
男子100m

日本高校記録　　 (HR) 10.24 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994
山口県高校記録 (YR) 10.53 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998
大会記録 (GR) 10.87 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998

予選 6組2着+4 5月28日 12:00

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ウチウミ　ユウヤ タカキ　タケフミ

1 5 1840 内海　佑弥 (3) 西京 11.28 Q 1 8 1334 高木　岳史 (3) 柳井 11.15 Q
シミズ　ユウタ ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

2 8 1643 清水　裕太 (1) 徳山高専 11.60 Q 2 4 1848 野村　和玄 (3) 西京 11.38 Q
ナガトミ　エイチ ミチモト　タクヤ

3 2 2057 永冨　瑛智 (3) 宇部高専 11.61 3 5 1363 道本　拓也 (2) 柳井工 11.41 q
ミカミ　トモテル ヤナギハラ　ヒデノブ

4 1 1053 三上　智照 (2) 萩 11.73 4 2 1235 柳原　秀信 (2) 大島商船 11.54 q
イシサカ　ユウキ タナカ　ヒロユキ

5 7 2090 石坂　勇樹 (3) 宇部工 12.15 5 7 2280 田中　陽之 (2) 田部 11.64
ナカムラ　シンヤ ツボウチ　ケイスケ

4 1894 中村 真也 (2) 多々良 DNS 6 6 1592 坪内　慶佑 (3) 徳山商工 11.86
ムラタ　ショウヘイ ミヨシ　セイタ

6 2279 村田　翔平 (2) 田部 DNS 7 1 1043 三好　清太 (3) 萩 12.10
シゲミズ　タク タニモト　シンジ

3 2371 重水　拓 (2) 下関工 DNS 8 3 1883 谷本　慎治 (2) 誠英 12.24

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

マツザキ　ユウト タナカ　ケンゾウ

1 1 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 11.19 Q 1 5 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 11.31 Q
ハラダ　ダイジロウ セラ　コウヤ

2 4 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 11.28 Q 2 2 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 11.37 Q
ミツイ　カツヒコ ナカムラ　ユウタ

3 7 1260 光井　克彦 (3) 岩国 11.57 q 3 7 2318 中村　悠太 (2) 下関西 11.69
イナダ　ケイスケ ニッタ　マサユキ

4 5 2315 稲田　佳祐 (3) 下関西 11.66 4 4 2346 新田 将之 (2) 下関中央工 11.73
ヒロツ　ケンイチ オカモト　ヤスオ

5 8 1283 廣津　賢一 (2) 岩国総合 11.66 5 6 1782 岡本　康生 (3) 防府 11.82
ブガワ　コウジ シゲオカ　リョウイチ

6 2 2080 部川　広史 (3) 宇部西 11.71 6 3 1257 重岡　諒一 (3) 岩国 11.91
カワムラ　ヒロカツ ヨシモト　ショウジ

7 3 1110 河村　裕克 (3) 奈古 11.83 8 2069 吉本　翔二 (2) 宇部 DNS
ヤスムラ　カズマサ

8 6 2117 安村　和真 (3) 厚狭 11.85

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

シライ　マサシ フジイ　タカヒロ

1 6 1279 白井　雅史 (3) 岩国総合 11.47 Q 1 6 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 11.36 Q
ハヤシ　マサヒロ タムラ　ユキオ

2 5 1293 林　雅大 (3) 岩国工 11.61 Q 2 8 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 11.47 Q
ヤマサキ　コウタ ナカタニ　マサキ

3 3 1504 山崎 康太 (3) 徳山高専 11.66 3 2 1784 中谷　真希 (3) 防府 11.58 q
トモチカ　ケン オオタ　ケンジ

4 7 1028 友近　顕 (3) 大津 11.82 4 7 1585 大田　健司 (3) 徳山商工 11.64
シモダ　ショウタ イワサ　リュウヘイ

5 4 1513 下田　翔大 (3) 光 12.01 5 5 1520 岩佐　隆平 (2) 光 11.86
カジヤマ　ダイスケ ミヤザキ　ヨシフミ

2 1077 梶山 大輔 (3) 萩工 DNS 3 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 DNS
ワダ　エイイチロウ イシイ　カツヒロ　

8 2380 和田　瑛一郎 (3) 豊北 DNS 4 2361 石井　克法 (3) 下関工 DNS

風: +2.2

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +2.2 風: +2.0

風: +3.1 風: +2.1

風: +1.7

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子100m

日本高校記録　　 (HR) 10.24 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994
山口県高校記録 (YR) 10.53 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998
大会記録 (GR) 10.87 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月28日 13:30

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

タカキ　タケフミ ウチウミ　ユウヤ

1 4 1334 高木　岳史 (3) 柳井 11.09 Q 1 4 1840 内海　佑弥 (3) 西京 10.92 Q
フジイ　タカヒロ マツザキ　ユウト

2 6 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 11.25 Q 2 6 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 11.19 Q
セラ　コウヤ ハラダ　ダイジロウ

3 5 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 11.27 Q 2 5 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 11.19 Q
タナカ　ケンゾウ シライ　マサシ

4 3 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 11.27 q 4 3 1279 白井　雅史 (3) 岩国総合 11.37
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ タムラ　ユキオ

5 1 1848 野村　和玄 (3) 西京 11.29 q 5 2 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 11.42
ナカタニ　マサキ ミツイ　カツヒコ

6 8 1784 中谷　真希 (3) 防府 11.57 6 1 1260 光井　克彦 (3) 岩国 11.46
ハヤシ　マサヒロ ヤナギハラ　ヒデノブ

7 2 1293 林　雅大 (3) 岩国工 11.62 7 7 1235 柳原　秀信 (2) 大島商船 11.46
ミチモト　タクヤ シミズ　ユウタ

8 7 1363 道本　拓也 (2) 柳井工 12.01 8 8 1643 清水　裕太 (1) 徳山高専 11.62

決勝 5月28日 14:30

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ウチウミ　ユウヤ

1 5 1840 内海　佑弥 (3) 西京 10.89
タカキ　タケフミ

2 3 1334 高木　岳史 (3) 柳井 11.07
マツザキ　ユウト

3 4 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 11.10
ハラダ　ダイジロウ

4 6 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 11.15
フジイ　タカヒロ

5 7 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 11.18
セラ　コウヤ

6 8 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 11.20
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

7 1 1848 野村　和玄 (3) 西京 11.23
タナカ　ケンゾウ

8 2 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 11.29

風: +3.9

風: +3.3 風: +3.7

凡例 DNS：欠場



男子200m

日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994
山口県高校記録 (YR) 21.26 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998
大会記録 (GR) 21.47 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1995

予選 6組2着+4 5月29日 11:10

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ニシオ　ヒカル タカキ　タケフミ

1 6 1388 西尾　輝 (3) 高水 23.23 Q 1 2 1334 高木　岳史 (3) 柳井 23.21 Q
タムラ　ユキオ オオタ　ケンジ

2 3 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 23.26 Q 2 4 1585 大田　健司 (3) 徳山商工 23.44 Q
カワムラ　ケイスケ ムラタ　ショウヘイ

3 4 2091 河村　啓輔 (3) 宇部工 23.29 q 3 3 2279 村田　翔平 (2) 田部 23.48 q
イオカ　ケンタ ヒロツ　ケンイチ

4 7 1339 井岡　健太 (2) 柳井 23.65 4 5 1283 廣津　賢一 (2) 岩国総合 23.81
ブガワ　コウジ マツバラ　トモ

5 8 2080 部川　広史 (3) 宇部西 24.21 5 1 2114 松原　倫 (2) 小野田 23.94
ヨシダ　ユウキ スイヅ　ケイタ

6 1 2134 吉田　祐貴 (1) 宇部 24.32 6 8 1088 水津　敬太 (2) 萩工 24.18
アキタ　マコト トモチカ　ケン

7 5 1029 秋田　誠 (2) 大津 24.52 7 6 1028 友近　顕 (3) 大津 24.22
ナカムラ　シンヤ セキタニ　シュウヘイ

2 1894 中村 真也 (2) 多々良 DNS 7 2404 関谷　修平 (2) 下関商 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

フジイ　タカヒロ ヤナギハラ　ヒデノブ

1 5 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 23.56 Q 1 2 1235 柳原　秀信 (2) 大島商船 23.29 Q
ハラダ　ダイジロウ ササキ　ナオヤ

2 4 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 23.62 Q 2 4 1573 佐々木　直也 (2) 徳山 23.39 Q
ハヤシ　マサヒロ クワムラ　　タクヤ

3 7 1293 林　雅大 (3) 岩国工 23.91 3 7 1796 桑村 拓也 (2) 防府 23.74
オカモト　ショウ タナカ　ケンゾウ

4 6 1527 岡本　将 (3) 下松 24.27 4 3 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 24.05
ヤノ　タクマ カワムラ　ヒロカツ

5 8 2125 矢野　拓馬 (2) 厚狭 24.28 5 5 1110 河村　裕克 (3) 奈古 24.20
コバヤシ　コウジ カジヤマ　ダイスケ

3 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 DNS 6 1077 梶山 大輔 (3) 萩工 DNS
カネダ　ノブヒコ ヨシモト　ショウジ

2 2356 金田　信彦　　 (3下関工 DNS 8 2069 吉本　翔二 (2) 宇部 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

マツザキ　ユウト シライ　マサシ

1 3 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 23.17 Q 1 8 1279 白井　雅史 (3) 岩国総合 23.05 Q
コバヤシ　ヒロキ ハシモト　カズヤ

2 5 1568 小林　宏紀 (3) 徳山 23.21 Q 2 4 1570 橋本　和也 (3) 徳山 23.34 Q
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ナカムラ　ユウタ

3 4 1848 野村　和玄 (3) 西京 23.26 q 3 7 2318 中村　悠太 (2) 下関西 23.53 q
ツボウチ　ケイスケ イシベ　ダイチ

4 6 1592 坪内　慶佑 (3) 徳山商工 24.51 4 5 1588 石部　大地 (3) 徳山商工 23.94
ミツイ　カツヒコ ニワシン　マサヨシ

7 1260 光井　克彦 (3) 岩国 DNS 5 6 1261 庭新　正義 (2) 岩国 23.96
ソノザキ　　ヒロシ ユリノ　スナオ

2 1789 園崎 宏史 (2) 防府 DNS 6 3 2301 百合野　直 (2) 豊浦 23.98
ミヤザキ　ヨシフミ ミヨシ　セイタ

8 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 DNS 7 2 1043 三好　清太 (3) 萩 24.12

風: +3.5

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: 0.0 風: +1.5

風: +3.0 風: +1.2

風: +3.3

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子200m

日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994
山口県高校記録 (YR) 21.26 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998
大会記録 (GR) 21.47 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1995

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月29日 12:40

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

シライ　マサシ タカキ　タケフミ

1 4 1279 白井　雅史 (3) 岩国総合 22.63 Q 1 6 1334 高木　岳史 (3) 柳井 22.55 Q
ニシオ　ヒカル フジイ　タカヒロ

2 3 1388 西尾　輝 (3) 高水 22.80 Q 2 5 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 22.74 Q
タムラ　ユキオ マツザキ　ユウト

3 5 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 22.84 Q 3 3 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 22.80 Q
ヤナギハラ　ヒデノブ カワムラ　ケイスケ

4 6 1235 柳原　秀信 (2) 大島商船 23.00 4 1 2091 河村　啓輔 (3) 宇部工 22.91 q
ハシモト　カズヤ ハラダ　ダイジロウ

5 2 1570 橋本　和也 (3) 徳山 23.13 5 2 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 22.97 q
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ コバヤシ　ヒロキ

6 7 1848 野村　和玄 (3) 西京 23.15 6 4 1568 小林　宏紀 (3) 徳山 23.02
オオタ　ケンジ ササキ　ナオヤ

7 8 1585 大田　健司 (3) 徳山商工 23.21 7 8 1573 佐々木　直也 (2) 徳山 23.15
ナカムラ　ユウタ ムラタ　ショウヘイ

1 2318 中村　悠太 (2) 下関西 DNS 8 7 2279 村田　翔平 (2) 田部 23.77

決勝 5月29日 13:45

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ニシオ　ヒカル

1 5 1388 西尾　輝 (3) 高水 22.69
タカキ　タケフミ

2 3 1334 高木　岳史 (3) 柳井 22.73
シライ　マサシ

3 4 1279 白井　雅史 (3) 岩国総合 22.74
マツザキ　ユウト

4 2 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 22.90
フジイ　タカヒロ

5 6 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 22.92
カワムラ　ケイスケ

6 7 2091 河村　啓輔 (3) 宇部工 23.10
ハラダ　ダイジロウ

7 8 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 23.11
タムラ　ユキオ

8 1 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 23.28

風: +0.7

風: +2.5 風: +3.6

凡例 DNS：欠場



男子400m

日本高校記録　　 (HR) 45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005
山口県高校記録 (YR) 48.00 末松　弘亘 (下関工) 1976
大会記録 (GR) 48.42 尾籠　和正 (宇部工) 1994

予選 6組2着+4 5月27日 11:15

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ハマノ　ジュンペイ セキタニ　シュウヘイ

1 6 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 51.35 Q 1 4 2404 関谷　修平 (2) 下関商 53.67 Q
カミリョウ　ヒロキ オカモト　ケンシロウ

2 7 1066 上領　宏輝 (3) 萩工 52.75 Q 2 5 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 53.67 Q
クワムラ　　タクヤ イシベ　ダイチ

3 4 1796 桑村 拓也 (2) 防府 52.98 q 3 2 1588 石部　大地 (3) 徳山商工 53.77
カワムラ　リュウマ　 フクモト　マサフミ

4 5 1240 河村　竜満 (3) 安下庄 54.50 4 6 1878 福本　昌史 (3) 誠英 53.95
ヨシナガ　ダイスケ マツバラ　トモ

5 3 2122 吉永　大介 (2) 厚狭 54.73 5 1 2114 松原　倫 (2) 小野田 54.81
クサヤナギ　ケンタ ヒロスエ　タカシ

6 2 1248 草栁　健太 (3) 久賀 55.86 6 7 1355 弘末　貴士 (3) 柳井工 55.71
ウエノ　ヒロタカ ナカオ　ケンスケ

7 1 1030 上野　宏隆 (2) 大津 59.16 7 8 2118 中尾　謙介 (3) 厚狭 55.96
フジイ　ショウタ ニシムラ　ショウ

8 1627 藤井　将太 (2) 聖光 DNS 3 1644 西村　翔 (1) 徳山高専 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ホソカワ　ユウヤ ソノザキ　　ヒロシ

1 8 1916 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 51.94 Q 1 6 1789 園崎 宏史 (2) 防府 53.70 Q
カネダ　ノブヒコ スエマス　ナオキ

2 3 2356 金田　信彦 (3) 下関工 52.18 Q 2 5 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 53.70 Q
コバヤシ　コウジ ワダ　シュンスケ

3 4 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 52.68 q 3 8 1812 和田　俊介 (3) 山口 53.75
イイダ　アキナリ スギモト　タツヒコ

4 5 1027 飯田　顕成 (3) 大津 53.95 4 7 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 53.86
マツバラ　ヨウヘイ オカモト　ショウ

5 7 1562 松原　洋平 (2) 下松工 54.91 5 2 1527 岡本　将 (3) 下松 54.10
オガワ　リョウタ ホンダ　ウセイ

6 2 1512 小川　亮太 (3) 光 55.20 6 4 2070 本田　宇聖 (2) 宇部 55.07
アダチ　ダイゴ タケモト　マヤ

7 6 1048 安達　大悟 (2) 萩 55.39 7 3 1321 竹本　真矢 (2) 岩国工 56.29

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ウエキ　リョウスケ フジイ　タカヒロ

1 8 2317 植木　良介 (2) 下関西 53.38 Q 1 7 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 52.35 Q
オカタ　マサキ タハラ　カズノリ

2 2 1069 岡田 昌樹 (3) 萩工 53.41 Q 2 5 1329 田原　和典 (3) 柳井 52.53 Q
スギモト　タカシ マエハラ　マサキ

3 7 1025 杉本　崇 (3) 大津 53.56 3 6 1849 前原　雅樹 (3) 西京 52.68 q
ワタナベ　ショウタ ミカミ　トモテル

4 4 1389 渡邊　翔太 (3) 高水 55.38 4 2 1053 三上　智照 (2) 萩 53.32 q
フジモト　マサヒロ ハラダ　コウスケ

5 6 2067 藤本　昌宏 (2) 宇部 55.72 5 4 1530 原田　康佑 (2) 下松 55.96
カワノ　アツシ ムラカミ　トヨタケ

6 3 1823 川野　敦史 (2) 山口中央 56.85 6 8 2099 村上　仁健 (2) 宇部工 56.93
マエダ　　ユウキ イシイ　カツヒロ　

5 1792 前田 祐欣 (2) 防府 DNS 3 2361 石井　克法 (3) 下関工 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子400m

日本高校記録　　 (HR) 45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005
山口県高校記録 (YR) 48.00 末松　弘亘 (下関工) 1976
大会記録 (GR) 48.42 尾籠　和正 (宇部工) 1994

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月27日 13:40

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ハマノ　ジュンペイ ホソカワ　ユウヤ

1 3 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 50.89 Q 1 3 1916 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 51.95 Q
タハラ　カズノリ カネダ　ノブヒコ

2 4 1329 田原　和典 (3) 柳井 51.72 Q 2 5 2356 金田　信彦 (3) 下関工 52.19 Q
スエマス　ナオキ フジイ　タカヒロ

3 1 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 51.73 Q 3 4 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 52.27 Q
セキタニ　シュウヘイ コバヤシ　コウジ

4 5 2404 関谷　修平 (2) 下関商 51.89 q 4 1 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 52.43
ウエキ　リョウスケ オカタ　マサキ

5 6 2317 植木　良介 (2) 下関西 51.97 q 5 2 1069 岡田 昌樹 (3) 萩工 52.94
マエハラ　マサキ オカモト　ケンシロウ

6 8 1849 前原　雅樹 (3) 西京 52.30 6 8 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 53.57
クワムラ　　タクヤ ミカミ　トモテル

7 2 1796 桑村 拓也 (2) 防府 53.21 7 7 1053 三上　智照 (2) 萩 53.62
カミリョウ　ヒロキ ソノザキ　　ヒロシ

8 7 1066 上領　宏輝 (3) 萩工 53.63 8 6 1789 園崎 宏史 (2) 防府 55.39

決勝 5月27日 15:10

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ハマノ　ジュンペイ

1 6 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 49.58
ホソカワ　ユウヤ

2 4 1916 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 51.01
セキタニ　シュウヘイ

3 2 2404 関谷　修平 (2) 下関商 51.33
ウエキ　リョウスケ

4 1 2317 植木　良介 (2) 下関西 51.36
フジイ　タカヒロ

5 7 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 51.41
カネダ　ノブヒコ

6 3 2356 金田　信彦 (3) 下関工 51.55
スエマス　ナオキ

7 8 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 51.62
タハラ　カズノリ

8 5 1329 田原　和典 (3) 柳井 52.21

凡例 DNS：欠場



男子800m

日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999
山口県高校記録 (YR) 1.50.18 林　　猛志 (宇部鴻城) 1984
大会記録 (GR) 1.52.6 林　猛志 (宇部鴻城) 1984

予選 6組2着+4 5月28日 13:40

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ミワ　テツロウ イワマサ　ダイキ

1 3 1781 三輪　徹郎 (3) 防府 2.01.71 Q 1 3 1506 岩政 大樹 (3) 徳山高専 2.01.10 Q
ナカムラ　ユウキ ナカノ　シュン

2 5 1045 中村　勇貴 (3) 萩 2.03.56 Q 2 5 1947 中野　瞬 (1) 西京 2.02.28 Q
イチオカ　リョウスケ ササキ　ススム

3 1 2401 市岡　諒祐 (2) 下関商 2.08.32 3 4 1390 佐々木　進 (2) 高水 2.02.69 q
イケモト　タクヤ ツノ　テッペイ

4 6 2384 池本　拓矢 (3) 豊北 2.09.81 4 2 1534 都野　哲平 (2) 下松 2.05.48 q
カワノ　アツシ ウメダ　ヒロキ

5 7 1823 川野　敦史 (2) 山口中央 2.10.84 5 7 2130 梅田　洋輝 (1) 宇部鴻城 2.06.21
ドイ　カズヤ イソベ　サトシ

6 2 2142 土井　一也 (1) 宇部鴻城 2.11.10 6 6 1816 磯部　達志 (2) 山口 2.08.26
ヤマムラ　トシアキ オカ　ユウセイ

7 8 1068 山村 敏明 (3) 萩工 2.18.25 7 1 1272 岡　優成 (2) 岩国 2.08.43
カナジ　ナオヤ オカミ　アキラ

4 1384 金地　直哉 (3) 高水 DNS 8 8 1070 岡見　彬 (3) 萩工 2.12.13

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ムラタ　ヒロシ ウスイ　ユウキ

1 3 1402 村田　浩志 (1) 高水 2.01.87 Q 1 5 1901 臼井 裕紀 (2) 多々良 2.02.32 Q
クニナガ　ユウタ ナカゾノ　ハヤト

2 5 1256 國長　裕太 (3) 岩国 2.03.61 Q 2 3 1080 中園 隼人 (3) 萩工 2.03.29 Q
ヤスナリ　ユウキ イイダ　アキナリ

3 2 2327 安成　勇樹 (3) 下関中等 2.07.85 3 6 1027 飯田　顕成 (3) 大津 2.05.79
オカムラ　ユウヘイ オカザキ　リョウ

4 4 1861 岡村　悠平 (2) 西京 2.08.24 4 7 2402 岡崎　諒 (2) 下関商 2.10.80
タカハシ　ヨウヘイ ハタノ　キミアキ

5 1 1560 高橋　陽平 (2) 下松工 2.08.49 5 8 1510 畑野　公章 (2) 徳山高専 2.13.72
ナカオ　ケンスケ オカムラ　ショウイチ

6 6 2118 中尾　謙介 (3) 厚狭 2.10.35 6 2 2297 岡村　庄一 (3) 豊浦 2.17.81
ワダ　シュンスケ オダ　ケンタ

7 7 1812 和田　俊介 (3) 山口 2.14.97 4 2051 小田　健太 (3) 宇部高専 DNS
アンノ　タクマ

8 1131 阿武　択磨 (1) 萩 DSQ

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

イシモト　リョウスケ キムラ　トオル

1 3 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 2.02.22 Q 1 5 2392 木村　亨 (2) 豊北 2.00.99 Q
ウエキ　リョウスケ マツモト　ケイスケ

2 5 2317 植木　良介 (2) 下関西 2.04.01 Q 2 4 2427 松本　圭介 (1) 豊浦 2.01.11 Q
マシダ　タモツ シモ　ノリアキ

3 8 2100 増田　将 (2) 宇部工 2.05.61 3 6 1044 下　哲章 (3) 萩 2.01.35 q
サダマサ　ヨウスケ ササイ　ユタカ

4 2 2079 貞政　陽介 (3) 宇部西 2.10.60 4 3 1860 笹井　豊 (2) 西京 2.02.99 q
ニシヤマ　タツヤ ウエキ　マサヤ

7 1017 西山　達也 (3) 日置農 DSQ 5 7 1649 植木　雅哉 (1) 下松 2.08.01
ハラモト　カズノリ キタオク　ケン

6 1286 原元　和憲 (3) 岩国工 DNS 6 2 2072 北奥　健 (3) 宇部中央 2.08.67
アモオ　タカシ ハシモト　ショウゴ

4 1525 天羽生　卓 (3) 下松 DNS 7 8 1629 橋本　翔吾 (2) 聖光 2.11.46

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子800m

日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999
山口県高校記録 (YR) 1.50.18 林　　猛志 (宇部鴻城) 1984
大会記録 (GR) 1.52.6 林　猛志 (宇部鴻城) 1984

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月29日 11:45

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

イシモト　リョウスケ ミワ　テツロウ

1 6 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 1.59.07 Q 1 6 1781 三輪　徹郎 (3) 防府 1.59.92 Q
ウエキ　リョウスケ マツモト　ケイスケ

2 8 2317 植木　良介 (2) 下関西 1.59.70 Q 2 3 2427 松本　圭介 (1) 豊浦 2.00.32 Q
ナカゾノ　ハヤト イワマサ　ダイキ

3 1 1080 中園 隼人 (3) 萩工 2.00.28 Q 3 5 1506 岩政 大樹 (3) 徳山高専 2.00.95 Q
ムラタ　ヒロシ ササイ　ユタカ

4 4 1402 村田　浩志 (1) 高水 2.00.61 q 4 8 1860 笹井　豊 (2) 西京 2.01.25
キムラ　トオル クニナガ　ユウタ

5 5 2392 木村　亨 (2) 豊北 2.00.76 q 5 2 1256 國長　裕太 (3) 岩国 2.01.51
ナカノ　シュン ウスイ　ユウキ

6 3 1947 中野　瞬 (1) 西京 2.01.62 6 4 1901 臼井 裕紀 (2) 多々良 2.03.04
シモ　ノリアキ ナカムラ　ユウキ

7 7 1044 下　哲章 (3) 萩 2.05.04 7 7 1045 中村　勇貴 (3) 萩 2.03.14
ツノ　テッペイ ササキ　ススム

8 2 1534 都野　哲平 (2) 下松 2.07.60 8 1 1390 佐々木　進 (2) 高水 2.03.78

決勝 5月29日 14:05

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ウエキ　リョウスケ

1 4 2317 植木　良介 (2) 下関西 2.00.76
ミワ　テツロウ

2 5 1781 三輪　徹郎 (3) 防府 2.00.93
イシモト　リョウスケ

3 6 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 2.01.19
ナカゾノ　ハヤト

4 8 1080 中園 隼人 (3) 萩工 2.01.98
マツモト　ケイスケ

5 3 2427 松本　圭介 (1) 豊浦 2.02.10
イワマサ　ダイキ

6 2 1506 岩政 大樹 (3) 徳山高専 2.02.32
ムラタ　ヒロシ

7 7 1402 村田　浩志 (1) 高水 2.02.52
キムラ　トオル

8 1 2392 木村　亨 (2) 豊北 2.07.64

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子1500m

日本高校記録　　 (HR) 3.38.49 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999
山口県高校記録 (YR) 3.51.09 梅木　蔵雄 (宇部鴻城) 1993
大会記録 (GR) 3.51.5 梅木　蔵雄 (宇部鴻城) 1993

予選 3組4着+2 5月27日 12:10

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ミワ　テツロウ コバヤシ　タツヤ

1 15 1781 三輪　徹郎 (3) 防府 4.06.54 Q 1 11 2127 小林　辰矢 (3) 宇部鴻城 4.11.52 Q
アキモト　ユウジ イワマサ　ダイキ

2 12 2129 秋本　裕司 (3) 宇部鴻城 4.06.57 Q 2 12 1506 岩政 大樹 (3) 徳山高専 4.11.70 Q
ナカゾノ　ハヤト スギヤマ　タイスケ

3 11 1080 中園 隼人 (3) 萩工 4.07.69 Q 3 14 1803 杉山　泰祐 (3) 山口 4.11.84 Q
キシカワ　ダイキ アモオ　タカシ

4 14 1941 岸川　大輝 (1) 西京 4.08.68 Q 4 10 1525 天羽生　卓 (3) 下松 4.11.89 Q
キムラ　トオル ササイ　ユタカ

5 13 2392 木村　亨 (2) 豊北 4.09.75 q 5 15 1860 笹井　豊 (2) 西京 4.11.93
オダ　ケンタ ミズモト　タカヒロ

6 10 2051 小田　健太 (3) 宇部高専 4.09.96 q 6 7 2394 水本　隆博 (2) 豊北 4.14.26
カワムラ　マサノブ ヒロナガ　トモヒコ

7 8 1401 河村　政伸 (1) 高水 4.13.80 7 3 2451 廣永　智彦 (1) 下関商 4.18.51
クドウ　タカユキ ナカムラ　ユウキ

8 5 1552 工藤　孝之 (2) 下松工 4.17.74 8 13 1045 中村　勇貴 (3) 萩 4.19.12
ミナギ　サトシ カサイ　タカフミ

9 6 1526 三奈木　聡 (3) 下松 4.18.17 9 8 2293 笠井　貴文 (3) 豊浦 4.19.14
ハラダ　ユウキ ナカヒガシ　　タイチ

10 1 1924 原田　裕基 (1) 防府西 4.18.23 10 5 1790 中東 太一 (2) 防府 4.26.98
モリトミ　カズナリ ニシヤマ　タツヤ

11 3 1337 守冨　一成 (3) 柳井 4.22.69 11 1 1017 西山　達也 (3) 日置農 4.33.34
カワノ　アユミ ニシタﾆ　サトシ

12 2 1232 河野　歩実 (2) 大島商船 4.23.04 2 1063 西谷　敏 (3) 萩工 DNS
ナガオカ　タツヤ クニナガ　ユウタ

13 9 1892 長岡　達也 (3) 多々良 4.27.67 9 1256 國長　裕太 (3) 岩国 DNS
キタオク　ケン カナジ　ナオヤ

14 4 2072 北奥　健 (3) 宇部中央 4.30.12 6 1384 金地　直哉 (3) 高水 DNS
シモ　ノリアキ ナカムラ　コウスケ

7 1044 下　哲章 (3) 萩 DNS 4 2053 中村　康介 (3) 宇部高専 DNS

3組 決勝 5月27日 15:30

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q
サイトウ　ヤスオ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 12 1387 齊籐　恭央 (3) 高水 4.15.53 Q アキモト　ユウジ

イシモト　リョウスケ 1 6 2129 秋本　裕司 (3) 宇部鴻城 4.02.27
2 14 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 4.15.59 Q サイトウ　ヤスオ

フクモト　サトシ 2 3 1387 齊籐　恭央 (3) 高水 4.04.11
3 15 1804 福本　吏志 (3) 山口 4.15.63 Q ミワ　テツロウ

ナカオ　ヨシヒロ 3 1 1781 三輪　徹郎 (3) 防府 4.04.93
4 10 2383 中尾　喜大 (3) 豊北 4.15.73 Q スギヤマ　タイスケ

オカムラ　ユウヘイ 4 9 1803 杉山　泰祐 (3) 山口 4.05.49
5 13 1861 岡村　悠平 (2) 西京 4.15.87 ナカゾノ　ハヤト

ムロモト　タカヒロ 5 7 1080 中園 隼人 (3) 萩工 4.05.63
6 11 1507 室元 貴宏 (3) 徳山高専 4.16.51 イシモト　リョウスケ

ウエキ　マサヤ 6 2 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 4.05.63
7 4 1649 植木　雅哉 (1) 下松 4.17.25 イワマサ　ダイキ

ヤマネ　　マサヨシ 7 12 1506 岩政 大樹 (3) 徳山高専 4.06.30
8 9 1793 山根 正義 (2) 防府 4.18.75 キシカワ　ダイキ

マエダ　カズヒサ 8 4 1941 岸川　大輝 (1) 西京 4.06.53
9 2 1026 前田　和久 (3) 大津 4.19.03 フクモト　サトシ

カシマ　トオル 9 13 1804 福本　吏志 (3) 山口 4.07.23
10 3 2133 加島　徹 (2) 宇部鴻城 4.20.27 オダ　ケンタ

ナカクラ　マサユキ 10 10 2051 小田　健太 (3) 宇部高専 4.09.39
11 6 1330 中倉　真之 (3) 柳井 4.23.81 キムラ　トオル

カミリョウ　カズヒロ 11 11 2392 木村　亨 (2) 豊北 4.11.21
12 7 1046 上領　和博 (3) 萩 4.25.58 ナカオ　ヨシヒロ

ヤスナリ　ユウキ 12 5 2383 中尾　喜大 (3) 豊北 4.18.29
13 8 2327 安成　勇樹 (3) 下関中等 4.28.48 コバヤシ　タツヤ

フジツ　タクミ 13 14 2127 小林　辰矢 (3) 宇部鴻城 4.21.77
14 1 1021 藤津　拓巳 (3) 日置農 4.29.97 アモオ　タカシ

ヒウラ　ケイスケ 14 8 1525 天羽生　卓 (3) 下松 4.30.93
5 2119 日裏　桂介 (3) 厚狭 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子5000m

日本高校記録　　 (HR) 13.39.87 佐藤　秀和 (仙台育英・宮城) 2004
山口県高校記録 (YR) 14.04.48 本多　浩隆 (下松) 2002
大会記録 (GR) 14.39.78 高橋　靖 (西京) 2005

決勝 5月28日 11:15

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
トネ　ケンタロウ

1 30 1862 刀祢　健太郎 (2) 西京 14.55.44
イシカワ　ジュンイチ

2 28 1842 石川　潤一 (3) 西京 15.08.28
フジモト　タク

3 9 1393 藤本　拓 (2) 高水 15.20.80
アキモト　ユウジ

4 33 2129 秋本　裕司 (3) 宇部鴻城 15.23.78
タナカ　ヒロシ

5 36 1343 田中　裕士 (2) 柳井 15.27.89
ヤマモト　タカシ

6 11 1839 山本 隆司 (2) 防府西 15.27.93
カメイシ　ヒロシ

7 1 1333 亀石　広志 (3) 柳井 15.33.48
ナカオ　ヨシヒロ

8 2 2383 中尾　喜大 (3) 豊北 15.34.81
オダ　ケンタ

9 29 2051 小田　健太 (3) 宇部高専 15.36.09
フクシマ　トシロウ

10 35 2378 福島　敏郎 (3) 豊北 15.38.40
キモト　イッセイ

11 34 2393 木本　一誠 (2) 豊北 15.42.13
コタニ　ユウキ

12 14 1386 古谷　優樹 (3) 高水 15.43.32
カワイ　キョウシロウ

13 4 1331 川井　恭史郎 (3) 柳井 15.47.23
ワカサ　セイヤ

14 31 1852 若狭　聖也 (3) 西京 15.48.79
フクモト　サトシ

15 24 1804 福本　吏志 (3) 山口 15.51.90
ウエダ　ユウジ

16 12 1007 上田　祐司 (3) 美祢工 15.57.38
コバヤシ　タツヤ

17 32 2127 小林　辰矢 (3) 宇部鴻城 15.58.18
クドウ　タカユキ

18 15 1552 工藤　孝之 (2) 下松工 15.58.61
ムロモト　タカヒロ

19 8 1507 室元 貴宏 (3) 徳山高専 16.08.86
モリモト　タクヤ

20 41 1010 森本　琢也 (3) 美祢工 16.15.20
ホンダ　タカアキ

21 39 1537 本多　隆晃 (2) 下松 16.15.66
オオタ　タカヒサ

22 3 1392 大田　貴久 (2) 高水 16.16.30
ヤマネ　　マサヨシ

23 6 1793 山根 正義 (2) 防府 16.18.92
サカモト　リュウジ

24 40 1103 坂本　竜二 (2) 萩工 16.21.27
ホウリ　ユウスケ

25 37 1274 祝部　勇佑 (2) 岩国 16.24.03
カネシゲ　ユウスケ

26 22 1533 兼重　優介 (2) 下松 16.24.52
ヤスムラ　ヒロシ

27 38 2330 安村　浩志 (2) 下関中等 16.27.43
モリナガ　ショウタ

28 27 1559 森永　翔太 (2) 下松工 16.28.01
ヤマサキ　キョウヘイ

29 7 1011 山崎　恭平 (3) 美祢工 16.28.42
ミヤモト　タカノリ

30 44 2303 宮本　崇徳 (2) 豊浦 16.30.62
タナカ　ショウヘイ

31 10 2128 田中　将平 (3) 宇部鴻城 16.39.77
コウチ　ヤスヒロ

32 25 2288 河内　悌宏 (2) 西市 16.43.05
オオツカ　サトル

33 17 2320 大塚　知 (2) 下関西 16.44.14
オオタニ　ヤスノリ

34 43 1811 大谷　康矩 (3) 山口 16.47.83
オオタニ　アキノリ

35 23 1810 大谷　彬矩 (3) 山口 16.51.01
モリヤマ　カイリ

36 20 2071 森山　海里 (2) 宇部 16.56.27
シゲクニ　マサタカ

37 19 1831 重國　雅隆 (3) 防府西 17.01.35
ハヤシ　カツミ

38 16 2286 林　克巳 (2) 西市 17.12.06
サカネ　　カズヒロ

39 26 1797 坂根 一浩 (2) 防府 17.36.77
ヤマシタ　ミチオ

40 18 2058 山下　道生 (3) 宇部高専 17.38.81
マエダ　マサト

41 42 1517 前田　賢人 (2) 光 18.07.98
オガワ　ケイ

42 21 1835 小川　慧 (2) 防府西 18.50.46
オカモト　タツヤ

13 1095 岡本　達矢 (2) 萩工 DSQ
ナカゾノ　ハヤト

5 1080 中園 隼人 (3) 萩工 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



男子110mH

日本高校記録　　 (HR) 13.98 大橋　祐二 (県浦和・埼玉) 2001
山口県高校記録 (YR) 14.41 杉本　　渉 (山口鴻城) 2003
大会記録 (GR) 14.63 國分　徹 (柳井) 2002

予選 4組3着+4 5月29日 10:20

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ナカタニ　マサキ セラ　コウヤ

1 2 1784 中谷　真希 (3) 防府 15.46 Q 1 6 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 15.31 Q
イナダ　ケイスケ アンノ　ハジメ

2 8 2315 稲田　佳祐 (3) 下関西 16.97 Q 2 4 1049 阿武　創 (2) 萩 17.19 Q
カネタ　ヨウタ ウチダ　リュウタ

3 7 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 17.11 Q 3 3 1954 内田　隆太 (1) 防府 17.24 Q
クボタ　カズナリ アキズミ　ユキノブ

4 1 2353 窪田 和成 (2) 下関中央工 17.36 q 4 1 2365 秋住　幸信 (2) 下関工 18.00 q
キムラ　アキフミ ニノミヤ　アキトシ

5 5 1302 木村　昭文 (2) 岩国工 19.17 q 5 8 2428 二宮　章聡 (1) 豊浦 19.46
オカダ　ヒロユキ ヒロナカ　コウジ

6 6 1062 岡田　浩幸 (3) 萩工 20.43 6 2 1551 弘中　幸児 (3) 下松工 20.39
タナカ　ユウヤ タマヤマ　ゲンショウ

7 3 1271 田中　裕也 (2) 岩国 20.44 7 1345 珠山　源章 (2) 柳井 DNS
フクシゲ　ナオヒロ タナカ　シンヤ

8 4 2101 福重　直弘 (2) 宇部工 20.49 5 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

シモカワ　ヨシヒロ ウエダ　サトシ

1 7 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 17.08 Q 1 6 1242 上田　聡 (3) 安下庄 15.99 Q
ニシムラ　シュンスケ イシダ　ユウタロウ

2 2 2399 西村　俊介 (2) 下関商 17.57 Q 2 7 1850 石田　裕太郎 (3) 西京 16.42 Q
モリモト　ユウタ アキ　マサキ

3 3 1914 森本　祐太 (3) 山口鴻城 17.71 Q 3 5 1515 安喜　正紀 (3) 光 18.58 Q
フジイ　ユウタ タケモリ　ヒロシ

4 8 1783 藤井　悠太 (3) 防府 19.23 4 8 2360 竹森　寛 (3) 下関工 19.06 q
ナカムラ　クニオ ヨシナガ　アツシ

5 5 2419 中村　邦生 (2) 下関中等 21.39 5 3 2074 吉永　篤史 (1) 宇部中央 19.45
オシタ　ダイスケ ヤマカワ　コウジ

4 1542 尾下　大輔 (3) 下松工 DNS 6 2 1308 山川　晃司 (2) 岩国工 19.46
モリマサ　ヒロフミ タニムラ　カズヤ

6 1887 森政　裕文 (3) 多々良 DNS 4 2088 谷村　和哉 (3) 宇部工 DNS

準決 2組3着+2 5月29日 12:15

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

セラ　コウヤ ナカタニ　マサキ

1 6 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 15.39 Q 1 4 1784 中谷　真希 (3) 防府 15.44 Q
イシダ　ユウタロウ ウエダ　サトシ

2 3 1850 石田　裕太郎 (3) 西京 16.08 Q 2 5 1242 上田　聡 (3) 安下庄 15.82 Q
ニシムラ　シュンスケ イナダ　ケイスケ

3 4 2399 西村　俊介 (2) 下関商 16.79 Q 3 3 2315 稲田　佳祐 (3) 下関西 16.59 Q
ウチダ　リュウタ カネタ　ヨウタ

4 7 1954 内田　隆太 (1) 防府 16.89 q 4 8 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 16.94 q
シモカワ　ヨシヒロ アンノ　ハジメ

5 5 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 17.14 5 6 1049 阿武　創 (2) 萩 17.03
クボタ　カズナリ モリモト　ユウタ

6 2 2353 窪田 和成 (2) 下関中央工 17.34 6 2 1914 森本　祐太 (3) 山口鴻城 17.81
キムラ　アキフミ アキズミ　ユキノブ

7 8 1302 木村　昭文 (2) 岩国工 18.23 7 7 2365 秋住　幸信 (2) 下関工 18.43
アキ　マサキ タケモリ　ヒロシ

8 1 1515 安喜　正紀 (3) 光 18.28 8 1 2360 竹森　寛 (3) 下関工 22.82

決勝 5月29日 13:25

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ナカタニ　マサキ

1 4 1784 中谷　真希 (3) 防府 15.09
ウエダ　サトシ

2 6 1242 上田　聡 (3) 安下庄 15.58
イシダ　ユウタロウ

3 5 1850 石田　裕太郎 (3) 西京 15.98
イナダ　ケイスケ

4 1 2315 稲田　佳祐 (3) 下関西 16.36
ニシムラ　シュンスケ

5 7 2399 西村　俊介 (2) 下関商 16.61
ウチダ　リュウタ

6 8 1954 内田　隆太 (1) 防府 16.66
カネタ　ヨウタ

7 2 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 16.96
セラ　コウヤ

3 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 DSQ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +0.7 風: +2.6

風: +1.5

風: +2.2 風: +1.2

風: +1.5 風: +2.4

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子400mH

日本高校記録　　 (HR) 49.09 為末　大 (皆実・広島) 1996
山口県高校記録 (YR) 51.92 末廣　吉孝 (豊浦) 1991
大会記録 (GR) 52.91 大下　一行 (田部) 1996

予選 4組3着+4 5月28日 10:10

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

オカモト　ケンシロウ ニシムラ　シュンスケ

1 2 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 59.87 Q 1 2 2399 西村　俊介 (2) 下関商 59.29 Q
フジイ　シュウジ オオクマ　ヒロフミ

2 8 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 60.69 Q 2 4 1854 大隈　裕文 (2) 西京 60.96 Q
フジイ　ユウタ タカマヤ　ヨシカズ

3 3 1783 藤井　悠太 (3) 防府 63.19 Q 3 6 2362 高山　恭一 (3) 下関工 61.04 Q
オオシオ　マコト カミリョウ　ヒロキ

4 5 2397 大塩　誠 (3) 下関商 63.78 q 4 8 1066 上領　宏輝 (3) 萩工 61.35 q
タマヤマ　ゲンショウ マツモト　ケンジ

5 7 1345 珠山　源章 (2) 柳井 64.62 5 5 1554 松本　研二 (2) 下松工 64.52
アカギシ　ヒロユキ オカダ　マコト

6 1904 赤岸 裕之 (2) 多々良 DSQ 6 1 2313 岡田　誠 (3) 下関西 65.38
タケモト　マヤ サタケ　マサヒコ

4 1321 竹本　真矢 (2) 岩国工 DNS 7 7 2324 佐竹　真彦 (2) 下関南 66.34
ヒロスエ　タカシ ワタリ　ショウタ

1 1355 弘末　貴士 (3) 柳井工 DNS 8 3 2092 渉　将太 (3) 宇部工 69.90

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ハマノ　ジュンペイ スギモト　タツヒコ

1 7 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 60.79 Q 1 7 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 60.92 Q
ワダ　エイイチロウ マエダ　　ユウキ

2 8 2380 和田　瑛一郎 (3) 豊北 61.26 Q 2 3 1792 前田 祐欣 (2) 防府 61.67 Q
ホリウチ　アキヒロ オカムラ　ツカサ

3 2 1322 堀内　昭宏 (3) 広瀬 61.38 Q 3 4 2379 岡村　司 (3) 豊北 61.99 Q
モリマサ　ヒロフミ アキ　マサキ

4 4 1887 森政　裕文 (3) 多々良 61.47 q 4 6 1515 安喜　正紀 (3) 光 62.21 q
アクタガワ　トモユキ ワダ　コウヘイ

5 5 1366 芥川　智之 (2) 柳井工 64.42 5 2 2321 和田　康平 (2) 下関西 64.59
ヒロナカ　コウジ フジタ　ケンゴ

6 6 1551 弘中　幸児 (3) 下松工 64.92 6 8 1323 藤田　典悟 (2) 広瀬 65.20
フクシゲ　ナオヒロ フジイ　ヒロシ

7 3 2101 福重　直弘 (2) 宇部工 68.46 7 5 1617 藤井 宇宙 (3) 新南陽 67.56

準決 2組3着+2 5月28日 12:40

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

マエダ　　ユウキ ワダ　エイイチロウ

1 5 1792 前田 祐欣 (2) 防府 58.43 Q 1 3 2380 和田　瑛一郎 (3) 豊北 59.65 Q
フジイ　シュウジ オオクマ　ヒロフミ

2 6 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 58.56 Q 2 6 1854 大隈　裕文 (2) 西京 59.68 Q
スギモト　タツヒコ オカモト　ケンシロウ

3 4 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 58.61 Q 3 5 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 59.81 Q
ニシムラ　シュンスケ タカマヤ　ヨシカズ

4 3 2399 西村　俊介 (2) 下関商 58.79 q 4 1 2362 高山　恭一 (3) 下関工 60.31 q
ホリウチ　アキヒロ フジイ　ユウタ

5 1 1322 堀内　昭宏 (3) 広瀬 60.94 5 8 1783 藤井　悠太 (3) 防府 60.42
アキ　マサキ オオシオ　マコト

6 2 1515 安喜　正紀 (3) 光 61.39 6 7 2397 大塩　誠 (3) 下関商 64.23
オカムラ　ツカサ モリマサ　ヒロフミ

7 7 2379 岡村　司 (3) 豊北 62.64 7 2 1887 森政　裕文 (3) 多々良 65.39
カミリョウ　ヒロキ ハマノ　ジュンペイ

8 1066 上領　宏輝 (3) 萩工 DNS 4 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 DNS

決勝 5月28日 14:10

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ニシムラ　シュンスケ

1 1 2399 西村　俊介 (2) 下関商 56.61
オカモト　ケンシロウ

2 7 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 57.75
ワダ　エイイチロウ

3 3 2380 和田　瑛一郎 (3) 豊北 58.05
フジイ　シュウジ

4 5 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 58.36
オオクマ　ヒロフミ

5 6 1854 大隈　裕文 (2) 西京 58.51
スギモト　タツヒコ

6 8 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 58.58
マエダ　　ユウキ

7 4 1792 前田 祐欣 (2) 防府 58.63
タカマヤ　ヨシカズ

8 2 2362 高山　恭一 (3) 下関工 61.01

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



男子3000mSC

日本高校記録　　 (HR) 8.44.77 櫛部　静二 (宇部鴻城・山口) 1989
山口県高校記録 (YR) 8.44.77 櫛部　静二 (宇部鴻城) 1989
大会記録 (GR) 9.05.9 櫛部　静二 (宇部鴻城) 1989

予選 3組4着+2 5月28日 15:00

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

バン　タカヒロ サイトウ　ヤスオ

1 14 1841 伴　尚宏 (3) 西京 9.37.08 Q 1 14 1387 齊籐　恭央 (3) 高水 9.49.69 Q
コウチ　アツキ オカモト　タカシ

2 12 2386 河内　篤樹 (3) 豊北 9.53.86 Q 2 12 2105 岡本　啓史 (3) 小野田 10.00.02 Q
ハラ　ユウタロウ ハラモト　カズノリ

3 13 1385 原　裕太郎 (3) 高水 9.58.08 Q 3 6 1286 原元　和憲 (3) 岩国工 10.01.65 Q
アモオ　タカシ シクマ　カツナリ

4 9 1525 天羽生　卓 (3) 下松 10.05.71 Q 4 11 1867 志熊　克成 (2) 西京 10.03.68 Q
フジワラ　セイジ カネモト　ムネノリ

5 10 1052 藤原　誠二 (2) 萩 10.06.76 q 5 10 1264 兼本　宗則 (3) 岩国 10.08.47
フクドミ　ハジメ ミヤケ　ヒサシ

6 7 2287 福冨　元 (2) 西市 10.08.19 6 9 1340 三宅　契吏 (2) 柳井 10.11.28
ニイヤマ　トモヤ ニシタﾆ　サトシ

7 8 1341 新山　智也 (2) 柳井 10.16.26 7 13 1063 西谷　敏 (3) 萩工 10.26.76
マツオカ　トオル キムラ　ユウタ

8 6 1805 枩岡　亨 (3) 山口 10.20.13 8 7 1012 木村　裕太 (2) 美祢工 10.27.75
タケダ　アツシ カワノ　タクヤ

9 5 1071 武田　惇 (3) 萩工 10.54.83 9 4 2389 河野　拓也 (2) 豊北 10.32.73
シライ　ヒロキ クボ　リョウスケ

10 3 1024 白井　宏生 (3) 大津 11.11.54 10 2 2285 久保　良典 (3) 西市 10.39.57
カネコ　ヒロアキ トネ　ダイジロウ

11 1008 金子　寛章 (3) 美祢工 DNS 11 1 1059 刀禰　大次郎 (2) 萩 10.39.86
マツムラ　カズフミ マツモト　トキヒロ

2 1509 松村　和史 (2) 徳山高専 DNS 12 8 1809 松本　時大 (3) 山口 10.48.76
ハマダ　キョウヘイ ウチヤマ　ケイタ

4 2059 浜田　恭平 (3) 宇部高専 DNS 13 5 1514 内山　恵太 (3) 光 10.52.74
テルシマ　タモン テシマ　ナオヤ

1 2126 照嶌　多聞 (2) 厚狭 DNS 14 3 1574 手島　直哉 (2) 徳山 10.59.82

3組 決勝 5月29日 12:50

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q
ニシオカ　ヨシユキ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 12 1041 西岡　賢幸 (3) 萩 9.54.84 Q バン　タカヒロ

タナカ　ヒロシ 1 6 1841 伴　尚宏 (3) 西京 9.30.08
2 14 1343 田中　裕士 (2) 柳井 9.56.76 Q サイトウ　ヤスオ

イケナガ　マサナリ 2 13 1387 齊籐　恭央 (3) 高水 9.40.49
3 11 1864 池永　将成 (2) 西京 9.57.11 Q タナカ　ヒロシ

スギヤマ　タイスケ 3 1 1343 田中　裕士 (2) 柳井 9.42.34
4 13 1803 杉山　泰祐 (3) 山口 9.57.22 Q コウチ　アツキ

マツバヤシ　タツヤ 4 11 2386 河内　篤樹 (3) 豊北 9.44.30
5 10 1382 松林　龍哉 (3) 高水 9.57.43 q ハラ　ユウタロウ

サカイ　タクヤ 5 9 1385 原　裕太郎 (3) 高水 9.46.21
6 8 1536 境　拓哉 (2) 下松 10.21.17 イケナガ　マサナリ

コヤマ　ダイジロウ 6 8 1864 池永　将成 (2) 西京 9.51.46
7 7 1584 小山　大二郎 (2) 徳山 10.22.43 オカモト　タカシ

キノシタ　ユウタ 7 12 2105 岡本　啓史 (3) 小野田 9.54.72
8 4 2291 木下　雄太 (2) 西市 10.31.94 マツバヤシ　タツヤ

ナカヒガシ　　タイチ 8 5 1382 松林　龍哉 (3) 高水 9.55.21
9 6 1790 中東 太一 (2) 防府 10.49.31 ニシオカ　ヨシユキ

イモト　シンペイ 9 3 1041 西岡　賢幸 (3) 萩 9.55.38
10 3 1091 井本　晋平 (2) 萩工 10.57.80 ハラモト　カズノリ

カワサキ　リョウスケ 10 14 1286 原元　和憲 (3) 岩国工 9.57.00
11 2 2329 川崎　亮輔 (2) 下関中等 11.33.13 シクマ　カツナリ

タカヤマ　マサフミ 11 2 1867 志熊　克成 (2) 西京 10.08.57
1 2304 高山　雅史 (2) 豊浦 DSQ アモオ　タカシ

ナカムラ　コウスケ 12 10 1525 天羽生　卓 (3) 下松 10.13.85
5 2053 中村　康介 (3) 宇部高専 DNS フジワラ　セイジ

ヒウラ　ケイスケ 13 7 1052 藤原　誠二 (2) 萩 10.29.21
9 2119 日裏　桂介 (3) 厚狭 DNS スギヤマ　タイスケ

4 1803 杉山　泰祐 (3) 山口 DSQ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子5000mW

日本高校記録　　 (HR) 19.35.79 山崎　勇喜 (富山商・富山) 2001
山口県高校記録 (YR) 21.08.28 陶山　佳佑 (萩) 2001
大会記録 (GR) 22.38.54 伊藤　潤一郎 (萩) 2000

決勝 5月27日 14:20

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ナカノ　ダイスケ

1 3 2077 中野　大輔 (3) 宇部西 25.19.58
ナカハラ　ユウタ

2 4 1047 中原　佑太 (3) 萩 29.12.83
コジマ　コウジ

3 10 1314 小島　浩司 (2) 岩国工 29.49.24
イトウ　ショウヘイ

4 7 1076 伊藤　翔平 (3) 萩工 29.49.73
フクナガ　ケント

5 9 1081 福永　顕人 (2) 萩工 29.50.08
テルシマ　マサミチ

6 5 1002 照嶌　正道 (3) 大嶺 29.55.96
ヨネハラ　シンゴ

7 11 1107 米原　慎吾 (3) 奈古 34.39.87
スエノブ　カズヤ

8 2 1344 末延　和也 (2) 柳井 36.54.33
クニモト　ツバサ

12 1097 國元　翼 (2) 萩工 DSQ
ササキ　ケイガ

6 1336 佐々木　慶賀 (3) 柳井 DSQ
イホリ　ユウイチロウ

1 1360 井堀　祐一郎 (2) 柳井工 DSQ
ナカハシ　ヒデユキ

8 2299 中橋　英之 (2) 豊浦 DSQ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005
山口県高校記録 (YR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

予選 5組2着+6 5月27日 13:00

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 43.77 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 44.23 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1849 前原　雅樹 (3) 西京 マエハラ　マサキ 1 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 タナカ　ケンゾウ

2 1844 山根　峻一 (3) 西京 ヤマネ　シュンイチ 2 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 タムラ　ユキオ

3 1848 野村　和玄 (3) 西京 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 3 1914 森本　祐太 (3) 山口鴻城 モリモト　ユウタ

4 1840 内海　佑弥 (3) 西京 ウチウミ　ユウヤ 4 1931 原田　直樹 (1) 山口鴻城 ハラダ　ナオキ

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩工 45.40 q 4着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 久賀 46.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1094 橋本　真弘 (2) 萩工 ハシモト　マサヒロ 1 1249 冨永　崇之 (3) 久賀 トミナガ　タカユキ

2 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 セラ　コウヤ 2 1250 平川　祐太 (3) 久賀 ヒラカワ　ユウタ

3 1088 水津　敬太 (2) 萩工 スイヅ　ケイタ 3 1247 久保　祐介 (3) 久賀 クボ　ユウスケ

4 1064 芦谷　亮 (3) 萩工 アシヤ　リョウ 4 1248 草栁　健太 (3) 久賀 クサヤナギ　ケンタ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国工 49.67 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 桜ケ丘 51.93
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1295 広富　雄太 (3) 岩国工 ヒロトミ　ユウタ 1 1633 河本　昌也 (1) 桜ケ丘 カワモト　マサナリ

2 1301 中本　裕二 (3) 岩国工 ナカモト　ユウジ 2 1636 藤井　満久 (3) 桜ケ丘 フジイ　ミツヒサ

3 1292 田村　貴大 (3) 岩国工 タムラ　タカヒロ 3 1640 山内　鴻太朗 (1) 桜ケ丘 ヤマウチ　コウタロウ

4 1303 河上　圭佑 (2) 岩国工 カワカミ　ケイスケ 4 1635 武居　泰典 (3) 桜ケ丘 タケスエ　ヤスノリ

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 安下庄 DNS DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 44.03 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 44.32 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1575 武重　諒 (2) 徳山 タケシゲ　マコト 1 1575 武重　諒 (2) 豊浦 タケシゲ　マコト

2 1573 佐々木　直也 (2) 徳山 ササキ　ナオヤ 2 1573 佐々木　直也 (2) 豊浦 ササキ　ナオヤ

3 1568 小林　宏紀 (3) 徳山 コバヤシ　ヒロキ 3 1568 小林　宏紀 (3) 豊浦 コバヤシ　ヒロキ

4 1570 橋本　和也 (3) 徳山 ハシモト　カズヤ 4 1570 橋本　和也 (3) 豊浦 ハシモト　カズヤ

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 44.67 q 3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 45.99
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2369 松岡　利弥 (2) 下関工 マツオカ　トシヤ 1 2369 松岡　利弥 (2) 早鞆 マツオカ　トシヤ

2 2371 重水　拓 (2) 下関工 シゲミズ　タク 2 2371 重水　拓 (2) 早鞆 シゲミズ　タク

3 2366 内田　善隆　　 (2) 下関工 ウチダ　ヨシタカ 3 2366 内田　善隆　　 (2) 早鞆 ウチダ　ヨシタカ

4 2361 石井　克法 (3) 下関工 イシイ　カツヒロ　 4 2361 石井　克法 (3) 早鞆 イシイ　カツヒロ　

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部工 46.91 5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部工 47.01
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2088 谷村　和哉 (3) 宇部工 タニムラ　カズヤ 1 2088 谷村　和哉 (3) 宇部西 タニムラ　カズヤ

2 2090 石坂　勇樹 (3) 宇部工 イシサカ　ユウキ 2 2090 石坂　勇樹 (3) 宇部西 イシサカ　ユウキ

3 2099 村上　仁健 (2) 宇部工 ムラカミ　トヨタケ 3 2099 村上　仁健 (2) 宇部西 ムラカミ　トヨタケ

4 2091 河村　啓輔 (3) 宇部工 カワムラ　ケイスケ 4 2091 河村　啓輔 (3) 宇部西 カワムラ　ケイスケ

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 48.31 7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1625 井内　智弘 (2) 聖光 イナイ　トモヒロ　 1 1625 井内　智弘 (2) 下松工 イナイ　トモヒロ　

2 1627 藤井　将太 (2) 聖光 フジイ　ショウタ 2 1627 藤井　将太 (2) 下松工 フジイ　ショウタ

3 1626 桑原　和也 (2) 聖光 クワハラ　カズヤ 3 1626 桑原　和也 (2) 下松工 クワハラ　カズヤ

4 1629 橋本　翔吾 (2) 聖光 ハシモト　ショウゴ 4 1629 橋本　翔吾 (2) 下松工 ハシモト　ショウゴ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005
山口県高校記録 (YR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

3組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 43.67 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 44.67 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1342 古谷　亮 (1) 柳井 フルタニ　リョウ 1 1792 前田 祐欣 (2) 防府 マエダ　　ユウキ

2 1334 高木　岳史 (3) 柳井 タカキ　タケフミ 2 1784 中谷　真希 (3) 防府 ナカタニ　マサキ

3 1329 田原　和典 (3) 柳井 タハラ　カズノリ 3 1782 岡本　康生 (3) 防府 オカモト　ヤスオ

4 1339 井岡　健太 (2) 柳井 イオカ　ケンタ 4 1783 藤井　悠太 (3) 防府 フジイ　ユウタ

3着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 44.88 q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 45.46
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1053 三上　智照 (2) 萩 ミカミ　トモテル 1 1515 安喜　正紀 (3) 光 アキ　マサキ

2 1049 阿武　創 (2) 萩 アンノ　ハジメ 2 1520 岩佐　隆平 (2) 光 イワサ　リュウヘイ

3 1042 田中　俊紀 (3) 萩 タナカ　トシキ 3 1512 小川　亮太 (3) 光 オガワ　リョウタ

4 1043 三好　清太 (3) 萩 ミヨシ　セイタ 4 1513 下田　翔大 (3) 光 シモダ　ショウタ

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 多々良 46.50 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 46.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1886 小路　春輔 (3) 多々良 ショウジ　シュンスケ 1 1822 松本　真司 (2) 山口中央 マツモト　シンジ

2 1894 中村 真也 (2) 多々良 ナカムラ　シンヤ 2 1820 窪　祐樹 (3) 山口中央 クボ　ユウキ

3 1904 赤岸 裕之 (2) 多々良 アカギシ　ヒロユキ 3 1821 西村　拓洋 (3) 山口中央 ニシムラ　タクヒロ

4 1887 森政　裕文 (3) 多々良 モリマサ　ヒロフミ 4 1817 河村　浩貴 (3) 山口中央 カワムラ　ヒロタカ

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 48.97 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2086 右田　享丈 (3) 宇部商 ミギタ　タケヒロ

2 2137 山根　元己 (2) 宇部商 ヤマネ　モトキ

3 2085 岡村　聡史 (3) 宇部商 オカムラ　サトシ

4 2136 木輪　亮人 (3) 宇部商 キワ　リョウト

4組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 44.56 Q 2着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 44.75 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 フジイ　シュウジ 1 1592 坪内　慶佑 (3) 徳山商工 ツボウチ　ケイスケ

2 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 スエマス　ナオキ 2 1585 大田　健司 (3) 徳山商工 オオタ　ケンジ

3 2117 安村　和真 (3) 厚狭 ヤスムラ　カズマサ 3 1588 石部　大地 (3) 徳山商工 イシベ　ダイチ

4 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 ミヤザキ　ヨシフミ 4 1594 森重　昂次 (2) 徳山商工 モリシゲ　タカヨシ

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 45.09 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 45.31 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2281 重兼　隆博 (2) 田部 シゲカネ　タカヒロ 1 2332 久保田 寛 (3) 下関中央工 クボタ　　ヒロシ

2 2279 村田　翔平 (2) 田部 ムラタ　ショウヘイ 2 2348 村岡 謙作 (2) 下関中央工 ムラオカ　ケンサク

3 2423 清水　敬大 (1) 田部 シミズ　タカヒロ 3 2347 満江 慎一 (2) 下関中央工 ミツエ　シンイチ

4 2280 田中　陽之 (2) 田部 タナカ　ヒロユキ 4 2346 新田 将之 (2) 下関中央工 ニッタ　マサユキ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 小野田 46.66 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 奈古 48.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2111 鷹羽　成孟　 (2) 小野田 タカバ　ナルタケ 1 1110 河村　裕克 (3) 奈古 カワムラ　ヒロカツ

2 2114 松原　倫 (2) 小野田 マツバラ　トモ 2 1105 岡　将裕 (3) 奈古 オカ　マサヒロ

3 2110 中村　良太 (2) 小野田 ナカムラ　リョウタ 3 1163 原　正成 (1) 奈古 ハラ　マサナリ

4 2112 谷口　航将　 (2) 小野田 タニグチ　コウスケ 4 1120 藤田　有記 (2) 奈古 フジタ　ユウキ

8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井工 DNF DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広瀬 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1357 芥川 直貴 (3) 柳井工 アクタガワ　ナオキ

2 1420 松野　友樹　 (1) 柳井工 マツノ　トモキ

3 1366 芥川　智之 (2) 柳井工 アクタガワ　トモユキ

4 1363 道本　拓也 (2) 柳井工 ミチモト　タクヤ

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005
山口県高校記録 (YR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

5組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 45.12 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 45.31 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1270 岡本　啓 (2) 岩国 オカモト　ケイ 1 1880 山根　克祥 (1) 誠英 ヤマネ　カツヨシ

2 1257 重岡　諒一 (3) 岩国 シゲオカ　リョウイチ 2 1883 谷本　慎治 (2) 誠英 タニモト　シンジ

3 1269 柏﨑　将太 (3) 岩国 カシワザキ　ショウタ 3 1876 伊藤　光彦 (3) 誠英 イトウ　ミツヒコ

4 1260 光井　克彦 (3) 岩国 ミツイ　カツヒコ 4 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 マツザキ　ユウト

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 45.45 q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 45.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1372 加村　聖吾 (3) 熊毛南 カムラ　セイゴ 1 2315 稲田　佳祐 (3) 下関西 イナダ　ケイスケ

2 1373 二宮　聡士 (3) 熊毛南 ニノミヤ　サトシ 2 2458 西郷　智貴 (1) 下関西 サイゴウ　トモキ

3 1371 石川　修平 (3) 熊毛南 イシカワ　シュウヘイ 3 2318 中村　悠太 (2) 下関西 ナカムラ　ユウタ

4 1375 西田　昂平 (3) 熊毛南 ニシダ　コウヘイ 4 2316 西山　健太 (3) 下関西 ニシヤマ　ケンタ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大津 45.93 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 46.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1032 有澤　誠剛 (2) 大津 アリサワ　セイゴウ 1 2450 安藤　明純 (1) 下関商 アンドウ　アキスミ

2 1028 友近　顕 (3) 大津 トモチカ　ケン 2 2400 長野　泰士 (2) 下関商 ナガノ　ヒロシ

3 1027 飯田　顕成 (3) 大津 イイダ　アキナリ 3 2453 濱村　竜太 (1) 下関商 ハマムラ　リュウタ

4 1029 秋田　誠 (2) 大津 アキタ　マコト 4 2406 山本　裕太郎 (2) 下関商 ヤマモト　ユウタロウ

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 49.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2073 二谷　渉 (1) 宇部中央 ニタニ　ワタル

2 2076 髙野　理史 (2) 宇部中央 タカノ　サトシ

3 2087 西岡　俊郎 (1) 宇部中央 ニシオカ　トシロウ

4 2074 吉永　篤史 (1) 宇部中央 ヨシナガ　アツシ

準決 2組3着+2 5月27日 16:00

1組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 43.38 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 43.69 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1849 前原　雅樹 (3) 西京 マエハラ　マサキ 1 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 タナカ　ケンゾウ

2 1844 山根　峻一 (3) 西京 ヤマネ　シュンイチ 2 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 タムラ　ユキオ

3 1848 野村　和玄 (3) 西京 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 3 1914 森本　祐太 (3) 山口鴻城 モリモト　ユウタ

4 1840 内海　佑弥 (3) 西京 ウチウミ　ユウヤ 4 1931 原田　直樹 (1) 山口鴻城 ハラダ　ナオキ

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 43.75 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 43.83 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1575 武重　諒 (2) 徳山 タケシゲ　マコト 1 2369 松岡　利弥 (2) 下関工 マツオカ　トシヤ

2 1573 佐々木　直也 (2) 徳山 ササキ　ナオヤ 2 2371 重水　拓 (2) 下関工 シゲミズ　タク

3 1568 小林　宏紀 (3) 徳山 コバヤシ　ヒロキ 3 2356 金田　信彦　　 (3) 下関工 カネダ　ノブヒコ

4 1570 橋本　和也 (3) 徳山 ハシモト　カズヤ 4 2361 石井　克法 (3) 下関工 イシイ　カツヒロ　

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 44.03 q 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩工 44.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2298 今村　惇哉 (2) 豊浦 イマムラ　ジュンヤ 1 1094 橋本　真弘 (2) 萩工 ハシモト　マサヒロ

2 2294 吉田　大輝 (3) 豊浦 ヨシダ　ヒロキ 2 1133 世良　昂弥 (1) 萩工 セラ　コウヤ

3 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 コバヤシ　コウジ 3 1088 水津　敬太 (2) 萩工 スイヅ　ケイタ

4 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 ハマノ　ジュンペイ 4 1089 野田　晃史 (2) 萩工 ノダ　アキフミ

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 45.09 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 45.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2332 久保田 寛 (3) 下関中央工 クボタ　　ヒロシ 1 1880 山根　克祥 (1) 誠英 ヤマネ　カツヨシ

2 2341 古川　雄大 (1) 下関中央工 フルカワ　ユウダイ 2 1883 谷本　慎治 (2) 誠英 タニモト　シンジ

3 2347 満江 慎一 (2) 下関中央工 ミツエ　シンイチ 3 1876 伊藤　光彦 (3) 誠英 イトウ　ミツヒコ

4 2346 新田 将之 (2) 下関中央工 ニッタ　マサユキ 4 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 マツザキ　ユウト

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005
山口県高校記録 (YR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

2組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 43.65 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 44.18 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1342 古谷　亮 (1) 柳井 フルタニ　リョウ 1 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 フジイ　シュウジ

2 1334 高木　岳史 (3) 柳井 タカキ　タケフミ 2 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 スエマス　ナオキ

3 1329 田原　和典 (3) 柳井 タハラ　カズノリ 3 2117 安村　和真 (3) 厚狭 ヤスムラ　カズマサ

4 1339 井岡　健太 (2) 柳井 イオカ　ケンタ 4 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 ミヤザキ　ヨシフミ

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 44.20 Q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 44.63
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1592 坪内　慶佑 (3) 徳山商工 ツボウチ　ケイスケ 1 2281 重兼　隆博 (2) 田部 シゲカネ　タカヒロ

2 1585 大田　健司 (3) 徳山商工 オオタ　ケンジ 2 2279 村田　翔平 (2) 田部 ムラタ　ショウヘイ

3 1588 石部　大地 (3) 徳山商工 イシベ　ダイチ 3 2423 清水　敬大 (1) 田部 シミズ　タカヒロ

4 1594 森重　昂次 (2) 徳山商工 モリシゲ　タカヨシ 4 2280 田中　陽之 (2) 田部 タナカ　ヒロユキ

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 44.68 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 44.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1796 桑村 拓也 (2) 防府 クワムラ　　タクヤ 1 1050 波多野　貴大 (2) 萩 ハダノ　タカヒロ

2 1784 中谷　真希 (3) 防府 ナカタニ　マサキ 2 1049 阿武　創 (2) 萩 アンノ　ハジメ

3 1782 岡本　康生 (3) 防府 オカモト　ヤスオ 3 1042 田中　俊紀 (3) 萩 タナカ　トシキ

4 1783 藤井　悠太 (3) 防府 フジイ　ユウタ 4 1043 三好　清太 (3) 萩 ミヨシ　セイタ

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 44.91 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 45.35
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1270 岡本　啓 (2) 岩国 オカモト　ケイ 1 1372 加村　聖吾 (3) 熊毛南 カムラ　セイゴ

2 1257 重岡　諒一 (3) 岩国 シゲオカ　リョウイチ 2 1373 二宮　聡士 (3) 熊毛南 ニノミヤ　サトシ

3 1269 柏﨑　将太 (3) 岩国 カシワザキ　ショウタ 3 1371 石川　修平 (3) 熊毛南 イシカワ　シュウヘイ

4 1260 光井　克彦 (3) 岩国 ミツイ　カツヒコ 4 1375 西田　昂平 (3) 熊毛南 ニシダ　コウヘイ

決勝 5月28日 11:05

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 43.43 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 43.92
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1930 田中　賢三 (1) 山口鴻城 タナカ　ケンゾウ 1 2369 松岡　利弥 (2) 下関工 マツオカ　トシヤ

2 1913 田村　幸雄 (3) 山口鴻城 タムラ　ユキオ 2 2371 重水　拓 (2) 下関工 シゲミズ　タク

3 1916 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 ホソカワ　ユウヤ 3 2356 金田　信彦　　 (3) 下関工 カネダ　ノブヒコ

4 1918 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 ハラダ　ダイジロウ 4 2361 石井　克法 (3) 下関工 イシイ　カツヒロ　

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 43.96 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 44.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1342 古谷　亮 (1) 柳井 フルタニ　リョウ 1 1849 前原　雅樹 (3) 西京 マエハラ　マサキ

2 1334 高木　岳史 (3) 柳井 タカキ　タケフミ 2 1844 山根　峻一 (3) 西京 ヤマネ　シュンイチ

3 1329 田原　和典 (3) 柳井 タハラ　カズノリ 3 1848 野村　和玄 (3) 西京 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

4 1339 井岡　健太 (2) 柳井 イオカ　ケンタ 4 1840 内海　佑弥 (3) 西京 ウチウミ　ユウヤ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 44.72 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 44.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2122 吉永　大介 (2) 厚狭 ヨシナガ　ダイスケ 1 2298 今村　惇哉 (2) 豊浦 イマムラ　ジュンヤ

2 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 スエマス　ナオキ 2 2294 吉田　大輝 (3) 豊浦 ヨシダ　ヒロキ

3 2117 安村　和真 (3) 厚狭 ヤスムラ　カズマサ 3 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 コバヤシ　コウジ

4 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 ミヤザキ　ヨシフミ 4 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 ハマノ　ジュンペイ

7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 DSQ 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1592 坪内　慶佑 (3) 徳山商工 ツボウチ　ケイスケ 1 1575 武重　諒 (2) 徳山 タケシゲ　マコト

2 1585 大田　健司 (3) 徳山商工 オオタ　ケンジ 2 1573 佐々木　直也 (2) 徳山 ササキ　ナオヤ

3 1588 石部　大地 (3) 徳山商工 イシベ　ダイチ 3 1568 小林　宏紀 (3) 徳山 コバヤシ　ヒロキ

4 1594 森重　昂次 (2) 徳山商工 モリシゲ　タカヨシ 4 1570 橋本　和也 (3) 徳山 ハシモト　カズヤ

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.08.32 笛木・山本・菅井・鈴木 (成田・千葉) 2003
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予選 5組2着+6 5月28日 16:15

1組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.27.91 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 3.32.24 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 2294 吉田　大輝 (3) 豊浦 ヨシダ　ヒロキ 1 2346 新田 将之 (2) 下関中央工 ニッタ　マサユキ

2 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 ハマノ　ジュンペイ 2 2341 古川　雄大 (1) 下関中央工 フルカワ　ユウダイ

3 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 コバヤシ　コウジ 3 2342 池田 悟志 (3) 下関中央工 イケダ　サトシ

4 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 イシモト　リョウスケ 4 2347 満江 慎一 (2) 下関中央工 ミツエ　シンイチ

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 3.32.40 q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大津 3.36.55 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2405 赤松　秀湖 (2) 下関商 アカマツ　シュウゴ 1 1028 友近　顕 (3) 大津 トモチカ　ケン

2 2399 西村　俊介 (2) 下関商 ニシムラ　シュンスケ 2 1027 飯田　顕成 (3) 大津 イイダ　アキナリ

3 2398 益井　浩明 (3) 下関商 マスイ　ヒロアキ 3 1030 上野　宏隆 (2) 大津 ウエノ　ヒロタカ

4 2404 関谷　修平 (2) 下関商 セキタニ　シュウヘイ 4 1025 杉本　崇 (3) 大津 スギモト　タカシ

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 3.36.61 q 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 多々良 3.47.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1257 重岡　諒一 (3) 岩国 シゲオカ　リョウイチ 1 1904 赤岸 裕之 (2) 多々良 アカギシ　ヒロユキ

2 1262 西田　雄哉 (3) 岩国 ニシダ　ユウヤ 2 1887 森政　裕文 (3) 多々良 モリマサ　ヒロフミ

3 1260 光井　克彦 (3) 岩国 ミツイ　カツヒコ 3 1891 吉田　国平 (3) 多々良 ヨシダ　クニヒラ

4 1256 國長　裕太 (3) 岩国 クニナガ　ユウタ 4 1893 松本　和成 (3) 多々良 マツモト　カズナリ

2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府西 DSQ DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松工 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1834 白松　直樹 (2) 防府西 シラマツ　ナオキ

2 1925 加藤　大知 (1) 防府西 カトウ　ダイチ

3 1836 松冨　聖史 (2) 防府西 マツドミ　マサフミ

4 1929 安部　弘成 (1) 防府西 アベ　コウセイ

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 3.34.15 Q 2着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 3.38.28 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 2122 吉永　大介 (2) 厚狭 ヨシナガ　ダイスケ 1 1859 榎本　一成 (2) 西京 エノモト　カズナリ

2 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 ミヤザキ　ヨシフミ 2 1849 前原　雅樹 (3) 西京 マエハラ　マサキ

3 2118 中尾　謙介 (3) 厚狭 ナカオ　ケンスケ 3 1843 立野　亮介 (3) 西京 タテノ　リョウスケ

4 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 スエマス　ナオキ 4 1854 大隈　裕文 (2) 西京 オオクマ　ヒロフミ

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部工 3.38.91 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 3.39.21
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2099 村上　仁健 (2) 宇部工 ムラカミ　トヨタケ 1 1054 神﨑　直哉 (2) 萩 コウザキ　ナオヤ

2 2091 河村　啓輔 (3) 宇部工 カワムラ　ケイスケ 2 1048 安達　大悟 (2) 萩 アダチ　ダイゴ

3 2098 斉藤　大輔 (2) 宇部工 サイトウ　ダイスケ 3 1044 下　哲章 (3) 萩 シモ　ノリアキ

4 2100 増田　将 (2) 宇部工 マシダ　タモツ 4 1053 三上　智照 (2) 萩 ミカミ　トモテル

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 早鞆 3.41.56 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 3.49.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2409 黒田 佳祐 (3) 早鞆 クロダ　　ケイスケ 1 1625 井内　智弘 (2) 聖光 イナイ　トモヒロ　

2 2412 岡田 成正 (3) 早鞆 オカダ　　ナリマサ 2 1629 橋本　翔吾 (2) 聖光 ハシモト　ショウゴ

3 2411 小山 卓羽流 (3) 早鞆 コヤマ　　タカハル 3 1627 藤井　将太 (2) 聖光 フジイ　ショウタ

4 2445 岡本　将司 (1) 早鞆 オカモト　マサシ 4 1626 桑原　和也 (2) 聖光 クワハラ　カズヤ

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 佐波 3.58.18 DNS 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1776 山内　大地 (3) 佐波 ヤマウチ　ダイチ

2 1777 吉松　浩司 (3) 佐波 ヨシマツ　コウジ

3 1779 山村　昇平 (2) 佐波 ヤマムラ　ショウヘイ

4 1780 佐藤　大輔 (2) 佐波 サトウ　ダイスケ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場
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日本高校記録　　 (HR) 3.08.32 笛木・山本・菅井・鈴木 (成田・千葉) 2003
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審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

3組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 3.35.64 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 3.38.72 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1789 園崎 宏史 (2) 防府 ソノザキ　　ヒロシ 1 1878 福本　昌史 (3) 誠英 フクモト　マサフミ

2 1792 前田 祐欣 (2) 防府 マエダ　　ユウキ 2 1876 伊藤　光彦 (3) 誠英 イトウ　ミツヒコ

3 1953 園崎　克将 (1) 防府 ソノザキ　　カツユキ 3 1883 谷本　慎治 (2) 誠英 タニモト　シンジ

4 1796 桑村 拓也 (2) 防府 クワムラ　　タクヤ 4 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 マツザキ　ユウト

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 3.39.13 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 3.41.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1512 小川　亮太 (3) 光 オガワ　リョウタ 1 1821 西村　拓洋 (3) 山口中央 ニシムラ　タクヒロ

2 1520 岩佐　隆平 (2) 光 イワサ　リュウヘイ 2 1823 川野　敦史 (2) 山口中央 カワノ　アツシ

3 1515 安喜　正紀 (3) 光 アキ　マサキ 3 1822 松本　真司 (2) 山口中央 マツモト　シンジ

4 1513 下田　翔大 (3) 光 シモダ　ショウタ 4 1817 河村　浩貴 (3) 山口中央 カワムラ　ヒロタカ

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 3.44.19 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国工 3.45.12
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2281 重兼　隆博 (2) 田部 シゲカネ　タカヒロ 1 1316 上田　賢志 (2) 岩国工 ウエダ　サトシ

2 2277 中橋　亮太 (3) 田部 ナカハシ　リョウタ 2 1295 広富　雄太 (3) 岩国工 ヒロトミ　ユウタ

3 2278 河内　隆博 (2) 田部 コウチ　タカヒロ 3 1304 岡本　充央 (2) 岩国工 オカモト　ミツオ

4 2424 西嶋　健太郎 (1) 田部 ニシジマ　ケンタロウ 4 1321 竹本　真矢 (2) 岩国工 タケモト　マヤ

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 桜ケ丘 4.00.36 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1636 藤井　満久 (3) 桜ケ丘 フジイ　ミツヒサ

2 1657 國重　貴史 (1) 桜ケ丘 クニシゲ　タカシ

3 1641 松﨑　翔 (1) 桜ケ丘 マツザキ　ショウ

4 1635 武居　泰典 (3) 桜ケ丘 タケスエ　ヤスノリ

4組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 3.34.49 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高水 3.36.23 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 2317 植木　良介 (2) 下関西 ウエキ　リョウスケ 1 1389 渡邊　翔太 (3) 高水 ワタナベ　ショウタ

2 2321 和田　康平 (2) 下関西 ワダ　コウヘイ 2 1388 西尾　輝 (3) 高水 ニシオ　ヒカル

3 2318 中村　悠太 (2) 下関西 ナカムラ　ユウタ 3 1391 片山　夏士 (2) 高水 カタヤマ　ナツシ

4 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 フジイ　タカヒロ 4 1394 徳本　健太 (2) 高水 トクモト　ケンタ

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩工 3.37.35 q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井工 3.41.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1069 岡田 昌樹 (3) 萩工 オカタ　マサキ 1 1358 河内 祐介 (3) 柳井工 コウチ　ユウスケ

2 1086 横田　至誠 (2) 萩工 ヨコタ　　ヨシノブ 2 1369 守田　周平 (2) 柳井工 モリタ　シュウヘイ

3 1066 上領　宏輝 (3) 萩工 カミリョウ　ヒロキ 3 1366 芥川　智之 (2) 柳井工 アクタガワ　トモユキ

4 1080 中園 隼人 (3) 萩工 ナカゾノ　ハヤト 4 1355 弘末　貴士 (3) 柳井工 ヒロスエ　タカシ

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 3.44.87 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 3.46.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1814 楠本　頌 (2) 山口 クスモト　ショウ 1 1372 加村　聖吾 (3) 熊毛南 カムラ　セイゴ

2 1811 大谷　康矩 (3) 山口 オオタニ　ヤスノリ 2 1371 石川　修平 (3) 熊毛南 イシカワ　シュウヘイ

3 1813 富永　令 (3) 山口 トミナガ　レイ 3 1377 高井　嘉樹 (2) 熊毛南 タカイ　ヨシキ

4 1812 和田　俊介 (3) 山口 ワダ　シュンスケ 4 1376 三浦　裕平 (2) 熊毛南 ミウラ　ユウヘイ

DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



男子4X400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.08.32 笛木・山本・菅井・鈴木 (成田・千葉) 2003
山口県高校記録 (YR) 3.16.6 亦野・有田・津枝・能勢 (西京) 1991
大会記録 (GR) 3.17.90 小島・山下・折井・植野 (豊浦) 1995

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

5組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 3.32.56 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 3.35.15 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 1914 森本　祐太 (3) 山口鴻城 モリモト　ユウタ 1 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 スギモト　タツヒコ

2 1933 藤井　由優 (1) 山口鴻城 フジイ　ユウ 2 2361 石井　克法 (3) 下関工 イシイ　カツヒロ　

3 1922 藤田　拓馬 (2) 山口鴻城 フジタ　タクマ 3 2369 松岡　利弥 (2) 下関工 マツオカ　トシヤ

4 1916 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 ホソカワ　ユウヤ 4 2356 金田　信彦　　 (3) 下関工 カネダ　ノブヒコ

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 3.38.66 q 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 3.42.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1578 風井　裕次郎 (2) 徳山 カゼイ　ユウジロウ 1 1592 坪内　慶佑 (3) 徳山商工 ツボウチ　ケイスケ

2 1570 橋本　和也 (3) 徳山 ハシモト　カズヤ 2 1591 阿武　寛之 (3) 徳山商工 アンノ　ヒロユキ

3 1577 林　宏紀　 (1) 徳山 ハヤシ　ヒロキ 3 1586 松村　将弘 (3) 徳山商工 マツムラ　マサヒロ

4 1568 小林　宏紀 (3) 徳山 コバヤシ　ヒロキ 4 1588 石部　大地 (3) 徳山商工 イシベ　ダイチ

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 安下庄 3.49.75 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 長府 4.02.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1246 志多木　裕二 (2) 安下庄 シダギ　ユウジ　 1 2309 原　博明 (3) 長府 ハラ　ヒロアキ

2 1240 河村　竜満 (3) 安下庄 カワムラ　リュウマ　 2 2310 淀川　勝博 (3) 長府 ヨドガワ　カツヒロ

3 1245 松村　彰吾 (2) 安下庄 マツムラ　ショウゴ 3 2418 岩本　寧徳 (1) 長府 イワモト　ヤスノリ

4 1239 安久　尚貴 (3) 安下庄 ヤスヒサ　ナオキ 4 2311 和田　直也 (3) 長府 ワダ　ナオヤ

8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊北 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2377 谷村　修一 (3) 豊北 タニムラ　シュウイチ

2 2382 杉野　竜太 (3) 豊北 スギノ　リュウタ

3 2381 大平　龍哉 (3) 豊北 オオヒラ　タツヤ

4 2379 岡村　司 (3) 豊北 オカムラ　ツカサ

準決 2組3着+2 5月29日 9:45

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.28.08 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 3.28.19 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 2294 吉田　大輝 (3) 豊浦 ヨシダ　ヒロキ 1 1789 園崎 宏史 (2) 防府 ソノザキ　　ヒロシ

2 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 ハマノ　ジュンペイ 2 1792 前田 祐欣 (2) 防府 マエダ　　ユウキ

3 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 コバヤシ　コウジ 3 1791 田中 大智 (2) 防府 タナカ　　ダイチ

4 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 イシモト　リョウスケ 4 1796 桑村 拓也 (2) 防府 クワムラ　　タクヤ

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 3.29.54 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 3.29.62 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2317 植木　良介 (2) 下関西 ウエキ　リョウスケ 1 1859 榎本　一成 (2) 西京 エノモト　カズナリ

2 2313 岡田　誠 (3) 下関西 オカダ　マコト 2 1854 大隈　裕文 (2) 西京 オオクマ　ヒロフミ

3 2318 中村　悠太 (2) 下関西 ナカムラ　ユウタ 3 1848 野村　和玄 (3) 西京 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

4 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 フジイ　タカヒロ 4 1849 前原　雅樹 (3) 西京 マエハラ　マサキ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 3.35.11 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大津 3.36.86
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1260 光井　克彦 (3) 岩国 ミツイ　カツヒコ 1 1028 友近　顕 (3) 大津 トモチカ　ケン

2 1259 新屋　直紀 (3) 岩国 アタラシヤ　ナオキ 2 1027 飯田　顕成 (3) 大津 イイダ　アキナリ

3 1272 岡　優成 (2) 岩国 オカ　ユウセイ 3 1030 上野　宏隆 (2) 大津 ウエノ　ヒロタカ

4 1256 國長　裕太 (3) 岩国 クニナガ　ユウタ 4 1025 杉本　崇 (3) 大津 スギモト　タカシ

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高水 3.37.75 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部工 3.41.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1394 徳本　健太 (2) 高水 トクモト　ケンタ 1 2099 村上　仁健 (2) 宇部工 ムラカミ　トヨタケ

2 1388 西尾　輝 (3) 高水 ニシオ　ヒカル 2 2100 増田　将 (2) 宇部工 マシダ　タモツ

3 1391 片山　夏士 (2) 高水 カタヤマ　ナツシ 3 2090 石坂　勇樹 (3) 宇部工 イシサカ　ユウキ

4 1389 渡邊　翔太 (3) 高水 ワタナベ　ショウタ 4 2098 斉藤　大輔 (2) 宇部工 サイトウ　ダイスケ

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



男子4X400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.08.32 笛木・山本・菅井・鈴木 (成田・千葉) 2003
山口県高校記録 (YR) 3.16.6 亦野・有田・津枝・能勢 (西京) 1991
大会記録 (GR) 3.17.90 小島・山下・折井・植野 (豊浦) 1995

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 3.28.05 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 3.28.23 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 2122 吉永　大介 (2) 厚狭 ヨシナガ　ダイスケ 1 2361 石井　克法 (3) 下関工 イシイ　カツヒロ　

2 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 ミヤザキ　ヨシフミ 2 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 スギモト　タツヒコ

3 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 フジイ　シュウジ 3 2362 高山　恭一 (3) 下関工 タカマヤ　ヨシカズ

4 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 スエマス　ナオキ 4 2356 金田　信彦　　 (3) 下関工 カネダ　ノブヒコ

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 3.28.85 Q 4着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 3.32.83 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2347 満江 慎一 (2) 下関中央工ミツエ　シンイチ 1 2405 赤松　秀湖 (2) 下関商 アカマツ　シュウゴ

2 2341 古川　雄大 (1) 下関中央工フルカワ　ユウダイ 2 2399 西村　俊介 (2) 下関商 ニシムラ　シュンスケ

3 2342 池田 悟志 (3) 下関中央工イケダ　サトシ 3 2403 前田　賢太 (2) 下関商 マエダ　ケンタ

4 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工オカモト　ケンシロウ 4 2404 関谷　修平 (2) 下関商 セキタニ　シュウヘイ

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩工 3.34.13 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 3.38.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1066 上領　宏輝 (3) 萩工 カミリョウ　ヒロキ 1 1878 福本　昌史 (3) 誠英 フクモト　マサフミ

2 1080 中園 隼人 (3) 萩工 ナカゾノ　ハヤト 2 1876 伊藤　光彦 (3) 誠英 イトウ　ミツヒコ

3 1079 末舛 一成 (3) 萩工 スエマス　カズナリ 3 1883 谷本　慎治 (2) 誠英 タニモト　シンジ

4 1069 岡田 昌樹 (3) 萩工 オカタ　マサキ 4 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 マツザキ　ユウト

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 3.45.68 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1578 風井　裕次郎 (2) 徳山 カゼイ　ユウジロウ 1 1914 森本　祐太 (3) 山口鴻城 モリモト　ユウタ

2 1577 林　宏紀　 (1) 徳山 ハヤシ　ヒロキ 2 1933 藤井　由優 (1) 山口鴻城 フジイ　ユウ

3 1581 岩本　敏希 (2) 徳山 イワモト　トシキ 3 1922 藤田　拓馬 (2) 山口鴻城 フジタ　タクマ

4 1566 井原　渉 (2) 徳山 イハラ　ワタル 4 1916 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 ホソカワ　ユウヤ

決勝 5月29日 14:45

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.25.66 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 3.27.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2294 吉田　大輝 (3) 豊浦 ヨシダ　ヒロキ 1 1789 園崎 宏史 (2) 防府 ソノザキ　　ヒロシ

2 2295 石元　亮典 (3) 豊浦 イシモト　リョウスケ 2 1792 前田 祐欣 (2) 防府 マエダ　　ユウキ

3 2296 小林　弘治 (3) 豊浦 コバヤシ　コウジ 3 1791 田中 大智 (2) 防府 タナカ　　ダイチ

4 2307 濱野　純平 (2) 豊浦 ハマノ　ジュンペイ 4 1796 桑村 拓也 (2) 防府 クワムラ　　タクヤ

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 3.27.88 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 3.28.86
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2361 石井　克法 (3) 下関工 イシイ　カツヒロ　 1 2347 満江 慎一 (2) 下関中央工 ミツエ　シンイチ

2 2358 杉本　龍彦 (3) 下関工 スギモト　タツヒコ 2 2341 古川　雄大 (1) 下関中央工 フルカワ　ユウダイ

3 2362 高山　恭一 (3) 下関工 タカマヤ　ヨシカズ 3 2342 池田 悟志 (3) 下関中央工 イケダ　サトシ

4 2356 金田　信彦　　 (3) 下関工 カネダ　ノブヒコ 4 2333 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 オカモト　ケンシロウ

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 3.30.70 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 3.33.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2317 植木　良介 (2) 下関西 ウエキ　リョウスケ 1 2405 赤松　秀湖 (2) 下関商 アカマツ　シュウゴ

2 2313 岡田　誠 (3) 下関西 オカダ　マコト 2 2399 西村　俊介 (2) 下関商 ニシムラ　シュンスケ

3 2318 中村　悠太 (2) 下関西 ナカムラ　ユウタ 3 2403 前田　賢太 (2) 下関商 マエダ　ケンタ

4 2314 藤井　嵩広 (3) 下関西 フジイ　タカヒロ 4 2404 関谷　修平 (2) 下関商 セキタニ　シュウヘイ

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 3.33.41 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1859 榎本　一成 (2) 西京 エノモト　カズナリ 1 2122 吉永　大介 (2) 厚狭 ヨシナガ　ダイスケ

2 1854 大隈　裕文 (2) 西京 オオクマ　ヒロフミ 2 2120 宮崎　嘉文 (3) 厚狭 ミヤザキ　ヨシフミ

3 1848 野村　和玄 (3) 西京 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 3 2143 藤井　秀治 (2) 厚狭 フジイ　シュウジ

4 1849 前原　雅樹 (3) 西京 マエハラ　マサキ 4 2121 末益　直輝 (3) 厚狭 スエマス　ナオキ

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



男子走高跳

日本高校記録　　 (HR) 2m22 境田　裕之 (北都商・北海道) 1989

山口県高校記録 (YR) 2m13 山本　晃久 (下関第一) 1998

大会記録 (GR) 2m07 藤澤　圭祐 (西京) 2002

決勝 5月28日 14:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ニシオ　ヒカル － － － － ○ － ○ －

1 19 1388 西尾　輝 (3) 高水 × × ○ ○ × × × 1m91

タナカ　　ダイチ － － － － ○ － ○ × ○

2 16 1791 田中 大智 (2) 防府 × ○ × ○ × × × 1m91

トミナガ　タカユキ － ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × ○

3 15 1249 冨永　崇之 (3) 久賀 × × × 1m85

ヤマノ　ダイスケ － ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

4 18 1096 山野　大介 (2) 萩工 1m82

モリオカ　タクヤ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

5 6 2439 森岡　拓也 (1) 西市 1m76

ヤナギ　ショウタ － × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

6 17 1599 柳　渉太 (3) 南陽工 1m76

シモダ　ショウタ ○ ○ ○ ○ × × ×

7 14 1513 下田　翔大 (3) 光 1m73

ミサキ　トモヒロ × ○ ○ ○ ○ × × ×

8 12 1139 三崎　友寛 (1) 萩工 1m73

フジタ　タクジ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

9 20 2373 藤田　拓志 (2) 下関工 1m73

スイヅ　ケイタ ○ × ○ ○ × × ×

10 9 1088 水津　敬太 (2) 萩工 1m70

ウラ　カズキ × ○ ○ × ○ × × ×

11 10 1370 浦　和樹 (3) 熊毛南 1m70

ナカモト　ユウキ ○ × × ×

12 7 1243 中本　悠紀 (1) 安下庄 1m60

クワハラ　カズヤ ○ × × ×

12 8 1626 桑原　和也 (2) 聖光 1m60

ヨシナガ　アツシ × × ○ × × ×

14 13 2074 吉永　篤史 (1) 宇部中央 1m60

スズキ　サクタ × ／

4 1115 鈴木　朔太 (1) 奈古 NM

イケダ　シンゴ × × ×

2 1276 池田　真悟 (2) 岩国 NM

タケウチ　トシキ × × ×

5 1419 武内　俊樹 (1) 柳井工 NM

ノムラ　マサシ × × ×

3 1911 野村　昌司 (3) 野田 NM

フルヤ　コウイチ

1 1003 古谷　公一 (1) 萩光塩 DNS

イシモト　ヒロキ

11 1501 石本 弘樹 (3) 徳山高専 DNS

審 判 長：岡村　克己

記録主任：伊藤　健二

1m60
1m88

1m65
1m91

1m70
1m94

1m73 1m76 1m79 1m82 1m85

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



男子棒高跳

日本高校記録　　 (HR) 5m40 澤野　大地 (成田・千葉) 1998

山口県高校記録 (YR) 4m66 住田　政幸 (山口鴻城) 1997

大会記録 (GR) 4m66 住田　政幸 (山口鴻城) 1997

決勝 5月27日 12:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

テシマ　ユウタ

1 5 1917 手島　祐太 (3) 山口鴻城 3m90
ヒロナカ　ジョウジ

2 4 1297 弘中　成治 (3) 岩国工 2m80
フクダ　リョウヘイ

2 3 2374 福田　遼平 (2) 下関工 2m80
イシタカ　ユウヤ

4 2 1291 石髙　裕矢 (3) 岩国工 2m80
ワダ　ナオヤ

1 2311 和田　直也 (3) 長府 NM

審 判 長：岡村　克己

記録主任：伊藤　健二

2m80 3m00 3m20 3m40 3m50 3m60 3m90 4m10

○ － － － － ○ ○ × × ×

× ○ － × × ×

× ○ ／

× × ○ ／

× × ×

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例



男子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 7m96 森長　正樹 (太成・大阪) 1989

山口県高校記録 (YR) 7m20 近藤　直巳 (宇部) 1971

大会記録 (GR) 7m06 中野　貴夫 (萩) 1987

決勝 5月27日 13:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
マツザキ　ユウト × 6m82 6m79 6m82 － 6m82 － 6m82

1 19 1879 松﨑　裕登 (3) 誠英 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナガトミ　エイチ 6m21 6m16 6m39 6m39 6m48 6m26 4m07 6m48

2 40 2057 永冨　瑛智 (3) 宇部高専 0.0 +0.7 0.0 0.0 0.0 +0.6 +0.1 0.0
マツザキ　ユウト 5m95 6m19 6m24 6m24 6m21 6m48 × 6m48

3 37 1375 西田　昂平 (3) 熊毛南 0.0 0.0 +0.5 +0.5 0.0 0.0 0.0
タナカ　トシキ 6m41 6m39 × 6m41 6m47 6m34 6m42 6m47

4 15 1042 田中　俊紀 (3) 萩 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2 0.0 +0.2
タカヤマ　ヒロキ × × 6m19 6m19 6m36 6m44 6m19 6m44

5 39 2328 高山　裕喜 (3) 下関中等 +0.9 +0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
マツシタ　ヒカル 6m34 5m87 6m30 6m34 6m36 6m36 6m43 6m43

6 38 1832 松下　洸 (3) 防府西 0.0 +0.1 +0.3 0.0 0.0 +0.2 +0.1 +0.1
ハラ　アツミ 6m18 5m88 6m08 6m18 6m21 6m30 × 6m30

7 36 1565 原　淳巳 (2) 下松工 0.0 0.0 +0.3 0.0 +0.4 +0.1 +0.1
ハマムラ　リュウタ 6m06 6m22 × 6m22 × 6m17 5m45 6m22

8 16 2453 濱村　竜太 (1) 下関商 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 0.0
サイゴウ　トモキ － 6m13 × 6m13 6m13

9 33 2458 西郷　智貴 (1) 下関西 0.0 0.0 0.0
カネコ　ヨシカズ 5m97 － 6m02 6m02 6m02

10 9 1111 金子　儀和 (3) 奈古 0.0 +0.1 +0.1 +0.1
フルタニ　リョウ 5m98 5m95 5m83 5m98 5m98

11 30 1342 古谷　亮 (1) 柳井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ウチダ　ヨシタカ 5m97 5m97 5m86 5m97 5m97

12 13 2366 内田　善隆　　 (2) 下関工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ノダ　アキフミ × 5m95 － 5m95 5m95

13 18 1089 野田　晃史 (2) 萩工 0.0 0.0 0.0
カワムラ　ケイスケ × 5m84 5m93 5m93 5m93

14 35 2091 河村　啓輔 (3) 宇部工 0.0 0.0 0.0 0.0
イマムラ　ジュンヤ × 5m89 × 5m89 5m89

15 17 2298 今村　惇哉 (2) 豊浦 0.0 0.0 0.0
ハダノ　タカヒロ × － ×

12 1050 波多野　貴大 (2) 萩 NM
オガタ　タイヨウ － × －

4 1083 緒方　太陽 (2) 萩工 NM
イワタニ　ヨシタツ － － －

6 1108 岩谷　義竜 (3) 奈古 NM
ミイ　リョウジ － － －

32 1121 三井　良仁 (3) 奈古須佐 NM
タナカ　ヤスオ × － ×

27 1244 田中　康雄 (2) 安下庄 NM
ナカモト　ユウジ － － －

28 1301 中本　裕二 (3) 岩国工 NM
カワカミ　ケイスケ － － －

8 1303 河上　圭佑 (2) 岩国工 NM
タナカ　シンヤ － ／

14 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 NM
オオノ　ヤスマサ × － ×

5 1522 大野　泰正 (1) 光 NM
ムカイ　ユウタ － × －

7 1545 向井　祐太 (3) 下松工 NM
イシモト　ダイチ × × －

25 1601 石本　大地 (3) 南陽工 NM
ナガトミ　リョウ × － －

22 1616 永冨　綾 (3) 新南陽 NM
コジョウ　マサノリ － － －

3 1619 古城　将徳 (3) 光丘 NM
ツネクニ　カズヒロ － － －

31 1785 常國　和博 (3) 防府 NM
モリマサ　ヒロフミ － － －

11 1887 森政　裕文 (3) 多々良 NM
テラダ　ヒデアキ － － ×

20 2081 寺田　英明 (3) 宇部西 NM
ミギタ　タケヒロ － － －

21 2086 右田　享丈 (3) 宇部商 NM
サイトウ　ダイスケ － × －

29 2098 斉藤　大輔 (2) 宇部工 NM
キワ　リョウト － － －

23 2136 木輪　亮人 (3) 宇部商 NM
サカモト　リョウ － － －

2 2352 坂本 涼 (2) 下関中央工 NM
マエダ　ケンタ × － ×

26 2403 前田　賢太 (2) 下関商 NM
ホリタ　タツオ － － －

24 2433 堀田　達郎 (1) 豊浦 NM
ヒロツ　ケンイチ

10 1283 廣津　賢一 (2) 岩国総合 DNS
ナカツカ　ショウ

34 1503 中塚　　翔 (3) 徳山高専 DNS
タカバ　ナルタケ

1 2111 鷹羽　成孟　 (2) 小野田 DNS

審 判 長：岡村　克己

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



男子三段跳

日本高校記録　　 (HR) 15m84 渡辺　容史 (松山北・愛媛) 1997

山口県高校記録 (YR) 14m89 森重　明浩 (西京) 1989

大会記録 (GR) 14m70 末広　憲彦 (新南陽) 1997

決勝 5月29日 11:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヒラカワ　ユウタ 13m45 14m08 14m05 14m08 14m28 14m25 14m28 14m28

1 17 1250 平川　祐太 (3) 久賀 +0.5 +2.0 +2.0 +2.0 +0.9 +2.0 +2.7 +0.9

タナカ　トシキ 13m80 13m48 × 13m80 13m55 13m85 13m34 13m85

2 36 1042 田中　俊紀 (3) 萩 +0.7 +2.6 +0.7 +2.9 +1.6 +2.9 +1.6

ナガトミ　エイチ 12m89 12m77 12m90 12m90 12m70 13m41 12m79 13m41

3 35 2057 永冨　瑛智 (3) 宇部高専 +0.7 +0.7 +2.5 +2.5 +1.8 +2.8 +3.0 +2.8

ノダ　アキフミ 13m07 12m71 12m63 13m07 12m31 × 13m29 13m29

4 30 1089 野田　晃史 (2) 萩工 +3.3 +0.5 0.0 +3.3 +1.0 +3.7 +3.7

カネコ　シュウジ 12m98 13m09 × 13m09 11m58 13m14 × 13m14

5 34 1058 金子　就二 (2) 萩 +2.2 +1.3 +1.3 +1.5 +2.2 +2.2

タナカ　　ダイチ 12m66 12m65 12m87 12m87 13m13 × 12m74 13m13

6 31 1791 田中 大智 (2) 防府 +1.8 +2.0 +0.9 +0.9 +0.9 +1.0 +0.9

ヤマネ　シュンイチ 12m71 12m69 12m49 12m71 12m50 13m12 13m06 13m12

7 18 1844 山根　峻一 (3) 西京 +0.4 +2.6 +2.3 +0.4 +1.0 +2.6 +3.7 +2.6

マツシタ　ヒカル 12m22 12m78 12m83 12m83 12m69 12m08 11m14 12m83

8 16 1832 松下　洸 (3) 防府西 +1.6 +2.3 +1.7 +1.7 +1.5 +3.0 +1.6 +1.7

オガタ　タイヨウ 12m53 － 12m61 12m61 12m61

9 12 1083 緒方　太陽 (2) 萩工 +2.2 +3.2 +3.2 +3.2

ミツイ　カツヒコ 12m55 × 12m33 12m55 12m55

10 28 1260 光井　克彦 (3) 岩国 +1.6 +0.1 +1.6 +1.6

ウチダ　ヨシタカ 12m12 12m51 × 12m51 12m51

11 33 2366 内田　善隆　　 (2) 下関工 +2.1 +1.7 +1.7 +1.7

イシタカ　ユウヤ × × 12m50 12m50 12m50

12 32 1291 石髙　裕矢 (3) 岩国工 +2.7 +2.7 +2.7

ツネクニ　カズヒロ 12m38 12m35 － 12m38 12m38

13 13 1785 常國　和博 (3) 防府 +1.0 +2.1 +1.0 +1.0

シゲヤマ　ユウスケ 12m33 － － 12m33 12m33

14 19 1548 重山　勇介 (3) 下松工 +1.3 +1.3 +1.3

ハラ　アツミ 12m19 － － 12m19 12m19

15 27 1565 原　淳巳 (2) 下松工 +1.7 +1.7 +1.7

アキモト　カズノリ 12m16 － 12m15 12m16 12m16

16 29 2312 秋本　和則 (3) 長府 +3.0 +0.5 +3.0 +3.0

ミイ　リョウジ － 12m14 － 12m14 12m14

17 22 1121 三井　良仁 (3) 奈古須佐 +1.0 +1.0 +1.0

キクダ　イクヤ 12m08 － × 12m08 12m08

18 8 1418 菊田　生弥 (1) 安下庄 +2.7 +2.7 +2.7

ミツエ　シンイチ 12m02 － － 12m02 12m02

19 11 2347 満江 慎一 (2) 下関中央工 +2.8 +2.8 +2.8

イワタニ　ヨシタツ － － －

5 1108 岩谷　義竜 (3) 奈古 NM
コバヤシ　ヒロミチ － × ×

14 1294 小林　裕充 (3) 岩国工 NM
オオノ　ヤスマサ × － －

23 1522 大野　泰正 (1) 光 NM
マツムラ　マサヒロ × － －

25 1586 松村　将弘 (3) 徳山商工 NM
フジイ　ヒロシ － － －

9 1617 藤井 宇宙 (3) 新南陽 NM
センゴク　マコト － － ×

21 1896 千石 誠 (2) 多々良 NM
テラダ　ヒデアキ × × －

10 2081 寺田　英明 (3) 宇部西 NM
ヨシダ　ユウキ － － －

2 2134 吉田　祐貴 (1) 宇部 NM
キワ　リョウト － － －

3 2136 木輪　亮人 (3) 宇部商 NM
タカイ　リョウジ × － ×

20 2367 高井　涼次 (1) 下関工 NM
フジタ　アキオ × × －

6 2421 藤田　晃夫 (1) 西市 NM
ハダノ　タカヒロ

26 1050 波多野　貴大 (2) 萩 DNS
スズキ　サクタ

1 1115 鈴木　朔太 (1) 奈古 DNS
タナカ　ヤスオ

24 1244 田中　康雄 (2) 安下庄 DNS
フルタニ　リョウ

4 1342 古谷　亮 (1) 柳井 DNS
イトウ　トオル

7 1631 伊藤　通 (1) 聖光 DNS
アリムラ　ソウイチロウ

37 2290 有村　総一郎 (2) 西市 DNS
マツオカ　トシヤ

15 2369 松岡　利弥 (2) 下関工 DNS

審 判 長：岡村　克己

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



男子砲丸投

日本高校記録　　 (HR) 18m02 井元　幸喜 (都島工・大阪) 2003

山口県高校記録 (YR) 15m08 松冨　恵三 (防府西) 2005

大会記録 (GR)

決勝 5月27日 14:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ミズムラ　タカヒロ

1 38 1634 水村　隆浩 (3) 桜ケ丘 12m95 12m63 13m23 13m23 13m05 13m39 13m13 13m39
ヨシツグ　タカシ

2 37 1637 吉次　貴志 (3) 桜ケ丘 12m08 12m36 12m72 12m72 12m00 11m45 12m14 12m72
タニグチ　　マサノリ

3 40 2407 谷口 雅則 (3) 早鞆 12m60 × × 12m60 11m53 × × 12m60
ハラダ　ユウキ

4 34 1587 原田　裕貴 (3) 徳山商工 11m67 11m94 11m37 11m94 12m29 11m26 10m87 12m29
コウザキ　マサト

5 39 1865 神崎　真悟 (2) 西京 11m83 11m43 11m58 11m83 12m17 11m93 × 12m17
ヤスイ　タカユキ

6 36 1298 安井　隆之 (3) 岩国工 12m16 11m30 11m94 12m16 11m64 11m52 11m61 12m16
オカモト　マサシ

7 35 2445 岡本　将司 (1) 早鞆 11m53 11m92 × 11m92 × × 11m61 11m92
カワモト　マサナリ

8 31 1633 河本　昌也 (1) 桜ケ丘 11m36 11m39 11m86 11m86 × 11m80 11m44 11m86
エガミ　トモミ

9 32 2345 江上 智見 (2) 下関中央工 10m51 11m35 10m73 11m35 11m35
フジサワ　ショウマ

10 29 1869 藤澤　祥麻 (2) 西京 10m29 11m32 × 11m32 11m32
サイトウ　ケンゴ

11 30 1113 齊藤　健吾 (3) 奈古 10m84 10m79 10m51 10m84 10m84
ヤマザキ　タイジ

12 28 1036 山﨑　泰史 (3) 水産 10m12 10m73 10m44 10m73 10m73
モリタ　リョウスケ

13 25 1800 守田　諒介 (3) 防府商 － 10m00 10m42 10m42 10m42
ヤナセ　シンタロウ

14 20 2283 柳瀬　伸太郎 (3) 西市 － 10m10 10m30 10m30 10m30
ハヤシ　　タカヤ

15 27 2408 林 嵩也 (3) 早鞆 × × 10m04 10m04 10m04
クボイ　リョウ

16 1056 窪井　遼 (1) 萩 － － － NM
スエマス　カズナリ

11 1079 末舛 一成 (3) 萩工 － － － NM
イケベ　ヨシタカ

8 1104 池部　善貴 (3) 奈古 － － － NM
ヤマネ　ダイキ

1 1119 山根　大輝 (2) 奈古 － － － NM
ヤマネ　タケル

13 1123 山根　岳流 (3) 奈古須佐 － － － NM
シノハラ　ショウヘイ

4 1126 篠原　翔平 (2) 奈古須佐 － － － NM
イシモト　ユウタ

17 1351 石本　優太 (3) 柳井商 － － － NM
アクタガワ　ナオキ

21 1357 芥川 直貴 (3) 柳井工 － － － NM
オクヒラ　リョウ

12 1361 奥平　竜 (2) 柳井工 － － － NM
ウノ　テッペイ

9 1374 宇野　哲平 (3) 熊毛南 － － － NM
ハマヤス　ユウヤ

2 1378 濱安　佑弥 (2) 熊毛南 × － － NM
イワモト　ヨシキ

10 1508 岩本　佳己 (2) 徳山高専 － － － NM
タカハラ　タツヤ

15 1590 高原　辰弥 (3) 徳山商工 － － － NM
ナカムラ　トモキ

3 1630 中村　僚希　　 (2) 聖光 － － － NM
カシマ　コウキ

6 1645 鹿嶋　功貴 (1) 徳山高専 － － － NM
トリウエ　　アツシ

19 1787 鳥上 厚誌 (2) 防府 － － － NM
フジサワ　ヒロユキ

14 1833 藤沢　広幸 (2) 防府西 × － － NM
オカ　コウスケ

7 1873 岡　孝介 (2) 徳佐高俣 － － － NM
アツミ　コウ

22 1956 渥美　光 (1) 防府 － × × NM
オカムラ　サトシ

24 2085 岡村　聡史 (3) 宇部商 － － － NM
タガミ　ナオヤ

23 2276 田上　尚弥 (1) 田部 － × × NM
ハマ　ケンゴ

33 1241 濵　健吾 (3) 安下庄 DNS
タムラ　ショウ

5 1300 田村　翔 (3) 岩国工 DNS
イマヅ　ケイスケ

26 1505 今津 圭佑 (3) 徳山高専 DNS
キシモト　ユウジ

18 2359 岸本　勇次 (3) 下関工 DNS

審 判 長：鶴崎　 勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



男子円盤投

日本高校記録　　 (HR) 59m54 小川　智央 (添上・奈良) 1984

山口県高校記録 (YR) 52m04 西本　光徳 (西京) 1992

大会記録 (GR) 50m80 吉賀　貴司 (徳山工) 1986

決勝 5月29日 12:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
フジイ　ケン

1 36 2385 藤井　健 (3) 豊北 × 38m85 × 38m85 39m16 44m87 × 44m87
エガミ　トモミ

2 34 2345 江上 智見 (2) 下関中央工 40m46 40m53 35m96 40m53 40m03 41m93 40m69 41m93
オカモト　マサシ

3 28 2445 岡本　将司 (1) 早鞆 40m54 × 35m09 40m54 × × × 40m54
ミズムラ　タカヒロ

4 35 1634 水村　隆浩 (3) 桜ケ丘 38m98 × × 38m98 × 37m05 39m74 39m74
コヤマ　　タカハル

5 26 2411 小山 卓羽流 (3) 早鞆 36m80 × × 36m80 34m53 － 38m71 38m71
タニグチ　　マサノリ

6 32 2407 谷口 雅則 (3) 早鞆 35m59 × 35m38 35m59 36m96 × 38m51 38m51
クワハラ　カズヤ

7 21 1626 桑原　和也 (2) 聖光 34m52 38m07 × 38m07 × × 37m18 38m07
イノウエ　レイヤ

8 22 2300 井上　怜哉 (2) 豊浦 36m66 37m70 － 37m70 37m52 37m94 37m28 37m94
マツオカ　トシヤ

9 24 2369 松岡　利弥 (2) 下関工 － － 35m26 35m26 35m26
フクモト　コウタロウ

10 23 1539 福本　幸太郎 (3) 下松工 34m98 34m81 × 34m98 34m98
フジサワ　ショウマ

11 33 1869 藤澤　祥麻 (2) 西京 － 34m91 × 34m91 34m91
コウザキ　マサト

12 25 1865 神崎　真悟 (2) 西京 34m08 － 34m03 34m08 34m08
モリシゲ　タカヨシ

13 29 1594 森重　昂次 (2) 徳山商工 － 34m04 × 34m04 34m04
タナカ　ヒロユキ

14 30 2280 田中　陽之 (2) 田部 × × 33m49 33m49 33m49
ユキムラ　ショウ

3 1034 幸村　翔 (3) 水産 － － － NM
ヤマザキ　タイジ

17 1036 山﨑　泰史 (3) 水産 － － － NM
スギヤマ　ヨウタ

6 1060 杉山　洋太 (1) 萩 － － － NM
ヤマダ　カズヤ

12 1072 山田 和也 (3) 萩工 － － － NM
スエマス　カズナリ

14 1079 末舛 一成 (3) 萩工 － － × NM
ムラハシ　カツノリ

9 1082 村橋　克典 (2) 萩工 － － － NM
ハマ　ケンゴ

37 1241 濵　健吾 (3) 安下庄 × × × NM
ナカムラ　トモキ

2 1630 中村　僚希　　 (2) 聖光 － × × NM
カワモト　マサナリ

11 1633 河本　昌也 (1) 桜ケ丘 × × × NM
タナカ　ヨシヒロ

13 1639 田中　義大 (2) 桜ケ丘 － － × NM
ヨシドミ　エイジ

8 1778 吉冨　栄志 (2) 佐波 － － － NM
ヤマムラ　ショウヘイ

5 1779 山村　昇平 (2) 佐波 － － － NM
ヒロシゲ　コウイチ

10 1795 廣重　巧一 (2) 防府 － － － NM
イシダ　タツヤ

15 2078 石田　龍也 (3) 宇部西 × － － NM
フルタニ　ワタル

19 2082 古谷　渉 (3) 宇部西 － － － NM
ナカムラ　リョウタ

31 2110 中村　良太 (2) 小野田 － × × NM
ニシヤマ　ケンタ

18 2316 西山　健太 (3) 下関西 － － － NM
カワノ　ヒロカズ

20 2357 河野　裕和 (3) 下関工 － × － NM
タムラ　ショウ

4 1300 田村　翔 (3) 岩国工 DNS
ノサカ　ジュンキ

7 1311 野坂　純輝 (2) 岩国工 DNS
カネタ　ヨウタ

27 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 DNS
ハラダ　ユウキ

16 1587 原田　裕貴 (3) 徳山商工 DNS
ウエスギ　タツヤ

1 1877 上杉　達也 (3) 誠英 DNS

審 判 長：鶴崎 　勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子ハンマー投

日本高校記録　　 (HR) 62m04 佐藤　享 (小田原城東・神奈川) 2005

山口県高校記録 (YR) 53m35 伊藤　僚 (聖光) 2005

大会記録 (GR)

決勝 5月27日 11:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヨシツグ　タカシ

1 26 1637 吉次　貴志 (3) 桜ケ丘 50m05 50m00 × 50m05 × × 50m27 50m27
フジイ　ケン

2 25 2385 藤井　健 (3) 豊北 46m09 45m07 × 46m09 × × × 46m09
タカハラ　タツヤ

3 23 1590 高原　辰弥 (3) 徳山商工 41m70 41m52 41m58 41m70 44m48 44m06 45m12 45m12
クラタ　ダイジ

4 24 2364 蔵田　大士 (3) 下関工 × 41m64 39m71 41m64 39m73 41m15 × 41m64
ウエスギ　タツヤ

5 20 1877 上杉　達也 (3) 誠英 × 34m80 39m68 39m68 × 37m32 35m37 39m68
ハヤシ　　タカヤ

6 16 2408 林 嵩也 (3) 早鞆 × 36m58 × 36m58 × 39m45 × 39m45
オカムラ　コウタロウ

7 22 1299 岡村　広太郎 (3) 岩国工 × × 36m53 36m53 37m54 × 34m89 37m54
アクタガワ　ナオキ

8 18 1357 芥川 直貴 (3) 柳井工 － 35m58 36m34 36m34 33m92 × 35m44 36m34
オザキ　ユウタ

9 12 1319 尾崎　雄太 (2) 岩国工 × 34m94 34m92 34m94 34m94
ニシタニ　ショウキ

10 11 2306 西谷　正機 (2) 豊浦 32m09 30m67 30m79 32m09 32m09
イシモト　ユウタ

1 1351 石本　優太 (3) 柳井商 － × × NM
オクヒラ　リョウ

5 1361 奥平　竜 (2) 柳井工 － － － NM
イトウ　タケシ

7 1529 伊藤　岳志 (2) 下松 － － － NM
イワモト　タケシ

9 1557 岩本　武士 (2) 下松工 × － × NM
ナカムラ　トモキ

13 1630 中村　僚希　　 (2) 聖光 × × － NM
マツザキ　ダイゴ

10 1638 松﨑　大悟 (1) 桜ケ丘 － － × NM
タナカ　ヨシヒロ

4 1639 田中　義大 (2) 桜ケ丘 － － － NM
トリウエ　　アツシ

15 1787 鳥上 厚誌 (2) 防府 － × × NM
イシダ　タツヤ

8 2078 石田　龍也 (3) 宇部西 － × － NM
フジイ　ヒロユキ

17 2084 藤井　浩之 (2) 宇部西 × － － NM
イノウエ　レイヤ

21 2300 井上　怜哉 (2) 豊浦 × × × NM
キシモト　ユウジ

19 2359 岸本　勇次 (3) 下関工 × × － NM
キタニ　ヒデカズ

14 2368 木谷　英和 (2) 下関工 － × － NM
ヒロトミ　ユウタ

3 1295 広富　雄太 (3) 岩国工 DNS
カワソエ　ユウキ

2 1563 河添　裕紀 (2) 下松工 DNS
ナカハシ　リョウタ

6 2277 中橋　亮太 (3) 田部 DNS

審 判 長：鶴崎　 勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子やり投

日本高校記録　　 (HR) 76m54 村上　幸史 (今治明徳・愛媛) 1997

山口県高校記録 (YR) 66m14 亀田　浩太郎 (豊浦) 1988

大会記録 (GR) 61m28 田中　宏昌 (高水) 1999

決勝 5月28日 10:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
コウザキ　マサト

1 39 1865 神崎　真悟 (2) 西京 57m34 × × 57m34 45m79 54m63 50m12 57m34
ヨシダ　ヒロキ

2 38 2294 吉田　大輝 (3) 豊浦 46m39 49m83 47m02 49m83 × 46m78 52m74 52m74
ニシヤマ　ケンタ

3 36 2316 西山　健太 (3) 下関西 47m55 48m48 51m16 51m16 50m24 49m26 48m91 51m16
カワムラ　リョウスケ

4 33 1794 河村　亮輔 (2) 防府 45m56 × × 45m56 48m76 × × 48m76
ナカツカ　ショウ

5 30 1503 中塚　　翔 (3) 徳山高専 44m83 44m59 47m38 47m38 42m71 40m55 42m55 47m38
イシハラ　ジュンジ

6 28 1938 石原　純二 (2) 西京 × 43m41 45m50 45m50 － × 45m08 45m50
オザキ　ユウタ

7 37 1319 尾崎　雄太 (2) 岩国工 40m57 43m68 45m12 45m12 45m31 44m36 45m26 45m31
クワハラ　カズヤ

8 35 1626 桑原　和也 (2) 聖光 44m89 － － 44m89 40m56 － － 44m89
ヤマネ　ヒロフミ

9 17 1786 山根　寛史 (3) 防府 44m09 40m67 － 44m09 44m09
オカムラ　ユウイチ

10 31 2355 岡村　雄一 (3) 下関工 － － 43m78 43m78 43m78
タニグチ　　マサノリ

11 34 2407 谷口 雅則 (3) 早鞆 43m30 42m32 41m67 43m30 43m30
タニグチ　アツシ

12 23 2446 谷口　篤志 (1) 早鞆 － 41m68 43m22 43m22 43m22
エガミ　トモミ

13 25 2345 江上 智見 (2) 下関中央工 41m05 × 41m95 41m95 41m95
コヤマ　　タカハル

14 11 2411 小山 卓羽流 (3) 早鞆 40m47 41m45 － 41m45 41m45
イワイ　ユウタ

15 24 1348 岩井　勇太 (3) 柳井商 × × 41m35 41m35 41m35
タナカ　タクマ

16 22 1067 田中 拓摩 (3) 萩工 － － 41m27 41m27 41m27
マツダ　マコト

17 27 2326 松田　真 (3) 下関中等 × × 40m43 40m43 40m43
フルヤ　コウイチ

9 1003 古谷　公一 (1) 萩光塩 － － － NM
カワノ　リョウタ

26 1074 河野 良太 (3) 萩工 － － － NM
タケウチ　ショウヘイ

19 1101 竹内　翔平 (2) 萩工 × － － NM
モリタ　ナリアキ

15 1112 森田　成昭 (3) 奈古 × － － NM
ヤマネ　タケル

32 1123 山根　岳流 (3) 奈古須佐 － － － NM
ナガサコ　ゲン

5 1228 長迫　玄 (3) 大島商船 － － － NM
ヒロカネ　リョウ

16 1265 広兼　亮 (3) 岩国 － － － NM
タムラ　ショウ

18 1300 田村　翔 (3) 岩国工 － － － NM
イシモト　ユウタ

14 1351 石本　優太 (3) 柳井商 × × － NM
ハマヤス　ユウヤ

10 1378 濱安　佑弥 (2) 熊毛南 － － × NM
カワソエ　ユウキ

13 1563 河添　裕紀 (2) 下松工 － × × NM
ワタベ　カズナリ

21 1802 渡部　一成 (3) 防府商 × － － NM
クラタ　ナオユキ

7 1853 倉田　尚幸 (3) 西京 － － × NM
フジイ　ヒロユキ

29 2084 藤井　浩之 (2) 宇部西 － － － NM
オカムラ　サトシ

2 2085 岡村　聡史 (3) 宇部商 － － － NM
ササイ　タツヤ

20 2282 笹井　辰也 (3) 西市 × － － NM
モリカワ　マサナリ

6 2319 森川　政成 (2) 下関西 × － － NM
ハヤシ　リュウノスケ

4 2337 林 龍之介 (3) 下関中央工 － － － NM
ナカノ　マサヒロ

1 1502 中野 将寛 (3) 徳山高専 DNS
イマヅ　ケイスケ

8 1505 今津 圭佑 (3) 徳山高専 DNS
モリシゲ　タカヨシ

3 1594 森重　昂次 (2) 徳山商工 DNS
ナカムラ　リョウタ

12 2110 中村　良太 (2) 小野田 DNS

審 判 長：鶴崎　 勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



男子八種競技

日本高校記録　　 (HR) 6235 池田　大介（参) (太成学院・大阪) 2004
山口県高校記録 (YR) 5283 藤澤　圭祐（参) (西京) 2003
大会記録 (GR) 4753 藤澤　敦祐（参) (美祢工) 2001

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 400m 110mH やり投 走高跳 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ
カネタ　ヨウタ 12.10 5m79 11m61 53.67 16.79 43m07 1m46 4.54.46

1 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 0.0 0.0 +1.8 4494
(631) (542) (583) (653) (646) (487) (360) (592)

マツシタ　ヒカル 12.14 6m28 9m14 54.35 16.68 28m64 1m67 4.54.47
2 1832 松下　洸 (3) 防府西 0.0 0.0 +1.8 4381

(624) (648) (434) (625) (658) (280) (520) (592)
シモカワ　ヨシヒロ 12.27 5m77 8m37 54.89 17.38 31m51 1m70 4.57.94

3 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 0.0 0.0 +1.8 4149
(599) (537) (388) (603) (585) (321) (544) (572)

マツダ　マコト 12.87 5m11 8m46 59.61 21.81 40m91 1m52 5.12.95
4 2326 松田　真 (3) 下関中等 0.0 +0.8 +1.8 3281

(490) (404) (394) (427) (220) (455) (404) (487)
タナカ　シンヤ 12.30 6m11 9m62 57.34 19.55 37m38 1m46

1356 田中 慎也 (3) 柳井工 0.0 +0.2 +1.8 3324 DSQ
(593) (610) (463) (508) (386) (404) (360)

審 判 長：山本　博徳
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

男子八種競技 100m

5月27日

10:40

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

カネタ　ヨウタ

1 7 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 12.10 631
マツシタ　ヒカル

2 3 1832 松下　洸 (3) 防府西 12.14 624
シモカワ　ヨシヒロ

3 6 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 12.27 599
タナカ　シンヤ

4 5 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 12.30 593
マツダ　マコト

5 4 2326 松田　真 (3) 下関中等 12.87 490

男子八種競技 400m

5月27日

15:40

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

カネタ　ヨウタ

1 5 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 53.67 653
マツシタ　ヒカル

2 6 1832 松下　洸 (3) 防府西 54.35 625
シモカワ　ヨシヒロ

3 4 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 54.89 603
タナカ　シンヤ

4 3 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 57.34 508
マツダ　マコト

5 7 2326 松田　真 (3) 下関中等 59.61 427

記録主任：伊藤　健二

風: 0.0

審 判 長：山本　博徳

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

男子八種競技 走幅跳

5月27日

12:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

マツシタ　ヒカル 5m89 6m28 6m08 6m28

1 2 1832 松下　洸 (3) 防府西 +0.4 0.0 0.0 0.0 648

タナカ　シンヤ 5m98 6m06 6m11 6m11

2 4 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 0.0 +0.5 +0.2 +0.2 610

カネタ　ヨウタ 5m77 5m79 5m61 5m79

3 1 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 0.0 0.0 0.0 0.0 542

シモカワ　ヨシヒロ 5m77 5m57 5m61 5m77

4 5 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 0.0 0.0 0.0 0.0 537

マツダ　マコト 4m39 4m66 5m11 5m11

5 3 2326 松田　真 (3) 下関中等 +0.8 0.0 +0.8 +0.8 404

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

男子八種競技 砲丸投

5月27日

13:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

カネタ　ヨウタ

1 2 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 11m07 11m04 11m61 11m61 583

タナカ　シンヤ

2 5 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 9m34 9m40 9m62 9m62 463

マツシタ　ヒカル

3 3 1832 松下　洸 (3) 防府西 8m66 × 9m14 9m14 434

マツダ　マコト

4 4 2326 松田　真 (3) 下関中等 8m11 8m46 7m38 8m46 394

シモカワ　ヨシヒロ

5 1 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 7m73 7m90 8m37 8m37 388

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

凡例 DSQ：失格



男子八種競技 110mH

5月28日

9:40

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

マツシタ　ヒカル

1 7 1832 松下　洸 (3) 防府西 16.68 658
カネタ　ヨウタ

2 6 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 16.79 646
シモカワ　ヨシヒロ

3 5 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 17.38 585
タナカ　シンヤ

4 4 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 19.55 386
マツダ　マコト

5 3 2326 松田　真 (3) 下関中等 21.81 220

男子八種競技 1500m

5月28日

14:40

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

カネタ　ヨウタ

1 1 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 4.54.46 592

マツシタ　ヒカル

2 2 1832 松下　洸 (3) 防府西 4.54.47 592

シモカワ　ヨシヒロ

3 3 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 4.57.94 572

マツダ　マコト

4 5 2326 松田　真 (3) 下関中等 5.12.95 487

タナカ　シンヤ

4 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 DNS

風: +1.8

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

男子八種競技 やり投

5月28日

11:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

カネタ　ヨウタ

1 2 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 43m07 × 41m36 43m07 487

マツダ　マコト

2 5 2326 松田　真 (3) 下関中等 38m92 40m91 40m20 40m91 455

タナカ　シンヤ

3 4 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 33m80 32m04 37m38 37m38 404

シモカワ　ヨシヒロ

4 3 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 31m51 27m16 30m37 31m51 321

マツシタ　ヒカル

5 1 1832 松下　洸 (3) 防府西 × 28m42 28m64 28m64 280

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

男子八種競技 走高跳

5月28日

12:45

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

シモカワ　ヨシヒロ － － － － ○ ○ ○ ○

1 1 2363 下川　祥宏 (1) 下関工 ○ ○ ○ × × × 1m70 544

マツシタ　ヒカル － － － － － － ○ －

2 4 1832 松下　洸 (3) 防府西 × × ○ ○ × × × 1m67 520

マツダ　マコト × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 3 2326 松田　真 (3) 下関中等 1m52 404

カネタ　ヨウタ ○ － × ○ × × ×

4 5 1328 兼田　陽太 (3) 柳井 1m46 360

タナカ　シンヤ × ○ ○ × ○ × × ×

5 2 1356 田中 慎也 (3) 柳井工 1m46 360

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

1m40

1m64

1m43

1m67

1m46

1m70

1m49

1m73

1m52 1m55 1m58 1m61

凡例 DSQ：失格



男子決勝記録一覧表 審判長 トラック 池元　啓朗

跳躍 岡村　克己

投擲 鶴崎　　勲

混成 山本　博徳

2006年5月27日～5月29日 記録主任 伊藤　健二

日付 種目

5/28 男子100m 内海　佑弥 (3) 10.89 高木　岳史 (3) 11.07 松﨑　裕登 (3) 11.10 原田　大二郎 (3) 11.15 藤井　嵩広 (3) 11.18 世良　昂弥 (1) 11.20 野村　和玄 (3) 11.23 田中　賢三 (1) 11.29

風:+3.9 山口：西京 山口：柳井 山口：誠英 山口：山口鴻城 山口：下関西 山口：萩工 山口：西京 山口：山口鴻城

5/29 男子200m 西尾　輝 (3) 22.69 高木　岳史 (3) 22.73 白井　雅史 (3) 22.74 松﨑　裕登 (3) 22.90 藤井　嵩広 (3) 22.92 河村　啓輔 (3) 23.10 原田　大二郎 (3) 23.11 田村　幸雄 (3) 23.28

風:+0.7 山口：高水 山口：柳井 山口：岩国総合 山口：誠英 山口：下関西 山口：宇部工 山口：山口鴻城 山口：山口鴻城

5/27 男子400m 濱野　純平 (2) 49.58 細川　雄矢 (3) 51.01 関谷　修平 (2) 51.33 植木　良介 (2) 51.36 藤井　嵩広 (3) 51.41 金田　信彦　　 (3) 51.55 末益　直輝 (3) 51.62 田原　和典 (3) 52.21

山口：豊浦 山口：山口鴻城 山口：下関商 山口：下関西 山口：下関西 山口：下関工 山口：厚狭 山口：柳井

5/29 男子800m 植木　良介 (2) 2.00.76 三輪　徹郎 (3) 2.00.93 石元　亮典 (3) 2.01.19 中園 隼人 (3) 2.01.98 松本　圭介 (1) 2.02.10 岩政 大樹 (3) 2.02.32 村田　浩志 (1) 2.02.52 木村　亨 (2) 2.07.64

山口：下関西 山口：防府 山口：豊浦 山口：萩工 山口：豊浦 山口：徳山高専 山口：高水 山口：豊北

5/27 男子1500m 秋本　裕司 (3) 4.02.27 齊籐　恭央 (3) 4.04.11 三輪　徹郎 (3) 4.04.93 杉山　泰祐 (3) 4.05.49 中園 隼人 (3) 4.05.63 石元　亮典 (3) 4.05.63 岩政 大樹 (3) 4.06.30 岸川　大輝 (1) 4.06.53

山口：宇部鴻城 山口：高水 山口：防府 山口：山口 山口：萩工 山口：豊浦 山口：徳山高専 山口：西京

5/28 男子5000m 刀祢　健太郎 (2) 14.55.44 石川　潤一 (3) 15.08.28 藤本　拓 (2) 15.20.80 秋本　裕司 (3) 15.23.78 田中　裕士 (2) 15.27.89 山本 隆司 (2) 15.27.93 亀石　広志 (3) 15.33.48 中尾　喜大 (3) 15.34.81

山口：西京 山口：西京 山口：高水 山口：宇部鴻城 山口：柳井 山口：防府西 山口：柳井 山口：豊北

5/29 男子110mH 中谷　真希 (3) 15.09 上田　聡 (3) 15.58 石田　裕太郎 (3) 15.98 稲田　佳祐 (3) 16.36 西村　俊介 (2) 16.61 内田　隆太 (1) 16.66 兼田　陽太 (3) 16.96

風:+1.5 山口：防府 山口：安下庄 山口：西京 山口：下関西 山口：下関商 山口：防府 山口：柳井

5/28 男子400mH 西村　俊介 (2) 56.61 岡本 健史郎 (3) 57.75 和田　瑛一郎 (3) 58.05 藤井　秀治 (2) 58.36 大隈　裕文 (2) 58.51 杉本　龍彦 (3) 58.58 前田 祐欣 (2) 58.63 高山　恭一 (3) 61.01

山口：下関商 山口：下関中央工 山口：豊北 山口：厚狭 山口：西京 山口：下関工 山口：防府 山口：下関工

5/29 男子3000mSC 伴　尚宏 (3) 9.30.08 齊籐　恭央 (3) 9.40.49 田中　裕士 (2) 9.42.34 河内　篤樹 (3) 9.44.30 原　裕太郎 (3) 9.46.21 池永　将成 (2) 9.51.46 岡本　啓史 (3) 9.54.72 松林　龍哉 (3) 9.55.21

山口：西京 山口：高水 山口：柳井 山口：豊北 山口：高水 山口：西京 山口：小野田 山口：高水

5/27 男子5000mW 中野　大輔 (3) 25.19.58 中原　佑太 (3) 29.12.83 小島　浩司 (2) 29.49.24 伊藤　翔平 (3) 29.49.73 福永　顕人 (2) 29.50.08 照嶌　正道 (3) 29.55.96 米原　慎吾 (3) 34.39.87 末延　和也 (2) 36.54.33

山口：宇部西 山口：萩 山口：岩国工 山口：萩工 山口：萩工 山口：大嶺 山口：奈古 山口：柳井

5/28 男子4X100mR 山口：山口鴻城 43.43 山口：下関工 43.92 山口：柳井 43.96 山口：西京 44.00 山口：厚狭 44.72 山口：豊浦 44.78

田中　賢三 (1) 松岡　利弥 (2) 古谷　亮 (1) 前原　雅樹 (3) 吉永　大介 (2) 今村　惇哉 (2)

田村　幸雄 (3) 重水　拓 (2) 高木　岳史 (3) 山根　峻一 (3) 末益　直輝 (3) 吉田　大輝 (3)

細川　雄矢 (3) 金田　信彦　　(3) 田原　和典 (3) 野村　和玄 (3) 安村　和真 (3) 小林　弘治 (3)

原田　大二郎 (3) 石井　克法 (3) 井岡　健太 (2) 内海　佑弥 (3) 宮崎　嘉文 (3) 濱野　純平 (2)

5/29 男子4X400mR 山口：豊浦 3.25.66 山口：防府 3.27.71 山口：下関工 3.27.88 山口：下関中央工 3.28.86 山口：下関西 3.30.70 山口：下関商 3.33.25 山口：西京 3.33.41

吉田　大輝 (3) 園崎 宏史 (2) 石井　克法 (3) 満江 慎一 (2) 植木　良介 (2) 赤松　秀湖 (2) 榎本　一成 (2)

石元　亮典 (3) 前田 祐欣 (2) 杉本　龍彦 (3) 古川　雄大 (1) 岡田　誠 (3) 西村　俊介 (2) 大隈　裕文 (2)

小林　弘治 (3) 田中 大智 (2) 高山　恭一 (3) 池田 悟志 (3) 中村　悠太 (2) 前田　賢太 (2) 野村　和玄 (3)

濱野　純平 (2) 桑村 拓也 (2) 金田　信彦　　(3) 岡本 健史郎 (3) 藤井　嵩広 (3) 関谷　修平 (2) 前原　雅樹 (3)

5/28 男子走高跳 西尾　輝 (3) 1m91 田中 大智 (2) 1m91 冨永　崇之 (3) 1m85 山野　大介 (2) 1m82 森岡　拓也 (1) 1m76 柳　渉太 (3) 1m76 下田　翔大 (3) 1m73 三崎　友寛 (1) 1m73

山口：高水 山口：防府 山口：久賀 山口：萩工 山口：西市 山口：南陽工 山口：光 山口：萩工

5/27 男子棒高跳 手島　祐太 (3) 3m90 弘中　成治 (3) 2m80 福田　遼平 (2) 2m80 石髙　裕矢 (3) 2m80

山口：山口鴻城 山口：岩国工 山口：下関工 （2位） 山口：岩国工

5/27 男子走幅跳 松﨑　裕登 (3) 6m82 0.0 永冨　瑛智 (3) 6m48 0.0 西田　昂平 (3) 6m48 0.0 田中　俊紀 (3) 6m47 +0.2 高山　裕喜 (3) 6m44 0.0 松下　洸 (3) 6m43 +0.1 原　淳巳 (2) 6m30 +0.1 濱村　竜太 (1) 6m22 0.0

山口：誠英 山口：宇部高専 山口：熊毛南 山口：萩 山口：下関中等 山口：防府西 山口：下松工 山口：下関商

5/29 男子三段跳 平川　祐太 (3) 14m28 +0.9 田中　俊紀 (3) 13m85 +1.6 永冨　瑛智 (3) 13m41 +2.8 野田　晃史 (2) 13m29 +3.7 金子　就二 (2) 13m14 +2.2 田中 大智 (2) 13m13 +0.9 山根　峻一 (3) 13m12 +2.6 松下　洸 (3) 12m83 +1.7

山口：久賀 山口：萩 山口：宇部高専 山口：萩工 山口：萩 山口：防府 山口：西京 山口：防府西

5/27 男子砲丸投 水村　隆浩 (3) 13m39 吉次　貴志 (3) 12m72 谷口 雅則 (3) 12m60 原田　裕貴 (3) 12m29 神崎　真悟 (2) 12m17 安井　隆之 (3) 12m16 岡本　将司 (1) 11m92 河本　昌也 (1) 11m86

山口：桜ケ丘 山口：桜ケ丘 山口：早鞆 山口：徳山商工 山口：西京 山口：岩国工 山口：早鞆 山口：桜ケ丘

5/29 男子円盤投 藤井　健 (3) 44m87 江上 智見 (2) 41m93 岡本　将司 (1) 40m54 水村　隆浩 (3) 39m74 小山 卓羽流 (3) 38m71 谷口 雅則 (3) 38m51 桑原　和也 (2) 38m07 井上　怜哉 (2) 37m94

山口：豊北 山口：下関中央工 山口：早鞆 山口：桜ケ丘 山口：早鞆 山口：早鞆 山口：聖光 山口：豊浦

5/27 男子ハンマー投 吉次　貴志 (3) 50m27 藤井　健 (3) 46m09 高原　辰弥 (3) 45m12 蔵田　大士 (3) 41m64 上杉　達也 (3) 39m68 林 嵩也 (3) 39m45 岡村　広太郎 (3) 37m54 芥川 直貴 (3) 36m34

山口：桜ケ丘 山口：豊北 山口：徳山商工 山口：下関工 山口：誠英 山口：早鞆 山口：岩国工 山口：柳井工

5/28 男子やり投 神崎　真悟 (2) 57m34 吉田　大輝 (3) 52m74 西山　健太 (3) 51m16 河村　亮輔 (2) 48m76 中塚　　翔 (3) 47m38 石原　純二 (2) 45m50 尾崎　雄太 (2) 45m31 桑原　和也 (2) 44m89

山口：西京 山口：豊浦 山口：下関西 山口：防府 山口：徳山高専 山口：西京 山口：岩国工 山口：聖光

5/27 男子八種競技 兼田　陽太 (3) 4494 松下　洸 (3) 4381 下川　祥宏 (1) 4149 松田　真 (3) 3281

5/28 山口：柳井 山口：防府西 山口：下関工 山口：下関中等

男子 総合得点 男子 トラック競技 総合得点 男子 フィールド競技 総合得点 男子 混成競技 総合得点

1 西京 (山口) 71 1 西京 (山口) 54 1 桜ケ丘 (山口) 29 1 柳井 (山口) 8 男子最優秀選手

2 防府 (山口) 48 2 柳井 (山口) 36 2 早鞆 (山口) 24 2 防府西 (山口) 7 中谷　真希 (3)

3 柳井 (山口) 44 3 高水 (山口) 35 3 岩国工 (山口) 18.5 3 下関工 (山口) 6 山口：防府

4 高水 (山口) 43 4 下関西 (山口) 34 4 西京 (山口) 17 4 下関中等 (山口) 5

5 豊浦 (山口) 40 5 防府 (山口) 33 5 萩 (山口) 16

6 下関西 (山口) 40 6 豊浦 (山口) 32 6 豊北 (山口) 15

7 下関工 (山口) 37.5 7 山口鴻城 (山口) 24 7 防府 (山口) 15

8 山口鴻城 (山口) 32 8 下関商 (山口) 21 8 久賀 (山口) 14

12.27-5m77-8m37-54.89

17.38-31m51-1m70-4.57.94

12.87-5m11-8m46-59.61

21.81-40m91-1m52-5.12.95

12.10-5m79-11m61-53.67

16.79-43m07-1m46-4.54.46

12.14-6m28-9m14-54.35

16.68-28m64-1m67-4.54.47

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子100m

日本高校記録　　 (HR) 11.62 伊藤　佳奈恵 (恵庭北・北海道) 1993
山口県高校記録 (YR) 11.81 松田　　薫 (西市) 2003
大会記録 (GR) 12.18 小村　友子 (下関商高) 1999

予選 6組2着+4 5月28日 11:35

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

サトウ　カナコ フルタニ　ユリ

1 5 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 12.48 Q 1 5 826 古谷　有梨 (1) 田部 12.75 Q
カワムラ　チカコ ハヤシ　ナオ

2 7 830 河村　千賀子 (2) 田部 13.03 Q 2 3 871 林　奈緒 (3) 下関西 13.11 Q
クニヒロ　　ナツミ エキモト　アヤカ

3 3 534 國弘 なつみ (2) 防府 13.16 q 3 4 221 浴本　彩香 (3) 岩国総合 13.53
マタキ　チヒロ マツナガ　キョウコ

4 4 747 又木　千尋 (1) 宇部 13.33 q 4 1 580 松永　京子 (3) 西京 13.73
ゴトウ　ヒサコ ヤノ　ノリコ

5 6 239 後藤　久子 (2) 柳井 13.76 5 7 244 矢野　法子 (2) 柳井 13.78
マスナガ　エリコ ハタノ　ヒトミ

6 1 883 益永　江莉子 (3) 下関中等 13.84 6 8 411 波多野　仁美 (3) 徳山 13.80
シモイ　ナルミ クボタ　アヤ

7 8 727 下井　成美 (3) 小野田 14.09 7 2 429 久保田　絢 (3) 光丘 13.87
ヒガシノ　アヤ ツダ　サヤカ

8 2 123 東野　彩 (1) 萩 14.27 8 6 148 津田　彩花 (1) 萩光塩 14.84

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

クリスチャン　シズカ フクイ　リョウコ

1 1 625 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 12.88 Q 1 3 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 12.80 Q
イシズ　サチコ ヤマシロ　ナギサ

2 4 581 石津　早智子 (3) 西京 12.99 Q 2 4 599 山城　なぎさ (2) 誠英 13.08 Q
ユリノ　アサギ タケモト　ハルカ

3 7 936 百合野　あさぎ (2) 豊北 13.57 3 7 884 竹本　遥佳 (2) 下関中等 13.10 q
サワキ　ミサ リョウケ　サトコ

4 5 708 澤木　美佐 (3) 宇部商 13.84 4 8 550 領家　聡子 (2) 山口 13.33 q
アンドウ　トモミ ヨシサカ　ミク

5 8 875 安藤　智美 (1) 下関南 13.97 5 6 108 吉坂　未来 (2) 大嶺 13.55
ハラダ　カオリ キクチ　ヒロミ

6 6 412 原田　佳央理 (3) 徳山 14.19 6 2 220 菊池　央美 (3) 岩国総合 13.61
コバシ　トモエ スミ　ミホコ

7 3 151 小橋　知恵 (1) 奈古 14.92 7 5 590 角　美穂子 (2) 西京 13.78
ヒロタ　ユイ

2 203 廣田　由依 (3) 安下庄 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

オオモリ　チアキ ツネヤ　ミキ

1 6 394 大森　千愛 (3) 下松 13.17 Q 1 4 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 13.08 Q
ナガヒロ　アカリ ムトウ　マユ

2 3 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 13.35 Q 2 5 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 13.13 Q
ナカシマ　アユミ ヤマシタ　ムツミ

3 8 596 中島　歩美 (3) 誠英 13.39 3 7 398 山下　睦美 (2) 下松 13.44
ナカムラ　ヒトミ イワタ　カナコ

4 5 378 中村　仁美 (3) 光 13.62 4 2 232 岩田　佳那子 (3) 高森 13.58
ヨシオカ　ユキ ヒロナカ　ユカ

5 2 738 吉岡　由貴 (2) 厚狭 13.87 5 3 870 弘中　佑果 (3) 下関西 13.98
イマチ　ハルカ トミナガ　サヤカ

6 4 136 井町　春香 (2) 奈古 14.02 6 8 680 富永　彩香 (3) 宇部 14.06
ヤマダ　アヤカ アベ　ヒロエ

7 685 山田　綾香 (2) 宇部 DNS 7 6 117 安倍　啓恵 (2) 大津 14.61

風: +3.2

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +3.1 風: +2.5

風: +1.4 風: +5.6

風: +2.9

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子100m

日本高校記録　　 (HR) 11.62 伊藤　佳奈恵 (恵庭北・北海道) 1993
山口県高校記録 (YR) 11.81 松田　　薫 (西市) 2003
大会記録 (GR) 12.18 小村　友子 (下関商高) 1999

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月28日 13:20

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

サトウ　カナコ フルタニ　ユリ

1 5 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 12.55 Q 1 5 826 古谷　有梨 (1) 田部 12.61 Q
クリスチャン　シズカ イシズ　サチコ

2 4 625 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 12.87 Q 2 3 581 石津　早智子 (3) 西京 12.78 Q
ハヤシ　ナオ オオモリ　チアキ

3 7 871 林　奈緒 (3) 下関西 13.05 Q 3 6 394 大森　千愛 (3) 下松 12.98 Q
カワムラ　チカコ ムトウ　マユ

4 3 830 河村　千賀子 (2) 田部 13.09 4 7 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 13.00 q
ツネヤ　ミキ フクイ　リョウコ

5 6 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 13.20 5 4 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 13.01 q
タケモト　ハルカ クニヒロ　　ナツミ

6 2 884 竹本　遥佳 (2) 下関中等 13.23 6 2 534 國弘 なつみ (2) 防府 13.11
ナガヒロ　アカリ ヤマシロ　ナギサ

7 1 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 13.48 7 1 599 山城　なぎさ (2) 誠英 13.40
マタキ　チヒロ リョウケ　サトコ

8 8 747 又木　千尋 (1) 宇部 13.59 8 8 550 領家　聡子 (2) 山口 13.56

決勝 5月28日 14:20

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
サトウ　カナコ

1 3 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 12.35
フルタニ　ユリ

2 4 826 古谷　有梨 (1) 田部 12.42
クリスチャン　シズカ

3 6 625 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 12.60
イシズ　サチコ

4 5 581 石津　早智子 (3) 西京 12.63
ハヤシ　ナオ

5 2 871 林　奈緒 (3) 下関西 12.84
フクイ　リョウコ

6 1 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 12.84
オオモリ　チアキ

7 7 394 大森　千愛 (3) 下松 12.88
ムトウ　マユ

8 8 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 12.94

風: +4.6

風: +1.9 風: +2.0

凡例 DNS：欠場



女子200m

日本高校記録　　 (HR) 23.76 鈴木　智実 (市邨・愛知) 1997
山口県高校記録 (YR) 24.57 松田　　薫 (西市) 2003
大会記録 (GR) 24.79 松田　薫 (西市) 2003

予選 6組2着+4 5月29日 10:45

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

カワサキ　ノゾミ サトウ　カナコ

1 7 892 川崎　希望 (3) 下関商 26.64 Q 1 7 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 26.95 Q
カワムラ　チカコ ハヤシ　ナオ

2 1 830 河村　千賀子 (2) 田部 27.53 Q 2 8 871 林　奈緒 (3) 下関西 27.83 Q
ニシカワ　ナツキ イワタ　カナコ

3 6 881 西川　奈月 (2) 下関南 27.55 q 3 3 232 岩田　佳那子 (3) 高森 28.16 q
ハタノ　ヒトミ ヤノ　ノリコ

4 8 411 波多野　仁美 (3) 徳山 28.59 4 2 244 矢野　法子 (2) 柳井 28.61
ハマノ　トモミ サワキ　ミサ

5 5 724 濱野　知美 (3) 小野田 28.88 5 5 708 澤木　美佐 (3) 宇部商 28.69
フジカワ　キョウコ ヒガシ　ユカ

6 4 577 藤川　京子 (3) 西京 28.98 6 4 736 東　由佳 (3) 厚狭 29.77
ヒロタ　ユイ ツダ　サヤカ

7 2 203 廣田　由依 (3) 安下庄 29.15 7 1 148 津田　彩花 (1) 萩光塩 32.66
タマイ　フミ イワモト　タマミ

8 3 128 玉井　文 (2) 萩 30.17 6 544 岩本　珠実 (3) 山口 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

クリスチャン　シズカ フクイ　リョウコ

1 5 625 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 26.75 Q 1 4 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 27.10 Q
マツオ　ミキ ツネヤ　ミキ

2 2 851 松尾　美希 (2) 豊浦 27.49 Q 2 7 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 27.60 Q
リョウケ　サトコ ニホンマツ　ユメコ

3 7 550 領家　聡子 (2) 山口 28.52 3 8 527 二本松　由明子 (3) 防府 28.19
ナカノ　ナオミ ヨシサカ　ミク

4 4 144 中野 奈生美 (3) 長門 29.30 4 6 108 吉坂　未来 (2) 大嶺 29.16
イタヤ　アキコ ヒロナカ　ユカ

5 3 124 板谷　顕子 (2) 萩 29.84 5 1 870 弘中　佑果 (3) 下関西 29.18
トヨタ　モモコ ハヤシ　ミナミ

1 376 豊田　桃子 (3) 光 DNS 2 420 林　南美 (3) 徳山商工 DNS
キタジマ　アヤ ミヤザキ　アヤコ　

8 684 北島　あや (2) 宇部 DNS 5 585 宮崎　彩子 (3) 西京 DNS
ヤオタニ　ミキ ナカムラ　エリ

6 835 八百谷　美希 (2) 田部 DNS 3 683 中村　衣里 (2) 宇部 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

フジモト　アキラ ムトウ　マユ

1 6 453 藤本　玲　 (1) 光 28.52 Q 1 5 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 27.57 Q
ユリノ　アサギ エキモト　アヤカ

2 2 936 百合野　あさぎ (2) 豊北 28.60 Q 2 4 221 浴本　彩香 (3) 岩国総合 27.81 Q
アンドウ　トモミ シミズ　サキ

3 4 875 安藤　智美 (1) 下関南 29.05 3 8 893 清水　早紀 (3) 下関商 27.88 q
アベ　ヒロエ マツナガ　キョウコ

4 8 117 安倍　啓恵 (2) 大津 30.32 4 3 580 松永　京子 (3) 西京 27.98 q
イシザキ　ミキ ヤマシタ　ムツミ

7 208 石嵜　美樹 (2) 安下庄 DNS 5 6 398 山下　睦美 (2) 下松 28.20
ナガヒロ　アカリ カネコ　ナツキ

3 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 DNS 6 7 726 金子　奈津希 (3) 小野田 29.94
ヤマモト　ナツミ タニ　アヤミ

5 678 山本　奈津美 (3) 宇部 DNS 2 205 谷　彩美 (2) 安下庄 DNS

風: +1.5 風: +2.8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +1.7 風: +2.7

風: +2.3 風: 0.0

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子200m

日本高校記録　　 (HR) 23.76 鈴木　智実 (市邨・愛知) 1997
山口県高校記録 (YR) 24.57 松田　　薫 (西市) 2003
大会記録 (GR) 24.79 松田　薫 (西市) 2003

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月29日 12:30

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

カワサキ　ノゾミ サトウ　カナコ

1 6 892 川崎　希望 (3) 下関商 26.15 Q 1 4 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 25.76 Q
フクイ　リョウコ クリスチャン　シズカ

2 3 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 26.55 Q 2 3 625 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 26.26 Q
カワムラ　チカコ マツオ　ミキ

3 5 830 河村　千賀子 (2) 田部 26.96 Q 3 5 851 松尾　美希 (2) 豊浦 26.63 Q
ムトウ　マユ フジモト　アキラ

4 4 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 27.05 q 4 6 453 藤本　玲　 (1) 光 26.81 q
ツネヤ　ミキ ハヤシ　ナオ

5 1 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 27.43 5 7 871 林　奈緒 (3) 下関西 27.48
イワタ　カナコ シミズ　サキ

6 8 232 岩田　佳那子 (3) 高森 27.72 6 1 893 清水　早紀 (3) 下関商 27.83
ユリノ　アサギ エキモト　アヤカ

7 2 936 百合野　あさぎ (2) 豊北 27.91 7 2 221 浴本　彩香 (3) 岩国総合 27.99
ニシカワ　ナツキ マツナガ　キョウコ

7 881 西川　奈月 (2) 下関南 DNS 8 580 松永　京子 (3) 西京 DNS

決勝 5月29日 13:35

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
サトウ　カナコ

1 4 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 25.22
カワサキ　ノゾミ

2 3 892 川崎　希望 (3) 下関商 25.62
クリスチャン　シズカ

3 5 625 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 26.08
フクイ　リョウコ

4 6 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 26.35
フジモト　アキラ

5 7 453 藤本　玲　 (1) 光 26.36
マツオ　ミキ

6 8 851 松尾　美希 (2) 豊浦 26.62
カワムラ　チカコ

7 2 830 河村　千賀子 (2) 田部 26.81
ムトウ　マユ

8 1 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 27.51

風: +2.7

風: +3.4 風: +4.3

凡例 DNS：欠場



女子400m

日本高校記録　　 (HR) 53.45 柿沼　和恵 (埼玉栄・埼玉) 1992
山口県高校記録 (YR) 55.50 田中　亜希子 (下関商) 1991
大会記録 (GR) 57.50 荒石　祐子 (大津) 1995

予選 6組2着+4 5月27日 10:50

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

カワサキ　ノゾミ イワモト　タマミ

1 5 892 川崎　希望 (3) 下関商 62.12 Q 1 6 544 岩本　珠実 (3) 山口 61.79 Q
ヒラノ　アヤミ マツナガ　キョウコ

2 6 395 平野　綾美 (3) 下松 64.36 Q 2 3 580 松永　京子 (3) 西京 62.30 Q
ニホンマツ　ユメコ タカギ　カオリ

3 8 527 二本松　由明子 (3防府 64.63 q 3 8 931 高木　かおり (1) 下関西 64.17 q
タニ　アヤミ ニシカワ　ナツキ

4 3 205 谷　彩美 (2) 安下庄 67.11 4 2 881 西川　奈月 (2) 下関南 65.09 q
ヨシオカ　ユキ ヒガシ　ユカ

5 7 738 吉岡　由貴 (2) 厚狭 67.29 5 5 736 東　由佳 (3) 厚狭 66.43
ヤマダ　マサコ ナカノ　ナオミ

6 2 872 山田　真子 (2) 下関西 68.39 6 4 144 中野 奈生美 (3) 長門 66.83
イタヤ　アキコ イトウ　ジュリ

7 4 124 板谷　顕子 (2) 萩 70.87 7 7 730 伊藤　樹里 (2) 小野田 73.88

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

フジモト　アキラ トヨタ　モモコ

1 5 453 藤本　玲　 (1) 光 64.68 Q 1 2 376 豊田　桃子 (3) 光 63.71 Q
オオマチ　ヒトミ サトナカ　シホ

2 4 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 65.40 Q 2 5 682 里中　志帆 (2) 宇部 64.17 Q
フジモト　トモコ ヨシマツ　ミキ

3 2 679 藤本　朋子 (1) 宇部 67.70 3 6 559 吉松　弥希 (3) 山口中央 65.21
ムラタ　　サキ ホリムラ　ユカ

4 8 533 村田 早希 (2) 防府 68.89 4 8 207 堀村　優花 (1) 安下庄 67.73
ヤマモト　ミナ アサハラ　サトミ

5 6 605 山本 実奈 (2) 多々良 72.29 5 7 226 浅原　里美 (3) 岩国商 70.97
ツネヤ　ミキ ウチダ　ヒロコ

7 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 DNS 6 3 728 内田　裕子 (3) 小野田 75.50
ヤオタニ　ミキ ヤナイ　ハルカ

3 835 八百谷　美希 (2) 田部 DNS 4 595 楊井　春香 (3) 誠英 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

マツオ　ミキ フクナガ　モエ

1 4 851 松尾　美希 (2) 豊浦 64.28 Q 1 4 876 福永　萌恵 (3) 下関南 63.68 Q
ヤマモト　ナツミ シミズ　サキ

2 8 678 山本　奈津美 (3) 宇部 64.69 Q 2 5 893 清水　早紀 (3) 下関商 64.40 Q
ヨシザワ　マナミ カワムラ　キヨ

3 2 890 吉澤　まなみ (3) 下関商 65.15 q 3 3 392 河村　基世 (2) 光 65.33
ヤマモト　シホ ハナモト　ミキ

4 6 397 山本　志保 (3) 下松 65.18 4 6 432 花本　美樹 (2) 光丘 65.40
ササオカ　タワエ オカニシ　マヤ

5 5 556 佐々岡　多和恵 (3山口中央 67.77 5 2 284 岡西　麻也 (1) 高水 67.31
イタムラ　ナオミ ヒバラ　マユコ

6 3 248 板村　尚美 (3) 柳井商 71.58 6 7 217 檜原　麻友子 (2) 岩国 68.18
ヤマダ　アカネ スエトミ　ヨウコ

7 7 691 山田　あかね (3) 宇部中央 72.53 7 8 111 末冨　陽子 (2) 日置農 71.30

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子400m

日本高校記録　　 (HR) 53.45 柿沼　和恵 (埼玉栄・埼玉) 1992
山口県高校記録 (YR) 55.50 田中　亜希子 (下関商) 1991
大会記録 (GR) 57.50 荒石　祐子 (大津) 1995

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月27日 13:30

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

カワサキ　ノゾミ イワモト　タマミ

1 3 892 川崎　希望 (3) 下関商 60.87 Q 1 6 544 岩本　珠実 (3) 山口 61.30 Q
フジモト　アキラ マツオ　ミキ

2 5 453 藤本　玲　 (1) 光 61.26 Q 2 3 851 松尾　美希 (2) 豊浦 61.99 Q
マツナガ　キョウコ サトナカ　シホ

3 4 580 松永　京子 (3) 西京 61.41 Q 3 5 682 里中　志帆 (2) 宇部 62.19 Q
フクナガ　モエ トヨタ　モモコ

4 6 876 福永　萌恵 (3) 下関南 62.26 q 4 4 376 豊田　桃子 (3) 光 62.55 q
ヤマモト　ナツミ タカギ　カオリ

5 8 678 山本　奈津美 (3) 宇部 62.78 5 2 931 高木　かおり (1) 下関西 63.94
ニホンマツ　ユメコ ヨシザワ　マナミ

6 1 527 二本松　由明子 (3防府 62.88 6 7 890 吉澤　まなみ (3) 下関商 64.25
シミズ　サキ ヒラノ　アヤミ

7 7 893 清水　早紀 (3) 下関商 63.14 7 1 395 平野　綾美 (3) 下松 64.53
オオマチ　ヒトミ ニシカワ　ナツキ

8 2 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 64.69 8 881 西川　奈月 (2) 下関南 DNS

決勝 5月27日 15:00

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
カワサキ　ノゾミ

1 3 892 川崎　希望 (3) 下関商 59.96
フジモト　アキラ

2 6 453 藤本　玲　 (1) 光 60.25
イワモト　タマミ

3 4 544 岩本　珠実 (3) 山口 60.30
マツオ　ミキ

4 5 851 松尾　美希 (2) 豊浦 60.34
マツナガ　キョウコ

5 2 580 松永　京子 (3) 西京 61.53
サトナカ　シホ

6 8 682 里中　志帆 (2) 宇部 61.59
フクナガ　モエ

7 7 876 福永　萌恵 (3) 下関南 62.73
トヨタ　モモコ

8 1 376 豊田　桃子 (3) 光 63.11

凡例 DNS：欠場



女子800m

日本高校記録　　 (HR) 2.04.00 西村　美樹 (東京・東京) 2000
山口県高校記録 (YR) 2.08.84 吉村　かおり (西京) 1994
大会記録 (GR) 2.11.2 通山　文絵 (柳井) 1992

予選 6組2着+4 5月28日 12:50

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ナス　ユウコ ハシバ　メグミ

1 4 542 那須　祐子 (3) 山口 2.24.14 Q 1 6 622 橋羽　めぐみ (2) 山口鴻城 2.28.55 Q
ハナモト　ミキ ナカモト　イクコ

2 5 432 花本　美樹 (2) 光丘 2.27.87 Q 2 8 269 中元　育子 (3) 高水 2.29.11 Q
シラハシ　アヤナ オオモリ　シホ

3 2 402 白橋　文菜 (2) 下松 2.30.84 q 3 3 222 大森　志穂 (2) 岩国総合 2.35.67
ウエダ　マキ ヤマモト　ハルミ

4 3 121 上田　麻紀 (3) 萩 2.33.71 4 2 116 山本　春海 (3) 大津 2.40.28
ヨシザワ　マナミ エトウ　ユウ

5 7 890 吉澤　まなみ (3) 下関商 2.35.25 5 4 903 衛藤　優 (1) 豊北 2.40.70
ノヒラ　マキ イマチ　クミ

6 1 860 野平　まき (3) 長府 2.46.44 6 7 129 井町　公美 (2) 萩 2.47.45
ハマダ　ミカ オオマチ　ヒトミ

7 6 386 濱田　美香 (2) 光 2.53.07 5 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 DNS
フクナガ　モエ

8 876 福永　萌恵 (3) 下関南 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ヤマモト　ユキ カワサキ　ユウコ

1 6 549 山本　有紀 (2) 山口 2.27.64 Q 1 6 236 川﨑　祐子 (3) 柳井 2.24.80 Q
ムラカミ　エリ モトスエ　ユウコ

2 2 767 村上　恵梨 (1) 宇部鴻城 2.29.77 Q 2 5 843 本末　祐子 (3) 豊浦 2.25.02 Q
タナカ　チナ イシズ　マイ

3 5 760 田中　智菜 (1) 宇部中央 2.34.35 3 8 609 石津　舞 (1) 中村女子 2.25.23 q
ミヤタ　トモコ スエナガ　アヤカ

4 4 237 宮田　朋子 (3) 柳井 2.36.28 4 7 215 末永　綾香 (2) 岩国 2.29.62 q
ヨシウラ　マミ ササキ　リョウコ

5 8 209 芦浦　摩美 (3) 久賀 2.37.01 5 4 638 佐々木　良子 (1) 山口鴻城 2.30.60 q
フジイ　ヤスコ キハラ　ユウコ

6 3 427 藤井　靖子 (2) 徳山商工 2.45.92 6 2 696 木原　裕子 (3) 宇部西 2.38.02
ハラダ　カズエ キハラ　カナコ

7 408 原田　和恵 (3) 徳山 DSQ 7 3 693 木原　加奈子 (2) 宇部中央 2.45.08

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ハヤマ　ヒトミ ニシジマ　ユカコ　

1 3 611 羽山　瞳 (1) 中村女子 2.25.07 Q 1 3 113 西嶋　友香子 (3) 大津 2.28.92 Q
ヒラノ　アヤミ フジモト　チアキ

2 6 395 平野　綾美 (3) 下松 2.28.40 Q 2 2 434 藤本　千晶 (2) 光丘 2.30.41 Q
ナカムラ　イズミ シンモト　ユウ

3 7 616 中村　和泉 (3) 山口鴻城 2.31.64 3 8 240 新本　優 (2) 柳井 2.31.17
オガワ　セナ イシヅ　アイ

4 4 764 小川　聖奈 (1) 宇部鴻城 2.34.51 4 5 848 石津　愛 (2) 豊浦 2.34.79
オオナカ　ユカリ ハラダ　マミ

5 5 118 大中　ゆかり (2) 大津 2.41.67 5 7 706 原田　麻未 (3) 宇部商 2.36.54
ウメダ　アヤカ イズミ　マホ

6 2 135 梅田　綾香 (2) 奈古 2.43.06 6 6 385 泉　希穂 (2) 光 2.46.20
ミイダ　アヤカ ハマサキ　ユリ

7 8 919 三井田　彩香 (1) 豊浦 2.47.66 4 608 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



女子800m

日本高校記録　　 (HR) 2.04.00 西村　美樹 (東京・東京) 2000
山口県高校記録 (YR) 2.08.84 吉村　かおり (西京) 1994
大会記録 (GR) 2.11.2 通山　文絵 (柳井) 1992

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月29日 11:35

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ナス　ユウコ ナカモト　イクコ

1 5 542 那須　祐子 (3) 山口 2.23.96 Q 1 2 269 中元　育子 (3) 高水 2.24.39 Q
ハシバ　メグミ ヤマモト　ユキ

2 6 622 橋羽　めぐみ (2) 山口鴻城 2.24.17 Q 2 5 549 山本　有紀 (2) 山口 2.24.62 Q
ヒラノ　アヤミ カワサキ　ユウコ

3 8 395 平野　綾美 (3) 下松 2.24.99 Q 3 4 236 川﨑　祐子 (3) 柳井 2.24.78 Q
ハナモト　ミキ ハヤマ　ヒトミ

4 4 432 花本　美樹 (2) 光丘 2.25.26 q 4 3 611 羽山　瞳 (1) 中村女子 2.25.08 q
ムラカミ　エリ モトスエ　ユウコ

5 1 767 村上　恵梨 (1) 宇部鴻城 2.25.83 5 6 843 本末　祐子 (3) 豊浦 2.27.57
イシズ　マイ ササキ　リョウコ

6 7 609 石津　舞 (1) 中村女子 2.28.20 6 7 638 佐々木　良子 (1) 山口鴻城 2.32.60
ニシジマ　ユカコ　 フジモト　チアキ

7 3 113 西嶋　友香子 (3) 大津 2.29.35 7 8 434 藤本　千晶 (2) 光丘 2.32.98
スエナガ　アヤカ シラハシ　アヤナ

8 2 215 末永　綾香 (2) 岩国 2.31.22 1 402 白橋　文菜 (2) 下松 DNS

決勝 5月29日 13:55

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ナス　ユウコ

1 3 542 那須　祐子 (3) 山口 2.18.77
ヤマモト　ユキ

2 5 549 山本　有紀 (2) 山口 2.19.13
ハシバ　メグミ

3 6 622 橋羽　めぐみ (2) 山口鴻城 2.21.10
カワサキ　ユウコ

4 2 236 川﨑　祐子 (3) 柳井 2.24.24
ナカモト　イクコ

5 4 269 中元　育子 (3) 高水 2.24.25
ハヤマ　ヒトミ

6 7 611 羽山　瞳 (1) 中村女子 2.25.38
ハナモト　ミキ

7 1 432 花本　美樹 (2) 光丘 2.25.78
ヒラノ　アヤミ

8 8 395 平野　綾美 (3) 下松 2.26.18

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



女子1500m

日本高校記録　　 (HR) 4.07.87 小林　祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2005
山口県高校記録 (YR) 4.20.81 吉村　かおり (西京) 1995
大会記録 (GR) 4.36.94 竹中　沙織 (中村女子) 2004

予選 3組4着+2 5月27日 11:45

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ヤマシタ　エリカ ハマダ　ヒトミ

1 5 582 山下　恵梨香 (3) 西京 4.53.81 Q 1 11 587 浜田　仁未 (3) 西京 4.47.05 Q
ムラタ　ミナミ ハマサキ　ユリ

2 7 613 村田　美波 (2) 中村女子 4.54.01 Q 2 12 608 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 4.47.30 Q
ナカモト　イクコ オオイ　モモコ

3 13 269 中元　育子 (3) 高水 4.54.21 Q 3 13 407 大井　桃子 (3) 徳山 4.58.67 Q
ヤマモト　ユリノ ニノミヤ　リカ

4 15 619 山本 悠理乃 (3) 山口鴻城 4.57.42 Q 4 6 214 二宮　梨香 (3) 岩国 5.05.29 Q
モトスエ　ユウコ アベ　チサト

5 9 843 本末　祐子 (3) 豊浦 4.59.40 5 5 762 安部　千聡 (1) 宇部鴻城 5.11.36
ムラカミ　エリ フクモト　アリサ

6 3 767 村上　恵梨 (1) 宇部鴻城 5.01.25 6 7 270 福本　亜里沙 (2) 高水 5.11.71
ナワタ　ユイコ フジイ　ヤスコ

7 12 400 縄田　有衣子 (2) 下松 5.05.20 7 3 427 藤井　靖子 (2) 徳山商工 5.25.84
ニシジマ　ユカコ　 ヨシウラ　マミ

8 8 113 西嶋　友香子 (3) 大津 5.13.83 8 4 209 芦浦　摩美 (3) 久賀 5.25.98
ハラダ　マミ ヤマモト　ハルミ

9 6 706 原田　麻未 (3) 宇部商 5.14.51 9 1 116 山本　春海 (3) 大津 5.34.81
ナカガワ　ユカリ ハラダ　ユウキ

10 2 137 中川　由香利 (2) 奈古 5.14.68 10 8 403 原田　結希 (2) 下松 5.34.85
マツバラ　レミ オオキ　アヤカ

11 4 238 松原　礼実 (2) 柳井 5.16.92 11 9 435 大木　彩加 (2) 光丘 5.36.19
アソウ　ユミ マツモト　チカ

12 1 681 麻生　祐未 (3) 宇部 5.24.05 12 2 853 松本　千佳 (2) 豊浦 5.51.56
オキタ　ユウ ヤマモト　ユキ

13 14 735 沖田　優 (3) 厚狭 5.31.43 14 549 山本　有紀 (2) 山口 DNS
ナカヅカ　アイナ ナカムラ　サキコ

14 11 902 中務　愛奈 (2) 豊北 6.07.39 10 885 中村　早紀子 (3) 豊北 DNS
イズミヤ　ユキ

15 10 143 泉谷　由季 (2) 奈古須佐 6.16.91

3組 決勝 5月27日 15:20

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q
ナス　ユウコ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 14 542 那須　祐子 (3) 山口 4.48.11 Q ムラタ　ミナミ

イソムラ　　チアキ 1 14 613 村田　美波 (2) 中村女子 4.37.28
2 4 536 礒村　知明 (2) 防府 4.48.39 Q ナス　ユウコ

ササキ　ユミ 2 12 542 那須　祐子 (3) 山口 4.37.44
3 11 280 佐々木　裕見 (1) 高水 4.49.16 Q ハマサキ　ユリ

カヤ　サトミ 3 7 608 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 4.40.24
4 12 594 栢　さとみ (2) 西京 4.49.69 Q イソムラ　　チアキ

ハヤシ　ユイ 4 13 536 礒村　知明 (2) 防府 4.41.31
5 6 610 林　由衣 (1) 中村女子 4.49.74 q ササキ　ユミ

フカホリ　ミサキ 5 3 280 佐々木　裕見 (1) 高水 4.43.84
6 3 873 深堀　美咲 (2) 下関西 4.49.91 q ハマダ　ヒトミ

カワサキ　ユウコ 6 1 587 浜田　仁未 (3) 西京 4.45.18
7 5 236 川﨑　祐子 (3) 柳井 4.56.94 ハヤシ　ユイ

マツモト　コズエ 7 10 610 林　由衣 (1) 中村女子 4.51.36
8 8 766 松本　梢 (1) 宇部鴻城 4.58.20 フカホリ　ミサキ

タナカ　アイコ 8 8 873 深堀　美咲 (2) 下関西 4.51.94
9 7 120 田中　亜衣子 (3) 萩 5.18.03 ナカモト　イクコ

タバタ　マリカ 9 5 269 中元　育子 (3) 高水 4.52.40
10 13 381 田畑　真璃花 (3) 光 5.29.23 ヤマシタ　エリカ

フジオカ　ハナエ 10 2 582 山下　恵梨香 (3) 西京 4.54.05
11 2 401 藤岡　花恵 (2) 下松 5.30.32 オオイ　モモコ

オオナカ　ユカリ 11 9 407 大井　桃子 (3) 徳山 4.55.21
12 10 118 大中　ゆかり (2) 大津 5.39.14 ヤマモト　ユリノ

タケモト　ミキ 12 6 619 山本 悠理乃 (3) 山口鴻城 4.59.05
13 1 854 竹本　美紀 (2) 豊浦 5.47.11 カヤ　サトミ

フクドミ　フミエ 13 11 594 栢　さとみ (2) 西京 4.59.81
14 9 888 福冨　文恵 (3) 豊北 5.51.64 ニノミヤ　リカ

14 4 214 二宮　梨香 (3) 岩国 5.04.27

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子3000m

日本高校記録　　 (HR) 8.52.33 小林　祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2005
山口県高校記録 (YR) 9.12.10 吉村　かおり (西京) 1996
大会記録 (GR) 9.17.51 吉村　かおり (西京) 1996

決勝 5月28日 10:35

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
フジイ　チヒロ

1 33 593 藤井　千尋 (2) 西京 9.45.36
ヨリオカ　アヤコ

2 28 607 頼岡　綾子 (3) 中村女子 9.45.95
ミヤザキ　キミノ

3 32 583 宮﨑　喜美乃 (3) 西京 9.52.06
アンノ　ナルミ

4 31 614 阿武　成美 (2) 中村女子 10.02.21
ササキ　ユミ

5 27 280 佐々木　裕見 (1) 高水 10.03.49
イソムラ　　チアキ

6 30 536 礒村　知明 (2) 防府 10.04.33
カドヤ　ユカ

7 29 586 角屋　由佳 (3) 西京 10.18.99
フカホリ　ミサキ

8 26 873 深堀　美咲 (2) 下関西 10.22.43
ササキ　イズミ

9 13 705 佐々木　泉 (2) 宇部西 10.29.76
マツモト　コズエ

10 8 766 松本　梢 (1) 宇部鴻城 10.34.15
タケモト　トモカ

11 9 281 武本　知佳 (1) 高水 10.40.77
カネヒラ　ヤスコ

12 12 406 兼平　靖子 (3) 徳山 10.52.64
ミギタ　カナ

13 10 546 右田　可奈 (3) 山口 10.59.10
ナカムラ　セナ

14 4 618 中村　瀬奈 (3) 山口鴻城 11.02.24
クラマス　リサ

15 39 545 藏増　理沙 (3) 山口 11.03.20
サトウ　サキ

16 3 624 佐藤　沙紀 (2) 山口鴻城 11.03.55
ナワタ　ユイコ

17 5 400 縄田　有衣子 (2) 下松 11.05.79
エトウ　ユウ

18 2 903 衛藤　優 (1) 豊北 11.13.48
アベ　チサト

19 35 762 安部　千聡 (1) 宇部鴻城 11.15.82
ナカタ　アオイ

20 38 543 中田　葵 (3) 山口 11.24.75
モトヤス　エミ

21 7 389 本保　詠美 (2) 光 11.28.10
ナカシマ　ミホ

22 6 615 中嶋　美穂 (3) 山口鴻城 11.33.68
アソウ　ユミ

23 34 681 麻生　祐未 (3) 宇部 11.35.71
フルタ　ナナエ

24 20 218 古田　奈々絵 (2) 岩国 11.36.30
タバタ　マリカ

25 36 381 田畑　真璃花 (3) 光 11.51.06
ナカタニ　マリエ

26 24 849 中谷　麻里恵 (2) 豊浦 11.51.28
イケオカ　ミサト

27 23 247 池岡　美里 (3) 柳井商 11.53.79
ヒラタ　アヤノ

28 25 242 平田　絢乃 (1) 柳井 11.55.70
フジノ　ユカ

29 1 119 藤野　由佳 (2) 大津 11.57.75
フジオカ　ハナエ

30 18 401 藤岡　花恵 (2) 下松 11.59.50
バンドウ　リツコ

31 22 846 板東　梨津子 (2) 豊浦 12.03.42
ニシムラ　マリコ

32 17 243 西村　万里子 (2) 柳井 12.03.50
イワサキ　ノブコ

33 16 699 岩崎　信子 (3) 宇部西 12.20.48
タクノ　アユミ

34 14 904 宅野　あゆみ (1) 豊北 12.35.99
フジイ　ヤスコ

35 21 427 藤井　靖子 (2) 徳山商工 12.40.09
フクドミ　フミエ

36 19 888 福冨　文恵 (3) 豊北 12.56.17
ガモウ　エリコ

37 15 110 蒲生　英里子 (2) 日置農 13.05.27
サラダ　ユキエ

11 271 皿田　幸恵 (2) 高水 DNS
カツタニ　ナツミ

37 765 勝谷　夏美 (1) 宇部鴻城 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子100mH

日本高校記録　　 (HR) 13.44 森本　明子 (埼玉栄・埼玉) 1994
山口県高校記録 (YR) 14.33 佐藤　佳奈 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 14.65 兼清　真由美 (香川) 1996

予選 4組3着+4 5月29日 10:00

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

スエマツ　モエ イシハラ　ミチコ

1 2 845 末松　もえ (3) 豊浦 16.91 Q 1 8 245 石原　美智子 (2) 柳井 15.95 Q
タケモト　ハルカ モリグチ　マサコ

2 8 884 竹本　遥佳 (2) 下関中等 17.19 Q 2 1 894 森口　雅子 (2) 下関商 17.35 Q
カネコ　ナツキ コバヤシ　アユミ

3 7 575 金子　夏季 (3) 西京 17.79 Q 3 5 419 小林　歩　 (2) 徳山 17.69 Q
ニシオカ　アイコ ミヤモト　ユキ

4 3 631 西岡　愛子 (1) 誠英 18.05 q 4 2 289 宮本　幸 (1) 熊毛南 17.87 q
タカセ　ミアキ フジツ　ルミ

5 1 273 高瀬　みあき (2) 高水 18.61 5 6 530 藤津　留美 (3) 防府 18.19 q
タマヤマ　ミツエ ナカムラ　サトミ

6 6 234 珠山　光絵 (3) 柳井 22.06 6 4 689 中村　聡美 (3) 宇部中央 18.73
イチノベ　マキ ナガオ　トモミ

4 383 市延　真紀 (2) 光 DNS 7 7 694 長尾　知美 (3) 宇部西 18.78
ミヤザキ　ユウコ オカムラ　サキ

5 409 宮﨑　裕子 (3) 徳山 DNS 8 3 452 岡村　紗希 (1) 光 20.04

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

オオスミ　ミオ ヤマモト　マナミ

1 1 844 大隅　望生 (3) 豊浦 16.96 Q 1 8 597 山本　真浪 (3) 誠英 16.97 Q
タムラ　ミサト ハリマ　ハルカ

2 3 132 田村　美里 (2) 萩工 17.13 Q 2 3 450 針間　遥 (1) 徳山商工 17.34 Q
ﾔﾌﾞ ﾕｲｶ ムラタ　　ヨシミ

3 5 755 藪　結楓 (1) 宇部西 17.94 Q 3 1 532 村田 愛美 (2) 防府 17.95 Q
チジマツ　ユキ ヒラタ　サキ

4 2 561 千知松　由希 (2) 山口中央 18.97 4 4 700 平田　早紀 (3) 宇部西 18.44 q
コウシタ　エリ サカイ　トモミ

5 7 712 香下　絵理 (2) 宇部商 19.59 5 6 266 堺　智美 (3) 田布施農 19.49
ヤマネ　サチコ フクダ　アイミ

6 6 634 山根　幸子 (1) 誠英 20.22 6 5 447 福田　愛見 (2) 聖光 19.56
タハラ　リカ スイヅ　サキ

4 261 田原　理加 (2) 熊毛南 DNF 2 154 水津　早紀 (1) 萩光塩 DNS
コウチ　ミナ ミヤザキ　ユリエ

8 769 河内　美那 (2) 慶進 DNS 7 720 宮崎　友里恵 (2) 宇部商 DNS

準決 2組3着+2 5月29日 12:00

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

イシハラ　ミチコ スエマツ　モエ

1 5 245 石原　美智子 (2) 柳井 16.00 Q 1 3 845 末松　もえ (3) 豊浦 16.10 Q
タムラ　ミサト ヤマモト　マナミ

2 3 132 田村　美里 (2) 萩工 17.04 Q 2 5 597 山本　真浪 (3) 誠英 16.39 Q
オオスミ　ミオ カネコ　ナツキ

3 6 844 大隅　望生 (3) 豊浦 17.26 Q 3 1 575 金子　夏季 (3) 西京 16.83 Q
モリグチ　マサコ タケモト　ハルカ

4 4 894 森口　雅子 (2) 下関商 17.36 q 4 6 884 竹本　遥佳 (2) 下関中等 16.99 q
ニシオカ　アイコ ミヤモト　ユキ

5 2 631 西岡　愛子 (1) 誠英 17.66 5 7 289 宮本　幸 (1) 熊毛南 17.41
コバヤシ　アユミ ﾔﾌﾞ ﾕｲｶ

6 8 419 小林　歩　 (2) 徳山 18.33 6 2 755 藪　結楓 (1) 宇部西 17.49
ムラタ　　ヨシミ フジツ　ルミ

7 1 532 村田 愛美 (2) 防府 18.35 7 8 530 藤津　留美 (3) 防府 17.64
ヒラタ　サキ ハリマ　ハルカ

8 7 700 平田　早紀 (3) 宇部西 18.46 4 450 針間　遥 (1) 徳山商工 DNS

決勝 5月29日 13:15

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
イシハラ　ミチコ

1 4 245 石原　美智子 (2) 柳井 15.46
スエマツ　モエ

2 3 845 末松　もえ (3) 豊浦 15.76
ヤマモト　マナミ

3 5 597 山本　真浪 (3) 誠英 16.05
カネコ　ナツキ

4 1 575 金子　夏季 (3) 西京 16.62
モリグチ　マサコ

5 7 894 森口　雅子 (2) 下関商 16.66
タムラ　ミサト

6 6 132 田村　美里 (2) 萩工 16.70
タケモト　ハルカ

7 8 884 竹本　遥佳 (2) 下関中等 16.71
オオスミ　ミオ

8 2 844 大隅　望生 (3) 豊浦 16.82

風: +3.0

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -0.3 風: +2.3

風: +0.5 風: +2.5

風: +2.7 風: +0.7

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



女子400mH

日本高校記録　　 (HR) 57.65 山形　依希子 (敦賀・福井) 1992
山口県高校記録 (YR) 62.90 原田　紗斗子 (徳山) 2003
大会記録 (GR) 63.88 尾野　陽子 (下関南) 1999

予選 3組2着+2 5月28日 9:55

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ニホンマツ　ユメコ ヤマダ　アヤカ

1 2 527 二本松　由明子 (3) 防府 70.40 Q 1 5 685 山田　綾香 (2) 宇部 69.41 Q
カワムラ　キヨ ハリマ　ハルカ

2 1 392 河村　基世 (2) 光 71.52 Q 2 4 450 針間　遥 (1) 徳山商工 69.42 Q
コバヤシ　アユミ ニシカワ　ナツキ

3 8 419 小林　歩　 (2) 徳山 75.18 3 7 881 西川　奈月 (2) 下関南 70.56 q
タマヤマ　ミツエ ムラタ　　ヨシミ

4 7 234 珠山　光絵 (3) 柳井 75.93 4 6 532 村田 愛美 (2) 防府 76.34
ヨコロ　マユコ アサハラ　サトミ

5 4 440 横路　万悠子 (3) 華陵 76.95 5 2 226 浅原　里美 (3) 岩国商 77.05
ナカムラ　サトミ フクダ　アイミ

6 5 689 中村　聡美 (3) 宇部中央 77.94 6 1 447 福田　愛見 (2) 聖光 77.86
ササキ　チハル ミヤウチ　ヨシコ

7 3 737 佐々木　千春 (2) 厚狭 82.12 7 8 388 宮内　佳子 (2) 光 79.50
タムラ　ミサト スエマツ　モエ

6 132 田村　美里 (2) 萩工 DNS 3 845 末松　もえ (3) 豊浦 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

フクナガ　モエ

1 8 876 福永　萌恵 (3) 下関南 70.20 Q
オオスミ　ミオ

2 4 844 大隅　望生 (3) 豊浦 72.85 Q
タナベ　アヤカ

3 5 710 田辺　彩華 (3) 宇部商 73.68 q
タカセ　ミアキ

4 6 273 高瀬　みあき (2) 高水 75.99
イタムラ　ナオミ

5 2 248 板村　尚美 (3) 柳井商 78.22
オカムラ　サキ

6 3 452 岡村　紗希 (1) 光 78.32
フジツ　ルミ

7 1 530 藤津　留美 (3) 防府 78.84
カワバタ　エリ

7 733 川畑　江里 (2) 小野田 DNS

決勝 5月28日 12:30

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ニホンマツ　ユメコ

1 6 527 二本松　由明子 (3) 防府 67.90
ニシカワ　ナツキ

2 7 881 西川　奈月 (2) 下関南 68.20
ヤマダ　アヤカ

3 3 685 山田　綾香 (2) 宇部 68.34
フクナガ　モエ

4 5 876 福永　萌恵 (3) 下関南 68.66
ハリマ　ハルカ

5 4 450 針間　遥 (1) 徳山商工 70.68
カワムラ　キヨ

6 2 392 河村　基世 (2) 光 71.27
タナベ　アヤカ

7 1 710 田辺　彩華 (3) 宇部商 72.98
オオスミ　ミオ

8 8 844 大隅　望生 (3) 豊浦 73.90

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子3000mW

日本高校記録　　 (HR) 12.53.53 三村　芙実 (熊谷女・埼玉) 2002
山口県高校記録 (YR) 14.40.16 上田　佳枝 (桜ヶ丘) 2003
大会記録 (GR) 15.27.45 本田　翠 (大津) 2005

決勝 5月27日 13:50

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
クロツチ　アイリ

1 2 606 黒土　愛理 (3) 中村女子 15.27.47
ナカムラ　サキコ

2 5 885 中村　早紀子 (3) 豊北 15.34.41
タケウチ　マリ

3 3 701 竹内　万里 (3) 宇部西 15.36.29
ホンダ　ミドリ

4 4 115 本田　翠 (3) 大津 16.23.05
ナカムラ　サヨ

5 1 841 中村　紗世 (3) 豊浦 19.01.40
ナカヅカ　アイナ

6 6 902 中務　愛奈 (2) 豊北 19.48.44
モトヤス　エミ

7 389 本保　詠美 (2) 光 DSQ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992
日本高校記録　　 (HR) 44.90 伊藤・柿沼・庄司・金子 (日本) 1992
山口県高校記録 (YR) 48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 48.86 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004

予選 4組3着+4 5月27日 12:35

1組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 51.77 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 53.12 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 620 勝井　美都 (2) 山口鴻城 カツイ　ミト 1 529 山田　順恵 (3) 防府 ヤマダ　ヨリエ

2 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 フクイ　リョウコ 2 534 國弘 なつみ (2) 防府 クニヒロ　　ナツミ

3 636 乗金　未歩 (1) 山口鴻城 ノリカネ　ミホ 3 527 二本松　由明子 (3) 防府 ニホンマツ　ユメコ

4 637 堀井　郁里 (1) 山口鴻城 ホリイ　カオリ 4 530 藤津　留美 (3) 防府 フジツ　ルミ

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 53.84 Q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 54.05 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 235 沖村　公美 (3) 柳井 オキムラ　ユキミ 1 870 弘中　佑果 (3) 下関西 ヒロナカ　ユカ

2 244 矢野　法子 (2) 柳井 ヤノ　ノリコ 2 872 山田　真子 (2) 下関西 ヤマダ　マサコ

3 239 後藤　久子 (2) 柳井 ゴトウ　ヒサコ 3 869 水間　菜穂子 (3) 下関西 ミズマ　ナオコ

4 245 石原　美智子 (2) 柳井 イシハラ　ミチコ 4 871 林　奈緒 (3) 下関西 ハヤシ　ナオ

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中等 55.44 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 57.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 883 益永　江莉子 (3) 下関中等 マスナガ　エリコ 1 128 玉井　文 (2) 萩 タマイ　フミ

2 884 竹本　遥佳 (2) 下関中等 タケモト　ハルカ 2 123 東野　彩 (1) 萩 ヒガシノ　アヤ

3 914 荒川　知穂 (1) 下関中等 アラカワ　チホ 3 122 河原　咲子 (1) 萩 カワハラ　サキコ

4 913 大賀　百子 (1) 下関中等 オオガ　モモコ 4 124 板谷　顕子 (2) 萩 イタヤ　アキコ

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩工 58.20 DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 105 木村　優美 (1) 萩工 キムラ　ユミ

2 102 澤村　実佳 (1) 萩工 サワムラ　ミカ

3 132 田村　美里 (2) 萩工 タムラ　ミサト

4 103 山本　朋美 (1) 萩工 ヤマモト　トモミ

2組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 51.45 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 51.80 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 575 金子　夏季 (3) 西京 カネコ　ナツキ 1 844 大隅　望生 (3) 豊浦 オオスミ　ミオ

2 581 石津　早智子 (3) 西京 イシズ　サチコ 2 851 松尾　美希 (2) 豊浦 マツオ　ミキ

3 585 宮崎　彩子 (3) 西京 ミヤザキ　アヤコ　 3 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 ムトウ　マユ

4 579 江﨑　友香 (3) 西京 エサキ　ユカ 4 845 末松　もえ (3) 豊浦 スエマツ　モエ

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 54.79 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 安下庄 55.09 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 709 山本　倫子 (3) 宇部商 ヤマモト　ミチコ 1 207 堀村　優花 (1) 安下庄 ホリムラ　ユカ

2 708 澤木　美佐 (3) 宇部商 サワキ　ミサ 2 203 廣田　由依 (3) 安下庄 ヒロタ　ユイ

3 710 田辺　彩華 (3) 宇部商 タナベ　アヤカ 3 208 石嵜　美樹 (2) 安下庄 イシザキ　ミキ

4 719 椎木　美菜 (2) 宇部商 シイギ　ミナ 4 205 谷　彩美 (2) 安下庄 タニ　アヤミ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部西 55.90 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 56.43
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 704 鈴川　奈穂 (1) 宇部西 ｽｽﾞｶﾜ ﾅｵ 1 689 中村　聡美 (3) 宇部中央 ナカムラ　サトミ

2 694 長尾　知美 (3) 宇部西 ナガオ　トモミ 2 687 中村　郁香 (3) 宇部中央 ナカムラ　アヤカ

3 755 藪　結楓 (1) 宇部西 ﾔﾌﾞ ﾕｲｶ 3 691 山田　あかね (3) 宇部中央 ヤマダ　アカネ

4 700 平田　早紀 (3) 宇部西 ヒラタ　サキ 4 686 清家　美和 (3) 宇部中央 セイケ　ミワ

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井商 57.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 249 付田　麻菜美 (2) 柳井商 ツクダ　マナミ

2 252 伊藤　藍 (2) 柳井商 イトウ　アイ

3 248 板村　尚美 (3) 柳井商 イタムラ　ナオミ

4 251 川口　友加 (2) 柳井商 カワグチ　ユカ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992
日本高校記録　　 (HR) 44.90 伊藤・柿沼・庄司・金子 (日本) 1992
山口県高校記録 (YR) 48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 48.86 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

3組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 51.18 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 52.71 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 597 山本　真浪 (3) 誠英 ヤマモト　マナミ 1 680 富永　彩香 (3) 宇部 トミナガ　サヤカ

2 596 中島　歩美 (3) 誠英 ナカシマ　アユミ 2 747 又木　千尋 (1) 宇部 マタキ　チヒロ

3 599 山城　なぎさ (2) 誠英 ヤマシロ　ナギサ 3 684 北島　あや (2) 宇部 キタジマ　アヤ

4 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 ツネヤ　ミキ 4 683 中村　衣里 (2) 宇部 ナカムラ　エリ

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 53.34 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 54.54 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 875 安藤　智美 (1) 下関南 アンドウ　トモミ 1 398 山下　睦美 (2) 下松 ヤマシタ　ムツミ

2 881 西川　奈月 (2) 下関南 ニシカワ　ナツキ 2 402 白橋　文菜 (2) 下松 シラハシ　アヤナ

3 876 福永　萌恵 (3) 下関南 フクナガ　モエ 3 399 守川　美穂 (2) 下松 モリカワ　ミホ

4 882 正田　豊美子 (2) 下関南 ショウダ　フミコ 4 397 山本　志保 (3) 下松 ヤマモト　シホ

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 55.20 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 55.26
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 444 岡崎　明日香 (2) 聖光 オカザキ　アスカ 1 412 原田　佳央理 (3) 徳山 ハラダ　カオリ

2 445 梶原　美保子　 (2) 聖光 カジワラ　ミホコ 2 418 濵田　愛 (2) 徳山 ハマダ　アイ

3 447 福田　愛見 (2) 聖光 フクダ　アイミ 3 411 波多野　仁美 (3) 徳山 ハタノ　ヒトミ

4 442 三崎　美貴 (3) 聖光 ミサキ　ミキ 4 409 宮﨑　裕子 (3) 徳山 ミヤザキ　ユウコ

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 小野田 55.55
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 728 内田　裕子 (3) 小野田 ウチダ　ヒロコ

2 724 濱野　知美 (3) 小野田 ハマノ　トモミ

3 729 河口　瞳 (3) 小野田 カワグチ　ヒトミ

4 727 下井　成美 (3) 小野田 シモイ　ナルミ

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 51.42 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 52.40 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 832 山下　亜沙美 (2) 田部 ヤマシタ　アサミ 1 378 中村　仁美 (3) 光 ナカムラ　ヒトミ

2 826 古谷　有梨 (1) 田部 フルタニ　ユリ 2 453 藤本　玲　 (1) 光 フジモト　アキラ

3 830 河村　千賀子 (2) 田部 カワムラ　チカコ 3 377 内田　美里 (3) 光 ウチダ　ミサト

4 835 八百谷　美希 (2) 田部 ヤオタニ　ミキ 4 376 豊田　桃子 (3) 光 トヨタ　モモコ

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 53.32 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 54.85 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 450 針間　遥 (1) 徳山商工 ハリマ　ハルカ 1 562 中村　有紀子 (2) 山口中央 ナカムラ　ユキコ

2 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 オオマチ　ヒトミ 2 555 井上　彩香 (3) 山口中央 イノウエ　アヤカ

3 420 林　南美 (3) 徳山商工 ハヤシ　ミナミ 3 556 佐々岡　多和恵 (3) 山口中央 ササオカ　タワエ

4 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 ナガヒロ　アカリ 4 559 吉松　弥希 (3) 山口中央 ヨシマツ　ミキ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 56.50 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光丘 56.88
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 737 佐々木　千春 (2) 厚狭 ササキ　チハル 1 429 久保田　絢 (3) 光丘 クボタ　アヤ

2 738 吉岡　由貴 (2) 厚狭 ヨシオカ　ユキ 2 433 中野　紗希 (2) 光丘 ナカノ　サキ

3 736 東　由佳 (3) 厚狭 ヒガシ　ユカ 3 436 松本　裕美 (2) 光丘 マツモト　ヒロミ

4 735 沖田　優 (3) 厚狭 オキタ　ユウ 4 428 田中　亜沙美 (3) 光丘 タナカ　アサミ

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩光塩 59.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 148 津田　彩花 (1) 萩光塩 ツダ　サヤカ

2 145 森田　斐子 (2) 萩光塩 モリタ　アヤコ

3 149 大津　美緒子 (2) 萩光塩 オオツ　ミオコ

4 154 水津　早紀 (1) 萩光塩 スイヅ　サキ

凡例 DNS：欠場



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992
日本高校記録　　 (HR) 44.90 伊藤・柿沼・庄司・金子 (日本) 1992
山口県高校記録 (YR) 48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 48.86 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月27日 15:50

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 50.63 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 51.08 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 575 金子　夏季 (3) 西京 カネコ　ナツキ 1 832 山下　亜沙美 (2) 田部 ヤマシタ　アサミ

2 581 石津　早智子 (3) 西京 イシズ　サチコ 2 826 古谷　有梨 (1) 田部 フルタニ　ユリ

3 585 宮崎　彩子 (3) 西京 ミヤザキ　アヤコ　 3 830 河村　千賀子 (2) 田部 カワムラ　チカコ

4 579 江﨑　友香 (3) 西京 エサキ　ユカ 4 835 八百谷　美希 (2) 田部 ヤオタニ　ミキ

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 52.44 Q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 52.57 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 685 山田　綾香 (2) 宇部 ヤマダ　アヤカ 1 378 中村　仁美 (3) 光 ナカムラ　ヒトミ

2 747 又木　千尋 (1) 宇部 マタキ　チヒロ 2 453 藤本　玲　 (1) 光 フジモト　アキラ

3 684 北島　あや (2) 宇部 キタジマ　アヤ 3 377 内田　美里 (3) 光 ウチダ　ミサト

4 683 中村　衣里 (2) 宇部 ナカムラ　エリ 4 376 豊田　桃子 (3) 光 トヨタ　モモコ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 53.18 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 53.35
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 235 沖村　公美 (3) 柳井 オキムラ　ユキミ 1 875 安藤　智美 (1) 下関南 アンドウ　トモミ

2 244 矢野　法子 (2) 柳井 ヤノ　ノリコ 2 881 西川　奈月 (2) 下関南 ニシカワ　ナツキ

3 239 後藤　久子 (2) 柳井 ゴトウ　ヒサコ 3 876 福永　萌恵 (3) 下関南 フクナガ　モエ

4 245 石原　美智子 (2) 柳井 イシハラ　ミチコ 4 882 正田　豊美子 (2) 下関南 ショウダ　フミコ

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 54.11 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 54.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 398 山下　睦美 (2) 下松 ヤマシタ　ムツミ 1 562 中村　有紀子 (2) 山口中央
2 402 白橋　文菜 (2) 下松 シラハシ　アヤナ 2 555 井上　彩香 (3) 山口中央
3 399 守川　美穂 (2) 下松 モリカワ　ミホ 3 556 佐々岡　多和恵 (3) 山口中央
4 397 山本　志保 (3) 下松 ヤマモト　シホ 4 559 吉松　弥希 (3) 山口中央

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 49.53 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 50.78 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 620 勝井　美都 (2) 山口鴻城 カツイ　ミト 1 597 山本　真浪 (3) 誠英 ヤマモト　マナミ

2 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 フクイ　リョウコ 2 596 中島　歩美 (3) 誠英 ナカシマ　アユミ

3 625 クリスチャン　静香 (山口鴻城 クリスチャン　シズカ 3 599 山城　なぎさ (2) 誠英 ヤマシロ　ナギサ

4 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 サトウ　カナコ 4 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 ツネヤ　ミキ

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 51.33 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 52.62 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 844 大隅　望生 (3) 豊浦 オオスミ　ミオ 1 450 針間　遥 (1) 徳山商工 ハリマ　ハルカ

2 851 松尾　美希 (2) 豊浦 マツオ　ミキ 2 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 オオマチ　ヒトミ

3 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 ムトウ　マユ 3 420 林　南美 (3) 徳山商工 ハヤシ　ミナミ

4 845 末松　もえ (3) 豊浦 スエマツ　モエ 4 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 ナガヒロ　アカリ

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 52.66 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 54.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 529 山田　順恵 (3) 防府 ヤマダ　ヨリエ 1 870 弘中　佑果 (3) 下関西 ヒロナカ　ユカ

2 534 國弘 なつみ (2) 防府 クニヒロ　　ナツミ 2 872 山田　真子 (2) 下関西 ヤマダ　マサコ

3 527 二本松　由明子 (3) 防府 ニホンマツ　ユメコ 3 869 水間　菜穂子 (3) 下関西 ミズマ　ナオコ

4 530 藤津　留美 (3) 防府 フジツ　ルミ 4 871 林　奈緒 (3) 下関西 ハヤシ　ナオ

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 54.43 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 安下庄 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 709 山本　倫子 (3) 宇部商 ヤマモト　ミチコ 1 207 堀村　優花 (1) 安下庄 ホリムラ　ユカ

2 708 澤木　美佐 (3) 宇部商 サワキ　ミサ 2 203 廣田　由依 (3) 安下庄 ヒロタ　ユイ

3 710 田辺　彩華 (3) 宇部商 タナベ　アヤカ 3 208 石嵜　美樹 (2) 安下庄 イシザキ　ミキ

4 719 椎木　美菜 (2) 宇部商 シイギ　ミナ 4 205 谷　彩美 (2) 安下庄 タニ　アヤミ

凡例 DNS：欠場



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992
日本高校記録　　 (HR) 44.90 伊藤・柿沼・庄司・金子 (日本) 1992
山口県高校記録 (YR) 48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 48.86 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

決勝 5月28日 10:55

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 49.63 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 50.94
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 620 勝井　美都 (2) 山口鴻城 カツイ　ミト 1 575 金子　夏季 (3) 西京 カネコ　ナツキ

2 617 福井　諒子 (3) 山口鴻城 フクイ　リョウコ 2 581 石津　早智子 (3) 西京 イシズ　サチコ

3 625 クリスチャン　静香 (山口鴻城 クリスチャン　シズカ 3 585 宮崎　彩子 (3) 西京 ミヤザキ　アヤコ　

4 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 サトウ　カナコ 4 579 江﨑　友香 (3) 西京 エサキ　ユカ

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 51.20 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 51.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 597 山本　真浪 (3) 誠英 ヤマモト　マナミ 1 832 山下　亜沙美 (2) 田部 ヤマシタ　アサミ

2 596 中島　歩美 (3) 誠英 ナカシマ　アユミ 2 826 古谷　有梨 (1) 田部 フルタニ　ユリ

3 599 山城　なぎさ (2) 誠英 ヤマシロ　ナギサ 3 830 河村　千賀子 (2) 田部 カワムラ　チカコ

4 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 ツネヤ　ミキ 4 835 八百谷　美希 (2) 田部 ヤオタニ　ミキ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 51.70 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 52.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 844 大隅　望生 (3) 豊浦 オオスミ　ミオ 1 378 中村　仁美 (3) 光 ナカムラ　ヒトミ

2 851 松尾　美希 (2) 豊浦 マツオ　ミキ 2 453 藤本　玲　 (1) 光 フジモト　アキラ

3 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 ムトウ　マユ 3 377 内田　美里 (3) 光 ウチダ　ミサト

4 845 末松　もえ (3) 豊浦 スエマツ　モエ 4 376 豊田　桃子 (3) 光 トヨタ　モモコ

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 52.75 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 53.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 685 山田　綾香 (2) 宇部 ヤマダ　アヤカ 1 450 針間　遥 (1) 徳山商工 ハリマ　ハルカ

2 747 又木　千尋 (1) 宇部 マタキ　チヒロ 2 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 オオマチ　ヒトミ

3 684 北島　あや (2) 宇部 キタジマ　アヤ 3 420 林　南美 (3) 徳山商工 ハヤシ　ミナミ

4 682 里中　志帆 (2) 宇部 サトナカ　シホ 4 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 ナガヒロ　アカリ

凡例 DNS：欠場



女子4x400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.43.58 山田・土橋・泉・小林 (姫路商・兵庫) 1993
日本高校記録　　 (HR) 3.41.39 佐藤・蜂須賀・北村・小野 (日本) 1984
山口県高校記録 (YR) 3.56.94 井上・川崎・上野・水上 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 4.03.45 井上・川崎・中迫・水上 (下関商) 2000

予選 4組3着+4 5月28日 15:45

1組
1着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.16.91 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 4.22.38 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 680 富永　彩香 (3) 宇部 トミナガ　サヤカ 1 577 藤川　京子 (3) 西京 フジカワ　キョウコ

2 682 里中　志帆 (2) 宇部 サトナカ　シホ 2 579 江﨑　友香 (3) 西京 エサキ　ユカ

3 683 中村　衣里 (2) 宇部 ナカムラ　エリ 3 585 宮崎　彩子 (3) 西京 ミヤザキ　アヤコ　

4 678 山本　奈津美 (3) 宇部 ヤマモト　ナツミ 4 580 松永　京子 (3) 西京 マツナガ　キョウコ

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 中村女子 4.23.15 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 4.29.45 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 607 頼岡　綾子 (3) 中村女子 ヨリオカ　アヤコ 1 707 糸藤　夏美 (3) 宇部商 イトフジ　ナツミ

2 611 羽山　瞳 (1) 中村女子 ハヤマ　ヒトミ 2 721 福村　茜 (2) 宇部商 フクムラ　アカネ

3 614 阿武　成美 (2) 中村女子 アンノ　ナルミ 3 706 原田　麻未 (3) 宇部商 ハラダ　マミ

4 608 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 ハマサキ　ユリ 4 708 澤木　美佐 (3) 宇部商 サワキ　ミサ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 4.30.26 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 4.34.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 556 佐々岡　多和恵 (3) 山口中央 ササオカ　タワエ 1 237 宮田　朋子 (3) 柳井 ミヤタ　トモコ

2 559 吉松　弥希 (3) 山口中央 ヨシマツ　ミキ 2 240 新本　優 (2) 柳井 シンモト　ユウ

3 557 新井　奈々 (3) 山口中央 アライ　ナナ 3 242 平田　絢乃 (1) 柳井 ヒラタ　アヤノ

4 555 井上　彩香 (3) 山口中央 イノウエ　アヤカ 4 234 珠山　光絵 (3) 柳井 タマヤマ　ミツエ

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 4.42.65 8着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 長府 4.56.53
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 258 福本　真奈 (3) 熊毛南 フクモト　マナ 1 859 坂田　菜穂子 (3) 長府 サカタ　ナホコ

2 257 向井　千夏 (3) 熊毛南 ムカイ　チナツ　　 2 867 山本　綾香 (2) 長府 ヤマモト　アヤカ

3 260 善村　友香 (2) 熊毛南 ヨシムラ　ユカ 3 861 萩原　沙貴 (3) 長府 ハギワラ　サキ

4 259 森永　綾香 (3) 熊毛南 モリナガ　アヤカ 4 860 野平　まき (3) 長府 ノヒラ　マキ

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 4.17.89 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.18.58 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 598 吉永　晴菜 (3) 誠英 ヨシナガ　ハルナ 1 452 岡村　紗希 (1) 光 オカムラ　サキ

2 595 楊井　春香 (3) 誠英 ヤナイ　ハルカ 2 392 河村　基世 (2) 光 カワムラ　キヨ

3 596 中島　歩美 (3) 誠英 ナカシマ　アユミ 3 453 藤本　玲　 (1) 光 フジモト　アキラ

4 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 ツネヤ　ミキ 4 376 豊田　桃子 (3) 光 トヨタ　モモコ

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 4.18.92 Q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 4.26.14 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 411 波多野　仁美 (3) 徳山 ハタノ　ヒトミ 1 870 弘中　佑果 (3) 下関西 ヒロナカ　ユカ

2 407 大井　桃子 (3) 徳山 オオイ　モモコ 2 931 高木　かおり (1) 下関西 タカギ　カオリ

3 406 兼平　靖子 (3) 徳山 カネヒラ　ヤスコ 3 869 水間　菜穂子 (3) 下関西 ミズマ　ナオコ

4 408 原田　和恵 (3) 徳山 ハラダ　カズエ 4 872 山田　真子 (2) 下関西 ヤマダ　マサコ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 安下庄 4.26.67 q 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 小野田 4.43.51
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 207 堀村　優花 (1) 安下庄 ホリムラ　ユカ 1 730 伊藤　樹里 (2) 小野田 イトウ　ジュリ

2 205 谷　彩美 (2) 安下庄 タニ　アヤミ 2 724 濱野　知美 (3) 小野田 ハマノ　トモミ

3 208 石嵜　美樹 (2) 安下庄 イシザキ　ミキ 3 723 小林　祐子 (3) 小野田 コバヤシ　ユウコ

4 206 谷　愛美 (2) 安下庄 タニ　マナミ 4 733 川畑　江里 (2) 小野田 カワバタ　エリ

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井商 4.47.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 249 付田　麻菜美 (2) 柳井商 ツクダ　マナミ

2 248 板村　尚美 (3) 柳井商 イタムラ　ナオミ

3 247 池岡　美里 (3) 柳井商 イケオカ　ミサト

4 251 川口　友加 (2) 柳井商 カワグチ　ユカ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



女子4x400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.43.58 山田・土橋・泉・小林 (姫路商・兵庫) 1993
日本高校記録　　 (HR) 3.41.39 佐藤・蜂須賀・北村・小野 (日本) 1984
山口県高校記録 (YR) 3.56.94 井上・川崎・上野・水上 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 4.03.45 井上・川崎・中迫・水上 (下関商) 2000

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

3組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 4.15.49 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 4.16.89 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 551 小松　菜緒 (2) 山口 コマツ　ナオ 1 894 森口　雅子 (2) 下関商 モリグチ　マサコ

2 544 岩本　珠実 (3) 山口 イワモト　タマミ 2 890 吉澤　まなみ (3) 下関商 ヨシザワ　マナミ

3 549 山本　有紀 (2) 山口 ヤマモト　ユキ 3 893 清水　早紀 (3) 下関商 シミズ　サキ

4 542 那須　祐子 (3) 山口 ナス　ユウコ 4 892 川崎　希望 (3) 下関商 カワサキ　ノゾミ

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 4.20.00 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 4.37.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 852 林　夏子 (2) 豊浦 ハヤシ　ナツコ 1 217 檜原　麻友子 (2) 岩国 ヒバラ　マユコ

2 851 松尾　美希 (2) 豊浦 マツオ　ミキ 2 216 有馬　静香 (2) 岩国 アリマ　シズカ

3 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 ムトウ　マユ 3 218 古田　奈々絵 (2) 岩国 フルタ　ナナエ

4 845 末松　もえ (3) 豊浦 スエマツ　モエ 4 214 二宮　梨香 (3) 岩国 ニノミヤ　リカ

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光丘 4.50.46 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高水 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 435 大木　彩加 (2) 光丘 オオキ　アヤカ 1 284 岡西　麻也 (1) 高水 オカニシ　マヤ

2 449 岡口　愛美 (2) 光丘 オカグチ　メグミ 2 273 高瀬　みあき (2) 高水 タカセ　ミアキ

3 431 樋野　鈴香 (3) 光丘 ヒノ　スズカ 3 282 竹本　江里 (1) 高水 タケモト　エリ

4 430 瀬来 由加子 (3) 光丘 セライ　ユカコ 4 272 村中　仁実 (2) 高水 ムラナカ　ヒトミ

DNS 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.17.01 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 4.18.03 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 882 正田　豊美子 (2) 下関南 ショウダ　フミコ 1 402 白橋　文菜 (2) 下松 シラハシ　アヤナ

2 881 西川　奈月 (2) 下関南 ニシカワ　ナツキ 2 395 平野　綾美 (3) 下松 ヒラノ　アヤミ

3 875 安藤　智美 (1) 下関南 アンドウ　トモミ 3 397 山本　志保 (3) 下松 ヤマモト　シホ

4 876 福永　萌恵 (3) 下関南 フクナガ　モエ 4 400 縄田　有衣子 (2) 下松 ナワタ　ユイコ

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 4.22.54 Q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 4.29.94 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 420 林　南美 (3) 徳山商工 ハヤシ　ミナミ 1 532 村田 愛美 (2) 防府 ムラタ　　ヨシミ

2 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 オオマチ　ヒトミ 2 527 二本松　由明子 (3) 防府 ニホンマツ　ユメコ

3 421 友森　斐香 (2) 徳山商工 トモモリ　アヤカ 3 535 上田 詩穂 (2) 防府 ウエダ　　シホ

4 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 ナガヒロ　アカリ 4 533 村田 早希 (2) 防府 ムラタ　　サキ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 4.32.91 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 4.41.42
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 738 吉岡　由貴 (2) 厚狭 ヨシオカ　ユキ 1 835 八百谷　美希 (2) 田部 ヤオタニ　ミキ

2 736 東　由佳 (3) 厚狭 ヒガシ　ユカ 2 833 吉岡　愛香 (1) 田部 ヨシオカ　アイカ

3 737 佐々木　千春 (2) 厚狭 ササキ　チハル 3 915 山下　春菜 (1) 田部 ヤマシタ　ハルナ

4 735 沖田　優 (3) 厚狭 オキタ　ユウ 4 831 徳田　実瑠久 (2) 田部 トクダ　ミルク

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊北 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



女子4x400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.43.58 山田・土橋・泉・小林 (姫路商・兵庫) 1993
日本高校記録　　 (HR) 3.41.39 佐藤・蜂須賀・北村・小野 (日本) 1984
山口県高校記録 (YR) 3.56.94 井上・川崎・上野・水上 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 4.03.45 井上・川崎・中迫・水上 (下関商) 2000

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2 5月29日 9:30

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 4.12.62 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 4.12.95 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 585 宮崎　彩子 (3) 西京 ミヤザキ　アヤコ　 1 894 森口　雅子 (2) 下関商 モリグチ　マサコ

2 579 江﨑　友香 (3) 西京 エサキ　ユカ 2 890 吉澤　まなみ (3) 下関商 ヨシザワ　マナミ

3 581 石津　早智子 (3) 西京 イシズ　サチコ 3 893 清水　早紀 (3) 下関商 シミズ　サキ

4 580 松永　京子 (3) 西京 マツナガ　キョウコ 4 892 川崎　希望 (3) 下関商 カワサキ　ノゾミ

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 4.14.23 Q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 4.17.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 551 小松　菜緒 (2) 山口 コマツ　ナオ 1 598 吉永　晴菜 (3) 誠英 ヨシナガ　ハルナ

2 544 岩本　珠実 (3) 山口 イワモト　タマミ 2 595 楊井　春香 (3) 誠英 ヤナイ　ハルカ

3 549 山本　有紀 (2) 山口 ヤマモト　ユキ 3 599 山城　なぎさ (2) 誠英 ヤマシロ　ナギサ

4 542 那須　祐子 (3) 山口 ナス　ユウコ 4 601 恒屋　美貴 (2) 誠英 ツネヤ　ミキ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 4.19.74 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 中村女子 4.24.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 411 波多野　仁美 (3) 徳山 ハタノ　ヒトミ 1 611 羽山　瞳 (1) 中村女子 ハヤマ　ヒトミ

2 407 大井　桃子 (3) 徳山 オオイ　モモコ 2 608 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 ハマサキ　ユリ

3 406 兼平　靖子 (3) 徳山 カネヒラ　ヤスコ 3 614 阿武　成美 (2) 中村女子 アンノ　ナルミ

4 408 原田　和恵 (3) 徳山 ハラダ　カズエ 4 613 村田　美波 (2) 中村女子 ムラタ　ミナミ

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 4.25.74 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 4.27.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 527 二本松　由明子 (3) 防府 ニホンマツ　ユメコ 1 870 弘中　佑果 (3) 下関西 ヒロナカ　ユカ

2 533 村田 早希 (2) 防府 ムラタ　　サキ 2 931 高木　かおり (1) 下関西 タカギ　カオリ

3 535 上田 詩穂 (2) 防府 ウエダ　　シホ 3 869 水間　菜穂子 (3) 下関西 ミズマ　ナオコ

4 528 白水　聖美 (3) 防府 シラミズ　サトミ 4 872 山田　真子 (2) 下関西 ヤマダ　マサコ

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.10.28 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.10.50 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1 882 正田　豊美子 (2) 下関南 ショウダ　フミコ 1 685 山田　綾香 (2) 宇部 ヤマダ　アヤカ

2 881 西川　奈月 (2) 下関南 ニシカワ　ナツキ 2 682 里中　志帆 (2) 宇部 サトナカ　シホ

3 875 安藤　智美 (1) 下関南 アンドウ　トモミ 3 683 中村　衣里 (2) 宇部 ナカムラ　エリ

4 876 福永　萌恵 (3) 下関南 フクナガ　モエ 4 678 山本　奈津美 (3) 宇部 ヤマモト　ナツミ

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.10.70 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 4.11.77 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 377 内田　美里 (3) 光 ウチダ　ミサト 1 420 林　南美 (3) 徳山商工 ハヤシ　ミナミ

2 376 豊田　桃子 (3) 光 トヨタ　モモコ 2 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 オオマチ　ヒトミ

3 392 河村　基世 (2) 光 カワムラ　キヨ 3 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 ナガヒロ　アカリ

4 453 藤本　玲　 (1) 光 フジモト　アキラ 4 450 針間　遥 (1) 徳山商工 ハリマ　ハルカ

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 4.12.74 q 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 4.13.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 402 白橋　文菜 (2) 下松 シラハシ　アヤナ 1 852 林　夏子 (2) 豊浦 ハヤシ　ナツコ

2 395 平野　綾美 (3) 下松 ヒラノ　アヤミ 2 851 松尾　美希 (2) 豊浦 マツオ　ミキ

3 397 山本　志保 (3) 下松 ヤマモト　シホ 3 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 ムトウ　マユ

4 400 縄田　有衣子 (2) 下松 ナワタ　ユイコ 4 845 末松　もえ (3) 豊浦 スエマツ　モエ

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 安下庄 4.26.98 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 4.27.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 207 堀村　優花 (1) 安下庄 ホリムラ　ユカ 1 707 糸藤　夏美 (3) 宇部商 イトフジ　ナツミ

2 205 谷　彩美 (2) 安下庄 タニ　アヤミ 2 708 澤木　美佐 (3) 宇部商 サワキ　ミサ

3 208 石嵜　美樹 (2) 安下庄 イシザキ　ミキ 3 706 原田　麻未 (3) 宇部商 ハラダ　マミ

4 206 谷　愛美 (2) 安下庄 タニ　マナミ 4 710 田辺　彩華 (3) 宇部商 タナベ　アヤカ

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



女子4x400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.43.58 山田・土橋・泉・小林 (姫路商・兵庫) 1993
日本高校記録　　 (HR) 3.41.39 佐藤・蜂須賀・北村・小野 (日本) 1984
山口県高校記録 (YR) 3.56.94 井上・川崎・上野・水上 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 4.03.45 井上・川崎・中迫・水上 (下関商) 2000

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

決勝 5月29日 14:35

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.09.70 2着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.09.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 683 中村　衣里 (2) 宇部 ナカムラ　エリ 1 377 内田　美里 (3) 光 ウチダ　ミサト

2 682 里中　志帆 (2) 宇部 サトナカ　シホ 2 453 藤本　玲　 (1) 光 フジモト　アキラ

3 684 北島　あや (2) 宇部 キタジマ　アヤ 3 392 河村　基世 (2) 光 カワムラ　キヨ

4 678 山本　奈津美 (3) 宇部 ヤマモト　ナツミ 4 376 豊田　桃子 (3) 光 トヨタ　モモコ

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 4.10.33 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.10.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 585 宮崎　彩子 (3) 西京 ミヤザキ　アヤコ　 1 882 正田　豊美子 (2) 下関南 ショウダ　フミコ

2 579 江﨑　友香 (3) 西京 エサキ　ユカ 2 881 西川　奈月 (2) 下関南 ニシカワ　ナツキ

3 581 石津　早智子 (3) 西京 イシズ　サチコ 3 875 安藤　智美 (1) 下関南 アンドウ　トモミ

4 580 松永　京子 (3) 西京 マツナガ　キョウコ 4 876 福永　萌恵 (3) 下関南 フクナガ　モエ

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 4.11.58 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 4.11.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 394 大森　千愛 (3) 下松 オオモリ　チアキ 1 420 林　南美 (3) 徳山商工 ハヤシ　ミナミ

2 402 白橋　文菜 (2) 下松 シラハシ　アヤナ 2 451 長廣　安加里 (1) 徳山商工 ナガヒロ　アカリ

3 397 山本　志保 (3) 下松 ヤマモト　シホ 3 422 大町　瞳 (2) 徳山商工 オオマチ　ヒトミ

4 395 平野　綾美 (3) 下松 ヒラノ　アヤミ 4 450 針間　遥 (1) 徳山商工 ハリマ　ハルカ

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 4.12.52 8着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 4.16.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 551 小松　菜緒 (2) 山口 コマツ　ナオ 1 894 森口　雅子 (2) 下関商 モリグチ　マサコ

2 544 岩本　珠実 (3) 山口 イワモト　タマミ 2 890 吉澤　まなみ (3) 下関商 ヨシザワ　マナミ

3 549 山本　有紀 (2) 山口 ヤマモト　ユキ 3 893 清水　早紀 (3) 下関商 シミズ　サキ

4 542 那須　祐子 (3) 山口 ナス　ユウコ 4 892 川崎　希望 (3) 下関商 カワサキ　ノゾミ

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



女子走高跳

日本高校記録　　 (HR) 1m90 佐藤　恵 (沼垂・新潟) 1983

山口県高校記録 (YR) 1m74 村田　文代 (長府) 1984

大会記録 (GR) 1m68 高田　広子 (長府) 1981

大会記録 (GR) 1m68 有園　珠美 (西京) 1990

決勝 5月27日 11:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

アサハラ　エミコ

1 24 891 麻原　恵美子 (3) 下関商 1m49
フクモト　マナ

2 27 258 福本　真奈 (3) 熊毛南 1m49
ヤマモト　カンナ

3 13 722 山本　栞奈 (1) 宇部中央 1m46
ハヤシ　ナツコ

4 22 852 林　夏子 (2) 豊浦 1m43
エサキ　ユカ

4 25 579 江﨑　友香 (3) 西京 1m43
ｴｼﾞﾏ ﾕﾅ

6 26 749 江嶋　由奈 (1) 宇部西 1m43
セイキ　ヨシミ

7 19 920 清木　涼美 (1) 豊浦 1m40
ナカノ　サキ

8 23 433 中野　紗希 (2) 光丘 1m40
コマツ　ナオ

9 20 551 小松　菜緒 (2) 山口 1m40
ササキ　リサ

10 21 146 佐々木　里紗 (3) 萩光塩 1m35
コバヤシ　モエ

10 14 909 小林　　萌 (1) 長府 1m35
オノ　ヒロミ　　　　

12 12 286 小野　裕美 (1) 岩国総合 1m35
スイヅ　サキ

1 154 水津　早紀 (1) 萩光塩 NM
オキムラ　ユキミ

15 235 沖村　公美 (3) 柳井 NM
ツクダ　マナミ

7 249 付田　麻菜美 (2) 柳井商 NM
ナカムラ　ミナコ

2 253 中村　美菜子 (1) 柳井商 NM
イチノベ　マキ

10 383 市延　真紀 (2) 光 NM
タナカ　アサミ

18 428 田中　亜沙美 (3) 光丘 NM
フジナガ　アユミ

6 748 藤永　歩 (1) 宇部商 NM
オガワ　リサコ

9 759 小川　莉早子 (1) 宇部中央 NM
カセモト　チヒロ

4 905 加勢本　　千尋 (1) 長府 NM
アリタ　ハヅキ

16 906 有田　　葉月 (1) 長府 NM
フジワラ　ケイ

11 921 藤原　桂衣 (1) 豊浦 NM
ヨシムラ　トモミ

5 223 吉村　知美 (2) 岩国総合 DNS
オオスミ　マリノ

17 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 DNS
ニシオカ　アイコ

3 631 西岡　愛子 (1) 誠英 DNS
イチムラ　ハルカ

8 874 市村　陽香 (2) 下関西 DNS

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× ×× × ○ ×

× ×○ ×

× ×○ ×

×× ○ × ×○ ×

×○ × ×× ○ ×

×○ × ×○ ×

○ × × ×× ○ × ×○ ×

× ×× －○ ○○ ×

× × ×○ ○○ ×

× × ×× × ○× ○× ○ ○

× ×× × ○ ×○× ○－ ○

× ×× × ○ ×○○○ ○

審 判 長：岡村　克己

記録主任：伊藤　健二

1m35 1m40 1m43 1m46 1m49 1m52

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 6m43 桝見　咲智子 (英明・香川) 2002

山口県高校記録 (YR) 6m05 藤永　美保子 (長府) 1992

大会記録 (GR) 5m72 右田　恒子 (香川) 2000

決勝 5月28日 14:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
エサキ　ユカ 5m08 5m54 5m33 5m54 5m39 5m43 5m56 5m56

1 20 579 江﨑　友香 (3) 西京 +2.1 +3.7 +1.7 +3.7 +0.6 +2.1 -0.2 -0.2
イシズ　サチコ 5m17 － 5m18 5m18 5m13 5m10 5m41 5m41

2 18 581 石津　早智子 (3) 西京 +4.4 +2.9 +2.9 +0.7 -0.4 +0.8 +0.8
ムラタ　タクミ 5m03 － × 5m03 5m26 5m34 5m08 5m34

3 34 633 村田　匠 (1) 誠英 +1.6 +1.6 +0.1 +0.7 +0.7 +0.7
タムラ　ミサト 5m14 × × 5m14 4m85 5m17 × 5m17

4 19 132 田村　美里 (2) 萩工 +1.3 +1.3 0.0 +0.7 +0.7
クニヒロ　　ナツミ 4m84 4m93 5m00 5m00 4m93 5m02 4m70 5m02

5 36 534 國弘 なつみ (2) 防府 +2.4 +3.8 +1.8 +1.8 0.0 +0.1 -0.7 +0.1
ムネムラ　サオリ 4m85 4m99 4m81 4m99 × 4m77 5m02 5m02

6 37 768 宗村　沙織 (1) 宇部鴻城 +2.8 +3.9 +0.6 +3.9 +0.3 +0.5 +0.5
シイギ　ミナ 4m77 4m67 4m52 4m77 4m79 × 4m55 4m79

7 10 719 椎木　美菜 (2) 宇部商 +3.1 +1.9 +1.2 +3.1 +2.5 +1.4 +2.5
ヒガシノ　アヤ 4m79 4m68 － 4m79 4m32 4m73 × 4m79

8 29 123 東野　彩 (1) 萩 +2.6 +2.2 +2.6 +0.3 +0.7 +2.6
ヒロナカ　ユカ 4m54 4m69 4m70 4m70 4m70

9 35 870 弘中　佑果 (3) 下関西 +2.1 +1.1 +1.9 +1.9 +1.9
ナガオ　トモミ 4m56 4m59 － 4m59 4m59

10 12 694 長尾　知美 (3) 宇部西 +2.0 +2.6 +2.6 +2.6
クボタ　アヤ 4m51 4m49 × 4m51 4m51

11 33 429 久保田　絢 (3) 光丘 +1.8 +2.1 +1.8 +1.8
トミナガ　サヤカ × 4m47 × 4m47 4m47

12 32 680 富永　彩香 (3) 宇部 +2.5 +2.5 +2.5
ヤマダ　ヨリエ 4m39 － 4m35 4m39 4m39

13 11 529 山田　順恵 (3) 防府 +3.5 +1.5 +3.5 +3.5
コイケ　ヒロコ － － 4m34 4m34 4m34

14 4 147 小池　寛子 (3) 萩光塩 +3.4 +3.4 +3.4
イシカワ　スオミ － － 4m34 4m34 4m34

14 30 677 石川　すおみ (3) 宇部 +2.9 +2.9 +2.9
ハラダ　カオリ － 4m31 － 4m31 4m31

16 28 412 原田　佳央理 (3) 徳山 +4.8 +4.8 +4.8
アベ　ヒロエ － × －

27 117 安倍　啓恵 (2) 大津 NM
イマチ　ハルカ － － －

9 136 井町　春香 (2) 奈古 NM
コバシ　トモエ × － －

2 151 小橋　知恵 (1) 奈古 NM
マトガワ　ナナ － － －

13 219 的川　奈菜 (3) 岩国総合 NM
イシモト　ユカ × － ×

23 228 石本　祐佳 (2) 岩国商 NM
サトウ　ナツミ × － －

21 256 佐藤　菜摘 (1) 柳井商 NM
タカハシ　チサ － － －

7 417 髙橋　知紗 (2) 徳山 NM
ナカシマ　アユミ × × ×

16 596 中島　歩美 (3) 誠英 NM
ヤマシロ　ナギサ × × ×

14 599 山城　なぎさ (2) 誠英 NM
ミズグチ　アオイ － － －

17 676 水口　碧衣 (2) 宇部高専 NM
サメジマ　カヨ × × ×

6 718 鮫島　佳世 (2) 宇部商 NM
ヒロナカ　カオル × － ×

8 865 弘中　香 (2) 長府 NM
ハラダ　マミ － － －

31 908 原田　　万美 (1) 長府 NM
オオガ　モモコ － － －

5 913 大賀　百子 (1) 下関中等 NM
ヤスダ　ユウミ － － －

25 935 安田　侑未 (2) 豊北 NM
マキタ　チヅル

22 138 蒔田　千鶴 (2) 奈古 DNS
オキムラ　ユキミ

26 235 沖村　公美 (3) 柳井 DNS
ヤノ　ノリコ

3 244 矢野　法子 (2) 柳井 DNS
イシハラ　ミチコ

39 245 石原　美智子 (2) 柳井 DNS
ウチダ　ミサト

24 377 内田　美里 (3) 光 DNS
ミヤザキ　ユウコ

15 409 宮﨑　裕子 (3) 徳山 DNS
サトウ　カナコ

38 621 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 DNS
マスモト　アユミ

1 866 桝本　愛弓 (2) 長府 DNS

審 判 長：岡村　克己

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子砲丸投

日本高校記録　　 (HR) 15m53 市岡　寿実 (津商・三重) 1997

山口県高校記録 (YR) 13m24 岡　　明美 (桜ヶ丘) 1968

大会記録 (GR) 12m61 井藤　弥生 (長府) 1998

決勝 5月29日 10:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
シミズ　チエコ

1 32 537 清水　千悦子 (3) 防府商 12m47 12m33 12m19 12m47 11m95 11m41 × 12m47
トミタ　エリナ

2 34 441 冨田　江利奈 (3) 聖光 11m33 11m93 11m65 11m93 11m53 11m58 11m89 11m93
ウメキ　ユキコ

3 31 391 梅木　由紀子 (1) 光 11m24 10m86 10m25 11m24 11m37 10m59 10m33 11m37
オカザキ　アスカ

4 29 444 岡崎　明日香 (2) 聖光 9m44 9m65 9m44 9m65 9m82 10m01 10m24 10m24
ナカムラ　ユカ

5 28 632 中邑　由佳 (1) 誠英 8m75 9m90 9m46 9m90 9m63 9m96 9m62 9m96
ニシムラ　ミホ

6 33 711 西村　美穂 (3) 宇部商 × 9m34 9m23 9m34 9m26 9m58 9m87 9m87
シンタニ　カナ

7 30 278 新谷　香奈 (3) 田布施農大島 8m11 9m48 8m26 9m48 8m93 9m21 9m11 9m48
カワムラ　アヤカ

8 27 404 河村　あやか (2) 下松 8m46 × 8m97 8m97 × 8m87 8m77 8m97
トクダ　ミルク

9 26 831 徳田　実瑠久 (2) 田部 8m77 8m44 8m57 8m77 8m77
クリバヤシ　ユキコ

10 22 591 栗林　幸子 (2) 西京 8m74 8m01 × 8m74 8m74
トダ　ナオミ

11 24 889 戸田　奈緒美 (1) 下関商 － 7m97 8m04 8m04 8m04
ササイ　ノドカ

12 16 592 佐々井　和香 (2) 西京 7m89 7m93 7m65 7m93 7m93
オオタニ　モモエ

13 23 133 大谷　百恵 (2) 萩工 7m83 － 7m53 7m83 7m83
アマノ　エミ

14 14 246 天野　絵美 (1) 柳井商 － － 7m75 7m75 7m75
ヤマダ　ヨリエ

15 20 529 山田　順恵 (3) 防府 － － 7m62 7m62 7m62
サワムラ　ミカ

3 102 澤村　実佳 (1) 萩工 － － － NM
タマイ　フミ

17 128 玉井　文 (2) 萩 － － － NM
ユキムラ　モモコ

5 150 幸村　桃子 (1) 萩光塩 － － － NM
フジイ　カオリ

1 153 藤井　香里 (1) 萩光塩 － － － NM
ヒコサカ　ミナ

12 230 彦坂　美奈 (2) 岩国商 － － － NM
ヤマモト　キョウミ

2 262 山本　京美 (2) 熊毛南 － － － NM
ヤマモト　ミキ

21 382 山本　美希 (3) 光 － － × NM
ニシムラ　ナナ

10 390 西村　菜々 (2) 光 － － － NM
フクイ　リノ

6 423 福井　梨乃 (2) 徳山商工 － － － NM
ムロタ　リエ

4 566 室田　理恵 (2) 山口農 － － － NM
ヒラサ　ショウコ

13 600 平佐　祥子 (2) 誠英 － － × NM
アカセ　ハルカ

7 713 赤瀬　晴香 (2) 宇部商 － × － NM
ムラタ　ヨウコ

11 716 村田　陽子 (2) 宇部商 － － － NM
モリオカ　マミ

18 731 森岡　真未 (2) 小野田 － － － NM
ハマオカ　ミサ

15 864 浜岡　未早 (2) 長府 － － － NM
ハマネ　　リサ

19 896 濱根 梨沙 (3) 早鞆 － － － NM
アラカワ　チホ

9 914 荒川　知穂 (1) 下関中等 － － － NM
モリカワ　ミホ

25 399 守川　美穂 (2) 下松 DNS
ヤマモト　ユミ

8 604 山本 侑美 (2) 多々良 DNS

審 判 長：鶴崎　 勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子円盤投

日本高校記録　　 (HR) 48m94 高間　麻里 (添上・奈良) 1992

山口県高校記録 (YR) 46m16 土肥　めぐみ (西京) 1994

大会記録 (GR) 42m00 土肥　めぐみ (西京) 1994

決勝 5月28日 14:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
トミタ　エリナ

1 36 441 冨田　江利奈 (3) 聖光 30m27 － × 30m27 28m98 34m09 32m76 34m09
シミズ　チエコ

2 34 537 清水　千悦子 (3) 防府商 32m97 33m45 27m40 33m45 32m65 32m00 23m90 33m45
クサカ　ナギサ

3 35 698 日下　渚 (3) 宇部西 × 32m78 30m23 32m78 32m70 29m47 29m59 32m78
モリカワ　ミホ

4 38 399 守川　美穂 (2) 下松 30m97 30m46 32m15 32m15 32m69 30m59 30m34 32m69
スミオカ　ナミ

5 37 840 住岡　奈美 (3) 豊浦 － 30m67 29m19 30m67 × 32m46 31m52 32m46
ハマネ　　リサ

6 27 896 濱根 梨沙 (3) 早鞆 26m47 27m33 29m07 29m07 27m41 26m39 27m64 29m07
ヤマモト　ミキ

7 29 382 山本　美希 (3) 光 25m37 23m53 26m98 26m98 26m75 27m93 × 27m93
ニシムラ　ミホ

8 28 711 西村　美穂 (3) 宇部商 24m44 26m37 22m87 26m37 24m80 26m13 × 26m37
ヨシムラ　ナオコ

9 31 695 吉村　奈緒子 (3) 宇部西 26m27 26m33 25m17 26m33 26m33
フクモト　ハルカ

10 30 836 福本　華加 (2) 田部 × × 24m54 24m54 24m54
ミズノ　カオリ

11 24 725 水野　香織 (3) 小野田 21m93 23m95 23m98 23m98 23m98
イシモト　アヤカ

12 32 224 石元　絢香 (3) 岩国商 23m98 × × 23m98 23m98
オオタニ　モモエ

13 26 133 大谷　百恵 (2) 萩工 × 22m77 － 22m77 22m77
フジバヤシ　チヒロ

14 22 856 藤林　千紘 (3) 長府 22m02 21m79 22m27 22m27 22m27
ササイ　ノドカ

15 13 592 佐々井　和香 (2) 西京 － 22m04 21m24 22m04 22m04
カワムラ　アヤカ

16 20 404 河村　あやか (2) 下松 × 20m74 21m82 21m82 21m82
ナカガワ　アミ

17 25 847 中川　亜美 (2) 豊浦 21m52 20m53 － 21m52 21m52
ヒラサ　ショウコ

18 21 600 平佐　祥子 (2) 誠英 21m23 20m53 20m34 21m23 21m23
ゴトウ　ヒサコ

19 14 239 後藤　久子 (2) 柳井 － × 21m15 21m15 21m15
オカザキ　アスカ

20 15 444 岡崎　明日香 (2) 聖光 × 21m08 × 21m08 21m08
アカセ　ハルカ

21 5 713 赤瀬　晴香 (2) 宇部商 － 20m88 － 20m88 20m88
トダ　ナオミ

22 6 889 戸田　奈緒美 (1) 下関商 － 20m87 × 20m87 20m87
ヤマモト　リエ

23 9 426 山本　梨愛 (2) 徳山商工 × 20m54 － 20m54 20m54
ヤマモト　トモミ

1 103 山本　朋美 (1) 萩工 － － － NM
ナガオカ　ミナミ

11 131 長岡　みなみ (3) 萩工 × － － NM
アズマヤ　エリコ

18 134 東屋　江利子 (3) 奈古 × － － NM
ユキムラ　モモコ

4 150 幸村　桃子 (1) 萩光塩 － － － NM
コバヤシ　マリナ

23 229 小林　茉莉奈 (2) 岩国商 － × × NM
ニシムラ　ナナ

12 390 西村　菜々 (2) 光 － － － NM
ウメキ　ユキコ

33 391 梅木　由紀子 (1) 光 × × × NM
シラミズ　サトミ

17 528 白水　聖美 (3) 防府 － － － NM
ウエダ　　シホ

10 535 上田 詩穂 (2) 防府 － － － NM
ヨシノ　ユカ

3 565 吉野　有香 (2) 山口農 － － － NM
クリバヤシ　ユキコ

7 591 栗林　幸子 (2) 西京 × × － NM
ヤスダ　チカ

2 714 安田　千佳 (2) 宇部商 － － － NM
モリワキ　カオリ

16 862 森脇　香織 (3) 長府 － × － NM
イワオカ　ユイ

19 868 岩岡　由衣 (2) 長府 × － × NM
ツチヤマ　ハルカ

8 139 土山　遥 (3) 奈古須佐 DNS

審 判 長：鶴崎　 勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子やり投

日本高校記録　　 (HR) 54m53 松本　百子 (口加・長崎) 2005

山口県高校記録 (YR) 43m52 濵村 沙織 (下関商) 2003

大会記録 (GR) 43m52 濵村　沙織 (下関商) 2003

決勝 5月27日 14:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ムトウ　マユ

1 40 842 武藤　麻由 (3) 豊浦 39m49 × 35m52 39m49 33m45 36m22 35m42 39m49
フジモト　ヒロカ

2 36 827 藤本　浩加 (3) 田部 × 33m04 32m25 33m04 37m54 33m73 × 37m54
キタムラ　ジュン

3 20 933 北村　純 (1) 下関西 32m02 30m71 31m56 32m02 33m79 33m32 32m43 33m79
ササイ　ノドカ

4 39 592 佐々井　和香 (2) 西京 28m69 28m45 30m21 30m21 31m36 32m65 30m25 32m65
イシカワ　スオミ

5 38 677 石川　すおみ (3) 宇部 27m15 29m41 32m52 32m52 28m10 27m79 31m75 32m52
クボ　チアキ

6 33 837 久保　千明 (3) 西市 31m09 26m29 29m86 31m09 29m46 30m39 31m95 31m95
ヨシムラ　ナオコ

7 35 695 吉村　奈緒子 (3) 宇部西 30m60 29m69 29m78 30m60 30m41 29m89 30m29 30m60
サカタ　ナホコ

8 30 859 坂田　菜穂子 (3) 長府 27m77 28m56 28m49 28m56 28m59 28m18 27m37 28m59
シラミズ　サトミ

9 37 528 白水　聖美 (3) 防府 27m75 27m89 26m96 27m89 27m89
マスモト　アユミ

10 24 866 桝本　愛弓 (2) 長府 － 27m18 25m78 27m18 27m18
ウエダ　　シホ

11 29 535 上田 詩穂 (2) 防府 26m28 － － 26m28 26m28
ナガオカ　ミナミ

12 27 131 長岡　みなみ (3) 萩工 － 26m21 － 26m21 26m21
オノ　カヨコ

13 12 101 小野　加容子 (2) 大嶺 － 25m77 － 25m77 25m77
シノダ　チカ

22 106 篠田　知花 (2) 大嶺 － － － NM
オオタニ　モモエ

17 133 大谷　百恵 (2) 萩工 － － － NM
ツチヤマ　ハルカ

31 139 土山　遥 (3) 奈古須佐 － － － NM
コイケ　ヒロコ

4 147 小池　寛子 (3) 萩光塩 － － － NM
オオツ　ミオコ

7 149 大津　美緒子 (2) 萩光塩 － － × NM
カネコ　ナツミ

5 231 金子　菜摘 (2) 岩国商 － × × NM
オキムラ　ユキミ

21 235 沖村　公美 (3) 柳井 － － － NM
ヤマモト　キョウミ

9 262 山本　京美 (2) 熊毛南 － － × NM
タカセ　アサミ

1 276 高瀬　麻実 (3) 田布施農大島 × － × NM
ヤノ　ミホ

23 379 矢野　実穂 (3) 光 － － － NM
モトヒロ　アヤノ

19 425 本廣　彩乃 (2) 徳山商工 － － － NM
オカダ　アスカ

16 437 岡田　明日香 (3) 華陵 － － － NM
ミサキ　ミキ

10 442 三崎　美貴 (3) 聖光 － － － NM
タナカ　サキホ

14 558 田中　咲穂 (3) 山口中央 － － － NM
アカセ　ハルカ

3 713 赤瀬　晴香 (2) 宇部商 － － － NM
ヤスダ　チカ

8 714 安田　千佳 (2) 宇部商 － － － NM
ムラタ　ヨウコ

6 716 村田　陽子 (2) 宇部商 － － － NM
モリオカ　マミ

18 731 森岡　真未 (2) 小野田 － － － NM
カワムラ　チカコ

26 830 河村　千賀子 (2) 田部 － － － NM
ニタ　アヤノ

11 839 仁田　彩乃 (2) 西市 － － － NM
ミツダ　ヨウコ

15 858 光田　洋子 (3) 長府 － × － NM
フクイ　リノ

2 423 福井　梨乃 (2) 徳山商工 DNS
オカザキ　アスカ

13 444 岡崎　明日香 (2) 聖光 DNS
オオスミ　マリノ

32 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 DNS
ニシオカ　アイコ

25 631 西岡　愛子 (1) 誠英 DNS
ナカムラ　ユカ

34 632 中邑　由佳 (1) 誠英 DNS
ハセガワ　カスミ

28 834 長谷川　花紀 (2) 田部 DNS

審 判 長：鶴崎　 勲

記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子七種競技

日本高校記録　　 (HR) 5384 笠原　瑞世 (添上・奈良) 2002
山口県高校記録 (YR) 4285 曽我　奈帆美 (新南陽) 1999
大会記録 (GR) 3660 藤井　加奈子 (田部) 2002

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ
イシハラ　ミチコ 16.16 1m28 7m75 27.40 4m92 27m41 2.46.11

1 245 石原　美智子 (2) 柳井 +1.9 +3.3 -0.7 3597
(695) (389) (383) (659) (538) (428) (505)

イシカワ　スオミ 19.86 1m37 8m65 28.90 4m22 30m47 2.51.55
2 677 石川　すおみ (3) 宇部 +1.9 +3.3 0.0 3073

(314) (481) (441) (544) (359) (486) (448)
オオスミ　マリノ 18.68 1m43 5m72 29.20 3m48 25m88 2.54.87

3 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 +1.9 +3.3 0.0 2750
(421) (544) (254) (522) (196) (399) (414)

カワグチ　ユカ 19.97 1m16 7m55 29.20 4m37 22m20 2.46.34
4 251 川口　友加 (2) 柳井商 +1.9 +3.3 0.0 2700

(305) (275) (370) (522) (396) (330) (502)

審 判 長：山本　博徳
記録主任：伊藤　健二

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場

女子七種競技 100mH

5月28日

9:30

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イシハラ　ミチコ

1 5 245 石原　美智子 (2) 柳井 16.16 695
オオスミ　マリノ

2 4 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 18.68 421
イシカワ　スオミ

3 3 677 石川　すおみ (3) 宇部 19.86 314
カワグチ　ユカ

4 6 251 川口　友加 (2) 柳井商 19.97 305

女子七種競技 200m

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

風: +1.9

女子七種競技 走高跳

5月28日

11:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

オオスミ　マリノ － － － － － － － ○

1 4 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 ○ × ○ ○ × × ○ × × × 1m43 544

イシカワ　スオミ － － － － ○ ○ ○ ○

2 3 677 石川　すおみ (3) 宇部 ○ ○ × × × 1m37 481

イシハラ　ミチコ － － － － ○ ○ ○ × × ×

3 2 245 石原　美智子 (2) 柳井 1m28 389

カワグチ　ユカ × ○ ○ × ○ × × ×

4 1 251 川口　友加 (2) 柳井商 1m16 275

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

1m10

1m34

1m13

1m37

1m16

1m40

1m19

1m43

1m22

1m46

1m25 1m28 1m31

女子七種競技 砲丸投

5月28日

13:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イシカワ　スオミ

1 4 677 石川　すおみ (3) 宇部 8m65 8m46 7m71 8m65 441

イシハラ　ミチコ

2 1 245 石原　美智子 (2) 柳井 7m75 7m26 7m47 7m75 383

カワグチ　ユカ

3 2 251 川口　友加 (2) 柳井商 7m32 7m27 7m55 7m55 370

オオスミ　マリノ

4 3 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 5m33 5m72 5m47 5m72 254

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

凡例



女子七種競技 200m

5月28日

14:50

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イシハラ　ミチコ

1 5 245 石原　美智子 (2) 柳井 27.4 手動計時 659
イシカワ　スオミ

2 4 677 石川　すおみ (3) 宇部 28.9 手動計時 544
カワグチ　ユカ

3 6 251 川口　友加 (2) 柳井商 29.2 手動計時 522
オオスミ　マリノ

3 3 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 29.2 手動計時 522

女子七種競技 800m

5月29日

14:15

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イシハラ　ミチコ

1 3 245 石原　美智子 (2) 柳井 2.46.11 505

カワグチ　ユカ

2 6 251 川口　友加 (2) 柳井商 2.46.34 502

イシカワ　スオミ

3 4 677 石川　すおみ (3) 宇部 2.51.55 448

オオスミ　マリノ

4 5 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 2.54.87 414

審 判 長：山本　博徳

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

記録主任：伊藤　健二

風: +3.3

女子七種競技 走幅跳

5月29日

10:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イシハラ　ミチコ 4m86 4m92 × 4m92

1 4 245 石原　美智子 (2) 柳井 0.0 -0.7 -0.7 538

カワグチ　ユカ × 4m36 4m37 4m37

2 3 251 川口　友加 (2) 柳井商 -1.1 0.0 0.0 396

イシカワ　スオミ 3m78 4m09 4m22 4m22

3 1 677 石川　すおみ (3) 宇部 0.0 0.0 0.0 0.0 359

オオスミ　マリノ 3m13 3m48 × 3m48

4 2 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 0.0 0.0 0.0 196

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

女子七種競技 やり投

5月29日

11:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イシカワ　スオミ

1 2 677 石川　すおみ (3) 宇部 30m47 × 24m85 30m47 486

イシハラ　ミチコ

2 3 245 石原　美智子 (2) 柳井 27m41 26m38 26m06 27m41 428

オオスミ　マリノ

3 1 603 大隅 麻里乃 (2) 多々良 24m13 18m22 25m88 25m88 399

カワグチ　ユカ

4 4 251 川口　友加 (2) 柳井商 21m77 20m56 22m20 22m20 330

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

凡例



女子決勝記録一覧表 審判長 トラック 池元　啓朗

跳躍 岡村　克己

投擲 鶴崎　　勲

混成 山本　博徳

2006年5月27日～5月29日 記録主任 伊藤　健二

日付 種目

5/28 女子100m 佐藤　加奈子 (2) 12.35 古谷　有梨 (1) 12.42 クリスチャン　静香 (2) 12.60 石津　早智子 (3) 12.63 林　奈緒 (3) 12.84 福井　諒子 (3) 12.84 大森　千愛 (3) 12.88 武藤　麻由 (3) 12.94

風:+4.6 山口：山口鴻城 山口：田部 山口：山口鴻城 山口：西京 山口：下関西 山口：山口鴻城 山口：下松 山口：豊浦

5/29 女子200m 佐藤　加奈子 (2) 25.22 川崎　希望 (3) 25.62 クリスチャン　静香(2) 26.08 福井　諒子 (3) 26.35 藤本　玲　 (1) 26.36 松尾　美希 (2) 26.62 河村　千賀子 (2) 26.81 武藤　麻由 (3) 27.51

風:+2.7 山口：山口鴻城 山口：下関商 山口：山口鴻城 山口：山口鴻城 山口：光 山口：豊浦 山口：田部 山口：豊浦

5/27 女子400m 川崎　希望 (3) 59.96 藤本　玲　 (1) 60.25 岩本　珠実 (3) 60.30 松尾　美希 (2) 60.34 松永　京子 (3) 61.53 里中　志帆 (2) 61.59 福永　萌恵 (3) 62.73 豊田　桃子 (3) 63.11

山口：下関商 山口：光 山口：山口 山口：豊浦 山口：西京 山口：宇部 山口：下関南 山口：光

5/29 女子800m 那須　祐子 (3) 2.18.77 山本　有紀 (2) 2.19.13 橋羽　めぐみ (2) 2.21.10 川﨑　祐子 (3) 2.24.24 中元　育子 (3) 2.24.25 羽山　瞳 (1) 2.25.38 花本　美樹 (2) 2.25.78 平野　綾美 (3) 2.26.18

山口：山口 山口：山口 山口：山口鴻城 山口：柳井 山口：高水 山口：中村女子 山口：光丘 山口：下松

5/27 女子1500m 村田　美波 (2) 4.37.28 那須　祐子 (3) 4.37.44 濵﨑　佑梨 (1) 4.40.24 礒村　知明 (2) 4.41.31 佐々木　裕見 (1) 4.43.84 浜田　仁未 (3) 4.45.18 林　由衣 (1) 4.51.36 深堀　美咲 (2) 4.51.94

山口：中村女子 山口：山口 山口：中村女子 山口：防府 山口：高水 山口：西京 山口：中村女子 山口：下関西

5/28 女子3000m 藤井　千尋 (2) 9.45.36 頼岡　綾子 (3) 9.45.95 宮﨑　喜美乃 (3) 9.52.06 阿武　成美 (2) 10.02.21 佐々木　裕見 (1) 10.03.49 礒村　知明 (2) 10.04.33 角屋　由佳 (3) 10.18.99 深堀　美咲 (2) 10.22.43

山口：西京 山口：中村女子 山口：西京 山口：中村女子 山口：高水 山口：防府 山口：西京 山口：下関西

5/29 女子100mH 石原　美智子 (2) 15.46 末松　もえ (3) 15.76 山本　真浪 (3) 16.05 金子　夏季 (3) 16.62 森口　雅子 (2) 16.66 田村　美里 (2) 16.70 竹本　遥佳 (2) 16.71 大隅　望生 (3) 16.82

風:+3.0 山口：柳井 山口：豊浦 山口：誠英 山口：西京 山口：下関商 山口：萩工 山口：下関中等 山口：豊浦

5/28 女子400mH 二本松　由明子 (3) 67.90 西川　奈月 (2) 68.20 山田　綾香 (2) 68.34 福永　萌恵 (3) 68.66 針間　遥 (1) 70.68 河村　基世 (2) 71.27 田辺　彩華 (3) 72.98 大隅　望生 (3) 73.90

山口：防府 山口：下関南 山口：宇部 山口：下関南 山口：徳山商工 山口：光 山口：宇部商 山口：豊浦

5/27 女子3000mW 黒土　愛理 (3) 15.27.47 中村　早紀子 (3) 15.34.41 竹内　万里 (3) 15.36.29 本田　翠 (3) 16.23.05 中村　紗世 (3) 19.01.40 中務　愛奈 (2) 19.48.44 本保　詠美 (2)

山口：中村女子 山口：豊北 山口：宇部西 山口：大津 山口：豊浦 山口：豊北 山口：光 DSQ

5/28 女子4X100mR 山口：山口鴻城 49.63 山口：西京 50.94 山口：誠英 51.20 山口：田部 51.37 山口：豊浦 51.70 山口：光 52.54 山口：宇部 52.75 山口：徳山商工 53.02

勝井　美都 (2) 金子　夏季 (3) 山本　真浪 (3) 山下　亜沙美 (2) 大隅　望生 (3) 中村　仁美 (3) 山田　綾香 (2) 針間　遥 (1)

福井　諒子 (3) 石津　早智子 (3) 中島　歩美 (3) 古谷　有梨 (1) 松尾　美希 (2) 藤本　玲　 (1) 又木　千尋 (1) 大町　瞳 (2)

クリスチャン　(2) 宮崎　彩子 (3) 山城　なぎさ (2) 河村　千賀子 (2) 武藤　麻由 (3) 内田　美里 (3) 北島　あや (2) 林　南美 (3)

佐藤　加奈子 (2) 江﨑　友香 (3) 恒屋　美貴 (2) 八百谷　美希 (2) 末松　もえ (3) 豊田　桃子 (3) 里中　志帆 (2) 長廣　安加里 (1)

5/29 女子4x400mR 山口：宇部 4.09.70 山口：光 4.09.82 山口：西京 4.10.33 山口：下関南 4.10.84 山口：下松 4.11.58 山口：徳山商工 4.11.66 山口：山口 4.12.52 山口：下関商 4.16.76

中村　衣里 (2) 内田　美里 (3) 宮崎　彩子 (3) 正田　豊美子 (2) 大森　千愛 (3) 林　南美 (3) 小松　菜緒 (2) 森口　雅子 (2)

里中　志帆 (2) 藤本　玲　 (1) 江﨑　友香 (3) 西川　奈月 (2) 白橋　文菜 (2) 長廣　安加里 (1) 岩本　珠実 (3) 吉澤　まなみ (3)

北島　あや (2) 河村　基世 (2) 石津　早智子 (3) 安藤　智美 (1) 山本　志保 (3) 大町　瞳 (2) 山本　有紀 (2) 清水　早紀 (3)

山本　奈津美 (3) 豊田　桃子 (3) 松永　京子 (3) 福永　萌恵 (3) 平野　綾美 (3) 針間　遥 (1) 那須　祐子 (3) 川崎　希望 (3)

5/27 女子走高跳 麻原　恵美子 (3) 1m49 福本　真奈 (3) 1m49 山本　栞奈 (1) 1m46 林　夏子 (2) 1m43 江﨑　友香 (3) 1m43 江嶋　由奈 (1) 1m43 清木　涼美 (1) 1m40 中野　紗希 (2) 1m40

山口：下関商 山口：熊毛南 山口：宇部中央 山口：豊浦 山口：西京 （4位） 山口：宇部西 山口：豊浦 山口：光丘

5/28 女子走幅跳 江﨑　友香 (3) 5m56 -0.2 石津　早智子 (3) 5m41 +0.8 村田　匠 (1) 5m34 +0.7 田村　美里 (2) 5m17 +0.7 國弘 なつみ (2) 5m02 +0.1 宗村　沙織 (1) 5m02 +0.5 椎木　美菜 (2) 4m79 +2.5 東野　彩 (1) 4m79 +2.6

山口：西京 山口：西京 山口：誠英 山口：萩工 山口：防府 山口：宇部鴻城 山口：宇部商 山口：萩

5/29 女子砲丸投 清水　千悦子 (3) 12m47 冨田　江利奈 (3) 11m93 梅木　由紀子 (1) 11m37 岡崎　明日香 (2) 10m24 中邑　由佳 (1) 9m96 西村　美穂 (3) 9m87 新谷　香奈 (3) 9m48 河村　あやか (2) 8m97

山口：防府商 山口：聖光 山口：光 山口：聖光 山口：誠英 山口：宇部商 山口：田布施農大島 山口：下松

5/28 女子円盤投 冨田　江利奈 (3) 34m09 清水　千悦子 (3) 33m45 日下　渚 (3) 32m78 守川　美穂 (2) 32m69 住岡　奈美 (3) 32m46 濱根 梨沙 (3) 29m07 山本　美希 (3) 27m93 西村　美穂 (3) 26m37

山口：聖光 山口：防府商 山口：宇部西 山口：下松 山口：豊浦 山口：早鞆 山口：光 山口：宇部商

5/27 女子やり投 武藤　麻由 (3) 39m49 藤本　浩加 (3) 37m54 北村　純 (1) 33m79 佐々井　和香 (2) 32m65 石川　すおみ (3) 32m52 久保　千明 (3) 31m95 吉村　奈緒子 (3) 30m60 坂田　菜穂子 (3) 28m59

山口：豊浦 山口：田部 山口：下関西 山口：西京 山口：宇部 山口：西市 山口：宇部西 山口：長府

5/28 女子七種競技 石原　美智子 (2) 3597 石川　すおみ (3) 3073 大隅 麻里乃 (2) 2750 川口　友加 (2) 2700

5/29 山口：柳井 山口：宇部 山口：多々良 山口：柳井商

女子 総合得点 女子 トラック競技 総合得点 女子 フィールド競技 総合得点 女子 混成競技 総合得点

1 西京 (山口) 70.5 1 山口鴻城 (山口) 50 1 西京 (山口) 24.5 1 柳井 (山口) 8 女子最優秀選手

2 山口鴻城 (山口) 50 2 西京 (山口) 46 2 聖光 (山口) 20 2 宇部 (山口) 7 清水　千悦子 (3)

3 豊浦 (山口) 45.5 3 中村女子 (山口) 39 3 豊浦 (山口) 18.5 3 多々良 (山口) 6 山口：防府商

4 中村女子 (山口) 39 4 山口 (山口) 30 4 防府商 (山口) 15 4 柳井商 (山口) 5

5 光 (山口) 33 5 豊浦 (山口) 27 5 宇部西 (山口) 11

6 山口 (山口) 30 6 光 (山口) 25 6 誠英 (山口) 10

7 宇部 (山口) 30 7 下関商 (山口) 20 7 下関商 (山口) 8

8 下関商 (山口) 28 8 宇部 (山口) 19 8 光 (山口) 8

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

16.16-1m28-7m75-27.40

4m92-27m41-2.46.11

19.86-1m37-8m65-28.90

4m22-30m47-2.51.55

18.68-1m43-5m72-29.20

3m48-25m88-2.54.87

19.97-1m16-7m55-29.20

4m37-22m20-2.46.34

第57回　山口県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼　第59回中国高等学校対校選手権大会山口県予選会
（国体８次予選）
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県体育協会
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園陸上競技場


