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日付 種目

宮瀬　巧斗(3) 10.96 山田　春日(2) 11.08 田村　嘉啓(3) 11.35 和田　泰煕(3) 11.37 古屋　昂大(2) 11.42 中村　陽介(3) 11.66

山口・西京 山口・誠英 山口・西京 山口・山口県鴻城 山口・山口中央 山口・誠英

中村　隆康(2) 11.19(-2.4) 金子　己太(3) 11.67(-2.4) 三戸  慶一郎(1) 11.69(-2.4) 林    永遠(1) 11.76(-2.4) 市原　悠翔(1) 12.00(-1.2) 京井　一馬(3) 12.02(-1.2) 佐藤　歩夢(2) 12.24(-1.2) 小蓑  優希(1) 12.29(-0.7)

山口・西京 山口・誠英 山口・西京 山口・西京 山口・山口県鴻城 山口・誠英 山口・誠英 山口・西京

山田　春日(2) 22.07 田村　嘉啓(3) 22.54 原川　浩太朗(3) 22.67 和田　泰煕(3) 22.74 松田　康平(3) 22.76 金子　己太(3) 23.33 伊東  拓真(1) 23.40 安食　和馬(3) 23.96

山口・誠英 山口・西京 山口・西京 山口・山口県鴻城 山口・山口 山口・誠英 山口・西京 山口・山口中央

政崎　天(2) 52.70 原本 青空(1) 52.78 平田　悠馬(3) 53.79 瀧本　侑輝(3) 54.64 林　靖家(2) 54.79 後藤　篤宣(0) 55.05 松浦　輝樹(2) 55.54

山口・山口中央 山口・西京 山口・山口 山口・防府西 山口・防府商工 山口・野田学園 山口・高川学園

上部 知紀(3) 1:58.42 坂井　太一(3) 1:58.96 岩崎　壮也(2) 2:01.11 宮内　渉里(1) 2:01.93 富家　彬就(3) 2:03.32 松浦　宇希(2) 2:05.42 大谷　悠真(2) 2:05.90

山口・西京 山口・高川学園 山口・西京 山口・高川学園 山口・山口 山口・山口 山口・西京

菖蒲 敦司(3) 3:53.95 小林　海葵(2) 3:56.92 松村　優斗(2) 4:04.18 山本　真央(1) 4:08.99 渡邊　瑞樹(3) 4:12.47 井上　幸太(2) 4:12.85 松原　孝介(2) 4:14.50 山本　直輝(3) 4:16.11

山口・西京 GR 山口・西京 山口・西京 山口・高川学園 山口・防府 山口・高川学園 山口・防府商工 山口・防府商工

玉井  正紘(1) 4:10.49 山口  翔平(1) 4:12.91 村岡  滉太(1) 4:17.50 吉村  拓樹(1) 4:25.43 道中　隆太(2) 4:30.67 山口  航平(1) 4:31.72 菅　新汰(2) 4:33.76 末岡  颯人(1) 4:39.91

山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・高川学園 山口・西京 山口・防府商工 山口・西京

三木 雄介(3) 14:50.63 阿部　陽樹(2) 14:58.62 田村 友伸(3) 15:07.93 安村　零音(2) 15:23.86 松原　孝介(2) 15:55.39 山本　直輝(3) 16:01.34 山内　翔哉(2) 16:22.90 金子　翔大郎(3) 16:23.05

山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・高川学園 山口・防府商工 山口・防府商工 山口・高川学園 山口・山口

中村　隆康(2) 15.75 京井　一馬(3) 15.94 惣代　翔(3) 16.55 上野　誠悟(2) 17.63 伊藤　陽太(1) 17.86 藤井　誠(2) 18.08 小蓑  優希(1) 18.20 廣　航希(1) 19.64

山口・西京 山口・誠英 山口・西京 山口・誠英 山口・山口 山口・誠英 山口・西京 山口・高川学園

惣代　翔(3) 58.67 平田　悠馬(3) 59.72 山本　陽大(0) 1:00.11

山口・西京 山口・山口 山口・野田学園

菖蒲 敦司(3) 8:57.74 小林　海葵(2) 9:24.83 田村   光(3) 9:26.83 渡邊　瑞樹(3) 9:37.23 明石　悠汰(3) 9:38.95 清見　涼真(2) 10:04.32 土井　友輔(2) 10:09.63 池田　幹(2) 10:24.58

山口・西京 *GR 山口・西京 山口・西京 山口・防府 山口・高川学園 山口・高川学園 山口・高川学園 山口・山口

御園生　廉叶(2) 27:13.30

山口・高川学園

西京・山口 42.00 誠英・山口 42.97 山口中央・山口 44.46 山口県鴻城・山口 46.15 山口・山口 47.90 高川学園・山口 48.47

田村　嘉啓(3) =GR 中村　陽介(3) 安食　和馬(3) 田村　斎(3) 須藤　航(2) 藤谷　洋平(2)

中村　隆康(2) 金子　己太(3) 古屋　昂大(2) 酒井　太暉(2) 新家　伊吹(2) 花岡　大智(2)

宮瀬　巧斗(3) 京井　一馬(3) 石田　蓮(2) 熊本　志温(2) 藤井　慈仁(2) 松浦　輝樹(2)

原川　浩太朗(3) 山田　春日(2) 政崎　天(2) 市原　悠翔(1) 重兼　史克(2) 松田　空大(2)

西京・山口 3:25.85 山口・山口 3:34.64 山口中央・山口 3:47.33 山口県鴻城・山口 3:48.09 高川学園・山口 3:53.23

田村　嘉啓(3) 堤　大輔(3) 安食　和馬(3)  井上　篤(2) 花岡　大智(2)

宮瀬　巧斗(3) 佐藤　晃一朗(3) 石田　蓮(2) 酒井　太暉(2) 松浦　輝樹(2)

原川　浩太朗(3) 平田　悠馬(3) 河村　侑介(2) 橋本　桂太(2) 松田　空大(2)

中村　隆康(2) 富家　彬就(3) 政崎　天(2) 熊本　志温(2) 藤谷　洋平(2)

藤井　誠(2) 1m76 河杉　公平(0) 1m73 江藤  貴郁(1) 1m70 道中　恵大(3) 1m60 佐藤　迅(2) 1m50

山口・誠英 山口・野田学園 山口・西京 山口・防府 山口・西京

御園生　直希(3) 4m00

山口・高川学園

宮瀬　巧斗(3) 6m62(+2.1) 河杉　公平(0) 5m82(+0.6) 佐藤　晃一朗(3) 5m73(0.0) 佐藤　迅(2) 5m72(+2.0) 林    永遠(1) 5m60(+0.8) 金子　亮太(2) 5m39(+0.7) 藤谷　洋平(2) 5m38(+1.4)

山口・西京 公認6m59(+0.4) 山口・野田学園 山口・山口 山口・西京 山口・西京 山口・誠英 山口・高川学園

惣代　翔(3) 12m43(+1.4) 河杉　公平(0) 11m80(+1.8) 藤谷　洋平(2) 11m15(+0.2) 廣　航希(1) 11m01(+3.0) 佐藤　迅(2) 10m73(+2.0)

山口・西京 山口・野田学園 山口・高川学園 山口・高川学園 公認10m89(-0.1) 山口・西京

内　真一郎(3) 9m40 綿貫　翔太(3) 8m30 高橋　竜輝(2) 7m73 小川　舜平(3) 6m87

山口・防府 山口・高川学園 山口・西京 山口・高川学園

内　真一郎(3) 28m75 小澤　晃勢(3) 22m05 権代　哲(2) 19m86 臼井　一稀(3) 18m85

山口・防府 山口・防府 山口・防府 山口・西京

臼井　一稀(3) 36m24 内　真一郎(3) 31m17 塩屋　大稀(2) 15m26 三戸  慶一郎(1) 10m21

山口・西京 山口・防府 山口・西京 山口・西京

小澤　晃勢(3) 41m03 井上　陸(3) 40m05 塩屋　大稀(2) 33m26 臼井　一稀(3) 32m79 高橋　竜輝(2) 27m63

山口・防府 山口・防府西 山口・西京 山口・西京 山口・西京

小澤　晃勢(3) 3589点 塩屋　大稀(2) 3403点 高橋　竜輝(2) 3010点

山口・防府 山口・西京 山口・西京

男子総合 西京 252点 高川学園 87点 防府 66点 誠英 54点 山口 47点 野田学園 30点 山口中央 25点 山口県鴻城 20点

男子トラック 西京 155点 高川学園 54点 誠英 43点 山口 41点 山口中央 25点 山口県鴻城 20点 防府商工 14点 野田学園 9点

男子フィールド 西京 84点 防府 49点 高川学園 33点 野田学園 21点 誠英 11点 防府西 7点 山口 6点

凡例  YHR:山口県高校記録 GR:大会記録 *GR:参考記録 =GR:大会タイ記録

1m35-5:32.59

11.90(-0.9)
4月20日
～21日

 男子八種競技 12.42(-0.9)

対抗得点

12.80(-0.9)

5m45(+1.3)-8m76-55.32-20.78(-0.9)-39m41 5m48(+1.3)-6m83-55.61-22.16(-0.9)-29m73 4m98(+1.6)-7m73-56.73-20.47(-0.9)-27m63

1m40-5:08.97 1m45-5:03.98

4月21日  男子円盤投(1.750kg)

4月21日  男子ハンマー投(6.000kg)

4月20日  男子やり投(800g)

4月20日  男子走幅跳

4月21日  男子三段跳

4月20日  男子砲丸投(6.000kg)

4月21日  男子4X400mR

4月21日  男子走高跳

4月20日  男子棒高跳

4月21日  男子3000mSC(0.914m)

4月20日  男子5000mW

4月20日  男子4X100mR

4月21日  男子5000m

4月20日
 男子110mH(1.067m)

風：-1.0

4月20日  男子400mH(0.914m)

4月21日  男子800m

4月20日  男子1500m

4月20日  男子1500mOP

8位

4月21日
 男子100m

風：-0.8

4月21日  男子100mOP

4月21日  男子400m

4月20日
 男子200m

風：-0.5

平成31年度春季山防支部高等学校陸上競技大会 【19351703】
維新百年記念公園補助競技場 【353070】
2019/04/20 ～ 2019/04/21
男子決勝一覧

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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日付 種目

上司　みのり(3) 12.47 髙野　桃伽(2) 13.17 山本　冴弥(2) 13.21 本田　芽吹(0) 13.27 山田　遥華(3) 13.45 髙嶋　瞳子(3) 13.45

山口・野田学園 山口・西京 山口・防府商工 山口・野田学園 山口・山口県鴻城 山口・防府商工

上野　茅紗(2) 13.49(-1.3) 三好 ののか(1) 13.58(-1.4) 藤井　日菜(2) 13.62(-1.3) 工藤  琉楠(1) 13.71(-1.3) 入屋  瑠菜(1) 13.75(-1.3) 井上  茉優(1) 13.95(-1.4) 水田　ほのか(1) 14.06(-1.3)

山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・防府商工

宮本　菜摘(3) 13.71(-1.3)

山口・西京

上司　みのり(3) 25.86 渡邊　こころ(3) 26.57 上野　茅紗(2) 27.29 山本　冴弥(2) 27.55 福光　由佳(2) 27.71 本田　芽吹(0) 27.74 山田　遥華(3) 27.96 藤原　有李(3) 28.90

山口・野田学園 山口・西京 山口・西京 山口・防府商工 山口・西京 山口・野田学園 山口・山口県鴻城 山口・山口中央

渡邊　こころ(3) 1:00.16 松原　愛華(2) 1:03.78 藤井　日菜(2) 1:03.92 宮本　菜摘(3) 1:05.28 林　真衣(1) 1:06.21 宮内　梨沙(3) 1:07.25 松阪　夏鈴(3) 1:08.06 山岡　智佐登(0) 1:09.98

山口・西京 山口・誠英 山口・西京 山口・西京 山口・誠英 山口・誠英 山口・山口県鴻城 山口・野田学園

水田　真希(2) 2:21.99 中野　萌香(1) 2:22.07 内田　爽月(2) 2:25.96 石田　真子(1) 2:27.97 生本  鈴菜(1) 2:28.59 宮内　梨沙(3) 2:34.92 藤川　彩(1) 2:36.26 中尾　寧々(3) 2:37.34

山口・西京 山口・西京 山口・中村女子 山口・中村女子 山口・西京 山口・誠英 山口・中村女子 山口・高川学園

内田　爽月(2) 4:50.29 町田  萌(1) 4:51.48 石田　真子(1) 4:55.03 岡村　はな(3) 4:55.87 森山　紗帆(3) 5:19.12 深町　心咲(2) 5:20.89 入江　菜摘(3) 5:21.32 清水　花凜(3) 5:23.40

山口・中村女子 山口・西京 山口・中村女子 山口・西京 山口・防府 山口・防府 山口・防府商工 山口・山口

関谷  萌伽(1) 4:50.20 河村　真央(3) 4:55.94 西村　咲良(2) 4:58.82 田村　美空(3) 5:14.58 林    真名(1) 5:24.28 山﨑　彩愛(2) 5:30.69 原田　萌花(3) 5:36.09 浅川　真衣(3) 5:42.64

山口・西京 山口・中村女子 山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・防府 山口・防府 山口・防府

舩木　千花(2) 9:47.09 舩木　柚花(2) 9:47.48 石松　　空(2) 9:53.70 河村　真央(3) 10:17.83 岩本　里菜(3) 10:43.62 森山　紗帆(3) 11:15.29 入江　菜摘(3) 11:18.06 清水　花凜(3) 11:23.49

山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・中村女子 山口・中村女子 山口・防府 山口・防府商工 山口・山口

伊東  紗耶乃(2) 15.59 三好 ののか(1) 15.73 梶木　　遥(2) 16.89 中村　真唯(0) 17.50 吉矢　悠栞(2) 18.05 田邊　桃子(2) 18.19 河内山　紗己(2) 19.21 藤井　美羽(2) 20.10

山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・野田学園 山口・山口 山口・山口 山口・防府 山口・防府

黒澤　律奈(2) 1:06.11 藤井　日菜(2) 1:13.10 井上  茉優(1) 1:20.02

山口・西京 山口・西京 山口・西京

廣石　那萌(2) 24:34.82 浅田　遥花(3) 27:18.36 國貞　凛(2) 27:35.04 御堂　　薫(2) 34:44.60

山口・西京 GR 山口・西京 山口・中村女子 山口・西京

西京・山口 49.66 野田学園・山口 50.29 防府商工・山口 52.37 山口・山口 53.12 誠英・山口 53.21 山口県鴻城・山口 55.54 山口中央・山口 56.47

伊東  紗耶乃(2) 本田　芽吹(0) 赤地　夏海(3) 吉矢　悠栞(2) 渡辺　美優(3) 塚田　亜美(1) 藤原　有李(3)

湯本　知歩(3) 上司　みのり(3) 髙嶋　瞳子(3) 久保田　幸奈(3) 松原　愛華(2) 山田　遥華(3) 大谷　有紀(2)

髙野　桃伽(2) 大畠　かおる(3) 山本　冴弥(2) 藤田　汐音(3) 林　真衣(1) 松阪　夏鈴(3) 金山　未歩(2)

福光　由佳(2) 中村　真唯(0) 冨田　美咲(1) 藤井　美月(2) 佐々木　七海(3)  野田　愛華(2) 小泉　夏葵(1)

西京・山口 4:01.51 野田学園・山口 4:26.52 中村女子・山口 4:34.54

藤井　日菜(2) GR 大畠　かおる(3) 内田　爽月(2)

渡邊　こころ(3) 本田　芽吹(0) 藤川　彩(1)

黒澤　律奈(2) 上司　みのり(3) 石田　真子(1)

山村　愛美(3) 三浦　藍(2) 河村　真央(3)

田村 璃々花(1) 1m58 江原　佑香(2) 1m55 相本  紫苑(1) 1m46 福田　統子(1) 1m46 藤村　明日香(3) 1m46 佐々木　七海(3) 1m43 福重　百絵(2) 1m35 大畠　かおる(3) 1m30

山口・西京 山口・高川学園 山口・西京 山口・誠英 山口・高川学園 山口・誠英 山口・誠英 山口・野田学園

中村　真唯(0) 2m00 小林　夕夏(0) 2m00

山口・野田学園 山口・野田学園

中野　恭伽(3) 5m37(+2.0) 山村　愛美(3) 5m27(+0.2) 伊東  紗耶乃(2) 5m21(+1.5) 大畠　かおる(3) 5m12(+0.6) 渡辺　美優(3) 4m70(-1.2) 藤田　汐音(3) 4m55(-0.1) 福重　百絵(2) 4m44(-0.4) 道下　真祐(2) 4m33(+0.5)

山口・西京 山口・西京 山口・西京 山口・野田学園 山口・誠英 山口・山口 山口・誠英 山口・防府

山村　愛美(3) 11m76(+0.4) 大畠　かおる(3) 10m89(-0.2) 中野　恭伽(3) 10m47(+2.3)

山口・西京 YHR,GR 山口・野田学園 山口・西京 公認10m38(+1.0)

礒川　咲希(3) 9m90 釜谷　歩奈(2) 9m84 藤村　紗矢香(2) 9m58 尾中　愛唯(3) 9m56 今田　杏実(2) 9m14 塚田　亜美(1) 7m90  野田　愛華(2) 6m42

山口・防府 山口・山口中央 山口・西京 山口・防府 山口・防府 山口・山口県鴻城 山口・山口県鴻城

釜谷　歩奈(2) 24m14 今田　杏実(2) 23m99 尾中　愛唯(3) 23m01 重岡　李嘉(3) 22m08 藤村　紗矢香(2) 22m08

山口・山口中央 山口・防府 山口・防府 山口・山口中央 山口・西京

釜谷　歩奈(2) 29m59 藤村　紗矢香(2) 23m40 坂口　理穂(3) 22m74

山口・山口中央 GR 山口・西京 山口・防府西

東　悠美(3) 29m10 小林　夕夏(0) 24m45 重岡　李嘉(3) 23m25 礒川　咲希(3) 22m63 川上　琴音(3) 20m57 河内山　紗己(2) 18m37 井上　和(2) 15m83

山口・山口 山口・野田学園 山口・山口中央 山口・防府 山口・防府 山口・防府 山口・山口

相本  紫苑(1) 3044点 湯本　乃映(1) 2309点

山口・西京 山口・西京

女子総合 西京 254点 野田学園 79点 防府 56点 中村女子 48点 山口中央 37点 誠英 37点 山口 27点 防府商工 24点

女子トラック 西京 173点 中村女子 48点 野田学園 44点 防府商工 24点 誠英 21点 山口 14点 防府 13点 山口県鴻城 11点

女子フィールド 西京 66点 防府 43点 野田学園 35点 山口中央 34点 誠英 16点 山口 13点 高川学園 11点 防府西 6点

平成31年度春季山防支部高等学校陸上競技大会 【19351703】
維新百年記念公園補助競技場 【353070】
2019/04/20 ～ 2019/04/21
女子決勝一覧

21.79(-1.5)

1m25

5m65-28.82(-3.0)-4m01(+0.2)-14m24

2:49.47

対抗得点

4月20日  女子やり投(600g)

17.03(-1.5)

1m46

7m36-30.51(-3.0)-4m30(-1.2)-19m44

2:55.11

4月20日
～21日

 女子七種競技

4月20日  女子砲丸投(4.000kg)

4月21日  女子円盤投(1.000kg)

4月21日  女子ハンマー投(4.000kg)

4月20日  女子棒高跳

4月20日  女子走幅跳

4月21日  女子三段跳

4月20日  女子4X100mR

4月21日  女子4X400mR

4月21日  女子走高跳

4月20日
 女子100mH(0.840m)

風：-0.3

4月20日  女子400mH(0.762m)

4月20日  女子5000mW

4月20日  女子1500m

4月20日  女子1500mOP

4月21日  女子3000m

4月20日
 女子200m

風：-1.9

4月21日  女子400m

4月21日  女子800m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

4月21日
 女子100m

風：-1.5

4月21日  女子100mOP



凡例  YHR:山口県高校記録 GR:大会記録 *GR:参考記録 =GR:大会タイ記録


