
会　場 徳山大学総合グランド陸上競技場 審 判 長 石原　宏昭
記録主任 二宮　規寿

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 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 崎永　和哉 11”4 神田　琢磨 11”6 藤永　征輝 11”7 樋口　昂杜 4位 11”8 寄川　晃生 4位 11”8 樫部　尚暉 4位 11”8 藤井　優輔 4位 11”8 石丸　竣也 11”9

下松高校 -0.4 南陽工高 -0.3 HSC +0.6 光高校 -0.4 下松工高 +0.6 新南陽高 -0.2 下松高校 -0.3 光高校 -0.4

男 ４００ｍ 共通 福字　涼太郎 51”5 末釜　悟 52”9 中村　祐晟 52”9 斎藤　啓吾 53”5 赤川　武瑠 54”0 石原　隆之介 54”5 中山　翔太 54”8 下間　孝基 7位 55”9

光高校 下松工高 下松工高 新南陽高 下松高校 光高校 華陵高校 光高校

男 ８００ｍ 共通 幾度　世那 ● 2’02”2 斎藤　啓吾 2’05”4 水津　将伍 2’06”1 富田　悠斗 2’07”5 坂口　佑真 2’07”8 井関　剛 2’08”2 木場　悠太 2’11”5 竹尾　翔 2’12”2

南陽工高 新南陽高 新南陽高 南陽工高 下松高校 日立笠戸 桜ケ丘高 桜ケ丘高

男 １５００ｍ 共通 吉本　大介 4’12”5 清原　康平 4’12”9 山本　清伸 4’16”3 大園　誠 4’18”3 小林　智哉 4’20”6 富田　悠斗 4’21”4 坂口　佑真 4’22”4 仲子　晋示 4’25”1

東ソー 徳山高校 東洋鋼鈑 ひらちゅうｸ 徳山高校 南陽工高 下松高校 下松工高

男 ５０００ｍ ４０才以上 古六　誠 16’38”8 岩崎　弘幸 22’31”2

日立笠戸 ひらちゅうｸ

男 ５０００ｍ 共通 磯村　俊祐 15’37”5 小林　智哉 15’52”6 竹中　敏郎 16’12”5 友森　敬一郎 16’13”9 山岡　嵩 16’24”1 深井　宏太 16’25”5 田村　元輝 16’26”9 河谷　好晃 16’30”5

東ソー 徳山高校 周南市陸協 東ソー 徳山高校 徳山高校 徳山高校 徳山高校

男 ５０００ｍ ４０才以上 古六　誠 16’38”8 岩崎　弘幸 22’31”2
日立笠戸 ひらちゅうｸ

男 ３０００ｍ ５０才以上 前田　満弘 11’00”7 渡辺　政勝 11’39”0
東ソー 日立笠戸

男 ４×１００ｍＲ 共通 下松工高Ａ 45”4 光高校Ｂ 45”7 下松高校 45”7 南陽工高A 46”7 光高校A 46”9 下松工業B 47”7 新南陽高 47”8 下松工業C 48”0
末釜　悟 下間　孝基 山根　涼介 神田　琢磨 村岡　泰成 中原　　銀 樫部　尚暉 小田　悠平

中村　祐晟 橋本　雅也 崎永　和哉 河野　拓人 樋口　昂杜 久保田 昴志 内山　拓海 中村　柾志
藤本　成明 財間　大地 守田　虎太郎 下川　隼人 濱本　哲男 田爪　翔大 黒田　直人 藤井　涼介
中尾　圭翔 石丸　竣也 赤川　武瑠 實近　晟充 福字　涼太郎 磯部　佑真 斎藤　啓吾 寺岡　健宏

男 走高跳 共通 藤井　悠弥 1m80 川越　豊 1m75 内山　拓海 1m63 黒田　直人 15”0

周南市陸恊 南陽工高 新南陽高 新南陽高

男 棒高跳 共通 林　要瑠 ▲ 4m80 川口　泰典 4m70 實近　晟充 4m30 林　凌雅 3m40 實近　伸輝 2m60 西村　萌々伽 2m90 林　要瑠

南陽工高 南陽工高 南陽工高 南陽工高 南陽工高 防府商工 オープン 山口県高校ﾀｲ

男 走幅跳 共通 中村　祐晟 6m51 橋本　雅也 6m04 中尾　圭翔 5m97 村岡　泰成 5m77 石丸　竣也 5m51 野稲　和博 5m10 倉増　卓矢 4m92 有松　吾郎 4m85

下松工高 ±0.0 光高校 +0.3 下松工高 +0.6 光高校 ±0.0 光高校 -0.4 東洋鋼鈑 +0.2 下松工高 +0.2 周南市 -1.1

男 三段跳 共通 中村　凌介 12m22 中谷　昌史 12m20 藤本　成明 12m12 中原　銀 12m06 藤井　涼介 11m55 原田　裕大 11m36 財間　大地 10m95

光高校 -m1 光市陸協 m 下松工高 ± 下松工高 ±0.0 下松工高 m 光高校 +1.8 光高校 -0.1

男 砲丸投 高校 安永　稀一 ● 14m08 中島　亨大 11m05 玉野　智己 9m28 西本　海月 7m37 松岡　幸波 6m72

高校6k 光高校 桜ケ丘高 桜ケ丘高 光高校 南陽工高

男 円盤投 高校 田中　友規 35m97 安永　稀一 33m67 藤田　遼太郎 30m37 神田　琢磨 20m35 松岡　幸波 16m63

高校1.75k 光高校 光高校 桜ケ丘高 南陽工高 南陽工高

男 やり投 共通 時光　一輝 47m71 森口　慧 43m97 田中　友規 41m10 西本　海月 40m48 兼森　一禎 38m44

南陽工高 南陽工高 光高校 光高校 光地区消防

女 １００ｍ 共通 光井　花佳 13”2 山崎　紫央里 13”3 佐伯　美奈 13”4 高松　夏帆 13”4 藤田　胡桃 13”5 藤井　菜々 13”6 石田　舞花 13”9 大地田　萌花 7位 14”0

光高校 +0.8 光高校 +0.8 光高校 +0.8 光高校 -0.1 新南陽高 -0.1 光高校 +0.8 桜ケ丘高 +0.8 光高校 -0.1

女 ２００ｍ 共通 久村　佳那実 28”9 浅野　梨緒奈 29”2 貞國　樹里 29”5 大地田　萌花 29”8 久保　佳澄 30”1 原田　麻衣 30”2 橋本　真希 30”8 猿渡  春由香 31”2

光高校 -0.1 華陵高校 -2.1 下松高校　 -2.1 光高校 -2.1 華陵高校 -0.1 下松高校 -0.1 下松高校 -0.1 新南陽高 -0.1

女 ８００ｍ 共通 益田　夏鈴 2’32”6 米澤　瑞稀 2’33”2 白木　那智 2’39”4 早稲田　りんか 2’40”3 原　ゆめか 2’42”7 佐伯　木乃葉 2’45”1 伊藤　桃香 2’48”4 橋本　真希 2’48”8

光高校 下松高校　 下松高校　 下松高校　 下松高校　 光高校 華陵高校 下松高校

女 １５００ｍ 共通 黒田　怜 5’00”1 冨士岡　早紀 5’06”6 加川　真衣 5’13”5 米澤　瑞稀 5’14”5 白木　那智 5’20”4 小林　佳奈 5’28”5 早稲田　りんか 5’36”5 原　ゆめか 5’37”1

光高校 光高校 光高校 下松高校　 下松高校　 光高校 下松高校　 下松高校　

女 ３０００ｍ 共通 山下　由乃 12’12”8 勝原　汐織 13’59”1
下松高校　 新南陽高

女 ４×１００ｍＲ 共通 新南陽高 52”2 光高校B 52”4 光高校A 52”7 光高校C 52”9 華陵高校２年 55”0 下松高校　 55”4 華陵高校１年 58”4
渡邊　　結 藤井　菜々 築山　杏子 佐伯　美奈 濱田　弓真 渡邊　華奈 黒田　亜紗美
藤田　胡桃 高松　夏帆 石原　優香 久村　佳那実 山本　美空 貞國　樹里 久保　佳澄
西岡　珠依 冨士岡　早紀 友重　七海 益田　夏鈴 浅野　梨緒奈 原田　麻衣 白井　亜加里
松村　千晶 光井　花佳 山崎　紫央里 大地田　萌花 高橋　桃香 橋本　真希 伊藤　桃香

女 走幅跳 共通 友重　七海 4m91 松村　千晶 4m66 佐伯　美奈 4m55 久村　佳那実 4m34 西岡　珠依 4m32 山本　美空 4m23 石原　優香 4m19 白井　亜加里 4m05

光高校 +0.2 新南陽高 光高校 光高校 +0.2 新南陽高 ±0.0 華陵高校 +0.2 光高校 +0.4 華陵高校 -0.8

女 砲丸投 共通 古村　菜々美 7m82 河谷　汐音 6m83 児玉　みさき 6m45 福田　千尋 6m42 石原　優香 6m34

桜ケ丘高 光高校 南陽工高 下松高校 光高校

女 円盤投 共通 西岡　珠依 24m24 古村　菜々美 22m68 藏永彩乃 22m53 渡邊　　結 20m25 築山　杏子 19m72 芳村　彩香 16m23 濱田　茉奈美 15m90 岡田　有衣 9m56

新南陽高 桜ケ丘高 光クラブ 新南陽高 光高校 新南陽高 華陵高校 新南陽高

女 やり投 共通 友重　七海 26m90 芳村　彩香 23m73 藤井　菜々 20m17 黒田　亜紗美 18m91 築山　杏子 16m07 光井　花佳 15m07

光高校 新南陽高 光高校 華陵高校 光高校 光高校

※同タイムコメントなしは着差なし（同順位）

第12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】
開催日時 2017年6月3日

●：大会新、▲：大会ﾀｲ

種　目



共通男子 １００ｍ 10：35 19
共通

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 （ - 0.4m ） ２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
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾔ ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

1 2106 橋本　雅也 光高校 (4) 11”9 ## 1 2112 河野　拓人 南陽工高 DNS
ﾀｶｷ　ｼｮｳ ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ

2 1345 高木　翔 光高校 DNS ## 2 2110 石原　隆之介 光高校 (4) 12”2
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾂｷ ﾑﾗｵｶ　ﾀｲｾｲ

3 1455 山本　竜暉 桜ケ丘高 DNS ## 3 2108 村岡　泰成 光高校 (5) 12”2
ｵｶ　ｼｭﾝﾉｽｹ ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ﾏｻｷ

4 1461 岡　隼之介 桜ケ丘高 DNS ## 4 5635 藤永　征輝 HSC (1) 11”7
ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ ﾊﾅﾓﾄ　ﾀｸﾏ

5 1333 樋口　昂杜 光高校 (2) 11”8 ## 5 1430 花本　拓真 華陵高校 DNS
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ ﾖﾘｶﾜ  ｶｲｾｲ

6 1355 崎永　和哉 下松高校 (1) 11”4 ## 6 7103 寄川　晃生 下松工高 (2) 11”8
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ

7 1344 石丸　竣也 光高校 (3) 11”9 ## 7 2107 下間　孝基 光高校 (3) 12”1
ｽｴｶﾏ  ｻﾄﾙ ﾋﾛﾀ　ﾔｽｵ

8 1363 末釜　悟 下松工高 (5) 12”0 ## 8 3661 廣田　裕生 東洋鋼鈑 DNS

３組 （ - 0.6m ） ４組 （ - 0.2m ）

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
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅﾙｱｷ ﾃﾗｵｶ  ﾀｹﾋﾛ

2 1365 藤本　成明 下松工高 (3) 12”4 ## 2 1386 寺岡　健宏 下松工高 (2) 12”4
ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ

3 1457 山田　亮介 桜ケ丘高 (5) 12”8 ## 3 2109 中村　凌介 光高校 (4) 12”7
ｶﾜﾓﾄ　ﾏﾅﾔ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ

4 2101 河本　愛弥 華陵高校 (1) 12”1 ## 4 1428 樫部　尚暉 新南陽高 (1) 11”8
ｲｿﾍﾞ  ﾕｳﾏ ﾀﾂﾞﾒ  ｼｮｳﾀﾞｲ

5 1369 磯部　佑真 下松工高 (6) 12”8 ## 5 1370 田爪　翔大 下松工高 (5) 12”7
ﾂｶﾓﾄ　ﾕｳｷ ﾏﾀｹ　ﾕｳﾄ

6 2129 塚本　悠生 桜ケ丘高 (2) 12”4 ## 6 2144 間竹　勇登 光高校 (6) 13”1
ｸﾎﾞﾀ  ｺｳｼ ﾊｼﾓﾄ  ﾀｸﾄ

7 1368 久保田　昴志 下松工高 (7) 13”1 ## 7 7106 橋本　拓人 下松工高 (6) 13”1
ﾅｶﾊﾗ  ｷﾞﾝ ﾅｶﾑﾗ  ﾏｻｼ

8 1372 中原　銀 下松工高 (4) 12”5 ## 8 1380 中村　柾志 下松工高 (3) 12”6

５組 ﾅﾝﾊﾞｰ （ - 0.3m ） ６組 （ - 0.3m ）

ﾚｰﾝ 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　ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ

2 1349 藤井　優輔 下松高校 (2) 11”8 ## 2 1347 山根　涼介 下松高校 (4) 13”3
ｲﾜﾓﾄ  ﾀﾞｲｷ ｼﾓｶﾜ　ﾊﾔﾄ

3 7104 岩本　大輝 下松工高 (6) 13”4 ## 3 2118 下川　隼人 南陽工高 (3) 12”8
ｻｲﾄｳ　ﾋﾛｱｷ ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ

4 4867 斎藤　博明 三井クラブ (7) 13”5 ## 4 1361 守田　虎太郎 下松高校 (1) 11”9
ｺﾊﾞﾔｼ  ｼｮｳﾀ ﾂﾓﾘ  ﾅｵﾄ

5 7105 小林　翔太 下松工高 (3) 12”9 ## 5 1381 津森　直人 下松工高 (5) 13”3
ﾊﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ

6 1339 濱本　哲男 光高校 (4) 13”0 ## 6 1351 赤川　武瑠 下松高校 (2) 11”9
ｵﾀﾞ  ﾕｳﾍｲ ﾉﾀﾞ　ｶｽﾞｷ

7 1383 小田　悠平 下松工高 (5) 13”1 ## 7 2130 野田　和希 桜ケ丘高 (6) 13”3
ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ

8 1417 神田　琢磨 南陽工高 (1) 11”6 ## 8 1362 大樂　拓公海 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
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ ﾖﾘｶﾜ  ｶｲｾｲ

1 1355 崎永　和哉 下松高校 11”4 ## 4 7103 寄川　晃生 下松工高 11”8
ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ

2 1417 神田　琢磨 南陽工高 11”6 ## 4 1428 樫部　尚暉 新南陽高 11”8
ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ﾏｻｷ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ

3 5635 藤永　征輝 HSC 11”7 ## 4 1349 藤井　優輔 下松高校 11”8
ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ

4 1333 樋口　昂杜 光高校 11”8 ## 8 1344 石丸　竣也 光高校 11”9



　　 ４００ｍ 13：10 20
共通

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

1 1
ﾅｶﾔﾏ　ｼｮｳﾀ ｸﾗﾏｼ  ﾀｸﾔ

2 1432 中山　翔太 華陵高校 (6) 54”8 ## 2 1388 倉増　卓矢 下松工高 DNS
ﾌｸｼﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ

3 2105 福字　涼太郎 光高校 (1) 51”5 ## 3 2107 下間　孝基 光高校 (1) 55”9
ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳｽｹ

4 1349 藤井　優輔 下松高校 DNS ## 4 1457 山田　亮介 桜ケ丘高 (2) 56”7
ｽｴｶﾏ  ｻﾄﾙ ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ

5 1363 末釜　悟 下松工高 (2) 52”9 ## 5 1361 守田　虎太郎 下松高校 (3) 58”8
ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ ﾊﾅﾓﾄ　ﾀｸﾏ

6 1423 斎藤　啓吾 新南陽高 (4) 53”5 ## 6 1430 花本　拓真 華陵高校 DNS
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｾｲ ﾏﾀｹ　ﾕｳﾄ

7 1374 中村　祐晟 下松工高 (3) 52”9 ## 7 2144 間竹　勇登 光高校 (5) 1'02”5
ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ ﾊﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ

8 1351 赤川　武瑠 下松高校 (5) 54”0 ## 8 1339 濱本　哲男 光高校 (4) 1'00”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 1
ｺﾊﾞ　ﾕｳﾀ ｼｹﾞｸﾆ　ｺｳﾀﾞｲ

2 2128 木場　悠太 桜ケ丘高 (5) 59”2 ## 2 1059 重國　昂大 太華中学 DNS
ﾃﾗｵｶ  ﾀｹﾋﾛ ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ

3 1386 寺岡　健宏 下松工高 (2) 57”2 ## 3 1362 大樂　拓公海 下松高校 DNS
ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ ﾉﾀﾞ　ｶｽﾞｷ

4 2110 石原　隆之介 光高校 (1) 54”5 ## 4 2130 野田　和希 桜ケ丘高 (5) 1'04”6
ｵﾀﾞ  ﾕｳﾍｲ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ

5 1383 小田　悠平 下松工高 (7) 1'01”3 ## 5 1428 樫部　尚暉 新南陽高 (4) 1'03”0
ﾅｶﾞﾇﾏ　ﾊﾔﾄ ｻｻｷ　ﾙｶ

6 1094 長沼　駿斗 末武中学 (4) 58”8 ## 6 1356 佐々木　瑠風 下松高校 (1) 55”9
ﾅｶﾑﾗ  ﾏｻｼ ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ

7 1380 中村　柾志 下松工高 (6) 1'00”6 ## 7 1429 黒田　直人 新南陽高 (3) 1'02”1
ｼﾓｶﾜ　ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ

8 2118 下川　隼人 南陽工高 (3) 58”3 ## 8 1347 山根　涼介 下松高校 (2) 1'01”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
ﾌｸｼﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ

1 2105 福字　涼太郎 光高校 51”5 ## 5 1351 赤川　武瑠 下松高校 54”0
ｽｴｶﾏ  ｻﾄﾙ ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ

2 1363 末釜　悟 下松工高 52”9 ## 6 2110 石原　隆之介 光高校 54”5
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｾｲ ﾅｶﾔﾏ　ｼｮｳﾀ

3 1374 中村　祐晟 下松工高 52”9 ## 7 1432 中山　翔太 華陵高校 54”8
ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ

4 1423 斎藤　啓吾 新南陽高 53”5 ## 8 2107 下間　孝基 光高校 55”9



共通男子 ８００ｍ 14：25 21
共通

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
ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ ﾌｼﾞﾀ　ｺｳﾍｲ

1 2114 富田　悠斗 南陽工高 (4) 2'07”5 ## 1 1359 藤田　晃平 下松高校 (7) 2'21”0
ﾀｸﾗ　ｺｳｷ ｺﾊﾞ　ﾕｳﾀ

2 1419 田邑　幸輝 南陽工高 (5) 2'12”8 ## 2 2128 木場　悠太 桜ケ丘高 (3) 2'11”5
ﾃﾗﾉﾌﾞ　ﾕｳ ｻｶｸﾞﾁ　ﾕｳﾏ

3 1426 寺延　　優 新南陽高 (6) 2'13”6 ## 3 1354 坂口　佑真 下松高校 (1) 2'07”8
ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ ﾀｹｵ　ｶｹﾙ

4 1421 幾度　世那 南陽工高 (1) 2'02”2 大会新 ## 4 1456 竹尾　翔 桜ケ丘高 (4) 2'12”2
ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ ｱﾝﾄﾞ　ﾕｳﾄ

5 1423 斎藤　啓吾 新南陽高 (2) 2'05”4 ## 5 2133 安渡　悠人 下松高校 (5) 2'15”7
1425 ｽｲｽﾞ　ｼｮｳｺﾞ DNS ｲｾｷ　ﾂﾖｼ

6 1425 水津　将伍 新南陽高 (3) 2'06”1 ## 6 3725 井関　剛 日立笠戸 (2) 2'08”2
ｻｻｷ　ﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾐ

7 1356 佐々木　瑠風 下松高校 DNS ## 7 2135 山本　拓巳 下松高校 (8) 2'25”8
ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ ｻｴｷ　ｺｳﾉｽｹ

8 1340 今村　柊野 光高校 DNS ## 8 2137 佐伯　幸之介 下松高校 (9) 2'39”8
ｶﾜﾀﾆ  ﾚｵ ｵﾀﾞ　ﾅｵﾄ

8 1379 河谷　玲央 下松工高 (7) 2'14”3 8 1353 小田　尚人 下松高校 (6) 2'19”6

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
ﾀﾑﾗ　ｹﾞﾝ ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ

1 1358 田村　元 下松高校 (5) 2'27”4 ## 1 1421 幾度　世那 南陽工高 2'02”2 大会新

ｶﾄｳ　ﾘｭｳｾｲ ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ

2 1459 加藤　琉彗 桜ケ丘高 (3) 2'21”3 ## 2 1423 斎藤　啓吾 新南陽高 2'05”4
ﾑﾈﾁｶ　ｼﾞﾝｾｲ ｽｲｽﾞ　ｼｮｳｺﾞ

3 1360 棟近　仁成 下松高校 (2) 2'17”1 ## 3 1425 水津　将伍 新南陽高 2'06”1
ﾅｶﾔﾏ　ｺｳｷ ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ

4 2115 中山　倖希 南陽工高 (1) 2'16”0 ## 4 2114 富田　悠斗 南陽工高 2'07”5
ﾀﾆﾋﾗ　ｶﾞｸﾄ ｻｶｸﾞﾁ　ﾕｳﾏ

5 2134 谷平　学飛 下松高校 (7) 2'36”7 ## 5 1354 坂口　佑真 下松高校 2'07”8
ﾀﾅｶ　ｺｳｷ ｲｾｷ　ﾂﾖｼ

6 2136 田中　幸樹 下松高校 (8) 2'37”5 ## 6 3725 井関　剛 日立笠戸 2'08”2
ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂﾉﾌﾞ ｺﾊﾞ　ﾕｳﾀ

7 2139 山田　敦信 下松高校 (4) 2'25”5 ## 7 2128 木場　悠太 桜ケ丘高 2'11”5
ﾊﾗｲ　ｿｳﾀ ﾀｹｵ　ｶｹﾙ

8 2138 原井　颯汰 下松高校 (6) 2'34”7 ## 8 1456 竹尾　翔 桜ケ丘高 2'12”2

共通男子 １５００ｍ 共通 12：18 22

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
ﾌｼﾞﾀ　ｺｳﾍｲ ｲﾄｳ　ｺｳｼﾞ

1 1359 藤田　晃平 下松高校 (5) 4'42”3 ## 1 4568 伊藤　孝二 東ソー (6) 4'33”6
ｶｲﾀﾞ  ﾀｲｾｲ ﾓﾘﾅｶﾞ　ｽﾐﾕｷ

2 1378 海田　大晴 下松工高 (12) 4'59”0 ## 2 3709 森永　純行 日立笠戸 (2) 4'27”5
ﾀｸﾗ　ｺｳｷ ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ

3 1419 田邑　幸輝 南陽工高 (4) 4'39”7 ## 3 1340 今村　柊野 光高校 (7) 4'34”3
ﾀﾅｶ  ﾊﾙｷ ﾅｶﾔﾏ　ｺｳｷ

4 1384 田中　遥伎 下松工高 (10) 4'54”3 ## 4 2115 中山　倖希 南陽工高 (4) 4'31”7
ﾀﾑﾗ　ｹﾞﾝ ｲﾉｳｴ  ﾅｵｷ

5 1358 田村　元 下松高校 (8) 4'52”9 ## 5 1399 井上　尚貴 徳山高校 (14) 4'58”4



ﾏｴｶﾜ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾐｳﾗ  ｲｻﾑ

6 3705 前川　慎一郎 日立笠戸 DNS ## 6 1366 三浦　勇 下松工高 (11) 4'41”9
ｱﾝﾄﾞ　ﾕｳﾄ ｶﾀﾔﾏ  ｶｲ

7 2133 安渡　悠人 下松高校 (2) 4'35”2 ## 7 2143 片山　海 徳山高校 (16) 5'20”8
ﾀｹｵ　ｶｹﾙ ﾁｶﾓﾘ　ﾀｶｼ

8 1456 竹尾　翔 桜ケ丘高 (1) 4'32”9 ## 8 3708 近森　高 日立笠戸 DNS
ﾑﾈﾁｶ　ｼﾞﾝｾｲ ｱｵｷ　ｾｲﾔ

9 1360 棟近　仁成 下松高校 (3) 4'38”2 ## 9 1416 青木　誠也 南陽工高 (1) 4'26”3
ﾜｶﾔﾏ  ﾄﾜ ｷﾑﾗ　ﾂﾖｼ

10 7108 若山　翔我 下松工高 (14) 5'05”4 ## 10 3715 木村　毅 日立笠戸 DNS
ﾀﾆﾋﾗ　ｶﾞｸﾄ ﾃﾗﾉﾌﾞ　ﾕｳ

11 2134 谷平　学飛 下松高校 (15) 5'08”0 ## 11 1426 寺延　　優 新南陽高 (10) 4'40”7
ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛﾄ ｶﾄｳ　ﾘｭｳｾｲ

12 1458 藤田　弘斗 桜ケ丘高 DNS ## 12 1459 加藤　琉彗 桜ケ丘高 (5) 4'33”3
ﾀﾅｶ　ｺｳｷ ｸｽﾉｷ  ﾚﾝｼﾞｭ

13 2136 田中　幸樹 下松高校 (17) 5'17”6 ## 13 1376 楠　蓮珠 下松工高 (13) 4'57”6
ﾊﾏﾀﾞ　ﾕｳｷ ﾌｸｼﾞ　ｺｳｲﾁ

14 2147 濵田　優希 光高校 (7) 4'49”0 ## 14 3716 福字　幸一 日立笠戸 (3) 4'28”5
ﾊﾗｲ　ｿｳﾀ ｵﾉ　ﾋｻﾉﾘ

15 2138 原井　颯汰 下松高校 (13) 5'00”7 ## 15 3643 小野　尚徳 下松市陸協 DNS
ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂﾉﾌﾞ ﾌｼﾞｲ  ﾀｲｶﾞ

16 2139 山田　敦信 下松高校 (9) 4'53”6 ## 16 1387 藤井　太雅 下松工高 DNS
ｵﾀﾞ　ｿｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ

17 3723 小田　颯太朗 日立笠戸 (11) 4'56”3 ## 17 4565 山田　健太郎 東ソー (15) 4'59”4
ｻｴｷ　ｺｳﾉｽｹ ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

18 2137 佐伯　幸之介 下松高校 (18) 5'25”7 ## 18 1422 岩本　稜央 南陽工高 (9) 4'39”1
ﾖｼﾅｶﾞ　ﾀﾞｲｷ ｵﾀﾞ　ﾅｵﾄ

19 2146 吉長　大貴 光高校 (16) 5'09”4 ## 19 1353 小田　尚人 下松高校 (8) 4'36”2
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾐ ｶﾜﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ

20 2135 山本　拓巳 下松高校 (6) 4'43”9 ## 20 3718 河村　隆之 日立笠戸 (12) 4'42”9
ﾂﾁｶﾜ  ﾘｭｳﾔ

21 21 1385 土川　龍也 下松工高 DNS

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

ﾖｼﾓﾄ　ﾀﾞｲｽｹ ﾖｼﾓﾄ　ﾀﾞｲｽｹ
1 4563 吉本　大介 東ソー (1) 4'12”5 ## 1 4563 吉本　大介 東ソー 4'12”5

ﾀﾅｶ　ﾄｼｶｽﾞ ｷﾖﾊﾗ  ｺｳﾍｲ
2 1334 田中　寿和 光高校 DNS ## 2 1393 清原　康平 徳山高校 4'12”9

ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ
3 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 (3) 4'16”3 ## 3 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 4'16”3

ｷﾖﾊﾗ  ｺｳﾍｲ ｵｵｿﾞﾉ　ﾏｺﾄ
4 1393 清原　康平 徳山高校 (2) 4'12”9 ## 4 4470 大園　誠 ひらちゅうｸ 4'18”3

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ
5 1395 小林　智哉 徳山高校 (5) 4'20”6 ## 5 1395 小林　智哉 徳山高校 4'20”6

ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ
6 4437 友森　敬一郎 東ソー DNS ## 6 2114 富田　悠斗 南陽工高 4'21”4

ﾖｼﾓﾄ　ﾀｲｽｹ ｻｶｸﾞﾁ　ﾕｳﾏ
7 3687 吉本　泰輔 東洋鋼鈑 DNS ## 7 1354 坂口　佑真 下松高校 4'22”4

ﾌｸｼﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾅｶﾉｺ  ｼﾝｼﾞ
8 2105 福字　涼太郎 光高校 DNS ## 8 1364 仲子　晋示 下松工高 4'25”1

ｶﾜﾑﾗ  ﾀｶﾌﾐ
9 1392 河村　崇文 徳山高校 (15) 4'44”7 ##

ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ
10 4436 磯村　俊祐 東ソー DNS ##

ﾌｶｲ  ｺｳﾀ
11 1396 深井　宏太 徳山高校 (12) 4'28”9 ##

ｵｵｿﾞﾉ　ﾏｺﾄ
12 4470 大園　誠 ひらちゅうｸ (4) 4'18”3 ##

ﾔﾏｵｶ  ｼｭｳ
13 1403 山岡　嵩 徳山高校 DNS ##

ｽｲｽﾞ　ｼｮｳｺﾞ
14 1425 水津　将伍 新南陽高 (13) 4'29”5 ##

ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ
15 2114 富田　悠斗 南陽工高 (6) 4'21”4 ##

ﾅｶﾉｺ  ｼﾝｼﾞ
16 1364 仲子　晋示 下松工高 (8) 4'25”1 ##

ｻｶｸﾞﾁ　ﾕｳﾏ
17 1354 坂口　佑真 下松高校 (7) 4'22”4 ##

ｸﾀﾗ　ｼｭｳｼﾞ
18 1424 久樂　修治 新南陽高 (9) 4'25”4 ##

ｶﾜﾀﾆ  ﾖｼｱｷ
19 1401 河谷　好晃 徳山高校 (10) 4'25”5 ##

ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ
20 1341 原田　裕大 光高校 (14) 4'38”1 ##

ﾖｼﾀﾞ  ﾚﾝ
21 1367 吉田　蓮 下松工高 (11) 4'25”7
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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
ｷﾖﾊﾗ  ｺｳﾍｲ ｴｼﾞﾏ　ﾁｮｳｻｸ

1 1393 清原　康平 徳山高校 DNS ## 17 3710 江島　長作 日立笠戸 DNS
ﾀﾅｶ　ﾄｼｶｽﾞ ﾖｼﾀﾞ  ﾚﾝ

2 1334 田中　寿和 光高校 DNS ## 18 1367 吉田　蓮 下松工高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ ｶﾜﾀﾆ  ﾖｼｱｷ

3 1395 小林　智哉 徳山高校 (2) 15'52”6 ## 19 1401 河谷　好晃 徳山高校 (8) 16'30”5
ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ ﾌｸﾀﾞ  ﾕｳｽｹ

4 4438 友森　敬一郎 東ソー (4) 16'13”9 ## 20 7107 福田　友介 下松工高 (12) 17'06”6
ﾔﾏｵｶ  ｼｭｳ ｶﾜﾑﾗ  ﾀｶﾌﾐ

5 1403 山岡　嵩 徳山高校 (5) 16'24”1 ## 21 1392 河村　崇文 徳山高校 (18) 17'26”6
ﾀｹﾅｶ　ﾄｼﾛｳ ﾂﾁｶﾜ  ﾘｭｳﾔ

6 4336 竹中　敏郎 周南市陸協 (3) 16'12”5 ## 22 1385 土川　龍也 下松工高 (21) 18'19”7
ﾌｶｲ  ｺｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ　ｱﾂｷ

7 1396 深井　宏太 徳山高校 (6) 16'25”5 ## 23 1415 松田　篤樹 南陽工高 (14) 17'08”8
ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ ｲﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ

8 4436 磯村　俊祐 東ソー (1) 15'37”5 ## 24 1352 井村　亮太 下松高校 (17) 17'15”9 DNS
ﾐﾑﾗ  ｶｽﾞﾏｻ ｼﾏﾑﾗ　ﾉﾘﾕｷ

9 1398 三村　優和 徳山高校 (20) 17'51”4 ## 25 4459 島村　紀之 出光興産 (23) 18'28”9
ﾆｼﾀﾆ　ｻﾄｼ ｶﾜﾀﾆ  ﾚｵ

10 3676 西谷　　敏 東洋鋼鈑 (15) 17'14”9 ## 26 1379 河谷　玲央 下松工高 (19) 17'33”1
ﾀﾑﾗ  ｹﾞﾝｷ ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

11 1402 田村　元輝 徳山高校 (7) 16'26”9 ## 27 1422 岩本　稜央 南陽工高 (13) 17'08”6 DNS
ﾋﾛﾅｶ  ﾄﾓｷ ｵﾉ　ﾋｻﾉﾘ

12 1375 廣中　友希 下松工高 (10) 16'43”0 ## 28 3643 小野　尚徳 下松市陸協
ｲﾉｳｴ  ﾅｵｷ ｽｴﾂｸﾞ　ｲｯｾｲ

13 1400 井上　裕貴 徳山高校 DNS ## 29 1357 末次　一世 下松高校 (16) 17'15”4
ﾌｼﾞｲ  ﾀｲｶﾞ ｸｽﾉｷ  ﾚﾝｼﾞｭ

14 1387 藤井　太雅 下松工高 (9) 16'40”6 ## 30 1376 楠　蓮珠 下松工高 (22) 18'24”2
ﾁｶﾓﾘ　ﾀｶｼ ﾔﾏﾈ　ﾘｭｳｼﾞ

15 3708 近森　高 日立笠戸 DNS ## 31 4462 山根　竜司 出光興産
ｶﾜｻｷ  ﾕｳﾄ

16 1373 河﨑　裕斗 下松工高 (11) 16'56”7 ##

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ﾅﾝﾊﾞ順ー位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｵｶ  ｼｭｳ

1 4436 磯村　俊祐 東ソー 15'37”5 ## 5 1403 山岡　嵩 徳山高校 16'24”1
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓﾔ ﾌｶｲ  ｺｳﾀ

2 1395 小林　智哉 徳山高校 15'52”6 ## 6 1396 深井　宏太 徳山高校 16'25”5
ﾀｹﾅｶ　ﾄｼﾛｳ ﾀﾑﾗ  ｹﾞﾝｷ

3 4336 竹中　敏郎 周南市陸協 16'12”5 ## 7 1402 田村　元輝 徳山高校 16'26”9
ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｶﾜﾀﾆ  ﾖｼｱｷ

4 4438 友森　敬一郎 東ソー 16'13”9 ## 8 1401 河谷　好晃 徳山高校 16'30”5

##

４０才以上男子５０００ｍ 9：00 35

大会記録(GR) 16’17”2 佐伯 祐介 栄建総業

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｺﾛｸ　ﾏｺﾄ

1 3703 古六　誠 日立笠戸 (1) 16'38”8 ##
ｲﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ

2 7109 岩崎　弘幸 ひらちゅうｸ (2) 22'31”2 ##

５０才以上男子３０００ｍ 15：10 36

大会記録(GR) 10’40”5 廣兼 克彦 東ソー 2012

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾏｴﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ

1 4412 前田　満弘 東ソー (1) 11'00”7 ##
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻｶﾂ

2 3700 渡辺　政勝 日立笠戸 (2) 11'39”0 ##

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



共通男子 ４×100ｍR 共通 16：10

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 Ｃ Ｃ ３ﾚｰﾝ 下松工高A A
ｽｴｶﾏ  ｻﾄﾙ

(1) (1) (1) 1363 末釜　悟 下松工高
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅﾙｱｷ

(2) (2) (3) 1365 藤本　成明 下松工高
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｾｲ

(3) (3) (2) 1374 中村　祐晟 下松工高
1361 ﾅｶｵ  ｹｲﾄ

(4) (4) (4) 1371 中尾　圭翔 下松工高
1347

４ﾚｰﾝ 下松高校 ５ﾚｰﾝ 新南陽高 ６ﾚｰﾝ 光高校A A
ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｽｹ ｻｲﾄｳ　ｹｲｺﾞ ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ

1349 藤井　優輔 下松高校 (4) 1423 斎藤　啓吾 新南陽高 (2) 1333 樋口　昂杜 光高校
ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ ﾊﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ

(4) 1351 赤川　武瑠 下松高校 (2) 1427 内山　拓海 新南陽高 (3) 1339 濱本　哲男 光高校
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ ﾑﾗｵｶ　ﾀｲｾｲ

(2) 1355 崎永　和哉 下松高校 (1) 1428 樫部　尚暉 新南陽高 (1) 2108 村岡　泰成 光高校
1361 ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ ﾌｸｼﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

(3) 1361 守田　虎太郎 下松高校 (3) 1429 黒田　直人 新南陽高 (4) 2105 福字　涼太郎 光高校
1347 ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ ｽｲｽﾞ　ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ

(1) 1347 山根　涼介 下松高校 1425 水津　将伍 新南陽高 2109 中村　凌介 光高校

７ﾚｰﾝ 南陽工高A A ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ

(1) 1417 神田　琢磨 南陽工高 (1) 1 3   下松工高A 45”4
ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

(2) 2112 河野　拓人 南陽工高 (2) 2 4   下松高校 45”7
ｼﾓｶﾜ　ﾊﾔﾄ

(3) 2118 下川　隼人 南陽工高 (3) 3 7   南陽工高A 46”7
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾀｸﾏｻ

2117 松原　拓昌 南陽工高 (4) 4 6   光高校A 46”9
ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

(4) 1418 實近　晟充 南陽工高 (5) 5 5   新南陽高 47”8

決勝 ２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ ３ﾚｰﾝ 南陽工高
ﾄｷﾐﾂ　ｶｽﾞｷ

(1) (1) (1) 1411 時光　一輝 南陽工高
ｶﾜｺﾞｴ　ﾕﾀｶ

(2) (2) (2) 1410 川越　豊 南陽工高
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾔｽﾉﾘ

(3) (3) (3) 1412 川口　泰典 南陽工高
ﾊﾔｼ　ｶﾅﾙ

(4) (4) (4) 1413 林　要瑠 南陽工高
ﾓﾘｸﾞﾁ　ｹｲ

(5) (5) (5) 1414 森口　慧 南陽工高

４ﾚｰﾝ 下松工高Ｂ Ｂ ５ﾚｰﾝ 光高校Ｂ Ｂ ６ﾚｰﾝ 下松工高Ｃ Ａ

ｲｿﾍﾞ  ﾕｳﾏ ｻﾞｲﾏ　ﾀﾞｲﾁ ﾃﾗｵｶ  ﾀｹﾋﾛ

(4) 1369 磯部　佑真 下松工高 (3) 1338 財間　大地 光高校 (4) 1386 寺岡　健宏 下松工高
ｸﾎﾞﾀ  ｺｳｼ ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ｵﾀﾞ  ﾕｳﾍｲ

(2) 1368 久保田　昴志 下松工高 (4) 1344 石丸　竣也 光高校 (1) 1383 小田　悠平 下松工高
ﾀﾂﾞﾒ  ｼｮｳﾀﾞｲ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾔ ﾅｶﾑﾗ  ﾏｻｼ

(3) 1370 田爪　翔大 下松工高 (2) 2106 橋本　雅也 光高校 (2) 1380 中村　柾志 下松工高
ﾅｶﾊﾗ  ｷﾞﾝ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳｽｹ

(1) 1372 中原　銀 下松工高 (1) 2107 下間　孝基 光高校 (3) 1377 藤井　涼介 下松工高

７ﾚｰﾝ 総合

順位 ﾚｰﾝ チーム 記録 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) 1 下松工高A 45″4

#N/A 5   光高校Ｂ 45”6 2 光高校B 45″6

(2) #N/A 4   下松工高Ｂ 47”7 3 下松高校 45″7

#N/A 6   下松工高Ｃ 48”0 4 南陽工高A 46″7

(3) 5 光高校A 46″9

6 下松工業B 47″7

(4) 7 新南陽高 47″8

8 下松工業C 48″0
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共通男子 走高跳 中学・共通 15 13：00

山口県記録（YR） 2ｍ22 波田 義万 福岡大 1990

大会記録　（GR) 1ｍ86 藤井　悠弥 周南市陸協 2016

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69 1m72 1m75 1m80 1m87 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ

1 1429 黒田　直人 新南陽高 ○ ― ○ ○ ○ ××× 1m50 4
ﾌｸｼﾞ　ｺｳｲﾁ

2 3716 福字　幸一 日立笠戸 DNS
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾀｸﾏｻ

3 2117 松原　拓昌 南陽工高 DNS
ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ

4 1427 内山　拓海 新南陽高 ○ ○ ××× 1m63 3
ｶﾜｺﾞｴ　ﾕﾀｶ

5 1410 川越　豊 南陽工高 ×○ ○ ― ××○ ×○ ― ××○ ××× 1m75 2
ﾌｼﾞｲﾕｳﾔ

6 4370 藤井　悠弥 周南市陸恊 ○ ― ○ ××○ ××× 1m80 1

7

8

9

10

共通男子 棒高跳 中学・共通 18 10：00

山口県記録（YR） 5ｍ30 柴田 孟也 下関TC 2009

大会記録　（GR) 4ｍ40 林　要瑠 南陽工高 2016

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50 4m60 4m70 4m80 4m85 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾈﾁｶ　ﾉﾌﾞｷ

1 2113 實近　伸輝 南陽工高 ×○ ― ××× 2ｍ60 6
ﾊﾔｼ　ﾘｮｳｶﾞ

2 1420 林　凌雅 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ○ ― ○ ××× 3ｍ40 4
ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

3 1418 實近　晟充 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ×○ ×○ ×○ ××× 4ｍ30 3
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾔｽﾉﾘ

4 1412 川口　泰典 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ×○ ○ ○ ××× 4ｍ70 2
ﾊﾔｼ　ｶﾅﾙ

5 1413 林　要瑠 南陽工高 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ××× 4ｍ80 1 県高校タイ

ﾆｼﾑﾗ　ﾓﾓｶ
6 371 西村　萌々伽 防府商工 ○ ○ ○ ○ ××× 2ｍ90 5
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共通男子 走幅跳 中学・共通 16 9：00

山口県記録（YR） 7ｍ93 小田 大樹 日本大 2016

大会記録　（GR) 7ｍ01 佐々木信一郎 下松市陸協 2014

風速
ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ
1427 内山　拓海 新南陽高 DNS

ﾂｶﾓﾄ　ﾕｳｷ
2129 塚本　悠生 桜ケ丘高 DNS

ｶﾜﾓﾄ　ﾏﾅﾔ - 1.1m + 0.7m -1.1

2101 河本　愛弥 華陵高校 4m76 9
ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

2112 河野　拓人 南陽工高 DNS
ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾀｸﾏｻ

2117 松原　拓昌 南陽工高 DNS
ｱﾘﾏﾂ　ｺﾞﾛｳ ± 0.0m - 1.1m + 0.4m -1.1

7102 有松　吾郎 周南市 4m85 8
ｻﾞｲﾏ　ﾀﾞｲﾁ

1338 財間　大地 光高校 DNS
ｸﾗﾏｼ  ﾀｸﾔ + 0.2m - 0.7m + 0.9m +0.2

1388 倉増　卓矢 下松工高 4m92 7
ﾉｲﾈ　ｶｽﾞﾋﾛ + 0.2m - 0.5m + 1.6m +0.2

3665 野稲　和博 東洋鋼鈑 5m10 6
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ± 0.0m - 0.4m + 0.6m -0.4

1344 石丸　竣也 光高校 5m51 5
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ

1355 崎永　和哉 下松高校 DNS
ﾑﾗｵｶ　ﾀｲｾｲ - 0.5m ± 0.0m + 0.2m ±0.0

2108 村岡　泰成 光高校 5m77 4
ﾀｶｷ　ｼｮｳ

1345 高木　翔 光高校 DNS
ﾅｶｵ  ｹｲﾄ - 0.7m ± 0.0m + 0.6m +0.6

1371 中尾　圭翔 下松工高 5m97 3
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾔ + 0.1m ± 0.0m + 0.3m +0.3

2106 橋本　雅也 光高校 6m04 2
ｶﾜｺﾞｴ　ﾕﾀｶ

1410 川越　豊 南陽工高 DNS

ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾄ

1333 樋口　昂杜 光高校 DNS

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｾｲ + 0.1m ± 0.0m ±0.0

1374 中村　祐晟 下松工高 6m51 1

共通男子 三段跳 中学・共通 28 15：00

山口県記録（YR） 16ｍ23 藤澤 圭祐 山口合同ｶﾞｽ 2008

大会記録　（GR) 13ｍ54 中谷 昌史 光市陸協 2008

風速
ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ - 0.4m + 1.8m - 0.5m +1.8

1341 原田　裕大 光高校 11m36 6
ﾌｼﾞｲ  ﾘｮｳｽｹ ± 0.0m - 0.6m - 0.3m -0.3

1377 藤井　涼介 下松工高 11m55 5
ｽｴﾂｸﾞ ｱﾂﾖｼ

4473 末次　淳義 ひらちゅうｸ DNS
ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ - 1.1m - 1.5m - 1.0m -

2109 中村　凌介 光高校 12m22 1
ﾅｶﾊﾗ  ｷﾞﾝ ± 0.0m - 0.4m ±0.0

1372 中原　銀 下松工高 12m06 4
ｻﾞｲﾏ　ﾀﾞｲﾁ - 0.1m -0.1

1338 財間　大地 光高校 10m95 7
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅﾙｱｷ + 0.2m + 0.1m ± 0.0m ±

1365 藤本　成明 下松工高 12m12 3
ﾅｶﾀﾆ ﾏｻｼ + 1.1m + 0.9m - 0.1m -0.1

4899 中谷　昌史 光市陸協 12m20 2

17

12

5m10

3

5m75

6

11

10

7

9

8

5

×

12m12

―

12m22

12m02

11m93

11m84

11m94

1

1回目

7

11m03

5m91

10m79

6

15
5m87

18
×

14

13

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3

12m02

×

12m06

×

16

2

4

5

2

×

5m86

5m77

5m51

4

5m40

4m76

4m85

4m92

4m53

記録2回目 順位

5m97

5m86 6m04

1

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ

4m38

4m85

3回目氏名 所属 1回目 2回目 記録 順位

6m45 6m51

11m55

10m86

12m20

11m84

10m95

11m36

―

11m33

× 11m88

5m57

5m40

4m97

3回目

4m77

4m49

8

4m53

33



高校男子 砲丸投 9：00

山口県記録（YR） 15ｍ45 (6kg) 中川 大志 西京高 2014

大会記録　（GR) 12ｍ51 (6kg) 河本 昌也 桜ヶ丘高 2007

ﾆｼﾓﾄ　ﾐｽﾞｷ
1 2145 西本　海月 光高校 7m37 4

ﾏﾂｵｶ　ｺｳﾊ
2 2116 松岡　幸波 南陽工高 6m72 5

ﾀﾏﾉ　ﾄﾓｷ
3 1460 玉野　智己 桜ケ丘高 9m28 3

ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
4 1452 藤田　遼太郎 桜ケ丘高 DNS

ﾅｶｼﾏ　ｺｳﾀﾞｲ
5 1451 中島　亨大 桜ケ丘高 11m05 2

ﾔｽﾅｶﾞ　ｷｲﾁ

6 1343 安永　稀一 光高校 14m08 1 大会新

高校男子 円盤投 高校・一般 31 13：00

山口県記録（YR） 43ｍ85 (1.750kg) 岡本 将司 早鞆高 2008

大会記録　（GR) 36ｍ21 (1.750kg) 藤田　遼太郎 桜ヶ丘高 2016

ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ
1 1417 神田　琢磨 南陽工高 20m35 4

ﾏﾂｵｶ　ｺｳﾊ
2 2116 松岡　幸波 南陽工高 16m63 5

ｵｶ　ｼｭﾝﾉｽｹ
3 1461 岡　隼之介 桜ケ丘高 DNS

ﾔｽﾅｶﾞ　ｷｲﾁ
4 1343 安永　稀一 光高校 33m67 2

ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
5 1452 藤田　遼太郎 桜ケ丘高 30m37 3

ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ
6 1342 田中　友規 光高校 35m97 1

共通男子 やり投 共通 33 14：30

山口県記録（YR） 75ｍ07 (1.750kg) 種本 祐太朗 下関TC 2009

大会記録　（GR) 52ｍ34 (1.750kg) 柳村 勇気 team長州 2014

ｶﾈﾓﾘ　ｶｽﾞﾖｼ
1 7101 兼森　一禎 光地区消防 38m44 5

ﾆｼﾓﾄ　ﾐｽﾞｷ
2 2145 西本　海月 光高校 40m48 4

ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ
3 1342 田中　友規 光高校 41m10 3

ﾓﾘｸﾞﾁ　ｹｲ 2回目

4 1414 森口　慧 南陽工高 43m97 2
ﾄｷﾐﾂ　ｶｽﾞｷ

5 1411 時光　一輝 南陽工高 47m71 1

３回目

×

30m27

35m97

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目

20m35

16m63

× 35m20

30m37 29m30

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目

ｺﾒﾝﾄ

33m67

順位

17m42 17m30

12m36 14m72

２回目 記録

9m28

6m72

7m28

ｺﾒﾝﾄ記録 順位試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

6m00

7m37

8m56

6m49

9m17

１回目 ２回目 ３回目

13m75 13m56

10m8011m05

7m31

14m08

－

記録 順位３回目

40m48 38m20

38m4438m33 38m36

ｺﾒﾝﾄ

44m46 45m56

39m56 41m10

42m60 43m97

47m71

－

26m60

35m80

２回目

32m55

34



共通女子 １００ｍ 共通 10：27

山口県記録(YR)　 11”54 信岡 沙希重 ﾐｽﾞﾉ 2007

大会記録(GR) 12”2 河村 仁美 周南市役所 2013

タイム決勝 １００ｍ
１組 （ + 0.8m ） ２組 （ - 0.1m ）

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　ﾅﾅ ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

2 288 藤井　菜々 光高校 (4) 13”6 2 287 高松　夏帆 光高校 (1) 13”4
ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

3 284 繁澤　音羽 光高校 DNS 3 322 藤田　胡桃 新南陽高 (2) 13”5
ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ

4 353 石田　舞花 桜ケ丘高 (5) 13”9 4 779 大地田　萌花 光高校 (3) 14”0
ｻｴｷ　ﾐﾅ ﾀｶﾊｼ　ﾓﾓｶ

5 777 佐伯　美奈 光高校 (3) 13”4 5 336 高橋　桃香 華陵高校 DNS
ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ

6 337 山本　美空 華陵高校 DNS 6 296 貞國　樹里 下松高校　 (4) 14”1
ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ

7 280 山崎　紫央里 光高校 (2) 13”3 7 323 渡邊　　結 新南陽高 (5) 14”1
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ ﾊﾏﾀﾞ　ﾕﾏ

8 285 光井　花佳 光高校 (1) 13”2 8 338 濱田　弓真 華陵高校 DNS

３組 （ - 0.3m ） 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
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ

1 1 285 光井　花佳 光高校 13”2
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾅ ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ

2 304 渡邊　華奈 下松高校 (1) 14”5 2 280 山崎　紫央里 光高校 13”3
ｼﾗｲ　ｱｶﾘ ｻｴｷ　ﾐﾅ

3 797 白井　亜加里 華陵高校 (5) 15”2 3 777 佐伯　美奈 光高校 13”4
ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

4 299 原田　麻衣 下松高校 (2) 14”5 3 287 高松　夏帆 光高校 13”4
ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ

5 328 岡田　有衣 新南陽高 (4) 15”0 5 322 藤田　胡桃 新南陽高 13”5
ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ

6 796 黒田　亜紗美 華陵高校 (6) 15”9 6 288 藤井　菜々 光高校 13”6
ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ

7 327 猿渡  春由香 新南陽高 (3) 14”8 7 353 石田　舞花 桜ケ丘高 13”9
ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ

8 8 779 大地田　萌花 光高校 14”0

共通女子 ２００ｍ 共通 14：01

山口県記録(YR)　 23”66 信岡 沙希重 ﾐｽﾞﾉ 2008

大会記録(GR) 25”8 河村 亜希 下松市陸協 2010

タイム決勝 ２００ｍ
１組 （ - 2.1m ） ２組 （ - 0.1m ）

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 ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ

2 336 高橋　桃香 華陵高校 DNS 2 298 橋本　真希 下松高校 (4) 30”8
ｲｼﾀﾞ　ﾏｲｶ ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ

3 353 石田　舞花 桜ケ丘高 DNS 3 793 久保　佳澄 華陵高校 (2) 30”1
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ

4 335 浅野　梨緒奈 華陵高校 (1) 29”2 追風参考 4 299 原田　麻衣 下松高校 (3) 30”2
ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ

5 779 大地田　萌花 光高校 (3) 29”8 追風参考 5 327 猿渡  春由香 新南陽高 (5) 31”2
ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ

6 296 貞國　樹里 下松高校　 (2) 29”5 追風参考 6 778 久村　佳那実 光高校 (1) 28”9

7 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
ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ

1 778 久村　佳那実 光高校 28”9 5 793 久保　佳澄 華陵高校 30”1
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ

2 335 浅野　梨緒奈 華陵高校 29”2 6 299 原田　麻衣 下松高校 30”2
ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ

3 296 貞國　樹里 下松高校　 29”5 7 298 橋本　真希 下松高校 30”8
ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ

4 779 大地田　萌花 光高校 29”8 8 327 猿渡  春由香 新南陽高 31”2



共通女子 ８００ｍ 共通 15：00

山口県記録(YR)　 2'05”39 谷本 有紀菜 筑波大 2012

大会記録(GR) 2’22”4 加藤　美鈴 光高 2016

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
ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ ｻｴｷ　ｺﾉﾊ

1 302 米澤　瑞稀 下松高校　 (2) 2'33”2 1 801 佐伯　木乃葉 光高校 (2) 2'45”1
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ ﾅｶｻﾞﾜ　ｷｮｳｶ

2 776 益田　夏鈴 光高校 (1) 2'32”6 2 306 中澤　杏楓 下松高校　 (5) 2'49”3
ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｱｷ ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ

3 301 山本　千晶 下松高校　 (6) 3'14”2 3 794 伊藤　桃香 華陵高校 (3) 2'48”4
ｴﾑﾗ　ﾕﾘ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ

4 295 江村　友里 下松高校　 DNS 4 298 橋本　真希 下松高校 (4) 2'48”8
ﾏﾂｼﾏ　ﾕｷ ﾊﾗ　ﾕﾒｶ

5 329 松島　有希 新南陽高 (5) 3'00”5 5 792 原　ゆめか 下松高校　 (1) 2'42”7
ｼﾗｷ　ﾅﾁ ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ

6 297 白木　那智 下松高校　 (3) 2'39”4 6 305 平中　奈津美 下松高校　 (6) 2'54”7
ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ

7 303 早稲田　りんか 下松高校　 (4) 2'40”3 7

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
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ ﾊﾗ　ﾕﾒｶ

1 776 益田　夏鈴 光高校 2'32”6 5 792 原　ゆめか 下松高校　 2'42”7
ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ ｻｴｷ　ｺﾉﾊ

2 302 米澤　瑞稀 下松高校　 2'33”2 6 801 佐伯　木乃葉 光高校 2'45”1
ｼﾗｷ　ﾅﾁ ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ

3 297 白木　那智 下松高校　 2'39”4 7 794 伊藤　桃香 華陵高校 2'48”4
ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ

4 303 早稲田　りんか 下松高校　 2'40”3 8 298 橋本　真希 下松高校 2'48”8

共通女子 １５００ｍ 共通 11：51

山口県記録(YR)　 4'20”63 西永 菜津 西京高 2015

大会記録(GR) 4’46”2 田中 友紀子 徳山高 2010

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
ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ

1 289 黒田　怜 光高校 (1) 5'00”1 11 305 平中　奈津美 下松高校　 (14) 6'16”0
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ｶﾂﾊﾗ　ｼｵﾘ

2 290 冨士岡　早紀 光高校 (2) 5'06”6 12 798 勝原　汐織 新南陽高 (12) 6'05”5
ｺﾔﾏ 　ﾐﾅﾐ ｴﾑﾗ　ﾕﾘ

3 316 小山　美南 徳山高校 (15) 6'24”0 13 295 江村　友里 下松高校　 (18) 6'35”6
ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ﾏﾂｼﾏ　ﾕｷ

4 286 加川　真衣 光高校 (3) 5'13”5 14 329 松島　有希 新南陽高 (13) 6'07”5
ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ ﾅｶｻﾞﾜ　ｷｮｳｶ

5 303 早稲田　りんか 下松高校　 (7) 5'36”5 15 306 中澤　杏楓 下松高校　 (10) 5'51”6
ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ ｲｼｶﾜ　ﾕｳｺ

6 780 小林　佳奈 光高校 (6) 5'28”5 16 3724 石川　優子 日立笠戸 (16) 6'25”6
ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ ﾊﾗ　ﾕﾒｶ

7 302 米澤　瑞稀 下松高校　 (4) 5'14”5 17 792 原　ゆめか 下松高校　 (8) 5'37”1
ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾅﾐ ｵｵﾊﾏ　ｶｵﾘ

8 4474 杉本　南 周南市陸協 (9) 5'47”3 18 802 大濵　花織 光高校 (11) 5'57”2
ｼﾗｷ　ﾅﾁ ﾔﾏｼﾀ　ﾖｼﾉ

9 297 白木　那智 下松高校　 (5) 5'20”4 19 307 山下　由乃 下松高校　 DNS
ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｱｷ

10 301 山本　千晶 下松高校　 (17) 6'35”0 20

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
ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ ｼﾗｷ　ﾅﾁ

1 289 黒田　怜 光高校 5'00”1 5 297 白木　那智 下松高校　 5'20”4
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ

2 290 冨士岡　早紀 光高校 5'06”6 6 780 小林　佳奈 光高校 5'28”5
ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ﾜｾﾀﾞ　ﾘﾝｶ

3 286 加川　真衣 光高校 5'13”5 7 303 早稲田　りんか 下松高校　 5'36”5
ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ ﾊﾗ　ﾕﾒｶ

4 302 米澤　瑞稀 下松高校　 5'14”5 8 792 原　ゆめか 下松高校　 5'37”1

共通女子 ３０００ｍ 共通 15：25

山口県記録(YR)　 9'12”10 吉村 かおり 西京高 1996

大会記録(GR) 10’42”5 嶋田 翔子 光高 2010

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｶﾂﾊﾗ　ｼｵﾘ

1 798 勝原　汐織 新南陽高 (2) 13'59”1
ﾔﾏｼﾀ　ﾖｼﾉ

2 307 山下　由乃 下松高校　 (1) 12'12”8



共通女子 ４×100ｍR 共通 16：05

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) 51”3 國弘・田中・道祖本・貞野 光高 2009

51”3 市川・山本・陣内・徳久 徳山高 2012

ﾀｲﾑ決勝　１組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光高校A ３ﾚｰﾝ 華陵高校２年

ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ
(1) (4) 280 山崎　紫央里 光高校 (2) 337 山本　美空 華陵高校

ﾄﾓｼｹﾞ　ﾅﾅﾐ ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ
(2) (3) 281 友重　七海 光高校 (3) 335 浅野　梨緒奈 華陵高校

ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｶ ﾊﾏﾀﾞ　ﾕﾏ
(3) (2) 282 石原　優香 光高校 (1) 338 濱田　弓真 華陵高校

ﾂｷﾔﾏ　ｷｮｳｺ ﾀｶﾊｼ　ﾓﾓｶ
(4) (1) 283 築山　杏子 光高校 (4) 336 高橋　桃香 華陵高校

ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾅﾐ
(5) (5) 286 加川　真衣 光高校 (5) 334 濱田　茉奈美 華陵高校

ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ
(6) (6) 289 黒田　怜 光高校 (6)

４ﾚｰﾝ 下松高校　 ５ﾚｰﾝ 華陵高校１年 ６ﾚｰﾝ 光高校B
ｻﾀﾞｸﾆ　ｼﾞｭﾘ ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ

(2) 296 貞國　樹里 下松高校　 (2) 793 久保　佳澄 華陵高校 284 繁澤　音羽 光高校
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｷ ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ

(4) 298 橋本　真希 下松高校 (4) 794 伊藤　桃香 華陵高校 (4) 285 光井　花佳 光高校
ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｲ ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

(3) 299 原田　麻衣 下松高校 (1) 796 黒田　亜紗美 華陵高校 (2) 287 高松　夏帆 光高校
ﾌｸﾀﾞ　ﾁﾋﾛ ｼﾗｲ　ｱｶﾘ ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ

300 福田　千尋 下松高校 (3) 797 白井　亜加里 華陵高校 (1) 288 藤井　菜々 光高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾅ ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ

(1) 304 渡邊　華奈 下松高校 (5) (3) 290 冨士岡　早紀 光高校

(6) (6) (6)

７ﾚｰﾝ 新南陽高 ８ﾚｰﾝ 光高校C 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭｲ ｻｴｷ　ﾐﾅ

(3) 324 西岡　珠依 新南陽高 (1) 777 佐伯　美奈 光高校 1 7   新南陽高 52”2
ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ

(2) 322 藤田　胡桃 新南陽高 (3) 776 益田　夏鈴 光高校 2 6   光高校B 52”4
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ

(1) 323 渡邊　　結 新南陽高 780 小林　佳奈 光高校 3 2   光高校A 52”7
ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ

(4) 325 松村　千晶 新南陽高 (2) 778 久村　佳那実 光高校 4 8   光高校C 52”9
ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ

(5) 326 芳村　彩香 新南陽高 (4) 779 大地田　萌花 光高校 5 3   華陵高校２年 55”0
ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ ｶﾜﾀﾆ　ｼｵﾈ

(6) 327 猿渡  春由香 新南陽高 (6) 800 河谷　汐音 光高校 6 4   下松高校　 55”4

7 5   華陵高校１年 58”4
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共通女子 走高跳 共通 13：00

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 1ｍ20 1ｍ25 1ｍ30 1ｍ35 1ｍ40 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾅ

1 304 渡邊　華奈 下松高校 1m30 2
ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ

2 325 松村　千晶 新南陽高 1m48 1

共通女子 走幅跳 中学・共通共通 12：30

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

試技 風速
順位 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗｲ　ｱｶﾘ - 0.8m - 0.9m - 0.3m -0.8

1 797 白井　亜加里 華陵高校 4ｍ05 8
ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ ± 0.0m + 0.2m - 1.5m ±0.0

2 793 久保　佳澄 華陵高校 4ｍ00 9
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ + 0.7m - 0.1m + 2.5m +2.5

3 776 益田　夏鈴 光高校 3ｍ77 14
ﾌｼﾞﾀ　ｸﾙﾐ + 0.4m - 0.3m - 0.2m -0.2

4 322 藤田　胡桃 新南陽高 3ｍ96 10
ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ + 0.2m - 0.3m + 1.2m +0.2

5 337 山本　美空 華陵高校 4m23 6
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ± 0.0m + 1.7m - 0.7m -0.7

6 335 浅野　梨緒奈 華陵高校 3m94 11
ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭｲ ± 0.0m - 0.1m + 1.3m ±0.0

7 324 西岡　珠依 新南陽高 4m32 5
ﾊﾏﾀﾞ　ﾕﾏ - 0.2m + 0.7m - 1.8m -1.8

8 338 濱田　弓真 華陵高校 3m89 12
ｶﾜﾀﾆ　ｼｵﾈ - 0.5m + 0.9m + 0.8m +0.9

9 800 河谷　汐音 光高校 3m87 13
ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾅﾐ - 0.6m + 0.2m +0.2

10 334 濱田　茉奈美 華陵高校 3m19 17
ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｶ + 0.4m - 0.2m +0.4

11 282 石原　優香 光高校 4m19 7
ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ ± 0.0m ± 0.0m + 0.5m ±0.0

12 287 高松　夏帆 光高校 3m35 16
ﾔﾏｻｷ　ｼｵﾘ + 0.2m + 0.2m +0.2

13 280 山崎　紫央里 光高校 3m48 15
ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ + 0.7m + 0.2m +0.2

14 778 久村　佳那実 光高校 4m34 4
ｻｴｷ　ﾐﾅ - 1.1m + 0.8m + 0.5m -1.1

15 777 佐伯　美奈 光高校 4m55 3
ﾊﾝｻﾞﾜ　ｵﾄﾊ

16 284 繁澤　音羽 光高校 DNS
ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ + 0.1m + 0.1m +0.1

17 325 松村　千晶 新南陽高 4m66 2
ﾄﾓｼｹﾞ　ﾅﾅﾐ - 0.3m - 0.3m + 0.2m +0.2

18 281 友重　七海 光高校 4m91 1

4m19

3m35

4m55 4m42 4m54

3m99

2m92 － 3m19

×

3m17

4m28

3m89

3m67

3m46

3m872m88

3m79

3m91

4m32

3m78

4m16

4m23

3m27

×

2m94 3m48

4m30 4m34

×

3m94

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 3回目 記録

4ｍ00

3ｍ96

3ｍ67

3ｍ95

3ｍ59

4ｍ054ｍ05

1回目 2回目

3ｍ77

3ｍ94 3ｍ93

3ｍ82

4m23 4m14

4m66 4m64 －

4m89 4m85 4m91
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共通女子 砲丸投 共通 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

ｶﾜﾀﾆ　ｼｵﾈ
1 800 河谷　汐音 光高校 6ｍ83 2

ﾌｸﾀﾞ　ﾁﾋﾛ
2 300 福田　千尋 下松高校 6ｍ42 4

ｺﾀﾞﾏ　ﾐｻｷ
3 321 児玉　みさき 南陽工高 6ｍ45 3

ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｶ
4 282 石原　優香 光高校 6ｍ34 5

ｺﾑﾗ　ﾅﾅﾐ
5 786 古村　菜々美 桜ケ丘高 7ｍ82 1

共通女子 円盤投 共通 13：00

山口県記録（YR） 47ｍ63 （４㎏） 濱田 裕美子 日体大 1998

大会記録　（GR) 32ｍ57 （４㎏） 中嶋 亜也佳 光高 2014

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ
1 323 渡邊　　結 新南陽高 20ｍ25 4

ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾅﾐ
2 334 濱田　茉奈美 華陵高校 15ｍ90 7

ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ
3 328 岡田　有衣 新南陽高 9ｍ56 8

ｸﾗﾅｶﾞ　ｱﾔﾉ
4 673 藏永彩乃 光クラブ 22ｍ53 3

ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ
5 326 芳村　彩香 新南陽高 16ｍ23 6

ｺﾑﾗ　ﾅﾅﾐ
6 786 古村　菜々美 桜ケ丘高 22ｍ68 2

ﾂｷﾔﾏ　ｷｮｳｺ
7 283 築山　杏子 光高校 19ｍ72 5

ﾆｼｵｶ　ｼﾞｭｲ
8 324 西岡　珠依 新南陽高 24ｍ24 1

共通女子 やり投 共通 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

ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ
1 285 光井　花佳 光高校 15ｍ07 6

ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ
2 796 黒田　亜紗美 華陵高校 18ｍ91 4

ﾂｷﾔﾏ　ｷｮｳｺ
3 283 築山　杏子 光高校 16ｍ07 5

ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ
4 288 藤井　菜々 光高校 20ｍ17 3

ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ
5 326 芳村　彩香 新南陽高 23ｍ73 2

ﾄﾓｼｹﾞ　ﾅﾅﾐ
6 281 友重　七海 光高校 26ｍ90 1

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

22ｍ53 19ｍ95 ×

19ｍ72 18ｍ68 18ｍ90

15ｍ59 20ｍ25 ×

13ｍ74 14ｍ16 15ｍ90

9ｍ44

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目 ２回目 ３回目

× 7ｍ08 7ｍ82

ｺﾒﾝﾄ

ｺﾒﾝﾄ試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記録 順位１回目

6ｍ27 6ｍ34 5ｍ90

所属 ２回目 ３回目

6ｍ36 6ｍ45 5ｍ80

6ｍ83 6ｍ67 6ｍ34

6ｍ00 6ｍ20 6ｍ42

22ｍ47

ｺﾒﾝﾄ

× 9ｍ56

24ｍ24 22ｍ50

14ｍ41 16ｍ23 15ｍ84

22ｍ68 21ｍ39 20ｍ60

18ｍ91 18ｍ75 ―

16ｍ07 12ｍ00 14ｍ74

15ｍ07 11ｍ80 11ｍ80

― 26ｍ90 26ｍ65

19ｍ79 19ｍ20 20ｍ17

23ｍ73 22ｍ00 21ｍ65
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