
小学男子 100ｍ 3 11：19

山口県記録（YR） 宮本　大輔 徳山ｺﾈｯﾄ 2011

タイム決勝６年　１００m 大会記録（GR) 中村　真生 周陽体振陸 2018

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾅｶｵ　ｼｭﾝﾔ ｷﾑﾗ  ﾋﾅﾀ

1 64 中尾　瞬也 光スポ少 (4) 14”60 # 1 85 木村　陽太 徳山コネット (5) 16”39 85

ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ

2 124 松村　恵人 奇兵隊 (6) 14”75 # 2 591 彌益　孝介 奇兵隊 (4) 15”72 591

ﾆｼﾑﾗ  ﾕｳｷ ﾄﾖｼﾏ ｲﾌﾞｷ

3 180 西村　悠希 徳山コネット # 3 926 豊島　伊吹 富田西陸上 926

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｷﾞｻ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ

4 432 小林　　渚 光スポ少 (2) 14”47 # 4 122 小淵　大輝 奇兵隊 (1) 15”20 122

ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀﾈ ﾓﾄﾑﾗ　ｼｮｳﾀ

5 246 宮本　佳胤 奇兵隊 (1) 14”25 # 5 342 本村　咲太 周南JAC (2) 15”31 342

ﾇﾏﾉ　ﾕｳﾀ ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓﾀｶ

6 758 沼野　勇太 周陽体振 (3) 14”56 # 6 182 清水　智崇 徳山コネット (3) 15”42 182

ｸﾎﾞｲ　ｷｮｳｽｹ ｳﾒﾓﾄ　ｿﾗ

7 606 窪井　叶亮 光スポ少 (5) 14”65 # 7 73 梅本　青空 光スポ少 73

ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ

8 205 三谷　直也 周陽体振 (7) 14”77 # 8

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀﾈ

1 1 246 宮本　佳胤 奇兵隊 1 14”25 246

ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｷﾞｻ

2 437 原田康太郎 光スポ少 (6) 18”00 # 2 432 小林　　渚 光スポ少 1 14”47 432

ﾓﾄﾑﾗ　ｹｲﾀ ﾇﾏﾉ　ﾕｳﾀ

3 88 本村　啓太 周南JAC (2) 16”70 # 3 758 沼野　勇太 周陽体振陸 1 14”56 758

ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ ﾅｶｵ　ｼｭﾝﾔ

4 566 坪根　　悠 光スポ少 (4) 16”96 # 4 64 中尾　瞬也 光スポ少 1 14”60 64

ﾏﾂﾉ　ｹｲﾀ ｸﾎﾞｲ　ｷｮｳｽｹ

5 656 松野　啓大 徳山コネット (1) 16”28 # 5 606 窪井　叶亮 光スポ少 1 14”65 606

ｲﾁｶﾜ　ﾕｳﾄ ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ

6 66 市川　悠翔 光スポ少 (3) 16”95 # 6 124 松村　恵人 奇兵隊 1 14”75 124

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳﾄ ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ

7 434 山口　悠翔 光スポ少 (5) 17”37 # 7 205 三谷　直也 周陽体振陸 1 14”77 205

ｳｴ　ﾘｸﾄ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ

8 67 上　　陸登 光スポ少 (7) 19”64 # 8 122 小淵　大輝 奇兵隊 1 15”20 122

タイム決勝５年　１００m 2 11：19

大会記録（GR) 宮本　佳胤 奇兵隊 2018

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 1
ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ ｲｼﾐﾂ  ﾋﾛﾕｷ

2 384 古川　心大 奇兵隊 (6) 16”74 # 2 191 石光　浩之 徳山コネット (5) 18”06 191

ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ ｸﾜｼﾞﾏ　ﾖｼｷ

3 188 末永　悠貴 徳山コネット (3) 16”20 # 3 128 桑嶋　慶輝 奇兵隊 128

ｼｲｷﾞ　ﾔﾏﾄ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

4 593 椎木　大翔 奇兵隊 # 4 563 原田　瑞生 徳山コネット (2) 16”33 563

ﾐｳﾗ　ｺｳ ﾊﾝｻﾞﾜ　ﾕｳｷ

5 76 三浦　瑚右 光スポ少 (2) 15”86 # 5 609 繁澤  優希 下松東陽 (3) 17”30 609

ｶﾜﾓﾄ　ｺｳﾀ ｶｲﾀ　ｶﾅﾑ

6 58 川本　康太 奇兵隊 (1) 14”76 大会新 # 6 75 海田　奏夢 光スポ少 (4) 17”46 75

ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾔﾄ ｸﾆﾅｶﾞ　ｲｸﾔ

7 77 中村　颯人 光スポ少 (4) 16”56 # 7 387 國永　育哉 奇兵隊 (1) 16”10 387

ﾓﾘｼｹ　ﾞﾊﾔﾄ ｸﾘﾓﾄ　ﾀｹｼ

8 207 森重　迅翔 周陽体振 (5) 16”59 # 8 439 栗本　　武 光スポ少 (6) 18”59 439

12″00

14″19

14″93

5



３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ｶﾜﾓﾄ　ｺｳﾀ

1 1 58 川本　康太 奇兵隊 14”76 大会新 58

ｶﾜﾑﾗ　ｱｷﾗ ﾐｳﾗ　ｺｳ

2 438 河村　　昴 光スポ少 (6) 19”30 # 2 76 三浦　瑚右 光スポ少 15”86 76

ｲﾄｳ　ﾘｭｳｺﾞ ｸﾆﾅｶﾞ　ｲｸﾔ

3 7001 伊藤　隆悟 奇兵隊 (5) 18”84 # 3 387 國永　育哉 奇兵隊 16”10 387

ﾛｸﾛｳﾏﾝ  ｾﾅ ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ

4 748 六郎万　星成 徳山コネット (1) 17”59 # 4 188 末永　悠貴 徳山コネット 16”20 188

ｳﾁﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

5 574 内田　　陵 光スポ少 (4) 18”39 # 5 563 原田　瑞生 徳山コネット 16”33 563

ｸﾊﾗ　ﾚｲﾔ ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾔﾄ

6 61 久原　零矢 久米陸上 (2) 17”71 # 6 77 中村　颯人 光スポ少 16”56 77

ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾄ ﾓﾘｼｹ　ﾞﾊﾔﾄ

7 637 山本　大翔 光スポ少 (3) 18”07 # 6 207 森重　迅翔 周陽体振陸 16”59 207

ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ

8 8 384 古川　心大 奇兵隊 16”74 384

タイム決勝４年　１００m 1 11：19

大会記録（GR) 椎木　大翔 奇兵隊 2018

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 1
ｺﾆｼ　ｴｲﾄ ﾌｸﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ

2 587 小西　瑛人 光スポ少 (5) 17”80 # 2 642 福原　龍生 光スポ少 (3) 18”21 642

ｲｹﾊﾀ  ﾙｷﾔ ﾐﾀﾗｲ  ﾖｳﾀ

3 292 池端　琉希也 徳山コネット (2) 16”51 # 3 694 御手洗　陽大 徳山コネット (1) 17”50 694

ｲｼｶﾜ　ﾊﾔﾃ ｷｮｳﾌﾞ　ｶﾅﾒ

4 253 石川　颯人 周陽体振 (1) 15”78 # 4 111 形部　要 下松東陽 (5) 18”98 111

ﾀﾅｶ　ｴｲﾄ ｶﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ

5 388 田中　瑛斗 奇兵隊 (3) 16”76 # 5 639 加藤　駿介 光スポ少 (2) 17”62 639

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞｼ

6 441 渡辺　真紘 光スポ少 (4) 17”72 # 6 293 松本　一志 徳山コネット (4) 18”38 293

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｲｼﾞｭ

7 69 山口　大樹 下松東陽 # 7

8 8

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ｲｼｶﾜ　ﾊﾔﾃ ｶﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ

1 253 石川　颯人 周陽体振陸 15”78 # 5 639 加藤　駿介 光スポ少 5 17”62
ｲｹﾊﾀ  ﾙｷﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾋﾛ

2 292 池端　琉希也 徳山コネット 16”51 # 6 441 渡辺　真紘 光スポ少 6 17”72
ﾀﾅｶ　ｴｲﾄ ｺﾆｼ　ｴｲﾄ

3 388 田中　瑛斗 奇兵隊 16”76 # 7 587 小西　瑛人 光スポ少 7 17”80
ﾐﾀﾗｲ  ﾖｳﾀ ﾌｸﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ

4 694 御手洗　陽大 徳山コネット 17”50 # 8 642 福原　龍生 光スポ少 8 18”21

15″19
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小学男子 1000ｍ 6 13：21

山口県記録（YR） 吉田　僚 ゆうｽﾎﾟ陸小 2016

タイム決勝６年　1000m 大会記録（GR) 下村　悠太 奇兵隊 2018

400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｶﾐﾘｮｳ  ｹｲﾀ ﾑﾗﾀ　ｹｲﾀ

1 181 上領　啓太 徳山コネット (8) 3'33”42 # 7 225 村田　蛍太 新南陽陸上 (5) 3'27”19 225

ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｲｷ ｽｴﾅｶ　ﾞﾘｭｳ

2 224 松田　侑樹 新南陽陸上 (7) 3'32”27 # 8 68 末永　琉海 光スポ少 (6) 3'29”98
ﾑﾗﾀ ﾊﾙ ｲﾜｻｷ　ﾁﾋﾛ

3 145 村田　陽 戸田陸上 (12) 3'48”45 # 9 211 岩﨑　地宏 ひらちゅうＲＣ (9) 3'36”68 211

ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ ﾄｸﾐﾂ　ﾀｲﾁ

4 204 木村　駿太 周陽体振 (2) 3'15”54 大会新 # 10 607 徳光　泰知 光スポ少 (4) 3'23”94 607

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ ｱｵｷ ﾕｳﾏ

5 144 松田　航輝 戸田陸上 (1) 3'14”55 大会新 # 11 146 青木　勇磨 戸田陸上 (10) 3'46”01 146

ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶﾚﾝ ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ

6 72 藤本　華蓮 光スポ少 # 12 567 末岡　悠汰 光スポ少 (11) 3'46”76 567

ｻﾉ　ｿｳﾀ

7 13 123 佐野　想太 奇兵隊 (3) 3'20”17

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ ﾑﾗﾀ　ｹｲﾀ

1 144 松田　航輝 戸田陸上 3'14”55 大会新 5 225 村田　蛍太 新南陽陸上 3'27”19
ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ ｽｴﾅｶ　ﾞﾘｭｳ

2 204 木村　駿太 周陽体振陸 3'15”54 大会新 6 68 末永　琉海 光スポ少 3'29”98
ｻﾉ　ｿｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｲｷ

3 123 佐野　想太 奇兵隊 3'20”17 7 224 松田　侑樹 新南陽陸上 3'32”27
ﾄｸﾐﾂ　ﾀｲﾁ ｶﾐﾘｮｳ  ｹｲﾀ

4 607 徳光　泰知 光スポ少 3'23”94 8 181 上領　啓太 徳山コネット 3'33”42

タイム決勝５年　1000m 13：21

大会記録(GR) 松田　航輝 戸田陸上 5 2018

400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｽｷﾞﾑﾗ　ﾕｳ ｽﾐﾀﾞ　ﾕｳﾄ

1 57 杉村　友悠 奇兵隊 (8) 3'52”62 # 8 79 角田　悠斗 光スポ少 (7) 3'49”61 79

ﾅｶﾊﾏ　ｼﾞｭﾝﾔ ﾊﾗﾀﾞ　ｿｳｽｹ

2 704 中濱　潤哉 新南陽陸上 (12) 4'24”10 # 9 668 原田　蒼介 下松東陽 (4) 3'39”70 668

ﾖｺﾀ　ｶｽﾞﾏ ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ

3 666 横田　和真 下松東陽 (11) 4'22”53 # 10 192 三浦　悠斗 徳山コネット (5) 3'44”78 192

ﾐｿﾉ　ﾅｵﾁｶ ｽﾐﾀﾞ　ﾏｻﾋﾛ

4 343 御園生　尚誓 周南JAC (6) 3'45”09 # 11 705 澄田　将大 新南陽陸上 (10) 4'09”86 705

ｻﾔﾏ　ｾｲ ﾌｼﾞﾔ　ｶﾝﾀ

5 103 佐山　青 新南陽陸上 (1) 3'32”63 # 12 381 藤谷　栞汰 奇兵隊 (9) 4'07”89 381

ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ ｳｼﾐ　ﾕｳﾏ

6 189 藤井　爽介 徳山コネット (3) 3'38”70 # 13 226 牛見　悠真 新南陽陸上 226

ｵｵｶﾒ　ｺｳｼﾛｳ

7 112 大亀　幸志朗 新南陽陸上 (2) 3'35”75

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ｻﾔﾏ　ｾｲ ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ

1 103 佐山　青 新南陽陸上 3'32”63 5 192 三浦　悠斗 徳山コネット 3'44”78
ｵｵｶﾒ　ｺｳｼﾛｳ ﾐｿﾉ　ﾅｵﾁｶ

2 112 大亀　幸志朗 新南陽陸上 3'35”75 6 343 御園生　尚誓 周南JAC 3'45”09
ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ ｽﾐﾀﾞ　ﾕｳﾄ

3 189 藤井　爽介 徳山コネット 3'38”70 7 79 角田　悠斗 光スポ少 3'49”61
ﾊﾗﾀﾞ　ｿｳｽｹ ｽｷﾞﾑﾗ　ﾕｳ

4 668 原田　蒼介 下松東陽 3'39”70 8 57 杉村　友悠 奇兵隊 3'52”62

3′25″13

2′55″38

3′15″80

7



タイム決勝４年　1000m 13：21

大会記録(GR) 末永　悠貴 徳山ｺﾈｯﾄ 4 2018

400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｲｷﾑﾗ  ﾕｳｾｲ ﾀﾏﾉ　ｶﾝﾀ

1 533 生村　優成 戸田陸上 (5) 3'53”51 # 8 320 玉野　寛汰 新南陽陸上 (11) 4'13”81 320

ｲｼｲ　ｶｲﾘ ﾊﾔｼ　ﾀｲｶﾞ

2 291 石井　海吏 徳山コネット (3) 3'45”65 # 9 534 林　泰我 ひらちゅうＲＣ (7) 4'00”36 534

ﾏｴﾀﾞ　ｿｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾄｳﾏ

3 257 前田　蒼護 久米陸上 (12) 4'16”77 # 10 440 山口　翔馬 光スポ少 (4) 3'47”88 440

ｵｵｲｹ　ｺｴｾｲ ﾔﾉ　ﾃﾙﾔ

4 699 大池　晃誠 周陽体振 (1) 3'37”25 大会新 # 11 242 矢野　皓也 周陽体振 (9) 4'06”70 242

ﾌﾁｶﾞﾐ　ﾋﾛﾄ ｶﾜﾉ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

5 331 渕上　尋斗 新南陽陸上 (8) 4'05”17 # 12 532 河野　純平 戸田陸上 (10) 4'11”20 532

ﾌｼﾞｶﾜ　ｺｳﾀ ﾖﾈﾓﾄ　ﾘｸﾄ

6 196 藤川　昂大 徳山コネット (2) 3'44”50 # 13 753 米本　陸斗 新南陽陸上 (13) 4'32”69 753

ｳﾒﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ

7 575 梅本　大馳 光スポ少 (6) 3'55”19 #

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ｵｵｲｹ　ｺｴｾｲ ｲｷﾑﾗ  ﾕｳｾｲ

1 699 大池　晃誠 周陽体振陸 3'37”25 大会新 5 533 生村　優成 戸田陸上 3'53”51
ﾌｼﾞｶﾜ　ｺｳﾀ ｳﾒﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ

2 196 藤川　昂大 徳山コネット 3'44”50 6 575 梅本　大馳 光スポ少 3'55”19
ｲｼｲ　ｶｲﾘ ﾊﾔｼ　ﾀｲｶﾞ

3 291 石井　海吏 徳山コネット 3'45”65 7 534 林　泰我 ひらちゅうＲＣ 4'00”36
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾄｳﾏ ﾌﾁｶﾞﾐ　ﾋﾛﾄ

4 440 山口　翔馬 光スポ少 3'47”88 8 331 渕上　尋斗 新南陽陸上 4'05”17

3′38″30

8



小学女子 100ｍ 9：25

43

山口県記録（YR） 先村　若奈 平成維新奇兵隊 2017 43.5

タイム決勝６年　１００m 大会記録（GR) 中村　清楓 光ｽﾎﾟ少 2018

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 1
ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ ｲｹﾊﾀ  ｱﾕ

2 147 田中　彩葉 奇兵隊 (6) 15”14 # 2 245 池端　愛結 徳山コネット (6) 16”50 245

ﾀﾁｶﾜ　ﾘﾅ ｲｿｻﾞｷ　ﾋｶﾘ

3 200 立川　優菜 周陽体振 (3) 14”40 大会新 # 3 189 磯﨑　ひかり 周南JAC (5) 16”42 189

ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙ ｸｽﾉｷ　ｼﾞｭﾉ

4 93 温品　　晴 光スポ少 (1) 14”07 大会新 # 4 95 楠　　樹乃 光スポ少 (1) 15”60 95

ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ﾓﾘｼﾀ　ﾕｲ

5 146 岩本　紗季 奇兵隊 (4) 14”54 # 5 192 森下　結衣 周南JAC (2) 16”06 192

ｺﾔﾏ　ﾕｲ ｷﾀｶﾞﾜ  ｺﾊﾙ

6 199 小山　ゆい 周陽体振 (5) 15”11 # 6 182 北川　小陽 徳山コネット (3) 16”38 182

ﾌｼﾞｲ　ｻﾕ ﾎｳｻｺ　ﾓﾓｶ

7 971 藤井　紗夢 富田西陸上 (2) 14”35 大会新 # 7 94 宝迫　百果 光スポ少 (4) 16”42 着差有 94

8 8

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙ ｺﾔﾏ　ﾕｲ

1 93 温品　　晴 光スポ少 14”07 大会新 # 5 199 小山　ゆい 周陽体振 15”11
ﾌｼﾞｲ　ｻﾕ ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ

2 971 藤井　紗夢 富田西陸上 14”35 大会新 # 6 147 田中　彩葉 奇兵隊 15”14
ﾀﾁｶﾜ　ﾘﾅ ｸｽﾉｷ　ｼﾞｭﾉ

3 200 立川　優菜 周陽体振 14”40 大会新 # 7 95 楠　　樹乃 光スポ少 15”60
ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ﾓﾘｼﾀ　ﾕｲ

4 146 岩本　紗季 奇兵隊 14”54 # 8 192 森下　結衣 周南JAC 16”06

9：25

タイム決勝５年　１００m 大会記録（GR) 岩本　紗季 奇兵隊 2018 42

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾔｽｴ　ﾕﾘ ﾐﾖｼ　ﾘｺ

1 137 安江　友里 下松東陽 (6) 16”16 # 1 150 三吉　莉子 下松東陽 150

ｼﾝｼﾞｮｳ   ｱｶﾈ ｲｿﾍﾞ　ｶﾎ

2 456 新庄　茜 戸田陸上 (3) 15”60 # 2 392 磯邉　香帆 光スポ少 (3) 16”36 392

ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ ｲﾏﾓﾄ　ｻｷ

3 155 髙橋　あやめ 久米陸上 (4) 15”67 # 3 98 今本　沙希 光スポ少 (4) 16”39 98

ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ　ﾛｰｻﾉﾜ

4 201 藤井　咲花 周陽体振 (2) 15”57 # 4 970 ストレットフィールド　ローサ乃和 富田西陸上 (6) 17”04 970

ｵｵﾓﾘ　ﾌｳﾅ ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ　ﾘﾘｱﾝﾘﾉ

5 154 大森　楓菜 久米陸上 # 5 969 ストレットフィールド　リリアン利乃 富田西陸上 (5) 16”89 969

ﾀｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾐ ﾌｼﾞｲ　ﾎﾉ

6 254 瀧口　愛望 徳山コネット (7) 16”17 # 6 383 藤井　穂乃 光スポ少 (2) 16”19 383

ﾊﾗﾉ  ﾋﾅ ｲﾉｳｴ　ﾏﾕ

7 162 原野　妃菜 戸田陸上 (5) 15”82 # 7 136 井上　真優 下松東陽 (1) 16”17 136

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝ ﾀｹﾀﾞ　ﾕｷ

8 967 渡辺　凜 富田西陸上 15”38 # 8 380 武田　優希 光スポ少 (7) 17”49 380

13″02

14″52

14″52

9



３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ｷﾖｶﾜ　ｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝ

1 966 清川　咲希 富田西陸上 # 1 967 渡辺　凜 富田西陸上 15”38 967

ﾔﾏﾓﾄ　ｻｷﾉ ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ

2 375 山本　紗葵乃 奇兵隊 ### 17”79 # 2 201 藤井　咲花 周陽体振 15”57 201

ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ ｼﾝｼﾞｮｳ   ｱｶﾈ

3 36 松本　紗奈 久米陸上 ### 16”90 # 3 456 新庄　茜 戸田陸上 15”60 456

ﾌﾙｶﾜ　ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ

4 600 古川　彩加 光スポ少 ### 17”83 # 4 155 髙橋　あやめ 久米陸上 15”67 155

ｿﾃﾞﾀﾆ　ﾏﾘﾝ ﾊﾗﾉ  ﾋﾅ

5 506 袖澗　真凛 下松東陽 ### 18”12 # 5 162 原野　妃菜 戸田陸上 15”82 162

ﾆｼﾑﾗ　ﾕｶ ﾔｽｴ　ﾕﾘ

6 968 西村　優香 富田西陸上 # 6 137 安江　友里 下松東陽 16”16 137

ﾓﾘ　ﾅｽﾞﾅ ﾀｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾐ

7 651 森　奈月菜 光スポ少 ### 17”48 # 7 254 瀧口　愛望 徳山コネット 16”17 254

ｽﾐﾀﾆ　ﾕｳﾅ ｲﾉｳｴ　ﾏﾕ

8 458 住谷　優奈 ひらちゅうＲＣ 17”60 # 8 136 井上　真優 下松東陽 16”17 136

380

#REF! 9：25
タイム決勝４年　１００m 大会記録（GR) 渡辺　凜 富田西陸上 2018 41

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 1
ｲﾜﾓﾄ　ｱﾔﾊ ﾄﾞｲ　ｻｷﾎ

2 633 岩元　彩葉 久米陸上 (5) 17”83 # 2 393 土井　咲穂 光スポ少 (6) 20”13
ｲﾓﾄ　ﾘﾅ ﾌｼﾞｲ  ﾅﾅﾐ

3 495 井本理央奈 光スポ少 (2) 16”90 # 3 268 藤井　七海 徳山コネット (4) 18”29 393

ｷﾀｶﾞﾜ   ﾋﾖﾘ ｵｷﾊﾗ　ﾕｲ

4 262 北川　ひより 徳山コネット (1) 16”01 大会新 # 4 494 沖原　由唯 光スポ少 (5) 18”69 268

ﾐｳﾗ　ｶﾉ ﾓﾘﾜｷ　ﾐｵ

5 367 三浦　歌乃 光スポ少 (3) 17”38 # 5 32 森脇　美緒 奇兵隊 (1) 16”60 494

ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｺｱ ｽｴﾊﾗ　ﾓﾓｴ

6 657 河口　心愛 奇兵隊 (4) 17”68 # 6 496 末原　百恵 光スポ少 (3) 17”46 32

ｶｾﾍﾞ　ｺﾊﾙ ｶｶﾞ　ﾋｶﾘ

7 493 加瀬部心春 光スポ少 (6) 18”01 # 7 490 嘉賀　光俐 光スポ少 (2) 17”08 496

8 8 490

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録

1 262 北川　ひより ｷﾀｶﾞﾜ   ﾋﾖﾘ 16”01 大会新 5 367 三浦　歌乃 ﾐｳﾗ　ｶﾉ 17”38

2 32 森脇　美緒 ﾓﾘﾜｷ　ﾐｵ 16”60 6 496 末原　百恵 ｽｴﾊﾗ　ﾓﾓｴ 17”46

3 495 井本理央奈 ｲﾓﾄ　ﾘﾅ 16”90 7 657 河口　心愛 ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｺｱ 17”68

4 490 嘉賀　光俐 ｶｶﾞ　ﾋｶﾘ 17”08 8 633 岩元　彩葉 ｲﾜﾓﾄ　ｱﾔﾊ 17”83

16″11

10



小学女子 800ｍ 14：06 46

山口県記録（YR） 来島　郁泉 豊浦陸ｽﾎﾟ 2008

タイム決勝６年　８００m 大会記録（GR) 青木　美嘉 新南陽陸上 2018 46

400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾊﾗﾀﾞ　ｲﾁﾊ ﾔﾅｾ　ﾐｽﾞｷ

1 350 原田　一葉 周南JAC (11) 2'51”30 # 8 193 柳瀬　泉希 周南JAC (10) 2'50”73 193

ﾂﾀﾑﾈ　ﾚﾅ ｶﾉｳ ﾅﾅｺ

2 554 蔦宗　蓮奈 久米陸上 (14) 3'06”20 # 9 131 加納　菜奈子 下松東陽 (8) 2'49”22 131

ｶﾜｸﾞﾁ　ｼｭﾝﾘ ﾔｽﾑﾗ　ﾐﾕ

3 96 川口　瞬浬 光スポ少 (13) 2'57”34 # 10 216 安村　美佑 新南陽陸上 (9) 2'49”77 216

ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ ﾂﾈﾄﾞﾐ  ﾅﾅﾐ

4 135 玉本　莉子 下松東陽 (1) 2'36”74 大会新 # 11 172 恒富　七海 徳山コネット (12) 2'51”43 172

ｶﾈﾐﾂ　ﾘｺ ﾂﾔﾏ　ﾕｳﾅ

5 198 金光　璃子 周陽体振 (4) 2'44”35 # 12 190 津山　結菜 周南JAC (7) 2'47”98 190

ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ ﾂﾁﾔ　ﾏｺ

6 191 三森　麻琴 周南JAC (2) 2'37”38 大会新 # 13 703 土屋  真子 下松東陽 (6) 2'47”64 703

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾒｶ ｾｲｷ　ﾐｷ

7 176 岡田　姫花 徳山コネット (3) 2'41”71 # 14 204 清木　美来 ひらちゅうＲＣ (5) 2'45”92 204

#REF!

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ ｾｲｷ　ﾐｷ

1 135 玉本　莉子 下松東陽 2'36”74 大会新 5 204 清木　美来 ひらちゅうＲＣ 2'45”92
ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ ﾂﾁﾔ　ﾏｺ

2 191 三森　麻琴 周南JAC 2'37”38 大会新 6 703 土屋  真子 下松東陽 2'47”64
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾒｶ ﾂﾔﾏ　ﾕｳﾅ

3 176 岡田　姫花 徳山コネット 2'41”71 7 190 津山　結菜 周南JAC 2'47”98
ｶﾈﾐﾂ　ﾘｺ ｶﾉｳ ﾅﾅｺ

4 198 金光　璃子 周陽体振 2'44”35 8 131 加納　菜奈子 下松東陽 2'49”22
#REF!

タイム決勝５年　８００m 14：06 45

大会記録（GR) 玉本　莉子 下松東陽ｸ 2018

400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾊｼﾓﾄ　ﾁｱｷ ｻｸﾗﾀﾆ　ｶﾉｴ

1 217 橋本　千亜季 新南陽陸上 (6) 2'58”13 # 8 447 櫻谷　果依 ひらちゅうＲＣ (4) 2'53”87 447

ｶｶﾞﾐ　ﾎﾉ ﾌｼﾞｲ　ﾉﾉﾊ

2 57 各務　帆音 奇兵隊 (13) 3'18”26 # 9 391 藤井野乃花 光スポ少 (7) 2'58”23 391

ﾅｶﾆｼ　ﾐﾉﾘ ｸﾜﾊﾗ　ｱﾝﾅ

3 156 中西　実莉 久米陸上 (9) 3'07”03 # 10 153 桑原　杏菜 久米陸上 (8) 2'59”31 153

ｵｵｲｹ　ﾕﾘ ﾓﾘﾀ　ｻｷ

4 628 大池　友莉 周陽体振 (2) 2'46”32 # 11 99 森田　　咲 光スポ少 (10) 3'07”88 99

ﾔｽﾑﾗ　ﾘｱﾗ ﾊｼﾓﾄ　ﾅﾅﾐ

5 152 安村　凜愛星 久米陸上 (1) 2'43”66 大会新 # 12 658 橋本　七海 下松東陽 (11) 3'11”42 658

ｱｻﾀﾞ　ﾉﾉｶ ｶﾜﾑﾗ　ｻｷ

6 205 淺田　乃々果 ひらちゅうＲＣ (3) 2'51”29 # 13 100 河村　咲季 光スポ少 (12) 3'14”76 100

ｶﾜﾓﾄ　ｻｴ

7 566 河本　咲恵 奇兵隊 (5) 2'56”28 #

#REF!

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ﾔｽﾑﾗ　ﾘｱﾗ ｶﾜﾓﾄ　ｻｴ

1 152 安村　凜愛星 久米陸上 (1) 2'43”66 大会新 # 5 566 河本　咲恵 奇兵隊 5 2'56”28
ｵｵｲｹ　ﾕﾘ ﾊｼﾓﾄ　ﾁｱｷ

2 628 大池　友莉 周陽体振 (2) 2'46”32 6 217 橋本　千亜季 新南陽陸上 6 2'58”13
ｱｻﾀﾞ　ﾉﾉｶ ﾌｼﾞｲ　ﾉﾉﾊ

3 205 淺田　乃々果 ひらちゅうＲＣ (3) 2'51”29 7 391 藤井野乃花 光スポ少 7 2'58”23
ｻｸﾗﾀﾆ　ｶﾉｴ ｸﾜﾊﾗ　ｱﾝﾅ

4 447 櫻谷　果依 ひらちゅうＲＣ (4) 2'53”87 8 153 桑原　杏菜 久米陸上 8 2'59”31

2′22″40

2′40″84

2′43″79

11



タイム決勝４年　８００m 14：06

大会記録（GR) 安村　凜愛星 下松東陽ｸ 2018 44

400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾂﾞｷ ｼﾗｲ　ﾘﾅ

1 485 前田　結月 久米陸上 (5) 3'14”03 # 5 492 白井　莉菜 光スポ少 (6) 3'17”78 492

ﾂﾔﾏ　ﾅﾅ ｻﾉ　ｱｲﾘ

2 351 津山　七菜 周南JAC (2) 2'52”67 大会新 # 6 31 佐野　愛理 奇兵隊 (7) 3'19”94 31

ﾇｸｼﾅ　ｱｺ ｺﾊﾞﾔｼ　ｳﾀ

3 487 温品　亜虹 光スポ少 (1) 2'50”66 大会新 # 7 635 小林　詠 新南陽陸上 (8) 3'33”44 635

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲﾅ ｲﾜﾓﾄ　ｱｺ

4 49 渡辺　結凪 新南陽陸上 (4) 3'00”04 # 8 186 岩本　愛叶 久米陸上 (3) 2'58”09 186

#REF!

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ﾇｸｼﾅ　ｱｺ ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾂﾞｷ

1 487 温品　亜虹 光スポ少 (1) 2'50”66 大会新 5 485 前田　結月 久米陸上 (5) 3'14”03
ﾂﾔﾏ　ﾅﾅ ｼﾗｲ　ﾘﾅ

2 351 津山　七菜 周南JAC (2) 2'52”67 大会新 6 492 白井　莉菜 光スポ少 (6) 3'17”78
ｲﾜﾓﾄ　ｱｺ ｻﾉ　ｱｲﾘ

3 186 岩本　愛叶 久米陸上 (3) 2'58”09 7 31 佐野　愛理 奇兵隊 (7) 3'19”94
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲﾅ ｺﾊﾞﾔｼ　ｳﾀ

4 49 渡辺　結凪 新南陽陸上 (4) 3'00”04 8 635 小林　詠 新南陽陸上 (8) 3'33”44

2′53″28

12



小学男子 ４×100ｍR 小学 12:56

山口県記録（YR） 50″63 小西・松田・石田・森野 山口陸ｽﾎﾟ 2016

大会記録　（GR) 57″46 三谷・上川・吉田・中村 周陽体振陸 2018

タイム決勝　１組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 周陽体振 ３ﾚｰﾝ 下松東陽

ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ ｼﾐｽﾞ　ﾏｻｷ
(1) (1) 205 三谷　直也 周陽体振 (4) 108 清水　柾己 下松東陽

ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ ﾀｶﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ
(2) (2) 204 木村　駿太 周陽体振 (2) 651 高畑　亮介 下松東陽

ｲｼｶﾜ　ﾊﾔﾃ ｲﾄｳ　ｱﾚﾝ
(3) (3) 253 石川　颯人 周陽体振 (3) 106 伊藤　亜蓮 下松東陽

ﾇﾏﾉ　ﾕｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ　ｿｳｽｹ
(4) (4) 758 沼野　勇太 周陽体振 (1) 668 原田　蒼介 下松東陽

ｵｵｲｹ　ｺｴｾｲ ﾊﾝｻﾞﾜ　ﾕｳｷ
(5) 699 大池　晃誠 周陽体振 609 繁澤  優希 下松東陽

ﾓﾘｼｹ　ﾞﾊﾔﾄ ﾖｺﾀ　ｶｽﾞﾏ
(6) 207 森重　迅翔 周陽体振 666 横田　和真 下松東陽

４ﾚｰﾝ 光スポ少Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 奇兵隊 ６ﾚｰﾝ 徳山コネット
ﾅｶｵ　ｼｭﾝﾔ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ

(1) 64 中尾　瞬也 光スポ少 (4) 122 小淵　大輝 奇兵隊 (1) 188 末永　悠貴 徳山コネット
ｸﾎﾞｲ　ｷｮｳｽｹ ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ ﾆｼﾑﾗ  ﾕｳｷ

(2) 606 窪井　叶亮 光スポ少 (1) 124 松村　恵人 奇兵隊 (2) 180 西村　悠希 徳山コネット
ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶﾚﾝ ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀﾈ ｸﾛｻｷ  ｺｳﾀ

(3) 72 藤本　華蓮 光スポ少 (2) 246 宮本　佳胤 奇兵隊 (3) 178 黒﨑　幸太 徳山コネット
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｷﾞｻ ﾀﾅｶ　ｴｲﾄ ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓﾀｶ

(4) 432 小林　　渚 光スポ少 (3) 388 田中　瑛斗 奇兵隊 (4) 182 清水　智崇 徳山コネット

７ﾚｰﾝ 光スポ少Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ 戸田陸上 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ｳﾀﾑﾗ　ｼﾝ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ

(1) 573 宇多村　心 光スポ少 (2) 144 松田　航輝 戸田陸上 1 4 光スポ少Ａ 55”88 大会新

ｺﾆｼ　ﾋﾛﾄ ﾑﾗﾀ ﾊﾙ
(2) 70 小西　尋人 光スポ少 (1) 145 村田　陽 戸田陸上 2 2 周陽体振 58”07

ｽｴﾅｶ　ﾞﾘｭｳ ｱｵｷ ﾕｳﾏ
(3) 68 末永　琉海 光スポ少 (3) 146 青木　勇磨 戸田陸上 3 5 奇兵隊 58”39

ﾄｸﾐﾂ　ﾀｲﾁ ｶﾜﾉ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
(4) 607 徳光　泰知 光スポ少 (4) 532 河野　純平 戸田陸上 4 7 光スポ少Ｂ 59”34

5 3 下松東陽 1'02”09

6 8 戸田陸上 1'04”62

7
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タイム決勝　２組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光スポ少Ｃ Ｃ ３ﾚｰﾝ 徳山コネットＣ Ｃ

ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ ｶﾐﾘｮｳ  ｹｲﾀ
(1) (1) 566 坪根　　悠 光スポ少 (1) 181 上領　啓太 徳山コネット

ﾐｳﾗ　ｺｳ ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ
(2) (2) 76 三浦　瑚右 光スポ少 (2) 192 三浦　悠斗 徳山コネット

ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ
(3) (3) 567 末岡　悠汰 光スポ少 (3) 189 藤井　爽介 徳山コネット

ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾔﾄ ｲｹﾊﾀ  ﾙｷﾔ
(4) (4) 77 中村　颯人 光スポ少 (4) 292 池端　琉希也 徳山コネット

(5)

(6)

４ﾚｰﾝ 光スポ少Ｄ Ｄ ５ﾚｰﾝ 奇兵隊Ｂ Ｂ ６ﾚｰﾝ 徳山コネットＢ Ｂ
ｲﾁｶﾜ　ﾕｳﾄ ｻﾉ　ｿｳﾀ ｷﾑﾗ  ﾋﾅﾀ

(3) 66 市川　悠翔 光スポ少 (1) 123 佐野　想太 奇兵隊 (1) 85 木村　陽太 徳山コネット
ｸﾎﾞﾀ　ｹﾝﾄ ｶﾜﾓﾄ　ｺｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾄ

(4) 568 久保田健斗 光スポ少 (2) 58 川本　康太 奇兵隊 (2) 184 小林　和翔 徳山コネット
ｳﾒﾓﾄ　ｿﾗ ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

73 梅本　青空 光スポ少 (3) 591 彌益　孝介 奇兵隊 (3) 563 原田　瑞生 徳山コネット
ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ ﾏﾂﾉ　ｹｲﾀ

(2) 437 原田康太郎 光スポ少 (4) 384 古川　心大 奇兵隊 (4) 656 松野　啓大 徳山コネット
ｺﾆｼ　ｴｲﾄ

(1) 587 小西　瑛人 光スポ少

７ﾚｰﾝ 光スポ少Ｅ Ｅ ８ﾚｰﾝ 徳山コネットＤ Ｄ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳﾄ ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞｼ

(3) 434 山口　悠翔 光スポ少 (1) 293 松本　一志 徳山コネット 1 5 奇兵隊Ｂ 1'00”17
ｵﾀﾞ　ﾕｳﾄ ﾌｼﾞｶﾜ　ｺｳﾀ

(1) 71 小田　遥翔 光スポ少 (2) 196 藤川　昂大 徳山コネット 2 6 徳山コネットＢ 1'01”87
ｽﾐﾀﾞ　ﾕｳﾄ ｲｼｲ　ｶｲﾘ

(2) 79 角田　悠斗 光スポ少 (3) 291 石井　海吏 徳山コネット 3 2 光スポ少Ｃ 1'02”54
ｳﾒﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ ﾐﾀﾗｲ  ﾖｳﾀ

(4) 575 梅本　大馳 光スポ少 (4) 694 御手洗　陽大 徳山コネット 4 7 光スポ少Ｅ 1'05”36

(5) 5 4 光スポ少Ｄ 1'05”50

(6) (6) 6 3 徳山コネットＣ 1'05”97

7 8 徳山コネットＤ 1'07”98

総合順位 チーム 記録 チーム 記録

1 光スポ少Ａ 55”88 大会新 5 奇兵隊Ｂ 1'00”17 8

2 周陽体振 58”07 6 徳山コネットＢ 1'01”87

3 奇兵隊 58”39 7 下松東陽 1'02”09

4 光スポ少Ｂ 59”34 8 光スポ少Ｃ 1'02”54
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小学女子 ４×100ｍR 小学 12：46

山口県記録（YR） 53”86 身寄・阿部・原田・湯本 山口陸ｽﾎﾟ 2013

大会記録　（GR) 578”8 温品・内藤・中村・藤田 光ｽﾎﾟ少A 2018

タイム決勝　１組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光スポ少Ｂ Ｂ ３ﾚｰﾝ 下松東陽Ａ Ａ

ﾀｹﾀﾞ　ﾕｷ ﾔｽｴ　ﾕﾘ
(1) (1) 380 武田　優希 光スポ少 (1) 137 安江　友里 下松東陽

ﾌｼﾞｲ　ﾎﾉ ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ
(2) (2) 383 藤井　穂乃 光スポ少 (2) 135 玉本　莉子 下松東陽

ﾌﾅﾄ　ﾕｳﾋ ｸﾆｼﾏ　ﾅﾂﾐ
(3) (3) 486 船戸　夕妃 光スポ少 (3) 134 國嶋　捺未 下松東陽

ｲﾏﾓﾄ　ｻｷ ｲﾄｳ　ｱｶﾂｷ
(4) (4) 98 今本　沙希 光スポ少 (4) 596 伊藤　緋月 下松東陽

ﾊｼﾓﾄ　ﾅﾅﾐ
(5) 658 橋本　七海 下松東陽

(6)

４ﾚｰﾝ 奇兵隊 ５ﾚｰﾝ 徳山コネットＡ Ａ ６ﾚｰﾝ 光スポ少Ａ Ａ
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾉｱ ﾂﾈﾄﾞﾐ  ﾅﾅﾐ ﾎｳｻｺ　ﾓﾓｶ

(2) 145 河口　望愛 奇兵隊 (1) 172 恒富　七海 徳山コネット (1) 94 宝迫　百果 光スポ少
ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ｵｶﾀﾞ  ﾋﾒｶ ｶﾜｸﾞﾁ　ｼｭﾝﾘ

(4) 146 岩本　紗季 奇兵隊 (2) 176 岡田　姫花 徳山コネット (2) 96 川口　瞬浬 光スポ少
ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ ﾀｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾐ ｸｽﾉｷ　ｼﾞｭﾉ

(3) 147 田中　彩葉 奇兵隊 (3) 254 瀧口　愛望 徳山コネット (3) 95 楠　　樹乃 光スポ少
ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｺｱ ｺｳﾀﾞ  ｺﾄﾈ ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙ

(1) 657 河口　心愛 奇兵隊 (4) 173 神田　琴音 徳山コネット (4) 93 温品　　晴 光スポ少

７ﾚｰﾝ 周陽体振 ８ﾚｰﾝ 久米陸上 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ

(1) 201 藤井　咲花 周陽体振 (2) 151 樫部　茉鈴 久米陸上 1 (7) 周陽体振 58”33
ﾀﾁｶﾜ　ﾘﾅ ﾔｽﾑﾗ　ﾘｱﾗ

(2) 200 立川　優菜 周陽体振 152 安村　凜愛星 久米陸上 2 (6) 光スポ少Ａ 59”17
ｶﾈﾐﾂ　ﾘｺ ｵｵﾓﾘ　ﾌｳﾅ

(3) 198 金光　璃子 周陽体振 154 大森　楓菜 久米陸上 3 (5) 徳山コネットＡ 59”98
ｺﾔﾏ　ﾕｲ ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ

199 小山　ゆい 周陽体振 (4) 155 髙橋　あやめ 久米陸上 4 (4) 奇兵隊 1'00”52
ｵｷﾓﾄ　ｱｷｺ ﾂﾀﾑﾈ　ﾚﾅ

197 沖本　明子 周陽体振 (3) 554 蔦宗　蓮奈 久米陸上 5 (8) 久米陸上 1'01”05
ｵｵｲｹ　ﾕﾘ ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ

628 大池　友莉 周陽体振 (1) 36 松本　紗奈 久米陸上 6 (3) 下松東陽Ａ 1'02”01

7 (2) 光スポ少Ｂ 1'04”57
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タイム決勝　２組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光スポ少Ｄ Ｄ ３ﾚｰﾝ 光スポ少Ｃ Ｃ

ﾓﾘﾀ　ｻｷ ｲｿﾍﾞ　ｶﾎ
(1) (4) 99 森田　　咲 光スポ少 (4) 392 磯邉　香帆 光スポ少

ｶﾜﾑﾗ　ｻｷ ﾌｼﾞｲ　ﾉﾉﾊ
(2) (3) 100 河村　咲季 光スポ少 (3) 391 藤井野乃花 光スポ少

ﾓﾘ　ﾅｽﾞﾅ ﾇｸｼﾅ　ｱｺ
(3) (1) 651 森　奈月菜 光スポ少 (1) 487 温品　亜虹 光スポ少

ﾌﾙｶﾜ　ｱﾔｶ ｼﾗｲ　ﾘﾅ
(4) (2) 600 古川　彩加 光スポ少 (2) 492 白井　莉菜 光スポ少

(5)

(6)

４ﾚｰﾝ 下松東陽Ｂ Ｂ ５ﾚｰﾝ 徳山コネットＢ Ｂ ６ﾚｰﾝ 周南JAC
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ ｸﾛｻｷ  ﾒｲ ｲｿｻﾞｷ　ﾋｶﾘ

(1) 131 加納　菜奈子 下松東陽 (1) 184 黒﨑　芽衣 徳山コネット 189 磯﨑　ひかり 周南JAC
ｲﾉｳｴ　ﾏﾕ ｷﾀｶﾞﾜ  ｺﾊﾙ ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ

(2) 136 井上　真優 下松東陽 (2) 182 北川　小陽 徳山コネット (2) 191 三森　麻琴 周南JAC
ｿﾃﾞﾀﾆ　ﾏﾘﾝ ｲｹﾊﾀ  ｱﾕ ﾓﾘｼﾀ　ﾕｲ

(3) 506 袖澗　真凛 下松東陽 (3) 245 池端　愛結 徳山コネット (3) 192 森下　結衣 周南JAC
ﾂﾁﾔ　ﾏｺ ｷﾀｶﾞﾜ   ﾋﾖﾘ ﾔﾅｾ　ﾐｽﾞｷ

(4) 703 土屋  真子 下松東陽 (4) 262 北川　ひより 徳山コネット (1) 193 柳瀬　泉希 周南JAC
ﾐﾖｼ　ﾘｺ ﾂﾔﾏ　ﾕｳﾅ

150 三吉　莉子 下松東陽 (4) 190 津山　結菜 周南JAC
ﾊﾗﾀﾞ　ｲﾁﾊ

(6) (6) 350 原田　一葉 周南JAC

７ﾚｰﾝ 光スポ少Ｅ Ｅ ８ﾚｰﾝ 順位 チーム 記録
ｶｾﾍﾞ　ｺﾊﾙ

(1) 493 加瀬部心春 光スポ少 (1) 1 (6) 周南JAC 1'02”39
ﾐｳﾗ　ｶﾉ

(4) 367 三浦　歌乃 光スポ少 (2) 2 (5) 徳山コネットＢ 1'04”20
ｲﾓﾄ　ﾘﾅ

(2) 495 井本理央奈 光スポ少 (3) 3 (4) 下松東陽Ｂ 1'04”75
ｶｶﾞ　ﾋｶﾘ

(3) 490 嘉賀　光俐 光スポ少 (4) 4 (3) 光スポ少Ｃ 1'06”43

(5) 5 (7) 光スポ少Ｅ 1'08”56

(6) 6 (2) 光スポ少Ｄ 1'09”53

7

総合順位 チーム 記録 チーム 記録
1 周陽体振 58”33 5 久米陸上 1'01”05 8

2 光スポ少Ａ 59”17 6 下松東陽Ａ 1'02”01

3 徳山コネットＡ 59”98 7 周南JAC 1'02”39

4 奇兵隊 1'00”52 8 徳山コネットＢ 1'04”20

16



小学男子 走幅跳 8 小学生 11：00

山口県記録（YR） 5m17 蔵永　善輝 防府陸ｽﾎﾟ 2011

大会記録　（GR) 4m47 末次 優也 光ｽﾎﾟ少 2012

試 試技 風速

順 順位 備考
ｼﾐｽﾞ　ﾏｻｷ 2回目

1 108 清水　柾己 下松東陽 3ｍ35 3ｍ35 6
ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾄ 2回目

2 184 小林　和翔 徳山コネット 3ｍ40 3ｍ40 4
ｵﾀﾞ　ﾕｳﾄ 1回目

3 71 小田　遥翔 光スポ少 3ｍ24 3ｍ24 8
ｲﾄｳ　ｱﾚﾝ 1回目

4 106 伊藤　亜蓮 下松東陽 2ｍ97 2ｍ97 10
ｸﾎﾞﾀ　ｹﾝﾄ 3回目

5 568 久保田健斗 光スポ少 3ｍ18 3ｍ18 9
ｸﾛｻｷ  ｺｳﾀ 2回目

6 178 黒﨑　幸太 徳山コネット 3ｍ79 3ｍ79 3
ｺﾆｼ　ﾋﾛﾄ 1回目

7 70 小西　尋人 光スポ少 3ｍ33 3ｍ33 7
ｳﾀﾑﾗ　ｼﾝ 1回目

8 573 宇多村　心 光スポ少 3ｍ38 3ｍ38 5
ﾀｶﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ 2回目

9 651 高畑　亮介 下松東陽 4ｍ16 4ｍ16 1
ﾋﾗﾀ　ｼｵﾝ 2回目

10 131 平田　心音 久米陸上 4ｍ06 4ｍ06 2

小学女子 走幅跳 48 小学生 11：00

山口県記録(YR) 4m87 南野　智美 萩陸ｽﾎﾟ 2008

大会記録（ＧＲ） 4m14 重政　朱里 下松東陽ｸ 2015

試 試技 風速

順 順位 備考
ｸﾛｻｷ  ﾒｲ

1 184 黒﨑　芽衣 徳山コネット 2ｍ91 7
ｲﾄｳ　ｱｶﾂｷ

2 596 伊藤　緋月 下松東陽 3ｍ41 5
ﾌﾅﾄ　ﾕｳﾋ

3 486 船戸　夕妃 光スポ少 2ｍ77 8
ｸﾆｼﾏ　ﾅﾂﾐ

4 134 國嶋　捺未 下松東陽 3ｍ39 6
ｵｷﾓﾄ　ｱｷｺ

5 197 沖本　明子 周陽体振 3ｍ57 4
ｺｳﾀﾞ  ｺﾄﾈ

6 173 神田　琴音 徳山コネット 3ｍ68 3
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾉｱ

7 145 河口　望愛 奇兵隊 3ｍ84 2
ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ

8 151 樫部　茉鈴 久米陸上 4ｍ45 1 大会新445 432 398

381 384 383

× 355 357

368 350 366

291

記録

277 277 263

339 338 332

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所  属

321 298 341

3回目1回目 2回目

270

3m89 4m06 4m03

3m59

3m38 3m22 ×

4m02 4m16 4m14

2m89 ×

3m33 × 2m90

× × 3m18

3m63 3m79

3m27

記録

3m24 3m01 3m19

3m38

3回目1回目 2回目ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所  属

3m05 3m40

× 3m35

2m97

276
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中学男子 １００ｍ 中学 10：49

-

山口県記録(YR)　 10″56 宮本　大輔 周陽中 9 2014 ±

大会記録(GR) 11″58 藤田　陽太郎 浅江中学 9.5 2018 +/-

大会記録(GR) ″ -            -    9.5 0

タイム決勝　100ｍ

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ

1 1092 小田　隼也 3 熊毛中 (2) 12”23 # 1 700 松村　京亮 3 岐陽中 (2) 12”34
ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾊﾔｼ　ﾘｭｳﾏ

2 697 瀧口　侑紀 3 岐陽中 (4) 12”40 # 2 375 林　龍舞 3 末武中 (4) 12”71
ﾏｼﾉ　ﾀｽｸ ﾏﾂﾑﾗ　ｷｮｳﾉｽｹ

3 379 増野　　輔 3 末武中 (7) 12”61 # 3 386 松村　恭之介 3 末武中 (7) 12”87
ｳｵﾀﾆ　ｼｮｳｺﾞ ｸﾎﾞｲ　ｶﾅﾀ

4 423 渡辺　蛍太 3 浅江中 (3) 12”25 # 4 5 窪井　叶太 3 浅江中 (5) 12”74
ｶﾜｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ

5 348 川岡　滉太郎 3 末武中 (1) 11”84 # 5 1019 恒富　滉大 2 岐陽中 (1) 12”33
ｻﾄｳ　ﾕｳｷ ｸﾛｷ　ﾚｲ

6 261 佐藤　優樹 3 浅江中 (6) 12”45 # 6 354 黒木　澪 3 末武中 (3) 12”56
ﾓﾘﾐﾂ　ｷﾄﾞｳ ｽｴﾋﾛ　ｶｽﾞﾔ

7 389 盛光　希道 3 末武中 (5) 12”45 # 7 216 末廣　和也 1 島田中 (8) 13”21
ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ ｺｵﾘﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

8 1085 伊藤　蘭丸 3 熊毛中 (8) 12”67 # 8 1017 郡山　湧大 2 岐陽中 (6) 12”76

3組 （ ） ４組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録
ｾｲｷ ｺｳｼﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｲｾｲ

1 696 清木　光史郎 3 岐陽中 (1) 13”13 # 1 391 山本　泰誠 3 末武中 (2) 13”22
ｵｵｶﾜ　ﾚﾝｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ﾚｲﾏ

2 218 大川　恋次 1 島田中 (7) 15”17 # 2 520 山本　羚真 2 末武中 (4) 13”26
ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾀ

3 1185 上田　煌大 2 岐陽中 (2) 13”17 # 3 641 山本　悠太 2 島田中 (1) 13”14
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾗｲﾑ ﾓﾘﾓﾄ　ｷｮｳｽｹ

4 260 河口　來夢 3 浅江中 (3) 13”39 # 4 390 森本　恭介 3 末武中 (6) 13”43
ｶﾜﾊﾗ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ ﾔｷﾞ　ﾘｮｳﾀ

5 560 河原　信繁 3 桜田中 # 5 519 八木　亮太 2 末武中 (5) 13”37
ﾋﾒﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ

6 1130 姫田　龍生 2 岐陽中 (4) 13”69 # 6 1022 森田　一期 2 岐陽中 (8) 13”73
ﾀﾆﾔｽ　ｹﾝｾｲ ﾉﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

7 516 谷保　賢城 2 末武中 (5) 13”95 # 7 1226 野中　翼 2 熊毛中 (3) 13”23
ｸｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ ﾊﾀﾉ　ｾﾅ

8 235 釘本　憐 1 周陽中 (6) 14”66 # 8 191 波多野　聖也 2 桜田中 (7) 13”65

５組 （ ） ６組 （ ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録
ﾔﾏﾓﾄ　ﾊﾙｷ ｱｵｷ　ｹｲﾀ

1 188 山本　春貴 1 島田中 (1) 13”46 # 1 567 青木　啓太 3 桜田中 (3) 14”16
ﾑﾗﾊﾞﾔｼ　ｺｳｷ ｵｵｳﾁ　ﾏﾋﾛ

2 1062 村林　功規 2 桜田中 (3) 13”88 # 2 649 大内　雅央 1 島田中 (8) 15”74
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ ｱｵｷ ﾊﾙﾄ

3 699 中村　晃造 3 岐陽中 (2) 13”87 # 3 656 青木　悠翔 1 岐陽中 (1) 13”93
ｳｴﾑﾗ　ｼﾞﾝ ｲｿﾑﾗ ｶﾅﾀ

4 197 上村　尽 1 島田中 # 4 756 磯村　奏太 1 岐陽中 (2) 14”14
ｸﾆﾋﾛ　ﾀｸﾐ ｸﾘﾓﾄ　ﾋﾋﾞｷ

5 219 国弘　拓巳 1 島田中 (6) 14”34 # 5 185 栗本　響 1 島田中 (5) 14”59
ｼﾊﾞｻﾞｷ　ﾕｳﾄ ﾋﾛﾅｶ ｺｳｽｹ

6 195 柴崎　湧人 2 桜田中 (4) 14”12 # 6 817 弘中　昊介 1 岐陽中 (4) 14”54
ｵｶﾞﾜ　ﾘｭｳｷ ｴﾑﾗ ﾕｳﾀ

7 344 小川　龍輝 3 末武中 (7) 14”92 # 7 205 江村　優汰 2 周陽中 (6) 14”60
ｲﾜﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｷ ｵｵﾀ ﾄｷﾃﾙ

8 569 岩本　准輝 3 桜田中 (5) 14”32 # 8 619 大田　時輝 3 周陽中 (7) 15”61
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７組 （ ） ８組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録
ﾄﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼｹﾞｵｶ ｾｼｭｳ

1 1021 土居　龍之介 2 岐陽中 (6) 15”18 # 1 229 重岡　晟柊 1 周陽中 (7) 15”62
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾖｼﾓﾄ ｲｻﾐ

2 16 吉田　悠希 1 周陽中 (2) 14”55 # 2 230 吉本　武生 1 周陽中 (2) 14”85
ﾋﾒﾀﾞ ﾚｵ ﾆｼﾑﾗ　ﾘｭｳｽｹ

3 757 姫田　玲央 1 岐陽中 (1) 14”41 # 3 373 西村　龍介 1 浅江中 (8) 16”05
ﾓﾘﾀ　ﾐﾅﾙ ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ

4 804 森田　未成 3 島田中 (7) 15”63 # 4 1230 吉原　翔吾 2 熊毛中 (3) 15”09
ｲｼﾏﾙ ﾖｳ ｳｴﾀﾞ　ｻﾄｼ

5 1182 石丸　陽 2 岐陽中 (5) 15”00 # 5 203 上田　聡史 1 島田中 (6) 15”61
ｲｿﾑﾗ　ﾏｻﾕｷ ﾓﾘﾉ　ﾋｶﾙ

6 832 磯村　仁幸 2 太華中 (3) 14”78 # 6 572 森野　晃瑠 3 桜田中 (5) 15”47
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ ｵｸﾔﾏ　ﾋﾛｶｽﾞ

7 1183 磯部　春樹 2 岐陽中 (4) 14”95 # 7 189 奥山　央一 2 桜田中 (4) 15”15
ｷﾉｼﾀ　ｻｸﾔ ｻｻｷ　ｶﾞｲ

8 651 木下　咲哉 1 島田中 # 8 539 佐々木　凱 2 末武中 (1) 13”80

９組 （ ） １０組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録
ﾆｼｶﾐ ﾕｳﾄ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｶﾞ

1 657 西上　雄飛 1 岐陽中 (1) 14”92 # 1 1128 中村　洸嘉 1 岐陽中 #N/A 16”50
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 658 林　稜真 1 岐陽中 (3) 15”36 # 2 939 中村　隆之介 1 熊毛中 #N/A 14”75
ｲｼｲ ﾅﾂｷ ｱｻﾀﾞ ﾅﾂｷ

3 228 石井　捺希 1 周陽中 (7) 16”10 # 3 99 浅田　夏輝 1 光井中 #N/A 15”08
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾄｸｼｹﾞ　ﾘｮｳｷ

4 234 伊藤　大智 1 周陽中 (2) 15”29 # 4 741 徳重　涼暉 1 桜田中 #N/A 16”98
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｴｲ ｳﾒﾓﾄ ｹｲﾀ

5 760 河村　承瑛 1 岐陽中 (6) 15”84 # 5 104 梅本　慶太 1 光井中 #N/A 14”56
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ｵｵｴ　ｲｯｾｲ

6 231 齋藤　真憲 1 周陽中 (5) 15”54 # 6 716 大江　一成 1 桜田中 #N/A 15”78
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ

7 232 山本　一輝 1 周陽中 (8) 16”27 # 7 129 渡辺　柊色 1 光井中
ﾓﾘﾉ　ﾕｳｾｲ ｵｵﾌｼﾞ　ﾕｳﾏ

8 746 森野　湧成 1 桜田中 (4) 15”42 # 8 192 大藤　悠真 2 桜田中

１１組 （ ） １２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録

1 0 1
ｵｶｻﾞｷ　ｱﾔﾄ ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ

2 614 岡崎　彩人 1 太華中 (2) 14”49 # 2 106 山根　大輝 1 光井中 #N/A 15”21
ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ

3 659 森田　純也 1 岐陽中 (4) 15”41 # 3 1080 松田　龍空 1 岐陽中 #N/A 17”03
ｵﾀﾞ ｺｳﾔ ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｶﾞ

4 94 小田　航也 1 光井中 (3) 15”18 # 4 742 中村　凌駕 1 桜田中 #N/A 15”95
ｽｴﾋﾛ　ﾚﾝ ﾅﾘﾀ ｼｭｳﾔ

5 738 末広　　蓮 1 桜田中 # 5 139 成田　周哉 1 光井中 #N/A 15”16
ｲﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ ｲｿｶﾞﾈ　ﾕｳｷ

6 102 市山　優翔 1 光井中 (5) 15”81 # 6 934 磯金　佑樹 1 附属光 #N/A 15”54
ﾀｹｼｹﾞ　ﾊﾙﾄ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ

7 725 竹重　晴登 1 桜田中 (6) 15”94 # 7 1074 松村　隆樹 1 岐陽中 #N/A 15”19
ﾊﾔｼ　ｺｳｾｲ

8 374 林　幸聖 3 末武中 (1) 12”85 # 8

総合 総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録
ｶﾜｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ

1 348 川岡　滉太郎 3 末武中 #N/A 11”84 5 700 松村　京亮 3 岐陽中 #N/A 12”34
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2 1092 小田　隼也 3 熊毛中 #N/A 12”23 6 697 瀧口　侑紀 3 岐陽中 #N/A 12”40
ｳｵﾀﾆ　ｼｮｳｺﾞ ﾓﾘﾐﾂ　ｷﾄﾞｳ

3 423 渡辺　蛍太 3 浅江中 #N/A 12”25 7 389 盛光　希道 3 末武中 #N/A 12”45
ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ ｻﾄｳ　ﾕｳｷ

4 1019 恒富　滉大 2 岐陽中 #N/A 12”33 7 261 佐藤　優樹 3 浅江中 #N/A 12”45
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中学男子 ２００ｍ 中学 13：45

10

山口県記録(YR)　 21″65 宮本　大輔 周陽中 2014

大会記録(GR) 23″20 藤田　陽太郎 浅江中学 2018

タイム決勝　200ｍ
１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録

1 0 1

2 0 2
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ｳｵﾀﾆ　ｼｮｳｺﾞ

3 1092 小田　隼也 3 熊毛中 (2) 24”34 # 3 423 渡辺　蛍太 3 浅江中 (1) 25”32
ｶﾜｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ ﾀﾅｶ　ﾐﾂｷ

4 348 川岡　滉太郎 3 末武中 (1) 23”57 # 4 426 田中　光己 2 浅江中
ｸﾎﾞｲ　ｶﾅﾀ ｲﾜﾐ ﾕｳｷ

5 5 窪井　叶太 3 浅江中 (5) 24”81 5 5 1227 岩見　宥希 2 熊毛中 (2) 26”52
ｻﾄｳ　ﾕｳｷ ﾀｸﾞﾏ　ｺｳ

6 261 佐藤　優樹 3 浅江中 (4) 24”65 # 6 853 田熊　　倖 2 太華中
ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾈ　ﾌｳﾏ

7 96 重田　達冶 3 周陽中 (3) 24”53 # 7 822 山根　楓馬 1 末武中 (3) 31”32

8 0 8

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録
ｶﾜｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ ｸﾎﾞｲ　ｶﾅﾀ

1 348 川岡　滉太郎 3 末武中 23”57 5 5 窪井　叶太 3 浅江中 24”81
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ｳｵﾀﾆ　ｼｮｳｺﾞ

2 1092 小田　隼也 3 熊毛中 24”34 6 423 渡辺　蛍太 3 浅江中 25”32
ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ ｲﾜﾐ ﾕｳｷ

3 96 重田　達冶 3 周陽中 24”53 7 1227 岩見　宥希 2 熊毛中 26”52
ｻﾄｳ　ﾕｳｷ ﾔﾏﾈ　ﾌｳﾏ

4 261 佐藤　優樹 3 浅江中 24”65 8 822 山根　楓馬 1 末武中 31”32

中学男子 ８００ｍ 中学 14：31

11

山口県記録(YR)　 1′55″27 平本　光紀 下関中等 2018

大会記録(GR) 2′18″40 藤井　詠士 桜田中学 2018

タイム決勝　800ｍ
１組ラップ 400m　　　　　　　800m 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ

1 0 1 52 吉田　僚 3 熊毛中 (1) 2'05”17 大会新

ﾀﾏﾓﾄ ｿｳﾀ ﾊﾔｼ　ｺｳｾｲ

2 942 玉本　蒼太 1 熊毛中 (4) 2'39”44 # 2 374 林　幸聖 3 末武中 (2) 2'18”63
ﾌﾁｶﾞﾐ　ﾊﾙﾄ ﾌﾁｶﾞﾐ　ﾊﾙﾄ

3 429 渕上　遥斗 1 ひらちゅうRC (3) 2'23”85 # 3 429 渕上　遥斗 1 ひらちゅうRC (3) 2'23”85
ﾊﾔｼ　ｺｳｾｲ ﾀﾏﾓﾄ ｿｳﾀ

4 374 林　幸聖 3 末武中 (2) 2'18”63 # 4 942 玉本　蒼太 1 熊毛中 (4) 2'39”44
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ﾌｼﾞｵ　ｲﾌﾞｷ

5 52 吉田　僚 3 熊毛中 (1) 2'05”17 大会新 5 215 藤尾　伊吹 2 ひらちゅうRC (5) 2'59”01
ｶﾜﾀﾆ ﾃﾝｶｲ

6 1077 河谷　天海 3 熊毛中 # 6
ﾌｼﾞｵ　ｲﾌﾞｷ

7 215 藤尾　伊吹 2 ひらちゅうRC (5) 2'59”01 # 7
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中学男子 １５００ｍ 中学 12：01
12

山口県記録(YR)　 3′57″00 中村　駆 萩東中 2012

大会記録(GR) 4′24″87 高山　豪起 桜田中学 2018

タイム決勝　1500ｍ

１組 ２組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録
ｶﾖｲ　ﾕｳﾄ ﾅｶﾀﾆ　ｾｲﾔ

1 573 通　　悠人 3 桜田中 (3) 4'34”92 # 1 372 中谷　聖矢 1 浅江中
ﾀｶﾌｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 

2 727 髙藤　大瑚 3 岐陽中 (1) 4'29”68 # 2 1186 瀧口　倖大 2 岐陽中 (10) 5'21”95
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｲｾｲ ﾅﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ

3 391 山本　泰誠 3 末武中 (2) 4'34”34 # 3 246 縄田　貴大 1 周陽中 (2) 5'02”84
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｲﾁ ﾊｼﾓﾄ　ﾋﾛﾕｷ

4 703 川口　泰知 3 太華中 (4) 4'36”45 # 4 525 橋本　宏志 2 末武中
ﾀｶﾔﾏ　ﾙｲ ｶﾜﾉ　ﾕｳｽｹ

5 198 高山　琉威 2 桜田中 (10) 4'50”29 # 5 733 河野　悠佑 1 桜田中 (5) 5'14”84
ｱｻﾀﾞ　ﾘｭｳ ﾏｴｶﾜ　ﾐﾂﾄｼ

6 829 淺田　　龍 2 太華中 (5) 4'37”86 # 6 538 前川　暢利 2 末武中 (6) 5'15”83
ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ ｼﾓﾑﾗ　ﾄﾓｷ

7 93 木村　亮太 2 ひらちゅうRC (6) 4'38”86 # 7 370 下村　倫輝 3 末武中 (3) 5'04”14
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ｸｶﾞ ﾀｶﾄ

8 1184 河村　翔悟 2 岐陽中 (9) 4'48”85 # 8 947 久賀　貴翔 1 熊毛中 (9) 5'21”46
ﾏﾂｲ　ｲﾌﾞｷ ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｼﾞ

9 715 松井　維吹 1 桜田中 # 9 956 小嶋　良治 1 熊毛中 (15) 5'34”05
ﾐﾂﾋﾛ　ﾊﾙﾄ ﾖｼﾏﾂ ﾑﾂｼ

10 259 光弘　遥人 3 浅江中 # 10 941 吉松　睦史 1 熊毛中 (11) 5'26”68
ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ

11 15 上川　悠太 1 周陽中 (8) 4'47”46 # 11 1228 原田　大叶 2 熊毛中
ﾌｸｼﾏ ｺｳ ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾋｶﾙ

12 1222 福嶋　昊 2 熊毛中 (7) 4'46”80 # 12 937 本城　光悠 1 附属光 (14) 5'31”76
ﾋﾗｶﾞ ﾏﾓﾙ ﾋﾗﾅｶ ｷｮｳｽｹ

13 750 平賀　護 2 光井中 (11) 4'50”84 # 13 1084 平中　恭介 1 岐陽中 (16) 6'22”61
ﾊﾏﾀﾞ　ｶｲﾄ ｳｴﾀﾞ　ﾕｳｾｲ

14 279 濵田　海翔 3 浅江中 # 14 632 上田　悠晴 1 太華中 (1) 5'02”72
ﾎﾘｶﾜ　ﾂﾊﾞｻ ｶﾜﾑﾗ　ｱｷﾄ

15 568 堀川　翼 3 桜田中 (13) 4'53”86 # 15 634 河村　碧生斗 1 太華中 (7) 5'17”49
ﾑﾗﾀ　ﾄﾓﾔ ｸﾜﾊﾗ　ﾀｸﾐ

16 549 村田　智哉 2 ひらちゅうRC (15) 5'08”23 # 16 636 桑原　拓実 1 太華中 (12) 5'29”08
ｺｳｼﾛ ﾅｵｷ ﾌｼﾞｲ　ｺｵ

17 1559 神代　尚希 3 岐陽中 (14) 4'54”78 # 17 610 藤井　虎大 1 ひらちゅうRC (8) 5'20”91
ｾｲｷ　ﾘｮｳﾍｲ ﾌｼﾞｲ　ﾏｺﾄ

18 214 清木　涼平 2 ひらちゅうRC (12) 4'51”58 # 18 529 藤井　誠 2 末武中 (4) 5'13”45
ｵｵｶﾞﾐ　ｲｯｻ ﾋｶﾞｼ　ﾕｲﾄ

19 337 大上　一冴 3 末武中 (16) 5'11”29 # 19 1475 東　唯人 2 末武中
ﾑﾗﾀ　ｲﾂｷ ｼﾓﾑﾗ　ﾕｳﾀ

20 371 村田　逸樹 1 浅江中 # 20 821 下村　悠太 1 末武中 (13) 5'31”51
ｸﾆｼｹﾞ　ﾋﾅﾀ

21 351 國重　陽玄 3 末武中 (17) 5'11”40 # 21

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録
ﾀｶﾌｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ ｱｻﾀﾞ　ﾘｭｳ

1 727 髙藤　大瑚 3 岐陽中 4'29”68 5 829 淺田　　龍 2 太華中 4'37”86
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｲｾｲ ｷﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ

2 391 山本　泰誠 3 末武中 4'34”34 6 93 木村　亮太 2 ひらちゅうRC 4'38”86
ｶﾖｲ　ﾕｳﾄ ﾌｸｼﾏ ｺｳ

3 573 通　　悠人 3 桜田中 4'34”92 7 1222 福嶋　昊 2 熊毛中 4'46”80
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｲﾁ ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ

4 703 川口　泰知 3 太華中 4'36”45 8 15 上川　悠太 1 周陽中 4'47”46
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中学男子 ３０００ｍ 中学 14：56

13

山口県記録(YR)　 8′31″21 中村　駆 萩東中 2012

大会記録(GR) 9′33″96 通　正樹 桜田中学 2018

タイム決勝　3000ｍ

１組 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録
ﾀﾆﾓﾄ　ﾕｳﾏ ｲﾜﾀ　ｼﾝﾀﾛｳ

1 546 谷本　悠真 2 末武中 (2) 10'51”35 # 1 151 岩田　真太郎 3 大和中 10'19”54
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾀﾆﾓﾄ　ﾕｳﾏ

2 1078 原田　弘太郎 3 熊毛中 (3) 11'10”44 # 2 546 谷本　悠真 2 末武中 10'51”35
ｲﾜﾀ　ｼﾝﾀﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

3 151 岩田　真太郎 3 大和中 (1) 10'19”54 # 3 1078 原田　弘太郎 3 熊毛中 11'10”44

総合 ラップ
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 学年 所　属 記録

400ｍ 800m

1
1000ｍ 1200m

2
1600ｍ　　　　　　　 2000m

3
2400ｍ　　　　 2800m

4
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中学男子 ４×100ｍR 2 15：26

山口県記録（YR） 44″18 田中・宮瀬・松永・江本 上宇部中 2015

大会記録　（GR) 45″97 尾上・小蓑・川岡・盛光 末武中学A 2018

タイム決勝　１組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 島田中Ａ Ａ ３ﾚｰﾝ 光井中

ｽｴﾋﾛ　ｶｽﾞﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ

23

ｽ ﾋﾛ　ｶｽ ﾔ ｸﾎ ﾀ ﾘｮｳﾔ
(1) (4) 216 末廣　和也 島田中 (4) 72 久保田　良弥 光井中

ｵｵｶﾜ　ﾚﾝｼﾞ ｷｼﾑﾗ ﾊﾙﾎ
(2) 218 大川　恋次 島田中 (3) 101 岸村　遥帆 光井中

ﾔﾏﾓﾄ　ﾊﾙｷ ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ
(3) (1) 188 山本　春貴 島田中 (1) 211 貞廣　瀬名 光井中

ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾀ ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ
(4) (3) 641 山本　悠太 島田中 (2) 120 門田　慎平 光井中

ｸﾆﾋﾛ　ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ
(5) (2) 219 国弘 拓巳 島田中 129 渡辺 柊色 光井中(5) (2) 219 国弘　拓巳 島田中 129 渡辺　柊色 光井中

(6)

４ﾚｰﾝ 末武中Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 浅江中Ａ Ａ ６ﾚｰﾝ 岐陽中Ａ Ａ
ｸﾛｷ　ﾚｲ ｳｵﾀﾆ　ｼｮｳｺﾞ ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ

(1) 354 黒木　澪 末武中 (1) 423 渡辺　蛍太 浅江中 (2) 697 瀧口　侑紀 岐陽中
ｶﾜｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ ｸﾎﾞｲ　ｶﾅﾀ ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ

(2) 348 川岡　滉太郎 末武中 (2) 5 窪井　叶太 浅江中 (1) 700 松村　京亮 岐陽中( ) 川岡 滉太郎 末武中 ( ) 窪井 叶太 浅江中 ( ) 松村 京亮 岐陽中
ﾏｼﾉ　ﾀｽｸ ﾀﾅｶ　ﾐﾂｷ ｺｵﾘﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

(4) 379 増野　　輔 末武中 426 田中　光己 浅江中 (4) 1017 郡山　湧大 岐陽中
ﾓﾘﾐﾂ　ｷﾄﾞｳ ｻﾄｳ　ﾕｳｷ ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ

(3) 389 盛光　希道 末武中 (4) 261 佐藤　優樹 浅江中 (3) 1019 恒富　滉大 岐陽中
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾗｲﾑ ﾄﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ

(3) 260 河口　來夢 浅江中 1021 土居　龍之介 岐陽中

７ﾚｰﾝ 桜田中 ８ﾚｰﾝ 熊毛中Ａ Ａ 順位 チーム 記録
ﾊﾀﾉ　ｾﾅ ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ

(1) 191 波多野　聖也 桜田中 (2) 1085 伊藤　蘭丸 熊毛中 1 4    末武中Ａ 45”63 大会新

ｶﾜﾊﾗ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
560 河原　信繁 桜田中 (4) 1092 小田　隼也 熊毛中 2 6    岐陽中Ａ 46”04

ｼﾊﾞｻﾞｷ　ﾕｳﾄ ｲﾜﾐ ﾕｳｷ
(3) 195 柴崎　湧人 桜田中 (1) 1227 岩見　宥希 熊毛中 3 5    浅江中Ａ 47”35

ﾑﾗﾊﾞﾔｼ　ｺｳｷ ﾉﾅｶ ﾂﾊﾞｻ
(4) 1062 村林　功規 桜田中 (3) 1226 野中　翼 熊毛中 4 8    熊毛中Ａ 47”84

ｱｵｷ　ｹｲﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ
(2) 567 青木　啓太 桜田中 52 吉田　僚 熊毛中 5 3    光井中 50”85

ｲﾜﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｷ
569 岩本　准輝 桜田中 6 2    島田中Ａ 50”98

7 7    桜田中 52”31

88
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タイム決勝　２組
１ﾚｰﾝ 岐陽中Ｃ Ｃ ２ﾚｰﾝ 島田中Ｂ Ｂ ３ﾚｰﾝ 浅江中Ｂ Ｂ

ｲﾜｲ ﾕｳﾏ ｳｴﾀﾞ　ｻﾄｼ ﾋﾗﾀ　ﾄｼｷ
(4) 726 岩井　有真 岐陽中 # (1) 203 上田　聡史 島田中 # (1) 1045 平田　登志貴 浅江中 ###

ﾀﾊﾗ ｻｸﾔ ｵｵｳﾁ　ﾏﾋﾛ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾗｲﾑ
(3) 698 田原　櫻也 岐陽中 # (2) 649 大内　雅央 島田中 # (2) 260 河口　來夢 浅江中 ###

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ ﾓﾘﾀ　ﾐﾅﾙ ﾄｸﾗ　ｶｲﾄ
(2) 699 中村　晃造 岐陽中 # (3) 804 森田　未成 島田中 # (3) 271 戸倉　海斗 浅江中 ###

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ ｷﾉｼﾀ ｻｸﾔ ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ

24

ｲｿﾍ  ﾊﾙｷ ｷﾉｼﾀ　ｻｸﾔ ﾆｼﾑﾗ　ﾘｭｳｽｹ
(1) 1183 磯部　春樹 岐陽中 # (4) 651 木下　咲哉 島田中 # (4) 373 西村　龍介 浅江中 ###

ｲｿﾍﾞ　ﾘｸ
1011 礒部　凌空 浅江中 ###

４ﾚｰﾝ 周陽中 ５ﾚｰﾝ 末武中Ｂ Ｂ ６ﾚｰﾝ 岐陽中Ｂ Ｂ
ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ ﾏﾂﾑﾗ　ｷｮｳﾉｽｹ ｾｲｷ ｺｳｼﾛｳｵｶｻ ｷ ﾖｼﾀｶ ﾏﾂﾑﾗ　ｷｮｳﾉｽｹ ｾｲｷ ｺｳｼﾛｳ

(2) 88 岡﨑　由昂 周陽中 # (3) 386 松村　恭之介 末武中 # (1) 696 清木　光史郎 岐陽中 ###
ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ ﾓﾘﾓﾄ　ｷｮｳｽｹ ﾓﾘﾀ ｲﾂｷ

(1) 96 重田　達冶 周陽中 # (1) 390 森本　恭介 末武中 # (4) 1022 森田　一期 岐陽中 ###
ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ ﾊﾔｼ　ｺｳｾｲ ｻｶﾀ ｼｭﾝｽｹ

15 上川　悠太 周陽中 # (2) 374 林　幸聖 末武中 # (3) 1064 坂田　舜亮 岐陽中 ###
ｺﾐﾔ ｺｳｷ ﾊﾔｼ　ﾘｭｳﾏ ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀ

(4) 210 小宮　煌希　 周陽中 # (4) 375 林　龍舞 末武中 # (2) 1185 上田　煌大 岐陽中 ###
ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ ｲｼﾏﾙ ﾖｳ

(3) 209 辻 来夢 周陽中 # 1182 石丸 陽 岐陽中 ###(3) 209 辻　来夢 周陽中 # 1182 石丸　陽 岐陽中 ###

７ﾚｰﾝ 熊毛中Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ 島田中Ｃ Ｃ 順位 チーム 記録
ｵｵﾀﾆ ﾗｲﾏ ｸﾆﾋﾛ　ﾀｸﾐ

(4) 1071 大谷　来唯眞 熊毛中 # 219 国弘　拓巳 島田中 # 1 5    末武中Ｂ 48”81
ｶｻﾉ ｼｭﾝｽｹ ｳｴﾑﾗ　ｼﾞﾝ

(3) 1223 笠野　俊介 熊毛中 # 197 上村　尽 島田中 # 2 4    周陽中 49”41(3) 1223 笠野　俊介 熊毛中 # 197 上村　尽 島田中 # 2 4    周陽中 49 41
ｶﾜﾀﾆ ﾃﾝｶｲ ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾕﾑ

1077 河谷　天海 熊毛中 # (3) 1473 小林　歩夢 島田中 # 3 6    岐陽中Ｂ 50”96
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸﾘﾓﾄ　ﾋﾋﾞｷ

(2) 939 中村　隆之介 熊毛中 # (4) 185 栗本　響 島田中 # 4 1    岐陽中Ｃ 53”19
ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ ｳｴﾀﾞ　ｻﾄｼ

(1) 1230 吉原　翔吾 熊毛中 # (1) 203 上田　聡史 島田中 # 5 7    熊毛中Ｂ 54”32
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ ﾓﾘﾀ　ﾐﾅﾙ

1228 原田　大叶 熊毛中 # (2) 804 森田　未成 島田中 # 6 8    島田中Ｃ 56”74

7

8

総合順位 チーム 記録 チーム 記録 8

1 末武中Ａ 45”63 大会新 5 末武中Ｂ 48”81

2 岐陽中Ａ 46”04 6 周陽中 49”41

3 浅江中Ａ 47”35 7 光井中 50”853 浅江中Ａ 47”35 7 光井中 50”85

4 熊毛中Ａ 47”84 8 岐陽中Ｂ 50”96
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中学男子 走高跳 15 15.5 12：30

山口県記録（YR） 2m00 山本　竜暉 右田中 2015

大会記録　（GR) 1m78 中村　駿介 桜田中学 2018

大会記録　（GR) -       -       

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1ｍ60 1ｍ65 1ｍ69 1ｍ72 1ｍ75 1ｍ78 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ　ﾐﾂｷ

1 426 田中　光己 浅江中 DNS
ｲﾜｲ ﾕｳﾏ

2 726 岩井　有真 岐陽中 ○ ○ ○ ×○ ××× 1m75 1

中学男子 棒高跳 18 10：00

山口県記録（YR） 4m30 藤井　一和 富田中 1993
大会記録　（GR) 3m40 松井　楓雅 光井中学 2018

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1ｍ80 1ｍ90 2ｍ00 2ｍ80 2ｍ90 3ｍ00 3ｍ10 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ

1 211 貞廣　瀬名 光井中 ○ ×○ ××× 1m90 2
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ

2 72 久保田　良弥 光井中 ― ― ― ○ ××○ ○ ××× 3m00 1

中学男子 走幅跳 16 9：00

山口県記録（YR） 6m92 宮瀬　巧斗 上宇部中 2016

大会記録　（GR) 6m06 松本　裕太 熊毛中学 2017

試 試技 風速

順 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｲｿﾍﾞ　ﾘｸ + 0.2m 2回目 +0.2
1 1011 礒部　凌空 浅江中 3m36 17

ｷｼﾑﾗ ﾊﾙﾎ 0m 0m - 0.1m 3回目 -0.1
2 101 岸村　遥帆 光井中 4m43 10

ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ + 0.7m + 0.6m 1回目 +0.7
3 120 門田　慎平 光井中 4m69 7

ｶﾈｺ　ﾂﾊﾞｻ 0m - 0.5m 2回目 0
4 528 金子　翼 末武中 4m39 11

ｱﾗｷ ｾｲﾗｲ - 0.6m - 0.2m - 1.0m 2回目 -0.2
5 1124 荒木　晟来 岐陽中 3m95 15

ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾄ - 2.0m - 0.3m 1回目 -2.0
6 534 岡田　晴人 末武中 4m04 14

ﾐｽﾞﾉ　ﾕｳﾄ + 1.1m - 0.8m 1回目 +1.1
7 521 水野　裕翔 末武中 3m93 16

ﾄｸﾗ　ｶｲﾄ
8 271 戸倉　海斗 浅江中 DNS

ﾀｹｽｴ　ﾘｮｳﾏ 1回目

9 544 武居　諒真 末武中 DNS
ﾀﾊﾗ ｻｸﾔ + 1.1m - 0.3m 3回目 -0.3

10 698 田原　櫻也 岐陽中 4m52 8
ｵｵﾀﾆ ﾗｲﾏ - 0.5m 2回目 -0.5

11 1071 大谷　来唯眞 熊毛中 4m84 5
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾗｲﾑ + 0.3m - 0.1m 2回目 +0.3

12 260 河口　來夢 浅江中 4m08 13
ｶｻﾉ ｼｭﾝｽｹ - 0.2m 0m 2回目 -0.2

13 1223 笠野　俊介 熊毛中 5m16 4
ﾋﾗﾀ　ﾄｼｷ + 1.5m 0m - 0.1m 2回目 0

14 1045 平田　登志貴 浅江中 4m82 6
ﾊﾗﾀﾞ　ﾉｿﾞﾐ - 0.2m 0m 3回目 0

15 537 原田　望光 末武中 4m29 12
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ #N/A

16 72 久保田　良弥 光井中 DNS
ｺﾐﾔ ｺｳｷ - 0.4m - 0.1m + 0.1m 3回目 +0.1

17 210 小宮　煌希　 周陽中 4m46 9
ﾓﾘﾐﾂ　ｷﾄﾞｳ + 0.5m 0m - 0.1m 1回目 +0.5

18 389 盛光　希道 末武中 5m20 3
ﾌｸﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ + 0.6m + 0.2m 2回目 +0.6

記録所　属 1回目

×

4ｍ34 4ｍ35 4ｍ43

× ×

3回目ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名

× 4ｍ39

4ｍ69 4ｍ29

3ｍ36

4ｍ04 3ｍ79 ×

3ｍ95 3ｍ78

2回目

×3ｍ93 3ｍ73

4ｍ08 × 4ｍ52

× 4ｍ84

4ｍ33

3ｍ84

4ｍ58 4ｍ96

4ｍ41

3ｍ78

5ｍ20

4ｍ29×

×

×

4ｍ91

4ｍ61 4ｍ82

5ｍ16×

4ｍ08 3ｍ52

4ｍ18

×××

4ｍ464ｍ26

25



19 377 福田　大雅 末武中 5m49 1
ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ + 0.2m - 0.4m 3回目 -0.4

20 88 岡﨑　由昂 周陽中 5m44 25ｍ39 × 5ｍ44

5ｍ405ｍ49×
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中学男子 砲丸投 17 9：00

山口県記録（YR） 14m97 (5kg) 安永　稀一 島田中 2015

大会記録　（GR) 13m40 (5kg) 河本　悠希 浅江中学 2015

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾈ　ﾘｸ

1 433 山根　陸空 浅江中
ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾕﾑ

2 1473 小林　歩夢 島田中 7m72 3
ﾔﾏﾈ　ｱｵｲ

3 282 山根　碧莞 浅江中 8m53 2
ｶﾜﾓﾄ　ｼｮｳﾏ

4 424 河本　翔真 浅江中 9m46 19ｍ408ｍ76

２回目 ３回目

8ｍ23 8ｍ30

9ｍ46

7ｍ16 7ｍ66

8ｍ53

１回目

7ｍ72
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中学女子 １００ｍ 中学 9：46
49

山口県記録（YR） 11”90 君嶋　愛梨沙 麻里府中 2010

大会記録（GR) 12”74 蔵重　みう 附属光中　 2018

タイム決勝　１００ｍ 2

１組 （ + 0.7m ） ２組 （ + 1.3m ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ

1 992 岸田　帆乃佳 3 熊毛中 (4) 13”48 1 480 國嶋　彩加 2 末武中 (1) 13”78
ﾌｼﾞｵ ﾋﾅﾀ ﾉﾊﾗ　ﾏﾘ

2 593 藤尾　柊向 3 岐陽中 (5) 13”62 2 9 野原　茉莉 3 浅江中 (4) 14”02
ﾅｶﾑﾗ　ﾏｺﾄ ﾊﾔｼ　ﾏﾎ

3 240 中村　真琴 3 末武中 (1) 12”73 大会新 3 241 林　真穂 3 末武中 (2) 13”92
ｵｷﾀ ｺｺｱ ｸﾆﾋﾛ　ﾏﾅ

4 1073 沖田　心愛 2 熊毛中 (2) 13”23 4 3 國廣　真奈 3 島田中
ﾋﾀﾞｶ　ﾏﾅ ﾏﾂﾑﾗ　ｻｸ

5 242 飛鷹　愛 3 末武中 5 247 松村　咲来 3 末武中 (6) 14”32
ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾅ

6 592 田原　奈波 3 岐陽中 (3) 13”30 6 815 徳永　七菜 2 岐陽中 (7) 14”32
ｺｳﾄｸ　ｻﾗ ﾀｹﾓﾄ　ﾘﾅ

7 5 神徳　咲来 3 島田中 (7) 14”05 7 545 竹本　莉菜 2 島田中 (5) 14”23
ｵｵﾁﾀﾞ ﾏｲ ﾌｼﾞﾀ　ｻｸﾗｺ

8 990 大地田　麻衣 3 熊毛中 (6) 13”97 8 20 藤田　桜子 1 浅江中 (3) 13”93

３組 （ + 0.4m ） ４組 （ - 0.2m ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ﾓﾘﾀ ｻﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ

1 61 守田　咲菜 3 熊毛中 (4) 14”59 61 1 1043 渡邊　日菜子 2 岐陽中 (2) 14”32
ﾏﾂﾐﾔ ﾕｲ ﾊﾔｼ ﾕｷ

2 1021 松宮　ゆい 3 熊毛中 (3) 14”52 ## 2 137 林　優希 3 周陽中 (8) 15”21
ｶﾜｶﾐ ﾏﾖ ﾅｶﾑﾗ ｱﾐ

3 243 河上　真世 2 周陽中 (2) 14”38 ## 3 945 中村　亜美 3 岐陽中 (4) 14”61
ﾅｶﾉ　ｱﾔﾉ ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ

4 19 中野　綾乃 3 久保中 (5) 14”79 19 4 85 内藤　央瑠 1 光井中 (6) 14”96
ｲｿﾍﾞ　ﾐｳ ｶﾀﾉ　ﾙｲ

5 691 磯部　海羽 2 太華中 (8) 14”95 ## 5 2 片野　瑠唯 2 久保中 (5) 14”70
ｱｶﾂｶ ﾐﾅ ﾘｮｳｺﾞｸ　ﾅﾅｶ

6 136 赤塚　実菜 3 周陽中 (7) 14”89 ## 6 143 両国　菜々香 0 周陽中 (1) 13”84
ｶﾜｻｷ　ｶﾚﾝ ｲｲﾀﾞ　ﾕｲ

7 496 川崎　華怜 2 末武中 (1) 14”36 ## 7 349 飯田　唯 2 浅江中 (7) 15”01
ﾌｸﾅｶﾞ ﾒｲ ｶﾈﾓﾄ ﾅﾅｺ

8 225 福永　芽依 2 周陽中 (6) 14”87 ## 8 102 金本　七虹 3 光井中 (3) 14”59

５組 （ + 1.3m ） ６組 （ + 1.3m ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ｱｷﾑﾗ　ﾎﾉｶ ｲﾏﾏﾂ　ｶﾖ

1 704 秋村　穂乃花 3 島田中 (1) 14”41 ## 1 210 今松　香葉 3 浅江中 (2) 14”54
ｻｺﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾎ

2 248 迫田　希美 2 周陽中 ## 2 1048 松原　果保 2 岐陽中 (1) 14”53
ｺｼﾞﾏ　ﾘﾝｶ ｺｳ ｶｽﾐ

3 697 児島　凛香 2 太華中 (4) 14”89 ## 3 229 髙　かすみ 3 光井中 (6) 14”87
ﾜﾀｾ　ﾊﾙｶ ｳﾒﾓﾄ　ﾋﾅ

4 250 渡瀬　春風 3 末武中 (5) 14”95 ## 4 122 梅本　陽菜 1 島田中 (7) 15”44
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ ﾏﾂﾊｼ ﾏﾘﾅ

5 820 中村　佳純 2 岐陽中 (3) 14”85 ## 5 275 松橋　茉里奈 2 周陽中 (3) 14”67
ｶﾄｳ　ﾄﾜ ｲﾁﾔﾏ ｽｽﾞﾉ

6 1236 加藤　音和 3 浅江中 (2) 14”65 ## 6 95 市山　鈴乃 3 光井中 (5) 14”73
ﾐｳﾗ ｱﾔｶ ﾌｼﾞｲ　ｱｻﾐ

7 947 三浦　綾香 3 岐陽中 (6) 15”00 ## 7 103 藤井　亜沙美 3 浅江中 (4) 14”71
ﾀｸﾞﾁ ｼﾎ ｶﾜｻｷ　ｶﾚﾝ

8 226 田口　志歩 2 周陽中 (7) 15”28 ## 8 496 川崎　華怜 2 末武中
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７組 （ ） ８組 （ ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ﾐﾀﾗｼ ﾊﾙﾐ ｺｳﾀﾞ ｱｵﾊﾞ

1 525 御手洗　悠未 1 岐陽中 (1) 14”56 ## 1 522 神田　青葉 1 岐陽中 (2) 14”84
ｲｶｻﾞｷ ｻｸｷﾗ ｶﾜﾑﾗ　ｱﾔｶ

2 127 伊ヶ崎　櫻 3 周陽中 (7) 16”21 ## 2 216 河村　彩花 2 桜田中
ｸｻｶ ﾊﾅ ｳｴ ｱﾔﾈ

3 141 日下　華 3 周陽中 (5) 15”59 ## 3 139 上　綺音 1 周陽中 (3) 15”20
ｶﾜﾑﾗ ﾏﾕﾐ ｷﾑﾗ ﾚﾅ

4 221 河村　真結実 3 周陽中 (6) 15”61 ## 4 160 木村　蓮奈 1 周陽中
ｵﾆﾀｹ ﾅﾅ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅﾘ

5 237 鬼武　奈々 2 周陽中 (8) 16”28 ## 5 267 松田　夏那梨 2 周陽中
ｲｿﾑﾗ ﾅｵ ｲｿﾍﾞ　ﾕｲｶ

6 537 磯村　奈央 3 周陽中 (4) 15”53 ## 6 379 礒辺　唯花 1 浅江中 (5) 15”41
ﾊｾｶﾞﾜ　ﾕｳﾅ ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ

7 380 長谷川　優那 1 浅江中 (3) 15”10 ## 7 96 内田　明日香 3 光井中 (4) 15”40
ﾎﾘｹ ﾐｻ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾏﾕｺ

8 524 堀家　光紗 1 岐陽中 (2) 14”74 ## 8 1183 近藤　真由子 1 附属光 (1) 14”63

９組 （ ） １０組 （ ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ ﾀｷｸﾞﾁ ｱｲ

1 165 中野　今日佳 1 周陽中 (2) 16”23 ## 1 519 瀧口　亜依 1 岐陽中 (3) 16”21
ｼﾓｶﾜ　ﾕｳﾅ ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ

2 306 下川　優奈 3 桜田中 (3) 16”33 ## 2 121 阿部　心咲 1 島田中 (4) 16”39
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘｲ

3 172 中村　陽奈 1 周陽中 (6) 18”00 ## 3 158 宮本　真良衣 1 周陽中 (7) 20”35
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ ｳﾁﾀﾞ　ｸﾙﾐ

4 1000 中村　禾純 3 熊毛中 (4) 16”52 ## 4 299 内田くるみ 3 桜田中 (6) 17”58
ﾅｶﾑﾗ　ﾌｳｶ ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｶ

5 717 中村　風花 2 太華中 (1) 16”03 ## 5 719 中村　涼花 2 太華中 (5) 16”85
ﾜｶｻｷ ｼｵﾘ ｶﾜｲ ﾐｻﾄ

6 178 若崎　栞 1 周陽中 ## 6 154 河合　美咲都 1 周陽中
ﾅｶﾞｻｺ　ｾﾅ ｲﾜﾑﾗ ｶｵﾙｺ

7 509 長榮　瀬奈 1 島田中 (5) 16”71 ## 7 1100 岩村　薫子 1 岐陽中 (2) 16”10
ﾅｶﾞﾉ　ｱｺ ｵｵｻﾜ ﾘｵ

8 435 永野　空虹 1 ひらちゅうRC ## 8 1011 大澤　里緒 1 熊毛中 (1) 15”86

１１組 （ ） １２組 （ ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 記録
ｵｶﾞﾀ ｻｷ ｾｲ ﾐﾕｷ

1 781 小方　咲希 1 末武中 (1) 14”98 ## 1 1008 清　実悠紀 1 熊毛中 (3) 16”07
ｵｶﾓﾄ ﾐｻｷ ﾀｶｳﾗ ﾕﾒﾐ

2 991 岡本　美咲 3 熊毛中 (6) 17”16 ## 2 1122 高浦　夢実 1 岐陽中 (5) 16”42
ｷﾉｼﾀ ﾋﾅﾘ ﾂﾙﾀ　ｺﾕｷ

3 800 木下　雛利 1 末武中 (5) 16”65 ## 3 973 鶴田　こゆき 1 附属光 (1) 14”75
ｷﾞｮｳﾌﾞ ｶｵﾘ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ

4 806 刑部　かおり 1 末武中 (2) 15”07 ## 4 809 中川　凛乃 1 末武中
ｺﾔﾏ ﾏｵ ﾅｶﾊﾗ ﾋﾅﾀ

5 995 小山　真緒 3 熊毛中 (4) 16”45 ## 5 1002 中原　陽葵 1 熊毛中 (7) 17”48
ｻｴｷ　ﾕｲｶ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ

6 808 佐伯　唯華 1 末武中 ## 6 810 中村　真央 1 末武中 (2) 15”68
ｼﾞｮｳ ﾏﾕｶ ﾅﾗｻｷ　ｱﾝﾅ

7 1101 城　茉友里 1 岐陽中 ## 7 974 楢﨑　杏菜 1 附属光 (6) 16”57
ｼｮｳﾓﾄ ｲｵ ﾆｼﾀﾞ ｶﾘﾝ

8 1099 庄本　依音 1 岐陽中 (3) 15”82 ## 8 1007 西田　花凜 1 熊毛中 (4) 16”36
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１３組 （ ） １４組 （ ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ

1 1004 野村　葵 1 熊毛中 (7) 17”98 1 (7) 16”91
ﾊﾔｼ ﾘﾘｶ ﾌｸﾀﾞ　ｸﾙﾐ

2 1108 林　梨里香 1 岐陽中 (6) 17”14 2 1339 福田　来実 2 末武中
ﾊﾗ　ﾄﾓｶ ﾌｼﾞﾀ ﾘｵ

3 975 原　朋花 1 附属光 (2) 15”90 3 1109 藤田　梨央 1 岐陽中 (5) 16”65
ﾋｶﾞｼ ﾁﾕﾘ ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾖﾘ

4 812 東　千優理 1 末武中 (5) 16”07 4 629 本田　陽依 1 桜田中 (6) 16”68
ﾋﾗﾀ　ﾓﾓ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓ

5 631 平田　　百 1 桜田中 (3) 15”93 5 1104 村上　白桃 1 岐陽中 (1) 15”18
ﾌｸﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾓﾘﾀ　ｱﾐ

6 813 福田　彩七 1 末武中 6 976 守田　亜未 1 附属光 (3) 16”23
ﾌｸﾀﾞ ｶﾘﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

7 1105 福田　花凜 1 岐陽中 (4) 15”95 7 1115 山田　莉子 1 岐陽中 (2) 15”73
ﾅﾐｶﾜ　ｱｲﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ

8 488 並川　愛理 2 末武中 (1) 15”84 8 814 山本　若枝 1 末武中 (4) 16”50

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 記録
ﾅｶﾑﾗ　ﾏｺﾄ ﾌｼﾞｵ ﾋﾅﾀ

1 240 中村　真琴 3 末武中 12”73 5 593 藤尾　柊向 3 岐陽中 13”62
ｵｷﾀ ｺｺｱ ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ

2 1073 沖田　心愛 2 熊毛中 13”23 6 480 國嶋　彩加 2 末武中 13”78
ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ ﾘｮｳｺﾞｸ　ﾅﾅｶ

3 592 田原　奈波 3 岐陽中 13”30 7 143 両国　菜々香 0 周陽中 13”84
ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾊﾔｼ　ﾏﾎ

4 992 岸田　帆乃佳 3 熊毛中 13”48 8 241 林　真穂 3 末武中 13”92
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中学女子 ２００ｍ 中学 13：51
50

山口県記録(YR)　 24”36 君嶋　愛梨沙 麻里府中 2010 ±

大会記録(GR) 26”37 飛鷹　愛 末武中 2018 +/-

タイム決勝　２００ｍ

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録

1 0 1
ﾅｶﾑﾗ　ｻﾔｶ ｶﾜﾈ　ｺｺﾅ

2 25 中村　清楓 1 島田中 25 2 497 河根　心夏 2 末武中
ﾏﾂﾑﾗ　ｻｸ ﾅｶﾀﾆ　ﾓｴ

3 247 松村　咲来 3 末武中 (3) 29”68 ## 3 211 中谷　もえ 2 浅江中
ﾖｺｾ　ｼﾉ ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ

4 730 横瀬　史乃 2 太華中 ## 4 99 岡林　桃花 3 光井中 (3) 32”47
ﾋﾀﾞｶ　ﾏﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ

5 242 飛鷹　愛 3 末武中 (1) 26”26 ## 5 1065 山本　琉惟 2 熊毛中
ｵｷﾀ ｺｺｱ ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ

6 1073 沖田　心愛 2 熊毛中 (2) 28”60 ## 6 992 岸田　帆乃佳 3 熊毛中 (1) 28”22
ｺｳﾄｸ　ｻﾗ ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾘ

7 5 神徳　咲来 3 島田中 (4) 30”04 5 7 1013 藤井　実乃理 1 熊毛中 (4) 33”22
ｲｲﾀﾞ　ﾕｲ ｸﾆﾋﾛ　ﾏﾅ

8 349 飯田　唯 2 浅江中 (5) 31”27 ## 8 3 國廣　真奈 3 島田中 (2) 29”17

３組 （ ） 総合

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 記録
ﾋﾀﾞｶ　ﾏﾅ

1 0 1 242 飛鷹　愛 3 末武中 26”26 ##
ﾐｽﾞﾀ ｶﾉﾝ ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ

2 1006 水田　華音 1 熊毛中 (4) 33”44 ## 2 992 岸田　帆乃佳 3 熊毛中 28”22 ##
ﾉｸﾞﾁ　ｱﾔﾈ ｵｷﾀ ｺｺｱ

3 18 野口　絢音 2 晃英館 (1) 29”20 18 3 1073 沖田　心愛 2 熊毛中 28”60 ##
ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ ｸﾆﾋﾛ　ﾏﾅ

4 480 國嶋　彩加 2 末武中 (2) 29”32 ## 4 3 國廣　真奈 3 島田中 29”17 3
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾉｸﾞﾁ　ｱﾔﾈ

5 451 前田　帆乃楓 2 末武中 (3) 31”53 ## 5 18 野口　絢音 2 晃英館 29”20 18
ｳﾁﾔﾏ　ﾌﾐﾅ ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ

6 491 内山　史菜 2 末武中 (6) 36”01 ## 6 480 國嶋　彩加 2 末武中 29”32 ##
ｸﾆｽｴ　ｶﾝﾅ ﾏﾂﾑﾗ　ｻｸ

7 479 國居　環菜 2 末武中 (5) 34”91 ## 7 247 松村　咲来 3 末武中 29”68 ##
ｺｳﾄｸ　ｻﾗ

8 0 8 5 神徳　咲来 3 島田中 30”04 5
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中学女子 ８００ｍ 中学 14：36
51

山口県記録(YR)　 2'07”81 市川　良子 浅江中 51 1991

大会記録(GR) 2'33”49 片野　瑠唯 久保中 51 2018

タイム決勝　８００ｍ

１組ラップ 400m　　　　　　　800m ２組ラップ 400m　　　　　　　800m

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 順位 記録
ｲｿｻﾞｷ　ｱﾕﾐ ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ

1 1522 磯﨑　あゆみ 2 周南JAC (4) 2'36”83 ## 1 133 岩本　愛生 1 太華中 (1) 2'39”67
ｶﾀﾉ　ﾙｲ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ

2 2 片野　瑠唯 2 久保中 (1) 2'31”64 大会新 2 157 藤村　李魅 1 周陽中 (2) 2'44”40
ﾏﾂﾀﾞ　ﾘﾝ ｷﾄﾞ ｽｽﾞｶ

3 597 松田　　凛 3 太華中 ## 3 433 木戸　涼香 2 末武中 (4) 2'46”18
ｳｵﾀﾆ ﾐｸ ｶｼﾊﾗ ﾐﾉﾘ

4 811 魚谷　実来 2 岐陽中 (2) 2'34”68 ## 4 153 柏原　実里 1 周陽中 (6) 2'47”33
ｶﾅﾀﾞ ｱｵｲ ﾔﾏｼﾀ　ﾜｶﾅ

5 1001 金田　葵 3 熊毛中 (3) 2'35”12 ## 5 381 山下　和奏 1 浅江中
ﾐﾖｼ　ﾊﾙｶ ﾀｶｷﾞ ｱﾔﾈ

6 721 三吉　花佳 2 太華中 ## 6 427 高木　彩音 2 末武中 (7) 2'47”85
ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ ｵｵｸﾎﾞ　ﾊﾅ

7 1072 藤井　姫菜 2 熊毛中 (7) 2'41”55 ## 7 386 大久保　華 1 浅江中
ﾅｶﾑﾗ　ｱﾔﾐ ﾔｷﾞ ﾐﾕｳ

8 239 中村　彩美 3 末武中 (8) 2'49”12 ## 8 418 八木　美憂 2 末武中 (8) 2'54”32
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾘ ｻｴｷ　ｸﾙﾐ

9 101 渡辺　紅李 1 ひらちゅうRC (5) 2'37”94 ## 9 426 佐伯　来瞳 2 末武中 (5) 2'46”75
ﾏｽﾓﾄ　ｻﾝｺﾞ ﾏﾂﾀﾞ　ﾒｲ

10 163 増本　珊瑚 3 大和中 ## 10 507 松田　芽衣 1 太華中 (3) 2'45”45
ｲｼｶﾜ　ﾋﾏﾘ ﾖｼﾂﾞ　ｻｷ

11 233 石川　ひまり 3 末武中 (9) 3'01”21 ## 11 731 吉津　沙希 2 太華中
ﾖｼｷ　ｶﾎ ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾎ

12 1211 吉規　佳穂 1 附属光 (6) 2'40”29 ## 12 499 原田　真歩 2 末武中 (9) 2'54”45

３組ラップ 400m　　　　　　　800m 総合

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 記録
ｻｶﾈ ﾐｻｷ ｶﾀﾉ　ﾙｲ

1 296 坂根　海咲 2 光井中 (3) 2'46”34 ## 1 2 片野　瑠唯 2 久保中 2'31”64 大会新

ﾐﾓﾘ　ﾊﾅ ｳｵﾀﾆ ﾐｸ

2 720 三森　　華 2 太華中 (11) 3'12”93 ## 2 811 魚谷　実来 2 岐陽中 2'34”68
ﾏｷ ｺﾊﾙ ｶﾅﾀﾞ ｱｵｲ

3 1042 牧　心暖 2 岐陽中 (8) 2'49”35 ## 3 1001 金田　葵 3 熊毛中 2'35”12
ｶﾈﾐﾂ ﾓｴﾅ ｲｿｻﾞｷ　ｱﾕﾐ

4 1005 金光　萌沙 3 熊毛中 (2) 2'45”16 ## 4 1522 磯﨑　あゆみ 2 周南JAC 2'36”83
ｱﾘﾏ ｺﾄﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾘ

5 996 有間　心美 1 熊毛中 (7) 2'49”13 ## 5 101 渡辺　紅李 1 ひらちゅうRC 2'37”94
ﾊﾔｼ ﾏｵ ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ

6 1009 林　茉穂 1 熊毛中 (5) 2'47”79 ## 6 133 岩本　愛生 1 太華中 2'39”67
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ ﾖｼｷ　ｶﾎ

7 1012 渡邊　心花 1 熊毛中 (6) 2'48”25 ## 7 1211 吉規　佳穂 1 附属光 2'40”29
ﾏｾﾀﾞ ｷｻﾗ ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ

8 1107 間世田　祁更 1 岐陽中 (9) 2'57”22 8 1072 藤井　姫菜 2 熊毛中 2'41”55
ﾌﾅｺｼ　ﾜｶﾅ

9 506 舩越　羽奏 1 太華中 (1) 2'42”37
ﾋｷｼﾞ　ｱﾔﾉ

10 596 引地　彩乃 3 太華中 (10) 3'08”59
ｸﾐｼﾏ ﾘﾝﾉ

11 807 組島　綸乃 1 末武中 (4) 2'47”51
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中学女子 １５００ｍ 中学 11：43
52

山口県記録(YR)　 42'73”0 森廣　彩音 国府中 52 2015

大会記録(GR) 45'95”1 土井　唯楓 光井中 52 2018

タイム決勝

１組ラップ 400m　　　　　　　800m　　　　　　　1200ｍ

ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 順位 記録
ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ ｺｳﾀﾞ ﾘﾝ

1 821 森谷　陽 2 岐陽中 (2) 5'13”65 ## 7 1003 神田　凛 3 熊毛中 5'45”01 ##
ｱｷﾀ ﾏﾅ ｳﾁﾀﾞ　ﾘｶｺ

2 1044 秋田　真那 2 岐陽中 (1) 5'12”65 ## 8 611 内田　梨花子 3 附属光 5'52”82 ##
ﾃﾗｵｶ ﾕｳｶ ｳﾀﾞ ﾋﾅｺ

3 232 寺岡　優花 2 周陽中 ## 9 420 宇田　陽奈子 2 末武中 6'22”71 ##
ｱﾘﾖｼ ｻｸﾗ ｵｵﾑﾛ　ｱｽｶ

4 52 有吉　咲楽 2 周陽中 (3) 5'19”17 52 10 733 大室　明日香 2 末武中 5'54”82 ##
ｵﾉｳｴ　ﾕｳﾅ ｻﾄｳ　ｶﾅｺ

5 238 尾上　友菜 3 末武中 (4) 5'28”94 ## 11 972 佐藤　可奈子 1 附属光 6'48”78 ##
ｱﾗﾐ　ﾙｶ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ

6 594 荒美　月海 3 太華中 (5) 5'38”79 ## 12 782 影山　晴菜 1 末武中 5'38”44 ##

総合

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年 所属 記録 順位ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年所属 記録
ｱｷﾀ ﾏﾅ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ

1 1044 秋田　真那 2 岐陽中 5'12”65 5 782 影山　晴菜 1 末武中 5'38”44
ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ ｱﾗﾐ　ﾙｶ

2 821 森谷　陽 2 岐陽中 5'13”65 6 594 荒美　月海 3 太華中 5'38”79
ｱﾘﾖｼ ｻｸﾗ ｺｳﾀﾞ ﾘﾝ

3 52 有吉　咲楽 2 周陽中 5'19”17 7 1003 神田　凛 3 熊毛中 5'45”01
ｵﾉｳｴ　ﾕｳﾅ ｳﾁﾀﾞ　ﾘｶｺ

4 238 尾上　友菜 3 末武中 5'28”94 8 611 内田　梨花子 3 附属光 5'52”82
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中学女子 ４×100ｍR 53 中学 15：38

山口県記録（YR） 4'92”2 中元・田中・辻野・近森 富田中 1984

大会記録　（GR) 5'06”4 田原・原田・青木・源内 岐陽中A 2018

タイム決勝　１組

１ﾚｰﾝ Ｂ Ｂ ２ﾚｰﾝ 熊毛中Ａ Ａ ３ﾚｰﾝ 太華中
ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ ｺｼﾞﾏ　ﾘﾝｶ

(1) (1) 992 岸田　帆乃佳 熊毛中 (1) 697 児島　凛香 太華中
ｵｵﾁﾀﾞ ﾏｲ ﾖｺｾ　ｼﾉ

(2) (2) 990 大地田　麻衣 熊毛中 (2) 730 横瀬　史乃 太華中
ｵｷﾀ ｺｺｱ ｲｿﾍﾞ　ﾐｳ

(3) (4) 1073 沖田　心愛 熊毛中 (3) 691 磯部　海羽 太華中
ｵｵｻﾜ ﾊﾙﾈ ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ

(4) (3) 985 大澤　春音 熊毛中 (4) 133 岩本　愛生 太華中
ﾋﾀﾞｶ ﾅﾅﾐ ﾐﾔﾓﾄ　ｺﾉｶ

(5) 1019 日高　菜々美 熊毛中 1512 宮本　好花 太華中
ﾌﾅｺｼ　ﾐｳ

(6) 600 舩越　美羽 太華中

４ﾚｰﾝ 岐陽中A A ５ﾚｰﾝ 末武中A A ６ﾚｰﾝ 島田中A A
ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ ｺｳﾄｸ　ｻﾗ

(1) 592 田原　奈波 岐陽中 (1) 480 國嶋　彩加 末武中 (2) 5 神徳　咲来 島田中
ﾌｼﾞｵ ﾋﾅﾀ ﾋﾀﾞｶ　ﾏﾅ ｸﾆﾋﾛ　ﾏﾅ

(2) 593 藤尾　柊向 岐陽中 (2) 242 飛鷹　愛 末武中 (4) 3 國廣　真奈 島田中
ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾅ ﾊﾔｼ　ﾏﾎ ﾅｶﾑﾗ　ｻﾔｶ

(3) 815 徳永　七菜 岐陽中 (3) 241 林　真穂 末武中 25 中村　清楓 島田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ ﾅｶﾑﾗ　ﾏｺﾄ ﾀｹﾓﾄ　ﾘﾅ

(4) 1043 渡邊　日菜子 岐陽中 (4) 240 中村　真琴 末武中 (1) 545 竹本　莉菜 島田中
ｱｷﾑﾗ　ﾎﾉｶ

(3) 704 秋村　穂乃花 島田中

33

７ﾚｰﾝ 浅江中A A ８ﾚｰﾝ 岐陽中Ｂ Ｂ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾉﾊﾗ　ﾏﾘ ｲﾄｳ ﾋﾅ

(1) 9 野原　茉莉 浅江中 (1) 943 伊藤　妃菜 岐陽中 1 5    末武中Ａ 50”96
ｲｲﾀﾞ　ﾕｲ ﾐｳﾗ ｱﾔｶ

(2) 349 飯田　唯 浅江中 (2) 947 三浦　綾香 岐陽中 2 4    岐陽中Ａ 53”14
ﾆｼﾑﾗ　ﾜｶﾅ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

(3) 362 西村　和奏 浅江中 (3) 820 中村　佳純 岐陽中 3 2    熊毛中Ａ 53”59
ｼﾅｶﾞﾜ　ｻﾔ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾎ

(4) 212 品川　采耶 浅江中 (4) 1048 松原　果保 岐陽中 4 6    島田中Ａ 54”53

5 7    浅江中Ａ 56”43

6 8    岐陽中Ｂ 57”10

7

8
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タイム決勝　２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ ３ﾚｰﾝ 熊毛中Ｂ Ｂ
ﾓﾘﾀ ｻﾅ

(1) (1) (4) 61 守田　咲菜 熊毛中
ﾏﾂﾐﾔ ﾕｲ

(2) (2) (1) 1021 松宮　ゆい 熊毛中
ｺｳﾀﾞ ﾘﾝ

(3) (3) (3) 1003 神田　凛 熊毛中
ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ

(4) (4) (2) 1072 藤井　姫菜 熊毛中
ｺﾔﾏ ﾏｵ

(5) (5) 995 小山　真緒 熊毛中

(6) (6)

４ﾚｰﾝ 光井中 ５ﾚｰﾝ 桜田中 ６ﾚｰﾝ 末武中B B
ｲﾁﾔﾏ ｽｽﾞﾉ ｼﾓｶﾜ　ﾕｳﾅ ﾏﾂﾑﾗ　ｻｸ

(1) 95 市山　鈴乃 光井中 (1) 306 下川　優奈 桜田中 (2) 247 松村　咲来 末武中
ｶﾈﾓﾄ ﾅﾅｺ ｳﾁﾀﾞ　ｸﾙﾐ ﾜﾀｾ　ﾊﾙｶ

(2) 102 金本　七虹 光井中 299 内田くるみ 桜田中 (3) 250 渡瀬　春風 末武中
ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ ｶﾜﾑﾗ　ｱﾔｶ ｶﾜﾈ　ｺｺﾅ

(3) 96 内田　明日香 光井中 216 河村　彩花 桜田中 (1) 497 河根　心夏 末武中
ｺｳ ｶｽﾐ ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾖﾘ ｶﾜｻｷ　ｶﾚﾝ

(4) 229 髙　かすみ 光井中 (4) 629 本田　陽依 桜田中 (4) 496 川崎　華怜 末武中
ﾔﾏﾈ　ﾋﾏﾘ ﾋﾗﾀ　ﾓﾓ

114 山根　日真莉 光井中 (2) 631 平田　　百 桜田中
ﾔﾏｼﾀ　ﾜｶﾅ

(3) 632 山下　和奏 桜田中

７ﾚｰﾝ 浅江中Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ 島田中Ｂ Ｂ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ｲﾏﾏﾂ　ｶﾖ ｱｷﾑﾗ　ﾎﾉｶ

(1) 210 今松　香葉 浅江中 (1) 704 秋村　穂乃花 島田中 1 6    末武中Ｂ 56”20
ｶﾄｳ　ﾄﾜ ﾄｸﾀﾞ　ｻｷ

(2) 1236 加藤 音和 浅江中 (2) 554 徳田 早希 島田中 2 4 光井中 57”03
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(2) 1236 加藤　音和 浅江中 (2) 554 徳田　早希 島田中 2 4    光井中 57”03
ﾀﾆﾀﾞ　ﾓｴﾅ ｳﾒﾓﾄ　ﾋﾅ

(3) 209 谷田　萌奈 浅江中 (3) 122 梅本　陽菜 島田中 3 3    熊毛中Ｂ 58”86
ﾅｶﾀﾆ　ﾓｴ ﾅｶﾞｻｺ　ｾﾅ

(4) 211 中谷　もえ 浅江中 (4) 509 長榮　瀬奈 島田中 4 5    桜田中 1'03”38
ﾌｼﾞｲ　ｱｻﾐ ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ

103 藤井　亜沙美 浅江中 121 阿部　心咲 島田中 5

6

7

8
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タイム決勝　３組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ ３ﾚｰﾝ 熊毛中Ｄ Ｄ
ｾｲ ﾐﾕｷ

(1) (1) (1) 1008 清　実悠紀 熊毛中
ｵｵｻﾜ ﾘｵ

(2) (2) (2) 1011 大澤　里緒 熊毛中
ﾐｽﾞﾀ ｶﾉﾝ

(3) (3) (3) 1006 水田　華音 熊毛中
ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾘ

(4) (4) (4) 1013 藤井　実乃理 熊毛中

(5) (5)

(6) (6)

４ﾚｰﾝ 附属光 ５ﾚｰﾝ 末武中Ｃ Ｃ ６ﾚｰﾝ 浅江中Ｃ Ｃ
ﾊﾗ　ﾄﾓｶ ｳﾙｼﾏ　ﾊﾙﾅ ﾆｼﾑﾗ　ｱｲｻ

(3) 975 原　朋花 附属光 (4) 236 宇留島　悠奈 末武中 (1) 352 西村　藍沙 浅江中
ﾂﾙﾀ　ｺﾕｷ ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾎﾘﾀ　ﾐｵ

(4) 973 鶴田　こゆき 附属光 (1) 451 前田　帆乃楓 末武中 (2) 350 堀田　瑞央 浅江中
ﾅﾗｻｷ　ｱﾝﾅ ｳﾁﾔﾏ　ﾌﾐﾅ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾕｳﾅ

(1) 974 楢﨑　杏菜 附属光 (3) 491 内山　史菜 末武中 (3) 380 長谷川　優那 浅江中
ﾓﾘﾀ　ｱﾐ ｸﾆｽｴ　ｶﾝﾅ ｲｿﾍﾞ　ﾕｲｶ

(2) 976 守田　亜未 附属光 (2) 479 國居　環菜 末武中 (4) 379 礒辺　唯花 浅江中

７ﾚｰﾝ 熊毛中Ｃ Ｃ ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾅｶﾊﾗ ﾋﾅﾀ

(3) 1002 中原　陽葵 熊毛中 (1) 1 ”6 浅江中Ｃ 58”89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ

(1) 1012 渡邊 心花 熊毛中 (2) 2 ”4 附属光中 59”64
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(1) 1012 渡邊　心花 熊毛中 (2) 2 ”4 附属光中 59”64
ｵｵﾀﾆ ﾚｱﾝ

(4) 1010 大谷　蓮杏 熊毛中 (3) 3 ”3 熊毛中Ｄ 1'02”02
ﾆｼﾀﾞ ｶﾘﾝ

(2) 1007 西田　花凜 熊毛中 (4) 4 ”7 熊毛中Ｃ 1'02”35

(5) 5

(6) 6

7

8

総合順位 チーム 記録 チーム 記録

1 末武中Ａ 50”96 5 末武中Ｂ 56”20

2 岐陽中Ａ 53”14 6 浅江中Ａ 56”43

3 熊毛中Ａ 53”59 7 光井中 57”03

4 島田中Ａ 54”53 8 岐陽中Ｂ 57”10
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中学女子 走高跳 54

山口県記録（YR） 1m73 西原　綾子 勝山中 1993
大会記録　（GR) 1m49 坂田　茉矢 富田中 2017

1m49 54.5 -     -     
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1ｍ00 1ｍ10 1ｍ15 1ｍ20 1ｍ25 1ｍ30 1ｍ35 1ｍ40 1ｍ45 1ｍ48 1ｍ51 1ｍ54 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ　ﾜｶﾅ
1 632 山下　和奏 桜田中 ○ ××○ ××× 1m10 11

ｱｷﾓﾄ ﾘﾝｶ
2 779 秋本　倫加 末武中 ○ ××○ ××× 1m10 11

ﾌｸｼﾏ　ﾘﾝｶ
3 356 福島　鈴夏 浅江中 ― ○ ○ ×○ ○ ××× 1m25 10

ｲﾄｳ ﾋﾅ
4 943 伊藤　妃菜 岐陽中 ― ― ― ― ○ ×○ ××× 1m30 8

ﾎﾘﾀ　ﾐｵ
5 350 堀田　瑞央 浅江中 ― ― ― ― ○ ○ ×○ ×○ ××× 1m40 6

ﾋﾛﾅｶ ﾐﾎ
6 442 弘中　美帆 末武中 ― ― ― ××○ ○ ×○ ××× 1m30 9

ｴﾓﾄ ｱｶﾘ
7 489 江本　安佳哩 末武中 ― ― ― ― ○ ○ ××○ ××× 1m35 7

ﾋﾀﾞｶ ﾅﾅﾐ
8 1019 日高　菜々美 熊毛中 ― ― ― ― ― ○ ○ ×○ ×○ ××× 1m45 4

ﾉﾊﾗ　ﾏﾘ
9 9 野原　茉莉 浅江中 ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ××× 1m40 5

ﾊﾔｼ　ﾏﾎ
10 241 林　真穂 末武中 ― ― ― ― ― ○ ○ ×○ ○ ××× 1m45 3

ｼﾅｶﾞﾜ　ｻﾔ
11 212 品川　采耶 浅江中 ― ― ― ― ― ×○ ○ ○ ○ ×○ ××× 1m48 2

ﾅｶﾑﾗ　ﾏｺﾄ
12 240 中村　真琴 末武中 ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ××× 1m51 1 大会新

中学女子 走幅跳 55 9：00

山口県記録（YR） 5m68 石津　和子 明木中 1972
大会記録　（GR) 5m14 市川 愛菜 光井中 2009

試 試技 風速

順 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾀﾞｶ ﾅﾅﾐ
1 1019 日高　菜々美 熊毛中 DNS

ｵｵﾀﾆ ﾚｱﾝ
2 1010 大谷　蓮杏 熊毛中 DNS

ﾐﾔﾓﾄ　ｺﾉｶ
3 1512 宮本　好花 太華中 DNS

ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ + 0.1m - 0.2m +0.1

4 591 斉藤　水月 岐陽中 3ｍ61 8
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ - 0.1m -0.1

5 476 佐藤　晴香 末武中 3ｍ91 4
ﾖｼｽｴ ﾅﾅｺ + 0.2m - 0.3m +0.2

6 500 吉末　菜那子 末武中 3ｍ61 9
ﾌｸﾀﾞ　ﾅﾅﾐ + 1.1m - 1.1m - 0.1m -1.1

7 443 福田　七海 末武中 3ｍ77 6
ｵｵｻﾜ ﾊﾙﾈ + 0.3m - 0.1m -0.1

8 985 大澤　春音 熊毛中 4ｍ01 3
ﾆｼﾑﾗ　ﾜｶﾅ - 0.1m - 0.8m -0.8

9 362 西村　和奏 浅江中 3ｍ80 5
ﾆｼﾑﾗ　ｱｲｻ - 2.3m -2.3

10 352 西村　藍沙 浅江中 3ｍ74 7
ﾅｶﾉ　ｱﾔﾉ - 0.6m - 0.6m - 0.8m -0.6

11 19 中野　綾乃 久保中 4ｍ38 2
ｳﾙｼﾏ　ｾｲﾅ + 0.1m - 0.4m - 1.2m -1.2

12 234 宇留島　聖奈 末武中 4ｍ64 1

×

3ｍ91

4ｍ64

×

3ｍ72

4ｍ01

12：30

3回目

3ｍ80

記録

×

×

4m18

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目

× ×

× ×

3ｍ61 3ｍ50

3ｍ77

3ｍ45

3ｍ70

3ｍ61

4ｍ55

× 3ｍ74

× 3ｍ99

4ｍ62

4m38 4ｍ20

× 3ｍ71
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中学女子 砲丸投 56 11：00

山口県記録（YR） 14m85 (2.721kg) 冨田　江利奈 島田中 2003

大会記録　（GR) 11m57 (2.721kg) 河村 衣莉 島田中 2006

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾀ ｳﾀｶ
1 423 藤田　詩華 末武中 6m58 9

ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ
2 481 岩本　夏姫 末武中 6m91 7

ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾊ
3 774 青山　和花 末武中 6m44 10

ｶﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ
4 784 菅田　夏渚美 末武中 6m62 8

ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｺ
5 436 青山　京子 末武中 7m55 6

ﾀﾆﾀﾞ　ﾓｴﾅ
6 209 谷田　萌奈 浅江中

ｼﾅｶﾞﾜ　ｻﾔ
7 212 品川　采耶 浅江中 9m76 3

ﾑﾗｶﾐ　ｶﾝﾅ
8 249 村上　カンナ 末武中 9m71 4

ﾄｸﾀﾞ　ｻｷ
9 554 徳田　早希 島田中 9m77 2

ﾀｹﾓﾄ　ﾘﾅ
10 545 竹本　莉菜 島田中 9m70 5

ﾌﾅｺｼ　ﾐｳ
11 600 舩越　美羽 太華中 10m67 1

9ｍ77

9m70

10m20

３回目

6ｍ50

6ｍ70

5ｍ90

7ｍ50

9ｍ05

9ｍ20

6ｍ62

6ｍ91

１回目

7ｍ55 7ｍ30

6ｍ05 6ｍ44

6ｍ56 6ｍ40

9ｍ40 9ｍ71

9ｍ24 9ｍ67

9ｍ08 9ｍ76

10m67

9m60 9m40

２回目

6ｍ58 6ｍ55

6ｍ08

10m20
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共通男子 １００ｍ +
共通 - 10：31

山口県記録(YR)　 10”44 内海　佑弥 東洋大 2009 ±

大会記録(GR) 10”99 宮本　泰成 東ソー 2018 +/-

タイム決勝　１００ｍ

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾄ ﾄﾔﾏ　ｷｮｳﾀ

1 1496 橋本　卓都 南陽工高 (5) 11”61 1 4447 外山　亨太 出光徳山 (6) 12”17
ﾊｼｵｶ　ｿﾗ ｷﾑﾀﾗ　ﾖｳｽｹ

2 1482 橋岡　大空 徳山高校 (6) 12”04 2 4422 北村　洋祐 東ソー (5) 12”17
ﾛｸﾛｳﾒﾝ　ﾕｳｽｹ ﾌｼﾞﾀ　ﾖｳﾀﾛｳ

3 72028 六郎面　有佑 徳山大学 (1) 10”88 大会新 3 4801 藤田　陽太郎 光市陸協 (3) 11”99
ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｲｾｲ ｸﾛｷ　ｼｮｳﾍｲ

4 4431 宮本　泰成 東ソー (2) 11”23 4 1495 黒木　祥平 南陽工高 (2) 11”80
ﾖﾘｶﾜ　ｺｳｾｲ ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

5 1455 寄川　晃生 下松工高 DNS 5 1492 河野　拓人 南陽工高
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ﾏｻｷ

6 72013 穐山　勇介 徳山大学 (4) 11”31 6 5635 藤永　征輝 東洋鋼鈑 (4) 12”06
ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ ｶﾅﾓﾄ ｺｳﾍｲ

7 4561 志賀　洵介 東ソー (3) 11”24 7 72029 金元　航平 徳山大学 (1) 11”57
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳ ｵｶﾞﾜ　ﾕｳﾍｲ

8 1438 草壁　佑 光高校 (7) 12”09 8 4926 小川　裕平 日本製鉄

３組 （ ） ４組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾀｶﾞﾐ　ｹｲﾀ ﾊﾔｼ　ﾘｭｳｷ

1 2127 田上　恵汰 南陽工高 ## 1 1464 林　龍希 下松工高 (1) 11”89
ｵｵｶﾒ　ﾕｳﾏ ﾄｸﾋｻ　ｺｳｽｹ

2 2124 大亀　雄真 南陽工高 (2) 11”81 ## 2 1451 德久　幸佑 下松高校
 ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ ﾔﾀｹ　ﾕｳﾄ

3 1449 森下　瑛仁 下松高校 (1) 11”65 ## 3 1453 矢武　勇人 下松高校
ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ ｶﾜﾑﾗ　ﾘｷ

4 4416 神徳　　毅 東ソー (5) 12”10 ## 4 1499 河村　力騎 南陽工高 (2) 12”09
ｵｶﾑﾗ　ﾀｲｷ ｶﾜﾉ　ﾕｳｼﾞﾝ

5 2125 岡村　泰輝 南陽工高 (4) 12”04 ## 5 4441 河野　雄仁 出光徳山 (4) 12”54
ﾅｶﾊﾗ　ﾀｸﾄ  ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ

6 1452 中原　拓斗 下松高校 (3) 11”96 ## 6 1446 大樂　拓公海 下松高校 (5) 12”59
ｵｶﾅﾘ　ﾘｸ ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾔ

7 1506 岡成　　陸 新南陽高 (7) 12”42 ## 7 1498 安渡　翔也 南陽工高 (3) 12”47
ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾔﾏ　ﾀｲﾖｳ

8 1447 山根　涼介 下松高校 (6) 12”34 ## 8 1454 中山　太陽 下松高校 (6) 12”70

５組 （ ） ６組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｻｲﾄｳ　ﾋﾛｱｷ 0

1 4867 斎藤　博明 三井クラブ ### 13”17 ## 1
ﾌｼﾞｶﾜ　ｲｸﾄ 0 ｽｴﾏｽ　ﾊﾙﾄ

2 2126 藤川　郁人 南陽工高 ### 12”32 ## 2 1479 末益　遥斗 徳山高校 (6) 12”34
ﾔｼﾏ ﾘｮｳ 0 ｳｵﾀﾆ　ｶｲﾄ

3 1440 八島　遼 光高校 ### 12”61 ## 3 2138 魚谷　海翔 新南陽高 ### 12”63
ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳﾀ 0 ｳﾒﾓﾄ　ﾀｲｶﾞ

4 1458 小林　翔太 下松工高 ### 12”21 ## 4 1475 梅本　泰我 徳山高校 ### 12”47
ﾂｶﾓﾄ　ﾕｳｷ ｵｷﾑﾗ　ｲﾂｷ

5 1522 塚本　悠生 桜ケ丘高 ### 12”41 5 2141 沖村　一輝 華陵高校 ### 14”43
ｻﾄｳ　ｺｳﾀﾛｳ ｸﾗｶｹ　ﾀｲｷ

6 2158 佐藤　洸太朗 下松高校 ### 13”39 6 2128 藏掛　泰樹 南陽工高 ### 14”78
ｶﾄｳ　ﾋﾛｼ ｼﾛﾋﾗ　ﾋﾛｷ

7 3683 加藤　大志 東洋鋼鈑 ### 12”92 7 2145 城平　紘希 華陵高校 ### 13”90
ｴﾄｳ　ﾚｲﾄ ｲｼｶﾜ　ﾕｳﾀﾞｲ

8 1459 江藤　玲翔 下松工高 8 2137 石川　雄大 新南陽高
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７組 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

72028 六郎面　有佑 徳山大学 10”88 大会新

ﾆｼｶﾜ　ﾅｷﾞｻ

2139 西川　　渚 新南陽高 14”34 4431 宮本　泰成 東ソー 11”23
ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ

1448 原田　凌 下松高校 11”34 4561 志賀　洵介 東ソー 11”24
ﾆｶｲﾄﾞｳ　ﾊﾔﾄ

2136 二階堂　隼人 新南陽高 12”95 72013 穐山　勇介 徳山大学 11”31
ﾏﾁﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ

1467 町田　大樹 下松工高 13”73 1448 原田　凌 下松高校 11”34
ﾓﾘﾔﾏ　ﾀｸﾏ

1505 森山　拓磨 新南陽高 11”95 1450 國信　龍馬 下松高校 11”56
ｾﾔﾏ　ｹｲｽｹ

1480 瀬山　恵介 徳山高校 12”46 72029 金元　航平 徳山大学 11”57
ｸﾆﾉﾌﾞ　ﾘｮｳﾏ

1450 國信　龍馬 下松高校 11”56 1496 橋本　卓都 南陽工高 11”61

共通男子 ４００ｍ 共通 13：06

山口県記録(YR)　 46”23 植野　隆広 関学大 2000

大会記録(GR) 49”96 石丸　竣也 光高校 2018

タイム決勝　４００ｍ

１組 ２組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｸﾆﾉﾌﾞ　ﾘｮｳﾏ ｼﾓｶﾜ　ﾊﾔﾄ

1 1450 國信　龍馬 下松高校 (6) 55”09 ## 1 1497 下川　隼人 南陽工高 (2) 55”69
ﾄﾔﾏ　ｷｮｳﾀ ﾔﾀｹ　ﾕｳﾄ

2 4447 外山　亨太 出光徳山 (5) 53”52 ## 2 1453 矢武　勇人 下松高校
ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ

3 1448 原田　凌 下松高校 (1) 51”52 ## 3 1447 山根　涼介 下松高校 (3) 56”31
ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ

4 1492 河野　拓人 南陽工高 (2) 51”69 ## 4 4561 志賀　洵介 東ソー
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ﾅｶﾔﾏ　ﾀｲﾖｳ

5 71889 松本　博幸 徳山大学 ## 5 1454 中山　太陽 下松高校 (5) 58”15
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳ ｸﾏﾉ ﾃﾙﾔ

6 1438 草壁　佑 光高校 (3) 52”00 ## 6 1442 熊野　耀也 光高校 (1) 54”83
ﾄｸﾋｻ　ｺｳｽｹ ﾅｶﾊﾗ　ﾀｸﾄ

7 1451 德久　幸佑 下松高校 ## 7 1452 中原　拓斗 下松高校 (4) 56”35
ﾓﾘﾔﾏ　ﾀｸﾏ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

8 1505 森山　拓磨 新南陽高 (4) 53”51 ## 8 4416 神徳　　毅 東ソー

３組 ４組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｵｶﾑﾗ　ﾀｲｷ

1 2125 岡村　泰輝 南陽工高 (4) 56”96 1
 ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ ｽｴﾏｽ　ﾊﾙﾄ

2 1446 大樂　拓公海 下松高校 (5) 58”21 2 1479 末益　遥斗 徳山高校
ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳﾀ ｶﾈﾀﾞ　ﾀｸﾐ

3 1458 小林　翔太 下松工高 (1) 55”77 3 1528 金田　拓巳 桜ケ丘高 ### 1'01”16
ｻﾄｳ　ｺｳﾀﾛｳ ｸﾗｶｹ　ﾀｲｷ

4 2158 佐藤　洸太朗 下松高校 (7) 1'03”96 4 2128 藏掛　泰樹 南陽工高 ### 1'09”23
ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ｳﾒﾓﾄ　ﾀｲｶﾞ

5 1456 岩本　大輝 下松工高 (3) 56”87 5 1475 梅本　泰我 徳山高校 ### 55”27
ｵｵﾓﾘ　ﾄｳﾏ ｵｵｶﾒ　ﾕｳﾏ

6 2140 大森　到真 新南陽高 (8) 1'07”34 6 2124 大亀　雄真 南陽工高 ### 56”85
ﾔｼﾏ ﾘｮｳ ﾆｶｲﾄﾞｳ　ﾊﾔﾄ

7 1440 八島　遼 光高校 (2) 56”22 7 2136 二階堂　隼人 新南陽高 ### 1'00”30
ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾔ ﾂｼﾞ　ﾗｲﾑ

8 1498 安渡　翔也 南陽工高 (6) 58”84 8 209 辻　来夢 周陽中学 ### 57”81
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５組 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 1 1448 原田　凌 下松高校 51”52
ｻｶﾀ　ｼｭﾝｽｹ

2 1064 坂田　舜亮 岐陽中学 1'01”05 2 1492 河野　拓人 南陽工高 51”69
ｾﾔﾏ　ｹｲｽｹ

3 1480 瀬山　恵介 徳山高校 59”55 3 1438 草壁　佑 光高校 52”00
ﾀｶﾞﾐ　ｹｲﾀ

4 2127 田上　恵汰 南陽工高 1'00”57 4 1505 森山　拓磨 新南陽高 53”51
ﾊｼｵｶ　ｿﾗ

5 1482 橋岡　大空 徳山高校 55”53 5 4447 外山　亨太 出光徳山 53”52
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿｳﾏ

6 2153 渡邉　壯真 南陽工高 58”56 6 1442 熊野　耀也 光高校 54”83
ﾌｼﾞｶﾜ　ｲｸﾄ

7 2126 藤川　郁人 南陽工高 59”05 7 1450 國信　龍馬 下松高校 55”09
ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

8 1220 原田　遼太郎 熊毛中学 1'37”17 8 1475 梅本　泰我 徳山高校 55”27

共通男子 ８００ｍ 共通 14：21

山口県記録(YR)　 1'47”96 宮崎　輝 日体大 2007

大会記録(GR) 1'58”40 幾度　世那 南陽工高 2018

タイム決勝　８００ｍ

１組 ラップ 400ｍ　　　　　　　　　800m ２組 ラップ 400ｍ　　　　　　　　　800m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 0 1
ｸﾏﾉ ﾃﾙﾔ ｲｼｶﾜ　ﾕｳﾀﾞｲ

2 1442 熊野　耀也 光高校 (5) 2'13”95 ## 2 2137 石川　雄大 新南陽高 ### 2'23”47
ｵｵｳｴ　ﾀｶｼ ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ

3 71896 大上　喬之 徳山高専 (1) 1'57”82 大会新 3 1436 吉長　大貴 光高校 ### 2'15”79
ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ ｶﾖｲ ﾏｻｷ

4 1500 山本　浩貴 南陽工高 (6) 2'18”91 ## 4 1443 通　正樹 光高校 ### 2'08”68
ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼｭｳｾｲ

5 1490 富田　悠斗 南陽工高 (2) 2'01”55 ## 5 1529 藤原　秀成 桜ケ丘高 ### 2'19”28
ｺﾊﾞ　ﾕｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿｳﾏ

6 1524 木場　悠太 桜ケ丘高 (3) 2'02”88 ## 6 2153 渡邉　壯真 南陽工高 ### 2'20”74
ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

7 1441 野村　大祐 光高校 (4) 2'07”29 ## 7 1437 濵田　優希 光高校 ### 2'24”18

8 8

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録

1 71896 大上　喬之 徳山高専 1'57”82 大会新 5 1443 通　正樹 光高校 2'08”68

2 1490 富田　悠斗 南陽工高 2'01”55 6 1442 熊野　耀也 光高校 2'13”95

3 1524 木場　悠太 桜ケ丘高 2'02”88 7 1436 吉長　大貴 光高校 2'15”79

4 1441 野村　大祐 光高校 2'07”29 8 1500 山本　浩貴 南陽工高 2'18”91
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共通男子 １５００ｍ 共通 12：19

山口県記録(YR)　 3'40”26 高岡　寿成 鐘紡 1999

大会記録(GR) 4'05”47 宮田　滉平 徳山高專 2018

タイム決勝　１５００ｍ

１組 ラップ ４００ｍ　　　　　　800m　　　　　　　1200m　 ２組 ラップ ４００ｍ　　　　　　　800m　　　　　　　　1200m　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｲｻｶﾞﾜ　ﾕｳｷ ｲﾘｴ　ｶｲﾄ

1 1471 伊佐川　勇輝 下松工高 ## 1 2157 入江　海音 徳山高校 (6) 4'25”90
ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

2 1456 岩本　大輝 下松工高 ## 2 1441 野村　大祐 光高校 (10) 4'29”82
ﾄｸﾅｶﾞ　ﾊﾙﾄ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ

3 2151 德永　暖斗 下松高校 (9) 4'57”23 ## 3 4900 藤本　正洋 光市陸協 (12) 4'34”55
ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾄ ｶﾜﾅｶ　ｹﾝﾀ

4 2150 山本　悠斗 下松高校 (2) 4'41”27 ## 4 3655 川中　健太 東洋鋼鈑 (15) 4'54”88
ｲﾄｳ　ﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾏｵﾄ　ｶｲﾀ

5 2149 伊藤　龍之介 下松高校 (3) 4'44”08 ## 5 2156 山本　海太 徳山高校 (9) 4'29”48
ﾅｶﾊﾗ　ﾀｸﾄ ｶﾖｲ ﾏｻｷ

6 1531 中原　拓虎 桜ケ丘高 (11) 5'08”79 ## 6 1443 通　正樹 光高校 (2) 4'20”21
ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ

7 2129 中村　祐太郎 南陽工高 (12) 5'14”32 ## 7 1502 渡邉　　輝 南陽工高 (14) 4'42”37
ﾌｼﾞｲ　ｼｭﾝｽｹ ﾀﾙﾄｺ　ｹｲﾄ

8 3680 藤井　駿介 東洋鋼鈑 (6) 4'48”08 ## 8 4922 樽床　慧人 日本製鉄 (7) 4'27”64
ﾐｴﾉ　ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾐ

9 1485 三重野　凌 徳山高校 (7) 4'51”04 ## 9 1445 山本　拓巳 下松高校 (8) 4'28”10
ｼﾞｮｳｼﾞﾏ　ｼﾘｭｳ ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂﾉﾌﾞ

10 1525 城島　志琉 桜ケ丘高 (4) 4'44”30 ## 10 1444 山田　敦信 下松高校
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ

11 1437 濵田　優希 光高校 (8) 4'57”12 ## 11 1500 山本　浩貴 南陽工高 (1) 4'17”69
ｾｶﾞﾜ　ｹﾝﾀﾄｳ ﾂﾎﾞｲ　ﾔｽﾐﾁ

12 7103 瀬川　健太郎 日立笠戸 (10) 5'02”47 ## 12 1523 坪井　泰理 桜ケ丘高 (11) 4'31”26
ﾌｸｼﾞ　ｺｳｲﾁ ﾖｼｵｶ　ﾕｳﾋ

13 3716 福字　幸一 日立笠戸 (5) 4'44”88 ## 13 1470 吉岡　雄久 下松工高 (13) 4'36”82
ﾓﾘﾅｶﾞ　ｽﾐﾕｷ ﾅｶﾔﾏ　ｺｳｷ

14 3709 森永　純行 日立笠戸 ## 14 1494 中山　倖希 南陽工高
ﾅｶｶﾞﾜ　ｱﾂｷ ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ

15 1462 中川　敦貴 下松工高 ## 15 1436 吉長　大貴 光高校 (5) 4'25”24
ﾔﾌﾞﾅｶ ﾅｵｷ ｷｼｶﾜ　ﾀﾞｲｷ

16 72026 藪中　直樹 徳山大学 (1) 4'40”15 ## 16 4471 岸川　大輝 ひらちゅうク (4) 4'24”84
ﾂﾉ　ﾀｲﾍｲ

0 17 4912 都野　泰平 日本製鉄 (3) 4'22”19
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３組 ラップ ４００ｍ　　　　　　800m　　　　　　　1200m　 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録
ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ

1 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 ### 4'21”43 1 5004 仲山　大輝 武田薬品 3'53”02 大会新

ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾞｮｳ

2 4924 小林　聖武 日本製鉄 ### 4'27”45 2 5002 廣瀬　岳 武田薬品 3'53”18 大会新

ｲｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ

3 72066 家永　大樹 徳山大学 ### 4'07”97 3 4563 吉本　大介 東ソー 3'58”01 大会新

ｶｼﾍﾞ　ﾅｵﾄ

4 3729 樫部　直人 日立笠戸 ### 4'18”21 4 4994 松藤　仁 武田薬品 4'00”99 大会新

ﾀｶﾔﾏ　ﾕｳﾀﾞｲ

5 4925 高山　侑大 日本製鉄 ### 4'10”32 5 72066 家永　大樹 徳山大学 4'07”97
ﾔｽﾑﾗ　ｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ

6 1486 安村　AUGUST凜音 徳山高校 ### 4'09”97 6 1486 安村　AUGUST凜音 徳山高校 4'09”97
ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ

7 72064 浅野　良太 徳山大学 ### 4'13”64 7 4925 高山　侑大 日本製鉄 4'10”32
ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ

8 1490 富田　悠斗 南陽工高 ### 4'16”85 8 72064 浅野　良太 徳山大学 4'13”64
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ

9 72015 小笠原　一貴 徳山大学 ### 4'21”70 9
ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ

10 72006 原田　海 徳山大学 DNS 10
ﾏﾂｵｶ　ｼﾝｺﾞ

11 4921 松岡　槙悟 日本製鉄 ### 4'33”88 11
ｴﾅﾐ　ｼｭｳﾍｲ

12 4913 江浪　修平 日本製鉄 DNS 12
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻｼ

13 4990 橋本　雅史 武田薬品 DNS 13
ﾋﾛｾ　ｶﾞｸ

14 5002 廣瀬　岳 武田薬品 ### 3'53”18 大会新 14
ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

15 4563 吉本　大介 東ソー ### 3'58”01 大会新 15
ﾏﾂﾌｼﾞ　ﾋﾄｼ

16 4994 松藤　仁 武田薬品 ### 4'00”99 大会新 16
ﾅｶﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ

17 5004 仲山　大輝 武田薬品 ### 3'53”02 大会新 17
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共通男子 ５０００ｍ 共通 9：00

山口県記録(YR)　 13'13”40 高岡　寿成 鐘紡 1998

大会記録(GR) 15'46”76 磯村　俊祐 東ソー 2018

タイム決勝　５０００ｍ

１組 ラップ １０００ｍ：　　　　　　　２０００ｍ：　　　　　　　３０００ｍ：　　　　　　　４０００ｍ：　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ｴｼﾞﾏ　ﾁｮｳｻｸ ｻﾉ ﾀｹﾙ

1 3710 江島　長作 日立笠戸 (16) 20'49”91 ## 11 1439 佐野　武生 光高校 (6) 16'59”33
ﾋﾛﾅｶ　ﾀﾂﾔ ﾅｶﾔﾏ　ｺｳｷ

2 1465 廣中　達也 下松工高 (12) 18'57”55 ## 12 1494 中山　倖希 南陽工高
ｲｻｶﾞﾜ　ﾕｳｷ ﾌｼﾞｲ　ﾀｲｶﾞ

3 1471 伊佐川　勇輝 下松工高 ## 13 4435 藤井　太雅 東ソー (8) 17'28”27
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾃﾙｱｷ ｲﾄ　ｲﾂｷ

4 1530 松原　輝明 桜ケ丘高 (15) 19'51”67 ## 14 3663 怡土　樹 東洋鋼鈑
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ ﾂﾉ　ﾀｲﾍｲ

5 1502 渡邉　　輝 南陽工高 (9) 17'46”95 ## 15 4912 都野　泰平 日本製鉄 (2) 16'09”48
ｲﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ

6 7101 岩崎　弘幸 ひらちゅうク (17) 20'59”84 ## 16 4900 藤本　正洋 光市陸協 (5) 16'40”27
ｵﾉ ﾋｻﾉﾘ ﾊﾗﾀﾞ　ﾀﾞｲﾁ

7 7104 小野　尚徳 チーム小野 (13) 19'07”75 ## 17 71895 原田  大地 徳山高専 (10) 18'00”04
ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ

8 1501 山本　圭悟 南陽工高 (14) 19'20”47 ## 18 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 (3) 16'17”34
ﾅｶｶﾞﾜ　ｱﾂｷ ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ

9 1462 中川　敦貴 下松工高 (11) 18'10”39 ## 19 4436 磯村　俊祐 東ソー (1) 15'56”58
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｲｷ ﾌｼﾞｲ　ｶｽﾞｷ

10 4477 川口　大樹 ひらちゅうク (7) 17'15”76 ## 20 4434 藤井　一樹 東ソー (4) 16'36”26

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ## 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録

1 4436 磯村　俊祐 東ソー 15'56”58 ## 5 4900 藤本　正洋 光市陸協 16'40”27

2 4912 都野　泰平 日本製鉄 16'09”48 6 1439 佐野　武生 光高校 16'59”33

3 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 16'17”34 7 4477.1 川口　大樹 ひらちゅうク 17'15”76

4 4434 藤井　一樹 東ソー 16'36”26 8 4435 藤井　太雅 東ソー 17'28”27

40才代　5000ｍ　一般男子5000ｍ同時スタート ## 50才代　3000ｍ　中学男子3000ｍ同時スタート
大会記録（GR） 9：00 大会記録（GR） 14：56

古六　誠 日立笠戸 35 2018 渡邊　政勝 日立笠戸 36 2018
１組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾊﾗﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ

1 （　　） ## 1 7102 原田　信志 日立笠戸 （　　） 12'25”66 大会新

2 （　　） ## 2 （　　）

172'17”8 13'23”00
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共通男子 ４×100ｍR 共通 15：58

24
山口県記録（YR） 40”41 小笹・小田・塩山・宮本 山口県 2014

大会記録　（GR) 43”91 守田・崎永・赤川・佐々木 下松高校A 2018

タイム決勝　１組

１ﾚｰﾝ 新南陽高 ２ﾚｰﾝ 下松高校Ａ Ａ ３ﾚｰﾝ 南陽工高Ａ Ａ
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ  ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

44

ｸﾛﾀ 　ﾅｵﾄ  ﾀ ｲﾗｸ　ﾀｸﾐ ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ
1504 黒田　直人 新南陽高 (3) 1446 大樂　拓公海 下松高校 (2) 1492 河野　拓人 南陽工高

ﾓﾘﾔﾏ　ﾀｸﾏ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ ｸﾛｷ　ｼｮｳﾍｲ
(1) 1505 森山　拓磨 新南陽高 (1) 1447 山根　涼介 下松高校 (4) 1495 黒木　祥平 南陽工高

ｵｶﾅﾘ　ﾘｸ ﾄｸﾋｻ　ｺｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾄ
(2) 1506 岡成　　陸 新南陽高 1451 德久　幸佑 下松高校 (3) 1496 橋本　卓都 南陽工高

ｳｵﾀﾆ　ｶｲﾄ ﾔﾀｹ　ﾕｳﾄ ｼﾓｶﾜ　ﾊﾔﾄ
(3) 2138 魚谷　海翔 新南陽高 1453 矢武　勇人 下松高校 (1) 1497 下川　隼人 南陽工高

ﾓﾘﾅｶﾞ　ｷﾗﾄ ﾅｶﾔﾏ　ﾀｲﾖｳ 1347 ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾔ
(4) 2135 森永 輝斗 新南陽高 (2) 1454 中山 太陽 下松高校 1498 安渡 翔也 南陽工高(4) 2135 森永　輝斗 新南陽高 (2) 1454 中山　太陽 下松高校 1498 安渡　翔也 南陽工高

ｻﾄｳ　ｺｳﾀﾛｳ ｶﾜﾑﾗ　ﾘｷ
(4) 2158 佐藤　洸太朗 下松高校 1499 河村　力騎 南陽工高

４ﾚｰﾝ 下松高校Ｂ Ｂ ５ﾚｰﾝ 光高校 ６ﾚｰﾝ 東ソー
ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ

(2) 1448 原田　凌 下松高校 (4) 1436 吉長　大貴 光高校 (4) 4561 志賀　洵介 東ソー
 ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

(4) 1449 森下　瑛仁 下松高校 (2) 1437 濵田　優希 光高校 (1) 4416 神徳　　毅 東ソー
ｸﾆﾉﾌﾞ ﾘｮｳﾏ ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲｸﾆﾉﾌﾞ　ﾘｮｳﾏ ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳ ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｲｾｲ

(1) 1450 國信　龍馬 下松高校 1438 草壁　佑 光高校 (2) 4431 宮本　泰成 東ソー
ﾅｶﾊﾗ　ﾀｸﾄ ﾔｼﾏ ﾘｮｳ ｷﾑﾀﾗ　ﾖｳｽｹ

(3) 1452 中原　拓斗 下松高校 1440 八島　遼 光高校 (3) 4422 北村　洋祐 東ソー
ｻﾉ ﾀｹﾙ

(1) 1439 佐野　武生 光高校 (5)
ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

(3) 1441 野村　大祐 光高校 (6)

７ﾚｰﾝ 下松工高 ８ﾚｰﾝ 南陽工高Ｂ Ｂ 順位 ﾚｰﾝ№ チーム 記録
ｸﾗﾏｼ　ﾀｸﾔ ｵｵｶﾒ　ﾕｳﾏ

(2) 1457 倉増　卓矢 下松工高 (2) 2124 大亀　雄真 南陽工高 1 6    東ソー 43”57 大会新

ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳﾀ ｵｶﾑﾗ　ﾀｲｷ
(4) 1458 小林　翔太 下松工高 (4) 2125 岡村　泰輝 南陽工高 2 4    下松高校Ｂ 43”91 大会ﾀｲ

ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾌｼﾞｶﾜ　ｲｸﾄ
(1) 1456 岩本　大輝 下松工高 2126 藤川　郁人 南陽工高 3 3    南陽工高Ａ 44”19

ﾖﾘｶﾜ　ｺｳｾｲ ﾀｶﾞﾐ　ｹｲﾀ
1455 寄川 晃生 下松工高 (1) 2127 田上 恵汰 南陽工高 4 7 下松工高 45”821455 寄川　晃生 下松工高 (1) 2127 田上　恵汰 南陽工高 4 7    下松工高 45”82

ﾊﾔｼ　ﾘｭｳｷ ﾓﾘﾐﾂ　ｶｽﾞｷ
(3) 1464 林　龍希 下松工高 2123 盛光　冬希 南陽工高 5 8    南陽工高Ｂ 46”62

ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾔ
(3) 1498 安渡　翔也 南陽工高 6 1    新南陽高 47”70

7 5 光高校 51”41

8 2 下松高校Ａ DQ8 2 下松高校Ａ DQ
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共通男子 走高跳 12：30

山口県記録（YR） 2m22 波田　義万 福岡大

大会記録　（GR) 2m01 下川　顕星　 徳山大学

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m30 1m60 1m66 1m69 1m72 1m75 1m78 1m87 2m00
ﾓﾘﾅｶﾞ　ｷﾗﾄ

1 2135 森永　輝斗 新南陽高 ×××
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ

2 1504 黒田　直人 新南陽高 ― ○ ○ ○ ○ ××○ ×××
ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ

3 2120 中村　駿介 南陽工高 ― ○ ×○ ○ ×××
ﾊﾔｼ　ｼｭｳﾀ

4 2121 林　修汰 南陽工高 ― ○ ×○ ×××
ﾌｼﾞｲ　ﾕｳﾔ

5 4370 藤井　悠弥 周南市陸協 ― ― ― ○ ― ― ○ ×××
　ｼﾓｶﾜ ｹﾝｾｲ

6 72004 下川　顕星 徳山大学 ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 2m05 2m10 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾅｶﾞ　ｷﾗﾄ
1 2135 森永　輝斗 新南陽高 NM

ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ
2 1504 黒田　直人 新南陽高 1m75 3

ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ
3 2120 中村　駿介 南陽工高 1m69 4

ﾊﾔｼ　ｼｭｳﾀ
4 2121 林　修汰 南陽工高 1m66 5

ﾌｼﾞｲ　ﾕｳﾔ
5 4370 藤井　悠弥 周南市陸協 1m78 2

　ｼﾓｶﾜ ｹﾝｾｲ
6 72004 下川　顕星 徳山大学 ××○ ××× 2m05 1 大会新

1990

2018
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共通男子 棒高跳 18 10：00

山口県記録（YR） 5ｍ30 柴田　孟也 下関TC

大会記録　（GR) 4m80 林　要瑠 南陽工高

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m90 3m30
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ

1 4571 渡辺　佑次 山口棒高ク

ｵｰﾌﾟﾝ ﾉｳﾐ　ﾄｼﾋｺ
2 4573 能美　俊彦 山口棒高ク ○ ×××

ｻﾈﾁｶ　ﾉﾌﾞｷ
3 1493 實近　伸輝 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ｵｰﾌﾟﾝ ﾑﾗﾀ　ｼﾞｭﾝｲﾁ

4 4575 村田　純一 山口棒高ク ― ― ×○ ○ ○ ×××
ｵｰﾌﾟﾝ ﾉｳﾐ　ﾄﾓﾋﾃﾞ

5 4574 能美　智秀 山口棒高ク ― ― ― ― ― ― ×○ ×××
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ

6 1503 渡邉　竜大 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ｲﾜﾓﾄ　ﾕﾀｶ

7 4572 岩本　豊 山口棒高ク ― ― ― ― ― ― ― ― ○
ﾏﾂｲ　ﾌｳｶﾞ

8 2122 松井　楓雅 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

9 4577 實近　晟充 山口棒高ク ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾔｽﾉﾘ

10 4570 川口　泰典 東ソー

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 3m40 3m50 3m60 3m80 4m00 4m20 4m40 記録 順位
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ

1 4571 渡辺　佑次 山口棒高ク

ｵｰﾌﾟﾝ ﾉｳﾐ　ﾄｼﾋｺ

2 4573 能美　俊彦 山口棒高ク 2m10 8

ｻﾈﾁｶ　ﾉﾌﾞｷ

3 1493 實近　伸輝 南陽工高 ― ― ×○ ××× 3m60 3

ｵｰﾌﾟﾝ ﾑﾗﾀ　ｼﾞｭﾝｲﾁ

4 4575 村田　純一 山口棒高ク 2m50 7

ｵｰﾌﾟﾝ ﾉｳﾐ　ﾄﾓﾋﾃﾞ

5 4574 能美　智秀 山口棒高ク 2m70 6

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ

6 1503 渡邉　竜大 南陽工高 ×○ ×○ ××× 3m50 4

ｲﾜﾓﾄ　ﾕﾀｶ

7 4572 岩本　豊 山口棒高ク ― ××× 3m30 5

ﾏﾂｲ　ﾌｳｶﾞ

8 2122 松井　楓雅 南陽工高 ― ― ×○ ○ ××× 3m80 2

ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

9 4577 實近　晟充 山口棒高ク ― ― ― ― ― ○ ××× 4m20 1

ｶﾜｸﾞﾁ　ﾔｽﾉﾘ

10 4570 川口　泰典 東ソー

2009

2017
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共通男子 走幅跳 14：00

山口県記録（YR） 8m04 小田　大樹 日本大

大会記録　（GR) 7m01 佐々木信一郎 下松市陸協

試 試技 風速
順 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀﾔﾏ　ﾕｳｲﾁﾛｳ + 0.1m + 0.6m - 1.2m 1回目 +0.1
1 1460 片山　湧一郎 下松工高 5m16 11

ﾆｼｶﾜ　ﾅｷﾞｻ + 0.2m - 0.6m 2回目 +0.2
2 2139 西川　　渚 新南陽高 3m80 13

ｳｵﾀﾆ　ｶｲﾄ + 0.2m - 0.1m 1回目 +0.2
3 2138 魚谷　海翔 新南陽高 4m80 12

ﾓﾘﾅｶﾞ　ｷﾗﾄ
4 2135 森永　輝斗 新南陽高 m

ｵｶﾅﾘ　ﾘｸ + 0.4m + 0.3m - 0.2m 1回目 +0.4
5 1506 岡成　　陸 新南陽高 5m33 10

ﾌｸﾀﾞ　ﾀｸﾑ - 0.1m 3回目 -0.1
6 4916 福田　拓夢 光市陸協 5m47 8

ｸﾎﾞﾀ　ｼﾝｲﾁ ± 0m + 0.8m - 0.1m 1回目 ±0
7 4896 久保田　慎一 光市陸協 5m34 9

ﾌｸﾓﾄ ｺｳｽｹ + 1.0m 3回目 +1.0
8 72008 福元　康介 徳山大学 6m56 1

ﾂｶﾓﾄ　ﾕｳｷ ± 0m + 0.8m - 0.6m 1回目 ±0
9 1522 塚本　悠生 桜ケ丘高 5m61 7

ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ + 0.4m 2回目 +0.4
10 72065 淺野　幸司 徳山大学 5m86 6

ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾀ ± 0m - 0.1m + 0.3m 2回目 -0.1
11 1466 福島　優太 下松工高 6m03 4

ﾀﾉｳｴ ﾀｸﾐ - 0.5m + 0.3m + 0.3m 1回目 -0.5
12 72022 田上　琢海 徳山大学 5m86 5

 ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ - 0.8m ± 0m 1回目 -0.8
13 1449 森下　瑛仁 下松高校 6m13 3

ｵｶﾞﾜ　ﾕｳﾍｲ ± 0m + 0.1m 3回目 +0.1
14 4926 小川　裕平 日本製鉄 6m51 2

共通男子 三段跳 15：15

山口県記録（YR） 16m23 藤澤　圭祐 山口合同ｶﾞｽ

大会記録　（GR) 13m65 池野　郁洋　 徳山大学

試 試技 風速
順 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｸﾗ　ｶｲﾄ 1回目
1 271 戸倉　海斗 浅江中学 m

ﾌｸﾀﾞ　ﾀｸﾑ
2 4916 福田　拓夢 光市陸協 m

ｸﾎﾞﾀ　ｼﾝｲﾁ ± 1.0m + 0.7m 1回目 ±1.0
3 4896 久保田　慎一 光市陸協 11m97 2

ﾐｽﾞｶﾐ　ﾀｸﾏ
4 1469 水上　拓真 下松工高 m

ﾌｸﾓﾄ ｺｳｽｹ
5 72008 福元　康介 徳山大学 m

ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾀ + 0.1m + 0.4m ± 0m 1回目 +0.1
6 1466 福島　優太 下松工高 12m47 1

ﾀﾉｳｴ ﾀｸﾐ
7 72022 田上　琢海 徳山大学 m

2017

2014

記録

3m14

6m51

3回目

11m97 11m59

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

×

2018

5m80

5m30

6m03

×

5m59

5m86

5m12

6m56× ×

× 5m47×

5m16 5m03 4m78

4m80

所　属 1回目 2回目 3回目 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名

× 5m98

2008

1回目 2回目

×

12m47 12m38 12m30

4m54 ×

× 3m80

5m33 5m06 4m93

5m34 4m20

5m61

5m79

6m13 × 6m08

5m70

5m94

5m86
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高校男子 砲丸投（6.000㎏） 9：00

山口県記録（YR） 15m45 中川　大志 西京高

大会記録　（GR) 14m50 安永　稀一 光高校

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾅｶ　ｿｳﾀ

1 2152 山中　蒼大 南陽工高 7m93 5
ﾏﾂﾓﾄ　ﾖｳﾀ

2 1527 松本　陽汰 桜ケ丘高 8m50 3
ｸﾗﾏｼ　ﾀｸﾔ

3 1457 倉増　卓矢 下松工高 8m20 4
ﾆｼﾀﾞ　ｼｭｳﾍｲ

4 1463 西田　周平 下松工高 7m55 7
ﾐｶﾓﾄ　ﾃﾂﾔ

5 1468 三家本　哲也 下松工高 7m58 6
ﾄｸﾊﾗ　ﾘﾝﾄ

6 1461 徳原　凛人 下松工高 7m20 8
ｶﾜﾑﾗ　ﾘｷ

7 1499 河村　力騎 南陽工高 8m67 2
ﾓﾘﾐﾂ　ｶｽﾞｷ

8 2123 盛光　冬希 南陽工高 9m87 1

一般男子 砲丸投（7.260㎏） 9：00

山口県記録（YR） 17m94 (7.25kg) 大橋　忠司 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 2008

大会記録　（GR) 12m31 (7.25kg) 堀澤　一将 ﾄｸﾔﾏ 2011

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾓﾄ　ﾕｳｷ

1 3667 河本　悠希 東洋鋼鈑 m

9m22 9m80 9m87

7m20 6m10 6m95

8m67 ×

2014

2018

8m40

7m85

３回目

7m50

8m60

２回目

7m95 8m50

8m20 8m05

7m55 × ×

7m13 7m58 6m60

7m83 7m93

１回目

１回目 ２回目 ３回目
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高校男子 円盤投（1.750㎏） 13：00

山口県記録（YR） 44m97 田中　友規 光高 2018

大会記録　（GR) 43m11 田中　友規 光高校 2018

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｵｰﾌﾟﾝ ﾔﾏﾈ　ｱｵｲ

1 282 山根　碧莞 浅江中学 m
ｵｰﾌﾟﾝ ｶﾜﾓﾄ　ｼｮｳﾏ

2 424 河本　翔真 浅江中学 17m94 3

3 m
ﾏﾂﾓﾄ　ﾖｳﾀ

4 1527 松本　陽汰 桜ケ丘高 28m43 2
ｻﾉ　ﾀﾂｷ

5 1526 佐野　立 桜ケ丘高 33m98 1

一般男子 円盤投（2.000㎏） 13：00

山口県記録（YR） 50m39 笠本　英治 TEAM長州 2011

大会記録　（GR) 31m95 熊野　裕介 日進工業 2018

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾓﾄ　ﾕｳｷ

1 3667 河本　悠希 東洋鋼鈑 m

共通男子 やり投(800g) 14：30

山口県記録（YR） 75m07 種本　祐太朗 下関TC 2009

大会記録　（GR) 52m38 西本　海月 光高校 2018

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘﾐﾂ　ｶｽﾞｷ

1 2123 盛光　冬希 南陽工高 34m33 3
ﾔﾏﾅｶ　ｿｳﾀ

2 2152 山中　蒼大 南陽工高 22m43 4
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ

3 1504 黒田　直人 新南陽高 m
ｵｵﾓﾘ　ﾄｳﾏ

4 2140 大森　到真 新南陽高 14m87 5
ﾀﾉ ｺｳｼﾛｳ

5 72070 太野　甲士郎 徳山大学 49m98 2
ｵｵｼﾀ ｼｮｳﾉｽｹ

6 72016 大下　将ノ介 徳山大学 52m62 1 大会新

１回目 ２回目 ３回目

50m70 52m00 52m62

× 14m87 11m80

49m98 × ×

22m43 × ×

１回目 ２回目 ３回目

23m83 34m33 27m50

28m43 ×

33m61 33m01 33m98

×

× × 17m94

３回目１回目 ２回目
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共通女子 １００ｍ 共通 10：21

山口県記録(YR)　 11”54 信岡　沙希重 ﾐｽﾞﾉ 2007 ±

大会記録(GR) 1'32”8 高松　夏帆 光高校 2018 +/-

タイム決勝 １００ｍ

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録

1 0 1
ｽｷﾞﾔﾏ　ｱﾔ ﾀｶﾀﾞ　ﾅﾅ

2 352 杉山　　彩 新南陽高 (7) 14”44 # 2 854 高田　菜々 華陵高校 (5) 15”84
ﾉﾅｶ　ｱﾔﾅ ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ

3 390 野中　綾奈 桜ケ丘高 (5) 13”97 # 3 843 清水　楓 光高校 (2) 13”93
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｸﾙﾐ ｹﾞﾝﾅｲ ｻｷ

4 368 渡辺　くるみ 華陵高校 (1) 13”20 大会新 # 4 841 源内　咲 光高校 (1) 13”77
ｱｶﾂｶ　ｱｲﾅ ｼﾓﾂﾏ　ｾｲﾗ

5 336 赤塚　愛菜 下松高校 (4) 13”94 # 5 851 下間　星来 華陵高校 (3) 14”35
ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ ﾄﾓｼｹﾞ ﾏﾐ

6 845 原田　香心 光高校 (2) 13”80 # 6 326 友重　舞海 光高校 (4) 14”40
ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ

7 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 (3) 13”88 # 7 842 重政　朱里 光高校
ﾌﾅﾄ ﾘｺ

8 847 船戸　梨湖 光高校 (6) 14”04 # 8

３組 （ ） ４組 （ ）
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録

1 0 1
ｳﾁﾔﾏ　ﾅﾙﾐ ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵ

2 857 内山　成留美 新南陽高 (1) 14”31 # 2 850 山本　菜桜 華陵高校 ### 16”38
ﾄｸﾅｶﾞ　ｷﾉﾘ ﾅｶﾞﾉ　ｼｵﾘ

3 852 德永　葵乃里 華陵高校 (3) 14”80 # 3 392 長野　栞莉 桜ケ丘高 ### 15”37
ｶﾝﾀﾞ ﾘﾘｶ ｵｸﾀﾞ ﾕｳｺ

49

ｶﾝﾀﾞ　ﾘﾘｶ ｵｸﾀﾞ　ﾕｳｺ

4 853 神田　梨々花 華陵高校 (6) 15”80 # 4 849 奥田　結子 華陵高校 ### 15”96
ﾊﾀｹﾅｶ　ﾅｵ ﾆｼ　ｶﾘﾝ

5 391 畠中　那緒 桜ケ丘高 (4) 15”08 # 5 338 西　夏凜 下松高校
ﾊﾏﾀﾞ　ﾅﾅﾐ ｶﾈﾁｶ　ﾊﾅｺ

6 337 浜田　菜々美 下松高校 (5) 15”29 # 6 363 金近　華子 華陵高校
ﾐﾔﾓﾄ　ﾊﾅﾉ ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ

7 366 宮本　はなの 華陵高校 (2) 14”74 # 7 358 久保　佳澄 華陵高校 ### 14”58

8 0 8

総合
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 368 渡辺　くるみ 華陵高校 13”20 大会新 # 5 843 清水　楓 光高校 13”93

2 841 源内　咲 光高校 13”77 # 6 336 赤塚　愛菜 下松高校 13”94

3 845 原田　香心 光高校 13”80 # 7 390 野中　綾奈 桜ケ丘高 13”97

4 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 13”88 # 8 847 船戸　梨湖 光高校 14”04
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共通女子 ２００ｍ 共通 14：00

山口県記録(YR)　 23”66 信岡　沙希重 ﾐｽﾞﾉ 2008

大会記録(GR) 27”17 光井　花佳 光高校 2018

タイム決勝 ２００ｍ

１組 （ ） ２組 （ ）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録
ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ ｳﾁﾔﾏ　ﾅﾙﾐ

1 356 伊藤　桃香 華陵高校 (4) 28”80 # 1 857 内山　成留美 新南陽高 (3) 29”62
ｽｷﾞﾔﾏ　ｱﾔ ﾊﾀｹﾅｶ　ﾅｵ

2 352 杉山　　彩 新南陽高 (7) 29”51 # 2 391 畠中　那緒 桜ケ丘高 (5) 31”25
ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ ｱｶﾂｶ　ｱｲﾅ

3 845 原田　香心 光高校 (1) 28”08 # 3 336 赤塚　愛菜 下松高校 (1) 28”33
ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ ﾓﾘﾓﾄ　ﾘﾝ

4 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 # 4 353 森本　　凜 新南陽高 (2) 28”65
ﾌﾅﾄ ﾘｺ ﾊﾏﾀﾞ　ﾅﾅﾐ

5 847 船戸　梨湖 光高校 (2) 28”25 # 5 337 浜田　菜々美 下松高校 (4) 31”12
ﾉﾅｶ　ｱﾔﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾈ

6 390 野中　綾奈 桜ケ丘高 (5) 28”80 # 6 858 渡辺　朱音 新南陽高 (7) 34”50
ｹﾞﾝﾅｲ ｻｷ ﾅｶﾞﾉ　ｼｵﾘ

7 841 源内　咲 光高校 (3) 28”41 # 7 392 長野　栞莉 桜ケ丘高 (6) 31”95
ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ ﾆｼ　ｶﾘﾝ

8 843 清水　楓 光高校 (6) 28”95 # 8 338 西　夏凜 下松高校

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 845 原田　香心 光高校 28”08 5 353 森本　　凜 新南陽高 28”65

2 847 船戸　梨湖 光高校 28”25 6 356 伊藤　桃香 華陵高校 28”80

3 336 赤塚　愛菜 下松高校 28”33 7 390 野中　綾奈 桜ケ丘高 28”80
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4 841 源内　咲 光高校 28”41 8 843 清水　楓 光高校 28”95

共通女子 ８００ｍ 共通 14：51

山口県記録(YR)　 2'05”39 谷本　紀菜 筑波大 2012

大会記録(GR) 2'24”10 土井　咲乃 光高校 2018

タイム決勝 ８００ｍ

１組 ラップ 400ｍ　　　　　　　　　800m 総合

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録
ﾏﾂｼﾏ　ﾕｷ ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ

1 350 松島　有希 新南陽高 # 1 331 平中　奈津美 下松高校 (1) 2'27”30
ﾊﾀﾉ　ﾕｲ ﾋｻﾀｹ　ｱｵｲ

2 355 波多野　結唯 新南陽高 # 2 334 久武　碧衣 下松高校 (2) 2'29”85
ﾆｼﾓﾄ ｱｲﾘ ｻｴｷ ｺﾉﾊ

3 324 西本　愛璃 光高校 # 3 320 佐伯　木乃葉 光高校 (3) 2'35”18
ﾋｻﾀｹ　ｱｵｲ ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ

4 334 久武　碧衣 下松高校 (2) 2'29”85 # 4 327 藤井　愛美 光高校 (4) 2'37”48
ｻｴｷ ｺﾉﾊ ｵｶﾀﾞ　ﾄﾓｶ

5 320 佐伯　木乃葉 光高校 (3) 2'35”18 # 5 333 岡田　朋夏 下松高校 (5) 2'37”79
ｵｶﾀﾞ　ﾄﾓｶ ﾓﾘﾀ　ﾁﾋﾛ

6 333 岡田　朋夏 下松高校 (5) 2'37”79 # 6 848 盛田　千尋 光高校 (6) 2'41”89
ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ

7 327 藤井　愛美 光高校 (4) 2'37”48 # 7
ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ

8 331 平中　奈津美 下松高校 (1) 2'27”30 # 8

ｽｷﾞｵｶ　ﾐｻｷ

9 354 杉岡　美咲 新南陽高 # 9

ﾓﾘﾀ　ﾁﾋﾛ
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10 848 盛田　千尋 光高校 (6) 2'41”89 # 10

5151



共通女子 １５００ｍ 共通 11：52

山口県記録(YR)　 4'20”63 西永　菜津 西京高 2015

大会記録(GR) 45'82”9 黒田　怜 光高校 2018

決勝 共通

１組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録
ｲｼﾊﾗ　ﾉﾄﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ

1 861 石原　和華 下松高校 (12) 5'51”27 # 11 319 小林　佳奈 光高校 (4) 5'22”20
ｲｼｶﾜ　ﾕｳｺ ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ

2 3724 石川　優子 日立笠戸 (13) 6'13”61 # 12 327 藤井　愛美 光高校 (3) 5'17”71
ﾅｶﾑﾗ　ﾕｷﾉ ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ

3 860 中村　雪乃 下松高校 (14) 7'13”76 # 13 331 平中　奈津美 下松高校
ﾀｶﾀﾞ　ﾅﾅ ﾋｻﾀｹ　ｱｵｲ

4 854 高田　菜々 華陵高校 # 14 334 久武　碧衣 下松高校 (2) 5'01”06
ﾌｼﾞｲ　ﾘﾝｶ ｵｵﾔﾏ ﾒｲ

5 859 藤井　鈴花 下松高校 (9) 5'36”29 # 15 71340 大山　めい 徳山大学 (6) 5'29”62
ｽｷﾞｵｶ　ﾐｻｷ ﾆｼﾓﾄ ｱｲﾘ

6 354 杉岡　美咲 新南陽高 (11) 5'43”45 # 16 324 西本　愛璃 光高校 (1) 4'58”22
ﾓﾘﾀ　ﾏｺﾄ ﾀｹｼﾀ ﾚﾅ

7 335 守田　真琴 下松高校 (7) 5'29”25 # 17 71341 竹下　鈴奈 徳山大学 (6) 5'28”30
ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾅﾐ

8 4474 杉本　南 ひらちゅうｸ # 18
ﾊﾀﾉ　ﾕｲ

9 355 波多野　結唯 新南陽高 (10) 5'43”11 # 19
ｵｶﾀﾞ　ﾄﾓｶ

10 333 岡田　朋夏 下松高校 (5) 5'24”52 #

ラップ 0 ラップ

１組 ２組

400ｍ　　　　　　　 800ｍ 　　　　　　　1200ｍ 400ｍ　　　　　　　 800ｍ 　　　　　　　1200ｍ

52

総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 順位 記録

1 324 西本　愛璃 光高校 4'58”22 大会新 5 333 岡田　朋夏 下松高校 5'24”52

2 334 久武　碧衣 下松高校 5'01”06 6 71341 竹下　鈴奈 徳山大学 5'28”30

3 327 藤井　愛美 光高校 5'17”71 7 335 守田　真琴 下松高校 5'29”25

4 319 小林　佳奈 光高校 5'22”20 8 71340 大山　めい 徳山大学 5'29”62

共通女子 ３０００ｍ 共通 15：11

山口県記録(YR)　 9'12”10 吉村　かおり 西京高 1996

大会記録(GR) 113'71”7 山下　由乃 下松高校 2018

決勝 共通

１組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所 属 記録
ｵｰﾌﾟﾝ ﾀﾞｲ　ﾕｲｶ

1 57 土井　唯楓 光井中学 # 1

ラップ

400ｍ 800m 1000ｍ 1200ｍ

1600ｍ 2000ｍ 2400ｍ 2800ｍ
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共通女子 ４×100ｍR 共通 15：53
62

山口県記録（YR） 45”81 佐々木・岡山・信岡・君嶋 山口県 2010

大会記録　（GR) 52”93 吉岡・佐伯・黒田・大地田 光高校D 2018

” -   0 63

タイム決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 華陵高校Ｃ Ｃ ３ﾚｰﾝ 光高校A A

52

１ﾚ ﾝ ２ﾚ ﾝ 華陵高校Ｃ Ｃ ３ﾚ ﾝ 光高校A A
ﾀｶﾀﾞ　ﾅﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ

(1) (3) 854 高田　菜々 華陵高校 (4) 319 小林　佳奈 光高校
ｼﾓﾂﾏ　ｾｲﾗ ｻｴｷ ｺﾉﾊ

(2) (2) 851 下間　星来 華陵高校 (1) 320 佐伯　木乃葉 光高校
ｵｸﾀﾞ　ﾕｳｺ ﾆｼﾓﾄ ｱｲﾘ

(3) (4) 849 奥田　結子 華陵高校 324 西本　愛璃 光高校
ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵ ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ

(4) (1) 850 山本　菜桜 華陵高校 (3) 327 藤井　愛美 光高校
ﾓﾘﾔﾏ ﾕﾏ ﾄﾓｼｹﾞ ﾏﾐﾓﾘﾔﾏ　ﾕﾏ ﾄﾓｼｹﾞ ﾏﾐ

(5) 367 森山　優磨 華陵高校 326 友重　舞海 光高校
ﾓﾘﾀ　ﾁﾋﾛ

(6) (2) 848 盛田　千尋 光高校

４ﾚｰﾝ 華陵高校A A ５ﾚｰﾝ 光高校Ｂ Ｂ ６ﾚｰﾝ 新南陽高
ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ ｹﾞﾝﾅｲ ｻｷ ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ

(1) 356 伊藤　桃香 華陵高校 (4) 841 源内　咲 光高校 349 岡田　有衣 新南陽高
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｸﾙﾐ ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ ｽｷﾞﾔﾏ　ｱﾔ

( ) 渡辺 くるみ 華陵高校 重政 朱里 光高校 ( ) 杉山 彩 新南陽高(2) 368 渡辺　くるみ 華陵高校 842 重政　朱里 光高校 (1) 352 杉山　　彩 新南陽高
ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ ﾓﾘﾓﾄ　ﾘﾝ

(3) 358 久保　佳澄 華陵高校 (3) 843 清水　楓 光高校 (3) 353 森本　　凜 新南陽高
ﾎﾝﾀﾞ　ﾅﾅ ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ ｳﾁﾔﾏ　ﾅﾙﾐ

(4) 361 本田　奈々 華陵高校 (2) 845 原田　香心 光高校 (2) 857 内山　成留美 新南陽高
ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ ﾌﾅﾄ ﾘｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾈ

394 黒田　亜紗美 華陵高校 (1) 847 船戸　梨湖 光高校 (4) 858 渡辺　朱音 新南陽高

(6)(6)

総合

７ﾚｰﾝ 華陵高校Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ チーム桜ケ丘 C 順位 チーム 記録
ﾐﾔﾓﾄ　ﾊﾅﾉ ﾉﾅｶ　ｱﾔﾅ

(1) 366 宮本　はなの 華陵高校 (1) 390 野中　綾奈 桜ケ丘高 1 5 光高校Ｂ 52”80 大会新

ｶﾝﾀﾞ　ﾘﾘｶ ﾊﾀｹﾅｶ　ﾅｵ
(4) 853 神田　梨々花 華陵高校 (2) 391 畠中　那緒 桜ケ丘高 2 4 華陵高校A 53”75

ﾄｸﾅｶﾞ　ｷﾉﾘ ﾅｶﾞﾉ　ｼｵﾘ
(2) 852 德永　葵乃里 華陵高校 (3) 392 長野　栞莉 桜ケ丘高 3 8 チーム桜ケ丘 56”13

ｶﾈﾁｶ　ﾊﾅｺ ﾉｸﾞﾁ　ｱﾔﾈ
(3) 363 金近　華子 華陵高校 (4) 18 野口　絢音 桜ケ丘高 4 7 華陵高校Ｂ 56”69

5 6 新南陽高 56”79

6 3 光高校A 57”16

7 2 華陵高校Ｃ 1'00”35

8
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共通女子 走高跳 12：30

山口県記録（YR） 1m74 村田　文代 長府高 1984

大会記録　（GR) 1m50 中野 紗希 光丘高 2007

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 110 115 120 125 130 135 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｸﾅｶﾞ　ｷﾉﾘ

1 852 德永　葵乃里 華陵高校 ○ ×○ ○ ××× 1m20 2
ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ

2 349 岡田　有衣 新南陽高 DNS

ﾐﾔﾓﾄ　ﾊﾅﾉ
3 366 宮本　はなの 華陵高校 ×○ ○ ××× 1m15 3

ﾏﾂｼﾏ　ﾕｷ
4 350 松島　有希 新南陽高 DNS

ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾄﾐ
5 364 中村　仁美 華陵高校 ×○ ××× 1m10 4

ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ
6 394 黒田　亜紗美 華陵高校 ― ― ○ ×○ ×○ ××× 130     1

共通女子 棒高跳 （オープン） 34 10：00

山口県記録（YR） 3ｍ50 久野　陽子 中京大 2002

3ｍ50 石川　貴子 福岡大 2002

大会記録　（GR) 2m10 安達　歩夢 南陽工高 2018

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｵｰﾌﾟﾝ ﾔﾏﾈ　ﾋﾏﾘ

1 114 山根　日真莉 光井中学 m
ｵｰﾌﾟﾝ ﾆｼﾓﾄ ﾘｺ　

2 106 西本　莉子 光井中学 m
ｵｰﾌﾟﾝ ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾑ

3 347 安達　歩夢 南陽工高 m

共通女子 走幅跳 14：00

山口県記録（YR） 6m56 岡山　沙英子 山口TFC 2011

大会記録　（GR) 5m53 河村 仁美 下松市陸協 2008

試 試技 風速

順 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾀﾞ　ﾘﾘｶ + 0.6m - 1.4m - 0.8m 3回目 -0.8

1 853 神田　梨々花 華陵高校 3m86 8
ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵ + 0.8m - 0.3m - 0.2m 1回目 +0.8

2 850 山本　菜桜 華陵高校 3m65 9
ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ + 0.8m ± 0m - 0.5m 1回目 +0.8

3 356 伊藤　桃香 華陵高校 4m41 6
ｶﾈﾁｶ　ﾊﾅｺ - 0.2m + 0.5m + 0.7m 1回目 -0.2

4 363 金近　華子 華陵高校 4m32 7
ﾄﾓｼｹﾞ ﾏﾐ + 0.6m + 0.3m 3回目 +0.3

5 326 友重　舞海 光高校 4m41 5
ｼﾗｲ　ｱｶﾘ - 0.1m - 0.2m + 0.5m 2回目 -0.2

6 360 白井　亜香里 華陵高校 4m47 4
ﾅｶﾞｵ　ﾏﾄﾞｶ + 0.4m 1回目 +0.4

7 4972 永尾まどか 光市陸協 4m79 1
ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ - 0.2m 3回目 -0.2

8 842 重政　朱里 光高校 4m78 2
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ + 0.1m 3回目 +0.1

9 71319 六車　梨那 徳山大学 4m76 34m76

記録

4m41

4ｍ19

3ｍ55

4ｍ41 3ｍ97

3ｍ563ｍ65

4ｍ32 4ｍ31

×

3ｍ67 3ｍ86

3ｍ97

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

3ｍ62

3回目1回目 2回目

4m78

4m474m32 4m24

4m79

×

×

× ×

4m40

×

×
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共通女子 砲丸投(4.000kg) 11：00

山口県記録（YR） 15m52 岡　明美 日大 1972

大会記録　（GR) 10m71 梅木 由紀子 光高 2007

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾓﾄ　ﾘｶｺ

1 357 岩本　里佳子 華陵高校 5ｍ10 2
ｼﾓﾂﾏ　ｾｲﾗ

2 851 下間　星来 華陵高校 7ｍ85 1

共通女子 円盤投(1.000kg) 13：00

山口県記録（YR） 47m63 (4kg) 濱田　裕美子 日体大 1998

大会記録　（GR) 32ｍ57 (4kg) 中嶋 亜也佳 光高 2014

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾈ

1 858 渡辺　朱音 新南陽高 18ｍ32 3
ﾏｴｶﾜ　ﾎﾉｶ

2 362 前川　萌香 華陵高校 15ｍ88 5
ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾄﾐ

3 364 中村　仁美 華陵高校 18ｍ10 4
ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ

4 358 久保　佳澄 華陵高校 22ｍ38 2
ﾔﾏｵｸ ｽｽﾞｶ

5 71326 山奥　涼花 徳山大学 35ｍ57 1 大会新

共通女子 やり投(600g) 14：30

山口県記録（YR） 56m54 加藤　瑞生 京都教育大 2015

大会記録　（GR) 32ｍ69 夏 由夏 華陵高 2014

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ

1 349 岡田　有衣 新南陽高 ｍ
ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾅ

2 365 中村　日南 華陵高校 14ｍ22 6
ﾓﾘﾔﾏ　ﾕﾏ

3 367 森山　優磨 華陵高校 21ｍ10 5
ﾓﾘﾓﾄ　ﾘﾝ

4 353 森本　　凜 新南陽高 26ｍ58 3
ｲﾜﾓﾄ　ﾘｶｺ

5 357 岩本　里佳子 華陵高校 26ｍ72 2
ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ

6 394 黒田　亜紗美 華陵高校 25ｍ41 4
ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ

7 71319 六車　梨那 徳山大学 32ｍ62 1

26ｍ72 26ｍ10 25ｍ60

21ｍ10 12ｍ20

23ｍ86 26ｍ00 26ｍ58

１回目 ２回目 ３回目

22ｍ38 × ×

35ｍ57 35ｍ23 ×

15ｍ88 × ×

× 18ｍ10 16ｍ30

１回目 ２回目 ３回目

× 16ｍ54 18ｍ32

３回目１回目 ２回目

5ｍ10 5ｍ05 5ｍ00

7ｍ36 7ｍ70 7ｍ85

30ｍ74 29ｍ10 32ｍ62

12ｍ16 13ｍ30 14ｍ22

23ｍ56 25ｍ41 22ｍ30

13ｍ42
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