
会場：徳山大学陸上競技場

審判長
記録主任

名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録 名前 記録

所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

男 １００ｍ 中学 末次　優也 11”7 佐藤　弘教 12”0 岸　　　 竜 12”3 倉増　卓也 12”3 河村謙次郎 12”5 佐藤凜大郎 5位 12”5 寄川　晃生 12”6 福嶋　　航 12”8
島田中 3 +0.3 岐陽中 3 +0.3 太華中 3 +1.5 熊毛中 2 +0.6 太華中 3 +0.3 浅江中 3 +0.3 島田中 2 +1.0 岐陽中 2 +1.5

男 ２００ｍ 中学 廣畠健太郎 23”4 石丸　竣也 23”8 金本将太郎 24”0 松本　大将 24”7 伊藤　嵩太 25”5 安部　秀真 26”0 河村　朗大 26”1 林山　太一 27”4
岐陽中 3 +0.7 島田中 3 +0.7 大和中 3 +0.7 浅江中 3 +0.7 浅江中 3 +0.7 岐陽中 3 +0.7 熊毛中 3 +0.7 室積中 3 +0.7

男 ８００ｍ 中学 佐々木瑠風 2’13”4 河谷　好晃 2’15”1 有松  大和 2’27”3 河地　徹実 2’29”3 河地　禄寛 2’30”8 水谷　涼雅 2’36”1 伏谷　克己 2’49”0
太華中 3 末武中 3 桜田中 3 大和中 3 大和中 3 島田中 2 岐陽中 1

男 １５００ｍ 中学 入江  泰地 4’30”3 原田　裕大 4’32”5 岡田　優作 4’33”8 岡田　怜真 4’36”2 大見　成剛 4’37”2 今村　柊野 4’37”9
桜田中 3 光井中 3 大和中 3 熊毛中 3 末武中 3 大和中 3

男 ３０００ｍ 中学 坂口　佑真 10’02”3 山根　直樹 11’11”1

下松中 3 光井中 3
男 ４×１００ｍＲ 中学 島田中A 47”2 岐陽中 47”8 浅江中A 48”1 熊毛中A 48”2 室積中 50”9 桜田中 52”1 島田中Ｂ 53”6 光井中 56”6

寄川　晃生 佐藤　亮介 佐藤凜大郎 河村　朗大 緒方　彬仁 有松  大和 森重　颯太 山本　啓登
石丸　竣也 藤井　俊輔 松本　大将 山本　悠真 福字涼太郎 山田  春日 福田　竣平 橋本　雅也
守田虎太郎 福嶋　　航 高木　　翔 山本　昴輝 間竹　勇登 後藤  海翔 石原隆之介 浅田　涼介
末次　優也 廣畠健太郎 伊藤　嵩太 倉増　卓也 林山　太一 弘中雄一朗 山根　涼介 中村　凌介

男 走高跳 中学 藤井　涼介 1m45 岡　隼之介 1m45 内山　拓海 1m45 藤井　優貴 1m35 間竹　勇登 1m35 樫部　尚暉 1m35 沖田　悠介 1m30

末武中 3 晃英館中 2 周陽中 3 浅江中 3 室積中 2 岐陽中 3 熊毛中 2
男 走幅跳 中学 崎永　和哉 5m60 高木　　翔 5m48 橋本　雅也 5m24 堺谷　大介 4m94 藤井　俊輔 4m82 山本　昴輝 4m69 森下　瑛仁 4m64 山﨑　智哉 4m50

末武中 3 +0.2 浅江中 3 +0.5 光井中 2 +1.1 周陽中 2 +1.1 岐陽中 3 +0.3 熊毛中 2 +1.0 光井中 1 +0.5 熊毛中 3
男 砲丸投 中学 河本　悠希 ● 13m40 安永　稀一 ● 13m29 佐古　　嵐 8m82 平田　一貴 8m49 石田　雅治 8m40 沖　　大貴 7m80 松根　　秀 7m19 佐野　　旭 6m98

浅江中 3 島田中 3 周陽中 2 浅江中 2 周陽中 3 岐陽中 3 浅江中 2 岐陽中 3
女 １００ｍ 中学 繁澤　音羽 12”8 高野　桃伽 13”3 大歳　美空 2位 13”4 金盛　柚希 2位 13”4 山本　悠華 2位 13”4 磯永　　悠 13”5 中川　慧海 6位 13”7 髙松　夏帆 13”8

光井中 3 +1.1 浅江中 1 +1.1 岐陽中 2 +1.1 浅江中 3 +1.1 浅江中 3 +1.1 岐陽中 2 +1.2 浅江中 3 +1.1 浅江中 3 +1.1
女 ２００ｍ 中学 光井　花佳 28”1 水谷　柚衣 28”4 川口七海恵 28”8 山口　侑華 29”1 久村佳那実 29”3 田中　　杏 5位 29”4 野村　佑梨 29”5 福原　玲奈 30”2

浅江中 3 +0.2 浅江中 3 +0.2 室積中 3 +1.0 大和中 3 +0.2 熊毛中 2 +1.0 岐陽中 2 +0.2 太華中 3 +0.2 室積中 3 +0.2
女 ８００ｍ 中学 岡田　朋夏 2’29”5 土井　咲乃 2’32”5 小山　美南 2’34”9 中野　真帆 2’35”2 中澤　杏楓 2’37”0 中澤　理未 2’39”2 杉本　寛果 2’39”6 岡村　真樹 2’39”8

大和中 1 浅江中 1 附属光中 2 島田中 3 下松中 2 下松中 3 島田中 1 太華中 3
女 １５００ｍ 中学 木村　友香 4’53”9 小林　佳奈 5’10”9 橋本　真希 5’29”8 藤田日菜子 5’30”5 安達　成美 5’45”0

大和中 3 下松中 2 末武中 3 太華中 2 島田中 3
女 ４×１００ｍＲ 中学 浅江中Ａ 52”5 岐陽中 52”9 浅江中Ｂ 54”8 熊毛中 55”7 末武中Ａ 56”0 浅江中Ｄ 56”6 浅江中Ｃ 56”8 末武中 59”0

金盛　柚希 三浦　聖奈 藤井　菜々 石井日菜乃 窪田　　楓 友重　舞海 脇山　優衣 伊藤　桃香
光井　花佳 大歳　美空 中川　慧海 久村佳那実 藤田　奈美 吉岡花菜美 富田　芙由 尾林　菜月
水谷　柚衣 磯永　　悠 髙松　夏帆 河村　幸奈 山本　美空 土井　咲乃 福島　　遥 渡辺くるみ
山本　悠華 佐藤佑理香 森元　あい 大地田萌花 隅田　美帆 高野　桃伽 渡邊　華奈 松田　裕海

女 走高跳 中学 小倉多恵子 ▲ 1m40 松野　朱音 1m35 糸山　　遥 1m35 隅田　美帆 1m35 中村　優花 1m30 野村菜々香 1m30 渡邊　華奈 1m20 田川　未夢 1m20
富田中 3 島田中 3 附属光中 1 末武中 3 晃英館中 3 島田中 3 浅江中 2 光井中 2

女 走幅跳 中学 中西　稀保 4m62 森元　あい 4m54 矢次　美貴 4m24 脇山　梨乃 4m22 久保　佳澄 4m18 山本茉莉亜 4m16 藤井　菜々 4m16 吉岡　　晴 3m96

室積中 3 ±0.0 浅江中 3 ±0.0 光井中 3 +0.2 浅江中 3 ±0.0 周陽中 2 ±0.2 熊毛中 2 +0.7 浅江中 3 -0.6 附属光中 1 +0.1
女 砲丸投 中学 山下　莉乃 11m01 重枝凪々葉 10m30 手嶋　彩乃 10m05 佐藤佑理香 7m87 田中　　愛 7m86 神本　優子 7m40 脇山　優衣 7m05 河村　菜月 7m00

富田中 3 周陽中 3 附属光中 3 岐陽中 3 室積中 2 末武中 2 浅江中 2 周陽中

時刻 天候 湿度【％】 風速【m/s】 時刻 天候 湿度【％】 風速【m/s】 男子100ｍ国信　龍馬 12”8
9:00 曇 70 2.5 13:00 曇り 67 1.6 8位 下松中 1
10:00 曇 58 1.9 14:00 晴れ 54 3.5 野田良太郎 12”8
11:00 曇 62 1.0 15:00 曇り 51 1.3 熊毛中 2
12:00 曇 62 1.9

男
女
別

種目 備考
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男 １００ｍ 共通 門脇　優作 11”0 北村　洋祐 11”3 神徳　　毅 11”5 瀨田　大輔 4位 11”6 諸橋　　瞬 4位 11”6 佐々木信一郎 4位 11”6 梅本　健吾 4位 11”6 藤田　康之 11”9
日通周南支店 +0.4 東ソー +0.4 東ソー +0.4 東ソー +0.4 光　高 +0.4 下松市陸協 +0.4 下松市陸協 +0.8 華陵高 +0.8

男 ４００ｍ 共通 廣中　裕真 53”4 瀨田　大輔 53”9 岩崎　純矢 54”0 川越　　豊 54”1 神徳　　毅 54”3 梅本　健吾 54”6 小林　雄士 54”7 藤田　康之 7位 54”7
桜ケ丘高 東ソー 光　高 南陽工高 東ソー 下松市陸協 桜ケ丘高 華陵高

男 ８００ｍ 共通 尾川　拓也 2’10”9 吉池　　航 2’14”2 小川　　巧 2’16”3 青木　誠也 2’16”6 高木　海人 2’17”7 藤田　莞大 2’19”2 西山　弘隆 2’22”7 斎藤　啓吾 2’33”0
桜ケ丘高 光　高 下松高 南陽工高 下松高 下松高 下松高 新南陽高

男 １５００ｍ 共通 吉岡　龍一 4’15”1 清原　康平 4’17”9 河村　　駿 4’19”0 小林　智哉 4’20”7 赤松　　透 4’22”8 河口　永遠 4’26”5 片山　　陸 4’27”2 吉池　　航 4’28”2
徳山高 徳山高 徳山高 徳山高 周南市役所 光　高 桜ケ丘高 光　高

男 ５０００ｍ 共通 福田　将治 14’54”1 金子　　泰 15’35”4 林　　秀明 15’40”5 赤松　　透 15’41”9 藤原　誠二 15’56”0 山本　清伸 15’58”1 木村祐一郎 16’12”4 末兼　和樹 16’33”8
東ソー 東ソー 東洋鋼鈑 周南市役所 周南市陸協 東洋鋼鈑 東洋鋼鈑 徳山高

男 ５０００ｍ ４０才以上 佐伯　祐介 16’25”5 古六　　誠 17’19”5 守田　英樹 17’24”4
周南市陸協 日立笠戸 周南市陸協

男 ３０００ｍ ５０才以上 渡辺　政勝 11’23”7
日立笠戸

男 ４×１００ｍＲ 共通 有熊　隆晃 46”2 藤井　　諒 46”7 廣瀬　湧大 48”7 廣中　裕真 48”8 藤本　輝明 48”8 濱崎　考恒 49”8 寺戸　　仁 49”8
林　　要瑠 岩崎　純矢 諸橋　　瞬 小林　雄士 藤田　康之 松田　匠平 田村　怜陽
上ヶ原　颯 福本　治哉 財間　大地 尾川　拓也 伊賀　　孟 白銀　　巧 斎藤　忠明
川越　　豊 吉規　孝志 樋口　昂杜 橋本　瑠凱 花本　拓真 藤井　優輔 田中　裕治

男 走高跳 共通 藤井　悠弥 1m80 西村　健佑 1m72 川越　　豊 1m69
周南市陸協 ﾁｰﾑ☆ｺﾊﾞ 南陽工高

男 走幅跳 共通 佐々木信一郎 6m99 馬渕　竜希 6m20 樋口　昂杜 5m80 有熊　隆晃 5m38 林　　要瑠 5m00 河野　雄仁 4m96 財間　大地 4m43 濱本　哲夫 4m40
下松市陸協 +1.3 OPC +0.3 光　高 +0.2 南陽工高 +0.4 南陽工高 +0.7 出光徳山 +0.3 光　高 +0.2 光　高 ±0

男 三段跳 共通 中谷　昌史 12m70
光市陸協 ±0.0

男 砲丸投 高校 即席　裕樹 10m46 藤田遼太郎 9m87 中島　亨大 9m25 廣瀬　湧大 8m34 松岡　典雅 7m31
光　高 桜ケ丘高 桜ケ丘高 光　高 南陽工高

男 円盤投 高校 山崎綜一郎 ● 31m78 藤田遼太郎 ● 31m20 松岡　典雅 24m54 坂井　甚太 21m08 佐伯　佳亮 20m81 矢原　誠也 19m10 田中　大稀 17m96 財間　俊輔 15m01
桜ケ丘高 桜ケ丘高 南陽工高 桜ケ丘高 華陵高 光　高 桜ケ丘高 桜ケ丘高

男 やり投 共通 吉規　孝志 39m01 田中　大稀 35m84 佐伯　佳亮 34m32 廣瀬　湧大 29m71 福本　治哉 29m03 岩崎　純矢 28m69 矢原　誠也 22m16
光　高 桜ケ丘高 華陵高 光　高 光　高 光　高 光　高

女 １００ｍ 共通 河村　亜希 12”9 山崎紫央里 13”2 藤田　胡桃 13”4 藤井　優花 13”5 石田　舞花 13”7 内野　未晴 13”8 岡田　晴南 14”1 石川　彩乃 7位 14”1
下松市陸協 +0.4 光　高 +1.1 新南陽高 +0.9 新南陽高 +1.1 桜ケ丘高 +0.1 桜ケ丘高 +1.1 下松高 +0.4 桜ケ丘高 +0.9

女 ２００ｍ 共通 河村　亜希 27”0 藤田　胡桃 27”9 山崎紫央里 28”0 藤井　優花 28”4 内野　未晴 28”6 有富　敦子 28”7 石田　舞花 28”8 岡田　晴南 28”9
下松市陸協 +1.2 新南陽高 -0.2 光　高 +1.2 新南陽高 +1.2 桜ケ丘高 +1.2 下松高 +1.2 桜ケ丘高 -0.2 下松高 +1.2

女 ８００ｍ 共通 加藤　美鈴 2’29”7 小林　瑞季 2’30”7 若月みのり 2’33”1 井上ひまり 2’37”2 鬼久保　萌 2’40”4 森本　彩香 2’42”1 多田　千尋 2’42”4 杉本　　南 2’47”1
光　高 徳山高 光　高 下松高 徳山高 光　高 新南陽高 南陽工高

女 １５００ｍ 共通 森本　彩香 5’07”4 加藤　美鈴 5’07”8 若月みのり 5’08”1 藏田　春瑠 5’09”7 杉本　　南 5’33”7 井上ひまり 5’38”5 藤井　乃愛 5’47”7 長浦　　希 5’56”0
光　高 光　高 光　高 徳山高 南陽工高 下松高 下松高 下松高

女 ３０００ｍ 共通 山本沙也佳 10’48”8
下松市陸協

女 ４×１００ｍＲ 共通 山本結香子 53”1 山崎紫央里 53”3 藤野　里彩 54”5 石田　舞花 55”9
友重　七海 永尾まどか 藤井　優花 内野　未晴
河村　和佳 坂田　絢香 西岡　珠依 石川　彩乃
林　　美樹 大田　美宙 藤田　胡桃 池上　朱里

女 走幅跳 共通 友重　七海 4m70 中原　　茜 4m23 石原　優香 4m10
光　高 +0.1 新南陽高 ±0.0 光　高 -0.3

女 砲丸投 共通 坂田　絢香 8m93 武居　沙耶 8m26 河村　和佳 7m83 築山　杏子 5m71
光　高 下松高 光　高 光　高

女 円盤投 共通 山本結香子 28m68 坂田　絢香 23m20 武居　沙耶 16m94
光　高 光　高 下松高

女 やり投 共通 東　　由夏 32m40 河村　和佳 28m32
華陵高 光　高

種目 備考

華陵高 下松高 新南陽高
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衛藤　憲生

第10回周南地区陸上競技選手権大会　【高校・一般の部】

男
女
別

上　俊二

光　高Ｂ 光　高Ａ 新南陽高 桜ケ丘高

南陽工高 光　高Ａ 光　高Ｂ 桜ケ丘高

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位


