
日付 種目

6月13日 塩山健一 (1)12.17 永田拓也 (1)12.82 林　忠男 (1)12.85 清水大地 (1)12.92 伊東賢哉 (1)12.99 谷川　巧 (1)13.23 宮本涼平 (1)13.39 古木宏典 (1)13.49

右田 (+3.0) 秋芳北 (+3.0) 岐陽 (+3.0) 桑山 (+3.0) 垢田 (+3.0) 山の田 (+3.0) 萩西 (+3.0) 小郡 (+3.0)

6月12日 石川順典 (2)11.48 田中亮斗 (2)11.50 岡　健太 (2)11.70 小川聖斗 (2)12.16 野村　優 (2)12.20 金子将大 (2)12.27 日隈　凌 (2)12.28 大野達也 (2)12.42

厚保 (+1.9) 桜田 (+1.9) 福栄 (+1.9) 小郡 (+1.9) 勝山 (+1.9) 萩東 (+1.9) 右田 (+1.9) 平生 (+1.9)

6月12日 宮﨑大宇 (3)11.16 三戸博斗 (3)11.37 上田和志 (3)11.38 小田大樹 (3)11.42 牧野和倫 (3)11.45 中村　徹 (3)11.68 山本祥央 (3)11.79 大川悠介 (3)11.83

小郡 ※(+1.2) 西岐波 (+1.2) 萩西 (+1.2) 川中 (+1.2) 熊毛 (+1.2) 華陽 (+1.2) 山の田 (+1.2) 小郡 (+1.2)

6月13日 上田和志 (3)23.28 田中亮斗 (2)23.48 三戸博斗 (3)23.50 牧野和倫 (3)23.75 岡　健太 (2)23.99 中村　徹 (3)24.19 山下大地 (3)24.22

萩西 (+3.6) 桜田 (+3.6) 西岐波 (+3.6) 熊毛 (+3.6) 福栄 (+3.6) 華陽 (+3.6) 萩西 (+3.6)

6月13日 宮﨑大宇 (3)52.77 山本祥央 (3)55.51 緒方達郎 (3)55.80 西山　幹 (3)55.92 國廣隼平 (3)56.20 岡本　将 (3)56.86 伊田康樹 (3)57.95 澤野晃輔 (3)58.16

小郡 山の田 彦島 浅江 桜田 西岐波 川中 周陽

6月12日 石丸航平 (3)2:07.39 深堀洋佑 (2)2:07.64 緒方達郎 (3)2:09.98 山崎天彦 (3)2:11.35 中山雄史 (3)2:11.60 本田眞斗 (3)2:12.92 安井尚弥 (3)2:15.29 古田慎之介 (3)2:18.89

桜田 長成 彦島 福川 大島 柳井 長成 平生

6月12日 原田建史朗 (1)4:32.88 中村　駆 (1)4:33.05 植村拓未 (1)4:40.52 久貞海斗 (1)4:46.35 花田凌一 (1)4:46.54 福本真大 (1)4:46.80 迫田千秋 (1)4:46.84 有井都志希 (1)4:47.93

高川 萩東 富田 柳井 柳井 浅江 柳井 室積

6月13日 深堀洋佑 (2)4:19.09 富田就斗 (2)4:25.95 大田敦士 (2)4:26.30 属　皓平 (2)4:27.68 成川大樹 (2)4:29.62 江藤佑太 (2)4:31.53 丹田貴大 (2)4:32.64 西野臣太 (2)4:32.85

長成 NGR 桜田 福栄 岐陽 田布施 柳井 下関中等 柳井

6月13日 佐々木康成 (3)4:17.53 松原翔吾 (3)4:17.95 岩原大貴 (3)4:18.84 末次慶太 (3)4:19.30 田中　陸 (3)4:19.44 石丸航平 (3)4:22.28 冨永貴弘 (3)4:22.48 佐々木紘寿 (3)4:22.75

萩東 田布施 桑山 平生 華西 桜田 周陽 田布施

6月12日 佐々木康成 (3)9:09.36 末次慶太 (3)9:09.66 冨永貴弘 (3)9:17.45 佐々木紘寿 (3)9:27.63 廣石秀明 (3)9:28.81 成川大樹 (2)9:29.78 麻生大介 (3)9:31.44 江藤佑太 (2)9:32.96

萩東 平生 周陽 田布施 柳井西 田布施 川下 柳井

6月13日 林　大介 (3)16.31 岡本優人 (3)17.01 松村　海 (3)17.02 上田晃慶 (3)17.35 内田　幸 (2)17.49 河村侑亮 (2)17.61 岩本湧樹 (2)17.92 神﨑　裕 (2)18.49

下関菊川 (+2.5) 川下 (+2.5) 末武 (+2.5) 桜田 (+2.5) 川中 (+2.5) 周陽 (+2.5) 藤山 (+2.5) 萩東 (+2.5)

6月13日 山本嵩也 (3)1m70 藤里　翼 (3)1m70 山川嵩央 (3)1m65 山下亮次 (3)1m65 泉　暢弘 (3)1m60 安本虎史 (2)1m60 佐鹿優也 (2)1m55 水田隆生 (2)1m50

末武 厚南 常盤 西岐波 下関菊川 玄洋 華陽 西岐波

6月12日 中川翔太 (3)2m60

徳地

6月13日 小田大樹 (3)6m70 大下潤也 (3)6m06 松村　渉 (3)6m02 南家進吾 (3)5m93 柳　将成 (3)5m93 織田千明 (2)5m84 遠入悠生 (3)5m56 中野雄次 (2)5m56

川中 NGR,※(+1.8) 西岐波 (+3.0) 鴻南 (+2.8) 萩西 (+2.0) 末武 (+3.0) 大嶺 (+1.9) 厚南 (+3.3) 長成 (+2.6)

公認記録　　6m03(+1.8) 公認記録　　5m66(－0.6) 公認記録　5m34(+1.1) 公認記録　4m89(+1.8)

6月13日 西村泰斗 (3)10m57 住永純也 (3)10m30 浴口大志 (2)10m27 田中奨也 (3)10m00 今井　司 (3)9m97 竹中　司 (3)9m86 藤井裕哉 (3)9m44 松浦隼也 (3)8m98

末武 田布施 大内 徳地 下関菊川 徳地 長成 藤山

6月12日 岡本優人 (3)1972 山本嵩也 (3)1829 蒔田　純 (3)1664 横田朋侑 (3)853

川下 末武 萩西 藤山

110mH(0.914m) 17.40 +1.2 583 18.12 +1.2 513 19.32 +1.2 405 18.98 +1.2 434

砲丸投(4.000kg) 10m45 513 9m14 434 8m39 389 5m54 222

走高跳 1m55 426 1m66 512 1m50 389 NM 0

400m 58.93 450 1:01.29 370 58.07 481 1:07.38 197

6月13日 萩西 45.85 小郡 46.11 川中 46.21 国府 46.82 末武 47.78 桜田 47.89 西岐波 48.14 浅江 48.18

蒔田　純 (3) 古木伸弥 (3) 小林慶祐 (3) 桑野真滋 (3) 山本嵩也 (3) 池田佳生 (2) 岡本　将 (3) 河村尚宜 (2)

上田和志 (3) 宮﨑大宇 (3) 小田大樹 (3) 町田裕也 (3) 柳　将成 (3) 國廣隼平 (3) 大下潤也 (3) 升谷　衛 (3)

古谷健紘 (3) 但馬敦也 (3) 松井亮祐 (2) 西　慶祐 (3) 松村　海 (3) 上田晃慶 (3) 山下亮次 (3) 樋渡享哉 (3)

山下大地 (3) 大川悠介 (3) 上野環太 (3) 田中　基 (3) 西村泰斗 (3) 田中亮斗 (2) 三戸博斗 (3) 西山　幹 (3)

備考

共通男子400m予選 宮﨑大宇 (3) 51.72

小郡 ※

※　全国大会参加標準記録突破 NGR:大会新記録
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ)

2010/06/12 10:00 晴 24.5 72.0 南東 1.9 2010/06/13 09:00 雨 20.5 81.0 東 3.5

11:00 晴 26.5 58.0 南東 2.4 10:00 雨 20.5 80.0 東 4.6

12:00 晴 26.5 59.0 南東 3.2 11:00 曇 21.0 78.0 東 5.0

13:00 晴 26.0 62.0 南東 2.5 12:00 曇 22.0 82.0 東南東 3.3

14:00 晴 27.0 56.0 東 2.7 13:00 曇 22.0 74.0 南東 1.3

15:00 晴 26.0 62.0 東北東 3.4 14:00 曇 22.5 71.0 南東 2.1

16:00 曇 27.0 59.0 南東 2.6 15:00 曇 22.5 70.0 東 4.0

17:00 曇 25.5 65.0 南東 2.8 16:00 晴 22.5 74.0 東南東 2.4



日付 種目 備考

6月13日 小田穂乃佳 (1) 13.63 片山絵夢 (1) 13.73 坂本未来 (1) 13.96 國澤真悠 (1) 14.23 福重愛海 (1) 14.25 長濵未央 (1) 14.32 倉光　楓 (1) 14.32 新本茉優 (1) 14.55 6位、7位

川中 (+0.4) 高川 (+0.4) 黒石 (+0.4) 深川 (+0.4) 岐陽 (+0.4) 厚南 (+0.4) 日新 (+0.4) 平生 (+0.4) 着差あり

6月12日 村田一子 (2) 12.87 深水美佳 (2) 13.08 大住　紬 (2) 13.20 ﾒﾘｯﾄまきの (2) 13.26 富田美月 (2) 13.34 橋本佳奈 (2) 13.39 山本華奈 (2) 13.43 西元絢香 (2) 13.43 7位、8位

梅光 (+2.7) 勝山 (+2.7) 川中 (+2.7) 下松 (+2.7) 浅江 (+2.7) 富田 (+2.7) 光井 (+2.7) 光井 (+2.7) 着差あり

6月12日 君嶋愛梨沙 (3) 12.14 黒瀬温子 (3) 12.43 溝口萌梨 (3) 12.82 野村幸誉 (3) 12.96 松永明莉 (3) 13.08 繁永歩祐子 (3) 13.15 三隅蓉子 (3) 13.26 藤井千聖 (3) 13.31

麻里布 (+2.3) 深川 (+2.3) 川中 (+2.3) 長府 (+2.3) 鴻南 (+2.3) 高千帆 (+2.3) 小郡 (+2.3) 川中 (+2.3)

6月13日 君嶋愛梨沙 (3) 25.21 黒瀬温子 (3) 25.59 松本千鶴 (3) 26.69 繁永歩祐子 (3) 26.70 松浦はるか (3) 26.75 藤井千聖 (3) 27.03 村田一子 (2) 27.03 山崎春花 (3) 27.59 6位、7位

麻里布 (+2.1) 深川 (+2.1) 下関中等 (+2.1) 高千帆 (+2.1) 東部 (+2.1) 川中 (+2.1) 梅光 (+2.1) 熊毛 (+2.1) 着差あり

6月12日 松田智恵 (3) 1:03.84 山崎春花 (3) 1:03.99 福田麗美 (3) 1:04.88 刀禰ちはる (3) 1:04.97 傳寶慧理香 (3) 1:05.23 大谷奈央 (3) 1:05.69 杉山沙瑛子 (3) 1:05.95 野田菜穂子 (3) 1:06.65

長府 熊毛 勝山 柳井西 玄洋 常盤 藤山 西岐波

6月13日 富田真帆 (1) 2:27.71 貞兼奈美 (1) 2:30.24 森脇史織 (1) 2:30.33 石丸恭佳 (1) 2:31.68 小田若奈 (1) 2:32.17 城野歩美 (1) 2:32.34 吉崎陽香 (1) 2:33.10 沖野美優 (1) 2:33.43

桜田 高川 長府 桜田 富田 桑山 柳井西 深川

6月13日 来島郁泉 (2) 2:18.83 藤井純菜 (3) 2:21.07 峯岡萌子 (3) 2:21.74 植村友絵 (3) 2:22.89 和田　星 (2) 2:23.17 荒木優花 (2) 2:23.83 和田　実 (2) 2:25.23 中島みなみ (2) 2:25.80

長府 浅江 防府小野 大和 浅江 富田 浅江 長府

6月12日 植村友絵 (3) 4:39.11 藤井純菜 (3) 4:42.37 和田　実 (2) 4:42.76 来島郁泉 (2) 4:43.19 和田　星 (2) 4:45.81 徳永裕美 (2) 4:46.09 荒木優花 (2) 4:47.60 俵山菜々夏 (2) 4:47.87

大和 ※ 浅江 浅江 長府 浅江 富田 富田 平生

6月13日 南野智美 (2) 14.81 三隅蓉子 (3) 14.99 又木志緒里 (3) 15.83 紙谷涼花 (3) 16.24 中嶋亜也佳 (2) 16.60 山川萌香 (2) 16.80 西田真由 (3) 16.90 平井千尋 (3) 17.05

萩西 (+3.2) 小郡 (+3.2) 藤山 (+3.2) 大嶺 (+3.2) 島田 (+3.2) 高千帆 (+3.2) 常盤 (+3.2) 東部 (+3.2)

6月13日 伊藤恵利 (2) 1m48 阪本真唯 (1) 1m40 山根晴香 (3) 1m35 厚母亜実 (3) 1m35 松田智恵 (3) 1m35 西田彩香 (3) 1m35 村前日奈子 (3) 1m35 大塚聖菜 (3) 1m35

大井 下関菊川 常盤 川中 (3位) 長府 (3位) 阿知須 山の田 下関菊川

6月13日 浦山静奈 (3) 5m28 小橋なつみ (3) 4m92 江山千代 (3) 4m89 樋口奈樹 (2) 4m82 中野菜摘 (3) 4m66 佐々木あかり (3) 4m65 山本　遥 (3) 4m64 岩本法子 (1) 4m64

勝山 (+2.2) 山の田 (+3.1) 下関中等 (+4.2) 川中 (+4.8) 長府 (+1.3) 下関中等 (+1.8) 末武 (+1.4) 湯田 (+3.7)

公認記録　5m05(+0.4) 公認記録 4m75(+1.8) 公認記録 4m88(+0.6) 公認記録 4m72(+1.6) 公認記録 4m40(+1.3)

6月13日 本村千夏 (3) 12m61 谷野優葵 (3) 10m85 梶山歩美 (3) 10m84 岩崎美穂 (3) 9m65 峯　聖奈 (3) 9m38 野﨑菜美 (2) 9m32 松永悠花 (3) 9m25 山本和沙 (2) 9m14

浅江 ※ 晃英館 勝山 徳地 周陽 田万川 平生 下関中等

6月12日 南野智美 (2) 2637 又木志緒里 (3) 2327 大草怜奈 (3) 2019 中嶋亜也佳 (2) 1943 山川萌香 (2) 1851 安並祐惟 (2) 1827 唐木雅未 (3) 1658 三宅真由 (3) 1599

萩西 NYR,NGR,※ 藤山 NGR 下関中等 島田 高千帆 萩西 東部 藤山

100mH(0.762m) 14.79 +1.9 870 15.62 +1.9 762 16.62 +1.9 640 16.11 +1.9 701 17.09 +1.9 586 17.84 +3.3 505 19.67 +1.9 330 18.96 +3.3 394

走高跳 1m46 577 1m40 512 1m25 359 1m30 409 1m30 409 1m30 409 1m40 512 1m20 312

砲丸投(2.721kg) 9m25 480 7m86 390 8m61 439 6m71 316 6m53 305 7m83 388 6m65 313 7m82 388

200m 27.02 +2.0 710 27.60 +2.0 663 28.65 +2.0 581 29.51 +2.0 517 29.05 +2.0 551 29.40 +2.0 525 29.70 +2.0 503 29.67 +2.0 505

6月13日 勝山 51.74 光井 53.11 深川 53.27 長府 53.27 富田 53.54 東部 53.57 下関中等 53.78 高千帆 54.26

深水美佳 (2) 山本華奈 (2) 野中志穂 (2) 藤本結美子 (3) 森下由梨 (3) 平井千尋 (3) 江山千代 (3) 伊賀奈津美 (2)

福田麗美 (3) 福森祐菜 (2) 黒瀬温子 (3) 野村幸誉 (3) 橋本佳奈 (2) 松浦はるか (3) 松本千鶴 (3) 繁永歩祐子 (3)

渡辺莉緒 (3) 山本夏未 (2) 木嶋未来 (2) 花岡　恵 (3) 矢峠愛海 (2) 中村夏実 (3) 佐々木あかり (3) 伊藤佳菜 (3)

浦山静奈 (3) 西元絢香 (2) 核　瑛菜 (2) 松田智恵 (3) 田村友里 (3) 白井智友紀 (2) 大草怜奈 (3) 山川萌香 (2)

備考
3年女子100m予選 君嶋愛梨沙 (3) 12.20 黒瀬温子 (3) 12.48

麻里布 ※(+1.9) 深川 ※(+2.0)
3年女子100m準決勝 君嶋愛梨沙 (3)12.26 黒瀬温子 (3) 12.51

麻里布 ※(+1.6) 深川 ※(+0.9)
共通女子200m準決勝 君嶋愛梨沙 (3) 25.91

麻里布 ※(+1.7)
共通女子100mH予選 南野智美 (2)14.89

萩西 ※(+2.0)

※：全国大会参加標準記録突破 NYR：山口県中学新記録 NGR：大会新記録
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審 判 長　衛藤　憲生

記録主任　西村　信勝主催団体：山口県陸上競技協会

（競技会コード：10353002　）

3年女子
100m

決　勝　記　録　一　覧　女子

競技会名 :第25回　山口県中学校陸上競技選手権大会 2010年6月12日(土）、6月13日(日)

（競技場コード：352010　）
下関市営下関陸上競技場

1年女子
100m

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ)

2010/06/12 10:00 晴 24.5 72.0 南東 1.9 2010/06/13 09:00 雨 20.5 81.0 東 3.5

11:00 晴 26.5 58.0 南東 2.4 10:00 雨 20.5 80.0 東 4.6

12:00 晴 26.5 59.0 南東 3.2 11:00 曇 21.0 78.0 東 5.0

13:00 晴 26.0 62.0 南東 2.5 12:00 曇 22.0 82.0 東南東 3.3

14:00 晴 27.0 56.0 東 2.7 13:00 曇 22.0 74.0 南東 1.3

15:00 晴 26.0 62.0 東北東 3.4 14:00 曇 22.5 71.0 南東 2.1

16:00 曇 27.0 59.0 南東 2.6 15:00 曇 22.5 70.0 東 4.0

17:00 曇 25.5 65.0 南東 2.8 16:00 晴 22.5 74.0 東南東 2.4


