
第49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15回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28回ユニバーシアード競技大会代表選手選考競技会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2015/04/18-19 記録主任： 秋山　定之
【主催団体】 一般財団法人広島陸上競技協会 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
 4/19 GP男子  -0.2 10.37 10.40 10.49 10.50 10.51

１００ｍ ケンブリッジ飛鳥(4) 塚原  直貴 ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ 小池  祐貴(2) 諏訪  達郎(3) ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ 川面  聡大
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ ｱｽｶ 富士通 ｺｲｹ ﾕｳｷ 中央大学 ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ
日本大学 桐生  祥秀(2) ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 慶應義塾大学 小谷  優介 ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ ミズノ

東洋大学 住友電工
 4/19 Ｂ決勝男子  -0.6 10.51 10.58 10.58 10.63 10.65 10.73

１００ｍ 大瀬戸  一馬(3) 金  國栄 竹島  大喜 大嶋  健太(3) 村田  和哉 竹下  裕希
ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ KIM Kukyoung ﾀｹｼﾏ ﾀｲｷ ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾔ ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ
法政大学 KOREA 大分大学 東京高校 ユティック 住友電工

 4/19 NGP男子 10.51 10.53 10.62 10.68 10.71 10.73 10.82
１００ｍ 草野  誓也 長田  拓也(3) 川上  拓也(2) 堀江  新太郎 梨本  真輝(4) ﾅｼﾓﾄ ﾏｻｷ 小池  雄作(4) 宮本 大輔(1)

ｸｻﾉ ｾｲﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ ﾎﾘｴｼﾝﾀﾛｳ 大東文化大学 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
Team Accel 法政大学 中央大学 住友電工 土手  啓史 ﾄﾞﾃ ﾋﾛｼ 順天堂大学 洛南高校

住友電工
 4/18 GP男子  +1.5 20.43 20.71 20.80 20.93 21.01 21.09 21.10

２００ｍ 藤光  謙司 GR 橋元  晃志(2) 桐生  祥秀(2) 谷口  耕太郎(3) 大瀬戸  一馬(3) 小池  祐貴(2) 原  翔太
ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵｾﾄ ｶｽﾞﾏ ｺｲｹ ﾕｳｷ ﾊﾗ ｼｮｳﾀ
ゼンリン 早稲田大学 東洋大学 中央大学 法政大学 慶應義塾大学 スズキ浜松ＡＣ

 4/18 Ｂ決勝男子  +2.6 21.05 21.06 21.07 21.14 21.17 21.21 21.25
２００ｍ 小林  将一(4) 寺田  健人(4) 本塩  遼 魚里  勇介(3) 吉田  開 楊  俊瀚 飯塚  翔太

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾓﾄｼｵ ﾘｮｳ ｳｵｻﾞﾄ ﾕｳｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｶｲ Yang, Chun Han ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ
東洋大学 中京大 富士通 筑波大学 ﾕﾃｨｯｸ TPE ミズノ

 4/18 NGP男子  +3.7 21.22 21.31 21.84
２００ｍ 王  文堂 沈  郁森 掛川  真(2)

Wang, Wen Tang Shen, Yu Sen ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ
TPE TPE 関西学院大学

 4/19 GP男子 46.21 46.52 46.60 46.62 46.64 46.95 47.07 47.42
４００ｍ 佐藤  拳太郎(3) 北川  貴理(1) ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ(1) 加藤  修也(2) 小林  直己(3) 渡邉  和也 石塚  祐輔 木村  賢太(4)

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ ｲｼﾂｶ ﾕｳｽｹ ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ
城西大学 順天堂大学 東洋大学 早稲田大学 東海大学 ミズノ ミズノ 早稲田大学

 4/18 NGP男子 47.73 48.19 48.27 49.16
４００ｍ 中野  直哉(3) 堀井  浩介(3) 矢野  琢斗(3) 大西  絢也(2)

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ ﾎﾘｲ ｺｳｽｹ ﾔﾉ ﾀｸﾄ ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝﾔ
早稲田大学 城西大学 法政大学 関西学院大学

 4/18 GP男子 13:16.25 13:17.16 13:18.54 13:23.93 13:25.46 13:27.05 13:31.35 13:32.72
５０００ｍ Barsoton  Leonard Hiram  Ngatia Paul  Tanui Ｊｏｎａｔｈａｎ  ＮｄｉｋｕJAMES MWANGI BENARD KIMANI 村山  紘太 堂本  尚寛

ﾊﾞﾙｿﾄﾝ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ Hiram Ngatia ﾎﾟｰﾙ ﾀﾇｲ ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ ｼﾞｪｰﾑｽ ﾑﾜﾝｷﾞ BENARD KIMANI ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀ ﾄﾞｳﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
日清食品グループ トヨタ自動車 九電工 日立物流 ＮＴＮ ヤクルト 旭化成 JR東日本

 4/18 ユニバ男子 13:51.89 13:57.69 13:58.51 13:59.05 14:02.88 14:04.10 14:07.05 14:31.60
５０００ｍ 中谷  圭佑(3) 其田　健也(4) 川端　千都(2) 西山　雄介(3) 徳永　照(4) 坂口　裕之(1) 渡邉　心(4) 湊谷　春紀(1)

ﾅｶﾀﾆ ｹｲｽｹ ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ
駒澤大学 駒澤大学 東海大学 駒澤大学 中央大学 明治大学 青山学院大学 東海大学

 4/18 一般男子 13:55.23 13:58.36 14:00.84 14:04.67 14:08.53 14:08.67 14:09.79 14:13.08
５０００ｍ 北  魁道 高瀬  泰一 濱本  栄太 松村  元輝 佐野  拓馬 大谷  健太 園田  隼 米澤  類

ｷﾀ ｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｾ ﾀｲﾁ ﾊﾏﾓﾄ ｴｲﾀ ﾏﾂﾑﾗ ｹﾞﾝｷ ｻﾉ ﾀｸﾏ ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ ｿﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ
中国電力 ＪＦＥスチール 武田薬品 ＪＦＥスチール マツダ ＪＦＥスチール 黒崎播磨 中国電力

 4/18 県内一般男子 13:21.52 13:30.94 13:31.19 13:33.64 13:55.71 13:56.74 13:57.34 13:58.11
５０００ｍ ポール  カマイシ(3) Melaku Abera DAVID NJUGUNA CHARLES  NDIRANGU 吉元  真司 山本  憲二 住本  雅仁 池田　泰仁

ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ ﾒﾗｸ ｱﾍﾞﾗ DAVID NJUGUNA ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ｽﾐﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ
世羅高校 黒崎播磨 ヤクルト ＪＦＥスチール 黒崎播磨 マツダ マツダ ＮＴＴ西日本

 4/19 GP男子 15.88(0.0) 15.85(+0.1) 15.71(+0.5) 15.53(+0.2) 15.40(-0.4) 15.29(-0.1) 15.11(-0.8) 15.08(+0.2)
三段跳 長谷川  大悟 岡部  優真 山本   凌雅(2) 児島  有伸(3) 花谷  昴 佐脇  匠 高橋  佑悟(2) 阿比留  明久

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ｺｼﾞﾏ  ｱﾘﾉﾌﾞ ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ ｻﾜｷ ｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ ｱﾋﾞﾙ  ｱｷﾋｻ
日立ICT 九電工 順天堂大学 慶應義塾大学 ニューモード 愛知教育大学 立命館大学 福岡大学

 4/19 GP男子 80.71 76.97 76.50 75.36 75.09 73.80 71.03 70.33
やり投 黄 士峰 村上  幸史 鄭  兆村 長谷川  鉱平 ディーン  元気 森  誉(3) 池田  康雄 中西  啄真

Huang, Shi-Feng ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾌﾐ Cheng, Chao Tsun ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ ﾓﾘ ﾎﾏﾚ ｲｹﾀﾞ ﾔｽｵ ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ
TEP スズキ浜松ＡＣ TEP 大体大T.C ミズノ 中央大学 TEAM BIG STONE 大阪体育大学



 4/18 西日本Ｊｒ男Ａ 14:49.73 15:00.20 15:00.81 15:02.97 15:04.83 15:06.65 15:07.14 15:07.60
５０００ｍ 山下  一貴(3) 中平  大二朗(3) 平田  幸四郎(3) 岩佐  壱誠(3) 志賀  颯太(2) 川島  貴哉(3) 上村  亮太(2) 本田  圭吾(2)

ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀｶ ﾅｶﾋﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ﾋﾗﾀ ｺｳｼﾛｳ ｲﾜｻ ｲｯｾｲ ｼｶﾞ ｿｳﾀ ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ
瓊浦 大阪 久御山 徳島科学技術 須磨学園 草津東 西脇工 米子松蔭

 4/18 西日本Jr男子Ｂ 14:39.02 14:40.55 14:43.11 14:43.39 14:45.75 14:46.96 14:48.01 14:48.13
５０００ｍ 神林  勇太(2) 高砂  大地(3) 舟津  彰馬(3) 中川  翔太(3) 安田  共貴(3) 前田  舜平(2) 野田  一輝(3) 西川  雄一朗(3)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ
九州学院 関大北陽 福岡大大濠 九州学院 大牟田 倉敷 西京 須磨学園

 4/19 ジュニア男子  -0.4 10.93 11.05 11.17 11.17 11.21 11.22 11.37 11.50
１００ｍ 野田  悠斗(3) 岡崎  雅也(3) 田嶋  郁也(3) 松尾  隆雅(2) 前田  真作(3) 金山  陽平(2) 砂﨑  達哉(3) 古木  宏典(3)

ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾔ ﾀｼﾞﾏ ｲｸﾔ ﾏﾂｵ ﾀｶﾏｻ ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｻｸ ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ｽﾅｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾌﾙｷ ﾋﾛﾉﾘ
盈進 玉野光南 広島皆実 神辺旭 鳥取西 松江北 安芸府中 山口

 4/18 高１男子 8:48.29 8:56.55 8:58.38 8:59.44 9:03.39 9:03.81 9:07.12 9:11.86
３０００ｍ 名合  治紀 小野  一貴 南後  海里 北野  太翔 坂口  仁 仲山  大輝 廣中  拓磨 福田  朋純

ﾅｺﾞｳ ｵﾉ ﾅﾝｺﾞ ｷﾀﾉ ｻｶｸﾞﾁ ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾅｶ ﾌｸﾀﾞ
倉敷 倉敷 鳥取城北 倉敷 西条農 西京 高川学園 世羅

 4/19 高校男子 416広島皆実       42.39 414神辺旭       42.78 412修道       43.55 415市立呉       43.87 424盈進       44.53 423尾道北       44.60 428基町       44.98 417広島国際学院      45.04
４×１００ｍ 竹  内  悠  真  ３ 佐  山  勇  仁  ３ 岡  﨑  飛  翔  ３ 酒  井  拓  実  ２ 野  田  悠  斗  ３ 森    雅  登  ３ 河  上  瑛  彦  ３ 中  山  泰  地  ２

角  本  勇  樹  ３ 富  山  弘  貴  ２ 松  田  賢  征  ３ 佐々木      渉  ３ 吉  田  統  哉  ３ 寺  岡  宗一郎  ３ 西  本  航太郎  ２ 天  野  登  夢  ２

小  松  賢志郎  ３ 松  尾  隆  雅  ２ 島  本  侑  暉  ３ 加  藤  拓  歩  ３ 桑  本  優  希  ３ 上  田  知  誠  ３ 大  橋  滉  也  ３ 北  村  直  大  ３

田  嶋  郁  也  ３ 高  橋  雄  哉  ３ 川  藤  智  徳  １ 古  森  大  貴  ２ 横  見  宗  樹  ２ 梶  田  駿  平  ３ 杉  田  太  陽  ２ 天  野  智  弥  ３

 4/19 中学男子 11.62 11.64 11.77 11.80 11.81 11.83 11.84 11.86
１００ｍ 松田  優人(3) 天野  伊織(3) 吉浦  貴稀(3) 川嶋  昴(3) 荒谷  修平(3) 山下  竜也(3) 獅子田  征龍(3) 村上  登真(2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ ｱﾏﾉ ｲｵﾘ ﾖｼｳﾗ ﾀｶｷ ｶﾜｼﾏ  ｽﾊﾞﾙ ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ ｼｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ
安芸府中中 府中緑ヶ丘中 大成館中 大竹中 高屋中 神辺東中 大竹中 広島三和中

 4/18 9:03.07 9:06.09 9:12.74 9:14.93 9:18.37 9:21.67 9:24.64 9:24.89
３０００ｍ 梶山  林太郎(3) 前垣内  皓大(3) 岩本  二千翔(3) 伊豫田  達弥(3) 岡本  流星(2) 櫛田  亘平(2) 増木  祐斗(2) 小畑  勇貴(3)

ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾏｴｶﾞｲﾁ ｺｳﾀ ｲﾜﾓﾄ ﾆﾁｶ ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｵｶﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ ｸｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ ﾏｽｷ ﾕｳﾄ ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ
坂中 三原第五中 坂中 七尾中 三原第二中 高屋中 坂中 高屋中

 4/19 534高屋       45.51 535神辺       45.87 536神辺東       46.13 532広島三和       46.38 526広島学院       46.40 538大竹       46.47 537福山       46.62 525栗原       46.90
４×１００ｍ 管田  祐哉３ 坂本  一太３ 日高  翼３ 中村  颯希３ 山本  竜晴３ 堀田銀次郎２ 馬田  晃成３ 山本  翔太３

川上  智久３ 西本  泰己３ 山下  竜也３ 村上  登真２ 白銀  克隆３ 獅子田征龍３ 光成  渉３ 中村  優太３

西川  正真２ 阪口  樹生３ 友國  雅也３ 水田  葵３ 荒井  俊３ 米田  壮汰３ 藤井  涼太３ 菊田  博史３

荒谷  修平３ 仁泉  大樹３ 近藤  大生３ 山手  涼雅３ 大住  智士３ 川嶋  昴３ 森島  尚紀３ 武田  大輝３

 4/19 小学男子 13.52 13.53 13.76 13.82 13.84 13.88 13.98
１００ｍ 高橋  京佑 檀上  翔多郎 村上  歩夢 植田  光紀 坂田  陽貴 上野  温斗 ｳｴﾉ 石本  涼太

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾑﾗｶﾐ ｳｴﾀﾞ ｻｶﾀ 石内南ＳＫＲＣ ｲｼﾓﾄ
竹尋アスリート 神村体育振興会 因北陸上 広島ＪＯＣ ＣＨＡＳＫＩ 谷口  朝陽 ﾀﾆｸﾞﾁ 府中東小

ＣＨＡＳＫＩ
 4/19 615八本松       56.65 627海田南       56.67 617神辺       56.83 613坂       58.54 636湯田       58.71 626熊野第四     1:00.15 616御調西     1:01.03 614熊野第一     1:01.21

４×１００ｍ 三上  真央６ 川上  巧６ 内田  椋也６ 芦見  友佑６ 花﨑  拓也６ 塩谷  政明６ 奥  涼太５ 鳥越  敦貴６

兼丸  諒馬６ 猪原  太一６ 神田  歩睦６ 寺廻  善６ 仁泉  航希６ 笠原  慶太６ 高取  郁弥６ 小鳥田幸陽６

玉積  岳大６ 山本  竜大６ 河村  龍斗６ 松永  瑚人６ 森原  和樹６ 園部  真樹６ 竹谷  浩貴６ 川﨑  亮６

名越  拓馬６ 見勢井泰介６ 加藤  一磨６ 實森  翔哉６ 﨑岡  蓮６ 渡利  海斗６ 石川  和翔６ 椿  大志６

 4/19 スポ少男子 746ＣＨＡＳＫＩ      53.35 727竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ      54.95 717広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱ      55.54 745東広島ＴＦＣ      57.41 738石内南ＳＫＲＣ      57.67 736中野東陸上      58.13 743神辺走ろう会      58.41 734新涯ＪＡＣ      59.19
４×１００ｍ 米澤  晴惟６ GR 安原  旺雅６ 松島  史弥６ 和田  虎星５ 山崎  信吾５ 小柳翔太郎６ 永野  翔大６ 岡森  琉生６

谷口  朝陽６ 宮内  快斗６ 原田  響６ 西川  正飛６ 上野  温斗６ 石井  丈寛６ 後藤  知駿６ 後藤  大翔６

恵南  優貴６ 庵地  祐希６ 吉川颯也翔６ 織田倫太朗６ 田中  凌５ 太尾田誠人５ 内田  珠生６ 荒谷  瑠希５

坂田  陽貴６ 高橋  京佑６ 植田  光紀６ 西永  拓真６ 清水  友斗５ 武田  寛太６ 土屋  翔希６ 告下  翔琉６



第49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15回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28回ユニバーシアード競技大会代表選手選考競技会 投擲審判長 坂本　憲司
【開催日】 2015/04/18-19 記録主任： 秋山　定之
【主催団体】 一般財団法人広島陸上競技協会 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
 4/19 GP女子  -0.2 11.47 11.74 11.74 11.85 11.98 11.99 12.03 12.05

１００ｍ BREEN Melissa 渡辺  真弓 土井  杏南(2) 市川  華菜 北風  沙織 宮澤  有紀 世古  和 金  岷志
ﾒﾘｯｻ･ﾌﾞﾘｰﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ ｲﾁｶﾜ ｶﾅ ｷﾀｶｾﾞ ｻｵﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ ｾｺ ﾉﾄﾞｶ KIM Minji
AUS 東邦銀行 大東文化大学 ミズノ 北海道ハイテクAC 富山大学 乗馬クラブクレイン KOREA

 4/19 Ｂ決勝女子  -0.1 12.04 12.06 12.08 12.16 12.20 12.32
１００ｍ 三宅  奈緒香 沖  佳織(4) 島田  沙絵(3) 藤森  安奈(3) 三宅  真理奈(3) 和田  麻希

ﾐﾔｹ ﾅｵｶ ｵｷ ｶｵﾘ ｼﾏﾀﾞ  ｻｴ ﾌｼﾞﾓﾘ  ｱﾝﾅ ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ ﾜﾀﾞ ﾏｷ
住友電工 愛知教育大学 青山学院大学 青山学院大学 倉敷中央高校 ミズノ

 4/19 NGP女子  +0.1 11.94 12.24 12.28 12.47
１００ｍ 清水  めぐみ 松田  優美(3) 湯淺  佳那子(3) 立山  紀恵

ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ ﾕｱｻ  ｶﾅｺ ﾀﾁﾔﾏ ｷｴ
新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 環太平洋大学 広島皆実高校 森口病院

 4/18 GP女子  +1.7 23.54 24.01 24.02 24.11 24.40 24.47 24.63 24.92
２００ｍ 福島  千里 市川  華菜 土井  杏南(2) 藤沢  沙也加 伴野  里緒 金  岷志 和田  麻希 三宅  奈緒香

ﾌｸｼﾏ ﾁｻﾄ ｲﾁｶﾜ ｶﾅ ﾄﾞｲ ｱﾝﾅ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ KIM Minji ﾜﾀﾞ ﾏｷ ﾐﾔｹ ﾅｵｶ
北海道ハイテクAC ミズノ 大東文化大学 セレスポ 七十七銀行 KOREA ミズノ 住友電工

 4/18 Ｂ決勝女子  +1.8 24.62 24.94 25.09 25.25 25.40
２００ｍ 佐藤  日奈子(1) 塩谷  寛美(3) 土橋  智花(2) 立山  紀恵 小山  晶(3)

ｻﾄｳ ﾋﾅｺ ｼｵﾔ ﾋﾛﾐ ﾂﾁﾊｼ ﾄﾓｶ ﾀﾁﾔﾏ ｷｴ ｺﾔﾏ ｱｷﾗ
大東文化大学 駿河台大学 岩手大学 森口病院 立命館大学

 4/19 GP女子 54.26 54.61 54.78 54.84 55.03 55.31 55.74 56.17
４００ｍ 青山  聖佳(1) 青木 沙弥佳 千葉  麻美 石塚  晴子 吉良  愛美 藤沢  沙也加 木本  彩葉(1) 長谷川  美里

ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ ｱｵｷ ｻﾔｶ ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ ｷﾗ ﾏﾅﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻﾄ
大阪成蹊大 東邦銀行 東邦銀行 東大阪大敬愛高 アットホーム セレスポ 立命館大学 オークワ

 4/18 GP女子 15:15.47 15:32.53 15:36.27 15:42.80 15:45.44 15:47.29 15:51.84 15:52.64
５０００ｍ ROSEMARY WANJIRU MONICAH Mariam Waithira OBARE  DORICAH 清田  真央 菊池  理沙 清水  美穂 筒井  咲帆 牧川  恵莉

ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ ﾓﾆｶ ﾏﾘｱﾑ ﾜｲﾃﾞｨﾗ ｵﾊﾞﾚ ﾄﾞﾘｶ ｷﾖﾀ ﾏｵ ｷｸﾁ ﾘｻ ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ ﾂﾂｲ ｻｷﾎ ﾏｷｶﾜ ｴﾘ
スターツ 九電工 日立 スズキ浜松ＡＣ 日立 ホクレン ヤマダ電機 スズキ浜松ＡＣ

 4/18 ユニバ女子 15:47.05 16:06.06 16:12.70 16:13.02 16:13.12 16:15.77 16:20.31 16:25.69
５０００ｍ 大森  菜月 荘司  麻衣 出水田  眞紀 新井  沙紀枝 小枝  理奈 佐藤　早也伽 飯野　摩耶 小堀　真佳

ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ ｼｮｳｼﾞ ﾏｲ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｷ ｱﾗｲ ｻｷｴ ｺｴﾀﾞ ﾘﾅ ｻﾄｳ ｻﾔｶ ｲｲﾉ ﾏﾔ ｺﾎﾞﾘ ﾏﾅｶ
立命館大学 中京大学 立教大学 大阪学院大学 大東文化大学 東洋大学 東京農業大学 東京農業大学

 4/18 一般女子 15:43.76 15:54.45 16:13.04 16:18.24 16:23.88 16:25.37 16:40.11 16:41.36
５０００ｍ 野上  恵子 福田  有以 石澤  ゆかり 高田　晴奈 平井　恵 竹上　千咲 石井　寿美　 後藤　みのり

ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺ ﾌｸﾀﾞ ﾕｲ ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾋﾗｲ ﾒｸﾞﾐ ﾀｹｳｴ ﾁｻｷ ｲｼｲ ﾋｻﾐ ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ
十八銀行 豊田自動織機 エディオン ヤマダ電機 キャノンアスリートクラブキャノンアスリートクラブヤマダ電機 キャノンアスリートクラブ

 4/19 GP女子 4.20 4.10 4.00 4.00 4.00 3.90 3.80
棒高跳 我孫子  智美 今野  美穂 仲田  愛 林  恩知 崔  藝恩 住石  智子 ｽﾐｲｼ ﾄﾓｺ 青島  綾子

ｱﾋﾞｺ ﾄﾓﾐ ｲﾏﾉ ﾐﾎ ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ LIM Eunji CHOI Yeeun 新日鐵住金君津 ｱｵｼﾏ ｱﾔｺ
滋賀レイクスターズ トーエル 水戸信用金庫 KOREA KOREA 濱名  愛 ﾊﾏﾅ ﾒｸﾞﾐﾊﾏ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

ﾍﾞﾙｼﾞｬﾊﾟﾝAC
 4/19 GP女子 13.18(-0.2) 12.90(+0.5) 12.72(-0.1) 12.59(+0.7) 12.51(-0.3) 12.27(-0.7) 12.25(0.0) 12.19(-0.1)

三段跳 前田  和香 吉田  麻佑 中川  秋奈 宮坂  楓 喜田  愛以 内海  智香 剱持  早紀 岡野  菜穂子
ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾅ ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ ｷﾀﾞ ﾒｲ ｳﾁｳﾐ ﾁｶ ｹﾝﾓﾁ ｻｷ ｵｶﾉ ﾅﾎｺ
PEEK 歩アスレチックス 九州共立大学 横浜国大ＡＣ ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 東海大学 筑波大学 ニューモード

 4/19 GP女子 58.78 56.94 56.37 55.74 54.69 54.38 54.21 53.52
やり投 海老原  有希 山内  愛 宮下 梨沙 當間  汐織 加藤  瑞生 久世 生宝 斉藤  真理菜 助永  仁美

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｷ ﾔﾏｳﾁ ｱｲ ﾐﾔｼﾀ ﾘｻ ﾄｳﾏ ｼｵﾘ ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｸｾﾞ ｷﾎｳ ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ ｽｹﾅｶﾞ  ﾋﾄﾐ
スズキ浜松ＡＣ 大阪成蹊大 大体大ＴＣ 九州共立大学 京都教育大学 筑波大学 国士舘大学 オークワ

 4/18 西日本Jr女子Ａ 9:26.92 9:27.89 9:29.36 9:29.73 9:38.15 9:46.60 9:47.71 9:48.93
３０００ｍ 小吉川  志乃舞(3) 向井  優香(2) 嵯峨山  佳菜未(2) 大森  巴菜(3) 安藤  富貴子(3) 山本  明日香(2) 南  美沙希(2) 棟久  由貴(3)

ｺﾖｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ ﾑｶｲ ﾕｳｶ ｻｶﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ ｵｵﾓﾘ ﾊﾅ ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｷｺ ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ ﾐﾅﾐ ﾐｻｷ ﾑﾈﾋｻ ﾕｷ
世羅 世羅 薫英女学院 興譲館 立命館宇治 神島 西脇工 西京

 4/18 西日本Jr女子Ｂ 9:48.09 9:48.10 9:50.38 9:54.70 9:56.79 9:57.26 9:57.44 10:00.60
３０００ｍ 目野  良佳(2) 林田  美咲(1) 小笠原  法香(2) 有吉  麻奈(2) 淺田  美菜(3) 鈴木  千華(1) 谷川  愛美(3) 河内  彩衣琉(1)

ﾒﾉ ﾖｼｶ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｷ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾘｶ ｱﾘﾖｼ ﾏﾅ ｱｻﾀﾞ ﾐﾅ ｽｽﾞｷ ﾁｶ ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ ｺｳﾁ ｱｲﾙ
北九州市立 北九州市立 中村女 北九州市立 西京 柳川 中村女 松山商



 4/19 ジュニア女子  -0.6 12.47 12.54 12.60 12.66 12.84 12.86
１００ｍ 加藤  宏美(3) 山本  香織(3) 三上  真奈(2) 縄田  結(3) 高瀬  愛実(2) 長田  晴香(3)

ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ ﾐｶﾐ ﾏﾅ ﾅﾜﾀ ﾕｲ ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｶ
美作 神辺旭 矢上 早鞆 県立広島 安古市

 4/18 高１女子 4:37.77 4:47.73 4:47.90 4:54.07 4:54.41 4:56.91 4:58.14 5:01.89
１５００ｍ 西永  菜津 GR 宮﨑  蘭 安達  花音 藤倉  美和 森長  彩理 志波  郁子 的場  麻歩 春野  麻友

ﾆｼﾅｶﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾀﾞﾁ ﾌｼﾞｸﾗ ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾅﾐ ﾏﾄﾊﾞ ﾊﾙﾉ
西京 沼田 興譲館 世羅 世羅 浜田 興譲館 西京

 4/19 高校女子 414神辺旭       48.22 413広島皆実       49.09 416市立呉       50.28 412舟入       50.36 418高陽東       50.44 427県立広島       50.64 417西条農業       51.71 422安芸南       52.18
４×１００ｍ 新  川  比  菜  ２ GR 小  川      瑠  ３ 高  田  真  希  ３ 沢  本  みなみ  ３ 吉  森  愛  美  ２ 久保本  菜  月  １ 戸  光  伊緒梨  ２ 上  川  真  奈  ２

山  本  香  織  ３ 湯  淺  佳那子  ３ 神  田  菜  摘  ２ 西  谷  咲  柚  ２ 下  谷  奈  央  ３ 高  瀬  愛  実  ２ 松  本  磨  美  ２ 松  岡  千  夏  ３

戸  田  小奈津  ３ 悦  木  波  音  ２ 荒  川  瑛利樺  ３ 松  中  水  希  ３ 小  田  朋  佳  ２ 大  向  陽  子  １ 出  口  夏  海  ３ 大  木  麻  由  ３

本  間  奈  摘  ２ 桑  畑  夢  花  ３ 吉  川  も  も  ３ 池  崎  愛  里  ２ 山  崎  愛  弓  １ 湯  川  咲  希  ３ 石  井  恵実菜  ２ 中  東  茉  依  ３

 4/19 中学女子 12.77 13.08 13.15 13.23 13.27 13.28 13.30 13.34
１００ｍ 柏原  真希(3) 本多  佑莉(2) 鐘築  静花(3) 早羽  光枝(3) 山口  夏鈴(3) 竹之内  涼花(2) 上田  万葵(2) 赤石  純(3)

ｶｼﾊﾗ ﾏｷ ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾘ ｶﾈﾂｷ ｼｽﾞｶ ﾊﾔﾊﾞ ﾐﾂｴ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾀｹﾉｳﾁ ｽｽﾞｶ ｳｴﾀﾞ ﾏｷ ｱｶｲｼ ｼﾞｭﾝ
八本松中 長江中 五日市中 大竹中 庄原中 落合中 大野東中 昭和北中

 4/18 4:45.95 4:46.47 4:46.54 4:49.14 4:51.11 4:51.84 4:53.05 4:55.75
１５００ｍ 鍋島  萌花(2) 平岡  美帆(3) 樫原  沙紀(2) 髙原  実季(3) 平村  古都(3) 徳重  夢乃(3) 白波瀬  千紘(3) 西本  朋香(3)

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｴｶ ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ ﾀｶﾊﾗ ﾐｷ ﾋﾗﾑﾗ ｺﾄ ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾒﾉ ｼﾗﾊｾ ﾁﾋﾛ ﾆｼﾓﾄ ﾄﾓｶ
大野東中 砂谷中 昭和中 高屋中 警固屋中 五日市南中 大野東中 高屋中

 4/19 534井口       51.54 536五日市南       52.65 532庄原       52.74 538高屋       52.80 535県立広島       52.96 537大野東       53.11 533八本松       53.72 526長江       53.77
４×１００ｍ 永岡  亜実２ 杉井  佑衣３ 永井  梨那３ 藤信  風香３ 星野  実咲３ 鈴木  杏莉２ 田中  奏羽２ 吉田  和音２

永尾  志穂２ 徳重  夢乃３ 山口  真鈴３ 小田  知慧２ 西中  文恵３ 上田  万葵２ 柏原  真希３ 本多  佑莉２

加﨑明由佳２ 下野  杏珠２ 寺脇  美羽３ 曽利田風季３ 田名後凌香３ 田熊  礼奈３ 白仁田星菜３ 井上  風香２

本田  双葉３ 小出  彩乃２ 畑廣  栞奈２ 片山  姫歌２ 野見ほのか２ 前原  望佑３ 正力  美澄３ 清水  葉月３

 4/19 小学女子 13.91 13.93 13.98 14.44 14.49 14.53 14.64 14.70
１００ｍ 脇坂  里桜 清水  茜里 岡田  麻奈 山﨑  朋子 山本  千菜 高橋  紗菜恵 山根  千歩 藤井  咲綺

ﾜｷｻｶ ｼﾐｽﾞ ｵｶﾀﾞ ﾔﾏｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾈ ﾌｼﾞｲ
中野東陸上 栗原陸上 高須ジュニア 三原陸上 府中空城ジュニア 東広島ＴＦＣ 広島ＪＯＣ 神辺走ろう会

 4/19 624八本松       58.80 623中条     1:00.48 635海田南     1:00.68 637新涯     1:00.96 628坂     1:01.04 613横浜     1:01.74 618熊野第一     1:02.47 612御調西     1:03.31
４×１００ｍ 森  風菜６ 沖中  友佳５ 西原  瑠捺６ 和田佳緒莉５ 高下  楓夢６ 奥  遥花６ 南崎  恋香６ 伊豆田るか６

江川  帆美６ 高垣  知里５ 石田  優里６ 中久保侑花５ 浜岡  良奈６ 宮原  未来６ 北川  有紗６ 福原  麻緒６

藤田  一花６ 福島萌々香６ 山本  麻矢６ 金尾菜奈未６ 植花友莉香６ 井口  莉奈６ 岸本  桃奈６ 鳥星  彩花６

佐藤  鼓６ 渡邉ひかり６ 中下  実玲６ 針間  咲良６ 大崎  怜夏６ 中尾  明里６ 岩永  采女６ 松浦  奈央６

 4/19 スポ少女子 712栗原陸上       57.71 726高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ      58.12 723広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱ      58.33 722三原陸上ｸﾗﾌﾞ      58.78 737東広島ＴＦＣ      59.13 727ＣＨＡＳＫＩ      59.34 717竹尋ｱｽﾘｰﾄ       59.66 724くれＪＡＣ    1:00.35
４×１００ｍ 森数  愛美６ 高岡  優羽６ 神原  奈緒６ 藤本  佳干５ 石中  裕美５ 井分  愛希５ 矢田  美咲６ 宮崎  莉奈６

岡城  志奈６ 岡田  麻奈６ 森脇  叶美５ 植木  奏音６ 柏原  美希６ 山廣  彩羽５ 森藤  真衣６ 近藤  百愛６

倉本  叡６ 山田  梨夢５ 三舩  歌音６ 大森  美翔６ 山本沙希菜６ 有原このは６ 森  陽向６ 福嶋  梨乃６

清水  茜里６ 北浦  天希６ 山根  千歩６ 山﨑  朋子５ 高橋紗菜恵６ 忰山  渚４ 丸谷  海友６ 松本那々海６


