
第１7回宇部市近郷小学生陸上記録会（男子）

主催団体名　（財）宇部市体育協会・宇部市教育委員会 日時　平成１7年１１月１2日（土） 場所　宇部市陸上競技場 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
気象
状況

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

6 山内俊輝 常盤 14.3 薮亮汰 藤山 15.0 宮本優希 藤山 15.1 西村俊祐 藤山 15.5 藏藤雅史 藤山 15.5 斎藤大幹 藤山 16.2 岡本尭之 藤山 16.7 福場光 藤山 16.9

5 松浦周介 川上 15.6 前田壮偉 小羽山 15.7 中尾将大 藤山 16.6 有原英輔 常盤 16.6 利重司 藤山 16.6 瀬山竜弥 藤山 16.8 松重諒 藤山 17.1 奥谷智也 藤山 17.4

4 田坂敏武 赤崎 16.8 尾野和希 藤山 16.9 原暉弘 津布田 17.0 宍戸祐太 西宇部 17.6 高森雅之 小羽山 18.3 吉井直弥 西岐波 18.4 藤井貴之 恩田 18.7 安永竜生 恩田 18.8

6 国清尚之 藤山 9.7 松浦一帆 藤山 9.8 中塚航平 小羽山 10.7 橋本直樹 藤山 11.8

5 鶴原優介 東岐波 13.2

4 井上博貴 藤山 12.3 松坂拓真 藤山 12.9 高森雅之 小羽山 13.1 松浦隼也 藤山 13.9

6 橋本直樹 藤山 3.41.9 斎藤大幹 藤山 3.46.4 国清尚之 藤山 3.48.2 福場光 藤山 3.53.2 宮本優希 藤山 3.53.5

5 小田健太 小羽山 3.42.3 奥谷智也 藤山 3.49.3 藤村仁士 本山 3.56.5

4 井上博貴 藤山 3.41.3 田坂敏武 赤崎 3.42.1 原暉弘 津布田 3.57.3 江本昇平 恩田 4.00.9 満岡秀平 藤山 4.01.2 山口広純 埴生 4.05.2 林諒太郎 東岐波 4.22.0

1 松浦一帆 松坂拓真 森脇新 鵜の島 宮本将太朗 斎藤大幹 中尾将大 利重司 江本昇平 恩田

2 蔵藤雅史 薮亮汰 中塚航平 小羽山 江尻隼介 満岡涼太 ・奥谷智也 松浦隼也 高森雅之 小羽山

3 橋本直樹 国清尚之 松浦周介 川上 吉永聖弥 岡本尭之 瀬山竜弥 尾野和希 林諒太郎 東岐波

4 西村俊祐 宮本優希 前田壮偉 小羽山 小田健太 福場光 伊藤和樹 井上博貴 藤井貴之 恩田

第１7回宇部市近郷小学生陸上記録会（男子）

主催団体名　（財）宇部市体育協会・宇部市教育委員会 日時　平成１7年１１月１2日（土） 場所　宇部市陸上競技場 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

競技
種目

学
年
走
順

100ｍ

60mH

1000m

4×100
ｍリレー 藤山 59.6 藤山 61.4 62.0 小羽山 64.6 藤山 69.8 72.064.6 藤山 66.3 藤山



気象
状況

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

6 藏藤雅史 藤山  1m32 中塚航平 小羽山  1m10

5 森脇新 鵜ノ島  1m15 笹尾祐太 藤山  1m05 有原英輔 常盤  1m00

4 林諒太郎 東岐波 00m90 正木拓海 東岐波 00m90

6 薮亮汰 藤山  3m99 西村俊祐 藤山  3m63 桑村公輔 小羽山  2m64

5 中尾将大 藤山  3m23 藤村仁士 本山  3m22 伊藤和樹 藤山  3m02 松浦周介 川上  2m95

4 宍戸祐太 西宇部  3m24 吉井直弥 西岐波  3m08 横田朋侑 藤山  2m96 尾野和希 藤山  2m94 松浦隼也 藤山  2m67

6 松浦一帆 藤山 63m10 満岡涼太 藤山 41m18 岡本尭之 藤山 41m08

5 小田健太 小羽山 57m67 瀬山竜弥 藤山 46m95 江尻隼介 小羽山 45m43 吉永聖弥 小羽山 44m40 松重諒 藤山 41m66 利重司 藤山 38m27 宮本将太朗小羽山 36m35 鶴原優介 東岐波 34m07

4 松坂拓真 藤山 37m04 藤井貴之 恩田 30m76 江本昇平 恩田 30m76 江本昇平 恩田 21m34

学
年
走
順

走高跳

走幅跳

ボール
投

競技
種目



時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

6 福永侑里
香 西岐波 13.9 岸本真衣 琴芝 15.1 澤野沙織 琴芝 15.8 白壁亜実 藤山 16.0 新田唯 藤山 16.1 松田真美 厚南 16.4 横田知佳 藤山 16.5 紀村香里 厚南 16.5

5 榎本ゆり
子 琴芝 16.3 山本朱夏 川上 16.5 里中花実 常盤 16.6 田村優美 小野田 16.7 金田祐佳 新川 16.8 中村愛海 西岐波 16.8 田村奈央 見初 17.0 保阪優菜 厚南 17.1

4 熊谷友里子 新川 16.8 橋本えりか 藤山 17.5 又木志緒里 藤山 17.6 大谷奈央 恩田 17.7 西田真由 岬 17.8 浅川瑛梨奈阿知須 17.8 宮崎莉江 西岐波 18.2 友末華奈子東岐波 18.6

6 岸本真衣 琴芝 10.2 頼尊唯 西岐波 10.4 塩飽あゆみ 藤山 12.1 工道みのり 常盤 12.2 鷲尾真弥 厚南 12.7 前田瑞貴 藤山 13.1 江坂優花 厚南 13.6

5 瀬戸口真
美 恩田 11.2 渡辺悠希 西岐波 12.0 平山麻衣 本山 12.1 松尾優 本山 12.6 田村優美 小野田 13.2 家根橋成実西岐波 13.3 吉永弥生 琴芝 13.5 藤里優 本山 13.5

4 西田真由 岬 13.1 浅川瑛梨
奈 阿知須 13.2 杉山沙瑛子 藤山 13.8 宗楽優依 東岐波 14.0

6 頼尊唯 西岐波 2.46.9 白壁亜実 藤山 2.54.2 松田真美 厚南 2.58.3 松田真美 厚南 2.58.3 尾野綾華 藤山 2.59.1 紀村香里 厚南 3.03.3 塩飽あゆみ 藤山 3.35.4

5 福田晴夏 琴芝 2.53.9 後山恵美 藤山 3.01.4 保阪優菜 厚南 3.02.6 長尾美夏 本山 3.04.2 川添知葉 常盤 3.07.8 里中花実 常盤 3.10.2 伊藤美由紀 恩田 3.12.3 西村香澄 川上 3.13.2

4 又木志緒里 藤山 2.59.4 大谷奈央 恩田 3.04.4 熊谷友里
子 新川 3.25.4 友末華奈

子 東岐波 3.35.4

1 澤野沙織 琴芝 渡辺悠希 西岐波 里中花実 常盤 内田莉帆 上宇部 横田知佳 熊谷友里
子 新川 吉田のぞみ 山田彩

2 岸本真衣 琴芝 山本朱夏 川上 中村愛美 西岐波 工道みのり 常盤 白壁亜実 北村里央 西岐波 尾本彩香 松田真美

3 頼尊唯 西岐波 瀬戸口真
美 恩田 伊藤美由

紀 恩田 引道さやか上宇部 塩飽あゆ
み

大木優美
子 藤山 山西智子 鷲尾真弥

4 福永侑里
香 西岐波 榎本ゆり子 琴芝 山下理恵 恩田 平瀬萌絵 常盤 新田唯 尾野綾華 藤山 保坂優菜 紀村香美

６位

65.865.164.8 藤山

主催団体名　（財）宇部市体育協会・宇部市教育委員会 日時　平成１7年１１月１2日（土） 場所　宇部市陸上競技場

100ｍ

２位 ３位 ４位

60mH

800m

５位

第１7回宇部市近郷小学生陸上記録会（女子）

気象
状況

７位 ８位
競技
種目

学
年
走
順

１位

4×100
ｍリレー 66.4 66.764.259.1 63.4 厚南 厚南



時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

6 尾野綾華 藤山  1m13 澤野沙織 琴芝  1m10 新田唯 藤山  1m10 横田知佳 藤山  1m10 大木優美子 藤山  1m10 村上真里奈 藤山  1m10 松谷直美 藤山  1m10 内田莉帆 上宇部  1m05

5 瀬戸口 真美 恩田  1m05 土谷悦世 琴芝  1m00 河野千明 本山  0m95 松尾優 本山  0m95 村田 美優 恩田  0m90

4 山根晴香 岬  1m00 橋本えり
か 藤山  0m90

6 福永侑里
香 西岐波  3m84 北村理央 西岐波  2m88

5 山下理恵 恩田  3m33 伊藤美由紀 恩田  3m32 中村愛海 西岐波  3m30 渡辺悠希 西岐波  3m29 長尾美夏 本山  3m23 金田祐佳 新川  3m16 榎本ゆり子 琴芝  3m14 山本朱夏 川上  3m09

4 杉山沙瑛子 藤山  3m09 宮崎 莉江 西岐波  2m74 宗楽優依 東岐波  2m50

6 真鍋恵美 上宇部 44m20 友澤紗樹 小羽山 40m77 宗網優希 本山 25m25 江坂優花 厚南 西岐波

5 山西智子 厚南 35m68 吉永弥生 琴芝 27m48 丸山未紗 琴芝 25m65 福田晴夏 琴芝 24m48 家根橋成実西岐波 21m73 金本麻未 藤山 17m02

4 井口遥菜 藤山 27m46 村田知優 恩田 14m54

５位
競技
種目

学
年
走
順

１位

第１7回宇部市近郷小学生陸上記録会（女子）

場所　宇部市陸上競技場

走幅跳

ボール
投

日時　平成１7年１１月１2日（土）

走高跳

２位 ３位

主催団体名　（財）宇部市体育協会・宇部市教育委員会

４位 ６位 ７位 ８位

気象
状況



男子総合成績（トラック

男子6年100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 2組15 山内　俊輝 常盤 14.3 -1.8

2 1組14 薮　亮汰 藤山 15.0 -0.8

3 2組13 宮本　優希 藤山 15.1 -1.8

4 2組8 西村　俊祐 藤山 15.5 -1.8

5 2組3 藏藤　雅史 藤山 15.5 -1.8

7 2組4 斎藤　大幹 藤山 16.2 -1.8

8 2組1 岡本　尭之 藤山 16.7 -1.8

9 1組10 福場　光 藤山 16.9 -0.8

10 1組12 満岡　涼太 藤山 17.7 -0.8

11 1組16 桑村　公輔 小羽山 19.3 -0.8

男子5年100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 2組32 松浦　周介 川上 15.6 -0.5

2 1組29 前田　壮偉 小羽山 15.7 -1.4

3 2組24 中尾　将大 藤山 16.6 -0.5

4 2組26 有原　英輔 常盤 16.6 -0.5

5 1組5 利重　司 藤山 16.6 -1.4

6 1組23 瀬山　竜弥 藤山 16.8 -1.4

7 2組25 松重　諒 藤山 17.1 -0.5

8 1組21 奥谷　智也 藤山 17.4 -1.4

男子4年100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組50 田坂　敏武 赤崎 16.8 -0.7

2 1組43 尾野　和希 藤山 16.9 -0.7

3 2組52 原　暉弘 津布田 17.0 -2.1

4 1組49 宍戸　祐太 西宇部 17.6 -0.7

5 2組48 高森　雅之 小羽山 18.3 -2.1

6 2組38 吉井　直弥 西岐波 18.4 -2.1



7 2組40 藤井　貴之 恩田 18.7 -2.1

8 1組41 安永　竜生 恩田 18.8 -0.7

9 1組36 正木　拓海 東岐波 19.5 -0.7

10 2組46 満岡　秀平 藤山 19.5 -2.1

男子6年60mH
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組2 国清　尚之 藤山 9.7 -0.1

2 1組11 松浦　一帆 藤山 9.8 -0.1

3 1組17 中塚　航平 小羽山 10.7 -0.1

4 1組9 橋本　直樹 藤山 11.8 -0.1

男子5年60mH
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組18 鶴原　優介 東岐波 13.2 -1.8

男子4年60mH
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組42 井上　博貴 藤山 12.3 -0.5

2 1組45 松坂　拓真 藤山 12.9 -0.5

3 1組48 高森　雅之 小羽山 13.1 -0.5

4 1組44 松浦　隼也 藤山 13.9 -0.5

男子6年1000m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組9 橋本　直樹 藤山 3.41.9

2 1組4 斎藤　大幹 藤山 3.46.4

3 1組2 国清　尚之 藤山 3.48.2

4 1組10 福場　光 藤山 3.53.2

5 1組13 宮本　優希 藤山 3.53.5

男子5年1000m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 2組28 小田　健太 小羽山 3.42.3

2 2組21 奥谷　智也 藤山 3.49.3

3 2組34 藤村　仁士 本山 3.56.5



男子4年1000m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 3組42 井上　博貴 藤山 3.41.3

2 3組50 田坂　敏武 赤崎 3.42.1

3 3組52 原　暉弘 津布田 3.57.3

4 3組39 江本　昇平 恩田 4.00.9

5 3組46 満岡　秀平 藤山 4.01.2

6 3組51 山口　広純 埴生 4.05.2

7 3組35 林　諒太郎 東岐波 4.22.0

男子4×100mR
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組103 藤山A（松浦一帆・蔵 59.6

2 1組106 藤山C（松坂拓真・薮 61.4

3 2組204 混成A（森脇新・中塚 62.0

4 1組105 小羽山（宮本将太朗 64.6

5 1組104 藤山B（斎藤大幹・満 64.6

6 2組203 藤山E（中尾将大・奥 66.2

7 1組107 藤山D（利重司・松浦 69.8

8 2組206 混成C（江本昇平・高 72.0

9 2組205 混成B（有原英輔・満 72.9



男子総合成績（フィールド）

男子6年走高跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 3 藏藤　雅史 藤山  1m32

2 17 中塚　航平 小羽山  1m10

男子5年走高跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 19 森脇　新 鵜ノ島  1m15

2 22 笹尾　祐太 藤山  1m05

3 26 有原　英輔 常盤  1m00

男子4年走高跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 35 林　諒太郎 東岐波 00m90

2 36 正木　拓海 東岐波 00m90

男子6年走幅跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 14 薮　亮汰 藤山  3m99 -0.4

2 8 西村　俊祐 藤山  3m63 +0.3

3 16 桑村　公輔 小羽山  2m64 -1.5

男子5年走幅跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 24 中尾　将大 藤山  3m23 -0.7

2 34 藤村　仁士 本山  3m22 -0.7

3 20 伊藤　和樹 藤山  3m02 -1.9

4 32 松浦　周介 川上  2m95 -2.4

男子4年走幅跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 49 宍戸　祐太 西宇部  3m24 -0.5

2 38 吉井　直弥 西岐波  3m08 -0.9

3 47 横田　朋侑 藤山  2m96 -0.4

4 43 尾野　和希 藤山  2m94 +0.5



5 44 松浦　隼也 藤山  2m67 -1.2

男子6年ボール
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 11 松浦　一帆 藤山 63m10

2 12 満岡　涼太 藤山 41m18

3 1 岡本　尭之 藤山 41m08

男子5年ボール
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 28 小田　健太 小羽山 57m67

2 23 瀬山　竜弥 藤山 46m95

3 27 江尻　隼介 小羽山 45m43

4 31 吉永　聖弥 小羽山 44m40

5 25 松重　諒 藤山 41m66

6 5 利重　司 藤山 38m27

7 30 宮本　将太朗 小羽山 36m35

8 18 鶴原　優介 東岐波 34m07

男子4年ボール
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 45 松坂　拓真 藤山 37m04

2 40 藤井　貴之 恩田 30m76

3 39 江本　昇平 恩田 21m34



女子総合成績（トラック

女子6年100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組2 福永 侑里香 西岐波 13.9 -0.8

2 2組7 岸本 真衣 琴芝 15.1 +0.2

3 4組8 澤野 沙織 琴芝 15.8 -1.0

4 1組11 白壁 亜実 藤山 16.0 -0.8

5 2組13 新田 唯 藤山 16.1 +0.2

6 4組20 松田 真美 厚南 16.4 -1.0

7 1組17 横田 知佳 藤山 16.5 -0.8

8 2組19 紀村 香里 厚南 16.5 +0.2

9 2組24 平瀬 萌絵 常盤 16.6 +0.2

10 1組4 引藤 さやか 上宇部 16.7 -0.8

11 2組15 松谷 直美 藤山 16.9 +0.2

12 4組6 真鍋 恵美 上宇部 16.9 -1.0

13 3組5 内田 莉帆 上宇部 17.0 -1.0

14 3組1 北村 理央 西岐波 17.1 -1.0

15 3組9 大木 優美子 藤山 17.4 -1.0

16 4組14 前田 瑞貴 藤山 18.6 -1.0

17 3組16 村上 真里奈 藤山 18.6 -1.0

女子5年100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 4組37 榎本 ゆり子 琴芝 16.3 -1.2

2 2組54 山本 朱夏 川上 16.5 -2.6

3 3組28 里中 花実 常盤 16.6 -0.5

4 1組55 田村 優美 小野田 16.7 +0.1

5 1組43 金田 祐佳 新川 16.8 +0.1

6 2組29 中村 愛海 西岐波 16.9 -2.6

7 1組36 田村 奈央 見初 17.0 +0.1

8 2組48 保阪 優菜 厚南 17.1 -2.6

9 3組45 笠井 里恵 藤山 17.1 -0.5



10 1組47 尾本 彩香 厚南 17.3 +0.1

11 1組34 村田 美優 恩田 17.4 +0.1

12 4組44 後山 恵美 藤山 17.5 -1.2

13 4組53 丸山 未紗 川上 17.6 -1.2

14 4組63 松永 朱美 厚狭 17.7 -1.2

15 3組38 土谷 悦世 琴芝 17.8 -0.5

16 2組41 松尾 ななみ 琴芝 17.9 -2.6

17 2組46 金本 麻未 藤山 18.4 -2.6

18 2組31 市丸 智子 恩田 18.4 -2.6

女子4年100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組71 熊谷 友里子 新川 16.8 -1.1

2 2組74 橋本 えりか 藤山 17.5 +0.5

3 1組75 又木 志緒里 藤山 17.6 -1.1

4 1組67 大谷 奈央 恩田 17.7 -1.1

5 1組69 西田 真由 岬 17.8 -1.1

6 2組77 浅川 瑛梨奈 阿知須 17.8 +0.5

7 1組66 宮崎 莉江 西岐波 18.2 -1.1

8 1組65 友末 華奈子 東岐波 18.6 -1.1

9 2組70 山根 晴香 岬 19.0 +0.5

10 2組68 村田 知優 恩田 19.5 +0.5

女子6年60mH
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組7 岸本 真衣 琴芝 10.2 -1.0

2 1組3 頼尊 唯 西岐波 10.4 -1.0

3 1組12 塩飽 あゆみ 藤山 12.1 -1.0

4 2組23 工道 みのり 常盤 12.2 -0.5

5 1組22 鷲尾 真弥 厚南 12.7 -1.0

6 2組14 前田 瑞貴 藤山 13.1 -0.5

7 2組18 江坂 優花 厚南 13.6 -0.5



女子5年60mH
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組33 瀬戸口 真美 恩田 11.2 -0.8

2 1組30 渡辺 悠希 西岐波 12.0 -0.8

3 1組60 平山 麻衣 本山 12.1 -0.8

4 2組62 松尾 優 本山 12.6 -1.4

5 2組55 田村 優美 小野田 13.2 -1.4

6 2組27 家根 橋成実 西岐波 13.3 -1.4

7 2組42 吉永 弥生 琴芝 13.5 -1.4

8 1組61 藤里 優 本山 13.5 -0.8

9 1組35 山下 理恵 恩田 15.4 -0.8

女子4年60mH
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組69 西田 真由 岬 13.1 -0.2

2 1組77 浅川 瑛梨奈 阿知須 13.2 -0.2

3 1組73 杉山 沙瑛子 藤山 13.8 -0.2

4 1組64 宗楽 優依 東岐波 14.0 -0.2

女子6年800m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 決勝3 頼尊 唯 西岐波 2.46.9

2 決勝11 白壁 亜実 藤山 2.54.2

3 決勝78 宗網　優希 本山 2.57.1

4 決勝20 松田 真美 厚南 2.58.3

5 決勝10 尾野 綾華 藤山 2.59.1

6 決勝19 紀村 香里 厚南 3.03.3

7 決勝12 塩飽 あゆみ 藤山 3.35.4

女子5年800m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 決勝39 福田 晴夏 琴芝 2.53.9

2 決勝44 後山 恵美 藤山 3.01.4

3 決勝48 保阪 優菜 厚南 3.02.6



4 決勝58 長尾 美夏 本山 3.04.2

5 決勝51 川添 知葉 常盤 3.07.8

6 決勝28 里中 花実 常盤 3.10.2

7 決勝32 伊藤 美由紀 恩田 3.12.3

8 決勝52 西村 香澄 川上 3.13.2

9 決勝47 尾本 彩香 厚南 3.16.1

10 決勝50 吉田 のぞみ 厚南 3.18.5

11 決勝59 長尾 由夏 本山 3.23.7

12 決勝57 河野 千明 本山 3.28.6

13 決勝36 田村 奈央 見初 3.32.8

女子4年800m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 決勝75 又木 志緒里 藤山 2.59.4

2 決勝67 大谷 奈央 恩田 3.04.4

3 決勝71 熊谷 友里子 新川 3.25.4

4 決勝65 友末 華奈子 東岐波 3.35.4

女子4×100m
順位 組登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 1組106 混成Ｃ（澤野沙織・ 59.1

2 2組206 混成Ｇ（渡辺悠希・ 63.4

3 2組202 混成Ｅ（里中花実・ 64.2

4 1組107 混成Ｄ（内田莉帆・ 64.8

5 1組105 藤山（横田知佳・ 65.1

6 1組103 混成A（熊谷友里 65.8

7 2組205 厚南（吉田のぞみ・ 66.4

8 1組102 厚南（山田彩・松 66.7

9 2組207 混成Ｈ（西村香澄・ 66.8

10 2組204 本山（河野千明・ 67.6

11 3組306 混成Ｋ（家根橋成 68.2

12 1組104 混成B（真鍋恵美・ 69.5

13 3組305 藤山（橋本えりか・ 69.6



14 2組203 混成Ｆ（市丸智子・ 71.1

15 3組303 混成Ｉ（大谷奈央・ 71.8

16 3組304 混成Ｊ（宗楽優衣・ 73.6



女子総合成績（フィールド）

女子6年走高跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 10 尾野 綾華 藤山  1m13

2 8 澤野 沙織 琴芝  1m10

3 13 新田 唯 藤山  1m10

4 17 横田 知佳 藤山  1m10

5 9 大木 優美子 藤山  1m10

6 16 村上 真里奈 藤山  1m10

7 15 松谷 直美 藤山  1m10

8 5 内田 莉帆 上宇部  1m05

9 23 工道 みのり 常盤  1m05

10 4 引藤 さやか 上宇部  0m95

女子5年走高跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 33 瀬戸口 真美 恩田  1m05

2 38 土谷 悦世 琴芝  1m00

3 57 河野 千明 本山  0m95

4 62 松尾 優 本山  0m95

5 34 村田 美優 恩田  0m90

女子4年走高跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 70 山根 晴香 岬  1m00

2 74 橋本 えりか 藤山  0m90

女子6年走幅跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 2 福永 侑里香 西岐波  3m84 -1.1

2 1 北村 理央 西岐波  2m88 -1.5

女子5年走幅跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 35 山下 理恵 恩田  3m33 -0.4



2 32 伊藤 美由紀 恩田  3m32 -2.1

3 29 中村 愛海 西岐波  3m30 -1.9

4 30 渡辺 悠希 西岐波  3m29 -0.6

5 58 長尾 美夏 本山  3m23 -0.7

6 43 金田 祐佳 新川  3m16 -0.5

7 37 榎本 ゆり子 琴芝  3m14 -2.8

8 54 山本 朱夏 川上  3m09 -2.0

9 60 平山 麻衣 本山  3m07 -1.7

10 63 松永 朱美 厚狭  3m04 -1.2

11 41 松尾 ななみ 琴芝  2m98 +1.3

12 31 市丸 智子 恩田  2m95 +1.2

13 61 藤里 優 本山  2m82 -1.0

14 50 吉田 のぞみ 厚南  2m67 0.0

15 59 長尾 由夏 本山  2m76 -0.6

16 40 松岡 佳世 琴芝  2m37 +0.2

女子4年走幅跳
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 73 杉山 沙瑛子 藤山  3m09 +0.6

2 66 宮崎 莉江 西岐波  2m74 -2.2

3 64 宗楽 優依 東岐波  2m50 -1.3

女子6年ボール
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 6 真鍋 恵美 上宇部 44m20

2 25 友澤 紗樹 小羽山 40m77

3 78 宗網　優希 本山 25m25

4 18 江坂 優花 厚南 20m00

女子5年ボール
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 49 山西 智子 厚南 35m68

2 42 吉永 弥生 琴芝 27m48

3 53 丸山 未紗 川上 25m65



4 39 福田 晴夏 琴芝 24m48

5 27 家根 橋成実 西岐波 21m73

6 46 金本 麻未 藤山 17m02

女子4年ボール
順位 備考登録番号 氏名 所属 記録 風力

1 72 井口 遥菜 藤山 27m46

2 68 村田 知優 恩田 14m54


