
ﾄﾗｯｸ審判長 青坂　征弘
跳躍審判長 中本　　博

兼 第12回世界陸上競技選手権大会代表選手選考会／兼 第25回ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会代表選手選考会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2009/4/29 招集審判長 川口　正洋

【主催団体】 （財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表 記録主任： 秋山　定之
(NGR: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  +2.2 11.23 11.24 11.34 11.53 11.77 11.83 11.96

１００ｍ 福島  千里 高橋  萌木子 渡辺  真弓 北風  沙織 岡山  沙英子 岡部  奈緒 斉藤  歩
ﾌｸｼﾏ ﾁｻﾄ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ ｷﾀｶｾﾞ ｻｵﾘ ｵｶﾔﾏ ｻｴｺ ｵｶﾍﾞ ﾅｵ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ
北海道･北海道ハイテクＡ 埼  玉･平成国際大 福  島･ナチュリル 北海道･北海道ハイテクＡ 山  口･下関トラッククラ 千  葉･筑波大 千  葉･平成国際大

 4/29 女子 B  +1.4 11.83 11.85 11.87 11.89 12.08 12.10 12.14 12.37
１００ｍ 高木  志帆 松田  薫 石川  史織 清水  めぐみ 川口  和香菜 長倉  由佳 中野  瞳 中村  宝子

ﾀｶｷﾞ ｼﾎ ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾙ ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｶ ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾗｺ
香  川･龍谷大 福  島･ナチュリル 群  馬･中央大 岐  阜･濃飛倉庫運輸 広  島･沼田高 静  岡･都留文科大 兵  庫･筑波大 静  岡･慶應義塾大

 4/29 2:07.76 2:08.40 2:08.42 2:08.69 2:09.20 2:13.57 2:13.82 2:14.70
８００ｍ 久保  瑠里子 木村  朝美 西村  美樹 横瀬  彩也香 岸川  朱里 宇田川  知佳 谷本  有紀菜 田添  綾香

ｸﾎﾞ ﾙﾘｺ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐ ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ ﾖｺｾ ｱﾔｶ ｷｼｶﾜ ｱｶﾘ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾁｶ ﾀﾆﾓﾄ ﾕｷﾅ ﾀｿﾞｴ ｱﾔｶ
広  島･デオデオ 埼  玉･平成国際大 埼  玉･自衛隊体育学校 大  阪･東大阪敬愛高 ＮＰＯ  ＳＴＣＩ 埼  玉･立教大 山  口･西京高 熊  本･関西大

 4/29 15:23.27 15:23.99 15:24.48 15:25.60 15:31.82 15:33.95 15:35.12 15:38.27
５０００ｍ 新谷  仁美 中村  友梨香 フェリスタ  ワンジュグ オバレ ドリカ ケルボ 清水  裕子 小崎  まり 木﨑  良子 森  祥子

ﾆｲﾔ ﾋﾄﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ FELISTA WANJUGU OBARE DORICAH KERUBO ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ ｵｻﾞｷ ﾏﾘ ｷｻﾞｷ ﾘｮｳｺ ﾓﾘ ｼｮｳｺ
千  葉･豊田自動織機 岡  山･天満屋 千  葉･アルゼアスリート 茨  城･日立 千  葉･積水化学 兵  庫･ノーリツ 大  阪･ダイハツ 東  京･アコム

 4/29 ﾕﾆﾊﾞ女子 15:47.48 15:48.45 15:50.42 15:55.84 15:59.02 16:08.79 16:09.76 16:16.79
５０００ｍ 西原  加純(3) 小島  一恵(4) 吉本  ひかり(2) 齊藤  千聖(3) 竹中  理沙(2) 森  唯我(4) 西川  生夏(4) 野村  沙世(2)

ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｴ ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ ﾀｹﾅｶ ﾘｻ ﾓﾘ ﾕｲｶ ﾆｼｶﾜ ｾｲｶ ﾉﾑﾗ ｻﾖ
京  都･佛教大 京  都･立命館大 京  都･佛教大 長  野･城西大 京  都･立命館大 京  都･佛教大 熊  本･名城大 岐  阜･名城大

 4/29  +2.1 13.45 13.48 13.64 13.67 13.73 13.81 13.83 13.84
１００ｍＨ 石野  真美 城下  麗奈 柴  梨沙 川舩  愛美 赤井  涼香 川上  小百合 山本  望 山﨑  由加里

ｲｼﾉ  ﾏﾐ ｼﾞｮｳｼﾀ ﾚｲﾅ ｼﾊﾞ ﾘｻ ｶﾜﾌﾈ ﾏﾅﾐ ｱｶｲ ｽｽﾞｶ ｶﾜｶﾐ ｻﾕﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾏｻｷ ﾕｶﾘ
千  葉･長谷川体育施設 神奈川･青山学院大 福  岡･ＳＭＳ 埼  玉･青山学院大 京  都･中央大 茨  城･茨城茗友クラブ 兵  庫･早稲田大 愛  知･さかえクリニック

 4/29 10:03.23 10:04.99 10:05.52 10:44.58 10:50.31 11:19.47 11:25.83 11:35.77
３０００ｍＳＣ 辰巳  悦加 NGR 早狩  実紀 NGR 西尾  千沙 野田頭  美穂 人見  麻友 山下  沙織 福森  千晶 山本  ちなみ

ﾀﾂﾐ ﾖｼｶ ﾊﾔｶﾘ ﾐﾉﾘ ﾆｼｵ ﾁｻ ﾉﾀｶﾞｼﾗ ﾐﾎ ﾋﾄﾐ ﾏﾕ ﾔﾏｼﾀ ｻｵﾘ ﾌｸﾓﾘ ﾁｱｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾐ
広  島･デオデオ 京  都･京都光華ＡＣ 東  京･スターツ 京  都･ワコール 千  葉･積水化学 京  都･京都光華女子大 奈  良･京都産業大 大  阪･星翔高

 4/29 4.20 4.00 4.00 3.90 3.90 3.80 3.80 3.80
棒高跳 錦織  育子 我孫子  智美 近藤  高代 仲田  愛 堀  さやか 前田  朋子 今野  美穂 梅村  貴子

ﾆｼｺﾘ ｲｸｺ ｱﾋﾞｺ ﾄﾓﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖ ﾅｶﾀﾞ  ﾒｸﾞﾐ ﾎﾘ ｻﾔｶ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｺ ｲﾏﾉ ﾐﾎ ｳﾒﾑﾗ ﾀｶｺ
島  根･出雲丸三 滋  賀･同志社大 滋  賀･長谷川体育施設 広  島･鹿屋体育大 京  都･アラキスポーツ 愛  知･中京大クラブ 埼  玉･聖学院大 福  岡･小郡市陸協

 4/29 14.48(+2.6) 12.84(0.0) 12.66(+2.5) 12.50(+0.2) 12.35(+1.0) 12.32(+0.8) 12.25(+0.8) 12.23(+2.6)
三段跳 謝  茘梅 竹田  小百合 三澤  涼子 前田  和香 吉田  麻佑 中尾  有沙 藤田  奈保子 笹野  かなえ

LIMEI XIE ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶｵ ｱﾘｻ ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｺ ｻｻﾉ ｶﾅｴ
中国 北海道･北海道教育大 長  野･スポーツプラザ  奈  良･筑波大 岐  阜･福岡大 熊  本･熊本大 埼  玉･聖学院Ｔ＆Ｆ 岡  山･美作大

 4/29 54.20 50.88 49.74 49.31 49.10 49.00 47.96 46.60
円盤投 室伏  由佳 敷本  愛 鈴木  鶴代 山口  智子 渡邊  茜 日本高校新 江島  成美 横山  幸代 日下  望美

ﾑﾛﾌｼ ﾕｶ ｼｷﾓﾄ ｱｲ ｽｽﾞｷ ﾂﾙﾖ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ ｴｼﾞﾏ ﾅﾙﾐ ﾖｺﾔﾏ ｻﾁﾖ ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ
愛  知･ミズノ 新  潟･新潟アルビレック 東  京･国士舘クラブ 広  島･Team Big Stone 大  阪･東大阪敬愛高 熊  本･中京大 京  都･シスメックス 茨  城･筑波大

 4/29 61.50 61.37 55.05 54.76 54.70 51.24 51.13 49.92
ハンマー投 室伏  由佳 綾  真澄 武川  美香 奥  寛子 佐藤  若菜 金子  泰子 知念  春乃 分目  千晴

ﾑﾛﾌｼ ﾕｶ ｱﾔ ﾏｽﾐ ﾀｹｶﾜ ﾐｶ ｵｸ ﾋﾛｺ ｻﾄｳ ﾜｶﾅ ｶﾈｺ ﾔｽｺ ﾁﾈﾝ ﾊﾙﾅ ﾜﾝﾒ ﾁﾊﾙ
愛  知･ミズノ 香  川･丸善工業 静  岡･スズキ 徳  島･中京大 福  島･仙台大 富  山･陸想会 沖  縄･九州共立大 千  葉･順天堂大

 4/29 西日本Jr女A 9:25.58 9:26.87 9:28.63 9:28.87 9:30.10 9:31.41 9:33.96 9:34.53
３０００ｍ 赤松  眞弘 日高  侑紀 後藤  彩 池田  絵里香 三井  綾子 上野  由香子 戸田  理恵 中尾  千明

岡  山･興譲館高 福  岡･北九州市立高 京  都･立命館宇治高 熊  本･熊本千原台高 福  岡･筑紫女学園高 熊  本･熊本千原台高 岡  山･興譲館高 福  岡･北九州市立高
 4/29 西日本Jr女B 9:42.36 9:44.84 9:49.82 9:51.92 9:52.30 9:52.89 9:53.17 9:53.74

３０００ｍ 藤原  なつみ 相原  千尋 高畑　綾 木村  南 日南住  彩 平井  梨菜 奥村  美紗 佐竹  美咲
広  島･世羅高 広  島･県立広島高 広  島･鈴峯女高 広  島･世羅高 広  島･世羅高 福  岡･筑紫女学園高 福  岡･筑紫女学園高 広  島･鈴峯女高

 4/29 ｼﾞｭﾆｱ女  +1.0 12.24 12.56 12.58 12.59 12.59 12.72 12.77 12.83
１００ｍ 大瀬良みずき(3) 藪野  のぞみ(2) 杵渕  莉沙(2) 牟田口  真弥(3) 石田  美鈴(3) 石田  美希(3) 坂田  詩史(3) 沖  佳織(1)

山  口･県桜ヶ丘高 広  島･広島皆実高 広  島･沼田高 広  島･舟入高 岡  山･倉敷中央高 島  根･益田東高 鳥  取･倉吉東高 広  島･沼田高
 4/29 高女 広  島･皆実       50.17 安古市       50.59 舟入       50.81 市立呉       51.85 安田女       52.19 西条農       52.54 広島市商       52.67 五日市       53.05

４×１００ｍ 松浦  加奈（3） 大田  千尋（3） 市川  明日美（3） 橋元  美樹（2） 赤木  萌美（3） 長谷川  智子（2） 三島  千佳（1） 片桐  摩衣（2）
藪野  のぞみ（2） 濱井  千鶴（3） 牟田口  真弥（3） 内田  沙耶香（3） 信本  絵美（3） 木村  早希（3） 有木  寛香（3） 大野  美香（2）
森  さつき（3） 倉本  綾（3） 原田  幹子（3） 瀧山  朋未（2） 前沖  未沙紀（3） 広兼  美那（2） 川岡  真実（3） 佐村河内麻子（2）
才野  直美（3） 石橋  優子（2） 野山  すみれ（2） 上垣内  亜紀（2） 佐伯  和加奈（3） 松本  華佳（2） 上田  朋子（1） 小川  夢加（1）

第43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
跳躍審判長 中本　　博

兼 第12回世界陸上競技選手権大会代表選手選考会／兼 第25回ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会代表選手選考会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2009/4/29 招集審判長 川口　正洋

【主催団体】 （財）広島陸上競技協会 決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表 記録主任： 秋山　定之
(NGR: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

第43回織田幹雄記念国際陸上競技大会

 4/29 中女 12.78 12.78 13.17 13.19 13.27 13.27 13.34 13.37
１００ｍ 流田  千里(3) 福部  真子(2) 柴田  実咲(3) 池上  晶華(3) 宮迫  紗綾(3) 小川  都々里(2) 三宅  由布子(3) 出原  麻里子(3)

福山城北 +0.1 安芸府中 +0.1 祇園東 +0.1 砂谷 +0.1 己斐 +0.5 安芸津 +0.5 安芸府中 +0.5 福山暁の星 +0.1
 4/29 4:47.16 4:50.41 4:51.55 4:52.14 4:53.54 4:54.00 4:55.77 4:59.40

１５００ｍ 江口  美咲(3) 中山  なつめ(3) 永岡  璃香(2) 奥村  真衣(3) 松本  美鈴(3) 奥森  由香乃(3) 高岡  美帆(3) 河野  早智(2)
八本松 三原第五 坂 大野東 八本松 坂 西条 八本松

 4/29 砂谷       51.55 広  島･西条       52.54 磯松       53.09 大野東       53.44 広  島･栗原       53.57 安佐       53.61 広  島･戸山       53.67 四季が丘       53.70
４×１００ｍ 池上  晶華（3） 中野  都（2） 岡  沙月（2） 白石  恵子（2） 川田  理恵（2） 稲迫  実花（3） 新田  梓（3） 山田  未来（3）

石田  蘭（2） 石山  愛理（3） 筏津  沙紀（2） 玉木  智佐斗（3） 野坂  千佳（2） 田辺  佳奈（3） 林  真衣（3） 江尾  美樹恵（3）
岩田  沙季（3） 河野  あさか（2） 横見  結希乃（2） 高木  美豊（2） 岡本  奈津子（3） 佐伯  美法（2） 林  優衣（3） 須沢  遥香（2）
室田  未来（3） 河野  まりあ（3） 柏田  晴香（3） 示  祐紀子（3） 小島  裕美（3） 浜井  万穂（3） 川村  綺音（2） 川本  優香子（3）

 4/29 小女 13.82 13.93 14.15 14.31 14.37 14.43 14.44 14.48
１００ｍ 湯淺  佳那子 笠谷  咲乃 笠谷  奏乃 小川  瑠 桑畑  夢花 久安  萌子 上新  彩里 荒井  香帆

熊野第二小 +0.6 広島ＪＯＣ -0.1 広島ＪＯＣ +0.6 高須ＪＳＣ +0.7 広島ＪＯＣ +0.7 湯田陸上 +0.6 広島ＪＯＣ +0.5 東広島陸上 -0.1
 4/29 海田東       59.70 熊野第一       59.93 高美が丘     1:00.26 中条     1:00.27 竹尋     1:00.72 西条     1:00.92 平良     1:01.01 長江     1:01.17

４×１００ｍ 小澤  陽（6） 宗森  加菜子（6） 速見  紗綾（6） 高橋  はるな（6） 小林  舞帆（5） 菊川  佳菜（6） 松岡  希（6） 有藤  季（5）
小玉  明莉（6） 前土井  紅葉（6） 小川  香菜（6） 藤岡  久美子（6） 橋本  七海（6） 吉村  優香（6） 田邨  未奈（6） 二本松  結衣（4）
村上  晴菜（6） 上田  彩音（6） 都留  千晶（6） 小林  奈月（6） 渡邊  茉奈美（6） 今田  奈緒（6） 佐藤  環（6） 長尾  明日香（6）
福本  朱里（6） 島田  紫乃（6） 米澤  稀奈（6） 福島  沙耶加（6） 橋本  睦美（4） 湯川  咲希（6） 西村  奏保（6） 村上  遥菜（6）

 4/29 ｽﾎﾟ少女 広島JOC       56.37 尾道陸上       58.54 高須JSC       58.83 栗原陸上クラブ      59.81 東広島陸上     1:00.58 ＡＡＣ     1:00.91 呉・辰川スポ少    1:02.88 ﾎﾟﾗｰﾉ東広島     1:02.92
４×１００ｍ 吉田  毬乃（6） 岡村  紀香（5） 戸田  小奈津（6） 中川  美咲（6） 有田  百花（6） 柄千恵（6） 堀  真由奈（6） 野間  星（5）

笠谷  奏乃（6） 金信  智子（6） 新川  比菜（5） 堂上  美穂（6） 荒井  香帆（6） 中村  早里（6） 松下  奈央（6） 高木  優里奈（5）
石田  夢（6） 比名  桜子（6） 岡﨑  良奈（6） 岡野  和奏（4） 清水  葵衣（6） 荒谷  沙弥（5） 中森  麻衣子（6） 飛田  実穂（5）
笠谷  咲乃（6） 谷口  春萌（6） 小川  瑠（6） 小島  唯喜美（6） 浅田  琴音（6） 道免  くるみ（6） 岡崎  清香（6） 清永  弥咲（5）


