
男子決勝記録一覧表 審判長 トラック 池元　啓朗

跳躍 大久保信夫

投擲 鶴崎　　勲

混成 山本　博徳

2006年6月16日～6月18日 記録主任 伊藤　健二

日付 種目

6/17 男子100m 大内　英之 (3) 10.93 鳫林　隆文 (3) 11.03 三浦　隆 (2) 11.05 塩見　将輔 (3) 11.06 石原　寛之 (1) 11.07 門脇　優作 (3) 11.08 内海　佑弥 (3) 11.09 畑賀　良平 (1) 11.15

風:-1.1 岡山：笠岡工 広島：西条農 鳥取：境 岡山：玉野光南 鳥取：米子東 島根：開星 山口：西京 広島：沼田

6/18 男子200m 鳫林　隆文 (3) 21.62 広田　和哉 (3) 21.80 高山　裕司 (3) 21.84 永戸　大祐 (3) 21.92 大内　英之 (3) 21.99 斎藤　伸 (3) 22.08 門脇　優作 (3) 22.20 足立　龍太 (2) 22.23

風:+5.6 広島：西条農 広島：尾道北 岡山：岡山城東 広島：神辺旭 岡山：笠岡工 島根：大社 島根：開星 鳥取：米子東

6/16 男子400m 浦野　晃弘 (1) 49.16 濱野　純平 (2) 49.32 高山　裕司 (3) 49.75 山田　達彦 (3) 49.79 巳岡　伸嗣 (3) 50.04 内田　耕太 (3) 50.17 荒川　賢人 (2) 50.63 山根　圭輔 (3) 51.35

広島：広島皆実 山口：豊浦 岡山：岡山城東 鳥取：鳥取西 広島：広島皆実 島根：平田 島根：大社 鳥取：鳥取東

6/18 男子800m 岡﨑　達郎 (2) 1.54.11 大峠　健太 (3) 1.56.06 赤羽　竜之 (3) 1.56.87 浜田　大輔 (3) 1.57.00 大栁　拓也 (2) 1.57.20 中村　僚 (3) 1.57.69 永井　康平 (3) 1.57.76 吉川　和広 (2) 1.58.07

岡山：西大寺 島根：江の川 鳥取：鳥取中央育英 岡山：玉野光南 岡山：おかやま山陽 鳥取：鳥取城北 広島：広島井口 広島：沼田

6/16 男子1500m 赤羽　竜之 (3) 3.54.77 岡﨑　達郎 (2) 3.54.96 大峠　健太 (3) 3.55.06 小林　和輝 (3) 3.55.22 松原　健太 (2) 3.57.97 上田　亮介 (3) 4.01.63 橋尾　希明 (3) 4.03.88 中原　薫 (3) 4.05.55

鳥取：鳥取中央育英 岡山：西大寺 島根：江の川 島根：出雲工 島根：出雲工 広島：世羅 鳥取：鳥取商 広島：世羅

6/17 男子5000m ジョセフ　ギタウ (3) 14.03.32 清谷　匠 (3) 14.29.95 鎧坂　哲哉 (2) 14.30.55 藤原　昌久 (3) 14.31.15 松森　新一 (3) 14.32.54 刀祢　健太郎 (2) 14.32.69 松原　健太 (2) 14.33.67 山﨑　亮平 (2) 14.43.55

広島：世羅 NGR 広島：世羅 広島：世羅 岡山：倉敷 岡山：岡山工 山口：西京 島根：出雲工 鳥取：鳥取中央育英

6/18 男子110mH 田槇　佑吏生 (2) 14.95 田中　一輝 (3) 15.03 渡橋　隆明 (3) 15.08 西尾　知也 (2) 15.12 目次　晋侍 (3) 15.18 川手　一佳 (3) 15.40 上田　聡 (3) 15.51 黒田　航太 (1) 15.96

風:+1.7 岡山：倉敷工 岡山：倉敷工 広島：三原 広島：沼田 島根：松江高専 広島：安古市 山口：安下庄 岡山：岡山工

6/17 男子400mH 為本　康平 (3) 53.63 井上　裕太 (3) 54.09 田中　一輝 (3) 54.30 加藤　秀治 (3) 54.58 岡田　祐季 (3) 54.75 柳谷　告太 (3) 54.76 名越　義祥 (3) 55.09 川嵜　哲也 (3) 56.34

岡山：玉野光南 島根：松江南 岡山：倉敷工 鳥取：倉吉東 鳥取：鳥取中央育英 広島：広島工大 広島：沼田 広島：沼田

6/18 男子3000mSC 小林　和輝 (3) 9.12.66 後　亮次 (3) 9.16.66 赤羽　竜之 (3) 9.20.00 越智　健一朗 (2) 9.22.94 田中　裕士 (2) 9.24.20 山根　裕樹 (3) 9.24.54 上山田　真也 (2) 9.29.16 齊籐　恭央 (3) 9.32.93

島根：出雲工 岡山：倉敷 鳥取：鳥取中央育英 広島：近大福山 山口：柳井 島根：出雲 岡山：倉敷 山口：高水

6/16 男子5000mW 細中　孝彬 (3) 23.41.28 菅　貴治 (2) 23.44.77 和泉　恭平 (3) 23.47.15 井伊　拓哉 (2) 23.57.10 澤田　研二 (3) 24.15.99 中野　大輔 (3) 25.00.78 楠本　浩司 (3) 25.09.05 岡部　竜也 (3) 25.09.39

岡山：玉野光南 広島：西条農 広島：広島皆実 鳥取：鳥取商 鳥取：鳥取東 山口：宇部西 岡山：岡山工 岡山：倉敷古城池

6/17 男子4X100mR 広島：沼田 41.88 島根：松江南 42.12 鳥取：鳥取中央育英 42.13 岡山：倉敷工 42.60 岡山：玉野光南 42.66 鳥取：倉吉東 42.68 山口：西京 42.80

中田　繁伸 (3) 稲野　龍太 (3) 山本　哲也 (2) 田槇　佑吏生 (2) 林　和宏 (2) 牧田　健吾 (3) 前原　雅樹 (3)

畑賀　良平 (1) 下　大輔 (3) 岡田　祐季 (3) 三宅　洋平 (2) 塩見　将輔 (3) 山本　大樹 (2) 内海　佑弥 (3)

酒井　亮輔 (3) 北垣　研二郎 (3) 太田　克人 (3) 笠原　啓太郎 (3) 岡﨑　貴史 (3) 山本　宏樹 (3) 野村　和玄 (3)

油田　一也 (3) 須貝　一貴 (3) 大川　直人 (2) 竹内　聖森 (3) 為本　康平 (3) 加藤　秀治 (3) 石田　裕太郎 (3)

6/18 男子4X400mR 岡山：玉野光南 3.18.80 広島：沼田 3.19.07 島根：大社 3.19.23 広島：広島皆実 3.20.14 鳥取：鳥取中央育英 3.20.86 鳥取：倉吉東 3.21.11 島根：松江南 3.21.27 広島：神辺旭 3.37.71

塩見　将輔 (3) 川嵜　哲也 (3) 斎藤　伸 (3) 厚見　成 (1) 岡田　祐季 (3) 片山　裕貴 (3) 下　大輔 (3) 光成　竜也 (3)

浜田　大輔 (3) 今田　圭一 (3) 今岡　紀満 (2) 鍋中　亮佑 (3) 太田　克人 (3) 藤井　直人 (2) 北垣　研二郎 (3) 松井　彰弘 (3)

岡﨑　貴史 (3) 中田　繁伸 (3) 飯塚　弘平 (3) 浦野　晃弘 (1) 竹澤　崇志 (2) 山本　宏樹 (3) 稲野　龍太 (3) 道路　大成 (2)

為本　康平 (3) 名越　義祥 (3) 荒川　賢人 (2) 巳岡　伸嗣 (3) 大川　直人 (2) 加藤　秀治 (3) 井上　裕太 (3) 吉田　隼也 (3)

6/17 男子走高跳 中村　嘉孝 (3) 1m97 西尾　輝 (3) 1m97 永山　雄基 (1) 1m97 冨山　龍太 (3) 1m97 山本　雄大 (1) 1m94 川上　恭平 (2) 1m94 田中 大智 (2) 1m88 竹本　章宏 (3) 1m88

広島：三次 山口：高水 岡山：新見 広島：広島工大 岡山：玉野光南 島根：大社 山口：防府 広島：瀬戸田

山崎　和訓 (3) 1m88

岡山：新見

前島　博之 (3) 1m88

鳥取：鳥取聾

6/16 男子棒高跳 小村　俊介 (3) 4m60 中田　繁伸 (3) 4m60 安井　陽 (3) 4m60 増金　真也 (2) 4m40 鶴海　信敬 (3) 4m40 山本　千晶 (3) 4m30 吉川　匠 (3) 4m30 杉原　雅史 (3) 4m20

島根：松江工 広島：沼田 広島：西条農 広島：西条農 岡山：岡山工 岡山：岡山工 島根：益田東 広島：神辺旭

6/16 男子走幅跳 塩見　将輔 (3) 7m27 +1.5 油田　一也 (3) 7m25 +1.6 富田　浩嗣 (3) 7m17 +2.0 松枝　崇義 (3) 7m05 +1.6 藤原　啓史朗 (2) 7m03 +2.1 前島　博之 (3) 7m01 +3.2 馬庭　清久 (3) 6m94 +1.6 長末　慎之介 (1) 6m92 +2.3

岡山：玉野光南 広島：沼田 岡山：岡山大安寺 広島：広島皆実 岡山：倉敷古城池 鳥取：鳥取聾 島根：大社 岡山：岡山操山

6/18 男子三段跳 池田　修平 (2) 14m97 +2.3 塩見　将輔 (3) 14m89 +1.4 井口　晃輝 (2) 14m56 +1.8 平川　祐太 (3) 14m32 +2.7 田中　俊紀 (3) 14m21 +3.9 松枝　崇義 (3) 14m15 +1.9 高東　祐太 (2) 14m11 +1.6 小野　肇 (3) 14m04 +2.1

鳥取：倉吉東 岡山：玉野光南 岡山：美作 山口：久賀 山口：萩 広島：広島皆実 広島：尾道東 広島：神辺旭

6/16 男子砲丸投 黒松　直人 (3) 14m80 福島　翔太郎 (3) 14m76 中村　康智 (3) 13m90 松田　堯 (3) 13m84 景山　輝久 (2) 13m56 水村　隆浩 (3) 13m49 時岡　祥孝 (2) 13m43 宍戸　輝 (2) 13m16

鳥取：鳥取中央育英 島根：大社 広島：祇園北 島根：大社 島根：大社 山口：桜ケ丘 岡山：美作 鳥取：倉吉総合産

6/18 男子円盤投 時岡　祥孝 (2) 50m46 岡村　拓弥 (3) 47m28 福島　翔太郎 (3) 46m07 福井　大樹 (3) 45m00 齋藤　諒 (2) 44m20 江上 智見 (2) 43m17 宗末　達也 (3) 42m79 井上　元気 (2) 42m61

岡山：美作 鳥取：八頭 島根：大社 鳥取：倉吉総合産 島根：浜田商 山口：下関中央工 広島：西条農 広島：神辺旭

6/16 男子ハンマー投 松田　堯 (3) 57m02 吉次　貴志 (3) 51m77 北村　全徳 (3) 51m75 福井　大樹 (3) 51m13 赤穂　弘樹 (2) 50m14 宍戸　輝 (2) 49m33 作田　祐樹 (2) 48m95 桜井　和昭 (3) 48m44

島根：大社 山口：桜ケ丘 島根：松江西 鳥取：倉吉総合産 鳥取：倉吉総合産 鳥取：倉吉総合産 広島：西条農 広島：油木

6/17 男子やり投 松本　知也 (3) 60m67 神崎　真悟 (2) 58m62 長谷　祐太 (3) 58m16 東　卓弥 (3) 58m13 金澤　匡記 (3) 56m98 小林　拓真 (3) 56m55 三宅　惇平 (3) 55m93 高力　裕也 (2) 55m08

鳥取：境 山口：西京 鳥取：八頭 岡山：岡山一宮 広島：神辺旭 広島：西条農 岡山：倉敷工 鳥取：倉吉総合産

6/16 男子八種競技 馬庭　清久 (3) 5199 植木　誠 (3) 4941 松本　貴之 (2) 4816 松尾　隆広 (3) 4795 松下　洸 (3) 4561 兼田　陽太 (3) 4352 村上　大輔 (3) 4305 山本　博之 (3) 4236

6/17 島根：大社 広島：基町 岡山：関西 広島：神辺旭 山口：防府西 山口：柳井 鳥取：鳥取商 岡山：新見

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 玉野光南 (岡山) 57 1 玉野光南 (岡山) 38 1 大社 (島根) 35 1 大社 (島根) 8

2 大社 (島根) 54 2 鳥取中央育英 (鳥取) 35 2 玉野光南 (岡山) 19 2 基町 (広島) 7

3 鳥取中央育英 (鳥取) 43 3 倉敷工 (岡山) 26 3 倉吉総合産 (鳥取) 19 3 関西 (岡山) 6

4 西条農 (広島) 40 4 世羅 (広島) 25 4 西条農 (広島) 18 4 神辺旭 (広島) 5

5 沼田 (広島) 39 5 沼田 (広島) 25 5 美作 (岡山) 16 5 防府西 (山口) 4

6 広島皆実 (広島) 31 6 広島皆実 (広島) 23 6 沼田 (広島) 14 6 柳井 (山口) 3

7 倉敷工 (岡山) 28 7 西条農 (広島) 22 7 八頭 (鳥取) 13 7 鳥取商 (鳥取) 2

8 世羅 (広島) 25 8 出雲工 (島根) 19 8 桜ケ丘 (山口) 10 8 新見 (岡山) 1

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

11.54-6m89-11m77-52.77

16.87-49m95-1m70-4.50.83

11.54-5m76-9m55-52.12

15.93-45m28-1m73-4.44.08

12.09-6m36-11m13-55.94

17.59-48m55-1m85-4.53.08

11.68-5m93-9m94-52.58

16.25-38m11-1m73-4.46.83

11.83-6m03-9m73-54.14

16.78-36m73-1m67-4.50.17

11.87-5m68-10m94-54.82

17.47-37m63-1m55-4.53.40

12.03-5m51-9m52-54.63

17.99-42m73-1m64-4.52.57

12.04-5m91-9m14-53.96

18.91-38m92-1m52-4.39.82

第59回　中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会

主催：中国陸上競技協会・中国高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県高騰学校体育連盟
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子決勝記録一覧表 審判長 トラック 池元　啓朗

跳躍 大久保信夫

投擲 鶴崎　　勲

混成 山本　博徳

2006年6月16日～6月18日 記録主任 伊藤　健二

日付 種目

6/17 女子100m 森山　恵美 (3) 12.33 木村　文子 (3) 12.37 磯江　南那 (2) 12.41 村岡　見帆 (3) 12.48 中山　ゆかり (3) 12.51 古谷　有梨 (1) 12.52 藤堂　菜摘 (3) 12.57 阿部　麻奈美 (3) 12.74

風:0.0 島根：大田 広島：祇園北 鳥取：倉吉総合産 岡山：岡山東商 島根：松江北 山口：田部 広島：広島皆実 岡山：岡山東商

6/18 女子200m 高井　恵理 (3) 25.29 片岡　紗希 (3) 25.41 田口　果奈 (2) 25.42 森山　恵美 (3) 25.49 クリスチャン　静香 (2) 25.58 村岡　見帆 (3) 25.65 川崎　希望 (3) 25.79 西峯　千加 (3) 25.94

風:+2.0 広島：広島皆実 岡山：岡山東商 岡山：美作 島根：大田 山口：山口鴻城 岡山：岡山東商 山口：下関商 広島：清水ヶ丘

6/16 女子400m 久保　瑠里子 (3) 56.50 片岡　紗希 (3) 57.05 古川　憂佳 (3) 58.25 守屋　沙織 (3) 58.30 川崎　希望 (3) 58.30 白砂　紅美子 (3) 58.70 広田　志麻 (3) 58.81 定常　銘美 (3) 59.17

広島：広島井口 岡山：岡山東商 鳥取：倉吉総合産 岡山：倉敷中央 山口：下関商 広島：高陽 広島：広島皆実 鳥取：倉吉東

6/18 女子800m 久保　瑠里子 (3) 2.09.44 福永　真子 (2) 2.12.74 那須　祐子 (3) 2.13.19 小原　怜 (1) 2.13.50 那須　千恵子 (2) 2.16.30 白砂　紅美子 (3) 2.16.35 有村　美穂 (3) 2.16.39 川高　ちひろ (3) 2.24.22

広島：広島井口 岡山：興譲館 山口：山口 岡山：興譲館 岡山：就実 広島：高陽 岡山：倉敷中央 岡山：倉敷中央

6/16 女子1500m 田村　紀薫 (1) 4.30.40 福永　真子 (2) 4.30.75 那須　祐子 (3) 4.32.75 テレシア　ワングイ (3) 4.32.86 矢野　真里絵 (3) 4.33.03 生島　希乃 (3) 4.33.21 牟田　恵里奈 (3) 4.43.69 濵﨑　佑梨 (1) 4.44.25

広島：広島井口 岡山：興譲館 山口：山口 広島：世羅 広島：広島市商 岡山：興譲館 鳥取：鳥取中央育英 山口：中村女子

6/17 女子3000m テレシア　ワングイ (3) 9.22.88 前田　美江 (2) 9.23.03 髙島　由香 (3) 9.28.77 藤井　千尋 (2) 9.34.19 田村　紀薫 (1) 9.35.96 頼岡　綾子 (3) 9.40.08 後藤　亜由美 (3) 9.41.47 宮﨑　喜美乃 (3) 9.45.71

広島：世羅 岡山：興譲館 岡山：興譲館 山口：西京 広島：広島井口 山口：中村女子 鳥取：鳥取中央育英 山口：西京

6/18 女子100mH 中山　ゆかり (3) 14.04 阿部　麻奈美 (3) 14.14 木村　文子 (3) 14.24 岡本　侑子 (2) 14.75 山根　瑠美 (1) 14.77 後藤　千恵 (3) 15.08 沖田　葉月 (1) 15.24 鈴木　陽子 (3) 15.30

風:+1.3 島根：松江北 NGR 岡山：岡山東商 NGR 広島：祇園北 EGR 岡山：西大寺 鳥取：倉吉総合産 鳥取：倉吉総合産 広島：広島皆実 広島：祇園北

6/17 女子400mH 定常　銘美 (3) 61.97 後藤　千恵 (3) 63.55 林　真紀 (3) 66.59 中原　沙樹 (3) 66.62 上中田　望 (3) 66.82 鳥越　真実 (3) 67.35 間瀬　由里子 (2) 67.53 山田　綾香 (2) 69.04

鳥取：倉吉東 鳥取：倉吉総合産 島根：松江商 広島：広島井口 岡山：岡山東商 広島：広島 広島：大門 山口：宇部

6/16 女子3000mW 後藤　友美 (2) 14.41.12 猪尾　祐実 (3) 14.43.86 井手　小鈴 (2) 14.45.48 佐藤　誠子 (3) 14.50.78 須賀　歩 (3) 15.00.37 中村　早紀子 (3) 15.01.84 新谷　結佳 (3) 15.09.23 竹内　万里 (3) 15.30.50

広島：西条農 鳥取：鳥取中央育英 岡山：邑久 岡山：就実 広島：市立呉 山口：豊北 岡山：邑久 山口：宇部西

6/17 女子4X100mR 岡山：岡山東商 47.48 広島：広島皆実 48.16 鳥取：境 48.67 島根：大社 49.17 鳥取：倉吉総合産 49.24 島根：益田東 49.48 広島：沼田 49.76 山口：山口鴻城 53.09

阿部　麻奈美 (3) NGR 藤堂　菜摘 (3) 中澤　輝映 (3) 簸川角　智香 (3) 後藤　千恵 (3) 芝岡　麻紗美 (3) 坂本　典子 (1) 勝井　美都 (2)

片岡　紗希 (3) 片山　佳菜 (2) 戸田　千晴 (3) 伊藤　まみ (3) 磯江　南那 (2) 水津　杏里 (2) 井出　久美子 (2) 福井　諒子 (3)

中川　園香 (1) 森　早苗 (3) 田中　泉 (2) 松本　歩 (3) 山根　瑠美 (1) 橋本　千晶 (2) 小笠原　衣里 (2) クリスチャン　静香 (2)

村岡　見帆 (3) 高井　恵理 (3) 田中　里奈 (3) 亀山　のどか (2) 古川　憂佳 (3) 尾原　菜月 (1) 吉岡　彩奈 (2) 堀井　郁里 (1)

6/18 女子4x400mR 広島：広島井口 3.54.85 岡山：岡山東商 3.55.62 広島：広島皆実 3.57.43 岡山：倉敷中央 4.01.29 山口：宇部 4.02.30 広島：沼田 4.02.36 鳥取：境 4.04.07 広島：神辺旭 4.08.85

得能　麻衣 (3) 村岡　見帆 (3) 在川　和 (2) 杉下　千代子 (3) 中村　衣里 (2) 吉岡　彩奈 (2) 山田　規可 (2) 榎本　有紗 (2)

安木　のぞみ (3) 松本　真由子 (2) 藤堂　菜摘 (3) 瓜生　千明 (2) 里中　志帆 (2) 井出　久美子 (2) 岩田　美賀子 (2) 山本　真季 (2)

田村　紀薫 (1) 中井　佑美 (1) 高井　恵理 (3) 山村　遥 (2) 北島　あや (2) 藤本　彩夏 (1) 遠田　佳織 (2) 辻本　有美 (2)

久保　瑠里子 (3) 片岡　紗希 (3) 広田　志麻 (3) 守屋　沙織 (3) 山本　奈津美 (3) 坂本　典子 (1) 田中　泉 (2) 池田　亜希子 (2)

6/16 女子走高跳 駒場　萌美 (2) 1m71 松本　真由子 (2) 1m71 佐々木　エルザ (3) 1m68 三浦　彩 (2) 1m62 野上　理沙　　　(3) 1m62 水島　麻友子 (3) 1m62 梅津　友香 (1) 1m59 間弓　沙織 (3) 1m59

鳥取：鳥取西 岡山：岡山東商 鳥取：鳥取城北 岡山：岡山一宮 岡山：岡山南 4位 岡山：倉敷中央 島根：益田東 広島：沼田

6/17 女子走幅跳 木村　文子 (3) 5m84 +1.9 江﨑　友香 (3) 5m78 +0.9 横山　早紀 (2) 5m76 +0.8 尾﨑　友美 (2) 5m75 +1.5 守屋　沙織 (3) 5m64 +1.4 小橋　美紀 (2) 5m54 +0.6 戸田　千晴 (3) 5m49 +1.8 林　有希子 (2) 5m47 +1.3

広島：祇園北 山口：西京 鳥取：倉吉東 岡山：岡山一宮 岡山：倉敷中央 岡山：岡山一宮 鳥取：境 岡山：岡山東商

6/18 女子砲丸投 高橋　千秋 (1) 13m19 砂流　幸子 (3) 12m59 清水　千悦子 (3) 12m37 小野　祥子 (3) 12m33 小原　未華 (3) 12m21 吉武　由佳子 (2) 12m21 冨田　江利奈 (3) 11m83 下宮　亜莉沙 (2) 11m32

島根：松江西 島根：松江西 山口：防府商 岡山：就実 鳥取：境 岡山：就実 山口：聖光 広島：高陽

6/17 女子円盤投 小野　祐紀子 (1) 37m32 本廣　明日香 (3) 36m38 冨田　江利奈 (3) 36m00 金具　真希 (3) 35m87 高橋　千秋 (1) 35m61 清水　千悦子 (3) 34m79 平塚　優衣 (3) 34m66 日下　渚 (3) 34m15

岡山：就実 広島：福山商 山口：聖光 島根：大社 島根：松江西 山口：防府商 岡山：就実 山口：宇部西

6/16 女子やり投 大林　美子 (3) 43m51 砂流　幸子 (3) 41m34 山本　朋 (3) 39m92 松本　葵 (2) 39m04 萬代　知子 (2) 38m08 北村　純 (1) 37m64 栃岡　真弥 (3) 37m11 横田　まどか (2) 36m23

広島：西条農 島根：松江西 広島：如水館 広島：神辺旭 岡山：津山 山口：下関西 岡山：津山東 岡山：就実

6/17 女子七種競技 水島　麻友子 (3) 4763 大林　美子 (3) 4667 川上　慶子 (3) 4498 仲田　愛 (3) 4446 砂流　幸子 (3) 4041 石原　美智子 (2) 3772 石川　すおみ (3) 3144 大隅 麻里乃 (2) 2921

6/18 岡山：倉敷中央 NGR 広島：西条農 岡山：倉敷中央 広島：西条農 島根：松江西 山口：柳井 山口：宇部 山口：多々良

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 岡山東商 (岡山) 57 1 岡山東商 (岡山) 49 1 松江西 (島根) 26 1 倉敷中央 (岡山) 14

2 広島井口 (広島) 41 2 広島井口 (広島) 41 2 就実 (岡山) 19 2 西条農 (広島) 12

3 興譲館 (岡山) 35 3 興譲館 (岡山) 35 3 岡山一宮 (岡山) 12.5 3 松江西 (島根) 4

4 倉敷中央 (岡山) 34 4 倉吉総合産 (鳥取) 30 4 防府商 (山口) 9 4 柳井 (山口) 3

5 松江西 (島根) 30 5 広島皆実 (広島) 27 5 祇園北 (広島) 8 5 宇部 (山口) 2

6 倉吉総合産 (鳥取) 30 6 祇園北 (広島) 14 5 西条農 (広島) 8 6 多々良 (山口) 1

7 西条農 (広島) 28 7 世羅 (広島) 13 5 鳥取西 (鳥取) 8

8 就実 (岡山) 28 7 大田 (島根) 13 8 岡山東商 (岡山) 8

19.89-1m39-8m77-29.35

4m50-30m48-2.52.26

18.46-1m39-6m19-29.26

4m18-23m71-2.51.24

17.77-1m42-12m10-28.26

4m46-38m84-2.33.11

16.02-1m33-7m13-27.92

5m14-28m22-2.37.67

15.51-1m54-9m14-27.00

5m13-30m46-2.22.34

15.66-1m51-11m01-26.80

5m26-31m64-2.38.18

14.55-1m63-9m42-27.05

5m39-34m85-2.33.19

15.45-1m45-10m60-28.00

5m18-43m36-2.23.46

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

第59回　中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会

主催：中国陸上競技協会・中国高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口県高等学校体育連盟
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子100m

6月17日 12:20 予選
日本高校記録　　 (HR) 10.24 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 6月17日 13:40 準決
中国高校記録 (AR) 10.42 岩本　拓也 (由良育英・鳥取) 2003 6月17日 15:00 決勝
大会記録 (GR) 10.42 岩本　拓也 (由良育英・鳥取) 2003

予選 4組3着+4

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

シオミ　マサホ 岡山 カリバヤシ　タカフミ 広島

1 3 457 塩見　将輔 (3) 玉野光南 10.94 Q 1 6 248 鳫林　隆文 (3) 西条農 11.05 Q
オオウチ　ヒデユキ 岡山 カドワキ　ユウサク 島根

2 8 449 大内　英之 (3) 笠岡工 10.98 Q 2 4 896 門脇　優作 (3) 開星 11.06 Q
ウチウミ　ユウヤ 山口 タカタ　コウダイ 岡山

3 7 29 内海　佑弥 (3) 西京 11.01 Q 3 7 423 高田　洸大 (3) 岡山工 11.20 Q
キタガキ　ケンジロウ 島根 シモ　ダイスケ 島根

4 5 810 北垣　研二郎 (3) 松江南 11.19 q 4 3 811 下　大輔 (3) 松江南 11.38
イノウエ　ユウタ 岡山 カネツキ　シュンスケ 島根

5 4 446 井上　裕太 (2) 岡山白陵 11.25 q 5 5 851 金築　俊輔 (3) 大社 11.42
イシハラ　ゲンキ 島根 ヤマモト　テツヤ 鳥取

6 2 919 石原　玄貴 (1) 益田東 11.35 6 2 665 山本　哲也 (2) 鳥取中央育英 11.44
オカダ　ユウキ 鳥取 カワノ　ナオト 岡山

6 670 岡田　祐季 (3) 鳥取中央育英 DNS 7 8 529 川野　直人 (2) 邑久 11.45

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

イシハラ　ヒロユキ 鳥取 ミウラ　タカシ 鳥取

1 8 718 石原　寛之 (1) 米子東 11.03 Q 1 6 638 三浦　隆 (2) 境 11.12 Q
タカキ　タケフミ 山口 ハタガ　リョウヘイ 広島

2 4 14 高木　岳史 (3) 柳井 11.12 Q 2 4 299 畑賀　良平 (1) 沼田 11.16 Q
エンドウ　シュン 鳥取 ドウロ　タイセイ 広島

3 6 713 遠藤　俊 (2) 米子高専 11.13 Q 3 1 232 道路　大成 (2) 神辺旭 11.20 Q
イシカワ　ジュン 岡山 サカイ　ヒロユキ 広島

4 5 413 石川　純 (2) 岡山一宮 11.22 q 4 2 239 酒井　裕之 (3) 呉高専 11.36
クゲ　タケシ 広島 フジイ　タカヒロ 山口

5 3 265 久家　タケシ (2) 西条農 11.24 q 5 8 100 藤井　嵩広 (3) 下関西 11.71
ヒロタ　カズヤ 広島 ハラダ　ダイジロウ 山口

6 7 213 広田　和哉 (3) 尾道北 11.30 3 57 原田　大二郎 (3) 山口鴻城 DNS
マツザキ　ユウト 山口 アダチ　リュウタ 鳥取

7 2 42 松﨑　裕登 (3) 誠英 11.39 5 721 足立　龍太 (2) 米子東 DNS
セラ　コウヤ 山口 シミズ　リョウタ 島根

8 1 129 世良　昂弥 (1) 萩工 11.56 7 855 清水　亮太 (3) 大社 DNS

準決 2組3着+2

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

オオウチ　ヒデユキ 岡山 イシハラ　ヒロユキ 鳥取

1 4 449 大内　英之 (3) 笠岡工 10.73 Q 1 6 718 石原　寛之 (1) 米子東 10.79 Q
ミウラ　タカシ 鳥取 カドワキ　ユウサク 島根

2 3 638 三浦　隆 (2) 境 10.75 Q 2 5 896 門脇　優作 (3) 開星 10.85 Q
シオミ　マサホ 岡山 カリバヤシ　タカフミ 広島

3 6 457 塩見　将輔 (3) 玉野光南 10.76 Q 3 3 248 鳫林　隆文 (3) 西条農 10.87 Q
ハタガ　リョウヘイ 広島 エンドウ　シュン 鳥取

4 5 299 畑賀　良平 (1) 沼田 10.84 q 4 8 713 遠藤　俊 (2) 米子高専 10.95
ウチウミ　ユウヤ 山口 タカキ　タケフミ 山口

5 7 29 内海　佑弥 (3) 西京 10.87 q 5 4 14 高木　岳史 (3) 柳井 10.99
タカタ　コウダイ 岡山 ドウロ　タイセイ 広島

6 8 423 高田　洸大 (3) 岡山工 10.95 6 2 232 道路　大成 (2) 神辺旭 11.03
キタガキ　ケンジロウ 島根 イシカワ　ジュン 岡山

7 1 810 北垣　研二郎 (3) 松江南 11.07 7 7 413 石川　純 (2) 岡山一宮 11.05
クゲ　タケシ 広島 イノウエ　ユウタ 岡山

8 2 265 久家　タケシ (2) 西条農 11.17 1 446 井上　裕太 (2) 岡山白陵 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
オオウチ　ヒデユキ 岡山

1 3 449 大内　英之 (3) 笠岡工 10.93
カリバヤシ　タカフミ 広島

2 8 248 鳫林　隆文 (3) 西条農 11.03
ミウラ　タカシ 鳥取

3 6 638 三浦　隆 (2) 境 11.05
シオミ　マサホ 岡山

4 7 457 塩見　将輔 (3) 玉野光南 11.06
イシハラ　ヒロユキ 鳥取

5 5 718 石原　寛之 (1) 米子東 11.07
カドワキ　ユウサク 島根

6 4 896 門脇　優作 (3) 開星 11.08
ウチウミ　ユウヤ 山口

7 1 29 内海　佑弥 (3) 西京 11.09
ハタガ　リョウヘイ 広島

8 2 299 畑賀　良平 (1) 沼田 11.15

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -0.3 風: 0.0

風: -1.1

風: +3.1 風: +1.8

風: 0.0 風: -0.8

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子200m

6月18日 11:00 予選
日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 6月18日 12:30 準決
中国高校記録 (AR) 21.01 野田　浩之 (大社・島根) 2002 6月18日 13:40 決勝
大会記録 (GR) 21.11 野田　浩之 (大社・島根) 2002

予選 4組3着+4

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

カドワキ　ユウサク 島根 オオウチ　ヒデユキ 岡山

1 8 896 門脇　優作 (3) 開星 22.50 Q 1 5 449 大内　英之 (3) 笠岡工 22.65 Q
イシハラ　ゲンキ 島根 カワノ　ナオト 岡山

2 7 919 石原　玄貴 (1) 益田東 22.56 Q 2 4 529 川野　直人 (2) 邑久 22.75 Q
タカキ　タケフミ 山口 ヒラタ　カツシ 鳥取

3 2 14 高木　岳史 (3) 柳井 22.58 Q 3 6 673 平田　勝士 (3) 鳥取中央育英 22.77 Q
タカヤマ　ユウジ 岡山 マツザキ　ユウト 山口

4 3 435 高山　裕司 (3) 岡山城東 22.59 q 4 2 42 松﨑　裕登 (3) 誠英 22.86
ミオカ　シンジ 広島 シライ　マサシ 山口

5 4 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島皆実 22.62 5 3 6 白井　雅史 (3) 岩国総合 23.09
フジイ　タカヒロ 山口 カワムラ　ケイスケ 山口

6 5 100 藤井　嵩広 (3) 下関西 22.79 6 8 70 河村　啓輔 (3) 宇部工 23.54
オオタ　カツヒト 鳥取 イノウエ　ユウタ 岡山

6 674 太田　克人 (3) 鳥取中央育英 DNS 7 446 井上　裕太 (2) 岡山白陵 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

アダチ　リュウタ 鳥取 サイトウ　シン 島根

1 6 721 足立　龍太 (2) 米子東 22.33 Q 1 7 853 斎藤　伸 (3) 大社 22.21 Q
ヒロタ　カズヤ 広島 ナガト　ダイスケ 広島

2 4 213 広田　和哉 (3) 尾道北 22.37 Q 2 6 225 永戸　大祐 (3) 神辺旭 22.23 Q
ヤマダ　タツヒコ 鳥取 カリバヤシ　タカフミ 広島

3 3 685 山田　達彦 (3) 鳥取西 22.37 Q 3 3 248 鳫林　隆文 (3) 西条農 22.35 Q
ヤスダ　カツノブ 島根 コマツバラ　ケンイチ 島根

4 1 873 安田　克伸 (3) 江津 22.58 q 4 2 819 小松原　健一 (3) 松江工 22.44 q
ナガタ　マサユキ 広島 タカタ　コウダイ 岡山

5 2 313 永田　雅之 (3) 広島学院 23.11 5 4 423 高田　洸大 (3) 岡山工 22.50 q
マツウラ　タカシ 広島 スギハラ　トシユキ 鳥取

6 8 307 松浦　崇史 (3) 広島工大 23.12 6 5 717 杉原　敏幸 (3) 米子西 22.82
オオカワ　ナオト 鳥取 コウモト　カズマ 岡山

7 666 大川　直人 (2) 鳥取中央育英 DNS 7 8 524 河本　和真 (3) 邑久 22.88
キタガキ　ケンジロウ 島根 ニシオ　ヒカル 山口

5 810 北垣　研二郎 (3) 松江南 DNS 1 10 西尾　輝 (3) 高水 DNS

準決 2組3着+2

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

タカヤマ　ユウジ 岡山 ヒロタ　カズヤ 広島

1 8 435 高山　裕司 (3) 岡山城東 22.10 Q 1 3 213 広田　和哉 (3) 尾道北 22.13 Q
オオウチ　ヒデユキ 岡山 カドワキ　ユウサク 島根

2 3 449 大内　英之 (3) 笠岡工 22.11 Q 2 6 896 門脇　優作 (3) 開星 22.24 Q
サイトウ　シン 島根 アダチ　リュウタ 鳥取

3 4 853 斎藤　伸 (3) 大社 22.14 Q 3 4 721 足立　龍太 (2) 米子東 22.29 Q
カリバヤシ　タカフミ 広島 タカキ　タケフミ 山口

4 1 248 鳫林　隆文 (3) 西条農 22.16 q 4 7 14 高木　岳史 (3) 柳井 22.39
ナガト　ダイスケ 広島 タカタ　コウダイ 岡山

5 5 225 永戸　大祐 (3) 神辺旭 22.22 q 5 2 423 高田　洸大 (3) 岡山工 22.44
ヒラタ　カツシ 鳥取 ヤマダ　タツヒコ 鳥取

6 7 673 平田　勝士 (3) 鳥取中央育英 22.35 6 1 685 山田　達彦 (3) 鳥取西 22.47
コマツバラ　ケンイチ 島根 イシハラ　ゲンキ 島根

7 2 819 小松原　健一 (3) 松江工 22.40 6 5 919 石原　玄貴 (1) 益田東 22.47
カワノ　ナオト 岡山 ヤスダ　カツノブ 島根

8 6 529 川野　直人 (2) 邑久 22.41 8 8 873 安田　克伸 (3) 江津 22.49

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
カリバヤシ　タカフミ 広島

1 8 248 鳫林　隆文 (3) 西条農 21.62
ヒロタ　カズヤ 広島

2 3 213 広田　和哉 (3) 尾道北 21.80
タカヤマ　ユウジ 岡山

3 5 435 高山　裕司 (3) 岡山城東 21.84
ナガト　ダイスケ 広島

4 7 225 永戸　大祐 (3) 神辺旭 21.92
オオウチ　ヒデユキ 岡山

5 6 449 大内　英之 (3) 笠岡工 21.99
サイトウ　シン 島根

6 2 853 斎藤　伸 (3) 大社 22.08
カドワキ　ユウサク 島根

7 4 896 門脇　優作 (3) 開星 22.20
アダチ　リュウタ 鳥取

8 1 721 足立　龍太 (2) 米子東 22.23

風: +5.6

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +1.9 風: +0.2

風: +0.4 風: +3.5

風: +3.4 風: 0.0

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子400m

6月16日 12:05 予選
日本高校記録　　 (HR) 45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005 6月16日 14:20 準決
中国高校記録 (AR) 45.94 為末　大 (皆実・広島) 1996 6月16日 16:00 決勝
大会記録 (GR) 47.07 為末　大 (皆実・広島) 1996

予選 4組3着+4

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

ヤマダ　タツヒコ 鳥取 アラカワ　ケント 島根
1 5 685 山田　達彦 (3) 鳥取西 49.78 Q 1 8 859 荒川　賢人 (2) 大社 50.02 Q

イマダ　ケイイチ 広島 ミオカ　シンジ 広島
2 8 289 今田　圭一 (3) 沼田 50.13 Q 2 5 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島皆実 50.20 Q

コマツバラ　ケンイチ 島根 イノウエ　ユウタ 島根
3 7 819 小松原　健一 (3) 松江工 50.18 Q 3 6 809 井上　裕太 (3) 松江南 50.23 Q

テラサカ　カズマ 鳥取 ナガト　ダイスケ 広島
4 2 699 寺坂　一馬 (2) 八頭 50.18 q 4 2 225 永戸　大祐 (3) 神辺旭 50.27 q

セキタニ　シュウヘイ 山口 ナゴシ　ヨシノリ 広島
5 4 86 関谷　修平 (2) 下関商 51.24 5 7 291 名越　義祥 (3) 沼田 50.46 q

ウエキ　リョウスケ 山口 ホソカワ　ユウヤ 山口
6 101 植木　良介 (2) 下関西 DNS 6 4 58 細川　雄矢 (3) 山口鴻城 50.91

ミツキ　サトシ 岡山 フジイ　タカヒロ 山口
3 499 光木　智 (2) 倉敷工 DNS 7 3 100 藤井　嵩広 (3) 下関西 51.64

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 山口 ウチダ　コウタ 島根
1 1 108 濱野　純平 (2) 豊浦 49.54 Q 1 5 833 内田　耕太 (3) 平田 50.68 Q

ウラノ　アキヒロ 広島 タカヤマ　ユウジ 岡山
2 8 324 浦野　晃弘 (1) 広島皆実 50.13 Q 2 6 435 高山　裕司 (3) 岡山城東 50.68 Q

オオタ　カツヒト 鳥取 ヤマネ　ケイスケ 鳥取
3 7 674 太田　克人 (3) 鳥取中央育英 50.29 Q 3 1 691 山根　圭輔 (3) 鳥取東 50.88 Q

カトウ　シュウジ 鳥取 イイツカ　コウヘイ 島根
4 4 630 加藤　秀治 (3) 倉吉東 50.56 q 4 2 849 飯塚　弘平 (3) 大社 51.39

オカザキ　タカシ 岡山 タケザワ　タカシ 鳥取
5 2 458 岡﨑　貴史 (3) 玉野光南 51.31 5 7 667 竹澤　崇志 (2) 鳥取中央育英 51.59

イシゴウチ　タツヤ 広島 イナノ　リュウタ 島根
6 3 314 石河内　達也 (3) 舟入 51.46 6 4 808 稲野　龍太 (3) 松江南 51.71

カサハラ　ケイタロウ 岡山 カネダ　ノブヒコ 山口
7 5 498 笠原　啓太郎 (3) 倉敷工 51.51 7 3 74 金田　信彦 (3) 下関工 52.06

マトバ　タカアキ 岡山 タメモト　コウヘイ 岡山
8 6 516 的場　隆晃 (3) 津山 51.75 8 456 為本　康平 (3) 玉野光南 DNS

準決 2組3着+2

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 山口 ヤマダ　タツヒコ 鳥取
1 4 108 濱野　純平 (2) 豊浦 49.75 Q 1 5 685 山田　達彦 (3) 鳥取西 49.78 Q

ウチダ　コウタ 島根 ウラノ　アキヒロ 広島
2 3 833 内田　耕太 (3) 平田 50.17 Q 2 6 324 浦野　晃弘 (1) 広島皆実 50.03 Q

ミオカ　シンジ 広島 タカヤマ　ユウジ 岡山
3 6 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島皆実 50.46 Q 3 4 435 高山　裕司 (3) 岡山城東 50.04 Q

ヤマネ　ケイスケ 鳥取 アラカワ　ケント 島根
4 7 691 山根　圭輔 (3) 鳥取東 50.60 q 4 3 859 荒川　賢人 (2) 大社 50.41 q

イマダ　ケイイチ 広島 オオタ　カツヒト 鳥取
5 5 289 今田　圭一 (3) 沼田 50.74 5 1 674 太田　克人 (3) 鳥取中央育英 50.87

テラサカ　カズマ 鳥取 イノウエ　ユウタ 島根
6 2 699 寺坂　一馬 (2) 八頭 50.74 6 2 809 井上　裕太 (3) 松江南 51.57

コマツバラ　ケンイチ 島根 ナガト　ダイスケ 広島
7 1 819 小松原　健一 (3) 松江工 50.93 7 8 225 永戸　大祐 (3) 神辺旭 51.82

カトウ　シュウジ 鳥取 ナゴシ　ヨシノリ 広島
8 8 630 加藤　秀治 (3) 倉吉東 51.43 8 7 291 名越　義祥 (3) 沼田 54.38

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ウラノ　アキヒロ 広島

1 3 324 浦野　晃弘 (1) 広島皆実 49.16
ハマノ　ジュンペイ 山口

2 5 108 濱野　純平 (2) 豊浦 49.32
タカヤマ　ユウジ 岡山

3 2 435 高山　裕司 (3) 岡山城東 49.75
ヤマダ　タツヒコ 鳥取

4 6 685 山田　達彦 (3) 鳥取西 49.79
ミオカ　シンジ 広島

5 7 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島皆実 50.04
ウチダ　コウタ 島根

6 4 833 内田　耕太 (3) 平田 50.17
アラカワ　ケント 島根

7 1 859 荒川　賢人 (2) 大社 50.63
ヤマネ　ケイスケ 鳥取

8 8 691 山根　圭輔 (3) 鳥取東 51.35

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



男子800m

6月17日 13:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 6月18日 11:40 準決
中国高校記録 (AR) 1.49.44 北村　智宏 (沼田・広島) 1994 6月18日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 1.50.68 北村　智宏 (沼田・広島) 1993

予選 4組3着+4
NO 400m: 480 NO 400m: 292

1組 LAP400m: 56 2組 LAP400m: 1.02

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
オカザキ　タツロウ 岡山 ハマダ　ダイスケ 岡山

1 5 480 岡﨑　達郎 (2) 西大寺 1.55.13 Q 1 4 470 浜田　大輔 (3) 玉野光南 1.58.66 Q
オオヤナギ　タクヤ 岡山 オオタオ　ケンタ 島根

2 2 406 大栁　拓也 (2) おかやま山陽 1.55.36 Q 2 8 901 大峠　健太 (3) 江の川 1.59.52 Q
ヨシカワ　カズヒロ 広島 ミワ　テツロウ 山口

3 7 295 吉川　和広 (2) 沼田 1.56.42 Q 3 7 44 三輪　徹郎 (3) 防府 1.59.84 Q
イシモト　リョウスケ 山口 ヤマネ　シンヤ 鳥取

4 6 109 石元　亮典 (3) 豊浦 1.57.15 q 4 6 669 山根　慎也 (2) 鳥取中央育英 1.59.99
ハシオ　ノブアキ 鳥取 シジ　ショウタ 広島

5 4 653 橋尾　希明 (3) 鳥取商 1.57.52 q 5 5 292 志治　翔太 (3) 沼田 2.01.25
イヒラ　トモユキ 岡山 イワドウ　ヒロキ 岡山

6 8 482 井平　智之 (1) 倉敷 1.58.89 6 3 434 岩藤　博紀 (3) 岡山城東 2.02.26
イワマサ　ダイキ 山口 キムラ　タカシ 島根

7 3 26 岩政 大樹 (3) 徳山高専 1.59.17 7 2 897 木村　考志 (3) 開星 2.03.56

NO 400m: 259 NO 400m: 659

3組 LAP400m: 57 4組 LAP400m: 58

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
アカバネ　タツユキ 鳥取 ナカムラ　リョウ 鳥取

1 2 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 1.56.68 Q 1 6 659 中村　僚 (3) 鳥取城北 1.58.14 Q
ナガイ　コウヘイ 広島 エモト　トシアキ 岡山

2 1 206 永井　康平 (3) 広島井口 1.56.91 Q 2 4 451 江本　敏彰 (3) 関西 1.58.65 Q
ササキ　ケイタ 広島 ウエダ　リョウスケ 広島

3 3 259 佐々木　啓太 (2) 西条農 1.56.96 Q 3 3 282 上田　亮介 (3) 世羅 1.58.90 Q
カネコ　ヤスヒサ 島根 マツモト　ケイスケ 山口

4 4 877 金子　恭久 (3) 浜田商 1.57.14 q 4 1 110 松本　圭介 (1) 豊浦 1.59.28
キヌマツ　エイスケ 広島 ミズノ　ヨウスケ 島根

5 5 331 衣松　英亮 (2) 安古市 1.58.41 q 5 7 815 水野　陽介 (3) 松江南 1.59.42
マエタ　ヒサシ 鳥取 イクハシ　ナオキ 鳥取

6 7 631 前田　久 (3) 倉吉東 1.59.43 6 5 672 生橋　直樹 (3) 鳥取中央育英 1.59.44
ヒラヤブ　ナオキ 島根 ウエキ　リョウスケ 山口

7 8 875 平藪　直樹 (2) 浜田 2.01.42 7 2 101 植木　良介 (2) 下関西 2.00.09
ナカゾノ　ハヤト 山口 モチダ　タカヒロ 島根

8 6 130 中園 隼人 (3) 萩工 2.01.94 8 8 846 持田　貴大 (3) 出雲工 2.05.78

準決 2組3着+2
NO 400m: 480 NO 400m: 259

1組 LAP400m: 59 2組 LAP400m: 1.00

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
オカザキ　タツロウ 岡山 アカバネ　タツユキ 鳥取

1 3 480 岡﨑　達郎 (2) 西大寺 1.56.95 Q 1 5 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 1.59.76 Q
オオタオ　ケンタ 島根 ナガイ　コウヘイ 広島

2 4 901 大峠　健太 (3) 江の川 1.57.18 Q 2 6 206 永井　康平 (3) 広島井口 2.00.09 Q
ハマダ　ダイスケ 岡山 ナカムラ　リョウ 鳥取

3 5 470 浜田　大輔 (3) 玉野光南 1.57.41 Q 3 3 659 中村　僚 (3) 鳥取城北 2.00.17 Q
オオヤナギ　タクヤ 岡山 イシモト　リョウスケ 山口

4 6 406 大栁　拓也 (2) おかやま山陽 1.57.48 q 4 2 109 石元　亮典 (3) 豊浦 2.00.32
ヨシカワ　カズヒロ 広島 ササキ　ケイタ 広島

5 2 295 吉川　和広 (2) 沼田 1.58.32 q 5 7 259 佐々木　啓太 (2) 西条農 2.00.64
カネコ　ヤスヒサ 島根 ハシオ　ノブアキ 鳥取

6 7 877 金子　恭久 (3) 浜田商 1.59.25 6 1 653 橋尾　希明 (3) 鳥取商 2.01.64
ミワ　テツロウ 山口 エモト　トシアキ 岡山

7 8 44 三輪　徹郎 (3) 防府 1.59.50 7 4 451 江本　敏彰 (3) 関西 2.02.25
キヌマツ　エイスケ 広島 ウエダ　リョウスケ 広島

8 1 331 衣松　英亮 (2) 安古市 2.01.03 8 8 282 上田　亮介 (3) 世羅 2.05.74

決勝 NO 400m: 480

LAP400m: 56

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
オカザキ　タツロウ 岡山

1 4 480 岡﨑　達郎 (2) 西大寺 1.54.11
オオタオ　ケンタ 島根

2 3 901 大峠　健太 (3) 江の川 1.56.06
アカバネ　タツユキ 鳥取

3 5 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 1.56.87
ハマダ　ダイスケ 岡山

4 1 470 浜田　大輔 (3) 玉野光南 1.57.00
オオヤナギ　タクヤ 岡山

5 8 406 大栁　拓也 (2) おかやま山陽 1.57.20
ナカムラ　リョウ 鳥取

6 2 659 中村　僚 (3) 鳥取城北 1.57.69
ナガイ　コウヘイ 広島

7 6 206 永井　康平 (3) 広島井口 1.57.76
ヨシカワ　カズヒロ 広島

8 7 295 吉川　和広 (2) 沼田 1.58.07

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子1500m

6月16日 12:45 予選

日本高校記録　　 (HR) 3.38.49 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 6月16日 16:20 決勝
中国高校記録 (AR) 3.45.27 徳本　一善 (沼田・広島) 1997
大会記録 (GR) 3.53.18 橋本　淳 (由良育英・鳥取) 1996

予選 2組5着+2

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

アカバネ　タツユキ 鳥取 ウエダ　リョウスケ 広島

1 4 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 3.57.03 Q 1 11 282 上田　亮介 (3) 世羅 4.03.48 Q

オカザキ　タツロウ 岡山 コバヤシ　カズキ 島根

2 12 480 岡﨑　達郎 (2) 西大寺 3.57.15 Q 2 10 843 小林　和輝 (3) 出雲工 4.03.52 Q

マツバラ　ケンタ 島根 オオタオ　ケンタ 島根

3 7 847 松原　健太 (2) 出雲工 3.57.38 Q 3 5 901 大峠　健太 (3) 江の川 4.03.55 Q

ウシロ　リョウジ 岡山 キヌマツ　エイスケ 広島

4 14 484 後　亮次 (3) 倉敷 3.57.47 Q 4 1 331 衣松　英亮 (2) 安古市 4.03.74 Q

スミモト　ユウキ 鳥取 キシモト　ヒロタダ 岡山

5 8 714 住本　裕樹 (3) 米子松蔭 3.57.78 Q 5 6 483 岸本　大直 (3) 倉敷 4.03.76 Q

ナカハラ　カオル 広島 ホリオ　ユウジ 広島

6 11 278 中原　薫 (3) 世羅 3.57.87 q 6 12 208 堀尾　祐司 (3) 広島井口 4.05.63

ハシオ　ノブアキ 鳥取 ナカゾノ　ハヤト 山口

7 15 653 橋尾　希明 (3) 鳥取商 4.02.48 q 7 7 130 中園 隼人 (3) 萩工 4.05.72

スギヤマ　タイスケ 山口 イクハシ　ナオキ 鳥取

8 10 56 杉山　泰祐 (3) 山口 4.02.85 8 13 672 生橋　直樹 (3) 鳥取中央育英 4.05.99

ナカムラ　ケンジ 島根 ウエタ　テイジ 鳥取

9 13 908 中村　研二 (1) 江の川 4.08.19 9 4 705 上田　定嗣 (3) 八頭 4.08.26

モリツ　ユウイチ 岡山 ノヅ　ユウキ 島根

10 3 455 森津　祐一 (2) 興譲館 4.09.12 10 14 904 野津　侑輝 (3) 江の川 4.09.19

ヨコヤマ　リョウ 鳥取 ヤマモト　ケンジ 広島

11 2 684 横山　亮 (3) 鳥取西 4.10.74 11 15 238 山本　憲二 (2) 近大福山 4.11.39

アキモト　ユウジ 山口 ムラカミ　ユウスケ 岡山

12 1 71 秋本　裕司 (3) 宇部鴻城 4.11.50 12 8 514 村上　裕亮 (3) 倉敷商 4.12.27

トモタキ　ヤスユキ 広島 サイトウ　ヤスオ 山口

5 236 友滝　康之 (3) 近大福山 DNF 3 11 齊籐　恭央 (3) 高水 DNS

イシモト　リョウスケ 山口 ミワ　テツロウ 山口

6 109 石元　亮典 (3) 豊浦 DNS 9 44 三輪　徹郎 (3) 防府 DNS

ムラカミ　トモカズ 岡山 イケブチ　トモノリ 島根

9 487 村上　智一 (2) 倉敷 DNS 2 840 池淵　智紀 (3) 出雲工 DNS

No :400m 671 800m 671 1200m 480

決勝 LAP:400m 1'01"6 800m 2'06"1 1200m 3'12"1

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
アカバネ　タツユキ 鳥取

1 1 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 3.54.77

オカザキ　タツロウ 岡山

2 12 480 岡﨑　達郎 (2) 西大寺 3.54.96

オオタオ　ケンタ 島根

3 10 901 大峠　健太 (3) 江の川 3.55.06

コバヤシ　カズキ 島根

4 2 843 小林　和輝 (3) 出雲工 3.55.22

マツバラ　ケンタ 島根

5 4 847 松原　健太 (2) 出雲工 3.57.97

ウエダ　リョウスケ 広島

6 11 282 上田　亮介 (3) 世羅 4.01.63

ハシオ　ノブアキ 鳥取

7 3 653 橋尾　希明 (3) 鳥取商 4.03.88

ナカハラ　カオル 広島

8 5 278 中原　薫 (3) 世羅 4.05.55

キヌマツ　エイスケ 広島

9 6 331 衣松　英亮 (2) 安古市 4.07.36

ウシロ　リョウジ 岡山

10 7 484 後　亮次 (3) 倉敷 4.09.82

スミモト　ユウキ 鳥取

11 8 714 住本　裕樹 (3) 米子松蔭 4.09.82

キシモト　ヒロタダ 岡山

12 9 483 岸本　大直 (3) 倉敷 4.11.24 凡例：DNF途中棄権、DNS棄権

審 判 長：池本　啓朗

記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子5000m

6月17日 11:30 決勝
日本高校記録 (HR) 　　 13.39.87 佐藤　秀和 (仙台育英・宮城) 2004
中国高校記録 (AR) 14.00.3 田中　俊也 (世羅･広島) 　　 1997
大会記録　　 (GR) 14.24.46 吉田　行宏 (倉敷・岡山) 1994

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ジョセフ　ギタウ 広島 LAP

1 27 284 ジョセフ　ギタウ (3) 世羅 14.03.32 NGR 　　　　　NO 記録

キヨタニ　タクミ 広島

2 19 283 清谷　匠 (3) 世羅 14.29.95 1000m: 284 2.49

ヨロイザカ　テツヤ 広島 　　　　　NO 記録

3 23 285 鎧坂　哲哉 (2) 世羅 14.30.55
フジワラ　マサヒサ 岡山 2000m: 284 5.40

4 10 488 藤原　昌久 (3) 倉敷 14.31.15 　　　　　NO 記録

マツモリ　シンイチ 岡山

5 28 426 松森　新一 (3) 岡山工 14.32.54 3000m: 284 8.30

トネ　ケンタロウ 山口 　　　　　NO 記録

6 24 30 刀祢　健太郎 (2) 西京 14.32.69
マツバラ　ケンタ 島根 4000m: 284 11.20

7 16 847 松原　健太 (2) 出雲工 14.33.67
ヤマサキ　リョウヘイ 鳥取

8 5 668 山﨑　亮平 (2) 鳥取中央育英 14.43.55
タマキ　タツヤ 鳥取

9 13 715 玉木　達也 (3) 米子松蔭 14.46.91
キシモト　ヒロタダ 岡山

10 17 483 岸本　大直 (3) 倉敷 14.48.22
スミモト　ユウキ 鳥取

11 26 714 住本　裕樹 (3) 米子松蔭 14.50.84
フジモト　タク 山口

12 29 12 藤本　拓 (2) 高水 14.51.35
トクオカ　ヨウスケ 広島

13 8 251 土久岡　陽祐 (3) 西条農 14.52.70
ヒラカワ　レオ 広島

14 25 247 平川　玲央 (3) 西条農 14.53.31
イマフク　コウタ 岡山

15 12 485 今福　康太 (3) 倉敷 14.59.56
イシカワ　ジュンイチ 山口

16 14 31 石川　潤一 (3) 西京 15.00.03
ヤマモト　タカシ 山口

17 22 54 山本 隆司 (2) 防府西 15.06.01
スガハラ　タカユキ 島根

18 1 844 菅原　貴行 (3) 出雲工 15.08.35
ニッタ　ミサキ 岡山

19 11 403 新田　岬 (3) おかやま山陽 15.13.47
モリツ　ユウイチ 岡山

20 15 455 森津　祐一 (2) 興譲館 15.15.29
エダ　トモヤ 鳥取

21 4 716 江田　友也 (3) 米子松蔭 15.24.90
ハシモト　リュウジ 鳥取

22 3 706 橋本　竜二 (3) 八頭 15.37.40
オオノ　トモヒロ 島根

23 20 885 大野　友洋 (1) 益田翔陽 15.50.69
アキモト　ユウジ 山口

24 30 71 秋本　裕司 (3) 宇部鴻城 15.51.73
フルイ　トシロウ 島根

25 2 826 古井　敏朗 (2) 松江商 15.53.20
モリシタ　マサキ 鳥取

26 6 608 森下　真基 (2) 倉吉総合産 15.56.70
タナカ　ヒロシ 山口

21 15 田中　裕士 (2) 柳井 DNS

トモタキ　ヤスユキ 広島

7 236 友滝　康之 (3) 近大福山 DNS

イケブチ　トモノリ 島根

18 840 池淵　智紀 (3) 出雲工 DNS

ミカモリ　トモヤ 島根

9 880 三賀森　智哉 (3) 益田 DNS 凡例：NGR:大会新記録、DNS棄権

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子110mH

6月18日 10:20 予選
日本高校記録　　 (HR) 13.98 大橋　祐二 (県浦和・埼玉) 2001 6月18日 12:10 準決
中国高校記録 (AR) 14.26 冨田　学 (由良育英・鳥取) 1992 6月18日 13:20 決勝
大会記録 (GR) 14.59 國分　徹 (柳井･山口) 2002

予選 4組3着+4

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

オリハシ　タカアキ 広島 カワテ　カズヨシ 広島

1 7 326 渡橋　隆明 (3) 三原 15.21 Q 1 4 329 川手　一佳 (3) 安古市 15.80 Q
メツギ　シンジ 島根 タナカ　ダイチ 島根

2 8 801 目次　晋侍 (3) 松江高専 15.27 Q 2 3 872 田中　大地 (3) 江津 15.92 Q
テラダ　カズユキ 広島 クロダ　コウタ 岡山

3 4 202 寺田　一孝 (3) 安佐北 15.73 Q 3 5 424 黒田　航太 (1) 岡山工 15.92 Q
ヤマムロ　ユウヤ 岡山 カメイ　リクヤ 鳥取

4 6 492 山室　佑弥 (2) 倉敷古城池 16.01 q 4 8 639 亀井　陸也 (2) 境 16.62
イシダ　ユウタロウ 山口 ノマダ　タカシ 鳥取

5 5 32 石田　裕太郎 (3) 西京 16.59 5 7 623 野間田　孝志 (1) 倉吉東 17.09
ウチダ　リュウタ 山口 ナカタニ　マサキ 山口

6 2 46 内田　隆太 (1) 防府 16.77 6 45 中谷　真希 (3) 防府 DSQ
ニシムラ　シュンスケ 山口 ミゾカミ　ツバサ 広島

7 3 87 西村　俊介 (2) 下関商 16.80 2 315 溝上　翼 (2) 舟入 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

タマキ　イツオ 岡山 タナカ　カズキ 岡山

1 6 511 田槇　佑吏生 (2) 倉敷工 15.38 Q 1 3 510 田中　一輝 (3) 倉敷工 15.58 Q
ニシオ　トモヤ 広島 ウエダ　サトシ 山口

2 2 293 西尾　知也 (2) 沼田 15.49 Q 2 6 1 上田　聡 (3) 安下庄 15.73 Q
サイキ　トシキ 鳥取 ササキ　リョウスケ 鳥取

3 4 605 齋木　俊輝 (1) 倉吉総合産 16.01 Q 3 8 695 佐々木　亮輔 (2) 八頭 15.84 Q
マシマ　コウセイ 岡山 ハヤシ　リョウタ 広島

4 7 438 眞嶋　航誠 (3) 岡山操山 16.03 q 4 7 230 林　亮太 (2) 神辺旭 15.84 q
ヤマダ　ヨシオ 鳥取 ヤマモト　リョウ 島根

5 8 696 山田　宜雄 (2) 八頭 16.99 5 5 831 山本　怜 (2) 横田 16.58 q
コウノ　ヨシキ 島根 イナダ　ケイスケ 山口

6 1 884 河野　祥貴 (2) 益田産 17.58 6 4 102 稲田　佳祐 (3) 下関西 16.67
ナガオカ　ダイ 島根 セザキ　マサシ 島根

3 870 永岡　大 (2) 邇摩 DNF 7 2 805 瀬崎　政志 (2) 松江高専 17.20
タメモト　コウヘイ 岡山 ニイ　ソウヤ 鳥取

5 456 為本　康平 (3) 玉野光南 DNS 1 645 仁井　創哉 (3) 境 DNS

準決 2組3着+2

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

オリハシ　タカアキ 広島 タマキ　イツオ 岡山

1 6 326 渡橋　隆明 (3) 三原 15.01 Q 1 5 511 田槇　佑吏生 (2) 倉敷工 15.06 Q
メツギ　シンジ 島根 ニシオ　トモヤ 広島

2 5 801 目次　晋侍 (3) 松江高専 15.25 Q 2 6 293 西尾　知也 (2) 沼田 15.16 Q
タナカ　カズキ 岡山 カワテ　カズヨシ 広島

3 3 510 田中　一輝 (3) 倉敷工 15.34 Q 3 4 329 川手　一佳 (3) 安古市 15.31 Q
ハヤシ　リョウタ 広島 クロダ　コウタ 岡山

4 8 230 林　亮太 (2) 神辺旭 15.61 4 2 424 黒田　航太 (1) 岡山工 15.54 q
タナカ　ダイチ 島根 ウエダ　サトシ 山口

5 4 872 田中　大地 (3) 江津 15.65 5 3 1 上田　聡 (3) 安下庄 15.59 q
サイキ　トシキ 鳥取 ササキ　リョウスケ 鳥取

6 1 605 齋木　俊輝 (1) 倉吉総合産 16.00 6 7 695 佐々木　亮輔 (2) 八頭 15.66
テラダ　カズユキ 広島 マシマ　コウセイ 岡山

7 2 202 寺田　一孝 (3) 安佐北 16.16 7 1 438 眞嶋　航誠 (3) 岡山操山 15.92
ヤマモト　リョウ 島根 ヤマムロ　ユウヤ 岡山

8 7 831 山本　怜 (2) 横田 16.23 8 8 492 山室　佑弥 (2) 倉敷古城池 16.16

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タマキ　イツオ 岡山

1 4 511 田槇　佑吏生 (2) 倉敷工 14.95
タナカ　カズキ 岡山

2 2 510 田中　一輝 (3) 倉敷工 15.03
オリハシ　タカアキ 広島

3 5 326 渡橋　隆明 (3) 三原 15.08
ニシオ　トモヤ 広島

4 6 293 西尾　知也 (2) 沼田 15.12
メツギ　シンジ 島根

5 3 801 目次　晋侍 (3) 松江高専 15.18
カワテ　カズヨシ 広島

6 1 329 川手　一佳 (3) 安古市 15.40
ウエダ　サトシ 山口

7 8 1 上田　聡 (3) 安下庄 15.51
クロダ　コウタ 岡山

8 7 424 黒田　航太 (1) 岡山工 15.96

風: +1.7

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +4.7 風: -0.3

風: +1.8 風: +5.7

風: 0.0 風: +1.7

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子400mH

6月17日 10:25 予選
日本高校記録　　 (HR) 49.09 為末　大 (皆実・広島) 1996 6月17日 12:50 準決
中国高校記録 (AR) 49.09 為末　大 (皆実・広島) 1996 6月17日 14:30 決勝
大会記録 (GR) 51.58 田邊　剛 (鳥取西･鳥取) 2003

予選 4組3着+4

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

タメモト　コウヘイ 岡山 カワサキ　テツヤ 広島

1 7 456 為本　康平 (3) 玉野光南 55.76 Q 1 6 290 川嵜　哲也 (3) 沼田 55.95 Q
オカダ　ユウキ 鳥取 タナカ　カズキ 岡山

2 2 670 岡田　祐季 (3) 鳥取中央育英 56.83 Q 2 5 510 田中　一輝 (3) 倉敷工 55.99 Q
オカモト　ケンシロウ 山口 オノ　タカノリ 広島

3 8 93 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 57.01 Q 3 3 219 小野　貴敬 (3) 尾道東 56.29 Q
タナベ　ジン 鳥取 タニ　ケンタ 広島

4 6 686 田邉　仁 (3) 鳥取西 57.57 q 4 2 203 谷　健太 (3) 市立呉 56.43 q
ササキ　タカミツ 岡山 オオクマ　ヒロフミ 山口

5 5 436 佐々木　貴光 (3) 岡山操山 58.34 5 4 33 大隈　裕文 (2) 西京 58.49
ノツ　コウスケ 島根 オオノ　マサヒコ 岡山

6 4 825 野津　孝輔 (3) 松江商 58.65 6 8 515 大野　昌彦 (3) 倉敷南 58.67
ムラカミ　ケイスケ 島根 スギモト　タツヒコ 山口

7 3 890 村上　佳祐 (3) 隠岐 61.45 7 7 75 杉本　龍彦 (3) 下関工 59.29

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

カトウ　シュウジ 鳥取 ヤナギタニ　コウタ 広島

1 1 630 加藤　秀治 (3) 倉吉東 56.52 Q 1 4 304 柳谷　告太 (3) 広島工大 56.48 Q
ミツキ　サトシ 岡山 イノウエ　ユウタ 島根

2 4 499 光木　智 (2) 倉敷工 56.91 Q 2 3 809 井上　裕太 (3) 松江南 56.56 Q
ナゴシ　ヨシノリ 広島 カワウチ　ユウキ 岡山

3 5 291 名越　義祥 (3) 沼田 57.20 Q 3 6 504 川内　勇希 (3) 倉敷工 57.01 Q
オオノ　コウジ 島根 ニシムラ　シュンスケ 山口

4 2 871 大野　降司 (3) 邑智 57.78 q 4 2 87 西村　俊介 (2) 下関商 57.47 q
イシゴウチ　タツヤ 広島 ワダ　エイイチロウ 山口

5 8 314 石河内　達也 (3) 舟入 57.91 5 8 123 和田　瑛一郎 (3) 豊北 58.23
キタマド　ケンイチ 鳥取 タケザワ　タカシ 鳥取

6 3 615 北窓　健一 (3) 倉吉総合産 58.00 6 7 667 竹澤　崇志 (2) 鳥取中央育英 58.98
アリガ　ジュンイチ 島根 フジイ　シュウジ 山口

7 7 828 有賀　純一 (3) 大東 58.86 7 1 64 藤井　秀治 (2) 厚狭 59.35
クリハラ　アキヒロ 島根 フジイ　タツヨシ 鳥取

8 6 902 栗原　明寛 (3) 江の川 64.41 8 5 607 藤井　辰圭 (2) 倉吉総合産 60.59

準決 2組3着+2

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

タメモト　コウヘイ 岡山 オカダ　ユウキ 鳥取

1 6 456 為本　康平 (3) 玉野光南 55.24 Q 1 6 670 岡田　祐季 (3) 鳥取中央育英 55.03 Q
カトウ　シュウジ 鳥取 ヤナギタニ　コウタ 広島

2 5 630 加藤　秀治 (3) 倉吉東 55.44 Q 2 3 304 柳谷　告太 (3) 広島工大 55.23 Q
ナゴシ　ヨシノリ 広島 イノウエ　ユウタ 島根

3 2 291 名越　義祥 (3) 沼田 55.47 Q 3 4 809 井上　裕太 (3) 松江南 55.31 Q
タナカ　カズキ 岡山 カワサキ　テツヤ 広島

4 3 510 田中　一輝 (3) 倉敷工 55.70 q 4 5 290 川嵜　哲也 (3) 沼田 55.36 q
ミツキ　サトシ 岡山 オカモト　ケンシロウ 山口

5 4 499 光木　智 (2) 倉敷工 56.37 5 8 93 岡本 健史郎 (3) 下関中央工 56.57
タニ　ケンタ 広島 タナベ　ジン 鳥取

6 8 203 谷　健太 (3) 市立呉 57.10 6 1 686 田邉　仁 (3) 鳥取西 58.12
オノ　タカノリ 広島 ニシムラ　シュンスケ 山口

7 1 219 小野　貴敬 (3) 尾道東 57.17 7 2 87 西村　俊介 (2) 下関商 61.23
オオノ　コウジ 島根 カワウチ　ユウキ 岡山

8 7 871 大野　降司 (3) 邑智 59.06 7 504 川内　勇希 (3) 倉敷工 DNF

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タメモト　コウヘイ 岡山

1 5 456 為本　康平 (3) 玉野光南 53.63
イノウエ　ユウタ 島根

2 2 809 井上　裕太 (3) 松江南 54.09
タナカ　カズキ 岡山

3 1 510 田中　一輝 (3) 倉敷工 54.30
カトウ　シュウジ 鳥取

4 6 630 加藤　秀治 (3) 倉吉東 54.58
オカダ　ユウキ 鳥取

5 4 670 岡田　祐季 (3) 鳥取中央育英 54.75
ヤナギタニ　コウタ 広島

6 3 304 柳谷　告太 (3) 広島工大 54.76
ナゴシ　ヨシノリ 広島

7 7 291 名越　義祥 (3) 沼田 55.09
カワサキ　テツヤ 広島

8 8 290 川嵜　哲也 (3) 沼田 56.34

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例



男子3000mSC

6月17日 15:35 予選

日本高校記録　　 (HR) 8.44.77 櫛部　静二 (宇部鴻城・山口) 1989 6月18日 12:40 決勝
中国高校記録 (AR) 8.44.77 櫛部　静二 (宇部鴻城・山口) 1989
大会記録 (GR) 8.51.83 井中　将貴 (米子商・鳥取) 1998

予選 2組5着+2
No :1000m　　843 2000m 843 NO :1000m　　11　 2000m 484

1組 Lap:1000m　 3.01 2000m 6.12 2組 LAP:1000m　3.08 　 2000m 6.21

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
コバヤシ　カズキ 島根 ウシロ　リョウジ 岡山

1 11 843 小林　和輝 (3) 出雲工 9.27.99 Q 1 12 484 後　亮次 (3) 倉敷 9.28.56 Q

ヤマネ　ユウキ 島根 オムラ　ケイジロウ 島根

2 14 838 山根　裕樹 (3) 出雲 9.28.91 Q 2 8 841 小村　圭治朗 (3) 出雲工 9.28.92 Q

オチ　ケンイチロウ 広島 アカバネ　タツユキ 鳥取

3 10 237 越智　健一朗 (2) 近大福山 9.29.60 Q 3 15 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 9.28.98 Q

エノワキ　ユウタ 広島 ウエヤマダ　シンヤ 岡山

4 6 279 江野脇　雄太 (3) 世羅 9.31.81 Q 4 14 486 上山田　真也 (2) 倉敷 9.29.05 Q

タナカ　ヒロシ 山口 サイトウ　ヤスオ 山口

5 13 15 田中　裕士 (2) 柳井 9.33.29 Q 5 5 11 齊籐　恭央 (3) 高水 9.29.10 Q

ヤマモト　タカシ 鳥取 バン　タカヒロ 山口

6 4 629 山本　峻 (3) 倉吉東 9.38.42 6 2 34 伴　尚宏 (3) 西京 9.29.17 q

コウチ　アツキ 山口 カンダ　ジュンヤ 広島

7 7 124 河内　篤樹 (3) 豊北 9.43.71 7 1 258 神田　純也 (2) 西条農 9.32.31 q

タカオカ　タクロウ 鳥取 ノヅ　ユウキ 島根

8 5 698 高岡　拓郎 (2) 八頭 9.47.66 8 10 904 野津　侑輝 (3) 江の川 9.36.31

ヨシナカ　シュンスケ 広島 ヤスダ　マサヒロ 鳥取

9 1 319 吉中　俊介 (3) 広島皆実 9.49.68 9 7 678 安田　昌弘 (2) 鳥取西 9.40.77

コバヤシ　ヒロヤ 岡山 ヨコタ　ショウゴ 広島

10 15 503 小林　広哉 (3) 倉敷工 10.00.58 10 3 280 横田　尚吾 (3) 世羅 9.42.06

イケナガ　マサナリ 山口 オオシタ　トオル 広島

11 2 35 池永　将成 (2) 西京 10.03.65 11 13 281 大下　徹 (3) 世羅 9.45.39

コムラ　テツヤ 島根 スエヨシ　ショウ 鳥取

12 8 842 小村　哲也 (3) 出雲工 10.05.01 12 4 646 末吉　翔 (3) 境 9.46.27

ムラカミ　ユウスケ 岡山 ナカシマ　ユウスケ 鳥取

13 12 514 村上　裕亮 (3) 倉敷商 10.13.27 13 6 697 中島　裕輔 (2) 八頭 9.49.69

ハラ　ユウタロウ 山口 キシ　ヨシアキ 岡山

9 13 原　裕太郎 (3) 高水 DNS 14 9 459 岸　義明 (3) 玉野光南 10.21.79

キムラ　ケンタ 岡山 フクトミ　ヒロタカ 島根

3 489 木村　謙太 (3) 倉敷 DNS 15 11 874 福冨　弘崇 (3) 浜田 10.30.38

凡例：DNS棄権

決勝 No :1000m　　279 2000m 843

Lap:1000m　3.07 2000m 6.11
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

コバヤシ　カズキ 島根

1 3 843 小林　和輝 (3) 出雲工 9.12.66

ウシロ　リョウジ 岡山

2 12 484 後　亮次 (3) 倉敷 9.16.66

アカバネ　タツユキ 鳥取

3 1 671 赤羽　竜之 (3) 鳥取中央育英 9.20.00

オチ　ケンイチロウ 広島

4 8 237 越智　健一朗 (2) 近大福山 9.22.94

タナカ　ヒロシ 山口

5 2 15 田中　裕士 (2) 柳井 9.24.20

ヤマネ　ユウキ 島根

6 11 838 山根　裕樹 (3) 出雲 9.24.54

ウエヤマダ　シンヤ 岡山

7 6 486 上山田　真也 (2) 倉敷 9.29.16

サイトウ　ヤスオ 山口

8 4 11 齊籐　恭央 (3) 高水 9.32.93

オムラ　ケイジロウ 島根

9 7 841 小村　圭治朗 (3) 出雲工 9.38.65

エノワキ　ユウタ 広島

10 5 279 江野脇　雄太 (3) 世羅 9.41.26

カンダ　ジュンヤ 広島

11 10 258 神田　純也 (2) 西条農 9.49.19

バン　タカヒロ 山口

12 9 34 伴　尚宏 (3) 西京 10.07.29 凡例：DNS棄権

審 判 長：池本　啓朗

記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子5000mW

6月16日 15:00 決勝
日本高校記録 (HR) 19.35.79 山崎　勇喜 (富山商・富山) 2001
中国高校記録 (AR) 20.11.83 山根　千尋 (西条農･広島) 2003
大会記録 (GR) 21.10.27 山根　千尋 (西条農･広島) 2003

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ホソナカ　タカアキ 岡山

1 14 461 細中　孝彬 (3) 玉野光南 23.41.28
スガ　キハル 広島

2 1 257 菅　貴治 (2) 西条農 23.44.77
イズミ　キョウヘイ 広島

3 11 320 和泉　恭平 (3) 広島皆実 23.47.15
イイ　タクヤ 鳥取

4 2 652 井伊　拓哉 (2) 鳥取商 23.57.10
サワダ　ケンジ 鳥取

5 6 692 澤田　研二 (3) 鳥取東 24.15.99
ナカノ　ダイスケ 山口

6 9 73 中野　大輔 (3) 宇部西 25.00.78
クスモト　コウジ 岡山

7 4 429 楠本　浩司 (3) 岡山工 25.09.05
オカベ　タツヤ 岡山

8 3 490 岡部　竜也 (3) 倉敷古城池 25.09.39
タウチ　キミハル 鳥取

9 8 700 田内　君治 (2) 八頭 25.25.67
ヒサイ　ユウジ 島根

10 13 845 久井　祐二 (3) 出雲工 27.09.04
ナカハラ　ユウタ 山口

11 5 126 中原　佑太 (3) 萩 29.50.28
フジノ　タツヤ 島根

12 15 888 藤野　達矢 (3) 隠岐 30.39.14
コジマ　コウジ 山口

10 2 小島　浩司 (2) 岩国工 DSQ
シラハマ　シゲマツ 島根

7 879 白濱　繁松 (2) 浜田商 DSQ
フジナガ　ケンタ 広島

12 297 藤永　健太 (2) 沼田 DNF 凡例：DSQ失格、DNF途中棄権

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子4X100mR

6月16日 13:40 予選
日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 6月16日 17:00 準決
中国高校記録 (AR) 40.53 廣山・金子・尾原・細田 (平田・島根) 1995 6月17日 11:20 決勝
大会記録 (GR) 41.08 神田・野田・神門・原 (大社・島根) 2002

予選 4組3着+4

1組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 42.37 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江南 43.01 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ナカタ　シゲノブ イナノ　リュウタ

1 286 中田　繁伸 (3) 広島 沼田 1 808 稲野　龍太 (3) 島根 松江南
ハタガ　リョウヘイ シモ　ダイスケ

2 299 畑賀　良平 (1) 広島 沼田 2 811 下　大輔 (3) 島根 松江南
サカイ　リョウスケ キタガキ　ケンジロウ

3 287 酒井　亮輔 (3) 広島 沼田 3 810 北垣　研二郎 (3) 島根 松江南
アブラダ　カズヤ スガイ　カズタカ

4 288 油田　一也 (3) 広島 沼田 4 812 須貝　一貴 (3) 島根 松江南

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 43.58 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取西 43.92
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

タナカ　ケンゾウ ウヤマ　トシキ

1 62 田中　賢三 (1) 山口 山口鴻城 1 679 宇山　俊貴 (2) 鳥取 鳥取西
タムラ　ユキオ ヤマダ　タツヒコ

2 60 田村　幸雄 (3) 山口 山口鴻城 2 685 山田　達彦 (3) 鳥取 鳥取西
ホソカワ　ユウヤ サワタ　ショウヘイ

3 58 細川　雄矢 (3) 山口 山口鴻城 3 687 澤田　将平 (3) 鳥取 鳥取西
ハラダ　ナオキ アリモト　ジュンヤ

4 63 原田　直樹 (1) 山口 山口鴻城 4 689 有本　淳哉 (3) 鳥取 鳥取西

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作 43.93 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江工 43.97
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カンダ　コウスケ トミヤマ　トモキ

1 522 神田　康祐 (3) 岡山 美作 1 820 冨山　友輝 (3) 島根 松江工
ツキヤマ　タカノリ カンダ　ユキナリ

2 523 築山　隆典 (2) 岡山 美作 2 818 神田　幸成 (3) 島根 松江工
イグチ　コウキ コマツバラ　ケンイチ

3 517 井口　晃輝 (2) 岡山 美作 3 819 小松原　健一 (3) 島根 松江工
タカタ　リュウスケ フジハラ　タクヤ

4 519 高田　竜輔 (3) 岡山 美作 4 824 藤原　琢也 (2) 島根 松江工

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐 43.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシダ　リョウイチ

1 892 吉田　亮一 (3) 島根 隠岐
ムラタ　トシキ

2 891 村田　俊樹 (3) 島根 隠岐
モリワキ　キョウヘイ

3 895 森脇　恭平 (2) 島根 隠岐
ナガサキ　マサヨシ

4 886 長崎　正義 (3) 島根 隠岐

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 42.37 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷工 42.69 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
タガタ　ヤスキ タマキ　イツオ

1 865 田形　泰希 (2) 島根 大社 1 511 田槇　佑吏生 (2) 岡山 倉敷工
サイトウ　シン ミヤケ　ヨウヘイ

2 853 斎藤　伸 (3) 島根 大社 2 502 三宅　洋平 (2) 岡山 倉敷工
イマオカ　ノリミツ カサハラ　ケイタロウ

3 861 今岡　紀満 (2) 島根 大社 3 498 笠原　啓太郎 (3) 岡山 倉敷工
カネツキ　シュンスケ タケウチ　マサキ

4 851 金築　俊輔 (3) 島根 大社 4 507 竹内　聖森 (3) 岡山 倉敷工

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 43.46 Q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山工 43.72
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

マエハラ　マサキ サナダ　アキト

1 40 前原　雅樹 (3) 山口 西京 1 431 眞田　明人 (2) 岡山 岡山工
ウチウミ　ユウヤ タカタ　コウダイ

2 29 内海　佑弥 (3) 山口 西京 2 423 高田　洸大 (3) 岡山 岡山工
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ハヤシ　ヨシノリ

3 39 野村　和玄 (3) 山口 西京 3 430 林　良規 (3) 岡山 岡山工
イシダ　ユウタロウ ハラ　マコト

4 32 石田　裕太郎 (3) 山口 西京 4 422 原　誠人 (1) 岡山 岡山工

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高陽 44.18 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 44.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ハマサキ　ナオキ マツオカ　トシヤ

1 240 浜崎　直樹 (3) 広島 高陽 1 81 松岡　利弥 (2) 山口 下関工
オオニシ　タツノリ シゲミズ　タク

2 242 大西　辰紀 (3) 広島 高陽 2 82 重水　拓 (2) 山口 下関工
タケムラ　ケイスケ ウチダ　ヨシタカ

3 244 竹村　圭介 (3) 広島 高陽 3 80 内田　善隆　　 (2) 山口 下関工
タケシゲ　ナオキ フジタ　タクジ

4 241 武重　直樹 (3) 広島 高陽 4 83 藤田　拓志 (2) 山口 下関工

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 45.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

イマムラ　ジュンヤ

1 113 今村　惇哉 (2) 山口 豊浦
ユリノ　スナオ

2 114 百合野　直 (2) 山口 豊浦
コバヤシ　コウジ

3 112 小林　弘治 (3) 山口 豊浦
マツイ　ショウヘイ

4 115 松井　祥平　 (2) 山口 豊浦

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場
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3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 42.90 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 米子東 43.03 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ハヤシ　カズヒロ タカナシ　リオ

1 472 林　和宏 (2) 岡山 玉野光南 1 720 高梨　理央 (1) 鳥取 米子東
シオミ　マサホ イシハラ　ヒロユキ

2 457 塩見　将輔 (3) 岡山 玉野光南 2 718 石原　寛之 (1) 鳥取 米子東
ニゴ　トシアキ ハセガワ　ケイイチ

3 464 児子　敏章 (2) 岡山 玉野光南 3 723 長谷川　恵一 (3) 鳥取 米子東
タメモト　コウヘイ アダチ　リュウタ

4 456 為本　康平 (3) 岡山 玉野光南 4 721 足立　龍太 (2) 鳥取 米子東

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 修道 43.36 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 43.43 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

セキ　ハルキ ウネ　ヒロタカ

1 273 関　晴樹 (3) 広島 修道 1 649 宇根　裕貴　 (3) 鳥取 境
マスモト　ケンタロウ サカネ　シンイチロウ

2 271 増本　健太郎 (3) 広島 修道 2 641 坂根　慎一郎 (2) 鳥取 境
キダニ　ケンタロウ セオ　マサヒロ

3 274 木谷　健太郎 (2) 広島 修道 3 642 瀬尾　真裕 (2) 鳥取 境
ミシマ　タケフミ ミウラ　タカシ

4 272 三島　健史 (3) 広島 修道 4 638 三浦　隆 (2) 鳥取 境

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 邑久 43.58 q 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭 43.70 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

タカハラ　ヒデアキ イソエ　ショウゲン

1 527 高原　英彰 (1) 岡山 邑久 1 701 磯江　紹元 (2) 鳥取 八頭
コウモト　カズマ ナカシマ　マサキ

2 524 河本　和真 (3) 岡山 邑久 2 694 中島　将稀 (1) 鳥取 八頭
シミズ　マサミチ テラサカ　カズマ

3 528 清水　正道 (3) 岡山 邑久 3 699 寺坂　一馬 (2) 鳥取 八頭
カワノ　ナオト ササキ　リョウスケ

4 529 川野　直人 (2) 岡山 邑久 4 695 佐々木　亮輔 (2) 鳥取 八頭

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 44.21 8着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 井口 44.79
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシナガ　ダイスケ アワヤ　リョウスケ

1 68 吉永　大介 (2) 山口 厚狭 1 210 粟屋　良亮 (2) 広島 広島井口
スエマス　ナオキ サエキ　リョウ

2 67 末益　直輝 (3) 山口 厚狭 2 212 佐伯　亮 (1) 広島 広島井口
ヤスムラ　カズマサ マツバラ　ケイスケ

3 65 安村　和真 (3) 山口 厚狭 3 209 松原　慧介 (3) 広島 広島井口
ミヤザキ　ヨシフミ シゲモト　サトシ

4 66 宮崎　嘉文 (3) 山口 厚狭 4 211 重元　智志 (2) 広島 広島井口

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 42.22 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 43.03 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ヤマモト　テツヤ マキタ　ケンゴ

1 665 山本　哲也 (2) 鳥取 鳥取中央育英 1 633 牧田　健吾 (3) 鳥取 倉吉東
オカダ　ユウキ ヤマモト　ダイキ

2 670 岡田　祐季 (3) 鳥取 鳥取中央育英 2 628 山本　大樹 (2) 鳥取 倉吉東
オオタ　カツヒト ヤマモト　コウキ

3 674 太田　克人 (3) 鳥取 鳥取中央育英 3 634 山本　宏樹 (3) 鳥取 倉吉東
オオカワ　ナオト カトウ　シュウジ

4 666 大川　直人 (2) 鳥取 鳥取中央育英 4 630 加藤　秀治 (3) 鳥取 倉吉東

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮 43.11 Q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西条農 43.16 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

モリヤ　ナオト クゲ　タケシ

1 410 守谷　直人 (3) 岡山 岡山一宮 1 265 久家　タケシ (2) 広島 西条農
アキヤマ　ヒロキ カリバヤシ　タカフミ

2 411 秋山　広樹 (3) 岡山 岡山一宮 2 248 鳫林　隆文 (3) 広島 西条農
アキヤマ　マサキ ハマダ　カズシゲ

3 412 秋山　正樹 (3) 岡山 岡山一宮 3 266 濱田　一茂 (2) 広島 西条農
イシカワ　ジュン ナカムラ　アユム

4 413 石川　純 (2) 岡山 岡山一宮 4 270 中村　歩 (1) 広島 西条農

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広工大 43.76 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 44.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカハラ　タカヒロ タマヤマ　ゲンショウ

1 306 中原　貴大 (3) 広島 広島工大 1 21 珠山　源章 (2) 山口 柳井
ナカツギ　ノブヒコ タカキ　タケフミ

2 308 中次　伸彦 (3) 広島 広島工大 2 14 高木　岳史 (3) 山口 柳井
マツウラ　タカシ タハラ　カズノリ

3 307 松浦　崇史 (3) 広島 広島工大 3 17 田原　和典 (3) 山口 柳井
ヤナギタニ　コウタ イオカ　ケンタ

4 304 柳谷　告太 (3) 広島 広島工大 4 18 井岡　健太 (2) 山口 柳井

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江高専 44.28 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 江の川 44.31
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

イトウ　マサトシ キライ　トシツグ

1 802 伊藤　雅敏 (2) 島根 松江高専 1 906 喜耒　俊嗣 (2) 島根 江の川
メツギ　シンジ ナシノキ　ユウタ

2 801 目次　晋侍 (3) 島根 松江高専 2 909 梨子木　優太 (1) 島根 江の川
ウメヅ　ヨシヒロ オオマエ　ハヤト

3 803 梅津　美洋 (2) 島根 松江高専 3 905 大前　勇人 (2) 島根 江の川
モリヤマ　ジュン クリハラ　アキヒロ

4 806 森山　隼 (2) 島根 松江高専 4 902 栗原　明寛 (3) 島根 江の川
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準決 2組3着+2

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 41.80 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江南 42.46 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ナカタ　シゲノブ イナノ　リュウタ

1 286 中田　繁伸 (3) 広島 沼田 1 808 稲野　龍太 (3) 島根 松江南
ハタガ　リョウヘイ シモ　ダイスケ

2 299 畑賀　良平 (1) 広島 沼田 2 811 下　大輔 (3) 島根 松江南
サカイ　リョウスケ キタガキ　ケンジロウ

3 287 酒井　亮輔 (3) 広島 沼田 3 810 北垣　研二郎 (3) 島根 松江南
アブラダ　カズヤ スガイ　カズタカ

4 288 油田　一也 (3) 広島 沼田 4 812 須貝　一貴 (3) 島根 松江南

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 42.58 Q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 42.66 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ウネ　ヒロタカ マキタ　ケンゴ

1 649 宇根　裕貴　 (3) 鳥取 境 1 633 牧田　健吾 (3) 鳥取 倉吉東
サカネ　シンイチロウ ヤマモト　ダイキ

2 641 坂根　慎一郎 (2) 鳥取 境 2 628 山本　大樹 (2) 鳥取 倉吉東
セオ　マサヒロ ヤマモト　コウキ

3 642 瀬尾　真裕 (2) 鳥取 境 3 634 山本　宏樹 (3) 鳥取 倉吉東
ミウラ　タカシ カトウ　シュウジ

4 638 三浦　隆 (2) 鳥取 境 4 630 加藤　秀治 (3) 鳥取 倉吉東

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 42.82 q 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 邑久 43.50
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

マエハラ　マサキ タカハラ　ヒデアキ

1 40 前原　雅樹 (3) 山口 西京 1 527 高原　英彰 (1) 岡山 邑久
ウチウミ　ユウヤ コウモト　カズマ

2 29 内海　佑弥 (3) 山口 西京 2 524 河本　和真 (3) 岡山 邑久
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ シミズ　マサミチ

3 39 野村　和玄 (3) 山口 西京 3 528 清水　正道 (3) 岡山 邑久
イシダ　ユウタロウ カワノ　ナオト

4 32 石田　裕太郎 (3) 山口 西京 4 529 川野　直人 (2) 岡山 邑久

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 修道 43.55 8着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 46.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

セキ　ハルキ タガタ　ヤスキ

1 273 関　晴樹 (3) 広島 修道 1 865 田形　泰希 (2) 島根 大社
マスモト　ケンタロウ サイトウ　シン

2 271 増本　健太郎 (3) 広島 修道 2 853 斎藤　伸 (3) 島根 大社
キダニ　ケンタロウ イマオカ　ノリミツ

3 274 木谷　健太郎 (2) 広島 修道 3 861 今岡　紀満 (2) 島根 大社
ミシマ　タケフミ カネツキ　シュンスケ

4 272 三島　健史 (3) 広島 修道 4 851 金築　俊輔 (3) 島根 大社

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 42.03 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 42.50 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ヤマモト　テツヤ ハヤシ　カズヒロ

1 665 山本　哲也 (2) 鳥取 鳥取中央育英 1 472 林　和宏 (2) 岡山 玉野光南
オカダ　ユウキ シオミ　マサホ

2 670 岡田　祐季 (3) 鳥取 鳥取中央育英 2 457 塩見　将輔 (3) 岡山 玉野光南
オオタ　カツヒト オカザキ　タカシ

3 674 太田　克人 (3) 鳥取 鳥取中央育英 3 458 岡﨑　貴史 (3) 岡山 玉野光南
オオカワ　ナオト タメモト　コウヘイ

4 666 大川　直人 (2) 鳥取 鳥取中央育英 4 456 為本　康平 (3) 岡山 玉野光南

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷工 42.54 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮 42.90
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

タマキ　イツオ オドウ　ユウスケ

1 511 田槇　佑吏生 (2) 岡山 倉敷工 1 417 尾藤　優介 (2) 岡山 岡山一宮
ミヤケ　ヨウヘイ アキヤマ　ヒロキ

2 502 三宅　洋平 (2) 岡山 倉敷工 2 411 秋山　広樹 (3) 岡山 岡山一宮
カサハラ　ケイタロウ アキヤマ　マサキ

3 498 笠原　啓太郎 (3) 岡山 倉敷工 3 412 秋山　正樹 (3) 岡山 岡山一宮
タケウチ　マサキ イシカワ　ジュン

4 507 竹内　聖森 (3) 岡山 倉敷工 4 413 石川　純 (2) 岡山 岡山一宮

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西条農 43.00 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 米子東 43.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

クゲ　タケシ タカナシ　リオ

1 265 久家　タケシ (2) 広島 西条農 1 720 高梨　理央 (1) 鳥取 米子東
カリバヤシ　タカフミ イシハラ　ヒロユキ

2 248 鳫林　隆文 (3) 広島 西条農 2 718 石原　寛之 (1) 鳥取 米子東
ハマダ　カズシゲ ハセガワ　ケイイチ

3 266 濱田　一茂 (2) 広島 西条農 3 723 長谷川　恵一 (3) 鳥取 米子東
ナカムラ　アユム アダチ　リュウタ

4 270 中村　歩 (1) 広島 西条農 4 721 足立　龍太 (2) 鳥取 米子東

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭 43.34 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 DNF棄権
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

イソエ　ショウゲン タナカ　ケンゾウ

1 701 磯江　紹元 (2) 鳥取 八頭 1 62 田中　賢三 (1) 山口 山口鴻城
ナカシマ　マサキ タムラ　ユキオ

2 694 中島　将稀 (1) 鳥取 八頭 2 60 田村　幸雄 (3) 山口 山口鴻城
テラサカ　カズマ ホソカワ　ユウヤ

3 699 寺坂　一馬 (2) 鳥取 八頭 3 58 細川　雄矢 (3) 山口 山口鴻城
ササキ　リョウスケ ハラダ　ナオキ

4 695 佐々木　亮輔 (2) 鳥取 八頭 4 63 原田　直樹 (1) 山口 山口鴻城
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決勝

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 41.88 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江南 42.12
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカタ　シゲノブ イナノ　リュウタ

1 286 中田　繁伸 (3) 広島 沼田 1 808 稲野　龍太 (3) 島根 松江南
ハタガ　リョウヘイ シモ　ダイスケ

2 299 畑賀　良平 (1) 広島 沼田 2 811 下　大輔 (3) 島根 松江南
サカイ　リョウスケ キタガキ　ケンジロウ

3 287 酒井　亮輔 (3) 広島 沼田 3 810 北垣　研二郎 (3) 島根 松江南
アブラダ　カズヤ スガイ　カズタカ

4 288 油田　一也 (3) 広島 沼田 4 812 須貝　一貴 (3) 島根 松江南

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 42.13 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷工 42.60
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヤマモト　テツヤ タマキ　イツオ

1 665 山本　哲也 (2) 鳥取 鳥取中央育英 1 511 田槇　佑吏生 (2) 岡山 倉敷工
オカダ　ユウキ ミヤケ　ヨウヘイ

2 670 岡田　祐季 (3) 鳥取 鳥取中央育英 2 502 三宅　洋平 (2) 岡山 倉敷工
オオタ　カツヒト カサハラ　ケイタロウ

3 674 太田　克人 (3) 鳥取 鳥取中央育英 3 498 笠原　啓太郎 (3) 岡山 倉敷工
オオカワ　ナオト タケウチ　マサキ

4 666 大川　直人 (2) 鳥取 鳥取中央育英 4 507 竹内　聖森 (3) 岡山 倉敷工

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 42.66 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 42.68
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ハヤシ　カズヒロ マキタ　ケンゴ

1 472 林　和宏 (2) 岡山 玉野光南 1 633 牧田　健吾 (3) 鳥取 倉吉東
シオミ　マサホ ヤマモト　ダイキ

2 457 塩見　将輔 (3) 岡山 玉野光南 2 628 山本　大樹 (2) 鳥取 倉吉東
オカザキ　タカシ ヤマモト　コウキ

3 458 岡﨑　貴史 (3) 岡山 玉野光南 3 634 山本　宏樹 (3) 鳥取 倉吉東
タメモト　コウヘイ カトウ　シュウジ

4 456 為本　康平 (3) 岡山 玉野光南 4 630 加藤　秀治 (3) 鳥取 倉吉東

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 42.80 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 DNF棄権
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

マエハラ　マサキ ウネ　ヒロタカ

1 40 前原　雅樹 (3) 山口 西京 1 649 宇根　裕貴　 (3) 鳥取 境
ウチウミ　ユウヤ サカネ　シンイチロウ

2 29 内海　佑弥 (3) 山口 西京 2 641 坂根　慎一郎 (2) 鳥取 境
ノムラ　トモヒロ セオ　マサヒロ

3 39 野村　和玄 (3) 山口 西京 3 642 瀬尾　真裕 (2) 鳥取 境
イシダ　ユウタロウ ミウラ　タカシ

4 32 石田　裕太郎 (3) 山口 西京 4 638 三浦　隆 (2) 鳥取 境
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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 6月18日 09:45 準決
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予選 4組3着+4

1組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 3.22.60 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取西 3.23.16 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
カワサキ　テツヤ ハシモト　ヨウヘイ

1 290 川嵜　哲也 (3) 広島 沼田 1 681 橋本　陽平 (2) 鳥取 鳥取西
イマダ　ケイイチ ニシオ　サトル

2 289 今田　圭一 (3) 広島 沼田 2 688 西尾　悟 (3) 鳥取 鳥取西
ナカタ　シゲノブ タナベ　ジン

3 286 中田　繁伸 (3) 広島 沼田 3 686 田邉　仁 (3) 鳥取 鳥取西
ナゴシ　ヨシノリ ヤマダ　タツヒコ

4 291 名越　義祥 (3) 広島 沼田 4 685 山田　達彦 (3) 鳥取 鳥取西

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷工 3.25.05 Q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 3.25.87 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナンバ　タクヤ ヒノ　ショウ

1 512 難波　卓也 (1) 岡山 倉敷工 1 913 日野　翔 (3) 島根 益田東
カサハラ　ケイタロウ ヤマガミ　ヨウヘイ

2 498 笠原　啓太郎 (3) 岡山 倉敷工 2 914 山上　陽平 (3) 島根 益田東
ミヤケ　ヨウヘイ ナカムラ　アキヒロ

3 502 三宅　洋平 (2) 岡山 倉敷工 3 917 中村　明宏 (2) 島根 益田東
ミツキ　サトシ ツノモリ　アキト

4 499 光木　智 (2) 岡山 倉敷工 4 912 都野守　彬人 (3) 島根 益田東

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 平田 3.27.73 q 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 おかやま山陽 3.32.31
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

シジキ　ケイタ モリ　フミヤ

1 834 志食　圭太 (3) 島根 平田 1 404 森　郁也 (1) 岡山 おかやま山陽
ウチダ　タカシ ケンモツ　トシヒロ

2 836 内田　孝 (2) 島根 平田 2 401 監物　稔浩 (1) 岡山 おかやま山陽
ウチダ　コウタ ハラ　カズヘイ

3 833 内田　耕太 (3) 島根 平田 3 402 原　和平 (3) 岡山 おかやま山陽
オゾエ　ヨシト ムトウ　ハルノブ

4 837 尾添　吉斗 (1) 島根 平田 4 408 武藤　晴信 (3) 岡山 おかやま山陽

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 江の川 3.36.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

クリハラ　アキヒロ

1 902 栗原　明寛 (3) 島根 江の川
ササキ　リョウヘイ

2 903 佐々木　亮平 (3) 島根 江の川
ハナフサ　マサト

3 910 花房　正人 (1) 島根 江の川
ナシノキ　ユウタ

4 909 梨子木　優太 (1) 島根 江の川

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 3.22.82 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 3.25.46 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ヤマモト　テツヤ ハヤシ　カズヒロ

1 665 山本　哲也 (2) 鳥取 鳥取中央育英 1 472 林　和宏 (2) 岡山 玉野光南
オオカワ　ナオト ハマダ　ダイスケ

2 666 大川　直人 (2) 鳥取 鳥取中央育英 2 470 浜田　大輔 (3) 岡山 玉野光南
タケザワ　タカシ オカザキ　タカシ

3 667 竹澤　崇志 (2) 鳥取 鳥取中央育英 3 458 岡﨑　貴史 (3) 岡山 玉野光南
オオタ　カツヒト タメモト　コウヘイ

4 674 太田　克人 (3) 鳥取 鳥取中央育英 4 456 為本　康平 (3) 岡山 玉野光南

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐 3.25.94 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭 3.26.12 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシダ　リョウイチ クリタ　ショウタ

1 892 吉田　亮一 (3) 島根 隠岐 1 704 栗田　翔太 (2) 鳥取 八頭
フクオカ　ヒロアキ イソエ　ショウゲン

2 887 福岡　宏晃 (3) 島根 隠岐 2 701 磯江　紹元 (2) 鳥取 八頭
ムラカミ　ケイスケ ツス　コウイチ

3 890 村上　佳祐 (3) 島根 隠岐 3 703 津須　皓一 (2) 鳥取 八頭
ナガサキ　マサヨシ テラサカ　カズマ

4 886 長崎　正義 (3) 島根 隠岐 4 699 寺坂　一馬 (2) 鳥取 八頭

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷古城池 3.29.44 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 3.32.91
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヤマムロ　ユウヤ ムラオカ　ケンサク

1 492 山室　佑弥 (2) 岡山 倉敷古城池 1 98 村岡 謙作 (2) 山口 下関中央工
オカベ　タツヤ フルカワ　ユウダイ

2 490 岡部　竜也 (3) 岡山 倉敷古城池 2 99 古川　雄大 (1) 山口 下関中央工
ヤマダ　ダイスケ ミツエ　シンイチ

3 493 山田　大輔 (3) 岡山 倉敷古城池 3 97 満江 慎一 (2) 山口 下関中央工
フジワラ　ケイシロウ イケダ　サトシ

4 494 藤原　啓史朗 (2) 岡山 倉敷古城池 4 95 池田 悟志 (3) 山口 下関中央工

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 3.37.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

フジイ　タカヒロ

1 100 藤井　嵩広 (3) 山口 下関西
オカダ　マコト

2 104 岡田　誠 (3) 山口 下関西
サイゴウ　トモキ

3 107 西郷　智貴 (1) 山口 下関西
ナカムラ　ユウタ

4 105 中村　悠太 (2) 山口 下関西

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場
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審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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 大社 3.22.27 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭 3.23.47 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
イマオカ　ノリミツ ミツナリ　タツヤ

1 861 今岡　紀満 (2) 島根 大社 1 229 光成　竜也 (3) 広島 神辺旭
ヒノ　ダイシロウ マツイ　アキヒロ

2 867 日野　大志郎 (2) 島根 大社 2 228 松井　彰弘 (3) 広島 神辺旭
イイツカ　コウヘイ ヨシダ　ジュンヤ

3 849 飯塚　弘平 (3) 島根 大社 3 227 吉田　隼也 (3) 広島 神辺旭
アラカワ　ケント ドウロ　タイセイ

4 859 荒川　賢人 (2) 島根 大社 4 232 道路　大成 (2) 広島 神辺旭

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 3.24.16 Q 4着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 3.28.85 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カタヤマ　ユウキ ソノザキ　　ヒロシ

1 636 片山　裕貴 (3) 鳥取 倉吉東 1 50 園崎 宏史 (2) 山口 防府
フジイ　ナオト マエダ　　ユウキ

2 626 藤井　直人 (2) 鳥取 倉吉東 2 51 前田 祐欣 (2) 山口 防府
ヤマダ　ショヘイ フジイ　ユウタ

3 627 山田　翔平 (2) 鳥取 倉吉東 3 49 藤井　悠太 (3) 山口 防府
ヤマモト　コウキ クワムラ　　タクヤ

4 634 山本　宏樹 (3) 鳥取 倉吉東 4 52 桑村 拓也 (2) 山口 防府

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉総合産 3.29.04 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 3.30.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

シブタニ　タツヤ ニシムラ　シュンスケ

1 614 澁谷　達也 (2) 鳥取 倉吉総合産 1 87 西村　俊介 (2) 山口 下関商
サトウ　ツバサ マエダ　ケンタ

2 613 佐藤　翼 (2) 鳥取 倉吉総合産 2 89 前田　賢太 (2) 山口 下関商
キタマド　ケンイチ マスイ　ヒロアキ

3 615 北窓　健一 (3) 鳥取 倉吉総合産 3 88 益井　浩明 (3) 山口 下関商
ハラグチ　ユウヤ セキタニ　シュウヘイ

4 620 原口　侑也 (3) 鳥取 倉吉総合産 4 86 関谷　修平 (2) 山口 下関商

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西条農 3.31.43 8着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取城北 3.32.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ミヤチ　ケンタ タナカ　ダイチ

1 262 宮地　健太 (2) 広島 西条農 1 661 田中　大地 (3) 鳥取 鳥取城北
カワモト　ケンジ ヨシダ　ツトム

2 256 川本　建司 (3) 広島 西条農 2 656 吉田　力 (2) 鳥取 鳥取城北
ニイモト　ナオヤ フクタ　テッペイ

3 269 新本　直也 (2) 広島 西条農 3 660 福田　哲披 (3) 鳥取 鳥取城北
ハマダ　コウキ マエタ　ユウヤ

4 268 濱田　孝喜 (2) 広島 西条農 4 662 前田　祐也 (3) 鳥取 鳥取城北

4組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 3.25.68 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.25.83 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ニシノ　タクヤ ヨシダ　ヒロキ

1 323 西野　拓也 (3) 広島 広島皆実 1 111 吉田　大輝 (3) 山口 豊浦
ナベナカ　リョウスケ イシモト　リョウスケ

2 321 鍋中　亮佑 (3) 広島 広島皆実 2 109 石元　亮典 (3) 山口 豊浦
ウラノ　アキヒロ コバヤシ　コウジ

3 324 浦野　晃弘 (1) 広島 広島皆実 3 112 小林　弘治 (3) 山口 豊浦
ミオカ　シンジ ハマノ　ジュンペイ

4 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島 広島皆実 4 108 濱野　純平 (2) 山口 豊浦

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江南 3.27.98 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道北 3.28.93
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

イナノ　リュウタ マエダ　ユウヨウ

1 808 稲野　龍太 (3) 島根 松江南 1 217 前田　雄洋 (2) 広島 尾道北
シモ　ダイスケ ヒロタ　カズヤ

2 811 下　大輔 (3) 島根 松江南 2 213 広田　和哉 (3) 広島 尾道北
サイトウ　リョウタ シンザ　ダイスケ

3 816 斎藤　亮太 (2) 島根 松江南 3 215 神座　大典 (3) 広島 尾道北
キタガキ　ケンジロウ タカハシ　ハルカ

4 810 北垣　研二郎 (3) 島根 松江南 4 214 高橋　永 (3) 広島 尾道北

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 3.29.66 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島工大 3.30.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

イシイ　カツヒロ　 ハンミョウ　トモキ

1 79 石井　克法 (3) 山口 下関工 1 311 半明　知樹 (2) 広島 広島工大
スギモト　タツヒコ ヤナギタニ　コウタ

2 75 杉本　龍彦 (3) 山口 下関工 2 304 柳谷　告太 (3) 広島 広島工大
タカマヤ　ヨシカズ ナカツギ　ノブヒコ

3 85 高山　恭一 (3) 山口 下関工 3 308 中次　伸彦 (3) 広島 広島工大
カネダ　ノブヒコ ナカハラ　タカヒロ

4 74 金田　信彦　　 (3) 山口 下関工 4 306 中原　貴大 (3) 広島 広島工大

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮 3.30.75 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山朝日 3.35.88
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシナガ　タツトシ カワハラ　ヤマト

1 409 吉永　竜斗志 (3) 岡山 岡山一宮 1 440 河原　和人 (3) 岡山 岡山朝日
アキヤマ　ヒロキ サダカネ　シュンスケ

2 411 秋山　広樹 (3) 岡山 岡山一宮 2 442 定金　駿介 (3) 岡山 岡山朝日
アキヤマ　マサキ カシハラ　ジュンヤ

3 412 秋山　正樹 (3) 岡山 岡山一宮 3 443 柏原　純也 (3) 岡山 岡山朝日
クスノキ　ユウヤ フシミ　ジュン

4 416 楠　侑也 (3) 岡山 岡山一宮 4 445 伏見　淳 (3) 岡山 岡山朝日
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審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2

1組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 3.19.96 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 3.21.34 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
サイトウ　シン アツミ　ナル

1 853 斎藤　伸 (3) 島根 大社 1 325 厚見　成 (1) 広島 広島皆実
イマオカ　ノリミツ ナベナカ　リョウスケ

2 861 今岡　紀満 (2) 島根 大社 2 321 鍋中　亮佑 (3) 広島 広島皆実
イイツカ　コウヘイ ウラノ　アキヒロ

3 849 飯塚　弘平 (3) 島根 大社 3 324 浦野　晃弘 (1) 広島 広島皆実
アラカワ　ケント ミオカ　シンジ

4 859 荒川　賢人 (2) 島根 大社 4 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島 広島皆実

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 3.21.56 Q 4着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江南 3.21.81 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カタヤマ　ユウキ シモ　ダイスケ

1 636 片山　裕貴 (3) 鳥取 倉吉東 1 811 下　大輔 (3) 島根 松江南
フジイ　ナオト キタガキ　ケンジロウ

2 626 藤井　直人 (2) 鳥取 倉吉東 2 810 北垣　研二郎 (3) 島根 松江南
ヤマモト　コウキ イナノ　リュウタ

3 634 山本　宏樹 (3) 鳥取 倉吉東 3 808 稲野　龍太 (3) 島根 松江南
カトウ　シュウジ イノウエ　ユウタ

4 630 加藤　秀治 (3) 鳥取 倉吉東 4 809 井上　裕太 (3) 島根 松江南

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取西 3.24.00 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 3.25.26
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ハシモト　ヨウヘイ ヒノ　ショウ

1 681 橋本　陽平 (2) 鳥取 鳥取西 1 913 日野　翔 (3) 島根 益田東
ニシオ　サトル ナカムラ　アキヒロ

2 688 西尾　悟 (3) 鳥取 鳥取西 2 917 中村　明宏 (2) 島根 益田東
タナベ　ジン ツノモリ　アキト

3 686 田邉　仁 (3) 鳥取 鳥取西 3 912 都野守　彬人 (3) 島根 益田東
ヤマダ　タツヒコ ヤマガミ　ヨウヘイ

4 685 山田　達彦 (3) 鳥取 鳥取西 4 914 山上　陽平 (3) 島根 益田東

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.26.59 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 3.30.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシダ　ヒロキ ソノザキ　　ヒロシ

1 111 吉田　大輝 (3) 山口 豊浦 1 50 園崎 宏史 (2) 山口 防府
イシモト　リョウスケ マエダ　　ユウキ

2 109 石元　亮典 (3) 山口 豊浦 2 51 前田 祐欣 (2) 山口 防府
コバヤシ　コウジ フジイ　ユウタ

3 112 小林　弘治 (3) 山口 豊浦 3 49 藤井　悠太 (3) 山口 防府
ハマノ　ジュンペイ クワムラ　　タクヤ

4 108 濱野　純平 (2) 山口 豊浦 4 52 桑村 拓也 (2) 山口 防府

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 3.20.73 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 3.21.55 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
カワサキ　テツヤ シオミ　マサホ

1 290 川嵜　哲也 (3) 広島 沼田 1 457 塩見　将輔 (3) 岡山 玉野光南
イマダ　ケイイチ ハマダ　ダイスケ

2 289 今田　圭一 (3) 広島 沼田 2 470 浜田　大輔 (3) 岡山 玉野光南
ナカタ　シゲノブ オカザキ　タカシ

3 286 中田　繁伸 (3) 広島 沼田 3 458 岡﨑　貴史 (3) 岡山 玉野光南
ナゴシ　ヨシノリ タメモト　コウヘイ

4 291 名越　義祥 (3) 広島 沼田 4 456 為本　康平 (3) 岡山 玉野光南

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭 3.22.29 Q 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 3.22.54 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ミツナリ　タツヤ オカダ　ユウキ

1 229 光成　竜也 (3) 広島 神辺旭 1 670 岡田　祐季 (3) 鳥取 鳥取中央育英
マツイ　アキヒロ オオカワ　ナオト

2 228 松井　彰弘 (3) 広島 神辺旭 2 666 大川　直人 (2) 鳥取 鳥取中央育英
ドウロ　タイセイ タケザワ　タカシ

3 232 道路　大成 (2) 広島 神辺旭 3 667 竹澤　崇志 (2) 鳥取 鳥取中央育英
ヨシダ　ジュンヤ オオタ　カツヒト

4 227 吉田　隼也 (3) 広島 神辺旭 4 674 太田　克人 (3) 鳥取 鳥取中央育英

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷工 3.22.62 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭 3.26.65
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナンバ　タクヤ ツス　コウイチ

1 512 難波　卓也 (1) 岡山 倉敷工 1 703 津須　皓一 (2) 鳥取 八頭
カサハラ　ケイタロウ イソエ　ショウゲン

2 498 笠原　啓太郎 (3) 岡山 倉敷工 2 701 磯江　紹元 (2) 鳥取 八頭
ミヤケ　ヨウヘイ ナカシマ　マサキ

3 502 三宅　洋平 (2) 岡山 倉敷工 3 694 中島　将稀 (1) 鳥取 八頭
ミツキ　サトシ テラサカ　カズマ

4 499 光木　智 (2) 岡山 倉敷工 4 699 寺坂　一馬 (2) 鳥取 八頭

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐 3.26.97 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 平田 3.30.59
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシダ　リョウイチ シジキ　ケイタ

1 892 吉田　亮一 (3) 島根 隠岐 1 834 志食　圭太 (3) 島根 平田
フクオカ　ヒロアキ ウチダ　タカシ

2 887 福岡　宏晃 (3) 島根 隠岐 2 836 内田　孝 (2) 島根 平田
ムラカミ　ケイスケ ウチダ　コウタ

3 890 村上　佳祐 (3) 島根 隠岐 3 833 内田　耕太 (3) 島根 平田
ナガサキ　マサヨシ オゾエ　ヨシト

4 886 長崎　正義 (3) 島根 隠岐 4 837 尾添　吉斗 (1) 島根 平田

凡例
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中国高校記録 (AR) 3.13.34 平野・坂本・神門・野田 (大社・島根) 2002 6月18日 14:40 決勝
大会記録 (GR) 3.14.36 吾郷・尾原・金子・細田 (平田・島根) 1995

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

決勝

1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 3.18.80 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 3.19.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

シオミ　マサホ カワサキ　テツヤ
1 457 塩見　将輔 (3) 岡山 玉野光南 1 290 川嵜　哲也 (3) 広島 沼田

ハマダ　ダイスケ イマダ　ケイイチ
2 470 浜田　大輔 (3) 岡山 玉野光南 2 289 今田　圭一 (3) 広島 沼田

オカザキ　タカシ ナカタ　シゲノブ
3 458 岡﨑　貴史 (3) 岡山 玉野光南 3 286 中田　繁伸 (3) 広島 沼田

タメモト　コウヘイ ナゴシ　ヨシノリ
4 456 為本　康平 (3) 岡山 玉野光南 4 291 名越　義祥 (3) 広島 沼田

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 3.19.23 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 3.20.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

サイトウ　シン アツミ　ナル
1 853 斎藤　伸 (3) 島根 大社 1 325 厚見　成 (1) 広島 広島皆実

イマオカ　ノリミツ ナベナカ　リョウスケ
2 861 今岡　紀満 (2) 島根 大社 2 321 鍋中　亮佑 (3) 広島 広島皆実

イイツカ　コウヘイ ウラノ　アキヒロ
3 849 飯塚　弘平 (3) 島根 大社 3 324 浦野　晃弘 (1) 広島 広島皆実

アラカワ　ケント ミオカ　シンジ
4 859 荒川　賢人 (2) 島根 大社 4 317 巳岡　伸嗣 (3) 広島 広島皆実

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 3.20.86 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 3.21.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

オカダ　ユウキ カタヤマ　ユウキ
1 670 岡田　祐季 (3) 鳥取 鳥取中央育英 1 636 片山　裕貴 (3) 鳥取 倉吉東

オオタ　カツヒト フジイ　ナオト
2 674 太田　克人 (3) 鳥取 鳥取中央育英 2 626 藤井　直人 (2) 鳥取 倉吉東

タケザワ　タカシ ヤマモト　コウキ
3 667 竹澤　崇志 (2) 鳥取 鳥取中央育英 3 634 山本　宏樹 (3) 鳥取 倉吉東

オオカワ　ナオト カトウ　シュウジ
4 666 大川　直人 (2) 鳥取 鳥取中央育英 4 630 加藤　秀治 (3) 鳥取 倉吉東

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江南 3.21.27 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭 3.37.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

シモ　ダイスケ ミツナリ　タツヤ
1 811 下　大輔 (3) 島根 松江南 1 229 光成　竜也 (3) 広島 神辺旭

キタガキ　ケンジロウ マツイ　アキヒロ
2 810 北垣　研二郎 (3) 島根 松江南 2 228 松井　彰弘 (3) 広島 神辺旭

イナノ　リュウタ ドウロ　タイセイ
3 808 稲野　龍太 (3) 島根 松江南 3 232 道路　大成 (2) 広島 神辺旭

イノウエ　ユウタ ヨシダ　ジュンヤ
4 809 井上　裕太 (3) 島根 松江南 4 227 吉田　隼也 (3) 広島 神辺旭



男子走高跳

日本高校記録　　 (HR) 2m22 境田　裕之 (北都商・北海道) 1989 6月17日 15:00 決勝

中国高校記録 (AR) 2m21 山本　寿徳 (美作・岡山) 1979

大会記録 (GR) 2m15 山本　寿徳 (美作・岡山) 1979

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ナカムラ　ヒロユキ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

中村　嘉孝 (3)

ニシオ　ヒカル ○ ○ － ○ ○ ○ × × ×

西尾　輝 (3)

ナガヤマ　ユウキ × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

永山　雄基 (1)

トミヤマ　リュウタ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

冨山　龍太 (3)

ヤマモト　ユウダイ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

山本　雄大 (1)

カワカミ　キョウヘイ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

川上　恭平 (2)

タナカ　　ダイチ ○ ○ ○ × × ×

田中 大智 (2)

タケモト　アキヒロ － × × ○ ○ × × ×

竹本　章宏 (3)

ヤマサキ　カズノリ ○ × × ○ ○ × × ×

山崎　和訓 (3)

マエジマ　ヒロユキ ○ × × ○ ○ × × ×

前島　博之 (3)

クラシタ　ジュンジ ○ ○ × × ○ × × ×

倉下　淳二 (2)

ナカシマ　ユウスケ ○ × × ○ × × ○ － × × ×

中島　裕輔 (3)

マツモト　タカユキ × × ○ ○ × × ×

松本　貴之 (2)

マツモト　ジュンジ ○ × × ×

松本　潤司 (3)

コヤマ　ユウスケ ○ × × ×

小山　裕輔 (2)

イシダ　コウスケ ○ × × ×

石田　康介 (1)

ヨシダ　ジュンヤ × ○ × ／

吉田　隼也 (3)

スガ　ノブユキ × ○ × × ×

須賀　信之 (2)

トミナガ　タカユキ × × ×

冨永　崇之 (3)

ヤナギ　ショウタ × × ×

柳　渉太 (3)

モリオカ　タクヤ × × ×

森岡　拓也 (1)

ヤマノ　ダイスケ × × ×

山野　大介 (2)

ヒラノ　タツヤ × × ×

平野　達哉 (2)

イケダ　シュウヘイ × × ×

池田　修平 (2)

アダチ　ケイタ × × ×

足立　敬太 (3)

ヨシオカ　ヒロアキ × × ×

吉岡　宏彰 (3)

フジタ　ユウキ × × ×

藤田　雄貴 (1)

イシザキ　コウイチ × × ×

石崎　晃一 (2)

モリワキ　キョウヘイ × × ×

森脇　恭平 (2)

キライ　トシツグ × × ×

喜耒　俊嗣 (2)

1位決定戦

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカムラ　ヒロユキ × × × ○

中村　嘉孝 (3)

ニシオ　ヒカル × × × ×

西尾　輝 (3)

審 判 長：大久保信夫

記録主任：伊藤　健二

1m80 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97 2m00

2m00 1m98 1m96 1m94

1 32727 1m97広島 三次

2 15 10 山口 高水 1m97

3 18 476 岡山 新見 1m97

4 24 303 広島 広島工大 1m97

5 13 463 岡山 玉野光南 1m94

6 26 863 島根 大社 1m94

7 30 47 山口 防府 1m88

8 22 277 広島 瀬戸田 1m88

8 21 478 岡山 新見 1m88

8 4 693 鳥取 鳥取聾 1m88

11 14 640 鳥取 境 1m88

12 12 508 岡山 倉敷工 1m88

13 2 453 岡山 関西 1m85

14 29 207 広島 広島井口 1m80

14 10 452 岡山 関西 1m80

14 8 719 鳥取 米子東 1m80

17 16 227 広島 神辺旭 1m80

17 9 263 広島 西条農 1m80

11 7 山口 久賀 NM

7 28 山口 南陽工 NM

19 118 山口 西市 NM

5 131 山口 萩工 NM

23 624 鳥取 倉吉東 NM

20 625 鳥取 倉吉東 NM

1 647 鳥取 境 NM

28 821 島根 松江工 NM

3 848 島根 出雲商 NM

6 860 島根 大社 NM

25 895 島根 隠岐 NM

17 906 島根 江の川 NM

327

10

広島 三次

山口 高水

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし



男子棒高跳

日本高校記録　　 (HR) 5m40 澤野　大地 (成田・千葉) 1998 6月16日 12:00 決勝

中国高校記録 (AR) 5m06 萩原　翔 (西条農･広島) 2004

大会記録 (GR) 4m95 小谷　健人 (倉吉北・鳥取) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

オムラ　シュンスケ － － － － － － － ○

小村　俊介 (3) ○ － ○ × × × 4m60

ナカタ　シゲノブ － － － － － － － －

中田　繁伸 (3) × ○ － ○ × × × 4m60

ヤスイ　ミナミ － － － － － － － －

安井　陽 (3) ○ － × × ○ × × × 4m60

マスカネ　シンヤ － － － － － － × ○ × ○

増金　真也 (2) ○ × × × 4m40

ツルミ　ノブタカ － － － － ○ － ○ × ○

鶴海　信敬 (3) × ○ × × × 4m40

ヤマモト　チアキ － － － － × × ○ × ○ ○ ○

山本　千晶 (3) × × × 4m30

ヨシカワ　タクミ － － × × ○ － ○ × × ○ × × ○ ○

吉川　匠 (3) × × × 4m30

スギハラ　マサシ － ○ － ○ ○ × ○ ○ × × ×

杉原　雅史 (3) 4m20

ハラ　マサタカ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

原　仁崇 (2) 4m10

オヤマ　タケシ － × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

小山　剛司 (3) 4m10

ヨシオカ　ヒロアキ － － ○ × ○ ○ × × ×

吉岡　宏彰 (3) 4m00

ヤマダ　コウタロウ － － － － ○ × × － ×

山田　康太郎 (3) 4m00

コタニ　ユウト － ○ － × ○ × ○ × × ×

小谷　優人 (1) 4m00

アサクラ　シュン － ○ － ○ × × ×

朝倉　俊 (1) 3m90

テシマ　ユウタ － － ○ × × ○ × × ×

手島　祐太 (3) 3m90

アサクラ　シュウジ － ○ × ○ × × ×

朝倉　修二 (3) 3m80

クサカ　リョウ × ○ ○ × × ×

日下　亮 (2) 3m70

ツジマル　ショウタ － × ○ － × × ×

辻丸　翔太 (2) 3m70

アンノ　リュウタ － × ○ × × ×

安野　竜太 (3) 3m70

ヒロナカ　ジョウジ × × ○ × ○ × × ×

弘中　成治 (3) 3m70

イシタカ　ユウヤ × × ×

石高　裕矢 (3) NM

フクダ　リョウヘイ × × ×

福田　遼平 (2) NM

ヤマモト　ユウキ × × ×

山元　勇輝 (1) NM

アンドウ　カズヤ × × ×

安藤　和也 (2) NM

ヤマサキ　ハヤト × × ×

山崎　隼人 (2) NM

イソエ　トモヤ － － － － － － × × ×

磯江　智弥 (3) NM

オカモト　カケル × × ×

岡本　翔 (1) NM

オヤマ　ケンジ 岡山 玉野光南

小山　賢司 (1) 岡山 玉野光南 DNS

審 判 長：大久保信夫

記録主任：伊藤　健二

3m50
4m40

3m70
4m50

3m80
4m60

3m90
4m70

4m00
4m80

4m10 4m20 4m30

1 27 817

2 8 286

3 23 254

4 11 267

5 13 428

6 15 425

7 18 915

8 19 223

9 5 839

10 16 447

11 7 821

12 1 309

13 24 603

14 4 606

15 12 59

16 6 829

17 17 481

18 2 296

18 3 827

20 28 3

26 4

9 76

22 462

10 604

14 611

25 618

21 664

20 465

島根 松江工

広島 沼田

広島 西条農

広島 西条農

岡山 岡山工

岡山 岡山工

島根 益田東

広島 神辺旭

島根 出雲

岡山 岡山理大附

島根 松江工

広島 広島工大

鳥取 倉吉北

鳥取 倉吉総合産

山口 山口鴻城

島根 横田

岡山 西大寺

広島 沼田

島根 松江農

山口 岩国工

山口 岩国工

山口 下関工

岡山 玉野光南

鳥取 倉吉北

鳥取 鳥取中央育英

鳥取 倉吉総合産

鳥取 倉吉総合産

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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



男子走幅跳

日本高校記録 (HR) 7m96 森長　正樹 (太成・大阪) 1989 6月16日 14:30 決勝

中国高校記録 (AR) 7m54 秋山　雄一 (関西・岡山) 1983

　　　　　　　　 7m54 安倍　翔太 (境港工・鳥取) 2000

大会記録　　 (GR) 7m47 香山　義樹 (津山・岡山) 　1992

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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

1 6 457 シオミ　マサホ 岡山 玉野光南 6m91 7m27 － 7m27 － － － 7m27

塩見　将輔 (3) +0.8 +1.5 +1.5 +1.5

2 17 288 アブラダ　カズヤ 広島 沼田 6m80 7m00 × 7m00 7m17 × 7m25 7m25

油田　一也 (3) +1.9 +2.7 +2.7 +3.5 +1.6 +1.6

3 2 439 トミタ　コウジ 岡山 岡山大安寺 6m55 7m17 7m04 7m17 6m78 6m89 × 7m17

富田　浩嗣 (3) +1.8 +2.0 +2.3 +2.0 +2.8 +2.2 +2.0

4 22 318 マツエダ　タカヨシ 広島 広島皆実 6m86 7m05 6m87 7m05 7m02 7m05 × 7m05

松枝　崇義 (3) +1.1 +1.6 +3.5 +1.6 +4.5 +3.6 +1.6

5 27 494 フジワラ　ケイシロウ 岡山 倉敷古城池 6m63 × 6m95 6m95 × 6m45 7m03 7m03

藤原　啓史朗 (2) +1.3 +3.4 +3.4 +2.6 +2.1 +2.1

6 16 693 マエジマ　ヒロユキ 鳥取 鳥取聾 7m01 6m69 6m73 7m01 6m82 6m47 6m87 7m01

前島　博之 (3) +3.2 +2.6 +3.5 +3.2 +3.8 +3.0 +2.9 +3.2

7 3 858 マニワ　キヨヒサ 島根 大社 6m69 6m61 6m83 6m83 6m94 － － 6m94

馬庭　清久 (3) +1.9 +2.0 +1.4 +1.4 +1.6 +1.6

8 19 437 ナガスエ　シンノスケ 岡山 岡山操山 6m51 6m70 6m92 6m92 6m81 6m64 × 6m92

長末　慎之介 (1) +1.3 +1.3 +2.3 +2.3 +3.3 +3.6 +2.3

9 1 220 コウトウ　ユウタ 広島 尾道東 6m82 × 6m62 6m82 6m82

高東　祐太 (2) +2.3 +2.2 +2.3 +2.3

10 9 513 カタヤマ　カズタカ 岡山 倉敷工 6m57 6m65 6m74 6m74 6m74

片山　和隆 (2) 0.0 +2.1 +2.5 +2.5 +2.5

11 14 870 ナガオカ　ダイ 島根 邇摩 6m74 × × 6m74 6m74

永岡　大 (2) +1.5 +1.5 +1.5

12 5 42 マツザキ　ユウト 山口 誠英 × 6m71 6m72 6m72 6m72

松﨑　裕登 (3) +1.8 +0.9 +0.9 +0.9

13 10 287 サカイ　リョウスケ 広島 沼田 6m69 6m43 6m61 6m69 6m69

酒井　亮輔 (3) +1.7 +0.2 +1.7 +1.7 +1.7

14 28 807 イワタ　リョウヘイ 島根 情報科学 6m40 6m53 6m46 6m53 6m53

岩田　亮平 (2) +1.0 +0.4 +2.4 +0.4 +0.4

15 13 517 イグチ　コウキ 岡山 美作 6m38 6m53 6m29 6m53 6m53

井口　晃輝 (2) +1.4 +1.3 +2.6 +1.3 +1.3

16 15 864 キムラ　アイキ 島根 大社 6m52 6m46 6m15 6m52 6m52

木村　愛樹 (2) +2.4 +2.7 +3.6 +2.4 +2.4

17 18 641 サカネ　シンイチロウ 鳥取 境 6m49 × 6m22 6m49 6m49

坂根　慎一郎 (2) +1.2 +3.0 +1.2 +1.2

18 11 252 ツダ　タカヒロ 広島 西条農 × × 6m49 6m49 6m49

津田　孝宏 (3) +1.0 +1.0 +1.0

19 20 72 ナガトミ　エイチ 山口 宇部高専 × × 6m45 6m45 6m45

永冨　瑛智 (3) +3.4 +3.4 +3.4

20 26 621 ハッタ　ヒトシ 鳥取 倉吉西 6m02 6m18 6m40 6m40 6m40

八田　整 (3) +0.3 +1.6 +3.2 +3.2 +3.2

21 21 642 セオ　マサヒロ 鳥取 境 6m40 × × 6m40 6m40

瀬尾　真裕 (2) +0.4 +0.4 +0.4

22 8 235 ナカモト　タカユキ 広島 近大東広島 6m38 6m38 × 6m38 6m38

中本　貴之 (3) +1.2 +1.8 +1.2 +1.2

23 30 9 ニシダ　コウヘイ 山口 熊毛南 6m37 × 6m36 6m37 6m37

西田　昂平 (3) +2.2 +1.0 +2.2 +2.2

24 24 55 マツシタ　ヒカル 山口 防府西 6m14 6m19 6m36 6m36 6m36

松下　洸 (3) +2.5 +2.3 +2.5 +2.5 +2.5

25 25 127 タナカ　トシキ 山口 萩 6m34 6m15 － 6m34 6m34

田中　俊紀 (3) +1.6 +2.1 +1.6 +1.6

26 12 92 タカヤマ　ヒロキ 山口 下関中等 6m29 6m22 6m10 6m29 6m29

高山　裕喜 (3) +0.7 +1.5 +2.2 +0.7 +0.7

23 622 ナカタ　ヤスヒロ 鳥取 倉吉西 × × × NM

中田　泰弘 (3)

7 803 ウメヅ　ヨシヒロ 島根 松江高専 × × × NM

梅津　美洋 (2)

4 854 サイトウ　ユキヒロ 島根 大社 × × × NM

斎藤　行宏 (3)

29 709 ハギワラ　ユウキ 鳥取 八頭 DNS

萩原　佑記 (3)

審 判 長：大久保信夫

記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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 6月18日 11:00 決勝

中国高校記録 (AR) 15m41 池上　正雄 (関西・岡山) 1975

大会記録 (GR) 15m39 西原　史郎 (倉敷工・岡山) 1972

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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

イケダ　シュウヘイ × 14m90 12m78 14m90 14m63 14m97 14m90 14m97

池田　修平 (2) +3.9 +2.4 +3.9 +1.3 +2.3 +2.3 +2.3

シオミ　マサホ × 14m37 14m89 14m89 13m88 － － 14m89

塩見　将輔 (3) +2.4 +1.4 +1.4 +1.3 +1.4

イグチ　コウキ 13m06 14m24 13m49 14m24 14m50 14m21 14m56 14m56

井口　晃輝 (2) +0.6 +2.7 +1.1 +2.7 +1.2 +2.9 +1.8 +1.8

ヒラカワ　ユウタ 14m11 14m32 13m79 14m32 14m10 13m83 13m82 14m32

平川　祐太 (3) +2.5 +2.7 +1.2 +2.7 +3.6 +2.1 +0.7 +2.7

タナカ　トシキ 14m21 13m53 × 14m21 13m78 14m12 14m16 14m21

田中　俊紀 (3) +3.9 +3.5 +3.9 +0.7 +1.9 +2.9 +3.9

マツエダ　タカヨシ 13m87 14m04 13m82 14m04 13m82 13m47 14m15 14m15

松枝　崇義 (3) +3.7 +2.4 +1.3 +2.4 +3.2 +2.9 +1.9 +1.9

コウトウ　ユウタ 13m39 14m05 13m71 14m05 14m07 13m46 14m11 14m11

高東　祐太 (2) +1.5 +3.9 +2.4 +3.9 +1.8 +2.7 +1.6 +1.6

オノ　ハジメ × 13m99 × 13m99 14m04 × 13m86 14m04

小野　肇 (3) +1.8 +1.8 +2.1 +1.6 +2.1

フジイ　リョウヘイ 13m72 13m52 13m89 13m89 13m89

藤井　涼平 (3) +2.0 +4.4 +2.2 +2.2 +2.2

オカ　シンヤ 13m60 × 13m88 13m88 13m88

岡　真也 (3) +3.1 +3.1 +3.1 +3.1

ニイ　ソウヤ 13m41 13m69 × 13m69 13m69

仁井　創哉 (3) +2.3 +2.4 +2.4 +2.4

マエタ　ヒロキ × 13m24 13m45 13m45 13m45

前田　裕貴 (3) +2.0 +1.5 +1.5 +1.5

ハヤシ　ヨシノリ 13m36 13m35 13m35 13m36 13m36

林　良規 (3) +3.9 +1.2 +2.3 +3.9 +3.9

イノウエ　ヒロユキ × × 13m31 13m31 13m31

井上　博之 (3) +1.8 +1.8 +1.8

ノダ　アキフミ 13m30 × × 13m30 13m30

野田　晃史 (2) +2.5 +2.5 +2.5

コバヤシ　ヒロユキ × 13m27 13m26 13m27 13m27

小林　弘之 (1) +4.2 +2.7 +4.2 +4.2

サイトウ　ユキヒロ × 13m26 × 13m26 13m26

斎藤　行宏 (3) +2.8 +2.8 +2.8

フジハラ　カズキ 12m94 × 13m24 13m24 13m24

藤原　一輝 (3) +0.9 +2.7 +2.7 +2.7

カタヤマ　カズタカ × 13m20 13m18 13m20 13m20

片山　和隆 (2) +2.7 +2.7 +2.7 +2.7

ナガトミ　エイチ 12m74 12m37 13m18 13m18 13m18

永冨　瑛智 (3) +1.3 +2.0 +2.3 +2.3 +2.3

タナカ　　ダイチ × 12m97 12m74 12m97 12m97

田中 大智 (2) +1.2 +1.9 +1.2 +1.2

トミヤマ　リュウタ 12m70 12m91 12m89 12m91 12m91

冨山　龍太 (3) +2.3 +2.3 +0.9 +2.3 +2.3

ウメヅ　ヨシヒロ × 12m79 12m88 12m88 12m88

梅津　美洋 (2) +2.6 +2.4 +2.4 +2.4

アオキ　ヒカル 12m80 × × 12m80 12m80

青木　輝 (3) +3.4 +3.4 +3.4

フジハラ　タクヤ × 12m57 12m62 12m62 12m62

藤原　琢也 (2) +1.9 +2.3 +2.3 +2.3

マツモト　タカユキ 12m40 ／ 12m40 12m40

松本　貴之 (2) +1.0 +1.0 +1.0

アベ　トオル × × 12m25 12m25 12m25

阿部　龍 (3) +1.6 +1.6 +1.6

カネコ　シュウジ × × ×

金子　就二 (2)

イトウ　アキヒロ × × ×

伊藤　彰浩 (3)

イワタ　リョウヘイ

岩田　亮平 (2)
情報科学 DNS1 807 島根

鳥取中央育英 NM

18

28 675 鳥取

128 山口

関西

境総合技術

萩 NM

27 21 651 鳥取

26 12 453 岡山

松江工

24 22

25 9 824 島根

204 広島

広島工大

松江高専

市立呉

23 23 803 島根

22 11 303 広島

防府

20 26

21 20 47 山口

72 山口

横田

倉敷工

宇部高専

19 13 513 岡山

18 3 830 島根

大社

16 16

17 14 854 島根

677 鳥取

岡山工

萩工

鳥取西

15 6 132 山口

14 10 420 岡山

岡山工

12 8

13 5 430 岡山

616 鳥取

大社

境

倉吉総合産

11 2 645 鳥取

10 24 850 島根

神辺旭

8 29

9 17 224 広島

221 広島

広島皆実

尾道東

神辺旭

7 15 220 広島

6 25 318 広島

萩

4 27

5 7 127 山口

8 山口

玉野光南

美作

久賀

3 30 517 岡山

2 4 457 岡山

審 判 長：大久保信夫

記録主任：伊藤　健二

1 62519 鳥取 倉吉東

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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 6月16日 15:30 決勝

中国高校記録 (AR) 15m52 福島　翔太郎 (大社・島根) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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

クロマツ　ナオト

1 2 676 黒松　直人 (3) 鳥取 鳥取中央育英 14m53 13m98 × 14m53 14m75 × 14m80 14m80

フクシマ　ショウタロウ

2 17 856 福島　翔太郎 (3) 島根 大社 14m28 14m54 14m35 14m54 14m76 × 14m20 14m76

ナカムラ　ヤスアキ

3 23 234 中村　康智 (3) 広島 祇園北 13m58 13m63 × 13m63 13m15 13m29 13m90 13m90

マツダ　タカシ

4 18 857 松田　堯 (3) 島根 大社 × 13m13 13m32 13m32 13m84 13m26 × 13m84

カゲヤマ　テルヒサ

5 1 862 景山　輝久 (2) 島根 大社 13m56 × 13m14 13m56 13m18 13m29 13m42 13m56

ミズムラ　タカヒロ

6 16 22 水村　隆浩 (3) 山口 桜ケ丘 12m06 13m49 12m64 13m49 13m13 12m91 12m79 13m49

トキオカ　ヨシタカ

7 26 520 時岡　祥孝 (2) 岡山 美作 12m84 × 13m43 13m43 × × 12m77 13m43

シシド　ヒカル

8 4 610 宍戸　輝 (2) 鳥取 倉吉総合産 13m05 13m16 × 13m16 12m95 13m01 × 13m16

ヨシツグ　タカシ

9 14 23 吉次　貴志 (3) 山口 桜ケ丘 12m20 12m66 12m89 12m89 12m89

アオト　ユウキ

10 6 643 青戸　勇樹 (2) 鳥取 境 12m27 12m81 × 12m81 12m81

ノザキ　ユウスケ

11 12 450 野崎　雄介 (2) 岡山 笠岡商 12m54 11m87 12m57 12m57 12m57

テラダ　コウスケ

12 21 246 寺田　亘佑 (1) 広島 高陽 × 12m32 12m47 12m47 12m47

コウザキ　マサト

13 30 36 神崎　真悟 (2) 山口 西京 12m26 12m07 × 12m26 12m26

チバ　タカユキ

14 15 663 千葉　貴之 (1) 鳥取 鳥取中央育英 11m92 12m14 × 12m14 12m14

キタムラ　マサノリ

15 19 898 北村　全徳 (3) 島根 松江西 11m99 12m08 × 12m08 12m08

サクダ　ユウキ

16 5 260 作田　祐樹 (2) 広島 西条農 12m08 11m20 × 12m08 12m08

イノウエ　ユウスケ

17 20 497 井上　裕介 (3) 岡山 倉敷工 12m04 11m57 × 12m04 12m04

ハラダ　ユウキ

18 9 24 原田　裕貴 (3) 山口 徳山商工 11m80 12m03 × 12m03 12m03

タニグチ　　マサノリ

19 10 119 谷口 雅則 (3) 山口 早鞆 11m97 × × 11m97 11m97

ヤスイ　タカユキ

20 25 5 安井　隆之 (3) 山口 岩国工 11m10 11m89 11m22 11m89 11m89

ムラカミ　リョウタロウ

21 8 468 村上　良太郎 (3) 岡山 玉野光南 11m42 11m70 11m87 11m87 11m87

イノウエ　モトキ

22 28 231 井上　元気 (2) 広島 神辺旭 11m84 × 11m62 11m84 11m84

トダ　サトシ

23 29 460 戸田　里 (1) 岡山 玉野光南 10m88 11m62 11m18 11m62 11m62

ウタガワ　タクヤ

24 22 432 宇田川　拓也 (3) 岡山 岡山商大附 × 11m45 11m59 11m59 11m59

オオタニ　トモカズ

25 13 916 大谷　友和 (2) 島根 益田東 × 11m54 10m85 11m54 11m54

フジタ　ケンジ

26 7 264 藤田　健二 (2) 広島 西条農 × × 11m54 11m54 11m54

コヤマ　ジュンイチ

27 3 832 小山　潤一 (3) 島根 三刀屋掛合 11m33 × 11m48 11m48 11m48

ツナモト　タスク

11 632 綱本　翼 (3) 鳥取 倉吉東 × × × NM

カナザワ　マサキ

24 222 金澤　匡記 (3) 広島 神辺旭 DNS

フクイ　タイキ

27 617 福井　大樹 (3) 鳥取 倉吉総合産 DNS

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 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 6月18日 12:30 決勝

中国高校記録 (AR) 56m70 平尾　勝利 (由良育英・鳥取) 1985

大会記録 (GR) 53m88 山本　一喜 (廿日市・広島) 2001

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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

トキオカ　ヨシタカ

時岡　祥孝 (2)

オカムラ　タクヤ

岡村　拓弥 (3)

フクシマ　ショウタロウ

福島　翔太郎 (3)

フクイ　タイキ

福井　大樹 (3)

サイトウ　リョウ

齋藤　諒 (2)

エガミ　トモミ

江上 智見 (2)

ムネスエ　タツヤ

宗末　達也 (3)

イノウエ　モトキ

井上　元気 (2)

マツダ　タカシ

松田　堯 (3)

クロマツ　ナオト

黒松　直人 (3)

フジイ　ケン

藤井　健 (3)

コヤマ　　タカハル

小山 卓羽流 (3)

ナンバ　ヒロタカ

難波　広隆 (3)

サクダ　ユウキ

作田　祐樹 (2)

テラダ　コウスケ

寺田　亘佑 (1)

カワモト　テツヤ

川本　哲也 (3)

タニグチ　　マサノリ

谷口 雅則 (3)

ツルサキ　シンヤ

鶴崎　晋也 (1)

サカタ　シュウ

坂田　収 (2)

ミズムラ　タカヒロ

水村　隆浩 (3)

ノザキ　ユウスケ

野崎　雄介 (2)

オオタニ　トモカズ

大谷　友和 (2)

ウメオカ　マサユキ

梅岡　真之 (3)

アオト　ユウキ

青戸　勇樹 (2)

ムラカミ　リョウタロウ

村上　良太郎 (3)

タカハシ　ケイゴ

高橋　佳吾 (2)

オカモト　マサシ

岡本　将司 (1)

シシド　ヒカル

宍戸　輝 (2)

イノウエ　ユウスケ

井上　裕介 (3)

イケダ　タツヤ

池田　竜也 (3)

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

1 5208 美作岡山 × × 45m50 45m50 × 48m16 50m46 50m46

2 3 708 鳥取 八頭 47m28 43m46 × 47m28 43m49 45m69 × 47m28

3 27 856 島根 大社 43m36 34m52 41m39 43m36 × 39m92 46m07 46m07

4 7 617 鳥取 倉吉総合産 41m56 39m98 44m35 44m35 × 44m74 45m00 45m00

5 23 878 島根 浜田商 × 41m93 41m01 41m93 × 38m19 44m20 44m20

6 22 94 山口 下関中央工 × 38m17 43m17 43m17 43m05 39m20 38m38 43m17

7 18 255 広島 西条農 40m81 41m78 39m82 41m78 40m56 39m86 42m79 42m79

8 12 231 広島 神辺旭 34m58 42m61 × 42m61 × 39m36 × 42m61

9 25 857 島根 大社 41m71 × 39m68 41m71 41m71

10 19 676 鳥取 鳥取中央育英 41m46 × 40m95 41m46 41m46

11 24 125 山口 豊北 40m97 35m94 38m18 40m97 40m97

12 20 121 山口 早鞆 34m71 40m56 × 40m56 40m56

13 9 419 岡山 岡山後楽館 39m07 40m54 38m03 40m54 40m54

14 15 260 広島 西条農 37m87 40m13 × 40m13 40m13

15 13 246 広島 高陽 39m98 38m64 × 39m98 39m98

16 11 852 島根 大社 38m79 37m29 39m30 39m30 39m30

17 29 119 山口 早鞆 × × 38m80 38m80 38m80

18 1 316 広島 呉三津田 38m22 33m43 35m47 38m22 38m22

19 28 261 広島 西条農 36m41 × 38m13 38m13 38m13

20 5 22 山口 桜ケ丘 37m21 31m66 × 37m21 37m21

21 16 450 岡山 笠岡商 × 31m87 37m12 37m12 37m12

22 21 916 島根 益田東 36m12 36m27 34m19 36m27 36m27

23 30 876 島根 浜田商 32m77 × 36m23 36m23 36m23

24 17 643 鳥取 境 35m91 × × 35m91 35m91

25 4 468 岡山 玉野光南 33m24 32m36 35m81 35m81 35m81

26 2 690 鳥取 鳥取東 31m24 × 35m14 35m14 35m14

27 14 120 山口 早鞆 30m49 32m94 34m86 34m86 34m86

28 26 610 鳥取 倉吉総合産 29m29 34m49 × 34m49 34m49

10 497 岡山 倉敷工 × × × NM

6 506 岡山 倉敷工 × × × NM

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 NM：記録なし



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

中国高校記録 (AR) 61m37 中平圭祐 (如水館・広島) 2006

6月16日 11:30 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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
マツダ　タカシ

松田　堯 (3)
ヨシツグ　タカシ

吉次　貴志 (3)
キタムラ　マサノリ

北村　全徳 (3)
フクイ　タイキ

福井　大樹 (3)
アコウ　ヒロキ

赤穂　弘樹 (2)
シシド　ヒカル

宍戸　輝 (2)
サクダ　ユウキ

作田　祐樹 (2)
サクライ　カズアキ

桜井　和昭 (3)
ワタナベ　タツノリ

渡辺　辰徳 (2)
フジイ　ケン

藤井　健 (3)
イズミグチ　ノボル

泉口　昇 (3)
マルヤマ　ショウ

丸山　翔 (3)
ツナモト　タスク

綱本　翼 (3)
シンタニ　タカフミ

新谷　尚史 (3)
タカハラ　タツヤ

高原　辰弥 (3)
イテ　カズヨシ

井手　計良 (3)
トキオカ　ヨシタカ

時岡　祥孝 (2)
クラタ　ダイジ

蔵田　大士 (3)
トクダ　タカユキ

徳田　高之 (2)
ヤマダ　ヒロト

山田 啓人 (2)
ナカムラ　マサヒコ

中村　将彦 (2)
タシロ　ナオヒロ

田代　尚弘 (2)
ウエスギ　タツヤ

上杉　達也 (3)
ハヤシ　　タカヤ

林 嵩也 (3)
オオヤマ　タカシ

大山　貴 (2)
イナムラ　マコト

稲村　誠 (2)
カワシマ　レン

川島　蓮 (2)
カタオカ　タクヤ

片岡　拓也 (3)
ヤマネ　ヨシユキ

山根　祥之 (2)
イノウエ　ユウスケ

井上　裕介 (3)
凡例:NM記録なし、DNS棄権

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

× 54m06 × 54m06 53m76 57m02 × 57m02

48m95 50m07 49m64 50m07 50m34 49m71 51m77 51m77

51m75 48m08 48m32 51m75 × 48m75 47m88 51m75

50m20 47m40 51m13 51m13 50m05 50m71 49m56 51m13

48m71 50m14 48m13 50m14 49m21 × 47m40 50m14

44m11 45m89 49m33 49m33 × × × 49m33

48m94 48m95 × 48m95 × × 45m74 48m95

47m26 × 47m87 47m87 × × 48m44 48m44

× 46m50 47m74 47m74 47m74

42m93 42m68 46m10 46m10 46m10

45m64 × 44m99 45m64 45m64

44m12 42m91 × 44m12 44m12

44m10 41m55 41m62 44m10 44m10

43m33 × 42m42 43m33 43m33

37m87 40m00 42m15 42m15 42m15

41m57 × × 41m57 41m57

41m56 × × 41m56 41m56

× 38m64 41m02 41m02 41m02

39m43 40m79 × 40m79 40m79

38m80 35m20 39m21 39m21 39m21

37m80 36m85 × 37m80 37m80

37m00 34m90 × 37m00 37m00

35m31 33m89 36m92 36m92 36m92

× × 36m02 36m02 36m02

35m19 31m13 31m85 35m19 35m19

× 31m09 30m72 31m09 31m09

30m36 × 29m32 30m36 30m36

× × × NM

× × × NM

DNS

1 1 857

2 27 23

3 3 898

4 28 617

5 30 609

6 15 610

7 11 260

8 20 332

9 25 201

10 16 125

11 8 253

12 2 330

13 7 632

14 18 302

15 9 25

16 23 496

17 26 520

18 19 77

19 17 601

20 22 473

21 29 433

22 5 866

23 21 43

24 10 122

25 12 602

26 14 899

27 24 822

4 448

13 868

6 497

島根 大社

山口 桜ケ丘

島根 松江西

鳥取 倉吉総合産

鳥取 倉吉総合産

鳥取 倉吉総合産

広島 西条農

広島 油木

広島 安芸

山口 豊北

広島 西条農

広島 安古市

鳥取 倉吉東

広島 廿日市西

山口 徳山商工

岡山 倉敷工

岡山 美作

山口 下関工

鳥取 青谷

岡山 金光学園

岡山 岡山商大附

島根 大社

山口 誠英

山口 早鞆

鳥取 青谷

島根 松江西

島根 松江工

岡山 岡山理大附

島根 大社

岡山 倉敷工

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子やり投

日本高校記録　　 (HR) 76m54 村上　幸史 (今治明徳・愛媛) 1997 6月17日 09:30 決勝

中国高校記録 (AR) 72m52 森沢　公雄 (鳥取商･鳥取) 1988

大会記録 (GR) 69m48 小津野　晋 (岡山東商・岡山) 1999

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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
マツモト　トモヤ

松本　知也 (3)
コウザキ　マサト

神崎　真悟 (2)
ハセ　ユウタ

長谷　祐太 (3)
ヒガシ　タクヤ

東　卓弥 (3)
カナザワ　マサキ

金澤　匡記 (3)
コバヤシ　タクマ

小林　拓真 (3)
ミヤケ　ジュンペイ

三宅　惇平 (3)
コウリキ　ユウヤ

高力　裕也 (2)
タナカ　トモユキ

田中　智之 (3)
サイトウ　ダイチ

齋藤　大地 (3)
イワモト サトシ

岩本　覚志 (3)
ハヤシ　ソウマ

林　壮磨 (2)
アサダ　ジュンサク

浅田　純策 (3)
ニシモリ　ヒロノブ

西森　大展 (2)
フジワラ　シンヤ

藤原　慎也 (3)
ヨシダ　ヒロキ

吉田　大輝 (3)
チョウ　リュウサイ

趙　龍済 (3)
ニシオ　キョウヘイ

西尾　恭平 (3)
ワタナベ　カズノリ

渡邊　和徳 (3)
ナカツカ　ショウ

中塚　　翔 (3)
カワムラ　リョウスケ

河村　亮輔 (2)
ニシヤマ　ケンタ

西山　健太 (3)
アオキ　タカヒロ

青木　貴宏 (2)
キタムラ　マサノリ

北村　全徳 (3)
マニワ　キヨヒサ

馬庭　清久 (3)
セノウ　ヒロミチ

妹尾　弘道 (3)
コヤマ　ジュンイチ

小山　潤一 (3)
ナガサキ　マサヨシ

長崎　正義 (3)
フジタ　ケンジ

藤田　健二 (2)
イシハラ　ジュンジ

石原　純二 (2)

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

1 27 648 鳥取 境 60m67 × 54m47 60m67 × 55m63 － 60m67

2 19 36 山口 西京 56m44 58m62 51m32 58m62 56m49 58m15 × 58m62

3 9 710 鳥取 八頭 54m99 58m16 57m39 58m16 － － － 58m16

4 28 415 岡山 岡山一宮 57m96 49m33 54m78 57m96 58m13 51m34 55m49 58m13

5 15 222 広島 神辺旭 55m51 × 56m98 56m98 54m39 56m44 × 56m98

6 24 250 広島 西条農 53m02 56m55 × 56m55 × 52m95 55m29 56m55

7 11 501 岡山 倉敷工 45m43 45m70 55m93 55m93 49m20 47m24 54m79 55m93

8 1 612 鳥取 倉吉総合産 52m33 52m74 55m08 55m08 53m01 × 55m01 55m08

9 7 711 鳥取 八頭 × 53m39 54m67 54m67 54m67

10 3 882 島根 益田産 54m14 54m12 50m97 54m14 54m14

11 29 477 岡山 新見 52m91 52m69 50m24 52m91 52m91

12 26 301 広島 廿日市 52m46 × × 52m46 52m46

13 25 712 鳥取 八頭 × 49m24 52m11 52m11 52m11

14 5 474 岡山 金光学園 47m56 51m79 44m75 51m79 51m79

15 20 454 岡山 関西 50m33 45m76 45m08 50m33 50m33

16 18 111 山口 豊浦 50m16 × 49m41 50m16 50m16

17 14 475 岡山 金光学園 49m53 49m88 45m51 49m88 49m88

18 10 655 鳥取 鳥取商 48m76 49m05 × 49m05 49m05

19 22 205 広島 五日市 47m55 47m01 45m74 47m55 47m55

20 2 27 山口 徳山高専 43m84 46m30 47m38 47m38 47m38

21 12 48 山口 防府 45m87 40m48 46m56 46m56 46m56

22 23 103 山口 下関西 46m09 42m13 42m62 46m09 46m09

23 17 883 島根 益田産 43m68 44m83 45m93 45m93 45m93

24 4 898 島根 松江西 45m08 45m22 43m13 45m22 45m22

25 8 858 島根 大社 45m13 43m78 43m56 45m13 45m13

26 16 333 広島 油木 43m07 42m84 45m00 45m00 45m00

27 30 832 島根 三刀屋掛合 44m31 42m64 40m92 44m31 44m31

28 6 886 島根 隠岐 42m82 42m13 42m34 42m82 42m82

29 21 264 広島 西条農 × × 41m59 41m59 41m59

30 13 37 山口 西京 × 40m67 × 40m67 40m67

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例



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 100m 6月16日 11:30
中国高校記録 (AR) 5734 筒井　裕哉 (倉敷工・岡山) 1999 走幅跳 6月16日 12:30
大会記録 (GR) 5461 橋本　尚也 (倉敷工・岡山) 2005 砲丸投 6月16日 14:00

400m 6月16日 16:35
110mH 6月17日 9:45
やり投 6月17日 11:45
走高跳 6月17日 13:00
1500m 6月17日 15:10

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
マニワ　キヨヒサ 島根 11.54 6m89 11m77 52.77 16.87 49m95 1m70 4.50.83

1 858 馬庭　清久 (3) 大社 +0.1 +3.8 +1.0 5199
(744) (788) (592) (691) (638) (588) (544) (614)

ウエキ　マコト 広島 11.54 5m76 9m55 52.12 15.93 45m28 1m73 4.44.08
2 328 植木　誠 (3) 基町 +1.9 +0.6 +1.5 4941

(744) (535) (459) (719) (741) (519) (569) (655)
マツモト　タカユキ 岡山 12.09 6m36 11m13 55.94 17.59 48m55 1m85 4.53.08

3 453 松本　貴之 (2) 関西 +1.9 +1.3 +1.5 4816
(633) (666) (554) (562) (564) (567) (670) (600)

マツオ　タカヒロ 広島 11.68 5m93 9m94 52.58 16.25 38m11 1m73 4.46.83
4 226 松尾　隆広 (3) 神辺旭 +1.9 +1.0 +1.0 4795

(715) (571) (482) (700) (705) (415) (569) (638)
マツシタ　ヒカル 山口 11.83 6m03 9m73 54.14 16.78 36m73 1m67 4.50.17

5 55 松下　洸 (3) 防府西 +1.9 +0.7 +1.5 4561
(685) (593) (469) (634) (647) (395) (520) (618)

カネタ　ヨウタ 山口 11.87 5m68 10m94 54.82 17.47 37m63 1m55 4.53.40
6 16 兼田　陽太 (3) 柳井 +0.1 +0.7 +1.5 4352

(677) (519) (542) (606) (576) (408) (426) (598)
ムラカミ　ダイスケ 鳥取 12.03 5m51 9m52 54.63 17.99 42m73 1m64 4.52.57

7 654 村上　大輔 (3) 鳥取商 +0.1 0.0 +1.0 4305
(645) (483) (457) (614) (525) (482) (496) (603)

ヤマモト　ヒロユキ 岡山 12.04 5m91 9m14 53.96 18.91 38m92 1m52 4.39.82
8 479 山本　博之 (3) 新見 +0.1 +1.9 +1.0 4236

(643) (567) (434) (641) (440) (426) (404) (681)
シモカワ　ヨシヒロ 山口 12.38 5m97 8m53 54.94 17.23 32m92 1m67 4.58.34

9 78 下川　祥宏 (1) 下関工 +0.1 +2.0 +1.0 4187
(578) (580) (398) (601) (600) (341) (520) (569)

シマダ　ヨシキ 島根 12.29 4m85 9m22 55.28 20.17 33m83 1m52 4.53.90
10 881 嶋田　芳希 (1) 益田 +0.1 +0.8 +1.5 3664

(595) (354) (439) (588) (336) (353) (404) (595)
オカムラ　ケイスケ 鳥取 12.18 NM 9m45 57.94 18.56 40m17 1m70 5.16.81

11 707 岡村　圭輔 (3) 八頭 +1.9 +1.0 3483
(616) (0) (453) (486) (472) (445) (544) (467)

ナガノ　シュウジ 島根 12.73 4m77 10m04 57.77 21.88 40m14 1m46 5.11.73
12 900 永野　秀治 (2) 松江西 +0.1 +1.9 +1.5 3348

(515) (339) (488) (492) (216) (444) (360) (494)
イノウエ　ヒロユキ 岡山 11.59 6m28 9m42 54.93

420 井上　博之 (3) 岡山工 +1.9 +2.7 2435 DSQ
(734) (648) (451) (602)

ミゾカミ　ツバサ 広島 11.27 5m89 10m75
315 溝上　翼 (2) 舟入 +0.1 +1.1 1895 DSQ

(801) (563) (531)
ノマダ　タカシ 鳥取 12.33

623 野間田　孝志 (1) 倉吉東 +1.9 588 DSQ
(588)

審 判 長：山本　博徳
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



男子八種競技 100m

6月16日 11:30

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

ミゾカミ　ツバサ 広島 ウエキ　マコト 広島

1 4 315 溝上　翼 (2) 舟入 11.27 801 1 6 328 植木　誠 (3) 基町 11.54 744
マニワ　キヨヒサ 島根 イノウエ　ヒロユキ 岡山

2 1 858 馬庭　清久 (3) 大社 11.54 744 2 4 420 井上　博之 (3) 岡山工 11.59 734
カネタ　ヨウタ 山口 マツオ　タカヒロ 広島

3 3 16 兼田　陽太 (3) 柳井 11.87 677 3 2 226 松尾　隆広 (3) 神辺旭 11.68 715
ムラカミ　ダイスケ 鳥取 マツシタ　ヒカル 山口

4 2 654 村上　大輔 (3) 鳥取商 12.03 645 4 5 55 松下　洸 (3) 防府西 11.83 685
ヤマモト　ヒロユキ 岡山 マツモト　タカユキ 岡山

5 5 479 山本　博之 (3) 新見 12.04 643 5 8 453 松本　貴之 (2) 関西 12.09 633
シマダ　ヨシキ 島根 オカムラ　ケイスケ 鳥取

6 6 881 嶋田　芳希 (1) 益田 12.29 595 6 7 707 岡村　圭輔 (3) 八頭 12.18 616
シモカワ　ヨシヒロ 山口 ノマダ　タカシ 鳥取

7 8 78 下川　祥宏 (1) 下関工 12.38 578 7 3 623 野間田　孝志 (1) 倉吉東 12.33 588
ナガノ　シュウジ 島根

8 7 900 永野　秀治 (2) 松江西 12.73 515

風: +0.1 風: +1.9

男子八種競技 走幅跳
6月16日 12:30

Aピット
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

シオミ　マサホ 6m89 6m83 6m66 6m89

塩見　将輔 (3) +3.8 +1.5 +0.6 +3.8
マツモト　タカユキ 6m14 6m36 6m34 6m36

松本　貴之 (2) +1.9 +1.3 +2.0 +1.3
マツシタ　ヒカル 5m87 5m89 6m03 6m03

松下　洸 (3) +1.7 +1.6 +0.7 +0.7
ヤマモト　ヒロユキ 5m51 5m91 5m83 5m91

山本　博之 (3) +2.3 +1.9 +0.7 +1.9
ウエキ　マコト 5m63 5m76 － 5m76

植木　誠 (3) +2.0 +0.6 +0.6
カネタ　ヨウタ 5m58 5m68 × 5m68

兼田　陽太 (3) +2.8 +0.7 +0.7
シマダ　ヨシキ 4m81 4m85 4m59 4m85

嶋田　芳希 (1) +1.5 +0.8 +2.7 +0.8
オカムラ　ケイスケ × × ×

岡村　圭輔 (3)

Bピット
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

イノウエ　ヒロユキ 6m28 6m13 6m12 6m28

井上　博之 (3) +2.7 +1.6 +2.1 +2.7
シモカワ　ヨシヒロ 5m76 5m87 5m97 5m97

下川　祥宏 (1) +1.2 +0.8 +2.0 +2.0
マツオ　タカヒロ 5m88 × 5m93 5m93

松尾　隆広 (3) +2.8 +1.0 +1.0
ミゾカミ　ツバサ 5m61 5m89 × 5m89

溝上　翼 (2) +0.7 +1.1 +1.1
ムラカミ　ダイスケ 5m38 × 5m51 5m51

村上　大輔 (3) +2.1 0.0 0.0
ナガノ　シュウジ × × 4m77 4m77

永野　秀治 (2) +1.9 +1.9
ノマダ　タカシ

野間田　孝志 (1)

男子八種競技 砲丸投
6月16日 14:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

マニワ　キヨヒサ

馬庭　清久 (3)
マツモト　タカユキ

松本　貴之 (2)
カネタ　ヨウタ

兼田　陽太 (3)
ミゾカミ　ツバサ

溝上　翼 (2)
ナガノ　シュウジ

永野　秀治 (2)
マツオ　タカヒロ

松尾　隆広 (3)
マツシタ　ヒカル

松下　洸 (3)
ウエキ　マコト

植木　誠 (3)
ムラカミ　ダイスケ

村上　大輔 (3)
オカムラ　ケイスケ

岡村　圭輔 (3)
イノウエ　ヒロユキ

井上　博之 (3)
シマダ　ヨシキ

嶋田　芳希 (1)
ヤマモト　ヒロユキ

山本　博之 (3)
シモカワ　ヨシヒロ

下川　祥宏 (1)
ノマダ　タカシ

野間田　孝志 (1)
10 623

13 3 479

14 7 78

563

483

580

571

NM 0

648

519

354

567

535

666

593

900

2 623

松江西

鳥取 倉吉東

島根 339

DNS

神辺旭

広島 舟入

鳥取 鳥取商

広島

八頭

岡山 岡山工

山口 下関工

基町

山口 柳井

島根 益田

関西

山口 防府西

岡山 新見

2 707

岡山

広島

鳥取

2 8 453

3

1 6 457 岡山 玉野光南 788

592島根 大社 11m14 10m40 11m77

10m94

岡山 関西 × 10m95

山口 柳井 10m72 10m70

10m65

島根 松江西 × 8m76 10m04

広島 舟入 10m75 10m68

9m86

山口 防府西 9m73 9m26 ×

広島 神辺旭 8m40 9m94

9m14

鳥取 鳥取商 7m59 8m39 9m52

広島 基町 × 9m55

9m05

岡山 岡山工 9m42 9m00 9m04

鳥取 八頭 9m45 ×

7m98

岡山 新見 8m67 9m14 8m28

島根 益田 9m02 9m22

8m29

鳥取 倉吉東

山口 下関工 8m29 8m53

11m138 453

11m77

11m13

3 55

4 7 479

5 4 328

6 5 16

7 6 881

3 6 16

4 9 315

1 1 420

2 5 78

3 6 226

4 3 315

654

5 7 654

6 4

1 4 858

2

5 1 900

6 2 226

10m94

10m75

10m04

9m94

9m73

9m55

9m52

9m45

9m42

9m22

9m14

8m53

DNS

554

542

531

488

482

469

459

457

453

451

439

434

398

7 14 55

8 12 328

9 13

12 15 881

10 5 707

11 11 420



男子八種競技 400m
6月16日 16:35

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

マツオ　タカヒロ 広島 ウエキ　マコト 広島

1 1 226 松尾　隆広 (3) 神辺旭 52.58 700 1 5 328 植木　誠 (3) 基町 52.12 719
マニワ　キヨヒサ 島根 ヤマモト　ヒロユキ 岡山

2 7 858 馬庭　清久 (3) 大社 52.77 691 2 4 479 山本　博之 (3) 新見 53.96 641
カネタ　ヨウタ 山口 マツシタ　ヒカル 山口

3 2 16 兼田　陽太 (3) 柳井 54.82 606 3 6 55 松下　洸 (3) 防府西 54.14 634
シマダ　ヨシキ 島根 ムラカミ　ダイスケ 鳥取

4 4 881 嶋田　芳希 (1) 益田 55.28 588 4 7 654 村上　大輔 (3) 鳥取商 54.63 614
マツモト　タカユキ 岡山 イノウエ　ヒロユキ 岡山

5 3 453 松本　貴之 (2) 関西 55.94 562 5 8 420 井上　博之 (3) 岡山工 54.93 602
ナガノ　シュウジ 島根 シモカワ　ヨシヒロ 山口

6 6 900 永野　秀治 (2) 松江西 57.77 492 6 3 78 下川　祥宏 (1) 下関工 54.94 601
オカムラ　ケイスケ 鳥取 ノマダ　タカシ 鳥取

7 8 707 岡村　圭輔 (3) 八頭 57.94 486 2 623 野間田　孝志 (1) 倉吉東 DNS
ミゾカミ　ツバサ 広島

5 315 溝上　翼 (2) 舟入 DNS

男子八種競技 110mH
6月17日 9:45

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

マツオ　タカヒロ 広島 ウエキ　マコト 広島

1 2 226 松尾　隆広 (3) 神辺旭 16.25 705 1 8 328 植木　誠 (3) 基町 15.93 741
マニワ　キヨヒサ 島根 マツシタ　ヒカル 山口

2 7 858 馬庭　清久 (3) 大社 16.87 638 2 5 55 松下　洸 (3) 防府西 16.78 647
シモカワ　ヨシヒロ 山口 カネタ　ヨウタ 山口

3 6 78 下川　祥宏 (1) 下関工 17.23 600 3 2 16 兼田　陽太 (3) 柳井 17.47 576
ムラカミ　ダイスケ 鳥取 マツモト　タカユキ 岡山

4 8 654 村上　大輔 (3) 鳥取商 17.99 525 4 3 453 松本　貴之 (2) 関西 17.59 564
オカムラ　ケイスケ 鳥取 シマダ　ヨシキ 島根

5 4 707 岡村　圭輔 (3) 八頭 18.56 472 5 6 881 嶋田　芳希 (1) 益田 20.17 336
ヤマモト　ヒロユキ 岡山 ナガノ　シュウジ 島根

6 3 479 山本　博之 (3) 新見 18.91 440 6 4 900 永野　秀治 (2) 松江西 21.88 216
ミゾカミ　ツバサ 広島 ノマダ　タカシ 鳥取

5 315 溝上　翼 (2) 舟入 DNS 7 623 野間田　孝志 (1) 倉吉東 DNS
イノウエ　ヒロユキ 岡山

1 420 井上　博之 (3) 岡山工 DNS

風: +1.0 風: +1.5

男子八種競技 やり投
6月17日 11:45

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

マニワ　キヨヒサ

馬庭　清久 (3)
マツモト　タカユキ

松本　貴之 (2)
ウエキ　マコト

植木　誠 (3)
ムラカミ　ダイスケ

村上　大輔 (3)
オカムラ　ケイスケ

岡村　圭輔 (3)
ナガノ　シュウジ

永野　秀治 (2)
ヤマモト　ヒロユキ

山本　博之 (3)
マツオ　タカヒロ

松尾　隆広 (3)
カネタ　ヨウタ

兼田　陽太 (3)
マツシタ　ヒカル

松下　洸 (3)
シマダ　ヨシキ

嶋田　芳希 (1)
シモカワ　ヨシヒロ

下川　祥宏 (1)
ミゾカミ　ツバサ

溝上　翼 (2)
イノウエ　ヒロユキ

井上　博之 (3)
ノマダ　タカシ

野間田　孝志 (1)
DNS

DNS

鳥取 倉吉東

岡山 岡山工

DNS

32m92 341

広島 舟入

353

山口 下関工 31m77 32m92 32m04

33m83

36m73 395

島根 益田 × 33m83 32m98

408

山口 防府西 36m73 31m58 ×

37m63

38m11 415

山口 柳井 37m63 35m59 ×

426

広島 神辺旭 38m11 30m90 33m36

38m92

40m14 444

岡山 新見 × 38m92 34m07

445

島根 松江西 38m93 40m14 39m56

40m17

42m73 482

鳥取 八頭 34m58 40m17 ×

519

鳥取 鳥取商 36m08 41m16 42m73

45m28

48m55 567

広島 基町 38m91 45m28 44m87

2 623

岡山

9 315

1 420

11 5 881

12 3 78

9 13 16

10 12 55

7 4 479

8 15 226

5 14 707

6 10 900

3 11 328

4 6 654

49m95 588

2 8 453 関西 48m55 46m60 47m42

1 7 858 島根 大社 49m95 49m64 44m91



男子八種競技 1500m
6月17日 15:10

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 NO 400m: 479
ヤマモト　ヒロユキ 岡山 LAP400m: 1.07

1 9 479 山本　博之 (3) 新見 4.39.82 681
ウエキ　マコト 広島 NO 800m: 479

2 2 328 植木　誠 (3) 基町 4.44.08 655 LAP800m: 2.22
マツオ　タカヒロ 広島

3 4 226 松尾　隆広 (3) 神辺旭 4.46.83 638 NO 1200m: 479
マツシタ　ヒカル 山口 LAP1200m: 3.41

4 5 55 松下　洸 (3) 防府西 4.50.17 618
マニワ　キヨヒサ 島根

5 1 858 馬庭　清久 (3) 大社 4.50.83 614
ムラカミ　ダイスケ 鳥取

6 7 654 村上　大輔 (3) 鳥取商 4.52.57 603
マツモト　タカユキ 岡山

7 3 453 松本　貴之 (2) 関西 4.53.08 600
カネタ　ヨウタ 山口

8 6 16 兼田　陽太 (3) 柳井 4.53.40 598
シマダ　ヨシキ 島根

9 10 881 嶋田　芳希 (1) 益田 4.53.90 595
シモカワ　ヨシヒロ 山口

10 8 78 下川　祥宏 (1) 下関工 4.58.34 569
ナガノ　シュウジ 島根

11 12 900 永野　秀治 (2) 松江西 5.11.73 494
オカムラ　ケイスケ 鳥取

12 11 707 岡村　圭輔 (3) 八頭 5.16.81 467

男子八種競技 走高跳
6月17日 13:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

マツモト　タカユキ － － － － － － － －

1 13 453 松本　貴之 (2) 岡山 関西 － － － － － － ○ × ○ 1m85 670

× × ×

マツオ　タカヒロ － － － － － ○ ○ ○

2 8 226 松尾　隆広 (3) 広島 神辺旭 ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m73 569

ウエキ　マコト － － － － － － ○ －

3 14 328 植木　誠 (3) 広島 基町 ○ ○ － × × ○ × × × 1m73 569

オカムラ　ケイスケ － － － － － － － ○

4 4 707 岡村　圭輔 (3) 鳥取 八頭 ○ ○ ○ × × × 1m70 544

マニワ　キヨヒサ － － － － ○ － － －

5 15 858 馬庭　清久 (3) 島根 大社 ○ ○ × ○ × × × 1m70 544

マツシタ　ヒカル － － － － － － － ○

6 6 55 松下　洸 (3) 山口 防府西 ○ ○ × × × 1m67 520

シモカワ　ヨシヒロ ○ － － － ○ ○ ○ ○

6 1 78 下川　祥宏 (1) 山口 下関工 ○ ○ × × × 1m67 520

ムラカミ　ダイスケ － － － － － － ○ × ○

8 7 654 村上　大輔 (3) 鳥取 鳥取商 × ○ × × × 1m64 496

カネタ　ヨウタ ○ － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

9 11 16 兼田　陽太 (3) 山口 柳井 1m55 426

シマダ　ヨシキ － － － － ○ × × ×

10 10 881 嶋田　芳希 (1) 島根 益田 1m52 404

ヤマモト　ヒロユキ － ○ ○ ○ × ○ × × ×

11 3 479 山本　博之 (3) 岡山 新見 1m52 404

ナガノ　シュウジ × ○ － ○ × × ×

12 9 900 永野　秀治 (2) 島根 松江西 1m46 360

ミゾカミ　ツバサ

5 315 溝上　翼 (2) 広島 舟入 DNS

イノウエ　ヒロユキ

2 420 井上　博之 (3) 岡山 岡山工 DNS

ノマダ　タカシ

12 623 野間田　孝志 (1) 鳥取 倉吉東 DNS

1m40
1m64
1m88

1m43
1m67

1m46
1m70

1m49
1m73

1m52
1m76

1m55
1m79

1m58
1m82

1m61
1m85



女子100m

6月17日 12:00 予選
日本高校記録　　 (HR) 11.62 伊藤　佳奈恵 (恵庭北・北海道) 1993 6月17日 13:30 準決
中国高校記録 (AR) 11.81 松田　　薫 (西市･山口) 2003 6月17日 14:50 決勝
大会記録 (GR) 11.92 岡山　沙英子 (沼田・広島) 2000

予選 4組3着+4

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

トウドウ　ナツミ 広島 イソエ　ナナ 鳥取

1 3 290 藤堂　菜摘 (3) 広島皆実 12.79 Q 1 2 604 磯江　南那 (2) 倉吉総合産 12.41 Q
イデ　クミコ 広島 フルタニ　ユリ 山口

2 6 276 井出　久美子 (2) 沼田 12.80 Q 2 4 93 古谷　有梨 (1) 田部 12.60 Q
イシズ　サチコ 山口 カタヤマ　カナ 広島

3 4 31 石津　早智子 (3) 西京 12.89 Q 3 6 296 片山　佳菜 (2) 広島皆実 12.81 Q
ナカザワ　キエ 鳥取 カメヤマ　ノドカ 島根

4 2 617 中澤　輝映 (3) 境 12.95 4 7 837 亀山　のどか (2) 大社 12.90
イトウ　マミ 島根 ヨシオカ　アヤナ 広島

5 7 831 伊藤　まみ (3) 大社 13.14 5 5 278 吉岡　彩奈 (2) 沼田 13.08
クニノブ　アユミ 岡山 ウマヤハラ　ミキ 鳥取

6 5 505 國延　歩 (1) 邑久 13.17 6 3 647 馬屋原　美希 (2) 鳥取中央育英 13.13
ホンジョウ　アヤナ 鳥取 サトウ　カナコ 山口

8 663 本庄　礼奈 (3) 鳥取西 DNS 8 62 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 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

ムラオカ　ミホ 岡山 アベ　マナミ 岡山

1 4 423 村岡　見帆 (3) 岡山東商 12.55 Q 1 6 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山東商 12.63 Q
キムラ　アヤコ 広島 ナカヤマ　ユカリ 島根

2 6 242 木村　文子 (3) 祇園北 12.56 Q 2 2 802 中山　ゆかり (3) 松江北 12.70 Q
タグチ　カナ 岡山 モリヤマ　メグミ 島根

3 5 498 田口　果奈 (2) 美作 12.80 Q 3 8 843 森山　恵美 (3) 大田 12.74 Q
ヤマネ　アヤ 島根 タカイ　エリ 広島

4 8 816 山根　彩 (3) 平田 12.83 q 4 4 289 高井　恵理 (3) 広島皆実 12.77 q
ヒライ　サキ 鳥取 フクイ　リョウコ 山口

5 7 659 平井　咲 (2) 鳥取西 12.84 q 5 1 64 福井　諒子 (3) 山口鴻城 13.14
クリスチャン　シズカ 山口 サカイ　エミ 岡山

6 3 63 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 12.86 q 6 5 472 酒井　恵美 (3) 新見 13.18
カワモト　シノ 岡山 タナカ　イズミ 鳥取

7 2 414 川本　詩野 (2) 岡山大安寺 13.02 7 7 613 田中　泉 (2) 境 13.35
スイズ　アンリ 島根 ハヤシ　ナオ 山口

8 1 884 水津　杏里 (2) 益田東 13.17 8 3 85 林　奈緒 (3) 下関西 13.52

準決 2組3着+2

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

イソエ　ナナ 鳥取 ムラオカ　ミホ 岡山

1 4 604 磯江　南那 (2) 倉吉総合産 12.27 Q 1 4 423 村岡　見帆 (3) 岡山東商 12.21 Q
キムラ　アヤコ 広島 ナカヤマ　ユカリ 島根

2 3 242 木村　文子 (3) 祇園北 12.29 Q 2 6 802 中山　ゆかり (3) 松江北 12.31 Q
モリヤマ　メグミ 島根 フルタニ　ユリ 山口

3 8 843 森山　恵美 (3) 大田 12.34 Q 3 3 93 古谷　有梨 (1) 田部 12.35 Q
アベ　マナミ 岡山 トウドウ　ナツミ 広島

4 6 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山東商 12.44 q 4 5 290 藤堂　菜摘 (3) 広島皆実 12.42 q
イシズ　サチコ 山口 タグチ　カナ 岡山

5 1 31 石津　早智子 (3) 西京 12.48 5 1 498 田口　果奈 (2) 美作 12.45
タカイ　エリ 広島 ヤマネ　アヤ 島根

6 7 289 高井　恵理 (3) 広島皆実 12.53 6 7 816 山根　彩 (3) 平田 12.55
イデ　クミコ 広島 カタヤマ　カナ 広島

7 5 276 井出　久美子 (2) 沼田 12.62 7 2 296 片山　佳菜 (2) 広島皆実 12.58
クリスチャン　シズカ 山口 ヒライ　サキ 鳥取

8 2 63 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 12.64 8 8 659 平井　咲 (2) 鳥取西 12.64

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
モリヤマ　メグミ 島根

1 1 843 森山　恵美 (3) 大田 12.33
キムラ　アヤコ 広島

2 5 242 木村　文子 (3) 祇園北 12.37
イソエ　ナナ 鳥取

3 4 604 磯江　南那 (2) 倉吉総合産 12.41
ムラオカ　ミホ 岡山

4 3 423 村岡　見帆 (3) 岡山東商 12.48
ナカヤマ　ユカリ 島根

5 6 802 中山　ゆかり (3) 松江北 12.51
フルタニ　ユリ 山口

6 2 93 古谷　有梨 (1) 田部 12.52
トウドウ　ナツミ 広島

7 7 290 藤堂　菜摘 (3) 広島皆実 12.57
アベ　マナミ 岡山

8 8 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山東商 12.74

風: 0.0

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -1.3 風: -0.3

風: -0.4 風: -1.0

風: +2.2 風: +3.3

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子200m

6月18日 10:40 予選
日本高校記録　　 (HR) 23.76 鈴木　智実 (市邨・愛知) 1997 6月18日 12:20 準決
中国高校記録 (AR) 24.51 岡山　沙英子 (沼田・広島) 2000 6月18日 13:30 決勝
大会記録 (GR) 24.59 目宅　裕美 (平田・島根) 1985

予選 4組3着+4

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 山口 タカイ　エリ 広島

1 6 82 川崎　希望 (3) 下関商 25.68 Q 1 2 289 高井　恵理 (3) 広島皆実 25.68 Q
ニシミネ　チカ 広島 アキタ　マミ 島根

2 7 264 西峯　千加 (3) 清水ヶ丘 25.70 Q 2 4 848 秋田　真美 (3) 浜田 26.27 Q
ムラオカ　ミホ 岡山 フクイ　リョウコ 山口

2 3 423 村岡　見帆 (3) 岡山東商 25.70 Q 3 7 64 福井　諒子 (3) 山口鴻城 26.69 Q
トダ　チハル 鳥取 ヒラタ　エリカ 島根

4 2 619 戸田　千晴 (3) 境 25.93 q 4 8 858 平田　恵理香 (3) 隠岐 27.30
クロダ　ナナコ 岡山 イデ　クミコ 広島

5 4 431 黒田　奈々子 (2) 笠岡商 26.63 3 276 井出　久美子 (2) 沼田 DNS
ヤマネ　アヤ 島根 タナカ　イズミ 鳥取

6 5 816 山根　彩 (3) 平田 26.70 5 613 田中　泉 (2) 境 DNS
カメヤマ　ノドカ 島根 ホンジョウ　アヤナ 鳥取

7 8 837 亀山　のどか (2) 大社 26.73 6 663 本庄　礼奈 (3) 鳥取西 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 山口 モリヤマ　メグミ 島根

1 2 63 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 25.87 Q 1 4 843 森山　恵美 (3) 大田 25.66 Q
カタオカ　サキ 岡山 タグチ　カナ 岡山

2 8 427 片岡　紗希 (3) 岡山東商 25.92 Q 2 5 498 田口　果奈 (2) 美作 26.00 Q
タナカ　ユエ 鳥取 タカス　ナツミ 広島

3 6 675 田中　優絵 (3) 八頭 26.14 Q 3 7 228 高須　菜摘 (2) 尾道北 26.24 Q
ヒライ　サキ 鳥取 アサヒ　シオリ 広島

4 5 659 平井　咲 (2) 鳥取西 26.28 q 4 8 202 朝日　詩織 (3) 市立呉 26.65
イソエ　ナナ 鳥取 サカイ　エミ 岡山

5 3 604 磯江　南那 (2) 倉吉総合産 26.30 q 5 2 472 酒井　恵美 (3) 新見 26.73
フジモト　アキラ 山口 サトウ　カナコ 山口

6 4 21 藤本　玲　 (1) 光 26.50 q 1 62 佐藤　加奈子 (2) 山口鴻城 DNS
ヤマダ　アイ 島根 マツオ　ミキ 山口

7 1 867 山田　愛 (3) 開星 27.33 3 100 松尾　美希 (2) 豊浦 DNS
モリヤ　サオリ 岡山 トウドウ　ナツミ 広島

7 481 守屋　沙織 (3) 倉敷中央 DNS 6 290 藤堂　菜摘 (3) 広島皆実 DNS

準決 2組3着+2

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

モリヤマ　メグミ 島根 タカイ　エリ 広島

1 3 843 森山　恵美 (3) 大田 25.42 Q 1 3 289 高井　恵理 (3) 広島皆実 25.42 Q
カタオカ　サキ 岡山 タグチ　カナ 岡山

2 6 427 片岡　紗希 (3) 岡山東商 25.63 Q 2 4 498 田口　果奈 (2) 美作 25.56 Q
クリスチャン　シズカ 山口 ムラオカ　ミホ 岡山

3 4 63 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 25.75 Q 3 5 423 村岡　見帆 (3) 岡山東商 25.68 Q
ニシミネ　チカ 広島 カワサキ　ノゾミ 山口

4 5 264 西峯　千加 (3) 清水ヶ丘 25.87 q 4 6 82 川崎　希望 (3) 下関商 25.71 q
アキタ　マミ 島根 イソエ　ナナ 鳥取

5 1 848 秋田　真美 (3) 浜田 26.03 5 8 604 磯江　南那 (2) 倉吉総合産 25.95
トダ　チハル 鳥取 タナカ　ユエ 鳥取

6 2 619 戸田　千晴 (3) 境 26.06 5 2 675 田中　優絵 (3) 八頭 25.95
タカス　ナツミ 広島 ヒライ　サキ 鳥取

7 7 228 高須　菜摘 (2) 尾道北 26.29 7 1 659 平井　咲 (2) 鳥取西 26.61
フジモト　アキラ 山口 フクイ　リョウコ 山口

8 8 21 藤本　玲　 (1) 光 26.75 8 7 64 福井　諒子 (3) 山口鴻城 26.76

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タカイ　エリ 広島

1 6 289 高井　恵理 (3) 広島皆実 25.29
カタオカ　サキ 岡山

2 3 427 片岡　紗希 (3) 岡山東商 25.41
タグチ　カナ 岡山

3 5 498 田口　果奈 (2) 美作 25.42
モリヤマ　メグミ 島根

4 4 843 森山　恵美 (3) 大田 25.49
クリスチャン　シズカ 山口

5 2 63 クリスチャン　静香 (2) 山口鴻城 25.58
ムラオカ　ミホ 岡山

6 7 423 村岡　見帆 (3) 岡山東商 25.65
カワサキ　ノゾミ 山口

7 8 82 川崎　希望 (3) 下関商 25.79
ニシミネ　チカ 広島

8 1 264 西峯　千加 (3) 清水ヶ丘 25.94

風: +2.0

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +4.6 風: +2.1

風: +2.1 風: +1.8

風: +2.3 風: +3.2

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子400m

6月16日 11:45 予選
日本高校記録　　 (HR) 53.45 柿沼　和恵 (埼玉栄・埼玉) 1992 6月16日 14:10 準決
中国高校記録 (AR) 54.93 藤本　宏美 (皆実・広島) 1999 6月16日 15:50 決勝
大会記録 (GR) 55.23 久保　瑠里子 (井口・広島) 2005

予選 4組3着+4

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

クボ　ルリコ 広島 カタオカ　サキ 岡山
1 6 223 久保　瑠里子 (3) 広島井口 57.16 Q 1 3 427 片岡　紗希 (3) 岡山東商 58.70 Q

ヒロタ　シマ 広島 カワサキ　ノゾミ 山口
2 4 291 広田　志麻 (3) 広島皆実 59.32 Q 2 5 82 川崎　希望 (3) 下関商 59.06 Q

シラスナ　クミコ 広島 ヤスキ　ノゾミ 広島
3 2 253 白砂　紅美子 (3) 高陽 59.93 Q 3 8 219 安木　のぞみ (3) 広島井口 59.32 Q

スギシタ　チヨコ 岡山 マツオ　ミキ 山口
4 8 483 杉下　千代子 (3) 倉敷中央 60.54 q 4 2 100 松尾　美希 (2) 豊浦 59.36 q

ヤマダ　ミカ 鳥取 アサヒ　シオリ 広島
5 7 614 山田　規可 (2) 境 60.55 q 5 6 202 朝日　詩織 (3) 市立呉 61.65

ナカハラ　ヨシエ 鳥取 サトナカ　シホ 山口
6 5 671 中原　佳栄 (2) 八頭 60.94 q 6 4 69 里中　志帆 (2) 宇部 61.84

ハシモト　チアキ 島根 ナガタ　ミチコ 島根
3 885 橋本　千晶 (2) 益田東 DNS 7 7 833 永田　倫子 (3) 大社 63.06

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

フルカワ　ユウカ 鳥取 サダツネ　ナミ 鳥取
1 3 606 古川　憂佳 (3) 倉吉総合産 59.00 Q 1 2 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 58.90 Q

タナカ　ユエ 鳥取 モリヤ　サオリ 岡山
2 1 675 田中　優絵 (3) 八頭 59.79 Q 2 8 481 守屋　沙織 (3) 倉敷中央 59.24 Q

トクノウ　マイ 広島 イワモト　タマミ 山口
3 2 221 得能　麻衣 (3) 広島井口 60.71 Q 3 4 60 岩本　珠実 (3) 山口 60.68 Q

ナカイ　ユミ 岡山 フジモト　アキラ 山口
4 7 424 中井　佑美 (1) 岡山東商 60.96 4 1 21 藤本　玲　 (1) 光 61.04

マツモト　アユミ 島根 タマガワ　マキ 鳥取
5 6 835 松本　歩 (3) 大社 61.16 5 5 666 玉川　麻希 (3) 鳥取西 62.13

ヤマザキ　エミコ 島根 マツナガ　キョウコ 山口
6 4 874 山﨑　絵美子 (3) 出雲北陵 62.47 6 7 32 松永　京子 (3) 西京 62.47

ニシ　ハルナ 岡山 スギタニ　ミユキ 島根
7 5 504 西　春奈 (2) 邑久 63.08 7 6 868 杉谷　美幸 (2) 開星 63.62

フジオカ　トモハ 島根 タカバタケ　ミキ 岡山
8 861 藤岡　朋葉 (2) 隠岐 DNS 3 457 髙畠　美紀 (3) 玉野光南 DNS

準決 2組3着+2

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

クボ　ルリコ 広島 カタオカ　サキ 岡山
1 6 223 久保　瑠里子 (3) 広島井口 57.98 Q 1 4 427 片岡　紗希 (3) 岡山東商 58.31 Q

フルカワ　ユウカ 鳥取 サダツネ　ナミ 鳥取
2 4 606 古川　憂佳 (3) 倉吉総合産 58.78 Q 2 3 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 58.38 Q

カワサキ　ノゾミ 山口 モリヤ　サオリ 岡山
3 3 82 川崎　希望 (3) 下関商 58.96 Q 3 6 481 守屋　沙織 (3) 倉敷中央 58.55 Q

ヤスキ　ノゾミ 広島 シラスナ　クミコ 広島
4 8 219 安木　のぞみ (3) 広島井口 59.79 4 1 253 白砂　紅美子 (3) 高陽 59.17 q

タナカ　ユエ 鳥取 ヒロタ　シマ 広島
5 5 675 田中　優絵 (3) 八頭 59.82 5 5 291 広田　志麻 (3) 広島皆実 59.64 q

マツオ　ミキ 山口 トクノウ　マイ 広島
6 1 100 松尾　美希 (2) 豊浦 59.99 6 2 221 得能　麻衣 (3) 広島井口 61.20

イワモト　タマミ 山口 ナカハラ　ヨシエ 鳥取
7 2 60 岩本　珠実 (3) 山口 60.04 7 8 671 中原　佳栄 (2) 八頭 63.10

スギシタ　チヨコ 岡山 ヤマダ　ミカ 鳥取
8 7 483 杉下　千代子 (3) 倉敷中央 61.57 7 614 山田　規可 (2) 境 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
クボ　ルリコ 広島

1 3 223 久保　瑠里子 (3) 広島井口 56.50
カタオカ　サキ 岡山

2 4 427 片岡　紗希 (3) 岡山東商 57.05
フルカワ　ユウカ 鳥取

3 5 606 古川　憂佳 (3) 倉吉総合産 58.25
モリヤ　サオリ 岡山

4 2 481 守屋　沙織 (3) 倉敷中央 58.30
カワサキ　ノゾミ 山口

5 1 82 川崎　希望 (3) 下関商 58.30
シラスナ　クミコ 広島

6 8 253 白砂　紅美子 (3) 高陽 58.70
ヒロタ　シマ 広島

7 7 291 広田　志麻 (3) 広島皆実 58.81
サダツネ　ナミ 鳥取

8 6 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 59.17

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子800m

6月17日 13:05 予選
日本高校記録 (HR) 2.04.00 西村　美樹 (東京・東京) 2000 6月18日 11:20 準決
中国高校記録 (AR) 2.08.27 中原　孝子 (鳥取女･鳥取) 1987 6月18日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 2.08.5 蘭　仁美 (鈴峯女･広島) 1989

予選 4組3着+4
NO 400m: 223 NO 400m: 446

1組 LAP400m: 1.05 2組 LAP400m: 1.07

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
クボ　ルリコ 広島 フクナガ　マコ 岡山

1 2 223 久保　瑠里子 (3) 広島井口 2.14.59 Q 1 8 446 福永　真子 (2) 興譲館 2.18.61 Q
ナス　ユウコ 山口 ヤマモト　ユキ 山口

2 7 61 那須　祐子 (3) 山口 2.17.00 Q 2 5 59 山本　有紀 (2) 山口 2.18.88 Q
ヤマブキ　アイコ 島根 シラスナ　クミコ 広島

3 3 855 山吹　愛子 (1) 益田 2.19.63 Q 3 3 253 白砂　紅美子 (3) 高陽 2.19.51 Q
ハシバ　メグミ 山口 カワサキ　ユウコ 山口

4 4 65 橋羽　めぐみ (2) 山口鴻城 2.19.71 q 4 4 4 川﨑　祐子 (3) 柳井 2.19.77 q
ミツイ　マリ 島根 ヤマガタ　ミホコ 広島

5 6 824 三井　麻莉 (3) 出雲 2.20.37 5 2 297 山縣　美穂子 (2) 広島皆実 2.19.96 q
イモト　ヤエコ 岡山 アオキ　マユキ 鳥取

6 8 436 井本　弥永子 (3) 興譲館 2.21.62 6 7 640 青木　麻由子 (1) 鳥取中央育英 2.32.45
フクタニ　サオリ 鳥取 ウルシダニ　ヒカル 島根

7 5 667 福谷　彩織 (3) 鳥取西 2.25.69 6 807 漆谷　光留 (3) 松江南 DNS

NO 400m: 660 NO 400m: 442

3組 LAP400m: 1.06 4組 LAP400m: 1.07

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　チエコ 岡山 オハラ　レイ 岡山

1 1 468 那須　千恵子 (2) 就実 2.19.14 Q 1 3 442 小原　怜 (1) 興譲館 2.16.95 Q
アリムラ　ミホ 岡山 フルタ　レイコ 鳥取

2 7 487 有村　美穂 (3) 倉敷中央 2.19.17 Q 2 2 630 古田　玲子 (3) 鳥取商 2.19.83 Q
オダ　エリナ 鳥取 カワタカ　チヒロ 岡山

3 3 660 尾田　恵梨奈 (2) 鳥取西 2.19.80 Q 3 8 485 川高　ちひろ (3) 倉敷中央 2.20.01 Q
ナカモト　イクコ 山口 ツザキ　キクヨ 鳥取

4 2 2 中元　育子 (3) 高水 2.20.27 q 4 7 648 津崎　紀久代 (2) 鳥取中央育英 2.20.46
アカホリ　トモミ 鳥取 ハヤマ　ヒトミ 山口

5 6 653 赤堀　友美 (3) 鳥取中央育英 2.20.36 5 5 49 羽山　瞳 (1) 中村女子 2.24.19
イトハラ　ルイ 島根 スミカワ　アヤカ 広島

6 4 822 糸原　涙 (3) 出雲 2.31.59 6 1 246 澄川　彩加 (2) 祇園北 2.25.03
タムラ　トシカ 広島 マツダ　ミユキ 島根

5 225 田村　紀薫 (1) 広島井口 DNS 7 4 830 松田　美優紀 (2) 出雲商 2.25.47
カモト　アスカ 島根 ショウハラ　ユメカ 広島

8 812 賀元　あすか (2) 松江商 DNS 8 6 222 正原　夢香 (3) 広島井口 2.27.74

準決 2組3着+2
NO 400m: 446 NO 400m: 442

1組 LAP400m: 1.07 2組 LAP400m: 1.07

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
クボ　ルリコ 広島 オハラ　レイ 岡山

1 3 223 久保　瑠里子 (3) 広島井口 2.15.34 Q 1 4 442 小原　怜 (1) 興譲館 2.17.55 Q
フクナガ　マコ 岡山 アリムラ　ミホ 岡山

2 4 446 福永　真子 (2) 興譲館 2.16.91 Q 2 3 487 有村　美穂 (3) 倉敷中央 2.18.92 Q
ナス　ユウコ 山口 ナス　チエコ 岡山

3 6 61 那須　祐子 (3) 山口 2.17.94 Q 3 5 468 那須　千恵子 (2) 就実 2.19.64 Q
カワタカ　チヒロ 岡山 ヤマモト　ユキ 山口

4 7 485 川高　ちひろ (3) 倉敷中央 2.19.82 q 4 6 59 山本　有紀 (2) 山口 2.20.85
シラスナ　クミコ 広島 ヤマブキ　アイコ 島根

5 8 253 白砂　紅美子 (3) 高陽 2.20.16 q 5 7 855 山吹　愛子 (1) 益田 2.20.88
ハシバ　メグミ 山口 ヤマガタ　ミホコ 広島

6 2 65 橋羽　めぐみ (2) 山口鴻城 2.21.01 6 2 297 山縣　美穂子 (2) 広島皆実 2.22.41
ナカモト　イクコ 山口 カワサキ　ユウコ 山口

7 1 2 中元　育子 (3) 高水 2.21.46 7 1 4 川﨑　祐子 (3) 柳井 2.24.51
フルタ　レイコ 鳥取 オダ　エリナ 鳥取

8 5 630 古田　玲子 (3) 鳥取商 2.22.97 8 8 660 尾田　恵梨奈 (2) 鳥取西 2.30.04

決勝 NO 400m: 223

LAP400m:
1.03

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
クボ　ルリコ 広島

1 6 223 久保　瑠里子 (3) 広島井口 2.09.44
フクナガ　マコ 岡山

2 4 446 福永　真子 (2) 興譲館 2.12.74
ナス　ユウコ 山口

3 7 61 那須　祐子 (3) 山口 2.13.19
オハラ　レイ 岡山

4 3 442 小原　怜 (1) 興譲館 2.13.50
ナス　チエコ 岡山

5 2 468 那須　千恵子 (2) 就実 2.16.30
シラスナ　クミコ 広島

6 8 253 白砂　紅美子 (3) 高陽 2.16.35
アリムラ　ミホ 岡山

7 5 487 有村　美穂 (3) 倉敷中央 2.16.39
カワタカ　チヒロ 岡山

8 1 485 川高　ちひろ (3) 倉敷中央 2.24.22 凡例：DNS棄権

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子1500m

6月16日 12:25 予選
日本高校記録　　 (HR) 4.07.87 小林　祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2006 6月16日 16:10 決勝
中国高校記録 (AR) 4.20.81 吉村　かおり (西京・山口) 　 1995
大会記録 (GR) 4.26.11 廬田　陽子 (由良育英・鳥取) 2002

予選 2組5着+2

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

テレシア　ワングイ 広島 フクナガ　マコ 岡山

1 9 271 テレシア　ワングイ (3) 世羅 4.37.86 Q 1 7 446 福永　真子 (2) 興譲館 4.41.22 Q

ナス　ユウコ 山口 ショウジマ　キノ 岡山

2 7 61 那須　祐子 (3) 山口 4.43.38 Q 2 15 443 生島　希乃 (3) 興譲館 4.41.23 Q

ヤノ　マリエ 広島 タムラ　トシカ 広島

3 14 284 矢野　真里絵 (3) 広島市商 4.43.51 Q 3 5 225 田村　紀薫 (1) 広島井口 4.41.24 Q

ムタ　エリナ 鳥取 ハマサキ　ユリ 山口

4 8 651 牟田　恵里奈 (3) 鳥取中央育英 4.44.81 Q 4 14 51 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 4.42.16 Q

カシハラ　マヨ 広島 ゴトウ　アユミ 鳥取

5 6 268 柏原　麻代 (2) 如水館 4.44.86 Q 5 10 650 後藤　亜由美 (3) 鳥取中央育英 4.42.20 Q

タナカ　ミホ 島根 コウリキ　カオリ 鳥取

6 10 877 田中　美穂 (2) 出雲北陵 4.46.77 6 2 639 高力　香織 (1) 鳥取中央育英 4.42.47 q

ムラタ　ミナミ 山口 イソムラ　　チアキ 山口

7 13 50 村田　美波 (2) 中村女子 4.48.54 7 9 55 礒村　知明 (2) 防府 4.44.01 q

ハルナリ　モモ 岡山 カネムラ　ヒカリ 島根

8 1 441 春成　桃 (2) 興譲館 4.49.61 8 12 864 金村　光里 (3) 開星 4.44.59

ヤマブキ　アイコ 島根 カナモリ　ナオ 島根

9 15 855 山吹　愛子 (1) 益田 4.50.29 9 1 828 金森　菜央 (3) 出雲商 4.47.54

ハマダ　ヒトミ 山口 ハギハラ　ツカサ 鳥取

10 2 33 浜田　仁未 (3) 西京 4.50.96 10 6 668 萩原　司 (2) 鳥取東 4.48.13

カモト　アスカ 島根 アリムラ　ミホ 岡山

11 12 812 賀元　あすか (2) 松江商 4.55.03 11 4 487 有村　美穂 (3) 倉敷中央 4.49.83

オカモト　ミナ 岡山 ナカタ　ユキ 広島

12 3 459 岡本　美成 (3) 就実 4.56.31 12 13 259 中田　夕貴 (2) 西条農 4.51.66

シバノ　ユカ 鳥取 マルヤマ　トモコ 広島

13 11 682 柴野　由佳 (3) 米子西 4.57.61 13 11 232 丸山　智子 (3) 賀茂 4.52.82

ササキ　ユミ 山口 フルタ　レイコ 鳥取

5 3 佐々木　裕見 (1) 高水 DNS 14 3 630 古田　玲子 (3) 鳥取商 4.55.93

カワタカ　チヒロ 岡山 ウルシダニ　ヒカル 島根

4 485 川高　ちひろ (3) 倉敷中央 DNS 8 807 漆谷　光留 (3) 松江南 DNS

No :400m 271 800m 271 1200m 271

決勝 LAP:400m 1'05"2 800m 2'17"4 1200m 3'35"4

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タムラ　トシカ 広島

1 3 225 田村　紀薫 (1) 広島井口 4.30.40

フクナガ　マコ 岡山

2 5 446 福永　真子 (2) 興譲館 4.30.75

ナス　ユウコ 山口

3 6 61 那須　祐子 (3) 山口 4.32.75

テレシア　ワングイ 広島

4 4 271 テレシア　ワングイ (3) 世羅 4.32.86

ヤノ　マリエ 広島

5 9 284 矢野　真里絵 (3) 広島市商 4.33.03

ショウジマ　キノ 岡山

6 2 443 生島　希乃 (3) 興譲館 4.33.21

ムタ　エリナ 鳥取

7 10 651 牟田　恵里奈 (3) 鳥取中央育英 4.43.69

ハマサキ　ユリ 山口

8 11 51 濵﨑　佑梨 (1) 中村女子 4.44.25

イソムラ　　チアキ 山口

9 1 55 礒村　知明 (2) 防府 4.44.62

カシハラ　マヨ 広島

10 7 268 柏原　麻代 (2) 如水館 4.44.82

ゴトウ　アユミ 鳥取

11 8 650 後藤　亜由美 (3) 鳥取中央育英 4.45.88

コウリキ　カオリ 鳥取

12 12 639 高力　香織 (1) 鳥取中央育英 4.47.20 凡例：DNS棄権

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子3000m

6月17日 10:50 決勝
日本高校記録 (HR)　　 8.52.33 小林　祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2005
中国高校記録 (AR) 9.08.86 新谷　仁美 (興譲館･岡山) 2005
大会記録 　　(GR) 9.08.86 新谷　仁美 (興譲館･岡山) 2005

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
テレシア　ワングイ 広島

1 25 271 テレシア　ワングイ (3) 世羅 9.22.88 LAP

マエダ　ヨシエ 岡山 　　　　　NO 記録

2 22 444 前田　美江 (2) 興譲館 9.23.03
タカシマ　ユカ 岡山 1000m: 449 3'05

3 28 449 髙島　由香 (3) 興譲館 9.28.77 　　　　　NO 記録

フジイ　チヒロ 山口

4 17 34 藤井　千尋 (2) 西京 9.34.19 2000m: 449 6'15

タムラ　トシカ 広島

5 11 225 田村　紀薫 (1) 広島井口 9.35.96
ヨリオカ　アヤコ 山口

6 6 52 頼岡　綾子 (3) 中村女子 9.40.08
ゴトウ　アユミ 鳥取

7 23 650 後藤　亜由美 (3) 鳥取中央育英 9.41.47
ミヤザキ　キミノ 山口

8 3 35 宮﨑　喜美乃 (3) 西京 9.45.71
ハラグチ　ユリカ 広島

9 13 269 原口　佑莉香 (2) 如水館 9.46.57
トクナガ　コトノ 広島

10 1 266 徳永　琴乃 (3) 如水館 9.49.79
テラサカ　ユキコ 岡山

11 19 491 寺坂　由希子 (3) 津山東 9.49.99
スタニ　アヤカ 島根

12 26 876 須谷　綾香 (2) 出雲北陵 9.50.45
カタオカ　ヒロコ 岡山

13 14 447 片岡　皓子 (3) 興譲館 9.52.49
コウリキ　カオリ 鳥取

14 2 639 高力　香織 (1) 鳥取中央育英 9.52.74
キタバヤシ　マミ 島根

15 7 881 北林　真実 (3) 江の川 9.53.07
イソムラ　　チアキ 山口

16 24 55 礒村　知明 (2) 防府 9.53.87
カネムラ　ヒカリ 島根

17 4 864 金村　光里 (3) 開星 9.58.58
カナモリ　ナオ 島根

18 21 828 金森　菜央 (3) 出雲商 9.58.87
アンノ　ナルミ 山口

19 15 53 阿武　成美 (2) 中村女子 10.00.65
ムタ　エリナ 鳥取

20 18 651 牟田　恵里奈 (3) 鳥取中央育英 10.19.01
ハギハラ　ツカサ 鳥取

21 20 668 萩原　司 (2) 鳥取東 10.21.09
タサカ　ユキ 広島

22 30 272 田坂　優季 (2) 世羅 10.21.88
アヤキ　サエコ 鳥取

23 12 664 綾木　冴子 (3) 鳥取西 10.26.73
フジタ　ハルカ 鳥取

24 9 665 藤田　晴香 (3) 鳥取西 10.46.78
アオヤマ　アヤカ 岡山

25 5 465 青山　文香 (2) 就実 10.50.32
タダ　ミキコ 岡山

26 16 467 多田　美樹子 (3) 就実 11.00.09
ササキ　ユミ 山口

8 3 佐々木　裕見 (1) 高水 DNS
ナカタ　ユキ 広島

10 259 中田　夕貴 (2) 西条農 DNS
ウルシダニ　ヒカル 島根

27 807 漆谷　光留 (3) 松江南 DNS
カモト　アスカ 島根

29 812 賀元　あすか (2) 松江商 DNS 凡例：DNS棄権

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子100mH

6月18日 10:05 予選
日本高校記録　　 (HR) 13.44 森本　明子 (埼玉栄・埼玉) 1994 6月18日 11:55 準決
中国高校記録 (AR) 13.91 中島　幸 (浜田･島根) 1996 6月18日 13:00 決勝
大会記録 (GR) 14.24 土江　由紀 (平田・島根) 1993

予選 4組3着+4

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

ナカヤマ　ユカリ 島根 アベ　マナミ 岡山

1 5 802 中山　ゆかり (3) 松江北 14.27 Q 1 2 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山東商 14.53 Q
コンドウ　アヤミ 広島 ゴトウ　チエ 鳥取

2 7 205 近藤　紋美 (2) 市立呉 15.26 Q 2 5 607 後藤　千恵 (3) 倉吉総合産 15.44 Q
スエマツ　モエ 山口 サワ　エリコ 鳥取

3 3 101 末松　もえ (3) 豊浦 15.56 Q 3 4 669 澤　英里子 (3) 鳥取東 15.75 Q
ハヤシ　マキ 島根 ヤマモト　マナミ 山口

4 4 811 林　真紀 (3) 松江商 16.27 4 6 41 山本　真浪 (3) 誠英 16.61
モリグチ　マサコ 山口 モリフジ　ナツミ 島根

5 8 83 森口　雅子 (2) 下関商 16.51 5 3 809 森藤　菜摘 (2) 松江南 16.64
ハナダ　マミ 鳥取 フクハラ　ミドリ 島根

6 6 612 花田　真美 (3) 倉吉東 17.33 6 8 853 福原　緑 (1) 浜田 17.76
フジモト　アヤカ 広島 カワカミ　ケイコ 岡山

7 2 279 藤本　彩夏 (1) 沼田 18.56 7 486 川上　慶子 (3) 倉敷中央 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

キムラ　アヤコ 広島 ヤマネ　ルミ 鳥取

1 3 242 木村　文子 (3) 祇園北 14.78 Q 1 1 602 山根　瑠美 (1) 倉吉総合産 15.09 Q
オカモト　ユウコ 岡山 スズキ　ヨウコ 広島

2 5 473 岡本　侑子 (2) 西大寺 14.88 Q 2 2 243 鈴木　陽子 (3) 祇園北 15.47 Q
サダツネ　ナミ 鳥取 オキタ　ハヅキ 広島

3 1 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 15.82 Q 3 3 298 沖田　葉月 (1) 広島皆実 15.77 Q
スナトリ　キエ 広島 ワケジマ　マリコ 岡山

4 7 233 砂取　希栄 (3) 神辺旭 15.88 q 4 7 407 分島　真理子 (2) 岡山一宮 15.78 q
シミズ　トモミ 岡山 イシハラ　ミチコ 山口

5 2 422 清水　智美 (3) 岡山東商 15.99 q 5 8 5 石原　美智子 (2) 柳井 16.03 q
ハナダ　マユカ 島根 マジマ　チエ 島根

6 4 850 花田　麻由佳 (2) 浜田 16.80 6 6 826 間島　千恵 (2) 出雲 16.90
カネコ　ナツキ 山口 イナガキ　キミコ 鳥取

7 8 36 金子　夏季 (3) 西京 17.23 7 4 601 稲垣　公子 (3) 岩美 17.19
タムラ　ミサト 山口 ミズシマ　マユコ 岡山

6 110 田村　美里 (2) 萩工 DNS 5 482 水島　麻友子 (3) 倉敷中央 DNS

準決 2組3着+2

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

ナカヤマ　ユカリ 島根 アベ　マナミ 岡山

1 5 802 中山　ゆかり (3) 松江北 13.97 Q 1 3 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山東商 14.28 Q
オカモト　ユウコ 岡山 キムラ　アヤコ 広島

2 4 473 岡本　侑子 (2) 西大寺 14.69 Q 2 4 242 木村　文子 (3) 祇園北 14.59 Q
ヤマネ　ルミ 鳥取 ゴトウ　チエ 鳥取

3 3 602 山根　瑠美 (1) 倉吉総合産 14.80 Q 3 5 607 後藤　千恵 (3) 倉吉総合産 15.23 Q
スズキ　ヨウコ 広島 オキタ　ハヅキ 広島

4 6 243 鈴木　陽子 (3) 祇園北 15.19 q 4 7 298 沖田　葉月 (1) 広島皆実 15.33 q
ワケジマ　マリコ 岡山 サワ　エリコ 鳥取

5 8 407 分島　真理子 (2) 岡山一宮 15.52 5 8 669 澤　英里子 (3) 鳥取東 15.59
スエマツ　モエ 山口 イシハラ　ミチコ 山口

6 7 101 末松　もえ (3) 豊浦 15.57 6 2 5 石原　美智子 (2) 柳井 15.73
サダツネ　ナミ 鳥取 スナトリ　キエ 広島

7 2 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 15.63 7 1 233 砂取　希栄 (3) 神辺旭 16.38
シミズ　トモミ 岡山 コンドウ　アヤミ 広島

8 1 422 清水　智美 (3) 岡山東商 15.78 8 6 205 近藤　紋美 (2) 市立呉 21.78

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ナカヤマ　ユカリ 島根

1 5 802 中山　ゆかり (3) 松江北 14.04 NGR
アベ　マナミ 岡山

2 3 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山東商 14.14 NGR
キムラ　アヤコ 広島

3 6 242 木村　文子 (3) 祇園北 14.24 EGR
オカモト　ユウコ 岡山

4 4 473 岡本　侑子 (2) 西大寺 14.75
ヤマネ　ルミ 鳥取

5 1 602 山根　瑠美 (1) 倉吉総合産 14.77
ゴトウ　チエ 鳥取

6 2 607 後藤　千恵 (3) 倉吉総合産 15.08
オキタ　ハヅキ 広島

7 7 298 沖田　葉月 (1) 広島皆実 15.24
スズキ　ヨウコ 広島

8 8 243 鈴木　陽子 (3) 祇園北 15.30

風: +1.3

風: +5.3 風: +0.5

風: +2.0 風: 0.0

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +1.3 風: +1.6

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子400mH

6月17日 10:05 予選
日本高校記録　　 (HR) 57.65 山形　依希子 (敦賀・福井) 1992 6月17日 12:40 準決
中国高校記録 (AR) 59.82 福島　美奈 (皆実・広島) 1998 6月17日 14:20 決勝
大会記録 (GR) 61.31 定常　銘美 (倉吉東・鳥取) 2005

予選 4組3着+4

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

サダツネ　ナミ 鳥取 ゴトウ　チエ 鳥取

1 4 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 63.59 Q 1 4 607 後藤　千恵 (3) 倉吉総合産 66.66 Q
ニホンマツ　ユメコ 山口 ヤマダ　ミカ 鳥取

2 7 56 二本松　由明子 (3) 防府 67.28 Q 2 3 614 山田　規可 (2) 境 68.79 Q
マセ　ユリコ 広島 ミヤモト　カズヨ 広島

3 3 273 間瀬　由里子 (2) 大門 67.68 Q 3 6 213 宮本　和代 (3) 五日市 69.01 Q
フクナガ　モエ 山口 ハリマ　ハルカ 山口

4 5 88 福永　萌恵 (3) 下関南 68.82 q 4 5 15 針間　遥 (1) 徳山商工 71.14
カワムラ　キヨ 山口 ミヤケ　サユリ 島根

5 6 22 河村　基世 (2) 光 70.22 5 2 819 三宅　小百合 (2) 平田 76.95
セノオ　ミノリ 広島 ヨシオカ　シホ 岡山

6 8 285 妹尾　美紀 (2) 広島市商 70.68 6 7 450 吉岡　史穂 (1) 玉野光南 77.42
ニシムラ　ミカ 島根 ナカイ　ユミ 岡山

2 814 西村　美華 (3) 横田 DNS 8 424 中井　佑美 (1) 岡山東商 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

ナカハラ　サキ 広島 ウリュウ　チアキ 岡山

1 4 220 中原　沙樹 (3) 広島井口 67.62 Q 1 6 477 瓜生　千明 (2) 倉敷中央 68.18 Q
トリコシ　マミ 広島 コダマ　エリ 広島

2 3 250 鳥越　真実 (3) 広島 67.82 Q 2 1 287 児玉　恵理 (3) 舟入 68.73 Q
ウエナカダ　ノゾミ 岡山 ハヤシ　マキ 島根

3 2 420 上中田　望 (3) 岡山東商 67.98 Q 3 5 811 林　真紀 (3) 松江商 69.06 Q
ヤマダ　アヤカ 山口 スギムラ　トモミ 島根

4 6 70 山田　綾香 (2) 宇部 68.04 q 4 7 808 杉村　知美 (3) 松江南 69.20 q
ワカバヤシ　チヒロ 岡山 ニシカワ　ナツキ 山口

5 8 452 若林　千裕 (2) 玉野光南 69.26 q 5 2 87 西川　奈月 (2) 下関南 69.53
フジイ　マリコ 島根 ミナギ　トモエ 岡山

6 5 805 藤井　麻理子 (2) 松江北 73.45 6 3 493 皆木　智絵 (3) 美作 70.52
マツモト　アユミ 島根 カドワキ　イクエ 鳥取

7 835 松本　歩 (3) 大社 DNS 7 8 618 門脇　郁絵 (3) 境 73.44
タムラ　アカリ 鳥取

4 657 田村　あかり (1) 鳥取西 DNS

準決 2組3着+2

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

サダツネ　ナミ 鳥取 ゴトウ　チエ 鳥取

1 3 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 63.70 Q 1 6 607 後藤　千恵 (3) 倉吉総合産 65.63 Q
ハヤシ　マキ 島根 ウエナカダ　ノゾミ 岡山

2 2 811 林　真紀 (3) 松江商 66.86 Q 2 7 420 上中田　望 (3) 岡山東商 67.34 Q
マセ　ユリコ 広島 ナカハラ　サキ 広島

3 1 273 間瀬　由里子 (2) 大門 67.15 Q 3 5 220 中原　沙樹 (3) 広島井口 67.37 Q
ヤマダ　アヤカ 山口 トリコシ　マミ 広島

4 8 70 山田　綾香 (2) 宇部 67.49 q 4 4 250 鳥越　真実 (3) 広島 67.46 q
ヤマダ　ミカ 鳥取 ミヤモト　カズヨ 広島

5 4 614 山田　規可 (2) 境 67.50 5 8 213 宮本　和代 (3) 五日市 68.54
ニホンマツ　ユメコ 山口 コダマ　エリ 広島

6 6 56 二本松　由明子 (3) 防府 67.50 6 3 287 児玉　恵理 (3) 舟入 68.65
ウリュウ　チアキ 岡山 フクナガ　モエ 山口

7 5 477 瓜生　千明 (2) 倉敷中央 68.77 7 1 88 福永　萌恵 (3) 下関南 69.41
ワカバヤシ　チヒロ 岡山 スギムラ　トモミ 島根

8 7 452 若林　千裕 (2) 玉野光南 69.04 8 2 808 杉村　知美 (3) 松江南 70.34

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
サダツネ　ナミ 鳥取

1 6 611 定常　銘美 (3) 倉吉東 61.97
ゴトウ　チエ 鳥取

2 4 607 後藤　千恵 (3) 倉吉総合産 63.55
ハヤシ　マキ 島根

3 5 811 林　真紀 (3) 松江商 66.59
ナカハラ　サキ 広島

4 7 220 中原　沙樹 (3) 広島井口 66.62
ウエナカダ　ノゾミ 岡山

5 3 420 上中田　望 (3) 岡山東商 66.82
トリコシ　マミ 広島

6 1 250 鳥越　真実 (3) 広島 67.35
マセ　ユリコ 広島

7 2 273 間瀬　由里子 (2) 大門 67.53
ヤマダ　アヤカ 山口

8 8 70 山田　綾香 (2) 宇部 69.04

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 DNS：欠場



女子3000mW

6月16日 14:40 決勝
日本高校記録 (HR) 　　 12.53.53 三村　芙実 (熊谷女・埼玉) 　2002
中国高校記録 (AR) 13.23.16 川上　亜矢 (由良育英・鳥取) 1994
大会記録　　 (GR) 13.44.72 濱嵜　亜美 (西条農･広島) 　 2003

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ゴトウ　トモミ 広島

1 1 260 後藤　友美 (2) 西条農 14.41.12
イノオ　ユミ 鳥取

2 3 652 猪尾　祐実 (3) 鳥取中央育英 14.43.86
イデ　コスズ 岡山

3 11 502 井手　小鈴 (2) 邑久 14.45.48
サトウ　トモコ 岡山

4 12 462 佐藤　誠子 (3) 就実 14.50.78
スガ　アユミ 広島

5 13 204 須賀　歩 (3) 市立呉 15.00.37
ナカムラ　サキコ 山口

6 2 109 中村　早紀子 (3) 豊北 15.01.84
ニイタニ　ユカ 岡山

7 8 503 新谷　結佳 (3) 邑久 15.09.23
タケウチ　マリ 山口

8 5 79 竹内　万里 (3) 宇部西 15.30.50
クロツチ　アイリ 山口

9 14 54 黒土　愛理 (3) 中村女子 15.56.42
モンデン　サミコ 広島

10 6 288 門田　沙美子 (2) 御調 15.59.28
ヒライ　ユカ 鳥取

11 7 674 平井　結佳 (3) 八頭 16.21.59
キシダ　ユリコ 鳥取

12 4 627 岸田　有里子 (2) 鳥取商 16.21.87
シモサカ　セイコ 島根

13 10 857 下坂　成子 (3) 隠岐 18.24.54
ムロヤマ　ユリカ 島根

14 9 859 室山　優利華 (3) 隠岐 19.32.62

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子4X100mR

6月16日 13:10 予選
日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 6月16日 16:50 準決
中国高校記録 (AR) 47.07 松下・横撫・岡野・森田 (広島皆実・広島) 2001 6月17日 11:10 決勝
大会記録 (GR) 47.82 小笹・澤田・山根・亀尾 (由良育英・鳥取) 1992

予選 4組3着+4

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商 48.01 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮 49.33 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
アベ　マナミ カタヤマ　メグミ

1 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山 岡山東商 1 408 片山　恵 (2) 岡山 岡山一宮
カタオカ　サキ イシカワ　ユミ

2 427 片岡　紗希 (3) 岡山 岡山東商 2 404 石川　由実 (3) 岡山 岡山一宮
ナカガワ　ソノカ コバシ　ミキ

3 425 中川　園香 (1) 岡山 岡山東商 3 403 小橋　美紀 (2) 岡山 岡山一宮
ムラオカ　ミホ オザキ　トモミ

4 423 村岡　見帆 (3) 岡山 岡山東商 4 406 尾﨑　友美 (2) 岡山 岡山一宮

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 49.45 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道北 50.02 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

フジモト　アヤカ ヨコタ　クミコ

1 279 藤本　彩夏 (1) 広島 沼田 1 229 横田　久美子 (2) 広島 尾道北
イデ　クミコ タカス　ナツミ

2 276 井出　久美子 (2) 広島 沼田 2 228 高須　菜摘 (2) 広島 尾道北
オガサワラ　エリ アマコ　トモミ

3 277 小笠原　衣里 (2) 広島 沼田 3 226 尼子　知美 (3) 広島 尾道北
ヨシオカ　アヤナ マルタニ　カヨ

4 278 吉岡　彩奈 (2) 広島 沼田 4 227 丸谷　佳代 (2) 広島 尾道北

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 平田 50.48 q 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 50.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

タナカ　アンナ タブチ　リエ

1 817 田中　安奈 (2) 島根 平田 1 643 田淵　理恵 (1) 鳥取 鳥取中央育英
ヤマネ　アヤ ナガエ　ミカ

2 816 山根　彩 (3) 島根 平田 2 644 長榮　見佳 (1) 鳥取 鳥取中央育英
シングウ　アヤカ ウマヤハラ　ミキ

3 820 新宮　彩夏 (1) 島根 平田 3 647 馬屋原　美希 (2) 鳥取 鳥取中央育英
タマキ　トモコ イケダ　カスミ

4 815 玉木　朋香 (3) 島根 平田 4 649 池田　香澄 (2) 鳥取 鳥取中央育英

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉東 50.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨコヤマ　サキ

1 609 横山　早紀 (2) 鳥取 倉吉東
モリ　ユミコ

2 610 森　裕美子 (2) 鳥取 倉吉東
サダツネ　ナミ

3 611 定常　銘美 (3) 鳥取 倉吉東
ハナダ　マミ

4 612 花田　真美 (3) 鳥取 倉吉東

2組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 48.49 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作 50.05 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
トウドウ　ナツミ サイトウ　ナツミ

1 290 藤堂　菜摘 (3) 広島 広島皆実 1 501 齊籐　奈津美 (1) 岡山 美作
カタヤマ　カナ テラサキ　ナルミ

2 296 片山　佳菜 (2) 広島 広島皆実 2 496 寺崎　成美 (2) 岡山 美作
モリ　サナエ ミヤモト　アキコ

3 292 森　早苗 (3) 広島 広島皆実 3 494 宮本　晃子 (2) 岡山 美作
タカイ　エリ タグチ　カナ

4 289 高井　恵理 (3) 広島 広島皆実 4 498 田口　果奈 (2) 岡山 美作

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 50.21 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 50.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヒカワスミ　チカ ヤマモト　マナミ

1 834 簸川角　智香 (3) 島根 大社 1 41 山本　真浪 (3) 山口 誠英
イトウ　マミ ナカシマ　アユミ

2 831 伊藤　まみ (3) 島根 大社 2 44 中島　歩美 (3) 山口 誠英
マツモト　アユミ ヤマシロ　ナギサ

3 835 松本　歩 (3) 島根 大社 3 45 山城　なぎさ (2) 山口 誠英
カメヤマ　ノドカ ツネヤ　ミキ

4 837 亀山　のどか (2) 島根 大社 4 46 恒屋　美貴 (2) 山口 誠英

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取西 51.14 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 笠岡商 51.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヒライ　サキ ナカハマ　シオリ

1 659 平井　咲 (2) 鳥取 鳥取西 1 434 中濵　詩織 (3) 岡山 笠岡商
ホンジョウ　アヤナ イワサキ　ユウキ

2 663 本庄　礼奈 (3) 鳥取 鳥取西 2 430 岩崎　悠希 (3) 岡山 笠岡商
タマガワ　マキ アキタ　フミエ

3 666 玉川　麻希 (3) 鳥取 鳥取西 3 432 秋田　扶美枝 (2) 岡山 笠岡商
コマバ　モエミ クロダ　ナナコ

4 661 駒場　萌美 (2) 鳥取 鳥取西 4 431 黒田　奈々子 (2) 岡山 笠岡商

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 54.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

オオスミ　ミオ

1 105 大隅　望生 (3) 山口 豊浦
スエマツ　モエ

2 101 末松　もえ (3) 山口 豊浦
ハヤシ　ナツコ

3 102 林　夏子 (2) 山口 豊浦
モトスエ　ユウコ

4 106 本末　祐子 (3) 山口 豊浦

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場
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日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 6月16日 16:50 準決
中国高校記録 (AR) 47.07 松下・横撫・岡野・森田 (広島皆実・広島) 2001 6月17日 11:10 決勝
大会記録 (GR) 47.82 小笹・澤田・山根・亀尾 (由良育英・鳥取) 1992

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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 益田東 49.13 Q 2着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 49.84 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
シバオカ　アサミ カツイ　ミト

1 883 芝岡　麻紗美 (3) 島根 益田東 1 66 勝井　美都 (2) 山口 山口鴻城
スイズ　アンリ フクイ　リョウコ

2 884 水津　杏里 (2) 島根 益田東 2 64 福井　諒子 (3) 山口 山口鴻城
ハシモト　チアキ クリスチャン　シズカ

3 885 橋本　千晶 (2) 島根 益田東 3 63 クリスチャン　静香 (2)山口 山口鴻城
オバラ　ナツキ サトウ　カナコ

4 888 尾原　菜月 (1) 島根 益田東 4 62 佐藤　加奈子 (2) 山口 山口鴻城

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 祇園北 49.84 Q 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 浜田 50.45 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カタコウ　マサエ ノガミ　アヤノ

1 247 片向　督枝 (2) 広島 祇園北 1 849 野上　綾乃 (3) 島根 浜田
キムラ　アヤコ アキタ　マミ

2 242 木村　文子 (3) 広島 祇園北 2 848 秋田　真美 (3) 島根 浜田
スズキ　ヨウコ ハナダ　マユカ

3 243 鈴木　陽子 (3) 広島 祇園北 3 850 花田　麻由佳 (2) 島根 浜田
サワダ　カナ クリヤマ　サオリ

4 244 沢田　佳奈 (3) 広島 祇園北 4 852 栗山　紗央里 (1) 島根 浜田

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西条農 50.66 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 市立呉 50.72
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

オオバヤシ　ヨシコ ホンジョウ　ユカ

1 255 大林　美子 (3) 広島 西条農 1 206 本庄　有香 (2) 広島 市立呉
ウエダ　チサ コイケ　イクミ

2 261 上田　知沙 (2) 広島 西条農 2 209 小池　郁美 (1) 広島 市立呉
ナカモト　サキ コンドウ　アヤミ

3 257 中本　紗貴 (3) 広島 西条農 3 205 近藤　紋美 (2) 広島 市立呉
ナカタ　メグミ フジムラ　ルミ

4 256 仲田　愛 (3) 広島 西条農 4 210 藤村　瑠美 (1) 広島 市立呉

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山大安寺 51.64 8着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 53.04
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

オカダ　マイ　 ナカムラ　ヒトミ

1 411 岡田　真依 (3) 岡山 岡山大安寺 1 24 中村　仁美 (3) 山口 光
カワモト　シノ トヨタ　モモコ

2 414 川本　詩野 (2) 岡山 岡山大安寺 2 26 豊田　桃子 (3) 山口 光
クサチ　ユキ ウチダ　ミサト

3 415 草地　由貴 (2) 岡山 岡山大安寺 3 25 内田　美里 (3) 山口 光
イタノ　リサ カワムラ　キヨ

4 416 板野　理沙 (1) 岡山 岡山大安寺 4 22 河村　基世 (2) 山口 光

4組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 49.70 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 49.82 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ナカザワ　キエ フジカワ　キョウコ

1 617 中澤　輝映 (3) 鳥取 境 1 39 藤川　京子 (3) 山口 西京
トダ　チハル イシズ　サチコ

2 619 戸田　千晴 (3) 鳥取 境 2 31 石津　早智子 (3) 山口 西京
タナカ　イズミ ミヤザキ　アヤコ　

3 613 田中　泉 (2) 鳥取 境 3 40 宮崎　彩子 (3) 山口 西京
タナカ　リナ エサキ　ユカ

4 622 田中　里奈 (3) 鳥取 境 4 37 江﨑　友香 (3) 山口 西京

3着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉総合産 49.84 Q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央 50.40 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ゴトウ　チエ サギハラ　ノリコ

1 607 後藤　千恵 (3) 鳥取 倉吉総合産 1 479 鷺原　範子 (3) 岡山 倉敷中央
イソエ　ナナ カワカミ　ケイコ

2 604 磯江　南那 (2) 鳥取 倉吉総合産 2 486 川上　慶子 (3) 岡山 倉敷中央
ウエヤ　アヤ ヤマムラ　ハルカ

3 608 上山　彩 (3) 鳥取 倉吉総合産 3 480 山村　遥 (2) 岡山 倉敷中央
ヤマネ　ルミ スギシタ　チヨコ

4 602 山根　瑠美 (1) 鳥取 倉吉総合産 4 483 杉下　千代子 (3) 岡山 倉敷中央

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取商 50.89 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 51.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ハツカノ　ミオ ヤマシタ　アサミ

1 629 初鹿野　美緒 (2) 鳥取 鳥取商 1 98 山下　亜沙美 (2) 山口 田部
ヤマネ　アヤコ フルタニ　ユリ

2 628 山根　綾子 (2) 鳥取 鳥取商 2 93 古谷　有梨 (1) 山口 田部
タオカ　マミ カワムラ　チカコ

3 633 田岡　真美 (3) 鳥取 鳥取商 3 97 河村　千賀子 (2) 山口 田部
イモト　クミコ ヤオタニ　ミキ

4 632 井本　久美子 (3) 鳥取 鳥取商 4 99 八百谷　美希 (2) 山口 田部

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大田 51.54 8着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐 52.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

モリヤマ　ヒロコ タカギ　サオリ

1 842 森山　海子 (3) 島根 大田 1 860 高木　沙織 (2) 島根 隠岐
モリヤマ　メグミ マツオカ　ユカリ

2 843 森山　恵美 (3) 島根 大田 2 863 松岡　友加吏 (2) 島根 隠岐
ツキモリ　カナミ イシカワ　ヨシノ

3 846 月森　加菜美 (2) 島根 大田 3 856 石川　芳野 (3) 島根 隠岐
ヤダ　ユミ ヒラタ　エリカ

4 847 矢田　弓 (1) 島根 大田 4 858 平田　恵理香 (3) 島根 隠岐



女子4X100mR

6月16日 13:10 予選
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審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商 47.98 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 48.97 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
アベ　マナミ ナカザワ　キエ

1 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山 岡山東商 1 617 中澤　輝映 (3) 鳥取 境
カタオカ　サキ トダ　チハル

2 427 片岡　紗希 (3) 岡山 岡山東商 2 619 戸田　千晴 (3) 鳥取 境
ナカガワ　ソノカ タナカ　イズミ

3 425 中川　園香 (1) 岡山 岡山東商 3 613 田中　泉 (2) 鳥取 境
ムラオカ　ミホ タナカ　リナ

4 423 村岡　見帆 (3) 岡山 岡山東商 4 622 田中　里奈 (3) 鳥取 境

3着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 49.46 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 49.58 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヒカワスミ　チカ サカモト　ノリコ

1 834 簸川角　智香 (3) 島根 大社 1 280 坂本　典子 (1) 広島 沼田
イトウ　マミ イデ　クミコ

2 831 伊藤　まみ (3) 島根 大社 2 276 井出　久美子 (2) 広島 沼田
マツモト　アユミ オガサワラ　エリ

3 835 松本　歩 (3) 島根 大社 3 277 小笠原　衣里 (2) 広島 沼田
カメヤマ　ノドカ ヨシオカ　アヤナ

4 837 亀山　のどか (2) 島根 大社 4 278 吉岡　彩奈 (2) 広島 沼田

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮 49.77 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美作 49.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カタヤマ　メグミ サイトウ　ナツミ

1 408 片山　恵 (2) 岡山 岡山一宮 1 501 齊籐　奈津美 (1) 岡山 美作
イシカワ　ユミ テラサキ　ナルミ

2 404 石川　由実 (3) 岡山 岡山一宮 2 496 寺崎　成美 (2) 岡山 美作
コバシ　ミキ ミヤモト　アキコ

3 403 小橋　美紀 (2) 岡山 岡山一宮 3 494 宮本　晃子 (2) 岡山 美作
オザキ　トモミ タグチ　カナ

4 406 尾﨑　友美 (2) 岡山 岡山一宮 4 498 田口　果奈 (2) 岡山 美作

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 平田 50.00 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 尾道北 50.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

タナカ　アンナ ヨコタ　クミコ

1 817 田中　安奈 (2) 島根 平田 1 229 横田　久美子 (2) 広島 尾道北
ヤマネ　アヤ タカス　ナツミ

2 816 山根　彩 (3) 島根 平田 2 228 高須　菜摘 (2) 広島 尾道北
シングウ　アヤカ アマコ　トモミ

3 820 新宮　彩夏 (1) 島根 平田 3 226 尼子　知美 (3) 広島 尾道北
タマキ　トモコ マルタニ　カヨ

4 815 玉木　朋香 (3) 島根 平田 4 227 丸谷　佳代 (2) 広島 尾道北

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 48.14 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 48.97 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
トウドウ　ナツミ シバオカ　アサミ

1 290 藤堂　菜摘 (3) 広島 広島皆実 1 883 芝岡　麻紗美 (3) 島根 益田東
カタヤマ　カナ スイズ　アンリ

2 296 片山　佳菜 (2) 広島 広島皆実 2 884 水津　杏里 (2) 島根 益田東
モリ　サナエ ハシモト　チアキ

3 292 森　早苗 (3) 広島 広島皆実 3 885 橋本　千晶 (2) 島根 益田東
タカイ　エリ オバラ　ナツキ

4 289 高井　恵理 (3) 広島 広島皆実 4 888 尾原　菜月 (1) 島根 益田東

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 49.18 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉総合産 49.60 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カツイ　ミト ゴトウ　チエ

1 66 勝井　美都 (2) 山口 山口鴻城 1 607 後藤　千恵 (3) 鳥取 倉吉総合産
フクイ　リョウコ イソエ　ナナ

2 64 福井　諒子 (3) 山口 山口鴻城 2 604 磯江　南那 (2) 鳥取 倉吉総合産
クリスチャン　シズカ ウエヤ　アヤ

3 63 クリスチャン　静香 (2)山口 山口鴻城 3 608 上山　彩 (3) 鳥取 倉吉総合産
ホリイ　カオリ ヤマネ　ルミ

4 68 堀井　郁里 (1) 山口 山口鴻城 4 602 山根　瑠美 (1) 鳥取 倉吉総合産

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 49.68 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 祇園北 49.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

フジカワ　キョウコ カタコウ　マサエ

1 39 藤川　京子 (3) 山口 西京 1 247 片向　督枝 (2) 広島 祇園北
イシズ　サチコ キムラ　アヤコ

2 31 石津　早智子 (3) 山口 西京 2 242 木村　文子 (3) 広島 祇園北
マツナガ　キョウコ スズキ　ヨウコ

3 32 松永　京子 (3) 山口 西京 3 243 鈴木　陽子 (3) 広島 祇園北
エサキ　ユカ サワダ　カナ

4 37 江﨑　友香 (3) 山口 西京 4 244 沢田　佳奈 (3) 広島 祇園北

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央 50.26 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 浜田 50.28

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
サギハラ　ノリコ ノガミ　アヤノ

1 479 鷺原　範子 (3) 岡山 倉敷中央 1 849 野上　綾乃 (3) 島根 浜田
モリヤ　サオリ アキタ　マミ

2 481 守屋　沙織 (3) 岡山 倉敷中央 2 848 秋田　真美 (3) 島根 浜田
ヤマムラ　ハルカ ハナダ　マユカ

3 480 山村　遥 (2) 岡山 倉敷中央 3 850 花田　麻由佳 (2) 島根 浜田
スギシタ　チヨコ クリヤマ　サオリ

4 483 杉下　千代子 (3) 岡山 倉敷中央 4 852 栗山　紗央里 (1) 島根 浜田



女子4X100mR

6月16日 13:10 予選
日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 6月16日 16:50 準決
中国高校記録 (AR) 47.07 松下・横撫・岡野・森田 (広島皆実・広島) 2001 6月17日 11:10 決勝
大会記録 (GR) 47.82 小笹・澤田・山根・亀尾 (由良育英・鳥取) 1992

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

決勝

1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商 47.48 NGR大会新 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 48.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

アベ　マナミ トウドウ　ナツミ

1 417 阿部　麻奈美 (3) 岡山 岡山東商 1 290 藤堂　菜摘 (3) 広島 広島皆実
カタオカ　サキ カタヤマ　カナ

2 427 片岡　紗希 (3) 岡山 岡山東商 2 296 片山　佳菜 (2) 広島 広島皆実
ナカガワ　ソノカ モリ　サナエ

3 425 中川　園香 (1) 岡山 岡山東商 3 292 森　早苗 (3) 広島 広島皆実
ムラオカ　ミホ タカイ　エリ

4 423 村岡　見帆 (3) 岡山 岡山東商 4 289 高井　恵理 (3) 広島 広島皆実

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 48.67 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 49.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカザワ　キエ ヒカワスミ　チカ

1 617 中澤　輝映 (3) 鳥取 境 1 834 簸川角　智香 (3) 島根 大社
トダ　チハル イトウ　マミ

2 619 戸田　千晴 (3) 鳥取 境 2 831 伊藤　まみ (3) 島根 大社
タナカ　イズミ マツモト　アユミ

3 613 田中　泉 (2) 鳥取 境 3 835 松本　歩 (3) 島根 大社
タナカ　リナ カメヤマ　ノドカ

4 622 田中　里奈 (3) 鳥取 境 4 837 亀山　のどか (2) 島根 大社

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉総合産 49.24 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 49.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ゴトウ　チエ シバオカ　アサミ

1 607 後藤　千恵 (3) 鳥取 倉吉総合産 1 883 芝岡　麻紗美 (3) 島根 益田東
イソエ　ナナ スイズ　アンリ

2 604 磯江　南那 (2) 鳥取 倉吉総合産 2 884 水津　杏里 (2) 島根 益田東
ヤマネ　ルミ ハシモト　チアキ

3 602 山根　瑠美 (1) 鳥取 倉吉総合産 3 885 橋本　千晶 (2) 島根 益田東
フルカワ　ユウカ オバラ　ナツキ

4 606 古川　憂佳 (3) 鳥取 倉吉総合産 4 888 尾原　菜月 (1) 島根 益田東

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 49.76 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口鴻城 53.09

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
サカモト　ノリコ カツイ　ミト

1 280 坂本　典子 (1) 広島 沼田 1 66 勝井　美都 (2) 山口 山口鴻城
イデ　クミコ フクイ　リョウコ

2 276 井出　久美子 (2) 広島 沼田 2 64 福井　諒子 (3) 山口 山口鴻城
オガサワラ　エリ クリスチャン　シズカ

3 277 小笠原　衣里 (2) 広島 沼田 3 63 クリスチャン　静香 (2)山口 山口鴻城
ヨシオカ　アヤナ ホリイ　カオリ

4 278 吉岡　彩奈 (2) 広島 沼田 4 68 堀井　郁里 (1) 山口 山口鴻城



女子4x400mR

6月17日 16:05 予選
日本高校記録　　 (HR) 3.43.58 山田・土橋・泉・小林 (姫路商・兵庫) 1993 6月18日 09:30 準決
中国高校記録 (AR) 3.47.86 藤本・横川・猪原・福島 (皆実・広島) 1998 6月18日 14:30 決勝
大会記録 (GR) 3.52.19 林・飯島・荒川・三島 (松江商･島根) 2005

予選 4組3着+4

1組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島井口 4.01.77 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 4.05.69 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
トクノウ　マイ イトウ　マミ

1 221 得能　麻衣 (3) 広島 広島井口 1 831 伊藤　まみ (3) 島根 大社
ヤスキ　ノゾミ ナガタ　ミチコ

2 219 安木　のぞみ (3) 広島 広島井口 2 833 永田　倫子 (3) 島根 大社
タムラ　トシカ ヒカワスミ　チカ

3 225 田村　紀薫 (1) 広島 広島井口 3 834 簸川角　智香 (3) 島根 大社
クボ　ルリコ マツモト　アユミ

4 223 久保　瑠里子 (3) 広島 広島井口 4 835 松本　歩 (3) 島根 大社

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 4.05.97 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.08.33 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヤマダ　ミカ ショウダ　フミコ

1 614 山田　規可 (2) 鳥取 境 1 90 正田　豊美子 (2) 山口 下関南
イワタ　ミカコ フクナガ　モエ

2 616 岩田　美賀子 (2) 鳥取 境 2 88 福永　萌恵 (3) 山口 下関南
エンダ　カオリ アンドウ　トモミ

3 615 遠田　佳織 (2) 鳥取 境 3 89 安藤　智美 (1) 山口 下関南
タナカ　イズミ ニシカワ　ナツキ

4 613 田中　泉 (2) 鳥取 境 4 87 西川　奈月 (2) 山口 下関南

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 五日市 4.11.91 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 松江北 4.20.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

マツムラ　ユカ カドワキ　マドカ

1 212 松村　由佳 (3) 広島 五日市 1 801 門脇　円 (3) 島根 松江北
ミヤモト　カズヨ カタヤマ　ミドリ

2 213 宮本　和代 (3) 広島 五日市 2 804 片山　緑 (2) 島根 松江北
サイトウ　ナホ イワイ　アヤカ

3 217 齊藤　奈穂 (1) 広島 五日市 3 803 岩井　彩佳 (2) 島根 松江北
イノウエ　アヤカ フジイ　マリコ

4 218 井上　文華 (1) 広島 五日市 4 805 藤井　麻理子 (2) 島根 松江北

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 4.37.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

フジカワ　キョウコ

1 39 藤川　京子 (3) 山口 西京
ミヤザキ　アヤコ　

2 40 宮崎　彩子 (3) 山口 西京
カネコ　ナツキ

3 36 金子　夏季 (3) 山口 西京
マツナガ　キョウコ

4 32 松永　京子 (3) 山口 西京

2組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商 4.05.60 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 4.05.66 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
カミサカ　フミコ アリカワ　イズミ

1 421 神坂　文子 (2) 岡山 岡山東商 1 295 在川　和 (2) 広島 広島皆実
マツモト　マユコ ナカバヤシ　リナ

2 419 松本　真由子 (2) 岡山 岡山東商 2 299 中林　理沙 (1) 広島 広島皆実
カタオカ　サキ サカムラ　ナナコ

3 427 片岡　紗希 (3) 岡山 岡山東商 3 294 坂村　菜々子 (3) 広島 広島皆実
ムラオカ　ミホ ヒロタ　シマ

4 423 村岡　見帆 (3) 岡山 岡山東商 4 291 広田　志麻 (3) 広島 広島皆実

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 出雲北陵 4.07.10 Q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.07.30 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

カツベ　ユカリ ウチダ　ミサト

1 879 勝部　友香理 (1) 島根 出雲北陵 1 25 内田　美里 (3) 山口 光
ヤマザキ　エミコ フジモト　アキラ

2 874 山﨑　絵美子 (3) 島根 出雲北陵 2 21 藤本　玲　 (1) 山口 光
コバヤカワ　チエ カワムラ　キヨ

3 875 小早川　智瑛 (2) 島根 出雲北陵 3 22 河村　基世 (2) 山口 光
スタニ　アヤカ トヨタ　モモコ

4 876 須谷　綾香 (2) 島根 出雲北陵 4 26 豊田　桃子 (3) 山口 光

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 就実 4.15.58 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 玉野光南 4.25.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

フクダ　アヤ コムロ　マイコ

1 469 福田　彩 (2) 岡山 就実 1 454 小室　麻衣子 (2) 岡山 玉野光南
タカタ　ナオミ タカバタケ　ミキ

2 461 高田　菜央美 (3) 岡山 就実 2 457 髙畠　美紀 (3) 岡山 玉野光南
オカモト　ミナ ハツオカ　サヤカ

3 459 岡本　美成 (3) 岡山 就実 3 453 初岡　紗矢佳 (2) 岡山 玉野光南
ナス　チエコ ワカバヤシ　チヒロ

4 468 那須　千恵子 (2) 岡山 就実 4 452 若林　千裕 (2) 岡山 玉野光南

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 興譲館 4.34.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ミシマ　サキ

1 439 三嶋　佐紀 (2) 岡山 興譲館
クボキ　アイ

2 438 久保木亜衣 (1) 岡山 興譲館
ヤマネ　カオリ

3 440 山根　香織 (3) 岡山 興譲館
タケウチ　ヤヨイ

4 445 竹内　弥生 (3) 岡山 興譲館

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子4x400mR

6月17日 16:05 予選
日本高校記録　　 (HR) 3.43.58 山田・土橋・泉・小林 (姫路商・兵庫) 1993 6月18日 09:30 準決
中国高校記録 (AR) 3.47.86 藤本・横川・猪原・福島 (皆実・広島) 1998 6月18日 14:30 決勝
大会記録 (GR) 3.52.19 林・飯島・荒川・三島 (松江商･島根) 2005

審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 米子東 4.07.02 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取西 4.07.15 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ミズオチ　ユカ タマガワ　マキ

1 683 水落　優香 (1) 鳥取 米子東 1 666 玉川　麻希 (3) 鳥取 鳥取西
ハシタニ　ミカ オダ　エリナ

2 688 橋谷　美佳 (3) 鳥取 米子東 2 660 尾田　恵梨奈 (2) 鳥取 鳥取西
ワタナベ　リサ タムラ　アカリ

3 686 渡辺　理紗 (2) 鳥取 米子東 3 657 田村　あかり (1) 鳥取 鳥取西
エンドウ　ユキ フクタニ　サオリ

4 685 遠藤　由貴 (2) 鳥取 米子東 4 667 福谷　彩織 (3) 鳥取 鳥取西

3着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭 4.07.81 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 4.09.07 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

エノモト　アリサ スイズ　アンリ

1 237 榎本　有紗 (2) 広島 神辺旭 1 884 水津　杏里 (2) 島根 益田東
ヤマモト　マキ ミヨシ　マリノ

2 236 山本　真季 (2) 広島 神辺旭 2 891 三好　麻里乃 (1) 島根 益田東
ツジモト　ユミ ハシモト　チアキ

3 240 辻本　有美 (2) 広島 神辺旭 3 885 橋本　千晶 (2) 島根 益田東
イケダ　アキコ アリタ　マチ

4 235 池田　亜希子 (2) 広島 神辺旭 4 886 有田　万智 (1) 島根 益田東

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 市立呉 4.12.96 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山一宮 4.14.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

コイケ　イクミ カタヤマ　メグミ

1 209 小池　郁美 (1) 広島 市立呉 1 408 片山　恵 (2) 岡山 岡山一宮
フジムラ　ルミ ミウラ　アヤ

2 210 藤村　瑠美 (1) 広島 市立呉 2 402 三浦　彩 (2) 岡山 岡山一宮
カワモト　チエ イケダ　チサト

3 208 川本　智恵 (1) 広島 市立呉 3 405 池田　知聖 (2) 岡山 岡山一宮
ホンジョウ　ユカ ハマノ　チヒロ

4 206 本庄　有香 (2) 広島 市立呉 4 409 濱野　千尋 (3) 岡山 岡山一宮

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 開星 4.19.76 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取中央育英 4.25.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヤマダ　アイ ナガエ　ミカ

1 867 山田　愛 (3) 島根 開星 1 644 長榮　見佳 (1) 鳥取 鳥取中央育英
カネムラ　ヒカリ アオキ　マユキ

2 864 金村　光里 (3) 島根 開星 2 640 青木　麻由子 (1) 鳥取 鳥取中央育英
ハシモト　カナ アカホリ　トモミ

3 865 橋本　佳奈 (3) 島根 開星 3 653 赤堀　友美 (3) 鳥取 鳥取中央育英
スギタニ　ミユキ カワグチ　シオリ

4 868 杉谷　美幸 (2) 島根 開星 4 655 川口　詩織 (3) 鳥取 鳥取中央育英

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央 4.04.41 Q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 4.08.73 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
スギシタ　チヨコ サカモト　ノリコ

1 483 杉下　千代子 (3) 岡山 倉敷中央 1 280 坂本　典子 (1) 広島 沼田
ウリュウ　チアキ イデ　クミコ

2 477 瓜生　千明 (2) 岡山 倉敷中央 2 276 井出　久美子 (2) 広島 沼田
ヤマムラ　ハルカ ヨシオカ　アヤナ

3 480 山村　遥 (2) 岡山 倉敷中央 3 278 吉岡　彩奈 (2) 広島 沼田
カワカミ　ケイコ オガサワラ　エリ

4 486 川上　慶子 (3) 岡山 倉敷中央 4 277 小笠原　衣里 (2) 広島 沼田

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.08.98 Q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭 4.09.30 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカムラ　エリ コバヤシ　チエ

1 74 中村　衣里 (2) 山口 宇部 1 673 小林　智江 (2) 鳥取 八頭
サトナカ　シホ ナカハラ　ヨシエ

2 69 里中　志帆 (2) 山口 宇部 2 671 中原　佳栄 (2) 鳥取 八頭
キタジマ　アヤ キシモト　ミスズ

3 75 北島　あや (2) 山口 宇部 3 678 岸本　美鈴 (3) 鳥取 八頭
ヤマモト　ナツミ タナカ　ユエ

4 72 山本　奈津美 (3) 山口 宇部 4 675 田中　優絵 (3) 鳥取 八頭

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 4.13.74 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 4.14.39
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ハヤシ　ミナミ オオモリ　チアキ

1 16 林　南美 (3) 山口 徳山商工 1 8 大森　千愛 (3) 山口 下松
オオマチ　ヒトミ シラハシ　アヤナ

2 18 大町　瞳 (2) 山口 徳山商工 2 12 白橋　文菜 (2) 山口 下松
ハリマ　ハルカ ヤマモト　シホ

3 15 針間　遥 (1) 山口 徳山商工 3 10 山本　志保 (3) 山口 下松
ナガヒロ　アカリ ヒラノ　アヤミ

4 20 長廣　安加里 (1) 山口 徳山商工 4 9 平野　綾美 (3) 山口 下松

7着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 隠岐 4.23.67 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉吉総合産 DNS棄権
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヒラタ　エリカ

1 858 平田　恵理香 (3) 島根 隠岐
マツオカ　ユカリ

2 863 松岡　友加吏 (2) 島根 隠岐
タカギ　サオリ

3 860 高木　沙織 (2) 島根 隠岐
マツオ　チヒロ

4 862 松尾　千紘 (2) 島根 隠岐
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審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

準決 2組3着+2

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島井口 3.58.48 Q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 4.02.69 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
トクノウ　マイ アリカワ　イズミ

1 221 得能　麻衣 (3) 広島 広島井口 1 295 在川　和 (2) 広島 広島皆実
ヤスキ　ノゾミ ナカバヤシ　リナ

2 219 安木　のぞみ (3) 広島 広島井口 2 299 中林　理沙 (1) 広島 広島皆実
タムラ　トシカ サカムラ　ナナコ

3 225 田村　紀薫 (1) 広島 広島井口 3 294 坂村　菜々子 (3) 広島 広島皆実
クボ　ルリコ ヒロタ　シマ

4 223 久保　瑠里子 (3) 広島 広島井口 4 291 広田　志麻 (3) 広島 広島皆実

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 4.03.19 Q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 4.03.51 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヨシオカ　アヤナ ヤマダ　ミカ

1 278 吉岡　彩奈 (2) 広島 沼田 1 614 山田　規可 (2) 鳥取 境
イデ　クミコ イワタ　ミカコ

2 276 井出　久美子 (2) 広島 沼田 2 616 岩田　美賀子 (2) 鳥取 境
フジモト　アヤカ エンダ　カオリ

3 279 藤本　彩夏 (1) 広島 沼田 3 615 遠田　佳織 (2) 鳥取 境
サカモト　ノリコ タナカ　イズミ

4 280 坂本　典子 (1) 広島 沼田 4 613 田中　泉 (2) 鳥取 境

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.03.80 q 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 米子東 4.05.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカムラ　エリ ミズオチ　ユカ

1 74 中村　衣里 (2) 山口 宇部 1 683 水落　優香 (1) 鳥取 米子東
サトナカ　シホ ハシタニ　ミカ

2 69 里中　志帆 (2) 山口 宇部 2 688 橋谷　美佳 (3) 鳥取 米子東
キタジマ　アヤ ワタナベ　リサ

3 75 北島　あや (2) 山口 宇部 3 686 渡辺　理紗 (2) 鳥取 米子東
ヤマモト　ナツミ エンドウ　ユキ

4 72 山本　奈津美 (3) 山口 宇部 4 685 遠藤　由貴 (2) 鳥取 米子東

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.08.75 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 八頭 4.22.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ウチダ　ミサト コバヤシ　チエ

1 25 内田　美里 (3) 山口 光 1 673 小林　智江 (2) 鳥取 八頭
フジモト　アキラ ナカハラ　ヨシエ

2 21 藤本　玲　 (1) 山口 光 2 671 中原　佳栄 (2) 鳥取 八頭
カワムラ　キヨ ヨシダ　ヤスコ

3 22 河村　基世 (2) 山口 光 3 677 吉田　泰子 (3) 鳥取 八頭
トヨタ　モモコ キシモト　ミスズ

4 26 豊田　桃子 (3) 山口 光 4 678 岸本　美鈴 (3) 鳥取 八頭

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商 4.00.88 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央 4.02.52 Q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属
ムラオカ　ミホ スギシタ　チヨコ

1 423 村岡　見帆 (3) 岡山 岡山東商 1 483 杉下　千代子 (3) 岡山 倉敷中央
マツモト　マユコ ウリュウ　チアキ

2 419 松本　真由子 (2) 岡山 岡山東商 2 477 瓜生　千明 (2) 岡山 倉敷中央
ナカイ　ユミ ヤマムラ　ハルカ

3 424 中井　佑美 (1) 岡山 岡山東商 3 480 山村　遥 (2) 岡山 倉敷中央
カタオカ　サキ モリヤ　サオリ

4 427 片岡　紗希 (3) 岡山 岡山東商 4 481 守屋　沙織 (3) 岡山 倉敷中央

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭 4.05.60 Q 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 出雲北陵 4.06.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

エノモト　アリサ カツベ　ユカリ

1 237 榎本　有紗 (2) 広島 神辺旭 1 879 勝部　友香理 (1) 島根 出雲北陵
ヤマモト　マキ ヤマザキ　エミコ

2 236 山本　真季 (2) 広島 神辺旭 2 874 山﨑　絵美子 (3) 島根 出雲北陵
ツジモト　ユミ コバヤカワ　チエ

3 240 辻本　有美 (2) 広島 神辺旭 3 875 小早川　智瑛 (2) 島根 出雲北陵
イケダ　アキコ スタニ　アヤカ

4 235 池田　亜希子 (2) 広島 神辺旭 4 876 須谷　綾香 (2) 島根 出雲北陵

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大社 4.07.07 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取西 4.07.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

イトウ　マミ ヒライ　サキ

1 831 伊藤　まみ (3) 島根 大社 1 659 平井　咲 (2) 鳥取 鳥取西
ナガタ　ミチコ オダ　エリナ

2 833 永田　倫子 (3) 島根 大社 2 660 尾田　恵梨奈 (2) 鳥取 鳥取西
ヒカワスミ　チカ タマガワ　マキ

3 834 簸川角　智香 (3) 島根 大社 3 666 玉川　麻希 (3) 鳥取 鳥取西
マツモト　アユミ フクタニ　サオリ

4 835 松本　歩 (3) 島根 大社 4 667 福谷　彩織 (3) 鳥取 鳥取西

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 益田東 4.10.78 8着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.11.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

スイズ　アンリ ショウダ　フミコ

1 884 水津　杏里 (2) 島根 益田東 1 90 正田　豊美子 (2) 山口 下関南
ミヨシ　マリノ フクナガ　モエ

2 891 三好　麻里乃 (1) 島根 益田東 2 88 福永　萌恵 (3) 山口 下関南
アリタ　マチ アンドウ　トモミ

3 886 有田　万智 (1) 島根 益田東 3 89 安藤　智美 (1) 山口 下関南
ハシモト　チアキ ニシカワ　ナツキ

4 885 橋本　千晶 (2) 島根 益田東 4 87 西川　奈月 (2) 山口 下関南

凡例 DNS：欠場
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審 判 長：池本　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島井口 3.54.85 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山東商 3.55.62
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

トクノウ　マイ ムラオカ　ミホ
1 221 得能　麻衣 (3) 広島 広島井口 1 423 村岡　見帆 (3) 岡山 岡山東商

ヤスキ　ノゾミ マツモト　マユコ
2 219 安木　のぞみ (3) 広島 広島井口 2 419 松本　真由子 (2) 岡山 岡山東商

タムラ　トシカ ナカイ　ユミ
3 225 田村　紀薫 (1) 広島 広島井口 3 424 中井　佑美 (1) 岡山 岡山東商

クボ　ルリコ カタオカ　サキ
4 223 久保　瑠里子 (3) 広島 広島井口 4 427 片岡　紗希 (3) 岡山 岡山東商

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島皆実 3.57.43 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 倉敷中央 4.01.29
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

アリカワ　イズミ スギシタ　チヨコ
1 295 在川　和 (2) 広島 広島皆実 1 483 杉下　千代子 (3) 岡山 倉敷中央

トウドウ　ナツミ ウリュウ　チアキ
2 290 藤堂　菜摘 (3) 広島 広島皆実 2 477 瓜生　千明 (2) 岡山 倉敷中央

タカイ　エリ ヤマムラ　ハルカ
3 289 高井　恵理 (3) 広島 広島皆実 3 480 山村　遥 (2) 岡山 倉敷中央

ヒロタ　シマ モリヤ　サオリ
4 291 広田　志麻 (3) 広島 広島皆実 4 481 守屋　沙織 (3) 岡山 倉敷中央

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.02.30 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 沼田 4.02.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ナカムラ　エリ ヨシオカ　アヤナ
1 74 中村　衣里 (2) 山口 宇部 1 278 吉岡　彩奈 (2) 広島 沼田

サトナカ　シホ イデ　クミコ
2 69 里中　志帆 (2) 山口 宇部 2 276 井出　久美子 (2) 広島 沼田

キタジマ　アヤ フジモト　アヤカ
3 75 北島　あや (2) 山口 宇部 3 279 藤本　彩夏 (1) 広島 沼田

ヤマモト　ナツミ サカモト　ノリコ
4 72 山本　奈津美 (3) 山口 宇部 4 280 坂本　典子 (1) 広島 沼田

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 境 4.04.07 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 神辺旭 4.08.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ヤマダ　ミカ エノモト　アリサ
1 614 山田　規可 (2) 鳥取 境 1 237 榎本　有紗 (2) 広島 神辺旭

イワタ　ミカコ ヤマモト　マキ
2 616 岩田　美賀子 (2) 鳥取 境 2 236 山本　真季 (2) 広島 神辺旭

エンダ　カオリ ツジモト　ユミ
3 615 遠田　佳織 (2) 鳥取 境 3 240 辻本　有美 (2) 広島 神辺旭

タナカ　イズミ イケダ　アキコ
4 613 田中　泉 (2) 鳥取 境 4 235 池田　亜希子 (2) 広島 神辺旭



女子走高跳

日本高校記録　　 (HR) 1m90 佐藤　恵 (沼垂・新潟) 1983 6月16日 11:30 決勝

中国高校記録 (AR) 1m80 佐山　淳子 (美作・岡山) 1986

大会記録 (GR) 1m78 大谷　弘子 (大竹・広島) 1978

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

コマバ　モエミ － － － ○ － ○ ○ × ○

1 26 661 駒場　萌美 (2) 鳥取 鳥取西 ○ × × × 1m71

マツモト　マユコ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 28 419 松本　真由子 (2) 岡山 岡山東商 × ○ × × × 1m71

ササキ　エルザ － － － ○ ○ ○ × ○ ○

3 14 638 佐々木　エルザ (3) 鳥取 鳥取城北 × × × 1m68

ミウラ　アヤ － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 21 402 三浦　彩 (2) 岡山 岡山一宮 1m62

ノガミ　リサ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 18 429 野上　理沙　　　 (3岡山 岡山南 1m62

ミズシマ　マユコ － － ○ × ○ × × ○ × × ○ × × ×

6 17 482 水島　麻友子 (3) 岡山 倉敷中央 1m62

ウメヅ　ユカ － ○ ○ ○ ○ × × ×

7 4 887 梅津　友香 (1) 島根 益田東 1m59

マユミ　サオリ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

8 7 274 間弓　沙織 (3) 広島 沼田 1m59

ユタニ　トモヨ ○ × ○ ○ × × ×

9 15 474 湯谷　知世 (2) 岡山 倉敷古城池 1m53

フクモト　マナ ○ × × ○ ○ × × ×

10 6 1 福本　真奈 (3) 山口 熊毛南 1m53

タニヒラ　キョウコ ○ ○ × ○ × × ×

11 20 265 谷平　恭子 (3) 広島 如水館 1m53

アサハラ　エミコ × ○ ○ × × ×

12 3 84 麻原　恵美子 (3) 山口 下関商 1m50

イノウエ　アカネ ○ × ○ × × ×

13 27 293 井上　茜 (3) 広島 広島皆実 1m50

カンナ　ミワコ × × ○ × ○ × × ×

14 2 224 鉙　美和子 (2) 広島 広島井口 1m50

カガワ　ユミ ○ × × ×

15 13 681 香川　侑美 (2) 鳥取 米子西 1m45

タカセ　ヒロコ × ○ × × ×

16 16 840 高瀬　寛子 (1) 島根 大社 1m45

リハラ　メグミ × ○ × × ×

16 8 882 李原　恵美 (3) 島根 明誠 1m45

ｴｼﾞﾏ ﾕﾅ × × ○ × × ×

18 5 80 江嶋　由奈 (1) 山口 宇部西 1m45

ハヤシ　ナツコ × × ○ × × ×

18 29 102 林　夏子 (2) 山口 豊浦 1m45

ヒライ　アイ × × ○ × × ×

18 12 214 平井　愛 (2) 広島 五日市 1m45

ツナシマ　アキエ × × ○ × × ×

18 23 495 綱島　章江 (3) 岡山 美作 1m45

ハナダ　マミ × × ○ × × ×

18 22 612 花田　真美 (3) 鳥取 倉吉東 1m45

イトガ　マナミ × × ○ × × ×

18 9 813 糸賀　愛美 (3) 島根 横田 1m45

ヤマモト　カンナ × × ×

24 78 山本　栞奈 (1) 山口 宇部中央 NM

ナカオ　ミカ × × ×

11 641 中尾　美香 (1) 鳥取 鳥取中央育英 NM

ミハシ　ナオ × × ×

19 670 三橋　奈央 (1) 鳥取 八頭 NM

テラド　アヤミ × × ×

30 872 寺戸　綾望 (2) 島根 松江西 NM

コウノ　ノゾミ × × ×

10 889 河野　望 (1) 島根 益田東 NM

エサキ　ユカ

1 37 江﨑　友香 (3) 山口 西京 DNS

カトウ　ユキ

25 201 加藤　由貴 (1) 広島 安芸 DNS

審 判 長：大久保信夫

記録主任：伊藤　健二

1m45
1m71

1m50
1m74

1m53 1m56 1m59 1m62 1m65 1m68

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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



女子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 6m43 桝見　咲智子 (英明・香川) 2002 6月17日 15:30 決勝

中国高校記録 (AR) 6m13 岡山　沙英子 (沼田・広島) 2000

大会記録 (GR) 6m07 山本　恵美 (松江東・島根) 1986

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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

キムラ　アヤコ 5m29 5m34 5m72 5m72 5m71 5m84 5m75 5m84

木村　文子 (3) +0.6 0.0 +1.4 +1.4 +0.4 +1.9 +0.6 +1.9

エサキ　ユカ × 5m56 5m78 5m78 5m55 5m72 5m68 5m78

江﨑　友香 (3) +2.2 +0.9 +0.9 +0.6 +2.2 +1.4 +0.9

ヨコヤマ　サキ × 5m53 5m76 5m76 5m54 5m42 5m36 5m76

横山　早紀 (2) +0.2 +0.8 +0.8 +1.3 +1.4 +0.8 +0.8

オザキ　トモミ 5m61 5m75 5m49 5m75 × 5m55 5m59 5m75

尾﨑　友美 (2) +0.1 +1.5 0.0 +1.5 +0.3 0.0 +1.5

モリヤ　サオリ × × 5m64 5m64 5m59 × 5m59 5m64

守屋　沙織 (3) +1.4 +1.4 +1.0 +1.2 +1.4

コバシ　ミキ 5m47 5m41 × 5m47 × 5m54 × 5m54

小橋　美紀 (2) +2.1 +1.7 +2.1 +0.6 +0.6

トダ　チハル 5m39 5m22 5m49 5m49 5m40 5m30 5m49 5m49

戸田　千晴 (3) +0.4 +0.6 +1.8 +1.8 +1.2 +0.8 +0.1 +1.8

ハヤシ　ユキコ × 5m25 5m47 5m47 × 5m45 × 5m47

林　有希子 (2) +0.1 +1.3 +1.3 +1.5 +1.3

イシズ　サチコ 5m29 5m46 4m51 5m46 5m46

石津　早智子 (3) +1.0 +0.8 +0.4 +0.8 +0.8

モリ　サナエ 5m16 5m43 5m29 5m43 5m43

森　早苗 (3) +0.3 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1

ノボリ　アイ × 5m27 5m28 5m28 5m28

登　あい (2) +0.1 +1.4 +1.4 +1.4

ヤマダ　アカネ 5m17 5m11 5m28 5m28 5m28

山田　茜 (3) 0.0 +2.3 +1.3 +1.3 +1.3

タカス　ナツミ 5m20 5m27 5m26 5m27 5m27

高須　菜摘 (2) +0.1 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2

アマコ　トモミ 5m16 5m26 × 5m26 5m26

尼子　知美 (3) +0.1 +0.6 +0.6 +0.6

ムラタ　タクミ 5m11 × 5m26 5m26 5m26

村田　匠 (1) +2.3 +0.5 +0.5 +0.5

ナカダ　ナナ 5m20 × 5m21 5m21 5m21

中田　菜奈 (2) +0.7 +2.3 +2.3 +2.3

エンダ　カオリ × × 5m14 5m14 5m14

遠田　佳織 (2) +0.4 +0.4 +0.4

スギムラ　トモミ × 4m83 5m10 5m10 5m10

杉村　知美 (3) 0.0 +2.4 +2.4 +2.4

クニヒロ　　ナツミ 4m78 5m05 4m93 5m05 5m05

國弘 なつみ (2) +1.3 +0.6 +0.5 +0.6 +0.6

ミョウガ　アイコ × 5m04 × 5m04 5m04

明賀　愛子 (1) +0.1 +0.1 +0.1

スダ　カオリ 4m82 4m78 4m95 4m95 4m95

須田　香織 (2) +0.6 0.0 +1.2 +1.2 +1.2

カドワキ　ミワコ 4m89 4m93 4m84 4m93 4m93

門脇　未和子 (3) +0.1 +2.9 +2.0 +2.9 +2.9

モリフジ　ナツミ 4m70 4m81 4m90 4m90 4m90

森藤　菜摘 (2) +1.7 0.0 +0.9 +0.9 +0.9

ウマヤハラ　ミキ 4m89 4m72 × 4m89 4m89

馬屋原　美希 (2) 0.0 +1.8 0.0 0.0

ムネムラ　サオリ × 4m79 × 4m79 4m79

宗村　沙織 (1) +0.2 +0.2 +0.2

マエタ　ナギサ × × ×

前田　渚 (3)

ナカヤマ　ユカリ × × ×

中山　ゆかり (3)

ノガミ　アヤノ × × ×

野上　綾乃 (3)

タムラ　ミサト

田村　美里 (2)

カワカミ　ケイコ

川上　慶子 (3)

審 判 長：大久保信夫

記録主任：伊藤　健二

1 30 242 広島 祇園北

2 25 37 山口

3 19 609 鳥取

406 岡山

西京

倉吉東

岡山一宮

5 7 481 岡山 倉敷中央

4 21

6 17 403 岡山

7 11 619 鳥取

428 岡山

岡山一宮

境

岡山東商

9 1 31 山口 西京

8 5

10 27 292 広島

11 4 251 広島

825 島根

広島皆実

広島

出雲

13 20 228 広島 尾道北

12 26

14 28 226 広島

15 6 42 山口

489 岡山

尾道北

誠英

総社南

17 15 615 鳥取 境

16 3

18 10 808 島根

19 8 57 山口

241 広島

松江南

防府

神辺旭

21 16 829 島根 出雲商

20 14

22 23 620 鳥取

23 29 809 島根

647 鳥取

境

松江南

鳥取中央育英

25 2 76 山口 宇部鴻城

24 22

9 687 鳥取

12 802 島根

849 島根

米子東 NM

松江北 NM

浜田 NM

24 110 山口 萩工 DNS

18

倉敷中央 DNS13 486 岡山

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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 6月18日 10:00 決勝

中国高校記録 (AR) 14m55 石田　千恵 (松江西・島根) 1995

大会記録 (GR) 14m55 石田　千恵 (松江西・島根) 1995

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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
タカハシ　チアキ

高橋　千秋 (1)
スナガレ　ユキコ

砂流　幸子 (3)
シミズ　チエコ

清水　千悦子 (3)
オノ　ショウコ

小野　祥子 (3)
コハラ　ミカ

小原　未華 (3)
ヨシタケ　ユカコ

吉武　由佳子 (2)
トミタ　エリナ

冨田　江利奈 (3)
シモミヤ　アリサ

下宮　亜莉沙 (2)
モトヒロ　アスカ

本廣　明日香 (3)
サノ　マミ

佐野　真未 (2)
カナグ　マキ

金具　真希 (3)
モリモト　マユミ

盛本　真由美 (3)
トマリノ　ジュンコ

泊野　純子 (3)
ウノ　ユミナ

宇埜　由望奈 (1)
オカザキ　アスカ

岡崎　明日香 (2)
ナカムラ　ユカ

中邑　由佳 (1)
オオクサ　マミコ

大草　真実子 (2)
オノ　ユキコ

小野　祐紀子 (1)
ワキ　ミチコ

脇　迪子 (3)
ミゾグチ　ホナミ

溝口　穂菜美 (3)
ミムラ　アヤカ

三村　朱加 (2)
イマオカ　ジュリ

今岡　樹里 (2)
マンダイ　トモコ

萬代　知子 (2)
カッタ　アケミ

勝田　明未 (1)
ニシムラ　ミホ

西村　美穂 (3)
カワモト　チエ

河本　千恵 (1)
ウエダ　メグミ

上田　愛美 (2)
ウメキ　ユキコ

梅木　由紀子 (1)
オオバヤシ　ヨシコ

大林　美子 (3)
ナカタ　メグミ

仲田　愛 (3)

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

1 17 873 島根 松江西 11m87 × × 11m87 11m81 12m45 13m19 13m19

2 3 870 島根 松江西 12m51 12m59 × 12m59 × 12m00 11m95 12m59

3 25 58 山口 防府商 12m34 11m60 12m11 12m34 12m37 11m63 × 12m37

4 27 463 岡山 就実 11m56 × × 11m56 × 12m33 × 12m33

5 8 621 鳥取 境 11m72 11m90 11m81 11m90 × 12m21 × 12m21

6 6 460 岡山 就実 11m77 11m59 11m44 11m77 × 11m82 12m21 12m21

7 26 13 山口 聖光 11m48 10m93 11m68 11m68 11m83 11m57 11m15 11m83

8 16 254 広島 高陽 9m03 10m66 11m32 11m32 × 10m33 11m09 11m32

9 21 286 広島 福山商 10m98 10m76 10m67 10m98 10m98

10 13 636 鳥取 鳥取城北 10m67 10m13 10m77 10m77 10m77

11 18 832 島根 大社 10m65 9m46 9m51 10m65 10m65

12 10 676 鳥取 八頭 10m41 × × 10m41 10m41

13 7 270 広島 鈴峯女 10m32 9m94 10m20 10m32 10m32

14 4 475 岡山 倉敷青陵 10m30 9m44 10m08 10m30 10m30

15 5 14 山口 聖光 10m05 8m93 10m23 10m23 10m23

16 30 43 山口 誠英 × 10m16 9m63 10m16 10m16

17 24 844 島根 大田 9m81 10m13 9m87 10m13 10m13

18 9 464 岡山 就実 9m59 10m09 9m99 10m09 10m09

19 2 283 広島 廿日市 9m84 10m00 8m89 10m00 10m00

20 28 637 鳥取 鳥取城北 9m56 × 9m28 9m56 9m56

21 29 451 岡山 玉野光南 × 9m55 8m96 9m55 9m55

22 1 836 島根 大社 9m03 9m52 9m36 9m52 9m52

23 22 490 岡山 津山 9m51 9m29 8m72 9m51 9m51

24 23 827 島根 出雲 9m35 9m48 8m99 9m48 9m48

25 12 77 山口 宇部商 8m99 9m34 8m94 9m34 9m34

26 14 679 鳥取 米子西 × 9m31 × 9m31 9m31

27 19 672 鳥取 八頭 8m66 9m03 × 9m03 9m03

28 20 23 山口 光 × 8m56 × 8m56 8m56

11 255 広島 西条農 DNS

15 256 広島 西条農 DNS

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 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 6月17日 14:00 決勝

中国高校記録 (AR) 46m20 福代　夏子 (松江西・島根) 1997

大会記録 (GR) 44m16 福代　夏子 (松江西・島根) 1997

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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
オノ　ユキコ

小野　祐紀子 (1)
モトヒロ　アスカ

本廣　明日香 (3)
トミタ　エリナ

冨田　江利奈 (3)
カナグ　マキ

金具　真希 (3)
タカハシ　チアキ

高橋　千秋 (1)
シミズ　チエコ

清水　千悦子 (3)
ヒラツカ　ユイ

平塚　優衣 (3)
クサカ　ナギサ

日下　渚 (3)
ナンバ　アツコ

難波　敦子 (2)
ゴウバラ　ミユキ

郷原　幸 (3)
モリモト　マユミ

盛本　真由美 (3)
スミオカ　ナミ

住岡　奈美 (3)
モリカワ　ミホ

守川　美穂 (2)
コタニ　マドカ

小谷　まどか (2)
ワタナベ　ナミ

渡部　奈美 (2)
シモミヤ　アリサ

下宮　亜莉沙 (2)
ミヤシタ　アユコ

宮下　歩子 (3)
ウノ　ユミナ

宇埜　由望奈 (1)
シマダ　アヅサ

島田　安祥沙 (3)
ムネダ　ケイコ

宗田　敬子 (3)
ハタナカ　ミナ

畑中　未奈 (1)
ミゾグチ　ホナミ

溝口　穂菜美 (3)
ハマネ　　リサ

濱根 梨沙 (3)
カッタ　アケミ

勝田　明未 (1)
キクガワ　リエ

菊川　吏恵 (2)
カワモト　チエ

河本　千恵 (1)
オオカワ　ミユキ

大川　美幸 (3)
ヤマグチ　カズミ

山口　和美 (3)
シモダ　アキコ

下田　晃子 (3)
サノ　マミ

佐野　真未 (2)

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

1 12 464 岡山 就実 26m54 34m14 35m00 35m00 37m32 33m70 33m37 37m32

2 13 286 広島 福山商 36m06 36m24 34m55 36m24 36m38 × 31m94 36m38

3 19 13 山口 聖光 31m00 34m27 32m01 34m27 33m27 36m00 × 36m00

4 5 832 島根 大社 34m55 34m10 33m70 34m55 31m84 32m87 35m87 35m87

5 29 873 島根 松江西 × 33m92 34m83 34m83 35m61 × 34m55 35m61

6 20 58 山口 防府商 33m63 × 34m79 34m79 34m79 25m77 × 34m79

7 14 470 岡山 就実 33m86 32m94 34m33 34m33 30m97 32m28 34m66 34m66

8 23 81 山口 宇部西 34m15 30m34 32m87 34m15 32m75 31m61 × 34m15

9 27 488 岡山 総社 30m30 31m73 33m84 33m84 33m84

10 9 823 島根 出雲 28m97 31m75 32m81 32m81 32m81

11 25 676 鳥取 八頭 27m84 29m88 32m70 32m70 32m70

12 24 103 山口 豊浦 32m18 32m00 31m27 32m18 32m18

13 16 6 山口 下松 29m00 30m58 31m89 31m89 31m89

14 3 871 島根 松江西 31m24 29m47 31m34 31m34 31m34

15 11 838 島根 大社 29m95 30m07 31m23 31m23 31m23

16 26 254 広島 高陽 × 26m19 31m23 31m23 31m23

17 22 203 広島 市立呉 31m06 31m20 29m24 31m20 31m20

18 17 475 岡山 倉敷青陵 28m08 29m14 31m20 31m20 31m20

19 7 455 岡山 玉野光南 26m30 × 30m51 30m51 30m51

20 10 300 広島 安古市 24m81 30m03 29m10 30m03 30m03

21 18 500 岡山 美作 29m77 28m17 28m41 29m77 29m77

22 6 637 鳥取 鳥取城北 25m77 29m55 29m13 29m55 29m55

23 30 108 山口 早鞆 27m08 28m57 24m21 28m57 28m57

24 4 827 島根 出雲 × 28m37 × 28m37 28m37

25 1 248 広島 祇園北 27m57 24m81 27m27 27m57 27m57

26 28 679 鳥取 米子西 25m53 25m59 26m78 26m78 26m78

27 2 301 広島 油木 19m63 21m68 25m15 25m15 25m15

28 15 625 鳥取 鳥取湖陵 25m13 × 25m03 25m13 25m13

29 21 626 鳥取 鳥取湖陵 25m09 23m31 20m77 25m09 25m09

8 636 鳥取 鳥取城北 DNS

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場

凡例 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 6月16日 15:00 決勝

中国高校記録 (AR) 47m39 木下　愛 (総社･岡山) 2005

大会記録 (GR) 47m39 木下　愛 (総社･岡山) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 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
オオバヤシ　ヨシコ

1 23 255 大林　美子 (3) 広島 西条農 39m41 42m47 42m16 42m47 42m55 39m32 43m51 43m51
スナガレ　ユキコ

2 20 870 砂流　幸子 (3) 島根 松江西 38m64 38m92 37m02 38m92 39m30 36m57 41m34 41m34
ヤマモト　トモ

3 27 267 山本　朋 (3) 広島 如水館 39m01 38m78 38m47 39m01 × 39m92 38m85 39m92
マツモト　アオイ

4 18 234 松本　葵 (2) 広島 神辺旭 33m33 32m70 36m79 36m79 34m55 34m85 39m04 39m04
マンダイ　トモコ

5 9 490 萬代　知子 (2) 岡山 津山 36m17 37m86 37m01 37m86 × 38m08 × 38m08
キタムラ　ジュン

6 2 86 北村　純 (1) 山口 下関西 36m87 36m63 34m97 36m87 37m64 34m35 36m57 37m64
トチオカ　マヤ

7 6 492 栃岡　真弥 (3) 岡山 津山東 37m11 35m44 35m25 37m11 36m42 35m90 35m25 37m11
ヨコタ　マドカ

8 11 458 横田　まどか (2) 岡山 就実 36m09 34m54 33m07 36m09 31m18 36m23 32m62 36m23
カナグ　マキ

9 8 832 金具　真希 (3) 島根 大社 32m32 34m43 35m36 35m36 35m36
ヨシダ　ナオヨ

10 10 478 吉田　直代 (3) 岡山 倉敷中央 34m73 29m62 35m29 35m29 35m29
フクモト　ジュリ

11 1 642 福本　樹里 (1) 鳥取 鳥取中央育英 34m61 30m82 29m72 34m61 34m61
ムトウ　マユ

12 15 104 武藤　麻由 (3) 山口 豊浦 33m32 33m91 34m27 34m27 34m27
クボ　チアキ

13 21 107 久保　千明 (3) 山口 西市 29m90 31m49 34m27 34m27 34m27
シライ　ユキ

14 24 410 白井　夕貴 (1) 岡山 岡山後楽館 × 31m60 34m25 34m25 34m25
トモシゲ　ノゾミ

15 29 252 友重　望 (2) 広島 広島 34m06 22m48 31m73 34m06 34m06
フジモト　ヒロカ

16 19 94 藤本　浩加 (3) 山口 田部 33m82 32m77 × 33m82 33m82
ミヤザキ　アイカ

17 28 263 宮崎　愛佳 (1) 広島 西条農 30m11 × 33m30 33m30 33m30
クモヅ　カナ

18 12 810 雲津　加菜 (3) 島根 松江商 32m19 31m94 33m24 33m24 33m24
コハタ　リナ

19 7 635 小畠　莉菜 (3) 鳥取 鳥取商 32m95 28m63 29m96 32m95 32m95
トマリノ　ジュンコ

20 4 270 泊野　純子 (3) 広島 鈴峯女 30m23 31m05 31m88 31m88 31m88
シマダ　アヅサ

21 3 455 島田　安祥沙 (3) 岡山 玉野光南 × 28m75 31m11 31m11 31m11
イシカワ　スオミ

22 14 71 石川　すおみ (3) 山口 宇部 25m99 24m13 30m85 30m85 30m85
ヤスオカ　ユイ

23 30 854 安岡　結衣 (2) 島根 浜田商 30m31 29m24 26m10 30m31 30m31
ワタナベ　ナミ

24 16 838 渡部　奈美 (2) 島根 大社 30m16 28m59 28m12 30m16 30m16
ミゾグチ　ホナミ

25 17 637 溝口　穂菜美 (3) 鳥取 鳥取城北 28m27 × 29m25 29m25 29m25
ナガタニ　トモ

26 5 654 長谷　朋 (3) 鳥取 鳥取中央育英 25m78 24m56 27m03 27m03 27m03
サカモト　ユカリ

27 22 680 坂本　友香里 (1) 鳥取 米子西 26m23 25m43 24m38 26m23 26m23
ササイ　ノドカ

28 25 38 佐々井　和香 (2) 山口 西京 21m69 22m55 23m06 23m06 23m06
コハラ　ミカ

26 621 小原　未華 (3) 鳥取 境 DNS
コタニ　マドカ

13 871 小谷　まどか (2) 島根 松江西 DNS

審 判 長：鶴崎　　勲

記録主任：伊藤　健二

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
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

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

日本高校記録(HR) 5384 笠原　瑞世 　(添上・奈良) 2002 100mH 6月17日 9:30
中国高校記録(AR) 4923 明瀬　直子 　(沼田・広島) 1993 走高跳 6月17日 10:30
大会記録 (GR) 4739 浅津　このみ (出雲北陵･島根) 2004 砲丸投 6月17日 13:45

200m 6月17日 15:20
走幅跳 6月18日 9:30
やり投 6月18日 11:00
800m 6月18日 14:10

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
ミズシマ　マユコ 岡山 14.55 1m63 9m42 27.05 5m39 34m85 2.33.19

1 482 水島　麻友子 (3) 倉敷中央 +0.2 +1.3 +2.1 4763 NGR
(902) (771) (492) (708) (668) (569) (653)

オオバヤシ　ヨシコ 広島 15.45 1m45 10m60 28.00 5m18 43m36 2.23.46
2 255 大林　美子 (3) 西条農 +0.2 +1.2 +3.2 4667

(783) (566) (569) (631) (609) (732) (777)
カワカミ　ケイコ 岡山 15.51 1m54 9m14 27.00 5m13 30m46 2.22.34

3 486 川上　慶子 (3) 倉敷中央 0.0 +1.2 +1.2 4498
(775) (666) (473) (712) (595) (485) (792)

ナカタ　メグミ 広島 15.66 1m51 11m01 26.80 5m26 31m64 2.38.18
4 256 仲田　愛 (3) 西条農 0.0 +1.3 +2.0 4446

(756) (632) (596) (729) (631) (508) (594)
スナガレ　ユキコ 島根 17.77 1m42 12m10 28.26 4m46 38m84 2.33.11

5 870 砂流　幸子 (3) 松江西 +0.2 +1.3 +4.0 4041
(512) (534) (668) (610) (418) (645) (654)

イシハラ　ミチコ 山口 16.02 1m33 7m13 27.92 5m14 28m22 2.37.67
6 5 石原　美智子 (2) 柳井 +0.2 +1.2 +3.6 3772

(712) (439) (343) (637) (598) (443) (600)
イシカワ　スオミ 山口 19.89 1m39 8m77 29.35 4m50 30m48 2.52.26

7 71 石川　すおみ (3) 宇部 +0.2 +1.2 +3.5 3144
(311) (502) (449) (528) (428) (486) (440)

オオスミ　マリノ 山口 18.46 1m39 6m19 29.26 4m18 23m71 2.51.24
8 48 大隅 麻里乃 (2) 多々良 0.0 +1.2 +3.0 2921

(442) (502) (283) (535) (350) (358) (451)
ヤマネ　シズカ 鳥取 19.80 1m33 7m43 29.44 4m59 25m22 3.00.74

9 689 山根　静香 (3) 米子南 +0.2 +1.3 +3.6 2838
(319) (439) (363) (522) (451) (386) (358)

タカセ　ヒロコ 島根 21.46 1m48 6m86 30.44 4m43 15m98 2.55.22
10 840 高瀬　寛子 (1) 大社 0.0 +1.3 +2.7 2606

(192) (599) (326) (452) (411) (215) (411)
ナカオ　ユカ 鳥取 21.80 1m24 6m61 32.19 3m91 27m31 2.47.22

11 631 中尾　友香 (3) 鳥取商 0.0 +1.3 +2.7 2376
(170) (350) (310) (340) (287) (426) (493)

ヒカワスミ　チカ 島根 17.48 1m42 7m93 26.79
834 簸川角　智香 (3) 大社 +0.2 +1.2 2201 DSQ

(543) (534) (395) (729)
フジモト　アヤカ 広島

279 藤本　彩夏 (1) 沼田 DNS

マツモト　マユコ 岡山
419 松本　真由子 (2) 岡山東商 DNS

凡例:NGR大会新記録、DSQ失格、DNS棄権

第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼　全国大会中国地区予選会
主催：中国陸上競技協会　中国高等学校体育連盟　山口県教育委員会　山口県高等学校体育
連盟
日時：2006年6月16日(金）～18日(日）
場所：維新百年記念公園陸上競技場



女子七種競技 100mH
6月17日 9:30

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

ミズシマ　マユコ 岡山 カワカミ　ケイコ 岡山

1 6 482 水島　麻友子 (3) 倉敷中央 14.55 902 1 2 486 川上　慶子 (3) 倉敷中央 15.51 775
オオバヤシ　ヨシコ 広島 ナカタ　メグミ 広島

2 4 255 大林　美子 (3) 西条農 15.45 783 2 7 256 仲田　愛 (3) 西条農 15.66 756
イシハラ　ミチコ 山口 オオスミ　マリノ 山口

3 3 5 石原　美智子 (2) 柳井 16.02 712 3 6 48 大隅 麻里乃 (2) 多々良 18.46 442
ヒカワスミ　チカ 島根 タカセ　ヒロコ 島根

4 8 834 簸川角　智香 (3) 大社 17.48 543 4 8 840 高瀬　寛子 (1) 大社 21.46 192

スナガレ　ユキコ 島根 ナカオ　ユカ 鳥取

5 5 870 砂流　幸子 (3) 松江西 17.77 512 5 5 631 中尾　友香 (3) 鳥取商 21.80 170

ヤマネ　シズカ 鳥取 フジモト　アヤカ 広島

6 7 689 山根　静香 (3) 米子南 19.80 319 3 279 藤本　彩夏 (1) 沼田 DNS

イシカワ　スオミ 山口 マツモト　マユコ 岡山

7 2 71 石川　すおみ (3) 宇部 19.89 311 4 419 松本　真由子 (2) 岡山東商 DNS

凡例:DNS棄権

風: +0.2 風: 0.0

女子七種競技 走高跳
6月17日 10:30

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ミズシマ　マユコ － － － － － － － －

1 8 482 水島　麻友子 (3) 岡山 倉敷中央 － － － － ○ × ○ ○ × ○ 1m63 771
× × ○ × × ×

カワカミ　ケイコ － － － － － － ○ ○

2 4 486 川上　慶子 (3) 岡山 倉敷中央 ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × × ○ × × × 1m54 666

ナカタ　メグミ － － － － － － ○ ○

3 10 256 仲田　愛 (3) 広島 西条農 ○ ○ ○ ○ ○ × × × 1m51 632

タカセ　ヒロコ － － － － － ○ ○ ○

4 9 840 高瀬　寛子 (1) 島根 大社 ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m48 599

オオバヤシ　ヨシコ － － － － － － ○ ○

5 2 255 大林　美子 (3) 広島 西条農 ○ ○ × × ○ × × × 1m45 566

ヒカワスミ　チカ － － － ○ ○ ○ － －

6 7 834 簸川角　智香 (3) 島根 大社 × × ○ ○ × × × 1m42 534

スナガレ　ユキコ － － － － ○ × ○ × ○ ○

7 13 870 砂流　幸子 (3) 島根 松江西 × ○ × ○ × × × 1m42 534

オオスミ　マリノ － － － － － ○ － ○

8 12 48 大隅 麻里乃 (2) 山口 多々良 × × ○ × × × 1m39 502

イシカワ　スオミ － － － ○ ○ ○ ○ × ○

9 14 71 石川　すおみ (3) 山口 宇部 × × ○ × × × 1m39 502

イシハラ　ミチコ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

10 11 5 石原　美智子 (2) 山口 柳井 1m33 439

ヤマネ　シズカ － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

10 6 689 山根　静香 (3) 鳥取 米子南 1m33 439

ナカオ　ユカ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

12 3 631 中尾　友香 (3) 鳥取 鳥取商 1m24 350

フジモト　アヤカ

5 279 藤本　彩夏 (1) 広島 沼田 DNS

マツモト　マユコ

1 419 松本　真由子 (2) 岡山 岡山東商 DNS

1m15
1m39
1m63

1m18
1m42
1m66

1m21
1m45

1m24
1m48

1m27
1m51

1m30
1m54

1m33
1m57

1m36
1m60

女子七種競技 砲丸投
6月17日 13:45

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

スナガレ　ユキコ

砂流　幸子 (3)
ナカタ　メグミ

仲田　愛 (3)
オオバヤシ　ヨシコ

大林　美子 (3)
ミズシマ　マユコ

水島　麻友子 (3)
カワカミ　ケイコ

川上　慶子 (3)
イシカワ　スオミ

石川　すおみ (3)
ヒカワスミ　チカ

簸川角　智香 (3)
ヤマネ　シズカ

山根　静香 (3)
イシハラ　ミチコ

石原　美智子 (2)
タカセ　ヒロコ

高瀬　寛子 (1)
ナカオ　ユカ

中尾　友香 (3)
オオスミ　マリノ

大隅 麻里乃 (2)
フジモト　アヤカ

藤本　彩夏 (1)
マツモト　マユコ

松本　真由子 (2)
DNS岡山 岡山東商

DNS広島 沼田

6m19 2836m13山口 多々良 5m85 6m19

6m61 3106m43鳥取 鳥取商 6m00 6m61

6m86 3266m86島根 大社 6m54 6m86

1 11 870 島根 松江西 11m66 12m09 12m10 12m10 668

2 7 256 広島 西条農 11m01 9m40

3 10 255

4 12 482

5 9 486

6 14 71

7 3 834

8 13 689

9 4 5

10 6 840

11 1 631

12 8 48

5 279

2 419

10m09 11m01 596

広島 西条農 10m60 10m50 10m54 10m60 569

岡山 倉敷中央 7m55 9m42 7m25 9m42 492

岡山 倉敷中央 8m26 8m56 9m14 9m14 473

山口 宇部 7m85 8m77 8m62 8m77 449

島根 大社 7m66 7m93 6m45 7m93 395

鳥取 米子南 7m43 7m12 7m36 7m43 363

山口 柳井 4m87 6m24 7m13 7m13 343



女子七種競技 200m
6月17日 15:20

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

ヒカワスミ　チカ 島根 ナカタ　メグミ 広島

1 5 834 簸川角　智香 (3) 大社 26.79 729 1 5 256 仲田　愛 (3) 西条農 26.80 729
カワカミ　ケイコ 岡山 ミズシマ　マユコ 岡山

2 8 486 川上　慶子 (3) 倉敷中央 27.00 712 2 2 482 水島　麻友子 (3) 倉敷中央 27.05 708
イシハラ　ミチコ 山口 スナガレ　ユキコ 島根

3 3 5 石原　美智子 (2) 柳井 27.92 637 3 4 870 砂流　幸子 (3) 松江西 28.26 610
オオバヤシ　ヨシコ 広島 ヤマネ　シズカ 鳥取

4 7 255 大林　美子 (3) 西条農 28.00 631 4 6 689 山根　静香 (3) 米子南 29.44 522

オオスミ　マリノ 山口 タカセ　ヒロコ 島根

5 4 48 大隅 麻里乃 (2) 多々良 29.26 535 5 7 840 高瀬　寛子 (1) 大社 30.44 452

イシカワ　スオミ 山口 ナカオ　ユカ 鳥取

6 6 71 石川　すおみ (3) 宇部 29.35 528 6 8 631 中尾　友香 (3) 鳥取商 32.19 340

マツモト　マユコ 岡山 フジモト　アヤカ 広島

2 419 松本　真由子 (2) 岡山東商 DNS 3 279 藤本　彩夏 (1) 沼田 DNS

凡例:DNS棄権

風: +1.2 風: +1.3

女子七種競技 走幅跳
6月18日 9:30

Aピット
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ミズシマ　マユコ

水島　麻友子 (3)
ナカタ　メグミ

仲田　愛 (3)
イシハラ　ミチコ

石原　美智子 (2)
スナガレ　ユキコ

砂流　幸子 (3)
タカセ　ヒロコ

高瀬　寛子 (1)
オオスミ　マリノ

大隅 麻里乃 (2)
マツモト　マユコ

松本　真由子 (2)

Bピット
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

オオバヤシ　ヨシコ

大林　美子 (3)
カワカミ　ケイコ

川上　慶子 (3)
ヤマネ　シズカ

山根　静香 (3)
イシカワ　スオミ

石川　すおみ (3)
ナカオ　ユカ

中尾　友香 (3)
フジモト　アヤカ

藤本　彩夏 (1)
ヒカワスミ　チカ

簸川角　智香 (3)
DNS

DNS

7 834 島根 大社

沼田1 279 広島

3m91 2873m91

4m50 428

5 5 631 鳥取 鳥取商 3m56 3m11

宇部 4m50 × 4m404 4 71 山口

4m59 4514m42

5m13 595

3 6 689 鳥取 米子南 4m25 4m59

倉敷中央 4m87 5m13 5m002 2 486 岡山

5m18 6095m18

DNS

1 3 255 広島 西条農 5m00 ×

岡山東商7 419 岡山

4m18 3503m81

4m43 411

6 2 48 山口 多々良 3m59 4m18

大社 4m43 4m27 ×5 1 840 島根

4m46 4184m46

5m14 598

4 4 870 島根 松江西 4m43 4m43

柳井 4m69 5m14 ×3 3 5 山口

5m26 631×

5m39 668

2 5 256 広島 西条農 × 5m26

1 6 482 岡山 倉敷中央 5m01 5m35 5m39



女子七種競技 800m 6月18日 14:10

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点
カワカミ　ケイコ 岡山

1 4 486 川上　慶子 (3) 倉敷中央 2.22.34 792
オオバヤシ　ヨシコ 広島 Lap 400m : No.255 Time 1.06

2 5 255 大林　美子 (3) 西条農 2.23.46 777
スナガレ　ユキコ 島根

3 8 870 砂流　幸子 (3) 松江西 2.33.11 654
ミズシマ　マユコ 岡山

4 6 482 水島　麻友子 (3) 倉敷中央 2.33.19 653
イシハラ　ミチコ 山口

5 10 5 石原　美智子 (2) 柳井 2.37.67 600
ナカタ　メグミ 広島

6 7 256 仲田　愛 (3) 西条農 2.38.18 594
ナカオ　ユカ 鳥取

7 3 631 中尾　友香 (3) 鳥取商 2.47.22 493
オオスミ　マリノ 山口

8 9 48 大隅 麻里乃 (2) 多々良 2.51.24 451
イシカワ　スオミ 山口

9 2 71 石川　すおみ (3) 宇部 2.52.26 440
タカセ　ヒロコ 島根

10 11 840 高瀬　寛子 (1) 大社 2.55.22 411
ヤマネ　シズカ 鳥取

11 1 689 山根　静香 (3) 米子南 3.00.74 358 凡例:DNS棄権

女子七種競技 やり投
6月18日 11:00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

オオバヤシ　ヨシコ

大林　美子 (3)
スナガレ　ユキコ

砂流　幸子 (3)
ミズシマ　マユコ

水島　麻友子 (3)
ナカタ　メグミ

仲田　愛 (3)
イシカワ　スオミ

石川　すおみ (3)
カワカミ　ケイコ

川上　慶子 (3)
イシハラ　ミチコ

石原　美智子 (2)
ナカオ　ユカ

中尾　友香 (3)
ヤマネ　シズカ

山根　静香 (3)
オオスミ　マリノ

大隅 麻里乃 (2)
タカセ　ヒロコ

高瀬　寛子 (1)
フジモト　アヤカ

藤本　彩夏 (1)
マツモト　マユコ

松本　真由子 (2)
ヒカワスミ　チカ

簸川角　智香 (3)
DNS

DNS

12 834 島根 大社

岡山東商6 419 岡山

DNS

15m98 215

14 279 広島 沼田

大社 × × 15m9811 7 840 島根

23m71 35822m90

25m22 386

10 11 48 山口 多々良 23m71 18m84

米子南 21m67 22m17 25m229 13 689 鳥取

27m31 42627m31

28m22 443

8 10 631 鳥取 鳥取商 25m35 ×

柳井 28m22 26m29 27m087 3 5 山口

30m46 48526m79

30m48 486

6 4 486 岡山 倉敷中央 26m30 30m46

宇部 30m48 27m35 27m815 8 71 山口

31m64 50831m64

34m85 569

4 5 256 広島 西条農 30m11 ×

倉敷中央 33m10 34m85 30m603 9 482 岡山

38m84 64537m36

43m36 732

2 2 870 島根 松江西 35m80 38m84

1 1 255 広島 西条農 40m17 43m36 42m82
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