
高校男子100m

大会記録(GR)            10.65     木原　博(島根・益田東)                2003 10月10日 12:10 予　選
中国高校記録(AHR)       10.30     山縣　亮太(広島・修道)                2010 10月10日 14:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 岡　山

1 402 奥田　信太郎(2) 岡山工 1 459 横山　晃大(1) 美作
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡　山

2 622 中嶋　一貴(2) 鳥取工 2 412 三宅　諒亨(2) 岡山工
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ 広　島 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島　根

3 232 高橋　侃矢(1) 市立福山 3 856 中隠居　一輝(2) 明誠
ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ 島　根 ﾏﾂｵ ﾘｭｳｶﾞ 広　島

4 841 花田　達也(2) 大社 4 242 松尾　隆雅(2) 神辺旭
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ 広　島 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

5 211 山本　陣(1) 広島皆実 5 643 坂田　育斗(2) 鳥取育英
ｶｯﾀ ｷｽﾞｷ 島　根 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山　口

6 804 勝田　築(1) 開星 6 65 田村　紀樹(2) 下関商
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

7 644 塩川　圭吾(2) 鳥取育英 7 623 藤原　大輝(1) 鳥取城北
ﾐﾔﾀ ﾉﾘﾐﾁ 山　口 ｳﾈﾓﾘ ｻﾄｼ 山　口

8 36 宮田　至道(2) 誠英 8 37 畦森　智(1) 誠英

記録 記録



高校男子100m

大会記録(GR)            10.65     木原　博(島根・益田東)                2003 10月10日 12:10 予　選
中国高校記録(AHR)       10.30     山縣　亮太(広島・修道)                2010 10月10日 14:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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記録



高校男子200m

大会記録(GR)            21.35     奥迫　政之(広島・広島皆実)            1995 10月11日 11:20 予　選
中国高校記録(AHR)       20.81     山縣　亮太(広島・修道)                2010 10月11日 12:50 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾄﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ 広　島

1 452 土井　亮太郎(2) おかやま山陽 1 211 山本　陣(1) 広島皆実
ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ 鳥　取 ｾﾉｵ ｴｲｽｹ 岡　山

2 624 東岡　晃生(1) 鳥取城北 2 456 妹尾　英佑(2) 総社
ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ 島　根 ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 島　根

3 841 花田　達也(2) 大社 3 832 金山　陽平(2) 松江北
ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

4 402 奥田　信太郎(2) 岡山工 4 623 藤原　大輝(1) 鳥取城北
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ 広　島 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

5 232 高橋　侃矢(1) 市立福山 5 643 坂田　育斗(2) 鳥取育英
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 広　島 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山　口

6 250 山崎　開斗(1) 西条農 6 17 蒲生　望(2) 山口
ﾐﾔﾀ ﾉﾘﾐﾁ 山　口 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島　根

7 36 宮田　至道(2) 誠英 7 856 中隠居　一輝(2) 明誠
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山　口 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

8 65 田村　紀樹(2) 下関商 8 608 村上　拓哉(2) 倉吉東

記録 記録



高校男子200m

大会記録(GR)            21.35     奥迫　政之(広島・広島皆実)            1995 10月11日 11:20 予　選
中国高校記録(AHR)       20.81     山縣　亮太(広島・修道)                2010 10月11日 12:50 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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記録



高校男子400m

大会記録(GR)            47.71     茅田　昴(広島・修道)                  2009 10月10日 11:45 予　選
中国高校記録(AHR)       45.94     為末　大(広島・広島皆実)              1996 10月10日 14:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 岡　山 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 岡　山

1 462 原田　智規(2) 岡山城東 1 429 近藤　大希(2) 倉敷青陵
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ 広　島

2 645 岩本　恭平(2) 鳥取育英 2 212 野上　佳樹(1) 広島皆実
ｼﾏﾂﾞ ﾅｵｱｷ 広　島 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

3 227 島津　尚晃(2) 三原東 3 655 河上　昌宏(2) 八頭
ｳｴﾉ ｹｲﾀﾛｳ 山　口 ﾅﾜﾀ ﾗｲｾｲ 山　口

4 54 上野　慶太郎(2) 豊浦 4 47 縄田　來聖(2) 宇部鴻城
ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

5 668 生田　将己(2) 米子西 5 673 吉村　和真(2) 米子東
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ 島　根 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 山　口

6 811 森山　皓太(2) 出雲 6 16 藤本　将丞(2) 防府
ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 島　根 ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡　山

7 832 金山　陽平(2) 松江北 7 448 眞田　剛寛(2) 金光学園
ﾄｶﾞﾉ ｼｮｳﾔ 広　島 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 島　根

8 257 栂野　翔也(2) 西条農 8 833 武田　悠真(2) 松江北

記録 記録



高校男子400m

大会記録(GR)            47.71     茅田　昴(広島・修道)                  2009 10月10日 11:45 予　選
中国高校記録(AHR)       45.94     為末　大(広島・広島皆実)              1996 10月10日 14:10 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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記録



高校男子800m

大会記録(GR)            1:53.48   東原　壮助(岡山・岡山操山)            1997 10月11日 10:20 予　選
中国高校記録(AHR)       1:49.44   北村　智宏(広島・沼田)                1994 10月11日 12:05 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾅｶﾓﾄ ｿﾗ 広　島 ｶﾈﾄｳ ﾀｸﾐ 広　島

1 234 中本　宙良(1) 神辺旭 1 202 金藤　拓巳(2) 盈進
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

2 609 山崎　隼太郎(2) 倉吉東 2 674 石田　健太郎(2) 米子東
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 岡　山 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 島　根

3 470 竹内　優太(2) 岡山商大附 3 801 高橋　昂大(2) 安来
ﾊﾗ ｶﾝﾀ 島　根 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 鳥　取

4 826 原　貫太(2) 松江高専 4 656 吉田　寛治(1) 八頭
ｼｹﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 島　根 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡　山

5 857 重田　純太郎(1) 明誠 5 431 和田　龍汰(2) 倉敷南
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取 ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾗ 山　口

6 625 德田　大祐(2) 鳥取城北 6 18 藤井　泰良(2) 西京
ｱｶｷﾞ ﾖｳｽｹ 岡　山 ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 広　島

7 430 赤木　洋介(1) 倉敷天城 7 221 依田　祥吾(2) 広島観音
ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 山　口 ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ 山　口

8 61 長澤　明毅(2) 下関西 8 63 野原　幸也(2) 下関中央工

記録 記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組



高校男子800m

大会記録(GR)            1:53.48   東原　壮助(岡山・岡山操山)            1997 10月11日 10:20 予　選
中国高校記録(AHR)       1:49.44   北村　智宏(広島・沼田)                1994 10月11日 12:05 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子1500m

大会記録(GR)            3:50.32   徳本　一善(広島・沼田)                1996
中国高校記録(AHR)       3:45.27   徳本　一善(広島・沼田)                1997 10月10日 11:15 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 島　根

1 828 伊藤　太一(1) 松江南
ｶﾐｵｶ ﾀｸﾐ 島　根

2 858 上岡　拓海(2) 明誠
ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ 山　口

3 55 稲田　光希(2) 豊浦
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 山　口

4 3 吉岡　龍一(2) 徳山
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取

5 610 西田　到生(2) 倉吉東
ｺﾏﾂ ﾅｵｷ 岡　山

6 442 小松　直生(2) 水島工
ﾔﾏｻｷ ﾎﾀﾞｶ 島　根

7 818 山崎　穂高(1) 出雲工
ｳｴﾉ ｲﾂｷ 広　島

8 213 植野　樹(1) 広島皆実
ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 岡　山

9 434 大竹　康平(2) 倉敷商
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

10 640 奥本　裕貴(1) 鳥取西
ｺﾞｳﾀﾞ ﾜﾀﾙ 広　島

11 262 郷田　渉(2) 如水館
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

12 625 德田　大祐(2) 鳥取城北
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 山　口

13 19 森本　直樹(2) 西京
ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

14 626 西原　大貴(1) 鳥取城北
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広　島

15 203 横山　裕介(2) 賀茂
ﾅｺﾞｳ ﾊﾙｷ 岡　山

16 446 名合　治紀(1) 倉敷

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子5000m

大会記録(GR)            14:23.77  岡本　直巳(鳥取・由良育英)            2000
中国高校記録(AHR)       13:15.44  Ｃ．ディランゴ(広島・世羅)            2011 10月11日 11:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ 島　根

1 819 田部　雄作(2) 出雲工
ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ 山　口

2 20 雲井　崚太(2) 西京
ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 岡　山

3 427 池田　勘汰(2) 玉野光南
ｻﾈﾁｶ ﾘｷﾏﾙ 広　島

4 263 実近　力丸(2) 如水館
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥　取

5 667 本田　圭吾(2) 米子松蔭
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 鳥　取

6 675 福田　悠一(2) 米子東
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥　取

7 657 杉村　宗哉(2) 八頭
ｶﾐｵｶ ﾀｸﾐ 島　根

8 858 上岡　拓海(2) 明誠
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 広　島

9 201 岡田　燎(1) 安古市
ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳ 岡　山

10 463 本郷　諒(2) 岡山城東
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥　取

11 627 臼井　健太(2) 鳥取城北
ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳ 山　口

12 21 谷村　龍星(2) 西京
ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ 島　根

13 820 黒木　みひろ(2) 出雲工
ｺﾏﾂ ﾅｵｷ 岡　山

14 442 小松　直生(2) 水島工
ｵﾂｼﾞ ﾊﾔﾃ 広　島

15 247 尾辻　颯(2) 世羅
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 山　口

16 3 吉岡　龍一(2) 徳山

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子110mH(1.067m)

大会記録(GR)            14.56     矢田　弦(島根・松江北)                2011 10月10日 12:50 予　選
中国高校記録(AHR)       14.03     岡崎　正樹(岡山・岡山工)              2012 10月10日 14:55 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 山　口

1 602 山崎　利洋(2) 倉吉西 1 22 井上　翔遥(2) 西京
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

2 646 寺田　享平(2) 鳥取育英 2 611 進木　康汰(2) 倉吉東
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝ 島　根 ｶﾄﾞﾔ ﾋﾛｱｷ 山　口

3 843 北澤　諄(2) 大社 3 70 角屋　洋彰(2) 萩
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾀｶﾊﾀ ﾀﾞｲｷ 島　根

4 612 菊井　大輝(2) 倉吉東 4 842 高畑　大輝(2) 大社
ｷﾀｷ ﾕｳﾀ 広　島 ﾊﾔｼ ｶｲﾘ 岡　山

5 214 北木　裕太(1) 広島皆実 5 423 林　海里(2) 玉野光南
ﾌｼﾞﾑﾗ ｽﾅｵ 山　口 ｲｼｲ ﾀｲｾｲ 岡　山

6 23 藤村　直(1) 西京 6 461 石井　大晴(2) 岡山城東
ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡　山 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝ 島　根

7 418 難波　寛(1) 玉野光南 7 812 石田　舜(2) 出雲
ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 広　島 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広　島

8 235 大田　瑞奎(1) 神辺旭 8 223 岩本　康平(1) 広島工大

記録 記録



高校男子110mH(1.067m)

大会記録(GR)            14.56     矢田　弦(島根・松江北)                2011 10月10日 12:50 予　選
中国高校記録(AHR)       14.03     岡崎　正樹(岡山・岡山工)              2012 10月10日 14:55 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校男子400mH(0.914m)

大会記録(GR)            52.89     山本　諒(広島・広島工大高)            2012 10月11日 10:55 予　選
中国高校記録(AHR)       49.09     為末　大(広島・広島皆実)              1996 10月11日 12:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 広　島 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 218 渡邉　航大(2) 広島皆実 1 602 山崎　利洋(2) 倉吉西
ﾌｼﾞｺｼ ﾊﾙｷ 岡　山 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝ 島　根

2 457 藤越　春希(2) 新見 2 812 石田　舜(2) 出雲
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 山　口 ﾆｼｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 広　島

3 43 伊藤　大河(2) 野田学園 3 204 西岡　壮一朗(2) 海田
ｶﾜﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 岡　山 ﾋﾀﾞｶ ﾀｸﾏ 島　根

4 444 河田　晋一郎(2) 倉敷翠松 4 867 日高　拓真(2) 矢上
ｶﾜｻｷ ﾙｲ 広　島 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

5 225 川﨑　類(2) 高陽 5 611 進木　康汰(2) 倉吉東
ｲｼｲ ﾀｲｾｲ 岡　山 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

6 461 石井　大晴(2) 岡山城東 6 646 寺田　享平(2) 鳥取育英
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 島　根 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 山　口

7 813 藤原　侑斗(2) 出雲 7 16 藤本　将丞(2) 防府
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山　口

8 658 本城　和貴(2) 八頭 8 62 椎原　素哉(2) 下関西

記録 記録



高校男子400mH(0.914m)

大会記録(GR)            52.89     山本　諒(広島・広島工大高)            2012 10月11日 10:55 予　選
中国高校記録(AHR)       49.09     為末　大(広島・広島皆実)              1996 10月11日 12:30 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校男子3000mSC(0.914m)

大会記録(GR)            9:04.23   山下　聖人(鳥取・由良育英)            2000
中国高校記録(AHR)       8:44.77   櫛部　静二(山口・宇部鴻城)            1989 10月10日 15:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 山　口

1 24 石田　大輝(2) 西京
ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ 山　口

2 25 安村　晴樹(1) 西京
ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶ 山　口

3 48 工藤　竜翔(2) 宇部鴻城
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾋ 島　根

4 854 前田　雄飛(2) 浜田
ﾌﾅｷ ﾀｸﾐ 島　根

5 814 船木　拓海(2) 出雲
ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ 広　島

6 248 堀内　弘輝(2) 世羅
ﾔｽﾓﾄ ｹﾞﾝｺﾞ 鳥　取

7 641 安本　元虎(2) 鳥取西
ﾜｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 岡　山

8 447 脇本　岳(1) 倉敷
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 鳥　取

9 659 三ツ星　翔(2) 八頭
ｶﾒﾔﾏ ﾓﾄｷ 岡　山

10 443 亀山　基輝(2) 水島工
ﾅｷﾞﾗ ﾀｶﾄ 島　根

11 821 柳樂　天斗(2) 出雲工
ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 岡　山

12 427 池田　勘汰(2) 玉野光南
ｻﾜ ｼｭｳﾅ 鳥　取

13 660 澤　蹴也(2) 八頭
ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ 広　島

14 233 森田　将平(2) 修道
ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

15 626 西原　大貴(1) 鳥取城北
ｶﾘﾉ ﾐｻｷ 広　島

16 249 狩野　未基(2) 世羅

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子5000mW

大会記録(GR)            21:23.09  泉　健太(島根・松江北)                2014
中国高校記録(AHR)       20:11.83  山根　千尋(広島・西条農)              2003 10月10日 15:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｺﾝﾔ ﾏｷﾄ 岡　山

1 471 紺屋　槙斗(2) 岡山商大附
ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡　山

2 445 遠山　航平(2) 倉敷翠松
ﾔﾏﾈ ﾀｶｱｷ 山　口

3 72 山根　昂明(2) 萩
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾔ 広　島

4 222 立花　悠弥(1) 広島工
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山　口

5 73 中村　悠介(2) 大津緑洋
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾔ 広　島

6 205 田中　愛也(2) 海田
ﾀﾆﾓﾄ ﾏｺﾄ 鳥　取

7 662 谷本　真(1) 八頭
ｾﾝｷﾞｸ ﾄﾓﾔ 広　島

8 208 千菊　智也(2) 広大附福山
ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥　取

9 629 澤本　拓真(2) 鳥取城北
ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 島　根

10 834 泉　健太(2) 松江北
ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞﾖｼ 山　口

11 71 木下　豪慶(2) 萩
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

12 628 山田　健太郎(2) 鳥取城北
ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ 岡　山

13 401 中田　悠斗(2) 岡山東商
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｵﾘ 鳥　取

14 661 谷口　偉織(2) 八頭
ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛｷ 島　根

15 859 若松　弘樹(2) 明誠
ｵｸﾐｮｳ ﾅﾂｷ 島　根

16 835 奥名　夏喜(2) 松江北

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子4X100mR

大会記録(GR)            41.65     永田・矢田・中村・金森(島根・松江北)  2011 10月10日 10:40 予　選
中国高校記録(AHR)       40.53     広山・金子・尾原・細田(島根・平田)    1995 10月10日 16:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 623 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ (   ) 7 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｼ (   ) 402 ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
(   ) 624 ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ (   ) 8 ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ (   ) 403 ｺﾚﾋｻ ﾕｳｷ
(   ) 634 ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ (   ) 9 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ (   ) 405 ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ
(   ) 635 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ (   ) 10 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ (   ) 407 ﾃﾗﾏﾁ ｶｽﾞﾔ
(   ) 636 ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ (   ) 11 ｼﾛﾉ ﾏｻﾀｶ (   ) 411 ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾄ
(   ) 637 ｳﾗｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ (   ) 12 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ (   ) 412 ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 36 ﾐﾔﾀ ﾉﾘﾐﾁ (   ) 449 ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ (   ) 22 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ
(   ) 37 ｳﾈﾓﾘ ｻﾄｼ (   ) 450 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾄ (   ) 28 ﾄﾞｳﾒﾝ ﾌｳｶﾞ
(   ) 40 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ (   ) 451 ﾓﾘﾀ ｹｲﾄ (   ) 29 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾋ
(   ) 41 ｶｼﾍﾞ ﾏｻﾄ (   ) 452 ﾄﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ (   ) 30 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ
(   ) 42 ｼﾗｻｶ ﾀﾞｲｷ (   ) 453 ｱｶｷﾞ ﾘﾝ (   ) 31 ｵｵｶﾞ ﾏｻﾋｺ
(   ) (   ) 454 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ (   ) 32 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 608 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ (   ) 841 ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ
(   ) 611 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ (   ) 845 ｶﾈﾂｷ ﾋﾛﾏｻ
(   ) 612 ｷｸｲ ﾋﾛｷ (   ) 846 ｵｵﾉ ｿｳﾏ
(   ) 615 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ (   ) 848 ｵｵｳｴ ｱｷﾄ
(   ) 616 ﾌｸｷ ｹﾝﾄ (   ) 849 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ
(   ) 617 ｻﾅｴ ﾀｸﾔ (   ) 850 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 460 ｾﾄｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ (   ) 832 ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ (   ) 235 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ
(   ) 464 ｺｼﾑﾈ ﾋﾛｱｷ (   ) 833 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ (   ) 238 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ
(   ) 465 ﾎｯｶ ﾕｳｷ (   ) 836 ｲﾁﾉﾍ ﾘｮｳﾀﾛｳ (   ) 239 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ
(   ) 466 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｲﾁ (   ) 837 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ (   ) 242 ﾏﾂｵ ﾘｭｳｶﾞ
(   ) 467 ﾅｶﾞｵ ｶｲﾄ (   ) 838 ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ (   ) 245 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ
(   ) 469 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ (   ) 839 ｲｼﾃﾞ ｿｳｼ (   ) 246 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 644 ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ (   ) 250 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ (   ) 673 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
(   ) 645 ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ (   ) 251 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ (   ) 676 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ
(   ) 648 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ (   ) 252 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ (   ) 677 ﾋﾛｴ ﾘｮｳ
(   ) 650 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ (   ) 253 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ (   ) 678 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ
(   ) 651 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ (   ) 254 ｵｶﾂﾞｴ ﾀｶｼ (   ) 679 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ
(   ) 652 ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ (   ) 259 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ (   ) 680 ﾌﾀｺﾞｲｼ ｿｳ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 211 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ (   ) 805 ｾﾞﾝﾅﾐ ﾀｲｶﾞ
(   ) 212 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ (   ) 806 ﾅｶﾏｴ ﾕｳﾄ
(   ) 214 ｷﾀｷ ﾕｳﾀ (   ) 807 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ
(   ) 215 ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾌﾞ (   ) 808 ﾏｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ
(   ) 219 ｾﾘﾀ ﾜｦﾝ (   ) 809 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
(   ) 220 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ (   ) 810 ｺｼﾉ ﾘｭｳｾｲ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

藤原　大輝(1)
東岡　晃生(1)
平尾　希望(2)
米澤　尚宏(1)
山根　真央(2)
浦島　大典(1)

徳山商工(山　口)

松村　厚志(2)
山﨑　真平(2)
藤井　卓弥(2)
高橋　悠真(2)
白野　聖卓(1)
小林　翔太(2)

鳥取城北(鳥　取)

植田　尚斗(2)
三宅　諒亨(2)

誠英(山　口)

宮田　至道(2)
畦森　智(1)

岡山工(岡　山)

奥田　信太郎(2)

伊久　雄騎(2)
河田　龍弥(2)
寺町　和也(2)

清水　達也(1)
樫部　聖人(2)
白坂　大輝(2)

おかやま山陽(岡　山)

小田　大暉(2)
杉田　直登(2)
森田　圭斗(2)
土井　亮太郎(2)

赤木　凛(1)
岡田　駿介(1)

西京(山　口)

井上　翔遥(2)
堂面　風雅(2)
中嶋　祐飛(1)
後藤　稜平(1)
大賀　正彦(2)
山村　裕樹(1)

山上　響輝(1)

倉吉東(鳥　取)

村上　拓哉(2)
進木　康汰(2)
菊井　大輝(2)
石井　智也(1)

大社(島　根)

花田　達也(2)
金築　大将(2)
大野　奏真(2)
大上　明人(2)
足立　悠旗(1)

瀬戸川　将章(2)

越宗　洋暁(1)
法花　侑希(1)
大谷　湧一(2)

福木　健人(1)
早苗　拓哉(1)

長尾　海杜(2)
三浦　弘貴(2)

松江北(島　根)

金山　陽平(2)
武田　悠真(2)
一戸　遼太郎(2)

田中　瑞樹(2)
引野　隆輔(2)
石出　創士(2)

岡山城東(岡　山)

山下　雄大(2)
富山　弘貴(2)

鳥取育英(鳥　取)

塩川　圭吾(2)
岩本　恭平(2)

神辺旭(広　島)

大田　瑞奎(1)
内田　祐斗(1)
工藤　和真(1)
松尾　隆雅(2)

二子石　想(1)

塩川　直人(1)
林　佑亮(2)
中村　航大(1)
米田　渉(1)

西条農(広　島)

山崎　開斗(1)
長尾　祐汰(1)
冨士本　有希(1)

川上　達也(1)

米子東(鳥　取)

吉村　和真(2)
谷本　恵太郎(2)

廣江　嶺(2)
二宮　佑樹(1)
森本　尚基(1)

山本　陣(1)
野上　佳樹(1)
北木　裕太(1)
小松　将伸(1)

岡杖　喬(1)
大坪　柊也(2)

芹田　和音(2)
村上　浩平(2)

開星(島　根)

善浪　大雅(2)
中前　佑人(2)
畑中　将彦(2)
槇原　千裕(2)
岸本　将之(2)
越野　龍聖(1)

広島皆実(広　島)



高校男子4X100mR

大会記録(GR)            41.65     永田・矢田・中村・金森(島根・松江北)  2011 10月10日 10:40 予　選
中国高校記録(AHR)       40.53     広山・金子・尾原・細田(島根・平田)    1995 10月10日 16:20 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1 (   )

2 (   )

3 (   )

4 (   )

5 (   )

6 (   )

7 (   )

8 (   )



高校男子4X400mR

大会記録(GR)            3:16.06   古田・建田・浅井・浦野(広島・広島皆実)2007 10月11日 09:45 予　選
中国高校記録(AHR)       3:11.54   浅井・建田・厚見・浦野(広島・広島皆実)2008 10月11日 13:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 234 ﾅｶﾓﾄ ｿﾗ (   ) 435 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ (   ) 856 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ
(   ) 235 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ (   ) 436 ﾋｳﾗ ｶﾝﾀ (   ) 862 ﾆｯﾀ ｱﾂｼ
(   ) 238 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ (   ) 437 ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ (   ) 863 ﾔﾉ ｺｳｷ
(   ) 240 ｶｻｲ ｿﾗ (   ) 438 ｶﾜｲ ﾘｮｳ (   ) 864 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
(   ) 241 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ (   ) 440 ｵｻｶ ﾅｵｷ (   ) 865 ｵｵｻｷ ﾊﾙﾄ
(   ) 242 ﾏﾂｵ ﾘｭｳｶﾞ (   ) 441 ﾊﾔｼ ﾉｿﾞﾑ (   ) 866 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 250 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ (   ) 624 ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ (   ) 608 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
(   ) 255 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ (   ) 631 ｷﾇﾐ ﾘｸ (   ) 611 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ
(   ) 256 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ (   ) 634 ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ (   ) 612 ｷｸｲ ﾋﾛｷ
(   ) 257 ﾄｶﾞﾉ ｼｮｳﾔ (   ) 635 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ (   ) 615 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ
(   ) 260 ﾅｶﾏｽ ﾕｳ (   ) 638 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ (   ) 617 ｻﾅｴ ﾀｸﾔ
(   ) 261 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲﾁ (   ) 639 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ (   ) 618 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 673 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ (   ) 414 ｵｵﾓﾄ ｺｳｾｲ
(   ) 674 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ (   ) 415 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
(   ) 676 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ (   ) 417 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ
(   ) 677 ﾋﾛｴ ﾘｮｳ (   ) 419 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
(   ) 678 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ (   ) 424 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｼﾞ
(   ) 680 ﾌﾀｺﾞｲｼ ｿｳ (   ) 425 ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 54 ｳｴﾉ ｹｲﾀﾛｳ (   ) 402 ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ (   ) 47 ﾅﾜﾀ ﾗｲｾｲ
(   ) 56 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄ (   ) 403 ｺﾚﾋｻ ﾕｳｷ (   ) 49 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ
(   ) 57 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾕｷ (   ) 404 ﾅｷﾞ ﾓﾄｷ (   ) 50 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ
(   ) 58 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｱｷ (   ) 405 ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ (   ) 51 ﾜｶﾂｷ ｹｲｽｹ
(   ) 59 ｳｴﾉ ｱﾗﾀ (   ) 408 ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ (   ) 52 ﾀｹﾅﾐ ﾏｻﾌﾐ
(   ) 60 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ (   ) 410 ﾊﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ (   ) 53 ﾀﾙﾄｺ ｹｲﾄ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 211 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ (   ) 644 ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ (   ) 832 ｶﾅﾔﾏ ﾖｳﾍｲ
(   ) 212 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼｷ (   ) 645 ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ (   ) 833 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ
(   ) 214 ｷﾀｷ ﾕｳﾀ (   ) 646 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ (   ) 836 ｲﾁﾉﾍ ﾘｮｳﾀﾛｳ
(   ) 216 ﾄﾉ ｼｭﾝｽｹ (   ) 651 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ (   ) 837 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
(   ) 217 ｺﾔﾏ ﾕｳｾｲ (   ) 653 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ (   ) 838 ﾋｷﾉ ﾘｭｳｽｹ
(   ) 218 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ (   ) 654 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ (   ) 839 ｲｼﾃﾞ ｿｳｼ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 841 ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ (   ) 22 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ
(   ) 845 ｶﾈﾂｷ ﾋﾛﾏｻ (   ) 29 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾋ
(   ) 849 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ (   ) 32 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ
(   ) 850 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ (   ) 33 ｲﾜﾀ ﾄｼｷ
(   ) 851 ﾎｼﾉ ｾｲﾔ (   ) 34 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ
(   ) 852 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ (   ) 35 ｲｴﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

中本　宙良(1)
大田　瑞奎(1)
内田　祐斗(1)
笠井　銀河(1)
木村　優希(1)
松尾　隆雅(2)

倉敷工(岡　山)

武村　佑助(2)
日浦　幹太(2)
長谷井　和幸(2)

川相　遼(2)
苧坂　直樹(2)
林　望(1)

神辺旭(広　島)

大崎　晴斗(1)
吉田　寛大(1)

西条農(広　島)

山崎　開斗(1)
山口　亮輔(1)

明誠(島　根)

中隠居　一輝(2)

新田　篤史(2)
矢野　巧樹(2)
橋本　大輝(1)

富永　優(1)
栂野　翔也(2)
中増　優(2)
中野　大地(2)

鳥取城北(鳥　取)

東岡　晃生(1)
絹見　利来(1)
平尾　希望(2)
米澤　尚宏(1)
福田　昂大(1)
小泉　健(1)

倉吉東(鳥　取)

村上　拓哉(2)
進木　康汰(2)
菊井　大輝(2)
石井　智也(1)
早苗　拓哉(1)
杉山　駿(1)

合田　諒(2)

米子東(鳥　取)

吉村　和真(2)
石田　健太郎(2)

谷本　恵太郎(2)

廣江　嶺(2)

玉野光南(岡　山)

大元　洸星(1)
近藤　雄太(1)
山崎　達哉(1)
岡田　和大(1)
杉山　怜司(2)

上野　慶太郎(2)

中島　博登(2)
廣田　将之(2)
泉　智明(2)

二宮　佑樹(1)
二子石　想(1)

上野　新太(1)
山田　直樹(1)

岡山工(岡　山)

奥田　信太郎(2)

伊久　雄騎(2)
梛木　元貴(2)
河田　龍弥(2)
友杉　幸輝(2)
林　真太郎(2)

豊浦(山　口)

武波　雅史(1)
樽床　慧人(1)

広島皆実(広　島)

山本　陣(1)
野上　佳樹(1)

宇部鴻城(山　口)

縄田　來聖(2)
新井　誠也(2)
正路　悠(1)
若月　慧輔(1)

石出　創士(2)

北木　裕太(1)
登野　隼輔(1)
小山　結世(1)
渡邉　航大(2)

鳥取育英(鳥　取)

塩川　圭吾(2)
岩本　恭平(2)
寺田　享平(2)
中村　航大(1)

松江北(島　根)

金山　陽平(2)
武田　悠真(2)
一戸　遼太郎(2)

田中　瑞樹(2)
引野　隆輔(2)

花田　達也(2)
金築　大将(2)
足立　悠旗(1)
山上　響輝(1)

松本　岳(2)
小林　陸丘登(1)

星野　成哉(2)
桐原　勇斗(1)

西京(山　口)

井上　翔遥(2)
中嶋　祐飛(1)
山村　裕樹(1)
岩田　惇希(2)
西田　侑生(2)
家村　隆介(1)

大社(島　根)



高校男子4X400mR

大会記録(GR)            3:16.06   古田・建田・浅井・浦野(広島・広島皆実)2007 10月11日 09:45 予　選
中国高校記録(AHR)       3:11.54   浅井・建田・厚見・浦野(広島・広島皆実)2008 10月11日 13:40 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1 (   )

2 (   )

3 (   )

4 (   )

5 (   )

6 (   )

7 (   )

8 (   )



高校男子走高跳

大会記録(GR)            2m05      中村　嘉孝(広島・三次)                2005
中国高校記録(AHR)       2m21      山本　寿徳(岡山・美作)                1979 10月11日 10:00 決　勝

決　勝　

ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島

1 230 古閑　翔太朗(1) 山陽
ﾑｶｲﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 広　島

2 243 向田　椋哉(2) 神辺旭
ﾏｴﾀﾞ ﾌｳｺﾞ 山　口

3 66 前田　楓悟(1) 下関商
ｼｼﾞｷ ｶｽﾞﾏ 島　根

4 855 志食　和馬(2) 平田
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 岡　山

5 416 藤原　宏太(1) 玉野光南
ｱﾘｷ ﾘｭｳﾀ 広　島

6 210 有木　隆太(2) 広島井口
ﾓﾘﾓﾄ ｺｲﾁﾛｳ 鳥　取

7 669 森元　虎一郎(2) 米子西
ｶﾜｺﾞｴ ﾕﾀｶ 山　口

8 13 川越　豊(1) 南陽工
ﾏｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 岡　山

9 406 牧村　尚磨(1) 岡山工
ﾊｼｲ ﾕｳﾏ 鳥　取

10 647 橋井　勇磨(2) 鳥取育英
ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ 鳥　取

11 670 檜　拓哉(2) 米子西
ﾅｶｵ ｱﾄﾑ 島　根

12 860 中尾　亜斗夢(2) 明誠
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥　取

13 613 遠藤　彦輝(1) 倉吉東
ｷｯｶﾜ ｶｽﾞｷ 島　根

14 803 吉川　和希(2) 横田
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 岡　山

15 413 藤本　朋希(1) 玉野光南
ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛﾑ 山　口

16 38 岩本　啓睦(2) 誠英

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



高校男子棒高跳

大会記録(GR)            4m90      澤　慎吾(島根・大社)                  2013
中国高校記録(AHR)       5m25      澤　慎吾(島根・大社)                  2013 10月10日 11:00 決　勝

決　勝　

ｵｶﾓﾄ ｴﾙ 広　島

1 236 岡本　江琉(1) 神辺旭
ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾅﾘ 鳥　取

2 619 今西　弘成(1) 倉吉北
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 広　島

3 209 田中　智之(1) 広島井口
ｶﾔﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 岡　山

4 475 茅原　知諒(1) 岡山商大附
ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取

5 603 寺田　魁(2) 倉吉総産
ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 島　根

6 822 本多　健太郎(2) 出雲西
ｶﾝ ｿｳｲﾁﾛｳ 広　島

7 237 菅　颯一郎(1) 神辺旭
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳ 島　根

8 830 橋本　翔(2) 松江農林
ｸﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 鳥　取

9 620 鍬本　聡大(1) 倉吉北
ｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山　口

10 39 家本　大輝(2) 誠英
ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 山　口

11 14 林　要瑠(1) 南陽工
ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ 岡　山

12 472 水嶋　泰成(2) 岡山商大附
ﾅｷﾞﾗ ｱﾂｼ 島　根

13 844 柳楽　篤志(2) 大社
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 岡　山

14 426 山本　虎之介(2) 玉野光南
ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 山　口

15 15 川口　泰典(1) 南陽工

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



高校男子走幅跳

大会記録(GR)            7m54      安倍　翔太(鳥取・境港工)              2000
中国高校記録(AHR)       7m54      秋山　雄一(岡山・関西)                1983 10月10日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥　取

1 648 塩川　直人(1) 鳥取育英
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 岡　山

2 409 中澤　智成(2) 岡山工
ｶﾈﾂｷ ﾋﾛﾏｻ 島　根

3 845 金築　大将(2) 大社
ｷﾇﾐ ﾘｸ 鳥　取

4 631 絹見　利来(1) 鳥取城北
ｸﾗﾅｶﾞ ﾖｼﾃﾙ 山　口

5 26 蔵永　善輝(1) 西京
ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 岡　山

6 458 村松　隼(2) 津山
ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取

7 630 西村　誠悟(2) 鳥取城北
ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾌﾞ 広　島

8 215 小松　将伸(1) 広島皆実
ｵｵﾀｵ ﾕｳｷ 島　根

9 853 大峠　佑樹(2) 大田
ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡　山

10 412 三宅　諒亨(2) 岡山工
ﾋｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 広　島

11 224 日隅　健太郎(1) 広島国際学院
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 山　口

12 27 佐藤　拓海(2) 西京
ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 山　口

13 62 椎原　素哉(2) 下関西
ｶﾈﾂｷ ﾘｭｳﾔ 広　島

14 231 鐘築　龍也(2) 山陽
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 島　根

15 829 伊藤　弘紀(2) 松江南
ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥　取

16 649 福見　一城(1) 鳥取育英



高校男子三段跳

大会記録(GR)            14m63     淺田　怜駿(山口・徳山)                2011
中国高校記録(AHR)       15m53     塩見　将輔(岡山・玉野光南)            2006 10月11日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳｼﾛ ﾏｻﾀｶ 山　口

1 4 神代　真嵩(2) 徳山
ｵｵﾉ ｿｳﾏ 島　根

2 846 大野　奏真(2) 大社
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 岡　山

3 409 中澤　智成(2) 岡山工
ｿﾉﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島　根

4 815 園山　雄一郎(2) 出雲
ｱﾘﾅｶﾞ ﾄﾓﾔ 山　口

5 45 有永　智哉(2) 宇部工
ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥　取

6 632 中井　廉(2) 鳥取城北
ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 岡　山

7 458 村松　隼(2) 津山
ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 広　島

8 228 岡本　健(2) 三原東
ｶｲﾊﾗ ﾖｳ 岡　山

9 439 貝原　陽(2) 倉敷工
ｶﾈﾂｷ ﾘｭｳﾔ 広　島

10 231 鐘築　龍也(2) 山陽
ｺｳﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 広　島

11 265 幸谷　亮汰(2) 尾道北
ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取

12 630 西村　誠悟(2) 鳥取城北
ｶﾈﾂｷ ﾋﾛﾏｻ 島　根

13 845 金築　大将(2) 大社
ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取

14 671 木村　海登(2) 米子西
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山　口

15 5 田中　友晟(2) 徳山
ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

16 663 森田　大希(2) 八頭



高校男子砲丸投(6.000kg)

大会記録(GR)            14m32     松村　恭汰(鳥取・八頭)                2014
中国高校記録(AHR)       16m84     福島　翔太郎(島根・大社)              2006 10月11日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岡　山

1 420 問田　和雅(2) 玉野光南
ｷﾖﾊﾗ ﾋﾗﾋﾄ 島　根

2 847 清原　平仁(2) 大社
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 広　島

3 229 後藤　祥太(2) 三原東
ｻｷﾓﾄ ｶｽﾞﾀﾀﾞ 広　島

4 258 崎本　和忠(2) 西条農
ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

5 672 太田　尚吾(2) 米子西
ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ 山　口

6 68 三船　裕斗(2) 早鞆
ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡　山

7 474 前田　瑞輝(1) 岡山商大附
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

8 664 川村　拓矢(2) 八頭
ｿｸｾｷ ﾋﾛｷ 山　口

9 2 即席　裕樹(2) 光
ｲｼﾑﾗ ﾚﾝ 山　口

10 1 石村　蓮(2) 岩国工
ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 岡　山

11 421 田村　基暉(2) 玉野光南
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 鳥　取

12 621 中村　文哉(1) 倉吉北
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 島　根

13 861 山本　幸志郎(2) 明誠
ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 広　島

14 267 酒井　将太(2) 福山工
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取

15 666 田中　哉亘(2) 米子
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 島　根

16 823 田中　亮伍(2) 松江工



高校男子円盤投(1.750kg)

大会記録(GR)            45m05     安倍　宏駿(岡山・玉野光南)            2010
中国高校記録(AHR)       50m63     安倍　宏駿(岡山・玉野光南)            2011 10月10日 10:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 広　島

1 264 藤原　崚(2) 如水館
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取

2 666 田中　哉亘(2) 米子
ﾂﾓﾘ ﾕｳｷ 山　口

3 64 津守　優希(2) 下関工
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 広　島

4 229 後藤　祥太(2) 三原東
ｷﾖﾊﾗ ﾋﾗﾋﾄ 島　根

5 847 清原　平仁(2) 大社
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

6 601 向井　亮太(2) 岩美
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 岡　山

7 468 藤原　柚至(2) 岡山城東
ﾋﾛﾔﾏ ﾕｳｷ 山　口

8 69 広山　侑樹(2) 早鞆
ｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 島　根

9 824 須田　賢司(2) 松江工
ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡　山

10 474 前田　瑞輝(1) 岡山商大附
ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 広　島

11 226 影山　竣亮(2) 三原
ｶﾄｳ ﾘｸ 島　根

12 825 加藤　陸(2) 松江工
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

13 664 川村　拓矢(2) 八頭
ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 岡　山

14 421 田村　基暉(2) 玉野光南
ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾔ 山　口

15 67 森下　将也(2) 下関商
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取

16 633 谷尻　友也(2) 鳥取城北



高校男子ハンマー投(6.000kg)

大会記録(GR)            60m81     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2008
中国高校記録(AHR)       68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2009 10月10日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 島　根

1 823 田中　亮伍(2) 松江工
ｻｺ ｱｷﾗ 山　口

2 6 佐古　享(2) 徳山商工
ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ 岡　山

3 455 長野　海都(2) 岡山龍谷
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥　取

4 665 中島　優也(2) 八頭
ｱﾏﾉ ｶｲﾄ 広　島

5 206 天野　海斗(2) 近大福山
ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 岡　山

6 422 藤沢　佳祐(2) 玉野光南
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 鳥　取

7 621 中村　文哉(1) 倉吉北
ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄ 山　口

8 56 中島　博登(2) 豊浦
ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 広　島

9 267 酒井　将太(2) 福山工
ﾂﾓﾘ ﾕｳｷ 山　口

10 64 津守　優希(2) 下関工
ﾔﾏﾜｸ ﾏｻﾔ 鳥　取

11 605 山涌　柾哉(2) 倉吉総産
ﾖｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 岡　山

12 433 吉本　瑞季(2) 倉敷商
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

13 604 川本　大貴(1) 倉吉総産
ｶﾄﾞﾜｷ ｻﾄｼ 島　根

14 827 門脇　聡志(2) 松江西
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 島　根

15 831 小林　篤史(2) 松江農林
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 広　島

16 264 藤原　崚(2) 如水館



高校男子やり投(0.800kg)

大会記録(GR)            63m86     山本　一喜(広島・廿日市)              2001
中国高校記録(AHR)       72m52     森澤　公雄(鳥取・鳥取商)              1988 10月11日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 島　根

1 817 山本　卓矢(2) 出雲
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾕｷ 山　口

2 57 廣田　将之(2) 豊浦
ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 鳥　取

3 606 前田　裕介(2) 倉吉総産
ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾏｻ 岡　山

4 432 藤井　駿匡(2) 倉敷古城池
ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 広　島

5 244 橋本　翼(2) 神辺旭
ｳﾏｷ ｼﾞｭﾘ 岡　山

6 473 馬木　樹里(2) 岡山商大附
ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ 岡　山

7 428 安部　義人(2) 倉敷鷲羽
ｱﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ 島　根

8 816 安部　圭太郎(2) 出雲
ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥　取

9 614 田口　光樹(1) 倉吉東
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷｵ 広　島

10 207 山田　時生(2) 銀河学院
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 広　島

11 266 山本　匠(2) 府中
ｲｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山　口

12 46 石本　大貴(2) 小野田工
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

13 642 石田　祐介(2) 鳥取西
ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 島　根

14 802 和田　大祐(2) 安来
ｲﾉｸﾏ ｺｳﾀ 山　口

15 44 猪熊　航太(2) 野田学園
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥　取

16 607 鈴木　真人(1) 倉吉総産



高校女子100m

大会記録(GR)            11.95     湯淺　佳那子(広島・広島皆実)          2014 10月10日 12:00 予　選
中国高校記録(AHR)       11.77     青山　聖佳(島根・松江商)              2014 10月10日 14:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 山　口 ﾐｽﾞｼ ﾘｺ 島　根

1 16 岩本　麻衣(1) 西京 1 816 水師　莉子(2) 大社
ｷｼ ｶﾉｺ 岡　山 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 山　口

2 423 岸　佳乃子(2) 玉野光南 2 15 田村　沙良(2) 西京
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 山　口

3 605 相生　七海(1) 倉吉東 3 30 河野　友美(1) 誠英
ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡　山 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

4 436 齋藤　愛美(1) 倉敷中央 4 606 遠藤　菜々(2) 倉吉東
ﾎﾝﾏ ﾅﾂﾐ 広　島 ﾐﾔﾁ ﾕｳﾒ 広　島

5 239 本間　奈摘(2) 神辺旭 5 235 宮地　佑芽(1) 神辺旭
ﾐｶﾐ ﾏﾅ 島　根 ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

6 845 三上　真奈(2) 矢上 6 621 上田　真悠(2) 鳥取城北
ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ 広　島 ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ 島　根

7 209 高瀬　愛実(2) 広島 7 838 前田　瑠音(1) 明誠
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡　山

8 660 岡崎　穂乃香(2) 米子東 8 441 澤谷　柚花(1) 倉敷中央

記録 記録



高校女子100m

大会記録(GR)            11.95     湯淺　佳那子(広島・広島皆実)          2014 10月10日 12:00 予　選
中国高校記録(AHR)       11.77     青山　聖佳(島根・松江商)              2014 10月10日 14:20 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校女子200m

大会記録(GR)            24.31     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月11日 11:10 予　選
中国高校記録(AHR)       23.78     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月11日 12:40 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 岡　山 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 広　島

1 441 澤谷　柚花(1) 倉敷中央 1 211 渡部　仁美(1) 広島皆実
ﾋﾗｲ ﾘﾎ 岡　山 ｷｼ ｶﾉｺ 岡　山

2 430 平井　里歩(2) 美作 2 423 岸　佳乃子(2) 玉野光南
ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島　根 ﾔﾀ ｼｽﾞｶ 島　根

3 810 大賀　結莉(1) 松江北 3 817 矢田　静香(2) 大社
ﾀﾑﾗ ｻﾗ 山　口 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 山　口

4 15 田村　沙良(2) 西京 4 17 門田　彩乃(2) 西京
ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ 広　島 ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

5 225 上田　万葉(1) 舟入 5 621 上田　真悠(2) 鳥取城北
ﾐｽﾞｼ ﾘｺ 島　根 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

6 816 水師　莉子(2) 大社 6 660 岡崎　穂乃香(2) 米子東
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取 ﾄｳｶﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

7 605 相生　七海(1) 倉吉東 7 620 東上　紗耶(2) 鳥取商
ｸﾊﾗ ｱﾔﾅ 山　口 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 広　島

8 38 久原　彩奈(2) 豊浦 8 253 松本　磨美(2) 西条農

記録 記録



高校女子200m

大会記録(GR)            24.31     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月11日 11:10 予　選
中国高校記録(AHR)       23.78     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月11日 12:40 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校女子400m

大会記録(GR)            54.83     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月10日 11:30 予　選
中国高校記録(AHR)       52.99     青山　聖佳(島根・松江商)              2014 10月10日 14:00 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 島　根 ﾔﾀ ｼｽﾞｶ 島　根

1 811 藤原　茉奈美(2) 松江北 1 817 矢田　静香(2) 大社
ｵｵﾀ ﾕｷ 岡　山 ﾊﾔｶﾜ ﾎﾉｶ 山　口

2 404 太田　有紀(2) 岡山操山 2 47 早川　歩乃佳(2) 下関西
ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ 広　島 ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ 鳥　取

3 225 上田　万葉(1) 舟入 3 662 山根　美紗(2) 米子南
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥　取 ｺﾆｼ ﾅﾅ 岡　山

4 608 井上　佳奈(1) 倉吉東 4 411 小西　菜奈(2) 岡山東商
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 広　島 ﾄｳｶﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

5 253 松本　磨美(2) 西条農 5 620 東上　紗耶(2) 鳥取商
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 山　口 ｼｶﾓﾄ ﾏﾋﾛ 岡　山

6 39 下村　晴(2) 豊浦 6 447 鹿本　真尋(2) 岡山城東
ｲﾂﾞ ﾓｴﾘ 島　根 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取

7 828 伊津　萌里(2) 浜田 7 607 谷口　寧那(2) 倉吉東
ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 山　口 ｵﾀﾞ ﾄﾓｶ 広　島

8 6 三吉　のぞ美(2) 徳山 8 219 小田　朋佳(2) 高陽東

記録 記録



高校女子400m

大会記録(GR)            54.83     青山　聖佳(島根・松江商)              2013 10月10日 11:30 予　選
中国高校記録(AHR)       52.99     青山　聖佳(島根・松江商)              2014 10月10日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校女子800m

大会記録(GR)            2:11.87   郷田　光江(島根・開星)                1995 10月11日 10:05 予　選
中国高校記録(AHR)       2:04.44   久保　瑠里子(広島・広島井口)          2006 10月11日 11:55 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵﾆｼ ｻｸﾗ 山　口 ﾏﾂｳﾗ ﾓｴ 島　根

1 18 大西　咲良(2) 西京 1 829 松浦　萌笑(1) 浜田
ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 山　口 ｱﾘﾓﾄ ﾐｸ 鳥　取

2 40 坪井　皓香(1) 豊浦 2 623 有本　光玖(1) 鳥取城北
ﾔﾏﾈ ﾚﾅ 島　根 ﾑﾛﾀ ｷｮｳｺ 岡　山

3 825 山根　澪那(2) 大東 3 429 室田　杏子(1) 興譲館
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 岡　山 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 広　島

4 449 小林　遥(2) 岡山城東 4 207 大迫　晴香(1) 広
ｺﾆｼ ﾘﾅ 岡　山 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取

5 409 小西　里奈(1) 岡山東商 5 639 小林　優香(2) 鳥取育英
ｺﾞﾄｳ ﾅｵ 鳥　取 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 山　口

6 622 後藤　奈央(1) 鳥取城北 6 39 下村　晴(2) 豊浦
ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥　取 ｻｶｴ ｱｶﾈ 広　島

7 640 河本　希望(2) 鳥取育英 7 226 坂江　茜音(1) 舟入
ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ 広　島 ﾖｼｲ ﾉﾝﾉ 島　根

8 215 吉田　かれん(2) 広島皆実 8 807 吉井　暖乃(1) 出雲

記録 記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組



高校女子800m

大会記録(GR)            2:11.87   郷田　光江(島根・開星)                1995 10月11日 10:05 予　選
中国高校記録(AHR)       2:04.44   久保　瑠里子(広島・広島井口)          2006 10月11日 11:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子1500m

大会記録(GR)            4:26.94   堤　愛華(岡山・興譲館)                2008
中国高校記録(AHR)       4:17.64   足立　知世(岡山・興譲館)              2013 10月10日 11:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｺﾆｼ ﾘﾅ 岡　山

1 409 小西　里奈(1) 岡山東商
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾔﾘ 広　島

2 244 森長　彩理(1) 世羅
ﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 岡　山

3 418 田辺　実優(1) 玉野光南
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

4 642 小原　瑛花(2) 鳥取育英
ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 島　根

5 837 小玉　芽依(2) 平田
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

6 609 有沢　理香子(2) 倉吉東
ﾃﾗｵ ｻﾔ 山　口

7 32 寺尾　紗耶(1) 中村女
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 島　根

8 808 原田　菜月(1) 出雲
ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 山　口

9 40 坪井　皓香(1) 豊浦
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

10 641 林　輝(1) 鳥取育英
ｲｼｵ ｺﾉﾐ 山　口

11 19 石尾　木乃美(1) 西京
ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾜ 広　島

12 243 藤倉　美和(1) 世羅
ｻｶｴ ｱｶﾈ 広　島

13 226 坂江　茜音(1) 舟入
ｼﾊﾞ ｲｸｺ 島　根

14 830 志波　郁子(1) 浜田
ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾅ 岡　山

15 403 小川　紗奈(1) 岡山操山
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

16 624 井筒　結希(2) 鳥取城北

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子3000m

大会記録(GR)            9:18.10   大森　巴奈(岡山・興譲館)              2013
中国高校記録(AHR)       9:04.81   向井　優香(広島・世羅)                2015 10月11日 13:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｱｵｷ ﾐﾊﾙ 岡　山

1 427 青木　未晴(1) 興譲館
ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 島　根

2 837 小玉　芽依(2) 平田
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

3 624 井筒　結希(2) 鳥取城北
ｶﾉｳ ﾏｷｺ 山　口

4 20 叶　真輝子(2) 西京
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾘｶ 山　口

5 33 小笠原　法香(2) 中村女
ﾏﾄﾊﾞ ﾏﾎ 岡　山

6 428 的塲　麻歩(1) 興譲館
ｶﾈﾄｳ ﾐｵ 広　島

7 234 兼藤　美桜(2) 沼田
ｼﾊﾞ ｲｸｺ 島　根

8 830 志波　郁子(1) 浜田
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ 山　口

9 34 原田　奈津(1) 中村女
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 島　根

10 808 原田　菜月(1) 出雲
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥　取

11 643 宇田川　里奈(2) 鳥取育英
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ 鳥　取

12 649 谷口　桜(2) 八頭
ﾎﾘｵ ｶﾎ 鳥　取

13 644 堀尾　和帆(1) 鳥取育英
ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾅ 岡　山

14 403 小川　紗奈(1) 岡山操山
ﾜｷ ﾐﾉﾘ 広　島

15 233 脇　実乃里(2) 沼田
ﾐﾀ ｷｮｳｶ 広　島

16 245 見田　杏花(2) 世羅

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子100mH(0.840m)

大会記録(GR)            13.88     福部　真子(広島・広島皆実)            2011 10月10日 12:30 予　選
中国高校記録(AHR)       13.57     福部　真子(広島・広島皆実)            2013 10月10日 14:45 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾕｲ 広　島

1 611 谷岡　景子(2) 倉吉東 1 236 二本松　結衣(1) 神辺旭
ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ 島　根 ｷﾑﾗ ｻｷ 山　口

2 812 奥田　しおり(2) 松江北 2 7 木村　早希(2) 徳山
ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山　口 ｵｵｶ ﾕｲﾘ 島　根

3 21 藤村　彩(2) 西京 3 810 大賀　結莉(1) 松江北
ﾖｼﾓﾘ ﾏﾅﾐ 広　島 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取

4 220 吉森　愛美(2) 高陽東 4 610 坂口　詩歩(1) 倉吉東
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取 ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 鳥　取

5 603 竹内　ひかり(2) 倉吉総産 5 663 嶋本　茜(1) 米子南
ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 岡　山 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 岡　山

6 453 南田　彩伽(1) 岡山城東 6 425 原田　海音(2) 玉野光南
ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ 広　島 ｲﾊﾗ ｶﾅﾝ 山　口

7 204 池田　和香那(2) 宮島工 7 14 井原　果南(1) 防府
ﾐﾅｵ ｻﾔ 島　根 ﾐｿﾞｸﾁ ﾘｺ 岡　山

8 831 皆尾　早耶(2) 浜田 8 455 溝口　りこ(1) 岡山商大附

記録 記録



高校女子100mH(0.840m)

大会記録(GR)            13.88     福部　真子(広島・広島皆実)            2011 10月10日 12:30 予　選
中国高校記録(AHR)       13.57     福部　真子(広島・広島皆実)            2013 10月10日 14:45 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校女子400mH(0.762m)

大会記録(GR)            59.79     荒島　夕理(岡山・倉敷中央)            2014 10月11日 10:40 予　選
中国高校記録(AHR)       58.76     荒島　夕理(岡山・倉敷中央)            2014 10月11日 12:20 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵﾀ ﾕｷ 岡　山 ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取

1 404 太田　有紀(2) 岡山操山 1 625 大田　詩穏(1) 鳥取城北
ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ 島　根 ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

2 832 中嶋　彩夏(1) 浜田 2 611 谷岡　景子(2) 倉吉東
ﾊﾔｼ ｻﾁ 広　島 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山　口

3 221 林　沙知(2) 三原東 3 21 藤村　彩(2) 西京
ｲﾏﾂﾞ ﾁﾋﾛ 岡　山 ﾊﾔｶﾜ ﾎﾉｶ 山　口

4 452 今津　千尋(1) 岡山城東 4 47 早川　歩乃佳(2) 下関西
ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ 広　島 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

5 209 高瀬　愛実(2) 広島 5 633 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取 ﾐﾅｵ ｻﾔ 島　根

6 612 福嶋　沙耶(2) 倉吉東 6 831 皆尾　早耶(2) 浜田
ﾅｶﾞｵ ﾏﾄﾞｶ 山　口 ｵﾀﾞ ﾄﾓｶ 広　島

7 3 永尾　まどか(2) 光 7 219 小田　朋佳(2) 高陽東
ｲﾄｳ ﾓﾄｶ 島　根 ｼｶﾓﾄ ﾏﾋﾛ 岡　山

8 813 伊藤　元伽(2) 松江北 8 447 鹿本　真尋(2) 岡山城東

記録 記録



高校女子400mH(0.762m)

大会記録(GR)            59.79     荒島　夕理(岡山・倉敷中央)            2014 10月11日 10:40 予　選
中国高校記録(AHR)       58.76     荒島　夕理(岡山・倉敷中央)            2014 10月11日 12:20 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



高校女子5000mW

大会記録(GR)            24:41.53  森宗　奈々(岡山・玉野光南)            2014
中国高校記録(AHR)       22:21.02  山田　千花(岡山・興譲館)              2013 10月10日 13:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾄﾔﾏ ﾐﾎ 山　口

1 22 糸山　未歩(1) 西京
ｲﾘｴ ﾐﾊﾕ 鳥　取

2 650 入江　みはゆ(1) 八頭
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾙﾐ 岡　山

3 405 山本　成美(2) 岡山操山
ﾀﾆｵ ｻﾔｶ 鳥　取

4 651 谷尾　沙耶香(1) 八頭
ｷｯｶﾜ ﾉﾘｶ 岡　山

5 408 吉川　典佳(1) 岡山東商
ｼﾀﾋｶﾞｼ ｶﾎ 広　島

6 254 下東　果穂(2) 西条農
ﾃﾝｼﾞｮｳ ﾁｱｷ 山　口

7 37 天上　智秋(2) 厚狭
ｴﾓﾄ ﾕｽﾞｶ 山　口

8 35 江本　柚香(2) 小野田
ﾉﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ 岡　山

9 412 則本　菜々子(2) 岡山東商
ﾊﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 広　島

10 208 濵本　佳那子(1) 広島
ｱﾏﾉ ﾙﾅ 鳥　取

11 645 天野　瑠奈(2) 鳥取育英
ｲｹﾀﾞ ﾐｵ 広　島

12 205 池田　未央(2) 暁の星女
ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾅ 鳥　取

13 646 高嶋　優奈(1) 鳥取育英

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子4X100mR

大会記録(GR)            47.42     久世・仁尾・松尾・早坂(岡山・倉敷中央)2011 10月10日 10:30 予　選
中国高校記録(AHR)       45.76     斎藤祐・三宅・澤谷・斎藤愛(岡山・倉敷中央)2015 10月10日 16:10 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 801 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ (   ) 633 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ (   ) 433 ｽｴｲｼ ｱｲﾘ
(   ) 802 ｲｼｶﾜ ﾕｷ (   ) 634 ｲﾏｲ ﾕｷ (   ) 436 ｻｲﾄｳ ｱﾐ
(   ) 803 ｶﾈｻｶ ﾕｲ (   ) 635 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ (   ) 438 ｺｲｹ ﾕｲｺ
(   ) 804 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾎ (   ) 636 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ (   ) 439 ﾔﾏｻｷ ｽｽﾞｶ
(   ) 805 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ (   ) 637 ﾀﾅｶ ﾐﾎ (   ) 441 ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ
(   ) (   ) 638 ｲｼﾅ ﾉｿﾞﾐ (   ) 442 ｵｲｶﾜ ﾕﾘ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 417 ｸﾆｼｵ ﾘﾅ (   ) 664 ﾆｼｵﾉ ｶｺ (   ) 236 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾕｲ
(   ) 419 ｵｶﾓﾄ ﾘｺ (   ) 665 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ (   ) 237 ﾐﾂｲ ｽﾐﾚ
(   ) 423 ｷｼ ｶﾉｺ (   ) 666 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ (   ) 238 ﾆｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ
(   ) 424 ｺﾀﾆ ﾕｶ (   ) 667 ｸﾛﾐ ｱﾔｶ (   ) 239 ﾎﾝﾏ ﾅﾂﾐ
(   ) 425 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ (   ) 668 ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ (   ) 241 ｼﾝｶﾜ ﾋﾅ
(   ) (   ) 669 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ (   ) 242 ﾂﾈｲｼ ｱｽﾞｻ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 246 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ (   ) 15 ﾀﾑﾗ ｻﾗ
(   ) 247 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ｽｽﾞ (   ) 16 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ
(   ) 248 ﾌｸﾐ ﾅﾅ (   ) 17 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ
(   ) 249 ｻｻｷ ﾏｲ (   ) 21 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ
(   ) 250 ﾓﾘ ﾏｷ (   ) 25 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ
(   ) 256 ﾄﾐﾂ ｲｵﾘ (   ) 26 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓﾘ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 838 ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ (   ) 621 ｳｴﾀ ﾏﾕ (   ) 52 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ
(   ) 841 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾉ (   ) 625 ｵｵﾀ ｼｵﾝ (   ) 53 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾎ
(   ) 842 ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾞﾎ (   ) 626 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ (   ) 54 ﾔﾏﾈ ﾓｴｶ
(   ) 843 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ (   ) 628 ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ (   ) 55 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ
(   ) 844 ﾏｴﾀﾞ ｱｲﾘ (   ) 629 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ (   ) 56 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾕﾐ
(   ) (   ) 630 ｳﾉ ｱｶﾈ (   ) 57 ｸﾗﾅｶﾞ ﾄﾓｶ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 47 ﾊﾔｶﾜ ﾎﾉｶ (   ) 444 ｵｵﾓﾘ ｶﾅｺ (   ) 605 ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ
(   ) 48 ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾅ (   ) 445 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｲ (   ) 606 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
(   ) 49 ﾂﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾐ (   ) 451 ｲﾏｲ ﾐﾂｷ (   ) 608 ｲﾉｳｴ ｶﾅ
(   ) 50 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ (   ) 452 ｲﾏﾂﾞ ﾁﾋﾛ (   ) 610 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
(   ) 51 ｳｴﾉ ｱﾔｶ (   ) 453 ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ (   ) 614 ﾏｷﾉ ｻﾄｶ
(   ) (   ) 454 ﾅｶﾉ ﾓﾓ (   ) 617 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 816 ﾐｽﾞｼ ﾘｺ (   ) 211 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ
(   ) 817 ﾔﾀ ｼｽﾞｶ (   ) 212 ｿﾉﾀﾞ ﾏｷ
(   ) 820 ﾋﾉ ﾅﾕ (   ) 213 ﾓﾄﾔｽ ﾅﾂﾉ
(   ) 823 ｷﾀﾑﾗ ｷｮｳｶ (   ) 214 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ
(   ) 824 ｲﾉｳｴ ﾏｲ (   ) 216 ﾑｶｲ ﾘｺ
(   ) (   ) 217 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘｺ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

金坂　優衣(1)
原田　希歩(1)
桑原　菜摘(1)

鳥取西(鳥　取)

澤田　佳詩乃(1)

今井　優希(1)
足立　春菜(1)
岩本　紗季(1)
田中　美帆(1)

開星(島　根)

安達　桃香(1)
石川　結貴(1)

岸　佳乃子(2)
小谷　悠華(2)

石名　望(1)

倉敷中央(岡　山)

末石　和莉(2)
齋藤　愛美(1)
小池　結子(1)
山﨑　涼加(1)
澤谷　柚花(1)
追川　友梨(1)

原田　海音(2)

米子北(鳥　取)

西小野　佳子(2)

橋口　真音(2)
長谷川　咲希(2)

黒見　文香(1)
福井　向日葵(1)

玉野光南(岡　山)

國塩　里奈(1)
岡本　莉胡(1)

山田　葵(1)

神辺旭(広　島)

二本松　結衣(1)

三井　菫(1)
仁泉　優香(1)
本間　奈摘(2)
新川　比菜(2)
恒石　あずさ(2)

西重　明日香(1)

山本　萌々莉(1)

西条農(広　島)

樋口　佳苗(1)
信永　寿々(1)
福見　奈々(1)
佐々木　舞(1)

平山　雪乃(1)
米田　涼帆(1)
齋藤　恵(1)

森　真祈(1)
戸光　伊緒梨(2)

西京(山　口)

田村　沙良(2)
岩本　麻衣(1)
門田　彩乃(2)
藤村　彩(2)

倉永　智香(1)
前田　愛理(2)

鳥取城北(鳥　取)

上田　真悠(2)
大田　詩穏(1)
吉田　樹璃(2)
岡村　玲音(2)
松本　真奈(1)

明誠(島　根)

前田　瑠音(1)

池田　栞捺(1)
常重　晴海(2)
本田　媛海(1)

宇野　茜(1)

下関南(山　口)

石田　知子(2)
金田　美穂(2)
山根　萌華(2)
山本　歩(2)
杉本　愛弓(1)

山本　千尋(1)
上野　綾華(2)

岡山城東(岡　山)

大森　香菜子(2)

東山　結衣(2)
今井　望月(2)
今津　千尋(1)
南田　彩伽(1)

下関西(山　口)

早川　歩乃佳(2)

矢田　静香(2)
日野　那柚(2)
北村　京香(2)

中野　桃(2)

倉吉東(鳥　取)

相生　七海(1)
遠藤　菜々(2)
井上　佳奈(1)
坂口　詩歩(1)
牧野　里香(2)

上田　真梨子(2)
井上　舞(1)

広島皆実(広　島)

渡部　仁美(1)
園田　万季(1)
本保　なつの(1)

吉田　佳代(1)
向井　理子(2)

大社(島　根)

水師　莉子(2)



高校女子4X100mR

大会記録(GR)            47.42     久世・仁尾・松尾・早坂(岡山・倉敷中央)2011 10月10日 10:30 予　選
中国高校記録(AHR)       45.76     斎藤祐・三宅・澤谷・斎藤愛(岡山・倉敷中央)2015 10月10日 16:10 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1 (   )

2 (   )

3 (   )

4 (   )

5 (   )

6 (   )

7 (   )

8 (   )



高校女子4X400mR

大会記録(GR)            3:51.64   南野・黒瀬・山崎・紙谷(山口・西京)    2012 10月11日 09:30 予　選
中国高校記録(AHR)       3:46.87   松浦・才野・沖田・中林(広島・広島皆実)2008 10月11日 13:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 246 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ (   ) 41 ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀﾉ (   ) 6 ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ
(   ) 247 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ｽｽﾞ (   ) 42 ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ (   ) 7 ｷﾑﾗ ｻｷ
(   ) 251 ｷｸﾓﾄ ｶﾅ (   ) 43 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾎ (   ) 8 ｶﾈﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ
(   ) 252 ﾊｺｳ ｱｲｶ (   ) 44 ﾔﾅｷﾞ ｻﾕﾘ (   ) 9 ｸﾀﾗ ﾓｴｶ
(   ) 257 ｲｼｲ ｴﾐﾅ (   ) 45 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅ (   ) 10 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
(   ) 258 ﾓﾘﾀ ﾚｲｺ (   ) 46 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅｴ (   )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 211 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ (   ) 605 ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ (   ) 16 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ
(   ) 212 ｿﾉﾀﾞ ﾏｷ (   ) 607 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ (   ) 21 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ
(   ) 214 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ (   ) 608 ｲﾉｳｴ ｶﾅ (   ) 23 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ
(   ) 215 ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ (   ) 610 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ (   ) 27 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ
(   ) 216 ﾑｶｲ ﾘｺ (   ) 617 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ (   ) 28 ﾌｼﾞﾀ ﾚﾅ
(   ) 217 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘｺ (   ) 618 ｺﾀﾞﾆ ﾕｷ (   ) 29 ﾊﾔｼ ﾐｷ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 664 ﾆｼｵﾉ ｶｺ (   ) 810 ｵｵｶ ﾕｲﾘ
(   ) 665 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ (   ) 811 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ
(   ) 666 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ (   ) 812 ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ
(   ) 668 ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ (   ) 813 ｲﾄｳ ﾓﾄｶ
(   ) 669 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ (   ) 814 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ
(   ) 670 ｸﾛｷ ﾋﾅｺ (   ) 815 ﾌｸﾏ ｱﾘｻ

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 828 ｲﾂﾞ ﾓｴﾘ (   ) 432 ｲﾀﾉ ｱﾔｶ (   ) 816 ﾐｽﾞｼ ﾘｺ
(   ) 831 ﾐﾅｵ ｻﾔ (   ) 433 ｽｴｲｼ ｱｲﾘ (   ) 817 ﾔﾀ ｼｽﾞｶ
(   ) 832 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ (   ) 434 ﾆｼﾔﾏ ｺﾐﾁ (   ) 820 ﾋﾉ ﾅﾕ
(   ) 834 ﾀﾑﾗ ｶﾎ (   ) 435 ﾉﾌﾞｴ ｺｺｱ (   ) 823 ｷﾀﾑﾗ ｷｮｳｶ
(   ) 835 ﾀﾑﾗ ﾏﾎ (   ) 436 ｻｲﾄｳ ｱﾐ (   ) 824 ｲﾉｳｴ ﾏｲ
(   ) 836 ﾊﾀｵｶ ｻﾂｷ (   ) 440 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ (   )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 444 ｵｵﾓﾘ ｶﾅｺ (   ) 406 ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ (   ) 621 ｳｴﾀ ﾏﾕ
(   ) 446 ｶﾜﾀ ﾉﾄﾞｶ (   ) 407 ｻｶｶﾞﾜ ﾎﾉｶ (   ) 625 ｵｵﾀ ｼｵﾝ
(   ) 447 ｼｶﾓﾄ ﾏﾋﾛ (   ) 409 ｺﾆｼ ﾘﾅ (   ) 629 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ
(   ) 448 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ (   ) 410 ｸﾎﾞ ﾕｳｶ (   ) 630 ｳﾉ ｱｶﾈ
(   ) 450 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾅ (   ) 411 ｺﾆｼ ﾅﾅ (   ) 631 ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ
(   ) 453 ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ (   ) 413 ﾖｺﾔﾏ ｶﾉ (   ) 632 ｱｷﾀ ﾏﾐ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ
(   ) 227 ｵｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ (   ) 655 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ
(   ) 228 ﾎﾝﾏ ﾄｷﾈ (   ) 656 ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
(   ) 229 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅ (   ) 657 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ
(   ) 230 ﾓﾘ ﾏﾕｶ (   ) 658 ｶｻｲ ﾅﾅｺ
(   ) 231 ｻｻｷ ﾁｱｷ (   ) 659 ﾓﾄｲｹ ｼｵﾘ
(   ) 232 ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

樋口　佳苗(1)
信永　寿々(1)
菊本　佳那(1)
波光　愛香(1)
石井　恵実菜(2)

森田　麗湖(2)

豊浦(山　口)

山本　詩乃(1)
後藤　桃佳(1)
山本　志穂(2)
柳　小百合(2)
藤澤　奈々(2)
足立　佳那恵(1)

西条農(広　島)

竹林　千尋(2)

広島皆実(広　島)

渡部　仁美(1)
園田　万季(1)
吉田　佳代(1)

徳山(山　口)

三吉　のぞ美(2)

木村　早希(2)
兼平　恵実(1)
久樂　萌夏(2)

吉田　かれん(2)

向井　理子(2)
上田　真梨子(2)

倉吉東(鳥　取)

相生　七海(1)
谷口　寧那(2)
井上　佳奈(1)
坂口　詩歩(1)
山本　千尋(1)
小谷　有紀(2)

西京(山　口)

岩本　麻衣(1)
藤村　彩(2)
岡田　彩希(2)
坪根　美来(2)
藤田　玲那(1)
林　美妃(2)

福間　有紗(2)

米子北(鳥　取)

西小野　佳子(2)

橋口　真音(2)
長谷川　咲希(2)

福井　向日葵(1)

松江北(島　根)

大賀　結莉(1)
藤原　茉奈美(2)

奥田　しおり(2)

伊藤　元伽(2)
福田　翔子(2)

伊津　萌里(2)
皆尾　早耶(2)
中嶋　彩夏(1)
田邨　夏歩(1)

山田　葵(1)
黒木　日菜子(1)

田邨　真歩(1)
畑岡　颯貴(1)

倉敷中央(岡　山)

板野　彩花(2)
末石　和莉(2)
西山　こみち(2)

信江　心愛(2)
齋藤　愛美(1)
中山　奈麻美(1)

浜田(島　根)

井上　舞(1)

岡山城東(岡　山)

大森　香菜子(2)

河田　和香(2)
鹿本　真尋(2)

大社(島　根)

水師　莉子(2)
矢田　静香(2)
日野　那柚(2)
北村　京香(2)

秋田　真実(1)

田中　千春(2)
武田　祐奈(2)
南田　彩伽(1)

岡山東商(岡　山)

安定　紗也香(1)

坂川　保乃華(1)

小西　里奈(1)
久保　優香(2)
小西　菜奈(2)

本間　宙峰(1)
川村　奈々(1)
森　茉夕香(1)

横山　加乃(1)

鳥取城北(鳥　取)

上田　真悠(2)
大田　詩穏(1)
松本　真奈(1)
宇野　茜(1)
角谷　充代(2)

佐々木　千明(1)

藤井　保乃可(1)

米子西(鳥　取)

川口　朗(2)
兼本　朱里(2)
守本　純良愛(1)

笠井　菜々子(2)

本池　栞理(1)

舟入(広　島)

岡山　遥菜(1)



高校女子4X400mR

大会記録(GR)            3:51.64   南野・黒瀬・山崎・紙谷(山口・西京)    2012 10月11日 09:30 予　選
中国高校記録(AHR)       3:46.87   松浦・才野・沖田・中林(広島・広島皆実)2008 10月11日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1 (   )

2 (   )

3 (   )

4 (   )

5 (   )

6 (   )

7 (   )

8 (   )



高校女子走高跳

大会記録(GR)            1m72      樋口　利恵(岡山・岡山一宮)            2000
大会記録(GR)            1m72      寺谷　諭美(鳥取・倉吉東)              2013
中国高校記録(AHR)       1m80      佐山　淳子(岡山・美作)                1986 10月10日 13:00 決　勝

決　勝　

ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 山　口

1 23 岡田　彩希(2) 西京
ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 広　島

2 223 神田　菜摘(2) 市立呉
ﾓﾘﾌｼﾞ ﾏﾘﾔ 島　根

3 819 森藤　莉弥(2) 大社
ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ 鳥　取

4 661 松岡　日菜(2) 米子東
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

5 626 吉田　樹璃(2) 鳥取城北
ﾀｶｷﾞ ﾐｳ 鳥　取

6 601 高木　美羽(1) 境
ﾋﾀﾞｶ ｱｷｺ 岡　山

7 402 日高　亜希子(1) 岡山朝日
ｵｵﾓﾘ ﾅｵｺ 岡　山

8 414 大森　菜桜子(2) 岡山工
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 山　口

9 31 北山　遥菜(2) 誠英
ｾﾘｶﾞﾉ ｱｽｶ 広　島

10 240 芹ヶ野　明日香(2) 神辺旭
ﾅｶﾉ ｱｲﾘ 岡　山

11 401 中野　愛梨(2) 岡山朝日
ﾌｼﾞｲ ﾐｷ 島　根

12 833 藤井　美紀(1) 浜田
ﾀｵ ｱﾕﾐ 広　島

13 210 垰　あゆみ(1) 広島井口
ﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

14 613 田村　帆野佳(2) 倉吉東
ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 山　口

15 24 大玉　華鈴(1) 西京
ｶﾂﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 島　根

16 818 勝部　瑞稀(2) 大社

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



高校女子走幅跳

大会記録(GR)            5m84      岡山　沙英子(広島・沼田)              1999
中国高校記録(AHR)       6m15      早坂　知華(岡山・倉敷中央)            2013 10月11日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ 岡　山

1 437 野口　理帆(1) 倉敷中央
ｻｶｲ ﾜｶﾅ 島　根

2 809 酒井　和奏(1) 出雲
ﾋﾉ ﾅﾕ 島　根

3 820 日野　那柚(2) 大社
ﾓﾄﾊﾗ ｱｶﾘ 岡　山

4 443 本原　朱莉(2) 総社南
ｵｶﾉ ﾜｶﾅ 広　島

5 259 岡野　和奏(1) 尾道北
ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取

6 614 牧野　里香(2) 倉吉東
ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取

7 604 吉田　瑠花(2) 倉吉総産
ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 山　口

8 16 岩本　麻衣(1) 西京
ｼﾝｶﾜ ﾋﾅ 広　島

9 241 新川　比菜(2) 神辺旭
ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥　取

10 602 蒲生　陽南(1) 境
ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 山　口

11 24 大玉　華鈴(1) 西京
ﾏｴﾀﾞ ﾙﾉﾝ 島　根

12 838 前田　瑠音(1) 明誠
ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 広　島

13 222 梅田　夏季(1) 山陽
ﾔｸｼｹﾞ ﾄﾓｶ 山　口

14 36 役重　朋香(2) 小野田
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

15 615 谷本　望実(1) 倉吉東
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 岡　山

16 425 原田　海音(2) 玉野光南



高校女子砲丸投(4.000kg)

大会記録(GR)            13m71     福代　夏子(島根・松江西)              1996
中国高校記録(AHR)       14m55     石田　千恵(島根・松江西)              1995 10月10日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾄｳ ｼｴﾘ 広　島

1 201 大藤　詩絵里(2) 安芸
ｲﾏﾊﾔｼ ﾌﾐﾈ 岡　山

2 422 今林　文音(2) 玉野光南
ｼﾊﾞﾀ ｴﾘﾅ 岡　山

3 415 柴田　恵梨菜(2) 就実
ｲﾜﾓﾄ ﾘﾝ 山　口

4 12 岩本　凜(2) 光丘
ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

5 616 岩佐　彩夏(1) 倉吉東
ｵｵﾀ ｽﾐｶ 島　根

6 840 太田　純香(2) 明誠
ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

7 647 猪口　あかり(1) 鳥取東
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

8 652 山本　彩(2) 八頭
ｲﾜﾉ ｱｲｺ 島　根

9 821 岩野　愛子(1) 大社
ﾕｸﾖｼ ﾅﾅ 島　根

10 839 行吉　南菜(2) 明誠
ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞｷ 山　口

11 58 山根　瑞生(1) 萩
ｵｵﾀ ｴﾘ 岡　山

12 420 太田　枝里(2) 玉野光南
ﾀｹﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 広　島

13 203 竹本　秀美(2) 可部
ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾄｺ 広　島

14 206 枝川　慧子(2) 近大東広島
ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ 鳥　取

15 648 北山　莉沙(2) 鳥取東
ｻｶﾀ ｱﾔｶ 山　口

16 4 坂田　絢香(2) 光



高校女子円盤投(1.000kg)

大会記録(GR)            42m81     小野　祐紀子(岡山・就実)              2007
中国高校記録(AHR)       46m20     福代　夏子(島根・松江西)              1997 10月10日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ｴﾘ 岡　山

1 420 太田　枝里(2) 玉野光南
ｻｶﾀ ｱﾔｶ 山　口

2 4 坂田　絢香(2) 光
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶｺ 山　口

3 5 山本　結香子(2) 光
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

4 627 岡村　夏々(1) 鳥取城北
ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾄｺ 広　島

5 206 枝川　慧子(2) 近大東広島
ｼﾊﾞﾀ ｴﾘﾅ 岡　山

6 415 柴田　恵梨菜(2) 就実
ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡　山

7 426 小橋　?也(2) 倉敷天城
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 島　根

8 822 井上　遥風(2) 大社
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 鳥　取

9 653 鈴木　宏香(1) 米子
ｲﾜﾉ ｱｲｺ 島　根

10 821 岩野　愛子(1) 大社
ｽﾐｶﾞﾜ ﾕｲﾅ 島　根

11 806 澄川　結菜(2) 吉賀
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

12 652 山本　彩(2) 八頭
ﾊﾔｼ ﾏﾕ 山　口

13 1 林　茉由(1) 高水
ﾜｷﾀﾞ ｷﾖｶ 広　島

14 255 脇田　清加(2) 西条農
ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

15 647 猪口　あかり(1) 鳥取東
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 広　島

16 202 渡邊　彩(2) 安芸



高校女子やり投(0.600kg)

大会記録(GR)            48m66     田中　来夢(岡山・倉敷中央)            2013
中国高校記録(AHR)       56m84     久世　生宝(岡山・倉敷中央)            2012 10月11日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾈﾄｳ ｱﾕﾐ 岡　山

1 421 常藤　あゆみ(2) 玉野光南
ﾋｶﾞｼ ﾕｶ 山　口

2 13 東　由夏(2) 華陵
ｼｮｳｼﾞ ｲﾉﾘ 島　根

3 827 正司　いのり(2) 島根中央
ｸｽ ｼｵﾘ 広　島

4 260 楠　汐里(2) 尾道北
ｵﾓｶﾜ ｶﾎ 岡　山

5 431 重川　夏歩(2) 美作
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 島　根

6 822 井上　遥風(2) 大社
ｸｽﾐ ｻｷ 岡　山

7 416 楠見　咲季(2) 就実
ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

8 616 岩佐　彩夏(1) 倉吉東
ｺﾆｼ ﾘｶ 鳥　取

9 619 小西　里佳(1) 鳥取湖陵
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅ 山　口

10 2 藤本　奈々(2) 高水
ｼﾏﾂﾞ ﾙｲ 鳥　取

11 654 島津　瑠衣(1) 米子高専
ﾊｯﾄﾘ ﾐｸ 島　根

12 826 服部　未来(2) 島根中央
ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 山　口

13 11 金本　実華(2) 徳山商工
ﾅｶﾞｻﾄ ｱﾐ 広　島

14 218 長郷　亜美(1) 広島観音
ﾀﾆﾓﾄ ｻﾔ 広　島

15 224 谷本　沙彩(2) 市立福山
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

16 627 岡村　夏々(1) 鳥取城北
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