
審 判 長 石原　宏昭

会　　場 徳山大学陸上競技場 記録主任 二宮　規寿

備　　考
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 共通 門脇優作 10”9 志賀　洵介 11”2 諸橋　瞬 11”3 神徳　毅 11”4 北村　洋祐 11”6 樋口　昂杜 11”6 廣中　裕真 11”6 岩﨑　純矢 11”6

日通周南 -1.1 東ソー -1.1 光高校 -1.1 東ソー +1.2 東ソー -1.1 光高校 5位 +1.2 桜ヶ丘高 -1.1 光高校 7位 +1.2

男 ４００ｍ 共通 廣中　裕真 51”7 山本　悠真 53”2 梅本　健吾 53”4 岩﨑　純矢 53”7 神徳　毅 53”8 石丸　竣也 54”2 田村　飛翔 55”0 藤井　優輔 55”2

桜ヶ丘高 熊毛中学 下松市陸協 光高校 東ソー 光高校 岐陽中学 下松高校

男 ８００ｍ 共通 尾川　拓也 2’05”7 大上　喬之 2’06”1 幾度　世那 2’07”5 斎藤　啓吾 2’08”2 片山　陸 2’10”6 岩本　稜央 2’10”7 入江　泰地 2’13”3 佐々木　瑠風 2’14”3

桜ヶ丘高 徳山高専 南陽工高 新南陽高 桜ヶ丘高 南陽工高 徳山高校 下松高校

男 １５００ｍ 共通 橋本　雅史 4’01”5 濱本　栄太 4’02”9 藤井　翔太 4’03”7 寺田　裕成 4’09”0 松藤　仁 4’09”2 吉本　大介 4’11”6 福田　将治 4’11”9 吉本　励 4’16”9

武田薬品 武田薬品 武田薬品 武田薬品 武田薬品 東ソー 東ソー 光高校

男 ５０００ｍ ４０才以上 古六　誠 16’39”5 佐伯　祐介 17’00”2 守田　英樹 18’09”7 今井　博文 19’21”6

日立笠戸 周南市陸協 周南市陸協 出光徳山

男 ５０００ｍ 共通 福田　将治 15’21”5 磯村　俊祐 15’33”3 林　秀明 15’45”1 小林　智哉 16’06”0 末兼　和樹 16’29”9 山本　清伸 16’36”2 原田　大地 16’38”1 藤田　莞大 16’53”2

東ソー 東ソー 東洋鋼鈑 徳山高校 徳山高校 東洋鋼鈑 徳山高専 下松高校

男 ５０００ｍ ４０才以上 古六　誠 16’39”5 佐伯　祐介 17’00”2 守田　英樹 18’09”7 今井　博文 19’21”6

日立笠戸 周南市陸協 周南市陸協 出光徳山

男 ４×１００ｍＲ 共通 光高校Ａ 45”3 光高校Ｃ 46”5 下松高校 47”2 光高校Ｂ 50”3
吉池　航 高木　翔 赤川　武瑠 藤井　諒
諸橋　瞬 原田　裕大 藤井　優輔 山根　裕平

福本　治哉 田中　友規 守田　虎太郎 財間　大地
岩﨑　純矢 石丸　竣也 小川　巧 濱本　哲男

男 走高跳 共通 藤井　悠弥 ● 1m86 西村　健佑 1m66 川越　豊 1m66 今津　廉 1m55 内山　拓海 1m55

周南市陸協 周南市陸協 南陽工高 聖光高校 新南陽高

男 棒高跳 共通 林　要瑠 4m40 川口　泰典 4m30 實近　晟充 3m60 林　凌雅 3m00

南陽工高 南陽工高 南陽工高 南陽工高

男 走幅跳 共通 馬渕　竜希 6m35 樋口　昂杜 6m02 高木　翔 5m69 崎永　和哉 5m46 有熊　隆晃 5m44 沖野　鵬康 5m24  野稲　和博 5m14 廣田　裕生 5m11

OPC -1.6 光高校 -0.2 光高校 -0.1 下松高校 -0.1 南陽工高 +0.5 聖光高校 -2.1 東洋鋼鈑 ±0.0 東洋鋼鈑 -2.4

男 三段跳 共通 岡村　将貴 12m44 中谷　昌史 12m36 高木　翔 12m12 山本　啓登 10m65 中村　凌介 10m62 財間　大地 10m61

聖光高校 ±0.0 光市陸協 ±0.0 光高校 -m1 光井中学 -1.0 光井中学 -1.5 光高校 -1.2

男 砲丸投 高校 藤田　遼太郎 10m99 中島　亨大 10m62 松岡　典雅 8m07 小野　哲平 7m15

桜ヶ丘高 桜ヶ丘高 南陽工高 聖光高校

男 円盤投 高校 藤田　遼太郎 ● 36m21 坂井　甚太 31m45 松岡　典雅 29m03 西村　政信 27m37 田中　大稀 22m14 田中　友規 21m03 矢原　誠也 20m07 財間　俊輔 18m47

桜ヶ丘高 桜ヶ丘高 南陽工高 光高校 桜ヶ丘高 光高校 光高校 桜ヶ丘高

男 やり投 共通 吉永　功貴 45m20 田中　大稀 43m14 坂井　甚太 33m63 中島　亨大 31m42 花本　拓真 31m00 財間　俊輔 26m18

聖光高校 桜ヶ丘高 桜ヶ丘高 桜ヶ丘高 華陵高校 桜ヶ丘高

女 １００ｍ 共通 繁澤　音羽 12”9 河村　亜希 13”2 石田　舞花 13”2 藤井　優花 13”5 中村　優花 13”6 藤田　胡桃 13”6 岡田　晴南 13”8 光井　花佳 13”9

光高校 -1.6 下松市陸協 -1.6 桜ヶ丘高 -1.6 新南陽高 -0.6 桜ヶ丘高 -1.6 新南陽高 5位 -1.8 下松高校 -1.8 光高校 -1.6

女 ２００ｍ 共通 河村　亜希 27”3 松村　千晶 27”3 山崎　紫央里 27”5 藤田　胡桃 27”8 中村　優花 27”9 石田　舞花 28”1 岡田　晴南 28”2 有富　敦子 28”3

下松市陸協 -0.7 新南陽高 -0.7 光高校 -0.7 新南陽高 -0.3 桜ヶ丘高 -0.3 桜ヶ丘高 -0.7 下松高校 -0.3 下松高校 -0.3

女 ８００ｍ 共通 加藤　美鈴 ● 2’22”4 西村　未来 ● 2’25”4 黒田　怜 2’28”6 多田　千尋 2’31”1 米澤　瑞稀 2’33”5 早稲田　りんか 2’42”5 新山　春香 2’48”0 藤本　帆南　 2’50”0

光高校 光高校 光高校 新南陽高 下松高校 下松高校 下松高校 下松高校

女 １５００ｍ 共通 西村　未来 4’52”6 加藤　美鈴 4’54”5 山本　沙也佳 4’55”0 加川　真衣 5’13”6 富士岡　早紀 5’16”7 河村　七海 5’17”7 米澤　瑞稀 5’20”3 杉本　南 5’31”8

光高校 光高校 下松市陸協 光高校 光高校 新南陽高 下松高校 周南市陸協

女 ３０００ｍ 共通 河村　七海 11’33”3 白木　那智 12’04”8

新南陽高 下松高校

女 ４×１００ｍＲ 共通 光高校Ｃ 53”6 新南陽高 53”7 光高校Ｂ 54”3 下松高校 54”6 光高校Ａ 56”0
高松　夏帆 藤井　優花 築山　杏子 貞国　樹里 蒔苗　愛理
繁澤　音羽 渡邊　結 石原　優香 有富　敦子 西村　未来

富士岡　早紀 藤野　里彩 友重　七海 岡田　晴南 加藤　美鈴
光井　花佳 藤田　胡桃 山崎　紫央里 水谷　柚衣 永尾　まどか

女 走幅跳 共通 友重　七海 4m59 水谷　柚衣 4m15 石原　優香 4m03 梅林　若菜 3m71 山本　美空 3m65 浅野　莉緒奈 3m43 濱田　茉奈美 3m10

光高校 -0.7 下松高校 -1.6 光高校 -1.2 聖光高校 -1.7 華陵高校 -2.5 華陵高校 -2.5 華陵高校 -2.5

女 砲丸投 共通 武居　沙耶 9m45 友重　七海 6m79 築山　杏子 6m42 石原　優香 5m72 福田　千尋 3m68

下松高校 光高校 光高校 光高校 下松高校

女 円盤投 共通 蒔苗　愛理 23m26 西岡　珠依 22m71 濱田　茉奈美 14m75 芳村　彩香 13m25

光高校 新南陽高 華陵高校 新南陽高

女 やり投 共通 佐伯　朋香　 23m74 西岡　珠依 21m98 高橋　桃花 20m75

聖光高校 新南陽高 華陵高校

時刻 天候 湿度【％】 風速【m/s】 時刻 天候 湿度【％】 風速【m/s】
9:00 曇 62 2.5 13:00 曇 70 0.9
10:00 曇 81 1.5 14:00 曇 70 0.4
11:00 曇 77 1.8 15:00 曇 73 0.9
12:00 曇 75 2.0 16:00 曇 75 2.0

男
女

種　目

西

2016年6月5日

西北西
西南西

７位

第11回　周南地区陸上競技選手権大会記録一覧表　【高校・一般の部】

気温【℃】

22.0
22.5南西

南南東 22.0
南西

18.5
20.5
20.5

南南西

８位

風向気温【℃】
22.0
22.0

●：大会新、▲：大会ﾀｲ

６位４位

風向
北北西

１位 ２位 ３位 ５位



共通男子 １００ｍ +
共通 - 10：25

山口県記録(YR)　 10”44 内海 佑弥 東洋大 2009 ±

大会記録(GR) 10”8 岩本 豊 下関短大 2008 +/-

タイム決勝 100ｍ

１組 （ - 1.1m ） ２組 （ + 1.2m ）

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
ｷﾀﾑﾗ　ﾖｳｽｹ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

2 4422 北村　洋祐 東ソー (4) 11”6 ## 2 4416 神徳　毅 東ソー (1) 11”4
ﾏﾌﾞﾁ　ﾘｭｳｷ ｳﾒﾓﾄ　ｹﾝｺﾞ

3 4663 馬渕　竜希 OPC (7) 11”8 ## 3 3603 梅本　健吾 下松市陸協 (4) 11”6
ｾﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ ｵｻｷ　ｶﾂﾋﾛ

4 4403 瀬田　大輔 東ソー (6) 11”7 ## 4 5266 尾崎　克祐 潮AC (6) 12”3
ｶﾄﾞﾜｷﾕｳｻｸ ﾌｸﾓﾄ　ﾊﾙﾔ

5 1059 門脇優作 日通周南 (1) 10”9 ## 5 1452 福本　治哉 光高校 DNS
ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ ｲﾜｻｷ　ｼﾞｭﾝﾔ

6 4561 志賀　洵介 東ソー (2) 11”2 ## 6 1450 岩﨑　純矢 光高校 (3) 11”6
ﾋﾛﾅｶ　ﾕｳﾏ ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ

7 1562 廣中　裕真 桜ヶ丘高 (5) 11”6 ## 7 1468 石丸　竣也 光高校 (5) 11”6
ﾓﾛﾊｼ　ｼｭﾝ ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ

8 1453 諸橋　瞬 光高校 (3) 11”3 ## 8 1460 樋口　昂杜 光高校 (2) 11”6

３組 （ + 0.8m ） ４組 （ - 0.3m ）

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
ｶﾜｺﾞｴ　ﾕﾀｶ ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ

2 1541 川越　豊 南陽工高 (1) 11”7 ## 2 2241 赤川　武瑠 下松高校 (3) 12”7
ｶﾐｶﾞﾊﾗ　ﾊﾔﾄ ﾊﾔｼ　ﾘｮｳｶﾞ

3 1534 上ヶ原　颯 南陽工高 (2) 12”0 ## 3 2211 林　凌雅 南陽工高 (6) 14”0
ｱﾘｸﾏ　ﾀｶｱｷ ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ

4 1533 有熊　隆晃 南陽工高 (3) 12”1 ## 4 2232 神田　琢磨 南陽工高 (1) 12”2
ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

5 1473 藤井　優輔 下松高校 (4) 12”1 ## 5 2201 實近　晟充 南陽工高 (2) 12”6
ｶﾈｷﾖ　ﾋﾛﾕｷ ﾊｼﾓﾄ　ﾘｭｳｶﾞ

6 1549 兼清　裕之 華陵高校 (7) 13”4 ## 6 1560 橋本　瑠凱 桜ヶ丘高 (4) 12”8
ﾆｼﾑﾗ　ﾏｻﾉﾌﾞ ｻｲﾄｳ　ﾋﾛｱｷ

7 1458 西村　政信 光高校 (6) 13”0 ## 7 7101 斉藤　博明 ﾄｩﾋﾞｨ ﾗﾋﾞｯﾄ (5) 13”5
ﾊﾅﾓﾄ　ﾀｸﾏ

8 1548 花本　拓真 華陵高校 (5) 12”4 ## 8

５組 ﾅﾝﾊﾞｰ （ + 0.1m ） 総合

ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｶﾄﾞﾜｷﾕｳｻｸ

1 1 1059 門脇優作 日通周南 10”9
ﾌｸﾅｶﾞ　ｹｲﾄ ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ

2 1573 福永　京仁 桜ヶ丘高 (5) 13”2 ## 2 4561 志賀　洵介 東ソー 11”2
ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ ﾓﾛﾊｼ　ｼｭﾝ

3 1479 守田　虎太郎 下松高校 (4) 12”7 ## 3 1453 諸橋　瞬 光高校 11”3
ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

4 1546 内山　拓海 新南陽高 (6) 13”5 ## 4 4416 神徳　毅 東ソー 11”4
ｻｲﾄｳ　ﾀﾀﾞｱｷ ｷﾀﾑﾗ　ﾖｳｽｹ

5 1544 斎藤　忠明 新南陽高 (2) 12”3 ## 5 4422 北村　洋祐 東ソー 11”6
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ

6 2228 崎永　和哉 下松高校 (1) 11”7 ## 5 1460 樋口　昂杜 光高校 11”6
ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ ﾋﾛﾅｶ　ﾕｳﾏ

7 2229 樫部　尚暉 新南陽高 (3) 12”6 ## 7 1562 廣中　裕真 桜ヶ丘高 11”6
ｲﾜｻｷ　ｼﾞｭﾝﾔ

8 7 1450 岩﨑　純矢 光高校 11”6



　　 ４００ｍ
共通 12：50

山口県記録(YR)　 46”23 植野 隆広 関学大 2000

大会記録(GR) 50”5 重本 貴好 徳山大 2008

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
ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾏ

1 1324 山本　悠真 熊毛中学 (2) 53”2 ## 1
ﾖｼｲｹ　ﾜﾀﾙ ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾐ

2 1455 吉池　航 光高校 (7) 57”1 ## 2 1474 小川　巧 下松高校 DNS
ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

3 4416 神徳　毅 東ソー (4) 53”8 ## 3 4403 瀬田　大輔 東ソー DNS
ﾋﾛﾅｶ　ﾕｳﾏ ｲﾜｻｷ　ｼﾞｭﾝﾔ

4 1562 廣中　裕真 桜ヶ丘高 (1) 51”7 ## 4 1450 岩﨑　純矢 光高校 (1) 53”7
ｳﾒﾓﾄ　ｹﾝｺﾞ ﾀﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ

5 3603 梅本　健吾 下松市陸協 (3) 53”4 ## 5 667 田村　飛翔 岐陽中学 (2) 55”0
ﾓﾛﾊｼ　ｼｭﾝ ﾌｼﾞｲ　ﾏｺﾄ

6 1453 諸橋　瞬 光高校 DNS ## 6 1462 藤井　諒 光高校 (5) 57”7
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ

7 1468 石丸　竣也 光高校 (5) 54”2 ## 7 1543 斎藤　啓吾 新南陽高 (4) 56”2
ﾌｸﾓﾄ　ﾊﾙﾔ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ

8 1452 福本　治哉 光高校 (6) 55”4 ## 8 1473 藤井　優輔 下松高校 (3) 55”2

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
ﾅｶﾞﾇﾏ　ﾊﾔﾄ

1 1 1094 長沼　駿斗 末武中学 (8) 1'05”1
ｶﾐｶﾞﾊﾗ　ﾊﾔﾄ ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ

2 1534 上ヶ原　颯 南陽工高 (2) 55”7 ## 2 2241 赤川　武瑠 下松高校 (1) 56”8
ﾅｶﾔﾏ　ｼｮｳﾀ ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ

3 1550 中山　翔太 華陵高校 (1) 55”4 ## 3 1479 守田　虎太郎 下松高校 (4) 58”4
ｶﾈｷﾖ　ﾋﾛﾕｷ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ

4 1549 兼清　裕之 華陵高校 (6) 1'06”6 ## 4 784 山根　涼介 島田中学 (5) 100”0
ｱﾘﾏ　ﾀｲｷ ｻｲﾄｳ　ﾀﾀﾞｱｷ

5 1478 有馬　太希 下松高校 DNS ## 5 1544 斎藤　忠明 新南陽高 (3) 57”8
ﾀｹｳﾁ　ﾀｲｾｲ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ

6 1555 竹内　大晟 聖光高校 (3) 58”2 ## 6 2229 樫部　尚暉 新南陽高 (6) 1'00”5
ﾊﾗﾀﾞ　ﾑｷｮｳ ｻｻｷ　ﾙｶ

7 672 原田　武京 岐陽中学 (4) 59”0 ## 7 1480 佐々木　瑠風 下松高校 (2) 57”7
ﾊﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ

8 1466 濱本　哲男 光高校 (5) 1'00”5 ## 8 2232 神田　琢磨 南陽工高 (7) 1'00”7

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
ﾋﾛﾅｶ　ﾕｳﾏ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

1 1562 廣中　裕真 桜ヶ丘高 51”7 # 5 4416 神徳　毅 東ソー 53”8
ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾏ ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ

2 1324 山本　悠真 熊毛中学 53”2 # 6 1468 石丸　竣也 光高校 54”2
ｳﾒﾓﾄ　ｹﾝｺﾞ ﾀﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ

3 3603 梅本　健吾 下松市陸協 53”4 # 7 667 田村　飛翔 岐陽中学 55”0
ｲﾜｻｷ　ｼﾞｭﾝﾔ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ

4 1450 岩﨑　純矢 光高校 53”7 # 8 1473 藤井　優輔 下松高校 55”2



共通男子 ８００ｍ
共通 14：20

山口県記録(YR)　 1'47”96 宮崎 輝 日体大 2007

大会記録(GR) 2’02”4 山田 純 下松高 2014

タイム決勝 800ｍ

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
ｻｻｷ　ﾙｶ ﾌｼﾞﾀ　ｺｳﾍｲ

1 1480 佐々木　瑠風 下松高校 (7) 2'14”3 ## 1 2242 藤田　晃平 下松高校 (8) 2'37”1
ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

2 1543 斎藤　啓吾 新南陽高 (4) 2'08”2 ## 2 2212 岩本　稜央 南陽工高 (1) 2'10”7
ｶﾀﾔﾏ　ﾘｸ ﾅｶｼﾏ　ｷｮｳｽｹ

3 1564 片山　陸 桜ヶ丘高 (5) 2'10”6 ## 3 1532 中嶋　恭介 南陽工高 (2) 2'15”9
ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾔ ﾆｼﾔﾏ　ﾋﾛﾀｶ

4 1561 尾川　拓也 桜ヶ丘高 (1) 2'05”7 ## 4 1476 西山　弘隆 下松高校 (5) 2'19”7
ｵｵｳｴ　ﾀｶｼ ﾏﾂﾓﾄ　ｼｮｳﾏ

5 1587 大上　喬之 徳山高専 (2) 2'06”1 ## 5 1459 松本　匠真 光高校 (4) 2'19”0
ｲﾘｴ  ﾀｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵｷ

6 2235 入江　泰地 徳山高校 (6) 2'13”3 ## 6 1464 山本　直樹 光高校 (3) 2'17”0
ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ ﾀﾑﾗ　ｺｳｷ

7 2213 幾度　世那 南陽工高 (3) 2'07”5 ## 7 2210 田邑　幸輝 南陽工高 (6) 2'22”6
ｱｵｷ　ｾｲﾔ ｱﾘﾏ　ﾀｲｷ

8 1540 青木　誠也 南陽工高 DQ ## 8 1478 有馬　太希 下松高校 (7) 2'36”7

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
ﾑﾈﾁｶ　ｼﾞﾝｾｲ ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾔ

1 2247 棟近　仁成 下松高校 (6) 2'32”7 ## 1 1561 尾川　拓也 桜ヶ丘高 2'05”7
ｽｴﾂｸﾞ　ｲｯｾｲ ｵｵｳｴ　ﾀｶｼ

2 2245 末次　一世 下松高校 (2) 2'17”6 ## 2 1587 大上　喬之 徳山高専 2'06”1
ﾆｼ　ﾋﾛﾄ ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ

3 2231 西　大翔 新南陽高 (3) 2'20”7 ## 3 2213 幾度　世那 南陽工高 2'07”5
ｵﾀﾞ　ﾅｵﾄ ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ

4 2244 小田　尚人 下松高校 (4) 2'25”1 ## 4 1543 斎藤　啓吾 新南陽高 2'08”2
ﾀｶｷﾞ　ｶｲﾄ ｶﾀﾔﾏ　ﾘｸ

5 1475 高木　海人 下松高校 (1) 2'14”7 ## 5 1564 片山　陸 桜ヶ丘高 2'10”6
ﾀﾑﾗ　ｹﾞﾝ ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

6 2243 田村　元 下松高校 (7) 2'36”2 ## 6 2212 岩本　稜央 南陽工高 2'10”7
ﾃﾗﾉﾌﾞ　ﾕｳ ｲﾘｴ  ﾀｲﾁ

7 2230 寺延　優 新南陽高 (5) 2'29”6 ## 7 2235 入江　泰地 徳山高校 2'13”3
ｲﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ ｻｻｷ　ﾙｶ

8 2246 井村　亮太 下松高校 DQ ## 8 1480 佐々木　瑠風 下松高校 2'14”3



共通男子 １５００ｍ 共通 12：10

山口県記録(YR)　 3'40”26 高岡 寿成 鐘紡 1999

大会記録(GR) 3’57”3 樫部 直人 徳山高 2011

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
ﾏﾂﾓﾄ　ｼｮｳﾏ ｲﾘｴ  ﾀｲﾁ

1 1459 松本　匠真 光高校 (5) 4'46”4 ## 1 2235 入江　泰地 徳山高校 (17) 4'38”8
ﾀﾑﾗ　ｺｳｷ ｱｵｷ　ｾｲﾔ

2 2210 田邑　幸輝 南陽工高 (8) 4'49”4 ## 2 1540 青木　誠也 南陽工高 (1) 4'21”5
ﾁｶﾓﾘ　ﾀｶｼ ﾖｼｲｹ　ﾜﾀﾙ

3 3708 近森　高 日立笠戸 (1) 4'34”7 ## 3 1455 吉池　航 光高校 (4) 4'22”3
ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳﾍｲ ｶﾀﾔﾏ　ﾘｸ

4 3717 松本　浩平 日立笠戸 (6) 4'48”6 ## 4 1564 片山　陸 桜ヶ丘高 (3) 4'22”1
ｲﾉｳｴ  ﾅｵｷ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾄﾜ

5 2233 井上　尚貴 徳山高校 (13) 4'56”3 ## 5 1451 河口　永遠 光高校 (14) 4'36”2
ｲﾉｳｴ  ﾅｵｷ ﾌｶｲ  ｺｳﾀ

6 2234 井上　裕貴 徳山高校 (10) 4'52”1 ## 6 1518 深井　宏太 徳山高校 (8) 4'29”8
ｽｴﾂｸﾞ　ｲｯｾｲ ｶﾜﾀﾆ  ﾖｼｱｷ

7 2245 末次　一世 下松高校 (4) 4'45”9 ## 7 2236 河谷　好晃 徳山高校 (12) 4'34”5
ｶﾜﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ ﾀﾑﾗ  ｹﾞﾝｷ

8 3718 河村　隆之 日立笠戸 (7) 4'49”0 ## 8 2237 田村　元輝 徳山高校 (15) 4'37”8
ｳﾒﾀﾞ　ｱｷﾋｺ ﾔﾏｵｶ  ｼｭｳ

9 3712 梅田　明彦 日立笠戸 DNS ## 9 2239 山岡　嵩 徳山高校 (9) 4'30”3
ｲﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ ｸﾀﾗ　ｼｭｳｼﾞ

10 2246 井村　亮太 下松高校 (2) 4'41”8 ## 10 1542 久樂　修治 新南陽高 (16) 4'38”3
ｴｼﾞﾏ　ﾁｮｳｻｸ ｶﾜﾑ　 ﾀｶﾌﾐ

11 3710 江島　長作 日立笠戸 DNS ## 11 1508 河村　崇文 徳山高校 DNS
ﾌｼﾞﾀ　ｺｳﾍｲ ﾓﾘﾅｶﾞ　ｽﾐﾕｷ

12 2242 藤田　晃平 下松高校 (16) 5'02”6 ## 12 3709 森永　純行 日立笠戸 (7) 4'28”4
ﾑﾈﾁｶ　ｼﾞﾝｾｲ ｽｲﾂﾞ　ｼｮｳｺﾞ

13 2247 棟近　仁成 下松高校 (15) 5'00”8 ## 13 1545 水津　将伍 新南陽高 (10) 4'32”2
ﾃﾗﾉﾌﾞ　ﾕｳ ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ

14 2230 寺延　優 新南陽高 (14) 4'58”8 ## 14 2222 原田　裕大 光高校 (5) 4'26”3
ﾆｼ　ﾋﾛﾄ ｷﾘﾔﾏ  ﾀﾞｲｷ

15 2231 西　大翔 新南陽高 (11) 4'53”0 ## 15 1510 桐山　大輝 徳山高校 (13) 4'35”6
ｶﾄｳ　ﾘｭｳｾｲ ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ

16 1572 加藤　琉彗 桜ヶ丘高 (12) 4'53”6 ## 16 2221 今村　柊野 光高校 (6) 4'27”9
ﾀﾑﾗ　ｹﾞﾝ ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ

17 2243 田村　元 下松高校 (20) 5'15”8 ## 17 2213 幾度　世那 南陽工高 (2) 4'21”8
ｵﾀﾞ　ﾅｵﾄ ﾄｸﾀﾞ  ﾏｻﾕｷ

18 2244 小田　尚人 下松高校 (9) 4'51”2 ## 18 2238 徳田　真之 徳山高校 (21) 4'55”9
ﾌｸｼﾞ　ｺｳｲﾁ ﾌｶﾏﾁ  ｹﾝﾀ

19 3716 福字　幸一　 日立笠戸 (3) 4'42”2 ## 19 1519 深町　建太 徳山高校 (19) 4'41”7
ｲﾄｳ　ﾕｳｻｸ ﾅｶｼﾏ　ｷｮｳｽｹ

20 7103 伊藤　優作 日立笠戸 (17) 5'03”0 ## 20 1532 中嶋　恭介 南陽工高 (18) 4'41”1
ｵﾀﾞ　ｿｳﾀﾛｳ ﾐﾑﾗ  ｶｽﾞﾏｻ

21 7104 小田颯太朗 日立笠戸 (18) 5'05”0 21 1520 三村　優和 徳山高校 (11) 4'33”9
ﾏｻｷ　ﾋﾛﾌﾐ ﾔﾏﾈ　ﾕｳﾍｲ

22 7105 正木　泰史 日立笠戸 (19) 5'11”2 22 1465 山根　裕平 光高校 (22) 5'06”1
ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

23 23 2212 岩本　稜央 南陽工高 (20) 4'51”0

3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
ﾆｼﾔﾏ　ﾋﾛﾀｶ ﾖｼﾓﾄ　ﾀﾞｲｽｹ

1 1476 西山　弘隆 下松高校 (16) 4'39”4 ## 13 4563 吉本　大介 東ソー (6) 4'11”6
ﾀｶｷﾞ　ｶｲﾄ ｷﾖﾊﾗ  ｺｳﾍｲ

2 1475 高木　海人 下松高校 (15) 4'37”1 ## 14 1509 清原　康平 徳山高校 DNS
ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾐ ﾌｼﾞﾀ　ﾘｭｳﾉｽｹ

3 1474 小川　巧 下松高校 (14) 4'36”3 ## 15 5001 藤田　隆ノ介 武田薬品 (10) 4'20”2
ﾊﾏﾓﾄ　ｴｲﾀ ﾂﾙﾀ　ｹﾝｿﾞｳ

4 4991 濱本　栄太 武田薬品 (2) 4'02”9 ## 16 4989 鶴田　健造 武田薬品 (9) 4'19”1
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻｼ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ

5 4990 橋本　雅史 武田薬品 (1) 4'01”5 ## 17 1512 小林　智哉 徳山高校 DNS
ﾏﾂﾌｼﾞ　ﾋﾄｼ ﾂﾙﾀ　ｺｳｻｸ

6 4994 松藤　仁 武田薬品 (5) 4'09”2 ## 18 4995 鶴田　康作 武田薬品 (12) 4'27”5
ﾃﾗﾀﾞ　ﾋﾛﾅﾘ ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ

7 4992 寺田　裕成 武田薬品 (4) 4'09”0 ## 19 4436 磯村　俊祐 東ソー (13) 4'28”8
ﾌｼﾞｲ　ｼｮｳﾀ ﾌﾅﾊﾞ　ﾌﾞﾝﾀ

8 5000 藤井　翔太 武田薬品 (3) 4'03”7 ## 20 4423 船場　文太 東ソー (11) 4'22”7
ﾖｺｵ　ﾀﾞｲｽｹ ﾀﾅｶ　ﾄｼｶｽﾞ

9 4993 横尾　太祐 武田薬品 DNS ## 21 1461 田中　寿和 光高校 DNS
ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ ﾖｼﾓﾄ　ﾚｲ

10 4401 福田　将治 東ソー (7) 4'11”9 ## 22 1456 吉本　励 光高校 (8) 4'16”9
ｻｲﾄｳ　ｼｭﾝﾍﾟｲﾀ ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ

11 4999 齋藤俊平太 武田薬品 DNS ## 23 4437 友森敬一郎 東ソー DNS
ﾅｶｻｷ　ﾋﾛｼ

12 4996 中崎　洸 武田薬品 DNS ##



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

ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻｼ ## ﾏﾂﾌｼﾞ　ﾋﾄｼ

1 4990 橋本　雅史 武田薬品 4'01”5 5 4994 松藤　仁 武田薬品 4'09”2
ﾊﾏﾓﾄ　ｴｲﾀ ## ﾖｼﾓﾄ　ﾀﾞｲｽｹ

2 4991 濱本　栄太 武田薬品 4'02”9 6 4563 吉本　大介 東ソー 4'11”6
ﾌｼﾞｲ　ｼｮｳﾀ ## ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ

3 5000 藤井　翔太 武田薬品 4'03”7 7 4401 福田　将治 東ソー 4'11”9
ﾃﾗﾀﾞ　ﾋﾛﾅﾘ ## ﾖｼﾓﾄ　ﾚｲ

4 4992 寺田　裕成 武田薬品 4'09”0 8 1456 吉本　励 光高校 4'16”9
##

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) 14’38”5 橋本 雅史 武田薬品 2013

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
ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ ｸﾀﾗ　ｼｭｳｼﾞ

1 4401 福田　将治 東ソー (1) 15'21”5 ## 11 1542 久樂　修治 新南陽高 (12) 17'04”1
ﾊﾔｼ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾌｶｲ  ｺｳﾀ

2 3653 林　秀明 東洋鋼鈑 (3) 15'45”1 ## 12 1518 深井　宏太 徳山高校 (9) 16'53”8
ｷﾖﾊﾗ  ｺｳﾍｲ ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾀﾞｲ

3 1509 清原　康平 徳山高校 DNS ## 13 1477 藤田　莞大 下松高校 (8) 16'53”2
ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ ｷﾘﾔﾏ  ﾀﾞｲｷ

4 4436 磯村　俊祐 東ソー (2) 15'33”3 ## 14 1510 桐山　大輝 徳山高校 (11) 17'01”4
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ ﾁｶﾓﾘ　ﾀｶｼ

5 1512 小林　智哉 徳山高校 (4) 16'06”0 ## 15 3708 近森　高 日立笠戸 (10) 16'56”1
ｽｴｶﾈ　ｶｽﾞｷ ｴﾓﾄ　ﾌｳﾔ

6 1514 末兼　和樹 徳山高校 (5) 16'29”9 ## 16 1581 恵本　楓也 徳山高専 (14) 17'14”9
ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ ﾋﾛﾅｶ　ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 (6) 16'36”2 ## 17 7106 弘中　裕一朗 徳山高専OB (16) 18'19”8
ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｵﾉ　ﾋｻﾉﾘ

8 4437 友森　敬一郎 東ソー DNS ## 18 3643 小野　尚徳 下松市陸協 (15) 18'11”7
ﾊﾗﾀﾞ　ﾀﾞｲﾁ ｴｼﾞﾏ　ﾁｮｳｻｸ

9 1586 原田　大地 徳山高専 (7) 16'38”1 ## 19 3710 江島　長作 日立笠戸 DNS
ﾆｼﾀﾆ　ｻﾄｼ ｽｲﾂﾞ　ｼｮｳｺﾞ

10 3676 西谷　敏 東洋鋼鈑 DNS ## 20 1545 水津　将伍 新南陽高 (13) 17'05”4

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
ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ ｽｴｶﾈ　ｶｽﾞｷ

1 4401 福田　将治 東ソー 15'21”5 # 5 1514 末兼　和樹 徳山高校 16'29”9
ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ 

2 4436 磯村　俊祐 東ソー 15'33”3 # 6 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 16'36”2
ﾊﾔｼ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾊﾗﾀﾞ　ﾀﾞｲﾁ

3 3653 林　秀明 東洋鋼鈑 15'45”1 # 7 1586 原田　大地 徳山高専 16'38”1
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾀﾞｲ

4 1512 小林　智哉 徳山高校 16'06”0 # 8 1477 藤田　莞大 下松高校 16'53”2

##

４０才以上男子５０００ｍ

大会記録(GR)

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｺﾛｸ　ﾏｺﾄ

2 3703 古六　誠 日立笠戸 (1) 16'39”5 ##
ｻｴｷ　ﾕｳｽｹ

1 4339 佐伯　祐介 周南市陸協 (2) 17'00”2 ##
ﾓﾘﾀ　ﾋﾃﾞｷ

3 4340 守田　英樹 周南市陸協 (3) 18'09”7 ##
ｲﾏｲ　ﾋﾛﾌﾐ

4 4466 今井　博文 出光徳山 (4) 19'21”6 ##

５０才以上男子３０００ｍ 14：55

大会記録(GR) 16’17”2 佐伯 祐介 栄建総業 2012

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｲﾉｳｴ  ﾀｶﾕｷ

1 4449 井上　隆之 出光徳山 DNS ##

2

１０００ｍ：　　　　　　　２０００ｍ：　　　　　　　３０００ｍ：　　　　　　　４０００ｍ：



共通男子 ４×100ｍR 共通 16：30

山口県記録（YR） 40”65 小笹・小田・松村・塩山 山口県 13

大会記録　（GR) 44”0 村上・日高・重本・鵜狩 徳山大 08

決勝 １組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光高校Ｃ Ｃ ３ﾚｰﾝ 下松高校
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ

(4) 1468 石丸　竣也 光高校 (2) 1473 藤井　優輔 下松高校
ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾐ

2221 今村　柊野 光高校 (4) 1474 小川　巧 下松高校
ﾀｶｷ　ｼｮｳ ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ

(1) 2220 高木　翔 光高校 (3) 1479 守田　虎太郎 下松高校
ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ ｻｻｷ　ﾙｶ

(3) 2223 田中　友規 光高校 1480 佐々木　瑠風 下松高校
ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ

(2) 2222 原田　裕大 光高校 2228 崎永　和哉 下松高校
ﾔｽﾅｶﾞ　ｷｲﾁ ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ

1467 安永　稀一 光高校 (1) 2241 赤川　武瑠 下松高校

４ﾚｰﾝ 光高校Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 東ソー DNS ６ﾚｰﾝ 新南陽高
ｲﾜｻｷ　ｼﾞｭﾝﾔ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ

(4) 1450 岩﨑　純矢 光高校 4416 神徳　毅 東ソー (1) 2229 樫部　尚暉 新南陽高
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾄﾜ ｾﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ

1451 河口　永遠 光高校 4403 瀬田　大輔 東ソー (3) 1546 内山　拓海 新南陽高
ﾌｸﾓﾄ　ﾊﾙﾔ ｷﾀﾑﾗ　ﾖｳｽｹ ｸﾀﾗ　ｼｭｳｼﾞ

(3) 1452 福本　治哉 光高校 4422 北村　洋祐 東ソー 1542 久樂　修治 新南陽高
ﾏﾂﾓﾄ　ｼｮｳﾏ ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ

1459 松本　匠真 光高校 4561 志賀　洵介 東ソー (4) 1543 斎藤　啓吾 新南陽高
ﾓﾛﾊｼ　ｼｭﾝ ｻｲﾄｳ　ﾀﾀﾞｱｷ

(2) 1453 諸橋　瞬 光高校 (2) 1544 斎藤　忠明 新南陽高
ﾖｼｲｹ　ﾜﾀﾙ

(1) 1455 吉池　航 光高校

７ﾚｰﾝ 光高校Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ

1460 樋口　昂杜 光高校 1 4   光高校Ａ 45”3
ｻﾞｲﾏ　ﾀｲﾁ

(3) 1463 財間　大地 光高校 2 2   光高校Ｃ 46”5
ﾊﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ

(4) 1466 濱本　哲男 光高校 3 3   下松高校 47”2
ﾌｼﾞｲ　ﾏｺﾄ

(1) 1462 藤井　諒 光高校 4 7   光高校Ｂ 50”3
ﾔﾏﾈ　ﾕｳﾍｲ

(2) 1465 山根　裕平 光高校
ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵｷ

1464 山本　直樹 光高校



共通男子 走高跳 中学・共通

山口県記録（YR） 2ｍ22 波田 義万 福岡大 1990

大会記録　（GR) 1ｍ85 杉井 亮太 桜ヶ丘高 2007

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m66 1m72 1m80 1m86 1m90 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ

1 1546 内山　拓海 新南陽高 ○ ○ ○ ×○ ××× 1m55 5
ｲﾏﾂﾞ　ﾚﾝ

2 2225 今津　廉 聖光高校 ○ ○ ○ ○ ××× 1m55 4
ﾅｶﾔﾏ　ｼｮｳﾀ

3 1550 中山　翔太 華陵高校 ― ― ― ××× NM
ｶﾜｺﾞｴ　ﾕﾀｶ

4 1541 川越　豊 南陽工高 ― ×○ ○ ○ ○ ×○ ××× 1m66 3
ﾆｼﾑﾗ　ｹﾝｽｹ

5 4344 西村　健佑 周南市陸協 ― ― ― ― ○ ○ ××× 1m66 2
ｲﾜﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾉﾘ

6 1593 岩本　英憲 徳山高専 DNS
ﾌｼﾞｲ　ﾕｳﾔ

7 4370 藤井　悠弥 周南市陸協 ― ― ― ― ○ ○ ××○ ×○ ○ ××× 1m86 1 大会新

共通男子 棒高跳 中学・共通

山口県記録（YR）

大会記録　（GR)

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 2m80 3m00 3m10 3m60 3m80 4m30 4m40 4m50 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ　ﾘｮｳｶﾞ

1 2211 林　凌雅 南陽工高 ○ ○ ××× 3ｍ00 4
ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

2 2201 實近　晟充 南陽工高 ― ― ― ×○ ××× 3ｍ60 3
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾔｽﾉﾘ

3 1536 川口　泰典 南陽工高 ― ― ― ― ― ○ ××× 4ｍ30 2
ﾊﾔｼ　ｶﾅﾙ

4 1538 林　要瑠 南陽工高 ― ― ― ― ― ××○ ○ ××× 4ｍ40 1

共通男子 走幅跳 中学・共通 9：00

山口県記録（YR） 7m77 小田　大樹 山口合同ｶﾞｽ 14   

大会記録　（GR) 7m01 佐々木 信一郎 下松市陸協 14   

風速
ｺﾒﾝﾄ

ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ - 3.1m - 3.0m - 0.1m -0.1

2228 崎永　和哉 下松高校 5m46 4
ｵｷﾉ　ﾄﾓﾔｽ - 0.7m - 2.2m - 2.1m -2.1

2226 沖野　鵬康 聖光高校 5m24 6
ﾊﾗﾀﾞ　ﾄﾓｷ - 3.0m - 0.6m - 3.7m -3.7

7102 原田　知輝 聖光高校 4m78 9
ｱﾘｸﾏ　ﾀｶｱｷ - 2.4m + 0.5m - 2.7m +0.5

1533 有熊　隆晃 南陽工高 5m44 5
 ﾉｲﾈ　ｶｽﾞﾋﾛ - 0.4m ± 0.0m - 2.9m ±0.0

3665  野稲　和博 東洋鋼鈑 5m14 7
ﾋﾛﾀ　ﾔｽｵ - 2.4m - 0.9m - 2.3m -2.4

3661 廣田　裕生 東洋鋼鈑 5m11 8
ﾀｶｷ　ｼｮｳ - 0.1m ± 0.0m - 1.5m -0.1

2220 高木　翔 光高校 5m69 3
ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ - 1.3m - 0.8m - 0.2m -0.2

1460 樋口　昂杜 光高校 6m02 2
ﾏﾌﾞﾁ　ﾘｭｳｷ - 0.4m - 1.6m -1.6

4663 馬渕　竜希 OPC 6m35 1

共通男子 三段跳 中学・共通

山口県記録（YR） 16m23 藤澤　圭祐 山口合同ガス 08

大会記録　（GR) 13m54 中谷　昌史 光市陸協 08

風速
ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ　ﾘｭｳｽｹ - 1.5m ± 0.0m -1.5

116 中村　凌介 光井中学 10m62 5
ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾄ - 1.0m + 0.3m -1.0

112 山本　啓登 光井中学 10m65 4
ﾀｶｷ　ｼｮｳ - 1.4m - 0.6m -0.6

2220 高木　翔 光高校 12m12 3
ｻﾞｲﾏ　ﾀｲﾁ - 1.2m - 0.4m -1.2

1463 財間　大地 光高校 10m61 6
ｵｶﾑﾗ　ﾏｻｷ - 1.4m ± 0.0m - 3.9m ±0.0

1551 岡村　将貴 聖光高校 12m44 1
ﾅｶﾀﾆ　ﾏｻｼ ± 0.0m ± 0.0m - 2.3m ±0.0

4899 中谷　昌史 光市陸協 12m36 2

11：00

11：00

15：00

×

12m44

×

11m70

12m19

3

10m61

11m11

12m10

12m12

×

1

1回目

10m65

×

6

×

3

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

6

7

9

8

5

4

5m55

4m62

順位3回目 4回目氏名 所属 1回目 2回目

5m16

5m15 4m80

記録

5m145m08

5m44

5m05

5m48

5m04

5m11

1

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ

5m08

10m35

12m36

10m62

5m21

6m13

2

4

5

2

4m76

5m69

記録2回目 順位

11m97

×

10m52

5m06

5m02

5m28

4m78

5m46

5回目

6m35

3回目 4回目 5回目

5m24

6m02

5m69



高校男子 砲丸投 9：00

山口県記録（YR） 15m08 (6kg) 松冨　恵三 防府西高 05

大会記録　（GR) 12m51 (6kg) 河本　昌也 桜ヶ丘高 06

ｵﾉ　ﾃｯﾍﾟｲ
1 2227 小野　哲平 聖光高校 7m15 4

ﾏﾂｵｶ　ﾃﾝﾏ
2 1535 松岡　典雅 南陽工高 8m07 3

ﾅｶｼﾏ　ｺｳﾀﾞｲ
3 1569 中島　亨大 桜ヶ丘高 10m62 2

ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
4 1568 藤田　遼太郎 桜ヶ丘高 10m99 1

ｿｸｾｷ　ﾋﾛｷ
5 1457 即席　裕樹 光高校 DNS

ﾔｽﾅｶﾞ　ｷｲﾁ
6 1467 安永　稀一 光高校 DNS

高校男子 円盤投 高校・一般

山口県記録（YR） 43m85 (1.750kg) 岡本　将司 早鞆高 08

大会記録　（GR) 31m78 (1.750kg) 山崎　綜一郎 桜ケ丘 15

ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｷ
1 1559 田中　大稀 桜ヶ丘高 22m14 5

ｻﾞｲﾏ　ｼｭﾝｽｹ
2 1566 財間　俊輔 桜ヶ丘高 18m47 8

ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ
3 2223 田中　友規 光高校 21m03 6

ﾔﾊﾗ　ｾｲﾔ
4 1454 矢原　誠也 光高校 20m07 7

ﾏﾂｵｶ　ﾃﾝﾏ
5 1535 松岡　典雅 南陽工高 29m03 3

ｻｶｲ　ｼﾞﾝﾀ
6 1565 坂井　甚太 桜ヶ丘高 31m45 2

ﾆｼﾑﾗ　ﾏｻﾉﾌﾞ
7 1458 西村　政信 光高校 27m37 4

ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
8 1568 藤田遼太郎 桜ヶ丘高 36m21 1 大会新

共通男子 やり投 中学・共通

山口県記録（YR） 75m07 (800g) 種本　祐太朗 下関TC 09

大会記録　（GR)

ｻｶｲ　ｼﾞﾝﾀ
1 1565 坂井　甚太 桜ヶ丘高 33m63 3

ﾅｶｼﾏ　ｺｳﾀﾞｲ
2 1569 中島　亨大 桜ヶ丘高 31m42 4

ｻﾞｲﾏ　ｼｭﾝｽｹ
3 1566 財間　俊輔 桜ヶ丘高 26m18 6

ﾊﾅﾓﾄ　ﾀｸﾏ 1回目

4 1548 花本　拓真 華陵高校 31m00 5
ｿｸｾｷ　ﾋﾛｷ

5 1457 即席　裕樹 光高校 DNS
ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｷ

6 1559 田中　大稀 桜ヶ丘高 43m14 2
ﾄｷﾐﾂ　ｶｽﾞｷ

7 1537 時光　一輝 南陽工高 DNS
ﾖｼﾅｶﾞ　ｺｳｷ

8 1554 吉永　功貴 聖光高校 45m20 1

10：00

13：00

３回目 ４回目 ５回目

×

×

27m90

27m37

21m29

２回目 記録試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目

×

×

21m03

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目

ｺﾒﾝﾄ

19m50

32m66 36m21

× ×

順位

22m14 21m80

18m47 16m50

26m36 22m90

31m45 29m30

29m03 25m60

10m62

7m81

10m25

１回目 ２回目

10m82 10m99

7m15

ｺﾒﾝﾄ試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 順位

7m71

×

３回目 ４回目 ５回目

記録 順位

43m14

28m30

26m18

28m50

２回目

20m07

39m04 40m60

22m17 24m40

31m00 ×

27m03 31m42

45m20 42m70

33m6331m44 31m44

３回目

35m00

ｺﾒﾝﾄ

10m87

9m97

8m07

7m03

４回目 ５回目



共通女子 １００ｍ +
共通 - 10：45

山口県記録(YR)　 11”54 信岡沙希重 ミズノ 07 ±
大会記録(GR) 12”4 河村　亜希 下松市陸協 10 +/-

タイム決勝 １００ｍ 2.0m

１組 （ - 1.6m ） ２組 （ - 1.8m ）

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
ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾅ

2 4324 德浪　慶恵 周南市陸協 DNS ## 2 389 岡田　晴南 下松高校 (2) 13”8
ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

3 429 石田　舞花 桜ヶ丘高 (3) 13”2 ## 3 416 藤田　胡桃 新南陽高 (1) 13”6
ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ ｲｼﾋﾞｷ　ｷﾗﾘ

4 868 繁澤　音羽 光高校 (1) 12”9 ## 4 424 石引　熠子 華陵高校 DNS
ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｶ ｱﾘﾄﾐ　ｱﾂｺ

5 430 中村　優花 桜ヶ丘高 (4) 13”6 ## 5 388 有富　敦子 下松高校 (3) 14”2
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

6 869 光井　花佳 光高校 (6) 13”9 ## 6 873 高松　夏帆 光高校 (4) 14”2
ｶﾜﾑﾗ　ｱｷ ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ

7 3633 河村　亜希 下松市陸協 (2) 13”2 ## 7 886 原田　麻衣 下松高校 DNS
ｺﾀﾞﾏ　ﾐｻｷ ﾂｷﾔﾏ　ｷｮｳｺ

8 414 児玉　みさき 南陽工高 (5) 13”9 ## 8 384 築山　杏子 光高校 (5) 14”7

３組 （ + 0.3m ） 4組 （ - 0.6m ）

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
ﾀｶﾊｼ　ﾓﾓｶ ﾌｸﾀﾞ　ﾁﾋﾛ

2 877 高橋　桃花 華陵高校 (4) 14”7 # 2 889 福田　千尋 下松高校 (5) 16”5
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｵｲ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｶ

3 852 松原　葵 華陵高校 (1) 14”0 # 3 419 藤井　優花 新南陽高 (1) 13”5
ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ

4 874 藤井　菜々 光高校 DNS # 4 887 貞国　樹里 下松高校 (3) 15”1
ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ

5 866 芳村　彩香 新南陽高 (6) 15”7 # 5 853 山本　美空 華陵高校 (2) 15”0
ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾕｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ

6 888 水谷　柚衣 下松高校 (2) 14”4 # 6 417 渡邊　結 新南陽高 DNS
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙｶ

7 876 浅野　莉緒奈 華陵高校 (5) 14”9 # 7 878 温品　春香 華陵高校 (4) 15”7
ｶﾈﾓﾘ　ﾕｽﾞｷ ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾕﾐ

8 7126 金盛　柚希 聖光高校 (3) 14”4 # 8 880 濱田　弓真 華陵高校 DNS

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
ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｶ

1 868 繁澤　音羽 光高校 12”9 ## 5 430 中村　優花 桜ヶ丘高 13”6
ｶﾜﾑﾗ　ｱｷ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

2 3633 河村　亜希 下松市陸協 13”2 ## 5 416 藤田　胡桃 新南陽高 13”6
ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾅ

3 429 石田　舞花 桜ヶ丘高 13”2 ## 7 389 岡田　晴南 下松高校 13”8
ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｶ ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ

4 419 藤井　優花 新南陽高 13”5 ## 8 869 光井　花佳 光高校 13”9



共通女子 ２００ｍ
共通 14：40

山口県記録(YR)　 23”66 信岡沙希重 ミズノ 08

大会記録(GR) 25”8 河村　亜希 下松市陸協 10

タイム決勝 ２００ｍ
１組 （ - 0.7m ） ２組 （ - 0.3m ）

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
ｶﾜﾑﾗ　ｱｷ ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙｶ

2 3633 河村　亜希 下松市陸協 (1) 27”3 ## 2 878 温品　春香 華陵高校 (6) 33”0
ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ ｱﾘﾄﾐ　ｱﾂｺ

3 863 松村　千晶 新南陽高 (2) 27”3 ## 3 388 有富　敦子 下松高校 (4) 28”3
ﾅｶﾞｵ　ﾏﾄﾞｶ ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾅ

4 380 永尾　まどか 光高校 DNS ## 4 389 岡田　晴南 下松高校 (3) 28”2
ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｶ

5 383 山崎　紫央里 光高校 (3) 27”5 ## 5 430 中村　優花 桜ヶ丘高 (2) 27”9
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ ｺﾀﾞﾏ　ﾐｻｷ

6 869 光井　花佳 光高校 (5) 28”4 ## 6 414 児玉　みさき 南陽工高 (5) 29”1
ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

7 429 石田　舞花 桜ヶ丘高 (4) 28”1 ## 7 416 藤田　胡桃 新南陽高 (1) 27”8

8 8

3組 （ - 0.8m ） 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
ｶﾜﾑﾗ　ｱｷ

1 1 3633 河村　亜希 下松市陸協 27”3
ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ

2 2 863 松村　千晶 新南陽高 27”3
ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ

3 873 高松　夏帆 光高校 (2) 28”8 ## 3 383 山崎　紫央里 光高校 27”5
ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

4 886 原田　麻衣 下松高校 DNS ## 4 416 藤田　胡桃 新南陽高 27”8
ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｶ

5 4324 德浪　慶恵 周南市陸協 DNS ## 5 430 中村　優花 桜ヶ丘高 27”9
ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ

6 887 貞国　樹里 下松高校 (3) 30”8 ## 6 429 石田　舞花 桜ヶ丘高 28”1
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｵｲ ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾅ

7 852 松原　葵 華陵高校 (1) 28”7 ## 7 389 岡田　晴南 下松高校 28”2
ｱﾘﾄﾐ　ｱﾂｺ

8 8 388 有富　敦子 下松高校 28”3

共通女子 ８００ｍ
共通 15：40

山口県記録(YR)　 2'07”81 市川　良子 浅江中 91

大会記録(GR) 2'25”8 秋友 惟衣 光高 12

タイム決勝 ８００ｍ
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
ﾌｼﾞｲ　ﾉｱ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾎﾅﾐ

2 392 藤井　乃愛 下松高校 (6) 2'54”4 ## 2 884 藤本　帆南　 下松高校 (3) 2'50”0
ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ

3 871 黒田　怜 光高校 (3) 2'28”6 ## 3 882 早稲田　りんか 下松高校 (1) 2'42”5
ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ

4 394 米澤　瑞稀 下松高校 (5) 2'33”5 ## 4 393 橋本　真希 下松高校 (4) 2'51”4
ﾆｼﾑﾗ　ﾐｸ ﾆｲﾔﾏ　ﾊﾙｶ

5 377 西村　未来 光高校 (2) 2'25”4 大会新 5 391 新山　春香 下松高校 (2) 2'48”0
ｶﾄｳ　ﾐｽｽﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｱｷ

6 378 加藤　美鈴 光高校 (1) 2'22”4 大会新 6 881 山本　千晶 下松高校 DNS
ﾀﾀﾞ　ﾁﾋﾛ ｴﾑﾗ　ﾕﾘ

7 418 多田　千尋 新南陽高 (4) 2'31”1 ## 7 883 江村　友理 下松高校 DNS



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
ｶﾄｳ　ﾐｽｽﾞ ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ

1 378 加藤　美鈴 光高校 2'22”4 大会新 # 5 394 米澤　瑞稀 下松高校 2'33”5
ﾆｼﾑﾗ　ﾐｸ ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ

2 377 西村　未来 光高校 2'25”4 大会新 # 6 882 早稲田　りんか 下松高校 2'42”5
ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ ﾆｲﾔﾏ　ﾊﾙｶ

3 871 黒田　怜 光高校 2'28”6 # 7 391 新山　春香 下松高校 2'48”0
ﾀﾀﾞ　ﾁﾋﾛ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾎﾅﾐ

4 418 多田　千尋 新南陽高 2'31”1 # 8 884 藤本　帆南　 下松高校 2'50”0

共通女子 １５００ｍ
共通 12：30

山口県記録(YR)　 4'20”81 吉村　かおり 西京高 95

大会記録(GR) 4'46”2 田中　友紀子 徳山高 10

決勝 共通

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 記録
ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ

1 394 米澤　瑞稀 下松高校 (7) 5'20”3 9 393 橋本　真希 下松高校 (12) 5'50”7
ｶﾄｳ　ﾐｽｽﾞ ﾌｼﾞｲ　ﾉｱ

2 378 加藤　美鈴 光高校 (2) 4'54”5 ## 10 392 藤井　乃愛 下松高校 (10) 5'48”5
ﾆｼﾑﾗ　ﾐｸ ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｱｷ

3 377 西村　未来 光高校 (1) 4'52”6 ## 11 881 山本　千晶 下松高校 DNS
ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾔｶ ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ

4 3637 山本　沙也佳 下松市陸協 (3) 4'55”0 ## 12 882 早稲田　りんか 下松高校 (9) 5'34”0
ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ｶﾜﾑﾗ　ﾅﾅﾐ

5 870 加川　真衣 光高校 (4) 5'13”6 ## 13 864 河村　七海 新南陽高 (6) 5'17”7
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ｴﾑﾗ　ﾕﾘ

6 872 富士岡　早紀 光高校 (5) 5'16”7 ## 14 883 江村　友理 下松高校 (14) 6'14”1
ﾆｲﾔﾏ　ﾊﾙｶ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾎﾅﾐ

7 391 新山　春香 下松高校 (11) 5'48”7 ## 15 884 藤本　帆南　 下松高校 (13) 5'51”2
ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾅﾐ

8 4364 杉本　南 周南市陸協 (8) 5'31”8 ## 18

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
ﾆｼﾑﾗ　ﾐｸ ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ

1 377 西村　未来 光高校 4'52”6 # 5 872 富士岡　早紀 光高校 5'16”7
ｶﾄｳ　ﾐｽｽﾞ ｶﾜﾑﾗ　ﾅﾅﾐ

2 378 加藤　美鈴 光高校 4'54”5 # 6 864 河村　七海 新南陽高 5'17”7
ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾔｶ ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ

3 3637 山本　沙也佳 下松市陸協 4'55”0 # 7 394 米澤　瑞稀 下松高校 5'20”3
ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾅﾐ

4 870 加川　真衣 光高校 5'13”6 # 8 4364 杉本　南 周南市陸協 5'31”8

共通女子 ３０００ｍ
共通 16：00

山口県記録(YR)　 9'12”10 吉村　かおり 西京高 96

大会記録(GR) 10'42”5 嶋田　翔子 光高 10

決勝 共通

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
ｶﾜﾑﾗ　ﾅﾅﾐ

1 864 河村　七海 新南陽高 (1) 11'33”3 ## 6
ｼﾗｷ　ﾅﾁ

2 885 白木　那智 下松高校 (2) 12'04”8 ## 7



共通女子 ４×100ｍR 共通 16：25

山口県記録（YR） 45”81 佐々木・岡山・信岡・君嶋 山口県 10 

大会記録　（GR) 51”3 國弘・田中・道祖本・貞野 光高Ａ 09

ﾀｲﾑ決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光高校Ｃ Ｃ ３ﾚｰﾝ 新南陽高
ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ

(2) 868 繁澤　音羽 光高校 863 松村　千晶 新南陽高
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ

(4) 869 光井　花佳 光高校 (2) 417 渡邊　結 新南陽高
ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭｲ

(1) 873 高松　夏帆 光高校 415 西岡　珠依 新南陽高
ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

874 藤井　菜々 光高校 (4) 416 藤田　胡桃 新南陽高
ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｶ

870 加川　真衣 光高校 (1) 419 藤井　優花 新南陽高
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ﾌｼﾞﾉ　ﾘｻ

(3) 872 富士岡　早紀 光高校 (3) 420 藤野　里彩 新南陽高

４ﾚｰﾝ 華陵高校 ５ﾚｰﾝ 光高校Ａ Ａ ６ﾚｰﾝ 下松高校
ｲｼﾋﾞｷ　ｷﾗﾘ ｶﾄｳ　ﾐｽｽﾞ ｱﾘﾄﾐ　ｱﾂｺ

424 石引　熠子 華陵高校 (3) 378 加藤　美鈴 光高校 (2) 388 有富　敦子 下松高校
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｵｲ ｻｶﾀ　ｱﾔｶ ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾅ

(1) 852 松原　葵 華陵高校 375 坂田　絢香 光高校 (3) 389 岡田　晴南 下松高校
ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ ﾅｶﾞｵ　ﾏﾄﾞｶ ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ

(3) 853 山本　美空 華陵高校 (4) 380 永尾　まどか 光高校 886 原田　麻衣 下松高校
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ﾆｼﾑﾗ　ﾐｸ ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ

(2) 876 浅野　莉緒奈 華陵高校 (2) 377 西村　未来 光高校 (1) 887 貞国　樹里 下松高校
ﾀｶﾊｼ　ﾓﾓｶ ﾏｶﾅｲ　ｱｲﾘ ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾕｲ

(4) 877 高橋　桃花 華陵高校 (1) 381 蒔苗　愛理 光高校 (4) 888 水谷　柚衣 下松高校
ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶｺ ﾌｸﾀﾞ　ﾁﾋﾛ

878 温品　春香 華陵高校 376 山本　結香子 光高校 889 福田　千尋 下松高校

７ﾚｰﾝ 光高校Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｶ

(2) 385 石原　優香 光高校 1 光高校Ｃ 53”6
ﾂｷﾔﾏ　ｷｮｳｺ

(1) 384 築山　杏子 光高校 2 新南陽高 53”7
ﾄﾓｼｹﾞ　ﾅﾅﾐ

(3) 382 友重　七海 光高校 3 光高校Ｂ 54”3
ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ

(4) 383 山崎　紫央里 光高校 4 下松高校 54”6

5 光高校Ａ 56”0



共通女子 走高跳 中学・共通 15：00

山口県記録（YR） 1m74 村田　文代 長府高 84
大会記録　（GR) 1m50 中野　紗希 光丘高 07

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1ｍ35 1ｍ40 1ｍ45 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ

1 863 松村　千晶 新南陽高 ○ ×○ ××× 1m40 1

共通女子 走幅跳 中学・共通

山口県記録（YR） 6ｍ39 岡山　沙英子 下関TC 09
大会記録　（GR) 5ｍ53 河村　仁美 下松市陸協 08

試技 風速
順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾕｲ - 1.6m - 1.1m - 0.2m -1.6

1 888 水谷　柚衣 下松高校 4ｍ15 2
ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾅﾐ - 2.5m -2.5

2 851 濱田　茉奈美 華陵高校 3ｍ10 7
ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ - 1.2m - 2.5m -2.5

3 853 山本　美空 華陵高校 3ｍ65 5
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ - 3.4m - 2.5m -2.5

4 876 浅野　莉緒奈 華陵高校 3ｍ43 6
ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾕﾐ

5 880 濱田　弓真 華陵高校 DNS
ｳﾒﾊﾞﾔｼ　ﾜｶﾅ - 1.7m -1.7

6 425 梅林　若菜 聖光高校 3m71 4
ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｶ - 0.9m - 3.2m - 1.2m -1.2

7 385 石原　優香 光高校 4m03 3
ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ

8 383 山崎　紫央里 光高校 DNS
ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ

9 874 藤井　菜々 光高校 DNS
ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ

10 868 繁澤　音羽 光高校 DNS
ﾅｶﾞｵ　ﾏﾄﾞｶ

11 380 永尾　まどか 光高校 DNS
ﾄﾓｼｹﾞ　ﾅﾅﾐ - 1.3m - 0.2m - 0.7m -0.7

12 382 友重　七海 光高校 4m59 1

共通女子 砲丸投

山口県記録（YR） 13ｍ24 (4kg) 岡　明美 桜ヶ丘高 68
大会記録　（GR) 10ｍ71 (4kg) 梅木　由紀子 光高 07

ﾌｸﾀﾞ　ﾁﾋﾛ
1 889 福田　千尋 下松高校 3ｍ68 5

ﾊﾔｼ　ﾐﾅﾐ
2 879 林　みなみ 華陵高校 DNS

ﾂｷﾔﾏ　ｷｮｳｺ
3 384 築山　杏子 光高校 6ｍ42 3

ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｶ
4 385 石原　優香 光高校 5ｍ72 4

ﾄﾓｼｹﾞ　ﾅﾅﾐ
5 382 友重　七海 光高校 6ｍ79 2

ﾀｹｽｴ　ｻﾔ
6 390 武居　沙耶 下松高校 9ｍ45 1

ｻｶﾀ　ｱﾔｶ
7 375 坂田　絢香 光高校 DNS

ｺﾒﾝﾄ試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記録 順位１回目

5ｍ34 5ｍ72 5ｍ05

4m59

×

4m03

3m71 ×

3m87 3m90

所属 ２回目 ３回目

－ － 6ｍ42

3ｍ68 － －

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 3回目 記録

4ｍ14

3ｍ10

3ｍ43

3ｍ54

3ｍ14

×

3ｍ934ｍ15

9ｍ45 9ｍ00 9ｍ02

1回目 2回目

4m34 4m55

3ｍ65

－ ×

×

6ｍ13 6ｍ49 6ｍ79



共通女子 円盤投

山口県記録（YR） 47ｍ63 (1.000kg) 濱田　裕美子 日体大 98
大会記録　（GR)

ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ
1 866 芳村　彩香 新南陽高 13ｍ25 4

ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾅﾐ
2 851 濱田　茉奈美 華陵高校 14ｍ75 3

ﾊﾔｼ　ﾐﾅﾐ
3 879 林　みなみ 華陵高校 DNS

ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭｲ
4 415 西岡　珠依 新南陽高 22ｍ71 2

ﾏｶﾅｲ　ｱｲﾘ
5 381 蒔苗　愛理 光高校 23ｍ26 1

ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶｺ
6 376 山本　結香子 光高校 DNS

ｻｶﾀ　ｱﾔｶ
7 375 坂田　絢香 光高校 DNS

共通女子 やり投

山口県記録（YR） 51ｍ40 (600g) 梶原　麻紀 TEAM長州 07
大会記録　（GR)

ﾀｶﾊｼ　ﾓﾓｶ
1 877 高橋　桃花 華陵高校 20ｍ75 3

ｻｴｷ　ﾄﾓｶ
2 7127 佐伯　朋香　 聖光高校 23ｍ74 1

ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭｲ
3 415 西岡　珠依 新南陽高 21ｍ98 2

ｲｼﾋﾞｷ　ｷﾗﾘ
4 424 石引　熠子 華陵高校 DNS

ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶｺ
5 376 山本　結香子 光高校 DNS

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目 ２回目 ３回目 記録 順位

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目 ２回目 ３回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

5ｍ48 20ｍ30 22ｍ71

13ｍ25 × 12ｍ20

11ｍ62 13ｍ10 14ｍ75

22ｍ58 20ｍ40 23ｍ26

20ｍ75 19ｍ00 19ｍ10

ｺﾒﾝﾄ

20ｍ51 16ｍ60 23ｍ74

18ｍ65 21ｍ98 16ｍ60


