
Ｍ4X100mR

日本記録(NR)            37.60     山縣・飯塚・桐生・ケンブリッジ(日本)  2016/8/19
大会記録(GR)            41.00     若江・瀬尾・堀川・松田(広島経大)      1999 6月23日 10:10 予　選
広島県記録(PR)          39.82     野田・北村・松尾・山縣(広島県)        2014/10/20 6月23日 15:40 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 日本体育大 5374 福本　簾(1) ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 42.45 1 4 市立呉高 1623 礒本　義之(3) ｲｿﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 42.70
5365 井澤　竜二(1) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ q 1622 河村　太一(3) ｶﾜﾑﾗ ﾀｲﾁ q
5373 小林　亮太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 801 髙橋　駿介(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ
5153 山本　陣(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ 1624 村上　瑛希(3) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ

2 5 広島文化学園大 72040 平田　爽真(1) ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 43.34 2 5 福山平成大 71579 古森　大貴(3) ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 42.92
71372 寺西　洸介(2) ﾃﾗﾆｼ ｺｳｽｹ q 71575 大坪　柊也(3) ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ q
71370 日隅　健太郎(2) ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 71583 藤瀬　悠也(3) ﾌｼﾞｾ ﾕｳﾔ
72041 元木　航平(1) ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 72297 坂本　一太(1) ｻｶﾓﾄ ｲｯﾀ

3 7 宮島工業 908 上本　和輝(2) ｳｴﾓﾄ ｶｽﾞｷ 43.65 3 3 広島皆実高 918 岩本　賢吉(2) ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 43.17
1985 髙　和宏(3) ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ q 23 岡村　元太(1) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ q
1986 水田　大登(3) ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾄ 912 北野　裕太(2) ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ
145 岡田　翼(1) ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 31 宮川　征冶(1) ﾐﾔｶﾞﾜ ｾｲﾔ

4 3 広島国際学院高 77 西川　正飛(1) ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 43.81 4 7 沼田高 1826 廣川　憂伍(3) ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｺﾞ 44.49
80 山中　瑞己(1) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 1828 平村　幸哉(3) ﾋﾗﾑﾗ ﾕｷﾔ

1675 西川　正真(3) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ 2 上村　大輝(1) ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
1269 髙原　輝(2) ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 1823 山本　魁聖(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ

5 6 祇園北高 1339 因　尊叶(2) ｲﾝ ﾐｺﾄ 44.44 5 8 黄金山ＡＣ 1328 吉田　龍介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 47.04
886 篠崎　巧(2) ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 1329 吉橋　達矢 ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ
887 紙田　晴吉(2) ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ 1301 藤井　和彦 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ

1024 福庭　涼平(2) ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 1312 今村　壮 ｲﾏﾑﾗ ｿｳ
6 8 広島なぎさ高 100 下津　祐(1) ｼﾓﾂ ﾕｳ 46.54 6 広島翔洋高 193 畠山　稜也(1) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾔ DQ,R2

910 原田　達也(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 895 伊藤　晃大(2) ｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ
101 新庄　健(1) ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 894 辻　泰希(2) ﾂｼﾞ ﾀｲｷ
99 川本　圭悟(1) ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 896 久保　湧人(2) ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ

2 市立広島商高 DNS

3組 決　勝　
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 ＡＳフクヤマ 909 稲垣　惇史(37) ｲﾅｶﾞｷ ｱﾂｼ 42.19 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

922 勢力　奎(24) ｾｲﾘｷ ｹｲ q 1 5 日本体育大 5153 山本　陣(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ 41.94
916 林　雅人(26) ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 5365 井澤　竜二(1) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ
923 石井　章太(28) ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 5373 小林　亮太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

2 4 崇徳高 129 藤井　雄大(1) ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 42.77 5374 福本　簾(1) ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ
833 岡田　寛人(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ q 2 8 福山平成大 71579 古森　大貴(3) ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 42.33
834 齋藤　聖(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 71575 大坪　柊也(3) ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ
128 植田　光紀(1) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 71583 藤瀬　悠也(3) ﾌｼﾞｾ ﾕｳﾔ

3 5 福山市立高 1211 渡邊　駿(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 44.66 72297 坂本　一太(1) ｻｶﾓﾄ ｲｯﾀ
1218 内橋　智哉(2) ｳﾁﾊｼ ﾄﾓﾔ 3 7 広島皆実高 28 坂田　陽貴(1) ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 42.55
1220 山本　耕史(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 23 岡村　元太(1) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ
1219 田久保天之介(2) ﾀｸﾎﾞ ﾃﾝﾉｽｹ 912 北野　裕太(2) ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ

4 8 修道高 73 花原　悠太(1) ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 46.70 30 原田　響(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
72 末盛　巧(1) ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 4 4 ＡＳフクヤマ 909 稲垣　惇史(37) ｲﾅｶﾞｷ ｱﾂｼ 42.70

857 森内　翔太(2) ﾓﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 922 勢力　奎(24) ｾｲﾘｷ ｹｲ
1449 梶本　大輔(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 916 林　雅人(26) ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ

6 山陽高 DNS 923 石井　章太(28) ｲｼｲ ｼｮｳﾀ
5 6 崇徳高 129 藤井　雄大(1) ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 42.75

7 デルタハリアス DNS 833 岡田　寛人(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ
834 齋藤　聖(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳ
128 植田　光紀(1) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

6 1 宮島工業 908 上本　和輝(2) ｳｴﾓﾄ ｶｽﾞｷ 43.42

1985 髙　和宏(3) ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ
1986 水田　大登(3) ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾄ
145 岡田　翼(1) ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

7 2 広島文化学園大 72040 平田　爽真(1) ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 43.43
71372 寺西　洸介(2) ﾃﾗﾆｼ ｺｳｽｹ
71370 日隅　健太郎(2) ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ
72041 元木　航平(1) ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ

8 3 市立呉高 1623 礒本　義之(3) ｲｿﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 43.92
1622 河村　太一(3) ｶﾜﾑﾗ ﾀｲﾁ
802 濵本　龍之介(2) ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

1624 村上　瑛希(3) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ



Ｍ4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996/8/3
大会記録(GR)            3:13.91   新浜・鈴木・瀬尾・高野(広島経大)      1997
広島県記録(PR)          3:11.20   坂本・藤井・石橋・真鍋(広島経大)      1993/9/11 6月22日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 市立呉高 1624 村上　瑛希(3) ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 3:18.55 1 4 広島文化学園大 72037 石津　翔太(1) ｲｼﾂﾞ ｼｮｳﾀ 3:23.38

1622 河村　太一(3) ｶﾜﾑﾗ ﾀｲﾁ 71369 吉川　海斗(2) ｷｯｶﾜ ｶｲﾄ
802 濵本　龍之介(2) ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 72040 平田　爽真(1) ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ
801 髙橋　駿介(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 72038 日浦　泰基(1) ﾋｳﾗ ﾀｲｷ

2 6 県立広島高 236 高橋　昂生(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 3:18.81 2 5 崇徳高 130 山内　健生(1) ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ 3:25.57

1926 植野　颯太(3) ｳｴﾉ ｿｳﾀ 1689 新川　尚也(3) ｼﾝｶﾜ ﾅｵﾔ
1085 徳永　颯太(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｿｳﾀ 131 原　拓夢(1) ﾊﾗ ﾀｸﾑ
1927 三好　悠貴(3) ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 834 齋藤　聖(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳ

3 7 広島皆実高 23 岡村　元太(1) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 3:21.27 3 3 舟入高 939 中川　祐哉(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 3:25.59

30 原田　響(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 1063 本田　丈流(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ
914 竹内　悠正(2) ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ 1064 木川　孝俊(2) ｷｶﾜ ﾀｶﾄｼ

1639 山本　義晃(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 1333 林　みこと(2) ﾊﾔｼ ﾐｺﾄ
4 8 福山平成大 71593 白木　蒼人(1) ｼﾗｷ ｱｵﾄ 3:21.37 4 8 祇園北高 886 篠崎　巧(2) ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 3:29.29

71578 久保　大地(3) ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 1024 福庭　涼平(2) ﾌｸﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ
71580 中根　啓志(3) ﾅｶﾈ ｹｲｼ 887 紙田　晴吉(2) ｶﾐﾀ ﾊﾙｷﾁ
71589 開内　丈流(2) ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 2064 奥　芳樹(3) ｵｸ ﾖｼｷ

5 4 広島修道大 71457 横田　司(2) ﾖｺﾀ ﾂｶｻ 3:21.74 6 デルタハリアス DNS
71454 濵﨑　智哉(2) ﾊﾏｻｷ ﾄﾓﾔ
71444 渡邉　航大(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
71428 伊藤　大地(4) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

6 3 広島国際学院高 77 西川　正飛(1) ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 3:23.14 7 ＡＳフクヤマ DNS
1677 石丸　大輝(3) ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ
1269 髙原　輝(2) ﾀｶﾊﾗ ﾋｶﾙ
1675 西川　正真(3) ﾆｼｶﾜ ｾｲﾏ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 宮島工業 1982 江崎　琉哉(3) ｴｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ 3:28.34

1986 水田　大登(3) ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾄ
1317 増田　時雄(2) ﾏｽﾀﾞ ﾄｷｵ
1985 髙　和宏(3) ﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ

2 3 修道高 73 花原　悠太(1) ﾊﾅﾊﾗ ﾕｳﾀ 3:36.55

857 森内　翔太(2) ﾓﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ
1449 梶本　大輔(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

72 末盛　巧(1) ｽｴﾓﾘ ﾀｸ
3 4 沼田高 1073 池田　周哉(2) ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾔ 3:38.56

1828 平村　幸哉(3) ﾋﾗﾑﾗ ﾕｷﾔ
2 上村　大輝(1) ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
4 中西　巧(1) ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ

4 7 黄金山ＡＣ 1328 吉田　龍介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 3:41.64

1329 吉橋　達矢 ﾖｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾔ
1309 横田　健太 ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ
1333 向田　拓矢 ﾑｺｳﾀﾞ ﾀｸﾔ

5 6 広島工業高 956 松尾　和真(2) ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 3:42.56

187 北川　結人(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ
188 山崎　永遠(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ
184 荒巻　慶悟(1) ｱﾗﾏｷ ｹｲｺﾞ

8 市立広島商高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 3:18.55

2 3:18.81

3 3:21.27

4 3:21.37

5 3:21.74

6 3:23.14

7 3:23.38

8 3:25.57

広島文化学園大 石津　翔太(1) / 吉川　海斗(2) / 平田　爽真(1) / 日浦　泰基(1)

崇徳高 山内　健生(1) / 新川　尚也(3) / 原　拓夢(1) / 齋藤　聖(2)

福山平成大 白木　蒼人(1) / 久保　大地(3) / 中根　啓志(3) / 開内　丈流(2)

広島修道大 横田　司(2) / 濵﨑　智哉(2) / 渡邉　航大(3) / 伊藤　大地(4)

広島国際学院高 西川　正飛(1) / 石丸　大輝(3) / 髙原　輝(2) / 西川　正真(3)

市立呉高 村上　瑛希(3) / 河村　太一(3) / 濵本　龍之介(2) / 髙橋　駿介(2)

県立広島高 高橋　昂生(1) / 植野　颯太(3) / 徳永　颯太(2) / 三好　悠貴(3)

広島皆実高 岡村　元太(1) / 原田　響(1) / 竹内　悠正(2) / 山本　義晃(3)



Ｆ4X100mR

日本記録(NR)            43.39     北風・高橋・福島・市川(日本)          2011/5/8
大会記録(GR)            47.61     清谷・水上・梅本・伊藤(広島経大)      2004 6月23日 10:00 予　選
広島県記録(PR)          46.37     桃谷・川口・伊藤・佐藤(広島県)        2009/10/4 6月23日 15:35 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 広島皆実高 19 浅木　都紀葉(1) ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 48.50 1 3 比治山女子高 523 野見　こころ(2) ﾉﾐ ｺｺﾛ 49.82
1013 岩元　瑞希(3) ｲﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ q 65 前川　実怜(1) ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ q
1018 永尾　志穂(3) ﾅｶﾞｵ ｼﾎ 526 堀田　海羽(2) ﾎﾘﾀ ﾐｳ
570 橋本　真宙(2) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 64 鷲頭　一華(1) ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ

2 5 高陽東高 1033 叶谷　結菜(3) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ 49.99 2 6 市立呉高 1008 福士　依舞(3) ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 50.78
543 山﨑　愛奈(2) ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ q 501 田﨑　紫乃(2) ﾀｻｷ ｼﾉ q
544 山本　萌未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 503 古満　千恵(2) ﾌﾙﾐﾂ ﾁｴ
767 櫻井　美咲(2) ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ 40 小倉　叶華(1) ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ

3 3 西条農高 58 髙橋　紗菜恵(1) ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 50.21 3 5 広島国際学院高 1043 森重　莉理(3) ﾓﾘｼｹﾞ ﾘﾘ 50.97
1066 久保　奈月(3) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ q 795 溝下　藍花(2) ﾐｿﾞｼﾀ ｱｲｶ q
583 竹上　琴音(2) ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 535 野村　芽生(2) ﾉﾑﾗ ﾒｲ

1303 三宅　思乃(3) ﾐﾔｹ ｺﾄﾉ 534 原田　美桜(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ
4 2 山陽高 48 神原　奈緒(1) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 50.92 4 7 国泰寺中 75 住田　麗月(3) ｽﾐﾀﾞ ﾘﾂｷ 51.90

49 石原　愛(1) ｲｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ q 79 玉谷　光里(3) ﾀﾏﾀﾞﾆ ﾋｶﾘ
51 山本　沙希菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ 76 住吉　莉奈(3) ｽﾐﾖｼ ﾏﾘﾅ

584 藤東　愛美(2) ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾐ 87 長谷川　沙良(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ
5 8 沼田高 3 中村　ひより(1) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 51.84 5 8 祇園北高 541 藤原　和奏(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 51.90

646 掛迫　里緒(2) ｶｹｻｺ ﾘｵ q 101 大瀬戸　梨乃(1) ｵｵｾﾄﾞ ﾘﾉ
1140 島田　紗帆(3) ｼﾏﾀﾞ ｻﾎ 103 砂田　真由子(1) ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ

1 荒木　綸(1) ｱﾗｷ ﾘﾝ 742 山縣　真由子(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ
6 7 盈進高 85 檀上　すみれ(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｽﾐﾚ 51.85 6 4 宮島工業 91 黒川　星空(1) ｸﾛｶﾜ ﾎｼｿﾞﾗ 53.26

568 畠本　夏鈴(2) ﾊﾀﾓﾄ ｶﾘﾝ 89 山本　千菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ
566 金島　成美(2) ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ 557 満足　美咲(2) ﾏﾝｿﾞｸ ﾐｻｷ
567 正田　唯花(2) ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ 90 山根　千歩(1) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ

7 1 市立広島商高 115 前田　茉侑(1) ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 56.83 2 広島なぎさ高 DNS
313 今岡　蒼葉(1) ｲﾏｵｶ ｱｵﾊﾞ
624 栗栖　日和(2) ｸﾘｽ ﾋﾖﾘ
625 栖原　佐和子(2) ｽﾊﾗ ｻﾜｺ

6 暁の星女子高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 西条農高 58 髙橋　紗菜恵(1) ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 50.14
1066 久保　奈月(3) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ
583 竹上　琴音(2) ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ

1303 三宅　思乃(3) ﾐﾔｹ ｺﾄﾉ
2 5 比治山女子高 523 野見　こころ(2) ﾉﾐ ｺｺﾛ 50.28

65 前川　実怜(1) ﾏｴｶﾜ ﾐﾚｲ
526 堀田　海羽(2) ﾎﾘﾀ ﾐｳ
64 鷲頭　一華(1) ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ

3 3 高陽東高 1033 叶谷　結菜(3) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ 50.32
543 山﨑　愛奈(2) ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ
544 山本　萌未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ
767 櫻井　美咲(2) ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ

4 1 広島国際学院高 1043 森重　莉理(3) ﾓﾘｼｹﾞ ﾘﾘ 50.81
795 溝下　藍花(2) ﾐｿﾞｼﾀ ｱｲｶ
535 野村　芽生(2) ﾉﾑﾗ ﾒｲ
534 原田　美桜(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ

5 7 市立呉高 41 信岡　優那(1) ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 50.98
501 田﨑　紫乃(2) ﾀｻｷ ｼﾉ
503 古満　千恵(2) ﾌﾙﾐﾂ ﾁｴ

1008 福士　依舞(3) ﾌｸｼ ｲﾌﾞ
6 8 山陽高 48 神原　奈緒(1) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵ 51.24

49 石原　愛(1) ｲｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ
51 山本　沙希菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾅ

584 藤東　愛美(2) ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾐ
7 2 沼田高 3 中村　ひより(1) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 52.09

646 掛迫　里緒(2) ｶｹｻｺ ﾘｵ
1140 島田　紗帆(3) ｼﾏﾀﾞ ｻﾎ

1 荒木　綸(1) ｱﾗｷ ﾘﾝ
4 広島皆実高 19 浅木　都紀葉(1) ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ DNS

1013 岩元　瑞希(3) ｲﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
1018 永尾　志穂(3) ﾅｶﾞｵ ｼﾎ
570 橋本　真宙(2) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ
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日本記録(NR)            3:28.91   青山・市川・千葉・青木(日本)          2015/8/29
大会記録(GR)            3:50.55   岡本・横川・猪原・藤本(広島皆実高)    1999
広島県記録(PR)          3:46.87   松浦・才野・沖田・中林(広島皆実高)    2008/10/25 6月22日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 広島工大高 1189 小出　彩乃(3) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 3:56.63 1 5 広島国際学院高 1305 宇根川　愛美(3) ｳﾈｶﾞﾜ ｱﾐ 4:09.58

601 川﨑　和奏(2) ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 535 野村　芽生(2) ﾉﾑﾗ ﾒｲ
1191 小迫　萌香(3) ｺｻｺ ﾓｴｶ 795 溝下　藍花(2) ﾐｿﾞｼﾀ ｱｲｶ
1195 中本　優奈(3) ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 534 原田　美桜(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ

2 7 広島皆実高 1019 林　真帆(3) ﾊﾔｼ ﾏﾎ 4:01.34 2 4 祇園北高 742 山縣　真由子(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾕｺ 4:18.25

1018 永尾　志穂(3) ﾅｶﾞｵ ｼﾎ 541 藤原　和奏(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ
23 斎藤　菜々美(1) ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 104 岩田　唯花(1) ｲﾜﾀ ﾕｲｶ

1016 片山　姫歌(3) ｶﾀﾔﾏ ﾋﾒｶ 103 砂田　真由子(1) ｽﾅﾀﾞ ﾏﾕｺ
3 3 比治山女子高 1056 松田　百惠(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｴ 4:06.56 3 6 五日市高 668 井神　美咲(2) ｲｶﾞﾐ ﾐｻｷ 4:23.16

528 加藤　結衣(2) ｶﾄｳ ﾕｲ 131 岡戸　柚奈(1) ｵｶﾄﾞ ﾕﾅ
523 野見　こころ(2) ﾉﾐ ｺｺﾛ 667 仙波　桜(2) ｾﾝﾊﾞ ｻｸﾗ
526 堀田　海羽(2) ﾎﾘﾀ ﾐｳ 228 柳瀬　凜香(1) ﾔﾅｾ ﾘﾝｶ

4 5 市立呉高 1008 福士　依舞(3) ﾌｸｼ ｲﾌﾞ 4:10.11 4 3 基町高 618 山本　彩加(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 4:27.62

40 小倉　叶華(1) ｵｸﾞﾗ ｷｮｳｶ 615 山崎　京子(2) ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ
43 周藤　百花(1) ｽﾄｳ ﾓﾓｶ 170 高橋　みなみ(1) ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ

503 古満　千恵(2) ﾌﾙﾐﾂ ﾁｴ 163 原　真雪(1) ﾊﾗ ﾏﾕｷ
6 高陽東高 544 山本　萌未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ DNS 7 呉三津田高 DNS

1033 叶谷　結菜(3) ｶﾅﾔ ﾕｲﾅ
73 蒲生　智海(1) ｶﾞﾓｳ ﾄﾓﾐ

767 櫻井　美咲(2) ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ
8 宮島工業 DNS 8 市立広島商高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 3:56.63

2 4:01.34

3 4:06.56

4 4:09.58

5 4:10.11

6 4:18.25

7 4:23.16

8 4:27.62

五日市高 井神　美咲(2) / 岡戸　柚奈(1) / 仙波　桜(2) / 柳瀬　凜香(1)

基町高 山本　彩加(2) / 山崎　京子(2) / 高橋　みなみ(1) / 原　真雪(1)

広島国際学院高 宇根川　愛美(3) / 野村　芽生(2) / 溝下　藍花(2) / 原田　美桜(2)

市立呉高 福士　依舞(3) / 小倉　叶華(1) / 周藤　百花(1) / 古満　千恵(2)

祇園北高 山縣　真由子(2) / 藤原　和奏(2) / 岩田　唯花(1) / 砂田　真由子(1)

広島工大高 小出　彩乃(3) / 川﨑　和奏(2) / 小迫　萌香(3) / 中本　優奈(3)

広島皆実高 林　真帆(3) / 永尾　志穂(3) / 斎藤　菜々美(1) / 片山　姫歌(3)

比治山女子高 松田　百惠(3) / 加藤　結衣(2) / 野見　こころ(2) / 堀田　海羽(2)


