
会　場 徳山大学総合グランド陸上競技場

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 恒富　滉大 13”9 柳瀬　寛介 14”8 辻　　来夢 14”9 田熊　　倖 14”9 貞廣　瀬名 15”1 坂田　舜亮 15”9 高橋　　晴 15”9 藤本　蓮珠 16”0

徳山コネット 周南JAC 桜木陸上 桜木陸上 光スポ少 徳山コネット 徳山コネット 光スポ少

男 5年１００ｍ 小学 上川　悠太 15”0 吉国　海音 15”3 内山　　昂 15”4 田中　陽登 15”7 青木　悠翔 15”8 山根　楓馬 15”8 中村　真生 16”0 西上　雄飛 16”2

周陽体振陸上 徳山コネット 奇兵隊 平生陸上 徳山コネット 奇兵隊 周陽体振陸上 徳山コネット

男 4年１００ｍ 小学 松村　恵人 15”1 平田　心音 15”9 清水　智崇 16”2 弥益　孝介 16”3 藤尾　尚央 16”4 中尾　瞬也 16”4 小淵　大輝 16”5 厚東　　遼 16”6

奇兵隊 久米陸上 徳山コネット 奇兵隊 徳山コネット 光スポ少 奇兵隊 光スポ少

女 6年１００ｍ 小学 先村　若奈 13”7 永谷 優美紗 15”0 原田　結愛 15”3 村田　里菜 15”5 唐谷　里緒 15”7 中村　佳純 15”7 徳永　七菜 15”8 濱田　芽衣 16”0

奇兵隊 奇兵隊 徳山コネット 奇兵隊 光スポ少 徳山コネット 徳山コネット 光スポ少

女 5年１００ｍ 小学 内藤　央瑠 14”9 田熊　　柚 15”1 藤田　桜子 15”3 岩本　愛生 15”8 鶴田 こゆき 16”2 守田　亜未 16”5 徳永　　梓 16”5 梅本　陽菜 16”8 16"8 は

光スポ少 平生陸上 光スポ少 久米陸上 奇兵隊 光スポ少 平生陸上 光スポ少 他8名

女 4年１００ｍ 小学 温品　　晴 15”2 立川　優菜 15”6 兼崎　心里 15”6 樫部　茉鈴 15”9 岩本　紗季 16”3 津山　結菜 16”5 田中　彩葉 16”5 小山　ゆい 16”8

光スポ少 周陽体振陸上 奇兵隊 久米陸上 奇兵隊 周南JAC 奇兵隊 周陽体振陸上

男 6年１０００ｍ 小学 玉野　航聖 3’14”9 村上　堅信 3’15”9 粟山　幹太 3’17”4 清木　涼平 3’23”0 安村瑠輝愛 3’24”4 木村　亮太 3’29”0 木村　太星 3’29”7 田中　光己 3’30”6

新南陽陸上 奇兵隊 新南陽陸上 ひらちゅうRC 久米陸上 ひらちゅうRC 光スポ少 光スポ少

男 5年１０００ｍ 小学 下村　悠太 3’20”1 末永　蒼真 3’26”3 湯浅　堅斗 3’30”1 吉田　悠希 3’32”9 松井　維吹 3’35”2 行田　　晴 3’35”7 藤本　悠吏 3’37”6 佐古　涼真 3’42”7

奇兵隊 徳山コネット 徳山コネット 周陽体振陸上 戸田陸上 平生陸上 新南陽陸上 新南陽陸上

男 4年１０００ｍ 小学 木村　駿太 3’37”6 村田　蛍太 3’39”9 沼野　勇太 3’40”4 石川　友稀 3’45”7 藤本　華蓮 3’45”9 末永　琉海 3’54”3 松田　侑樹 4’00”1 佐野　想太 4’01”2

周陽体振陸上 新南陽陸上 新南陽陸上 ひらちゅうRC 光スポ少 光スポ少 新南陽陸上 奇兵隊

女 6年８００ｍ 小学 髙木　萌衣 2’31”4 磯﨑 あゆみ 2’37”8 清松　梨花 2’40”0 古谷　咲結 2’43”5 吉規　佳穂 2’44”8 土肥　珠梨 2’50”3 飯田　　唯 2’50”4 原田　青奈 2’54”5

周陽体振陸上 周南JAC 光スポ少 新南陽陸上 光スポ少 平生陸上 光スポ少 新南陽陸上

女 5年８００ｍ 小学 渡辺　紅李 2’48”9 青木　美嘉 2’52”8 下畑 有莉沙 2’53”7 藤村　李魅 2’54”4 正本みやび 2’54”9 中村　清楓 2’59”8 大谷　渚紗 3’03”3 山下　和奏 3’08”1

新南陽陸上 新南陽陸上 平生陸上 周陽体振陸上 光スポ少 光スポ少 平生陸上 光スポ少

女 4年８００ｍ 小学 玉本　莉子 ● 2’47”8 三森　麻琴 2’53”6 岡田　姫花 2’54”6 川口　瞬浬 2’55”3 安村　美佑 2’57”7 中野　恵里 2’58”1 金光　璃子 2’58”5 清木　美来 3’03”0

下松東陽ク 周南JAC 徳山コネット 光スポ少 新南陽陸上 平生陸上 周陽体振陸上 ひらちゅうRC

男 ４×１００ｍＲ 小学 徳山コネットＡ 58”6 奇兵隊Ａ 59”9 光スポ少Ａ 1’00”7 周陽体振陸上 1’02”1 徳山コネットB 1’02”4 光スポ少B 1’03”1 下松東陽クＡ 1’03”2 平生陸上 1’04”5

吉国　海音 内山　　昂 貞廣　瀬名 三谷　直也 坂田　舜亮 藤本　蓮珠 弥永　正人 渡辺　将吾

青木　悠翔 下村　悠太 藤井　俊哉 木村　駿太 高橋　　晴 川本　　純 笠野　俊介 岡原　空輝

末永　蒼真 山根　楓馬 中谷　聖矢 吉田　悠希 森田　一期 木村　太星 藤井　　誠 行田　　晴

恒富　滉大 村上　堅信 田中　光己 上川　悠太 小宮　煌希 三島　　樹 河谷　成哲 田中　陽登

女 ４×１００ｍＲ 小学 奇兵隊Ａ 59”3 徳山コネットＡ 59”3 下松東陽クＡ 59”4 光スポ少Ａ 1’00”6 光スポ少Ｃ 1’00”6 周陽体振陸上 1’01”8 久米陸上 1’02”2 光スポ少Ｂ 1’02”6

永谷 優美紗 中村　佳純 形部 かおり 吉規　佳穂 温品　　晴 藤村　李魅 樫部　茉鈴 山下　和奏

先村　若奈 徳永　七菜 野口　絢音 上野　真歩 内藤　央瑠 立川　優菜 岩本　愛生 飯田　　唯

村田　里菜 原田　結愛 伊藤　愛香 徳田　早希 中村　清楓 小山　ゆい 松田　芽衣 原　　朋花

鶴田 こゆき 西村　萌衣 片野　瑠唯 唐谷　里緒 藤田　桜子 髙木　萌衣 桑原　沙羅 清松　梨花

男 走幅跳 小学 笠野　俊介 3m87 三島　　樹 3m64 河谷　成哲 3m38 三谷　直也 3m24 中谷　聖矢 3m18 小田　夢翔 3m10 木下　義登 3m01 川本　　純 2m93

下松東陽ク 光スポ少 下松東陽ク 周陽体振陸上 光スポ少 光スポ少 光スポ少 光スポ少

女 走幅跳 小学 山本　　綸 3m87 西村　萌衣 3m80 徳田　早希 3m77 野口　絢音 3m70 山本　　萌 3m65 國嶋　彩加 m355 伊藤　愛香 3m50 形部 かおり 3m24

下松東陽ク 徳山コネット 光スポ少 下松東陽ク 平生陸上 下松東陽ク 下松東陽ク 下松東陽ク

時刻 天候 湿度【％】 風速 時刻 天候 湿度【％】 風速
9:00 晴 48 13:00 晴 39 0.7m/s

10:00 曇 57 0.2m/s 14:00 晴 41 1.4m/s

11:00 晴 47 1.2m/s 15:00
12:00 晴 48 0.9m/s 16:0023.0℃ 西北西

21.5℃ 南西 25.0℃ 北
22.5℃ 南東

●：大会新、▲：大会ﾀｲ
気温【℃】 風向 気温【℃】 風向

20.5℃ 24.5℃ 南西

記録主任

審 判 長 石原　宏昭

二宮　規寿

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
種　　目

※同タイムコメントなしは着差なし（同順位）

第12回　周南地区陸上競技選手権大会記録一覧表　【小学生の部】

開催日時 2017年6月3日



小学男子 １００ｍ 小学 11：15

2.0m 3 山口県記録(YR)　 宮本 大輔 徳山ｺﾈｯﾄ

ﾀｲﾑ決勝 6年男子100m 3 大会記録(大会新) 宮本 大輔 徳山ｺﾈｯﾄ

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
ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ

2 41 貞廣　瀬名 光スポ少 (5) 15”1 2 155 森田　一期 徳山コネット (4) 16”3
ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ ｲｿﾍﾞ　ﾊﾙｷ

3 148 辻　　来夢 桜木陸上 (3) 14”9 3 115 磯部　春樹 奇兵隊 (3) 16”3
ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ

4 154 恒富　滉大 徳山コネット (1) 13”9 4 48 藤本　蓮珠 光スポ少 (2) 16”0
ﾀｸﾞﾏ ｺｳ ｸﾜｼﾞﾏ　ｼｮｳﾀﾛｳ

5 149 田熊　　倖 桜木陸上 (4) 14”9 5 114 桑嶋松太郎 奇兵隊 DNS
ﾀﾑﾗ ﾘｸ ｻｶﾀ ｼｭﾝｽｹ

6 49 田村　璃空 光スポ少 DNS 6 156 坂田　舜亮 徳山コネット (1) 15”9
ﾔﾅｾ ｶﾝｽｹ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｼｮｳ

7 200 柳瀬　寛介 周南JAC (2) 14”8 7 44 竹村　湧勝 光スポ少 DNS

8 8

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ

1 1 154 恒富　滉大 徳山コネット 1 13”9
ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｼｮｳ ﾔﾅｾ ｶﾝｽｹ

2 47 上田　大翔 光スポ少 (4) 18”8 2 200 柳瀬　寛介 周南JAC 1 14”8
ﾄﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ

3 157 土居龍之介 徳山コネット (3) 16”8 3 148 辻　　来夢 桜木陸上 1 14”9
ｻﾄｳ ｶﾅﾀ ﾀｸﾞﾏ ｺｳ

4 199 佐藤　奏太 周南JAC (2) 16”6 4 149 田熊　　倖 桜木陸上 1 14”9
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ

5 158 高橋　　晴 徳山コネット (1) 15”9 5 41 貞廣　瀬名 光スポ少 1 15”1
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾔ ｻｶﾀ ｼｭﾝｽｹ

6 46 横山　裕哉 光スポ少 (5) 20”3 6 156 坂田　舜亮 徳山コネット 1 15”9
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ

7 6 158 高橋　　晴 徳山コネット 1 15”9
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ

8 8 48 藤本　蓮珠 光スポ少 1 16”0

ﾀｲﾑ決勝 5年男子100m 2 大会記録(大会新) 河野 拓人 戸田陸上

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 DNS 1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ ﾊﾗ　ﾀｶﾉﾌﾞ

2 54 渡辺　柊色 光スポ少 DNS 2 136 原　　啓展 久米陸上 (4) 17”8
ｳﾁﾔﾏ　ｺｳ ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾄ

3 116 内山　　昂 奇兵隊 (3) 15”4 3 33 田中　陽登 平生陸上 (1) 15”7
ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ

4 201 上川　悠太 周陽体振陸上 (1) 15”0 4 150 山本　海斗 桜木陸上 DNS
ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ ｲｿﾑﾗ ｶﾅﾀ

5 176 吉国　海音 徳山コネット (2) 15”3 5 167 磯村　奏太 徳山コネット DNS
ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ ｸﾜﾊﾗ　ﾀｸﾐ

6 56 門田　慎平 光スポ少 DNS 6 134 桑原　拓実 久米陸上 (3) 17”0
ｱｵｷ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕｲﾄ

7 161 青木　悠翔 徳山コネット (4) 15”8 7 164 松窪　結斗 徳山コネット (2) 16”8
ﾔﾏﾈ　ﾌｳﾏ ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ

8 118 山根　楓馬 奇兵隊 (5) 15”8 8 55 山根　大輝 光スポ少 DNS

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ

1 1 201 上川　悠太 周陽体振陸上 15”0
ﾆｼｶﾐ ﾕｳﾄ ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ

2 173 西上　雄飛 徳山コネット (2) 16”2 2 176 吉国　海音 徳山コネット 2 15”3
ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ ｳﾁﾔﾏ　ｺｳ

3 60 小西　隼人 光スポ少 (3) 16”6 3 116 内山　　昂 奇兵隊 3 15”4
ﾀｶﾊｼ　ｻｽｶﾞ ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾄ

4 135 髙橋　流我 久米陸上 (5) 17”3 4 33 田中　陽登 平生陸上 4 15”7
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ ｱｵｷ ﾊﾙﾄ

5 202 中村　真生 周陽体振陸上 (1) 16”0 5 161 青木　悠翔 徳山コネット 5 15”8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ ﾔﾏﾈ　ﾌｳﾏ

6 61 渡辺　蓮央 光スポ少 (6) 17”5 6 118 山根　楓馬 奇兵隊 6 15”8
ﾑﾗﾔﾏ　ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ

7 36 村山　優貴 平生陸上 (4) 17”3 7 202 中村　真生 周陽体振陸上 7 16”0
ﾆｼｶﾐ ﾕｳﾄ

8 8 173 西上　雄飛 徳山コネット 8 16”2

2011

2011

2012

12”00

12”8

13”9



ﾀｲﾑ決勝 4年男子100m 1 大会記録(大会新) 田中 亮斗 戸田陸上

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
ﾌｸｼﾏ ﾊﾔﾄ

1 69 福島　颯音 光スポ少 DNS 1
ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ

2 124 松村　恵人 奇兵隊 (1) 15”1 2 71 小田　遥翔 光スポ少 (5) 18”5
ｺｳﾄｳ ﾊﾙｶ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

3 63 厚東　　遼 光スポ少 (5) 16”6 3 180 西村　悠希 徳山コネット (3) 16”9
ﾋﾗﾀ　ｼｵﾝ ｸﾎﾞﾀ　ｹﾝﾄ

4 137 平田　心音 久米陸上 (2) 15”9 4 7003 久保田健斗 光スポ少 (6) 18”9
ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ

5 73 梅本　青空 光スポ少 (6) 17”3 5 7005 弥益　孝介 奇兵隊 (1) 16”3
ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ

6 122 小淵　大輝 奇兵隊 (4) 16”5 6 177 岡﨑　祐幸 徳山コネット (4) 17”5
ﾌｼﾞｵ ﾅｵﾋﾛ ﾅｶｵ ｼｭﾝﾔ

7 179 藤尾　尚央 徳山コネット (3) 16”4 7 64 中尾　瞬也 光スポ少 (2) 16”4
ﾀｸﾞﾏ ﾀﾞｲ ｲﾜｻｷ　ﾁﾋﾛ　

8 151 田熊　  大 桜木陸上 (7) 17”4 8 211 岩崎　地宏 ひらちゅうRC (7) 19”3

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ

1 1 124 松村　恵人 奇兵隊 1 15”1
ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ ﾋﾗﾀ　ｼｵﾝ

2 7002 末岡　悠汰 光スポ少 (3) 18”7 2 137 平田　心音 久米陸上 2 15”9
ﾊﾗﾀﾞ　ﾘﾋﾄ ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ

3 131 原田　莉人 奇兵隊 (2) 17”8 3 182 清水　智崇 徳山コネット 3 16”2
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ

4 66 市川　悠翔 光スポ少 (5) 20”3 4 7005 弥益　孝介 奇兵隊 4 16”3
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ ﾌｼﾞｵ ﾅｵﾋﾛ

5 182 清水　智崇 徳山コネット (1) 16”2 5 179 藤尾　尚央 徳山コネット 5 16”4
ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ ﾅｶｵ ｼｭﾝﾔ

6 7001 坪根　　悠 光スポ少 DNS 5 64 中尾　瞬也 光スポ少 6 16”4
ﾅｶﾞｻｺ　ﾙｲ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ

7 38 長迫　琉生 平生陸上 (4) 19”9 7 122 小淵　大輝 奇兵隊 7 16”5
ｳｴ ﾘｸﾄ ｺｳﾄｳ ﾊﾙｶ

8 67 上　　陸登 光スポ少 (6) 21”3 8 63 厚東　　遼 光スポ少 8 16”6

小学男子 １０００ｍ 小学 13：22 6

6 山口県記録(YR)　 吉田　僚 ゆうｽﾎﾟ陸小

決勝 6年男子1000m 6 大会記録(大会新) 富田 悠斗 戸田陸上

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
ﾔﾅｶﾞ　ﾏｻﾄ ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾔ

1 99 弥永　正人 下松東陽ク (13) 4'08”2 8 43 藤井　俊哉 光スポ少 (10) 3'40”8
ｼﾊﾞｻｷ　ﾕｳﾄ ｾｲｷ　ﾘｮｳﾍｲ

2 139 柴崎　湧人 戸田陸上 (11) 3'47”9 9 209 清木　涼平 ひらちゅうRC (4) 3'23”0
ﾀﾅｶ　ﾐﾂｷ ｱﾜﾔﾏ ｶﾝﾀ

3 40 田中　光己 光スポ少 (8) 3'30”6 10 213 粟山　幹太 新南陽陸上 (3) 3'17”4
ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ ｷﾑﾗ ﾀｲｾｲ

4 214 玉野　航聖 新南陽陸上 (1) 3'14”9 11 51 木村　太星 光スポ少 (7) 3'29”7
ﾔｽﾑﾗ　ﾙｷｱ ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ

5 133 安村瑠輝愛 久米陸上 (5) 3'24”4 12 215 村田　智哉 新南陽陸上 (9) 3'36”4
ﾑﾗｶﾐ　ｹﾝｼﾝ ﾌｼﾞｲ　ﾏｺﾄ

6 113 村上　堅信 奇兵隊 (2) 3'15”9 13 98 藤井　　誠 下松東陽ク (12) 3'58”2
ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ

7 210 木村　亮太 ひらちゅうRC (6) 3'29”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
ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ ﾔｽﾑﾗ　ﾙｷｱ

1 214 玉野　航聖 新南陽陸上 1 3'14”9 5 133 安村瑠輝愛 久米陸上 5 3'24”4
ﾑﾗｶﾐ　ｹﾝｼﾝ ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ

2 113 村上　堅信 奇兵隊 2 3'15”9 6 210 木村　亮太 ひらちゅうRC 6 3'29”0
ｱﾜﾔﾏ ｶﾝﾀ ｷﾑﾗ ﾀｲｾｲ

3 213 粟山　幹太 新南陽陸上 3 3'17”4 7 51 木村　太星 光スポ少 7 3'29”7
ｾｲｷ　ﾘｮｳﾍｲ ﾀﾅｶ　ﾐﾂｷ

4 209 清木　涼平 ひらちゅうRC 4 3'23”0 8 40 田中　光己 光スポ少 8 3'30”6

2006

2016

2013

25'53”8

14”7

800m

3'09”8



決勝 5年男子1000m 5 大会記録(大会新) 富田 悠斗 戸田陸上

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
ﾑﾗｵｶ　ｷｲﾁ ﾓﾘﾉ　ﾕｳｾｲ

1 100 村岡　希一 下松東陽ク (9) 3'44”4 13 142 森野　湧成 戸田陸上 3'59”7
ﾅｶﾉｺ ｱｷｵ ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ

2 57 仲子　晃央 光スポ少 (15) 3'57”6 14 216 橋本　滉人 新南陽陸上 DNS
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｼﾓﾑﾗ　ﾕｳﾀ

3 217 渕上　遥斗 新南陽陸上 (14) 3'55”8 15 117 下村　悠太 奇兵隊 (1) 3'20”1
ﾕｸﾀ　ﾊﾙ ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ

4 32 行田　　晴 平生陸上 (6) 3'35”7 16 162 末永　蒼真 徳山コネット (2) 3'26”3
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾔ

5 218 中村　敬大 新南陽陸上 (11) 3'45”7 17 62 横山　陽哉 光スポ少 (16) 3'58”9
ﾀﾏﾓﾄ　ｿｳﾀ ｻｺ ﾘｮｳﾏ

6 101 玉本　蒼太 下松東陽ク (12) 3'47”7 18 219 佐古　涼真 新南陽陸上 (8) 3'42”7
ﾌｼﾞｲ　ｺｵ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ

7 121 藤井　虎大 奇兵隊 (19) 4'17”7 19 222 藤本　悠吏 新南陽陸上 (7) 3'37”6
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳｺﾞ ｲｼｲ ﾚｲ

8 35 渡辺　将吾 平生陸上 (17) 3'59”3 20 220 石井　　玲 新南陽陸上 (10) 3'45”1
ﾏﾂﾅｶﾞ　ｶﾂｷ ｵｶﾊﾗ　ｱｷ

9 120 松永　活毅 奇兵隊 4'57”5 21 34 岡原　空輝 平生陸上 (13) 3'50”9
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ

10 203 吉田　悠希 周陽体振陸上 (4) 3'32”9 22 221 中村　悠聖 新南陽陸上 (20) 4'23”3
ﾏﾂｲ　ｲﾌﾞｷ ﾕｱｻ　ﾐﾄ

11 141 松井　維吹 戸田陸上 (18) 3'35”2 23 163 湯浅　堅斗 徳山コネット (3) 3'30”1
ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾋｶﾙ

12 119 本城　光悠 奇兵隊 (5) 3'43”9 ####

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
ｼﾓﾑﾗ　ﾕｳﾀ ﾏﾂｲ　ｲﾌﾞｷ

1 117 下村　悠太 奇兵隊 1 3'20”1 5 141 松井　維吹 戸田陸上 5 3'35”2
ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ ﾕｸﾀ　ﾊﾙ

2 162 末永　蒼真 徳山コネット 2 3'26”3 6 32 行田　　晴 平生陸上 6 3'35”7
ﾕｱｻ　ﾐﾄ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ

3 163 湯浅　堅斗 徳山コネット 3 3'30”1 7 222 藤本　悠吏 新南陽陸上 7 3'37”6
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｻｺ ﾘｮｳﾏ

4 203 吉田　悠希 周陽体振陸上 4 3'32”9 8 219 佐古　涼真 新南陽陸上 8 3'42”7

決勝 4年男子1000m 4 大会記録(大会新) 安村　瑠輝愛 久米陸上

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
ｶﾐﾘｮｳ ｹｲﾀ ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳ

1 181 上領　啓太 徳山コネット DNS 8 68 末永　琉海 光スポ少 (6) 3'54”3
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲｷ ﾑﾗﾀ　　ﾊﾙ

2 224 松田　侑樹 新南陽陸上 (7) 4'00”1 9 145 村田   陽 戸田陸上 (12) 4'18”6
ｺﾆｼ ﾋﾛﾄ ｶﾈﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ

3 70 小西　尋人 光スポ少 (11) 4'18”3 10 65 兼森　大地 光スポ少 (9) 4'02”8
ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾔﾑﾗ　ﾕｳｷ

4 204 木村　駿太 周陽体振陸上 (1) 3'37”6 11 37 矢村　勇輝 平生陸上 (10) 4'03”5
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ ｲｼｶﾜ　ﾄﾓｷ

5 72 藤本　華蓮 光スポ少 (5) 3'45”9 12 212 石川　友稀 ひらちゅうRC (4) 3'45”7
ﾑﾗﾀ ｹｲﾀ ﾇﾏﾉ ﾕｳﾀ

6 225 村田　蛍太 新南陽陸上 (2) 3'39”9 13 223 沼野　勇太 新南陽陸上 (3) 3'40”4
ｻﾉ　ｿｳﾀ

7 123 佐野　想太 奇兵隊 (8) 4'01”2 ####

#REF! #REF!

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
ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ

1 204 木村　駿太 周陽体振陸上 1 3'37”6 5 72 藤本　華蓮 光スポ少 5 3'45”9
ﾑﾗﾀ ｹｲﾀ ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳ

2 225 村田　蛍太 新南陽陸上 2 3'39”9 6 68 末永　琉海 光スポ少 6 3'54”3
ﾇﾏﾉ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲｷ

3 223 沼野　勇太 新南陽陸上 3 3'40”4 7 224 松田　侑樹 新南陽陸上 7 4'00”1
ｲｼｶﾜ　ﾄﾓｷ ｻﾉ　ｿｳﾀ

4 212 石川　友稀 ひらちゅうRC 4 3'45”7 8 123 佐野　想太 奇兵隊 8 4'01”2

2012

20153'25”1

800m

800m

3'13”2



小学女子 １００ｍ 小学 9：25 43

2.0m 43 山口県記録(YR)　 蔵重　みう 光ｽﾎﾟ少

ﾀｲﾑ決勝 6年女子100m 43 大会記録(大会新) 繁沢 音羽 光ｽﾎﾟ少

１組 （  m ） 2組 （  m ）

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
ﾊﾏﾀﾞ ﾒｲ ﾆｼﾑﾗ ｱｲｻ

2 67 濱田　芽衣 光スポ少 (7) 16”0 2 70 西村　藍沙 光スポ少 (6) 16”8
ﾄｸﾅｶﾞ　ﾅﾅ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

3 166 徳永　七菜 徳山コネット (6) 15”8 3 165 中村　佳純 徳山コネット (1) 15”7
ｻｷﾑﾗ　ﾜｶﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ

4 138 先村　若奈 奇兵隊 (1) 13”7 4 75 西村　和奏 光スポ少 (3) 16”4
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｱ ｸﾜﾊﾗ　ｻﾗ

5 167 原田　結愛 徳山コネット (3) 15”3 5 148 桑原　沙羅 久米陸上 (2) 16”2
ﾅｶﾞﾀﾆ　ﾕｳｻ ｳﾗﾀﾆ ｶﾅ

6 139 永谷 優美紗 奇兵隊 (2) 15”0 6 80 浦谷　華那 光スポ少 (4) 16”6
ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ ｶﾀﾔﾏ ｻｴ

7 77 唐谷　里緒 光スポ少 (5) 15”7 7 187 片山　小絵 周南JAC (5) 16”6
ﾑﾗﾀ　ﾘﾅ ﾌｸｼﾏ ﾘﾝｶ

8 140 村田　里菜 奇兵隊 (4) 15”5 8 71 福島　鈴夏 光スポ少 DNS

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｻｷﾑﾗ　ﾜｶﾅ

1 1 138 先村　若奈 奇兵隊 1 13”7
ｳｴ ｱｵｲ ﾅｶﾞﾀﾆ　ﾕｳｻ

2 72 上　　葵依 光スポ少 (6) 18”5 2 139 永谷 優美紗 奇兵隊 2 15”0
ｵｶﾑﾗ ｱｶﾘ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｱ

3 66 岡村　　灯 光スポ少 (4) 18”0 3 167 原田　結愛 徳山コネット 3 15”3
ｱｷﾀ　ﾏﾅ ﾑﾗﾀ　ﾘﾅ

4 7029 秋田　真那 周陽体振陸上 (2) 17”2 4 140 村田　里菜 奇兵隊 4 15”5
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ

5 78 山田　知優 光スポ少 (3) 17”5 5 77 唐谷　里緒 光スポ少 5 15”7
ｳﾒﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

6 159 梅田　真有 戸田陸上 (1) 16”9 5 165 中村　佳純 徳山コネット 6 15”7
ﾖｼｶﾜ ｱｵｲ ﾄｸﾅｶﾞ　ﾅﾅ

7 74 吉河　蒼衣 光スポ少 (5) 18”3 7 166 徳永　七菜 徳山コネット 7 15”8
ﾊﾏﾀﾞ ﾒｲ

8 8 67 濱田　芽衣 光スポ少 8 16”0

ﾀｲﾑ決勝 5年女子100m 42 大会記録(大会新) 先村　若奈 奇兵隊

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
ﾓﾘﾀ ｱﾐ ﾊﾗ ﾄﾓｶ

2 86 守田　亜未 光スポ少 (6) 16”5 2 90 原　　朋花 光スポ少 (6) 16”9
ﾀｸﾞﾏ　ﾕｳ ﾄｸﾅｶﾞ　ｱｽﾞｻ

3 51 田熊　　柚 平生陸上 (2) 15”1 3 48 徳永　　梓 平生陸上 (1) 16”5
ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ ﾏﾂﾀﾞ　ﾒｲ

4 88 内藤　央瑠 光スポ少 (1) 14”9 4 150 松田　芽衣 久米陸上 (2) 16”8
ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ ﾏｾﾀﾞ　ｷｻﾗ

5 149 岩本　愛生 久米陸上 (4) 15”8 5 142 間世田 礽更 奇兵隊 (3) 16”8
ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ ﾅﾗｻｷ ｱﾝﾅ

6 81 藤田　桜子 光スポ少 (3) 15”3 6 83 楢崎　杏菜 光スポ少 (4) 16”8
ﾂﾙﾀﾞ　ｺﾕｷ ｲﾜｻｷ　ｻｸﾗ

7 141 鶴田 こゆき 奇兵隊 (5) 16”2 7 967 岩﨑 さくら 富田西陸上 (5) 16”8
ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅ ﾌｼﾞｲ　ﾎﾉｶ

8 85 梅本　陽菜 光スポ少 (7) 16”8 8 968 藤井ほのか 富田西陸上 (7) 17”1

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ

1 1 88 内藤　央瑠 光スポ少 1 14”9
ｵｶｻﾞｷ ｶﾚﾝ ﾀｸﾞﾏ　ﾕｳ

2 129 岡崎　夏恋 下松東陽ク (7) 20”5 2 51 田熊　　柚 平生陸上 2 15”1
ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ

3 168 中山　凛夏 徳山コネット (2) 16”8 3 81 藤田　桜子 光スポ少 3 15”3
ﾋｶﾞｼ　ﾁﾕﾘ ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ

4 7027 東 千優理 奇兵隊 (6) 18”0 4 149 岩本　愛生 久米陸上 4 15”8
ｶﾔﾊﾗ ﾉｱ ﾂﾙﾀﾞ　ｺﾕｷ

5 92 萱原　乃愛 光スポ少 (1) 16”8 5 141 鶴田 こゆき 奇兵隊 5 16”2
ﾃﾗﾓﾄ　ﾕｽﾞﾊ ﾓﾘﾀ ｱﾐ

6 47 寺本　柚花 平生陸上 (5) 17”3 6 86 守田　亜未 光スポ少 6 16”5
129 ﾌｼﾞﾉ ﾊﾅｶ ﾄｸﾅｶﾞ　ｱｽﾞｻ

7 128 藤野　花香 下松東陽ク (2) 16”8 6 48 徳永　　梓 平生陸上 7 16”5
ﾑﾈﾁｶ ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅ

8 7021 棟近　真凪 奇兵隊 (4) 16”8 8 85 梅本　陽菜 光スポ少 8 16”8

14”0

13”6

2016

2016

13”03

2012



ﾀｲﾑ決勝 4年女子100m # 41 大会記録(大会新) 先村　若奈 奇兵隊

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
ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ ﾐｳﾗ　ﾆｶ

2 190 津山　結菜 周南JAC (5) 16”5 2 58 三浦　日花 平生陸上 (5) 17”6
ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ

3 200 立川　優菜 周陽体振陸上 (2) 15”6 3 146 岩本　紗季 奇兵隊 (1) 16”3
ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ ｵｷﾓﾄ ｱｷｺ

4 93 温品　　晴 光スポ少 (1) 15”2 4 197 沖本　明子 周陽体振陸上 (3) 16”9
ｶﾈｻﾞｷ　ｺｺﾘ ｱｻﾀﾆ　ｳﾐ

5 144 兼崎　心里 奇兵隊 (3) 15”6 5 7026 淺谷　優心 奇兵隊 (7) 18”4
ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ

6 151 樫部　茉鈴 久米陸上 (4) 15”9 6 192 森下　結衣 周南JAC (4) 17”1
ｺﾔﾏ ﾕｲ ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ

7 199 小山　ゆい 周陽体振陸上 (6) 16”8 7 147 田中　彩葉 奇兵隊 (2) 16”5
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾉｱ ﾂﾀﾑﾈ　ﾚﾅ

8 145 河口　望愛 奇兵隊 (7) 16”9 8 7028 蔦宗　蓮奈 久米陸上 (6) 18”2

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ

1 1 93 温品　　晴 光スポ少 1 15”2
ﾐｷﾞﾀ　ｲﾁﾊ ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ

2 59 右田　一華 平生陸上 (6) 19”8 2 200 立川　優菜 周陽体振陸上 2 15”6
ﾎｳｻｺ ﾓﾓｶ ｶﾈｻﾞｷ　ｺｺﾘ

3 94 宝迫　百果 光スポ少 (3) 18”2 3 144 兼崎　心里 奇兵隊 3 15”6
ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾘ ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ

4 189 磯﨑 ひかり 周南JAC (2) 18”1 4 151 樫部　茉鈴 久米陸上 4 15”9
ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ

5 172 恒富　七海 徳山コネット (4) 18”7 5 146 岩本　紗季 奇兵隊 5 16”3
ﾓﾄﾑﾗ　ｴﾐ ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ

6 969 本村　恵実 富田西陸上 (1) 18”0 6 190 津山　結菜 周南JAC 6 16”5
ｵｵｷﾞ ﾘｵ ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ

7 171 大木　梨央 徳山コネット (5) 19”0 6 147 田中　彩葉 奇兵隊 7 16”5
ｺﾔﾏ ﾕｲ

8 8 199 小山　ゆい 周陽体振陸上 8 16”8

小学女子 ８００ｍ 小学 14：07 46

46 山口県記録(YR)　 来島 郁泉 豊浦陸ｽﾎﾟ

決勝 6年女子800m 46 大会記録(大会新) 富田 真帆 戸田陸上

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
ﾐﾓﾘ ﾊﾅ ﾖｼｷ ｶﾎ

1 188 三森　　華 周南JAC (16) 3'10”0 11 79 吉規　佳穂 光スポ少 (5) 2'44”8
ｲﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾊﾗﾀﾞ ｱｵﾅ

2 207 板村　美花 新南陽陸上 (11) 3'01”0 12 209 原田　青奈 新南陽陸上 (8) 2'54”5
ﾄﾞｲ　ｼｭﾘ ｸﾎﾞ　ﾜｶﾅ

3 46 土肥　珠梨 平生陸上 (6) 2'50”3 13 45 久保　和奏 平生陸上 (12) 3'01”7
ｷﾖﾏﾂ ﾘﾝｶ ｽﾐﾑﾗ ｺｳﾐ

4 65 清松　梨花 光スポ少 (3) 2'40”0 14 212 住村　幸美 新南陽陸上 (15) 3'09”6
ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ ﾎｳｻｺ ｶﾝﾅ

5 186 磯﨑 あゆみ 周南JAC (2) 2'37”8 15 73 宝迫　栞南 光スポ少 (14) 3'08”5
ﾌﾙﾔ ｻﾕ ﾐｳﾗ ﾓｱ

6 210 古谷　咲結 新南陽陸上 (4) 2'43”5 16 208 三浦　萌愛 新南陽陸上 (9) 2'58”1
ﾜｸ ﾕｳｶ

7 68 和久　結香 光スポ少 (10) 3'00”4 17
ﾅｶﾊﾏ ﾘｵ

8 211 中濱　里桜 新南陽陸上 (13) 3'04”0 18
ｲｲﾀﾞ ﾕｲ

9 69 飯田　　唯 光スポ少 (7) 2'50”4 19

ﾀｶｷﾞ ﾓｴ

10 194 髙木　萌衣 周陽体振陸上 (1) 2'31”4 20

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
ﾀｶｷﾞ ﾓｴ ﾖｼｷ ｶﾎ

1 194 髙木　萌衣 周陽体振陸上 1 2'31”4 5 79 吉規　佳穂 光スポ少 5 2'44”8
ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ ﾄﾞｲ　ｼｭﾘ

2 186 磯﨑 あゆみ 周南JAC 2 2'37”8 6 46 土肥　珠梨 平生陸上 6 2'50”3
ｷﾖﾏﾂ ﾘﾝｶ ｲｲﾀﾞ ﾕｲ

3 65 清松　梨花 光スポ少 3 2'40”0 7 69 飯田　　唯 光スポ少 7 2'50”4
ﾌﾙﾔ ｻﾕ ﾊﾗﾀﾞ ｱｵﾅ

4 210 古谷　咲結 新南陽陸上 4 2'43”5 8 209 原田　青奈 新南陽陸上 8 2'54”5

2'27”7

14”7

2009

2015

2008

800m

2'22”40



決勝 5年女子800m 45 大会記録(大会新) 城村 あすか 下松東陽ｸ

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
ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ ﾓﾘｼｹﾞ ﾐﾕ

1 127 井上 千絢 下松東陽ク DNS 11 126 森重 心結 下松東陽ク DNS
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ ｱｵｷ ﾐｶ

2 196 藤村　李魅 周陽体振陸上 (4) 2'54”4 12 215 青木　美嘉 新南陽陸上 (2) 2'52”8
ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ

3 82 山下　和奏 光スポ少 (8) 3'08”1 13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ

4 213 渡辺　紅李 新南陽陸上 (1) 2'48”9 14
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 

5 84 中村　清楓 光スポ少 (6) 2'59”8 15
ｼﾓﾊﾀ　ｱﾘｻ

6 49 下畑 有莉沙 平生陸上 (3) 2'53”7 16
ﾏｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ

7 89 正本みやび 光スポ少 (5) 2'54”9 17
ｵｵﾀﾆ　ﾅｷﾞｻ

8 52 大谷　渚紗 平生陸上 (7) 3'03”3 18
ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ

9 124 菅　  陽 下松東陽ク (10) 3'10”3 19
ﾐﾜ ﾒｸﾞﾐ

10 214 三輪　恵実 新南陽陸上 (9) 3'09”2 20

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
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ ﾏｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ

1 213 渡辺　紅李 新南陽陸上 1 2'48”9 5 89 正本みやび 光スポ少 5 2'54”9
ｱｵｷ ﾐｶ ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 

2 215 青木　美嘉 新南陽陸上 2 2'52”8 6 84 中村　清楓 光スポ少 6 2'59”8
ｼﾓﾊﾀ　ｱﾘｻ ｵｵﾀﾆ　ﾅｷﾞｻ

3 49 下畑 有莉沙 平生陸上 3 2'53”7 7 52 大谷　渚紗 平生陸上 7 3'03”3
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ

4 196 藤村　李魅 周陽体振陸上 4 2'54”4 8 82 山下　和奏 光スポ少 8 3'08”1

決勝 4年女子800m 44 大会記録(大会新) 山本　萌 平生陸上

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
ﾖｼﾑﾗ ﾋﾅ ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ

1 133 吉村　日那 下松東陽ク (9) 3'04”5 11 135 玉本　莉子 下松東陽ク (8) 2'47”8 大会新

ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ ｲﾏﾑﾗ　ﾚﾐ

2 198 金光　璃子 周陽体振陸上 (7) 2'58”5 12 56 今村　玲海 平生陸上 (12) 3'18”2
ﾔﾅｾ ﾐｽﾞｷ

3 193 柳瀬　泉希 周南JAC (10) 3'06”9 13
ｸｽﾉｷ ｼﾞｭﾉ

4 95 楠　　樹乃 光スポ少 (11) 3'09”3 14
ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ

5 191 三森　麻琴 周南JAC (2) 2'53”6 15
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ

6 96 川口　瞬浬 光スポ少 (4) 2'55”3 16
ﾔｽﾑﾗ ﾐﾕ

7 216 安村　美佑 新南陽陸上 (5) 2'57”7 17
ﾅｶﾉ　ｴﾘ

8 54 中野　恵里 平生陸上 (6) 2'58”1 18
ｾｲｷ　ﾐｷ

9 204 清木　美来 ひらちゅうRC (1) 3'03”0 19
ｵｶﾀﾞ　ﾋﾒｶ

10 176 岡田　姫花 徳山コネット (3) 2'54”6 20

総合

順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ ﾔｽﾑﾗ ﾐﾕ

1 135 玉本　莉子 下松東陽ク 1 2'47”8 大会新 5 216 安村　美佑 新南陽陸上 5 2'57”7
ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ ﾅｶﾉ　ｴﾘ

2 191 三森　麻琴 周南JAC 2 2'53”6 6 54 中野　恵里 平生陸上 6 2'58”1
ｵｶﾀﾞ　ﾋﾒｶ ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ

3 176 岡田　姫花 徳山コネット 3 2'54”6 7 198 金光　璃子 周陽体振陸上 7 2'58”5
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ ｾｲｷ　ﾐｷ

4 96 川口　瞬浬 光スポ少 4 2'55”3 8 204 清木　美来 ひらちゅうRC 8 3'03”0

2'38”3

800m

800m

2011

2'50”7 2015



　小学男子 ４×100ｍR 7 13：00

7 山口県記録（YR） 50”63 小西・松田・石田・森野 山口陸ｽﾎﾟ

7 大会記録　（GR) 55”1 繁 ・大宅・志熊・大楽 光ｽﾎﾟ少A

ﾀｲﾑ決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1018 周陽体振陸上 ３ﾚｰﾝ 1008 奇兵隊Ａ Ａ
ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ ｳﾁﾔﾏ　ｺｳ

(1) (4) 201 上川　悠太 周陽体振陸上 (1) 116 内山　　昂 奇兵隊
ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾔﾏﾈ　ﾌｳﾏ

(2) (2) 204 木村　駿太 周陽体振陸上 (3) 118 山根　楓馬 奇兵隊

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｼﾓﾑﾗ　ﾕｳﾀ
(3) (3) 203 吉田　悠希 周陽体振陸上 (2) 117 下村　悠太 奇兵隊

ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ ﾑﾗｶﾐ　ｹﾝｼﾝ
(4) (1) 205 三谷　直也 周陽体振陸上 (4) 113 村上　堅信 奇兵隊

ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ ｲｿﾍﾞ　ﾊﾙｷ
(5) 202 中村　真生 周陽体振陸上 115 磯部　春樹 奇兵隊

４ﾚｰﾝ 1005 下松東陽クＡ Ａ ５ﾚｰﾝ 1010 光スポ少Ａ Ａ ６ﾚｰﾝ 1001 徳山コネットＡ Ａ

ｶｻﾉ ｼｭﾝｽｹ ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ
(2) 95 笠野　俊介 下松東陽ク (1) 41 貞廣　瀬名 光スポ少 (1) 176 吉国　海音 徳山コネット

ｶﾜﾀﾆ　ﾅﾘｱｷ ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾔ ｱｵｷ ﾊﾙﾄ
(4) 96 河谷　成哲 下松東陽ク (2) 43 藤井　俊哉 光スポ少 (2) 161 青木　悠翔 徳山コネット

ﾊﾗﾀﾞ　ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾀﾆ ｾｲﾔ ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ
97 原田　望光 下松東陽ク (3) 53 中谷　聖矢 光スポ少 (3) 162 末永　蒼真 徳山コネット

ﾌｼﾞｲ　ﾏｺﾄ ﾀﾅｶ　ﾐﾂｷ ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ
(3) 98 藤井　　誠 下松東陽ク (4) 40 田中　光己 光スポ少 (4) 154 恒富　滉大 徳山コネット

ﾔﾅｶﾞ　ﾏｻﾄ
(1) 99 弥永　正人 下松東陽ク

７ﾚｰﾝ 1011 光スポ少B B ８ﾚｰﾝ 1016 戸田陸上 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

ﾐｼﾏ ｲﾂｷ ﾓﾘﾉ　ﾕｳｾｲ 1 6 徳山コネットＡ 58”6

(4) 45 三島　　樹 光スポ少 (1) 142 森野　湧成 戸田陸上 2 (3) 奇兵隊Ａ 59”9

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ ﾏﾂｲ　ｲﾌﾞｷ 3 (5) 光スポ少Ａ 1'00”7

(1) 48 藤本　蓮珠 光スポ少 (2) 141 松井　維吹 戸田陸上 4 (2) 周陽体振陸上 1'02”1

ｷﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾑﾗﾀ　　ﾊﾙ 5 (7) 光スポ少B 1'03”1

(3) 51 木村　太星 光スポ少 (3) 145 村田   陽 戸田陸上 6 (4) 下松東陽クＡ 1'03”2

ﾀﾑﾗ ﾘｸ ｼﾊﾞｻｷ　ﾕｳﾄ 7 (8) 戸田陸上 1'05”2

49 田村　璃空 光スポ少 (4) 139 柴崎　湧人 戸田陸上
ｶﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

(2) 58 川本　　純 光スポ少 (5)

ﾀｲﾑ決勝　２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1003 徳山コネットＣ Ｃ ３ﾚｰﾝ 1012 光スポ少C C

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ ﾅｶﾉｺ ｱｷｵ

(3) 180 西村　悠希 徳山コネット (1) 57 仲子　晃央 光スポ少
ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕｲﾄ ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

(2) 164 松窪　結斗 徳山コネット (2) 56 門田　慎平 光スポ少
ﾕｱｻ　ﾐﾄ ｷﾉｼﾀ　ﾖｼﾄ

(3) 163 湯浅　堅斗 徳山コネット (3) 59 木下　義登 光スポ少
ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓﾀｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ

(4) 182 清水　智崇 徳山コネット (4) 72 藤本　華蓮 光スポ少

４ﾚｰﾝ 1002 徳山コネットＢ Ｂ ５ﾚｰﾝ 1004 桜木陸上 ６ﾚｰﾝ 1014 平生陸上
ｻｶﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾀｸﾞﾏ ｺｳ ﾕｸﾀ　ﾊﾙ

(1) 156 坂田　舜亮 徳山コネット (4) 149 田熊　　倖 桜木陸上 (3) 32 行田　　晴 平生陸上
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾄ

(2) 158 高橋　　晴 徳山コネット (1) 150 山本　海斗 桜木陸上 (4) 33 田中　陽登 平生陸上
ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ ﾀｸﾞﾏ ﾀﾞｲ ｵｶﾊﾗ　ｱｷ

(3) 155 森田　一期 徳山コネット (3) 151 田熊　  大 桜木陸上 (2) 34 岡原　空輝 平生陸上
ｺﾐﾔ ｺｳｷ ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳｺﾞ

(4) 160 小宮　煌希 徳山コネット (2) 148 辻　　来夢 桜木陸上 (1) 35 渡辺　将吾 平生陸上

ﾑﾗﾔﾏ　ﾕｳｷ
(5) 36 村山　優貴 平生陸上

７ﾚｰﾝ 1009 奇兵隊B B ８ﾚｰﾝ 1013 光スポ少D D 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

ｸﾜｼﾞﾏ　ｼｮｳﾀﾛｳ ｺｳﾄｳ ﾊﾙｶ 1 (4) 徳山コネットＢ 1'02”4

114 桑嶋松太郎 奇兵隊 (4) 63 厚東　　遼 光スポ少 2 (6) 平生陸上 1'04”5

ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ ﾅｶｵ ｼｭﾝﾔ 3 (3) 光スポ少C 1'04”6

(4) 124 松村　恵人 奇兵隊 (1) 64 中尾　瞬也 光スポ少 4 (2) 徳山コネットＣ 1'05”4

ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ ｶﾈﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 5 (8) 光スポ少D 1'09”9

(2) 122 小淵　大輝 奇兵隊 (3) 65 兼森　大地 光スポ少 #### (7) 奇兵隊B DQ

ｻﾉ　ｿｳﾀ ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ 総合

(3) 123 佐野　想太 奇兵隊 (2) 73 梅本　青空 光スポ少 順位 チーム 記録
111 ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ 1 徳山コネットＡ 58”6

7005 弥益　孝介 奇兵隊 2 奇兵隊Ａ 59”9

ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾋｶﾙ 3 光スポ少Ａ 1'00”7
119 本城　光悠 奇兵隊 4 周陽体振陸上 1'02”1

 ｲｿﾍﾞ　ﾊﾙｷ 5 徳山コネットＢ 1'02”4

(4) ###  磯部　春樹 奇兵隊 6 光スポ少B 1'03”1

7 下松東陽クＡ 1'03”2

8 光スポ少C 1'04”6

2016

2006
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　小学女子 ４×100ｍR 47 12：45

47 山口県記録（YR） 5'38”6 身寄・阿部・原田・湯本 山口陸ｽﾎﾟ

47 大会記録　（GR) 56”4 神徳・国広・三浦・蔵重 光ｽﾎﾟ少A

ﾀｲﾑ決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1101 徳山コネットＡ Ａ ３ﾚｰﾝ 1105 奇兵隊Ａ Ａ

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ ﾅｶﾞﾀﾆ　ﾕｳｻ

(1) (1) 165 中村　佳純 徳山コネット (1) 139 永谷 優美紗 奇兵隊

ﾄｸﾅｶﾞ　ﾅﾅ ｻｷﾑﾗ　ﾜｶﾅ

(2) (2) 166 徳永　七菜 徳山コネット (2) 138 先村　若奈 奇兵隊

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｱ ﾑﾗﾀ　ﾘﾅ

(3) (3) 167 原田　結愛 徳山コネット (3) 140 村田　里菜 奇兵隊

ﾆｼﾑﾗ　ﾒｲ ﾂﾙﾀﾞ　ｺﾕｷ

(4) (4) 164 西村　萌衣 徳山コネット (4) 141 鶴田 こゆき 奇兵隊

ﾏｾﾀﾞ　ｷｻﾗ

(5) (5) 142 間世田 礽更 奇兵隊

４ﾚｰﾝ 1111 光スポ少Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 1107 下松東陽クＡ Ａ ６ﾚｰﾝ 1117 平生陸上Ａ Ａ

ﾖｼｷ ｶﾎ ｷﾞｮｳﾌﾞ ｶｵﾘ ﾔﾏﾓﾄ　ﾓｴ

(1) 79 吉規　佳穂 光スポ少 (1) 121 形部 かおり 下松東陽ク (4) 43 山本　　萌 平生陸上

ｳｴﾉ ﾏﾎ ｲﾄｳ ﾏﾅｶ ﾌｸﾀﾞ　ｻﾅ

(2) 76 上野　真歩 光スポ少 (3) 112 伊藤　愛香 下松東陽ク (2) 44 福田　紗菜 平生陸上

ﾄｸﾀﾞ　ｻｷ ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾈ ｸﾎﾞ　ﾜｶﾅ

(3) 64 徳田　早希 光スポ少 (2) 116 野口　絢音 下松東陽ク (3) 45 久保　和奏 平生陸上

ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ ｶﾀﾉ ﾙｲ ﾄﾞｲ　ｼｭﾘ

(4) 77 唐谷　里緒 光スポ少 (4) 114 片野　瑠唯 下松東陽ク (1) 46 土肥　珠梨 平生陸上

７ﾚｰﾝ 1120 周陽体振陸上 ８ﾚｰﾝ 1113 光スポ少Ｃ Ｃ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 1 (3) 奇兵隊Ａ 59”3

(1) 196 藤村　李魅 周陽体振陸上 (1) 93 温品　　晴 光スポ少 2 (2) 徳山コネットＡ 59”3

ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ 3 (5) 下松東陽クＡ 59”4

(2) 200 立川　優菜 周陽体振陸上 (2) 88 内藤　央瑠 光スポ少 4 (4) 光スポ少Ａ 1'00”6

ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 5 (8) 光スポ少Ｃ 1'00”6

195 白井　千尋 周陽体振陸上 (3) 84 中村　清楓 光スポ少 6 (7) 周陽体振陸上 1'01”8

ﾀｶｷﾞ ﾓｴ ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 7 (6) 平生陸上Ａ 1'03”3

(4) 194 髙木　萌衣 周陽体振陸上 (4) 81 藤田　桜子 光スポ少

ｵｷﾓﾄ ｱｷｺ

197 沖本　明子 周陽体振陸上 (5)

ｺﾔﾏ ﾕｲ

(3) 199 小山　ゆい 周陽体振陸上 (6)

ﾀｲﾑ決勝　２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1102 徳山コネットＢ Ｂ ３ﾚｰﾝ 1112 光スポ少Ｂ Ｂ

ｵｶﾀﾞ　ﾋﾒｶ ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ

(1) (1) 176 岡田　姫花 徳山コネット (1) 82 山下　和奏 光スポ少

ﾑﾗｾﾕﾅ ｷﾖﾏﾂ ﾘﾝｶ

(2) (2) 169 村瀬 由奈 徳山コネット (4) 65 清松　梨花 光スポ少

ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ ｲｲﾀﾞ ﾕｲ

(3) (3) 172 恒富　七海 徳山コネット (2) 69 飯田　　唯 光スポ少

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ ﾊﾗ ﾄﾓｶ

(4) (4) 168 中山　凛夏 徳山コネット (3) 90 原　　朋花 光スポ少

４ﾚｰﾝ 1118 平生陸上Ｂ Ｂ ５ﾚｰﾝ 1106 奇兵隊B B ６ﾚｰﾝ 1108 下松東陽クＢ Ｂ

ﾃﾗﾓﾄ　ﾕｽﾞﾊ ｶﾈｻﾞｷ　ｺｺﾘ ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ

(3) 47 寺本　柚花 平生陸上 (1) 144 兼崎　心里 奇兵隊 (1) 115 國嶋　彩加 下松東陽ク

ﾄｸﾅｶﾞ　ｱｽﾞｻ ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ

(2) 48 徳永　　梓 平生陸上 (2) 146 岩本　紗季 奇兵隊 (2) 118 山本　　綸 下松東陽ク

ｲｲﾀﾞ　ﾒｲ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾉｱ ﾓﾘｼｹﾞ ﾐﾕ

(4) 50 飯田　芽生 平生陸上 (4) 145 河口　望愛 奇兵隊 (3) 126 森重 心結 下松東陽ク

ｵｵﾀﾆ　ﾅｷﾞｻ ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ

(1) 52 大谷　渚紗 平生陸上 (3) 147 田中　彩葉 奇兵隊 (4) 127 井上 千絢 下松東陽ク

ｱｻﾀﾆ　ｳﾐ ﾌｼﾞﾉ ﾊﾅｶ

(5) 7026 淺谷　優心 奇兵隊 (5) 128 藤野　花香 下松東陽ク

７ﾚｰﾝ 1121 久米陸上 ８ﾚｰﾝ 順位 チーム 記録

ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ 1 (7) 久米陸上 1'02”2

(1) 151 樫部　茉鈴 久米陸上 (1) 2 (3) 光スポ少Ｂ 1'02”6

ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ 3 (5) 奇兵隊B 1'02”7

(2) 149 岩本　愛生 久米陸上 (2) 4 (4) 平生陸上Ｂ 1'06”9

ﾏﾂﾀﾞ　ﾒｲ 5 (2) 徳山コネットＢ 1'09”2

(3) 150 松田　芽衣 久米陸上 (3)

ｸﾜﾊﾗ　ｻﾗ

(4) 148 桑原　沙羅 久米陸上 (4)

2013

2016
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ﾀｲﾑ決勝　３組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 1115 光スポ少E E ３ﾚｰﾝ 1119 平生陸上C C

ﾆｼﾑﾗ ｱｲｻ ｼﾓﾊﾀ　ｱﾘｻ

(1) (4) 70 西村　藍沙 光スポ少 49 下畑 有莉沙 平生陸上

ﾎｳｻｺ ｶﾝﾅ ﾀｸﾞﾏ　ﾕｳ

(2) (3) 73 宝迫　栞南 光スポ少 51 田熊　　柚 平生陸上

ﾖｼｶﾜ ｱｵｲ ﾅｶﾉ　ｴﾘ

(3) (1) 74 吉河　蒼衣 光スポ少 (4) 54 中野　恵里 平生陸上

ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ ｲﾏﾑﾗ　ﾚﾐ

(4) (2) 75 西村　和奏 光スポ少 (1) 56 今村　玲海 平生陸上

ﾐｳﾗ　ﾆｶ

(5) (5) (2) 58 三浦　日花 平生陸上

ﾐｷﾞﾀ　ｲﾁﾊ

(6) (6) (3) 59 右田　一華 平生陸上

４ﾚｰﾝ 1114 光スポ少D D ５ﾚｰﾝ 1109 下松東陽クC C ６ﾚｰﾝ 1122 周南JAC

ｵｶﾑﾗ ｱｶﾘ ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ

(3) 66 岡村　　灯 光スポ少 (1) 124 菅　  陽 下松東陽ク (4) 186 磯﨑 あゆみ 周南JAC

ﾜｸ ﾕｳｶ ﾖｼﾑﾗ ﾋﾅ ｶﾀﾔﾏ ｻｴ

(2) 68 和久　結香 光スポ少 (4) 133 吉村　日那 下松東陽ク (1) 187 片山　小絵 周南JAC

ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｸﾆｼﾏ ﾅﾂﾐ ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ

(1) 78 山田　知優 光スポ少 (3) 134 國嶋　捺未 下松東陽ク (2) 190 津山　結菜 周南JAC

ｳﾗﾀﾆ ｶﾅ ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ

(4) 80 浦谷　華那 光スポ少 (2) 135 玉本　莉子 下松東陽ク (3) 191 三森　麻琴 周南JAC

ｵｶｻﾞｷ ｶﾚﾝ ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ

(5) 129 岡崎　夏恋 下松東陽ク 192 森下　結衣 周南JAC

(6) (6) (6)

７ﾚｰﾝ 1116 光スポ少F F ８ﾚｰﾝ 順位 チーム 記録

ﾅﾗｻｷ ｱﾝﾅ

(3) 83 楢崎　杏菜 光スポ少 (1) 1 (6) 周南JAC 1'03”6

ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅ 2 (2) 光スポ少E 1'06”2

(2) 85 梅本　陽菜 光スポ少 (2) 3 (3) 平生陸上C 1'06”5

ﾓﾘﾀ ｱﾐ 4 (5) 下松東陽クC 1'07”7

(1) 86 守田　亜未 光スポ少 (3) 5 (7) 光スポ少F 1'12”4

ﾏｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ ####

(4) 89 正本みやび 光スポ少 (4)

総合

順位 チーム 記録 順位 チーム 記録

1 奇兵隊Ａ 59”3 5 光スポ少Ｃ 1'00”6

2 徳山コネットＡ 59”3 6 周陽体振陸上 1'01”8

3 下松東陽クＡ 59”4 7 久米陸上 1'02”2

4 光スポ少Ａ 1'00”6 8 光スポ少Ｂ 1'02”6
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小学男子 走幅跳 11:00

山口県記録（YR） 5ｍ17 蔵永 善輝 防府陸ｽﾎﾟ 2011
大会記録　（GR) 4ｍ47 末次 優也 光ｽﾎﾟ少 2012

試技 風速

順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 2回目

1 205 三谷　直也 周陽体振陸上 3ｍ24 4
ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ 1回目

2 59 木下　義登 光スポ少 3ｍ01 7
ｶﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 1回目

3 58 川本　　純 光スポ少 2ｍ93 8
ﾅｶﾀﾆ ｾｲﾔ 1回目

4 53 中谷　聖矢 光スポ少 3ｍ18 5
ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ 3回目

5 50 小田　夢翔 光スポ少 3ｍ10 6
ﾐｼﾏ ｲﾂｷ 1回目

6 45 三島　　樹 光スポ少 3ｍ64 2
ｷｼﾑﾗ ﾊﾙﾎ

7 42 岸村　遥帆 光スポ少 DNS
ｺﾐﾔ ｺｳｷ 1回目

8 160 小宮　煌希 徳山コネット 2ｍ37 9
ﾊﾗﾀﾞ　ﾉｿﾞﾐ

9 97 原田　望光 下松東陽ク DNS
ｶﾜﾀﾆ　ﾅﾘｱｷ 3回目

10 96 河谷　成哲 下松東陽ク 3ｍ38 3
ｶｻﾉ ｼｭﾝｽｹ 3回目

11 95 笠野　俊介 下松東陽ク 3ｍ87 1

小学女子 走幅跳 11：00

山口県記録（YR） 4ｍ87 南野 智美 萩陸ｽﾎﾟ 2008
大会記録　（GR) 4ｍ14 重政　朱里 下松東陽ｸ 2015

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 コメント
ｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ

1 173 神田　琴音 徳山コネット DNS
ｲｲﾀﾞ　ﾒｲ

2 50 飯田　芽生 平生陸上 2ｍ64 14
ｸﾆｼﾏ ﾅﾂﾐ

3 134 國嶋　捺未 下松東陽ク 2ｍ87 12
ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ

4 195 白井　千尋 周陽体振陸上 2ｍ79 13
ｷﾞｮｳﾌﾞ ｶｵﾘ

5 121 形部 かおり 下松東陽ク 3ｍ24 8
ﾌｸﾀﾞ　ｻﾅ

6 44 福田　紗菜 平生陸上 3ｍ04 11
ｶﾀﾉ ﾙｲ

7 114 片野　瑠唯 下松東陽ク 3ｍ23 9
ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ

8 115 國嶋　彩加 下松東陽ク 3ｍ55 6
ｳｴﾉ ﾏﾎ

9 76 上野　真歩 光スポ少 3ｍ17 10
ｲﾄｳ ﾏﾅｶ

10 112 伊藤　愛香 下松東陽ク 3ｍ50 7
ﾔﾏﾓﾄ　ﾓｴ

11 43 山本　　萌 平生陸上 3ｍ65 5
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾈ

12 116 野口　絢音 下松東陽ク 3ｍ70 4
ﾄｸﾀﾞ　ｻｷ

13 64 徳田　早希 光スポ少 3ｍ77 3
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ

14 118 山本　　綸 下松東陽ク 3ｍ87 1
ﾆｼﾑﾗ　ﾒｲ

15 164 西村　萌衣 徳山コネット 3ｍ80 2

1回目 2回目 3回目 記録試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

378 387×

259 299 338

237 × ×

308 294 310

364 357 349

293 284 274

318 313 ×

× 324 ×

301 282 286

１回目 ２回目 ３回目

250 246 264

266 269 287

272 277 279

317 324 311

299 320 323

304 298 ×

355 331 352

317 × 313

322 350 ×

356 372

365 × -

350

380

370 357

377

374 365 387

373 379
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