
種目 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学齢 所属名 他県登録

走高跳 1 755 古長　静奈 フルナガ　シズナ 2 賀茂高

走高跳 2 696 吉田　花音 ヨシダ　カノン 2 舟入高

走高跳 3 659 伊藤明日香 イトウアスカ 2 庄原実業高

走高跳 4 576 織田　愛 オダ　メグミ 2 広島国際学院高

走高跳 5 1340 白井　沙季 シライ　サキ 3 安芸南高

走高跳 6 申請中 瀧野　杏純 タキノ　アズミ 1 高陽東高

走高跳 7 767 櫻井　美咲 サクライ　ミサキ 2 高陽東高

走高跳 8 1043 森重　莉理 モリシゲ　リリ 3 広島国際学院高

走高跳 9 1078 村上　綾佳 ﾑﾗｶﾐ　ｱﾔｶ 3 因島高

走高跳 10 603 難波　杏歌 ナンバ　キョウカ 2 広工大高

走高跳 11 申請中 土井　惟花 ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 3 安芸府中中学校

走高跳 12 530 小鳥田　萌花 コトリダ　モエカ 2 比治山女子高

走高跳 13 1075 久保　真楓 ｸﾎﾞ　ﾏﾅｶ 3 因島高

走高跳 14 646 掛迫　里緒 ｶｹｻｺ ﾘｵ 2 市立沼田高

走高跳 15 685 來山　明日香 ｷﾀﾔﾏ ｱｽｶ 2 福山誠之館高

走高跳 16 申請中 切戸　乃彩 キレト　ノア 1 山陽高

走高跳 17 1051 田中　優 タナカ　ユウ 3 比治山女子高

走高跳 18 543 山﨑　愛奈 ヤマサキ　アイナ 2 高陽東高

走高跳 19 600 梅田　羽舞 ウメダ　ウブ 2 広工大高

棒高跳 1 735 峯松　明日香 ﾐﾈﾏﾂ　ｱｽｶ 2 尾道商業高

棒高跳 2 813 馬渕　乙実 マブチ　イツミ 2 安田女子高

棒高跳 3 1141 新見　好乃香 ﾆｲﾐ ｺﾉｶ 3 市立沼田高

棒高跳 4 1028 吉田　美玲 ヨシダ　ミレイ 3 近大東広島高

棒高跳 5 1327 名原　紫音 ナバラ　シオン 3 安田女子高

棒高跳 6 1153 井上　風香 ｲﾉｳｴ　ﾌｳｶ 3 尾道商業高

棒高跳 7 1196 藤岡　汐里 フジオカ　シオリ 3 広工大高

棒高跳 8 1322 川手　奏 カワテ　カナデ 3 安田女子高

棒高跳 9 1053 吉川　鈴夏 ヨシカワ　スズカ 3 比治山女子高



走幅跳 1 602 藤東　愛心 トウドウ　アコ 2 広工大高

走幅跳 2 583 竹上　琴音 タケウエ　コトネ 2 西条農高

走幅跳 3 584 藤東　愛美 トウドウ　アミ 2 山陽高

走幅跳 4 1014 鵜飼　都々菜 ウカイ　ツヅナ 3 広島皆実高

走幅跳 5 967 玉木　彩子 タマキ　アヤコ 21 デルタハリアス

走幅跳 6 7-1126 岡野　和奏 オカノ　ワカナ 2 広島修道大学

走幅跳 7 1017 住岡　咲苗 スミオカ　サナエ 3 広島皆実高

走幅跳 8 65 前川　実怜 マエカワ　ミレイ 1 比治山女子高

走幅跳 9 523 野見　こころ ノミ　ココロ 2 比治山女子高

走幅跳 10 申請中 蒲生　智海 ガモウ　トモミ 1 高陽東高

走幅跳 11 21 忰山　碧 カセヤマ　アオイ 1 広島皆実高

走幅跳 12 3905 井分愛希 イワケアキ 3 オリンピアプラス

走幅跳 13 1052 佐々倉　七瀬 ササクラ　ナナセ 3 比治山女子高

走幅跳 14 1300 吉川　あやの キッカワ　アヤノ 3 広島観音高

走幅跳 15 1238 下野　杏珠 シモノ　アンジュ 3 宮島工高

走幅跳 16 申請中 荒木 綸 ｱﾗｷ ﾘﾝ 1 市立沼田高

走幅跳 17 70 大瀬良　風芽 オオゼラ　カナメ 1 比治山女子高

走幅跳 18 657 永井晴奈 ナガイハルナ 2 庄原実業高

走幅跳 19 申請中 山本　沙希菜 ヤマモト　サキナ 1 山陽高

走幅跳 20 1160 爲本　純鈴 ﾀﾒﾓﾄ ｽﾐﾚ 3 福山誠之館高

走幅跳 21 申請中 土井　惟花 ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 3 安芸府中中学校

走幅跳 22 申請中 平　優希 タイラ　ユウキ 1 高陽東高

走幅跳 23 1243 諏訪　ひかり スワ　ヒカリ 3 基町高

走幅跳 24 1006 岡村　一花 オカムラ　イチカ 3 広島市立古田中学校

走幅跳 25 541 藤原　和奏 フジハラ　ワカナ 2 祇園北高

走幅跳 26 申請中 竹明　穂乃花 タケミョウ　ホノカ 1 山陽高

走幅跳 27 579 品川　なるみ シナガワ　ナルミ 2 舟入高

走幅跳 28 831 小木戸　胡春 コキド　コハル 2 県立広島高

走幅跳 29 596 阿部　まりあ アベ　マリア 2 三次高

走幅跳 30 1306 兵動　月南 ヒョウドウ　ルナ 3 祇園中学校

走幅跳 31 1390 門家　美奈 モンカ　ミナ 3 山陽高

走幅跳 32 561 村中　瑠莉 ムラナカ　ルリ 2 広島なぎさ高

走幅跳 33 71 松木　心海 マツキ　ミナミ 1 比治山女子高

走幅跳 34 762 村岡　理央 ﾑﾗｵｶ ﾘｵ 2 府中高

走幅跳 35 1308 石合　来望 イシゴウ　クルミ 3 祇園中学校

走幅跳 36 651 津島　由奈 ツシマ　ユイナ 2 安古市高

走幅跳 37 1379 松田　亜莉珠 マツダ　アリス 3 舟入高

走幅跳 38 1315 河田　啓衣 カワタ　ケイ 3 安田女子高

走幅跳 39 1080 松本　彩華 ﾏﾂﾓﾄ　ｱﾔｶ 3 因島高

走幅跳 40 1078 村上　綾佳 ﾑﾗｶﾐ　ｱﾔｶ 3 因島高

走幅跳 41 1005 坂本　彩香 サカモト　サヤカ 3 広島市立古田中学校

走幅跳 42 656 中丸　望輝 ナカマル　ミキ 2 広島観音高

走幅跳 43 562 柳生　彩水 ヤギュウ　アヤミ 2 広島なぎさ高

走幅跳 44 申請中 松原　綺星 マツバラ　キララ 1 広島中等教育

走幅跳 45 1350 山衛守　悠加 ヤマエモリ　ハルカ 3 広島文教大学附属高

走幅跳 46 793 古本　愛 フルモト　アイ 2 広島国際学院高

走幅跳 47 575 楢崎　七望 ナラサキ　ナナミ 2 広島国際学院高



三段跳 1 7-1126 岡野　和奏 オカノ　ワカナ 2 広島修道大学

三段跳 2 1193 天坂　真衣 テンサカ　マイ 3 広工大高

三段跳 3 1014 鵜飼　都々菜 ウカイ　ツヅナ 3 広島皆実高

三段跳 4 1194 永岡　亜実 ナガオカ　アミ 3 広工大高

三段跳 5 21 忰山　碧 カセヤマ　アオイ 1 広島皆実高

三段跳 6 525 小川　華 オガワ　ハナ 2 比治山女子高

三段跳 7 602 藤東　愛心 トウドウ　アコ 2 広工大高

三段跳 8 1237 山縣　颯美 ヤマガタ　サツミ 3 宮島工高

三段跳 9 544 山本　萌未 ヤマモト　ホノミ 2 高陽東高

三段跳 10 1190 河内　希乃花 コウチ　ノノカ 3 広工大高

三段跳 11 1017 住岡　咲苗 スミオカ　サナエ 3 広島皆実高

三段跳 12 1043 森重　莉理 モリシゲ　リリ 3 広島国際学院高

三段跳 13 831 小木戸　胡春 コキド　コハル 2 県立広島高

三段跳 14 548 上原　沙弓 ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾐ 2 広島井口高

三段跳 15 541 藤原　和奏 フジハラ　ワカナ 2 祇園北高

三段跳 16 579 品川　なるみ シナガワ　ナルミ 2 舟入高

三段跳 17 申請中 平　優希 タイラ　ユウキ 1 高陽東高

三段跳 18 1025 小川 純 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 3 広島井口高

三段跳 19 1341 古川　結菜 フルカワ　ユウナ 3 安芸南高

三段跳 20 780 山廣　莉羽 ヤマヒロ 　リオ 2 舟入高

三段跳 21 762 村岡　理央 ﾑﾗｵｶ ﾘｵ 2 府中高

三段跳 22 596 阿部　まりあ アベ　マリア 2 三次高

三段跳 23 7-1027 稲熊　詩帆 イナグマ　シホ 3 広島大学 愛知県

三段跳 24 583 竹上　琴音 タケウエ　コトネ 2 西条農高

砲丸投(4K) 1 申請中 村上　碧海 ムラカミ　アオイ 1 西条農高

砲丸投(4K) 2 1045 家守　奈穂 ケモリ　ナホ 3 祇園北高

砲丸投(4K) 3 1073 勝冶　玲海 ｶﾂﾔ ﾚﾐ 3 安芸高

砲丸投(4K) 4 申請中 内野　里桜 ウチノ　リオ 1 高陽東高

砲丸投(4K) 5 1240 蒲生　泉海 ガモウ　イズミ 3 基町高

砲丸投(4K) 6 申請中 島本　心夏 シマモト　コナツ 1 市立広島商高

砲丸投(4K) 7 1140 島田　紗帆 ｼﾏﾀ ｻﾎ 3 市立沼田高

砲丸投(4K) 8 申請中 唐下　羽月 ﾄｳｹﾞ ﾊﾂﾞｷ 3 安芸府中中学校

砲丸投(4K) 9 申請中 砂田　真由子 スナダ　マユコ 1 祇園北高

砲丸投(4K) 10 申請中 平野　百華 ヒラノ　モモカ 1 祇園北高

砲丸投(4K) 11 1097 藤井　彩乃 フジイ　アヤノ 3 舟入高

砲丸投(4K) 12 559 石松　桜杏 イシマツ　モモ 2 広島なぎさ高

砲丸投(4K) 13 1034 松岡　優奈 マツオカ　ユウナ 3 高陽東高

砲丸投(4K) 14 1023 東　咲良 ヒガシ　サクラ 3 広島中等教育

砲丸投(4K) 15 798 松本　莉音 マツモト　リネ 2 広島文教大学附属高

砲丸投(4K) 16 39 三舩　歌音 ﾐﾌﾈ ｶﾉﾝ 1 安芸高

砲丸投(4K) 17 533 山之内　古都 ヤマノウチ　コト 2 安芸南高

砲丸投(4K) 18 申請中 前田　茉侑 マエダ　マユ 1 市立広島商高

砲丸投(4K) 19 1015 小田原　里菜 オダハラ　リナ 3 広島皆実高

砲丸投(4K) 20 597 山田　実結 ヤマダ　ミユ 2 三次高

砲丸投(4K) 21 1057 椿　紗也香 ツバキ　サヤカ 3 比治山女子高

砲丸投(4K) 22 792 藤田　まつ フジタ　マツ 2 広島国際学院高

砲丸投(4K) 23 796 濱﨑　日菜子 ハマサキ　ヒナコ 2 安芸南高



円盤投(1K) 1 1067 中篠迫　詩奈 ナカシノザコ　シイナ3 西条農高

円盤投(1K) 2 1045 家守　奈穂 ケモリ　ナホ 3 祇園北高

円盤投(1K) 3 1024 船津　美代 フナツ　ミヨ 3 広島中等教育

円盤投(1K) 4 581 濱田　雪愛 ハマダ　セツナ 2 西条農高

円盤投(1K) 5 1097 藤井　彩乃 フジイ　アヤノ 3 舟入高

円盤投(1K) 6 1240 蒲生　泉海 ガモウ　イズミ 3 基町高

円盤投(1K) 7 538 二本　愛 ﾆﾓﾄ ｱｲ 2 安芸高

円盤投(1K) 8 1188 内田　英里 ウチダ　エリ 3 広工大高

円盤投(1K) 9 7-1104 立野　莉奈 ﾀﾁﾉ　ﾘﾅ 2 広島文化大学

円盤投(1K) 10 39 三舩　歌音 ﾐﾌﾈ ｶﾉﾝ 1 安芸高

円盤投(1K) 11 1057 椿　紗也香 ツバキ　サヤカ 3 比治山女子高

円盤投(1K) 12 1140 島田　紗帆 ｼﾏﾀ ｻﾎ 3 市立沼田高

円盤投(1K) 13 1023 東　咲良 ヒガシ　サクラ 3 広島中等教育

円盤投(1K) 14 686 橋本　唯 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 2 福山誠之館高

円盤投(1K) 15 申請中 迫田　真実 サコダ　マナミ 1 西条農高

円盤投(1K) 16 1015 小田原　里菜 オダハラ　リナ 3 広島皆実高

円盤投(1K) 17 1397 古本　由菜 ﾌﾙﾓﾄ ﾕﾅ 3 府中高

円盤投(1K) 18 533 山之内　古都 ヤマノウチ　コト 2 安芸南高

円盤投(1K) 19 1348 戸田　愛奈 トダ　ナルナ 3 広島文教大学附属高

円盤投(1K) 20 524 髙橋　一巴 タカハシ　カズハ 2 比治山女子高

円盤投(1K) 21 申請中 島本　心夏 シマモト　コナツ 1 市立広島商高

円盤投(1K) 22 796 濱﨑　日菜子 ハマサキ　ヒナコ 2 安芸南高

円盤投(1K) 23 1021 保田　英子 ヤスダ　アヤコ 3 広島皆実高

円盤投(1K) 24 1034 松岡　優奈 マツオカ　ユウナ 3 高陽東高

円盤投(1K) 25 1316 今田　鈴乃 イマダ　スズノ 3 安田女子高

円盤投(1K) 26 798 松本　莉音 マツモト　リネ 2 広島文教大学附属高

円盤投(1K) 27 申請中 内野　里桜 ウチノ　リオ 1 高陽東高

円盤投(1K) 28 812 山田　愛衣 ヤマダ　アイ 2 安田女子高

円盤投(1K) 29 620 古森　碧子 コモリ　アコ 2 基町高



やり投 1 7-1035 村上　遥菜 ムラカミ　ハルナ 4 広島大学

やり投 2 953 岡島　由佳 オカジマ　ユウカ 22 デルタハリアス

やり投 3 1021 保田　英子 ヤスダ　アヤコ 3 広島皆実高

やり投 4 7-1030 安田　夏生 ヤスダ　ナツキ 4 広島大学

やり投 5 1269 前波　友美 マエナミ　トモミ 3 総合技術高

やり投 6 814 牧岡　柊華 マキオカ　シュウカ 2 安田女子高

やり投 7 申請中 村上　碧海 ムラカミ　アオイ 1 西条農高

やり投 8 1302 三谷　喜子 ﾐﾀﾆ　ｷｺ 3 広島国泰寺高

やり投 9 1340 白井　沙季 シライ　サキ 3 安芸南高

やり投 10 524 髙橋　一巴 タカハシ　カズハ 2 比治山女子高

やり投 11 678 髙橋　捺子 タカハシ　ナツコ 2 美鈴が丘高

やり投 12 539 小平　愛由美 ｺﾋﾗ ｱﾕﾐ 2 安芸高

やり投 13 1145 山廣　桜夕 ヤマヒロ　ミユ 3 広島皆実高

やり投 14 617 杉原　実咲 スギハラ　ミサキ 2 基町高

やり投 15 1289 松浦　光咲 マツウラ　ミサキ 3 戸手高

やり投 16 686 橋本　唯 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 2 福山誠之館高

やり投 17 603 難波　杏歌 ナンバ　キョウカ 2 広工大高

やり投 18 823 田中　貴子 タナカ　キコ 2 廿日市西高

やり投 19 533 山之内　古都 ヤマノウチ　コト 2 安芸南高

やり投 20 770 池元　千紘 イケモト　チヒロ 2 三次高

やり投 21 1311 塩谷　優奈 シオタニ　ユナ 3 安田女子高

やり投 22 824 廣元　さくら ヒロモト　サクラ 2 廿日市西高

やり投 23 650 多久和　華帆 タクワ　カホ 2 安古市高

やり投 24 1316 今田　鈴乃 イマダ　スズノ 3 安田女子高

やり投 25 1397 古本　由菜 ﾌﾙﾓﾄ ﾕﾅ 3 府中高

やり投 26 1297 香川　夢佳 ｶｶﾞﾜ ﾕﾒｶ 3 府中高

やり投 27 679 小村　ひなた オムラ　ヒナタ 2 美鈴が丘高

やり投 28 667 仙波　桜 センバ　サクラ 2 五日市高

やり投 29 申請中 内野　里桜 ウチノ　リオ 1 高陽東高

やり投 30 749 池本　結衣 イケモト　ユイ 2 安芸府中高

やり投 31 657 永井晴奈 ナガイハルナ 2 庄原実業高

やり投 32 1390 門家　美奈 モンカ　ミナ 3 山陽高

やり投 33 1247 山田　貴恵 ヤマダ　キエ 3 安芸府中高

やり投 34 659 伊藤明日香 イトウアスカ 2 庄原実業高

やり投 35 792 藤田　まつ フジタ　マツ 2 広島国際学院高


