
日付 種目

川岡滉太郎(3) 11.47 木村涼太郎(3) 11.65 光田圭太郎(3) 11.66 渕上　海斗(3) 11.76 藤野　雄大(2) 11.84 小澤　将悟(3) 11.87 山本　虎誠(3) 11.98 吉浦　世悠(3) 12.09

山口・末武中 山口・東部中 山口・下関菊川中 山口・日新中 山口・附属山口中 山口・華陽中 山口・柳井中 山口・川中中

中村　友紀(1) 12.11 田中　陽登(1) 12.35 山本　晶大(1) 12.56 末廣　和也(1) 12.59 大坪　颯大(1) 12.64 鬼木　楓奏(1) 12.89 烏田凛太朗(1) 12.96 中道　洋佑(1) 13.00

山口・萩西中 山口・平生中 山口・向洋中 山口・島田中 山口・川中中 山口・小郡中 山口・萩東中 山口・福川中

石田　侑大(3) 22.35 三木　雅也(3) 22.55 田中　昊慈(2) 22.56 下間　勇輝(2) 23.69 瀧口　侑紀(3) 23.86 水津　颯馬(3) 24.30 柳井　洸(3) 24.38 田中　宏典(2) 24.48

山口・鴻南中 山口・東部中 山口・桑山中 山口・田布施中 山口・岐陽中 山口・大井小中 山口・西岐波中 山口・川中中

福永　光希(3) 50.46 山口　創也(3) 50.84 窪井　叶太(3) 52.01 清木光史郎(3) 53.71 内野々翔真(2) 54.03 平岡　凜己(3) 55.26 海田　匠美(3) 55.88 岡野　璃大(2) 56.26

山口・太華中 山口・大内中 山口・浅江中 山口・岐陽中 山口・長成中 山口・上宇部中 山口・長府中 山口・垢田中

重山　弘徳(3) 1:58.18 賀山　亮成(3) 2:03.38 宮本　凪(3) 2:05.55 下村　陸斗(3) 2:07.15 江平莉阿武(2) 2:09.60 福田　浩大(3) 2:09.65 中尾　蓮(3) 2:10.49 繁田　兼伸(2) 2:11.01

山口・萩東中 山口・右田中 山口・川中中 山口・西岐波中 山口・野田学園中 山口・日新中 山口・常盤中 山口・富田中

谷本昂士郎(2) 4:10.63 三上　龍真(2) 4:11.06 時安　歩夢(3) 4:12.96 通　悠人(3) 4:14.14 大西　貴也(3) 4:19.22 大河原悠暉(3) 4:20.20 安村瑠輝愛(2) 4:21.29 淺田　龍(2) 4:21.83

山口・田布施中 山口・萩東中 山口・周陽中 山口・桜田中 山口・垢田中 山口・国府中 山口・高川学園中 山口・太華中

渡辺　柊色(1) 4:25.62 澤江　伊吹(1) 4:30.59 沼田　晃(1) 4:31.13 国本　一(1) 4:32.41 楢林　暖大(1) 4:32.85 上川　悠太(1) 4:33.10 藤田　陸登(1) 4:34.15 山田　寛三(1) 4:35.47

山口・光井中 山口・高川学園中 山口・高千帆中 山口・小郡中 山口・萩東中 山口・周陽中 山口・川中中 山口・川西中

吉田　僚(3) 9:05.92 時安　渉(3) 9:07.44 平川　瑠星(3) 9:08.56 親川　秀(2) 9:12.26 大濵　遥喜(2) 9:12.88 玉野　航聖(2) 9:13.96 池永　康成(3) 9:16.36 藤井　悠平(3) 9:20.73

山口・熊毛中 山口・周陽中 山口・桑山中 山口・東部中 山口・国府中 山口・富田中 山口・萩西中 山口・浅江中

長田　航輝(3) 14.87 吉岡　由那(3) 15.61 中本　尚志(3) 16.32 津森　雄磨(2) 16.85 藤本　翔也(2) 17.79 白石　一貴(3) 18.19 玉泉　鴻(2) 18.77 信野祐貴也(3) 18.99

山口・むつみ中 山口・田布施中 山口・浅江中 山口・垢田中 山口・萩東中 山口・附属光中 山口・藤山中 山口・東部中

山口・末武中 44.53 山口・田布施中 45.17 山口・下関菊川中 45.31 山口・岐陽中 45.32 山口・東部中 45.33 山口・浅江中 45.48 山口・桑山中 45.97 山口・大内中 46.19

黒木　澪(3) 中村　奎太(3) 菅田　愛斗(3) 松村　京亮(3) 古田　裕樹(2) 佐藤　優樹(3) 伊藤　大地(2) 中尾　博人(3)

川岡滉太郎(3) 本藏　勝将(3) 光田圭太郎(3) 瀧口　侑紀(3) 三木　雅也(3) 窪井　叶太(3) 田中　昊慈(2) 山口　創也(3)

盛光　希道(3) 吉岡　由那(3) 山野光太郎(2) 恒富　滉大(2) 鈴木　翔太(2) 魚谷　匠吾(3) 友景　哲平(2) 加藤　蓮大(3)

増野　輔(3) 下間　勇輝(2) 下松　幸平(3) 桑嶋松太郎(2) 木村涼太郎(3) 渡辺　蛍太(2) 吉松凜乃介(2) 岡田　涼(3)

岩井　有真(3) 1m75 関谷　瑛(3) 1m70 濱田　敦椰(3) 1m65 中村　奎太(3) 1m60 野々村魁人(2) 1m60 田中　望夢(2) 1m55 河野　星羅(3) 1m50

山口・岐陽中 山口・国府中 山口・川下中 山口・田布施中 山口・勝山中 山口・小郡中 山口・萩東中

糸稲　真也(2) 1m50

山口・富田中

岸村　遥帆(2) 1m50

山口・光井中

髙橋　稜(3) 3m30 久保田良弥(3) 3m20 河村　祥吾(3) 2m60

山口・東和中 山口・光井中 山口・萩東中

美濃　諒歩(3) 6m38(+0.8) 岡本　脩汰(3) 6m16(+0.8) 本藏　勝将(3) 6m15(+1.7) 佐藤　優樹(3) 6m05(+0.9) 髙山　逸希(2) 5m95(+0.1) 福場虎太郎(2) 5m88(+0.6) 鴨川　洸登(2) 5m85(+1.0) 向田　共希(3) 5m85(+0.6)

山口・桑山中 山口・山の田中 山口・田布施中 山口・浅江中 山口・長成中 山口・大井小中 山口・仙崎中 山口・由宇中

福田　大雅(3) 12m42(+0.6) 吉名　和冴(3) 12m07(+2.0) 福田　昂生(3) 11m72(+1.0) 菊本　翔太(3) 11m39(+1.8) 小宮　煌希(2) 11m18(+1.9) 藤本　晃綺(3) 11m06(-1.7) 町田　陽登(3) 11m02(+2.4) 山中　柊弥(2) 10m98(+1.6)

山口・末武中 山口・川中中 山口・田布施中 山口・萩東中 山口・周陽中 山口・太華中 山口・高川学園中 公認10m79(+1.3) 山口・小郡中

スミス　仁(3) 12m00 岡本　優和(3) 11m11 宮川　祥(3) 11m06 伊藤　大地(2) 11m02 魚谷　匠吾(3) 10m32 嶋田　旺万(3) 10m30 仙田　拓也(3) 9m60 徳富蒼一郎(2) 9m55

山口・富田中 山口・上宇部中 山口・福栄中 山口・桑山中 山口・浅江中 山口・下関菊川中 山口・川中中 山口・国府中

烏田　慶生(3) 2382点 小田　隼也(3) 1997点 田中　壽人(2) 1553点 吉野　祐太(3) 1542点 村重　直哉(2) 1505点 千葉　好星(3) 1427点 青木　啓太(3) 1285点 武谷　航介(3) 933点

山口・萩東中 山口・熊毛中 山口・小郡中 山口・川中中 山口・麻里布中 山口・高川学園中 山口・桜田中 山口・柳井中

対抗得点 男子団体 萩東中 47点 田布施中 45点 桑山中 28点 川中中 28点 末武中 27点 浅江中 25点 東部中 24点 岐陽中 23点

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 NM:記録なし *T2:レーン侵害 *T3:走路外インフィールド進入

17.54(-0.2)-6m60-1m45-1:01.99 18.84(+0.7)-7m86-1m40-59.81 19.83(-0.2)-8m14-1m40-58.93 19.07(-0.2)-9m40-1m35-1:04.66 22.85(-0.2)-8m38-1m50-1:02.00 20.45(+0.7)-6m95-NM-1:03.05

10月6日 共通男子砲丸投

15.15(+0.7)-9m77-1m67-56.01

10月5日 共通男子四種競技

16.44(+0.7)-8m62-1m35-54.30

10月6日 共通男子棒高跳

10月5日 共通男子走幅跳

10月5日 共通男子三段跳

10月6日 共通男子4X100mR

10月5日 共通男子走高跳

10月6日 1年男子1500m

10月6日 共通男子3000m

10月6日
共通男子110mH 

風：-1.3

10月6日 共通男子400m

10月6日 共通男子800m

10月6日 共通男子1500m

8位

10月6日
共通男子100m 

風：-1.0

10月6日
1年男子100m 

風：-0.1

10月6日
共通男子200m 

風：-1.3

7位

決　勝　記　録　一　覧　男子

主催団体：山口陸上競技協会競技会名 :第72回　山口県体育大会中学校の部 2019年10月5日(土）・10月6日(日） 維新百年記念公園陸上競技場
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記  録  主  任    長田　保範

トラック審判長　　藤田　昌彦

フィールド審判長　藤田　昌彦

（競技会コード：19353004　） （競技場コード：351020　） スタート審判長　　福永　維夫


