
決勝 10月22日 12:00

中国四国学生(AR)                 1.81 佐山　淳子                   美作女子大       1989        
大会記録(GR)                     1.81 佐山　淳子                   美作女子大       1989        
日本学生記録(CR)                 1.95 佐藤　恵                     福岡大           1987        

森田  むつみ(3) 徳  島
ﾓﾘﾀ ﾑﾂﾐ 鳴門教育大
今井  ひとみ(2) 愛  媛
ｲﾏｲ ﾋﾄﾐ 愛媛大
小島  萌絵(2) 鳥  取
ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 鳥取大
大塚  和(2) 愛  媛
ｵｵﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 美作大
橋本  結生(1) 山  口
ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口大
岡崎  瑞紀(1) 鳥  取
ｵｶｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 鳥取大
松原  優里(2) 福  岡
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾘ 徳山大
下中  友規乃(1) 岡  山
ｼﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 岡山大
﨑村  友理(3) 福  岡
ｻｷﾑﾗ ﾕﾘ 徳山大
河野  恵里花(2) 鳥  取
ｺﾌﾉ ｴﾘｶ 島根大
竹本  実桜(2) 岡  山
ﾀｹﾓﾄ ﾐｵ 川崎医療福祉大
久保  みなみ(4) 高  知
ｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 高知大
高木  瑠唯(3) 広  島
ﾀｶｷ ﾙｲ 広島大
松岡  美祈(2) 愛  媛
ﾏﾂｵｶ ﾐﾉﾘ 徳山大
見良津  菜緒(1) 宮  崎
ﾐﾗﾂ ﾅｵ 環太平洋大

決勝 10月22日 16:30

中国四国学生(AR)                 3.80 尾崎　直美                   香川大           2006        
稲艸　夏姫                   環太平洋大       2016        

大会記録(GR)                     3.65 品川　文音                   岡山理科大       2014        
日本学生記録(CR)                 4.23 仲田　愛                     鹿屋体育大       2010        

古堅  絵梨花(2) 沖  縄
ﾌﾙｹﾞﾝ ｴﾘｶ 環太平洋大
服部  真由(3) 広  島
ﾊｯﾄﾘ ﾏﾕ 環太平洋大
福田  美裕(3) 大  分
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾕ 徳山大
竹安  あかね(4) 香  川
ﾀｹﾔｽ ｱｶﾈ 広島大
阪元  文佳(2) 宮  崎
ｻｶﾓﾄ ﾌﾐｶ 環太平洋大
横山  愛菜(2) 岡  山
ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾅ 川崎医療福祉大
稲艸  夏姫(3) 岡  山
ｲﾅｸﾞｻ ﾅﾂｷ 環太平洋大

1515  1324 1324

1414  1271 1271

1313  1008 1008

1212  1067 1067

1111  1221 1221

1010  1044 1044

99  1257 1257

88  1357 1357

77  1272 1272

66  1407 1407

55  1387 1387

44  1138 1138

33  1147 1147

22  1232 1232

備考備考備考
11  1431 1431

記録記録記録 順位順位順位氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

女子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

女子

棒高跳

決勝

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 順位 備考
1  1111

2  1105

3  1260

4  1003

5  1110

6  1222

7  1097



決勝 10月21日 15:30

中国四国学生(AR)                 6.19 西内　誠子                   高知大           1994        
大会記録(GR)                     5.91 宗村　麻里子                 美作大           2014        
日本学生記録(CR)                 6.78 池田　久美子                 福島大           2001        

 ３回の
 最高記録

酒井  彩伽(4) 高  知
ｻｶｲ ｱﾔｶ 高知大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
森田  むつみ(3) 徳  島
ﾓﾘﾀ ﾑﾂﾐ 鳴門教育大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
明地  優希(1) 愛  媛
ｱｹﾁ ﾕｷ 愛媛大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
前田  菜月(1) 鳥  取
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥取大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
枝園  彩加(2) 岡  山
ｼｴﾝ ｱﾔｶ 倉敷芸科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
佐々木  あかり(3) 山  口
ｻｻｷ ｱｶﾘ 下関市立大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
田中  友梨(3) 兵  庫
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
増成  彩乃(3) 岡  山
ﾏｽﾅﾘ ｱﾔﾉ 川崎医療福祉大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
西川  遥菜(3) 広  島
ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
千年原  友香(1) 鹿児島
ｾﾝﾈﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
佛原  こうり(2) 広  島
ﾌﾞﾂﾊﾗ ｺｳﾘ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
奥住  朱香(2) 兵  庫
ｵｸｽﾞﾐ ｱﾔｶ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
平田  千賀(1) 高  知
ﾋﾗﾀ ﾁｶ 高知工科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
山中  映莉華(1) 高  知
ﾔﾏﾅｶ ｴﾘｶ 高知大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
森内  砂希(1) 広  島
ﾓﾘｳﾁ ｻｷ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
竹葉  千春(3) 愛  媛
ﾀｹﾊﾞ ﾁﾊﾙ 広島経済大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
桑畑  夢花(1) 広  島
ｸﾜﾊﾞﾀ ﾕﾒｶ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
時吉  千恥(4) 鹿児島
ﾄｷﾖｼ ﾁｻﾄ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小原  未陽(4) 鳥  取
ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-

女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 -1--1--1- -2--2--2- -6--3--3--3- -4--4--4- 記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6- 備考備考備考

11  1068 1068

記録

22  1431 1431

33  1379 1379

44  1408 1408

55  1441 1441

66  1385 1385

77  1195 1195

88  1443 1443

99  1104 1104

1010  1325 1325

1111  1033 1033

1212  1109 1109

1313  1354 1354

1414  1340 1340

1515  1371 1371

1616  1031 1031

1717  1370 1370

1818  1092 1092

1919  1040 1040



決勝 10月23日 9:30

中国四国学生(AR)                12.91 西内　誠子                   高知大           1994        
大会記録(GR)                    12.56 西内　誠子                   高知大           1993        
日本学生記録(CR)                13.69 花岡　麻帆                   順天堂大         1998        

 ３回の
 最高記録

平田  千賀(1) 高  知
ﾋﾗﾀ ﾁｶ 高知工科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
岡﨑  愛由(3) 徳  島
ｵｶｻﾞｷ ｱﾕ 鳴門教育大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
田中  友梨(3) 兵  庫
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 岡山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
古澤  音羽(1) 岡  山
ﾌﾙｻﾜ ｵﾄﾊ 倉敷芸科大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
大塚  和(2) 愛  媛
ｵｵﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 美作大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
森内  砂希(1) 広  島
ﾓﾘｳﾁ ｻｷ 広島修道大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
奥住  朱香(2) 兵  庫
ｵｸｽﾞﾐ ｱﾔｶ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
松原  優里(2) 福  岡
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾘ 徳山大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
山中  映莉華(1) 高  知
ﾔﾏﾅｶ ｴﾘｶ 高知大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
小原  未陽(4) 鳥  取
ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 島根大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-
川田  理恵(3) 広  島
ｶﾜﾀﾞ ﾘｴ 環太平洋大 +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･- +･-

女子

三段跳三段跳

決勝決勝決勝

試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 -1--1--1- -2--2--2- -6--3--3--3- -4--4--4- 記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6- 備考備考備考

11  1354 1354

記録

22  1035 1035

33  1195 1195

44  1442 1442

55  1138 1138

66  1371 1371

77  1109 1109

88  1272 1272

99  1340 1340

1010  1040 1040

1111  1101 1101



決勝 10月22日 17:00

中国四国学生(AR)                13.93 福代　夏子                   島根大           1998        
大会記録(GR)                    13.76 石井　智紋                   福山平成大       2007        
日本学生記録(CR)                17.39 森　千夏                     国士舘大         2002        

 ３回の
 最高記録

和田  綾乃(3) 岡  山
ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山大
畑  愛実(2) 岡  山
ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 美作大
横井  優奈(3) 愛  媛
ﾖｺｲ ﾕｳﾅ 徳山大
野崎  菜美(2) 島  根
ﾉｻｷ ﾅﾐ 島根大
村上  憂歌(3) 高  知
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ 徳山大
藤本  佑月(2) 愛  媛
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 徳山大

女子
決勝 10月21日 16:30

円盤投

中国四国学生(AR)                48.88 石井　智紋                   福山平成大       2006        
大会記録(GR)                    46.36 石井　智紋                   福山平成大       2006        
日本学生記録(CR)                54.90 室伏　由佳                   中京大           1998        

決勝

試技ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-  ３回の -4- -5- -6- 記録 順位 備考
 最高記録

1 1428 亀田  夏帆(1) 高  知
ｶﾒﾀﾞ ﾅﾂﾎ 高知工科大

2 1364 井上  美雅(1) 広  島
ｲﾉｳｴ ﾐｶ 福山平成大

3 1042 手島  彩乃(3) 島  根
ﾃｼﾏ ｱﾔﾉ 島根大

4 1193 和田  綾乃(3) 岡  山
ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山大

5 1121 岡本  実里(2) 兵  庫
ｵｶﾓﾄ ﾐﾉﾘ 環太平洋大

6 1234 渡部  鈴(2) 愛  媛
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 愛媛大

7 1106 花村  優(3) 広  島
ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳ 環太平洋大

8 1066 板垣  すみれ(4) 高  知
ｲﾀｶﾞｷ ｽﾐﾚ 高知大

9 1342 西原  美結(1) 愛  媛
ﾆｼﾊﾗ ﾐﾕ 松山大

10 1140 畑  愛実(2) 岡  山
ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 美作大

11 1034 原田  佳奈(3) 徳  島
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 鳴門教育大

66  1270 1270

55  1261 1261

44  1045 1045

33  1262 1262

22  1140 1140

備考備考備考

11  1193 1193

記録記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6--6--3--3--3- -4--4--4--1--1--1- -2--2--2-氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

女子

砲丸投砲丸投

決勝決勝決勝



決勝 10月23日 12:00

中国四国学生(AR)                58.59 居川　汐里                   四国大           2014        
大会記録(GR)                    50.58 居川　汐里                   四国大           2014        
日本学生記録(CR)                64.43 綾　真澄                     中京大           2001        

 ３回の
 最高記録

渡部  鈴(2) 愛  媛
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 愛媛大
野崎  菜美(2) 島  根
ﾉｻｷ ﾅﾐ 島根大
後田  あやめ(4) 鹿児島
ｳｼﾛﾀﾞ ｱﾔﾒ 広島大
花村  優(3) 広  島
ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳ 環太平洋大
赤木  美保(2) 島  根
ｱｶｷﾞ ﾐﾎ 環太平洋大
中野  育(2) 愛  媛
ﾅｶﾉ ｲｸ 徳山大
村尾  茉優(3) 徳  島
ﾑﾗｵ ﾏﾕ 四国大

決勝 10月22日  9:30

中国四国学生(AR)                50.48 大野　加純                   愛媛女子短期大   2008        
大会記録(GR)                    50.48 大野　加純                   愛媛女短大       2008        
日本学生記録(CR)                61.38 北口　晴香                   日本大           2016        

 ３回の
 最高記録

宗森  加菜子(1) 広  島
ﾑﾈﾓﾘ ｶﾅｺ 広島修道大
井上  美雅(1) 広  島
ｲﾉｳｴ ﾐｶ 福山平成大
二宮  慧(3) 香  川
ﾆﾉﾐﾔ ｹｲ 香川大
川中  彩佳(1) 広  島
ｶﾜﾅｶ ｱﾔｶ 環太平洋大
西原  美結(1) 愛  媛
ﾆｼﾊﾗ ﾐﾕ 松山大
宮下  史圭(1) 熊  本
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔｶ 環太平洋大
高橋  那於(2) 高  知
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 高知工科大
岡島  由佳(2) 広  島
ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 川崎医療福祉大
田川 桜(4) 鳥  取
ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 米子高専
上野  瑞穂(1) 徳  島
ｳｴﾉ ﾐﾂﾞﾎ 鳴門教育大
三宅  美慶(2) 広  島
ﾐﾔｹ ﾐﾁｶ 徳山大
岡村  亜彩(1) 兵  庫
ｵｶﾑﾗ ｱｻ 環太平洋大
佐藤  千尋(4) 広  島
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 徳山大

77  1050 1050

66  1269 1269

55  1120 1120

44  1106 1106

33  1005 1005

22  1045 1045

備考備考備考

11  1234 1234

記録記録記録 順位順位順位-5--5--5- -6--6--6--3--3--3- -4--4--4--1--1--1- -2--2--2-氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

女子

ハンマー投ハンマー投

決勝決勝決勝

女子

やり投

決勝

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 順位 備考

1  1406

2  1364

3  1211

4  1327

5  1342

6  1328

7  1350

8  1217

9  1337

10  1343

13  1244

11  1273

12  1326


