
第47回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ｽﾀｰﾄ審判長 長谷川　泰
兼　第14回世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
兼　第27回ユニバーシアード競技大会代表選手選考競技会 跳躍審判長 中本　　博

投擲審判長 坂本　憲司

【競技場】エディオンスタジアム広島（広島広域公園陸上競技場） 決勝記録一覧表 記録主任 秋山　定之
(GR:大会新) 男  子

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
 4/28 男子GP 13:16.57 13:17.94 13:19.96 13:33.28 13:37.42 13:41.80 13:43.97 13:44.56

５０００ｍ ポール・タヌイ ビダン・カロキ Ｐ．ムトゥンガ チャールズ・ディランゴ ランガット・クレメント マーティン・マサシ 高井  和治 岡本  直己
Paul Tanui ﾋﾞﾀﾝ ｶﾛｷ Patrick Mutunga Charles Ndirangu Langat Clement Martin Mathathi ﾀｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ
福  岡･九電工 東  京･ＤｅＮＡ 愛  知･トヨタ紡織 広  島･ＪＦＥスチール 群  馬･ＳＵＢＡＲＵ 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 福  岡･九電工 広  島･中国電力

 4/28 男子 13:31.97 13:37.38 13:48.98 13:52.35    13:54.71    13:55.42    13:55.89    13:57.14
５０００ｍＢ Ｚ．ミリオン メラク・アベラ 西山  容平 田中  秀幸 ジョン・ガサイヤ 山本  憲二 藤森  憲秀 新井  広憲

埼  玉･八千代工業 福  岡･黒崎播磨 徳  島･大塚製薬 愛  知･トヨタ自動車 広　島・世羅高 広　島・マツダ 広　島・中国電力 広　島・中国電力
 4/28 男子 13:56.98 14:02.50 14:05.18 14:08.99 14:12.59 14:14.82 14:15.28 14:18.12

５０００ｍＣ 竹内  一輝 山崎  亮平 清谷  匠 刀祢健太郎 加田  将士 田中  宏樹 兼実  省伍 小田  隼平
広  島･青山学院大 広  島･中国電力 広  島･中国電力 広  島･中国電力 大  阪･ＮＴＴ西日本 広  島･中国電力 広  島･中国電力 京都産業大

 4/28 ﾕﾆﾊﾞｰ男子 13:37.64 13:49.18 13:50.59 13:53.80    13:55.04    13:57.85    14:08.77    14:10.22
５０００ｍ 服部  翔大(4) 村山  紘太 油布  郁人 山口  浩勢 横手  健(2) 元村  大地 山本  修平(3) 藤川  拓也

埼  玉･日本体育大 埼  玉･城西大 大  分･駒澤大 愛  知･城西大 栃　木・明治大 熊　本・東海大 愛　知・早稲田大 広　島・青山学院大
 4/28 西日本Jr男A 14:22.42 14:23.79 14:24.41 14:29.93 14:30.80 14:31.49 14:32.97 14:33.84

５０００ｍ 中村  祐紀 吉田  亮壱 渡辺  貴裕 貞永  隆佑 田村  和希 鹿嶋  隆裕 堀  龍彦 向  晃平
大  阪･大阪桐蔭 福  岡･大牟田 岡  山･倉敷 広  島･世羅 山  口･西京 岡  山･倉敷 福  岡･大牟田 熊  本･鎮西学院

 4/28 西日本Jr男B 14:37.02 14:41.74 14:43.83 14:47.63 14:55.01 14:55.99 14:56.88 14:57.00
５０００ｍ 小澤  直人 大塚  倭 橋詰  大慧 細川  隆太 白永  真彦 東島  清純 福嶋  優人 賀集  慧大

滋  賀･草津東 京  都･洛南 和歌山･和歌山北 大  阪･大阪桐蔭 京  都･洛南 鳥  取･米子松蔭 京  都･洛南 兵  庫･須磨学園
 4/28 高１男 8:40.94 8:49.68 8:51.39 8:55.66 8:59.09 9:02.40 9:05.52 9:05.72

３０００ｍ 新迫  志希(1) GR 中村  駆(1) GR 福本  真大(1) GR 花田  凌一(1) 中島  大就(1) 東  寿希也(1) 実藤  康樹(1) 浅野  有紀(1)
広  島･世羅 山  口･西京 山  口･西京 山  口･西京 広  島･世羅 広  島･世羅 岡  山･倉敷 広  島･広島皆実

 4/28 中男 9:04.53 9:05.81 9:14.00 9:14.14 9:21.45 9:25.71 9:26.02 9:26.98
３０００ｍ 長嶺龍之介(3) 吉田  圭太(3) 狩野  未基(3) 横山  裕介(3) 幟立  晃汰(2) 斉藤  和希(3) 尾辻  颯(3) 実近  力丸(3)

広  島･磯松 広  島･高屋 広  島･坂 広  島･高屋 広  島･千代田 広  島･阿品台 広  島･西条 広  島･庄原

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
 4/28 女子GP 15:39.89 15:41.24 15:41.97 15:43.66 15:43.81 15:43.82 15:43.91 15:44.44

５０００ｍ フェリスタワンジュグ 上原  美幸(3) 野上  恵子 田中  智美 カイラ・マックナイト 西原  加純 竹地  志帆 竹中  理沙
FELISTA WANJUGU ｳｴﾊﾗ ﾐﾕｷ ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ McKNIGHT Kaila ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ ﾀｹﾁ ｼﾎ ﾀｹﾅｶ ﾘｻ

鹿児島･鹿児島女子高 長  崎･十八銀行 東  京･第一生命 オーストラリア  AUS 群  馬･ヤマダ電機 群  馬･ヤマダ電機 東  京･資生堂
 4/28 ﾕﾆﾊﾞｰ女子 15:37.55 15:38.08 15:46.96 15:50.94 15:53.09 15:54.15 15:58.61 16:01.56

５０００ｍ 荘司  麻衣(2) 鈴木亜由子(4) 廣田  麻衣(1) 青木  奈波(1) 福内  櫻子(2) 池内  彩乃(1) 池田  睦美(3) 菅野  七虹(1)
愛  知･中京大 愛  知･名古屋大 京  都･立命館大 京  都･立命館大 福  岡･大東文化大 京  都･立命館大 滋  賀･立命館大 京  都･立命館大

 4/28 西日本Jr女A 9:24.14 9:32.95 9:33.32 9:33.82 9:36.60 9:37.20 9:37.40 9:38.20
３０００ｍ 由水  沙季 片田  桃華 岩井  朝香 高橋  彩良 山下  希望 関  紅葉 草川  智英 高橋  奏

福  岡･筑紫女 京  都･立命館宇治 京  都･立命館宇治 岡  山･興譲館 福  岡･筑紫女 京  都･立命館宇治 山  口･西京 福  岡･柳川
 4/28 西日本Jr女B 9:37.16 9:40.47 9:54.59 10:02.40 10:07.77 10:08.13 10:09.72 10:10.42

３０００ｍ 松川  涼子 梅原  千佳 足立  由真 下花  史佳 岡本  佳代 横井  渚 渡部  結 一　紋野女
福  岡･北九州市立 京  都･立命館宇治 鳥  取･鳥取中央育英 広  島･世羅 山  口･西京 大  阪･大阪桐蔭 島  根･平田 福  岡･北九州市立

 4/28 高１女 4:40.25 4:41.95 4:42.05 4:42.27 4:48.14 4:48.63 4:51.95 4:55.29
１５００ｍ 小吉川志乃舞(1) GR 小田垣美沙(1) GR 宗廣  閑那(1) GR 富田  真帆(1) GR 宝田  彩香(1) 野坂  美帆(1) 室町  真希(1) 林  ひかる(1)

広  島･世羅 岡  山･興譲館 岡  山･興譲館 山  口･中村女子 岡  山･興譲館 島  根･平田 広  島･高陽東 鳥  取･鳥取西
 4/28 中女 4:44.66 4:46.04 4:46.19 4:46.44 4:49.00 4:49.54 4:49.98 4:51.62

１５００ｍ 向井  優香(3) 山田菜々子(3) 宮﨑  蘭(2) 林  沙知(3) 見田  杏花(3) 原田  歩音(3) 造賀麻里恵(2) 大西  響(2)
広  島･八本松 広  島･磯松 広  島･砂谷 広  島･栗原 広  島･坂 広  島･磯松 広  島･八本松 広  島･広島三和

千  葉･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ



第47回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ｽﾀｰﾄ審判長 長谷川　泰
兼　第14回世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
兼　第27回ユニバーシアード競技大会代表選手選考競技会 跳躍審判長 中本　　博

投擲審判長 坂本　憲司

【競技場】エディオンスタジアム広島（広島広域公園陸上競技場） 決勝記録一覧表 記録主任 秋山　定之
(GR:大会新) 男  子

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GP  +2.7 10.03 10.04 10.15 10.24 10.26 10.35 10.39 10.63

Ａ１００ｍ 桐生  祥秀(3) 山縣  亮太(2) 江里口匡史 小谷  優介 川面  聡大 高瀬  慧 飯塚  翔太(4) 木村慎太郎
ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ ﾀｶｾ ｹｲ ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ｷﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
京  都･洛南高 広  島･慶應義塾大 大  阪･大阪ガス 兵  庫･住友電工 東  京･ミズノ 千  葉･富士通 静  岡･中央大 兵  庫･アシックス

 4/29 男子  +2.3 10.20 10.36 10.42 10.43 10.43 10.45 10.47
Ｂ１００ｍ 金  國榮 橋元  晃志(1) 与那国  塁(2) 大瀬戸一馬(1) 呂  ホスア 高平  慎士 小林  雄一

KIM KUKYOUNG ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ ﾖﾅｸﾞﾆ ﾙｲ ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ YEO HOSUA ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ
韓国  ＫＯＲ 鹿児島･早稲田大 沖  縄･中京大 福  岡･法政大 韓国  ＫＯＲ 千  葉･富士通 三  重･ＮＴＮ

 4/29 男子GP  +0.7 13.70 13.75 13.80 13.86 13.92 13.99 14.13
Ａ１１０ｍＨ 大室  秀樹 金  秉俊 八幡  賢司 矢澤  航(4) 三田  恭平(4) 佐藤  大志 森田  俊一

ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ KIM BYOUNGJUN ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ ﾔｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ ﾐﾀ ｷｮｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ
茨  城･筑波大 韓国  ＫＯＲ 東  京･モンテローザ 神奈川･法政大 大  阪･立命館大 日立化成 東  京･Ｊ．ＶＩＣ

 4/29 男子  +0.5 13.94 13.99 14.11 14.11 14.23 14.26 14.29
Ｂ１１０ｍＨ 大橋  祐二 飯田  将之 首藤  貴之 早川  恭平(4) 川内  裕太 伊郷  明敏(4) 増野  元太(2)

ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾍｲ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀ ｲｺﾞｳ ｱｷﾄｼ ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ
埼  玉･ミズノ 愛  知･ミズノ 栃  木･栃木陸協 長  野･早稲田大 千  葉･チームアイマ 静  岡･国際武道大 北海道･国際武道大

 4/29 男子GP 5.50 5.30 5.30 5.20 5.00 5.00 5.00
棒高跳 荻田  大樹 永田  純也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 田中  充 松澤ジアン成治(4) 山本  智貴(3) 榎  将太(2) 中村  命

ｵｷﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 神奈川･横浜市陸協 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝ ﾅﾘﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ ｴﾉｷ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ
香  川･ミズノ 鈴木  崇文 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 群  馬･群大ＴＦ荒牧クラ 長  野･中京大 広  島･日本体育大 愛  知･中京大 大  阪･大阪教育大

静  岡･ミズノ
 4/29 男子GP 7.70(+1.6) 7.68(+2.1) 7.66(-0.4) 7.53(-0.8) 7.52(-0.1) 7.48(+0.7) 7.45(+0.4) 7.38(+1.5)

走幅跳 荒川  大輔 猿山  力也 大岩  雄飛 品田  直宏 新村  守 下野伸一郎 嶺村  鴻汰(3) 西海  亮(3)
ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ ｵｵｲﾜ ﾕｳﾋ ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾆｲﾑﾗ ﾏﾓﾙ ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ ﾆｼｳﾐ ﾘｮｳ
大  阪･NOBY T&F CLUB 東  京･モンテローザ 東  京･モンテローザ 岐  阜･岐阜ﾒﾓﾘｱﾙＴＡＣ 新  潟･新潟アルビレック 福  岡･九電工 長  野･筑波大 大  阪･順天堂大

 4/29 男子GP 16.30(+1.5) 16.02(+1.7) 15.99(+0.9) 15.82(+1.6) 15.70(+2.7) 15.68(+1.4) 15.66(+1.0) 15.56(+0.3)
三段跳 岡部  優真 梶川  洋平 鈴木  義啓 松下  翔一 花谷  昂 稲葉  広幸 角山  貴之 越川  大紀(4)

ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ ｶｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ ﾂﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ ｺｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ
福  岡･九電工 神奈川･川崎市陸協 静  岡･スズキ浜松ＡＣ 兵  庫･筑波大 ニューモード 神奈川･ＴＡＣ 東  京･モンテローザ 千  葉･順天堂大

 4/29 男子GP 85.96 79.96 76.38 74.72 74.59 74.28 74.18 73.97
やり投 村上  幸史 ハミシュ・ピーコック ディーン元気(4) 荒井  謙 高力  裕也 田中  翔(2) 池田  康雄 新井  涼平(4)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾌﾐ PEACOK Hamish ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ ｱﾗｲ ｹﾝ ｺｳﾘｷ ﾕｳﾔ ﾀﾅｶ ｼｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾔｽｵ ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ
静  岡･スズキ浜松ＡＣ オーストラリア  AUS 兵  庫･早稲田大 宮  城･七十七銀行 鳥  取･鳥取ＡＣ 福  岡･大阪体育大 広  島･TEAM BIGSTONE 埼  玉･国士舘大

 4/29 ｼﾞｭﾆｱ男  -0.1 11.02 11.13 11.18 11.19 11.26 11.32 11.32 11.42
１００ｍ 多田  透悟(2) 大下  隼弥(3) 三浦  碧葉(3) 池内  雅貴(3) 米井  健人(2) 三戸  博斗(3) 儀久  祐希(3) 角山  巧(3)

岡  山･倉敷工業 島  根･大社 広  島･広島皆実 広  島･広島なぎさ 鳥  取･鳥取城北 山  口･山口県鴻城 広  島･広島皆実 広  島･広島なぎさ
 4/29 高男 広  島･広島なぎさ      42.80 広  島･市立呉      43.18 広  島･広島井口      43.27 広  島･神辺旭      43.60 広  島･祇園北      43.94 広  島･福山誠之館      43.95 広  島･広島工大高      44.11 広  島･宮島工      44.53

４×１００ｍ 恵良  昂平(2) 橋川  太一(2) 土居  巧知(3) 松尾  宙依(3) 田中  竜也(3) 渡辺  宏晃(3) 山﨑  光(1) 小川  雄寛(3)
角山  巧(3) 矢野下靖平(2) 田川日々紀(2) 中尾  拓史(3) 升田  康平(3) 吉仲  泰朋(3) 西原  悠貴(2) 米村  健志(3)
椎原  尚也(3) 加澤  達哉(3) 大津  優音(2) 福本  涼太(3) 原  圭佑(3) 川原  航平(2) 實光  諒(2) 富田  修一(3)
池内  雅貴(3) 池之原  純(2) 廣田  雄大(3) 角田  祥基(2) 三島  拓也(3) 関  一光(3) 岡田  颯人(2) 土井谷  潤(3)

 4/29 中男 11.17 11.31 11.35 11.41 11.55 11.74 11.75
１００ｍ 山下  雄大(3) +1.6 富山  弘貴(3) +1.6 松尾  隆雅(3) +1.6 田中  佑弥(3) +1.6 芥川  侑大(3) +1.6 栂野  翔也(3) 広  島･昭和北 +1.7 松下  豊顕(3) +1.6

広  島･神辺東 広  島･高美が丘 広  島･神辺西 広  島･野坂 広  島･広島学院 芹田  和音(3) 広  島･伴 +1.7 広  島･両城
 4/29 広  島･府中緑ヶ丘      46.24 広  島･修道       46.56 広  島･神辺東      46.58 広  島･鷹取       46.95 広  島･高美が丘      47.09 広  島･庄原       47.20 広  島･昭和北      47.64 広  島･矢野       47.68

４×１００ｍ 田中  大希(3) 河西  建輔(3) 三保  崇雅(2) 崎本  侑聖(3) 西條  虎樹(2) 三宅  倫史(3) 卜部  孝幸(3) 中澤  想河(3)
川野  泰画(3) 川藤  智徳(2) 内田  祐斗(2) 吉川  諒(3) 岡本  江流(2) 永井  一夢(3) 園田  雄大(2) 西岡壮一朗(3)
田中  士雄(3) 山西  隆太(3) 日高  敦(3) 河本  伊純(3) 菅　颯一郎(2) 亀次  悠太(3) 高松  晃次(3) 西本航太朗(3)
澤田  健登(3) 福本  旭(3) 山下  雄大(3) 工藤  和真(2) 富山  弘貴(3) 橋本  航季(3) 栂野  翔也(3) 中山  泰地(3)

 4/29 小男 13.30 13.71 13.74 13.92 14.03 14.07 14.15 14.20
１００ｍ 伊場  大珠 +2.0 大畠  涼 +1.9 根川  幸輝 +1.9 西川  正真 +0.9 北橋  昌大 +2.0 乃美  裕介 +0.9 田邊  光紀 +0.7 田中  千尋 +1.9

広  島･吉和ＡＣ 広  島･因北陸上 広  島･八幡小 広  島･東広島ＴＦＣ 広  島･八本松小 広  島･三原陸上 広  島･総領小 広  島･福山本郷陸上
 4/29 小男 広  島･高美が丘      57.25 八本松       57.99 熊野第四       58.23 海田南       58.48 広  島･長江       59.43 広  島･横浜       59.52 広  島･平良       59.60 広  島･湯田     1:00.21

４×１００ｍ 岡枝かつみ(6) 右近大志(6) 宮本理功(6) 鵜足幸輝(6) 西本聖(6) 大谷悠輔(6) 水津亨(6) 目嵜諒多(6)
藤井大輝(6) 佐藤榛(6) 荒瀧昇太郎(6) 北野弘大(6) 住田先(5) 中尾要一郎(6) 川田健太郎(6) 小畠駿(6)
松永怜大(6) 玉田大輝(6) 竹之内晴生(6) 山岡柊斗(6) 杉岡正哉(6) 有川晃生(6) 佐藤快(6) 佐藤利玖(6)
森政祐樹(6) 北橋昌大(6) 束元裕弥(6) 宇都宮舞人(6) 吉原瑠生(5) 折村圭真(6) 升田慎也(6) 藤田駿介(5)

 4/29 ｽﾎﾟ少男 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱ      56.00 吉和AC       56.64 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ      56.78 三原陸上       58.30 うじな陸上       58.54 東広島TFC       58.82 御野陸上       58.85 竹尋ｱｽﾘｰﾄ       59.49
４×１００ｍ 増田和也(6) 古井麟瓶(5) 宮地伶児(6) 岸木克将(6) 武井安澄(6) 高見昌弥(5) 森政孝郁(6) 山本涼太(6)

芦原義人(6) 岩崎和騎(6) 杉原光亮(6) 乃美裕介(6) 藤田竜生(6) 瀬戸勇稀(6) 山中宙(6) 庵地祐希(4)
山脇彪史(6) 山本修平(6) 村上大貴(6) 中原裕太郎(6) 安野友祐(6) 山口智哉(6) 藤井颯一郎(5) 高橋京佑(4)
松中馨大(6) 伊場大珠(6) 川人脩矢(6) 藤本皓士(6) 谷岡直彦(6) 西川正真(6) 渡邉和哉(6) 仁平優宙(6)



第47回織田幹雄記念国際陸上競技大会 ｽﾀｰﾄ審判長 長谷川　泰
兼　第14回世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
兼　第27回ユニバーシアード競技大会代表選手選考競技会 跳躍審判長 中本　　博

投擲審判長 坂本　憲司

【競技場】エディオンスタジアム広島（広島広域公園陸上競技場） 決勝記録一覧表 記録主任 秋山　定之
(NR:日本新,GR:大会新) 女  子

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GP  +2.3 11.28 11.36 11.53 11.57 11.69 11.71 11.79 11.90

Ａ１００ｍ アリーン･ベイリー 福島  千里 メリッサ・ブリーン 渡辺  真弓 北風  沙織 木村  茜 藤森  安奈(1) 野林  祐実(3)
Aleen BAILEY ﾌｸｼﾏ ﾁｻﾄ Melissa BREEN ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ ｷﾀｶｾﾞ ｻｵﾘ ｷﾑﾗ ｱｶﾈ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ ﾉﾊﾞﾔｼ ﾕｷ
ジャマイカ ＪＡＭ 北海道･北海道ﾊｲﾃｸＡＣ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ＡＵＳ 福  島･東邦銀行 北海道･北海道ﾊｲﾃｸＡＣ 滋  賀･大阪成蹊大 東  京･青山学院大 熊  本･九州学院高

 4/29 女子  -0.7 11.90 12.04 12.11 12.16 12.18 12.21
Ｂ１００ｍ 立山  紀恵 市川  華菜 ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 松田  優美(1) 島田  沙絵(1) 清水めぐみ 青木  益未

ﾀﾁﾔﾏ ｷｴ 愛  知･ミズノ ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾐ ｼﾏﾀﾞ ｻｴ ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ ｱｵｷ ﾏｽﾐ
鹿児島･森口病院 和田  麻希 ﾜﾀﾞ ﾏｷ 宮  崎･環太平洋大 長  崎･青山学院大 岐  阜･濃飛倉庫運輸 岡  山･環太平洋大

京  都･ミズノ
 4/29 女子GP 2:05.32 2:05.45 2:05.95 2:06.15 2:06.24 2:09.57 2:09.65 2:09.76

８００ｍ 久保  瑠里子 真下  まなみ(4) 新宮  美歩(4) 陣内  綾子 伊藤  美穂(3) 山本  瑞(2) 竹内麻里子(2) 中田  美保(1)
ｸﾎﾞ ﾙﾘｺ ﾏｼﾀ ﾏﾅﾐ ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾔｺ ｲﾄｳ ﾐﾎ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｺ ﾅｶﾀ ﾐﾎ
広  島･エディオン 埼  玉･筑波大 大  阪･東大阪大 福  岡･九電工 神奈川･順天堂大 長  野･中央大 愛  知･中京大 兵  庫･日本体育大

 4/29 女子GP  +2.4 13.02 13.28 13.29 13.55 13.58 13.65 13.71 13.71
１００ｍＨ 木村  文子 紫村  仁美 相馬絵里子(4) 岸  沙耶香 福部  真子(3) 柴  梨沙 寺田明日香 石野  真美

ｷﾑﾗ ｱﾔｺ ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ ｿｳﾏ ｴﾘｺ ｷｼ ｻﾔｶ ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ ｼﾊﾞ ﾘｻ ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ ｲｼﾉ ﾏﾐ
広  島･エディオン 佐  賀･佐賀陸協 秋  田･筑波大 愛  知･小島プレス 広  島･広島皆実高 ＳＭＳ－ＡＣ 北海道･北海道ﾊｲﾃｸＡＣ 千  葉･長谷川体育施設

 4/29 女子  +2.2 13.45 13.67 13.73 13.75 14.02 14.20 14.32
Ｂ１００ｍＨ 青木  益未 野村  有香 上田  繭(2) 西野  愛梨(4) 久貝  瑞希(2) 萩田  梨菜(1) 城下阿李奈(4)

ｱｵｷ ﾏｽﾐ ﾉﾑﾗ ﾕｶ ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ ﾆｼﾉ ｱｲﾘ ｸｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ ﾊｷﾞﾀ ﾘﾅ ｼﾞｮｳｼﾀ ｱﾘﾅ
岡  山･環太平洋大 北海道･北海道ﾊｲﾃｸＡＣ 大  阪･大阪成蹊大 東  京･東京学芸大 茨  城･筑波大 静  岡･大阪成蹊大 神奈川･東京女子体育大

 4/29 女子GP 4.00 4.00 3.80 3.80 3.80 3.60
棒高跳 竜田  夏苗(3) 我孫子智美 榎本  優子(4) ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｺ 有川  星女 ｱﾘｶﾜ ﾎｼﾒ 今野  美穂 饗庭みずき

ﾀﾂﾀ ｶﾅｴ ｱﾋﾞｺ ﾄﾓﾐ 千  葉･筑波大 埼  玉･中京大 ｲﾏﾉ ﾐﾎ ｱｲﾊﾞ ﾐｽﾞｷ
大  阪･武庫川女子大 滋  賀･滋賀レイクスター 仲田  愛 ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 住石  智子 ｽﾐｲｼ ﾄﾓｺ 埼  玉･トーエル 滋  賀･滋賀陸協

茨  城･茨城茗友クラブ 千  葉･新日鐵住金君津
 4/29 女子GP 62.83 55.73 55.46 55.45 54.81 54.49 52.85 51.23

やり投 海老原有希 NR 山内　愛 川述　優 宮下　梨沙 助永　仁美 久世　生宝 佐藤　友佳 瀧川　寛子
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｷ ﾔﾏｳﾁ ｱｲ ｶﾜﾉﾍﾞ　ﾕｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｻ ｽｹﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ ｸｾ ｷﾎ ｻﾄｳ ﾕｶ ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾛｺ
静  岡･スズキ浜松ＡＣ 神奈川･大阪成蹊大 大  分･順天堂大 大  阪･大体大Ｔ．Ｃ 大  阪･大体大Ｔ．Ｃ 岡  山･筑波大 大  阪･東大阪大 大  阪･東大阪大

 4/29 ｼﾞｭﾆｱ女  +0.2 12.35 12.44 12.47 12.74 12.79 12.85 13.09
１００ｍ 早坂  知華(3) 木戸  恵理(3) 黒瀬  温子(3) 石井佑里菜(3) 安藤  もも(2) 上田  桃子(3) 中本  香穂(2)

岡  山･倉敷中央 広  島･神辺旭 山  口･西京 広  島･高陽東 広  島･比治山女子 鳥  取･鳥取西 広  島･神辺旭
 4/29 高女 広  島･神辺旭      49.22 広  島･広島皆実      49.93 広  島･市立呉      50.09 広  島･西条農      50.75 広  島･高陽東      51.00 広  島･広島商      52.35 広  島･ＮＤ清心      52.44 広  島･尾道北      52.94

４×１００ｍ 大松  由季(2) 小川都々里(3) 松尾  妃菜(2) 筏津  沙紀(3) 小笠原璃弥(3) 疋田  璃乃(3) 講崎友海香(3) 勝村  彩加(2)
木戸  恵理(3) 湯淺佳那子(1) 川平  真穂(3) 中野  都(3) 石井佑里菜(3) 金子  李帆(2) 福岡みなみ(3) 藤井  真由(2)
竹ノ内  茜(3) 音石  真実(2) 佐々木結衣(3) 備後  真衣(2) 下谷  奈央(1) 末岡美希恵(3) 新藤  愛菜(2) 河野  園泉(2)
岩広  歩未(2) 福部  真子(3) 細田  萌(3) 安藤  うみ(1) 小山田みなみ(2) 柴田  沙江(2) 胡子  奈々(2) 多田  鼓(3)

 4/29 中女 12.64 12.77 12.80 12.88 12.94 12.97 12.99
１００ｍ 高瀬  愛実(3) +1.5 西谷  咲柚(3) +1.5 悦木  波音(3) +1.5 二本松結衣(2) +1.5 向井  理子(3) +1.5 本間  奈摘(3) +0.9 浦島明衣梨(3) 広  島･安佐 +1.5

広  島･県立広島 広  島･井口 広  島･両城 広  島･長江 広  島･能美 広  島･府中緑ヶ丘 池崎  愛里(3) 広  島･広島ＪＯＣ +1.5
梅田  夏季(2) 広  島･五日市 +1.5

 4/29 広  島･井口       52.28 広  島･高屋       52.60 広  島･鷹取       53.02 広  島･県立広島      53.08 広  島･安佐       53.12 広  島･七尾       53.70 広  島･広島なぎさ      53.85 広  島･大野東      54.03
４×１００ｍ 宗田  泉帆(3) 的場  夕奈(3) 大蔵  蓮(3) 牛房  麻衣(3) 藤原  桃香(2) 清水明香音(2) 丸山奈々花(3) 沖野  仁望(3)

西谷  咲柚(3) 嶋田  花恋(3) 三井  薫(2) 高瀬  愛実(3) 浦島明衣梨(3) 田川菜乃羽(2) 鎌田なるみ(2) 田熊  南(3)
宇野  朱里(3) 戸光伊緒梨(3) 西谷きなり(2) 荒井  美羽(2) 森  茉夕香(2) 久保田祐美(2) 斎藤  理加(2) 向井  純香(3)
土橋  佑乃(3) 樋口  佳苗(2) 針間  未侑(2) 大向  陽子(2) 眞田瑛理果(2) 神浦  萌花(3) 三戸佳織子(2) 山根  詩菜(3)

 4/29 小女 13.95 13.98 14.17 14.23 14.33 14.42 14.45
１００ｍ 竹之内涼花 +0.1 加藤  悠 +2.0 小田  知慧 +2.0 松本  朱音 広  島･神辺走ろう会 +1.8 下野  杏珠 +1.8 池田  帆花 +2.0 吉原夏都子 +0.1

広  島･落合東小 広  島･坂ジュニア陸上 広  島･東広島ＴＦＣ 弓戸  暁加 広  島･福山ジュニア陸上+1.6 広  島･広島ＪＯＣ 広  島･広島ＪＯＣ 広  島･びんごＷＡＣ
 4/29 小女 湯田       58.50 坂       59.09 熊野第四     1:00.19 八本松     1:00.88 新涯     1:01.03 高美が丘     1:01.11 平良     1:01.70 海田東     1:01.78

４×１００ｍ 前川実愛(6) 境田夏紀(6) 田原茉海(6) 田中奏羽(6) 中久保花歩(5) 小田淑子(6) 浜田美沙(6) 大野若奈(6)
渡邉美紅(6) 豊田遥香(6) 堀本朋花(6) 甲斐希明羅(6) 川上愛依(6) 中島梨穂(6) 蒲生泉海(6) 和田萌花(6)
金口未歩(6) 加藤悠(6) 林真帆(6) 村上ゆづき(6) 檜田莉恋(5) 山田菜七子(6) 松本理緒(6) 福留涼香(6)
石田はるか(5) 池内愛花(6) 佐々倉七瀬(6) 川本未咲(6) 荒谷弥希(6) 平野りこ(6) 川田咲季(6) 田尻友渚(6)

 4/29 ｽﾎﾟ少女 広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱ      56.43 東広島ＴＦＣ       58.57 びんごＷＡＣ       59.58 神辺走ろう会       59.63 ＣＨＡＳＫＩ       59.83 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ    1:01.03 中野東 栗原陸上     1:01.15
４×１００ｍ 冨士本千夏(6) 本山夏望(6) 井上風香(6) 月足羅那(6) 加崎明由佳(6) 大礒志月(5) 武田さくら(6) 清水茜里(4)

小出彩乃(6) 東成美(5) 吉原夏都子(5) 和田愛加(6) 山廣莉羽(5) 山下未紅(6) 山本悠楽咲(6) 木曽純菜(5)
下野杏珠(6) 花守愛(6) 杉原優菜(5) 田辺佑佳(6) 永野友菜(5) 清水瑛麻(5) 野見こころ(5) 植田そら(6)
池田帆花(6) 小田知慧(6) 本多佑莉(6) 松本朱音(6) 六郎冴良(6) 岩井涼(6) 野見ほのか(6) 伊藤知夏(6)


