
（競技場コード：３５２０１０）

日付 種目

石川順典(3) 12.22 村田拳弥(3) 12.82 河本真成(3) 12.83 野村　優(3) 12.86 小栗祥立(3) 12.93 清水嵩也(2) 13.26 伊東賢哉(2) 13.29 中原　信(3) 13.41

厚保 川中 山の田 勝山 常盤 田万川 垢田 福栄

岡　健太(3) 24.83 金子将大(3) 25.27 内田凌汰(3) 25.75 佐竹大樹(3) 26.00 佐々木匡彦(3) 26.10 吉岡大騎(3) 26.48 西村栄太郎(3) 26.52 光田憲之(3) 26.66

福栄 萩東 東部 長府 勝山 福賀 小野田 東岐波

中野雄次(3) 53.99 岩本脩哉(3) 56.44 小森博人(3) 56.96 岡﨑敦輝(3) 57.84 吉村秀人(3) 57.92 大村幸太朗(3) 58.67 服部孝太郎(3) 58.72 原　拓也(3) 59.74

長成 向洋 下関中等 勝山 大井 日新 厚南 萩東

深堀洋佑(3) 2:02.24 末武諄也(3) 2:09.68 長岡岬汰(2) 2:11.77 谷川　巧(2) 2:12.31 赤間亮介(3) 2:13.84 西村一樹(3) 2:14.03 大塚翔太(3) 2:14.17 金子　平(3) 2:14.21

長成 東岐波 萩東 山の田 長府 下関中等 田万川 三見

中村　駆(2) 4:17.40 片岡　陽(3) 4:30.94 石塚和真(2) 4:31.17 石村優人(3) 4:31.18 大玉博崇(2) 4:34.70 松尾周京(3) 4:35.00 磯村知輝(3) 4:36.25 澁田雄矢(3) 4:36.74

萩東 黒石 彦島 川中 明木 常盤 むつみ 山の田

大田敦士(3) 9:25.28 三井田陸斗(3) 9:34.97 中島　崚(3) 9:35.25 内田祐紀哉(3) 9:41.00 木谷　匠(3) 9:42.41 鐘崎健太(3) 10:00.25 清水　椋(2) 10:03.19 藤﨑大吾(2) 10:08.14

萩東 長府 長府 萩東 厚南 彦島 高千帆 萩西

岩本湧樹(3) 16.88 阿部幹也(3) 17.34 久保椋太郎(3) 17.59 内田　幸(3) 18.06 小林大将(3) 18.43 神﨑　裕(3) 18.60 藤井直樹(2) 19.11 黒田佳祐(2) 19.45

藤山 大嶺 勝山 川中 山の田 萩東 高千帆 日新

勝山 47.01 川中 47.42 山の田 48.09 萩東 48.12 長成 48.26 常盤 48.70 萩西 49.77 大嶺 49.94

佐々木匡彦(3) 高橋　毅(2) 池﨑亮祐(2) 久保田基幹(2) 山本恵大(3) 藤岡翔大(3) 山本雄之介(2) 織田千明(3)

野村　優(3) 内田　幸(3) 谷川　巧(2) 金子将大(3) 中野雄次(3) 小栗祥立(3) 中村　優(2) 阿部幹也(3)

岡﨑敦輝(3) 村田拳弥(3) 植野智弥(3) 神﨑　裕(3) 三好遊理(3) 谷健太朗(3) 長屋大貴(2) 利重　駿(3)

久保椋太郎(3) 松井亮祐(3) 河本真成(3) 久保麟太郎(3) 深堀洋佑(3) 松尾周京(3) 宮本涼平(2) 田中拓人(2)

水田隆生(3) 1m70 安本虎史(3) 1m60 肥喜里祐人(3) 1m60 緒方　蓮(3) 1m55 沖村亮太朗(3) 1m55 山田大貴(2) 1m50

西岐波 玄洋 東部 東岐波 川中 大嶺

縄田勇貴(3) 2m70 渡部勇作(2) 2m40

勝山 山の田

桑原雅弘(3) 5m92(+2.5) 織田千明(3) 5m76(+4.5) 松井亮祐(3) 5m72(+3.4) 永田拓也(2) 5m58(+5.3) 重岡拓真(3) 5m44(+8.3) 竹内　剛(3) 5m38(+5.6) 宮本涼平(2) 5m36(+2.8) 小松　陸(3) 5m18(+4.5)

日新 公認5m57(+1.3) 大嶺 公認記録なし 川中 公認記録なし 秋芳北 公認記録なし 西岐波 公認記録なし 玄洋 公認記録なし 萩西 公認記録なし 萩東 公認記録なし

内田圭祐(3) 11m69(+6.2) 長屋大貴(2) 11m20(+5.1) 植野智弥(3) 11m15(+4.7) 久保田基幹(2) 11m14(+4.2) 縄田真聖(3) 10m67(+2.8) 瓜生雅弥(3) 10m19(+4.9)

川中 公認11m17(+2.0) 萩西 公認10m88(+1.5) 山の田 公認記録なし 萩東 公認記録なし 勝山 公認記録なし 玄洋 公認10m18(+1.9)

三好遊理(3) 10m22 縄田寛希(3) 9m32 中島義信(3) 9m13 兼原　翔(3) 8m90 田中郁也(3) 8m60 石井　秀(3) 8m15 中原翔太郎(3) 7m81 末藤潤也(2) 7m72

長成 東岐波 文洋 阿武 大井 萩東 勝山 山の田

萩東 52 勝山 42 川中 42 山の田 36 長成 28 長府 22 東岐波 20 大嶺 18

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 記録主任　山田　耕三

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　

（競技会コード：１１３５３００１）

(競技会名　山口県中学校春季体育大会） ２０１１年５月１４日（土）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

総合

5月14日  男子走幅跳

5月14日  男子三段跳

5月14日
 男子砲丸投

(5.000kg)

5月14日  男子走高跳

5月14日  男子棒高跳

5月14日
 男子110mH(0.914m)

風：-2.6

5月14日  男子4X100mR

5月14日  男子3000m

5月14日  男子400m

5月14日  男子800m

5月14日
 男子100m

風：-5.8

5月14日
 男子200m

風：-4.0

5月14日  男子1500m

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2011/05/14 09:30 晴 21.0 42.0 西南西 3.9

10:00 晴 21.0 49.0 西北西 3.7

11:00 晴 21.0 57.0 西 4.2

12:00 晴 22.0 47.0 西南西 5.3

13:00 晴 22.5 47.0 西 5.1

14:00 晴 23.0 44.0 西北西 4.6

15:00 晴 23.5 41.0 西南西 3.7



（競技場コード：３５２０１０）

日付 種目

小田穂乃佳(2) 13.49 深水美佳(3) 13.77 坂本未来(2) 13.87 阪本真唯(2) 13.98 核　瑛菜(3) 14.21 小林明日香(3) 14.25 白井智友紀(3) 14.35 長濵未央(2) 14.41

川中 勝山 黒石 下関菊川 深川 常盤 東部 厚南

大住　紬(3) 28.79 蔵冨士結衣(3) 28.80 鹿野杏子(3) 29.33 佐々木美緒(3) 29.44 上野碧記(2) 29.62 下村　晴(1) 29.97 藤岡来葵沙(3) 30.33 和田百花(2) 30.65

川中 西岐波 垢田 高千帆 長府 豊洋 厚狭 東部

里　知香(2) 1:04.65 森脇史織(2) 1:05.49 寄本玲那(2) 1:06.21 金子紗世(2) 1:06.86 岩本奈津子(3) 1:07.04 其原彩夏(3) 1:07.42 椎原葉月(3) 1:07.82 和泉帆乃花(3) 1:09.27

勝山 長府 長成 深川 田万川 常盤 川中 厚南

来島郁泉(3) 2:20.57 林　莉穂(3) 2:25.96 麻野　愛(2) 2:26.76 古川礼乃(2) 2:32.93 吉光菜奈美(3) 2:33.86 澤村夏奈(3) 2:33.95 重西千恵望(2) 2:34.24 堀友梨香(2) 2:42.01

長府 厚南 萩東 東部 彦島 深川 むつみ 萩西

中島みなみ(3) 4:52.11 上野夢歩(2) 4:53.47 谷川愛美(2) 4:57.18 三藤美奈満(2) 5:03.88 光井ふみ(3) 5:04.26 末永穂乃香(2) 5:04.36 中尾円香(2) 5:10.47 足立菜摘(3) 5:11.04

長府 萩東 深川 厚南 高千帆 福栄 西岐波 彦島

伊藤梨乃(2) 16.20 松尾真琴(2) 17.39 山川萌香(3) 18.04 千葉なな(2) 18.25 木嶋未来(3) 18.44 小田結奈(3) 18.50 上田真子(2) 18.62 大庭紗樹那(2) 19.20

萩西 萩東 高千帆 下関中等 深川 勝山 藤山 むつみ

川中 52.23 勝山 52.71 萩西 53.13 常盤 53.16 長府 53.98 高千帆 54.39 西岐波 54.60

山本百華(2) 小田結奈(3) 刀祢　遥(2) 配川明日香(3) 上野碧記(2) 伊賀奈津美(3) 田井中咲良(3)

小田穂乃佳(2) 深水美佳(3) 南野智美(3) 山村萌佳(2) 村上沙梨有(2) 山川萌香(3) 蔵冨士結衣(3)

樋口奈樹(3) 古本安依梨(3) 中川愛理(2) 三隅理絵(2) 中島みなみ(3) 大村彩菜(3) 岩重千尋(2)

大住　紬(3) 平沼侑花(3) 伊藤梨乃(2) 小林明日香(3) 来島郁泉(3) 恋河内未来(2) 上田志恵里(2)

山根茉緒(3) 1m46 山本百華(2) 1m35 綾木萌衣(3) 1m35 金子里穂菜(3) 1m35 新村秀美(2) 1m30

深川 川中 藤山 大嶺 厚南

伊藤恵利(3) 1m35 縄田智世(2) 1m30

大井 竜王

幾度春香(2) 1m30

東部

南野智美(3) 5m45(+5.4) 配川明日香(3) 5m10(+4.4) 福田珠貴(3) 4m95(+5.5) 池口風音(2) 4m70(+2.4) 豊村幸菜(3) 4m64(+5.3) 坪根美来(1) 4m57(+4.0) 萩原　稔(2) 4m53(+1.8) 村木智香(3) 4m48(+5.2)

萩西 公認記録なし 常盤 公認記録なし 山の田 公認記録なし 勝山 公認記録なし 厚南 公認記録なし 秋芳北 公認4m30(+2.0) 萩東 大嶺 公認4m17(+1.9)

野﨑菜美(3) 10m51 西本愛美(3) 9m65 佐々木瞳(3) 9m55 川上千尋(3) 8m65 中原帆乃香(3) 8m60 山本和沙(3) 8m57 末永瑠美(3) 8m44 石川阿紀(3) 8m25

田万川 高千帆 豊洋 安岡 大井 下関中等 深川 竜王

川中 32.5 深川 32 長府 31 勝山 30 高千帆 25 萩西 23 萩東 22 厚南 20

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　

（競技会コード：１１３５３００１）

(競技会名　山口県中学校春季体育大会） ２０１１年５月１４日（土） 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 記録主任　山田　耕三

5月14日
 女子100m

風：-3.2

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

5月14日
 女子200m

風：-2.7

5月14日  女子400m

5月14日  女子800m

5月14日  女子1500m

5月14日
 女子100mH(0.762m)

風：-4.3

5月14日  女子4X100mR

5月14日
 女子砲丸投

(2.721kg)

総合

5月14日  女子走高跳

5月14日  女子走幅跳

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2011/05/14 09:30 晴 21.0 42.0 西南西 3.9

10:00 晴 21.0 49.0 西北西 3.7

11:00 晴 21.0 57.0 西 4.2

12:00 晴 22.0 47.0 西南西 5.3

13:00 晴 22.5 47.0 西 5.1

14:00 晴 23.0 44.0 西北西 4.6

15:00 晴 23.5 41.0 西南西 3.7


