
会　　場 徳山大学総合グランド

※同タイムコメントなしは着差なし（同順位）

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 6年１００ｍ 宮本　佳胤 14”25 小林　　渚 14”47 沼野　勇太 14”56 中尾　瞬也 14”60 窪井　叶亮 14”65 松村　恵人 14”75 三谷　直也 14”77 小淵　大輝 15”20
奇兵隊 光スポ少 周陽体振陸 光スポ少 光スポ少 奇兵隊 周陽体振陸 奇兵隊

男 5年１００ｍ 川本　康太 ● 14”76 三浦　瑚右 15”86 國永　育哉 16”10 末永　悠貴 16”20 原田　瑞生 16”33 中村　颯人 16”56 森重　迅翔 16”59 古川　心大 16”74
奇兵隊 光スポ少 奇兵隊 徳山コネット 徳山コネット 光スポ少 周陽体振陸 奇兵隊

男 4年１００ｍ 石川　颯人 15”78 池端琉希也 16”51 田中　瑛斗 16”76 御手洗　陽大 17”50 加藤　駿介 17”62 渡辺　真紘 17”72 小西　瑛人 17”80 福原　龍生 18”21
周陽体振陸 徳山コネット 奇兵隊 徳山コネット 光スポ少 光スポ少 光スポ少 光スポ少

女 6年１００ｍ 温品　　晴 ● 14”07 藤井　紗夢 ● 14”35 立川　優菜 ● 14”40 岩本　紗季 14”54 小山　ゆい 15”11 田中　彩葉 15”14 楠　　樹乃 15”60 森下　結衣 16”06
光スポ少 富田西陸上 周陽体振 奇兵隊 周陽体振 奇兵隊 光スポ少 周南JAC

女 5年１００ｍ 渡辺　凜 15”38 藤井　咲花 15”57 新庄　茜 15”60 髙橋あやめ 15”67 原野　妃菜 15”82 安江　友里 16”16 瀧口　愛望 16”17 井上　真優 16”17
富田西陸上 周陽体振 戸田陸上 久米陸上 戸田陸上 下松東陽 徳山コネット 下松東陽

女 4年１００ｍ 北川　ひより ● 16”01 森脇　美緒 16”60 井本理央奈 16”90 嘉賀　光俐 17”08 三浦　歌乃 17”38 末原　百恵 17”46 河口　心愛 17”68 岩元　彩葉 17”83
徳山コネット 奇兵隊 光スポ少 光スポ少 光スポ少 光スポ少 奇兵隊 久米陸上

男 6年１０００ｍ 松田　航輝 ● 3'14”55 木村　駿太 ● 3'15”54 佐野　想太 3'20”17 徳光　泰知 3'23”94 村田　蛍太 3'27”19 末永　琉海 3'29”98 松田　侑樹 3'32”27 上領　啓太 3'33”42
戸田陸上 ” 周陽体振陸 ” 奇兵隊 ” 光スポ少 ” 新南陽陸上 ” 光スポ少 ” 新南陽陸上 ” 徳山コネット ”

男 5年１０００ｍ 佐山　青 3'32”63 大亀幸志朗 3'35”75 藤井　爽介 3'38”70 原田　蒼介 3'39”70 三浦　悠斗 3'44”78 御園生　尚誓 3'45”09 角田　悠斗 3'49”61 杉村　友悠 3'52”62
新南陽陸上 ” 新南陽陸上 ” 徳山コネット ” 下松東陽 ” 徳山コネット ” 周南JAC ” 光スポ少 ” 奇兵隊 ”

男 4年１０００ｍ 大池　晃誠 ● 3'37”25 藤川　昂大 3'44”50 石井　海吏 3'45”65 山口　翔馬 3'47”88 生村　優成 3'53”51 梅本　大馳 3'55”19 林　泰我 4'00”36 渕上　尋斗 4'05”17
周陽体振陸 ” 徳山コネット ” 徳山コネット ” 光スポ少 ” 戸田陸上 ” 光スポ少 ” ひらちゅうＲＣ ” 新南陽陸上 ”

女 6年８００ｍ 玉本　莉子 ● 2'36”74 三森　麻琴 ● 2'37”38 岡田　姫花 2'41”71 金光　璃子 2'44”35 清木　美来 2'45”92 土屋  真子 2'47”64 津山　結菜 2'47”98 加納菜奈子 2'49”22
下松東陽 ” 周南JAC ” 徳山コネット ” 周陽体振 ” ひらちゅうＲＣ ” 下松東陽 ” 周南JAC ” 下松東陽 ”

女 5年８００ｍ 安村凜愛星 ● 2'43”66 大池　友莉 2'46”32 淺田乃々果 2'51”29 櫻谷　果依 2'53”87 河本　咲恵 2'56”28 橋本千亜季 2'58”13 藤井野乃花 2'58”23 桑原　杏菜 2'59”31
久米陸上 ” 周陽体振 ” ひらちゅうＲＣ ” ひらちゅうＲＣ ” 奇兵隊 ” 新南陽陸上 ” 光スポ少 ” 久米陸上 ”

女 4年８００ｍ 温品　亜虹 ● 2'50”66 津山　七菜 ● 2'52”67 岩本　愛叶 2'58”09 渡辺　結凪 3'00”04 前田　結月 3'14”03 白井　莉菜 3'17”78 佐野　愛理 3'19”94 小林　詠 3'33”44
光スポ少 ” 周南JAC ” 久米陸上 ” 新南陽陸上 ” 久米陸上 ” 光スポ少 ” 奇兵隊 ” 新南陽陸上 ”

男 ４×１００ｍＲ 光スポ少Ａ ● 55”88 周陽体振陸 58”07 奇兵隊 58”39 光スポ少Ｂ 59”34 奇兵隊Ｂ 1'00”17 徳山コネットＢ 1'01”87 下松東陽 1'02”09 光スポ少Ｃ 1'02”54
中尾　瞬也 三谷　直也 松村　恵人 宇多村　心 佐野　想太 木村　陽太 原田　蒼介 坪根　　悠
窪井　叶亮 木村　駿太 宮本　佳胤 小西　尋人 川本　康太 小林　和翔 高畑　亮介 三浦　瑚右

藤本　華蓮 石川　颯人 田中　瑛斗 末永　琉海 彌益　孝介 原田　瑞生 伊藤　亜蓮 末岡　悠汰

小林　　渚 沼野　勇太 小淵　大輝 徳光　泰知 古川　心大 松野　啓大 清水　柾己 中村　颯人
女 ４×１００ｍＲ 周陽体振 58”33 光スポ少Ａ 59”17 徳山コネットＡ 59”98 奇兵隊 1'00”52 久米陸上 1'01”05 下松東陽Ａ 1'02”01 周南JAC 1'02”39 徳山コネットＢ 1'04”20

藤井　咲花 宝迫　百果 恒富　七海 河口　心愛 中西　実莉 安江　友里 柳瀬　泉希 黒﨑　芽衣

立川　優菜 川口　瞬浬 岡田　姫花 河口　望愛 樫部　茉鈴 玉本　莉子 三森　麻琴 北川　小陽

金光　璃子 楠　　樹乃 瀧口　愛望 田中　彩葉 蔦宗　蓮奈 國嶋　捺未 森下　結衣 池端　愛結

小山　ゆい 温品　　晴 神田　琴音 岩本　紗季 髙橋　あやめ 伊藤　緋月 津山　結菜 北川　ひより

男 走幅跳 高畑　亮介 4ｍ16 平田　心音 4ｍ06 黒﨑　幸太 3ｍ79 小林　和翔 3ｍ40 宇多村　心 3ｍ38 清水　柾己 3ｍ35 小西　尋人 3ｍ33 小田　遥翔 3ｍ24
下松東陽 久米陸上 徳山コネット 徳山コネット 光スポ少 下松東陽 光スポ少 光スポ少

女 走幅跳 樫部　茉鈴 ● 4ｍ45 河口　望愛 3ｍ84 神田　琴音 3ｍ68 沖本　明子 3ｍ57 伊藤　緋月 3ｍ41 國嶋　捺未 3ｍ39 黒﨑　芽衣 2ｍ91 船戸　夕妃 2ｍ77
久米陸上 奇兵隊 徳山コネット 周陽体振 下松東陽 下松東陽 徳山コネット 光スポ少

時刻 天候 湿度【％】 風速 時刻 天候 湿度【％】 風速
9:00 晴れ 56 1.0m/s 13:00 晴れ 54 3.0m/s

10:00 晴れ 53 1.0m/s 14:00 晴れ 55 2.0m/s

11:00 晴れ 52 2.0m/s 15:00 晴れ 51 2.0m/s

12:00 晴れ 53 2.0m/s 16:00

第14回　周南地区陸上競技選手権大会記録一覧表　【小学生の部】
開催日時 2019年6月9日 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

●：大会新、▲：大会ﾀｲ

気温【℃】 風向 気温【℃】 風向
22.0℃ 東北東 25.0℃ 南南西
24.0℃ 南 25.0℃ 南南西
25.0℃ 南南西 25.0℃ 南南西
25.0℃ 南南西



小学男子 100ｍ 3 11：19

山口県記録（YR） 宮本　大輔 徳山ｺﾈｯﾄ 2011

タイム決勝６年　１００m 大会記録（GR) 中村　真生 周陽体振陸 2018

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
ﾅｶｵ　ｼｭﾝﾔ ｷﾑﾗ  ﾋﾅﾀ

1 64 中尾　瞬也 光スポ少 (4) 14”60 # 1 85 木村　陽太 徳山コネット (5) 16”39 85

ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ

2 124 松村　恵人 奇兵隊 (6) 14”75 # 2 591 彌益　孝介 奇兵隊 (4) 15”72 591

ﾆｼﾑﾗ  ﾕｳｷ ﾄﾖｼﾏ ｲﾌﾞｷ

3 180 西村　悠希 徳山コネット # 3 926 豊島　伊吹 富田西陸上 926

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｷﾞｻ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ

4 432 小林　　渚 光スポ少 (2) 14”47 # 4 122 小淵　大輝 奇兵隊 (1) 15”20 122

ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀﾈ ﾓﾄﾑﾗ　ｼｮｳﾀ

5 246 宮本　佳胤 奇兵隊 (1) 14”25 # 5 342 本村　咲太 周南JAC (2) 15”31 342

ﾇﾏﾉ　ﾕｳﾀ ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓﾀｶ

6 758 沼野　勇太 周陽体振 (3) 14”56 # 6 182 清水　智崇 徳山コネット (3) 15”42 182

ｸﾎﾞｲ　ｷｮｳｽｹ ｳﾒﾓﾄ　ｿﾗ

7 606 窪井　叶亮 光スポ少 (5) 14”65 # 7 73 梅本　青空 光スポ少 73

ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ

8 205 三谷　直也 周陽体振 (7) 14”77 # 8

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
ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀﾈ

1 1 246 宮本　佳胤 奇兵隊 1 14”25 246

ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｷﾞｻ

2 437 原田康太郎 光スポ少 (6) 18”00 # 2 432 小林　　渚 光スポ少 1 14”47 432

ﾓﾄﾑﾗ　ｹｲﾀ ﾇﾏﾉ　ﾕｳﾀ

3 88 本村　啓太 周南JAC (2) 16”70 # 3 758 沼野　勇太 周陽体振陸 1 14”56 758

ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ ﾅｶｵ　ｼｭﾝﾔ

4 566 坪根　　悠 光スポ少 (4) 16”96 # 4 64 中尾　瞬也 光スポ少 1 14”60 64

ﾏﾂﾉ　ｹｲﾀ ｸﾎﾞｲ　ｷｮｳｽｹ

5 656 松野　啓大 徳山コネット (1) 16”28 # 5 606 窪井　叶亮 光スポ少 1 14”65 606

ｲﾁｶﾜ　ﾕｳﾄ ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ

6 66 市川　悠翔 光スポ少 (3) 16”95 # 6 124 松村　恵人 奇兵隊 1 14”75 124

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳﾄ ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ

7 434 山口　悠翔 光スポ少 (5) 17”37 # 7 205 三谷　直也 周陽体振陸 1 14”77 205

ｳｴ　ﾘｸﾄ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ

8 67 上　　陸登 光スポ少 (7) 19”64 # 8 122 小淵　大輝 奇兵隊 1 15”20 122

タイム決勝５年　１００m 2 11：19

大会記録（GR) 宮本　佳胤 奇兵隊 2018

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
ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ ｲｼﾐﾂ  ﾋﾛﾕｷ

2 384 古川　心大 奇兵隊 (6) 16”74 # 2 191 石光　浩之 徳山コネット (5) 18”06 191

ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ ｸﾜｼﾞﾏ　ﾖｼｷ

3 188 末永　悠貴 徳山コネット (3) 16”20 # 3 128 桑嶋　慶輝 奇兵隊 128

ｼｲｷﾞ　ﾔﾏﾄ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

4 593 椎木　大翔 奇兵隊 # 4 563 原田　瑞生 徳山コネット (2) 16”33 563

ﾐｳﾗ　ｺｳ ﾊﾝｻﾞﾜ　ﾕｳｷ

5 76 三浦　瑚右 光スポ少 (2) 15”86 # 5 609 繁澤  優希 下松東陽 (3) 17”30 609

ｶﾜﾓﾄ　ｺｳﾀ ｶｲﾀ　ｶﾅﾑ

6 58 川本　康太 奇兵隊 (1) 14”76 大会新 # 6 75 海田　奏夢 光スポ少 (4) 17”46 75

ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾔﾄ ｸﾆﾅｶﾞ　ｲｸﾔ

7 77 中村　颯人 光スポ少 (4) 16”56 # 7 387 國永　育哉 奇兵隊 (1) 16”10 387

ﾓﾘｼｹ　ﾞﾊﾔﾄ ｸﾘﾓﾄ　ﾀｹｼ

8 207 森重　迅翔 周陽体振 (5) 16”59 # 8 439 栗本　　武 光スポ少 (6) 18”59 439

12″00

14″19

14″93

5



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
ｶﾜﾓﾄ　ｺｳﾀ

1 1 58 川本　康太 奇兵隊 14”76 大会新 58

ｶﾜﾑﾗ　ｱｷﾗ ﾐｳﾗ　ｺｳ

2 438 河村　　昴 光スポ少 (6) 19”30 # 2 76 三浦　瑚右 光スポ少 15”86 76

ｲﾄｳ　ﾘｭｳｺﾞ ｸﾆﾅｶﾞ　ｲｸﾔ

3 7001 伊藤　隆悟 奇兵隊 (5) 18”84 # 3 387 國永　育哉 奇兵隊 16”10 387

ﾛｸﾛｳﾏﾝ  ｾﾅ ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ

4 748 六郎万　星成 徳山コネット (1) 17”59 # 4 188 末永　悠貴 徳山コネット 16”20 188

ｳﾁﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

5 574 内田　　陵 光スポ少 (4) 18”39 # 5 563 原田　瑞生 徳山コネット 16”33 563

ｸﾊﾗ　ﾚｲﾔ ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾔﾄ

6 61 久原　零矢 久米陸上 (2) 17”71 # 6 77 中村　颯人 光スポ少 16”56 77

ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾄ ﾓﾘｼｹ　ﾞﾊﾔﾄ

7 637 山本　大翔 光スポ少 (3) 18”07 # 6 207 森重　迅翔 周陽体振陸 16”59 207

ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ

8 8 384 古川　心大 奇兵隊 16”74 384

タイム決勝４年　１００m 1 11：19

大会記録（GR) 椎木　大翔 奇兵隊 2018

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
ｺﾆｼ　ｴｲﾄ ﾌｸﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ

2 587 小西　瑛人 光スポ少 (5) 17”80 # 2 642 福原　龍生 光スポ少 (3) 18”21 642

ｲｹﾊﾀ  ﾙｷﾔ ﾐﾀﾗｲ  ﾖｳﾀ

3 292 池端　琉希也 徳山コネット (2) 16”51 # 3 694 御手洗　陽大 徳山コネット (1) 17”50 694

ｲｼｶﾜ　ﾊﾔﾃ ｷｮｳﾌﾞ　ｶﾅﾒ

4 253 石川　颯人 周陽体振 (1) 15”78 # 4 111 形部　要 下松東陽 (5) 18”98 111

ﾀﾅｶ　ｴｲﾄ ｶﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ

5 388 田中　瑛斗 奇兵隊 (3) 16”76 # 5 639 加藤　駿介 光スポ少 (2) 17”62 639

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞｼ

6 441 渡辺　真紘 光スポ少 (4) 17”72 # 6 293 松本　一志 徳山コネット (4) 18”38 293

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｲｼﾞｭ

7 69 山口　大樹 下松東陽 # 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
ｲｼｶﾜ　ﾊﾔﾃ ｶﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ

1 253 石川　颯人 周陽体振陸 15”78 # 5 639 加藤　駿介 光スポ少 5 17”62
ｲｹﾊﾀ  ﾙｷﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾋﾛ

2 292 池端　琉希也 徳山コネット 16”51 # 6 441 渡辺　真紘 光スポ少 6 17”72
ﾀﾅｶ　ｴｲﾄ ｺﾆｼ　ｴｲﾄ

3 388 田中　瑛斗 奇兵隊 16”76 # 7 587 小西　瑛人 光スポ少 7 17”80
ﾐﾀﾗｲ  ﾖｳﾀ ﾌｸﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ

4 694 御手洗　陽大 徳山コネット 17”50 # 8 642 福原　龍生 光スポ少 8 18”21

15″19

6



小学男子 1000ｍ 6 13：21

山口県記録（YR） 吉田　僚 ゆうｽﾎﾟ陸小 2016

タイム決勝６年　1000m 大会記録（GR) 下村　悠太 奇兵隊 2018

400m　　　　　　　800m

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
ｶﾐﾘｮｳ  ｹｲﾀ ﾑﾗﾀ　ｹｲﾀ

1 181 上領　啓太 徳山コネット (8) 3'33”42 # 7 225 村田　蛍太 新南陽陸上 (5) 3'27”19 225

ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｲｷ ｽｴﾅｶ　ﾞﾘｭｳ

2 224 松田　侑樹 新南陽陸上 (7) 3'32”27 # 8 68 末永　琉海 光スポ少 (6) 3'29”98
ﾑﾗﾀ ﾊﾙ ｲﾜｻｷ　ﾁﾋﾛ

3 145 村田　陽 戸田陸上 (12) 3'48”45 # 9 211 岩﨑　地宏 ひらちゅうＲＣ (9) 3'36”68 211

ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ ﾄｸﾐﾂ　ﾀｲﾁ

4 204 木村　駿太 周陽体振 (2) 3'15”54 大会新 # 10 607 徳光　泰知 光スポ少 (4) 3'23”94 607

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ ｱｵｷ ﾕｳﾏ

5 144 松田　航輝 戸田陸上 (1) 3'14”55 大会新 # 11 146 青木　勇磨 戸田陸上 (10) 3'46”01 146

ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶﾚﾝ ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ

6 72 藤本　華蓮 光スポ少 # 12 567 末岡　悠汰 光スポ少 (11) 3'46”76 567

ｻﾉ　ｿｳﾀ

7 13 123 佐野　想太 奇兵隊 (3) 3'20”17

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
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ ﾑﾗﾀ　ｹｲﾀ

1 144 松田　航輝 戸田陸上 3'14”55 大会新 5 225 村田　蛍太 新南陽陸上 3'27”19
ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ ｽｴﾅｶ　ﾞﾘｭｳ

2 204 木村　駿太 周陽体振陸 3'15”54 大会新 6 68 末永　琉海 光スポ少 3'29”98
ｻﾉ　ｿｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｲｷ

3 123 佐野　想太 奇兵隊 3'20”17 7 224 松田　侑樹 新南陽陸上 3'32”27
ﾄｸﾐﾂ　ﾀｲﾁ ｶﾐﾘｮｳ  ｹｲﾀ

4 607 徳光　泰知 光スポ少 3'23”94 8 181 上領　啓太 徳山コネット 3'33”42

タイム決勝５年　1000m 13：21

大会記録(GR) 松田　航輝 戸田陸上戸田陸上 5 2018

400m　　　　　　　800m

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
ｽｷﾞﾑﾗ　ﾕｳ ｽﾐﾀﾞ　ﾕｳﾄ

1 57 杉村　友悠 奇兵隊 (8) 3'52”62 # 8 79 角田　悠斗 光スポ少 (7) 3'49”61 79

ﾅｶﾊﾏ　ｼﾞｭﾝﾔ ﾊﾗﾀﾞ　ｿｳｽｹ

2 704 中濱　潤哉 新南陽陸上 (12) 4'24”10 # 9 668 原田　蒼介 下松東陽 (4) 3'39”70 668

ﾖｺﾀ　ｶｽﾞﾏ ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ

3 666 横田　和真 下松東陽 (11) 4'22”53 # 10 192 三浦　悠斗 徳山コネット (5) 3'44”78 192

ﾐｿﾉ　ﾅｵﾁｶ ｽﾐﾀﾞ　ﾏｻﾋﾛ

4 343 御園生　尚誓 周南JAC (6) 3'45”09 # 11 705 澄田　将大 新南陽陸上 (10) 4'09”86 705

ｻﾔﾏ　ｾｲ ﾌｼﾞﾔ　ｶﾝﾀ

5 103 佐山　青 新南陽陸上 (1) 3'32”63 # 12 381 藤谷　栞汰 奇兵隊 (9) 4'07”89 381

ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ ｳｼﾐ　ﾕｳﾏ

6 189 藤井　爽介 徳山コネット (3) 3'38”70 # 13 226 牛見　悠真 新南陽陸上 226

ｵｵｶﾒ　ｺｳｼﾛｳ

7 112 大亀　幸志朗 新南陽陸上 (2) 3'35”75

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
ｻﾔﾏ　ｾｲ ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ

1 103 佐山　青 新南陽陸上 3'32”63 5 192 三浦　悠斗 徳山コネット 3'44”78
ｵｵｶﾒ　ｺｳｼﾛｳ ﾐｿﾉ　ﾅｵﾁｶ

2 112 大亀　幸志朗 新南陽陸上 3'35”75 6 343 御園生　尚誓 周南JAC 3'45”09
ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ ｽﾐﾀﾞ　ﾕｳﾄ

3 189 藤井　爽介 徳山コネット 3'38”70 7 79 角田　悠斗 光スポ少 3'49”61
ﾊﾗﾀﾞ　ｿｳｽｹ ｽｷﾞﾑﾗ　ﾕｳ

4 668 原田　蒼介 下松東陽 3'39”70 8 57 杉村　友悠 奇兵隊 3'52”62

3′25″13

2′55″38

3′15″80

7



タイム決勝４年　1000m 13：21

大会記録(GR) 末永　悠貴 徳山ｺﾈｯﾄ徳山ｺﾈｯﾄ 4 2018

400m　　　　　　　800m

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
ｲｷﾑﾗ  ﾕｳｾｲ ﾀﾏﾉ　ｶﾝﾀ

1 533 生村　優成 戸田陸上 (5) 3'53”51 # 8 320 玉野　寛汰 新南陽陸上 (11) 4'13”81 320

ｲｼｲ　ｶｲﾘ ﾊﾔｼ　ﾀｲｶﾞ

2 291 石井　海吏 徳山コネット (3) 3'45”65 # 9 534 林　泰我 ひらちゅうＲＣ (7) 4'00”36 534

ﾏｴﾀﾞ　ｿｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾄｳﾏ

3 257 前田　蒼護 久米陸上 (12) 4'16”77 # 10 440 山口　翔馬 光スポ少 (4) 3'47”88 440

ｵｵｲｹ　ｺｴｾｲ ﾔﾉ　ﾃﾙﾔ

4 699 大池　晃誠 周陽体振 (1) 3'37”25 大会新 # 11 242 矢野　皓也 周陽体振 (9) 4'06”70 242

ﾌﾁｶﾞﾐ　ﾋﾛﾄ ｶﾜﾉ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

5 331 渕上　尋斗 新南陽陸上 (8) 4'05”17 # 12 532 河野　純平 戸田陸上 (10) 4'11”20 532

ﾌｼﾞｶﾜ　ｺｳﾀ ﾖﾈﾓﾄ　ﾘｸﾄ

6 196 藤川　昂大 徳山コネット (2) 3'44”50 # 13 753 米本　陸斗 新南陽陸上 (13) 4'32”69 753

ｳﾒﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ

7 575 梅本　大馳 光スポ少 (6) 3'55”19 #

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
ｵｵｲｹ　ｺｴｾｲ ｲｷﾑﾗ  ﾕｳｾｲ

1 699 大池　晃誠 周陽体振陸 3'37”25 大会新 5 533 生村　優成 戸田陸上 3'53”51
ﾌｼﾞｶﾜ　ｺｳﾀ ｳﾒﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ

2 196 藤川　昂大 徳山コネット 3'44”50 6 575 梅本　大馳 光スポ少 3'55”19
ｲｼｲ　ｶｲﾘ ﾊﾔｼ　ﾀｲｶﾞ

3 291 石井　海吏 徳山コネット 3'45”65 7 534 林　泰我 ひらちゅうＲＣ 4'00”36
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾄｳﾏ ﾌﾁｶﾞﾐ　ﾋﾛﾄ

4 440 山口　翔馬 光スポ少 3'47”88 8 331 渕上　尋斗 新南陽陸上 4'05”17

3′38″30

8



小学女子 100ｍ 9：25

43

山口県記録（YR） 先村　若奈 平成維新奇兵隊 2017 43.5

タイム決勝６年　１００m 大会記録（GR) 中村　清楓 光ｽﾎﾟ少 2018

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
ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ ｲｹﾊﾀ  ｱﾕ

2 147 田中　彩葉 奇兵隊 (6) 15”14 # 2 245 池端　愛結 徳山コネット (6) 16”50 245

ﾀﾁｶﾜ　ﾘﾅ ｲｿｻﾞｷ　ﾋｶﾘ

3 200 立川　優菜 周陽体振 (3) 14”40 大会新 # 3 189 磯﨑　ひかり 周南JAC (5) 16”42 189

ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙ ｸｽﾉｷ　ｼﾞｭﾉ

4 93 温品　　晴 光スポ少 (1) 14”07 大会新 # 4 95 楠　　樹乃 光スポ少 (1) 15”60 95

ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ﾓﾘｼﾀ　ﾕｲ

5 146 岩本　紗季 奇兵隊 (4) 14”54 # 5 192 森下　結衣 周南JAC (2) 16”06 192

ｺﾔﾏ　ﾕｲ ｷﾀｶﾞﾜ  ｺﾊﾙ

6 199 小山　ゆい 周陽体振 (5) 15”11 # 6 182 北川　小陽 徳山コネット (3) 16”38 182

ﾌｼﾞｲ　ｻﾕ ﾎｳｻｺ　ﾓﾓｶ

7 971 藤井　紗夢 富田西陸上 (2) 14”35 大会新 # 7 94 宝迫　百果 光スポ少 (4) 16”42 着差有 94

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
ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙ ｺﾔﾏ　ﾕｲ

1 93 温品　　晴 光スポ少 14”07 大会新 # 5 199 小山　ゆい 周陽体振 15”11
ﾌｼﾞｲ　ｻﾕ ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ

2 971 藤井　紗夢 富田西陸上 14”35 大会新 # 6 147 田中　彩葉 奇兵隊 15”14
ﾀﾁｶﾜ　ﾘﾅ ｸｽﾉｷ　ｼﾞｭﾉ

3 200 立川　優菜 周陽体振 14”40 大会新 # 7 95 楠　　樹乃 光スポ少 15”60
ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ﾓﾘｼﾀ　ﾕｲ

4 146 岩本　紗季 奇兵隊 14”54 # 8 192 森下　結衣 周南JAC 16”06#REF! #REF!

9：25

タイム決勝５年　１００m 大会記録（GR) 岩本　紗季 奇兵隊 2018 42

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
ﾔｽｴ　ﾕﾘ ﾐﾖｼ　ﾘｺ

1 137 安江　友里 下松東陽 (6) 16”16 # 1 150 三吉　莉子 下松東陽 150

ｼﾝｼﾞｮｳ   ｱｶﾈ ｲｿﾍﾞ　ｶﾎ

2 456 新庄　茜 戸田陸上 (3) 15”60 # 2 392 磯邉　香帆 光スポ少 (3) 16”36 392

ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ ｲﾏﾓﾄ　ｻｷ

3 155 髙橋　あやめ 久米陸上 (4) 15”67 # 3 98 今本　沙希 光スポ少 (4) 16”39 98

ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ　ﾛｰｻﾉﾜ

4 201 藤井　咲花 周陽体振 (2) 15”57 # 4 970 ストレットフィールド　ローサ乃和 富田西陸上 (6) 17”04 970

ｵｵﾓﾘ　ﾌｳﾅ ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ　ﾘﾘｱﾝﾘﾉ

5 154 大森　楓菜 久米陸上 # 5 969 ストレットフィールド　リリアン利乃 富田西陸上 (5) 16”89 969

ﾀｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾐ ﾌｼﾞｲ　ﾎﾉ

6 254 瀧口　愛望 徳山コネット (7) 16”17 # 6 383 藤井　穂乃 光スポ少 (2) 16”19 383

ﾊﾗﾉ  ﾋﾅ ｲﾉｳｴ　ﾏﾕ

7 162 原野　妃菜 戸田陸上 (5) 15”82 # 7 136 井上　真優 下松東陽 (1) 16”17 136

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝ ﾀｹﾀﾞ　ﾕｷ

8 967 渡辺　凜 富田西陸上 15”38 # 8 380 武田　優希 光スポ少 (7) 17”49 380

13″02

14″52

14″52

9



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
ｷﾖｶﾜ　ｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘﾝ

1 966 清川　咲希 富田西陸上 # 1 967 渡辺　凜 富田西陸上 15”38 967

ﾔﾏﾓﾄ　ｻｷﾉ ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ

2 375 山本　紗葵乃 奇兵隊 ### 17”79 # 2 201 藤井　咲花 周陽体振 15”57 201

ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ ｼﾝｼﾞｮｳ   ｱｶﾈ

3 36 松本　紗奈 久米陸上 ### 16”90 # 3 456 新庄　茜 戸田陸上 15”60 456

ﾌﾙｶﾜ　ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ

4 600 古川　彩加 光スポ少 ### 17”83 # 4 155 髙橋　あやめ 久米陸上 15”67 155

ｿﾃﾞﾀﾆ　ﾏﾘﾝ ﾊﾗﾉ  ﾋﾅ

5 506 袖澗　真凛 下松東陽 ### 18”12 # 5 162 原野　妃菜 戸田陸上 15”82 162

ﾆｼﾑﾗ　ﾕｶ ﾔｽｴ　ﾕﾘ

6 968 西村　優香 富田西陸上 # 6 137 安江　友里 下松東陽 16”16 137

ﾓﾘ　ﾅｽﾞﾅ ﾀｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾐ

7 651 森　奈月菜 光スポ少 ### 17”48 # 7 254 瀧口　愛望 徳山コネット 16”17 254

ｽﾐﾀﾆ　ﾕｳﾅ ｲﾉｳｴ　ﾏﾕ

8 458 住谷　優奈 ひらちゅうＲＣ 17”60 # 8 136 井上　真優 下松東陽 16”17 136

380

#REF! 9：25
タイム決勝４年　１００m 大会記録（GR) 渡辺　凜 富田西陸上 2018 41

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
ｲﾜﾓﾄ　ｱﾔﾊ ﾄﾞｲ　ｻｷﾎ

2 633 岩元　彩葉 久米陸上 (5) 17”83 # 2 393 土井　咲穂 光スポ少 (6) 20”13
ｲﾓﾄ　ﾘﾅ ﾌｼﾞｲ  ﾅﾅﾐ

3 495 井本理央奈 光スポ少 (2) 16”90 # 3 268 藤井　七海 徳山コネット (4) 18”29 393

ｷﾀｶﾞﾜ   ﾋﾖﾘ ｵｷﾊﾗ　ﾕｲ

4 262 北川　ひより 徳山コネット (1) 16”01 大会新 # 4 494 沖原　由唯 光スポ少 (5) 18”69 268

ﾐｳﾗ　ｶﾉ ﾓﾘﾜｷ　ﾐｵ

5 367 三浦　歌乃 光スポ少 (3) 17”38 # 5 32 森脇　美緒 奇兵隊 (1) 16”60 494

ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｺｱ ｽｴﾊﾗ　ﾓﾓｴ

6 657 河口　心愛 奇兵隊 (4) 17”68 # 6 496 末原　百恵 光スポ少 (3) 17”46 32

ｶｾﾍﾞ　ｺﾊﾙ ｶｶﾞ　ﾋｶﾘ

7 493 加瀬部心春 光スポ少 (6) 18”01 # 7 490 嘉賀　光俐 光スポ少 (2) 17”08 496

8 8 490

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

1 262 北川　ひより ｷﾀｶﾞﾜ   ﾋﾖﾘ 16”01 大会新 5 367 三浦　歌乃 ﾐｳﾗ　ｶﾉ 17”38

2 32 森脇　美緒 ﾓﾘﾜｷ　ﾐｵ 16”60 6 496 末原　百恵 ｽｴﾊﾗ　ﾓﾓｴ 17”46

3 495 井本理央奈 ｲﾓﾄ　ﾘﾅ 16”90 7 657 河口　心愛 ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｺｱ 17”68

4 490 嘉賀　光俐 ｶｶﾞ　ﾋｶﾘ 17”08 8 633 岩元　彩葉 ｲﾜﾓﾄ　ｱﾔﾊ 17”83

16″11
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小学女子 800ｍ 14：06 46

山口県記録（YR） 来島　郁泉 豊浦陸ｽﾎﾟ 2008

タイム決勝６年　８００m 大会記録（GR) 青木　美嘉 新南陽陸上 2018 46

400m　　　　　　　800m

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
ﾊﾗﾀﾞ　ｲﾁﾊ ﾔﾅｾ　ﾐｽﾞｷ

1 350 原田　一葉 周南JAC (11) 2'51”30 # 8 193 柳瀬　泉希 周南JAC (10) 2'50”73 193

ﾂﾀﾑﾈ　ﾚﾅ ｶﾉｳ ﾅﾅｺ

2 554 蔦宗　蓮奈 久米陸上 (14) 3'06”20 # 9 131 加納　菜奈子 下松東陽 (8) 2'49”22 131

ｶﾜｸﾞﾁ　ｼｭﾝﾘ ﾔｽﾑﾗ　ﾐﾕ

3 96 川口　瞬浬 光スポ少 (13) 2'57”34 # 10 216 安村　美佑 新南陽陸上 (9) 2'49”77 216

ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ ﾂﾈﾄﾞﾐ  ﾅﾅﾐ

4 135 玉本　莉子 下松東陽 (1) 2'36”74 大会新 # 11 172 恒富　七海 徳山コネット (12) 2'51”43 172

ｶﾈﾐﾂ　ﾘｺ ﾂﾔﾏ　ﾕｳﾅ

5 198 金光　璃子 周陽体振 (4) 2'44”35 # 12 190 津山　結菜 周南JAC (7) 2'47”98 190

ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ ﾂﾁﾔ　ﾏｺ

6 191 三森　麻琴 周南JAC (2) 2'37”38 大会新 # 13 703 土屋  真子 下松東陽 (6) 2'47”64 703

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾒｶ ｾｲｷ　ﾐｷ

7 176 岡田　姫花 徳山コネット (3) 2'41”71 # 14 204 清木　美来 ひらちゅうＲＣ (5) 2'45”92 204

#REF!

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
ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ ｾｲｷ　ﾐｷ

1 135 玉本　莉子 下松東陽 2'36”74 大会新 5 204 清木　美来 ひらちゅうＲＣ 2'45”92
ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ ﾂﾁﾔ　ﾏｺ

2 191 三森　麻琴 周南JAC 2'37”38 大会新 6 703 土屋  真子 下松東陽 2'47”64
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾒｶ ﾂﾔﾏ　ﾕｳﾅ

3 176 岡田　姫花 徳山コネット 2'41”71 7 190 津山　結菜 周南JAC 2'47”98
ｶﾈﾐﾂ　ﾘｺ ｶﾉｳ ﾅﾅｺ

4 198 金光　璃子 周陽体振 2'44”35 8 131 加納　菜奈子 下松東陽 2'49”22
#REF!

タイム決勝５年　８００m 14：06 45

大会記録（GR) 玉本　莉子 下松東陽ｸ 2018

400m　　　　　　　800m

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　ﾁｱｷ ｻｸﾗﾀﾆ　ｶﾉｴ

1 217 橋本　千亜季 新南陽陸上 (6) 2'58”13 # 8 447 櫻谷　果依 ひらちゅうＲＣ (4) 2'53”87 447

ｶｶﾞﾐ　ﾎﾉ ﾌｼﾞｲ　ﾉﾉﾊ

2 57 各務　帆音 奇兵隊 (13) 3'18”26 # 9 391 藤井野乃花 光スポ少 (7) 2'58”23 391

ﾅｶﾆｼ　ﾐﾉﾘ ｸﾜﾊﾗ　ｱﾝﾅ

3 156 中西　実莉 久米陸上 (9) 3'07”03 # 10 153 桑原　杏菜 久米陸上 (8) 2'59”31 153

ｵｵｲｹ　ﾕﾘ ﾓﾘﾀ　ｻｷ

4 628 大池　友莉 周陽体振 (2) 2'46”32 # 11 99 森田　　咲 光スポ少 (10) 3'07”88 99

ﾔｽﾑﾗ　ﾘｱﾗ ﾊｼﾓﾄ　ﾅﾅﾐ

5 152 安村　凜愛星 久米陸上 (1) 2'43”66 大会新 # 12 658 橋本　七海 下松東陽 (11) 3'11”42 658

ｱｻﾀﾞ　ﾉﾉｶ ｶﾜﾑﾗ　ｻｷ

6 205 淺田　乃々果 ひらちゅうＲＣ (3) 2'51”29 # 13 100 河村　咲季 光スポ少 (12) 3'14”76 100

ｶﾜﾓﾄ　ｻｴ

7 566 河本　咲恵 奇兵隊 (5) 2'56”28 #

#REF!

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
ﾔｽﾑﾗ　ﾘｱﾗ ｶﾜﾓﾄ　ｻｴ

1 152 安村　凜愛星 久米陸上 (1) 2'43”66 大会新 # 5 566 河本　咲恵 奇兵隊 5 2'56”28
ｵｵｲｹ　ﾕﾘ ﾊｼﾓﾄ　ﾁｱｷ

2 628 大池　友莉 周陽体振 (2) 2'46”32 6 217 橋本　千亜季 新南陽陸上 6 2'58”13
ｱｻﾀﾞ　ﾉﾉｶ ﾌｼﾞｲ　ﾉﾉﾊ

3 205 淺田　乃々果 ひらちゅうＲＣ (3) 2'51”29 7 391 藤井野乃花 光スポ少 7 2'58”23
ｻｸﾗﾀﾆ　ｶﾉｴ ｸﾜﾊﾗ　ｱﾝﾅ

4 447 櫻谷　果依 ひらちゅうＲＣ (4) 2'53”87 8 153 桑原　杏菜 久米陸上 8 2'59”31

2′22″40

2′40″84

2′43″79
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タイム決勝４年　８００m 14：06

大会記録（GR) 安村　凜愛星 下松東陽ｸ 2018 44

400m　　　　　　　800m

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
ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾂﾞｷ ｼﾗｲ　ﾘﾅ

1 485 前田　結月 久米陸上 (5) 3'14”03 # 5 492 白井　莉菜 光スポ少 (6) 3'17”78 492

ﾂﾔﾏ　ﾅﾅ ｻﾉ　ｱｲﾘ

2 351 津山　七菜 周南JAC (2) 2'52”67 大会新 # 6 31 佐野　愛理 奇兵隊 (7) 3'19”94 31

ﾇｸｼﾅ　ｱｺ ｺﾊﾞﾔｼ　ｳﾀ

3 487 温品　亜虹 光スポ少 (1) 2'50”66 大会新 # 7 635 小林　詠 新南陽陸上 (8) 3'33”44 635

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲﾅ ｲﾜﾓﾄ　ｱｺ

4 49 渡辺　結凪 新南陽陸上 (4) 3'00”04 # 8 186 岩本　愛叶 久米陸上 (3) 2'58”09 186

#REF!

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
ﾇｸｼﾅ　ｱｺ ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾂﾞｷ

1 487 温品　亜虹 光スポ少 (1) 2'50”66 大会新 5 485 前田　結月 久米陸上 (5) 3'14”03
ﾂﾔﾏ　ﾅﾅ ｼﾗｲ　ﾘﾅ

2 351 津山　七菜 周南JAC (2) 2'52”67 大会新 6 492 白井　莉菜 光スポ少 (6) 3'17”78
ｲﾜﾓﾄ　ｱｺ ｻﾉ　ｱｲﾘ

3 186 岩本　愛叶 久米陸上 (3) 2'58”09 7 31 佐野　愛理 奇兵隊 (7) 3'19”94
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲﾅ ｺﾊﾞﾔｼ　ｳﾀ

4 49 渡辺　結凪 新南陽陸上 (4) 3'00”04 8 635 小林　詠 新南陽陸上 (8) 3'33”44

2′53″28
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小学男子 ４×100ｍR 小学 12:56

山口県記録（YR） 50″63 小西・松田・石田・森野 山口陸ｽﾎﾟ 2016

大会記録　（GR) 57″46 三谷・上川・吉田・中村 周陽体振陸 2018

タイム決勝　１組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 周陽体振 ３ﾚｰﾝ 下松東陽

ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ ｼﾐｽﾞ　ﾏｻｷ
(1) (1) 205 三谷　直也 周陽体振 (4) 108 清水　柾己 下松東陽

ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ ﾀｶﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ
(2) (2) 204 木村　駿太 周陽体振 (2) 651 高畑　亮介 下松東陽

ｲｼｶﾜ　ﾊﾔﾃ ｲﾄｳ　ｱﾚﾝ
(3) (3) 253 石川　颯人 周陽体振 (3) 106 伊藤　亜蓮 下松東陽

ﾇﾏﾉ　ﾕｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ　ｿｳｽｹ
(4) (4) 758 沼野　勇太 周陽体振 (1) 668 原田　蒼介 下松東陽

ｵｵｲｹ　ｺｴｾｲ ﾊﾝｻﾞﾜ　ﾕｳｷ
(5) 699 大池　晃誠 周陽体振 609 繁澤  優希 下松東陽

ﾓﾘｼｹ　ﾞﾊﾔﾄ ﾖｺﾀ　ｶｽﾞﾏ
(6) 207 森重　迅翔 周陽体振 666 横田　和真 下松東陽

４ﾚｰﾝ 光スポ少Ａ Ａ ５ﾚｰﾝ 奇兵隊 ６ﾚｰﾝ 徳山コネット
ﾅｶｵ　ｼｭﾝﾔ ｺﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ

(1) 64 中尾　瞬也 光スポ少 (4) 122 小淵　大輝 奇兵隊 (1) 188 末永　悠貴 徳山コネット
ｸﾎﾞｲ　ｷｮｳｽｹ ﾏﾂﾑﾗ　ｹｲﾄ ﾆｼﾑﾗ  ﾕｳｷ

(2) 606 窪井　叶亮 光スポ少 (1) 124 松村　恵人 奇兵隊 (2) 180 西村　悠希 徳山コネット
ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶﾚﾝ ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀﾈ ｸﾛｻｷ  ｺｳﾀ

(3) 72 藤本　華蓮 光スポ少 (2) 246 宮本　佳胤 奇兵隊 (3) 178 黒﨑　幸太 徳山コネット
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｷﾞｻ ﾀﾅｶ　ｴｲﾄ ｼﾐｽﾞ　ﾄﾓﾀｶ

(4) 432 小林　　渚 光スポ少 (3) 388 田中　瑛斗 奇兵隊 (4) 182 清水　智崇 徳山コネット

７ﾚｰﾝ 光スポ少Ｂ Ｂ ８ﾚｰﾝ 戸田陸上 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ｳﾀﾑﾗ　ｼﾝ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ

(1) 573 宇多村　心 光スポ少 (2) 144 松田　航輝 戸田陸上 1 4 光スポ少Ａ 55”88 大会新

ｺﾆｼ　ﾋﾛﾄ ﾑﾗﾀ ﾊﾙ
(2) 70 小西　尋人 光スポ少 (1) 145 村田　陽 戸田陸上 2 2 周陽体振 58”07

ｽｴﾅｶ　ﾞﾘｭｳ ｱｵｷ ﾕｳﾏ
(3) 68 末永　琉海 光スポ少 (3) 146 青木　勇磨 戸田陸上 3 5 奇兵隊 58”39

ﾄｸﾐﾂ　ﾀｲﾁ ｶﾜﾉ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
(4) 607 徳光　泰知 光スポ少 (4) 532 河野　純平 戸田陸上 4 7 光スポ少Ｂ 59”34

5 3 下松東陽 1'02”09

6 8 戸田陸上 1'04”62

7

13



タイム決勝　２組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光スポ少Ｃ Ｃ ３ﾚｰﾝ 徳山コネットＣ Ｃ

ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ ｶﾐﾘｮｳ  ｹｲﾀ
(1) (1) 566 坪根　　悠 光スポ少 (1) 181 上領　啓太 徳山コネット

ﾐｳﾗ　ｺｳ ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ
(2) (2) 76 三浦　瑚右 光スポ少 (2) 192 三浦　悠斗 徳山コネット

ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ
(3) (3) 567 末岡　悠汰 光スポ少 (3) 189 藤井　爽介 徳山コネット

ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾔﾄ ｲｹﾊﾀ  ﾙｷﾔ
(4) (4) 77 中村　颯人 光スポ少 (4) 292 池端　琉希也 徳山コネット

(5)

(6)

４ﾚｰﾝ 光スポ少Ｄ Ｄ ５ﾚｰﾝ 奇兵隊Ｂ Ｂ ６ﾚｰﾝ 徳山コネットＢ Ｂ
ｲﾁｶﾜ　ﾕｳﾄ ｻﾉ　ｿｳﾀ ｷﾑﾗ  ﾋﾅﾀ

(3) 66 市川　悠翔 光スポ少 (1) 123 佐野　想太 奇兵隊 (1) 85 木村　陽太 徳山コネット
ｸﾎﾞﾀ　ｹﾝﾄ ｶﾜﾓﾄ　ｺｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾄ

(4) 568 久保田健斗 光スポ少 (2) 58 川本　康太 奇兵隊 (2) 184 小林　和翔 徳山コネット
ｳﾒﾓﾄ　ｿﾗ ﾔﾏｽ　ｺｳｽｹ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ

73 梅本　青空 光スポ少 (3) 591 彌益　孝介 奇兵隊 (3) 563 原田　瑞生 徳山コネット
ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ ﾏﾂﾉ　ｹｲﾀ

(2) 437 原田康太郎 光スポ少 (4) 384 古川　心大 奇兵隊 (4) 656 松野　啓大 徳山コネット
ｺﾆｼ　ｴｲﾄ

(1) 587 小西　瑛人 光スポ少

７ﾚｰﾝ 光スポ少Ｅ Ｅ ８ﾚｰﾝ 徳山コネットＤ Ｄ 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳﾄ ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞｼ

(3) 434 山口　悠翔 光スポ少 (1) 293 松本　一志 徳山コネット 1 5 奇兵隊Ｂ 1'00”17
ｵﾀﾞ　ﾕｳﾄ ﾌｼﾞｶﾜ　ｺｳﾀ

(1) 71 小田　遥翔 光スポ少 (2) 196 藤川　昂大 徳山コネット 2 6 徳山コネットＢ 1'01”87
ｽﾐﾀﾞ　ﾕｳﾄ ｲｼｲ　ｶｲﾘ

(2) 79 角田　悠斗 光スポ少 (3) 291 石井　海吏 徳山コネット 3 2 光スポ少Ｃ 1'02”54
ｳﾒﾓﾄ　ﾀﾞｲﾁ ﾐﾀﾗｲ  ﾖｳﾀ

(4) 575 梅本　大馳 光スポ少 (4) 694 御手洗　陽大 徳山コネット 4 7 光スポ少Ｅ 1'05”36

(5) 5 4 光スポ少Ｄ 1'05”50

(6) (6) 6 3 徳山コネットＣ 1'05”97

7 8 徳山コネットＤ 1'07”98

総合順位 チーム 記録 チーム 記録

1 光スポ少Ａ 55”88 大会新 5 奇兵隊Ｂ 1'00”17 8

2 周陽体振 58”07 6 徳山コネットＢ 1'01”87

3 奇兵隊 58”39 7 下松東陽 1'02”09

4 光スポ少Ｂ 59”34 8 光スポ少Ｃ 1'02”54
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小学女子 ４×100ｍR 小学 12：46

山口県記録（YR） 53”86 身寄・阿部・原田・湯本 山口陸ｽﾎﾟ 2013

大会記録　（GR) 578”8 温品・内藤・中村・藤田 光ｽﾎﾟ少A 2018

タイム決勝　１組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光スポ少Ｂ Ｂ ３ﾚｰﾝ 下松東陽Ａ Ａ

ﾀｹﾀﾞ　ﾕｷ ﾔｽｴ　ﾕﾘ
(1) (1) 380 武田　優希 光スポ少 (1) 137 安江　友里 下松東陽

ﾌｼﾞｲ　ﾎﾉ ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ
(2) (2) 383 藤井　穂乃 光スポ少 (2) 135 玉本　莉子 下松東陽

ﾌﾅﾄ　ﾕｳﾋ ｸﾆｼﾏ　ﾅﾂﾐ
(3) (3) 486 船戸　夕妃 光スポ少 (3) 134 國嶋　捺未 下松東陽

ｲﾏﾓﾄ　ｻｷ ｲﾄｳ　ｱｶﾂｷ
(4) (4) 98 今本　沙希 光スポ少 (4) 596 伊藤　緋月 下松東陽

ﾊｼﾓﾄ　ﾅﾅﾐ
(5) 658 橋本　七海 下松東陽

(6)

４ﾚｰﾝ 奇兵隊 ５ﾚｰﾝ 徳山コネットＡ Ａ ６ﾚｰﾝ 光スポ少Ａ Ａ
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾉｱ ﾂﾈﾄﾞﾐ  ﾅﾅﾐ ﾎｳｻｺ　ﾓﾓｶ

(2) 145 河口　望愛 奇兵隊 (1) 172 恒富　七海 徳山コネット (1) 94 宝迫　百果 光スポ少
ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ ｵｶﾀﾞ  ﾋﾒｶ ｶﾜｸﾞﾁ　ｼｭﾝﾘ

(4) 146 岩本　紗季 奇兵隊 (2) 176 岡田　姫花 徳山コネット (2) 96 川口　瞬浬 光スポ少
ﾀﾅｶ　ｱﾔﾊ ﾀｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾐ ｸｽﾉｷ　ｼﾞｭﾉ

(3) 147 田中　彩葉 奇兵隊 (3) 254 瀧口　愛望 徳山コネット (3) 95 楠　　樹乃 光スポ少
ｶﾜｸﾞﾁ　ｺｺｱ ｺｳﾀﾞ  ｺﾄﾈ ﾇｸｼﾅ　ﾊﾙ

(1) 657 河口　心愛 奇兵隊 (4) 173 神田　琴音 徳山コネット (4) 93 温品　　晴 光スポ少

７ﾚｰﾝ 周陽体振 ８ﾚｰﾝ 久米陸上 順位 ﾚｰﾝ チーム 記録
ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ

(1) 201 藤井　咲花 周陽体振 (2) 151 樫部　茉鈴 久米陸上 1 (7) 周陽体振 58”33
ﾀﾁｶﾜ　ﾘﾅ ﾔｽﾑﾗ　ﾘｱﾗ

(2) 200 立川　優菜 周陽体振 152 安村　凜愛星 久米陸上 2 (6) 光スポ少Ａ 59”17
ｶﾈﾐﾂ　ﾘｺ ｵｵﾓﾘ　ﾌｳﾅ

(3) 198 金光　璃子 周陽体振 154 大森　楓菜 久米陸上 3 (5) 徳山コネットＡ 59”98
ｺﾔﾏ　ﾕｲ ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ

199 小山　ゆい 周陽体振 (4) 155 髙橋　あやめ 久米陸上 4 (4) 奇兵隊 1'00”52
ｵｷﾓﾄ　ｱｷｺ ﾂﾀﾑﾈ　ﾚﾅ

197 沖本　明子 周陽体振 (3) 554 蔦宗　蓮奈 久米陸上 5 (8) 久米陸上 1'01”05
ｵｵｲｹ　ﾕﾘ ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ

628 大池　友莉 周陽体振 (1) 36 松本　紗奈 久米陸上 6 (3) 下松東陽Ａ 1'02”01

7 (2) 光スポ少Ｂ 1'04”57
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タイム決勝　２組
１ﾚｰﾝ ２ﾚｰﾝ 光スポ少Ｄ Ｄ ３ﾚｰﾝ 光スポ少Ｃ Ｃ

ﾓﾘﾀ　ｻｷ ｲｿﾍﾞ　ｶﾎ
(1) (4) 99 森田　　咲 光スポ少 (4) 392 磯邉　香帆 光スポ少

ｶﾜﾑﾗ　ｻｷ ﾌｼﾞｲ　ﾉﾉﾊ
(2) (3) 100 河村　咲季 光スポ少 (3) 391 藤井野乃花 光スポ少

ﾓﾘ　ﾅｽﾞﾅ ﾇｸｼﾅ　ｱｺ
(3) (1) 651 森　奈月菜 光スポ少 (1) 487 温品　亜虹 光スポ少

ﾌﾙｶﾜ　ｱﾔｶ ｼﾗｲ　ﾘﾅ
(4) (2) 600 古川　彩加 光スポ少 (2) 492 白井　莉菜 光スポ少

(5)

(6)

４ﾚｰﾝ 下松東陽Ｂ Ｂ ５ﾚｰﾝ 徳山コネットＢ Ｂ ６ﾚｰﾝ 周南JAC
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ ｸﾛｻｷ  ﾒｲ ｲｿｻﾞｷ　ﾋｶﾘ

(1) 131 加納　菜奈子 下松東陽 (1) 184 黒﨑　芽衣 徳山コネット 189 磯﨑　ひかり 周南JAC
ｲﾉｳｴ　ﾏﾕ ｷﾀｶﾞﾜ  ｺﾊﾙ ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ

(2) 136 井上　真優 下松東陽 (2) 182 北川　小陽 徳山コネット (2) 191 三森　麻琴 周南JAC
ｿﾃﾞﾀﾆ　ﾏﾘﾝ ｲｹﾊﾀ  ｱﾕ ﾓﾘｼﾀ　ﾕｲ

(3) 506 袖澗　真凛 下松東陽 (3) 245 池端　愛結 徳山コネット (3) 192 森下　結衣 周南JAC
ﾂﾁﾔ　ﾏｺ ｷﾀｶﾞﾜ   ﾋﾖﾘ ﾔﾅｾ　ﾐｽﾞｷ

(4) 703 土屋  真子 下松東陽 (4) 262 北川　ひより 徳山コネット (1) 193 柳瀬　泉希 周南JAC
ﾐﾖｼ　ﾘｺ ﾂﾔﾏ　ﾕｳﾅ

150 三吉　莉子 下松東陽 (4) 190 津山　結菜 周南JAC
ﾊﾗﾀﾞ　ｲﾁﾊ

(6) (6) 350 原田　一葉 周南JAC

７ﾚｰﾝ 光スポ少Ｅ Ｅ ８ﾚｰﾝ 順位 チーム 記録
ｶｾﾍﾞ　ｺﾊﾙ

(1) 493 加瀬部心春 光スポ少 (1) 1 (6) 周南JAC 1'02”39
ﾐｳﾗ　ｶﾉ

(4) 367 三浦　歌乃 光スポ少 (2) 2 (5) 徳山コネットＢ 1'04”20
ｲﾓﾄ　ﾘﾅ

(2) 495 井本理央奈 光スポ少 (3) 3 (4) 下松東陽Ｂ 1'04”75
ｶｶﾞ　ﾋｶﾘ

(3) 490 嘉賀　光俐 光スポ少 (4) 4 (3) 光スポ少Ｃ 1'06”43

(5) 5 (7) 光スポ少Ｅ 1'08”56

(6) 6 (2) 光スポ少Ｄ 1'09”53

7

総合順位 チーム 記録 チーム 記録
1 周陽体振 58”33 5 久米陸上 1'01”05 8

2 光スポ少Ａ 59”17 6 下松東陽Ａ 1'02”01

3 徳山コネットＡ 59”98 7 周南JAC 1'02”39

4 奇兵隊 1'00”52 8 徳山コネットＢ 1'04”20
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小学男子 走幅跳 8 小学生 11：00

山口県記録（YR） 5m17 蔵永　善輝 防府陸ｽﾎﾟ 2011

大会記録　（GR) 4m47 末次 優也 光ｽﾎﾟ少 2012

試 試技 風速

順 順位 備考
ｼﾐｽﾞ　ﾏｻｷ 2回目

1 108 清水　柾己 下松東陽 3ｍ35 3ｍ35 6
ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾄ 2回目

2 184 小林　和翔 徳山コネット 3ｍ40 3ｍ40 4
ｵﾀﾞ　ﾕｳﾄ 1回目

3 71 小田　遥翔 光スポ少 3ｍ24 3ｍ24 8
ｲﾄｳ　ｱﾚﾝ 1回目

4 106 伊藤　亜蓮 下松東陽 2ｍ97 2ｍ97 10
ｸﾎﾞﾀ　ｹﾝﾄ 3回目

5 568 久保田健斗 光スポ少 3ｍ18 3ｍ18 9
ｸﾛｻｷ  ｺｳﾀ 2回目

6 178 黒﨑　幸太 徳山コネット 3ｍ79 3ｍ79 3
ｺﾆｼ　ﾋﾛﾄ 1回目

7 70 小西　尋人 光スポ少 3ｍ33 3ｍ33 7
ｳﾀﾑﾗ　ｼﾝ 1回目

8 573 宇多村　心 光スポ少 3ｍ38 3ｍ38 5
ﾀｶﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ 2回目

9 651 高畑　亮介 下松東陽 4ｍ16 4ｍ16 1
ﾋﾗﾀ　ｼｵﾝ 2回目

10 131 平田　心音 久米陸上 4ｍ06 4ｍ06 2

小学女子 走幅跳 48 小学生 11：00

山口県記録(YR) 4m87 南野　智美 萩陸ｽﾎﾟ 2008

大会記録（ＧＲ） 4m14 重政　朱里 下松東陽ｸ 2015

試 試技 風速

順 順位 備考
ｸﾛｻｷ  ﾒｲ

1 184 黒﨑　芽衣 徳山コネット 2ｍ91 7
ｲﾄｳ　ｱｶﾂｷ

2 596 伊藤　緋月 下松東陽 3ｍ41 5
ﾌﾅﾄ　ﾕｳﾋ

3 486 船戸　夕妃 光スポ少 2ｍ77 8
ｸﾆｼﾏ　ﾅﾂﾐ

4 134 國嶋　捺未 下松東陽 3ｍ39 6
ｵｷﾓﾄ　ｱｷｺ

5 197 沖本　明子 周陽体振 3ｍ57 4
ｺｳﾀﾞ  ｺﾄﾈ

6 173 神田　琴音 徳山コネット 3ｍ68 3
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾉｱ

7 145 河口　望愛 奇兵隊 3ｍ84 2
ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ

8 151 樫部　茉鈴 久米陸上 4ｍ45 1 大会新

276

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所  属

3m05 3m40

× 3m35

2m97

3m27

記録

3m24 3m01 3m19

3m38

3回目1回目 2回目

2m89 ×

3m33 × 2m90

× × 3m18

3m63 3m79 3m59

3m38 3m22 ×

4m02 4m16 4m14

3m89 4m06 4m03

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所  属

321 298 341

3回目1回目 2回目

270 291

記録

277 277 263

339 338 332

381 384 383

× 355 357

368 350 366

445 432 398
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