
ト ラ ッ ク 審 判 長 羽村　特美

ス タ ー ト 審 判 長 園田　隆

跳 躍 審 判 長 松原　宏和

投 て き 審 判 長 西本　健

招 集 所 審 判 長 塚本　典弘

記 録 主 任 吉松　茂樹

日付 種目

福田　健人(3) 11.50 中村　太一(3) 11.82 尾崎　天哉(3) 11.84 大藤　駿(3) 11.89 赤松　篤史(3) 12.11 宮本　侑大(2) 12.19 長井　佑樹(2) 12.20
高水 岩国商業 柳井 岩国 大島商船高等専門 岩国 熊毛南
福田　健人(3) 22.95 尾崎　天哉(3) 23.19 中村　太一(3) 23.55 佐村　駿(3) 23.59 大藤　駿(3) 23.65 赤松　篤史(3) 23.77 長井　佑樹(2) 24.10 山中　大成(3) 24.51
高水 柳井 岩国商業 岩国 岩国 大島商船高等専門 熊毛南 岩国工業
福田　健人(3) 50.63 佐村　駿(3) 52.04 中村　太一(3) 52.70 浦　恭瑛(2) 52.91 下祢　龍也(3) 54.67 遠山　虎郎(2) 54.84 藤本　諒(2) 55.08 井上　雄介(2) 55.21
高水 岩国 岩国商業 柳井 柳井商工 柳井商工 岩国 岩国工業
五島　昂紀(3) 2:03.42 井上　雄介(2) 2:04.81 國宗　佑(2) 2:08.85 高原　渚(3) 2:10.25 樋上　丈一郎(2) 2:11.83 矢村　剣聖(2) 2:12.35 有馬　圭一郎(2) 2:12.61 遠山　虎郎(2) 2:18.49
大島商船高等専門 岩国工業 柳井 岩国工業 岩国 柳井商工 高水 柳井商工
村重　亮達(3) 4:13.02 五島　昂紀(3) 4:16.62 弘中　慧(3) 4:25.34 樋上　丈一郎(2) 4:26.44 柳本　知宏(2) 4:27.23 田村　陸斗(3) 4:30.25 河村　穂高(3) 4:36.28 岡本　颯太(2) 4:42.76
岩国 大島商船高等専門 岩国 岩国 柳井 周防大島 大島商船高等専門 岩国工業
村重　亮達(3) 16:01.27 武林　悠天(3) 16:17.61 弘中　慧(3) 16:58.22 天満　匠(3) 17:12.93 田村　陸斗(3) 17:20.50 髙中　怜音(2) 17:59.20 野上　太一(2) 17:59.71 岡本　颯太(2) 18:49.07
岩国 岩国 岩国 岩国工業 周防大島 柳井商工 柳井商工 岩国工業
山口　忠(3) 21.03
柳井商工
下祢　龍也(3) 59.70 山中　大成(3) 1:04.57 中道　紀晶(3) 1:10.49
柳井商工 岩国工業 柳井商工
中村　嶺雅(2) 10:35.93 天満　匠(3) 10:39.39 清水　陸(2) 11:04.00 野上　太一(2) 11:35.97
岩国工業 岩国工業 岩国 柳井商工
岩国 45.14 大島商船高等専門 45.42 柳井商工 46.18 岩国工業 46.91
宮本　侑大(2) 赤松　篤史(3) 中村　旺冴(2) 山中　大成(3)
大藤　駿(3) 上村　尚希(3) 下祢　龍也(3) 沼田　疾風(3)
藤本　諒(2) 摺河　綾輝(1) 伊東　拓海(3) 北風　宗一郎(2)
佐村　駿(3) 児島　祐希(3) 三宅　勇作(3) 宮本　一心(2)
岩国 3:33.25 岩国工業 3:40.29 柳井商工 3:40.31 大島商船高等専門 3:40.90 高水 3:49.37 周防大島 4:05.16
大藤　駿(3) 山中　大成(3) 伊東　拓海(3) 南　洋光(2) 山本　一輝(3) 安本　健二(1)
藤本　諒(2) 井上　雄介(2) 下祢　龍也(3) 五島　昂紀(3) 有馬　圭一郎(2) 田村　陸斗(3)
宮本　侑大(2) 中村　嶺雅(2) 中島　脩貴(3) 赤松　篤史(3) 村岡　希海(3) 藤原　大誠(1)
佐村　駿(3) 高原　渚(3) 三宅　勇作(3) 児島　祐希(3) 足立　愛斗(3) 平金　義樹(1)
玉野　翔也(2) 1m75 林　留唯斗(3) 1m75 松本　篤己(3) 1m75 伊東　拓海(3) 1m50 橋本　真(2) 1m50 宮本　一心(2) 1m45
熊毛南 高水 岩国工業 柳井商工 岩国工業 岩国工業
坂本　九十九(3) 6m49(+2.4) 松本　篤己(3) 6m37(+2.3) 児島　祐希(3) 6m28(+3.1) 宮本　一心(2) 5m28(+2.4) 摺河　綾輝(1) 5m24(+4.3) 中本　瑞己(2) 4m93(+2.2) 原　知寛(3) 4m76(+2.3)
岩国工業 *F0 岩国工業 *F4 大島商船高等専門 *F2 岩国工業 *F2 大島商船高等専門 *F1 柳井商工 *F2 柳井商工 *F0

公認記録なし 公認6m10(+1.4) 公認6m21(+1.7) 公認5m23(+1.9) 公認5m02(+1.2) 公認4m58(+2.0) 公認記録なし

坂本　九十九(3) 13m54(+2.0) 松本　篤己(3) 12m58(+2.1) 児島　祐希(3) 12m43(+3.2) 伊藤　和彦(3) 12m10(+1.1) 北風　宗一郎(2) 11m32(+1.1) 桝本　怜央(2) 10m37(+1.9)
岩国工業 岩国工業 *F5 大島商船高等専門 *F3 高水 岩国工業 周防大島

公認12m37(+1.6) 公認12m29(+2.0)

堅多　優一(3) 10m82 釘屋　航大(3) 9m96 角河　理久(3) 8m85 中島　脩貴(3) 8m00 三宅　勇作(3) 7m88 加納　嵩也(2) 7m47 林　花道(3) 7m20 原　知寛(3) 6m64
柳井 岩国工業 岩国工業 柳井商工 柳井商工 大島商船高等専門 岩国工業 柳井商工
釘屋　航大(3) 32m07 竹中　龍之介(3) 20m98 原　知寛(3) 20m12 林　花道(3) 19m91 中島　脩貴(3) 19m72
岩国工業 柳井商工 柳井商工 岩国工業 柳井商工
伊東　拓海(3) 27m28 竹中　龍之介(3) 14m42 山口　忠(3) 13m68
柳井商工 柳井商工 柳井商工
堅多　優一(3) 46m87 角河　理久(3) 39m15 竹中　龍之介(3) 38m55 山口　忠(3) 35m40 中本　瑞己(2) 33m50 藤原　大誠(1) 30m67
柳井 岩国工業 柳井商工 柳井商工 柳井商工 周防大島

男子トラック 岩国 92点 柳井商工 55点 岩国工業 55点 大島商船高等専門 36点 高水 30点 柳井 28点 岩国商業 19点 周防大島 10点
男子フィールド 岩国工業 87点 柳井商工 73点 大島商船高等専門 19点 柳井 16点 高水 12点 熊毛南 8点 周防大島 6点

男子総合 岩国工業 142点 柳井商工 128点 岩国 92点 大島商船高等専門 55点 柳井 44点 高水 42点 岩国商業 19点 周防大島 16点
凡例  *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *TK:着差あり

対抗得点

4月13日 高校男子やり投

4月21日 高校男子砲丸投

4月13日 高校男子円盤投

4月13日 高校男子ハンマー投

4月20日 高校男子走幅跳

4月21日 高校男子三段跳

4月20日 高校男子4X100mR

4月21日 高校男子4X400mR

4月20日 高校男子走高跳

4月21日 高校男子110mH  風：-1.3

4月21日 高校男子400mH

4月20日 高校男子3000mSC

4月21日 高校男子800m

4月20日 高校男子1500m

4月21日 高校男子5000m

8位

4月20日 高校男子100m  風：-2.7

4月21日 高校男子200m  風：-1.5

4月20日 高校男子400m
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日付 種目 8位
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大森　華夏(3) 13.19 藤本　結花(2) 13.71 柳　友里花(2) 13.80 河内山　詩織(3) 13.95 藤本　優衣(3) 14.06 島田　みず紀(3) 14.30 緒方　海夕(3) 14.47
岩国商業 岩国商業 岩国 熊毛南 高水 岩国 高水
大森　華夏(3) 27.27 柳　友里花(2) 28.11 篠田　萠夏(2) 28.49 河内山　詩織(3) 28.61 元山　七海(3) 29.81 益本　優良(2) 30.12 弘中　小雪(3) 30.67 武内　沙恵(2) 31.03
岩国商業 岩国 岩国 熊毛南 熊毛南 柳井商工 岩国 熊毛南
井上　涼(3) 1:05.71 村中　真里奈(2) 1:05.82 西川　凜虹(2) 1:06.80 嶋中　柚(2) 1:08.04 好野　綾華(3) 1:08.77 川森　澄涼音(2) 1:09.85 桑野　友花(2) 1:12.60 國本　日菜(3) 1:12.75
岩国商業 岩国 高水 柳井商工 岩国 柳井商工 岩国商業 岩国商業
井上　涼(3) 2:35.78 嶋中　柚(2) 2:37.14 山近　明日香(2) 2:38.38 川中　琴花(2) 2:38.86 好野　綾華(3) 2:42.11 山下　咲歩(2) 2:47.35 岸本　聡美(2) 2:52.28 松村　明奈(1) 3:01.74
岩国商業 柳井商工 柳井 岩国 岩国 岩国 岩国商業 熊毛南
山近　明日香(2) 5:30.23 山下　咲歩(2) 5:33.82 川中　琴花(2) 5:37.53 栢木　光咲(2) 5:43.08 松村　明奈(1) 6:22.95 山田　心響(2) 6:34.11
柳井 岩国 岩国 岩国商業 熊毛南 柳井商工
栢木　光咲(2) 12:54.53
岩国商業
飯尾　真央(3) 18.87
岩国商業
西川　凜虹(2) 1:17.97
高水
岩国 53.22 岩国商業 55.81 柳井商工 55.86 熊毛南 55.86
村中　真里奈(2) 桑野　友花(2) 川森　澄涼音(2) *TK 元山　七海(3) *TK
柳　友里花(2) 藤本　結花(2) 益本　優良(2) 河内山　詩織(3)
篠田　萠夏(2) 多賀谷　春枝(2) 光永　椎奈(2) 武内　沙恵(2)
島田　みず紀(3) 米田　汐里(2) 嶋中　柚(2) 松村　明奈(1)
岩国 4:27.26 柳井商工 4:41.20 高水 4:45.73
村中　真里奈(2) 川森　澄涼音(2) 西川　凜虹(2)
柳　友里花(2) 益本　優良(2) 緒方　海夕(3)
弘中　小雪(3) 光永　椎奈(2) 藤本　優衣(3)
好野　綾華(3) 嶋中　柚(2) 門岡　真世(3)
矢頭　愛菜(1) 1m48 平本　夏美(2) 1m45 小國　穂乃香(1) 1m40 大浦　早津紀(3) 1m35 奥　さゆり(2) 1m35
高水 周防大島 高水 岩国商業 周防大島
藤本　優衣(3) 4m96(+1.7) 有間　舞(2) 4m40(+2.0) 源　美月(3) 4m35(+1.6) 藤本　結花(2) 3m91(+3.6) 桑野　友花(2) 3m86(+2.3) 山根　芽衣(2) 3m57(+1.9) 光永　椎奈(2) 3m56(+3.1)
高水 周防大島 岩国商業 岩国商業 *F3 岩国商業 *F0 柳井商工 柳井商工 *F5

公認3m81(+1.2) 公認記録なし 公認3m51(+1.9)

源　美月(3) 10m31(+2.4) 藤本　結花(2) 10m18(+1.8) 緒方　海夕(3) 10m00(+1.9) 有間　舞(2) 9m80(+2.0)
岩国商業 *F2 岩国商業 高水 周防大島

公認9m79(+1.9)

藤井　美紗(3) 8m08 多賀谷　春枝(2) 6m99 飯尾　真央(3) 6m88 益本　優良(2) 6m69 米田　汐里(2) 6m47 川森　澄涼音(2) 6m01 山根　芽衣(2) 5m89
大島商船高等専門 岩国商業 岩国商業 柳井商工 岩国商業 柳井商工 柳井商工
門岡　真世(3) 23m44 兼本　幸奈(3) 20m87 関本　杏奈(2) 20m78 多賀谷　春枝(2) 20m67
高水 岩国商業 岩国商業 岩国商業
米田　汐里(2) 28m45 多賀谷　春枝(2) 27m52 奥　さゆり(2) 27m18 寺田　梨華(2) 25m93 下山　知優(3) 23m73 嶋中　柚(2) 19m38
岩国商業 岩国商業 周防大島 周防大島 岩国商業 柳井商工

男子トラック 岩国 92点 柳井商工 55点 岩国工業 55点 大島商船高等専門 36点 高水 30点 柳井 28点 岩国商業 19点 周防大島 10点
男子フィールド 岩国工業 87点 柳井商工 73点 大島商船高等専門 19点 柳井 16点 高水 12点 熊毛南 8点 周防大島 6点

男子総合 岩国工業 142点 柳井商工 128点 岩国 92点 大島商船高等専門 55点 柳井 44点 高水 42点 岩国商業 19点 周防大島 16点
女子トラック 岩国 76点 岩国商業 72点 柳井商工 34点 高水 26点 熊毛南 25点 柳井 14点

女子フィールド 岩国商業 89点 高水 36点 周防大島 34点 柳井商工 18点 大島商船高等専門 8点
女子総合 岩国商業 161点 岩国 76点 高水 62点 柳井商工 52点 周防大島 34点 熊毛南 25点 柳井 14点 大島商船高等専門 8点

凡例  *F0:公認記録なし *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *TK:着差あり

対抗得点

対抗得点

4月20日 高校女子砲丸投

4月13日 高校女子円盤投

4月13日 高校女子やり投

4月21日 高校女子走幅跳

4月21日 高校女子三段跳

4月20日 高校女子4X100mR

4月21日 高校女子4X400mR

4月20日 高校女子走高跳

4月21日 高校女子3000m

4月21日 高校女子100mH  風：-1.9

4月21日 高校女子400mH

4月20日 高校女子400m

4月21日 高校女子800m

4月20日 高校女子1500m

4月20日 高校女子100m  風：-1.9

4月21日 高校女子200m  風：-1.3


