
男子決勝記録一覧表 審判長 トラック 池元　啓朗

フィールド 山縣　康人

2007年9月15日～9月16日 記録主任 伊藤　健二

日付 種目

9/15 男子100m 田中　賢三 (2) 11.43 原田　直樹 (2) 11.53 濱村　竜太 (2) 11.70 末永　頌馬 (2) 11.77 廣津　賢一 (3) 11.82 久保田　新 (1) 11.85 藤本　裕樹 (3) 11.88 長野　泰士 (3) 12.07

風:-4.4 山口：山口県鴻城 山口：山口県鴻城 山口：下関商 山口：下関工 山口：岩国総合 山口：山口 山口：豊北 山口：下関商

9/16 男子200m 廣中　智紀 (1) 22.59 重兼　卓哉 (2) 22.94 廣津　賢一 (3) 22.98 村田　翔平 (3) 23.21 清水　敬大 (2) 23.27 井岡　翁二 (1) 23.72 藤中　成浩 (3) 24.00

風:-2.9 山口：山口県鴻城 山口：豊浦 山口：岩国総合 山口：田部 山口：田部 山口：柳井 山口：高水

9/15 男子400m 濱野　純平 (3) 48.02 重兼　卓哉 (2) 50.27 植木　良介 (3) 50.44 関谷　修平 (3) 50.58 笹村　直也 (1) 51.09 山川　恭平 (2) 51.60 渡部　由大 (2) 51.87 林　真吾 (2) 52.50

山口：豊浦 NGR 山口：豊浦 山口：下関西 山口：下関商 山口：山口 山口：光 山口：下関商 山口：周防大島

9/16 男子800m 松本　圭介 (2) 1.56.93 笹井　豊 (3) 1.57.37 藤本　拓 (3) 1.58.45 河野　歩実 (3) 2.00.97 藤村　侑樹 (1) 2.01.46 中野　瞬 (2) 2.02.21 野上　修平 (3) 2.02.77 水本　隆博 (3) 2.06.63

山口：豊浦 山口：西京 山口：高水 山口：大島商船高専 山口：高水 山口：西京 山口：萩 山口：豊北

9/15 男子1500m 岡村　悠平 (3) 3.55.64 藤本　拓 (3) 3.56.01 木村　亨 (3) 4.00.63 植木　雅哉 (2) 4.08.00 廣永　智彦 (2) 4.08.03 片山　夏士 (3) 4.09.59 木本　一誠 (3) 4.12.33 徳本　健太 (3) 4.12.54

山口：西京 山口：高水 山口：豊北 山口：下松 山口：下関商 山口：高水 山口：豊北 山口：高水

9/16 男子5000m 刀祢　健太郎 (3) 14.48.87 末山　貴文 (3) 14.57.91 植木　雅哉 (2) 15.33.84 上田　拓 (1) 15.48.91 土井　一也 (2) 15.56.03 木本　一誠 (3) 15.59.78 木村　裕太 (3) 16.01.62 大田　貴久 (3) 16.10.93

山口：西京 山口：西京 山口：下松 山口：西京 山口：宇部鴻城 山口：豊北 山口：美祢工 山口：高水

9/15 男子110mH 世良　昂弥 (2) 15.31 西村　俊介 (3) 15.98 山田　淳史 (1) 16.09 下川　祥宏 (2) 16.65 松冨　知樹 (1) 17.67 岩元　亮 (1) 18.17 二宮　章聡 (2) 18.87 吉永　篤史 (2) 21.43

風:-1.3 山口：萩商工 山口：下関商 山口：下関西 山口：下関工 山口：誠英 山口：徳山商工 山口：豊浦 山口：宇部中央

9/16 男子400mH 西村　俊介 (3) 56.55 山田　淳史 (1) 57.71 大野　泰正 (2) 60.73 下川　祥宏 (2) 61.50 佐々木　一也 (2) 62.50 岡村　智裕 (2) 64.22

山口：下関商 山口：下関西 山口：光 山口：下関工 山口：下関南 山口：豊北

9/15 男子5000mW 河村　浩貴 (2) 26.23.31 福永　顕人 (3) 26.23.81 金本　和也 (2) 28.49.26

山口：宇部西 山口：萩商工 山口：宇部西

9/15 男子4X100mR 山口：山口県鴻城 42.13 山口：下関商 43.85 山口：田部 44.27 山口：山口 44.57 山口：下関工 44.61 山口：萩商工 45.05 山口：萩 45.24 山口：誠英 45.41

能美　新吾 (1) 長野　泰士 (3) 村田　翔平 (3) 吉野　文武 (1) 下川　祥宏 (2) 山﨑　統之 (1) 三好　弘朗 (2) 飯野　拓麻 (1)

廣中　智紀 (1) 関谷　修平 (3) 清水　敬大 (2) 久保田　新 (1) 周崎　卓 (1) 井町　隆治 (2) 後根　圭佑 (2) 蔵重　佑一 (1)

藤井　由優 (2) 西村　俊介 (3) 西嶋　健太郎 (2) 増野　秀一　 (1) 野村　征義 (2) 田中　一成 (1) 大野　優斗 (2) 上田　翔太 (1)

田中　賢三 (2) 濱村　竜太 (2) 茂刈　優太 (1) 笹村　直也 (1) 末永　頌馬 (2) 世良　昂弥 (2) 窪井　遼 (2) 松冨　知樹 (1)

9/16 男子4X400mR 山口：下関商 3.26.21 山口：豊浦 3.28.00 山口：下関西 3.32.61 山口：山口 3.36.13 山口：誠英 3.39.22 山口：西京 3.42.74 山口：周防大島 3.43.01 山口：萩 3.44.37

濱村　竜太 (2) 重兼　卓哉 (2) 西郷　智貴 (2) 増野　秀一　 (1) 上田　翔太 (1) 末益　潤 (1) 菊田　生弥 (2) 大野　優斗 (2)

渡部　由大 (2) 松本　圭介 (2) 冨野　晃嗣 (1) 山﨑　健太郎 (2) 蔵重　佑一 (1) 原田　恭兵 (2) 林　真吾 (2) 三好　弘朗 (2)

西村　俊介 (3) 渡部　宏規 (1) 植木　良介 (3) 吉野　文武 (1) 松冨　知樹 (1) 前野　一茂 (1) 近藤　綾威 (2) 後根　圭佑 (2)

関谷　修平 (3) 上田　亮 (2) 山田　淳史 (1) 笹村　直也 (1) 山根　克祥 (2) 末永　凌也 (2) 藤川　尚史 (2) 杉山　洋太 (2)

9/16 男子走高跳 杉井　亮太 (1) 1m90 森岡　拓也 (2) 1m80 三﨑　友寛 (2) 1m75 鍵本　裕貴 (2) 1m75 上野　慎治 (1) 1m70 山野　大介 (3) 1m70 高杉　圭一 (1) 1m70 鈴木　朔太 (2) 1m65

山口：山口県桜ケ丘 山口：西市 山口：萩商工 山口：岩国 山口：宇部鴻城 山口：萩商工 山口：豊浦 (6位） 山口：奈古

9/15 男子棒高跳 有馬　和仁 (1) 3m60

山口：徳山商工

9/15 男子走幅跳 濱村　竜太 (2) 6m84 +2.3 西郷　智貴 (2) 6m78 +0.1 冨野　晃嗣 (1) 6m21 +2.4 福井　貴也 (1) 6m03 +1.7 松本　直樹 (2) 6m02 +1.3 坂本　拓也 (1) 5m98 +3.2 中村　圭介 (2) 5m88 +1.3 藤屋　渉 (2) 5m74 +1.7

山口：下関商 山口：下関西 山口：下関西 山口：山口 山口：岩国 山口：豊浦 山口：大島商船高専 山口：萩商工

9/16 男子三段跳 西郷　智貴 (2) 13m40 +0.3 十川　修平 (1) 12m98 +1.2 松本　直樹 (2) 12m71 +2.7 福井　貴也 (1) 12m36 +2.1 藤田　晃夫 (2) 12m31 +0.3 菊田　生弥 (2) 12m19 +0.8 窪井　遼 (2) 12m18 +3.6 貞森　和馬 (2) 11m98 +2.6

山口：下関西 山口：熊毛南 山口：岩国 山口：山口 山口：西市 山口：周防大島 山口：萩 山口：徳山工業高専

9/15 男子砲丸投 河本　昌也 (2) 12m71 岡本　将司 (2) 12m70 河野　義弘 (2) 11m94 田上　尚弥 (2) 11m71 篠﨑　隆博 (3) 11m26 原田　翔平 (1) 10m49 岡　孝介 (3) 10m26 安森　勝 (1) 10m22

山口：山口県桜ケ丘 NGR 山口：早鞆 NGR 山口：下関西 山口：田部 山口：日置農 山口：下関西 山口：徳佐　高俣分校 山口：下関中央工

9/16 男子円盤投 江上 智見 (3) 38m05 桑原　和也 (3) 35m46 財部　将宏 (2) 34m61 岡本　将司 (2) 34m58 河本　昌也 (2) 33m89 伊藤　通 (2) 32m01 井上　茂樹 (3) 29m20 冨岡　泰 (2) 28m26

山口：下関中央工 山口：聖光 山口：早鞆 山口：早鞆 山口：山口県桜ケ丘 山口：聖光 山口：徳山工業高専 山口：豊浦

9/15 男子ハンマー投 江上 智見 (3) 52m97 財部　将宏 (2) 48m36 松﨑　大悟 (2) 45m52 日吉　銀河 (2) 45m22 伊藤　通 (2) 43m37 高井　涼次 (2) 38m61 中村　僚希 (3) 37m68 冨岡　泰 (2) 35m12

山口：下関中央工 NGR 山口：早鞆 山口：山口県桜ケ丘 山口：下関工 山口：聖光 山口：下関工 山口：聖光 山口：豊浦

9/15 男子やり投 神崎　真悟 (3) 59m84 小川 和明 (2) 49m92 玉木　友望 (1) 45m62 谷口　篤志 (2) 44m56 岡　孝介 (3) 40m91 二谷　渉 (2) 40m50 藤田　晃夫 (2) 40m47 杉山　洋太 (2) 40m08

山口：西京 山口：高川学園 山口：熊毛南 山口：早鞆 山口：徳佐　高俣分校 山口：宇部中央 山口：西市 山口：萩

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

1 下関商 56 1 下関商 48 1 下関西 30 男子最優秀選手

2 下関西 55 2 西京 41 2 早鞆 30

3 西京 49 3 豊浦 39 3 山口県桜ケ丘 26 濱野　純平

4 豊浦 46.5 4 山口県鴻城 31 4 下関中央工 17 豊浦

5 山口県鴻城 31 5 下関西 25 5 聖光 16

6 早鞆 30 6 高水 24 6 岩国 15

7 萩商工 27.5 7 下関工 19 7 熊毛南 13

8 山口 27 8 萩商工 18 8 西市 13

8 下関工 27

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口新聞社
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園補助競技場



女子決勝記録一覧表 審判長 トラック 池元　啓朗

フィールド 山縣　康人

2007年9月15日～9月16日 記録主任 伊藤　健二

日付 種目

9/15 女子100m 古谷　有梨 (2) 12.88 恒屋　美貴 (3) 13.33 堀井　郁里 (2) 13.48 山下　沙那恵 (1) 13.61 白濱　奈津実 (2) 13.73 沼　良枝 (2) 13.90 江本　友美 (1) 13.97

風:-3.4 山口：田部 山口：誠英 山口：山口県鴻城 山口：豊浦 山口：下関南 山口：西京 山口：宇部中央

9/16 女子200m 古谷　有梨 (2) 26.22 藤本　玲　 (2) 26.50 堀井　郁里 (2) 26.96 森田　志穂里 (1) 27.56 村田　匠 (2) 27.58 恒屋　美貴 (3) 27.68 江本　友美 (1) 27.76 古谷　清佳 (2) 28.04

風:-3.3 山口：田部 山口：光 山口：山口県鴻城 山口：田部 山口：誠英 山口：誠英 山口：宇部中央 山口：宇部商

9/15 女子400m 藤本　玲　 (2) 57.63 井村　文香 (1) 60.01 藤原　桂衣 (2) 61.39 安藤　智美 (2) 61.58 樫部　智美 (1) 62.05 大田　菜摘 (2) 63.46 河村　美希 (2) 63.48 西田　美希 (1) 64.12

山口：光 山口：西京 山口：豊浦 山口：下関南 山口：下松 山口：大津 山口：西京 山口：下関商

9/16 女子800m 村田　美波 (3) 2.23.08 橋羽　めぐみ (3) 2.23.49 大田　菜摘 (2) 2.25.91 羽山　瞳 (2) 2.26.67 田中　智菜 (2) 2.26.85 宮崎　由季乃 (1) 2.33.06 三井田　彩香 (2) 2.35.43

山口：中村女子 山口：山口県鴻城 山口：大津 山口：中村女子 山口：宇部中央 山口：下関南 山口：豊浦

9/15 女子1500m 阿武　成美 (3) 4.37.84 佐々木　裕見 (2) 4.41.03 鳴川　未来 (1) 4.44.92 村上　恵梨 (2) 4.48.00 村田　美波 (3) 4.51.16 深堀　晴香 (1) 4.54.05 田中　智菜 (2) 4.54.84 村中　仁実 (3) 5.00.40

山口：中村女子 山口：高水 山口：西京 山口：宇部鴻城 山口：中村女子 山口：豊浦 山口：宇部中央 山口：高水

9/16 女子3000m 藤井　千尋 (3) 10.00.64 皿田　幸恵 (3) 10.01.76 松本　梢 (2) 10.03.43 阿武　成美 (3) 10.07.07 栢　さとみ (3) 10.08.52 勝谷　夏美 (2) 10.31.54 福本　亜里沙 (3) 10.41.19 佐藤　沙紀 (3) 11.33.50

山口：西京 山口：高水 山口：宇部鴻城 山口：中村女子 山口：西京 山口：宇部鴻城 山口：高水 山口：山口県鴻城

9/15 女子100mH 東野　彩 (2) 16.07 青木　里奈 (1) 16.66 針間　遥 (2) 16.76 森口　雅子 (3) 16.91 宮本　幸 (2) 16.91 江嶋　由奈 (2) 17.12 西岡　愛子 (2) 17.32 片岡　藍 (1) 17.87

風:-2.1 山口：萩 山口：光 山口：徳山商工 山口：下関商 山口：熊毛南 山口：宇部西 山口：誠英 山口：豊浦

9/16 女子400mH 東野　彩 (2) 67.86 藤原　桂衣 (2) 68.32 針間　遥 (2) 70.18 中原　瑠美 (2) 70.65 柳井　優里 (2) 72.63 宮本　幸 (2) 73.01 岡村　紗希 (2) 75.00 下川　すみれ (2) 76.21

山口：萩 山口：豊浦 山口：徳山商工 山口：西京 山口：厚狭 山口：熊毛南 山口：光 山口：下関南

9/15 女子3000mW 長谷川　由樹 (3) 16.14.39 藤本　梨乃 (2) 17.31.33

山口：宇部西 山口：大津

9/15 女子4X100mR 山口：誠英 51.15 山口：下関南 51.24 山口：田部 51.30 山口：西京 51.37 山口：萩 51.44 山口：豊浦 52.23 山口：光 52.39 山口：萩商工 52.71

里谷　銀河 (1) 安藤　智美 (2) 星野　菜月 (1) 上妻　真紀 (1) 田中　桃香 (1) 嶋村　諒夏 (2) 青木　里奈 (1) 澤村 実佳 (2)

村田　匠 (2) 松崎　愛弓 (2) 古谷　有梨 (2) 河村　美希 (2) 東野　彩 (2) 長田　美佐 (1) 藤本　玲　 (2) 瀧　悠 (1)

山城　なぎさ (3) 白濱　奈津実 (2) 吉岡　愛香 (2) 井村　文香 (1) 有田　智美 (1) 藤原　桂衣 (2) 岡村　紗希 (2) 木嶋　菜月 (1)

恒屋　美貴 (3) 下川　すみれ (2) 森田　志穂里 (1) 沼　良枝 (2) 河原　咲子 (2) 山下　沙那恵 (1) 林　明穂 (1) 田村　美里 (3)

9/16 女子4x400mR 山口：下関南 4.11.98 山口：西京 4.15.55 山口：光 4.16.98 山口：徳山商工 4.19.07 山口：誠英 4.19.65 山口：宇部 4.19.75 山口：豊浦 4.25.79 山口：下松

安藤　智美 (2) 河村　美希 (2) 岡村　紗希 (2) 島津　一未 (1) 西岡　愛子 (2) 又木　千尋 (2) 藤原　桂衣 (2) 岡村　愛子 (1) DNS

舞弓　晴香 (2) 中原　瑠美 (2) 藤本　玲　 (2) 長廣　安加里 (2) 髙木　瞳 (2) 藤本　朋子 (2) 深堀　晴香 (1) 堀　智優 (1)

西川　奈月 (3) 沼　良枝 (2) 青木　里奈 (1) 岩政　美里 (1) 山城　なぎさ (3) 北島　あや (3) 山下　沙那恵 (1) 赤川　知嘉子 (2)

松崎　愛弓 (2) 井村　文香 (1) 中根　忍 (1) 針間　遥 (2) 恒屋　美貴 (3) 糸藤　麻美 (1) 三井田　彩香 (2) 樫部　智美 (1)

9/15 女子走高跳 江嶋　由奈 (2) 1m54 清木　涼美 (2) 1m51 山本　栞奈 (2) 1m48 小林　萌 (2) 1m40 小野　裕美 (2) 1m35 木塚　絵夢 (1) 1m35 川本　裕美 (2) 1m35 加勢本　千尋 (2) 1m30

山口：宇部西 山口：豊浦 山口：宇部中央 山口：長府 山口：岩国総合 山口：下関商 (5位） 山口：徳山商工 山口：長府

9/16 女子走幅跳 田中　桃香 (1) 5m19 0.0 長田　美佐 (1) 4m83 +2.5 山城　なぎさ (3) 4m82 +1.9 安藤　智美 (2) 4m72 +3.7 青木　里奈 (1) 4m67 +2.8 堀川　千尋 (2) 4m67 +0.8 瀧　悠 (1) 4m63 -0.1 有田　智美 (1) 4m58 +3.6

山口：萩 山口：豊浦 山口：誠英 山口：下関南 山口：光 山口：下関西 山口：萩商工 山口：萩

9/16 女子砲丸投 梅木　由紀子 (2) 10m86 中邑　由佳 (2) 10m70 岡崎　明日香 (3) 10m44 河村　衣莉 (1) 9m48 黒川　明日香 (2) 9m46 戸田　奈緒美 (2) 9m08 高橋　希実 (2) 8m97 白井　和美 (1) 8m47

山口：光 山口：誠英 山口：聖光 山口：徳山工業高専 山口：豊浦 山口：下関商 山口：下関中等 山口：岩国総合

9/15 女子円盤投 黒川　明日香 (2) 36m57 中邑　由佳 (2) 34m89 岡崎　明日香 (3) 33m04 戸田　奈緒美 (2) 30m14 大谷　百恵 (3) 29m73 津守　可奈 (2) 28m13 西山　史織 (2) 27m34 間下　みのり (2) 25m31

山口：豊浦 山口：誠英 山口：聖光 山口：下関商 山口：萩商工 山口：豊浦 山口：熊毛南 山口：下関西

9/16 女子やり投 高橋　希実 (2) 37m99 北村　純 (2) 37m88 西岡　愛子 (2) 35m24 佐々井　胡桃 (1) 33m39 野上　由美子 (2) 32m65 濵村　真千子 (2) 30m48 玉井　美香子 (2) 30m47 野上　久美子 (2) 29m26

山口：下関中等 山口：下関西 山口：誠英 山口：西京 山口：宇部商 山口：長府 山口：下松 山口：宇部商

女子 総合得点 女子 トラック競技 総合得点 女子 フィールド競技 総合得点

1 豊浦 58 1 西京 47 1 豊浦 29 最優秀選手

2 誠英 54 2 光 32 2 誠英 26

3 西京 52 3 中村女子 30 3 光 12 藤本　玲　

4 光 44 4 豊浦 29 4 聖光 12 光

5 下関南 33 5 下関南 28 5 下関商 11.5

6 中村女子 30 6 誠英 28 6 下関西 11

7 萩 29 7 田部 27 7 下関中等 10

8 田部 27 8 萩 20 8 萩 9

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技

主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口新聞社
共催：山口陸上競技協会
場所：維新百年記念公園補助競技場



男子100m

日本高校記録　　 (HR) 10.24 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月15日 12:35 予選
山口県高校記録 (YR) 10.53 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998 9月15日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 10.76 小島　祐一郎 (豊浦) 1995
大会記録 (GR) 10.76 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998
大会記録 (GR) 10.5 石村　弘幸 (西京) 1990

予選 12組0着+8

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

ﾀﾅｶ ｹﾝｿﾞｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ

1 8 1383 田中　賢三 (2) 山口県鴻城 11.16 q 1 6 1380 原田　直樹 (2) 山口県鴻城 11.55 q
ｵｵﾀ ﾋﾛｼ ｲﾏﾁ ﾘｭｳｼﾞ

2 6 1458 太田　浩史 (2) 厚狭 12.04 2 8 1692 井町　隆治 (2) 萩商工 12.01
ﾄﾓﾀ ﾕｳｼﾞ ｿｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ

3 7 1123 友田　祐司 (3) 高水 12.24 3 2 1829 十川　修平 (1) 熊毛南 12.17
ﾄﾓｼｹﾞ ｷｮｳﾍｲ ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

4 2 1184 友重　恭平 (2) 下松工 12.45 4 7 1412 小川　大貴 (1) 宇部中央 12.54
ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

5 1 1826 福本　佳史 (1) 柳井 12.72 5 3 1212 山田　将太郎 (2) 徳山 13.00
ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｵｵﾀﾆ ﾕｳｲﾁ

6 3 1728 吉村　祐輔 (1) 萩 12.86 6 4 1713 大谷　裕一 (2) 奈古　須佐分校 13.20
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ ｶﾜﾓﾄ ｻﾄﾙ

7 4 2225 金子　和也 (1) 宇部工 13.51 7 5 1485 川元　悟 (2) 西市 13.29
ﾆｯﾀ ﾏｻﾕｷ ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ

5 1531 新田 将之 (3) 下関中央工 DNS 1 2253 星野　佑輔 (1) 厚狭 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

ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

1 6 1468 村田　翔平 (3) 田部 11.92 1 5 1591 濱村　竜太 (2) 下関商 11.57 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲﾉｽｹ ｱｶｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ

2 1 1464 藤本　慶之介 (2) 慶進 12.42 2 4 1359 赤岸 裕之 (3) 高川学園 12.01
ｶﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

3 8 1150 兼本　康平 (2) 光 13.21 3 8 1369 小林　正人 (2) 野田学園 12.56
ｶﾜﾉ ﾘｭｳｼﾞ ﾏｴﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ

4 2 1827 河埜　龍二 (1) 田布施農 13.38 4 6 1917 前野　一茂 (1) 西京 12.78
ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｸﾆﾄﾓ ｶｽﾞﾏ

5 7 2012 久保田　純一 (1) 長府 13.43 5 2 2117 國友　和真 (1) 徳山商工 12.98
ﾅﾜﾀ ﾕｳｼ ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ

5 1202 縄田　祐志 (1) 徳山 DNS 6 3 1236 田村　優介 (2) 光丘 13.43
ｲﾉｳｴ ﾄｸﾋｻ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

4 1416 井上　徳久 (2) 宇部中央 DNS 7 1 2221 佐藤　弘樹 (1) 慶進 13.61
ｶﾔ ﾀｶﾕｷ ﾏﾂﾉ ﾕｳｷ

3 1950 賀屋　隆行 (1) 防府 DNS 7 1835 松野　友樹 (2) 柳井商工 DNS

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

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

1 5 1569 藤本　裕樹 (3) 豊北 11.79 q 1 4 1584 長野　泰士 (3) 下関商 11.87 q
ﾋﾛﾂ ｹﾝｲﾁ ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ

2 4 1040 廣津　賢一 (3) 岩国総合 11.87 q 2 1 1630 秋本　真之介 (1) 大津 11.98
ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾄ ｱｷｵ ｼｮｳﾀ

3 3 1216 有馬　和仁 (1) 徳山商工 12.08 3 6 1704 秋尾　翔太 (1) 奈古 12.36
ﾎﾘﾀ ﾀﾂｵ ﾖｼｵｶ ﾂﾊﾞｻ

4 7 1503 堀田　達郎 (2) 豊浦 12.12 4 7 1009 吉岡　翼 (2) 大島商船高専 12.65
ﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝﾔ

5 1 1283 森　雄三　 (1) 防府商 12.52 5 3 2202 石上　真也 (1) 小野田工 12.76
ﾐﾏﾁ ｱﾂｷ ﾊﾗ ﾀﾀﾞﾅﾘ

6 8 2254 三町　惇貴 (1) 小野田 13.28 6 5 1715 原　忠生 (2) 長門 13.02
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ﾑﾗｵｶ ｹﾝｻｸ

7 6 2101 東山　晃大 (2) 徳山工業高専 13.35 8 1533 村岡 謙作 (3) 下関中央工 DNS
ｶﾈｷﾖ ﾀｲｷ ﾀﾌﾞﾁ ﾅｵｷ

8 2 2109 兼清　太貴 (1) 光 13.48 2 1955 田渕　尚樹 (1) 山口農 DNS

7組 8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

ｸﾎﾞﾀ ｱﾗﾀ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

1 2 1930 久保田　新 (1) 山口 11.66 q 1 1 1926 高木　涼将 (1) 山口中央 11.96
ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ ﾓｶﾞﾘ ﾕｳﾀ

2 1 1524 中村　邦生 (3) 下関中等 11.96 2 7 1470 茂刈　優太 (1) 田部 12.15
ｳｼﾛﾈ ｹｲｽｹ ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ

3 4 1657 後根　圭佑 (2) 萩 11.97 3 6 1900 蔵重　佑一 (1) 誠英 12.28
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ

4 7 1234 八木　祐樹 (3) 光丘 12.15 4 5 1332 末永　凌也 (2) 西京 12.58
ﾒｲﾁ ﾊﾙﾋｺ ﾖｺﾀ ﾋﾛｱｷ

5 6 2201 明智　晴彦 (2) 宇部工 12.23 5 2 2017 横田　宏昭 (2) 西市 12.80
ﾖｼﾉ ﾀｶﾕｷ ﾀｻｶ ﾕｳｲﾁ

6 5 1168 吉野　貴之 (1) 下松工 12.65 6 3 1019 田坂　裕一 (1) 周防大島 12.89
ｼｹﾞﾀ ﾄﾓｷ ｱｷｴﾀﾞ ﾀｲｷ

3 1954 重田　智輝 (1) 山口農 DNS 7 8 1716 秋枝　大樹 (2) 長門 13.33
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾗｲｿﾞｳ

8 1961 原田　洸希 (1) 防府商 DNS 4 2002 中村　雷蔵 (1) 下関中等 DNS

風: -2.2 風: -1.0

風: -2.6 風: -0.9

風: -2.7 風: -0.2

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: +1.0 風: -3.1

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



男子100m

日本高校記録　　 (HR) 10.24 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月15日 12:35 予選
山口県高校記録 (YR) 10.53 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998 9月15日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 10.76 小島　祐一郎 (豊浦) 1995
大会記録 (GR) 10.76 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998
大会記録 (GR) 10.5 石村　弘幸 (西京) 1990

予選 12組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

9組 10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

ﾉﾑﾗ ﾏｻﾖｼ ｲｲﾉ ﾀｸﾏ

1 6 1561 野村　征義 (2) 下関工 12.20 1 5 1903 飯野　拓麻 (1) 誠英 12.02
ﾌｸﾓﾄ ｼﾝﾔ ｵｵｼﾀ ﾏｻﾕｷ

2 8 1114 福本　真也 (2) 熊毛南 12.67 2 7 1076 大下　誠之 (2) 柳井 12.04
ｲｹｳﾁ ﾅｵｷ ﾔﾏｻｷ ﾉﾘﾕｷ

3 2 1442 池内　直樹 (1) 小野田 12.87 3 2 1736 山﨑　統之 (1) 萩商工 12.37
ｲｹｸﾞﾁ ｼｮｳ ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

4 7 1828 池口　翔 (1) 田布施農 13.09 4 8 1699 青木　大輔 (2) 奈古 12.72
ｷﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ

5 5 1839 木本　敦博 (1) 岩国 13.13 5 4 1931 吉村　宏大 (1) 山口 12.87
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｸﾎﾞ　ｼﾝｽｹ

6 4 2054 福田　雄大 (1) 豊北 13.21 6 3 1760 久保　伸介 (1) 大津 13.17
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ

7 1 1405 髙橋　孝平 (1) 宇部 13.49 6 1352 中村 真也 (3) 高川学園 DNS
ｿﾉｻﾞｷ ｶﾂﾕｷ

3 1281 園崎　克将 (2) 防府 DNS

11組 12組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

1 6 1563 末永　頌馬 (2) 下関工 11.82 q 1 8 1005 柳原　秀信 (3) 大島商船高専 12.03
ﾌｼﾞﾅｶ ﾅﾘﾋﾛ ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｷ

2 2 1122 藤中　成浩 (3) 高水 11.96 2 5 2022 渡部　宏規 (1) 豊浦 12.44
ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾔ ｲｼﾏﾙ ﾅｵｷ

3 7 1163 藤岡　真哉 (2) 下松 12.17 3 3 1106 石丸　直樹 (2) 柳井商工 12.66
ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞｲ　ﾅｵﾔ

4 8 1816 藤川　裕太 (1) 岩国 12.58 4 6 1238 藤井　尚也 (1) 徳山工業高専 12.85
ﾖｺﾀ ｼﾝｻｸ ﾕﾘﾉ ﾋﾛｷ

5 5 1749 横田　晋作 (2) 萩光塩 12.87 5 2 2008 百合野　大輝 (1) 下関西 13.17
ﾊﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾌｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

6 3 1400 濱村　康平 (1) 宇部 13.17 6 4 1448 藤谷　昌弘 (1) 小野田工 13.65
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾂﾎﾞｲ ｼｮｳﾍｲ

4 1368 植田　裕馬 (2) 野田学園 DNS 7 1296 坪井　祥平 (2) 山口中央 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｹﾝｿﾞｳ ｺﾒﾝﾄ

1 3 1383 田中　賢三 (2) 山口県鴻城 11.43
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ

2 6 1380 原田　直樹 (2) 山口県鴻城 11.53
ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

3 5 1591 濱村　竜太 (2) 下関商 11.70
ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ

4 8 1563 末永　頌馬 (2) 下関工 11.77
ﾋﾛﾂ ｹﾝｲﾁ

5 2 1040 廣津　賢一 (3) 岩国総合 11.82
ｸﾎﾞﾀ ｱﾗﾀ

6 4 1930 久保田　新 (1) 山口 11.85
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ

7 7 1569 藤本　裕樹 (3) 豊北 11.88
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

8 1 1584 長野　泰士 (3) 下関商 12.07

風: -4.4

風: -2.5 風: -2.5

風: -3.9 風: -0.5

凡例 DNS：欠場



男子200m

日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月16日 12:35 予選
山口県高校記録 (YR) 21.26 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998 9月16日 14:50 決勝
大会記録 (GR) 22.02 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1997

予選 12組0着+8

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

ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ
1 2 1905 廣中　智紀 (1) 山口県鴻城 22.84 q 1 4 1904 能美　新吾 (1) 山口県鴻城 23.47 q

ﾌｼﾞﾅｶ ﾅﾘﾋﾛ ﾏｼﾉ ｼｭｳｲﾁ
2 3 1122 藤中　成浩 (3) 高水 23.68 q 2 2 1929 増野　秀一　 (1) 山口 24.74

ｵｵﾉ ﾕｳﾄ ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ
3 8 1653 大野　優斗 (2) 萩 24.93 3 3 2013 杉田　遼太朗 (1) 長府 25.62

ｱｷｵ ｼｮｳﾀ ｱｶﾊﾞｴ ﾀｶﾌﾐ
4 4 1704 秋尾　翔太 (1) 奈古 25.25 4 5 2030 赤波江　貴文 (1) 下関工 25.87

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ ﾀｶｲ ﾄﾓﾖｼ
5 1 1405 髙橋　孝平 (1) 宇部 26.33 5 1 2228 高井　智義 (1) 宇部工 26.26

ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞｷ ﾊﾗ ﾀﾀﾞﾅﾘ
6 5 1939 重田　和希 (1) 防府 26.68 6 7 1715 原　忠生 (2) 長門 27.27

ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ
7 7 1236 田村　優介 (2) 光丘 26.92 6 1820 石原　翔太 (1) 岩国工 DNS

ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ ｵｸﾞﾘ　ｼｮｳﾀ
6 1933 吉川　真司 (1) 山口 DNS 8 2242 小栗　勝太 (1) 宇部鴻城 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

ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ
1 7 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦 22.99 q 1 8 1468 村田　翔平 (3) 田部 23.61 q

ｱｶｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ
2 4 1359 赤岸 裕之 (3) 高川学園 24.13 2 2 1005 柳原　秀信 (3) 大島商船高専 23.97

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ｵｵﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
3 1 1404 吉田　祐貴 (2) 宇部 24.34 3 4 1598 大藤　省吾 (2) 下関商 24.54

ﾒｲﾁ ﾊﾙﾋｺ ｳｼﾛﾈ ｹｲｽｹ
4 8 2201 明智　晴彦 (2) 宇部工 25.19 4 3 1657 後根　圭佑 (2) 萩 24.63

ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝﾔ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ
5 3 2202 石上　真也 (1) 小野田工 25.75 5 1 1064 藤田　典悟 (3) 広瀬 26.03

ｸﾗﾓﾄ ﾏｻﾙ ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ
6 6 1418 蔵本　優 (2) 宇部中央 26.00 6 7 1546 吉岡　幸平 (2) 下関中央工 26.52

ｸﾜﾉ ｹﾝ ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾔ
7 2 1445 桑野　拳 (1) 小野田 26.05 7 5 1527 山下　郁弥 (2) 下関中等 26.58

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
8 5 2221 佐藤　弘樹 (1) 慶進 27.73 6 1369 小林　正人 (2) 野田学園 DNS

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

ﾔﾏｶﾜ ｷｮｳﾍｲ ｲｵｶ ｵｳｼﾞ
1 6 1149 山川　恭平 (2) 光 23.78 1 2 1074 井岡　翁二 (1) 柳井 23.61 q

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ
2 7 1584 長野　泰士 (3) 下関商 24.21 2 5 1630 秋本　真之介 (1) 大津 24.05

ﾄﾓｼｹﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾏｻｵｶ ｹｲｽｹ
3 5 1184 友重　恭平 (2) 下松工 25.43 3 4 1162 正岡　敬佑 (2) 下松 24.24

ｲｼﾏﾙ ﾅｵｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
4 3 1106 石丸　直樹 (2) 柳井商工 25.87 4 6 1521 中村　優輝 (2) 下関南 24.41

ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾄﾞﾋ ﾕｳｷ
5 8 1412 小川　大貴 (1) 宇部中央 26.16 5 3 1947 土肥　友樹 (1) 野田学園 24.94

ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ ｵｷﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ
6 4 1821 佐藤　充晃 (1) 岩国工 28.27 6 8 2053 沖野　伸一郎 (1) 豊北 25.17

ｶﾜﾓﾄ ｻﾄﾙ ﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ
1 1485 川元　悟 (2) 西市 DNS 7 7 1188 田中　周平 (2) 下松工 25.33

ｺｲｹ ｼｭｳｽｹ ﾔﾏﾉ ｼｮｳﾍｲ
2 2212 小池　秀祐 (1) 厚狭 DNS 8 1 2231 山野　祥平 (1) 小野田 27.26

7組 8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

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｵｵｼﾀ ﾏｻﾕｷ
1 3 1471 清水　敬大 (2) 田部 23.51 q 1 2 1076 大下　誠之 (2) 柳井 24.48

ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾔ ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾀ
2 4 1163 藤岡　真哉 (2) 下松 24.16 2 5 1816 藤川　裕太 (1) 岩国 24.75

ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ ｷﾖﾐ ﾏｻﾄ
3 6 1332 末永　凌也 (2) 西京 25.01 3 8 1745 清見　将人 (2) 日置農 25.45

ｲﾅｲ ﾄﾓﾋﾛ ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
4 8 1239 井内　智弘 (3) 聖光 25.30 4 6 2054 福田　雄大 (1) 豊北 25.63

ﾏﾂﾉ ﾀｶﾕｷ ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ
5 2 1600 松野　誉之 (1) 早鞆 25.94 5 4 1241 藤井　将太 (3) 聖光 26.08

ｸﾎﾞ　ｼﾝｽｹ ｵｵﾀﾆ ﾕｳｲﾁ
6 5 1760 久保　伸介 (1) 大津 27.30 6 3 1713 大谷　裕一 (2) 奈古　須佐分校 26.42

ﾅｶﾑﾗ ﾗｲｿﾞｳ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ
1 2002 中村　雷蔵 (1) 下関中等 DNS 7 1352 中村 真也 (3) 高川学園 DNS

ﾔﾉ ｼﾝｼﾞ
7 2214 矢野　慎治 (1) 厚狭 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -1.2 風: -3.1

風: -2.4 風: -3.3

風: -2.1 風: -0.6

風: 0.0 風: -0.1

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



男子200m

日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月16日 12:35 予選
山口県高校記録 (YR) 21.26 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998 9月16日 14:50 決勝
大会記録 (GR) 22.02 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1997

予選 12組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

9組 10組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｳｴﾉ ｼｭｳﾍｲ
1 4 1902 上田　翔太 (1) 誠英 24.04 1 2 1523 植野　秀平 (2) 下関南 24.71

ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ
2 7 2207 山下　成二 (2) 宇部西 24.61 2 7 1237 松村　隆寛 (1) 徳山工業高専 25.35

ﾄﾓﾀ ﾕｳｼﾞ ﾜﾀﾔ ｺｳｷ
3 5 1123 友田　祐司 (3) 高水 24.75 3 5 1689 綿屋　晃希 (2) 萩商工 25.51

ｱｷｴﾀﾞ ﾀｲｷ ｸﾆﾄﾓ ｶｽﾞﾏ
4 3 1716 秋枝　大樹 (2) 長門 26.45 4 3 2117 國友　和真 (1) 徳山商工 25.87

ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓﾂｸﾞ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ
5 6 1744 梅田　知嗣 (2) 日置農 26.66 5 8 1818 松本　拓也 (1) 岩国 26.92

ｵｵﾀ ﾅｵｷ ﾅﾜﾀ ﾕｳｼ
6 2 2116 太田　尚紀 (1) 徳山商工 27.47 6 1202 縄田　祐志 (1) 徳山 DNS

ｿﾉｻﾞｷ ｶﾂﾕｷ ﾂﾎﾞｲ ｼｮｳﾍｲ
8 1281 園崎　克将 (2) 防府 DNS 4 1296 坪井　祥平 (2) 山口中央 DNS

11組 12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

ﾋﾛﾂ ｹﾝｲﾁ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ
1 5 1040 廣津　賢一 (3) 岩国総合 23.72 q 1 8 1926 高木　涼将 (1) 山口中央 23.87

ｽｲﾂﾞ ｹｲﾀ ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲﾉｽｹ
2 8 1667 水津　敬太 (3) 萩商工 24.74 2 3 1464 藤本　慶之介 (2) 慶進 24.98

ﾑﾗｲ ﾂﾖｼ ｲﾅﾀﾞ ｶﾂﾞｷ
3 3 2032 村井　剛史 (1) 下関工 25.46 3 2 1505 稲田　一輝 (2) 豊浦 25.52

ｵｶﾉ ｺｳﾍｲ ﾏｴﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ
4 4 1205 岡野　宏平 (1) 徳山 25.51 4 4 1917 前野　一茂 (1) 西京 25.88

ﾔｷﾞ ﾕｳｷ ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ
5 6 1234 八木　祐樹 (3) 光丘 25.86 5 7 1067 柴田　直也 (2) 広瀬 26.52

ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ
6 7 2105 多田　直樹 (1) 徳山工業高専 25.89 6 5 1541 松田　篤 (2) 下関中央工 26.83

ｶﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾔﾏﾈ ｶﾂﾖｼ
7 2 1150 兼本　康平 (2) 光 25.99 6 1351 山根　克祥 (2) 誠英 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ

1 6 1905 廣中　智紀 (1) 山口県鴻城 22.59
ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ

2 5 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦 22.94
ﾋﾛﾂ ｹﾝｲﾁ

3 8 1040 廣津　賢一 (3) 岩国総合 22.98
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ

4 7 1468 村田　翔平 (3) 田部 23.21
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

5 4 1471 清水　敬大 (2) 田部 23.27
ｲｵｶ ｵｳｼﾞ

6 2 1074 井岡　翁二 (1) 柳井 23.72
ﾌｼﾞﾅｶ ﾅﾘﾋﾛ

7 1 1122 藤中　成浩 (3) 高水 24.00
ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ

3 1904 能美　新吾 (1) 山口県鴻城 DNS

風: -2.9

風: -3.8 風: +2.0

風: +0.1 風: -1.4

凡例 DNS：欠場



男子400m

日本高校記録　　 (HR) 45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005 9月15日 11:25 予選
山口県高校記録 (YR) 46.81 濱野　純平 (豊浦) 2007 9月15日 13:55 決勝
大会記録 (GR) 48.59 尾籠　和正 (宇部工) 1994
大会記録 (GR) 48.4 能勢　修 (西京) 1991

予選 9組0着+8

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 ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ
1 1 1500 濱野　純平 (3) 豊浦 49.97 q 1 5 1287 笹村　直也 (1) 山口 52.01 q

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｵｵﾀ ﾋﾛｼ
2 5 1521 中村　優輝 (2) 下関南 53.75 2 3 1458 太田　浩史 (2) 厚狭 54.30

ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ｵｸﾞﾘ　ｼｮｳﾀ
3 7 1472 西嶋　健太郎 (2) 田部 54.74 3 1 2242 小栗　勝太 (1) 宇部鴻城 55.13

ｵｵﾉ ﾕｳﾄ ｵｷﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ
4 6 1653 大野　優斗 (2) 萩 56.20 4 2 2053 沖野　伸一郎 (1) 豊北 55.74

ﾜﾀﾔ ｺｳｷ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ
5 8 1689 綿屋　晃希 (2) 萩商工 57.40 5 7 1064 藤田　典悟 (3) 広瀬 55.80

ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ ﾔｴｵ ﾕｳｽｹ
6 2 2224 上田　明 (1) 宇部工 59.88 6 6 1058 八重尾　勇輔 (2) 岩国工 58.51

ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
3 1012 本田　翔也 (2) 大島商船高専 DNS 7 4 1956 松田　匡平 (1) 山口中央 61.83

ｺｲｹ ｼｭｳｽｹ ﾌｼﾞｲ ｱﾂｷ
4 2212 小池　秀祐 (1) 厚狭 DNS 8 2123 藤井　惇紀 (1) 徳山商工 DNS

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

ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ ｳｴｷ ﾘｮｳｽｹ
1 6 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦 50.98 q 1 2 1513 植木　良介 (3) 下関西 51.09 q

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏｻｵｶ ｹｲｽｹ
2 5 1404 吉田　祐貴 (2) 宇部 55.28 2 7 1162 正岡　敬佑 (2) 下松 53.82

ﾏﾂﾉ ﾀｶﾕｷ ﾄﾞﾋ ﾕｳｷ
3 7 1600 松野　誉之 (1) 早鞆 57.22 3 3 1947 土肥　友樹 (1) 野田学園 54.73

ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ
4 4 1931 吉村　宏大 (1) 山口 58.42 4 8 1900 蔵重　佑一 (1) 誠英 55.65

ﾄﾓｶﾜ ｶﾞｲ ｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ
5 3 1388 友川　我意 (1) 宇部中央 58.96 5 6 2120 宇田　一樹 (1) 徳山商工 56.12

ﾀﾅｶ ﾋﾛ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ
6 2 2243 田中　裕 (1) 宇部工 59.68 4 1141 西村　翔 (2) 徳山工業高専 DNS

ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ
8 1382 有田　一馬 (2) 山口県鴻城 DNS 5 2003 山下　昌紘 (1) 下関中等 DNS

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

ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ
1 7 1588 関谷　修平 (3) 下関商 51.31 q 1 4 1021 林　真吾 (2) 周防大島 52.64 q

ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾆｼｵｶ ﾄｼﾛｳ
2 5 1337 原田　恭兵 (2) 西京 54.09 2 2 1411 西岡　俊郎 (2) 宇部中央 54.04

ｽｻｷ ｽｸﾞﾙ ｲﾏﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ
3 4 2033 周崎　卓 (1) 下関工 56.46 3 7 1919 今橋　英明 (1) 西京 54.91

ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ
4 6 1241 藤井　将太 (3) 聖光 57.59 4 6 1188 田中　周平 (2) 下松工 57.68

ｵｵﾂｶ ｺｳｷ ﾊﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ
5 2 1601 大塚　昴輝 (1) 早鞆 58.47 5 3 1400 濱村　康平 (1) 宇部 58.27

ｵｵｶﾜ ﾘｮｳﾔ ｵｶｻﾞｷ ﾅｵｷ
6 8 1945 大川　凌矢 (1) 誠英 61.60 6 5 1815 岡﨑　直樹 (1) 岩国 59.38

ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾏ ｲﾀﾔ ｼﾝｺﾞ
3 1368 植田　裕馬 (2) 野田学園 DNS 8 1711 板谷　眞伍 (2) 奈古　須佐分校 DNS

7組 8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

ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ ﾔﾏｶﾜ ｷｮｳﾍｲ
1 3 1597 渡部　由大 (2) 下関商 52.60 q 1 5 1149 山川　恭平 (2) 光 52.23 q

ｼﾉﾓﾘ ｾｲｼﾞ ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ
2 5 1543 篠森　聖司 (1) 下関中央工 53.98 2 6 1209 林　宏紀　 (2) 徳山 52.84

ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾐﾖｼ ﾋﾛｱｷ
3 6 1172 杉原　健太 (2) 下松工 54.74 3 2 1658 三好　弘朗 (2) 萩 53.36

ｲﾅｲ ﾄﾓﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾔ
4 4 1239 井内　智弘 (3) 聖光 57.92 4 4 1573 藤田　賢哉 (3) 豊北 57.78

ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ
5 8 1812 竹本　浩之 (1) 岩国 58.18 5 7 1065 岡崎　博行 (2) 広瀬 58.80

ｱｶｵ ﾕｳﾀﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾀｶ
6 2 1210 赤尾　祐太朗 (1) 徳山 58.60 6 8 1020 近藤　綾威 (2) 周防大島 59.21

ﾐﾖｼ ﾅｵﾔ ﾏﾂｵｶ ｴｲｻｸ
7 7 1449 三好　直哉 (2) 小野田工 61.17 7 3 2203 松岡　栄作 (1) 小野田工 60.29

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



男子400m

日本高校記録　　 (HR) 45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005 9月15日 11:25 予選
山口県高校記録 (YR) 46.81 濱野　純平 (豊浦) 2007 9月15日 13:55 決勝
大会記録 (GR) 48.59 尾籠　和正 (宇部工) 1994
大会記録 (GR) 48.4 能勢　修 (西京) 1991

予選 9組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｯﾀ ﾏｻﾕｷ
1 4 1531 新田 将之 (3) 下関中央工 52.93

ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ
2 3 1756 木村　真吾 (2) 萩商工 53.50

ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ
3 2 1522 佐々木　一也 (2) 下関南 55.71

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｳｽｹ
4 8 1474 藤村　陽介 (2) 田部 58.52

ﾐｳﾗ ｶﾂﾏ
5 5 1125 三浦　克馬 (3) 高水 60.95

ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ
6 7 1821 佐藤　充晃 (1) 岩国工 63.66

ﾄﾖﾀ ﾀｶﾋﾛ
6 1148 豊田　剛大 (2) 光 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1 5 1500 濱野　純平 (3) 豊浦 48.02 NGR
ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ

2 6 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦 50.27
ｳｴｷ ﾘｮｳｽｹ

3 4 1513 植木　良介 (3) 下関西 50.44
ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

4 3 1588 関谷　修平 (3) 下関商 50.58
ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ

5 2 1287 笹村　直也 (1) 山口 51.09
ﾔﾏｶﾜ ｷｮｳﾍｲ

6 1 1149 山川　恭平 (2) 光 51.60
ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

7 7 1597 渡部　由大 (2) 下関商 51.87
ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ

8 8 1021 林　真吾 (2) 周防大島 52.50

凡例 DNS：欠場



男子800m

日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 9月16日 10:35 予選
山口県高校記録 (YR) 1.50.18 林　　猛志 (宇部鴻城) 1984 9月16日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 1.55.91 齋藤　隆也 (柳井) 1999

予選 9組0着+8

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

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ ｻｻｲ ﾕﾀｶ
1 1 1510 松本　圭介 (2) 豊浦 2.02.42 q 1 5 1317 笹井　豊 (3) 西京 1.59.96 q

ｳｴﾉ ﾘｮｳ ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
2 6 1102 上野　諒 (1) 柳井商工 2.08.59 2 1 1306 加藤　大知 (2) 防府西 2.09.91

ｼｵﾔ ﾏｻｱｷ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ
3 8 2126 塩屋　正章 (2) 光丘 2.11.62 3 6 1109 橋本　裕貴 (2) 柳井商工 2.20.26

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ ｺｳﾁ ﾖｼｱｷ
4 5 1271 橋本　亮司 (1) 防府 2.15.28 4 9 1537 河内　善昭 (1) 下関中央工 2.23.58

ｻｻｷ ﾏｻﾉﾘ ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ
5 7 1079 笹木　将徳 (2) 柳井 2.18.53 5 2 1113 藤井　剛 (2) 熊毛南 2.25.23

ｼﾏﾅｶ ﾕｳｷ ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ
6 3 2107 嶋中　宇輝 (2) 光 2.20.48 6 3 2110 平野　雄大 (1) 光 2.38.48

ｵｶﾉ ﾖｼﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ
7 2 1743 岡野　祥大 (1) 大津 2.21.77 7 1397 中村　真人 (2) 宇部工業高専 DNS

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｽｸ ｱｶｾ ﾀｶﾋﾃﾞ
4 1367 山上　佑 (2) 野田学園 DNS 4 2115 赤瀬　貴英 (1) 徳山 DNS

ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾐﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ
9 2130 片山　紘樹　 (3) 聖光 DNS 8 2205 光永　直樹 (2) 宇部 DNS

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

ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾉ ｼｭﾝ
1 3 1292 山﨑　健太郎 (2) 山口 2.05.63 1 3 1338 中野　瞬 (2) 西京 2.03.04 q

ﾀｹﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ ｺｳﾁ ﾕｳﾔ
2 6 1387 竹永　賢二 (2) 山口県鴻城 2.09.74 2 4 1169 河内　勇也 (1) 下松工 2.10.12

ﾌｼﾞｶﾜ ﾋｻｼ ｽｲﾂﾞ ｻﾄｼ
3 8 1018 藤川　尚史 (2) 周防大島 2.13.12 3 7 1688 水津 里視 (2) 萩商工 2.10.55

ｻﾀﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾅｶﾑﾗ ｺｳ
4 7 1255 貞木　隆秀 (1) 下松 2.13.56 4 1 2024 中村　航 (1) 豊浦 2.17.70

ﾖｼﾄﾐ ｺｳﾀ ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾀｶ
5 5 1083 吉冨　洸太 (2) 柳井 2.17.32 5 5 1420 森岡　真隆 (1) 宇部中央 2.20.48

ｳｴﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ｽｴﾄﾐ ﾖｳｲﾁ
6 1 2240 植村　慎吾 (1) 宇部 2.18.14 6 9 2219 末冨　洋一 (1) 慶進 2.20.90

ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ﾀﾏﾉ ｶｽﾞｵ
7 2 1545 金田　義之 (2) 下関中央工 2.21.75 7 8 1248 玉野　和男 (1) 聖光 2.22.50

ﾅｶﾞﾄﾐ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ
8 4 2213 永富　祐太 (1) 厚狭 2.32.07 8 2 1631 藤本　尚文 (1) 大津 2.22.53

ｲｽﾞ ﾅｵｷ ｶｷﾞﾔﾏ ｿｳﾍｲ
9 9 1278 伊豆　直輝 (1) 防府 2.35.36 9 6 1565 鍵山　宗平 (2) 下関工 2.27.97

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

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸ
1 4 1801 藤村　侑樹 (1) 高水 2.04.54 q 1 1 1121 藤本　拓 (3) 高水 2.01.51 q

ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜﾉ ｱﾕﾐ
2 2 1575 水本　隆博 (3) 豊北 2.04.88 q 2 5 1002 河野　歩実 (3) 大島商船高専 2.01.58 q

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ ﾊﾞﾊﾞ ﾂﾖｼ
3 5 1814 中村　良 (1) 岩国 2.10.93 3 8 1517 馬場　剛 (2) 下関西 2.10.17

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ
4 3 1181 山本　泰裕 (2) 下松工 2.11.26 4 2 2229 岡本　崇義 (1) 宇部工 2.14.38

ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ ﾏﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
5 8 1302 松冨　聖史 (3) 防府西 2.13.44 5 3 2216 眞鍋　聡一朗 (1) 宇部西 2.14.62

ｲﾑﾗ ﾅｵﾔ ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ
6 9 1802 伊村　直矢 (2) 熊毛南 2.13.73 6 4 1703 神野　大地 (2) 奈古 2.15.85

ｳｴﾑﾗ ﾖｼｱｷ ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ
7 6 1751 植村　佳彰 (1) 奈古 2.14.79 7 7 1623 金山　秀一 (3) 日置農 2.31.29

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ﾆｷ ｼﾝﾀﾛｳ
8 7 1560 山田　雅典 (1) 下関工 2.27.22 9 1823 二木　信太郎 (1) 岩国工 DNS

ｽｷﾞﾀ ｺｳｼﾞ ﾆｼｵｶ ﾋﾛｷ
9 1 1465 杉田　孝治 (2) 慶進 2.38.96 6 2103 西岡　祐希 (1) 徳山工業高専 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子800m

日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 9月16日 10:35 予選
山口県高校記録 (YR) 1.50.18 林　　猛志 (宇部鴻城) 1984 9月16日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 1.55.91 齋藤　隆也 (柳井) 1999

予選 9組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

7組 8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

ﾉｶﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ ﾏｼﾔﾏ ﾋﾛｷ
1 7 1762 野上　修平 (3) 萩 2.03.26 q 1 6 1725 増山　裕樹 (1) 萩 2.06.99

ｱｶﾏﾂ ｼｭｳｺﾞ ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ
2 3 1589 赤松　秀湖 (3) 下関商 2.05.39 2 4 1357 森田 幸太朗 (3) 高川学園 2.07.20

ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ ﾌｸﾓﾄ ﾄｼﾕｷ
3 1 1358 安達 亮二 (3) 高川学園 2.07.37 3 9 1201 福元　敏之 (1) 徳山 2.08.08

ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝ
4 5 1570 其田　翔大 (3) 豊北 2.13.88 4 2 1457 上田　峻 (2) 厚狭 2.10.86

ﾏﾂｵｶ ｴｲｻｸ ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ
5 9 2203 松岡　栄作 (1) 小野田工 2.18.23 5 7 1620 小田　寛貴 (2) 美祢工 2.11.57

ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ ﾐﾖｼ ﾅｵﾔ
6 8 1414 山田　智成 (2) 宇部中央 2.18.67 6 5 1449 三好　直哉 (2) 小野田工 2.21.37

ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾀｶ ｶﾈｼｹﾞ ﾌﾄｼ
7 4 1020 近藤　綾威 (2) 周防大島 2.19.74 7 3 1235 兼重　太 (1) 光丘 2.24.26

ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ
6 1710 齋藤　伸吾 (2) 奈古　須佐分校 DSQ 8 8 2217 柳川　仁誠 (1) 宇部西 2.28.45

ｵｵﾂｶ ｺｳｷ ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ
2 1601 大塚　昴輝 (1) 早鞆 DNS 1 2003 山下　昌紘 (1) 下関中等 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
1 9 1611 加藤　誠大 (2) 美祢工 2.05.42

ｲﾁｵｶ ﾘｮｳｽｹ
2 4 1585 市岡　諒祐 (3) 下関商 2.06.93

ｳﾁﾄﾞﾐ ﾄﾓﾕｷ
3 3 1963 内冨　智之 (1) 山口県鴻城 2.07.75

ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ
4 6 2007 杉本　翔平 (1) 下関西 2.09.77

ｱﾘｶﾞﾈ ｻﾄｼ
5 5 2106 有金　聡 (1) 徳山工業高専 2.11.97

ｳﾒﾀﾞ ｽｸﾞﾙ
6 7 1693 梅田　卓 (2) 萩商工 2.17.72

ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾅﾘ
7 8 1256 藤井　保成 (1) 下松 2.19.16

ｲﾀﾔ ｼﾝｺﾞ
8 1 1711 板谷　眞伍 (2) 奈古　須佐分校2.50.70

ﾅｶﾑﾗ ｶｲ
2 1511 中村　海 (1) 長府 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

1 4 1510 松本　圭介 (2) 豊浦 1.56.93
ｻｻｲ ﾕﾀｶ

2 6 1317 笹井　豊 (3) 西京 1.57.37
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸ

3 5 1121 藤本　拓 (3) 高水 1.58.45
ｶﾜﾉ ｱﾕﾐ

4 3 1002 河野　歩実 (3) 大島商船高専 2.00.97
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ

5 2 1801 藤村　侑樹 (1) 高水 2.01.46
ﾅｶﾉ ｼｭﾝ

6 8 1338 中野　瞬 (2) 西京 2.02.21
ﾉｶﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ

7 1 1762 野上　修平 (3) 萩 2.02.77
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

8 7 1575 水本　隆博 (3) 豊北 2.06.63

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子1500m

日本高校記録　　 (HR) 3.38.49 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 9月15日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ
山口県高校記録 (YR) 3.51.09 梅木　蔵雄 (宇部鴻城) 1993
大会記録 (GR) 3.53.42 戸村　将幸 (西京) 2000

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾍｲ ｶﾜﾉ ｱﾕﾐ

1 11 1320 岡村　悠平 (3) 西京 3.55.64 1 9 1002 河野　歩実 (3) 大島商船高専 4.15.75
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸ ﾅﾝﾘ ｹﾝﾀﾛｳ

2 7 1121 藤本　拓 (3) 高水 3.56.01 2 2 1245 南里　健太郎 (2) 聖光 4.17.15
ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ

3 10 1574 木村　亨 (3) 豊北 4.00.63 3 15 1103 野村　光宏 (1) 柳井商工 4.17.29
ｳｴｷ ﾏｻﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ

4 12 1165 植木　雅哉 (2) 下松 4.08.00 4 5 1144 山本　英史 (1) 光 4.18.08
ﾋﾛﾅｶﾞ ﾄﾓﾋｺ ｵｶﾞﾜ ｹｲ

5 5 1593 廣永　智彦 (2) 下関商 4.08.03 5 8 1303 小川　慧 (3) 防府西 4.19.11
ｶﾀﾔﾏ ﾅﾂｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ

6 4 1119 片山　夏士 (3) 高水 4.09.59 6 16 1105 榊原　健史 (2) 柳井商工 4.20.79
ｷﾓﾄ ｲｯｾｲ ﾏｴﾀﾞ ﾀｸｼﾞ

7 8 1576 木本　一誠 (3) 豊北 4.12.33 7 14 1633 前田　琢治 (2) 大津 4.21.88
ﾄｸﾓﾄ ｹﾝﾀ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ

8 15 1124 徳本　健太 (3) 高水 4.12.54 8 6 1266 町田　光司 (1) 防府 4.22.73
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｺﾞ ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾏ

9 14 1301 松原　信悟 (3) 防府西 4.12.92 9 7 1616 藤岡　拓磨 (2) 美祢工 4.23.54
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ

10 13 1305 山本 隆司 (3) 防府西 4.16.01 10 10 1357 森田 幸太朗 (3) 高川学園 4.24.95
ｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾌｼﾞｶﾜ ﾋｻｼ

11 16 1061 井原　大地 (2) 岩国工 4.16.95 11 1 1018 藤川　尚史 (2) 周防大島 4.25.97
ﾋｻﾋﾛ ﾖｼﾅﾘ ﾔｽﾑﾗ ﾋﾛｼ

12 2 1381 久弘　好成 (2) 山口県鴻城 4.19.10 12 3 1526 安村　浩志 (3) 下関中等 4.28.66
ﾂﾙﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ ｼｮｳﾓﾄ ﾜﾀﾙ

13 21 1098 鶴田　健造 (1) 柳井商工 4.19.41 13 11 1077 庄本　航 (2) 柳井 4.28.81
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝ

14 3 1575 水本　隆博 (3) 豊北 4.20.58 14 20 1457 上田　峻 (2) 厚狭 4.30.99
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ ｸﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

15 1 1358 安達 亮二 (3) 高川学園 4.21.06 15 12 1596 栗原　大輔 (2) 下関商 4.32.08
ｲｹﾅｶﾞ ﾏｻﾅﾘ ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

16 6 1323 池永　将成 (3) 西京 4.22.24 16 19 1635 吉村　謙一 (2) 大津 4.36.61
ｳｴｵｷ ﾐﾉﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

17 20 1354 上沖 稔 (3) 高川学園 4.23.03 17 13 1397 中村　真人 (2) 宇部工業高専 4.53.69
ﾊﾞﾊﾞ ﾂﾖｼ ｺｳﾐｮｳ ﾋﾛｷ

18 18 1517 馬場　剛 (2) 下関西 4.23.26 18 17 1393 光明　広樹 (2) 宇部工業高専 4.59.09
ﾌｸﾓﾄ ﾄｼﾕｷ ﾐﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ

19 17 1201 福元　敏之 (1) 徳山 4.30.11 19 4 2205 光永　直樹 (2) 宇部 5.05.86
ｳｴｷ ｱﾗﾀ ﾀｹﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ

9 1316 植木　新 (3) 西京 DNS 18 1387 竹永　賢二 (2) 山口県鴻城 DNS
ｳﾒﾀﾞ ﾋﾛｷ

19 1461 梅田　洋輝 (2) 宇部鴻城 DNS

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹｲﾀ ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

1 12 1722 榊原　啓太 (1) 萩 4.20.21 1 7 1718 野村　亮介 (1) 美祢工 4.29.78
ｶﾈｺ ﾔｽｼ ﾌｸｴ ﾀｹﾙ

2 11 1691 金子　泰 (2) 萩商工 4.25.46 2 19 1365 福江　建 (1) 防府商 4.30.68
ﾐﾑﾗ ｹﾝﾀ ｲﾑﾗ ﾅｵﾔ

3 14 2000 三村　健太 (1) 下関中等 4.25.97 3 13 1802 伊村　直矢 (2) 熊毛南 4.32.85
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ｼﾗｷ ｹﾝ

4 4 1257 佐藤　明基 (1) 下松 4.26.68 4 8 1613 白木　健 (2) 美祢工 4.33.04
ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

5 2 1740 石川　裕 (1) 大津 4.27.54 5 5 2124 林　秀明 (1) 聖光 4.34.52
ｼｵﾔ ﾏｻｱｷ ﾏﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

6 9 2126 塩屋　正章 (2) 光丘 4.28.19 6 11 2216 眞鍋　聡一朗 (1) 宇部西 4.37.41
ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾉ

7 1 2102 森下　一将 (1) 徳山工業高専 4.29.44 7 6 1214 原田　奨之 (1) 徳山商工 4.38.85
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ ﾃﾙｳﾁ ﾀﾂｷ

8 17 2007 杉本　翔平 (1) 下関西 4.29.92 8 15 1946 照内　樹 (1) 野田学園 4.44.95
ｵｵｼﾀ ﾐﾂﾉﾘ ｽｲｽﾞ ｲｵ

9 13 1081 大下　満紀 (2) 柳井 4.30.78 9 14 1705 水津　伊央 (2) 奈古 4.46.89
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ ﾌﾅﾂ ﾋﾛﾕｷ

10 6 2011 中川　稔 (1) 下関西 4.30.90 10 16 1547 船津　博之 (2) 下関中央工 4.47.68
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛｷ ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ

11 3 1297 山縣　弘貴 (2) 山口中央 4.31.14 11 18 1371 中山　亮 (1) 山口中央 4.48.36
ｳｴﾑﾗ ﾖｼｱｷ ﾖｼｶ ｼﾝｺﾞ

12 15 1751 植村　佳彰 (1) 奈古 4.31.97 12 10 1809 吉賀　新悟 (1) 大島商船高専 4.48.97
ｳｴｷ ﾋﾄｼ ｳｴﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

13 19 2041 植木　人士 (1) 豊浦 4.32.79 13 12 2240 植村　慎吾 (1) 宇部 4.49.31
ﾐﾄ ﾀｶｼ ｻｸﾗｷﾞ ﾀｹｼ

14 10 2104 三戸　貴嗣 (1) 徳山工業高専 4.36.30 14 9 1407 櫻木　剛 (2) 宇部 4.49.38
ｻﾀﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾋﾗﾉ ｶﾂﾄｼ

15 18 1255 貞木　隆秀 (1) 下松 4.42.25 15 17 2036 平野　勝俊 (1) 豊浦 4.49.50
ｶﾈｼｹﾞ ﾌﾄｼ ｵｶﾌｼﾞ ﾀﾞｲｷ

16 8 1235 兼重　太 (1) 光丘 4.52.83 2 1476 岡藤　大樹 (1) 西市 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ

17 16 1763 中村　竜太 (1) 萩 4.58.19 3 1623 金山　秀一 (3) 日置農 DNS
ﾆｼｵｶ ﾋﾛｷ ﾓﾘﾜｷ ｼﾝｲﾁ

18 5 2103 西岡　祐希 (1) 徳山工業高専 5.05.18 1 1808 森脇　槙一 (1) 大島商船高専 DNS
ｾﾗ ﾀｶｼ ﾔﾏﾈ ﾖｳﾀ

7 1656 世良　昂 (2) 萩 DNS 4 2211 山根　陽太 (1) 宇部鴻城 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



男子1500m

日本高校記録　　 (HR) 3.38.49 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 9月15日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ
山口県高校記録 (YR) 3.51.09 梅木　蔵雄 (宇部鴻城) 1993
大会記録 (GR) 3.53.42 戸村　将幸 (西京) 2000

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

5組 6組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾀｶ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｽｹ

1 9 1420 森岡　真隆 (1) 宇部中央 4.41.00 1 12 1738 宮本　太助 (1) 萩商工 4.26.24
ﾀｶﾅｼ ｹﾝﾄ ｸﾗﾏｽ ﾀｸﾛｳ

2 13 1935 高梨　賢人 (1) 防府商 4.44.67 2 3 1375 蔵増　拓朗 (2) 野田学園 4.35.74
ｵﾉ ｾｲｷ ｲﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ

3 15 1712 小野　誠己 (2) 奈古　須佐分校4.45.63 3 11 1669 井本　晋平 (3) 萩商工 4.38.96
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ｸﾆﾔｽ ｻﾄｼ

4 2 1560 山田　雅典 (1) 下関工 4.47.96 4 14 2255 國安　聡史 (1) 慶進 4.43.37
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ﾐﾔｼﾞ ﾀｹﾄｼ

5 6 1187 山本　隆博 (2) 下松工 4.48.86 5 19 1208 宮路　武俊 (1) 徳山 4.50.57
ｼﾏﾅｶ ﾕｳｷ ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳ

6 8 2107 嶋中　宇輝 (2) 光 4.50.10 6 2 1243 岡本　龍 (1) 聖光 4.51.96
ｵｷ ﾕｳｽｹ ﾊﾗ ﾃﾂﾄ

7 7 1057 沖　雄輔 (2) 岩国工 4.50.52 7 6 1450 羽良　哲人 (1) 小野田工 4.53.58
ｽｴﾄﾐ ﾖｳｲﾁ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ

8 10 2219 末冨　洋一 (1) 慶進 4.50.74 8 16 2218 竹内　数馬 (1) 宇部中央 4.55.22
ﾋｻﾕｸ ﾘｮｳﾀ ﾄｸﾅｶﾞ ｲｯｾｲ

9 4 1174 久行　亮太 (1) 下松工 4.52.28 9 17 1822 徳永　一生 (1) 岩国工 4.56.19
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ

10 14 2119 中村　亮太 (1) 徳山商工 4.52.81 10 9 1747 藤井　健太 (1) 日置農 4.57.85
ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

11 5 1084 角田　優太 (2) 柳井 4.53.98 11 15 2217 柳川　仁誠 (1) 宇部西 4.58.21
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

12 1 1414 山田　智成 (2) 宇部中央 4.56.04 12 1 1960 山本　将貴 (2) 防府商 5.01.90
ﾏﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ｶｷﾞﾔﾏ ｿｳﾍｲ

13 12 1548 眞鍋　昇一郎 (2) 下関中央工 4.57.07 13 7 1565 鍵山　宗平 (2) 下関工 5.07.82
ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ ﾅｶﾞﾄﾐ ﾕｳﾀ

14 3 1113 藤井　剛 (2) 熊毛南 5.01.00 14 4 2213 永富　祐太 (1) 厚狭 5.08.28
ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ｻｻｵ ﾄﾓｵ

15 11 1948 冨山　慎悟 (1) 野田学園 5.06.87 15 10 1746 笹尾　智雄 (3) 日置農 5.11.39
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

16 17 2110 平野　雄大 (1) 光 5.18.78 16 5 1959 藤田　貴士 (1) 防府 5.20.62
ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ

17 18 1173 穐山　直史 (1) 下松工 5.23.64 18 1206 中村　光佑 (2) 徳山 DNS
ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｳ

18 16 1710 齋藤　伸吾 (2) 奈古　須佐分校5.24.46 8 1483 藤本　草 (1) 西市 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｶｲ ｻｻｷ ﾘｮｳ

19 1511 中村　海 (1) 長府 DNS 13 1486 佐々木　亮 (2) 西市 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

20 1814 中村　良 (1) 岩国 DNS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1320 岡村　悠平 (3) ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 西京 3.55.64 1 11 1
2 1121 藤本　拓 (3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸ 高水 3.56.01 1 7 2
3 1574 木村　亨 (3) ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ 豊北 4.00.63 1 10 3
4 1165 植木　雅哉 (2) ｳｴｷ ﾏｻﾔ 下松 4.08.00 1 12 4
5 1593 廣永　智彦 (2) ﾋﾛﾅｶﾞ ﾄﾓﾋｺ 下関商 4.08.03 1 5 5
6 1119 片山　夏士 (3) ｶﾀﾔﾏ ﾅﾂｼ 高水 4.09.59 1 4 6
7 1576 木本　一誠 (3) ｷﾓﾄ ｲｯｾｲ 豊北 4.12.33 1 8 7
8 1124 徳本　健太 (3) ﾄｸﾓﾄ ｹﾝﾀ 高水 4.12.54 1 15 8

凡例 DNS：欠場



男子5000m

日本高校記録　　 (HR) 13.39.87 佐藤　秀和 (仙台育英・宮城) 2004 9月16日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ
山口県高校記録 (YR) 14.04.48 本多　浩隆 (下松) 2002
大会記録 (GR) 14.38.3 国近　友昭 (光) 1989

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾄﾈ ｹﾝﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ
1 25 1321 刀祢　健太郎 (3) 西京 14.48.87 1 36 2124 林　秀明 (1) 聖光 16.31.74

ｽｴﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾗ
2 23 1315 末山　貴文 (3) 西京 14.57.91 2 30 1649 内田　明 (3) 萩 16.48.27

ｳｴｷ ﾏｻﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ
3 24 1165 植木　雅哉 (2) 下松 15.33.84 3 4 1144 山本　英史 (1) 光 16.53.73

ｳｴﾀﾞ ﾀｸ ﾏﾂｽｴ ｵｻﾑ
4 28 1909 上田　拓 (1) 西京 15.48.91 4 35 2131 松末　修 (3) 聖光 16.55.07

ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾔ ﾂﾂﾐｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ
5 9 1463 土井　一也 (2) 宇部鴻城 15.56.03 5 28 1164 堤下　和弘 (2) 下松 16.56.98

ｷﾓﾄ ｲｯｾｲ ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ
6 22 1576 木本　一誠 (3) 豊北 15.59.78 6 1 2102 森下　一将 (1) 徳山工業高専 17.00.42

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ
7 26 1608 木村　裕太 (3) 美祢工 16.01.62 7 13 1632 木村　敬幸 (2) 大津 17.01.49

ｵｵﾀ ﾀｶﾋｻ ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ
8 21 1120 大田　貴久 (3) 高水 16.10.93 8 31 1213 藤井　一紀 (2) 徳山 17.03.41

ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ ﾅｶｼﾏ ｾｲﾔ
9 6 1580 藤井　駿介 (2) 豊北 16.13.71 9 18 1741 中島　正八 (1) 大津 17.08.45

ｶﾜﾉ ﾀｸﾔ ｳｴﾉ ｶｽﾞﾅﾘ
10 5 1572 河野　拓也 (3) 豊北 16.15.68 10 15 1742 上野　和成 (1) 大津 17.08.58

ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ ﾄﾈ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ
11 27 1127 宮本　潤 (2) 高水 16.18.69 11 3 1651 刀禰　大次郎 (3) 萩 17.21.58

ﾏﾂｼｹﾞ ﾀｸﾐ ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ
12 4 1107 松重　拓臣 (2) 柳井商工 16.20.98 12 12 1198 佐伯　亮祐 (3) 徳山 17.26.63

ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ｺﾞｳﾉ ﾕｳﾄ
13 31 1100 隅田　裕章 (2) 柳井商工 16.27.99 13 2 1004 郷野　雄斗 (3) 大島商船高専 17.27.98

ｶﾔ ﾀｶﾏｻ ｶﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
14 10 1126 嘉屋　考真 (2) 高水 16.30.96 14 9 1484 金田　健児 (2) 西市 17.30.31

ｶﾈｼｹﾞ ﾕｳｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾉ
15 8 1157 兼重　優介 (3) 下松 16.36.61 15 26 1214 原田　奨之 (1) 徳山商工 17.31.44

ｻﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ ﾐﾑﾗ ｹﾝﾀ
16 14 1922 佐野　瑛一朗 (1) 防府西 16.37.62 16 5 2000 三村　健太 (1) 下関中等 17.33.70

ｳｴｵｷ ﾐﾉﾙ ﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾀｶ
17 3 1354 上沖 稔 (3) 高川学園 16.48.05 17 24 2009 藤井　則孝 (1) 下関西 17.43.64

ﾔﾏｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｺﾆｼ ﾘｮｳ
18 19 1621 山崎　純平 (2) 美祢工 16.49.52 18 10 1360 小西　諒 (3) 高川学園 17.46.97

ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｲｼｲ ﾅｵｷ
19 18 1290 木村　翔太 (2) 山口 16.51.22 19 37 1819 石井　尚樹 (1) 岩国工 17.51.41

ﾋﾗｲ ﾕｳｷ ｸﾆﾔｽ ｻﾄｼ
20 11 1185 平井　裕紀 (2) 下松工 16.51.58 20 20 2255 國安　聡史 (1) 慶進 NM

ﾋﾗﾀ ｺﾞｳｼ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾀ
21 7 2210 平田　剛志 (1) 宇部鴻城 16.52.44 21 34 1211 植山　翔太 (1) 徳山 NM

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾑ
22 12 1681 坂本　竜二 (3) 萩商工 16.59.93 22 8 1373 宮本　大夢 (2) 野田学園 NM

ｼﾓｾ ﾀｶｱｷ ﾊﾀﾉ ｷﾐｱｷ
23 16 1923 下瀬　孝明 (1) 防府西 17.02.48 23 27 1135 畑野　公章 (3) 徳山工業高専 NM

ﾅﾝﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ
24 15 1245 南里　健太郎 (2) 聖光 17.04.97 24 33 1152 前田　翔平 (2) 光 NM

ﾔｽﾑﾗ ﾋﾛｼ ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ
25 20 1526 安村　浩志 (3) 下関中等 17.07.79 25 29 1177 小澤　康之 (1) 下松工 NM

ｼﾏﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾄ
26 35 1182 島村　紀之 (2) 下松工 17.08.54 26 11 1489 中野　一杜 (2) 西市 NM

ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ ｵｶﾓﾄ ﾕｷﾔ
27 30 1920 伊藤　晃一 (1) 防府西 17.09.48 27 21 1625 岡本　幸也 (2) 日置農 NM

ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ ｻｸﾗｷﾞ ﾀｹｼ
28 17 1291 波田　裕貴 (2) 山口 17.29.08 28 17 1407 櫻木　剛 (2) 宇部 NM

ｱﾝﾉ ﾀｸﾏ ﾔﾏｼﾀ ｾｲﾔ
29 33 1654 阿武　択磨 (2) 萩 17.44.78 29 7 1007 山下　聖也 (2) 大島商船高専 NM

ｲﾁﾊﾞ ﾕｳｷ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ
32 1059 市場　裕貴 (2) 岩国工 NM 30 39 1490 田中　順一 (2) 西市 NM

ｻｻﾔﾏ ｺｳｼﾞ ﾉﾋﾗ ｼｮｳﾘ
36 1082 佐々山　浩二 (2) 柳井 NM 31 38 1507 野平　勝利 (2) 豊浦 NM

ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾍｲ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ
29 1609 寺本　侑平 (3) 美祢工 DNF 32 23 2029 杉山　尭 (1) 下関西 NM

ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ
2 1673 岡本　達矢 (3) 萩商工 DNF 33 19 1408 新田　一貴 (2) 宇部 NM

ﾀﾙﾔ ﾂﾅｷ ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ
13 1090 樽谷　綱紀 (1) 柳井商工 DNS 34 14 1080 西村　圭右 (2) 柳井 NM

ｽｽﾞｶﾜ ﾀｹｼ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
34 1670 鈴川　武 (3) 萩商工 DNS 35 40 2119 中村　亮太 (1) 徳山商工 NM

ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ ｵﾉ ｾｲｷ
1 2209 永井　悠太 (1) 宇部鴻城 DNS 36 25 1712 小野　誠己 (2) 奈古　須佐分校 NM

ﾀｶﾞﾓﾄ ｼｮｳ
37 22 1764 多賀本　翔 (2) 日置農 NM

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛｷ
6 1297 山縣　弘貴 (2) 山口中央 DNS

ﾐﾄ ﾀｶｼ
32 2104 三戸　貴嗣 (1) 徳山工業高専 DNS

ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ
16 2206 沼　研太郎 (1) 宇部 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1321 刀祢　健太郎 (3) ﾄﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 西京 14.48.87 1 25 1
2 1315 末山　貴文 (3) ｽｴﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 西京 14.57.91 1 23 2
3 1165 植木　雅哉 (2) ｳｴｷ ﾏｻﾔ 下松 15.33.84 1 24 3
4 1909 上田　拓 (1) ｳｴﾀﾞ ﾀｸ 西京 15.48.91 1 28 4
5 1463 土井　一也 (2) ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾔ 宇部鴻城 15.56.03 1 9 5
6 1576 木本　一誠 (3) ｷﾓﾄ ｲｯｾｲ 豊北 15.59.78 1 22 6
7 1608 木村　裕太 (3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 美祢工 16.01.62 1 26 7
8 1120 大田　貴久 (3) ｵｵﾀ ﾀｶﾋｻ 高水 16.10.93 1 21 8

凡例 NM：記録なし DNF：途中棄権 DNS：欠場



男子110mH

日本高校記録　　 (HR) 13.98 大橋　祐二 (県浦和・埼玉) 2001 9月15日 13:35 予選
山口県高校記録 (YR) 14.41 杉本　　渉 (山口鴻城) 2003 9月15日 15:00 決勝
大会記録 (GR) 14.58 國分　徹 (柳井) 2002
大会記録 (GR) 14.5 末廣　吉孝 (豊浦) 1991

予選 3組0着+8

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

ｾﾗ ｺｳﾔ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
1 5 1684 世良　昂弥 (2) 萩商工 15.50 q 1 3 1583 西村　俊介 (3) 下関商 16.64 q

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ﾆﾉﾐﾔ ｱｷﾄｼ
2 6 2005 山田　淳史 (1) 下関西 16.45 q 2 4 1504 二宮　章聡 (2) 豊浦 18.76 q

ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ ﾆｼｵｶ ﾄｼﾛｳ
3 7 1901 松冨　知樹 (1) 誠英 17.90 q 3 6 1411 西岡　俊郎 (2) 宇部中央 19.99

ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾂｼ ｵﾄﾞ ｱﾂｼ
4 3 1417 吉永　篤史 (2) 宇部中央 18.73 q 4 7 2001 小戸　淳 (1) 下関中等 20.71

ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ
5 4 1604 河村　光進 (2) 早鞆 19.23 2 1832 松本　光一郎 (1) 柳井商工 DNF

ﾌｸﾁ ｺｳﾔ ﾄﾖﾊﾗ ｹｲﾀ
2 1927 福地　航弥 (1) 山口中央 DNS 5 1131 豊原　啓太 (2) 高水 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ
1 5 1558 下川　祥宏 (2) 下関工 17.85 q

ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ
2 7 1215 岩元　亮 (1) 徳山商工 19.05 q

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ
3 6 1524 中村　邦生 (3) 下関中等 20.88

ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾄ
4 2 1825 古川　正人 (1) 柳井 25.94

ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ
3 1538 窪田 和成 (3) 下関中央工 DNS

ﾔﾏｶｹﾞ ﾖｼﾋｻ
4 1734 山影　祥久 (1) 萩商工 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾﾗ ｺｳﾔ

1 4 1684 世良　昂弥 (2) 萩商工 15.31
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

2 6 1583 西村　俊介 (3) 下関商 15.98
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

3 3 2005 山田　淳史 (1) 下関西 16.09
ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

4 5 1558 下川　祥宏 (2) 下関工 16.65
ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ

5 1 1901 松冨　知樹 (1) 誠英 17.67
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ

6 8 1215 岩元　亮 (1) 徳山商工 18.17
ﾆﾉﾐﾔ ｱｷﾄｼ

7 2 1504 二宮　章聡 (2) 豊浦 18.87
ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾂｼ

8 7 1417 吉永　篤史 (2) 宇部中央 21.43

風: -1.3

風: -3.3

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -1.9 風: -1.7

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子400mH

日本高校記録　　 (HR) 49.09 為末　大 (皆実・広島) 1996 9月16日 11:40 予選
山口県高校記録 (YR) 51.92 末廣　吉孝 (豊浦) 1991 9月16日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 53.93 國分　徹 (柳井) 2001
大会記録 (GR) 52.5 末廣　吉孝 (豊浦) 1991

予選 4組0着+8

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

ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ
1 3 1583 西村　俊介 (3) 下関商 57.95 q 1 5 2005 山田　淳史 (1) 下関西 60.33 q

ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ ｵｵﾉ ﾔｽﾏｻ
2 2 1522 佐々木　一也 (2) 下関南 61.71 q 2 2 1147 大野　泰正 (2) 光 60.54 q

ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ
3 4 1604 河村　光進 (2) 早鞆 63.31 3 1 2207 山下　成二 (2) 宇部西 64.41

ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ｲﾏﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ
4 7 1436 田中　勇作 (2) 宇部工 64.97 4 7 1919 今橋　英明 (1) 西京 64.59

ﾄﾓｲｼ ｱｷﾗ ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ
5 8 1403 友石　晃 (1) 宇部 69.56 5 3 1812 竹本　浩之 (1) 岩国 68.57

ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾄ ｲﾄｳ ﾏｻｷ
6 6 1825 古川　正人 (1) 柳井 76.25 4 1385 伊藤　勝喜 (2) 山口県鴻城 DNS

ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ
1 1209 林　宏紀　 (2) 徳山 DNS 8 1538 窪田 和成 (3) 下関中央工 DNS

ﾌｼﾞｲ ｱﾂｷ ﾔﾏｶｹﾞ ﾖｼﾋｻ
5 2123 藤井　惇紀 (1) 徳山商工 DNS 6 1734 山影　祥久 (1) 萩商工 DNS

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

ｾﾗ ｺｳﾔ ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ
1 5 1684 世良　昂弥 (2) 萩商工 57.42 q 1 6 1021 林　真吾 (2) 周防大島 59.80 q

ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾖｼﾉ ﾌﾐﾀｹ
2 4 1558 下川　祥宏 (2) 下関工 61.08 q 2 4 1934 吉野　文武 (1) 山口 62.93

ｵｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ
3 6 1581 岡村　智裕 (2) 豊北 61.82 q 3 7 1066 岡本　雄一 (2) 広瀬 63.00

ｶｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾂｼ
4 7 1034 鍵本　裕貴 (2) 岩国 62.11 4 3 1417 吉永　篤史 (2) 宇部中央 64.75

ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
5 8 1215 岩元　亮 (1) 徳山商工 62.12 5 5 2050 伊藤　和生 (1) 豊北 68.49

ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ ｵﾄﾞ ｱﾂｼ
6 2 1943 林　健太郎 (1) 山口中央 69.97 6 8 2001 小戸　淳 (1) 下関中等 71.75

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ ﾄﾖﾀ ﾀｶﾋﾛ
3 1502 西村　祐紀 (2) 豊浦 DNS 2 1148 豊田　剛大 (2) 光 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

1 3 1583 西村　俊介 (3) 下関商 56.55
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

2 4 2005 山田　淳史 (1) 下関西 57.71
ｵｵﾉ ﾔｽﾏｻ

3 1 1147 大野　泰正 (2) 光 60.73
ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

4 7 1558 下川　祥宏 (2) 下関工 61.50
ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ

5 2 1522 佐々木　一也 (2) 下関南 62.50
ｵｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

6 8 1581 岡村　智裕 (2) 豊北 64.22
ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ

6 1021 林　真吾 (2) 周防大島 DSQ
ｾﾗ ｺｳﾔ

5 1684 世良　昂弥 (2) 萩商工 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



男子5000mW

日本高校記録　　 (HR) 19.35.79 山崎　勇喜 (富山商・富山) 2001 9月15日 15:10 決勝
山口県高校記録 (YR) 21.08.28 陶山　佳佑 (萩) 2001
大会記録 (GR) 21.25.11 陶山　佳佑 (萩) 2001

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ

1 3 1424 河村　浩貴 (2) 宇部西 26.23.31
ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝﾄ

2 1 1659 福永　顕人 (3) 萩商工 26.23.81
ｶﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

3 2 1425 金本　和也 (2) 宇部西 28.49.26
ｼﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾏｻ

4 1723 品川　嘉勝 (1) 萩 DSQ
ﾓﾘﾅｶﾞ ｻﾄｼ

5 1727 森永　悟史 (1) 萩 DSQ

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DSQ：失格



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月15日 09:20 予選
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月15日 16:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

予選 5組0着+8

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県鴻城 42.72 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 46.76

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ

1 1904 能美　新吾 (1) 山口県鴻城 1 1943 林　健太郎 (1) 山口中央
ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

2 1905 廣中　智紀 (1) 山口県鴻城 2 1926 高木　涼将 (1) 山口中央
ﾌｼﾞｲ ﾕｳ ﾌｸﾁ ｺｳﾔ

3 1384 藤井　由優 (2) 山口県鴻城 3 1927 福地　航弥 (1) 山口中央
ﾀﾅｶ ｹﾝｿﾞｳ ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

4 1383 田中　賢三 (2) 山口県鴻城 4 1956 松田　匡平 (1) 山口中央

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高川学園 47.79 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 48.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ

1 1362 松本　裕太郎 (2) 高川学園 1 1405 髙橋　孝平 (1) 宇部
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ

2 1352 中村 真也 (3) 高川学園 2 1406 藤井　太就 (2) 宇部
ｱｶｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

3 1359 赤岸 裕之 (3) 高川学園 3 1404 吉田　祐貴 (2) 宇部
ｾﾝｺﾞｸ ﾏｺﾄ ﾊﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ

4 1353 千石 誠 (3) 高川学園 4 1400 濱村　康平 (1) 宇部

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 小野田工 50.54 DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大島商船高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾖｼ ﾅｵﾔ

1 1449 三好　直哉 (2) 小野田工
ﾊﾗ ﾃﾂﾄ

2 1450 羽良　哲人 (1) 小野田工
ﾐﾖｼ ｶｽﾞｷ

3 1447 三好　和樹 (1) 小野田工
ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝﾔ

4 2202 石上　真也 (1) 小野田工

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

2組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 44.96 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩商工 46.04 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾔﾏｻｷ ﾉﾘﾕｷ

1 1468 村田　翔平 (3) 田部 1 1736 山﨑　統之 (1) 萩商工
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｲﾏﾁ ﾘｭｳｼﾞ

2 1471 清水　敬大 (2) 田部 2 1692 井町　隆治 (2) 萩商工
ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅﾘ

3 1472 西嶋　健太郎 (2) 田部 3 1732 田中　一成 (1) 萩商工
ﾓｶﾞﾘ ﾕｳﾀ ｾﾗ ｺｳﾔ

4 1470 茂刈　優太 (1) 田部 4 1684 世良　昂弥 (2) 萩商工

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 46.69 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松工 47.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾏﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ ﾄﾓｼｹﾞ ｷｮｳﾍｲ

1 1919 今橋　英明 (1) 西京 1 1184 友重　恭平 (2) 下松工
ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ

2 1337 原田　恭兵 (2) 西京 2 1188 田中　周平 (2) 下松工
ｽｴﾏｽ ｼﾞｭﾝ ﾖｼﾉ ﾀｶﾕｷ

3 1918 末益　潤 (1) 西京 3 1168 吉野　貴之 (1) 下松工
ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ

4 1332 末永　凌也 (2) 西京 4 1172 杉原　健太 (2) 下松工

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部工 47.60 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山高専 47.79
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶｲ ﾄﾓﾖｼ ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ

1 2228 高井　智義 (1) 宇部工 1 2105 多田　直樹 (1) 徳山工業高専
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2 1436 田中　勇作 (2) 宇部工 2 2137 松村　隆寛 (1) 徳山工業高専
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾔ

3 1435 渡邊　典之 (2) 宇部工 3 2138 藤井　尚也 (1) 徳山工業高専
ﾒｲﾁ ﾊﾙﾋｺ ｻﾀﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

4 2201 明智　晴彦 (2) 宇部工 4 1138 貞森　和馬 (2) 徳山工業高専

3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 小野田 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｹｳﾁ ﾅｵｷ

1 1442 池内　直樹 (1) 小野田
ｸﾜﾉ ｹﾝ

2 1445 桑野　拳 (1) 小野田
ﾏﾂｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ

3 2252 松重　憲司 (1) 小野田
ﾐﾏﾁ ｱﾂｷ

4 2254 三町　惇貴 (1) 小野田

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月15日 09:20 予選
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月15日 16:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

予選 5組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

3組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 45.67 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 45.89 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾐﾖｼ ﾋﾛｱｷ ｲｲﾉ ﾀｸﾏ

1 1658 三好　弘朗 (2) 萩 1 1903 飯野　拓麻 (1) 誠英
ｳｼﾛﾈ ｹｲｽｹ ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ

2 1657 後根　圭佑 (2) 萩 2 1900 蔵重　佑一 (1) 誠英
ｵｵﾉ ﾕｳﾄ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

3 1653 大野　優斗 (2) 萩 3 1902 上田　翔太 (1) 誠英
ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳ ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ

4 1655 窪井　遼 (2) 萩 4 1901 松冨　知樹 (1) 誠英

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳商工 48.47 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 48.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

1 1099 武内　俊樹 (2) 柳井商工 1 1244 伊藤　通 (2) 聖光
ｲｼﾏﾙ ﾅｵｷ ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ

2 1106 石丸　直樹 (2) 柳井商工 2 1241 藤井　将太 (3) 聖光
ｲｹｵｶ ﾄﾓｷ ｲﾅｲ ﾄﾓﾋﾛ

3 1108 池岡　朋紀 (1) 柳井商工 3 1239 井内　智弘 (3) 聖光
ﾏﾂﾉ ﾕｳｷ ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

4 1835 松野　友樹 (2) 柳井商工 4 1240 桑原　和也 (3) 聖光

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 49.46 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｲｹ ｼｭｳｽｹ ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

1 2212 小池　秀祐 (1) 厚狭 1 2021 坂本　拓也 (1) 豊浦
ｵｵﾀ ﾋﾛｼ ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ

2 1458 太田　浩史 (2) 厚狭 2 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦
ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

3 1457 上田　峻 (2) 厚狭 3 1502 西村　祐紀 (2) 豊浦
ﾅｶﾞﾄﾐ ﾕｳﾀ ﾎﾘﾀ ﾀﾂｵ

4 2213 永富　祐太 (1) 厚狭 4 1503 堀田　達郎 (2) 豊浦

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 45.17 q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 周防大島 47.30

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾀｻｶ ﾕｳｲﾁ

1 1558 下川　祥宏 (2) 下関工 1 1019 田坂　裕一 (1) 周防大島
ﾑﾗｲ ﾂﾖｼ ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ

2 2032 村井　剛史 (1) 下関工 2 1021 林　真吾 (2) 周防大島
ﾉﾑﾗ ﾏｻﾖｼ ｷｸﾀﾞ ｲｸﾔ

3 1561 野村　征義 (2) 下関工 3 1022 菊田　生弥 (2) 周防大島
ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾀｶ

4 1563 末永　頌馬 (2) 下関工 4 1020 近藤　綾威 (2) 周防大島

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 47.59 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 47.62
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｲﾜﾀ ﾘｮｳｽｹ

1 2120 宇田　一樹 (1) 徳山商工 1 1803 岩田　龍祐 (2) 熊毛南
ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾄ ｿｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ

2 1216 有馬　和仁 (1) 徳山商工 2 1829 十川　修平 (1) 熊毛南
ｸﾆﾄﾓ ｶｽﾞﾏ ﾌｸﾓﾄ ｼﾝﾔ

3 2117 國友　和真 (1) 徳山商工 3 1114 福本　真也 (2) 熊毛南
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ ﾀﾏｷ ﾄﾓﾐ

4 1215 岩元　亮 (1) 徳山商工 4 1831 玉木　友望 (1) 熊毛南

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中等 49.32 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国工 49.94
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾔ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｹｼ

1 1527 山下　郁弥 (2) 下関中等 1 1824 山方　猛史 (1) 岩国工
ｵﾄﾞ ｱﾂｼ ﾔｴｵ ﾕｳｽｹ

2 2001 小戸　淳 (1) 下関中等 2 1058 八重尾　勇輔 (2) 岩国工
ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ ﾔﾏｼﾛﾔ ﾀｶﾕｷ

3 1524 中村　邦生 (3) 下関中等 3 1062 山代屋　孝幸 (2) 岩国工
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ

4 2003 山下　昌紘 (1) 下関中等 4 1821 佐藤　充晃 (1) 岩国工

3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ

1 1519 河野　義弘 (2) 下関西
ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ

2 1518 西郷　智貴 (2) 下関西
ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ

3 2006 冨野　晃嗣 (1) 下関西
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

4 2005 山田　淳史 (1) 下関西

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月15日 09:20 予選
日本高校記録　　 (HR) 40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月15日 16:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007
大会記録 (GR) 41.79 植野・折井・常岡・岩本 (豊浦) 1996

予選 5組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

5組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 44.08 q 2着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 44.76 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ ﾖｼﾉ ﾌﾐﾀｹ

1 1584 長野　泰士 (3) 下関商 1 1934 吉野　文武 (1) 山口
ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ｸﾎﾞﾀ ｱﾗﾀ

2 1588 関谷　修平 (3) 下関商 2 1930 久保田　新 (1) 山口
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾏｼﾉ ｼｭｳｲﾁ

3 1583 西村　俊介 (3) 下関商 3 1929 増野　秀一　 (1) 山口
ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ

4 1591 濱村　竜太 (2) 下関商 4 1287 笹村　直也 (1) 山口

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 46.91 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 46.93
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

1 1150 兼本　康平 (2) 光 1 1412 小川　大貴 (1) 宇部中央
ﾔﾏｶﾜ ｷｮｳﾍｲ ﾆｼｵｶ ﾄｼﾛｳ

2 1149 山川　恭平 (2) 光 2 1411 西岡　俊郎 (2) 宇部中央
ｵｵﾉ ﾔｽﾏｻ ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｽｹ

3 1147 大野　泰正 (2) 光 3 1415 宮地　祐介 (2) 宇部中央
ﾄｷﾔﾏ ｼﾝｺｳ ﾆﾀﾆ ﾜﾀﾙ

4 1156 時山　真幸 (1) 光 4 1413 二谷　渉 (2) 宇部中央

8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 早鞆 DNF DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 奈古 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ

1 1602 岡本　将司 (2) 早鞆
ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ

2 1604 河村　光進 (2) 早鞆
ﾀｶﾗﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

3 1603 財部　将宏 (2) 早鞆
ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ

4 2027 岡﨑　啓太 (1) 早鞆

DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 防府 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県鴻城 42.13 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 43.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

1 1904 能美　新吾 (1) 山口県鴻城 1 1584 長野　泰士 (3) 下関商
ﾋﾛﾅｶ ﾄﾓｷ ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

2 1905 廣中　智紀 (1) 山口県鴻城 2 1588 関谷　修平 (3) 下関商
ﾌｼﾞｲ ﾕｳ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

3 1384 藤井　由優 (2) 山口県鴻城 3 1583 西村　俊介 (3) 下関商
ﾀﾅｶ ｹﾝｿﾞｳ ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

4 1383 田中　賢三 (2) 山口県鴻城 4 1591 濱村　竜太 (2) 下関商

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 44.27 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 44.57
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾖｼﾉ ﾌﾐﾀｹ

1 1468 村田　翔平 (3) 田部 1 1934 吉野　文武 (1) 山口
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｸﾎﾞﾀ ｱﾗﾀ

2 1471 清水　敬大 (2) 田部 2 1930 久保田　新 (1) 山口
ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ﾏｼﾉ ｼｭｳｲﾁ

3 1472 西嶋　健太郎 (2) 田部 3 1929 増野　秀一　 (1) 山口
ﾓｶﾞﾘ ﾕｳﾀ ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ

4 1470 茂刈　優太 (1) 田部 4 1287 笹村　直也 (1) 山口

5着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 44.61 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩商工 45.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾔﾏｻｷ ﾉﾘﾕｷ

1 1558 下川　祥宏 (2) 下関工 1 1736 山﨑　統之 (1) 萩商工
ｽｻｷ ｽｸﾞﾙ ｲﾏﾁ ﾘｭｳｼﾞ

2 2033 周崎　卓 (1) 下関工 2 1692 井町　隆治 (2) 萩商工
ﾉﾑﾗ ﾏｻﾖｼ ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅﾘ

3 1561 野村　征義 (2) 下関工 3 1732 田中　一成 (1) 萩商工
ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ ｾﾗ ｺｳﾔ

4 1563 末永　頌馬 (2) 下関工 4 1684 世良　昂弥 (2) 萩商工

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 45.24 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 45.41
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾖｼ ﾋﾛｱｷ ｲｲﾉ ﾀｸﾏ

1 1658 三好　弘朗 (2) 萩 1 1903 飯野　拓麻 (1) 誠英
ｳｼﾛﾈ ｹｲｽｹ ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ

2 1657 後根　圭佑 (2) 萩 2 1900 蔵重　佑一 (1) 誠英
ｵｵﾉ ﾕｳﾄ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

3 1653 大野　優斗 (2) 萩 3 1902 上田　翔太 (1) 誠英
ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳ ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ

4 1655 窪井　遼 (2) 萩 4 1901 松冨　知樹 (1) 誠英

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権
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予選 5組0着+8

1組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 3.26.87 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 3.40.12 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

1 1584 長野　泰士 (3) 下関商 1 1902 上田　翔太 (1) 誠英
ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ

2 1597 渡部　由大 (2) 下関商 2 1900 蔵重　佑一 (1) 誠英
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ

3 1583 西村　俊介 (3) 下関商 3 1901 松冨　知樹 (1) 誠英
ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ﾔﾏﾈ ｶﾂﾖｼ

4 1588 関谷　修平 (3) 下関商 4 1351 山根　克祥 (2) 誠英

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 3.45.10 4着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 3.51.50
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾔ ｿｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ

1 1163 藤岡　真哉 (2) 下松 1 1829 十川　修平 (1) 熊毛南
ﾏｻｵｶ ｹｲｽｹ ﾌｸﾓﾄ ｼﾝﾔ

2 1162 正岡　敬佑 (2) 下松 2 1114 福本　真也 (2) 熊毛南
ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾅﾘ ｲﾑﾗ ﾅｵﾔ

3 1256 藤井　保成 (1) 下松 3 1802 伊村　直矢 (2) 熊毛南
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ

4 1257 佐藤　明基 (1) 下松 4 1113 藤井　剛 (2) 熊毛南

5着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩商工 3.51.55 6着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 4.03.41
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

1 1682 三﨑　友寛 (2) 萩商工
ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

2 1756 木村　真吾 (2) 萩商工
ﾜﾀﾔ ｺｳｷ

3 1689 綿屋　晃希 (2) 萩商工
ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

4 1687 安達　一真 (2) 萩商工

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 美祢工 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.28.98 q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 3.40.30 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｷ ｲﾏﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ

1 2022 渡部　宏規 (1) 豊浦 1 1919 今橋　英明 (1) 西京
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 1510 松本　圭介 (2) 豊浦 2 1337 原田　恭兵 (2) 西京
ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ ﾏｴﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ

3 1508 上田　亮 (2) 豊浦 3 1917 前野　一茂 (1) 西京
ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ

4 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦 4 1332 末永　凌也 (2) 西京

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 3.41.56 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関工 3.43.59
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾆﾄﾓ ｶｽﾞﾏ ｽｻｷ ｽｸﾞﾙ

1 2117 國友　和真 (1) 徳山商工 1 2033 周崎　卓 (1) 下関工
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ ﾉﾑﾗ ﾏｻﾖｼ

2 1215 岩元　亮 (1) 徳山商工 2 1561 野村　征義 (2) 下関工
ｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾑﾗｲ ﾂﾖｼ

3 2120 宇田　一樹 (1) 徳山商工 3 2032 村井　剛史 (1) 下関工
ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾄ ｱｶﾊﾞｴ ﾀｶﾌﾐ

4 1216 有馬　和仁 (1) 徳山商工 4 2030 赤波江　貴文 (1) 下関工

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大津 3.45.87 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 野田学園 3.48.94
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾉ ｶｽﾞﾅﾘ ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾑ

1 1742 上野　和成 (1) 大津 1 1373 宮本　大夢 (2) 野田学園
ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ

2 1632 木村　敬幸 (2) 大津 2 1928 井上　正之 (1) 野田学園
ﾅｶﾞﾀ ｹｲｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

3 1634 長田　圭介 (2) 大津 3 1369 小林　正人 (2) 野田学園
ﾏｴﾀﾞ ﾀｸｼﾞ ﾄﾞﾋ ﾕｳｷ

4 1633 前田　琢治 (2) 大津 4 1947 土肥　友樹 (1) 野田学園

DNS 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大島商船高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格
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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 9月16日 09:30 予選
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予選 5組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松工 3.44.69 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 3.45.71

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾄﾓｼｹﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾊﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1 1184 友重　恭平 (2) 下松工 1 1400 濱村　康平 (1) 宇部
ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ

2 1172 杉原　健太 (2) 下松工 2 1406 藤井　太就 (2) 宇部
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ

3 1188 田中　周平 (2) 下松工 3 1405 髙橋　孝平 (1) 宇部
ﾖｼﾉ ﾀｶﾕｷ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

4 1168 吉野　貴之 (1) 下松工 4 1404 吉田　祐貴 (2) 宇部

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国工 3.54.71 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中央工 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｴｵ ﾕｳｽｹ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

1 1058 八重尾　勇輔 (2) 岩国工 1 1544 古川　雄大 (2) 下関中央工
ｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ｼﾉﾓﾘ ｾｲｼﾞ

2 1061 井原　大地 (2) 岩国工 2 1543 篠森　聖司 (1) 下関中央工
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｯｾｲ ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ

3 1822 徳永　一生 (1) 岩国工 3 1546 吉岡　幸平 (2) 下関中央工
ｵｷ ﾕｳｽｹ ﾆｯﾀ ﾏｻﾕｷ

4 1057 沖　雄輔 (2) 岩国工 4 1531 新田 将之 (3) 下関中央工

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 高川学園 DNS DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

DNS 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 3.39.30 q 2着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 周防大島 3.39.84 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｳｼﾛﾈ ｹｲｽｹ ｷｸﾀﾞ ｲｸﾔ

1 1657 後根　圭佑 (2) 萩 1 1022 菊田　生弥 (2) 周防大島
ﾐﾖｼ ﾋﾛｱｷ ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ

2 1658 三好　弘朗 (2) 萩 2 1021 林　真吾 (2) 周防大島
ｵｵﾉ ﾕｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾀｶ

3 1653 大野　優斗 (2) 萩 3 1020 近藤　綾威 (2) 周防大島
ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳ ﾌｼﾞｶﾜ ﾋｻｼ

4 1655 窪井　遼 (2) 萩 4 1018 藤川　尚史 (2) 周防大島

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 3.46.12 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 3.50.84
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ﾅﾝﾘ ｹﾝﾀﾛｳ

1 1472 西嶋　健太郎 (2) 田部 1 1245 南里　健太郎 (2) 聖光
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｳｽｹ ｲﾅｲ ﾄﾓﾋﾛ

2 1474 藤村　陽介 (2) 田部 2 1239 井内　智弘 (3) 聖光
ﾓｶﾞﾘ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ

3 1470 茂刈　優太 (1) 田部 3 1241 藤井　将太 (3) 聖光
ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

4 2056 緒方　涼太 (1) 田部 4 1240 桑原　和也 (3) 聖光

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中等 3.56.27 DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ

1 1524 中村　邦生 (3) 下関中等
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

2 2003 山下　昌紘 (1) 下関中等
ﾐﾑﾗ ｹﾝﾀ

3 2000 三村　健太 (1) 下関中等
ﾔｽﾑﾗ ﾋﾛｼ

4 1526 安村　浩志 (3) 下関中等

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

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子4X400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.08.32 笛木・山本・菅井・鈴木 (成田・千葉) 2003 9月16日 09:30 予選
山口県高校記録 (YR) 3.15.93 重兼・松本・高山・濱野 (豊浦) 2007 9月16日 15:30 決勝
大会記録 (GR) 3.19.73 折井・佐貫・末廣・植野 (豊浦) 1994

予選 5組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

5組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 3.30.67 q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 3.37.03 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ ﾏｼﾉ ｼｭｳｲﾁ

1 1518 西郷　智貴 (2) 下関西 1 1929 増野　秀一　 (1) 山口
ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ ﾖｼﾉ ﾌﾐﾀｹ

2 2006 冨野　晃嗣 (1) 下関西 2 1934 吉野　文武 (1) 山口
ｳｴｷ ﾘｮｳｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｱﾗﾀ

3 1513 植木　良介 (3) 下関西 3 1930 久保田　新 (1) 山口
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ

4 2005 山田　淳史 (1) 下関西 4 1287 笹村　直也 (1) 山口

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口中央 3.43.82 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部工 3.44.35
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ

1 1943 林　健太郎 (1) 山口中央 1 1435 渡邊　典之 (2) 宇部工
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ

2 1926 高木　涼将 (1) 山口中央 2 1436 田中　勇作 (2) 宇部工
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛｷ ﾒｲﾁ ﾊﾙﾋｺ

3 1297 山縣　弘貴 (2) 山口中央 3 2201 明智　晴彦 (2) 宇部工
ﾌｸﾁ ｺｳﾔ ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ

4 1927 福地　航弥 (1) 山口中央 4 2229 岡本　崇義 (1) 宇部工

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 早鞆 3.45.55 6着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 3.53.74
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ ｸﾗﾓﾄ ﾏｻﾙ

1 2027 岡﨑　啓太 (1) 早鞆 1 1418 蔵本　優 (2) 宇部中央
ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾂｼ

2 1604 河村　光進 (2) 早鞆 2 1417 吉永　篤史 (2) 宇部中央
ﾏﾂﾉ ﾀｶﾕｷ ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾀｶ

3 1600 松野　誉之 (1) 早鞆 3 1420 森岡　真隆 (1) 宇部中央
ｵｵﾂｶ ｺｳｷ ﾆｼｵｶ ﾄｼﾛｳ

4 1601 大塚　昴輝 (1) 早鞆 4 1411 西岡　俊郎 (2) 宇部中央

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関商 3.26.21 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 3.28.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ

1 1591 濱村　竜太 (2) 下関商 1 1509 重兼　卓哉 (2) 豊浦
ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

2 1597 渡部　由大 (2) 下関商 2 1510 松本　圭介 (2) 豊浦
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｷ

3 1583 西村　俊介 (3) 下関商 3 2022 渡部　宏規 (1) 豊浦
ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ

4 1588 関谷　修平 (3) 下関商 4 1508 上田　亮 (2) 豊浦

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 3.32.61 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口 3.36.13
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ ﾏｼﾉ ｼｭｳｲﾁ

1 1518 西郷　智貴 (2) 下関西 1 1929 増野　秀一　 (1) 山口
ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ

2 2006 冨野　晃嗣 (1) 下関西 2 1292 山﨑　健太郎 (2) 山口
ｳｴｷ ﾘｮｳｽｹ ﾖｼﾉ ﾌﾐﾀｹ

3 1513 植木　良介 (3) 下関西 3 1934 吉野　文武 (1) 山口
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ｻｻﾑﾗ ﾅｵﾔ

4 2005 山田　淳史 (1) 下関西 4 1287 笹村　直也 (1) 山口

5着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 3.39.22 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 3.42.74
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｽｴﾏｽ ｼﾞｭﾝ

1 1902 上田　翔太 (1) 誠英 1 1918 末益　潤 (1) 西京
ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 1900 蔵重　佑一 (1) 誠英 2 1337 原田　恭兵 (2) 西京
ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ ﾏｴﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ

3 1901 松冨　知樹 (1) 誠英 3 1917 前野　一茂 (1) 西京
ﾔﾏﾈ ｶﾂﾖｼ ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ

4 1351 山根　克祥 (2) 誠英 4 1332 末永　凌也 (2) 西京

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 周防大島 3.43.01 8着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 3.44.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷｸﾀﾞ ｲｸﾔ ｵｵﾉ ﾕｳﾄ

1 1022 菊田　生弥 (2) 周防大島 1 1653 大野　優斗 (2) 萩
ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ ﾐﾖｼ ﾋﾛｱｷ

2 1021 林　真吾 (2) 周防大島 2 1658 三好　弘朗 (2) 萩
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾀｶ ｳｼﾛﾈ ｹｲｽｹ

3 1020 近藤　綾威 (2) 周防大島 3 1657 後根　圭佑 (2) 萩
ﾌｼﾞｶﾜ ﾋｻｼ ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳﾀ

4 1018 藤川　尚史 (2) 周防大島 4 1652 杉山　洋太 (2) 萩

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子走高跳

日本高校記録　　 (HR) 2m22 境田　裕之 (北都商・北海道) 1989 9月16日 11:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 2m13 山本　晃久 (下関第一) 1998

大会記録 (GR) 2m04 藤澤　圭祐 (西京) 2003

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ － － － － － － － ○

1 17 1253 杉井　亮太 (1) 山口県桜ケ丘 ○ × × × 1m90

ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾔ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

2 13 1487 森岡　拓也 (2) 西市 1m80

ﾐｻｷ ﾄﾓﾋﾛ － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 16 1682 三﨑　友寛 (2) 萩商工 1m75

ｶｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ ○ ○ － － × × ○ × × ×

4 12 1034 鍵本　裕貴 (2) 岩国 1m75

ｳｴﾉ ｼﾝｼﾞ ○ ○ ○ ○ × × ×

5 18 1462 上野　慎治 (1) 宇部鴻城 1m70

ﾔﾏﾉ ﾀﾞｲｽｹ ○ × × ○ ○ × × ○ × × ×

6 19 1674 山野　大介 (3) 萩商工 1m70

ﾀｶｽｷﾞ ｹｲｲﾁ ○ × × ○ ○ × × ○ × × ×

6 11 2040 高杉　圭一 (1) 豊浦 1m70

ｽｽﾞｷ ｻｸﾀ ○ ○ ○ × × ×

8 9 1698 鈴木　朔太 (2) 奈古 1m65

ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ ○ × ○ ○ × × ×

9 15 1099 武内　俊樹 (2) 柳井商工 1m65

ｵﾊﾗ ﾕｳｽｹ ○ ○ × × ×

10 8 2026 小原　祐介 (1) 下関中央工 1m60

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ × ○ ○ × × ×

11 14 1134 藤本　友希 (1) 徳山工業高専 1m60

ｳｴﾉ ｼｭｳﾍｲ × ○ × × ×

12 7 1523 植野　秀平 (2) 下関南 1m55

ﾄﾓｲｼ ｱｷﾗ × × ○ × × － － ×

13 6 1403 友石　晃 (1) 宇部 1m55

ﾐﾖｼ ｶｽﾞｷ × × ×

5 1447 三好　和樹 (1) 小野田工 NM

ｵｶｻﾞｷ ﾅｵｷ × × ×

1 1815 岡﨑　直樹 (1) 岩国 NM

ｽｴﾏｽ ｼﾞｭﾝ × × ×

10 1918 末益　潤 (1) 西京 NM

ｶﾈｷﾖ ﾀｲｷ × × ×

3 2109 兼清　太貴 (1) 光 NM

ｽｴｵｶ ｶｽﾞﾔ

4 1346 末岡　和也 (2) 誠英 DNS

ﾌﾀｶﾜ ﾋﾛｷ

2 1350 二川　裕樹 (2) 誠英 DNS

男子棒高跳

日本高校記録　　 (HR) 5m41 笹瀬　弘樹 (静岡・浜松市立) 2007 9月15日 12:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 4m66 住田　政幸 (山口鴻城) 1997

大会記録 (GR) 4m50 藤村　一和 (山口鴻城) 1995

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾄ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

1 1 1216 有馬　和仁 (1) 徳山商工 3m60

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

1m55
1m90

1m60
1m95

1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

3m00 3m20 3m40 3m50 3m60 3m70

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

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 9月15日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 7m20 近藤　直巳 (宇部) 1971

大会記録 (GR) 7m14 金子　雅也 (萩工) 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

ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 6m32 6m37 6m27 6m37 6m41 6m59 6m84 6m84

1 52 1591 濱村　竜太 (2) 山口 下関商 +1.4 0.0 +3.8 0.0 +1.0 +1.1 +2.3 +2.3

ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ 6m57 6m58 6m64 6m64 6m65 6m61 6m78 6m78

2 25 1518 西郷　智貴 (2) 山口 下関西 +0.8 0.0 +0.5 +0.5 +2.8 +0.7 +0.1 +0.1

ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ × 6m10 5m87 6m10 6m02 6m06 6m21 6m21

3 54 2006 冨野　晃嗣 (1) 山口 下関西 +2.3 +1.5 +2.3 +0.8 +0.1 +2.4 +2.4

ﾌｸｲ ﾀｶﾔ × 5m80 × 5m80 × 6m03 × 6m03

4 22 1289 福井　貴也 (1) 山口 山口 +1.1 +1.1 +1.7 +1.7

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 5m92 5m95 5m78 5m95 5m64 5m84 6m02 6m02

5 27 1035 松本　直樹 (2) 山口 岩国 +3.6 +1.7 +3.7 +1.7 +1.8 +0.8 +1.3 +1.3

ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ × 5m98 × 5m98 5m91 × × 5m98

6 47 2021 坂本　拓也 (1) 山口 豊浦 +3.2 +3.2 +0.9 +3.2

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 5m88 5m84 × 5m88 × 5m87 5m81 5m88

7 24 1008 中村　圭介 (2) 山口 大島商船高専 +1.3 0.0 +1.3 +1.0 +2.4 +1.3

ﾌｼﾞﾔ ﾜﾀﾙ × × 5m74 5m74 5m33 × 5m68 5m74

8 26 1685 藤屋　渉 (2) 山口 萩商工 +1.7 +1.7 +0.7 0.0 +1.7

ｵｵﾉ ﾔｽﾏｻ 5m73 × × 5m73 5m73

9 53 1147 大野　泰正 (2) 山口 光 +2.2 +2.2 +2.2

ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ × 5m70 × 5m70 5m70

10 49 1406 藤井　太就 (2) 山口 宇部 +0.3 +0.3 +0.3

ｽｴﾏｽ ｼﾞｭﾝ × 5m70 × 5m70 5m70

10 21 1918 末益　潤 (1) 山口 西京 +1.2 +1.2 +1.2

ﾀｻｶ ﾕｳｲﾁ × × ×

12 1019 田坂　裕一 (1) 山口 周防大島 NM

ｷｸﾀﾞ ｲｸﾔ × × ×

20 1022 菊田　生弥 (2) 山口 周防大島 NM

ﾔﾏｼﾛﾔ ﾀｶﾕｷ × × ×

48 1062 山代屋　孝幸 (2) 山口 岩国工 NM

ﾌｸﾓﾄ ｼﾝﾔ × × ×

32 1114 福本　真也 (2) 山口 熊毛南 NM

ｻﾀﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ × × ×

41 1138 貞森　和馬 (2) 山口 徳山工業高専 NM

ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾏ × × ×

11 1140 末永　佑磨 (2) 山口 徳山工業高専 NM

ｶﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ × × ×

16 1282 片野　博文 (2) 山口 防府 NM

ｽｴｵｶ ｶｽﾞﾔ × × ×

45 1346 末岡　和也 (2) 山口 誠英 NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ × × ×

17 1362 松本　裕太郎 (2) 山口 高川学園 NM

ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾏ × × ×

37 1382 有田　一馬 (2) 山口 山口県鴻城 NM

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ × × ×

44 1386 中村　翔 (2) 山口 山口県鴻城 NM

ｼｭﾄｳ ｺｳﾀ × × ×

46 1419 首藤　孝太 (2) 山口 宇部中央 NM

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ × × ×

19 1448 藤谷　昌弘 (1) 山口 小野田工 NM

ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾔ × × ×

13 1527 山下　郁弥 (2) 山口 下関中等 NM

ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾍｲ × × ×

28 1535 落合　亮平 (1) 山口 下関中央工 NM

ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ × × ×

14 1542 吉村　康一朗 (2) 山口 下関中央工 NM

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場
2007/9/17 7:07
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男子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 7m96 森長　正樹 (太成・大阪) 1989 9月15日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 7m20 近藤　直巳 (宇部) 1971

大会記録 (GR) 7m14 金子　雅也 (萩工) 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

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳ × × ×

50 1655 窪井　遼 (2) 山口 萩 NM

ﾐﾄ ﾀﾞｲｷ × × ×

39 1683 三戸　大輝 (2) 山口 萩商工 NM

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾉﾘ × × ×

31 1726 松浦　正典 (1) 山口 萩 NM

ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓﾂｸﾞ × × ×

18 1744 梅田　知嗣 (2) 山口 日置農 NM

ﾑﾗｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ × × ×

10 1811 村岡　潤一 (2) 山口 岩国総合 NM

ﾑﾗﾅｶ ｼｮｳﾍｲ × × ×

2 1817 村中　奨平 (1) 山口 岩国 NM

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｹｼ × × ×

5 1824 山方　猛史 (1) 山口 岩国工 NM

ｲｹｸﾞﾁ ｼｮｳ × × ×

7 1828 池口　翔 (1) 山口 田布施農 NM

ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ × × ×

35 2013 杉田　遼太朗 (1) 山口 長府 NM

ｱﾘﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ × × ×

9 2038 有村　亮祐 (1) 山口 豊浦 NM

ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ × × ×

42 2052 和田　桂介 (1) 山口 豊北 NM

ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ × × ×

33 2118 堺　健太郎 (1) 山口 徳山商工 NM

ﾅｶｸﾗ ﾀﾂﾔ × × ×

4 2122 中倉　達也 (1) 山口 徳山商工 NM

ﾖｼｶﾞ ﾏｻﾄ × × ×

8 2226 吉賀　優人 (1) 山口 宇部工 NM

ｲｵｶ ｵｳｼﾞ

43 1074 井岡　翁二 (1) 山口 柳井 DNS

ﾌﾙﾀﾆ ﾘｮｳ

51 1078 古谷　亮 (2) 山口 柳井 DNS

ﾄｷﾔﾏ ｼﾝｺｳ

15 1156 時山　真幸 (1) 山口 光 DNS

ﾖｼﾉ ﾀｶﾕｷ

23 1168 吉野　貴之 (1) 山口 下松工 DNS

ｲｿﾍﾞ ﾘｭｳ

34 1308 磯部　隆 (1) 山口 防府西 DNS

ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

36 1337 原田　恭兵 (2) 山口 西京 DNS

ﾔﾏﾈ ｶﾂﾖｼ

40 1351 山根　克祥 (2) 山口 誠英 DNS

ﾖｺﾀ ｼﾝｻｸ

1 1749 横田　晋作 (2) 山口 萩光塩 DNS

ｶﾜﾉ ﾘｭｳｼﾞ

29 1827 河埜　龍二 (1) 山口 田布施農 DNS

ｼｹﾞﾀ ﾄﾓｷ

3 1954 重田　智輝 (1) 山口 山口農 DNS

ﾀﾌﾞﾁ ﾅｵｷ

38 1955 田渕　尚樹 (1) 山口 山口農 DNS

ｼﾗｲ ﾕｳｷ

6 2113 白井　佑樹 (1) 山口 徳山 DNS

ﾊｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ

30 2114 羽嶋　浩平 (1) 山口 徳山 DNS

凡例 DNS：欠場
2007/9/17 7:07
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男子三段跳

日本高校記録　　 (HR) 15m84 渡辺　容史 (松山北・愛媛) 1997 9月16日 13:30 決勝

山口県高校記録 (YR) 14m89 森重　明浩 (西京) 1989

大会記録 (GR) 14m57 田中　俊紀 (萩) 2006

決勝

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

ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ 13m40 13m33 12m89 13m40 13m04 13m31 13m36 13m40
1 26 1518 西郷　智貴 (2) 下関西 +0.3 +0.8 +2.5 +0.3 +5.0 +1.9 +2.9 +0.3

ｿｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 12m48 － 12m41 12m48 12m95 × 12m98 12m98
2 20 1829 十川　修平 (1) 熊毛南 -1.0 +2.1 -1.0 +1.4 +1.2 +1.2

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ × 12m09 － 12m09 12m69 12m71 12m56 12m71
3 22 1035 松本　直樹 (2) 岩国 +2.6 +2.6 0.0 +2.7 +3.1 +2.7

ﾌｸｲ ﾀｶﾔ 12m18 × × 12m18 11m80 × 12m36 12m36
4 17 1289 福井　貴也 (1) 山口 +0.8 +0.8 +1.4 +2.1 +2.1

ﾌｼﾞﾀ ｱｷｵ 11m88 12m31 11m78 12m31 × 11m84 12m04 12m31
5 23 1488 藤田　晃夫 (2) 西市 +2.2 +0.3 -1.6 +0.3 0.0 +0.8 +0.3

ｷｸﾀﾞ ｲｸﾔ 11m95 － 12m19 12m19 × 10m60 × 12m19
6 18 1022 菊田　生弥 (2) 周防大島 +1.9 +0.8 +0.8 +0.2 +0.8

ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳ × 12m18 11m78 12m18 10m06 × × 12m18
7 25 1655 窪井　遼 (2) 萩 +3.6 +2.3 +3.6 +2.9 +3.6

ｻﾀﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 11m81 － 11m78 11m81 11m98 × 11m76 11m98
8 21 1138 貞森　和馬 (2) 徳山工業高専 +1.8 +3.0 +1.8 +2.6 +1.5 +2.6

ｵﾉ ｺｳﾍｲ 11m78 － － 11m78 11m78
9 7 1038 小野　晃平 (2) 岩国 +1.0 +1.0 +1.0

ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ 11m76 × × 11m76 11m76
10 24 2006 冨野　晃嗣 (1) 下関西 +1.9 +1.9 +1.9

ﾐﾄ ﾀﾞｲｷ － － 11m74 11m74 11m74
11 13 1683 三戸　大輝 (2) 萩商工 -0.7 -0.7 -0.7

ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ × 11m74 － 11m74 11m74
11 15 1901 松冨　知樹 (1) 誠英 +1.9 +1.9 +1.9

ﾔｴｵ ﾕｳｽｹ － － －
6 1058 八重尾　勇輔 (2) 岩国工 NM

ﾄｷﾔﾏ ｼﾝｺｳ × － ×
9 1156 時山　真幸 (1) 光 NM

ｶﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ × － －
4 1282 片野　博文 (2) 防府 NM

ﾌﾀｶﾜ ﾋﾛｷ － × －
3 1350 二川　裕樹 (2) 誠英 NM

ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ － － －
1 1406 藤井　太就 (2) 宇部 NM

ｵｶﾊﾗ ｹｲｽｹ × － ×
14 1564 岡原　佳亮 (2) 下関工 NM

ｾｷｵｶ ﾋﾛﾕｷ － － －
12 1686 関岡　浩之 (2) 萩商工 NM

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾉﾘ × － －
8 1726 松浦　正典 (1) 萩 NM

ｷﾖﾐ ﾏｻﾄ － － －
11 1745 清見　将人 (2) 日置農 NM

ﾑﾗｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ － － －
5 1811 村岡　潤一 (2) 岩国総合 NM

ﾀｶｻｷ ﾘｮｳﾀ × × －
19 1837 高崎　遼太 (1) 高水 NM

ｾﾝｺﾞｸ ﾏｺﾄ
16 1353 千石 誠 (3) 高川学園 DNS

ﾆﾀﾆ ﾜﾀﾙ
2 1413 二谷　渉 (2) 宇部中央 DNS

ﾊﾀｱﾅ ﾖｳｽｹ
10 1696 秦穴　洋輔 (1) 奈古 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



男子砲丸投

日本高校記録　　 (HR) 18m02 井元　幸喜(6k) (都島工・大阪) 2003 9月15日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 15m08 松冨　恵三 (防府西) 2005

大会記録 (GR) 12m33 河本　昌也 (桜ヶ丘) 2006

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
ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ

1 36 1251 河本　昌也 (2) 山口 山口県桜ケ丘 × 11m70 12m36 12m36 12m65 12m68 12m71 12m71 NGR
ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ

2 37 1602 岡本　将司 (2) 山口 早鞆 × 12m21 12m52 12m52 12m70 12m56 × 12m70 NGR
ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ

3 39 1519 河野　義弘 (2) 山口 下関西 11m57 11m31 11m71 11m71 11m86 11m72 11m94 11m94
ﾀｶﾐ ﾅｵﾔ

4 33 1473 田上　尚弥 (2) 山口 田部 11m71 11m63 10m50 11m71 11m46 11m58 11m52 11m71
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

5 31 1624 篠﨑　隆博 (3) 山口 日置農 10m94 11m26 11m07 11m26 10m90 × 10m03 11m26
ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

6 30 2010 原田　翔平 (1) 山口 下関西 × × 10m49 10m49 10m12 10m14 10m45 10m49
ｵｶ ｺｳｽｹ

7 12 1342 岡　孝介 (3) 山口 徳佐　高俣分校 10m26 10m25 9m92 10m26 9m99 9m68 9m68 10m26
ﾔｽﾓﾘ ﾏｻﾙ

8 29 1534 安森　勝 (1) 山口 下関中央工 10m00 × 10m10 10m10 10m10 10m22 9m55 10m22
ｲﾜﾀ ﾘｮｳｽｹ

9 34 1803 岩田　龍祐 (2) 山口 熊毛南 10m03 9m43 9m17 10m03 10m03
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ

10 38 1435 渡邊　典之 (2) 山口 宇部工 9m41 9m29 9m89 9m89 9m89
ｶﾅﾔ ｹｲﾀ

11 35 1701 金谷　恵太 (2) 山口 奈古 9m55 9m16 9m67 9m67 9m67
ｵｵｻｷ ﾕｳﾀ

12 25 1761 大崎 雄太 (2) 山口 長門 × 9m25 × 9m25 9m25
ｴﾋﾞｽﾔ ﾖｼﾊﾙ

13 22 1694 惠美須屋　義治 (2) 山口 萩商工 9m14 × 9m07 9m14 9m14
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｲﾁ

14 28 1254 小林　詠一 (1) 山口 山口県桜ケ丘 × 9m14 × 9m14 9m14
ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ

15 26 2027 岡﨑　啓太 (1) 山口 早鞆 9m03 × × 9m03 9m03
ｲｹｵｶ ﾄﾓｷ

27 1108 池岡　朋紀 (1) 山口 柳井商工 × × × NM
ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｷ

24 1133 岩本　佳己 (3) 山口 徳山工業高専 × × × NM
ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ

7 1246 熊野　裕介 (1) 山口 聖光 × × × NM
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

9 1345 藤原　晃 (2) 山口 徳佐　高俣分校 × × × NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

23 1370 山本　大貴 (2) 山口 野田学園 × × × NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ

6 1372 山本　直人 (1) 山口 山口中央 × × × NM
ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

13 1528 竹田　靖範 (1) 山口 下関中央工 × × × NM
ﾖｼﾋﾛ ﾀｶﾅﾘ

20 1709 吉廣　孝成 (2) 山口 奈古　須佐分校 × × × NM
ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ

8 1728 吉村　祐輔 (1) 山口 萩 × × × NM
ｶｼﾜﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ

11 1748 柏村　竜弘 (1) 山口 萩 × × × NM
ﾌﾙﾔ ｹﾝｼﾞ

5 1750 古谷　謙次 (1) 山口 奈古 × × × NM
ｲﾁﾊﾗ ｱｷﾉﾘ

14 1757 市原　晃紀 (1) 山口 萩商工 × × × NM
ｲﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ

18 1830 井上　和恭 (1) 山口 熊毛南 × × × NM
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ

1 1942 野村　巧 (1) 山口 山口中央 × × × NM
ﾏｴﾉ ﾄｼｱｷ

17 1944 前野　敏明 (1) 山口 西京 × × × NM
ﾐﾔﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

19 1949 宮村　英法 (1) 山口 野田学園 × × × NM
ﾋﾛﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ

15 1957 弘中　良和 (1) 山口 防府商 × × × NM
ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳｲﾁ

21 2034 橋本　響一 (1) 山口 下関工 × × × NM
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ

3 2125 藤井　良亮 (1) 山口 聖光 × × × NM
ﾏｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

10 2223 増田　好一 (1) 山口 宇部工 × × × NM
ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

4 2241 中谷　隆寛 (1) 山口 宇部 × × × NM
ｶﾐﾓﾄ ｹﾝﾀ

2 1804 神本　健太 (1) 山口 大島商船高専 DNS
ｱﾍﾞ ﾐﾉﾘ

16 2004 阿部　実 (1) 山口 下関中等 DNS
ｻｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

32 2100 笹本　康太郎 (2) 山口 徳山工業高専 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NGR：大会新記録 NM：記録なし DNS：欠場
2007/9/17 7:07
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男子円盤投

日本高校記録　　 (HR) 51m74 蓬田　和正 (姫路商・兵庫) 2005 9月16日 10:00 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
ｴｶﾞﾐ ﾄﾓﾐ

1 37 1530 江上 智見 (3) 山口 下関中央工 36m05 × 38m05 38m05 × × 33m66 38m05
ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

2 30 1240 桑原　和也 (3) 山口 聖光 33m82 × × 33m82 × × 35m46 35m46
ﾀｶﾗﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

3 33 1603 財部　将宏 (2) 山口 早鞆 × 34m61 34m07 34m61 × × × 34m61
ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ

4 35 1602 岡本　将司 (2) 山口 早鞆 30m49 × 34m58 34m58 × × × 34m58
ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ

5 36 1251 河本　昌也 (2) 山口 山口県桜ケ丘 30m55 × × 30m55 33m89 × 33m44 33m89
ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

6 32 1244 伊藤　通 (2) 山口 聖光 27m88 31m02 28m73 31m02 29m65 30m87 32m01 32m01
ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｷ

7 29 1136 井上　茂樹 (3) 山口 徳山工業高専 26m28 28m91 29m20 29m20 27m29 29m07 × 29m20
ﾄﾐｵｶ ﾔｽｼ

8 31 1506 冨岡　泰 (2) 山口 豊浦 28m26 × × 28m26 × × × 28m26
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳﾀ

9 34 1652 杉山　洋太 (2) 山口 萩 － 27m61 × 27m61 27m61
ｴﾋﾞｽﾔ ﾖｼﾊﾙ

10 25 1694 惠美須屋　義治 (2) 山口 萩商工 － 26m31 × 26m31 26m31
ｺｲｽﾞﾐ ｹﾞﾝｷ

11 11 1343 小泉　元気 (3) 山口 徳佐　高俣分校 × 26m19 × 26m19 26m19
ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ

12 28 1519 河野　義弘 (2) 山口 下関西 － － 26m03 26m03 26m03
ｶｼﾏ ｺｳｷ

13 14 1139 鹿嶋　功貴 (2) 山口 徳山工業高専 25m28 25m78 × 25m78 25m78
ﾔｽﾓﾘ ﾏｻﾙ

14 26 1534 安森　勝 (1) 山口 下関中央工 － － 25m51 25m51 25m51
ﾉｶﾞﾐ ｴｲｼﾞ

15 24 1568 野上　詠史 (1) 山口 下関工 － 25m49 － 25m49 25m49
ｷﾗ ｶｽﾞﾔ

19 1036 喜良　和哉 (2) 山口 岩国 － × × NM
ｲｹｵｶ ﾄﾓｷ

3 1108 池岡　朋紀 (1) 山口 柳井商工 － × － NM
ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

27 1250 田中　義大 (3) 山口 山口県桜ケ丘 × × × NM
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

6 1345 藤原　晃 (2) 山口 徳佐　高俣分校 － × × NM
ｻｻﾍﾞ ｼｮｳﾔ

20 1423 佐々部　翔也 (2) 山口 宇部西 × × × NM
ﾖｼﾋﾛ ﾀｶﾅﾘ

15 1709 吉廣　孝成 (2) 山口 奈古　須佐分校 － － － NM
ｷｼﾞﾏ ｺｳｷ

12 1714 木島　康貴 (2) 山口 長門 － － － NM
ｺｳｶﾞﾐ ﾕｳｷ

4 1720 神上　勇気 (1) 山口 奈古　須佐分校 － － × NM
ｲﾁﾊﾗ ｱｷﾉﾘ

18 1757 市原　晃紀 (1) 山口 萩商工 － － － NM
ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

9 1826 福本　佳史 (1) 山口 柳井 － － － NM
ﾀﾏｷ ﾄﾓﾐ

23 1831 玉木　友望 (1) 山口 熊毛南 × － － NM
ﾅｶﾄ ｶｽﾞﾊ

2 1940 仲戸　一翔 (1) 山口 防府 － － × NM
ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

22 2010 原田　翔平 (1) 山口 下関西 － － － NM
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾘﾌﾐ

16 2031 松田　成史 (1) 山口 下関工 － － － NM
ｱｷｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ

13 2037 秋枝　竜也 (1) 山口 豊浦 － － － NM
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾖｳﾍｲ

21 2051 藤永　陽平 (1) 山口 豊北 － － － NM
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀｶｱｷ

17 2108 松藤　高明 (1) 山口 光 － × × NM
ﾏｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

10 2223 増田　好一 (1) 山口 宇部工 － × － NM
ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

1 2241 中谷　隆寛 (1) 山口 宇部 － － × NM
ｶｼﾜﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ

7 1748 柏村　竜弘 (1) 山口 萩 DNS
ﾔﾉ ｼﾝｼﾞ

5 2214 矢野　慎治 (1) 山口 厚狭 DNS
ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ

8 2253 星野　佑輔 (1) 山口 厚狭 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
2007/9/17 7:07
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男子ハンマー投

日本高校記録　　 (HR) 64m54 吉田　浩二(6k) (八幡・滋賀) 2006 9月15日 14:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 54m59 江上　智見 (下関中央工) 2007

大会記録 (GR) 52m46 吉次　貴志 (桜ヶ丘) 2006

決勝

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

ｴｶﾞﾐ ﾄﾓﾐ

1 16 1530 江上 智見 (3) 下関中央工 47m67 46m12 52m35 52m35 48m43 52m78 52m97 52m97 NGR

ﾀｶﾗﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

2 14 1603 財部　将宏 (2) 早鞆 × × 47m14 47m14 × 48m36 × 48m36

ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ

3 15 1252 松﨑　大悟 (2) 山口県桜ケ丘 × 43m57 44m35 44m35 44m55 41m55 45m52 45m52

ﾋﾖｼ ｷﾞﾝｶﾞ

4 12 1559 日吉　銀河 (2) 下関工 45m22 × 42m73 45m22 42m67 43m81 43m83 45m22

ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

5 13 1244 伊藤　通 (2) 聖光 38m88 43m37 37m34 43m37 41m10 × 42m28 43m37

ﾀｶｲ ﾘｮｳｼﾞ

6 8 1566 高井　涼次 (2) 下関工 35m19 × 38m61 38m61 × 37m58 × 38m61

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ

7 11 1242 中村　僚希 (3) 聖光 37m68 × × 37m68 × 36m73 33m94 37m68

ﾄﾐｵｶ ﾔｽｼ

8 10 1506 冨岡　泰 (2) 豊浦 32m74 33m89 33m92 33m92 33m12 35m12 × 35m12

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ

9 9 1435 渡邊　典之 (2) 宇部工 31m81 31m42 32m78 32m78 32m78

ｲﾜﾀ ﾘｮｳｽｹ

10 7 1803 岩田　龍祐 (2) 熊毛南 － × 27m05 27m05 27m05

ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀ

5 1276 堀内　広大 (2) 防府 － － － NM

ｻｻﾍﾞ ｼｮｳﾔ

6 1423 佐々部　翔也 (2) 宇部西 × × × NM

ｲﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ

3 1830 井上　和恭 (1) 熊毛南 × － － NM

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ

2 1941 藤村　祐希 (1) 防府 － × － NM

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾋｻ

4 2039 松永　尚久 (1) 豊浦 × × － NM

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1 2057 村上　英憲 (1) 田部 － － － NM

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NGR：大会新記録 NM：記録なし



男子やり投

日本高校記録　　 (HR) 76m54 村上　幸史 (今治明徳・愛媛) 1997

山口県高校記録 (YR) 67m21 神崎　真悟 (西京) 2007

大会記録 (GR) 64m48 縄田　啓介 (西京) 1990

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
ｺｳｻﾞｷ ﾏｻﾄ

1 41 1324 神崎　真悟 (3) 山口 西京 × 59m84 × 59m84 × 59m78 × 59m84
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ

2 39 1363 小川 和明 (2) 山口 高川学園 40m95 49m61 49m92 49m92 × 48m41 47m72 49m92
ﾀﾏｷ ﾄﾓﾐ

3 30 1831 玉木　友望 (1) 山口 熊毛南 45m62 44m44 × 45m62 40m44 － 41m48 45m62
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ

4 40 1605 谷口　篤志 (2) 山口 早鞆 41m85 × 43m64 43m64 44m56 41m19 41m30 44m56
ｵｶ ｺｳｽｹ

5 13 1342 岡　孝介 (3) 山口 徳佐　高俣分校 × － 40m91 40m91 － － × 40m91
ﾆﾀﾆ ﾜﾀﾙ

6 23 1413 二谷　渉 (2) 山口 宇部中央 × － 40m50 40m50 40m35 － － 40m50
ﾌｼﾞﾀ ｱｷｵ

7 36 1488 藤田　晃夫 (2) 山口 西市 － － 40m47 40m47 － － － 40m47
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳﾀ

8 34 1652 杉山　洋太 (2) 山口 萩 40m08 － － 40m08 － － － 40m08
ﾋﾛﾅｶ ｲｯｾｲ

26 1151 弘中　一誠 (2) 山口 光 × × － NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ

10 1217 山本　智之 (1) 山口 徳山商工 × － － NM
ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ

8 1246 熊野　裕介 (1) 山口 聖光 × × － NM
ｳｴｽｷﾞ ｶｽﾞｷ

5 1249 上杉　和輝 (1) 山口 聖光 × － － NM
ﾄｸｼｹﾞ ｶｽﾞﾏ

37 1277 徳本　和真 (2) 山口 防府 × × × NM
ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ

22 1280 中司　健太 (2) 山口 防府 × － － NM
ｲｿﾍﾞ ﾘｭｳ

11 1308 磯部　隆 (1) 山口 防府西 － － × NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

15 1370 山本　大貴 (2) 山口 野田学園 × × － NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ

6 1372 山本　直人 (1) 山口 山口中央 － － － NM
ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｽｹ

21 1415 宮地　祐介 (2) 山口 宇部中央 － － － NM
ﾔｽﾀﾞ ｺﾞｳ

33 1567 安田　剛 (2) 山口 下関工 － － － NM
ｽｲﾂﾞ ﾀﾂﾉﾘ

16 1724 水津　辰則 (1) 山口 萩 － － － NM
ｼﾓﾀﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

14 1731 下臺　卓央 (1) 山口 萩商工 － × － NM
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾔ

29 1739 山根　侑也 (1) 山口 萩商工 × × － NM
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ

1 1942 野村　巧 (1) 山口 山口中央 － － － NM
ﾏｴﾉ ﾄｼｱｷ

24 1944 前野　敏明 (1) 山口 西京 － － － NM
ｱﾍﾞ ﾐﾉﾘ

35 2004 阿部　実 (1) 山口 下関中等 － × － NM
ﾕﾘﾉ ﾋﾛｷ

20 2008 百合野　大輝 (1) 山口 下関西 － － － NM
ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ

31 2027 岡﨑　啓太 (1) 山口 早鞆 － － － NM
ｳﾒﾓﾄ ｺｳﾍｲ

19 2046 梅本　康平 (2) 山口 下関工 － － － NM
ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀｶｱｷ

32 2108 松藤　高明 (1) 山口 光 × × － NM
ﾊﾙﾀ ｺｳｼﾞ

2 2127 春田　拡二 (1) 山口 山口県桜ケ丘 － － － NM
ﾏﾂｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ

3 2252 松重　憲司 (1) 山口 小野田 － － － NM
ｷﾗ ｶｽﾞﾔ

7 1036 喜良　和哉 (2) 山口 岩国 DNS
ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ

4 1099 武内　俊樹 (2) 山口 柳井商工 DNS
ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ

38 1253 杉井　亮太 (1) 山口 山口県桜ケ丘 DNS
ｿｶﾞﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

27 1284 曽我部　伸弘 (2) 山口 防府商 DNS
ｺｳｶﾞﾐ ﾕｳｷ

12 1720 神上　勇気 (1) 山口 奈古　須佐分校 DNS
ｵｵｻｷ ﾕｳﾀ

18 1761 大崎 雄太 (2) 山口 長門 DNS
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ

9 1928 井上　正之 (1) 山口 野田学園 DNS
ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

17 2012 久保田　純一 (1) 山口 長府 DNS
ｻｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

28 2100 笹本　康太郎 (2) 山口 徳山工業高専 DNS
ﾀｶｷﾞ ﾕﾀｶ

25 2236 高木　豊 (1) 山口 宇部工 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
2007/9/17 7:08

1/1



女子100m

日本高校記録　　 (HR) 11.54 高橋　萌木子 (埼玉栄・埼玉) 2006 9月15日 12:05 予選
山口県高校記録 (YR) 11.81 松田　　薫 (西市) 2003 9月15日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 12.21 松田　　薫 (西市) 2003

予選 9組0着+8

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

ﾌﾙﾀﾆ ﾕﾘ ﾎﾘｲ ｶｵﾘ
1 1 412 古谷　有梨 (2) 田部 12.77 q 1 3 317 堀井　郁里 (2) 山口県鴻城 13.85 q

ｼﾗﾊﾏ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾞﾀ ﾐｻ
2 8 674 白濱　奈津実 (2) 下関南 13.65 q 2 6 665 長田　美佐 (1) 豊浦 14.21

ｲﾄﾌｼﾞ ｱｻﾐ ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾐ
3 3 600 糸藤　麻美 (1) 宇部 14.29 3 4 234 花岡　淳美 (3) 聖光 15.10

ｶﾒｶﾜ ﾐｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｻﾄ
4 2 547 亀川　美希 (1) 岩国 14.35 4 1 136 松原　実里 (1) 柳井 15.40

ﾌｸﾓﾄ ｻｵﾘ ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ
5 5 393 福本　彩織 (1) 小野田 14.70 5 7 371 山本　明日香 (1) 宇部商 16.18

ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ ﾀﾆ ﾁｴﾐ
6 7 554 河元　彩華 (1) 柳井 15.24 6 5 147 谷　智恵美 (2) 柳井商工 16.37

ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｺ ｺﾋﾗ ｻﾕﾘ
7 4 780 西川　智子 (1) 大津 15.38 2 108 小平　さゆり (2) 久賀 DNS

ﾖｼｻｶ ﾐｸ ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ
6 498 吉坂　未来 (3) 大嶺 DNS 8 775 田中　桃香 (1) 萩 DNS

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

ﾔﾏｼﾀ ｻﾅｴ ｵｵｾﾗ ﾐｽﾞｷ
1 7 664 山下　沙那恵 (1) 豊浦 13.81 q 1 7 967 大瀬良　みずき (1)山口県桜ケ丘 13.25 q

ﾎﾘ ﾏﾘｺ ﾖｼｵｶ ｱｲｶ
2 6 478 堀　真理子　 (2) 下関工 14.41 2 2 414 吉岡　愛香 (2) 田部 14.08

ｼﾐｽﾞ ﾘｻ ﾊﾄﾘ ﾏﾐｺ
3 2 441 清水　理沙 (1) 長府 14.44 3 5 782 羽鳥　真実子 (1) 萩光塩 14.35

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ ﾊﾔｼ ｱｷﾎ
4 1 781 森永　奈津美 (1) 日置農 14.77 4 3 221 林　明穂 (1) 光 14.59

ｵｶﾑﾗ ｱｲｺ ｱﾗｶﾜ ﾁﾎ
5 5 952 岡村　愛子 (1) 下松 15.10 5 1 475 荒川　知穂 (2) 下関中等 14.65

ｳｴﾀﾞ ｱﾘｶ ｵｶ ｼｵﾘ
6 4 526 上田　有香 (1) 奈古 15.83 6 8 255 岡　志央梨 (2) 山口中央 14.88

ﾌﾙｷ ﾐﾓﾓ ｲｼｸﾞﾛ ｴﾘ
7 8 228 古木　美桃 (2) 光丘 15.95 7 4 293 石黒　絵里 (1) 高川学園 14.94

ｷｷｮｳ ｻﾔｶ ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｷ
8 3 127 桔梗　早也佳 (1) 岩国商 16.59 6 110 溝部　友紀 (2) 久賀 DNS

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

ﾅｶﾞﾋﾛ ｱｶﾘ ﾀｷ ﾕｳ
1 2 215 長廣　安加里 (2) 徳山商工 14.19 1 8 778 瀧　悠 (1) 萩商工 14.13

ｺｳﾂﾞﾏ ﾏｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘｶ
2 7 271 上妻　真紀 (1) 西京 14.29 2 3 651 中川　友里佳 (1) 下関中等 14.25

ｸﾛｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ﾎﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ
3 6 514 黒川　恵 (2) 萩 14.69 3 7 460 堀川　千尋 (2) 下関西 14.68

ﾔﾌﾞ ﾕｲｶ ﾖｼﾓﾄ ﾅﾐ
4 3 340 藪　結楓 (2) 宇部西 14.76 4 5 396 吉本　菜美 (1) 小野田 14.91

ﾅｶﾈ ｼﾉﾌﾞ ﾌｸﾅｶﾞ ｵﾘｴ
5 8 951 中根　忍 (1) 光 15.04 5 2 390 福永　和里恵 (2) 慶進 15.00

ｸｼﾉﾍﾞ ﾏｷ ﾅｶﾉ ｱﾔｶ
6 5 397 櫛部　真紀 (1) 宇部商 15.34 6 6 551 中野　亜弥香 (1) 熊毛南 15.20

ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾐ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
4 552 小松崎　菜美 (1) 田布施農 DNS 7 4 334 中山　実奈 (1) 宇部西 15.81

7組 8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

ﾔﾏｼﾛ ﾅｷﾞｻ ﾂﾈﾔ ﾐｷ
1 3 281 山城　なぎさ (3) 誠英 13.92 1 5 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 13.07 q

ｴｷﾓﾘ ｼｵﾘ ｴﾓﾄ ﾄﾓﾐ
2 2 118 浴森　史織 (2) 岩国 14.30 2 7 327 江本　友美 (1) 宇部中央 13.71 q

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾅ ｻﾅｲ ﾒｸﾞﾐ
3 4 333 山本　栞奈 (2) 宇部中央 14.47 3 8 365 佐内　惠美 (2) 厚狭 14.25

ｺﾏﾂ ｹｲｺ ｷｼﾞﾏ ﾅﾂｷ
4 7 540 小松　恵子 (1) 熊毛南 14.89 4 6 777 木嶋　菜月 (1) 萩商工 14.29

ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾔﾉ ｵｶﾅｶ ﾕｳｺ
5 6 237 滝口　綾乃 (1) 防府 15.18 5 2 458 岡中　優子 (1) 下関西 14.38

ﾀｹｽｴ ﾊﾙｶ ｵｵﾀ ｻﾁｺ
6 5 227 武居　春佳 (2) 光丘 15.37 6 3 652 大田　祥子 (1) 下関南 15.03

ﾊﾏﾀﾞ ﾐｻｷ ﾅｶﾑﾗ ｻｷ
7 8 392 濵田　美咲 (2) 慶進 20.71 7 4 242 中村　早希 (1) 防府 15.64

風: -2.0 風: -5.2

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -1.8 風: -3.0

風: -2.5 風: -2.2

風: -4.1 風: -1.0

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子100m

日本高校記録　　 (HR) 11.54 高橋　萌木子 (埼玉栄・埼玉) 2006 9月15日 12:05 予選
山口県高校記録 (YR) 11.81 松田　　薫 (西市) 2003 9月15日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 12.21 松田　　薫 (西市) 2003

予選 9組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾇﾏ ﾖｼｴ
1 4 278 沼　良枝 (2) 西京 13.88 q

ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾎｺ
2 3 232 梶原　美保子 (3) 聖光 14.20

ﾖｼﾂﾞﾐ ｶﾅｺ
3 2 366 吉積　加奈子 (1) 厚狭 14.34

ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘ
4 6 160 宮本　絵梨 (1) 田布施農 14.69

ｺﾊﾞｼ ﾄﾓｴ
5 5 527 小橋　知恵 (2) 奈古 14.88

ﾊﾀﾞﾃ ﾐﾎ
6 7 719 羽立　美穂 (1) 野田学園 15.26

ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ
8 703 中村　千秋 (1) 山口県鴻城 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾀﾆ ﾕﾘ

1 6 412 古谷　有梨 (2) 田部 12.88
ﾂﾈﾔ ﾐｷ

2 3 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 13.33
ﾎﾘｲ ｶｵﾘ

3 2 317 堀井　郁里 (2) 山口県鴻城 13.48
ﾔﾏｼﾀ ｻﾅｴ

4 8 664 山下　沙那恵 (1) 豊浦 13.61
ｼﾗﾊﾏ ﾅﾂﾐ

5 4 674 白濱　奈津実 (2) 下関南 13.73
ﾇﾏ ﾖｼｴ

6 7 278 沼　良枝 (2) 西京 13.90
ｴﾓﾄ ﾄﾓﾐ

7 1 327 江本　友美 (1) 宇部中央 13.97
ｵｵｾﾗ ﾐｽﾞｷ

5 967 大瀬良　みずき (1)山口県桜ケ丘 DSQ

風: -3.4

風: -3.2

凡例 DNS：欠場



女子200m

日本高校記録　　 (HR) 23.48 中村　宝子 (浜松西・静岡) 2006 9月16日 12:00 予選
山口県高校記録 (YR) 24.57 松田　　薫 (西市) 2003 9月16日 14:45 決勝
大会記録 (GR) 25.29 水上　彩 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 24.5 田中　亜希子 (下関商) 1991

予選 8組0着+8

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

ﾌﾙﾀﾆ ﾕﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ
1 4 412 古谷　有梨 (2) 田部 26.05 q 1 5 183 藤本　玲　 (2) 光 26.24 q

ﾌﾙﾀﾆ ｻﾔｶ ﾆｼｶﾜ ﾅﾂｷ
2 2 354 古谷　清佳 (2) 宇部商 27.41 q 2 7 672 西川　奈月 (3) 下関南 28.96

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘｶ ﾎﾘ ﾏﾘｺ
3 3 651 中川　友里佳 (1) 下関中等 28.72 3 2 478 堀　真理子　 (2) 下関工 29.10

ﾏﾙﾓ ﾕｲ ｷｼﾞﾏ ﾅﾂｷ
4 5 544 丸茂　結衣 (1) 岩国 30.50 4 3 777 木嶋　菜月 (1) 萩商工 29.61

ﾑﾗﾀ ﾐﾎ ｵｶ ｼｵﾘ
5 7 364 村田　美穂 (1) 小野田 31.67 5 4 255 岡　志央梨 (2) 山口中央 30.99

ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｺ ﾎﾘ ﾕﾐｺ
6 8 780 西川　智子 (1) 大津 32.08 6 6 362 堀　祐美子 (1) 小野田 32.19

ｱｷﾔﾏ ｴﾐ ﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ
6 497 秋山　瑛美 (3) 大嶺 DNS 8 388 三原　千央 (2) 慶進 DNS

ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ﾜﾀﾞ ﾕｳｺ
1 534 津田　彩花 (2) 萩光塩 DNS 1 546 和田　侑子 (1) 岩国 DNS

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

ﾎﾘｲ ｶｵﾘ ﾂﾈﾔ ﾐｷ
1 6 317 堀井　郁里 (2) 山口県鴻城 26.81 q 1 5 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 27.40 q

ｼﾗﾊﾏ ﾅﾂﾐ ﾇﾏ ﾖｼｴ
2 1 674 白濱　奈津実 (2) 下関南 28.17 2 2 278 沼　良枝 (2) 西京 28.91

ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘ
3 8 554 河元　彩華 (1) 柳井 29.10 3 3 160 宮本　絵梨 (1) 田布施農 29.89

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ ｲﾉｳｴ ﾏﾐ
4 4 781 森永　奈津美 (1) 日置農 29.56 4 1 256 井上　麻美 (2) 山口中央 29.94

ﾌﾙｶﾜ ﾕｲ ﾔﾌﾞ ﾕｲｶ
5 5 378 古川　由依 (1) 厚狭 32.04 5 4 340 藪　結楓 (2) 宇部西 30.23

ﾀﾆ ﾁｴﾐ ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ
7 147 谷　智恵美 (2) 柳井商工 DNS 6 6 155 佐藤　千春 (2) 熊毛南 30.38

ﾀｶｷﾞ ｶｵﾘ ｵｵﾓﾘ ｱﾝﾅ
3 457 高木　かおり (2) 下関西 DNS 7 7 129 大森　杏菜 (2) 岩国商 31.81

ｻﾜﾑﾗ ﾐｶ ｱﾗｶﾜ ﾁﾎ
2 519 澤村 実佳 (2) 萩商工 DNS 8 475 荒川　知穂 (2) 下関中等 DNS

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

ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ
1 8 413 森田　志穂里 (1) 田部 27.68 q 1 7 289 村田　匠 (2) 誠英 27.03 q

ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ ﾅｶﾞﾋﾛ ｱｶﾘ
2 3 209 岩政　美里 (1) 徳山商工 28.84 2 5 215 長廣　安加里 (2) 徳山商工 28.43

ｸﾛｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ｻﾅｲ ﾒｸﾞﾐ
3 4 514 黒川　恵 (2) 萩 30.02 3 6 365 佐内　惠美 (2) 厚狭 28.84

ﾊﾔｼ ｱｷﾎ ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾎｺ
4 6 221 林　明穂 (1) 光 30.05 4 1 232 梶原　美保子 (3) 聖光 29.39

ﾅｶﾉ ｱﾔｶ ﾏﾀｷ ﾁﾋﾛ
5 2 551 中野　亜弥香 (1) 熊毛南 30.51 5 3 324 又木　千尋 (2) 宇部 29.77

ｵｶｻﾞｷ ｱﾔｶ ｽｴﾅｶﾞ ｱｻｺ
6 1 724 岡崎　彩香 (1) 西京 31.56 6 8 508 末永　麻子 (2) 大津 30.14

ﾌﾙｷ ﾐﾓﾓ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ
7 7 228 古木　美桃 (2) 光丘 32.23 7 4 222 松本　裕美 (3) 光丘 33.71

ﾋﾛｼｹﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾓﾘﾅｶﾞ ｲｽﾞﾐ
5 243 廣重　希美 (2) 防府 DNS 2 483 森永　泉美 (2) 豊北 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -0.1 風: 0.0

風: -0.1 風: -1.8

風: +1.1 風: -0.5

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子200m

日本高校記録　　 (HR) 23.48 中村　宝子 (浜松西・静岡) 2006 9月16日 12:00 予選
山口県高校記録 (YR) 24.57 松田　　薫 (西市) 2003 9月16日 14:45 決勝
大会記録 (GR) 25.29 水上　彩 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 24.5 田中　亜希子 (下関商) 1991

予選 8組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

7組 8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

ﾔﾏｼﾀ ｻﾅｴ ｴﾓﾄ ﾄﾓﾐ
1 5 664 山下　沙那恵 (1) 豊浦 28.87 1 6 327 江本　友美 (1) 宇部中央 27.59 q

ｲﾄﾌｼﾞ ｱｻﾐ ｶﾜﾊﾗ ｻｷｺ
2 8 600 糸藤　麻美 (1) 宇部 29.38 2 8 515 河原　咲子 (2) 萩 28.57

ｵｶﾑﾗ ｱｲｺ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ
3 6 952 岡村　愛子 (1) 下松 30.20 3 5 441 清水　理沙 (1) 長府 28.92

ﾌｸｲ ｹｲ ﾀﾅｶ ｼﾎ
4 2 720 福井　慶 (1) 野田学園 31.40 4 2 683 田中　志歩 (1) 下関西 29.51

ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾐ ｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ
5 7 234 花岡　淳美 (3) 聖光 31.67 5 4 668 木原　千尋 (1) 豊浦 30.56

ﾖｼｻｶ ﾐｸ ｱｶｶﾞﾜ ﾁｶｺ
4 498 吉坂　未来 (3) 大嶺 DNS 6 7 193 赤川　知嘉子 (2) 下松 31.61

ｵｵｾﾗ ﾐｽﾞｷ ｺﾋﾗ ｻﾕﾘ
3 967 大瀬良　みずき (1)山口県桜ケ丘 DNS 3 108 小平　さゆり (2) 久賀 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾀﾆ ﾕﾘ

1 4 412 古谷　有梨 (2) 田部 26.22
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ

2 6 183 藤本　玲　 (2) 光 26.50
ﾎﾘｲ ｶｵﾘ

3 3 317 堀井　郁里 (2) 山口県鴻城 26.96
ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ

4 7 413 森田　志穂里 (1) 田部 27.56
ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ

5 5 289 村田　匠 (2) 誠英 27.58
ﾂﾈﾔ ﾐｷ

6 1 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 27.68
ｴﾓﾄ ﾄﾓﾐ

7 8 327 江本　友美 (1) 宇部中央 27.76
ﾌﾙﾀﾆ ｻﾔｶ

8 2 354 古谷　清佳 (2) 宇部商 28.04

風: -3.3

風: -2.9 風: -2.0

凡例 DNS：欠場



女子400m

日本高校記録　　 (HR) 53.45 柿沼　和恵 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月15日 11:00 予選
山口県高校記録 (YR) 55.50 田中　亜希子 (下関商) 1991 9月15日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 57.20 荒石　祐子 (大津) 1995
大会記録 (GR) 56.4 田中　亜希子 (下関商) 1991

予選 6組0着+8

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

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ ｲﾑﾗ ｱﾔｶ

1 7 183 藤本　玲　 (2) 光 59.72 q 1 8 709 井村　文香 (1) 西京 60.40 q
ﾆｼﾊﾗ ｶﾎﾘ ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ

2 4 679 西原　佳歩里 (1) 下関西 65.35 2 6 209 岩政　美里 (1) 徳山商工 65.55
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｶ

3 6 325 藤本　朋子 (2) 宇部 68.93 3 5 119 村上　絢香 (2) 岩国 65.78
ｱｶｶﾞﾜ ﾁｶｺ ﾏﾀｷ ﾁﾋﾛ

4 3 193 赤川　知嘉子 (2) 下松 69.78 4 7 324 又木　千尋 (2) 宇部 67.06
ﾌﾙｶﾜ ﾕｲ ﾎﾘﾑﾗ ﾕｶ

5 5 378 古川　由依 (1) 厚狭 76.52 5 4 107 堀村　優花 (2) 周防大島 68.69
ｻｻｷ ﾋﾛﾖ ﾐｻｷ ｴﾐ

6 8 447 佐々木　宏予 (2) 長府 76.57 6 3 963 三崎　栄美 (1) 聖光 69.89
ﾌｸﾓﾄ ｻｵﾘ ﾖｺﾀ ﾐﾜｺ

2 393 福本　彩織 (1) 小野田 DNS 7 2 472 横田　美和子 (3) 下関中等 87.17

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

ｶﾜﾑﾗ ﾐｷ ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ

1 8 277 河村　美希 (2) 西京 62.97 q 1 6 509 大田　菜摘 (2) 大津 64.18 q
ｲﾉｳｴ ﾏﾐ ﾀｶｷﾞ ﾋﾄﾐ

2 7 256 井上　麻美 (2) 山口中央 67.48 2 2 286 髙木　瞳 (2) 誠英 67.12
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ ﾌｼﾞｶﾜ ﾁﾋﾛ

3 5 411 山下　春菜 (2) 田部 68.75 3 7 356 藤川　千尋 (1) 宇部商 68.26
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾘ ｵｵﾓﾘ ｱﾝﾅ

4 4 313 原田　祐里 (3) 山口県鴻城 72.44 4 4 129 大森　杏菜 (2) 岩国商 72.38
ﾎﾑﾗ ﾏｷ ﾐｳﾗ ｷﾗﾗ

6 357 保村　茉希 (1) 宇部商 DNS 5 3 539 三浦　きらら (2) 岩国総合 78.08
ﾀｶｷﾞ ｶｵﾘ ｱﾘﾀ ﾄﾓﾐ

3 457 高木　かおり (2) 下関西 DNS 8 511 有田　智美 (1) 萩 DNS
ﾊﾏﾓﾄ ﾘｻ ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾕﾐ

2 543 浜本　理沙 (1) 岩国 DNS 5 675 松崎　愛弓 (2) 下関南 DNS

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

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ

1 6 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦 62.37 q 1 7 673 安藤　智美 (2) 下関南 63.36 q
ｶｼﾍﾞ ﾄﾓﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾐｷ

2 8 953 樫部　智美 (1) 下松 63.06 q 2 3 684 西田　美希 (1) 下関商 63.39 q
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾄﾐ ﾔﾅｲ ﾕﾘ

3 2 213 島津　一未 (1) 徳山商工 65.09 3 8 373 柳井　優里 (2) 厚狭 65.67
ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ ｵｶﾑﾗ ｻｷ

4 5 155 佐藤　千春 (2) 熊毛南 66.67 4 2 182 岡村　紗希 (2) 光 66.59
ｷﾑﾗ ﾕﾐ ｷﾊﾗ ﾁﾋﾛ

5 7 518 木村 優美 (2) 萩商工 72.71 5 6 668 木原　千尋 (1) 豊浦 69.40
ｷﾀﾑﾗ ﾐｷ ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｺ

6 4 965 北村　美樹 (1) 聖光 80.01 6 4 130 升田　絢子 (2) 岩国商 69.75
ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾐ ｽｴﾄﾐ ﾖｳｺ

3 686 山下　亜純 (1) 田部 DNS 7 5 500 末冨　陽子 (3) 日置農 71.21

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ

1 5 183 藤本　玲　 (2) 光 57.63
ｲﾑﾗ ｱﾔｶ

2 3 709 井村　文香 (1) 西京 60.01
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

3 4 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦 61.39
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ

4 7 673 安藤　智美 (2) 下関南 61.58
ｶｼﾍﾞ ﾄﾓﾐ

5 2 953 樫部　智美 (1) 下松 62.05
ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ

6 8 509 大田　菜摘 (2) 大津 63.46
ｶﾜﾑﾗ ﾐｷ

7 6 277 河村　美希 (2) 西京 63.48
ﾆｼﾀﾞ ﾐｷ

8 1 684 西田　美希 (1) 下関商 64.12

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子800m

日本高校記録　　 (HR) 2.04.00 西村　美樹 (東京・東京) 2000 9月16日 10:10 予選
山口県高校記録 (YR) 2.08.84 吉村　かおり (西京) 1994 9月16日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 2.14.6 通山　文絵 (柳井) 1990

予選 6組0着+8

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

ｳﾗ ｶﾅｺ ﾊﾔﾏ ﾋﾄﾐ

1 7 523 浦　香菜子 (1) 奈古 2.33.13 1 2 304 羽山　瞳 (2) 中村女子 2.24.51 q
ﾐｻｷ ｴﾐ ﾊｼﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ

2 4 963 三崎　栄美 (1) 聖光 2.33.32 2 7 308 橋羽　めぐみ (3) 山口県鴻城 2.25.12 q
ｻﾈﾁｶ ﾊﾅｴ ﾏﾕﾐ ﾊﾙｶ

3 3 269 実近　華奈恵 (2) 防府西 2.34.04 3 3 676 舞弓　晴香 (2) 下関南 2.29.61 q
ﾌｼﾞｲ ｻｷ ﾔﾏｻｷ ｼｵﾘ

4 8 197 藤井　沙季 (1) 徳山 2.34.22 4 8 353 山崎　栞 (2) 宇部商 2.40.62
ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾐ ｸﾚﾊｼ ｲﾂﾞﾐ

5 5 686 山下　亜純 (1) 田部 2.42.00 5 5 236 呉橋　いづみ (1) 光丘 2.41.42
ﾖｺﾀ ﾐﾜｺ ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｺ

6 1 472 横田　美和子 (3) 下関中等 3.12.08 6 4 491 吉村　朋子 (2) 下関商 2.45.47
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｱｷ ｸﾆﾀﾞ ｱﾔｶ

9 220 藤本　千晶 (3) 光丘 DNS 7 6 549 國田　彩加 (1) 柳井 2.50.89
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄﾓｴ ｲﾜｵ ﾄﾓｴ

2 545 宇都宮　朋恵 (1) 岩国 DNS 9 109 岩尾　知江 (2) 久賀 DNS
ｵｵｼﾏ ｱｽﾞｻ ﾀｸﾉ ｱﾕﾐ

6 715 大島　あずさ (1) 西京 DNS 1 485 宅野　あゆみ (2) 豊北 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

ﾑﾗﾀ ﾐﾅﾐ ﾐｲﾀﾞ ｱﾔｶ

1 2 296 村田　美波 (3) 中村女子 2.23.03 q 1 2 430 三井田　彩香 (2) 豊浦 2.29.25 q
ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾉ

2 4 509 大田　菜摘 (2) 大津 2.24.23 q 2 9 678 宮崎　由季乃 (1) 下関南 2.29.28 q
ﾆｯﾀ ｷｮｳｺ ﾏｽｶﾈ ﾕﾐ

3 7 167 新田　恭子 (3) 高水 2.32.38 3 6 169 増金　ゆみ (1) 高水 2.29.72
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ ﾎﾘﾑﾗ ﾕｶ

4 6 331 松本　あゆみ (2) 宇部中央 2.33.54 4 3 107 堀村　優花 (2) 周防大島 2.30.42
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾘ ｲﾜｻｷ ｻﾕﾘ

5 9 313 原田　祐里 (3) 山口県鴻城 2.43.95 5 1 260 岩崎　早夕里 (1) 誠英 2.43.26
ﾐﾜ ﾄﾓﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ

6 8 226 三輪　智美 (1) 光 2.47.34 8 375 山本　かおり (1) 宇部鴻城 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ

3 374 山本　ひとみ (1) 宇部鴻城 DNS 7 512 熊谷　尚子 (1) 萩 DNS
ｽｴｵｶ ﾋﾛﾐ ﾆｼﾀﾞ ｴﾘ

5 529 末岡　洋美 (1) 萩 DNS 4 722 西田　衣里 (1) 山口 DNS
ﾔﾏｶﾄﾞ ﾏﾔ ｶｼﾍﾞ ﾄﾓﾐ

1 711 山門　麻耶 (1) 西京 DNS 5 953 樫部　智美 (1) 下松 DNS

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

ﾀﾅｶ ﾁﾅ ｴﾄｳ ﾕｳ

1 3 330 田中　智菜 (2) 宇部中央 2.29.66 q 1 7 484 衛藤　優 (2) 豊北 2.31.12
ﾎﾘ ﾁｻﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ

2 8 955 堀　智優 (1) 下松 2.32.02 2 1 411 山下　春菜 (2) 田部 2.38.63
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ ｺﾞﾄｳ ﾐﾅｺ

3 9 948 金子　夏希 (1) 光 2.34.56 3 3 658 後藤　美奈子 (1) 下関商 2.39.08
ﾀｶｷﾞ ﾋﾄﾐ ﾅｶｺ ﾐﾎ

4 7 286 髙木　瞳 (2) 誠英 2.36.49 4 2 507 仲子　実穂 (2) 大津 2.41.99
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ ﾖﾛｽﾞ ｴﾘ

5 4 325 藤本　朋子 (2) 宇部 2.39.05 5 8 437 萬　絵梨 (2) 豊浦 2.47.01
ｱｷﾓﾄ ﾐｻｺ ｼﾐｽﾞ ﾏｵｺ

6 5 208 秋元　美佐子 (1) 徳山商工 2.39.25 6 4 198 清水　真央子 (1) 徳山 2.59.21
ｽｴﾄﾐ ﾖｳｺ ﾌｼﾞｲ ﾕｶ

7 2 500 末冨　陽子 (3) 日置農 2.50.73 6 207 藤井　友香 (2) 徳山商工 DNS
ｲﾉｳｴ ﾕｷﾅ ｽｴｻﾀﾞ ｻﾔ

1 247 井上　由紀菜 (1) 山口 DNS 5 266 末貞 沙耶 (3) 防府西 DNS
ﾉｶﾞﾐ ﾏﾕｺ

6 536 野上　真悠子 (1) 萩光塩 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗﾀ ﾐﾅﾐ

1 6 296 村田　美波 (3) 中村女子 2.23.08
ﾊｼﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ

2 5 308 橋羽　めぐみ (3) 山口県鴻城 2.23.49
ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ

3 3 509 大田　菜摘 (2) 大津 2.25.91
ﾊﾔﾏ ﾋﾄﾐ

4 4 304 羽山　瞳 (2) 中村女子 2.26.67
ﾀﾅｶ ﾁﾅ

5 2 330 田中　智菜 (2) 宇部中央 2.26.85
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾉ

6 8 678 宮崎　由季乃 (1) 下関南 2.33.06
ﾐｲﾀﾞ ｱﾔｶ

7 7 430 三井田　彩香 (2) 豊浦 2.35.43
ﾏﾕﾐ ﾊﾙｶ

1 676 舞弓　晴香 (2) 下関南 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子1500m

日本高校記録　　 (HR) 4.07.86 小林　祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2006 9月15日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ
山口県高校記録 (YR) 4.20.81 吉村　かおり (西京) 1995
大会記録 (GR) 4.34.88 奥原　由佳梨 (西京) 1995

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｱﾝﾉ ﾅﾙﾐ ｲｼｲ ﾁｴ
1 12 297 阿武　成美 (3) 中村女子 4.37.84 1 13 779 石井　千絵 (1) 大津 5.09.11

ｻｻｷ ﾕﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾉ
2 7 171 佐々木　裕見 (2) 高水 4.41.03 2 12 678 宮崎　由季乃 (1) 下関南 5.09.35

ﾅﾙｶﾜ ﾐｸ ｱﾍﾞ ﾁｻﾄ
3 11 713 鳴川　未来 (1) 西京 4.44.92 3 10 377 安部　千聡 (2) 宇部鴻城 5.13.69

ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ ﾏｴﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
4 14 380 村上　恵梨 (2) 宇部鴻城 4.48.00 4 11 332 前山　萌 (2) 宇部中央 5.15.59

ﾑﾗﾀ ﾐﾅﾐ ﾔﾏｻｷ ｼｵﾘ
5 10 296 村田　美波 (3) 中村女子 4.51.16 5 6 353 山崎　栞 (2) 宇部商 5.22.75

ﾌｶﾎﾘ ﾊﾙｶ ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ
6 13 663 深堀　晴香 (1) 豊浦 4.54.05 6 14 115 岡本　紋奈 (2) 岩国 5.23.01

ﾀﾅｶ ﾁﾅ ﾊﾔｼ ﾕｷｺ
7 2 330 田中　智菜 (2) 宇部中央 4.54.84 7 15 420 林　由季子 (2) 西市 5.24.80

ﾑﾗﾅｶ ﾋﾄﾐ ｵｻﾞﾜ ﾕﾘ
8 1 164 村中　仁実 (3) 高水 5.00.40 8 9 950 小澤　友里 (1) 光 5.25.66

ﾎﾘ ﾁｻﾄ ｲﾜｻｷ ｻﾕﾘ
9 17 955 堀　智優 (1) 下松 5.11.11 9 17 260 岩崎　早夕里 (1) 誠英 5.26.78

ｲｼﾊﾗ ﾕｶ ｺﾞﾄｳ ﾐﾅｺ
10 8 270 石原　由夏 (3) 西京 5.14.60 10 1 658 後藤　美奈子 (1) 下関商 5.27.41

ｶﾈｺ ﾅﾂｷ ﾀｶﾐﾈ ﾐｵ
11 9 948 金子　夏希 (1) 光 5.16.84 11 5 191 高嶺　澪 (2) 下松 5.29.92

ｱｷﾓﾄ ﾐｻｺ ｳｴﾓﾄ ﾕｷ
12 16 208 秋元　美佐子 (1) 徳山商工 5.20.01 12 3 488 上本　侑希 (2) 下関商 5.31.05

ｲｼｶﾜ ｱﾕﾐ ﾊｼﾓﾄ ﾁｻﾄ
13 15 310 石川　鮎美 (3) 山口県鴻城 5.21.02 13 8 268 橋本　千里 (2) 防府西 5.31.50

ﾅｶｺ ﾐﾎ ｱｶｷﾞ ﾁｶ
14 5 507 仲子　実穂 (2) 大津 5.25.11 14 2 117 赤木　千香 (2) 岩国 5.41.05

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ
15 6 205 山本　沙也佳 (2) 徳山商工 5.26.96 15 7 512 熊谷　尚子 (1) 萩 5.51.61

ﾊｼﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾀｸﾉ ｱﾕﾐ
3 308 橋羽　めぐみ (3) 山口県鴻城 DNS 16 485 宅野　あゆみ (2) 豊北 DNS

ｻｻｷ ｲｽﾞﾐ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ
18 337 佐々木　泉 (3) 宇部西 DNS 4 776 原田　恵未 (1) 萩 DNS

ｴﾄｳ ﾕｳ
4 484 衛藤　優 (2) 豊北 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｷﾑﾗ ｶｽﾞｴ
1 4 716 脇村　和恵 (1) 防府 5.28.80

ﾔﾏﾈ ﾅﾎ
2 9 196 山根　菜穂 (1) 徳山 5.36.25

ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ
3 12 225 井上　ちひろ (1) 山口県桜ケ丘 5.37.57

ｱﾘｷﾖ ｻｷ
4 11 550 有清　早紀 (1) 熊毛南 5.39.56

ﾋﾗﾀ ｱﾔﾉ
5 14 140 平田　絢乃 (2) 柳井 5.42.42

ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ
6 10 263 飯田　優希 (3) 防府西 5.45.12

ｻｶｲ ﾋﾄﾐ
7 7 723 坂井　ひとみ (1) 山口 5.45.55

ﾔﾏﾆｼ ｶｵﾘ
8 8 224 山西　かおり (2) 光丘 5.46.67

ﾌｼﾞｲ ﾔﾖｲ
9 13 381 藤井　弥生 (1) 宇部商 5.50.10

ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ
10 17 131 岩元　舞 (2) 岩国商 5.52.45

ｸﾆﾀﾞ ｱﾔｶ
11 15 549 國田　彩加 (1) 柳井 5.52.72

ﾌｸﾔ ﾁﾊﾙ
12 3 717 福谷　千春 (1) 防府 5.57.97

ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄﾐ
13 6 391 片山　仁美 (1) 慶進 6.15.68

ﾌｼﾞﾔﾏ ｲｸｴ
14 1 656 藤山　郁江 (1) 下関南 6.29.27

ｽﾅﾀﾞ ｹｲ
15 2 154 砂田　景 (2) 熊毛南 6.50.17

ｲﾜｵ ﾄﾓｴ
16 109 岩尾　知江 (2) 久賀 DNS

ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ
5 721 藤井　かおり (1) 山口 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 297 阿武　成美 (3) ｱﾝﾉ ﾅﾙﾐ 中村女子 4.37.84 1 12 1

2 171 佐々木　裕見 (2) ｻｻｷ ﾕﾐ 高水 4.41.03 1 7 2

3 713 鳴川　未来 (1) ﾅﾙｶﾜ ﾐｸ 西京 4.44.92 1 11 3

4 380 村上　恵梨 (2) ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ 宇部鴻城 4.48.00 1 14 4

5 296 村田　美波 (3) ﾑﾗﾀ ﾐﾅﾐ 中村女子 4.51.16 1 10 5

6 663 深堀　晴香 (1) ﾌｶﾎﾘ ﾊﾙｶ 豊浦 4.54.05 1 13 6

7 330 田中　智菜 (2) ﾀﾅｶ ﾁﾅ 宇部中央 4.54.84 1 2 7

8 164 村中　仁実 (3) ﾑﾗﾅｶ ﾋﾄﾐ 高水 5.00.40 1 1 8

凡例 DNS：欠場



女子3000m

日本高校記録　　 (HR) 8.52.33 小林　祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2005 9月16日 15:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 9.12.10 吉村　かおり (西京) 1996
大会記録 (GR) 9.32.80 池田　めぐみ (西京) 1993

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｲ ﾁﾋﾛ

1 24 274 藤井　千尋 (3) 西京 10.00.64
ｻﾗﾀﾞ ﾕｷｴ

2 25 163 皿田　幸恵 (3) 高水 10.01.76
ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ

3 32 379 松本　梢 (2) 宇部鴻城 10.03.43
ｱﾝﾉ ﾅﾙﾐ

4 23 297 阿武　成美 (3) 中村女子 10.07.07
ｶﾔ ｻﾄﾐ

5 31 276 栢　さとみ (3) 西京 10.08.52
ｶﾂﾀﾆ ﾅﾂﾐ

6 22 376 勝谷　夏美 (2) 宇部鴻城 10.31.54
ﾌｸﾓﾄ ｱﾘｻ

7 29 162 福本　亜里沙 (3) 高水 10.41.19
ｻﾄｳ ｻｷ

8 21 311 佐藤　沙紀 (3) 山口県鴻城 11.33.50
ｳﾒﾓﾘ ｶｴﾃﾞ

9 10 267 梅森　楓 (3) 防府西 11.37.26
ｽｴｵｶ ﾋﾛﾐ

10 8 529 末岡　洋美 (1) 萩 11.38.01
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ

11 27 205 山本　沙也佳 (2) 徳山商工 11.44.94
ﾊﾔｼ ﾕｷｺ

12 28 420 林　由季子 (2) 西市 11.46.81
ﾀｶﾐﾈ ﾐｵ

13 13 191 高嶺　澪 (2) 下松 11.50.55
ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ

14 7 115 岡本　紋奈 (2) 岩国 11.51.77
ﾌｶｻﾜ ﾐｷ

15 5 249 深澤　未来 (1) 山口 11.53.56
ﾌｼﾞｲ ﾁｻﾄ

16 18 704 藤井　智聖 (1) 山口県鴻城 11.54.26

17 1 784 山根　千佳 (1) 大津 12.12.64
ｱﾘｷﾖ ｻｷ

18 14 550 有清　早紀 (1) 熊毛南 12.16.10
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ

19 15 217 中村　知実 (2) 新南陽 12.22.68
ｶｼﾞｶﾜ ｱｻﾐ

20 2 482 梶川　麻未 (2) 豊北 12.29.12
ﾀｶｷﾞ ﾏﾄﾞｶ

21 19 265 高木　まどか (3) 防府西 12.32.15
ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾐ

22 9 604 山下　綾美 (3) 宇部商 12.54.22
ｽﾅﾀﾞ ｹｲ

11 154 砂田　景 (2) 熊毛南 NM
ｶﾜﾀ ﾏｲｺ

4 419 河田　舞子 (2) 西市 NM
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ

6 505 山下　裕子 (2) 大津 NM
ｱｶｷﾞ ﾁｶ

16 117 赤木　千香 (2) 岩国 DNS
ｶﾜﾀ ﾁﾎ

26 295 河田　千穂 (3) 中村女子 DNS
ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ

12 298 田中　朋子 (1) 山口 DNS
ｻｻｷ ｲｽﾞﾐ

30 337 佐々木　泉 (3) 宇部西 DNS
ｶﾞﾓｳ ｴﾘｺ

17 499 蒲生　英里子 (3) 日置農 DNS

3 682 廣瀬　陽香 (1) 下関南 DNS
ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ

20 776 原田　恵未 (1) 萩 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子100mH

日本高校記録　　 (HR) 13.44 森本　明子 (埼玉栄・埼玉) 1994 9月15日 13:15 予選
山口県高校記録 (YR) 14.33 佐藤　佳奈 (下関商) 2004 9月15日 14:50 決勝
大会記録 (GR) 14.49 佐藤　佳奈 (下関商) 2005

予選 4組0着+8

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

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻｺ ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ
1 4 486 森口　雅子 (3) 下関商 16.62 q 1 4 513 東野　彩 (2) 萩 16.36 q

ｴｼﾞﾏ ﾕﾅ ﾆｼｵｶ ｱｲｺ
2 6 338 江嶋　由奈 (2) 宇部西 17.57 q 2 8 287 西岡　愛子 (2) 誠英 17.63 q

ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾐ ｶﾀｵｶ ｱｲ
3 3 235 福田　愛見 (3) 聖光 18.96 3 3 666 片岡　藍 (1) 豊浦 17.86 q

ｽｴﾅｶﾞ ｱｻｺ ｵｵｶﾞ ﾓﾓｺ
4 2 508 末永　麻子 (2) 大津 19.33 4 6 473 大賀　百子 (2) 下関中等 19.73

ﾋﾛﾅｶ ﾐﾎ ｽｽﾞｶﾜ ﾅｵ
5 7 949 弘中　美帆 (1) 光 22.00 5 5 339 鈴川　奈穂 (2) 宇部西 20.89

ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ﾔﾏｼﾅ ｷｴ
6 8 534 津田　彩花 (2) 萩光塩 26.07 2 254 山信　貴恵 (2) 山口中央 DNS

ｱﾅｾ ﾐｻｷ ﾑﾗｾ ﾊﾙｶ
5 702 穴瀬　未咲 (1) 山口県鴻城 DNS 7 958 村瀬　悠 (1) 徳山商工 DNS

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

ｱｵｷ ﾘﾅ ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ
1 6 174 青木　里奈 (1) 光 17.77 q 1 2 216 針間　遥 (2) 徳山商工 17.13 q

ｼﾓｶﾜ ｽﾐﾚ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷ
2 8 677 下川　すみれ (2) 下関南 18.42 2 7 158 宮本　幸 (2) 熊毛南 17.39 q

ｶﾜﾊﾗ ｻｷｺ ｶﾜﾑﾗ ﾏｷ
3 2 515 河原　咲子 (2) 萩 19.60 3 5 106 河村　真希 (1) 周防大島 18.62

ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ ｲｿｻﾞｷ ﾕｷｺ
4 3 703 中村　千秋 (1) 山口県鴻城 20.01 4 4 667 磯崎　有紀子 (1) 豊浦 18.71

ﾔﾅﾑﾗ ﾋﾄﾐ ｱｶﾞﾘ ﾐｻｷ
5 962 柳村　瞳 (2) 下松工 DNF 5 6 452 上里　美咲 (1) 長府 19.39

ﾀﾑﾗ ﾐｻﾄ ｼｮｳｼ ｱﾔﾐ
4 516 田村　美里 (3) 萩商工 DNS 3 650 正司　紋美 (1) 下関中等 DNS

ｽｲﾂﾞ ｻｷ
7 537 水津　早紀 (2) 萩光塩 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ

1 3 513 東野　彩 (2) 萩 16.07
ｱｵｷ ﾘﾅ

2 7 174 青木　里奈 (1) 光 16.66
ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ

3 4 216 針間　遥 (2) 徳山商工 16.76
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻｺ

4 6 486 森口　雅子 (3) 下関商 16.91
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷ

5 5 158 宮本　幸 (2) 熊毛南 16.91
ｴｼﾞﾏ ﾕﾅ

6 8 338 江嶋　由奈 (2) 宇部西 17.12
ﾆｼｵｶ ｱｲｺ

7 1 287 西岡　愛子 (2) 誠英 17.32
ｶﾀｵｶ ｱｲ

8 2 666 片岡　藍 (1) 豊浦 17.87

風: -2.1

風: +2.4 風: -3.6

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

風: -2.0 風: -1.8

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



女子400mH

日本高校記録　　 (HR) 57.65 山形　依希子 (敦賀・福井) 1992 9月16日 11:20 予選
山口県高校記録 (YR) 62.90 原田　紗斗子 (徳山) 2003 9月16日 14:25 決勝
大会記録 (GR) 63.85 尾野　陽子 (下関南) 1999

予選 3組0着+8

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

ﾔﾅｲ ﾕﾘ ﾅｶﾊﾗ ﾙﾐ
1 5 373 柳井　優里 (2) 厚狭 74.30 q 1 7 280 中原　瑠美 (2) 西京 70.40 q

ｼﾓｶﾜ ｽﾐﾚ ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ
2 6 677 下川　すみれ (2) 下関南 76.39 q 2 6 216 針間　遥 (2) 徳山商工 71.59 q

ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｺ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷ
3 4 130 升田　絢子 (2) 岩国商 78.65 3 4 158 宮本　幸 (2) 熊毛南 72.13 q

ｽｽﾞｶﾜ ﾅｵ ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳｶ
4 2 339 鈴川　奈穂 (2) 宇部西 79.49 4 2 434 嶋村　諒夏 (2) 豊浦 76.85

ﾐｳﾗ ｷﾗﾗ ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾐ
5 3 539 三浦　きらら (2) 岩国総合 86.90 5 3 235 福田　愛見 (3) 聖光 78.04

ﾀｶｾ ﾐｱｷ ﾋﾛﾅｶ ﾐﾎ
7 165 高瀬　みあき (3) 高水 DNS 6 5 949 弘中　美帆 (1) 光 86.91

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ
1 7 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦 69.41 q

ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ
2 4 513 東野　彩 (2) 萩 71.78 q

ｵｶﾑﾗ ｻｷ
3 2 182 岡村　紗希 (2) 光 73.42 q

ﾅｶﾀﾆ ｲｸﾐ
4 6 476 中谷　育美 (1) 下関中等 79.37

ﾔﾅﾑﾗ ﾋﾄﾐ
5 3 962 柳村　瞳 (2) 下松工 85.18

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ
5 477 中村　美咲 (2) 下関工 DNS

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ

1 4 513 東野　彩 (2) 萩 67.86
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

2 3 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦 68.32
ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ

3 5 216 針間　遥 (2) 徳山商工 70.18
ﾅｶﾊﾗ ﾙﾐ

4 6 280 中原　瑠美 (2) 西京 70.65
ﾔﾅｲ ﾕﾘ

5 2 373 柳井　優里 (2) 厚狭 72.63
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷ

6 7 158 宮本　幸 (2) 熊毛南 73.01
ｵｶﾑﾗ ｻｷ

7 1 182 岡村　紗希 (2) 光 75.00
ｼﾓｶﾜ ｽﾐﾚ

8 8 677 下川　すみれ (2) 下関南 76.21

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子3000mW

日本高校記録　　 (HR) 12.53.53 三村　芙実 (熊谷女・埼玉) 2002 9月15日 14:20 決勝
山口県高校記録 (YR) 14.40.16 上田　佳枝 (桜ヶ丘) 2003
大会記録 (GR) 14.44.29 黒土　愛理 (中村女子) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ

1 1 335 長谷川　由樹 (3) 宇部西 16.14.39
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾉ

2 3 506 藤本　梨乃 (2) 大津 17.31.33
ﾅｶﾂﾞｶ ｱｲﾅ

2 479 中務　愛奈 (3) 豊北 DNS
ｲﾏﾀﾞ ﾕｷｺ

4 496 今田　有希子 (3) 大嶺 DNS

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月15日 09:00 予選
山口県高校記録 (YR) 48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004 9月15日 15:50 決勝
山口県高校記録 (YR) 48.0 山内・田中・伊佐・玉峰 (下関商) 1990
大会記録 (GR) 48.76 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004

予選 3組0着+8

1組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 51.26 q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 54.06

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｼｹﾞﾑﾗ ｶｵﾘ ﾎﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ

1 282 重村　香織 (1) 誠英 1 460 堀川　千尋 (2) 下関西
ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ ﾏｼﾀ ﾐﾉﾘ

2 289 村田　匠 (2) 誠英 2 459 間下　みのり (2) 下関西
ﾔﾏｼﾛ ﾅｷﾞｻ ﾀﾅｶ ｼﾎ

3 281 山城　なぎさ (3) 誠英 3 683 田中　志歩 (1) 下関西
ﾂﾈﾔ ﾐｷ ｵｶﾅｶ ﾕｳｺ

4 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 4 458 岡中　優子 (1) 下関西

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 55.63 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 55.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾉ ｱﾔｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ

1 551 中野　亜弥香 (1) 熊毛南 1 325 藤本　朋子 (2) 宇部
ｺﾏﾂ ｹｲｺ ｲﾄﾌｼﾞ ｱｻﾐ

2 540 小松　恵子 (1) 熊毛南 2 600 糸藤　麻美 (1) 宇部
ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ ﾏﾀｷ ﾁﾋﾛ

3 155 佐藤　千春 (2) 熊毛南 3 324 又木　千尋 (2) 宇部
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷ ｷﾀｼﾞﾏ ｱﾔ

4 158 宮本　幸 (2) 熊毛南 4 322 北島　あや (3) 宇部

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 55.95 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 56.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶｻﾞｷ ｱｽｶ ﾏﾂｻｷ ﾐﾎ

1 233 岡崎　明日香 (3) 聖光 1 328 松崎　美穂 (2) 宇部中央
ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾎｺ ｴﾓﾄ ﾄﾓﾐ

2 232 梶原　美保子 (3) 聖光 2 327 江本　友美 (1) 宇部中央
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾅ

3 234 花岡　淳美 (3) 聖光 3 333 山本　栞奈 (2) 宇部中央
ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾐ ﾀﾅｶ ﾁﾅ

4 235 福田　愛見 (3) 聖光 4 330 田中　智菜 (2) 宇部中央

1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 DSQ DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ

1 216 針間　遥 (2) 徳山商工
ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ

2 209 岩政　美里 (1) 徳山商工
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾄﾐ

3 213 島津　一未 (1) 徳山商工
ﾅｶﾞﾋﾛ ｱｶﾘ

4 215 長廣　安加里 (2) 徳山商工

2組
1着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 51.60 q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 52.24 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾎｼﾉ ﾅﾂｷ ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ

1 415 星野　菜月 (1) 田部 1 775 田中　桃香 (1) 萩
ﾌﾙﾀﾆ ﾕﾘ ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ

2 412 古谷　有梨 (2) 田部 2 513 東野　彩 (2) 萩
ﾖｼｵｶ ｱｲｶ ｱﾘﾀ ﾄﾓﾐ

3 414 吉岡　愛香 (2) 田部 3 511 有田　智美 (1) 萩
ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ ｶﾜﾊﾗ ｻｷｺ

4 413 森田　志穂里 (1) 田部 4 515 河原　咲子 (2) 萩

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 52.52 q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩商工 53.20 q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ ｻﾜﾑﾗ ﾐｶ

1 673 安藤　智美 (2) 下関南 1 519 澤村 実佳 (2) 萩商工
ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾕﾐ ﾀｷ ﾕｳ

2 675 松崎　愛弓 (2) 下関南 2 778 瀧　悠 (1) 萩商工
ｼﾗﾊﾏ ﾅﾂﾐ ｷｼﾞﾏ ﾅﾂｷ

3 674 白濱　奈津実 (2) 下関南 3 777 木嶋　菜月 (1) 萩商工
ｼﾓｶﾜ ｽﾐﾚ ﾀﾑﾗ ﾐｻﾄ

4 677 下川　すみれ (2) 下関南 4 516 田村　美里 (3) 萩商工

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 54.28 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 小野田 57.91
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾊﾏ ﾘｻ ﾑﾗﾀ ﾐﾎ

1 329 小濱　里紗 (1) 宇部商 1 364 村田　美穂 (1) 小野田
ﾌﾙﾀﾆ ｻﾔｶ ﾖｼﾓﾄ ﾅﾐ

2 354 古谷　清佳 (2) 宇部商 2 396 吉本　菜美 (1) 小野田
ﾉｶﾞﾐ ﾕﾐｺ ﾎﾘ ﾕﾐｺ

3 351 野上　由美子 (2) 宇部商 3 362 堀　祐美子 (1) 小野田
ﾉｶﾞﾐ ｸﾐｺ ﾌｸﾓﾄ ｻｵﾘ

4 350 野上　久美子 (2) 宇部商 4 393 福本　彩織 (1) 小野田

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 DNS DNS 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県鴻城 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月15日 09:00 予選
山口県高校記録 (YR) 48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004 9月15日 15:50 決勝
山口県高校記録 (YR) 48.0 山内・田中・伊佐・玉峰 (下関商) 1990
大会記録 (GR) 48.76 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004

予選 3組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 52.64 q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 52.77 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳｶ ｱｵｷ ﾘﾅ

1 434 嶋村　諒夏 (2) 豊浦 1 174 青木　里奈 (1) 光
ﾅｶﾞﾀ ﾐｻ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ

2 665 長田　美佐 (1) 豊浦 2 183 藤本　玲　 (2) 光
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ ｵｶﾑﾗ ｻｷ

3 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦 3 182 岡村　紗希 (2) 光
ﾔﾏｼﾀ ｻﾅｴ ﾊﾔｼ ｱｷﾎ

4 664 山下　沙那恵 (1) 豊浦 4 221 林　明穂 (1) 光

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 52.97 q 4着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関中等 53.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｳﾂﾞﾏ ﾏｷ ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ

1 271 上妻　真紀 (1) 西京 1 471 竹本　遥佳 (3) 下関中等
ｶﾜﾑﾗ ﾐｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘｶ

2 277 河村　美希 (2) 西京 2 651 中川　友里佳 (1) 下関中等
ｲﾑﾗ ｱﾔｶ ｱﾗｶﾜ ﾁﾎ

3 709 井村　文香 (1) 西京 3 475 荒川　知穂 (2) 下関中等
ﾇﾏ ﾖｼｴ ﾅｶﾀﾆ ｲｸﾐ

4 278 沼　良枝 (2) 西京 4 476 中谷　育美 (1) 下関中等

5着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 54.36 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部西 56.77
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾂﾞﾐ ｶﾅｺ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ

1 366 吉積　加奈子 (1) 厚狭 1 334 中山　実奈 (1) 宇部西
ｻﾅｲ ﾒｸﾞﾐ ﾔﾌﾞ ﾕｲｶ

2 365 佐内　惠美 (2) 厚狭 2 340 藪　結楓 (2) 宇部西
ﾌﾙｶﾜ ﾕｲ ｴｼﾞﾏ ﾕﾅ

3 378 古川　由依 (1) 厚狭 3 338 江嶋　由奈 (2) 宇部西
ﾔﾅｲ ﾕﾘ ｽｽﾞｶﾜ ﾅｵ

4 373 柳井　優里 (2) 厚狭 4 339 鈴川　奈穂 (2) 宇部西

7着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩光塩 58.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ

1 534 津田　彩花 (2) 萩光塩
ﾉｶﾞﾐ ﾏﾕｺ

2 536 野上　真悠子 (1) 萩光塩
ｵｵﾂ ﾐｵｺ

3 532 大津　美緒子 (3) 萩光塩
ﾊﾄﾘ ﾏﾐｺ

4 782 羽鳥　真実子 (1) 萩光塩

決勝

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 51.15 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 51.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾄﾔ ｷﾞﾝｶﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ

1 701 里谷　銀河 (1) 誠英 1 673 安藤　智美 (2) 下関南
ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾕﾐ

2 289 村田　匠 (2) 誠英 2 675 松崎　愛弓 (2) 下関南
ﾔﾏｼﾛ ﾅｷﾞｻ ｼﾗﾊﾏ ﾅﾂﾐ

3 281 山城　なぎさ (3) 誠英 3 674 白濱　奈津実 (2) 下関南
ﾂﾈﾔ ﾐｷ ｼﾓｶﾜ ｽﾐﾚ

4 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 4 677 下川　すみれ (2) 下関南

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 51.30 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 51.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾎｼﾉ ﾅﾂｷ ｺｳﾂﾞﾏ ﾏｷ

1 415 星野　菜月 (1) 田部 1 271 上妻　真紀 (1) 西京
ﾌﾙﾀﾆ ﾕﾘ ｶﾜﾑﾗ ﾐｷ

2 412 古谷　有梨 (2) 田部 2 277 河村　美希 (2) 西京
ﾖｼｵｶ ｱｲｶ ｲﾑﾗ ｱﾔｶ

3 414 吉岡　愛香 (2) 田部 3 709 井村　文香 (1) 西京
ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ ﾇﾏ ﾖｼｴ

4 413 森田　志穂里 (1) 田部 4 278 沼　良枝 (2) 西京

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩 51.44 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 52.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳｶ

1 775 田中　桃香 (1) 萩 1 434 嶋村　諒夏 (2) 豊浦
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾐｻ

2 513 東野　彩 (2) 萩 2 665 長田　美佐 (1) 豊浦
ｱﾘﾀ ﾄﾓﾐ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

3 511 有田　智美 (1) 萩 3 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦
ｶﾜﾊﾗ ｻｷｺ ﾔﾏｼﾀ ｻﾅｴ

4 515 河原　咲子 (2) 萩 4 664 山下　沙那恵 (1) 豊浦

7着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 52.39 8着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 萩商工 52.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｵｷ ﾘﾅ ｻﾜﾑﾗ ﾐｶ

1 174 青木　里奈 (1) 光 1 519 澤村 実佳 (2) 萩商工
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ ﾀｷ ﾕｳ

2 183 藤本　玲　 (2) 光 2 778 瀧　悠 (1) 萩商工
ｵｶﾑﾗ ｻｷ ｷｼﾞﾏ ﾅﾂｷ

3 182 岡村　紗希 (2) 光 3 777 木嶋　菜月 (1) 萩商工
ﾊﾔｼ ｱｷﾎ ﾀﾑﾗ ﾐｻﾄ

4 221 林　明穂 (1) 光 4 516 田村　美里 (3) 萩商工

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



女子4x400mR

9月16日 09:00 予選
日本高校記録　　 (HR) 3.41.35 是沢・阪口・崎山・米田 (東大阪敬愛・大阪) 2006 9月16日 15:20 決勝
山口県高校記録 (YR) 3.56.94 井上・川崎・上野・水上 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 4.00.74 中迫・大下・川崎・水上 (下関商) 2000

予選 3組0着+8

1組
1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 4.10.87 q 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.11.90 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｶﾜﾑﾗ ﾐｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ

1 277 河村　美希 (2) 西京 1 673 安藤　智美 (2) 下関南
ﾅｶﾊﾗ ﾙﾐ ﾏﾕﾐ ﾊﾙｶ

2 280 中原　瑠美 (2) 西京 2 676 舞弓　晴香 (2) 下関南
ﾇﾏ ﾖｼｴ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾉ

3 278 沼　良枝 (2) 西京 3 678 宮崎　由季乃 (1) 下関南
ｲﾑﾗ ｱﾔｶ ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾕﾐ

4 709 井村　文香 (1) 西京 4 675 松崎　愛弓 (2) 下関南

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 4.24.26 q 4着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 聖光 4.45.67
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾑﾗ ｱｲｺ ﾐｻｷ ｴﾐ
1 952 岡村　愛子 (1) 下松 1 963 三崎　栄美 (1) 聖光

ﾎﾘ ﾁｻﾄ ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾐ
2 955 堀　智優 (1) 下松 2 235 福田　愛見 (3) 聖光

ｱｶｶﾞﾜ ﾁｶｺ ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾎｺ
3 193 赤川　知嘉子 (2) 下松 3 232 梶原　美保子 (3) 聖光

ｶｼﾍﾞ ﾄﾓﾐ ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾐ
4 953 樫部　智美 (1) 下松 4 234 花岡　淳美 (3) 聖光

DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部商 DNS DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関西 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.15.68 q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.22.00 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｵｶﾑﾗ ｻｷ ｲﾄﾌｼﾞ ｱｻﾐ

1 182 岡村　紗希 (2) 光 1 600 糸藤　麻美 (1) 宇部
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ ﾏﾀｷ ﾁﾋﾛ

2 183 藤本　玲　 (2) 光 2 324 又木　千尋 (2) 宇部
ｱｵｷ ﾘﾅ ｷﾀｼﾞﾏ ｱﾔ

3 174 青木　里奈 (1) 光 3 322 北島　あや (3) 宇部
ﾅｶﾈ ｼﾉﾌﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ

4 951 中根　忍 (1) 光 4 325 藤本　朋子 (2) 宇部

3着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 大津 4.31.63 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 熊毛南 4.40.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｴﾅｶﾞ ｱｻｺ ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ
1 508 末永　麻子 (2) 大津 1 155 佐藤　千春 (2) 熊毛南

ｲｼｲ ﾁｴ ｱﾘｷﾖ ｻｷ
2 779 石井　千絵 (1) 大津 2 550 有清　早紀 (1) 熊毛南

ﾅｶｺ ﾐﾎ ｺﾏﾂ ｹｲｺ
3 507 仲子　実穂 (2) 大津 3 540 小松　恵子 (1) 熊毛南

ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾉ ｱﾔｶ
4 509 大田　菜摘 (2) 大津 4 551 中野　亜弥香 (1) 熊毛南

DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部中央 DNS DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 田部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場



女子4x400mR

9月16日 09:00 予選
日本高校記録　　 (HR) 3.41.35 是沢・阪口・崎山・米田 (東大阪敬愛・大阪) 2006 9月16日 15:20 決勝
山口県高校記録 (YR) 3.56.94 井上・川崎・上野・水上 (下関商) 2000
大会記録 (GR) 4.00.74 中迫・大下・川崎・水上 (下関商) 2000

予選 3組0着+8

審 判 長：池元　啓朗
記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

3組
1着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 4.15.25 q 2着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 4.19.01 q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾄﾐ ﾆｼｵｶ ｱｲｺ

1 213 島津　一未 (1) 徳山商工 1 287 西岡　愛子 (2) 誠英
ﾅｶﾞﾋﾛ ｱｶﾘ ﾀｶｷﾞ ﾋﾄﾐ

2 215 長廣　安加里 (2) 徳山商工 2 286 髙木　瞳 (2) 誠英
ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ ﾔﾏｼﾛ ﾅｷﾞｻ

3 209 岩政　美里 (1) 徳山商工 3 281 山城　なぎさ (3) 誠英
ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ ﾂﾈﾔ ﾐｷ

4 216 針間　遥 (2) 徳山商工 4 284 恒屋　美貴 (3) 誠英

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 4.21.32 q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 厚狭 4.38.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ ﾖｼﾂﾞﾐ ｶﾅｺ
1 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦 1 366 吉積　加奈子 (1) 厚狭

ﾌｶﾎﾘ ﾊﾙｶ ｻﾅｲ ﾒｸﾞﾐ
2 663 深堀　晴香 (1) 豊浦 2 365 佐内　惠美 (2) 厚狭

ﾅｶﾞﾀ ﾐｻ ﾌﾙｶﾜ ﾕｲ
3 665 長田　美佐 (1) 豊浦 3 378 古川　由依 (1) 厚狭

ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳｶ ﾔﾅｲ ﾕﾘ
4 434 嶋村　諒夏 (2) 豊浦 4 373 柳井　優里 (2) 厚狭

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岩国 DNS DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 柳井 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

決勝

1着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下関南 4.11.98 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 西京 4.15.55
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ ｶﾜﾑﾗ ﾐｷ

1 673 安藤　智美 (2) 下関南 1 277 河村　美希 (2) 西京
ﾏﾕﾐ ﾊﾙｶ ﾅｶﾊﾗ ﾙﾐ

2 676 舞弓　晴香 (2) 下関南 2 280 中原　瑠美 (2) 西京
ﾆｼｶﾜ ﾅﾂｷ ﾇﾏ ﾖｼｴ

3 672 西川　奈月 (3) 下関南 3 278 沼　良枝 (2) 西京
ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾕﾐ ｲﾑﾗ ｱﾔｶ

4 675 松崎　愛弓 (2) 下関南 4 709 井村　文香 (1) 西京

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 光 4.16.98 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 徳山商工 4.19.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾑﾗ ｻｷ ｼﾏﾂﾞ ﾋﾄﾐ

1 182 岡村　紗希 (2) 光 1 213 島津　一未 (1) 徳山商工
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ ﾅｶﾞﾋﾛ ｱｶﾘ

2 183 藤本　玲　 (2) 光 2 215 長廣　安加里 (2) 徳山商工
ｱｵｷ ﾘﾅ ｲﾜﾏｻ ﾐｻﾄ

3 174 青木　里奈 (1) 光 3 209 岩政　美里 (1) 徳山商工
ﾅｶﾈ ｼﾉﾌﾞ ﾊﾘﾏ ﾊﾙｶ

4 951 中根　忍 (1) 光 4 216 針間　遥 (2) 徳山商工

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 誠英 4.19.65 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 宇部 4.19.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼｵｶ ｱｲｺ ﾏﾀｷ ﾁﾋﾛ

1 287 西岡　愛子 (2) 誠英 1 324 又木　千尋 (2) 宇部
ﾀｶｷﾞ ﾋﾄﾐ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ

2 286 髙木　瞳 (2) 誠英 2 325 藤本　朋子 (2) 宇部
ﾔﾏｼﾛ ﾅｷﾞｻ ｷﾀｼﾞﾏ ｱﾔ

3 281 山城　なぎさ (3) 誠英 3 322 北島　あや (3) 宇部
ﾂﾈﾔ ﾐｷ ｲﾄﾌｼﾞ ｱｻﾐ

4 284 恒屋　美貴 (3) 誠英 4 600 糸藤　麻美 (1) 宇部

7着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 豊浦 4.25.79 DNS 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 下松 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ

1 432 藤原　桂衣 (2) 豊浦
ﾌｶﾎﾘ ﾊﾙｶ

2 663 深堀　晴香 (1) 豊浦
ﾔﾏｼﾀ ｻﾅｴ

3 664 山下　沙那恵 (1) 豊浦
ﾐｲﾀﾞ ｱﾔｶ

4 430 三井田　彩香 (2) 豊浦

凡例 DNS：欠場



女子走高跳

日本高校記録　　 (HR) 1m90 佐藤　恵 (沼垂・新潟) 1983 9月15日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 1m74 村田　文代 (長府) 1984

大会記録 (GR) 1m64 有園　珠美 (西京) 1989

大会記録 (GR) 1m68 田熊　幸 (高水) 1994

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴｼﾞﾏ ﾕﾅ － － － ○ × ○ ○ × ○ ○

1 11 338 江嶋　由奈 (2) 山口 宇部西 × × × 1m54

ｾｲｷ ﾖｼﾐ － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 12 436 清木　涼美 (2) 山口 豊浦 1m51

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾅ － － － ○ ○ × ○ × × ×

3 10 333 山本　栞奈 (2) 山口 宇部中央 1m48

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 8 446 小林　萌 (2) 山口 長府 1m40

ｵﾉ ﾋﾛﾐ ○ ○ ○ × × ×

5 5 124 小野　裕美 (2) 山口 岩国総合 1m35

ｷﾂﾞｶ ｴﾑ ○ ○ ○ × × ×

5 9 657 木塚　絵夢 (1) 山口 下関商 1m35

ｶﾜﾓﾄ ﾕﾐ ○ × × ○ × × ○ × × ×

7 3 960 川本　裕美 (2) 山口 徳山商工 1m35

ｶｾﾓﾄ ﾁﾋﾛ × ○ ○ × × ×

8 6 451 加勢本　千尋 (2) 山口 長府 1m30

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ × × ×

4 149 中村　美菜子 (2) 山口 柳井商工 NM

ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｺ × × ×

1 206 濵本　祐子 (2) 山口 徳山商工 NM

ﾔﾏﾈ ｻﾁｺ × × ×

2 285 山根　幸子 (2) 山口 誠英 NM

ﾐﾊﾗ ﾁﾋﾛ

7 388 三原　千央 (2) 山口 慶進 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

1m25
1m60

1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 DNS：欠場
2007/9/17 7:10

1/1



女子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 6m44 中野　瞳 (長田・兵庫) 2007 9月16日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 6m05 藤永　美保子 (長府) 1992

大会記録 (GR) 5m73 片﨑　美樹 (下関南) 1996

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ × × 4m84 4m84 5m06 5m19 5m19

1 20 775 田中　桃香 (1) 萩 +1.6 +1.6 +1.9 0.0 0.0
ﾅｶﾞﾀ ﾐｻ 4m43 4m62 4m60 4m62 4m72 4m83 4m64 4m83

2 19 665 長田　美佐 (1) 豊浦 -0.2 +2.4 +1.7 +2.4 +0.9 +2.5 -0.1 +2.5
ﾔﾏｼﾛ ﾅｷﾞｻ × 4m82 4m66 4m82 4m78 4m76 × 4m82

3 17 281 山城　なぎさ (3) 誠英 +1.9 +1.3 +1.9 +1.0 +1.2 +1.9
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ × 4m44 4m72 4m72 4m50 4m70 4m62 4m72

4 38 673 安藤　智美 (2) 下関南 +1.5 +3.7 +3.7 +0.5 +3.9 +2.1 +3.7
ｱｵｷ ﾘﾅ × 4m61 4m67 4m67 4m53 4m37 4m56 4m67

5 37 174 青木　里奈 (1) 光 +1.3 +2.8 +2.8 +2.0 +2.0 +2.6 +2.8
ﾎﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ × × 4m67 4m67 4m58 × × 4m67

6 36 460 堀川　千尋 (2) 下関西 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8
ﾀｷ ﾕｳ 4m63 × 4m34 4m63 × × × 4m63

7 39 778 瀧　悠 (1) 萩商工 -0.1 +1.2 -0.1 -0.1
ｱﾘﾀ ﾄﾓﾐ × 4m35 4m58 4m58 4m04 4m52 × 4m58

8 16 511 有田　智美 (1) 萩 +1.8 +3.6 +3.6 +1.7 +1.3 +3.6
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾐ × 4m50 4m57 4m57 4m57

9 18 444 原田　万美 (2) 長府 +2.0 +2.6 +2.6 +2.6
ﾔﾏﾈ ｻﾁｺ × 4m21 4m45 4m45 4m45

10 13 285 山根　幸子 (2) 誠英 -0.6 +1.8 +1.8 +1.8
ｵﾉ ﾋﾛﾐ × × 4m42 4m42 4m42

11 14 124 小野　裕美 (2) 岩国総合 +2.1 +2.1 +2.1
ﾎｼﾉ ﾅﾂｷ × 4m36 4m29 4m36 4m36

12 35 415 星野　菜月 (1) 田部 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
ｲﾄｳ ﾅｵｺ × × ×

26 261 伊藤　奈保子 (2) 山口農 NM
ｺｳﾂﾞﾏ ﾏｷ × × ×

15 271 上妻　真紀 (1) 西京 NM
ｼﾐｽﾞ ｱﾕｺ × × ×

5 352 清水　鮎子 (2) 宇部商 NM
ﾑﾗﾀ ﾐﾎ × × ×

6 364 村田　美穂 (1) 小野田 NM
ﾖｼﾂﾞﾐ ｶﾅｺ × × ×

31 366 吉積　加奈子 (1) 厚狭 NM
ﾖｼﾓﾄ ﾅﾐ × × ×

25 396 吉本　菜美 (1) 小野田 NM
ｵｵｶﾞ ﾓﾓｺ × × ×

8 473 大賀　百子 (2) 下関中等 NM
ｺﾏﾂ ｹｲｺ × × ×

32 540 小松　恵子 (1) 熊毛南 NM
ﾀﾅｶ ｼﾎ × × ×

7 683 田中　志歩 (1) 下関西 NM
ﾊﾄﾘ ﾏﾐｺ × × ×

12 782 羽鳥　真実子 (1) 萩光塩 NM
ﾅｶﾈ ｼﾉﾌﾞ × × ×

30 951 中根　忍 (1) 光 NM
ｷﾜ ﾉｿﾞﾐ × × ×

33 956 木輪　望美 (1) 徳山 NM
ﾋｴﾀﾞ ﾅﾅｺ × × ×

28 957 稗田　菜々子 (1) 徳山 NM
ｷﾀﾑﾗ ﾐｷ × × ×

3 965 北村　美樹 (1) 聖光 NM
ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｷ

10 110 溝部　友紀 (2) 久賀 DNS
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐ

9 123 柳原　宏美 (2) 岩国総合 DNS
ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｺ

1 206 濵本　祐子 (2) 徳山商工 DNS
ｵｶｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ

2 223 岡口　愛美 (3) 光丘 DNS
ｷﾑﾗ ﾕﾐ

29 518 木村 優美 (2) 萩商工 DNS
ｺﾊﾞｼ ﾄﾓｴ

11 527 小橋　知恵 (2) 奈古 DNS
ｽｲﾂﾞ ｻｷ

27 537 水津　早紀 (2) 萩光塩 DNS
ﾊﾏﾓﾄ ﾘｻ

23 543 浜本　理沙 (1) 岩国 DNS
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾐ

4 552 小松崎　菜美 (1) 田布施農 DNS
ｼｮｳｼ ｱﾔﾐ

34 650 正司　紋美 (1) 下関中等 DNS
ｲﾄｳ ｱｲ

24 653 伊藤　愛 (1) 下関南 DNS
ｻｴｷ ｱｲ

21 725 佐伯　亜衣 (2) 山口農 DNS
ｶﾜﾓﾄ ﾕﾐ

22 960 川本　裕美 (2) 徳山商工 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

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 9月16日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 13m24 岡　　明美 (桜ヶ丘) 1968

大会記録 (GR) 12m55 井藤　弥生 (長府) 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

ｳﾒｷ ﾕｷｺ

1 24 184 梅木　由紀子 (2) 山口 光 × 10m29 10m51 10m51 × 10m55 10m86 10m86

ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ

2 26 288 中邑　由佳 (2) 山口 誠英 10m31 10m30 10m49 10m49 10m69 10m21 10m70 10m70

ｵｶｻﾞｷ ｱｽｶ

3 28 233 岡崎　明日香 (3) 山口 聖光 8m78 9m79 10m44 10m44 9m99 9m94 9m84 10m44

ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘ

4 22 964 河村　衣莉 (1) 山口 徳山工業高専 8m82 × 9m30 9m30 × 9m33 9m48 9m48

ｸﾛｶﾜ ｱｽｶ

5 27 433 黒川　明日香 (2) 山口 豊浦 8m69 8m83 8m34 8m83 9m46 8m83 8m51 9m46

ﾄﾀﾞ ﾅｵﾐ

6 18 487 戸田　奈緒美 (2) 山口 下関商 8m76 8m93 9m08 9m08 8m72 8m84 8m84 9m08

ﾀｶﾊｼ ｷﾐ

7 23 474 高橋　希実 (2) 山口 下関中等 7m83 8m45 8m74 8m74 8m15 8m73 8m97 8m97

ｼﾗｲ ｶｽﾞﾐ

8 25 538 白井　和美 (1) 山口 岩国総合 8m47 8m02 × 8m47 8m25 7m55 × 8m47

ﾄｸﾀﾞ ﾐﾙｸ

9 21 406 徳田　実瑠久 (3) 山口 田部 × 8m28 8m31 8m31 8m31

ﾉｶﾞﾐ ﾕﾐｺ

10 19 351 野上　由美子 (2) 山口 宇部商 8m28 8m18 7m95 8m28 8m28

ﾏｼﾀ ﾐﾉﾘ

11 11 459 間下　みのり (2) 山口 下関西 8m19 8m03 8m21 8m21 8m21

ﾆｼﾔﾏ ｼｵﾘ

12 20 156 西山　史織 (2) 山口 熊毛南 8m13 7m78 × 8m13 8m13

ｻｴｷ ﾀｶｺ

13 17 524 佐伯　孝子 (1) 山口 奈古 × 7m52 7m70 7m70 7m70

ﾂﾓﾘ ｶﾅ

14 9 431 津守　可奈 (2) 山口 豊浦 × × 7m67 7m67 7m67

ｱﾏﾉ ｴﾐ

15 16 148 天野　絵美 (2) 山口 柳井商工 × × 7m56 7m56 7m56

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｻﾄ

12 136 松原　実里 (1) 山口 柳井 × × × NM

ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ

8 246 阿部　美由紀 (1) 山口 誠英 × × × NM

ﾏﾂｻｷ ﾐﾎ

5 328 松崎　美穂 (2) 山口 宇部中央 × × × NM

ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｶ

10 355 岡崎　友加 (2) 山口 宇部商 × × × NM

ﾔﾏﾈ ﾅｵ

7 521 山根　奈緒 (2) 山口 萩商工 × × × NM

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ

4 535 松浦　可奈 (2) 山口 萩光塩 × × × NM

ﾀﾅｶ ｱｲ

3 541 田中　亜衣 (1) 山口 熊毛南 × × × NM

ﾅﾝﾊﾞ ｻﾄﾐ

14 548 難波　聡美 (1) 山口 柳井 × × × NM

ｼﾗｲｼ ｱｲ

6 954 白石　愛 (1) 山口 下松 × × × NM

ﾋｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ

13 959 藤原　美穂 (1) 山口 徳山商工 × × × NM

ﾆｼｵｶ ｱﾝﾅ

1 968 西岡　安奈 (1) 山口 徳山商工 × × × NM

ﾊﾏﾀﾞ ﾐｻｷ

2 392 濵田　美咲 (2) 山口 慶進 DNS

ｵｵﾀﾆ ﾓﾓｴ

15 517 大谷　百恵 (3) 山口 萩商工 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
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女子円盤投

日本高校記録　　 (HR) 48m94 高間　麻里 (添上・奈良) 1992 9月15日 10:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 46m16 土肥　めぐみ (西京) 1994

大会記録 (GR) 41m68 濱田　裕美子 (宇部中央) 1995

決勝

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

ｸﾛｶﾜ ｱｽｶ

1 23 433 黒川　明日香 (2) 豊浦 33m98 35m33 36m57 36m57 × × 31m95 36m57

ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ

2 20 288 中邑　由佳 (2) 誠英 30m35 34m55 29m99 34m55 31m00 32m66 34m89 34m89

ｵｶｻﾞｷ ｱｽｶ

3 18 233 岡崎　明日香 (3) 聖光 30m72 30m88 31m33 31m33 30m59 × 33m04 33m04

ﾄﾀﾞ ﾅｵﾐ

4 19 487 戸田　奈緒美 (2) 下関商 28m96 29m58 × 29m58 30m14 28m86 29m07 30m14

ｵｵﾀﾆ ﾓﾓｴ

5 22 517 大谷　百恵 (3) 萩商工 23m91 26m65 29m73 29m73 27m85 × 26m27 29m73

ﾂﾓﾘ ｶﾅ

6 17 431 津守　可奈 (2) 豊浦 28m13 27m72 26m27 28m13 23m34 × 27m80 28m13

ﾆｼﾔﾏ ｼｵﾘ

7 21 156 西山　史織 (2) 熊毛南 × 27m34 26m44 27m34 24m07 × × 27m34

ﾏｼﾀ ﾐﾉﾘ

8 14 459 間下　みのり (2) 下関西 × 23m71 25m31 25m31 × × 20m23 25m31

ﾐﾔｹ ｱﾔ

9 8 961 宮家　彩 (2) 徳山商工 24m55 25m26 × 25m26 25m26

ｼﾗｲ ｶｽﾞﾐ

10 15 538 白井　和美 (1) 岩国総合 24m19 24m14 × 24m19 24m19

ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘ

11 16 964 河村　衣莉 (1) 徳山工業高専 24m02 × × 24m02 24m02

ﾌｼﾞｲ ﾕﾘ

12 13 245 藤井　優理 (2) 防府商 21m51 22m12 23m05 23m05 23m05

ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ

3 246 阿部　美由紀 (1) 誠英 × × × NM

ﾓﾘ ｶｴﾃﾞ

6 336 森　楓 (1) 宇部商 × × × NM

ﾎﾑﾗ ﾏｷ

2 357 保村　茉希 (1) 宇部商 × × × NM

ﾓﾘｳﾁ ﾏｲ

9 448 森内　麻衣 (2) 長府 × × × NM

ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

11 456 北村　純 (2) 下関西 × × × NM

ﾔﾏﾈ ﾅｵ

12 521 山根　奈緒 (2) 萩商工 × × × NM

ｻｺﾑﾗ ﾐｽﾞｷ

7 530 迫村　瑞希 (2) 奈古　須佐分校 × × × NM

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ

1 535 松浦　可奈 (2) 萩光塩 × × × NM

ﾅﾝﾊﾞ ｻﾄﾐ

10 548 難波　聡美 (1) 柳井 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ

4 969 中村　彩花 (1) 徳山商工 × × × NM

ﾉｶﾞﾐ ﾏﾕｺ

5 536 野上　真悠子 (1) 萩光塩 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

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 9月16日 13:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 43m52 濵村 沙織 (下関商) 2003

大会記録 (GR) 41m43 濵村　沙織 (下関商) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ｷﾐ

1 28 474 高橋　希実 (2) 下関中等 37m99 35m77 33m76 37m99 35m11 29m78 34m40 37m99
ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

2 32 456 北村　純 (2) 下関西 35m83 35m16 36m67 36m67 37m17 36m37 37m88 37m88
ﾆｼｵｶ ｱｲｺ

3 25 287 西岡　愛子 (2) 誠英 33m13 31m35 35m24 35m24 × 35m14 × 35m24
ｻｻｲ ｸﾙﾐ

4 31 710 佐々井　胡桃 (1) 西京 30m05 33m39 28m73 33m39 30m07 31m22 33m09 33m39
ﾉｶﾞﾐ ﾕﾐｺ

5 34 351 野上　由美子 (2) 宇部商 × 32m65 － 32m65 25m11 28m15 25m32 32m65
ﾊﾏﾑﾗ ﾏﾁｺ

6 30 450 濵村　真千子 (2) 長府 28m89 30m40 30m48 30m48 30m40 29m46 30m12 30m48
ﾀﾏｲ ﾐｶｺ

7 29 194 玉井　美香子 (2) 下松 28m99 30m47 26m45 30m47 25m26 × × 30m47
ﾉｶﾞﾐ ｸﾐｺ

8 22 350 野上　久美子 (2) 宇部商 26m87 － 29m26 29m26 － 26m97 26m24 29m26
ｵｶﾑﾗ ﾘｶｺ

9 27 449 岡村　梨香子 (2) 長府 28m91 28m12 27m63 28m91 28m91
ｳﾒｷ ﾕｷｺ

10 33 184 梅木　由紀子 (2) 光 25m12 27m61 28m51 28m51 28m51
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾉﾘ

11 21 700 松永　美乃里 (1) 誠英 25m63 27m42 27m76 27m76 27m76
ﾑﾗｾ ﾊﾙｶ

12 12 958 村瀬　悠 (1) 徳山商工 26m68 × 26m48 26m68 26m68
ﾀｶﾞﾐ ﾕｶ

13 15 435 田上　結花 (2) 豊浦 － 26m64 25m12 26m64 26m64
ﾏﾂｻｷ ﾐﾎ

14 26 328 松崎　美穂 (2) 宇部中央 － 26m40 － 26m40 26m40
ｶﾜﾑﾗ ﾏｷ

15 8 106 河村　真希 (1) 周防大島 25m81 26m32 － 26m32 26m32
ﾋﾗﾀ ｱﾔﾉ

17 140 平田　絢乃 (2) 柳井 － × － NM
ﾎﾘ ﾕﾐｺ

7 362 堀　祐美子 (1) 小野田 × － － NM
ｵｶﾅｶ ﾕｳｺ

9 458 岡中　優子 (1) 下関西 － － － NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ

10 520 山本　朋美 (2) 萩商工 － － × NM
ｻｺﾑﾗ ﾐｽﾞｷ

4 530 迫村　瑞希 (2) 奈古　須佐分校 － － － NM
ﾀﾅｶ ｱｲ

13 541 田中　亜衣 (1) 熊毛南 － × － NM
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄﾓｴ

11 545 宇都宮　朋恵 (1) 岩国 － － － NM
ｶﾄﾞﾀﾆ ﾐｻﾄ

6 553 角谷　美里 (1) 周防大島 － × － NM
ｲﾄｳ ｱｲ

18 653 伊藤　愛 (1) 下関南 － － － NM
ｼﾗｲｼ ｱｲ

16 954 白石　愛 (1) 下松 － － － NM
ﾆｼｵｶ ｱﾝﾅ

3 968 西岡　安奈 (1) 徳山商工 － － － NM
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐ

2 123 柳原　宏美 (2) 岩国総合 DNS
ｲﾄｳ ﾅｵｺ

1 261 伊藤　奈保子 (2) 山口農 DNS
ﾓﾘｵｶ ﾏﾐ

20 360 森岡　真未 (3) 小野田 DNS
ｼﾉﾀﾞ ﾁｶ

24 493 篠田　知花 (3) 大嶺 DNS
ｵﾉ ｶﾖｺ

19 495 小野　加容子 (3) 大嶺 DNS
ｻﾜﾑﾗ ﾐｶ

14 519 澤村 実佳 (2) 萩商工 DNS
ｲﾜﾓﾄ ｱｻﾐ

23 542 岩本　麻彩美 (1) 岩国商 DNS
ｻｴｷ ｱｲ

5 725 佐伯　亜衣 (2) 山口農 DNS

審 判 長：山縣　康人

記録主任：伊藤　健二

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
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男
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1 下関商 56 7 7 4 7 8 7 8 8

2 下関西 55 6 6 7 6 13 8 9

3 西京 49 10 8 20 3 8

4 豊浦 46.5 7 15 8 2 7 2.5 3 1 1

5 山口県鴻城 31 15 8 8

6 早鞆 30 7 11 7 5

7 萩商工 27.5 8 7 3 8.5 1

8 山口 27 3 4 5 5 5 5

8 下関工 27 5 5 5 4 8

10 山口県桜ケ丘 26 8 8 4 6

11 高水 24 2 10 11 1

12 田部 20 9 6 5

13 下関中央工 17 1 8 8

14 豊北 17 2 1 8 3 3

15 聖光 16 10 6

16 岩国 15 5 4 6

17 宇部西 14 14

18 熊毛南 13 7 6

19 西市 13 7 4 2

20 徳山商工 11 3 8

21 下松 11 5 6

22 岩国総合 10 4 6

23 光 9 3 6

24 誠英 9 4 1 4

25 宇部鴻城 8 4 4

26 萩 8 2 2 1 2 1

27 高川学園 7 7

28 大島商船高専 7 5 2

29 徳佐　高俣分校 6 2 4

30 周防大島 6 1 2 3

31 日置農 4 4

31 下関南 4 4

33 宇部中央 4 1 3

34 柳井 3 3

35 徳山工業高専 3 1 2

36 美祢工 2 2

37 奈古 1 1



男子 トラック競技 総合得点

順位 所属／所属地
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1 下関商 48 7 7 4 7 8 7 8

2 西京 41 10 8 20 3

3 豊浦 39 7 15 8 2 7

4 山口県鴻城 31 15 8 8

5 下関西 25 6 6 7 6

6 高水 24 2 10 11 1

7 下関工 19 5 5 5 4

8 萩商工 18 8 7 3

9 豊北 17 2 1 8 3 3

10 山口 17 3 4 5 5

11 田部 15 9 6

12 宇部西 14 14

13 下松 11 5 6

14 岩国総合 10 4 6

15 光 9 3 6

16 誠英 9 4 1 4

17 大島商船高専 5 5

18 萩 5 2 2 1

19 宇部鴻城 4 4

19 下関南 4 4

21 柳井 3 3

21 徳山商工 3 3

23 周防大島 3 1 2

24 美祢工 2 2

25 宇部中央 1 1



男子 フィールド競技 総合得点

順位 所属／所属地
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1 下関西 30 13 8 9

2 早鞆 30 7 11 7 5

3 山口県桜ケ丘 26 8 8 4 6

4 下関中央工 17 1 8 8

5 聖光 16 10 6

6 岩国 15 5 4 6

7 熊毛南 13 7 6

8 西市 13 7 4 2

9 山口 10 5 5

10 萩商工 9.5 8.5 1

11 徳山商工 8 8

11 西京 8 8

11 下関商 8 8

14 下関工 8 8

15 豊浦 7.5 2.5 3 1 1

16 高川学園 7 7

17 徳佐　高俣分校 6 2 4

18 田部 5 5

19 宇部鴻城 4 4

19 日置農 4 4

21 周防大島 3 3

21 宇部中央 3 3

23 萩 3 2 1

23 徳山工業高専 3 1 2

25 大島商船高専 2 2

26 奈古 1 1



女子 トラック競技 総合得点
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0
m

女
子
4
0
0
m

女
子
8
0
0
m

女
子
1
5
0
0
m

女
子
3
0
0
0
m

女
子
1
0
0
m
H

女
子
4
0
0
m
H

女
子
3
0
0
0
m
W

女
子
4
X
1
0
0
m
R

女
子
4
x
4
0
0
m
R

1 西京 47 3 9 6 12 5 5 7

2 光 32 7 8 7 2 2 6

3 中村女子 30 13 12 5

4 豊浦 29 5 6 2 3 1 7 3 2

5 下関南 28 4 5 3 1 7 8

6 誠英 28 7 7 2 8 4

7 田部 27 8 13 6

8 萩 20 8 8 4

9 山口県鴻城 20 6 6 7 1

10 高水 17 8 9

11 徳山商工 17 6 6 5

12 大津 16 3 6 7

13 宇部鴻城 14 5 9

14 宇部西 11 3 8

15 宇部中央 10 2 2 4 2

16 熊毛南 7 4 3

17 下関商 6 1 5

18 下松 4 4

18 厚狭 4 4

20 宇部 3 3

21 宇部商 1 1

21 萩商工 1 1



女子 総合得点

順位 所属／所属地

総
合
得
点

女
子
1
0
0
m

女
子
2
0
0
m

女
子
4
0
0
m

女
子
8
0
0
m

女
子
1
5
0
0
m

女
子
3
0
0
0
m

女
子
1
0
0
m
H

女
子
4
0
0
m
H

女
子
3
0
0
0
m
W

女
子
4
X
1
0
0
m
R

女
子
4
x
4
0
0
m
R

女
子
走
高
跳

女
子
走
幅
跳

女
子
砲
丸
投

女
子
円
盤
投

女
子
や
り
投

1 豊浦 58 5 6 2 3 1 7 3 2 7 7 4 11

2 誠英 54 7 7 2 8 4 6 7 7 6

3 西京 52 3 9 6 12 5 5 7 5

4 光 44 7 8 7 2 2 6 4 8

5 下関南 33 4 5 3 1 7 8 5

6 中村女子 30 13 12 5

7 萩 29 8 8 4 9

8 田部 27 8 13 6

9 山口県鴻城 20 6 6 7 1

10 宇部西 19 3 8 8

11 徳山商工 19 6 6 5 2

12 下関商 17.5 1 5 3.5 3 5

13 高水 17 8 9

14 大津 16 3 6 7

15 宇部中央 16 2 2 4 2 6

16 宇部鴻城 14 5 9

17 聖光 12 6 6

18 下関西 11 3 1 7

19 下関中等 10 2 8

20 長府 9 6 3

21 熊毛南 9 4 3 2

22 萩商工 7 1 2 4

23 下松 6 4 2

24 宇部商 6 1 5

25 徳山工業高専 5 5

26 岩国総合 4.5 3.5 1

27 厚狭 4 4

28 宇部 3 3



女子 フィールド競技 総合得点

順位 所属／所属地

総
合
得
点

ボ
ー

ナ
ス
得
点

参
加
得
点

女
子
走
高
跳

女
子
走
幅
跳

女
子
砲
丸
投

女
子
円
盤
投

女
子
や
り
投

1 豊浦 29 7 7 4 11

2 誠英 26 6 7 7 6

3 光 12 4 8

4 聖光 12 6 6

5 下関商 11.5 3.5 3 5

6 下関西 11 3 1 7

7 下関中等 10 2 8

8 萩 9 9

9 長府 9 6 3

10 宇部西 8 8

11 宇部中央 6 6

12 萩商工 6 2 4

13 西京 5 5

13 下関南 5 5

13 徳山工業高専 5 5

16 宇部商 5 5

17 岩国総合 4.5 3.5 1

18 熊毛南 2 2

18 下松 2 2

18 徳山商工 2 2



コンディション情報

トラック審判長 池元　啓朗

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 山縣　康人

記録主任 伊藤　健二

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向

2007/09/15 09:00 曇 28.0 81.0 1.4 南

10:00 曇 30.0 72.0 3.8 南東

11:00 雨 29.0 71.0 0.0 東

12:00 曇 30.0 78.0 1.8 南南東

13:00 曇 31.5 70.0 2.6 東南東

14:00 曇 32.5 64.0 2.8 南東

15:00 曇 30.5 69.0 3.1 南

16:00 曇 29.5 75.0 3.0 南南東

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場



コンディション情報

トラック審判長 池元　啓朗

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 山縣　康人

記録主任 伊藤　健二

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向

第21回　山口県高等学校選手権大会　陸上競技
主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口新聞社
　　　山口陸上競技協会
会場：維新百年記念公園補助競技場

2007/09/16 09:00 曇 30.0 72.0 2.8 南

10:00 雪 29.0 71.0 1.0 東北東

11:00 雨 31.0 66.0 2.6 南東

12:00 曇 30.0 72.0 1.6 東

13:00 曇 29.0 68.0 2.0 南東

14:00 曇 29.0 71.0 2.4 南東


