
第45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13回IAAF世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 跳躍審判長 中本　　博
兼 第19回アジア陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2011/04/29 記録主任： 秋山　定之
【主催団体】 （財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表

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  +1.2 10.28 10.34 10.36 10.39 10.40 10.45 10.55 27.44

１００ｍ 小谷  優介(4) 山縣  亮太(1) 川面  聡太(4) 高平  慎士 服部  辰也 小笹  隼人 草野  誓也 木村  慎太郎
ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ ｵｻﾞｻ ﾊﾔﾄ ｸｻﾉ ｾｲﾔ ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
立命館大 慶應義塾大 中央大 富士通 中京大 京都産業大 順天堂大 アシックス

 4/29 Ｂ決勝男子  +2.8 10.22 10.30 10.37 10.38 10.44 10.47 10.50 10.51
１００ｍ 江里口  匡史 齋藤  仁志 田口  博崇(4) 宮﨑    久 佐久間  康太 女部田  亮(2) 劉    元凱 三輪　将之(2)

ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｼ ｻｸﾏ ｺｳﾀ ｵﾅﾌﾞﾀ ﾘｮｳ LIU Yuan-KAI ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ
大阪ガス サンメッセ 中京大 大倉山藍田学舎 あぶくまＡＣ 中央大 ﾁｬｲﾆｰｽﾞ･ﾀｲﾍﾟｲ  ＴＰＥ 中京大

 4/29 男子Ａ 13:31.21 13:40.24 13:40.32 13:43.87 13:52.56 13:56.76 13:57.41 13:59.31
５０００ｍ Ｃ．ディランゴ(3) 岡本  直己 ニコラス  マカウ ジョセフ  ギタウ 池田  泰仁 新井　広憲 ピーター・カリウキ 徳本　一善

ﾁｬﾙｰｽﾞ･ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ﾆｺﾗｽ･ﾏｶｳ ｼﾞｮｾﾌ･ｷﾞﾀｳ ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ ﾋﾟｰﾀｰ･ｶﾘｳｷ ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ
世羅高 中国電力 八千代工業 ＪＦＥスチール ＮＴＴ西日本 中国電力 マツダ 日清食品グループ

 4/29 男子Ｂ 14:15.35 14:22.48 14:23.26 14:24.64 14:25.13 14:25.17 14:25.79 14:27.70
５０００ｍ 村山  紘太(1) 藤原  昌隆 小山  大介 松岡  紘司 清谷    匠 家谷  和男 尾方    剛 白濱  三徳

城西大 中国電力 中電工 マツダ 中国電力 山陽特殊製鋼 中国電力 中国電力
 4/29  +2.4 13.63 13.66 13.70 13.72 13.73 13.79 13.83

１１０ｍＨ 田野中  輔 大室  秀樹(3) 大橋  祐二 モーゼス  夢 朴    泰硬 矢澤    航(2) 古川  裕太郎
ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ ﾓｰｾﾞｽ ﾕﾒ PARK Tae Kyong ﾔｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ
富士通 筑波大 ミズノ ミキハウス 韓国  ＫＯＲ 法政大 小島プレス

 4/29 5.50 5.40 5.30 5.30 5.30 5.20 5.00
棒高跳 澤野  大地 永田  純也 荻田  大樹 川口  直哉 山本  聖途(2) 柴田  孟也 謝    佳翰 HSIEH Chia-Han

ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ｵｷﾞﾀ ﾋﾛｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾔ チャイニーズ・タイペイ
千葉陸協 横浜市陸協 チームミズノアスレティック モンテローザ 中京大 下関市陸協 小野寺  晃 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ

佐沼ＰＶC
田中    充(4) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ

群馬大
 4/29 16.15(+4.0) 16.06(-0.1) 15.67(0.0) 15.63(+4.4) 15.63(+2.6) 15.62(+1.7) 15.61(+2.2) 15.58(+1.4)

三段跳 梶川  洋平 十亀  慎也 鈴木  義啓 角山  貴之 山本  雄介 山崎  幸太(4) 尹    一 伊藤  太一
ｶｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ ｿｶﾞﾒ ｼﾝﾔ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ ﾂﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ II YOUN ｲﾄｳ ﾀｲﾁ
New Mode AC 相模原市陸協 スズキ浜松アスリートクラブ モンテローザ 小島プレス 中央大 韓国  ＫＯＲ 筑波大

 4/29 56.37 56.05 54.20 53.70 50.68 50.17 49.33 48.41
円盤投 畑山  茂雄 小林  志郎 宮内    優 堤    雄司(4) 小野  真弘(4) 蓬田  和正 犬伏  拓巳(3) 笠本  英治

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾛｳ ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾙ ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ ｲﾇﾌﾞｼ ﾀｸﾐ ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ
ゼンリン 新潟日報社 モンテローザ 国士舘大 筑波大 日本陸送 日本大 ＴＥＡＭ  長州

 4/29 ユニバー男子 13:42.09 13:47.04 13:50.57 13:54.42 14:02.45 14:07.56 14:13.02 14:27.37
５０００ｍ 油布  郁人(2) 上野    渉(3) 菊地  賢人(3) 矢澤　　曜(4) 川上　遼平(4) 本田　　匠(2) 有村　優樹(1) 八木沢　元樹(1)

駒澤大 駒澤大 明治大 早稲田大 東洋大 日本体育大 明治大 明治大
 4/29 西日本Jr男子Ａ 14:33.72 14:35.50 14:37.13 14:37.89 14:42.26 14:44.49 14:50.22 14:54.68

５０００ｍ 山中  秀仁(3) 徳永    照(3) 富田  三貴(3) 馬場  翔大(3) 河名  真貴志(3) 太田    翔(3) 藤井  孝之(3) 櫛部  直人(3)
興國 倉敷 大牟田 倉敷 世羅 洛南 倉敷 徳山

 4/29 西日本Ｊｒ男Ｂ 14:47.94 14:49.01 14:49.20 14:52.66 14:55.23 15:04.70 15:05.74 15:08.28
５０００ｍ 楠岡  桂一(2) 井筒  幸一(2) 渡邉  慎也(3) 日下  粛基(3) 力石  直也(3) 堤    悠生(3) 上山  大智(3) 渡邉  太陽(3)

和歌山北 鳥栖工 鳥栖工 倉敷 如水館 西条農 興國 鳥栖工
 4/29 ジュニア男子  -0.1 10.75 10.86 10.87 10.92 11.08 11.23 11.28 11.34

１００ｍ 北村  拓也(3) 金森  和貴(2) 小笹  幸平(3) 江國  隼斗(3) 三村    哲(3) 陣在  和成(3) 石田  剛之(3) 下村  拓也(2)
広島皆実 松江北 西京 倉敷青稜 広島井口 八頭 広島皆実 広島皆実

 4/29 高校男子 広島皆実       41.58 井口       42.59 沼田       43.07 尾道商       43.33 宮島工       44.05 広大福山       44.10 近大東広島       44.24 五日市       44.28
４×１００ｍ 苗渋　　航(2) 長岡　貴大(2) 能美　和明(3) 渡辺　淳弘(3) 陶山　風斗(2) 奥山　駿佑(3) 向井　　雅(3) 木村　功太郎(2)

石田　剛之(3) 吉川　　翔(3) 川村　俊哉(2) 額田　直弥(3) 椎屋　飛鳥(3) 関谷　堂真(3) 小川　祐也(2) 中丸　幸祐(2)
小泉　貴裕(2) 長上　賢人(3) 高橋　広明(2) 吉永　裕矢(3) 曽禰　和彦(3) 松田　聖顕(2) 岡本　直大(3) 亀井　健伍(3)
北村　拓也(3) 三村　　哲(3) 佐々木　達也(3) 川﨑　竜太(3) 江尻　一将(3) 井上　恵介(3) 河野　有輝(2) 沖田　裕孝(3)

 4/29 中学男子 11.34 11.57 11.59 11.59 11.65 11.70 11.78 11.79
１００ｍ 河野  修朔(3) 桑田  起雄(3) 山口  瑞希(3) 恵良  昂平(3) 佐藤    蓮(3) 大津  優音(3) 田川  日々紀(3) 西原  悠貴(3)

亀山 +0.5 広大福山 +0.5 一ツ橋 +0.5 広島なぎさ +0.5 大野東 -1.3 庚午 -1.3 七尾 +0.5 栗原 +0.5
 4/29 8:53.09 8:58.32 8:58.93 9:20.42 9:21.34 9:21.80 9:23.10 9:24.37

３０００ｍ 山口  竜矢(3) 福田  貫太(3) 植重  賢吾(3) 後藤  健介(3) 平田    望(3) 光本    怜(3) 大平  雅也(2) 西原  圭太(3)
向丘 本郷 西条 広島城南 高屋 八本松 西条 向陽

 4/29 亀山       46.17 大野東       46.44 広大福山       46.64 栗原       47.05 広島なぎさ       47.08 三入       47.16 古田       47.28 口田       47.38
４×１００ｍ 宅島　寛貴(3) 吉田　稜矢(3) 中村　祐太(3) 佐藤　優次(3) 平江　瑞基(3) 松本　幸大(3) 菊崎　健人(3) 中川　智貴(3)

河野　修朔(3) 三輪　俊介(3) 桑田　起雄(3) 半田　侑也(3) 恵良　昂平(3) 森脇　大智(3) 渡邊　峻介(3) 竹内　悠真(2)
古谷　　葵(2) 倉本　龍生(3) 濱原　　誠(3) 下崎　浩史(3) 城本　将臣(3) 久保田　匠海(2) 小松　賢志郞(2) 原　　健伍(3)
西原　拓海(2) 佐藤　　蓮(3) 坂本　　聡(3) 西原　悠貴(3) 有田　竣哉(3) 中倉　北斗(3) 岡本　健汰(3) 田中　涼平(3)

 4/29 小学男子 13.53 13.68 13.98 13.99 14.05 14.23 14.25 14.26
１００ｍ 内田  祐斗 白井  悠真 山本  龍之介 中嶋    靖 山崎  開斗 岸本  航輝 野々村  侑哉 岡田  悠希

竹尋アスリート -0.1 広瀬小 +0.2 東広島ＴＦＣ +0.2 東野小 +1.3 八本松小 +1.3 福山ジュニア陸上 +0.2 海田東小 +1.3 八本松小 +0.5
 4/29 高美が丘       56.22 八本松       58.10 神辺       58.91 海田東       59.11 平良       59.30 栗原北       59.99 熊野第四     1:00.42 熊野第一     1:00.64

４×１００ｍ 西條　虎樹(6) 波多間　佑介(6) 松本　勇斗(6) 日高　直輝(6) 枇杷木　勇樹(6) 山本　翔太(5) 八重垣　翔(6) 中村　圭吾(5)
岡本　江琉(6) 山吉　慎太郎(6) 宗安　　光(6) 岡富　亮介(6) マッコゥリ　拳斗(6) 高橋　幸揮(6) 佐々倉　勇樹(6) 中村　優磨(6)
岡野　周太(6) 山崎　開斗(6) 若山　翔太(6) 岩井　　駿(6) 藤本　拓真(6) 武田　大輝(5) 岡本　光矢(6) 平岡　憲明(5)
真柄　拓実(6) 岡田　悠希(6) 中根　流人(6) 野々村　侑哉(6) 藤岡　俊輔(6) 笠井　銀河(6) 岡村　凌雅(6) 植野　　樹(6)

 4/29 スポ少男子 東広島ＴＦＣ       56.46 広島ＪＯＣ       57.50 竹尋陸上       58.06 湯田陸上       58.06 中野東陸上       59.07 大柿陸上       59.23 ポラーノ東広島      59.69 御野陸上     1:00.49
４×１００ｍ 佐竹　　平(5) 三井　爽平(6) 浜田　雄大(6) 西本　泰己(5) 高橋　慧允(5) 関守　皇輝(6) 松岡　　壮(6) 友国　雅也(5)

山口　亮輔(6) 花山　智哉(6) 藤井　崇充(5) 作田　リキヤ(6) 山本　　陣(6) 小松　将伸(6) 坂口　　仁(6) 浅井　健希(5)
藤田　竜司(5) 冨士本　有希(6) 山下　竜也(5) 仁泉　大樹(5) 河内　友也(6) 早稲田　悠生(5) 松浦　　亮(6) 近藤　大生(5)
山本　龍之介(6) 竹原　一真(6) 内田　祐斗(6) 山口　洋哉(6) 本平　勝真(6) 亀井　　創(5) 河名　真偉人(6) 御堂　稜太(5)



第45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13回IAAF世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 跳躍審判長 中本　　博
兼 第19回アジア陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2011/04/29 記録主任： 秋山　定之
【主催団体】 （財）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  +2.6 11.27 11.28 11.40 11.41 11.46 11.50 11.70

１００ｍ メリッサ・ブリーン 市川  華菜(3) 北風  沙織 髙橋  萌木子 岡部  奈緒 佐野  夢加 石田  智子
ﾒﾘｯｻ･ﾌﾞﾘｰﾝ ｲﾁｶﾜ ｶﾅ ｷﾀｶｾﾞ ｻｵﾘ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ ｵｶﾍﾞ ﾅｵ ｻﾉ ﾕﾒｶ ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ
オーストラリアＡＵＳ 中京大 北海道ハイテクＡＣ 富士通 チームミズノアスレティック 都留文科大学職員 長谷川体育施設

 4/29 Ｂ決勝女子  +2.0 11.59 11.81 11.85 11.86 11.91 11.94 12.00 12.13
１００ｍ 渡辺  真弓 岡山  沙英子 和田  麻希 三木  汐莉(2) 土井  杏南(1) 青木  益未(2) 佐野  布由実(4) 中野    瞳(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ ｵｶﾔﾏ ｻｴｺ ﾜﾀﾞ ﾏｷ ﾐｷ ｼｵﾘ ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ ｱｵｷ ﾏｽﾐ ｻﾉ ﾌﾕﾐ ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ
東邦銀行 下関市陸協 チームミズノアスレティック 東大阪大 埼玉栄高 創志学園高 筑波大 筑波大

 4/29 2:09.60 2:09.68 2:09.69 2:11.16 2:11.99 2:12.03 2:12.30 2:12.36
８００ｍ 陣内  綾子 岸川  朱里 久保  瑠里子 横瀬  彩也香(2) 新宮  美歩(2) 須永  千尋 福嶋  美和子(3) 島田  夏名子

ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾔｺ ｷｼｶﾜ ｱｶﾘ ｸﾎﾞ ﾙﾘｺ ﾖｺｾ ｱﾔｶ ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ ｽﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ ﾌｸｼﾏ ﾐﾜｺ ｼﾏﾀﾞ ｶﾅｺ
九電工 ＳＴＣＩ エディオン 東大阪大 東大阪大 資生堂 筑紫女学園高 ユニクロ

 4/29 15:13.09 15:17.84 15:40.30 15:41.44 15:47.62 15:55.64 16:00.79 16:07.12
５０００ｍ カプチッチ・セリー・チェピエゴGR 新谷  仁美 GR スーサン・ワイリム(3) 小原    怜 五十嵐  藍 伊藤    舞 吉本  ひかり(4) 渡邊  裕子

ｶﾌﾟﾁｯﾁ･ｾﾘｰ･ﾁｪﾋﾞｴｺﾞ ﾆｲﾔ ﾋﾄﾐ ｽｰｻﾝ･ﾜｲﾘﾑ ｵﾊﾗ ﾚｲ ｲｶﾞﾗｼ ｱｲ ｲﾄｳ ﾏｲ ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ
九電工 千葉陸協 世羅高 天満屋 シスメックス 大塚製薬 佛教大 エディオン

 4/29  +0.1 13.28 13.33 13.34 13.39 13.42 13.53 13.57 13.89
１００ｍＨ 木村  文子 伊藤  愛里(4) 李    蓮京 鄭    恵琳 石野  真美 寺田  明日香 野村  有香 柴    梨沙

ｷﾑﾗ ｱﾔｺ ｲﾄｳ ｱｲﾘ LEE Yeon Kyung JUNG Hyelim ｲｼﾉ ﾏﾐ ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ ﾉﾑﾗ ﾕｶ ｼﾊﾞ ﾘｻ
エディオン 関西大 韓国  ＫＯＲ 韓国  ＫＯＲ 長谷川体育施設 北海道ハイテクＡＣ 北海道ハイテクＡＣ ＳＭＳ－ＡＣ

 4/29 4.10 4.00 4.00 3.90 3.90 3.80 3.80
棒高跳 我孫子  智美 錦織  育子 仲田    愛 今野  美穂(4) 青島  綾子(3) 榎本  優子(2) 尾上  裕香(4) ｵﾉｴ ﾕｳｶ

ｱﾋﾞｺ ﾄﾓﾐ ﾆｼｺﾘ ｲｸｺ ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｲﾏﾉ ﾐﾎ ｱｵｼﾏ ｱﾔｺ ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｺ 日本体育大
滋賀レイクスターズ 出雲丸三 筑波大学大学院 聖学院大 日本体育大 筑波大 堀  さやか ﾎﾘ ｻﾔｶ

アラキスポーツ
 4/29 13.33(+3.6) 13.23(+4.2) 13.07(+2.3) 12.91(+4.0) 12.71(+0.3) 12.66(+1.4) 12.61(+1.8) 12.53(+4.6)

三段跳 リンダ・アレン 裵    燦美 三澤  涼子 竹田  小百合(4) 吉田  文代 佐藤  友香 前田  和香(3) 山根  愛以
Linda ALLEN BAE Chanmi ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾖ ｻﾄｳ ﾕｶ ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ ﾔﾏﾈ ﾒｲ
オーストラリア  ＡＵＳ 韓国  ＫＯＲ スポーツプラザヤマトヤ 北海道教育大 成田空港 チームミズノアスレティック 筑波大 神戸市陸協

 4/29 51.34 50.40 50.25 49.88 49.58 48.30 46.78 44.90
円盤投 敷本    愛 渡邊    茜(2) 高橋  亜弓(4) 江島  成美 日下  望美(3) 鈴木  鶴代 北垣  真里(4) 高橋  千秋(3)

ｼｷﾓﾄ ｱｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ ｴｼﾞﾏ ﾅﾙﾐ ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ ｽｽﾞｷ ﾂﾙﾖ ｷﾀｶﾞｷ ﾏﾘ ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ
アーベント 九州共立大 筑波大 チームミズノアスレティック 筑波大 国士舘クラブ 筑波大 九州共立大

 4/29 ユニバー女子 15:56.16 15:58.11 16:05.68 16:09.77 16:16.02 16:28.97 16:30.32 16:32.69
５０００ｍ 竹地  志帆(3) 石橋  麻衣(4) 野村  沙世(4) 森  知奈美 田中  華絵(4) 片貝  洋美 西  真衣香 後藤  百絵(2)

佛教大 佛教大 名城大 佛教大 立命館大 城西大 関西大 城西大
 4/29 西日本Jr女子Ａ 9:16.54 9:19.96 9:20.28 9:29.04 9:30.47 9:36.33 9:36.41 9:37.03

３０００ｍ 菅  華都紀(3) GR 菅野  七虹(2) 岡  未友紀(3) 前川  祐紀(2) 竹内  綾菜(3) 千々岩  海音(2) 佐々木  伽歩(3) 鍋島  莉奈(3)
興譲館 立命館宇治 興譲館 鳥取中央育英 奈良育英 千原台 筑紫女学園 山田

 4/29 西日本Ｊｒ女Ｂ 9:50.51 9:51.06 9:51.38 9:51.81 9:52.33 9:53.11 9:53.13 9:53.42
３０００ｍ 河口    恵(1) 柘植  優美菜(2) 錦織  なつみ(3) 松田  杏奈(2) 堀  明日香(2) 近藤  奈菜美(2) 門柳  葉月(2) 木岡  美帆乃(3)

北九州市立 出雲北陵 出雲北陵 山田 世羅 柳川 大分西 世羅
 4/29 ジュニア女子  +1.9 12.14 12.20 12.33 12.48 12.54 12.95

１００ｍ 沖    佳織(3) 仁尾  友美(2) 高木  柚香莉(3) 泊野  由音(3) 森山  安奈(3) 小林  祥子(3)
沼田 倉敷中央 中村女子 広島皆実 出雲北稜 舟入

 4/29 高校女子 安古市       48.98 沼田       49.04 広島皆実       49.65 神辺旭       50.20 比治山女子       51.21 井口       51.36 尾道商       51.43 県立広島       51.80
４×１００ｍ 品川　彩香(3) 高橋　理恵(2) 福部　真子(1) 瀬藤　佑香(3) 奥村　倫代(1) 野田　歩未(3) 岡本　奈津子(2) 生天目　妃日理(2)

沖　さくら(3) 流田　千里(2) 泊野　由音(3) 丸山　沙季(3) 藤井　　茜(3) 川本　優香子(2) 高垣　真奈(3) 坪浦　諒子(2)
浜井　万穂(2) 石井　　舞(3) 河野　まりあ(2) 渡邊　冴理(3) 渡部　豊子(3) 末永　萌絵子(3) 城本　麻純(3) 高木　瑠唯(2)
藤田　　優(3) 沖　　佳織(3) 宮迫　紗綾(2) 三谷　美紀(3) 吉田　　友(3) 嘉屋　日奈子(3) 川田　智恵(3) 土田　奈菜(3)

 4/29 中学女子 12.77 12.82 13.19 13.22 13.23 13.30 13.34 13.34
１００ｍ 平賀  香子(3) 中本  香穂(3) 安藤  もも(3) 大松  由季(3) 田中    和(3) 松尾  妃菜(3) 瀧口  笑実花(3) 桑畑  夢花(2)

高屋 +0.3 佐伯 +0.3 翠町 +0.3 長江 +0.3 安佐 +0.3 江田島 +0.3 井口 +0.2 古田 +0.3
 4/29 4:40.72 4:41.99 4:48.70 4:50.55 4:50.56 4:54.28 4:55.29 4:55.45

１５００ｍ 小吉川  志乃舞(2) 土井  梨加(3) 吉澤  菜々美(2) 小勝負  望美(3) 向    恵理(3) 青木  香菜子(3) 背戸  美幸(3) 室町  真希(2)
三原第五 西条 八本松 八本松 安佐 三次 三原第二 大野東

 4/29 翠町       51.89 府中緑ヶ丘       52.03 三原第五       52.42 栗原       52.82 八本松       52.88 五日市南       53.42 広島なぎさ       53.63 江波       53.70
４×１００ｍ 山下　紗季(2) 中島　佳穂(3) 石原　琴咲(3) 金信　智子(2) 今中　優香梨(3) 雛田　七海(3) 脇田　愛生(2) 石田　史奈(3)

小谷　　玲(3) 本池　　響(2) 峠花　　観(3) 中川　美咲(2) 備後　真衣(3) 佐山　　渚(3) 水谷　瑛美莉(2) 柴田　沙江(3)
安藤　うみ(2) 讃岐　美野(3) 新田　朱香(2) 小島　唯喜美(2) 木反田　菫(3) 三宅　優子(3) 藤井　友花(2) 安井　　冴(3)
安藤　もも(3) 松本　彩花(3) 上田　美佐子(3) 未迫　春乃(3) 冨吉　晴夏(3) 佃　　愛音(3) 山田　　桃(3) 沢本　みなみ(2)

 4/29 小学女子 14.09 14.29 14.32 14.32 14.42 14.53 14.64 14.65
１００ｍ 竹之内  遥香 鎌田  なるみ 永井  千華 二本松  結衣 仁和泉  優香 湯淺  茉那美 佐伯  響子 針間  未侑

落合東小 +0.5 広島ＪＯＣ +0.4 豊栄小 +0.5 長江小 +0.7 湯田小 +0.4 熊野第二小 +0.4 板城小 +0.7 新涯小 +0.4
 4/29 湯田       58.56 高須       59.41 海田東       59.79 新涯     1:00.54 熊野第一     1:00.84 高美が丘     1:01.71 長江     1:01.86 藤の木     1:02.62

４×１００ｍ 笹岡　優乃(6) 藤原　京(5) 出来　　葵(6) 坂本　雛子(6) 小池　姫乃(6) 志村　優花(6) 村上　　葵(4) 野田　　菫(6)
仁泉　優香(6) 樋口　穂乃花(6) 三谷　栞央(6) 藤澤　真実(6) 上野　月音(6) 胡麻　優香(6) 吉田　彩花(6) 加藤　圭恵(6)
大土井　奏子(5) 河手　香萌(6) 森原　菜穂(6) 桑田　玲奈(6) 植野　志穂(6) 加藤　　希(6) 住田　桃子(5) 請川　遥(6)
谷本　果歩(5) 髙橋　実玖(6) 内田　百音(6) 針間　未侑(6) 川﨑　ななみ(6) 鈴木　夏音(6) 二本松　結衣(6) 槇　　杏佳(6)

 4/29 スポ少女子 広島ＪＯＣ       57.87 東広島ＴＦＣ       58.72 府中空城クラブ      59.10 栗原陸上クラブ      59.76 ポラーノ東広島    1:00.39 江田島陸上     1:00.91 竹尋陸上     1:01.23 うじな陸上     1:01.68
４×１００ｍ 山﨑　愛弓(6) 樋口　佳苗(6) 高田　愛梨(6) 猪原　詩音(5) 田中　結麻(6) 武石　芽衣 日高　莉乃(5) 徳光　直子(6)

中山　優衣(6) 佐々木　舞(6) 小笠原　百合菜(6) 岡野　和奏(6) 森長　彩理(6) 丸本　桃夏 橋本　睦美(6) 山田　菜緒(6)
梅田　夏季(6) 山田　美玖(6) 新矢　碧衣(6) 高垣　莉子(6) 造賀　麻里恵(6) 川井　美優 小林　愛莉(5) 安藤　りん(5)
鎌田　なるみ(6) 荒井　美羽(6) 前田　　花(6) 山奥　涼花(6) 梶川　沙矢加(6) 大下　凪歩 石井　美佳(6) 山本　沙季(6)




