
一般男子100m
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 10.00 伊東　浩司(富士通) 1998
ジュニア日本記録(NJR) 10.01 桐生　祥秀(洛南高) 2013 6月4日 13:10 予　選
大会記録(GR) 10.40 山縣　亮太(慶應大) 2013 6月4日 16:00 決　勝

予　選　5組1着＋3

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞｵｶ ｹﾞﾝ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ

1 7 145 藤岡　彦(3) 福岡大 10.61 Q 1 5 112 宮本　泰成 東ソー 10.85 Q
ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｻｸ

2 6 133 菅野　涼太(4) 山口大 10.70 q 2 8 113 門脇　優作 日本通運周南 11.03
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ

3 9 130 安藤　滉一(3) 京都大学 10.76 3 6 139 小林　宏徳(2) 流経大 11.06
ﾋｻﾅｶﾞ ﾀﾛｳ ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ

4 4 122 久永　太朗(4) 九共大 10.81 4 4 146 中隠居　一輝(1) 福岡大 11.10
ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｵ　ｼｮｳｺﾞ

5 8 142 中谷　僚汰(3) 皇學館大 10.99 5 3 117 荒尾　将吾 北九州RIC 11.21
ﾌｸﾀﾞ　ﾀｶﾊﾙ ｴﾘｸﾞﾁ　ﾏｻｼ

3 158 福田　隆晴(2) 九州情報大 DNS 7 119 江里口　匡史 大阪ガス DNS
ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｷ ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ

5 104 長岡　義樹(4) 同志社大学 DNS 9 126 石田　真也(M2) 京都大学 DNS

3組 (風:+0.9) 4組 (風:+3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ ｲﾜｵ ﾅｵｷ

1 3 108 本部　晃司 山口合同ガス 10.54 Q 1 4 148 岩尾　直樹(3) 福岡大 10.49 Q
ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

2 2 147 辻　雄太(1) 福岡大 10.83 2 9 107 小口　智毅(2) 一橋大 10.72 q
ｻｻｷ ｹﾝﾔ ｶﾜﾉ ｺｳｲﾁｻｻｷ ｹﾝﾔ ｶﾜﾉ ｺｳｲﾁ

3 4 137 佐々木　健也(3) 流経大 10.88 3 7 121 川野　孝一(2) 九共大 10.74 q
ﾛｸﾛｳﾒﾝ　ﾕｳｽｹ ﾔﾋﾛ ﾌｳﾀ

4 5 156 六郎面　有佑(1) 徳山大 10.95 4 8 115 八尋　風太 福岡陸協 10.76
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ

5 6 128 土屋　佑太(M1) 京都大学 11.05 *TK 5 6 153 黒川　至仁(4) 高知大 10.78
ﾊﾗ ｹｲｽｹ ｻﾜ ｶｵﾙ

6 9 141 原　啓祐(4) 皇學館大 11.05 *TK 6 3 129 澤　薫(4) 京都大学 10.84
ｼﾓﾂｶｻ　ﾓﾓﾀﾛｳ ﾕﾑﾗ　ｱﾕﾐ

7 118 下司　桃太郎 北九州RIC DNS 7 5 155 湯村　歩(2) 徳山大 11.69
ｵｵﾏﾁ ﾚﾝ

8 111 大町　蓮 日立ICT DNS

5組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

1 3 144 牛田　匠海(3) 福岡大 10.77 Q
ﾂﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2 6 138 土田　栄二(3) 流経大 10.78
ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ

3 8 123 中川原　拓海(3) 九共大 10.89
ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ

4 4 161 但馬　敦也(2) 宇部高専 11.15
ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ

5 9 102 秋本　真之介 OPC 11.26
ｽﾅｻﾞｷ　ﾀﾂﾔ

6 5 154 砂崎　達哉(2) 徳山大 11.28
ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ

7 134 上田　和志(4) 山口大 DNS

凡例 DNS:欠場 *TK:着差あり



一般男子100m
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 10.00 伊東　浩司(富士通) 1998
ジュニア日本記録(NJR) 10.01 桐生　祥秀(洛南高) 2013 6月4日 13:10 予　選
大会記録(GR) 10.40 山縣　亮太(慶應大) 2013 6月4日 16:00 決　勝

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜｵ ﾅｵｷ

1 4 148 岩尾　直樹(3) 福岡大 10.58
ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ

2 7 108 本部　晃司 山口合同ガス 10.64
ﾌｼﾞｵｶ ｹﾞﾝ

3 6 145 藤岡　彦(3) 福岡大 10.67
ｶﾜﾉ ｺｳｲﾁ

4 3 121 川野　孝一(2) 九共大 10.77
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

5 2 107 小口　智毅(2) 一橋大 10.81
ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ

6 9 133 菅野　涼太(4) 山口大 10.84
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ

7 8 112 宮本　泰成 東ソー 10.92
ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

8 5 144 牛田　匠海(3) 福岡大 13.52

Ｂ決　勝　

(風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ

1 8 147 辻　雄太(1) 福岡大 10.68
ﾂﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2 5 138 土田　栄二(3) 流経大 10.77
ｻｻｷ ｹﾝﾔ

3 3 137 佐々木　健也(3) 流経大 10.79 *TK
ﾔﾋﾛ ﾌｳﾀ

4 7 115 八尋　風太 福岡陸協 10.79 *TK
ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ

5 4 153 黒川　至仁(4) 高知大 10.84
ｻﾜ ｶｵﾙ

6 2 129 澤　薫(4) 京都大学 10.85
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ

7 6 130 安藤　滉一(3) 京都大学 10.86
ﾋｻﾅｶﾞ ﾀﾛｳ

8 9 122 久永　太朗(4) 九共大 10.99

凡例 DNS:欠場 *TK:着差あり



一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 13.39 谷川　聡(ミズノ) 2004
ジュニア日本記録(NJR) 13.73 古谷　拓夢(早稲田大) 2016 6月4日 12:40 予　選
大会記録(GR) 13.56 内藤　真人(ミズノ) 2006 6月4日 15:15 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 (風:+3.0) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾀﾊﾞ　ﾋﾛｷ ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

1 5 2 札塲　大輝 ヤマダ電機 13.95 Q 1 5 125 尾崎　俊祐(4) 九州工大 14.27 Q
ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ

2 7 114 國分　徹 柳井市陸協 14.00 Q 2 7 101 田中　秀明 CORONAMENTO 14.89 Q
ｲﾜﾌﾈ　ﾖｳｲﾁ ﾌｼﾞﾉ ｺｳｷ

3 4 1 岩船　陽一 サンメッセ 14.29 Q 3 8 109 藤野　雄基 山口合同ガス 15.28 Q
ｱｶｲｹ ﾕｳｼﾞ ｷﾉ　ﾕｳｼﾞ

4 6 124 赤池　祐二(4) 九共大 14.73 q 4 4 160 木野　裕二 九州情報大 16.03
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ ｲﾁﾉｾ ｽｸﾞﾙ

5 8 149 清水　滉平(2) 福岡大 14.90 q 3 150 一瀬　傑(2) 福岡大 DNS
ｲﾏｶﾞﾜ　ｶｲｾ ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ

6 9 159 今川　海世 九州情報大 14.92 6 136 古谷　拓夢(3) 早大 DNS
ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ

3 135 野本　周成(4) 早大 DNS

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ

1 6 114 國分　徹 柳井市陸協 14.09
ﾌﾀﾊﾞ　ﾋﾛｷ

Ｂ決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏｶﾞﾜ　ｶｲｾ

4 159 今川　海世 九州情報大 DNS
ｷﾉ　ﾕｳｼﾞﾌﾀﾊﾞ　ﾋﾛｷ

2 4 2 札塲　大輝 ヤマダ電機 14.17
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

3 5 125 尾崎　俊祐(4) 九州工大 14.24
ｲﾜﾌﾈ　ﾖｳｲﾁ

4 8 1 岩船　陽一 サンメッセ 14.31
ｱｶｲｹ ﾕｳｼﾞ

5 2 124 赤池　祐二(4) 九共大 14.61
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ

6 3 149 清水　滉平(2) 福岡大 14.95
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ

7 7 101 田中　秀明 CORONAMENTO 14.95
ﾌｼﾞﾉ ｺｳｷ

8 9 109 藤野　雄基 山口合同ガス 15.48

5 160 木野　裕二 九州情報大 DNS

凡例 DNS:欠場



一般男子走幅跳
審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 8m25 森長　正樹(日本大) 1992
ジュニア日本記録(NJR) 8m10 下　　　仁(千葉陸協) 1991
大会記録(GR) 7m90 菅井　洋平(チームミズノアスレティック)2008・2013 6月4日 11:20 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 7m76 × 7m95 7m95 7 7m69 7m66 × 7m95
1 6 4 下野　伸一郎 九電工 +0.2 +1.5 +1.5 -0.3 +0.6 +1.5 GR

ｽｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 7m39 7m49 7m29 7m49 6 × 7m56 7m61 7m61
2 9 3 菅井　洋平　 ミズノ +0.7 +0.2 +1.1 +0.2 +1.2 +0.6 +0.6

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ × × × 3 7m35 7m59 7m58 7m59
3 7 106 中島　貴大 埼玉陸協 +0.3 0.0 +1.1 0.0

ｵｵｲﾜ ﾕｳﾋ × × × 1 7m26 × 7m41 7m41
4 3 163 大岩　雄飛 スポウェルAC -0.2 +0.5 +0.5

ﾏﾂｳﾗ　ｹﾝｺﾞ × × 7m16 7m16 5 7m19 7m12 6m92 7m19
5 1 162 松浦　憲吾 鳥取陸協 -0.5 -0.5 +2.0 +0.9 -0.4 +2.0

ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ × 6m77 6m87 6m87 4 6m85 6m93 5m35 6m93
6 2 103 佐々木　信一郎 下松市陸協 -1.1 +1.1 +1.1 +0.5 +2.3 +0.4 +2.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ × － － 2 － － －
5 127 渡辺　祥(M2) 京都大学 NM

ｵﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ

4 5 小田　大樹(4) 日大 DNS
ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ

8 126 石田　真也(M2) 京都大学 DNS

凡例 DNS:欠場 NM:記録なし GR:大会記録



一般男子三段跳
審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 17m15 山下　訓史(日本電気) 1986
ジュニア日本記録(NJR) 16m29 中西　正美(日体大) 1977
大会記録(GR) 16m98 石川　和義(筑波大) 2004 6月4日 14:10 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ × × 15m44 15m44 2 × × 13m35 15m44
1 2 116 小林　陽介 鳥取陸協 +2.5 +2.5 +0.5 +2.5

ﾐｶﾐ ｱﾂｼ × × × 1 － × 14m30 14m30
2 1 132 三神　惇志(2) 京都大学 +1.1 +1.1

ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ

3 152 岡部　優真(M1) 福岡大 DNS
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ

4 7 藤林　献明 びわスポAC DNS
ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ

5 8 花谷　昂 ユメオミライ DNS
ﾊｾｶﾞﾜ　ﾀﾞｲｺﾞ

6 6 長谷川　大悟 横浜市陸協 DNS

リザルト

凡例 DNS:欠場



一般男子やり投(800g)
審 判 長：中島　向洋
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 87m60 溝口　和洋(ゴールドウイン) 1989
ジュニア日本記録(NJR) 78m57 ディーン　元気(早稲田大) 2010
大会記録(GR) 79m18 村上　幸史(スズキ浜松AC) 2011 6月4日 14:15 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾀﾞ　ﾔｽｵ

1 4 120 池田　康雄 TEAM　BIG　STONE 52m37 57m80 × 57m80 5 59m92 63m47 58m53 63m47
ﾊﾏｻｷ ﾕｳｷ

2 8 143 濱﨑　優紀(2) 皇學館大 55m15 59m03 59m12 59m12 6 58m51 59m96 62m67 62m67
ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺﾞ

3 1 131 中山　奎吾(3) 京都大学 55m90 57m60 56m80 57m60 4 56m42 55m43 55m79 57m60
ｼﾓﾀｼﾛ ﾏﾋﾛ

4 3 151 下田代　眞裕(1) 福岡大 56m29 56m78 55m81 56m78 3 55m41 × × 56m78
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ

5 5 140 吉岡　諒亮(3) 流経大 53m11 52m42 53m27 53m27 2 53m88 54m32 56m22 56m22
ｱｻﾐ　ﾕｳｲﾁﾛｳ

6 2 157 浅見　友一朗(1) 徳山大 50m64 52m43 51m78 52m43 1 49m22 51m32 54m37 54m37
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

6 105 中嶋　善寛 埼玉医大AC DNS
ｱﾗｶﾞｷ ｱｷﾄ

7 110 新垣　暁登 日立ICT DNS

凡例 DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 11.21 福島　千里(北海道ハイテクＡＣ) 2010
ジュニア日本記録(NJR) 11.43 土井　杏南(埼玉栄高) 2012 6月4日 12:55 予　選
大会記録(GR) 11.80 信岡　沙希重(ミズノ) 2006 6月4日 15:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾏﾀﾞ ｻｴ ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾉﾘｺ

1 6 101 島田　沙絵 JMS 11.96 Q 1 8 123 重永　乃理子(4) 福岡大 12.14 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ

2 8 109 福田　真衣(1) 日体大 12.09 Q 2 7 104 松永　明莉(4) 九共大 12.22 Q
ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾘﾅ ﾀﾑﾗ　ｻﾗ

3 5 102 松永　莉奈 北九州RIC 12.10 q 3 5 111 田村　沙良(1) 日女体 12.52
ﾏﾂﾊﾞ ﾐﾅﾐ ﾐｶﾐ ﾏﾅ

4 4 112 松葉　みなみ(2) 皇學館大 12.16 4 6 114 三上　真奈(1) 福岡大 12.73
ﾊﾅﾀﾞ ﾕﾘ ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ

5 9 116 花田　優理(3) 福岡大 12.43 5 3 115 坪根　未来(1) 福岡大 12.80
ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ

6 2 113 田代　純子(2) 福岡大 12.48 6 9 213 山田　真子(1) 宇部高 12.83
ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ ﾅﾜﾀ　ﾕｲ

7 3 110 門田　彩乃(1) 日女体 12.91 4 127 縄田　結(2) 九州情報大 DNS
ｻｻｷ　ﾕｱ

7 130 佐々木　優歩(1) 九州情報大 DNS

3組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ

1 8 108 君嶋　愛梨沙(4) 日体大 11.97 Q
ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ

2 4 1 エドバー　イヨバ(2) 日大 12.09 Q
ﾊﾗ ﾅﾂｷ

3 9 117 原　菜月(3) 福岡大 12.10 q
ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ

4 7 122 久保山　晴菜(3) 福岡大 12.26
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ

5 5 107 宮本　まきの(3) 園田学園女大 12.55
ｵｵﾂﾎﾞ　ﾌﾞﾚｲﾝﾀﾞｹｲｺ

3 128 大坪　ﾌﾞﾚｲﾝﾀﾞｹｲｺ(1) 九州情報大 DNS
ｶﾜﾂ　ﾐｻﾄ

6 129 河津　美里(1) 九州情報大 DNS

決　勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ

1 5 108 君嶋　愛梨沙(4) 日体大 11.87
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾉﾘｺ

2 4 123 重永　乃理子(4) 福岡大 11.93
ｼﾏﾀﾞ ｻｴ

3 6 101 島田　沙絵 JMS 11.97
ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾘﾅ

4 2 102 松永　莉奈 北九州RIC 11.99
ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ

5 7 1 エドバー　イヨバ(2) 日大 12.03
ﾊﾗ ﾅﾂｷ

6 3 117 原　菜月(3) 福岡大 12.04
ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ

7 8 109 福田　真衣(1) 日体大 12.10
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ

8 9 104 松永　明莉(4) 九共大 12.11

凡例 DNS:欠場



一般女子100mH(0.838m)
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 13.00 金沢　イボンヌ(佐田建設) 2000
ジュニア日本記録(NJR) 13.05 寺田　明日香(北海道ハイテクＡＣ) 2009
大会記録(GR) 14.09 谷口 友希子(福岡大) 2004 6月4日 15:25 決　勝

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾏﾀﾞ ｻｷ

1 5 120 鎌田　咲季(2) 福岡大 13.83
ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ

2 7 118 高橋　美理(3) 福岡大 14.14
ｱｵｷ ﾃﾙﾎ

3 4 119 青木　光穂(1) 福岡大 14.72
ｻﾀｹ　ﾊﾙﾅ

6 103 佐竹　春南 あそりく DNS
ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾘﾅ

8 124 六車　梨那(2) 徳山大 DNS

凡例 DNS:欠場



一般女子やり投(600g)
審 判 長：中島　向洋
記録主任：伊藤　健二

日本記録(NR) 63m80 海老原　有希(スズキ浜松ＡＣ) 2015
ジュニア日本記録(NJR) 61m38 北口　榛花(日本大) 2016
大会記録(GR) 59m81 海老原　有希(スズキ浜松AC) 2013 6月4日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｷ

1 8 2 海老原　有希 スズキ浜松AC 56m81 58m97 58m13 58m97 7 58m16 58m20 56m28 58m97
ﾐﾔｼﾀ　ﾘｻ

2 6 3 宮下　梨沙 大体大TC 54m68 56m44 54m74 56m44 6 × × 56m92 56m92
ｽｹﾅｶﾞ　ﾋﾄﾐ

3 4 4 助永　仁美 オークワ 52m54 49m02 53m83 53m83 5 × × 52m44 53m83
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ

4 1 105 加藤　瑞生(M2) 京教大 45m74 48m68 42m31 48m68 4 44m40 49m84 45m20 49m84
ｶﾈﾓﾄ　ﾐｶ

5 3 126 金本　実華(1) 徳山大 41m97 47m49 44m25 47m49 3 47m25 46m54 45m38 47m49
ｲﾜﾓﾄ ﾁﾎ

6 2 121 岩本　千穂(1) 福岡大 42m63 45m42 45m07 45m42 2 44m12 42m73 43m36 45m42
ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ

7 5 106 中野　水貴(1) 京都大学 36m55 36m11 36m17 36m55 1 34m73 36m66 36m04 36m66
ﾐﾔｹ　ﾐﾁｶ

7 125 三宅　美慶(3) 徳山大 DNS

凡例 DNS:欠場



高校男子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本高校記録(NHR) 39.64 京都・洛南高(城野・奥野・北風・桐生) 2012
大会記録(GR) 41.92 山口・山口県鴻城高(能美・廣中・藤井・田中)2007 6月4日 14:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 田部高 213 志賀　龍斗(3) ｼｶﾞ ﾘｭｳﾄ 42.14
211 山川　郁人(3) ﾔﾏｶﾜ ﾌﾐﾄ
212 田口　裕人(3) ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
214 田辺　麗夜(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ

2 4 西京高 222 宮瀬　巧斗(1) ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 42.47
220 田村　嘉啓(1) ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ
219 山村　裕樹(3) ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ
218 中嶋　祐飛(3) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾋ

3 5 宇部鴻城高 234 手嶋　大樹(2) ﾃｼﾏ　ﾀﾞｲｷ 42.99
232 若月　慧輔(3) ﾜｶﾂｷ　ｹｲｽｹ
233 岩本　大樹(2) ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
229 正路　　悠(3) ｼｮｳｼﾞ　ﾊﾙｶ

4 6 高水高 206 福田　健人(1) ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 44.58
202 西川　尚毅(3) ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ
203 相本　呼嵐(2) ｱｲﾓﾄ ｺﾗﾝ
201 長門　晃大(3) ﾅｶﾞﾄ ｺｳﾀﾞｲ

5 8 岩国高 207 中畑　仁志(2) ﾅｶﾊﾀ ﾋﾄｼ 45.18
208 中村　　純(2) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ
209 高尾　信丞(2) ﾀｶｵ ｼﾝｽｹ
210 青木　優太(2) ｱｵｷ ﾕｳﾀ

6 7 山口中央高 226 水津　悠斗(2) ｽｲﾂﾞ　ﾕｳﾄ 45.38
224 小松　翔太(2) ｺﾏﾂ　ｼｮｳﾀ
227 豊永　悠樹(2) ﾄﾖﾅｶﾞ　ﾕｳｷ
223 柿元　悠希(2) ｶｷﾓﾄ　ﾕｳｷ



高校女子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

日本高校記録(NHR) 44.48 東京･東京高(斎田・福田・上村・エドバー)2015
大会記録(GR) 48.29 山口・下関商業高(佐藤・白神・川崎・末松)2004 6月4日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 西京高 224 藤田　奈美(1) ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ 49.17
219 岩本　麻衣(3) ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ
221 山本　萌々莉(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓﾘ
220 大玉　華鈴(3) ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ

2 6 田部高 217 國知　芳実(2) ｸﾆﾁ ﾖｼﾐ 50.73
216 弘下　由梨(2) ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ
214 飯尾　梨乃(3) ｲｲｵ ﾘﾉ
215 山田　菜穂(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ

3 3 高水高 202 福田　茉由(3) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕｲ 50.84
205 ﾌｪｱﾘｰ　ﾏﾘﾔ(2) ﾌｪｱﾘｰ ﾏﾘﾔ
204 鶴澤　きら(2) ﾂﾙｻﾞﾜ ｷﾗ
201 大藤　優依(3) ｵｵﾄｳ ﾕｲ

4 4 宇部鴻城高 228 陸　かれん(3) ﾘｸ　ｶﾚﾝ 52.11
227 藤津　知世(3) ﾌｼﾞﾂ　ﾁﾖ
226 杉山　友惟(3) ｽｷﾞﾔﾏ　ﾕｲ
225 金村　春菜(3) ｶﾈﾑﾗ　ﾊﾙﾅ

7 光高 DNS

凡例 DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

中学日本記録(NJH) 42.77 福島・白河第二中(金内・田嶋・梶・深谷)2004
中学日本記録(NJH) 42.77 大阪・花園中(鍋谷・坂東・坂本・竹下) 2016 6月4日 10:25 予　選
大会記録(GR) 44.18 山口・上宇部中(田中・宮瀬・松永・江本)2015 6月4日 13:55 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 川中中 394 玉井　悠太郎(3) ﾀﾏｲ ﾕｳﾀﾛｳ 45.80 1 6 桜田中 353 山田　春日(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 45.83
392 志賀　優希(3) ｼｶﾞ ﾕｳｷ Q 354 後藤　海翔(3) ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ Q
393 田辺　凌雅(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 357 田中　啓汰(3) ﾀﾅｶ ｹｲﾀ
395 田村　　蓮(3) ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 355 田上　恵汰(2) ﾀｶﾞﾐ ｹｲﾀ

2 5 末武中 337 尾上　雅隆(2) ｵﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ 47.49 2 3 日新中 329 藤永　祐利(3) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 46.37
336 小蓑　優希(2) ｺﾐﾉ ﾕｳｷ Q 330 藤永　涼太郎(3) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ Q
334 長沼　駿斗(3) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾔﾄ 328 早川　周吾(3) ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ
335 中川　敦貴(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｷ 331 角谷　拓夢(3) ｶﾄﾞﾀﾆ ﾀｸﾑ

3 9 浅江中 359 中村　颯太(3) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 47.70 3 8 勝山中 307 天雨　祐翔(3) ｱﾏｳ ﾕｳﾄ 47.28
360 水谷　壮一朗(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ Q 308 曽根　秀平(3) ｿﾈ ｼｭｳﾍｲ Q
361 渡邊　成都樹(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 310 楠瀬　寛稀(3) ｸｽﾉｾ ﾋﾛｷ
362 藤田　陽太郎(2) ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀﾛｳ 309 後藤　大翔(2) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ

4 4 長成中 381 木山　直郁(2) ｷﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ 48.14 4 2 東部中 338 三木　雅也(1) ﾐｷ ﾏｻﾔ 48.37
382 真崎　陽向(3) ﾏｻｷ ﾋﾅﾀ q 339 刀根　海斗(2) ﾄﾈ ｶｲﾄ q
383 早川　太陽(3) ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ 341 国増　武志(3) ｸﾆﾏｽ ﾀｹｼ
384 池田　洋介(3) ｲｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ 340 山口　碧紘(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

5 1 田布施中 369 三浦　嘉裕(2) ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 48.58 5 7 上宇部中 305 中野　翔梧(2) ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 48.56
367 中村　旺冴(3) ﾅｶﾑﾗ ｵｳｶﾞ 303 阪本　朱利(3) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾘ
366 玉野　翔也(3) ﾀﾏﾉ ｼｮｳﾔ 304 道坂　僚介(3) ﾄﾞｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ
365 浦　　恭瑛(3) ｳﾗ ﾔｽｱｷ 301 兼光　雄希(3) ｶﾈﾐﾂ ﾕｳｷ

6 7 桑山中A 345 松本　蓮矢(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝﾔ 48.82 6 1 周陽中 314 徳久　幸佑(2) ﾄｸﾋｻ ｺｳｽｹ 48.81
344 河村　拓海(3) ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 315 中村　元介(2) ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｽｹ
342 權代　　哲(3) ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｱｷﾗ 316 青木　　優(3) ｱｵｷ ﾕｳ
346 熊本　志温(3) ｸﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 311 小茅　海道(2) ｺｶﾞﾔ ｶｲﾄﾞｳ

7 2 鴻南中 391 青谷　泰一(2) ｱｵﾀﾆ ﾀｲﾁ 48.95 7 9 桑山中B 351 村田　暖綺(2) ﾑﾗﾀ ﾊﾙｷ 51.43
389 手塚　亘紀(3) ﾃﾂﾞｶ ｺｳｷ 348 歳弘　優真(2) ﾄｼﾋﾛ ﾕｳﾏ
390 浅田　　柊(2) ｱｻﾀﾞ ｼｭｳ 350 檜垣　律輝(2) ﾋｶﾞｷ ﾘﾂｷ
387 髙橋　知優(3) ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 349 福田　一心(2) ﾌｸﾀﾞ ｲｯｼﾝ

3 竜王中 DNS 4 富田中 DNS

8 小野田中 DNS 5 華陽中 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 桜田中 353 山田　春日(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 46.15
354 後藤　海翔(3) ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ
357 田中　啓汰(3) ﾀﾅｶ ｹｲﾀ
355 田上　恵汰(2) ﾀｶﾞﾐ ｹｲﾀ

2 7 日新中 329 藤永　祐利(3) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 46.54
330 藤永　涼太郎(3) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

328 早川　周吾(3) ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ
331 角谷　拓夢(3) ｶﾄﾞﾀﾆ ﾀｸﾑ

3 5 末武中 337 尾上　雅隆(2) ｵﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ 47.55
336 小蓑　優希(2) ｺﾐﾉ ﾕｳｷ
334 長沼　駿斗(3) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾔﾄ
335 中川　敦貴(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｷ

4 8 勝山中 307 天雨　祐翔(3) ｱﾏｳ ﾕｳﾄ 47.88
308 曽根　秀平(3) ｿﾈ ｼｭｳﾍｲ
310 楠瀬　寛稀(3) ｸｽﾉｾ ﾋﾛｷ
309 後藤　大翔(2) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ

5 9 浅江中 359 中村　颯太(3) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 48.17
360 水谷　壮一朗(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ
361 渡邊　成都樹(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ
362 藤田　陽太郎(2) ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀﾛｳ

6 2 東部中 338 三木　雅也(1) ﾐｷ ﾏｻﾔ 48.22
339 刀根　海斗(2) ﾄﾈ ｶｲﾄ
341 国増　武志(3) ｸﾆﾏｽ ﾀｹｼ
340 山口　碧紘(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

7 3 長成中 381 木山　直郁(2) ｷﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ 48.66
382 真崎　陽向(3) ﾏｻｷ ﾋﾅﾀ
383 早川　太陽(3) ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ
384 池田　洋介(3) ｲｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ

4 川中中 394 玉井　悠太郎(3) ﾀﾏｲ ﾕｳﾀﾛｳ DQ,R1

392 志賀　優希(3) ｼｶﾞ ﾕｳｷ
393 田辺　凌雅(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ
395 田村　　蓮(3) ﾀﾑﾗ ﾚﾝ

凡例 DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



中学女子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

中学日本記録(NJH) 47.30 埼玉・朝霞一中(金子・原賀・田中・土井)2009 6月4日 10:10 予　選
大会記録(GR) 50.74 山口・川中中(山本・小田・樋口・大住) 2011 6月4日 13:50 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 川中中 403 磯部　文美(3) ｲｿﾍﾞ ﾌﾐ 51.51 1 3 岐陽中 352 福重　百絵(3) ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 51.57
404 横田　　蒼(3) ﾖｺﾀ ｱｵｲ Q 351 上野　茅紗(3) ｳｴﾉ ﾁｻ Q
405 市原　怜華(2) ｲﾁﾊﾗ ﾚｲｶ 356 原田　千鈴(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ
406 高橋　さくら(3) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 354 青木　優奈(2) ｱｵｷ ﾕﾅ

2 8 周陽中A 320 小野　綾巳(3) ｵﾉ ｱﾔﾐ 52.26 2 6 小野田中 346 木本　杏樹(3) ｷﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 53.01
318 赤塚　愛菜(3) ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ Q 347 水野　愛美(3) ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾐ Q
319 山本　冴弥(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴﾅ 348 古屋　璃子(3) ﾌﾙﾔ ﾘｺ
321 山本　寧々(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾈﾈ 349 寺山　音葉(3) ﾃﾗﾔﾏ ｵﾄﾊ

3 5 勝山中B 310 本田　千咲里(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴﾘ 53.74 3 8 浅江中A 382 田中　七海(3) ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 53.46
311 工藤　琉楠(2) ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ q 383 吉岡　花菜美(3) ﾖｼｵｶ ｶﾅﾐ q
312 工藤　琉楓(2) ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 381 萩本　莉帆(2) ﾊｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ
313 本田　真未(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ 380 高野　桃伽(3) ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ

4 7 東岐波中 363 大野　ゆき(3) ｵｵﾉ ﾕｷ 56.25 4 4 小郡中 342 田邊　桃子(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 53.78
365 竹中　莉子(3) ﾀｹﾅｶ ﾘｺ 341 才田　朱莉(3) ｻｲﾀ ｱｶﾘ
362 岡田　あゆな(3) ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾅ 340 矢野　未空(3) ﾔﾉ ﾐｸ
364 黒澤　律奈(3) ｸﾛｻﾜ ﾘﾂﾅ 343 岡村　利音(2) ｵｶﾑﾗ ﾘｵﾝ

5 2 長成中 400 柏谷　羽奏(2) ｶｼﾜﾀﾆ ﾜｶﾅ 56.27 5 5 上宇部中 301 田中　香寿美(3) ﾀﾅｶ ｶｽﾐ 56.33
399 吉田　千夏(2) ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ 302 鳩部　真唯(3) ﾊﾄﾍﾞ ﾏｲ
398 平山　久怜愛(2) ﾋﾗﾔﾏ ｸﾚｱ 303 秋本　菜帆(3) ｱｷﾓﾄ ﾅﾎ
401 久原　愛真(3) ｸﾊﾗ ｴﾏ 304 迫田　凜花(3) ｻｺﾀﾞ ﾘﾝｶ

6 6 浅江中B 385 金盛　彩音(3) ｶﾈﾓﾘ ｱﾔﾈ 56.82 6 7 国府中 333 星出　菜緒(3) ﾎｼﾃﾞ ﾅｵ 56.50
387 友重　舞海(3) ﾄﾓｼｹﾞ ﾏﾐ 331 藤田　実佑(3) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ
386 三浦　舞桜(3) ﾐｳﾗ ﾏｵ 330 檜垣　実紀(3) ﾋｶﾞｷ ﾐﾉﾘ
384 土橋　音々(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾈﾈ 332 藤村　紗矢香(3) ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾔｶ

3 富田中 DNS 7 2 勝山中C 314 下村　歩未(2) ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ 56.71
315 溝江　　杏(2) ﾐｿﾞｴ ｱﾝ
316 岡田　心咲(2) ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ
317 梶川　結衣(2) ｶｼﾞｶﾜ ﾕｲ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 田布施中 394 相本　紫苑(2) ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 53.09
393 福光　由佳(3) ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ Q
396 矢頭　愛菜(2) ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ
395 水田　ほのか(2) ﾐｽﾞﾀ ﾎﾉｶ

2 3 勝山中A 309 木原　弥優(3) ｷﾊﾗ ﾐﾕ 53.44
306 中田　穂紀(3) ﾅｶﾀ ﾎﾉﾘ Q
308 田川　靖子(3) ﾀｶﾞﾜ ﾔｽｺ
307 早川　綾乃(3) ﾊﾔｶﾜ ｱﾔﾉ

3 4 東部中 370 田丸　佳奈実(3) ﾀﾏﾙ ｶﾅﾐ 54.53
368 鳥野　　優(3) ﾄﾘﾉ ﾕｳ
369 梶本　玲奈(3) ｶｼﾞﾓﾄ ﾚｲﾅ
372 武居　玲奈(2) ﾀｹｽｴ ﾚﾅ

4 8 末武中 357 尾林　菜月(3) ｵﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 55.00
360 弘中　愛美(3) ﾋﾛﾅｶ ﾏﾅﾐ
361 金近　華子(3) ｶﾈﾁｶ ﾊﾅｺ
358 渡辺　くるみ(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ

5 2 周陽中B 328 前田　楓香(3) ﾏｴﾀﾞ ﾌｳｶ 56.33
326 池田　　光(3) ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾙ
325 尾﨑　未悠(3) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ
324 谷川　琴音(3) ﾀﾆｶﾞﾜ ｺﾄﾈ

6 7 浅江中C 389 谷田　鈴奈(2) ﾀﾆﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 56.80
388 坪根　朋花(3) ﾂﾎﾞﾈ ﾄﾓｶ
391 野原　茉莉(1) ﾉﾊﾗ ﾏﾘ
390 三浦　小幸(1) ﾐｳﾗ ｺﾕｷ

6 桑山中 DNS

凡例 DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

中学日本記録(NJH) 47.30 埼玉・朝霞一中(金子・原賀・田中・土井)2009 6月4日 10:10 予　選
大会記録(GR) 50.74 山口・川中中(山本・小田・樋口・大住) 2011 6月4日 13:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 川中中 403 磯部　文美(3) ｲｿﾍﾞ ﾌﾐ 51.32
404 横田　　蒼(3) ﾖｺﾀ ｱｵｲ
405 市原　怜華(2) ｲﾁﾊﾗ ﾚｲｶ
406 高橋　さくら(3) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ

2 7 岐陽中 352 福重　百絵(3) ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 51.95
351 上野　茅紗(3) ｳｴﾉ ﾁｻ
356 原田　千鈴(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ
354 青木　優奈(2) ｱｵｷ ﾕﾅ

3 6 周陽中A 320 小野　綾巳(3) ｵﾉ ｱﾔﾐ 52.92
318 赤塚　愛菜(3) ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ
319 山本　冴弥(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴﾅ
321 山本　寧々(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾈﾈ

4 9 小野田中 346 木本　杏樹(3) ｷﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 53.32
347 水野　愛美(3) ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾐ
348 古屋　璃子(3) ﾌﾙﾔ ﾘｺ
349 寺山　音葉(3) ﾃﾗﾔﾏ ｵﾄﾊ

5 5 田布施中 394 相本　紫苑(2) ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 53.65
393 福光　由佳(3) ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ
396 矢頭　愛菜(2) ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ
395 水田　ほのか(2) ﾐｽﾞﾀ ﾎﾉｶ

6 2 勝山中B 310 本田　千咲里(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴﾘ 54.07
311 工藤　琉楠(2) ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ
312 工藤　琉楓(2) ｸﾄﾞｳ ﾙｶ
313 本田　真未(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ

7 8 勝山中A 309 木原　弥優(3) ｷﾊﾗ ﾐﾕ 54.17
306 中田　穂紀(3) ﾅｶﾀ ﾎﾉﾘ
308 田川　靖子(3) ﾀｶﾞﾜ ﾔｽｺ
307 早川　綾乃(3) ﾊﾔｶﾜ ｱﾔﾉ

3 浅江中A DNS

凡例 DNS:欠場



小学生男子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

6月4日 09:45 予　選
大会記録(GR) 51.54 ふくっこ陸上(三木・青森・山口・大池) 2015 6月4日 13:45 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 ふくっ子陸上A 510 森本　龍弥(5) ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 56.77 1 4 山口陸スポA 633 飯田　舶人(6) ｲｲﾀﾞ ﾊｸﾄ 56.95
508 岡野　稜平(6) ｵｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ q 636 松﨑　泰知(6) ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲﾁ q
506 延井　陸大(6) ﾉﾌﾞｲ ﾘｸﾄ 634 土島　　空(6) ﾂﾁｼﾏ ｿﾗ
509 宇都宮璃来(5) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ 635 谷　　昌郁(6) ﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ

2 8 ゆう陸スポA 522 川嶋　守有(5) ｶﾜｼﾏ ｼｭｳ 58.62 2 6 ふくっ子陸上C 516 濵口　　怜(4) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 59.70
520 久保　　輝(6) ｸﾎﾞ ﾋｶﾙ q 515 伊佐　栞太朗(4) ｲｻ ｶﾝﾀﾛｳ
524 馬場　倖範(5) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 518 村田　伊吹(4) ﾑﾗﾀ ｲﾌﾞｷ
523 齊藤　颯斗(5) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 517 笹井　洸希(4) ｻｻｲ ｺｳｷ

3 9 豊浦陸上 622 徳重　晴紀(6) ﾄｸｼｹﾞ ﾊﾙｷ 58.65 3 3 光スポ少B 560 小西　隼人(5) ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ 1:02.36

623 福田　拓真(6) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ q 552 藤本　蓮珠(6) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ
624 里　　陽葵(5) ｻﾄ ﾊﾙｷ 554 木村　太星(6) ｷﾑﾗ ﾀｲｾｲ
625 有馬　颯琉(6) ｱﾘﾏ ｿﾗ 551 三島　　樹(6) ﾐｼﾏ ｲﾂｷ

4 6 コウビン陸上 628 眞﨑　陽希(5) ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 59.84 4 7 美祢陸スポ 610 西山　昇汰(5) ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 1:03.49

632 日名内　悠登(3) ﾋﾅｳﾁ ﾕｳﾄ 609 小林　隆正(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ
629 日名内　亨輔(5) ﾋﾅｳﾁ ｷｮｳｽｹ 611 西村　裕貴(4) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ
627 山田　羽純(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｱﾄ 608 保美　絢斗(6) ﾎﾐ ｹﾝﾄ

5 4 徳山コネットB 596 小宮　煌希(6) ｺﾐﾔ ｺｳｷ 1:00.74 5 8 徳山コネットC 597 西村　悠希(4) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 1:05.28

594 高橋　　晴(6) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 598 松窪　結斗(5) ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕｲﾄ
595 森田　一期(6) ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ 599 湯浅　堅斗(5) ﾕｱｻ ﾐﾄ
593 坂田　舜亮(6) ｻｶﾀ ｼｭﾝｽｹ 600 清水　智崇(4) ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ

6 3 藤陸教 616 黒澤　成斗(6) ｸﾛｻﾜ ﾅﾙﾄ 1:02.19 5 仙崎みすゞ 542 河上　心音(4) ｶﾜｶﾐ ｼｵﾝ DQ,R1

619 藤井　翔矢(5) ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾔ 543 鴨川　洸登(6) ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ
621 原田　大輝(4) ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 544 竹林　　純(6) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ
618 玉泉　　鴻(6) ﾀﾏｲｽﾞﾐ ｺｳ 545 廣田　陽己(6) ﾋﾛﾀ ﾊﾙｷ

7 2 山口陸スポB 639 平川　海衣(5) ﾋﾗｶﾜ ｶｲ 1:02.21 9 萩陸スポ 613 岩本　康志(6) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼ DQ,T1,T2

641 向山　隼人(5) ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾔﾄ 614 山本　祐成(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ
644 大隈　匠真(5) ｵｵｸﾏ ｼｮｳﾏ 612 大田　智也(6) ｵｵﾀ ﾄﾓﾔ
640 今本　　翼(5) ｲﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 615 上田　　響(4) ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

8 7 光スポ少C 562 厚東　　遼(4) ｺｳﾄｳ ﾊﾙｶ 1:02.32

558 門田　慎平(5) ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ
556 中谷　聖矢(5) ﾅｶﾀﾆ ｾｲﾔ
563 藤本　華蓮(4) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 小郡陸上 578 竹内　優斗(6) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 57.00 1 5 山口ＦＳＬ 585 田中　幸人(6) ﾀﾅｶ ﾕｷﾄ 55.32
579 鬼木　楓奏(5) ｵﾆｷ ｶﾅﾃｲ q 583 藤野　雄大(6) ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ q
580 山中　柊弥(6) ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾔ 586 柴田　悠人(6) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ
581 国本　　一(5) ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 584 後藤　康彦(6) ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ

2 4 油谷陸スタ 601 吉村　謙吾(6) ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 57.65 2 7 徳山コネットA 589 吉国　海音(5) ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 58.13
604 光永　　瞬(6) ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄｷ q 590 青木　悠翔(5) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ q
603 木下　裕翔(6) ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 591 末永　蒼真(5) ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ
602 横田　諒人(6) ﾖｺﾀ ﾏｺﾄ 592 恒富　滉大(6) ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ

3 7 カツミ陸上A 541 村岡　凌星(4) ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳｾｲ 1:00.00 3 8 光スポ少A 547 貞廣　瀬名(6) ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ 59.56
536 澤　　宙弥(6) ｻﾜ ﾋﾛﾔ 555 青戸　遥希(6) ｱｵﾄ ﾊﾙｷ
537 藤本　康伸(6) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾝ 550 竹村　湧勝(6) ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｼｮｳ
534 丸山　永遠(6) ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 546 田中　光己(6) ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ

4 3 奇兵隊 574 内山　　昂(5) ｳﾁﾔﾏ ｺｳ 1:00.53 4 4 大道陸上教室 568 橋本　翔太(6) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 1:02.07

575 下村　悠太(5) ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 569 西村　玲多(6) ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
576 山根　楓馬(5) ﾔﾏﾈ ﾌｳﾏ 570 赤地　　航(6) ｱｶﾁﾞ ﾜﾀﾙ
577 村上　堅信(6) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾝ 571 森廣　　颯(6) ﾓﾘﾋﾛ ﾊﾔﾄ

5 5 周陽体振陸上 567 三谷　直也(4) ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 1:01.42 5 9 ゆう陸スポB 527 升永　晴仁(4) ﾏｽﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 1:02.93

565 木村　駿太(4) ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 529 森重　太雅(3) ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｲｶﾞ
566 吉田　悠希(5) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 526 大下　寿虎(4) ｵｵｼﾀ ｺﾄﾗ
564 上川　悠太(5) ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 525 松山　翔哉(5) ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳｷ

6 9 アカデミー 530 渡辺　陽斗(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 1:03.36 6 3 ふくっ子陸上B 512 小田　晄世(5) ｵﾀﾞ ｺｳｾｲ 1:04.09

533 神田　宗太(6) ｺｳﾀﾞ ｿｳﾀ 514 末島　佑一(5) ｽｴｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ
532 橋本　　悠(4) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 513 前田　康誠(5) ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ
531 上部　龍之介(5) ｶﾝﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 511 峰藤　暖都(5) ﾐﾈﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ

7 8 AC小野田 502 新名　未昊(5) ﾆｲﾅ ﾐﾋﾛ 1:03.43 7 6 カツミ陸上B 535 萱野　創也(6) ｶﾔﾉ ｿｳﾔ 1:06.23

504 田中　快晟(4) ﾀﾅｶ ｶｲｾｲ 540 村岡　滉星(4) ﾑﾗｵｶ ｺｳｾｲ
503 長久　悠真(4) ﾅｶﾞﾋｻ ﾕｳﾏ 538 本田　悠仁(4) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ
505 松永　悠太(4) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 539 阿武　雄大(4) ｱﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ

凡例 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した T2:(R163-3(a))他のレーンに入った R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



小学生男子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

6月4日 09:45 予　選
大会記録(GR) 51.54 ふくっこ陸上(三木・青森・山口・大池) 2015 6月4日 13:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 山口ＦＳＬ 585 田中　幸人(6) ﾀﾅｶ ﾕｷﾄ 56.44
583 藤野　雄大(6) ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ
586 柴田　悠人(6) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ
584 後藤　康彦(6) ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ

2 9 油谷陸スタ 601 吉村　謙吾(6) ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 57.44
604 光永　　瞬(6) ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄｷ
603 木下　裕翔(6) ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ
602 横田　諒人(6) ﾖｺﾀ ﾏｺﾄ

3 7 山口陸スポA 637 神池　竜羽(6) ｺｳｲｹ ﾘｭｳ 57.53
636 松﨑　泰知(6) ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲﾁ
634 土島　　空(6) ﾂﾁｼﾏ ｿﾗ
635 谷　　昌郁(6) ﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ

4 6 小郡陸上 578 竹内　優斗(6) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 57.55
579 鬼木　楓奏(5) ｵﾆｷ ｶﾅﾃｲ
580 山中　柊弥(6) ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾔ
581 国本　　一(5) ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

5 4 ふくっ子陸上A 510 森本　龍弥(5) ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 57.90
508 岡野　稜平(6) ｵｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ
506 延井　陸大(6) ﾉﾌﾞｲ ﾘｸﾄ
509 宇都宮璃来(5) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ

6 8 徳山コネットA 589 吉国　海音(5) ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 59.09
590 青木　悠翔(5) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ
591 末永　蒼真(5) ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ
592 恒富　滉大(6) ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ

7 2 ゆう陸スポA 522 川嶋　守有(5) ｶﾜｼﾏ ｼｭｳ 59.14
520 久保　　輝(6) ｸﾎﾞ ﾋｶﾙ
524 馬場　倖範(5) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ
523 齊藤　颯斗(5) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ

8 3 豊浦陸上 622 徳重　晴紀(6) ﾄｸｼｹﾞ ﾊﾙｷ 59.87
623 福田　拓真(6) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ
624 里　　陽葵(5) ｻﾄ ﾊﾙｷ
625 有馬　颯琉(6) ｱﾘﾏ ｿﾗ

凡例 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した T2:(R163-3(a))他のレーンに入った R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



小学生女子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

6月4日 09:30 予　選
大会記録(GR) 53.86 山口陸スポ(見寄・阿部・原田・湯本) 2013 6月4日 13:40 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 光スポ少A 556 吉規　佳穂(6) ﾖｼｷ ｶﾎ 59.78 1 4 豊浦陸上 618 小林　玲奈(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 58.81
554 上野　真歩(6) ｳｴﾉ ﾏﾎ q 619 熊谷　美優(5) ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ q
546 徳田　早希(6) ﾄｸﾀﾞ ｻｷ 620 岡村　緑子(6) ｵｶﾑﾗ ﾘｺ
555 唐谷　里緒(6) ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ 621 萩野　凪咲(6) ﾊｷﾞﾉ ﾅｷﾞｻ

2 5 山口陸スポ 627 中野　　瞳(6) ﾅｶﾉ　ﾋﾄﾐ 59.81 2 8 奇兵隊 568 永谷　優美紗(6) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ 59.32
628 佐々木　璃子(6) ｻｻｷ　ﾘｺ q 569 先村　若奈(6) ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ q
629 西衣　野々香(5) ﾆｼﾖﾘ ﾉﾉｶ 570 村田　里菜(6) ﾑﾗﾀ ﾘﾅ
630 田邉　　優(6) ﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳ 571 鶴田　こゆき(5) ﾂﾙﾀ ｺﾕｷ

3 3 美祢陸スポ 600 河尻　真桜(6) ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｵ 1:01.17 3 7 ふくっ子陸上C 527 利重　陽香(5) ﾄｼｼｹﾞ ﾊﾙｶ 1:03.08

602 鍋山　侑花(6) ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾕｳｶ 526 山口　七愛(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ
603 西村　夏奈(6) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 525 真崎　ひまり(5) ﾏｻｷ ﾋﾏﾘ
599 大村　琉夏(6) ｵｵﾑﾗ ﾙｶ 528 笹井　美来(5) ｻｻｲ ﾐｸ

4 6 周陽体振陸上 564 藤村　李魅(5) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ 1:02.62 4 3 JAC岩国 510 松前　陽逢(6) ﾏﾂﾏｴ ﾋﾅﾀ 1:03.90

565 立川　優菜(4) ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 511 久村　菜々美(6) ｸﾑﾗ ﾅﾅﾐ
566 白井　千尋(5) ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 512 御神村　朱織(5) ﾐｶﾑﾗ ｱｶﾘ
567 髙木　萌衣(6) ﾀｶｷﾞ ﾓｴ 513 荒川　仁香里(6) ｱﾗｶﾜ ﾆｺﾘ

5 7 カツミ陸上B 544 市原　彩華(4) ｲﾁﾉﾊﾗ ｱﾔｶ 1:05.65 5 2 カツミ陸上C 542 長津　桜空(5) ﾅｶﾞﾂ ｻｸﾗ 1:06.04

536 河野　　華(6) ｺｳﾉ ﾊﾅ 540 斉藤　彩葉(5) ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ
545 岩田　まりん(3) ｲﾜﾀ ﾏﾘﾝ 541 城山　結妃(5) ｼﾛﾔﾏ ﾕｷ
537 田中　花歩(6) ﾀﾅｶ ｶﾎ 543 本田　恵麻(5) ﾎﾝﾀﾞ ｴﾏ

6 8 AC小野田B 506 堀　　結月(4) ﾎﾘ ﾕﾂﾞｷ 1:09.36 6 6 菊川クラブB 605 岡田　　藍(6) ｵｶﾀﾞ ｱｲ 1:09.44

507 中村　優月(4) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 609 半田　葵唯(5) ﾊﾝﾀﾞ ｱｵｲ
509 加藤　結央(4) ｶﾄｳ ﾕｲﾅ 610 前永　　直(5) ﾏｴﾅｶﾞ ﾅｵ
502 市川　真奈美(5) ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾐ 611 向江　夢乃(5) ﾑｶｴ ﾕﾒﾉ

4 ふくっ子陸上B 521 加藤　里菜(6) ｶﾄｳ ﾘﾅ DQ,R1 5 徳山コネットA 591 中村　佳純(6) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ DQ,R1

523 中野　満咲(5) ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 592 徳永　七菜(6) ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾅ
519 村多　奏南(6) ﾑﾗﾀ ｶﾅ 593 原田　結愛(6) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｱ
520 加藤　杏菜(6) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 594 西村　萌衣(6) ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 光スポ少C 563 温品　　晴(4) ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 1:00.70 1 2 小郡陸上A 572 塩見　林果(6) ｼｵﾐ ﾘﾝｶ 57.80
561 内藤　央瑠(5) ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ q 573 和田　桜月(6) ﾜﾀﾞ ｻﾂｷ q
560 中村　清楓(5) ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｶ 574 渡邊　菜々実(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ
557 藤田　桜子(5) ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 575 三井　綾乃(6) ﾐｲ ｱﾔﾉ

2 8 菊川クラブA 604 福本　愛可(6) ﾌｸﾓﾄ ｱｲｶ 1:01.14 2 3 ふくっ子陸上A 518 吉村　摩耶(6) ﾖｼﾑﾗ ﾏﾔ 58.56
606 山本　萌愛(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴﾐ 514 町田　　楓(6) ﾏﾁﾀﾞ ｶｴﾃﾞ q
607 岡村　ひかり(6) ｵｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 517 田代　月碧(6) ﾀｼﾛ ﾊｵﾄ
608 森宗　愛理(6) ﾓﾘﾑﾈ ｱｲﾘ 516 川満　有紗(6) ｶﾜﾐﾂ ｱﾘｻ

3 4 藤陸教 612 辻　　彩香(6) ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 1:01.35 3 5 ゆう陸スポ 533 湯尻　心花(5) ﾕｼﾞﾘ ｺｺﾅ 1:00.95

617 古重　笑愛(5) ﾌﾙｼｹﾞ ｴﾅ 529 岡村　咲来(6) ｵｶﾑﾗ ｻﾗ q
615 正司　美南(5) ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 531 松前　実咲(6) ﾏﾂﾏｴ ﾐｻｷ
613 原田　栞那(6) ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾅ 532 向田　帆花(5) ﾑｶｲﾀﾞ ﾎﾉｶ

4 2 小郡陸上B 577 末永　真衣(5) ｽｴﾅｶﾞ ﾏｲ 1:02.09 4 6 山陽レッツ 587 越智　　雅(6) ｵﾁ ﾐﾔﾋﾞ 1:02.54

578 川上　香音(6) ｶﾜｶﾐ ｶﾉﾝ 588 谷口　陽菜子(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅｺ
579 三隅　笑子(5) ﾐｽﾐ ｴﾐｺ 589 北村　優和(5) ｷﾀﾑﾗ ﾕﾅ
580 原　　美月(6) ﾊﾗ ﾐﾂｷ 590 梅本　　空(6) ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ

5 6 カツミ陸上A 535 来嶋　玲水(6) ｷｼﾞﾏ ﾚｲﾐ 1:03.04 5 7 光スポ少B 558 山下　和奏(5) ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 1:02.62

539 中野　佑美(6) ﾅｶﾉ ﾕﾐ 550 飯田　　唯(6) ｲｲﾀﾞ ﾕｲ
538 中野　亜美(6) ﾅｶﾉ ｱﾐ 552 宝迫　栞南(6) ﾎｳｻｺ ｶﾝﾅ
534 清水　かえで(6) ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 547 清松　梨花(6) ｷﾖﾏﾂ ﾘﾝｶ

6 5 AC小野田A 504 平岡　咲希(5) ﾋﾗｵｶ ｻｷ 1:03.69 6 4 コウビン陸上 634 中村　琴葉(5) ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾊ 1:08.71

503 大内　理愛(5) ｵｵｳﾁ ﾘﾅ 635 高嶋　詩子(3) ﾀｶｼﾏ ｳﾀｺ
505 三好　陽菜(5) ﾐﾖｼ ﾋﾅ 636 大中　優実(3) ｵｵﾅｶ ﾕﾐ
501 根賀　美沙希(6) ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 633 阪本　明希(5) ｻｶﾓﾄ ｱｷ

7 7 徳山コネットB 595 岡田　姫花(4) ｵｶﾀﾞ ﾋﾒｶ 1:10.72 8 山口ＦＳＬ DNS
596 村瀬　由奈(5) ﾑﾗｾ ﾕﾅ
597 恒富　七海(4) ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ
598 中山　凛花(5) ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ

凡例 DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



小学生女子4X100mR
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：伊藤　健二

6月4日 09:30 予　選
大会記録(GR) 53.86 山口陸スポ(見寄・阿部・原田・湯本) 2013 6月4日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 ふくっ子陸上A 515 山本　千夏(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾂ 59.08
516 川満　有紗(6) ｶﾜﾐﾂ ｱﾘｻ
517 田代　月碧(6) ﾀｼﾛ ﾊｵﾄ
514 町田　　楓(6) ﾏﾁﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

2 5 小郡陸上A 572 塩見　林果(6) ｼｵﾐ ﾘﾝｶ 59.38
573 和田　桜月(6) ﾜﾀﾞ ｻﾂｷ
574 渡邊　菜々実(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ
575 三井　綾乃(6) ﾐｲ ｱﾔﾉ

3 7 豊浦陸上 618 小林　玲奈(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 59.98
619 熊谷　美優(5) ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ
620 岡村　緑子(6) ｵｶﾑﾗ ﾘｺ
621 萩野　凪咲(6) ﾊｷﾞﾉ ﾅｷﾞｻ

4 6 奇兵隊 568 永谷　優美紗(6) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ 1:00.12

569 先村　若奈(6) ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ
570 村田　里菜(6) ﾑﾗﾀ ﾘﾅ
571 鶴田　こゆき(5) ﾂﾙﾀ ｺﾕｷ

5 9 光スポ少A 556 吉規　佳穂(6) ﾖｼｷ ｶﾎ 1:00.72

554 上野　真歩(6) ｳｴﾉ ﾏﾎ
546 徳田　早希(6) ﾄｸﾀﾞ ｻｷ
555 唐谷　里緒(6) ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ

6 2 光スポ少C 563 温品　　晴(4) ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 1:00.86

561 内藤　央瑠(5) ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ
560 中村　清楓(5) ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｶ
557 藤田　桜子(5) ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ

7 8 山口陸スポ 627 中野　　瞳(6) ﾅｶﾉ　ﾋﾄﾐ 1:01.26

628 佐々木　璃子(6) ｻｻｷ　ﾘｺ
629 西衣　野々香(5) ﾆｼﾖﾘ ﾉﾉｶ
630 田邉　　優(6) ﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳ

8 3 ゆう陸スポ 533 湯尻　心花(5) ﾕｼﾞﾘ ｺｺﾅ 1:01.94

529 岡村　咲来(6) ｵｶﾑﾗ ｻﾗ
531 松前　実咲(6) ﾏﾂﾏｴ ﾐｻｷ
532 向田　帆花(5) ﾑｶｲﾀﾞ ﾎﾉｶ

凡例 DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



会場 維新百年記念公園陸上競技場 後援　公益財団法人日本陸上競技連盟　山口県　山口県教育委員会　公益財団法人山口県体育協会　京都大学陸上競技部蒼穹会　岩国市 ト ラ ッ ク 審 判 長 石原　宏昭
　　　　岩国市教育委員会　山口市　山口市教育委員会　スポーツ報知西部本社　山口県実業団陸上競技連盟　中国四国学生陸上競技連盟山口支部 跳 躍 審 判 長 川本　徹也

日時 平成29年　6月 4日（日） 　　　　山口県高等学校体育連盟　山口県中学校体育連盟　山口県小学生陸上競技協議会 投 て き 審 判 長 中島　向洋
招 集 所 審 判 長 西本　　健

主催 一般財団法人山口陸上競技協会　　読売新聞社　　KRY山口放送 助成　田島直人記念陸上競技大会賛助会 記 録 主 任 伊藤　健二
日付 種目

岩尾　直樹(3) 10.58 本部　晃司 10.64 藤岡　彦(3) 10.67 川野　孝一(2) 10.77 小口　智毅(2) 10.81 菅野　涼太(4) 10.84 宮本　泰成 10.92 牛田　匠海(3) 13.52

福岡大 山口合同ガス 福岡大 九共大 一橋大 山口大 東ソー 福岡大

辻　雄太(1) 10.68 土田　栄二(3) 10.77 佐々木　健也(3) 10.79 八尋　風太 10.79 黒川　至仁(4) 10.84 澤　薫(4) 10.85 安藤　滉一(3) 10.86 久永　太朗(4) 10.99

福岡大 流経大 流経大 *TK 福岡陸協 *TK 高知大 京都大学 京都大学 九共大

國分　徹 14.09 札塲　大輝 14.17 尾崎　俊祐(4) 14.24 岩船　陽一 14.31 赤池　祐二(4) 14.61 清水　滉平(2) 14.95 田中　秀明 14.95 藤野　雄基 15.48

柳井市陸協 ヤマダ電機 九州工大 サンメッセ 九共大 福岡大 CORONAMENTO 山口合同ガス

下野　伸一郎 7m95(+1.5) 菅井　洋平　 7m61(+0.6) 中島　貴大 7m59(0.0) 大岩　雄飛 7m41(+0.5) 松浦　憲吾 7m19(+2.0) 佐々木　信一郎 6m93(+2.3)

九電工 GR ミズノ 埼玉陸協 スポウェルAC 鳥取陸協 下松市陸協 公認6m87(+1.1)

小林　陽介 15m44(+2.5) 三神　惇志(2) 14m30(+1.1)

鳥取陸協 公認13m35(+0.5) 京都大学

池田　康雄 63m47 濱﨑　優紀(2) 62m67 中山　奎吾(3) 57m60 下田代　眞裕(1) 56m78 吉岡　諒亮(3) 56m22 浅見　友一朗(1) 54m37

TEAM　BIG　STONE 皇學館大 京都大学 福岡大 流経大 徳山大

山口ＦＳＬ 56.44 油谷陸スタ 57.44 山口陸スポA 57.53 小郡陸上 57.55 ふくっ子陸上A 57.90 徳山コネットA 59.09 ゆう陸スポA 59.14 豊浦陸上 59.87

田中　幸人(6) 吉村　謙吾(6) 神池　竜羽(6) 竹内　優斗(6) 森本　龍弥(5) 吉国　海音(5) 川嶋　守有(5) 徳重　晴紀(6)

藤野　雄大(6) 光永　　瞬(6) 松﨑　泰知(6) 鬼木　楓奏(5) 岡野　稜平(6) 青木　悠翔(5) 久保　　輝(6) 福田　拓真(6)

柴田　悠人(6) 木下　裕翔(6) 土島　　空(6) 山中　柊弥(6) 延井　陸大(6) 末永　蒼真(5) 馬場　倖範(5) 里　　陽葵(5)

後藤　康彦(6) 横田　諒人(6) 谷　　昌郁(6) 国本　　一(5) 宇都宮璃来(5) 恒富　滉大(6) 齊藤　颯斗(5) 有馬　颯琉(6)

桜田中 46.15 日新中 46.54 末武中 47.55 勝山中 47.88 浅江中 48.17 東部中 48.22 長成中 48.66

山田　春日(3) 藤永　祐利(3) 尾上　雅隆(2) 天雨　祐翔(3) 中村　颯太(3) 三木　雅也(1) 木山　直郁(2)

後藤　海翔(3) 藤永　涼太郎(3) 小蓑　優希(2) 曽根　秀平(3) 水谷　壮一朗(3) 刀根　海斗(2) 真崎　陽向(3)

田中　啓汰(3) 早川　周吾(3) 長沼　駿斗(3) 楠瀬　寛稀(3) 渡邊　成都樹(3) 国増　武志(3) 早川　太陽(3)

田上　恵汰(2) 角谷　拓夢(3) 中川　敦貴(3) 後藤　大翔(2) 藤田　陽太郎(2) 山口　碧紘(2) 池田　洋介(3)

田部高 42.14 西京高 42.47 宇部鴻城高 42.99 高水高 44.58 岩国高 45.18 山口中央高 45.38

志賀　龍斗(3) 宮瀬　巧斗(1) 手嶋　大樹(2) 福田　健人(1) 中畑　仁志(2) 水津　悠斗(2)

山川　郁人(3) 田村　嘉啓(1) 若月　慧輔(3) 西川　尚毅(3) 中村　　純(2) 小松　翔太(2)

田口　裕人(3) 山村　裕樹(3) 岩本　大樹(2) 相本　呼嵐(2) 高尾　信丞(2) 豊永　悠樹(2)

田辺　麗夜(2) 中嶋　祐飛(3) 正路　　悠(3) 長門　晃大(3) 青木　優太(2) 柿元　悠希(2)

6月4日 一般男子走幅跳

6月4日 一般男子三段跳

6月4日
一般男子

110mH(1.067m)�
風：+1.2

6月4日
中学男子
4X100mR

6月4日
小学生男子
4X100mR

6月4日
一般男子やり投

(800g)

6月4日
高校男子
4X100mR

第14回田島直人記念陸上競技大会　兼　小学生中学生高校生育成強化陸上競技会

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月4日
一般男子100m�

風：+1.2

6月4日
男子100mＢ決勝�

風：+2.2

7位 8位



会場 維新百年記念公園陸上競技場 後援　公益財団法人日本陸上競技連盟　山口県　山口県教育委員会　公益財団法人山口県体育協会　京都大学陸上競技部蒼穹会　岩国市 ト ラ ッ ク 審 判 長 石原　宏昭
　　　　岩国市教育委員会　山口市　山口市教育委員会　スポーツ報知西部本社　山口県実業団陸上競技連盟　中国四国学生陸上競技連盟山口支部 跳 躍 審 判 長 川本　徹也

日時 平成29年　6月 4日（日） 　　　　山口県高等学校体育連盟　山口県中学校体育連盟　山口県小学生陸上競技協議会 投 て き 審 判 長 中島　向洋
招 集 所 審 判 長 西本　　健

主催 一般財団法人山口陸上競技協会　　読売新聞社　　KRY山口放送 助成　田島直人記念陸上競技大会賛助会 記 録 主 任 伊藤　健二
日付 種目

第14回田島直人記念陸上競技大会　兼　小学生中学生高校生育成強化陸上競技会

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

君嶋　愛梨沙(4) 11.87 重永　乃理子(4) 11.93 島田　沙絵 11.97 松永　莉奈 11.99 エドバー　イヨバ(2) 12.03 原　菜月(3) 12.04 福田　真衣(1) 12.10 松永　明莉(4) 12.11

日体大 福岡大 JMS 北九州RIC 日大 福岡大 日体大 九共大

鎌田　咲季(2) 13.83 高橋　美理(3) 14.14 青木　光穂(1) 14.72

福岡大 福岡大 福岡大

海老原　有希 58m97 宮下　梨沙 56m92 助永　仁美 53m83 加藤　瑞生(M2) 49m84 金本　実華(1) 47m49 岩本　千穂(1) 45m42 中野　水貴(1) 36m66

スズキ浜松AC 大体大TC オークワ 京教大 徳山大 福岡大 京都大学

ふくっ子陸上A 59.08 小郡陸上A 59.38 豊浦陸上 59.98 奇兵隊 1:00.12 光スポ少A 1:00.72 光スポ少C 1:00.86 山口陸スポ 1:01.26 ゆう陸スポ 1:01.94

山本　千夏(6) 塩見　林果(6) 小林　玲奈(6) 永谷　優美紗(6) 吉規　佳穂(6) 温品　　晴(4) 中野　　瞳(6) 湯尻　心花(5)

川満　有紗(6) 和田　桜月(6) 熊谷　美優(5) 先村　若奈(6) 上野　真歩(6) 内藤　央瑠(5) 佐々木　璃子(6) 岡村　咲来(6)

田代　月碧(6) 渡邊　菜々実(6) 岡村　緑子(6) 村田　里菜(6) 徳田　早希(6) 中村　清楓(5) 西衣　野々香(5) 松前　実咲(6)

町田　　楓(6) 三井　綾乃(6) 萩野　凪咲(6) 鶴田　こゆき(5) 唐谷　里緒(6) 藤田　桜子(5) 田邉　　優(6) 向田　帆花(5)

川中中 51.32 岐陽中 51.95 周陽中A 52.92 小野田中 53.32 田布施中 53.65 勝山中B 54.07 勝山中A 54.17

磯部　文美(3) 福重　百絵(3) 小野　綾巳(3) 木本　杏樹(3) 相本　紫苑(2) 本田　千咲里(2) 木原　弥優(3)

横田　　蒼(3) 上野　茅紗(3) 赤塚　愛菜(3) 水野　愛美(3) 福光　由佳(3) 工藤　琉楠(2) 中田　穂紀(3)

市原　怜華(2) 原田　千鈴(2) 山本　冴弥(3) 古屋　璃子(3) 矢頭　愛菜(2) 工藤　琉楓(2) 田川　靖子(3)

高橋　さくら(3) 青木　優奈(2) 山本　寧々(3) 寺山　音葉(3) 水田　ほのか(2) 本田　真未(2) 早川　綾乃(3)

西京高 49.17 田部高 50.73 高水高 50.84 宇部鴻城高 52.11

藤田　奈美(1) 國知　芳実(2) 福田　茉由(3) 陸　かれん(3)

岩本　麻衣(3) 弘下　由梨(2) ﾌｪｱﾘｰ　ﾏﾘﾔ(2) 藤津　知世(3)

山本　萌々莉(3) 飯尾　梨乃(3) 鶴澤　きら(2) 杉山　友惟(3)

大玉　華鈴(3) 山田　菜穂(3) 大藤　優依(3) 金村　春菜(3)

凡例 GR:大会記録 *TK:着差あり

6月4日
一般女子100m�

風：+1.1

6月4日
一般女子

100mH(0.838m)�
風：+2.7

6月4日
中学女子
4X100mR

6月4日
高校女子
4X100mR

6月4日
一般女子やり投

(600g)

6月4日
小学生女子
4X100mR



一般女子走幅跳
審 判 長：川本　徹也
記録主任：伊藤　健二

6月4日 13:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回�
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8�
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽﾐ　ｻﾁｺ 5m99 × × 5m99
2 131 桝見　咲智子 九電工 +2.7 +2.7

ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ 5m12 × 4m98 5m12
1 216 弘下　由梨(2) 田部高 +1.3 -0.5 +1.3
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