
（競技会名）第１３回光市陸上競技選手権大会 山口県立光高等学校陸上競技場 主催団体名　光市陸上競技協会 記録主任　　周防吉則
男子

順　位
氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名
原田　凌 森下瑛仁 周田智貴 烏田涼太

（下松東陽） （光） （光） （下松東陽）

寄川晃生 橋本雅也 山本啓登 石原隆之介 坪井泰理 片山　海 嶋田光希 豊田雄大

（光） （光） （光） （光） （下松東陽） （光） （下松東陽） （光）

末次優也 佐藤凜太郎 赤根博和 西岳智哉 楠　蓮珠

（光） （光） （光） （光） （光）

浜松智也 中尾圭翔 末廣　豊 瀬尾直樹 沖　優輝

（光） （光） （光） （光） （光）

武居尚輝 河谷好晃 大見成剛

（下松東陽） （下松東陽） （下松東陽）

有間裕人 片山　陸

（光） （光）

城村祐輝 緒方彬仁 多田龍輝 福田竣平 樋口昂杜

下松東陽ク 光スポ少 光スポ少 光スポ少 光スポ少

光スポ少Ａ 光スポ少Ｂ 下松東陽Ｄ 光スポ少Ｃ 光スポ少D 下松東陽Ｅ

中尾圭翔 片山　陸 武居尚輝 赤根博和 福田竣平 嶋田光希

浜松智也 59''6 樋口昂杜 1'04''1 河谷好晃 1'04''4 緒方彬仁 1'05''4 寄川晃生 1'05''7 坪井泰理 1'16''6

有間裕人 瀬尾直樹 大見成剛 福田竣平 橋本雅也 山田渓太

末次優也 末廣　豊 城村祐輝 佐藤凜太郎 山本啓登 磯部仁志

女子
高野桃伽 中野葉月 芳岡真友 朝山優芽 土井咲乃 山野瑞季 中村日向子 加川歩実

（光） （光） （光） （下松東陽） （光） （光） （光） （光）

長谷紗希 大平　舞 多田和葉 有間友美

（光） （光） （光） （光）

中山志穂 国広美穂 糸山　遥 中野莉緒 川口七海恵 加川真衣 浅弘詩歩 加川愛海

（光） （光） （光） （光） （光） （光） （光） （光）

森本　遥 原田瑞歩 北原知弥 林　愛海 石原優香 田丸菜々子 大平菜々

（光） （光） （光） （光） （光） （光） （光）

石井日菜乃

（下松東陽）

早稲田りんか 城村あすか

（下松東陽） （下松東陽）

小林成美

（光）

新山春香 藤内ちなつ 木下優花 清永夏美 中野恭伽 片山葉月 湯木瑠璃香 石川千紘

光スポ少 下松東陽ク 光スポ少 光スポ少 下松東陽ク 下松東陽ク 下松東陽ク 下松東陽ク

光スポ少Ａ 下松東陽Ａ 光スポ少Ｂ 光スポ少Ｃ 下松東陽Ｃ 下松東陽Ｂ 光スポ少Ｄ

森本　遥 原田麻衣 北原知弥 小林成美 中野恭伽 内山典子 糸山　遥

原田瑞歩 1'01''3 片山葉月 1'02''7 石原優香 1'04''0 田丸菜々子 1'04''5 田村梨央 1'06''0 早稲田りんか 1'06''9 浅弘詩歩 1'12''5

清永夏美 湯木瑠璃香 林　愛海 新山春香 石井日菜乃 原田茉奈 中野莉緒

小林成美 藤内ちなつ 木下優花 国広美穂 石川千紘 城村あすか 川口七海恵

3m26共通走幅跳 3m52 3m33

4×100ｍR

3年100m 18''3 19''0 19''7

18''9

6年800m 2'44''7

3年100m

3m56 3m37

4×100ｍR

共通走幅跳 3m86

▲17"7 17''8 18''7

3m22 2m74

備考　　　　　　○県新　△県タイ　●大会新　▲大会タイ

2m562m68 2m67

5年800m 2'53''7 2'48''5

18''1

17''0 17''016''3 16''4

16''8 17''5 17''8

6年100m 15''5 15''7 16''3

4年100m 17''9 18''8

18"1
(7位）

5年100m 15''6 16''3 16''5

4年800m 3'03''3

20''2

3m30 3m26

19''5

23''3

19''4

6年1000m 3'27''6 3'30''1

4年100m

16''0 16''9

6年100m 15''7

5年100m 15''0

14''6 15''6

16''8

3'32''6 3'33''9 3'54''45年1000m

15''7 15''9 17''1 17''2

18''817''4

16''1 17''9

17''8

5 6

19''7

記　録 記　録記　録種　目 記　録 記　録 記　録

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表
   平成２３年７月１７日（日

1 2 3 4 7

20''620''4

8

記　録
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記　録



（競技会名）　第１３回光市陸上競技選手権大会 山口県立光高等学校陸上競技場主催団体名　光市陸上競技協会 記録主任　　　周防吉則

男子

順　位
氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名

牧野　和倫 宮本　泰成 原尾　　諒 吉規　翔太 0 0 0

（光高） （光高） （光高） （光高） 0 0 0

大楽　憲矢 谷村　聡智 吉規　孝志 岩崎　純矢 廣末丈太郎 友森　斎孔 田中　友晟 荒礒　圭毅 

（島田中） （附属光中） （附属光中） （光井中） （附属光中） （島田中） （光井中） （島田中）

牧野　和倫 岩根　貴弘 原尾　　諒 宮本　泰成 吉規　孝志 谷村　聡智 岩崎　純矢 廣末丈太郎

（光高） （光高） （光高） （光高） （附属光中） （附属光中） （光井中） （附属光中）

和田　俊介 岩根　貴弘 谷村　聡智 0 0 0 0 0

（山口市陸協） （光高） （附属光中） 0 0 0 0 0

和田　俊介 小泉　拓也 末弘光次郎 田村　一朗 西村　和紘 西村　光希 高橋　陽平

（山口市陸協） （光高） （大和走ろう会） （光高） （光高） （光高） （武田薬品）

藤井　　駿 河村　　諒 有井都志希 恵本蒼一郎 嶋村　直道 一條　　晃 岡村　悠司 大西　広樹

（島田中） （島田中） （室積中） （室積中） （島田中） （島田中） （島田中） （島田中）

光高Ｂ 光高Ａ 島田中 0 0 0

大矢根進介 岩根　貴弘 河内　伶太

4×100ｍR 大楽　憲矢 45''1 宮本　泰成 45''5 友森　斎孔 50''4 '' '' ''

田中健一郎 原尾　　諒 荒礒　圭毅 

小林　隆弥 牧野　和倫 大楽　憲矢 

光高校 Ｂ 光高校 Ａ 0 0 0

吉規　翔太 田村　一朗

4×400ｍR 牧野　和倫 3'54''8 岩根　貴弘 4'01''9 ''' ''' '''

原尾　　諒 小泉　拓也

西村　和紘 宮本　泰成

吉規　孝志 5m11 梅木　　郷 金本　　陸 福田　拓夢 神田　慶彦

（附属光中） ● （光井中） （浅江中） （島田中） （浅江中）

中谷　昌史 吉規　翔太

(光高OB) （光高）

友森　斎孔 吉規　孝志

（島田中） （附属光中）

中谷　恒夫 友森　斎孔 吉規　孝志

（武田薬品） （島田中） （附属光中）

市川　宏文 56m44 柳村　勇気 56m18 小川　晃輝 網本　竜二

（光市陸協） ● （TEAM長州） ● （光高） （光市陸協）

m

mm

m

mm m

m

備考　　　　　　○県新　△県タイ　●大会新　▲大会タイ

m

DNS m m

m

m

m

ヤリ投 DNS

砲丸投
（中学用）

7m22 6m79

6m79
砲丸投

（高校用）
8m22

m

7m22

4'31''4中学1５00m

三段跳

4'38''1 4'42''3

12m28

走巾跳
（中学）

10m85

3m58 DNS DNS DNS

'''

5'05''24'57''94'53''0 4'54''2 4'57''7

23''6

1５００m

''' '''

DNS

'''

DNS

８００m

4'48''9 4'49''9

''' ''' '''

4'30''4

26''4 26''4

13"5
(7位）

4'32''1 4'44''7

13''5

24''6 25''5

''

26''2

''１００m

４００m 53''3 56''7

２００m 27''0

'' '' ''

8

種　目 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録記　録記　録 記　録

24''2

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表
平成２３年７月１７日（日

1 2 3 4 6 75

''

12''8

103''1

12''0

13''2

12''6

13''1

''

13''3中学100m 12''4 12''6

11''5 11''8 ''



（競技会名）　第１３回光市陸上競技選手権大会 山口県立光高等学校陸上競技場主催団体名　光市陸上競技協会 記録主任　　　周防吉則

女子

順　位

氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名

田村　優佳 田中佐也佳 村上　可恵 徳本　香織 0 0 0 0

（光高） （光高） （光高） （光高） 0 0 0 0

メリットまきの 原田　智世 山近　桃子 米川　佳那 木村　早希 加茂　舞子 甲斐日真莉 林　　美妃

（下松中） （室積中） （島田中） （室積中） （附属光中） （附属光中） （大和中） （島田中）

田中佐也佳 メリットまきの 村上　可恵 田村　優佳 徳本　香織 木村　早希 甲斐日真莉 岡村　寧音

（光高） （下松中） （光高） （光高） （光高） （附属光中） （大和中） （大和中）

田中佐也佳 1'02''9 0 0 0 0 0 0 0

（光高校） ● 0 0 0 0 0 0 0

金盛　千明 秋友　惟衣 吉本　優希 山本　風花 吉村佳那子

（光高） （光高） （光高） （光高） （光高）

金盛　萌恵 吉木　愛海 大田　美宙 中野　沙彩 米倉　遥香 太田　嶺花 武居　香里 森本　彩香

（島田中） （下松中） （大和中） （島田中） （下松中） （島田中） （附属光中） （島田中）

秋友　惟衣 金盛　千明 吉本　優希 吉木　愛海 嶋田　裕子 尾下　　望 米倉　遥香

（光高） （光高） （光高） （下松中） （光高） （光高） （下松中）

光高校 下松中 島田中Ａ 島田中Ｂ

村上　可恵 田村　優佳 森田　遥奈 山本結香子

徳本　香織 メリットまきの 仲子真梨菜 林　　昌美

田中佐也佳 米倉　遥香 山近　桃子 林　　美妃

田村　優佳 兼安ひとみ 新谷なつみ

光高Ａ 光高Ｂ

4'34''7 4'46''2

中嶋亜也佳

（島田中）

河村　和佳 新谷なつみ 芳岡　　萌

（浅江中） （島田中） （附属光中）

幸田　まお 中嶋亜也佳 波多　彩希 波多　彩希

（島田中） （島田中） （浅江中） （浅江中）

59''3 100''7

m m

''

m m

m

備考　　　　　　○県新　△県タイ　●大会新　▲大会タイ

mm

DNS

3m54

DNS m7m95 7m77
砲丸投
 （中学）

4m39 4m11中学走巾跳

4×400ｍR

走高跳 1m30

53''6
4×100ｍR

57''3

''

1５００m 5'09''5 5'18''9 5'40''9

2'33''2 2'33''3 2'38''52'30''9

４00m

'''

2'40''6

DNS

2'42''7中学８00m

2'39''6８００m 2'36''6

5'23''4

2'51''1

'''

5'56''2

2'43''4

２00m 27''9

記　録

中学100m

100m 13''7

種　目 記　録 記　録

13''5

'' '' ''

5'13''1

2'38''12'37''5

8

記　録

13''7 15''014''6 15''0

記　録

13''8 13''9

記　録

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表

1 2 3 4 5 6 7

平成２３年７月１７日（日）

''

30''6

'' ''

14''8 14''8

29''5 30''4

''

31''2

5'08''3

記　録

''''

29''0

記　録

28''3 28''6

14''2 14''4


