
第46回広島県民スポーツ大会（陸上競技） 審 判 長 恵木　剋行

【開催日】 2021年10月3日 記録主任 松木　茂穂

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】庄原市上野総合公園

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/ 3 小学女子 三好  美羽 13.07大会新 窪  花穏 14.17 武廣  優南 14.19 石井  乙葉 14.30 石河内  綺 広島JrOC 14.51(+0.7) 大谷  希音 14.66 岡田  日葵 14.67
１００ｍ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.2) CHASKIｼﾞｭﾆｱ (+1.3) 東広島TFC (+1.0) 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 藤原  瑠香 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.4) びんごWAC (+0.9) 東広島TFC (+0.9)

10/ 3 鴈田  幸 13.04 満山  真衣 13.83 植田  妃富 14.07 能宗  陽彩 14.07 難波  萌亜那 14.17 児玉  結香 14.62 日名  雫 14.99 池田  和華 15.16
８０ｍＨ 東広島TFC (+0.6) 広島JrOC (-0.3) 東広島TFC (+0.8) 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 坂ｼﾞｭﾆｱ陸上 (-0.3) 庄原市 (-0.2) CHASKIｼﾞｭﾆｱ (-0.3) CHASKIｼﾞｭﾆｱ (+0.8)

10/ 3 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞＡ      54.41 東広島TFC-A       55.79 広島JrOC-Ａ       55.88 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞＡ      56.50 CHASKIｼﾞｭﾆｱA       57.74 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      58.84 庄原市Ａ       59.41 CHASKIｼﾞｭﾆｱB       59.44
４×１００ｍＲ 能宗  陽彩 植田  妃富 濱中  穂乃花 北村  七香 窪  花穏 山口  空 児玉  結香 大田  朱莉

辰本  心徠 武廣  優南 満山  真衣 石井  乙葉 水本  蒔子 岡田  鈴々 德永  里桜 豊田  真依
樋口  弥音 鴈田  幸 宗和  愛実 藤原  瑠香 平林  由衣 畑田  紗知 佐々木  瑞希 池田  和華
三好  美羽 岡田  日葵 石河内  綺 常友  結月 金田  莉緒奈 清光  穂実 隂地　梨菜 中間  藍子

10/ 3 樋口  弥音 4.19(+0.9) 佐々木  優空 4.18(+0.7) 宮田  柚那 3.86(-0.1) 宗和  愛実 3.79(+0.4) 小松  愛果 3.71(+0.9) 田口  由奈 3.70(+0.6) 小林  楓依 3.70(+1.1) 山本  里夏 3.66(0.0)
走幅跳 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｱｸｱﾊﾟｰｸ 東広島TFC 広島JrOC 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 吉和AC 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

10/ 3 中学女子 増原  優羽 25.73 島本  優美香 26.50 坂井  実夢 26.66 藤田  実央 27.26 竹國  響乃 28.06 神田  明果 28.17 藤原  愛心 28.35 新居  沙月 28.59
２００ｍ CHASKIｼﾞｭﾆｱ (+1.3) 古田中学校 (-2.8) びんごWAC (-1.2) 東広島TFC (-0.4) びんごWAC (-0.4) 古田中学校 (-2.8) 東広島TFC (-1.2) CHASKIｼﾞｭﾆｱ (+1.3)

10/ 3 古田中学校       50.41 東広島TFC-A       52.18 CHASKIｼﾞｭﾆｱ       52.96 東広島TFC-B       55.71 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ      56.86 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ      56.89 三原陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団      57.22 庄原市Ａ       57.78
４×１００ｍＲ 助金  輝咲 本瓦  響 山根  亜理沙 田中  愛里華 関藤  遥郁 清水  結加 波間  優月 松尾  莉里花

島本  優美香 藤原  愛心 谷口  優月 木谷  優月 小林  花梨 新田  奈央 安倍  光希 山下  咲希
神田  明果 木谷  心優 竹内  優 田上  夕由奈 福場  友麻 妹尾  咲希 中尾  莉乃 藤本  真歩
松本  真奈 藤田  実央 増原  優羽 今岡  莉乃 松山  みづき 畝本  怜奈 陰迫  栞奈 池田  咲瑠萌

10/ 3 今岡  莉乃 1.43 木谷  優月 1.35 戸能  香織 1.30 濱島　空羅 1.30 妹尾  咲希 1.25 田中  愛里華 東広島TFC 1.20 朝倉  汐音 1.10
走高跳 東広島TFC 東広島TFC 中野東 竹原市陸上競技協会 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 周藤  瑚音 庄原市 庄原市

10/ 3 堂前  ゆきの 8.98 本瓦  響 8.29 中上  遥 8.16 谷口  優月 7.76 惣田  碧 7.32 三上  一花 7.03 宅間叶葉 6.96 細羽  七菜 6.96
砲丸投 庄原市 東広島TFC 東広島TFC CHASKIｼﾞｭﾆｱ CHASKIｼﾞｭﾆｱ 庄原市 竹原市陸上競技協会 御野陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

10/ 3 一般女子 東広島TFC 56.80
４×１００ｍＲ 小川  都々里

中野  都
細田  萌
石井  佑里菜

【主催団体】 (公財)広島県スポーツ協会　(一財)広島陸上競技協会　広島県


