
日付 種目

20091011 小学５年男子100m 西田侑生 (5) 14.19 山田志門 (5) 14.28 福田遥暉 (5) 14.39 田村紀樹 (5) 14.50 蒲生　望 (5) 14.75 中山竜秀 (5) 14.87 高本嘉則 (5) 15.36 高野夏樹 (5) 15.60

山口：防府陸スポ 山口：美祢陸スポ 山口：山の田陸スポ 山口：下関陸スポ 山口：山口A・C 山口：東和スポ少 山口：ゆうスポ陸 山口：光スポ少

20091011 小学６年男子100m 新井真里 (6) 14.02 藤井朋也 (6) 14.04 古木宏典 (6) 14.18 山田　竜 (6) 14.42 藤本大樹 (6) 14.47 田中拓人 (6) 14.56 吉規孝志 (6) 14.76

山口：嘉万スポ陸 山口：山陽レッツ 山口：小郡陸上少 山口：ふくっ子陸上 山口：ゆうスポ陸 山口：美祢陸スポ 山口：光スポ少

20091011 小学５年男子1000m 藪中直樹 (5) 3.14.37 稲田光希 (5) 3.15.39 小松　海 (5) 3.25.68 森本直樹 (5) 3.26.62 田中優大 (5) 3.27.61 藤村圭吾 (5) 3.33.21 井上幹基 (5) 3.34.26 中村巧汰 (5) 3.35.16

山口：ゆうスポ陸 山口：カツミ陸上 山口：仙崎みすゞ 山口：戸田陸上ク 山口：下松東陽ク 山口：仙崎みすゞ 山口：山口A・C 山口：新南陽陸スポ

20091011 小学６年男子1000m 原田建史朗 (6) 3.05.91 久貞海斗 (6) 3.06.41 渡壁　祐 (6) 3.09.02 原田　海 (6) 3.10.47 三原康太郎 (6) 3.15.82 川元涼央 (6) 3.16.11 末次佑行 (6) 3.16.13 山下直希 (6) 3.17.57

山口：コウビン陸上 山口：ゆうスポ陸 山口：山陽レッツ 山口：下松東陽ク 山口：ゆうスポ陸 山口：コウビン陸上 山口：新南陽陸スポ 山口：仙崎みすゞ

20091011 小学男子4×100mR 山口：美祢陸スポA 0.56.47 山口：光スポ少A 0.56.56 山口：下関陸スポA 0.57.07 山口：小郡陸上少 0.57.46 山口：ゆうスポ陸A 0.57.72 山口：山陽レッツ 0.58.22 山口：山の田陸スポ 0.58.29 山口：豊浦陸スポA 0.58.64

  山田志門 (5)   橋羽宏人 (6)   山本人士 (6)   福本竜也 (6)   三原康太郎 (6)   藤井朋也 (6)   福田遥暉 (5)   松本泰樹 (6)

  田中拓人 (6)   吉規孝志 (6)   中野拓海 (6)   古木宏典 (6)   松村　悠 (6)   藤本　翔 (6)   斉藤真也 (6)   中西達也 (6)

  竹田宥太 (6)   古賀渓太 (6)   都留優大 (6)   小田一穂 (6)   藤本大樹 (6)   重兼拓実 (5)   渡部勇作 (6)   野村国央 (6)

  河津翔哉 (6)   繁　恒樹 (6)   田村紀樹 (5)   長尾達弥 (5)   吉永成志 (6)   渡壁　祐 (6)   佐藤秀政 (6)   小野修渡 (6)

20091011 小学５年男子走幅跳 小松　海 (5) 4m04 0.0 蒲生　望 (5) 3m86 0.0 中山竜秀 (5) 3m84 0.0 井上幹基 (5) 3m77 0.0 新井誠也 (5) 3m71 0.0 徳重慎也 (5) 3m49 0.0 寸賀帆積 (5) 3m44 0.0 小石原 燃 (5) 3m37 0.0

山口：仙崎みすゞ 山口：山口A・C 山口：東和スポ少 山口：山口A・C 山口：宇部陸上ク 山口：美祢陸スポ 山口：下松東陽ク 山口：藤山陸上教

20091011 小学６年男子走幅跳 河津翔哉 (6) 4m54 0.0 新井真里 (6) 4m27 0.0 繁　恒樹 (6) 4m23 0.0 中村充宏 (6) 4m06 0.0 竹内　諒 (6) 3m81 0.0 斉藤真也 (6) 3m80 0.0 富　武大 (6) 3m67 0.0 森重晴太 (6) 3m66 0.0

山口：美祢陸スポ 山口：嘉万スポ陸 山口：光スポ少 山口：カツミ陸上 山口：大道陸上教 山口：山の田陸スポ 山口：山口陸スポ 山口：ゆうスポ陸
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20091011 小学５年女子100m 田村沙良 (5) 14.70 宇多村　由 (5) 15.05 飯田麗奈 (5) 15.23 堀田萌絵乃 (5) 15.30 上田暁美 (5) 15.33 大西咲良 (5) 15.37 藤井美沙 (5) 15.44 長谷歩実 (5) 15.51

山口：下松東陽ク 山口：防府陸スポ 山口：美祢陸スポ 山口：山口陸スポ 山口：宇部陸上ク 山口：豊浦陸スポ 山口：戸田陸上ク 山口：長門陸スポ

20091011 小学６年女子100m 坂本未来 (6) 14.13 小田穂乃佳 (6) 14.42 長和美紀 (6) 14.63 國澤真悠 (6) 14.73 倉光　楓 (6) 14.74 藤崎裕子 (6) 14.77 秋月由布子 (6) 14.90 阪本真唯 (6) 14.95

山口：宇部陸上ク 山口：ふくっ子陸上 山口：JAC岩国 山口：長門陸スポ 山口：ふくっ子陸上 山口：下松東陽ク 山口：小郡陸上少 山口：豊田下スポ少

20091011 小学５年女子800m 藤川さくら (5) 2.38.62 井上紫咲貴 (5) 2.40.59 金盛萌恵 (5) 2.41.75 福永夏絵 (5) 2.42.97 頼尊愛絵理 (5) 2.43.14 久楽萌夏 (5) 2.47.45 渋田美鈴 (5) 2.51.47 渡壁　茜 (5) 2.52.06

山口：ゆうスポ陸 山口：山陽レッツ 山口：光スポ少 山口：小郡陸上少 山口：宇部陸上ク 山口：新南陽陸スポ 山口：ふくっ子陸上 山口：山陽レッツ

20091011 小学６年女子800m 富田真帆 (6) 2.27.47 森脇史織 (6) 2.28.17 岩本法子 (6) 2.32.58 藤永望花 (6) 2.35.34 沖野美優 (6) 2.35.75 小田若奈 (6) 2.36.59 山田玲緒菜 (6) 2.36.99 木村友美 (6) 2.37.28

山口：戸田陸上ク 山口：豊浦陸スポ 山口：山口A・C 山口：ふくっ子陸上 山口：仙崎みすゞ 山口：新南陽陸スポ 山口：山陽レッツ 山口：小郡陸上少

20091011 小学女子4×100mR 山口：ふくっ子陸上 0.54.88 山口：宇部陸上クA 0.56.66 山口：小郡陸上少A 0.56.88 山口：長門陸スポ 0.57.92 山口：下松東陽ク 0.58.08 山口：豊浦陸スポ 0.58.18 山口：JAC岩国A 0.58.44 山口：小郡陸上少B 0.59.05

  倉光　楓 (6)   二宮万葉 (6)   杉原湖春 (6)   阿部由乃 (6)   荒川夏美 (6)   藤本真梨子 (6)   弘下由菜 (6)   新谷理菜 (6)

  小田穂乃佳 (6)   坂本未来 (6)   秋月真由子 (6)   水野愛麗 (6)   田村沙良 (5)   村上沙梨有 (6)   前原晴香 (6)   仁田真稀子 (6)

  池口風音 (6)   三隅理絵 (6)   今永紗也佳 (6)   金川寧々 (6)   武居香里 (6)   上野碧記 (6)   前原綾香 (6)   菅生舞華 (6)

  藤永望花 (6)   山村萌佳 (6)   秋月由布子 (6)   國澤真悠 (6)   藤崎裕子 (6)   森脇史織 (6)   長和美紀 (6)   木村友美 (6)

20091011 小学５年女子走幅跳 藤野里彩 (5) 3m80 0.0 坪根美来 (5) 3m68 0.0 安村菜摘 (5) 3m52 0.0 上田暁美 (5) 3m33 0.0 河崎梓月 (5) 3m32 0.0 後藤　涼 (5) 3m27 0.0 澤野結稀 (5) 3m22 0.0 長谷歩実 (5) 3m15 0.0

山口：徳山コネット 山口：嘉万スポ陸 山口：山の田陸スポ 山口：宇部陸上ク 山口：美祢陸スポ 山口：ふくっ子陸上 山口：徳山コネット 山口：長門陸スポ

20091011 小学６年女子走幅跳 水野愛麗 (6) 4m18 0.0 岩本法子 (6) 4m11 0.0 藤本真梨子 (6) 3m96 0.0 河村和佳 (6) 3m87 0.0 萩原　稔 (6) 3m83 0.0 阪本真唯 (6) 3m77 0.0 西山侑花 (6) 3m76 0.0 石井千晶 (6) 3m74 0.0

山口：長門陸スポ 山口：山口A・C 山口：豊浦陸スポ 山口：光スポ少 山口：萩陸上スポ少 山口：豊田下スポ少 山口：萩陸上スポ少 山口：萩陸上スポ少
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