
１組 (風速 +1.1 ｍ） ２組 (風速 +0.8 ｍ）⑤ 502 吉田　美智 (市立呉1) (1) 13"70 ⑤ 501 田﨑　紫乃 (市立呉1) (1) 13"79④ 1372 田原　菜花 (呉三津田2) (2) 13"98 ④ 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (2) 14"01⑥ 1050 山下　璃音 (広2) (3) 14"26 ⑥ 1101 首藤　美海 (呉商2) (3) 14"25③ 1102 中田　留花 (呉商2) (4) 14"76 ③ 774 港　菜奈子 (呉宮原1) (4) 14"29⑦ 608 植野　日菜子 (清水ヶ丘1) (5) 14"96 ⑦ 605 桑野　紗羽 (呉高専1) (5) 15"06⑧ 1069 中本　未来 (呉港2) (6) 16"67 ② 1396 谷本　明世 (清水ヶ丘2) DNS② 773 髙岡　沙弥 (呉宮原1) DNS ①① ⑧
⑤ 501 田﨑　紫乃 (市立呉1) (1) 13"58⑥ 1372 田原　菜花 (呉三津田2) (2) 13"68③ 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (3) 13"81④ 502 吉田　美智 (市立呉1) (4) 13"84② 774 港　菜奈子 (呉宮原1) (5) 14"07⑦ 1101 首藤　美海 (呉商2) (6) 14"30⑧ 1050 山下　璃音 (広2) (7) 14"42① 1102 中田　留花 (呉商2) (8) 14"67
④ 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (1) 27"94③ 503 古満　千恵 (市立呉1) (2) 28"23⑤ 1008 福士　依舞 (市立呉2) (3) 28"36⑥ 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (4) 28"86② 774 港　菜奈子 (呉宮原1) (5) 29"75⑦ 1050 山下　璃音 (広2) (6) 30"12①⑧
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決　　　勝　　（風速　  +0.9　ｍ）

決　　　勝　　（風速　-0.7　　　ｍ）

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”７　穴迫　みどり（　広　）１９８０　 呉二河予　　　選　（　2-3+2　）

２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ　大会記録　２５”７　   西峯　千加（清水ヶ丘）２００５　 呉市総合

                                         朝日　詩織（ 市立呉 ）２００５　 呉市総合



１組⑤ 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (1) 01'04"05⑥ 1008 福士　依舞 (市立呉2) (2) 01'05"00④ 1007 兼田　泉杏 (市立呉2) (3) 01'05"62③ 588 松本　彩奈 (呉三津田1) (4) 01'09"46①②⑦⑧
③ 1022 樫原　沙紀 (呉三津田2) (1) 02'16"84 GR① 504 河本　彩伽 (市立呉1) (2) 02'25"22② 505 梶岡　奈々 (市立呉1) (3) 02'27"01⑤ 573 秋本　結菜 (呉商1) (4) 02'33"34④ 586 山下　之慧瑠 (呉三津田1) (5) 02'37"78⑥ 1150 宮野　倖 (広2) (6) 02'45"95⑦ 605 桑野　紗羽 (呉高専1) (7) 02'59"93⑧
② 585 垣井　萌花 (呉三津田1) (1) 04'55"60③ 504 河本　彩伽 (市立呉1) (2) 04'56"63④ 1009 小倉　女依 (市立呉2) (3) 05'01"66① 586 山下　之慧瑠 (呉三津田1) (4) 05'13"61⑤ 1150 宮野　倖 (広2) (5) 05'24"69⑥ 1151 茶井　安祐奈 (広2) (6) 05'46"21⑦ 1366 脇坂　真衣 (清水ヶ丘2) DNS⑧
① 1022 樫原　沙紀 (呉三津田2) (1) 10'04"64 大会新② 585 垣井　萌花 (呉三津田1) (2) 10'32"14④ 506 戸倉　瑛菜 (市立呉1) (3) 10'39"49③ 1009 小倉　女依 (市立呉2) (4) 11'12"16⑤ 1151 茶井　安祐奈 (広2) (5) 12'28"31⑥ 609 坪川　未咲 (呉工1) (6) 13'51"97⑦⑧ 13

１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ　大会記録　４’４３”５１　樫原　沙紀（呉三津田）２０１７　呉市総合

８００ｍ８００ｍ８００ｍ８００ｍ　大会記録　２’２０”５６　　大迫　晴香（広）２０１５　呉市総合

４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ　大会記録　５８”１０　小池　郁美（市立呉）２００７　呉市総合決　　　勝

決　　　勝　　

　　決　　　　勝
３０００ｍ３０００ｍ３０００ｍ３０００ｍ　大会記録　１０’０５”２６　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) 17"03④ 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (2) 19"55⑥ 1101 首藤　美海 (呉商2) (3) 19"83③ 589 大崎　楓 (呉三津田1) (4) 22"76①②⑦⑧
⑤ 1006 上福浦　里奈 (市立呉2) (1) 01'10"67④ 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (2) 01'11"24⑥ 1086 藤村　瑞希 (呉三津田2) (3) 01'12"32③ 501 田﨑　紫乃 (市立呉1) (4) 01'20"22①②⑦⑧
① 1089 大高　美月 (呉三津田2) (1) 32'16"88②③④⑤⑥⑦⑧
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１００ｍＨ１００ｍＨ１００ｍＨ１００ｍＨ　大会記録　１５”４　近藤　紋美（市立呉）２００６　呉市総合決　　　勝　　（風速　 　+0.4　　ｍ）

４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ　大会記録　１’０８”４２　萩原　花（市立呉）２０１６　呉市総合

決　　　勝　　

決　　　勝　　

５０００ｍＷ５０００ｍＷ５０００ｍＷ５０００ｍＷ　大会記録　２８’０４”８５　山本　ゆき（　呉三津田　）２０１５　呉市総合



① ②(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )③ 清水ヶ丘 DNS ④ 呉三津田 (2) 52"65607 平澤　凜 (清水ヶ丘1) (  ) 1372 田原　菜花 (呉三津田2) (1)608 植野　日菜子 (清水ヶ丘1) (  ) 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (2)1396 谷本　明世 (清水ヶ丘2) (  ) 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (3)1246 中原　有捺 (清水ヶ丘2) (  ) 1086 藤村　瑞希 (呉三津田2) (4)846 野田　彩華 (清水ヶ丘1) (  ) 588 松本　彩奈 (呉三津田1) (  )(  ) 589 大崎　楓 (呉三津田1) (  )⑤市立呉 (1) 52"62 ⑥ 呉商 (3) 59"471008 福士　依舞 (市立呉2) (4) 1101 首藤　美海 (呉商2) (2)501 田﨑　紫乃 (市立呉1) (2) 1102 中田　留花 (呉商2) (1)503 古満　千恵 (市立呉1) (3) 594 菅野　日咲 (呉商1) (4)502 吉田　美智 (市立呉1) (1) 573 秋本　結菜 (呉商1) (3)1006 上福浦　里奈 (市立呉2) (  ) (  )1007 兼田　泉杏 (市立呉2) (  ) (  )⑦ ⑧(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
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市立呉（吉田　田﨑　古満　福士）　52"62呉三津田（田原　三木　山本　藤村）　52"65呉商（中田　首藤　秋本　菅野）　59"47

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ　大会記録　４９”７５ 　決　　　勝　　　　市立呉（梶山　智世・藤村　瑠美・川本　智恵・小池　郁美）　２００７　呉市総合

　決　　　勝



① ②(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )③ 広 DNS ④ 呉三津田 DQ1050 山下　璃音 (広2) (  ) 1022 樫原　沙紀 (呉三津田2) (2)1149 中本　結子 (広2) (  ) 1086 藤村　瑞希 (呉三津田2) (4)1150 宮野　倖 (広2) (  ) 1088 山本　彩未 (呉三津田2) (1)1151 茶井　安祐奈 (広2) (  ) 1085 三木　萌果 (呉三津田2) (3)790 板倉　麻衣 (広1) (  ) 585 垣井　萌花 (呉三津田1) (  )(  ) 587 重松　愛弥 (呉三津田1) (  )⑤ 市立呉 (1) 04'24"61 ⑥ 呉商 DNS1008 福士　依舞 (市立呉2) (1) 1101 首藤　美海 (呉商2)1006 上福浦　里奈 (市立呉2) (  ) 1102 中田　留花 (呉商2)1007 兼田　泉杏 (市立呉2) (  ) 594 菅野　日咲 (呉商1)504 河本　彩伽 (市立呉1) (2) 573 秋本　結菜 (呉商1)505 梶岡　奈々 (市立呉1) (3)1009 小倉　女依 (市立呉2) (  )503 古満　千恵 (市立呉1) (4)⑦ ⑧(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
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４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ　　大会記録　　４’０２”６２決　　　　勝　　　　　　市立呉（大兼政　智子・小池　郁美・川本　智恵・藤村　瑠美）２００７　呉市総合

市立呉（福士　河本　梶岡　古満）　4'24"61決　　　　勝


