
女子100m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    11.68     青木　益未(環太平洋大)                2014
大会記録(GR)            12.14     青木　益未(環太平洋大)                2016 10月27日 14:50 予　選
日本学生記録(CR)        11.32     高橋　萌木子(平成国際大)              2009 10月28日 12:20 決　勝

予　選　6組0着＋8

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
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 香川 ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡山

1 1012 近藤　真由(3) 四国大 1 1120 宇那木咲良(3) 岡山大
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ｼｵﾘ 千葉

2 1125 岡崎穂乃香(2) 岡山大 2 1195 安田　志織(2) 環太平洋大
ｱｶﾂｶ ｶｲﾈ 鹿児島 ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 鳥取

3 1291 赤塚　海音(1) 徳山大 3 1215 新藤　有夏(3) 鳥取大
ﾀﾆﾑﾗ ｶﾅｺ 鹿児島 ﾓﾄﾊﾗ ｱｶﾘ 岡山

4 1177 谷村香菜子(4) 環太平洋大 4 1213 本原　朱莉(2) 環太平洋大
ｱｷ ﾅﾅﾐ 北海道 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ 香川

5 1196 安藝奈々美(2) 環太平洋大 5 1019 林　　陽菜(1) 四国大
ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾐ 岡山 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛

6 1087 古川　愛美(4) 岡山理科大 6 1044 工藤 奈々美(3) 広島大
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 和歌山 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根

7 1046 丸山　実佳(2) 広島大 7 1355 清水　友花(1) 島根大
ﾆｼｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高知

8 1416 西川　鈴夏(2) 松山大 8

3組 (風:     ) 4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
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 熊本 ｲｴﾀﾞ ｷｮｳｶ 徳島

1 1068 西村　優花(2) 東亜大 1 1263 家田　恭佳(2) 香川大
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取 ｲﾏﾑﾗ ｱｺ 宮崎

2 1108 松本　真奈(1) 美作大 2 1171 今村　亜子(4) 環太平洋大
ｼﾀﾀﾞﾆ ﾅｵ 広島 ﾊﾗ ﾘｵﾝ 鹿児島

3 1180 下谷　奈央(3) 環太平洋大 3 1178 原　　璃音(3) 環太平洋大
ｱｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 高知 ｶﾄｳ ﾕｷ 福岡

4 1080 蘆田　菜月(3) 高知大 4 1173 加藤　　幸(4) 環太平洋大
ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｷ 鹿児島 ﾏﾂｲ ﾚﾅ 香川

5 1176 内村　優紀(4) 環太平洋大 5 1187 松井　令奈(3) 環太平洋大
ﾄﾐﾂ ｲｵﾘ 広島 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ 宮崎

6 1258 戸光伊緒梨(2) 福山平成大 6 1020 福元日向子(2) 広島大
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 岡山 ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口

7 1124 山本真奈美(3) 岡山大 7 1399 岩崎　詩織(1) 山口大

8 8

5組 (風:     ) 6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
ﾐｽﾞｲ ﾏｺﾄ 広島 ﾌｼﾞﾂ ﾁﾖ 山口

1 1179 水井　真琴(3) 環太平洋大 1 1333 藤津　知世(1) 東亜大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 広島 ﾎﾘﾍﾞ ﾏｲ 愛媛

2 1110 渡部　仁美(1) 美作大 2 1237 堀部　　舞(3) 松山大
ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶﾞ 京都 ｽﾅﾀﾞ ｼｵﾝ 広島

3 1183 長谷川風雅(3) 環太平洋大 3 1360 砂田　紫音(1) 福山大
ﾎﾀﾞﾃ ﾚｲﾅ 鹿児島 ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾓｺ 岡山

4 1175 甫立　玲菜(4) 環太平洋大 4 1154 髙杉　桃子(2) NDSU
ﾊﾞﾊﾞ ｱｽﾞｻ 徳島 ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 岡山

5 1151 馬場　　梓(4) NDSU 5 1122 戸部  友理(3) 岡山大
ｲﾁﾊｼ ｻﾄｺ 鳥取 ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口

6 1009 市橋　怜子(2) 鳥取大 6 1278 安永　奈央(2) 山口大
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥取 ｷﾑﾗ ﾗﾝｺ 香川

7 1006 前田　菜月(3) 鳥取大 7 1096 木村  蘭子(5) 徳島大
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女子100m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    11.68     青木　益未(環太平洋大)                2014
大会記録(GR)            12.14     青木　益未(環太平洋大)                2016 10月27日 14:50 予　選
日本学生記録(CR)        11.32     高橋　萌木子(平成国際大)              2009 10月28日 12:20 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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女子200m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    24.03     松田　優美(環太平洋大)                2016
大会記録(GR)            24.83     稲田　美咲(愛媛大)                    2016 10月27日 10:05 予　選
日本学生記録(CR)        23.15     高橋　萌木子(平成国際大)              2009 10月27日 13:30 決　勝

予　選　5組0着＋8

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
ｻﾉ ｱｲ 鹿児島 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

1 1190 佐野　亜衣(2) 環太平洋大 1 1108 松本　真奈(1) 美作大
ｶｼｭｳ ﾐｻｷ 愛媛 ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 鳥取

2 1147 加洲実紗希(3) 愛媛大 2 1215 新藤　有夏(3) 鳥取大
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取 ﾊﾗ ﾘｵﾝ 鹿児島

3 1125 岡崎穂乃香(2) 岡山大 3 1178 原　　璃音(3) 環太平洋大
ｱｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 高知 ﾎﾀﾞﾃ ﾚｲﾅ 鹿児島

4 1080 蘆田　菜月(3) 高知大 4 1175 甫立　玲菜(4) 環太平洋大
ｱｷ ﾅﾅﾐ 北海道 ｷﾄﾞ ｴﾘ 広島

5 1196 安藝奈々美(2) 環太平洋大 5 1042 木戸 恵理(M1) 広島大
ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾓｺ 岡山 ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口

6 1154 髙杉　桃子(2) NDSU 6 1399 岩崎　詩織(1) 山口大
ｲﾄｳ ﾓﾄｶ 島根 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｶ 島根

7 1222 伊藤　元伽(2) 島根大 7 1355 清水　友花(1) 島根大
ｸﾚｲｼ ﾅﾅ 徳島 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 岡山

8 1408 暮石　奈々(1) 松山大 8 1124 山本真奈美(3) 岡山大

3組 (風:     ) 4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

1 1
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 香川

2 1216 小山田みなみ(4) 広島経済大 2 1012 近藤　真由(3) 四国大
ｶﾄｳ ﾕｷ 福岡 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 熊本

3 1173 加藤　　幸(4) 環太平洋大 3 1068 西村　優花(2) 東亜大
ﾀﾆﾑﾗ ｶﾅｺ 鹿児島 ｽﾐﾀﾞ ﾏﾕ 愛媛

4 1177 谷村香菜子(4) 環太平洋大 4 1148 住田　麻結(3) 愛媛大
ﾏﾂｲ ﾚﾅ 香川 ﾊﾞﾊﾞ ｱｽﾞｻ 徳島

5 1187 松井　令奈(3) 環太平洋大 5 1151 馬場　　梓(4) NDSU
ﾕｷﾀ ﾄﾓｶ 広島 ﾌｼﾞﾂ ﾁﾖ 山口

6 1143 行田　智香(2) 愛媛大 6 1333 藤津　知世(1) 東亜大
ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 香川 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾎ 岡山

7 1021 武岡　瑞季(2) 広島大 7 1161 難波　志帆(2) 川崎医福大
ﾕｶﾜ ｻｷ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅｺ 徳島

8 1284 湯川　咲希(3) 山口大 8 1362 藤田　七虹(1) 香川大

5組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ｲﾏﾑﾗ ｱｺ 宮崎

2 1171 今村　亜子(4) 環太平洋大
ｲｹﾀﾞ ﾏﾐ 宮崎

3 1292 池田　麻美(1) 徳山大
ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾐ 岡山

4 1087 古川　愛美(4) 岡山理科大
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ 香川

5 1019 林　　陽菜(1) 四国大
ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅｺ 宮崎

6 1020 福元日向子(2) 広島大
ﾏﾂﾊﾞ ﾗﾚｲﾅ 徳島

7 1414 松原　玲奈(M1) 香川大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ 愛媛

8 1144 渡邉　愛子(2) 愛媛大
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女子200m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    24.03     松田　優美(環太平洋大)                2016
大会記録(GR)            24.83     稲田　美咲(愛媛大)                    2016 10月27日 10:05 予　選
日本学生記録(CR)        23.15     高橋　萌木子(平成国際大)              2009 10月27日 13:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
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女子400m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    55.00     近藤　夏奈(環太平洋大)                2016
大会記録(GR)            56.30     秋山　真理(岡山大)                    2012 10月26日 12:30 予　選
日本学生記録(CR)        51.80     丹野　麻美(福島大)                    2005 10月26日 17:20 決　勝

予　選　3組2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

ｻﾉ ｱｲ 鹿児島 ｲﾏﾑﾗ ｱｺ 宮崎

1 1190 佐野　亜衣(2) 環太平洋大 1 1171 今村　亜子(4) 環太平洋大
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶﾞ 京都

2 1216 小山田みなみ(4) 広島経済大 2 1183 長谷川風雅(3) 環太平洋大
ｲｼﾞﾘ ﾕｲ 兵庫 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 愛媛

3 1188 伊尻　裕唯(2) 環太平洋大 3 1044 工藤 奈々美(3) 広島大
ｱｷ ﾅﾅﾐ 北海道 ｷﾄﾞ ｴﾘ 広島

4 1196 安藝奈々美(2) 環太平洋大 4 1042 木戸 恵理(M1) 広島大
ﾕｶﾜ ｻｷ 山口 ｲｹﾀﾞ ﾏﾐ 宮崎

5 1284 湯川　咲希(3) 山口大 5 1292 池田　麻美(1) 徳山大
ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 広島 ｵｶﾞﾜ ﾘﾅ 岡山

6 1261 菊本　佳那(1) 福山平成大 6 1105 小川　莉奈(2) 美作大
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾎ 岡山 ｶｲ ﾊﾙﾅ 奈良

7 1161 難波　志帆(2) 川崎医福大 7 1186 加井　晴夏(3) 環太平洋大
ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾐ 広島

8 1053 安藤　うみ(1) 文化学園大 8

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾄｳ ﾕｷ 福岡

1 1173 加藤　　幸(4) 環太平洋大
ｶｼｭｳ ﾐｻｷ 愛媛

2 1147 加洲実紗希(3) 愛媛大
ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口

3 1399 岩崎　詩織(1) 山口大
ｸﾛｲﾜ ｾｻﾐ 高知

4 1309 黒岩星紗碧(1) 環太平洋大
ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島

5 1050 友野　みはる(2) 広島大
ｳｴﾀﾞ ﾕｳ 愛媛

6 1194 上田　　悠(2) 環太平洋大
ﾕｶﾜ ﾋﾄﾐ 山口

7 1400 湯川ひとみ(1) 山口大
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ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録

記録



女子800m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    2:08.53   菊地　里江(松山大)                    2010
大会記録(GR)            2:09.39   田阪　亜樹(福山平成大)                2008
日本学生記録(CR)        2:00.92   北村　夢(日本体育大)                  2017 10月28日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳｶ 岡山 ｸﾛﾀﾞ ｻﾖ 広島

1 1155 山室　優香(2) NDSU 1 1031 黒田　彩世(2) 広島大
ｻｶﾓﾄ ｶﾅ 鳥取 ｲｻﾔﾏ ﾅﾅｺ 鳥取

2 1322 坂本　華奈(1) 環太平洋大 2 1007 諌山菜々子(3) 鳥取大
ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥取 ｷﾑﾗ ﾎﾅﾐ 高知

3 1307 坂本　奈未(5) 米子高専 3 1070 木村帆菜美(3) 高知大
ﾊﾔｼ ｻﾁ 広島 ﾕｶﾜ ﾋﾄﾐ 山口

4 1259 林　　沙知(2) 福山平成大 4 1400 湯川ひとみ(1) 山口大
ｲｼﾞﾘ ﾕｲ 兵庫 ｷﾑﾗ ｻｸﾗ 愛媛

5 1188 伊尻　裕唯(2) 環太平洋大 5 1352 木村さくら(1) 愛媛大
ﾔﾌﾞｷ ﾏﾘｱ 岡山 ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ 広島

6 1159 藪木まりあ(3) 川崎医福大 6 1036 神垣　里菜(3) 広島大
ｲﾇｲ ｻﾗ 高知 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口

7 1342 乾　　沙羅(1) 高知工科大 7 1283 吉田　朋加(2) 山口大
ﾄﾓﾉ ﾐﾊﾙ 広島 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 山口

8 1050 友野　みはる(2) 広島大 8 1280 清水　菜央(3) 山口大

3組 4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

ｵｶｻﾞｷ ｱｲ 岡山 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 岡山

1 1152 岡﨑　　愛(3) NDSU 1 1377 原田  彩花(1) 岡山大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 香川 ｵｸﾔﾏ ﾕｷ 徳島

2 1093 松本  裕華(M1) 徳島大 2 1363 奥山　悠希(1) 香川大
ｶﾄｳ ﾓｴｺ 広島 ﾕｷﾀ ﾄﾓｶ 広島

3 1051 加藤　萌子(4) 広島大 3 1143 行田　智香(2) 愛媛大
ｻｶﾓﾄ ﾏﾔ 広島 ｵｶﾀﾞ ｶﾅ 愛媛

4 1299 坂本　万耶(1) 文化学園大 4 1350 岡田　佳奈(1) 愛媛大
ｶｲ ﾊﾙﾅ 奈良 ﾔﾏｵｶ ｶﾎ 高知

5 1186 加井　晴夏(3) 環太平洋大 5 1330 山岡　花帆(1) 高知大
ｵｶﾓﾄ ﾏﾐ 広島 ｸﾁﾊﾗ ｶﾉｺ 山口

6 1359 岡本　真美(3) 広島市立大 6 1304 杤原かの子(3) 下関市立大
ｶﾜｶﾐ ｱﾂｺ 岡山 ﾔﾉ ｹｲﾅ 広島

7 1126 川上  敦子(2) 岡山大 7 1055 矢野　恵菜(1) 文化学園大
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｶ 岡山 ｵﾀﾞﾜﾗ ｶｺ 岡山

8 1163 山田　美香(3) 川崎医福大 8 1368 小田原嘉子(2) 川崎医科大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録 記録



女子800m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    2:08.53   菊地　里江(松山大)                    2010
大会記録(GR)            2:09.39   田阪　亜樹(福山平成大)                2008
日本学生記録(CR)        2:00.92   北村　夢(日本体育大)                  2017 10月28日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



女子1500m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    4:19.04   菊地　里江(松山大)                    2012
大会記録(GR)            4:32.07   楠　　真美(広島大)                    1995
日本学生記録(CR)        4:13.14   岡本　久美子(筑波大)                  1997 10月27日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｷﾉ ｶｴﾃﾞ 広島 ｶﾜｶﾐ ｱﾂｺ 岡山

1 1198 沖野　　楓(3) 環太平洋大 1 1126 川上  敦子(2) 岡山大
ｱｻﾋ ｶﾅ 高知 ｶﾄｳ ﾓｴｺ 広島

2 1077 朝日　佳奈(4) 高知大 2 1051 加藤　萌子(4) 広島大
ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓﾅ 香川 ｵｶﾓﾄ ﾏﾐ 広島

3 1014 遠藤　桃菜(2) 四国大 3 1359 岡本　真美(3) 広島市立大
ﾀｶｲｼ ｻﾁｶ 広島 ｵｸﾔﾏ ﾕｷ 徳島

4 1345 高石沙知佳(1) 広島大 4 1363 奥山　悠希(1) 香川大
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 島根 ﾔﾉ ｻﾄﾐ 兵庫

5 1225 前田　流歌(2) 島根大 5 1005 矢野　智美(2) 鳥取大
ｲﾇｲ ｻﾗ 高知 ﾀｸﾞﾁ ﾚｲ 広島

6 1342 乾　　沙羅(1) 高知工科大 6 1024 田口　　麗(2) 広島大
ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳｶ 岡山 ｻｻｷ ﾓｴ 鳥取

7 1155 山室　優香(2) NDSU 7 1372 佐々木萌絵(1) 鳥取大
ｻｶﾓﾄ ｶﾅ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾊﾙ 愛媛

8 1322 坂本　華奈(1) 環太平洋大 8 1142 山本　知美(2) 愛媛大
ｸﾛﾀﾞ ｻﾖ 広島 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 山口

9 1031 黒田　彩世(2) 広島大 9 1308 藤山あゆみ(4) 徳山高専
ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺ 鳥取

10 1285 金原　侑子(3) 山口大 10 1386 橋本　佳子(2) 鳥取大
ｷﾑﾗ ﾎﾅﾐ 高知 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 広島

11 1070 木村帆菜美(3) 高知大 11 1035 濱田奈々美(2) 広島大
ｲﾁﾅﾘ ｱﾝﾅ 鹿児島 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｱﾔｺ 広島

12 1275 市成　杏菜(3) 徳山大 12 1417 小早川絢子(1) 広島大
ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾅ 広島 ﾄﾞﾋ ﾅﾂｷ 山口

13 1036 神垣　里菜(3) 広島大 13 1286 土肥　夏季(2) 山口大
ｲｻﾔﾏ ﾅﾅｺ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ 広島

14 1007 諌山菜々子(3) 鳥取大 14 1403 吉田　歩未(1) 広島大
ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 山口 ｲｶﾞ ｱｶﾘ 鳥取

15 1280 清水　菜央(3) 山口大 15 1370 伊賀　朱里(1) 鳥取大
ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 鳥取 ﾊﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 山口

16 1004 田中楓美子(2) 鳥取大 16 1334 濵本佳那子(1) 山口大
ｶﾄｳ ﾏｲ 広島 ｷﾑﾗ ｻｸﾗ 愛媛

17 1030 加藤　舞(2) 広島大 17 1352 木村さくら(1) 愛媛大
ｱﾗﾀﾏ ﾐﾅﾄ 高知 ｵﾊﾞﾗ ｺﾊﾙ 山口

18 1075 新玉　弥音(4) 高知大 18 1369 小原こはる(1) 下関市立大
ﾆｼﾀﾞ ﾕｲ 広島 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾐ 広島

19 1025 西田　優衣(5) 広島大 19 1361 藤川　和実(2) 福山大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1
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5

6

7

8

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



女子5000m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    15:36.22  中原　海鈴(松山大)                    2013
大会記録(GR)            16:41.30  桑内　裕子(広島経済大)                1996
日本学生記録(CR)        15:13.09  W・ワンガリ(立命館APU)                2008 10月28日 12:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 岡山

1 1413 高本　南(1) 岡山大
ﾀｶｲｼ ｻﾁｶ 広島

2 1345 高石沙知佳(1) 広島大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 島根

3 1220 渡部　　結(4) 島根大
ｱｻﾋ ｶﾅ 高知

4 1077 朝日　佳奈(4) 高知大
ﾓﾘﾉ ｽﾐｶ 高知

5 1331 森野　純夏(1) 高知大
ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ 島根

6 1223 井上　千尋(2) 島根大
ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口

7 1285 金原　侑子(3) 山口大
ｼﾓﾉ ﾏﾅ 岡山

8 1348 下野  まな(1) 岡山大
ｳﾂﾐ ｻｷ 岡山

9 1376 内海  早稀(1) 岡山大
ｲﾉｳｴ ｻｷ 兵庫

10 1113 井上  紗希(M2) 岡山大
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 広島

11 1344 松本あゆみ(1) 広島大
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 島根

12 1225 前田　流歌(2) 島根大
ﾅｶﾂﾎﾞ ｶﾎ 山口

13 1303 中坪　花帆(2) 下関市立大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



女子10000m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    32:36.25  上原　明悠美(松山大)                  2015
大会記録(GR)            34:31.44  桑内　裕子(広島経済大)                1996
日本学生記録(CR)        31:30.92  吉本ひかり(仏教大)                    2010 10月26日 15:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 岡山

1 1377 原田  彩花(1) 岡山大
ｼﾓﾉ ﾏﾅ 岡山

2 1348 下野  まな(1) 岡山大
ｳﾂﾐ ｻｷ 岡山

3 1376 内海  早稀(1) 岡山大
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾊﾙ 愛媛

4 1142 山本　知美(2) 愛媛大
ｵｶﾀﾞ ｶﾅ 愛媛

5 1350 岡田　佳奈(1) 愛媛大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝



女子100mH(0.840m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    13.28     青木　益未(環太平洋大)                2015
大会記録(GR)            13.79     青木　益未(環太平洋大)                2015 10月27日 09:40 予　選
日本学生記録(CR)        13.15     柴村　仁美(早稲田大)                  2012 10月27日 13:10 決　勝

予　選　4組1着＋4

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

1 1
ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 和歌山

2 1128 皆尾  早耶(2) 岡山大 2 1046 丸山　実佳(2) 広島大
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｲ 愛媛 ﾆｼﾑﾗ ｶｵ 島根

3 1237 堀部　　舞(3) 松山大 3 1184 西村　佳央(3) 環太平洋大
ｼﾉﾊﾗ ｱｲﾐ 鹿児島 ｵｶﾞﾜ ﾙｲ 広島

4 1191 篠原　愛海(2) 環太平洋大 4 1102 小川　　瑠(3) 美作大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 兵庫 ｼﾀﾀﾞﾆ ﾅｵ 広島

5 1174 近藤　玲名(4) 環太平洋大 5 1180 下谷　奈央(3) 環太平洋大
ﾀﾆ ﾕｶｺ 香川 ｲﾀﾔ ｻｴ 徳島

6 1357 谷　優花子(1) 鳴門教育大 6 1262 板谷　紗恵(3) 香川大
ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 香川 ｵｶﾞﾜ ｶﾅ 愛媛

7 1097 上田  瑞希(3) 徳島大 7 1351 小川　夏奈(1) 愛媛大
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

8 1371 谷本　望実(1) 鳥取大 8

3組 (風:     ) 4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

1 1
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根 ｲﾄｳ ﾓﾄｶ 島根

2 1224 谷岡　景子(2) 島根大 2 1222 伊藤　元伽(2) 島根大
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 愛媛 ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広島

3 1235 宮下あかり(5) 松山大 3 1300 寺西真理恵(1) 文化学園大
ｵｵｼﾛ ﾕﾘｶ 沖縄 ﾔｽﾀﾞ ｼｵﾘ 千葉

4 1193 大城有利加(2) 環太平洋大 4 1195 安田　志織(2) 環太平洋大
ﾅｶｴ ﾘﾎ 愛媛 ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡山

5 1149 中江　莉穂(3) 愛媛大 5 1120 宇那木咲良(3) 岡山大
ﾓﾄﾔｽ ﾅﾂﾉ 広島 ｲｹﾀﾞ ﾓｶ 熊本

6 1003 本保なつの(1) 広島修道大 6 1321 池田　萌華(1) 環太平洋大
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｺ 岡山 ｺｳｻﾞｲ ﾕｷ 岡山

7 1315 溝口　りこ(1) 環太平洋大 7 1301 香西　庸希(M1) 川崎医福大

8 8

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
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8

記録 記録

記録 記録

記録



女子400mH(0.762m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    58.22     近藤　夏奈(環太平洋大)                2016
大会記録(GR)            1:00.26   田阪　亜樹(福山平成大)                2008 10月28日 09:00 予　選
日本学生記録(CR)        55.94     青木沙弥佳(福島大)                    2008 10月28日 11:45 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

ﾀｹｵｶ ﾐｽﾞｷ 香川 ﾊﾅﾔ ﾕｷﾅ 岡山

1 1021 武岡　瑞季(2) 広島大 1 1106 花谷優希奈(2) 美作大
ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根 ｵｵﾂｶ ｱﾔﾐ 高知

2 1128 皆尾  早耶(2) 岡山大 2 1083 大塚　彩未(2) 高知大
ｸﾛｲﾜ ｾｻﾐ 高知 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 香川

3 1309 黒岩星紗碧(1) 環太平洋大 3 1111 伊藤真由美(4) 鳴門教育大
ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 岡山 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島

4 1302 高木　里奈(1) 川崎医福大 4 1216 小山田みなみ(4) 広島経済大
ﾃﾗﾆｼ ﾏﾘｴ 広島 ﾔﾊﾀ ﾕﾘｶ 広島

5 1300 寺西真理恵(1) 文化学園大 5 1346 八幡 祐里香(1) 広島大
ｽﾐﾀﾞ ﾏﾕ 愛媛 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 兵庫

6 1148 住田　麻結(3) 愛媛大 6 1189 竹内　玲菜(2) 環太平洋大
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 広島

7 1371 谷本　望実(1) 鳥取大 7 1261 菊本　佳那(1) 福山平成大
ﾏﾂﾊﾞ ﾗﾚｲﾅ 徳島 ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡山

8 1414 松原　玲奈(M1) 香川大 8 1123 福井  茉穂(3) 岡山大

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
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4
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8

記録 記録

記録



女子3000mSC(0.762m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    9:44.22   高見澤　安珠(松山大)                  2016
大会記録(GR)            11:08.58  横田　知佳(広島大)                    2013
日本学生記録(CR)        9:44.22   高見澤　安珠(松山大)                  2016 10月26日 14:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｷﾉ ｶｴﾃﾞ 広島

1 1198 沖野　　楓(3) 環太平洋大

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



女子10000mW
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    48:24.88  金﨑　　葵(広島大)                    2011
大会記録(GR)            49:45.32  金崎　　葵(広島大)                    2012
日本学生記録(CR)        44:34.13  岡田久美子(立教大)                    2010 10月27日 13:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｾﾘｶﾜ ﾚﾅ 愛知

1 1022 糴川　礼菜(3) 広島大
ｲｹﾀﾞ ﾐｵ 広島

2 1257 池田　未央(2) 福山平成大
ｲﾄﾔﾏ ﾐﾎ 高知

3 1329 糸山　未歩(1) 高知大
ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｺ 愛媛

4 1254 藤田　喜子(3) 松山大
ﾊﾗ ﾐﾂﾞﾎ 香川

5 1011 原　みづ穂(4) 四国大
ﾀｲﾗ ﾐｸ 沖縄

6 1323 平良　未来(1) 環太平洋大
ﾎｼﾐ ﾕﾘ 島根

7 1354 細見　有李(1) 島根大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝



女子4X100mR
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    45.64     (青木・深川・松田・松井)(環太平洋大)  2016
大会記録(GR)            47.51     (久松・清水・森田・杵渕)(美作大)      2012
日本学生記録(CR)        44.80     (熊谷・丹野・松田・栗本)(福島大)      2006 10月26日 18:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 愛媛大 1147 加洲　実紗希 ｶｼｭｳ　ﾐｻｷ 3 鳥取大 1215 新藤　有夏 ｼﾝﾄｳ　ﾕｳｶ
(愛媛) 1148 住田　麻結 ｽﾐﾀﾞ　ﾏﾕ (鳥取) 1009 市橋　怜子 ｲﾁﾊｼ　ｻﾄｺ

1149 中江　莉穂 ﾅｶｴ　ﾘﾎ 1008 木成　郁子 ｷﾅﾘ　ｶｵﾙｺ
1141 千代　瑞貴 ｾﾝﾀﾞｲ　ﾐｽﾞｷ 1371 谷本　望実 ﾀﾆﾓﾄ　ﾉｿﾞﾐ

1010 岡崎　瑞紀 ｵｶｻﾞｷ　ﾐｽﾞｷ
1006 前田　菜月 ﾏｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ

4 徳山大 1276 六車　梨那 ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾘﾅ 4 鳴門教育大 1357 谷　優花子 ﾀﾆ　ﾕｶｺ
(山口) 1291 赤塚　海音 ｱｶﾂｶ　ｶｲﾈ (徳島) 1356 安藤　七海 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾅﾐ

1292 池田　麻美 ｲｹﾀﾞ　ﾏﾐ 1112 川口　七海 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾅﾅﾐ
1877 今岡　千景 ｲﾏｵｶ　ﾁﾋﾛ 1111 伊藤　真由美 ｲﾄｳ　ﾏﾕﾐ

5 環太平洋大 1187 松井　令奈 ﾏﾂｲ　ﾚﾅ 5 川崎医福大 1161 難波　志帆 ﾅﾝﾊﾞ　ｼﾎ
(岡山) 1196 安藝　奈々美 ｱｷ　ﾅﾅﾐ (岡山) 1301 香西　庸希 ｺｳｻﾞｲ　ﾕｷ

1195 安田　志織 ﾔｽﾀﾞ　ｼｵﾘ 1302 高木　里奈 ﾀｶｷﾞ　ﾘﾅ
1191 篠原　愛海 ｼﾉﾊﾗ　ｱｲﾐ 1337 糸谷　優希 ｲﾄﾀﾆ　ﾕｷ
1176 内村　優紀 ｳﾁﾑﾗ　ﾕｳｷ 1338 中山　美里 ﾅｶﾔﾏ　ﾐｻﾄ
1178 原　璃音 ﾊﾗ　ﾘｵﾝ 1339 澤田　美奈 ｻﾜﾀﾞ　ﾐﾅ

6 広島大 1042 木戸　恵理 ｷﾄﾞ　ｴﾘ 6 美作大 1105 小川　莉奈 ｵｶﾞﾜ　ﾘﾅ
(広島) 1049 安田　夏生 ﾔｽﾀﾞ　ﾅﾂｷ (岡山) 1297 井上　舞 ｲﾉｳｴ　ﾏｲ

1047 稲熊　詩帆 ｲﾅｸﾞﾏ　ｼﾎ 1108 松本　真奈 ﾏﾂﾓﾄ　ﾏﾅ
1048 安藤　はるな ｱﾝﾄﾞｳ　ﾊﾙﾅ 1110 渡部　仁美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾄﾐ
1044 工藤　奈々美 ｸﾄﾞｳ　ﾅﾅﾐ 1104 大塚　友暉 ｵｵﾂｶ　ﾕｳｷ
1021 武岡　瑞季 ﾀｹｵｶ　ﾐｽﾞｷ 1106 花谷　優希奈 ﾊﾅﾔ　ﾕｷﾅ

7 岡山大 1120 宇那木　咲良 ｳﾅｷﾞ　ｻｸﾗ 7 島根大 1224 谷岡　景子 ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ
(岡山) 1122 戸部　友理 ﾄﾍﾞ　ﾕﾘ (島根) 1221 吉岡　琴乃 ﾖｼｵｶ　ｺﾄﾉ

1125 岡崎　穂乃香 ｵｶｻﾞｷ　ﾎﾉｶ 1222 伊藤　元伽 ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ
1129 山口　更紗 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｻﾗｻ 1355 清水　友花 ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ
1128 皆尾　早耶 ﾐﾅｵ　ｻﾔ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8



女子4X400mR
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    3:43.16   (近藤・今村・長谷川・亀岡)(環太平洋大)2016
大会記録(GR)            3:49.61   (川崎・竹内・蔵本・伊藤)(広島経済大)  2008
日本学生記録(CR)        3:34.70   (渡辺・丹野・青木・金田一)(福島大)    2007 10月28日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 鳥取大 1007 諌山　奈々子 ｲｻﾔﾏ　ﾅﾅｺ 3 愛媛大 1147 加洲　実紗希 ｶｼｭｳ　ﾐｻｷ
(鳥取) 1010 岡崎　瑞紀 ｵｶｻﾞｷ　ﾐｽﾞｷ (愛媛) 1148 住田　麻結 ｽﾐﾀﾞ　ﾏﾕ

1215 新藤　有夏 ｼﾝﾄｳ　ﾕｳｶ 1352 木村　さくら ｷﾑﾗ　ｻｸﾗ
1009 市橋　怜子 ｲﾁﾊｼ　ｻﾄｺ 1143 行田　智香 ﾕｷﾀ　ﾄﾓｶ
1008 木成　郁子 ｷﾅﾘ　ｶｵﾙｺ 1144 渡邉　愛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｲｺ
1371 谷本　望実 ﾀﾆﾓﾄ　ﾉｿﾞﾐ

3 岡山大 1128 皆尾　早耶 ﾐﾅｵ　ｻﾔ 4 山口大 1284 湯川　咲希 ﾕｶﾜ　ｻｷ
(岡山) 1125 岡崎　穂乃香 ｵｶｻﾞｷ　ﾎﾉｶ (山口) 1283 吉田　朋加 ﾖｼﾀﾞ　ﾄﾓｶ

1129 山口　更紗 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｻﾗｻ 1278 安永　奈央 ﾔｽﾅｶﾞ　ﾅｵ
1123 福井　茉穂 ﾌｸｲ　ﾏﾎ 1399 岩崎　詩織 ｲﾜｻｷ　ｼｵﾘ
1122 戸部　友理 ﾄﾍﾞ　ﾕﾘ 1400 湯川　ひとみ ﾕｶﾜ　ﾋﾄﾐ
1120 宇那木　咲良 ｳﾅｷﾞ　ｻｸﾗ

4 環太平洋大 1196 安藝　奈々美 ｱｷ　ﾅﾅﾐ 5 高知大 1077 朝日　佳奈 ｱｻﾋ　ｶﾅ
(岡山) 1309 黒岩　星沙碧 ｸﾛｲﾜ　ｾｻﾐ (高知) 1080 蘆田　菜月 ｱｼﾀﾞ　ﾅﾂｷ

1189 竹内　玲菜 ﾀｹｳﾁ　ﾚﾅ 1083 大塚　彩未 ｵｵﾂｶ　ｱﾔﾐ
1190 佐野　愛依 ｻﾉ　ｱｲ 1331 森野　純夏 ﾓﾘﾉ　ｽﾐｶ
1171 今村　亜子 ｲﾏﾑﾗ　ｱｺ
1173 加藤　幸 ｶﾄｳ　ﾕｷ

5 広島大 1042 木戸　恵理 ｷﾄﾞ　ｴﾘ 6 島根大 1224 谷岡　景子 ﾀﾆｵｶ　ｹｲｺ
(広島) 1049 安田　夏生 ﾔｽﾀﾞ　ﾅﾂｷ (島根) 1221 吉岡　琴乃 ﾖｼｵｶ　ｺﾄﾉ

1044 工藤　奈々美 ｸﾄﾞｳ　ﾅﾅﾐ 1222 伊藤　元伽 ｲﾄｳ　ﾓﾄｶ
1050 友野　みはる ﾄﾓﾉ　ﾐﾊﾙ 1355 清水　友花 ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓｶ
1021 武岡　瑞季 ﾀｹｵｶ　ﾐｽﾞｷ
1048 安藤　はるな ｱﾝﾄﾞｳ　ﾊﾙﾅ

6 美作大 1101 升尾　春奈 ﾏｽｵ　ﾊﾙﾅ 7 香川大 1414 松原　玲奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾚｲﾅ
(岡山) 1105 小川　莉奈 ｵｶﾞﾜ　ﾘﾅ (香川) 1262 板谷　紗恵 ｲﾀﾔ　ｻｴ

1297 井上　舞 ｲﾉｳｴ　ﾏｲ 1263 家田　恭佳 ｲｴﾀﾞ　ｷｮｳｶ
1108 松本　真奈 ﾏﾂﾓﾄ　ﾏﾅ 1362 藤田　七虹 ﾌｼﾞﾀ　ﾅﾅｺ
1110 渡部　仁美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾄﾐ 1363 奥山　悠希 ｵｸﾔﾏ　ﾕｷ
1106 花谷　優希奈 ﾊﾅﾔ　ﾕｷﾅ

7 川崎医福大 1159 藪木　まりあ ﾔﾌﾞｷ　ﾏﾘｱ
(岡山) 1161 難波　志帆 ﾅﾝﾊﾞ　ｼﾎ

1163 山田　美香 ﾔﾏﾀﾞ　ﾐｶ
1302 高木　里奈 ﾀｶｷﾞ　ﾘﾅ
1337 糸谷　優希 ｲﾄﾀﾆ　ﾕｷ
1339 澤田　美奈 ｻﾜﾀﾞ　ﾐﾅ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8



女子走高跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    1m81      佐山　淳子(美作女子大)                1989
大会記録(GR)            1m81      佐山　敦子(美作女子大)                1989
日本学生記録(CR)        1m95      佐藤　　恵(福岡大)                    1987 10月27日 12:00 決　勝

決　勝　

ｵｶｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 鳥取

1 1010 岡崎　瑞紀(3) 鳥取大
ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口

2 1282 橋本　結生(3) 山口大
ｼﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 岡山

3 1121 下中友規乃(3) 岡山大
ﾀｹﾓﾄ ﾐｵ 岡山

4 1157 竹本　実桜(4) 川崎医福大
ﾐﾗﾂ ﾅｵ 宮崎

5 1209 見良津菜緒(3) 環太平洋大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅｶ 兵庫

6 1212 渡邊麻菜香(2) 環太平洋大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ 兵庫

7 1129 山口  更紗(2) 岡山大
ﾀｹﾔﾏ ﾚｲﾅ 高知

8 1311 武山　玲奈(1) 環太平洋大

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



女子棒高跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    3m80      尾崎　直美(香川大)                    2006
中国四国学生記録(AR)    3m80      稲艸　夏姫(環太平洋大)                2016
大会記録(GR)            3m80      稲艸　夏姫(環太平洋大)                2017
日本学生記録(CR)        4m23      仲田　　愛(鹿屋体育大)                2010 10月27日 16:30 決　勝

決　勝　

ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 愛媛

1 1140 岡本　　悠(2) 愛媛大
ﾖｼｵｶ ｺﾄﾉ 島根

2 1221 吉岡　琴乃(2) 島根大
ｺｲｹ ﾕｲｺ 岡山

3 1317 小池　結子(1) 環太平洋大
ｷﾑﾗ ﾐﾐ 岡山

4 1316 木村　美海(1) 環太平洋大
ﾃﾗｳﾁ ﾊﾙﾅ 香川

5 1017 寺内　春菜(2) 四国大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 徳島

6 1048 安藤はるな(3) 広島大

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



女子走幅跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    6m19      西内　誠子(高知大)                    1994
大会記録(GR)            6m00      小原　未陽(島根大)                    2016
日本学生記録(CR)        6m78      池田久美子(福島大)                    2001 10月26日 15:30 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

ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 大分

1 1332 内田　咲希(1) 東亜大
ﾔﾏｻｷ ｽｽﾞｶ 岡山

2 1109 山崎　涼加(1) 美作大
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥取

3 1006 前田　菜月(3) 鳥取大
ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口

4 1278 安永　奈央(2) 山口大
ｱｹﾁ ﾕｷ 愛媛

5 1145 明地　優希(3) 愛媛大
ｷﾅﾘ ｶｵﾙｺ 鳥取

6 1008 木成　郁子(2) 鳥取大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ 愛媛

7 1144 渡邉　愛子(2) 愛媛大
ｷｮｳﾒﾝ ﾊﾅｴ 島根

8 1415 京面華菜恵(4) 島根大
ﾘｭｳ ｻﾔｶ 福岡

9 1211 笠　沙弥香(2) 環太平洋大
ｲﾉｳｴ ﾏｲ 島根

10 1297 井上　　舞(1) 美作大
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

11 1371 谷本　望実(1) 鳥取大
ｾﾝﾈﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 鹿児島

12 1210 千年原友香(3) 環太平洋大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ 兵庫

13 1129 山口  更紗(2) 岡山大
ｷﾀﾞ ｾﾅ 香川

14 1092 喜多  世奈(2) 徳島大
ｻﾜﾀﾞ ﾐﾅ 岡山

15 1339 澤田　美奈(1) 川崎医福大
ｸﾜﾊﾞﾀ ﾕﾒｶ 広島

16 1001 桑畑　夢花(3) 広島修道大
ﾐﾊﾗ ﾐｷ 徳島

17 1214 三原　美樹(2) 環太平洋大
ｽﾅﾀﾞ ｼｵﾝ 広島

18 1360 砂田　紫音(1) 福山大
ﾔﾏﾅｶ ｴﾘｶ 高知

19 1079 山中映莉華(3) 高知大
ﾄﾐﾂ ｲｵﾘ 広島

20 1258 戸光伊緒梨(2) 福山平成大
ﾓﾄﾊﾗ ｱｶﾘ 岡山

21 1213 本原　朱莉(2) 環太平洋大



女子三段跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    12m91     西内　誠子(高知大)                    1994
大会記録(GR)            12m56     西内　誠子(高知大)                    1993
日本学生記録(CR)        13m69     花岡　麻帆(順天堂大)                  1998 10月28日 09:30 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

ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾅ 徳島

1 1156 横山　愛菜(4) 川崎医福大
ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 大分

2 1332 内田　咲希(1) 東亜大
ｲﾅｸﾞﾏ ｼﾎ 三重

3 1047 稲熊　詩帆(2) 広島大
ｲﾀﾔ ｻｴ 徳島

4 1262 板谷　紗恵(3) 香川大
ｵｶﾉ ﾜｶﾅ 広島

5 1349 岡野　和奏(1) 広島修道大
ｲﾏｵｶ ﾁﾋﾛ 島根

6 1877 今岡　千景(1) 徳山大
ﾐﾊﾗ ﾐｷ 徳島

7 1214 三原　美樹(2) 環太平洋大
ﾔﾏﾅｶ ｴﾘｶ 高知

8 1079 山中映莉華(3) 高知大



女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    13m93     福代　夏子(島根大)                    1998
大会記録(GR)            13m76     石井　智紋(福山平成大)                2007
日本学生記録(CR)        17m39     森　　千夏(国士舘大)                  2002 10月27日 16:00 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

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡山

1 1127 小橋  祐也(2) 岡山大
ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 岡山

2 1099 畑　　愛実(4) 美作大
ｾｷ ﾅﾂﾐ 徳島

3 1023 関　菜都美(3) 広島大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 岡山

4 1255 渡邊　理沙(3) 就実大



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    48m88     石井　智紋(福山平成大)                2006
大会記録(GR)            46m36     石井　智紋(福山平成大)                2006
日本学生記録(CR)        54m90     室伏　由佳(中京大)                    1998 10月26日 16:30 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

ｾｷ ﾅﾂﾐ 徳島

1 1023 関　菜都美(3) 広島大
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 広島

2 1045 村上　遥菜(3) 広島大
ﾅｶﾔﾏ ﾐｻﾄ 岡山

3 1338 中山　美里(1) 川崎医福大
ﾀﾁﾉ ﾘﾅ 広島

4 1056 立野　莉菜(1) 文化学園大
ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡山

5 1127 小橋  祐也(2) 岡山大
ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ 京都

6 1353 松本　典子(2) 愛媛大
ﾔﾏｵｸ ｽｽﾞｶ 広島

7 1296 山奥　涼花(1) 徳山大
ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 岡山

8 1099 畑　　愛実(4) 美作大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 広島

9 1260 渡邊　　彩(2) 福山平成大
ﾜｷﾀﾞ ｷﾖｶ 広島

10 1170 脇田　清加(2) 環太平洋大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 岡山

11 1255 渡邊　理沙(3) 就実大



女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    58m59     居川　汐里(四国大)                    2014
大会記録(GR)            58m58     居川　汐里(四国大)                    2014
日本学生記録(CR)        64m43     綾　　真澄(中京大)                    2001 10月28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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻｶ 愛媛

1 1168 渡部　麻佳(2) 環太平洋大
ｵｲｶﾜ ﾕﾘ 岡山

2 1326 追川　友梨(1) 環太平洋大
ｴｷﾑﾗ ﾐｶ 山口

3 1294 浴村　光夏(1) 徳山大
ｲｽﾞﾐ ｶﾅ 香川

4 1013 泉　　花奈(2) 四国大



女子やり投(600g)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

中国四国学生記録(AR)    50m78     金本　実華(徳山大)                    2008
大会記録(GR)            50m48     大野　加純(愛媛女子短期大)            2008
日本学生記録(CR)        62m37     斎藤　真里菜(国士舘大)                2017 10月27日 09:30 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

ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅｺ 徳島

1 1362 藤田　七虹(1) 香川大
ﾀﾁﾉ ﾘﾅ 広島

2 1056 立野　莉菜(1) 文化学園大
ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ 京都

3 1353 松本　典子(2) 愛媛大
ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

4 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ｶﾜﾅｶ ｱﾔｶ 広島

5 1166 川中　彩圭(3) 環太平洋大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 岡山

6 1255 渡邊　理沙(3) 就実大
ｺﾞﾄｳ ﾘｺ 宮崎

7 1324 後藤　理子(1) 環太平洋大
ﾅｶﾉ ﾋｶﾘ 愛媛

8 1325 中野　　光(1) 環太平洋大
ﾌﾀｶﾞﾐ ﾔｽｶ 愛媛

9 1347 二神　泰佳(1) 松山大
ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｶ 高知

10 1090 杉本　知佳(2) 高知学園短大
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 広島

11 1045 村上　遥菜(3) 広島大
ﾏｻﾊﾗ ﾐﾉﾘ 愛媛

12 1169 昌原　未詔(2) 環太平洋大
ｵｶﾑﾗ ｱｻ 兵庫

13 1165 岡村　亜彩(3) 環太平洋大



女子七種競技 100mH(0.840m)
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

10月26日 12:20 決　勝

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根 ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

3 1224 谷岡　景子(2) 島根大 3 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

4 1049 安田　夏生(3) 広島大 4 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

5 1192 田代なる実(2) 環太平洋大 5 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

6 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大 6 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川

7 1276 六車　梨那(3) 徳山大



女子七種競技 走高跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

10月26日 14:15 決　勝

ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

1 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

2 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

3 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大
ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

4 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根

5 1224 谷岡　景子(2) 島根大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川

6 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川

7 1276 六車　梨那(3) 徳山大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎

8 1192 田代なる実(2) 環太平洋大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

9 1049 安田　夏生(3) 広島大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

10月26日 15:45 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

1 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

2 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

3 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大
ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

4 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根

5 1224 谷岡　景子(2) 島根大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川

6 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川

7 1276 六車　梨那(3) 徳山大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎

8 1192 田代なる実(2) 環太平洋大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

9 1049 安田　夏生(3) 広島大



女子七種競技 200m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

10月26日 17:40 決　勝

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

4 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大 4 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎 ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根

5 1192 田代なる実(2) 環太平洋大 5 1224 谷岡　景子(2) 島根大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川 ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

6 1276 六車　梨那(3) 徳山大 6 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

7 1049 安田　夏生(3) 広島大 7 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

8 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大



女子七種競技 走幅跳
審 判 長：郷力　礼三
記録主任：秋山　定之

10月27日 09:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川

1 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根

2 1224 谷岡　景子(2) 島根大
ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

3 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

4 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

5 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川

6 1276 六車　梨那(3) 徳山大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

7 1049 安田　夏生(3) 広島大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎

8 1192 田代なる実(2) 環太平洋大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

9 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大



女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：植野　英子
記録主任：秋山　定之

10月27日 12:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

1 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

2 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

3 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎

4 1192 田代なる実(2) 環太平洋大
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

5 1049 安田　夏生(3) 広島大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川

6 1276 六車　梨那(3) 徳山大
ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

7 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川

8 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根

9 1224 谷岡　景子(2) 島根大



女子七種競技 800m
審 判 長：中野　繁

記録主任：秋山　定之

10月27日 17:15 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島

1 1049 安田　夏生(3) 広島大
ｾﾝﾀﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛媛

2 1141 千代　瑞貴(2) 愛媛大
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 島根

3 1224 谷岡　景子(2) 島根大
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 香川

4 1276 六車　梨那(3) 徳山大
ｲﾄﾀﾆ ﾕｷ 岡山

5 1337 糸谷　優希(1) 川崎医福大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 香川

6 1356 安藤　七海(1) 鳴門教育大
ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ 宮崎

7 1192 田代なる実(2) 環太平洋大
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 香川

8 1112 川口　七海(2) 鳴門教育大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 広島

9 1182 渡部　栞里(3) 環太平洋大

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝


