
審判長

記録主任

備　考

名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録

所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

男 6年１００ｍ 小学 江頭 隆一 14”5 三浦 郁弥 14”6 浅谷 浩太 14”7 先村 成騎 15”0 福永 健介 15”0 藤井 光瑠 15”2 山根 直樹 15”7 小林 宗生 17”0

徳山ｺﾈｯﾄ 徳山ｺﾈｯﾄ 徳山ｺﾈｯﾄ 奇兵隊 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少

男 5年１００ｍ 小学 河野 拓人 ● 13”9 橋本 雅也 14”8 寄川 晃生 14”8 堺谷 大介 15”6 佐古 嵐 16”2 山田 智也 16”6 高木 雅斗 16”9 豊田 雄大 16”9

戸田陸上 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 徳山ｺﾈｯﾄ 徳山ｺﾈｯﾄ Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 下松東陽ｸ 光ｽﾎﾟ少

男 4年１００ｍ 小学 山田 春日 14”9 清永 和暉 15”4 吉原 俊祐 15”7 原田 凌 15”9 森下 瑛仁 16”5 森重 颯太 17”0 周田 智貴 17”8 黒田 昌俊 18”3

戸田陸上 久米陸上 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 下松東陽ｸ 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 桜木陸上

女 6年１００ｍ 小学 繁澤 音羽 ● 13”6 中山 志穂 14”4 糸山 遥 15”1 齊藤 千優 15”6 河内 詩帆 16”1 中野 莉緒 16”3 白浜 喜久恵 16”3 川口 琴弓 16”4 6位・7位同着

光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 徳山ｺﾈｯﾄ 光ｽﾎﾟ少 桜木陸上 徳山ｺﾈｯﾄ

女 5年１００ｍ 小学 長谷 紗希 15”2 礒部 美空 15”4 河嵜 七海 16”1 藤田 奈美 16”1 大平 舞 16”4 松下 莉子 16”6 友田 杏樹 16”7 内山 典子 16”9 3位・4位同着

光ｽﾎﾟ少 奇兵隊 下松東陽ｸ 下松東陽ｸ 光ｽﾎﾟ少 平生陸上 平生陸上 下松東陽ｸ

女 4年１００ｍ 小学 高野 桃伽 15”9 福重 百絵 15”9 今村 里桜 16”9 朝山 優芽 16”9 菅  光 17”1 中野 葉月 17”5 行田 万夏 17”6 北村 彩乃 17”6 1位・2位/3位・4位同着

光ｽﾎﾟ少 奇兵隊 平生陸上 下松東陽ｸ 下松東陽ｸ 光ｽﾎﾟ少 平生陸上 久米陸上 7位・8位同着

男 6年１０００ｍ 小学 入江 泰地 ● 3’11”4 水津 凜太郎 3’14”8 片山 智之 3’17”2 河谷 好晃 3’17”7 武居 尚輝 3’24”5 宇佐川 浩平 3’26”7 岸 竜 3’34”0 大見 成剛 3’34”4

戸田陸上 新南陽陸上 新南陽陸上 下松東陽ｸ 下松東陽ｸ 平生陸上 久米陸上 下松東陽ｸ

男 5年１０００ｍ 小学 富田 悠斗 ● 3’13”2 花谷 そら 3’19”5 菖蒲 敦司 3’24”5 坪井 泰理 3’27”0 上谷 悠輔 3’40”4 前田 聖剛 3’41”3 川村 譲一 3’42”2 片山 海 3’43”1

戸田陸上 平生陸上 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 下松東陽ｸ 周南JAC Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 平生陸上 光ｽﾎﾟ少

男 4年１０００ｍ 小学 安村 零音 3’31”8 佐藤 祐輔 3’37”3 宮脇 真矢 3’49”4 柳瀬 任吾 3’54”9 八木 将完 3’58”1 伊藤 竜 3’59”3 島田 颯人 4’13”0

久米陸上 徳山ｺﾈｯﾄ 久米陸上 久米陸上 周南JAC 久米陸上 光ｽﾎﾟ少

女 6年８００ｍ 小学 城村 あすか 2’42”6 白井 美帆 2’46”7 友田 陽七虹 2’47”5 早稲田 りんか 2’48”1 安村 麗 2’50”7 西村 佳乃 2’51”6 原田 麻衣 2’52”0 岡村 真樹 2’53”5

下松東陽ｸ 徳山ｺﾈｯﾄ 平生陸上 下松東陽ｸ 久米陸上 平生陸上 下松東陽ｸ 久米陸上

女 5年８００ｍ 小学 佐伯 木乃葉 2’49”5 岡﨑 芽生 2’51”2 佐古 茉優 2’53”4 中村 悠 2’54”1 芳﨑 咲来 2’59”0 森田 真衣 3’01”3 田中 綾音 3’03”2 清永 宙未 3’04”4

奇兵隊 新南陽陸上 久米陸上 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 平生陸上 下松東陽ｸ 下松東陽ｸ 久米陸上

女 4年８００ｍ 小学 末次 桃子 2’54”0 土井 咲乃 2’56”8 長田 知紗 2’57”1 森山 優磨 2’59”2 棟近 光 2’59”5 西元 穂奈美 3’00”2 倉重 幸菜 3’05”8 青木 京子 3’06”3

新南陽陸上 光ｽﾎﾟ少 新南陽陸上 新南陽陸上 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 平生陸上 徳山ｺﾈｯﾄ 新南陽陸上

男 ４×１００ｍＲ 小学 戸田陸上 57”9 光 A 59”9 下松東陽 A 60”5 徳山ｺﾈｯﾄB 63”1 光 C 64”2 平生 A 65”2 光 D 68”1 下松東陽 B 68”2

岩本 英憲 山根 直樹 大見 成剛 佐古 嵐 周田 智貴 川村 譲一 沖 陽輝 高木 雅斗

河野 拓人 末次 優也 田村 嘉啓 堺谷 大介 寄川 晃生 飯田 康生 松田 英俊 嶋田 光希

富田 悠斗 藤井 光瑠 河谷 好晃 佐藤 祐輔 橋本 雅也 松永 貴大 豊田 雄大 国居 主真

入江 泰地 福田 竣平 武居 尚輝 白井 佑紀 片山 海 花谷 そら 森下 瑛仁 長谷 洋祐

女 ４×１００ｍＲ 小学 光 A 58”5 下松東陽 A 59”9 奇兵隊 62”2 光 B 64”1 光 E 64”5 徳山ｺﾈｯﾄA 64”9 光 C 65”8 平生 B 66”6

糸山 遥 原田 茉奈 財満 優希 藤井 明莉 土井 咲乃 川口 琴弓 中野 莉緒 友田 陽七虹

中山 志穂 城村 あすか 礒部 美空 加川 愛海 高野 桃伽 白井 美帆 松永 美優 今村 里桜

繁澤 音羽 早稲田 りんか 佐伯 木乃葉 加川 真衣 大平 舞 河内 詩帆 浅弘 詩歩 行田 万夏

齊藤 千優 原田 麻衣 福重 百絵 古賀 乃里花 長谷 紗希 渡邊 奈晴 芳岡 真友 西元 穂奈美

男 走幅跳 小学 末次 優也 ● 4m47 岩本 英憲 4m02 田村 嘉啓 3m76 増田 翔士 3m74 白井 佑紀 3m71 福田 竣平 3m57 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凛音 3m17 国居 主真 2m62

光ｽﾎﾟ少 戸田陸上 下松東陽ｸ Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 徳山ｺﾈｯﾄ 光ｽﾎﾟ少 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 下松東陽ｸ

女 走幅跳 小学 田村 梨央 3m53 中村 優花 3m45 田村 優衣 3m03 矢次 美貴 2m91 浅弘 詩歩 2m73 藤井 明莉 2m69 古賀 乃里花 2m61

下松東陽ｸ 徳山ｺﾈｯﾄ Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少 光ｽﾎﾟ少

3’13”2 時刻 天候 気温【℃】 湿度【％】 風向 風速
13”6 9:00 曇 78 0.0m/s

10:00 曇 79 0.3m/s

11:00 曇 68 0.5m/s

12:00 晴 51 1.0m/s

13:00 晴 62 0.4m/s

14:00 晴 57 2.0m/s

15:00 晴 54 1.3m/s

16:00 晴 52 1.2m/s

優秀選手　　

第７回周南地区陸上競技選手権大会　【小学生の部】

28.0℃ 南南東
28.5℃ 南南東

28.0℃ 南南西
26.0℃ 南

東北東
24.0℃ 北北西

29.5℃

23.3℃

南

周防  吉則

１位 ２位 ３位

22.5℃

富田 悠斗（戸田陸上）

南南東繁澤 音羽（光市陸上）

８位

会場：徳山大学総合グランド陸上競技場

決勝記録一覧表

４位

●：大会新、▲：大会ﾀｲ

５位 ６位 ７位

衛藤　憲生

2012年6月3日



小学男子 １００ｍ 小学 11：50

山口県記録(YR)　 宮本 大輔 徳山ｺﾈｯﾄ 11

ﾀｲﾑ決勝 6年男子100m 大会記録 宮本 大輔 徳山ｺﾈｯﾄ 11

１組 （ ） 2組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 117 藤井 光瑠 光ｽﾎﾟ少 (4) 15”2 3 109 赤根 博和 光ｽﾎﾟ少

4 340 浅谷 浩太 徳山ｺﾈｯﾄ (2) 14”7 4 657 三浦 郁弥 徳山ｺﾈｯﾄ (1) 14”6

5 650 佐藤 凛大郎 光ｽﾎﾟ少 5 286 山根 直樹 光ｽﾎﾟ少 (3) 15”7

6 800 江頭 隆一 徳山ｺﾈｯﾄ (1) 14”5 6 701 福永 健介 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ (2) 15”0

7 936 先村 成騎 奇兵隊 (3) 15”0 7 113 小林 宗生 光ｽﾎﾟ少 (4) 17”0

8 8

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 800 江頭 隆一 徳山ｺﾈｯﾄ 1 14”5 4 701 福永 健介 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 5 15”0

2 657 三浦 郁弥 徳山ｺﾈｯﾄ 2 14”6 6 117嶋村　直道藤井 光瑠 光ｽﾎﾟ少 6 15”2

3 340 浅谷 浩太 徳山ｺﾈｯﾄ 3 14”7 7 286磯崎　　航山根 直樹 光ｽﾎﾟ少 7 15”7

4 936 先村 成騎 奇兵隊 4 15”0 8 113嶋田　圭志小林 宗生 光ｽﾎﾟ少 8 17”0

ﾀｲﾑ決勝 5年男子100m 大会記録(大会新) 田中 亮斗 戸田陸上 07

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2 94 間竹 勇登 光ｽﾎﾟ少

3 49 高木 雅斗 下松東陽ｸ (5) 16”9 3 237 堺谷 大介 徳山ｺﾈｯﾄ (1) 15”6

4 87 橋本 雅也 光ｽﾎﾟ少 (2) 14”8 4 89 松田 英俊 光ｽﾎﾟ少 (6) 17”3

5 162 河野 拓人 戸田陸上 (1) 13”9 大会新 5 742 長谷 洋祐 下松東陽ｸ (5) 17”1

6 85 寄川 晃生 光ｽﾎﾟ少 (2) 14”8 6 95 豊田 雄大 光ｽﾎﾟ少 (3) 16”9

7 7003 山田 智也 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ (4) 16”6 7 509 飯田 康生 平生陸上 (3) 16”9

8 8 439 佐古 嵐 徳山ｺﾈｯﾄ (2) 16”2

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 162 河野 拓人 戸田陸上 1 13”9 大会新 5 439 佐古 嵐 徳山ｺﾈｯﾄ 5 16”2

2 87 橋本 雅也 光ｽﾎﾟ少 2 14”8 6 7003嶋村　直道山田 智也 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 6 16”6

2 85 寄川 晃生 光ｽﾎﾟ少 3 14”8 7 49磯崎　　航高木 雅斗 下松東陽ｸ 7 16”9

4 237 堺谷 大介 徳山ｺﾈｯﾄ 4 15”6 7 95嶋田　圭志豊田 雄大 光ｽﾎﾟ少 8 16”9

ﾀｲﾑ決勝 4年男子100m 大会記録 田中 亮斗 戸田陸上 06

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2

3 103 森下 瑛仁 光ｽﾎﾟ少 (5) 16”5 3 100 周田 智貴 光ｽﾎﾟ少 (2) 17”8

4 7005 吉原 俊祐 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ (3) 15”7 4 932 徳原 駿 奇兵隊 (4) 18”6

5 692 山田 春日 戸田陸上 (1) 14”9 5 820 黒田 昌俊 桜木陸上 (3) 18”3

6 164 清永 和暉 久米陸上 (2) 15”4 6 104 森重 颯太 光ｽﾎﾟ少 (1) 17”0

7 610 原田 凌 下松東陽ｸ (4) 15”9 7

8 8

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 692 山田 春日 戸田陸上 1 14”9 5 103 森下 瑛仁 光ｽﾎﾟ少 5 16”5

2 164 清永 和暉 久米陸上 2 15”4 6 104 森重 颯太 光ｽﾎﾟ少 6 17”0

3 7005 吉原 俊祐 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 3 15”7 7 100 周田 智貴 光ｽﾎﾟ少 7 17”8

4 610 原田 凌 下松東陽ｸ 4 15”9 8 820 黒田 昌俊 桜木陸上 8 18”3

12”0

12”8

14”1

14”7



小学男子 １０００ｍ 小学 13：55

山口県記録(YR)　 釘本 和範 豊臣ｱｽﾘｰﾄ 89

決勝 6年男子1000m 大会記録(大会新) 薮中 直樹 ゆうｽﾎﾟ陸 10

ﾗｯﾌﾟ 400m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 126 松本 晋 徳山ｺﾈｯﾄ 9 655 佐々木 瑠風 徳山ｺﾈｯﾄ

2 770 原田 慎也 新南陽陸上 (10) 3'35”5 10 108 楠  蓮珠 光ｽﾎﾟ少 (11) 3'39”9

3 24 武居 尚輝 下松東陽ｸ (5) 3'24”5 11 746 大見 成剛 下松東陽ｸ (8) 3'34”4

4 916 入江 泰地 戸田陸上 (1) 3'11”4 大会新 12 874 松井 陸 新南陽陸上 (13) 3'55”1

5 124 片山 智之 新南陽陸上 (3) 3'17”2 13 515 磯部 龍馬 平生陸上 (12) 3'42”6

6 664 水津 凜太郎 新南陽陸上 (2) 3'14”8 14 858 舟橋 柊二 新南陽陸上

7 658 河谷 好晃 下松東陽ｸ (4) 3'17”7 15 131 田中 雅大 徳山ｺﾈｯﾄ

8 167 岸 竜 久米陸上 (7) 3'34”0 16 860 數井 公輔 新南陽陸上 (9) 3'34”8

17 337 宇佐川 浩平 平生陸上 (6) 3'26”7

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 916 入江 泰地 戸田陸上 1 3'11”4 大会新 5 24 武居 尚輝 下松東陽ｸ 5 3'24”5

2 664 水津 凜太郎 新南陽陸上 2 3'14”8 6 337 宇佐川 浩平 平生陸上 6 3'26”7

3 124 片山 智之 新南陽陸上 3 3'17”2 7 167 岸 竜 久米陸上 7 3'34”0

4 658 河谷 好晃 下松東陽ｸ 4 3'17”7 8 746 大見 成剛 下松東陽ｸ 8 3'34”4

決勝 5年男子1000m 大会記録(大会新) 川田 啓祐 新南陽陸上 10

ﾗｯﾌﾟ 400m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 723 中本 一志 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 9 721 菖蒲 敦司 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ (3) 3'24”5

2 522 川村 譲一 平生陸上 (7) 3'42”2 10 248 嶋田 光希 下松東陽ｸ (13) 4'09”8

3 86 沖 陽輝 光ｽﾎﾟ少 (12) 4'05”1 11 920 上谷 悠輔 周南JAC (5) 3'40”4

4 529 花谷 そら 平生陸上 (2) 3'19”5 12 862 中村 快生 新南陽陸上 (14) 4'20”3

5 161 富田 悠斗 戸田陸上 (1) 3'13”2 大会新 13 516 松永 貴大 平生陸上 (10) 3'45”6

6 715 柳村 治輝 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 14 7002 前田 聖剛 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ (6) 3'41”3

7 101 片山 海 光ｽﾎﾟ少 (8) 3'43”1 15 408 鬼久保 岳 周南JAC (11) 4'01”2

8 143 坪井 泰理 下松東陽ｸ (4) 3'27”0 16 549 生本 大樹 平生陸上 (9) 3'44”0

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 161 富田 悠斗 戸田陸上 1 3'13”2 大会新 5 920 上谷 悠輔 周南JAC 5 3'40”4

2 529 花谷 そら 平生陸上 2 3'19”5 6 7002 前田 聖剛 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 6 3'41”3

3 721 菖蒲 敦司 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 3 3'24”5 7 522 川村 譲一 平生陸上 7 3'42”2

4 143 坪井 泰理 下松東陽ｸ 4 3'27”0 8 101 片山 海 光ｽﾎﾟ少 8 3'43”1

決勝 4年男子1000m 大会記録 武居 尚輝 下松東陽ｸ 10

ﾗｯﾌﾟ 400m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 168 安村 零音 久米陸上 (1) 3'31”8 9

2 366 佐藤 祐輔 徳山ｺﾈｯﾄ (2) 3'37”3 10

3 169 柳瀬 任吾 久米陸上 (4) 3'54”9 11

4 428 八木 将完 周南JAC (5) 3'58”1 12

5 165 宮脇 真矢 久米陸上 (3) 3'49”4 13

6 102 島田 颯人 光ｽﾎﾟ少 (7) 4'13”0 14

7 116 伊藤 竜 久米陸上 (6) 3'59”3 15

8 16

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 168 安村 零音 久米陸上 1 3'31”8 5 428 八木 将完 周南JAC 5 3'58”1

2 366 佐藤 祐輔 徳山ｺﾈｯﾄ 2 3'37”3 6 116 伊藤 竜 久米陸上 6 3'59”3

3 165 宮脇 真矢 久米陸上 3 3'49”4 7 102 島田 颯人 光ｽﾎﾟ少 7 4'13”0

4 169 柳瀬 任吾 久米陸上 4 3'54”9 ### 8

3'12”4

3'16”8

3'26”0

800m

800m

800m

2'58”0



小学女子 １００ｍ 小学 9：20

山口県記録(YR)　 松田 薫 豊田下ﾗﾝﾅ 97

佐貫 智美 豊浦ｽﾎﾟ陸 90

ﾀｲﾑ決勝 6年女子100m 大会記録(大会新) ﾒﾘｯﾄひなの 徳山ｺﾈｯﾄ 11

１組 （ ） 2組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 535 河内 詩帆 徳山ｺﾈｯﾄ (5) 16”1 2 660 木村 毬那 光ｽﾎﾟ少 (6) 19”4

3 656 糸山 遥 光ｽﾎﾟ少 (3) 15”1 3 664 加川 愛海 光ｽﾎﾟ少 (4) 16”7

4 637 繁澤 音羽 光ｽﾎﾟ少 (1) 13”6 大会新 4 471 渡邊 奈晴 徳山ｺﾈｯﾄ (5) 16”8

5 818 福本 成未 戸田陸上 5 666 中野 莉緒 光ｽﾎﾟ少 (1) 16”3

6 665 中山 志穂 光ｽﾎﾟ少 (2) 14”4 6 646 白浜 喜久恵 桜木陸上 (1) 16”3

7 445 川口 琴弓 徳山ｺﾈｯﾄ (6) 16”4 7 110 松永 美優 光ｽﾎﾟ少 (3) 16”4

8 661 齊藤 千優 光ｽﾎﾟ少 (4) 15”6 8

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 637 繁澤 音羽 光ｽﾎﾟ少 1 13”6 大会新 5 535 河内 詩帆 徳山ｺﾈｯﾄ 5 16”1

2 665 中山 志穂 光ｽﾎﾟ少 2 14”4 6 666 中野 莉緒 光ｽﾎﾟ少 6 16”3

3 656 糸山 遥 光ｽﾎﾟ少 3 15”1 6 646 白浜 喜久恵 桜木陸上 7 16”3

4 661 齊藤 千優 光ｽﾎﾟ少 4 15”6 8 445 川口 琴弓 徳山ｺﾈｯﾄ 8 16”4

ﾀｲﾑ決勝 5年女子100m 大会記録 川原 千賢 Jｱｶﾃﾞﾐｰ 11

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 113 富田 芙由 光ｽﾎﾟ少 1 85 河嵜 七海 下松東陽ｸ (1) 16”1

2 672 内山 典子 下松東陽ｸ (5) 16”9 2 613 成川 里奈 光ｽﾎﾟ少 (5) 17”6

3 210 松下 莉子 平生陸上 (4) 16”6 3 182 高松 莉子 下松東陽ｸ

4 112 長谷 紗希 光ｽﾎﾟ少 (1) 15”2 4 477 藤田 奈美 下松東陽ｸ (1) 16”1

5 7009 礒部 美空 奇兵隊 (2) 15”4 5 237 友田 杏樹 平生陸上 (3) 16”7

6 218 合木 優奈 平生陸上 (7) 17”1 6 653 多田 和葉 光ｽﾎﾟ少 (4) 17”5

7 782 深海 佳奈 戸田陸上 (6) 17”0 7 640 黒田 亜紗美 桜木陸上 (6) 18”2

8 652 大平 舞 光ｽﾎﾟ少 (3) 16”4 8 651 有間 友美 光ｽﾎﾟ少 (7) 19”5

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 112 長谷 紗希 光ｽﾎﾟ少 1 15”2 5 652 大平 舞 光ｽﾎﾟ少 5 16”4

2 7009 礒部 美空 奇兵隊 2 15”4 6 210 松下 莉子 平生陸上 6 16”6

3 85 河嵜 七海 下松東陽ｸ 3 16”1 7 237 友田 杏樹 平生陸上 7 16”7

3 477 藤田 奈美 下松東陽ｸ 4 16”1 8 672 内山 典子 下松東陽ｸ 8 16”9

ﾀｲﾑ決勝 4年女子100m 大会記録 川原 千賢 花岡小 10

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

2 109 酒井 瑠月 光ｽﾎﾟ少 2 957 山本 冴弥 奇兵隊 (5) 17”8

3 216 今村 里桜 平生陸上 (3) 16”9 3 223 行田 万夏 平生陸上 (2) 17”6

4 100 高野 桃伽 光ｽﾎﾟ少 (1) 15”9 4 181 菅  光 下松東陽ｸ (1) 17”1

5 956 福重 百絵 奇兵隊 (1) 15”9 5 104 芳岡 真友 光ｽﾎﾟ少 (4) 17”7

6 136 朝山 優芽 下松東陽ｸ (3) 16”9 6 262 北村 彩乃 久米陸上 (2) 17”6

7 7006 大塚 華暖 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ (6) 18”2 7 107 松永 彩美 光ｽﾎﾟ少 (6) 18”1

8 102 中野 葉月 光ｽﾎﾟ少 (5) 17”5 8

３組 （ ） ４組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

2 106 中村 日向子 光ｽﾎﾟ少 (6) 20”8 2 138 芳﨑 彩乃 平生陸上

3 103 加川 歩実 光ｽﾎﾟ少 (5) 19”3 3 65 岡田 朊夏 光ｽﾎﾟ少

4 418 赤塚 愛菜 徳山ｺﾈｯﾄ (3) 17”9 4 99 今松 和香 光ｽﾎﾟ少 (3) 19”4

5 105 山野 瑞季 光ｽﾎﾟ少 (1) 17”7 5 538 藤村 真尋 下松東陽ｸ (1) 18”3

6 118 久武 碧衣 下松東陽ｸ (2) 17”8 6 97 田中 七海 光ｽﾎﾟ少 (4) 19”7

7 98 柳井 遥花 光ｽﾎﾟ少 (4) 19”1 7 96 末次 彩乃 光ｽﾎﾟ少 (2) 18”4

8 8

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 100 高野 桃伽 光ｽﾎﾟ少 1 15”9 5 181 菅  光 下松東陽ｸ 5 17”1

1 956 福重 百絵 奇兵隊 2 15”9 6 102 中野 葉月 光ｽﾎﾟ少 6 17”5

3 216 今村 里桜 平生陸上 3 16”9 7 223 行田 万夏 平生陸上 7 17”6

3 136 朝山 優芽 下松東陽ｸ 4 16”9 7 262 北村 彩乃 久米陸上 8 17”6

13”7

13”2

13”2

14”6

14”9



小学女子 ８００ｍ 小学 14：50

山口県記録(YR)　 来島 郁泉 豊浦陸ｽﾎﾟ 08

決勝 6年女子800m 大会記録 富田 真帆 戸田陸上 09

ﾗｯﾌﾟ 400m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 71 早稲田 りんか 下松東陽ｸ #N/A 2'48”1 9 236 原 百花 新南陽陸上 #N/A 2'55”0

2 250 安村 麗 久米陸上 #N/A 2'50”7 10 142 西村 佳乃 平生陸上 #N/A 2'51”6

3 366 白井 美帆 徳山ｺﾈｯﾄ #N/A 2'46”7 11 657 田中 日向子 光ｽﾎﾟ少 #N/A 3'12”2

4 861 城村 あすか 下松東陽ｸ #N/A 2'42”6 12 84 原田 茉奈 下松東陽ｸ #N/A 3'05”6

5 140 友田 陽七虹 平生陸上 #N/A 2'47”5 13 252 丸川 未結 久米陸上 #N/A 2'53”9

6 662 加川 真衣 光ｽﾎﾟ少 #N/A 2'54”2 14 158 松原 京 周南JAC #N/A

7 253 岡村 真樹 久米陸上 #N/A 2'53”5 15 506 市川 穂香 新南陽陸上 #N/A 3'06”2

8 60 原田 麻衣 下松東陽ｸ #N/A 2'52”0 16 658 川口 七海恵 光ｽﾎﾟ少 #N/A

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 861 城村 あすか 下松東陽ｸ 1 2'42”6 5 250 安村 麗 久米陸上 5 2'50”7

2 366 白井 美帆 徳山ｺﾈｯﾄ 2 2'46”7 6 142 西村 佳乃 平生陸上 6 2'51”6

3 140 友田 陽七虹 平生陸上 3 2'47”5 7 60 原田 麻衣 下松東陽ｸ 7 2'52”0

4 71 早稲田 りんか 下松東陽ｸ 4 2'48”1 8 253 岡村 真樹 久米陸上 8 2'53”5

決勝 5年女子800m 大会記録 城村あすか 下松東陽ｸ 11

ﾗｯﾌﾟ 400m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 541 岡﨑 芽生 新南陽陸上 #N/A 2'51”2 9 27 田中 綾音 下松東陽ｸ #N/A 3'03”2

2 935 中村 悠 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ #N/A 2'54”1 10 258 佐古 茉優 久米陸上 #N/A 2'53”4

3 81 森田 真衣 下松東陽ｸ #N/A 3'01”3 11 259 清永 宙未 久米陸上 #N/A 3'04”4

4 955 宮島 愛生 奇兵隊 #N/A 3'17”2 12 781 入江 菜摘 戸田陸上 #N/A 3'07”5

5 174 芳﨑 咲来 平生陸上 #N/A 2'59”0 13 130 若崎 美羽 新南陽陸上 #N/A 3'29”8

6 954 佐伯 木乃葉 奇兵隊 #N/A 2'49”5 14 #N/A

7 83 石井 日菜乃 下松東陽ｸ #N/A 15 #N/A

8 936 前田 希咲 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ #N/A 3'08”3 16 #N/A

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 954 佐伯 木乃葉 奇兵隊 1 2'49”5 5 174 芳﨑 咲来 平生陸上 5 2'59”0

2 541 岡﨑 芽生 新南陽陸上 2 2'51”2 6 81 森田 真衣 下松東陽ｸ 6 3'01”3

3 258 佐古 茉優 久米陸上 3 2'53”4 7 27 田中 綾音 下松東陽ｸ 7 3'03”2

4 935 中村 悠 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 4 2'54”1 8 259 清永 宙未 久米陸上 8 3'04”4

決勝 4年女子800m 大会記録(大会新) 藤川 さくら ゆうｽﾎﾟ陸 08

ﾗｯﾌﾟ 400m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 144 宗籐 由実 徳山ｺﾈｯﾄ #N/A 3'08”0 9 583 青木 京子 新南陽陸上 #N/A 3'06”3

2 101 土井 咲乃 光ｽﾎﾟ少 #N/A 2'56”8 10 277 倉重 幸菜 徳山ｺﾈｯﾄ #N/A 3'05”8

3 328 末次 桃子 新南陽陸上 #N/A 2'54”0 11 256 浴森 美優 久米陸上 #N/A 3'07”5

4 7007 棟近 光 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ #N/A 2'59”5 12 73 御堂 薫 徳山ｺﾈｯﾄ #N/A 3'06”7

5 390 長田 知紗 新南陽陸上 #N/A 2'57”1 13 391 岡田 芙吹 新南陽陸上 #N/A 3'08”3

6 149 西元 穂奈美 平生陸上 #N/A 3'00”2 14 108 猪木 絢加 光ｽﾎﾟ少 #N/A

7 616 森山 優磨 新南陽陸上 #N/A 2'59”2 15 #N/A

8 64 杉本 寛果 光ｽﾎﾟ少 #N/A 3'08”5 16 #N/A

総合

順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録

1 328 末次 桃子 新南陽陸上 1 2'54”0 5 7007 棟近 光 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 5 2'59”5

2 101 土井 咲乃 光ｽﾎﾟ少 2 2'56”8 6 149 西元 穂奈美 平生陸上 6 3'00”2

3 390 長田 知紗 新南陽陸上 3 2'57”1 7 277 倉重 幸菜 徳山ｺﾈｯﾄ 7 3'05”8

4 616 森山 優磨 新南陽陸上 4 2'59”2 8 583 青木 京子 新南陽陸上 8 3'06”3

2'51”4

2'22”40

800m

800m

800m

2'38”3

2'27”7



　小学男子 ４×100ｍR
7 山口県記録（YR） 51”91 西原・伊東・孫・山田 ｶﾂﾐ陸上 03

7 大会記録　（GR) 55”1 繁 ・大宅・志熊・大楽 光ｽﾎﾟ少A 06

ﾀｲﾑ決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1013 戸田陸上 ３ﾚｰﾝ 1011 平生 A

(1) (1) 917 岩本 英憲 戸田陸上 (1) 522 川村 譲一 平生陸上

(2) (2) 162 河野 拓人 戸田陸上 (2) 509 飯田 康生 平生陸上

(3) (3) 161 富田 悠斗 戸田陸上 (3) 516 松永 貴大 平生陸上

(4) (4) 916 入江 泰地 戸田陸上 (4) 529 花谷 そら 平生陸上

(5) 692 山田 春日 戸田陸上 501 小田 航 平生陸上

(6) 549 生本 大樹 平生陸上

４ﾚｰﾝ 1007 光 A ５ﾚｰﾝ 1001 徳山ｺﾈｯﾄA DNS ６ﾚｰﾝ 1004 下松東陽 A

(1) 286 山根 直樹 光ｽﾎﾟ少 (1) 340 浅谷 浩太 徳山ｺﾈｯﾄ (1) 746 大見 成剛 下松東陽ｸ

(2) 651 末次 優也 光ｽﾎﾟ少 (2) 800 江頭 隆一 徳山ｺﾈｯﾄ (2) 621 田村 嘉啓 下松東陽ｸ

(3) 117 藤井 光瑠 光ｽﾎﾟ少 (3) 655 佐々木 瑠風 徳山ｺﾈｯﾄ (3) 658 河谷 好晃 下松東陽ｸ

(4) 111 福田 竣平 光ｽﾎﾟ少 (4) 657 三浦 郁弥 徳山ｺﾈｯﾄ (4) 24 武居 尚輝 下松東陽ｸ

143 坪井 泰理 下松東陽ｸ

７ﾚｰﾝ 1009 光 C ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) 100 周田 智貴 光ｽﾎﾟ少 (1) 1 (2) 戸田陸上 57”9

(2) 85 寄川 晃生 光ｽﾎﾟ少 (2) 2 (4) 光 A 59”9

(3) 87 橋本 雅也 光ｽﾎﾟ少 (3) 3 (6) 下松東陽 A 60”5

(4) 101 片山 海 光ｽﾎﾟ少 (4) 4 (7) 光 C 64”2

97 石原隆之介 光ｽﾎﾟ少 5 (3) 平生 A 65”2

ﾀｲﾑ決勝　２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ ３ﾚｰﾝ 1002 徳山ｺﾈｯﾄB

(1) (1) (1) 439 佐古 嵐 徳山ｺﾈｯﾄ

(2) (2) (2) 237 堺谷 大介 徳山ｺﾈｯﾄ

(3) (3) (3) 366 佐藤 祐輔 徳山ｺﾈｯﾄ

(4) (4) (4) 467 白井 佑紀 徳山ｺﾈｯﾄ

４ﾚｰﾝ 1005 下松東陽 B ５ﾚｰﾝ 1008 光 B DNS ６ﾚｰﾝ 1010 光 D

(1) 49 高木 雅斗 下松東陽ｸ 108 楠  蓮珠 光ｽﾎﾟ少 (1) 86 沖 陽輝 光ｽﾎﾟ少

(2) 248 嶋田 光希 下松東陽ｸ 111 福田 竣平 光ｽﾎﾟ少 (2) 89 松田 英俊 光ｽﾎﾟ少

(3) 612 国居 主真 下松東陽ｸ 113 小林 宗生 光ｽﾎﾟ少 (3) 95 豊田 雄大 光ｽﾎﾟ少

(4) 742 長谷 洋祐 下松東陽ｸ 97 石原隆之介 光ｽﾎﾟ少 (4) 103 森下 瑛仁 光ｽﾎﾟ少

745 山田 渓太 下松東陽ｸ

７ﾚｰﾝ ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) (1) 1 (3) 徳山ｺﾈｯﾄB 63”1

(2) (2) 2 (6) 光 D 68”1

(3) (3) 3 (4) 下松東陽 B 68”2

(4) (4)

総合順位 チーム 記録 総合順位 チーム 記録

1 戸田陸上 57”9 5 光 C 64”2

2 光 A 59”9 6 平生 A 65”2

3 下松東陽 A 60”5 7 光 D 68”1

4 徳山ｺﾈｯﾄB 63”1 8 下松東陽 B 68”2
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　小学女子 ４×100ｍR
47 山口県記録（YR） 54”2 藤本・水上・大田・信岡 長府陸ｽﾎﾟ 05

47 大会記録　（GR) 56”7 磯部・田中・中所・山本 光ｽﾎﾟ少A 06

ﾀｲﾑ決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1104 奇兵隊 ３ﾚｰﾝ 1115 平生 A

(1) (1) 951 財満 優希 奇兵隊 (1) 237 友田 杏樹 平生陸上

(2) (2) 7009 礒部 美空 奇兵隊 (2) 218 合木 優奈 平生陸上

(3) (3) 954 佐伯 木乃葉 奇兵隊 (3) 174 芳﨑 咲来 平生陸上

(4) (4) 956 福重 百絵 奇兵隊 (4) 210 松下 莉子 平生陸上

955 宮島 愛生 奇兵隊

957 山本 冴弥 奇兵隊

４ﾚｰﾝ 1105 下松東陽 A ５ﾚｰﾝ 1101 徳山ｺﾈｯﾄA ６ﾚｰﾝ 1109 光 A

(1) 84 原田 茉奈 下松東陽ｸ (1) 445 川口 琴弓 徳山ｺﾈｯﾄ (1) 656 糸山 遥 光ｽﾎﾟ少

(2) 861 城村 あすか 下松東陽ｸ (2) 366 白井 美帆 徳山ｺﾈｯﾄ (2) 665 中山 志穂 光ｽﾎﾟ少

(3) 71 早稲田 りんか下松東陽ｸ (3) 535 河内 詩帆 徳山ｺﾈｯﾄ (3) 637 繁澤 音羽 光ｽﾎﾟ少

(4) 60 原田 麻衣 下松東陽ｸ (4) 471 渡邊 奈晴 徳山ｺﾈｯﾄ (4) 661 齊藤 千優 光ｽﾎﾟ少

655 国広 美穂 光ｽﾎﾟ少

７ﾚｰﾝ 1110 光 B ８ﾚｰﾝ 1106 下松東陽 B DNS 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) 63 藤井 明莉 光ｽﾎﾟ少 (1) 86 石川 千紘 下松東陽ｸ 1 (6) 光 A 58”5

(2) 664 加川 愛海 光ｽﾎﾟ少 (2) 670 田村 梨央 下松東陽ｸ 2 (4) 下松東陽 A 59”9

(3) 662 加川 真衣 光ｽﾎﾟ少 (3) 83 石井 日菜乃 下松東陽ｸ 3 (2) 奇兵隊 62”2

(4) 117 古賀 乃里花 光ｽﾎﾟ少 (4) 81 森田 真衣 下松東陽ｸ 4 (7) 光 B 64”1

5 (5) 徳山ｺﾈｯﾄA 64”9

6 (3) 平生 A 68”5

ﾀｲﾑ決勝　２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1108 下松東陽 D ３ﾚｰﾝ 1113 光 E

(1) 181 菅  光 下松東陽ｸ (1) 101 土井 咲乃 光ｽﾎﾟ少

(2) 136 朝山 優芽 下松東陽ｸ (2) 100 高野 桃伽 光ｽﾎﾟ少

(3) 538 藤村 真尋 下松東陽ｸ (3) 652 大平 舞 光ｽﾎﾟ少

(4) 118 久武 碧衣 下松東陽ｸ (4) 112 長谷 紗希 光ｽﾎﾟ少

(5) 653 多田 和葉 光ｽﾎﾟ少

(6)

４ﾚｰﾝ 1102 徳山ｺﾈｯﾄB ５ﾚｰﾝ 1107 下松東陽 C ６ﾚｰﾝ 1111 光 C

(1) 277 倉重 幸菜 徳山ｺﾈｯﾄ (1) 672 内山 典子 下松東陽ｸ (1) 104 芳岡 真友 光ｽﾎﾟ少

(2) 73 御堂 薫 徳山ｺﾈｯﾄ (2) 477 藤田 奈美 下松東陽ｸ (2) 666 中野 莉緒 光ｽﾎﾟ少

(3) 144 宗籐 由実 徳山ｺﾈｯﾄ (3) 27 田中 綾音 下松東陽ｸ (3) 110 松永 美優 光ｽﾎﾟ少

(4) 418 赤塚 愛菜 徳山ｺﾈｯﾄ (4) 85 河嵜 七海 下松東陽ｸ (4) 659 浅弘 詩歩 光ｽﾎﾟ少

82 中野 恭伽 下松東陽ｸ

182 高松 莉子 下松東陽ｸ

７ﾚｰﾝ 1116 平生 B ８ﾚｰﾝ 1112 光 D 順位 チーム 記録

(1) 140 友田 陽七虹 平生陸上 (1) 102 中野 葉月 光ｽﾎﾟ少 1 (3) 光 E 64”5

(2) 216 今村 里桜 平生陸上 (2) 657 田中 日向子 光ｽﾎﾟ少 2 (6) 光 C 65”8

(3) 223 行田 万夏 平生陸上 (3) 626 矢次 美貴 光ｽﾎﾟ少 3 (7) 平生 B 66”6

(4) 149 西元 穂奈美 平生陸上 (4) 660 木村 毬那 光ｽﾎﾟ少 4 (5) 下松東陽 C 66”9

142 西村 佳乃 平生陸上 663 尾形 真里 光ｽﾎﾟ少 5 (8) 光 D 70”3

6 (2) 下松東陽 D 71”4

7 (4) 徳山ｺﾈｯﾄB 73”8

総合順位 チーム 記録 チーム 記録

1 光 A 58”5 5 光 E 64”5

2 下松東陽 A 59”9 6 徳山ｺﾈｯﾄA 64”9

3 奇兵隊 62”2 7 光 C 65”8

4 光 B 64”1 8 平生 B 66”6
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小学男子 走幅跳 小学 10：00

山口県記録(YR) 5m17 蔵永 善輝 防府陸ｽﾎﾟ 11

大会記録(GR) 4m32 繁 恒樹 光ｽﾎﾟ少 09
+/-

Aピット
試技 風速
順位 備考
1回目

1 651 末次 優也 光ｽﾎﾟ少 4m47 1 大会新

3回目

2 111 福田 竣平 光ｽﾎﾟ少 3m57 6

2回目

3 917 岩本 英憲 戸田陸上 4m02 2

4 110 緒方 彬仁 光ｽﾎﾟ少 DNS

1回目

5 621 田村 嘉啓 下松東陽ｸ 3m76 3

1回目

6 467 白井 佑紀 徳山ｺﾈｯﾄ 3m71 5

7 745 山田 渓太 下松東陽ｸ DNS

2回目

8 764 増田 翔士 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 3m74 4

2回目

9 612 国居 主真 下松東陽ｸ 2m62 8

2回目

10 7001 三島 勇紀 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 2m32 9

2回目

11 7004 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凛音 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 3m17 7

12 DNS

小学女子 走幅跳 小学 10：00

山口県記録(YR) 4m87 南野 智美 萩陸ｽﾎﾟ 08

大会記録(GR) 4m12 市川 愛菜 光ｽﾎﾟ少 08

Ｂピット
試技 風速
順位 備考
1回目

1 428 中村 優花 徳山ｺﾈｯﾄ 3m45 2

2 655 国広 美穂 光ｽﾎﾟ少 DNS

3 663 尾形 真里 光ｽﾎﾟ少 DNS

3回目

4 63 藤井 明莉 光ｽﾎﾟ少 2m69 6

3回目

5 659 浅弘 詩歩 光ｽﾎﾟ少 2m73 5

2回目

6 117 古賀 乃里花 光ｽﾎﾟ少 2m61 7

2回目

7 626 矢次 美貴 光ｽﾎﾟ少 2m91 4

3回目

8 7008 田村 優衣 Ｊｱｶﾃﾞﾐｰ 3m03 3

2回目

9 670 田村 梨央 下松東陽ｸ 3m53 1

10 82 中野 恭伽 下松東陽ｸ DNS

11 86 石川 千紘 下松東陽ｸ DNS

12 DNS

2m87 2m96 3m03

3m20 3m53 3m24

2m51 2m61 2m60

2m55 2m91 2m90

× 2m49 2m69

× 2m64 2m73

3m45 － －

記録2回目 3回目

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所  属

氏名 所  属

3m71

1回目

3m08

3m72

2m19

2m54

4m02

3m43

3m23

記録

4m14

3m89

3m17 ×

2m62 ×

2m32 2m24

3m90

3m033m76

3m47

3m673m74

3m56

4m47

3回目

4m31

1回目 2回目

3m573m50


