
日付 種目

小宮　璃乃(1) 13.71 田中　里奈(1) 13.79 田中　萌愛(1) 13.83 有永　知世(1) 14.10 田村　咲歩(1) 14.13 石田　千尋(1) 14.30 矢頭　咲愛(1) 14.35 池永　蘭(1) 14.50

垢田中 岐陽中 小野田中 東部中 小郡中 鴻南中 田布施中 大嶺中

德留　葵(2) 13.29 山角きりこ(2) 13.45 境田　佳穂(2) 13.59 平井　夢杏(2) 13.72 前田　唯月(2) 13.73 中村　柚希(2) 13.84 秋月　麻里(2) 13.94 藤井　咲花(2) 13.94

山の田中 深川中 下関菊川中 勝山中 柳井中 東部中 常盤中 *TK 岐陽中 *TK

玉川世梨亜(1) 28.48 中野　朱理(2) 28.83 藤井　穂乃(2) 29.28 原野　妃菜(2) 29.36 吉田　光織(2) 29.81 濵田　望寧(2) 29.84 番屋　もえ(2) 30.02 濵村　響(2) 30.24

長府中 東部中 浅江中 桜田中 野田学園中 垢田中 萩東中 萩西中

朝田　琴子(1) 1:04.66 宮園　彩夢(2) 1:05.81 足立　美織(2) 1:06.80 大森　楓菜(2) 1:07.38 松尾紗莉愛(2) 1:07.96 温品　亜虹(1) 1:08.24 和田　菜月(2) 1:08.27 中村　愛音(2) 1:09.18

長府中 下関菊川中 国府中 太華中 長府中 浅江中 小郡中 越ヶ浜中

岡本　夏澄(1) 2:24.74 米井　美結(1) 2:29.83 島野　玲菜(1) 2:32.62 田中　美咲(1) 2:34.47 岩本　愛叶(1) 2:34.74 政次　藍里(1) 2:34.76 齋藤　桃葉(1) 2:36.16 森田　果恩(1) 2:36.54

潟上中 鴻南中 高川学園中 東部中 太華中 柳井中 田布施中 周陽中

吉村みづき(2) 2:23.35 卯城　綾埜(2) 2:25.94 瀧口　愛望(2) 2:27.85 大池　友莉(2) 2:29.84 大和るるか(2) 2:31.53 佐々木愛華(2) 2:32.20 三好　風実(2) 2:40.53 三井　春果(2) 2:48.92

下関菊川中 萩東中 岐陽中 周陽中 黒石中 岐陽中 東岐波中 西岐波中

達川　世奈(1) 4:51.48 渡辺　結凪(1) 5:13.65 河本ひより(1) 5:17.15 山本　心菜(1) 5:18.08 川田　颯稀(1) 5:18.25 小林　桃菜(1) 5:22.22 安藤　優(1) 5:22.39 冨山　志織(1) 5:25.74

国府中 周南菊川中 深川中 鴻南中 周防大島中 川中中 国府中 高千帆中

河本　咲恵(2) 4:44.45 安藤　美月(2) 4:46.50 安村凜愛星 (2) 4:51.22 長岡　愛果(2) 4:54.37 野村比奈姫(2) 4:54.89 山本　絢楓(2) 4:58.42 藤井　咲希(2) 4:59.25 藤津　柑菜(2) 5:01.05

周陽中 右田中 高川学園中 萩東中 岐陽中 周陽中 周南菊川中 深川中

三好　惺子(1) 15.75 北川ひより(1) 17.54 片島　楓香(1) 17.59 内村　宏美(1) 17.97 藤原　茉衣(1) 18.17 長谷川絢音(1) 18.76 山村　優季(1) 18.83 田中千紗乃(1) 18.83

野田学園中 高川学園中 向洋中 島田中 向洋中 浅江中 長府中 *TK 東部中 *TK

芹澤　美空(2) 16.08 原田　歩未(2) 16.32 古川　璃子(2) 16.52 野尻　紗矢(2) 17.06 久保江里紗(2) 17.23 松本　結香(2) 17.32 甲方　愛菜(2) 17.38 中村紗和子(2) 17.55

彦島中 山の田中 柳井中 深川中 深川中 国府中 麻里布中 熊毛中

實松くるみ(2) 1m45 惣代　果帆(2) 1m40 西野　夏未(2) 1m35 乙丸　優羽(2) 1m30 髙橋　和優(2) 1m30 玉井　詩埜(2) 1m30 澤村　実歩(1) 1m25 鬼武　愛華(1) 1m25

勝山中 大内中 山の田中 萩西中 大内中 川中中 柳井中 国府中

新庄　茜(2) 2m00 江本かんな(2) 2m00

桜田中 周防大島中

里　彩葵(2) 4m98(-0.5) 船戸　香花(2) 4m67(+0.2) 村田　華凜(1) 4m45(+1.2) 大嶋　明羽(1) 4m44(+0.1) 吉村美乃里(1) 4m28(+0.3) 藤川　七海(2) 4m28(-1.0) 岡　優希菜(2) 4m22(+0.5) 時田　明菜(2) 4m18(-0.5)

長府中 柳井中 野田学園中 長府中 周防大島中 山の田中 勝山中 深川中

杉本　優花(2) 9m11 繁田　栞名(2) 8m98 鍵本優月姫(2) 8m56 田畑すみれ(1) 8m27 窪野　佳保(2) 8m10 永瀬　芽依(2) 8m08 大貝　桜(2) 7m79 末成　初美(2) 7m76

桜田中 桜田中 周防大島中 国府中 島田中 周陽中 垢田中 むつみ中

柳井中 52.81 深川中 52.92 下関菊川中 53.02 山の田中 53.06 長府中 53.79 国府中 54.03 岐陽中 54.08 小郡中 54.30

森永麻里衣(1) 久保江里紗(2) 金子　華暖(2) 藤川　七海(2) 松尾紗莉愛(2) 大石　優奈(2) 津田　歩南(2) 美澄佳菜子(2)

前田　唯月(2) 野尻　紗矢(2) 吉村みづき(2) 原田　歩未(2) 玉川世梨亜(1) 田中　桜空(2) 田中　里奈(1) 和田　菜月(2)

船戸　香花(2) 時田　明菜(2) 宮園　彩夢(2) 林　芽久(2) 朝田　琴子(1) 村松　亜美(2) 橋本　月祢(1) 鎌苅　百伽(2)

小野本アリエラ桜(2) 山角きりこ(2) 境田　佳穂(2) 德留　葵(2) 里　彩葵(2) 足立　美織(2) 藤井　咲花(2) 田村　咲歩(1)

10月8日  走幅跳

10月8日  砲丸投(2.721kg)

10月9日  4X100mR

10月9日
2年 100mH(0.762m/8.0m)

風：-0.1

10月9日  走高跳

10月8日 棒高跳

10月8日 １年1500m

10月9日 ２年1500m

10月9日
1年 100mH(0.762m/8.0m)

風：-0.2

10月9日  400m

10月9日 １年800m

10月9日 ２年800m

10月9日
１年100m

風：-0.2

10月9日
２年100m
風：+0.1

10月9日
 200m

風：-0.4
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競技会名 :第1回　山口県中学校新人体育大会（陸上競技の部） 2022年10月8日(土）・10月9日(日） 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 記  録  主  任    長田　保範
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女　子　決　勝　記　録　一　覧　
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：22353005　） （競技場コード：351020　） スタート審判長 　栗木　聡
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