
決勝 6月2日 15:30

大会記録              12.42

風速 +1.2

 1 安田 夏生(3) 広島     12.70 
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島大学

 2 寺西　真莉恵(1) 広島     12.82 
ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広島文化学園大

 3 安藤　うみ(1) 広島     13.22 
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ 広島文化学園大

 4 福元 日向子(2) 宮崎     13.69 
ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ 広島大学

 5 丸山 実佳(2) 和歌山     13.90 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 広島大学
武岡 瑞季(2) 徳島
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 広島大学

決勝 6月2日 17:00

大会記録              25.77

風速 -2.9

 1 寺西　真莉恵(1) 広島     27.06 
ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広島文化学園大

 2 安藤　うみ(1) 広島     27.98 
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ 広島文化学園大

 3 福元 日向子(2) 宮崎     28.63 
ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ 広島大学
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決勝 6月2日 16:30

大会記録            2,22.48

 1 古田　花那(2) 広島   2,59.94 
ﾌﾙﾀ ｶﾅ 呉工業高等専門
坂本　万耶(1) 広島
ｻｶﾓﾄ ﾏﾔ 広島文化学園大
友野 みはる(2) 広島
ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島大学
岡本　真美(3) 広島
ｵｶﾓﾄ ﾏﾐ 広島市立大学

ラップタイム

決勝 6月2日 14:40

大会記録            4,46.83

矢野　恵菜(1) 広島
ﾔﾉ ﾘｴ 広島文化学園大
岡本　真美(3) 広島
ｵｶﾓﾄ ﾏﾐ 広島市立大学
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決勝 6月2日 15:10

大会記録              15.42

風速 -1.8

 1 本保 なつの(1) 広島     15.54 
ﾓﾄﾔｽ ﾅﾂﾉ 広島修道大学
丸山 実佳(2) 和歌山
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 広島大学

決勝 6月2日 16:10

大会記録            1,06.38

 1 菊本　佳那(1) 広島   1,07.08 
ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 福山平成大学

 2 林　沙知(2) 広島   1,08.47 
ﾊﾔｼ ｻﾁ 福山平成大学

 3 武岡 瑞季(2) 徳島   1,12.89 
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 広島大学
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決勝 6月2日 14:00

大会記録              48.05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 福山平成大学  1258 戸光　伊緒梨(2)     52.63 

ﾌｸﾍｲｼｰ ﾄﾐﾂ ｲｵﾘ
広島  1259 林　沙知(2)

ﾊﾔｼ ｻﾁ
 1256 井上　美雅(3)

ｲﾉｳｴ ﾐｶ
 1861 菊本　佳那(1)

ｷｸﾓﾄ ｶﾅ
 2   3 広島文化学園大学 1054 佐々木　舞(1)     52.92 

ﾌﾞﾝｶ ｻｻｷ ﾏｲ
広島  1300 寺西　真莉恵(1)

ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ
 1053 安藤　うみ(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ
 1056 立野　莉奈(1)

ﾀﾁﾉ ﾘﾅ

決勝 6月2日 17:20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 広島大学A  1048 安藤 はるな(3)   4,15.50 

ﾋﾛﾀﾞｲｴｰ ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
広島  1044 工藤 奈々未(3)

ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ
 1045 村上 遥菜(3)

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ
 1049 安田 夏生(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ
 2   4 広島大学B  1046 丸山 実佳(2)   4,19.23 

ﾋﾛﾀﾞｲﾋﾞｰ ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ
広島  1050 友野 みはる(2)

ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ
 1021 武岡 瑞季(2)

ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ
 1020 福元 日向子(2)

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ
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決勝 6月2日 16:00

大会記録               1.65

安田 夏生(3) 広島
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島大学
中村　美歩(3) 広島 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 広島県立大学

決勝 6月2日 13:00

安藤 はるな(3) 香川
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 広島大学

決勝 6月2日 17:00

大会記録               5.81

桑畑　夢花(3) 広島   5.38    X   5.52    X    X   3.54    5.52 
ｸﾜﾊﾞﾀ ﾕﾒｶ 広島修道大学   +2.6   +1.8   +1.2    +1.8
岡野　和奏(1) 広島   5.28   5.41   5.04   5.23   5.17   5.16    5.41 公認 5.23
ｵｶﾉ ﾜｶﾅ 広島修道大学   +2.4   +2.1   +1.1   +1.2   +0.9   +0.7    +2.1 (+1.2)
佐々木　舞(1) 広島   3.43   4.82   4.87   3.51    X   3.51    4.87 
ｻｻｷ ﾏｲ 広島文化学園大   +1.3   +1.4   +1.8   +1.1   +2.3    +1.8
稲熊 詩帆(2) 愛知 欠場
ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 広島大学

決勝 6月2日 15:00

大会記録              10.30

岡野　和奏(1) 広島  10.08    X  11.59    X    X  11.06   11.59 大会新
ｵｶﾉ ﾜｶﾅ 広島修道大学   -0.2   +0.5   +0.4    +0.5
稲熊 詩帆(2) 愛知  10.77  10.75    X  10.62  10.65  10.75   10.77 大会新
ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 広島大学   -1.0   +0.6   -2.0   -0.4   -0.9    -1.0
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決勝 6月2日 17:30

関 菜都美(3) 香川
ｾｷ ﾅﾂﾐ 広島大学
立野　莉奈(1) 広島
ﾀﾁﾉ ﾘﾅ 広島文化学園大

決勝 6月2日 14:30

大会記録              39.21

渡邊　彩(2) 広島
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 福山平成大学
丸山　日華里(1) 広島
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾘ 広島経済大学
立野　莉奈(1) 広島
ﾀﾁﾉ ﾘﾅ 広島文化学園大
井上　美雅(3) 広島
ｲﾉｳｴ ﾐｶ 福山平成大学

決勝 6月2日 16:30

大会記録              43.77

村上 遥菜(3) 広島
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 広島大学
立野　莉奈(1) 広島
ﾀﾁﾉ ﾘﾅ 広島文化学園大
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