
第２８回宇部市近郷小学生陸上記録会（女子）

主催：（公財）宇部市体育協会
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4 山本　悠結 藤山 17″4 河村　希 恩田 17″5 末廣　栞子 東岐波 18″2 落合　柚月 厚南 18″5 三隅　夏帆 藤山 18″8 木村　優那 西岐波 19″3

5 政田　葉月 厚陽 15″8 辻　彩花 恩田 16″3 越智　雅 高泊 17″6 升井　美月 東岐波 17″7 瀬戸口  裕奈 西岐波 17″9 山角　晏央 恩田 18″7

6 川村　文乃 西岐波 15″7 内田　伶音 原 15″9 深津　柚月 藤山 15″9 南　知里 常盤 16″5 曽根  さくら 上宇部 16″6 濵月　里愛 琴芝 16″8

4 永松　輝留 新川 2'52''9 山本　悠結 藤山 3'05''6 村上　ののは 厚南 3'07''3 熊野　碧生 万倉 3'09''9 落合　柚月 厚南 3'21''9

5 原田　栞那 厚南 2'43''2 越智　雅 高泊 2'49''7 辻　彩花 恩田 3'03''7 井下　舞櫻 西岐波 3'11''0 倉林　侑加 常盤 3'15''1 升井　美月 東岐波 3'15''5

6 深津　柚月 藤山 2'37''4 田中　遥音 高千帆 2'50''3 吉冨　彩羅 常盤 2'57''5 川村　文乃 西岐波 2'57''7 内田　伶音 原 2'57''9 高藤　愛加 常盤 3'05''3

4 木村　優那 西岐波 14″4

5 原田　栞那 厚南 11″5 澤田　らら 西岐波 13″3

6 下　七波 東岐波 11″6 山崎　栞依 見初 11″9

① 川村　文乃 西岐波 内田　伶音 原 越智　雅 高泊 高藤　愛加 常盤 升井　美月 東岐波 澤田　らら 西岐波

② 下　七波 東岐波 川久保　杏菜 藤山 辻　彩花 恩田 吉冨　彩羅 常盤 倉林　侑加 常盤 井下　舞櫻 西岐波

③ 曽根  さくら 上宇部 中山　遥花 藤山 山本　悠結 藤山 南　知里 常盤 山角　晏央 恩田 瀬戸口  裕奈 西岐波

④ 濵月　里愛 琴芝 深津　柚月 藤山 原田　栞那 厚南 山角　瞳佳 恩田 河村　希 恩田 落合　柚月 厚南

4

5 広瀬　凪 高千帆 1m 05

6

4

5 澤田　らら 西岐波 2m 97 山角　晏央 恩田 2m 85 今井　友香 東岐波 2m 33

6 南　知里 常盤 3m 41 下　七波 東岐波 3m 25 吉冨　彩羅 常盤 3m 20 山崎　栞依 見初 3m 14 山角　瞳佳 恩田 3m 01

4 河村　希 恩田 17m 50 豊田　彩乃 埴生 15m 12 末廣　栞子 東岐波 14m 84 熊野　碧生 万倉 14m 42 三隅　夏帆 藤山 11m 79

5 政田　葉月 厚陽 37m 56 瀬戸口  裕奈 西岐波 28m 80 倉林　侑加 常盤 21m 08

6 濵月　里愛 琴芝 24m 63 中山　遥花 藤山 21m 75 曽根  さくら 上宇部 17m 68

日時：平成２８年１１月１２日（土）　開会式９：００～ 場所：宇部市陸上競技場
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