
日付 種目

前田　由依(1) 13.11 藤井　紗夢(1) 13.24 岡本　悠希(1) 13.55 磯部　桃花(1) 13.80 上田　晴子(1) 13.83 吉岡　陽菜(1) 13.83 前野ひより(1) 14.03 河本美蘭子(1) 15.37

勝山中 富田中 潟上中 鴻南中 深川中 国府中 防府小野中 仙崎中

先村　若奈(3) 12.05 久保　瑞乃(2) 12.78 坪倉　愛美(3) 12.92 河口小百合(3) 13.06 秋月　菜那(2) 13.34 稲永　茉帆(2) 13.45 沖田　心愛(3) 13.67

高川学園中 GR 旭中 長成中 岩国中 常盤中 萩東中 熊毛中

森宗　愛理(3) 26.09 中川　優里(3) 26.98 森　夏音(3) 27.32 下村みのり(2) 27.40 烏田　歩美(2) 27.85 三井　綾乃(3) 27.85 小山　ゆい(1) 28.56 重宗さくら(2) 29.04

東部中 田布施中 川中中 西岐波中 勝山中 小郡中 周陽中 国府中

片野　瑠唯(3) 1:02.35 藤村　李魅(2) 1:03.54 田原　結菜(2) 1:04.54 徳永　七菜(3) 1:05.13 川﨑　光稀(3) 1:05.19 村田　陽奈(2) 1:06.03 河尻　真桜(3) 1:06.16 金田乃々花(2) 1:07.75

久保中 周陽中 鴻南中 岐陽中 下関中等 桑山中 野田学園中 長府中

玉本　莉子(1) 2:22.88 原田　栞那(3) 2:23.85 磯﨑あゆみ(3) 2:24.98 本田　恵麻(2) 2:25.51 西嶋夏樹沙(2) 2:25.96 有吉　咲楽(3) 2:28.98 富永　華澄(2) 2:30.56 野上　真央(2) 2:31.28

熊毛中 厚南中 高川学園中 木屋川中 安岡中 周陽中 桑山中 萩東中

岩本　真歩(1) 2:22.91 金子　瑛怜(1) 2:23.02 島野　星来(1) 2:23.96 河野　愛純(1) 2:24.51 和久利千愛(1) 2:26.45 岩見明日香(1) 2:27.91 三森　麻琴(1) 2:28.11 後藤　優伽(1) 2:28.96

周陽中 高川学園中 厚南中 小郡中 深川中 平生中 太華中 鴻南中

根賀美沙希(3) 4:54.26 藤川　花楓(2) 4:57.17 松本　友(3) 5:00.86 古田　萌華(3) 5:04.11 寺岡　優花(3) 5:05.41 秋田　真那(3) 5:05.96 青木　美空(1) 5:06.34 中野　朋恵(2) 5:07.50

高川学園中 萩西中 垢田中 田布施中 周陽中 岐陽中 湯田中 麻里布中

河井　理紗(3) 15.06 中小路優杏(3) 15.94 渡邊菜々実(3) 16.18 永田　祥恵(3) 16.63 飯田　唯(3) 17.03 真田　恋菜(3) 17.38 塚本　莉央(2) 17.56 中野　里咲(2) 17.72

田布施中 むつみ中 小郡中 勝山中 浅江中 川中中 山の田中 東部中

高川学園中 51.03 田布施中 52.05 富田中 52.21 東部中 52.30 勝山中 52.41 萩東中 53.30 長成中 53.76 岩国中 53.92

藤本　翔子(3) 吉川　知里(3) 森重　姫良(2) 村多　奏南(3) 野中　美空(3) 藏田　理緒(3) 岡本　莉浬(3) 村田　紗楽(3)

先村　若奈(3) 河井　理紗(3) 手嶋　美羽(3) 森宗　愛理(3) 前田　由依(1) 中村　雪菜(3) 坪倉　愛美(3) 國清　怜那(2)

廣　紗希(3) 田熊　柚(2) 来栖　若菜(3) 山口　七愛(2) 永田　祥恵(3) 井町　朱花(3) 川満　有紗(3) 岡迫　千晴(3)

西村　萌衣(3) 中川　優里(3) 藤井　紗夢(1) 安田　雛(2) 烏田　歩美(2) 稲永　茉帆(2) 松本　莉未(3) 河口小百合(3)

岡本　栞里(2) 1m50 江本安佳哩(3) 1m50 森下　七海(3) 1m45 竹浦　亜弥(3) 1m45 玉井　琴都(3) 1m40 佐伯　翠咲(3) 1m35

山の田中 末武中 萩西中 田布施中 川中中 萩東中

鍋山　侑花(3) 1m45 堀田　瑞央(3) 1m35

大嶺中 浅江中

山口　七愛(2) 4m92(+1.3) 住吉　由羽(3) 4m79(0.0) 森重　姫良(2) 4m78(+0.8) 井町　朱花(3) 4m75(+0.7) 河村　優海(3) 4m69(+1.0) 末廣　由奈(3) 4m67(+0.8) 川野　真奈(1) 4m59(+0.9) 大田　美咲(3) 4m55(-0.1)

東部中 麻里布中 富田中 萩東中 田布施中 右田中 垢田中 平生中

馬嶋　鞠花(3) 12m09 神﨑　美妃(3) 10m97 金子穂乃花(3) 10m76 田端　胡春(3) 10m41 徳田　早希(3) 10m39 中村乃々子(3) 10m29 秋川　碧(2) 10m11 近藤　葵(2) 9m54

柳井中 旭中 萩西中 勝山中 島田中 周陽中 川中中 麻里布中

手嶋　美羽(3) 2535点 中村　雪菜(3) 2118点 上野菜々子(2) 1891点 神田　琴音(1) 1775点 堀澤　心希(3) 1757点 瀬戸口裕奈(3) 1442点 北本愛果莉(2) 1364点 福島　鈴夏(3) 1179点

富田中 萩東中 小野田中 周陽中 田布施中 西岐波中 右田中 浅江中

対抗得点 女子団体 田布施 40.5点 高川学園 ４０点 周陽 ３３点 富田 28点 勝山 27点 東部 24点 萩東 20.5点 萩西 19点

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし

19.11(-0.4)-1m20-7m72-31.72(+0.3) 20.14(-0.4)-1m20-6m12-30.00(+0.3)

記  録  主  任    長田　保範

15.23(-0.4)-1m50-8m15-27.21(+1.3)

10月3日 共通女子四種競技

維新みらいふスタジアム 主催団体：山口中学校体育連盟　山口陸上競技協会

20.86(+0.3)-1m25-5m76-32.38(+0.3)16.29(-0.4)-1m25-8m09-27.45(+1.3) 19.04(-0.4)-1m41-8m26-28.85(+1.3) 17.30(+0.3)-1m25-6m99-29.48(+1.3) 18.42(+0.3)-1m30-7m42-29.19(+1.3)

10月4日
共通女子100mH 

風：-0.2

10月3日 共通女子走幅跳

10月3日 共通女子砲丸投

10月4日 共通女子800m

10月4日 共通女子4X100mR

10月4日 共通女子走高跳

10月4日 1年女子800m

10月4日 共通女子1500m

8位7位

10月4日
共通女子200m 

風：+0.3

10月4日 共通女子400m

5位 6位

10月4日
1年女子100m 

風：+0.7

10月4日
共通女子100m 

風：+1.7

競技会名 :第73回　山口県体育大会中学校の部 2020年10月3日(土）・10月4日(日）
1位 2位 3位 4位

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：20353004　） （競技場コード：351020　） スタート審判長　　栗木　聡

決　勝　記　録　一　覧　女子


