
決　　勝　　記　　録　　一　　覧　男　子

日付 種目

8月8日 男子１年１００ｍ 藤井　慶 (1) 11"96 小泉貴裕 (1) 12"08 坪井晶広 (1) 12"16 松本洸太夫 (1) 12"28 佐々木祐弥 (1) 12"29 米山涼一 (1) 12"40 新田　翔 (1) 12"48 藤原厚志朗 (1) 12"54

風:+3.1m 山口：下関菊川 広島：大野 岡山：芳泉 鳥取：中山 岡山：倉敷第一 島根：出雲第三 広島：落合 山口：桜田

8月8日 男子２年１００ｍ 北村拓也 (2) 11"03 近久伊吹 (2) 11"10 光岡潤典 (2) 11"35 吉田健作 (2) 11"41 江國隼斗 (2) 11"45 持田佑樹 (2) 11"50 安井徳孝 (2) 11"51 大田大介 (2) 11"74

風:+4.6m 広島：伴 岡山：高松 岡山：高島 島根：佐田 岡山：倉敷北 島根：出雲第三 島根：出雲第一 山口：川中

8月8日 男子３年１００ｍ 古本洋規 (3) 11"04 赤木祐太 (3) 11"23 那須祐樹 (3) 11"38 茅田　昂 (3) 11"40 堤　亘平 (3) 11"45 竹内雅俊 (3) 11"45 原田晋吾 (3) 11"54 岩田健吾 (3) 11"59

風:+1.9m 広島：大野東 岡山：操南 岡山：御南 広島：修道 山口：国府 岡山：柵原 山口：大内 島根：広瀬

8月9日 男子２００ｍ 北村拓也 (2) 22"60 那須祐樹 (3) 23"01 竹内雅俊 (3) 23"03 堤　亘平 (3) 23"04 茅田　昂 (3) 23"09 佐野彰一 (3) 23"41 吉田健作 (2) 23"47 福井祐介 (3) 24"03

風:+1.0m 広島：伴 岡山：御南 岡山：柵原 山口：国府 広島：修道 鳥取：溝口 島根：佐田 鳥取：倉吉西

8月8日 男子４００ｍ 今城裕匡 (3) 52"50 馬明敏春 (3) 52"99 飯塚優希 (3) 53"01 草野将也 (3) 53"85 尾古涼太 (3) 54"28 二川慎太朗 (3) 54"38 久保勇介 (3) 54"75 梶川淳司 (3) 55"19

広島：大野東 広島：中広 島根：河南 岡山：笠岡西 鳥取：中山 山口：鴻南 広島：東原 鳥取：河原

8月8日 男子８００ｍ 上野貴幸 (3) 2'01"74 村中洸輝 (3) 2'01"80 重兼淳志 (3) 2'02"59 中原優斗 (3) 2'03"82 三木啓貴 (3) 2'04"95 相良敏貴 (3) 2'06"07 平田　圭 (3) 2'06"16 藤澤桂一 (3) 2'08"25

島根：浜田第一 山口：山の田 山口：高千帆 広島：磯松 岡山：山南 山口：長成 広島：比和 岡山：玉島西

8月8日 男子１年１５００ｍ 箱田幸寛 (1) 4'29"50 坂辻剣人 (1) 4'32"80 小笠原敏也 (1) 4'32"90 渡邊一平 (1) 4'38"80 中川　葵 (1) 4'40"00 渡辺涼太 (1) 4'40"30 岩本洋樹 (1) 4'40"60 森　敏貴 (1) 4'40"80

広島：向丘 山口：萩西 島根：石見 広島：高屋 鳥取：北溟 島根：知夫 山口：俵山 岡山：吉備

8月9日 男子２年１５００ｍ 末広修也 (2) 4'18"24 樫部直人 (2) 4'20"63 木村大樹 (2) 4'21"10 徳永　照 (2) 4'21"34 門脇誠和 (2) 4'24"87 森脇　輝 (2) 4'25"28 安井友弥 (2) 4'28"23 大橋和弘 (2) 4'28"30

山口：附属山口 山口：太華 広島：西条 岡山：柵原 鳥取：河北 島根：大東 山口：長成 鳥取：桜ヶ丘

8月9日 男子３年１５００ｍ 松村元輝 (3) 4'07"48 林　昇平 (3) 4'09"35 松田　司 (3) 4'09"64 木浦祐典 (3) 4'15"15 藤田雅隆 (3) 4'18"44 松本光弘 (3) 4'18"65 青山貴紀 (3) 4'18"78 金森靖仁 (3) 4'18"92

広島：八本松 広島：熊野 山口：下関菊川 山口：平生 鳥取：湖東 鳥取：鳥取南 岡山：和気 鳥取：河北

8月8日 男子３０００ｍ 松村元輝 (3) 8'54"28 吉田大和 (3) 9'03"07 藤田雅隆 (3) 9'06"36 松本健吾 (3) 9'06"57 木村勇貴 (3) 9'07"75 藤川拓也 (3) 9'10"63 小泉和也 (3) 9'11"55 青山貴紀 (3) 9'13"45

広島：八本松 山口：萩東 鳥取：湖東 広島：八本松 山口：田布施 広島：十日市 鳥取：河北 岡山：和気

8月9日 男子１１０ｍＨ(0.914m) 馬明敏春 (3) 14"45 横山暢輝 (3) 14"91 畑岡拓朗 (3) 15"00 溝上飛鳥 (3) 15"01 栗栖嵩明 (3) 15"11 古田周作 (3) 15"13 櫻井秀樹 (2) 15"30 高力慎也 (3) 15"67

風:+4.1 広島：中広 岡山：芳田 島根：浜田第一 広島：井口 広島：清和 鳥取：智頭 岡山：津山西 鳥取：赤碕

8月9日 男子４×１００ｍR 岡山：操南 44"68 島根：大田第二 44"90 山口：徳地 46"34 鳥取：中山 46"44 山口：川中 47"18 広島：修道 DSQ 山口：鴻南 DNF

原口秀和 (3) 藤原一樹 (2) 伊藤巧磨 (3) 中川大地 (3) 内田竜児 (3)

林悟 (3) 柳井秀徳 (3) 河村隆太 (3) 尾古涼太 (3) 大田大介 (2)

黒田寛亮 (3) 矢谷亮 (3) 豊田啓祐 (3) 松本洸太夫 (1) 濱口卓三 (3)

赤木祐太 (3) 宮根大輝 (3) 林大貴 (3) 後藤雅之 (2) 木下功也 (3)

8月9日 男子走高跳 白石諒次 (3) 1m75 木村　聡 (3) 1m70 古田大翼 (3) 1m70 高梨壮太 (3) 1m70 松尾　涼 (3) 1m70 杉岡貴明 (3) 1m70 川口智大 (3) 1m65 松浦憲吾 (3) 1m65

広島：西条 山口：下関菊川 岡山：芳田 2位 鳥取：境第三 山口：東部 岡山：八浜 広島：安芸津 鳥取：後藤ヶ丘 7位

8月8日 男子棒高跳 出雲聖也 (3) 4m10 岡村知季 (3) 3m40 藤田侑志 (3) 3m40 竹内飛鳥 (3) 3m40 松本拓磨 (3) 3m20 日高　章 (3) 3m20 重本崇位 (3) 3m20 藤田翔三 (3) 3m00

広島：世羅西 山口：蒲野 広島：甲奴 岡山：宇野 岡山：宇野 島根：斐川東 山口：徳地 岡山：八浜

8月9日 男子走幅跳 武田聖史 (3) 6m54 林　　悟 (3) 6m48 伊藤巧磨 (3) 6m43 マユミアファエル (3) 6m37 小林陽介 (3) 6m37 山脇　誠 (3) 6m20 岡崎　良 (3) 6m19 東　良磨 (3) 6m07

広島：栗原 +2.5 岡山：操南 +2.1 山口：徳地 +2.0 岡山：備前 +0.9 鳥取：岩美 +4.3 鳥取：河北 +2.5 岡山：新田 +3.2 山口：柳井 +1.5

8月9日 男子砲丸投(5.000kg) 田川　諒 (3) 13m92 河野　大 (3) 12m58 木曽隆汰 (3) 12m35 張　在伯 (3) 12m30 後藤千将 (3) 12m06 居原俊克 (3) 12m04 景山宣明 (3) 11m89 前口一晃 (3) 11m49

鳥取：鳥大附属 NGR 広島：白木 広島：宇品 岡山：岡山操山 広島：福富 山口：川中 島根：仁多 鳥取：鳥大附属

8月8日 男子四種競技 景行崇文 (3) 2698 溝上飛鳥 (3) 2490 岡本昇樹 (3) 2304 髙山渓太郎 (3) 2293 中　惇太 (3) 2279 徳田大輔 (3) 2271 山本　駿 (3) 2217 津々池秀 (3) 2133

岡山：奥津 NGR 広島：井口 岡山：倉敷南 広島：中広 山口：常盤 山口：川中 広島：中広 鳥取：福生

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

53"92-1m81-15"44-12m2556"99-1m66-15"15-12m3359"05-1m75-16"71-12m1959"02-1m63-15"42-11m2256"01-1m66-17"01-11m6557"68-1m69-17"00-12m1656"17-1m55-16"17-10m6356"11-1m50-16"40-10m26

記録主任　西村　信勝

(競技会名　第41回中国中学校陸上競技選手権大会　大会コード　07501811）

下関市営下関陸上競技場　競技場コード　352010



決　　勝　　記　　録　　一　　覧　女　子

日付 種目

8月8日 女子１年１００ｍ 青木益未 (1) 12"51 堀瀬奈央 (1) 13"14 山本遥菜 (1) 13"25 飯尾愛理 (1) 13"28 清水綾乃 (1) 13"32 山本　愛 (1) 13"37 柴田実咲 (1) 13"48 流田千里 (1) 13"62

風:+1.0 岡山：岡山福田 NGR 岡山：高島 山口：大道 島根：大田第一 山口：藤山 山口：室積 広島：祇園東 広島：福山城北

8月8日 女子２年１００ｍ 山田莉己 (2) 12"62 桃谷彩加 (2) 12"84 高木柚香莉 (2) 12"89 高橋緋奈 (2) 12"94 山口千尋 (2) 13"04 小林祥子 (2) 13"09 安井瑞紀 (2) 13"11 田中晴佳 (2) 13"16

風:+2.9 鳥取：加茂 広島：安田 山口：大内 岡山：吉備 山口：梅光 広島：宇品 岡山：井原 山口：島田

8月8日 女子３年１００ｍ 佐々木祐佳 (3) 12"53 山本詩織 (3) 12"82 藪野のぞみ (3) 12"84 杵渕莉沙 (3) 12"86 松尾紗也可 (3) 12"89 野山すみれ (3) 12"91 杉原　恵 (3) 13"10 田原恵美 (3) 13"10

風:+1.3 山口：勝山 山口：彦島 広島：磯松 広島：己斐 岡山：倉敷南 広島：井口 島根：斐川東 山口：鴻南

8月9日 女子２００ｍ 青木益未 (1) 25"99 山田莉己 (2) 26"28 田原恵美 (3) 26"28 藪野のぞみ (3) 26"32 野山すみれ (3) 26"54 福永侑里香 (2) 26"57 多田早織 (3) 26"62 岩重早織 (3) 26"97

風:+2.5 岡山：岡山福田 鳥取：加茂 山口：鴻南 広島：磯松 広島：井口 山口：西岐波 岡山：吉備 山口：高水付属

8月9日 女子１年８００ｍ 共田祥子 (1) 2'26"13 大島沙和子 (1) 2'26"72 盛山鈴奈 (1) 2'27"28 中山葉月 (1) 2'27"65 江口美咲 (1) 2'28"17 ﾊﾞﾊｷﾌｪﾙﾅﾝﾀﾞｱﾘｿﾞﾉ (1) 2'28"72 福田晴夏 (1) 2'30"88 新宮沙弥 (1) 2'31"87

山口：下関中等 島根：安来第一 鳥取：東伯 岡山：福浜 広島：八本松 島根：浜田第三 山口：常盤 広島：五日市

8月8日 女子２・３年８００ｍ 來海りえ (3) 2'14"79 谷本有紀菜 (3) 2'14"97 末光眞子 (3) 2'16"05 樫部結香 (3) 2'17"57 井上実乃里 (2) 2'19"91 丸山沙季 (2) 2'20"56 白石栄理香 (2) 2'23"04 戸田理惠 (3) 2'23"84

島根：旭丘 山口：田布施 島根：大東 山口：太華 島根：出雲第三 広島：一ツ橋 広島：磯松 岡山：邑久

8月9日 女子１５００ｍ 來海りえ (3) 4'32"12 赤松眞弘 (3) 4'33"56 赤松弘佳 (3) 4'41"73 戸田理惠 (3) 4'44"02 藤重美穂 (2) 4'45"45 岡﨑希実 (2) 4'45"82 兼折沙耶 (3) 4'48"59 幾度優美 (3) 4'49"25

島根：旭丘 NGR 広島：一ツ橋 広島：一ツ橋 岡山：邑久 山口：柳井 岡山：和気 島根：旭丘 山口：平生

8月9日 女子１００ｍＨ(0.762m) 野坂　優 (3) 14"90 久成梓沙 (3) 15"00 高木柚香莉 (2) 15"17 中村彩香 (2) 15"18 岩成瑞穂 (3) 15"30 山田恵美 (3) 15"40 真﨑美希 (3) 15"42 濱本美穂 (2) 15"50

風:+1.7 岡山：邑久 岡山：和気 山口：大内 鳥取：箕蚊屋 島根：河南 岡山：津山西 山口：藤山 広島：戸山

8月9日 女子４×１００ｍＲ 岡山：吉備 50"96 山口：島田 51"48 山口：勝山 52"03 広島：磯松 52"04 島根：平田 52"08 鳥取：鳥大附属 52"43 山口：萩東 53"30

太田若那 (3) 國弘祐希子 (3) 佐藤成恵 (3) 鍵谷めぐみ (3) 森脇沙織 (3) 安藤祥恵 (3) 長岡舞 (3)

多田早織 (3) 田中晴佳 (2) 佐々木祐佳 (3) 森茂敏子 (3) 錦織真理 (3) 福元花奈 (3) 藏永萌 (3)

絹川友梨 (3) 森下真衣 (2) 安藤詩乃 (3) 広兼美那 (3) 湯浅紀子 (2) 浪花世良 (2) 金子美幸 (3)

高橋緋奈 (2) 道祖本杏子 (3) 山本彩音 (1) 藪野のぞみ (3) 石原理恵 (2) 田中杏沙美 (3) 久保川紗希 (3)

8月9日 女子走高跳 長岡里香 (3) 1m61 野上日奈 (2) 1m61 沖永佳子 (3) 1m58 萩原くらら (1) 1m50 渋谷光季 (2) 1m50 岡本彩奈 (3) 1m50 井上綾香 (3) 1m50 藤原春香 (2) 1m50

鳥取：鳥大附属 広島：宇品 山口：西岐波 鳥取：河北 島根：横田 岡山：中山 岡山：宇野 広島：福山城南

8月8日 女子走幅跳 大塚彩乃 (3) 5m44 宗村麻理子 (2) 5m38 渡邉冴理 (2) 5m31 本庄由依 (3) 5m22 田代瑞乃 (3) 5m02 安井瑞紀 (2) 5m01 藤井　麗 (2) 5m00 高垣真奈 (2) 4m97

広島：高西 +4.4 山口：玄洋 +0.8 岡山：井原 +3.3 鳥取：湖東 +3.0 山口：菊川 +3.0 岡山：井原 +1.7 鳥取：三朝 +1.2 広島：高西 +0.7

8月8日 砲丸投(2.721kg) 佐藤友佳 (3) 13m28 中田恵莉子 (3) 13m20 國弘祐希子 (3) 11m67 大河美佳 (3) 11m59 梶山恵美 (3) 11m50 長谷川智子 (3) 11m41 坪井美香 (3) 11m13 山田皐月 (3) 11m06

広島：一ツ橋 岡山：新田 山口：島田 岡山：高梁 山口：勝山 広島：安芸津 広島：一ツ橋 岡山：吉備

8月8日 女子四種競技 糸原　綾 (3) 2562 佐藤友佳 (3) 2560 厨子　遥 (2) 2477 小林冴香 (2) 2407 真﨑美希 (3) 2344 植田未来 (3) 2317 太田若那 (3) 2311 横山千尋 (3) 2281

島根：仁多 広島：一ツ橋 鳥取：鳥取西 岡山：吉備 山口：藤山 岡山：灘崎 岡山：吉備 鳥取：倉吉東

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

26"30-15"16-1m35-9m71 28"92-15"94-1m40-13m58 27"78-15"59-1m52-8m32 27"49-15"80-1m43-8m81 27"46-15"60-1m40-7m92 28"49-16"22-1m46-8m92 28"04-15"73-1m35-9m16 28"38-16"49-1m52-7m71

記録主任　西村　信勝下関市営下関陸上競技場　競技場コード　352010

(競技会名　第41回中国中学校陸上競技選手権大会　大会コード　07501811）



種目　　 山口 広島 岡山 鳥取 島根
1年　１００ｍ 10 9 10 5 3
2年　１００ｍ 1 9 17 10
3年　１００ｍ 6 14 16 1

２００ｍ 5 13 13 4 2
男 ４００ｍ 3 18 5 5 6

８００ｍ 16 7 5 9
1年１５００ｍ 9 14 1 4 9
2年１５００ｍ 18 6 5 5 3
3年１５００ｍ 11 16 2 8

３０００ｍ 11 17 1 8
子 １１０ｍH 18 9 4 6

４×１００ｍR 6 9 5 7
走高跳 10.5 10.5 9.5 6.5
棒高跳 9 15 10 3
走幅跳 7 9 14 7
砲丸投 3 17 5 10 2

四種 7 14 15 1
男　子　総　合　得　点 132.5 206.5 146.5 72.5 61

3 1 2 4 5
1年　１００ｍ 13 3 16 5
2年　１００ｍ 11 10 7 9
3年　１００ｍ 17 14 4 2

女 ２００ｍ 10 9 11 7
1年　８００ｍ 11 5 5 6 10

2･3年　８００ｍ 12 5 1 19
１５００ｍ 5 13 8 11
１００ｍH 8 1 19 5 4

子 ４×１００ｍR 7 6 9 4 5
走高跳 6 8 5 14 4
走幅跳 11 10 9 7
砲丸投 10 14 13

四種 4 7 10 7 9
女　子　総　合　得　点 125 105 117 59 69

1 3 2 5 4
男　女　総　合　得　点 257.5 311.5 263.5 131.5 130

3 1 2 4 5

　　順　　位

　　順　　位

　　順　　位

　得　　　点　　　表




