
日付 種目

中山　樹(3) 11.38 来栖　大地(3) 11.47 渡辺　蛍太(3) 11.50 下間　勇輝(3) 11.65 中村　友紀(2) 11.74 田中　陽登(2) 11.84 宮本　連弥(3) 11.93 櫛田　翔真(3) 11.95

日新中 高川学園中 浅江中 田布施中 萩西中 平生中 慶進中 大嶺中

古永　健志(1) 12.20 内田　琉偉(1) 12.27 國重　実来(1) 12.63 伊佐栞太朗(1) 12.64 濱川亮太朗(1) 12.70 中尾　瞬也(1) 12.73 井方　颯泉(1) 12.74 瀨尾　哲史(1) 12.87

長府中 富田中 東岐波中 長成中 日新中 光井中 大嶺中 川中中

田中　昊慈(3) 22.24 桑嶋松太郎(3) 22.72 岡野　璃大(3) 23.55 中村　遥斗(2) 23.97 井上　颯斗(3) 24.04 中村　倖汰(3) 24.26 尾﨑　楓太(3) 24.33 田中　宏典(3) 24.34

桑山中 GR 岐陽中 垢田中 福栄中 高千帆中 麻里布中 山口総合支援中 川中中

内野々翔真(3) 52.26 山田　純平(3) 52.84 山野光太郎(3) 53.28 恒富　滉大(3) 53.41 田嶋　駿(3) 55.10 江本　光希(3) 55.39 辻　来夢(3) 55.87 久留　師心(3) 56.90

長成中 常盤中 下関菊川中 岐陽中 垢田中 浅江中 周陽中 玄洋中

森廣　颯(3) 2:04.66 上川　悠太(2) 2:05.28 柴野　和樹(3) 2:05.30 江平莉阿武(3) 2:05.32 国本　一(2) 2:06.28 繁田　兼伸(3) 2:06.58 吉村　陸翔(3) 2:07.27 工藤　湧士(3) 2:10.65

国府中 周陽中 日新中 野田学園中 小郡中 富田中 柳井中 玄洋中

淺田　龍(3) 4:16.30 松井　維吹(2) 4:19.16 山城　健人(3) 4:19.90 澤　宙弥(3) 4:22.86 楢林　暖大(2) 4:23.08 粟山　幹太(3) 4:23.62 沼田　晃(2) 4:25.53 藤本　蓮珠(3) 4:25.83

太華中 桜田中 長府中 東部中 萩東中 富田中 高千帆中 島田中

竹重眞之介(1) 4:34.41 沼野　勇太(1) 4:34.48 平川　瀬名(1) 4:36.08 木村　駿太(1) 4:39.30 吉中　航平(1) 4:40.26 古城　佑馬(1) 4:44.53 宮原　翼太(1) 4:45.63 藤田　直貴(1) 4:45.78

長府中 富田中 鴻南中 太華中 向洋中 垢田中 上宇部中 小郡中

山口　翔輝(3) 8:44.06 親川　秀(3) 8:55.00 大濵　遥喜(3) 9:00.56 渡辺　柊色(2) 9:00.97 玉野　航聖(3) 9:10.99 谷本昂士郎(3) 9:13.36 今岡　陽(3) 9:13.46 上田　悠晴(2) 9:15.13

浅江中 東部中 国府中 光井中 富田中 田布施中 周陽中 太華中

津森　雄磨(3) 15.80 田中　光己(3) 15.83 藤本　翔也(3) 16.76 中村　遙陽(3) 17.10 小野　友暉(2) 17.50 古谷　悠貴(2) 17.66 冨永諒太朗(2) 17.82 玉泉　鴻(3) 18.08

垢田中 浅江中 萩東中 田布施中 萩西中 高千帆中 向洋中 藤山中

岐陽中 45.09 桑山中 45.30 浅江中 45.34 萩西中 45.46 田布施中 45.61 向洋中 46.20 大嶺中 46.32 島田中 46.44

上田　煌大(3) 伊藤　大地(3) 江本　光希(3) 長田　彬良(2) 石田　宜義(3) 熊井　瑛大(2) 柴田　悠人(3) 末廣　和也(2)

桑嶋松太郎(3) 田中　昊慈(3) 棟近　一登(3) 横山　陸人(3) 下間　勇輝(3) 河野　倭士(2) 櫛田　翔真(3) 山本　春貴(2)

恒富　滉大(3) 吉松凜乃介(3) 田中　光己(3) 石津　星稀(2) 中村　遙陽(3) 山本　晶大(2) 中村　真人(3) 長合　祐弥(3)

郡山　湧大(3) 友景　哲平(3) 渡辺　蛍太(3) 中村　友紀(2) 日浦　幹汰(3) 板垣　光輝(2) 保美　絢斗(3) 大川　恋次(2)

中村　真人(3) 1m75 高橋　永進(2) 1m70 鈴木　尊久(3) 1m65 糸稲　真也(3) 1m65 森田　陽琉(2) 1m60 藤田　仁(3) 1m60 椿　直剛(2) 1m50

大嶺中 川中中 旭中 富田中 野田学園中 小野田中 桑山中

田中　涼斗(3) 1m60

川下中

貞廣　瀬名(3) 2m20

光井中

鴨川　洸登(3) 6m49(+1.0) 髙山　逸希(3) 6m47(+0.6) 横山　陸人(3) 6m24(0.0) 大下　波音(3) 6m14(+0.5) 宇都宮　璃来(2) 5m94(+1.3) 岡野　稜平(3) 5m70(+2.8) 小宮　煌希(3) 5m69(+0.5) 川口　貴稔(3) 5m55(+1.4)

仙崎中 長成中 萩西中 下関菊川中 彦島中 東部中 公認5m67(+0.6) 周陽中 久賀中

河野　倭士(2) 11m99(+1.1) 岩本　康志(3) 11m58(-0.4) 小田　晄世(2) 10m86(+1.3) 成田　周哉(2) 10m71(+0.8) 浅原隆之介(3) 9m61(+1.5) 中村　知駿(1) 9m54(+0.8) 河﨑　拓仁(2) 9m24(+1.4)

向洋中 萩西中 川中中 光井中 柳井中 萩東中 下関中等

伊藤　大地(3) 11m12 松浦　優汰(3) 11m02 徳冨蒼一郎(3) 10m85 石田　宜義(3) 10m23 篠原　歩希(3) 10m10 大島聖二郎(3) 9m54 土居慶士郎(2) 9m32 三戸　泰輝(3) 9m19

桑山中 越ヶ浜中 国府中 田布施中 木屋川中 阿武中 西岐波中 旭中

山中　柊弥(3) 2062点 高原　一誠(3) 1857点 淺井　晴充(2) 1528点 吉光　柚貴(3) 1087点 土居龍之介(3) 1056点 生田　大和(3) 995点 福永マルコス(2) 607点

小郡中 高千帆中 萩西中 萩東中 岐陽中 柳井中 向洋中

対抗得点 男子団体 萩西 ３２点 浅江 31点 富田 29点 桑山 26点 岐陽 ２５点 長府 24点 垢田 22点 光井 ２２点

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし

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：20353004　） （競技場コード：351020　） スタート審判長　　栗木　聡

決　勝　記　録　一　覧　男子

競技会名 :第73回　山口県体育大会中学校の部 2020年10月3日(土）・10月4日(日）

共通男子100m 
風：+0.4

1位 2位 3位 4位 5位 6位 8位

19.42(0.0)-6m57-NM-1:00.13 19.13(0.0)-7m67-NM-1:03.96 19.99(0.0)-8m55-NM-1:05.47 22.68(0.0)-6m94-NM-1:10.13

7位

19.07(0.0)-10m06-1m58-57.76

10月4日
共通男子110mH 

風：-0.3

10月4日 共通男子1500m

10月4日

10月4日 共通男子400m

10月4日 共通男子800m

16.63(0.0)-9m21-NM-59.60

10月4日 共通男子砲丸投

16.18(0.0)-8m68-1m50-56.16

10月3日 共通男子四種競技

10月3日 共通男子走高跳

10月4日 共通男子4X100mR

10月4日 1年男子1500m

10月4日 共通男子3000m

10月4日 共通男子棒高跳

10月3日 共通男子走幅跳

10月3日 共通男子三段跳

10月4日
1年男子100m 

風：+0.3

10月4日
共通男子200m 

風：+0.3

維新みらいふスタジアム 主催団体：山口中学校体育連盟　山口陸上競技協会


