
ト ラ ッ ク 審 判 長 藤田　昌彦

フ ィールド審 判長 磯部　芳規

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

三戸慶一郎(3) 11.32 浦松　永遠(3) 11.32 刀根　海斗(3) 11.47 烏田　慶生(2) 11.68 岡　和幸(3) 11.69 吉屋　正義(3) 11.79 岡本　開登(3) 11.80 三谷　一翔(3) 11.88

山口・厚南中 山口・黒石中 山口・東部中 山口・萩東中 山口・川中中 山口・菱海中 山口・高千帆中 山口・下関菊川中

三木　雅也(2) 23.75 市原　悠翔(3) 24.28 大池虎太郎(3) 24.37 矢野　一輝(3) 24.76 佐藤　元(3) 25.07 上領　洸太(3) 25.07 光田圭太郎(2) 25.20 後藤　大翔(3) 25.60

山口・東部中 山口・萩東中 山口・垢田中 山口・高千帆中 山口・川中中 山口・旭中 山口・下関菊川中 山口・勝山中

山田　彩翔(3) 51.04 井上　京冶(3) 53.98 山本　浩平(3) 56.14 鎌田　大輝(3) 56.72 中野　翔梧(3) 56.98 吉村　成貴(3) 57.88 豊田　和希(3) 58.00 夏原　大河(3) 58.28

山口・彦島中 山口・向洋中 山口・川中中 山口・垢田中 山口・上宇部中 山口・下関菊川中 山口・小野田中 山口・西岐波中

重山　弘徳(2) 2:05.01 磯元　康雅(3) 2:07.21 川本斗希也(3) 2:13.10 水津　哉汰(3) 2:14.81 永安　祥貴(3) 2:16.08 中野　雄太(3) 2:17.40 丸山　真司(3) 2:19.81 松﨑　遼登(3) 2:25.73

山口・萩東中 山口・垢田中 山口・長府中 山口・阿武中 山口・長成中 山口・東部中 山口・下関中等中 山口・東岐波中

吉中　祐太(3) 4:11.78 永井　十太(3) 4:18.90 青森　駿(3) 4:24.10 原川　翔太(3) 4:25.97 大西　貴也(2) 4:29.59 土井　寛介(3) 4:30.05 井下　侃(3) 4:30.87 植田　亮平(3) 4:33.63

山口・向洋中 山口・玄洋中 山口・川中中 山口・三隅中 山口・垢田中 山口・長府中 山口・西岐波中 山口・高千帆中

吉川　和真(3) 9:17.20 陸　太陽(3) 9:39.21 平岡　知大(3) 9:42.22 玉利　和己(3) 9:46.44 中島　瑚白(2) 9:47.60 林　大翔(3) 9:49.57 好本　裕太(3) 9:52.13

山口・萩東中 山口・上宇部中 山口・常盤中 山口・彦島中 山口・長府中 山口・上宇部中 山口・長成中

池永　康成(2) 9:42.22

山口・萩西中

田村　雄大(3) 16.98 河村　恵杜(3) 17.11 長田　航輝(2) 17.11 池田　遥空(2) 18.03 末廣海輝斗(3) 18.10 新谷　健介(3) 18.83

山口・川中中 山口・萩東中 *TK 山口・むつみ中 *TK 山口・垢田中 山口・高千帆中 山口・藤山中

東部中・山口 45.81 川中中・山口 46.24 向洋中・山口 46.71 下関菊川中・山口 47.21 萩東中・山口 47.82 垢田中・山口 47.90 高千帆中・山口 47.94 厚南中・山口 48.20

木村涼太郎(2) 岡　和幸(3) 大山　青千(3) 中桐　颯斗(3) 菊本　翔太(2) 磯元　康雅(3) 福永　怜央(3) 脇坂　和志(3)

三木　雅也(2) 山本　浩平(3) 井上　京冶(3) 光田圭太郎(2) 烏田　慶生(2) 大池虎太郎(3) 矢野　一輝(3) 三戸慶一郎(3)

刀根　海斗(3) 菅野　翔太(3) 是石　将利(3) 吉村　成貴(3) 河村　恵杜(3) 鎌田　大輝(3) 岡本　開登(3) 重岡　隼都(3)

山口　碧紘(3) 佐藤　元(3) 吉中　祐太(3) 三谷　一翔(3) 市原　悠翔(3) 倉本　佳典(3) 笠井　隆斗(3) 田村慎之介(3)

江藤　貴郁(3) 1m55 田中　泰斗(3) 1m50 桝本　高(3) 1m45

山口・東岐波中 山口・長成中 山口・川中中

菅野　翔太(3) 6m33(+2.3) 山口　碧紘(3) 6m29(+2.6) 中桐　颯斗(3) 5m95(+3.1) 笠井　翔貴(3) 5m55(+3.1) 木山　直郁(3) 5m54(+3.1) 鴨川　洸登(1) 5m27(+0.7) 鶴岡　琉馬(3) 5m26(+1.4) 岡本　脩汰(2) 5m25(+0.7)

山口・川中中 公認6m21(+2.0) 山口・東部中 公認6m03(+2.0) 山口・下関菊川中 公認5m66(+1.1) 山口・黒石中 公認5m32(+1.5) 山口・長成中 公認5m21(+0.4) 山口・仙崎中 山口・勝山中 山口・山の田中

中村　歩(3) 11m69(+3.1) 山内　勇輝(2) 11m57(+3.5) 又野　誠梧(3) 11m05(+2.9) 柳　遥輝(2) 10m81() 木村涼太郎(2) 10m74(+1.9) 木村　航太(3) 10m43(+3.6) 福井　創太(3) 10m16(+1.0)

山口・福栄中 公認11m41(+1.5) 山口・上宇部中 公認11m32(+1.9) 山口・萩東中 公認10m45(+1.7) 山口・竜王中 山口・東部中 山口・勝山中 公認10m15(-0.3) 山口・川中中

前田　新(3) 10m71 武下　駿介(3) 9m83 宮川　祥(2) 9m04 藤井　翔夢(3) 8m85 掛橋　奏風(3) 8m74 菊川　拓馬(2) 7m53 石原　捷聖(2) 7m52 西嶋　海斗(3) 7m26

山口・彦島中 山口・高千帆中 山口・福栄中 山口・木屋川中 山口・神原中 山口・垢田中 山口・黒石中 山口・常盤中

対抗得点 男子 川中中 51点 萩東中 45点 東部中 36点 垢田中 33点 向洋中 25点 高千帆中 21点 彦島中 20点 上宇部中 20点

5位 6位 7位 8位

5月19日
 男子100m

風：+3.4

5月19日
 男子200m

風：+0.7

1位 2位 3位 4位

5月19日  男子3000m

5月19日
 男子

110mH(0.914m)
風：+0.8

5月19日  男子400m

5月19日  男子800m

5月19日  男子1500m

5月19日
 男子砲丸投

(5.000kg)

5月19日  男子4X100mR

5月19日  男子走高跳

5月19日  男子走幅跳

凡例  *TK:着差あり *TL:着差なし

決　勝　記　録　一　覧　男　子

競技会名 :第65回　山口県中学校春季体育大会【西部】 2018年5月19日(土）

（競技場コード：：352010　）

下関市営下関陸上競技場

（競技会コード：18353001　）

主催団体：山口県中学校体育連盟

5月19日  男子三段跳



ト ラ ッ ク 審 判 長 藤田　昌彦

フ ィールド審 判長 磯部　芳規

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

小橋　璃子(3) 12.93 木田聖梨那(3) 13.32 進　愛果(3) 13.40 武居　玲奈(3) 13.52 今岡　鈴寧(2) 13.56 徳田　芽依(3) 13.70 藤田　紗菖(3) 13.80

山口・萩西中 山口・厚南中 山口・大嶺中 山口・東部中 山口・西岐波中 *TL 山口・山の田中 山口・向洋中

本田　千咲里(3) 13.56

山口・勝山中 *TL

市原　怜華(3) 26.75 古川帆乃花(2) 27.53 松田　幸果(2) 27.69 藤井　優樹(3) 28.24 戸崎　心優(2) 28.39 川村　文乃(2) 29.17 白石　美海(3) 29.43 中村　妃里(2) 29.65

山口・川中中 山口・垢田中 山口・勝山中 山口・長府中 山口・萩西中 山口・西岐波中 山口・萩東中 山口・東部中

室園　咲花(2) 1:06.30 網本　京佳(3) 1:06.47 中野　美咲(3) 1:06.56 酒井　七瀬(2) 1:07.77 下田　佳奈(3) 1:08.70 古重　愛来(2) 1:09.83 工藤　琉楓(3) 1:10.74 河口　春伽(3) 1:10.95

山口・長府中 山口・向洋中 山口・東部中 山口・垢田中 山口・日新中 山口・上宇部中 山口・勝山中 山口・高千帆中

中原　涼那(2) 2:23.82 田村　優稀(2) 2:23.86 楢林せいか(2) 2:25.57 井上萌々奈(3) 2:26.66 長広　天(2) 2:32.80 荻野　純菜(3) 2:34.08 深津　柚月(2) 2:36.41 城山　紗葉(3) 2:39.68

山口・高千帆中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・勝山中 山口・東部中 山口・福栄中 山口・藤山中 山口・日新中

町田　萌(3) 4:49.78 古川　千尋(3) 5:08.81 内藤　咲彩(2) 5:10.88 加賀　萌瑞(2) 5:14.42 林　真名(3) 5:17.00 渡部　真子(2) 5:17.03 生田　千穂(3) 5:20.81 小西　里桜(2) 5:24.85

山口・東部中 山口・萩東中 山口・勝山中 山口・彦島中 山口・深川中 山口・高千帆中 山口・藤山中 山口・上宇部中

嶋田　明夏(3) 16.22 梶川　結衣(3) 16.23 西村　羽未(2) 16.24 半田菜々美(2) 16.52 川野　春奈(2) 16.59 高光　有玖(3) 17.01 野村　佳音(3) 17.05 古藤　萌愛(3) 17.56

山口・竜王中 山口・勝山中 山口・萩西中 山口・東部中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・高千帆中 山口・長府中

萩西中・山口 52.24 垢田中・山口 53.09 勝山中・山口 53.17 長府中・山口 53.39 川中中・山口 53.63 向洋中・山口 54.00 東部中・山口 54.49 大嶺中・山口 55.24

戸崎　心優(2) 田村　優稀(2) 浦島　有生(2) 今村　まし蕗(2) 三原　紀子(3) 長野　杏華(3) 半田菜々美(2) 重藤　友香(3)

田村璃々花(3) 古川帆乃花(2) 松田　幸果(2) 藤井　優樹(3) 市原　怜華(3) 藤田　紗菖(3) 武居　玲奈(3) 進　愛果(3)

西村　羽未(2) 川野　春奈(2) 本田　千咲里(3) 古藤　萌愛(3) 田中　美雪(3) 長津　青空(3) 前村　真央(2) 吉岡　菜月(2)

小橋　璃子(3) 濵田　美幸(2) 下村　歩未(3) 室園　咲花(2) 松野　沙香(3) 網本　京佳(3) 梅田　綺夏(2) 吉岡　葉月(2)

田村璃々花(3) 1m46 峰岡　萌華(3) 1m40 井村　祐珠(3) 1m40 西村　友里(3) 1m30 本田　真未(3) 1m30 上野　桃子(3) 1m30 久原　愛世(2) 1m30 松江　優衣(3) 1m25

山口・萩西中 山口・向洋中 山口・山の田中 山口・西岐波中 山口・勝山中 山口・小野田中 山口・長成中 山口・川中中

三好ののか(3) 5m23(+0.4) 濵田　美幸(2) 5m16(+3.1) 上村　舞衣(3) 4m75(+1.2) 浦島　有生(2) 4m65(+2.9) 吉岡　葉月(2) 4m60(+1.5) 山中　泉水(2) 4m55(+3.6) 三宅　彩加(2) 4m38(0.0) 前村　真央(2) 4m34(+1.5)

山口・むつみ中 山口・垢田中 公認5m12(+2.0) 山口・萩東中 山口・勝山中 公認4m41(+0.7) 山口・大嶺中 山口・萩西中 公認4m48(-0.6) 山口・上宇部中 山口・東部中

木川　寿海(3) 10m21 下村　歩未(3) 9m88 松岡　結衣(3) 9m66 伊藤　麻衣(3) 9m05 春名　由優(3) 8m91 松代　早生(2) 8m74 児玉　幸咲(3) 8m31 藤山　七海(3) 8m14

山口・下関中等中 山口・勝山中 山口・西岐波中 山口・萩西中 山口・萩東中 山口・上宇部中 山口・旭中 山口・福栄中

対抗得点 女子総合 勝山中 51.5点 萩西中 42点 垢田中 37点 東部中 32点 萩東中 28点 長府中 19点 向洋中 18点 西岐波中 17.5点

凡例  *TK:着差あり *TL:着差なし

5位 6位

決　勝　記　録　一　覧　女　子

（競技会コード：18353001　） （競技場コード：：352010　）

競技会名 :第65回　山口県中学校春季体育大会【西部】 2018年5月19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
7位 8位

5月19日
 女子100m

風：+2.2

5月19日
 女子200m

風：0.0

1位 2位 3位 4位

5月19日  女子400m

5月19日  女子800m

5月19日  女子1500m

5月19日  女子走幅跳

5月19日
 女子砲丸投

(2.721kg)

5月19日
 女子

100mH(0.762m)
風：+2.7

5月19日  女子4X100mR

5月19日  女子走高跳


