
平成１７年度宇部市秋季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００５年８月２日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇部市中学校体育連盟

男子の部
中　惇太① 13"2 川崎大樹① 14"0 大田拓実① 14"1 大谷　淳① 14"2 倉重信吾① 14"2 海老原和晃①14"8 谷口拓未① 15"0 金本　直① 15"1
常盤 西岐波 東岐波 常盤 黒石 楠 厚南 黒石
丸山翔平③ 12"1 森山大気② 12"8 山田雄介② 13"0 田上　諒③ 13"4 濱田裕平③ 13"4 明智晴彦③ 13"4 黒瀬　透③ 13"6 増田好一② 13"7
東岐波 川上 黒石 上宇部 東岐波 西岐波 黒石 常盤
吉田祐貴③ 24"9 森山大気② 26"0 丸山翔平③ 26"5 羽良将生③ 26"9 増田好一② 27"2 佐々部翔也③28"0 明智晴彦③ 28"0 蔵本　優③ 28"5
黒石 川上 東岐波 黒石 常盤 楠 西岐波 東岐波
岡田祐次③ 56"3 小栗勝太② 58"2 河野翔平② 60"1 坂本　匠② 60"7 渡邉典之③ 60"9 西田匡伸③ 62"0 藤原聡③ 63"8 小野晃司② 67"7
上宇部 黒石 楠 楠 常盤 黒石 西岐波 常盤
土井一也③ 2'16"6 岡田祐次③ 2'21"5 堀野豊人③ 2'22"0 岡田拓也③ 2'26"1 瀧　優斗③ 2'27"6 藤原聡③ 2'28"7 縄田　康③ 2'29"4 森　健博② 2'31"6
黒石 上宇部 東岐波 西岐波 黒石 西岐波 東岐波 楠
藤中　渉① 5'11"6 上條慶昭① 5'21"2 時廣忠正① 5'22"1 恩田知明① 5'22"8 田熊優也① 5'25"8 西田　遼① 5'30"6 國田貴志① 5'32"7 礒中俊佑① 5'41"6
藤山 西岐波 黒石 楠 黒石 東岐波 厚南 楠
土井一也③ 4'36"9 大村光暉③ 4'46"8 室井暁敦② 4'47"8 西村保夫② 4'49"0 上野優太③ 4'58"7 高林範次③ 5'08"7 岡田拓也③ 5'08"9 山田智成③ 5'10"4
黒石 黒石 楠 常盤 西岐波 東岐波 西岐波 東岐波
大村光暉③ 10'04"8 佐野瑛一朗②10'15"1 西村保夫② 10'23"3 三浦飛翔② 10'30"3 高田勇樹③ 10'47"9 羽良哲人② 11'04"8 森岡真隆② 11'07"2 岡本崇義② 11'08"8
黒石 楠 常盤 黒石 黒石 黒石 東岐波 常盤
吉永篤史③ 18"9 三村祐介③ 19"8 西田匡伸③ 21"6 中野我意②　22"1 上田亜聖② 23"7 松岡栄作② 32"1
常盤 西岐波 黒石 東岐波 東岐波 黒石
藤本啓暉③ 1m35 尾川雄大① 1m25 松岡栄作② 1m20 有松大樹① 1m20 小川大貴② 1m20
東岐波 常盤 黒石 常盤 3位タイ 東岐波
藤井太就③ 5m82 結城　亮③ 4m82 山田雄介② 4m79 小林徳明② 4m59 近藤貴人② 4m34 高田勇樹③ 4m28 谷口拓未① 3m59 山田　将之③ 3m54
東岐波 神原 黒石 東岐波 厚南 黒石 厚南 西岐波
吉田祐貴③ 11m60 藤井太就③ 11m23 小林徳明② 10m26 小栗勝太② 9m97
黒石 東岐波 東岐波 黒石
渡邉典之③ 11m45 岡田大典③ 11m25 三村祐介③ 10m49 岡村　勇人③ 10m19 上野慎治② 9m81 羽良将生③ 9m35 有松大樹① 7m38 岡本翔太② 6m18
常盤 東岐波 西岐波 西岐波 黒石 黒石 常盤 東岐波
吉永篤史③ 1498 上野慎治② 1368 中　惇太① 1328 野村尚史③ 1301 黒瀬　透③ 1107
常盤 黒石 常盤 東岐波 黒石
黒石A 49"9 常盤A 50"9 東岐波A 51"4 楠A 52"2 西岐波 53"3 楠B 54"9 常盤B 56"5 東岐波B 57"1
西田匡伸③ 増田好一② 藤井太就③ 佐々部翔也③ 明智晴彦③ 海老原和晃① 酒井裕之② 森岡真隆②

4×100mR 吉田祐貴③ 渡邉典之③ 丸山翔平③ 岡田康宏② 岡田拓也③ 森　健博② 大谷　淳① 田中　裕②
大村光暉③ 吉永篤史③ 蔵本　優③ 河野翔平② 上野優太③ 小池秀祐② 岡本崇義② 小林徳明②
土井一也③ 中　惇太① 濱田裕平③ 坂本　匠② 三村祐介③ 室井暁敦② 西村保夫② 上田　明②
黒石中 155.5 東岐波中 109 常盤中 88.5 西岐波中 58 楠中 45 上宇部中 20 川上中 14 厚南中 10
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平成１７年度小野田支部秋季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００５年８月２日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟

男子の部
鈴木鳳輝① 15"0 守谷大揮① 15"4 15"7 古賀将幸① 16"6
竜王 竜王 小野田 高千帆
田中賢三③ 11"8 松川　駿③ 12"4 澁谷　大③ 13"5 堀部卓也② 14"3 三好和樹② 14"4 石上真也② 14"5 古賀将幸① 16"9
高千帆 小野田 小野田 竜王 竜王 高千帆 高千帆
田中賢三③ 24"5 松川　駿③ 26"5 澁谷　大③ 27"7 石上真也② 30"6 古賀将幸① 35"2
高千帆 小野田 小野田 高千帆 高千帆
三好　直哉③ 63"3 野村亮太② 70"7 石井　孝① 73"4 西沢彰将① 76"7 藤本　力① 82"9
竜王 小野田 高千帆 高千帆 高千帆
藤山慶一② 2'11"9 森本崇資② 2'31"9 北村佳樹② 2'38"2 石井　孝① 2'47"1 西沢彰将① 2'56"9 藤本　力① 3'03"6
小野田 小野田 竜王 高千帆 高千帆 高千帆
重兼淳志① 4'47"1 末岡正也① 5'02"5 末岡佑己① 5'07"1 大久保貴淑①5'07"8 藤井隆行① 5'23"0 中嶋翔太① 5'29"9
高千帆 高千帆 高千帆 小野田 竜王 小野田
重兼淳志① 4'47"1 末岡正也① 5'02"5 末岡佑己① 5'07"1 大久保貴淑①5'07"8 藤井隆行① 5'23"0 中嶋翔太① 5'29"9
高千帆 高千帆 高千帆 小野田 竜王 小野田
森本崇資② 10'29"6 中根将貴② 10'48"2 平田剛志② 10'52"3 河口謙治郎②11'09"8 大久保貴淑① 11'17"6 中嶋翔太① 11'30"7 糸山正一① 11'32"5
小野田 高千帆 高千帆 小野田 小野田 小野田 高千帆

三好和樹② 1m35
竜王
藤谷昌弘② 4m52
竜王

竹内研二③ 8m73
小野田

小野田 50"9
澁谷　大③

4×100mR 松川　駿③
中村　翔平③
藤山慶一②
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平成１７年度厚狭支部秋季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００５年８月２日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟

男子の部
岩本貴弘① 13"6 吉浦康太① 14"5 杉田章太① 15"7
厚狭 厚狭 厚狭
山根一起③ 12"7 杉本拓也② 12"7 伊藤大倫③ 12"9 児玉博史② 13"2 細田和宏③ 13"4 吉村将希③ 13"6 西村　透③ 13"8 吉永裕一② 14"0
厚狭 厚狭 埴生 埴生 厚陽 厚狭 厚陽 厚陽
杉本拓也② 26"0 綾野誠也③ 27"1 細田和宏③ 28"7 長尾匡恭② 29"7
厚狭 厚狭 厚陽 埴生
吉浦将太③ 61"4 伊藤大倫③ 63"0 仲野祥平② 65"1
厚狭 埴生 厚狭
中嶋直人② 2'22"4 仲野祥平② 2'33"5 山本裕介③ 2'33"8
厚狭 厚狭 厚狭
吉浦康太① 5'12"6 長尾早人① 5'17"1 豊山義一① 5'26"2 岩本貴弘① 5'30"4 小田原悠二① 6'24"8
厚狭 埴生 厚陽 厚狭 厚陽
長谷川万久③ 4'44"5 星山優平② 4'56"4 牧野裕樹② 5'14"8 河本崇志② 5'20"8 河村裕太③ 5'22"4 橋羽文紀③ 5'22"8
厚陽 厚狭 厚陽 埴生 厚狭 厚狭
大和昇太③ 10'46"2 牧野裕樹② 10'47"4 河本崇志② 11'33"2
厚陽 厚陽 埴生
吉村将希③ 19"5
厚狭

山根一起③ 5m07
厚狭

小田原悠二① 6m18
厚陽

厚狭A 50"2 厚陽 53"3 厚狭B 53"9
山根一起③ 細田和宏③ 仲野祥平②

4×100mR 吉村将希③ 大和昇太③ 中嶋直人②
綾野誠也③ 吉永裕一② 星山優平②
杉本拓也② 西村　透③ 岩本貴弘①
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平成１７年度宇部市秋季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００５年８月２日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇部市中学校体育連盟

女子の部
渡辺　萌① 14"1 下野杏菜① 14"3 田村　あい① 14"4 真﨑美希① 14"5 三浦ななか① 14"6 篠原　絵美①14"9 伊勢千紘① 15"0 前田浩奈① 15"2
西岐波 西岐波 厚南 藤山 藤山 厚南 上宇部 黒石
又木千尋③ 13"8 前田早苗③ 14"3 江本友美② 14"5 猪口圭子② 14"7 小濱里紗② 14"7 中村亜衣① 14"8 阿部愛子③ 14"9 小椋　彩③ 15"1
藤山 神原 常盤 厚南 厚南 藤山 常盤 東岐波
又木千尋③ 28"9 江本友美② 29"4 安永真愛③ 29"6 林　美唯妃① 30"0 前田早苗③ 30"3 真﨑美希① 30"4 江坂今日子① 31"1 西村美紀③ 31"4
藤山 常盤 常盤 上宇部 神原 藤山 神原 西岐波
糸藤麻美② 67"7 福永和里惠③70"9 藤田春菜③ 72"0 村田美穂② 72"7 竹内　絵里① 74"2 重本美咲① 75"3 村上果奈美② 77"1 小林未佳③ 77"1
常盤 藤山 東岐波 黒石 厚南 藤山 神原 東岐波
奥　夏実② 2'34"8 藤本朋子③ 2'36"1 田中智菜③ 2'38"3 藤井智聖② 2'40"0 高取恵里① 2'42"8 沖永佳子① 2'44"1 末藤　千尋① 2'47"4 片山仁美② 2'49"8
黒石 藤山 東岐波 厚南 神原 西岐波 厚南 常盤

奥　夏実② 5'12"0 藤井智聖② 5'25"2 藤本朋子③ 5'31"1 堀　祐美子② 5'36"3 北村菜央② 5'36"7 田中智菜③ 5'37"6 末藤　千尋① 5'38"6 松冨　友紀① 5'38"9
黒石 厚南 藤山 藤山 西岐波 東岐波 厚南 厚南

藪　結楓③ 16"7 中村千秋② 17"8 長澄舞佳③ 19"3 糸藤麻美② 19"6 猪口圭子② 19"9 金本真実③ 20"0 原田　教枝① 20"8 上田裕子② 21"9
藤山 西岐波 西岐波 常盤 厚南 神原 厚南 東岐波
江嶋由奈③ 1m40 小川莉早子③1m40 三原千央③ 1m25 濱本梨紗③ 1m25 箕岡瑠美① 1m25 丸川真緒② 1m20 小濱里紗② 1m20 北村美海② 1m15
上宇部 西岐波 上宇部 西岐波 藤山 藤山 厚南 厚南
安永真愛③ 4m30 川畑美奈子③4m05 阿部愛子③ 4m00 三浦沙織③ 4m00 中村沙千子②3m94 三浦ななか①3m92 田村　あい① 3m90 中村亜衣① 3m79
常盤 神原 常盤 西岐波 神原 藤山 厚南 藤山

金本真実③ 10m06 和田真依② 9m17 松波千里③ 8m76 山下由華③ 7m08 磯村愛美③ 7m07 岡辺郁実③ 6m44 三井菜々子③ 6m37 箕岡瑠美① 5m54
神原 厚南 神原 西岐波 西岐波 東岐波 東岐波 藤山
藪　結楓③ 1930 福永和里惠③ 1542 三原千央③ 1394 松波千里③ 1131 若松あゆみ③ 972 山藤まゆ③ 938
藤山 藤山 上宇部 神原 厚南 厚南
常盤 54"4 藤山Ａ 54"9 西岐波Ａ 55"1 上宇部Ａ 56"8 藤山Ｂ 58"7 神原Ａ 59"6 西岐波Ｂ 59"9 厚南Ａ 60"0
安永真愛③ 又木千尋③ 中村千秋② 山根愛理② 中村亜衣① 川畑美奈子③ 黒瀬沙也③ 山藤まゆ③

4×100mR 糸藤麻美② 福永和里惠③ 渡辺　萌① 林　美唯妃① 三浦ななか① 前田早苗③ 濱本梨紗③ 猪口圭子②
阿部愛子③ 藪　結楓③ 三浦沙織③ 伊勢千紘① 丸川真緒② 金本真実③ 西村美紀③ 田村　あい①
江本友美② 真﨑美希① 下野杏菜① 三原千央③ 藤本朋子③ 中村沙千子② 長澄舞佳③ 小濱里紗②
藤山中 105 西岐波中 70 厚南中 65 常盤中 57 神原中 55 上宇部中 32 東岐波中 23 黒石中 22
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平成１７年度小野田支部秋季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００５年８月２日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟

女子の部
高城彩香① 15"5 岡村麻香① 15"8 原田梨沙① 16"5 有吉麻那① 16"9 天羽せり乃① 17"6 伊藤ゆい① 17"7
小野田 高千帆 竜王 竜王 竜王 高千帆
高城彩香① 15"4 佐内　恵美③ 15"5 佐々木麻里② 15"5
小野田 高千帆 小野田
佐々木麻里② 33"0 佐内　恵美③ 33"3 岡村麻香① 33"7 今重　潤香③ 34"5 伊藤ゆい① 38"5
小野田 高千帆 高千帆 竜王 高千帆
藤川千尋② 70"2 河村麻衣③ 92"3
小野田 高千帆
大下万穂③ 2'39"6 江本亮子① 2'41"6 中根未彩紀① 3'07"7 師井雪衣① 3'21"0 山本かおり② 3'31"9
小野田 小野田 高千帆 高千帆 高千帆

佐々木良子③ 5'20"4 矢成千穂③ 5'48"7 高城彩香① 5'52"9 小林実穂① 5'56"3 中根未彩紀①6'07"4 師井雪衣① 6'19"2 有馬千尋① 6'31"7
小野田 小野田 小野田 小野田 高千帆 高千帆 小野田

山中真理子③ 1m10 片岡　聡美③ 1m10
竜王 竜王

有吉　麻衣③ 6m47 中尾りおん① 5m36
竜王 竜王

小野田 59"5
佐々木麻里②

4×100mR 藤川千尋②
高城彩香①
大下万穂③

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
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平成１７年度厚狭支部秋季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００５年８月２日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟

女子の部
神谷望美① 16"0 河村早恵① 16"6
厚狭 厚狭
乗金未歩③ 13"3
厚狭
乗金未歩③ 28"6 佐々木宏予③31"8
厚狭 厚狭
小川聖奈③ 69"0 金子彩希③ 72"9 佐々木宏予③ 73"3
厚狭 厚狭 厚狭
小川聖奈③ 2'38"1 岡崎有里佳②2'40"8 岩村知香③ 2'44"5
厚狭 厚狭 厚狭

岡崎有里佳② 5'15"3 金子彩希③ 5'33"9 岩村知香③ 5'40"2 神谷望美① 5'41"7
厚狭 厚狭 厚狭 厚狭

田辺美香③ 6m80
厚狭

厚狭 56"9
佐々木宏予③

4×100mR 乗金未歩③
岩村知香③
小川聖奈③

７位 ８位

1年100m

100m

３位 ４位 ５位 ６位１位 ２位

四種競技
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