
日付 種目 備考

福田遥暉(1) 11.99 山田志門(1) 12.11 田村紀樹(1) 12.16 平田斗槙(1) 12.31 宮田至道(1) 12.36 岩田惇希(1) 12.43 西田侑生(1) 12.44

下関中等 於福 山の田 柳井 華陽 桜田 国府

石川順典(3) 11.13 塩山健一(2) 11.27 作華　陸(3) 11.33 河村尚宜(3) 11.43 吉村江平(2) 11.93 河本真成(3) 11.94 村田拳弥(3) 11.98 清水大地(2) 12.07

厚保 右田 大内 浅江 柳井 山の田 川中 桑山

田中亮斗(3) 23.05 國居勇介(3) 24.00 村中龍之介(3) 24.20 本村　康(3) 24.37 中川翔太(3) 24.46 佐々木匡彦(3) 24.85 大楽憲矢(3) 25.20 中村　優(2) 25.29

桜田 末武 情島 浅江 小郡 勝山 島田 萩西

日隈　凌(3) 53.51 中村卓人(3) 53.81 小倉裕介(3) 55.06 大野達也(3) 55.46 浅村　悟(3) 55.57 岩本脩哉(3) 55.59 小森博人(3) 56.58 吉村秀人(3) 56.80

右田 周陽 熊毛 平生 国府 向洋 下関中等 大井

深堀洋佑(3) 1:59.04 澁田雄矢(3) 2:04.24 石塚和真(2) 2:06.60 片岡　陽(3) 2:06.90 西村一樹(3) 2:07.01 山崎雄介(3) 2:07.69 大宅裕之(3) 2:09.18 長岡岬汰(2) 2:09.86

長成 山の田 彦島 黒石 下関中等 熊毛 室積 萩東

藤井泰良(1) 4:34.59 籔中直樹(1) 4:34.78 稲田光希(1) 4:36.56 雲井崚太(1) 4:38.46 小石原燃(1) 4:39.48 長澤明毅(1) 4:40.75 岩本夏貴(1) 4:41.09 吉岡龍一(1) 4:41.26

黒石 田布施 勝山 小郡 神原 川中 熊毛 太華

成川大樹(3) 4:22.90 松尾周京(3) 4:23.89 石丸聖師(3) 4:24.21 石田悠人(3) 4:25.44 谷川　巧(2) 4:26.83 石村優人(3) 4:27.11 小林駿介(3) 4:27.18 才原翔斗(3) 4:27.39

田布施 常盤 柳井 岐陽 山の田 川中 佐波 桜田

原田建史朗(2) 8:59.12 富田就斗(3) 8:59.32 属　皓平(3) 9:01.42 大田敦士(3) 9:05.70 渡邉貴典(2) 9:14.57 植村拓未(2) 9:22.58 笹木航太(3) 9:23.00 中島　崚(3) 9:23.03

高川 桜田 岐陽 萩東 熊毛 富田 柳井 長府

内田　幸(3) 15.81 久保椋太郎(3) 16.57 黒田佳祐(2) 16.92 阿部幹也(3) 17.16 小林大将(3) 17.68 河津翔哉(2) 17.93 藤井直樹(2) 18.74 髙橋祐介(3) 18.82

川中 勝山 日新 大嶺 山の田 鴻南 高千帆 平田

浅江 45.85 長成 45.97 川中 45.98 勝山 46.13 桜田 46.17 周陽 46.28 山の田 46.93 桑山 47.64

川島康輔(3) 山本恵大(3) 高橋　毅(2) 佐々木匡彦(3) 岩田惇希(1) 弘中瑠偉輝(2) 池﨑亮祐(2) 松田康平(3)

河村尚宜(3) 中野雄次(3) 村田拳弥(3) 野村　優(3) 池田佳生(3) 藤原雄一(2) 谷川　巧(2) 清水大地(2)

松本優友(2) 友松弘斗(2) 内田　幸(3) 岡﨑敦輝(3) 西山　徹(3) 澤野将吾(2) 植野智弥(3) 藤井雄大(2)

本村　康(3) 深堀洋佑(3) 松井亮祐(3) 久保椋太郎(3) 田中亮斗(3) 中村卓人(3) 河本真成(3) 森脇滉介(3)

中村遼太郎(3) 1m70 安本虎史(3) 1m65 佐鹿優也(3) 1m60 堤　勇斗(2) 1m60 肥喜里祐人(3) 1m60 金谷　暁(2) 1m55 山田大貴(2) 1m55

桜田 玄洋 華陽 桑山 東部 田布施 大嶺

中村優作(3) 1m65

木屋川

共通男子棒高跳 杉本　匠(3) 3m20 縄田勇貴(3) 2m80 渡部勇作(2) 2m60 岡田貴博(3) 2m40 大津　護(3) 2m20

華陽 勝山 山の田 周陽 久賀

共通男子走幅跳 蒲生　智(3) 6m55(+5.0) 松井亮祐(3) 6m28(+3.5) 桑原雅弘(3) 6m08(+2.1) 金子将大(3) 5m98(+2.4) 田中颯馬(2) 5m77(+0.8) 永田拓也(2) 5m69(+2.0) 西山　徹(3) 5m60(+0.7) 織田千明(3) 5m49(-1.0)

平川 公認6m30(+2.0) 川中 公認6m22(+1.1) 日新 公認6m04(+1.8) 萩東 公認5m71(0.0) 仙崎 秋芳北 桜田 大嶺

共通男子三段跳 内田圭祐(3) 12m32(+1.4) 植野智弥(3) 11m68(+4.2) 長屋大貴(2) 11m13(+3.3) 弘重尚紀(3) 11m00(+5.0) 吉長　崇(2) 10m98(+2.7) 久保田基幹(2) 10m89(+2.0) 藤原康誠(3) 10m84(+3.0) 瓜生雅弥(3) 10m72(+2.7)

川中 山の田 公認記録なし 萩西 公認記録なし 柳井 公認10m18(+1.7) 桜田 公認記録なし 萩東 安下庄 公認記録なし 玄洋 公認記録なし

浴口大志(3) 12m55 伊藤武尊(2) 11m62 野間一輝(3) 11m36 兼原　翔(3) 10m82 田中淳弥(3) 10m12 野田周作(2) 10m12 寄岡祐太郎(3) 10m02 縄田寛希(3) 9m90

大内 GR 晃英館 国府 阿武 川西 岐陽 周陽 東岐波

河村侑亮(3) 2101点 岩本湧樹(3) 2052点 白本謙蔵(3) 1952点 沖村亮太朗(3) 1810点 山田　純(3) 1648点 中野雄次(3) 1600点 松嶋宏亮(3) 1563点 野原宏児(2) 1498点

周陽 藤山 川下 川中 末武 長成 久賀 むつみ

対抗得点 男子総合 川中 44点 桜田 39点 山の田 39点 勝山 28点 周陽 26点 柳井 22点 長成 19点 浅江 19点

備考

GR：大会記録

男子総合：２位、３位と７位、８位は得点内容による

共通男子走高跳

9月24日
共通男子砲丸投
(5.000kg)

9月24日 共通男子1500m

9月24日 共通男子4X100mR

9月24日
共通男子

�110mH(0.914m)
風：+1.8

9月23日

9月24日
�共通男子100m

風：+1.9

9月24日
�1年男子100m

風：+2.0

9月24日
�共通男子200m

風：+1.5

9月24日 共通男子400m

9月24日 共通男子800m

9月24日 共通男子3000m

9月24日 1年男子1500m

3位

審 判 長　石原　宏昭

記録主任　西村　信勝主催団体：山口陸上競技協会
5位 6位 7位 8位

決　勝　記　録　一　覧　男子

競技会名 :第64回　山口県体育大会中学校の部 2011年9月23日(金）、9月24日(土)

（競技場コード：352030　）

防府市陸上競技場
（競技会コード：11353004　）

4位1位 2位

19.87(+1.0)-8m26-1m50-59.45 19.72(+1.4)-8m83-1m35-59.61

9月23日

9月23日

9月23日

9月23日

17.93(+1.0)-7m35-1m55-56.89 17.54(+1.4)-8m03-1m40-1:00.57 DSQ-10m47-1m50-52.64

共通男子四種競技

17.01(+1.0)-9m71-1m67-57.83 16.40(+1.4)-7m89-1m55-55.51 16.97(+1.4)-9m56-1m40-56.27

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2011/09/23 09:45 晴 25.4 43.0 南 1.6

10:00 晴 24.9 44.0 西南西 0.6

11:00 晴 24.4 47.0 南 3.2

12:00 晴 25.4 47.0 北 1.8

13:00 晴 26.5 40.0 北西 3.6

14:00 晴 27.3 39.0 北西 2.8

15:00 晴 27.3 39.0 北西 2.3

16:00 晴 27.6 35.0 北北西 1.5

17:00 晴 27.0 35.0 北西 2.7

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2011/09/24 10:00 晴 24.3 41.0 南 2.5

11:00 晴 25.1 38.0 南東 2.1

12:00 晴 26.1 38.0 南 2.5



日付 種目 備考

田村沙良(1) 13.22 柏　裕美(1) 13.47 山本　歩(1) 13.60 坪根美来(1) 13.81 佐々木みやび(1) 13.85 北條光里(1) 13.89 河崎梓月(1) 13.90 長谷歩実(1) 14.08

末武 浅江 山の田 秋芳北 下関中等 下関菊川 梅光 深川

小田穂乃佳(2) 12.76 富田葉月(3) 12.77 片山絵夢(2) 12.96 阪本真唯(2) 13.22 山本茉奈(3) 13.36 村上沙梨有(2) 13.39 深水美佳(3) 13.46 山本華奈(3) 13.49

川中 浅江 高川 下関菊川 右田 長府 勝山 光井

橋本佳奈(3) 26.98 村田一子(3) 27.05 富田美月(3) 27.51 西元絢香(3) 27.65 長谷川早紀(1) 27.77 三隅理絵(2) 27.88 塩山知美(3) 28.01 福重愛海(2) 28.12

富田 梅光 浅江 光井 高川 常盤 右田 岐陽

来島郁泉(3) 1:02.28 里　知香(2) 1:03.30 藤井恵未(3) 1:03.81 長田茉子(3) 1:03.95 和田　実(3) 1:05.17 吉村享子(3) 1:05.74 有田知加(2) 1:06.36 重西千恵望(2) 1:07.42

長府 勝山 佐波 富田 浅江 田布施 岐陽 むつみ

富田真帆(2) 2:19.91 荒木優花(3) 2:21.85 勝谷真帆(3) 2:22.69 竹本香奈子(3) 2:24.43 和田　星(3) 2:25.47 澁田美鈴(1) 2:26.57 藤本梨夏子(2) 2:27.42 田中佑佳(3) 2:35.94

桜田 富田 長府 田布施 浅江 下関中等 佐波 岐陽

藤井祐希(3) 4:41.41 中島みなみ(3) 4:44.19 俵山菜々夏(3) 4:45.39 花田侑里奈(3) 4:49.64 石丸恭佳(2) 4:50.03 三藤美奈満(2) 4:51.20 小田若奈(2) 4:51.30 上野夢歩(2) 4:54.73

大和 長府 平生 浅江 桜田 厚南 富田 萩東

伊藤梨乃(2) 15.26 原田華穂(3) 15.75 藤野里彩(1) 15.78 松尾真琴(2) 16.12 小田結奈(3) 16.51 杉原真悠(3) 16.86 山川萌香(3) 17.04 上田真子(2) 17.25

萩西 末武 周陽 萩東 勝山 小郡 高千帆 藤山

川中 51.07 光井 51.77 萩西 52.17 勝山 52.92 末武 53.27 富田 53.79 常盤 53.91 高川 55.07

山本百華(2) 山本華奈(3) 刀祢　遥(2) 小田結奈(3) 田村沙良(1) 神田　花(2) 配川明日香(3) 長谷川早紀(1)

小田穂乃佳(2) 西元絢香(3) 南野智美(3) 深水美佳(3) 藤崎裕子(2) 矢垰愛海(3) 山村萌佳(2) 片山絵夢(2)

樋口奈樹(3) 山本夏未(3) 難波美瑞恵(2) 古本安依梨(3) 大木澄香(2) 長田茉子(3) 三隅理絵(2) 宇多村　由(1)

大住　紬(3) 福森祐菜(3) 伊藤梨乃(2) 平沼侑花(3) 原田華穂(3) 橋本佳奈(3) 小林明日香(3) 吉田媛稀(2)

安並祐惟(3) 1m40 新村秀美(2) 1m40 山近桃子(3) 1m35 河村明日香(2) 1m35 幾度春香(2) 1m35 山根茉緒(3) 1m30

萩西 厚南 島田 末武 東部 深川

山本百華(2) 1m40 早川ひかり(2) 1m35 河井由梨香(1) 1m30

川中 長成 勝山

金子里穂菜(3) 1m30

大嶺

綾木萌衣(3) 1m30

藤山

大坪瑶子(1) 1m30

浅江

配川明日香(3) 4m91(+1.4) 岩本法子(2) 4m82(+1.7) 池口風音(2) 4m82(+2.9) 樋口奈樹(3) 4m78(+0.7) 福田珠貴(3) 4m71(+2.8) 末富萌茄(3) 4m63(-0.6) 山根亜希子(3) 4m63(0.0) 難波美瑞恵(2) 4m54(+1.9)

常盤 湯田 勝山 公認4m78(+2.0) 川中 山の田 公認4m68(+1.0) 桑山 華陽 萩西

藤村明日香(2) 11m37 佐々木瞳(3) 11m07 野﨑菜美(3) 10m89 波多彩希(2) 9m82 幸田まお(3) 9m70 内山咲紀(3) 9m30 中原帆乃香(3) 9m28 西本愛美(3) 9m20

国府 豊洋 田万川 浅江 島田 末武 大井 高千帆

南野智美(3) 2790点 中嶋亜也佳(3) 2033点 中野夏帆(2) 1383点 木原菜摘(3) 1351点 岩間　楓(2) 1341点 村上詩保(2) 1107点

萩西 YR,GR 島田 長成 藤山 黒石 東岐波

対抗得点 女子総合 浅江 38.2点 萩西 34点 川中 29.5点 富田 26点 末武 26点 長府 25点 勝山 24.2点 島田 15.5点

備考

YR：山口県中学記録

GR：大会記録

女子総合：４位、５位は得点内容による

9月24日 共通女子4X100mR

9月24日 共通女子走高跳

9月24日
共通女子

�100mH(0.762m)
風：+1.3

9月24日
�共通女子100m

風：+1.2

9月24日
�共通女子200m

風：+2.0

9月24日 共通女子400m

9月24日 共通女子800m

決　勝　記　録　一　覧　女子

競技会名 :第64回　山口県体育大会中学校の部 2011年9月23日(金）、9月24日(土)

（競技場コード：352030　）

防府市陸上競技場
（競技会コード：11353004　）

3位

9月24日
�1年女子100m

風：+1.9

14.64(+1.5)-1m47-11m80-27.59(-3.3)

4位

審 判 長　石原　宏昭

記録主任　西村　信勝主催団体：山口陸上競技協会
5位 6位 7位 8位

22.82(+1.5)-1m30-7m49-34.38(-3.3)

9月23日 共通女子四種競技

1位 2位

9月23日

9月23日

共通女子砲丸投
(2.721kg)

共通女子走幅跳

9月24日 共通女子1500m

16.13(+1.5)-1m38-8m02-30.57(-3.3) 18.47(+1.5)-1m20-5m12-31.01(-3.3) 19.99(+1.5)-1m30-6m94-32.73(-3.3) 20.65(+1.5)-1m25-7m26-31.55(-3.3)

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2011/09/23 09:45 晴 25.4 43.0 南 1.6

10:00 晴 24.9 44.0 西南西 0.6

11:00 晴 24.4 47.0 南 3.2

12:00 晴 25.4 47.0 北 1.8

13:00 晴 26.5 40.0 北西 3.6

14:00 晴 27.3 39.0 北西 2.8

15:00 晴 27.3 39.0 北西 2.3

16:00 晴 27.6 35.0 北北西 1.5

17:00 晴 27.0 35.0 北西 2.7

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2011/09/24 10:00 晴 24.3 41.0 南 2.5

11:00 晴 25.1 38.0 南東 2.1

12:00 晴 26.1 38.0 南 2.5


