
第４６回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
　兼　第30回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会代表選手選考会 跳躍審判長 中本　　博

投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2012/4/28～29 記録主任 秋山　定之
【主催団体】 広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】 広島広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 4/29 男子 10.16 10.29 10.40 10.41 10.42 10.44 10.49 10.67

Ａ１００ｍ 0.0 山縣  亮太(2) 江里口  匡史 大瀬戸  一馬(3) 小谷  優介 九鬼  巧(2) 高平　慎士 塚原　直貴 藤光　謙司
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳ ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ ｸｷ ﾀｸﾐ ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ
広  島･慶応義塾大 大  阪･大阪ガス 福  岡･小倉東高 滋  賀･住友電工 和歌山･早稲田大 千　葉・富士通 神奈川・富士通 ゼンリン

 4/29 Ｂ１００ｍ 10.38 10.39 10.39 10.46 10.52 10.57 10.68
＋1.2 木村  慎太郎 川面  聡大 齋藤  仁志 安孫子　充裕 梨本　真輝(1) 草野　誓也 北村　拓也(1)

ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ ﾅｼﾓﾄ ﾏｻｷ ｸｻﾉ ｾｲﾔ ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ
兵  庫･アシックス 東  京･ミズノ 岐  阜･サンメッセ 山　形・ミズノ 千　葉・大東文化大 神奈川・ぴえろ 広　島・早稲田大

 4/28 13:36.29 13:40.64 13:42.27 13:46.02 13:46.58 13:47.28 13:49.15 13:51.89
Ａ５０００ｍ チャールズ  ディランゴ カレミ  ズク 松宮  隆行 松本  稜 池田  泰仁 田子  康宏 岡本  直己 ジョン  ガサイヤ(2)

ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ｶﾚﾐ ｽﾞｸ ﾏﾂﾐﾔ ﾀｶﾕｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ ﾀｺﾞ ﾔｽﾋﾛ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ｼﾞｮﾝ ｶﾞｻｲﾔ
広  島･ＪＦＥスチール 愛  知･豊川高 東  京･コニカミノルタ 香  川･四国電力 大  阪･ＮＴＴ西日本 広  島･中国電力 広  島･中国電力 広  島･世羅高

 4/28 14:02.43 14：04.70 14：05.46 14：07.92 14：09.82 14：12.55 14：14.03 14：15.07
Ｂ５０００ｍ 池淵　智紀 藤森　憲秀 太田　行紀 尾崎　輝人 刀祢　健太郎 山本　憲二 白濱　三徳 高瀬　泰一

ｲｹﾌﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋﾃﾞ ｵｵﾀ ﾕｷﾉﾘ ｵｻﾞｷ ﾃﾙﾄ ﾄﾈ ﾈﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ｼﾗﾊﾏ ﾐﾂﾖｼ ﾀｶｾ ﾀｲﾁ
広　島・中国電力 広　島・中国電力 広　島・マツダ 広　島・中国電力 広　島・中国電力 広　島・マツダ 広　島・中国電力 岡　山・JFEｽﾁｰﾙ

 4/29 13.57 13.59 13.69 13.70 13.72 13.82 10.97 13.99
Ａ１１０ｍＨ +2.1 朴  泰硬 佐藤  大志(4) 矢澤  航(3) 和戸  達哉(4) 田野中  輔 八幡  賢司 飯田　将之 川内　裕太

PARK Tae-Kyong ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ﾔｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ
韓国KOR 神奈川･青山学院大 神奈川･法政大 岐  阜･中京大 千  葉･富士通 東  京･モンテローザ 愛　知・ミズノ 千　葉・ﾁｰﾑｱｲﾏ

 4/29 13.71 13.83 13.87 13.88 13.97 13.98 14.12
Ｂ１１０ｍＨ +1.1 古川  裕太郎 大室  秀樹(4) 三田　恭平(3) 大橋　祐二 森田　俊一 モーゼス　夢 村尾　裕紀

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ ｵｵﾑﾄ ﾋﾃﾞｷ ﾐﾀ ｷｮｳﾍｲ ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ ﾓｰｾﾞｽ ﾕﾒ ﾑﾗｵ ﾕｳｷ
愛  知･小島プレス 埼  玉･筑波大 大　阪・立命館大 埼　玉・ミズノ 群　馬・J.VIC 千　葉・ミキハウス 福　井・ユティック

 4/29 5.65 5.60 5.60 5.20 5.20 5.20 5.00
棒高跳 荻田  大樹 澤野  大地 山本  聖途(3) 学生新 川口  直哉 小野寺  晃 松澤ジアン成治(3) 田中  充

ｵｷﾞﾀ ﾋﾛｷ ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝ ﾅﾘﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ
香  川･ミズノ 千  葉･富士通 愛  知･中京大 東  京･モンテローザ 宮  城･佐沼PVC 長  野･中京大 群  馬･群馬大ＴＦ

 4/29 8.02(-0.5) 7.55(+0.5) 7.51(+2.4) 7.51(0.0) 7.49(+1.8) 7.27(+0.4) 7.23(+2.9) 7.12(0.0)
走幅跳 菅井  洋平 下野  伸一郎(4) 嶺村  鴻汰(2) 新村  守 小西  康道(4) 品田  直宏 木村  友紀 皆川  澄人(4)

ｽｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ ﾆｲﾑﾗ ﾏﾓﾙ ｺﾆｼ ﾔｽﾐﾁ ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ ﾐﾅｶﾜ ｽﾐﾄ
群  馬･ミズノ 鹿児島･福岡大 長  野･筑波大 新  潟･新潟アルビレック 北海道･東海大 岐  阜･濃飛倉庫運輸 愛  知･愛知陸協 北海道･東海大

 4/29 16.31(+0.3) 15.81(+1.0) 15.70(-0.1) 15.66(+0.7) 15.57(+1.0) 15.49(+1.2) 15.39(+0.2) 15.34(+2.3)
三段跳 岡部  優真(4) 伊藤  太一 松下  翔一 角山  貴之 梶川  洋平 十亀  慎也 花谷  昴 嘉山  大介(4)

ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ ｲﾄｳ ﾀｲﾁ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾂﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ ｶｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ ｿｶﾞﾒ ｼﾝﾔ ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ ﾖｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ
福  岡･福岡大 新  潟･アップルスポーツ 兵  庫･筑波大 東  京･モンテローザ 神奈川･法政Ａ．Ｃ 神奈川･イチミヤ 大  阪･大阪ガス 埼  玉･日本大

 4/29 56.22 54.59 53.99 53.51 53.15 50.23 49.35 49.05
円盤投 畑山  茂雄 堤  雄司 宮内  優 犬伏  拓巳(4) 知念  豪(3) 小野  真弘 前田  奎(4) 大山  祐史

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞｵ ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾙ ｲﾇﾌﾞｼ ﾀｸﾐ ﾁﾈﾝ ｺﾞｳ ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ ﾏｴﾀﾞ ｹｲ ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ
新  潟･ゼンリン 北海道･国士舘大大学院 東  京･モンテローザ 北海道･日本大 沖  縄･順天堂大 三  重･筑波大 兵  庫･筑波大 三  重･ASSA-TC

 4/29 86.31 84.28 80.83 79.90 79.56 76.73 73.78 71.88
やり投 ｽﾁｭｱｰﾄ･ﾌｧｰｶｰ GR ディーン  元気(3) GR ｱﾝﾃｨ･ﾙｰｽｶﾈﾝ GR 荒井  謙 GR 村上  幸史 GR 山本  一喜 鄭  兆村 今田  直弥(4)

STUART FARQUHAR ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ 学生新 ANTTI RUUSKANEN ｱﾗｲ ｹﾝ ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾌﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ CHENG Chao-Tuan ｲﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ
ニュージーランド 兵  庫･早稲田大 フィンランド 宮  城･七十七銀行 静  岡･スズキ浜松AC 東  京･モンテローザ チャイニーズ・タイペイ 長  崎･日本大

 4/29 ジュニア男子  +1.0金森  和貴(3) 10.57 下村  拓也(3) 10.79 中橋  彗(3) 10.99 高山  峻野(3) 11.00 池内  雅貴(2) 11.01 河野  有輝(3) 11.01 坪井  晶広(3) 11.13
１００ｍ 島  根･松江北高 GR 広  島･広島皆実高 山  口･田部高 広  島･広島工大高 広  島･広島なぎさ高 広  島･近大東広島高 岡  山･倉敷青陵高

 4/28 西日本Jr男子 谷山  誠 14:17.38 小池  竣也 14:20.99 光延  誠 14:24.97 佐藤  孝哉 14:25.81 松村陣之助 14:30.28 楠岡  佳一 14:34.14 足羽  純実 14:35.70 射場雄太朗 14:36.71
５０００ｍ 和歌山･和歌山北高 佐  賀･白石高 佐  賀･鳥栖工高 島  根･出雲工高 山  口･西京高 和歌山･和歌山北高 鳥  取･米子松蔭高 大  阪･明星高

 4/28 高校１年男子 山口  竜矢(1) 8:55.50 富田  就斗(1) 8:58.53 岡本  創平(1) 8:59.48 本田  慎(1) 9:05.82 福田  貫太(1) 9:08.50 水野  一光(1) 9:09.05 宮本健太郎(1) 9:09.28 久安  康平(1) 9:09.43
３０００ｍ 広  島･世羅高 山  口･徳山高専 島  根･出雲工高 鳥  取･米子松陰高 岡  山･倉敷高 広  島･世羅高 鳥  取･鳥取城北高 岡  山･岡山城東高

 4/29 高校男子 広  島･広島皆実高      41.88 広  島･広島なぎさ高      42.78 広  島･神辺旭高      43.06 広  島･広島工大高      43.17 広  島･西条農高      43.18 広  島･市立呉高      43.47 広  島･高陽東高      43.50 広  島･近大東広島高      43.69
４×１００ｍ 苗渋航(3) 渡邉浩陽(3) 古志元希(3) 堀祐樹(2) 山下将宏(3) 里信智拓(3) 和田木涼(2) 助田直隆(2)

小泉貴裕(3) 池内雅貴(2) 河口総一郎(3) 高山峻野(3) 田原光(3) 森野勇輝(3) 山本漱史(3) 小川祐也(3)
鐵口蓮(3) 角山巧(2) 福本涼太(2) 山本諒(2) 門世鴻佑(3) 加澤達哉(2) 新田大介(1) 近藤高輝(3)
下村拓也(3) 椎原尚也(2) 中尾拓史(2) 木村天也(3) 倉谷篤史(3) 池之原純(1) フォーサイス右京(2) 河野有輝(3)

 4/29 中学男子 竹内  悠真(3) 11.26 山﨑  光(3) 11.29 山下  雄大(2) 11.36 角本  勇樹(3) 11.41 橋本  正太(3) 11.45 伊藤  大地(3) 11.65 安本  慎平(3) 11.70 土田  絹大(3) 11.73
１００ｍ 広  島･口田 広  島･七尾 広  島･神辺東 広  島･西条 広  島･鷹取 広  島･千代田 広  島･鷹取 広  島･府中緑ヶ丘

 4/29 新迫  志希(3) 8:48.42 東　寿希也(3) 8:56.46 吉田  圭太(2) 9:03.72 森  淳喜(3) 9:09.31 中島  大就(3) 9:10.13 下江  健史(3) 9:10.31 藤井  拓実(3) 9:11.74 實藤  康樹(3) 9:12.07
３０００ｍ 広  島･志和 広  島･大和 広  島･高屋 広  島･熊野東 広  島･甲山 広  島･八本松 広  島･大野 広  島･本郷

 4/29 広島･鷹取中       45.45 広島･府中緑ヶ丘中      45.88 広島･七尾中       46.14 広島･八本松中       46.49 広島･宇品中       46.80 広島･広島学院中      46.96 広島･栗原中       47.14 広島･野坂中       47.15
４×１００ｍ 橘高龍司(3) 田中士雄(2) 竹本和矢(3) 福永剛志(3) 大下裕規(3) 坂倉健太(3) 梶田駿平(3) 本多真彬(3)

安本慎平(3) 土田絹大(3) 倉田匠(3) 平尾匠(3) 福嶋陸(3) 芥川侑大(2) 山崎直紀(3) 水野佑哉(3)
佐山雄仁(3) 天野智弥(3) 堀之内譲(2) 蔵田遼介(3) 窪垣内涼(3) 田口裕太(3) 川田佳次(3) 熊本直樹(3)
橋本正太(3) 難波伊織(3) 山﨑光(3) 岡田大夢(2) 杉之原光司(3) 二野宮功大(3) 高橋雄哉(3) 田中佑弥(2)

 4/29 小学生男子 西本  泰己 13.13 前田  孝記 13.14 山下  竜也 13.96 仁泉  大樹 14.03 藤田  竜司 14.10 松田  雄陽 広島･広島ＪＯＣ 14.18 原田  龍 14.21
１００ｍ 広島･湯田陸上 広島･吉和ＡＣ 広島･竹尋アスリート 広島･湯田陸上 広島･東広島ＴＦＣ 福本  廉 広島･海田東小 広島･福山ｼﾞｭﾆｱ陸上

 4/29 広島･湯田       55.82 広島･高美が丘       57.36 広島･八本松       57.56 広島･藤の木       58.25 広島･平良小       58.66 広島･竹尋小       59.19 広島･熊野第三       59.29 広島･熊野第一       59.40
４×１００ｍ 六原侑哉(6) 多田遼冴(6) 花川直也(6) 三熊風詞(6) 荒木佑典(6) 石井一輝(6) 益未来(6) 平岡憲明(6)

内海誠司郎(6) 川岸怜央(6) 山﨑世那(6) 河岡麗(6) 井清直哉(6) 仁平優宙(6) 津村聡志朗(6) 山井祐哉(6)
仁泉大樹(6) 大内颯汰(6) 川﨑陸人(6) 前杉朋宏(6) 西岡渉(6) 熊手陽平(6) 茂木幸斗(6) 福重駿(6)
西本泰己(6) 上美谷奎介(6) 岡田結輝(6) 大目健斗(6) 的場康太(6) 馬田晃成(6) 尾花蓮(6) 保手濱駿(6)

 4/29 スポ少男子 広島･吉和ＡＣ       54.80 広島･東広島ＴＦＣ      55.33 広島･広島Jrｵﾘﾝﾋﾟｱ      55.71 広島･竹尋ｱｽﾘｰﾄ      55.80 広島･御野陸上       56.00 広島･三原陸上       57.49 広島･高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 広島･府中空城Jr      57.64
４×１００ｍ 山本翔太(6) 西川正真(5) 安立雄斗(6) 藤原陸登(6) 友国雅也(6) 植木海斗(6) 川人脩矢(5) 小丸将吾(6)

伊場大珠(5) 佐竹平(6) 松田雄陽(6) 藤井崇充(6) 渡辺和哉(5) 藤本皓士(5) 大前祐人(6) 鈴政怜士(6)
武田大輝(6) 中脇一真(6) 中山力(6) 重政海斗(6) 近藤大生(6) 谷川涼太(6) 逸見太郎(6) 石堂泰基(6)
前田孝記(6) 藤田竜司(6) 木村勇也(6) 山下竜也(6) 御堂稜太(6) 辻隼希(6) 岡田黎士(6) 天野伊織(6)



第４６回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
　兼　第30回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会代表選手選考会 跳躍審判長 中本　　博

投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2012/4/28～29 記録主任 秋山　定之
【主催団体】 広島陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】 広島広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 4/29 女子 11.34 11.36 11.50 11.55 11.61 11.62 11.64 11.78

Ａ１００ｍ +0.3m福島  千里 メリッサ・ブリーン 土井  杏南(2) 高校新 高橋  萌木子 北風  沙織 市川  華菜(4) 渡辺  真弓 佐野　夢加
ﾌｸｼﾏ ﾁｻﾄ MELISSA BREEN ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ ｷﾀｶｾﾞ ｻｵﾘ ｲﾁｶﾜ ｶﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ ｻﾉ ﾕﾒｶ
北海道･北海道ハイテクＡ オーストラリア 埼  玉･埼玉栄高 埼  玉･富士通 北海道･北海道ハイテクＡ 愛  知･中京大 福  島･東邦銀行 山梨･都留文科大職員

 4/29 11.70 11.74 11.76 11.92 11.93 12.02 12.03 12.17
Ｂ１００ｍ +0.0m石田　智子 岡部　奈緒 今井　沙緒里(4) 岡山　沙英子 高木　志帆 石田　あかね 和田　麻希 中野　瞳

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ ｵｶﾍﾞ　ﾅｵ ｲﾏｲ ｻｵﾘ ｵｶﾔﾏ ｻｴｺ ﾀｶｷﾞ ｼﾎ ｲｼﾀﾞ ｱｶﾈ ﾜﾀﾞ ﾏｷ ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ
埼玉・長谷川体育施設 千葉・ミズノ 愛知・至学館大 広島・ボスアル 兵庫・住友電工 秋田・平成国際大 京都・ミズノ 兵庫・筑波大

 4/28 2:02.86 2:05.39 2:05.47 2:06.56 2:06.73 2:08.70 2:08.87 2:09.31
８００ｍ タムシン・マヌ GR 久保  瑠里子 GR 新宮  美歩(3) GR 陣内  綾子 須永  千尋 山本  瑞(1) 竹内  麻里子(1) 黒川  由子

TAMSYN MANOU ｸﾎﾞ ﾙﾘｺ ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾔｺ ｽﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｺ ｸﾛｶﾜ ﾕｳｺ
オーストラリア 広  島･エディオン 大  阪･東大阪大 福  岡･九電工 東  京･資生堂 長  野･中央大 愛  知･中京大 富  山･Ｉ ｍｏｓｔ

 4/28 15:19.27 15:38.71 15:49.11 15:54.80 15:57.38 16:07.19 16:10.19 16:10.85
Ａ５０００ｍ ｶﾌﾟﾁｯﾁ ｾﾘｰ ﾁｪﾋﾞｴｺﾞ ワイナイナ  ムルギ 田村  紀薫(4) 高木  綾女(2) 会津  容子 来栖  梓(3) 安藤  友香 仙頭　さゆり

ｶﾌﾟﾁｯﾁ ｾﾘｰ ﾁｪﾋﾞｴｺﾞ ﾜｲﾅｲﾅ ﾑﾙｷﾞ ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ ﾀｶｷﾞ ｱﾔﾒ ｱｲﾂﾞ ﾖｳｺ ｸﾙｽ ｱｽﾞｻ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶ ｾﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ
福  岡･九電工 愛  知･豊田自動織機 広  島･松山大 広  島･名城大 香  川･四国電力 茨  城･順天堂大 愛  知･チームミズノ 愛  知･豊田自動織機

 4/28 16:08.85 16:13.46 16:14.55 16:16.07 16:19.60 16:28.52 16:29.63 16:30.18
Ｂ５０００ｍ 橋本　奈海 打田　理紗 高畑　綾(3) 河合　茜(1) 安原　光 後藤　亜由美 松山　芽生(2) 黒澤　莉楠(3)

ﾊｼﾓﾄ ﾅﾐ ｳﾁﾀﾞ ﾘｻ ｺｳﾊﾀ ｱﾔ ｶｱｲ ｱｶﾈ ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ ﾏﾂﾔﾏ ﾒｲ ｸﾛｻﾜ ﾘﾅ
石川・城西大 長崎・十八銀行 広島・名城大 千葉・玉川大 長野・名城大 広島・エディオン 岐阜・名城大 茨城・玉川大

 4/29 13.04 13.06 13.15 13.45 13.48 13.58 13.58
Ａ１００ｍＨ +1.7m木村  文子 鄭  恵林 紫村  仁美(4) 学生新 野村  有香 伊藤  愛里 寺田  明日香 白井  怜子

ｷﾑﾗ ｱﾔｺ JUNG Hyelim ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ ﾉﾑﾗ ﾕｶ ｲﾄｳ ｱｲﾘ ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ ｼﾗｲ ﾚｲｺ
広  島･エディオン 韓国 福  岡･早稲田大 北海道･北海道ハイテクＡ 住友電工 北海道･北海道ハイテクＡ 岐  阜･濃飛倉庫運輸

 4/29 13.47 13.55 13.59 13.66 13.73 13.87 13.87 14.05
Ｂ１００ｍＨ +1.2m上田　美鈴(4) 相馬　絵里子(3) 柴　梨沙 石野　真美 熊谷　史子 川﨑　葵(3) 竹原　史恵 桐山　智衣(3)

ｳｴﾀﾞ ﾐｽｽﾞ ｿｳﾏ ｴﾘｺ ｼﾊﾞ ﾘｻ ｲｼﾉ ﾏﾐ ｸﾏｶﾞｲ ﾌﾐｺ ｶﾜｻｷ ｱｵｲ ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ
福井・青山学院大 秋田・筑波大 福 岡･ＳＭＳ－ＡＣ 千葉・長谷川体育施設 北海道・北海道ﾊｲﾃｸＡＣ 宮崎・都留文科大 兵庫・長谷川体育施設 岐阜・中京大

 4/28 9:57.17 10:09.34 10:13.94 10:15.63 10:30.93 10:35.91 10:44.15 10:46.09
３０００ｍＳＣ 早狩  実紀 GR 荒井  悦加 齊藤  梓 後潟  華奈子(4) 中村  仁美 村山  麻衣子 空山  真由美 花岡  紗耶(4)

ﾊﾔｶﾘ ﾐﾉﾘ ｱﾗｲ ﾖｼｶ ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ ｳｼﾛｶﾞﾀ ｶﾅｺ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｺ ｿﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ ﾊﾅｵｶ ｻﾔ
京  都･京都光華ＡＣ 広  島･エディオン 新  潟･新潟アルビレック 鹿児島･順天堂大 神奈川･パナソニック 新  潟･ヤマダ電機新潟 愛  知･小島プレス 愛  知･愛知教育大

 4/29 4.00 4.00 3.90 3.90 3.80 3.60 3.60
棒高跳 仲田  愛 青島  綾子(4) 住石  智子 竜田  夏苗(2) 榎本  優子(3) 丹羽  みなみ 堀  さやか

ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｱｵｼﾏ ｱﾔｺ ｽﾐｲｼ ﾄﾓｺ ﾀﾂﾀ ｶﾅｴ ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｺ ﾆﾜ ﾐﾅﾐ ﾎﾘ ｻﾔｶ
広  島･筑波大大学院 静  岡･日本体育大 千  葉･新日鉄君津 大  阪･武庫川女子大 千  葉･筑波大 岐  阜･岐阜陸協 京  都･アラキスポーツ

 4/29 53.51 51.83 50.94 50.45 49.94 49.77 47.79 46.93
円盤投 室伏  由佳 高橋  亜弓 敷本  愛 小野  祐紀子(4) 渡邊  茜(3) 鈴木  鶴代 江島  成美 北垣  真里

ﾑﾛﾌｼ ﾕｶ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ ｼｷﾓﾄ ｱｲ ｵﾉ ﾕｷｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ ｽｽﾞｷ ﾂﾙﾖ ｴｼﾞﾏ ﾅﾙﾐ ｷﾀｶﾞｷ ﾏﾘ
愛  知･ミズノ 宮  城･筑波大大学院 国士舘クラブ 岡  山･国士舘大 広  島･九州共立大 東  京･国士舘クラブ 愛  知･チームミズノアス 兵  庫･team AMTC

 4/29 ジュニア女子  +0.7石井佑里菜(2) 12.33 黒瀬  温子(3) 12.39 小谷麻優美(1) 12.44 野口  南美(2) 12.48 采女  凜(3) 12.65 流田  千里(3) 13.01
１００ｍ 広  島･高陽東高 山  口･西京高 鳥  取･鳥取城北高 島  根･横田高 岡  山･岡山一宮高 広  島･沼田高

 4/28 西日本Jr女子 由水  沙希 9:25.77 矢野　栞理 9:26.22 山下  希望 9:26.59 宮永  梨紗 9:27.52 足立  知世 9:27.82 園田  聖子 9:32.96 近藤奈菜美 9:34.02 菅野  七虹 9:39.00
３０００ｍ 福  岡･筑紫女高 福  岡･北九州市立高 福  岡･筑紫女高 兵  庫･須磨学園高 岡  山･興譲館高 福  岡･筑紫女高 福  岡･柳川高 京  都･立命館宇治高

 4/28 高校１年女子 高橋  彩良(1) 4:43.04 中里  真夕(1) 4:49.71 土井  梨加(1) 4:51.08 河野  美典(1) 4:52.05 渡部  結(1) 4:52.66 山本亜里沙(1) 4:52.80 藤井  祐希(1) 4:52.89 三随智香子(1) 4:54.00
１５００ｍ 岡  山･興譲館高 岡  山･興譲館高 広  島･世羅高 岡  山･興譲館高 島  根･平田高 鳥  取･鳥取中央育英高 山  口･聖光高 広  島･沼田高

 4/29 高校女子 広  島･広島皆実高      49.65 広  島･市立呉高      50.03 広  島･神辺旭高      50.33 広  島･比治山女高      50.79 広  島･高陽東高      50.83 広  島･沼田高       51.00 広  島･安古市高      51.79 広  島･広島井口高      52.29
４×１００ｍ 田島悠可(3) 松尾妃菜(1) 川田理惠(2) 奥村倫代(2) 小笠原璃弥(2) 力安咲希穂(2) 河野遥(2) 森田千尋(3)

宮迫紗綾(3) 川平真穂(2) 大松由季(1) 安藤もも(1) 石井佑里菜(2) 西川遥菜(2) 佐伯美法(2) 山中かおり(1)
河野まりあ(3) 利根川菜摘(3) 堀遥菜(2) 鳥居原優(1) 天道育未(3) 林真衣(3) 稲迫実花(3) 瀧口笑実花(1)
福部真子(2) 細田萌(2) 木戸恵理(2) 高宮直子(3) 水藤春佳(3) 流田千里(3) 浜井万穂(3) 川本優香子(3)

 4/29 中学女子 湯浅佳那子(3) 12.60 本池  響(3) 12.81 河崎  美祐(3) 13.00 向井  理子(2) 13.01 上新  彩里(3) 13.06 森  菜乃夏(3) 13.09 桑畑  夢花(3) 13.10 悦木  波音(2) 13.15
１００ｍ 広  島･熊野 広  島･府中緑ヶ丘 広  島･祗園東 広  島･能美 広  島･安佐 広  島･安佐 広  島･古田 広  島･両城

 4/29 小吉川志乃舞(3) 4:35.42 浅田  琴音(3) 4:36.63 室町  真希(3) 4:40.51 小田  朱莉(3) 4:44.63 見田  杏花(2) 4:49.33 白砂  唯那(2) 4:49.34 山田菜々子(2) 4:49.96 向井  優香(2) 4:50.09
１５００ｍ 広  島･三原第五 GR 広  島･高屋 広  島･大野東 広  島･広島三和 広  島･坂 広  島･高屋 広  島･磯松 広  島･八本松

 4/29 広  島･安佐中       51.21 広島･府中緑ヶ丘中      51.72 広  島･大野東中      53.00 広  島･宇品中       53.03 広  島･県立広島中      53.31 広  島･井口中 広  島･盈進中       53.76 広  島･国泰寺中      53.78
４×１００ｍ 長田晴香(3) 太田成美(3) 大越祐里奈(3) 中尾文香(3) 友井優花(3) 戸田海月(2) 多木理香(3) 酒井彩花(3)

上新彩里(3) 本池響(3) 向井純香(2) 山崎真奈(3) 高瀬愛実(2) 西谷咲柚(2) 久安萌子(2) 北條伽奈(3)
浦島明衣梨(2) 香川弥丘(3) 山村実優(3) 下川未玖(3) 牛房麻衣(2) 宇野朱里(2) 長谷川絵里(3) 前川結香(2)
森菜乃夏(3) 本間奈摘(2) 加美ひな代(3) 玉木彩子(3) 湯川咲希(3) 升永希(3) 北村愛(2) 稲田裕基子(2)

 4/29 小学生女子 柏原  真希 13.61 谷本  果歩 13.84 藤原  京 14.21 清水  葉月 広  島･栗原陸上 14.25 寺尾  桜 14.29 本田  双葉 14.40 猪原  詩音 14.52
１００ｍ 広  島･東広島ＴＦＣ GR 広  島･湯田陸上 広  島･高須ジュニアスポ 安藤  りん 広  島･ＤＨＣ 広  島･新涯ＪＡＣ 広  島･広島ＪＯＣ 広  島･栗原陸上

 4/29 広  島･新涯小       58.34 広  島･湯田       59.41 広島･熊野第四    1:00.74 広  島･八本松     1:00.88 広  島･海田南     1:01.70 広  島･海田     1:01.85 広  島･中筋     1:02.04 広  島･本川小     1:02.95
４×１００ｍ 川上愛依(5) 渡邉美紅(5) 各和亜美(6) 黒田冴華(6) 辻萌々香 福永美愉(6) 澤田珠希(6) 脇坂奈津子(6)

藤井梨乃(6) 前川実愛(5) 橋本桃果(6) 白仁田紗綾(6) 船木桜 上田優花(6) 尾上奈々美(6) 坂本桃音(6)
荒谷弥希(5) 大土井奏子(6) 濱下夕凪(6) 小田原沙姫(6) 大井一葉 斉藤茉優(6) 来山しおり(5) 梅原聖花(6)
寺尾桜(6) 谷本果歩(6) 田中緋莉(6) 正力美澄(6) 河野莉絵瑠 新谷理紗(6) 曽根花音(6) 大島花実(6)

 4/29 スポ少女子 広島･広島Jrｵﾘﾝﾋﾟｯｸ      57.34 広  島･栗原陸上      57.76 広島･東広島TFC      58.36 広島･御野陸上      59.93 広  島･熊野陸上    1:01.38 広島･ﾎﾟﾗｰﾉ東広島    1:01.42 広  島･びんごＷＡＣ 広島･竹尋ｱｽﾘｰﾄ    1:02.06
４×１００ｍ ﾏｯｸｽｳｪﾙ有珠(6) 猪原詩音(6) 高原実季(6) 藤井香菜子(6) 住岡咲苗(5) 宮本千聖(4) 井上風香(5) 舘原杏沙(6)

島悠菜(6) 西中文恵(6) 片岡実優(6) 細羽未菜(6) 大野楓(6) 真﨑遥(6) 佐藤音桜(6) 小林愛莉(6)
本田双葉(6) 伊藤知夏(5) 今泉美里(6) 森政祐希(6) 橘瑚雪(6) 藤井華子(5) 小川純奈(6) 平見海祈(6)
村川悠伽里(6) 清水葉月(6) 柏原夏希(6) 福本陽(6) 植尾珠輝(6) 出口果穂(6) 小川愛夏(6) 日高莉乃(6)


