
決勝記録一覧　男子
（競技会コード：13353001） （競技場コード：352010） ト ラ ッ ク 審 判 長 黄丹　義人

ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 審 判 長 三輪　   成

競技会名：第６０回　山口県中学校春季体育大会（西部） ２０１３年５月１８日（土）　　　　　下関市営下関陸上競技場 記 録 主 任 山田　耕三

日付 種目

吉松　京太(3) 11.56 福田　遥暉(3) 11.79 上田　光明(2) 11.81 中島　博登(3) 11.83 新井　誠也(3) 11.88 前田　温希(2) 11.94 藤田　竜成(3) 12.03 北国　　圭(3) 12.19

西岐波中 下関中等 深川中 川中中 常盤中 長成中 大嶺中 萩西中

田村　紀樹(3) 22.53 戎﨑　達哉(3) 23.98 仙田　優太(3) 24.27 金子　瑞輝(3) 24.47 益本　大樹(3) 25.03 原　仁一朗(3) 25.12 藤永　崚太(3) 25.52 藤原　達也(3) 26.45

山の田中 GR 藤山中 川中中 長成中 長府中 福栄中 勝山中 西岐波中

縄田　來聖(3) 54.47 上野慶太郎(3) 54.67 沓野　　翔(3) 55.61 岡村　優樹(3) 58.16 吉冨　友貴(3) 58.44 浅野　大晟(3) 59.25 樽床　慧人(2) 59.64 北村　翔利(3) 1:00.14

長成中 川中中 黒石中 明木中 常盤中 萩西中 上宇部中 木屋川中

藤井　泰良(3) 2:08.88 長澤　明毅(3) 2:10.24 中村　勇希(3) 2:13.97 高村　颯斗(3) 2:15.46 中野　淳(2) 2:17.54 國弘　直幹(3) 2:18.03 田坂　純一(3) 2:18.33 河野　真明(3) 2:19.44

黒石中 川中中 萩西中 三隅中 長府中 長成中 藤山中 俵山中

稲田　光希(3) 4:25.17 新宅　寛高(2) 4:27.79 沼　　容平(3) 4:33.08 田中　大稀(2) 4:33.50 田村　　律(3) 4:34.46 重兼　拓実(3) 4:34.66 來島　和哉(2) 4:37.77 栗田　　湧(3) 4:43.51

勝山中 藤山中 木屋川中 萩東中 東岐波中 高千帆中 長府中 厚南中

山田　拓磨(3) 9:24.84 岩崎　真弥(3) 9:37.78 庄野　夢叶(2) 9:39.80 前野　成輝(3) 9:46.93 峯石　龍晟(2) 9:48.32 恵美菜未希(2) 9:49.45 田中　智規(3) 9:50.84 玉井　一真(3) 9:59.88

藤山中 萩東中 藤山中 川中中 長府中 萩西中 竜王中 大井中

角屋　洋彰(3) 16.35 吉村　　剛(3) 17.10 下坂　歩夢(3) 17.47 河野　優樹(3) 17.48 志賀　龍斗(2) 18.22 松浦　澄明(2) 18.36 三浦　　建(2) 18.64 田原　敏成(2) 18.86

萩西中 明木中 向洋中 下関中等 川中中 萩東中 藤山中 むつみ中

川中中 46.88 長成中 47.18 黒石中 47.20 萩西中 48.94 西岐波中 49.45 東部中 49.76 長府中 51.18

中島　博登(3) 太田　　祐(3) 藤竹　　渉(3) 北国　　圭(3) 西村　尭(3) 小林　広暉(3) 藤井　真輝(2)

椎原　素哉(3) 前田　温希(2) 沓野　　翔(3) 池永　大和(2) 藤原　達也(3) 武居　巧(3) 益本　大樹(3)

志賀　龍斗(2) 金子　瑞輝(3) 西村　大樹(3) 中村　勇希(3) 佐々木　蓮(2) 最上　和樹(3) 柴崎　悦一(3)

仙田　優太(3) 縄田　來聖(3) 藤井　泰良(3) 角屋　洋彰(3) 吉松　京太(3) 道川内玲音(3) 山川　郁人(2)

永田　和也(3) 1m55 柴崎　悦一(3) 1m50 井上 虎太郎(3) 1m50 最上　和樹(3) 1m45 小山　竜生(2) 1m45 田中　汐恩(2) 1m40

明木中 長府中 川中中 東部中 小野田中 彦島中

椎原　素哉(3) 5m80(+3.1) 佐藤　拓海(3) 5m57(+0.8) 武居　巧(3) 5m48(+2.2) 桐﨑　拓哉(3) 5m31(+1.7) 西村　大樹(3) 5m12(+3.3) 利川　寛太(2) 4m99(+2.4) 木原　隆博(3) 4m82(+1.6) 西田　　穣(2) 4m77(+1.3)

川中中 公認5m50(+1.6) 藤山中 東部中 公認記録なし 田万川中 黒石中 公認4m94(+1.2) 向洋中 公認4m92(+1.4) 明木中 上宇部中

宮原　滉平(3) 10m81(+3.7) 橋田　拓旺(2) 10m75(+1.0) 守永　　将(2) 10m45(-2.1)

豊北中 公認10m77(+1.6) 川中中 明木中

津守　優希(3) 10m08 森下　将也(3) 9m55 松村　一輝(3) 9m18 倉岡　佳輝(3) 8m82 藤本　亮佑(2) 8m36 小林　優志(2) 8m07 原田　育実(3) 7m19 三戸　龍一(2) 7m11

川中中 垢田中 勝山中 常盤中 むつみ中 下関中等 竜王中 明木中

対抗得点 男子総合 川中中 71点 藤山中 39点 明木中 29点 長成中 26点 萩西中 26点 黒石中 24点 長府中 23点 勝山中 16点

凡例  GR:大会記録 *TL:着差なし

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

5月18日  男子400m

5月18日  男子800m

5月18日
 男子100m

風：+3.2

5月18日
 男子200m

風：+1.5

5月18日
 男子110mH

(0.914m)風：+1.9

5月18日  男子4X100mR

5月18日  男子1500m

5月18日  男子3000m

5月18日  男子三段跳

5月18日
 男子砲丸投

(5.000kg)

5月18日  男子走高跳

5月18日  男子走幅跳

日付 時刻 天候 気温(℃ ) 湿度(％) 風向 風速 (ｍ /s)

2013/05/18 09:30 晴 21.0 73.0 東 2.2

10:00 曇 21.5 64.0 東北東 1.6

11:00 曇 22.5 58.0 南東 4.0

12:00 曇 23.5 59.0 南東 4.1

13:00 曇 24.0 56.0 東南東 4.0

14:00 曇 24.5 51.0 東南東 1.6

15:00 曇 24.0 60.0 東北東 3.1



決勝記録一覧　女子
（競技会コード：13353001） （競技場コード：352010） ト ラ ッ ク 審 判 長 黄丹　義人

ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 審 判 長 三輪　   成

競技会名：第６０回　山口県中学校春季体育大会（西部） ２０１３年５月１８日（土）　　　　　下関市営下関陸上競技場 記 録 主 任 山田　耕三
日付 種目

久原　彩奈(3) 12.83 佐々木みやび(3) 12.98 北條　光里(3) 13.05 西重明日香(2) 13.07 門田　彩乃(3) 13.09 山本　歩(3) 13.50 伊勢谷明奈(2) 13.64 長谷　歩実(3) 14.49

川中中 下関中等 菊川中 竜王中 東部中 山の田中 小野田中 深川中

本田　媛海(2) 26.47 坪根　美来(3) 26.65 早川歩乃佳(3) 27.17 藤津　知世(2) 27.45 下村　晴(3) 28.03 笠井奈留美(3) 28.12 森田　円香(2) 28.16 高尾　真由(3) 28.70

東部中 秋芳北中 日新中 東岐波中 豊洋中 菊川中 長府中 萩西中

柴崎みなみ(3) 1:02.72 平田　早紀(3) 1:05.10 澤重　美和(3) 1:05.30 坂野　水月(3) 1:05.88 山田　菜緒(2) 1:06.90 陸　かれん(2) 1:09.09 石津亜優美(3) 1:10.51 竹内　愛梨(2) 1:10.88

長府中 下関中等 厚狭中 深川中 菊川中 上宇部中 川中中 常盤中

大西　咲良(3) 2:25.45 小笠原法香(3) 2:28.03 澁田　美鈴(3) 2:33.95 楢林みなみ(3) 2:37.75 村田　茜(2) 2:37.95 坪井　皓香(2) 2:38.08 平田友梨絵(2) 2:38.15

長府中 菊川中 下関中等 萩東中 *TL 大嶺中 垢田中 竜王中

河口　愛(2) 2:37.75

高千帆中 *TL

賴尊愛絵理(3) 4:59.43 小池　莉央(3) 5:01.45 谷川　憂衣(3) 5:03.83 原田　澪(2) 5:12.10 藤原　加奈(3) 5:13.61 藤澤　奈々(3) 5:16.72 山﨑理紗子(2) 5:20.86 高杉　明莉(3) 5:30.81

西岐波中 長府中 深川中 藤山中 萩西中 菊川中 明木中 上宇部中

藤村　彩(3) 14.71 南野　晴香(2) 15.14 河崎　梓月(3) 15.39 植田　遊規(2) 16.31 常重　晴海(3) 16.65 伊藤　愛子(3) 16.81 田中　萌菜(3) 17.20 上野　綾華(3) 17.37

むつみ中 萩西中 梅光中 彦島中 東部中 常盤中 高千帆中 川中中

川中中 51.77 菊川中 52.89 長府中 53.60 東部中 53.66 厚狭中 53.91 下関中等 54.30 高千帆中 54.57

金田　美穂(3) 藤本　綾音(3) 柳　小百合(3) 吉井麻里子(3) 上田　暁美(3) 松浦　未渚(3) 清辻佳夏子(3)

山本　詩乃(2) 北條　光里(3) 大西　咲良(3) 本田　媛海(2) 義永　里咲(2) 佐々木みやび(3) 田中　萌菜(3)

佐伯　美奈(2) 笠井奈留美(3) 柴崎みなみ(3) 常重　晴海(3) 沖村　怜奈(2) 平田　早紀(3) 埴生　夢子(3)

久原　彩奈(3) 山田　菜緒(2) 小池　莉央(3) 門田　彩乃(3) 澤重　美和(3) 砂子　芸佳(3) 福島　光紗(3)

岡田　彩希(3) 1m58 山本　夢実(2) 1m43 河井由梨香(3) 1m40 玉里　優月(2) 1m35 大川　理子(3) 1m35 木田舞梨弥(3) 1m30 佐々木優歩(3) 1m30 吉井麻里子(3) 1m30

黒石中 竜王中 勝山中 山の田中 藤山中 厚南中 菊川中 東部中

大下　優奈(3) 1m30

西岐波中

大玉　華鈴(2) 5m35(+1.5) 佐伯　美奈(2) 4m88(+1.3) 後藤　桃佳(2) 4m83(+3.3) 佐々木文香(3) 4m82(+3.5) 伊藤　純子(3) 4m75(+2.4) 勝谷友香子(3) 4m67(+0.2) 中嶋　天音(3) 4m62(+3.5) 上山　桃加(2) 4m58(+2.2)

明木中 川中中 長成中 公認4m71(+1.0) 日新中 公認4m65(+1.6) 常盤中 公認4m24(+1.1) 勝山中 山の田中 公認4m47(+1.4) 竜王中 公認4m52(+1.4)

山根　瑞生(2) 9m13 岩本　葵(2) 8m95 縄田　望月(2) 8m67 小田　佳澄(3) 8m60 西谷由里亜(2) 8m56 伊勢谷絢奈(2) 8m39 末村　沙希(3) 8m29 中村　芙美(3) 8m00

明木中 下関中等 東岐波中 長成中 高千帆中 小野田中 厚狭中 藤山中

対抗得点 女子総合 菊川中 32点 長府中 31点 下関中等 30点 川中中 26点 東部中 21.5点 明木中 18点 竜王中 14点 高千帆中 12.5点

凡例  GR:大会記録 *TL:着差なし

7位 8位1位 2位 3位 4位

5月18日
 女子100m

風：+3.3

5月18日
 女子200m

風：+3.0

5位 6位

5月18日  女子1500m

5月18日
 女子100mH

(0.762m)風：+2.1

5月18日  女子400m

5月18日  女子800m

5月18日  女子走幅跳

5月18日
 女子砲丸投

(2.721kg)

5月18日  女子4X100mR

5月18日  女子走高跳

日付 時刻 天候 気温(℃ ) 湿度(％) 風向 風速 (ｍ /s)

2013/05/18 09:30 晴 21.0 73.0 東 2.2

10:00 曇 21.5 64.0 東北東 1.6

11:00 曇 22.5 58.0 南東 4.0

12:00 曇 23.5 59.0 南東 4.1

13:00 曇 24.0 56.0 東南東 4.0

14:00 曇 24.5 51.0 東南東 1.6

15:00 曇 24.0 60.0 東北東 3.1


