
平成１９年度宇部市春季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００７年４月１４日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇部市中学校体育連盟 記録責任者　桑村　浩文

男子の部
中　惇太③ 11"9 佐賀祐介② 13"1 谷口拓未③ 13"2 石川裕也② 13"2 朝倉孝征② 13"9 綿部真悟② 14"3 迫　友佑③ 14"5
常盤 東岐波 厚南 西岐波 厚南 楠 東岐波
大田拓実③ 25"7 大谷　淳③ 26"0 石川裕也② 26"2 海老原和晃③ 26"9 上田泰之③ 27"1 薮　亮汰② 27"6 樋口優悟③ 28"1 朝倉孝征② 28"2
東岐波 常盤 西岐波 楠 黒石 藤山 楠 厚南
大谷　淳③ 59"8 海老原和晃③ 60"4 増田和健② 60"8 上田泰之③ 61"7 國清尚之② 63"7 朝倉孝征② 65"9 時廣忠正③ 66"0 加藤俊平② 67"4
常盤 楠 西岐波 黒石 藤山 厚南 黒石 上宇部
増田和健② 2'20"6 國田貴志③ 2'23"1 赤星迅人③ 2'26"2 恩田知明③ 2'27"5 和田龍星② 2'29"9 礒中俊佑③ 2'32"8 渡邉勇一③ 2'36"9 髙橋大地② 2'49"9
西岐波 厚南 東岐波 楠 藤山 楠 東岐波 上宇部
渡辺圭佑③ 4'32"9 千々松　励③ 4'33"9 綿部崇久② 4'37"8 繁永博行② 4'48"2 浜谷拓人② 4'56"5 藤中　渉③ 4'56"9 寺田智史③ 4'57"7 赤星迅人③ 5'04"8
西岐波 楠 楠 厚南 東岐波 藤山 上宇部 東岐波
千々松　励③ 9'50"8 渡辺圭佑③ 10'01"8 繁永博行② 10'09"0 綿部崇久② 10'21"4 寺田智史③ 10'33"9 岡村翔志② 10'37"3 藤中　渉③ 10'44"8 山根豊基② 10'48"3
楠 西岐波 厚南 楠 上宇部 厚南 藤山 西岐波
松浦一帆② 18"8 倉重信吾③ 20"7 兼廣明生② 21"2 樋口優悟③ 21"9 中村公威③ 23"4
藤山 黒石 藤山 楠 楠
尾川雄大③ 1m35 金本　直③ 1m30 兼廣明生② 1m25 國清尚之② 1m25 藤井裕太朗② 1m20
常盤 黒石 藤山 藤山 黒石
藏藤雅史② 5m16 尾川雄大③ 4m83 薮　亮汰② 4m74 濱田康平② 4m70 谷口拓未③ 4m70 山根豊基② 4m56 金本　直③ 4m43 綿部真悟② 3m82
藤山 常盤 藤山 東岐波 厚南 西岐波 黒石 楠
大田拓実③ 11m66 藏藤雅史② 11m32 迫　友佑③ 9m51
東岐波 藤山 東岐波
中　惇太③ 9m05 松浦一帆② 8m93 森高寛二③ 7m74 倉重信吾③ 7m61 中村公威③ 7m44 佐賀祐介② 7m05 尼崎吉樹③ 6m34 田熊優也③ 5m83
常盤 藤山 東岐波 黒石 楠 東岐波 上宇部 黒石
東岐波 51"6 藤山 51"8 常盤 52"0 黒石 54"0 楠 55"7 東岐波 57"4 藤山 58"0 黒石 60"6
佐賀祐介② 國清尚之② 大谷　淳③ 上田泰之③ 海老原和晃③ 大野　悟② 兼廣明生② 藤井裕太朗②

4×100mR 大田拓実③ 松浦一帆② 中　惇太③ 金本　直③ 恩田知明③ 浜谷拓人② 藤中　渉③ 本村　亮②
森高寛二③ 薮　亮汰② 尾川雄大③ 時廣忠正③ 綿部真悟② 藤田雄多郎② 和田龍星② 中野宏一郎③
迫　友佑③ 藏藤雅史② 吉賀勇人② 倉重信吾③ 樋口優悟③ 濱田康平② 森重遥介③ 河村祐也②
藤山 ７８点 東岐波 ６９点 楠 ６９点 常盤 ５２点 西岐波 ４４点 黒石 ４３点 厚南 ３９点 上宇部 １０点

走幅跳

三段跳

砲丸投

総合

800m

1500m

3000m

110mH

走高跳

７位 ８位

100m

200m

400m

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位



平成１９年度宇部市春季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００７年４月１４日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇部市中学校体育連盟 記録責任者　　大山　雄桑村浩文

女子の部
福永侑里香② 12"9 真﨑美希③ 13"7 三浦ななか③ 14"1 田村あい③ 14"2 伊藤弘恵② 14"3 松永早希② 14"5 渡辺　萌③ 14"5 江坂今日子③ 14"5
西岐波 藤山 藤山 厚南 黒石 神原 西岐波 神原
福永侑里香② 26"8 林　美唯妃③ 28"5 杉山由希子② 28"7 真﨑美希③ 29"0 江坂今日子③ 29"8 竹内絵里③ 29"9 桜井晴菜② 30"3 窪井千容② 30"7
西岐波 上宇部 藤山 藤山 神原 厚南 厚南 常盤
杉山由希子② 66"5 下野杏菜③ 67"1 高取恵里③ 69"8 横田知佳② 71"1 沖本香奈子③ 75"2 三隅沙織③ 76"2
藤山 西岐波 神原 藤山 神原 厚南
岡　愛美② 2'41"4 白壁亜実② 2'49"2 松冨友紀③ 2'49"7 來島万由子② 3'01"3 上田恵子① 3'01"5 杉山未紗② 3'04"6 木本　愛③ 3'16"2
黒石 藤山 厚南 神原 楠 藤山 黒石
前田浩奈③ 5'27"9 松冨友紀③ 5'35"2 岡　愛美② 5'37"7 白壁亜実② 5'40"4 上田恵子① 5'41"5 頼尊　唯② 5'41"8 松尾幸枝② 5'42"3 上村咲貴② 5'44"6
黒石 厚南 黒石 藤山 楠 西岐波 厚南 常盤
横田知佳② 17"5 新田　唯② 18"5 岸本真衣② 19"3 大森靖子③ 19"6 鷹羽志歩③ 19"9 岡本有未③ 19"9 高取恵里③ 20"1 村尾梨紗③ 21"7
藤山 藤山 上宇部 西岐波 厚南 神原 神原 厚南
沖永佳子③ 1m50 島田美穂③ 1m35 頼重沙樹③ 1m35 箕岡瑠美③ 1m30 竹内絵里③ 1m25 河本あゆみ③ 1m20 原田教枝③ 1m15 田中佑佳③ 1m10
西岐波 上宇部 西岐波 藤山 厚南 上宇部 厚南 藤山
三浦ななか③ 4m45 田村あい③ 4m29 中村亜衣③ 4m29 桜井晴菜② 4m07 小山知佳③ 4m03 渡辺　萌③ 3m88 石野彩良② 3m87 大谷　茜③ 3m87
藤山 厚南 藤山 厚南 常盤 西岐波 神原 神原
田中広美③ 8m25 田中佑佳③ 7m97 伊藤弘恵② 7m84 中村七海③ 7m44 伊達千尋② 7m17 木田優梨華② 6m88 岡本有未③ 6m76 大島美貴③ 6m62
藤山 藤山 黒石 西岐波 東岐波 厚南 神原 厚南
西岐波 54"5 藤山 55"6 上宇部 57"3 西岐波 57"5 神原 58"0 厚南 58"3 藤山 58"6 上宇部 59"9
福永侑里香② 横田知佳② 伊勢千紘③ 竹内琴美③ 石野彩良② 田村あい③ 箕岡瑠美③ 内田莉帆②

4×100mR 西島　亜希② 真﨑美希③ 林　美唯妃③ 大森靖子③ 江坂今日子③ 桜井晴菜② 杉山由希子② 岸本真衣②
平瀬萌絵② 中村亜衣③ 野間優希乃③ 頼尊　唯② 高取恵里③ 原田教枝③ 田中佑佳③ 引藤さやか②
下野杏菜③ 三浦ななか③ 渡辺　愛③ 西田　恵③ 松永早希② 竹内絵里③ 新田　唯② 布田詩織②
藤山 １１１点 西岐波 ６８点 厚南 ５８点 神原 ３７点 黒石 ３４点 上宇部 ３０点 楠 ８点 常盤 ６点

総合

100mH

走高跳

走幅跳

砲丸投

100m

200m

400m

800m

1500m

４位 ５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位



平成1９年度山陽小野田市春季体育大会陸上競技の部 決勝記録一覧
２００７年４月１４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
多久裕司② 12"7 岩本貴弘③ 13"1 杉田章太③ 13"2 松原　哲② 13"3 徳永達矢③ 14"0 田平就平② 14"9
小野田 厚狭 厚狭 厚陽 厚狭 小野田
大久保貴淑③ 26"6 松原　哲② 27"2 徳永達矢③ 28"3 杉田章太③ 28"5 伊東　駿③ 28"9 佐々木貴央② 30"3
小野田 厚陽 厚狭 厚狭 小野田 厚狭
重兼淳志③ 57"9 大久保貴淑③ 60"3 豊山義一③ 61"1 吉浦康太③ 64"0 西沢彰将③ 67"9 古賀将幸③ 69"1 田邉　空② 72"6
高千帆 小野田 厚陽 厚狭 高千帆 高千帆 厚狭
重兼淳志③ 2'09"0 吉浦康太③ 2'24"8 藤井隆行③ 2'25"1 西沢彰将③ 2'30"4 鈴木鳳輝③ 2'33"2 豊山義一③ 2'33"4 古賀将幸③ 2'36"7
高千帆 厚狭 竜王 高千帆 竜王 厚陽 高千帆
石井　孝③ 4'43"6 大賀厚志② 4'45"4 中嶋翔太③ 4'58"7 橋本貴裕② 5'01"6 長尾康寛② 5'11"9 藤本　力③ 5'14"1 藤濱朋哉② 5'16"3
高千帆 小野田 小野田 高千帆 厚狭 高千帆 厚狭
石井　孝③ 10'18"0 橋本貴裕② 10'26"2 末岡佑己③ 10'26"6 藤本　力③ 10'42"5 中嶋翔太③ 10'44"1 糸山翔一③ 10'45"1 末岡正也③ 10'47"7 沖本卓己② 11'16"3
高千帆 高千帆 高千帆 高千帆 小野田 高千帆 高千帆 厚狭
岩本貴弘③ 5m22 金重航平② 4m09 佐々木貴央② 3m62
厚狭 厚狭 厚狭
伊藤　謙② 7m09
竜王
厚狭 53"0 小野田 53"3
杉田章太③ 伊東　駿③

4×100mR 吉浦康太③ 多久裕司②
徳永達矢③ 大久保貴淑③
岩本貴弘③ 中嶋翔太③

女子の部
中村優美② 14"6 上田沙也加② 15"3 田実佑菜② 15"3 中杉梨沙② 15"6 折尾美和② 15"6 高木　茜③ 15"9
竜王 竜王 厚狭 竜王 高千帆 厚狭
中村優美② 29"2 上田沙也加② 30"7 田実佑菜② 31"3 藤川泉里② 31"4 中杉梨沙② 31"8 高木　茜③ 32"3
竜王 竜王 厚狭 小野田 竜王 厚狭
矢田香織② 69"1 神谷望美③ 70"1 河村早恵③ 72"5 磯村小雪② 72"8 森弘　恵③ 75"7
高千帆 厚狭 厚狭 高千帆 高千帆
矢田香織② 2'36"0 小川麻優② 2'37"1 神谷望美③ 2'44"4 江本温子② 2'45"8 森弘　恵③ 2'47"3 磯村小雪② 2'52"6 河村早恵③ 2'56"2
高千帆 厚狭 厚狭 小野田 高千帆 高千帆 厚狭
岡村尚江② 5'40"2 小林実穂③ 5'49"0 中村紗枝子② 5'49"4 岡村麻香③ 5'57"6 有馬千尋③ 5'59"1 川上　光② 6'02"1 佐伯華純② 6'05"7 村尾美幸② 6'12"0
高千帆 小野田 厚狭 高千帆 小野田 小野田 小野田 小野田
折尾美和② 21"8
高千帆
門田彩花② 3m55 三好美都月③ 3m08
竜王 竜王
原田梨沙③ 7m61 中尾りおん③ 7m19 田島貴恵③ 6m22
竜王 竜王 竜王
竜王 58"4 厚狭 58"8 小野田 62"5
中村優美② 田実佑菜② 藤川泉里②

4×100mR 上田沙也加② 神谷望美③ 有馬千尋③
門田彩花② 河村早恵③ 小林実穂③
中杉梨沙② 高木　茜③ 江本亮子③

100mH

走幅跳

砲丸投

200m

400m

800m

1500m

５位 ６位 ７位 ８位

100m

１位 ２位 ３位 ４位

砲丸投

1500m

3000m

走幅跳

８位

100m

200m

400m

800m

２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位１位



平成１９年度宇部市・山陽小野田市春季体育大会陸上競技の部 20007年4月14日
宇部市陸上競技場

種目 選手名 学校 記録 種目 選手名 学校 記録
男子100m 中　惇太③ 常盤 11"9 女子100m 福永侑里香② 西岐波 13"4
男子100m 佐賀祐介② 東岐波 12"6 女子100m 真﨑美希③ 藤山 14"1
男子100m 谷口拓未③ 厚南 13"3 女子100m 三浦ななか③ 藤山 14"1
男子100m 迫　友佑③ 東岐波 13"8 女子100m 松永早希② 神原 14"6
男子100m 朝倉孝征② 厚南 14"1 女子100m 伊藤弘恵② 黒石 14"7
男子100m 綿部真悟② 楠 14"2 女子100m 渡辺　萌③ 西岐波 14"8
男子100m 石川裕也② 西岐波 14"2 女子100m 田村あい③ 厚南 14"9
男子100m 井上　翼③ 上宇部 15"2 女子100m 江坂今日子③ 神原 15"1
男子100m 本村　亮② 黒石 15"3 女子100m 野間優希乃③ 上宇部 15"4
男子100m 村上　葵② 常盤 15"6 女子100m 渡辺　愛③ 上宇部 15"4
男子100m 阿部友哉① 楠 15"8 女子100m 窪井千容② 常盤 15"5
男子100m 多久裕司② 小野田 12"7 女子100m 長濱美奈② 厚南 15"6
男子100m 岩本貴弘③ 厚狭 13"1 女子100m 児玉まゆ③ 東岐波 15"7
男子100m 杉田章太③ 厚狭 13"2 女子100m 伊達千尋② 東岐波 16"0
男子100m 松原　哲② 厚陽 13"3 女子100m 中村優美② 竜王 14"6
男子100m 徳永達矢③ 厚狭 14"0 女子100m 上田沙也加② 竜王 15"3
男子100m 田平就平② 小野田 14"9 女子100m 田実佑菜② 厚狭 15"3
男子100m決勝 中　惇太③ 常盤 11"9 女子100m 中杉梨沙② 竜王 15"6
男子100m決勝 佐賀祐介② 東岐波 13"1 女子100m 折尾美和② 高千帆 15"6
男子100m決勝 谷口拓未③ 厚南 13"2 女子100m 高木　茜③ 厚狭 15"9
男子100m決勝 石川裕也② 西岐波 13"2 女子100m決勝 福永侑里香② 西岐波 12"9
男子100m決勝 朝倉孝征② 厚南 13"9 女子100m決勝 真﨑美希③ 藤山 13"7
男子100m決勝 綿部真悟② 楠 14"3 女子100m決勝 三浦ななか③ 藤山 14"1
男子100m決勝 迫　友佑③ 東岐波 14"5 女子100m決勝 田村あい③ 厚南 14"2
男子100m決勝 井上　翼③ 上宇部 DNS 女子100m決勝 伊藤弘恵② 黒石 14"3
男子200m 大田拓実③ 東岐波 25"7 女子100m決勝 松永早希② 神原 14"5
男子200m 大谷　淳③ 常盤 26"0 女子100m決勝 渡辺　萌③ 西岐波 14"5
男子200m 石川裕也② 西岐波 26"2 女子100m決勝 江坂今日子③ 神原 14"5
男子200m 海老原和晃③ 楠 26"9 女子200m 福永侑里香② 西岐波 26"8
男子200m 上田泰之③ 黒石 27"1 女子200m 林　美唯妃③ 上宇部 28"5
男子200m 薮　亮汰② 藤山 27"6 女子200m 杉山由希子② 藤山 28"7
男子200m 樋口優悟③ 楠 28"1 女子200m 真﨑美希③ 藤山 29"0
男子200m 朝倉孝征② 厚南 28"2 女子200m 江坂今日子③ 神原 29"8
男子200m 河村祐也② 黒石 30"7 女子200m 竹内絵里③ 厚南 29"9
男子200m 大野　悟② 東岐波 32"9 女子200m 桜井晴菜② 厚南 30"3
男子200m 高田憲介② 常盤 33"2 女子200m 窪井千容② 常盤 30"7
男子200m 大久保貴淑③ 小野田 26"6 女子200m 稲葉文香③ 神原 31"9
男子200m 松原　哲② 厚陽 27"2 女子200m 中村優美② 竜王 29"2
男子200m 徳永達矢③ 厚狭 28"3 女子200m 上田沙也加② 竜王 30"7
男子200m 杉田章太③ 厚狭 28"5 女子200m 田実佑菜② 厚狭 31"3
男子200m 伊東　駿③ 小野田 28"9 女子200m 藤川泉里② 小野田 31"4
男子200m 佐々木貴央② 厚狭 30"3 女子200m 中杉梨沙② 竜王 31"8
男子400m 大谷　淳③ 常盤 59"8 女子200m 高木　茜③ 厚狭 32"3
男子400m 海老原和晃③ 楠 60"4 女子400m 杉山由希子② 藤山 66"5
男子400m 増田和健② 西岐波 60"8 女子400m 下野杏菜③ 西岐波 67"1
男子400m 上田泰之③ 黒石 61"7 女子400m 高取恵里③ 神原 69"8
男子400m 國清尚之② 藤山 63"7 女子400m 横田知佳② 藤山 71"1
男子400m 朝倉孝征② 厚南 65"9 女子400m 沖本香奈子③ 神原 75"2
男子400m 時廣忠正③ 黒石 66"0 女子400m 三隅沙織③ 厚南 76"2
男子400m 加藤俊平② 上宇部 67"4 女子400m 矢田香織② 高千帆 69"1
男子400m 恩田知明③ 楠 67"8 女子400m 神谷望美③ 厚狭 70"1
男子400m 三井康平③ 東岐波 68"7 女子400m 河村早恵③ 厚狭 72"5
男子400m 藤井祐輔② 厚南 69"9 女子400m 磯村小雪② 高千帆 72"8
男子400m 藤田恒輝③ 上宇部 72"8 女子400m 森弘　恵③ 高千帆 75"7
男子400m 垣阪武志② 東岐波 78"1 女子800m 岡　愛美② 黒石 2'41"4
男子400m 重兼淳志③ 高千帆 57"9 女子800m 白壁亜実② 藤山 2'49"2



男子400m 大久保貴淑③ 小野田 60"3 女子800m 松冨友紀③ 厚南 2'49"7
男子400m 豊山義一③ 厚陽 61"1 女子800m 來島万由子② 神原 3'01"3
男子400m 吉浦康太③ 厚狭 64"0 女子800m 上田恵子① 楠 3'01"5
男子400m 西沢彰将③ 高千帆 67"9 女子800m 杉山未紗② 藤山 3'04"6
男子400m 古賀将幸③ 高千帆 69"1 女子800m 木本　愛③ 黒石 3'16"2
男子400m 田邉　空② 厚狭 72"6 女子800m 矢田香織② 高千帆 2'36"0
男子800m 増田和健② 西岐波 2'20"6 女子800m 小川麻優② 厚狭 2'37"1
男子800m 國田貴志③ 厚南 2'23"1 女子800m 神谷望美③ 厚狭 2'44"4
男子800m 赤星迅人③ 東岐波 2'26"2 女子800m 江本温子② 小野田 2'45"8
男子800m 恩田知明③ 楠 2'27"5 女子800m 森弘　恵③ 高千帆 2'47"3
男子800m 和田龍星② 藤山 2'29"9 女子800m 磯村小雪② 高千帆 2'52"6
男子800m 礒中俊佑③ 楠 2'32"8 女子800m 河村早恵③ 厚狭 2'56"2
男子800m 渡邉勇一③ 東岐波 2'36"9 女子1500m 前田浩奈③ 黒石 5'27"9
男子800m 髙橋大地② 上宇部 2'49"9 女子1500m 松冨友紀③ 厚南 5'35"2
男子800m 森重遥介③ 藤山 2'51"8 女子1500m 岡　愛美② 黒石 5'37"7
男子800m 末永将大② 上宇部 2'56"9 女子1500m 白壁亜実② 藤山 5'40"4
男子800m 吉賀勇人② 常盤 2'59"3 女子1500m 上田恵子① 楠 5'41"5
男子800m 重兼淳志③ 高千帆 2'09"0 女子1500m 頼尊　唯② 西岐波 5'41"8
男子800m 吉浦康太③ 厚狭 2'24"8 女子1500m 松尾幸枝② 厚南 5'42"3
男子800m 藤井隆行③ 竜王 2'25"1 女子1500m 上村咲貴② 常盤 5'44"6
男子800m 西沢彰将③ 高千帆 2'30"4 女子1500m 杉山未紗② 藤山 5'47"9
男子800m 鈴木鳳輝③ 竜王 2'33"2 女子1500m 後山恵美① 藤山 5'51"0
男子800m 豊山義一③ 厚陽 2'33"4 女子1500m 山﨑　茜② 厚南 5'54"2
男子800m 古賀将幸③ 高千帆 2'36"7 女子1500m 藤中茉裕③ 東岐波 6'01"4
男子1500m 渡辺圭佑③ 西岐波 4'32"9 女子1500m 錦　利紗② 東岐波 6'15"9
男子1500m 千々松　励③ 楠 4'33"9 女子1500m 濱田晶子② 東岐波 6'28"3
男子1500m 綿部崇久② 楠 4'37"8 女子1500m 岡村尚江② 高千帆 5'40"2
男子1500m 繁永博行② 厚南 4'48"2 女子1500m 小林実穂③ 小野田 5'49"0
男子1500m 浜谷拓人② 東岐波 4'56"5 女子1500m 中村紗枝子② 厚狭 5'49"4
男子1500m 藤中　渉③ 藤山 4'56"9 女子1500m 岡村麻香③ 高千帆 5'57"6
男子1500m 寺田智史③ 上宇部 4'57"7 女子1500m 有馬千尋③ 小野田 5'59"1
男子1500m 赤星迅人③ 東岐波 5'04"8 女子1500m 川上　光② 小野田 6'02"1
男子1500m 田熊優也③ 黒石 5'05"6 女子1500m 佐伯華純② 小野田 6'05"7
男子1500m 國田貴志③ 厚南 5'06"5 女子1500m 村尾美幸② 小野田 6'12"0
男子1500m 本村　亮② 黒石 5'07"2 女子1500m 田村菜生② 小野田 6'17"9
男子1500m 和田龍星② 藤山 5'07"8 女子1500m 中根未彩紀③ 高千帆 6'48"2
男子1500m 松田　創② 西岐波 5'13"7 女子100mH 横田知佳② 藤山 17"5
男子1500m 加藤俊平② 上宇部 5'20"0 女子100mH 新田　唯② 藤山 18"5
男子1500m 吉賀勇人② 常盤 6'18"7 女子100mH 岸本真衣② 上宇部 19"3
男子1500m 石井　孝③ 高千帆 4'43"6 女子100mH 大森靖子③ 西岐波 19"6
男子1500m 大賀厚志② 小野田 4'45"4 女子100mH 鷹羽志歩③ 厚南 19"9
男子1500m 中嶋翔太③ 小野田 4'58"7 女子100mH 岡本有未③ 神原 19"9
男子1500m 橋本貴裕② 高千帆 5'01"6 女子100mH 高取恵里③ 神原 20"1
男子1500m 長尾康寛② 厚狭 5'11"9 女子100mH 村尾梨紗③ 厚南 21"7
男子1500m 藤本　力③ 高千帆 5'14"1 女子100mH 折尾美和② 高千帆 21"8
男子1500m 藤濱朋哉② 厚狭 5'16"3 女子走高跳 沖永佳子③ 西岐波 1m50
男子3000m 千々松　励③ 楠 9'50"8 女子走高跳 島田美穂③ 上宇部 1m35
男子3000m 渡辺圭佑③ 西岐波 10'01"8 女子走高跳 頼重沙樹③ 西岐波 1m35
男子3000m 繁永博行② 厚南 10'09"0 女子走高跳 箕岡瑠美③ 藤山 1m30
男子3000m 綿部崇久② 楠 10'21"4 女子走高跳 竹内絵里③ 厚南 1m25
男子3000m 寺田智史③ 上宇部 10'33"9 女子走高跳 河本あゆみ③ 上宇部 1m20
男子3000m 岡村翔志② 厚南 10'37"3 女子走高跳 原田教枝③ 厚南 1m15
男子3000m 藤中　渉③ 藤山 10'44"8 女子走高跳 田中佑佳③ 藤山 1m10
男子3000m 山根豊基② 西岐波 10'48"3 女子走幅跳 三浦ななか③ 藤山 4m45
男子3000m 時廣忠正③ 黒石 10'53"2 女子走幅跳 田村あい③ 厚南 4m29
男子3000m 三井康平③ 東岐波 11'09"9 女子走幅跳 中村亜衣③ 藤山 4m29
男子3000m 日下　亮② 楠 11'13"1 女子走幅跳 桜井晴菜② 厚南 4m07
男子3000m 山藤慎吾② 厚南 11'16"8 女子走幅跳 小山知佳③ 常盤 4m03
男子3000m 白石涼太郎② 楠 11'26"3 女子走幅跳 渡辺　萌③ 西岐波 3m88



男子3000m 藤田雄多郎② 東岐波 11'29"4 女子走幅跳 石野彩良② 神原 3m87
男子3000m 森重遥介③ 藤山 11'31"3 女子走幅跳 大谷　茜③ 神原 3m87
男子3000m 中野宏一郎③ 黒石 11'32"7 女子走幅跳 平瀬萌絵② 西岐波 3m69
男子3000m 河村祐也② 黒石 11'34"7 女子走幅跳 武居美紗子② 東岐波 3m60
男子3000m 藤井裕太朗② 黒石 11'41"6 女子走幅跳 小川咲月③ 上宇部 3m43
男子3000m 阿部友哉① 楠 11'46"4 女子走幅跳 山本明香里② 東岐波 3m20
男子3000m 藤井貴章② 西岐波 13'27"8 女子走幅跳 門田彩花② 竜王 3m55
男子3000m 石井　孝③ 高千帆 10'18"0 女子走幅跳 三好美都月③ 竜王 3m08
男子3000m 橋本貴裕② 高千帆 10'26"2 女子砲丸投 田中広美③ 藤山 8m25
男子3000m 末岡佑己③ 高千帆 10'26"6 女子砲丸投 田中佑佳③ 藤山 7m97
男子3000m 藤本　力③ 高千帆 10'42"5 女子砲丸投 伊藤弘恵② 黒石 7m84
男子3000m 中嶋翔太③ 小野田 10'44"1 女子砲丸投 中村七海③ 西岐波 7m44
男子3000m 糸山翔一③ 高千帆 10'45"1 女子砲丸投 伊達千尋② 東岐波 7m17
男子3000m 末岡正也③ 高千帆 10'47"7 女子砲丸投 木田優梨華② 厚南 6m88
男子3000m 沖本卓己② 厚狭 11'16"3 女子砲丸投 岡本有未③ 神原 6m76
男子3000m 松澤　武② 厚狭 11'36"2 女子砲丸投 大島美貴③ 厚南 6m62
男子110mH 松浦一帆② 藤山 18"8 女子砲丸投 沖本香奈子③ 神原 6m54
男子110mH 倉重信吾③ 黒石 20"7 女子砲丸投 滋山夏代② 東岐波 5m45
男子110mH 兼廣明生② 藤山 21"2 女子砲丸投 原田梨沙③ 竜王 7m61
男子110mH 樋口優悟③ 楠 21"9 女子砲丸投 中尾りおん③ 竜王 7m19
男子110mH 中村公威③ 楠 23"4 女子砲丸投 田島貴恵③ 竜王 6m22
男子走高跳び 尾川雄大③ 常盤 1m35
男子走高跳び 金本　直③ 黒石 1m30
男子走高跳び 兼廣明生② 藤山 1m25
男子走高跳び 國清尚之② 藤山 1m25
男子走高跳び 藤井裕太朗② 黒石 1m20
男子走幅跳び 藏藤雅史② 藤山 5m16
男子走幅跳び 尾川雄大③ 常盤 4m83
男子走幅跳び 薮　亮汰② 藤山 4m74
男子走幅跳び 濱田康平② 東岐波 4m70
男子走幅跳び 谷口拓未③ 厚南 4m70
男子走幅跳び 山根豊基② 西岐波 4m56
男子走幅跳び 金本　直③ 黒石 4m43
男子走幅跳び 綿部真悟② 楠 3m82
男子走幅跳び 礒中俊佑③ 楠 3m60
男子走幅跳び 高田憲介② 常盤 3m59
男子走幅跳び 大野　悟② 東岐波 3m49
男子走幅跳び 岩本貴弘③ 厚狭 5m22
男子走幅跳び 金重航平② 厚狭 4m09
男子走幅跳び 佐々木貴央② 厚狭 3m62
男子三段跳び 大田拓実③ 東岐波 11m66
男子三段跳び 藏藤雅史② 藤山 11m32
男子三段跳び 迫　友佑③ 東岐波 9m51
男子砲丸投げ 中　惇太③ 常盤 9m05
男子砲丸投げ 松浦一帆② 藤山 8m93
男子砲丸投げ 森高寛二③ 東岐波 7m74
男子砲丸投げ 倉重信吾③ 黒石 7m61
男子砲丸投げ 中村公威③ 楠 7m44
男子砲丸投げ 佐賀祐介② 東岐波 7m05
男子砲丸投げ 尼崎吉樹③ 上宇部 6m34
男子砲丸投げ 田熊優也③ 黒石 5m83
男子砲丸投げ 村上　葵② 常盤 5m53
男子砲丸投げ 島田洋平③ 上宇部 5m38
男子砲丸投げ 日下　亮② 楠 5m16
男子砲丸投げ 冨田達也② 藤山 3m73
男子砲丸投げ 伊藤　謙② 竜王 7m09



男子400mリレー
東岐波 佐賀祐介② 大田拓実③ 森高寛二③ 迫　友佑③ 51"6
藤山 國清尚之② 松浦一帆② 薮　亮汰② 藏藤雅史② 51"8
常盤 大谷　淳③ 中　惇太③ 尾川雄大③ 吉賀勇人② 52"0
黒石 上田泰之③ 金本　直③ 時廣忠正③ 倉重信吾③ 54"0
楠 海老原和晃③恩田知明③ 綿部真悟② 樋口優悟③ 55"7
東岐波 大野　悟② 浜谷拓人② 藤田雄多郎②濱田康平② 57"4
藤山 兼廣明生② 藤中　渉③ 和田龍星② 森重遥介③ 58"0
黒石 藤井裕太朗②本村　亮② 中野宏一郎③河村祐也② 60"6
楠 中村公威③ 礒中俊佑③ 白石涼太郎②日下　亮② 62"1
厚狭 杉田章太③ 吉浦康太③ 徳永達矢③ 岩本貴弘③ 53"0
小野田 伊東　駿③ 多久裕司② 大久保貴淑③中嶋翔太③ 53"3

女子400mリレー
西岐波 福永侑里香②西島　亜希② 平瀬萌絵② 下野杏菜③ 54"5
藤山 横田知佳② 真﨑美希③ 中村亜衣③ 三浦ななか③ 55"6
上宇部 伊勢千紘③ 林　美唯妃③ 野間優希乃③渡辺　愛③ 57"3
西岐波 竹内琴美③ 大森靖子③ 頼尊　唯② 西田　恵③ 57"5
神原 石野彩良② 江坂今日子③高取恵里③ 松永早希② 58"0
厚南 田村あい③ 桜井晴菜② 原田教枝③ 竹内絵里③ 58"3
藤山 箕岡瑠美③ 杉山由希子②田中佑佳③ 新田　唯② 58"6
上宇部 内田莉帆② 岸本真衣② 引藤さやか② 布田詩織② 59"9
厚南 大島美貴③ 村尾梨紗③ 鷹羽志歩③ 三隅沙織③ 60"1
黒石 伊藤弘恵② 岡　愛美② 木本　愛③ 前田浩奈③ 61"0
神原 大谷　茜③ 岡本有未③ 沖本香奈子③稲葉文香③ 失格
竜王 中村優美② 上田沙也加②門田彩花② 中杉梨沙② 58"4
厚狭 田実佑菜② 神谷望美③ 河村早恵③ 高木　茜③ 58"8
小野田 藤川泉里② 有馬千尋③ 小林実穂③ 江本亮子③ 62"5

記録責任者　　大山　雄桑村浩文


