
(土) 石原　宏昭

徳山大学総合グランド陸上競技場 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 宮本　泰成 ● 10”99 寄川　晃生 11”07 志賀　洵介 11”30 赤川　武瑠 11”54 橋本　卓都 11”68 神徳　毅 11”70 守田虎太郎 11”76 佐々木瑠風 7位 11”76 7・8位同着

東ソー +1.7 下松工高 +1.7 東ソー +1.7 下松高校 +1.5 南陽工高 -0.1 東ソー +1.7 下松高校 +1.5 下松高校 -0.6

男 ４００ｍ 共通 石丸　竣也 ● 49”96 石原隆之介 52”30 徳久　幸佑 53”34 山田　亮介 53”86 森下　瑛仁 53”90 下間　孝基 54”00 原田　凌 54”52 志賀　洵介 54”89

光高校 光高校 周陽中 0 桜ケ丘高 0 下松高校 0 光高校 0 下松高校 0 東ソー 0

男 ８００ｍ 共通 幾度　世那 ● 1'58”40 大上　喬之 ● 1'58”70 木場　悠太 2'03”24 友森敬一郎 2'05”23 竹尾　翔 2'06”24 今村　柊野 2'07”01 田邑　幸輝 2'07”37 佐藤　拓歩 2'07”80

南陽工高 ” 徳山高専 ” 桜ケ丘高 ” 東ソー 桜ケ丘高 光高校 南陽工高 徳山大学

男 １５００ｍ 共通 宮田　滉平 4'05”47 浅野　良太 4'11”17 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凜音 4'15”08 山本　清伸 4'17”25 大園　誠 4'21”50 惠本　楓也 4'21”74 岸川　大輝 4'23”41 田村　飛翔 4'26”89

徳山高専 ” 周南市陸協 ” 徳山高校 ” 東洋鋼鈑 ひらちゅうｸ 徳山高専 ひらちゅうｸ 徳山高校

男 ５０００ｍ 共通 磯村　俊祐 15'46”76 藤本　正洋 15'48”80 樫部　直人 15'58”49 藤本　和寿 16'14”75 中山　倖希 16'50”96 富田　悠斗 17'12”73 岩本　稜央 17'15”58 中川　敦貴 17'30”36

東ソー ” 光市陸協 日立笠戸 出光興産 南陽工高 南陽工高 南陽工高 下松工高

男 ５０００ｍ ４０才以上 古六　誠 17'21”78 佐伯　祐介 17'59”58 岩崎　隆幸 19'52”09 岩崎　弘幸 21'10”85

日立笠戸 ㈱KCB ひらちゅうｸ ひらちゅうｸ

男 ３０００ｍ ５０才以上

男 ４×１００ｍＲ 共通 下松高校Ａ ● 43”91 光高校Ａ 45”11 徳山大学 45”18 光高校Ｂ 45”80 下松工高Ｂ 46”18 下松高校Ｂ 46”32 新南陽高 46”34 下松工高Ａ 47”42

守田虎太郎 高木　翔 下平　泰之 中村　凌介 寄川　晃生 國信　龍馬 樫部　尚暉 寺岡　健宏

崎永　和哉 今村　柊野 深田　聡 下間　孝基 原田　凌 内山　拓海 小田　悠平

赤川　武瑠 田中　友規 山本　緩太 石原隆之介 岩本　大輝 山根　涼介 黒田　直人 中村　柾志

佐々木瑠風 石丸　竣也 渡部　翔太 村岡　泰成 小林　翔太 森下　瑛仁 森山　拓磨 藤井　涼介

男 走高跳 共通 下川　顕星 ● 2m01 岩本  英憲 ● 1m87 内山　拓海 1m81 黒田　直人 16”3 西村　健佑 16”0

徳山大学 m 徳山高専 m 新南陽高 m 新南陽高 0 周南市陸協 0 0 0 0

男 棒高跳 共通 實近　晟充 4m40 深田　聡 4m40 川口　泰典 4m20 實近　伸輝 36”0 渡部　翔太 33”0 渡邉　竜大 25”0

南陽工高 m 徳山大学 m 東ソー m 南陽工高 0 徳山大学 0 南陽工高 0 0 0

男 走幅跳 共通 佐々木信一郎 6m81 中村　祐晟 6m64 田上　琢海 6m09 池野　郁洋 6m09 塚本　悠生 6m05 福島　優太 5m79 村岡　泰成 5m79 藤井　涼介 0 5m76

下松市陸協 +0.3 東ソー -0.5 徳山大学 -0.2 徳山大学 m 桜ケ丘高 +0.4 下松工高 -0.1 光高校 下松工高 +0.2

男 三段跳 共通 池野　郁洋 ● 13m65 中村　凌介 13m14 田上　琢海 12m63 藤井　涼介 12m24 福島　優太 11m99 水上　拓真 10m23

徳山大学 0 光高校 ＋0.5 徳山大学 +0.3 下松工高 -0.2 下松工高 -0.2 下松工高 -0.2

男 砲丸投 高校 安永　稀一 ● 14m50 小田　悠平 7m83 中村　柾志 7m14 松尾　紀洋 6m43

光高校 m 下松工高 m 下松工高 m 徳山高専 m m m m m

男 砲丸投 一般 佐々木　勇海 9m55 渡部　翔太 9m40

徳山大学 m 徳山大学 m m m m m m m

男 円盤投 高校 田中　友規 ● 43m11 岡　隼之介 34m50

光高校 m 桜ケ丘高 m m m m m m m

男 やり投 共通 西本　海月 52m38 佐々木　勇海 41m92

光高校 m 徳山大学 m m m m m m m

女 １００ｍ 共通 高松　夏帆 13”28 佐伯　美奈 13”47 藤井　菜々 13”47 大地田萌花 13”53 浅野莉緒奈 13”73 徳浪　慶恵 13”98 渡辺くるみ 14”07 吉岡花菜美 7位 14”08

光高校 +1.7 光高校 +0.1 光高校 +0.1 光高校 +0.1 華陵高校 +0.1 周南市陸協 +0.1 華陵高校 +0.4 光高校 +1.7

女 ２００ｍ 共通 光井　花佳 27”17 大地田萌花 27”89 益田　夏鈴 28”01 浅野莉緒奈 28”24 徳浪　慶恵 28”87 赤塚　愛菜 29”09 猿渡春由香 29”34 瀬戸　麻鈴 29”72

光高校 -0.3 光高校 +0.3 光高校 -0.3 華陵高校 +0.3 周南市陸協 +0.3 下松高校 +0.3 新南陽高 +0.3 光高校 +0.3

女 ８００ｍ 共通 土井　咲乃 2'24”10 益田　夏鈴 2'28”57 黒田　怜 2'28”84 冨士岡早紀 2'31”85 西本　愛璃 2'32”23 猿渡春由香 2'37”71 佐伯木乃葉 2'38”82 藤井　愛美 2'41”56

光高校 ” 光高校 光高校 光高校 光高校 新南陽高 光高校 光高校

女 １５００ｍ 共通 黒田　怜 4'58”29 冨士岡早紀 5'01”16 久武　碧衣 5'02”44 西本　愛璃 5'09”55 岡田　朋夏 5'20”06 小林　佳奈 5'21”61 有井　姫菜 5'23”72 原　ゆめか 5'27”17

光高校 ” 光高校 下松高校 光高校 下松高校 光高校 徳山高校 下松高校

女 ３０００ｍ 共通 山下　由乃 11'37”17 波多野結唯 13'32”48

下松高校 ” 新南陽高

女 ４×１００ｍＲ 共通 光高校Ｄ 52”93 光高校Ｃ 54”06 光高校Ａ 54”86 華陵高校Ｂ 55”45 新南陽高 55”94 華陵高校Ａ 55”97 光高校Ｂ 56”62 華陵高校Ｃ 57”29

吉岡花菜美 高松　夏帆 佐伯木乃葉 久保　佳澄 松村　千晶 濱田　弓真 藤井　菜々 金近　華子

佐伯　美奈 益田　夏鈴 小林　佳奈 伊藤　桃香 芳村　彩香 山本　美空 土井　咲乃 中村　仁美

黒田　怜 久村佳那実 冨士岡早紀 黒田亜紗美 岡田　有衣 浅野莉緒奈 河谷　汐音 中村　日南

大地田萌花 大濵　花織 光井　花佳 白井亜香里 猿渡春由香 前川　萌香 藤井　愛美 宮本　はなの

女 走高跳 共通 光井　花佳 1m35

光高校 m m m m m m m m

女 走幅跳 共通 永尾まどか 4m84 白井亜香里 4m40 佐伯　美奈 4m34 渡辺くるみ 4m20 久村佳那実 4m16 山本　美空 4m12 金近　華子 4m10 濱田　弓真 3m78

光市陸協 +0.1 華陵高校 +0 光高校 +0.3 華陵高校 +0.3 光高校 +0.6 華陵高校 -0.1 華陵高校 -0.3 華陵高校 +0

女 砲丸投 共通 末次　杏海 8m24 古村菜々美 7m78

桜ケ丘高 m 桜ケ丘高 m m m m m m m

女 円盤投 共通 古村菜々美 27m19 萩本　莉帆 26m97 河谷　汐音 26m96 末次　杏海 23m81 久保　佳澄 20m95 岡田　有衣 18m83 中村　仁美 14m02 杉山　　彩 11m76

桜ケ丘高 m 浅江中学 m 光高校 m 桜ケ丘高 m 華陵高校 m 新南陽高 m 華陵高校 m 新南陽高 m

女 やり投 共通 芳村　彩香 23m77 藤井　菜々 22m14 黒田亜紗美 21m79 河谷　汐音 20m64 森山　優磨 20m40 大濵　花織 19m98 宮本　はなの 15m91 佐伯木乃葉 15m76

新南陽高 m 光高校 m 華陵高校 m 光高校 m 華陵高校 m 光高校 m 華陵高校 m 光高校 m

時刻 天候 気温【℃】 湿度【％】 風速【m/s】 時刻 天候 気温【℃】 湿度【％】 風速【m/s】
9:00 晴 54 0.3 13:00 晴 44 1.0
10:00 晴 56 0.2 14:00 晴 45 0.6
11:00 晴 56 0.5 15:00 晴 45 2.3
12:00 晴 54 2.4 16:00 晴 47 2.0南西

南西

22.5
24.0
24.5

南南東
南西

25.5

27.5
28.0
28.0南西

南西 27.0

西南西
南西

１位 ２位 ３位 ４位

2018年6月2日

第13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】

記録主任会　　場
開催日時 審 判 長

６位 ７位 ８位

風向 風向

５位

●：大会新、▲：大会ﾀｲ



共通男子 １００ｍ + 10：38 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 2.0m

１組 （ + 1.7m ） 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
ﾖﾘｶﾜｺｳｾｲ ｸﾛｷ　ｼｮｳﾍｲ

2 1520 寄川　晃生 下松工高 (2) 11”07 ## 2 1558 黒木　祥平 南陽工高 (5) 11”91
ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｲｾｲ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾔ

3 4431 宮本　泰成 東ソー (1) 10”99 ## 3 1479 橋本　雅也 光高校 DNS
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

4 1489 崎永　和哉 下松高校 DNS ## 4 1554 河野　拓人 南陽工高 DNS
ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ﾏｻｷ

5 4561 志賀　洵介 東ソー (3) 11”30 ## 5 5635 藤永　征輝 東洋鋼鈑 (4) 11”87
ｺﾏﾂ　ﾘｭｳｼﾞ ｶﾝﾀﾞﾀｸﾏ

6 3726 小松　竜二 日立笠戸 (5) 12”10 ## 6 1549 神田　琢磨 南陽工高 (3) 11”83
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ

7 1473 石丸　竣也 光高校 DNS ## 7 1564 樫部　尚暉 新南陽高 (2) 11”77
ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾄ

8 4416 神徳　毅 東ソー (4) 11”70 ## 8 1559 橋本　卓都 南陽工高 (1) 11”68

３組 （ + 1.5m ） ４組 （ + 0.9m ）

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
ﾑﾗｵｶ　ﾀｲｾｲ ﾔｼﾏ　ﾘｮｳ

2 1485 村岡　泰成 光高校 (5) 12”11 ## 2 2110 八島　遼 光高校 (7) 13”94
ﾂｶﾓﾄ　ﾕｳｷ ｶﾄｳ　ﾋﾛｼ

3 1600 塚本　悠生 桜ケ丘高 (6) 12”18 ## 3 3683 加藤　大志 東洋鋼鈑 (6) 12”98
ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ ﾃﾗｵｶ　ﾀｹﾋﾛ

4 1484 石原隆之介 光高校 (3) 11”89 ## 4 1518 寺岡　健宏 下松工高 (2) 12”29
ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ ｸｻｶﾍﾞ　ﾕｳ

5 1488 赤川　武瑠 下松高校 (1) 11”54 ## 5 1487 草壁　佑 光高校 (3) 12”38
ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ

6 1480 下間　孝基 光高校 (4) 12”02 ## 6 1497 山根　涼介 下松高校 (1) 12”21
ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ ｼﾓｶﾜﾊﾔﾄ

7 1495 守田虎太郎 下松高校 (2) 11”76 ## 7 1561 下川　隼人 南陽工高 (4) 12”46
ｸﾗﾏｼ　ﾀｸﾔ ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ

8 1522 倉増　卓矢 下松工高 DNS ## 8 1521 岩本　大輝 下松工高 (5) 12”85

５組 ﾅﾝﾊﾞｰ （ - 0.6m ） ６組 （ - 0.9m ）

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
ｸﾆﾉﾌﾞ　ﾘｮｳﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ

2 1502 國信　龍馬 下松高校 (2) 12”47 ## 2 2232 渡邉　竜大 南陽工高 (6) 13”97
ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻｼ ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ

3 1512 中村　柾志 下松工高 (4) 12”72 ## 3 1492 大樂拓公海 下松高校 DNS
ｸﾎﾞﾀ　ｼﾝｲﾁ ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳﾔ

4 4896 久保田慎一 光市陸協 (6) 13”12 ## 4 2229 安渡　翔也 南陽工高 (5) 13”81
ｵﾀﾞ　ﾕｳﾍｲ ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ

5 1515 小田　悠平 下松工高 (7) 13”49 ## 5 1503 原田　凌 下松高校 (1) 11”94
ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾊﾙｷ ｶﾜﾑﾗ　ﾘｷ

6 3702 藤村　春輝 日立笠戸 (5) 12”88 ## 6 2230 河村　力騎 南陽工高 (3) 12”83
ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳﾀ ｲｼﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ

7 1523 小林　翔太 下松工高 (3) 12”55 ## 7 2235 石村　竜馬 桜ケ丘高 (4) 13”23
ｻｻｷ　ﾙｶ ﾏﾂｵｶ　ｺｳﾊ

8 1490 佐々木瑠風 下松高校 (1) 11”76 ## 8 1560 松岡　幸波 南陽工高 (2) 12”82



７組 （ + 2.0m ） ８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
ｲﾊﾗ　ﾄｼﾅﾘ

2 2236 井原　寿詞 桜ケ丘高 (3) 12”77 ## 2
ｵｶﾅﾘ　ﾘｸ

3 2228 岡成　　陸 新南陽高 (2) 12”71 ## 3
ﾀﾑﾗ　ｶｽﾞｷ

4 1596 田村　一喜 桜ケ丘高 (4) 13”03 ## 4
ｻｲﾄｳ　ﾋﾛｱｷ

5 4867 斎藤　博明 三井クラブ (5) 13”31 ## 5
ﾅｶﾞｻｷ　ﾀﾞｲﾁ

6 2238 長﨑　大地 桜ケ丘高 DNS ## 6
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ

7 1565 黒田　直人 新南陽高 DNS ## 7
ﾅｶﾞﾀﾆ　ｷﾗﾄ

8 2237 長谷　輝人 桜ケ丘高 (1) 12”70 ## 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
ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｲｾｲ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾄ

1 4431 宮本　泰成 東ソー 10”99 5 1559 橋本　卓都 南陽工高 11”68
ﾖﾘｶﾜｺｳｾｲ ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

2 1520 寄川　晃生 下松工高 11”07 6 4416 神徳　毅 東ソー 11”70
ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ

3 4561 志賀　洵介 東ソー 11”30 7 1495 守田虎太郎 下松高校 11”76
ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ ｻｻｷ　ﾙｶ

4 1488 赤川　武瑠 下松高校 11”54 7 1490 佐々木瑠風 下松高校 11”76

　　 ４００ｍ 13：23 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
ﾄｸﾋｻ　ﾕｷﾋﾛ ｼﾓｶﾜﾊﾔﾄ

1 686 徳久　幸佑 周陽中 (3) 53”34 ## 1 1561 下川　隼人 南陽工高 (3) 56”40
ｸﾗﾏｼ　ﾀｸﾔ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｾｲ

2 1522 倉増　卓矢 下松工高 DNS ## 2 4569 中村　祐晟 東ソー DNS
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾄ

3 1473 石丸　竣也 光高校 (1) 49”96 ## 3 1559 橋本　卓都 南陽工高 DNS
ﾅｶﾔﾏ　ﾀｲﾖｳ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ

4 1404 中山　太陽 岐陽中 (6) 56”37 ## 4 1480 下間　孝基 光高校 (2) 54”00
ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ ｻｻｷ　ﾙｶ

5 4561 志賀　洵介 東ソー (4) 54”89 ## 5 1490 佐々木瑠風 下松高校 DNS
ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳｽｹ

6 1488 赤川　武瑠 下松高校 DNS ## 6 1594 山田　亮介 桜ケ丘高 (1) 53”86
ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾜﾉ　ﾀｸﾄ

7 1484 石原隆之介 光高校 (2) 52”30 ## 7 1554 河野　拓人 南陽工高 DNS
ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ

8 4416 神徳　毅 東ソー (5) 55”70 ## 8 1495 守田虎太郎 下松高校 DNS



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
ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 1492 大樂拓公海 下松高校 DNS ## 1 1220 原田遼太郎 熊毛中学 (7) 2'16”18
ﾃﾗｵｶ　ﾀｹﾋﾛ ﾀﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ

2 1518 寺岡　健宏 下松工高 (4) 56”31 ## 2 1535 田村　飛翔 徳山高校 (3) 55”82
ﾌｸﾅｶﾞﾐﾂｷ ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ

3 702 福永　光希 太華中学 (2) 55”43 ## 3 1499 森下　瑛仁 下松高校 (1) 53”90
ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞｻｷ　ﾀﾞｲﾁ

4 1497 山根　涼介 下松高校 (3) 55”81 ## 4 2238 長﨑　大地 桜ケ丘高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ　ﾑｷｮｳ

5 1523 小林　翔太 下松工高 (6) 58”97 ## 5 1536 原田　武京 徳山高校 (4) 58”13
ｸﾆﾉﾌﾞ　ﾘｮｳﾏ ﾅｶﾞﾀﾆ　ｷﾗﾄ

6 1502 國信　龍馬 下松高校 (7) 59”81 ## 6 2237 長谷　輝人 桜ケ丘高 (5) 1'02”17
ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾓﾘﾔﾏ　ﾀｸﾏ

7 1521 岩本　大輝 下松工高 (5) 58”71 ## 7 2227 森山　拓磨 新南陽高 (2) 55”45
ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ ｲｼﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ

8 1503 原田　凌 下松高校 (1) 54”52 ## 8 2235 石村　竜馬 桜ケ丘高 (6) 1'03”44

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
ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ

1 1473 石丸　竣也 光高校 49”96 ## 5 1499 森下　瑛仁 下松高校 53”90
ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ

2 1484 石原隆之介 光高校 52”30 ## 6 1480 下間　孝基 光高校 54”00
ﾄｸﾋｻ　ﾕｷﾋﾛ ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ

3 686 徳久　幸佑 周陽中 53”34 ## 7 1503 原田　凌 下松高校 54”52
ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳｽｹ ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ

4 1594 山田　亮介 桜ケ丘高 53”86 ## 8 4561 志賀　洵介 東ソー 54”89

共通男子 ８００ｍ 14：38 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”2 幾度　世那 南陽工高 2017

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
ｵｵｳｴ　ﾀｶｼ ﾀﾆﾋﾗ　ｶﾞｸﾄ

1 72027 大上　喬之 徳山高専 (2) 1'58”70 ## 1 1493 谷平　学飛 下松高校 (6) 2'16”56
ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ ｻﾄｳ　ﾀｸﾎ

2 1477 今村　柊野 光高校 (5) 2'07”01 ## 2 1881 佐藤　拓歩 徳山大学 (4) 2'07”80
ﾌｸｼﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂﾉﾌﾞ

3 1478 福字涼太郎 光高校 DNS ## 3 1496 山田　敦信 下松高校 (7) 2'17”10
ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｵｶﾞｻﾜﾗ　ｶｽﾞｷ

4 4437 友森敬一郎 東ソー (4) 2'05”23 ## 4 1893 小笠原　一貴 徳山大学 (5) 2'11”57
ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ ﾀｹｵ　ｶｹﾙ

5 1548 幾度　世那 南陽工高 (1) 1'58”40 ## 5 1592 竹尾　翔 桜ケ丘高 (2) 2'06”24
ｺﾊﾞ　ﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾐ

6 1599 木場　悠太 桜ケ丘高 (3) 2'03”24 ## 6 1498 山本　拓巳 下松高校 (8) 2'19”27
ｽｲｽﾞ　ｼｮｳｺﾞ ﾀﾑﾗ　ｺｳｷ

7 1566 水津　将伍 新南陽高 (7) 2'14”09 ## 7 1551 田邑　幸輝 南陽工高 (3) 2'07”37
ｱﾝﾄﾞ　ﾕｳﾄ ﾀﾅｶ　ｺｳｷ

8 1500 安渡　悠人 下松高校 DNS ## 8 1501 田中　幸樹 下松高校 (9) 2'19”76
ﾐﾔｿﾞﾉ  ﾂﾖｼ ﾔﾌﾞﾅｶ　ﾅｵｷ

8 1875 宮園　剛 徳山大学 (6) 2'10”38 8 1906 藪中　直樹 徳山大学 (1) 2'05”32

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
ｲｸﾄﾞ　ｾﾅ ﾀｹｵ　ｶｹﾙ

1 1548 幾度　世那 南陽工高 1'58”40 ## 5 1592 竹尾　翔 桜ケ丘高 2'06”24
ｵｵｳｴ　ﾀｶｼ ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ

2 72027 大上　喬之 徳山高専 1'58”70 ## 6 1477 今村　柊野 光高校 2'07”01
ｺﾊﾞ　ﾕｳﾀ ﾀﾑﾗ　ｺｳｷ

3 1599 木場　悠太 桜ケ丘高 2'03”24 ## 7 1551 田邑　幸輝 南陽工高 2'07”37
ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｻﾄｳ　ﾀｸﾎ

4 4437 友森敬一郎 東ソー 2'05”23 ## 8 1881 佐藤　拓歩 徳山大学 2'07”80



共通男子 １５００ｍ 共通 12：31 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
ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｺﾞ ﾊﾏﾀﾞ　ﾕｳｷ

1 2231 山本　圭悟 南陽工高 (5) 4'59”02 ## 1 1483 濵田　優希 光高校 DNS
ｲﾊﾗ　ﾄｼﾅﾘ ﾆｼﾑﾗ　ｺｳﾀﾛｳ

2 2236 井原　寿詞 桜ケ丘高 (8) 5'20”83 ## 2 3666 西村幸太郎 東洋鋼鈑 (13) 4'43”49
ｶﾜﾀﾆ　ﾖｼｱｷ ﾀﾆﾋﾗ　ｶﾞｸﾄ

3 1531 河谷　好晃 徳山高校 DNS ## 3 1493 谷平　学飛 下松高校 (8) 4'36”20
ﾅｶﾊﾗ　ﾀｸﾄ ﾊﾗﾀﾞ　ﾑｷｮｳ

4 2234 中原　拓虎 桜ケ丘高 DNS ## 4 1536 原田　武京 徳山高校 (10) 4'38”81
ﾐｴﾉ　ﾘｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ

5 7102 三重　野凌 徳山高校 (2) 4'56”42 ## 5 2205 渡邉　　輝 南陽工高 (5) 4'33”79
ﾔﾏｵｶ　ｼｭｳ ｺｼﾞｮｳ　ﾀﾞｲｺﾞ

6 1539 山岡　嵩 徳山高校 DNS ## 6 2213 古城　大吾 徳山高専 (14) 4'48”03
ｶﾐｴﾉｵ　ﾏｻﾄ ｻﾉ　ﾀｹﾙ

7 3728 上酔尾諒人 日立笠戸 DNS ## 7 2201 佐野　武生 光高校 (9) 4'37”14
ﾜｶﾔﾏ　ﾄﾜ ｶﾜﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ

8 1525 若山　翔我 下松工高 DNS ## 8 3718 河村　隆之 日立笠戸 (11) 4'38”92
ｴｼﾞﾏ　ﾁｮｳｻｸ ｶﾄｳ　ﾘｭｳｾｲ

9 3710 江島　長作 日立笠戸 DNS ## 9 1591 加藤　琉彗 桜ケ丘高 (7) 4'36”01
ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾄｼ ｺｲﾜ　ﾀﾞｲｺﾞ

10 4446 藤本　和寿 出光興産 DNS ## 10 1608 小岩　大悟 徳山高専 DNS
ｶｲﾀﾞ　ﾀｲｾｲ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾐ

11 1510 海田　大晴 下松工高 (6) 5'00”64 ## 11 1498 山本　拓巳 下松高校 (6) 4'34”47
ｳﾒﾀﾞ　ｱｷﾋｺ ﾂﾁｶﾜ　ﾘｭｳﾔ

12 3712 梅田　明彦 日立笠戸 DNS ## 12 1517 土川　龍也 下松工高 (12) 4'42”40
ﾀﾅｶ　ﾊﾙｷ ｸｽﾉｷ　ﾚﾝｼﾞｭ

13 1516 田中　遥伎 下松工高 DNS ## 13 1508 楠　　蓮珠 下松工高 (15) 4'51”96
ﾀﾅｶ　ｺｳｷ ｶﾜﾅｶ　ｹﾝﾀ

14 1501 田中　幸樹 下松高校 (3) 4'58”00 ## 14 3655 川中　健太 東洋鋼鈑 (2) 4'29”91
ﾌｷｶﾞﾐ　ｶﾞｸ ｱﾝﾄﾞ　ﾕｳﾄ

15 2211 渕上　岳 徳山高専 DNS ## 15 1500 安渡　悠人 下松高校 (3) 4'30”63
ﾉﾑﾗ　ﾀﾞｲｽｹ ﾃﾗﾉﾌﾞ　ﾕｳ

16 2233 野村　大祐 光高校 (4) 4'58”16 ## 16 1567 寺延　　優 新南陽高 (4) 4'31”79
ｵｵｿﾞﾉ　ﾏｺﾄ ｷｼｶﾜ　ﾀﾞｲｷ

17 4470 大園　誠 ひらちゅうｸ (1) 4'21”50 ## 17 4471 岸川　大輝 ひらちゅうｸ (1) 4'23”41
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾉﾘ

18 4450 渡邉　貴典 出光興産 (7) 5'04”96 ## 18

３組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾑﾗ　ｺｳｷ
1 1551 田邑　幸輝 南陽工高 (9) 4'31”35 ##

ﾖｼﾅｶﾞ　ﾀﾞｲｷ 総合
2 1482 吉長　大貴 光高校 (10) 4'32”22 ## 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ ﾐﾔﾀ　ｺｳﾍｲ
3 1562 山本　浩貴 南陽工高 (7) 4'28”16 ## 1 72023 宮田　滉平 徳山高専 4'05”47

ｶﾜﾀﾆ　ﾚｵ ｱｻﾉ　ﾘｮｳﾀ
4 1511 河谷　玲央 下松工高 (11) 4'39”42 ## 2 4317 浅野　良太 周南市陸協 4'11”17

ﾓﾘﾅｶﾞ　ｽﾐﾕｷ ﾔｽﾑﾗｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ

5 3709 森永　純行 日立笠戸 (8) 4'29”58 ## 3 1541 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凜音 徳山高校 4'15”08
ｴﾓﾄ　ﾌｳﾔ ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ

6 72022 惠本　楓也 徳山高専 (5) 4'21”74 ## 4 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 4'17”25
ﾌｼﾞｲ　ﾀｲｶﾞ ｵｵｿﾞﾉ　ﾏｺﾄ

7 1519 藤井　太雅 下松工高 DNS ## 5 4470 大園　誠 ひらちゅうｸ 4'21”50
ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖﾉﾌﾞ ｴﾓﾄ　ﾌｳﾔ

8 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 (4) 4'17”25 ## 6 72022 惠本　楓也 徳山高専 4'21”74
ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ ｷｼｶﾜ　ﾀﾞｲｷ

9 1476 原田　裕大 光高校 DNS ## 7 4471 岸川　大輝 ひらちゅうｸ 4'23”41
ｽｲｽﾞ　ｼｮｳｺﾞ ﾀﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ

10 1566 水津　将伍 新南陽高 DNS ## 8 1535 田村　飛翔 徳山高校 4'26”89
ﾀﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ

11 1535 田村　飛翔 徳山高校 (6) 4'26”89 ##
ﾔｽﾑﾗｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ

12 1541 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凜音 徳山高校 (3) 4'15”08 ##
ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ

13 4437 友森敬一郎 東ソー DNS ##
ﾐﾔﾀ　ｺｳﾍｲ

14 72023 宮田　滉平 徳山高専 (1) 4'05”47 ##
ｱｻﾉ　ﾘｮｳﾀ

15 4317 浅野　良太 周南市陸協 (2) 4'11”17 ##



共通男子 ５０００ｍ 共通 9：00 23

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
ﾊｼﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾌﾐ ﾊﾗｲ　ｿｳﾀ

1 4891 橋本　秀文 新日鐵住金 DNS ## 14 1494 原井　颯汰 下松高校 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾉﾘ ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

2 4450 渡邉　貴典 出光興産 DNS ## 15 1553 岩本　稜央 南陽工高 (7) 17'15”58
ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳｼﾞ

3 4360 藤井　亮史 周南市陸協 DNS ## ﾅｶﾔﾏ　ｺｳｷ
ｴｼﾞﾏ　ﾁｮｳｻｸ 16 1557 中山　倖希 南陽工高 (5) 16'50”96

4 3710 江島　長作 日立笠戸 (15) 21'16”47 ## ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ
ﾅｶﾊﾗ　ﾀｸﾄ 17 1556 富田　悠斗 南陽工高 (6) 17'12”73

5 2234 中原　拓虎 桜ケ丘高 DNS ## ﾌｼﾞｲ　ﾀｲｶﾞ
ﾖｼｵｶ　ﾕｳﾋ 18 1519 藤井　太雅 下松工高 DNS

6 2217 吉岡　雄久 下松工高 (11) 18'09”97 ## ﾆｼﾀﾆ　ｻﾄｼ
ﾋﾛﾅｶ　 ﾀﾂﾔ 19 3676 西谷　敏 東洋鋼鈑 DNS

7 2226 廣中　達也 下松工高 (14) 19'34”35 ## ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ
ﾅｶｶﾞﾜ　ｱﾂｷ 20 4900 藤本　正洋 光市陸協 (2) 15'48”80

8 1526 中川　敦貴 下松工高 (8) 17'30”36 ## ﾔｽﾑﾗｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ

ｻﾉ　ﾀｹﾙ 21 1541 安村ｵｰｶﾞｽﾄ凜音 徳山高校 DNS

9 2201 佐野　武生 光高校 DNF ## ｶﾜﾀﾆ　ﾖｼｱｷ
ﾀﾅｶ　ﾊﾙｷ 22 1531 河谷　好晃 徳山高校 DNS

10 1516 田中　遥伎 下松工高 (13) 18'46”83 ## ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾄｼ
ﾂﾎﾞｲ　ﾔｽﾐﾁ 23 4446 藤本　和寿 出光興産 (4) 16'14”75

11 1598 坪井　泰理 桜ケ丘高 (9) 17'30”50 ## ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ
ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂﾉﾌﾞ 24 4436 磯村　俊祐 東ソー (1) 15'46”76

12 1496 山田　敦信 下松高校 (10) 17'33”75 ## ｶｼﾍﾞ　ﾅｵﾄ
ﾌｼﾞｲ　ｼｭﾝｽｹ 25 3729 樫部　直人 日立笠戸 (3) 15'58”49

13 3680 藤井　駿介 東洋鋼鈑 (12) 18'34”25 ##

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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 ﾅｶﾔﾏ　ｺｳｷ

1 4436 磯村　俊祐 東ソー 15'46”76 ## 5 1557 中山　倖希 南陽工高 16'50”96
ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ ﾄﾐﾀ　ﾕｳﾄ

2 4900 藤本　正洋 光市陸協 15'48”80 ## 6 1556 富田　悠斗 南陽工高 17'12”73
ｶｼﾍﾞ　ﾅｵﾄ ｲﾜﾓﾄ　ﾘｮｳ

3 3729 樫部　直人 日立笠戸 15'58”49 ## 7 1553 岩本　稜央 南陽工高 17'15”58
ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾄｼ ﾅｶｶﾞﾜ　ｱﾂｷ

4 4446 藤本　和寿 出光興産 16'14”75 ## 8 1526 中川　敦貴 下松工高 17'30”36

##

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 2012

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 総合
ｻｴｷ　ﾕｳｽｹ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 4339 佐伯　祐介 ㈱KCB (2) 17'59”58 ## ｺﾛｸ　ﾏｺﾄ
ｺﾛｸ　ﾏｺﾄ 1 3703 古六　誠 日立笠戸 17'21”78

2 3703 古六　誠 日立笠戸 (1) 17'21”78 ## ｻｴｷ　ﾕｳｽｹ
ｲﾜｻｷ　ﾀｶﾕｷ 2 4339 佐伯　祐介 ㈱ＫＣＢ 17'59”58

3 4476 岩崎　隆幸 ひらちゅうｸ (3) 19'52”09 ## ｲﾜｻｷ　ﾀｶﾕｷ
ｲﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ 3 4476 岩崎　隆幸 ひらちゅうｸ 19'52”09

4 7101 岩崎　弘幸 ひらちゅうｸ (4) 21'10”85 ## ｲﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ
4 7101 岩崎　弘幸 ひらちゅうｸ 21'10”85

５０才以上男子 ３０００ｍ 15：18 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
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻｶﾂ

1 3700 渡辺　政勝 日立笠戸 DNS ##

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



共通男子 ４×100ｍR 共通 16：23 24

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 徳山大学 ３ﾚｰﾝ 光高校Ｃ Ｃ
ｼﾓﾋﾗ　ﾔｽﾕｷ ｸｻｶﾍﾞ　ﾕｳ

(1) (1) 1873 下平　泰之 徳山大学 (2) 1487 草壁　佑 光高校
ﾌｶﾀ　ｻﾄｼ ｻﾉ　ﾀｹﾙ

(2) (2) 1874 深田　聡 徳山大学 (4) 2201 佐野　武生 光高校
ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳﾀ ﾔｼﾏ　ﾘｮｳ

(3) (3) 1876 山本　緩太 徳山大学 (1) 2110 八島　遼 光高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳﾀ ﾉﾑﾗ　ﾀﾞｲｽｹ

(4) (4) 7103 渡部　翔太 徳山大学 (3) 2233 野村　大祐 光高校
1347 ﾆｼﾓﾄ　ﾐｽﾞｷ

(5) (5) 1481 西本　海月 光高校
ﾖｼﾅｶﾞ　ﾀﾞｲｷ

(6) (6) 1482 吉長　大貴 光高校

４ﾚｰﾝ 下松高校Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 光高校Ａ Ａ ６ﾚｰﾝ 下松工高Ａ Ａ
ｱｶｶﾞﾜ　ﾀｹﾙ ｲｼﾏﾙ　ｼｭﾝﾔ ﾂﾓﾘ　ﾅｵﾄ

(3) 1488 赤川　武瑠 下松高校 (4) 1473 石丸　竣也 光高校 1513 津森　直人 下松工高
ｻｷﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾔ ﾀｶｷ　ｼｮｳ ﾃﾗｵｶ　ﾀｹﾋﾛ

(2) 1489 崎永　和哉 下松高校 (1) 1474 高木　翔 光高校 (1) 1518 寺岡　健宏 下松工高
ｻｻｷ　ﾙｶ ｲﾏﾑﾗ　ｼｭｳﾔ ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻｼ

(4) 1490 佐々木瑠風 下松高校 (2) 1477 今村　柊野 光高校 (3) 1512 中村　柾志 下松工高
ﾓﾘﾀ　ｺﾀﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳｽｹ

(1) 1495 守田虎太郎 下松高校 1476 原田　裕大 光高校 (4) 1509 藤井　涼介 下松工高
ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ ｵﾀﾞ　ﾕｳﾍｲ

(3) 1475 田中　友規 光高校 (2) 1515 小田　悠平 下松工高
ﾔｽﾅｶﾞ　ｷｲﾁ ﾖｼﾅｶﾞ　ﾘｭｳｾｲ

1472 安永　稀一 光高校 1514 吉永　龍生 下松工高

７ﾚｰﾝ 新南陽高 ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ

(2) 1563 内山　拓海 新南陽高 (1) 1 4   下松高校Ａ 43”91
ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ 2 5   光高校Ａ 45”11

(1) 1564 樫部　尚暉 新南陽高 (2) 3 2   徳山大学 45”18
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ 4 7   新南陽高 46”34

(3) 1565 黒田　直人 新南陽高 (3) 5 6   下松工高Ａ 47”42
ﾓﾘﾔﾏ　ﾀｸﾏ 6 3   光高校Ｃ 50”13

(4) 2227 森山　拓磨 新南陽高 (4) DNS
ｵｶﾅﾘ　ﾘｸ DNS

2228 岡成　　陸 新南陽高 (5)

(6)

決勝 ２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ ３ﾚｰﾝ 下松工高Ｂ Ｂ

ﾖﾘｶﾜｺｳｾｲ

(1) (1) (1) 1520 寄川　晃生 下松工高

ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ

(2) (2) (3) 1521 岩本　大輝 下松工高

ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｮｳﾀ

(3) (3) (4) 1523 小林　翔太 下松工高

ｸﾗﾏｼ　ﾀｸﾔ

(4) (4) (2) 1522 倉増　卓矢 下松工高

ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾂ

(5) (5) 1524 橋本　拓人 下松工高

(6) (6)
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４ﾚｰﾝ 日立笠戸 ５ﾚｰﾝ 下松高校Ｂ Ｂ ６ﾚｰﾝ 光高校Ｂ Ｂ

ｺﾏﾂ　ﾘｭｳｼﾞ ﾀﾞｲﾗｸ　ﾀｸﾐ ｲｼﾊﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ

(2) 3726 小松　竜二 日立笠戸 1492 大樂拓公海 下松高校 (3) 1484 石原隆之介 光高校

ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾅﾙｱｷ ﾔﾏﾈ　ﾘｮｳｽｹ ｼﾓﾂﾏ　ｺｳｷ

(3) 3701 藤本　成明 日立笠戸 (3) 1497 山根　涼介 下松高校 (2) 1480 下間　孝基 光高校

ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾊﾙｷ ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ

(1) 3702 藤村　春輝 日立笠戸 (4) 1499 森下　瑛仁 下松高校 (1) 1486 中村　凌介 光高校

ｻﾄｳ　ﾋﾛﾑ ｸﾆﾉﾌﾞ　ﾘｮｳﾏ ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾔ

(4) 3704 佐藤　弘大 日立笠戸 (1) 1502 國信　龍馬 下松高校 1479 橋本　雅也 光高校

ｶﾐｴﾉｵ　ﾏｻﾄ ﾊﾗﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾌｸｼﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ

3728 上酔尾諒人 日立笠戸 (2) 1503 原田　凌 下松高校 1478 福字涼太郎 光高校

ｶｼﾍﾞ　ﾅｵﾄ ﾑﾗｵｶ　ﾀｲｾｲ

3729 樫部　直人 日立笠戸 (4) 1485 村岡　泰成 光高校

７ﾚｰﾝ ８ﾚｰﾝ

順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) (1)

1 6   光高校Ｂ 45”80

(2) (2) 2 3   下松工高Ｂ 46”18

3 5   下松高校Ｂ 46”32

(3) (3) 4 4   日立笠戸 47”49

DNS
(4) (4) DNS

DNS
(5) (5) DNS

(6) (6)

総合

順位 チーム 記録

1 下松高校Ａ 43”91

2 光高校Ａ 45”11

3 徳山大学 45”18

4 光高校Ｂ 45”80

5 下松工高Ｂ 46”18

6 下松高校Ｂ 46”32

7 新南陽高 46”34

8 下松工高Ａ 47”42
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共通男子 走高跳 中学・共通 15 12：30

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 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69 1m72 1m75 1m78 1m81 1m84 1m87 1m90 1m96 2m01 2m05 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾄ

1 1565 黒田　直人 新南陽高 ○ ××○ ××○ ×○ ××× 1m63 4
ﾆｼﾑﾗ　ｹﾝｽｹ

2 4344 西村　健佑 周南市陸協 ×○ ○ ×○ ××× 1m60 5
ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ

3 1563 内山　拓海 新南陽高 ○ ○ ×○ ○ ○ ××× 1m81 3
ﾌｼﾞ　ｲﾕｳﾔ

4 4370 藤井　悠弥 周南市陸協 ××× DNS
ｲﾜﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾉﾘ

5 1603 岩本  英憲 徳山高専 ○ ○ ××○ ××○ ○ ×○ ××× 1m87 2 大会新
ｼﾓｶﾜ　ｹﾝｾｲ

6 1882 下川　顕星 徳山大学 ○ ○ ○ ○ ××○ ××○ ××× 2m01 1 大会新

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) 4ｍ80 林　　要瑠 南陽工高 2017

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 2m40 2m50 2m60 3m00 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 4m00 4m20 4m40 4m50 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ

1 2232 渡邉　竜大 南陽工高 ○ ○ ××× 2ｍ50 6
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ

2 3619 渡辺　佑治 下松市陸協 DNS
ｻﾈﾁｶ　ﾉﾌﾞｷ

3 1555 實近　伸輝 南陽工高 ○ ○ ××○ 3ｍ60 4
ﾊﾔｼ　ﾘｮｳｶﾞ

4 1552 林　凌雅 南陽工高 DNS
ｻﾈﾁｶ　ﾏｻﾐﾁ

5 1550 實近　晟充 南陽工高 ×○ ○ ××× 4ｍ40 1
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾔｽﾉﾘ

6 4434 川口　泰典 東ソー ○ ××× 4ｍ20 3
ﾌｶﾀ　ｻﾄｼ

7 1874 深田　聡 徳山大学 ×○ ×○ ××○ ××× 4ｍ40 2
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳﾀ

8 7103 渡部　翔太 徳山大学 ○ ○ ××○ ××× 3ｍ30 5

共通男子 走幅跳 中学・共通 16 9：00

山口県記録（YR） 8ｍ04 小田　大樹 日本大 2017

大会記録　（GR) 7ｍ01 佐々木信一郎 下松市陸協 2014

風速
ｺﾒﾝﾄ

ｽｴﾂｸﾞ　ｱﾂﾖｼ - 0.4m + 0.1m + 0 +0.1

4473 末次　淳義 ひらちゅうｸ

ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾂ
1524 橋本　拓人 下松工高 DNS

ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾀ - 0.1m + 0.3m + 0m -0.1

2219 福島　優太 下松工高

ﾐｽﾞｶﾐ　ﾀｸﾏ + 0.2m - 0.1m - 1.1 -1.1

2221 水上　拓真 下松工高

ｶﾜﾑﾗ　ﾘｷ + 0m +0

2230 河村　力騎 南陽工高

ﾂﾓﾘ　ﾅｵﾄ - 0.5m + 0m + 0.1m +0.1

1513 津森　直人 下松工高

ｵｶﾅﾘ　ﾘｸ
2228 岡成　　陸 新南陽高 DNS

ﾂｶﾓﾄ　ﾕｳｷ + 0.4m - 0.3m - 1.3m +0.4

1600 塚本　悠生 桜ケ丘高

ﾓﾘﾔﾏ　ﾀｸﾏ 0m + 0.2m - 0.1m -0.1

2227 森山　拓磨 新南陽高

ｶｼﾍﾞ　ﾅｵｷ + 0m + 0.2m - 0.2m -0.2

1564 樫部　尚暉 新南陽高

ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳｽｹ + 0.2m + 0.2 +0.2

1509 藤井　涼介 下松工高

ｱﾘﾏﾂ　ｺﾞﾛｳ - 0.2m + 0.4m + 0.5m +0.5

4306 有松　吾郎 周南市陸協

ｸｻｶﾍﾞ　ﾕｳ - 0.5m -0.5

1487 草壁　佑 光高校
ｸﾎﾞﾀ　ｼﾝｲﾁ - 0.4m + 0.1m + 0.4m +0.1

4896 久保田慎一 光市陸協

ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ

1476 原田　裕大 光高校 DNS

ﾑﾗｵｶ　ﾀｲｾｲ - 0.1m + 0m -0.1

1485 村岡　泰成 光高校

ﾓﾘｼﾀ　ｱｷﾋﾄ

1499 森下　瑛仁 下松高校 DNS

ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｾｲ + 0.3m - 0.5m - 0.4m -0.5

4569 中村　祐晟 東ソー

ﾀｶｷ　ｼｮｳ

1474 高木　翔 光高校 DNS
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾔ

1479 橋本　雅也 光高校 DNS

ｻｻｷ　ｼﾝｲﾁﾛｳ + 0.3m +0.3

3636 佐々木信一郎 下松市陸協

ｲｹﾉ　ﾌﾐﾋﾛ - 0.2m -0.2

1877 池野　郁洋 徳山大学

ﾀｶﾞﾐ　ﾀｸﾐ + 0.5m + 0.4 +0.4

1900 田上　琢海 徳山大学

5m76

4m95

5m05

2回目

3回目

1回目

2回目

1回目

2回目

6

2

順位

12

6

17

15

16

5

1回目

3回目

2回目

3回目

1回目

2回目

4m01

4m50

4m46

6m05

5m37

5m75

1回目

6m81 1

6m646m64 6m38

3

1回目

3回目

6m09

6m09 3

1

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ

5m29

5m80

5m16

2

5m79

氏名 所属 1回目

5m13

6m05

3m69

5m41

3m90

3回目2回目

4m50

3m88

4m45

3m27

5m27

5m77

4m46

4m01

5m60

3回目

5m51

5m54

記録

5m29

5m79

12

4m79

3

20

14

13

4m83

6

11

10

7

9

8

5

4

5m44

5m05

16
5m79

5m46

15

18
6m47

21
6m81

23

22
6m09

17
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6m07 6m09

5m49

4m86

5m76 5m36

5m54

5m51
3回目

4m95

5m49

10

9

8

14

13

11

5m79
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共通男子 三段跳 共通 15:45

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

ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾂ
1524 橋本　拓人 下松工高 DNS

ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾀ ー 0.4m ＋ 0.1m - 0.2m -0.3

2219 福島　優太 下松工高

ﾐｽﾞｶﾐ　ﾀｸﾏ - 0.2m 0m

2221 水上　拓真 下松工高

ｳﾁﾔﾏ　ﾀｸﾐ
1563 内山　拓海 新南陽高 DNS

ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾅﾙｱｷ
3701 藤本　成明 日立笠戸 DNS

ﾄｸﾗ　ｶｲﾄ
271 戸倉　海斗 浅江中学 DNS

ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳｽｹ - 0.3m - 0.2m ＋ 0.1m -0.2

1509 藤井　涼介 下松工高

ﾀｶｷ　ｼｮｳ -0.1

1474 高木　翔 光高校 DNS
ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ - 0.1m - 0.2m ＋ 0.5m ＋0.5

1486 中村　凌介 光高校
ｲｹﾉ　ﾌﾐﾋﾛ 0m 0m ＋ 0.5m 0

1877 池野　郁洋 徳山大学 大会新
ﾀｶﾞﾐ　ﾀｸﾐ + 0.2m - 0.1m + 0.3m +0.3

1900 田上　琢海 徳山大学

高校男子 砲丸投 共通 17 9:00

山口県記録（YR） 15ｍ45 (6kg) 中川　大志 西京高 2014

大会記録　（GR) 14ｍ08 (6kg) 安永　稀一 光高校 2017

ﾏﾂｵ　ﾉﾘﾋﾛ
1 2212 松尾　紀洋 徳山高専

ｵﾀﾞ　ﾕｳﾍｲ
2 1515 小田　悠平 下松工高

ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻｼ
3 1512 中村　柾志 下松工高

ｶﾝﾀﾞﾀｸﾏ
4 1549 神田　琢磨 南陽工高 DNS

ﾔｽﾅｶﾞ　ｷｲﾁ
5 1472 安永　稀一 光高校 大会新

一般男子 砲丸投 中学 17 9：00

山口県記録（YR） 17m94 (7.25kg) 大橋　忠司 チームミズノ 2008

大会記録　（GR) 12m03 (7.25kg) 堀澤  一将 トクヤマ 2011

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｮｳﾀ
1 7103 渡部　翔太 徳山大学

ｻｻｷ　ｲｻﾐ
2 1880 佐々木　勇海 徳山大学

高校男子 円盤投 高校・一般 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

ﾏﾂｵｶ　ｺｳﾊ
1 1560 松岡　幸波 南陽工高 DNS

ｵｶ　ｼｭﾝﾉｽｹ
2 1597 岡　隼之介 桜ケ丘高

ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ
3 1475 田中　友規 光高校 大会新

一般男子 円盤投 31 13：00

山口県記録（YR） 50ｍ39 (2kg) 笠本　英治 TEAM長州 2011

大会記録　（GR) (2kg)

ｸﾏﾉ　ﾕｳｽｹ
1 918 熊野　裕介 日進工業

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

ｸﾛｷ　ｼｮｳﾍｲ
1 1558 黒木　祥平 南陽工高 DNS

ﾆｼﾓﾄ　ﾐｽﾞｷ
2 1481 西本　海月 光高校 大会新

ｻｻｷ　ｲｻﾐ
3 1880 佐々木　勇海 徳山大学

1

2

順位

記録 順位

1回目

1回目

1回目

3回目

記録 順位

順位

4

31ｍ95

3回目

１回目

1

3

2

1回目

2

1

ｺﾒﾝﾄ

52m38 1

2

ｺﾒﾝﾄ

41m92

4

3回目

記録

2回目

2回目

2回目
5

6

順位記録

11m99

10m23

28ｍ30
2回目

ｺﾒﾝﾄ

３回目

ｺﾒﾝﾄ

9m40

9m55

１回目

３回目

３回目

8m82

記録

6m43

7m83

7m14
3回目

1

3
3回目
13m65

12m63

213m14

13m00

３回目

49m30

２回目

41m92 40m92

52m38 49m30

２回目

34m50

1

41m27

31m56

31ｍ95

40m77

記録

34m50

43m11

33m20

43m11

３回目

- 14m50

6m43

7m03

１回目

×

３回目

12m63

7m14

7m83

5m90

13m14

12m01 12m24

3回目

2回目

3回目

10m17

6m84

２回目

風速

11m26

10m23

11m31 11m99

順位

7m69

6m05

11m57

12m24

13m65

2

4

5

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

6

3

1

1回目

10

9

7

13m36

11m89

12m68

8

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目 ２回目

9m46 ×

9m40

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １回目

所属 １回目試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

31ｍ59

2回目

6m85

２回目

9m55

１回目

-14m50

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

11 12m26

ｺﾒﾝﾄ

12m37

34



共通女子 １００ｍ 57 共通 + 10：30
-

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 （ + 0.1m ） ２組 （ + 1.7m ）

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
ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ ﾄﾓｼｹﾞ　ﾏﾐ

2 354 大地田萌花 光高校 (3) 13”53 ## 2 862 友重　舞海 光高校 (5) 14”77
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ｻｺ　ﾘｻ

3 390 浅野莉緒奈 華陵高校 (4) 13”73 ## 3 421 佐古　里紗 桜ケ丘高 (6) 15”43
ｻｴｷ　ﾐﾅ ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

4 351 佐伯　美奈 光高校 (1) 13”47 ## 4 346 高松　夏帆 光高校 (1) 13”28
ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ ｱｶﾂｶ　ｱｲﾅ

5 393 伊藤　桃香 華陵高校 (6) 14”50 ## 5 370 赤塚　愛菜 下松高校 (3) 14”20
ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ ｾﾄ　ﾏﾘﾝ

6 347 藤井　菜々 光高校 (2) 13”47 ## 6 851 瀬戸　麻鈴 光高校 DNS
ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ ｽｷﾞﾔﾏ　ｱﾔ

7 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 (5) 13”98 ## 7 866 杉山　　彩 新南陽高 (4) 14”51
ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ ﾖｼｵｶ　ｶﾅﾐ

8 353 久村佳那実 光高校 DNS ## 8 853 吉岡花菜美 光高校 (2) 14”08

３組 （ + 0.4m ） 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
ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

1 1 346 高松　夏帆 光高校 13”28
ｶﾈﾁｶ　ﾊﾅｺ ｻｴｷ　ﾐﾅ

2 870 金近　華子 華陵高校 (5) 15”19 # 2 351 佐伯　美奈 光高校 13”47
ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ

3 392 久保　佳澄 華陵高校 (2) 14”29 # 3 347 藤井　菜々 光高校 13”47
ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾅ ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ

4 872 中村　日南 華陵高校 (6) 16”99 # 4 354 大地田萌花 光高校 13”53
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅ ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ

5 397 本田　奈々 華陵高校 (3) 14”30 # 5 390 浅野莉緒奈 華陵高校 13”73
ﾐﾔﾓﾄ　ﾊﾅﾉ ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ

6 873 宮本　はなの 華陵高校 (4) 15”08 # 6 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 13”98
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｸﾙﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｸﾙﾐ

7 875 渡辺くるみ 華陵高校 (1) 14”07 # 7 875 渡辺くるみ 華陵高校 14”07
ﾖｼｵｶ　ｶﾅﾐ

8 8 853 吉岡花菜美 光高校 14”08

共通女子 ２００ｍ 共通 14：14

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 （ + 0.3m ） 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
ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ

1 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 (3) 28”87 ## 1
ｱｶﾂｶ　ｱｲﾅ ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾄﾐ

2 370 赤塚　愛菜 下松高校 (4) 29”09 ## 2 871 中村　仁美 華陵高校 (5) 33”92
ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ

3 354 大地田萌花 光高校 (1) 27”89 ## 3 342 光井　花佳 光高校 (1) 27”17
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅ

4 390 浅野莉緒奈 華陵高校 (2) 28”24 ## 4 397 本田　奈々 華陵高校 DNS
ｾﾄ　ﾏﾘﾝ ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ

5 851 瀬戸　麻鈴 光高校 (6) 29”72 ## 5 352 益田　夏鈴 光高校 (2) 28”01
ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ ｻｺ　ﾘｻ

6 382 猿渡春由香 新南陽高 (5) 29”34 ## 6 421 佐古　里紗 桜ケ丘高 (4) 32”30
ﾌｼﾞｲ　ﾏﾅﾐ ﾖｼｵｶ　ｶﾅﾐ

7 861 藤井　愛美 光高校 (7) 31”05 ## 7 853 吉岡花菜美 光高校 DNS
ｽｷﾞｵｶ　ﾐｻｷ ﾓﾘﾓﾄ　ﾘﾝ

8 869 杉岡　美咲 新南陽高 (8) 32”56 ## 8 867 森本　　凜 新南陽高 (3) 31”08



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
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ ﾄｸﾅﾐ　ﾖｼｴ

1 342 光井　花佳 光高校 27”17 ## 5 4324 徳浪　慶恵 周南市陸協 28”87
ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ ｱｶﾂｶ　ｱｲﾅ

2 354 大地田萌花 光高校 27”89 ## 6 370 赤塚　愛菜 下松高校 29”09
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ

3 352 益田　夏鈴 光高校 28”01 ## 7 382 猿渡春由香 新南陽高 29”34
ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ ｾﾄ　ﾏﾘﾝ

4 390 浅野莉緒奈 華陵高校 28”24 ## 8 851 瀬戸　麻鈴 光高校 29”72

共通女子 ８００ｍ 59 共通 15：08

山口県記録(YR)　 2'05”39 谷本　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
ﾄﾞｲ　ｻｷﾉ ｶﾂﾊﾗ　ｼｵﾘ

1 852 土井　咲乃 光高校 (1) 2'24”10 ## 1 381 勝原　汐織 新南陽高 DNS
ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ ﾅｶｻﾞﾜ　ｷｮｳｶ

2 344 黒田　怜 光高校 (3) 2'28”84 ## 2 360 中澤　杏楓 下松高校 (2) 2'43”02
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ﾏﾂｼﾏ　ﾕｷ

3 348 冨士岡早紀 光高校 (4) 2'31”85 ## 3 383 松島　有希 新南陽高 (3) 2'43”94
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ ｼｮｳﾔ　ﾊﾙｶ

4 352 益田　夏鈴 光高校 (2) 2'28”57 ## 4 865 勝谷　元郁 下松高校 (4) 2'47”61
ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ ｽｴﾓﾄ　ﾐﾕｳ

5 349 小林　佳奈 光高校 (8) 2'42”99 ## 5 880 末元　美優 下松高校 DNS
ﾆｼﾓﾄ　ｱｲﾘ ﾋｻﾀｹ　ｱｵｲ

6 854 西本　愛璃 光高校 (5) 2'32”23 ## 6 863 久武　碧衣 下松高校 DNS
ﾊﾗ　ﾕﾒｶ ﾓﾘﾀ　ﾏｺﾄ

7 362 原　ゆめか 下松高校 (9) 2'45”51 ## 7 864 守田　真琴 下松高校 DNS
ｻｴｷ　ｺﾉﾊ ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ

8 350 佐伯木乃葉 光高校 (6) 2'38”82 ## 8 382 猿渡春由香 新南陽高 (1) 2'37”71
ｵｶﾀﾞ　ﾄﾓｶ ﾊﾀﾉ　ﾕｲ

9 369 岡田　朋夏 下松高校 DNS ## 9 868 波多野結唯 新南陽高 DNS
ﾌｼﾞｲ　ﾏﾅﾐ ﾏｴｶﾜ　ﾎﾉｶ

10 861 藤井　愛美 光高校 (7) 2'41”56 ## 10 396 前川　萌香 華陵高校 (6) 3'13”33
ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ ﾓﾘﾔﾏ　ﾕﾏ

11 364 平中奈津美 下松高校 (10) 2'53”59 ## 11 874 森山　優磨 華陵高校 (5) 2'59”21

12 12

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
ﾄﾞｲ　ｻｷﾉ ﾆｼﾓﾄ　ｱｲﾘ

1 852 土井　咲乃 光高校 2'24”10 ## 5 854 西本　愛璃 光高校 2'32”23
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ

2 352 益田　夏鈴 光高校 2'28”57 ## 6 382 猿渡春由香 新南陽高 2'37”71
ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ ｻｴｷ　ｺﾉﾊ

3 344 黒田　怜 光高校 2'28”84 ## 7 350 佐伯木乃葉 光高校 2'38”82
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ﾌｼﾞｲ　ﾏﾅﾐ

4 348 冨士岡早紀 光高校 2'31”85 ## 8 861 藤井　愛美 光高校 2'41”56



共通女子 １５００ｍ 60 共通 11：55

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
ﾓﾘﾀ　ﾏｺﾄ ｱﾘｲ　ﾋﾅ

1 864 守田　真琴 下松高校 11 371 有井　姫菜 徳山高校 (7) 5'23”72
ﾋｻﾀｹ　ｱｵｲ ﾔﾏｼﾀ　ﾖｼﾉ

2 863 久武　碧衣 下松高校 (3) 5'02”44 ## 12 366 山下　由乃 下松高校 DNS
ｽｴﾓﾄ　ﾐﾕｳ ﾊﾗ　ﾕﾒｶ

3 880 末元　美優 下松高校 DNS ## 13 362 原　ゆめか 下松高校 (8) 5'27”17
ｼｮｳﾔ　ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ

4 865 勝谷　元郁 下松高校 (11) 5'38”18 ## 14 349 小林　佳奈 光高校 (6) 5'21”61
ﾋﾗﾅｶ　ﾅﾂﾐ ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ

5 364 平中奈津美 下松高校 (15) 6'00”59 ## 15 345 加川　真衣 光高校 DNS
ﾅｶｻﾞﾜ　ｷｮｳｶ ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ

6 360 中澤　杏楓 下松高校 (10) 5'37”57 ## 16 348 冨士岡早紀 光高校 (2) 5'01”16
ﾏﾂｼﾏ　ﾕｷ ﾆｼﾓﾄ　ｱｲﾘ

7 383 松島　有希 新南陽高 (9) 5'30”40 ## 17 854 西本　愛璃 光高校 (4) 5'09”55
ｶﾐﾘｮｳ　ｱﾔｶ ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ

8 376 上領　彩華 徳山高校 (12) 5'39”97 ## 18 344 黒田　怜 光高校 (1) 4'58”29
ｵｵﾊﾏ　ｶｵﾘ ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾅﾐ

9 356 大濵　花織 光高校 (13) 5'49”70 ## 19 4474 杉本　南 ひらちゅうｸ (14) 5'55”62
ｵｶﾀﾞ　ﾄﾓｶ

10 369 岡田　朋夏 下松高校 (5) 5'20”06 ##

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 ｵｶﾀﾞ　ﾄﾓｶ

1 344 黒田　怜 光高校 4'58”29 ## 5 369 岡田　朋夏 下松高校 5'20”06
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ

2 348 冨士岡早紀 光高校 5'01”16 ## 6 349 小林　佳奈 光高校 5'21”61
ﾋｻﾀｹ　ｱｵｲ ｱﾘｲ　ﾋﾅ

3 863 久武　碧衣 下松高校 5'02”44 ## 7 371 有井　姫菜 徳山高校 5'23”72
ﾆｼﾓﾄ　ｱｲﾘ ﾊﾗ　ﾕﾒｶ

4 854 西本　愛璃 光高校 5'09”55 ## 8 362 原　ゆめか 下松高校 5'27”17

共通女子 ３０００ｍ 61 共通 15：33

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

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
ﾊﾀﾉ　ﾕｲ

1 868 波多野結唯 新南陽高 (2) 13'32”48 ## 6
ﾔﾏｼﾀ　ﾖｼﾉ

2 366 山下　由乃 下松高校 (1) 11'37”17 ## 7
ｱﾘｲ　ﾋﾅ

3 371 有井　姫菜 徳山高校 DNS ## 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
ﾔﾏｼﾀ　ﾖｼﾉ

1 366 山下　由乃 下松高校 11'37”17 ## #NUM!
ﾊﾀﾉ　ﾕｲ

2 868 波多野結唯 新南陽高 13'32”48 ## #NUM!



共通女子 ４×100ｍR 共通 16：13

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Ｂ Ｂ ３ﾚｰﾝ 華陵高校Ａ Ａ
ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ

(1) (1) 347 藤井　菜々 光高校 (2) 389 山本　美空 華陵高校
ｶｶﾞﾜ　ﾏｲ ｱｻﾉ　ﾘｵﾅ

(2) 345 加川　真衣 光高校 (3) 390 浅野莉緒奈 華陵高校
ｶﾜﾀﾆ　ｼｵﾈ ﾊﾏﾀﾞ　ﾕﾏ

(3) (3) 355 河谷　汐音 光高校 (1) 391 濱田　弓真 華陵高校
ﾄﾞｲ　ｻｷﾉ ﾏｴｶﾜ　ﾎﾉｶ

(4) (2) 852 土井　咲乃 光高校 (4) 396 前川　萌香 華陵高校
ﾌｼﾞｲ　ﾏﾅﾐ

(5) (4) 861 藤井　愛美 光高校 (5)

(6) (6)

４ﾚｰﾝ 光高校Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 徳山高専 ６ﾚｰﾝ 光高校Ｄ Ｄ
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ ﾆｯﾀ　ﾒｲ ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲ

(4) 342 光井　花佳 光高校 425 新田　芽生 徳山高専 (3) 344 黒田　怜 光高校
ﾌｼﾞｵｶ　ｻｷ ｵｻﾞｷ　ﾐﾕ ｻｴｷ　ﾐﾅ

(3) 348 冨士岡早紀 光高校 (1) 427 尾﨑　未悠 徳山高専 (2) 351 佐伯　美奈 光高校
ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾅ ﾓﾘｼｹﾞ　ﾕｳｳｶ ｵｵﾁﾀﾞ　ﾓｴｶ

(2) 349 小林　佳奈 光高校 (3) 876 盛重　侑伽 徳山高専 (4) 354 大地田萌花 光高校
ｻｴｷ　ｺﾉﾊ ﾄｷﾀｶ　ﾉｿﾞﾐ ﾖｼｵｶ　ｶﾅﾐ

(1) 350 佐伯木乃葉 光高校 879 時髙　希実 徳山高専 (1) 853 吉岡花菜美 光高校
ｾﾄ　ﾏﾘﾝ - ﾆｼﾓﾄ　ｱｲﾘ

851 瀬戸　麻鈴 光高校 (4) 71308 藤山あゆみ 徳山高専 854 西本　愛璃 光高校
- 

(2) 877 市村七望 徳山高専

７ﾚｰﾝ ８ﾚｰﾝ C C 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) (1) 1 6   光高校Ｄ 52”93

(2) (2) 2 4   光高校Ａ 54”86

(3) (3) 3 3   華陵高校Ａ 55”97

(4) (4) 4 2   光高校Ｂ 56”62

(5) (5)

(6) (6)
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ﾀｲﾑ決勝　２組

１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ ３ﾚｰﾝ 光高校Ｃ Ｃ
ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ

(1) (1) (1) 346 高松　夏帆 光高校
ﾏｽﾀﾞ　ｶﾘﾝ

(2) (2) (2) 352 益田　夏鈴 光高校
ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ

(3) (3) (3) 353 久村佳那実 光高校
ｵｵﾊﾏ　ｶｵﾘ

(4) (4) (4) 356 大濵　花織 光高校
ﾄﾓｼｹﾞ　ﾏﾐ

(5) (5) (5) 862 友重　舞海 光高校

(6) (6) (6)

４ﾚｰﾝ 華陵高校Ｂ Ｂ ５ﾚｰﾝ 新南陽高 ６ﾚｰﾝ 華陵高校Ｃ Ｃ
ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｱｷ ｶﾈﾁｶ　ﾊﾅｺ

(1) 392 久保　佳澄 華陵高校 (1) 384 松村　千晶 新南陽高 (1) 870 金近　華子 華陵高校
ｲﾄｳ　ﾓﾓｶ ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾄﾐ

(2) 393 伊藤　桃香 華陵高校 (2) 385 芳村　彩香 新南陽高 (2) 871 中村　仁美 華陵高校
ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾅ

(3) 394 黒田亜紗美 華陵高校 (3) 380 岡田　有衣 新南陽高 (3) 872 中村　日南 華陵高校
ｼﾗｲ　ｱｶﾘ ｻﾙﾜﾀﾘ　ﾊﾕｶ ﾐﾔﾓﾄ　ﾊﾅﾉ

(4) 395 白井亜香里 華陵高校 (4) 382 猿渡春由香 新南陽高 (4) 873 宮本　はなの 華陵高校
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅ ｽｷﾞﾔﾏ　ｱﾔ ﾓﾘﾔﾏ　ﾕﾏ

(5) 397 本田　奈々 華陵高校 (5) 866 杉山　　彩 新南陽高 (5) 874 森山　優磨 華陵高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｸﾙﾐ

(6) (6) (6) 875 渡辺くるみ 華陵高校

７ﾚｰﾝ ８ﾚｰﾝ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録

(1) (1) 1 3   光高校Ｃ 54”06

(2) (2) 2 4   華陵高校Ｂ 55”45

(3) (3) 3 5   新南陽高 55”94

(4) (4) 4 6   華陵高校Ｃ 57”29

(5) (5)

(6) (6)

総合

順位 チーム 記録

1 光高校Ｄ 52”93

2 光高校Ｃ 54”06

3 光高校Ａ 54”86

4 華陵高校Ｂ 55”45

5 新南陽高 55”94

6 華陵高校Ａ 55”97

7 光高校Ｂ 56”62

8 華陵高校Ｃ 57”29
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共通女子 走高跳 共通 12：30

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 1ｍ45 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ

1 394 黒田亜紗美 華陵高校 DNS
ﾐﾂｲ　ﾊﾅｶ

2 342 光井　花佳 光高校 ○ ○ ○ ×○ ××× 1m35 1

共通女子 棒高跳 （オープン） 34 10：00

山口県記録（YR） 3ｍ50 久野　陽子 中京大 2002
3ｍ50 石川　貴子 福岡大 2002

大会記録　（GR) -          -          

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 記録 順位
ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾑ

1 860 安達　歩夢 南陽工高 ○ ○ ××○ ○ ××× 2ｍ10 1

共通女子 走幅跳 共通 14：00

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

2.0
風速
ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ - 0.2m - 0.5m -0.2
1 380 岡田　有衣 新南陽高 3ｍ55 3ｍ20 3ｍ55 11

ｶﾈﾁｶ　ﾊﾅｺ - 0.3m - 0.1m - 0.1m -0.3
2 870 金近　華子 華陵高校 4ｍ10 3ｍ97 3ｍ79 4ｍ10 7

ｼﾗｲ　ｱｶﾘ + 0m + 0.3m + 0m +0
3 395 白井亜香里 華陵高校 4ｍ40 4ｍ08 4ｍ40 4ｍ40 2

ﾊﾏﾀﾞ　ﾕﾏ + 0m + 0.1m + 0.2m +0
4 391 濱田　弓真 華陵高校 3ｍ78 3ｍ38 3ｍ59 3ｍ78 8

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｸﾙﾐ + 0.1m - 1.1m + 0.3m +0.3
5 875 渡辺くるみ 華陵高校 4m13 3m94 4m20 4m20 4

ﾄﾓｼｹﾞ　ﾏﾐ - 0.2m + 0.3m -0.2
6 862 友重　舞海 光高校 3m60 3m52 3m60 9

ﾀｶﾏﾂ　ｶﾎ
7 346 高松　夏帆 光高校 DNS

ﾄﾞｲ　ｻｷﾉ + 0.1m - 0.2m -0.2
8 852 土井　咲乃 光高校 3m57 3m59 3m59 10

ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｿﾗ - 0.1m + 0.4m 0m -0.1
9 389 山本　美空 華陵高校 4m12 3m87 3m97 4m12 6

ｸﾑﾗ　ｶﾅﾐ + 0.6m +0.6
10 353 久村佳那実 光高校 4m16 4m16 5

ｻｴｷ　ﾐﾅ 0m - 0.4m + 0.3m +0.3
11 351 佐伯　美奈 光高校 4m17 4m27 4m34 4m34 3

ﾅｶﾞｵ　ﾏﾄﾞｶ + 0.2m + 0.1m + 0.1m +0.1
12 4972 永尾まどか 光市陸協 4m70 4m77 4m84 4m84 1

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

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

ﾊﾏﾀﾞ　ﾕﾏ
1 391 濱田　弓真 華陵高校 DNS

ｽｴﾂｸﾞ　ｱﾐ
2 422 末次　杏海 桜ケ丘高 7ｍ83 7ｍ78 8ｍ24 8ｍ24 1

ｺﾑﾗ　ﾅﾅﾐ
3 419 古村菜々美 桜ケ丘高 7ｍ78 × × 7ｍ78 2

氏名ﾅﾝﾊﾞｰ試順 順位記録3回目2回目1回目所属
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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

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
ｽｷﾞｵｶ　ﾐｻｷ

1 869 杉岡　美咲 新南陽高 9ｍ37 9ｍ55 9ｍ95 9ｍ95 9
ｽｷﾞﾔﾏ　ｱﾔ

2 866 杉山　　彩 新南陽高 9ｍ80 11ｍ76 11ｍ76 8
ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾄﾐ

3 871 中村　仁美 華陵高校 14ｍ02 11ｍ40 14ｍ02 7
ｸﾎﾞ　ｶｽﾐ

4 392 久保　佳澄 華陵高校 20ｍ95 20ｍ60 20ｍ95 5
ｵｶﾀﾞ　ﾕｲ

5 380 岡田　有衣 新南陽高 18ｍ83 12ｍ90 18ｍ44 18ｍ83 6
ｽｴﾂｸﾞ　ｱﾐ

6 422 末次　杏海 桜ケ丘高 19ｍ70 23ｍ81 23ｍ81 4
ｺﾑﾗ　ﾅﾅﾐ

7 419 古村菜々美 桜ケ丘高 27ｍ19 26ｍ19 22ｍ10 27ｍ19 1
ｶﾜﾀﾆ　ｼｵﾈ

8 355 河谷　汐音 光高校 26ｍ96 26ｍ96 3
ﾊｷﾞﾓﾄ　ﾘﾎ

9 13 萩本　莉帆 浅江中学 23ｍ11 26ｍ27 26ｍ97 26ｍ97 2

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

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

ﾓﾘﾓﾄ　ﾘﾝ
1 867 森本　　凜 新南陽高 12ｍ54 12ｍ54 10

ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾅ
2 872 中村　日南 華陵高校 13ｍ41 14ｍ26 12ｍ26 14ｍ26 9

ﾐﾔﾓﾄ　ﾊﾅﾉ
3 873 宮本　はなの 華陵高校 15ｍ91 15ｍ71 11ｍ10 15ｍ91 7

ｵｵﾊﾏ　ｶｵﾘ
4 356 大濵　花織 光高校 19ｍ98 19ｍ48 18ｍ88 19ｍ98 6

ｻｴｷ　ｺﾉﾊ
5 350 佐伯木乃葉 光高校 12ｍ22 13ｍ87 15ｍ76 15ｍ76 8

ﾌｼﾞｲ　ﾅﾅ
6 347 藤井　菜々 光高校 20ｍ87 21ｍ10 22ｍ14 22ｍ14 2

ｶﾜﾀﾆ　ｼｵﾈ
7 355 河谷　汐音 光高校 18ｍ83 20ｍ64 20ｍ64 4

ﾖｼﾑﾗ　ｱﾔｶ
8 385 芳村　彩香 新南陽高 23ｍ72 22ｍ72 23ｍ77 23ｍ77 1

ｸﾛﾀﾞ　ｱｻﾐ
9 394 黒田亜紗美 華陵高校 21ｍ79 19ｍ79 21ｍ79 3

ﾓﾘﾔﾏ　ﾕﾏ
10 874 森山　優磨 華陵高校 20ｍ40 20ｍ40 5
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