶ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 国泰寺中

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 +0.7

 1 畠本  夏鈴(1)     13.43  1 城河内  涼佳(1)     13.09 
ﾊﾀﾓﾄ ｶﾘﾝ 盈進高 ｼﾛｶﾞｳﾁ ﾘｮｳｶ 安田女子高

 2 品川  優衣(2)     14.03  2 塩谷  優奈(2)     13.54 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｲ 矢野中 ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾅ 安田女子高

 3 兵動  月南(2)     14.17  3 山本  ひかり(1)     13.82 
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾙﾅ 祇園中 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 五日市観音中

 4 金本  裕佳子(2)     14.25  4 中城  奈那(2)     13.84 
ｶﾈﾓﾄ ﾕｶｺ 広島城南中 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾅ 広島大霞

 5 小林  青生(3)     14.48  5 玉城  依知佳(1)     13.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵ 五日市中 ﾀﾏｼﾛ ｲﾁｶ 広島城南中
松冨  彩花(3)  6 久保  佑奈(中3)     14.05 
ﾏﾂﾄﾐ ｱﾔｶ 五日市観音中 ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
石原  愛(中3)  7 橋本  那奈(3)     14.16 
ｲｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 五日市中
里保  美幸(1)  8 若林    遥(2)     14.29 
ｻﾄﾔｽ ﾐﾕｷ 矢野中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 五日市観音中

[ 7組] 風速 -0.4 [ 8組] 風速 -0.3

 1 橋本  智香(3)     13.97  1 田口  紗英(1)     14.24 
ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 五日市観音中 ﾀｸﾞﾁ ｻｴ 翠町中

 2 住吉  莉奈(2)     14.36  2 竹之内  萌未(中3)     14.66 
ｽﾐﾖｼ ﾏﾘﾅ 国泰寺中 ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 3 木川  朋美(2)     14.37  3 望月  恵(2)     14.66 
ｷｶﾜ ﾄﾓﾐ 翠町中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 広島なぎさ高

 4 林  莉里衣(1)     14.79  4 縫部  愛菜(1)     14.76 
ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ 五日市観音中 ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ 広大東雲中

 5 坂本  聖奈(2)     14.82  5 高山  響(2)     14.78 
ｻｶﾓﾄ ｾｲﾅ 広島三和中 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 五日市中

 6 渡川  美優(2)     14.86  6 大谷  真帆(1)     14.80 
ﾄｶﾞﾜ ﾐﾕ 広島なぎさ中 ｵｵﾀﾆ ﾏﾎ 国泰寺中

 7 徳永  友里(1)     14.87  7 澤原  瑞季(1)     14.87 
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘ 大塚中 ｻﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 翠町中

 8 藤村  彩花(1)     16.27  8 世良  はな(1)     14.94 
ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔｶ 大塚中 ｾﾗ ﾊﾅ 国泰寺中
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[ 9組] 風速 -1.2 [ 10組] 風速 -1.6

 1 梅平  麻央(1)     14.56  1 本田  芽吹(1)     13.93 
ｳﾒﾋﾗ ﾏｵ 牛田中 ﾎﾝﾀﾞ ﾒﾌﾞｷ 野田学園中

 2 河村  歩香(2)     14.59  2 西林  優音(2)     14.03 
ｶﾜﾑﾗ ｱﾕｶ 安佐中 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ 宇品中

 3 清水  穂乃果(3)     14.67  3 富士谷  佳乃(中2)     14.23 
ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ 五日市観音中 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾉ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 4 日南  里咲(1)     14.69  4 島  唯菜(2)     14.56 
ﾋﾅﾐ ﾘｻ 広島城南中 ｼﾏ ﾕｲﾅ 広島城南中

 5 向井畑  風花(2)     14.76  5 坂本  萌々(1)     14.58 
ﾑｶｲﾊﾀ ﾌｳｶ 五日市観音中 ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ 祇園中

 6 永井  千尋(1)     14.81  6 山田  梨菜(1)     14.61 
ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 安田女子高

 7 鳴本  華歩(2)     14.97  7 中野  璃世(2)     14.74 
ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ 安佐中 ﾅｶﾉ ﾘｾ 安佐中

 8 川野  柚奈(1)     15.37  8 廣末  那々(2)     14.80 
ｶﾜﾉ ﾕｽﾞﾅ 大塚中 ﾋﾛｽｴ ﾅﾅ 祇園中

[ 11組] 風速 -1.6 [ 12組] 風速 -1.1

 1 正光  詩絵莉(2)     14.21  1 松本  華綸(2)     14.45 
ﾏｻﾐﾂ ｼｴﾘ 五日市中 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ 広島なぎさ中

 2 藤本  真穂(1)     14.36  2 伊藤  琉海(2)     14.60 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 盈進中 ｲﾄｳ ﾙﾐ 国泰寺中

 3 岡村  一花(2)     14.59  3 中前  妃七子(3)     14.73 
ｵｶﾑﾗ ｲﾁｶ 古田中 ﾅｶﾏｴ ﾋﾅｺ 広島なぎさ中

 4 森岡  莉彩(2)     14.72  4 石本  彩乃(2)     14.73 
ﾓﾘｵｶ ﾘｻ 長束中 ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾉ 安田女子高

 5 松崎  日和(1)     14.86  5 竹内  唯夏(高2)     14.83 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 東原中 ﾀｹｳﾁ ﾕｲｶ 市立中等教育学校

 6 田井  美優果(1)     16.95  6 寺地  なごみ(1)     15.01 
ﾀｲ ﾐﾕｶ 大塚中 ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ 安佐中
伏見  藍衣(1)  7 松原  爽花(3)     15.26 
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 戸坂中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 阿戸中
岩田  唯花(3) 今岡  蒼葉(3)
ｲﾜﾀ ﾕｲｶ 安西中 ｲﾏｵｶ ｱｵﾊﾞ 大塚中

[ 13組] 風速 -0.9 [ 14組] 風速 -0.6

 1 山岡  智佐登(1)     14.46  1 白川  朱音(1)     14.32 
ﾔﾏｵｶ ﾁｻﾄ 野田学園中 ｼﾗｶﾜ ｱﾔﾈ 己斐中

 2 馬淵  乙実(1)     14.50  2 藤島  ななか(2)     14.35 
ﾏﾌﾞﾁ ｲﾂﾐ 安田女子高 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅﾅｶ 広島大霞

 3 中村  真唯(1)     14.52  3 山本  乃愛(2)     14.47 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 野田学園中 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ 広島なぎさ高

 4 原    真雪(3)     14.63  4 大橋  愛結(2)     14.59 
ﾊﾗ ﾏﾕｷ 五日市観音中 ｵｵﾊｼ ｱﾕ 広島三和中

 5 杉村  茉優(中1)     14.72  5 山本  つき(1)     14.66 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 長束中

 6 甲斐  織花(1)     14.74  6 小山  寧々(1)     15.05 
ｶｲ ｵﾘｶ 祇園中 ｺﾔﾏ ﾈﾈ 安佐中
石合  来望(2)  7 尾﨑  桜彩(3)     15.27 
ｲｼｺﾞｳ ｸﾙﾐ 祇園中 ｵｻｷ ｻｱﾔ 阿戸中
佐藤  聖華(1)  8 中村  美空(1)     16.63 
ｻﾄｳ ｾｲｶ 盈進高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 大塚中

[ 15組] 風速 -0.2 [ 16組] 風速 -1.3

 1 ﾍﾞｯｸ 蛍美(2)     14.53  1 那須  七海(2)     14.08 
ﾍﾞｯｸ ｹｲﾐ 牛田中 ﾅｽ ﾅﾅﾐ 可部中

 2 増原  理央(1)     14.55  2 小林  夕夏(1)     14.58 
ﾏｽﾊﾗ ﾘｵ 長束中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 野田学園中

 3 立花  さくら(2)     14.67  3 立川  未夢(1)     14.90 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｸﾗ 安田女子高 ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 東原中

 4 安部  日菜子(2)     14.84  4 黒田  美咲(1)     15.23 
ｱﾍﾞ ﾋﾅｺ 口田中 ｸﾛﾀﾞ ﾐｻｷ 東原中

 5 井上  夢来(1)     14.92  5 勝部  菫怜(2)     15.25 
ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 広島城南中 ｶﾂﾍﾞ ｽﾐﾚ 宇品中

 6 藤原  直美(2)     15.00  6 三島  愛莉(1)     15.49 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 安佐中 ﾐｼﾏ ｱｲﾘ 安西中

 7 山岸  陽佳里(1)     15.17  7 辻    朱峰(3)     15.57 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾘ 五日市南中 ﾂｼﾞ ｱｶﾈ 五日市観音中

 8 中岡  由梨香(1)     16.22  8 藤原  一花(3)     15.70 
ﾅｶｵｶ ﾕﾘｶ 大塚中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 祇園中
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[ 17組] 風速 -0.5 [ 18組] 風速 -0.4

 1 田中  梨緒(2)     14.24  1 栗田  向日葵(1)     14.66 
ﾀﾅｶ ﾘｵ 可部中 ｸﾘﾀ ﾋﾏﾘ 広島三和中

 2 島津  純葉(1)     14.64  2 矢八  春菜(3)     14.75 
ｼﾏｽﾞ ｲﾄﾊ 広島三和中 ﾔﾊﾁ ﾊﾙﾅ 安西中

 3 小川    舞(1)     14.89  3 山内  優來(1)     14.99 
ｵｶﾞﾜ ﾏｲ 翠町中 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾗ 古田中

 4 櫻内  文音(1)     15.12  4 佐伯  みなみ(1)     15.05 
ｻｸﾗｳﾁ ﾌﾐﾈ 五日市観音中 ｻｲｷ ﾐﾅﾐ 五日市観音中

 5 小田  鈴菜(2)     15.13  5 坂井  心蕗(1)     15.12 
ｵﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 広島三和中 ｻｶｲ ｺｺﾛ 広島城南中

 6 藤井  咲良(2)     15.24  6 山田  愛依(1)     15.26 
ﾌｼﾞｲ ｻﾗ 広島なぎさ中 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 安田女子高

 7 藏重  碧(2)     15.36  7 賀川  りいな(1)     15.70 
ｸﾗｼｹﾞ ｱｵｲ 野田学園中 ｶｶﾞﾜ ﾘｲﾅ 安佐中
松原  綺星(3)  8 永瀬  帆花(1)     17.13 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾗﾗ 広島中等教育中 ﾅｶﾞｾ ﾎﾉｶ 大塚中

[ 19組] 風速 +1.3 [ 20組] 風速 +0.7

 1 満山  彩耶(1)     14.85  1 川島  愛実(1)     14.51 
ﾐﾂﾔﾏ ｱﾔ 己斐中 ｶﾜｼﾏ ﾏﾅﾐ 祇園中

 2 高谷  菜々(1)     14.90  2 久保  奈々(中1)     14.63 
ﾀｶﾀﾆ ﾅﾅ 可部中 ｸﾎﾞ ﾅﾅ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 3 堂野崎  萌笑(1)     14.96  3 山本  乃綾(2)     14.72 
ﾄﾞｳﾉｻｷ ﾓｴ 可部中 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 広島城南中

 4 藤井  星七(1)     14.96  4 齋藤  玲文(1)     15.10 
ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 祇園中 ｻｲﾄｳ ﾚﾓﾝ 己斐中

 5 奥野  琴心(2)     15.03  5 重信  こころ(1)     15.29 
ｵｸﾊﾗ ｺｺ 国泰寺中 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｺｺﾛ 広島なぎさ中

 6 徳本  茉桜(1)     15.23  6 末廣  慧花(1)     15.32 
ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 安佐中 ｽｴﾋﾛ ｴﾊﾅ 広島なぎさ中
長田  花音(2) 原田  真緒(1)
ﾅｶﾞﾀ ｶﾉﾝ 安田女子高 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾎ 牛田中
高山  真悠子(1) 新  衣梨花(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾏﾕｺ 安田女子高 ｱﾀﾗｼ ｴﾘｶ 広島なぎさ中

[ 21組] 風速 -2.1 [ 22組] 風速 -0.9

 1 月城  沙愛(1)     14.66  1 岡崎  華乃(1)     14.46 
ﾂｷｼﾛ ｻｴ 安田女子高 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾅﾉ 盈進高

 2 岡本  風花(1)     14.78  2 山崎  咲良(1)     15.43 
ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ 安田女子高 ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗ 可部中

 3 北野  知沙(1)     15.18  3 小松  愛蘭(1)     15.44 
ｷﾀﾉ ﾁｻ 五日市南中 ｺﾏﾂ ｱｲｱ 可部中

 4 市岡  梨桜(1)     15.54  4 中本  かおる(1)     15.47 
ｲﾁｵｶ ﾘｵ 矢野中 ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾙ 安佐中

 5 前田  椎名(1)     15.59  5 澤田  萌(1)     15.49 
ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 五日市観音中 ｻﾜﾀﾞ ﾓｴ 矢野中

 6 森田  結子(1)     15.67  6 柴原  日菜(2)     15.91 
ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ 広島城南中 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾅ 安西中

 7 谷本  優衣(1)     15.67  7 島田  佳乃帆(1)     15.98 
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｲ 祇園中 ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾎ 安西中

 8 村上  はるか(1)     16.31  8 米田  ももこ(1)     16.05 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 広島なぎさ中 ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｺ 国泰寺中

[ 23組] 風速 -1.0 [ 24組] 風速 -1.1

 1 横井  陽菜花(1)     15.46  1 水本  優朱(1)     14.91 
ﾖｺｲ ﾋﾅｶ 古田中 ﾐﾂﾞﾓﾄ ﾕｳｱ 安田女子高

 2 内田  心彩(1)     15.54  2 益田  柚季(1)     15.92 
ｳﾁﾀﾞ ｺｺ 矢野中 ﾏｽﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 五日市観音中

 3 北谷  葉奈(1)     15.58  3 國利  里桜(1)     15.96 
ｷﾀﾀﾆ ﾊﾅ 安佐中 ｸﾆﾄｼ ﾘｵ 戸坂中

 4 田邉  明莉(1)     15.68  4 田中  すみれ(1)     16.03 
ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 矢野中 ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ 安西中

 5 笠井  和子(1)     15.87  5 小寺  由花(1)     16.36 
ｶｻｲ ﾜｺ 祇園中 ｺﾃﾞﾗ ﾕｶ 盈進中

 6 徳本  真央(1)     15.98  6 西林  凛々華(1)     16.55 
ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 広島なぎさ中 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ 可部中
中武  心琴(1)  7 山内  風凛(1)     16.61 
ﾅｶﾀｹ ﾐｺﾄ 可部中 ﾔﾏｳﾁ ｶﾘﾝ 矢野中
武内  未織(1) 牧岡  柊華(1)
ﾀｹｳﾁ ﾐｵ 安西中 ﾏｷｵｶ ｼｭｳｶ 安田女子高

2  2070

6   814
欠場

3  7399

7  1738

5   284

8  1283

1   817

4  2153

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1733
欠場

3  1288
欠場

2  1318

7  2397

5  1255

4  2073

6  1014

8  2076

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1285

5    90

8  2077

4  1279

2  1736

3  1259

6   565

1  1734

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1316

8  2399

1  2159

4  1234

6  2271

7  2074

5   816

2   811

欠場
5  2384

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  2394

4   322

6   911

8  2393

7   966

3  1227

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1315

3  1318
欠場

5   815
欠場

6    91

4  1258

1  1742

8  1320

2   914

7  1737

5  1592

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6   812

7  1254

1  2155

8  1235

3  1272

4  1013

氏  名 所属名 記録／備考
2  2122

8  1077

7  1931
欠場

2  2119

6  2388

4   591

3  2151

5  1732

1  2121

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



[ 25組] 風速 +0.7 [ 26組] 風速  0.0

 1 河尻  真桜(1)     14.47  1 古本  彩空(1)     15.13 
ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｵ 野田学園中 ﾌﾙﾓﾄ ｿﾗ 古田中

 2 幸川  莉子(1)     15.45  2 篠原  鈴菜(1)     15.57 
ｺｳｶﾜ ﾘｺ 安田女子高 ｼﾉﾊﾗ ﾚﾅ 翠町中

 3 津川  英未(1)     15.55  3 坂本  彩香(2)     15.63 
ﾂｶﾞﾜ ｴｲﾐ 安田女子高 ｻｶﾓﾄ ｻﾔｶ 古田中

 4 吉田  萌乃(1)     15.92  4 大林  優有里(1)     16.40 
ﾖｼﾀﾞ ﾓｴﾉ 古田中 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 長束中

 5 河内  菜那(1)     16.35  5 若山  優来(1)     16.57 
ｺｳﾁ ﾅﾅ 広島城南中 ﾜｶﾔﾏ ﾕﾗ 宇品中

 6 岡上  侑由(1)     16.88  6 高橋  ひなた(1)     16.89 
ｵｶｶﾞﾐ ﾕｳﾕ 五日市観音中 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 古田中

 7 齋藤  愛菜(1)     17.00 ﾓｰﾘｰｸﾗｰｸ(中3)
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 安西中 ﾓｰﾘｰｸﾗｰｸ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ

 8 芦原  好香(2)     17.21 東  こころ(1)
ｱｼﾊﾗ ｺﾉｶ 古田中 ﾋｶﾞｼ ｺｺﾛ 宇品中
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決勝 10月8日  9:55

広島県記録(PR)                  24.23 岡山　沙英子                 ポスアル         2013.3.2    

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 +0.2

 1 小山田  みなみ(4)     25.98  1 下田  萌花(2)     27.49 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島経済大 ｼﾓﾀﾞ ﾓｴｶ 安田女子高

 2 馬場  梓(4)     26.12  2 正田  唯花(1)     28.17 
ﾊﾞﾊﾞ ｱｽﾞｻ ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女大 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ 盈進高

 3 隅原  千尋(高2)     26.92  3 檀上すみれ(3)     28.50 
ｽﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ 市立中等教育学校 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｽﾐﾚ 盈進中

 4 金子  継(2)     27.32  4 石松  桜杏(1)     28.60 
ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 瑞穂中 ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ 広島なぎさ高

 5 山田  千尋(1)     27.98  5 兵動  月南(2)     28.75 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ高 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾙﾅ 祇園中

 6 玉谷  光里(2)     28.06  6 中城  奈那(2)     28.88 
ﾀﾏﾀﾞﾆ ﾋｶﾘ 国泰寺中 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾅ 広島大霞

 7 足立  海月(3)     29.08  7 田中  梨緒(2)     29.18 
ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 広島大霞 ﾀﾅｶ ﾘｵ 可部中
島川  優月(2) 神原  奈緒(3)
ｼﾏｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 安田女子高 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 五日市中

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 -1.0

 1 金島  成美(1)     27.86  1 城河内  涼佳(1)     28.17 
ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ 盈進高 ｼﾛｶﾞｳﾁ ﾘｮｳｶ 安田女子高

 2 山根  知紗(1)     28.98  2 山田  梨菜(1)     29.64 
ﾔﾏﾈ ﾁｻ 広島三和中 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 安田女子高

 3 住田  麗月(2)     29.67  3 久保  佑奈(中3)     29.72 
ｽﾐﾀﾞ ﾘﾂｷ 国泰寺中 ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 4 里保  美幸(1)     29.67  4 玉城  依知佳(1)     29.75 
ｻﾄﾔｽ ﾐﾕｷ 矢野中 ﾀﾏｼﾛ ｲﾁｶ 広島城南中

 5 金本  裕佳子(2)     29.97  5 前田  朔良(2)     29.86 
ｶﾈﾓﾄ ﾕｶｺ 広島城南中 ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 五日市観音中

 6 木川  朋美(2)     30.36  6 石原  愛(中3)     30.29 
ｷｶﾜ ﾄﾓﾐ 翠町中 ｲｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
松冨  彩花(3)  7 永井  千尋(1)     30.64 
ﾏﾂﾄﾐ ｱﾔｶ 五日市観音中 ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 広島なぎさ中
佐々木  麻衣(中3) 寺石  千鶴(2)
ｻｻｷ ﾏｲ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ﾃﾗｲｼ ﾁﾂﾞﾙ 宇品中

[ 5組] 風速 -1.8 [ 6組] 風速 -1.5

 1 竹本  菜乃花(2)     29.56  1 日南  里咲(1)     30.20 
ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ 可部中 ﾋﾅﾐ ﾘｻ 広島城南中

 2 富士谷  佳乃(中2)     29.64  2 中野  璃世(2)     30.46 
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾉ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾉ ﾘｾ 安佐中

 3 島  唯菜(2)     29.88  3 小山  寧々(1)     30.83 
ｼﾏ ﾕｲﾅ 広島城南中 ｺﾔﾏ ﾈﾈ 安佐中

 4 原    真雪(3)     29.89  4 林  莉里衣(1)     31.03 
ﾊﾗ ﾏﾕｷ 五日市観音中 ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ 五日市観音中

 5 田口  紗英(1)     29.98  5 渡辺  陽菜(3)     31.05 
ﾀｸﾞﾁ ｻｴ 翠町中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 盈進中

 6 望月  恵(2)     30.63  6 渡川  美優(2)     31.28 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 広島なぎさ高 ﾄｶﾞﾜ ﾐﾕ 広島なぎさ中

 7 廣末  那々(2)     31.02  7 竹之内  萌未(中3)     31.62 
ﾋﾛｽｴ ﾅﾅ 祇園中 ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ
高山  響(2) 高山  真悠子(1)
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 五日市中 ﾀｶﾔﾏ ﾏﾕｺ 安田女子高

[ 7組] 風速 -1.4 [ 8組] 風速 -0.4

 1 那須  七海(2)     29.69  1 山本  乃愛(2)     30.28 
ﾅｽ ﾅﾅﾐ 可部中 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ 広島なぎさ高

 2 松本  華綸(2)     30.27  2 ｼｮｳ  瀬里花(2)     30.56 
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ 広島なぎさ中 ｼｮｳ ｾﾘｶ 国泰寺中

 3 河村  歩香(2)     30.47  3 武田  玲奈(2)     31.12 
ｶﾜﾑﾗ ｱﾕｶ 安佐中 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲﾅ 広島なぎさ中

 4 森岡  莉彩(2)     30.61  4 吉村  春乃(2)     31.36 
ﾓﾘｵｶ ﾘｻ 長束中 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾉ 国泰寺中

 5 竹内  唯夏(高2)     31.20  5 廣田  菜々美(3)     31.97 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲｶ 市立中等教育学校 ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 可部中

 6 大城  さらら(2)     31.44  6 藤井  星七(1)     31.97 
ｵｵｼﾛ ｻﾗﾗ 広島なぎさ高 ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 祇園中

 7 徳永  友里(1)     32.42  7 満山  彩耶(1)     32.06 
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘ 大塚中 ﾐﾂﾔﾏ ｱﾔ 己斐中

 8 川野  柚奈(1)     32.85 井上  梨帆(3)
ｶﾜﾉ ﾕｽﾞﾅ 大塚中 ｲﾉｳｴ ﾘﾎ 広島なぎさ中 欠場欠場
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No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名

欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ

欠場欠場
55  3889 3889

11  2143 2143

88   586  586

77  1219 1219

44  2072 2072

33    77   77

22  2120 2120

所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   566  566

欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名

88  2234 2234

33  1732 1732

77 7102671026

11  1306 1306

44   559  559

22  7391 7391

55   567  567

記録／備考記録／備考
66  1320 1320

No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名

欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ

66  1321 1321

55 7102971029

88    81   81

77   563  563

22  8888 8888

11   542  542

44  1151 1151

記録／備考記録／備考
33 7121671216

ﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名

女子
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決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝ



[ 9組] 風速 -2.6 [ 10組] 風速 -0.1

 1 畠本  夏鈴(1)     28.23  1 月城  沙愛(1)     30.89 
ﾊﾀﾓﾄ ｶﾘﾝ 盈進高 ﾂｷｼﾛ ｻｴ 安田女子高

 2 山本  つき(1)     30.30  2 井手  秋桜(1)     30.99 
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｷ 長束中 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 長束中

 3 瀧本  菜々子(2)     30.93  3 櫻内  文音(1)     31.44 
ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ 国泰寺中 ｻｸﾗｳﾁ ﾌﾐﾈ 五日市観音中

 4 三浦  奏子(2)     31.02  4 久保  奈々(中1)     31.58 
ﾐｳﾗ ｶﾅｺ 広島なぎさ高 ｸﾎﾞ ﾅﾅ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ

 5 伊藤  琉海(2)     31.27  5 前田  椎名(1)     32.02 
ｲﾄｳ ﾙﾐ 国泰寺中 ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 五日市観音中

 6 船木  夢華(2)     31.76  6 田井  美優果(1)     34.09 
ﾌﾅｷ ﾕﾒｶ 五日市観音中 ﾀｲ ﾐﾕｶ 大塚中

 7 辻    朱峰(3)     32.16  7 中村  美空(1)     34.97 
ﾂｼﾞ ｱｶﾈ 五日市観音中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 大塚中

 8 河野  麻織(2)     33.62 宮田  のどか(2)
ｺｳﾉ ﾏｵﾘ 可部中 ﾐﾔﾀ ﾉﾄﾞｶ 長束中

[ 11組] 風速 -0.4 [ 12組] 風速 -0.9

 1 岡本  風花(1)     30.78  1 東森  結未(1)     31.59 
ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ 安田女子高 ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 長束中

 2 藤島  ななか(2)     30.82  2 白砂  小晴(1)     31.98 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾅﾅｶ 広島大霞 ｼﾗｻｺﾞ ｺﾊﾙ 牛田中

 3 小笠原 陽香(1)     31.98  3 常藤  梨音(1)     32.77 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 牛田中 ﾂﾈﾄｳ ﾘｵ 広島なぎさ中

 4 澤田  萌(1)     32.90  4 徳本  真央(1)     33.37 
ｻﾜﾀﾞ ﾓｴ 矢野中 ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 広島なぎさ中

 5 潮田  侑璃(1)     33.69  5 藤村  彩花(1)     33.46 
ｳｼｵﾀﾞ ﾕﾘ 広島なぎさ中 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔｶ 大塚中

 6 中岡  由梨香(1)     34.66  6 内海  日菜乃(1)     33.66 
ﾅｶｵｶ ﾕﾘｶ 大塚中 ｳﾂﾐ ﾋﾅﾉ 矢野中

 7 永瀬  帆花(1)     36.63 那須  七海(2)
ﾅｶﾞｾ ﾎﾉｶ 大塚中 ﾅｽ ﾅﾅﾐ 可部中
中曽  陽詩(1) ﾍﾞｯｸ 蛍美(2)
ﾅｶｿ ﾋﾅﾀ 己斐中 ﾍﾞｯｸ ｹｲﾐ 牛田中

33   315  315
欠場欠場

11  1729 1729
欠場欠場

77  2071 2071

55  1591 1591

44  2397 2397

66  2396 2396

88   320  320

22  1457 1457
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

44   915  915
欠場欠場

33  1592 1592

55  1589 1589

22  2391 2391

77  2077 2077

88   325  325

66 7104171041

11   811  811
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

33  1451 1451
欠場欠場

44  1590 1590

77  1586 1586

66  2159 2159

55   966  966

11  2151 2151

88  1458 1458

22   816  816
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

66  1726 1726

77  2144 2144

11  2147 2147

22    92   92

33  1082 1082

55    80   80

88  1461 1461

44   568  568
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

女子女子
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決勝 10月8日 11:25

広島県記録(PR)                4:15.88 久保　瑠理子                 エディオン       2011/7/27   

[ 1組] [ 2組]

 1 西園  萌花(3)   4:56.09  1 福原  彩枝(2)   5:12.86 
ﾆｼｿﾞﾉ ﾓｴｶ 祇園中 ﾌｸﾊﾗ ｻｴ 東原中

 2 宮崎  愛花(3)   4:57.00  2 門前    希(1)   5:17.94 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ 口田中 ﾓﾝｾﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 祇園中

 3 河内  乃愛(2)   4:59.03  3 行田  歩直(1)   5:21.36 
ｶﾜｳﾁ ﾉｱ 千代田中 ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎﾅｵ 千代田中

 4 河内  愛奈(3)   5:00.28  4 島谷すみれ(2)   5:22.45 
ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 千代田中 ｼﾏﾀﾆ ｽﾐﾚ 千代田中

 5 大野  桜花(2)   5:00.45  5 西    萌風(3)   5:25.67 
ｵｵﾉ ｻｸﾗ 千代田中 ﾆｼ ﾓｴｶ 矢野中

 6 神﨑  若菜(2)   5:01.07  6 山田    澪(1)   5:27.66 
ｶﾝｻﾞｷ ﾜｶﾅ 千代田中 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 広島城南中

 7 野嶋  香里(2)   5:04.42  7 折出  真子(1)   5:28.67 
ﾉｼﾏ ｶｵﾘ 千代田中 ｵﾘﾃﾞ ﾏｺ 千代田中

 8 隅田  美羽(2)   5:07.93  8 中辻  優美(3)   5:30.01 
ｽﾐﾀﾞ ﾐｳ 大塚中 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕﾐ 大塚中

 9 河口  葵音(2)   5:08.18  9 松木  七海(2)   5:33.06 
ｶﾜｸﾞﾁ ｷｵ 口田中 ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ 大塚中

10 小櫻  綾音(2)   5:08.20 10 柿原  夏音(3)   5:33.82 
ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ 可部中 ｶｷﾊﾗ ﾅﾂﾈ 矢野中

11 曽根  奏(2)   5:09.38 11 渡辺  陽菜(3)   5:38.91 
ｿﾈ ｶﾅﾃﾞ 東原中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 盈進中

12 廣田  菜々美(3)   5:10.26 12 北丸  立夏(2)   5:43.63 
ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 可部中 ｷﾀﾏﾙ ﾘｯｶ 五日市観音中

13 大岡  愛友花(2)   5:11.65 13 本家  綺乃(1)   5:44.68 
ｵｵｵｶ ｱﾕｶ 祇園中 ﾎﾝｹ ｱﾔﾉ 千代田中

14 福田  遥叶(3)   5:14.80 14 瀧本  菜々子(2)   5:45.90 
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 祇園中 ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｺ 国泰寺中

15 澤田  藍花(2)   5:16.24 15 横山  ななみ(3)   5:51.46 
ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶ 祇園中 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ 国泰寺中

16 竹本  菜乃花(2)   5:28.41 16 西田  晴香(3)   5:52.77 
ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ 可部中 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 千代田中
新  衣梨花(2) 加藤  朱里(2)
ｱﾀﾗｼ ｴﾘｶ 広島なぎさ中 ｶﾄｳ ｱｶﾘ 安佐中
品川  風花(3) 國知  綾香(2)
ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 口田中 ｸﾆﾁ ｱﾔｶ 千代田中
美濃  もえ(2) 近藤  遊音(3)
ﾐﾉ ﾓｴ 大塚中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾈ 広島城南中
大下  凛(中3) 三宅    晴(2)
ｵｵｼﾀ ﾘﾝ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｹ ﾊﾙ 国泰寺中

世羅  佐江子(2)
ラップタイム ｾﾗ ｻｴｺ 国泰寺中
   400m    1:15.2  1304 西園  萌花(3)
   800m    2:36.0   〃     〃 ラップタイム
  1200m    3:58.1   〃     〃    400m    1:19.1  3049 島谷すみれ(2)

   800m    2:45.5   〃     〃 
  1200m    4:15.4  1545 福原  彩枝(2)

欠場

欠場
19    83

欠場
21    79

欠場
11  3047

欠場
16  1218

12  3041

3  1247

20    80

18    75

4  2149

7  3056

1  2051

5  7394

14  1574

13  1583

17 11241

8  3055

10  3049

2  2059

6  1311

9  3054

No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  1545

14  1580
欠場

20   972
欠場

16  2384
途中棄権

5  1912
欠場

15  1309

18  1728

8  1310

9  1305

13  1549

19  1721

6  1909

17  1727

2  3048

12  1578

10  3045

11  3046

4  3044

3  3042

1  1304

7  1915

女子
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 3組] [ 4組]

 1 小笠原  彩乃(3)   5:05.18  1 山本  怜奈(1)   5:16.82 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 瑞穂中 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 東原中

 2 田原  綾乃(2)   5:32.22  2 吉村  春乃(2)   5:17.46 
ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ 口田中 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾉ 国泰寺中

 3 近宗  花南(1)   5:37.55  3 石原  由唯(2)   5:21.76 
ﾁｶﾑﾈ ﾊﾅ 広島城南中 ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 安田女子高

 4 豊島  愛美(1)   5:40.92  4 北山  りの(1)   5:31.48 
ﾄﾖｼﾏ ｱﾐ 東原中 ｷﾀﾔﾏ ﾘﾉ 広島なぎさ高

 5 井上  四季(1)   5:44.21  5 三藤  礼菜(1)   5:32.53 
ｲﾉｳｴ ｼｷ 矢野中 ﾐﾄｳ ﾚｲﾅ 口田中

 6 佐竹  幸乃(2)   5:44.96  6 田中  美凪海(1)   5:33.15 
ｻﾀｹ ﾕｷﾉ 矢野中 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 口田中

 7 岩田  佳奈(1)   5:45.88  7 大塚  倫子(2)   5:34.13 
ｲﾜﾀ ｶﾅ 安西中 ｵｵﾂｶ ﾘﾝｺ 矢野中

 8 稲澤  栞那(1)   5:53.99  8 松浦  美走(2)   5:34.87 
ｲﾅｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 広島城南中 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾕｷ 安田女子高

 9 山下  楓季(1)   5:55.17  9 藤井  悠乃(1)   5:35.28 
ﾔﾏｼﾀ ﾌｳｷ 安田女子高 ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ 国泰寺中

10 松岡  杏璃(1)   5:58.61 10 河野  麻織(2)   5:35.46 
ﾏﾂｵｶ ｱﾝﾘ 盈進中 ｺｳﾉ ﾏｵﾘ 可部中

11 胡    結菜(1)   5:59.88 11 西田  美月(2)   5:36.70 
ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ 五日市観音中 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 矢野中

12 竹田  莉里花(2)   6:02.21 12 藤田  佳子(1)   5:38.91 
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾘｶ 広島城南中 ﾌｼﾞﾀ ｶｺ 盈進中

13 山村  美徳(3)   6:02.44 13 田中  菜央(1)   5:39.08 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾉﾘ 矢野中 ﾀﾅｶ ﾅｵ 安田女子高

14 谷口  世那(1)   6:02.80 14 岩井  りり(1)   5:39.30 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｾﾅ 東原中 ｲﾜｲ ﾘﾘ 祇園中

15 高原  麻由(1)   6:04.77 15 西本  陽香(1)   5:40.87 
ﾀｶﾊﾗ ﾏﾕ 広島城南中 ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 祇園中

16 小原  芽久(2)   6:07.55 16 實成  珠羽(3)   5:43.24 
ｵﾊﾗ ﾒｸﾞ 矢野中 ﾐﾅﾘ ｼｭｳ 矢野中
宮澤  志歩(1) 17 川上  奈々(1)   5:46.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾎ 盈進中 ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ 祇園中
山下  佑華(1) 角口  渚由(1)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 祇園中 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾅﾕ 口田中
田邊  莉奈(2) 松本  樹奈(2)
ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 広島城南中 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ 大塚中
今倉  黎(中2) 平野  由翔(2)
ｲﾏｸﾗ ﾚｲ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾋﾗﾉ ﾕｲﾄ 矢野中
山崎  杏梨(1) 下向  実季
ﾔﾏｻｷ ｱﾝﾘ 広島城南中 ｼﾓﾑｶｲ ﾐｷ ASﾌｸﾔﾏ

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:19.2  8888 小笠原  彩乃(3)    400m    1:19.3    84 吉村  春乃(2)
   800m    2:41.3   〃     〃    800m    2:44.5   〃     〃 
  1200m    4:05.2   〃     〃   1200m    4:11.3   〃     〃 

[ 5組]

 1 伏見  藍衣(1)   5:38.13 12 宗光  美奈(1)   6:14.45 
ﾌｼﾐ ｱｵｲ 戸坂中 ﾑﾈﾐﾂ ﾐﾅ 牛田中

 2 小林  南月(1)   5:38.76 13 亀居  更紗(1)   6:17.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 広島中等教育中 ｶﾒｲ ｻﾗｻ 牛田中

 3 恵美  咲希(1)   5:45.37 14 福浦  未来(1)   6:18.29 
ｴﾐ ｻｷ 安佐中 ﾌｸｳﾗ ﾐｸ 広島なぎさ高

 4 松島  向葵(1)   5:45.54 原田  紗季(1)
ﾏﾂｼﾏ ﾋﾅﾀ 戸坂中 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 長束中

 5 水ヶ迫  伊織(1)   5:47.98 吉本  茜(2)
ﾐｽﾞｶﾞｻｺ ｲｵﾘ 長束中 ﾖｼﾓﾄ ｱｶﾈ 広島なぎさ中

 6 高橋  葵(1)   5:59.07 打越  千晶(1)
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 祇園中 ｳﾁｺｼ ﾁｱｷ 長束中

 7 天崎    楓(1)   5:59.76 浮田  愛花(1)
ｱﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 翠町中 ｳｷﾀﾞ ｱｲｶ 広島中等教育中

 8 小川  彩花(1)   6:01.14 湯川  紗弥(2)
ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ 翠町中 ﾕｶﾜ ｻﾔ 宇品中

 9 井上  未琴(1)   6:01.19 兼光  菜花(2)
ｲﾉｳｴ ﾐｺﾄ 翠町中 ｶﾈﾐﾂ ﾅﾉﾊ 牛田中

10 中塩  美香(1)   6:07.35 尼野  心菜(1)
ﾅｶｼｵ ﾐｶ 可部中 ｱﾏﾉ ｺｺﾅ 矢野中

11 宮澤  美佑(3)   6:12.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｳ 盈進中

ラップタイム
   400m    1:15.2  1253 恵美  咲希(1)
   800m    2:54.3   〃     〃 
  1200m    4:30.3   286 伏見  藍衣(1)

欠場

18  2075
欠場

13   684
欠場

17   316
欠場

欠場
7  1455

欠場
9  1933

  830

2  1456
欠場

4  2390

1  7393

15   329

16   328

5

19   587

6  1743

21   592

20   590

3  1459

10  1322

14  1253

11   285

記録／備考
  286

8  1934

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
19   906

欠場欠場

欠場
19  1239

欠場
8  1579

欠場
12  2065

9  1313

7  1905

17  1314

3  2058

18   809

16  1321

20  2062

5  7395

2    89

10  1726

4  2063

21  1380

15  1901

14  1906

   84

13  1326

6   560

氏  名 所属名 記録／備考
11  1555

順

欠場
6  1223

欠場

1

欠場
3  1312

21 11240

12  2061

8   961

1  7398

10  2053

17  1551

14  2157

18  1226

9   810

2  7397

4  1282

20  1228

13  2068

7  2066

5  1230

16  1553

15  8888

11  1911

女子

１５００ｍ
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No.

順 No. 氏  名 所属名
12



決勝 10月8日 15:30

広島県記録(PR)                  46.37 広島県                       広島県           2009.10.4   
（桃谷　彩加・川口　和香菜・伊藤　希望・佐藤　芳美）

[ 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   7 盈進高   565 岡崎  華乃(1)     51.47  1   2 オリンピアプラス 3892 井上  歩(中3)     53.15 

ｴｲｼﾝｺｳ ｵｶｻﾞｷ ﾊﾅﾉ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ ｲﾉｳｴ ｱﾕﾅ
  567 正田  唯花(1)  3888 中下  実玲(中3)

ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ ﾅｶｼﾀ ﾐﾚｲ
  566 金島  成美(1)  3889 佐々木  麻衣(中3)

ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ ｻｻｷ ﾏｲ
  568 畠本  夏鈴(1)  3887 杉村  茉優(中1)

ﾊﾀﾓﾄ ｶﾘﾝ ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕ
 2   5 広島なぎさ高  1083 望月  恵(2)     52.63  2   7 広島大霞 71411 藤田  清乃(1)     54.25 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻｺｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲｶｽﾐ ﾌｼﾞﾀ ｻﾔﾉ
  559 石松  桜杏(1) 71026 中城  奈那(2)

ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾅ
 1084 山本  乃愛(2) 71041 藤島  ななか(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾉｴ ﾌｼﾞｼﾏ ﾅﾅｶ
  563 山田  千尋(1) 71029 足立  海月(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
 3   8 五日市観音Ａ  2141 橋本  智香(3)     54.17  3   5 安田女子Ｂ   808 城河内  涼佳(1)     54.36 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝA ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ ﾔｽﾀﾞｼﾞｮｼB ｼﾛｶﾞｳﾁ ﾘｮｳｶ
 2143 松冨  彩花(3)   813 馬淵  乙実(1)

ﾏﾂﾄﾐ ｱﾔｶ ﾏﾌﾞﾁ ｲﾂﾐ
 2146 前田  朔良(2)   816 月城  沙愛(1)

ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ ﾂｷｼﾛ ｻｴ
 2148 若林    遥(2)   811 岡本  風花(1)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ
 4   1 ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ   955 竹之内  萌未(中3)     55.12  4   3 広島城南中Ａ  1224 猪  美々(2)     54.60 

ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾉｳﾁ ﾓｴﾐ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳA ｲﾉ ﾐﾐ
  965 久保  佑奈(中3)  1222 島  唯菜(2)

ｸﾎﾞ ﾕｳﾅ ｼﾏ ﾕｲﾅ
  972 大下  凛(中3)  1225 岩井  茉侑佳(2)

ｵｵｼﾀ ﾘﾝ ｲﾜｲ ﾏﾕｶ
  979 石原  愛(中3)  1219 金本  裕佳子(2)

ｲｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ ｶﾈﾓﾄ ﾕｶｺ
 5   3 盈進中  7391 檀上すみれ(3)     55.38  5   4 祇園中Ａ  1317 甲斐  織花(1)     54.97 

ｴｲｼﾝﾁｭｳ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｽﾐﾚ ｷﾞｵﾝﾁｭｳA ｶｲ ｵﾘｶ
 7396 藤本  真穂(1)  1306 兵動  月南(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾙﾅ
 7394 渡辺  陽菜(3)  1307 廣末  那々(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ ﾋﾛｽｴ ﾅﾅ
 7395 藤田  佳子(1)  1319 坂本  萌々(1)

ﾌｼﾞﾀ ｶｺ ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ
 6   4 安田女子Ｃ  1319 石本  彩乃(2)     56.35  6   1 安佐中Ａ  1251 藤原  直美(2)     56.28 

ﾔｽﾀﾞｼﾞｮｼC ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾉ ｱｻﾁｭｳA ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ
 1328 藤島  理沙(2)  1249 中野  璃世(2)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾘｻ ﾅｶﾉ ﾘｾ
 1330 長光  美南(2)  1250 鳴本  華歩(2)

ﾅｶﾞﾐﾂ ﾐﾅﾐ ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ
 1324 立花  さくら(2)  1248 河村  歩香(2)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｸﾗ ｶﾜﾑﾗ ｱﾕｶ
  2 古田中  1007 島本  明日美(2)  7   6 可部中A  1726 河野  麻織(2)     57.97 

ﾌﾙﾀﾁｭｳ ｼﾏﾓﾄ ｱｽﾐ 失格 ｶﾍﾞﾁｭｳA ｺｳﾉ ﾏｵﾘ
 1008 蒲生  彩水(2) 3-4ｵｰﾊﾞｰｿﾞ  1728 竹本  菜乃花(2)

ｶﾞﾓｳ ｱﾔﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾅﾉｶ
 1006 岡村  一花(2)  1727 小櫻  綾音(2)

ｵｶﾑﾗ ｲﾁｶ ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔﾈ
 1013 山内  優來(1)  1721 廣田  菜々美(3)

ﾔﾏｳﾁ ﾕﾗ ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ
  6 安田女子Ａ   8 国泰寺中

ﾔｽﾀﾞｼﾞｮｼA 欠場 ｺｸﾀｲｼﾞﾁｭｳ 欠場

女子

４×１００ｍ

決勝



[ 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   5 広島城南中Ｂ  1238 井上  夢来(1)     55.90  1   3 五日市観音Ｃ  2151 櫻内  文音(1)     57.35 

ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳB ｲﾉｳｴ ﾕﾗ ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝC ｻｸﾗｳﾁ ﾌﾐﾈ
 1237 玉城  依知佳(1)  2156 山本  ひかり(1)

ﾀﾏｼﾛ ｲﾁｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ
 1229 日南  里咲(1)  2157 胡    結菜(1)

ﾋﾅﾐ ﾘｻ ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ
11241 山田    澪(1)  2158 林  莉里衣(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ ﾊﾔｼ ﾘﾘｲ
 2   6 広島なぎさ中  2389 松本  華綸(2)     55.97  2   6 翠町中   591 小川    舞(1)     58.94 

ﾋﾛｼﾏﾅｷﾞｻﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ ﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾁｭｳ ｵｶﾞﾜ ﾏｲ
 2387 渡川  美優(2)   593 田口  紗英(1)

ﾄｶﾞﾜ ﾐﾕ ﾀｸﾞﾁ ｻｴ
 2386 武田  玲奈(2)   588 篠原  鈴菜(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾚｲﾅ ｼﾉﾊﾗ ﾚﾅ
 2398 永井  千尋(1)   586 木川  朋美(2)

ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ ｷｶﾜ ﾄﾓﾐ
 3   8 五日市観音Ｂ  2142 清水  穂乃果(3)     56.10  3   7 可部中Ｂ  1734 山崎  咲良(1)     59.87 

ｲﾂｶｲﾁｶﾝﾉﾝB ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ ｶﾍﾞﾁｭｳB ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗ
 2145 原    真雪(3)  1742 堂野崎  萌笑(1)

ﾊﾗ ﾏﾕｷ ﾄﾞｳﾉｻｷ ﾓｴ
 2144 辻    朱峰(3)  1738 西林  凛々華(1)

ﾂｼﾞ ｱｶﾈ ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ
 2150 向井畑  風花(2)  1737 高谷  菜々(1)

ﾑｶｲﾊﾀ ﾌｳｶ ﾀｶﾀﾆ ﾅﾅ
 4   3 矢野中A  2074 市岡  梨桜(1)     56.33  4   5 安西中Ｂ  1283 田中  すみれ(1)   1:00.34 

ﾔﾉﾁｭｳA ｲﾁｵｶ ﾘｵ ﾔｽﾆｼﾁｭｳB ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ
 2064 品川  優衣(2)  1282 岩田  佳奈(1)

ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｲ ｲﾜﾀ ｶﾅ
 2077 澤田  萌(1)  1286 三島  愛莉(1)

ｻﾜﾀﾞ ﾓｴ ﾐｼﾏ ｱｲﾘ
 2072 里保  美幸(1)  1285 島田  佳乃帆(1)

ｻﾄﾔｽ ﾐﾕｷ ｼﾏﾀﾞ ｶﾉﾎ
 5   2 広大東雲中   802 田中  美遥(1)     57.79  5   2 広島城南中Ｃ  1234 森田  結子(1)   1:00.96 

ﾋﾛﾀﾞｲｼﾉﾉﾒﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾐﾊﾙ ﾋﾛｼﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳC ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ
  800 則光  那奈(1)  1235 坂井  心蕗(1)

ﾉﾘﾐﾂ ﾅﾅ ｻｶｲ ｺｺﾛ
  799 井升    楓(1)  1236 河内  菜那(1)

ｲﾏｽ ｶｴﾃﾞ ｺｳﾁ ﾅﾅ
  803 縫部  愛菜(1)  1230 近宗  花南(1)

ﾇｲﾍﾞ ﾏﾅ ﾁｶﾑﾈ ﾊﾅ
 6   7 祇園中Ｂ  1303 藤原  一花(3)     58.02   8 己斐中   911 齋藤  玲文(1)

ｷﾞｵﾝﾁｭｳB ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ ｺｲﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾚﾓﾝ 失格
 1315 川島  愛実(1)   914 満山  彩耶(1) 2-3ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｶﾜｼﾏ ﾏﾅﾐ ﾐﾂﾔﾏ ｱﾔ
 1320 藤井  星七(1)   912 桑田  有香子(1)

ﾌｼﾞｲ ｾﾅ ｸﾜﾀﾞ ﾕｶｺ
 1316 谷本  優衣(1)   913 白川  朱音(1)

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｲ ｼﾗｶﾜ ｱﾔﾈ
 7   4 安佐中Ｂ  1259 中本  かおる(1)     59.13   4 牛田中Ａ

ｱｻﾁｭｳB ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾙ ｳｼﾀﾁｭｳA 欠場
 1256 小山  寧々(1)

ｺﾔﾏ ﾈﾈ
 1258 徳本  茉桜(1)

ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ
 1257 寺地  なごみ(1)

ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ
  1 安西中A

ﾔｽﾆｼﾁｭｳA 欠場

女子

４×１００ｍ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 宇品中   689 勝部  菫怜(2)     55.38 

ｳｼﾞﾅﾁｭｳ ｶﾂﾍﾞ ｽﾐﾚ
  674 浦川  侑莉(1)

ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ
  687 西林  優音(2)

ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ
  679 吉川  はるな(1)

ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ
 2   2 東原中  1548 柿原  妃菜(2)     56.39 

ﾋｶﾞｼﾊﾗﾁｭｳ ｶｷﾊﾗ ﾋﾅ
 1552 松崎  日和(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ
 1550 黒田  美咲(1)

ｸﾛﾀﾞ ﾐｻｷ
 1554 立川  未夢(1)

ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ
 3   8 五日市南中  2271 北野  知沙(1)     59.03 

ｲﾂｶｲﾁﾐﾅﾐﾁｭｳ ｷﾀﾉ ﾁｻ
 2270 山岸  陽佳里(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾘ
 2273 髙岡  琉莉(1)

ﾀｶｵｶ ﾙﾘ
 2268 岡本  七麻(1)

ｵｶﾓﾄ ﾅｱｻ
 4   6 牛田中Ｂ   325 小笠原 陽香(1)     59.59 

ｳｼﾀﾁｭｳB ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ
  320 白砂  小晴(1)

ｼﾗｻｺﾞ ｺﾊﾙ
  329 宗光  美奈(1)

ﾑﾈﾐﾂ ﾐﾅ
  316 兼光  菜花(2)

ｶﾈﾐﾂ ﾅﾉﾊ
 5   3 戸坂中   283 寺西  佐織(2)   1:00.35 

ﾍｻｶﾁｭｳ ﾃﾗﾆｼ ｻｵﾘ
  284 國利  里桜(1)

ｸﾆﾄｼ ﾘｵ
  285 松島  向葵(1)

ﾏﾂｼﾏ ﾋﾅﾀ
  286 伏見  藍衣(1)

ﾌｼﾐ ｱｵｲ
 6   5 大塚中  1586 田井  美優果(1)   1:01.36 

ｵｵﾂﾞｶﾁｭｳ ﾀｲ ﾐﾕｶ
 1585 川野  柚奈(1)

ｶﾜﾉ ﾕｽﾞﾅ
 1587 徳永  友里(1)

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾘ
 1590 中村  美空(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ
  7 矢野中Ｂ  2071 内海  日菜乃(1)

ﾔﾉﾁｭｳB ｳﾂﾐ ﾋﾅﾉ 失格
 2076 内田  心彩(1) 1-2ｵｰﾊﾞｰｿﾞ

ｳﾁﾀﾞ ｺｺ
 2070 山内  風凛(1)

ﾔﾏｳﾁ ｶﾘﾝ
 2073 田邉  明莉(1)

ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ

４×１００ｍ
女子



決勝 10月8日 10:30

広島県記録(PR)                   1.83 曽根　幹子                   東洋大           1977/10/25  

1m44 1m47 1m50 1m52
寺石  千鶴(2) - - - - - - - xo o o
ﾃﾗｲｼ ﾁﾂﾞﾙ 宇品中 o o xxo xxx
早弓  綾音(2) - - - - - - - - - xo
ﾊﾔﾐ ｱﾔﾈ 宇品中 xo xxo xxx
猪  美々(2) - - - - - - - o o o
ｲﾉ ﾐﾐ 広島城南中 o xxx
切戸  乃彩(3) - - - - - - - o o o
ｷﾚﾄ ﾉｱ 国泰寺中 xxx
ｼｮｳ  瀬里花(2) - - - - - xxo o o xxx
ｼｮｳ ｾﾘｶ 国泰寺中
武田  玲奈(2) - - - o o xxo o xxx
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲﾅ 広島なぎさ中
松原  爽花(3) - - - - o o xxx
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 阿戸中
亀居  更紗(1) - - o o o xxx
ｶﾒｲ ｻﾗｻ 牛田中
兼光  菜花(2) - - o o o xxx
ｶﾈﾐﾂ ﾅﾉﾊ 牛田中
井上  美紀(1) o o o o o xxx
ｲﾉｳｴ ﾐｷ 宇品中
小田  桜子(2) o o o o o xxx
ｵﾀﾞ ｻｸﾗｺ 可部中
益田  柚季(1) o o o xo o xxx
ﾏｽﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 五日市観音中
佐伯  みなみ(1) o o o o xo xxx
ｻｲｷ ﾐﾅﾐ 五日市観音中
尾﨑  桜彩(3) - - - - xo xxx
ｵｻｷ ｻｱﾔ 阿戸中
中曽  陽詩(1) xo o o o xo xxx
ﾅｶｿ ﾋﾅﾀ 己斐中
常藤  梨音(1) - - o xo xxx
ﾂﾈﾄｳ ﾘｵ 広島なぎさ中
國利  里桜(1) o o o xxo xxx
ｸﾆﾄｼ ﾘｵ 戸坂中
胡    結菜(1) xo xo o xxx
ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾅ 五日市観音中
木原  茉里(1) - - xo xxx
ｷﾊﾗ ﾏﾘ 広島なぎさ中
内田  心彩(1) - - xxo xxx
ｳﾁﾀﾞ ｺｺ 矢野中
三戸  愛華(1) xxx 記録なし
ﾐﾄ ｱｲｶ 宇品中
山田  美槻(2) - - - xxx 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 安田女子高
前田  朔良(2) - - xxx 記録なし
ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 五日市観音中
長光  美南(2) - - - - xxx 記録なし
ﾅｶﾞﾐﾂ ﾐﾅﾐ 安田女子高

決勝 10月8日 10:30

広島県記録(PR)                   4.23 仲田　愛                     鹿屋体大         2010.9.19   

2m50 2m60 2m70 2m80 2m90
川手  奏(2) - - - - - - - - - -
ｶﾜﾃ ｶﾅﾃﾞ 安田女子高 o o o xxo xxx
藤島  理沙(2) xo o o xxx
ﾌｼﾞｼﾏ ﾘｻ 安田女子高

1 2  1322  2.80

2 1  1328  2.10

備考
2m00 2m05 2m20 2m25 2m30 2m35 2m40 2m45

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録
2m10 2m15

女子

棒高跳

決勝

15  1330

11  1329

14  2146

20 7  2076  1.10

1   672

18 4  2157  1.10

19 12  2392  1.10

16 9  2396  1.15

17 8   284  1.15

13 16  1991  1.20

15 10   915  1.20

12 2  2153  1.20

13 3  2155  1.20

8 13   673  1.20

8 20  1731  1.20

8 5   328  1.20

8 6   316  1.20

6 18  2386  1.30

7 17  1992  1.25

4 24    71  1.41

5 19    76  1.35

2 22   683  1.47

3 21  1224  1.44

1 23   685  1.50

記録
1m10 1m15

備考
1m00 1m05 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月8日 13:00

広島県記録(PR)                   6.59 岡山　沙英子                 広島JOC          2013/06/7   

 ３回の
 最高記録

玉木  彩子   5.23   5.33   5.37    5.37    5.37 
ﾀﾏｷ ｱﾔｺ ﾃﾞﾙﾀﾊﾘｱｽｸﾗﾌﾞ   -0.7    0.0   +1.0    +1.0    +1.0
前川  実怜(3)    x   5.02   4.94    5.02    5.02 
ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ 国泰寺中    0.0   +1.4     0.0     0.0
西林  優音(2)   4.26   4.72   4.53    4.72    4.72 
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾈ 宇品中   +0.2   +0.9   -0.6    +0.9    +0.9
橋本  智香(3)   4.69   4.71    x    4.71    4.71 
ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 五日市観音中   -0.1   -0.8    -0.8    -0.8
岡村  一花(2)   4.68   4.30   4.42    4.68    4.68 
ｵｶﾑﾗ ｲﾁｶ 古田中    0.0   +0.7   +0.2     0.0     0.0
橋本  那奈(3)   4.47   4.67   4.61    4.67    4.67 
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 五日市中   -0.9   -0.1   +1.0    -0.1    -0.1
浦川  侑莉(1)   4.50   4.48   4.60    4.60    4.60 
ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾘ 宇品中   +0.9   -0.2   +1.7    +1.7    +1.7
平    優希(3)   4.49   4.46   4.56    4.56    4.56 
ﾀｲﾗ ﾕｷ 祇園中    0.0   -0.6    0.0     0.0     0.0
岡本  白(2)   4.50   4.31   4.38    4.50    4.50 
ｵｶﾓﾄ ﾊｸ 野田学園中   -0.1   +0.8   +0.6    -0.1    -0.1
白川  朱音(1)   4.48   4.44   4.19    4.48    4.48 
ｼﾗｶﾜ ｱﾔﾈ 己斐中   +0.3   +1.1    0.0    +0.3    +0.3
河田  啓衣(2)   4.25   4.00   4.22    4.25    4.25 
ｶﾜﾀ ｹｲ 安田女子高   +0.6   -0.5   +0.1    +0.6    +0.6
杉村  茉優(中1)   4.25   4.01   3.98    4.25    4.25 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕ ｵﾘﾝﾋﾟｱﾌﾟﾗｽ   +0.7   -0.1   +0.9    +0.7    +0.7
村中  瑠莉(1)    x   4.23   4.10    4.23    4.23 
ﾑﾗﾅｶ ﾙﾘ 広島なぎさ高    0.0   +0.9     0.0     0.0
山本  ひかり(1)    x   4.22   4.18    4.22    4.22 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 五日市観音中   +0.4   +1.2    +0.4    +0.4
住吉  莉奈(2)   4.21   4.17    x    4.21    4.21 
ｽﾐﾖｼ ﾏﾘﾅ 国泰寺中   +0.5   -0.6    +0.5    +0.5
則光  那奈(1)    x   4.20   3.99    4.20    4.20 
ﾉﾘﾐﾂ ﾅﾅ 広大東雲中   +0.4   +0.7    +0.4    +0.4
猪  美々(2)   4.11   4.07   2.85    4.11    4.11 
ｲﾉ ﾐﾐ 広島城南中   +0.2   +0.6   +0.7    +0.2    +0.2
柳生  彩水(1)   4.10   4.09   3.94    4.10    4.10 
ﾔｷﾞｭｳ ｱﾔﾐ 広島なぎさ高   -1.0    0.0   -0.7    -1.0    -1.0
澤原  瑞季(1)    x   4.06    x    4.06    4.06 
ｻﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 翠町中   -0.5    -0.5    -0.5
若林    遥(2)    x   4.03   3.99    4.03    4.03 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 五日市観音中   +1.4   +1.0    +1.4    +1.4
馬淵  乙実(1)    x   3.95   4.00    4.00    4.00 
ﾏﾌﾞﾁ ｲﾂﾐ 安田女子高   -0.4    0.0     0.0     0.0
藤原  直美(2)   3.98   3.91   3.83    3.98    3.98 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 安佐中   +1.0   +1.6   +0.1    +1.0    +1.0
吉川  はるな(1)   3.96   3.84   3.84    3.96    3.96 
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ 宇品中   +0.5   +1.3   -0.1    +0.5    +0.5
坂本  萌々(1)   3.92   3.77   3.90    3.92    3.92 
ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ 祇園中   +0.1    0.0   +0.2    +0.1    +0.1
東森  結未(1)   3.74   3.84   3.92    3.92    3.92 
ﾄｳﾓﾘ ﾕﾐ 長束中   +1.9   -0.7   +1.8    +1.8    +1.8
山岸  陽佳里(1)   3.85   3.90   3.82    3.90    3.90 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾘ 五日市南中   -1.1   -0.5   +0.3    -0.5    -0.5
立川  未夢(1)   3.88   3.89   3.49    3.89    3.89 
ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 東原中   -0.7   +0.3    0.0    +0.3    +0.3
小笠原 陽香(1)   3.89   3.48   3.64    3.89    3.89 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 牛田中   +1.7    0.0   -0.4    +1.7    +1.7
世良  はな(1)   3.88   3.76   3.81    3.88    3.88 
ｾﾗ ﾊﾅ 国泰寺中   +0.9   -1.5   +0.1    +0.9    +0.9
首藤  有葉(2)   3.69   3.82    /    3.82    3.82 
ｽﾄｳ ｱﾙﾊ 広島なぎさ中   +0.8   -0.7    -0.7    -0.7
前原  夏帆(1)   3.64   3.81   3.34    3.81    3.81 
ﾏｴﾊﾗ ｶﾎ 宇品中   +1.1   +0.6    0.0    +0.6    +0.6
藤井  咲良(2)   3.77   3.78   3.72    3.78    3.78 
ﾌｼﾞｲ ｻﾗ 広島なぎさ中   -0.6    0.0   +0.3     0.0     0.0
甲斐  織花(1)   3.78   3.56    x    3.78    3.78 
ｶｲ ｵﾘｶ 祇園中   +0.6   +0.7    +0.6    +0.6
清水  穂乃果(3)    x    x   3.74    3.74    3.74 
ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ 五日市観音中   +0.1    +0.1    +0.1
山本  乃綾(2)   3.69   3.37   3.71    3.71    3.71 
ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 広島城南中   +0.6   +0.6   +1.0    +1.0    +1.0
向井畑  風花(2)   3.70   3.61   3.49    3.70    3.70 
ﾑｶｲﾊﾀ ﾌｳｶ 五日市観音中   +0.4   -0.3   -0.3    +0.4    +0.4

所属名 -1- -6- 記録-4-

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 32   967

2 31    72

-5--2- -3-

3 48   687

4 30  2141

5 26  1006

6 28  2231

7 24   674

8 29  1302

9 27    83

10 40   913

11 18  1315

12 22  3887

13 25   561

14 11  2156

15 20    78

16 10   800

17 14  1224

18 7   562

19 23   589

20 13  2148

21 17   813

22 9  1251

23 3   679

24 5  1319

25 57  1457

26 53  2270

27 62  1554

28 59   325

29 55    87

30 21  2385

31 4   671

32 44  2388

33 34  1317

34 2  2142

35 52  1227

36 12  2150



 ３回の
 最高記録

中本  かおる(1)   3.70   3.34   3.46    3.70    3.70 
ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾙ 安佐中   -0.6   -0.1   +1.2    -0.6    -0.6
寳積  美侑(1)   3.63   3.58   3.68    3.68    3.68 
ﾎｳｼｬｸ ﾐｳ 宇品中   +0.3   +0.7    0.0     0.0     0.0
増原  理央(1)   3.37   3.64   3.41    3.64    3.64 
ﾏｽﾊﾗ ﾘｵ 長束中   +0.2   -0.2    0.0    -0.2    -0.2
徳本  茉桜(1)   3.57    x   3.13    3.57    3.57 
ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 安佐中   +0.8   +0.8    +0.8    +0.8
笠井  和子(1)    x    x   3.52    3.52    3.52 
ｶｻｲ ﾜｺ 祇園中   -0.1    -0.1    -0.1
坂本  彩香(2)    x   3.44   3.51    3.51    3.51 
ｻｶﾓﾄ ｻﾔｶ 古田中    0.0   +0.1    +0.1    +0.1
三戸  愛華(1)   3.31   3.51   3.25    3.51    3.51 
ﾐﾄ ｱｲｶ 宇品中   -0.8   +0.1   +0.5    +0.1    +0.1
谷本  優衣(1)    x   3.51   3.13    3.51    3.51 
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｲ 祇園中   -0.4    0.0    -0.4    -0.4
田邉  明莉(1)   3.41   3.47   3.30    3.47    3.47 
ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 矢野中    0.0   +0.6   +1.4    +0.6    +0.6
末廣  慧花(1)   3.44    x    x    3.44    3.44 
ｽｴﾋﾛ ｴﾊﾅ 広島なぎさ中   +0.6    +0.6    +0.6
市岡  梨桜(1)   3.37   3.42   3.01    3.42    3.42 
ｲﾁｵｶ ﾘｵ 矢野中   +0.7   -0.3   +0.2    -0.3    -0.3
水本  優朱(1)   3.42   3.34   3.26    3.42    3.42 
ﾐﾂﾞﾓﾄ ﾕｳｱ 安田女子高   -0.5   +0.7   +0.1    -0.5    -0.5
内海  日菜乃(1)   3.42   3.15   3.29    3.42    3.42 
ｳﾂﾐ ﾋﾅﾉ 矢野中   +0.7   +1.3   +0.2    +0.7    +0.7
重信  こころ(1)   3.03   3.42   3.21    3.42    3.42 
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｺｺﾛ 広島なぎさ中   -0.3   +0.7   -0.3    +0.7    +0.7
米田  ももこ(1)    x   3.21   3.32    3.32    3.32 
ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｺ 国泰寺中    0.0   +0.5    +0.5    +0.5
藤原  一花(3)    x    x   3.29    3.29    3.29 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ 祇園中    0.0     0.0     0.0
藤田  花奈(2)   3.17   3.08   3.21    3.21    3.21 
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅ 長束中   +0.6   -0.2   +1.7    +1.7    +1.7
宗光  美奈(1)    x   3.18   2.97    3.18    3.18 
ﾑﾈﾐﾂ ﾐﾅ 牛田中   +1.2    0.0    +1.2    +1.2
坂井  心蕗(1)   3.03   3.10   3.10    3.10    3.10 
ｻｶｲ ｺｺﾛ 広島城南中   -0.2   -0.2    0.0    -0.2    -0.2
船木  夢華(2)   2.58   2.55   3.03    3.03    3.03 
ﾌﾅｷ ﾕﾒｶ 五日市観音中   +0.8   -0.3   +1.0    +1.0    +1.0
山内  風凛(1)   3.01   2.79   2.93    3.01    3.01 
ﾔﾏｳﾁ ｶﾘﾝ 矢野中    0.0    0.0   +0.1     0.0     0.0
大橋  愛結(2)    x    x   2.59    2.59    2.59 
ｵｵﾊｼ ｱﾕ 広島三和中   -0.6    -0.6    -0.6
長谷川   沙良(1) 欠場
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 国泰寺中
石合  来望(2) 欠場
ｲｼｺﾞｳ ｸﾙﾐ 祇園中
東  こころ(1) 欠場
ﾋｶﾞｼ ｺｺﾛ 宇品中
原田  真緒(1) 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾎ 牛田中
寺地  なごみ(1) 欠場
ﾃﾗﾁ ﾅｺﾞﾐ 安佐中
松原  綺星(3) 欠場
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾗﾗ 広島中等教育中

-1- -6- 記録-4-

女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考

37 64  1259

38 1   681

-5--2- -3-

39 51  1460

40 50  1258

41 35  1318

42 15  1005

43 47   672

44 33  1316

45 60  2073

46 56  2394

47 54  2074

48 8   817

49 45  2071

50 61  2393

51 49    90

52 6  1303

53 46  1454

54 37   329

55 42  1235

56 58  2147

57 39  2070

58 41  2118

16    88

19  1308

36   675

38   322

43  1257

63  1931



決勝 10月8日 10:30

県中学記録(PR)                  14.77 佐藤　友佳                   一ツ橋           2007/9/30   

 ３回の
 最高記録

村上  碧海(3)
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 祇園中
西  明日香(2)
ﾆｼ ｱｽｶ 宇品中
岩井  茉侑佳(2)
ｲﾜｲ ﾏﾕｶ 広島城南中
橋詰    栞(2)
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｵﾘ 宇品中
正光  詩絵莉(2)
ﾏｻﾐﾂ ｼｴﾘ 五日市中
鳴本  華歩(2)
ﾅﾙﾓﾄ ｶﾎ 安佐中
伊藤  冴姫(2)
ｲﾄｳ ｻｷ 翠町中
葉狩  知苗(2)
ﾊｶﾞﾘ ﾁｴ 国泰寺中
鈴木    歩(1)
ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 広島城南中
島津  純葉(1)
ｼﾏｽﾞ ｲﾄﾊ 広島三和中
武田  百花(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 広島城南中
芦原  好香(2)
ｱｼﾊﾗ ｺﾉｶ 古田中
村上    葵(1)
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広島城南中
潮田  侑璃(1)
ｳｼｵﾀﾞ ﾕﾘ 広島なぎさ中
村上  嬉実(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ 宇品中
荒川    華(1)
ｱﾗｶﾜ ﾊﾅ 宇品中
桑田  有香子(1)
ｸﾜﾀﾞ ﾕｶｺ 己斐中
兵頭  こはる(1)
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾊﾙ 宇品中
大下  麗奈(1)
ｵｵｼﾀ ﾚﾅ 国泰寺中
梅田  夏帆(1)
ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 宇品中
寺西  佐織(2) 欠場
ﾃﾗﾆｼ ｻｵﾘ 戸坂中
吉本  茜(2) 欠場
ﾖｼﾓﾄ ｱｶﾈ 広島なぎさ中

決勝 10月8日 10:30

県高校記録(KR)                  13.58 石井　智紋           広  島  府中東           2003.08.27  

 ３回の
 最高記録

塩谷  優奈(2)
ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾅ 安田女子高
加藤  すみれ(2)
ｶﾄｳ ｽﾐﾚ 安田女子高
石松  桜杏(1)
ｲｼﾏﾂ ﾓﾓ 広島なぎさ高
大城  さらら(2)
ｵｵｼﾛ ｻﾗﾗ 広島なぎさ高

-2- 備考

中学女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 11.74

-3- -4- -5- -6- 記録

2 15   686   9.51   8.87

1 22  1301  10.85  11.59

  9.83 

  11.74  11.74 

  9.76

  9.83    9.83

4 17   690   9.68   9.61

3 21  1225   9.35   9.71

  9.68 

   9.76   9.76 

  9.66

  9.36    9.68

6 16  1250   9.30   8.95

5 20  2237   9.39   8.84

  9.30 

   9.66   9.66 

  8.44

  7.84    9.30

8 18    82   7.34   8.18

7 19   585   8.54   8.30

  8.33 

   8.54   8.54 

  8.04

  8.33    8.33

10 13  2121   6.47   7.76

9 11  1232   7.42   7.85

  7.76 

   8.04   8.04 

  6.21

  7.49    7.76

12 12  1009   6.60    x

11 7  1221   6.83   6.65

  6.60 

   6.83   6.83 

  6.38

  6.15    6.60

14 10  2391   5.87   6.37

13 6  1233   6.24   6.41

  6.37 

   6.41   6.41 

  5.88

  6.26    6.37

16 1   677   5.46   5.57

15 9   680   5.76   5.18

  5.57 

   5.88   5.88 

  4.72

  4.93    5.57

18 3   682   5.33   5.30

17 5   912   5.44   5.34

  5.33 

   5.44   5.44 

  5.25

  5.30    5.33

20 2   678   4.20   5.03

19 4    85   5.04    x

  5.03 

   5.25   5.25 

  4.62    5.03

14  2390

8   283

-2- 備考

高校女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  7.54

-3- -4- -5- -6- 記録

2 2  1317   6.98   6.08

1 3  1331   7.93   7.70

  7.00 

   7.93   7.93 

4 1  1081   5.19   4.89

3 4   559   6.56   6.37

  5.19 

   6.56   6.56 

  4.57    5.19

  6.50

  7.00    7.00


