
男子100m

山口県記録(YR) 10.56 宮本　大輔(山口・周陽) 2014
大会記録(GR) 10.9 中村　元就(山口・むつみ)

予　選　4組上位8名

1組 (風:+3.1) 2組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 山口 ﾄﾈ ｶｲﾄ 山口

1 1 355 三戸慶一郎(3) 厚南中 11.26 q 1 3 1359 刀根　海斗(3) 東部中 11.66 q
ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口 ﾐﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 山口

2 3 775 烏田　慶生(2) 萩東中 11.57 q 2 4 163 三谷　一翔(3) 下関菊川中 11.86 q
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口 ｸﾗﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 山口

3 7 1327 岡本　開登(3) 高千帆中 11.92 q 3 1 1458 倉本　佳典(3) 垢田中 12.17
ｵｵﾔﾏ ｾｲﾁ 山口 ｱｻﾞｶﾐ ｹｲｽｹ 山口

4 6 123 大山　青千(3) 向洋中 11.92 4 6 194 阿座上佳祐(3) 福栄中 12.19
ｶｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 山口 ｻｴｷ ﾏｻﾄ 山口

5 2 176 海田　匠美(2) 長府中 12.17 5 5 154 佐伯　聖翔(1) 長成中 12.88
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 山口 ｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 山口

6 5 1492 小林　海星(3) 大井中 12.46 6 8 678 尾山　涼星(2) 西岐波中 12.91
ﾜﾀｶﾍﾞ ﾀﾔﾃ 山口 ﾔｽｵｶ ﾌｳﾄ 山口

7 8 447 渡壁　颯(2) 上宇部中 12.80 7 2 1383 安岡　楓斗(2) 田万川中 13.20
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山口 ﾆｯﾀ ｶｲｾｲ 山口

8 4 478 佐藤　翼(2) 東岐波中 12.92 8 7 1302 新田　開征(2) 下関中等中 13.22

3組 (風:+1.3) 4組 (風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾗﾏﾂ ﾄﾜ 山口 ｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 山口

1 7 650 浦松　永遠(3) 黒石中 11.47 q 1 7 760 岡　和幸(3) 川中中 11.70 q
ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 山口 ﾖｼﾔ ﾏｻﾖｼ 山口

2 6 459 坂本　英男(3) 彦島中 12.13 2 3 77 吉屋　正義(3) 菱海中 11.73 q
ﾐﾔﾉ ﾀｲﾁ 山口 ﾌﾁｶﾞﾐ ｶｲﾄ 山口

3 2 458 宮野　泰知(3) 小野田中 12.14 3 1 1097 渕上　海人(2) 日新中 11.95
ﾀﾅｶ ｽｵｳ 山口 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 山口

4 8 1500 田中　周防(3) 慶進中 12.26 4 5 1281 田村　朋輝(3) 常盤中 12.18
ｵｵﾓﾘ ｼｮｳ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山口

5 3 601 大森　翔(3) 山の田中 12.27 5 6 1443 中村　勇介(3) 藤山中 12.35
ﾏｽﾀﾆ ｼｭﾝｺﾞ 山口 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳﾏ 山口

6 5 1104 桝谷　俊吾(2) 神原中 13.67 6 2 1181 坪井　悠真(3) 勝山中 12.66
ｽｶﾞｻｷ ｹﾝｼﾝ 山口 ｸﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ 山口

7 4 1036 菅﨑　健心(2) 木屋川中 13.71 7 4 1011 工藤　澪士(3) 玄洋中 12.67
ﾐｳﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山口

8 8 90 三海　裕大(3) むつみ中 12.91

決　勝　

(風:+3.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 山口

1 4 355 三戸慶一郎(3) 厚南中 11.32
ｳﾗﾏﾂ ﾄﾜ 山口

2 3 650 浦松　永遠(3) 黒石中 11.32
ﾄﾈ ｶｲﾄ 山口

3 5 1359 刀根　海斗(3) 東部中 11.47
ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ 山口

4 6 775 烏田　慶生(2) 萩東中 11.68
ｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 山口

5 8 760 岡　和幸(3) 川中中 11.69
ﾖｼﾔ ﾏｻﾖｼ 山口

6 7 77 吉屋　正義(3) 菱海中 11.79
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口

7 1 1327 岡本　開登(3) 高千帆中 11.80
ﾐﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 山口

8 2 163 三谷　一翔(3) 下関菊川中 11.88

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 11:50 予　選
5月19日 14:55 決　勝

凡例



男子200m

山口県記録(YR) 21.83 塩山　健一(山口・右田) 2012
大会記録(GR) 22.53 田村　紀樹(山口・山の田)

予　選　4組上位8名

1組 (風:+3.1) 2組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｲｹ ｺﾀﾛｳ 山口 ﾐｷ ﾏｻﾔ 山口

1 2 738 大池虎太郎(3) 垢田中 24.15 q 1 4 80 三木　雅也(2) 東部中 24.21 q
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 山口 ｶﾐﾘｮｳ ｺｳﾀ 山口

2 8 1167 後藤　大翔(3) 勝山中 25.24 q 2 2 984 上領　洸太(3) 旭中 25.12 q
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 山口 ｲｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 山口

3 7 1288 伊藤公太郎(3) 常盤中 25.70 3 3 1018 石本龍一朗(2) 木屋川中 25.55
ｵｶｶﾞｹ ﾕｳﾔ 山口 ﾀﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 山口

4 5 1438 岡掛　優哉(2) 長府中 25.83 4 8 911 田村慎之介(3) 厚南中 26.08
ﾅｶﾉ ｴｲﾀ 山口 ｱｻｲ ﾄｳﾏ 山口

5 6 1501 中野　瑛多(3) 慶進中 25.99 5 6 669 浅井　刀万(2) 黒石中 26.33
ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 山口 ｱﾝﾉ ﾀｸﾐ 山口

6 4 396 石山　流光(2) 上宇部中 26.35 6 5 36 阿武　拓海(1) 福栄中 28.28
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ 山口

7 3 694 柳井　洸(2) 西岐波中 26.98 7 175 井上　歩勇(2) 東岐波中 DNS

3組 (風:+3.1) 4組 (風:+3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口 ﾔﾉ ｲﾂｷ 山口

1 2 275 市原　悠翔(3) 萩東中 24.41 q 1 4 1339 矢野　一輝(3) 高千帆中 24.46 q
ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 山口 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 山口

2 8 826 光田圭太郎(2) 下関菊川中 25.52 q 2 7 799 佐藤　元(3) 川中中 24.60 q
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 山口 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 山口

3 3 1706 井上　千輝(3) 小野田中 26.62 3 6 612 田中　万尋(2) 山の田中 26.67
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 山口 ｵｵｼﾏ ｿｳｽｹ 山口

4 7 329 蜷川　隼人(2) むつみ中 28.12 4 8 860 大島　颯介(3) 阿武中 26.93
ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ 山口 ｼﾓｶﾜﾗ ｶﾝﾀ 山口

5 6 158 内野々翔真(1) 長成中 28.55 5 5 33 下河原幹太(2) 大井中 29.53
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 山口 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口

6 4 1020 吉村　竜斗(3) 玄洋中 30.61 3 1376 井上　侑己(2) 田万川中 DNS
ｺﾚｲｼ ｼｮｳﾘ 山口

5 638 是石　将利(3) 向洋中 DNS

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｷ ﾏｻﾔ 山口

1 3 80 三木　雅也(2) 東部中 23.75
ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口

2 4 275 市原　悠翔(3) 萩東中 24.28
ｵｵｲｹ ｺﾀﾛｳ 山口

3 5 738 大池虎太郎(3) 垢田中 24.37
ﾔﾉ ｲﾂｷ 山口

4 6 1339 矢野　一輝(3) 高千帆中 24.76
ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 山口

5 7 799 佐藤　元(3) 川中中 25.07
ｶﾐﾘｮｳ ｺｳﾀ 山口

6 8 984 上領　洸太(3) 旭中 25.07
ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 山口

7 2 826 光田圭太郎(2) 下関菊川中 25.20
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 山口

8 1 1167 後藤　大翔(3) 勝山中 25.60

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 11:20 予　選
5月19日 14:40 決　勝

凡例 DNS:欠場



男子400m

山口県記録(YR) 49.37 笹村　直也(山口・萩西) 2006
大会記録(GR) 49.81 笹村　直也(山口・萩西)

予　選　3組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾔ 山口 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 山口
1 8 122 井上　京冶(3) 向洋中 56.05 q 1 6 460 山田　彩翔(3) 彦島中 53.20 q

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口 ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 山口
2 6 757 山本　浩平(3) 川中中 56.48 q 2 2 162 吉村　成貴(3) 下関菊川中 56.30 q

ﾄﾖﾀ ｶｽﾞｷ 山口 ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口
3 2 427 豊田　和希(3) 小野田中 58.83 q 3 4 692 中野　翔梧(3) 上宇部中 56.33 q

ｽｲﾂﾞ ｿｳﾏ 山口 ﾅﾂﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 山口
4 4 34 水津　颯馬(2) 大井中 59.70 4 3 659 夏原　大河(3) 西岐波中 58.85 q

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 山口 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｷ 山口
5 7 653 伊藤　新(3) 黒石中 1:01.13 5 8 1016 福島　大輝(3) 玄洋中 1:01.98

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口 ﾀﾂｶﾜ ｿｳﾔ 山口
6 5 173 村上　淳平(2) 厚南中 1:05.70 6 5 411 辰川　蒼弥(3) 長府中 1:06.69

ｼﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾕｷ 山口 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口
7 3 510 白松　和之(2) 阿武中 1:13.51 7 7 589 村田　良輔(2) 常盤中 1:08.41

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾏﾀ ﾀｲｷ 山口
1 2 742 鎌田　大輝(3) 垢田中 56.34 q

ｶｻｲ ﾘｭｳﾄ 山口
2 6 1329 笠井　隆斗(3) 高千帆中 59.67

ｲﾅｵ ﾊﾙﾄ 山口
3 1 280 稲尾　遥人(3) 萩東中 1:01.72

ｼﾓﾀﾞ ｱﾂｼ 山口
4 5 962 下田　敦士(2) 勝山中 1:03.41

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 山口
5 7 1101 田中　颯聖(2) 日新中 1:05.75

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 山口
6 4 168 木下　雄登(2) 東岐波中 1:07.41

ﾐﾔﾜｷ ｺｳｷ 山口
7 3 216 宮脇　航希(3) 福栄中 1:13.64

ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ 山口
8 1426 平本　光紀(3) 下関中等中 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 山口

1 5 460 山田　彩翔(3) 彦島中 51.04
ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾔ 山口

2 3 122 井上　京冶(3) 向洋中 53.98
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口

3 8 757 山本　浩平(3) 川中中 56.14
ｶﾏﾀ ﾀｲｷ 山口

4 7 742 鎌田　大輝(3) 垢田中 56.72
ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口

5 6 692 中野　翔梧(3) 上宇部中 56.98
ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 山口

6 4 162 吉村　成貴(3) 下関菊川中 57.88
ﾄﾖﾀ ｶｽﾞｷ 山口

7 1 427 豊田　和希(3) 小野田中 58.00
ﾅﾂﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 山口

8 2 659 夏原　大河(3) 西岐波中 58.28

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 10:40 予　選
5月19日 14:25 決　勝

凡例 DNS:欠場



男子800m

山口県記録(YR) 1:57.39 植木　良介(山口・名陵) 2004
大会記録(GR) 2:01.6 佐貫　正憲(山口・長府)

予　選　3組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｿﾓﾄ ｺｳｶﾞ 山口 ｽｲﾂﾞ ｶﾅﾀ 山口
1 2 741 磯元　康雅(3) 垢田中 2:07.28 q 1 5 877 水津　哉汰(3) 阿武中 2:16.07 q

ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 山口 ｱｷﾓﾄ ｹｲｼﾞﾛｳ 山口
2 8 1440 丸山　真司(3) 下関中等中 2:15.55 q 2 3 1263 穐本慶二郎(3) 常盤中 2:18.12

ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾌﾐ 山口 ｸﾗﾀ ﾊﾙﾄ 山口
3 4 706 中山　覚文(3) 上宇部中 2:18.85 3 1 1073 倉田　悠杜(3) 山の田中 2:19.88

ﾋｻﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 山口 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 山口
4 9 203 久光　元(3) 福栄中 2:20.59 4 2 1234 後藤　豊(2) 藤山中 2:21.76

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾗﾀ 山口 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｸﾄ 山口
5 3 867 丸山　創大(2) 竜王中 2:21.06 5 8 1010 小笠原陸斗(3) 玄洋中 2:26.18

ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山口
6 6 49 武波　敬(2) 萩西中 2:25.12 6 6 655 西村　亮輔(3) 黒石中 2:34.78

ﾀﾃﾔﾏ ｼﾕｳ 山口 ﾄｳｺﾞｳ ｼｭｳ 山口
7 1 658 建山　心優(3) 西岐波中 2:26.68 7 7 62 東郷　修(2) 大嶺中 2:36.30

ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｽｹ 山口 ｳﾒﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山口
8 7 1602 藤野　友輔(3) 小野田中 2:33.99 4 1340 梅本　亮汰(3) 高千帆中 DNS

ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 山口
9 5 983 阿部　将大(3) 旭中 2:34.87

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 山口
1 8 130 重山　弘徳(2) 萩東中 2:04.35 q

ｶﾜﾓﾄ ﾄｷﾔ 山口
2 7 408 川本斗希也(3) 長府中 2:12.41 q

ﾅｶﾞﾔｽ ﾖｼｷ 山口
3 3 187 永安　祥貴(3) 長成中 2:13.19 q

ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 山口
4 2 1357 中野　雄太(3) 東部中 2:14.37 q

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 山口
5 9 725 松﨑　遼登(3) 東岐波中 2:17.43 q

ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 山口
6 4 129 長田　航輝(3) 向洋中 2:22.52

ｲﾓﾄ ｶﾝﾀ 山口
7 6 1189 井元　幹太(3) 勝山中 2:26.14

ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 山口
8 5 357 重岡　隼都(3) 厚南中 2:27.85

ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ 山口
9 1 1225 林　大雅(3) 川中中 2:45.83

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 山口

1 6 130 重山　弘徳(2) 萩東中 2:05.01
ｲｿﾓﾄ ｺｳｶﾞ 山口

2 3 741 磯元　康雅(3) 垢田中 2:07.21
ｶﾜﾓﾄ ﾄｷﾔ 山口

3 4 408 川本斗希也(3) 長府中 2:13.10
ｽｲﾂﾞ ｶﾅﾀ 山口

4 2 877 水津　哉汰(3) 阿武中 2:14.81
ﾅｶﾞﾔｽ ﾖｼｷ 山口

5 5 187 永安　祥貴(3) 長成中 2:16.08
ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 山口

6 7 1357 中野　雄太(3) 東部中 2:17.40
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 山口

7 8 1440 丸山　真司(3) 下関中等中 2:19.81
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 山口

8 1 725 松﨑　遼登(3) 東岐波中 2:25.73

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 10:05 予　選
5月19日 13:45 決　勝

ラップ表 400m

ナンバー 741

記録 59

ナンバー 1010

記録 1:03

ナンバー 130

記録 58

ナンバー 741

記録 1:00

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例 DNS:欠場



男子1500m

山口県記録(YR) 3:57.00 中村　駆(山口・萩東) 2012
大会記録(GR) 4:06.30 中村　駆(山口・萩東)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 山口 ﾅｶﾞｲ ﾄｵﾀ 山口
1 11 126 吉中　祐太(3) 向洋中 4:11.78 1 4 330 永井　十太(3) 玄洋中 4:18.90

ﾊﾗｶﾜ ｼｮｳﾀ 山口 ｱｵﾓﾘ ｼｭﾝ 山口
2 7 345 原川　翔太(3) 三隅中 4:25.97 2 2 53 青森　駿(3) 川中中 4:24.10

ﾄﾞｲ ｶﾝｽｹ 山口 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ 山口
3 8 407 土井　寛介(3) 長府中 4:30.05 3 15 302 大西　貴也(2) 垢田中 4:29.59

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ 山口 ｲﾉｼﾀ ｶﾝ 山口
4 12 1267 山本　修也(3) 常盤中 4:33.82 4 3 657 井下　侃(3) 西岐波中 4:30.87

ｵｶﾑﾗ ﾏﾅﾄ 山口 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 山口
5 4 292 岡村　学虎(3) 萩東中 4:34.09 5 13 1332 植田　亮平(3) 高千帆中 4:33.63

ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 山口 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 山口
6 13 167 野村　凌也(3) 下関菊川中 4:35.01 6 7 1236 福永伸之介(3) 萩西中 4:33.75

ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ 山口 ｽｴｵｶ ﾊﾔﾄ 山口
7 5 762 平岡　大知(2) 小野田中 4:42.99 7 8 733 末岡　颯人(3) 東岐波中 4:36.75

ﾋｶﾞｷ ﾖｼﾔ 山口 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 山口
8 2 691 檜垣　佳也(3) 上宇部中 4:43.12 8 9 23 丸山　永遠(1) 夢が丘中 4:46.06

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾐﾄ 山口 ｻﾉ ﾄﾓｷ 山口
9 3 188 山本南海斗(3) 長成中 4:45.54 9 12 174 佐野　友規(2) 厚南中 4:48.21

ｺｳｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 山口 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 山口
10 9 1366 甲嶋　孝大(3) 神原中 4:54.07 10 16 618 古澤　丈尊(2) 山の田中 4:50.27

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 山口 ｳｴﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ 山口
11 10 1099 福田　浩大(2) 日新中 4:57.66 11 10 61 上野駿太郎(2) 大嶺中 4:57.76

ｴﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山口
12 1 1450 江本　大樹(3) 藤山中 4:59.72 12 5 197 中村　一稀(3) 福栄中 4:59.11

ﾅｶﾉ ｾｲｺﾞ 山口 ｸﾆﾏｽ ｼﾝｼﾞ 山口
13 15 858 中野　正瑚(2) 竜王中 4:59.95 13 6 1053 国増　真司(2) 東部中 5:04.67

ｷﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 山口 ﾀﾏｲ ﾀﾂﾔ 山口
14 16 654 木原　琉斗(3) 黒石中 5:05.85 14 1 35 玉井　達也(2) 大井中 5:11.76

ｺｻﾞｻ ﾕｳ 山口 ｷﾊﾗ ﾚﾝﾄ 山口
15 6 1203 小笹　優(3) 勝山中 5:08.62 15 14 1420 黄原　蓮人(3) 木屋川中 5:15.92

ﾀｶｲ ﾌｳﾀﾛｳ 山口 ﾅｶﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山口
16 14 878 髙井風太郎(3) 阿武中 5:19.57 11 1733 中原　早統(0) 下関中等中 DNS

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 126 126 126

記録 1:01 2:10 3:22

ナンバー 302 53 330

記録 1:06 2:18 3:32

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例 DNS:欠場



男子3000m

山口県記録(YR) 8:31.21 中村　駆(山口・萩東) 2012
大会記録(GR) 8:57.1 長嶺　貴裕(山口・福賀)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾘｸ ﾀｲﾖｳ 山口 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 山口
1 9 714 陸　太陽(3) 上宇部中 9:39.21 1 5 295 吉川　和真(3) 萩東中 9:17.20

ｲｹﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 山口 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 山口
2 8 582 池永　康成(2) 萩西中 9:42.22 2 3 1282 平岡　知大(3) 常盤中 9:42.22

ﾀﾏﾘ ｶｽﾞｷ 山口 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ 山口
3 20 465 玉利　和己(3) 彦島中 9:46.44 3 20 695 林　大翔(3) 上宇部中 9:49.57

ﾅｶｼﾏ ｺﾊｸ 山口 ｵﾁ ﾊﾙﾄ 山口
4 21 177 中島　瑚白(2) 長府中 9:47.60 4 2 1328 越智　陽人(3) 高千帆中 9:55.22

ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 山口 ﾅｶﾞｾ ﾀｲﾁ 山口
5 16 184 好本　裕太(3) 長成中 9:52.13 5 1 170 永瀨　太智(3) 長成中 10:03.60

ｲｼﾊﾗ ｶｹﾙ 山口 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳ 山口
6 11 652 石原　駆留(3) 黒石中 9:57.10 6 6 432 米田　翔(3) 小野田中 10:21.70

ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 山口 ｽｴｵｶ ｹｲﾄ 山口
7 1 1358 山村　堅人(3) 東部中 9:57.46 7 19 308 末岡　京桐(3) 三隅中 10:22.42

ｽｴﾄﾐ ｺｳｾｲ 山口 ﾊﾀﾀﾆ ﾕｷﾔ 山口
8 7 1229 末冨　康惺(2) 藤山中 10:18.49 8 13 1446 畑谷　幸哉(3) 藤山中 10:27.00

ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ 山口 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ 山口
9 2 309 杉山　友基(3) 三隅中 10:22.21 9 12 956 山村　悠稀(3) 長府中 10:43.41

ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 山口 ﾔﾏﾈ ﾕｳｷ 山口
10 12 288 上田　響希(3) 萩東中 10:23.34 10 10 477 山根　祐紀(2) 玄洋中 10:45.07

ﾑｶｲ ﾏﾋﾛ 山口 ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳｻｸ 山口
11 3 604 向井　真裕(2) 厚南中 10:29.57 11 15 583 玉村　悠朔(2) 萩西中 10:56.39

ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 山口 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾅ 山口
12 6 1304 谷村　怜哉(3) 常盤中 10:31.27 12 17 1531 杉山　大修(3) 田万川中 11:00.58

ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山口 ｱｶﾞﾜ ﾀｶｼ 山口
13 10 661 藤本　純也(3) 西岐波中 10:34.22 13 14 1363 阿川　貴司(3) 日新中 11:21.38

ｽｴﾏｽ ﾘｭｳｾｲ 山口 ﾀﾆｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 山口
14 13 74 末益琉誠(1) 阿武中 10:37.78 14 7 616 谷垣　翔太(2) 山の田中 11:30.27

ｲﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山口 ﾊﾀﾉ ﾕｳｷ 山口
15 14 625 伊原　和輝(2) 高千帆中 10:50.13 15 4 1209 波多野勇輝(3) 勝山中 11:31.18

ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾔ 山口
16 17 1163 荻原　駿斗(3) 勝山中 10:52.41 16 9 1360 松田　優弥(3) 東部中 11:32.96

ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ 山口 ﾏｽﾀﾞ ｷｶ 山口
17 4 865 岡﨑　照人(2) 竜王中 11:14.05 17 11 885 増田　喜伽(3) 阿武中 11:39.39

ﾋｻﾐﾂ ﾀﾓﾂ 山口 ﾉｳﾉ ｿｳﾏ 山口
18 5 43 久光　有(2) 福栄中 11:28.53 18 16 871 南野　瀧雅(2) 竜王中 11:44.29

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口
15 1432 藤井涼太朗(3) 下関中等中 DNS 18 1434 藤本　拓輝(3) 下関中等中 DNF

ﾐｽﾞｵﾁ ﾘｸﾄ 山口 ﾊﾏﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀ 山口
18 429 水落　陸翔(3) 小野田中 DNS 8 131 濵畑　将太(3) 向洋中 DNS

ﾓﾘ ﾕｳｺﾞ 山口
19 795 森　友吾(3) 川中中 DNS

審 判 長：藤田　
記録主任：長田　

5月19日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 465 714

記録 3:01 6:18

ナンバー 295 295

記録 3:02 6:09

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例 DNS:欠場 DNF:途中棄権



　昌彦
　保範

ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mH(0.914m)

山口県記録(YR) 14.45 國分　　徹(山口・通津) 1999
大会記録(GR) 15.07 世良　昂弥(山口・萩東)

予　選　2組上位8名

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口 ﾅｶｳﾗ ﾕﾀｶ 山口

1 8 800 田村　雄大(3) 川中中 17.49 q 1 8 1015 中浦　大(3) 玄洋中 17.40
ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾄ 山口 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 山口

2 6 416 河村　恵杜(3) 萩東中 17.49 q 2 7 325 長田　航輝(2) むつみ中 17.54
ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ 山口 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 山口

3 5 1337 末廣海輝斗(3) 高千帆中 18.69 q 3 5 1447 新谷　健介(3) 藤山中 19.09
ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ 山口 ｲｹﾀﾞ ｿﾗ 山口

4 7 1283 竹中　諒(3) 常盤中 21.51 q 4 6 287 池田　遥空(2) 垢田中 19.19
ｸﾆｼｹﾞ ﾘｮｳﾀ 山口 ｼﾝﾉ ﾕｷﾔ 山口

5 4 169 國重　亮汰(2) 東岐波中 21.63 5 4 1055 信野祐貴也(2) 東部中 22.16

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口

1 6 800 田村　雄大(3) 川中中 16.98
ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾄ 山口

2 5 416 河村　恵杜(3) 萩東中 17.11 *TK
ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 山口

3 3 325 長田　航輝(2) むつみ中 17.11 *TK
ｲｹﾀﾞ ｿﾗ 山口

4 1 287 池田　遥空(2) 垢田中 18.03
ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ 山口

5 7 1337 末廣海輝斗(3) 高千帆中 18.10
ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 山口

6 8 1447 新谷　健介(3) 藤山中 18.83
ﾅｶｳﾗ ﾕﾀｶ 山口

4 1015 中浦　大(3) 玄洋中 DNF
ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ 山口

2 1283 竹中　諒(3) 常盤中 DNS

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 09:30 予　選
5月19日 14:10 決　勝

凡例 DNS:欠場 DNF:途中棄権 *TK:着差あり



男子4X100mR

山口県記録(YR) 44.18 田中・宮瀬・松永・江本(山口・上宇部) 2015
大会記録(GR) 45.48 下川･古川･植野･伊東(山口・安岡)

予　選　3組上位8チーム

1組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

46.79 47.78 47.82

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1359 1 416 1 908

2 80 2 775 2 355

3 218 3 134 3 357

4 1046 4 275 4 911

4着 1ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
49.08 49.63 50.39

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1181 1 187 1 203

2 1187 2 185 2 194

3 1217 3 154 3 197

4 1167 4 193 4 196

7着 5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
50.85 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1448 1

2 1447 2

3 1446 3

4 1443 4

2組
1着 2ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

46.37 47.33 48.08

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 760 1 165 1 1194

2 757 2 826 2 1339

3 794 3 162 3 1327

4 799 4 163 4 1329

4着 5ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
49.27 50.58 50.90

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 753 1 659 1 478

2 427 2 678 2 715

3 458 3 694 3 733

4 1706 4 658 4 725

3ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1016

2 1011

3 1010

4 330

厚南中

ﾜｷｻｶ ｶｽﾞｼ

三木　雅也(2)
山口
東部中

東部中

ﾄﾈ ｶｲﾄ

萩東中

刀根　海斗(3)
山口

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 13:00 予　選
5月19日 15:45 決　勝

東部中
ﾐｷ ﾏｻﾔ

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ
木村涼太郎(2)

山口
東部中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ
山口　碧紘(3)

山口
東部中

山口
萩東中

ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ
烏田　慶生(2)

山口
萩東中

ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾄ

市原　悠翔(3)
山口
萩東中

河村　恵杜(3)

菊本　翔太(2)
山口
萩東中

ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ

三戸慶一郎(3)
山口
厚南中

ｷｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ

脇坂　和志(3)
山口
厚南中

ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ

ﾀﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ
田村慎之介(3)

山口
厚南中

重岡　隼都(3)
山口
厚南中

木村　航太(3)
山口
勝山中

勝山中

ﾂﾎﾞｲ ﾕｳﾏ
坪井　悠真(3)

山口

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ

長成中

ﾅｶﾞﾔｽ ﾖｼｷ
永安　祥貴(3)

ｻｴｷ ﾏｻﾄ

勝山中
ﾂﾙｵｶ ﾘｭｳﾏ
鶴岡　琉馬(3)

山口
勝山中

山口
長成中

ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ
田中　泰斗(3)

山口
長成中
山口
長成中

ｷﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ
木山　直郁(3)

山口
長成中

佐伯　聖翔(1)

福栄中

ﾋｻﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ
久光　元(3)

山口
福栄中
山口
福栄中

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

山口ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ
中村　一稀(3)

山口
福栄中

ｱｻﾞｶﾐ ｹｲｽｹ
阿座上佳祐(3)

福栄中

藤山中

ｲｶﾞﾗｼ ﾄｱ

長府中

中村　歩(3)
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ
後藤　大翔(3)

新谷　健介(3)
山口
藤山中

山口
勝山中

五十嵐杜歩(3)
山口
藤山中

ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ
中村　勇介(3)

山口
藤山中

ﾊﾀﾀﾆ ﾕｷﾔ
畑谷　幸哉(3)

山口
藤山中

菅野　翔太(3)
山口
川中中

川中中

ｵｶ ｶｽﾞﾕｷ
岡　和幸(3)

山口
川中中

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ
山本　浩平(3)

山口
川中中

ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ

下関菊川中

ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ
中桐　颯斗(3)

ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ

ｻﾄｳ ｹﾞﾝ
佐藤　元(3)

山口
川中中

山口
下関菊川中

ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ
光田圭太郎(2)

山口
下関菊川中
山口
下関菊川中

ﾐﾀﾆ ｶｽﾞﾄ
三谷　一翔(3)

山口
下関菊川中

吉村　成貴(3)

高千帆中

ﾌｸﾅｶﾞ ﾚｵ
福永　怜央(3)

山口
高千帆中

東岐波中

ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

矢野　一輝(3)
山口
高千帆中

ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ
岡本　開登(3)

山口
高千帆中

ﾔﾉ ｲﾂｷ

小野田中

ﾋﾛｾ ｺｳﾒｲ

西岐波中

ﾅﾂﾊﾗ ﾀｲｶﾞ山口

ｶｻｲ ﾘｭｳﾄ
笠井　隆斗(3)

山口
高千帆中

廣瀬　巧明(2)

宮野　泰知(3)
山口
小野田中

小野田中
ﾄﾖﾀ ｶｽﾞｷ
豊田　和希(3)

山口
小野田中

ﾐﾔﾉ ﾀｲﾁ ﾔﾅｲ ｺｳ

井上　千輝(3)
山口
小野田中

ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ

山口
西岐波中

ｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
尾山　涼星(2)

山口
西岐波中

ﾀﾃﾔﾏ ｼﾕｳ
建山　心優(3)

山口
西岐波中

柳井　洸(2)
山口
西岐波中

山口
東岐波中

ｴﾄｳ ﾀｶﾌﾐ
江藤　貴郁(3)

山口
東岐波中

夏原　大河(3)

松﨑　遼登(3)
山口
東岐波中

佐藤　翼(2)

末岡　颯人(3)
山口
東岐波中

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ

小笠原陸斗(3)
山口
玄洋中

玄洋中

ﾌｸｼﾏ ﾀｲｷ
福島　大輝(3)

山口
玄洋中

ｸﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ
工藤　澪士(3)

山口
玄洋中

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｸﾄ

ﾅｶﾞｲ ﾄｵﾀ
永井　十太(3)

山口
玄洋中

ｽｴｵｶ ﾊﾔﾄ

凡例 DNS:欠場



男子4X100mR

山口県記録(YR) 44.18 田中・宮瀬・松永・江本(山口・上宇部) 2015
大会記録(GR) 45.48 下川･古川･植野･伊東(山口・安岡)

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 13:00 予　選
5月19日 15:45 決　勝

予　選　3組上位8チーム

3組
1着 2ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ

46.66 48.05 48.47

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 123 1 741 1 669

2 122 2 738 2 651

3 638 3 742 3 653

4 126 4 1458 4 650

4着 3ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
49.81 50.24 50.37

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1500 1 399 1 612

2 1501 2 692 2 601

3 1301 3 444 3 611

4 1297 4 396 4 1073

7着 6ﾚｰﾝ
51.31

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1266

2 1281

3 588

4 1288

決　勝　

1着 4ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ
45.81 46.24 46.71

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1046 1 760 1 123

2 80 2 757 2 122

3 1359 3 794 3 638

4 218 4 799 4 126

4着 5ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
47.21 47.82 47.90

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 165 1 134 1 741

2 826 2 775 2 738

3 162 3 416 3 742

4 163 4 275 4 1458

7着 2ﾚｰﾝ 8着 7ﾚｰﾝ
47.94 48.20

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1194 1 908

2 1339 2 355

3 1327 3 357

4 1329 4 911

井上　京冶(3)
山口
向洋中

向洋中

ｵｵﾔﾏ ｾｲﾁ
大山　青千(3)

山口
向洋中

ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾔ

ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ
吉中　祐太(3)

山口
向洋中

ｺﾚｲｼ ｼｮｳﾘ
是石　将利(3)

山口
向洋中 鎌田　大輝(3)

山口
垢田中

垢田中

ｲｿﾓﾄ ｺｳｶﾞ
磯元　康雅(3)

山口
垢田中

ｵｵｲｹ ｺﾀﾛｳ
大池虎太郎(3)

山口
垢田中

ｶﾏﾀ ﾀｲｷ

黒石中

ｱｻｲ ﾄｳﾏ
浅井　刀万(2)

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ

ｸﾗﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ
倉本　佳典(3)

山口
垢田中

山口
黒石中

ｶｻｲ ｼｮｳｷ
笠井　翔貴(3)

山口
黒石中
山口
黒石中

ｳﾗﾏﾂ ﾄﾜ
浦松　永遠(3)

山口
黒石中

伊藤　新(3)

慶進中

ﾀﾅｶ ｽｵｳ
田中　周防(3)

山口
慶進中
山口
慶進中

ﾑﾗｶﾜ ﾕｳ

慶進中

村川　悠(2)
山口
慶進中

ﾅｶﾉ ｴｲﾀ
中野　瑛多(3)

上宇部中

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ
山内　勇輝(2)

ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
前田　将冴(2)

ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ
中野　翔梧(3)

山口
上宇部中

山口
山の田中

ｵｵﾓﾘ ｼｮｳ

山口

山口
上宇部中

山口
山の田中

ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ
大森　翔(3)

山口
山の田中
山口ｸﾗﾀ ﾊﾙﾄ
山の田中

常盤中

ｺｶﾞ ｱｵｲ

倉田　悠杜(3)

山口
常盤中

ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ
田村　朋輝(3)

山口
常盤中

古賀　葵(3)

山口
上宇部中

ｲﾄｳ ｶﾞｸ
伊藤　岳(2)

山口 ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ
石山　流光(2)

ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ
伊藤公太郎(3)

山口
常盤中

ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ
古越　大暉(2)

山口
常盤中

刀根　海斗(3)
山口
東部中

東部中

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ
木村涼太郎(2)

山口
東部中

ﾐｷ ﾏｻﾔ
三木　雅也(2)

山口
東部中

ﾄﾈ ｶｲﾄ

川中中

ｵｶ ｶｽﾞﾕｷ
岡　和幸(3)

ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ

山口
川中中

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ
山本　浩平(3)

山口
川中中
山口
川中中

ｻﾄｳ ｹﾞﾝ
佐藤　元(3)

山口
川中中

菅野　翔太(3)

向洋中

ｵｵﾔﾏ ｾｲﾁ
大山　青千(3)

山口
向洋中
山口
向洋中

ｺﾚｲｼ ｼｮｳﾘ

山口ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ
是石　将利(3)

山口
向洋中

ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾔ
井上　京冶(3)

向洋中

下関菊川中

ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ

萩東中

ｷｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ

垢田中

ｲｿﾓﾄ ｺｳｶﾞ

吉中　祐太(3)

山口

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ
山口　碧紘(3)

光田圭太郎(2)
山口
下関菊川中

山口
東部中

中桐　颯斗(3)
山口
下関菊川中

ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ

ﾐﾀﾆ ｶｽﾞﾄ
三谷　一翔(3)

山口
下関菊川中

ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ
吉村　成貴(3)

山口
下関菊川中

市原　悠翔(3)
山口
萩東中

菊本　翔太(2)

河村　恵杜(3)
山口
萩東中

ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ

萩東中
ｶﾗｽﾀﾞ ｹｲｾｲ

大池虎太郎(3)
山口
垢田中

ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾄ ｶﾏﾀ ﾀｲｷ
烏田　慶生(2)

山口
萩東中

磯元　康雅(3)
山口
垢田中

ｵｵｲｹ ｺﾀﾛｳ

ｸﾗﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ
倉本　佳典(3)

山口
垢田中

鎌田　大輝(3)
山口
垢田中

岡本　開登(3)
山口
高千帆中

高千帆中

ﾌｸﾅｶﾞ ﾚｵ
福永　怜央(3)

山口

ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ

厚南中

ﾜｷｻｶ ｶｽﾞｼ
脇坂　和志(3)

ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ

高千帆中
ﾔﾉ ｲﾂｷ
矢野　一輝(3)

山口
高千帆中

ｶｻｲ ﾘｭｳﾄ
笠井　隆斗(3)

山口
高千帆中

山口
厚南中

ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ
三戸慶一郎(3)

山口
厚南中
山口
厚南中

ﾀﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ
田村慎之介(3)

山口
厚南中

重岡　隼都(3)

山の田中

ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ
田中　万尋(2)

上宇部中 岡本　脩汰(2)

凡例 DNS:欠場



男子走高跳

山口県記録(YR) 1m95 白石清一朗(山口・豊北一) 1994
山口県記録(YR) 2m00 山本　竜暉(山口・右田) 2000
大会記録(GR) 1m85 磯中　公祐(山口・東岐波)

決　勝　

ｴﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 山口 ○ ○ × × ○ ○ × × ×

1 5 715 江藤　貴郁(3) 東岐波中 1m55
ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 山口 － × ○ × ○ × × ×

2 1 185 田中　泰斗(3) 長成中 1m50
ﾏｽﾓﾄ ﾀｶｼ 山口 × ○ × × ○ × × ×

3 2 801 桝本　高(3) 川中中 1m45
ﾋﾗｵｶ ﾘﾝｷ 山口 × × ×

3 398 平岡　凜己(2) 上宇部中 NM
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 山口 × × ×

4 87 西村　浩貴(3) 三見中 NM

所属 1m40 1m45順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 11:40 決　勝

1m50 1m55 1m58 記録

凡例 NM:記録なし



男子走幅跳

山口県記録(YR) 6m92 宮瀬　巧斗(山口・上宇部) 2016
大会記録(GR) 6m55 末永　敦慶(山口・木屋川)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 所属 1回目2回目3回目
�3回

ﾍﾞｽﾄ
�ﾄｯﾌﾟ8

試順 4回目5回目6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 山口 × 6m33 6m21 6m33 8 6m05 6m18 × 6m33
1 8 794 菅野　翔太(3) 川中中 +2.3 +2.0 +2.3 +1.8 +5.2 +2.3

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 山口 5m90 × 6m03 6m03 7 6m00 6m21 6m29 6m29
2 11 218 山口　碧紘(3) 東部中 +1.8 +2.0 +2.0 +1.0 +2.2 +2.6 +2.6

ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 山口 5m66 5m95 × 5m95 6 × 5m63 5m85 5m95
3 4 165 中桐　颯斗(3) 下関菊川中 +1.1 +3.1 +3.1 +4.6 +4.2 +3.1

ｶｻｲ ｼｮｳｷ 山口 5m23 5m32 5m55 5m55 5 5m09 5m36 5m23 5m55
4 3 651 笠井　翔貴(3) 黒石中 +2.2 +1.5 +3.1 +3.1 +1.4 +3.1 +0.9 +3.1

ｷﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ 山口 5m21 × 5m54 5m54 4 5m44 × × 5m54
5 5 193 木山　直郁(3) 長成中 +0.4 +3.1 +3.1 +2.2 +3.1

ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 山口 × 5m11 5m20 5m20 1 5m27 5m16 × 5m27
6 12 26 鴨川　洸登(1) 仙崎中 +2.0 +1.2 +1.2 +0.7 +3.0 +0.7

ﾂﾙｵｶ ﾘｭｳﾏ 山口 4m86 × 5m26 5m26 3 4m91 5m23 4m98 5m26
7 15 1187 鶴岡　琉馬(3) 勝山中 +2.4 +1.4 +1.4 +2.2 +4.3 +3.0 +1.4

ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山口 5m25 5m12 5m14 5m25 2 3m45 5m19 5m06 5m25
8 9 611 岡本　脩汰(2) 山の田中 +0.7 +1.2 +3.8 +0.7 +2.7 +2.4 +3.1 +0.7

ｷｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 4m95 4m92 5m07 5m07 5m07
9 1 134 菊本　翔太(2) 萩東中 +0.6 +0.5 +1.7 +1.7 +1.7

ｲｶﾞﾗｼ ﾄｱ 山口 4m70 4m36 4m39 4m70 4m70
10 10 1448 五十嵐杜歩(3) 藤山中 +2.0 +1.5 +3.1 +2.0 +2.0

ｺｶﾞ ｱｵｲ 山口 4m48 4m45 4m43 4m48 4m48
11 6 1266 古賀　葵(3) 常盤中 +1.2 +4.1 +3.9 +1.2 +1.2

ｿｺﾞｳ ﾋｶﾙ 山口 4m29 × 3m90 4m29 4m29
12 13 751 十河　光(2) 小野田中 +1.6 +1.3 +1.6 +1.6

ｱﾘﾀ ｺｳｷ 山口 4m25 3m64 3m84 4m25 4m25
13 14 869 有田　恒輝(2) 竜王中 +2.5 +4.2 +4.1 +2.5 +2.5

ﾐｳﾐ ﾄﾓｷ 山口 4m07 4m13 4m17 4m17 4m17
14 7 326 三海　誠希(2) むつみ中 +1.6 +4.0 +2.4 +2.4 +2.4

ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 山口
2 605 内山　龍二(2) 東岐波中 DNS

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 09:40 決　勝

凡例 DNS:欠場



男子三段跳

山口県記録(YR) 13m67 末広　憲彦(山口・秋月) 1994
大会記録(GR) 12m84 岡部　巧(山口・厚狭)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 所属 1回目2回目3回目
�3回

ﾍﾞｽﾄ
�ﾄｯﾌﾟ8

試順 4回目5回目6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ 山口 11m30 11m26 11m69 11m69 11m36 11m14 11m41 11m69
1 1 196 中村　歩(3) 福栄中 +1.4 +3.0 +3.1 +3.1 +1.3 +0.2 +1.5 +3.1

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 山口 10m59 11m32 11m57 11m57 11m32 × 11m53 11m57
2 5 399 山内　勇輝(2) 上宇部中 +4.8 +2.9 +3.5 +3.5 +1.9 +4.9 +3.5

ﾏﾀﾉ ｾｲｺﾞ 山口 10m45 11m05 10m66 11m05 10m77 10m42 10m96 11m05
3 6 1291 又野　誠梧(3) 萩東中 +1.7 +2.9 +2.6 +2.9 +2.1 -0.3 +2.4 +2.9

ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ 山口 10m35 10m42 10m78 10m78 10m45 10m49 10m81 10m81
4 3 863 柳　遥輝(2) 竜王中 -0.2 +2.1 +3.6 +3.6 +1.0 +1.6

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 10m74 10m15 9m67 10m74 10m38 9m93 9m86 10m74
5 4 1046 木村涼太郎(2) 東部中 +1.9 +2.8 +4.2 +1.9 +3.1 +1.8 +2.2 +1.9

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 山口 9m77 10m43 10m15 10m43 10m16 × 9m38 10m43
6 7 1217 木村　航太(3) 勝山中 +1.1 +3.6 -0.3 +3.6 +4.1 +1.3 +3.6

ﾌｸｲ ｿｳﾀ 山口 10m16 × × 10m16 × × × 10m16
7 2 756 福井　創太(3) 川中中 +1.0 +1.0 +1.0

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 13:40 決　勝

凡例



男子砲丸投(5.000kg)

山口県記録(YR) 14m74 伊藤　武尊(山口・晃英館) 2012
大会記録(GR) 11m96 藤本　亮佑(山口・むつみ)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 所属 1回目2回目3回目
�3回

ﾍﾞｽﾄ
�ﾄｯﾌﾟ8

試順 4回目5回目6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ 山口
1 5 467 前田　新(3) 彦島中 × 9m73 10m71 10m71 10m07 10m13 9m83 10m71

ﾀｹｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 山口
2 4 1338 武下　駿介(3) 高千帆中 9m75 9m83 9m54 9m83 9m75 8m46 9m57 9m83

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳ 山口
3 11 47 宮川　祥(2) 福栄中 8m30 7m77 8m75 8m75 8m70 × 9m04 9m04

ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾏ 山口
4 6 1423 藤井　翔夢(3) 木屋川中 × × 8m72 8m72 8m60 8m85 8m76 8m85

ｶｹﾊｼ ｶﾅﾀ 山口
5 7 1375 掛橋　奏風(3) 神原中 7m98 8m16 8m33 8m33 8m54 8m42 8m74 8m74

ｷｸｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 山口
6 3 307 菊川　拓馬(2) 垢田中 6m96 7m42 7m20 7m42 7m53 7m42 7m20 7m53

ｲｼﾊﾗ ﾊﾔｾ 山口
7 2 1478 石原　捷聖(2) 黒石中 7m33 7m52 7m43 7m52 7m36 6m91 7m15 7m52

ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲﾄ 山口
8 10 1287 西嶋　海斗(3) 常盤中 7m20 6m81 7m26 7m26 7m01 6m66 6m74 7m26

ｶﾜﾉ ｷﾗ 山口
9 8 770 河野　星羅(2) 萩東中 × 6m14 6m60 6m60 6m60

ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 山口
10 9 1188 中村　純士(3) 勝山中 6m34 6m05 6m58 6m58 6m58

ﾋﾗｵ ﾘｮｳｾｲ 山口
11 1 754 平尾　涼生(3) 川中中 5m56 5m67 6m43 6m43 6m43

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 11:40 決　勝

凡例



女子100m

山口県記録(YR) 11.90 君嶋愛梨沙(山口・麻里布) 2010
大会記録(GR) 12.4 信岡沙希重(山口・東部)

予　選　4組上位8名

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｹｽｴ ﾚﾅ 山口 ｷﾀﾞ ｾﾘﾅ 山口

1 7 1291 武居　玲奈(3) 東部中 13.63 q 1 1 416 木田聖梨那(3) 厚南中 13.38 q
ﾐﾊﾗ ｷｺ 山口 ｼﾝ ﾏﾅｶ 山口

2 8 911 三原　紀子(3) 川中中 14.09 2 2 245 進　愛果(3) 大嶺中 13.56 q
ﾋﾛﾀ ﾘｶ 山口 ｲﾏｵｶ ｽｽﾞﾈ 山口

3 1 1088 広田　璃佳(3) 神原中 14.34 3 4 575 今岡　鈴寧(2) 西岐波中 13.71 q
ﾑﾗｵｶ ｱﾕﾐ 山口 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 山口

4 4 316 村岡　歩実(3) 深川中 14.35 4 5 291 中村　美咲(3) 福栄中 14.29
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 山口 ｺﾞﾄｳ ｱｲﾈ 山口

5 6 269 山本　菜々(2) 東岐波中 14.53 5 7 382 五嶋　愛音(2) 常盤中 14.69
ｶﾜﾑﾗ ﾐﾅ 山口 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 山口

6 3 1364 河村　三奈(3) 藤山中 14.90 6 8 1377 和田　捺妃(3) 竜王中 14.78
ﾀﾑﾗ ﾒｲ 山口 ｵｶﾑﾗ ﾎﾅﾐ 山口

7 5 1032 田村　芽衣(2) 日新中 14.92 7 3 1099 岡村保菜美(3) 旭中 14.86
ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 山口 ｵｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 山口

2 227 大原明日風(2) 垢田中 DNS 8 6 22 岡村　ひかり(1) 豊田中 15.11

3組 (風:+3.1) 4組 (風:+3.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 山口 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴﾘ 山口

1 2 40 小橋　璃子(3) 萩西中 12.97 q 1 3 1184 本田　千咲里(3) 勝山中 13.43 q
ﾌｼﾞﾀ ｻｱﾔ 山口 ﾄｸﾀﾞ ﾒｲ 山口

2 6 130 藤田　紗菖(3) 向洋中 13.72 q 2 2 7 徳田　芽依(3) 山の田中 13.60 q
ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ 山口 ﾌﾙﾔ ﾘｺ 山口

3 4 278 吉田　千夏(3) 長成中 13.99 3 1 473 古屋　璃子(3) 小野田中 13.80
ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 山口 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｱ 山口

4 8 200 田中　愛梨(3) 下関菊川中 14.33 4 6 551 正司　遥愛(2) 黒石中 14.09
ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ 山口 ｲﾏﾑﾗ ﾏｼﾛ 山口

5 5 1232 畠中　歩華(3) 高千帆中 15.03 5 8 746 今村　まし蕗(2) 長府中 14.25
ｻｴｷ ｺｺﾅ 山口 ﾐﾖｼ ｻｷ 山口

6 3 85 佐伯　心南(3) むつみ中 15.59 6 7 666 三吉　幸生(2) 萩東中 14.43
ｲﾜﾀ ｶﾚﾝ 山口 ｱｷﾔﾏ ﾘｵ 山口

7 262 岩田かれん(2) 玄洋中 DNS 7 5 254 秋山　里桜(2) 上宇部中 14.58
ﾀﾅﾍﾞ ﾄｷ 山口

8 4 1352 田鍋　瞬(3) 下関中等中 15.53

決　勝　

(風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 山口

1 6 40 小橋　璃子(3) 萩西中 12.93
ｷﾀﾞ ｾﾘﾅ 山口

2 3 416 木田聖梨那(3) 厚南中 13.32
ｼﾝ ﾏﾅｶ 山口

3 5 245 進　愛果(3) 大嶺中 13.40
ﾀｹｽｴ ﾚﾅ 山口

4 7 1291 武居　玲奈(3) 東部中 13.52
ｲﾏｵｶ ｽｽﾞﾈ 山口

5 1 575 今岡　鈴寧(2) 西岐波中 13.56 *TL
ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴﾘ 山口

5 4 1184 本田　千咲里(3) 勝山中 13.56 *TL
ﾄｸﾀﾞ ﾒｲ 山口

7 8 7 徳田　芽依(3) 山の田中 13.70
ﾌｼﾞﾀ ｻｱﾔ 山口

8 2 130 藤田　紗菖(3) 向洋中 13.80

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 12:05 予　選
5月19日 14:50 決　勝

凡例 DNS:欠場 *TL:着差なし



女子200m

山口県記録(YR) 24.36 君嶋愛梨沙(山口・麻里布) 2009
大会記録(GR) 26.4 松田　薫(山口・豊田東)

予　選　4組上位8名

1組 (風:+1.8) 2組 (風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 山口 ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ 山口

1 6 217 古川帆乃花(2) 垢田中 27.32 q 1 6 919 市原　怜華(3) 川中中 27.04 q
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾉﾘ 山口 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 山口

2 5 968 中村　妃里(2) 東部中 29.41 q 2 2 576 川村　文乃(2) 西岐波中 29.21 q
ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ 山口 ｶｼﾜﾀﾆ ﾜｶﾅ 山口

3 4 258 梶山　美菜(2) 上宇部中 29.43 3 3 1252 柏谷　羽奏(3) 長成中 30.35
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口 ｲｾｷ ｱﾔ 山口

4 8 562 内田　伶音(2) 黒石中 30.48 4 4 857 伊関　あや(2) 深川中 31.25
ﾌｼﾞﾉ ﾄﾓｶ 山口 ｶﾜﾀ ﾐﾊﾅ 山口

5 3 265 藤野　友香(2) 玄洋中 31.35 5 8 190 河田　己華(2) 厚南中 31.58
ｵﾉｳｴ ﾋｶﾙ 山口 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 山口

6 7 1350 尾ノ上ひかる(3) 下関中等中 31.71 6 5 1096 中山　遥花(2) 藤山中 32.29
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾓﾓｶ 山口

7 7 54 藤山　桃嘉(2) 福栄中 33.36

3組 (風:+4.1) 4組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ 山口

1 6 309 戸崎　心優(2) 萩西中 28.18 q 1 3 889 松田　幸果(2) 勝山中 27.69 q
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 山口 ｳﾁﾔﾏ ｶﾉ 山口

2 7 467 藤井　優樹(3) 長府中 28.21 q 2 4 1034 内山　佳音(2) 向洋中 29.43
ｼﾗｲｼ ﾐﾐ 山口 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 山口

3 4 355 白石　美海(3) 萩東中 29.37 q 3 5 248 野口　結衣(3) 大嶺中 30.64
ｶﾜﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 山口 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 山口

4 5 517 河村　雅(2) 山の田中 29.65 4 6 373 池田　春菜(2) 常盤中 30.79
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 山口 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾘ 山口

5 8 641 岡本　優(2) 小野田中 31.09 5 7 1104 田村陽香里(3) 旭中 31.94
ﾋﾀｶ ﾘｵ 山口 ﾆｼﾊﾏ ﾙﾘ 山口

6 3 1233 日高　里緒(3) 高千帆中 32.27 6 8 999 西濵　瑠里(3) 東岐波中 32.26

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ 山口

1 3 919 市原　怜華(3) 川中中 26.75
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 山口

2 4 217 古川帆乃花(2) 垢田中 27.53
ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ 山口

3 6 889 松田　幸果(2) 勝山中 27.69
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 山口

4 8 467 藤井　優樹(3) 長府中 28.24
ﾄｻｷ ﾐﾕ 山口

5 5 309 戸崎　心優(2) 萩西中 28.39
ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 山口

6 7 576 川村　文乃(2) 西岐波中 29.17
ｼﾗｲｼ ﾐﾐ 山口

7 1 355 白石　美海(3) 萩東中 29.43
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾉﾘ 山口

8 2 968 中村　妃里(2) 東部中 29.65

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 11:35 予　選
5月19日 14:35 決　勝

凡例



女子400m

山口県記録(YR) 56.9 寺山　聡子(山口・小郡) 1987
山口県記録(YR) 57.08 寺山　聡子(山口・小郡) 1987
大会記録(GR) 58.3 田中　亜希子(山口・東部)

予　選　3組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 山口 ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ 山口
1 4 1293 中野　美咲(3) 東部中 1:06.27 q 1 7 131 網本　京佳(3) 向洋中 1:07.42 q

ﾌﾙｼｹﾞ ｱｲﾗ 山口 ｼﾓﾀﾞ ｶﾅ 山口
2 1 259 古重　愛来(2) 上宇部中 1:07.55 q 2 8 76 下田　佳奈(3) 日新中 1:10.20 q

ｵｷﾍﾞ ｱﾔｶ 山口 ﾏﾂｵ ﾕｳﾅ 山口
3 7 417 沖部　綾香(3) 厚南中 1:13.00 3 2 197 松尾　優菜(3) 深川中 1:10.80

ﾎﾘｴ ｻﾔ 山口 ﾔﾏﾈ ｸﾐｶ 山口
4 2 1133 堀江　紗弥(2) 藤山中 1:13.10 4 5 319 山根空未夏(2) 萩西中 1:11.12

ｶﾄﾘ ｽﾐﾚ 山口 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｶ 山口
5 5 230 鹿取すみれ(3) 大嶺中 1:14.43 5 1 1115 藤村　悠圭(3) 玄洋中 1:15.25

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ 山口 ｳｴﾉ ｽｽﾞﾎ 山口
6 6 569 松本　季璃(2) 黒石中 1:15.32 6 6 347 上野　鈴歩(3) 萩東中 1:17.54

ﾔｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 山口 ﾊﾔｻｷ ﾘﾉ 山口
7 8 871 安田　桃香(3) 東岐波中 1:16.92 7 3 642 早﨑　梨乃(2) 小野田中 1:21.81

ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｷ 山口 ｵｵﾂｶ ｼｷ 山口
3 804 窪田みさき(2) 川中中 DNS 4 521 大塚　志姫(2) 山の田中 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ 山口
1 1 199 室園　咲花(2) 長府中 1:06.60 q

ｻｶｲ ﾅﾅｾ 山口
2 4 223 酒井　七瀬(2) 垢田中 1:07.64 q

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 山口
3 3 1248 河口　春伽(3) 高千帆中 1:08.21 q

ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 山口
4 2 135 工藤　琉楓(3) 勝山中 1:09.98 q

ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口
5 5 370 日高　玲奈(2) 常盤中 1:11.67

ﾖｼｵｶ ﾅｵ 山口
6 6 586 吉岡　奈桜(2) 西岐波中 1:13.12

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 山口
7 7 30 髙橋　夏樹(2) 大井中 1:17.51

ｵｵﾀ ﾘｵﾅ 山口
8 8 38 大田莉緒奈(2) 福栄中 1:22.20

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ 山口

1 5 199 室園　咲花(2) 長府中 1:06.30
ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ 山口

2 6 131 網本　京佳(3) 向洋中 1:06.47
ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 山口

3 4 1293 中野　美咲(3) 東部中 1:06.56
ｻｶｲ ﾅﾅｾ 山口

4 8 223 酒井　七瀬(2) 垢田中 1:07.77
ｼﾓﾀﾞ ｶﾅ 山口

5 2 76 下田　佳奈(3) 日新中 1:08.70
ﾌﾙｼｹﾞ ｱｲﾗ 山口

6 3 259 古重　愛来(2) 上宇部中 1:09.83
ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 山口

7 1 135 工藤　琉楓(3) 勝山中 1:10.74
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 山口

8 7 1248 河口　春伽(3) 高千帆中 1:10.95

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 11:00 予　選
5月19日 14:20 決　勝

凡例 DNS:欠場



女子800m

山口県記録(YR) 2:07.81 市川　良子(山口・浅江) 1991
大会記録(GR) 2:19.0 塩見　愛子(山口・小郡)

予　選　3組上位8名

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾉｳｴ ﾓﾓﾅ 山口 ﾀﾑﾗ ﾕｷ 山口
1 4 1172 井上萌々奈(3) 勝山中 2:31.10 q 1 6 224 田村　優稀(2) 垢田中 2:32.17 q

ｼﾛﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 山口 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾃﾝ 山口
2 7 70 城山　紗葉(3) 日新中 2:31.32 q 2 3 1295 長広　天(2) 東部中 2:32.37 q

ﾌｶﾂ ﾕｽﾞﾞｷ 山口 ｵｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾅ 山口
3 3 1102 深津　柚月(2) 藤山中 2:35.77 q 3 7 290 荻野　純菜(3) 福栄中 2:32.79 q

ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 山口 ﾅｶｵ ﾏﾕ 山口
4 1 847 田辺　真奈(3) 東岐波中 2:36.88 4 9 1223 中尾　真悠(2) 下関中等中 2:44.17

ﾖｼﾄﾐ ｻﾗﾗ 山口 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ 山口
5 8 590 吉冨　彩羅(2) 西岐波中 2:40.72 5 8 462 山下　実桜(3) 長府中 2:47.72

ﾐｶﾐ ﾋｶﾙ 山口 ﾑﾗｵｶ ﾋｶﾙ 山口
6 5 1219 三上ひかる(3) 常盤中 2:42.22 6 5 277 村岡　光(3) 長成中 2:47.73

ﾖｼﾀﾞ ﾕｲｶ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ 山口
7 6 796 吉田　結香(2) 川中中 2:54.25 7 4 471 山口　理子(3) 小野田中 2:48.72

ｹﾝﾓﾂ ﾙﾅ 山口 ｵｵｲｼ ﾘﾎ 山口
8 9 858 釼物　留凪(2) 深川中 2:55.26 8 2 516 大石　りほ(2) 山の田中 2:54.87

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 山口 ﾏﾂｳﾗ ｱﾕﾐ 山口
9 2 177 山本　里彩(2) 厚南中 2:58.73 9 1 1384 松浦あゆみ(3) 大井中 2:59.71

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 山口
1 2 544 中原　涼那(2) 高千帆中 2:25.71 q

ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲｶ 山口
2 1 662 楢林せいか(2) 萩東中 2:25.85 q

ﾅｶﾞﾂ ｿﾗ 山口
3 8 132 長津　青空(3) 向洋中 2:36.51

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾊ 山口
4 6 148 山本有貴葉(2) 萩西中 2:39.54

ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｷ 山口
5 4 1023 豊嶋愛咲姫(2) 玄洋中 2:44.24

ｻｻｷ ﾋﾅﾀ 山口
6 3 69 佐々木ひなた(2) 大嶺中 2:48.30

ﾌｼﾞﾀﾆ ｱｽｶ 山口
7 5 1033 藤谷明日香(2) 神原中 2:49.24

ﾔﾏｻｷ ﾙｶ 山口
8 7 555 山崎　瑠華(2) 黒石中 2:58.18

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 山口

1 4 544 中原　涼那(2) 高千帆中 2:23.82
ﾀﾑﾗ ﾕｷ 山口

2 7 224 田村　優稀(2) 垢田中 2:23.86
ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲｶ 山口

3 5 662 楢林せいか(2) 萩東中 2:25.57
ｲﾉｳｴ ﾓﾓﾅ 山口

4 6 1172 井上萌々奈(3) 勝山中 2:26.66
ﾅｶﾞﾋﾛ ﾃﾝ 山口

5 8 1295 長広　天(2) 東部中 2:32.80
ｵｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾅ 山口

6 2 290 荻野　純菜(3) 福栄中 2:34.08
ﾌｶﾂ ﾕｽﾞﾞｷ 山口

7 1 1102 深津　柚月(2) 藤山中 2:36.41
ｼﾛﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 山口

8 3 70 城山　紗葉(3) 日新中 2:39.68

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 10:20 予　選
5月19日 13:35 決　勝

ラップ表 400m

ナンバー 1172

記録 1:13

ナンバー 224

記録 1:13

ナンバー 544

記録 1:12

ナンバー 224

記録 1:10

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例



女子1500m

山口県記録(YR) 4:27.30 森廣　彩音(山口・国府) 2015
大会記録(GR) 4:43.70 金澤　瑞希(山口・西岐波)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｶﾜ ﾁﾋﾛ 山口 ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ 山口
1 7 367 古川　千尋(3) 萩東中 5:08.81 1 1 298 町田　萌(3) 東部中 4:49.78

ﾜﾀﾍﾞ ﾏｺ 山口 ﾅｲﾄｳ ｻﾔ 山口
2 5 543 渡部　真子(2) 高千帆中 5:17.03 2 7 888 内藤　咲彩(2) 勝山中 5:10.88

ｲｷﾀ ﾁﾎ 山口 ｶｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 山口
3 3 1357 生田　千穂(3) 藤山中 5:20.81 3 13 167 加賀　萌瑞(2) 彦島中 5:14.42

ｺﾆｼ ﾘｵ 山口 ﾊﾔｼ ﾏﾅ 山口
4 2 253 小西　里桜(2) 上宇部中 5:24.85 4 3 204 林　真名(3) 深川中 5:17.00

ｶﾜｻｷ ｱｲﾘ 山口 ｵｶﾓﾄ ﾓｴ 山口
5 11 1050 川﨑　愛莉(3) 厚南中 5:26.17 5 4 171 岡本　萌(2) 東岐波中 5:38.32

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕｳ 山口 ﾋﾛｶﾈ ﾓﾓｶ 山口
6 8 972 松原　美祐(3) 長府中 5:32.99 6 2 645 廣兼　桃香(2) 小野田中 5:39.67

ﾏｼﾀﾞ ﾑﾂｷ 山口 ｽｴﾅｶﾞ ﾖｳｺ 山口
7 6 872 増田　夢月(3) 垢田中 5:38.11 7 12 1209 末永　遥子(3) 常盤中 5:42.59

ﾑﾗｶﾐ ｱﾐｶ 山口 ﾌｼﾞｲ ｶﾅ 山口
8 4 755 村上愛海香(3) 黒石中 5:41.91 8 11 263 藤井　香奈(3) 大嶺中 5:42.69

ｺﾊﾞｼ ﾏｵ 山口 ﾐｽﾐ ｻｷｺ 山口
9 10 522 小橋　茉央(3) 萩西中 5:42.79 9 6 768 三角紗季子(3) 西岐波中 5:43.93

ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾅ 山口 ﾊﾏﾀ ﾕｲｶ 山口
10 1 264 永安　優奈(3) 長成中 5:45.34 10 9 79 濱田唯花(2) 安岡中 5:52.39

ﾉﾑﾗ ﾕｷﾐ 山口 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 山口
11 12 50 野村優貴美(2) 福栄中 5:45.37 11 5 1374 野村　芽依(3) 竜王中 5:58.29

ｵｶﾓﾄ ﾅﾂｶ 山口 ﾅｶﾆｼ ﾜｶﾅ 山口
12 9 91 岡本　夏果(2) 三見中 6:34.93 12 8 874 中西　若菜(3) 川中中 6:08.39

ｵｵｳﾗ ﾌｳｶ 山口
10 80 大浦芙羽香(3) 日新中 DNS

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 12:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 367 367 367

記録 1:15 2:37 4:03

ナンバー 298 298 298

記録 1:08 2:26 3:36

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例 DNS:欠場



女子100mH(0.762m)

山口県記録(YR) 14.0 日野　裕子(山口・桑山) 1993
山口県記録(YR) 14.06 伊藤　梨乃(山口・萩西) 2012
大会記録(GR) 14.40 伊藤　梨乃(山口・萩西)

予　選　3組上位8名

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 山口 ｶｼﾞｶﾜ ﾕｲ 山口

1 8 966 半田菜々美(2) 東部中 16.78 *TK q 1 4 1182 梶川　結衣(3) 勝山中 16.51 q
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ 山口 ｼﾏﾀﾞ ｱｽｶ 山口

2 6 218 川野　春奈(2) 垢田中 16.78 *TK q 2 3 1375 嶋田　明夏(3) 竜王中 16.53 q
ﾀｶﾐﾂ ﾐｸ 山口 ｺﾄｳ ﾓｴ 山口

3 4 357 高光　有玖(3) 萩東中 17.36 q 3 7 465 古藤　萌愛(3) 長府中 17.65 q
ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ 山口 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾗ 山口

4 3 647 斉藤瀬里菜(2) 小野田中 20.10 4 5 851 柴田　珠蘭(2) 川中中 18.09
ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 山口 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 山口

5 5 1031 伊藤　来未(2) 日新中 21.33 5 8 1214 梶原有加里(3) 常盤中 18.37
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 山口 ｳｴﾑﾗ ﾏﾘｱ 山口

6 7 261 大井　陽果(2) 玄洋中 22.14 6 6 1162 上村茉莉愛(3) 山の田中 19.15

3組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ 山口

1 3 353 西村　羽未(2) 萩西中 16.66 q
ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 山口

2 8 1242 野村　佳音(3) 高千帆中 18.06 q
ｵｶﾀﾆ ﾘｻ 山口

3 5 1366 岡谷　理沙(3) 藤山中 18.11
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾅﾅｺ 山口

4 7 1225 緑川菜々子(2) 下関中等中 18.19
ｱﾗｶﾜ ｻｸﾗ 山口

5 6 856 荒川さくら(2) 深川中 20.02
ﾏｷﾓﾄ ｱﾔﾅ 山口

6 4 853 槙本　彩那(3) 東岐波中 23.50

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾏﾀﾞ ｱｽｶ 山口

1 3 1375 嶋田　明夏(3) 竜王中 16.22
ｶｼﾞｶﾜ ﾕｲ 山口

2 6 1182 梶川　結衣(3) 勝山中 16.23
ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ 山口

3 4 353 西村　羽未(2) 萩西中 16.24
ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 山口

4 5 966 半田菜々美(2) 東部中 16.52
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ 山口

5 8 218 川野　春奈(2) 垢田中 16.59
ﾀｶﾐﾂ ﾐｸ 山口

6 7 357 高光　有玖(3) 萩東中 17.01
ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 山口

7 2 1242 野村　佳音(3) 高千帆中 17.05
ｺﾄｳ ﾓｴ 山口

8 1 465 古藤　萌愛(3) 長府中 17.56

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 09:45 予　選
5月19日 14:00 決　勝

凡例 *TK:着差あり



女子4X100mR

山口県記録(YR) 49.2 中元・田中・辻野・近森(山口・富田) 1985
山口県記録(YR) 49.22 岡本・田中・池田・大塚(山口・東部) 1989
大会記録(GR) 50.3 大塚･田中･佐藤･池田(山口・東部)

予　選　3組上位8チーム

1組
1着 2ﾚｰﾝ q 2着 3ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

52.71 53.18 53.94

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 864 1 911 1 966

2 889 2 919 2 1291

3 1184 3 879 3 965

4 1180 4 880 4 1078

4着 1ﾚｰﾝ q 5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
54.92 56.45 56.62

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 244 1 254 1 311

2 245 2 258 2 316

3 73 3 260 3 183

4 74 4 257 4 828

7着 7ﾚｰﾝ 8着 6ﾚｰﾝ
56.91 56.93

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1223 1 563

2 1225 2 562

3 1355 3 564

4 1351 4 551

2組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ 3着 1ﾚｰﾝ

52.69 55.60 55.70

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 309 1 355 1 173

2 39 2 354 2 190

3 353 3 359 3 417

4 40 4 357 4 416

4着 7ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
55.89 56.00 56.43

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 175 1 761 1 1032

2 155 2 575 2 76

3 278 3 765 3 1030

4 1252 4 576 4 70

7着 5ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
58.63 59.63

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1364 1 1242

2 1365 2 1232

3 1133 3 1233

4 1366 4 1248

東部中

ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ

松田　幸果(2)
山口
勝山中

勝山中

ｳﾗｼﾏ ﾘｵ

川中中

浦島　有生(2)
山口

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 13:15 予　選
5月19日 15:40 決　勝

勝山中
ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ

ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ
下村　歩未(3)

山口
勝山中

ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴﾘ
本田　千咲里(3)

山口
勝山中

山口
川中中

ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ
市原　怜華(3)

山口
川中中

ﾐﾊﾗ ｷｺ

松野　沙香(3)
山口
川中中

三原　紀子(3)

田中　美雪(3)
山口
川中中

ﾏﾂﾉ ｻﾔｶ

武居　玲奈(3)
山口
東部中

ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ ﾏｴﾑﾗ ﾏｵ

半田菜々美(2)
山口
東部中

ﾀｹｽｴ ﾚﾅ

ｳﾒﾀﾞ ｷﾗﾅ
梅田　綺夏(2)

山口
東部中

前村　真央(2)
山口
東部中

吉岡　菜月(2)
山口
大嶺中

大嶺中

ｼｹﾞﾄｳ ﾕｳｶ
重藤　友香(3)

山口

ﾖｼｵｶ ﾅﾂｷ

上宇部中

ｱｷﾔﾏ ﾘｵ
秋山　里桜(2)

ﾐﾔｾ ﾌﾂﾞｷ

大嶺中
ｼﾝ ﾏﾅｶ
進　愛果(3)

山口
大嶺中

ﾖｼｵｶ ﾊﾂﾞｷ
吉岡　葉月(2)

山口
大嶺中

山口
上宇部中

ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ
梶山　美菜(2)

山口
上宇部中
山口
上宇部中

ﾐﾔｹ ｱﾔｶ
三宅　彩加(2)

山口
上宇部中

宮瀬　楓月(2)

深川中

ﾅｶﾞｽﾞﾐ ﾘﾝ
長澄　凜(3)

山口
深川中

村岡　歩実(3)
山口
深川中

ｸﾆｻﾜ ﾏﾉｶ
國澤　真花(3)

山口
深川中

ﾑﾗｵｶ ｱﾕﾐ

下関中等中

ﾅｶｵ ﾏﾕ

黒石中

ﾆｼﾑﾗ ﾓｴｶ山口

ﾔﾅｾ ｱﾔﾉ
柳瀬　彩乃(3)

山口
深川中

木川　寿海(3)
山口
下関中等中

中尾　真悠(2)

村田実那峰(3)
山口
下関中等中

ｷｶﾞﾜ ｺﾄﾐ

下関中等中
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾅﾅｺ

内田　伶音(2)
山口
黒石中

ﾑﾗﾀ ﾐﾅﾎ ﾌｶﾐ ｻﾔｶ
緑川菜々子(2)

山口
下関中等中

西村　萌花(2)
山口
黒石中

ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ

ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｱ
正司　遥愛(2)

山口
黒石中

深見早也香(2)
山口
黒石中

西村　羽未(2)
山口
萩西中

萩西中

ﾄｻｷ ﾐﾕ
戸崎　心優(2)

山口

ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ

萩東中

ｼﾗｲｼ ﾐﾐ
白石　美海(3)

ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ

萩西中
ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ
田村璃々花(3)

山口
萩西中

山口
萩東中

ｶﾐﾑﾗ ﾏｲ
上村　舞衣(3)

山口
萩東中
山口
萩東中

ﾀｶﾐﾂ ﾐｸ
高光　有玖(3)

山口
萩東中

田中　桃花(3)

厚南中

ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ
山下　栞歩(2)

山口
厚南中
山口
厚南中

ｵｷﾍﾞ ｱﾔｶ

山口ｷﾀﾞ ｾﾘﾅ
沖部　綾香(3)

山口
厚南中

ｶﾜﾀ ﾐﾊﾅ
河田　己華(2)

厚南中

長成中

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ

西岐波中

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ

日新中

ﾀﾑﾗ ﾒｲ

木田聖梨那(3)

山口

ｺﾊﾞｼ ﾘｺ
小橋　璃子(3)

坪倉　愛美(1)
山口
長成中

山口
萩西中

松本　莉未(1)
山口
長成中

ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏﾅﾐ

ｶｼﾜﾀﾆ ﾜｶﾅ
柏谷　羽奏(3)

山口
長成中

ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ
吉田　千夏(3)

山口
長成中

川村　文乃(2)
山口
西岐波中

高田　優羽(3)

西村　友里(3)
山口
西岐波中

ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ

西岐波中
ｲﾏｵｶ ｽｽﾞﾈ

下田　佳奈(3)
山口
日新中

ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘ
今岡　鈴寧(2)

山口
西岐波中

田村　芽衣(2)
山口
日新中

ｼﾓﾀﾞ ｶﾅ

堀江　紗弥(2)
山口
藤山中

藤山中

ｶﾜﾑﾗ ﾐﾅ
河村　三奈(3)

山口
藤山中

ｱﾗｶﾜ ﾗﾝ
荒川　蘭(3)

山口
藤山中

ﾎﾘｴ ｻﾔ

高千帆中

ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ
野村　佳音(3)

ﾋﾀｶ ﾘｵ

ｵｶﾀﾆ ﾘｻ
岡谷　理沙(3)

山口
藤山中

山口
高千帆中

ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ
畠中　歩華(3)

山口
高千帆中
山口
高千帆中

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
河口　春伽(3)

山口
高千帆中

日高　里緒(3)

ﾐﾂｵｶ ﾚｲﾅ
光岡　玲菜(3)

山口
日新中

ｼﾛﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
城山　紗葉(3)

山口
日新中

凡例



女子4X100mR

山口県記録(YR) 49.2 中元・田中・辻野・近森(山口・富田) 1985
山口県記録(YR) 49.22 岡本・田中・池田・大塚(山口・東部) 1989
大会記録(GR) 50.3 大塚･田中･佐藤･池田(山口・東部)

審 判 長：藤田　昌彦
記録主任：長田　保範

5月19日 13:15 予　選
5月19日 15:40 決　勝

予　選　3組上位8チーム
3組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ q

垢田中 53.19 長府中 53.69 向洋中 54.77
所属 所属 所属

ﾀﾑﾗ ﾕｷ 山口 ｲﾏﾑﾗ ﾏｼﾛ 山口 ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｶ 山口
1 224 1 746 1 128

2 217 2 467 2 130

3 218 3 465 3 132

4 228 4 199 4 131

4着 5ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
山の田中 56.82 小野田中 57.68 常盤中 57.98

所属 所属 所属
ｶﾜﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 山口 ｸﾆﾓﾄ ﾓｴ 山口 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 山口

1 517 1 469 1 1214

2 7 2 473 2 373

3 610 3 474 3 382

4 1141 4 471 4 370

7着 1ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
東岐波中 58.83 玄洋中 59.22

所属 所属
ﾆｼﾊﾏ ﾙﾘ 山口 ﾌｼﾞﾉ ﾄﾓｶ 山口

1 999 1 265

2 853 2 262

3 871 3 261

4 269 4 1115

決　勝　

1着 5ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ
52.24 53.09 53.17

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 309 1 224 1 864

2 39 2 217 2 889

3 353 3 218 3 1184

4 40 4 228 4 1180

4着 7ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
53.39 53.63 54.00

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 746 1 911 1 128

2 467 2 919 2 130

3 465 3 879 3 132

4 199 4 880 4 131

7着 8ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
54.49 55.24

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 966 1 244

2 1291 2 245

3 965 3 73

4 1078 4 74

ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ
川野　春奈(2)

山口
垢田中

ｵｰﾀﾞｰ

古川帆乃花(2)
山口
垢田中

田村　優稀(2) 垢田中
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ
濵田　美幸(2)

山口
垢田中

長府中
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ
藤井　優樹(3)

山口
長府中

今村　まし蕗(2)

山口
長府中

ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ
室園　咲花(2)

山口
長府中

ｺﾄｳ ﾓｴ
古藤　萌愛(3)

長野　杏華(3) 向洋中
ﾌｼﾞﾀ ｻｱﾔ
藤田　紗菖(3)

山口
向洋中

山口
向洋中

長津　青空(3)
山口
向洋中

ﾅｶﾞﾂ ｿﾗ

河村　雅(2) 山の田中
ﾄｸﾀﾞ ﾒｲ
徳田　芽依(3)

山口
山の田中

ｵｵﾊｼ ｼｭﾘ
大橋　寿梨(3)

山口
山の田中

ｲﾑﾗ ﾕｽﾞ
井村　祐珠(3)

山口
山の田中

国元　萌恵(3) 小野田中
ﾌﾙﾔ ﾘｺ
古屋　璃子(3)

山口
小野田中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ
山口　理子(3)

山口
小野田中

ｳｴﾉ ﾓﾓｺ
上野　桃子(3)

山口
小野田中

日高　玲奈(2)
山口
常盤中

梶原有加里(3) 常盤中
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ
池田　春菜(2)

山口
常盤中

ｵｰﾀﾞｰ

槙本　彩那(3)
山口
東岐波中

西濵　瑠里(3) 東岐波中
ﾏｷﾓﾄ ｱﾔﾅ

山本　菜々(2)
山口
東岐波中

藤野　友香(2)

ｵｵｲ ﾊﾙｶ
大井　陽果(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾓﾓｶ
安田　桃香(3)

山口
東岐波中

岩田かれん(2)
山口
玄洋中

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ

山口
玄洋中

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｶ
藤村　悠圭(3)

山口
玄洋中

西村　羽未(2)
山口
萩西中

萩西中

ﾄｻｷ ﾐﾕ
戸崎　心優(2)

山口

ﾆｼﾑﾗ ｳﾐ

垢田中

ﾀﾑﾗ ﾕｷ
田村　優稀(2)

ｶﾜﾉ ﾊﾙﾅ

萩西中
ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ
田村璃々花(3)

山口
萩西中

ｺﾊﾞｼ ﾘｺ
小橋　璃子(3)

山口
萩西中

山口
垢田中

ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ
古川帆乃花(2)

山口
垢田中
山口
垢田中

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ
濵田　美幸(2)

山口
垢田中

川野　春奈(2)

勝山中

ｳﾗｼﾏ ﾘｵ
浦島　有生(2)

山口
勝山中

向洋中

ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｶ

松田　幸果(2)
山口
勝山中

ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴﾘ
本田　千咲里(3)

山口
勝山中

ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ

長府中

ｲﾏﾑﾗ ﾏｼﾛ

川中中

ﾐﾊﾗ ｷｺ山口

ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ
下村　歩未(3)

山口
勝山中

今村　まし蕗(2)

古藤　萌愛(3)
山口
長府中

長府中
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ
藤井　優樹(3)

山口
長府中

ｺﾄｳ ﾓｴ ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ

室園　咲花(2)
山口
長府中

ﾑﾛｿﾞﾉ ｻｸﾗ

山口
川中中

ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ
市原　怜華(3)

山口
川中中

松野　沙香(3)
山口
川中中

三原　紀子(3)
山口
向洋中

東部中

ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ

田中　美雪(3)
山口
川中中

ﾌｼﾞﾀ ｻｱﾔ
藤田　紗菖(3)

ﾏﾂﾉ ｻﾔｶ

東部中

吉岡　菜月(2)

武居　玲奈(3)
山口
東部中

ﾏｴﾑﾗ ﾏｵ
前村　真央(2)

山口
東部中

ﾀｹｽｴ ﾚﾅ

大嶺中

ｼｹﾞﾄｳ ﾕｳｶ
重藤　友香(3)

ﾖｼｵｶ ﾅﾂｷ

ｼﾝ ﾏﾅｶ
進　愛果(3)

半田菜々美(2)
山口

ｳﾒﾀﾞ ｷﾗﾅ
梅田　綺夏(2)

山口
東部中

山口
大嶺中

ﾖｼｵｶ ﾊﾂﾞｷ
吉岡　葉月(2)

山口
大嶺中

山口
大嶺中

山口
大嶺中

ﾅｶﾞﾂ ｿﾗ
長津　青空(3)

山口
向洋中

ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ
網本　京佳(3)

ｵｰﾀﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ

ｺﾞﾄｳ ｱｲﾈ
五嶋　愛音(2)

山口
常盤中

ﾋﾀｶ ﾚﾅ

ｵｰﾀﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ

ｵｰﾀﾞｰ

玄洋中
ｲﾜﾀ ｶﾚﾝ

ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ
網本　京佳(3)

山口
向洋中

長野　杏華(3)
山口
向洋中

凡例



女子走高跳

山口県記録(YR) 1m73 西原　綾子(山口・勝山) 1993
大会記録(GR) 1m59 西原　綾子(山口・勝山)

決　勝　

ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ 山口 － － － ○ ○ ○ ×○ ×××
1 5 39 田村璃々花(3) 萩西中 1m46

ﾐﾈｵｶ ﾓｴｶ 山口 － － － ×○ ××○×××
2 9 133 峰岡　萌華(3) 向洋中 1m40

ｲﾑﾗ ﾕｽﾞ 山口 ○ ×○ ○ ××○××○×××
3 8 610 井村　祐珠(3) 山の田中 1m40

ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘ 山口 ○ ○ ○ ×××
4 1 765 西村　友里(3) 西岐波中 1m30

ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ 山口 ×○ ×○ ○ ×××
5 13 1181 本田　真未(3) 勝山中 1m30

ｳｴﾉ ﾓﾓｺ 山口 ○ ○ ×○ ×××
6 2 474 上野　桃子(3) 小野田中 1m30

ｸﾊﾗ ﾘｾ 山口 ○ ×○ ×○ ×××
7 11 161 久原　愛世(2) 長成中 1m30

ﾏﾂｴ ﾕｲ 山口 ○ ××○×××
8 6 910 松江　優衣(3) 川中中 1m25

ｱｵｷ ｻﾗ 山口 ×○ ×××
9 10 1517 青木　彩良(2) 下関中等中 1m20

ﾐﾂｵｶ ﾚｲﾅ 山口 ××○×××
10 3 1030 光岡　玲菜(3) 日新中 1m20

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾓﾓﾈ 山口 ××○×××
10 4 1359 藤永　桃寧(3) 藤山中 1m20

ｲﾄｳ ｻﾂｷ 山口 ×××
7 971 伊藤　咲月(2) 東部中 NM

ﾂｼﾏ ﾄﾓｴ 山口 ×××
14 1325 對馬　朋江(3) 神原中 NM

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾉ 山口 ×××
15 870 藤村　梨乃(3) 東岐波中 NM

ﾌｼﾞｵｶ ﾏﾕ 山口
12 1217 藤岡　舞優(3) 常盤中 DNS

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 09:40 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 所属 1m20 1m25 記録 ｺﾒﾝﾄ1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m50

凡例 DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳

山口県記録(YR) 5m68 石津　和子(山口・明木) 1972
大会記録(GR) 5m61 宗村麻理子(山口・玄洋)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 所属 1回目2回目3回目
�3回

ﾍﾞｽﾄ
�ﾄｯﾌﾟ8

試順 4回目5回目6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ 山口 5m10 5m23 5m14 5m23 8 5m11 × × 5m23
1 9 88 三好ののか(3) むつみ中 +0.9 +0.4 +1.7 +0.4 +0.5 +0.4

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 山口 5m16 4m89 5m10 5m16 7 4m99 5m06 5m12 5m16
2 20 228 濵田　美幸(2) 垢田中 +3.1 +1.0 +1.7 +3.1 +0.1 +1.2 +2.0 +3.1

ｶﾐﾑﾗ ﾏｲ 山口 × 4m62 4m75 4m75 6 4m32 4m50 4m59 4m75
3 8 354 上村　舞衣(3) 萩東中 +1.8 +1.2 +1.2 0.0 +0.1 +2.3 +1.2

ｳﾗｼﾏ ﾘｵ 山口 × 4m65 4m41 4m65 5 × × × 4m65
4 14 864 浦島　有生(2) 勝山中 +2.9 +0.7 +2.9 +2.9

ﾖｼｵｶ ﾊﾂﾞｷ 山口 4m60 × × 4m60 4 4m33 × 4m44 4m60
5 12 74 吉岡　葉月(2) 大嶺中 +1.5 +1.5 -0.8 0.0 +1.5

ﾔﾏﾅｶ ｲｽﾞﾐ 山口 4m55 4m36 4m32 4m55 3 4m41 4m48 × 4m55
6 13 310 山中　泉水(2) 萩西中 +3.6 +0.4 +1.5 +3.6 -0.8 -0.6 +3.6

ﾐﾔｹ ｱﾔｶ 山口 4m35 × × 4m35 2 － 4m38 4m28 4m38
7 11 257 三宅　彩加(2) 上宇部中 0.0 0.0 0.0 +0.4 0.0

ﾏｴﾑﾗ ﾏｵ 山口 × × 4m34 4m34 1 4m34 4m09 × 4m34
8 2 965 前村　真央(2) 東部中 +1.5 +1.5 +3.3 +0.3 +1.5

ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｶ 山口 × × 4m32 4m32 4m32
9 22 128 長野　杏華(3) 向洋中 +3.5 +3.5 +3.5

ﾓﾘｼｹﾞ ｺｺﾛ 山口 4m08 4m14 4m11 4m14 4m14
10 5 638 森重こころ(2) 小野田中 +3.3 +1.0 +1.6 +1.0 +1.0

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ 山口 3m87 4m04 4m10 4m10 4m10
11 19 77 藤永　蒼衣(3) 日新中 -0.6 +0.4 +2.5 +2.5 +2.5

ﾐﾅﾐ ﾁｻﾄ 山口 4m06 3m95 3m91 4m06 4m06
12 6 584 南　知里(2) 西岐波中 +2.2 -0.1 +1.6 +2.2 +2.2

ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ 山口 × 3m64 4m02 4m02 4m02
13 17 201 井上　琴葉(3) 下関菊川中 -0.5 +2.4 +2.4 +2.4

ｱﾗｶﾜ ﾗﾝ 山口 3m99 3m74 3m87 3m99 3m99
14 1 1365 荒川　蘭(3) 藤山中 +2.8 0.0 +3.1 +2.8 +2.8

ﾔﾏﾑﾗ ｻｲ 山口 × 3m80 3m97 3m97 3m97
15 21 908 山村　采(3) 川中中 0.0 +2.7 +2.7 +2.7

ﾅｶﾊﾗ ﾌｳｺ 山口 × 3m79 × 3m79 3m79
16 18 195 中原　楓子(3) 深川中 +0.2 +0.2 +0.2

ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 山口 3m73 3m63 3m76 3m76 3m76
17 4 869 山本　茜(3) 東岐波中 +3.2 +2.2 +0.8 +0.8 +0.8

ﾑﾗﾀ ﾐﾅﾎ 山口 × 3m73 × 3m73 3m73
18 7 1355 村田実那峰(3) 下関中等中 -0.3 -0.3 -0.3

ﾌｸﾄﾐ ｼﾞｭﾘ 山口 × 3m41 3m30 3m41 3m41
19 10 561 福富　樹里(2) 黒石中 -0.5 +0.1 -0.5 -0.5

ﾔﾏｻｷ ｼｴ 山口 3m32 × 3m18 3m32 3m32
20 16 187 山崎　栞依(2) 厚南中 +3.7 +1.1 +3.7 +3.7

ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ 山口
3 728 上田　愛奈(2) 竜王中 DNS

ﾊﾏﾂｷ ﾘｱ 山口
15 360 濵月　里愛(2) 常盤中 DNS

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 11:40 決　勝

凡例 DNS:欠場



女子砲丸投(2.721kg)

山口県記録(YR) 14m85 冨田江利奈(山口・島田) 2003
大会記録(GR) 12m63 岡崎あゆみ(山口・俵山)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 所属 1回目2回目3回目
�3回

ﾍﾞｽﾄ
�ﾄｯﾌﾟ8

試順 4回目5回目6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｶﾞﾜ ｺﾄﾐ 山口
1 7 1351 木川　寿海(3) 下関中等中 10m21 9m38 9m12 10m21 8 9m41 9m83 8m76 10m21

ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ 山口
2 3 1180 下村　歩未(3) 勝山中 9m88 9m54 8m90 9m88 7 9m17 9m14 9m86 9m88

ﾏﾂｵｶ ﾕｲ 山口
3 12 1387 松岡　結衣(3) 西岐波中 8m88 8m61 9m34 9m34 6 9m66 9m04 8m45 9m66

ｲﾄｳ ﾏｲ 山口
4 6 519 伊藤　麻衣(3) 萩西中 8m45 8m72 9m05 9m05 5 8m95 8m81 8m85 9m05

ﾊﾙﾅ ﾕｳ 山口
5 11 366 春名　由優(3) 萩東中 7m84 8m18 7m96 8m18 2 8m58 8m42 8m91 8m91

ﾏﾂｼﾛ ｻｷ 山口
6 10 252 松代　早生(2) 上宇部中 8m45 × 8m25 8m45 4 7m97 8m74 8m64 8m74

ｺﾀﾞﾏ ﾐｻｷ 山口
7 9 1100 児玉　幸咲(3) 旭中 7m27 8m31 7m47 8m31 3 5m66 6m94 7m34 8m31

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 山口
8 18 292 藤山　七海(3) 福栄中 × 8m12 8m14 8m14 1 7m74 7m57 7m79 8m14

ｽﾅｺ ｱｲ 山口
9 13 1148 砂子　あい(3) 山の田中 7m14 7m69 7m86 7m86 7m86

ｳｴﾀﾞ ﾏﾘﾝ 山口
10 15 1292 植田　真鈴(3) 東部中 7m51 7m79 7m72 7m79 7m79

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 山口
11 1 1382 伊藤　百花(3) 大井中 7m55 7m44 7m12 7m55 7m55

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山口
12 2 1367 小川　詩織(3) 藤山中 6m59 6m78 6m84 6m84 6m84

ｻﾄｳ ｾﾘﾊ 山口
13 8 649 佐藤　芹春(2) 小野田中 6m80 6m20 6m60 6m80 6m80

ﾖﾀﾞ ﾘﾝ 山口
14 17 1253 依田　凜(3) 高千帆中 6m04 6m75 6m61 6m75 6m75

ｳﾒﾀﾞ ｱｶﾘ 山口
15 4 756 梅田　光梨(3) 黒石中 6m20 6m20 6m28 6m28 6m28

ﾏｻﾑﾗ ｲﾁﾉ 山口
16 5 855 正村唯知乃(2) 深川中 5m67 6m21 5m09 6m21 6m21

ｼﾞﾇｼ ﾘﾉ 山口
17 14 414 地主　麗乃(2) 常盤中 5m74 6m10 6m01 6m10 6m10

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 山口
18 16 431 長谷川優希(2) 長府中 5m70 5m95 3m99 5m95 5m95

審 判 長：磯部　芳規
記録主任：長田　保範

5月19日 09:40 決　勝

凡例



ト ラ ッ ク 審 判 長 藤田　昌彦

フィールド審判長 磯部　芳規

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

三戸慶一郎(3) 11.32 浦松　永遠(3) 11.32 刀根　海斗(3) 11.47 烏田　慶生(2) 11.68 岡　和幸(3) 11.69 吉屋　正義(3) 11.79 岡本　開登(3) 11.80 三谷　一翔(3) 11.88

山口・厚南中 山口・黒石中 山口・東部中 山口・萩東中 山口・川中中 山口・菱海中 山口・高千帆中 山口・下関菊川中

三木　雅也(2) 23.75 市原　悠翔(3) 24.28 大池虎太郎(3) 24.37 矢野　一輝(3) 24.76 佐藤　元(3) 25.07 上領　洸太(3) 25.07 光田圭太郎(2) 25.20 後藤　大翔(3) 25.60

山口・東部中 山口・萩東中 山口・垢田中 山口・高千帆中 山口・川中中 山口・旭中 山口・下関菊川中 山口・勝山中

山田　彩翔(3) 51.04 井上　京冶(3) 53.98 山本　浩平(3) 56.14 鎌田　大輝(3) 56.72 中野　翔梧(3) 56.98 吉村　成貴(3) 57.88 豊田　和希(3) 58.00 夏原　大河(3) 58.28

山口・彦島中 山口・向洋中 山口・川中中 山口・垢田中 山口・上宇部中 山口・下関菊川中 山口・小野田中 山口・西岐波中

重山　弘徳(2) 2:05.01 磯元　康雅(3) 2:07.21 川本斗希也(3) 2:13.10 水津　哉汰(3) 2:14.81 永安　祥貴(3) 2:16.08 中野　雄太(3) 2:17.40 丸山　真司(3) 2:19.81 松﨑　遼登(3) 2:25.73

山口・萩東中 山口・垢田中 山口・長府中 山口・阿武中 山口・長成中 山口・東部中 山口・下関中等中 山口・東岐波中

吉中　祐太(3) 4:11.78 永井　十太(3) 4:18.90 青森　駿(3) 4:24.10 原川　翔太(3) 4:25.97 大西　貴也(2) 4:29.59 土井　寛介(3) 4:30.05 井下　侃(3) 4:30.87 植田　亮平(3) 4:33.63

山口・向洋中 山口・玄洋中 山口・川中中 山口・三隅中 山口・垢田中 山口・長府中 山口・西岐波中 山口・高千帆中

吉川　和真(3) 9:17.20 陸　太陽(3) 9:39.21 平岡　知大(3) 9:42.22 玉利　和己(3) 9:46.44 中島　瑚白(2) 9:47.60 林　大翔(3) 9:49.57 好本　裕太(3) 9:52.13

山口・萩東中 山口・上宇部中 山口・常盤中 山口・彦島中 山口・長府中 山口・上宇部中 山口・長成中

池永　康成(2) 9:42.22

山口・萩西中

田村　雄大(3) 16.98 河村　恵杜(3) 17.11 長田　航輝(2) 17.11 池田　遥空(2) 18.03 末廣海輝斗(3) 18.10 新谷　健介(3) 18.83

山口・川中中 山口・萩東中 *TK 山口・むつみ中 *TK 山口・垢田中 山口・高千帆中 山口・藤山中

東部中・山口 45.81 川中中・山口 46.24 向洋中・山口 46.71 下関菊川中・山口 47.21 萩東中・山口 47.82 垢田中・山口 47.90 高千帆中・山口 47.94 厚南中・山口 48.20

木村涼太郎(2) 岡　和幸(3) 大山　青千(3) 中桐　颯斗(3) 菊本　翔太(2) 磯元　康雅(3) 福永　怜央(3) 脇坂　和志(3)

三木　雅也(2) 山本　浩平(3) 井上　京冶(3) 光田圭太郎(2) 烏田　慶生(2) 大池虎太郎(3) 矢野　一輝(3) 三戸慶一郎(3)

刀根　海斗(3) 菅野　翔太(3) 是石　将利(3) 吉村　成貴(3) 河村　恵杜(3) 鎌田　大輝(3) 岡本　開登(3) 重岡　隼都(3)

山口　碧紘(3) 佐藤　元(3) 吉中　祐太(3) 三谷　一翔(3) 市原　悠翔(3) 倉本　佳典(3) 笠井　隆斗(3) 田村慎之介(3)

江藤　貴郁(3) 1m55 田中　泰斗(3) 1m50 桝本　高(3) 1m45

山口・東岐波中 山口・長成中 山口・川中中

菅野　翔太(3) 6m33(+2.3) 山口　碧紘(3) 6m29(+2.6) 中桐　颯斗(3) 5m95(+3.1) 笠井　翔貴(3) 5m55(+3.1) 木山　直郁(3) 5m54(+3.1) 鴨川　洸登(1) 5m27(+0.7) 鶴岡　琉馬(3) 5m26(+1.4) 岡本　脩汰(2) 5m25(+0.7)

山口・川中中 公認6m21(+2.0) 山口・東部中 公認6m03(+2.0) 山口・下関菊川中 公認5m66(+1.1) 山口・黒石中 公認5m32(+1.5) 山口・長成中 公認5m21(+0.4) 山口・仙崎中 山口・勝山中 山口・山の田中

中村　歩(3) 11m69(+3.1) 山内　勇輝(2) 11m57(+3.5) 又野　誠梧(3) 11m05(+2.9) 柳　遥輝(2) 10m81() 木村涼太郎(2) 10m74(+1.9) 木村　航太(3) 10m43(+3.6) 福井　創太(3) 10m16(+1.0)

山口・福栄中 公認11m41(+1.5) 山口・上宇部中 公認11m32(+1.9) 山口・萩東中 公認10m45(+1.7) 山口・竜王中 山口・東部中 山口・勝山中 公認10m15(-0.3) 山口・川中中

前田　新(3) 10m71 武下　駿介(3) 9m83 宮川　祥(2) 9m04 藤井　翔夢(3) 8m85 掛橋　奏風(3) 8m74 菊川　拓馬(2) 7m53 石原　捷聖(2) 7m52 西嶋　海斗(3) 7m26

山口・彦島中 山口・高千帆中 山口・福栄中 山口・木屋川中 山口・神原中 山口・垢田中 山口・黒石中 山口・常盤中

対抗得点 男子 川中中 51点 萩東中 45点 東部中 36点 垢田中 33点 向洋中 25点 高千帆中 21点 彦島中 20点 上宇部中 20点

3位 4位 5位 6位

5月19日 男子1500m

7位 8位

5月19日
�男子100m

風：+3.4

5月19日
�男子200m

風：+0.7

1位 2位

5月19日 男子400m

5月19日 男子800m

5月19日 男子3000m

5月19日
男子

�110mH(0.914m)
風：+0.8

5月19日
男子砲丸投
(5.000kg)

5月19日 男子4X100mR

5月19日 男子走高跳

5月19日 男子走幅跳

凡例 *TK:着差あり *TL:着差なし

決　勝　記　録　一　覧　男　子

競技会名 :第65回　山口県中学校春季体育大会【西部】 2018年5月19日(土）

（競技場コード：：352010　）

下関市営下関陸上競技場

（競技会コード：18353001　）

主催団体：山口県中学校体育連盟

5月19日 男子三段跳



ト ラ ッ ク 審 判 長 藤田　昌彦

フィールド審判長 磯部　芳規

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

小橋　璃子(3) 12.93 木田聖梨那(3) 13.32 進　愛果(3) 13.40 武居　玲奈(3) 13.52 今岡　鈴寧(2) 13.56 徳田　芽依(3) 13.70 藤田　紗菖(3) 13.80

山口・萩西中 山口・厚南中 山口・大嶺中 山口・東部中 山口・西岐波中 *TL 山口・山の田中 山口・向洋中

本田　千咲里(3) 13.56

山口・勝山中 *TL

市原　怜華(3) 26.75 古川帆乃花(2) 27.53 松田　幸果(2) 27.69 藤井　優樹(3) 28.24 戸崎　心優(2) 28.39 川村　文乃(2) 29.17 白石　美海(3) 29.43 中村　妃里(2) 29.65

山口・川中中 山口・垢田中 山口・勝山中 山口・長府中 山口・萩西中 山口・西岐波中 山口・萩東中 山口・東部中

室園　咲花(2) 1:06.30 網本　京佳(3) 1:06.47 中野　美咲(3) 1:06.56 酒井　七瀬(2) 1:07.77 下田　佳奈(3) 1:08.70 古重　愛来(2) 1:09.83 工藤　琉楓(3) 1:10.74 河口　春伽(3) 1:10.95

山口・長府中 山口・向洋中 山口・東部中 山口・垢田中 山口・日新中 山口・上宇部中 山口・勝山中 山口・高千帆中

中原　涼那(2) 2:23.82 田村　優稀(2) 2:23.86 楢林せいか(2) 2:25.57 井上萌々奈(3) 2:26.66 長広　天(2) 2:32.80 荻野　純菜(3) 2:34.08 深津　柚月(2) 2:36.41 城山　紗葉(3) 2:39.68

山口・高千帆中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・勝山中 山口・東部中 山口・福栄中 山口・藤山中 山口・日新中

町田　萌(3) 4:49.78 古川　千尋(3) 5:08.81 内藤　咲彩(2) 5:10.88 加賀　萌瑞(2) 5:14.42 林　真名(3) 5:17.00 渡部　真子(2) 5:17.03 生田　千穂(3) 5:20.81 小西　里桜(2) 5:24.85

山口・東部中 山口・萩東中 山口・勝山中 山口・彦島中 山口・深川中 山口・高千帆中 山口・藤山中 山口・上宇部中

嶋田　明夏(3) 16.22 梶川　結衣(3) 16.23 西村　羽未(2) 16.24 半田菜々美(2) 16.52 川野　春奈(2) 16.59 高光　有玖(3) 17.01 野村　佳音(3) 17.05 古藤　萌愛(3) 17.56

山口・竜王中 山口・勝山中 山口・萩西中 山口・東部中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・高千帆中 山口・長府中

萩西中・山口 52.24 垢田中・山口 53.09 勝山中・山口 53.17 長府中・山口 53.39 川中中・山口 53.63 向洋中・山口 54.00 東部中・山口 54.49 大嶺中・山口 55.24

戸崎　心優(2) 田村　優稀(2) 浦島　有生(2) 今村　まし蕗(2) 三原　紀子(3) 長野　杏華(3) 半田菜々美(2) 重藤　友香(3)

田村璃々花(3) 古川帆乃花(2) 松田　幸果(2) 藤井　優樹(3) 市原　怜華(3) 藤田　紗菖(3) 武居　玲奈(3) 進　愛果(3)

西村　羽未(2) 川野　春奈(2) 本田　千咲里(3) 古藤　萌愛(3) 田中　美雪(3) 長津　青空(3) 前村　真央(2) 吉岡　菜月(2)

小橋　璃子(3) 濵田　美幸(2) 下村　歩未(3) 室園　咲花(2) 松野　沙香(3) 網本　京佳(3) 梅田　綺夏(2) 吉岡　葉月(2)

田村璃々花(3) 1m46 峰岡　萌華(3) 1m40 井村　祐珠(3) 1m40 西村　友里(3) 1m30 本田　真未(3) 1m30 上野　桃子(3) 1m30 久原　愛世(2) 1m30 松江　優衣(3) 1m25

山口・萩西中 山口・向洋中 山口・山の田中 山口・西岐波中 山口・勝山中 山口・小野田中 山口・長成中 山口・川中中

三好ののか(3) 5m23(+0.4) 濵田　美幸(2) 5m16(+3.1) 上村　舞衣(3) 4m75(+1.2) 浦島　有生(2) 4m65(+2.9) 吉岡　葉月(2) 4m60(+1.5) 山中　泉水(2) 4m55(+3.6) 三宅　彩加(2) 4m38(0.0) 前村　真央(2) 4m34(+1.5)

山口・むつみ中 山口・垢田中 公認5m12(+2.0) 山口・萩東中 山口・勝山中 公認4m41(+0.7) 山口・大嶺中 山口・萩西中 公認4m48(-0.6) 山口・上宇部中 山口・東部中

木川　寿海(3) 10m21 下村　歩未(3) 9m88 松岡　結衣(3) 9m66 伊藤　麻衣(3) 9m05 春名　由優(3) 8m91 松代　早生(2) 8m74 児玉　幸咲(3) 8m31 藤山　七海(3) 8m14

山口・下関中等中 山口・勝山中 山口・西岐波中 山口・萩西中 山口・萩東中 山口・上宇部中 山口・旭中 山口・福栄中

女子総合 勝山中 51.5点 萩西中 42点 垢田中 37点 東部中 32点 萩東中 28点 長府中 19点 向洋中 18点 西岐波中 17.5点

凡例 *TK:着差あり *TL:着差なし

5月19日
女子砲丸投
(2.721kg)

5月19日 女子4X100mR

5月19日 女子走幅跳

5月19日 女子走高跳

5月19日 女子400m

5月19日 女子800m

5月19日 女子1500m

5月19日
女子

�100mH(0.762m)
風：+2.7

7位 8位

5月19日
�女子100m

風：+2.2

3位 4位 5位 6位

5月19日
�女子200m

風：0.0

1位 2位

下関市営下関陸上競技場 主催団体：山口県中学校体育連盟

決　勝　記　録　一　覧　女　子

（競技会コード：18353001　） （競技場コード：：352010　）

競技会名 :第65回　山口県中学校春季体育大会【西部】 2018年5月19日(土）


