
１組 (風速 +0.5 ｍ） ２組 (風速 -0.1 ｍ）⑤ 1 赤石　純 (市立呉3) (1) 12"64 ④ 774 港　菜奈子 (呉宮原1) (1) 14"38④ 3 谷口　優花 (市立呉3) (2) 13"36 ⑤ 1102 中田　留花 (呉商2) (2) 14"65⑥ 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (3) 13"85 ⑥ 608 植野　日菜子 (清水ヶ丘1) (3) 14"68③ 1372 田原　菜花 (呉三津田2) (4) 13"87 ③ 773 髙岡　沙弥 (呉宮原1) DNS⑦ 1101 首藤　美海 (呉商2) (5) 14"15 ⑦ 1069 中本　未来 (呉港2) DNS② 1050 山下　璃音 (広2) DNS ①① ②⑧ ⑧① 1 赤石　純 (市立呉3) (1) 12"64② 3 谷口　優花 (市立呉3) (2) 13"36③ 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (3) 13"85④ 1372 田原　菜花 (呉三津田2) (4) 13"87⑤ 1101 首藤　美海 (呉商2) (5) 14"15⑥ 774 港　菜奈子 (呉宮原1) (6) 14"38⑦ 1102 中田　留花 (呉商2) (7) 14"65⑧ 608 植野　日菜子 (清水ヶ丘1) (8) 14"68
(風速 -2.7 ｍ）⑤ 1 赤石　純 (市立呉3) (1) 25"87 大会新④ 3 谷口　優花 (市立呉3) (2) 27"94⑥ 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (3) 28"58③ 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (4) 29"44⑦ 1101 首藤　美海 (呉商2) DNS①②⑧

決　　　勝　　（風速　  　　　ｍ）

決　　　　勝

女子の部　　　トラック女子の部　　　トラック女子の部　　　トラック女子の部　　　トラック１００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ　大会記録　１２”６　西峯　千加（清水ヶ丘）２００５　 呉市総合タイム決勝　２組

２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ　大会記録　２５”８　   西峯　千加（清水ヶ丘）２００４　 マツダ



１組⑤ 2 小松　弘奈 (市立呉3) (1) 01'03"27④ 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (2) 01'04"13⑥ 1008 福士　依舞 (市立呉2) (3) 01'05"21③ 588 松本　彩奈 (呉三津田1) (4) 01'10"60①②⑦⑧
① 1022 樫原　沙紀 (呉三津田2) (1) 02'13"33 大会新③ 505 梶岡　奈々 (市立呉1) (2) 02'25"25② 585 垣井　萌花 (呉三津田1) (3) 02'28"27④ 1012 光田　心愛 (市立呉2) (4) 02'29"00⑥ 1150 宮野　倖 (広2) (5) 02'42"42⑤ 573 秋本　結菜 (呉商1) DNS
① 1022 樫原　沙紀 (呉三津田2) (1) 04'41"25 大会新② 504 河本　彩伽 (市立呉1) (2) 04'54"71③ 1009 小倉　女依 (市立呉2) (3) 04'56"96④ 586 山下　之慧瑠 (呉三津田1) (4) 05'20"06⑤ 1150 宮野　倖 (広2) (5) 05'37"54
① 585 垣井　萌花 (呉三津田1) (1) 10'33"56② 506 戸倉　瑛菜 (市立呉1) (2) 10'39"11③ 586 山下　之慧瑠 (呉三津田1) (3) 11'47"06⑤ 1011 橋本　七摘 (市立呉2) (4) 12'15"37④ 1151 茶井　安祐奈 (広2) (5) 13'26"79⑥ 609 坪川　未咲 (呉工1) (6) 15'13"89

１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ　大会記録　４’５４”３１　大迫　晴香（広）２０１６　呉市総合

８００ｍ８００ｍ８００ｍ８００ｍ　大会記録　２’１７”１５　樫原　沙紀（呉三津田）２０１７　呉市総合

４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ　大会記録　５８”５５　大兼政　智子（市立呉）　２００８　呉総合決　　　勝

決　　　勝　　

　　決　　　　勝
３０００ｍ３０００ｍ３０００ｍ３０００ｍ　大会記録　１０’０９”３４　樫原　沙紀（呉三津田）２０１７　呉市総合　　決　　　　勝



⑤ 1006 上福浦　里奈 (市立呉2) (1) 16"78④ 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (2) 19"16①②③⑥⑦⑧
⑤ 2 小松　弘奈 (市立呉3) (1) 01'09"50⑥ 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (2) 01'11"54④ 1006 上福浦　里奈 (市立呉2) (3) 01'13"16③ 1086 藤村　瑞希 (呉三津田2) (4) 01'14"22①②
① 589 大崎　楓 (呉三津田1) DNF②③

１００ｍＨ１００ｍＨ１００ｍＨ１００ｍＨ　大会記録　１５”８４　萩原　花（市立呉）２０１７　呉市総合決　　　勝　　（風速　 +1.4　　　ｍ）
４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ　大会記録　１’０７”３４　萩原　花（市立呉）２０１６　呉市総合

決　　　勝　　

決　　　勝　　
５０００ｍＷ５０００ｍＷ５０００ｍＷ５０００ｍＷ　大会記録　２９’２２”１４　大髙　美月（呉三津田）２０１７　呉市総合



⑤市立呉 (1) 52"62 ④呉三津田 (2) 52"921008 福士　依舞 (市立呉2) (2) 1372 田原　菜花 (呉三津田2) (1)1 赤石　純 (市立呉3) (  ) 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (2)3 谷口　優花 (市立呉3) (  ) 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (3)501 田﨑　紫乃 (市立呉1) (4) 1086 藤村　瑞希 (呉三津田2) (4)503 古満　千恵 (市立呉1) (3) 588 松本　彩奈 (呉三津田1) (  )2 小松　弘奈 (市立呉3) (  ) 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (  )502 吉田　美智　 （市立呉1） (1)⑥ 呉商 (3) 58"24 ③ 清水ヶ丘 (4) 01'01"631101 首藤　美海 (呉商2) (2) 607 平澤　凜 (清水ヶ丘1) (1)1102 中田　留花 (呉商2) (1) 608 植野　日菜子 (清水ヶ丘1) (2)573 秋本　結菜 (呉商1) (3) 1396 谷本　明世 (清水ヶ丘2) (3)594 菅野　日咲 (呉商1) (4) 1246 中原　有捺 (清水ヶ丘2) (4)(  ) (  )(  ) (  )① ②
⑦ ⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
　清水ヶ丘（平澤・植野・谷本・中原）1'01"63　市立呉（吉田・福士・古満・田﨑）52"62　呉三津田（田原・三木・山本・藤村）52"92　呉商業（中田・首藤・秋本・菅野）58"24

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ　大会記録　５０”５３ 　決　　　勝　　　　市立呉（松尾　妃菜・川平　真穂・佐々木　結衣・細田　萌）　２０１３　呉総合

　決　　　勝



⑤ 市立呉 (1) 04'16"11 ④ 呉三津田 (2) 04'29"083 谷口　優花 (市立呉3) (  ) 1022 樫原　沙紀 (呉三津田2) (2)1 赤石　純 (市立呉3) (  ) 1086 藤村　瑞希 (呉三津田2) (  )504 河本　彩伽 (市立呉1) (4) 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (  )2 小松　弘奈 (市立呉3) (2) 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (1)505 梶岡　奈々 (市立呉1) (1) 585 垣井　萌花 (呉三津田1) (4)1008 福士　依舞 (市立呉2) (  ) 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (  )1009 小倉　女依 （市立呉2） (3) 586 山下　之慧瑠 (呉三津田1) (3)⑥ 広 (3) 05'07"16 ③ 呉商 DNS1050 山下　璃音 (広2) (1) 1101 首藤　美海 (呉商2) (  )1150 宮野　倖 (広2) (2) 1102 中田　留花 (呉商2) (  )790 板倉　麻衣 (広1) (3) 573 秋本　結菜 (呉商1) (  )1151 茶井　安祐奈 (広2) (4) 594 菅野　日咲 (呉商1) (  )1149 中本　結子 (広2) (  )(  )① ②
⑦ ⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
　呉三津田（三木・樫原・山下・垣井）4'29"08　広（山下・宮野・板倉・茶井）5'07"16

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ　　大会記録　　４’１０”２６決　　　　勝　　　　　　　　　　市立呉（佐々木　結衣・河口　梨帆・松尾　妃菜・川平　真穂）　２０１３　呉総合

　市立呉（梶岡・小松・小倉・河本）4'16"11


