
日付 種目 備考

10/03 塩山健一 (1) 12.08 清水大地 (1) 12.80 伊東賢哉 (1) 12.97 清水嵩也 (1) 13.26 永田拓也 (1) 13.32 古木宏典 (1) 13.40 土井寛人 (1) 13.43 松本優友 (1) 13.50

右田 NGR(-2.0) 桑山 (-2.0) 垢田 (-2.0) 田万川 (-2.0) 秋芳北 (-2.0) 小郡 (-2.0) 柳井 (-2.0) 浅江 (-2.0)

10/03 上田和志 (3) 11.92 石川順典 (2) 12.05 三戸博斗 (3) 12.24 岡　健太 (2) 12.40 豊嶋貴之 (3) 12.52 町田裕也 (3) 12.55 後藤優冶 (3) 12.62 藤本凌志 (3) 12.67

萩西 (-3.1) 厚保 (-3.1) 西岐波 (-3.1) 福栄 (-3.1) 桑山 (-3.1) 国府 (-3.1) 右田 (-3.1) 平生 (-3.1)

10/03 牧野和倫 (3) 23.47 中村　徹 (3) 24.09 田中亮斗 (2) 24.14 青山拓実 (3) 24.31 山下大地 (3) 24.82 岡村　皓 (3) 25.41 田中　基 (3) 25.66 藤濱真聖 (3) 25.78

熊毛 (-0.9) 華陽 (-0.9) 桜田 (-0.9) 長成 (-0.9) 萩西 (-0.9) 白石 (-0.9) 国府 (-0.9) 厚狭 (-0.9)

10/03 山本祥央 (3) 53.34 岡本　将 (3) 54.86 西山　幹 (3) 54.93 國廣隼平 (3) 55.04 中野雄次 (2) 55.31 角倉拓真 (3) 56.72 杉村優人 (3) 57.01 河野力也 (3) 57.25

山の田 西岐波 浅江 桜田 長成 萩東 厚南 佐波

10/03 安井尚弥 (3) 2:06.19 澄川琳太郎 (3) 2:07.16 綿部忠伸 (3) 2:07.84 平岡拓己 (3) 2:11.17 中山雄史 (3) 2:11.17 末武諄也 (2) 2:11.87 加瀬谷直希 (3) 2:12.65 高井康太 (3) 2:12.99

長成 田万川 楠 菱海 大島 東岐波 桑山 田布施

10/03 中村　駆 (1) 4:19.54 植村拓未 (1) 4:23.19 花田凌一 (1) 4:29.20 石塚和真 (1) 4:32.90 有井都志希 (1) 4:39.58 寺西将也 (1) 4:41.08 大玉博崇 (1) 4:42.04 原田　海 (1) 4:42.32

萩東 富田 柳井 彦島 室積 佐波 明木 高川

10/03 小早川稔 (3) 4:14.59 藤永琢也 (3) 4:15.22 石丸航平 (3) 4:16.82 深堀洋佑 (2) 4:17.81 岩原大貴 (3) 4:21.27 住田優範 (3) 4:23.38 廣田大輝 (3) 4:23.92 松原翔吾 (3) 4:24.36

東部 厚南 桜田 長成 桑山 熊毛 平生 田布施

10/03 佐々木康成 (3) 9:07.18 末次慶太 (3) 9:08.57 田村和希 (3) 9:09.35 富田就斗 (2) 9:13.05 麻生大介 (3) 9:17.59 田中　陸 (3) 9:18.12 原田建史朗 (1) 9:19.30 冨永貴弘 (3) 9:22.79

萩東 平生 玖珂 桜田 川下 華西 高川 周陽

10/03 林　大介 (3) 16.45 内田　幸 (2) 16.66 緒方達郎 (3) 16.72 上田晃慶 (3) 16.95 岩本湧樹 (2) 17.25 河村侑亮 (2) 17.29 阿部幹也 (2) 17.82 神﨑　裕 (2) 18.20

下関菊川 (+0.7) 川中 (+0.7) 彦島 (+0.7) 桜田 (+0.7) 藤山 (+0.7) 周陽 (+0.7) 大嶺 (+0.7) 萩東 (+0.7)

10/03 山本嵩也 (3) 1m65 藤里　翼 (3) 1m60 山川嵩央 (3) 1m60 西村達郎 (3) 1m60 岩田光宏 (3) 1m55 安本虎史 (2) 1m55 山下亮次 (3) 1m55 加藤弘晃 (3) 1m50

末武 厚南 常盤 下関菊川 三隅 玄洋 5位 西岐波 久賀

10/03 佐鹿優也 (2) 1m50

華陽 8位

10/02 高木将稔 (3) 4m00

徳地

10/02 柳　将成 (3) 6m40 松村　渉 (3) 6m08 大下潤也 (3) 5m99 南家進吾 (3) 5m96 寄野成一 (3) 5m86 河口　瞭 (3) 5m84 安村優平 (3) 5m79 桑原雅弘 (2) 5m69

末武 (+3.3) 鴻南 (+3.1) 西岐波 (+0.7) 萩西 (+3.4) 桑山 (+2.4) 柳井 (+3.6) 山の田 (0.0) 日新 (+2.8)

公認最高記録6m15(+0.4) 公認最高記録6m03(+1.5) 公認最高記録5m75(+1.8) 公認最高記録5m71(+1.5) 公認最高記録5m71(+0.7)

10/02 共通男子三段跳 福嶋丈生 (3) 12m25 勝井正太郎 (3) 11m35 蔵本隆誠 (3) 11m09 井上翔也 (3) 11m06 古木伸弥 (3) 10m99 守田慎也 (3) 10m79 長屋　大貴 10m47 植野智弥 (2) 10m38

大嶺 (+2.0) 柳井 (+1.8) 末武 (+1.7) 鴻南 (+0.4) 小郡 (+0.6) 田布施 (+1.5) 萩西 (+1.4) 山の田 (+1.0)

10/03 浅野　翔 (3) 12m17 浴口大志 (2) 11m19 西村泰斗 (3) 10m87 住永純也 (3) 10m15 竹中　司 (3) 9m87 野間一輝 (2) 9m29 今井　司 (3) 9m25 藤井貴之 (3) 8m89

玄洋 大内 末武 田布施 徳地 国府 下関菊川 常盤

10/02 泉　暢弘 (3) 2364 岡本優人 (3) 2276 隅野恭平 (3) 2250 松村　海 (3) 1877 蒔田　純 (3) 1768 吉田聖司 (3) 1700 村瀬圭太 (3) 1305 中村友彦 (2) 844

下関菊川 川下 田万川 末武 萩西 仙崎 鴻南 萩東

110mH(0.914m) 15.87 +1.7 747 16.46 +1.6 682 16.34 +1.7 695 16.39 +1.6 689 18.94 +1.6 438 18.33 +1.6 493 19.19 +1.7 416 21.21 +1.7 260

砲丸投(4.000kg) 10m89 539 11m03 548 10m63 524 7m17 317 8m75 411 7m93 362 6m64 286 6m24 263

走高跳 1m70 544 1m61 472 1m58 449 1m45 352 1m50 389 1m45 352 1m40 317 NM 0

400m 56.66 534 55.63 574 55.41 582 57.06 519 56.76 530 57.75 493 1:04.04 286 1:02.87 321

10/03 萩西 45.63 西岐波 46.67 国府 46.77 右田 46.98 桑山 47.35 山の田 47.60 浅江 48.66 末武 48.94

南家進吾 (3) 岡本　将 (3) 桑野真滋 (3) 塩山健一 (1) 清水大地 (1) 植野智弥 (2) 升谷　衛 (3) 山本嵩也 (3)

上田和志 (3) 大下潤也 (3) 町田裕也 (3) 後藤優冶 (3) 寄野成一 (3) 河本真成 (2) 有冨稔樹 (3) 柳　将成 (3)

蒔田　純 (3) 山下亮次 (3) 西　慶祐 (3) 宮村比呂貴 (3) 大村宏樹 (3) 安村優平 (3) 樋渡享哉 (3) 國居勇介 (2)

山下大地 (3) 三戸博斗 (3) 田中　基 (3) 日隈　凌 (2) 豊嶋貴之 (3) 山本祥央 (3) 守田将希 (3) 松村　海 (3)

末武 36 萩西 33 西岐波 28 桜田 27 下関菊川 25 桑山 25 萩東 23 長成 23

備考

NYR：山口県中学新記録

NGR：大会新記録

NGR 1年100m　塩山健一 (1) 右田 11.75(+0.6)

共通男子四種競技

共通男子走高跳

共通男子
110mH(0.914m)

共通男子3000m

共通男子走高跳

決　勝　記　録　一　覧　男子

競技会名 :第62回　山口県体育大会中学校の部 2010年10月2日(土）、10月3日(日)

（競技場コード：352010　）
下関市営下関陸上競技場

（競技会コード：10353004　）

共通男子1500m

共通男子砲丸投
(5.000kg)

共通男子100m

3位

共通男子200m

1年男子1500m

共通男子走幅跳

共通男子棒高跳

共通男子800m

5位

審 判 長　衛藤　憲生

記録主任　西村　信勝主催団体：山口陸上競技協会

総合

共通男子4X100mR

共通男子400m

8位1位 2位

1年男子100m

7位6位4位

日付 時刻 天候 気温(℃)湿度(％)風向 風速(ｍ/s)

2010/10/02 10:00 曇 25.5 68.0 東南東 2.4

11:00 曇 25.5 68.0 東南東 1.1

12:00 曇 24.5 71.0 東北東 1.5

13:00 曇 24.5 75.0 東 2.1

14:00 曇 24.5 75.0 東 2.4

15:00 雨 24.5 79.0 東南東 1.9

16:00 曇 24.0 87.0 東南東 1.4

17:00 曇 24.0 83.0 東北東 3.7

日付 時刻 天候 気温(℃)湿度(％)風向 風速(ｍ/s)

2010/10/03 10:00 雨 23.5 87.0 東 0.5

11:00 雨 23.0 96.0 西南西 2.7

12:00 曇 24.5 83.0 西北西 1.8



日付 種目 備考

10/03 小田穂乃佳 (1)13.36 坂本未来 (1)13.95 伊藤梨乃 (1)14.00 國澤真悠 (1)14.19 新本茉優 (1)14.28 黒川碧李 (1)14.39 上田志恵里 (1)14.45 縄田　結 (1)14.50

川中 (-1.1) 黒石 (-1.1) 萩西 (-1.1) 深川 (-1.1) 平生 (-1.1) 佐波 (-1.1) 西岐波 (-1.1) 勝山 (-1.1)

10/03 溝口萌梨 (3)13.26 黒瀬温子 (3)13.31 野村幸誉 (3)13.73 松永明莉 (3)13.92 深水美佳 (2)13.97 田村友里 (3)14.02 富田美月 (2)14.19

川中 (-2.8) 深川 (-2.8) 長府 (-2.8) 鴻南 (-2.8) 勝山 (-2.8) 富田 (-2.8) 浅江 (-2.8)

10/03 繁永歩祐子 (3)27.44 松浦はるか (3)28.05 松田智恵 (3)28.12 富田葉月 (2)28.29 渡辺莉緒 (3)28.71 藤井千聖 (3)28.85 高松輝歩 (3)28.97 江山千代 (3)29.35

高千帆 (-3.0) 東部 (-3.0) 長府 (-3.0) 浅江 (-3.0) 勝山 (-3.0) 川中 (-3.0) 福川 (-3.0) 下関中等 (-3.0)

10/03 松本千鶴 (3)59.01 山崎春花 (3)1:02.14 福田麗美 (3)1:03.68 野田菜穂子 (3)1:03.84 追崎紗都美 (3)1:04.44 吉田りさ (2)1:05.34 國澤実央 (3)1:05.62 和田　星 (2)1:06.06

下関中等 熊毛 勝山 西岐波 高千帆 彦島 国府 浅江

10/03 来島郁泉 (2)2:17.56 荒木優花 (2)2:18.38 富田真帆 (1)2:19.55 和田　実 (2)2:20.76 松岡未祐 (3)2:26.03 杉山沙瑛子 (3)2:28.44 末廣有希歩 (3)2:28.59 峯岡萌子 (3)2:33.56

長府 富田 桜田 浅江 平生 藤山 大和 防府小野

10/03 藤井純菜 (3)4:35.40 久楽　美沙 (3)4:45.35 俵山菜々夏 (2)4:46.00 中島みなみ (2)4:53.64 淺海真愉子 (3)4:54.89 守田詩歩 (2)4:55.46 上野夢歩 (1)4:56.22 金澤瑞希 (1)4:58.82

浅江 大和 平生 長府 田布施 佐波 萩東 西岐波

10/03 三隅蓉子 (3)15.01 又木志緒里 (3)15.74 松尾真琴 (1)16.08 紙谷涼花 (3)16.21 木嶋未来 (2)17.30 平井千尋 (3)17.33 小田結奈 (2)17.38 西田真由 (3)17.96

小郡 (+1.4) 藤山 (+1.4) 萩東 (+1.4) 大嶺 (+1.4) 深川 (+1.4) 東部 (+1.4) 勝山 (+1.4) 常盤 (+1.4)

10/03 安並祐惟 (2)1m40 西田彩香 (3)1m35 木村萌花 (3)1m35 伊藤恵利 (2)1m35 山内美賀子 (3)1m30 唐木雅未 (3)1m30 山根晴香 (3)1m30 山本百華 (1)1m30

萩西 阿知須 末武 大井 3位 西岐波 東部 5位 常盤 5位 川中 5位

10/02 浦山静奈 (3)5m12 佐々木あかり (3)5m07 中村夏実 (3)4m89 山本　遥 (3)4m86 岩本法子 (1)4m82 小橋なつみ (3)4m82 配川明日香 (2)4m75 樋口奈樹 (2)4m69

勝山 (0.0) 下関中等 (+2.0) 東部 (+1.7) 末武 (+1.9) 湯田 (+2.7) 山の田 (+1.9) 常盤 (+3.3) 川中 (+2.2)

公認最高記録4m59(+1.6) 公認最高記録4m71(+1.5) 公認最高記録4m51(+1.9)

10/03 本村千夏 (3)12m38 谷野優葵 (3)10m58 野村彩香 (3)10m29 梶山歩美 (3)9m72 松永悠花 (3)9m50 武野愛皆 (3)9m49 峯　聖奈 (3)9m12 寳迫明日香 (2)8m69

浅江 晃英館 日置 勝山 平生 竜王 周陽 国府

10/02 南野智美 (2)2625NYR､NGR 中嶋亜也佳 (2)2082 大草怜奈 (3)1947 湯地麻里子 (3)1800 藤崎裕子 (1)1773 山根茉緒 (2)1760 三宅真由 (3)1669 荒木里央菜 (2)1617

萩西 島田 下関中等 彦島 末武 深川 藤山 厚南

100mH(0.762m) 14.97 +2.5 846 16.54 +0.5 649 16.58 +1.4 645 17.82 +0.5 507 18.46 +1.4 442 17.61 +2.5 529 18.13 +1.4 475 18.92 +2.5 398

走高跳 1m47 588 1m35 460 1m25 359 1m30 409 1m30 409 1m41 523 1m20 312 1m25 359

砲丸投(2.721kg) 9m92 524 8m40 425 7m61 374 6m75 319 8m12 407 5m65 249 7m59 373 8m79 451

200m 27.55 +1.5 667 29.09 +1.5 548 28.80 +1.5 569 28.85 +1.5 565 29.54 +1.5 515 30.34 +1.5 459 29.62 +0.3 509 31.08 +0.3 409

10/03 川中 50.77 勝山 51.64 下関中等 52.62 長府 52.82 光井 52.90 深川 52.97 西岐波 53.38 富田 53.79

藤井千聖 (3) 浦山静奈 (3) 江山千代 (3) 藤本結美子 (3) 山本華奈 (2) 野中志穂 (2) 野田菜穂子 (3) 木輪ひかる (3)

溝口萌梨 (3) 深水美佳 (2) 松本千鶴 (3) 野村幸誉 (3) 西元絢香 (2) 黒瀬温子 (3) 石本真央 (3) 橋本佳奈 (2)

小田穂乃佳 (1) 渡辺莉緒 (3) 佐々木あかり (3) 花岡　恵 (3) 山本夏未 (2) 木嶋未来 (2) 蔵冨士結衣 (2) 矢垰愛海 (2)

大住　紬 (2) 福田麗美 (3) 大草怜奈 (3) 松田智恵 (3) 福森祐菜 (2) 核　瑛菜 (2) 上田志恵里 (1) 田村友里 (3)

勝山 38 川中 33.5 浅江 31 長府 31 下関中等 29 萩西 24 深川 22 東部 18.5

備考

NYR：山口県中学新記録

NGR：大会新記録

総合

共通女子200m

決　勝　記　録　一　覧　女子

競技会名 :第62回　山口県体育大会中学校の部 2010年10月2日(土）、10月3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

共通女子100m

共通女子4X100mR

審 判 長　衛藤　憲生

記録主任　西村　信勝主催団体：山口陸上競技協会

（競技会コード：10353004　）

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

共通女子400m

共通女子800m

共通女子走幅跳

共通女子四種競技

共通女子砲丸投
(2.721kg)

共通女子1500m

共通女子
100mH(0.762m)

共通女子走高跳

日付 時刻 天候 気温(℃)湿度(％)風向 風速(ｍ/s)

2010/10/02 10:00 曇 25.5 68.0 東南東 2.4

11:00 曇 25.5 68.0 東南東 1.1

12:00 曇 24.5 71.0 東北東 1.5

13:00 曇 24.5 75.0 東 2.1

14:00 曇 24.5 75.0 東 2.4

15:00 雨 24.5 79.0 東南東 1.9

16:00 曇 24.0 87.0 東南東 1.4

17:00 曇 24.0 83.0 東北東 3.7

日付 時刻 天候 気温(℃)湿度(％)風向 風速(ｍ/s)

2010/10/03 10:00 雨 23.5 87.0 東 0.5

11:00 雨 23.0 96.0 西南西 2.7

12:00 曇 24.5 83.0 西北西 1.8




