
平成２０年度宇部市新人体育大会 決勝記録一覧
２００８年10月12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
村上新一郎② 12"5 三戸博斗① 12"9 前田悠介② 13"0 林　哲大② 13"1 松永直樹① 13"3 金澤忠海② 13"3 遠入悠生① 13"3 大楽純也① 14"3
西岐波 西岐波 黒石 東岐波 東岐波 常盤 厚南 楠
三戸博斗① 26"7 前田悠介② 26"9 金澤忠海② 26"9 三浦寛大② 27"2 岡本　将① 28"2 後　竜立② 28"5 大楽純也① 29"0 田中隼人① 29"3
西岐波 黒石 常盤 藤山 西岐波 常盤 楠 厚南
三宅亮平② 59"3 杉村優人① 60"5 笹尾祐太② 60"5 山本涼司② 60"9 吉村紀史② 61"9 藤本慎之介② 66"6 前田祐一郎① 68"1 重枝　渉② 68"2
藤山 厚南 藤山 2位 黒石 東岐波 常盤 黒石 楠
髙野真生② 2'13"8 杉村優人① 2'17"2 村上　弦② 2'28"7 綾木雅文② 2'30"6 室川泰平① 2'31"8 後　竜立② 2'32"2 高井　瞭② 2'54"3 御手洗知史① 3'18"5
黒石 厚南 東岐波 藤山 黒石 常盤 東岐波 楠
藤永琢也① 4'41"8 吉村紀史② 4'52"1 綿部忠伸① 4'54"8 村上　弦② 5'04"9 高山智哉① 5'05"6 上田　司② 5'09"1 岡本将弥② 5'14"6 南　和秀① 5'21"8
厚南 東岐波 楠 東岐波 西岐波 上宇部 黒石 厚南
綿部忠伸① 10'41"1 末冨勇人② 10'43"0 上田　司② 10'49"2 永田立輝① 10'50"8 高山智哉① 11'00"1 酒井友輔① 11'20"1 前田勝也① 11'23"1 石橋朋弥① 11'24"8
楠 東岐波 上宇部 東岐波 西岐波 黒石 黒石 黒石
長松朋毅② 20"6 三宅亮平② 21"1 大下潤也① 21"2 藤里　翼① 21"6 横田朋侑① 22"1 山川嵩史① 24"8 松本将嵩① 28"0
常盤 藤山 西岐波 厚南 藤山 常盤 東岐波
笹尾祐太② 1m63 藤里　翼① 1m40 山川嵩史① 1m35 山下亮次① 1m35 千葉正太② 1m20 田原凱至① 1m15 室川泰平① 1m15
藤山 厚南 常盤 西岐波 3位 黒石 西岐波 黒石 6位
三浦寛大② 5m00 山本涼司② 4m95 大下潤也① 4m67 妹尾聡士② 4m63 綾木雅文② 4m62 岡本将弥② 4m14 松永直樹① 4m12 戸田純平② 3m85
藤山 黒石 西岐波 常盤 藤山 黒石 東岐波 東岐波
林　哲大② 10m52 妹尾聡士② 9m92
東岐波 常盤
長松朋毅② 8m18 工藤聖也② 7m93 渡邉翔次② 7m75 髙野真生② 7m30 田村優樹② 7m09 弘中龍也② 7m02 松浦隼也① 6m53 原田高徳① 6m01
常盤 東岐波 東岐波 黒石 常盤 楠 藤山 西岐波
西岐波A 51"2 藤山A 51"9 常盤A 53"1 黒石A 53"9 東岐波A 54"1 東岐波B 59"6 西岐波B 60"0
岡本　将① 綾木雅文② 佐藤未来也② 酒井友輔① 工藤聖也② 戸田純平② 中尾元紀①

4×100mR 三戸博斗① 三宅亮平② 金澤忠海② 前田悠介② 松永直樹① 村上　弦② 田原凱至①
大下潤也① 三浦寛大② 妹尾聡士② 山本涼司② 小坂久斗② 西岡晃宏② 山下亮次①
村上新一郎② 笹尾祐太② 長松朋毅② 髙野真生② 林　哲大② 吉村紀史② 高山智哉①
東岐波 黒石 西岐波 藤山 常盤 厚南 楠 上宇部
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平成20年度宇部市新人体育大会 決勝記録一覧
２００８年10月12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

女子の部
清水綾乃② 13"5 瀬戸口真美② 13"9 伊藤美由紀② 14"0 前山祐美子② 14"3 里中花実② 14"3 田村奈央② 14"5 石本真央① 14"7 松屋奈美② 15"1
藤山 常盤 常盤 東岐波 西岐波 神原 西岐波 黒石
清水綾乃② 27"0 瀬戸口真美② 28"2 原田瑞希② 29"1 里中花実② 29"5 前山祐美子② 29"6 田村奈央② 30"3 西村美穂② 30"8 石本真央① 30"8
藤山 常盤 藤山 西岐波 東岐波 神原 常盤 西岐波
福田晴夏② 64"7 杉山沙瑛子① 68"8 中村愛海② 68"8 栗原七海① 70"4 柿田美幸② 70"9 西村美穂② 71"6 村上陽美① 74"7 佐和美月① 75"3
常盤 藤山 西岐波 藤山 黒石 常盤 楠 厚南
福重晴菜② 2'32"8 又木志緒里① 2'34"4 大谷奈央① 2'38"5 野田菜穂子① 2'42"0 後山恵美② 2'44"2 三藤彩華① 2'46"4 恵本綾香① 2'47"1 玉井芹菜① 2'48"1
神原 藤山 常盤 西岐波 藤山 厚南 東岐波 厚南
上田恵子② 5'18"0 伊藤愛美② 5'18"8 森重春加② 5'25"3 後山恵美② 5'25"5 三藤彩華① 5'26"8 濱原志穂① 5'29"9 恵本綾香① 5'31"6 中嶋美佳② 5'36"4
楠 西岐波 藤山 藤山 厚南 西岐波 東岐波 厚南
西田真由① 18"0 相良実穂② 18"0 福岡沙希② 18"0 又木志緒里① 18"3 北田芹奈② 19"4 鷹羽佑佳① 20"1 涌井　和① 21"3 若林奈津美② 23"5
常盤 藤山 西岐波 藤山 厚南 厚南 常盤 西岐波
福岡沙希② 1m35 山内美賀子① 1m35 山根晴香① 1m30 安平次智美② 1m25 白石佳菜② 1m20 原田智恵① 1m20 末広真奈① 1m15 三宅真由① 1m15
西岐波 西岐波 常盤 黒石 黒石 厚南 東岐波 藤山
伊藤美由紀② 4m45 福田晴夏② 4m40 原田瑞希② 4m11 宗本麻花① 3m99 沓野未希① 3m97 中村愛海② 3m96 橋本えりか① 3m83 渡辺悠希② 3m72
常盤 常盤 藤山 厚南 黒石 西岐波 藤山 西岐波
亀岡愛② 7m81 松屋奈美② 7m18 若林奈津美② 6m96 百衣芙実華② 6m32 藤田麻里② 5m98 山本ひとみ② 5m69 古川実樹② 5m63
藤山 黒石 西岐波 黒石 藤山 常盤 東岐波
常盤A 53"8 藤山A 54"2 西岐波A 56"4 常盤B 57"8 藤山B 58"0 厚南A 58"8 黒石A 58"9 東岐波A 58"9
西村美穂② 木嶋菜々子① 野田菜穂子① 西田真由① 長野百恵① 北田芹奈② 藤田れいか② 浜谷夏海①

4×100mR 瀬戸口真美② 清水綾乃② 中村愛海② 大谷奈央① 相良実穂② 松本いずみ② 柿田美幸② 前山祐美子②

伊藤美由紀② 又木志緒里① 里中花実② 涌井　和① 杉山沙瑛子① 山本依璃耶① 松屋奈美② 恵本綾香①
福田晴夏② 原田瑞希② 石本真央① 山根晴香① 成重まゆり① 柳原久美子① 安平次智美② 末広真奈①
藤山 常盤 西岐波 黒石 厚南 東岐波 神原 楠
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平成２０年度山陽小野田市新人体育大会 決勝記録一覧
２００８年10月12日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟 記録責任者　桑村浩文

男子の部
岡﨑峰幸② 13"1 上野智弘② 13"5 藤濱真聖① 13"6 田実和也① 13"6 上玉利剛① 14"1 石田郁実① 14"2
小野田 厚狭 厚狭 厚狭 小野田 小野田
伊崎善紀② 25"8 上玉利剛① 27"8 白石大雅② 27"9 剣持勇士② 28"6
小野田 小野田 厚狭 厚狭
湊　佳斗② 60"4 高尾翔太① 73"0 安藤雅裕① 73"4 西村篤史① 73"7
厚狭 小野田 厚狭 厚狭
河本賢治② 2'21"1 横路　篤② 2'27"5 藤村仁士② 2'36"0 原田拓実② 2'47"3 古賀慎一朗① 3'01"6
高千帆 厚狭 竜王 竜王 竜王
金重真智② 4'43"2 河本賢治② 4'44"9 沖田悠輔② 4'59"9 景山幸人② 5'01"6 原田拓実② 5'19"4 川上扶実也① 5'28"8
厚狭 高千帆 高千帆 小野田 竜王 厚狭
岡本遼平② 10'23"7 沖田悠輔② 10'44"2 國廣赳史② 11'11"8 沖田浩輝② 11'25"1
厚狭 高千帆 高千帆 高千帆
頓宮嘉浩② 22"2
厚狭
藤村仁士② 4m73 中村康宏② 4m47 江藤優太② 3m89 西　翔② 3m87
竜王 竜王 厚狭 厚狭
平澤優一② 6m67 横路　篤② 6m01 古賀慎一朗① 4m45 宮本　守① 3m94
厚狭 厚狭 竜王 厚狭
小野田A 50"7 厚狭A 52"8 厚狭B 54"2
石田郁実① 上野智弘② 田実和也①

4×100mR 岡﨑峰幸② 湊　佳斗② 岡本遼平②
岩村拓哉② 剣持勇士② 白石大雅②
伊崎善紀② 藤濱真聖① 頓宮嘉浩②

女子の部
繁永歩祐子① 14"2 島内江里奈② 14"4 長田善美① 14"8 津村友里江① 15"0 田村真央② 15"2 麻野結衣② 15"6 伊藤佳菜① 15"7 大塚　彩① 15"8
高千帆 高千帆 （1位） 厚狭 小野田 厚狭 厚狭 高千帆 小野田
繁永歩祐子① 28"6 津村友里江① 30"5 山本瑛奈② 30"6 田村真央② 30"9 井上真波① 32"1 坂木茜音① 33"0 尾﨑絢乃① 33"4
高千帆 小野田 高千帆 厚狭 厚狭 高千帆 小野田
重兼由佳② 72"2 岩本美佳① 75"0 大塚　彩① 76"6 池田絢子① 78"8
高千帆 厚狭 小野田 厚狭
岡　菜摘② 2'32"1 追埼紗都美① 2'34"8 岡村映里② 2'51"0 岩本美佳① 2'52"5 岩村彩香② 3'03"1
高千帆 高千帆 厚狭 厚狭 厚狭
野村有佳② 5'22"0 河内　葵① 5'29"1 藤野裕依① 5'51"4
高千帆 高千帆 厚狭
島内江里奈② 19"1 飯島美鈴② 21"1
高千帆 厚狭
谷口詩穂① 1m20
高千帆
山本涼子② 4m04 長田善美① 3m94 伊藤佳菜① 3m20
厚狭 厚狭 高千帆
武野愛皆① 7m91 上村茉弥② 7m41 山田沙登美② 7m14 山本瑛奈② 7m08 坂木茜音① 6m36 井上真波① 6m25 重兼由佳② 6m24 池田絢子① 4m92
竜王 厚狭 竜王 高千帆 高千帆 厚狭 高千帆 厚狭
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平成２０年度宇部市新人体育大会 記録一覧
２００８年10月12日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇部市中学校体育連盟

種目 氏名 学校 記録 種目 氏名 学校 記録
男子１００ｍ 村上新一郎② 西岐波 12"8 女子１００ｍ 清水綾乃② 藤山 13"4
男子１００ｍ 岡﨑峰幸② 小野田 13"1 女子１００ｍ 伊藤美由紀② 常盤 13"9
男子１００ｍ 松永直樹① 東岐波 13"2 女子１００ｍ 瀬戸口真美② 常盤 14"1
男子１００ｍ 金澤忠海② 常盤 13"2 女子１００ｍ 里中花実② 西岐波 14"2
男子１００ｍ 前田悠介② 黒石 13"2 女子１００ｍ 繁永歩祐子① 高千帆 14"2
男子１００ｍ 三戸博斗① 西岐波 13"4 女子１００ｍ 前山祐美子② 東岐波 14"3
男子１００ｍ 林　哲大② 東岐波 13"5 女子１００ｍ 島内江里奈② 高千帆 14"4
男子１００ｍ 上野智弘② 厚狭 13"5 女子１００ｍ 田村奈央② 神原 14"7
男子１００ｍ 藤濱真聖① 厚狭 13"6 女子１００ｍ 松屋奈美② 黒石 14"8
男子１００ｍ 田実和也① 厚狭 13"6 女子１００ｍ 長田善美① 厚狭 14"8
男子１００ｍ 遠入悠生① 厚南 13"7 女子１００ｍ 石本真央① 西岐波 14"9
男子１００ｍ 上玉利剛① 小野田 14"1 女子１００ｍ 柳原久美子① 厚南 14"9
男子１００ｍ 大楽純也① 楠 14"1 女子１００ｍ 藤田れいか② 黒石 15"0
男子１００ｍ 石田郁実① 小野田 14"2 女子１００ｍ 津村友里江① 小野田 15"0
男子１００ｍ 佐藤未来也② 常盤 14"3 女子１００ｍ 木嶋菜々子① 藤山 15"1
男子１００ｍ 福嶋正太郎① 上宇部 14"5 女子１００ｍ 田村真央② 厚狭 15"2
男子１００ｍ 田中隼人① 厚南 14"8 女子１００ｍ 末広真奈① 東岐波 15"3
男子１００ｍ 松浦隼也① 藤山 15"8 女子１００ｍ 麻野結衣② 厚狭 15"6
男子１００ｍ 村田篤志① 上宇部 18"0 女子１００ｍ 伊藤佳菜① 高千帆 15"7
男子２００ｍ 伊崎善紀② 小野田 25"8 女子１００ｍ 大塚　彩① 小野田 15"8
男子２００ｍ 三戸博斗① 西岐波 26"7 女子１００ｍ 尾﨑絢乃① 小野田 16"0
男子２００ｍ 金澤忠海② 常盤 26"9 女子１００ｍ 筒井麗恵② 神原 16"3
男子２００ｍ 前田悠介② 黒石 26"9 女子１００ｍ 松本いずみ② 厚南 16"8
男子２００ｍ 三浦寛大② 藤山 27"2 女子１００ｍ 横田道代① 上宇部 17"0
男子２００ｍ 上玉利剛① 小野田 27"8 女子１００ｍ 岡本　唯① 上宇部 17"2
男子２００ｍ 白石大雅② 厚狭 27"9 女子２００ｍ 清水綾乃② 藤山 27"0
男子２００ｍ 岡本　将① 西岐波 28"2 女子２００ｍ 瀬戸口真美② 常盤 28"2
男子２００ｍ 後　竜立② 常盤 28"5 女子２００ｍ 繁永歩祐子① 高千帆 28"6
男子２００ｍ 剣持勇士② 厚狭 28"6 女子２００ｍ 原田瑞希② 藤山 29"1
男子２００ｍ 大楽純也① 楠 29"0 女子２００ｍ 里中花実② 西岐波 29"5
男子２００ｍ 田中隼人① 厚南 29"3 女子２００ｍ 前山祐美子② 東岐波 29"6
男子２００ｍ 頓宮嘉浩② 厚狭 29"5 女子２００ｍ 田村奈央② 神原 30"3
男子２００ｍ 重枝　渉② 楠 30"2 女子２００ｍ 津村友里江① 小野田 30"5
男子２００ｍ 小坂久斗② 東岐波 30"5 女子２００ｍ 山本瑛奈② 高千帆 30"6
男子２００ｍ 千葉正太② 黒石 31"3 女子２００ｍ 石本真央① 西岐波 30"8
男子２００ｍ 横田朋侑① 藤山 31"4 女子２００ｍ 西村美穂② 常盤 30"8
男子２００ｍ 金沢充貴② 東岐波 32"0 女子２００ｍ 田村真央② 厚狭 30"9
男子２００ｍ 山根弘睦① 上宇部 35"0 女子２００ｍ 糸野夏帆② 黒石 31"1
男子２００ｍ 浜田隼哉① 上宇部 37"5 女子２００ｍ 沓野未希① 黒石 31"5
男子４００ｍ 三宅亮平② 藤山 59"3 女子２００ｍ 井上真波① 厚狭 32"1
男子４００ｍ 湊　佳斗② 厚狭 60"4 女子２００ｍ 浜谷夏海① 東岐波 32"2
男子４００ｍ 笹尾祐太② 藤山 60"5 女子２００ｍ 山本依璃耶① 厚南 32"3
男子４００ｍ 杉村優人① 厚南 60"5 女子２００ｍ 坂木茜音① 高千帆 33"0
男子４００ｍ 山本涼司② 黒石 60"9 女子２００ｍ 尾﨑絢乃① 小野田 33"4
男子４００ｍ 吉村紀史② 東岐波 61"9 女子２００ｍ 平本里美① 楠 33"9
男子４００ｍ 藤本慎之介② 常盤 66"6 女子２００ｍ 越野まどか① 楠 35"1
男子４００ｍ 前田祐一郎① 黒石 68"1 女子２００ｍ 井上穂乃佳① 厚南 36"0
男子４００ｍ 重枝　渉② 楠 68"2 女子２００ｍ 岡本　唯① 上宇部 36"3
男子４００ｍ 佐賀翔太① 東岐波 70"2 女子４００ｍ 福田晴夏② 常盤 64"7
男子４００ｍ 高尾翔太① 小野田 73"0 女子４００ｍ 中村愛海② 西岐波 68"8
男子４００ｍ 安藤雅裕① 厚狭 73"4 女子４００ｍ 杉山沙瑛子① 藤山 68"8
男子４００ｍ 西村篤史① 厚狭 73"7 女子４００ｍ 栗原七海① 藤山 70"4
男子４００ｍ 古林大樹① 上宇部 78"1 女子４００ｍ 柿田美幸② 黒石 70"9
男子４００ｍ 山根弘睦① 上宇部 78"9 女子４００ｍ 西村美穂② 常盤 71"6
男子４００ｍ 御手洗知史① 楠 90"0 女子４００ｍ 重兼由佳② 高千帆 72"2
男子８００ｍ 髙野真生② 黒石 2'13"8 女子４００ｍ 村上陽美① 楠 74"7



男子８００ｍ 杉村優人① 厚南 2'17"2 女子４００ｍ 岩本美佳① 厚狭 75"0
男子８００ｍ 河本賢治② 高千帆 2'21"1 女子４００ｍ 佐和美月① 厚南 75"3
男子８００ｍ 横路　篤② 厚狭 2'27"5 女子４００ｍ 大塚　彩① 小野田 76"6
男子８００ｍ 村上　弦② 東岐波 2'28"7 女子４００ｍ 大谷夏海② 黒石 76"9
男子８００ｍ 綾木雅文② 藤山 2'30"6 女子４００ｍ 高村祥可① 東岐波 77"2
男子８００ｍ 室川泰平① 黒石 2'31"8 女子４００ｍ 池田絢子① 厚狭 78"8
男子８００ｍ 後　竜立② 常盤 2'32"2 女子４００ｍ 鷲尾采香① 厚南 79"0
男子８００ｍ 藤村仁士② 竜王 2'36"0 女子８００ｍ 岡　菜摘② 高千帆 2'32"1
男子８００ｍ 原田拓実② 竜王 2'47"3 女子８００ｍ 福重晴菜② 神原 2'32"8
男子８００ｍ 高井　瞭② 東岐波 2'54"3 女子８００ｍ 又木志緒里① 藤山 2'34"4
男子８００ｍ 古賀慎一朗① 竜王 3'01"6 女子８００ｍ 追埼紗都美① 高千帆 2'34"8
男子８００ｍ 御手洗知史① 楠 3'18"5 女子８００ｍ 大谷奈央① 常盤 2'38"5
男子１５００ｍ 藤永琢也① 厚南 4'41"8 女子８００ｍ 野田菜穂子① 西岐波 2'42"0
男子１５００ｍ 金重真智② 厚狭 4'43"2 女子８００ｍ 後山恵美② 藤山 2'44"2
男子１５００ｍ 河本賢治② 高千帆 4'44"9 女子８００ｍ 三藤彩華① 厚南 2'46"4
男子１５００ｍ 吉村紀史② 東岐波 4'52"1 女子８００ｍ 恵本綾香① 東岐波 2'47"1
男子１５００ｍ 綿部忠伸① 楠 4'54"8 女子８００ｍ 玉井芹菜① 厚南 2'48"1
男子１５００ｍ 沖田悠輔② 高千帆 4'59"9 女子８００ｍ 岡村映里② 厚狭 2'51"0
男子１５００ｍ 景山幸人② 小野田 5'01"6 女子８００ｍ 柿田美幸② 黒石 2'51"8
男子１５００ｍ 村上　弦② 東岐波 5'04"9 女子８００ｍ 中尾文香① 西岐波 2'52"2
男子１５００ｍ 高山智哉① 西岐波 5'05"6 女子８００ｍ 岩本美佳① 厚狭 2'52"5
男子１５００ｍ 上田　司② 上宇部 5'09"1 女子８００ｍ 平原莉子① 黒石 2'54"3
男子１５００ｍ 岡本将弥② 黒石 5'14"6 女子８００ｍ 伊達彩乃① 東岐波 3'01"2
男子１５００ｍ 原田拓実② 竜王 5'19"4 女子８００ｍ 岩村彩香② 厚狭 3'03"1
男子１５００ｍ 南　和秀① 厚南 5'21"8 女子８００ｍ 山本ひとみ② 常盤 3'31"5
男子１５００ｍ 川上扶実也① 厚狭 5'28"8 女子１５００ｍ上田恵子② 楠 5'18"0
男子１５００ｍ 猪口諒介① 楠 5'39"6 女子１５００ｍ伊藤愛美② 西岐波 5'18"8
男子１５００ｍ 古林大樹① 上宇部 5'41"3 女子１５００ｍ野村有佳② 高千帆 5'22"0
男子３０００ｍ 岡本遼平② 厚狭 10'23"7 女子１５００ｍ森重春加② 藤山 5'25"3
男子３０００ｍ 綿部忠伸① 楠 10'41"1 女子１５００ｍ後山恵美② 藤山 5'25"5
男子３０００ｍ 末冨勇人② 東岐波 10'43"0 女子１５００ｍ三藤彩華① 厚南 5'26"8
男子３０００ｍ 沖田悠輔② 高千帆 10'44"2 女子１５００ｍ河内　葵① 高千帆 5'29"1
男子３０００ｍ 上田　司② 上宇部 10'49"2 女子１５００ｍ濱原志穂① 西岐波 5'29"9
男子３０００ｍ 永田立輝① 東岐波 10'50"8 女子１５００ｍ恵本綾香① 東岐波 5'31"6
男子３０００ｍ 高山智哉① 西岐波 11'00"1 女子１５００ｍ中嶋美佳② 厚南 5'36"4
男子３０００ｍ 國廣赳史② 高千帆 11'11"8 女子１５００ｍ成重まゆり① 藤山 5'38"2
男子３０００ｍ 酒井友輔① 黒石 11'20"1 女子１５００ｍ近重明日香① 楠 5'38"8
男子３０００ｍ 前田勝也① 黒石 11'23"1 女子１５００ｍ玉井芹菜① 厚南 5'40"3
男子３０００ｍ 石橋朋弥① 黒石 11'24"8 女子１５００ｍ山根晴香① 常盤 5'40"7
男子３０００ｍ 沖田浩輝② 高千帆 11'25"1 女子１５００ｍ久保田真衣② 厚南 5'45"4
男子３０００ｍ 猪口諒介① 楠 11'40"3 女子１５００ｍ黒川　慈① 西岐波 5'47"2
男子３０００ｍ 藤田知希① 東岐波 11'43"3 女子１５００ｍ伊達彩乃① 東岐波 5'49"2
男子３０００ｍ 縄田　大② 東岐波 11'47"4 女子１５００ｍ林　千弥② 黒石 5'50"5
男子３０００ｍ 後藤拓矢① 上宇部 12'01"6 女子１５００ｍ藤野裕依① 厚狭 5'51"4
男子３０００ｍ 村田海志① 上宇部 12'39"5 女子１５００ｍ大谷夏海② 黒石 5'57"0
男子３０００ｍ 東野亮平① 楠 12'50"1 女子１５００ｍ溝田優妃① 西岐波 5'57"9
男子３０００ｍ 西岡晃宏② 東岐波 13'47"8 女子１５００ｍ犬童美菜子① 黒石 6'04"6
男子３０００ｍ 湯下智行① 東岐波 13'52"8 女子１５００ｍ花山亜希① 黒石 6'28"0
男子１１０ｍH 長松朋毅② 常盤 20"6 女子１0０ｍH 福岡沙希② 西岐波 18"0
男子１１０ｍH 三宅亮平② 藤山 21"1 女子１0０ｍH 西田真由① 常盤 18"0
男子１１０ｍH 大下潤也① 西岐波 21"2 女子１0０ｍH 相良実穂② 藤山 18"0
男子１１０ｍH 藤里　翼① 厚南 21"6 女子１0０ｍH 又木志緒里① 藤山 18"3
男子１１０ｍH 横田朋侑① 藤山 22"1 女子１0０ｍH 島内江里奈② 高千帆 19"1
男子１１０ｍH 頓宮嘉浩② 厚狭 22"2 女子１0０ｍH 北田芹奈② 厚南 19"4
男子１１０ｍH 山川嵩史① 常盤 24"8 女子１0０ｍH 鷹羽佑佳① 厚南 20"1
男子１１０ｍH 松本将嵩① 東岐波 28"0 女子１0０ｍH 飯島美鈴② 厚狭 21"1
男子走幅跳 三浦寛大② 藤山 5m00 女子１0０ｍH 涌井　和① 常盤 21"3
男子走幅跳 山本涼司② 黒石 4m95 女子１0０ｍH 若林奈津美② 西岐波 23"5
男子走幅跳 藤村仁士② 竜王 4m73 女子１0０ｍH 藤本美咲② 黒石 24"3
男子走幅跳 大下潤也① 西岐波 4m67 女子走幅跳 伊藤美由紀② 常盤 4m45



男子走幅跳 妹尾聡士② 常盤 4m63 女子走幅跳 福田晴夏② 常盤 4m40
男子走幅跳 綾木雅文② 藤山 4m62 女子走幅跳 原田瑞希② 藤山 4m11
男子走幅跳 中村康宏② 竜王 4m47 女子走幅跳 山本涼子② 厚狭 4m04
男子走幅跳 岡本将弥② 黒石 4m14 女子走幅跳 宗本麻花① 厚南 3m99
男子走幅跳 松永直樹① 東岐波 4m12 女子走幅跳 沓野未希① 黒石 3m97
男子走幅跳 江藤優太② 厚狭 3m89 女子走幅跳 中村愛海② 西岐波 3m96
男子走幅跳 西　翔② 厚狭 3m87 女子走幅跳 長田善美① 厚狭 3m94
男子走幅跳 戸田純平② 東岐波 3m85 女子走幅跳 橋本えりか① 藤山 3m83
男子走幅跳 藤井貴之① 常盤 3m58 女子走幅跳 渡辺悠希② 西岐波 3m72
男子走幅跳 村田篤志① 上宇部 3m29 女子走幅跳 筒井麗恵② 神原 3m58
男子走幅跳 宮崎拓哉① 西岐波 2m71 女子走幅跳 糸野夏帆② 黒石 3m58
男子走高跳 笹尾祐太② 藤山 1m63 女子走幅跳 浜谷夏海① 東岐波 3m52
男子走高跳 藤里　翼① 厚南 1m40 女子走幅跳 谷村唯麻① 厚南 3m44
男子走高跳 山下亮次① 西岐波 1m35 女子走幅跳 横田道代① 上宇部 3m33
男子走高跳 山川嵩史① 常盤 1m35 女子走幅跳 伊藤佳菜① 高千帆 3m20
男子走高跳 千葉正太② 黒石 1m20 女子走高跳 福岡沙希② 西岐波 1m35
男子走高跳 田原凱至① 西岐波 1m15 女子走高跳 山内美賀子① 西岐波 1m35
男子走高跳 室川泰平① 黒石 1m15 女子走高跳 山根晴香① 常盤 1m30
男子走高跳 金子侑雅① 東岐波 記録なし 女子走高跳 安平次智美② 黒石 1m25
男子砲丸投 長松朋毅② 常盤 8m18 女子走高跳 原田智恵① 厚南 1m20
男子砲丸投 宮本　守① 厚狭 3m94 女子走高跳 白石佳菜② 黒石 1m20
男子砲丸投 中尾元紀① 西岐波 4m35 女子走高跳 谷口詩穂① 高千帆 1m20
男子砲丸投 古賀慎一朗① 竜王 4m45 女子走高跳 末広真奈① 東岐波 1m15
男子砲丸投 前田祐一郎① 黒石 4m89 女子走高跳 三宅真由① 藤山 1m15
男子砲丸投 福嶋正太郎① 上宇部 5m83 女子走高跳 三吉紗矢① 厚南 1m15
男子砲丸投 原田高徳① 西岐波 6m01 女子走高跳 西田真由① 常盤 記録なし
男子砲丸投 横路　篤② 厚狭 6m01 女子走高跳 相良実穂② 藤山 記録なし
男子砲丸投 松浦隼也① 藤山 6m53 女子走高跳 飯島美鈴② 厚狭 記録なし
男子砲丸投 平澤優一② 厚狭 6m67 女子砲丸投 武野愛皆① 竜王 7m91
男子砲丸投 弘中龍也② 楠 7m02 女子砲丸投 亀岡愛② 藤山 7m81
男子砲丸投 田村優樹② 常盤 7m09 女子砲丸投 上村茉弥② 厚狭 7m41
男子砲丸投 髙野真生② 黒石 7m30 女子砲丸投 松屋奈美② 黒石 7m18
男子砲丸投 渡邉翔次② 東岐波 7m75 女子砲丸投 山田沙登美② 竜王 7m14
男子砲丸投 工藤聖也② 東岐波 7m93 女子砲丸投 山本瑛奈② 高千帆 7m08
男子三段跳 林　哲大② 東岐波 10m52 女子砲丸投 若林奈津美② 西岐波 6m96
男子三段跳 妹尾聡士② 常盤 9m92 女子砲丸投 坂木茜音① 高千帆 6m36
男子三段跳 中村康宏② 竜王 記録なし 女子砲丸投 百衣芙実華② 黒石 6m32

女子砲丸投 井上真波① 厚狭 6m25
女子砲丸投 重兼由佳② 高千帆 6m24
女子砲丸投 藤田麻里② 藤山 5m98
女子砲丸投 山本ひとみ② 常盤 5m69
女子砲丸投 古川実樹② 東岐波 5m63
女子砲丸投 池田絢子① 厚狭 4m92
女子砲丸投 渡辺悠希② 西岐波 m
女子砲丸投 涌井　和① 常盤 m



男子　4×100mR
組 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 氏名・年 氏名・年 氏名・年 氏名・年 記録
1 5 西岐波A 岡本　将① 三戸博斗① 大下潤也① 村上新一郎② 51"2
1 6 藤山A 綾木雅文② 三宅亮平② 三浦寛大② 笹尾祐太② 51"9
1 4 常盤A 佐藤未来也② 金澤忠海② 妹尾聡士② 長松朋毅② 53"1
1 7 黒石A 酒井友輔① 前田悠介② 山本涼司② 髙野真生② 53"9
1 3 東岐波A 工藤聖也② 松永直樹① 小坂久斗② 林　哲大② 54"1
2 7 東岐波B 戸田純平② 村上　弦② 西岡晃宏② 吉村紀史② 59"6
2 3 西岐波B 中尾元紀① 田原凱至① 山下亮次① 高山智哉① 60"0
1 2 上宇部A 山根弘睦① 後藤拓矢① 村田篤志① 福嶋正太郎① 失格
2 2 常盤B 藤本慎之介② 田村優樹② 岩崎直弥② 後　竜立② 失格

2 5 小野田A 石田郁実① 岡﨑峰幸② 岩村拓哉② 伊崎善紀② 50"7
2 4 厚狭A 上野智弘② 湊　佳斗② 剣持勇士② 藤濱真聖① 52"8
2 6 厚狭B 田実和也① 岡本遼平② 白石大雅② 頓宮嘉浩② 54"2

女子　4×100mR
組 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 氏名・年 氏名・年 氏名・年 氏名・年 記録
1 4 常盤A 西村美穂② 瀬戸口真美② 伊藤美由紀② 福田晴夏② 53"8
1 5 藤山A 木嶋菜々子① 清水綾乃② 又木志緒里① 原田瑞希② 54"2
1 3 西岐波A 野田菜穂子① 中村愛海② 里中花実② 石本真央① 56"4
2 3 常盤B 西田真由① 大谷奈央① 涌井　和① 山根晴香① 57"8
2 2 藤山B 長野百恵① 相良実穂② 杉山沙瑛子① 成重まゆり① 58"0
1 2 厚南A 北田芹奈② 松本いずみ② 山本依璃耶① 柳原久美子① 58"8
1 6 黒石A 藤田れいか② 柿田美幸② 松屋奈美② 安平次智美② 58"9
1 7 東岐波A 浜谷夏海① 前山祐美子② 恵本綾香① 末広真奈① 58"9
2 8 西岐波B 渡辺悠希② 山内美賀子① 福岡沙希② 伊藤愛美② 60"0
2 7 黒石B 百衣芙実華② 大谷夏海② 林　千弥② 糸野夏帆② 61"1

2 5 高千帆A 重兼由佳② 島内江里奈② 山本瑛奈② 繁永歩祐子① 55"4
2 4 厚狭A 麻野結衣② 田村真央② 長田善美① 井上真波① 58"8
2 6 厚狭B 上村茉弥② 山本涼子② 岡村映里② 池田絢子① 59"9

記録責任者　 桑村浩文


