
少年A男子5000m

日本記録(NR)            13:39.87  佐藤　秀和(仙台育英高)                2004

山口県記録(YR)          13:59.54  松村　元輝(西京高)                    2010

基準記録(*)             14:30.00  　(　)                                2018 7月8日 19:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾉ ﾄｼｷ

1 1535 田村　飛翔(2) 徳山高 1 1396 矢野　利生(3) 岩国工高

ﾀﾆﾋﾗ ｶﾞｸﾄ ｽｲﾂﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 1493 谷平　学飛(2) 下松高 2 1637 水津　凌太郎(2) 防府商工高

ﾊﾗｲ ｿｳﾀ ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾙ

3 1494 原井　颯汰(2) 下松高 3 1262 岡村  武尊(2) 美祢青嶺高

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾌﾐ

4 1498 山本　拓巳(2) 下松高 4 1395 細川　貴史(3) 岩国工高

ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ

5 1638 福田　州真(2) 防府商工高 5 1267 山本　悠真(2) 美祢青嶺高

ｱﾝﾄﾞ ﾕｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ

6 1500 安渡　悠人(2) 下松高 6 1392 小林　聖武(3) 岩国工高

ﾀﾅｶ ｺｳｷ ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾝﾀ

7 1501 田中　幸樹(2) 下松高 7 1102 富永　勘太(2) 宇部鴻城高

ﾊﾗﾀﾞ ﾑｷｮｳ ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ

8 1536 原田　武京(2) 徳山高 8 1684 上部　知紀(2) 西京高

ｶﾜﾉ ｺﾀﾛｳ ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ

9 1287 河野　鼓太郎(2) 萩高 9 1172 白石　圭悟(3) 豊浦高

ﾑﾗﾔﾏ ﾚｲ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾀｶ

10 1092 村山　黎(3) 宇部鴻城高 10 1381 武林　悠天(2) 岩国高

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ

11 1266 藤田　悠介(2) 美祢青嶺高 11 1640 山本　直輝(2) 防府商工高

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾉﾌﾞ ｽｶﾞﾏ ﾕｳｷ

12 1496 山田　敦信(2) 下松高 12 1583 洌鎌　優希(2) 聖光高

ﾀｶﾉ ｿｳﾀ ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ

13 1101 髙野 颯汰(2) 宇部鴻城高 13 1176 野上 千尋(2) 豊浦高13 1101 髙野　颯汰(2) 宇部鴻城高 13 1176 野上　千尋(2) 豊浦高

ｶﾀｵｶ ﾕｳﾄ ﾅﾗﾊﾞﾔ ｼｿｳﾀﾞｲ

14 1098 片岡　優斗(2) 宇部鴻城高 14 1279 楢林　蒼大(2) 萩高

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾂﾙﾏｷ ｾｲﾀ

15 1265 福田　紘斗(2) 美祢青嶺高 15 1175 鶴巻　聖大(2) 豊浦高

ｵｵｲｼ ｼｭﾝ ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾙ

16 1260 大石　舜(3) 美祢青嶺高 16 1173 山﨑　武(3) 豊浦高

ﾄｼｼｹﾞ ｱﾂﾋﾛ ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

17 1263 利重　敦大(2) 美祢青嶺高 17 1394 杉原　将大(3) 岩国工高

ﾀｶｻｶ ﾘｭｳｷ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ

18 1064 髙坂　琉稀(2) 小野田工高 18 1585 東條　侃慧(2) 聖光高

ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ ｱｶｼ ﾕｳﾀ

19 1282 武波　晋(2) 萩高 19 1718 明石　悠汰(2) 高川学園高

ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

20 1482 吉長　大貴(2) 光高 20 1686 瀧口　大河(2) 西京高

ﾀﾅｶ ﾄﾓﾀｶ ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

21 1584 田中　智崇(2) 聖光高 21 1261 小嶌　和広(3) 美祢青嶺高

ﾉｶﾞﾐ ﾄﾜ ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ

22 1104 野上　永遠(2) 宇部鴻城高 22 1688 田村　光(2) 西京高

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲﾘ ﾐﾉ ﾀｶﾄ

23 1639 水谷　嶺利(2) 防府商工高 23 1715 蓑　天翔(3) 高川学園高

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ ｺﾆｼ ｿｳ

24 1100 小林　寛多(2) 宇部鴻城高 24 1099 小西　壮(2) 宇部鴻城高

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ

25 1097 岩﨑　良祐(2) 宇部鴻城高 25 1687 田村　友伸(2) 西京高

ﾋﾛﾅｶ ｻﾄﾙ ﾑﾗｼｹﾞ ﾘｮｳﾀﾂ

26 1382 弘中　慧(2) 岩国高 26 1380 村重　亮達(2) 岩国高



少年A男子5000m

日本記録(NR)            13:39.87  佐藤　秀和(仙台育英高)                2004

山口県記録(YR)          13:59.54  松村　元輝(西京高)                    2010

基準記録(*)             14:30.00  　(　)                                2018 7月8日 19:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲﾄ ｲﾂｷ

1 1579 怡土　樹(3) 聖光高 1

ｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ

2 1170 伊藤　碧波(3) 豊浦高 2

ﾊﾅﾀﾆ ｿﾗ

3 1586 花谷　そら(2) 聖光高 3

ｾｷﾉ ﾘｮｳｽｹ

4 1105 関野　稜介(2) 宇部鴻城高 4

ﾋﾉｸﾏ ﾀﾂﾔ

5 1275 日隈　達也(2) 萩高 5

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ

6 1682 原田　航也(3) 西京高 6

ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ

7 1714 瀧口　吉将(3) 高川学園高 7

ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾑ

8 1581 原田　理夢(3) 聖光高 8

ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ

9 1174 正田　盛起(2) 豊浦高

ﾌｸﾐﾂ ｼｭﾝｽｹ

10 1587 復光　駿介(2) 聖光高

ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ

11 1690 森重　孝哉(2) 西京高

ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ

12 1259 藤井　一樹(3) 美祢青嶺高

ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳ

13 1280 長岡 志優(3) 萩高13 1280 長岡　志優(3) 萩高

ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ

14 1103 藤野　隼也(2) 宇部鴻城高

ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ

15 1677 岡本　拓海(3) 西京高

ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ

16 1679 長岡　京汰(3) 西京高

ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

17 1678 鎌田　凌羽(3) 西京高

ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ

18 1090 波多野　佑大(3) 宇部鴻城高

ｸﾆﾏｽ ﾊﾙｷ

19 1171 国増　治貴(3) 豊浦高

ﾐｷ ﾕｳｽｹ

20 1689 三木　雄介(2) 西京高

ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ

21 1713 武居　尚輝(3) 高川学園高

ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ

22 1278 西翔　太郎(3) 萩高

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ

23 1680 中村　駿吾(3) 西京高

ﾔﾏﾉ ﾁｶﾗ

24 1091 山野　力(3) 宇部鴻城高

ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ

25 1683 宮崎　和樹(3) 西京高

ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ

26 1685 菖蒲　敦司(2) 西京高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

27 1681 中村　優吾(3) 西京高

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



少年B男子3000m

日本記録(NR)            8:13.94   三田　裕介(豊川工高)                  2005

山口県記録(YR)          8:22.84   中村　駆(西京高)                      2013

基準記録(*)             8:40.00   　(*)                                2018 7月8日 18:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻﾉ ﾀｹﾙ ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ

1 2201 佐野　武生(1) 光高 1 2312 清見　涼真(1) 高川学園高

ﾌｼﾞﾑﾗｼｭﾝｽｹ ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ

2 2028 藤村　俊介(1) 萩高 2 2303 大谷　悠真(1) 西京高

ｸﾆﾏｽ ﾀｹｼ ｼﾗﾊﾏ ﾃﾂﾔ

3 1915 国増　武志(1) 豊浦高 3 2003 白浜　徹也(1) 美祢青嶺高

ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ

4 2010 野村　直生(1) 美祢青嶺高 4 2311 井上　幸太(1) 高川学園高

ｶﾖｲ ﾏｻｷ ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ

5 38 通　正樹(3) 桜田中 5 126 吉中　祐太(3) 向洋中

ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ

6 2318 山内　翔哉(1) 高川学園高 6 2304 小林　海葵(1) 西京高

ﾖｼｽｴ ｹﾝﾄ ﾀｶｼｹﾞ ｶｽﾞｷ

7 2203 吉末　健人(1) 聖光高 7 1589 高重　一輝(1) 聖光高

ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾉｳﾐ ｶｽﾞﾋﾛ

8 2004 藤井　翔大(1) 美祢青嶺高 8 1917 能美　和洋(1) 豊浦高

ｽｶﾞ ｼﾝﾀ ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ

9 1646 菅　新汰(1) 防府商工高 9 12 吉村　拓樹(3) 柳井中

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲﾖｳ ﾔｽﾑﾗ ﾚｵﾝ

10 2005 藤村　太陽(1) 美祢青嶺高 10 2315 安村　零音(1) 高川学園高

ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ

11 633 河邉　将吾(3) 柳井中 11 1641 松原　孝介(1) 防府商工高

ﾋﾀﾞｳﾁ ﾄｼﾉﾘ ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ

12 1926 日田内　俊德(1) 豊浦高 12 581 高山　豪起(3) 桜田中

ｴﾓﾄ ｼｮｳｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ

13 2002 江本 翔稀(1) 美祢青嶺高 13 2305 松村 優斗(1) 西京高13 2002 江本　翔稀(1) 美祢青嶺高 13 2305 松村　優斗(1) 西京高

ﾖｼﾏﾂ ｾｲﾔ ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ

14 2006 吉松  誠也(1) 美祢青嶺高 14 2302 岩崎　壮也(1) 西京高

ｲﾄｳ ﾌｧﾙｸｱﾘ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘﾂｷ

15 2008 伊藤　ﾌｧﾙｸｱﾘ(1) 美祢青嶺高 15 2202 東條　吏起(1) 聖光高

ｺｳﾉ ﾕｳｲﾁ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ

16 2009 河野　悠一(1) 美祢青嶺高 16 2316 田中　亮実(1) 高川学園高

ｼﾞｮｳｼﾞ ﾊﾔﾃ ｳﾀﾀﾞ ｹｲｼﾞｮｳ

17 1802 正路　颯(1) 宇部鴻城高 17 2001 歌田　慶上(1) 美祢青嶺高

ｽｴﾅﾘｿｳｼ ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ

18 2024 末成　荘司(1) 萩高 18 2301 阿部　陽樹(1) 西京高

ﾐｴﾉ ﾘｮｳ ﾔｽﾑﾗ ｵｰｶﾞｽﾄ ﾘｵﾝ

19 1542 三重野　凌(1) 徳山高 19 1541 安村　ｵｰｶﾞｽﾄ　凜音(1) 徳山高

ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳ ﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ

20 1645 河村　翔(1) 防府商工高 20 2313 土井　友輔(1) 高川学園高

ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾄ ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ

21 1916 末永　悠隼(1) 豊浦高 21 1588 小松　颯翔(1) 聖光高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



少年B男子3000m

日本記録(NR)            8:13.94   三田　裕介(豊川工高)                  2005

山口県記録(YR)          8:22.84   中村　駆(西京高)                      2013

基準記録(*)             8:40.00   　(*)                                2018 7月8日 18:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ



少年共通男子5000mW

日本記録(NR)            19:35.79  山崎　勇喜(富山商高)                  2001

山口県記録(YR)          21:08.28  陶山　佳佑(萩高)                      2009

基準記録(*)             21:32.00  　(　)                                2018 7月8日 17:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ

1 1274 阿部　琢弥(2) 萩高

ﾓﾘﾅｶﾞﾘﾝ

2 2011 守永　倫(2) 萩高

ｶｶﾞﾜﾘｭｳﾄ

3 1289 香川　竜都(3) 萩高

ｶﾅﾀﾞﾕｳｽｹ

4 1288 金田　悠介(2) 萩高

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



成年男子5000mW

日本記録(NR)            18:37.22  鈴木　雄介(富士通)                    2015

山口県記録(YR)          21:08.28  陶山　佳佑(萩高)                      2009

基準記録(*)             20:30.00  　                                    2018 7月8日 17:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ

1 3152 林　宏明 風月堂岩國

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



少年A女子3000m

日本記録(NR)            8:52.33   小林　祐梨子(須磨学園高)              2005

山口県記録(YR)          9:12.10   吉村　かおり(西京高)                  1996

基準記録(*)             9:28.00   　(　)                                2018 7月8日 18:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾋﾗﾅｶ ﾅﾂﾐ ｵｶﾑﾗ ﾒｲ

1 364 平中　奈津美(2) 下松高 1 154 岡村　芽衣(3) 宇部鴻城高

ﾊﾗﾀﾞﾕｳｶ ｼﾗｲ ﾒｲ

2 478 原田　優香(3) 西京高 2 957 白井　明衣(2) 中村女高

ﾔｽﾑﾗ ｹｲﾅ ｵｷﾀﾆﾕｳﾅ

3 509 安村　佳夏(3) 中村女高 3 477 沖谷　友奈(3) 西京高

ﾊﾗ ﾕﾒｶ ｱｻﾀﾞ ﾏｲ

4 362 原　ゆめか(2) 下松高 4 405 淺田　真衣(3) 聖光高

ｵｶﾑﾗﾊﾅ ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ

5 482 岡村　はな(2) 西京高 5 508 加藤　夏海(3) 中村女高

ｲﾘｴ ﾅﾂﾐ ｻｶｲ ﾀﾏﾉ

6 455 入江　菜摘(2) 防府商工高 6 505 酒井　珠乃(3) 高川学園高

ｳｴﾓﾄ ﾋﾅ ﾏﾂｼﾀ ｼﾎ

7 240 上本　日菜(2) 美祢青嶺高 7 411 松下　詩歩(3) 聖光高

ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ

8 360 中澤　杏楓(2) 下松高 8 412 北林　ゆづき(2) 聖光高

ｱﾘｲ ﾋﾅ ﾔﾏｷﾞｼ ﾌｳｶ

9 371 有井　姫菜(2) 徳山高 9 159 山岸　楓花(2) 宇部鴻城高

ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｴ ｲﾜﾓﾄ ﾘﾅ

10 471 木下　智絵(2) 山口中央高 10 512 岩本　里菜(2) 中村女高

ｳｴﾓﾄ ｶﾅ ﾀﾑﾗ ﾙﾅ

11 239 上本　可菜(2) 美祢青嶺高 11 408 田村　瑠菜(3) 聖光高

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉ ﾖｺﾔﾏﾘｵ

12 366 山下　由乃(2) 下松高 12 480 横山　莉央(3) 西京高

ﾀﾑﾗﾐｸ ﾜﾀﾞ ｽﾐｶ

13 483 田村 美空(2) 西京高 13 510 和田 澄果(3) 中村女高13 483 田村　美空(2) 西京高 13 510 和田　澄果(3) 中村女高

ﾊﾔｼ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾉ ﾏﾎ

14 238 林　奈摘(3) 美祢青嶺高 14 409 中野　真帆(3) 聖光高

ﾔｽﾔﾏ ｶﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ

15 157 安山　佳七(3) 宇部鴻城高 15 956 河村　真央(2) 中村女高

ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ ｸﾛｲｼ ﾙｶ

16 237 西村　七海(3) 美祢青嶺高 16 155 黒石　瑠香(3) 宇部鴻城高

ｶﾐﾘｮｳ ｱﾔｶ ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ

17 376 上領　彩華(2) 徳山高 17 410 濵田　すみれ(3) 聖光高

ｻｺ ﾏﾋﾛ ｷﾑﾗ ﾕｳｶ

18 414 佐古　茉優(2) 聖光高 18 407 木村　友香(3) 聖光高

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｶ

19 261 永岡　由佳(2) 萩商工高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑ 組
記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



少年B女子1500m

日本記録(NR)            4:15.55   田中　希実(西脇工業高)                2015

山口県記録(YR)          4:20.63   西永　菜津(西京高)                    2015

基準記録(*)             4:32.00   　(　)                                2018 7月8日 17:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｴﾓﾄ ﾐﾕｳ ｵｶｻﾞｷﾘｺ

1 880 末元　美優(1) 下松高 1 940 岡﨑　莉子(1) 西京高

ﾄｸﾀﾞ ﾁｴ ｲｼﾏﾂｿﾗ

2 982 德田　千瑛(1) 山口中央高 2 939 石松　空(1) 西京高

ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ ﾌﾅｷﾁﾊﾅ

3 864 守田　真琴(1) 下松高 3 943 舩木　千花(1) 西京高

ｽｲｽﾞ ﾚﾅ ﾆｼﾑﾗｻｸﾗ

4 702 水津　玲奈(1) 萩商工高 4 941 西村　咲良(1) 西京高

ﾊﾀﾉ ﾕｲ ｼﾗｶﾞﾐ ｻｸﾗｺ

5 868 波多野結唯(1) 新南陽高 5 703 白上　桜子(1) 萩商工高

ｽｻﾞｷ ｱﾐ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ

6 960 須﨑　彩湖(1) 中村女高 6 369 岡田　朋夏(1) 下松高

ｼｮｳﾔ ﾊﾙｶ ﾊﾔｼ ﾏﾅ

7 865 勝谷　元郁(1) 下松高 7 204 林　真名(3) 深川中

ｷﾑﾗ ﾉﾉｶ ﾋｻﾀｹ ｱｵｲ

8 857 木村　野乃花(1) 聖光高 8 863 久武　碧衣(1) 下松高

ｼﾗｲｼ ｻｸﾗ ﾐｽﾞﾀﾏｷ

9 985 白石　さくら(1) 山口中央高 9 945 水田　真希(1) 西京高

ﾋﾛﾅｶ ﾏﾅﾐ ｳﾁﾀﾞ ｻﾂｷ

10 858 弘中　愛美(1) 聖光高 10 958 内田　爽月(1) 中村女高

ｸﾆｻﾀﾞ ﾘﾝ ﾆｼﾓﾄ ｱｲﾘ

11 959 國貞　凛(1) 中村女高 11 854 西本　愛璃(1) 光高

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ ﾐﾄﾞｳｶｵﾙ

12 704 山本　千尋(1) 萩商工高 12 946 御堂　薫(1) 西京高

ﾑﾈｳﾁ ｺｺﾛ ﾌﾅｷﾕｽﾞｶ

13 701 宗内 こころ(1) 美祢青嶺高 13 944 舩木 柚花(1) 西京高13 701 宗内　こころ(1) 美祢青嶺高 13 944 舩木　柚花(1) 西京高

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｶ ﾅｶﾉ ｱﾔｶ

14 990 宮崎　莉夏(1) 防府商工高 14 262 中野　綺佳(1) 萩商工高

ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾘﾝｶ ﾄﾞｲ ｻｷﾉ

15 980 東川　倫果(1) 山口中央高 15 852 土井　咲乃(1) 光高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



成年女子1500m

日本記録(NR)            4:07.86   小林　祐梨子(須磨学園高)              2006

山口県記録(YR)          4:20.63   西永　菜津(西京高)                    2015

基準記録(*)             4:23.00   　(　)                                2018 7月8日 17:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆｼﾅｶﾞ ﾅﾂ

1 7496 西永　菜津(1) 筑波大

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



成年女子5000mW

日本記録(NR)            20:43.95  大利　久美(富士通)                    2012

山口県記録(YR)          23:48.5   竹内　万里(宇部市陸協)                2012

基準記録(*)             23:45.00  　(　)                                2018 7月8日 17:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱｻﾀﾞﾊﾙｶ

1 481 浅田　遥花(2) 西京高

ﾊﾔｼ ﾅﾐ

2 7798 林　奈海(1) 順天堂大

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ

3 511 飯嶋　美優(2) 中村女高

ﾔﾏｻｷ ﾕﾘﾅ

4 5590 山崎　友莉菜 済生会山口病院

ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ

5 3266 竹内　万里 宇部陸協

ｽｴﾀｹﾕｷ

6 248 末武　夕季(2) 萩高

ｶﾂﾊﾗ ｼｵﾘ

7 381 勝原　汐織(2) 新南陽高

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝


