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成年100m 松田　薫 12”16 水上　彩 12”51 秋山　未来 13”03 津田　幸枝 13”45 風(+3.8)

8月13日 福島大 広島経済大 山口大 山口大

成年400m 古谷　知子 57”92 末松　ゆう 59”31 河村　亜希 59”88 野上　寿美子 72”10

8月13日 福岡教育大 福岡大 武庫川女大 下関市立大

成年100mH 城谷　美奈 15”58 来島　絵美子 18”07

8月13日 山口大 萩市陸協

成年10000mW

8月13日

成年走高跳 園田　かおり 1m60

8月13日 山口大

成年走幅跳 河村　仁美 5m74

8月13日 山口県立大 +3.8

成年砲丸投 佐藤　多恵 12m16 角戸　早希子 11m93 濱田　裕美子 11m15

8月13日 九州情報大 福岡大 熊毛南高教員

成年やり投 梶原　麻紀 46m19 濵村　沙織 45m26 赤星　由美 41m08

8月13日 山口市陸協 ◇ 日女体大 美作大

少年A100m 佐藤　佳奈 12”48 福井　諒子 13”16 小林　美穂 13”38 三坂　奈緒子 13”63 井上　愛美 13”91 中村　理恵 14”05 山田　順恵 14”25 濱崎　香奈江 14”63 風(-1.4)

8月13日 下関商高 山口鴻城高 宇部西高 誠英高 下関南高 聖光高 防府高 下関南高

少年A400m 川崎　希望 59”19 内田　ひかり 62”23 福永　萌恵 62”68 門口　美菜 62”85 岩本　珠実 63”01 平野　綾美 63”77 白濱紗也香 63”83 楊井　春香 64”99

8月13日 下関商高 誠英高 下関南高 厚狭高 山口高 下松高 下関南高 誠英高

少年A400mH 宮本　彩乃 66”95 二本松　由明子 70”37 池内　麻知子 70”43 末松　もえ 75”88 珠山　光絵 79”05 中田　多恵 88”63

8月13日 下関南高 防府高 聖光高 豊浦高 柳井高 宇部高

少年A三段跳 三坂　奈緒子 10m22

8月13日 誠英高 +0.5

少年A円盤投 池田　萌子 35m46 冨田　江利奈 32m31 住岡　奈美 29m61 日下　渚 29m26 田中　瞳 26m48 倉田　綾子 26m24 石元　絢香 25m30 吉村　奈緒子 24m84

8月13日 田部高 聖光高 豊浦高 宇部西高 高水高 田部高 岩国商高 宇部西高

少年B200m 佐藤　加奈子 25”24 クリスチャン　静香 25”83 勝井　美都 27”35 西川　奈月 27”42 河村　千賀子 27”65 恒屋　美貴 27”90 北島　あや 27”94 中村　衣里 28”59 風(+0.2)

8月13日 山口鴻城高 山口鴻城高 山口鴻城高 下関南高 田部高 誠英高 宇部高 宇部高

少年B800m 村田　美波 2’21”64 深堀　美咲 2’22”38 里中　志帆 2’26”61 花本　美樹 2’27”98 大町　瞳 2’30”41 佐々木　泉 2’33”64 縄田　有衣子 2’37”04 白橋　文菜 2’38”72

8月13日 中村女子高 下関西高 宇部高 光丘高 徳山商高 宇部西高 下松高 下松高

少年B100mH 石原　美智子 15”49 田村　美里 16”19 森口　雅子 16”80 千知松　由希 18”65 田原　理加 19”56 宮崎　友里恵 20”30 風(+3.5)

8月13日 柳井高 萩工高 下関商高 山口中央高 熊毛南高 宇部商高

少年B3000mW 廣瀬　真由 20’19”32 河野　浩美 20’20”18

8月13日 宇部西高 宇部西高

少年B走幅跳 佐藤　加奈子 5m32 田村　美里 5m08 村田　匠 5m00 石原　美智子 5m00 國弘 なつみ 4m91 山城　なぎさ 4m91 宗村　沙織 4m81 椎木　美菜 4m79

8月13日 山口鴻城高 +1.1 萩工高 +1.5 小郡中 +2.2 柳井高 +3.8 防府高 +3.8 誠英高 +3.9 玄洋中 +2.6 宇部商高 +2.2

少年共通走高跳 小松　友里亜 1m50

8月13日 岩国総合高

少年共通砲丸投 岡崎　あゆみ 11”61 清水　千悦子 11”41 冨田　江利奈 10”54 岡崎　明日香 9”49 西村　美穂 8”65 栗林　幸子 7”95 徳田　実瑠久 6”27 福井　梨乃 5”94

8月13日 大津高 防府商高 聖光高 聖光高 宇部商高 西京高 田部高 徳山商高

少年共通やり投 島田　美保 38m14 藤本　浩加 35m31 松田　智子 34m70 武藤　麻由 34m21 佐々井　和香 33m70 久保　千明 31m47 吉村　奈緒子 29m67 弘中 かすみ 29m30

8月13日 下関商高 田部高 聖光高 豊浦高 西京高 西市高 宇部西高 岩国商高

8/13 天候 湿度 風向 備考

9:30 晴 63% 西南西 ◇ 標準記録突破

10:00 晴 63% 北東

11:00 晴 56% 西

12:00 晴 53% 西

13:00 晴 53% 西北西

14:00 晴 52% 西南西

15:00 晴 52% 北西

16:00 晴 56% 西北西

84 5 6 71 2 3

決　勝　記　録　一　覧　表　（男　子　・　女　子）

第60回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会 2005/8/13（土） 維新百年記念公園陸上競技場 山口陸上競技協会

気温 風速

31℃ 1.5

32℃ 1.1

33.5℃ 3.5

33.5℃ 3.0

34℃ 2.3

35℃ 3.0

34.5℃ 2.1

33.5℃ 2.0


