
第35回中国四国学生陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 竹林　良典
【 12670201 】 記録主任： 秋山　定之

決勝記録一覧表
(AR GR:中四学生,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

10/27 男子 諏訪  裕祐(3) 10.69 足立  達也(4) 兵  庫･広島大学 10.75 梶谷  亮輔(3) 10.81 藤田  貴士(2) 10.86 小笠原  高広(4) 10.86 木下  孝啓(4) 10.89
１００ｍ 高  知･高知大学 小田  雅士(2) 高  知･環太平洋大学 鳥  取･環太平洋大学 愛  媛･松山大学 香  川･松山大学 山  口･広島経済大学

10/28  +0.4 木村  和史(2) 21.34 横山  佳佑(1) 21.65 諏訪  裕祐(3) 21.69 足立  達也(4) 21.72 坪内  諒(3) 21.74 吉岡  慎司(2) 21.98 林  雅人(2) 22.06 高原  毅(2) 22.23
２００ｍ 香  川･環太平洋大学 山  口･環太平洋大学 高  知･高知大学 兵  庫･広島大学 鳥  取･環太平洋大学 島  根･吉備国際大学 愛  知･広島大学 岡  山･環太平洋大学

10/27 木村  和史(2) 47.57 佐々川  雄雅(2) 49.07 林  雅人(2) 49.40 石井  章太(4) 49.56 横山  佳佑(1) 50.07 廣中  智紀(3) 50.15 盆子原  良太(3) 50.20 内田  栄一(3) 50.22
４００ｍ 香  川･環太平洋大学 島  根･環太平洋大学 愛  知･広島大学 広  島･広島市立大学 山  口･環太平洋大学 山  口･環太平洋大学 広  島･福山平成大学 岡  山･美作大学

10/28 松岡  太嗣(4) 1:53.81 住田  和人(4) 1:54.61 小山  貴康(3) 1:54.90 西田  健吾(1) 1:55.05 田中  ひかる(4) 1:56.14 山崎  健太郎(4) 1:56.80 寺田  勇気(1) 1:56.95 東  泰史(3) 1:57.21
８００ｍ 兵  庫･岡山商科大学 広  島･広島修道大学 岡  山･岡山理科大学 岡  山･岡山大学 鳥  取･岡山商科大学 山  口･岡山大学 高  知･高知大学 兵  庫･岡山大学

10/27 監物  稔浩(4) 3:53.40 瀬戸  浩二郎(3) 3:55.20 中原  優斗(2) 3:56.29 樫部  直人(1) 3:58.16 川上  和真(2) 3:58.17 立川  遼(3) 3:59.33 松岡  太嗣(4) 3:59.97 碓井  隆治(2) 4:00.82
１５００

ｍ 岡  山･環太平洋大学 広  島･広島経済大学 広  島･広島経済大学 山  口･山口大学 香  川･環太平洋大学 兵  庫･環太平洋大学 兵  庫･岡山商科大学 愛  媛･岡山商科大学
10/28 監物  稔浩(4) 14:51.54 瀬戸  浩二郎(3) 14:55.61 妹尾  良平(3) 14:55.94 樫部  直人(1) 15:02.91 岡  敦浩(1) 15:07.50 立川  遼(3) 15:08.10 上原  千弥(4) 15:09.24 中村  祐希(1) 15:16.44

５０００
ｍ 岡  山･環太平洋大学 広  島･広島経済大学 広  島･広島修道大学 山  口･山口大学 島  根･岡山商科大学 兵  庫･環太平洋大学 広  島･広島経済大学 広  島･福山大学

10/26 相葉  直紀(4) 29:52.16 丸山  尚道(1) 31:11.72 妹尾  良平(3) 31:15.82 嘉屋  孝真(4) 31:38.94 森  啓太(4) 31:44.18 中村  将太(3) 31:45.10 中村  祐希(1) 31:53.19 岡  敦浩(1) 31:59.14
１０００

０ｍ 広  島･広島大学 広  島･広島経済大学 広  島･広島修道大学 山  口･広島工業大学 香  川･広島経済大学 広  島･広島修道大学 広  島･福山大学 島  根･岡山商科大学
10/27  +0.5 櫻井  秀樹(1) 14.12 小田  雅士(2) 14.16 川﨑  竜太(1) 14.62 太田  拓也(1) 14.73 宮内  裕昭(Ｍ2) 14.80 島袋  裕平(2) 14.86 関山  真弥(1) 14.91 西  勇亮(2) 15.09

１１０ｍ
Ｈ 岡  山･美作大学 AR GR 高  知･環太平洋大学 AR GR 広  島･広島大学 岡  山･岡山商科大学 兵  庫･岡山大学 香  川･岡山商科大学 鹿児島･環太平洋大学 岡  山･環太平洋大学

10/28 河合  卓也(4) 52.47 野島  克斗志(1) 54.11 田井  祐介(2) 54.48 坂井  駿介(1) 55.45 浜野  友希豊(3) 56.38 桑島  健(2) 57.09
４００ｍ

Ｈ 愛  媛･広島経済大学 鳥  取･美作大学 兵  庫･岡山大学 広  島･広島大学 岡  山･岡山大学 香  川･岡山商科大学
10/27 河野  歩実(M1) 9:28.95 青山  翔(1) 9:29.23 沖田  諒太(2) 9:31.71 吉野  正紘(1) 9:36.56 伊永  亮太(3) 9:40.91 武田  佳佑(1) 9:43.07 上原  孝太(2) 9:45.30 佐々木  勇輔(2) 9:46.30

３０００
ｍＳＣ 広  島･広島市立大学 広  島･広島経済大学 広  島･広島修道大学 岡  山･環太平洋大学 岡  山･広島経済大学 山  口･山口大学 徳  島･環太平洋大学 徳  島･徳島大学

10/27 廣藤  耕一(3) 42:54.73 大本  宗範(3) 45:26.20 加藤  創(3) 45:34.33 清家  将徳(1) 45:49.63 松岡  秀弥(2) 46:57.68 一谷  優介(2) 47:13.20 宗澤  博文(3) 48:56.23 梶川  州(2) 49:11.71
10000m競

歩 広  島･福山大学 GR 広  島･広島経済大学 岡  山･岡山商科大学 愛  媛･福山大学 徳  島･岡山商科大学 愛  媛･環太平洋大学 愛  媛･愛媛大学 鳥  取･愛媛大学
10/28 常浦  光希(Ｍ1) 1.99 八重樫  和也(M1) 1.96 石橋  健(1) 1.96 松本  貴之(4) 1.90 渡辺  光(1) 岡  山･広島経済大学 1.85 髙住  岳(4) 広  島･愛媛大学 1.85

走高跳 岡  山･岡山大学 徳  島･徳島大学 島  根･岡山商科大学 岡  山･環太平洋大学 喜田  裕斗(1) 愛  媛･松山大学 阿部  圭佑(3) 香  川･香川大学
10/27 川西  翔太(1) 4.50 下瀬  翔貴(2) 4.40 白石  裕明(4) 4.20 堀江  佳弘(1) 4.20 濱崎  拓人(4) 4.20 日高  渉(3) 4.10 丸口  悠貴(1) 4.00 岡本  直之(4) 4.00

棒高跳 島  根･松山大学 広  島･環太平洋大学 岡  山･環太平洋大学 徳  島･徳島大学 香  川･香川大学 岡  山･岡山理科大学 静  岡･環太平洋大学 広  島･広島修道大学
10/27 松浦  憲吾(2) 7.19(0.0) 小林  祐介(3) 7.02(-0.1) 菊澤  健一(1) 6.91(-0.4) 椢原  功輝(1) 6.81(-0.5) 小倉  希望(2) 6.81(-0.4) 前垣  雅哉(1) 6.74(-0.2) 佐々木  拓海(1) 6.57(-0.5) 土肥  彰(4) 6.56(-1.3)

走幅跳 鳥  取･美作大学 岡  山･環太平洋大学 香  川･香川大学 徳  島･徳島文理大学 鹿児島･環太平洋大学 鳥  取･鳥取大学 岡  山･川崎医療福祉大学 島  根･広島工業大学
10/28 勝部  諒(1) 15.05(+0.6) 椢原  功輝(1) 14.71(+0.4) 開内  健士郎(3) 14.59(+2.3) 常浦  光希(Ｍ1) 14.48(+1.4) 矢部  将士(2) 14.29(+1.3) 中尾  優啓(4) 14.27(+0.9) 伊藤  恵太(4) 14.24(+0.3) 兵頭  賢紀(2) 14.14(+2.9)

三段跳 岡  山･岡山大学 徳  島･徳島文理大学 広  島･広島経済大学 岡  山･岡山大学 岡  山･広島経済大学 香  川･香川大学 大  分･岡山商科大学 愛  媛･広島経済大学
10/28 小林  雅通(M2) 14.00 岡田  翔吾(1) 13.53 木下  隼一(4) 12.81 勝部  悠介(2) 12.76 梶原  広大(4) 12.33 珠山  信昭(2) 12.29 高橋  克昌(4) 12.19 野崎  雄介(4) 11.96

砲丸投 鳥  取･鳥取大学 香  川･環太平洋大学 兵  庫･環太平洋大学 島  根･島根大学 愛  媛･松山大学 愛  媛･愛媛大学 愛  媛･高知大学 岡  山･環太平洋大学
10/27 木下  雅崇(4) 43.20 勝部  悠介(2) 42.26 戸田  敬宏(3) 40.64 大森  章弘(3) 39.16 岡部  信克(2) 39.05 濱崎  貴行(2) 37.77 宮本  晃貴(1) 36.63 岡田  翔吾(1) 35.17

円盤投 愛  媛･広島経済大学 島  根･島根大学 愛  媛･岡山商科大学 岡  山･環太平洋大学 愛  媛･松山大学 鳥  取･岡山商科大学 兵  庫･環太平洋大学 香  川･環太平洋大学
10/26 富山  樹(1) 54.74 宮本  晃貴(1) 48.38 上杉  利輝(3) 47.68 森元  鷹矢(1) 47.40 手石  妙亮(1) 46.72 請川  恵一(2) 45.75 山本  健太(3) 45.72 寄定  敏雄(4) 45.16

ハンマー
投 宮  崎･徳山大学 兵  庫･環太平洋大学 山  口･徳山大学 岡  山･環太平洋大学 鳥  取･環太平洋大学 香  川･環太平洋大学 岡  山･徳山大学 広  島･広島経済大学

10/27 田中  匠(2) 62.86 久保田  涼介(3) 59.99 豊田  聡一(3) 58.95 長谷  祐太(M2) 57.12 塚本  弘貴(4) 56.81 横堀  誠也(1) 56.70 竹内  勇斗(1) 55.58 田嶋  訓幸(4) 55.39
やり投 兵  庫･環太平洋大学 宮  崎･徳山大学 愛  媛･松山大学 鳥  取･広島大学 岡  山･岡山大学 高  知･高知大学 岡  山･環太平洋大学 兵  庫･環太平洋大学

10/27 岡  山･環太平洋大A       40.68 岡  山･環太平洋大B       41.71 山  口･山口大       41.75 広  島･広島経済大D       41.96 愛  媛･松山大       42.00 岡  山･岡山大       42.06 岡  山･岡山商科大       42.11
４×１０

０ｍ 小田  雅士(2) GR 浜崎  慎也(1) 佐藤  達樹(1) 河合  卓也(4) 神内  銀河(2) 古礒  和樹(3) 門脇  凌(2)
坪内  諒(3) 横山  佳佑(1) 山本  健志(4) 高塚  大(4) 藤田  貴士(2) 田中  善將(1) 山口  侑太(3)
梶谷  亮輔(3) 高原  毅(2) 小松  亮(2) 古田  真也(4) 村上  博昭(2) 石井  裕太(1) 今井  翔吾(1)
木村  和史(2) 廣中  智紀(3) 岡嶋  修平(2) 木下  孝啓(4) 小笠原  高広(4) 小坂  将樹(4) 石原  玄貴(4)

10/28 岡  山･環太平洋大A     3:11.35 広  島･広島大A     3:15.28 岡  山･環太平洋大C     3:17.05 岡  山･岡山大A     3:17.41 山  口･山口大     3:17.69 広  島･福山平成大     3:17.85 岡  山･岡山商科大     3:18.45 広  島･広島経済大D     3:18.81
４×４０

０ｍ 佐々川  雄雅(2) GR 足立  達也(4) 黒川  慧(1) 浦  暢太(2) 前田  祐欣(M1) 松本  群真(2) 中島  義裕(3) 松島  吉彦(4)
横山  佳佑(1) 香月  勇人(3) 高力  慎也(2) 田中  善將(1) 山本  健志(4) 清水  宅麻(2) 梨子木  優太(4) 高塚  大(4)
廣中  智紀(3) 今城  裕匡(2) 小田  雅士(2) 宮内  裕昭(Ｍ2) 宮本  成司(M1) 夏木  恭平(3) 大久保  圭悟(2) 木下  孝啓(4)
木村  和史(2) 林  雅人(2) 松尾  黛樹(1) 小坂  将樹(4) 小松  亮(2) 盆子原  良太(3) 桑田  大貴(1) 河合  卓也(4)

10/28 松本  貴之(4) 6245 小倉  希望(2) 6231 定本  聖矢(4) 5485 佐藤  匠(2) 5380 丹波  智義(3) 5377 河井  和馬(1) 5293 佐藤  洋介(2) 5197 宮本  大樹(2) 4644
十種競技 岡  山･環太平洋大学 鹿児島･環太平洋大学 岡  山･広島修道大学 岡  山･広島大学 広  島･広島修道大学 愛  媛･環太平洋大学 岡  山･松山大学 高  知･福山平成大学



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

10/27 女子  +0.8 杵渕  莉沙(2) 12.17 松尾  紗也可(2) 12.30 竹中  ひかる(1) 岡  山･環太平洋大学 12.34 久松  花朱実(1) 12.68 池田  有希(4) 12.85 山口  ちひろ(4) 12.89
１００ｍ 広  島･美作大学 岡  山･広島経済大学 清水  祐希(4) 岡  山･美作大学 岡  山･美作大学 愛  媛･松山大学 長  崎･徳山大学

10/28  +3.3 杵渕  莉沙(2) 24.38 松尾  紗也可(2) 24.78 塩見  玲加(1) 24.85 竹中  ひかる(1) 25.24 清水  祐希(4) 25.47 才野  直美(3) 25.53 池田  有希(4) 25.57
２００ｍ 広  島･美作大学 岡  山･広島経済大学 岡  山･環太平洋大学 岡  山･環太平洋大学 岡  山･美作大学 広  島･広島経済大学 愛  媛･松山大学

10/27 秋山  真理(Ｍ2) 56.30 塩見  玲加(1) 56.58 才野  直美(3) 56.94 平山  萌(3) 59.04 川田  智惠(1) 59.16 小川  愛加(2) 59.50 西岡  真衣香(1) 1:00.01 三谷  美紀(1) 1:00.28
４００ｍ 香  川･岡山大学 GR 岡  山･環太平洋大学 広  島･広島経済大学 福  岡･徳山大学 広  島･環太平洋大学 宮  崎･徳山大学 愛  媛･徳山大学 広  島･美作大学

10/28 平山  萌(3) 2:16.24 兒玉  望(1) 2:19.17 伊藤  礼(4) 2:19.74 岡崎  霞(1) 2:20.70 島田  実穂(2) 2:21.11 田中  夢乃(3) 2:22.48 鈴木  真綾(1) 2:23.93 矢野  里恵子(4) 2:24.27
８００ｍ 福  岡･徳山大学 広  島･広島大学 愛  媛･愛媛大学 山  口･山口大学 愛  媛･愛媛大学 広  島･広島大学 島  根･島根大学 広  島･福山平成大学

10/27 伊藤  礼(4) 4:45.45 岡崎  霞(1) 4:46.36 平山  萌(3) 4:48.73 河村  美沙(2) 4:50.74 横田  知佳(1) 4:50.75 市川  美穂(2) 4:52.44 中村  友貴奈(3) 4:54.34 吉光  美陽(2) 4:55.00
１５００

ｍ 愛  媛･愛媛大学 山  口･山口大学 福  岡･徳山大学 山  口･環太平洋大学 山  口･広島大学 広  島･広島大学 広  島･広島修道大学 岡  山･ノートルダム清心
10/28 古川  千尋(4) 17:47.67 河村  美沙(2) 17:49.13 市川  美穂(2) 17:52.18 中村  友貴奈(3) 18:12.03 森崎  聖奈(4) 18:37.03 吉光  美陽(2) 18:39.21 福島  美香(3) 18:43.80 山下  生紗(2) 19:13.11

５０００
ｍ 福  岡･徳山大学 山  口･環太平洋大学 広  島･広島大学 広  島･広島修道大学 宮  崎･環太平洋大学 岡  山･ノートルダム清心 山  口･山口福祉文化大学 山  口･山口福祉文化大学

10/26 古川  千尋(4) 37:56.65 福島  美香(3) 38:41.92 正木  茜(2) 39:20.49
１０００

０ｍ 福  岡･徳山大学 山  口･山口福祉文化大学 愛  媛･環太平洋大学
10/27 山根  瑠美(4) 14.23 吉岡  史穂(4) 15.42 末吉  萌(3) 15.96 村上  伊代(3) 16.23 林  亜佑美(1) 16.31 松本  夕布奈(1) 16.38 近藤  瑞希(2) 16.52 藤原  詩織(1) 17.19

１００ｍ
Ｈ 鳥  取･美作大学 GR 岡  山･福山平成大学 宮  崎･環太平洋大学 山  口･下関市立大学 徳  島･鳴門教育大学 愛  媛･松山大学 徳  島･鳴門教育大学 愛  媛･愛媛大学

10/28 吉岡  史穂(4) 1:04.20 藤本  麻衣(2) 1:05.12 川田  智惠(1) 1:05.16 橋本  育(1) 1:06.56 森川  祐紀子(4) 1:08.80 小郷  実紀(3) 1:09.35 安平  つく偲(2) 1:10.33 岡崎  美香子(3) 1:11.54
４００ｍ

Ｈ 岡  山･福山平成大学 香  川･松山大学 広  島･環太平洋大学 岡  山･吉備国際大学 広  島･広島修道大学 岡  山･岡山大学 鳥  取･鳥取大学 岡  山･ノートルダム清心
10/26 横田  知佳(1) 11:13.26 矢野  里恵子(4) 11:52.96 加藤  友貴(3) 12:08.43 那須  由紀子(3) 12:10.73 倉橋  里佳(3) 12:40.83 土田  紗矢(2) 12:43.17 松尾  祐弥(3) 13:24.58

３０００
ｍＳＣ 山  口･広島大学 GR 広  島･福山平成大学 広  島･環太平洋大学 岡  山･環太平洋大学 岡  山･環太平洋大学 兵  庫･環太平洋大学 長  崎･環太平洋大学

10/27 金﨑  葵(2) 49:45.32 柏木  衿香(3) 50:23.54 水上  友里絵(3) 57:31.23 松木  聖良(2) 58:50.50 白井  菜月(1) 58:53.10 宮田  育美(2) 1:09:13.61
10000m競

歩 長  崎･広島大学 GR 岡  山･岡山県立大学 岡  山･環太平洋大学 愛  媛･福山平成大学 広  島･広島修道大学 愛  媛･環太平洋大学
10/27 廣田  愛実里(3) 1.60 杉谷  茉莉(3) 1.60 首藤  安由美(4) 1.57 奴賀  都(2) 1.54 林  亜佑美(1) 1.51 傳  美帆子(4) 1.48 岡本  彩奈(2) 1.48 狩山  晴奈(2) 1.45

走高跳 徳  島･鳴門教育大学 島  根･美作大学 愛  媛･松山大学 香  川･環太平洋大学 徳  島･鳴門教育大学 徳  島･徳島大学 高  知･高知大学 岡  山･川崎医療福祉大学
10/28 品川  文音(2) 3.40 綾  里奈(2) 3.30 久保  絢香(2) 2.20

棒高跳 岡  山･岡山理科大学 香  川･広島大学 広  島･福山平成大学
10/27 岩本  理沙(3) 5.66(+0.2) 伊藤  希望(M2) 5.64(+0.4) 宗村  麻理子(1) 5.54(0.0) 松元  恵(4) 5.50(+1.1) 三輪  真琳(3) 5.42(+0.5) 村田  匠(4) 5.40(0.0) 小野  みどり(1) 5.30(+0.2) 中条  ありさ(4) 5.25(+0.6)

走幅跳 鳥  取･美作大学 徳  島･鳴門教育大学 山  口･美作大学 愛  媛･松山大学 広  島･広島大学 山  口･広島経済大学 岡  山･美作大学 香  川･環太平洋大学
10/28 井上  文華(4) 11.90(-0.4) 岩本  理沙(3) 11.71(+0.2) 島  里美(1) 11.22(-0.8) 佐藤  唯(4) 11.15(-0.2) 清水  美来(1) 10.78(0.0) 奴賀  都(2) 10.44(0.0) 川中  美咲(4) 10.43(+0.8) 尾中  美咲(1) 10.40(-0.4)

三段跳 広  島･美作大学 鳥  取･美作大学 香  川･香川大学 宮  崎･環太平洋大学 徳  島･徳山大学 香  川･環太平洋大学 広  島･環太平洋大学 高  知･高知大学
10/28 柏木  美穂(1) 11.63 池田  綾子(3) 11.60 野添  千恵美(4) 11.20 寺井  実希(2) 10.74 大浦  麻稀(3) 9.93 花村  咲(4) 9.73 後田  あやめ(4) 9.50 中村  萌(4) 9.21

砲丸投 徳  島･四国大学 愛  媛･高知大学 岡  山･川崎医療福祉大学 徳  島･四国大学 佐  賀･徳山大学 広  島･福山平成大学 鹿児島･山口大学 広  島･山口大学
10/27 白井  絵梨(2) 40.30 池田  綾子(3) 40.13 花村  咲(4) 39.70 大浦  麻稀(3) 32.43 芝田  あゆみ(3) 30.97 原野  佐知子(3) 30.46 野添  千恵美(4) 30.42 後田  あやめ(4) 27.95

円盤投 香  川･広島経済大学 愛  媛･高知大学 広  島･福山平成大学 佐  賀･徳山大学 岡  山･岡山理科大学 岡  山･環太平洋大学 岡  山･川崎医療福祉大学 鹿児島･山口大学
10/28 佐藤  ひめか(1) 47.39 白井  夕貴(4) 46.04 堀之内  舞(1) 45.07 平川  貴恵(2) 41.20 平川  愛(2) 39.96 寺尾  美杏(1) 39.47 中村  萌(4) 38.83 上田  歩(2) 38.76

やり投 香  川･高知大学 岡  山･環太平洋大学 高  知･高知大学 岡  山･徳山大学 大  分･島根大学 熊  本･徳山大学 広  島･山口大学 岡  山･岡山大学
10/26 寺井  実希(2) 50.29 日野  和美(1) 39.12 花村  咲(4) 36.34 森岡  さき(2) 35.32 山田  祥加(4) 33.39 木村  真彩(2) 32.71 後田  あやめ(4) 29.01 芳野  智香(1) 24.73

ハンマー
投 徳  島･四国大学 GR 愛  媛･松山大学 広  島･福山平成大学 愛  媛･松山大学 岡  山･岡山県立大学 岡  山･環太平洋大学 鹿児島･山口大学 愛  媛･徳山大学

10/27 岡  山･美作大       47.51 岡  山･環太平洋大       48.44 広  島･広島経済大A       48.59 岡  山･岡山大       49.70 広  島･広島経済大B       49.89 高  知･高知大       50.13 広  島･福山平成大       51.02 愛  媛･松山大     1:00.30
４×１０

０ｍ 久松  花朱実(1) GR 井上  夏実(2) 光成  真喜子(1) 上田  歩(2) 星野  未波(3) 川本  詩野(4) 今井  李緒(2) 松元  恵(4)
清水  祐希(4) 塩見  玲加(1) 才野  直美(3) 秋山  真理(Ｍ2) 尾原  菜月(4) 岡本  彩奈(2) 吉岡  史穂(4) 池田  有希(4)
森田  睦未(2) 小野  悠希(1) 松尾  紗也可(2) 小郷  実紀(3) 村田  匠(4) 入野  咲(M1) 石田  美希(3) 池田  友香(1)
杵渕  莉沙(2) 竹中  ひかる(1) 林  舞美(1) 河合  菜緒(4) 一安  佑希恵(4) 山本  麻梨乃(6) 大本  里香(4) 池田  知華子(3)

10/28 岡  山･美作大     3:54.39 岡  山･環太平洋大     3:56.38 広  島･広島経済大A     3:59.06 岡  山･岡山大     4:00.48 愛  媛･松山大     4:01.31 広  島･広島経済大B     4:02.10 広  島･福山平成大     4:06.00 愛  媛･愛媛大     4:07.96
４×４０

０ｍ 三谷  美紀(1) 川田  智惠(1) 光成  真喜子(1) 広保  沙紀(1) 池田  友香(1) 星野  未波(3) 大本  里香(4) 岡井  美紀(2)
杵渕  莉沙(2) 塩見  玲加(1) 才野  直美(3) 秋山  真理(Ｍ2) 三野  安加里(2) 尾原  菜月(4) 石田  美希(3) 島田  実穂(2)
山根  瑠美(4) 竹中  ひかる(1) 松尾  紗也可(2) 小郷  実紀(3) 池田  有希(4) 村田  匠(4) 久保  絢香(2) 伊藤  礼(4)
大澤  綾奈(3) 岡本  希望(4) 林  舞美(1) 河合  菜緒(4) 藤本  麻衣(2) 一安  佑希恵(4) 吉岡  史穂(4) 稲田  美咲(2)

10/28 堀之内  舞(1) 4548 田中  宏美(1) 3791 荒川  菜々(2) 3739 野田  歩未(1) 3410
七種競技 高  知･高知大学 福  岡･徳山大学 香  川･環太平洋大学 広  島･広島市立大学


