
ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　勇
跳 躍 審 判 長 中村　勇
投 て き 審 判 長 中村　勇
招 集 所 審 判 長 中村　勇
記 録 主 任 伊藤　健二

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

所属 厚南中 常盤中 東岐波中 西岐波中 上宇部中 神原中 藤山中

氏名 木田　聖梨奈(2) 岩上　采奈(3) 黒澤　律奈(3) 倉光　杏己加(3) 迫田　凜花(3) 広田　璃佳(2) 岡谷　理沙(2)

記録 13.6(+1.6) 13.7(+1.6) 14.1(+1.6) 14.3(+1.6) 14.4(+1.6) 14.5(+1.5) 14.8(+1.5)

所属 厚南中

氏名 安武　歩美(3)

記録 14.8(+1.6)

所属 東岐波中

氏名 竹中　莉子(3)

記録 14.8(+1.6)

所属 黒石中 西岐波中 西岐波中 西岐波中 上宇部中 上宇部中

氏名 大串　羽那(3) 青井　香奈実(3) 野村　彩(2) 川村　文乃(1) 鳩部　真唯(3) 田坂　陽(1)

記録 29.5(+1.4) 29.7(+1.4) 31.1(+1.4) 31.2(+2.1) 31.5(+1.4) 32.6(+2.1)

所属 東岐波中

氏名 西濵　瑠里(2)

記録 32.6(+1.4)

所属 黒石中

氏名 佐藤　楓(3)

記録 32.6(+1.4)

所属 厚南中 西岐波中 藤山中 常盤中 藤山中 厚南中 西岐波中 東岐波中

氏名 中田　千尋(3) 櫻　樹愛里(1) 岡崎　愛未(3) 河村　多惠子(3) 深津　柚月(1) 川﨑　愛莉(2) 吉冨　彩羅(1) 藤本　めい(1)

記録 2:39.5 2:39.9 2:41.3 2:42.1 2:42.3 2:49.4 2:49.6 2:58.7

所属 上宇部中 藤山中 東岐波中 藤山中 東岐波中 常盤中 黒石中 上宇部中

氏名 内田　爽月(3) 森永　菜乃葉(3) 鈴川　理永(3) 生田　千穂(2) 中村　衣織(3) 村田　遥(3) 村上　愛海香(2) 村田　未来(3)

記録 5:10.0 5:30.1 5:31.3 5:33.3 5:33.6 5:44.5 5:45.0 5:47.8
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会場　宇部市陸上競技場日時　平成29年6月3日（土） 主催　（公財）宇部市体育協会
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ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　勇
跳 躍 審 判 長 中村　勇
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所属 常盤中A 西岐波中A 黒石中A 厚南中 藤山中A 上宇部中A 西岐波中B 東岐波中B

鈴木　彩未(3) 松岡　結衣(2) 佐藤　楓(3) 安武　歩美(3) 岡谷　理沙(2) 田中　香寿美(3) 今岡　鈴寧(1) 槙本　彩那(2)

河村　多惠子(3) 倉光　杏己加(3) 大串　羽那(3) 酒井　奈実(3) 岩﨑　美気(3) 鳩部　真唯(3) 櫻　樹愛里(1) 藤村　梨乃(2)

瀬戸崎　妃南(3) 野村　彩(2) 山﨑　日和(3) 大空　杏里(2) 大田　桃子(3) 秋本　菜帆(3) 滝本　光里(2) 安田　桃香(2)

岩上　采奈(3) 青井　香奈実(3) 金子　彩乃(3) 木田　聖梨奈(2) 桑原　遥香(3) 迫田　凜花(3) 西村　友里(2) 山内　二美(2)

記録 55.8 57.1 57.4 57.4 58.5 58.7 59.7 59.7

所属 藤山中 東岐波中 西岐波中 藤山中 東岐波中 藤山中 藤山中

氏名 島田　幸芽(3) 藤村　梨乃(2) 西村　友里(2) 桑原　遥香(3) 安田　桃香(2) 庄野　星藍(3) 藤永　桃寧(2)

記録 1m40 1m35 1m30 1m25 1m25 1m15 1m15

所属 黒石中 常盤中 藤山中 常盤中 黒石中 西岐波中 藤山中 藤山中

氏名 山﨑　日和(3) 林　紗来(3) 大田　桃子(3) 鈴木　彩未(3) 金子　彩乃(3) 松岡　結衣(2) 岡山　侑加(3) 小川　詩織(2)

記録 3m96(-0.2) 3m81(+0.1) 3m59(-0.5) 3m51(-0.3) 3m50(-0.3) 3m47(-0.7) 3m37(-0.3) 3m34(-0.6)

所属 藤山中 上宇部中 東岐波中 藤山中 東岐波中 西岐波中 東岐波中

氏名 松岡　愛希(3) 秋本　菜帆(3) 野田　愛華(3) 岩﨑　美気(3) 藤原　凪沙(2) 中村　梨緒(2) 久保田　真央(3)

記録 9m10 8m81 6m99 6m78 6m57 5m76 5m54
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