
トラック審判長 衛藤　憲生

石原　宏昭

フィールド審判長 黄丹　義人

記録主任 西村　信勝

日付 種目

宮本　大輔(1) 11.68 網干　汰一(1) 11.73 米澤　尚宏(1) 12.12 小松　将伸(1) 12.13 築山　光貴(1) 12.25 内田　祐斗(1) 12.32 大屋　清真(1) 12.47 安食　椋太(1) 12.52

山口・周陽 岡山・総社東 鳥取・鳥大附属 広島・三高 岡山・竜操 広島・神辺東 岡山・八浜 島根・松江第三 

坂田　育斗(2) 11.29 花田　達也(2) 11.43 奥田　信太郎(2) 11.46 三宅　諒亨(2) 11.47 金山　陽平(2) 11.50 田中　佑弥(2) 11.67 芥川　侑大(2) 11.68 山下　雄大(2) 12.12

鳥取・河北 GR 島根・出雲第一 岡山・味野 岡山・操南 島根・松江第一 広島・野坂 広島・広島学院 広島・神辺東 

塩山　健一(3) 10.77 三上　航介(3) 11.07 小林　太一(3) 11.10 吉田　京平(3) 11.26 北島　昌樹(3) 11.26 岡﨑　雅也(3) 11.33 山﨑　光(3) 11.34

山口・右田 AR,GR 島根・出雲第三 鳥取・鹿野 岡山・早島 *TK 鳥取・青谷 *TK 岡山・邑久 広島・七尾 

塩山　健一(3) 21.91 角本　勇樹(3) 22.54 岡﨑　雅也(3) 22.76 吉田　京平(3) 22.84 竹内　悠真(3) 23.04 花田　達也(2) 23.07 生田　　亘(3) 23.11 小原　吏貴(3) 23.31

山口・右田 GR 広島・西条 岡山・邑久 岡山・早島 広島・口田 島根・出雲第一 鳥取・後藤ヶ丘 岡山・倉敷第一 

角本　勇樹(3) 50.87 小原　吏貴(3) 51.65 河合　亮祐(3) 52.06 中畑　智博(3) 52.15 小松賢志郎(3) 52.37 中村　翔(3) 53.38 谷田　大河(3) 54.00 松本　優友(3) 55.68

広島・西条 岡山・倉敷第一 鳥取・岩美 広島・大野東 広島・古田 岡山・岡大附属 岡山・京山 山口・浅江 

石塚　和真(3) 2:00.37 山﨑　駿哉(3) 2:01.77 平　佳月(3) 2:02.35 谷川　巧(3) 2:03.60 市枝慶一郎(3) 2:05.82 春木　颯人(3) 2:06.16 表　　瀬那(3) 2:07.16 遠藤　晴輝(3) 2:12.20

山口・彦島 岡山・山南 広島・如水館 山口・山の田 山口・下松 島根・出雲第一 鳥取・赤碕 島根・安来第一 

中村　駆(3) 3:58.09 新迫　志希(3) 4:05.27 原田建史朗(3) 4:08.69 花田　凌一(3) 4:09.93 山下　智也(3) 4:10.32 森　淳喜(3) 4:12.10 流田　直希(3) 4:14.49 梅谷　颯斗(3) 4:15.42

山口・萩東 GR 広島・志和 山口・高川学園 山口・柳井 鳥取・箕蚊屋 広島・熊野東 広島・甲山 鳥取・鴨川 

小野　一貴(1) 4:24.13 山本　道歩(1) 4:24.67 佐々木　光(1) 4:26.52 脇本　岳(1) 4:29.75 北村　歩夢(1) 4:31.56 廣中　拓磨(1) 4:31.70 岸本　航輝(1) 4:34.45 吉村　俊哉(1) 4:36.97

岡山・旭東 山口・田布施 広島・磯松 岡山・吉備 山口・長成 山口・岐陽 広島・広大福山 岡山・邑久 

吉田　圭太(2) 4:09.11 吉岡　龍一(2) 4:10.49 長嶺龍之介(2) 4:10.78 杉村　宗哉(2) 4:12.30 本郷　諒(2) 4:16.10 森本　直樹(2) 4:18.18 柳瀬　和樹(2) 4:18.43 笹田　優太(2) 4:20.51

広島・高屋 山口・太華 広島・磯松 鳥取・智頭 岡山・竜操 山口・桜田 広島・大野東 岡山・加茂川 

新迫　志希(3) 8:40.15 福本　真大(3) 8:41.59 花田　凌一(3) 8:51.73 長岡　岬汰(3) 8:54.50 吉田　圭太(2) 8:57.50 谷合　太一(3) 9:07.85 本郷　諒(2) 9:09.12 古屋　拓夢(3) 9:12.98

広島・志和 山口・浅江 山口・柳井 山口・萩東 広島・高屋 岡山・旭東 岡山・竜操 島根・大田第一 

田邉　大輔(3) 14.83 安本　慎平(3) 14.90 日高　樹(3) 15.00 富山　弘貴(2) 15.18 岡本　幸記(3) 15.40 門脇　昭憲(3) 15.50 朝津　順平(3) 15.60 岡田　俊介(3) 15.93

岡山・芳泉 広島・鷹取 島根・瑞穂 広島・高美が丘 岡山・西大寺 鳥取・鴨川 島根・仁多 岡山・上道 

島根・出雲第三 44.21 岡山・芳泉 44.46 広島・西条 44.79 山口・周陽 45.01 山口・萩西 46.09 山口・山の田 46.16

広野　健(3) 相賀　尚幸(3) 勝山　港(3) 村上　春樹(3) 山本雄之介(3) 渡部　勇作(3)
三上　航介(3) 田邉　大輔(3) 角本　勇樹(3) 藤原　雄一(3) 中村　優(3) 池﨑　亮祐(3)
岸本　宗(3) 合田　諒(2) 本山　拓海(3) 澤野　将吾(3) 長屋　大貴(3) 谷川　巧(3)
角田　直也(3) 堀　純典(3) 田嶋　郁也(3) 宮本　大輔(1) 宮本　涼平(3) 田村　紀樹(2)
高祖　大地(3) 1m81 松本　尚也(3) 1m78 原田　康輝(3) 1m78 福嶋　唯人(3) 1m75 山田　大貴(3) 1m75 多賀　　涼(3) 1m75 窪垣内　涼(3) 1m70
岡山・宇野 鳥取・弓ヶ浜 島根・出雲第三 島根・出雲第一 山口・大嶺 鳥取・日野 広島・宇品 

横田　康央(3) 1m70
岡山・総社東 

南條　稜(3) 4m00 蔵田　雅典(3) 3m80 山田　寛大(2) 3m70 今岡　草又(3) 3m70 家本　大輝(2) 3m70 大橋　滉也(3) 3m60 澤　海斗(3) 3m40 宮田　千実(3) 3m20
岡山・芳泉 広島・近大東広島 島根・出雲第一 島根・出雲第一 山口・華陽 広島・井口 広島・広島城南 山口・華陽 

髙木　拓海(3) 3m20
島根・出雲第一 

高橋　雄哉(3) 6m62(+0.4) 大賀　一輝(3) 6m33(-0.5) 三宅　諒亨(2) 6m30(+0.7) 朝津　順平(3) 6m27(+2.3) 永田　拓也(3) 6m24(-1.2) 森本　芳樹(3) 6m23(+1.2) 山内　剣心(3) 6m16(0.0) 田嶋　郁也(3) 6m11(-0.3)
広島・栗原 岡山・荘内 岡山・操南 島根・仁多 公認6m25(+0.6) 山口・秋芳北 島根・出雲第一 島根・大田第二 広島・西条 
杉之原光司(3) 13m03 坂本　龍憲(3) 12m91 佐伯　洸輔(3) 12m78 山本　烈(3) 12m55 松村　恭汰(3) 12m02 野田　周作(3) 11m75 柾岡　真太朗(3) 11m64 亀田　栄輝(3) 11m32
広島・宇品 広島・砂谷 鳥取・倉吉東 山口・徳地 鳥取・鳥大附属 広島・井口 岡山・香和 山口・情島 
門脇　昭憲(3) 2390点 岡崎　飛翔(3) 2368点 竹田　剛(3) 2186点 安食　拓哉(3) 2142点 松崎　祐貴(3) 2123点 松浦　達也(3) 2108点 北澤　涼(3) 2062点 山本　真仁(3) 2058点
鳥取・鴨川 広島・修道 広島・豊栄 島根・出雲第三 山口・三隅 広島・磯松 島根・出雲第一 岡山・倉敷西 

男子 広島 177.5点 岡山 144.5点 山口 135.5点 島根 83.5点 鳥取 77点

総合 岡山 322点 広島 303点 山口 219点 島根 140.5点 鳥取 104.5点

凡例  AR:中国中学記録 GR:大会記録 *TK:着差あり

8月8日 男子800m

8月9日

8月8日
 1年男子100m

風：+0.7

8月8日
 2年男子100m

風：+0.8

8位1位 2位 3位 4位

決　勝　記　録　一　覧 男子

（競技会コード：12501811　） （競技場コード：351020　）
競技会名 :第46回　中国中学校陸上競技選手権大会山口大会 2012年8月8日(水）、8月9日(木) 維新百年記念公園陸上競技場 主催団体：山口県中学校体育連盟

17.00(+1.0)-8m82-1m60-54.85 16.54(+0.3)-9m80-1m45-55.91

5位 6位 7位

16.15(+1.3)-9m79-1m45-57.11

8月9日
男子砲丸投
(5.000kg)

15.37(+1.0)-11m43-1m60-56.27

8月8日 男子四種競技
15.95(+0.3)-10m93-1m66-55.57 16.58(+1.3)-9m64-1m69-57.09 17.22(+1.3)-10m57-1m66-57.35 16.77(+1.3)-9m85-1m63-57.30

8月8日 男子400m

8月8日 男子棒高跳

8月9日 男子4X100mR

8月9日 男子走高跳

8月9日
2年男子
1500m

8月8日
 3年男子100m

風：+1.1

8月9日
 男子200m

風：-0.4

対抗得点

男子1500m

8月8日
1年男子
1500m

8月9日 男子走幅跳

8月8日 男子3000m

8月9日
男子110mH

 (0.914m)
風：+0.1

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2012/08/08 10:00 曇 30.0 68.0 西北西 1.3

11:00 曇 30.5 65.0 南西 0.7

12:00 曇 30.5 68.0 北北西 0.5

13:00 晴 31.5 66.0 西 1.2

14:00 晴 32.0 63.0 北西 1.1

15:00 晴 33.0 61.0 西南西 1.3

2012/08/09 09:30 晴 28.0 70.0 北西 1.0

10:00 晴 29.0 64.0 北東 1.4

11:00 晴 30.0 62.0 北西 2.0

12:00 晴 31.0 54.0 西 2.0



トラック審判長 衛藤　憲生

石原　宏昭

フィールド審判長 黄丹　義人

記録主任 西村　信勝

日付 種目

斎藤　愛美(1) 12.84 武川　日和(1) 13.11 大玉　華鈴(1) 13.19 二本松結衣(1) 13.22 宮地　佑芽(1) 13.26 メリットひなの(1) 13.38 大賀　結莉(1) 13.51 鎌田なるみ(1) 13.63

岡山・高梁 岡山・北陵 山口・明木 広島・長江 広島・久保 山口・下松 島根・大社 広島・広島なぎさ 

三上　真奈(2) 12.61 岸　佳乃子(2) 12.66 板野　彩花(2) 12.75 椿　玲美(2) 12.79 向井　理子(2) 13.01 悦木　波音(2) 13.05 岡崎　穂乃香(2) 13.06 森山　莉子(2) 13.21

島根・瑞穂 岡山・旭東 岡山・京山 島根・出雲北陵 広島・能美 広島・両城 鳥取・境港一 島根・出雲第一 

坪井　わか菜(3) 12.33 宮田　七海(3) 12.57 小田穂乃佳(3) 12.64 三宅　真理奈(3) 12.67 湯淺佳那子(3) 12.74 里　知香(3) 12.86 阪本　真唯(3) 12.87 山本　香織(3) 12.91

岡山・石井 島根・益田東 山口・川中 岡山・倉敷南 広島・熊野 山口・勝山 山口・菊川 広島・鷹取 

坪井　わか菜(3) 25.27 三宅　真理奈(3) 25.45 三上　真奈(2) 25.86 椿　玲美(2) 25.89 西谷　咲柚(2) 26.31 前田　理沙(3) 26.32 阪本　真唯(3) 26.42 本池　響(3) 26.51

岡山・石井 岡山・倉敷南 島根・瑞穂 島根・出雲北陵 広島・井口 岡山・御南 山口・菊川 広島・府緑ヶ丘 

西永　菜津(1) 2:17.04 各務　ひかり(1) 2:19.10 湯淺茉那美(1) 2:20.59 的塲　麻歩(1) 2:20.83 造賀麻里恵(1) 2:21.29 岡本　彩花(1) 2:23.26 森長　彩理(1) 2:24.17 石田帆乃華(1) 2:26.43

山口・鴻南 GR 岡山・吉備 広島・熊野 岡山・邑久 広島・八本松 山口・高川学園 広島・向陽 山口・柳井 

福田　翔子(2) 2:16.52 小吉川志乃舞(3) 2:16.63 山本　紗生(3) 2:16.74 大森　真歩子(3) 2:17.23 室町　真希(3) 2:17.58 池崎　愛里(2) 2:17.60 坂上　りま(3) 2:18.26 青木　奈菜(3) 2:21.09

島根・松江第一 広島・三原第五 岡山・玉島西 鳥取・加茂 広島・大野東 広島・玖波 岡山・新田 岡山・竜操 

浅田　琴音(3) 4:34.90 小吉川志乃舞(3) 4:35.48 富田　真帆(3) 4:37.04 淺田　美菜(3) 4:37.14 大森　巴菜(3) 4:38.03 吉澤菜々美(3) 4:41.65 林　ひかる(3) 4:42.62 山本　紗生(3) 4:43.76

広島・高屋 広島・三原第五 山口・桜田 山口・浅江 岡山・味野 広島・八本松 鳥取・鳥大附属 岡山・玉島西 

荒島　夕理(3) 14.18 伊藤　梨乃(3) 14.20 御船　星　(3) 14.25 西村　佳央(3) 14.54 小川　瑠(3) 14.58 湯淺佳那子(3) 14.64 中井　夢実(3) 14.78 下谷　奈央(3) 14.79

岡山・吉備 山口・萩西 岡山・福浜 島根・浜田第一 広島・長江 広島・熊野 鳥取・河北 広島・三入 

岡山・吉備 50.12 広島・安佐 51.13 山口・勝山 51.16 山口・岐陽 51.42 鳥取・鳥大附属 51.92

山川　いずみ(3) 長田　晴香(3) 山本　志穂(2) 上野　晴菜(2) 清水　文美(2)
野口　咲良(2) 上新　彩里(3) 縄田　結(3) 福重　愛海(3) 田中　美月(3)
宮川　菜摘(3) 浦島明衣梨(2) 池口　風音(3) 三吉のぞ美(2) 足立　紗輝(3)
荒島　夕理(3) 森　菜乃夏(3) 里　知香(3) 有田　知加(3) 石名　　遥(3)
吉田　光里(3) 1m58 大森　菜桜子(2) 1m55 山本　百華(3) 1m55 神田　菜摘(2) 1m50 田村　帆野佳(2) 1m50 長谷　奈月(2) 1m50
岡山・吉備 岡山・香和 山口・川中 広島・白岳 鳥取・東伯 島根・浜田第二 

坪井　里奈(3) 1m50 北村　可奈(3) 1m50
岡山・吉備 山口・末武 

今濵　美咲(3) 5m58(-0.8) 桑畑　夢花(3) 5m40(+0.8) 祢元　亜美(2) 5m38(-0.1) 新川　比菜(2) 5m26(+0.3) 池口　風音(3) 5m26(+1.0) 岩本　法子(3) 5m20(+0.1) 落合　杏江(3) 5m08(-0.3) 部田しづく(3) 5m00(-0.5)
岡山・福南 広島・古田 岡山・総社東 広島・高西 山口・勝山 山口・湯田 岡山・芳田 島根・六日市 
葛原　麻結(3) 13m25 土岐　恵里佳(3) 13m15 藤村明日香(3) 12m88 森脇知佳子(3) 12m21 長井　香恋(3) 11m92 藤田　佳世(3) 11m79 山田　真規(3) 11m17 内方　智望(3) 11m13
岡山・津山西 鳥取・湊山 山口・国府 島根・島大附属 岡山・吉備 岡山・桜が丘 鳥取・船岡 広島・幸崎 
安田　夏生(3) 2784点 石田　夢(3) 2608点 坪井　里奈(3) 2601点 河﨑　美祐(3) 2575点 吉田　光里(3) 2487点 藤村　彩(2) 2234点 守屋　紗恵(3) 2231点 志食　伶奈(3) 2227点
広島・五日市 広島・砂谷 岡山・吉備 広島・祇園東 岡山・吉備 山口・むつみ 岡山・吉備 島根・平田 

女子 岡山 177.5点 広島 125.5点 山口 83.5点 島根 57点 鳥取 27.5点
総合 岡山 322点 広島 303点 山口 219点 島根 140.5点 鳥取 104.5点

凡例  GR:大会記録

　　     GR：１年800m予選　西永　菜津(1) 山口・鴻南　2:17.59

8月8日
 3年女子100m

風：+0.7

8月8日
 1年女子100m

風：+0.8

8月8日
 2年女子100m

風：+1.1

1年女子800m

8月8日
2・3年女子

800m

8月9日
 女子200m

風：+1.0

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

15.68(+0.4)-1m25-9m49-28.07(+0.2)

決　勝　記　録　一　覧　女子

（競技会コード：12501811　） （競技場コード：351020　）
競技会名 :第46回　中国中学校陸上競技選手権大会山口大会 2012年8月8日(水）、8月9日(木) 維新百年記念公園陸上競技場 主催団体：山口県中学校体育連盟

7位

8月9日

対抗得点

15.58(+0.9)-1m52-10m61-28.12(+0.2) 15.75(+0.4)-1m52-9m63-27.37(+0.2) 15.29(+0.4)-1m58-7m75-28.55(+0.2)

8月9日 女子4X100mR

16.23(0.0)-1m30-9m84-28.18(+0.2) 15.80(0.0)-1m35-7m66-27.74(-0.6)

8月8日
女子砲丸投
(2.721kg)

15.05(0.0)-1m46-11m68-26.76(+0.2)

8月8日 女子四種競技
15.16(+0.9)-1m46-10m15-27.50(+0.2)

8月9日 女子1500m

8月9日
女子100mH

 (0.762m/8.00m)
風：+1.1

8月9日 女子走高跳

8月8日 女子走幅跳

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2012/08/08 10:00 曇 30.0 68.0 西北西 1.3

11:00 曇 30.5 65.0 南西 0.7

12:00 曇 30.5 68.0 北北西 0.5

13:00 晴 31.5 66.0 西 1.2

14:00 晴 32.0 63.0 北西 1.1

15:00 晴 33.0 61.0 西南西 1.3

2012/08/09 09:30 晴 28.0 70.0 北西 1.0

10:00 晴 29.0 64.0 北東 1.4

11:00 晴 30.0 62.0 北西 2.0

12:00 晴 31.0 54.0 西 2.0


