
日付 種目

小橋　璃子(1) 13.17 青木　優奈(1) 13.24 市原　怜華(1) 13.33 工藤　琉楠(1) 13.47 木田聖梨那(1) 13.71 入屋　瑠菜(1) 13.83 萩本　莉帆(1) 13.83 井上　茉優(1) 13.93

萩西中 岐陽中 川中中 勝山中 厚南中 大内中 *TK 浅江中 *TK 白石中

渡邊こころ(3) 12.96 藤田　奈美(3) 13.08 宮本　菜摘(3) 13.17 河野　素実(2) 13.19 高野　桃伽(2) 13.22 福光　由佳(2) 13.33 湯本　知歩(3) 13.38 大歳　美空(3) 13.50

川中中 末武中 周陽中 福栄中 浅江中 田布施中 大内中 岐陽中

山田　真子(3) 26.34 東原可那子(3) 26.99 田中　杏(3) 28.09 竹浦　万尋(3) 28.11 田中　優歌(3) 28.47 横山　莉子(3) 28.53 富田　芙由(3) 28.67 網本　京佳(1) 28.85

常盤中 竜王中 岐陽中 田布施中 川中中 萩東中 浅江中 向洋中

長田　知紗(2) 1:00.49 藤井　美海(3) 1:01.24 山村　愛美(3) 1:01.81 坂本　那帆(2) 1:02.51 猿渡春由香(3) 1:03.34 佐伯　美奈(3) 1:03.84 蠣﨑　侑希(3) 1:05.45 平沼　桜花(3) 1:06.70

富田中 長府中 川西中 萩東中 岐陽中 田布施中 周陽中 勝山中

舩木　千花(2) 2:21.35 水田　真希(2) 2:22.68 福川江里奈(2) 2:24.72 岡田　朋夏(2) 2:26.69 神足　玲菜(3) 2:27.58 浴森　美優(2) 2:29.78 松原　愛華(2) 2:29.95 町田　萌(1) 2:30.45

勝山中 鴻南中 長府中 大和中 岐陽中 太華中 佐波中 東部中

白井　明衣(3) 4:46.89 舩木　柚花(2) 4:47.58 岩本　里菜(3) 4:48.49 生本　鈴菜(1) 4:48.69 内田　爽月(2) 4:59.40 関谷　萌伽(1) 4:59.81 尾河　玲(3) 5:00.74 岡村　はな(3) 5:00.99

華陽中 勝山中 浅江中 平生中 上宇部中 国府中 萩東中 大内中

伊東紗耶乃(2) 15.17 瀧本　朱音(3) 15.40 磯永　悠(3) 15.93 梶木　遥(2) 16.07 赤塚　愛菜(2) 16.23 坪倉　沙和(3) 16.91 吉岡花菜美(2) 16.93 吉井　遥香(3) 17.18

平生中 勝山中 岐陽中 鴻南中 周陽中 長府中 浅江中 東部中

勝山中 51.10 田布施中 51.27 岐陽中 51.43 常盤中 51.83 川中中 51.95 萩東中 52.39 末武中 52.74 富田中 52.91

平沼　桜花(3) 佐伯　美奈(3) 田中　杏(3) 鈴木　彩未(2) 市原　怜華(1) 坂本　那帆(2) 田村　梨央(3) 寶木　柚葉(3)

竹岡　知愛(3) 福光　由佳(2) 大歳　美空(3) 岩上　采奈(2) 横田　蒼(2) 世良　榛菜(3) 窪田　楓(3) 渡辺　美優(3)

工藤　琉楠(1) 竹浦　万尋(3) 磯永　悠(3) 瀬戸崎妃南(2) 田中　優歌(3) 横山　莉子(3) 渡辺くるみ(2) 高橋　理子(3)

瀧本　朱音(3) 隅田　彩乃(2) 上野　茅紗(2) 山田　真子(3) 渡邊こころ(3) 上村　舞衣(1) 藤田　奈美(3) 長田　知紗(2)

東　聡美(3) 1m50 田村璃々花(1) 1m45 竹永　愛梨(2) 1m45 藤村明日香(3) 1m45 森重つぐみ(3) 1m35 矢野　未空(2) 1m30

鴻南中 萩西中 右田中 国府中 小野田中 小郡中

塩川　裕子(2) 1m30

下関中等

大同　麻代(3) 1m30

長成中

中野　恭伽(3) 5m20(-0.3) 竹岡　知愛(3) 5m08(+0.5) 金子　咲(3) 4m70(-0.4) 渡辺　美優(3) 4m68(+0.4) 中尾　柚文(3) 4m67(+0.7) 藤田　汐音(3) 4m65(+0.3) 伊賀　彩佳(3) 4m61(+0.2) 松田　裕海(3) 4m51(-0.2)

久保中 勝山中 右田中 富田中 長府中 小郡中 山の田中 末武中

田村　優衣(3) 10m92 伊ヶ崎有美(3) 10m07 荒木　里音(2) 9m71 藤村　紗矢香(2) 9m50 杉山　祐美(3) 9m37 古村菜々美(3) 9m24 勝岡　奈々(3) 9m21 田中　愛(3) 9m12

島田中 周陽中 高千帆中 国府中 小郡中 右田中 勝山中 室積中

大畠かおる(3) 2076点 世良　榛菜(3) 2040点 相本　紫苑(1) 1848点 桑原　遥香(2) 1841点 佐々木七海(3) 1804点 久村佳那実(3) 1649点 末永　里美(2) 1620点 中野　陽梨(2) 1619点

野田中 萩東中 田布施中 藤山中 岐陽中 熊毛中 萩西中 高千帆中

女子総合 勝山中 47点 岐陽中 38点 田布施中 24点 川中中 23点 鴻南中 21点 長府中 20点 萩東中 20点 周陽中 19点

凡例  *TK:着差あり

維新百年記念公園陸上競技場 主催団体：山口陸上競技協会

（競技会コード：16353004　） （競技場コード：351020　）

トラック審判長　　藤田　昌彦

18.07(-1.0)-1m30-6m89-31.20(+0.5) 19.19(-0.3)-1m25-7m43-29.41(+0.5)

フィールド審判長　石原　宏昭

スタート審判長　　福永　雅夫

記  録  主  任    長田　保範

17.50(-1.0)-1m30-7m82-29.60(+0.5) 17.81(-0.3)-1m30-7m29-28.79(+0.5) 17.42(-0.3)-1m30-6m60-29.25(+0.5) 17.75(-0.3)-1m20-7m40-30.30(+0.5)

10月1日 共通女子四種競技

17.02(-1.0)-1m30-8m92-28.22(+0.5) 15.50(-0.3)-1m15-7m26-27.82(+0.5)

10月1日 共通女子砲丸投

10月2日
共通女子100mH

風：-1.3

10月2日 共通女子走高跳

8位1位 2位 3位 4位

10月1日 共通女子走幅跳

10月2日 共通女子4X100mR

10月2日
共通女子100m

風：+0.3

10月2日
共通女子200m

風：+0.5

10月2日 共通女子800m

10月2日 共通女子1500m

10月2日 共通女子400m

決　勝　記　録　一　覧　女子

5位 6位

10月2日
1年女子100m

風：+1.3

7位

競技会名 :第69回　山口県体育大会中学校の部 2016年10月1日(土）、10月2日(日)



日付 種目

藤田陽太郎(1) 12.20 浦松　永遠(1) 12.43 三戸慶一郎(1) 12.44 柳井　楓太(1) 12.55 中原　優稀(1) 12.66 吉屋　正義(1) 12.69 山田　彩翔(1) 12.70 原本　青空(1) 12.72

浅江中 黒石中 厚南中 深川中 華陽中 菱海中 彦島中 富田中

田村　嘉啓(3) 11.23 吉田　亮介(3) 11.46 今元　陸翔(3) 11.48 佐藤　亮介(3) 11.48 惣代　翔(3) 11.77 田村　蓮(2) 11.84 岡　隼之介(3) 11.87 重永　将慶(3) 11.97

末武中 下関中等 大島中 *TK 岐陽中 *TK 小郡中 山の田中 晃英館中 周南菊川中

原川浩太朗(3) 22.66 堤　大輔(3) 23.74 遠入　野生(3) 23.89 福嶋　航(3) 24.29 野中　凜平(3) 24.31 下瀬　美隆(3) 24.33 塩屋　大稀(2) 24.52 倉増　卓矢(3) 24.73

白石中 大内中 厚南中 岐陽中 向洋中 山の田中 小郡中 熊毛中

山本　悠真(3) 51.92 開道　一晴(3) 51.97 金子　己太(3) 52.78 下間　孝基(3) 54.31 眞鍋　咲耶(3) 55.18 宇都宮廉斗(3) 57.28 市川　雅也(3) 58.42

熊毛中 日新中 右田中 田布施中 黒石中 彦島中 室積中

藤野　隼也(3) 2:02.26 福字　涼太郎(3) 2:02.28 小野  智幸(3) 2:02.90 山本　浩貴(2) 2:04.65 竹内　健太(3) 2:04.90 鶴巻　聖大(3) 2:05.50 國宗　佑(2) 2:07.38 大田　康平(3) 2:07.92

常盤中 室積中 むつみ中 田布施中 東部中 垢田中 柳井中 長府中

吉中　祐太(1) 4:28.51 原川　翔太(1) 4:30.03 村岡　滉太(1) 4:30.60 平岡　知大(1) 4:30.78 土井　寛介(1) 4:36.91 磯元　康雅(1) 4:37.04 宮内　渉里(1) 4:37.59 吉川　和真(1) 4:37.84

向洋中 三隅中 小郡中 常盤中 長府中 垢田中 高川中 萩東中

上部　知紀(3) 4:12.81 三木　雄介(3) 4:15.61 富田　悠斗(3) 4:17.48 阿比留多日良(3) 4:19.16 清家　湧(3) 4:23.34 中山　倖希(3) 4:23.69 木原　將熙(3) 4:23.89 渡邊　瑞樹(3) 4:24.54

田布施中 桑山中 桜田中 垢田中 川中中 小郡中 三隅中 徳地中

菖蒲　敦司(3) 8:53.34 田村　友伸(3) 8:54.35 阿部　陽樹(2) 8:58.78 森重　孝哉(3) 9:07.26 明石　悠汰(3) 9:07.26 重冨　涼風(3) 9:08.70 村上　正樹(3) 9:12.48 河﨑　憲祐(3) 9:13.14

浅江中 玖珂中 鴻南中 田布施中 *TK 岐陽中 *TK 下関中等 萩東中 三隅中

京井　一馬(3) 15.58 池田　悠真(3) 16.11 中野　拓斗(3) 16.12 山根  翔太(3) 16.28 神代　隼輝(3) 16.65 安野　巨海(3) 17.03 竹下　耀星(2) 17.48 草野　隆真(3) 17.88

徳地中 垢田中 長府中 むつみ中 熊毛中 向洋中 萩西中 川中中

岐陽中 44.85 下関中等 45.30 上宇部中 45.45 川中中 45.85 島田中 45.97 桜田中 46.00 末武中 46.77 垢田中 47.58

原田　武京(3) 岡野　翔太(2) 兼光　雄希(2) 吉野　透真(3) 石原隆之介(3) 山田　春日(2) 國居　主真(3) 羽仁　帝誠(2)

佐藤　亮介(3) 坪井　崇悟(2) 宮瀬　巧斗(3) 田辺　凌雅(2) 益田　倫太郎(3) 後藤　海翔(2) 原田　凌(2) 池田　悠真(3)

安部　秀真(3) 木村　拓志(3) 阪本　朱利(2) 片山　直紀(3) 寄川　晃生(3) 田上　恵汰(1) 大楽拓公海(3) 伊東　史哉(3)

福嶋　航(3) 吉田　亮介(3) 梶川　佑(3) 佐伯　亮汰(3) 桧垣　零生(3) 河野　拓人(3) 田村　嘉啓(3) 秋枝　尚樹(3)

林　留唯斗(3) 1m75 黒川　和樹(3) 1m75 竹本　竜也(3) 1m75 中山　泰一(3) 1m55 馬越　太基(3) 1m55 玉野　翔也(2) 1m50

大島中 長成中 大嶺中 周南菊川中 東和中 田布施中

間竹　勇登(3) 1m55 緒方　力也(3) 1m50

室積中 麻里布中

御園生直希(3) 3m50 石原隆之介(3) 2m80 沖田　悠介(3) 2m60 實近　伸輝(3) 2m40

華陽中 島田中 熊毛中 周陽中

宮瀬　巧斗(3) 6m64(+0.7) 橋本　雅也(3) 6m28(+1.2) 佐伯　亮汰(3) 6m21(+0.5) 松本　裕太(2) 6m10(+0.9) 谷野　優作(3) 5m75(-0.3) 藤永涼太郎(2) 5m60(+1.0) 宮本　凌我(3) 5m60(-0.3) 河杉　公平(3) 5m54(+0.1)

上宇部中 光井中 川中中 熊毛中 向洋中 日新中 右田中 野田中

岡村　周汰(3) 12m34(+0.2) 堺谷　大介(3) 12m34(0.0) 中村　凌介(3) 11m79(+1.3) 児島　祐希(3) 11m73(+1.1) 山本　昂輝(3) 11m68(+1.0) 佐藤晃一朗(3) 11m39(+1.7) 松原　凛斗(3) 10m98(-0.2) 早川　太陽(2) 10m71(+0.2)

野田中 周陽中 光井中 大島中 熊毛中 鴻南中 福川中 長成中

梶川　佑(3) 13m37 岡村　拓真(3) 11m15 佐古　嵐(3) 11m08 居原　照高(2) 10m20 柴田　諭志(3) 10m12 平田　一貴(3) 10m06 伊東　博哉(3) 9m64 仲岡　晃太(2) 9m52

上宇部中 福栄中 周陽中 川中中 川上中 浅江中 垢田中 山の田中

宇津宮　翼(3) 2143点 村岡　泰成(3) 2117点 岩武  智熙(3) 1998点 中村　壮(3) 1984点 井町　航大(3) 1938点 野田良太郎(3) 1764点 真崎　陽向(2) 1755点 森下　航成(2) 1554点

福栄中 大島中 むつみ中 藤山中 萩東中 熊毛中 長成中 萩西中

男子総合 熊毛中 32点 大島中 27点 田布施中 25.5点 上宇部中 24点 岐陽中 23点 浅江中 21点 垢田中 21点 川中中 21点

凡例  *TK:着差あり

18.06(-0.5)-7m32-1m58-58.61 19.99(+0.3)-9m78-1m35-58.98

10月1日 共通男子四種競技

16.67(-0.5)-9m32-1m58-55.22 17.53(-0.5)-9m90-1m67-56.32

10月2日 共通男子4X100mR

17.20(+0.3)-9m28-1m55-58.53 17.02(-0.5)-8m39-1m50-1:01.5018.09(+0.3)-11m02-1m55-57.32 17.26(-0.5)-9m42-1m50-56.31

10月1日 共通男子走幅跳

10月1日 共通男子三段跳

10月2日 共通男子砲丸投

10月1日 共通男子走高跳

10月1日 共通男子棒高跳

10月2日 共通男子3000m

10月2日
共通男子110mH

風：-0.5

10月2日 共通男子800m

10月2日 共通男子1500m

10月2日 1年男子1500m

7位

10月2日
共通男子200m

風：-1.3

10月2日 共通男子400m

10月2日
共通男子100m

風：+0.4

（競技場コード：351020　）

10月2日
1年男子100m

風：+0.7

記  録  主  任    長田　保範
1位 2位 3位 4位 5位 6位

スタート審判長　　福永　雅夫

決　勝　記　録　一　覧　男子

8位

競技会名 :第69回　山口県体育大会中学校の部 2016年10月1日(土）、10月2日(日) 維新百年記念公園陸上競技場 主催団体：山口陸上競技協会

トラック審判長　　藤田　昌彦

フィールド審判長　石原　宏昭

（競技会コード：16353004　）


