
トラック審判長 石原　宏昭
跳 躍 審 判 長 黄丹　義人
投 て き 審 判 長 黄丹　義人
記 録 主 任 西村　信勝

日付 種目
平田斗槙(1) 12.62 宮田至道(1) 12.68 戎﨑達哉(1) 12.74 西田侑生(1) 12.76 田村紀樹(1) 12.82 山賀慎ノ介(1) 12.87 岩崎純矢(1) 12.98 金子瑞輝(1) 13.27

柳井 華陽 藤山 国府 山の田 佐波 光井 長成

塩山健一(2) 11.26 古木宏典(2) 11.86 吉村江平(2) 11.96 林　忠男(2) 12.08 弘中瑠偉輝(2) 12.11 藤原雄一(2) 12.17 土井寛人(2) 12.23 渡辺直希(2) 12.45

右田 小郡 柳井 岐陽 周陽 周陽 柳井 勝山

澤野将吾(2) 24.81 松本優友(2) 25.14 朝倉龍生(2) 26.18 上里航海(2) 26.58 吉川知実(2) 26.67 三浦真之介(2) 26.87 蒲生　望(1) 27.12 北山大悟(2) 27.26

周陽 浅江 厚南 西岐波 萩東 富田 平川 彦島

河村直英(2) 58.83 清水大地(2) 59.30 山口亮太(2) 59.68 中野拓海(2) 59.75 橘髙卓巳(2) 1:00.00 石村勇斗(2) 1:00.35 西本豊陸(2) 1:00.67 村上春樹(2) 1:01.45

太華 桑山 黒石 川中 長成 岐陽 向洋 周陽

谷川　巧(2) 2:08.3 石塚和真(2) 2:08.4 大玉博崇(2) 2:14.4 千原　涼(2) 2:17.3 村田大介(2) 2:19.0 児玉祥太郎(2) 2:19.9 内山智貴(2) 2:22.5 武田康佑(2) 2:22.6

山の田 彦島 明木 国府 福栄 高千帆 萩東 柳井

藤井泰良(1) 4:43.80 長澤明毅(1) 4:45.75 谷村龍生(1) 4:47.05 森本直樹(1) 4:50.65 山田拓磨(1) 4:52.79 吉岡龍一(1) 4:54.79 重兼拓実(1) 4:54.97 岩本夏貴(1) 4:56.44

黒石 川中 柳井 桜田 藤山 太華 高千帆 熊毛

中村　駆(2) 4:14.66 福本真大(2) 4:15.61 藤田隆ノ介(2) 4:35.84 廣田忠士(2) 4:36.64 久冨　真(2) 4:37.82 河内優登(2) 4:39.26 髙木　遼(2) 4:40.77 宮川大樹(2) 4:41.13

萩東 浅江 太華 柳井 彦島 平生 浅江 竜王

植村拓未(2) 9:23.64 渡邉貴典(2) 9:29.64 横山恒之(2) 9:46.52 長岡岬汰(2) 9:48.55 窪田健作(2) 9:49.84 嶋村直道(1) 9:54.57 迫田千秋(2) 9:57.49 内田征寿(2) 9:59.39

富田 熊毛 萩東 萩東 柳井 島田 柳井 田布施

神代真嵩(1) 17.51(+2.9) 吉村　剛(1) 18.51(+2.9) 山崎健太朗(1) 19.72(+2.4) 大賀正彦(1) 20.14(+1.3) 小林翔太(1) 20.16(+1.3) 濵村央輔(1) 21.09(+2.4) 大庭将崇(1) 21.53(+2.0) 田村香輝(1) 21.70(+2.4)

熊毛 明木 桑山 鴻南 豊北 川中 むつみ 鴻南

黒田佳祐(2) 16.99(+4.6) 河津翔哉(2) 17.77(+1.0) 藤井直樹(2) 19.02(+1.7) 藤本洸大(2) 19.07(+1.0) 厚東海都(2) 20.21(+1.7) 阿部哲也(2) 20.89(+1.0) 木村昌哉(2) 21.11(+4.6) 木原優宏(2) 21.16(+1.7)

日新 鴻南 高千帆 晃英館 周陽 勝山 むつみ 晃英館

柳井 48.38 周陽 48.47 桑山 49.07 萩西 49.72 右田 49.89 萩東 50.50 浅江 50.93 彦島 51.32

土井寛人(2) 村上春樹(2) 有井啓太朗(2) 山本雄之介(2) 小田康介(2) 吉川知実(2) 髙野夏樹(1) 平原昴明(2)

吉村江平(2) 藤原雄一(2) 清水大地(2) 中村　優(2) 塩山健一(2) 久保田基幹(2) 松本優友(2) 石塚和真(2)

沖　和賢(2) 澤野将吾(2) 藤井雄大(2) 長屋大貴(2) 倉重友輔(2) 砂田宗一郎(2) 光井裕太郎(2) 久冨　真(2)

平田斗槙(1) 弘中瑠偉輝(2) 堤　勇斗(2) 宮本涼平(2) 渡邉翔太(2) 中村　駆(2) 金本　陸(2) 北山大悟(2)

堤　勇斗(2) 1m53 山田大貴(2) 1m50 田中　翔(2) 1m50 田中虎男(1) 1m40

桑山 大嶺 彦島 佐波

下瀬直哉(2) 3m30 竹中　朋(2) 2m90 渡部勇作(2) 2m70 大野　廉(2) 2m60 家本大輝(1) 2m50

徳地 徳地 山の田 華陽 華陽

永田拓也(2) 5m75(+2.0) 宮本涼平(2) 5m54(+1.3) 福田遥暉(1) 5m34(+2.7) 長屋大貴(2) 5m27(+1.5) 沖　和賢(2) 5m25(+2.1) 椎原素哉(1) 5m19(+3.6) 田中庸裕(2) 5m14(+3.6) 藤井雄大(2) 5m09(+0.8)

秋芳北 萩西 下関中等 公認記録なし 萩西 柳井 公認5m12(+1.8) 川中 公認4m87(+1.8) 岐陽 公認4m99(+0.4) 桑山

伊藤武尊(2) 11m11 山本　烈(2) 10m62 諏訪雄山(2) 9m40 野田周作(2) 9m06 田中佑哉(2) 8m28 佐藤秀政(2) 7m93 友森斎孔(2) 7m90 宮城太一(2) 7m52

晃英館 GR 徳地 晃英館 岐陽 鴻南 山の田 島田 長成

凡例 GR:大会記録

決　勝　記　録　一　覧　男子

（競技場コード：352010　）

2011年７月26日(火） 下関市営下関陸上競技場 主催団体：山口陸上競技協会

（競技会コード：11353005　）

競技会名 :第19回　山口県中学校選抜新人陸上競技大会

7月26日 砲丸投

7月26日 棒高跳

7月26日 走幅跳

7月26日 4X100mR

7月26日 走高跳

7月26日 1年100mH

7月26日 2年110mH

7月26日 1500m

7月26日 3000m

7月26日 800m

7月26日 1年1500m

7月26日
�200m

風：+2.2

7月26日 400m

7月26日
�1年100m

風：+1.8

7月26日
�2年100m

風：+3.1

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

09:30 曇 28.0 77.0 東北東 1.6
10:00 曇 28.5 74.0 東南東 2.5
11:00 晴 30.0 68.0 東北東 2.3
12:00 晴 31.0 66.0 東北東 3.0
13:00 晴 31.0 66.0 東南東 2.8
14:00 晴 32.0 58.0 東南東 1.7
15:00 晴 32.0 67.0 東南東 3.0
16:00 晴 31.0 69.0 東北東 2.1
17:00 晴 30.0 75.0 東南東 2.4



トラック審判長 石原　宏昭
跳 躍 審 判 長 黄丹　義人
投 て き 審 判 長 黄丹　義人
記 録 主 任 西村　信勝

日付 種目

長谷川早紀(1) 13.23 柏　裕美(1) 13.65 山根萌華(1) 13.97 山本　歩(1) 13.98 北條光里(1) 14.08 河崎梓月(1) 14.09 長谷歩実(1) 14.16 中嶋天音(1) 14.25

高川 浅江 豊洋 山の田 下関菊川 梅光 深川 山の田

小田穂乃佳(2) 12.75 阪本真唯(2) 13.18 坂本未来(2) 13.29 池口風音(2) 13.32 山村萌佳(2) 13.45 友景彩乃(2) 13.47 國澤真悠(2) 13.58 新本茉優(2) 13.64

川中 下関菊川 黒石 勝山 常盤 国府 深川 平生

三隅理絵(2) 27.15 里　知香(2) 27.55 福重愛海(2) 27.66 村上沙梨有(2) 27.87 山田玲緒菜(2) 29.49 福原かほる(1) 29.66 竹田朱里(2) 29.78 杉山茜音(2) 30.06

常盤 勝山 岐陽 長府 厚狭 附属山口 藤山 萩西

有田知加(2) 1:05.73 重西千恵望(2) 1:07.29 山田実樹(2) 1:08.54 岩本優花(2) 1:08.72 金子紗世(2) 1:08.74 寄本玲那(2) 1:09.55 守富まこ(2) 1:09.69 時廣穂乃香(2) 1:09.97

岐陽 むつみ 西岐波 藤山 深川 長成 富田 高千帆

柴崎みなみ(1) 2:29.6 明代せいな(1) 2:29.9 金盛萌恵(1) 2:31.0 藤川さくら(1) 2:32.2 久楽萌夏(1) 2:32.5 中野沙彩(1) 2:32.9 西村未来(1) 2:34.0 網屋千紗子(1) 2:35.3

長府 柳井 島田 浅江 富田 島田 室積 鴻南

藤本梨夏子(2) 2:27.1 古谷優季(2) 2:27.3 吉木愛海(2) 2:29.0 城野歩美(2) 2:29.6 小田真悠子(2) 2:33.3 江本帆夏(2) 2:33.5 森脇史織(2) 2:33.7 岸本穂乃花(2) 2:34.1

佐波 附属山口 下松 桑山 富田 末武 長府 柳井

富田真帆(2) 4:46.70 淺田美菜(2) 4:52.74 大西咲良(1) 4:54.22 小田若奈(2) 4:54.49 上野夢歩(2) 4:54.52 谷川愛美(2) 4:55.07 三藤美奈満(2) 4:55.43 石丸恭佳(2) 4:56.68

桜田 浅江 長府 富田 萩東 深川 厚南 桜田

伊藤梨乃(2) 15.04(+2.8) 松尾真琴(2) 15.92(+2.7) 刀祢　遥(2) 16.62(+1.1) 内藤彩佳(2) 17.75(+1.6) 稲守美穂(2) 17.83(+2.1) 上田真子(2) 17.87(+2.1) 千葉なな(2) 17.98(+1.5) 中野夏帆(2) 18.04(+2.3)

萩西 萩東 萩西 長成 末武 藤山 下関中等 長成

萩西 54.36 川中 54.57 岐陽 54.78 常盤 55.01 浅江 55.31 高川 55.32 東部 55.66 下関菊川 55.78

中川愛理(2) 金田美穂(1) 上野晴菜(1) 谷口　葵(1) 松村理沙(1) 野村明矢(1) 山村雪乃(2) 北條光里(1)

刀祢　遥(2) 久原彩奈(1) 福重愛海(2) 山根涼子(2) 柏　裕美(1) 長谷川早紀(1) 和田百花(2) 阪本真唯(2)

難波美瑞恵(2) 山本百華(2) 山本ありさ(2) 三隅理絵(2) 岩崎　愛(2) 宇多村　由(1) 門田彩乃(1) 平野智恵(2)

伊藤梨乃(2) 小田穂乃佳(2) 有田知加(2) 山村萌佳(2) 出口麻由華(2) 片山絵夢(2) 幾度春香(2) 中村実優(2)

山本百華(2) 1m40 弘中美樹(2) 1m35 河村明日香(2) 1m30 早川ひかり(2) 1m30 北村可奈(2) 1m30 幾度春香(2) 1m25

川中 長成 末武 長成 末武 東部

藤原碧泉(2) 1m30 大川理子(1) 1m30 村上詩保(2) 1m25

西岐波 藤山 東岐波

大坪瑶子(1) 1m25

浅江

岩本法子(2) 5m00(+1.8) 坪根美来(1) 4m67(+2.2) 難波美瑞恵(2) 4m45(0.0) 中川愛理(2) 4m35(0.0) 河本真依(2) 4m29(+1.7) 梅森千穂(2) 4m27(+0.5) 河村和佳(2) 4m27(+1.7) 伊藤美帆(2) 4m26(+3.2)

湯田 秋芳北 公認記録なし 萩西 萩西 大嶺 平田 浅江 下関中等 公認4m24(+0.9)

藤村明日香(2) 10m92 波多彩希(2) 9m96 西村陽和(2) 9m48 石丸愛梨(2) 9m30 大木夢花(2) 9m04 住永麻衣子(2) 8m64 松井早智子(2) 8m28 高松野夏(2) 8m27

国府 浅江 国府 富田 末武 田布施 末武 富田

凡例 GR:大会記録

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月26日
�1年100m

風：+2.5

7月26日
�2年100m

風：+3.1

7月26日
�200m

風：+3.6

7月26日 400m

7月26日 1年800m

7月26日 2年800m

7月26日 1500m

7月26日 走高跳

7月26日 100mH

7月26日 4X100mR

7月26日 走幅跳

7月26日 砲丸投

決　勝　記　録　一　覧　女子

（競技場コード：352010　）

2011年７月26日(火） 下関市営下関陸上競技場 主催団体：山口陸上競技協会

（競技会コード：11353005　）

競技会名 :第19回　山口県中学校選抜新人陸上競技大会

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

09:30 曇 28.0 77.0 東北東 1.6
10:00 曇 28.5 74.0 東南東 2.5
11:00 晴 30.0 68.0 東北東 2.3
12:00 晴 31.0 66.0 東北東 3.0
13:00 晴 31.0 66.0 東南東 2.8
14:00 晴 32.0 58.0 東南東 1.7
15:00 晴 32.0 67.0 東南東 3.0
16:00 晴 31.0 69.0 東北東 2.1
17:00 晴 30.0 75.0 東南東 2.4


