
ト ラ ッ ク 審 判 長 石原　宏昭

跳 躍 審 判 長 石原　宏昭

投 て き 審 判 長 石原　宏昭

記 録 主 任 西村　信勝

日付 種目

藏重　みう(2) 12.72 先村　若奈(1) 12.92 藤井　真鈴(2) 13.04 青木　優奈(3) 13.30 水田ほのか(3) 13.38 両国菜々香(2) 13.55 来栖　彩菜(3) 13.62 冨田　美咲(3) 13.85

附属光中 高川中 附属山口中 岐陽中 田布施中 周陽中 富田中 桑山中

高道　友愛(2) 26.36 飛鷹　愛(2) 26.63 入屋　瑠菜(3) 27.35 原田　千鈴(3) 27.55 寺尾　真依(2) 27.73 原田　香心(3) 27.76 池田　來瞳(2) 27.81 谷川　綾音(2) 28.23

鴻南中 末武中 大内中 岐陽中 田布施中 富田中 野田学園 周陽中

中村　真琴(2) 1:02.16 土屋実耶弥(2) 1:04.44 船戸　梨瑚(3) 1:04.47 林　真衣(3) 1:05.03 水田　有香(2) 1:05.36 清水　楓(3) 1:06.89 村上　蒼空(3) 1:07.72 橋本　清花(2) 1:07.79

末武中 小郡中 室積中 桑山中 鴻南中 岐陽中 富田中 田布施中

森山　瑚都(3) 2:21.95 山本菜津美(2) 2:25.76 大森　心花(2) 2:28.18 新森　碧(3) 2:28.68 佐古萌乃香(2) 2:29.15 和田　彩花(2) 2:33.07 片野　瑠唯(1) 2:36.09 弘中美咲希(3) 2:40.22

岐陽中 周陽中 平川中 田布施中 富田中 高川中 久保中 室積中

大久保　南(2) 4:46.16 中野　萌香(3) 4:55.24 生本　鈴菜(3) 4:57.50 岩﨑　莉子(3) 5:01.69 土井　唯楓(2) 5:02.55 柴川　瑞希(2) 5:02.97 石田　真子(3) 5:03.09 杉岡　優希(2) 5:08.93

浅江中 鴻南中 平生中 福川中 光井中 右田中 岐陽中 富田中

相本　紫苑(3) 16.35 崎本　楓華(3) 16.93 阿部　花連(2) 17.43 谷田　鈴奈(3) 17.88 林　みのり(3) 18.25 西村　歩珠(3) 18.56 長野　栞莉(3) 18.81 中村　花梨(3) 18.92

田布施中 島田中 小郡中 浅江中 岐陽中 国府中 末武中 鴻南中

岐陽中 51.12 田布施中 51.44 周陽中 52.04 富田中 52.42 末武中 52.44 大内中 52.95 島田中 53.44 鴻南中 53.83

田原　奈波(2) 相本　紫苑(3) 吉田　香(2) 堀田　琴花(3) 坂本　芹奈(3) 河村　真希(3) 国広　真奈(2) 武田　万洋(3)

原田　千鈴(3) 寺尾　真依(2) 両国菜々香(2) 来栖　彩菜(3) 飛鷹　愛(2) 湯本　乃映(3) 神徳　咲来(2) 高道　友愛(2)

源内　咲(3) 友弘　亜樹(3) 菊野　愛佳(3) 正下　未翔(3) 廣中　愛乃(3) 堤　花菜(2) 三島　夕芽(3) 岡本　薫奈(2)

青木　優奈(3) 水田ほのか(3) 谷川　綾音(2) 原田　香心(3) 中村　真琴(2) 入屋　瑠菜(3) 林　美沙(3) 川邊　陽香(3)

坂口　果鈴(2) 1m43 坂田　茉矢(3) 1m40 林　真穂(2) 1m40 小國穂乃香(3) 1m40 西村　萌衣(1) 1m35 齋藤　彩(3) 1m35

小郡中 富田中 末武中 平田中 高川中 右田中

矢頭　愛菜(3) 1m40 福田　統子(3) 1m35

田布施中 国府中

金子　明未(2) 5m13(+2.1) 堀田　琴花(3) 5m11(+3.0) 坂本　菜南(3) 4m72(+4.1) 宇留島　聖奈(2) 4m69(+3.2) 中野　綾乃(2) 4m60(+3.2) 佐藤　優花(2) 4m59(+2.6) 河野　莉子(3) 4m44(+3.0) 藤井　鈴花(3) 4m41(+3.0)

国府中 公認5m10(+1.2) 富田中 公認4m95(+1.1) 田布施中 公認4m71(+1.3) 末武中 公認3m13(+2.0) 久保中 公認記録なし 大道中 公認4m15(+0.7) 桑山中 公認4m11(+1.7) 岐陽中 公認4m25(+1.5)

岩井　優美(3) 11m86 藤岡　瑞穂(3) 11m73 岡村　桃乃(3) 11m55 大倉　明莉(3) 10m72 西田　桜(3) 10m07 萩本　莉帆(3) 9m78 塩屋　月渚(2) 9m66 下間　星来(3) 9m47

右田中 富田中 島田中 桑山中 岐陽中 浅江中 岩国中 田布施中

田布施中 42点 岐陽中 40点 富田中 38点 末武中 ３1点 小郡中 21点 鴻南中 21点 周陽中 17点 浅江中 16点
5月19日 女子総合

8位

山口県東部中学校体育大会陸上競技 【18353001】 
防府市陸上競技場 【342030】 
2018/05/19 ～ 2018/05/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

5月19日  女子400m

5月19日  女子800m

5月19日
 女子100m

風：+2.8

5月19日
 女子200m

風：+1.4

5月19日  女子1500m

5月19日
 女子100mH(0.762m)

風：-2.1

5月19日  女子4X100mR

5月19日  女子走高跳

5月19日  女子走幅跳

5月19日  女子砲丸投(2.721kg)

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2018/05/19 10:00 晴 20.0 56.0 北東 4.1

11:00 晴 21.0 57.0 北 3.8

12:00 晴 22.0 50.0 北 3.9

13:00 晴 23.0 48.0 北 3.8

14:00 晴 24.0 46.0 北 1.7

15:00 晴 24.0 46.0 東南東 2.3



ト ラ ッ ク 審 判 長 石原　宏昭

跳 躍 審 判 長 石原　宏昭

投 て き 審 判 長 石原　宏昭

記 録 主 任 西村　信勝

日付 種目

長門　諒(3) 11.41 田中　悠聖(3) 11.53 木村　透唯(3) 11.77 石田　侑大(2) 11.81 尾上　雅隆(3) 11.92 中原　優稀(3) 11.95 小茅　海道(3) 12.10 山本　虎誠(2) 12.10

麻里布中 附属山口中 大内中 鴻南中 末武中 華陽中 周陽中 *TK 柳井中 *TK

藤田陽太郎(3) 22.87 原本　青空(3) 23.60 松田　祥吾(2) 23.90 中原　拓斗(3) 24.43 本間　温弥(3) 24.55 田上　恵汰(3) 24.74 三浦　嘉裕(3) 25.20 乙井　秀則(3) 25.46

浅江中 富田中 附属山口中 周陽中 小郡中 桜田中 田布施中 大島中

石﨑　尋大(3) 53.68 徳久　幸佑(3) 54.34 福永　光希(2) 55.02 中山　太陽(3) 55.91 窪井　叶太(2) 56.36 小林　陽(2) 57.19 山口　創也(2) 57.97 藤川　郁人(3) 59.61

富田中 周陽中 太華中 岐陽中 浅江中 室積中 大内中 桜田中

村岡　滉太(3) 2:03.10 宮内　渉里(3) 2:03.85 熊野　耀也(3) 2:06.81 小松　星斗(3) 2:10.37 山本　航大(3) 2:10.64 入江　海音(3) 2:11.88 山本　貴広(3) 2:18.13 石川　雄大(3) 2:21.03

小郡中 高川中 田布施中 国府中 富田中 周陽中 室積中 桑山中

吉田　僚(2) 4:19.93 山本　真央(3) 4:24.12 井上　大樹(3) 4:27.76 山本　海太(3) 4:30.06 延吉　雄飛(3) 4:30.08 吉光　南人(3) 4:31.80 星出　和哉(3) 4:34.97 築出真名人(3) 4:40.32

熊毛中 周陽中 浅江中 岐陽中 田布施中 富田中 柳井中 鴻南中

吉村　拓樹(3) 9:15.19 高山　豪起(3) 9:22.84 松島　圭吾(3) 9:33.35 時安　渉(2) 9:33.57 松窪　礼登(2) 9:34.64 林　歩夢(3) 9:34.89 通　正樹(3) 9:36.48 平川　瑠星(2) 9:37.99

柳井中 桜田中 福川中 周陽中 富田中 浅江中 桜田中 桑山中

伊藤　陽太(3) 15.29 小蓑　優希(3) 15.54 市村　謙太(3) 16.43 木村　将太(3) 16.60 高橋　新武(3) 16.66 吉岡　由那(2) 17.03 檜垣　律輝(3) 18.14 橋本　凌我(3) 18.36

川西中 末武中 附属山口中 岐陽中 島田中 田布施中 桑山中 富田中

富田中 44.95 周陽中 45.93 末武中 46.02 浅江中 46.36 大内中 46.46 桜田中 46.83 華陽中 47.45 桑山中 48.29

渡邉　壯真(3) GR 野間翔一郎(3) 尾上　雅隆(3) 窪井　叶太(2) 安食　聖矢(3) 中村　駿介(3) 安仲　巧真(2) 村田　暖綺(3)

石﨑　尋大(3) 中原　拓斗(3) 小蓑　優希(3) 魚谷　匠吾(2) 古屋　世那(3) 岡村　泰輝(3) 中原　優稀(3) 歳弘　優真(3)

大亀　雄真(3) 中村　元介(3) 川岡滉太郎(2) 佐藤　優樹(2) 岡田　涼(2) 藤川　郁人(3) 井領　翼(3) 檜垣　律輝(3)

原本　青空(3) 小茅　海道(3) 盛光　冬希(3) 藤田陽太郎(3) 木村　透唯(3) 田上　恵汰(3) 大庭　尚輝(3) 福田　一心(3)

中村　駿介(3) 1m74 中村　元介(3) 1m71 大田　稜也(3) 1m55 林　修汰(3) 1m50 岩井　有真(2) 1m50 中村　奎太(2) 1m45 福本　一護(3) 1m45

桜田中 周陽中 末武中 福川中 岐陽中 田布施中 室積中

松井　楓雅(3) 3m30 山中　涼聖(3) 3m20 岩本　和樹(3) 2m60 原田　育典(3) 2m40

光井中 東和中 島田中 熊毛中

山村　和輝(2) 5m89(+3.5) 安達　稜真(3) 5m55(+2.5) 重永　等(2) 5m53(+3.2) 渡邉　壯真(3) 5m51(+1.9) 本藏　勝将(2) 5m38(+2.2) 盛光　希道(2) 5m27(+2.7) 美濃　諒歩(2) 5m27(+1.1) 青谷　泰一(3) 4m97(+0.5)

川西中 公認記録なし 華陽中 公認記録なし 野田学園 公認5m36(+1.6) 富田中 田布施中 公認5m25(+0.9) 末武中 公認5m11(+1.7) 桑山中 鴻南中

野間翔一郎(3) 12m06(-1.3) 廣　航希(3) 11m44(-2.4) 中尾　光騎(3) 10m79(-1.3) 木本　貫太(3) 10m53(+1.6) 浅田　柊(3) 10m48(-0.9) 丹治　大翔(3) 10m41(-2.8) 松尾　響(3) 10m25(+0.2) 仲子　裕真(3) 10m08(+2.5)

周陽中 高川中 光井中 熊毛中 鴻南中 田布施中 小郡中 富田中 公認9m88(+0.9)

盛光　冬希(3) 10m55 嶋津　心平(3) 10m03 金子　銀次(3) 8m88 上岡　千真(2) 8m79 山中　蒼大(3) 8m72 大屋　遼馬(3) 8m64 松本　陽汰(3) 8m36 米山　智幸(3) 8m01

末武中 東和中 晃英館中 華陽中 富田中 小郡中 柳井中 川下中

周陽中 51点 富田中 45点 末武中 34点 浅江中 26点 桜田中 24点 田布施中 22点 付属山口中 19点 岐陽中 19点

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

山口県東部中学校体育大会陸上競技 【18353001】 
防府市陸上競技場 【342030】 
2018/05/19 ～ 2018/05/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5月19日
 男子200m

風：+1.1

5月19日  男子400m

 男子100m
風：+3.0

5月19日

5月19日  男子800m

5月19日  男子1500m

5月19日  男子3000m

5月19日
 男子110mH(0.914m)

風：+1.0

5月19日  男子4X100mR

5月19日  男子走高跳

5月19日  男子砲丸投(5.000kg)

5月19日 男子総合

5月19日  男子棒高跳

5月19日  男子走幅跳

5月19日  男子三段跳

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2018/05/19 10:00 晴 20.0 56.0 北東 4.1

11:00 晴 21.0 57.0 北 3.8

12:00 晴 22.0 50.0 北 3.9

13:00 晴 23.0 48.0 北 3.8

14:00 晴 24.0 46.0 北 1.7

15:00 晴 24.0 46.0 東南東 2.3



ト ラ ッ ク 審 判 長 石原　宏昭

跳 躍 審 判 長 石原　宏昭

投 て き 審 判 長 石原　宏昭

記 録 主 任 西村　信勝

日付 種目

長門　諒(3) 11.41 田中　悠聖(3) 11.53 木村　透唯(3) 11.77 石田　侑大(2) 11.81 尾上　雅隆(3) 11.92 中原　優稀(3) 11.95 小茅　海道(3) 12.10 山本　虎誠(2) 12.10

麻里布中 附属山口中 大内中 鴻南中 末武中 華陽中 周陽中 *TK 柳井中 *TK

藤田陽太郎(3) 22.87 原本　青空(3) 23.60 松田　祥吾(2) 23.90 中原　拓斗(3) 24.43 本間　温弥(3) 24.55 田上　恵汰(3) 24.74 三浦　嘉裕(3) 25.20 乙井　秀則(3) 25.46

浅江中 富田中 附属山口中 周陽中 小郡中 桜田中 田布施中 大島中

石﨑　尋大(3) 53.68 徳久　幸佑(3) 54.34 福永　光希(2) 55.02 中山　太陽(3) 55.91 窪井　叶太(2) 56.36 小林　陽(2) 57.19 山口　創也(2) 57.97 藤川　郁人(3) 59.61

富田中 周陽中 太華中 岐陽中 浅江中 室積中 大内中 桜田中

村岡　滉太(3) 2:03.10 宮内　渉里(3) 2:03.85 熊野　耀也(3) 2:06.81 小松　星斗(3) 2:10.37 山本　航大(3) 2:10.64 入江　海音(3) 2:11.88 山本　貴広(3) 2:18.13 石川　雄大(3) 2:21.03

小郡中 高川中 田布施中 国府中 富田中 周陽中 室積中 桑山中

吉田　僚(2) 4:19.93 山本　真央(3) 4:24.12 井上　大樹(3) 4:27.76 山本　海太(3) 4:30.06 延吉　雄飛(3) 4:30.08 吉光　南人(3) 4:31.80 星出　和哉(3) 4:34.97 築出真名人(3) 4:40.32

熊毛中 周陽中 浅江中 岐陽中 田布施中 富田中 柳井中 鴻南中

吉村　拓樹(3) 9:15.19 高山　豪起(3) 9:22.84 松島　圭吾(3) 9:33.35 時安　渉(2) 9:33.57 松窪　礼登(2) 9:34.64 林　歩夢(3) 9:34.89 通　正樹(3) 9:36.48 平川　瑠星(2) 9:37.99

柳井中 桜田中 福川中 周陽中 富田中 浅江中 桜田中 桑山中

伊藤　陽太(3) 15.29 小蓑　優希(3) 15.54 市村　謙太(3) 16.43 木村　将太(3) 16.60 高橋　新武(3) 16.66 吉岡　由那(2) 17.03 檜垣　律輝(3) 18.14 橋本　凌我(3) 18.36

川西中 末武中 附属山口中 岐陽中 島田中 田布施中 桑山中 富田中

富田中 44.95 周陽中 45.93 末武中 46.02 浅江中 46.36 大内中 46.46 桜田中 46.83 華陽中 47.45 桑山中 48.29

渡邉　壯真(3) GR 野間翔一郎(3) 尾上　雅隆(3) 窪井　叶太(2) 安食　聖矢(3) 中村　駿介(3) 安仲　巧真(2) 村田　暖綺(3)

石﨑　尋大(3) 中原　拓斗(3) 小蓑　優希(3) 魚谷　匠吾(2) 古屋　世那(3) 岡村　泰輝(3) 中原　優稀(3) 歳弘　優真(3)

大亀　雄真(3) 中村　元介(3) 川岡滉太郎(2) 佐藤　優樹(2) 岡田　涼(2) 藤川　郁人(3) 井領　翼(3) 檜垣　律輝(3)

原本　青空(3) 小茅　海道(3) 盛光　冬希(3) 藤田陽太郎(3) 木村　透唯(3) 田上　恵汰(3) 大庭　尚輝(3) 福田　一心(3)

中村　駿介(3) 1m74 中村　元介(3) 1m71 大田　稜也(3) 1m55 林　修汰(3) 1m50 岩井　有真(2) 1m50 中村　奎太(2) 1m45 福本　一護(3) 1m45

桜田中 周陽中 末武中 福川中 岐陽中 田布施中 室積中

松井　楓雅(3) 3m30 山中　涼聖(3) 3m20 岩本　和樹(3) 2m60 原田　育典(3) 2m40

光井中 東和中 島田中 熊毛中

山村　和輝(2) 5m89(+3.5) 安達　稜真(3) 5m55(+2.5) 重永　等(2) 5m53(+3.2) 渡邉　壯真(3) 5m51(+1.9) 本藏　勝将(2) 5m38(+2.2) 盛光　希道(2) 5m27(+2.7) 美濃　諒歩(2) 5m27(+1.1) 青谷　泰一(3) 4m97(+0.5)

川西中 公認記録なし 華陽中 公認記録なし 野田学園 公認5m36(+1.6) 富田中 田布施中 公認5m25(+0.9) 末武中 公認5m11(+1.7) 桑山中 鴻南中

野間翔一郎(3) 12m06(-1.3) 廣　航希(3) 11m44(-2.4) 中尾　光騎(3) 10m79(-1.3) 木本　貫太(3) 10m53(+1.6) 浅田　柊(3) 10m48(-0.9) 丹治　大翔(3) 10m41(-2.8) 松尾　響(3) 10m25(+0.2) 仲子　裕真(3) 10m08(+2.5)

周陽中 高川中 光井中 熊毛中 鴻南中 田布施中 小郡中 富田中 公認9m88(+0.9)

盛光　冬希(3) 10m55 嶋津　心平(3) 10m03 金子　銀次(3) 8m88 上岡　千真(2) 8m79 山中　蒼大(3) 8m72 大屋　遼馬(3) 8m64 松本　陽汰(3) 8m36 米山　智幸(3) 8m01

末武中 東和中 晃英館中 華陽中 富田中 小郡中 柳井中 川下中

藏重　みう(2) 12.72 先村　若奈(1) 12.92 藤井　真鈴(2) 13.04 青木　優奈(3) 13.30 水田ほのか(3) 13.38 両国菜々香(2) 13.55 来栖　彩菜(3) 13.62 冨田　美咲(3) 13.85

附属光中 高川中 附属山口中 岐陽中 田布施中 周陽中 富田中 桑山中

高道　友愛(2) 26.36 飛鷹　愛(2) 26.63 入屋　瑠菜(3) 27.35 原田　千鈴(3) 27.55 寺尾　真依(2) 27.73 原田　香心(3) 27.76 池田　來瞳(2) 27.81 谷川　綾音(2) 28.23

鴻南中 末武中 大内中 岐陽中 田布施中 富田中 野田学園 周陽中

中村　真琴(2) 1:02.16 船戸　梨瑚(3) 1:04.47 林　真衣(3) 1:05.03 水田　有香(2) 1:05.36 山本　凪(3) 1:08.33 松本　悠希(2) 1:08.86 白木　亜子(2) 1:09.71 三島　夕芽(3) 1:10.38

末武中 室積中 桑山中 鴻南中 右田中 平生中 岩国中 島田中

土屋実耶弥(2) 1:04.44 清水　楓(3) 1:06.89 村上　蒼空(3) 1:07.72 橋本　清花(2) 1:07.79 松田　凜(2) 1:10.69 行田　凜(2) 1:11.19

小郡中 岐陽中 富田中 田布施中 太華中 東和中

森山　瑚都(3) 2:21.95 山本菜津美(2) 2:25.76 大森　心花(2) 2:28.18 新森　碧(3) 2:28.68 佐古萌乃香(2) 2:29.15 和田　彩花(2) 2:33.07 片野　瑠唯(1) 2:36.09 弘中美咲希(3) 2:40.22

岐陽中 周陽中 平川中 田布施中 富田中 高川中 久保中 室積中

大久保　南(2) 4:46.16 中野　萌香(3) 4:55.24 生本　鈴菜(3) 4:57.50 岩﨑　莉子(3) 5:01.69 土井　唯楓(2) 5:02.55 柴川　瑞希(2) 5:02.97 石田　真子(3) 5:03.09 杉岡　優希(2) 5:08.93

浅江中 鴻南中 平生中 福川中 光井中 右田中 岐陽中 富田中

相本　紫苑(3) 16.35 崎本　楓華(3) 16.93 阿部　花連(2) 17.43 谷田　鈴奈(3) 17.88 林　みのり(3) 18.25 西村　歩珠(3) 18.56 長野　栞莉(3) 18.81 中村　花梨(3) 18.92

田布施中 島田中 小郡中 浅江中 岐陽中 国府中 末武中 鴻南中

岐陽中 51.12 田布施中 51.44 周陽中 52.04 富田中 52.42 末武中 52.44 大内中 52.95 島田中 53.44 鴻南中 53.83

田原　奈波(2) 相本　紫苑(3) 吉田　香(2) 堀田　琴花(3) 坂本　芹奈(3) 河村　真希(3) 国広　真奈(2) 武田　万洋(3)

原田　千鈴(3) 寺尾　真依(2) 両国菜々香(2) 来栖　彩菜(3) 飛鷹　愛(2) 湯本　乃映(3) 神徳　咲来(2) 高道　友愛(2)

源内　咲(3) 友弘　亜樹(3) 菊野　愛佳(3) 正下　未翔(3) 廣中　愛乃(3) 堤　花菜(2) 三島　夕芽(3) 岡本　薫奈(2)

青木　優奈(3) 水田ほのか(3) 谷川　綾音(2) 原田　香心(3) 中村　真琴(2) 入屋　瑠菜(3) 林　美沙(3) 川邊　陽香(3)

坂口　果鈴(2) 1m43 坂田　茉矢(3) 1m40 林　真穂(2) 1m40 小國穂乃香(3) 1m40 西村　萌衣(1) 1m35 齋藤　彩(3) 1m35

小郡中 富田中 末武中 平田中 高川中 右田中

矢頭　愛菜(3) 1m40 福田　統子(3) 1m35

田布施中 国府中

金子　明未(2) 5m13(+2.1) 堀田　琴花(3) 5m11(+3.0) 坂本　菜南(3) 4m72(+4.1) 宇留島　聖奈(2) 4m69(+3.2) 中野　綾乃(2) 4m60(+3.2) 佐藤　優花(2) 4m59(+2.6) 河野　莉子(3) 4m44(+3.0) 藤井　鈴花(3) 4m41(+3.0)

国府中 公認5m10(+1.2) 富田中 公認4m95(+1.1) 田布施中 公認4m71(+1.3) 末武中 公認3m13(+2.0) 久保中 公認記録なし 大道中 公認4m15(+0.7) 桑山中 公認4m11(+1.7) 岐陽中 公認4m25(+1.5)

岩井　優美(3) 11m86 藤岡　瑞穂(3) 11m73 岡村　桃乃(3) 11m55 大倉　明莉(3) 10m72 西田　桜(3) 10m07 萩本　莉帆(3) 9m78 塩屋　月渚(2) 9m66 下間　星来(3) 9m47

右田中 富田中 島田中 桑山中 岐陽中 浅江中 岩国中 田布施中
凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

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4X100mR

5月19日  女子走高跳

5月19日  女子800m

5月19日  女子1500m

5月19日
 女子100mH(0.762m)

風：-2.1

5月19日
 女子200m

風：+1.4

5月19日  女子400m

5月19日 中学女子400mB決勝

5月19日  男子三段跳

5月19日  男子砲丸投(5.000kg)

5月19日
 女子100m

風：+2.8

5月19日  男子走高跳

5月19日  男子棒高跳

5月19日  男子走幅跳

5月19日  男子3000m

5月19日
 男子110mH(0.914m)

風：+1.0

5月19日  男子4X100mR

5月19日  男子400m

5月19日  男子800m

5月19日  男子1500m

8位

5月19日
 男子100m

風：+3.0

5月19日
 男子200m

風：+1.1

山口県東部中学校体育大会陸上競技 【18353001】 
防府市陸上競技場 【342030】 
2018/05/19 ～ 2018/05/19

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


