
1年男子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      10.56     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月5日 10:35 予　選
大会記録(GR)            11.75     塩山健一(山口・右田)                  2010 10月6日 11:00 決　勝

予　選　6組上位8名

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 山口

1 5 269 中村　友紀(1) 萩西中 12.06 q 1 8 1174 山本　晶大(1) 向洋中 12.39 q
ｲﾏｵ ｼｭﾝｽｹ 山口 ｶﾗｽﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口

2 3 912 今尾　駿介(1) 大島中 13.02 2 6 312 烏田凛太朗(1) 萩東中 12.84 q
ﾓﾘﾀ ﾊﾙ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙ 山口

3 9 747 森田　陽琉(1) 野田学園中 13.21 3 3 1194 中村　珀琉(1) 川下中 12.88
ﾓﾁﾅｶﾞ ｼﾞｴｲ 山口 ｱｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 山口

4 8 319 持永　慈瑛(1) 彦島中 13.28 4 2 99 浅田　夏輝(1) 光井中 13.31
ﾋﾗｲ ｼﾝﾔ 山口 ﾐﾈ ｼｭﾝｽｹ 山口

5 4 170 平井　慎也(1) 安下庄中 13.57 5 5 932 峰　駿介(1) 佐波中 13.47
ｶﾜﾆｼ ﾅｵｷ 山口 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾏ 山口

6 2 1132 河西　直輝(1) 勝山中 13.78 6 7 349 柏木　悠真(1) 田布施中 14.02
ｵｶｻﾞｷ ｱﾔﾄ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 山口

7 1 614 岡崎　彩人(1) 太華中 13.96 7 9 1205 小林　隆正(1) 大嶺中 15.23
ﾄﾞｲ ﾕｳﾄ 山口 ﾔﾅｾ ｼﾝ 山口

8 6 119 土井　佑隼(1) 越ヶ浜中 16.68 4 1025 柳瀬　伸(1) 玄洋中 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 山口

7 156 中村　遥斗(1) 福栄中 DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｴﾋﾛ ｶｽﾞﾔ 山口 ｵｵﾂﾎﾞ ｿｳﾀ 山口

1 5 216 末廣　和也(1) 島田中 12.43 q 1 4 842 大坪　颯大(1) 川中中 12.44 q
ｸｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 山口 ﾅｶﾐﾁ ﾖｳｽｹ 山口

2 2 235 釘本　憐(1) 周陽中 13.08 2 9 459 中道　洋佑(1) 福川中 12.83 q
ｻｸﾏ ｾｲｼﾞ 山口 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 山口

3 9 1188 佐久間靖児(1) 神原中 13.12 3 7 165 伊東　優真(1) 鴻南中 12.85
ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾄ 山口 ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾀｶ 山口

4 4 53 池田飛南斗(1) 阿武中 13.20 4 3 665 古谷　悠貴(1) 高千帆中 13.04
ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 山口 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｱｷ 山口

5 7 2 森本　龍弥(1) 東部中 13.32 5 8 133 山根　弘昭(1) 旭中 13.16
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 山口 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 山口

6 6 45 馬場　倖範(1) 由宇中 13.59 6 5 656 青木　悠翔(1) 岐陽中 13.26
ｼﾏﾂﾞ ｺｳﾏ 山口 ｼｵｶﾜ ﾀｸﾐ 山口

7 8 688 嶋津　洪摩(1) 上宇部中 13.95 7 2 1031 塩川　匠海(1) 木屋川中 13.57
ｽｲﾂﾞ ﾘｭｳﾏ 山口 ｻｴｷ ﾊﾙﾄ 山口

8 3 150 水津　瑠馬(1) 大井小中 14.17 6 695 佐伯　晴人(1) 華陽中 DNS

5組 (風:-0.6) 6組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 山口 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山口

1 6 809 鬼木　楓奏(1) 小郡中 12.72 q 1 4 576 田中　陽登(1) 平生中 12.29 q
ﾌｼﾞﾔ ｶﾞｸ 山口 ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 山口

2 2 907 藤屋　牙久(1) 下関菊川中 13.00 2 8 601 眞﨑　陽希(1) 桑山中 13.13
ﾐﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 山口

3 4 466 三原　秀平(1) 国府中 13.21 3 2 9 中村　真生(1) 高川学園中 13.28
ｵｵｷﾞﾘ ｺｳｷ 山口 ﾌｸｼﾏ ｱﾙﾁ 山口

4 5 654 大桐　弘貴(1) 長府中 13.59 4 3 1243 福島　有智(1) 富田中 13.57
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山口 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 山口

5 7 967 野村　瞭太(1) 小野田中 13.65 5 7 293 西嶋悠太朗(1) 大内中 13.80
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 山口 ﾔﾏﾆｼ ﾄﾗ 山口

6 8 368 細川　隼翔(1) 東岐波中 13.70 6 6 1281 山西　彪(1) 竜王中 14.13
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山口 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 山口

7 9 794 伊藤　大悟(1) 山の田中 13.77 5 407 安達　柊治(1) 西岐波中 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾏｻ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 山口

3 1224 長谷川義将(1) 下関中等教育 DNS 9 373 西村　龍介(1) 浅江中 DNS

凡例  DNS:欠場



1年男子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      10.56     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月5日 10:35 予　選
大会記録(GR)            11.75     塩山健一(山口・右田)                  2010 10月6日 11:00 決　勝

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口

1 6 269 中村　友紀(1) 萩西中 12.11
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山口

2 4 576 田中　陽登(1) 平生中 12.35
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 山口

3 7 1174 山本　晶大(1) 向洋中 12.56
ｽｴﾋﾛ ｶｽﾞﾔ 山口

4 5 216 末廣　和也(1) 島田中 12.59
ｵｵﾂﾎﾞ ｿｳﾀ 山口

5 9 842 大坪　颯大(1) 川中中 12.64
ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 山口

6 8 809 鬼木　楓奏(1) 小郡中 12.89
ｶﾗｽﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口

7 2 312 烏田凛太朗(1) 萩東中 12.96
ﾅｶﾐﾁ ﾖｳｽｹ 山口

8 3 459 中道　洋佑(1) 福川中 13.00

凡例  DNS:欠場



共通男子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      10.56     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月5日 11:05 予　選
大会記録(GR)            10.90     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月6日 10:50 決　勝

予　選　7組上位8名

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 山口 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 山口

1 8 348 川岡滉太郎(3) 末武中 11.33 q 1 2 489 小澤　将悟(3) 華陽中 11.62 q
ｽﾐｲ ﾏﾅﾄ 山口 ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ 山口

2 7 1176 住井　真和(3) 岩国中 12.06 2 9 922 吉浦　世悠(3) 川中中 11.87 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山口 ﾋｻﾄﾐ ﾅｵﾔ 山口

3 3 1295 渡部　優太(2) 佐波中 12.20 3 6 584 久富　直哉(2) 東岐波中 12.16
ﾏﾂｻｷ ﾕｳﾀ 山口 ﾏﾀﾉ ﾊﾔﾄ 山口

4 6 25 松﨑　悠汰(2) 川上中 12.31 4 5 1178 亦野　隼斗(2) 麻里布中 12.28
ﾖｼﾏﾂ ﾘﾝﾉｽｹ 山口 ﾆｯﾀ ｶｲｾｲ 山口

5 4 557 吉松凜乃介(2) 桑山中 12.40 5 7 1302 新田　開征(3) 彦島中 12.59
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口 ｸﾏｲ ｴｲﾀ 山口

6 9 588 古越　大暉(3) 常盤中 12.58 6 4 1161 熊井　瑛大(1) 向洋中 13.05
ｱﾗｲ ｿﾗ 山口 ｼﾓｶﾜﾗ ｶﾝﾀ 山口

7 1 251 新井　琉星(2) 厚南中 12.76 7 8 33 下河原幹太(3) 大井小中 13.23
ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾔｽ 山口 ｻｴｷ ﾏｻﾄ 山口

8 5 1060 内藤　一保(2) 藤山中 13.04 3 154 佐伯　聖翔(2) 長成中 DNS
ｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口

9 2 205 江村　優汰(2) 周陽中 13.78

3組 (風:+0.9) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 山口 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口

1 3 826 光田圭太郎(3) 下関菊川中 11.60 q 1 5 1046 木村涼太郎(3) 東部中 11.51 q
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾔ 山口 ﾊｼﾞﾏ ﾕｳ 山口

2 6 1440 樋口　聖矢(3) 太華中 11.88 2 7 84 羽嶋　悠(2) 福川中 12.15
ｸﾛｾ ﾖｳ 山口 ﾋﾛｾ ｺｳﾒｲ 山口

3 5 236 黒瀬　葉(3) 国府中 12.15 3 9 753 廣瀬　巧明(3) 小野田中 12.23
ﾅｶｵ ﾊｸﾄ 山口 ｸｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 山口

4 1 708 中尾　博人(3) 大内中 12.38 4 3 1079 櫛田　翔真(2) 大嶺中 12.35
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 山口 ﾔﾏﾈ ｶﾂﾋｺ 山口

5 2 1116 渡邉　琢真(2) 木屋川中 12.54 5 2 924 山根　克彦(2) 右田中 12.73
ｺﾆｼ ｾﾞﾝ 山口 ｽﾜﾒﾝ ｶｹﾙ 山口

6 8 841 小西　然(3) 鴻南中 12.59 6 4 1311 諏訪免叶翔(3) 大道中 12.86
ｱﾝﾉ ﾀｸﾐ 山口 ﾁｮｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山口

7 4 36 阿武　拓海(2) 福栄中 12.85 7 8 640 長合　祐弥(2) 島田中 12.93
ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ 山口 ﾋｻｼﾞﾏ ﾘｸ 山口

8 9 673 田中　尚弥(3) 東和中 12.92 6 1039 久島　理功(2) 深川中 DNS
ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ 山口

9 7 211 貞廣　瀬名(2) 光井中 13.57

5組 (風:0.0) 6組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ 山口 ﾌﾁｶﾞﾐ ｶｲﾄ 山口

1 3 1527 藤野　雄大(2) 附属山口中 11.69 q 1 6 1097 渕上　海斗(3) 日新中 11.66 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 山口 ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 山口

2 7 423 渡辺　蛍太(2) 浅江中 12.00 2 4 1019 恒富　滉大(2) 岐陽中 12.10
ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ 山口 ｲﾄｳ ｶﾞｸ 山口

3 8 1085 伊藤　蘭丸(3) 熊毛中 12.18 3 5 1297 伊藤　岳(3) 慶進中 12.20
ﾀｶﾊﾗ ｲｯｾｲ 山口 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾅｵ 山口

4 4 369 高原　一誠(2) 高千帆中 12.62 4 7 1156 永野　誠直(2) 下関中等教育 12.36
ｳｴﾉ ｶｲｵｳ 山口 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 山口

5 9 872 上野　凱凰(2) 黒石中 12.86 5 9 612 田中　万尋(3) 山の田中 12.50
ｼﾓﾀﾞ ｱﾂｼ 山口 ｲﾏﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 山口

6 2 962 下田　敦士(3) 勝山中 12.96 6 2 1430 今本　翔一(3) 川西中 12.83
ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼ 山口 ｼｹﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 山口

7 6 778 岩本　康志(2) 萩西中 13.14 7 3 112 重本　悠貴(3) 徳地中 13.25
ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｱｷ 山口 ﾐﾖｼ ﾊﾙｷ 山口

5 784 福田　靖明(3) 小郡中 DNS 8 8 277 三好　開(2) むつみ中 13.80
ﾓﾘﾉ ﾋｶﾙ 山口

9 1 572 森野　晃瑠(3) 桜田中 14.89

凡例  DNS:欠場



共通男子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      10.56     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月5日 11:05 予　選
大会記録(GR)            10.90     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月6日 10:50 決　勝

予　選　7組上位8名

7組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾅﾘ 山口

1 9 1001 山本　虎誠(3) 柳井中 11.84 q
ｸﾙｽ ﾀﾞｲﾁ 山口

2 3 161 来栖　大地(2) 高川学園中 11.96
ｲｹﾀﾞ ｿﾗ 山口

3 8 287 池田　遥空(3) 垢田中 12.25
ｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 山口

4 5 678 尾山　涼星(3) 西岐波中 12.28
ﾋｳﾗ ｶﾝﾀ 山口

5 2 508 日浦　幹汰(2) 田布施中 12.50
ﾉﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 山口

6 6 1125 野村　優月(2) 上宇部中 12.83
ｱﾘﾏ ｿﾗ 山口

7 7 247 有馬　颯琉(2) 長府中 13.16
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 山口

8 4 556 中野　颯汰(1) 野田学園中 13.35

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 山口

1 5 348 川岡滉太郎(3) 末武中 11.47
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口

2 4 1046 木村涼太郎(3) 東部中 11.65
ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 山口

3 6 826 光田圭太郎(3) 下関菊川中 11.66
ﾌﾁｶﾞﾐ ｶｲﾄ 山口

4 9 1097 渕上　海斗(3) 日新中 11.76
ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ 山口

5 8 1527 藤野　雄大(2) 附属山口中 11.84
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 山口

6 7 489 小澤　将悟(3) 華陽中 11.87
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾅﾘ 山口

7 3 1001 山本　虎誠(3) 柳井中 11.98
ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ 山口

8 2 922 吉浦　世悠(3) 川中中 12.09

凡例  DNS:欠場



共通男子200m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      21.65     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月5日 11:50 予　選
大会記録(GR)            22.25     田村紀樹(山口・山の田)                2013 10月6日 10:35 決　勝

予　選　5組上位8名

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｲﾂﾞ ｿｳﾏ 山口 ﾐｷ ﾏｻﾔ 山口

1 3 34 水津　颯馬(3) 大井小中 24.41 q 1 5 80 三木　雅也(3) 東部中 22.89 q
ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ 山口 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 山口

2 4 96 重田　竜冶(3) 周陽中 24.44 2 4 828 田中　宏典(2) 川中中 24.44 q
ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ 山口 ﾔｽﾅｶ ﾀｸﾏ 山口

3 2 1272 中山　樹(2) 日新中 24.71 3 3 496 安仲　巧真(3) 華陽中 24.68
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾏ 山口 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 山口

4 9 375 林　龍舞(3) 末武中 25.15 4 7 288 井上　颯斗(2) 高千帆中 25.06
ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝﾔ 山口 ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 山口

5 7 1412 宮本　連弥(2) 慶進中 25.32 5 8 298 田嶋　駿(2) 垢田中 25.53
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 山口 ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ 山口

6 8 149 藤原　拓未(3) 長成中 26.50 6 6 914 池田　廉(2) 山の田中 26.89
ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 山口

7 6 1558 升田　空(2) 東和中 26.59 7 9 1175 渡邊　瑛太(2) 麻里布中 27.00
ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ 山口 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾄ 山口

8 5 157 宮脇　涼月(1) 福栄中 29.07 8 2 591 山﨑　弘人(3) 常盤中 27.11

3組 (風:+0.8) 4組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾓﾂﾏ ﾕｳｷ 山口 ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ 山口

1 3 22 下間　勇輝(2) 田布施中 23.97 q 1 5 563 田中　昊慈(2) 桑山中 22.93 q
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 山口 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ 山口

2 5 709 岡田　涼(3) 大内中 24.51 2 4 697 瀧口　侑紀(3) 岐陽中 23.72 q
ﾔﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ 山口 ｶﾄｳ ﾖｳｼﾞ 山口

3 7 734 山野光太郎(2) 下関菊川中 24.59 3 8 785 加藤　瑶士(3) 小郡中 24.89
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 山口 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｷ 山口

4 4 188 山本　春貴(1) 島田中 24.91 4 2 759 水野　智稀(3) 小野田中 24.97
ｶﾜﾉ ｹｲﾀ 山口 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 山口

5 6 1173 河野　啓太(3) 岩国中 25.09 5 3 444 前田　将冴(3) 上宇部中 25.24
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 山口 ｶﾜｸﾞﾁ ﾗｲﾑ 山口

6 8 1585 渡邉　琉生(2) 長府中 25.48 6 7 260 河口　來夢(3) 浅江中 25.54
ﾋﾗｵ ﾕｳﾀ 山口 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｷ 山口

7 2 1458 平尾　悠太(3) 太華中 26.02 7 9 1052 島田　倖希(2) 藤山中 27.23
ｲﾜﾐ ﾕｳｷ 山口 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲﾁ 山口

9 1227 岩見　宥希(2) 熊毛中 DNS 6 142 松﨑　泰知(2) 川西中 DNS

5組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 山口

1 8 840 石田　侑大(3) 鴻南中 22.71 q
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口

2 3 694 柳井　洸(3) 西岐波中 24.33 q
ｱｻｲ ﾄｳﾏ 山口

3 4 669 浅井　刀万(3) 黒石中 24.62
ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 山口

4 5 443 岩本　晋弥(2) 国府中 25.06
ｲﾄｳ ｶｲﾑ 山口

5 6 1299 伊東　海夢(2) 佐波中 25.54
ﾀｼﾏ ﾀｲﾖｳ 山口

6 7 1278 田嶋　太陽(2) 富田中 26.43
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｼﾝ 山口

7 2 1556 山﨑　陽心(2) 勝山中 27.92
ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 山口

9 73 橋本　颯大(3) 彦島中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子200m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      21.65     宮本大輔(山口・周陽)                  2014 10月5日 11:50 予　選
大会記録(GR)            22.25     田村紀樹(山口・山の田)                2013 10月6日 10:35 決　勝

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 山口

1 7 840 石田　侑大(3) 鴻南中 22.35
ﾐｷ ﾏｻﾔ 山口

2 5 80 三木　雅也(3) 東部中 22.55
ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ 山口

3 6 563 田中　昊慈(2) 桑山中 22.56
ｼﾓﾂﾏ ﾕｳｷ 山口

4 9 22 下間　勇輝(2) 田布施中 23.69
ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ 山口

5 4 697 瀧口　侑紀(3) 岐陽中 23.86
ｽｲﾂﾞ ｿｳﾏ 山口

6 2 34 水津　颯馬(3) 大井小中 24.30
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口

7 8 694 柳井　洸(3) 西岐波中 24.38
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 山口

8 3 828 田中　宏典(2) 川中中 24.48

凡例  DNS:欠場



共通男子400m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      49.37     笹村直也(山口・萩西)                  2006 10月5日 12:30 予　選
大会記録(GR)            49.81     笹村直也(山口・萩西)                  2006 10月6日 10:20 決　勝

予　選　4組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ 山口 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 山口

1 1 704 山口　創也(3) 大内中 52.59 q 1 9 702 福永　光希(3) 太華中 51.30 q
ﾋﾗｵｶ ﾘﾝｷ 山口 ｾｲｷ ｺｳｼﾛｳ 山口

2 6 398 平岡　凜己(3) 上宇部中 56.19 q 2 5 696 清木光史郎(3) 岐陽中 54.32 q
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口 ｵｶﾉ ﾘｵ 山口

3 9 1065 山田　純平(2) 常盤中 56.79 3 4 320 岡野　璃大(2) 垢田中 55.79 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山口

4 4 1169 丸山　良司(2) 下関中等教育 57.69 4 3 1170 中村　倖汰(2) 麻里布中 57.48
ﾄﾓｶｹﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 山口 ｾﾄ ｽｶｲ 山口

5 8 558 友景　哲平(2) 桑山中 59.14 5 1 1153 瀬戸　涼楓(3) 室積中 59.26
ｱﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口

6 2 1571 天野　大輝(2) 小野田中 59.95 6 7 173 村上　淳平(3) 厚南中 59.36
ｸﾆｻﾞﾜ ｿｳﾏ 山口 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 山口

7 7 497 國澤　綜馬(3) 華陽中 1:00.60 7 8 1101 田中　颯聖(3) 日新中 59.73
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾄ 山口 ﾌｸﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 山口

8 3 953 中川　空翔(3) 川中中 1:01.69 8 6 1070 福原　維吹(2) 勝山中 1:04.14
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 山口 ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山口

9 5 993 竹内　優斗(2) 小郡中 1:01.72 9 2 975 篠原　龍二(2) 東部中 1:04.24

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ 山口 ｸﾎﾞｲ ｶﾅﾀ 山口

1 7 158 内野々翔真(2) 長成中 55.07 q 1 2 5 窪井　叶太(3) 浅江中 54.42 q
ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ 山口 ｶｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 山口

2 4 209 辻　来夢(2) 周陽中 57.06 2 3 176 海田　匠美(3) 長府中 55.78 q
ｼﾀﾏﾂ ｺｳﾍｲ 山口 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 山口

3 6 815 下松　幸平(3) 下関菊川中 57.66 3 9 835 高橋　寬翔(3) 鴻南中 56.57
ﾅﾜﾀ ﾗｲｷ 山口 ｶﾄﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 山口

4 2 1143 縄田　来輝(2) 西岐波中 57.99 4 6 1413 稲永　琢磨(3) 萩東中 56.59
ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｸ 山口

5 3 390 森本　恭介(3) 末武中 59.44 5 4 362 山本　陽駈(2) 徳地中 57.93
ﾐﾂｵ ｺｳﾀﾞｲ 山口 ﾀﾅｶ ﾕｷﾄ 山口

6 5 257 三尾　幸大(3) 国府中 1:00.27 6 7 21 田中　幸人(2) 白石中 58.69
ｼﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾕｷ 山口 ﾋｻﾄﾒ ｼｼﾝ 山口

7 8 510 白松　和之(3) 阿武中 1:02.10 7 5 617 久留　師心(2) 玄洋中 1:00.55
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋ 山口 ｶｻｲ ﾚﾝﾄ 山口

9 506 中村　遙陽(2) 田布施中 DNS 8 8 874 笠井　蓮斗(2) 黒石中 1:00.78

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 山口

1 7 702 福永　光希(3) 太華中 50.46
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ 山口

2 5 704 山口　創也(3) 大内中 50.84
ｸﾎﾞｲ ｶﾅﾀ 山口

3 4 5 窪井　叶太(3) 浅江中 52.01
ｾｲｷ ｺｳｼﾛｳ 山口

4 6 696 清木光史郎(3) 岐陽中 53.71
ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ 山口

5 8 158 内野々翔真(2) 長成中 54.03
ﾋﾗｵｶ ﾘﾝｷ 山口

6 2 398 平岡　凜己(3) 上宇部中 55.26
ｶｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 山口

7 9 176 海田　匠美(3) 長府中 55.88
ｵｶﾉ ﾘｵ 山口

8 3 320 岡野　璃大(2) 垢田中 56.26

凡例  DNS:欠場



共通男子800m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      1:55.27   平本光紀(山口・下関中等)              2018 10月5日 13:00 予　選
大会記録(GR)            1:57.39   植木良介(山口・名陵)                  2004 10月6日 11:15 決　勝

予　選　3組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 山口 ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 山口

1 5 977 賀山　亮成(3) 右田中 2:06.06 q 1 9 130 重山　弘徳(3) 萩東中 2:01.11 q
ｴﾋﾗ ﾘｱﾑ 山口 ｼﾓﾑﾗ ﾘｸﾄ 山口

2 3 179 江平莉阿武(2) 野田学園中 2:09.96 q 2 6 681 下村　陸斗(3) 西岐波中 2:08.84 q
ﾏﾙﾔﾏ  ﾄﾜ 山口 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 山口

3 1 23 丸山　永遠(2) 夢が丘中 2:11.29 3 7 1099 福田　浩大(3) 日新中 2:09.03 q
ｲﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山口 ﾅｶｵ ﾚﾝ 山口

4 7 625 伊原　和輝(3) 高千帆中 2:11.85 4 4 587 中尾　蓮(3) 常盤中 2:10.53 q
ﾑｶｲ ﾏﾋﾛ 山口 ｿﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口

5 2 604 向井　真裕(3) 厚南中 2:13.55 5 2 888 曽良麟太郎(3) 田布施中 2:14.53
ｵｶﾑﾗ ｾｲﾔ 山口 ﾉﾌﾞｲ ﾘｸﾄ 山口

6 4 10 岡村　星矢(3) 島田中 2:14.84 6 1 328 延井　陸人(2) 垢田中 2:16.85
ﾋﾗﾉ ﾀｲｼ 山口 ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳﾔ 山口

7 9 1166 平野　太嗣(2) 下関中等教育 2:17.11 7 11 758 西久保悠也(3) 小野田中 2:18.83
ﾂﾙ ｱｷﾋｺ 山口 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｼ 山口

8 11 532 都留　明彦(3) 国府中 2:18.25 8 10 1526 古川　聡(2) 高川学園中 2:19.51
ｻｻｷ ﾊﾙ 山口 ｸﾗﾀ ｷｮｳﾍｲ 山口

9 10 1192 佐々木　晴(2) 岐陽中 2:22.01 9 8 904 倉田　恭兵(2) 山の田中 2:21.95
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 山口 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 山口

10 8 1200 福田　佳大(2) 平生中 2:31.76 10 3 1593 上田　悠棋(2) 桑山中 2:22.01
ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 山口 ｲﾐﾔ ﾏｻﾊﾙ 山口

6 986 上林　大耀(3) 柳井中 DNS 11 5 1037 井宮　将晴(2) 大島中 2:25.35

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 山口

1 2 920 宮本　凪(3) 川中中 2:08.68 q
ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾝ 山口

2 4 103 繁田　兼伸(2) 富田中 2:09.66 q
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 山口

3 6 599 工藤　湧士(2) 玄洋中 2:11.23
ｲﾏｵｶ ﾊﾙ 山口

4 5 442 今岡　陽(2) 周陽中 2:11.87
ﾂﾁﾔ ｺｳｾｲ 山口

5 7 284 土谷　光生(3) 浅江中 2:12.00
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾀﾙ 山口

6 10 1154 小林　陽(3) 室積中 2:13.22
ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 山口

7 12 374 林　幸聖(3) 末武中 2:17.73
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口

8 3 1063 中村　祐基(3) 東部中 2:23.40
ﾏｽﾓﾄ ﾐﾄ 山口

9 8 1268 益本　美翔(3) 川下中 2:26.70
ﾑﾗﾅｶ ｶｲﾄ 山口

10 9 1123 村中　海翔(2) 上宇部中 2:29.45
ｺﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 山口

11 1 64 小原　望(3) 安下庄中 2:40.07
ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾀ 山口

11 126 宮西　優太(1) 川西中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子800m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      1:55.27   平本光紀(山口・下関中等)              2018 10月5日 13:00 予　選
大会記録(GR)            1:57.39   植木良介(山口・名陵)                  2004 10月6日 11:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 山口

1 4 130 重山　弘徳(3) 萩東中 1:58.18
ｶﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 山口

2 6 977 賀山　亮成(3) 右田中 2:03.38
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 山口

3 5 920 宮本　凪(3) 川中中 2:05.55
ｼﾓﾑﾗ ﾘｸﾄ 山口

4 7 681 下村　陸斗(3) 西岐波中 2:07.15
ｴﾋﾗ ﾘｱﾑ 山口

5 2 179 江平莉阿武(2) 野田学園中 2:09.60
ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 山口

6 9 1099 福田　浩大(3) 日新中 2:09.65
ﾅｶｵ ﾚﾝ 山口

7 3 587 中尾　蓮(3) 常盤中 2:10.49
ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾝ 山口

8 8 103 繁田　兼伸(2) 富田中 2:11.01

ラップ表 400m

ナンバー 977

記録 1:01

ナンバー 130

記録 1:01

ナンバー 284

記録 1:02

ナンバー 130

記録 59

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例  DNS:欠場



1年男子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      3:57.00   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 14:25 予　選
大会記録(GR)            4:18.16   山本道歩(山口・田布施)                2012 10月6日 11:50 決　勝

予　選　2組上位16名

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 山口 ﾇﾏﾀ ﾋｶﾙ 山口

1 11 816 国本　一(1) 小郡中 4:36.94 q 1 8 679 沼田　晃(1) 高千帆中 4:32.47 q
ｶﾐﾖｼ ﾓﾙ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 山口

2 12 193 神吉　モル(1) 島田中 4:39.26 q 2 3 129 渡辺　柊色(1) 光井中 4:33.44 q
ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 山口 ｻﾜｴ ｲﾌﾞｷ 山口

3 8 845 藤田　陸登(1) 川中中 4:40.31 q 3 13 11 澤江　伊吹(1) 高川学園中 4:33.69 q
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｿﾞｳ 山口 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋﾛ 山口

4 6 42 山田　寛三(1) 川西中 4:40.67 q 4 9 309 楢林　暖大(1) 萩東中 4:34.18 q
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 山口 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 山口

5 4 429 渕上　遥斗(1) 福川中 4:43.27 q 5 6 15 上川　悠太(1) 周陽中 4:36.50 q
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｾｲ 山口 ﾕｸﾀ ﾊﾙ 山口

6 9 632 上田　悠晴(1) 太華中 4:45.18 q 6 5 578 行田　晴(1) 平生中 4:46.42 q
ﾄﾐｵｶ ｲｯｾ 山口 ﾊﾅﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 山口

7 5 363 富岡　一聖(1) 右田中 4:47.85 q 7 16 418 岬本　響介(1) 東部中 4:52.77 q
ﾑﾗﾀ ｲﾂｷ 山口 ﾕｱｻ ﾐﾄ 山口

8 13 371 村田　逸樹(1) 浅江中 4:49.36 q 8 1 638 湯浅　堅斗(1) 富田中 4:55.45
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 山口 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾙﾋ 山口

9 2 1288 服部　佑哉(1) 西岐波中 4:52.55 q 9 11 1015 亀田　晴陽(1) 玄洋中 4:56.59
ﾊﾏｵｶ ｼｮｳﾍｲ 山口 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 山口

10 7 938 浜岡　昌平(1) 東和中 4:54.92 10 10 30 川端　悠矢(1) 柳井中 5:00.36
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 山口 ｼﾗﾈ ｹｲｺﾞ 山口

11 17 171 小林　大透(1) 安下庄中 4:56.66 11 4 540 白根　圭悟(1) 長府中 5:04.76
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾙ 山口

12 14 911 山本　賢人(1) 下関菊川中 4:56.79 12 17 357 山本　成流(1) 田布施中 5:06.86
ﾋﾗｶﾜ ｶｲ 山口 ﾎｼ ﾔﾏﾄ 山口

13 1 167 平川　海衣(1) 鴻南中 5:00.70 13 7 1197 星　大和(1) 川下中 5:07.34
ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 山口 ﾅｶﾉ ﾀｶｱｷ 山口

14 3 485 小松　太陽(1) 国府中 5:01.33 14 12 1266 中野　崇陽(1) 竜王中 5:07.82
ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｷ 山口 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山口

15 10 291 難波　勇気(1) 大内中 5:14.51 15 2 367 田辺　匠(1) 東岐波中 5:08.55
ﾅｶｵ ﾘｸ 山口 ｽｲｽﾞ ｺﾞｳ 山口

16 16 655 中尾　陸(1) 野田学園中 5:40.65 16 15 90 水津　壕(1) 阿武中 5:10.45
ｵﾄﾏﾙ ｶｲｾｲ 山口 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 山口

15 264 乙丸　櫂成(1) 萩西中 DNS 14 715 松井　維吹(1) 桜田中 DNS

凡例  DNS:欠場



1年男子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      3:57.00   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 14:25 予　選
大会記録(GR)            4:18.16   山本道歩(山口・田布施)                2012 10月6日 11:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 山口

1 2 129 渡辺　柊色(1) 光井中 4:25.62
ｻﾜｴ ｲﾌﾞｷ 山口

2 10 11 澤江　伊吹(1) 高川学園中 4:30.59
ﾇﾏﾀ ﾋｶﾙ 山口

3 1 679 沼田　晃(1) 高千帆中 4:31.13
ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 山口

4 14 816 国本　一(1) 小郡中 4:32.41
ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋﾛ 山口

5 8 309 楢林　暖大(1) 萩東中 4:32.85
ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 山口

6 9 15 上川　悠太(1) 周陽中 4:33.10
ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 山口

7 6 845 藤田　陸登(1) 川中中 4:34.15
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｿﾞｳ 山口

8 3 42 山田　寛三(1) 川西中 4:35.47
ﾕｸﾀ ﾊﾙ 山口

9 12 578 行田　晴(1) 平生中 4:36.87
ｶﾐﾖｼ ﾓﾙ 山口

10 7 193 神吉　モル(1) 島田中 4:37.63
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｾｲ 山口

11 16 632 上田　悠晴(1) 太華中 4:44.53
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 山口

12 13 429 渕上　遥斗(1) 福川中 4:46.33
ﾑﾗﾀ ｲﾂｷ 山口

13 4 371 村田　逸樹(1) 浅江中 4:46.37
ﾄﾐｵｶ ｲｯｾ 山口

14 11 363 富岡　一聖(1) 右田中 4:49.83
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 山口

15 15 1288 服部　佑哉(1) 西岐波中 4:51.34
ﾊﾅﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 山口

16 5 418 岬本　響介(1) 東部中 4:59.95

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 816 193 816

記録 1:13 2:29 3:44

ナンバー 129 129 679

記録 1:05 2:22 3:40

ナンバー 679 679 129

記録 1:05 2:21 3:34

予　選　1組

予　選　2組

決　勝

凡例  DNS:欠場



共通男子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      3:57.00   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 14:00 予　選
大会記録(GR)            3:59.93   戸村将幸(山口・島田)                  1997 10月6日 11:30 決　勝

予　選　3組上位16名

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾜﾎﾘ ﾕｷﾀ 山口 ﾄｷﾔｽ ｱﾕﾑ 山口

1 11 796 岩堀雄輝太(3) 島田中 4:25.78 q 1 4 105 時安　歩夢(3) 周陽中 4:18.88 q
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾏ 山口 ｶﾖｲ ﾕｳﾄ 山口

2 10 719 三上　龍真(2) 萩東中 4:26.07 q 2 2 573 通　悠人(3) 桜田中 4:23.37 q
ﾏﾂｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 山口 ﾀｹﾅﾐ ｹｲ 山口

3 6 555 松窪　礼登(3) 富田中 4:29.48 q 3 3 49 武波　敬(3) 萩西中 4:32.25 q
ﾀｶﾌｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 山口 ｱｻﾀﾞ ﾘｭｳ 山口

4 7 727 髙藤　大瑚(3) 岐陽中 4:33.13 q 4 15 829 淺田　龍(2) 太華中 4:33.71 q
ﾀｷｶﾞﾜ ｻﾄｼ 山口 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 山口

5 12 992 瀧川　悟司(2) 小郡中 4:33.53 q 5 13 1199 西川　遼(2) 平生中 4:35.65 q
ｼｹﾞﾀ ﾔｸﾓ 山口 ｻﾜ ﾋﾛﾔ 山口

6 2 1131 繁田　八雲(2) 鴻南中 4:36.24 6 10 27 澤　宙弥(2) 東部中 4:37.69
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 山口 ｲﾜﾀｼﾝﾀﾛｳ 山口

7 1 972 松原　峻大(3) 右田中 4:39.89 7 1 151 岩田慎太朗(3) 大和中 4:40.51
ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ 山口 ﾖｼﾂﾞ ﾄﾓﾉﾘ 山口

8 15 918 佐々木隼太(3) 川中中 4:40.59 8 11 1044 吉津　諄典(2) 深川中 4:45.25
ｸｽﾉｷ ﾊﾙﾄ 山口 ﾀﾏｲ ﾀﾂﾔ 山口

9 17 7 楠　温人(3) 浅江中 4:45.41 9 5 35 玉井　達也(3) 大井小中 4:45.31
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 山口

10 9 589 村田　良輔(3) 常盤中 4:52.21 10 8 1276 藤本　佑磨(2) 日新中 4:46.87
ｳﾈﾓﾘ ｼｮｳ 山口 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾔ 山口

11 8 482 畦森　翔(3) 華陽中 4:53.05 11 16 763 安藤　蹴哉(2) 高千帆中 4:49.44
ﾋﾗｶﾞ ﾏﾓﾙ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山口

12 3 750 平賀　護(2) 光井中 4:53.12 12 9 391 山本　泰誠(3) 末武中 4:52.04
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 山口 ﾌﾅﾂ ﾕｳﾀﾞｲ 山口

13 13 1557 出口　諒雅(2) 大内中 5:01.08 13 7 461 舩津　優大(3) 玄洋中 4:55.80
ﾋｻﾐﾂ ﾀﾓﾂ 山口 ｸﾆﾋﾛ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口

14 4 43 久光　有(3) 福栄中 5:05.04 14 12 1129 國弘総一郎(2) 上宇部中 5:13.11
ｸﾛｻﾜ ﾅﾙﾄ 山口 ﾖｼﾄﾞﾐ ﾀｶﾗ 山口

15 5 574 黒澤　成斗(2) 東岐波中 5:13.63 15 14 1298 吉冨　鳳良(2) 佐波中 5:13.45
ﾓﾘﾅｶﾞ ｾｲ 山口 ﾌｸｼﾏ ｺｳ 山口

14 238 守永　晟(2) 旭中 DNS 6 1222 福嶋　昊(2) 熊毛中 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾗﾀ 山口

16 867 丸山　創大(3) 竜王中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      3:57.00   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 14:00 予　選
大会記録(GR)            3:59.93   戸村将幸(山口・島田)                  1997 10月6日 11:30 決　勝

予　選　3組0着＋16

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 山口

1 2 494 谷本昂士郎(2) 田布施中 4:21.69 q
ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ 山口

2 11 302 大西　貴也(3) 垢田中 4:24.31 q
ﾔｽﾑﾗ ﾙｷｱ 山口

3 6 1524 安村瑠輝愛(2) 高川学園中 4:25.41 q
ｵｵｶﾜﾗ ﾊﾙｷ 山口

4 16 181 大河原悠暉(3) 国府中 4:28.30 q
ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 山口

5 9 723 坂井　洋介(3) 大島中 4:34.45 q
ﾔﾏｼﾛ ｹﾝﾄ 山口

6 8 749 山城　健人(2) 長府中 4:34.68 q
ﾊﾏﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 山口

7 1 1158 濱村　太希(2) 下関中等教育 4:36.17
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ 山口

8 14 549 村田　智哉(2) 周南菊川中 4:36.52
ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 山口

9 4 618 古澤　丈尊(3) 山の田中 4:40.97
ﾏｺｼ ｼｮｳﾀ 山口

10 10 1591 馬越　翔太(2) 桑山中 4:42.52
ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ 山口

11 5 762 平岡　大知(3) 小野田中 4:44.62
ﾆｼｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 山口

12 7 332 西嶋　一晴(2) 彦島中 4:46.04
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 山口

13 3 731 髙山　裕雅(2) 下関菊川中 4:46.15
ｶﾅﾀﾞ ｺｳｷ 山口

14 15 268 金田　晃樹(2) むつみ中 5:12.19
ﾊﾀ ｲｵﾘ 山口

12 201 秦　伊織(2) 福川中 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 山口

13 979 藤本　航大(3) 柳井中 DNS
ｽｴﾏｽ ﾘｭｳｾｲ 山口

17 74 末益　琉誠(2) 阿武中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      3:57.00   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 14:00 予　選
大会記録(GR)            3:59.93   戸村将幸(山口・島田)                  1997 10月6日 11:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 山口

1 12 494 谷本昂士郎(2) 田布施中 4:10.63
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾏ 山口

2 7 719 三上　龍真(2) 萩東中 4:11.06
ﾄｷﾔｽ ｱﾕﾑ 山口

3 1 105 時安　歩夢(3) 周陽中 4:12.96
ｶﾖｲ ﾕｳﾄ 山口

4 15 573 通　悠人(3) 桜田中 4:14.14
ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ 山口

5 4 302 大西　貴也(3) 垢田中 4:19.22
ｵｵｶﾜﾗ ﾊﾙｷ 山口

6 2 181 大河原悠暉(3) 国府中 4:20.20
ﾔｽﾑﾗ ﾙｷｱ 山口

7 11 1524 安村瑠輝愛(2) 高川学園中 4:21.29
ｱｻﾀﾞ ﾘｭｳ 山口

8 3 829 淺田　龍(2) 太華中 4:21.83
ﾏﾂｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 山口

9 16 555 松窪　礼登(3) 富田中 4:23.45
ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 山口

10 6 723 坂井　洋介(3) 大島中 4:28.97
ｲﾜﾎﾘ ﾕｷﾀ 山口

11 13 796 岩堀雄輝太(3) 島田中 4:29.08
ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 山口

12 10 1199 西川　遼(2) 平生中 4:29.51
ﾀｹﾅﾐ ｹｲ 山口

13 9 49 武波　敬(3) 萩西中 4:31.11
ﾀｶﾌｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 山口

14 14 727 髙藤　大瑚(3) 岐陽中 4:31.51
ﾀｷｶﾞﾜ ｻﾄｼ 山口

15 8 992 瀧川　悟司(2) 小郡中 4:31.74
ﾔﾏｼﾛ ｹﾝﾄ 山口

16 5 749 山城　健人(2) 長府中 4:33.54

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 555 719 719

記録 1:11 2:23 3:36

ナンバー 105 105 105

記録 1:09 2:17 3:27

ナンバー 302 302 302

記録 1:06 2:19 3:32

ナンバー 494 494 494

記録 1:00 2:08 3:22

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例  DNS:欠場



共通男子3000m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      8:31.21   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 16:20 予　選
大会記録(GR)            8:38.08   福本真大(山口・浅江)                  2012 10月6日 12:00 決　勝

予　選　2組上位18名

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口 ｵｵﾊﾏ ﾊﾙｷ 山口

1 1 52 吉田　僚(3) 熊毛中 9:18.83 q 1 3 472 大濵　遥喜(2) 国府中 9:10.20 q
ｵﾔｶﾜ ｼｭｳ 山口 ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 山口

2 7 981 親川　秀(2) 東部中 9:24.37 q 2 2 608 平川　瑠星(3) 桑山中 9:22.54 q
ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ 山口 ﾄｷﾔｽ ｼｮｳ 山口

3 4 124 玉野　航聖(2) 富田中 9:27.97 q 3 9 97 時安　渉(3) 周陽中 9:23.23 q
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾍｲ 山口 ｲｹﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 山口

4 11 6 藤井　悠平(3) 浅江中 9:29.85 q 4 8 582 池永　康成(3) 萩西中 9:30.73 q
ﾅｶｼﾏ ｺﾊｸ 山口 ﾐﾂﾋﾛ ﾊﾙﾄ 山口

5 8 177 中島　瑚白(3) 長府中 9:42.42 q 5 17 259 光弘　遥人(3) 浅江中 9:32.86 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山口 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山口

6 12 93 木村　亮太(2) 福川中 9:45.96 q 6 1 703 川口　泰知(3) 太華中 9:36.20 q
ﾏﾂｻｶ ﾘﾋﾄ 山口 ｵｷﾅｶﾞ ｹｲﾀ 山口

7 15 28 松阪　璃人(3) 高川学園中 9:47.35 q 7 7 876 沖永　啓太(3) 田布施中 9:39.54 q
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 山口 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾔ 山口

8 2 806 松本　誠也(3) 島田中 9:48.59 q 8 20 805 藤川　凌也(3) 島田中 9:45.39 q
ﾖｼﾑﾗ ﾘｸﾄ 山口 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｷ 山口

9 5 1 吉村　陸翔(2) 柳井中 9:49.18 9 21 127 安達　泰岐(3) 萩東中 9:46.02 q
ｵｵｼﾏ ﾊﾔﾄ 山口 ｸﾗｵｶ ｴｲﾙ 山口

10 20 873 大嶋　隼翔(3) 田布施中 9:49.54 10 6 668 倉岡　瑛琉(3) 高千帆中 9:46.69 q
ﾘｮｳｺﾞｸ ｲﾂｷ 山口 ｶｲﾊﾞﾗ ｻﾝｼﾞ 山口

11 18 85 両国　樹(3) 周陽中 9:53.01 11 11 410 貝原　三士(3) 上宇部中 10:08.20
ｾｲｷ ﾘｮｳﾍｲ 山口 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 山口

12 17 214 清木　涼平(2) 周南菊川中 9:58.21 12 5 1059 高橋　拓夢(2) 藤山中 10:13.26
ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 山口 ﾀｶﾔﾏ ﾙｲ 山口

13 14 590 河村　一(3) 常盤中 10:00.27 13 13 198 高山　琉威(2) 桜田中 10:19.87
ﾉﾑﾗ ｿｳﾀ 山口 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 山口

14 13 125 野村　奏太(3) 萩東中 10:03.25 14 14 1202 松永　泰盛(2) 平生中 10:24.92
ﾔｽﾑﾗ ｶﾅﾀ 山口 ｻﾉ ﾄﾓｷ 山口

15 10 240 安村　奏汰(3) 国府中 10:08.48 15 10 174 佐野　友規(3) 厚南中 10:30.18
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 山口 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾏ 山口

16 6 844 松本　雄哉(3) 鴻南中 10:09.14 16 4 546 谷本　悠真(2) 末武中 10:31.61
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 ﾋｻｻﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山口

17 19 774 山本　祥多(2) 高千帆中 10:23.89 17 16 17 久貞　秀斗(3) 柳井中 10:42.18
ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳｻｸ 山口 ﾌｸｼﾏ ﾋｲﾛ 山口

18 3 583 玉村　悠朔(3) 萩西中 10:39.81 18 19 1168 福島　陽彩(2) 下関中等教育 10:42.63
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ 山口 ｺｳｼﾛ ﾅｵｷ 山口

19 22 1391 渡邉　秀人(2) 竜王中 10:44.69 19 12 1559 神代　尚希(3) 岐陽中 10:55.04
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 山口 ｲﾁｶﾜ ﾃﾙﾏｻ 山口

20 9 729 西村　大輝(3) 岐陽中 10:58.15 20 15 554 市川　輝政(3) 富田中 10:56.94
ｶﾜﾀﾆ ﾅﾘｱｷ 山口 ﾀﾆｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 山口

21 21 541 河谷　成哲(2) 末武中 11:24.89 21 18 616 谷垣　翔太(3) 山の田中 11:08.69
ﾔﾏﾁｶ ﾋﾃﾞｷ 山口

22 16 1611 山近　秀樹(2) 下関中等教育 12:17.27



共通男子3000m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      8:31.21   中村　駆(山口・萩東)                  2012 10月5日 16:20 予　選
大会記録(GR)            8:38.08   福本真大(山口・浅江)                  2012 10月6日 12:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口

1 15 52 吉田　僚(3) 熊毛中 9:05.92
ﾄｷﾔｽ ｼｮｳ 山口

2 12 97 時安　渉(3) 周陽中 9:07.44
ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 山口

3 14 608 平川　瑠星(3) 桑山中 9:08.56
ｵﾔｶﾜ ｼｭｳ 山口

4 6 981 親川　秀(2) 東部中 9:12.26
ｵｵﾊﾏ ﾊﾙｷ 山口

5 11 472 大濵　遥喜(2) 国府中 9:12.88
ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ 山口

6 17 124 玉野　航聖(2) 富田中 9:13.96
ｲｹﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 山口

7 8 582 池永　康成(3) 萩西中 9:16.36
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾍｲ 山口

8 16 6 藤井　悠平(3) 浅江中 9:20.73
ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾔ 山口

9 9 805 藤川　凌也(3) 島田中 9:26.07
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山口

10 5 703 川口　泰知(3) 太華中 9:39.37
ﾏﾂｻｶ ﾘﾋﾄ 山口

11 3 28 松阪　璃人(3) 高川学園中 9:40.72
ﾅｶｼﾏ ｺﾊｸ 山口

12 1 177 中島　瑚白(3) 長府中 9:44.62
ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｷ 山口

13 13 127 安達　泰岐(3) 萩東中 9:46.31
ﾐﾂﾋﾛ ﾊﾙﾄ 山口

14 10 259 光弘　遥人(3) 浅江中 9:46.45
ｵｷﾅｶﾞ ｹｲﾀ 山口

15 7 876 沖永　啓太(3) 田布施中 9:47.90
ｸﾗｵｶ ｴｲﾙ 山口

16 2 668 倉岡　瑛琉(3) 高千帆中 9:48.29
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山口

17 4 93 木村　亮太(2) 福川中 9:48.31
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 山口

18 18 806 松本　誠也(3) 島田中 10:02.48

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 52 6

記録 3:05 6:19

ナンバー 472 472

記録 2:59 6:02

ナンバー 124 472

記録 3:01 6:09

予　選　1組

予　選　2組

決　勝



共通男子110mH
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      14.45     國分　徹(山口・通津)                  1999 10月5日 09:50 予　選
大会記録(GR)            14.48     世良昂弥(山口・萩東)                  2005 10月6日 10:00 決　勝

予　選　2組上位8名

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 山口 ﾖｼｵｶ ﾕﾅ 山口

1 8 325 長田　航輝(3) むつみ中 14.73 q 1 6 916 吉岡　由那(3) 田布施中 15.38 q
ﾂﾓﾘ ﾕｳﾏ 山口 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵｼ 山口

2 2 327 津森　雄磨(2) 垢田中 16.66 q 2 8 1572 中本　尚志(3) 浅江中 16.50 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾔ 山口 ﾉﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 山口

3 1 1244 藤本　翔也(2) 萩東中 17.70 q 3 5 1226 野中　翼(2) 熊毛中 19.96
ｼﾗｲｼ ﾓﾄﾀｶ 山口 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 山口

4 6 717 白石　一貴(3) 附属光中 17.92 q 4 9 990 小林　拓馬(2) 小郡中 20.00
ﾀﾏｲｽﾞﾐ ｺｳ 山口 ﾖｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 山口

5 5 1056 玉泉　鴻(2) 藤山中 18.35 q 2 793 横山　陸人(2) 萩西中 DNS
ｼﾝﾉ ﾕｷﾔ 山口 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 山口

6 3 1055 信野祐貴也(3) 東部中 19.52 q 3 641 山本　悠太(2) 島田中 DNS
ｸﾆｼｹ ﾞﾘｮｳﾀ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｲﾁ 山口

7 9 169 國重　亮汰(3) 東岐波中 20.31 4 609 中村波留一(3) 桑山中 DNS
ｲﾘｮｳ ﾏｻﾄ 山口 ﾖｺﾀ ﾊﾙﾄ 山口

8 4 403 井領　聖斗(2) 華陽中 21.86 7 160 横田　悠人(2) 長成中 DNS
ﾎﾐ ｹﾝﾄ 山口

7 1093 保美　絢斗(2) 大嶺中 DNF

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 山口

1 4 325 長田　航輝(3) むつみ中 14.87
ﾖｼｵｶ ﾕﾅ 山口

2 7 916 吉岡　由那(3) 田布施中 15.61
ﾅｶﾓﾄ ﾅｵｼ 山口

3 6 1572 中本　尚志(3) 浅江中 16.32
ﾂﾓﾘ ﾕｳﾏ 山口

4 5 327 津森　雄磨(2) 垢田中 16.85
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾔ 山口

5 8 1244 藤本　翔也(2) 萩東中 17.79
ｼﾗｲｼ ﾓﾄﾀｶ 山口

6 9 717 白石　一貴(3) 附属光中 18.19
ﾀﾏｲｽﾞﾐ ｺｳ 山口

7 3 1056 玉泉　鴻(2) 藤山中 18.77
ｼﾝﾉ ﾕｷﾔ 山口

8 2 1055 信野祐貴也(3) 東部中 18.99

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



共通男子4X100mR
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      44.16     田中・宮瀬・松永・江本(山口・上宇部)  2015 10月5日 15:10 予　選
大会記録(GR)            44.40     國重・田中・松永・宮瀬(山口・上宇部)  2015 10月6日 12:25 決　勝

予　選　5組上位8チーム

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 浅江中 261 佐藤　優樹(3) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 45.81 1 1 田布施中 891 中村　奎太(3) ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 45.46
(山口) 5 窪井　叶太(3) ｸﾎﾞｲ ｶﾅﾀ q (山口) 906 本藏　勝将(3) ﾓﾄｸﾗ ｶﾂﾏｻ q

285 魚谷　匠吾(3) ｳｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 916 吉岡　由那(3) ﾖｼｵｶ ﾕﾅ
423 渡辺　蛍太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 22 下間　勇輝(2) ｼﾓﾂﾏ ﾕｳｷ

2 3 垢田中 327 津森　雄磨(2) ﾂﾓﾘ ﾕｳﾏ 47.39 2 8 大内中 708 中尾　博人(3) ﾅｶｵ ﾊｸﾄ 46.33
(山口) 320 岡野　璃大(2) ｵｶﾉ ﾘｵ (山口) 704 山口　創也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ q

287 池田　遥空(3) ｲｹﾀﾞ ｿﾗ 707 加藤　蓮大(3) ｶﾄｳ ﾚﾝﾀ
298 田嶋　駿(2) ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 709 岡田　涼(3) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ

3 8 国府中 443 岩本　晋弥(2) ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 47.71 3 6 萩東中 1244 藤本　翔也(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾔ 47.35
(山口) 206 森田　翔己(3) ﾓﾘﾀ ｼｮｳｷ (山口) 775 烏田　慶生(3) ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ

257 三尾　幸大(3) ﾐﾂｵ ｺｳﾀﾞｲ 770 河野　星羅(3) ｶﾜﾉ ｷﾗ
236 黒瀬　葉(3) ｸﾛｾ ﾖｳ 130 重山　弘徳(3) ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ

4 2 小野田中 1460 西川　光(3) ﾆｼｶﾜ ﾋｶﾙ 48.14 4 4 小郡中 809 鬼木　楓奏(1) ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 48.07
(山口) 759 水野　智稀(3) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｷ (山口) 993 竹内　優斗(2) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ

758 西久保悠也(3) ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳﾔ 994 田中　壽人(2) ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ
753 廣瀬　巧明(3) ﾋﾛｾ ｺｳﾒｲ 785 加藤　瑶士(3) ｶﾄｳ ﾖｳｼﾞ

5 5 柳井中 98 弘茂　朋晃(2) ﾋﾛｼｹﾞ ﾄﾓｱｷ 48.62 5 2 大井小中 32 倉永　宥汰(3) ｸﾗﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 48.15
(山口) 996 武谷　航介(3) ﾀｹﾀﾆ ｺｳｽｹ (山口) 34 水津　颯馬(3) ｽｲﾂﾞ ｿｳﾏ

100 松本　英士(2) ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼ 33 下河原幹太(3) ｼﾓｶﾜﾗ ｶﾝﾀ
1001 山本　虎誠(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾅﾘ 593 福場虎太郎(2) ﾌｸﾊﾞ ｺﾀﾛｳ

6 6 麻里布中 1170 中村　倖汰(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 49.12 6 3 佐波中 1293 藤原　元孝(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄﾀｶ 48.67
(山口) 1178 亦野　隼斗(2) ﾏﾀﾉ ﾊﾔﾄ (山口) 1295 渡部　優太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

1175 渡邊　瑛太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 1325 弦田　知之(2) ﾂﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ
1171 村重　直哉(2) ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 1299 伊東　海夢(2) ｲﾄｳ ｶｲﾑ

7 4 藤山中 1047 佐野　太一(2) ｻﾉ ﾀｲﾁ 51.65 7 7 黒石中 861 中村　奏(2) ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 49.07
(山口) 1060 内藤　一保(2) ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾔｽ (山口) 872 上野　凱凰(2) ｳｴﾉ ｶｲｵｳ

1057 岡本　優吾(2) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 874 笠井　蓮斗(2) ｶｻｲ ﾚﾝﾄ
1052 島田　倖希(2) ｼﾏﾀﾞ ｺｳｷ 669 浅井　刀万(3) ｱｻｲ ﾄｳﾏ

9 鴻南中 DNS 8 5 桜田中 199 福本　一繁(2) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 50.26
(山口) (山口) 191 波多野聖也(2) ﾊﾀﾉ ｾﾅ

569 岩本　准輝(3) ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ
1062 村林　功規(2) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ

9 9 光井中 211 貞廣　瀬名(2) ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ 51.27
(山口) 120 門田　慎平(1) ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

101 岸村　遥帆(2) ｷｼﾑﾗ ﾊﾙﾎ
72 久保田良弥(3) ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 岐陽中 700 松村　京亮(3) ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 45.81 1 5 末武中 354 黒木　澪(3) ｸﾛｷ ﾚｲ 44.70
(山口) 697 瀧口　侑紀(3) ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ q (山口) 348 川岡滉太郎(3) ｶﾜｵｶ ｺｳﾀﾛｳ q

1019 恒富　滉大(2) ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 386 松村恭之介(3) ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾉｽｹ
1191 桑嶋松太郎(2) ｸﾜｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 379 増野　輔(3) ﾏｼﾉ ﾀｽｸ

2 6 東部中 968 古田　裕樹(2) ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 45.94 2 6 川中中 936 沖田　耀(3) ｵｷﾀ ｱｷﾗ 46.68
(山口) 80 三木　雅也(3) ﾐｷ ﾏｻﾔ q (山口) 922 吉浦　世悠(3) ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ

973 鈴木　翔太(2) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 842 大坪　颯大(1) ｵｵﾂﾎﾞ ｿｳﾀ
1046 木村涼太郎(3) ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 828 田中　宏典(2) ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

3 9 華陽中 496 安仲　巧真(3) ﾔｽﾅｶ ﾀｸﾏ 46.82 3 1 太華中 1440 樋口　聖矢(3) ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾔ 46.79
(山口) 489 小澤　将悟(3) ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ (山口) 702 福永　光希(3) ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ

497 國澤　綜馬(3) ｸﾆｻﾞﾜ ｿｳﾏ 1439 藤本　晃綺(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ
402 明智　旬平(2) ｱｹﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 1458 平尾　悠太(3) ﾋﾗｵ ﾕｳﾀ

4 7 西岐波中 1143 縄田　来輝(2) ﾅﾜﾀ ﾗｲｷ 48.20 4 4 上宇部中 399 山内　勇輝(3) ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 47.69
(山口) 694 柳井　洸(3) ﾔﾅｲ ｺｳ (山口) 1125 野村　優月(2) ﾉﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ

1146 山本　颯太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 398 平岡　凜己(3) ﾋﾗｵｶ ﾘﾝｷ
678 尾山　涼星(3) ｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 444 前田　将冴(3) ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

5 2 山の田中 896 德田　拓海(2) ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 48.24 5 7 周陽中 96 重田　竜冶(3) ｼｹﾞﾀ ﾀﾂﾔ 47.99
(山口) 611 岡本　脩汰(3) ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ (山口) 88 岡﨑　由昂(3) ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ

914 池田　廉(2) ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ 209 辻　来夢(2) ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ
612 田中　万尋(3) ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 210 小宮　煌希(2) ｺﾐﾔ ｺｳｷ

6 5 富田中 1277 四熊　瑛斗(2) ｼｸﾏ ｴｲﾄ 48.86 6 3 向洋中 1161 熊井　瑛大(1) ｸﾏｲ ｴｲﾀ 49.45
(山口) 555 松窪　礼登(3) ﾏﾂｸﾎﾞ ｱﾔﾄ (山口) 1174 山本　晶大(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

1279 大谷　佑樹(2) ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 1160 板垣　光輝(1) ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｷ
559 スミス　仁(3) ｽﾐｽ ｼﾞﾝ 1180 河野　倭士(1) ｶﾜﾉ ﾔﾏﾄ

7 4 高川中 1403 西原　育(3) ﾆｼﾊﾗ ｲｸ 49.44 7 2 常盤中 588 古越　大暉(3) ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 49.60
(山口) 161 来栖　大地(2) ｸﾙｽ ﾀﾞｲﾁ (山口) 1065 山田　純平(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

29 千葉　好星(3) ﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 591 山﨑　弘人(3) ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾄ
1474 桑田　陸駆(2) ｸﾜﾀ ﾘｸ 603 木野村真一(3) ｷﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

8 8 東岐波中 577 中野　晃聖(2) ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ 51.71 8 8 高千帆中 288 井上　颯斗(2) ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 50.05
(山口) 571 植中　一輝(2) ｳｴﾅｶ ｶｽﾞｷ (山口) 665 古谷　悠貴(1) ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾀｶ

368 細川　隼翔(1) ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 765 村上　弘祐(2) ﾑﾗｶﾐ ｺｳｽｹ
584 久富　直哉(2) ﾋｻﾄﾐ ﾅｵﾔ 369 高原　一誠(2) ﾀｶﾊﾗ ｲｯｾｲ

9 熊毛中 DNS
(山口)

凡例  DNS:欠場



共通男子4X100mR
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      44.16     田中・宮瀬・松永・江本(山口・上宇部)  2015 10月5日 15:10 予　選
大会記録(GR)            44.40     國重・田中・松永・宮瀬(山口・上宇部)  2015 10月6日 12:25 決　勝

予　選　5組上位8チーム

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 下関菊川中 820 菅田　愛斗(3) ｽｹﾞ ﾀﾏﾅﾄ 45.91
(山口) 826 光田圭太郎(3) ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ q

734 山野光太郎(2) ﾔﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ
815 下松　幸平(3) ｼﾀﾏﾂ ｺｳﾍｲ

2 1 桑山中 551 伊藤　大地(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 46.68
(山口) 563 田中　昊慈(2) ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ q

558 友景　哲平(2) ﾄﾓｶｹﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
557 吉松凜乃介(2) ﾖｼﾏﾂ ﾘﾝﾉｽｹ

3 6 日新中 1275 藤永　健利(2) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｹﾝﾄ 47.21
(山口) 1097 渕上　海斗(3) ﾌﾁｶﾞﾐ ｶｲﾄ

1099 福田　浩大(3) ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ
1272 中山　樹(2) ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ

4 8 萩西中 778 岩本　康志(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼ 47.87
(山口) 793 横山　陸人(2) ﾖｺﾔﾏ ﾘｸﾄ

256 石津　星稀(1) ｲｼﾂﾞ ｼｮｳｷ
269 中村　友紀(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

5 3 長成中 160 横田　悠人(2) ﾖｺﾀ ﾊﾙﾄ 48.39
(山口) 155 髙山　逸希(2) ﾀｶﾔﾏ ｲﾂｷ

158 内野々翔真(2) ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ
149 藤原　拓未(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ

6 7 慶進中 1297 伊藤　岳(3) ｲﾄｳ ｶﾞｸ 48.56
(山口) 1412 宮本　連弥(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝﾔ

1301 村川　悠(3) ﾑﾗｶﾜ ﾕｳ
46 本廣　優貴(3) ﾓﾄﾋﾛ ﾕｳｷ

7 4 長府中 247 有馬　颯琉(2) ｱﾘﾏ ｿﾗ 49.43
(山口) 176 海田　匠美(3) ｶｲﾀﾞ ﾀｸﾐ

1585 渡邉　琉生(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ
1586 村上　綜史(2) ﾑﾗｶﾐ ｿｳｼ

8 9 勝山中 1556 山﨑　陽心(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｼﾝ 49.62
(山口) 962 下田　敦士(3) ｼﾓﾀﾞ ｱﾂｼ

1070 福原　維吹(2) ﾌｸﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
1069 野々村魁人(2) ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ

5 島田中 DNS
(山口)

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 末武中 354 黒木　澪(3) ｸﾛｷ ﾚｲ 44.53
(山口) 348 川岡滉太郎(3) ｶﾜｵｶ ｺｳﾀﾛｳ

389 盛光　希道(3) ﾓﾘﾐﾂ ｷﾄﾞｳ
379 増野　輔(3) ﾏｼﾉ ﾀｽｸ

2 4 田布施中 891 中村　奎太(3) ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 45.17
(山口) 906 本藏　勝将(3) ﾓﾄｸﾗ ｶﾂﾏｻ

916 吉岡　由那(3) ﾖｼｵｶ ﾕﾅ
22 下間　勇輝(2) ｼﾓﾂﾏ ﾕｳｷ

3 9 下関菊川中 820 菅田　愛斗(3) ｽｹﾞ ﾀﾏﾅﾄ 45.31
(山口) 826 光田圭太郎(3) ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ

734 山野光太郎(2) ﾔﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ
815 下松　幸平(3) ｼﾀﾏﾂ ｺｳﾍｲ

4 6 岐陽中 700 松村　京亮(3) ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 45.32
(山口) 697 瀧口　侑紀(3) ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ

1019 恒富　滉大(2) ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ
1191 桑嶋松太郎(2) ｸﾜｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ

5 8 東部中 968 古田　裕樹(2) ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 45.33
(山口) 80 三木　雅也(3) ﾐｷ ﾏｻﾔ

973 鈴木　翔太(2) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ
1046 木村涼太郎(3) ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

6 5 浅江中 261 佐藤　優樹(3) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 45.48
(山口) 5 窪井　叶太(3) ｸﾎﾞｲ ｶﾅﾀ

285 魚谷　匠吾(3) ｳｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ
423 渡辺　蛍太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ

7 2 桑山中 551 伊藤　大地(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 45.97
(山口) 563 田中　昊慈(2) ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ

558 友景　哲平(2) ﾄﾓｶｹﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
557 吉松凜乃介(2) ﾖｼﾏﾂ ﾘﾝﾉｽｹ

8 3 大内中 708 中尾　博人(3) ﾅｶｵ ﾊｸﾄ 46.19
(山口) 704 山口　創也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ

707 加藤　蓮大(3) ｶﾄｳ ﾚﾝﾀ
709 岡田　涼(3) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ

凡例  DNS:欠場



共通男子走高跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      2m00      山本竜暉(山口・右田)                  2015
大会記録(GR)            1m95      白石清一朗(山口・豊北一)              1994 10月5日 10:00 決　勝

決　勝　

ｲﾜｲ ﾕｳﾏ 山口 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 12 726 岩井　有真(3) 岐陽中 1m75
ｾｷﾀﾆ ｱｷﾗ 山口 － － － × ○ ○ × × ×

2 3 237 関谷　瑛(3) 国府中 1m70
ﾊﾏﾀﾞ ｱﾂﾔ 山口 ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 5 1240 濱田　敦椰(3) 川下中 1m65
ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 山口 ○ ○ ○ × × ×

4 6 891 中村　奎太(3) 田布施中 1m60
ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 山口 × ○ × ○ × × ○ × × ×

5 13 1069 野々村魁人(2) 勝山中 1m60
ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 山口 × × ○ ○ × × ×

6 1 988 田中　望夢(2) 小郡中 1m55
ｶﾜﾉ ｷﾗ 山口 ○ × × ×

7 7 770 河野　星羅(3) 萩東中 1m50
ｲﾄｲﾈ ｼﾝﾔ 山口 ○ × × ×

7 8 140 糸稲　真也(2) 富田中 1m50
ｷｼﾑﾗ ﾊﾙﾎ 山口 ○ × × ×

7 9 101 岸村　遥帆(2) 光井中 1m50
ｽｽﾞｷ ｿﾝｸﾞ 山口 × × ×

2 220 鈴木　尊久(2) 旭中 NM
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾗﾀ 山口 × × ×

4 148 望月　新太(2) 右田中 NM
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 山口 × × ×

11 952 高橋　将人(3) 川中中 NM
ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｷ 山口 × × ×

14 1160 板垣　光輝(1) 向洋中 NM
ﾂﾊﾞｷ ﾅｵﾀｶ 山口 × × ×

15 600 椿　直剛(1) 桑山中 NM
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾄ 山口

10 1088 中村　真人(2) 大嶺中 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m78

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通男子棒高跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      4m30      藤村一和(山口・富田)                  1993
大会記録(GR)            4m22      内山丈司(山口・富田)                  1996 10月6日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 山口 － － － － × ○ － ○ ○

1 2 672 髙橋　稜(3) 東和中 ○ × × ○ × × × 3m30
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 山口 － － ○ － × × ○ × ○ ○ × ○

2 3 72 久保田良弥(3) 光井中 × × ○ × × × 3m20
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 山口 ○ ○ ○ ○ × × ×

3 1 773 河村　祥吾(3) 萩東中 2m60

3m10
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m20 3m30 3m40

2m20 2m40 2m60 2m80 2m90 3m00
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00



共通男子走幅跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      6m92      宮瀬巧斗(山口・上宇部)                2016
大会記録(GR)            6m83      末永敦慶(山口・木屋川)                1994 10月5日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾉ ｱｷﾌﾐ 山口 6m38 × × 6m38 8 × × 6m34 6m38
1 23 63 美濃　諒歩(3) 桑山中 +0.8 +0.8 -1.3 +0.8

ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山口 6m16 6m06 6m16 6m16 7 5m77 × 5m72 6m16
2 12 611 岡本　脩汰(3) 山の田中 +0.8 +0.7 +0.5 +0.8 -1.7 -1.2 +0.8

ﾓﾄｸﾗ ｶﾂﾏｻ 山口 6m15 6m12 × 6m15 6 × 5m98 5m78 6m15
3 17 906 本藏　勝将(3) 田布施中 +1.7 +2.0 +1.7 -0.9 -2.1 +1.7

ｻﾄｳ ﾕｳｷ 山口 5m65 5m84 × 5m84 2 5m81 × 6m05 6m05
4 21 261 佐藤　優樹(3) 浅江中 +0.4 -0.5 -0.5 -1.2 +0.9 +0.9

ﾀｶﾔﾏ ｲﾂｷ 山口 × 5m82 5m95 5m95 5 5m71 5m63 5m78 5m95
5 9 155 髙山　逸希(2) 長成中 +0.3 +0.1 +0.1 0.0 -0.3 +0.1 +0.1

ﾌｸﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 山口 5m82 5m84 5m88 5m88 4 5m72 × 5m84 5m88
6 5 593 福場虎太郎(2) 大井小中 +1.2 +1.8 +0.6 +0.6 +0.1 +0.6 +0.6

ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 山口 5m83 5m80 × 5m83 1 5m82 × 5m85 5m85
7 19 26 鴨川　洸登(2) 仙崎中 +1.5 +1.5 +1.5 -0.8 +1.0 +1.0

ﾑｶｲﾀﾞ ﾄﾓｷ 山口 5m59 5m69 5m85 5m85 3 5m77 5m72 × 5m85
8 25 44 向田　共希(3) 由宇中 +0.6 +0.3 +0.6 +0.6 -0.3 +1.8 +0.6

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 山口 5m81 × 5m51 5m81 5m81
9 4 399 山内　勇輝(3) 上宇部中 +1.5 +1.1 +1.5 +1.5

ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ 山口 5m63 5m56 5m61 5m63 5m63
10 27 88 岡﨑　由昂(3) 周陽中 +1.3 -1.1 +1.0 +1.3 +1.3

ｵｵｼﾀ ﾊｵﾄ 山口 × 5m51 5m49 5m51 5m51
11 6 855 大下　波音(2) 下関菊川中 0.0 +1.0 0.0 0.0

ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ 山口 5m43 × × 5m43 5m43
12 14 863 柳　遥輝(3) 竜王中 +1.0 +1.0 +1.0

ﾓﾘﾐﾂ ｷﾄﾞｳ 山口 × 5m29 × 5m29 5m29
13 7 389 盛光　希道(3) 末武中 -0.6 -0.6 -0.6

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ 山口 × 5m14 × 5m14 5m14
14 1 316 宇都宮　璃来(1) 彦島中 -0.3 -0.3 -0.3

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 山口 4m91 4m91 4m90 4m91 4m91
15 26 1013 中村　玲偉(3) 岐陽中 +1.2 -0.3 -0.2 +1.2 +1.2

ｵｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 山口 4m54 4m78 4m75 4m78 4m78
16 18 141 岡野　稜平(2) 東部中 +0.5 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

ｾｷ ﾘｮｳﾀ 山口 × 4m77 4m61 4m77 4m77
17 15 387 関　遼大(2) 小野田中 +0.6 -1.1 +0.6 +0.6

ｷﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 山口 4m51 × 4m57 4m57 4m57
18 3 603 木野村真一(3) 常盤中 +1.3 -1.0 -1.0 -1.0

ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼ 山口 4m38 4m00 4m49 4m49 4m49
19 11 100 松本　英士(2) 柳井中 +1.2 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0

ﾖｼﾐﾂ ﾕｽﾞｷ 山口 4m30 4m35 4m20 4m35 4m35
20 8 722 吉光　柚貴(2) 萩東中 +0.2 +0.8 0.0 +0.8 +0.8

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾗﾀ 山口 × 4m35 4m01 4m35 4m35
21 13 330 杉本　新汰(1) 佐波中 -0.9 +2.3 -0.9 -0.9

ﾔﾏｳﾁ ﾀｸﾏ 山口 4m25 4m29 4m30 4m30 4m30
22 2 470 山内　拓真(1) 国府中 +0.9 +1.5 +0.6 +0.6 +0.6

ｶﾜﾉ ﾔﾏﾄ 山口 × × 4m28 4m28 4m28
23 10 1180 河野　倭士(1) 向洋中 +1.2 +1.2 +1.2

ｵﾀﾞ ｺｳﾔ 山口 4m05 3m95 3m56 4m05 4m05
24 20 94 小田　航也(1) 光井中 +0.8 -1.1 +0.8 +0.8 +0.8

ﾑﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 山口 3m50 3m28 3m40 3m50 3m50
25 16 765 村上　弘祐(2) 高千帆中 +0.9 +1.9 -0.3 +0.9 +0.9

ｵｷﾀ ｱｷﾗ 山口 × × ×
22 936 沖田　耀(3) 川中中 NM

ﾏｷﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口

24 724 牧野琳太郎(3) 大島中 DNS
ｶｻﾉ ｼｭﾝｽｹ 山口

28 1223 笠野　俊介(2) 熊毛中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通男子三段跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      13m67     末広憲彦(山口・秋月)                  1994
大会記録(GR)            13m67     末広憲彦(山口・秋月)                  1994 10月5日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 山口 12m42 10m95 12m34 12m42 8 11m90 － 12m17 12m42
1 8 377 福田　大雅(3) 末武中 +0.6 -0.9 -0.2 +0.6 +0.5 0.0 +0.6

ﾖｼﾅ ｶｽﾞｻ 山口 11m61 11m93 11m51 11m93 7 11m34 11m97 12m07 12m07
2 7 940 吉名　和冴(3) 川中中 +2.0 -0.6 -0.3 -0.6 +0.3 +0.6 +2.0 +2.0

ﾌｸﾀﾞ ｺｳｾｲ 山口 11m72 11m59 10m85 11m72 6 9m48 11m27 11m46 11m72
3 2 898 福田　昂生(3) 田布施中 +1.0 +1.2 -1.3 +1.0 -1.3 +0.7 +2.8 +1.0

ｷｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 11m39 11m20 10m89 11m39 5 11m02 × 11m25 11m39
4 5 134 菊本　翔太(3) 萩東中 +1.8 +0.4 -1.6 +1.8 -0.1 -0.1 +1.8

ｺﾐﾔ ｺｳｷ 山口 11m18 10m79 9m20 11m18 4 9m63 × × 11m18
5 13 210 小宮　煌希(2) 周陽中 +1.9 -1.3 -1.2 +1.9 +0.8 +1.9

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山口 × × 10m92 10m92 1 11m06 11m04 × 11m06
6 10 1439 藤本　晃綺(3) 太華中 -1.2 -1.2 -1.7 -0.4 -1.7

ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山口 × 10m79 11m02 11m02 3 × 10m77 × 11m02
7 14 1402 町田　陽登(3) 高川学園中 +1.3 +2.4 +2.4 -1.5 +2.4

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ 山口 10m98 10m30 × 10m98 2 10m88 10m72 × 10m98
8 4 989 山中　柊弥(2) 小郡中 +1.6 +0.8 +1.6 +1.2 -0.9 +1.6

ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 山口 10m39 － 10m62 10m62 10m62
9 11 700 松村　京亮(3) 岐陽中 -1.1 -0.2 -0.2 -0.2

ｸﾗﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 山口 10m37 － 10m51 10m51 10m51
10 9 32 倉永　宥汰(3) 大井小中 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ﾄｸﾗ ｶｲﾄ 山口 9m79 10m06 × 10m06 10m06
11 12 271 戸倉　海斗(3) 浅江中 +1.5 +1.0 +1.0 +1.0

ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 山口 9m39 － 9m02 9m39 9m39
12 1 1146 山本　颯太(2) 西岐波中 -2.2 +1.7 -2.2 -2.2

ｱｻﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 山口 × × ×
6 95 浅原隆之介(2) 柳井中 NM

ﾅﾘﾀ ｼｭｳﾔ 山口

3 139 成田　周哉(1) 光井中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通男子砲丸投
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      14m97     安永稀一(山口・島田)                  2015
大会記録(GR)            14m26     安永稀一(山口・島田)                  2015 10月6日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾐｽ ｼﾞﾝ 山口

1 15 559 スミス　仁(3) 富田中 11m42 10m96 11m37 11m42 8 11m72 10m72 12m00 12m00
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾜ 山口

2 5 1395 岡本　優和(3) 上宇部中 10m29 11m11 10m87 11m11 7 10m35 10m75 10m69 11m11
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳ 山口

3 16 47 宮川　祥(3) 福栄中 10m62 10m61 × 10m62 6 10m49 11m06 × 11m06
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山口

4 2 551 伊藤　大地(2) 桑山中 9m53 10m38 × 10m38 5 10m42 11m02 10m40 11m02
ｳｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 山口

5 14 285 魚谷　匠吾(3) 浅江中 9m09 9m96 9m46 9m96 3 × 10m15 10m32 10m32
ｼﾏﾀﾞ ｵｳﾏ 山口

6 10 834 嶋田　旺万(3) 下関菊川中 10m04 10m30 10m27 10m30 4 10m05 9m48 9m80 10m30
ｾﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口

7 12 955 仙田　拓也(3) 川中中 9m55 9m60 9m26 9m60 2 9m34 8m93 9m10 9m60
ﾄｸﾄﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口

8 11 446 徳富蒼一郎(2) 国府中 9m10 8m32 9m55 9m55 1 9m44 9m26 8m02 9m55
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 山口

9 8 1456 松浦　優汰(2) 越ヶ浜中 9m51 9m23 9m22 9m51 9m51
ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｻｸ 山口

10 17 905 水田　優作(3) 田布施中 9m05 9m43 9m21 9m43 9m43
ｳｴｵｶ ｶｽﾞﾏ 山口

11 9 480 上岡　千真(3) 華陽中 8m36 9m35 8m39 9m35 9m35
ﾐﾄ ﾀｲｷ 山口

12 18 225 三戸　泰輝(2) 旭中 8m11 8m50 × 8m50 8m50
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 山口

13 13 1473 小林　歩夢(3) 島田中 × 8m25 7m44 8m25 8m25
ｷｸｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 山口

14 1 307 菊川　拓馬(3) 垢田中 8m15 7m39 7m65 8m15 8m15
ﾑﾗｶﾐ ｿｳｼ 山口

15 3 1586 村上　綜史(2) 長府中 7m82 7m92 8m01 8m01 8m01
ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 山口

16 4 1006 山下慎太郎(2) 小郡中 5m57 5m84 5m37 5m84 5m84
ｲｼﾊﾗ ﾊﾔｾ 山口

6 1478 石原　捷聖(3) 黒石中 DNS
ﾆｼﾊﾗ ｲｸ 山口

7 1403 西原　育(3) 高川学園中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子四種競技
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      2460      高本真志(山口・川下)                  2009
大会記録(GR)            2437      徳田大輔(山口・川中)                  2007

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.15 9m77 1m67 56.01
1 775 +0.7 2382

(831) (472) (520) (559)
16.44 8m62 1m35 54.30

2 1092 +0.7 1997
(684) (403) (283) (627)
17.54 6m60 1m45 1:01.99

3 994 -0.2 1553
(569) (284) (352) (348)
18.84 7m86 1m40 59.81

4 957 +0.7 1542
(447) (358) (317) (420)
19.83 8m14 1m40 58.93

5 1171 -0.2 1505
(363) (375) (317) (450)
19.07 9m40 1m35 1:04.66

6 29 -0.2 1427
(426) (450) (283) (268)
22.85 8m38 1m50 1:02.00

7 567 -0.2 1285
(159) (389) (389) (348)
20.45 6m95 NM 1:03.05

8 996 +0.7 933
(314) (304) (0) (315)
21.07 5m18 NM 1:03.02

9 853 +0.7 787
(270) (201) (0) (316)

DNS DNS DNS
426 DNS

(2)

(2)
ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 山口

田中　光己 浅江中

(3)
ﾀｸﾞﾏ ｺｳ 山口

田熊　倖 太華中

(3)
ﾀｹﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口

武谷　航介 柳井中

(3)
ｱｵｷ ｹｲﾀ 山口

青木　啓太 桜田中

(2)
ﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 山口

千葉　好星 高川学園中

(3)
ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 山口

村重　直哉 麻里布中

(2)
ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 山口

吉野　祐太 川中中

(3)
ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 山口

田中　壽人 小郡中

(3)
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口

小田　隼也 熊毛中

氏名 所属

ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口

烏田　慶生 萩東中

凡例  DNS:欠場



共通男子四種競技 110mH(0.914m)
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：長田　保範

10月5日 09:45 決　勝

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+0.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 山口 ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口

1 5 994 田中　壽人(2) 小郡中 17.54 569 1 9 775 烏田　慶生(3) 萩東中 15.15 831
ﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 山口 ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口

2 9 29 千葉　好星(3) 高川学園中 19.07 426 2 8 1092 小田　隼也(3) 熊毛中 16.44 684
ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 山口 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 山口

3 7 1171 村重　直哉(2) 麻里布中 19.83 363 3 5 957 吉野　祐太(3) 川中中 18.84 447
ｱｵｷ ｹｲﾀ 山口 ﾀｹﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口

4 8 567 青木　啓太(3) 桜田中 22.85 159 4 7 996 武谷　航介(3) 柳井中 20.45 314
ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 山口 ﾀｸﾞﾏ ｺｳ 山口

6 426 田中　光己(2) 浅江中 DNS 5 6 853 田熊　倖(2) 太華中 21.07 270

凡例  DNS:欠場



共通男子四種競技 走高跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

10月5日 14:00 決　勝

ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口 － － ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

1 5 775 烏田　慶生(3) 萩東中 ○ × × × 1m67 520
ｱｵｷ ｹｲﾀ 山口 ○ ○ ○ ○ × × ×

2 10 567 青木　啓太(3) 桜田中 1m50 389
ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 山口 ○ ○ ○ × × ×

3 8 994 田中　壽人(2) 小郡中 1m45 352
ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 山口 × ○ ○ × × ×

4 2 1171 村重　直哉(2) 麻里布中 1m40 317
ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 山口 ○ × × ○ × × ×

5 4 957 吉野　祐太(3) 川中中 1m40 317
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口 ○ × × ×

6 3 1092 小田　隼也(3) 熊毛中 1m35 283
ﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 山口 × ○ × × ×

7 7 29 千葉　好星(3) 高川学園中 1m35 283
ﾀｹﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口 × × ×

1 996 武谷　航介(3) 柳井中 0 NM
ﾀｸﾞﾏ ｺｳ 山口 × × ×

6 853 田熊　倖(2) 太華中 0 NM
ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 山口

9 426 田中　光己(2) 浅江中 DNS

1m64
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m67 1m70

1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m35

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通男子四種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

10月5日 12:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口

1 4 775 烏田　慶生(3) 萩東中 9m77 9m35 9m04 9m77 472
ﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 山口

2 10 29 千葉　好星(3) 高川学園中 9m40 9m28 8m97 9m40 450
ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口

3 7 1092 小田　隼也(3) 熊毛中 7m93 8m28 8m62 8m62 403
ｱｵｷ ｹｲﾀ 山口

4 3 567 青木　啓太(3) 桜田中 7m52 8m38 8m25 8m38 389
ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 山口

5 5 1171 村重　直哉(2) 麻里布中 8m10 7m99 8m14 8m14 375
ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 山口

6 6 957 吉野　祐太(3) 川中中 7m86 7m57 7m71 7m86 358
ﾀｹﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口

7 1 996 武谷　航介(3) 柳井中 6m88 5m80 6m95 6m95 304
ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 山口

8 8 994 田中　壽人(2) 小郡中 5m83 5m94 6m60 6m60 284
ﾀｸﾞﾏ ｺｳ 山口

9 9 853 田熊　倖(2) 太華中 4m60 4m35 5m18 5m18 201
ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 山口

2 426 田中　光己(2) 浅江中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通男子四種競技 400m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

10月5日 17:00 決　勝

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 山口 ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山口

1 4 1171 村重　直哉(2) 麻里布中 58.93 450 1 7 1092 小田　隼也(3) 熊毛中 54.30 627
ｱｵｷ ｹｲﾀ 山口 ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口

2 7 567 青木　啓太(3) 桜田中 1:02.00 348 2 4 775 烏田　慶生(3) 萩東中 56.01 559
ﾀｸﾞﾏ ｺｳ 山口 ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ 山口

3 5 853 田熊　倖(2) 太華中 1:03.02 316 3 8 957 吉野　祐太(3) 川中中 59.81 420
ﾀｹﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口 ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 山口

4 6 996 武谷　航介(3) 柳井中 1:03.05 315 4 5 994 田中　壽人(2) 小郡中 1:01.99 348
ﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 山口

5 6 29 千葉　好星(3) 高川学園中 1:04.66 268



1年女子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      11.90     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2010 10月5日 10:50 予　選
大会記録(GR)            12.86     先村若奈(山口・高川学園)              2018 10月6日 11:05 決　勝

予　選　6組上位8名

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｷﾂﾞｷ ﾅﾅ 山口 ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 山口

1 5 1246 秋月　菜那(1) 常盤中 13.71 1 4 14 田熊　柚(1) 田布施中 13.40 q
ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 山口 ﾀﾉ ｱﾘｻ 山口

2 1 20 藤田　桜子(1) 浅江中 13.83 2 3 1068 田野　亜莉紗(1) 上宇部中 13.66 q
ﾋﾗﾀ ﾉｱ 山口 ﾋﾛﾅｶ ﾅﾉ 山口

3 6 940 平田　乃愛(1) 鴻南中 14.02 3 1 202 廣中　菜乃(1) 大内中 13.90
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕｺ 山口 ﾓﾘｼｹﾞ ｷﾗ 山口

4 4 1025 細田眞友子(1) 小野田中 14.06 4 2 1242 森重　姫良(1) 富田中 14.09
ﾄｸﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ 山口 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 山口

5 7 475 徳永　梓(1) 平生中 14.56 5 6 756 中野　満咲(1) 山の田中 14.35
ｲﾜｷ ｻｷ 山口 ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｳ 山口

6 9 511 岩木　沙樹(1) 長成中 14.92 6 5 504 福永　美羽(1) 太華中 14.39
ﾜｶｻｷ ｼｵﾘ 山口 ｷﾄｳ ｶﾎ 山口

7 8 178 若崎　栞(1) 周陽中 15.07 7 8 908 木藤　夏帆(1) 麻里布中 14.61
ﾅｶﾞﾉ ｱｺ 山口 ﾌｼﾞｲ ｻﾘﾅ 山口

8 2 435 永野　空虹(1) 福川中 15.13 8 9 767 藤井沙里奈(1) 小郡中 14.95
ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾅ 山口 ｽｴﾋﾛ ｶｺ 山口

3 395 永松　日菜(1) 徳地中 DQ,*T4 9 7 374 末廣　栞子(1) 東岐波中 15.32

3組 (風:+2.8) 4組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾉﾘ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 山口

1 6 421 下村みのり(1) 西岐波中 13.46 q 1 3 12 山口　七愛(1) 東部中 13.44 q
ﾐｸﾗ ｱﾘｻ 山口 ｲﾅﾅｶﾞ ﾏﾎ 山口

2 5 464 御蔵　茜咲(1) 国府中 13.69 q 2 1 204 稲永　茉帆(1) 萩東中 13.60 q
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ｺｺﾛ 山口

3 7 25 中村　清楓(1) 島田中 13.81 3 9 1286 松田　こころ(1) 日新中 14.35
ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾊ 山口 ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ 山口

4 3 502 中村　琴葉(1) 桑山中 14.18 4 4 13 熊谷　美優(1) 長府中 14.39
ｼﾝﾔ ﾐﾕｳ 山口 ﾑﾗﾀ ﾕﾗ 山口

5 8 268 新矢　美優侑(1) 彦島中 14.19 5 6 361 村田　由来(1) 右田中 14.74
ｱｷｶﾞﾜ ｱｵｲ 山口 ｲﾄｳ ﾐﾕ 山口

6 4 847 秋川　碧(1) 川中中 14.42 6 7 1279 伊藤　未倖(1) 慶進中 14.75
ﾐﾂﾀﾞ ﾏﾘ 山口 ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ 山口

7 1 934 光田　麻里(1) 下関菊川中 14.76 7 5 85 内藤　央瑠(1) 光井中 14.85
ﾀｶｷﾞ ﾁﾎ 山口 ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ 山口

8 9 1245 高木　千穂(1) 竜王中 14.85 8 8 29 松中　嘉音(1) むつみ中 15.93
ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 山口 ﾂﾙﾀ ｺﾕｷ 山口

9 2 36 藤田　沙季(1) 三見中 16.55 2 973 鶴田　こゆき(1) 附属光中 DNS

5組 (風:+2.7) 6組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山口 ｱﾗﾏｷ ﾊﾙﾅ 山口

1 1 90 久保　瑞乃(1) 旭中 12.87 q 1 2 1330 荒牧　春那(1) 岐陽中 13.52 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口 ｶﾗｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 山口

2 2 291 山本　明佳(1) 佐波中 14.02 2 5 1140 烏田　歩美(1) 勝山中 13.89
ｸｼﾀﾞ ｱｲ 山口 ｸﾆｷﾖ ﾚｲﾅ 山口

3 5 1219 櫛田　愛衣(1) 大嶺中 14.07 3 9 1176 國清　怜那(1) 岩国中 13.93
ﾖｼﾀﾞ ﾘｺ 山口 ﾑｶｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

4 7 1235 吉田　莉子(1) 下関中等教育 14.13 4 4 39 向田　帆花(1) 由宇中 14.18
ｱｻﾊﾗ ﾖｼﾉ 山口 ｵｻﾞｻ ｱｲｶ 山口

5 8 126 浅原よし乃(1) 柳井中 14.43 5 3 410 小笹　愛可(1) 垢田中 14.38
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾕ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 山口

6 3 1093 山本　悠結(1) 藤山中 14.45 6 6 585 中村真梨子(1) 高千帆中 14.45
ﾊﾀﾞﾉ ｺｺﾅ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾓｱ 山口

7 9 1050 波多野心菜(1) 黒石中 14.70 7 8 957 西村　萌杏(1) 萩西中 14.69
ｵｵﾀﾆ ﾚｱﾝ 山口 ﾌｼﾞｲ ﾘｺ 山口

8 6 1010 大谷　蓮杏(1) 熊毛中 14.92 8 7 1180 藤井　莉子(1) 神原中 15.54
ﾋﾗﾀ ﾓﾓ 山口

9 4 631 平田　百(1) 桜田中 15.30

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 *T4:不正スタート



1年女子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      11.90     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2010 10月5日 10:50 予　選
大会記録(GR)            12.86     先村若奈(山口・高川学園)              2018 10月6日 11:05 決　勝

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山口

1 4 90 久保　瑞乃(1) 旭中 13.07
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 山口

2 7 12 山口　七愛(1) 東部中 13.49
ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 山口

3 5 14 田熊　柚(1) 田布施中 13.71
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾉﾘ 山口

4 6 421 下村みのり(1) 西岐波中 13.74
ｱﾗﾏｷ ﾊﾙﾅ 山口

5 9 1330 荒牧　春那(1) 岐陽中 13.80
ｲﾅﾅｶﾞ ﾏﾎ 山口

6 8 204 稲永　茉帆(1) 萩東中 13.85
ﾀﾉ ｱﾘｻ 山口

7 2 1068 田野　亜莉紗(1) 上宇部中 13.99
ﾐｸﾗ ｱﾘｻ 山口

8 3 464 御蔵　茜咲(1) 国府中 14.07

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 *T4:不正スタート



共通女子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      11.90     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2010
大会記録(GR)            12.1      信岡沙希重(山口・東部)                1992 10月5日 11:25 予　選
大会記録(GR)            12.30     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2009 10月6日 10:55 決　勝

予　選　7組上位8名

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山口 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 山口

1 5 242 飛鷹　愛(3) 末武中 12.70 q 1 6 1523 先村　若奈(2) 高川学園中 12.23 GR q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 山口 ﾌｼﾞｲ ﾏﾘﾝ 山口

2 2 598 中村　雪菜(2) 萩東中 13.46 2 3 27 藤井　真鈴(3) 附属山口中 13.60
ﾐﾔｹ ｱﾏﾈ 山口 ﾌｼﾞｵ ﾋﾅﾀ 山口

3 7 94 宮家　天寧(3) 平川中 13.51 3 2 593 藤尾　柊向(3) 岐陽中 13.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 山口 ｶﾈﾓﾄ ﾅﾅｺ 山口

4 3 803 渡邊菜々実(2) 小郡中 13.90 4 9 102 金本　七虹(3) 光井中 14.36
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏﾅ 山口 ﾀｹﾓﾄ ｻﾘ 山口

5 6 1121 溝口　真菜(2) 日新中 14.16 5 7 1220 竹本　紗莉(3) 慶進中 14.47
ｲｿﾍﾞ ﾐｳ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 山口

6 4 691 磯部　海羽(2) 太華中 14.45 6 8 651 西村　心希(2) 下関菊川中 14.51
ﾓﾘ ﾊﾙﾅ 山口 ｱﾗｷ ﾁﾅ 山口

7 8 854 森　陽菜(3) 川中中 14.76 7 5 1051 荒木　千奈(2) 平生中 15.10
ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ 山口

8 9 822 島田　倖奈(2) 藤山中 15.07 4 669 藤田ひかる(2) 高千帆中 DNS

3組 (風:-0.1) 4組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ 山口 ﾘｮｳｺﾞｸ ﾅﾅｶ 山口

1 9 16 高道　友愛(3) 鴻南中 12.75 q 1 3 143 両国菜々香(3) 周陽中 13.57
ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 山口

2 4 754 竹本　遥香(3) 田布施中 13.39 q 2 5 1090 武林　未紗(3) 三隅中 13.70
ｲｾｷ ｱﾔ 山口 ｲﾏｵｶ ｽｽﾞﾈ 山口

3 5 857 伊関　あや(3) 深川中 13.93 3 2 575 今岡　鈴寧(3) 西岐波中 13.81
ﾌｼﾞｲ ﾚｲ 山口 ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 山口

4 2 684 藤井　怜(2) 萩西中 14.13 4 6 173 山下　栞歩(3) 厚南中 14.18
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 山口 ｴﾑﾗ ﾕｳﾋ 山口

5 3 431 長谷川優希(3) 長府中 14.17 5 8 219 江村　夕陽(2) 右田中 14.39
ﾂﾂﾐ ﾊﾅ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 山口

6 8 607 堤　花菜(3) 大内中 14.34 6 7 302 河村　雅(2) 彦島中 14.54
ﾊﾔｼ ﾕｲ 山口 ｻｴｷ ﾏﾄﾞｶ 山口

7 7 1017 林　結衣(2) 下関中等教育 14.55 7 1 288 佐伯　円香(2) むつみ中 14.89
ｶﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 山口 ﾏｽﾄﾐ ﾁｻﾄ 山口

8 6 216 河村　彩花(2) 桜田中 15.59 8 9 834 桝冨　千里(2) 常盤中 15.58
ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 山口

4 15 藏重　みう(3) 附属光中 DNS

5組 (風:+3.3) 6組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 山口 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏﾅﾐ 山口

1 3 217 古川帆乃花(3) 垢田中 12.88 q 1 7 155 坪倉　愛美(2) 長成中 13.20 q
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 山口 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾐｸ 山口

2 5 1112 河口小百合(2) 岩国中 13.08 q 2 6 487 長村　美玖(3) 桑山中 13.44
ﾉﾅｶ ﾐｸ 山口 ｺｳﾄｸ ｻﾗ 山口

3 2 865 野中　美空(2) 勝山中 13.96 3 8 5 神徳　咲来(3) 島田中 14.00
ｻｺﾀﾞ ｶﾉﾝ 山口 ｵｵﾁﾀﾞ ﾏｲ 山口

4 6 969 迫田　華音(2) 上宇部中 13.97 4 3 990 大地田麻衣(3) 熊毛中 14.01
ｵｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 山口 ﾋｶﾞｷ ﾐﾕ 山口

5 8 22 岡村ひかり(2) 豊田中 14.12 5 4 348 檜垣　美結(2) 華陽中 14.37
ｸﾙｽ ﾜｶﾅ 山口 ｻﾀﾞﾏｽ ﾓﾓﾕ 山口

6 9 1131 来栖　若菜(2) 富田中 14.24 6 2 903 貞益　杏柚(2) 川下中 14.71
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 山口 ｲﾏﾏﾂ ｶﾖ 山口

7 4 737 中村　心音(2) 黒石中 14.25 7 5 210 今松　香葉(3) 浅江中 14.92
ｺｻﾑﾗ ｱﾕﾐ 山口 ｸﾗﾓﾄ ﾐｻｷ 山口

8 7 1046 小佐村歩実(3) 向洋中 14.86 9 739 倉本　美咲(1) 山の田中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



共通女子100m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      11.90     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2010
大会記録(GR)            12.1      信岡沙希重(山口・東部)                1992 10月5日 11:25 予　選
大会記録(GR)            12.30     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2009 10月6日 10:55 決　勝

予　選　7組上位8名

7組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾑﾈ ｱｲﾘ 山口

1 3 116 森宗　愛理(2) 東部中 13.01 q
ｲﾜﾀ ｶﾚﾝ 山口

2 2 262 岩田かれん(3) 玄洋中 13.58
ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｵ 山口

3 4 186 河尻　真桜(2) 野田学園中 13.94
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 山口

4 5 1058 山田　彩矢(3) 麻里布中 14.05
ｶｼﾞ ﾋﾅﾀ 山口

5 6 327 梶　ひなた(2) 小野田中 14.28
ﾐｳﾗ ｱｵｲ 山口

6 8 937 三浦　碧依(3) 柳井中 14.60
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔ 山口

7 7 1147 黒田　綾(2) 佐波中 14.91
ﾔﾏｳﾁ ｽﾐｶ 山口

8 9 1500 山内　純花(3) 国府中 15.19

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 山口

1 4 1523 先村　若奈(2) 高川学園中 12.15 GR
ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山口

2 7 242 飛鷹　愛(3) 末武中 12.59
ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ 山口

3 6 16 高道　友愛(3) 鴻南中 12.64
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 山口

4 5 217 古川帆乃花(3) 垢田中 12.91
ﾓﾘﾑﾈ ｱｲﾘ 山口

5 8 116 森宗　愛理(2) 東部中 12.96
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏﾅﾐ 山口

6 2 155 坪倉　愛美(2) 長成中 13.13
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 山口

7 9 1112 河口小百合(2) 岩国中 13.24
ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口

8 3 754 竹本　遥香(3) 田布施中 13.31

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



共通女子200m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      24.36     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2009
大会記録(GR)            25.6      蘭　仁美(山口・東部)                  1986 10月5日 12:05 予　選
大会記録(GR)            25.74     倉本奈緒(山口・小郡)                  2015 10月6日 10:40 決　勝

予　選　5組上位8名

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 山口 ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾘ 山口

1 3 227 大原明日風(3) 垢田中 26.37 q 1 8 411 中川　優里(2) 田布施中 27.23 q
ﾐｲ ｱﾔﾉ 山口 ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ 山口

2 1 785 三井　綾乃(2) 小郡中 27.85 q 2 3 140 森重　まお(3) 周陽中 28.69
ｹﾝﾓﾂ ﾙﾅ 山口 ｶﾅｵｶ ｼﾞｭｲ 山口

3 6 858 釼物　留凪(3) 深川中 28.45 3 1 954 金岡　珠唯(3) 平生中 28.91
ﾖｺｾ ｼﾉ 山口 ｳﾒﾀﾞ ｷﾗﾅ 山口

4 7 730 横瀬　史乃(2) 太華中 29.08 4 2 1078 梅田　綺夏(3) 東部中 29.24
ﾅｶｼﾏ ｻﾔ 山口 ﾖｼｵｶ ﾅﾂｷ 山口

5 4 1015 中嶋　紗彩(2) 下関中等教育 29.23 5 6 73 吉岡　菜月(3) 大嶺中 30.02
ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 山口 ﾏﾂﾑﾗ ｻｸ 山口

6 2 939 清水　陽愛(1) 鴻南中 29.53 6 4 247 松村　咲来(3) 末武中 30.12
ｵｶﾀﾞ ﾏﾕ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 山口

7 8 671 岡田　真侑(1) 長府中 30.26 7 7 909 橋本　夢佳(1) 麻里布中 30.51
ﾐｳﾗ ﾓｱ 山口 ﾋﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 山口

8 5 66 三浦　萌愛(2) 富田中 30.39 8 5 56 平本　瑞季(2) 柳井中 30.89
ﾑﾗﾀ ﾁｸﾞｻ 山口 ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ﾕｳﾅ 山口

9 9 1082 村田　千種(1) 木屋川中 30.48 9 9 931 永冨　裕菜(1) 下関菊川中 31.40

3組 (風:+0.7) 4組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘ ﾅﾂﾈ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ 山口

1 8 949 森　夏音(2) 川中中 27.35 q 1 8 889 松田　幸果(3) 勝山中 26.71 q
ﾐｼﾏ ﾋﾅｺ 山口 ﾔﾏﾈ ｸﾐｶ 山口

2 9 493 三島陽菜子(3) 桑山中 27.97 q 2 3 319 山根空未夏(3) 萩西中 27.75 q
ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 山口

3 5 576 川村　文乃(3) 西岐波中 28.19 3 2 185 藤本　翔子(2) 高川学園中 28.13
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口 ｶﾜﾉ ﾐｽﾞｷ 山口

4 6 562 内田　伶音(3) 黒石中 28.52 4 5 1230 河野みずき(2) 竜王中 29.27
ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ 山口 ｶﾜﾐﾂ ｱﾘｻ 山口

5 7 258 梶山　美菜(3) 上宇部中 30.64 5 6 168 川満　有紗(2) 長成中 29.86
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 山口 ｸﾗﾀ ﾘｵ 山口

6 4 49 山本　愛華(2) 福川中 32.57 6 4 568 藏田　理緒(2) 萩東中 30.10
ｵｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 山口 ｻﾄｳ ﾐｸ 山口

7 3 1179 岡田　華美(1) 神原中 33.85 7 9 914 佐藤　美空(3) 右田中 32.11
ｸﾆﾋﾛ ﾏﾅ 山口 ﾆｼﾓﾄ ﾜｶﾅ 山口

2 3 国広　真奈(3) 島田中 DNS 8 7 613 西本　和叶(3) 大島中 33.99

5組 (風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 山口

1 8 89 池田　來瞳(3) 野田学園中 26.66 q
ｵｷﾀ ｺｺｱ 山口

2 4 1073 沖田　心愛(2) 熊毛中 28.05
ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾅ 山口

3 2 815 徳永　七菜(2) 岐陽中 28.78
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山口

4 5 670 藤本　真緒(2) 高千帆中 29.32
ﾐｳﾗ ｺﾕｷ 山口

5 1 8 三浦　小幸(3) 浅江中 29.53
ｴﾄｳ ｶﾉｶ 山口

6 7 605 江藤栞乃香(3) 大内中 30.51
ﾅｶﾊﾗ ﾕｷ 山口

7 9 338 中原　結稀(2) 華陽中 31.08
ﾀﾑﾗ ﾒｲ 山口

8 3 1032 田村　芽依(3) 日新中 31.20
ﾅｵ ｻｷﾅ 山口

6 328 猶　咲那(2) 小野田中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子200m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      24.36     君嶋愛梨沙(山口・麻里布)              2009
大会記録(GR)            25.6      蘭　仁美(山口・東部)                  1986 10月5日 12:05 予　選
大会記録(GR)            25.74     倉本奈緒(山口・小郡)                  2015 10月6日 10:40 決　勝

決　勝　

(風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 山口

1 6 227 大原明日風(3) 垢田中 26.22
ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾘ 山口

2 4 411 中川　優里(2) 田布施中 26.42
ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ 山口

3 7 889 松田　幸果(3) 勝山中 26.51
ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 山口

4 5 89 池田　來瞳(3) 野田学園中 26.90
ﾐｲ ｱﾔﾉ 山口

5 3 785 三井　綾乃(2) 小郡中 27.98
ﾐｼﾏ ﾋﾅｺ 山口

6 2 493 三島陽菜子(3) 桑山中 27.99
ﾔﾏﾈ ｸﾐｶ 山口

7 8 319 山根空未夏(3) 萩西中 28.05
ﾓﾘ ﾅﾂﾈ 山口

8 9 949 森　夏音(2) 川中中 28.13

凡例  DNS:欠場



共通女子400m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      56.9      寺山聡子(山口・小郡)                  1987
山口県中学記録(YR)      57.08     寺山聡子(山口・小郡)                  1987 10月5日 12:45 予　選
大会記録(GR)            57.75     樫部結香(山口・太華)                  2006 10月6日 10:25 決　勝

予　選　5組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾗｶﾞﾐ ﾓﾓｺ 山口 ｳﾁﾔﾏ ｶﾉ 山口

1 4 342 白上　桃子(3) 萩西中 1:05.08 q 1 5 1034 内山　佳音(3) 向洋中 1:05.11 q
ﾀﾑﾗ ﾕｷ 山口 ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ 山口

2 9 224 田村　優稀(3) 垢田中 1:06.31 2 9 199 室園　咲花(3) 長府中 1:05.14 q
ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 山口 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｱ 山口

3 3 1250 平田羽留香(1) 常盤中 1:07.74 3 2 551 正司　遥愛(3) 黒石中 1:08.76
ｻｶｲ ﾐｵ 山口 ｵﾁ ﾐﾔﾋﾞ 山口

4 8 953 酒井　美桜(3) 平生中 1:09.16 4 8 659 越智　雅(2) 高千帆中 1:10.15
ﾐﾂｵｶ ﾚﾅ 山口 ｿｶﾞ ﾐﾕｳ 山口

5 6 1030 光岡　玲菜(3) 日新中 1:11.44 5 3 798 曽我　美友(3) 川中中 1:10.61
ﾂﾁﾀﾞ ﾅﾅｺ 山口 ｵｶﾞﾜ ﾓﾅ 山口

6 2 1310 土田七菜子(2) 越ヶ浜中 1:11.63 6 6 345 小川　桃奈(2) 華陽中 1:11.72
ｼﾗｷ ｱｺ 山口 ﾐｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 山口

7 5 1064 白木　亜子(3) 岩国中 1:11.70 7 7 1152 御神村春花(3) 川下中 1:11.82
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 山口 ﾌｸｼﾏ ﾘﾝｶ 山口

8 7 707 田中　胡桃(3) 下関菊川中 1:12.42 8 4 356 福島　鈴夏(2) 浅江中 1:16.67

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾃﾗｵ ﾏﾅ 山口 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳ 山口

1 1 764 寺尾　真奈(3) 田布施中 1:05.07 q 1 8 281 柳澤　風奏(3) 富田中 1:02.24 q
ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｶﾈ 山口 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ 山口

2 4 1018 林田　朱音(2) 下関中等教育 1:05.23 q 2 6 441 橋本萠々花(3) 桑山中 1:06.74
ﾜﾀﾞ ｻﾂｷ 山口 ﾌﾙｼｹﾞ ｱｲﾗ 山口

3 5 786 和田　桜月(2) 小郡中 1:05.54 q 3 7 259 古重　愛来(3) 上宇部中 1:07.26
ｱｷﾓﾄ ﾕｳ 山口 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ 山口

4 6 566 秋本　優(2) 萩東中 1:10.17 4 2 1076 斉藤　彩葉(1) 木屋川中 1:09.73
ﾐｽﾞﾀ ｷﾖﾘ 山口 ｶﾜｻｷ ｶﾚﾝ 山口

5 7 112 水田　清梨(1) 鴻南中 1:10.51 5 4 496 川崎　華怜(2) 末武中 1:10.24
ﾓﾘｳｴ ﾉﾉｶ 山口 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 山口

6 8 10 森上　希花(1) 安岡中 1:12.96 6 5 30 髙橋　夏樹(3) 大井小中 1:10.41
ｶﾂｷ ｱｲﾐ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 山口

7 2 330 勝木　和心(2) 小野田中 1:14.06 7 9 33 中村　友香(2) 福栄中 1:16.29
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅﾂ 山口 ｵｵｲｼ ﾘﾎ 山口

8 3 203 藤永　名津(3) 国府中 1:14.81 3 516 大石　りほ(3) 山の田中 DNS
ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾝ 山口

9 9 597 松田　凜(3) 太華中 1:15.43

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 山口

1 2 592 田原　奈波(3) 岐陽中 1:03.35 q
ｻｸﾔﾏ ﾕﾘﾅ 山口

2 3 129 柵山友梨奈(3) 周陽中 1:06.16
ｵｵﾑﾗ ﾙｶ 山口

3 6 884 大村　琉夏(2) 大嶺中 1:07.27
ﾅﾐﾏﾂ ｱｲﾐ 山口

4 8 372 浪松　藍美(1) 右田中 1:09.00
ﾄﾞｲ ｱﾔｶ 山口

5 4 846 土井　絢加(2) 勝山中 1:10.70
ｲｿﾜ ﾌﾐｺ 山口

6 9 1040 磯和　芙未子(2) 麻里布中 1:12.38
ﾅｶﾉ ｱﾐ 山口

7 7 534 中野　亜美(2) 玄洋中 1:15.82
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾉﾘ 山口

5 968 中村　妃里(3) 東部中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子400m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      56.9      寺山聡子(山口・小郡)                  1987
山口県中学記録(YR)      57.08     寺山聡子(山口・小郡)                  1987 10月5日 12:45 予　選
大会記録(GR)            57.75     樫部結香(山口・太華)                  2006 10月6日 10:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 山口

1 5 592 田原　奈波(3) 岐陽中 59.47
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳ 山口

2 4 281 柳澤　風奏(3) 富田中 1:01.22
ﾃﾗｵ ﾏﾅ 山口

3 7 764 寺尾　真奈(3) 田布施中 1:02.94
ｳﾁﾔﾏ ｶﾉ 山口

4 9 1034 内山　佳音(3) 向洋中 1:02.96
ｼﾗｶﾞﾐ ﾓﾓｺ 山口

5 6 342 白上　桃子(3) 萩西中 1:03.75
ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ 山口

6 8 199 室園　咲花(3) 長府中 1:04.33
ﾜﾀﾞ ｻﾂｷ 山口

7 2 786 和田　桜月(2) 小郡中 1:04.40
ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｶﾈ 山口

8 3 1018 林田　朱音(2) 下関中等教育 1:05.67

凡例  DNS:欠場



共通女子800m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      2:07.81   市川良子(山口・浅江)                  1991 10月5日 13:20 予　選
大会記録(GR)            2:12.81   西永菜津(山口・鴻南)                  2014 10月6日 11:20 決　勝

予　選　5組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 山口 ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 山口

1 2 688 土屋実耶弥(3) 小郡中 2:23.96 q 1 3 544 中原　涼那(3) 高千帆中 2:19.94 q
ｼﾊﾞｶﾜ ﾐｽﾞｷ 山口 ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ 山口

2 1 923 柴川　瑞希(3) 右田中 2:25.13 q 2 2 1522 磯﨑あゆみ(2) 高川学園中 2:27.59 q
ｼｹﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾉ 山口

3 9 469 重山　歩美(1) 萩東中 2:30.83 3 6 1027 藤田　莉乃(2) 下関中等教育 2:30.19
ﾔﾅｷﾞ ﾁﾊﾙ 山口 ｲﾜﾓﾄ ﾒｲ 山口

4 5 512 柳　千晴(3) 桑山中 2:31.45 4 1 133 岩本　愛生(1) 太華中 2:30.33
ｱﾘﾖｼ ｻｸﾗ 山口 ﾌﾙｼｹﾞ ｴﾅ 山口

5 4 52 有吉　咲楽(2) 周陽中 2:32.30 5 4 37 古重　笑愛(1) 上宇部中 2:30.58
ﾀｹｼﾏ ｱﾔﾊ 山口 ﾅｶﾉ ﾕﾐ 山口

6 10 988 竹島　彩葉(2) 鴻南中 2:36.53 6 9 538 中野　佑美(2) 玄洋中 2:40.01
ﾀﾊﾞﾀ ｻｷ 山口 ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 山口

7 3 387 田端　咲希(2) 国府中 2:44.62 7 11 174 清水かえで(2) 長成中 2:40.44
ｵｶｻｺ ﾁﾊﾙ 山口 ﾓﾄﾐﾂ ｾﾅ 山口

8 7 1106 岡迫　千晴(2) 岩国中 2:51.23 8 8 998 本光　世奈(2) 西岐波中 2:44.40
ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ 山口 ﾀｹﾅｶ ﾕﾘｶ 山口

9 6 823 西村　結衣(2) 藤山中 2:52.92 9 5 853 竹中優里花(1) 川中中 2:44.59
ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 山口 ｵｵﾀ ﾘｵﾅ 山口

10 8 615 林　瞳美(3) 大島中 3:02.83 10 10 38 大田莉緒奈(3) 福栄中 3:06.86
ｽｲｽﾞ ﾐﾕ 山口

7 470 水津　深優(1) 野田学園中 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｷﾞ ﾓｴ 山口 ｻｺ ﾎﾉｶ 山口

1 2 1521 髙木　萌衣(2) 岐陽中 2:24.17 q 1 11 280 佐古萌乃香(3) 富田中 2:22.71 q
ｶﾔ ﾋﾅﾉ 山口 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾅ 山口

2 1 886 栢　陽菜乃(3) 勝山中 2:24.73 q 2 1 176 原田　栞那(2) 厚南中 2:26.86 q
ｵｵｳﾁ ﾘﾅ 山口 ｶﾀﾉ ﾙｲ 山口

3 6 1024 大内　理愛(1) 小野田中 2:30.29 3 4 2 片野　瑠唯(2) 久保中 2:30.88
ｻｶｲ ﾅﾅｾ 山口 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾏ 山口

4 4 223 酒井　七瀬(3) 垢田中 2:36.25 4 7 1081 本田　恵麻(1) 木屋川中 2:33.75
ｶﾅﾀﾞ ｱｵｲ 山口 ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 山口

5 5 1001 金田　葵(3) 熊毛中 2:36.87 5 3 1209 横山　琳子(1) 川下中 2:38.79
ｻｶﾈ ﾐｻｷ 山口 ｵﾀﾞｻｷ ｱｲｺ 山口

6 8 296 坂根　海咲(2) 光井中 2:39.17 6 8 1165 小田崎愛子(1) 向洋中 2:40.26
ｵﾓﾔ ﾘﾘｲ 山口 ｵｶﾀﾞ　ｱｲ 山口

7 7 1253 重矢　梨里(1) 日新中 2:43.32 7 6 650 岡田　藍(2) 下関菊川中 2:40.50
ﾐﾔﾀ ﾉﾊﾅ 山口 ﾀﾅｶ ﾈﾈ 山口

8 11 44 宮田　野花(2) 東和中 2:45.83 8 10 910 田中　音々(1) 麻里布中 2:43.10
ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 山口 ｵｶﾔﾏ ﾅｵ 山口

9 10 835 安藤　星梨(2) 常盤中 2:57.40 9 9 712 岡山　奈央(1) 山の田中 2:44.49
ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 山口 ﾀﾑﾗ ｻﾕﾘ 山口

3 381 山下　和奏(1) 浅江中 DNS 10 2 283 田村沙由莉(2) 旭中 3:15.81
ｵｶﾓﾄ ﾅﾂｶ 山口 ｶﾈﾀﾞ ﾉﾉｶ 山口

9 91 岡本　夏果(3) 三見中 DNS 5 664 金田乃々花(1) 長府中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子800m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      2:07.81   市川良子(山口・浅江)                  1991 10月5日 13:20 予　選
大会記録(GR)            2:12.81   西永菜津(山口・鴻南)                  2014 10月6日 11:20 決　勝

予　選　5組0着＋8

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口

1 10 394 川村　夏美(2) 田布施中 2:28.24
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷ 山口

2 2 950 松本　悠希(3) 平生中 2:28.32
ﾆｼｼﾞﾏ ﾅｷﾞｻ 山口

3 6 7 西嶋夏樹沙(1) 安岡中 2:31.08
ｻｶﾓﾄ ﾏﾅ 山口

4 7 1487 坂本　愛奈(3) 大内中 2:37.75
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾊ 山口

5 1 148 山本有貴葉(3) 萩西中 2:41.31
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾉﾝ 山口

6 5 960 中村　初音(2) 深川中 2:43.07
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅﾀ 山口

7 8 1052 松村日向多(1) 黒石中 2:50.56
ﾆｲﾔﾏ ｻｸﾗｺ 山口

8 3 654 新山　桜子(1) 東岐波中 2:53.41
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾐ 山口

9 9 239 中村　彩美(3) 末武中 2:56.17
ｱｵｷ ｱｲﾘ 山口

4 550 青木　愛莉(2) 島田中 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 山口

1 6 544 中原　涼那(3) 高千帆中 2:18.20
ｻｺ ﾎﾉｶ 山口

2 7 280 佐古萌乃香(3) 富田中 2:20.71
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 山口

3 5 688 土屋実耶弥(3) 小郡中 2:21.03
ｼﾊﾞｶﾜ ﾐｽﾞｷ 山口

4 9 923 柴川　瑞希(3) 右田中 2:21.09
ﾀｶｷﾞ ﾓｴ 山口

5 4 1521 髙木　萌衣(2) 岐陽中 2:22.20
ｶﾔ ﾋﾅﾉ 山口

6 8 886 栢　陽菜乃(3) 勝山中 2:25.74
ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ 山口

7 3 1522 磯﨑あゆみ(2) 高川学園中 2:28.31
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾅ 山口

8 2 176 原田　栞那(2) 厚南中 2:34.93

ラップ表 400m

ナンバー 923

記録 1:08

ナンバー 544

記録 1:07

ナンバー 1521

記録 1:10

ナンバー 176

記録 1:10

ナンバー 394

記録 1:11

ナンバー 280

記録 1:05
決　勝

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

予　選　5組

凡例  DNS:欠場



共通女子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      4:27.30   森廣彩音(山口・国府)                  2015 10月5日 14:45 予　選
大会記録(GR)            4:32.55   廣川征耶(山口・熊毛)                  2002 10月6日 11:40 決　勝

予　選　2組上位16名

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 山口 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲｶ 山口

1 1 1520 根賀美沙希(2) 高川学園中 4:51.00 q 1 5 662 楢林せいか(3) 萩東中 4:54.92
ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 山口

2 4 57 土井　唯楓(3) 光井中 4:51.85 q 2 17 300 松本　友(2) 垢田中 4:56.96
ｵｵﾓﾘ ｺﾊﾅ 山口 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 山口

3 10 93 大森　心花(3) 平川中 4:55.60 q 3 23 101 渡辺　紅李(1) 周南菊川中 5:04.31
ﾌﾙﾀ ﾓｴｶ 山口 ﾄﾞｲ ｼｭﾘ 山口

4 16 413 古田　萌華(2) 田布施中 5:01.95 q 4 10 1049 土肥　珠梨(2) 平生中 5:04.93
ｵｵﾀ ｶﾅ 山口 ﾌｶﾂ ﾕﾂﾞｷ 山口

5 2 797 太田　佳奈(2) 小郡中 5:01.97 q 5 8 1102 深津　柚月(3) 藤山中 5:09.17
ｸﾎﾞﾉ ｾﾗ 山口 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ 山口

6 15 698 窪野　星夢(3) 島田中 5:06.20 q 6 4 821 森谷　陽(2) 岐陽中 5:10.88
ﾜﾀﾍﾞ ﾏｺ 山口 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｴﾃﾞ 山口

7 11 543 渡部　真子(3) 高千帆中 5:06.97 q 7 11 958 藤川　花楓(1) 萩西中 5:11.82
ﾅｲﾄｳ ｻﾔ 山口 ﾅｶｵ ﾏﾕ 山口

8 17 888 内藤　咲彩(3) 勝山中 5:10.20 q 8 3 1223 中尾　真悠(3) 下関中等教育 5:12.35
ﾐｽﾞﾀ ﾕｶ 山口 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｶ 山口

9 14 722 水田　有香(3) 鴻南中 5:16.55 9 1 232 寺岡　優花(2) 周陽中 5:12.46
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝ 山口 ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｷ 山口

10 7 644 山下　厘(2) 下関菊川中 5:16.74 10 7 273 杉岡　優希(3) 富田中 5:21.68
ﾔﾅｷﾞ ｻｵﾘ 山口 ﾀﾅｶ ﾅﾅｺ 山口

11 3 1199 栁　沙織(3) 川下中 5:24.43 11 22 921 田中菜々子(3) 右田中 5:22.34
ﾉﾏ ﾘｻｺ 山口 ｺﾆｼ ﾘｵ 山口

12 18 1336 野間理佐子(2) 防府小野中 5:29.48 12 6 253 小西　里桜(3) 上宇部中 5:22.94
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾂ 山口 ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ 山口

13 12 287 山本　千夏(2) 長府中 5:36.00 13 14 333 梅本　空(2) 小野田中 5:22.95
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 山口 ﾖｼﾄﾐ ｻﾗﾗ 山口

14 13 1119 田村　遙香(2) 日新中 5:36.71 14 15 590 吉冨　彩羅(3) 西岐波中 5:25.17
ﾅﾗﾊﾗ ｱｵｲ 山口 ｶﾅｻﾞｷ ｻﾅ 山口

15 8 1156 奈良　葵(2) 佐波中 5:37.73 15 13 759 金﨑　咲菜(2) 東部中 5:32.02
ﾏﾂｵ ｷﾎ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 山口

16 9 377 松尾　希歩(2) 国府中 5:41.53 16 2 507 松田　芽衣(1) 太華中 5:35.52 *TK
ｻｶｼﾀ ﾌﾐｴ 山口 ｵﾉｳｴ ﾕｳﾅ 山口

17 19 444 坂下　史恵(3) 桑山中 5:46.16 17 9 238 尾上　友菜(3) 末武中 5:35.52 *TK
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾘ 山口 ﾌﾙﾔ ｴﾐﾘ 山口

18 21 1227 松田　歩莉(3) 福川中 5:49.57 18 20 751 古谷愛実理(2) 大内中 5:35.58
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 山口 ｺｳﾀﾞ ﾘﾝ 山口

19 22 177 山本　里彩(3) 厚南中 5:51.14 19 19 1003 神田　凛(3) 熊毛中 5:40.65
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 山口 ｵｷ ｱｶﾈ 山口

5 79 濵田 唯花(3) 安岡中 DNS 20 12 1063 沖　紅音(3) 岩国中 5:53.44
ｼﾓｶﾜ ﾘｮｳｺ 山口 ｳﾁﾀﾞ ﾘｶｺ 山口

6 1262 下川　椋子(3) 三隅中 DNS 16 611 内田梨花子(3) 附属光中 DNS
ﾅｶﾉ ﾄﾓｴ 山口 ﾊﾏﾓﾄ ｱｵｲ 山口

20 911 中野　朋恵(1) 麻里布中 DNS 18 1080 濱本　あおい(1) 木屋川中 DNS
ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ 山口

21 365 唐谷　里緒(2) 浅江中 DNS

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



共通女子1500m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      4:27.30   森廣彩音(山口・国府)                  2015 10月5日 14:45 予　選
大会記録(GR)            4:32.55   廣川征耶(山口・熊毛)                  2002 10月6日 11:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 山口

1 15 1520 根賀美沙希(2) 高川学園中 4:44.86
ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 山口

2 9 57 土井　唯楓(3) 光井中 4:48.10
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 山口

3 11 300 松本　友(2) 垢田中 4:50.50
ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲｶ 山口

4 10 662 楢林せいか(3) 萩東中 4:52.47
ｵｵﾀ ｶﾅ 山口

5 1 797 太田　佳奈(2) 小郡中 4:56.21
ﾌﾙﾀ ﾓｴｶ 山口

6 4 413 古田　萌華(2) 田布施中 4:56.27
ﾄﾞｲ ｼｭﾘ 山口

7 7 1049 土肥　珠梨(2) 平生中 4:59.43
ｵｵﾓﾘ ｺﾊﾅ 山口

8 6 93 大森　心花(3) 平川中 5:02.26
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 山口

9 8 101 渡辺　紅李(1) 周南菊川中 5:03.54
ﾌｶﾂ ﾕﾂﾞｷ 山口

10 16 1102 深津　柚月(3) 藤山中 5:03.87
ﾜﾀﾍﾞ ﾏｺ 山口

11 2 543 渡部　真子(3) 高千帆中 5:07.07
ｸﾎﾞﾉ ｾﾗ 山口

12 13 698 窪野　星夢(3) 島田中 5:07.32
ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ 山口

13 3 821 森谷　陽(2) 岐陽中 5:10.65
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｴﾃﾞ 山口

14 12 958 藤川　花楓(1) 萩西中 5:11.07
ﾅｶｵ ﾏﾕ 山口

15 14 1223 中尾　真悠(3) 下関中等教育 5:12.78
ﾅｲﾄｳ ｻﾔ 山口

16 5 888 内藤　咲彩(3) 勝山中 5:20.97

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 1520 1520 57

記録 1:15 2:36 3:55

ナンバー 300 300 300

記録 1:11 2:33 3:58

ナンバー 1520 57 57

記録 1:12 2:29 3:49

予　選　1組

予　選　2組

決　勝

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



共通女子100mH
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      14.0      日野裕子(山口・桑山)                  1993
山口県中学記録(YR)      14.06     伊藤梨乃(山口・萩西)                  2012 10月5日 10:15 予　選
大会記録(GR)            14.48     伊藤梨乃(山口・萩西)                  2012 10月6日 10:10 決　勝

予　選　4組上位8名

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 山口 ｱﾍﾞ ｶﾚﾝ 山口

1 9 966 半田菜々美(3) 東部中 15.83 q 1 2 689 阿部　花連(3) 小郡中 15.68 q
ﾅｶｺｳｼﾞ ﾕｳﾅ 山口 ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

2 3 293 中小路優杏(2) むつみ中 16.39 q 2 8 992 岸田帆乃佳(3) 熊毛中 16.56 q
ｲｲﾀﾞ ﾕｲ 山口 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾅﾅｺ 山口

3 2 349 飯田　唯(2) 浅江中 17.19 3 6 1225 緑川菜々子(3) 下関中等教育 17.16
ﾅｶﾞﾀ ｻﾁｴ 山口 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾏﾘ 山口

4 4 860 永田　祥恵(2) 勝山中 17.46 4 9 805 藤田　実毬(3) 川中中 18.33
ｱﾗｶﾜ ｻｸﾗ 山口 ｲﾁﾔﾏ ｽｽﾞﾉ 山口

5 8 856 荒川さくら(3) 深川中 18.23 5 7 95 市山　鈴乃(3) 光井中 18.63
ﾄｸﾅｶﾞ ｺﾉｶ 山口 ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 山口

6 7 1132 徳永胡乃桃(2) 高川学園中 19.05 6 5 1340 撰田　一葉(3) 大島中 18.82
ｷﾀﾓﾄ ｱｶﾘ 山口 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 山口

7 6 371 北本　愛果莉(1) 右田中 19.26 7 4 1031 伊藤　来未(3) 日新中 19.26
ﾂｶﾓﾄ ﾘｵ 山口 ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山口

8 5 749 塚本　莉央(1) 山の田中 19.39 3 271 岡田　瑞稀(3) 華陽中 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山口

1 240 中村　真琴(3) 末武中 DNS

3組 (風:+0.3) 4組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾈｺ ﾒｲ 山口 ｶﾜｲ ﾘｻ 山口

1 8 35 金子　明未(3) 国府中 15.48 q 1 2 391 河井　理紗(2) 田布施中 15.08 q
ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 山口 ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ 山口

2 5 142 谷川　綾音(3) 周陽中 15.69 q 2 3 353 西村　羽未(3) 萩西中 15.96 q
ﾌﾙﾅｶﾞ ﾕｳｷ 山口 ｵｸﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 山口

3 6 196 古永　佑生(3) 長府中 16.91 3 8 948 奥永　明花(3) 平生中 17.60
ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 山口 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ 山口

4 7 591 斉藤　水月(3) 岐陽中 17.84 4 5 218 川野　春奈(3) 垢田中 18.21
ﾐﾖｼ ｻｷ 山口 ﾅｶﾓﾄ ﾆｺ 山口

5 3 666 三吉　幸生(3) 萩東中 18.33 5 6 63 中元　瑳(2) 柳井中 18.22
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲｶ 山口 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 山口

6 9 1436 松田　唯香(2) 福川中 19.50 6 7 993 竹内　綾(2) 鴻南中 18.54
ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ 山口 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾘ 山口

7 4 647 斉藤瀬里菜(3) 小野田中 19.91 7 4 485 藤岡　優里(3) 桑山中 18.79
ｱｷﾔﾏ ﾘｵ 山口 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾎ 山口

2 254 秋山　里桜(3) 上宇部中 DNS 8 9 1060 岡田　明歩(3) 岩国中 19.52

決　勝　

(風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｲ ﾘｻ 山口

1 4 391 河井　理紗(2) 田布施中 15.08
ｶﾈｺ ﾒｲ 山口

2 6 35 金子　明未(3) 国府中 15.23
ｱﾍﾞ ｶﾚﾝ 山口

3 7 689 阿部　花連(3) 小郡中 15.36
ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ 山口

4 9 353 西村　羽未(3) 萩西中 15.52
ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 山口

5 5 142 谷川　綾音(3) 周陽中 15.67
ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 山口

6 8 966 半田菜々美(3) 東部中 15.90
ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

7 3 992 岸田帆乃佳(3) 熊毛中 16.30
ﾅｶｺｳｼﾞ ﾕｳﾅ 山口

8 2 293 中小路優杏(2) むつみ中 16.41

凡例  DNS:欠場



共通女子4X100mR
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      49.2      中元・田中・辻野・近森(山口・富田)    1985
山口県中学記録(YR)      49.22     岡本・田中・池田・大塚(山口・東部)    1989 10月5日 15:40 予　選
大会記録(GR)            49.7      把田・日野・山崎・中原(山口・桑山)    1993 10月6日 12:20 決　勝

予　選　6組上位8チーム

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 末武中 480 國嶋　彩加(2) ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ 52.29 1 3 垢田中 218 川野　春奈(3) ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ 50.21
(山口) 241 林　真穂(3) ﾊﾔｼ ﾏﾎ q (山口) 227 大原明日風(3) ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ q

247 松村　咲来(3) ﾏﾂﾑﾗ ｻｸ 228 濵田　美幸(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ
242 飛鷹　愛(3) ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 217 古川帆乃花(3) ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ

2 4 長府中 13 熊谷　美優(1) ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ 54.14 2 4 岐陽中 593 藤尾　柊向(3) ﾌｼﾞｵ ﾋﾅﾀ 52.47
(山口) 196 古永　佑生(3) ﾌﾙﾅｶﾞ ﾕｳｷ (山口) 592 田原　奈波(3) ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ

199 室園　咲花(3) ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ 815 徳永　七菜(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾅ
431 長谷川優希(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 1043 渡邊日菜子(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ

3 9 浅江中 9 野原　茉莉(3) ﾉﾊﾗ ﾏﾘ 54.37 3 7 東部中 966 半田菜々美(3) ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 52.51
(山口) 8 三浦　小幸(3) ﾐｳﾗ ｺﾕｷ (山口) 116 森宗　愛理(2) ﾓﾘﾑﾈ ｱｲﾘ

20 藤田　桜子(1) ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 1078 梅田　綺夏(3) ｳﾒﾀﾞ ｷﾗﾅ
212 品川　采耶(3) ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾔ 965 前村　真央(3) ﾏｴﾑﾗ ﾏﾋﾛ

4 7 川中中 805 藤田　実毬(3) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾏﾘ 54.92 4 8 上宇部中 257 三宅　彩加(3) ﾐﾔｹ ｱﾔｶ 54.53
(山口) 854 森　陽菜(3) ﾓﾘ ﾊﾙﾅ (山口) 1068 田野　亜莉紗(1) ﾀﾉ ｱﾘｻ

851 柴田　珠蘭(3) ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾗ 258 梶山　美菜(3) ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ
949 森　夏音(2) ﾓﾘ ﾅﾂﾈ 969 迫田　華音(2) ｻｺﾀﾞ ｶﾉﾝ

5 5 大内中 753 古谷　美乃(2) ﾌﾙﾔ ﾖｼﾉ 55.57 5 5 黒石中 737 中村　心音(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 54.99
(山口) 605 江藤栞乃香(3) ｴﾄｳ ｶﾉｶ (山口) 562 内田　伶音(3) ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ

607 堤　花菜(3) ﾂﾂﾐ ﾊﾅ 564 深見早也香(3) ﾌｶﾐ ｻﾔｶ
748 原田　星(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ 551 正司　遥愛(3) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｱ

6 8 山の田中 749 塚本　莉央(1) ﾂｶﾓﾄ ﾘｵ 56.14 6 9 高千帆中 670 藤本　真緒(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 55.78
(山口) 739 倉本　美咲(1) ｸﾗﾓﾄ ﾐｻｷ (山口) 672 碧村　ひな(2) ﾍｷﾑﾗ ﾋﾅ

710 岡本　栞里(1) ｵｶﾓﾄ ｼｵﾘ 546 曽根　愛美(3) ｿﾈ ﾏﾅﾐ
756 中野　満咲(1) ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 585 中村真梨子(1) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ

7 3 佐波中 1136 小川　聖七(2) ｵｶﾞﾜ ｾｲﾅ 56.97 7 6 小野田中 646 久保　美月(3) ｸﾎﾞ ﾐﾂｷ 55.99
(山口) 1147 黒田　綾(2) ｸﾛﾀﾞ ｱﾔ (山口) 1025 細田眞友子(1) ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕｺ

1139 松村　知穂(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾎ 1020 吉次　音葉(1) ﾖｼﾂｸﾞ ｵﾄﾊ
291 山本　明佳(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 327 梶　ひなた(2) ｶｼﾞ ﾋﾅﾀ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 野田中 471 中田　香葉(2) ﾅｶﾀ ｺﾉﾊ 52.03 1 9 田布施中 754 竹本　遥香(3) ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 51.27
(山口) 89 池田　來瞳(3) ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ q (山口) 391 河井　理紗(2) ｶﾜｲ ﾘｻ q

83 岡本　白(3) ｵｶﾓﾄ ﾊｸ 14 田熊　柚(1) ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ
186 河尻　真桜(2) ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｵ 411 中川　優里(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾘ

2 5 鴻南中 940 平田　乃愛(1) ﾋﾗﾀ ﾉｱ 52.99 2 4 小郡中 794 谷村　実優(2) ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾕ 53.00
(山口) 16 高道　友愛(3) ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ (山口) 785 三井　綾乃(2) ﾐｲ ｱﾔﾉ

939 清水　陽愛(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 786 和田　桜月(2) ﾜﾀﾞ ｻﾂｷ
993 竹内　綾(2) ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 803 渡邊菜々実(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ

3 2 国府中 384 田上　彩希(2) ﾀｶﾞﾐ ｻｷ 53.96 3 3 長成中 162 岡本　莉浬(2) ｵｶﾓﾄ ﾘﾘ 54.04
(山口) 464 御蔵　茜咲(1) ﾐｸﾗ ｱﾘｻ (山口) 155 坪倉　愛美(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏﾅﾐ

35 金子　明未(3) ｶﾈｺ ﾒｲ 168 川満　有紗(2) ｶﾜﾐﾂ ｱﾘｻ
447 田中　佑実(1) ﾀﾅｶ ﾕﾐ 175 松本　莉未(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ

4 8 西岐波中 576 川村　文乃(3) ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 54.77 4 5 向洋中 1356 八尾　有華(3) ﾔｵ ｱﾘｶ 56.26
(山口) 575 今岡　鈴寧(3) ｲﾏｵｶ ｽｽﾞﾈ (山口) 1034 内山　佳音(3) ｳﾁﾔﾏ ｶﾉ

583 藤井日真梨(3) ﾌｼﾞｲ ﾋﾏﾘ 1047 清本陽菜乃(3) ｷﾖﾓﾄ ﾋﾅﾉ
421 下村みのり(1) ｼﾓﾑﾗ ﾐﾉﾘ 1046 小佐村歩実(3) ｺｻﾑﾗ ｱﾕﾐ

5 7 彦島中 1290 仲井　楓夏(2) ﾅｶｲ ﾌｳｶ 56.03 5 6 下関菊川中 934 光田　麻里(1) ﾐﾂﾀﾞ ﾏﾘ 56.42
(山口) 268 新矢　美優侑(1) ｼﾝﾔ ﾐﾕｳ (山口) 651 西村　心希(2) ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ

312 小池　鞘茄(2) ｺｲｹ ｻﾔｶ 931 永冨　裕菜(1) ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ﾕｳﾅ
302 河村　雅(2) ｶﾜﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 644 山下　厘(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝ

6 9 慶進中 1515 藤川　和心(3) ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｺﾞﾐ 59.26 6 7 日新中 1031 伊藤　来未(3) ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 57.74
(山口) 1220 竹本　紗莉(3) ﾀｹﾓﾄ ｻﾘ (山口) 1030 光岡　玲菜(3) ﾐﾂｵｶ ﾚﾅ

1485 井元　咲綾(3) ｲﾓﾄ ｻｱﾔ 1032 田村　芽依(3) ﾀﾑﾗ ﾒｲ
1514 下川　ひな(3) ｼﾓｶﾜ ﾋﾅ 1121 溝口　真菜(2) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏﾅ

3 勝山中 1140 烏田　歩美(1) ｶﾗｽﾀﾞ ｱﾕﾐ DQ,*R3 8 平生中 954 金岡　珠唯(3) ｶﾅｵｶ ｼﾞｭｲ DNS
(山口) 889 松田　幸果(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ (山口) 207 西見　千春(3) ﾆｼﾐ ﾁﾊﾙ

864 浦島　有生(3) ｳﾗｼﾏ ﾘｵ 953 酒井　美桜(3) ｻｶｲ ﾐｵ
865 野中　美空(2) ﾉﾅｶ ﾐｸ 948 奥永　明花(3) ｵｸﾅｶﾞ ﾎﾉｶ

6 熊毛中 DNS
(山口)

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



共通女子4X100mR
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      49.2      中元・田中・辻野・近森(山口・富田)    1985
山口県中学記録(YR)      49.22     岡本・田中・池田・大塚(山口・東部)    1989 10月5日 15:40 予　選
大会記録(GR)            49.7      把田・日野・山崎・中原(山口・桑山)    1993 10月6日 12:20 決　勝

予　選　6組上位8チーム

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 周陽中 129 柵山友梨奈(3) ｻｸﾔﾏ ﾕﾘﾅ 51.61 1 6 萩西中 309 戸﨑　心優(3) ﾄｻｷ ﾐﾕ 52.00
(山口) 143 両国菜々香(3) ﾘｮｳｺﾞｸ ﾅﾅｶ q (山口) 319 山根空未夏(3) ﾔﾏﾈ ｸﾐｶ q

140 森重　まお(3) ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ 353 西村　羽未(3) ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ
142 谷川　綾音(3) ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 685 森下　七海(2) ﾓﾘｼﾀ ﾅﾅﾐ

2 3 桑山中 458 秋元　舞花(3) ｱｷﾓﾄ ﾏｲｶ 52.17 2 2 高川中 185 藤本　翔子(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 52.12
(山口) 493 三島陽菜子(3) ﾐｼﾏ ﾋﾅｺ q (山口) 1523 先村　若奈(2) ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ q

450 井手玲緒奈(3) ｲﾃﾞ ﾚｵﾅ 182 廣　紗希(2) ﾋﾛ ｻｷ
487 長村　美玖(3) ﾅｶﾞﾑﾗ ﾐｸ 1132 徳永胡乃桃(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｺﾉｶ

3 5 岩国中 1095 村田　紗楽(2) ﾑﾗﾀ ｻﾗ 53.51 3 4 萩東中 568 藏田　理緒(2) ｸﾗﾀ ﾘｵ 53.42
(山口) 1176 國清　怜那(1) ｸﾆｷﾖ ﾚｲﾅ (山口) 598 中村　雪菜(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ

1106 岡迫　千晴(2) ｵｶｻｺ ﾁﾊﾙ 618 平田　萌恵(2) ﾋﾗﾀ ﾓｴ
1112 河口小百合(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 204 稲永　茉帆(1) ｲﾅﾅｶﾞ ﾏﾎ

4 9 大嶺中 73 吉岡　菜月(3) ﾖｼｵｶ ﾅﾂｷ 55.23 4 3 富田中 281 柳澤　風奏(3) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳ 53.87
(山口) 1219 櫛田　愛衣(1) ｸｼﾀﾞ ｱｲ (山口) 1242 森重　姫良(1) ﾓﾘｼｹﾞ ｷﾗ

74 吉岡　葉月(3) ﾖｼｵｶ ﾊﾂﾞｷ 280 佐古萌乃香(3) ｻｺ ﾎﾉｶ
895 鍋山　侑花(2) ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾕｳｶ 115 手嶋　美羽(2) ﾃｼﾏ ﾐｳ

5 7 厚南中 190 河田　己華(3) ｶﾜﾀ ﾐﾊﾅ 55.71 5 9 深川中 859 松本　彩夢(3) ﾏﾂﾓﾄ ｻﾕｷ 55.08
(山口) 173 山下　栞歩(3) ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ (山口) 858 釼物　留凪(3) ｹﾝﾓﾂ ﾙﾅ

187 山崎　栞依(3) ﾔﾏｻｷ ｼｴ 856 荒川さくら(3) ｱﾗｶﾜ ｻｸﾗ
192 篠田　朱里(3) ｼﾉﾀﾞ ｱｶﾘ 857 伊関　あや(3) ｲｾｷ ｱﾔ

6 8 光井中 95 市山　鈴乃(3) ｲﾁﾔﾏ ｽｽﾞﾉ 56.39 6 8 柳井中 180 中原　杏(2) ﾅｶﾊﾗ ｱﾝ 57.85
(山口) 229 髙　かすみ(3) ｺｳ ｶｽﾐ (山口) 126 浅原よし乃(1) ｱｻﾊﾗ ﾖｼﾉ

96 内田明日香(3) ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ 56 平本　瑞季(2) ﾋﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
114 山根日真莉(2) ﾔﾏﾈ ﾋﾏﾘ 937 三浦　碧依(3) ﾐｳﾗ ｱｵｲ

7 4 麻里布中 909 橋本　夢佳(1) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 57.74 7 7 桜田中 629 本田　陽依(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾖﾘ 1:02.45

(山口) 1058 山田　彩矢(3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ (山口) 216 河村　彩花(2) ｶﾜﾑﾗ ｱﾔｶ
908 木藤　夏帆(1) ｷﾄｳ ｶﾎ 632 山下　和奏(1) ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ
1041 住吉　由羽(2) ｽﾐﾖｼ ﾕｳ 631 平田　百(1) ﾋﾗﾀ ﾓﾓ

6 島田中 DNS 5 太華中 716 永谷優美紗(2) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ DNF
(山口) (山口) 730 横瀬　史乃(2) ﾖｺｾ ｼﾉ

691 磯部　海羽(2) ｲｿﾍﾞ ﾐｳ
504 福永　美羽(1) ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｳ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 垢田中 218 川野　春奈(3) ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ 50.05
(山口) 227 大原明日風(3) ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ

228 濵田　美幸(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ
217 古川帆乃花(3) ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ

2 5 田布施中 754 竹本　遥香(3) ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 50.98
(山口) 391 河井　理紗(2) ｶﾜｲ ﾘｻ

14 田熊　柚(1) ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ
411 中川　優里(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾘ

3 4 周陽中 129 柵山友梨奈(3) ｻｸﾔﾏ ﾕﾘﾅ 51.44
(山口) 143 両国菜々香(3) ﾘｮｳｺﾞｸ ﾅﾅｶ

140 森重　まお(3) ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ
142 谷川　綾音(3) ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾔﾈ

4 8 野田中 471 中田　香葉(2) ﾅｶﾀ ｺﾉﾊ 51.81
(山口) 89 池田　來瞳(3) ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ

83 岡本　白(3) ｵｶﾓﾄ ﾊｸ
186 河尻　真桜(2) ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｵ

5 9 高川中 185 藤本　翔子(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 51.86
(山口) 1523 先村　若奈(2) ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ

182 廣　紗希(2) ﾋﾛ ｻｷ
1132 徳永胡乃桃(2) ﾄｸﾅｶﾞ ｺﾉｶ

6 6 萩西中 309 戸﨑　心優(3) ﾄｻｷ ﾐﾕ 51.88
(山口) 319 山根空未夏(3) ﾔﾏﾈ ｸﾐｶ

353 西村　羽未(3) ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ
685 森下　七海(2) ﾓﾘｼﾀ ﾅﾅﾐ

7 3 末武中 480 國嶋　彩加(2) ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ 51.98
(山口) 241 林　真穂(3) ﾊﾔｼ ﾏﾎ

247 松村　咲来(3) ﾏﾂﾑﾗ ｻｸ
242 飛鷹　愛(3) ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ

8 2 桑山中 458 秋元　舞花(3) ｱｷﾓﾄ ﾏｲｶ 52.35
(山口) 493 三島陽菜子(3) ﾐｼﾏ ﾋﾅｺ

450 井手玲緒奈(3) ｲﾃﾞ ﾚｵﾅ
487 長村　美玖(3) ﾅｶﾞﾑﾗ ﾐｸ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



共通女子走高跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      1m73      西原綾子(山口・勝山)                  1993
大会記録(GR)            1m70      西原綾子(山口・勝山)                  1993 10月6日 10:00 決　勝

決　勝　

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 山口 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 15 678 坂口　果鈴(3) 小郡中 1m53
ｱｵｷ ﾘﾝ 山口 － ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 7 741 青木　倫(3) 田布施中 1m53
ﾃｼﾏ ﾐｳ 山口 － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

3 3 115 手嶋　美羽(2) 富田中 1m50
ﾓﾘｼﾀ ﾅﾅﾐ 山口 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 19 685 森下　七海(2) 萩西中 1m50
ｴﾓﾄ ｱｶﾘ 山口 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

5 2 489 江本安佳哩(2) 末武中 1m50
ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾕｳｶ 山口 ○ ○ ○ × × ×

6 4 895 鍋山　侑花(2) 大嶺中 1m40
ｼｽﾞﾏ ﾚｲﾅ 山口 × ○ ○ × × ○ × × ×

7 5 169 静間　玲奈(2) 長成中 1m40
ｱｵｷ ｻﾗ 山口 ○ ○ × × ×

8 6 1517 青木　彩良(3) 下関中等教育 1m35
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 山口 × ○ ○ × × ×

9 17 1195 山本　夏帆(3) 川下中 1m35
ﾆｼﾐ ﾁﾊﾙ 山口 ○ × ○ × × ×

10 20 207 西見　千春(3) 平生中 1m35
ｵｶﾓﾄ ｼｵﾘ 山口 × ○ × × ○ × × ×

11 9 710 岡本　栞里(1) 山の田中 1m35
ﾋﾀﾞｶ ﾅﾅﾐ 山口 × ○ × × ○ × × ×

11 12 1019 日高菜々美(3) 熊毛中 1m35
ﾐﾔｳﾁ ﾏﾅ 山口 ○ × × ×

13 1 745 宮内　真菜(2) 向洋中 1m30
ﾉﾊﾗ ﾏﾘ 山口 ○ × × ×

13 13 9 野原　茉莉(3) 浅江中 1m30
ﾓﾘｼｹﾞ ｺｺﾛ 山口 × ○ × × ×

15 10 638 森重こころ(3) 小野田中 1m30
ﾐﾔｷﾞ ｺｺﾛ 山口 × × ○ × × ×

16 14 790 宮城　心(3) 川中中 1m30
ｲﾄｳ ﾋﾅ 山口 × × ×

8 943 伊藤　妃菜(3) 岐陽中 NM
ﾖｺﾔﾏ ｱﾕｶ 山口 × × ×

18 906 横山　歩果(3) 右田中 NM
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 山口

11 307 吉田　ゆう(2) 彦島中 DNS
ﾀｶﾊﾞ ﾕｽﾞﾅ 山口

16 766 髙場　柚奈(2) 東部中 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m35 1m40 1m45 1m50 1m53 1m56

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通女子走幅跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      5m68      石津和子(山口・明木)                  1972
大会記録(GR)            5m68      石津和子(山口・明木)                  1972 10月5日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾗｼﾏ ﾘｵ 山口 5m16 5m20 × 5m20 8 × × 5m10 5m20
1 30 864 浦島　有生(3) 勝山中 -0.5 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 山口 5m01 5m17 × 5m17 7 4m98 5m11 × 5m17
2 10 228 濵田　美幸(3) 垢田中 -1.3 -0.4 -0.4 +1.0 +2.2 -0.4

ｵｶﾓﾄ ﾊｸ 山口 4m86 × 4m85 4m86 6 4m97 × × 4m97
3 14 83 岡本　白(3) 野田学園中 -0.8 +0.6 -0.8 +1.3 +1.3

ｳﾙｼﾏ ｾｲﾅ 山口 4m65 4m73 3m70 4m73 4 4m62 4m84 4m81 4m84
4 19 234 宇留島聖奈(3) 末武中 -0.6 +0.4 +0.3 +0.4 +0.8 +0.7 +0.5 +0.7

ﾖｼｵｶ ﾊﾂﾞｷ 山口 4m57 4m70 4m76 4m76 5 4m84 × 4m64 4m84
5 20 74 吉岡　葉月(3) 大嶺中 -0.5 +0.3 +0.4 +0.4 +1.2 -0.3 +1.2

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾐ 山口 4m53 4m51 4m63 4m63 3 4m54 4m82 4m70 4m82
6 24 396 河村　優海(3) 田布施中 -0.6 +0.1 +0.9 +0.9 +1.7 +2.4 +0.6 +2.4

ｽｴﾋﾛ ﾕﾅ 山口 4m53 4m53 4m41 4m53 2 4m59 4m43 4m47 4m59
7 26 120 末廣　由奈(2) 右田中 -0.7 -0.5 +1.1 -0.7 +1.3 +1.5 +1.2 +1.3

ｽﾐﾖｼ ﾕｳ 山口 4m50 × × 4m50 1 4m40 4m39 4m44 4m50
8 7 1041 住吉　由羽(2) 麻里布中 +0.1 +0.1 +1.1 +0.6 +1.4 +0.1

ｻｶﾓﾄ ｱｷ 山口 × 4m48 4m31 4m48 4m48
9 3 492 阪本　明希(1) 桑山中 +0.3 -0.1 +0.3 +0.3

ﾅｶﾉ ｱﾔﾉ 山口 × 4m24 4m38 4m38 4m38
10 6 19 中野　綾乃(3) 久保中 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏﾅｶ ｲｽﾞﾐ 山口 4m29 4m34 4m28 4m34 4m34
11 13 310 山中　泉水(3) 萩西中 -0.6 -0.2 +0.7 -0.2 -0.2

ﾏﾂﾓﾄ ｻﾕｷ 山口 4m31 × 4m17 4m31 4m31
12 9 859 松本　彩夢(3) 深川中 -0.5 +0.8 -0.5 -0.5

ﾏｴﾑﾗ ﾏﾋﾛ 山口 4m14 × × 4m14 4m14
13 17 965 前村　真央(3) 東部中 +0.8 +0.8 +0.8

ﾖｼｶﾞ ﾓｴ 山口 4m07 3m97 4m04 4m07 4m07
14 11 285 吉賀　萌(3) 富田中 -1.5 +0.1 +1.2 -1.5 -1.5

ｳｴﾀ ﾕｲ 山口 4m05 × × 4m05 4m05
15 21 778 植田　結衣(3) 川中中 -0.5 -0.5 -0.5

ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾕ 山口 × × 4m04 4m04 4m04
16 31 794 谷村　実優(2) 小郡中 +1.0 +1.0 +1.0

ｵｵﾀ ｱﾝﾐ 山口 3m81 3m94 4m03 4m03 4m03
17 22 962 大田　杏美(2) 神原中 -0.2 -0.5 +0.9 +0.9 +0.9

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ 山口 × 4m02 × 4m02 4m02
18 25 295 森田　遼(2) むつみ中 -0.3 -0.3 -0.3

ｻﾄｳ ﾕｳｶ 山口 3m85 3m96 3m93 3m96 3m96
19 5 1234 佐藤　優花(3) 大道中 -0.3 +0.6 +0.2 +0.6 +0.6

ｵｵｻﾜ ﾊﾙﾈ 山口 3m83 3m91 3m79 3m91 3m91
20 1 985 大澤　春音(3) 熊毛中 +1.1 +0.2 +0.4 +0.2 +0.2

ﾆｼﾑﾗ ｱｲｻ 山口 3m90 × × 3m90 3m90
21 8 352 西村　藍沙(2) 浅江中 -0.1 -0.1 -0.1

ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 山口 3m81 3m58 3m72 3m81 3m81
22 4 1055 伊藤　柚月(2) 平生中 -0.6 +0.3 0.0 -0.6 -0.6

ｲｼﾀﾞﾊﾅ 山口 3m79 3m74 3m71 3m79 3m79
23 12 989 石田華亜奈(2) 鴻南中 -0.8 -0.5 +0.5 -0.8 -0.8

ﾍｷﾑﾗ ﾋﾅ 山口 3m76 × × 3m76 3m76
24 28 672 碧村　ひな(2) 高千帆中 -0.5 -0.5 -0.5

ｱｷﾓﾘ ﾐｻｷ 山口 3m66 3m54 × 3m66 3m66
25 27 86 秋守　美咲(1) 越ヶ浜中 -0.7 -0.2 -0.7 -0.7

ﾅｶﾑﾗ ｱﾐ 山口 2m66 3m63 × 3m63 3m63
26 15 945 中村　亜美(3) 岐陽中 -0.7 -0.1 -0.1 -0.1

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｷ 山口 3m57 × × 3m57 3m57
27 23 264 河口　真妃(1) 彦島中 -0.5 -0.5 -0.5

ｷﾖﾓﾄ ﾋﾅﾉ 山口 3m33 3m39 3m47 3m47 3m47
28 32 1047 清本陽菜乃(3) 向洋中 0.0 +0.2 +0.8 +0.8 +0.8

ﾅｶﾊﾗ ｱﾝ 山口 3m44 2m95 3m26 3m44 3m44
29 18 180 中原　杏(2) 柳井中 -0.2 +0.5 -0.2 -0.2 -0.2

ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 山口

2 1524 西村　萌衣(2) 高川学園中 DNS
ﾌｼﾞﾉ ﾚｲﾅ 山口 × × ×

16 1233 藤野　伶奈(1) 下関中等教育 NM
ﾐﾔｹ ｱﾔｶ 山口

29 257 三宅　彩加(3) 上宇部中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通女子砲丸投
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      14m85     冨田江利奈(山口・島田)                2003
大会記録(GR)            14m41     冨田江利奈(山口・島田)                2003 10月5日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｵﾔ ﾙﾅ 山口

1 19 1069 塩屋　月渚(3) 岩国中 11m22 11m61 11m49 11m61 8 11m84 11m71 12m43 12m43
ｼﾗｲ ﾕｲ 山口

2 6 313 白井　友結(3) 萩西中 10m63 10m77 10m64 10m77 6 11m03 9m63 11m03 11m03
ﾌﾅｺｼ ﾐｳ 山口

3 17 600 舩越　美羽(3) 太華中 10m15 10m07 10m13 10m15 2 9m59 10m35 10m90 10m90
ﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｶ 山口

4 16 369 馬嶋　鞠花(2) 柳井中 9m93 10m73 10m81 10m81 7 10m31 10m84 10m54 10m84
ﾏﾂﾊﾞ ﾊﾙｶ 山口

5 21 777 松葉　遥(3) 田布施中 10m59 10m61 10m37 10m61 5 10m79 10m84 10m76 10m84
ﾔｵ ｱﾘｶ 山口

6 1 1356 八尾　有華(3) 向洋中 10m29 9m37 9m78 10m29 3 9m90 10m53 9m12 10m53
ｺｳｻﾞｷ ﾐｷ 山口

7 3 279 神﨑　美妃(2) 旭中 10m37 9m62 10m06 10m37 4 9m98 10m24 9m83 10m37
ﾀｹﾓﾄ ﾘﾅ 山口

8 20 545 竹本　莉菜(2) 島田中 9m46 9m67 9m56 9m67 1 9m48 9m96 9m55 9m96
ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 山口

9 2 249 村上カンナ(3) 末武中 9m38 9m20 9m34 9m38 9m38
ｱﾏｳ ﾕｳｶ 山口

10 14 863 天雨　結花(3) 勝山中 9m34 8m93 8m96 9m34 9m34
ｲﾓﾄ ｻｱﾔ 山口

11 9 1485 井元　咲綾(3) 慶進中 8m19 8m74 8m46 8m74 8m74
ｷﾄﾞ ｽｽﾞｶ 山口

12 5 801 城戸　涼香(2) 小郡中 7m89 8m26 7m97 8m26 8m26
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 山口

13 8 1151 山本　侑奈(2) 佐波中 7m39 7m63 7m38 7m63 7m63
ﾉﾑﾗ ｶﾅｺ 山口

14 4 501 野村　奏心(2) 桑山中 7m21 7m55 7m62 7m62 7m62
ﾀﾆﾀﾞ ﾓｴﾅ 山口

15 11 209 谷田　萌奈(3) 浅江中 7m37 7m49 7m43 7m49 7m49
ﾏｻﾑﾗ ｲﾁﾉ 山口

16 18 855 正村唯知乃(3) 深川中 7m04 7m49 7m15 7m49 7m49
ｼﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 山口

17 22 1237 嶋田　千夏(2) 竜王中 7m26 7m13 6m89 7m26 7m26
ﾆｼﾓﾄ ﾘｺ 山口

18 12 106 西本　莉子(3) 光井中 6m81 6m67 6m51 6m81 6m81
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ 山口

19 23 1043 渡邊日菜子(2) 岐陽中 6m34 6m10 6m49 6m49 6m49
ｶﾜｻｷ ﾐﾂﾞｷ 山口

20 10 1014 川﨑　光稀(2) 下関中等教育 6m24 6m22 6m23 6m24 6m24
ｵｶﾓﾄ ﾏｵ 山口

21 13 1116 岡本　愛央(2) 日新中 5m80 5m94 5m98 5m98 5m98
ｳｴ ｱﾔﾈ 山口

22 15 139 上　綺音(1) 周陽中 5m23 4m93 5m15 5m23 5m23
ﾀｹﾓﾄ ﾐﾂﾊ 山口

7 179 竹本　光羽(2) 厚南中 DNS
ﾏﾂｼﾛ ｻｷ 山口

24 252 松代　早生(3) 上宇部中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子四種競技
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

山口県中学記録(YR)      3005      南野智美(山口・萩西)                  2011
大会記録(GR)            2918      大玉華鈴(山口・明木)                  2014

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

16.24 1m50 9m42 28.45
1 241 -0.5 -0.8 2394

(685) (621) (492) (596)
17.59 1m47 9m50 29.49

2 212 -0.6 -0.8 2135
(532) (588) (497) (518)
16.02 1m30 7m64 28.82

3 901 -0.5 -0.8 2065
(712) (409) (376) (568)
18.20 1m30 7m61 27.97

4 175 -0.5 -1.2 1884
(468) (409) (374) (633)
18.50 1m35 8m78 29.65

5 1028 -0.6 -0.8 1855
(438) (460) (450) (507)
18.29 1m30 7m87 29.63

6 415 -0.5 -1.2 1767
(459) (409) (391) (508)
17.59 1m15 9m41 30.48

7 861 -1.2 -0.8 1738
(532) (266) (491) (449)
16.41 1m44 9m81 DQ

8 309 -1.2 1737
(665) (555) (517) (0)
17.25 1m20 6m92 30.78

9 979 -0.6 -1.2 1640
(569) (312) (330) (429)
17.87 1m15 7m15 29.92

10 618 -1.2 -1.2 1601
(502) (266) (345) (488)
17.87 1m20 5m68 31.85

11 947 -0.6 -1.2 1426
(502) (312) (251) (361)
19.71 1m20 7m81 31.76

12 997 -0.6 +0.5 1392
(327) (312) (387) (366)
20.79 1m25 5m40 30.59

13 1062 -1.2 +0.5 1274
(240) (359) (233) (442)
20.05 NM 6m53 30.78

14 540 -0.5 +0.5 1032
(298) (0) (305) (429)
21.42 NM 5m28 31.14

15 546 -0.5 +0.5 826
(195) (0) (226) (405)
23.66 NM 6m90 35.50

16 1035 -1.2 +0.5 568
(71) (0) (329) (168)
DNS DNS DNS

370 DNS

DNS DNS DNS
787 DNS

DNS DNS DNS
1452 DNS

(3)

(2)
ﾏﾂｲ ﾚﾅ 山口

松井　れな 大島中

(3)
ｲｿﾍﾞ ﾘｻ 山口

礒部　梨沙 小郡中

(3)
ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

日高　玲奈 常盤中

(3)
ﾂｼﾞﾉ ﾊﾅﾈ 山口

辻野　花音 向洋中

(3)
ｿﾈ ﾏﾅﾐ 山口

曽根　愛美 高千帆中

(2)
ｳﾒﾀﾞ ｱｵｲ 山口

梅田　蒼 周陽中

(2)
ｶﾏﾀ ﾋﾖﾘ 山口

鎌田　日和 平生中

(3)
ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 山口

瀬戸口裕奈 西岐波中

(2)
ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口

三浦　綾香 岐陽中

(3)
ﾋﾗﾀ ﾓｴ 山口

平田　萌恵 萩東中

(3)
ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｻｷ 山口

合原　真幸 東部中

(3)
ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口

戸﨑　心優 萩西中

(2)
ｱｻﾉ ﾘﾐ 山口

麻野　莉未 勝山中

(1)
ﾎﾘｻﾜ ｺｺﾉ 山口

堀澤　心希 田布施中

(2)
ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 山口

上野菜々子 小野田中

(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ 山口

松本　莉未 長成中

(3)
ｲｿﾑﾗ ﾋﾗﾘ 山口

磯村　光舞 右田中

(3)
ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾔ 山口

品川　采耶 浅江中

氏名 所属

ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口

林　真穂 末武中

凡例  DNS:欠場



共通女子四種競技 100mH(0.762m)
審 判 長：石原　宏昭
記録主任：長田　保範

10月5日 10:05 決　勝

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-0.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲｿﾑﾗ ﾋﾗﾘ 山口 ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｻｷ 山口

1 6 901 磯村　光舞(3) 右田中 16.02 712 1 5 979 合原　真幸(3) 東部中 17.25 569
ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口 ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾔ 山口

2 8 241 林　真穂(3) 末武中 16.24 685 2 8 212 品川　采耶(3) 浅江中 17.59 532
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ 山口 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口

3 9 175 松本　莉未(2) 長成中 18.20 468 3 9 947 三浦　綾香(3) 岐陽中 17.87 502
ﾎﾘｻﾜ ｺｺﾉ 山口 ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 山口

4 5 415 堀澤　心希(2) 田布施中 18.29 459 4 7 1028 上野菜々子(1) 小野田中 18.50 438
ｳﾒﾀﾞ ｱｵｲ 山口 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 山口

5 7 540 梅田　蒼(3) 周陽中 20.05 298 5 4 997 瀬戸口裕奈(2) 西岐波中 19.71 327
ｿﾈ ﾏﾅﾐ 山口 ﾏﾂｲ ﾚﾅ 山口

6 3 546 曽根　愛美(3) 高千帆中 21.42 195 6 1452 松井　れな(3) 大島中 DNS
ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

4 370 日高　玲奈(3) 常盤中 DNS

3組 (風:-1.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口

1 4 309 戸﨑　心優(3) 萩西中 16.41 665
ｱｻﾉ ﾘﾐ 山口

2 5 861 麻野　莉未(3) 勝山中 17.59 532
ﾋﾗﾀ ﾓｴ 山口

3 7 618 平田　萌恵(2) 萩東中 17.87 502
ｶﾏﾀ ﾋﾖﾘ 山口

4 6 1062 鎌田　日和(2) 平生中 20.79 240
ﾂｼﾞﾉ ﾊﾅﾈ 山口

5 9 1035 辻野　花音(3) 向洋中 23.66 71
ｲｿﾍﾞ ﾘｻ 山口

8 787 礒部　梨沙(2) 小郡中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子四種競技 走高跳
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

10月5日 12:00 決　勝

ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口 － － － － ○ ○ ○ ○

1 11 241 林　真穂(3) 末武中 ○ ○ × × × 1m50 621
ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾔ 山口 － － － － ○ ○ × ○ × ○

2 16 212 品川　采耶(3) 浅江中 ○ × × × 1m47 588
ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口 － － － ○ ○ ○ ○ ○

3 10 309 戸﨑　心優(3) 萩西中 × × × 1m44 555
ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 山口 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 12 1028 上野菜々子(1) 小野田中 1m35 460
ﾎﾘｻﾜ ｺｺﾉ 山口 ○ ○ ○ ○ × × ×

5 4 415 堀澤　心希(2) 田布施中 1m30 409
ｲｿﾑﾗ ﾋﾗﾘ 山口 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 5 901 磯村　光舞(3) 右田中 1m30 409
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ 山口 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 17 175 松本　莉未(2) 長成中 1m30 409
ｶﾏﾀ ﾋﾖﾘ 山口 ○ ○ × × ○ × × ×

8 6 1062 鎌田　日和(2) 平生中 1m25 359
ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 山口 ○ ○ × × ×

9 1 997 瀬戸口裕奈(2) 西岐波中 1m20 312
ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｻｷ 山口 ○ ○ × × ×

9 2 979 合原　真幸(3) 東部中 1m20 312
ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口 ○ ○ × × ×

9 15 947 三浦　綾香(3) 岐陽中 1m20 312
ｱｻﾉ ﾘﾐ 山口 × ○ × × ×

12 8 861 麻野　莉未(3) 勝山中 1m15 266
ﾋﾗﾀ ﾓｴ 山口 × ○ × × ×

12 14 618 平田　萌恵(2) 萩東中 1m15 266
ｳﾒﾀﾞ ｱｵｲ 山口 × × ×

3 540 梅田　蒼(3) 周陽中 0 NM
ﾂｼﾞﾉ ﾊﾅﾈ 山口 × × ×

7 1035 辻野　花音(3) 向洋中 0 NM
ｿﾈ ﾏﾅﾐ 山口 × × ×

18 546 曽根　愛美(3) 高千帆中 0 NM
ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

9 370 日高　玲奈(3) 常盤中 DNS
ｲｿﾍﾞ ﾘｻ 山口

13 787 礒部　梨沙(2) 小郡中 DNS
ﾏﾂｲ ﾚﾅ 山口

19 1452 松井　れな(3) 大島中 DNS

1m44
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m47 1m50 1m53

1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m15

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



共通女子四種競技 砲丸投(2.721kg)
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

10月5日 14:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口

1 11 309 戸﨑　心優(3) 萩西中 9m50 × 9m81 9m81 517
ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾔ 山口

2 18 212 品川　采耶(3) 浅江中 9m18 × 9m50 9m50 497
ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口

3 14 241 林　真穂(3) 末武中 8m98 9m27 9m42 9m42 492
ｱｻﾉ ﾘﾐ 山口

4 7 861 麻野　莉未(3) 勝山中 9m06 9m26 9m41 9m41 491
ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 山口

5 12 1028 上野菜々子(1) 小野田中 8m32 8m78 8m61 8m78 450
ﾎﾘｻﾜ ｺｺﾉ 山口

6 10 415 堀澤　心希(2) 田布施中 7m06 7m54 7m87 7m87 391
ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 山口

7 2 997 瀬戸口裕奈(2) 西岐波中 7m28 7m81 7m12 7m81 387
ｲｿﾑﾗ ﾋﾗﾘ 山口

8 19 901 磯村　光舞(3) 右田中 × 7m64 7m59 7m64 376
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ 山口

9 8 175 松本　莉未(2) 長成中 7m32 7m61 7m60 7m61 374
ﾋﾗﾀ ﾓｴ 山口

10 16 618 平田　萌恵(2) 萩東中 7m15 6m90 6m91 7m15 345
ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｻｷ 山口

11 3 979 合原　真幸(3) 東部中 6m00 6m92 6m46 6m92 330
ﾂｼﾞﾉ ﾊﾅﾈ 山口

12 1 1035 辻野　花音(3) 向洋中 6m68 6m60 6m90 6m90 329
ｳﾒﾀﾞ ｱｵｲ 山口

13 4 540 梅田　蒼(3) 周陽中 6m00 6m53 × 6m53 305
ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口

14 17 947 三浦　綾香(3) 岐陽中 5m68 4m85 4m86 5m68 251
ｶﾏﾀ ﾋﾖﾘ 山口

15 5 1062 鎌田　日和(2) 平生中 4m64 4m71 5m40 5m40 233
ｿﾈ ﾏﾅﾐ 山口

16 6 546 曽根　愛美(3) 高千帆中 3m92 5m28 5m01 5m28 226
ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

9 370 日高　玲奈(3) 常盤中 DNS
ﾏﾂｲ ﾚﾅ 山口

13 1452 松井　れな(3) 大島中 DNS
ｲｿﾍﾞ ﾘｻ 山口

15 787 礒部　梨沙(2) 小郡中 DNS

凡例  DNS:欠場



共通女子四種競技 200m
審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

10月5日 16:50 決　勝

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-1.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾏﾀ ﾋﾖﾘ 山口 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ 山口

1 5 1062 鎌田　日和(2) 平生中 30.59 442 1 6 175 松本　莉未(2) 長成中 27.97 633
ｳﾒﾀﾞ ｱｵｲ 山口 ﾎﾘｻﾜ ｺｺﾉ 山口

2 4 540 梅田　蒼(3) 周陽中 30.78 429 2 4 415 堀澤　心希(2) 田布施中 29.63 508
ｿﾈ ﾏﾅﾐ 山口 ﾋﾗﾀ ﾓｴ 山口

3 6 546 曽根　愛美(3) 高千帆中 31.14 405 3 7 618 平田　萌恵(2) 萩東中 29.92 488
ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 山口 ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｻｷ 山口

4 7 997 瀬戸口裕奈(2) 西岐波中 31.76 366 4 5 979 合原　真幸(3) 東部中 30.78 429
ﾂｼﾞﾉ ﾊﾅﾈ 山口 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 山口

5 8 1035 辻野　花音(3) 向洋中 35.50 168 5 8 947 三浦　綾香(3) 岐陽中 31.85 361

3組 (風:-0.8)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口

1 4 241 林　真穂(3) 末武中 28.45 596
ｲｿﾑﾗ ﾋﾗﾘ 山口

2 5 901 磯村　光舞(3) 右田中 28.82 568
ｼﾅｶﾞﾜ ｻﾔ 山口

3 6 212 品川　采耶(3) 浅江中 29.49 518
ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 山口

4 9 1028 上野菜々子(1) 小野田中 29.65 507
ｱｻﾉ ﾘﾐ 山口

5 8 861 麻野　莉未(3) 勝山中 30.48 449
ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口

7 309 戸﨑　心優(3) 萩西中 0 DQ,*T2,*T3

凡例  DQ:失格 *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入



日付 種目

川岡滉太郎(3) 11.47 木村涼太郎(3) 11.65 光田圭太郎(3) 11.66 渕上　海斗(3) 11.76 藤野　雄大(2) 11.84 小澤　将悟(3) 11.87 山本　虎誠(3) 11.98 吉浦　世悠(3) 12.09

山口・末武中 山口・東部中 山口・下関菊川中 山口・日新中 山口・附属山口中 山口・華陽中 山口・柳井中 山口・川中中

中村　友紀(1) 12.11 田中　陽登(1) 12.35 山本　晶大(1) 12.56 末廣　和也(1) 12.59 大坪　颯大(1) 12.64 鬼木　楓奏(1) 12.89 烏田凛太朗(1) 12.96 中道　洋佑(1) 13.00

山口・萩西中 山口・平生中 山口・向洋中 山口・島田中 山口・川中中 山口・小郡中 山口・萩東中 山口・福川中

石田　侑大(3) 22.35 三木　雅也(3) 22.55 田中　昊慈(2) 22.56 下間　勇輝(2) 23.69 瀧口　侑紀(3) 23.86 水津　颯馬(3) 24.30 柳井　洸(3) 24.38 田中　宏典(2) 24.48

山口・鴻南中 山口・東部中 山口・桑山中 山口・田布施中 山口・岐陽中 山口・大井小中 山口・西岐波中 山口・川中中

福永　光希(3) 50.46 山口　創也(3) 50.84 窪井　叶太(3) 52.01 清木光史郎(3) 53.71 内野々翔真(2) 54.03 平岡　凜己(3) 55.26 海田　匠美(3) 55.88 岡野　璃大(2) 56.26

山口・太華中 山口・大内中 山口・浅江中 山口・岐陽中 山口・長成中 山口・上宇部中 山口・長府中 山口・垢田中

重山　弘徳(3) 1:58.18 賀山　亮成(3) 2:03.38 宮本　凪(3) 2:05.55 下村　陸斗(3) 2:07.15 江平莉阿武(2) 2:09.60 福田　浩大(3) 2:09.65 中尾　蓮(3) 2:10.49 繁田　兼伸(2) 2:11.01

山口・萩東中 山口・右田中 山口・川中中 山口・西岐波中 山口・野田学園中 山口・日新中 山口・常盤中 山口・富田中

谷本昂士郎(2) 4:10.63 三上　龍真(2) 4:11.06 時安　歩夢(3) 4:12.96 通　悠人(3) 4:14.14 大西　貴也(3) 4:19.22 大河原悠暉(3) 4:20.20 安村瑠輝愛(2) 4:21.29 淺田　龍(2) 4:21.83

山口・田布施中 山口・萩東中 山口・周陽中 山口・桜田中 山口・垢田中 山口・国府中 山口・高川学園中 山口・太華中

渡辺　柊色(1) 4:25.62 澤江　伊吹(1) 4:30.59 沼田　晃(1) 4:31.13 国本　一(1) 4:32.41 楢林　暖大(1) 4:32.85 上川　悠太(1) 4:33.10 藤田　陸登(1) 4:34.15 山田　寛三(1) 4:35.47

山口・光井中 山口・高川学園中 山口・高千帆中 山口・小郡中 山口・萩東中 山口・周陽中 山口・川中中 山口・川西中

吉田　僚(3) 9:05.92 時安　渉(3) 9:07.44 平川　瑠星(3) 9:08.56 親川　秀(2) 9:12.26 大濵　遥喜(2) 9:12.88 玉野　航聖(2) 9:13.96 池永　康成(3) 9:16.36 藤井　悠平(3) 9:20.73

山口・熊毛中 山口・周陽中 山口・桑山中 山口・東部中 山口・国府中 山口・富田中 山口・萩西中 山口・浅江中

長田　航輝(3) 14.87 吉岡　由那(3) 15.61 中本　尚志(3) 16.32 津森　雄磨(2) 16.85 藤本　翔也(2) 17.79 白石　一貴(3) 18.19 玉泉　鴻(2) 18.77 信野祐貴也(3) 18.99

山口・むつみ中 山口・田布施中 山口・浅江中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・附属光中 山口・藤山中 山口・東部中

山口・末武中 44.53 山口・田布施中 45.17 山口・下関菊川中 45.31 山口・岐陽中 45.32 山口・東部中 45.33 山口・浅江中 45.48 山口・桑山中 45.97 山口・大内中 46.19

黒木　澪(3) 中村　奎太(3) 菅田　愛斗(3) 松村　京亮(3) 古田　裕樹(2) 佐藤　優樹(3) 伊藤　大地(2) 中尾　博人(3)

川岡滉太郎(3) 本藏　勝将(3) 光田圭太郎(3) 瀧口　侑紀(3) 三木　雅也(3) 窪井　叶太(3) 田中　昊慈(2) 山口　創也(3)

盛光　希道(3) 吉岡　由那(3) 山野光太郎(2) 恒富　滉大(2) 鈴木　翔太(2) 魚谷　匠吾(3) 友景　哲平(2) 加藤　蓮大(3)

増野　輔(3) 下間　勇輝(2) 下松　幸平(3) 桑嶋松太郎(2) 木村涼太郎(3) 渡辺　蛍太(2) 吉松凜乃介(2) 岡田　涼(3)

岩井　有真(3) 1m75 関谷　瑛(3) 1m70 濱田　敦椰(3) 1m65 中村　奎太(3) 1m60 野々村魁人(2) 1m60 田中　望夢(2) 1m55 河野　星羅(3) 1m50

山口・岐陽中 山口・国府中 山口・川下中 山口・田布施中 山口・勝山中 山口・小郡中 山口・萩東中

糸稲　真也(2) 1m50

山口・富田中

岸村　遥帆(2) 1m50

山口・光井中

髙橋　稜(3) 3m30 久保田良弥(3) 3m20 河村　祥吾(3) 2m60

山口・東和中 山口・光井中 山口・萩東中

美濃　諒歩(3) 6m38(+0.8) 岡本　脩汰(3) 6m16(+0.8) 本藏　勝将(3) 6m15(+1.7) 佐藤　優樹(3) 6m05(+0.9) 髙山　逸希(2) 5m95(+0.1) 福場虎太郎(2) 5m88(+0.6) 鴨川　洸登(2) 5m85(+1.0) 向田　共希(3) 5m85(+0.6)

山口・桑山中 山口・山の田中 山口・田布施中 山口・浅江中 山口・長成中 山口・大井小中 山口・仙崎中 山口・由宇中

福田　大雅(3) 12m42(+0.6) 吉名　和冴(3) 12m07(+2.0) 福田　昂生(3) 11m72(+1.0) 菊本　翔太(3) 11m39(+1.8) 小宮　煌希(2) 11m18(+1.9) 藤本　晃綺(3) 11m06(-1.7) 町田　陽登(3) 11m02(+2.4) 山中　柊弥(2) 10m98(+1.6)

山口・末武中 山口・川中中 山口・田布施中 山口・萩東中 山口・周陽中 山口・太華中 山口・高川学園中 公認10m79(+1.3) 山口・小郡中

スミス　仁(3) 12m00 岡本　優和(3) 11m11 宮川　祥(3) 11m06 伊藤　大地(2) 11m02 魚谷　匠吾(3) 10m32 嶋田　旺万(3) 10m30 仙田　拓也(3) 9m60 徳富蒼一郎(2) 9m55

山口・富田中 山口・上宇部中 山口・福栄中 山口・桑山中 山口・浅江中 山口・下関菊川中 山口・川中中 山口・国府中

烏田　慶生(3) 2382点 小田　隼也(3) 1997点 田中　壽人(2) 1553点 吉野　祐太(3) 1542点 村重　直哉(2) 1505点 千葉　好星(3) 1427点 青木　啓太(3) 1285点 武谷　航介(3) 933点

山口・萩東中 山口・熊毛中 山口・小郡中 山口・川中中 山口・麻里布中 山口・高川学園中 山口・桜田中 山口・柳井中

対抗得点 男子団体 萩東中 47点 田布施中 45点 桑山中 28点 川中中 28点 末武中 27点 浅江中 25点 東部中 24点 岐陽中 23点

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 NM:記録なし *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入

17.54(-0.2)-6m60-1m45-1:01.99 18.84(+0.7)-7m86-1m40-59.81 19.83(-0.2)-8m14-1m40-58.93 19.07(-0.2)-9m40-1m35-1:04.66 22.85(-0.2)-8m38-1m50-1:02.00 20.45(+0.7)-6m95-NM-1:03.05

10月6日 共通男子砲丸投

10月5日 共通男子四種競技

15.15(+0.7)-9m77-1m67-56.01 16.44(+0.7)-8m62-1m35-54.30

10月6日 共通男子棒高跳

10月5日 共通男子走幅跳

10月5日 共通男子三段跳

10月6日
共通男子110mH 

風：-1.3

10月6日 共通男子4X100mR

10月5日 共通男子走高跳

10月6日 共通男子1500m

10月6日 1年男子1500m

10月6日 共通男子3000m

10月6日
共通男子200m 

風：-1.3

10月6日 共通男子400m

10月6日 共通男子800m

6位 7位 8位

10月6日
共通男子100m 

風：-1.0

10月6日
1年男子100m 

風：-0.1

競技会名 :第72回　山口県体育大会中学校の部 2019年10月5日(土）・10月6日(日） 維新百年記念公園陸上競技場 主催団体：山口陸上競技協会 記  録  主  任    長田　保範

1位 2位 3位 4位 5位

決　勝　記　録　一　覧　男子
トラック審判長　　藤田　昌彦

フィールド審判長　藤田　昌彦

（競技会コード：19353004　） （競技場コード：351020　） スタート審判長　　福永　維夫



日付 種目

久保　瑞乃(1) 13.07 山口　七愛(1) 13.49 田熊　柚(1) 13.71 下村みのり(1) 13.74 荒牧　春那(1) 13.80 稲永　茉帆(1) 13.85 田野　亜莉紗(1) 13.99 御蔵　茜咲(1) 14.07

山口・旭中 山口・東部中 山口・田布施中 山口・西岐波中 山口・岐陽中 山口・萩東中 山口・上宇部中 山口・国府中

先村　若奈(2) 12.15 飛鷹　愛(3) 12.59 高道　友愛(3) 12.64 古川帆乃花(3) 12.91 森宗　愛理(2) 12.96 坪倉　愛美(2) 13.13 河口小百合(2) 13.24 竹本　遥香(3) 13.31

山口・高川学園中 GR 山口・末武中 山口・鴻南中 山口・垢田中 山口・東部中 山口・長成中 山口・岩国中 山口・田布施中

大原明日風(3) 26.22 中川　優里(2) 26.42 松田　幸果(3) 26.51 池田　來瞳(3) 26.90 三井　綾乃(2) 27.98 三島陽菜子(3) 27.99 山根空未夏(3) 28.05 森　夏音(2) 28.13

山口・垢田中 山口・田布施中 山口・勝山中 山口・野田学園中 山口・小郡中 山口・桑山中 山口・萩西中 山口・川中中

田原　奈波(3) 59.47 柳澤　風奏(3) 1:01.22 寺尾　真奈(3) 1:02.94 内山　佳音(3) 1:02.96 白上　桃子(3) 1:03.75 室園　咲花(3) 1:04.33 和田　桜月(2) 1:04.40 林田　朱音(2) 1:05.67

山口・岐陽中 山口・富田中 山口・田布施中 山口・向洋中 山口・萩西中 山口・長府中 山口・小郡中 山口・下関中等教育

中原　涼那(3) 2:18.20 佐古萌乃香(3) 2:20.71 土屋実耶弥(3) 2:21.03 柴川　瑞希(3) 2:21.09 髙木　萌衣(2) 2:22.20 栢　陽菜乃(3) 2:25.74 磯﨑あゆみ(2) 2:28.31 原田　栞那(2) 2:34.93

山口・高千帆中 山口・富田中 山口・小郡中 山口・右田中 山口・岐陽中 山口・勝山中 山口・高川学園中 山口・厚南中

根賀美沙希(2) 4:44.86 土井　唯楓(3) 4:48.10 松本　友(2) 4:50.50 楢林せいか(3) 4:52.47 太田　佳奈(2) 4:56.21 古田　萌華(2) 4:56.27 土肥　珠梨(2) 4:59.43 大森　心花(3) 5:02.26

山口・高川学園中 山口・光井中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・小郡中 山口・田布施中 山口・平生中 山口・平川中

河井　理紗(2) 15.08 金子　明未(3) 15.23 阿部　花連(3) 15.36 西村　羽未(3) 15.52 谷川　綾音(3) 15.67 半田菜々美(3) 15.90 岸田帆乃佳(3) 16.30 中小路優杏(2) 16.41

山口・田布施中 山口・国府中 山口・小郡中 山口・萩西中 山口・周陽中 山口・東部中 山口・熊毛中 山口・むつみ中

山口・垢田中 50.05 山口・田布施中 50.98 山口・周陽中 51.44 山口・野田中 51.81 山口・高川中 51.86 山口・萩西中 51.88 山口・末武中 51.98 山口・桑山中 52.35

川野　春奈(3) 竹本　遥香(3) 柵山友梨奈(3) 中田　香葉(2) 藤本　翔子(2) 戸﨑　心優(3) 國嶋　彩加(2) 秋元　舞花(3)

大原明日風(3) 河井　理紗(2) 両国菜々香(3) 池田　來瞳(3) 先村　若奈(2) 山根空未夏(3) 林　真穂(3) 三島陽菜子(3)

濵田　美幸(3) 田熊　柚(1) 森重　まお(3) 岡本　白(3) 廣　紗希(2) 西村　羽未(3) 松村　咲来(3) 井手玲緒奈(3)

古川帆乃花(3) 中川　優里(2) 谷川　綾音(3) 河尻　真桜(2) 徳永胡乃桃(2) 森下　七海(2) 飛鷹　愛(3) 長村　美玖(3)

坂口　果鈴(3) 1m53 青木　倫(3) 1m53 手嶋　美羽(2) 1m50 森下　七海(2) 1m50 江本安佳哩(2) 1m50 鍋山　侑花(2) 1m40 静間　玲奈(2) 1m40 青木　彩良(3) 1m35

山口・小郡中 山口・田布施中 山口・富田中 山口・萩西中 山口・末武中 山口・大嶺中 山口・長成中 山口・下関中等教育

浦島　有生(3) 5m20(-0.3) 濵田　美幸(3) 5m17(-0.4) 岡本　白(3) 4m97(+1.3) 宇留島聖奈(3) 4m84(+0.7) 吉岡　葉月(3) 4m84(+1.2) 河村　優海(3) 4m82(+2.4) 末廣　由奈(2) 4m59(+1.3) 住吉　由羽(2) 4m50(+0.1)

山口・勝山中 山口・垢田中 山口・野田学園中 山口・末武中 山口・大嶺中 山口・田布施中 公認4m70(+0.6) 山口・右田中 山口・麻里布中

塩屋　月渚(3) 12m43 白井　友結(3) 11m03 舩越　美羽(3) 10m90 馬嶋　鞠花(2) 10m84 松葉　遥(3) 10m84 八尾　有華(3) 10m53 神﨑　美妃(2) 10m37 竹本　莉菜(2) 9m96

山口・岩国中 山口・萩西中 山口・太華中 山口・柳井中 山口・田布施中 山口・向洋中 山口・旭中 山口・島田中

林　真穂(3) 2394点 品川　采耶(3) 2135点 磯村　光舞(3) 2065点 松本　莉未(2) 1884点 上野菜々子(1) 1855点 堀澤　心希(2) 1767点 麻野　莉未(3) 1738点 戸﨑　心優(3) 1737点

山口・末武中 山口・浅江中 山口・右田中 山口・長成中 山口・小野田中 山口・田布施中 山口・勝山中 山口・萩西中

対抗得点 女子団体 田布施中 56点 垢田中 36点 小郡中 31点 末武中 27点 萩西中 27点 高川学園中 24点 勝山中 20点 富田中 20点

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 NM:記録なし *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 NM:記録なし *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入

18.50(-0.6)-1m35-8m78-29.65(-0.8) 18.29(-0.5)-1m30-7m87-29.63(-1.2) 17.59(-1.2)-1m15-9m41-30.48(-0.8) 16.41(-1.2)-1m44-9m81-DQ,*T2,*T3(-0.8)

10月5日 共通女子四種競技

16.24(-0.5)-1m50-9m42-28.45(-0.8) 17.59(-0.6)-1m47-9m50-29.49(-0.8) 16.02(-0.5)-1m30-7m64-28.82(-0.8) 18.20(-0.5)-1m30-7m61-27.97(-1.2)

10月6日 共通女子走高跳

10月5日 共通女子走幅跳

10月5日 共通女子砲丸投

10月6日 共通女子1500m

10月6日
共通女子100mH 

風：-1.5

10月6日 共通女子4X100mR

10月6日
共通女子200m 

風：-0.8

10月6日 共通女子400m

10月6日 共通女子800m

6位 7位 8位

10月6日
1年女子100m 

風：-0.6

10月6日
共通女子100m 

風：+0.5

競技会名 :第72回　山口県体育大会中学校の部 2019年10月5日(土）・10月6日(日） 維新百年記念公園陸上競技場 主催団体：山口陸上競技協会 記  録  主  任    長田　保範

1位 2位 3位 4位 5位

決　勝　記　録　一　覧　女子
トラック審判長　　藤田　昌彦

フィールド審判長　藤田　昌彦

（競技会コード：19353004　） （競技場コード：351020　） スタート審判長　　福永　維夫


