
審判長 トラック 石原　宏昭

跳躍 山本　博徳

投擲 鶴崎　勲

招集所 末冨泰一郎

記録主任 伊藤　健二

日付 種目

9/19 男子100m 小笹　幸平 (1) 10.95 中　惇太 (2) 10.95 員本　曉 (2) 11.05 安村　樹輝 (2) 11.12 川端　直弥 (1) 11.27 原田　晋吾 (2) 11.41 中野 祐麻 (2) 11.45 大田　大介 (1) 11.50
風:+2.9 山口：西京 山口：宇部 山口：下関中央工 山口：誠英 山口：大津 山口：山口県鴻城 山口：西市 山口：下関商

9/20 男子200m 小笹　幸平 (1) 22.82 大谷　能広 (2) 23.15 安村　樹輝 (2) 23.21 原田　晋吾 (2) 23.32 員本　曉 (2) 23.36 松浦　隼斗 (2) 23.65 大田　大介 (1) 23.66 木下　功也 (2) 24.32
風:-2.8 山口：西京 山口：徳山商工 山口：誠英 山口：山口県鴻城 山口：下関中央工 山口：西京 山口：下関商 山口：豊浦

9/18 男子400m 桑田　大貴 (1) 51.26 木下　功也 (2) 51.76 二川　慎太朗 (2) 52.12 吉田　嗣也 (2) 52.76 村田　敬一 (2) 52.87 松岡　昇平 (1) 53.43 河内　翔太 (1) 53.55 大田　圭輔 (1) 53.88
山口：山口県鴻城 山口：豊浦 山口：西京 山口：大津 山口：下関中央工 山口：岩国工 山口：岩国 山口：下関商

9/20 男子800m 村中　洸輝 (2) 1.55.24 藤川　和矢 (2) 1.59.79 藤村　直樹 (2) 2.00.13 大谷　宥喜 (2) 2.00.91 河角　敬太 (2) 2.01.02 相良　敏貴 (2) 2.01.88 西川　雄基 (2) 2.02.91 山野　一輝 (1) 2.05.39
山口：下関商 山口：高水 山口：山口 山口：西京 山口：岩国 山口：豊北 山口：岩国工 山口：西京

9/18 男子1500m 松田　司 (2) 3.56.01 木浦　祐典 (2) 4.05.35 岸本　基希 (2) 4.05.49 木村　直樹 (2) 4.05.58 水間　翔平 (1) 4.07.39 斉藤　秀徳 (2) 4.09.73 津田　修也 (1) 4.11.42 繁永　博行 (1) 4.12.60
山口：豊北 NGR 山口：柳井商工 山口：西京 山口：徳山商工 山口：柳井商工 山口：萩商工 山口：山口 山口：高川学園

9/19 男子5000m 藤井　翔太 (1) 15.20.97 笹井　裕史　 (2) 15.21.62 水間　翔平 (1) 15.21.95 大田　眞永 (2) 15.21.96 樫部　直人 (1) 15.22.04 津田　修也 (1) 15.29.47 松田　司 (2) 15.31.54 都野　泰平 (2) 15.34.51
山口：西京 山口：高川学園 山口：柳井商工 山口：青嶺 山口：徳山 山口：山口 山口：豊北 山口：光

9/20 男子110mH 小松　亮 (2) 16.63 竹本　直人 (2) 16.64 岡中　文雄 (1) 16.82 重本　崇位 (2) 16.84 大賀　伸彦 (1) 17.37 宮川　修人 (1) 18.99 城戸　啓佑 (1) 20.00
風:-3.7 山口：萩 山口：防府 山口：豊浦 山口：防府 山口：西京 山口：西京 山口：香川

9/19 男子400mH 小松　亮 (2) 0.55.85 吉村　真之介 (2) 0.55.98 藤井　一貴 (2) 0.58.93 村田　将章 (1) 0.58.93 前田　航輝 (2) 1.01.75 梅木　貴義 (2) 1.02.29 荒川　就哉 (1) 1.02.55
山口：萩 山口：西京 山口：徳山商工 山口：防府 山口：下松 山口：光 山口：厚狭

9/20 男子3000mSC 森永　貴幸 (2) 9.23.75 大野　真寛 (1) 9.48.40 村岡　拓弥 (1) 9.48.46 迫田　和也 (1) 9.53.12 山村　勝太 (2) 9.53.80 佐々木　啓太 (2) 9.55.24 末岡　昇将 (2) 9.57.91 馬場　尚人 (2) 10.00.56
山口：西京 山口：柳井商工 山口：柳井商工 山口：西京 山口：下関西 山口：萩商工 山口：光 山口：豊浦

9/18 男子5000mW 恩田　知明 (2) 27.54.53 伊東　駿 (2) 35.01.20
山口：小野田工 山口：厚狭

9/19 男子4X100mR 山口：西京 0.43.26 山口：大津 0.43.92 山口：山口県鴻城 0.44.01 山口：田部 0.44.39 山口：防府 0.44.58 山口：下関中央工 0.44.59 山口：萩 0.44.86 山口：誠英 0.45.17
増野　尚樹 (1) 吉田　嗣也 (2) 奈良崎　基 (2) 徳田　大輔 (2) 坂本　遥一郎 (2) 羽原　宏明 (1) 田中　海 (2) 磯村　勇人 (2)

松浦　隼斗 (2) 川端　直弥 (1) 田中　剛 (1) 重谷　了 (2) 水津　尚貴 (1) 村田　敬一 (2) 小松　亮 (2) 下瀬　裕 (1)

大谷　龍矢 (1) 坂辻　聖勝 (2) 原田　晋吾 (2) 松尾　涼 (2) 伊藤　望 (1) 小川　大稀 (2) 伊藤　直輝 (2) 水津　稜 (1)

小笹　幸平 (1) 内山　正芳 (2) 桑田　大貴 (1) 横山　佳佑 (1) 竹本　直人 (2) 員本　曉 (2) 岡　忠志 (1) 安村　樹輝 (2)

9/20 男子4X400mR 山口：西京 3.26.91 山口：下関商 3.27.24 山口：山口県鴻城 3.28.78 山口：大津 3.30.52 山口：豊浦 3.32.39 山口：宇部 3.32.55 山口：防府 3.34.18 山口：光 3.35.55
吉村　真之介 (2) 小野　優 (1) 奈良崎　基 (2) 山田　拓哉 (2) 河田　一誠 (1) 尾川　雄大 (2) 村田　将章 (1) 逸見　渓太郎 (2)

二川　慎太朗 (2) 大田　大介 (1) 原田　晋吾 (2) 坂辻　聖勝 (2) 木下　功也 (2) 長井　恭平 (2) 水津　尚貴 (1) 大楽　竜矢 (1)

増野　尚樹 (1) 大田　圭輔 (1) 田中　剛 (1) 吉田　嗣也 (2) 古永　大智 (2) 大谷　淳 (2) 坂本　遥一郎 (2) 梅木　貴義 (2)

松浦　隼斗 (2) 村中　洸輝 (2) 桑田　大貴 (1) 内山　正芳 (2) 児嶋　孝晃 (1) 中　惇太 (2) 藤田　啓輔 (2) 藤岡　大地 (1)

9/19 男子走高跳 小椋　淳寛 (2) 1m84 松尾　涼 (2) 1m81 名和田　秀司 (1) 1m78 徳田　大輔 (2) 1m75 田口　奨也 (2) 1m75 小山　創也 (1) 1m75 福井　善紀 (2) 1m70 木村　聡 (2) 1m65

山口：新南陽 山口：田部 山口：山口県桜ケ丘 山口：田部 山口：徳山工高専 山口：光 山口：野田学園 山口：下関工

9/18 男子棒高跳 重本　崇位 (2) 4m00 岡村　知季 (2) 3m80 小椋　淳寛 (2) 2m50
山口：防府 山口：徳山工高専 山口：新南陽

9/18 男子走幅跳 野村　和成 (1) 6m36 0.0 潮　良祐 (1) 6m36 +1.8 野村　和広 (1) 6m34 +0.5 吉村　真之介 (2) 6m30 +1.2 東　良磨 (2) 6m18 -1.5 伊藤　望 (1) 6m18 -0.1 梅木　貴義 (2) 6m09 +0.2 伊藤　巧磨 (2) 6m00 +1.8
山口：田部 山口：西京 山口：田部 山口：西京 山口：熊毛南 山口：防府 山口：光 山口：誠英

9/20 男子三段跳 水津　尚貴 (1) 13m01 +1.3 大田　拓実 (2) 12m98 +0.4 豊暉原　侑心 (2) 12m62 +1.5 水津　稜 (1) 12m28 +0.7 本田　直人 (1) 12m06 +1.8 田口　奨也 (2) 12m06 +2.2 重岡　飛鳥 (2) 11m96 +0.9 潮　良祐 (1) 11m92 +0.5
山口：防府 山口：宇部工 山口：防府 山口：誠英 山口：岩国工 山口：徳山工高専 山口：厚狭 山口：西京

9/18 男子砲丸投 居原　俊克 (2) 13m50 珠山　信昭 (2) 12m27 廣政　酉太 (2) 12m15 佐々木　海 (2) 11m73 中本　匡郁 (2) 11m27 上村　恭平 (2) 11m18 斉藤　有生 (2) 11m03 田中　賢志 (1) 10m92
山口：田部 NGR 山口：柳井 山口：聖光 山口：山口 山口：柳井 山口：早鞆 山口：山口県桜ケ丘 山口：早鞆

9/20 男子円盤投 居原　俊克 (2) 37m10 財部　寛史 (2) 35m05 山本　寿隆 (2) 33m80 成田　康貴 (2) 33m78 長尾宗次郎 (2) 31m28 珠山　信昭 (2) 30m77 柴田　佑史 (2) 29m52 奥村 銀志 (2) 29m22
山口：田部 山口：早鞆 山口：徳山工高専 山口：早鞆 山口：小野田工 山口：柳井 山口：宇部西 山口：水産

9/18 男子ハンマー投 斉藤　有生 (2) 51m32 高藤　博貴 (2) 43m16 今冨　涼太 (2) 41m87 井上　拓人 (2) 40m64 成田　康貴 (2) 39m69 木谷　智明 (2) 39m20 藤田　啓輔 (2) 36m60 福永　竜也 (1) 33m08
山口：山口県桜ケ丘 山口：田部 山口：下関工 山口：豊浦 山口：早鞆 山口：下関工 山口：防府 山口：山口県桜ケ丘

9/19 男子やり投 徳田　大輔 (2) 57m25 吉田　嗣也 (2) 53m61 川村　大樹 (2) 51m91 中本　新吾 (2) 48m56 坂本　遥一郎 (2) 47m00 上村　恭平 (2) 46m21 藤本　聖史 (2) 46m15 水津　裕貴 (2) 44m72
山口：田部 山口：大津 山口：聖光 山口：厚狭 山口：防府 山口：早鞆 山口：宇部中央 山口：聖光

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 最優秀選手

1 西京 101 1 西京 88 1 田部 57 松田　司

2 田部 62 2 柳井商工 30 2 防府 31 豊北

3 防府 54 3 山口県鴻城 28 3 早鞆 23 居原　俊克

4 柳井商工 30 4 防府 23 4 徳山工高専 20 田部

5 山口県鴻城 28 5 大津 21 5 山口県桜ケ丘 17

6 大津 28 6 下関商 19 6 新南陽 14

7 豊浦 24 7 豊浦 19 7 柳井 14

8 早鞆 23 8 萩 18 8 西京 13
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第54回山口県高騰学校新人陸上競技大会　兼　第18回中国高等学校新人陸上競技大会予選会

主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口陸上競技協会
場所：下関市営陸上競技場



審判長 トラック 石原　宏昭

跳躍 山本　博徳

投擲 鶴崎　勲

招集所 末冨泰一郎

記録主任 伊藤　健二

日付 種目

9/19 女子100m 山本　詩織 (2) 12.52 佐々木　祐佳 (2) 12.57 佐藤　成恵 (2) 12.69 高木　柚香莉 (1) 12.78 久保川　紗希 (2) 12.93 山口　千尋 (1) 12.96 道祖本　杏子 (2) 12.98 原田　実里 (1) 13.12

風:+0.1 山口：下関商 山口：豊浦 山口：田部 山口：中村女子 山口：萩 山口：梅光女学院 山口：光 山口：西京

9/20 女子200m 佐々木　祐佳 (2) 26.30 山口　千尋 (1) 26.83 山本　詩織 (2) 26.84 道祖本　杏子 (2) 27.57 下野　杏菜 (2) 27.62 久保　遙 (1) 27.76 江坂　今日子 (2) 27.96 緒方　友奈 (2) 28.20

風:-2.0 山口：豊浦 山口：梅光女学院 山口：下関商 山口：光 山口：宇部中央 山口：豊浦 山口：宇部西 山口：下関中等

9/18 女子400m 田原　恵美 (2) 1.00.24 田中　里奈 (2) 1.00.42 松尾　梨穂 (1) 1.01.51 久保川　紗希 (2) 1.01.79 福永　侑里香 (1) 1.02.02 黒川　南里沙 (2) 1.02.74 藤谷　はるな (1) 1.04.37 石井　亜理沙 (2) 1.06.53

山口：西京 山口：徳山商工 山口：田部 山口：萩 山口：宇部 山口：豊浦 山口：厚狭 山口：豊浦

9/20 女子800m 高橋　さやか (1) 2.20.16 中村　江里奈 (1) 2.23.22 白橋　夏菜 (2) 2.23.40 村岡　莉江 (2) 2.24.00 盛田　さつき (2) 2.25.92 木嶋　真理 (1) 2.26.28 松田　美輝 (2) 2.27.15 黒瀬　翔子 (2) 2.28.31

山口：西京 山口：下関商 山口：下松 山口：高水 山口：下関南 山口：山口 山口：山口 山口：大津

9/18 女子1500m 藤重　美穂 (1) 4.40.61 新山　美帆 (1) 4.41.07 兼重　沙羅 (2) 4.48.70 木嶋　真理 (1) 4.52.81 嶋田　翔子 (1) 4.53.81 遠藤　りな (1) 4.54.30 河村　美沙 (2) 4.57.12 阪田　愛子 (1) 4.57.85

山口：西京 山口：徳山 山口：中村女子 山口：山口 山口：光 山口：大津 山口：高水 山口：豊北

9/19 女子3000m 福谷　好恵 (1) 9.51.35 梅森　里紗 (2) 9.57.47 新山　美帆 (1) 10.05.59 山本　樹里 (1) 10.10.95 藤田　友里恵 (1) 10.21.91 幾度　優美 (2) 10.29.55 久原　春香 (2) 10.30.83 遠藤　りな (1) 10.35.52

山口：西京 山口：中村女子 山口：徳山 山口：高水 山口：萩商工 山口：西京 山口：宇部鴻城 山口：大津

9/20 女子100mH 高木　柚香莉 (1) 15.59 真﨑　美希 (2) 16.64 河村　菜摘 (2) 16.80 金子　美幸 (2) 17.50 泉　咲月 (2) 17.53 出口　翔子 (1) 17.62 菊田　まどか (2) 17.66 古田　智愛 (2) 18.12

風:-1.7 山口：中村女子 山口：西京 山口：柳井 山口：萩商工 山口：豊浦 山口：下関西 山口：周防大島 山口：下関中等

9/19 女子400mH 前原　美希 (2) 1.06.70 藤井　茜 (2) 1.07.47 神谷　望美 (2) 1.07.99 谷口　萌 (1) 1.10.92 黒川　南里沙 (2) 1.11.67 石津　友美恵 (1) 1.12.27 沖津　千香子 (1) 1.12.38 徳重　有沙 (1) 1.12.42

山口：徳山商工 山口：徳山商工 山口：厚狭 山口：田部 山口：豊浦 山口：萩 山口：下関西 山口：防府

9/18 女子3000mW 小川　麻優 (1) 16.52.67 内田　瞳 (1) 18.39.04 棟近　理瑚 (1) 19.40.04 小林　実穂 (2) 20.13.85 國永　暁未 (1) 21.29.92

山口：宇部西 山口：下関中等 山口：徳山 山口：香川 山口：徳山

9/19 女子4X100mR 山口：西京 0.50.71 山口：田部 0.51.26 山口：豊浦 0.51.45 山口：徳山商工 0.52.56 山口：萩 0.52.66 山口：下関中等 0.52.73 山口：宇部西 0.52.77 山口：防府 0.53.68

真﨑　美希 (2) 土手　彩奈 (2) 田中　舞子 (1) 植本　沙紀 (1) 田中　律子 (1) 古田　智愛 (2) 田村　あい (2) 井本　佳菜 (1)

田原　恵美 (2) 佐藤　成恵 (2) 佐々木　祐佳 (2) 田中　里奈 (2) 久保川　紗希 (2) 緒方　友奈 (2) 江坂　今日子 (2) 石本　祥子 (2)

光永　麻由 (2) 小田　結希 (2) 田代　瑞乃 (2) 前原　美希 (2) 白上　沙知 (2) 中野　里香 (1) 上田　紗也加 (1) 末富　菜都子 (2)

原田　実里 (1) 大坂　眞奈 (1) 黒川　南里沙 (2) 藤井　茜 (2) 石津　友美恵 (1) 近松　朋美 (2) 多田羅　美希 (1) 松田　明子 (2)

9/20 女子4x400mR 山口：徳山商工 4.00.54 山口：西京 4.04.79 山口：豊浦 4.06.35 山口：誠英 4.13.67 山口：下関商 4.14.22 山口：田部 4.17.25 山口：厚狭 4.17.68

藤井　茜 (2) NGR 光永　麻由 (2) 石井　亜理沙 (2) 河田　千佳 (1) 森田　明梨 (1) 小田　結希 (2) 藤谷　はるな (1)

前原　美希 (2) 田原　恵美 (2) 佐々木　祐佳 (2) 家永　麻衣 (1) 中村　江里奈 (1) 松尾　梨穂 (1) 神谷　望美 (2)

橋本　初美 (1) 三浦　ななか (2) 久保　遙 (1) 水津　綾乃 (1) 目黒　花樹 (2) 谷口　萌 (1) 矢田　香織 (1)

田中　里奈 (2) 高橋　さやか (1) 黒川　南里沙 (2) 井無田　愛理 (2) 山本　詩織 (2) 宮田　希柚 (1) 松冨　友紀 (2)

9/18 女子走高跳 上田　紗也加 (1) 1m54 沖永　佳子 (2) 1m51 安藤　葵 (2) 1m51 金子　みのり (2) 1m48 齊藤　利佐子 (1) 1m48 佐藤　萌 (2) 1m48 植本　沙紀 (1) 1m40

山口：宇部西 山口：西京 山口：長門 山口：周防大島 山口：誠英 山口：長府 山口：徳山商工

田中　未史 (2) 1m51

山口：下関商

9/19 女子走幅跳 宗村　麻理子 (1) 5m25 +4.2 三浦　ななか (2) 5m19 +2.9 藤本　響子 (2) 5m12 +2.1 轟　亜弥 (1) 5m06 +1.1 山本　幸 (2) 4m88 +1.9 中原　百香 (1) 4m87 +5.0 田村　あい (2) 4m82 +4.2 柴田　香菜 (1) 4m69 +0.8

山口：長府 山口：西京 山口：岩国 山口：長府 山口：徳山 山口：萩商工 山口：宇部西 山口：下関中等

9/20 女子砲丸投 幸田　あみ (1) 9m90 佐藤　成恵 (2) 9m40 藤原　綾 (2) 9m23 西﨑　沙百合 (2) 9m02 石井　朱音 (1) 8m45 勝井　愛 (1) 8m40 近松　朋美 (2) 7m91 山本　彩 (1) 7m75

山口：徳山商工 山口：田部 山口：徳山商工 山口：田部 山口：山口県桜ケ丘 山口：防府商 山口：下関中等 山口：奈古

9/19 女子円盤投 國弘　祐希子 (2) 35m22 藤原　綾 (2) 32m36 上村　明日香 (2) 28m23 竹下　依里 (2) 28m22 西﨑　沙百合 (2) 27m51 梶山　恵美 (2) 27m29 松川　恭子 (2) 25m55 長尾　茉珠 (2) 24m91

山口：光 山口：徳山商工 山口：周防大島 山口：宇部西 山口：田部 山口：豊浦 山口：聖光 山口：大津

9/18 女子やり投 三浦　ななか (2) 35m32 近松　朋美 (2) 34m58 幸田　あみ (1) 32m66 溝部　文月 (1) 30m08 坂口　比呂美 (2) 29m47 棟近　理瑚 (1) 27m16 白石　里美 (2) 26m96 辻井　亜由美 (2) 26m47

山口：西京 山口：下関中等 山口：徳山商工 山口：萩 山口：田部 山口：徳山 山口：厚狭 山口：岩国

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 最優秀選手

1 西京 79.5 1 西京 58 1 徳山商工 28 　

2 徳山商工 63 2 豊浦 42 2 西京 21.5 該当者なし

3 田部 47 3 徳山商工 35 3 田部 20

4 豊浦 45 4 田部 27 4 宇部西 15

5 下関商 31.5 5 中村女子 26 4 長府 15

6 徳山 30 6 下関商 25 6 下関中等 10

7 宇部西 27 7 徳山 23 7 周防大島 9.5

8 中村女子 26 8 萩 16 8 光 8

7位 8位1位 2位 3位 4位

女子決勝記録一覧表

2009年9月18日～9月20日

5位 6位

第54回　山口県高等学校新人陸上競技大会　兼　第18回中国高等学校新人陸上競技大会予選会

主催：山口県高等学校体育連盟・山口県教育委員会・山口陸上競技協会
場所：下関市営陸上競技場



新 記 録 一 覧 表

大会名 　　平成21年度　第56回山口県高等学校新人陸上競技大会　兼　中国高校新人陸上山口県予選会

期　日　　平成２１年　９月１８日～９月２０日 下関市陸上競技場

月
/
日

県
高
校
新

大
会
新

大
会
タ
イ

男
・
女

種
目

種
目
ラ
ウ
ン
ド

氏名 年 所属 記録 風速 備考

9/18 ○ 男 砲丸投げ 決 居原　俊克 2 田部 13m50

9/18 ○ 男 １５００ｍ 決 松田　司 2 豊北 3'56"01

9/20 ○ 女 ４×４００Ｒ 決 藤井2・前原2・橋本1・田中2 2 徳山商工 4'00"54

コンディション情報

トラック審判長 石原　宏昭 跳躍審判長 山本　博徳

投てき審判長 鶴崎　勲 招集所審判長 末冨　泰一郎

記録主任 伊藤　健二

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 測定場所

2009/09/18 11:00 曇 29.0 45.0 1.8 東

12:00 晴 32.0 38.0 1.9 南東

13:00 晴 32.0 36.0 2.0 西南西

14:00 晴 32.0 38.0 2.4 西南西

15:00 晴 30.0 40.0 0.3 南

16:00 晴 30.0 31.0 3.5 東南東

2009/09/19 09:30 晴 28.0 44.0 3.1 南東

10:00 晴 29.0 41.0 2.4 南東

11:00 晴 30.0 36.0 3.5 東南東

12:00 晴 31.0 35.0 3.1 南東

13:00 晴 32.0 33.0 3.1 南東

14:00 晴 31.0 34.0 3.6 東南東

15:00 晴 30.0 37.0 4.5 南南東

16:00 晴 29.0 42.0 2.5 南東

2009/09/20 09:00 晴 28.0 46.0 4.1 東南東

10:00 晴 29.0 42.0 1.7 東南東

11:00 晴 30.0 37.0 1.9 南南東

12:00 晴 31.0 34.0 1.1 東南東

13:00 晴 31.0 33.0 1.4 南東

14:00 晴 31.0 40.0 1.9 西南西



男子100m

日本高校記録　　 (HR) 10.24 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月19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19日 14:35 準決
大会記録 (GR) 10.81 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1997 9月19日 15:45 決勝
大会記録 (GR) 10.7 石村　弘幸 (西京) 1989

予選 11組2着+10

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

ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ

OP 1 1138 能美　新吾 山口県鴻城 10.63 1 8 1343 員本　曉 下関中央工 11.40 Q
ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

1 4 1181 中　惇太 宇部 11.24 Q 2 5 1772 伊藤　望 防府 11.67 Q
ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ

2 6 1322 宮野　義基 下関西 11.70 Q 3 4 1924 宮本　優希 田部 11.70 q
ﾏﾂｻｷ ｹｲｽｹ ｶﾈﾔﾏ ｼﾝ

3 2 1118 松﨑　敬祐 高川学園 12.16 4 2 1116 金山 真 高川学園 11.78 q
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ｵﾉ ﾕｳｽｹ

3 7 1345 小川　大稀 下関中央工 12.16 5 7 1495 小野　優輔 奈古 12.03 q
ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ ﾂﾙ ﾔﾏﾄ

5 5 1244 上野　貴弘 厚狭 12.29 6 3 1901 津留　大和 豊浦 12.31
ﾋｻﾂｸﾞ ﾕｳｽｹ ｸﾗｼｹﾞ ｼﾝｺﾞ

6 3 2162 久次　悠介 徳山 12.34 7 6 1236 倉重　信吾 小野田工 12.52
ｶﾀﾂｸﾞ ﾘｮｳﾍｲ

7 8 2051 堅次　亮平 柳井 12.78

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

ｵｶ ﾀﾀﾞｼ ﾅｶﾉ ﾕｳﾏ

1 3 1457 岡　忠志 萩 11.48 Q 1 6 1282 中野 祐麻 西市 11.35 Q
ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ

2 6 1103 安村　樹輝 誠英 11.78 Q 2 2 1736 原田　拓哉 山口県桜ケ丘 11.73 Q
ｱﾅﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ ｼﾓｾ ﾕｳ

3 5 2079 穴水　涼太 岩国工 12.11 3 3 1753 下瀬　裕 誠英 11.83 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ

4 8 1369 宮崎　天 下関工 12.28 4 5 1527 橋本　涼 岩国 11.88 q
ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ ﾂｶﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ

5 2 1191 米田　哲 宇部中央 12.39 5 8 1546 塚脇　大輔 岩国工 12.16
ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛﾑ ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｵ

6 4 1040 亀田　大夢 山口 12.53 6 4 1867 原田　義雄 小野田 12.66
ｼﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀ

7 7 1254 白松　翔太 慶進 12.54 7 1 2016 中原　滉太 大津 12.69
ﾂﾂﾐ ｺｳﾍｲ

7 1013 堤　亘平 防府 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

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ

1 6 1750 小笹　幸平 西京 11.45 Q 1 6 1430 川端　直弥 大津 11.32 Q
ﾔﾂｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｽ ﾀｶﾌﾐ

2 3 1496 矢次　優大 奈古 11.93 Q 2 5 1163 那須　崇史 宇部工高専 11.40 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ｻﾝﾄｷ ﾀｹﾋﾛ

3 5 1629 渡辺　将太 光 12.00 q 3 3 1720 山時　雄大 聖光 11.76 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ ｶﾈﾓﾄ ﾅｵ

4 7 1190 藤本　聖史 宇部中央 12.06 4 2 1220 金本　直 宇部工 11.83 q
ｺﾏﾂ ﾋﾛﾑ ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ

5 4 1947 小松　拡夢 豊北 12.40 5 4 2148 竹中　亮 徳山工高専 12.25
ｲﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ ｼﾉｶﾜ ﾅｵｱｷ

6 8 1509 伊藤　光成 大島商船 12.42 6 1 2090 篠川　直晃 柳井商工 12.42
ｵｵｸﾗ ﾀﾂﾐ ｻﾄｳ ｹﾝﾀ

7 2 2067 大倉　竜巳 岩国 12.82 7 8 1944 佐藤　健太 下関西 12.44
ｻｻｷ ﾕｳｼ ｲｼｲ ﾏｻﾔ

8 1 2156 佐々木　優志 下松 13.76 8 7 1926 石井　雅也 長府 12.67

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

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ

1 6 1142 原田　晋吾 山口県鴻城 11.30 Q 1 8 1689 大谷　能広 徳山商工 11.43 Q
ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ

2 2 1279 重谷　了 田部 11.48 Q 2 1 1780 田中　剛 山口県鴻城 11.57 Q
ｾｷﾀﾆ ｼﾝｺﾞ ﾂﾈﾔﾏ ｱｷﾗ

3 3 1995 関谷　真吾 萩商工 11.83 q 3 2 1850 法山　礼 香川 12.17
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ

4 1708 西山　翔太 新南陽 DNS 4 7 1133 江村　望 野田学園 12.29
ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｺﾞ ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｷ

5 1863 綿部　真悟 小野田 DNS 5 6 2092 中原　啓紀 田布施農 13.08
ﾆｼﾔﾏ ｹｲｽｹ ｲﾅﾀﾞ ｹﾝﾄ

7 1932 西山　圭祐 下関南 DNS 6 4 1399 稲田　健人 早鞆 13.42
ﾌｶﾐ ﾊﾔﾃ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ

8 1977 冨賀見　颯 萩 DNS 3 1839 山本　健登 宇部工 DNS
ｴｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾋｼﾑﾗ ﾋｶﾙ

1 2052 浴田　純弥 熊毛南 DNS 5 2182 西村　光 下松工 DNS

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

ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1 7 2141 志賀　洵介 新南陽 11.37 Q 1 1 1896 大田　大介 下関商 11.57 Q
ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ

2 6 2135 大楽　竜矢 光 11.61 Q 2 2 1828 佐賀　祐介 宇部 11.94 Q
ｵﾉ ﾏｻﾙ ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ

3 4 1895 小野　優 下関商 11.69 q 3 7 2060 山中　一晃 柳井商工 12.36
ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ

4 5 1642 岩本　大樹 下松 12.13 4 5 1853 城戸　啓佑 香川 12.41
ﾀｻｶ ﾘｮｳ ｼﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

5 1 2146 田坂　遼 徳山工高専 12.21 5 4 1365 白川　貴啓 下関工 12.50
ﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ

6 2 1604 谷　光一郎 熊毛南 12.29 6 8 2153 藤井　拓海 徳山商工 12.71
ﾖｺﾒ ｶｽﾞﾔ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ

7 3 1247 横目　和也 厚狭 12.45 7 6 1799 藤本　慎也 野田学園 13.42
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ ﾀｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

8 8 1862 髙橋　昌寛 慶進 13.24 3 1563 高本　宏樹 柳井 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

風: +3.5 風: +2.7

風: +1.9 風: +3.1

風: +2.4 風: +4.7

風: +1.4 風: +2.1

風: +5.2 風: +0.5

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19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19日 14:35 準決
大会記録 (GR) 10.81 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1997 9月19日 15:45 決勝
大会記録 (GR) 10.7 石村　弘幸 (西京) 1989

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

11組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｽｹ

1 6 1719 長岡　祐佑 聖光 11.58 Q
ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ

2 2 1748 大谷　龍矢 西京 11.62 Q
ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ

3 5 1913 河田　一誠 豊浦 12.03
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

4 7 2165 松本　燎 徳山 12.11
ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ

5 3 1664 岡本　豊 下松工 12.33
ﾓﾘﾐﾂ ﾅｵﾋﾛ

6 4 2047 森光　尚大 田布施農 13.62
ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ

7 1 1400 斉藤　圭介 早鞆 14.67
ｼﾞｮｳﾑﾗ ﾏｻｷ

8 1997 城村　真規 萩商工 DNS

準決 4組2着+0

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

ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口

1 3 1181 中　惇太 (2) 宇部 11.01 Q 1 5 1896 大田　大介 (1) 下関商 11.14 Q
ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口

2 5 1750 小笹　幸平 (1) 西京 11.08 Q 2 4 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城 11.15 Q
ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口

3 4 1457 岡　忠志 (1) 萩 11.34 3 6 1689 大谷　能広 (2) 徳山商工 11.32
ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口

4 6 2135 大楽　竜矢 (1) 光 11.65 4 3 1748 大谷　龍矢 (1) 西京 11.52
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 山口 ｶﾈﾔﾏ ｼﾝ 山口

5 7 1772 伊藤　望 (1) 防府 11.67 5 2 1116 金山 真 (2) 高川学園 11.67
ｻﾝﾄｷ ﾀｹﾋﾛ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山口

6 1 1720 山時　雄大 (2) 聖光 11.74 6 1 1629 渡辺　将太 (2) 光 11.71
ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山口 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 山口

7 2 1495 小野　優輔 (2) 奈古 11.82 7 7 1924 宮本　優希 (1) 田部 11.76
ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ 山口

7 8 1895 小野　優 (1) 下関商 11.82 8 8 1322 宮野　義基 (2) 下関西 11.82

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

ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口 ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口

1 3 1343 員本　曉 (2) 下関中央工 11.18 Q 1 8 1103 安村　樹輝 (2) 誠英 11.26 Q
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 山口 ﾅｶﾉ ﾕｳﾏ 山口

2 4 1430 川端　直弥 (1) 大津 11.30 Q 2 3 1282 中野 祐麻 (2) 西市 11.42 Q
ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口 ﾅｽ ﾀｶﾌﾐ 山口

3 5 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城 11.47 3 4 1163 那須　崇史 (2) 宇部工高専 11.51
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｽｹ 山口 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口

4 6 1719 長岡　祐佑 (2) 聖光 11.64 4 5 2141 志賀　洵介 (1) 新南陽 11.52
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ 山口

5 8 1736 原田　拓哉 (2) 山口県桜ケ丘 11.83 5 6 1279 重谷　了 (2) 田部 11.58
ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山口 ﾔﾂｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山口

6 7 1828 佐賀　祐介 (1) 宇部 11.83 6 7 1496 矢次　優大 (2) 奈古 11.89
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 山口 ｶﾈﾓﾄ ﾅｵ 山口

7 1 1527 橋本　涼 (2) 岩国 11.96 7 1 1220 金本　直 (2) 宇部工 11.91
ｼﾓｾ ﾕｳ 山口 ｾｷﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 山口

8 2 1753 下瀬　裕 (1) 誠英 12.01 8 2 1995 関谷　真吾 (1) 萩商工 11.98

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

1 8 1750 小笹　幸平 (1) 西京 10.95
ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口

2 3 1181 中　惇太 (2) 宇部 10.95
ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口

3 6 1343 員本　曉 (2) 下関中央工 11.05
ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口

4 4 1103 安村　樹輝 (2) 誠英 11.12
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 山口

5 2 1430 川端　直弥 (1) 大津 11.27
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口

6 7 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城 11.41
ﾅｶﾉ ﾕｳﾏ 山口

7 1 1282 中野 祐麻 (2) 西市 11.45
ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口

8 5 1896 大田　大介 (1) 下関商 11.50

風: +2.9

風: +0.3

風: +4.0 風: +3.7

風: +2.1 風: +3.2

凡例 DNS：欠場



男子200m

9月20日 11:00 予選
日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月20日 12:55 準決
山口県高校記録 (YR) 21.26 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998 9月20日 13:55 決勝
大会記録 (GR) 21.81 藤村　佳孝 (早鞆) 2000

予選 10組2着+4

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

ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口
1 4 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 24.03 Q 1 5 1343 員本　曉 (2) 下関中央工 24.08 Q

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾂﾙ ﾔﾏﾄ 山口
2 8 1896 大田　大介 (1) 下関商 24.68 Q 2 4 1901 津留　大和 (2) 豊浦 24.62 Q

ﾅﾂｱｷ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口
3 7 1726 夏秋　大介 (2) 聖光 25.06 3 3 2045 松岡　昇平 (1) 岩国工 24.88

ﾋｻﾂｸﾞ ﾕｳｽｹ 山口 ｵｸ ﾕｳｼﾞ 山口
4 6 2162 久次　悠介 (1) 徳山 25.27 6 1227 奥　佑嗣 (1) 小野田 DSQ

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山口 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝﾀ 山口
5 3 1791 中村　優介 (1) 高川学園 25.79 2 1891 丸山　健太 (2) 長府 DNS

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ｼﾞｮｳﾑﾗ ﾏｻｷ 山口
5 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 DNS 8 1997 城村　真規 (1) 萩商工 DNS

ｲｼｵ ﾕｷﾋﾛ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 山口
2 1542 石尾　友希博 (2) 岩国工 DNS 7 2165 松本　燎 (1) 徳山 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

ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 山口
1 5 1103 安村　樹輝 (2) 誠英 24.26 Q 1 8 1733 佐藤　稔 (2) 山口県桜ケ丘 23.77 Q

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ 山口
2 3 1681 北村　洋祐 (1) 徳山商工 24.27 Q 2 5 1279 重谷　了 (2) 田部 24.02 Q

ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山口 ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ 山口
3 4 1828 佐賀　祐介 (1) 宇部 24.47 3 7 1322 宮野　義基 (2) 下関西 24.24 q

ﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 山口 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口
4 2 2169 原　啓一郎 (2) 新南陽 24.75 4 3 1644 井上　雄貴 (2) 下松 24.81

ﾐﾂﾔ ﾃｯﾀ 山口 ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ 山口
5 6 1421 光谷　哲太 (2) 日置農 24.93 5 4 1191 米田　哲 (2) 宇部中央 26.23

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 ｺﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山口
6 7 1868 吉村　優希 (1) 小野田 28.22 6 1 1946 厚東　和馬 (1) 早鞆 26.56

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 山口
8 1431 内山　正芳 (2) 大津 DNS 7 2 1524 品川　貴史 (2) 岩国 26.95

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 山口
8 6 1862 髙橋　昌寛 (1) 慶進 27.52

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

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口
1 4 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城 23.77 Q 1 8 2141 志賀　洵介 (1) 新南陽 23.70 Q

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口
2 3 1736 原田　拓哉 (2) 山口県桜ケ丘 24.17 Q 2 2 2135 大楽　竜矢 (1) 光 24.02 Q

ｻｴｷ ﾅｵﾄ 山口 ﾏﾂｻｷ ｹｲｽｹ 山口
3 8 1368 佐伯　直斗 (2) 下関工 24.53 3 3 1118 松﨑　敬祐 (2) 高川学園 24.57

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ 山口 ｶﾈﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 山口
4 2 2148 竹中　亮 (1) 徳山工高専 25.13 4 7 1806 金原　庄吾 (1) 野田学園 25.45

ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛﾑ 山口 ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 山口
5 7 1040 亀田　大夢 (2) 山口 25.91 5 5 1928 野田　彬広　 (1) 下関西 25.79

ｻｻｷ ﾋﾛｼ 山口 ｶｼﾞｲ ﾕｳﾀ 山口
6 1 1584 佐々木　悠至 (2) 柳井商工 26.53 6 6 1852 梶井　雄太 (1) 香川 27.12

ｸｻｶ ﾘｮｳ 山口 ﾐﾊﾗ ｺｳｽｹ 山口
7 5 1827 日下　　亮 (1) 小野田工 27.64 7 1 2101 三原　康佑 (1) 柳井商工 28.52

ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口 ﾂﾂﾐ ｺｳﾍｲ 山口
6 1181 中　惇太 (2) 宇部 DNS 4 1013 堤　亘平 (2) 防府 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

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｼﾓｾ ﾕｳ 山口
1 5 1750 小笹　幸平 (1) 西京 23.97 Q 1 8 1753 下瀬　裕 (1) 誠英 24.40 Q

ｻｯｶ ﾀｶｱｷ 山口 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口
2 8 1135 雜花　孝彰 (2) 野田学園 24.49 Q 2 6 1642 岩本　大樹 (2) 下松 25.39 Q

ﾋｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 山口 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｷ 山口
3 1 2182 西村　光 (2) 下松工 24.75 3 5 2097 田畑　航希 (1) 柳井 25.68

ｶﾄﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 山口 ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口
4 2 1979 角村　拓也 (1) 日置農 26.26 4 2 1895 小野　優 (1) 下関商 25.75

ｶﾝﾀﾞ ｲｵﾘ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ｿﾗﾝ 山口
5 3 2061 神田　伊織 (1) 熊毛南 27.10 5 1 1851 田辺　空 (1) 小野田工 26.43

ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 山口 ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 山口
6 6 1394 廣田　大二朗 (1) 早鞆 27.70 7 1344 村田　敬一 (2) 下関中央工 DNS

ﾀｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口
4 1563 高本　宏樹 (2) 柳井 DNS 3 1932 西山　圭祐 (1) 下関南 DNS

ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 山口
7 1843 福間　浩二 (1) 厚狭 DNS 4 2136 小林　隆弥 (1) 光 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

風: +3.0 風: +2.9

風: +1.1 風: +2.8

風: +1.9 風: +2.1

風: +1.0 風: +1.4

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子200m

9月20日 11:00 予選
日本高校記録　　 (HR) 20.57 高橋　和裕 (添上・奈良) 1994 9月20日 12:55 準決
山口県高校記録 (YR) 21.26 廣田　賢吾 (山口鴻城) 1998 9月20日 13:55 決勝
大会記録 (GR) 21.81 藤村　佳孝 (早鞆) 2000

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

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

ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口
1 8 1457 岡　忠志 (1) 萩 23.45 Q 1 8 1689 大谷　能広 (2) 徳山商工 23.35 Q

ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口 ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口
2 5 1305 木下　功也 (2) 豊浦 23.66 Q 2 3 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 23.74 Q

ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口
3 3 1925 横山　佳佑 (1) 田部 23.84 q 3 4 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城 23.88 q

ﾔﾂｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山口
4 1 1496 矢次　優大 (2) 奈古 24.32 4 6 1495 小野　優輔 (2) 奈古 24.19 q

ｾｲｷ ﾂﾖｼ 山口 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口
5 4 2181 清木　剛志 (1) 下松工 24.36 5 5 1456 伊藤　直輝 (2) 萩 24.27

ﾓﾃｷﾞ ﾘｭｳﾔ 山口 ｼﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ 山口
6 7 1522 茂手木　竜也 (2) 岩国 24.41 6 7 1254 白松　翔太 (1) 慶進 25.57

ｾｷﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 山口 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 山口
7 2 1995 関谷　真吾 (1) 萩商工 24.42 7 1 1845 村田　一晃 (1) 厚狭 27.16

ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 山口 ﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ 山口
8 6 1854 杉原　祥仁 (1) 香川 26.52 2 1604 谷　光一郎 (1) 熊毛南 DNS

準決 3組2着+2

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

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口
1 6 1750 小笹　幸平 (1) 西京 22.59 Q 1 4 1343 員本　曉 (2) 下関中央工 23.16 Q

ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口
2 5 1689 大谷　能広 (2) 徳山商工 22.84 Q 2 5 1305 木下　功也 (2) 豊浦 23.23 Q

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口
3 2 1896 大田　大介 (1) 下関商 22.98 q 3 6 1457 岡　忠志 (1) 萩 23.28

ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ 山口 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 山口
4 8 1279 重谷　了 (2) 田部 23.15 4 3 1733 佐藤　稔 (2) 山口県桜ケ丘 23.75

ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口
5 4 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 23.80 5 7 2135 大楽　竜矢 (1) 光 23.76

ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口
6 1 1322 宮野　義基 (2) 下関西 24.18 6 2 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城 24.25

ﾂﾙ ﾔﾏﾄ 山口 ｻｯｶ ﾀｶｱｷ 山口
7 7 1901 津留　大和 (2) 豊浦 24.46 7 8 1135 雜花　孝彰 (2) 野田学園 24.30

ｼﾓｾ ﾕｳ 山口 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口
8 3 1753 下瀬　裕 (1) 誠英 24.58 8 1 1642 岩本　大樹 (2) 下松 25.52

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城 23.00 Q ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口

ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口 1 4 1750 小笹　幸平 西京 22.82
2 4 1103 安村　樹輝 (2) 誠英 23.06 Q ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 2 5 1689 大谷　能広 徳山商工 23.15
3 3 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 23.14 q ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口

ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 3 7 1103 安村　樹輝 誠英 23.21
4 5 2141 志賀　洵介 (1) 新南陽 23.63 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口

ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 4 6 1142 原田　晋吾 山口県鴻城 23.32
5 2 1925 横山　佳佑 (1) 田部 23.99 ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 5 3 1343 員本　曉 下関中央工 23.36
6 7 1681 北村　洋祐 (1) 徳山商工 24.07 ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 6 2 1086 松浦　隼斗 西京 23.65
7 8 1736 原田　拓哉 (2) 山口県桜ケ丘 24.34 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口

ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山口 7 1 1896 大田　大介 下関商 23.66
8 1 1495 小野　優輔 (2) 奈古 24.40 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口

8 8 1305 木下　功也 豊浦 24.32

風: -2.8

風: +3.3 風: +0.1

風: +2.4

風: +2.2 風: +2.5

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子400m

日本高校記録　　 (HR) 0.45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005 9月18日 11:30 予選
山口県高校記録 (YR) 0.46.81 濱野　純平 (豊浦) 2007 9月18日 14:30 準決
大会記録 (GR) 0.48.55 松原　哲也 (山口県鴻城) 2008 9月18日 15:55 決勝
大会記録 (GR) 0.48.2 能勢　修 (西京) 1991

予選 10組2着+4

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

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ 山口 ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口
OP 1 1140 松原　哲也 山口県鴻城 0.48.60 1 5 1089 二川　慎太朗 西京 0.53.72 Q

ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ｳｴﾉ ﾏｻﾌﾐ 山口
1 6 1143 桑田　大貴 山口県鴻城 0.52.95 Q 2 6 1276 植野　将史 田部 0.54.46 Q

ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 山口
2 5 2072 河内　翔太 岩国 0.53.10 Q 3 7 1177 大谷　淳 宇部 0.56.00

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 山口
3 4 1681 北村　洋祐 徳山商工 0.54.40 q 4 3 1419 古林　卓麻 日置農 1.04.99

ﾂﾙﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁ 山口 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵﾄ 山口
4 7 1567 鶴谷　龍一 柳井 0.56.55 5 2 1859 松下　直斗 慶進 1.06.20

ｵｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 山口 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳ 山口
5 8 1347 岡村　元貴 下関中央工 0.57.04 8 1833 二宮　涼 香川 DSQ

ｵｸﾄﾞ ｹﾝﾀ 山口 ﾅｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 山口
6 3 1861 奥土　健太 慶進 1.00.15 4 1246 中本　新吾 厚狭 DNS

ﾌｸﾐﾂ ﾕｳﾀﾞｲ 山口
7 2 1942 福光　雄大 下関工 1.01.30

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 ｹｲｲﾁ 山口 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口
1 5 1344 村田　敬一 下関中央工 0.52.42 Q 1 5 1305 木下　功也 豊浦 0.54.15 Q

ｲｼｵ ﾕｷﾋﾛ 山口 ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口
2 4 1542 石尾　友希博 岩国工 0.55.28 Q 2 2 1776 村田　将章 防府 0.54.88 Q

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 山口 ｱｷｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 山口
3 7 1581 鈴木　優仁 柳井商工 0.55.53 3 4 1376 秋枝　祐介 豊北 0.56.34

ﾄﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 山口 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山口
4 2 1325 酉川　翼 下関西 0.56.79 4 3 1769 野村　龍二 山口中央 0.56.70

ｼﾏﾅｶ ｹﾝﾄ 山口 ｳﾀｼﾏ ｹﾝｼﾛｳ 山口
5 8 2041 嶋中　健人 大島商船 0.59.55 5 8 1274 歌島　賢士郎 田部 0.59.10

ｵｶﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ｿﾗﾝ 山口
6 6 2103 岡野　龍之介 柳井 1.03.15 6 6 1851 田辺　空 小野田工 1.01.13

ﾌｶﾐ ﾊﾔﾃ 山口 ﾁﾁﾞｲﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 山口
3 1977 冨賀見　颯 萩 DNS 7 1506 千々岩　秀隆 大島商船 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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口
1 4 2136 小林　隆弥 光 0.53.29 Q 1 1 1434 吉田　嗣也 大津 0.54.70 Q

ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 山口 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口
2 6 1098 田中　利紀 誠英 0.54.41 Q 2 2 1644 井上　雄貴 下松 0.55.75 Q

ﾏｴﾉ ｶｽﾞｷ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 山口
3 2 1136 前野　一樹 野田学園 0.55.04 q 3 4 1031 松田　和久 防府商 0.56.81

ﾔﾏｶｹﾞ ｼﾝﾔ 山口 ｾｲｷ ﾌﾐﾋｺ 山口
4 3 1996 山影　晋也 萩商工 0.57.10 4 5 1660 清木　史彦 下松工 0.58.70

ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳ 山口 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口
5 1 1324 塚本　瞭 下関西 0.57.32 5 6 1336 福田　大樹 下関中等 0.59.02

ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 山口
6 5 1790 緒方　大樹 高川学園 1.00.12 6 7 1921 西村　仁孝 下関工 1.06.25

ﾅｶﾞｲ ｹｲｼ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口
7 7 1491 長井　慧矢 奈古 1.01.56 3 1144 奈良崎　基 山口県鴻城 DNS

ﾏﾂﾌｼﾞ ｱｷﾗ 山口 ﾊﾔｼ ﾊﾞﾝﾘ 山口
8 2053 松藤　徹 熊毛南 DNS 8 2177 林　万理 徳山 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

ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口 ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ 山口
1 5 2045 松岡　昇平 岩国工 0.54.89 Q 1 1 1633 逸見　渓太郎 光 0.53.33 Q

ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口
2 1 1456 伊藤　直輝 萩 0.56.20 Q 2 4 1379 大田　圭輔 下関商 0.54.52 Q

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ﾒｲﾁ ﾘｮｳﾏ 山口
3 4 1437 山田　拓哉 大津 0.56.41 3 5 1335 明智　亮磨 下関中等 0.55.73

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 山口 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 山口
4 2 1229 清水　仁人 小野田 1.00.81 4 2 1664 岡本　豊 下松工 0.56.85

ｲｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 山口
5 3 2154 池田　忠貴 徳山商工 1.04.18 5 6 1792 藤本　彰 高川学園 0.57.16

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ 山口
6 1044 小田　遼太朗 山口 DNS 6 8 1264 松田　創 香川 0.58.98

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 山口
7 1526 宮本　翔太 岩国 DNS 7 3 1497 森田　博之 奈古 0.59.39

ｶﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ 山口 ｵｵﾄﾓ ｹﾞﾝｷ 山口
8 1646 川原　佳祐 下松 DNS 7 1310 大友　元気 長府 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場 1/2



男子400m

日本高校記録　　 (HR) 0.45.47 金丸　祐三 (大阪・大阪) 2005 9月18日 11:30 予選
山口県高校記録 (YR) 0.46.81 濱野　純平 (豊浦) 2007 9月18日 14:30 準決
大会記録 (GR) 0.48.55 松原　哲也 (山口県鴻城) 2008 9月18日 15:55 決勝
大会記録 (GR) 0.48.2 能勢　修 (西京) 1991

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

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

ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ 山口 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 山口
1 5 1577 松川　義明 柳井商工 0.54.63 Q 1 5 1733 佐藤　稔 山口県桜ケ丘 0.53.13 Q

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ｼﾏﾀ ﾀｸﾔ 山口
2 4 1751 増野　尚樹 西京 0.54.82 Q 2 8 1978 嶋田　拓弥 日置農 0.55.25 Q

ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口
3 7 1303 古永　大智 豊浦 0.54.84 q 3 4 1778 水津　尚貴 防府 0.55.30 q

ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 山口
4 3 1788 三宅　勇樹 防府商 0.55.74 4 6 1178 尾川　雄大 宇部 0.55.93

ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 山口 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口
5 1 2150 川部　純 徳山工高専 0.56.98 5 3 1132 瀬田　大樹 山口中央 0.56.88

ｶﾘﾉ ﾅｵｷ 山口 ﾖｼﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ 山口
6 8 1844 狩野　直樹 厚狭 1.00.34 6 2 1798 吉松　是 野田学園 0.59.03

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 山口 ﾅｶﾂｶ ｶｽﾞｷ 山口
7 2 1800 小林　悠亮 誠英 1.00.46 7 7 1948 中塚　和希 豊北 1.01.92

ｻｻｷ ﾕｷﾋﾛ 山口 ｵｶｼﾞﾏ ﾅｵｷ 山口
6 1414 佐々木　幸広 青嶺 DNS 1 1985 岡島　直樹 青嶺 DNS

準決 3組2着+2

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

ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ
1 3 1089 二川　慎太朗 西京 0.52.21 Q 1 5 1143 桑田　大貴 山口県鴻城 0.51.59 Q

ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ ｵｵﾀ ｹｲｽｹ
2 4 1344 村田　敬一 下関中央工 0.52.87 Q 2 7 1379 大田　圭輔 下関商 0.52.73 Q

ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ
3 5 1305 木下　功也 豊浦 0.52.93 q 3 6 2072 河内　翔太 岩国 0.53.01 q

ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ ﾏｴﾉ ｶｽﾞｷ
4 2 1778 水津　尚貴 防府 0.54.95 4 2 1136 前野　一樹 野田学園 0.54.41

ｳｴﾉ ﾏｻﾌﾐ ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ
5 7 1276 植野　将史 田部 0.55.00 5 3 1633 逸見　渓太郎 光 0.54.68

ﾀﾅｶ ﾄｼｷ ｲﾄｳ ﾅｵｷ
6 6 1098 田中　利紀 誠英 0.55.02 6 1 1456 伊藤　直輝 萩 0.55.82

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ ｼﾏﾀ ﾀｸﾔ
7 1 1644 井上　雄貴 下松 0.55.84 7 8 1978 嶋田　拓弥 日置農 0.57.01

ｲｼｵ ﾕｷﾋﾛ ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ
8 8 1542 石尾　友希博 岩国工 0.56.57 8 4 1577 松川　義明 柳井商工 0.58.82

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 1434 吉田　嗣也 大津 0.52.44 Q ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口

ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 1 3 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城 0.51.26
2 3 2045 松岡　昇平 岩国工 0.52.68 Q ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口

ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 2 2 1305 木下　功也 (2) 豊浦 0.51.76
3 4 1733 佐藤　稔 山口県桜ケ丘 0.53.07 ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 3 5 1089 二川　慎太朗 (2) 西京 0.52.12
4 7 1776 村田　将章 防府 0.53.87 ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口

ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 4 6 1434 吉田　嗣也 (2) 大津 0.52.76
5 1 1303 古永　大智 豊浦 0.53.99 ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 山口

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 5 7 1344 村田　敬一 (2) 下関中央工 0.52.87
6 2 1681 北村　洋祐 徳山商工 0.54.30 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 6 4 2045 松岡　昇平 (1) 岩国工 0.53.43
8 1751 増野　尚樹 西京 DNS ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 7 1 2072 河内　翔太 (1) 岩国 0.53.55
5 2136 小林　隆弥 光 DNS ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口

8 8 1379 大田　圭輔 (1) 下関商 0.53.88

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場 2/2



男子800m

9月19日 14:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 9月20日 11:55 準決
山口県高校記録 (YR) 1.50.18 林　　猛志 (宇部鴻城) 1984 9月20日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 1.53.80 玉川　裕一 (萩工) 1999

予選 9組2着+6

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

ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山口

1 3 1382 村中　洸輝 (2) 下関商 2.04.45 Q 1 10 1603 藤川　和矢 (2) 高水 2.07.45 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓﾀﾛｳ 山口 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 山口

2 4 1687 中村　桃太郎 (1) 徳山商工 2.05.66 Q 2 4 1098 田中　利紀 (2) 誠英 2.08.53 Q
ｼｹﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 山口 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 山口

3 9 1251 重本　佳祐 (1) 宇部鴻城 2.06.86 q 3 3 1474 山崎　椋太 (2) 萩商工 2.09.72
ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ 山口 ｲｼｸﾞﾛ ｶﾂﾐ 山口

4 6 1182 岩崎　暁 (2) 宇部 2.08.82 q 4 7 1763 石黒　克巳 (1) 高川学園 2.10.56
ﾔﾂｷﾞ ﾜﾀﾙ 山口 ﾋｳﾗ ｷｮｳｲﾁ 山口

5 7 2001 矢次　航 (1) 萩商工 2.12.55 5 8 1645 日浦　亨一 (2) 下松 2.14.10
ｼﾏﾅｶ ｹﾝﾄ 山口 ｷｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ 山口

6 10 2041 嶋中　健人 (1) 大島商船 2.13.13 6 5 2012 木嶋　優 (1) 大津 2.16.65
ｵｶﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 ﾔﾅｲ ｼｭﾝｽｹ 山口

7 5 1413 岡村　直希 (2) 青嶺 2.13.28 7 1 1824 柳井　駿佑 (1) 小野田工 2.21.94
ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山口 ﾔﾏｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口

8 2 2081 坂本　貴寛 (1) 岩国工 2.26.04 8 9 1804 山家　大地 (2) 野田学園 2.27.27
ﾐﾔﾋｻ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 山口

9 1 1855 宮久　和大 (1) 香川 2.31.58 9 2 1619 中本　凌輔 (2) 徳山工高専 2.31.34
ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 山口 ﾂｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 山口

8 1278 福永　孝治 (2) 田部 DNS 6 1507 佃　匠 (2) 大島商船 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

ｻｶﾞﾗ ﾄｼｷ 山口 ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 山口

1 5 1378 相良　敏貴 (2) 豊北 2.05.86 Q 1 9 1531 河角　敬太 (2) 岩国 2.07.81 Q
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口 ｱﾕｶﾜ ﾀｶｽﾐ 山口

2 3 1192 西田　遼 (2) 宇部中央 2.11.48 Q 2 7 1759 鮎川　隆澄 (1) 山口 2.08.59 Q
ｵﾘｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山口 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口

3 7 1823 折口　太一 (2) 小野田工 2.15.50 3 2 1132 瀬田　大樹 (1) 山口中央 2.10.25
ﾀﾏｽ ﾃﾂﾔ 山口 ｸﾜﾉ ﾖｳｽｹ 山口

4 9 1575 田増　哲也 (2) 柳井商工 2.18.61 4 8 1786 桑野　洋輔 (1) 防府商 2.10.42
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 山口 ﾔﾏｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ 山口

5 8 1907 児嶋　孝晃 (1) 豊浦 2.19.80 5 3 1712 山重　貴宏 (2) 光丘 2.14.89
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 山口 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾌﾐ 山口

6 1 2096 林　　優之 (1) 柳井 2.21.76 6 1 2021 鈴木　典郁 (1) 奈古 2.19.05
ｲｻｶ ｶｽﾞﾎ 山口 ﾀｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 山口

7 2 1837 居阪　一歩 (1) 宇部工 2.22.09 7 5 1137 髙田　隼輔 (1) 誠英 2.25.46
ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山口 ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾔ 山口

8 10 1864 岩本　享大 (1) 小野田 2.27.06 8 4 1838 村岡　和也 (1) 宇部工 2.30.08
ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 山口 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口

9 4 1768 長松　大智 (1) 山口中央 2.32.17 9 10 1336 福田　大樹 (2) 下関中等 2.38.41
ｵｷﾀ ﾏｺﾄ 山口 ｱｻｸﾗ ﾀｶﾏｻ 山口

6 2178 沖田　諒 (1) 光丘 DNS 6 1198 朝倉　孝征 (1) 宇部西 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

ﾔﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山口 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口

1 9 1745 山野　一輝 (1) 西京 2.04.92 Q 1 7 1777 宮村　優太 (1) 防府 2.05.70 Q
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 山口

2 5 1039 藤村　直樹 (2) 山口 2.05.40 Q 2 2 1085 大谷　宥喜 (2) 西京 2.06.41 Q
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳ 山口 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山口

3 6 1324 塚本　瞭 (2) 下関西 2.07.97 q 3 3 1250 織田　一輝 (1) 慶進 2.06.87 q
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾍｲ 山口 ｶﾜﾀ ｼｮｳｷ 山口

4 1 1662 藤井　隆平 (1) 下松工 2.12.85 4 5 2063 河田　将輝 (1) 岩国 2.12.19
ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ 山口 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 山口

5 8 2055 山根　誠弘 (1) 柳井商工 2.16.39 5 1 1931 田中　諒 (1) 下関西 2.13.74
ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ﾔｽｱｷ 山口 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｷ 山口

6 2 1342 永冨　靖晃 (2) 下関中央工 2.19.80 6 4 1271 吉本　夕貴 (2) 田部 2.16.93
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山口 ﾀｶﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 山口

7 7 1490 山本　隆寛 (2) 奈古 2.22.20 7 8 2164 高村　竜輔 (1) 徳山 2.23.53
ｲﾁｶﾜ ｿｳｽｹ 山口 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 山口

8 3 2158 市川　奏祐 (1) 聖光 2.23.39 8 9 1364 井上　雄二 (2) 下関工 2.35.01
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 山口 ｱﾏﾉ ﾕｳｽｹ 山口

4 1419 古林　卓麻 (1) 日置農 DSQ 9 6 1980 天野　雄介 (1) 日置農 2.41.89

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 ﾀｶﾋｻ 山口 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口

1 1 1262 綿部　崇久 (1) 慶進 2.04.87 Q 1 3 1547 西川　雄基 (2) 岩国工 2.08.25 Q
ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山口 ｶﾔﾊﾗ ﾖｼｷ 山口

2 6 2050 國本　達磨 (1) 柳井 2.05.20 Q 2 8 1634 萱原　良樹 (2) 光 2.08.81 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口

3 8 1677 山田　彬史 (2) 徳山 2.06.65 q 3 4 1383 原田　宗一郎　 (1)下関商 2.10.22
ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ 山口 ｵｸﾉ ﾄﾓｷ 山口

4 7 1304 三井田　与夢 (2) 豊浦 2.09.16 q 4 7 1783 奥野　友基 (1) 防府商 2.12.29
ｶﾜｻｷ ｺﾞｳ 山口 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｳｽｹ 山口

5 9 1122 川﨑 剛 (2) 高川学園 2.16.40 5 9 1656 長光　優典 (2) 下松工 2.12.61
ｶﾂﾗ ﾚﾝﾔ 山口 ﾊﾏﾅｶ ﾋｻｼ 山口

6 2 2127 桂　怜也 (1) 聖光 2.20.16 6 6 1401 濱中　恒志 (1) 早鞆 2.30.69
ｵﾘﾀ ﾕｲﾄ 山口 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 山口

7 5 1982 織田　唯斗 (1) 青嶺 2.22.56 7 2 1835 大野　悟 (1) 宇部商 2.36.47
ｱﾘﾐﾂ ﾄｼｷ 山口 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 山口

8 3 1940 有光　寿樹 (1) 下関工 2.24.97 1 1976 西山　真史 (1) 萩 DNS
ﾑﾗﾔ ﾕｳﾀﾛｳ 山口 ﾊﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ 山口

9 4 1856 村谷　侑太郎 (1) 香川 2.36.87 5 2176 幡多　秀政 (1) 徳山商工 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格



男子800m

9月19日 14:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 1.48.50 佐藤　清治 (佐久長聖・長野) 1999 9月20日 11:55 準決
山口県高校記録 (YR) 1.50.18 林　　猛志 (宇部鴻城) 1984 9月20日 14:15 決勝
大会記録 (GR) 1.53.80 玉川　裕一 (萩工) 1999

予選 9組2着+6

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 山口

1 4 1180 長井　恭平 (2) 宇部 2.07.31 Q
ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾖｼ 山口

2 6 1628 市川　達喜 (2) 光 2.08.22 Q
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾏ 山口

3 7 1014 山下　総真 (1) 防府 2.11.62
ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 山口

4 1 1974 片山　遼一 (1) 萩 2.11.69
ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 山口

5 8 1782 杉山　直樹 (1) 山口県鴻城 2.13.57
ﾏｼﾉ ﾋﾛﾌﾐ 山口

6 2 1433 増野　裕文 (2) 大津 2.13.86
ｶｷｻｶ ﾀｹｼ 山口

7 3 1836 垣坂　武志 (1) 宇部商 2.32.58
ｵｶﾓﾄ ｶｵﾙ 山口

8 9 2018 岡本　薫 (1) 長門 2.37.92
ｷｼｶﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 山口

5 2144 岸川　将大 (1) 下松 DSQ

準決 3組2着+2

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

ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口 ｻｶﾞﾗ ﾄｼｷ 山口

1 4 1382 村中　洸輝 (2) 下関商 2.00.11 Q 1 5 1378 相良　敏貴 (2) 豊北 2.02.18 Q
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山口 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ 山口

2 6 1603 藤川　和矢 (2) 高水 2.00.91 Q 2 6 1039 藤村　直樹 (2) 山口 2.02.33 Q
ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 山口 ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 山口

3 8 1085 大谷　宥喜 (2) 西京 2.02.44 q 3 4 1531 河角　敬太 (2) 岩国 2.02.54 q
ｶﾔﾊﾗ ﾖｼｷ 山口 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 山口

4 7 1634 萱原　良樹 (2) 光 2.06.70 4 3 1262 綿部　崇久 (1) 慶進 2.04.07
ﾅｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 山口 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾖｼ 山口

5 3 1180 長井　恭平 (2) 宇部 2.07.78 5 7 1628 市川　達喜 (2) 光 2.05.58
ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 山口 ｼｹﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 山口

6 2 1677 山田　彬史 (2) 徳山 2.07.98 6 1 1251 重本　佳祐 (1) 宇部鴻城 2.06.51
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓﾀﾛｳ 山口 ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ 山口

7 5 1687 中村　桃太郎 (1) 徳山商工 2.10.91 7 2 1182 岩崎　暁 (2) 宇部 2.08.78
ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ 山口 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口

1 1304 三井田　与夢 (2) 豊浦 DNS 8 8 1192 西田　遼 (2) 宇部中央 2.09.01

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山口

1 6 1745 山野　一輝 (1) 西京 2.01.96 Q
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口

2 4 1547 西川　雄基 (2) 岩国工 2.02.35 Q
ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 山口

3 3 2050 國本　達磨 (1) 柳井 2.02.60
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 山口

4 7 1098 田中　利紀 (2) 誠英 2.05.40
ｱﾕｶﾜ ﾀｶｽﾐ 山口

5 8 1759 鮎川　隆澄 (1) 山口 2.05.43
ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山口

6 1 1250 織田　一輝 (1) 慶進 2.06.91
ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口

7 5 1777 宮村　優太 (1) 防府 2.07.78
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳ 山口

8 2 1324 塚本　瞭 (2) 下関西 2.17.67

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口

1 6 1382 村中　洸輝 (2) 下関商 1.55.24
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山口

2 4 1603 藤川　和矢 (2) 高水 1.59.79
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ 山口

3 8 1039 藤村　直樹 (2) 山口 2.00.13
ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 山口

4 1 1085 大谷　宥喜 (2) 西京 2.00.91
ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 山口

5 2 1531 河角　敬太 (2) 岩国 2.01.02
ｻｶﾞﾗ ﾄｼｷ 山口

6 3 1378 相良　敏貴 (2) 豊北 2.01.88
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口

7 7 1547 西川　雄基 (2) 岩国工 2.02.91
ﾔﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山口

8 5 1745 山野　一輝 (1) 西京 2.05.39

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18日 12:40 予選
山口県高校記録 (YR) 3.51.09 梅木　蔵雄 (宇部鴻城) 1993 9月18日 16:15 決勝
大会記録 (GR) 3.56.06 秋枝　靖幸 (西京) 2002

予選 5組2着+6

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

ﾏﾂﾀﾞ ﾂｶｻ 山口 ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口
1 18 1377 松田　司 (2) 豊北 4.12.76 Q 1 13 1762 津田　修也 (1) 山口 4.18.11 Q

ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 山口
2 7 1547 西川　雄基 (2) 岩国工 4.14.32 Q 2 5 1085 大谷　宥喜 (2) 西京 4.18.76 Q

ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｽｹ 山口 ｻｶﾞﾗ ﾄｼｷ 山口
3 8 1729 吉本　泰輔 (2) 聖光 4.14.53 q 3 17 1378 相良　敏貴 (2) 豊北 4.19.47

ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾄ 山口
4 4 1383 原田　宗一郎　 (1)下関商 4.19.28 4 6 2132 久田　尚人 (1) 光 4.24.04

ｺﾀﾞﾏ ﾀﾛｳ 山口 ﾀﾅｶ ﾏｻﾀｶ 山口
5 13 2133 小玉　太郎 (1) 光 4.20.07 5 8 1641 田中　将貴 (2) 下松 4.26.72

ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｽｹ 山口 ﾌｼﾞﾅｶ ｻﾄｼ 山口
6 19 1043 杉浦　悠介 (1) 山口 4.21.44 6 16 1060 藤中　諭 (2) 防府西 4.28.77

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ 山口 ｼﾓﾉ ﾋﾛｷ 山口
7 1 1065 竹内 和也 (2) 防府西 4.21.60 7 19 1326 下野　博紀 (2) 下関西 4.28.90

ﾀﾊﾗ ｹｲｽｹ 山口 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口
8 14 1483 田原　啓介 (2) 萩商工 4.28.11 8 15 1192 西田　遼 (2) 宇部中央 4.32.34

ｲｼｲ ﾀｶｼ 山口 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 山口
9 9 1253 石井　孝 (2) 宇部鴻城 4.29.24 9 14 1158 吉永　拓磨 (2) 宇部工高専 4.34.06

ﾌｼﾞﾅｶ ﾜﾀﾙ 山口 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山口
10 2 1223 藤中　渉 (2) 小野田 4.29.73 10 12 1106 内田　智大 (2) 誠英 4.40.76

ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山口 ｲｼﾀﾆ ﾅｵｷ 山口
11 10 1265 藤田　隼人 (2) 香川 4.37.56 11 11 1208 石谷　直毅 (2) 宇部 4.42.01

ｼｹﾞﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 山口 ﾐﾔｵｶ ｹｲﾀ 山口
12 11 1248 繁永　健太 (1) 宇部鴻城 4.39.66 12 18 2069 宮岡　敬太 (1) 岩国 4.45.53

ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 ｵﾘｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山口
13 12 1271 吉本　夕貴 (2) 田部 4.42.54 13 4 1823 折口　太一 (2) 小野田工 4.51.58

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 山口
14 6 1312 森田　和洋 (2) 長府 4.46.78 14 3 1893 吉田　将斗 (1) 下関中等 4.51.62

ﾋﾛﾀ ｼｮｳ 山口 ｽｽﾞｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 山口
15 16 2008 廣田　翔 (1) 大津 4.50.83 15 1 1285 鈴川　祥平 (2) 西市 5.00.85

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ 山口 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口
16 3 1165 松本　渓 (2) 宇部工高専 4.55.13 16 10 2168 宮長　大輔 (1) 徳山 5.02.14

ｸﾆﾓﾄ ｹﾝﾀ 山口 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 山口
17 5 1216 国本　健太 (1) 宇部工 4.55.70 17 9 1865 熊谷　直志 (1) 小野田 5.13.44

ｶｷｻｶ ﾀｹｼ 山口 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾙ 山口
18 17 1836 垣坂　武志 (1) 宇部商 5.00.38 18 7 2018 岡本　薫 (1) 長門 5.17.28

ﾌｼﾞﾀ ﾏｺﾄ 山口 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 山口
19 15 1943 藤田　真 (1) 下関工 5.07.17 2 1245 伊東　駿 (2) 厚狭 DNS

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

ｷｼﾓﾄ ﾓﾄｷ 山口 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口
1 10 1087 岸本　基希 (2) 西京 4.13.87 Q 1 3 1764 繁永　博行 (1) 高川学園 4.15.48 Q

ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口 ｷｳﾗ ﾏｻﾐﾁ 山口
2 3 1476 斉藤　秀徳 (2) 萩商工 4.14.47 Q 2 9 1576 木浦　祐典 (2) 柳井商工 4.16.76 Q

ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口 ﾄｻｶ ｹﾝﾀ 山口
3 5 1777 宮村　優太 (1) 防府 4.15.82 q 3 7 1015 兜坂　健太 (2) 防府 4.17.07 q

ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 山口 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口
4 16 1262 綿部　崇久 (1) 慶進 4.19.63 4 18 1511 岡元　海人 (2) 周防大島 4.20.54

ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山口 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山口
5 11 2157 江浪　修平 (1) 下松 4.21.33 5 11 1250 織田　一輝 (1) 慶進 4.24.26

ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 山口 ｸﾜﾉ ﾖｳｽｹ 山口
6 9 1029 高松　亮一 (2) 防府商 4.23.14 6 6 1786 桑野　洋輔 (1) 防府商 4.24.53

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 山口 ｸﾆｽｴ ﾀｸｼ 山口
7 13 1929 小林　駿介 (1) 下関西 4.25.30 7 14 1366 國末　拓之 (2) 下関工 4.24.68

ｶﾈﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 山口
8 14 2095 兼森　智之 (1) 柳井 4.31.85 8 1 1702 山田　裕士 (2) 南陽工 4.33.71

ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 山口 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 山口
9 12 2064 福島　正典 (1) 岩国 4.32.10 9 13 1974 片山　遼一 (1) 萩 4.34.25

ｵｵｶﾞ ｱﾂｼ 山口 ｽｴﾀｹ ﾕｳｷ 山口
10 4 1206 大賀　厚志 (1) 宇部 4.33.15 10 12 1494 末竹　裕基 (2) 奈古 4.38.85

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓﾀﾛｳ 山口
11 6 1701 藤井　智弘 (2) 南陽工 4.40.85 11 2 1687 中村　桃太郎 (1) 徳山商工 4.43.40

ｲｿﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 山口 ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ﾔｽｱｷ 山口
12 15 1680 磯部　泰碩 (2) 徳山 4.41.29 12 17 1342 永冨　靖晃 (2) 下関中央工 4.44.12

ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 山口 ﾀｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 山口
13 2 1897 佐藤　亮弥 (1) 下関商 4.41.90 13 8 1137 髙田　隼輔 (1) 誠英 4.47.13

ｲｻｶ ｶｽﾞﾎ 山口 ﾔﾏｶﾄﾞ ｶｲ 山口
14 8 1837 居阪　一歩 (1) 宇部工 4.48.70 14 10 2149 山門　架偉 (1) 徳山工高専 4.47.70

ｶﾈｺ ﾂﾊﾞｻ 山口 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 山口
15 19 1919 金子　翼 (1) 西市 4.53.65 15 15 1659 江藤　純己 (1) 下松工 4.55.94

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 山口
16 18 2024 上田　祐輝 (1) 奈古 6.04.40 16 16 2091 藤井　雅忠 (1) 田布施農 5.01.39

ｱｻｸﾗ ﾀｶﾏｻ 山口 ﾐﾔﾋｻ ｶｽﾞﾋﾛ 山口
17 1198 朝倉　孝征 (1) 宇部西 DNS 17 4 1855 宮久　和大 (1) 香川 5.12.40

ｵｵﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 山口 ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ 山口
7 1409 大田　眞永 (2) 青嶺 DNS 5 1304 三井田　与夢 (2) 豊浦 DNS

ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 山口
1 1768 長松　大智 (1) 山口中央 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

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18日 12:40 予選
山口県高校記録 (YR) 3.51.09 梅木　蔵雄 (宇部鴻城) 1993 9月18日 16:15 決勝
大会記録 (GR) 3.56.06 秋枝　靖幸 (西京) 2002

予選 5組2着+6

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 山口
1 12 1693 木村　直樹 (2) 徳山商工 4.16.38 Q

ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山口
2 5 1603 藤川　和矢 (2) 高水 4.16.44 Q

ﾅﾜﾀ ﾕｳｽｹ 山口
3 1 1417 縄田　祐輔 (2) 青嶺 4.17.85 q

ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾚｲ 山口
4 14 1241 千々松　励 (2) 厚狭 4.17.86 q

ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口
5 11 2054 水間　翔平 (1) 柳井商工 4.18.04 q

ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 山口
6 3 1121 田中　健斗 (2) 高川学園 4.21.11

ｶﾅﾔ ｹﾝｼﾞ 山口
7 10 1197 金谷　健司 (2) 宇部商 4.25.03

ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 山口
8 16 1455 岡本　佳哲 (2) 萩 4.31.64

ﾅﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 山口
9 17 1561 成川　祐太 (1) 柳井 4.32.08

ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 山口
10 15 2013 木村　建斗 (1) 大津 4.33.89

ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 山口
11 7 1782 杉山　直樹 (1) 山口県鴻城 4.35.47

ﾑﾗｶﾐ ﾃﾂｼﾞ 山口
12 13 2126 村上　徹次 (1) 聖光 4.39.15

ｵｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口
13 18 2086 奥元　翔太 (1) 岩国工 4.49.19

ｱﾗｷ ｹﾝﾀ 山口
14 6 1596 荒木　健太 (2) 田布施農 4.52.16

ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｻｸ 山口
15 2 2172 林田　耕作 (1) 徳山工高専 4.53.12

ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 山口
16 8 1908 佐々木　秀彰 (1) 豊浦 5.01.96

ﾀﾋﾗ ｼｭｳﾍｲ 山口
17 4 1825 田平　就平 (1) 小野田工 5.19.10

ﾔﾏｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口
9 1804 山家　大地 (2) 野田学園 DNS

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾞ ﾂｶｻ 山口

1 8 1377 松田　司 (2) 豊北 3.56.01 NGR
ｷｳﾗ ﾏｻﾐﾁ 山口

2 3 1576 木浦　祐典 (2) 柳井商工 4.05.35
ｷｼﾓﾄ ﾓﾄｷ 山口

3 13 1087 岸本　基希 (2) 西京 4.05.49
ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 山口

4 11 1693 木村　直樹 (2) 徳山商工 4.05.58
ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口

5 16 2054 水間　翔平 (1) 柳井商工 4.07.39
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口

6 2 1476 斉藤　秀徳 (2) 萩商工 4.09.73
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口

7 10 1762 津田　修也 (1) 山口 4.11.42
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口

8 4 1764 繁永　博行 (1) 高川学園 4.12.60
ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 山口

9 7 1085 大谷　宥喜 (2) 西京 4.12.96
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山口

10 12 1603 藤川　和矢 (2) 高水 4.16.95
ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口

11 15 1777 宮村　優太 (1) 防府 4.18.27
ﾄｻｶ ｹﾝﾀ 山口

12 1 1015 兜坂　健太 (2) 防府 4.22.81
ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｽｹ 山口

13 5 1729 吉本　泰輔 (2) 聖光 4.27.19
ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾚｲ 山口

14 9 1241 千々松　励 (2) 厚狭 4.27.93
ﾅﾜﾀ ﾕｳｽｹ 山口

15 6 1417 縄田　祐輔 (2) 青嶺 4.42.08
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口

16 14 1547 西川　雄基 (2) 岩国工 4.52.77

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19日 11:10 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) 14.30.04 本多　浩隆 (下松) 2002

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

ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口

1 23 1743 藤井　翔太 西京 15.20.97 1 12 1452 吉田　凌 萩 16.43.10
ｻｻｲ ﾋﾛﾌﾐ 山口 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 山口

2 8 1119 笹井　裕史　 高川学園 15.21.62 2 17 2074 永田　悠? 岩国 16.49.15
ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口 ｶﾅﾔ ｹﾝｼﾞ 山口

3 17 2054 水間　翔平 柳井商工 15.21.95 3 6 1197 金谷　健司 宇部商 16.51.06
ｵｵﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 山口 ﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ 山口

4 19 1409 大田　眞永 青嶺 15.21.96 4 18 1548 田村　剛 岩国工 16.54.06
ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山口 ﾔｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 山口

5 25 1679 樫部　直人 徳山 15.22.04 5 13 1045 八木　翔平 山口 16.54.59
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口 ﾌｼﾞﾊﾏ ﾄﾓﾔ 山口

6 4 1762 津田　修也 山口 15.29.47 6 28 1930 藤濱　朋哉 下関西 17.05.33
ﾏﾂﾀﾞ ﾂｶｻ 山口 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 山口

7 30 1377 松田　司 豊北 15.31.54 7 16 1158 吉永　拓磨 宇部工高専 17.06.33
ﾂﾉ ﾀｲﾍｲ 山口 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口

8 13 1631 都野　泰平 光 15.34.51 8 29 1286 金田　卓也 西市 17.07.74
ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 ｲﾜﾐ ﾅｵﾔ 山口

9 7 1693 木村　直樹 徳山商工 15.38.19 9 19 2049 岩見　直弥 柳井 17.13.05
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 山口 ｸﾆｽｴ ﾀｸｼ 山口

10 9 1117 藤井　祐希 高川学園 15.40.14 10 1 1366 國末　拓之 下関工 17.17.97
ﾐｽﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 山口 ﾌｼﾞﾅｶ ﾜﾀﾙ 山口

11 22 1691 水原　航太 徳山商工 15.41.30 11 27 1223 藤中　渉 小野田 17.30.51
ｺﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山口

12 29 1739 郷　貴徳 西京 15.49.86 12 8 1176 橋本　貴裕 宇部 17.42.96
ｷｳﾗ ﾏｻﾐﾁ 山口 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 山口

13 16 1576 木浦　祐典 柳井商工 15.52.88 13 5 2173 升田　恒佑 徳山工高専 17.46.56
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 山口 ｳｴﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山口

14 27 1063 高木　涼 防府西 15.54.51 14 24 2010 植山　一輝 大津 17.49.29
ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼ 山口 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 山口

15 1 1530 濱田　高志 岩国 15.56.16 15 7 2094 笹木　真吾 柳井 17.50.55
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口 ｱｵｷ ｹﾝﾄ 山口

16 3 1511 岡元　海人 周防大島 15.57.60 16 4 1019 青木　研斗 防府 17.53.47
ｱｷﾄﾓ ﾀｶﾅﾘ 山口 ﾀﾅｶ ﾚｵ 山口

17 12 1632 秋友　貴成 光 16.01.49 10 1028 田中　麗央 防府商 NM
ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｽｹ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 山口

18 5 1729 吉本　泰輔 聖光 16.08.24 3 1174 渡辺　圭佑 宇部 NM
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 山口

19 18 1064 橋本　幸平 防府西 16.16.29 21 1215 東　悠太 宇部工 NM
ﾄｻｶ ｹﾝﾀ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 山口

20 2 1015 兜坂　健太 防府 16.20.88 26 1218 藤田　雄多郎 宇部工 NM
ﾋﾗｾ ｲｸﾐ 山口 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 山口

21 6 1999 平瀬　郁巳 萩商工 16.23.47 32 1235 徳永　達矢 小野田工 NM
ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｽｹ 山口 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾔ 山口

22 26 1327 金田　陽佑 下関西 16.25.90 22 1237 森本　琢也 小野田工 NM
ﾊﾏﾉ ﾀﾂﾔ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾄﾑ 山口

23 28 1606 濱野　達也 高水 16.25.91 30 1252 藤本　力 宇部鴻城 NM
ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 山口 ｽｽﾞｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 山口

24 10 1477 三宅　孝平 萩商工 16.27.38 23 1285 鈴川　祥平 西市 NM
ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾏ 山口 ｱﾗｷ ｹﾝﾀ 山口

25 33 1914 古澤　琢磨 豊北 16.49.77 20 1596 荒木　健太 田布施農 NM
ｲｸﾅｶ ｶﾝｼﾞ 山口 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 山口

26 32 1620 生中　完治 徳山工高専 16.50.79 31 1835 大野　悟 宇部商 NM
ｲｼｲ ﾀｶｼ 山口 ｼﾛｳｽﾞ ﾌﾐﾔ 山口

27 24 1253 石井　孝 宇部鴻城 16.55.84 25 1860 白水　史哉 慶進 NM
ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 山口

28 15 1455 岡本　佳哲 萩 17.01.45 15 1893 吉田　将斗 下関中等 NM
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山口 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 山口

29 11 1265 藤田　隼人 香川 17.07.77 11 1910 林　佑治 豊浦 NM
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 山口 ﾖｼｶﾜ ｲｯｷ 山口

30 20 2143 金城　尚樹　 徳山 17.14.61 34 1920 吉川　一輝 下関工 NM
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ 山口 ﾐﾂﾀﾞ ﾏｺﾄ 山口

14 1165 松本　渓 宇部工高専 NM 9 2009 満田　誠 大津 NM
ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 山口

31 1029 高松　亮一 防府商 DNS 14 2022 山田　直樹 奈古 NM
ﾀｶｺﾞｼ ﾘｮｳ 山口 ｻｲｷ ﾕｳﾔ 山口

21 1418 高越　涼 青嶺 DNS 33 2077 佐伯　裕也 岩国工 NM
ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 山口

2 2091 藤井　雅忠 田布施農 NM

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 1743 藤井　翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 山口 西京 15.20.97 1 23 1
2 1119 笹井　裕史　 ｻｻｲ ﾋﾛﾌﾐ 山口 高川学園 15.21.62 1 8 2
3 2054 水間　翔平 ﾐｽﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 山口 柳井商工 15.21.95 1 17 3
4 1409 大田　眞永 ｵｵﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 山口 青嶺 15.21.96 1 19 4
5 1679 樫部　直人 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山口 徳山 15.22.04 1 25 5
6 1762 津田　修也 ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口 山口 15.29.47 1 4 6
7 1377 松田　司 ﾏﾂﾀﾞ ﾂｶｻ 山口 豊北 15.31.54 1 30 7
8 1631 都野　泰平 ﾂﾉ ﾀｲﾍｲ 山口 光 15.34.51 1 13 8

凡例 DNS：欠場 NM：記録なし 1/1



男子110mH

9月20日 10:05 予選
日本高校記録　　 (HR) 13.98 大橋　祐二 (県浦和・埼玉) 2001 9月20日 12:25 準決
山口県高校記録 (YR) 14.41 杉本　　渉 (山口鴻城) 2003 9月20日 13:40 決勝
大会記録 (GR) 15.07 杉本　　渉 (山口鴻城) 2002

予選 4組3着+4

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

ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口
1 6 1903 岡中　文雄 (1) 豊浦 16.69 Q 1 4 1021 竹本　直人 (2) 防府 17.71 Q

ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ 山口 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 山口
2 2 1038 緒方　覚司 (2) 山口 19.03 Q 2 3 2046 中島　涼 (1) 岩国工 18.76 Q

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 山口
3 4 1618 橋本　秀幸 (2) 徳山工高専 19.11 Q 3 6 1323 中村　光明 (2) 下関西 18.87 Q

ﾏｴﾊﾗ ｱｷﾀｶ 山口 ﾊｼﾓﾄ ｲｯｾｲ 山口
4 8 1554 前原　明孝 (2) 岩国広瀬 20.13 4 7 2075 橋本　一生 (1) 岩国 19.54 q

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ 山口 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 山口
5 5 1109 山本　健史 (2) 誠英 20.65 5 5 1243 西澤　彰将 (2) 厚狭 19.87 q

ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 山口 ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口
6 3 2099 齋藤　翔哉 (1) 柳井商工 22.21 6 8 1104 磯村　勇人 (2) 誠英 20.59

ﾔﾏｶﾞ ﾖｼﾉﾘ 山口 ｻｻﾊﾗ ﾕｳﾔ 山口
7 7 1595 山賀　芳徳 (2) 田布施農 25.15 7 2 2088 笹原　佑哉 (1) 柳井商工 22.68

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

ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 山口
1 6 1747 大賀　伸彦 (1) 西京 17.62 Q 1 3 1018 重本　崇位 (2) 防府 16.94 Q

ｴｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口
2 5 2052 浴田　純弥 (1) 熊毛南 18.35 Q 2 2 1458 小松　亮 (2) 萩 17.10 Q

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳ 山口 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ 山口
3 3 2125 藤村　亮 (1) 南陽工 19.31 Q 3 5 1766 宮川　修人 (1) 西京 17.88 Q

ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾂﾛｳ 山口 ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ 山口
4 7 1525 吉永　達郎 (2) 岩国 19.89 4 4 1853 城戸　啓佑 (1) 香川 19.27 q

ﾅｶﾞﾉ ｹｲｽｹ 山口 ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口
5 2 1543 長野　恵介 (2) 岩国工 19.91 5 6 1240 荒川　就哉 (1) 厚狭 19.80 q

ﾔﾉ ﾘｮｳｽｹ 山口 ｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 山口
6 4 1667 矢野　涼介 (2) 下松工 22.71 7 1133 江村　望 (2) 野田学園 DNS

準決 2組3着+2

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

ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 山口
1 3 1021 竹本　直人 (2) 防府 16.29 Q 1 4 1018 重本　崇位 (2) 防府 16.59 Q

ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口
2 4 1458 小松　亮 (2) 萩 16.32 Q 2 3 1747 大賀　伸彦 (1) 西京 16.97 Q

ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 ｴｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口
3 5 1903 岡中　文雄 (1) 豊浦 16.39 Q 3 6 2052 浴田　純弥 (1) 熊毛南 17.91 Q

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ 山口 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 山口
4 7 1766 宮川　修人 (1) 西京 17.26 q 4 5 2046 中島　涼 (1) 岩国工 18.30

ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ 山口 ﾊｼﾓﾄ ｲｯｾｲ 山口
5 1 1853 城戸　啓佑 (1) 香川 18.08 q 5 2 2075 橋本　一生 (1) 岩国 18.45

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 山口
6 8 2125 藤村　亮 (1) 南陽工 18.26 6 8 1618 橋本　秀幸 (2) 徳山工高専 18.75

ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ 山口 ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口
7 6 1038 緒方　覚司 (2) 山口 18.53 7 1 1240 荒川　就哉 (1) 厚狭 19.48

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 山口
8 2 1243 西澤　彰将 (2) 厚狭 19.75 8 7 1323 中村　光明 (2) 下関西 21.19

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口

1 5 1458 小松　亮 (2) 萩 16.63
ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口

2 3 1021 竹本　直人 (2) 防府 16.64
ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口

3 7 1903 岡中　文雄 (1) 豊浦 16.82
ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 山口

4 6 1018 重本　崇位 (2) 防府 16.84
ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口

5 4 1747 大賀　伸彦 (1) 西京 17.37
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ 山口

6 1 1766 宮川　修人 (1) 西京 18.99
ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ 山口

7 2 1853 城戸　啓佑 (1) 香川 20.00
ｴｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口

8 2052 浴田　純弥 (1) 熊毛南 DNS

風: -3.7

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

風: +1.4 風: +1.5

風: +2.3 風: +0.9

風: +2.0 風: +2.1

凡例 DNS：欠場



男子400mH

9月19日 09:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 0.49.09 為末　大 (皆実・広島) 1996 9月19日 13:25 準決
山口県高校記録 (YR) 0.51.92 末廣　吉孝 (豊浦) 1991 9月19日 15:30 決勝
大会記録 (GR) 0.53.66 山田　淳史 (下関西) 2008

予選 4組3着+4

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

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 山口
OP 1 1318 山田　淳史 (3) 下関西 0.54.02 1 8 1079 吉村　真之介 (2) 西京 1.02.54 Q

ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 山口
1 5 1458 小松　亮 (2) 萩 0.59.73 Q 2 2 1647 前田　航輝 (2) 下松 1.03.17 Q

ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｿﾞｳ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾀｸﾔ 山口
2 3 1549 山中　秀造 (2) 岩国工 1.02.37 Q 3 3 1774 水津　拓哉 (1) 防府 1.03.65 Q

ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口 ﾄﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 山口
3 4 1240 荒川　就哉 (1) 厚狭 1.02.77 Q 4 4 1325 酉川　翼 (2) 下関西 1.03.76 q

ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾂﾛｳ 山口 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山口
4 7 1525 吉永　達郎 (2) 岩国 1.03.42 q 5 7 1769 野村　龍二 (1) 山口中央 1.04.77 q

ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ 山口 ﾊｼﾓﾄ ｲｯｾｲ 山口
5 8 2138 藤岡　大地 (1) 光 1.03.58 q 6 5 2075 橋本　一生 (1) 岩国 1.04.94

ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山口 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 山口
6 2 1789 岡嵜　雄太 (1) 西京 1.05.44 7 6 1898 田中　優哉 (1) 下関商 1.09.42

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 山口
7 6 2179 山本　景貴 (1) 下松工 1.14.08

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 ﾏｻｱｷ 山口 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 山口
1 7 1776 村田　将章 (1) 防府 1.02.59 Q 1 4 1690 藤井　一貴 (2) 徳山商工 1.01.10 Q

ﾒｲﾁ ﾘｮｳﾏ 山口 ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口
2 2 1335 明智　亮磨 (2) 下関中等 1.03.11 Q 2 3 1627 梅木　貴義 (2) 光 1.01.81 Q

ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ 山口
3 4 1104 磯村　勇人 (2) 誠英 1.05.93 Q 3 7 1038 緒方　覚司 (2) 山口 1.02.92 Q

ｼﾏﾀ ﾀｸﾔ 山口 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口
4 5 1978 嶋田　拓弥 (1) 日置農 1.06.54 4 2 1903 岡中　文雄 (1) 豊浦 1.05.88

ｸﾆｷﾖ ﾅｵﾕｷ 山口 ﾏｴﾊﾗ ｱｷﾀｶ 山口
5 3 1830 國清　尚之 (1) 宇部 1.07.88 5 8 1554 前原　明孝 (2) 岩国広瀬 1.08.08

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 山口
6 6 1044 小田　遼太朗 (2) 山口 1.09.39 6 6 1944 佐藤　健太 (1) 下関西 1.10.78

ﾌｼﾞﾑﾗ ｸﾆｵﾐ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 山口
8 1478 藤村　邦臣 (2) 萩商工 DNS 7 5 1618 橋本　秀幸 (2) 徳山工高専 1.11.69

準決 2組3着+2

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

ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 山口
1 4 1458 小松　亮 (2) 萩 1.00.27 Q 1 4 1079 吉村　真之介 (2) 西京 1.01.15 Q

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 山口
2 6 1776 村田　将章 (1) 防府 1.01.34 Q 2 6 1690 藤井　一貴 (2) 徳山商工 1.01.30 Q

ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｿﾞｳ 山口
3 3 1627 梅木　貴義 (2) 光 1.01.95 Q 3 5 1549 山中　秀造 (2) 岩国工 1.03.06 Q

ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 山口 ﾒｲﾁ ﾘｮｳﾏ 山口
4 5 1647 前田　航輝 (2) 下松 1.02.06 q 4 3 1335 明智　亮磨 (2) 下関中等 1.03.38

ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口 ﾄﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 山口
5 7 1240 荒川　就哉 (1) 厚狭 1.03.12 q 5 2 1325 酉川　翼 (2) 下関西 1.04.48

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山口 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ 山口
6 1 1769 野村　龍二 (1) 山口中央 1.03.53 6 1 2138 藤岡　大地 (1) 光 1.06.75

ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾂﾛｳ 山口 ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ 山口
7 2 1525 吉永　達郎 (2) 岩国 1.03.96 7 8 1038 緒方　覚司 (2) 山口 1.07.07

ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾀｸﾔ 山口
8 8 1104 磯村　勇人 (2) 誠英 1.08.84 8 7 1774 水津　拓哉 (1) 防府 1.08.70

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口

1 3 1458 小松　亮 (2) 萩 0.55.85
ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 山口

2 4 1079 吉村　真之介 (2) 西京 0.55.98
ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 山口

3 6 1690 藤井　一貴 (2) 徳山商工 0.58.93
ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口

4 5 1776 村田　将章 (1) 防府 0.58.93
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 山口

5 1 1647 前田　航輝 (2) 下松 1.01.75
ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口

6 8 1627 梅木　貴義 (2) 光 1.02.29
ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口

7 2 1240 荒川　就哉 (1) 厚狭 1.02.55
ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｿﾞｳ 山口

7 1549 山中　秀造 (2) 岩国工 DNF

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場



男子3000mSC

日本高校記録　　 (HR) 8.44.77 櫛部　静二 (宇部鴻城・山口) 1989 9月19日 15:55 予選
山口県高校記録 (YR) 8.44.77 櫛部　静二 (宇部鴻城) 1989 9月20日 13:15 決勝
大会記録 (GR) 9.15.2 篠田　和行 (西京) 1995

予選 2組6着+2

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

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 山口 ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 山口
1 14 1090 森永　貴幸 (2) 西京 9.33.90 Q 1 18 1741 迫田　和也 (1) 西京 9.57.71 Q

ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 山口 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ 山口
2 7 1301 馬場　尚人 (2) 豊浦 10.02.71 Q 2 6 2057 村岡　拓弥 (1) 柳井商工 10.03.87 Q

ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山口 ｻｻｷ ｹｲﾀ 山口
3 6 2157 江浪　修平 (1) 下松 10.03.13 Q 3 7 1475 佐々木　啓太 (2) 萩商工 10.05.02 Q

ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 山口 ｽｴｵｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 山口
4 16 2056 大野　真寛 (1) 柳井商工 10.04.98 Q 4 15 1635 末岡　昇将 (2) 光 10.07.64 Q

ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山口
5 10 1328 坂本　龍優 (2) 下関西 10.09.48 Q 5 5 1692 松本　祐輔 (2) 徳山商工 10.10.49 Q

ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 山口 ﾔﾏﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山口
6 5 1411 岡本　直大 (1) 青嶺 10.15.06 Q 6 8 1329 山村　勝太 (2) 下関西 10.13.88 Q

ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾀﾂﾛｳ 山口 ﾀﾅｶ ﾏｻﾀｶ 山口
7 17 1016 二本松　立朗 (2) 防府 10.23.92 7 16 1641 田中　将貴 (2) 下松 10.16.24 q

ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ 山口 ﾐｻｷ ｼﾝｼﾞ 山口
8 18 1042 石井　遼太 (2) 山口 10.26.92 8 3 1990 三﨑　慎司 (1) 青嶺 10.23.32 q

ｳﾗﾏﾁ ﾅｵﾋﾛ 山口 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾚｲ 山口
9 12 2048 浦町　直弘 (1) 柳井 10.30.70 9 10 1241 千々松　励 (2) 厚狭 10.32.10

ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 山口 ﾀﾊﾗ ｾｲﾔ 山口
10 1 1278 福永　孝治 (2) 田部 10.31.34 10 12 1564 田原　聖也 (2) 柳井 10.32.56

ﾊﾏﾉ ﾀﾂﾔ 山口 ｶﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 山口
11 15 1606 濱野　達也 (2) 高水 10.35.34 11 2 1676 川戸　達也 (2) 徳山 10.45.49

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 山口 ｸﾗﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山口
12 4 2134 大野　倫弘 (1) 光 10.36.64 12 11 1036 蔵本　高宏 (2) 山口 11.08.31

ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 山口 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山口
13 3 1976 西山　真史 (1) 萩 10.37.78 13 1 1106 内田　智大 (2) 誠英 11.12.11

ﾐﾜ ﾓﾄﾑ 山口 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 山口
14 19 2130 三輪　素睦 (1) 徳山商工 10.44.83 14 9 1007 上田　和也 (1) 防府 11.31.42

ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ 山口
15 9 2167 原田　圭輔 (1) 徳山 10.45.78 15 4 2085 松岡　将弘 (1) 岩国工 11.43.42

ﾔｽｲ ﾄﾓﾔ 山口 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 山口
16 13 1915 安井　友弥 (1) 豊北 10.56.95 16 13 2011 岡野　耕大 (1) 大津 11.56.95

ﾔﾅｲ ｼｭﾝｽｹ 山口 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 山口
17 8 1824 柳井　駿佑 (1) 小野田工 11.14.84 17 1619 中本　凌輔 (2) 徳山工高専 DNS

ｵｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ｻｯｶ ﾀｶﾖｼ 山口
18 2 2086 奥元　翔太 (1) 岩国工 11.32.88 14 1663 属　崇維 (2) 下松工 DNS

ﾊﾔｼ ｲｯﾍﾟｲ 山口
11 1481 林　一平 (2) 萩商工 DNS

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 山口

1 2 1090 森永　貴幸 (2) 西京 9.23.75
ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 山口

2 4 2056 大野　真寛 (1) 柳井商工 9.48.40
ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ 山口

3 3 2057 村岡　拓弥 (1) 柳井商工 9.48.46
ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 山口

4 7 1741 迫田　和也 (1) 西京 9.53.12
ﾔﾏﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山口

5 14 1329 山村　勝太 (2) 下関西 9.53.80
ｻｻｷ ｹｲﾀ 山口

6 8 1475 佐々木　啓太 (2) 萩商工 9.55.24
ｽｴｵｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 山口

7 9 1635 末岡　昇将 (2) 光 9.57.91
ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 山口

8 12 1301 馬場　尚人 (2) 豊浦 10.00.56
ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 山口

9 6 2157 江浪　修平 (1) 下松 10.03.91
ﾐｻｷ ｼﾝｼﾞ 山口

10 5 1990 三﨑　慎司 (1) 青嶺 10.14.03
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 山口

11 1 1328 坂本　龍優 (2) 下関西 10.14.06
ﾀﾅｶ ﾏｻﾀｶ 山口

12 10 1641 田中　将貴 (2) 下松 10.17.81
ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 山口

13 11 1411 岡本　直大 (1) 青嶺 10.21.75
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山口

14 13 1692 松本　祐輔 (2) 徳山商工 10.22.23

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

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18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) 23.01.62 吉村　泰明 (宇部西) 2003

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾝﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 山口

1 2 1822 恩田　知明 (2) 小野田工 27.54.53
ｲﾄｳ ｼｭﾝ 山口

2 8 1245 伊東　駿 (2) 厚狭 35.01.20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 山口

3 1196 渡邉　勇一 (2) 宇部西 DSQ
ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口

7 1826 白石涼太郎 (1) 小野田工 DSQ
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾄｼ 山口

6 1971 杉山　聡 (1) 萩 DSQ
ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 山口

9 1972 田中　翔 (1) 萩 DSQ
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 山口

4 2006 椙本　有哉 (1) 水産 DSQ
ﾋｳﾗ ﾏｻﾄ 山口

1 1410 日裏　雅人 (2) 青嶺 DNS
ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｷ 山口

5 1416 柳　俊希 (2) 青嶺 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DSQ：失格 DNS：欠場



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月18日 13:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 0.40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月18日 16:40 準決
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007 9月19日 11:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 能美・廣中・藤井・田中 (山口県鴻城) 2008
大会記録 (GR) 0.41.97 松原・廣中・原田・能美 (山口県鴻城) 2008

予選 5組2着+6

1組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ q
防府 0.44.66 岩国 0.45.73 聖光 0.45.93
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ｻﾝﾄｷ ﾀｹﾋﾛ 山口
1 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 1 1526 宮本　翔太 (2) 岩国 1 1720 山時　雄大 (2) 聖光

ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｷ 山口
2 1778 水津　尚貴 (1) 防府 2 1527 橋本　涼 (2) 岩国 2 1722 水津　裕貴 (2) 聖光

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 山口 ﾓﾃｷﾞ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾅﾂｱｷ ﾀﾞｲｽｹ 山口
3 1772 伊藤　望 (1) 防府 3 1522 茂手木　竜也 (2) 岩国 3 1726 夏秋　大介 (2) 聖光

ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口 ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｽｹ 山口
4 1021 竹本　直人 (2) 防府 4 2072 河内　翔太 (1) 岩国 4 1719 長岡　祐佑 (2) 聖光

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ q 6着 3ﾚｰﾝ
奈古 0.45.96 早鞆 0.46.56 徳山 0.49.50
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾂｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 ｱｵｷ ﾀｸﾏ 山口 ﾊﾔｼ ﾊﾞﾝﾘ 山口
1 1496 矢次　優大 (2) 奈古 1 1393 青木　拓磨 (1) 早鞆 1 2177 林　万理 (1) 徳山

ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山口 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾋﾛｼ 山口 ﾋｻﾂｸﾞ ﾕｳｽｹ 山口
2 1495 小野　優輔 (2) 奈古 2 1398 財部　寛史 (2) 早鞆 2 2162 久次　悠介 (1) 徳山

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 山口 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 山口 ﾔﾅﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 山口
3 1497 森田　博之 (2) 奈古 3 1392 成田　康貴 (2) 早鞆 3 2160 柳村　雄司 (1) 徳山

ｽｲﾂﾞ ﾐｵ 山口 ｳｴﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 山口
4 2026 水津　澪 (1) 奈古 4 1396 上村　恭平 (2) 早鞆 4 2165 松本　燎 (1) 徳山

DNS 4ﾚｰﾝ
徳山工高専 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ q
西京 0.43.58 山口県鴻城 0.44.54 豊浦 0.46.05
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口
1 1751 増野　尚樹 (1) 西京 1 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城 1 1903 岡中　文雄 (1) 豊浦

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口
2 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 2 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城 2 1305 木下　功也 (2) 豊浦

ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口 ﾂﾙ ﾔﾏﾄ 山口
3 1748 大谷　龍矢 (1) 西京 3 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城 3 1901 津留　大和 (2) 豊浦

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 山口
4 1750 小笹　幸平 (1) 西京 4 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城 4 1913 河田　一誠 (1) 豊浦

4着 7ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
下関工 0.46.65 萩商工 0.48.67 下松 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 山口 ﾔｼﾛ ｽｸﾞﾙ 山口 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口
1 1369 宮崎　天 (1) 下関工 1 1473 八代　優 (2) 萩商工 1 1642 岩本　大樹 (2) 下松

ｻｴｷ ﾅｵﾄ 山口 ｲｼｽﾞ ｷｮｳｽｹ 山口 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口
2 1368 佐伯　直斗 (2) 下関工 2 2000 石津　恭輔 (1) 萩商工 2 1644 井上　雄貴 (2) 下松

ｼﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｾｷﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 山口 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 山口
3 1365 白川　貴啓 (2) 下関工 3 1995 関谷　真吾 (1) 萩商工 3 1647 前田　航輝 (2) 下松

ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 山口 ﾔﾏｶｹﾞ ｼﾝﾔ 山口 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 山口
4 1360 木村　聡 (2) 下関工 4 1996 山影　晋也 (1) 萩商工 4 1643 市川　康太 (2) 下松

DNS 8ﾚｰﾝ
新南陽 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月18日 13:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 0.40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月18日 16:40 準決
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007 9月19日 11:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 能美・廣中・藤井・田中 (山口県鴻城) 2008
大会記録 (GR) 0.41.97 松原・廣中・原田・能美 (山口県鴻城) 2008

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

3組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 8ﾚｰﾝ q
下関中央工 0.44.71 宇部 0.45.01 光 0.45.16
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 山口 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山口
1 1933 羽原　宏明 (1) 下関中央工 1 1179 中谷　義弘 (2) 宇部 1 1629 渡辺　将太 (2) 光

ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 山口 ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山口 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口
2 1344 村田　敬一 (2) 下関中央工 2 1828 佐賀　祐介 (1) 宇部 2 2135 大楽　竜矢 (1) 光

ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 山口 ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ 山口
3 1345 小川　大稀 (2) 下関中央工 3 1177 大谷　淳 (2) 宇部 3 1633 逸見　渓太郎 (2) 光

ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口 ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 山口
4 1343 員本　曉 (2) 下関中央工 4 1181 中　惇太 (2) 宇部 4 2136 小林　隆弥 (1) 光

4着 4ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
下松工 0.46.69 下関西 0.47.29 野田学園 0.48.74
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 山口 ﾏｷｼﾏ ﾀﾞｲﾅ 山口 ｻｯｶ ﾀｶｱｷ 山口
1 1664 岡本　豊 (2) 下松工 1 1934 牧島　大那 (1) 下関西 1 1135 雜花　孝彰 (2) 野田学園

ﾋｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 山口 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 山口 ｶﾈﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 山口
2 2182 西村　光 (2) 下松工 2 1944 佐藤　健太 (1) 下関西 2 1806 金原　庄吾 (1) 野田学園

ﾔﾉ ﾘｮｳｽｹ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 山口 ﾌｸｲ ﾖｼﾉﾘ 山口
3 1667 矢野　涼介 (2) 下松工 3 1323 中村　光明 (2) 下関西 3 1134 福井　善紀 (2) 野田学園

ｾｲｷ ﾂﾖｼ 山口 ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ 山口 ｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 山口
4 2181 清木　剛志 (1) 下松工 4 1322 宮野　義基 (2) 下関西 4 1133 江村　望 (2) 野田学園

DNS 7ﾚｰﾝ
熊毛南 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ Q 3着 8ﾚｰﾝ q
大津 0.44.15 誠英 0.44.83 徳山商工 0.45.03
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口 ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 山口
1 1434 吉田　嗣也 (2) 大津 1 1104 磯村　勇人 (2) 誠英 1 2153 藤井　拓海 (1) 徳山商工

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 山口 ｼﾓｾ ﾕｳ 山口 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 山口
2 1430 川端　直弥 (1) 大津 2 1753 下瀬　裕 (1) 誠英 2 1690 藤井　一貴 (2) 徳山商工

ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ｽｲｽﾞ ﾘｮｳ 山口 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口
3 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 3 1754 水津　稜 (1) 誠英 3 1681 北村　洋祐 (1) 徳山商工

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口
4 1431 内山　正芳 (2) 大津 4 1103 安村　樹輝 (2) 誠英 4 1689 大谷　能広 (2) 徳山商工

4着 6ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 5ﾚｰﾝ
柳井商工 0.46.62 厚狭 0.46.79 小野田 0.48.58
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾉｶﾜ ﾅｵｱｷ 山口 ﾅｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 山口 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 山口
1 2090 篠川　直晃 (1) 柳井商工 1 1246 中本　新吾 (2) 厚狭 1 1229 清水　仁人 (1) 小野田

ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ 山口 ｱﾗｶﾜ ﾅﾙﾔ 山口 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 山口
2 1577 松川　義明 (2) 柳井商工 2 1240 荒川　就哉 (1) 厚狭 2 1863 綿部　真悟 (1) 小野田

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 山口 ｼｹﾞｵｶ ｱｽｶ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 山口
3 1581 鈴木　優仁 (2) 柳井商工 3 1242 重岡　飛鳥 (2) 厚狭 3 1866 中村　信哉 (1) 小野田

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｵ 山口
4 2060 山中　一晃 (1) 柳井商工 4 1244 上野　貴弘 (2) 厚狭 4 1867 原田　義雄 (1) 小野田

7ﾚｰﾝ
香川 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ 山口
1 1853 城戸　啓佑 (1) 香川

ｸﾗﾌｼﾞ ﾏｻｼ 山口
2 1832 藏藤　雅史 (1) 香川

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 山口
3 1831 松村　直樹 (1) 香川

ﾂﾈﾔﾏ ｱｷﾗ 山口
4 1850 法山　礼 (1) 香川

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月18日 13:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 0.40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月18日 16:40 準決
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007 9月19日 11:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 能美・廣中・藤井・田中 (山口県鴻城) 2008
大会記録 (GR) 0.41.97 松原・廣中・原田・能美 (山口県鴻城) 2008

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

5組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ
田部 0.44.48 萩 0.45.05 高川学園 0.46.94
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾀﾅｶ ｶｲ 山口 ｶﾈﾔﾏ ｼﾝ 山口
1 1272 徳田　大輔 (2) 田部 1 1454 田中　海 (2) 萩 1 1116 金山 真 (2) 高川学園

ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ 山口 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山口
2 1279 重谷　了 (2) 田部 2 1458 小松　亮 (2) 萩 2 1791 中村　優介 (1) 高川学園

ﾏﾂｵ ﾘｮｳ 山口 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口 ﾑﾗﾀ ﾂﾖｼ 山口
3 1273 松尾　涼 (2) 田部 3 1456 伊藤　直輝 (2) 萩 3 1120 村田 剛士 (2) 高川学園

ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口 ﾏﾂｻｷ ｹｲｽｹ 山口
4 1925 横山　佳佑 (1) 田部 4 1457 岡　忠志 (1) 萩 4 1118 松﨑　敬祐 (2) 高川学園

4着 8ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
小野田工 DSQ 宇部工 DSQ 岩国工 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾗｼｹﾞ ｼﾝｺﾞ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 山口 ﾂｶﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ 山口
1 1236 倉重　信吾 (2) 小野田工 1 1839 山本　健登 (1) 宇部工 1 1546 塚脇　大輔 (2) 岩国工

ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 山口 ｵｵﾀ ﾀｸﾐ 山口 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口
2 1235 徳永　達矢 (2) 小野田工 2 1217 大田　拓実 (2) 宇部工 2 2045 松岡　昇平 (1) 岩国工

ｸｻｶ ﾘｮｳ 山口 ｶﾈﾓﾄ ﾅｵ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 山口
3 1827 日下　　亮 (1) 小野田工 3 1220 金本　直 (2) 宇部工 3 1533 山本　唯人 (1) 岩国工

ﾀﾅﾍﾞ ｿﾗﾝ 山口 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 山口 ｱﾅﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 山口
4 1851 田辺　空 (1) 小野田工 4 1215 東　悠太 (2) 宇部工 4 2079 穴水　涼太 (1) 岩国工

DNS 4ﾚｰﾝ
柳井 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

準決 2組3着+2

1組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
西京 0.43.54 防府 0.44.49 下関中央工 0.44.59
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾊﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 山口
1 1751 増野　尚樹 (1) 西京 1 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 1 1933 羽原　宏明 (1) 下関中央工

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口 ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 山口
2 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 2 1778 水津　尚貴 (1) 防府 2 1344 村田　敬一 (2) 下関中央工

ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 山口
3 1748 大谷　龍矢 (1) 西京 3 1772 伊藤　望 (1) 防府 3 1345 小川　大稀 (2) 下関中央工

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口 ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口
4 1750 小笹　幸平 (1) 西京 4 1021 竹本　直人 (2) 防府 4 1343 員本　曉 (2) 下関中央工

4着 7ﾚｰﾝ q 5着 2ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
萩 0.44.80 聖光 0.46.25 早鞆 0.46.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ｶｲ 山口 ｻﾝﾄｷ ﾀｹﾋﾛ 山口 ｱｵｷ ﾀｸﾏ 山口
1 1454 田中　海 (2) 萩 1 1720 山時　雄大 (2) 聖光 1 1393 青木　拓磨 (1) 早鞆

ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｷ 山口 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾋﾛｼ 山口
2 1458 小松　亮 (2) 萩 2 1722 水津　裕貴 (2) 聖光 2 1398 財部　寛史 (2) 早鞆

ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口 ﾅﾂｱｷ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 山口
3 1456 伊藤　直輝 (2) 萩 3 1726 夏秋　大介 (2) 聖光 3 1392 成田　康貴 (2) 早鞆

ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｽｹ 山口 ｳｴﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 山口
4 1457 岡　忠志 (1) 萩 4 1719 長岡　祐佑 (2) 聖光 4 1396 上村　恭平 (2) 早鞆

5ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
宇部 DSQ 光 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

ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山口
1 1179 中谷　義弘 (2) 宇部 1 1629 渡辺　将太 (2) 光

ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山口 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口
2 1828 佐賀　祐介 (1) 宇部 2 2135 大楽　竜矢 (1) 光

ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 山口 ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ 山口
3 1177 大谷　淳 (2) 宇部 3 1633 逸見　渓太郎 (2) 光

ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口 ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口
4 1181 中　惇太 (2) 宇部 4 1627 梅木　貴義 (2) 光

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



男子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.40.18 長谷川・高木・松原・大原 (大阪・大阪) 2001 9月18日 13:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 0.40.09 後藤・木村・熊本・黒川 (日本) 2005 9月18日 16:40 準決
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 原田・能美・藤井・田中 (山口県鴻城) 2007 9月19日 11:00 決勝
山口県高校記録 (YR) 0.41.41 能美・廣中・藤井・田中 (山口県鴻城) 2008
大会記録 (GR) 0.41.97 松原・廣中・原田・能美 (山口県鴻城) 2008

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

2組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
山口県鴻城 0.44.20 大津 0.44.47 田部 0.44.58
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口
1 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城 1 1437 山田　拓哉 (2) 大津 1 1272 徳田　大輔 (2) 田部

ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 山口 ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ 山口
2 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城 2 1430 川端　直弥 (1) 大津 2 1279 重谷　了 (2) 田部

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口 ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ﾏﾂｵ ﾘｮｳ 山口
3 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城 3 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 3 1273 松尾　涼 (2) 田部

ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口
4 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城 4 1431 内山　正芳 (2) 大津 4 1925 横山　佳佑 (1) 田部

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
誠英 0.44.77 徳山商工 0.45.42 豊浦 0.46.53
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 山口 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口
1 1104 磯村　勇人 (2) 誠英 1 2153 藤井　拓海 (1) 徳山商工 1 1903 岡中　文雄 (1) 豊浦

ｼﾓｾ ﾕｳ 山口 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 山口 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口
2 1753 下瀬　裕 (1) 誠英 2 1690 藤井　一貴 (2) 徳山商工 2 1305 木下　功也 (2) 豊浦

ｽｲｽﾞ ﾘｮｳ 山口 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 ﾂﾙ ﾔﾏﾄ 山口
3 1754 水津　稜 (1) 誠英 3 1681 北村　洋祐 (1) 徳山商工 3 1901 津留　大和 (2) 豊浦

ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 山口 ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 山口
4 1103 安村　樹輝 (2) 誠英 4 1689 大谷　能広 (2) 徳山商工 4 1913 河田　一誠 (1) 豊浦

2ﾚｰﾝ DNS 7ﾚｰﾝ
奈古 DSQ 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

ﾔﾂｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山口
1 1496 矢次　優大 (2) 奈古

ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山口
2 1495 小野　優輔 (2) 奈古

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 山口
3 1497 森田　博之 (2) 奈古

ｽｲﾂﾞ ﾐｵ 山口
4 2026 水津　澪 (1) 奈古

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
西京 0.43.26 大津 0.43.92 山口県鴻城 0.44.01
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口
1 1751 増野　尚樹 (1) 西京 1 1434 吉田　嗣也 (2) 大津 1 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 山口 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口
2 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 2 1430 川端　直弥 (1) 大津 2 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城

ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 山口 ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口
3 1748 大谷　龍矢 (1) 西京 3 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 3 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城

ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 山口 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口
4 1750 小笹　幸平 (1) 西京 4 1431 内山　正芳 (2) 大津 4 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城

4着 7ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
田部 0.44.39 防府 0.44.58 下関中央工 0.44.59
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾊﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 山口
1 1272 徳田　大輔 (2) 田部 1 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 1 1933 羽原　宏明 (1) 下関中央工

ｵﾓﾀﾆ ﾘｮｳ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口 ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 山口
2 1279 重谷　了 (2) 田部 2 1778 水津　尚貴 (1) 防府 2 1344 村田　敬一 (2) 下関中央工

ﾏﾂｵ ﾘｮｳ 山口 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 山口
3 1273 松尾　涼 (2) 田部 3 1772 伊藤　望 (1) 防府 3 1345 小川　大稀 (2) 下関中央工

ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口 ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口
4 1925 横山　佳佑 (1) 田部 4 1021 竹本　直人 (2) 防府 4 1343 員本　曉 (2) 下関中央工

7着 2ﾚｰﾝ 8着 1ﾚｰﾝ
萩 0.44.86 誠英 0.45.17
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

ﾀﾅｶ ｶｲ 山口 ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口
1 1454 田中　海 (2) 萩 1 1104 磯村　勇人 (2) 誠英

ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ｼﾓｾ ﾕｳ 山口
2 1458 小松　亮 (2) 萩 2 1753 下瀬　裕 (1) 誠英

ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口 ｽｲｽﾞ ﾘｮｳ 山口
3 1456 伊藤　直輝 (2) 萩 3 1754 水津　稜 (1) 誠英

ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口 ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 山口
4 1457 岡　忠志 (1) 萩 4 1103 安村　樹輝 (2) 誠英

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



男子4X400mR

9月19日 16:50 予選
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20日 09:30 準決
山口県高校記録 (YR) 3.15.93 重兼・松本・高山・濱野 (豊浦) 2007 9月20日 14:45 決勝
大会記録 (GR) 3.19.63 原田・松原・廣中・藤井 (山口県鴻城) 2007

予選 5組2着+6

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 2ﾚｰﾝ
西京 3.38.00 宇部 3.41.81 下関中央工 3.48.91
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 ﾊﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 山口
1 1751 増野　尚樹 (1) 西京 1 1178 尾川　雄大 (2) 宇部 1 1933 羽原　宏明 (1) 下関中央工

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 山口 ｶｽﾞﾓﾄ ｷｮｳ 山口
2 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 2 1175 北島　弘 (2) 宇部 2 1343 員本　曉 (2) 下関中央工

ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口 ﾊﾏﾀﾆ ﾀｸﾄ 山口 ｵｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 山口
3 1747 大賀　伸彦 (1) 西京 3 1172 浜谷　拓人 (1) 宇部 3 1347 岡村　元貴 (2) 下関中央工

ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 山口 ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 山口
4 1089 二川　慎太朗 (2) 西京 4 1177 大谷　淳 (2) 宇部 4 1344 村田　敬一 (2) 下関中央工

4着 7ﾚｰﾝ DNS 1ﾚｰﾝ DNS 3ﾚｰﾝ
早鞆 3.59.91 柳井 DNS 山口 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｵｷ ﾀｸﾏ 山口
1 1393 青木　拓磨 (1) 早鞆

ﾀｶﾗﾍﾞ ﾋﾛｼ 山口
2 1398 財部　寛史 (2) 早鞆

ｳｴﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 山口
3 1396 上村　恭平 (2) 早鞆

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 山口
4 1392 成田　康貴 (2) 早鞆

DNS 5ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ
慶進 DNS 青嶺 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 2ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ q
下関商 3.31.82 柳井商工 3.43.58 萩 3.43.86
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 ﾌｼﾞｶﾜ ﾐﾅﾄ 山口
1 1895 小野　優 (1) 下関商 1 2060 山中　一晃 (1) 柳井商工 1 1459 藤川　港 (2) 萩

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ 山口 ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口
2 1896 大田　大介 (1) 下関商 2 1577 松川　義明 (2) 柳井商工 2 1457 岡　忠志 (1) 萩

ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 山口 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口
3 1379 大田　圭輔 (1) 下関商 3 1581 鈴木　優仁 (2) 柳井商工 3 1456 伊藤　直輝 (2) 萩

ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口 ﾀﾏｽ ﾃﾂﾔ 山口 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口
4 1382 村中　洸輝 (2) 下関商 4 1575 田増　哲也 (2) 柳井商工 4 1458 小松　亮 (2) 萩

4着 5ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ DNS 1ﾚｰﾝ
宇部中央 3.59.00 小野田工 4.00.86 徳山商工 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 山口 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 山口
1 1190 藤本　聖史 (2) 宇部中央 1 1235 徳永　達矢 (2) 小野田工

ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ 山口 ｵﾘｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山口
2 1191 米田　哲 (2) 宇部中央 2 1823 折口　太一 (2) 小野田工

ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口 ﾀﾋﾗ ｼｭｳﾍｲ 山口
3 1192 西田　遼 (2) 宇部中央 3 1825 田平　就平 (1) 小野田工

ｱﾏｻｷ ﾖｼｷ 山口 ｵﾝﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 山口
4 1189 尼崎　吉樹 (2) 宇部中央 4 1822 恩田　知明 (2) 小野田工

DNS 4ﾚｰﾝ DNS 7ﾚｰﾝ
山口中央 DNS 長府 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：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X400mR

9月19日 16:50 予選
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20日 09:30 準決
山口県高校記録 (YR) 3.15.93 重兼・松本・高山・濱野 (豊浦) 2007 9月20日 14:45 決勝
大会記録 (GR) 3.19.63 原田・松原・廣中・藤井 (山口県鴻城) 2007

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

3組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ q
豊浦 3.39.28 大津 3.40.12 岩国 3.44.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口
1 1303 古永　大智 (2) 豊浦 1 1434 吉田　嗣也 (2) 大津 1 1526 宮本　翔太 (2) 岩国

ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 山口
2 1305 木下　功也 (2) 豊浦 2 1437 山田　拓哉 (2) 大津 2 1531 河角　敬太 (2) 岩国

ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 山口 ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ﾓﾃｷﾞ ﾘｭｳﾔ 山口
3 1913 河田　一誠 (1) 豊浦 3 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 3 1522 茂手木　竜也 (2) 岩国

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 山口 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口
4 1907 児嶋　孝晃 (1) 豊浦 4 1431 内山　正芳 (2) 大津 4 2072 河内　翔太 (1) 岩国

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 2ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
下関西 3.47.65 奈古 3.56.72 野田学園 4.03.59
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ 山口 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山口 ﾖｼﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ 山口
1 1322 宮野　義基 (2) 下関西 1 1495 小野　優輔 (2) 奈古 1 1798 吉松　是 (1) 野田学園

ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳ 山口 ﾅｶﾞｲ ｹｲｼ 山口 ﾖｼﾂｸﾞ ﾘｮｳ 山口
2 1324 塚本　瞭 (2) 下関西 2 1491 長井　慧矢 (2) 奈古 2 1126 吉次　亮 (1) 野田学園

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 山口 ﾔﾂｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 山口
3 1323 中村　光明 (2) 下関西 3 1496 矢次　優大 (2) 奈古 3 1799 藤本　慎也 (1) 野田学園

ﾄﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 山口 ｽｲﾂﾞ ﾐｵ 山口 ﾏｴﾉ ｶｽﾞｷ 山口
4 1325 酉川　翼 (2) 下関西 4 2026 水津　澪 (1) 奈古 4 1136 前野　一樹 (2) 野田学園

DNS 8ﾚｰﾝ
徳山 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 8ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ q
山口県鴻城 3.39.96 岩国工 3.41.48 光 3.42.55
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口 ｲｼｵ ﾕｷﾋﾛ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山口
1 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城 1 1542 石尾　友希博 (2) 岩国工 1 1629 渡辺　将太 (2) 光

ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口 ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ 山口
2 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城 2 2045 松岡　昇平 (1) 岩国工 2 1633 逸見　渓太郎 (2) 光

ｺﾞﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 山口 ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口
3 1779 胡麻本　将大 (1) 山口県鴻城 3 1533 山本　唯人 (1) 岩国工 3 1627 梅木　貴義 (2) 光

ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ 山口
4 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城 4 1547 西川　雄基 (2) 岩国工 4 2138 藤岡　大地 (1) 光

4着 7ﾚｰﾝ q 5着 2ﾚｰﾝ q 6着 3ﾚｰﾝ
下関工 3.45.60 萩商工 3.46.61 下松工 3.51.16
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 山口 ﾔﾏｶｹﾞ ｼﾝﾔ 山口 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 山口
1 1369 宮崎　天 (1) 下関工 1 1996 山影　晋也 (1) 萩商工 1 1664 岡本　豊 (2) 下松工

ｻｴｷ ﾅｵﾄ 山口 ｾｷﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 山口 ﾋｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 山口
2 1368 佐伯　直斗 (2) 下関工 2 1995 関谷　真吾 (1) 萩商工 2 2182 西村　光 (2) 下松工

ｼﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口 ｾｲｷ ﾌﾐﾋｺ 山口
3 1365 白川　貴啓 (2) 下関工 3 1476 斉藤　秀徳 (2) 萩商工 3 1660 清木　史彦 (2) 下松工

ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 山口 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 山口 ｾｲｷ ﾂﾖｼ 山口
4 1360 木村　聡 (2) 下関工 4 1474 山崎　椋太 (2) 萩商工 4 2181 清木　剛志 (1) 下松工

DNS 6ﾚｰﾝ
厚狭 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X400mR

9月19日 16:50 予選
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20日 09:30 準決
山口県高校記録 (YR) 3.15.93 重兼・松本・高山・濱野 (豊浦) 2007 9月20日 14:45 決勝
大会記録 (GR) 3.19.63 原田・松原・廣中・藤井 (山口県鴻城) 2007

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

5組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ
防府 3.39.98 田部 3.43.37 誠英 3.47.97
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾓﾘﾂｸﾞ ｶｽﾞｷ 山口
1 1776 村田　将章 (1) 防府 1 1272 徳田　大輔 (2) 田部 1 1100 森次　一樹 (1) 誠英

ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 山口 ｳｴﾉ ﾏｻﾌﾐ 山口 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 山口
2 1017 藤田　啓輔 (2) 防府 2 1276 植野　将史 (2) 田部 2 1098 田中　利紀 (2) 誠英

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 ｲｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 山口
3 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 3 1925 横山　佳佑 (1) 田部 3 1099 石澤　凌二 (2) 誠英

ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口 ｳﾀｼﾏ ｹﾝｼﾛｳ 山口 ｼﾓｾ ﾕｳ 山口
4 1778 水津　尚貴 (1) 防府 4 1274 歌島　賢士郎 (2) 田部 4 1753 下瀬　裕 (1) 誠英

4着 4ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
下松 3.50.04 防府商 3.50.77 香川 3.56.20
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 山口 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 山口
1 1644 井上　雄貴 (2) 下松 1 1031 松田　和久 (2) 防府商 1 1831 松村　直樹 (1) 香川

ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 山口 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 山口 ｸﾗﾌｼﾞ ﾏｻｼ 山口
2 1647 前田　航輝 (2) 下松 2 1788 三宅　勇樹 (1) 防府商 2 1832 藏藤　雅史 (1) 香川

ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 山口 ｸﾜﾉ ﾖｳｽｹ 山口 ﾂﾈﾔﾏ ｱｷﾗ 山口
3 1643 市川　康太 (2) 下松 3 1786 桑野　洋輔 (1) 防府商 3 1850 法山　礼 (1) 香川

ｶﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ 山口 ﾀﾅｶ ﾚｵ 山口 ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ 山口
4 1646 川原　佳祐 (2) 下松 4 1028 田中　麗央 (2) 防府商 4 1853 城戸　啓佑 (1) 香川

6ﾚｰﾝ
徳山工高専 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ 山口
1 2148 竹中　亮 (1) 徳山工高専

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山口
2 1617 田口　奨也 (2) 徳山工高専

ﾀｻｶ ﾘｮｳ 山口
3 2146 田坂　遼 (1) 徳山工高専

ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 山口
4 2150 川部　純 (1) 徳山工高専

準決 2組3着+2

1組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ Q
下関商 3.31.56 山口県鴻城 3.32.71 宇部 3.33.30
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 山口
1 1895 小野　優 (1) 下関商 1 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城 1 1178 尾川　雄大 (2) 宇部

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾅｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 山口
2 1896 大田　大介 (1) 下関商 2 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城 2 1180 長井　恭平 (2) 宇部

ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口 ｺﾞﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 山口
3 1379 大田　圭輔 (1) 下関商 3 1779 胡麻本　将大 (1) 山口県鴻城 3 1177 大谷　淳 (2) 宇部

ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口 ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口
4 1382 村中　洸輝 (2) 下関商 4 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城 4 1181 中　惇太 (2) 宇部

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
防府 3.34.15 萩 3.35.32 田部 3.37.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山口 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口
1 1776 村田　将章 (1) 防府 1 1456 伊藤　直輝 (2) 萩 1 1272 徳田　大輔 (2) 田部

ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口 ｵｶ ﾀﾀﾞｼ 山口 ｳｴﾉ ﾏｻﾌﾐ 山口
2 1778 水津　尚貴 (1) 防府 2 1457 岡　忠志 (1) 萩 2 1276 植野　将史 (2) 田部

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾀﾅｶ ｶｲ 山口 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口
3 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 3 1454 田中　海 (2) 萩 3 1925 横山　佳佑 (1) 田部

ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 山口
4 1777 宮村　優太 (1) 防府 4 1458 小松　亮 (2) 萩 4 1924 宮本　優希 (1) 田部

7着 1ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
岩国 3.41.41 下関西 3.46.19
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

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ﾐﾔﾉ ﾄﾓｷ 山口
1 1526 宮本　翔太 (2) 岩国 1 1322 宮野　義基 (2) 下関西

ｶﾜｶﾄﾞ ｹｲﾀ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 山口
2 1531 河角　敬太 (2) 岩国 2 1323 中村　光明 (2) 下関西

ﾓﾃｷﾞ ﾘｭｳﾔ 山口 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳ 山口
3 1522 茂手木　竜也 (2) 岩国 3 1324 塚本　瞭 (2) 下関西

ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ 山口 ﾄﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 山口
4 2072 河内　翔太 (1) 岩国 4 1325 酉川　翼 (2) 下関西

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



男子4X400mR

9月19日 16:50 予選
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20日 09:30 準決
山口県高校記録 (YR) 3.15.93 重兼・松本・高山・濱野 (豊浦) 2007 9月20日 14:45 決勝
大会記録 (GR) 3.19.63 原田・松原・廣中・藤井 (山口県鴻城) 2007

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ Q
西京 3.31.82 大津 3.33.76 豊浦 3.34.41
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 山口
1 1752 潮　良祐 (1) 西京 1 1437 山田　拓哉 (2) 大津 1 1913 河田　一誠 (1) 豊浦

ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口 ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口
2 1089 二川　慎太朗 (2) 西京 2 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 2 1305 木下　功也 (2) 豊浦

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口
3 1751 増野　尚樹 (1) 西京 3 1434 吉田　嗣也 (2) 大津 3 1303 古永　大智 (2) 豊浦

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 山口
4 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 4 1431 内山　正芳 (2) 大津 4 1907 児嶋　孝晃 (1) 豊浦

4着 7ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
光 3.34.71 柳井商工 3.41.03 岩国工 3.42.60
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ 山口 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ 山口 ｲｼｵ ﾕｷﾋﾛ 山口
1 1633 逸見　渓太郎 (2) 光 1 2060 山中　一晃 (1) 柳井商工 1 1542 石尾　友希博 (2) 岩国工

ｶﾔﾊﾗ ﾖｼｷ 山口 ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ 山口 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口
2 1634 萱原　良樹 (2) 光 2 1577 松川　義明 (2) 柳井商工 2 2045 松岡　昇平 (1) 岩国工

ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 山口
3 1627 梅木　貴義 (2) 光 3 1581 鈴木　優仁 (2) 柳井商工 3 1533 山本　唯人 (1) 岩国工

ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ 山口 ﾀﾏｽ ﾃﾂﾔ 山口 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 山口
4 2138 藤岡　大地 (1) 光 4 1575 田増　哲也 (2) 柳井商工 4 1547 西川　雄基 (2) 岩国工

7着 1ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
萩商工 3.42.87 下関工 3.48.59
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

ﾔﾏｶｹﾞ ｼﾝﾔ 山口 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 山口
1 1996 山影　晋也 (1) 萩商工 1 1369 宮崎　天 (1) 下関工

ｾｷﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 山口 ｻｴｷ ﾅｵﾄ 山口
2 1995 関谷　真吾 (1) 萩商工 2 1368 佐伯　直斗 (2) 下関工

ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口 ｼﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 山口
3 1476 斉藤　秀徳 (2) 萩商工 3 1365 白川　貴啓 (2) 下関工

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 山口 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 山口
4 1474 山崎　椋太 (2) 萩商工 4 1360 木村　聡 (2) 下関工

決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
西京 3.26.91 下関商 3.27.24 山口県鴻城 3.28.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 山口 ｵﾉ ﾏｻﾙ 山口 ﾅﾗｻｷ ﾊｼﾞﾒ 山口
1 1079 吉村　真之介 (2) 西京 1 1895 小野　優 (1) 下関商 1 1144 奈良崎　基 (2) 山口県鴻城

ﾆｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山口
2 1089 二川　慎太朗 (2) 西京 2 1896 大田　大介 (1) 下関商 2 1142 原田　晋吾 (2) 山口県鴻城

ﾏｼﾉ ﾅｵｷ 山口 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 山口 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 山口
3 1751 増野　尚樹 (1) 西京 3 1379 大田　圭輔 (1) 下関商 3 1780 田中　剛 (1) 山口県鴻城

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 山口 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口
4 1086 松浦　隼斗 (2) 西京 4 1382 村中　洸輝 (2) 下関商 4 1143 桑田　大貴 (1) 山口県鴻城

4着 4ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
大津 3.30.52 豊浦 3.32.39 宇部 3.32.55
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口 ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 山口
1 1437 山田　拓哉 (2) 大津 1 1913 河田　一誠 (1) 豊浦 1 1178 尾川　雄大 (2) 宇部

ｻｶﾂｼﾞ ﾄｼﾏｻ 山口 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ 山口 ﾅｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 山口
2 1432 坂辻　聖勝 (2) 大津 2 1305 木下　功也 (2) 豊浦 2 1180 長井　恭平 (2) 宇部

ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ 山口 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 山口
3 1434 吉田　嗣也 (2) 大津 3 1303 古永　大智 (2) 豊浦 3 1177 大谷　淳 (2) 宇部

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 山口 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 山口 ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾀ 山口
4 1431 内山　正芳 (2) 大津 4 1907 児嶋　孝晃 (1) 豊浦 4 1181 中　惇太 (2) 宇部

7着 1ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
防府 3.34.18 光 3.35.55
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

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 山口 ﾍﾝﾐ ｹｲﾀﾛｳ 山口
1 1776 村田　将章 (1) 防府 1 1633 逸見　渓太郎 (2) 光

ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 山口 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀﾂﾔ 山口
2 1778 水津　尚貴 (1) 防府 2 2135 大楽　竜矢 (1) 光

ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口 ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 山口
3 1020 坂本　遥一郎 (2) 防府 3 1627 梅木　貴義 (2) 光

ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 山口 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ 山口
4 1017 藤田　啓輔 (2) 防府 4 2138 藤岡　大地 (1) 光

凡例 DNS：欠場 DNF：途中棄権



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19日 13:30 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) 2m02 河野　直樹 (豊浦) 1981

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ － － － － － － － －

OP 24 1731 杉井　亮太 (3) 山口 山口県桜ケ丘 × ○ × ○ × × × 2m06

ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾛ － － ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 21 1710 小椋　淳寛 (2) 山口 新南陽 1m84

ﾏﾂｵ ﾘｮｳ － － － × ○ ○ × ○ × × ×

2 20 1273 松尾　涼 (2) 山口 田部 1m81

ﾅﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ － － × ○ ○ × × ○ × × ×

3 19 1734 名和田　秀司 (1) 山口 山口県桜ケ丘 1m78

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ － － ○ ○ × × ×

4 23 1272 徳田　大輔 (2) 山口 田部 1m75

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 16 1617 田口　奨也 (2) 山口 徳山工高専 1m75

ｺﾔﾏ ｿｳﾔ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 22 2137 小山　創也 (1) 山口 光 1m75

ﾌｸｲ ﾖｼﾉﾘ ○ × ○ ○ × × ×

7 11 1134 福井　善紀 (2) 山口 野田学園 1m70

ｷﾑﾗ ｻﾄｼ × ○ ○ × × ×

8 17 1360 木村　聡 (2) 山口 下関工 1m65

ﾄｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ × ○ × ○ × × ×

9 10 1302 戸澤　竜太 (2) 山口 豊浦 1m65

ｱﾍﾞ ﾋｶﾘ － × × ○ × × ×

10 13 1062 阿部　光 (2) 山口 防府西 1m65

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ ○ × × ○ × × ×

10 15 1831 松村　直樹 (1) 山口 香川 1m65

ﾋｻｶ ｼｮｳｺﾞ ○ × × ×

12 18 1362 日坂　奨吾 (2) 山口 下関工 1m60

ｻｻｷ ﾄﾓﾅﾘ ○ × × ×

12 9 1480 佐々木　智成 (2) 山口 萩商工 1m60

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ × × ×

8 1526 宮本　翔太 (2) 山口 岩国 NM

ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｺﾞ × × ×

6 1544 稲垣　祐吾 (2) 山口 岩国工 NM

ｻｻｷ ﾋﾛｼ × × ×

7 1584 佐々木　悠至 (2) 山口 柳井商工 NM

ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｺｳ × × ×

1 1658 橋本　大皇 (1) 山口 下松工 NM

ｸﾗﾌｼﾞ ﾏｻｼ × × ×

12 1832 藏藤　雅史 (1) 山口 香川 NM

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ × × ×

4 1834 藤井　祐輔 (1) 山口 宇部 NM

ｷﾄﾞ ｼｮｳﾀ × × ×

3 1870 幾度　翔太 (1) 山口 慶進 NM

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ × × ×

14 1927 三好　巧 (1) 山口 豊浦 NM

ﾀｻｶ ﾘｮｳ × × ×

5 2146 田坂　遼 (1) 山口 徳山工高専 NM

ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

2 1709 杉村　隆征 (2) 山口 新南陽 DNS

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

1m60
2m02

1m65
2m06

1m70
2m10

1m75 1m78 1m81 1m84 1m87

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 2009/9/20 18:39



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18日 13:30 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) 4m42 住田　政幸 (山口鴻城) 1996

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ － － － － － － － × ○

1 4 1018 重本　崇位 防府 － × × ○ × × × 4m00

ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｷ － － － － － － × ○ × × ○

2 2 1621 岡村　知季 徳山工高専 － × × × 3m80

ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾛ × × ○ × × ×

3 1 1710 小椋　淳寛 新南陽 2m50

ﾓﾘﾂｸﾞ ｶｽﾞｷ － － － － － － － × × ×

5 1100 森次　一樹 誠英 NM

ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ × × ×

3 1771 安田　竣亮 防府 NM

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

2m50
3m90

2m70
4m00

2m90
4m10

3m10 3m30 3m50 3m70 3m80

凡例 NM：記録なし



男子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 7m96 森長　正樹 (太成・大阪) 1989 9月18日 14:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 7m20 近藤　直巳 (宇部) 1971

大会記録 (GR) 7m07 森下　哲夫 (光) 1985

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

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 6m10 6m32 5m76 6m32 6m36 6m29 6m18 6m36
1 24 1922 野村　和成 田部 +0.2 +0.7 +1.7 +0.7 0.0 0.0 -0.1 0.0

ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ 6m36 × 6m27 6m36 5m67 × 6m27 6m36
2 23 1752 潮　良祐 西京 +1.8 +0.2 +1.8 +0.1 +0.1 +1.8

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 5m76 6m07 6m07 6m07 6m24 6m19 6m34 6m34
3 22 1923 野村　和広 田部 +0.3 +0.3 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.5 +0.5

ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 6m16 6m24 5m90 6m24 6m30 6m06 6m09 6m30
4 49 1079 吉村　真之介 西京 +0.8 +1.5 -1.9 +1.5 +1.2 +0.6 -0.7 +1.2

ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾏ 6m05 6m11 6m18 6m18 6m16 6m11 6m15 6m18
5 48 1591 東　良磨 熊毛南 +2.8 +0.2 -1.5 -1.5 +1.1 0.0 0.0 -1.5

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 6m11 6m01 × 6m11 × 6m18 × 6m18
6 50 1772 伊藤　望 防府 +0.2 +0.4 +0.2 -0.1 -0.1

ｳﾒｷ ﾀｶﾖｼ 6m07 5m94 － 6m07 × 5m79 6m09 6m09
7 46 1627 梅木　貴義 光 +1.5 +1.0 +1.5 +0.7 +0.2 +0.2

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ × 6m00 － 6m00 × － － 6m00
8 34 1101 伊藤　巧磨 誠英 +1.8 +1.8 +1.8

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ × 5m83 5m90 5m90 5m90
9 17 1545 杉原　涼太 岩国工 0.0 -1.5 -1.5 -1.5

ﾄﾖｷﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 5m63 5m75 5m88 5m88 5m88
10 43 1009 豊暉原　侑心 防府 +1.8 +0.8 +1.7 +1.7 +1.7

ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ × 5m87 × 5m87 5m87
11 15 2142 田中　健一郎 光 +2.0 +2.0 +2.0

ｶﾈﾓﾄ ﾅｵ 5m84 × － 5m84 5m84
12 19 1220 金本　直 宇部工 0.0 0.0 0.0

ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ × 5m77 － 5m77 5m77
13 18 1395 西島　貴洋 早鞆 0.0 0.0 0.0

ｽｲｽﾞ ﾘｮｳ × 5m77 × 5m77 5m77
13 21 1754 水津　稜 誠英 +2.1 +2.1 +2.1

ﾂｶﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ － 5m75 × 5m75 5m75
15 40 1546 塚脇　大輔 岩国工 +0.4 +0.4 +0.4

ｸﾗﾌｼﾞ ﾏｻｼ 5m60 5m71 5m70 5m71 5m71
16 20 1832 藏藤　雅史 香川 +2.4 +2.5 -0.2 +2.5 +2.5

ｲﾅﾊﾞ ｼｭﾝｼﾞ 5m67 5m63 5m67 5m67 5m67
17 16 1330 稲葉　俊二 下関南 0.0 +1.5 +0.3 0.0 0.0

ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ 5m66 5m64 － 5m66 5m66
18 44 1264 松田　創 香川 +3.5 +1.7 +3.5 +3.5

ｻｴｷ ﾅｵﾄ × 5m63 － 5m63 5m63
19 12 1368 佐伯　直斗 下関工 +0.7 +0.7 +0.7

ｵｵﾀ ﾀｸﾐ － × －
25 1217 大田　拓実 宇部工 NM

ﾖｺﾒ ｶｽﾞﾔ － － －
13 1247 横目　和也 厚狭 NM

ｳｴｷ ﾅｵﾔ － × －
11 1281 植木　直哉 西市 NM

ﾓﾘｵｶ ﾘｸ － × －
33 1283 森岡　陸 西市 NM

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ × × ×
1 1369 宮崎　天 下関工 NM

ｱｵｷ ﾀｸﾏ × － －
47 1393 青木　拓磨 早鞆 NM

ﾌｼﾞｶﾜ ﾐﾅﾄ － － －
42 1459 藤川　港 萩 NM

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ － × ×
6 1590 大村　拓哉 熊毛南 NM

ﾔﾉ ﾘｮｳｽｹ × × －
5 1667 矢野　涼介 下松工 NM

ｸﾎﾞ ﾕｳ － － －
28 1841 久保　祐 厚狭 NM

ｷﾄﾞ ｼｮｳﾀ － × －
41 1870 幾度　翔太 慶進 NM

ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ × × －
45 1905 高村　拓也 豊浦 NM

ﾂｼﾞﾔ ﾋﾛｷ － × －
39 1909 辻屋　宏樹 豊浦 NM

ﾊﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ － － －
29 1933 羽原　宏明 下関中央工 NM

ｸﾎﾞｲ ｺｳ × － ×
38 1975 窪井　耕 萩 NM

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾅﾘ － － －
9 2014 藤井　俊成 大津 NM

ｶｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ － × －
3 2017 鹿嶋　智晴 大津 NM

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾃﾙ － － －
7 2060 山中　一晃 柳井商工 NM

ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ － － －
10 2099 齋藤　翔哉 柳井商工 NM

ｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ － － ×
30 2104 木本　雅博 岩国 NM

ﾊﾔｼ ﾊﾞﾝﾘ － － －
27 2177 林　万理 徳山 NM

ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾛｳ
8 1657 盛田　剣士郎 下松工 DNS

ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ
2 1698 大橋　貴広 南陽工 DNS

ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
35 1709 杉村　隆征 新南陽 DNS

ｺﾞﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ
26 1779 胡麻本　将大 山口県鴻城 DNS

ﾔﾏﾈ ｼｭﾝﾔ
36 1781 山根　駿弥 山口県鴻城 DNS

ｶﾈﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
32 1806 金原　庄吾 野田学園 DNS

ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｺﾞ
31 1863 綿部　真悟 小野田 DNS

ﾔﾏｶｹﾞ ｼﾝﾔ
14 1996 山影　晋也 萩商工 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞｷ
37 2124 杉山　瑞希 南陽工 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ
4 2153 藤井　拓海 徳山商工 DNS

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



男子三段跳

日本高校記録　　 (HR) 15m84 渡辺　容史 (松山北・愛媛) 1997 9月20日 11:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 14m89 森重　明浩 (西京) 1989

大会記録 (GR) 14m37 小野　伸二 (徳佐) 1978

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

ｽｲﾂﾞ ﾅｵｷ 12m41 12m42 13m01 13m01 － × － 13m01

1 22 1778 水津　尚貴 (1) 山口 防府 +0.5 0.0 +1.3 +1.3 +1.3

ｵｵﾀ ﾀｸﾐ 12m91 12m98 12m81 12m98 12m57 12m81 12m97 12m98

2 23 1217 大田　拓実 (2) 山口 宇部工 +0.9 +0.4 +2.3 +0.4 +0.3 +0.5 +0.7 +0.4

ﾄﾖｷﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 12m09 12m42 12m50 12m50 12m09 12m22 12m62 12m62

3 9 1009 豊暉原　侑心 (2) 山口 防府 +2.0 +1.3 +2.0 +2.0 +2.1 +2.6 +1.5 +1.5

ｽｲｽﾞ ﾘｮｳ 12m28 × － 12m28 11m28 12m19 11m97 12m28

4 10 1754 水津　稜 (1) 山口 誠英 +0.7 +0.7 +1.6 +2.8 +1.1 +0.7

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾄ 12m05 11m66 12m06 12m06 11m53 × × 12m06

5 18 2078 本田　直人 (1) 山口 岩国工 +1.0 +1.7 +1.8 +1.8 +0.3 +1.8

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 11m71 × 12m06 12m06 11m58 10m74 × 12m06

6 5 1617 田口　奨也 (2) 山口 徳山工高専 +0.9 +2.2 +2.2 0.0 +2.3 +2.2

ｼｹﾞｵｶ ｱｽｶ 11m86 11m92 11m66 11m92 11m50 11m45 11m96 11m96

7 19 1242 重岡　飛鳥 (2) 山口 厚狭 +0.9 +1.3 +2.0 +1.3 +1.0 -0.7 +0.9 +0.9

ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ × 11m92 × 11m92 11m23 10m36 10m20 11m92

8 1 1752 潮　良祐 (1) 山口 西京 +0.5 +0.5 +0.1 +0.6 +0.9 +0.5

ｲﾅﾊﾞ ｼｭﾝｼﾞ 11m82 － 11m70 11m82 11m82

9 24 1330 稲葉　俊二 (2) 山口 下関南 +1.8 +1.1 +1.8 +1.8

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼ － － －

4 1109 山本　健史 (2) 山口 誠英 NM

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾉﾌﾞ × － －

16 1243 西澤　彰将 (2) 山口 厚狭 NM

ﾋｻｶ ｼｮｳｺﾞ － － ×

21 1362 日坂　奨吾 (2) 山口 下関工 NM

ﾌｼﾞｶﾜ ﾐﾅﾄ － － －

20 1459 藤川　港 (2) 山口 萩 NM

ﾔｼﾛ ｽｸﾞﾙ × － －

11 1473 八代　優 (2) 山口 萩商工 NM

ｲﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ － － －

3 1509 伊藤　光成 (1) 山口 大島商船 NM

ｻｶｲ ｼｭﾝ × － ×

8 1523 境井　舜 (2) 山口 岩国 NM

ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｺｳ － × －

13 1658 橋本　大皇 (1) 山口 下松工 NM

ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ － － －

15 1748 大谷　龍矢 (1) 山口 西京 NM

ﾂｼﾞﾔ ﾋﾛｷ × － －

7 1909 辻屋　宏樹 (1) 山口 豊浦 NM

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ × × ×

14 1922 野村　和成 (1) 山口 田部 NM

ｸﾎﾞｲ ｺｳ × × －

2 1975 窪井　耕 (1) 山口 萩 NM

ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ × × －

17 2142 田中　健一郎 (1) 山口 光 NM

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

6 1545 杉原　涼太 (2) 山口 岩国工 DNS

ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

12 1592 秋本　和大 (2) 山口 熊毛南 DNS

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 2009/9/20 18:40



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18日 14:30 決勝

山口県高校記録 (YR) 15m08 松冨　恵三 (防府西) 2005

大会記録 (GR) 12m95 河本　昌也 (山口県桜ヶ丘) 2007

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
ｲﾊﾗ ﾄｼｶﾂ

1 40 1275 居原　俊克 田部 13m00 13m31 13m46 13m46 13m50 × × 13m50 NGR
ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ

2 35 1565 珠山　信昭 柳井 11m49 11m95 11m44 11m95 11m65 11m66 12m27 12m27
ﾋﾛﾏｻ ﾕｳﾀ

3 37 1728 廣政　酉太 聖光 11m68 11m20 11m23 11m68 11m62 12m15 11m13 12m15
ｻｻｷ ｶｲ

4 38 1041 佐々木　海 山口 11m32 11m35 11m73 11m73 11m19 11m27 11m34 11m73
ﾅｶﾓﾄ ﾀﾀﾞﾌﾐ

5 42 1566 中本　匡郁 柳井 10m72 × 10m86 10m86 × 11m08 11m27 11m27
ｳｴﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ

6 44 1396 上村　恭平 早鞆 10m72 × 10m96 10m96 11m18 11m05 10m61 11m18
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

7 46 1735 斉藤　有生 山口県桜ケ丘 11m03 10m57 × 11m03 10m31 × 10m03 11m03
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

8 36 1384 田中　賢志 早鞆 10m69 10m92 × 10m92 × 10m71 10m65 10m92
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾀｶ

9 34 1616 山本　寿隆 徳山工高専 10m80 × × 10m80 10m80
ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ

10 45 1167 富山　泰至 宇部工高専 10m67 10m32 10m32 10m67 10m67
ｵｸﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ

11 39 1440 奥村 銀志 水産 － 10m04 9m55 10m04 10m04
ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

12 27 1238 小川　拓実 小野田工 9m17 9m22 9m56 9m56 9m56
ﾌｸﾀﾞ ｷｽｹ

13 43 1749 福田　規介 西京 9m23 × 9m55 9m55 9m55
ﾄﾀﾞｷﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ

14 33 1706 戸田岸　和宏 南陽工 × 9m37 9m21 9m37 9m37
ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ

15 29 1723 塚本　敦詞 聖光 9m21 － － 9m21 9m21
ﾄｲﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

16 25 1346 問山　貴史 下関中央工 － 9m16 － 9m16 9m16
ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ

26 1017 藤田　啓輔 防府 × － － NM
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ

16 1082 長田　大輝 西京 － － － NM
ﾎﾘｴ ﾘｮｳﾀ

4 1110 堀江　亮太 誠英 － － － NM
ｱﾏｻｷ ﾖｼｷ

7 1189 尼崎　吉樹 宇部中央 － － － NM
ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾛｷ

30 1277 高藤　博貴 田部 － × × NM
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｺｳｷ

10 1512 藤永　絋己 周防大島 － － － NM
ﾖﾈｼｹﾞ ｶｽﾞｷ

24 1541 米重　一喜 岩国工 － － × NM
ﾉｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ

31 1550 野上　和義 岩国工 － － × NM
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ

18 1640 仲西　　陵 下松 － － － NM
ｻｻﾊﾗ ﾅｵﾄ

32 1785 佐々原　直人 防府商 － － － NM
ｶﾈｺ ﾓﾛﾕｷ

8 1805 金子　師征 野田学園 － － － NM
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

11 1807 原田　真吾 野田学園 － － × NM
ﾅｶﾞｵ ｿｳｼﾞﾛｳ

23 1821 長尾宗次郎 小野田工 － － － NM
ｼｭﾄｳ ﾕｳｽｹ

19 1842 首藤　優育 厚狭 － － － NM
ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾀｶ

20 2004 佐々木　信鷹 長門 － － － NM
ﾔﾏﾁｶ ﾀｶﾋﾛ

5 2015 山近　貴大 大津 － × × NM
ﾓﾘﾐﾂ ﾅｵﾋﾛ

28 2047 森光　尚大 田布施農 － － － NM
ﾋﾛｶﾜ ｺｳｼﾞ

21 2062 廣川　晃司 熊毛南 － － － NM
ﾔﾏﾈ ﾄｼﾊﾙ

15 2070 山根　利晴 岩国 － － － NM
ｼﾉｶﾜ ﾅｵｱｷ

6 2090 篠川　直晃 柳井商工 － － － NM
ﾑﾗﾓﾄ ﾋｶﾙ

3 2100 村本　熙 柳井商工 － × － NM
ﾊﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ

2 2145 林　辰宜 徳山工高専 － － － NM
ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

17 1529 保田　純 岩国 DNS
ｵﾀﾞｹ ｻﾄﾙ

14 1802 男武　悟 防府 DNS
ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ

22 1843 福間　浩二 厚狭 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

1 1941 小林　直樹 下関工 DNS
ｲｼｽﾞ ｷｮｳｽｹ

9 2000 石津　恭輔 萩商工 DNS
ﾊﾗ ｺｳｲﾁ

12 2020 原　巧一 奈古 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾐ

13 2044 水野　智実 大島商船 DNS
ﾑﾗｶﾐ ｽﾊﾞﾙ

41 2129 村上　昴 徳山商工 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NGR：大会新記録 NM：記録なし DNS：欠場



男子円盤投

日本高校記録　　 (HR) 52m84 堤　雄司 (札幌拓光・北海道) 2008 9月20日 12:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 43m85 岡本　将司 (早鞆) 2008

大会記録 (GR) 38m38 財部　将宏 (早鞆) 2007

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
ｲﾊﾗ ﾄｼｶﾂ

1 46 1275 居原　俊克 (2) 田部 × 33m04 × 33m04 × 35m83 37m10 37m10
ﾀｶﾗﾍﾞ ﾋﾛｼ

2 44 1398 財部　寛史 (2) 早鞆 × 34m50 35m05 35m05 × 34m22 34m32 35m05
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾀｶ

3 43 1616 山本　寿隆 (2) 徳山工高専 29m88 × × 29m88 31m15 32m19 33m80 33m80
ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

4 41 1392 成田　康貴 (2) 早鞆 31m89 33m78 31m51 33m78 × 33m37 31m65 33m78
ﾅｶﾞｵ ｿｳｼﾞﾛｳ

5 45 1821 長尾宗次郎 (2) 小野田工 29m62 30m53 30m08 30m53 29m79 29m20 31m28 31m28
ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ

6 48 1565 珠山　信昭 (2) 柳井 × 30m77 × 30m77 × 28m36 × 30m77
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ

7 40 1195 柴田　佑史 (2) 宇部西 － 28m44 28m88 28m88 29m52 28m73 28m75 29m52
ｵｸﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ

8 37 1440 奥村 銀志 (2) 水産 － － 29m22 29m22 26m62 25m95 27m30 29m22
ｽｷﾞｲ ﾀｶﾏｻ

9 9 1738 杉井　孝匡 (2) 山口県桜ケ丘 28m28 × × 28m28 28m28
ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ

10 3 1497 森田　博之 (2) 奈古 × 28m23 × 28m23 28m23
ﾎﾘｴ ﾘｮｳﾀ

11 8 1110 堀江　亮太 (2) 誠英 27m73 26m19 27m46 27m73 27m73
ﾅｶﾓﾄ ﾀﾀﾞﾌﾐ

12 39 1566 中本　匡郁 (2) 柳井 － 25m30 26m52 26m52 26m52
ﾉｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ

13 33 1550 野上　和義 (2) 岩国工 25m65 26m46 25m83 26m46 26m46
ｸﾗｼｹﾞ ｼﾝｺﾞ

14 42 1236 倉重　信吾 (2) 小野田工 26m04 － － 26m04 26m04
ﾂﾂｲ ﾏｻﾅﾘ

15 20 2140 筒井　政成 (1) 華陵 25m01 25m12 － 25m12 25m12
ﾀﾑﾗ ｵｻﾑ

16 35 1311 田村　修 (2) 長府 × × 25m05 25m05 25m05
ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀﾛｳ

32 1010 長尾　健太郎 (1) 防府 － － － NM
ﾅﾝﾌﾞ ｼｮｳﾀ

19 1061 南部　翔多 (2) 防府西 － × － NM
ｽｷﾞﾀ ｱﾂｼ

23 1084 椙田　敦 (2) 西京 － － － NM
ﾊﾔｼ ｹﾝﾄ

11 1102 林　健人 (2) 誠英 × × × NM
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ

10 1229 清水　仁人 (1) 小野田 × × － NM
ﾀﾅｶ ｶｲ

24 1454 田中　海 (2) 萩 － － － NM
ｲﾓﾄ ｹｲｺﾞ

17 1493 井本　敬吾 (2) 奈古 － － － NM
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｺｳｷ

16 1512 藤永　絋己 (1) 周防大島 × － － NM
ﾋｻﾄﾐ ﾄﾓｷ

27 1552 久富　友輝 (2) 岩国工 － － － NM
ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

6 1578 宮田　健太郎 (2) 柳井商工 － × × NM
ﾐﾖｼ ﾀｶﾋﾛ

13 1579 三吉　貴裕 (2) 柳井商工 － － － NM
ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ

22 1643 市川　康太 (2) 下松 － × － NM
ﾄﾀﾞｷﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ

25 1706 戸田岸　和宏 (2) 南陽工 × × － NM
ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｷ

4 1722 水津　裕貴 (2) 聖光 － － － NM
ﾔﾏｼﾀ ﾕﾀｶ

47 1724 山下　侑剛 (2) 聖光 × × × NM
ｸﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ

29 1770 桑原　勇太 (1) 山口中央 × － － NM
ｻｻﾊﾗ ﾅｵﾄ

34 1785 佐々原　直人 (1) 防府商 × × × NM
ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾀ

1 1789 岡嵜　雄太 (1) 西京 × － × NM
ｵﾀﾞｹ ｻﾄﾙ

36 1802 男武　悟 (1) 防府 － × － NM
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

15 1807 原田　真吾 (1) 野田学園 － × × NM
ｶﾘﾉ ﾅｵｷ

5 1844 狩野　直樹 (1) 厚狭 － － × NM
ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ

26 1845 村田　一晃 (1) 厚狭 － － － NM
ｱｷｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

30 1902 秋枝　康平 (1) 豊浦 － × － NM
ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾀ

38 1904 榎本　竜太 (1) 豊浦 － － × NM
ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

2 1928 野田　彬広　 (1) 下関西 × － － NM
ﾏｷｼﾏ ﾀﾞｲﾅ

7 1934 牧島　大那 (1) 下関西 － × － NM
ﾏｽﾓﾄ ｹｲｽｹ

12 1938 桝本　圭祐 (1) 下関工 － － × NM
ﾊﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ

28 2145 林　辰宜 (1) 徳山工高専 － － － NM
ﾔﾅﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

14 2160 柳村　雄司 (1) 徳山 － － × NM
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

31 1178 尾川　雄大 (2) 宇部 DNS
ｲﾏﾄﾐ ﾘｮｳﾀ

49 1361 今冨　涼太 (2) 下関工 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

21 1993 藤本　大輔 (2) 萩商工 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

18 2163 安田　峻紀 (1) 徳山 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
2009/9/20 18:40
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男子ハンマー投

日本高校記録　　 (HR) 65m63 弓田　倫也(6k) (文星芸大附・栃木) 2007 9月18日 11:30 決勝

山口県高校記録 (YR) 59m96 財部　将宏 (早鞆) 2008

大会記録 (GR) 51m66 財部　将宏 (早鞆) 2007

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

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

1 22 1735 斉藤　有生 山口 山口県桜ケ丘 48m13 50m76 51m32 51m32 50m69 51m29 50m85 51m32

ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾛｷ

2 25 1277 高藤　博貴 山口 田部 × × 41m09 41m09 43m12 43m16 × 43m16

ｲﾏﾄﾐ ﾘｮｳﾀ

3 19 1361 今冨　涼太 山口 下関工 40m04 40m02 39m94 40m04 × 41m87 × 41m87

ｲﾉｳｴ ﾀｸﾄ

4 18 1900 井上　拓人 山口 豊浦 36m29 38m86 40m64 40m64 40m05 39m65 39m12 40m64

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

5 23 1392 成田　康貴 山口 早鞆 39m57 × 39m69 39m69 × × 39m24 39m69

ｷﾀﾆ ﾄﾓｱｷ

6 16 1363 木谷　智明 山口 下関工 35m82 36m79 39m13 39m13 39m20 × × 39m20

ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ

7 24 1017 藤田　啓輔 山口 防府 36m60 34m12 × 36m60 33m38 34m66 35m70 36m60

ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

8 17 2159 福永　竜也 山口 山口県桜ケ丘 × 31m89 33m00 33m00 × 33m08 32m33 33m08

ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ

9 15 1721 大庭　佳祐 山口 聖光 27m95 32m28 × 32m28 32m28

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ

10 14 1195 柴田　佑史 山口 宇部西 × × 32m05 32m05 32m05

ﾋﾛﾏｻ ﾕｳﾀ

11 4 1728 廣政　酉太 山口 聖光 26m57 28m40 29m57 29m57 29m57

ｱｷｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

12 13 1902 秋枝　康平 山口 豊浦 29m43 26m95 × 29m43 29m43

ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ

13 12 1244 上野　貴弘 山口 厚狭 × × 25m50 25m50 25m50

ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

14 11 1384 田中　賢志 山口 早鞆 － 25m35 － 25m35 25m35

ﾊﾔｼ ｹﾝﾄ

20 1102 林　健人 山口 誠英 × × × NM

ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

8 1238 小川　拓実 山口 小野田工 － × － NM

ｸｻｶ ﾘｮｳ

5 1827 日下　　亮 山口 小野田工 － － － NM

ｼｭﾄｳ ﾕｳｽｹ

3 1842 首藤　優育 山口 厚狭 × × × NM

ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ

2 1925 横山　佳佑 山口 田部 － × － NM

ﾑﾗﾓﾄ ﾋｶﾙ

1 2100 村本　熙 山口 柳井商工 × × － NM

ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀﾛｳ

7 1010 長尾　健太郎 山口 防府 DNS

ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾀｸﾔ

10 1213 松冨　拓也 山口 宇部工 DNS

ﾖｼﾊﾗ ﾄｼﾋｺ

9 1553 吉原　敏彦 山口 岩国広瀬 DNS

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝ

6 1556 中林　謙 山口 岩国広瀬 DNS

ﾑﾗｶﾐ ｽﾊﾞﾙ

21 2129 村上　昴 山口 徳山商工 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 1/1



男子やり投

日本高校記録　　 (HR) 76m54 村上　幸史 (今治明徳・愛媛) 1997 9月19日 13:30 決勝

山口県高校記録 (YR) 67m21 神崎　真悟 (西京) 2007

大会記録 (GR) 60m80 亀田　浩太郎 (豊浦) 1987

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1 44 1272 徳田　大輔 (2) 山口 田部 53m81 40m39 57m25 57m25 53m06 55m23 48m11 57m25
ﾖｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾔ

2 45 1434 吉田　嗣也 (2) 山口 大津 53m61 51m71 51m84 53m61 53m00 × 50m90 53m61
ｶﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

3 39 1727 川村　大樹 (2) 山口 聖光 50m57 48m58 51m91 51m91 40m71 49m68 43m45 51m91
ﾅｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

4 46 1246 中本　新吾 (2) 山口 厚狭 × × 46m50 46m50 48m54 48m56 45m21 48m56
ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ

5 43 1020 坂本　遥一郎 (2) 山口 防府 47m00 43m82 46m94 47m00 42m24 41m50 43m26 47m00
ｳｴﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ

6 41 1396 上村　恭平 (2) 山口 早鞆 41m57 42m48 43m51 43m51 46m17 46m21 45m34 46m21
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

7 33 1190 藤本　聖史 (2) 山口 宇部中央 45m89 46m15 42m09 46m15 － － － 46m15
ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｷ

8 47 1722 水津　裕貴 (2) 山口 聖光 41m32 40m04 43m64 43m64 43m04 － 44m72 44m72
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ

9 37 1323 中村　光明 (2) 山口 下関西 × 42m01 × 42m01 42m01
ｽｷﾞｲ ﾀｶﾏｻ

10 36 1738 杉井　孝匡 (2) 山口 山口県桜ケ丘 × × 41m89 41m89 41m89
ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ

11 30 1643 市川　康太 (2) 山口 下松 40m72 41m37 40m78 41m37 41m37
ﾌｸﾀﾞ ｷｽｹ

12 40 1749 福田　規介 (1) 山口 西京 × 41m36 40m21 41m36 41m36
ｼｹﾞｵｶ ｱｽｶ

13 29 1242 重岡　飛鳥 (2) 山口 厚狭 41m07 × － 41m07 41m07
ﾀｵ ｲｯﾍﾟｲ

14 3 2019 多尾　一平 (2) 山口 奈古 40m52 40m14 － 40m52 40m52
ｲｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

24 1099 石澤　凌二 (2) 山口 誠英 － － － NM
ﾖｼﾂｸﾞ ﾘｮｳ

12 1126 吉次　亮 (1) 山口 野田学園 － － － NM
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

25 1284 藤田　弘志 (2) 山口 西市 － × － NM
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

22 1313 杉山　瑞樹 (2) 山口 長府 × × － NM
ﾀｹﾉ ﾏｻﾋﾛ

17 1341 武野　匡浩 (1) 山口 下関中央工 － － × NM
ｱｵｷ ﾀｸﾏ

27 1393 青木　拓磨 (1) 山口 早鞆 × － － NM
ﾋﾗｵｶ ﾘｮｳ

32 1436 平岡　良 (1) 山口 大津 × × × NM
ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾘｮｳ

21 1438 萬代　亮 (2) 山口 水産 － － － NM
ﾀﾅｶ ｶｲ

16 1454 田中　海 (2) 山口 萩 － － × NM
ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ

35 1484 小田　一毅 (2) 山口 萩商工 － － × NM
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ

11 1528 杉本　正将 (2) 山口 岩国 × － × NM
ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

4 1529 保田　純 (2) 山口 岩国 － － － NM
ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

14 1578 宮田　健太郎 (2) 山口 柳井商工 × × － NM
ﾄｸﾊﾗ ﾕｳ

1 1737 徳原　祐 (1) 山口 山口県桜ケ丘 － － － NM
ｸﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ

31 1770 桑原　勇太 (1) 山口 山口中央 × × － NM
ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｷ

28 1773 原田　義紀 (1) 山口 防府 × × － NM
ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

9 1790 緒方　大樹 (1) 山口 高川学園 － － － NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

6 1800 小林　悠亮 (1) 山口 誠英 － － － NM
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ

15 1866 中村　信哉 (1) 山口 小野田 × － × NM
ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｷ

34 1917 吉村　友貴 (2) 山口 西市 － － － NM
ﾏｷｼﾏ ﾀﾞｲﾅ

19 1934 牧島　大那 (1) 山口 下関西 － × × NM
ｲﾄｳ ﾘｮｳ

8 1937 伊藤　凌 (1) 山口 下関工 － × － NM
ﾏﾂｵ ｼｮｳ

2 1939 松尾　翔 (1) 山口 下関工 － × × NM
ﾐﾊﾗ ｺｳｽｹ

18 2101 三原　康佑 (1) 山口 柳井商工 － － － NM
ﾂﾂｲ ﾏｻﾅﾘ

13 2140 筒井　政成 (1) 山口 華陵 × － － NM
ﾔﾅﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

10 2160 柳村　雄司 (1) 山口 徳山 － － － NM
ﾅﾜﾀ ｶｽﾞｷ

20 2180 縄田　和喜 (1) 山口 下松工 － － － NM
ｱﾏｻｷ ﾖｼｷ

5 1189 尼崎　吉樹 (2) 山口 宇部中央 DNS
ﾏﾂﾄﾞﾐ ﾀｸﾔ

38 1213 松冨　拓也 (2) 山口 宇部工 DNS
ｸﾏﾔ ｼｭﾝｲﾁ

26 1442 熊谷　隼一 (2) 山口 水産 DNS
ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｷ

42 1621 岡村　知季 (2) 山口 徳山工高専 DNS
ｼｵﾐ ﾀｶｷ

23 1661 塩見　貴輝 (1) 山口 下松工 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

7 2163 安田　峻紀 (1) 山口 徳山 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場 2009/9/20 18:40



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19日 11:55 予選
山口県高校記録 (YR) 11.81 松田　　薫 (西市) 2003 9月19日 14:25 準決
大会記録 (GR) 12.35 小村　友子 (下関商) 1998 9月19日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 12.0 森　朋子 (柳井) 1989

予選 10組2着+4

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

ｻｻｷ ﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ
1 7 259 佐々木　祐佳 豊浦 12.62 Q 1 7 311 山本　詩織 下関商 12.55 Q

ｵｵｾﾗ ﾐｽﾞｷ ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ
OP 1 514 大瀬良　みずき 山口県桜ケ丘 12.64 2 4 157 須尭　志保 誠英 13.48 Q

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ
2 6 292 緒方　友奈 下関中等 13.47 Q 3 2 108 松田　明子 防府 13.51

ｽｲﾂ ｱﾔﾉ ｼﾉﾄｳ ﾏｻﾐ
3 5 526 水津　綾乃 誠英 13.51 q 4 8 599 篠遠　正美 宇部商 13.82

ｳﾒﾓﾄ ﾊﾙﾅ ｵｵｻﾜ ｱﾝﾅ
4 3 868 梅本　遥菜 下松 14.60 5 5 283 大澤　杏奈 下関南 15.45

ｶﾈｺ ｴﾘ ｶﾈｺ ﾐｻｷ
5 2 365 金子　恵梨 萩光塩 15.47 6 6 367 金子　美咲 萩光塩 15.70

ｵｵｻｶ ﾕｶ ﾆｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
8 436 逢坂　侑香 田布施農 DNS 3 217 西田　恵 厚狭 DNS

ﾖｺﾀ ﾁｶ
4 589 横田　知佳 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

ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ ｻﾄｳ ﾅﾘｴ
1 7 520 高木　柚香莉 中村女子 12.74 Q 1 5 242 佐藤　成恵 田部 12.66 Q

ｲﾄｳ ﾋﾛｴ ﾀﾅｶ ﾏｲｺ
2 4 228 伊藤　弘恵 宇部中央 13.77 Q 2 2 649 田中　舞子 豊浦 13.41 Q

ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾎ ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ
3 2 421 藤仲　実穂 柳井 13.88 3 8 647 森田　明梨 下関商 13.45 q

ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ ｴｸﾞﾁ ｱﾘｻ
4 6 538 竹田　ひかる 防府商 14.14 4 6 617 江口　ありさ 香川 14.94

ｲｼﾊﾗ ｱｷﾎ ｵｵｶﾞ ｶﾎ
5 5 435 石原　明穂 熊毛南 15.37 3 317 大賀　耶歩 奈古 DNS

ｱﾗｶﾜ ﾅｵｺ ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ
8 361 荒川　直子 奈古 DNS 7 454 德浪　慶恵 徳山工高専 DNS

ｲﾜｼｹﾞ ｻｵﾘ ﾌｼﾞｲ ｻｴｺ
3 447 岩重　早織 高水 DNS 4 686 藤井　早絵子 豊北 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ
1 8 646 山口　千尋 梅光女学院 12.86 Q 1 4 465 道祖本　杏子 光 13.06 Q

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ ﾅｶﾉ ﾘｶ
2 2 145 光永　麻由 西京 13.41 Q 2 6 288 中野　里香 下関中等 13.52 Q

ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ ｵﾀﾞ ﾕｳｷ
3 3 338 白上　沙知 萩 13.69 3 1 240 小田　結希 田部 13.52

ﾐｳﾗ ｱﾔｶ ﾑﾗﾀ ﾕｶﾘ
4 6 714 三浦　綾華 大津 13.88 4 2 774 村田　由香里 岩国 13.78

ﾅｶﾞﾀ ｱﾘｻ ﾅｶﾞｵｶ ﾁﾋﾛ
5 4 667 長田　亜莉沙 下関南 14.95 5 3 351 長岡　千尋 萩商工 13.94

ｺｳﾉ ｴﾘ ﾔﾏﾄｷ ﾐｻ
6 7 685 河野　恵理 豊北 15.00 6 5 546 山時　未彩 防府西 14.65

ｺｶﾞ ｻﾂｷ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｶ
5 674 古賀　さつき 下関西 DNS 7 7 618 中原　有香 香川 14.69

ﾆｼﾓﾄ ﾕｶ
8 8 763 西本　友香 熊毛南 15.08

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

ﾀﾑﾗ ｱｲ ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ
1 8 189 田村　あい 宇部西 13.46 Q 1 5 181 下野　杏菜 宇部中央 13.01 Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ
2 2 537 松本　遥 山口県鴻城 13.69 Q 2 6 112 石本　祥子 防府 13.37 Q

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ
3 3 835 橋本　初美 徳山商工 13.89 3 7 586 福永　侑里香 宇部 13.49 q

ﾅｶﾞｵｶ ﾉﾘｴ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ
4 5 721 長岡　仙恵 大津 14.32 4 1 477 中村　奈々子 下松 13.71

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ﾑﾗｵ ﾘｻ
5 1 441 田中　李奈 周防大島 14.44 5 2 203 村尾　梨紗 宇部商 13.86

ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾉ ｽｴﾀﾞ ﾐｶ
6 6 840 吉本　彩乃 華陵 14.49 6 3 839 末田　美加 華陵 14.22

ｵｶﾑﾗ ﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ
7 442 岡村　祐佳 田布施農 DNS 7 8 541 山本　結菜 防府商 14.37

ｻｻｷ ｱｽﾞｻ ｺｳﾁ ｹｲｺ
4 673 佐々木　梓 下関西 DNS 8 4 680 河内　恵子 長府 14.53

風: +1.8 風: +4.0

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

風: +2.4 風: +2.2

風: +3.8 風: +3.5

風: +5.7 風: +0.5

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19日 11:55 予選
山口県高校記録 (YR) 11.81 松田　　薫 (西市) 2003 9月19日 14:25 準決
大会記録 (GR) 12.35 小村　友子 (下関商) 1998 9月19日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 12.0 森　朋子 (柳井) 1989

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

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

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ
1 1 524 原田　実里 西京 13.00 Q 1 1 340 久保川　紗希 萩 12.81 Q

ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ
2 4 416 河村　菜摘 柳井 13.14 Q 2 8 844 田中　晴佳 光 13.21 Q

ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ ﾀﾀﾗ ﾐｷ
3 6 845 荒木　菜々美 徳山 13.64 3 3 624 多田羅　美希 宇部西 13.49 q

ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ ｺｳﾀﾘ ｱｶﾘ
4 7 371 田邊　彩 萩商工 14.46 4 4 780 神足　明里 岩国商 13.57

ｻｻｵ ﾕﾘ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ
5 3 213 笹尾　ゆり 小野田 14.76 5 5 208 杉山　由希子 小野田 14.41

ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾎ ｸﾎﾞｲ ｶｴﾃﾞ
6 2 782 藤川　真帆 岩国商 15.14 6 6 218 窪井　楓 厚狭 14.51

ｵｵﾅｶ ﾊﾂﾞｷ ｶﾄﾞﾀ ｴﾘﾅ
7 5 409 大中　葉月 岩国工 15.52 2 388 門田　英莉奈 岩国 DNS

ｵｵｲｼ ﾄﾓｴ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾐ
8 318 大石　智絵 青嶺 DNS 7 846 松原　由実 徳山 DNS

準決 3組2着+2

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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口 ｻｻｷ ﾕｶ 山口
1 6 311 山本　詩織 (2) 下関商 12.51 Q 1 3 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 12.67 Q

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 山口 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口
2 3 646 山口　千尋 (1) 梅光女学院 12.89 Q 2 5 340 久保川　紗希 (2) 萩 12.98 Q

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ 山口
3 4 524 原田　実里 (1) 西京 13.05 q 3 4 181 下野　杏菜 (2) 宇部中央 13.09

ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口
4 5 844 田中　晴佳 (1) 光 13.24 4 6 416 河村　菜摘 (2) 柳井 13.27

ﾅｶﾉ ﾘｶ 山口 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 山口
5 8 288 中野　里香 (1) 下関中等 13.39 5 1 647 森田　明梨 (1) 下関商 13.55

ｽｲﾂ ｱﾔﾉ 山口 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口
6 2 526 水津　綾乃 (1) 誠英 13.53 6 7 145 光永　麻由 (2) 西京 13.61

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口 ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口
7 1 537 松本　遥 (1) 山口県鴻城 13.70 7 2 624 多田羅　美希 (1) 宇部西 13.71

ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ 山口 ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ 山口
7 112 石本　祥子 (2) 防府 DNS 8 8 157 須尭　志保 (2) 誠英 13.72

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻﾄｳ ﾅﾘｴ 山口 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 3 242 佐藤　成恵 (2) 田部 12.59 Q ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口

ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口 1 4 311 山本　詩織 (2) 下関商 12.52
2 6 520 高木　柚香莉 (1) 中村女子 12.67 Q ｻｻｷ ﾕｶ 山口

ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口 2 5 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 12.57
3 4 465 道祖本　杏子 (2) 光 12.89 q ｻﾄｳ ﾅﾘｴ 山口

ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口 3 6 242 佐藤　成恵 (2) 田部 12.69
4 2 586 福永　侑里香 (1) 宇部 13.34 ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口 4 3 520 高木　柚香莉 (1) 中村女子 12.78
5 8 292 緒方　友奈 (2) 下関中等 13.42 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口

ﾀﾅｶ ﾏｲｺ 山口 5 7 340 久保川　紗希 (2) 萩 12.93
6 7 649 田中　舞子 (1) 豊浦 13.44 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 山口

ﾀﾑﾗ ｱｲ 山口 6 8 646 山口　千尋 (1) 梅光女学院 12.96
7 5 189 田村　あい (2) 宇部西 13.45 ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口

ｲﾄｳ ﾋﾛｴ 山口 7 2 465 道祖本　杏子 (2) 光 12.98
8 1 228 伊藤　弘恵 (1) 宇部中央 13.84 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口

8 1 524 原田　実里 (1) 西京 13.12

風: +5.8 風: +1.7

風: +3.2

風: +1.9 風: +2.1

風: +0.1

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20日 10:30 予選
山口県高校記録 (YR) 24.57 松田　　薫 (西市) 2003 9月20日 12:40 準決
大会記録 (GR) 25.17 松田　　薫 (西市) 2003 9月20日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 25.0 田中　亜希子 (下関商) 1991

予選 9組2着+6

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

ｻｻｷ ﾕｶ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口
1 6 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 26.16 Q 1 8 311 山本　詩織 (2) 下関商 27.04 Q

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口
2 4 835 橋本　初美 (1) 徳山商工 28.40 Q 2 5 537 松本　遥 (1) 山口県鴻城 28.37 Q

ｼﾉﾄｳ ﾏｻﾐ 山口 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口
3 2 599 篠遠　正美 (1) 宇部商 29.17 3 3 292 緒方　友奈 (2) 下関中等 28.49 q

ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 山口 ﾔﾉ ﾋﾛｺ 山口
4 7 362 原　真奈美 (2) 奈古 30.21 4 6 420 矢野　浩子 (2) 柳井 28.81

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口 ｽｴﾀﾞ ﾐｶ 山口
5 3 441 田中　李奈 (1) 周防大島 30.33 5 7 839 末田　美加 (1) 華陵 30.39

ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾉ 山口 ｵﾁｱｲ ﾐｽﾞｷ 山口
6 5 840 吉本　彩乃 (1) 華陵 30.38 2 201 落合　泉妃 (2) 宇部商 DNS

ﾏｴﾔﾏ ﾄﾓﾐ 山口 ﾖｺﾀ ﾁｶ 山口
7 8 187 前山　友美 (2) 宇部西 30.57 4 589 横田　知佳 (1) 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 山口 ｲﾜｼｹﾞ ｻｵﾘ 山口
1 8 646 山口　千尋 (1) 梅光女学院 26.96 Q 1 8 447 岩重　早織 (2) 高水 27.64 Q

ﾅｶﾞｵｶ ﾁﾋﾛ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 山口
2 7 351 長岡　千尋 (2) 萩商工 29.70 Q 2 7 108 松田　明子 (2) 防府 28.01 Q

ｺｳﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 山口 ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口
3 6 407 神田　緑 (2) 岩国商 30.46 3 5 834 植本　沙紀 (1) 徳山商工 28.03 q

ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳｺ 山口 ｺｳﾂﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 山口
4 3 552 末永　侑子 (1) 誠英 31.21 4 2 123 上妻　泉 (1) 山口中央 29.04

ﾆｼﾑﾗ ﾓｴ 山口 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾎ 山口
5 2 619 西村　萌 (1) 香川 31.25 5 4 421 藤仲　実穂 (2) 柳井 29.66

ｻｻｷ ｱｽﾞｻ 山口 ｻｲﾄｳ ﾎﾉﾐ 山口
5 673 佐々木　梓 (1) 下関西 DNS 6 3 270 斉藤　穂乃美 (2) 長府 29.68

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 山口 ｵｶｻﾞｷ ｶﾅｺ 山口
4 687 山本　恵理子 (1) 豊北 DNS 7 6 625 岡崎　加奈子 (1) 小野田 33.14

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

ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口
1 5 465 道祖本　杏子 (2) 光 27.63 Q 1 6 240 小田　結希 (2) 田部 27.82 Q

ｺｳﾀﾘ ｱｶﾘ 山口 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口
2 1 780 神足　明里 (1) 岩国商 28.29 Q 2 3 844 田中　晴佳 (1) 光 28.14 Q

ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ 山口 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口
3 2 845 荒木　菜々美 (1) 徳山 29.36 3 2 676 出口　翔子 (1) 下関西 28.56 q

ﾅｶﾞﾐﾂ ｲｸﾐ 山口 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｶ 山口
4 7 119 長光　郁実 (2) 山口 29.63 4 4 618 中原　有香 (1) 香川 31.15

ｻｸﾉ ﾕｳｷ 山口 ｺｳﾉ ｴﾘ 山口
5 4 720 作野　優希 (1) 大津 30.63 5 5 685 河野　恵理 (1) 豊北 32.42

ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾘ 山口 ｵｵﾅｶ ﾊﾂﾞｷ 山口
6 6 474 久保田　香織 (1) 下松 32.38 6 8 409 大中　葉月 (1) 岩国工 33.52

ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 山口
3 112 石本　祥子 (2) 防府 DNS 1 371 田邊　彩 (1) 萩商工 DNS

ｵｵｲｼ ﾄﾓｴ 山口 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾐ 山口
8 318 大石　智絵 (2) 青嶺 DNS 7 846 松原　由実 (1) 徳山 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 ﾊﾙｶ 山口 ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ 山口
1 2 648 久保　遙 (1) 豊浦 27.95 Q 1 4 181 下野　杏菜 (2) 宇部中央 27.07 Q

ﾅｶﾉ ﾘｶ 山口 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 山口
2 8 288 中野　里香 (1) 下関中等 27.96 Q 2 5 647 森田　明梨 (1) 下関商 27.85 Q

ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 ﾄﾞﾃ ｱﾔﾅ 山口
3 3 159 井無田　愛理 (2) 誠英 28.17 q 3 2 241 土手　彩奈 (2) 田部 27.90 q

ﾀｹｳﾁ ﾐｻｴ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ 山口
4 4 125 竹内　美沙枝 (2) 山口中央 29.65 4 8 148 山本　実奈 (2) 西京 29.21

ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓｺ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾎ 山口
5 1 284 高山　朋子 (2) 下関南 30.92 5 7 718 藤本　美帆 (1) 大津 29.63

ｲｼﾊﾗ ｱｷﾎ 山口 ﾀｶｵ ﾑﾂﾐ 山口
6 5 435 石原　明穂 (2) 熊毛南 33.61 6 6 773 高尾　睦美 (1) 岩国 29.67

ﾖｼﾑﾗ ﾐﾅ 山口 ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ 山口
6 337 吉村　美菜 (2) 萩 DNS 7 1 343 田中　律子 (1) 萩 29.93

ｶﾈｺ ﾐﾉﾘ 山口 ﾐﾔｿﾞｴ ｱｶﾈ 山口
7 375 金子　みのり (2) 周防大島 DNS 8 3 672 宮添　茜 (1) 下関南 31.73

風: +3.0 風: +1.7

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

風: +0.7 風: +2.2

風: +1.5 風: +1.6

風: +0.3 風: +0.9

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20日 10:30 予選
山口県高校記録 (YR) 24.57 松田　　薫 (西市) 2003 9月20日 12:40 準決
大会記録 (GR) 25.17 松田　　薫 (西市) 2003 9月20日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 25.0 田中　亜希子 (下関商) 1991

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口
1 3 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 27.37 Q

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口
2 5 145 光永　麻由 (2) 西京 27.67 Q

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
3 1 615 藤谷　はるな (1) 厚狭 27.68 q

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 山口
4 2 477 中村　奈々子 (1) 下松 28.93

ﾏﾂﾅｶﾞ ｻｷ 山口
5 6 229 松永　早希 (1) 宇部中央 29.01

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山口
6 4 385 吉田　実紀 (2) 岩国 30.16

ｲｼﾏﾙ ﾕｳｶ 山口
8 439 石丸　優華 (2) 田布施農 DNS

ｲｿﾑﾗ ｺﾕｷ 山口
7 587 磯村　小雪 (1) 宇部 DNS

準決 3組2着+2

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

ｻｻｷ ﾕｶ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 山口
1 6 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 26.58 Q 1 3 646 山口　千尋 (1) 梅光女学院 26.75 Q

ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口 ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口
2 5 465 道祖本　杏子 (2) 光 27.65 Q 2 6 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 27.60 Q

ﾄﾞﾃ ｱﾔﾅ 山口 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口
3 1 241 土手　彩奈 (2) 田部 28.19 3 2 292 緒方　友奈 (2) 下関中等 27.81 q

ﾅｶﾉ ﾘｶ 山口 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 山口
4 4 288 中野　里香 (1) 下関中等 28.30 4 4 647 森田　明梨 (1) 下関商 27.90

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口
5 2 676 出口　翔子 (1) 下関西 28.64 5 5 240 小田　結希 (2) 田部 28.05

ﾅｶﾞｵｶ ﾁﾋﾛ 山口 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口
6 7 351 長岡　千尋 (2) 萩商工 29.62 6 8 844 田中　晴佳 (1) 光 28.31

ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口
8 108 松田　明子 (2) 防府 DNS 7 7 835 橋本　初美 (1) 徳山商工 28.40

ｲﾜｼｹﾞ ｻｵﾘ 山口 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
3 447 岩重　早織 (2) 高水 DNS 1 615 藤谷　はるな (1) 厚狭 DNS

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 311 山本　詩織 (2) 下関商 26.66 Q ｻｻｷ ﾕｶ 山口

ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ 山口 1 5 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 26.30
2 4 181 下野　杏菜 (2) 宇部中央 27.22 Q ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 山口

ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 山口 2 4 646 山口　千尋 (1) 梅光女学院 26.83
3 6 648 久保　遙 (1) 豊浦 27.73 q ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口 3 3 311 山本　詩織 (2) 下関商 26.84
4 3 145 光永　麻由 (2) 西京 27.98 ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口

ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 4 7 465 道祖本　杏子 (2) 光 27.57
5 1 834 植本　沙紀 (1) 徳山商工 28.04 ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ 山口

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口 5 6 181 下野　杏菜 (2) 宇部中央 27.62
6 8 537 松本　遥 (1) 山口県鴻城 28.28 ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 山口

ｺｳﾀﾘ ｱｶﾘ 山口 6 1 648 久保　遙 (1) 豊浦 27.76
7 7 780 神足　明里 (1) 岩国商 28.68 ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口

ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 7 8 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 27.96
2 159 井無田　愛理 (2) 誠英 DNS ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口

8 2 292 緒方　友奈 (2) 下関中等 28.20

風: +0.5

風: +0.4

風: +0.8

風: -2.0

風: -2.0

凡例 DNS：欠場



女子400m

日本高校記録　　 (HR) 0.53.45 柿沼　和恵 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月18日 11:00 予選
山口県高校記録 (YR) 0.55.50 田中　亜希子 (下関商) 1991 9月18日 14:15 準決
大会記録 (GR) 0.57.78 藤本　玲 (光) 2007 9月18日 15:50 決勝
大会記録 (GR) 0.55.8 田中　亜希子 (下関商) 1991

予選 7組3着+3

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

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口
1 2 146 田原　恵美 西京 1.05.55 Q 1 8 501 田中　里奈 徳山商工 1.02.57 Q

ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉ 山口 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
2 8 265 安藤　詩乃 長府 1.05.59 Q 2 3 615 藤谷　はるな 厚狭 1.03.22 Q

ｶﾄﾞﾀ ｴﾘﾅ 山口 ﾅｶﾞﾐﾂ ｲｸﾐ 山口
3 7 388 門田　英莉奈 岩国 1.07.87 Q 3 2 119 長光　郁実 山口 1.05.39 Q

ｼﾏﾀ ﾐﾎ 山口 ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口
4 3 205 島田　美穂 宇部商 1.08.79 4 5 675 沖津　千香子 下関西 1.06.37 q

ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山口 ｻｯｶ ﾐｵ 山口
5 5 458 岡本　みなみ 光 1.09.07 5 6 849 屬　美緒 徳山工高専 1.10.48

ｲﾓﾄ ｶﾅ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾖｳｺ 山口
6 4 554 井本　佳菜 防府 1.12.00 6 7 766 河村　容子 柳井商工 1.15.64

ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾐ 山口 ｻﾀﾞﾉ ﾅﾂﾐ 山口
6 540 上田　奈津美 防府商 DNS 4 463 貞野　夏実 光 DNS

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

ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口 ｺｳﾂﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 山口
1 2 257 黒川　南里沙 豊浦 1.02.83 Q 1 8 123 上妻　泉 山口中央 1.04.01 Q

ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口 ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口
2 8 185 江坂　今日子 宇部西 1.03.54 Q 2 7 666 松尾　梨穂 田部 1.04.46 Q

ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 ｽｴﾄﾞﾐ ﾅﾂｺ 山口
3 5 159 井無田　愛理 誠英 1.04.25 Q 3 2 106 末富　菜都子 防府 1.04.72 Q

ﾐｽﾞﾉ ｱﾔｶ 山口 ﾒｸﾞﾛ ｶﾅ 山口
4 6 426 水野　綾夏 柳井商工 1.07.52 4 5 310 目黒　花樹 下関商 1.04.79 q

ｺｳﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 山口 ｴﾔﾏ ﾊﾅ 山口
5 4 407 神田　緑 岩国商 1.08.70 5 6 642 江山　花 下関中等 1.09.33

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ 山口 ﾖｼｻﾞｷ ﾕｲﾅ 山口
6 7 395 藤本　佳奈 岩国 1.10.35 6 4 423 吉崎　唯奈 柳井 1.10.67

ｱﾘﾏ ﾘﾅ 山口 ｻｻｵ ﾕﾘ 山口
7 3 832 有馬　理奈 聖光 1.11.55 3 213 笹尾　ゆり 小野田 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

ｲｼｲ ｱﾘｻ 山口 ﾄﾞﾋ ﾕﾘｶ 山口
1 1 256 石井　亜理沙 豊浦 1.03.77 Q 1 4 126 土肥　由梨香 山口中央 1.04.41 Q

ｶﾜﾀ ﾁｶ 山口 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口
2 2 160 河田　千佳 誠英 1.04.57 Q 2 1 340 久保川　紗希 萩 1.04.49 Q

ｳｴﾑﾗ ﾕｶ 山口 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口
3 6 499 植村　優花 徳山商工 1.04.67 Q 3 5 586 福永　侑里香 宇部 1.05.13 Q

ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ﾔﾉ ﾋﾛｺ 山口
4 7 319 石津　友美恵 萩 1.04.98 q 4 7 420 矢野　浩子 柳井 1.06.39

ﾐﾔﾀ ﾏﾕ 山口 ﾐﾜ ｼﾉ 山口
5 5 661 宮田　希柚 田部 1.08.41 5 6 408 三輪　梓乃 岩国商 1.08.40

ｺﾔﾏ ﾁｶ 山口 ｲﾀﾞ ﾏﾅﾐ 山口
6 3 177 小山　知佳 宇部 1.08.97 6 8 274 井田　真奈未 長府 1.10.79

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 山口 ﾄｸｼｹﾞ ﾘｵ 山口
7 4 208 杉山　由希子 小野田 1.09.08 7 2 865 徳重　理央 徳山 1.11.96

ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓｺ 山口 ｶｼﾍﾞ ﾕｶ 山口
8 8 284 高山　朋子 下関南 1.10.40 3 150 樫部　結香 西京 DNS

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口
1 4 220 神谷　望美 厚狭 1.03.52 Q

ｼﾗﾊｼ ｶﾅ 山口
2 5 475 白橋　夏菜 下松 1.04.76 Q

ｵｶ ﾅﾙﾐ 山口
3 7 597 岡　愛美 宇部商 1.06.65 Q

ﾎﾘｺｼ ｱｷ 山口
4 3 842 堀越　郁希 新南陽 1.07.77

ﾌｼﾞｲ ｻﾕﾘ 山口
5 2 682 藤井　裟由里 下関南 1.10.24

ﾏｴﾔﾏ ﾄﾓﾐ 山口
6 8 187 前山　友美 宇部西 1.12.61

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口
1 300 中村　江里奈 下関商 DNS

ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲ 山口
6 858 森山　祐衣 徳山 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 1/2



女子400m

日本高校記録　　 (HR) 0.53.45 柿沼　和恵 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月18日 11:00 予選
山口県高校記録 (YR) 0.55.50 田中　亜希子 (下関商) 1991 9月18日 14:15 準決
大会記録 (GR) 0.57.78 藤本　玲 (光) 2007 9月18日 15:50 決勝
大会記録 (GR) 0.55.8 田中　亜希子 (下関商) 1991

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

準決 3組2着+2

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

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口
1 6 501 田中　里奈 (2) 徳山商工 1.01.16 Q 1 5 340 久保川　紗希 (2) 萩 1.01.94 Q

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口
2 3 146 田原　恵美 (2) 西京 1.01.40 Q 2 6 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 1.02.63 Q

ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
3 8 586 福永　侑里香 (1) 宇部 1.02.52 q 3 4 615 藤谷　はるな (1) 厚狭 1.03.25 q

ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ｽｴﾄﾞﾐ ﾅﾂｺ 山口
4 2 319 石津　友美恵 (1) 萩 1.04.01 4 7 106 末富　菜都子 (2) 防府 1.04.56

ﾄﾞﾋ ﾕﾘｶ 山口 ｺｳﾂﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 山口
5 5 126 土肥　由梨香 (1) 山口中央 1.04.52 5 3 123 上妻　泉 (1) 山口中央 1.04.56

ｼﾗﾊｼ ｶﾅ 山口 ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口
6 7 475 白橋　夏菜 (2) 下松 1.05.30 6 2 675 沖津　千香子 (1) 下関西 1.06.09

ｶﾜﾀ ﾁｶ 山口 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉ 山口
7 4 160 河田　千佳 (1) 誠英 1.06.09 7 8 265 安藤　詩乃 (2) 長府 1.06.19

ﾅｶﾞﾐﾂ ｲｸﾐ 山口 ｵｶ ﾅﾙﾐ 山口
8 1 119 長光　郁実 (2) 山口 1.07.18 8 1 597 岡　愛美 (1) 宇部商 1.06.71

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 4 666 松尾　梨穂 (1) 田部 1.02.12 Q ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口

ｲｼｲ ｱﾘｻ 山口 1 3 146 田原　恵美 (2) 西京 1.00.24
2 3 256 石井　亜理沙 (2) 豊浦 1.03.56 Q ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口

ｳｴﾑﾗ ﾕｶ 山口 2 6 501 田中　里奈 (2) 徳山商工 1.00.42
3 8 499 植村　優花 (2) 徳山商工 1.03.59 ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口

ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口 3 4 666 松尾　梨穂 (1) 田部 1.01.51
4 5 220 神谷　望美 (2) 厚狭 1.03.65 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口

ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口 4 5 340 久保川　紗希 (2) 萩 1.01.79
5 6 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 1.03.73 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 山口

ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 5 1 586 福永　侑里香 (1) 宇部 1.02.02
6 7 159 井無田　愛理 (2) 誠英 1.03.82 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口

ﾒｸﾞﾛ ｶﾅ 山口 6 8 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 1.02.74
7 1 310 目黒　花樹 (2) 下関商 1.04.53 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口

ｶﾄﾞﾀ ｴﾘﾅ 山口 7 2 615 藤谷　はるな (1) 厚狭 1.04.37
2 388 門田　英莉奈 (2) 岩国 DNS ｲｼｲ ｱﾘｻ 山口

8 7 256 石井　亜理沙 (2) 豊浦 1.06.53

凡例 DNS：欠場 2/2



女子800m

9月19日 13:40 予選
日本高校記録　　 (HR) 2.04.00 西村　美樹 (東京・東京) 2000 9月20日 11:40 準決
山口県高校記録 (YR) 2.08.84 吉村　かおり (西京) 1994 9月20日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 2.14.1 通山　文絵 (柳井) 1991

予選 6組3着+6

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

ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口 ﾓﾘﾀ ｻﾂｷ 山口
1 6 523 高橋　さやか (1) 西京 2.20.22 Q 1 9 282 盛田　さつき (2) 下関南 2.28.62 Q

ｶﾄﾞﾀ ﾏﾘﾅ 山口 ｴﾔﾏ ﾊﾅ 山口
2 5 387 門田　茉莉奈 (2) 岩国 2.35.87 Q 2 7 642 江山　花 (1) 下関中等 2.29.55 Q

ﾉﾑﾗ ﾅﾅｴ 山口 ﾓﾘｼﾀ ﾏｲ 山口
3 3 654 野村　奈々恵 (1) 豊浦 2.40.70 Q 3 3 833 森下　真衣 (1) 聖光 2.30.02 Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ 山口 ｵｶﾑﾗ ﾅｵｴ 山口
4 8 464 松本　梨沙 (2) 光 2.41.97 4 4 230 岡村　尚江 (1) 宇部中央 2.34.72 q

ｹﾞﾝﾅｲ ｲｽﾞﾐ 山口 ﾔﾏｶﾞ ﾖｼﾐ 山口
5 4 779 源内　いずみ (1) 岩国商 2.46.62 5 2 489 山賀　美実 (2) 徳山 2.42.65

ｻｻｷ ﾐﾎ 山口 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏﾕ 山口
6 7 761 佐々木　美帆 (1) 大島商船 2.49.57 6 6 412 藤山　茉優 (1) 柳井 2.51.92

ﾀﾆｶﾞﾜ ｺﾉﾐ 山口 ﾔｶﾞﾐ ﾕｷ 山口
7 2 717 谷川　このみ (2) 大津 2.51.33 7 5 622 矢上　優希 (1) 香川 3.01.25

ｺｴﾂﾞｶ ﾓﾓｺ 山口 ﾏﾂﾄﾐ ﾕｷ 山口
1 271 肥塚　桃子 (2) 長府 DNS 8 221 松冨　友紀 (2) 厚狭 DNS

ﾐｽﾞﾉ ｱﾔｶ 山口 ｲｴﾅｶﾞ ﾚｲｶ 山口
9 426 水野　綾夏 (2) 柳井商工 DNS 1 386 家永　怜花 (2) 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

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口 ﾑﾗｵｶ ﾘｴ 山口
1 1 300 中村　江里奈 (1) 下関商 2.31.23 Q 1 9 446 村岡　莉江 (2) 高水 2.27.46 Q

ｲﾏﾁ ｴﾘ 山口 ｼﾗﾊｼ ｶﾅ 山口
2 9 341 井町　江里 (2) 萩 2.33.90 Q 2 10 475 白橋　夏菜 (2) 下松 2.29.21 Q

ｺﾔﾏ ﾕｷﾎ 山口 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾕｶ 山口
3 8 651 小山　由紀穂 (1) 豊浦 2.34.42 Q 3 2 528 有泉　由佳 (1) 高川学園 2.34.20 Q

ｱﾍﾞ ｻｷﾅ 山口 ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口
4 4 533 阿部　咲奈 (1) 防府 2.36.18 q 4 6 547 家永　麻衣 (1) 誠英 2.38.88 q

ﾊﾗ ﾓﾓｶ 山口 ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 山口
5 2 512 原　桃花 (2) 聖光 2.40.49 q 5 1 850 島添　紗希 (1) 徳山工高専 2.43.60

ｼｹﾞｵｶ ﾐｻｷ 山口 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 山口
6 3 485 重岡　美咲 (2) 徳山 2.44.83 6 7 133 竹田　遥奈 (2) 防府西 2.44.91

ｶｼﾍﾞ ﾕｶ 山口 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏﾘｺ 山口
5 150 樫部　結香 (2) 西京 DNS 7 8 419 藤山　真理子 (2) 柳井 2.48.57

ｻｴｷ ｶｽﾐ 山口 ﾜｼｵ ﾏﾅﾐ 山口
7 231 佐伯　華純 (1) 宇部中央 DNS 8 5 598 鷲尾　真弥 (1) 宇部商 2.49.89

ﾎﾘｺｼ ｱｷ 山口 ｵｵﾀ ﾌﾐｶ 山口
6 842 堀越　郁希 (1) 新南陽 DNS 3 427 大田　芙美香 (2) 柳井商工 DNS

ｻﾀﾞｽｴ ﾄﾓﾐ 山口
4 503 貞末　智美 (2) 光丘 DNS

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

ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷ 山口
1 5 458 岡本　みなみ (1) 光 2.30.43 Q 1 7 121 松田　美輝 (2) 山口 2.30.42 Q

ｷｼﾞﾏ ﾏﾘ 山口 ｸﾛｾ ｼｮｳｺ 山口
2 3 527 木嶋　真理 (1) 山口 2.30.74 Q 2 6 330 黒瀬　翔子 (2) 大津 2.33.06 Q

ﾔﾀ ｶｵﾘ 山口 ﾊﾄﾘ ﾁﾋﾛ 山口
3 10 614 矢田　香織 (1) 厚狭 2.31.27 Q 3 2 356 羽鳥　ちひろ (2) 萩商工 2.34.14 Q

ｻｯｶ ﾐｵ 山口 ｻｶﾓﾄ ｱｲ 山口
4 8 849 屬　美緒 (1) 徳山工高専 2.32.37 q 4 8 309 坂本　藍 (2) 下関商 2.41.21 q

ﾅｶﾞｵｶ ﾏｲ 山口 ﾔﾏﾈ ｱﾔ 山口
5 9 354 長岡　舞 (2) 萩商工 2.44.80 5 4 855 山根　愛也 (1) 下松 2.50.18

ﾐﾁﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 山口 ｵｵﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 山口
6 4 107 道永　知美 (2) 防府 2.47.41 6 3 344 大庭　望美 (2) 萩 2.56.05

ｸﾛｺｳ ﾚｲﾅ 山口 ﾊﾏﾀﾞ ﾔﾖｲ 山口
7 7 237 黒河　玲奈 (2) 田部 2.49.12 7 9 509 濵田　弥生 (2) 華陵 3.04.00

ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 山口 ｲﾏｵｶ ｱﾔ 山口
8 1 504 横山　恭子 (2) 華陵 2.52.13 5 127 今岡　礼 (2) 山口中央 DNS

ｱﾘﾏ ﾁﾎ 山口 ｼﾏﾀ ﾐﾎ 山口
9 2 668 有馬　知穂 (1) 下関南 2.54.13 1 205 島田　美穂 (2) 宇部商 DNS

ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅ 山口 ﾐｼﾏ ﾐﾁﾙ 山口
6 515 河村　奈菜 (2) 山口県桜ケ丘 DNS 10 450 三島　みちる (2) 高水 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場



女子800m

9月19日 13:40 予選
日本高校記録　　 (HR) 2.04.00 西村　美樹 (東京・東京) 2000 9月20日 11:40 準決
山口県高校記録 (YR) 2.08.84 吉村　かおり (西京) 1994 9月20日 14:05 決勝
大会記録 (GR) 2.14.1 通山　文絵 (柳井) 1991

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

準決 3組2着+2

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

ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口 ﾑﾗｵｶ ﾘｴ 山口
1 4 523 高橋　さやか (1) 西京 2.22.73 Q 1 6 446 村岡　莉江 (2) 高水 2.26.08 Q

ｼﾗﾊｼ ｶﾅ 山口 ｷｼﾞﾏ ﾏﾘ 山口
2 3 475 白橋　夏菜 (2) 下松 2.24.71 Q 2 4 527 木嶋　真理 (1) 山口 2.26.43 Q

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口 ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山口
3 5 300 中村　江里奈 (1) 下関商 2.25.77 q 3 5 458 岡本　みなみ (1) 光 2.27.53

ﾔﾀ ｶｵﾘ 山口 ﾓﾘｼﾀ ﾏｲ 山口
4 8 614 矢田　香織 (1) 厚狭 2.29.15 4 7 833 森下　真衣 (1) 聖光 2.31.24

ｶﾄﾞﾀ ﾏﾘﾅ 山口 ｺﾔﾏ ﾕｷﾎ 山口
5 6 387 門田　茉莉奈 (2) 岩国 2.35.82 5 8 651 小山　由紀穂 (1) 豊浦 2.33.62

ﾊﾗ ﾓﾓｶ 山口 ｵｶﾑﾗ ﾅｵｴ 山口
6 1 512 原　桃花 (2) 聖光 2.36.89 6 2 230 岡村　尚江 (1) 宇部中央 2.34.55

ｻｯｶ ﾐｵ 山口 ｲﾏﾁ ｴﾘ 山口
7 2 849 屬　美緒 (1) 徳山工高専 2.37.17 7 3 341 井町　江里 (2) 萩 2.35.06

ﾉﾑﾗ ﾅﾅｴ 山口 ｻｶﾓﾄ ｱｲ 山口
8 7 654 野村　奈々恵 (1) 豊浦 2.41.13 8 1 309 坂本　藍 (2) 下関商 2.35.95

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷ 山口
1 6 121 松田　美輝 (2) 山口 2.25.88 Q

ﾓﾘﾀ ｻﾂｷ 山口
2 3 282 盛田　さつき (2) 下関南 2.26.51 Q

ｸﾛｾ ｼｮｳｺ 山口
3 4 330 黒瀬　翔子 (2) 大津 2.27.03 q

ｴﾔﾏ ﾊﾅ 山口
4 5 642 江山　花 (1) 下関中等 2.31.63

ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口
5 2 547 家永　麻衣 (1) 誠英 2.32.82

ｱﾍﾞ ｻｷﾅ 山口
6 1 533 阿部　咲奈 (1) 防府 2.32.85

ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾕｶ 山口
7 7 528 有泉　由佳 (1) 高川学園 2.35.91

ﾊﾄﾘ ﾁﾋﾛ 山口
8 8 356 羽鳥　ちひろ (2) 萩商工 2.38.42

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口

1 5 523 高橋　さやか (1) 西京 2.20.16
ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口

2 1 300 中村　江里奈 (1) 下関商 2.23.22
ｼﾗﾊｼ ｶﾅ 山口

3 3 475 白橋　夏菜 (2) 下松 2.23.40
ﾑﾗｵｶ ﾘｴ 山口

4 4 446 村岡　莉江 (2) 高水 2.24.00
ﾓﾘﾀ ｻﾂｷ 山口

5 8 282 盛田　さつき (2) 下関南 2.25.92
ｷｼﾞﾏ ﾏﾘ 山口

6 7 527 木嶋　真理 (1) 山口 2.26.28
ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷ 山口

7 6 121 松田　美輝 (2) 山口 2.27.15
ｸﾛｾ ｼｮｳｺ 山口

8 2 330 黒瀬　翔子 (2) 大津 2.28.31

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18日 12:15 予選
山口県高校記録 (YR) 4.20.81 吉村　かおり (西京) 1995 9月18日 16:05 決勝
大会記録 (GR) 4.38.78 長崎　加奈子 (西京) 1998

予選 3組4着+4

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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 山口 ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 山口
1 14 715 遠藤　りな (1) 大津 4.55.44 Q 1 5 487 新山　美帆 (1) 徳山 4.50.67 Q

ｶﾜﾑﾗ ﾐｻ 山口 ｼﾏﾀ ｼｮｳｺ 山口
2 11 449 河村　美沙 (2) 高水 4.58.35 Q 2 14 460 嶋田　翔子 (1) 光 4.57.84 Q

ｻｶﾀ ｱｲｺ 山口 ﾗｲｿﾝ ﾕｲ 山口
3 9 657 阪田　愛子 (1) 豊北 5.01.01 Q 3 13 609 賴尊　唯 (1) 宇部鴻城 4.58.31 Q

ﾀﾑﾗ ﾐﾎ 山口 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕﾘｱ 山口
4 12 223 田村　美穂 (1) 宇部鴻城 5.11.98 Q 4 1 339 藤山　友里亜 (2) 萩 5.00.26 Q

ﾖﾈﾔﾏ ﾕﾏ 山口 ｺﾔﾏ ﾕｷﾎ 山口
5 6 765 米山　由真 (1) 柳井商工 5.17.04 5 10 651 小山　由紀穂 (1) 豊浦 5.13.59 q

ｽｴﾖｼ ｻﾔｺ 山口 ｶﾝﾀﾞ ﾁｻﾄ 山口
6 3 109 末吉　紗也子 (2) 防府 5.17.06 6 9 764 神田　千里 (1) 柳井商工 5.21.26

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｻｵﾘ 山口 ｱﾗｾ ﾐｶ 山口
7 8 392 竹林　沙織 (2) 岩国 5.20.33 7 12 355 荒瀬　実佳 (1) 萩商工 5.21.54

ﾏﾂｵ ﾐﾎ 山口 ﾀｼﾏ ﾕﾐ 山口
8 4 131 松尾　美保 (2) 防府西 5.21.88 8 4 777 田島　佑美 (1) 岩国 5.34.75

ｵｶﾉ ﾕｷ 山口 ﾑﾅｶﾀ ｱﾔｺ 山口
9 15 838 岡野　由紀 (1) 華陵 5.27.08 9 8 610 宗像　綾子 (1) 宇部中央 5.37.83

ｵｶﾑﾗ ﾅｵｴ 山口 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 山口
10 13 230 岡村　尚江 (1) 宇部中央 5.32.74 10 15 133 竹田　遥奈 (2) 防府西 5.39.80

ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾐ 山口 ﾀｶﾀﾞ ﾐｷ 山口
11 10 322 岩本　亜弓 (2) 日置農 5.47.68 11 16 508 高田　未来 (2) 華陵 6.03.87

ｱﾘﾏ ﾁﾎ 山口 ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛｶ 山口
12 5 668 有馬　知穂 (1) 下関南 5.48.13 12 2 234 泉本　都花 (1) 香川 6.47.71

ｳﾁﾀﾞ ﾏﾘｺ 山口 ｲｼｸﾗ ｼｵﾘ 山口
13 1 544 内田　真理子 (1) 山口 5.52.15 6 331 石倉　しおり (2) 大津 DNS

ﾜｼｵ ﾏﾅﾐ 山口 ｵｷ ﾄﾓﾐ 山口
14 2 598 鷲尾　真弥 (1) 宇部商 5.52.36 11 413 沖　知実 (1) 柳井 DNS

ﾔﾏｼﾀ ﾐｶ 山口 ﾄｸｼｹﾞ ﾚｲﾅ 山口
15 7 553 山下　美佳 (1) 誠英 6.11.70 7 519 徳重　玲奈 (1) 中村女子 DNS

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｷﾅ 山口 ﾔﾀ ｶｵﾘ 山口
16 149 谷本　有紀菜 (2) 西京 DNS 3 614 矢田　香織 (1) 厚狭 DNS

3組 決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾐﾎ 山口 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 8 521 藤重　美穂 (1) 西京 4.46.81 Q ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾐﾎ 山口

ｶﾈｼｹﾞ ｻﾗ 山口 1 3 521 藤重　美穂 (1) 西京 4.40.61
2 11 166 兼重　沙羅 (2) 中村女子 4.51.55 Q ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 山口

ｷｼﾞﾏ ﾏﾘ 山口 2 2 487 新山　美帆 (1) 徳山 4.41.07
3 12 527 木嶋　真理 (1) 山口 4.56.88 Q ｶﾈｼｹﾞ ｻﾗ 山口

ｲﾜﾂﾎﾞ ｶﾅｺ 山口 3 9 166 兼重　沙羅 (2) 中村女子 4.48.70
4 10 348 岩坪　佳菜子 (2) 萩商工 4.57.39 Q ｷｼﾞﾏ ﾏﾘ 山口

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷ 山口 4 8 527 木嶋　真理 (1) 山口 4.52.81
5 7 468 二宮　有希 (2) 光 5.05.58 q ｼﾏﾀ ｼｮｳｺ 山口

ﾀｶﾊｼ ｾﾘﾅ 山口 5 1 460 嶋田　翔子 (1) 光 4.53.81
6 2 770 髙橋　芹奈 (1) 高水 5.08.40 q ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 山口

ﾄﾖﾐ ﾉﾄﾞｶ 山口 6 7 715 遠藤　りな (1) 大津 4.54.30
7 13 306 豊海　和 (2) 下関商 5.09.26 q ｶﾜﾑﾗ ﾐｻ 山口

ﾌｸﾅｶﾞ ｱｷ 山口 7 4 449 河村　美沙 (2) 高水 4.57.12
8 1 110 福永　晶紀 (1) 防府 5.20.04 ｻｶﾀ ｱｲｺ 山口

ｲﾏﾁ ｴﾘ 山口 8 6 657 阪田　愛子 (1) 豊北 4.57.85
9 3 341 井町　江里 (2) 萩 5.22.50 ﾗｲｿﾝ ﾕｲ 山口

ｹﾞﾝﾅｲ ｲｽﾞﾐ 山口 9 16 609 賴尊　唯 (1) 宇部鴻城 4.58.08
10 9 779 源内　いずみ (1) 岩国商 5.36.84 ｲﾜﾂﾎﾞ ｶﾅｺ 山口

ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅ 山口 10 10 348 岩坪　佳菜子 (2) 萩商工 5.00.42
11 15 683 藤田　奈々 (1) 下関南 5.39.93 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷ 山口

ﾆｼﾑﾗ ｻｷ 山口 11 12 468 二宮　有希 (2) 光 5.08.09
12 4 417 西村　咲希 (2) 柳井 5.45.97 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕﾘｱ 山口

ｷﾖﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 12 14 339 藤山　友里亜 (2) 萩 5.10.23
13 5 484 清原　恵 (2) 徳山 6.14.41 ﾀｶﾊｼ ｾﾘﾅ 山口

ﾏﾂﾄﾐ ﾕｷ 山口 13 11 770 髙橋　芹奈 (1) 高水 5.11.15
14 221 松冨　友紀 (2) 厚狭 DNS ｺﾔﾏ ﾕｷﾎ 山口

ｼﾓ ｱﾔﾅ 山口 14 15 651 小山　由紀穂 (1) 豊浦 5.12.57
16 434 下　綾那 (1) 熊毛南 DNS ﾄﾖﾐ ﾉﾄﾞｶ 山口

ｶﾜｻｷ ﾕｶ 山口 15 5 306 豊海　和 (2) 下関商 5.15.85
6 440 河﨑　友香 (2) 田布施農 DNS ﾀﾑﾗ ﾐﾎ 山口

16 13 223 田村　美穂 (1) 宇部鴻城 5.16.68

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

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19日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ
山口県高校記録 (YR) 9.12.10 吉村　かおり (西京) 1996
大会記録 (GR) 9.31.4 吉村　かおり (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

ﾌｸﾔ ﾖｼｴ 山口 ﾄﾓﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ 山口
1 7 522 福谷　好恵 (1) 西京 9.51.35 1 1 837 友森　愛 (1) 光 11.00.09

ｳﾒﾓﾘ ﾘｻ 山口 ｼﾗﾌｼﾞ ﾅｵｺ 山口
2 1 165 梅森　里紗 (2) 中村女子 9.57.47 2 18 120 白藤　直子 (2) 山口 11.04.62

ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 山口 ﾄﾖﾐ ﾉﾄﾞｶ 山口
3 11 487 新山　美帆 (1) 徳山 10.05.59 3 8 306 豊海　和 (2) 下関商 11.22.99

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山口 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 山口
4 17 771 山本　樹里 (1) 高水 10.10.95 4 17 122 中川　綾華 (2) 山口 11.36.02

ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｴ 山口 ｵｵﾀ ｼｮｳｺ 山口
5 20 352 藤田　友里恵 (1) 萩商工 10.21.91 5 12 611 大田　翔子 (1) 宇部 11.38.20

ｲｸﾄﾞ ﾕﾐ 山口 ｶﾈｷﾖ ｴﾘ 山口
6 8 151 幾度　優美 (2) 西京 10.29.55 6 9 410 兼清　恵理 (1) 柳井 11.39.26

ｸﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 山口 ｲﾜﾄ ｼｵﾘ 山口
7 4 224 久原　春香 (2) 宇部鴻城 10.30.83 7 16 111 岩戸　志織 (2) 防府 12.01.62

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 山口 ﾏﾂｵ ﾐﾎ 山口
8 13 715 遠藤　りな (1) 大津 10.35.52 8 2 131 松尾　美保 (2) 防府西 12.01.76

ｻｶﾀ ｱｲｺ 山口 ﾔｽﾑﾗ ｶﾝﾅ 山口
9 5 657 阪田　愛子 (1) 豊北 10.39.49 9 7 719 安村　栞菜 (1) 大津 12.12.72

ｸﾊﾞﾗ ﾏｲ 山口 ﾐﾀﾗｲ ﾏｷ 山口
10 12 607 久原　麻衣 (1) 宇部鴻城 10.47.28 10 19 285 御手洗　眞紀 (2) 下関南 12.14.43

ｺﾔﾏ ﾏｲ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 山口
11 10 530 小山　舞 (1) 防府 10.57.16 11 21 670 中村　汐里 (1) 下関南 12.23.75

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕﾘｱ 山口 ｽｴﾋﾛ ﾐﾅ 山口
12 19 339 藤山　友里亜 (2) 萩 11.01.85 12 10 776 末弘　美菜 (1) 岩国 12.24.76

ﾅｶﾔﾏ ｻｷ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾎ 山口
13 22 767 仲山　咲希 (1) 柳井商工 11.06.18 13 6 134 藤本　志歩 (2) 防府西 12.33.58

ｳﾒﾓﾄ ﾐﾖｺ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 山口
14 3 469 梅本　美代子 (2) 光 11.11.81 14 4 233 小林　実穂 (2) 香川 12.36.11

ｽﾔﾏ ｱｲｺ 山口 ｸﾛｺｳ ﾚｲﾅ 山口
15 6 476 陶山　藍子 (2) 下松 11.13.36 15 20 237 黒河　玲奈 (2) 田部 12.42.03

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾅ 山口 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕﾐ 山口
16 2 383 渡辺　怜奈 (2) 岩国 11.27.54 16 13 322 岩本　亜弓 (2) 日置農 12.44.94

ｾﾗ ﾄﾓﾅ 山口 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾘﾅ 山口
17 15 349 世良　友菜 (2) 萩商工 11.29.36 17 5 506 島村　毬那 (2) 華陵 13.27.87

ｵｶﾉ ﾕｷ 山口 ﾔﾏｼﾀ ﾐｶ 山口
18 16 838 岡野　由紀 (1) 華陵 11.42.64 18 15 553 山下　美佳 (1) 誠英 13.29.77

ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山口 ﾓﾛｲ ﾘｻ 山口
19 14 643 内田　瞳 (1) 下関中等 11.46.15 3 178 師井　梨沙 (2) 宇部 DNS

ｶﾂｲ ﾉﾘｴ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾖｳｺ 山口
20 9 422 勝井　紀江 (2) 柳井 11.47.85 11 766 河村　容子 (1) 柳井商工 DNS

ｵｵｲｼ ﾏｷ 山口 ﾓﾁﾀﾞ ﾏﾅ 山口
18 168 大石　真季 (2) 中村女子 DNS 14 852 持田　真奈 (1) 下松 DNS

ﾔﾏｻｷ ｷｺ 山口
21 448 山﨑　希子 (2) 高水 DNS

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 522 福谷　好恵 ﾌｸﾔ ﾖｼｴ 山口 西京 9.51.35 1 7 1
2 165 梅森　里紗 ｳﾒﾓﾘ ﾘｻ 山口 中村女子 9.57.47 1 1 2
3 487 新山　美帆 ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 山口 徳山 10.05.59 1 11 3
4 771 山本　樹里 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山口 高水 10.10.95 1 17 4
5 352 藤田　友里恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｴ 山口 萩商工 10.21.91 1 20 5
6 151 幾度　優美 ｲｸﾄﾞ ﾕﾐ 山口 西京 10.29.55 1 8 6
7 224 久原　春香 ｸﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 山口 宇部鴻城 10.30.83 1 4 7
8 715 遠藤　りな ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 山口 大津 10.35.52 1 13 8

凡例 DNS：欠場
2009/9/20 18:41

1/1



女子100mH

9月20日 09:50 予選
日本高校記録　　 (HR) 13.39 寺田　明日香 (恵庭北･北海道) 2007 9月20日 12:15 準決
山口県高校記録 (YR) 14.33 佐藤　佳奈 (下関商) 2004 9月20日 13:35 決勝
大会記録 (GR) 14.51 佐藤　佳奈 (下関商) 2005

予選 4組3着+4

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

ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口 ﾏｻｷ ﾐｷ 山口
1 2 520 高木　柚香莉 (1) 中村女子 15.13 Q 1 7 147 真﨑　美希 (2) 西京 16.44 Q

ﾌﾙﾀ ﾁｴﾐ 山口 ｷｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 山口
2 7 290 古田　智愛 (2) 下関中等 17.55 Q 2 4 374 菊田　まどか (2) 周防大島 17.54 Q

ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ 山口 ｲｽﾞﾐ ｻﾂｷ 山口
3 5 338 白上　沙知 (2) 萩 17.75 Q 3 8 255 泉　咲月 (2) 豊浦 17.85 Q

ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ 山口 ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 山口
4 8 531 徳重　有沙 (1) 防府 18.12 q 4 5 183 上田　紗也加 (1) 宇部西 18.89 q

ﾀｶﾊﾞ ｼﾎ 山口 ﾓﾘﾀ ﾐﾋﾛ 山口
5 4 202 鷹羽　志歩 (2) 宇部商 19.51 5 2 394 森田　美裕 (2) 岩国 19.33

ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｺ 山口 ﾑﾗｵ ﾘｻ 山口
6 6 507 中西　桃子 (2) 華陵 20.16 6 6 203 村尾　梨紗 (2) 宇部商 19.43

ｺｶﾞ ｻﾂｷ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ 山口
3 674 古賀　さつき (1) 下関西 DNS 7 3 541 山本　結菜 (1) 防府商 20.04

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

ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口 ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ 山口
1 3 416 河村　菜摘 (2) 柳井 17.08 Q 1 7 157 須尭　志保 (2) 誠英 17.25 Q

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ｶﾈｺ ﾐﾕｷ 山口
2 6 676 出口　翔子 (1) 下関西 17.77 Q 2 3 353 金子　美幸 (2) 萩商工 17.79 Q

ﾐﾉｵｶ ﾙﾐ 山口 ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口
3 2 180 箕岡　瑠美 (2) 宇部中央 18.06 Q 3 4 624 多田羅　美希 (1) 宇部西 18.44 Q

ｺﾑﾛ ｱﾕﾐ 山口 ｲｿﾍﾞ ｽｽﾞ 山口
4 5 775 古室　愛友美 (1) 岩国 18.25 q 4 2 644 磯部　鈴 (1) 下関中等 19.12

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 山口 ｽｴﾋﾛ ｻﾔｶ 山口
5 8 486 山本　幸 (2) 徳山 18.35 q 5 1 848 末廣　彩　 (1) 徳山 20.47

ｽｴﾄﾞﾐ ｱﾔ 山口 ﾉﾑﾗ ｱﾔｶ 山口
6 1 298 末冨　彩 (2) 豊北 19.80 6 5 620 野村　彩夏 (1) 香川 21.88

ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾐ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾐ 山口
7 7 540 上田　奈津美 (1) 防府商 21.53 7 6 551 原田　彩未 (1) 西京 23.33

ｲｿﾑﾗ ﾐｷ 山口 ﾆｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 山口
4 841 磯村　美季 (1) 華陵 DNS 8 217 西田　恵 (2) 厚狭 DNS

準決 2組3着+2

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

ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口
1 3 520 高木　柚香莉 (1) 中村女子 15.41 Q 1 4 416 河村　菜摘 (2) 柳井 16.34 Q

ｶﾈｺ ﾐﾕｷ 山口 ﾏｻｷ ﾐｷ 山口
2 5 353 金子　美幸 (2) 萩商工 17.30 Q 2 6 147 真﨑　美希 (2) 西京 16.93 Q

ｷｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 山口 ｲｽﾞﾐ ｻﾂｷ 山口
3 4 374 菊田　まどか (2) 周防大島 17.50 Q 3 8 255 泉　咲月 (2) 豊浦 17.31 Q

ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ 山口 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口
4 8 338 白上　沙知 (2) 萩 17.61 4 3 676 出口　翔子 (1) 下関西 17.43 q

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 山口 ﾌﾙﾀ ﾁｴﾐ 山口
5 1 486 山本　幸 (2) 徳山 18.23 5 5 290 古田　智愛 (2) 下関中等 17.48 q

ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ 山口 ｺﾑﾛ ｱﾕﾐ 山口
6 2 531 徳重　有沙 (1) 防府 18.32 6 2 775 古室　愛友美 (1) 岩国 17.87

ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口 ﾐﾉｵｶ ﾙﾐ 山口
7 7 624 多田羅　美希 (1) 宇部西 18.61 7 7 180 箕岡　瑠美 (2) 宇部中央 18.21

ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ 山口 ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 山口
8 6 157 須尭　志保 (2) 誠英 21.16 8 1 183 上田　紗也加 (1) 宇部西 19.25

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 山口

1 3 520 高木　柚香莉 (1) 中村女子 15.59
ﾏｻｷ ﾐｷ 山口

2 6 147 真﨑　美希 (2) 西京 16.64
ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口

3 4 416 河村　菜摘 (2) 柳井 16.80
ｶﾈｺ ﾐﾕｷ 山口

4 5 353 金子　美幸 (2) 萩商工 17.50
ｲｽﾞﾐ ｻﾂｷ 山口

5 8 255 泉　咲月 (2) 豊浦 17.53
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口

6 2 676 出口　翔子 (1) 下関西 17.62
ｷｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 山口

7 7 374 菊田　まどか (2) 周防大島 17.66
ﾌﾙﾀ ﾁｴﾐ 山口

8 1 290 古田　智愛 (2) 下関中等 18.12

風: -1.7

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

風: +2.1 風: +2.1

風: 0.0 風: +2.4

風: +2.0 風: +1.1

凡例 DNS：欠場



女子400mH

日本高校記録　　 (HR) 0.57.65 山形　依希子 (敦賀・福井) 1992 9月19日 09:30 予選
山口県高校記録 (YR) 1.02.90 原田　紗斗子 (徳山) 2003 9月19日 13:15 決勝
大会記録 (GR) 1.04.20 原田　紗斗子 (徳山) 2002

予選 3組2着+2

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

ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口 ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 山口
1 5 497 前原　美希 (2) 徳山商工 1.08.77 Q 1 7 500 藤井　茜 (2) 徳山商工 1.09.99 Q

ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口
2 3 220 神谷　望美 (2) 厚狭 1.10.20 Q 2 4 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 1.11.84 Q

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 山口 ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口
3 2 665 谷口　萌 (1) 田部 1.11.79 q 3 8 319 石津　友美恵 (1) 萩 1.11.89 q

ﾖｼﾓﾄ ﾕｲ 山口 ﾌﾙﾀﾆ ﾅﾂﾐ 山口
4 8 305 吉本　由依 (2) 下関商 1.15.65 4 6 536 古谷　奈都美 (1) 防府 1.17.00

ｵｶ ﾅﾙﾐ 山口 ｵｵﾓﾘ ﾔｽｺ 山口
5 7 597 岡　愛美 (1) 宇部商 1.16.87 5 3 176 大森　靖子 (2) 宇部 1.18.57

ｵｶﾓﾄ ﾏﾕ 山口 ｶﾈﾀﾞ ﾁｴﾐ 山口
6 6 645 岡本　眞侑 (1) 下関中等 1.24.57 6 2 308 金田　智恵美 (2) 下関商 1.18.71

ｶﾄﾞﾅｶ ﾕｳｺ 山口 ﾑﾗﾀ ﾐﾂﾞｷ 山口
4 268 角中　裕子 (2) 長府 DNS 7 5 391 村田　美月 (2) 岩国 1.23.40

3組 決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 675 沖津　千香子 (1) 下関西 1.12.07 Q ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口

ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ 山口 1 6 497 前原　美希 (2) 徳山商工 1.06.70
2 8 531 徳重　有沙 (1) 防府 1.12.54 Q ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 山口

ﾏｻｷ ﾐｷ 山口 2 4 500 藤井　茜 (2) 徳山商工 1.07.47
3 4 147 真﨑　美希 (2) 西京 1.14.69 ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口

ﾐﾜ ｼﾉ 山口 3 3 220 神谷　望美 (2) 厚狭 1.07.99
4 2 408 三輪　梓乃 (2) 岩国商 1.14.79 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 山口

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｷ 山口 4 2 665 谷口　萌 (1) 田部 1.10.92
5 6 396 山縣　美紀 (2) 岩国 1.17.18 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口

ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 山口 5 8 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 1.11.67
6 7 320 溝部　文月 (1) 萩 1.17.64 ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口

ﾂｼﾞｲ ﾘｻ 山口 6 1 319 石津　友美恵 (1) 萩 1.12.27
3 862 辻井　理紗 (1) 徳山 DNS ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口

7 5 675 沖津　千香子 (1) 下関西 1.12.38
ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ 山口

8 7 531 徳重　有沙 (1) 防府 1.12.42

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場



女子3000mW

日本高校記録　　 (HR) 12.42.96 岡田　久美子 (熊谷女・埼玉) 2008 9月18日 14:45 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) 14.40.16 上田　佳枝 (桜ヶ丘) 2003

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 山口

1 1 188 小川　麻優 (1) 宇部西 16.52.67
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山口

2 6 643 内田　瞳 (1) 下関中等 18.39.04
ﾑﾈﾁｶ ﾘｺ 山口

3 4 857 棟近　理湖 (1) 徳山 19.40.04
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 山口

4 3 233 小林　実穂 (2) 香川 20.13.85
ｸﾆﾅｶﾞ ｱｷﾐ 山口

5 2 866 國永　暁未 (1) 徳山 21.29.92
ﾀｹﾑﾗ ﾐｶ 山口

5 167 竹村　美佳 (2) 中村女子 DSQ

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DSQ：失格



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月18日 13:25 予選
山口県高校記録 (YR) 0.48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004 9月18日 16:30 準決
山口県高校記録 (YR) 0.48.0 山内・田中・伊佐・玉峰 (下関商) 1990 9月19日 10:50 決勝
大会記録 (GR) 0.48.92 清水・白神・川崎・佐藤 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 0.48.9 高田・内野・土田・古本 (長府) 1982

予選 4組3着+4

1組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ Q
光 0.51.58 徳山商工 0.51.86 防府 0.52.62
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾆﾋﾛ ﾕｷｺ 山口 ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 ｲﾓﾄ ｶﾅ 山口
1 467 國弘　祐希子 (2) 光 1 834 植本　沙紀 (1) 徳山商工 1 554 井本　佳菜 (1) 防府

ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口 ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ 山口
2 844 田中　晴佳 (1) 光 2 501 田中　里奈 (2) 徳山商工 2 112 石本　祥子 (2) 防府

ｻｲﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口 ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口 ｽｴﾄﾞﾐ ﾅﾂｺ 山口
3 465 道祖本　杏子 (2) 光 3 497 前原　美希 (2) 徳山商工 3 106 末富　菜都子 (2) 防府

ｻﾀﾞﾉ ﾅﾂﾐ 山口 ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 山口
4 463 貞野　夏実 (2) 光 4 500 藤井　茜 (2) 徳山商工 4 108 松田　明子 (2) 防府

4着 2ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 5ﾚｰﾝ
宇部商 0.55.10 下関西 0.55.81 防府商 0.56.23
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾉﾄｳ ﾏｻﾐ 山口 ｺｶﾞ ｻﾂｷ 山口 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾐ 山口
1 599 篠遠　正美 (1) 宇部商 1 674 古賀　さつき (1) 下関西 1 540 上田　奈津美 (1) 防府商

ﾑﾗｵ ﾘｻ 山口 ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口 ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 山口
2 203 村尾　梨紗 (2) 宇部商 2 675 沖津　千香子 (1) 下関西 2 538 竹田　ひかる (1) 防府商

ｵﾁｱｲ ﾐｽﾞｷ 山口 ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ 山口
3 201 落合　泉妃 (2) 宇部商 3 677 堀川　祥子 (1) 下関西 3 541 山本　結菜 (1) 防府商

ﾀｶﾊﾞ ｼﾎ 山口 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ｶｼﾞ ｱﾔﾈ 山口
4 202 鷹羽　志歩 (2) 宇部商 4 676 出口　翔子 (1) 下関西 4 543 梶　彩音 (1) 防府商

7着 8ﾚｰﾝ
下関南 0.58.72
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾅ 山口
1 671 藤村　美菜 (1) 下関南

ﾅｶﾞﾀ ｱﾘｻ 山口
2 667 長田　亜莉沙 (2) 下関南

ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓｺ 山口
3 284 高山　朋子 (2) 下関南

ｵｵｻﾜ ｱﾝﾅ 山口
4 283 大澤　杏奈 (2) 下関南

2組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
西京 0.50.26 萩 0.52.10 柳井 0.53.94
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｻｷ ﾐｷ 山口 ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ 山口 ｼﾛﾓﾄ ｱﾔｶ 山口
1 147 真﨑　美希 (2) 西京 1 343 田中　律子 (1) 萩 1 415 白本　綾香 (2) 柳井

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口
2 146 田原　恵美 (2) 西京 2 340 久保川　紗希 (2) 萩 2 416 河村　菜摘 (2) 柳井

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口 ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ 山口 ﾔﾉ ﾋﾛｺ 山口
3 145 光永　麻由 (2) 西京 3 338 白上　沙知 (2) 萩 3 420 矢野　浩子 (2) 柳井

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾎ 山口
4 524 原田　実里 (1) 西京 4 319 石津　友美恵 (1) 萩 4 421 藤仲　実穂 (2) 柳井

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 4ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
長府 0.53.96 徳山 0.55.78 下松 0.56.69
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｳﾁ ｹｲｺ 山口 ｽｴﾋﾛ ｻﾔｶ 山口 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｶｺ 山口
1 680 河内　恵子 (1) 長府 1 848 末廣　彩　 (1) 徳山 1 853 赤川　友薫子 (1) 下松

ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉ 山口 ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 山口
2 265 安藤　詩乃 (2) 長府 2 845 荒木　菜々美 (1) 徳山 2 477 中村　奈々子 (1) 下松

ｻｲﾄｳ ﾎﾉﾐ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ 山口 ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾘ 山口
3 270 斉藤　穂乃美 (2) 長府 3 847 中村　友美 (1) 徳山 3 474 久保田　香織 (1) 下松

ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 山口 ｳﾒﾓﾄ ﾊﾙﾅ 山口
4 269 轟　亜弥 (1) 長府 4 486 山本　幸 (2) 徳山 4 868 梅本　遥菜 (1) 下松

DNS 8ﾚｰﾝ
宇部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月18日 13:25 予選
山口県高校記録 (YR) 0.48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004 9月18日 16:30 準決
山口県高校記録 (YR) 0.48.0 山内・田中・伊佐・玉峰 (下関商) 1990 9月19日 10:50 決勝
大会記録 (GR) 0.48.92 清水・白神・川崎・佐藤 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 0.48.9 高田・内野・土田・古本 (長府) 1982

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

3組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ Q
豊浦 0.51.24 宇部西 0.52.61 誠英 0.52.72
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾏｲｺ 山口 ﾀﾑﾗ ｱｲ 山口 ｽｲﾂ ｱﾔﾉ 山口
1 649 田中　舞子 (1) 豊浦 1 189 田村　あい (2) 宇部西 1 526 水津　綾乃 (1) 誠英

ｻｻｷ ﾕｶ 山口 ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口 ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ 山口
2 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 2 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 2 157 須尭　志保 (2) 誠英

ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ 山口 ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 山口 ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口
3 261 田代　瑞乃 (2) 豊浦 3 183 上田　紗也加 (1) 宇部西 3 159 井無田　愛理 (2) 誠英

ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口 ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口 ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口
4 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 4 624 多田羅　美希 (1) 宇部西 4 547 家永　麻衣 (1) 誠英

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 6ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
岩国 0.53.59 華陵 0.57.06 香川 0.58.62
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾑﾛ ｱﾕﾐ 山口 ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｺ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾓｴ 山口
1 775 古室　愛友美 (1) 岩国 1 507 中西　桃子 (2) 華陵 1 619 西村　萌 (1) 香川

ﾑﾗﾀ ﾕｶﾘ 山口 ｽｴﾀﾞ ﾐｶ 山口 ﾉﾑﾗ ｱﾔｶ 山口
2 774 村田　由香里 (1) 岩国 2 839 末田　美加 (1) 華陵 2 620 野村　彩夏 (1) 香川

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｷ 山口 ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾉ 山口 ｴｸﾞﾁ ｱﾘｻ 山口
3 396 山縣　美紀 (2) 岩国 3 840 吉本　彩乃 (1) 華陵 3 617 江口　ありさ (1) 香川

ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口 ｲｿﾑﾗ ﾐｷ 山口 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｶ 山口
4 384 藤本　響子 (2) 岩国 4 841 磯村　美季 (1) 華陵 4 618 中原　有香 (1) 香川

7着 8ﾚｰﾝ
徳山工高専 0.59.93
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉﾏ ｱﾔｶ 山口
1 851 野間　彩花 (1) 徳山工高専

ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 山口
2 454 德浪　慶恵 (2) 徳山工高専

ｻｯｶ ﾐｵ 山口
3 849 屬　美緒 (1) 徳山工高専

ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 山口
4 850 島添　紗希 (1) 徳山工高専

4組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
田部 0.51.44 下関中等 0.51.83 宇部中央 0.53.62
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄﾞﾃ ｱﾔﾅ 山口 ﾌﾙﾀ ﾁｴﾐ 山口 ﾐﾉｵｶ ﾙﾐ 山口
1 241 土手　彩奈 (2) 田部 1 290 古田　智愛 (2) 下関中等 1 180 箕岡　瑠美 (2) 宇部中央

ｻﾄｳ ﾅﾘｴ 山口 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口 ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ 山口
2 242 佐藤　成恵 (2) 田部 2 292 緒方　友奈 (2) 下関中等 2 181 下野　杏菜 (2) 宇部中央

ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾅｶﾉ ﾘｶ 山口 ﾋﾗｾ ﾓｴ 山口
3 240 小田　結希 (2) 田部 3 288 中野　里香 (1) 下関中等 3 227 平瀬　萌絵 (1) 宇部中央

ｵｵｻｶ ﾏﾅ 山口 ﾁｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ 山口 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻｷ 山口
4 658 大坂　眞奈 (1) 田部 4 291 近松　朋美 (2) 下関中等 4 229 松永　早希 (1) 宇部中央

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ
厚狭 0.54.00 大津 0.55.00 萩商工 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾎﾞｲ ｶｴﾃﾞ 山口 ﾅｶﾞｵｶ ﾉﾘｴ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 山口
1 218 窪井　楓 (2) 厚狭 1 721 長岡　仙恵 (2) 大津 1 371 田邊　彩 (1) 萩商工

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾎ 山口 ﾅｶﾞｵｶ ﾁﾋﾛ 山口
2 615 藤谷　はるな (1) 厚狭 2 718 藤本　美帆 (1) 大津 2 351 長岡　千尋 (2) 萩商工

ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口 ｻｸﾉ ﾕｳｷ 山口 ﾅｶﾊﾗ ﾓﾓｶ 山口
3 220 神谷　望美 (2) 厚狭 3 720 作野　優希 (1) 大津 3 369 中原　百香 (1) 萩商工

ﾏﾂﾄﾐ ﾕｷ 山口 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口 ｶﾈｺ ﾐﾕｷ 山口
4 221 松冨　友紀 (2) 厚狭 4 714 三浦　綾華 (2) 大津 4 353 金子　美幸 (2) 萩商工

7ﾚｰﾝ
周防大島 DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口
1 441 田中　李奈 (1) 周防大島

ｷｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 山口
2 374 菊田　まどか (2) 周防大島

ｳｴﾑﾗ ｱｽｶ 山口
3 376 上村　明日香 (2) 周防大島

ｶﾈｺ ﾐﾉﾘ 山口
4 375 金子　みのり (2) 周防大島

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月18日 13:25 予選
山口県高校記録 (YR) 0.48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004 9月18日 16:30 準決
山口県高校記録 (YR) 0.48.0 山内・田中・伊佐・玉峰 (下関商) 1990 9月19日 10:50 決勝
大会記録 (GR) 0.48.92 清水・白神・川崎・佐藤 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 0.48.9 高田・内野・土田・古本 (長府) 1982

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

準決 2組3着+2

1組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ Q
西京 0.50.40 下関中等 0.52.12 防府 0.52.70
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｻｷ ﾐｷ 山口 ﾌﾙﾀ ﾁｴﾐ 山口 ｲﾓﾄ ｶﾅ 山口
1 147 真﨑　美希 (2) 西京 1 290 古田　智愛 (2) 下関中等 1 554 井本　佳菜 (1) 防府

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口 ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ 山口
2 146 田原　恵美 (2) 西京 2 292 緒方　友奈 (2) 下関中等 2 112 石本　祥子 (2) 防府

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口 ﾅｶﾉ ﾘｶ 山口 ｽｴﾄﾞﾐ ﾅﾂｺ 山口
3 145 光永　麻由 (2) 西京 3 288 中野　里香 (1) 下関中等 3 106 末富　菜都子 (2) 防府

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ﾁｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 山口
4 524 原田　実里 (1) 西京 4 291 近松　朋美 (2) 下関中等 4 108 松田　明子 (2) 防府

4着 6ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
宇部西 0.52.70 柳井 0.53.49 岩国 0.55.73
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾑﾗ ｱｲ 山口 ﾔﾉ ﾋﾛｺ 山口 ｺﾑﾛ ｱﾕﾐ 山口
1 189 田村　あい (2) 宇部西 1 420 矢野　浩子 (2) 柳井 1 775 古室　愛友美 (1) 岩国

ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾎ 山口 ﾑﾗﾀ ﾕｶﾘ 山口
2 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 2 421 藤仲　実穂 (2) 柳井 2 774 村田　由香里 (1) 岩国

ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 山口 ｼﾛﾓﾄ ｱﾔｶ 山口 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｷ 山口
3 183 上田　紗也加 (1) 宇部西 3 415 白本　綾香 (2) 柳井 3 396 山縣　美紀 (2) 岩国

ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ 山口
4 624 多田羅　美希 (1) 宇部西 4 416 河村　菜摘 (2) 柳井 4 395 藤本　佳奈 (2) 岩国

2ﾚｰﾝ DNS 3ﾚｰﾝ
大津 DNF 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

ﾅｶﾞｵｶ ﾉﾘｴ 山口
1 721 長岡　仙恵 (2) 大津

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾎ 山口
2 718 藤本　美帆 (1) 大津

ｻｸﾉ ﾕｳｷ 山口
3 720 作野　優希 (1) 大津

ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口
4 714 三浦　綾華 (2) 大津

2組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
豊浦 0.51.19 田部 0.51.51 徳山商工 0.51.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾏｲｺ 山口 ﾄﾞﾃ ｱﾔﾅ 山口 ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口
1 649 田中　舞子 (1) 豊浦 1 241 土手　彩奈 (2) 田部 1 834 植本　沙紀 (1) 徳山商工

ｻｻｷ ﾕｶ 山口 ｻﾄｳ ﾅﾘｴ 山口 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口
2 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 2 242 佐藤　成恵 (2) 田部 2 501 田中　里奈 (2) 徳山商工

ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ 山口 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口
3 261 田代　瑞乃 (2) 豊浦 3 240 小田　結希 (2) 田部 3 497 前原　美希 (2) 徳山商工

ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口 ｵｵｻｶ ﾏﾅ 山口 ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 山口
4 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 4 658 大坂　眞奈 (1) 田部 4 500 藤井　茜 (2) 徳山商工

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
萩 0.52.39 誠英 0.52.72 宇部中央 0.54.05
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ 山口 ｽｲﾂ ｱﾔﾉ 山口 ﾐﾉｵｶ ﾙﾐ 山口
1 343 田中　律子 (1) 萩 1 526 水津　綾乃 (1) 誠英 1 180 箕岡　瑠美 (2) 宇部中央

ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口 ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ 山口 ｼﾓﾉ ｱﾝﾅ 山口
2 340 久保川　紗希 (2) 萩 2 157 須尭　志保 (2) 誠英 2 181 下野　杏菜 (2) 宇部中央

ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ 山口 ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 ﾋﾗｾ ﾓｴ 山口
3 338 白上　沙知 (2) 萩 3 159 井無田　愛理 (2) 誠英 3 227 平瀬　萌絵 (1) 宇部中央

ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻｷ 山口
4 319 石津　友美恵 (1) 萩 4 547 家永　麻衣 (1) 誠英 4 229 松永　早希 (1) 宇部中央

7着 2ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
長府 0.54.59 厚狭 DSQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｳﾁ ｹｲｺ 山口 ｸﾎﾞｲ ｶｴﾃﾞ 山口
1 680 河内　恵子 (1) 長府 1 218 窪井　楓 (2) 厚狭

ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉ 山口 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
2 265 安藤　詩乃 (2) 長府 2 615 藤谷　はるな (1) 厚狭

ｻｲﾄｳ ﾎﾉﾐ 山口 ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口
3 270 斉藤　穂乃美 (2) 長府 3 220 神谷　望美 (2) 厚狭

ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 山口 ﾏﾂﾄﾐ ﾕｷ 山口
4 269 轟　亜弥 (1) 長府 4 221 松冨　友紀 (2) 厚狭

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



女子4X100mR

日本高校記録　　 (HR) 0.45.72 長島・本山・秦・柿沼 (埼玉栄・埼玉) 1992 9月18日 13:25 予選
山口県高校記録 (YR) 0.48.29 佐藤・白神・川崎・末松 (下関商) 2004 9月18日 16:30 準決
山口県高校記録 (YR) 0.48.0 山内・田中・伊佐・玉峰 (下関商) 1990 9月19日 10:50 決勝
大会記録 (GR) 0.48.92 清水・白神・川崎・佐藤 (下関商) 2004
大会記録 (GR) 0.48.9 高田・内野・土田・古本 (長府) 1982

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ
西京 0.50.71 田部 0.51.26 豊浦 0.51.45
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｻｷ ﾐｷ 山口 ﾄﾞﾃ ｱﾔﾅ 山口 ﾀﾅｶ ﾏｲｺ 山口
1 147 真﨑　美希 (2) 西京 1 241 土手　彩奈 (2) 田部 1 649 田中　舞子 (1) 豊浦

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ｻﾄｳ ﾅﾘｴ 山口 ｻｻｷ ﾕｶ 山口
2 146 田原　恵美 (2) 西京 2 242 佐藤　成恵 (2) 田部 2 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ 山口
3 145 光永　麻由 (2) 西京 3 240 小田　結希 (2) 田部 3 261 田代　瑞乃 (2) 豊浦

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻﾄ 山口 ｵｵｻｶ ﾏﾅ 山口 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口
4 524 原田　実里 (1) 西京 4 658 大坂　眞奈 (1) 田部 4 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦

4着 8ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
徳山商工 0.52.56 萩 0.52.66 下関中等 0.52.73
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ 山口 ﾌﾙﾀ ﾁｴﾐ 山口
1 834 植本　沙紀 (1) 徳山商工 1 343 田中　律子 (1) 萩 1 290 古田　智愛 (2) 下関中等

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口 ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 山口
2 501 田中　里奈 (2) 徳山商工 2 340 久保川　紗希 (2) 萩 2 292 緒方　友奈 (2) 下関中等

ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口 ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ 山口 ﾅｶﾉ ﾘｶ 山口
3 497 前原　美希 (2) 徳山商工 3 338 白上　沙知 (2) 萩 3 288 中野　里香 (1) 下関中等

ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 山口 ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ﾁｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ 山口
4 500 藤井　茜 (2) 徳山商工 4 319 石津　友美恵 (1) 萩 4 291 近松　朋美 (2) 下関中等

7着 1ﾚｰﾝ 8着 7ﾚｰﾝ
宇部西 0.52.77 防府 0.53.68
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

ﾀﾑﾗ ｱｲ 山口 ｲﾓﾄ ｶﾅ 山口
1 189 田村　あい (2) 宇部西 1 554 井本　佳菜 (1) 防府

ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口 ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ 山口
2 185 江坂　今日子 (2) 宇部西 2 112 石本　祥子 (2) 防府

ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 山口 ｽｴﾄﾞﾐ ﾅﾂｺ 山口
3 183 上田　紗也加 (1) 宇部西 3 106 末富　菜都子 (2) 防府

ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 山口
4 624 多田羅　美希 (1) 宇部西 4 108 松田　明子 (2) 防府

凡例 DNS：欠場 DSQ：失格 DNF：途中棄権



女子4x400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.37.86 筬島・新宮・高橋・三木 (東大阪敬愛・大阪) 2009 9月19日 16:25 予選
山口県高校記録 (YR) 3.54.01 井村・田原・高橋・谷本 (西京) 2009 9月20日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 4.01.80 井上・川崎・末岡・水上 (下関商) 1998

予選 3組2着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ Q 3着 1ﾚｰﾝ q
豊浦 4.13.85 田部 4.18.25 防府 4.20.23
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼｲ ｱﾘｻ 山口 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾄｸｼｹﾞ ｱﾘｻ 山口
1 256 石井　亜理沙 (2) 豊浦 1 240 小田　結希 (2) 田部 1 531 徳重　有沙 (1) 防府

ｻｻｷ ﾕｶ 山口 ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口 ｽｴﾄﾞﾐ ﾅﾂｺ 山口
2 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦 2 666 松尾　梨穂 (1) 田部 2 106 末富　菜都子 (2) 防府

ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 山口 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 山口
3 648 久保　遙 (1) 豊浦 3 665 谷口　萌 (1) 田部 3 108 松田　明子 (2) 防府

ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口 ﾐﾔﾀ ﾏﾕ 山口 ｲｼﾓﾄ ｻﾁｺ 山口
4 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦 4 661 宮田　希柚 (1) 田部 4 112 石本　祥子 (2) 防府

4着 6ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 5ﾚｰﾝ
萩 4.23.57 下松 4.34.55 山口中央 4.34.86
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼﾂﾞ ﾕﾐｴ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 山口
1 319 石津　友美恵 (1) 萩 1 477 中村　奈々子 (1) 下松 1 124 山本　夏美 (2) 山口中央

ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾁ 山口 ｼﾗﾊｼ ｶﾅ 山口 ﾄﾞﾋ ﾕﾘｶ 山口
2 338 白上　沙知 (2) 萩 2 475 白橋　夏菜 (2) 下松 2 126 土肥　由梨香 (1) 山口中央

ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 山口 ｳﾒﾓﾄ ﾊﾙﾅ 山口 ﾀｹｳﾁ ﾐｻｴ 山口
3 320 溝部　文月 (1) 萩 3 868 梅本　遥菜 (1) 下松 3 125 竹内　美沙枝 (2) 山口中央

ｸﾎﾞｶﾜ ｻｷ 山口 ｽﾔﾏ ｱｲｺ 山口 ｺｳﾂﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 山口
4 340 久保川　紗希 (2) 萩 4 476 陶山　藍子 (2) 下松 4 123 上妻　泉 (1) 山口中央

DNS 7ﾚｰﾝ DNS 8ﾚｰﾝ
周防大島 DNS 大津 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 Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 2ﾚｰﾝ q
徳山商工 4.08.99 誠英 4.17.05 厚狭 4.23.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾑﾗ ﾕｶ 山口 ｶﾜﾀ ﾁｶ 山口 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
1 499 植村　優花 (2) 徳山商工 1 160 河田　千佳 (1) 誠英 1 615 藤谷　はるな (1) 厚狭

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口 ｽｷﾞｮｳ ｼﾎ 山口 ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口
2 501 田中　里奈 (2) 徳山商工 2 157 須尭　志保 (2) 誠英 2 220 神谷　望美 (2) 厚狭

ｳｴﾓﾄ ｻｷ 山口 ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口 ﾔﾀ ｶｵﾘ 山口
3 834 植本　沙紀 (1) 徳山商工 3 547 家永　麻衣 (1) 誠英 3 614 矢田　香織 (1) 厚狭

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口 ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 ｸﾎﾞｲ ｶｴﾃﾞ 山口
4 835 橋本　初美 (1) 徳山商工 4 159 井無田　愛理 (2) 誠英 4 218 窪井　楓 (2) 厚狭

4着 8ﾚｰﾝ 5着 1ﾚｰﾝ 6着 5ﾚｰﾝ
光 4.27.75 下関西 4.33.79 岩国商 4.35.37
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾀﾞﾉ ﾅﾂﾐ 山口 ｺｶﾞ ｻﾂｷ 山口 ｺｳﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 山口
1 463 貞野　夏実 (2) 光 1 674 古賀　さつき (1) 下関西 1 407 神田　緑 (2) 岩国商

ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 山口 ｺｳﾀﾘ ｱｶﾘ 山口
2 844 田中　晴佳 (1) 光 2 676 出口　翔子 (1) 下関西 2 780 神足　明里 (1) 岩国商

ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山口 ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺ 山口 ｹﾞﾝﾅｲ ｲｽﾞﾐ 山口
3 458 岡本　みなみ (1) 光 3 677 堀川　祥子 (1) 下関西 3 779 源内　いずみ (1) 岩国商

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷ 山口 ｵｷﾂ ﾁｶｺ 山口 ﾐﾜ ｼﾉ 山口
4 468 二宮　有希 (2) 光 4 675 沖津　千香子 (1) 下関西 4 408 三輪　梓乃 (2) 岩国商

DNS 4ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ
華陵 DNS 宇部商 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：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場



女子4x400mR

日本高校記録　　 (HR) 3.37.86 筬島・新宮・高橋・三木 (東大阪敬愛・大阪) 2009 9月19日 16:25 予選
山口県高校記録 (YR) 3.54.01 井村・田原・高橋・谷本 (西京) 2009 9月20日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 4.01.80 井上・川崎・末岡・水上 (下関商) 1998

予選 3組2着+2

審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

3組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ
西京 4.16.23 下関商 4.18.60 宇部西 4.23.41
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐｳﾗ ﾅﾅｶ 山口 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 山口 ﾀｹｼﾀ ｴﾘ 山口
1 144 三浦　ななか (2) 西京 1 647 森田　明梨 (1) 下関商 1 186 竹下　依里 (2) 宇部西

ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口 ｴｻｶ ｷｮｳｺ 山口
2 523 高橋　さやか (1) 西京 2 300 中村　江里奈 (1) 下関商 2 185 江坂　今日子 (2) 宇部西

ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口 ﾒｸﾞﾛ ｶﾅ 山口 ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ 山口
3 145 光永　麻由 (2) 西京 3 310 目黒　花樹 (2) 下関商 3 183 上田　紗也加 (1) 宇部西

ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口 ﾀﾀﾗ ﾐｷ 山口
4 146 田原　恵美 (2) 西京 4 311 山本　詩織 (2) 下関商 4 624 多田羅　美希 (1) 宇部西

4着 2ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
岩国 4.28.83 徳山 4.36.63 萩商工 4.50.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾄﾞﾀ ｴﾘﾅ 山口 ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ 山口 ﾊﾄﾘ ﾁﾋﾛ 山口
1 388 門田　英莉奈 (2) 岩国 1 845 荒木　菜々美 (1) 徳山 1 356 羽鳥　ちひろ (2) 萩商工

ｶﾄﾞﾀ ﾏﾘﾅ 山口 ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 山口 ｲﾜﾂﾎﾞ ｶﾅｺ 山口
2 387 門田　茉莉奈 (2) 岩国 2 487 新山　美帆 (1) 徳山 2 348 岩坪　佳菜子 (2) 萩商工

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｻｵﾘ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｴ 山口
3 392 竹林　沙織 (2) 岩国 3 486 山本　幸 (2) 徳山 3 352 藤田　友里恵 (1) 萩商工

ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｺ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ 山口 ｾﾗ ﾄﾓﾅ 山口
4 384 藤本　響子 (2) 岩国 4 847 中村　友美 (1) 徳山 4 349 世良　友菜 (2) 萩商工

DNS 1ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ
下関中等 DNS 宇部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
徳山商工 4.00.54 NGR 西京 4.04.79 豊浦 4.06.35
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 山口 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 山口 ｲｼｲ ｱﾘｻ 山口
1 500 藤井　茜 (2) 徳山商工 1 145 光永　麻由 (2) 西京 1 256 石井　亜理沙 (2) 豊浦

ﾏｴﾊﾗ ﾐｷ 山口 ﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 ｻｻｷ ﾕｶ 山口
2 497 前原　美希 (2) 徳山商工 2 146 田原　恵美 (2) 西京 2 259 佐々木　祐佳 (2) 豊浦

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ 山口 ﾐｳﾗ ﾅﾅｶ 山口 ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 山口
3 835 橋本　初美 (1) 徳山商工 3 144 三浦　ななか (2) 西京 3 648 久保　遙 (1) 豊浦

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 山口 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 山口 ｸﾛｶﾜ ﾅﾘｻ 山口
4 501 田中　里奈 (2) 徳山商工 4 523 高橋　さやか (1) 西京 4 257 黒川　南里沙 (2) 豊浦

4着 3ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
誠英 4.13.67 下関商 4.14.22 田部 4.17.25
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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜﾀ ﾁｶ 山口 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 山口 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山口
1 160 河田　千佳 (1) 誠英 1 647 森田　明梨 (1) 下関商 1 240 小田　結希 (2) 田部

ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口 ﾏﾂｵ ﾘﾎ 山口
2 547 家永　麻衣 (1) 誠英 2 300 中村　江里奈 (1) 下関商 2 666 松尾　梨穂 (1) 田部

ｽｲﾂ ｱﾔﾉ 山口 ﾒｸﾞﾛ ｶﾅ 山口 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓｴ 山口
3 526 水津　綾乃 (1) 誠英 3 310 目黒　花樹 (2) 下関商 3 665 谷口　萌 (1) 田部

ｲﾑﾀ ｴﾘ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 山口 ﾐﾔﾀ ﾏﾕ 山口
4 159 井無田　愛理 (2) 誠英 4 311 山本　詩織 (2) 下関商 4 661 宮田　希柚 (1) 田部

7着 2ﾚｰﾝ DNS 1ﾚｰﾝ
厚狭 4.17.68 防府 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

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 山口
1 615 藤谷　はるな (1) 厚狭

ｶﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 山口
2 220 神谷　望美 (2) 厚狭

ﾔﾀ ｶｵﾘ 山口
3 614 矢田　香織 (1) 厚狭

ﾏﾂﾄﾐ ﾕｷ 山口
4 221 松冨　友紀 (2) 厚狭

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18日 11:30 決勝

山口県高校記録 (YR) 1m74 村田　文代 (長府) 1984

大会記録 (GR) 1m72 高田　広子 (長府) 1982

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 22 183 上田　紗也加 宇部西 1m54

ｵｷﾅｶﾞ ﾖｼｺ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 23 142 沖永　佳子 西京 1m51

ﾀﾅｶ ﾐﾌﾐ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 21 307 田中　未史 下関商 1m51

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 19 363 安藤　葵 長門 1m51

ｶﾈｺ ﾐﾉﾘ － － ○ ○ ○ × × ×

5 25 375 金子　みのり 周防大島 1m48

ｻｲﾄｳ ﾘｻｺ － － ○ ○ ○ × × ×

5 24 525 齊藤　利佐子 誠英 1m48

ｻﾄｳ ﾓｴ － － ○ × × ○ ○ × × ×

7 20 266 佐藤　萌 長府 1m48

ｳｴﾓﾄ ｻｷ － ○ × × ○ × × ×

8 18 834 植本　沙紀 徳山商工 1m40

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ ○ ○ × × ×

9 9 385 吉田　実紀 岩国 1m35

ﾌｼﾞﾅｶ ｶﾅｴ ○ × ○ × × ×

10 15 301 藤中　かなえ 下関商 1m35

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｷ ○ × ○ × × ×

10 13 396 山縣　美紀 岩国 1m35

ｵｵﾓﾘ ﾔｽｺ × ○ × ○ × × ×

12 11 176 大森　靖子 宇部 1m35

ﾅｶｵ ｻｷ ○ × × ○ × × ×

13 17 207 中尾　早希 宇部商 1m35

ﾐﾉｵｶ ﾙﾐ × ○ × × ○ × × ×

14 14 180 箕岡　瑠美 宇部中央 1m35

ｵｷﾀ ｱﾕﾐ ○ × × ×

15 12 650 沖田　亜佑美 豊浦 1m30

ﾁｮｳ ﾕｶﾘ × ○ × × ×

16 16 258 長　由香里 豊浦 1m30

ﾆｼﾑﾗ ﾓｴ × × ○ × × ×

17 6 619 西村　萌 香川 1m30

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ × × ×

4 294 山本　晴奈 下関工 NM

ﾑﾗｶﾜ ﾅﾅｺ × × ×

3 600 村川　菜々子 宇部商 NM

ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺ × × ×

8 677 堀川　祥子 下関西 NM

ｵｵﾊﾗ ﾏｲ × × ×

5 768 大原　麻衣 柳井商工 NM

ﾑｶｲﾃﾞ ｶﾅｴ × × ×

1 769 向出　佳那栄 柳井商工 NM

ｼﾅｶﾞﾜ ｻｴ × × ×

10 867 品川　沙英 光 NM

ﾄﾀﾞ ﾏﾐ

7 272 戸田　真美 長府 DNS

ﾀｹｳﾁ ﾅﾂﾐ

2 711 竹内　なつみ 萩商工 DNS

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子走幅跳

日本高校記録　　 (HR) 6m44 中野　瞳 (長田・兵庫) 2007 9月19日 11:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 6m05 藤永　美保子 (長府) 1992

大会記録 (GR) 5m69 河村　仁美 (新南陽) 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
ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 5m25 5m05 5m14 5m25 5m25 5m13 5m22 5m25

1 21 264 宗村　麻理子 長府 +4.2 +1.8 +2.3 +4.2 -0.1 +1.6 +0.1 +4.2
ﾐｳﾗ ﾅﾅｶ 5m02 4m88 5m02 5m02 4m92 4m80 5m19 5m19

2 42 144 三浦　ななか 西京 +2.3 +1.9 +5.4 +2.3 +0.1 +2.8 +2.9 +2.9
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｺ 5m12 4m97 4m91 5m12 5m01 4m97 5m09 5m12

3 37 384 藤本　響子 岩国 +2.1 +4.1 +2.9 +2.1 +0.3 -0.1 +0.2 +2.1
ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 4m89 5m03 4m93 5m03 4m94 4m92 5m06 5m06

4 41 269 轟　亜弥 長府 +3.7 +2.7 +3.1 +2.7 +0.4 +1.2 +1.1 +1.1
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 4m88 × 4m72 4m88 4m74 × × 4m88

5 16 486 山本　幸 徳山 +1.9 +0.1 +1.9 +0.3 +1.9
ﾅｶﾊﾗ ﾓﾓｶ × 4m87 × 4m87 × × 4m65 4m87

6 34 369 中原　百香 萩商工 +5.0 +5.0 +0.4 +5.0
ﾀﾑﾗ ｱｲ 4m59 4m82 4m77 4m82 4m52 4m75 4m77 4m82

7 15 189 田村　あい 宇部西 +3.5 +4.2 +1.8 +4.2 +3.1 +2.1 -1.0 +4.2
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ × × 4m69 4m69 4m30 4m67 4m67 4m69

8 20 289 柴田　香菜 下関中等 +0.8 +0.8 +0.6 +0.9 +3.0 +0.8
ﾀｹｳﾁ ﾐｻｴ 4m68 4m42 － 4m68 4m68

9 17 125 竹内　美沙枝 山口中央 +4.0 +4.9 +4.0 +4.0
ﾄﾞﾋ ﾕﾘｶ － 4m66 － 4m66 4m66

10 32 126 土肥　由梨香 山口中央 +5.2 +5.2 +5.2
ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 4m54 4m49 － 4m54 4m54

11 30 538 竹田　ひかる 防府商 +3.4 +4.1 +3.4 +3.4
ﾏｴﾀﾞ ｺﾄﾐ 4m53 4m51 4m42 4m53 4m53

12 39 529 前田　琴美 西京 +2.8 +2.5 +2.8 +2.8 +2.8
ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ － 4m40 4m50 4m50 4m50

13 13 343 田中　律子 萩 +3.0 +0.2 +0.2 +0.2
ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 4m49 － － 4m49 4m49

14 38 454 德浪　慶恵 徳山工高専 +2.6 +2.6 +2.6
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ － 4m42 4m40 4m42 4m42

15 18 313 倉増　あずさ 早鞆 +3.5 +3.0 +3.5 +3.5
ﾋﾗｾ ﾓｴ － － －

29 227 平瀬　萌絵 宇部中央 NM
ﾋﾉ ﾕｶﾘ × × ×

14 238 樋野　友香莉 田部 NM
ｵｵｶﾞ ｶﾎ － × －

24 317 大賀　耶歩 奈古 NM
ﾊﾗ ﾏｲｶ － × －

31 350 原　舞佳 萩商工 NM
ｱﾗｶﾜ ﾅｵｺ － － －

7 361 荒川　直子 奈古 NM
ｶﾈｺ ﾐｻｷ × － －

2 367 金子　美咲 萩光塩 NM
ｲﾀﾐ ﾓｴ － × －

11 393 伊丹　萌 岩国 NM
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ － － －

9 424 高橋　亜由美 柳井商工 NM
ｻｲﾄｳ ﾘｻｺ － － ×

27 525 齊藤　利佐子 誠英 NM
ｽｲﾂ ｱﾔﾉ × × －

25 526 水津　綾乃 誠英 NM
ﾏﾂｵ ﾏﾐ － － ×

6 545 松尾　茉美 防府西 NM
ﾀｹｼﾀ ﾐﾎ － × －

1 548 竹下　美帆 高川学園 NM
ｲﾓﾄ ｶﾅ × × －

3 554 井本　佳菜 防府 NM
ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾅ × × －

36 588 桜井　晴菜 宇部 NM
ﾆｯﾀ ﾁﾅﾂ － － －

28 641 新田　千夏 下関中等 NM
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾅ － － －

35 671 藤村　美菜 下関南 NM
ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾎ － － －

23 782 藤川　真帆 岩国商 NM
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ × － －

33 847 中村　友美 徳山 NM
ｱｶｶﾞﾜ ﾕｶｺ － － －

12 853 赤川　友薫子 下松 NM
ｼﾅｶﾞﾜ ｻｴ － － －

10 867 品川　沙英 光 NM
ﾀｼﾛ ﾐｽﾞﾉ

40 261 田代　瑞乃 豊浦 DNS
ﾖｼﾑﾗ ﾐﾅ

19 337 吉村　美菜 萩 DNS
ｸﾆﾕｷ ｴﾘｶ

4 425 國行　恵利香 柳井商工 DNS
ﾊﾏｵ ﾐﾂﾞｷ

5 653 濱尾　碧月 豊浦 DNS
ｳｴﾑﾗ ﾅｵ

8 669 植村　奈緒 下関南 DNS
ｲｿﾑﾗ ﾐｷ

22 841 磯村　美季 華陵 DNS
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ

26 843 杉本　唯 新南陽 DNS

審 判 長：山本　博徳

記録主任：伊藤　健二

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20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) 12m80 井藤　弥生 (長府) 1997

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

ｺｳﾀﾞ ｱﾐ

1 26 491 幸田　あみ 徳山商工 9m80 8m21 9m74 9m80 9m74 9m90 9m58 9m90

ｻﾄｳ ﾅﾘｴ

2 21 242 佐藤　成恵 田部 8m48 7m54 8m62 8m62 8m11 9m40 8m71 9m40

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔ

3 24 498 藤原　綾 徳山商工 8m80 9m13 8m91 9m13 9m05 8m94 9m23 9m23

ﾆｼｻﾞｷ ｻﾕﾘ

4 25 239 西﨑　沙百合 田部 8m17 8m29 × 8m29 9m02 9m02 8m79 9m02

ｲｼｲ ｱｶﾈ

5 19 453 石井　朱音 山口県桜ケ丘 × 8m31 8m00 8m31 8m36 8m45 8m42 8m45

ｶﾂｲ ｱｲ

6 20 539 勝井　愛 防府商 7m59 7m87 8m15 8m15 8m16 8m06 8m40 8m40

ﾁｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ

7 18 291 近松　朋美 下関中等 7m91 7m43 7m63 7m91 7m76 7m44 7m57 7m91

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ

8 17 360 山本　彩 奈古 7m34 7m75 7m66 7m75 7m09 × 7m10 7m75

ｲﾄｳ ﾋﾛｴ

9 15 228 伊藤　弘恵 宇部中央 7m15 － 7m59 7m59 7m59

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ

10 2 395 藤本　佳奈 岩国 7m01 7m18 7m39 7m39 7m39

ﾏﾂｶﾜ ｷｮｳｺ

11 16 831 松川　恭子 聖光 × － 7m11 7m11 7m11

ﾀﾏｷ ﾊﾙﾓ

1 114 玉木　晴萌 防府商 － － － NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺ

5 162 松本　優子 高川学園 － － － NM

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｻｺ

12 219 藤村　美佐子 厚狭 － － － NM

ｼｹﾞｶﾈ ﾊﾙｺ

7 226 重兼　治子 宇部中央 － － － NM

ｼﾛﾓﾄ ｱﾔｶ

14 415 白本　綾香 柳井 － － － NM

ｼｹﾞﾔﾏ ﾅﾂﾖ

4 604 滋山　夏代 宇部商 － － － NM

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ

10 606 松永　眸 宇部商 － － － NM

ﾔﾏｶﾄﾞ ｻﾎ

3 712 山角　紗穂 萩商工 － － － NM

ﾆｼﾓﾄ ﾕｶ

11 763 西本　友香 熊毛南 － － － NM

ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾐ

6 778 半田　麻美 岩国 － － － NM

ﾖｼｵｶ ｼｮｳｺ

13 128 吉岡　笙子 山口中央 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｶ

27 158 杉山　由夏 誠英 DNS

ﾀﾅｶ ｷｺ

9 370 田中　喜子 萩光塩 DNS

ｳｴﾑﾗ ｱｽｶ

23 376 上村　明日香 周防大島 DNS

ｵｵｻｶ ﾕｶ

8 436 逢坂　侑香 田布施農 DNS

ｸﾆﾋﾛ ﾕｷｺ

22 467 國弘　祐希子 光 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場



女子円盤投

日本高校記録　　 (HR) 49m48 糸満　みや (那覇西・沖縄) 2009 9月19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) 38m38 土肥　めぐみ (西京) 1993

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

ｸﾆﾋﾛ ﾕｷｺ

1 27 467 國弘　祐希子 (2) 光 × 35m22 － 35m22 － － 33m59 35m22

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔ

2 24 498 藤原　綾 (2) 徳山商工 32m25 29m86 32m12 32m25 30m93 32m36 31m80 32m36

ｳｴﾑﾗ ｱｽｶ

3 28 376 上村　明日香 (2) 周防大島 × 27m90 26m00 27m90 27m82 27m75 28m23 28m23

ﾀｹｼﾀ ｴﾘ

4 22 186 竹下　依里 (2) 宇部西 26m35 24m49 × 26m35 23m56 26m84 28m22 28m22

ﾆｼｻﾞｷ ｻﾕﾘ

5 21 239 西﨑　沙百合 (2) 田部 27m51 25m59 24m26 27m51 26m53 22m88 22m81 27m51

ｶｼﾞﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ

6 25 254 梶山　恵美 (2) 豊浦 24m23 25m67 20m68 25m67 × 26m20 27m29 27m29

ﾏﾂｶﾜ ｷｮｳｺ

7 18 831 松川　恭子 (2) 聖光 × 24m87 24m06 24m87 24m46 25m21 25m55 25m55

ﾅｶﾞｵ ﾏﾐ

8 19 332 長尾　茉珠 (2) 大津 × 21m77 24m91 24m91 × 22m48 21m40 24m91

ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ

9 5 389 小山　秀美 (2) 岩国 × 24m84 22m58 24m84 24m84

ｼﾗｲｼ ｻﾄﾐ

10 26 613 白石　里美 (2) 厚狭 24m11 × 24m74 24m74 24m74

ｲｼｲ ｱｶﾈ

11 16 453 石井　朱音 (1) 山口県桜ケ丘 23m88 23m08 24m46 24m46 24m46

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ

12 29 294 山本　晴奈 (2) 下関工 22m12 23m60 24m38 24m38 24m38

ﾖｼｵｶ ｼｮｳｺ

13 17 128 吉岡　笙子 (2) 山口中央 × 21m42 22m29 22m29 22m29

ｷｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

14 1 374 菊田　まどか (2) 周防大島 － 22m07 － 22m07 22m07

ｶﾂｲ ｱｲ

15 12 539 勝井　愛 (1) 防府商 21m52 20m45 － 21m52 21m52

ｵﾘﾀ ﾉｺ

16 15 603 織田　乃子 (1) 宇部商 20m40 × 20m72 20m72 20m72

ﾐｽﾐ ｻｵﾘ

8 204 三隅　沙織 (2) 宇部商 － × － NM

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｻｺ

11 219 藤村　美佐子 (2) 厚狭 － － － NM

ﾌｼﾞﾀ ｻｴ

23 260 藤田　彩恵 (2) 豊浦 × × × NM

ﾎｼﾃﾞ ﾁｻﾄ

9 418 星出　智聡 (2) 柳井 － × － NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ

14 534 山本　澪 (1) 防府 － × － NM

ｶｼﾞ ｱﾔﾈ

10 543 梶　彩音 (1) 防府商 － － － NM

ﾌｼﾞｲ ﾏｶ

7 550 藤井　真風 (1) 防府 － － － NM

ｵﾓﾄ ﾅﾐ

4 659 尾本　奈美 (1) 田部 × × × NM

ﾔﾏｶﾄﾞ ｻﾎ

6 712 山角　紗穂 (1) 萩商工 － × － NM

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｶ

20 158 杉山　由夏 (2) 誠英 DNS

ﾀﾅｶ ｷｺ

13 370 田中　喜子 (2) 萩光塩 DNS

ｻﾀｹ ﾘｮｳｺ

3 505 佐竹　凌子 (2) 華陵 DNS

ﾊﾏﾓﾄ ﾏｲ

2 612 浜本　真衣 (1) 宇部中央 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
2009/9/20 18:43
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女子やり投

日本高校記録　　 (HR) 54m53 松本　百子 (口加・長崎) 2005 9月18日 14:00 決勝

山口県高校記録 (YR) 45m13 平原　沙也佳 (豊浦) 2009

大会記録 (GR) 41m64 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
ﾐｳﾗ ﾅﾅｶ

1 32 144 三浦　ななか (2) 西京 31m62 34m07 33m17 34m07 33m18 35m32 34m20 35m32
ﾁｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ

2 28 291 近松　朋美 (2) 下関中等 28m78 30m93 34m58 34m58 30m12 31m39 31m38 34m58
ｺｳﾀﾞ ｱﾐ

3 29 491 幸田　あみ (1) 徳山商工 30m70 29m01 27m42 30m70 31m63 31m06 32m66 32m66
ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ

4 33 320 溝部　文月 (1) 萩 26m78 28m47 × 28m47 × × 30m08 30m08
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

5 34 243 坂口　比呂美 (2) 田部 26m21 29m47 25m19 29m47 29m02 26m90 28m63 29m47
ﾑﾈﾁｶ ﾘｺ

6 8 857 棟近　理湖 (1) 徳山 20m03 25m05 27m16 27m16 － － － 27m16
ｼﾗｲｼ ｻﾄﾐ

7 31 613 白石　里美 (2) 厚狭 × × 25m44 25m44 × 26m96 × 26m96
ﾂｼﾞｲ ｱﾕﾐ

8 10 390 辻井　亜由美 (2) 岩国 24m94 24m51 × 24m94 25m74 26m47 23m07 26m47
ｿｳﾀﾞ ｱｻﾐ

9 30 428 惣田　麻美 (2) 柳井商工 21m82 24m44 24m43 24m44 24m44
ｻｶｲ ｶｽﾐ

10 23 836 酒井　香澄 (1) 光 20m14 22m53 24m04 24m04 24m04
ｻﾀｹ ﾘｮｳｺ

11 4 505 佐竹　凌子 (2) 華陵 23m23 20m45 22m35 23m23 23m23
ﾊﾗ ﾏﾅﾐ

12 26 362 原　真奈美 (2) 奈古 － 22m92 20m40 22m92 22m92
ｸﾗﾏｼ ｱｽﾞｻ

13 27 313 倉増　あずさ (1) 早鞆 22m75 20m92 21m49 22m75 22m75
ｲﾏﾁ ﾅｵﾐ

14 5 357 井町　直美 (1) 萩商工 － 22m58 － 22m58 22m58
ｸﾎﾞｲ ｶｴﾃﾞ

15 24 218 窪井　楓 (2) 厚狭 21m98 20m96 21m80 21m98 21m98
ﾋﾉ ﾕｶﾘ

16 21 238 樋野　友香莉 (2) 田部 － － 21m94 21m94 21m94
ﾌｼﾞｲ ﾏｶ

17 22 550 藤井　真風 (1) 防府 20m38 － － 20m38 20m38
ｲｴﾅｶﾞ ﾏｲ

18 6 547 家永　麻衣 (1) 誠英 － 20m16 － 20m16 20m16
ﾔｽﾑﾗ ﾐｸ

19 14 601 安村　未来 (1) 宇部商 20m09 － 20m01 20m09 20m09
ﾊﾏﾓﾄ ﾏｲ

20 20 612 浜本　真衣 (1) 宇部中央 20m05 － － 20m05 20m05
ﾀﾏｷ ﾊﾙﾓ

15 114 玉木　晴萌 (2) 防府商 － － － NM
ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｶ

1 132 山本　静香 (1) 西京 × × － NM
ﾊﾔｼ ﾘｴ

25 267 林　理恵 (2) 長府 － － － NM
ｶﾈｺ ｴﾘ

9 365 金子　恵梨 (1) 萩光塩 － － － NM
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾅ

13 414 松原　春奈　 (1) 柳井 － － × NM
ﾔﾏﾄｷ ﾐｻ

11 546 山時　未彩 (1) 防府西 － － － NM
ｵｶｻﾞｷ ｶﾅｺ

3 625 岡崎　加奈子 (1) 小野田 － × － NM
ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺ

16 677 堀川　祥子 (1) 下関西 － － － NM
ｷｸﾅｶﾞ ﾐﾅ

2 781 菊永　美奈 (1) 岩国商 × × × NM
ﾐﾅｷﾞ ﾕｷ

12 856 三奈木　優希 (1) 徳山 － － － NM
ｵｶﾓﾄ ｱﾂｺ

17 206 岡本　温子 (2) 宇部商 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ﾁｴ

19 273 松村　知絵 (2) 長府 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ

18 534 山本　澪 (1) 防府 DNS
ｺﾑﾛ ｱﾕﾐ

7 775 古室　愛友美 (1) 岩国 DNS

審 判 長：鶴崎　勲　

記録主任：伊藤　健二

凡例 NM：記録なし DNS：欠場
2009/9/20 18:43
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男子 総合得点

順位 所属／所属地

総
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男
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砲
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投

男
子
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男
子
ハ
ン
マ
ー

投

男
子
や
り
投

1 西京 101 8 11 6 6 6 8 7 7 13 8 8 12 1

2 田部 62 5 12 14 8 8 7 8

3 防府 54 12 5 4 2 8 3 14 2 4

4 柳井商工 30 11 6 13

5 山口県鴻城 28 3 5 8 6 6

6 大津 28 4 5 7 5 7

7 豊浦 24 1 7 6 1 4 5

8 早鞆 23 4 12 4 3

9 徳山工高専 20 4 7 3 6

10 下関商 19 1 2 1 8 7

11 萩 18 8 8 2

12 徳山商工 18 7 5 6

13 誠英 18 5 6 1 1 5

14 山口県桜ケ丘 17 6 2 9

15 下関中央工 17 6 4 4 3

16 厚狭 16 2 7 2 5

17 山口 16 6 2 3 5

18 新南陽 14 8 6

19 柳井 14 11 3

20 豊北 13 3 8 2

21 聖光 13 6 7

22 小野田工 12 8 4

23 光 12 1 3 2 1 3 2

24 宇部 10 7 3

25 下関工 10 1 9

26 岩国工 9 3 2 4

27 高川学園 8 1 7

28 宇部工 7 7

28 高水 7 7

30 岩国 6 2 4

31 萩商工 6 3 3

32 青嶺 5 5

33 下関西 4 4

33 下松 4 4

33 熊毛南 4 4

33 徳山 4 4

37 宇部西 2 2

37 宇部中央 2 2

37 香川 2 2

37 西市 2 2

37 野田学園 2 2

42 水産 1 1



女子 総合得点

順位 所属／所属地
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点
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女
子
円
盤
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女
子
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り
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1 西京 79.5 1 8 8 8 11 7 8 7 6.5 7 8

2 徳山商工 63 7 15 5 8 1 14 7 6

3 田部 47 6 6 5 7 3 12 4 4

4 豊浦 45 7 11 4 4 4 6 6 3

5 下関商 31.5 8 6 7 4 6.5

6 徳山 30 7 6 10 4 3

7 宇部西 27 2 8 2 8 2 5

8 中村女子 26 5 6 7 8

9 下関中等 22 1 1 7 3 1 2 7

10 萩 21 4 5 3 4 5

11 光 19 2 5 4 8

12 長府 15 2 13

13 厚狭 12 2 6 2 2

14 高水 12 5 2 5

15 萩商工 12 4 5 3

16 周防大島 11.5 2 3.5 6

17 梅光女学院 10 3 7

18 山口 10 5 5

19 誠英 8.5 5 3.5

20 岩国 7 6 1

21 下松 6 6

21 柳井 6 6

23 大津 6 1 3 1 1

24 香川 5 5

24 長門 5 5

26 下関西 5 3 2

27 宇部 4 4

27 宇部中央 4 4

27 下関南 4 4

27 山口県桜ケ丘 4 4

31 防府商 3 3

32 宇部鴻城 2 2

32 聖光 2 2

34 防府 2 1 1

35 奈古 1 1

35 豊北 1 1


