
記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
12.08 0.4 1161 深川 恵充 環太平洋大学 2 熊本県 香川県陸上県選手権大会 ピカラスタジアム 12月8日
12.26 0.6 1153 内村 優紀 環太平洋大学 3 鹿児島県 第一回香川陸協記録会 ピカラスタジアム 7月16日
12.29 0.8 1150 亀岡 美鶴 環太平洋大学 4 愛媛県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
12.29 0.8 1162 松井 令奈 環太平洋大学 2 徳島県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
12.37 0.6 1152 今村 亜子 環太平洋大学 3 宮崎県 第一回香川陸協記録会 ピカラスタジアム 7月16日
12.37 +1.3 1054 馬場 梓 ノートルダム清心女子大学3 香川県 四国選手権 春野 8月26日
12.43 -0.5 1115 桜田　舞歩 徳島大学 4 徳島県 四国インカレ 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場7月8日
12.50 0.6 1332 安田 志織 環太平洋大学 1 千葉県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
12.50 1.8 1149 加島元香 環太平洋大学 4 鹿児島県 布施スプリント 布勢 6月4日
12.60 ‐1.3 1230 川竹　みのり 高知大学 4 高知県 高知市陸上競技大会 高知市 4月22日
12.62 0.9 1324 安藝 奈々美 環太平洋大学 1 北海道 中四個人 布勢 10月29日
12.63 0.3 1330 田代 なる実 環太平洋大学 1 宮崎県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
12.66 -0.5 1255 岩市 桜子 松山大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
12.73 0.9 1160 原 璃音 環太平洋大学 2 鹿児島県 丸亀カーニバル 香川 4月8日
12.78 +0.9 1352 岡崎 穂乃香 岡山大学 １ 鳥取県 中四個人 布勢 10月29日
12.80 +0.6 1253 新藤 有夏 鳥取大学 2 鳥取県 西医体 維新 8月19日
12.81 +0.6 1097 小川 瑠 美作大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
12.84 +1.0 1205 戸部 友理 岡山大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
12.86 +0.8 1096 升尾 春奈 美作大学 3 鳥取県 中四私立対抗 倉敷 6月4日
12.89 0.5 1166 長谷川 風雅 環太平洋大学 2 京都府 岡山学連記録会 倉敷 4月2日
12.91 -0.5 1290 加洲 実紗希 愛媛大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
13.00 +1.2 1089 筏津 沙紀 美作大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
13.01 +1.0 1051 土居 あゆみ 鳥取大学 4 鳥取県 国体鳥取予選 布勢 7月16日
13.06 +0.2 1200 徳原 真奈美 岡山大学 ３ 岡山県 津山選手権 津山 8月6日
13.09 +0.6 1239 蘆田　 菜月 高知大学 2 高知県 中四インカレ 屋島 5月19日
13.09 +0.9 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 広島大学春季競技会 アクアパーク 3月24日
13.16 -0.5 1157 加藤 幸 環太平洋大学 3 福岡県 岡山学生陸上選手権大会 倉敷 11月5日
13.23 -0.2 1245 齋藤 祐香 吉備国際大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
13.26 -0.9 1231 多田羅　奈々 高知大学 4 高知県 高知市カーニバル 高知市 11月11日

13.29 -0.5 1158 近藤 玲名 環太平洋大学 3 兵庫県 岡山学生陸上選手権大会 倉敷 11月5日
13.38 +0.9 1204 鼓 葉留香 岡山大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
13.38 -0.4 1100 小川 莉奈 美作大学 1 岡山県 国体予選 岡山 7月8日
13.45 +0.9 1059 湯川 咲希 山口大学 2 山口県 チャレンジスプリント 維新補助 8月5日
13.50 +1.2 1238 古川　愛美 岡山理科大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
13.52 0.3 1164 水井 真琴 環太平洋大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月29日
13.53 ‐0.6 1237 野村　小夏 高知大学 3 高知県 県選手権 春野 5/3
13.53 +1.7 7150 安藤 うみ 広島文化学園大学 2 広島県 平成29年呉市選手権大会 呉市総合 6月11日
13.57 +0.9 1022 藤田 歩 広島大学 2 広島県 広島大学春季競技会 アクアパーク 3月24日
13.64 +1.2 1309 髙杉 桃子 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
13.73 +0.4 1196 和田 綾乃 岡山大学 4 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
13.77 +0.7 1099 大塚 友暉 美作大学 1 高知県 岡山県陸上競技記録会 岡山 7月22日
13.78 +1.3 1378 中江 莉穂 愛媛大学 2 愛媛県 西条ひうち 西条ひうち 7月29日
13.82 +1.9 1313 市橋 怜子 鳥取大学 1 鳥取県 鳥取市選手権 布勢 6月11日
13.86 -0.8 1202 宇那木 咲良 岡山大学 2 岡山県 学連記録会 倉敷 4月2日
14.03 +0.2 1101 森 楓恋 美作大学 1 愛媛県 岡山県陸上競技記録会 岡山 7月22日
14.06 +0.9 1235 横関 　彩加 高知大学 3 高知県 中四インカレ 屋島 5/19
14.33 -0.5 1390 武岡 瑞季 広島大学 1 徳島県 東広島記録会 アクアパーク 7月9日
14.45 +1.8 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 第82回札幌陸上選手権 厚別公園陸上競技場 9月23日
14.46 +0.6 1122 岡崎 瑞紀 鳥取大学 2 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月19日
14.47 -1.3 1381 行田 友香 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
14.55 +1.2 1123 前田 菜月 鳥取大学 2 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月19日
14.68 +1.0 1288 明地 優希 愛媛大学 2 愛媛県 西条ひうち 西条ひうち 4月16日
14.70 +0.4 1207 山本 真奈美 岡山大学 2 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
15.59 -0.4 1229 飯田　悠衣 高知大学 4 高知県 中四個人 布勢 10/28



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
24.73 +1.7 1150 亀岡 実鶴 環太平洋大学 4 愛媛県 中四インカレ ニンジニアスタジアム 5月21日
24.87 +1.7 1025 木戸 恵理 広島大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
25.15 +1.2 1162 松井 令奈 環太平洋大学 2 徳島県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月9日
25.23 +1.2 1161 深川 恵充 環太平洋大学 2 熊本県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月9日
25.67 +1.7 1054 馬場 梓 ノートルダム清心女子大学3 香川県 中四インカレ 屋島 5月21日
25.80 -0.6 1149 加島 元香 環太平洋大学 4 鹿児島県 岡山記録会 シティーライトスタジアム 4月16日
25.82 -0.8 1328 佐野 亜衣 環太平洋大学 1 鹿児島県 中四個人 布勢 10月29日
26.14 +1.6 1290 加洲 実紗希 愛媛大学 2 愛媛県 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月15日
26.15 -0.7 1255 岩市 桜子 松山大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
26.22 +1.5 1253 新藤 有夏 鳥取大学 2 鳥取県 西医体 維新 10月20日
26.23 -0.7 1230 川竹　みのり 高知大学 4 高知県 四国インカレ ポカリスタジアム 7/7
26.30 -0.9 1330 田代 なる実 環太平洋大学 1 宮崎県 岡山記録会 シティーライトスタジアム 4月16日
26.41 +0.7 1157 加藤 幸 環太平洋大学 3 福岡県 岡山記録会 シティーライトスタジアム 5月16日
26.43 -0.1 1291 住田 麻結 愛媛大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
26.45 -0.3 1096 升尾　春奈 美作大学 3 鳥取県 鳥取県国体予選 布勢 5月7日
26.52 -0.9 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
26.71 -0.8 1160 原 璃音 環太平洋大学 2 鹿児島県 中四個人 布勢 10月28日
26.87 -2.3 1155 谷村 香菜子 環太平洋大学 3 鹿児島県 鹿児島県選手権大会 鴨池 7月1日
26.94 -1.8 1200 徳原 真奈美 岡山大学 3 岡山県 第4回土曜記録会 布勢 10月7日
27.10 -0.3 1205 戸部 友理 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
27.22 -0.2 1352 岡崎 穂乃香 岡山大学 1 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
27.22 +1.5 1051 土居 あゆみ 鳥取大学 4 鳥取県 鳥取市選手権 布勢 6月10日
27.22 +1.4 1089 筏津　沙紀 美作大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
27.26 -0.3 1156 甫立 玲菜 環太平洋大学 3 鹿児島県 中四個人 布勢 10月28日
27.27 -1.9 1166 長谷川 風雅 環太平洋大学 2 京都県 岡山記録会 シティーライトスタジアム 9月9日
27.34 +0.6 1059 湯川　咲希 山口大学 2 山口県 中四インカレ 屋島 5月21日
27.45 -2.1 1239 蘆田 菜月 高知大学 2 高知県 四国インカレ ポカリスタジアム 7/7
27.71 0.3 7-1057 安藤 うみ 広島文化学園大学 2 広島県 呉市選手権大会 呉市総合 6月11日
28.01 -1.1 1238 古川　愛美 岡山理科大学 3 岡山 岡山学生陸上競技選手権大会倉敷 11月5日
28.20 -3.9 1100 小川　莉奈 美作大学 1 岡山県 中四私立対校 倉敷 6月4日
28.24 +1.2 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 秋季島大リレーカーニバル島根大学陸上競技場 9月30日
28.31 -1.0 1309 髙杉 桃子 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 中四個人 布施 10月28日
28.35 +0.6 1204 鼓 葉留香 岡山大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月22日
28.50 -0.9 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
28.58 -0.1 7-1403 吉岡　琴乃 島根大学 1 広島県 夏季島大リレーカーニバル島根大学陸上競技場 9月2日
28.63 -1.1 1022 藤田 歩 広島大学 2 広島県 広島大学春季競技会 アクアパーク 3月25日
28.65 -0.1 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月27日 混
28.76 -0.5 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月27日 混
28.78 -0.0 1237 野村　小夏 高知大学 3 高知県 リレーカーニバル 春野 4/16
28.96 -1.1 1164 水井 真琴 環太平洋大学 2 広島県 岡山学生選手権 倉敷 11月5日
29.80 +0.6 1235 横関 彩加 高知大学 3 高知県 中四インカレ 屋島 5/21
29.88 -0.1 1381 行田　友香 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
56.00 1025 木戸 恵理 広島大学 4 広島県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
56.04 1150 亀岡 実鶴 環太平洋大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
57.14 1152 今村 亜子 環太平洋大学 3 宮崎県 大阪選手権 ヤンマースタジアム長居 7月7日
57.53 1149 加島 元香 環太平洋大学 4 鹿児島県 中四インカレ 屋島 5月19日
58.05 1328 佐野 愛 環太平洋大学 1 鹿児島県 中四個人 布施 10月27日
58.07 1115 桜田　舞歩 徳島大学 4 徳島県 四国インカレ 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場7月8日
58.58 1151 山本 遥 環太平洋大学 4 広島県 中四個人 布施 10月27日
58.65 1054 馬場 梓 ノートルダム清心女子大学3 香川県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
58.71 1157 加藤 幸 環太平洋大学 3 福岡県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
59.12 1230 川竹　みのり 　 高知大学 4 高知県 中四インカレ 屋島 5/19
59.36 1291 住田 麻結 愛媛大学 2 愛媛県 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 8月26日
59.51 1096 升尾　春奈 美作大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月19日
59.90 1200 徳原 真奈美 岡山大学 3 岡山県 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
1:00.37 1290 加洲 実紗希 愛媛大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
1:00.49 1155 谷村 香菜子 環太平洋大学 3 鹿児島県 香川記録会 ピカラスタジアム 9月24日
1:00.86 1051 土居 あゆみ 鳥取大学 4 鳥取県 中四個人 布勢 10月27日
1:01.03 1059 湯川　咲希 山口大学 2 山口県 国体最終 維新 8月6日
1:01.09 1100 小川　莉奈 美作大学 1 岡山県 岡山陸上競技選手権大会岡山 6月24日
1:01.16 1154 八田 彩水 環太平洋大学 3 岡山県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
1:01.18 1160 原 璃音 環太平洋大学 2 鹿児島県 中四個人 布施 10月27日
1:01.24 1325 伊尻 裕唯 環太平洋大学 1 兵庫県 中四個人 布施 10月29日
1:01.81 1026 山崎 安寿 広島大学 4 千葉県 東広島記録会 アクアパーク 5月3日
1:04.00 1022 藤田 歩 広島大学 2 広島県 広島大学春季競技会 アクアパーク 3月24日
1:04.09 1101 森　楓恋 美作大学 1 愛媛県 中四個人　 布勢 10月27日
1:04.42 1346 友野 みはる 広島大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月27日
1:04.73 1309 髙杉 桃子 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 中四個人 布施 10月27日
1:04.94 7-1057 安藤 うみ 広島文化学園大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
1:05.56 1163 加井 晴夏 環太平洋大学 2 奈良県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 9月9日
1:05.79 1308 山室 優香 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
1:05.92 1231 多田羅　奈々 高知大学 4 高知県 中四個人 布勢 10/27
1:06.03 1055 岡﨑 愛 ノートルダム清心女子大学2 岡山県 中四個人 布施 10月27日
1:06.44 1197 大井 裕香子 岡山大学 3 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
1:06.52 1326 上田 悠 環太平洋大学 1 愛媛県 中四個人 布施 10月29日
1:06.80 1390 武岡 瑞季 広島大学 1 徳島県 中四個人 布勢 10月27日
1:06.89 1235 横関 彩加 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスタジアム 7/8
1:07.23 1122 岡崎 瑞紀 鳥取大学 2 鳥取県 鳥取市選手権 布勢 6月11日
1:07.24 1381 行田 友香 愛媛大学 1 愛媛県 中四国個人 布勢 10月27日
1:11.39 1317 川上 敦子 岡山大学 １ 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
2:16.49 1215 室町　真希 広島経済大学 2 広島県 日本インカレ 福井 9月08日
2:17.22 1269 藤原 瑠奈 松山大学 1 栃木県 中四インカレ 屋島 5月21日
2:17.56 1183 村上 咲恵華 環太平洋大学 2 愛媛県 岡山記録会 シティライトスタジアム 7月22日
2:19.02 1026 山崎 安寿 広島大学 4 千葉県 中四インカレ 屋島 5月21日
2:19.09 1069 林　沙知 福山平成大学 1 広島県 広島県選手権 広島スタジアム 6月24日
2:20.09 1098 西田　志織 美作大学 2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日
2:22.00 1270 永易 七海希 松山大学 1 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
2:22.26 1199 角倉 佳峰 岡山大学 3 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:23.98 1154 八田 彩水 環太平洋大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:24.40 1308 山室 優香 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 香川陸上協会第1回記録会丸亀 7月17日
2:24.54 1201 古川 小百合 岡山大学 3 兵庫県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
2:24.54 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日 混
2:24.66 1148 井上 直子 環太平洋大学 4 鹿児島県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:24.72 1155 谷村 香菜子 環太平洋大学 3 鹿児島県 第３回岡山記録会 シティライトスタジアム 9月9日
2:24.97 1236 朝日 佳奈 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
2:29.56 1101 森　楓恋 美作大学 1 愛媛県 中四個人　 布勢 10月29日
2:29.62 1052 谷 茉由子 ノートルダム清心女子大学4 岡山県 中四個人 布施 10月29日
2:29.93 1059 湯川　咲希 山口大学 2 山口県 中四個人 布勢 10月29日
2:30.95 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月20日 混
2:30.97 1121 諌山 菜々子 鳥取大学 2 鳥取県 岡山県陸上競技記録会 岡山県陸上競技場 7月22日
2:31.34 1346 友野 みはる 広島大学 1 広島県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
2:32.78 1234 新玉　 弥音 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
2:34.45 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日 混
2:35.52 1055 岡﨑 愛 ノートルダム清心女子大学2 岡山県 岡山県選 シティライトスタジアム 6月25日
2:35.78 1235 横関　彩加 高知大学 3 高知県 高知市カーニバル 高知市 11/12
2:35.89 1197 大井 裕香子 岡山大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:36.21 1241 木村　帆菜美 高知大学 2 高知県 中四個人 布勢 10/28
2:36.83 1163 加井 晴夏 環太平洋大学 2 奈良県 第２回香川記録会 ピカラスタジアム 9月23日
2:38.88 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月28日 混
2:40.03 1061 金原　侑子 山口大学 2 山口県 中四個人 布勢 10月29日
2:41.00 1317 川上 敦子 岡山大学 1 岡山県 中四個人 布勢 10月29日
2:42.25 7-1057 安藤 うみ 広島文化学園大学 2 広島県 呉市春季記録会 呉市総合 5月3日
2:47.71 1347 田口 麗 広島大学 1 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
2:53.95 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日 混



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
4:28.20 1274 高見沢 里歩 松山大学 2 愛媛県 第1回西条ひうち長距離記録会西条ひうち陸上競技場 5月13日
4:28.66 1272 高見澤 安珠 松山大学 4 愛媛県 ホクレンディスタンスチャレンジ2017北見大会第３戦北見市東陵公園陸上競技場7月9日
4:47.04 1190 吉川　歩実 環太平洋大学 3 岡山県 岡山県選手権 シティライト 6月24日
4:49.28 1185 山内　香苗 環太平洋大学 4 香川県 中四個人 布勢 10月28日
4:49.38 1236 朝日 佳奈 高知大学 3 高知県 中四インカレ 布勢 10/27
4:49.40 1308 山室 優香 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
4:50.21 1191 木野戸　咲耶 環太平洋大学 3 岡山県 学連記録会 倉敷 4月2日
4:50.95 1026 山崎 安寿 広島大学 4 千葉県 中四インカレ 屋島 5月19日
4:51.80 7-1078 渡部　結 島根大学 3 島根県 島根県陸上競技選手権大会益田市営陸上競技場 5月5日
4:52.39 1098 西田　志織 美作大学 2 岡山県 鳥取県陸上競技選手権 布勢 5月6日
4:53.76 1199 角倉 佳峰 岡山大学 ３ 兵庫県 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月30日
5:00.98 1056 和田 薫乃 ノートルダム清心女子大学2 岡山県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
5:02.02 1053 三輪 ゆきの ノートルダム清心女子大学4 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
5:03.00 1396 日野　寛菜 美作大学 1 島根県 中四個人　 布勢 10月28日
5:03.59 1034 藤岡 奈津実 広島大学 4 広島県 中四個人 布勢 10月28日
5:05.42 1227 岩川　明日香 高知大学 5 高知県 第2回中長距離記録会 春野 7/8
5:05.58 1198 栗山 夢野 岡山大学 ３ 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月19日
5:08.00 1187 大髙　末歌 環太平洋大学 2 兵庫県 学連記録会 倉敷 4月2日
5:08.11 1052 谷 茉由子 ノートルダム清心女子大学4 岡山県 中四個人 布施 10月28日
5:08.13 1201 古川 小百合 岡山大学 ３ 兵庫県 中四個人 布勢 10月28日
5:10.26 7-1404 前田　流歌 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日
5:14.91 1241 木村　帆菜美 高知大学 2 高知県 中四個人 布勢 10/28
5:18.15 1376 田中 楓美子 鳥取大学 1 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
5:18.65 1061 金原　侑子 山口大学 2 山口県 第1回長距離強化記録会 維新 6月24日
5:21.40 岡田　あずさ 高知大学 4 高知県 第2回中長距離記録会 春野 7/8
5:22.26 佐伯　玲美 高知大学 1 高知県 第2回中長距離記録会 春野 7/8
5:22.66 1347 田口 麗 広島大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日
5:23.55 1234 新玉 　弥音 高知大学 3 高知県 中四インカレ 屋島 5/19
5:24.67 1317 川上 敦子 岡山大学 １ 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
5:36.31 1397 矢野 智美 鳥取大学 1 鳥取県 中四個人 布勢 10月29日
5:45.83 1395 片岡 伊織 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
5:48.05 1413 横関 菫 岡山大学 １ 香川県 中四個人 布勢 10月28日
5:56.25 7-1403 吉岡　琴乃 島根大学 1 広島県 島大記録会 島根大学陸上競技場 12月16日
5:59.65 1233 柳口　明佳里 高知大学 2 高知県 第2回中長距離記録会 春野 7/8
6:21.09 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 島大記録会 島根大学陸上競技場 12月16日
6:31.04 1216 山本 真知子 広島経済大学 2 広島県 第7回広経大記録会 広島経済大学陸上競技場 10月21日
12:43.67 1380 山本 知美 愛媛大学 1 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日

1386
1232



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
15:39.11 1267 緒方 美咲 松山大学 3 徳島県 第261回日本体育大学長距離競技会日本体育大学健志台陸上競技場12月2日
15:46.12 1274 高見沢 里歩 松山大学 2 愛媛県 第51回織田幹雄記念国際陸上競技大会エディオンスタジアム 4月29日
17:44.17 1344 濱本　愛香 環太平洋大学 1 広島県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 12月2日
17:44.43 1191 木野戸　咲耶 環太平洋大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月29日
17:50.96 1186 沖野　楓 環太平洋大学 2 広島県 第3回西条ひうち長距離記録会西条ひうち陸上競技場 9月9日
17:55.69 1190 吉川　歩実 環太平洋大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月29日
17:58.05 7-1078 渡部　結 島根大学 3 島根県 中四インカレ 屋島 5月21日
18:03.67 1236 朝日 佳奈 高知大学 3 高知県 中四インカレ 屋島 5/21
18:12.62 1308 山室 優香 ノートルダム清心女子大学1 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日
18:17.60 1189 片木　奈々 環太平洋大学 3 香川県 第3回西条ひうち長距離記録会西条ひうち陸上競技場 9月9日
18:20.69 1342 脇　実乃里 環太平洋大学 1 広島県 第71回広島県陸上競技協会広島スタジアム 6月24日
18:39.19 1053 三輪 ゆきの ノートルダム清心女子大学4 岡山県 中四個人 布施 10月29日
18:46.94 1193 井上 紗希 岡山大学 M1 兵庫県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
18:53.38 1187 大髙　末歌 環太平洋大学 2 兵庫県 岡山記録会 シティライトスタジアム 4月16日
19:18.13 1034 藤岡 奈津実 広島大学 4 広島県 中四個人 布勢 10月29日
19:26.43 1056 和田 薫乃 ノートルダム清心女子大学2 岡山県 中四インカレ 屋島 5月21日
19:37.05 1199 角倉 佳峰 岡山大学 ３ 兵庫県 第1回香川陸協記録会 丸亀 7月17日
20:02.81 1188 井上　琴葉 環太平洋大学 3 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月21日
22:07.73 1395 片岡 伊織 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月29日
22：40.51 1380 山本 知美 愛媛大学 1 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
32:49.42 1267 緒方 美咲 松山大学 3 徳島県 １００００ｍ記録挑戦競技会慶応義塾大学日吉陸上競技場11月25日
33:04.79 1266 藤原 あかね 松山大学 3 愛媛県 １００００ｍ記録挑戦競技会慶応義塾大学日吉陸上競技場11月25日
38:31.00 1191 木野戸　咲耶 環太平洋大学 3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
38:35.03 1187 大髙　末歌 環太平洋大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月19日
39:01.75 1053 三輪 ゆきの ノートルダム清心女子大学4 岡山県 中四個人 布勢 10月27日
39:57.82 1193 井上 紗希 岡山大学 M1 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月19日



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
14.09 +0.8 1159 下谷 奈央 環太平洋大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月28日
14.29 +0.2 1332 安田 志織 環太平洋大学 1 千葉県 第４回木南道孝記念陸上競技大会ヤンマースタジアム長居 5月7日
14.39 +1.9 1327 大城 有利加 環太平洋大学 1 沖縄県 ２０１７布勢スプリント 布勢 6月4日
14.48 +1.8 1158 近藤 玲名 環太平洋大学 3 兵庫県 ２０１７布勢スプリント 布勢 6月4日
14.49 -0.4 1329 篠原 愛海 環太平洋大学 1 鹿児島県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
14.50 +1.0 1097 小川　瑠 美作大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
14.56 +1.3 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月27日 混
14.57 +1.2 1167 西村 佳央 環太平洋大学 2 島根県 ２０１７布勢スプリント 布勢 6月4日
14.71 +1.4 1168 藤丸 みなみ 環太平洋大学 2 徳島県 ２０１７布勢スプリント 布勢 6月4日
14.74 +1.3 1212 茶藤　沙紀 広島経済大学 4 愛媛県 愛媛県陸上競技選手権大会ニンジニアスタジアム 7月15日
14.83 +1.3 1254 宮下 あかり 松山大学 4 愛媛県 第72回愛媛陸上競技選手権大会ニンジニアスタジアム 7月15日
14.84 +1.9 1256 堀部 舞 松山大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
15.15 +1.9 1092 堀　遥菜 美作大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
15.24 +-0.0 1378 中江 莉穂 愛媛大学 2 愛媛県 第二回強化記録会 ニンジニアスタジアム 8月13日
15.71 +1.3 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月27日 混
15.78 +1.8 1307 花谷　優希奈 美作大学 1 岡山県 岡山県陸上競技記録会 岡山 9月9日
15.92 +1.4 1354 皆尾 早耶 岡山大学 １ 島根県 津山選手権 津山 8月6日
16.06 +1.4 1202 宇那木 咲良 岡山大学 2 岡山県 津山選手権 津山 8月6日
16.56 +1.1 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四個人 布勢 10月27日 混
16.64 +1.1 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月27日 混
17.15 -0.6 7-1403 吉岡　琴乃 島根大学 1 広島県 夏季島大リレーカーニバル島根大学陸上競技場 9月2日
17.40 +0.7 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
17.94 +0.0 1361 大塚 彩未 高知大学 1 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
1:01.02 1331 竹内 玲菜 環太平洋大学 1 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月21日
1:01.67 1151 山本 遥 環太平洋大学 4 広島県 中四個人 布勢 10月29日
1:02.81 1214 小山田　みなみ 広島経済大学 3 広島県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月02日
1:03.09 1291 住田 麻結 愛媛大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
1:03.44 1325 伊尻 裕唯 環太平洋大学 1 兵庫県 第58回兵庫陸上競技選手権大会ユニバー記念陸上競技場 7月09日
1:03.61 1158 近藤 玲名 環太平洋大学 3 兵庫県 岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
1:05.84 1069 林　沙知 福山平成大学 １ 広島県 広島県選手権 広島スタジアム 6月25日
1:05.88 1222 伊藤　真由美 鳴門教育大学 3 徳島県 中四インカレ 高松市立屋島競技場 5月21日
1:06.42 1354 皆尾 早耶 岡山大学 １ 島根県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
1:07.09 1148 井上 直子 環太平洋大学 4 鹿児島県 第72回丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月09日
1:07.25 1254 宮下 あかり 松山大学 4 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
1:08.08 1327 大城 有利加 環太平洋大学 1 沖縄県 中四個人 布勢 10月29日
1:08.14 1329 篠原 愛海 環太平洋大学 1 鹿児島県 中国四国私立大学対抗陸上選手権大会倉敷 6月04日
1:08.25 1200 徳原 真奈美 岡山大学 3 岡山県 第2回津山記録会 津山 4月29日
1:09.07 1361 大塚 彩未 高知大学 1 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
1:09.49 1028 工藤 奈々美 広島大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
1:09.86 1289 大谷 亜実 愛媛大学 2 兵庫県 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月15日
1:10.74 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 全日本医歯薬獣 西京極 8月24日
1:13.46 7-1057 安藤 うみ 広島文化学園大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
1:17.00 1390 武岡 瑞季 広島大学 1 徳島県 中四個人 布勢 10月29日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
48:32.38 1018 山田 千花 広島大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
51:38.36 1020 糴川 礼菜 広島大学 2 静岡県 中四個人 布勢 10月28日
52:42.85 1260 藤田 喜子 松山大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
54.00.66 1088 浅尾　知佳 美作大学 4 鳥取県 中四個人 布勢 10月28日
54.25.00 1067 池田　未央 福山平成大学 1 広島県 長崎陸協競歩 諫早 12月10日
58:15.36 1216 山本 真知子 広島経済大学 1 広島県 中四個人 布勢 10月28日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
9:57.23 1272 高見澤 安珠 松山大学 4 愛媛県 日本選手権 ヤンマースタジアム長居 6月24日
10:05.26 1275 岡田 佳子 松山大学 2 愛媛県 日本選手権 ヤンマースタジアム長居 6月24日
11:31.92 7-1078 渡部　結 島根大学 3 島根県 中四インカレ 屋島 5月20日



記録 １走 ２走 ３走 ４走 所属 １走 ２走 ３走 ４走 大会 会場 日付 備考
46.29 1150 1161 1162 1153 環太平洋大学 亀岡 実鶴 深川 恵充 松井 令奈 内村 優紀 中四インカレ 屋島 5月20日
49.21 1092 1089 1097 1096 美作大学 堀　遥菜 筏津　沙紀 小川　瑠 升尾　春奈 中四インカレ 屋島 5月20日
49.61 1157 1329 1155 1328 環太平洋大学 加藤 幸 篠原 愛海 谷村 香菜子 佐野 亜衣 第38回中四国私立大学対校選手権大会倉敷 6月4日
49.70 1378 1291 1360 1290 愛媛大学 中江 莉穂 住田 麻結 千代 瑞貴 加洲 実紗希 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月15日
49.88 1200 1352 1202 1205 岡山大学 徳原 真奈美 岡崎 穂乃香 宇那木 咲良 戸部 友理 中四個人 布勢 10月27日
49.89 1238 1230 1235 1239 高知大学 山中 絵莉華 川竹 みのり 横関 彩加 蘆田 菜月 県選手権 春野 5/3
49.91 1092 1089 1097 1096 美作大学 堀　遥菜 筏津　沙紀 小川　瑠 升尾　春奈 西日本インカレ エディオンスタジアム 6月3０日
50.02 1254 1256 1255 1257 松山大学 宮下 あかり 堀部 舞 岩市 桜子 中村 真衣子 中四インカレ 屋島 5月20日
50.07 1204 1205 1200 1352 岡山大学 鼓 葉留香 戸部 友理 徳原 真奈美 岡崎 穂乃香 中四インカレ 屋島 5月20日
50.25 1354 1205 1200 1352 岡山大学 皆尾 早耶 戸部 友理 徳原 真奈美 岡崎 穂乃香 津山選手権 津山 8月6日
50.37 1381 1291 1360 1290 愛媛大学 行田 智香 住田 麻結 千代 瑞貴 加洲 実紗希 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
50.43 1289 1291 1360 1290 愛媛大学 大谷 亜実 住田 麻結 千代 瑞貴 加洲 実紗希 中四インカレ 屋島 5月20日
50.56 1238 1230 1235 1239 高知大学 山中 絵莉華 川竹 みのり 横関 彩加 蘆田 菜月 中四インカレ 屋島 5/20
50.7 1099 1097 1102 1096 美作大学 大塚　友暉 小川　瑠 藤澤　雛子 升尾　春奈 中四個人 布勢 10月27日
50.78 1254 1255 1257 1256 松山大学 宮下 あかり 岩市 桜子 中村 真衣子 堀部 舞 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
50.83 1313 1051 1314 1253 鳥取大学 市橋 怜子 土居 あゆみ 高堂 詩子 新藤 有夏 西日本インカレ エディオン 6月30日
50.87 1200 1202 1205 1204 岡山大学 徳原 真奈美 宇那木 咲良 戸部 友理 鼓 葉留香 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
50.99 1237 1230 1238 1239 高知大学 野村 小夏 川竹 みのり 山中 絵莉華 蘆田 菜月 高知市カーニバル 高知市 11/11
51.06 1204 1205 1202 1200 岡山大学 鼓 葉留香 戸部 友理 宇那木 咲良 徳原 真奈美 第2回津山記録会 津山 4月29日
51.39 1059 1279 1387 1280 山口大学 湯川　咲希 野村　幸誉 橋本　結生 鳥越　優里 山口県選 維新 5月4日
51.52 1345 1025 1023 1026 広島大学 稲熊 詩帆 木戸 恵理 高木 瑠唯 山﨑 安寿 中四インカレ 屋島 5月20日
51.54 1033 1031 1345 1390 広島大学 安藤 はるな 安田 夏生 稲熊 詩帆 武岡 瑞季 中四個人 布勢 10月27日
51.72 1122 1051 1124 1253 鳥取大学 岡崎 瑞紀 土居 あゆみ 小島 萌絵 新藤 有夏 中四インカレ 屋島 5月20日
55.83 1292 1288 1379 1382 愛媛大学 今井 ひとみ 明地 優希 岡本 悠 渡邉 愛子 西条ひうち 西条ひうち 7月30日



記録 １走 ２走 ３走 ４走 所属 １走 ２走 ３走 ４走 大会 会場 日付 備考
3:49.51 1149 1152 1161 1150 環太平洋大学 加島 元香 今村 亜子 深川 恵充 亀岡 実鶴 中四インカレ 屋島 5月21日
3:55.31 1151 1328 1157 1149 環太平洋大学 山本 遥 佐野 亜衣 加藤 幸 加島 元香 中四個人 布勢 10月29日
3:55.32 1152 1162 1157 1161 環太平洋大学 今村 亜子 松井 令奈 加藤 幸 深川 恵充 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
3:55.95 1157 1152 1131 1149 環太平洋大学 加藤 幸 今村 亜子 竹内 玲菜 加島 元香 中四インカレ 屋島 5月20日
3:59.33 1028 1025 1026 1031 広島大学 工藤 奈々美 木戸 恵理 山﨑 安寿 安田 夏生 中四インカレ 屋島 5月21日
4:01.19 1346 1031 1025 1026 広島大学 友野 みはる 安田 夏生 木戸 恵理 山﨑 安寿 中四個人 布勢 10月29日
4:01.34 1028 1025 1026 1031 広島大学 工藤 奈々美 木戸 恵理 山﨑 安寿 安田 夏生 中四インカレ 屋島 5月20日
4:06.31 1200 1205 1204 1354 岡山大学 徳原 真奈美 戸部 友理 鼓 葉留香 皆尾 早耶 中四インカレ 屋島 5月21日
4:07.48 1065 1060 1059 1058 山口大学 野村　幸誉 鳥越　優里 湯川　咲希 橋本　結生 中四インカレ 屋島 5月20日
4:12.07 1309 1054 1055 1308 ノートルダム清心女子大学髙杉 桃子 馬場 梓 岡﨑 愛 山室 優香 中四インカレ 屋島 5月20日
4:12.22 1290 1291 1378 1381 愛媛大学 加洲 実紗希 住田 麻結 中江 莉穂 行田 智香 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月16日
4:12.58 1352 1200 1318 1204 岡山大学 岡崎 穂乃香 徳原 真奈美 山口 更紗 鼓 葉留香 中四個人 布勢 10月29日
4:15.67 1253 1051 1122 1121 鳥取大学 新藤 有夏 土居 あゆみ 岡崎 瑞紀 諌山 菜々子 中四個人 布勢 10月29日
4:17.60 1290 1291 1288 1289 愛媛大学 加洲 実紗希 住田 麻結 明地 優希 大谷 亜実 中四インカレ 屋島 5月20日
4:21.29 1404 1218 1403 1363 島根大学 前田　流歌 伊藤　元伽 吉岡　琴乃 谷岡　景子 中四個人 布施 10月29日
4:31.72 1308 1052 1056 1053 ノートルダム清心女子大学山室 優香 谷 茉由子 和田 薫乃 三輪 ゆきの 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
4:35.77 1413 1317 1199 1201 岡山大学 横関 菫 川上 敦子 角倉 佳峰 古川 小百合 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
4.02.84 1100 1096 1089 1098 美作大学 小川　莉奈 升尾　春奈 筏津　沙紀 西田　志織 中四インカレ 屋島 5月21日
4.07.73 1100 1096 1098 1089 美作大学 小川　莉奈 升尾　春奈 西田　志織 筏津　沙紀 全山陰陸上競技大会 松江 4月3日
4.07.88 1100 1096 1089 1101 美作大学 小川　莉奈 升尾　春奈 筏津　沙紀 森　楓恋 中四個人 布勢 10月29日
4.08.96 1100 1096 1101 1089 美作大学 小川　莉奈 升尾　春奈 森　楓恋 筏津　沙紀 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月1日
4.12.62 1231 1239 1230 1230 高知大学 多田羅　奈々 蘆田 菜月 大塚　彩未 川竹　みのり 中四個人 布勢 10/29
4.12.84 1238 1239 1230 1230 高知大学 山中　絵莉華 蘆田 菜月 野村　小夏 川竹　みのり 高知市陸上 高知市 4/23
4.13.58 1239 1361 1235 1235 高知大学 蘆田　菜月 川竹　みのり 大塚　彩未 横関　彩加 中四インカレ 屋島 5/20
4.25.72 1235 1237 1236 1236 高知大学 横関　彩加 蘆田　菜月 野村　小夏 朝日　佳奈 第30回リレーカーニバル 春野 4/16



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
1m68 1177 見良津 菜緒 環太平洋大学 2 宮崎県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月15日
1m68 1318 山口 更紗 岡山大学 １ 兵庫県 第2回岡山県記録会 シティライトスタジアム 7月22日
1m67 1337 渡邉 麻菜香 環太平洋大学 1 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月20日
1m64 1360 千代 瑞貴 愛媛大学 1 愛媛県 愛媛選手権 ニンジニアスタジアム 7月15日
1ｍ61 7-1085 河野　恵里花 島根大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月20日
1m60 1203 下中 友規乃 岡山大学 2 岡山県 津山選手権 津山 8月6日
1m60 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
1m60 1023 高木 瑠唯 広島大学 4 広島県 徳山大学フィールド記録会 徳山大学 7月16日
１m53 1093 大塚　和 美作大学 3 愛媛県 岡山県陸上競技記録大会 岡山 9月9日
1m50 1345 稲熊 詩帆 広島大学 1 愛知県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
1m46 1122 岡崎 瑞紀 鳥取大学 2 鳥取県 鳥取市選手権 布勢 6月10日
1m45 1292 今井 ひとみ 愛媛大学 3 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
1ｍ40 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月27日 混
1m40 1256 堀部 舞 松山大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
1m40 1124 小島 萌絵 鳥取大学 3 鳥取県 中四インカレ 屋島 5月20日
1m38 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月23日 混
1ｍ35 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月27日 混
1m35 1379 岡本 悠 愛媛大学 1 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
1ｍ30 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月19日 混



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
3m80 1169 稲艸 夏姫 環太平洋大学 4 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
3m70 1033 安藤 はるな 広島大学 2 香川県 中四個人 布勢 10月28日
3m00 1174 古堅 絵梨花 環太平洋大学 3 沖縄県 第72回国民体育大会最終選考会沖縄 8月13日
2m20 1172 服部 まゆ 環太平洋大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
6m00 ∔0.2 1335 本原 朱莉 環太平洋大学1 岡山県 第63回岡山県陸上対抗選手権大会シティライトスタジアム 6月25日
5m67 +0.9 1303 喜多　世奈 徳島大学 １ 徳島県 第68回四国地区大学総合体育大会徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場7月8日
5m61 +0.6 1238 山中　映莉華 高知大学 2 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
5m59 ∔1.2 1334 三原 美樹 環太平洋大学1 香川県 中四個人 布勢 10月27日
5m48 +1.8 1147 森内　砂希 広島修道大学2 広島県 広島県選手権 広島スタジアム ６月２４日
5ｍ43 +0.8 1213 竹葉　千春 広島経済大学4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
5m31 ∔0.8 1171 西川 遥菜 環太平洋大学4 広島県 中四個人 布勢 10月27日
5m28 +0.4 1318 山口 更紗 岡山大学 １ 兵庫県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
5m22 ∔0.８ 1333 中園 菜々美 環太平洋大学1 福岡県 第2回岡山記録会 シティライトスタジアム 7月22日
5m17 -0.8 1176 千年原 友香 環太平洋大学2 鹿児島県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
5ｍ11 +1.0 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 島根県陸上競技選手権大会 益田市営陸上競技場 5月6日
5m10 +0.6 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日 混
5m04 +0.8 1352 岡崎 穂乃香 岡山大学 １ 鳥取県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
5m04 +1.6 1345 稲熊 詩帆 広島大学 1 愛知県 東広島記録会 アクアパーク 7月9日
4m95 ∔0.8 1336 笠 沙弥佳 環太平洋大学1 福岡県 中四個人 布勢 10月27日
4m93 +1.3 1360 千代 瑞貴 愛媛大学 1 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月19日
4m92 ±0.0 1200 徳原 真奈美 岡山大学 ３ 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
4m82 +0.1 1382 渡邉 愛子 愛媛大学 1 愛媛県 西条ひうち 西条ひうち 7月30日
4m81 +1.8 1361 大塚 　彩未 高知大学 1 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
4ｍ81 +0.6 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日 混
4m81 +0.9 1210 枝園 彩加 倉敷芸術科学大学3 岡山県 中四インカレ 屋島 5月19日
4m73 +1.2 1195 田中 友梨 岡山大学 ４ 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月19日
4m73 +1.5 1254 宮下 あかり 松山大学 4 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月8日
4m71 +0.7 1211 古澤 音羽 倉敷芸術科学大学2 岡山県 県実業団・学生対抗 総社陸上競技場 10月1日
4m66 +0.1 1054 馬場 梓 ノートルダム清心女子大学3 香川県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
4m62 +1.2 1123 前田 菜月 鳥取大学 2 鳥取県 中四個人 布勢 10月27日
4m61 ＋1.7 1315 安永　奈央 山口大学 1 山口県 中四インカレ 屋島 5月20日
4m58 +1.8 1288 明地 優希 愛媛大学 2 愛媛県 第一回強化記録会 ニンジニアスタジアム 4月16日
4m58 +1.8 1375 木成 侑子 鳥取大学 1 鳥取県 中四個人 布勢 10月27日
4m52 -0.5 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 中四個人 布勢 10月28日 混
4m03 +0.6 1055 岡﨑 愛 ノートルダム清心女子大学2 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日



記録 風力 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
11m84 ∔1.3 1170 川田 理恵 環太平洋大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月21日
11m83 +1.4 1238 山中 　映莉華 高知大学 2 高知県 中四インカレ 屋島 5/21
10m98 +0.3 1345 稲熊 詩帆 広島大学 1 愛知県 広島大学夏季競技会 上野総合公園 7月29日
10m90 +0.0 1092 堀　遥菜 美作大学 4 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
10m82 ∔1.0 1173 奥住 朱香 環太平洋大学 3 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月21日
10m79 ∔0.5 1333 中園 菜々美 環太平洋大学 1 福岡県 丸亀記録会 ピカラスタジアム 4月9日
10m73 -1.3 1147 森内　砂希 広島修道大学 2 広島県 中四個人 布勢 １０月２９日
10m71 +0.9 1093 大塚　和 美作大学 3 高知県 中四インカレ 屋島 5月21日
10m68 +1.2 1099 大塚　友暉 美作大学 1 高知県 中四インカレ 屋島 5月21日
10m54 +1.0 1211 古澤 音羽 倉敷芸術科学大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日
9m96 -0.2 1195 田中 友梨 岡山大学 4 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月21日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
11m94 7-1086 野崎　菜美 島根大学 3 島根県 境港市選手権 竜が山 6月11日
11m38 1095 畑愛実 美作大学 3 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
10m90 1032 関 菜都美 広島大学 2 香川県 中四個人 布勢 10月28日
10m17 1353 小橋 祐也 岡山大学 １ 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
10m17 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
10m09 1196 和田 綾乃 岡山大学 4 岡山県 中四個人 布勢 10月28日
9m91 1258 西原 美結 松山大学 2 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
9m86 1293 渡部 鈴 愛媛大学 3 愛媛県 四国インカレ ポカリスエットスタジアム 7月7日
9m38 1005 後田 あやめ 広島大学 S1 鹿児島県 中四個人 布勢 10月28日
7ｍ68 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月19日 混
7m49 1206 福井　茉穂 岡山大学 2 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月24日 混
7ｍ06 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 秋季島大リレーカーニバル島根大学陸上競技場 9月30日
6ｍ79 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月27日 混
6m70 1237.00 野村　小夏 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/7
6m01 1241.00 木村　帆菜美 高知大学 2 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/7



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
42m78 1220 原田　佳奈 鳴門教育大学 4 兵庫県 中四インカレ 高松市立屋島競技場 5月20日
40m25 1340 脇田 清加 環太平洋大学 1 広島県 中国五県対校 布勢 8月20日
39m37 1070 渡邊　彩 福山平成大学 １ 広島県 中四個人 布勢 10月２７日
37m43 1258 西原 美結 松山大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月20日
36m91 1178 花村 優 環太平洋大学 4 広島県 広島県陸上競技選手権大会広島スタジアム 6月24日
35m80 0000 中四国 太郎 ○○大学 2 広島県 中四インカレ ニンジニアスタジアム 5月27日
35ｍ68 7-1082 手島　彩乃 島根大学 4 島根県 中四インカレ 屋島 5月20日
34m93 1095 畑　愛実 美作大学 3 岡山県 中国五県対抗 布勢 8月20日
33m44 1341 渡部 麻佳 環太平洋大学 1 愛媛県 中四個人 布勢 10月27日
32m51 1353 小橋 祐也 岡山大学 １ 岡山県 岡山県選手権 シティライトスタジアム 6月25日
32m39 1293 渡部 鈴 愛媛大学 3 愛媛県 中四インカレ 布勢 5月20日
31m93 1066 井上　美雅 福山平成大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月２７日
30m90 1196 和田 綾乃 岡山大学 ４ 岡山県 第1回岡山県記録会 シティライトスタジアム 4月16日
26m51 1005 後田 あやめ 広島大学 S1 鹿児島県 西条農業記録会 西条農業高校 4月22日
18m26 1237 野村　小夏 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
15m92 1194 田中 佐和 岡山大学 ４ 鳥取県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
13m45 1239 蘆田 　菜月 高知大学 2 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8
12m54 1235 横関　彩加 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/8



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
53m54 1179 赤木 美保 環太平洋大学 3 島根県 日本インカレ 福井 9月10日
46m68 1178 花村 優 環太平洋大学 4 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
35ｍ01 7-1086 野崎　菜美 島根大学 3 島根県 中四インカレ 屋島 5月19日
33m72 1005 後田 あやめ 広島大学 S1 鹿児島県 中四インカレ 屋島 5月19日



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
50m15 1180 岡村 亜彩 環太平洋大学 2 兵庫県 中四インカレ 屋島 5月21日
44m20 1029 村上 遥菜 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月20日
42ｍ51 7-1086 野崎　菜美 島根大学 3 島根県 境港市選手権 竜が山 6月11日
42m12 1339 昌原 未詔 環太平洋大学 1 愛媛県 中四個人 布勢 10月28日
40m94 1182 宮下 史圭 環太平洋大学 2 熊本県 中四個人 布勢 10月28日
39m58 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四個人 布勢 10月28日 混
38m87 1258 西原 美結 松山大学 2 愛媛県 中四インカレ 屋島 5月21日
36m15 1181 川中 彩圭 環太平洋大学 2 広島県 広島県陸上競技選手権大会広島スタジアム 6月25日
32ｍ75 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四インカレ 屋島 5月20日 混
30m30 1195 田中 友梨 岡山大学 ４ 兵庫県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
27m40 1238 山中 　映莉華 高知大学 2 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/7
26m58 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山県 関西医 京都府立山城総合運動公園6月4日
25ｍ42 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日 混
25m35 1353 小橋 祐也 岡山大学 １ 岡山県 第1回吉備路陸上競技大会総社 11月26日
23m32 1236 朝日　 佳奈 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/7
22ｍ26 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県 出雲陸上 浜山公園陸上競技場 4月22日
22m05 1052 谷 茉由子 ノートルダム清心女子大学4 岡山県 岡山県インカレ 倉敷 11月5日
10m06 1235 横関　　彩加 高知大学 3 高知県 四国インカレ ポカリスウェットスタジアム 7/7



記録 登録番号 名前 所属 学年 陸協 大会 会場 日付 備考
5159 1175 松岡 絵里 環太平洋大　３ 3 兵庫県 西日本インカレ エディオンスタジアム 7月2日
4940 1165 渡部 栞里 環太平洋大　２ 2 広島県 丸亀カーニバル ピカラスタジアム 4月8日
4939 1168 藤丸 みなみ 環太平洋大　２ 2 徳島県 中四インカレ 屋島 5月19日
4938 1130 田代 なる実 環太平洋大　１ 1 宮崎県 中四インカレ 屋島 5月19日
4822 1031 安田 夏生 広島大学 2 広島県 中四インカレ 屋島 5月19日
4346 1319 杉本　知佳 高知学園短期大学 1 高知県 中国インカレ 屋島競技場 5月21日
3471 7-1363 谷岡　景子 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日
3471 7-1218 伊藤　元伽 島根大学 1 島根県 中四個人 布施 10月28日
3470 7-1084 京面　華菜恵 島根大学 4 島根県　 中四インカレ 屋島 5月19日
3451 1206 福井 茉穂 岡山大学 2 岡山大学 中四個人 布勢 10月27日、28日


