
大会名

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

13"89 14"22 14"43 14"55 14"67 14"67 14"78 14"84

-1.8 -4.4 -1.9 -1.7 -1.6 -4.4 -1.6 -1.7

28"93 29"56 29"62 30"87 31"09 31"73 31"96 32"26

-2.3 -2.4 -2.3 -1.3 -2.4 -1.3 -2.4 -2.3

８００ｍ 2'39"52 河野 咲季 (和庄 2) 2'41"91 兼田 優李 (広中央 2) 2'43"37 上清 葉奈 (広中央 1) 2'45"22 西 アンナ (和庄 1) 2'46"57 佐々木 空羽 (広中央 1) 2'48"81 熊谷 空海 (東畑 1) 2'49"51 中川 明日香 (仁方 1) 2'51"69 清水 凜 (東畑 2)

１５００ｍ 5'24"24 中尾 美紀 (阿賀 2) 5'28"67 河野 咲季 (和庄 2) 5'33"94 西 アンナ (和庄 1) 5'40"49 上清 葉奈 (広中央 1) 5'41"75 木下 ひなの (昭和北 1) 5'43"30 佐名木 真瑚 (川尻 1) 5'49"55 熊谷 空海 (東畑 1) 5'49"92 佐々木 空羽 (広中央 1)

19"15 19"60 19"71 21"60 21"79 21"87 22"50 25"17

-1.4 -1.4 -1.4 -0.3 -1.4 -1.4 -0.3 -0.3

１走 吉田 １走 矢野 １走 奥野 １走 中下 １走 石橋 １走 三宅 １走 紫垣 １走 地頭
２走 板田 ２走 田原 ２走 藤本 ２走 正法地 ２走 草下 ２走 高野 ２走 野﨑 ２走 河村
３走 山下 ３走 本田 ３走 上垣内 ３走 原田 ３走 村山 ３走 中野 ３走 山端 ３走 中谷
４走 小倉 ４走 周藤 ４走 兼田 ４走 清水 ４走 藤本 ４走 山下 ４走 川上 ４走 大門

1m49 信岡 優那 (阿賀 2) 1m20 石橋 華香 (横路 2) 1m20 旭 珠那 (広中央 1) 1m05 荒井 美羽 (豊浜 2)

 位 2位 3位  位

4m27 4m21 3m96 3m88 3m69 3m61 3m56 3m54

+2.0 +0.6 +1.7 +1.2 +2.6 +2.2 +1.7 +2.3

砲丸投
2.72kg

7m95 下髙 紗希 (両城 2) 7m67 宇根本 彩香 (広中央 2) 7m58 中本 晶 (横路 1) 7m25 景山 理子 (広中央 2) 6m78 長岡 歩佳 (広中央 2) 6m39 下迫 美咲 (横路 1) 6m30 北森 凜香 (豊浜 2) 6m01 二宮 稀 (仁方 1)

55"57 阿賀中４×１００Ｒ 55"93 昭和北中A 59"16 広中央中A 59"97 和庄中 1'00"73 横路中 1'00"94 両城中 1'01"91 昭和北中B 1'02"82 白岳中

呉市総合スポーツセンター陸上競技場

主催団体名　呉市中学校体育連盟　呉市教育委員会
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　平成２９年 １０月２２日

板田叶華 (阿賀 那々海 (安浦 百花 (昭和北 2)

２００ｍ 小倉 2) 松本 2) 周藤 2) 板田 1) 山下 2) 藤本 2)佳穂 (阿賀 悠衣 (阿賀

走高跳

2)

(昭和北 紗羽 (阿賀 晶 (横路走幅跳 山下 2) 信岡 2) 上垣内 2) 川越 2) 紫垣 1) 吉田 1) 中本 1) 有田 2)

清水 2)

1) 藤本 2) 髙倉 1) 長藤 2) 中下 2)

渚

田原 2)

愛莉 (横路 まや (和庄 涼音 (和庄１００ｍＨ 村山

明以 (昭和


