
第６０回下関市陸上競技選手権大会記録一覧表

平成３０年４月１日（日）　下関市営陸上競技場　　　　　　　　　　審判長：稲本　清治　　　　　記録主任：植木　幸子

男子 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 石川　順典 下関市立大 10"87 田辺　麗夜 田部高 11"18 吉永　滉太 豊浦高 11"24 三上　翔 豊浦高 11"27 内野々　諒 豊浦高 11"42 福田　将希 田部高 11"47
風力 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.4

２００ｍ 石川　順典 下関市立大 22"44 田辺　麗夜 田部高 22"53 木村　拓志 下関中等（後）23"29 内野々　諒 豊浦高 23"31 山田　彩翔 彦島中 23"68 福田　将希 田部高 23"72
風力 ‐2.7 ‐2.7 ‐2.7 ‐2.7 ‐2.9 ‐2.9

４００ｍ 田辺　麗夜 田部高 49"78 山田　彩翔 彦島中 50"95 開道　一晴 豊浦高 51"33 木村　拓志 下関中等（後）52"26 吉中　祐太 向洋中 53"01 井上　京冶 向洋中 53"19
８００ｍ 澁田　圭佑 下関西高 2'02"73 国増　治貴 豊浦高 2'03"36 伊藤　碧波 豊浦高 2'04"78 富永　享 下関商高 2'05"91 磯元　康雅 垢田中 2'06"56 岩﨑　達哉 下関南高 2'08"92
１５００ｍ 吉中　祐太 向洋中 4'08"02 伊藤　碧波 豊浦高 4'11"16 重冨　涼風 下関中等（後）4'11"56 国増　治貴 豊浦高 4'14"05 山﨑　武 豊浦高 4'15"84 鶴巻　聖大 豊浦高 4'16"47
５０００ｍ 河村　和政 下関市立大 17'26"51 竹本慎太郎 下関西高 17'40"08 金子　拓紀 長府高 18'15"43
１１０ｍＨ 塩川　大輔 下関西高 15"38 藤野　雄基 山口合同ガス 15"77 舞弓　怜士 早鞆AC 16"81 下瀬　美隆 早鞆高 18"23 若松　天晴 下関西高 19"46 福岡　諒祐 下関西高 21"39

風力 ‐1.2 ‐1.2 ‐1.2 ‐1.2 ‐1.2 ‐1.2
４００ｍＨ 塩川　大輔 下関西高 53"89 黒川　和樹 田部高 54"99 池田　悠真 豊浦高 1'00"62 木本　隼翔 下関南高 1'02"66 窪井　貴大 下関西高 1'02"94 草野　隆真 豊浦高 1'03"35
4×100mR 田部高（角野・田辺・福田・黒川） 豊浦高（三上・内野々・池田・吉永） 下関中等（後）（丸山・坪井・木村・吉早鞆高（片岡・三木・今村・下瀬） 早鞆AC（関根・上川・岡中・舞弓） 下関西高（下田・塩川・下田・福岡）

43"54 44"13 44"30 45"30 45"90 46"34
4×400mR 豊浦高（吉永・開道・内野々・三上） 下関西A（窪井・澁田・清家・塩川） 下関中等（後）（坪井・重冨・山根・丸下関商高（髙本・谷野・富永・前田） 下関南高（秋枝・吉野・濵畑・木本） 下関西B（下田・竹内・若松・福岡）

3'31"56 3'32"08 3'35"42 3'37"13 3'43"25 3'51"11
走高跳 上川　凌平 早鞆AC 1m95 藤本　元気 下関工科高 1m60 荻野　皓也 下関工科高 1m45 大田　凌 下関工科高 1m40 蛭子　竜次 下関工科高 1m３0
走幅跳 谷野　優作 下関商高 ６m39 片岡　大成 早鞆高 ６m28 吉永　滉太 豊浦高 ６m19 秋山　将輝 下関市立大 6m06 長田　征也 豊浦高 ５m97 茨木　祥冶 下関工科高 ５m83

2.5 1.9 1.6 1.9 2.1 2.6
三段跳 門田　翔麻 下関工科高 12m82 富本　愛樹 豊浦高 12m54 久原　郁弥 豊浦高 12m39 安田　衛 山口合同ガス 12m23 長田　征也 豊浦高 １２m08 岡野　泰樹 下関工科高 １１m70

風力 3.1 2.0 2.0 3.1 2.1 3.5
砲丸投

中学 前田　新 彦島中 10m53 嶋田　旺万 菊川中 7m22 中村　純士 勝山中 6m18
高校 松本　舟正 早鞆高 12m93 毛利　公俊 田部高 10m50 伊東　博哉 下関南高 9m31 井上　朋輝 田部高 8m95 下田　悠貴 下関西高 8m65 濵尾　雄太 下関工科高 8m24

円盤投

高校 井上　朋輝 田部高 31m86 松本　舟正 早鞆高 31m58 松井　健人 下関工科高 28m06 伊東　博哉 下関南高 26m62 伊東　史哉 下関南高 25m93 蛭子　竜次 下関工科高 25m70
一般 関根　昂之 早鞆AC 42m73 渡邉　晴治 下関市陸協 31m55 宮城　太一 早鞆AC 31m40

やり投 白石　知宏 豊浦高 48m46 三上　翔 豊浦高 46ｍ01 三木　麻裕 早鞆高 45m28 西田　忠賢 早鞆高 38m72 下田　悠貴 下関西高 38m48 毛利　公俊 田部高 37m26

女子 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 弘下　由梨 田部高 12"76 大原明日風 垢田中 12"77 工藤　琉楠 勝山中 13"05 荒川　史帆 豊浦高 13"19 伊賀　彩佳 田部高 13"21 湯浅　星空 田部高 13"23
風力 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9

２００ｍ 大原明日風 垢田中 27"29 湯浅　星空 田部高 27"39 工藤　琉楠 勝山中 27"62 古川帆乃花 垢田中 27"86 弘下　由梨 田部高 27"98 荒川　史帆 豊浦高 28"13
風力 ‐3.5 ‐3.5 ‐3.5 ‐3.5 ‐3.5 ‐2.5

４００ｍ 古川帆乃花 垢田中 1'01"86 湯浅　星空 田部高 1'02"12 藤井　美海 豊浦高 1'02"16 古川　由乃 下関西高 1'02"38 久原　夕依 田部高 1'02"44 平沼　桜花 豊浦高 1'02"45
８００ｍ 丹嶋　梨乃 下関南高 2'23"61 田村　優稀 垢田中 2'23"62 井上萌々奈 勝山中 2'24"72 内藤　咲彩 勝山中 2'34"67 長津　青空 向洋中 2'35"00 加笠　夏恵 下関商高 2'36"36
１５００ｍ 下岡　日向 下関南高 4'52"59 田村　優稀 垢田中 5'02"33 内藤　咲彩 勝山中 5'12"19 中尾　真悠 下関中等（前）5'27"29 梅月陽奈菜子 下関南高 5'30"61 平山　あい 下関中等（後）5'36"71
100mH・中 川野　春奈 垢田中 17"27 緑川奈々子 下関中等（前）18"09 村田実那峰 下関中等（前）18"29 酒井　七瀬 垢田中 18"67 梶川　結衣 勝山中 18"68 尾ノ上ひかる 下関中等（前）19"62

風力 ‐1.4 ‐1.4 ‐1.4 ‐1.4 ‐1.4 ‐1.4
100mH・高 瀧本　朱音 豊浦高 17"48 坂本　奈優 下関西高 17"52 亀永　愛実 下関南高 17"62 松岡　楓 下関西高 19"32

風力 ‐0.9 ‐0.9 ‐0.9 ‐0.9
４００ｍＨ 古川　由乃 下関西高 1'08"46 枡田　岬 豊浦高 1'10"00 成清　紗知 下関西高 1'11"29
4×100mR 田部高（伊賀・弘下・國知・湯浅） 豊浦高（荒川・竹岡・藤井・瀧本） 下関西高（坂本・古川・成清・佐々木）垢田中（古川・大原・川野・濵田） 向洋中A（峰岡・藤田・長野･網本） 下関中等(前)(尾ノ上・緑川・村田・木川)

50"42 51"37 52"41 52"88 54"81 56"35
4×400mR 豊浦高（荒川・藤井・枡田・平沼） 田部高（福永・湯浅・植田・久原） 下関西高（成清・佐々木・坂本・古川）下関商高（関・加笠・安藤・長尾）

4'07"41 4'11"99 4'13"56 4'33"38
走高跳 峰岡　萌華 向洋中 １m55 塩川　裕子 下関中等（後）１m45 青木　彩良 下関中等（前）１m25
走幅跳 弘下　由梨 田部高 5m36 竹岡　知愛 豊浦高 ５m03 濵田　美幸 垢田中 4m94 伊賀　彩佳 田部高 4m88 川野　春奈 垢田中 4m82 町田　楓 ふくっ子陸上 4m48

1.8 0.9 1.2 1.6 1.8 1.8
砲丸投

中学 木川　寿海 下関中等（前）9m41 下村　歩未 勝山中 9m21
高校 山田梨香子 早鞆高 8m61 勝岡　奈々 下関西高 8m50 松井　麻耶 田部高 7m68 佐々木真唯 下関西高 7m63 下川　莉央 長府高 6m64

円盤投 山田梨香子 早鞆高 28m12 勝岡　奈々 下関西高 27m95 中原　友梨 下関西高 25m86 上寺　結 早鞆高 25m74 福嶋　さくら 下関中等（後）24m61 平本梨央南 下関中等（後）22m26
やり投 松井　麻耶 田部高 43m12 山田梨香子 早鞆高 38m06 佐々木真唯 下関西高 30m95 上寺　結 早鞆高 27m85 下川　莉央 長府高 26m80 下川　里菜 長府高 16m54

気象状況

9:00 晴 17 75% 東 1.7m/s 13:00 晴 25 51% 南西 3.5m/s
10:00 晴 19 72% 東北東 1.9m/s 14:00 晴 24 64% 南西 2.2m/s
11:00 晴 22 66% 東南東 1.5m/s 15:00 晴 24 64% 西南西 3.4m/s
12:00 晴 23 59% 南西 1.8m/s


