
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
競 歩 審 判 長 飯田　　浩
記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

岡本　開登(2) 11.7(+1.6) 阿座上　琳(3) 11.8(+1.6) 新谷　健介(2) 11.8(+1.6) 脇坂　和志(2) 11.9(+1.6) 古越　大暉(1) 12.1(+1.6) 山西　琉生(1) 12.2(+1.2) 重岡　隼都(2) 12.2(+1.6) 佐藤　将(1) 12.3(+1.2)

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部商高 山口・宇部工高 山口・宇部高校 山口・小野田高校 山口・小野田工高 山口・小野田高校 山口・小野田工高

柳井　洸(1) 24.1(+0.1) 阿座上　琳(3) 24.3(+0.7) 吉浦　世悠(1) 25.1(+0.1) 佐藤　将(1) 25.3(+0.1) 古越　大暉(1) 25.7(+0.1) 米田　翔(2) 26.6(+0.7) 本廣　優貴(1) 26.7(+0.7)

山口・宇部鴻城高校 *TL 山口・宇部商高 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田工高 山口・小野田高校 山口・宇部高校 山口・慶進高校

中野　翔梧(2) 24.1(+0.1)

山口・小野田高校 *TL

中野　翔梧(2) 54.8 浅井　刀万(1) 55.7 重岡　隼都(2) 56.4 林　駿佑(3) 56.5 宮本　凪(1) 58.2 甲嶋　孝大(2) 58.9 田村　慎之介(2) 59.2 井上　千輝(2) 59.7

山口・小野田高校 山口・宇部高校 山口・小野田高校 山口・宇部高専 山口・宇部鴻城高校 山口・慶進高校 山口・宇部高校 山口・宇部鴻城高校

小松　星斗(2) 2:04.9 植田　亮平(2) 2:05.3 澤田　又侑多(2) 2:10.5 越智　陽人(2) 2:12.2 中尾　蓮(1) 2:12.5 甲嶋　孝大(2) 2:13.7 村上　淳平(1) 2:17.5 佐竹　翼(2) 2:18.3

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高校 山口・宇部高校 山口・宇部工高 山口・慶進高校 山口・宇部高専 山口・小野田工高

田中　遼(2) 4:18.7 平岡　知大(2) 4:23.4 山村　堅人(2) 4:26.2 西田　周世(2) 4:27.2 畑谷　幸哉(2) 4:32.4 村田　桂晨(3) 4:37.7 野田　皓水(3) 4:37.8 南野　瀧雅(1) 5:01.9

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高校 山口・小野田工高 山口・宇部高専 山口・宇部高専 山口・宇部西高校

陸　太陽(2) 16:08.8 木本　匠(2) 16:12.0 村田　亮介(2) 17:47.2 寿恵村　真一(2) 18:25.8 三井　誠(1) 18:49.8 西村　亮輔(2) 19:12.3 水上　岳(2) 19:26.1 水落　陸翔(2) 19:40.5

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高校 山口・慶進高校 山口・小野田高校 山口・小野田工高 山口・小野田高校 山口・小野田工高

末廣　海輝斗(2) 1:08.2 早川　怜音(2) 1:09.5 山西　琉生(1) 1:10.0

山口・宇部高専 山口・小野田工高 山口・小野田工高

井下　侃(2) 10:22.3 貝原　三士(1) 11:19.1 南　健翔(1) 12:51.4

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田工高

宮内　拓海(2) 26:06.1 長尾　楓哉(1) 33:07.6

山口・小野田工高 山口・小野田工高

小野田高校 46.8 小野田工高 47.0 宇部高校 47.9 宇部工高 48.6 宇部鴻城高校 49.9 慶進高校 50.0

重岡　隼都(2) 原田　巧太(2) 前田　将冴(1) 宮野　泰知(2) 中桐　颯斗(2) 本廣　優貴(1)

中野　翔梧(2) 佐藤　将(1) 脇坂　和志(2) 新谷　健介(2) 岡本　開登(2) 田村　朋輝(2)

古越　大暉(1) 柳　遥輝(1) 田村　慎之介(2) 佐藤　翼(1) 吉浦　世悠(1) 木野村　真一(1)

佐藤　元(2) 山西　琉生(1) 浅井　刀万(1) 小西　勇羽(1) 山本　浩平(2) 甲嶋　孝大(2)

宇部鴻城高校 3:46.8 宇部高校 3:52.2 小野田高校 3:53.4 宇部高専 4:04.6 小野田工高 4:24.5

柳井　洸(1) 田村　慎之介(2) 重岡　隼都(2) 林　駿佑(3) 早川　怜音(2)

岡本　開登(2) 浅井　刀万(1) 三井　誠(1) 松崎　遼登(2) 江本　笙矢(1)

宮本　凪(1) 米田　翔(2) 古越　大暉(1) 田中　泰斗(2) 佐藤　将(1)

吉浦　世悠(1) 平岡　凛己(1) 中野　翔梧(2) 末廣　海輝斗(2) 坂本　翼(1)

田中　泰斗(2) 1m70 岡本　脩汰(1) 1m60 西村　雄陸(2) 1m45

山口・宇部高専 山口・宇部鴻城高校 山口・厚狭高校

岡本　脩汰(1) 6m17(+1.1) 中桐　颯斗(2) 5m88(+1.6) 柳　遥輝(1) 5m72(0.0) 木野村　真一(1) 5m19(+1.1) 三戸　光毅(1) 4m27(+0.6)

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田工高 山口・慶進高校 山口・小野田高校

山内　勇輝(1) 11m98(+0.5) 柳　遥輝(1) 11m43(-0.3) 大田　倖也(1) 9m89(+0.3) 井上　歩勇(1) 9m80(+1.0)

山口・宇部鴻城高校 山口・小野田工高 山口・小野田工高 山口・香川高校

田村　朋輝(2) 11m42 岡本　優和(1) 9m49 三隅　玲央(2) 8m01 林　伊織(1) 6m20

山口・慶進高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田工高 山口・香川高校

田村　朋輝(2) 34m61 原田　巧太(2) 31m70 三隅　玲央(2) 28m12 岡本　優和(1) 21m79 佐藤　元(2) 21m03 林　飛鳥(1) 18m63 佐藤　瞭(2) 18m49

山口・慶進高校 山口・小野田工高 山口・小野田工高 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・厚狭高校 山口・厚狭高校

佐藤　元(2) 39m53 西村　雄陸(2) 37m98 金増　大翔(1) 27m22 原田　巧太(2) 23m60

山口・小野田高校 山口・厚狭高校 山口・宇部工高 山口・小野田工高

男子総合 宇部鴻城高校 138.5点 小野田工高 105点 小野田高校 66.5点 宇部高校 58点 慶進高校 36点 宇部高専 33点 宇部工高 21点 厚狭高校 18点

男子トラック 宇部鴻城高校 96.5点 小野田工高 62点 宇部高校 58点 小野田高校 50.5点 宇部高専 25点 宇部工高 15点 慶進高校 15点 宇部商高 13点

男子フィールド 小野田工高 43点 宇部鴻城高校 42点 慶進高校 21点 厚狭高校 18点 小野田高校 16点 香川高校 10点 宇部高専 8点 宇部工高 6点

凡例  *TL:着差なし

5位 6位 7位 8位

8月19日  男子100m

8月19日  男子200m

1位 2位 3位 4位

8月19日  男子400m

8月19日  男子800m

8月19日  男子1500m

8月19日  男子5000m

8月19日
 男子

400mH(0.914m)

8月19日
 男子

3000mSC(0.914m
)

8月19日  男子走幅跳

8月19日  男子三段跳

8月19日  男子5000mW

8月19日  男子4X100mR

8月19日  男子4X400mR

対抗得点

令和2年度高等学校体育連盟宇部支部夏季陸上競技大会　決勝一覧

8月19日
 男子砲丸投

(6.000kg)

8月19日
 男子円盤投

(1.750kg)

8月19日
 男子やり投

(800g)

8月19日  男子走高跳



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
競 歩 審 判 長 飯田　　浩
記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

野口　結衣(2) 13.7(+0.6) 川村　文乃(1) 13.8(+0.6) 山下　栞歩(1) 14.0(+0.6) 竹本　紗莉(1) 14.2(+0.6) 中野　ヒカル(2) 14.5(+0.6) 上鶴　七恵(2) 14.5(+0.6) 藤井　陽菜(1) 14.7(+0.6)

山口・小野田高校 山口・宇部高校 山口・宇部高校 山口・慶進高校 山口・宇部商高 山口・厚狭高校 山口・厚狭高校 *TL

内田　伶音(1) 14.7(+0.9)

山口・小野田高校 *TL

野口　結衣(2) 29.8(+0.6) 竹本　紗莉(1) 29.9(+0.3) 日髙　玲奈(1) 30.2(+0.6) 岡村　彩花(2) 30.3(+0.6) 中野　ヒカル(2) 30.6(+0.6) 南　知里(1) 30.9(+0.6) 内田　伶音(1) 31.0(+0.3) 深見　早也香(1) 31.3(+0.6)

山口・小野田高校 山口・慶進高校 山口・宇部西高校 山口・慶進高校 山口・宇部商高 山口・宇部高校 山口・小野田高校 山口・宇部高校

岡村　彩花(2) 1:09.8 古重　愛来(1) 1:10.4 田岡　愛子(2) 1:10.5 野村　佳音(2) 1:10.7 正司　遥愛(1) 1:13.4 坂野　菜々海(1) 1:15.9 辻野　琉楓(1) 1:17.3

山口・慶進高校 山口・宇部中央高校 山口・厚狭高校 山口・小野田高校 山口・宇部高校 山口・宇部西高校 山口・サビエル高校

深津　柚月(1) 2:35.5 日高　里緒(2) 2:36.8 石田　萌香(2) 2:40.0 新名　永麻(1) 2:44.6 小西　里桜(1) 2:45.3 吉冨　彩羅(1) 2:46.3 三角　紗季子(2) 2:48.1 梅田　光梨(2) 2:51.5

山口・宇部高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・小野田工高 山口・宇部中央高校 山口・宇部高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部中央高校

中村　真依(2) 5:07.2 中村　結依(2) 5:12.0 渡部　真子(1) 5:40.6 早稲田　雅祺(1) 5:45.1 生田　千穂(2) 5:46.5 梅田　光梨(2) 6:00.5

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高校 山口・宇部高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校

中村　真依(2) 11:05.9 川﨑　愛莉(2) 11:14.4 中村　結依(2) 11:41.6 生田　千穂(2) 12:07.1

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部中央高校

梶原　有加里(2) 18.1 日髙　玲奈(1) 18.6 嶋田　明夏(2) 18.7 国元　萌恵(2) 21.7

山口・宇部高校 山口・宇部西高校 山口・宇部高校 山口・厚狭高校

梶原　有加里(2) 1:21.5 髙藤　愛加(1) 1:33.0

山口・宇部高校 山口・宇部中央高校

山本　里彩(1) 33:11.0 西岡　玲香(1) 35:16.4

山口・宇部西高校 山口・宇部西高校

宇部高校 55.7 小野田高校 56.6 宇部商高 58.5 厚狭高校 58.8 宇部中央高校 59.7

川村　文乃(1) 内田　伶音(1) 植田　帆華(1) 三嶋　美月(2) 畠中　歩華(2)

嶋田　明夏(2) 野口　結衣(2) 中野　ヒカル(2) 上鶴　七恵(2) 古重　愛来(1)

梶原　有加里(2) 野村　佳音(2) 梶山　美菜(1) 藤井　陽菜(1) 皆川　水月(2)

山下　栞歩(1) 石田　萌香(2) 中村　菜々美(2) 国元　萌恵(2) 田中　鈴袈(2)

宇部高校 4:41.1 厚狭高校 4:55.8 宇部中央高校 4:58.3

梶原　有加里(2) 田岡　愛子(2) 髙藤　愛加(1)

正司　遥愛(1) 水野　桃杏(1) 古重　愛来(1)

川村　文乃(1) 藤井　陽菜(1) 小西　里桜(1)

嶋田　明夏(2) 上鶴　七恵(2) 梅田　光梨(2)

森重　沙羅(1) 1m20

山口・宇部鴻城高校

田中　鈴袈(2) 4m00(+0.6) 皆川　水月(2) 3m56(-0.3)

山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校

内田　優海(1) 6m35 中村　菜々美(2) 6m08 渡邉　美星(1) 5m80 中山　遥花(1) 5m65 橋本　千佳(2) 5m39

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部商高 山口・小野田工高 山口・香川高校 山口・宇部商高

渡邉　美星(1) 19m24 曽根　さくら(1) 16m82 内田　優海(1) 16m76 山崎　栞依(1) 16m60

山口・小野田工高 山口・宇部西高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部西高校

山崎　栞依(1) 18m84

山口・宇部西高校

三嶋　美月(2) 26m42 中村　菜々美(2) 26m05

山口・厚狭高校 山口・宇部商高

女子総合 宇部高校 88点 宇部鴻城高校 60点 宇部中央高校 56点 宇部西高校 51点 小野田高校 37.5点 厚狭高校 35.5点 宇部商高 32点 慶進高校 25点

女子トラック 宇部高校 88点 宇部中央高校 41点 宇部鴻城高校 38点 小野田高校 37.5点 宇部西高校 31点 厚狭高校 27.5点 慶進高校 25点 宇部商高 14点

女子フィールド 宇部鴻城高校 22点 宇部西高校 20点 宇部商高 18点 宇部中央高校 15点 小野田工高 14点 厚狭高校 8点 香川高校 5点

凡例  *TL:着差なし

7位 8位

令和2年度高等学校体育連盟宇部支部夏季陸上競技大会　決勝一覧

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月19日  女子100m

8月19日  女子200m

8月19日  女子400m

8月19日  女子800m

8月19日  女子1500m

8月19日  女子3000m

8月19日
 女子

100mH(0.840m)
風：-0.2

8月19日
 女子

400mH(0.762m)

8月19日  女子5000mW

 女子円盤投
(1.000kg)

8月19日  女子4X100mR

8月19日  女子4X400mR

8月19日  女子走高跳

8月19日
 女子ハンマー投

(4.000kg)

8月19日
 女子やり投

(600g)

対抗得点

8月19日  女子走幅跳

8月19日
 女子砲丸投

(4.000kg)

8月19日
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