
日付 種目
20071014 一般男子100m 村谷　康孝 11.02 原田　博史 11.34 前原　大地 11.42 廣田　裕生 11.44 梅本　健吾 11.51 藤永　征輝 11.55 松隈　雅史 11.68

風:-0.8 山口：下関 NGR 山口：下関 山口：山口 山口：下松 山口：周南 山口：下松 山口：宇部
20071014 男子30歳以上100m 山本　浩次 11.66 -1.5 角　新一郎 11.69 -1.5 大原　一敏 11.71 -1.5 神徳　　毅 11.88 -0.3 水津　伸一 12.26 -0.3 田村　和昭 12.35 -0.3

山口：美祢市 山口：下関 山口：下関 山口：周南 山口：熊毛 山口：岩国
20071014 男子40歳以上100m 坪根　一行 12.53 -2.1 田熊　康一郎 12.62 -2.1 岡村　　剛 12.77 -2.1 森元　隆雄 12.78 -2.1 澤本　康彦 12.78 -2.1 鮎川　和彦 13.10 -1.5 河村　松正 13.79 -1.5 松冨　和海 13.91 -1.5

山口：美祢郡 山口：岩国 山口：下関 山口：岩国 山口：下関 山口：美祢市 山口：光 山口：山口
20071014 男子50歳以上100m 須田　雅昭 13.17 -0.8 御手洗　泉 13.58 -0.8 吉松　和義 13.88 -0.8 休場　輝一 13.90 -1.1 藤井　芳雄 13.99 -1.1 今元　恵二 15.09 -1.1

山口：光 山口：周南 山口：山口 山口：防府 山口：山口 山口：大島
20071014 男子60歳以上100m 高林　鐡雄 14.15 中村　政武 14.35 石川　　徹 14.36 山近　範久 15.90

風:-1.4 山口：光 NGR 山口：防府 NGR 山口：光 NGR 山口：大島
20071014 一般男子400m 井原　充貴 48.52 宮木　秀章 51.27 重本　貴好 52.24 福田　浩二 52.50 舩場　大資 52.64 岡田　昌樹 54.53

山口：山口 NGR 山口：宇部 山口：周南 山口：宇部 山口：山口 山口：下関
20071014 一般男子1500m 三輪　徹郎 4.04.74 榮村　　翼 4.08.26 室元　貴宏 4.13.57 福田　将治 4.13.59 睦田　尚玄 4.15.41 黒川　慎生 4.17.36

山口：山口 NGR 山口：山口 山口：周南 山口：周南 山口：長門 山口：下関
20071014 男子30歳以上1500m 梅舎　慎二 4.21.08 江本　孝臣 4.22.63 摩嶋　大造 4.25.27 古林　隆司 4.27.77 岡崎　輝義 4.29.46 武野　裕司 4.30.83 村中　康之 4.33.35 松原　恭典 4.33.92

山口：周南 NGR 山口：下松 NGR 山口：下松 NGR 山口：山口 NGR 山口：美祢市 NGR 山口：山陽小野NGR 山口：長門 山口：山口
20071014 男子40歳以上3000m 久村　哲志 9.32.66 田中　　収 9.51.17 田中　勝男 9.55.33 林　　健一 10.18.10 佐々木　秀明 10.19.40 河口　英俊 10.34.30

山口：周南 NGR 山口：山口 山口：山口 山口：周南 山口：山口 山口：下関
20071014 男子50歳以上3000m 三輪　裕明 10.37.59 泉　　英雄 10.42.87 村上　文男 10.47.83 上田　十太 11.24.04 横沼　康男 11.56.45

山口：山口 山口：山口 山口：山陽小野 山口：長門 山口：山口
20071014 男子60歳以上3000m 堀　　慶美 11.55.55

山口：光
20071014 一般男子5000m 藤本　正洋 14.49.93 小田　健太 15.12.99 伊藤　正悟 15.29.24 福田　将治 15.33.02 黒瀬　雄輝 15.44.21 藤田　裕也 15.49.94 山西　　聡 15.50.65 藤原　史裕 16.11.74

山口：光 NGR 山口：宇部 山口：山口 山口：周南 山口：長門 山口：下関 山口：玖珂 山口：宇部
20071014 一般男子110mH 岩本　　豊 15.55 小野　亮太 15.86 加藤　洋平 17.06 岡村　　剛 17.55 相川　悠貴 17.74

風:-0.7 山口：下関 山口：宇部 山口：周南 山口：下関 山口：山口
20071014 一般男子4×100mR 山口：下関A 42.37 山口：山口B 44.37 山口：周南 45.49 山口：宇部 46.31

  小村　昌史 NGR   山本　祐一 NGR   加藤　洋平   田邨　一訓
  村谷　康孝   森山　　圭   重本　貴好   宮木　秀章
  藤村　佳孝   前原　大地   佐々木　信一郎   戸田　剛史
  岩本　　豊   重藤　峻介   梅本　健吾   原野　　徹

20071014 一般男子4×400mR 山口：宇部A 3.27.92 山口：宇部B 3.43.80
  林山　祥太 NGR   宮木　秀章
  成井　徹志   戸田　剛史
  高見　成希   彌源治　崇
  田邨　一訓   安井　誠治

20071014 一般男子走高跳 加藤　洋平 1m90 山田　晃寿 1m75 岩本　　豊 1m75 村田　宏明 1m75 相川　悠貴 1m75 白井　隆司 1m60
山口：周南 山口：下松 山口：下関 山口：下関 山口：山口 山口：防府

20071014 一般男子走幅跳 野稲　和博 6m48 0.0 中塚　　翔 6m24 0.0 佐々木　翔太郎 6m12 0.0 相川　悠貴 6m12 0.0 戸田　和宏 5m73 0.0 佐々木　信一郎 5m73 +0.2 田中　孔祐 5m43 0.0 小野　晃治 5m20 +0.2
山口：下松 山口：周南 山口：山口 山口：山口 山口：宇部 山口：周南 山口：下関 山口：下関

20071014 男子40歳以上走幅跳 岡村　　剛 5m47 +0.1 白井　隆司 5m14 +0.3 田中　泰博 5m04 +0.6 河村　松正 4m88 +0.5
山口：下関 山口：防府 山口：萩 山口：光

20071014 男子50歳以上走幅跳 休場　輝一 5m13 0.0 藤井　芳雄 4m76 -0.1 須田　雅昭 4m44 0.0 山口　敬文 4m24 0.0 今元　恵二 4m21 0.0
山口：防府 山口：山口 山口：光 山口：熊毛 山口：大島

20071014 一般男子三段跳 中谷　昌史 13m01 0.0 相川　悠貴 12m84 +0.6 田中　孔祐 11m75 0.0 岡村　　剛 11m59 0.0
山口：光 山口：山口 山口：下関 山口：下関

20071014 一般男子砲丸投 前田　卓司 12m06 黒木　宏章 11m20 大辻　清志郎 10m94 江原　慎太郎 10m81 松永　幸生 10m77 平本　良英 9m36 曽我　法精 9m31 仁王頭　集 8m80
山口：下関 山口：周南 山口：山口 山口：山口 山口：熊毛 山口：下関 山口：下関 山口：周南

20071014 男子40歳以上砲丸上 藤田　昌彦 8m60 岡村　　剛 8m60 河村　松正 8m07 新道　仁志
山口：山口 山口：下関 山口：光 山口：宇部 DNS

20071014 男子50歳以上砲丸投 中谷　恒夫 10m41 福永　維夫 10m07 松永　日出男 9m68 中村　賢治 9m55 休場　輝一 8m19 須田　雅昭 7m30 山口　敬文 6m91 山近　範久 6m45
山口：光 山口：山口 山口：山口 山口：山口 山口：防府 山口：光 山口：熊毛 山口：大島

20071014 一般男子やり投 伊藤　友彰 48m34 中村　二朗 47m25 中塚　　翔 46m98 黒木　宏章 46m61 金田　　周 38m35 久富　康博 37m94
山口：下関 山口：宇部 山口：周南 山口：周南 山口：宇部 山口：山口

20071014 一般男子円盤投 千々木　優 38m65 丸山　拓真 32m51 池西　雄一 32m29 大辻　清志郎 31m76 松永　幸生 31m33 曽我　法精 29m70 国本　英一 28m77 仁王頭　集 20m30
山口：周南 山口：山口 山口：山口 山口：山口 山口：熊毛 山口：下関 山口：防府 山口：周南
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