
決勝 6月3日 14:40

広島県記録            11.67
中四学生記録          11.68
大会記録              12.42

風速  0.0

 1 安田　夏生 広島県     13.20 
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島大学
武岡 瑞季 徳島県
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 広島大学
戸光　伊緒梨 広島県
ﾄﾓﾂ ｲｵﾘ 福山平成大学
丸山　実佳 広島県
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾐｶ 広島大学

決勝 6月3日 15:40

広島県記録          2,01.90
中四学生記録        2,08.53
大会記録            2,22.48

 1 林　沙知 広島県   2,36.22 
ﾊﾔｼ ｻﾁ 福山平成大学
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決勝 6月3日 15:20

広島県記録            59.06
中四学生記録          58.22
大会記録            1,06.38

 1 林　沙知 広島県   1,06.44 
ﾊﾔｼ ｻﾁ 福山平成大学

決勝 6月3日 14:00

広島県記録            46.37
中四学生記録          45.64
大会記録              48.05
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 1   6 福山平成大学 -1069 林　沙知     57.31 
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決勝 6月3日 16:00

広島県記録             1.83
中四国学生記録         1.81
大会記録               1.65

中村 美歩 広島県
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 広島県立大学

決勝 6月3日 17:00

広島県記録             6.59
中四学生記録           6.19
大会記録               5.81

桑畑 夢花 広島県 欠場
ｸﾜﾊﾞﾀ ﾕﾒｶ 修道大学
竹葉　千春 愛媛県 欠場
ﾀｹﾊﾞ ﾁﾊﾙ 広島経済大学
森内 砂希 広島県 欠場
ﾓﾘｳﾁ ｻｷ 修道大学
宗森 加奈子 広島県 欠場
ﾑﾈﾓﾘ ｶﾅｺ 修道大学
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決勝 6月3日 14:30

広島県記録            55.17
中四学生記録          48.88
大会記録              39.21

井上　美雅 広島県
ｲﾉｳｴ ﾐｶ 福山平成大学
渡邊　彩 広島県 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 福山平成大学

決勝 6月3日 16:30

広島県記録            54.50
中四学生記録          50.48
大会記録              40.88

村上　遥菜 広島県 大会新
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 広島大学
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