
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 宇部市陸協
氏名 竹内　万里(　)
記録 11:35.1
所属 山大医学部

重光　紗文(2)
久原　由依野(2)
坂本　茉理(6)
橋本　千明(5)

記録 2:43.0
所属 宇部鴻城高 宇部高 宇部商高 宇部高 小野田高 宇部高
氏名 藤津　知世(3) 惠本　ひとみ(3) 勝力　美晴(3) 三砂　百合香(3) 中村　舞美(2) 古田　萌(2)
記録 13.2(+1.6) 13.5(+1.6) 13.6(+1.6) 13.8(+1.6) 13.9(+1.1) 14.0(+1.6)
所属 宇部高 厚狭高
氏名 冨重　由唯(2) 吉野　奈実(2)
記録 13.5(+1.1) 13.9(+1.6)
所属 宇部高 宇部中央高 宇部商高 宇部高 小野田高 宇部工高
氏名 冨重　由唯(2) 末武　優里(3) 勝力　美晴(3) 小原　有加(1) 花田　紗弥香(2) 岡本　和希(1)
記録 1:05.2 1:08.0 1:09.4 1:10.4 1:11.4 1:19.6
所属 宇部中央高 宇部高 宇部工高 厚狭高 宇部商高 宇部中央高 小野田高 宇部高
氏名 原田　澪(3) 中村　瑠那(2) 佐賀　友美(3) 湯淺　仁美(3) 中田　千智(3) 熊毛　美月(2) 小黒　陽葵(2) 今井　ほのか(2)
記録 4:53.8 5:27.1 5:33.3 5:39.7 5:42.6 5:43.8 5:44.0 5:45.0
所属 宇部中央高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 慶進高
氏名 原田　澪(3) 長田　桃菜(2) 頼尊　萌愛(2) 安山　佳七(2) 岡村　芽衣(2) 山岸　楓花(1) 占部　瑠美(2)
記録 10:23.6 10:51.2 10:59.9 11:01.6 11:18.9 11:28.3 14:02.5
所属 宇部鴻城高 宇部高A 宇部商高 宇部高B 小野田高 慶進高

陸　かれん(3) 栗田　茉奈(3) 田坂　涼香(3) 小原　有加(1) 名畑　侑莉(2) 杉山　美咲(3)
藤津　知世(3) 惠本　ひとみ(3) 竹中　亜美(3) 古田　萌(2) 中村　舞美(2) 大和　結葉(3)
杉山　友惟(3) 三砂　百合香(3) 勝力　美晴(3) 地主　彩乃(2) 吉村　菜穂(1) 三﨑　優衣(3)
金村　春菜(3) 東原　可那子(1) 村田　茜(3) 冨重　由唯(2) 花田　紗弥香(2) 奥田　悠(2)

記録 53.4 53.9 54.1 55.4 56.4 56.4

氏名

氏名
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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

平成２9年度　第３3回　宇部リレーカーニバル　決勝一覧

日時　平成29年6月3日（土） 会場　宇部市陸上競技場 主催　（公財）宇部市体育協会

所属 宇部鴻城高 宇部中央高A 宇部高 慶進高 宇部商高B 宇部商高A 厚狭高 宇部中央高B
杉山　友惟(3) 松岡　理子(3) 地主　彩乃(2) 杉山　美咲(3) 髙嶋　春美(3) 佐伯　江里菜(3) 森重　つぐみ(1) 深野　愛莉(2)
藤津　知世(3) 末武　優里(3) 東原　可那子(1) 奥田　悠(2) 田村　莉紗子(3) 竹中　亜美(3) 松浦　京花(2) 西村　唯理(2)
陸　かれん(3) 品川　美咲(3) 冨重　由唯(2) 大和　結葉(3) 勝力　美晴(3) 村田　茜(3) 吉野　奈実(2) 大川　菜名(2)
金村　春菜(3) 原田　澪(3) 古田　萌(2) 三﨑　優衣(3) 中田　千智(3) 田坂　涼香(3) 湯淺　仁美(3) 熊毛　美月(2)

記録 2:33.0 2:33.9 2:37.4 2:41.9 2:43.6 2:45.7 2:47.4 2:48.1
所属 宇部中央高 小野田高 厚狭高 宇部西高
氏名 大川　菜名(2) 中村　舞美(2) 森重　つぐみ(1) 中谷　もも(2)
記録 1m45 1m45 1m30 1m25
所属 宇部商高 宇部商高 宇部西高
氏名 竹中　亜美(3) 髙嶋　春美(3) 山尾　夏葵(1)
記録 4m37(0.0) 4m27(-0.2) 3m74(-0.3)
所属 宇部中央高 宇部商高 宇部商高 宇部商高 小野田高
氏名 深野　愛莉(2) 佐伯　江里菜(3) 城本　千愛美(2) 中村　桃歌(2) 實谷　佳奈子(2)
記録 6m78 6m47 5m96 5m59 5m58
所属 宇部商高 宇部商高 宇部西高 小野田高 宇部西高 小野田高 厚狭高
氏名 佐伯　江里菜(3) 中村　桃歌(2) 岩本　響(3) 實谷　佳奈子(2) 山崎　涼楓(2) 新道　美月(1) 菅原　詩歩(2)
記録 25m55 23m67 22m19 21m23 18m63 15m90 13m51
所属 宇部商高 宇部商高 宇部西高 小野田高
氏名 村田　茜(3) 城本　千愛美(2) 岡田　理央(2) 松谷　皆実(1)
記録 27m05 25m98 22m65 21m77
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