
日付 種目

先村　若奈(1) 12.86(-0.3) 森宗　愛理(1) 13.55(-0.3) 森下　七海(1) 14.08(-0.4) 沖田　心愛(1) 14.11(-0.3) 河口小百合(1) 14.16(-0.3) 中嶋　紗彩(1) 14.34(-0.3) 岡村ひかり(1) 14.38(-0.3) 野口　絢音(1) 14.42(-0.3)

高川中 GR 東部中 萩西中 熊毛中 岩国中 下関中等 豊田中 晃英館中

藏重　みう(2) 12.84(-0.2) 小橋　璃子(3) 12.98(-0.7) 工藤　琉楠(3) 13.01(-0.5) 市原　怜華(3) 13.08(+0.3) 青木　優奈(3) 13.09(-0.5) 大原明日風(2) 13.10(-0.6) 木田聖梨那(3) 13.35(+0.3) 藤井　優樹(3) 13.44(-0.7)

附属光中 萩西中 勝山中 川中中 岐陽中 垢田中 厚南中 長府中

高道　友愛(2) 26.17(0.0) 飛鷹　愛(2) 26.50(+0.2) 古川帆乃花(2) 26.98(-0.4) 原田　千鈴(3) 27.03(-0.6) 松田　幸果(2) 27.08(0.0) 入屋　瑠菜(3) 27.24(-0.4) 友弘　亜樹(3) 27.85(0.0) 池田　來瞳(2) 27.94(0.0)

鴻南中 末武中 垢田中 岐陽中 勝山中 大内中 田布施中 野田中

中村　真琴(2) 1:01.28 柳澤　風奏(2) 1:03.93 中野　美咲(3) 1:04.35 林　真衣(3) 1:04.38 船戸　梨瑚(3) 1:04.42 室園　咲花(2) 1:04.79 網本　京佳(3) 1:04.85 水田　有香(2) 1:05.49

末武中 富田中 東部中 桑山中 室積中 長府中 向洋中 鴻南中

田村　優稀(2) 2:23.40 髙木　萌衣(1) 2:24.68 関谷　萌伽(3) 2:25.72 深津　柚月(2) 2:26.19 井上萌々奈(3) 2:26.42 楢林せいか(2) 2:27.52 長広　天(3) 2:28.20 原田　栞那(1) 2:29.93

垢田中 高川中 国府中 藤山中 勝山中 萩東中 東部中 厚南中

町田　萌(3) 4:42.49 大久保　南(2) 4:43.74 中野　萌香(3) 4:48.50 根賀　美沙希(1) 4:51.04 土井　唯楓(2) 4:53.16 柴川　瑞希(2) 4:54.05 石田　真子(3) 4:58.20 中原　涼那(2) 4:58.59

東部中 浅江中 鴻南中 高川中 光井中 右田中 岐陽中 高千帆中

三好ののか(3) 15.35(-0.2) 井上　茉優(3) 15.93(-0.4) 岡村　利音(3) 16.34(-0.2) 半田菜々美(2) 16.43(-0.3) 河井　理紗(3) 16.50(-0.2) 戸崎　心優(2) 16.65(-0.4) 梶川　結衣(3) 17.24(-0.2) 古永　佑生(2) 17.44(-0.3)

むつみ中 白石中 小郡中 東部中 田布施中 萩西中 勝山中 長府中

垢田中 51.23 勝山中 51.27 岐陽中 51.77 萩西中 52.00 田布施中 52.10 長府中 52.77 末武中 53.35 東部中 53.61

川野　春奈(2) 浦島　有生(2) 清水　楓(3) 戸崎　心優(2) 相本　紫苑(3) 古永　佑生(2) 坂本　芹奈(3) 半田菜々美(2)

大原明日風(2) 松田　幸果(2) 原田　千鈴(3) 田村璃々花(3) 竹本　遥香(2) 藤井　優樹(3) 飛鷹　愛(2) 武居　玲奈(3)

田村　優稀(2) 工藤　琉楠(3) 青木　優奈(3) 西村　羽未(2) 友弘　亜樹(3) 古藤　萌愛(3) 廣中　愛乃(3) 梅田　綺夏(2)

古川帆乃花(2) 本田千咲里(3) 源内　咲(3) 小橋　璃子(3) 水田ほのか(3) 室園　咲花(2) 中村　真琴(2) 森宗　愛理(1)

田村璃々花(3) 1m56 坂口　果鈴(2) 1m53 矢頭　愛菜(3) 1m50 上野　桃子(3) 1m45 西村　萌衣(1) 1m40 井村　祐珠(3) 1m40 坂田　茉矢(3) 1m35

萩西中 小郡中 田布施中 小野田中 高川中 山の田中 富田中

峰岡　萌華(3) 1m40 福田　統子(3) 1m35

向洋中 国府中

金子　明未(2) 4m89(-0.2) 坂本　菜南(3) 4m83(+0.1) 浦島　有生(2) 4m77(+0.2) 吉岡　葉月(2) 4m69(+0.2) 中野　綾乃(2) 4m62(-0.3) 上村　舞衣(3) 4m60(+0.2) 堀田　琴花(3) 4m60(-0.3) 長野　杏華(3) 4m55(-1.0)

国府中 田布施中 勝山中 大嶺中 久保中 萩東中 富田中 向洋中

岡村　桃乃(3) 11m82 藤岡　瑞穂(3) 11m07 塩屋　月渚(2) 10m39 嶋田　明夏(3) 9m95 下村　歩未(3) 9m75 萩本　莉帆(3) 9m70 西田　桜(3) 9m50 下間　星来(3) 9m32

島田中 富田中 岩国中 竜王中 勝山中 浅江中 岐陽中 田布施中

相本　紫苑(3) 2408点 林　真穂(2) 2105点 来栖　彩菜(3) 1992点 品川　采耶(2) 1814点 三島　夕芽(3) 1794点 合原　真幸(2) 1675点 磯村　光舞(2) 1582点 野村　佳音(3) 1559点

田布施中 末武中 富田中 浅江中 島田中 東部中 右田中 高千帆中

女子総合 東部中 33点 田布施中 33点 勝山中 33点 萩西中 30点 垢田中 27点 末武中 25点 高川中 24.5点 富田中 22.5点

凡例  GR:大会記録
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9月29日 共通女子走幅跳

15.90(-0.6)-1m44-9m38-27.92(+0.3)

7位

16.67(+0.3)-1m41-8m01-29.08(+0.3) 17.90(+0.3)-1m41-7m98-28.76(+0.3) 18.85(+0.3)-1m41-7m93-29.86(+0.3) 17.71(-0.6)-1m20-8m21-29.06(+0.3) 16.82(-0.6)-1m20-5m97-30.07(+0.3) 18.02(-0.6)-1m20-6m59-30.10(+0.3)

9月29日 共通女子砲丸投

9月29日 共通女子1500m

9月29日 共通女子100mH

9月29日 共通女子4X100mR

9月29日 共通女子走高跳

共通女子100m

9月29日 1年女子100m

9月29日 共通女子200m

9月29日 共通女子800m

17.34(-0.6)-1m20-5m64-30.63(+0.3)

9月29日 共通女子四種競技

1位 2位 3位 4位

9月29日 共通女子400m

9月29日


