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期日 平成28年7月24日(日） 記 録 主 任 伊藤　健二

種目

竹中　亜美(2) 13.8(0.0) 勝力　美晴(2) 14.0(0.0) 栗田　茉奈(2) 14.3(0.0) 三砂　百合香(2) 14.4(0.0) 杉山　友惟(2) 14.4(0.0) 田村　莉紗子(2) 14.8(0.0)

山口・宇部商高 山口・宇部商高 山口・宇部高 山口・宇部高 山口・宇部鴻城高 山口・宇部商高

惠本　ひとみ(2) 14.0(+0.4) 吉野　奈実(1) 14.3(+0.4)

山口・宇部高 山口・厚狭高

竹中　亜美(2) 28.1(-0.4) 金村　春菜(2) 28.7(-0.4) 古瀬　胡桃(2) 29.7(0.0) 三砂　百合香(2) 30.0(-0.4) 吉野　奈実(1) 30.1(0.0) 山川　京香(2) 30.2(-0.4) 杉山　友惟(2) 30.7(-0.4) 田村　莉紗子(2) 31.0(-0.8)

山口・宇部商高 山口・宇部鴻城高 山口・小野田高 山口・宇部高 山口・厚狭高 山口・小野田高 山口・宇部鴻城高 山口・宇部商高

金村　春菜(2) 1:04.8 惠本　ひとみ(2) 1:06.9 勝力　美晴(2) 1:07.8 古瀬　胡桃(2) 1:07.9 上山　桃加(2) 1:13.1 小黒　陽葵(1) 1:13.4 花田　紗弥香(1) 1:15.1

山口・宇部鴻城高 山口・宇部高 山口・宇部商高 山口・小野田高 山口・小野田工高 山口・小野田高 山口・小野田高

河平　花純(2) 2:36.5 平田　友梨絵(2) 2:40.0 佐賀　友美(2) 2:42.5 中田　千智(2) 2:48.9 小瀧　梨紗(2) 2:49.9 松原　寛奈(1) 2:54.6 原田　かほり(2) 2:57.4 嶋田　那奈(1) 2:58.9

山口・小野田高 山口・宇部高 山口・宇部工高 山口・宇部商高 山口・サビエル高 山口・宇部商高 山口・宇部高 山口・小野田高

平田　真梨菜(2) 5:21.9 中村　瑠那(1) 5:42.2 佐賀　友美(2) 5:44.3 中田　千智(2) 5:48.7 沖村　有希音(2) 5:59.6 島村　真生子(1) 6:19.3 磯崎　美羽(1) 6:20.6 今井　ほのか(1) 6:21.1

山口・宇部高 山口・宇部高 山口・宇部工高 山口・宇部商高 山口・宇部高 山口・宇部高 山口・宇部高 山口・宇部高

森田　咲良(2) 11:52.5 竹添　民(2) 12:45.6

山口・宇部高 山口・サビエル高

山川　京香(2) 17.3 松岡　理子(2) 18.7 三﨑　優衣(2) 18.7 中村　舞美(1) 19.4 末武　優里(2) 20.5

山口・小野田高 山口・宇部中央高 山口・慶進高 山口・小野田高 山口・宇部中央高

冨重　由唯(1) 1:16.6 末武　優里(2) 1:17.4 松岡　理子(2) 1:24.4

山口・宇部高 山口・宇部中央高 山口・宇部中央高

山本　夏鈴(1) 38:32.8

山口・宇部西高

宇部商高・山口 56.1 宇部高A・山口 56.1 小野田高・山口 58.2 宇部中央高・山口 58.6 慶進高・山口 1:02.1

田坂　涼香(2) 松原　泉(2) 山川　京香(2) 品川　美咲(2) 大和　結葉(2)

竹中　亜美(2) 惠本　ひとみ(2) 古瀬　胡桃(2) 松岡　理子(2) 三﨑　優衣(2)

勝力　美晴(2) 三砂　百合香(2) 中村　舞美(1) 大川　菜名(1) 杉山　美咲(2)

田村　莉紗子(2) 栗田　茉奈(2) 河平　花純(2) 末武　優里(2) 奥田　悠(1)

小野田高・山口 4:31.0 宇部高A・山口 4:36.0 宇部商高・山口 4:40.5

山川　京香(2) 惠本　ひとみ(2) 竹中　亜美(2)

古瀬　胡桃(2) 冨重　由唯(1) 勝力　美晴(2)

河平　花純(2) 三砂　百合香(2) 松原　寛奈(1)

小黒　陽葵(1) 栗田　茉奈(2) 田村　莉紗子(2)

大川　菜名(1) 1m30 中谷　もも(1) 1m25 河平　花純(2) 1m25

山口・宇部中央高 山口・宇部西高 山口・小野田高

田坂　涼香(2) 4m23(0.0) 西村　唯理(1) 4m20(-0.5) 髙嶋　春美(2) 4m19(-0.9) 中村　舞美(1) 3m93(0.0)

山口・宇部商高 山口・宇部中央高 山口・宇部商高 山口・小野田高

西谷　由里亜(2) 7m38

山口・小野田工高

佐伯　江里菜(2) 22m95 實谷　佳奈子(1) 18m52 山崎　涼楓(1) 13m57

山口・宇部商高 山口・小野田高 山口・宇部西高

實谷　佳奈子(1) 14m74

山口・小野田高

深野　愛莉(1) 18m37 山本　咲良(1) 17m64 斎藤　有華(1) 15m45 鷲﨑　りな(1) 14m86 河口　夢加(1) 13m51

山口・宇部中央高 山口・香川高 山口・香川高 山口・香川高 山口・香川高

竹内　万里(　) 25:55.2
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