
ト ラ ッ ク 審 判 長 藤田　昌彦

跳 躍 審 判 長 石原　宏昭

投 て き 審 判 長 石原　宏昭

混 成 審 判 長 石原　宏昭

招 集 所 審 判 長 藤田　昌彦

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

三好　惺子(1) 13.45 田中　里奈(1) 13.68 田中　萌愛(1) 13.85 小宮　璃乃(1) 13.91 田村　咲歩(1) 13.97 松井梨々香(1) 14.09 玉川世梨亜(1) 14.11 有永　知世(1) 14.16

野田中 岐陽中 小野田中 垢田中 小郡中 田布施中 長府中 東部中

德留　葵(2) 13.27 渡辺　凜(2) 13.43 山角きりこ(2) 13.45 里　彩葵(2) 13.48 平井　夢杏(2) 13.54 中村紗和子(2) 13.61 和田　菜月(2) 13.71 藤井　咲花(2) 13.75

山の田中 富田中 深川中 長府中 勝山中 熊毛中 小郡中 岐陽中

藤井　紗夢(3) 12.64 岡本　悠希(3) 12.73 立川　優菜(3) 12.76 池田　華音(3) 12.84 前野ひより(3) 13.31 栢　芽生(3) 13.39 前田　由依(3) 13.43 岩脇　璃湖(3) 13.64

富田中 潟上中 周陽中 勝山中 防府小野中 深川中 勝山中 西岐波中

藤井　紗夢(3) 26.43 岡本　悠希(3) 26.78 上田　晴子(3) 27.25 田中　彩葉(3) 27.82 岩本　紗季(3) 27.95 小山　ゆい(3) 27.98 畠中　南月(3) 28.09 温品　晴(3) 28.09

富田中 潟上中 深川中 長府中 岐陽中 周陽中 下関菊川中 *TK 浅江中 *TK

玉本　莉子(3) 2:15.80 河本　咲恵(2) 2:19.15 吉村みづき(2) 2:20.07 宮本　紗良(3) 2:22.77 政次　梨花(3) 2:25.49 青木　美空(3) 2:26.86 長岡　愛果(2) 2:28.00 後藤　優伽(3) 2:28.79

熊毛中 CLR 周陽中 下関菊川中 田布施中 柳井中 湯田中 萩東中 鴻南中

達川　世奈(1) 2:23.30 岡本　夏澄(1) 2:24.07 朝田　琴子(1) 2:28.76 河本ひより(1) 2:29.76 岩本　愛叶(1) 2:31.02 米井　美結(1) 2:32.52 矢頭　咲愛(1) 2:32.57 能美　明莉(1) 2:35.70

国府中 潟上中 長府中 深川中 太華中 鴻南中 田布施中 長府中

金子　瑛怜(3) 4:29.40 和久利千愛(3) 4:29.81 安藤　美月(2) 4:43.14 島野　星来(3) 4:46.72 海地　さやか(3) 4:56.27 三森　麻琴(3) 4:57.04 長岡　愛果(2) 4:57.71 藤井　咲希(2) 4:58.78

高川中 GR,CLR 深川中 GR,CLR 右田中 厚南中 高川中 太華中 萩東中 周南菊川中

杉山　結菜(3) 15.25 横瀬　未歩(3) 16.06 神田　琴音(3) 16.29 生田千巴瑠(2) 16.41 福山　冬花(3) 16.43 芹澤　美空(2) 16.57 古川　璃子(2) 16.64 原田　歩未(2) 16.76

深川中 太華中 周陽中 田布施中 国府中 彦島中 柳井中 山の田中

深川中 50.78 勝山中 51.58 柳井中 52.62 富田中 52.71 大嶺中 52.74 下関菊川中 53.00 岐陽中 53.11 萩西中 58.64

山角きりこ(2) 横田　純菜(3) 古川　璃子(2) 德原　莉子(3) 岡　志江莉(2) 金子　華暖(2) 藤井　咲花(2) 村田  夏海(3)

杉山　結菜(3) 池田　華音(3) 前田　唯月(2) 渡辺　凜(2) 中嶋　菜月(3) 畠中　南月(3) 岩本　紗季(3) 長岡里央菜(3)

栢　芽生(3) 前田　由依(3) 澄井優里香(3) 津山　結菜(3) 鈴木　夢唯(3) 宮園　彩夢(2) 田中　詠(3) 藤田　夏穂(3)

上田　晴子(3) 平井　夢杏(2) 船戸　香花(2) 藤井　紗夢(3) 荒井日奈子(3) 境田　佳穂(2) 岸野　叶実(3) 白井  麗蘭(3)

澄井優里香(3) 1m54 實松くるみ(2) 1m51 岸野　叶実(3) 1m45 永田　啓恵(3) 1m40 下瀬　未裕(3) 1m40 増田　心楽(3) 1m35 宮本　瞳(3) 1m35 乙丸　優羽(2) 1m35

柳井中 勝山中 岐陽中 勝山中 右田中 末武中 島田中 萩西中

川野　真奈(3) 5m05(+0.3) 里　彩葵(2) 5m03(0.0) 立川　優菜(3) 5m02(-0.2) 松原　榎保(3) 4m82(0.0) 長岡里央菜(3) 4m79(-1.1) 田端　花帆(3) 4m78(-0.5) 中嶋　菜月(3) 4m65(+0.2) 鮫島　真優(2) 4m54(-0.1)

垢田中 長府中 周陽中 福栄小中 萩西中 国府中 大嶺中 鴻南中

伊藤　遥(3) 10m56 川瀨　永実(3) 9m97 髙橋　沙羅(3) 9m91 岡﨑　羽未(3) 9m68 山縣　心(3) 9m62 鍵本優月姫(2) 8m57 末武小由季(3) 8m46 末成　初美(2) 8m45

桑山中 勝山中 佐波中 勝山中 柳井中 周防大島中 越ヶ浜中 むつみ中

澄井優里香(3) 2262点 熊本　菫(3) 2088点 生田　帆南(3) 2070点 生田千巴瑠(2) 2005点 厚東　春香(3) 1803点 永田　啓恵(3) 1696点 杉本　優花(2) 1683点 渡邉　星花(2) 1654点

柳井中 田布施中 小野田中 田布施中 川上中 勝山中 桜田中 越ヶ浜中

凡例  GR:大会記録 CLR:標準記録突破 NM:記録なし *TK:着差あり

7月24日
1年100m
風：+0.7

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

7月23日
2年100m
風：+0.6

7月23日
3年100m
風：+0.5

7月24日
共通200m
風：+1.4

7月24日 共通800m

7月24日 1年800m

7月24日 共通1500m

7月24日
共通100mH(0.762m)

風：+0.2

7月24日 共通4X100mR

7月24日 共通走高跳

6m43-28.91(-0.3)

7月24日 共通走幅跳

7月23日 共通砲丸投(2.721kg)

16.08(-2.1)-1m49

7m31-28.49(-0.3)

7月23日
～24日

共通四種競技

8m74-30.75(-0.3)

18.37(-2.1)-1m43

6m42-31.17(-0.3)

17.98(+0.3)-1m25

7m98-30.69(-0.3)

16.36(+0.3)-1m30

8m34-28.57(-0.3)

17.46(-2.1)-1m30

9m59-28.24(-0.3)

16.24(+0.3)-1m35 18.31(+0.3)-1m25

7m53-30.19(-0.5)

2022年7月23日(土）、7月24日(日) 維新みらいふスタジアム

決　勝　記　録　一　覧　女子
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17.74(+0.3)-1m30


