
通し№ 種目 登録№ 名　前 ﾌﾘｶﾞﾅ 年 所　属

1 走高跳 323 亀居　更紗 ｶﾒｲ ｻﾗｻ 3 牛田中

2 走高跳 326 有田　釈那 ｱﾘﾀ ｼｬﾅ 2 牛田中

3 走高跳 676 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 2 宇品中

4 走高跳 678 尾崎　美桜 ｵｻﾞｷ ﾐｵ 2 宇品中

5 走高跳 679 中野　心結 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 2 宇品中

6 走高跳 687 井上　美紀 ｲﾉｳｴ ﾐｷ 3 宇品中

7 走高跳 821 松田　萌愛 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 3 比治山女子中

8 走高跳 853 佐伯　美憂 ｻｴｷ ﾐﾕ 3 中広中

9 走高跳 855 中島　璃乃 ﾅｶｼﾏ ﾘﾉ 3 中広中

10 走高跳 856 中村なつき ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 3 中広中

11 走高跳 915 中曽　陽詩 ﾅｶｿ ﾋﾅﾀ 3 己斐中

12 走高跳 1012 中村　咲陽 ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 2 古田中

13 走高跳 1015 菅原　　桜 ｽｶﾞﾊﾗ ｻｸﾗ 2 古田中

14 走高跳 1024 前田　　空 ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ 2 古田中

15 走高跳 1224 坂井　心蕗 ｻｶｲ ｺｺﾛ 3 広島城南中

16 走高跳 1228 河内　菜那 ｺｳﾁ ﾅﾅ 3 広島城南中

17 走高跳 1235 安達　紗来 ｱﾀﾞﾁ ｻﾗ 2 広島城南中

18 走高跳 1260 永井　梨琴 ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 2 安佐中

19 走高跳 1263 濱田　愛莉 ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 2 安佐中

20 走高跳 1290 楠田　美翔 ｸｽﾀﾞ ﾐｳ 2 安西中

21 走高跳 1291 池田　百花 ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 2 安西中

22 走高跳 1366 髙橋　愛依 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 2 戸山中

23 走高跳 1548 谷口　世那 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾﾅ 3 東原中

24 走高跳 1560 乗松　泉美 ﾉﾘﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 2 東原中

25 走高跳 1766 内野　妃菜 ｳﾁﾉ ﾋﾅ 3 亀山中

26 走高跳 1774 桑野　夏乃 ｸﾜﾉ ﾅﾂﾉ 2 亀山中

27 走高跳 2388 木原　茉里 ｷﾊﾗ ﾏﾘ 3 広島なぎさ中

28 走高跳 2391 常藤　梨音 ﾂﾈﾄｳ ﾘｵ 3 広島なぎさ中

29 走高跳 2423 梅本　莉乃 ｳﾒﾓﾄ ﾘﾉ 2 廿日市中

30 走高跳 2428 脇谷　真依 ﾜｷﾀﾆ ﾏｲ 2 廿日市中

31 走高跳 2450 三谷　咲葉 ﾐﾀﾆ ｻｷﾊ 3 七尾中

32 走高跳 2453 木村　結歩 ｷﾑﾗ ﾕｳｱ 3 七尾中

33 走高跳 2454 網本　玲菜 ｱﾐﾓﾄ ﾚﾅ 3 七尾中

34 走高跳 2669 姫野　玲菜 ﾋﾒﾉ ﾚｲﾅ 2 大野東中

35 走高跳 2670 水野　　耀 ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾘ 2 大野東中

36 走高跳 2778 米田　虹七 ﾖﾈﾀﾞ ﾆﾅ 2 小方中

37 走高跳 2804 井上　夏鈴 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 3 大竹中

38 走高跳 2809 廣中花菜江 ﾋﾛﾅｶ ｶﾅｴ 3 大竹中

39 走高跳 2811 山下　悠香 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 3 大竹中



40 走高跳 3441 岩城ハファエラ ｲﾜｷ ﾊﾌｧｴﾗ 3 横路中

41 走高跳 3444 近藤　　琳 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 3 横路中

42 走高跳 3590 清水　夕樺 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 3 和庄中

43 走高跳 3592 伊藤　和子 ｲﾄｳ ﾜｺ 3 和庄中

44 走高跳 3843 塚本　珠生 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾏｷ 2 昭和北中

45 走高跳 4203 宇土　未來 ｳﾄﾞ ﾐﾗｲ 2 安芸府中中

46 走高跳 4351 山田　芽生 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ 2 熊野東中

47 走高跳 4662 田原こはく ﾀﾊﾗ ｺﾊｸ 3 磯松中

48 走高跳 4663 二瀬　未唯 ﾆﾉｾ ﾐﾕ 3 磯松中

49 走高跳 4664 堀江　琴羽 ﾎﾘｴ ｺﾄﾊ 3 磯松中

50 走高跳 4911 堀部　小波 ﾎﾘﾍﾞ ｺﾅﾐ 3 東広島中央中

51 走高跳 5003 藤井　琴子 ﾌｼﾞｲ ｺﾄｺ 3 県立広島中

52 走高跳 5059 森下　莉衣 ﾓﾘｼﾀ ﾘｲ 3 長江中

53 走高跳 5085 田口　光里 ﾀｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 3 栗原中

54 走高跳 6978 重宗　姫香 ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ 3 東朋中

1 走幅跳 86 世良　はな ｾﾗ ﾊﾅ 3 国泰寺中

2 走幅跳 87 長谷川沙良 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 3 国泰寺中

3 走幅跳 90 米田ももこ ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｺ 3 国泰寺中

4 走幅跳 94 眞志田りこ ﾏｼﾀﾞ ﾘｺ 2 国泰寺中

5 走幅跳 95 吉岡　心結 ﾖｼｵｶ ﾐﾕ 2 国泰寺中

6 走幅跳 96 吉村　咲紀 ﾖｼﾑﾗ ｻｷ 2 国泰寺中

7 走幅跳 261 柳本　心凜 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｺﾘ 3 温品中

8 走幅跳 284 國利　里桜 ｸﾆﾄｼ ﾘｵ 3 戸坂中

9 走幅跳 287 平石　恋綺 ﾋﾗｲｼ ﾃｨｱﾗ 2 戸坂中

10 走幅跳 319 持永　入香 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾆｺ 3 牛田中

11 走幅跳 321 小笠原陽香 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 3 牛田中

12 走幅跳 326 有田　釈那 ｱﾘﾀ ｼｬﾅ 2 牛田中

13 走幅跳 328 大川内千洋 ｵｵｶﾜﾁ ﾁﾋﾛ 2 牛田中

14 走幅跳 533 勇知　美羽 ﾕｳﾁ ﾐｳ 2 大州中

15 走幅跳 591 澤原　瑞季 ｻﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 3 翠町中

16 走幅跳 594 瀬戸垣内七海 ｾﾄｶﾞｲﾁ ﾅﾅﾐ 2 翠町中

17 走幅跳 598 竹山　　凜 ﾀｹﾔﾏ ﾘﾝ 2 翠町中

18 走幅跳 673 宮前　有来 ﾐﾔﾏｴ ﾕﾗ 2 宇品中

19 走幅跳 677 沖田　夢奈 ｵｷﾀ ﾕﾅ 2 宇品中

20 走幅跳 683 寳積　美侑 ﾎｳｼｬｸ ﾐｳ 3 宇品中

21 走幅跳 685 吉川はるな ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾅ 3 宇品中

22 走幅跳 691 三戸　愛華 ﾐﾄ ｱｲｶ 3 宇品中

23 走幅跳 822 川上　真歩 ｶﾜｶﾐ ﾏﾎ 3 比治山女子中

24 走幅跳 824 谷口　優月 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 2 比治山女子中



25 走幅跳 854 田原　怜実 ﾀﾊﾞﾗ ｻﾄﾐ 3 中広中

26 走幅跳 864 岡本　莉音 ｵｶﾓﾄ ﾘｵﾝ 2 中広中

27 走幅跳 913 白川　朱音 ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ 3 己斐中

28 走幅跳 973 伊木　美陽留 ｲｷ ﾐﾊﾙ 3 井口中

29 走幅跳 975 多和菜ノ葉 ﾀﾜ ﾅﾉﾊ 2 井口中

30 走幅跳 976 石髙　沙綾 ｲｼﾀｶ ｻｱﾔ 2 井口中

31 走幅跳 977 加納　幸音 ｶﾉｳ ｻﾁﾈ 2 井口中

32 走幅跳 1010 古本　彩空 ﾌﾙﾓﾄ ｿﾗ 3 古田中

33 走幅跳 1019 濵本　　紗 ﾊﾏﾓﾄ ｽｽﾞ 2 古田中

34 走幅跳 1036 尾辻　沙萊 ｵﾂｼﾞ ｻﾗ 3 己斐上中

35 走幅跳 1220 井上　夢来 ｲﾉｳｴ ﾕﾗ 3 広島城南中

36 走幅跳 1222 森田　結子 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ 3 広島城南中

37 走幅跳 1224 坂井　心蕗 ｻｶｲ ｺｺﾛ 3 広島城南中

38 走幅跳 1225 日南　里咲 ﾋﾅﾐ ﾘｻ 3 広島城南中

39 走幅跳 1291 池田　百花 ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 2 安西中

40 走幅跳 1311 山下　佑華 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 3 祇園中

41 走幅跳 1312 坂本　萌々 ｻｶﾓﾄ ﾓﾓ 3 祇園中

42 走幅跳 1313 甲斐　織花 ｶｲ ｵﾘｶ 3 祇園中

43 走幅跳 1314 藤井　星七 ﾌｼﾞｲ ｾﾅ 3 祇園中

44 走幅跳 1315 笠井　和子 ｶｻｲ ﾜｺ 3 祇園中

45 走幅跳 1317 川島　愛実 ｶﾜｼﾏ ﾏﾅﾐ 3 祇園中

46 走幅跳 1322 石川　莉子 ｲｼｶﾜ ﾘｺ 2 祇園中

47 走幅跳 1323 内田　　遥 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 2 祇園中

48 走幅跳 1324 宇野　美咲 ｳﾉ ﾐｻｷ 2 祇園中

49 走幅跳 1326 平岡　紗姫 ﾋﾗｵｶ ｻｷ 2 祇園中

50 走幅跳 1327 福田　里帆 ﾌｸﾀﾞ ﾘﾎ 2 祇園中

51 走幅跳 1328 星出　麻鈴 ﾎｼﾃﾞ ﾏﾘﾝ 2 祇園中

52 走幅跳 1329 湯谷　春菜 ﾕﾀﾆ ﾊﾙﾅ 2 祇園中

53 走幅跳 1340 大塚　　和 ｵｵﾂｶ ﾅｺﾞﾐ 3 祇園東中

54 走幅跳 1363 兼﨑志安羚 ｶﾈｻﾞｷ ｼｱﾝﾚｲ 3 戸山中

55 走幅跳 1364 新本美咲希 ﾆｲﾓﾄ ﾐｻｷ 3 戸山中

56 走幅跳 1365 岡下　　楓 ｵｶｼﾀ ｶｴﾃﾞ 3 戸山中

57 走幅跳 1367 豊嶋　心優 ﾄﾖｼﾏ ﾐﾕ 2 戸山中

58 走幅跳 1396 片山　美優 ｶﾀﾔﾏ  ﾐﾕ 3 伴中

59 走幅跳 1398 大藤　夢生 ｵｵﾄｳ ﾕｲ 2 伴中

60 走幅跳 1399 柏原　咲来 ｶｼﾊﾗ ｻﾗ 2 伴中

61 走幅跳 1424 山村菜々花 ﾔﾏﾑﾗ ﾅﾅｶ 3 安佐南中

62 走幅跳 1521 大木　美晴 ｵｵｷ ﾐﾊﾙ 3 城山北中

63 走幅跳 1546 立川　未夢 ﾀﾂｶﾞﾜ ﾐﾕ 3 東原中

64 走幅跳 1557 中家　　麗 ﾅｶｲｴ ﾚｲ 2 東原中



65 走幅跳 1576 田井美優果 ﾀｲ ﾐﾕｶ 3 大塚中

66 走幅跳 1578 中村　美空 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 3 大塚中

67 走幅跳 1912 堤　　鳴菜 ﾂﾂﾐ ﾒｲﾅ 3 口田中

68 走幅跳 1975 大森　朱楓 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾘ 2 瀬野川中

69 走幅跳 2061 田邉　明莉 ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 3 矢野中

70 走幅跳 2062 市岡　梨桜 ｲﾁｵｶ ﾘｵ 3 矢野中

71 走幅跳 2151 山本ひかり ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 3 五日市観音中

72 走幅跳 2178 岩本　はな ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅ 3 五月が丘中

73 走幅跳 2179 品川　晴奈 ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 3 五月が丘中

74 走幅跳 2271 竹腰　理梨 ﾀｹｺｼ ﾘﾘ 2 五日市南中

75 走幅跳 2355 重森　芽依 ｼｹﾞﾓﾘ ﾒｲ 2 砂谷中

76 走幅跳 2389 重信こころ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｺｺﾛ 3 広島なぎさ中

77 走幅跳 2390 末廣　慧花 ｽｴﾋﾛ ｴﾊﾅ 3 広島なぎさ中

78 走幅跳 2392 徳本　真央 ﾄｸﾓﾄ ﾏｵ 3 広島なぎさ中

79 走幅跳 2395 惣田　　碧 ｿｳﾀﾞ ｱｵｲ 2 広島なぎさ中

80 走幅跳 2427 横濵　早桜 ﾖｺﾊﾏ ｻｵ 2 廿日市中

81 走幅跳 2453 木村　結歩 ｷﾑﾗ ﾕｳｱ 3 七尾中

82 走幅跳 2455 大森　瑞桜 ｵｵﾓﾘ ﾐｵ 3 七尾中

83 走幅跳 2456 澄川　結衣 ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｲ 3 七尾中

84 走幅跳 2457 中村　妃陽 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ 3 七尾中

85 走幅跳 2459 岡田　優愛 ｵｶﾀﾞ ﾕｱ 2 七尾中

86 走幅跳 2477 升田有梨沙 ﾏｽﾀﾞ ｱﾘｻ 3 阿品台中

87 走幅跳 2507 増岡　小夏 ﾏｽｵｶ ｺﾅﾂ 3 野坂中

88 走幅跳 2513 増原　優羽 ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ 2 野坂中

89 走幅跳 2564 竹内　　優 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 2 佐伯中

90 走幅跳 2565 中西ゆきの ﾅｶﾆｼ ﾕｷﾉ 2 佐伯中

91 走幅跳 2630 吉本　雪乃 ﾖｼﾓﾄ ﾕｷﾉ 3 大野中

92 走幅跳 2641 松田　結蘭 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾗ 2 大野中

93 走幅跳 2658 保坂　紀華 ﾎｻｶ ｷﾊﾅ 3 大野東中

94 走幅跳 2812 山代　あい ﾔﾏｼﾛ ｱｲ 2 大竹中

95 走幅跳 3440 東　　萌夏 ｱｽﾞﾏ ﾓｴｶ 3 横路中

96 走幅跳 3442 植田　莉心 ｳｴﾀﾞ ﾘｺ 3 横路中

97 走幅跳 3443 岡田　咲南 ｵｶﾀﾞ ｻﾅ 3 横路中

98 走幅跳 3448 箱﨑　　遥 ﾊｺｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 3 横路中

99 走幅跳 3456 西尾　桃香 ﾆｼｵ ﾓﾓｶ 2 横路中

100 走幅跳 3458 渡邉　珠寧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 2 横路中

101 走幅跳 3459 大江　芭奈 ｵｵｴ ﾊﾅ 2 横路中

102 走幅跳 3464 高松　夏葉 ﾀｶﾏﾂ ﾅﾂﾊ 2 阿賀中

103 走幅跳 3466 好川　望美 ﾖｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 2 阿賀中

104 走幅跳 3849 山口　玲羅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲﾗ 3 昭和北中



105 走幅跳 3946 川西　彩月 ｶﾜﾆｼ ｻﾂｷ 2 安浦中

106 走幅跳 3947 河野　愛織 ｺｳﾉ ｱｲﾘ 2 安浦中

107 走幅跳 4277 石崎さくら ｲｼｻﾞｷ ｻｸﾗ 2 海田西中

108 走幅跳 4280 平石　彩夏 ﾋﾗｲｼ ｱﾔｶ 2 海田西中

109 走幅跳 4310 宗森瑠璃子 ﾑﾈﾓﾘ ﾙﾘｺ 3 熊野中

110 走幅跳 4311 湯浅　夏妃 ﾕｱｻ ﾅﾂｷ 2 熊野中

111 走幅跳 4336 小田原ひなの ｵﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ 3 熊野東中

112 走幅跳 4338 荒川　夏都 ｱﾗｶﾜ ﾅﾂ 3 熊野東中

113 走幅跳 4341 三宅萌々香 ﾐﾔｹ ﾓﾓｶ 3 熊野東中

114 走幅跳 4349 中本　綺咲 ﾅｶﾓﾄ ｷｻ 2 熊野東中

115 走幅跳 4534 岡﨑　りる ｵｶｻﾞｷ ﾘﾙ 2 西条中

116 走幅跳 4548 小野　美幸 ｵﾉ ﾐｻﾁ 2 向陽中

117 走幅跳 14660 白石　愛梨 ｼﾗｲｼ ｱｲﾘ 2 高屋中

118 走幅跳 14664 福井　更紗 ﾌｸｲ ｻﾗｻ 2 高屋中

119 走幅跳 14666 山川　紗輝 ﾔﾏｶﾜ ｻｷ 2 高屋中

120 走幅跳 14668 利重　陽香 ﾄｼｼｹﾞ ﾊﾙｶ 2 高屋中

121 走幅跳 4665 安森　音羽 ﾔｽﾓﾘ ﾄﾜ 3 磯松中

122 走幅跳 4848 迫田なるみ ｻｺﾀﾞ ﾅﾙﾐ 3 河内中

123 走幅跳 4912 八幡　有美 ﾔﾊﾀ ﾕﾐ 3 東広島中央中

124 走幅跳 4964 西田　衣織 ﾆｼﾀﾞ ｲｵﾘ 3 近大東広島中

125 走幅跳 4965 渡邉未優羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 3 近大東広島中

126 走幅跳 4999 古郡　あい ﾌﾙｺﾞｵﾘ ｱｲ 3 県立広島中

127 走幅跳 5057 光井　瑠那 ﾐﾂｲ ﾙﾅ 3 長江中

128 走幅跳 5084 岡田　胡桃 ｵｶﾀﾞ ｸﾙﾐ 3 栗原中

129 走幅跳 5086 水草　結園 ﾐｽﾞｸｻ ﾕｿﾉ 3 栗原中

130 走幅跳 5090 谷尾　　花 ﾀﾆｵ ﾊﾅ 2 栗原中

131 走幅跳 5236 高岡　柑奈 ﾀｶｵｶ ｶﾝﾅ 2 高西中

132 走幅跳 5321 竹國　夢乃 ﾀｹｸﾆ ﾕﾒﾉ 3 向東中

133 走幅跳 5418 田川　蓉子 ﾀｶﾞﾜ ﾖｳｺ 3 因島南中

134 走幅跳 5420 大林　未実 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐﾐ 2 因島南中

135 走幅跳 5446 中村　　樹 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 2 因北中

136 走幅跳 5659 永川　乙羽 ﾅｶﾞｶﾜ ｵﾄﾊ 2 三原第二中

137 走幅跳 5927 黒田　倖愛 ｸﾛﾀﾞ ｺﾉｱ 3 広大三原中

138 走幅跳 5933 柳原　寧仁 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅﾐ 2 広大三原中

139 走幅跳 6166 中串　沙世 ﾅｶｸﾞｼ ｻﾖ 3 世羅中

140 走幅跳 6167 松木　紗希 ﾏﾂｷ ｻｷ 2 世羅中

141 走幅跳 6169 島本恵実梨 ｼﾏﾓﾄ ｴﾐﾘ 2 世羅中

142 走幅跳 6283 澤田　心音 ｻﾜﾀﾞ ｺｺﾈ 3 福山城南中

143 走幅跳 6286 川本　莉緒 ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ 3 福山城南中

144 走幅跳 6287 河野　結彩 ｺｳﾉ ﾕｱ 3 福山城南中



145 走幅跳 6288 廣島　知世 ﾋﾛｼﾏ ﾁｾ 3 福山城南中

146 走幅跳 6298 三宅　　遥 ﾐﾔｹ ﾊﾙｶ 2 福山城南中

147 走幅跳 6301 山内　美怜 ﾔﾏｳﾁ ﾐｻﾄ 2 福山城南中

148 走幅跳 6435 藤田　愛央 ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 2 向丘中

149 走幅跳 6436 関藤　遥郁 ｾｷﾄｳ ﾊﾙｶ 2 向丘中

150 走幅跳 6437 小林　花梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 2 向丘中

151 走幅跳 7222 児島　歩実 ｺｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 2 神辺中

152 走幅跳 7246 坂川　　奏 ｻｶｶﾞﾜ ｶﾅ 2 神辺東中

153 走幅跳 7276 中根　晴香 ﾅｶﾈ ﾊﾙｶ 3 神辺西中

154 走幅跳 7311 髙塚　千尋 ﾀｶﾂｶ ﾁﾋﾛ 2 広大福山中

155 走幅跳 7366 山本　優梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 3 福山暁の星女中

156 走幅跳 8087 中曽　琴葉 ﾅｶｿ ｺﾄﾊ 3 庄原中

157 走幅跳 8143 横山　百夏 ﾖｺﾔﾏ ﾓﾓｶ 3 東城中

1 砲丸投(2.27kg) 258 大川由花子 ｵｵｶﾜ ﾕｶｺ 3 温品中

2 砲丸投(2.27kg) 532 小平茉沙美 ｺﾋﾗ ﾏｻﾐ 2 大州中

3 砲丸投(2.27kg) 596 小林　香音 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉ 2 翠町中

4 砲丸投(2.27kg) 600 竹元　紫凛 ﾀｹﾓﾄ ｼﾘﾝ 2 翠町中

5 砲丸投(2.27kg) 672 竹内　愛子 ﾀｹｳﾁ ｱｲｺ 2 宇品中

6 砲丸投(2.27kg) 680 野村　芽生 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 2 宇品中

7 砲丸投(2.27kg) 684 村上　嬉実 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ 3 宇品中

8 砲丸投(2.27kg) 851 岡村　美涼 ｵｶﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 3 中広中

9 砲丸投(2.27kg) 855 中島　璃乃 ﾅｶｼﾏ ﾘﾉ 3 中広中

10 砲丸投(2.27kg) 912 桑田有香子 ｸﾜﾀﾞ ﾕｶｺ 3 己斐中

11 砲丸投(2.27kg) 917 栗栖　妃菜 ｸﾘｽ ﾋﾅ 3 己斐中

12 砲丸投(2.27kg) 1011 横井陽菜花 ﾖｺｲ ﾋﾅｶ 3 古田中

13 砲丸投(2.27kg) 1036 尾辻　沙萊 ｵﾂｼﾞ ｻﾗ 3 己斐上中

14 砲丸投(2.27kg) 1039 西山　愛唯 ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ 3 己斐上中

15 砲丸投(2.27kg) 1229 鈴木　　歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 3 広島城南中

16 砲丸投(2.27kg) 1232 村上　　葵 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 3 広島城南中

17 砲丸投(2.27kg) 1236 植原　由梨 ｳｴﾊﾗ ﾕﾘ 2 広島城南中

18 砲丸投(2.27kg) 1253 畦地　香樹 ｱｾﾞﾁ ｶｼﾞｭ 2 安佐中

19 砲丸投(2.27kg) 1258 田中　麻央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 2 安佐中

20 砲丸投(2.27kg) 1269 若山　果穂 ﾜｶﾔﾏ ｶﾎ 2 安佐中

21 砲丸投(2.27kg) 1287 中村ひより ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 2 安西中

22 砲丸投(2.27kg) 1288 矢八　杏菜 ﾔﾊﾁ ｱﾝﾅ 2 安西中

23 砲丸投(2.27kg) 1289 北原　倖帆 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷﾎ 2 安西中

24 砲丸投(2.27kg) 1338 南　　花音 ﾐﾅﾐ ｶﾉﾝ 3 祇園東中

25 砲丸投(2.27kg) 1346 川添　恵里 ｶﾜｿｴ ｴﾘ 2 祇園東中

26 砲丸投(2.27kg) 1400 福島　伽奈 ﾌｸｼﾏ ｶﾅ 2 伴中



27 砲丸投(2.27kg) 1575 川野　柚奈 ｶﾜﾉ ﾕﾅ 3 大塚中

28 砲丸投(2.27kg) 1582 大山　紗和 ｵｵﾔﾏ ｻﾜ 2 大塚中

29 砲丸投(2.27kg) 1762 北村　萌江 ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ 3 亀山中

30 砲丸投(2.27kg) 1937 小笠原麻記 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｷ 2 広島中等教育

31 砲丸投(2.27kg) 1983 迫田　明華 ｻｺﾀﾞ ﾒｲｶ 2 瀬野川中

32 砲丸投(2.27kg) 2066 森本　美羽 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｳ 3 矢野中

33 砲丸投(2.27kg) 2396 武田　紋奈 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾅ 2 広島なぎさ中

34 砲丸投(2.27kg) 2449 對中　　愛 ﾀｲﾅｶ ｱｲ 3 七尾中

35 砲丸投(2.27kg) 2451 井手口亜未 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾐ 3 七尾中

36 砲丸投(2.27kg) 2454 網本　玲菜 ｱﾐﾓﾄ ﾚﾅ 3 七尾中

37 砲丸投(2.27kg) 2628 永田ひかり ﾅｶﾞﾀ ﾋｶﾘ 3 大野中

38 砲丸投(2.27kg) 2659 花﨑　栞奈 ﾊﾅｻｷ ｶﾝﾅ 3 大野東中

39 砲丸投(2.27kg) 2671 三永　稀里 ﾐﾅｶﾞ ｷﾗﾘ 2 大野東中

40 砲丸投(2.27kg) 2806 亀井　　遥 ｶﾒｲ ﾊﾙｶ 3 大竹中

41 砲丸投(2.27kg) 2813 和田志歩花 ﾜﾀﾞ ｼﾎｶ 2 大竹中

42 砲丸投(2.27kg) 3349 鉤流　香凛 ﾂﾘｭｳ ｶﾘﾝ 3 白岳中

43 砲丸投(2.27kg) 3382 武本　桃恵 ﾀｹﾓﾄ ﾓﾓｴ 3 広中央中

44 砲丸投(2.27kg) 3440 東　　萌夏 ｱｽﾞﾏ ﾓｴｶ 3 横路中

45 砲丸投(2.27kg) 3449 濱下　結衣 ﾊﾏｼﾀ ﾕｲ 3 横路中

46 砲丸投(2.27kg) 3465 中村　友菜 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 2 阿賀中

47 砲丸投(2.27kg) 3592 伊藤　和子 ｲﾄｳ ﾜｺ 3 和庄中

48 砲丸投(2.27kg) 3828 瀬尾　圭稀 ｾｵ ﾀﾏｷ 2 昭和北中

49 砲丸投(2.27kg) 3845 三田　果穂 ｻﾝﾀﾞ ｶﾎ 2 昭和北中

50 砲丸投(2.27kg) 4189 大塚　蒼空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 3 安芸府中中

51 砲丸投(2.27kg) 4190 岩﨑　明依 ｲﾜｻｷ ﾒｲ 3 安芸府中中

52 砲丸投(2.27kg) 4220 玉川　風花 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾌｳｶ 3 府中緑ヶ丘中

53 砲丸投(2.27kg) 4225 亀澤　英真 ｶﾒｻﾞﾜ ｴﾏ 2 府中緑ヶ丘中

54 砲丸投(2.27kg) 4254 川村怜桜奈 ｶﾜﾑﾗ ﾚｵﾅ 2 海田中

55 砲丸投(2.27kg) 4654 東郷　千晏 ﾄｳｺﾞｳ ﾁｱﾝ 3 高屋中

56 砲丸投(2.27kg) 4655 江口こころ ｴｸﾞﾁ ｺｺﾛ 3 高屋中

57 砲丸投(2.27kg) 5003 藤井　琴子 ﾌｼﾞｲ ｺﾄｺ 3 県立広島中

58 砲丸投(2.27kg) 5005 大山　真優 ｵｵﾔﾏ ﾏﾋﾛ 3 県立広島中

59 砲丸投(2.27kg) 5357 島谷　芹奈 ｼﾏﾀﾆ ｾﾅ 2 御調中

60 砲丸投(2.27kg) 5515 長崎　志保 ﾅｶﾞｻｷ ｼﾎ 3 瀬戸田中

61 砲丸投(2.27kg) 5869 松木　結菜 ﾏﾂｷ ﾕｲﾅ 3 久井中

62 砲丸投(2.27kg) 6316 占部　翔華 ｳﾗﾍﾞ ｼｮｳｶ 3 鷹取中

63 砲丸投(2.27kg) 7245 松永　琴音 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾄﾈ 2 神辺東中

64 砲丸投(2.27kg) 7365 杉原　瑞穂 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 3 福山暁の星女中

65 砲丸投(2.27kg) 8084 久岡　叶実 ﾋｻｵｶ ｶﾅﾐ 3 庄原中

66 砲丸投(2.27kg) 8085 西浦　瑞貴 ﾆｼｳﾗ ﾐｽﾞｷ 3 庄原中



67 砲丸投(2.27kg) 8237 周藤　咲李 ｽﾄｳ ｻﾘ 3 比和中


