
平成２１年　５月　　２４日(日) 決勝記録一覧表

陸協名　山口陸協 第１５回　山口県小学生春季陸上競技大会
主催　山口陸上競技協会　山口県小学生陸上競技協議会　山口中央ライオンズクラブ

於：維新百年記念公園補助競技場

男　子

種　目

小学３年男子100m
増田祥大 (3) 15"68 末次優也 (3) 16"17 三戸陽奈太 (3) 16"23 藤村海都 (3) 16"37 山本真輔 (3) 16"60 武居尚輝 (3) 16"67 福田光貴 (3) 16"68

下関陸スポ 光スポ少 藤山陸上教 山口陸スポ 大道陸上教 下松東陽ク ふくっ子陸上

小学４年男子100m
利川寛太 (4) 15"12 山川郁人 (4) 15"16 新宅寛高 (4) 15"16 山田一樹 (4) 15"60 田村武春 (4) 15"64 藤井琉希 (4) 15"65 上野新太 (4) 15"71 清水翔伍 (4) 15"72

ふくっ子陸上 豊浦陸スポ 藤山陸上教 豊浦陸スポ 下松東陽ク 油谷陸スタ 下関陸スポ 小郡陸上少

小学５年男子100m
西田侑生 (5) 14"13 田村紀樹 (5) 14"43 井上翔遥 (5) 14"47 蒲生　望 (5) 14"51 小松　海 (5) 14"68 磯崎　航 (5) 14"79 久恒誉彦 (5) 14"92 山﨑悠大 (5) 15"03

防府スポ少 下関陸スポ 山口陸スポ 山口Ａ・Ｃ 仙崎みすゞ 奇兵隊 下松東陽ク 奇兵隊

小学６年男子100m
谷川　巧 (6) 13"75 新井真里 (6) 13"76 三好彬之 (6) 13"89 山田　竜 (6) 14"03 藤井朋也 (6) 14"13 屋敷村祝彦 (6) 14"22 古木宏典 (6) 14"47 山下直希 (6) 14"61

ふくっ子陸上 嘉万スポ陸 ふくっ子陸上 ふくっ子陸上 山陽レッツ ゆうスポ陸少 小郡陸上少 仙崎みすゞ

小学４年男子1000m
川田啓祐 (4) 3'30"18 来島和哉 (4) 3'31"92 野村健太 (4) 3'34"33 新宅寛高 (4) 3'35"00 東條滉平 (4) 3'39"63 磯永実輝 (4) 3'40"80 橋口尚生 (4) 3'43"29 宮本翔一郎 (4) 3'43"58

新南陽陸スポ 豊浦陸スポ 新南陽陸スポ 藤山陸上教 カツミ陸上 コウビン陸上 新南陽陸スポ 山口陸スポ

小学５年男子1000m
稲田光希 (5) 3'19"45 藪中直樹 (5) 3'22"95 小林勇輝 (5) 3'27"80 山﨑悠大 (5) 3'29"21 中村巧汰 (5) 3'30"65 田中優大 (5) 3'32"44 長澤明毅 (5) 3'35"07 重兼拓実 (5) 3'37"06

カツミ陸上 ゆうスポ陸少 山口Ａ・Ｃ 奇兵隊 新南陽陸スポ 下松東陽ク 下関陸スポ 山陽レッツ

小学６年男子1000m
原田建史朗 (6) 3'08"55 久貞海斗 (6) 3'16"10 原田　海 (6) 3'16"20 三原康太郎 (6) 3'17"49 丸子真那斗 (6) 3'17"90 植村拓未 (6) 3'18"95 渡壁　祐 (6) 3'19"78 末次佑行 (6) 3'22"02

コウビン陸上 ゆうスポ陸少 下松東陽ク ゆうスポ陸少 ゆうスポ陸少 新南陽陸スポ 山陽レッツ 新南陽陸スポ

小学男子80mH 河津翔哉 (6) 13"68 黒田佳祐 (6) 14"05 神田慶彦 (6) 15"35 木下恒平 (6) 15"47 芝崎恭平 (6) 15"57 馬倉航平 (6) 15"97 竹内　諒 (6) 16"10 小松　亙 (5) 17"94

美祢陸スポ ふくっ子陸上 光スポ少 油谷陸スタ 菊川クラブ 油谷陸スタ 大道陸上教 美祢陸スポ

男子走高跳 橋羽宏人 (6) ◎1m27 山田大貴 (6) 1m23 本田大成 (6) 1m15 田中晶貴 (6) 1m10 神田慶彦 (6) 1m05 兼原侑希 (6) 1m05

光スポ少 NGR 美祢陸スポ 菊川クラブ 豊田下ラン 光スポ少 菊川クラブ ＊５位

小学５年男子走幅跳
小松　海 (5) 4m13 井上翔遥 (5) 3m87 木村公貴 (5) 3m51 久恒誉彦 (5) 3m50 俵山哲平 (5) 3m43 蒲生　望 (5) 3m39 新井誠也 (5) 3m37 徳重慎也 (5) 3m35

仙崎みすゞ 山口陸スポ 山陽レッツ 下松東陽ク 平生陸スポ 山口Ａ・Ｃ 宇部陸上ク 美祢陸スポ

小学６年男子走幅跳
新井真里 (6) 4m15 矢ヶ部晃大 (6) 3m94 繁　恒樹 (6) 3m87 斉藤真也 (6) 3m81 中村充宏 (6) 3m75 金谷　暁 (6) 3m72 森重晴太 (6) 3m69 田中拓人 (6) 3m61 

嘉万スポ陸 菊川クラブ 光スポ少 山の田陸スポ カツミ陸上 麻郷陸スポ ゆうスポ陸少 美祢陸スポ

ジャベリックスロー
佐藤秀政 (6) 32m03 中田　翔 (6) 23m14 林　幸次朗 (6) 21m48 吉規孝志 (6) 21m18 富　武大 (6) 19m49 藤井　薫 (6) 18m60 田中陽平 (6) 17m71 橋田　怜 (5) 16m70

山の田陸スポ ゆうスポ陸少 豊田下ラン 光スポ少 山口陸スポ 下松東陽ク 光スポ少 下関陸スポ

小学男子4X100mR
ふくっ子陸上 55"43 ゆうスポ陸少 58"24 下関陸スポＡ 58"91 光スポ少Ａ 59"57 美祢陸スポ 60"64 豊浦陸スポＡ 61"12 下松東陽ク 61"96

  黒田佳祐 (6)   屋敷村祝彦 (6)   山本人士 (6)   高野夏樹 (5)   竹田宥太 (6)   野村国央 (6)   尾崎克祐 (6)

  谷川　巧 (6)   松村　悠 (6)   中野拓海 (6)   橋羽宏人 (6)   田中拓人 (6)   中西達也 (6)   原田　海 (6)

  山田　竜 (6)   藤本大樹 (6)   都留優大 (6)   古賀渓太 (6)   山田大貴 (6)   松尾直太 (6)   久恒誉彦 (5)

  三好彬之 (6)   吉永成志 (6)   田村紀樹 (5)   繁　恒樹 (6)   河津翔哉 (6)   小野修渡 (6)   藤井　薫 (6)

◎…大会新（NGR)
時現在 気温 風速

09:30 20.0℃ 0 m/s

11:00 20"1 0"4 審判長　　　黄丹　義人　
13:00 22"7 1"8 記録主任　　西村　信勝
15:00 20"9 2"2

16:00 21"1 3"1

曇 67.0%

曇 77.0% 南南西

６位

天候 湿度 風向

１位 ２位 ３位 ８位

晴

晴

58.0%

63.0%

４位

北西

北

７位５位

晴 63.0% 北北東



平成２１年　５月　　２４日(日) 決勝記録一覧表

陸協名　山口陸協 第１５回　山口県小学生春季陸上競技大会
主催　山口陸上競技協会　山口県小学生陸上競技協議会　山口中央ライオンズクラブ

於：維新百年記念公園補助競技場

女　子

種　目

小学３年女子100m
弘下由梨 (3) 16"12 中村優花 (3) 16"95 田中香乃 (3) 17"09 今西　唯 (3) 17"33 中野彩華 (3) 17"47 早稲田りんか (3) 17"55 山根菜摘 (3) 17"68 石田美優 (3) 17"94

ＪＡＣ岩国 徳山コネット 山口陸スポ 豊浦陸スポ 豊浦陸スポ 下松東陽ク 下松東陽ク 豊浦陸スポ

小学４年女子100m
岩本麻衣 (4) 15"70 杉山友惟 (4) 15"70 江本梨里 (4) 15"91 山本詩乃 (4) 16"12 井原果南 (4) 16"12 藤田胡桃 (4) 16"29 南野晴香 (4) 16"32 飯尾梨乃 (4) 16"73

山口Ａ・Ｃ 小郡陸上少 奇兵隊 下関陸スポ 防府スポ少 徳山コネット 萩陸上スポ少 山の田陸スポ

小学５年女子100m
大西咲良 (5) 14"83 藤井美沙 (5) 14"97 中嶋天音 (5) 15"11 木村早希 (5) 15"40 澤野結稀 (5) 15"42 小池莉央 (5) 15"43 藤川さくら (5) 15"57 柴崎みなみ (5) 15"64

豊浦陸スポ 戸田陸上ク 山の田陸スポ 光スポ少 徳山コネット 豊浦陸スポ ゆうスポ陸少 豊浦陸スポ

小学６年女子100m
山村萌佳 (6) 14"29 小田穂乃佳 (6) 14"35 坂本未来 (6) 14"40 秋月由布子 (6) 14"50 河本真依 (6) 14"51 國澤真悠 (6) 14"82 友田愛美 (6) 14"90 前原晴香 (6) 14"92

宇部陸上ク ふくっ子陸上 宇部陸上ク 小郡陸上少 美祢陸スポ 長門陸スポ 奇兵隊 ＪＡＣ岩国

小学４年女子800m
西永菜津 (4) ◎2'42"44 久保田あみ (4) 2'50"83 松尾真結 (4) 2'51"72 山本夏実 (4) 2'53"20 原田奈津 (4) 2'58"67 江本梨里 (4) 2'59"14 井原果南 (4) 3'01"16 増田珠直 (4) 3'01"73

山口Ａ・Ｃ NGR 仙崎みすゞ 仙崎みすゞ 美祢陸スポ コウビン陸上 奇兵隊 防府スポ少 美祢陸スポ

小学５年女子800m
藤川さくら (5) 2'41"92 頼尊愛絵理 (5) 2'42"39 金盛萌恵 (5) 2'43"73 福永夏絵 (5) 2'45"11 藤井　葵 (5) 2'46"85 久楽萌夏 (5) 2'48"31 峯岡彩子 (5) 2'49"85 井本海月 (5) 2'51"16

ゆうスポ陸少 宇部陸上ク 光スポ少 小郡陸上少 徳山コネット 新南陽陸スポ コウビン陸上 コウビン陸上

小学６年女子800m
森脇史織 (6) 2'33"53 小田若奈 (6) 2'37"32 吉木愛海 (6) 2'37"38 山田玲緒菜 (6) 2'38"17 城野歩美 (6) 2'38"40 谷川愛美 (6) 2'38"89 沖野美優 (6) 2'39"88 金子紗世 (6) 2'41"35

豊浦陸スポ 新南陽陸スポ 下松東陽ク 山陽レッツ コウビン陸上 長門陸スポ 仙崎みすゞ 仙崎みすゞ

小学女子80mH
松尾真琴 (6) ◎14"18 藤永望花 (6) ◎14"31 岩本法子 (6) 14"90 藤野里彩 (5) 15"06 福重愛海 (6) 16"28 倉田志穂里 (6) 18"47 中場　楓 (6) 18"51 上田早紀 (6) 20"06 

萩陸上スポ少 NGR ふくっ子陸上 NGR 山口Ａ・Ｃ 徳山コネット 奇兵隊 山口陸スポ 油谷陸スタ 萩陸上スポ少

小学女子走高跳
河村和佳 (6) 1m20 出口優希 (6) 1m15 平岩光愛 (6) 1m15 田原沙織 (6) 1m10 国知秀実 (6) 1m10 森脇史織 (6) 1m10 長尾　遥 (6) 1m05

光スポ少 菊川クラブ 菊川クラブ ＊２位 豊浦陸スポ 豊浦陸スポ 豊浦陸スポ 光スポ少

小学５年女子走幅跳
藤野里彩 (5) 3m86 田村沙良 (5) 3m74 河崎梓月 (5) 3m39 山上恵莉子 (5) 3m39 安村菜摘 (5) 3m35 天上智秋 (5) 3m30 澤野結稀 (5) 3m28 中嶋天音 (5) 3m20

徳山コネット 下松東陽ク 美祢陸スポ 菊川クラブ 山の田陸スポ 美祢陸スポ 徳山コネット 山の田陸スポ

小学６年女子走幅跳
松尾真琴 (6) 4m10 藤田綾美 (6) 3m86 平岩光愛 (6) 3m86 岩本法子 (6) 3m71 澤野真綺 (6) 3m58 長浜未央 (6) 3m51 浅田梨花 (6) 3m50 宮城綾乃 (6) 3m49 

萩陸上スポ少 徳山コネット 菊川クラブ 山口Ａ・Ｃ 徳山コネット 藤山陸上教 平生陸スポ 美祢陸スポ

ジャベリックスロー
松井美瑠 (6) 20m77 田中夏帆 (5) 18m81 荒川夏実 (6) 18m66 妻﨑優花 (5) 16m73 安達由香子 (6) 16m45 倉田志穂里 (6) 15m91 松田実柚 (5) 15m41 山根紀子 (6) 15m36

美祢陸スポ 豊田下ラン 下松東陽ク 豊田下ラン 山口陸スポ 山口陸スポ 山の田陸スポ 萩陸上スポ少

小学女子4X100mR
小郡陸上少A 58"15 ふくっ子陸上 58"55 宇部陸上クC 59"69 美祢陸スポ 59"96 長門陸スポ 60"08 下松東陽ク 60"64 ＪＡＣ岩国 61"15 山口陸スポ 61"27

  杉原湖春 (6)   倉光　楓 (6)   三隅理絵 (6)   飯田麗奈 (5)   阿部由乃 (6)   武居香里 (6)   丸茂美穂 (5)   谷口実希 (6)

  秋月真由子 (6)   小田穂乃佳 (6)   坂本未来 (6)   松井美瑠 (6)   金川寧々 (6)   荒川夏実 (6)   前原晴香 (6)   松田美理 (6)

  仁田真稀子 (6)   池口風音 (6)   二宮万葉 (6)   渡邉なつ (6)   金川菜々 (6)   田村沙良 (5)   前原綾香 (6)   福原かほる (5)

  秋月由布子 (6)   藤永望花 (6)   山村萌佳 (6)   河本真依 (6)   國澤真悠 (6)   吉木愛海 (6)   弘下由菜 (6)   堀田萌絵乃 (5)

◎…大会新（NGR)
時現在 気温 風速

09:30 20.0℃ 0 m/s

11:00 20"1 0"4 審判長　　　黄丹　義人　
13:00 22"7 1"8 記録主任　　西村　信勝
15:00 20"9 2"2

16:00 21"1 3"1

７位 ８位３位 ４位 ５位 ６位

北西晴 58.0%

北晴 63.0%

曇 67.0%

南南西曇 77.0%

１位 ２位

晴 63.0% 北北東

天候 湿度 風向


