
トラック審判長 衛藤　憲生

フィールド審判長 河野　哲二

スタート審判長 栗木　　聡

記録主任 長田　保範

日付 種目

下見　釉乃(1) 12.82 瀧本　椰々子(1) 12.86 佐藤　地央(1) 12.99 竹原　優佳(1) 13.07 林原　陽莉(1) 13.27 福田　春乃(1) 13.34 水流　和々花(1) 13.36 淺田　柚乃(1) 13.45

鷹取中 金光学園中 金光学園中 府中緑ヶ丘中 福生中 河北中 金光学園中 二葉中

藤田　実央(2) 12.33 藤井　紗夢(2) 12.38 近藤　未來(2) 12.68 立川　優菜(2) 12.70 森島　俐歩(2) 12.73 高橋　佑奈(2) 12.75 前田　さくら(2) 12.80 山本　美祐(2) 12.92

八本松中 富田中 湖東中 周陽中 七尾中 竜操中 中ノ郷中 河南中

大橋　凜(3) 12.17 久保　瑞乃(3) 12.24 長門　美佑(3) 12.35 原田　美來(3) 12.38 別所　みゆ(3) 12.42 野田　一葉(3) 12.56 烏田　歩美(3) 12.57 増原　優羽(3) 12.64

三朝中 旭中 東広島中央中 玉島北中 大社中 瑞穂中 勝山中 野坂中

久保　瑞乃(3) 25.37 長門　美佑(3) 26.01 藤田　実央(2) 26.15 増原　優羽(3) 26.31 吉本　佐和子(3) 26.35 烏田　歩美(3) 26.55 嶋村　百花(3) 26.65 畑　心海(3) 27.20

旭中 東広島中央中 八本松中 野坂中 福田南中 勝山中 邑久中 出雲第二中

岡藤　美空(1) 2:24.85 秦　結愛(1) 2:25.51 鎌腰　愛子(1) 2:26.17 石井さくら(1) 2:26.68 井上　華奈(1) 2:28.14 安藤　美月(1) 2:28.59 河本　咲恵(1) 2:29.93 大濵　歩花(1) 2:32.02

大野東中 鷹取中 総社東中 鷹取中 邑久中 右田中 周陽中 浜田第三中

金子　りん(3) 2:18.59 岸田　美久(3) 2:19.85 蒲生　悠桜(2) 2:19.91 ﾄﾞﾙｰﾘｰ朱瑛里(2) 2:21.20 齋藤　和(3) 2:22.38 春日　楓花(3) 2:22.38 玉本　莉子(2) 2:22.92 三宮　璃音(2) 2:27.49

桜ヶ丘中 倉敷南中 出雲第三中 鶴山中 東朋中 東原中 熊毛中 磯松中

金子　瑛怜(2) 4:38.14 岡﨑　芽依(3) 4:38.90 和久利千愛(2) 4:40.95 富岡　一咲(3) 4:42.37 岡藤　美音(3) 4:43.41 長田　埜乃(2) 4:46.00 蒲生　悠桜(2) 4:46.88 清水　美礼(3) 4:48.66

高川学園中 山南中 深川中 右田中 七尾中 湯梨浜中 出雲第三中 鳥大附属中

別所　みゆ(3) 13.96 堀内　ひかり(3) 14.26 木梨　光菜(3) 14.29 竹堂ゆうみ(2) 14.40 島本優美香(3) 14.43 高山　奏(3) 14.56 野田　一葉(3) 14.78 平井　美優(3) 14.98

大社中 GR 京山中 中道中 神辺西中 古田中 五日市中 瑞穂中 箕蚊屋中

古田中 50.21 河南中 50.45 金光学園中 50.92 深川中 51.51 河北中 51.75 国府中 52.03 周陽中 53.25

助金　輝咲(3) 田中　萌香(2) 爲房　百恵(2) 山角きりこ(1) 増井　海遥(3) 田端　花帆(2) 藤村　李魅(3)

島本優美香(3) 江角　和華(2) 佐藤　地央(1) 杉山　結菜(2) 松尾　凜歩(2) 御蔵　茜咲(3) 小山　ゆい(2)

神田　明果(3) 山本　美祐(2) 水流　和々花(1) 栢　芽生(2) 福田　春乃(1) 重宗さくら(3) 重永　楓(3)

松本　真奈(2) 江角　菜子(3) 瀧本　椰々子(1) 上田　晴子(2) 田中　楓(3) 田中　佑実(3) 立川　優菜(2)

片山　千代(3) 1m55 羽場　友香(3) 1m50 三宅　莉歩(2) 1m50 江角　菜子(3) 1m50 横山　雅乃(3) 1m50 飯塚　葵生(2) 1m45 永田　啓恵(2) 1m45

岡山中央中 旭東中 市操山中 河南中 弥栄中 斐川東中 勝山中

岡本　栞里(3) 1m45

山の田中

鈴木　亜虹(3) 5m52(+1.1) 川西　彩月(3) 5m39(+2.2) 横濵　早桜(3) 5m35(+2.3) 山口　七愛(3) 5m33(+0.5) 加藤　凛花(3) 5m32(+1.6) 中野　花美(2) 5m24(+0.1) 藤井　友那(2) 5m23(+2.9) 官澤　麻央(3) 5m20(+1.2)

福田南中 安浦中 公認5m24(+1.5) 廿日市中 公認5m31(+1.6) 東部中 山南中 浜田第一中 吉備中 公認5m13(+0.3) 浜田第一中

迫田　明華(3) 14m07 高橋　椛(3) 12m62 小笠原麻記(3) 12m12 今脇　そら(2) 11m68 秋川　碧(3) 11m60 安田　円佳(3) 11m56 川添　恵里(3) 11m15 近藤　葵(3) 11m03

瀬野川中 萩西中 広島中等中 邑久中 川中中 浜山中 祇園東中 麻里布中

小野　亜衣莉(3) 2534点 木下　聖羅(3) 2517点 出店　優花(3) 2468点 田室さくら(2) 2278点 信岡　彩瑚(2) 2222点 松本　葵(2) 2217点 冨林　和花(3) 2206点 衣笠　日陽(3) 2193点

福南中 宇野中 瑞穂中 五日市南中 阿賀中 弓ヶ浜中 鳥取南中 八頭中

対抗得点 女子 広　島 146点 岡　山 135点 山　口 85点 島　根 61点 鳥　取 48点

対抗得点 総合 広　島 325点 岡　山 292.5点 山　口 155.5点 島　根 164点 鳥　取 157点

決　勝　記　録　一　覧　女子

（競技会コード：21501811　） （競技場コード：351020　）

競技会名 :第55回　中国中学校陸上競技選手権大会山口大会 2021年8月6日(金）、8月7日(土) 維新みらいふスタジアム 主催団体：山口県中学校体育連盟

8月6日
1年女子100m

風：+2.2

8月6日
2年女子100m

風：+3.3

8月6日
3年女子100m

風：+1.7

8月7日
女子200m
風：+0.4

8月7日 1年女子800m

8月6日 2・3年女子800m

8月7日 女子走高跳

8月6日 女子走幅跳

8月7日 女子1500m

8月7日
女子100mH(0.762m/8.00m)

風：+1.7

8月7日 女子4X100mR

8月6日 女子砲丸投(2.721kg)

14.79(+1.4)-1m43-7m83-26.76(-0.7)

8月6日 女子四種競技

14.92(+1.9)-1m30-9m43-26.38(-0.7) 15.87(+1.9)-1m46-9m56-27.63(-0.7) 15.13(+1.9)-1m35-7m52-28.08(-0.7) 15.86(0.0)-1m35-7m56-27.65(-0.7) 15.50(+1.4)-1m30-8m06-28.03(-0.7) 15.35(+1.9)-1m25-7m96-27.71(+1.6) 16.16(0.0)-1m20-10m79-28.33(-0.7)
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