
第５９回山口県中学校春季体育大会 大会CD　１２３５３００１

トラック審判長 　黄丹　義人
平成２４年５月１９日（土） 下関市営下関陸上競技場 会場CD　３５２０１０ 主催：山口県中学校体育連盟・山口県教育委員会・山口陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 　三輪　成

記 録 主 任 　山田　耕三
日付 種目

友松弘斗 11.72 高橋　毅 11.76 磯邉薫平 11.89 伊東賢哉 12.10 渡辺直希 12.10 中村　優 12.15 岡田清稔 12.25 戎﨑達哉 12.36

山口・長成 山口・川中 山口・彦島 山口・垢田 山口・勝山 山口・萩西 山口・長府 山口・藤山

田村紀樹 23.87 中西達也 24.37 朝倉龍生 24.77 山本雄之介 24.93 金子瑞輝 25.25 三好彬之 25.84 西村大樹 26.23 北山大悟 26.67

山口・山の田 山口・長府 山口・厚南 山口・萩西 山口・長成 山口・勝山 山口・黒石 山口・彦島

清水嵩也 55.52 橘髙卓巳 56.46 山口亮太 56.84 上野慶太郎 57.06 久保　輝 58.37 岡　竜生 58.71 西本豊陸 1:00.49 小泉裕樹 1:03.98

山口・田万川 山口・長成 山口・黒石 山口・川中 山口・彦島 山口・萩東 山口・向洋 山口・福栄

谷川　巧 2:04.36 石塚和真 2:04.42 大玉博崇 2:06.05 長岡岬汰 2:07.08 宮川大樹 2:14.67 藤井泰良 2:16.38 中野拓海 2:18.46 末冨大輝 2:19.22

山口・山の田 山口・彦島 山口・明木 山口・萩東 山口・竜王 山口・黒石 山口・川中 山口・東岐波

中村　駆 4:06.30 稲田光希 4:21.46 山内幸輝 4:25.55 山田拓磨 4:27.66 浦岡　健 4:28.95 長澤明毅 4:33.68 小石原燃 4:34.65 若松屋孝介 4:37.96

山口・萩東 GR 山口・勝山 山口・高千帆 山口・藤山 山口・東部 山口・川中 山口・神原 山口・阿武

岩崎真弥 9:38.79 清水　椋 9:41.74 瀧口吉香 9:48.96 内山智貴 9:50.33 山中裕司 9:57.65 藤﨑大吾 9:58.19 小田拓翔 9:59.30 河村嵩大 10:00.26

山口・萩東 山口・高千帆 山口・明木 山口・萩東 山口・勝山 山口・萩西 山口・俵山 山口・長府

黒田佳祐 16.06 藤井直樹 17.73 木村昌哉 18.20 角屋洋彰 18.23 福永星斗 18.93 阿部哲也 19.17 下坂歩夢 20.20

山口・日新 山口・高千帆 山口・むつみ 山口・萩西 山口・彦島 山口・勝山 山口・向洋

山の田 46.61 萩西 46.81 川中 47.16 長成 47.60 勝山 48.10 長府 48.28 萩東 48.72

渡部勇作 山本雄之介 桝谷正樹 縄田來聖 松田充広 阿比留健太 番屋一義

池﨑亮祐 中村　優 高橋　毅 友松弘斗 阿部哲也 中西達也 久保田基幹

谷川　巧 長屋大貴 椎原素哉 橘髙卓巳 三好彬之 阿久津雅也 砂田宗一郎

田村紀樹 宮本涼平 仙田優太 金子瑞輝 渡辺直希 岡田清稔 吉川知実

山田大貴 1m68 田中　翔 1m65 吉川知実 1m50 芦浦晃希 1m50 吉村淳志 1m45 石川大我 1m40 永田和也 1m40

山口・大嶺 山口・彦島 山口・萩東 山口・黒石 山口・川中 山口・小野田 山口・明木

渡部勇作 2m80 中島正昭 2m40

山口・山の田 山口・勝山

永田拓也 6m37(+5.5) 宮本涼平 5m99(+1.8) 池﨑亮祐 5m90(+2.0) 椎原素哉 5m72(+2.8) 佐藤拓海 5m42(+3.4) 藤井朋也 5m30(+3.9) 城村忠敬 5m03(+1.3) 小嶋勘太 4m76(+1.4)

山口・秋芳北 公認記録なし 山口・萩西 山口・山の田 山口・川中 公認記録なし 山口・藤山 公認5m21(+1.8) 山口・楠 公認記録なし 山口・萩東 山口・玄洋

久保田基幹 12m15(+2.6) 長屋大貴 11m42(+1.9) 内海翔太 11m25(+0.6) 桝谷正樹 10m92(+1.2) 渡　隆洋 9m97(+0.6) 宮原滉平 9m92(+0.9)

山口・萩東 公認11m96(+0.1) 山口・萩西 山口・明木 山口・川中 山口・竜王 山口・豊北

松田充広 9m78 佐藤秀政 9m37 宮城太一 9m04 藤田一輝 8m62 瀨戸﨑峻佑 8m44 砂田宗一郎 7m91 山尾圭祐 7m86 津守優希 7m60

山口・勝山 山口・山の田 山口・長成 山口・東岐波 山口・高千帆 山口・萩東 山口・垢田 山口・川中

対抗得点 男子総合 萩東 50点 山の田 45点 勝山 40点 川中 38点 萩西 37点 長成 30点 彦島 29点 高千帆 24点

凡例  GR:大会記録 *TL:着差なし

5月19日 走高跳

5月19日 棒高跳

5月19日 砲丸投(5.000kg)

5月19日 走幅跳

5月19日 三段跳

5月19日 3000m

5月19日
110mH(0.914m)

風：+1.4

5月19日 4X100mR

5月19日 400m

5月19日 800m

5月19日 1500m

7位 8位

5月19日
100m

風：+1.6

5月19日
200m

風：+1.6

1位 2位 3位 4位 5位 6位



第５９回山口県中学校春季体育大会 大会CD　１２３５３００１

トラック審判長 　黄丹　義人
平成２４年５月１９日（土） 下関市営下関陸上競技場 会場CD　３５２０１０ 主催：山口県中学校体育連盟・山口県教育委員会・山口陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 　三輪　成

記 録 主 任 　山田　耕三
日付 種目

小田穂乃佳 12.49 村上沙梨有 12.88 阪本真唯 13.00 縄田　結 13.02 坂本未来 13.26 國澤真悠 13.30 山本　歩 13.44

山口・川中 山口・長府 山口・下関菊川 山口・勝山 山口・黒石 山口・深川 山口・山の田 *TL

門田彩乃 13.44

山口・東部 *TL

里　知香 26.73 刀祢　遥 27.34 和田百花 27.41 久原彩奈 27.96 上田志恵里 28.09 上野碧記 28.12 三隅理絵 28.36 北條光里 28.66

山口・勝山 山口・萩西 山口・東部 山口・川中 山口・西岐波 山口・長府 山口・常盤 山口・下関菊川

大西咲良 1:02.28 重西千恵望 1:04.87 寄本玲那 1:06.65 山田実樹 1:06.75 早川歩乃佳 1:07.29 金子紗世 1:08.57 川崎美来 1:08.80 松浦凪紗 1:09.27

山口・長府 山口・むつみ 山口・長成 山口・西岐波 山口・日新 山口・深川 山口・下関中等 山口・萩西

小池莉央 2:22.30 澁田美鈴 2:28.43 楢林みなみ 2:32.17 沖野美優 2:33.09 小笠原法香 2:35.40 大玉華鈴 2:38.24 山本彩香 2:39.75 堀友梨香 2:48.01

山口・長府 山口・下関中等 山口・萩東 山口・深川 山口・下関菊川 山口・明木 山口・勝山 山口・萩西

金澤瑞希 4:43.70 三藤美奈満 4:50.83 谷川愛美 4:51.28 上野夢歩 4:53.41 棟久由貴 4:55.65 杉山加奈子 4:55.69 藤原加奈 5:03.40 朽原かの子 5:06.52

山口・西岐波 GR 山口・厚南 山口・深川 山口・萩東 山口・長府 山口・藤山 山口・萩西 山口・下関中等

伊藤梨乃 14.33 松尾真琴 16.10 常重晴海 16.49 内藤彩佳 17.34 大庭紗樹那 17.77 千葉なな 17.78 阿部由乃 17.95 田中萌菜 18.23

山口・萩西 山口・萩東 山口・東部 山口・長成 山口・むつみ 山口・下関中等 山口・深川 山口・高千帆

勝山 50.67 川中 51.47 萩西 51.81 長府 52.26 東部 52.30 常盤 53.68 西岐波 54.02 下関中等 54.58

山本志穂 三谷真裕子 中川愛理 上野碧記 幾度春香 伊藤純子 山田実樹 伊藤美帆

縄田　結 久原彩奈 伊藤梨乃 村上沙梨有 和田百花 山根涼子 山根野乃花 佐々木みやび

池口風音 山本百華 難波美瑞恵 大西咲良 山村雪乃 三隅理絵 岩重千尋 千葉なな

里　知香 小田穂乃佳 刀祢　遥 柴崎みなみ 門田彩乃 山村萌佳 上田志恵里 砂子芸佳

早川ひかり 1m46 山本百華 1m43 新村秀美 1m40 幾度春香 1m40 大川理子 1m35 縄田智世 1m35 吉津優希 1m30

山口・長成 山口・川中 山口・厚南 山口・東部 山口・藤山 山口・竜王 山口・彦島

岡田彩希 1m35

山口・黒石

池口風音 5m23(+4.0) 難波美瑞恵 5m02(+0.2) 福島光紗 4m73(+1.7) 伊藤美帆 4m67(+1.0) 水野愛麗 4m64(+3.5) 坪根美来 4m59(+0.5) 山根涼子 4m47(+1.5) 中嶋天音 4m42(+2.8)

山口・勝山 公認5m16(+0.1) 山口・萩西 山口・高千帆 山口・下関中等 山口・深川 公認4m61(+1.1) 山口・秋芳北 山口・常盤 山口・山の田 公認4m39(+1.8)

前田涼楓 10m47 村上詩保 8m71 小嶋真悠 8m41 世良倫華 8m22 園田真希子 8m17 山本志穂 8m08 川添沙智 7m78 糸野　萌 7m77

山口・下関中等 山口・東岐波 山口・川中 山口・福栄 山口・長成 山口・勝山 山口・藤山 山口・黒石

対抗得点 女子総合 長府 35点 勝山 34点 川中 33点 萩西 32点 下関中等 27点 長成 23点 深川 23点 東部 22.5点

凡例  GR:大会記録 *TL:着差なし

5月19日
100mH(0.762m)

風：+2.3

5月19日 4X100mR

5月19日 砲丸投(2.721kg)

5月19日 走高跳

5月19日 走幅跳

5月19日 400m

5月19日 800m

5月19日 1500m

5月19日
100m

風：+0.9

5位 6位

5月19日
200m

風：+0.9

7位 8位1位 2位 3位 4位


