
日付 種目

久保　瑞乃(1) 13.07 山口　七愛(1) 13.49 田熊　柚(1) 13.71 下村みのり(1) 13.74 荒牧　春那(1) 13.80 稲永　茉帆(1) 13.85 田野　亜莉紗(1) 13.99 御蔵　茜咲(1) 14.07

山口・旭中 山口・東部中 山口・田布施中 山口・西岐波中 山口・岐陽中 山口・萩東中 山口・上宇部中 山口・国府中

先村　若奈(2) 12.15 飛鷹　愛(3) 12.59 高道　友愛(3) 12.64 古川帆乃花(3) 12.91 森宗　愛理(2) 12.96 坪倉　愛美(2) 13.13 河口小百合(2) 13.24 竹本　遥香(3) 13.31

山口・高川学園中 GR 山口・末武中 山口・鴻南中 山口・垢田中 山口・東部中 山口・長成中 山口・岩国中 山口・田布施中

大原明日風(3) 26.22 中川　優里(2) 26.42 松田　幸果(3) 26.51 池田　來瞳(3) 26.90 三井　綾乃(2) 27.98 三島陽菜子(3) 27.99 山根空未夏(3) 28.05 森　夏音(2) 28.13

山口・垢田中 山口・田布施中 山口・勝山中 山口・野田学園中 山口・小郡中 山口・桑山中 山口・萩西中 山口・川中中

田原　奈波(3) 59.47 柳澤　風奏(3) 1:01.22 寺尾　真奈(3) 1:02.94 内山　佳音(3) 1:02.96 白上　桃子(3) 1:03.75 室園　咲花(3) 1:04.33 和田　桜月(2) 1:04.40 林田　朱音(2) 1:05.67

山口・岐陽中 山口・富田中 山口・田布施中 山口・向洋中 山口・萩西中 山口・長府中 山口・小郡中 山口・下関中等教育

中原　涼那(3) 2:18.20 佐古萌乃香(3) 2:20.71 土屋実耶弥(3) 2:21.03 柴川　瑞希(3) 2:21.09 髙木　萌衣(2) 2:22.20 栢　陽菜乃(3) 2:25.74 磯﨑あゆみ(2) 2:28.31 原田　栞那(2) 2:34.93

山口・高千帆中 山口・富田中 山口・小郡中 山口・右田中 山口・岐陽中 山口・勝山中 山口・高川学園中 山口・厚南中

根賀美沙希(2) 4:44.86 土井　唯楓(3) 4:48.10 松本　友(2) 4:50.50 楢林せいか(3) 4:52.47 太田　佳奈(2) 4:56.21 古田　萌華(2) 4:56.27 土肥　珠梨(2) 4:59.43 大森　心花(3) 5:02.26

山口・高川学園中 山口・光井中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・小郡中 山口・田布施中 山口・平生中 山口・平川中

河井　理紗(2) 15.08 金子　明未(3) 15.23 阿部　花連(3) 15.36 西村　羽未(3) 15.52 谷川　綾音(3) 15.67 半田菜々美(3) 15.90 岸田帆乃佳(3) 16.30 中小路優杏(2) 16.41

山口・田布施中 山口・国府中 山口・小郡中 山口・萩西中 山口・周陽中 山口・東部中 山口・熊毛中 山口・むつみ中

山口・垢田中 50.05 山口・田布施中 50.98 山口・周陽中 51.44 山口・野田中 51.81 山口・高川中 51.86 山口・萩西中 51.88 山口・末武中 51.98 山口・桑山中 52.35

川野　春奈(3) 竹本　遥香(3) 柵山友梨奈(3) 中田　香葉(2) 藤本　翔子(2) 戸﨑　心優(3) 國嶋　彩加(2) 秋元　舞花(3)

大原明日風(3) 河井　理紗(2) 両国菜々香(3) 池田　來瞳(3) 先村　若奈(2) 山根空未夏(3) 林　真穂(3) 三島陽菜子(3)

濵田　美幸(3) 田熊　柚(1) 森重　まお(3) 岡本　白(3) 廣　紗希(2) 西村　羽未(3) 松村　咲来(3) 井手玲緒奈(3)

古川帆乃花(3) 中川　優里(2) 谷川　綾音(3) 河尻　真桜(2) 徳永胡乃桃(2) 森下　七海(2) 飛鷹　愛(3) 長村　美玖(3)

坂口　果鈴(3) 1m53 青木　倫(3) 1m53 手嶋　美羽(2) 1m50 森下　七海(2) 1m50 江本安佳哩(2) 1m50 鍋山　侑花(2) 1m40 静間　玲奈(2) 1m40 青木　彩良(3) 1m35

山口・小郡中 山口・田布施中 山口・富田中 山口・萩西中 山口・末武中 山口・大嶺中 山口・長成中 山口・下関中等教育

浦島　有生(3) 5m20(-0.3) 濵田　美幸(3) 5m17(-0.4) 岡本　白(3) 4m97(+1.3) 宇留島聖奈(3) 4m84(+0.7) 吉岡　葉月(3) 4m84(+1.2) 河村　優海(3) 4m82(+2.4) 末廣　由奈(2) 4m59(+1.3) 住吉　由羽(2) 4m50(+0.1)

山口・勝山中 山口・垢田中 山口・野田学園中 山口・末武中 山口・大嶺中 山口・田布施中 公認4m70(+0.6) 山口・右田中 山口・麻里布中

塩屋　月渚(3) 12m43 白井　友結(3) 11m03 舩越　美羽(3) 10m90 馬嶋　鞠花(2) 10m84 松葉　遥(3) 10m84 八尾　有華(3) 10m53 神﨑　美妃(2) 10m37 竹本　莉菜(2) 9m96

山口・岩国中 山口・萩西中 山口・太華中 山口・柳井中 山口・田布施中 山口・向洋中 山口・旭中 山口・島田中

林　真穂(3) 2394点 品川　采耶(3) 2135点 磯村　光舞(3) 2065点 松本　莉未(2) 1884点 上野菜々子(1) 1855点 堀澤　心希(2) 1767点 麻野　莉未(3) 1738点 戸﨑　心優(3) 1737点

山口・末武中 山口・浅江中 山口・右田中 山口・長成中 山口・小野田中 山口・田布施中 山口・勝山中 山口・萩西中

対抗得点 女子団体 田布施中 56点 垢田中 36点 小郡中 31点 末武中 27点 萩西中 27点 高川学園中 24点 勝山中 20点 富田中 20点

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 NM:記録なし *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 NM:記録なし *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入

16.41(-1.2)-1m44-9m81-DQ,*T2,*T3(-0.8)

決　勝　記　録　一　覧　女子
トラック審判長　　藤田　昌彦

フィールド審判長　藤田　昌彦

（競技会コード：19353004　） （競技場コード：351020　） スタート審判長　　福永　維夫

競技会名 :第72回　山口県体育大会中学校の部 2019年10月5日(土）・10月6日(日） 維新百年記念公園陸上競技場

17.59(-0.6)-1m47-9m50-29.49(-0.8) 16.02(-0.5)-1m30-7m64-28.82(-0.8) 18.20(-0.5)-1m30-7m61-27.97(-1.2) 18.50(-0.6)-1m35-8m78-29.65(-0.8) 18.29(-0.5)-1m30-7m87-29.63(-1.2) 17.59(-1.2)-1m15-9m41-30.48(-0.8)

10月5日 共通女子走幅跳

10月5日 共通女子砲丸投

16.24(-0.5)-1m50-9m42-28.45(-0.8)

10月5日 共通女子四種競技

10月6日
共通女子100mH 

風：-1.5

10月6日 共通女子4X100mR

10月6日 共通女子走高跳

10月6日 共通女子400m

10月6日 共通女子800m

10月6日 共通女子1500m

10月6日
1年女子100m 

風：-0.6

10月6日
共通女子100m 

風：+0.5

10月6日
共通女子200m 

風：-0.8

主催団体：山口陸上競技協会 記  録  主  任    長田　保範
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