
日付 種目
20091011 一般男子100m 宮崎　孝 10.76 鵜狩　陽輔 11.32 前原　大地 11.44 山本　浩次 11.47 中山　允宏 11.51 長野　泰士 11.63 重本　貴好 11.73

風:0.0 山口：山口市 NGR 山口：周南市 山口：山口市 山口：美祢市 山口：柳井市 山口：下関市 山口：周南市
20091011 男子30歳以上100m 山本　浩次 11.56 -0.7 大原　一敏 11.75 -0.7 角　新一郎 12.13 -0.7 山縣　規人 12.26 -1.6 村田　純一 12.74 -0.7 松永　和宏 13.09 -1.6 中丸　直基 14.27 -0.7

山口：美祢市 山口：下関市 山口：下関市 山口：山口市 山口：防府市 山口：下関市 山口：下関市
20091011 男子40歳以上100m 坪根　一行 12.38 -1.7 田村　和昭 12.40 -0.1 澤本　康彦 12.59 -1.7 吉規　泰司 12.83 -0.1 田熊　康一郎 12.94 -1.7 池田　博之 12.96 -1.7 松永　英行 13.10 -0.1 鮎川　和彦 13.12 -1.7

山口：美祢市 山口：岩国市 山口：下関市 山口：光市 山口：岩国市 山口：山口市 山口：山口市 山口：美祢市
20091011 男子50歳以上100m 須田　雅昭 13.54 河村　松正 13.75 川口　哲司 13.88 吉松　和義 13.89 メリット・ブル 14.16 中村　賢治 14.41 今元　恵二 14.98

風:0.0 山口：光市 山口：光市 山口：周南市 山口：山口市 山口：下松市 山口：光市 山口：大島郡
20091011 男子60歳以上100m 藤井　芳雄 13.75 石川　徹 14.42 高林　鐡雄 14.71 山近　範久 15.56 丸山　一生 16.20

風:-0.1 山口：山口市 NGR 山口：光市 山口：光市 山口：大島郡 山口：防府市
20091011 一般男子400m 末益　直輝 0.50.04 福田　浩二 0.50.87 仮屋　克俊 0.51.26 山本　健志 0.51.37 和田　俊介 0.51.48 太田　浩史 0.53.17 石井　義三 0.53.82 西村　翔 0.54.14

山口：山口市 山口：宇部市 山口：周南市 山口：山口市 山口：山口市 山口：山口市 山口：下関市 山口：周南市
20091011 一般男子1500m 岩見　高尚 4.07.87 高橋　陽平 4.11.59 金子　泰 4.12.37 和久理　拓也 4.13.62 水野　陽介 4.14.80 睦田　尚玄 4.16.33 平田　信一 4.17.92 廣永　智彦 4.18.47

山口：柳井市 山口：光市 山口：周南市 山口：山口市 山口：下関市 山口：長門市 山口：光市 山口：下関市
20091011 男子30歳以上1500m 梅舎　慎二 4.23.85 川本　晃司 4.29.51 江本　孝臣 4.30.56 岡﨑　輝義 4.36.74 増山　修次 4.39.74 波多野　伸二 4.48.68 四元　努 4.51.57 大村　昌雄 5.01.40

山口：周南市 山口：下関市 山口：下松市 山口：美祢市 山口：萩市 山口：長門市 山口：光市 山口：長門市
20091011 男子40歳以上3000m 久村　哲志 9.31.45 田中　収 9.57.86 河口　英俊 10.57.65

山口：周南市 NGR 山口：山口市 山口：下関市
20091011 男子50歳以上3000m 田中　勝男 10.02.53 高見　清 10.13.72 末岡　良一 10.26.13 西田　博 10.28.01 上田　十太 10.46.83 河村　豊彦 11.03.82 村田　光秋 11.54.58 前田　琢磨 12.16.73

山口：山口市 山口：長門市 山口：下松市 山口：下松市 山口：長門市 山口：周南市 山口：防府市 山口：熊毛郡
20091011 男子60歳以上3000m 村上　文男 10.37.75 浜田　勝美 10.41.29 江村　勝利 11.31.03 兼清　英輝 11.38.79 梅木　正光 12.37.24

山口：山陽小野NGR 山口：宇部市 山口：下松市 山口：光市 山口：大島郡
20091011 一般男子5000m 福田　将治 14.44.24 藤本　正洋 14.46.74 伊藤　正悟 15.07.52 山下　和彦 15.08.56 本田　邦夫 15.15.06 平田　信一 15.31.10 高橋　陽平 15.39.97 黒瀬　雄輝 15.41.92

山口：周南市 NGR 山口：光市 NGR 山口：山口市 山口：下松市 山口：長門市 山口：光市 山口：光市 山口：長門市
20091011 一般男子110mH 加藤　洋平 16.09 山縣　規人 16.94 相川　悠貴 27.48

風:0.0 山口：周南市 山口：山口市 山口：山口市
20091011 一般男子4×100mR 山口：山口市B 0.42.21 山口：周南市 0.42.80 山口：下関市B 0.44.84 山口：長門市 0.51.42

  樽　裕章   鵜狩　陽輔   長野　泰士   上田　知之
  末益　直輝   梅本　健吾   鈴木　道成   松田　栄策
  小井戸　一浩   仮屋　克俊   斉藤　潤   睦田　尚玄
  宮崎　孝   重本　貴好   石井　義三   西原　秀卓

20091011 一般男子4×400mR 山口：周南市 3.27.35 山口：山口市A 3.27.88 山口：宇部市 3.33.20 山口：下関市B 3.36.56 山口：下関市A 3.51.36 山口：防府市 4.07.46
  梅本　健吾 NGR   太田　浩史   田邨　一訓   長野　泰士   井上　晴暁   村田　純一
  仮屋　克俊   山本　健志   宮本　成司   水野　陽介   溝部　憲将   斉藤　雄亮
  西村　翔   鶴田　祐樹   開地　亮太   鈴木　道成   廣永　智彦   島田　純喜
  重本　貴好   宗吉　泰宏   金田　周   石井　義三   栗原　大輔   井上　直之

20091011 一般男子走高跳 藤澤　圭祐 1m95 加藤　洋平 1m90 相川　悠貴 1m70
山口：下関市 NGR 山口：周南市 EGR 山口：山口市

20091011 一般男子走幅跳 佐々木　信一郎 6m24 0.0 中塚　翔 6m21 +0.1 小井戸　一浩 6m20 0.0 末永　祐磨 5m27 0.0 貞森　和馬 5m24 0.0
山口：下松市 山口：周南市 山口：山口市 山口：周南市 山口：周南市

20091011 男子40歳以上走幅跳 吉規　泰司 4m77 +1.2
山口：光市

20091011 男子50歳以上走幅跳 河村　松正 4m74 +0.2 今元　恵二 4m26 +0.8
山口：光市 山口：大島郡

20091011 男子60歳以上走幅跳 藤井　芳雄 4m84 0.0 丸山　一生 3m72 +0.5
山口：山口市 NGR 山口：防府市

20091011 一般男子三段跳 佐々木　翔太郎13m80 -1.6 中谷　昌史 13m34 -0.1 伊藤　彰浩 12m46 -0.6 丸山　拓真 12m29 0.0
山口：山口市 山口：光市 山口：山口市 山口：山口市

20091011 一般男子砲丸投 大辻　清志朗 12m10 黒木　宏章 11m88 中司　良 11m25 伊藤　友彰 10m57 曽我　法精 10m08
山口：山口市 山口：周南市 山口：防府市 山口：下関市 山口：下関市

20091011 男子40歳以上砲丸投 新道　仁志 10m65 吉規　泰司 9m72 藤田　昌彦 8m80
山口：宇部市 NGR 山口：光市 NGR 山口：山口市

20091011 男子50歳以上砲丸投 中谷　恒夫 10m08 中村　賢治 9m10 今元　恵二 8m63 藤田　育穂 8m30
山口：光市 山口：光市 山口：大島郡 山口：山口市

20091011 男子60歳以上砲丸投 福永　維夫 10m15
山口：山口市

20091011 一般男子やり投 日高　広章 59m27 宿輪　栄二 59m12 菅崎　裕樹 55m86 千々木　優 55m29 下村　亮 53m98 柳村　勇気 52m84 原田　慎介 51m78 古谷　啓輔 50m16
山口：周南市 山口：周南市 山口：下関市 山口：周南市 山口：山口市 山口：光市 山口：防府市 山口：光市

20091011 一般男子円盤投 千々木　優 44m31 江上　智見 38m72 鶴見　佳郎 38m56 中司　良 38m53 丸山　拓真 36m65 中村　康智 33m65 池西　雄一 31m18 小田　洋一 30m39
山口：周南市 NGR 山口：周南市 山口：周南市 山口：防府市 山口：山口市 山口：山口市 山口：山口市 山口：下関市

対抗男子の部 130 101 76 53 27 21 20 19

対抗総合の部 177 141 76 53 39 28 20 20

5位 6位 7位 8位

下関

一般男子決勝

山口 周南 光

1位 2位 3位 4位

防府下松 宇部 美祢

山口 周南 光 下関 下松 宇部 美祢 防府



日付 種目

20091011 一般女子100m 河村　仁美 12.83 河村　亜希 12.93 天本　敦子 13.30 山口　ちひろ 13.44 宮崎　裕子 14.04 徳重　啓子 14.43

風:+0.1 山口：周南市 山口：下松市 山口：山口市 山口：周南市 山口：山口市 山口：防府市

20091011 女子30歳以上100m 福永　美香 15.65

風:-0.8 山口：熊毛郡

20091011 一般女子400m 河村　亜希 0.59.58 沖　果林 1.01.82 森山　絵美子 1.08.30

山口：下松市 山口：山口市 山口：山口市

20091011 一般女子3000m 堀田　麻衣 11.09.22 坪河　蓉子 11.30.16 林　由衣 12.23.93 多賀谷　理子 13.29.61 弘中　里枝 13.50.81

山口：山口市 NGR 山口：山口市 山口：山口市 山口：宇部市 山口：宇部市

20091011 女子40歳以上3000m 新原　恵理 12.30.78

山口：熊毛郡

20091011 一般女子走幅跳 河村　仁美 5m72 +1.5 白神　有美 5m38 0.0 福永　美香 4m19 0.0 森山　絵美子 4m10 +0.3

山口：周南市 NGR 山口：山口市 山口：熊毛郡 山口：山口市

20091011 一般女子砲丸投 冨田　江利奈 12m23 磯田　理佳 10m51 三村　朱加 10m34

山口：周南市 NGR 山口：山口市 山口：周南市

20091011 一般女子やり投 稲村　尚子 31m02

山口：山口市

20091011 一般女子円盤投 木下　亜梨沙 40m09 冨田　江利奈 36m47

山口：周南市 NGR 山口：周南市

対抗女子の部 47 40 18 12 7 1

対抗総合の部 141 76 53 39 28 20 20

一般女子決勝

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

宇部 美祢 防府周南 光 下関 下松

宇部 防府下松山口 周南 熊毛


