
ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　　勇

跳 躍 審 判 長 中村　　勇

投 て き 審 判 長 中村　　勇

混 成 審 判 長 中村　　勇

記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

吉田　亮介(3) 11.2 下瀬　美隆(3) 11.2 富本　愛樹(3) 11.5 松橋　麗(3) 11.5 福田　将希(3) 11.6 福永　息吹(3) 11.7 藤永　涼太郎(2) 11.7 天雨　祐翔(2) 11.8
下関中等 早鞆 豊浦 田部 田部 下関工科 豊浦 早鞆
内野々　諒(3) 22.9 開道　一晴(3) 23.0 木村　拓志(3) 23.1 山田　彩翔(1) 23.4 福岡　諒祐(3) 23.6 百留　秀明(2) 23.6 谷野　優作(3) 23.7 小園　峻矢(2) 23.7
豊浦 豊浦 下関中等 豊浦 下関西 下関商 下関商 下関北
黒川　和樹(3) 50.5 開道　一晴(3) 51.0 内野々　諒(3) 51.7 山田　彩翔(1) 52.3 木村　拓志(3) 52.5 三浦　真人(3) 57.4 早川　周吾(2) 1:27.6
田部 豊浦 豊浦 豊浦 下関中等 田部 下関西
吉中　祐太(1) 2:01.1 平本　光紀(1) 2:02.9 竹内　健太(3) 2:03.1 鶴巻　聖大(3) 2:03.8 重冨　涼風(3) 2:04.1 浦田　葵(2) 2:05.0 田辺　凌雅(2) 2:07.8 松原　直希(3) 2:08.5
豊浦 下関中等 下関西 豊浦 下関中等 下関商 豊浦 長府
吉中　祐太(1) 4:12.3 鶴巻　聖大(3) 4:16.8 清家　湧(3) 4:19.1 松原　直希(3) 4:23.1 重冨　涼風(3) 4:25.8 浦田　葵(2) 4:28.9 大谷　真輝(2) 4:30.8 濵畑　隆太(3) 4:40.5
豊浦 豊浦 下関西 長府 下関中等 下関商 下関商 下関南
正田　盛起(3) 15:38.7 日田内　俊德(2) 16:01.2 大浦　篤人(2) 16:36.4 東　蓮(2) 17:45.5 檜室　亮太(2) 17:57.1 中原　悠記(1) 20:33.7
豊浦 豊浦 下関西 下関中等 下関工科 下関中等
黒川　和樹(3) 14.4 若松　天晴(3) 16.5 坂下　航大(2) 17.2 真崎　陽向(2) 17.9 田村　雄大(1) 18.5
田部 下関西 早鞆 豊浦 田部
黒川　和樹(3) 56.1 若松　天晴(3) 1:00.2 増田　陸人(2) 1:02.3 草野　隆真(3) 1:02.5 大田　康平(3) 1:03.0 田村　優輝(2) 1:03.9 福岡　諒祐(3) 1:04.3 坂下　航大(2) 1:05.1
田部 下関西 下関西 豊浦 長府 下関南 下関西 早鞆
野上　千尋(3) 9:44.5 国増　武志(2) 10:27.5 羽仁　帝誠(2) 11:01.1 末永　悠隼(2) 11:19.7 阿比留　多日良(3) 11:20.7 藤井　涼太朗(1) 11:28.2 藤本　拓輝(1) 12:34.3 中原　悠記(1) 12:57.5
豊浦 豊浦 下関西 豊浦 下関西 下関中等 下関中等 下関中等
竹本　慎太郎(3) 22:58.1 金子　拓紀(3) 27:29.1 東　蓮(2) 29:16.2
下関西 長府 下関中等
豊浦 44.0 田部 44.2 下関西 46.0 下関中等 46.6 下関工科 46.8 早鞆 47.0 下関南 48.9 長府 49.1
藤永　涼太郎(2) 角野　恭涼(3) 下田　凌大(3) 中村　春陽(2) 鈴木　真弥(2) 天雨　祐翔(2) 田村　優輝(2) 原田　望夢(2)
富本　愛樹(3) 黒川　和樹(3) 福岡　諒祐(3) 吉田　亮介(3) 中村　雄大(3) 角谷　拓夢(2) 吉野　透真(3) 大田　康平(3)
開道　一晴(3) 福田　将希(3) 下田　悠貴(3) 木村　拓志(3) 玉井　悠太郎(2) 高田　歩弥(3) 杉原　久斗(3) 金子　拓紀(3)
内野々　諒(3) 松橋　麗(3) 山本　宣太朗(2) 重冨　涼風(3) 福永　息吹(3) 下瀬　美隆(3) 伊東　史哉(3) 松原　直希(3)
豊浦 3:25.9 下関中等 3:29.7 田部 3:31.2 下関西 3:37.6 下関商 3:39.5 下関南 3:41.7 下関工科 3:47.3 早鞆 3:49.2
田辺　凌雅(2) 重冨　涼風(3) 角野　恭涼(3) 藤永　祐利(2) 古川　達也(2) 田村　優輝(2) 福永　息吹(3) 下瀬　美隆(3)
開道　一晴(3) 木村　拓志(3) 福田　将希(3) 清家　湧(3) 谷野　優作(3) 秋枝　尚樹(3) 早川　太陽(2) 天雨　祐翔(2)
山田　彩翔(1) 平本　光紀(1) 三浦　真人(3) 若松　天晴(3) 浦田　葵(2) 藤山　知樹(2) 中村　雄大(3) 坂下　航大(2)
内野々　諒(3) 吉田　亮介(3) 黒川　和樹(3) 福岡　諒祐(3) 大谷　真輝(2) 吉野　透真(3) 玉井　悠太郎(2) 今村　秋彦(3)
古城　一馬(1) 1m40
早鞆
吉田　亮介(3) 6m54(+0.7) 谷野　優作(3) 6m41(+0.8) 菅野　翔太(1) 6m29(+2.3) 藤永　涼太郎(2) 6m21(+1.0) 茨木　祥冶(3) 6m15(+1.7) 天雨　祐翔(2) 5m95(+1.7) 早川　太陽(2) 5m92(+1.1) 佐々木　啓太(2) 5m76(+1.2)
下関中等 下関商 田部 公認6m09(-0.7) 豊浦 下関工科 早鞆 下関工科 下関工科
富本　愛樹(3) 13m43(+0.3) 鈴木　真弥(2) 13m00(-0.1) 菅野　翔太(1) 12m90(+0.5) 早川　太陽(2) 12m27(-0.1) 岡野　泰樹(3) 12m24(+0.1)
豊浦 下関工科 田部 下関工科 下関工科
長岡　雅飛(2) 13m89 居原　照高(2) 11m02 金谷 力丸(1) 10m83 下田　悠貴(3) 9m52 福永　修平(3) 9m31 樫山　聖矢(3) 9m23 峯　卓郎(3) 8m77 土田　慎二(2) 8m60
早鞆 田部 下関工科 下関西 田部 下関工科 田部 下関西
長岡　雅飛(2) 40m44 高田　歩弥(3) 30m12 伊東　史哉(3) 28m95 下田　凌大(3) 28m72 橋本　篤徳(3) 27m09 居原　照高(2) 27m07 樫山　聖矢(3) 25m55 福永　修平(3) 25m49
早鞆 早鞆 下関南 下関西 下関西 田部 下関工科 田部
峯　卓郎(3) 46m35 居原　照高(2) 40m48 福永　修平(3) 39m30 中野　碧人(2) 28m42 縄田　拓未(3) 26m44 橋本　翼(2) 24m24
田部 田部 田部 早鞆 早鞆 下関工科
下田　悠貴(3) 46m87 百留　秀明(2) 44m23 串崎　厚輝(2) 43m04 原田　望夢(2) 41m87 槌野　崚介(2) 40m81 小田　康平(2) 39m83 西田　忠賢(3) 38m14 福田　圭佑(3) 37m04
下関西 下関商 早鞆 長府 下関工科 下関工科 早鞆 早鞆
大田　康平(1) 54.5 中津　蓮(2) 55.3 井上　京治 55.5 藤永　祐利(2) 56.2 増田　陸人(2) 56.5 杉原　久斗(3) 58.0 福永　息吹(3) 58.9
長府 下関北 田部 下関西 下関西 下関南 下関工科

下関　男子総合の部 豊浦 150点 田部 103点 下関西 98点 下関中等 73点 早鞆 71点 下関工科 57点 下関商 31点 長府 23点
下関　男子トラック 豊浦 137点 下関西 75点 下関中等 65点 田部 53点 早鞆 19点 長府 18点 下関商 17点 下関工科 13点

下関　男子フィールド 早鞆 52点 田部 50点 下関工科 44点 下関西 23点 下関商 14点 豊浦 13点 下関中等 8点 下関南 6点
凡例  AR:宇部支部記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TL:着差なし

対抗得点

平成３１年度下関支部春季陸上競技大会 【19351705】
宇部市陸上競技場 【354080】
2019/04/20 ～ 2019/04/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

4月21日

8位

4月20日
 男子100m
風：-0.5

4月21日
 男子200m
風：-0.6

4月20日  男子400m

 男子800m

4月20日  男子1500m

4月21日  男子5000m

4月20日
 男子110mH(1.067m)

風：+0.2

4月21日  男子400mH(0.914m)

4月20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4X400mR

4月20日  男子走高跳

4月21日  男子走幅跳

4月20日  男子三段跳

4月20日  男子砲丸投(6.000kg)

4月20日 順位決定男子400m

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)



ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　　勇

跳 躍 審 判 長 中村　　勇

投 て き 審 判 長 中村　　勇

混 成 審 判 長 中村　　勇

記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

伊賀　彩佳(3) 13.3 酒井　優梨(3) 13.4 荒川　史帆(3) 13.5 市原　怜華(1) 13.6 梶本　玲奈(2) 13.7 鳥野　優(2) 13.8 福永　真己(3) 13.8 中田　穂紀(2) 13.9
田部 下関南 豊浦 下関西 田部 豊浦 田部 下関西
藤井　美海(3) 28.0 福永　真己(3) 28.0 市原　怜華(1) 28.1 荒川　史帆(3) 28.1 磯部　文美(2) 28.2 平沼　桜花(3) 28.3 梶本　玲奈(2) 28.5 杉山　杏実(2) 29.3
豊浦 田部 下関西 豊浦 下関南 豊浦 田部 田部
福川　江里奈(2) 1:03.5 藤井　美海(3) 1:03.8 平沼　桜花(3) 1:06.6 酒井　優梨(3) 1:08.2 萱野　真子(2) 1:08.6 杉山　杏実(2) 1:09.8 西田　智美(2) 1:10.1 下田　佳奈(1) 1:10.9
豊浦 豊浦 豊浦 下関南 下関西 田部 下関南 下関商
福川　江里奈(2) 2:26.1 井上　萌々奈(1) 2:36.7 城山　紗葉(1) 2:37.6 長尾　和映(3) 2:37.8 長広　天(1) 2:39.6 平山　あい(2) 2:40.5 西田　智美(2) 2:44.1 増田　夢月(1) 2:45.5
豊浦 豊浦 下関南 下関商 豊浦 下関中等 下関南 長府
井上　萌々奈(1) 5:20.0 平山　あい(2) 5:20.6 長広　天(1) 5:25.1 河野　倖子(2) 5:34.4 活田　瞳(1) 5:38.2 松崎　咲生(2) 5:39.7 内岡　萌(2) 5:48.9 河内　あい(2) 5:51.7
豊浦 下関中等 豊浦 下関北 下関北 下関工科 下関中等 下関中等
活田　瞳(1) 12:10.6 平山　あい(2) 12:14.6 松崎　咲生(2) 12:15.0 内岡　萌(2) 12:30.1 梅月　陽菜子(3) 12:33.0 河内　あい(2) 13:11.0
下関北 下関中等 下関工科 下関中等 下関南 下関中等
塩川　裕子(2) 16.1 瀧本　朱音(3) 16.5 中田　穂紀(2) 16.5 植田　こるり(2) 18.2 松岡　楓(3) 18.8 玉里　香奈(2) 19.7 古藤　萌愛(1) 20.3
下関中等 豊浦 下関西 下関工科 下関西 長府 豊浦
塩川　裕子(2) 1:07.3 大同　麻代(3) 1:14.6 松岡　楓(3) 1:15.9 萱野　真子(2) 1:17.3 玉里　香奈(2) 1:18.9 尾ノ上　ひかる(1) 1:22.4
下関中等 豊浦 下関西 下関西 長府 下関中等
豊浦 52.8 田部 53.0 下関南 53.8 早鞆 56.8 長府 56.8 下関西 57.2
荒川　史帆(3) 梶本　玲奈(2) 早川　綾乃(2) 佐々木　愛歩(2) 岡野　綾(3) 勝岡　奈々(3)
瀧本　朱音(3) 伊賀　彩佳(3) 酒井　優梨(3) 藤井　優樹(1) 光岡　亜美(3) 松岡　楓(3)
竹岡　知愛(3) 福永　真己(3) 西田　智美(2) 峰岡　萌華(1) 玉里　香奈(2) 萱野　真子(2)
藤井　美海(3) 松井　麻耶(3) 磯部　文美(2) 上寺　結(3) 上田　美優(2) 中田　穂紀(2)
豊浦 4:20.2 田部 4:32.4 下関南 4:34.1 下関西 4:40.3 下関中等 4:44.9 長府 4:51.3
平沼　桜花(3) 中野　美咲(1) 西田　智美(2) 中田　穂紀(2) 尾ノ上　ひかる(1) 光岡　亜美(3)
藤井　美海(3) 松井　麻耶(3) 早川　綾乃(2) 萱野　真子(2) 塩川　裕子(2) 岡野　綾(3)
大同　麻代(3) 福永　真己(3) 磯部　文美(2) 勝岡　奈々(3) 内岡　萌(2) 上田　美優(2)
福川　江里奈(2) 杉山　杏実(2) 城山　紗葉(1) 松岡　楓(3) 平山　あい(2) 玉里　香奈(2)
峰岡　萌華(1) 1m40 早川　綾乃(2) 1m25 菊池　亜紗美(3) 1m25 山下　菜緒(3) 1m25
早鞆 下関南 早鞆 下関南
伊賀　彩佳(3) 5m04(+1.4) 竹岡　知愛(3) 4m98(+1.4) 安達　未来(3) 4m29(+0.1)
田部 豊浦 下関南
竹岡　知愛(3) 9m90(-0.2)
豊浦
松井　麻耶(3) 10m02 野上　由惟(2) 8m73 勝岡　奈々(3) 8m62 利川　紗椰(2) 7m92 柴田　羅弥(2) 7m54 植田　真鈴(1) 6m63 上田　美優(2) 5m76
田部 田部 下関西 下関商 下関商 豊浦 長府
上寺　結(3) 32m98 勝岡　奈々(3) 31m54 松井　麻耶(3) 25m64 光岡　亜美(3) 24m34 柴田　羅弥(2) 24m04 平本　梨央南(3) 23m08 西田　智美(2) 23m03 岡野　綾(3) 23m02
早鞆 下関西 田部 長府 下関商 下関中等 下関南 長府
福嶋　さくら(3) 36m71 野上　由惟(2) 35m40 平本　梨央南(3) 32m61 村田　葵(2) 29m63
下関中等 田部 下関中等 下関中等
松井　麻耶(3) 42m42 上寺　結(3) 38m40 佐々木　愛歩(2) 34m55 上田　美優(2) 30m28 福嶋　さくら(3) 27m22 利川　紗椰(2) 26m94 森中　理紗(2) 16m32 村田　葵(2) 15m42
田部 早鞆 早鞆 長府 下関中等 下関商 下関中等 下関中等

下関　女子総合の部 豊浦 129点 田部 85点 下関中等 80点 下関南 62点 下関西 58点 早鞆 40点 長府 28点 下関商 22点
下関　女子トラック 豊浦 111点 下関中等 51点 下関西 45点 下関南 42点 田部 41点 下関北 17点 長府 15点 下関工科 14点

下関　女子フィールド 田部 44点 早鞆 35点 下関中等 29点 下関南 20点 豊浦 18点 下関商 16点 下関西 13点 長府 13点
凡例  AR:宇部支部記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TL:着差なし

7位

4月20日
 女子100m
風：-0.7

8位

平成３１年度下関支部春季陸上競技大会 【19351705】
宇部市陸上競技場 【354080】
2019/04/20 ～ 2019/04/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位

4月21日
 女子200m
風：+0.9

4月20日  女子400m

4月21日  女子800m

4月20日  女子1500m

4月21日  女子3000m

4月20日
 女子100mH(0.840m)

風：-0.1

4月21日  女子400mH(0.762m)

4月20日  女子4X100mR

4月21日  女子4X400mR

4月20日  女子走高跳

4月21日  女子走幅跳

4月20日  女子三段跳

4月20日  女子やり投(600g)

対抗得点

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)


