
ト ラ ッ ク 審 判 長 磯部　芳規

フ ィ ールド審 判長 磯部　芳規

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

中村　友紀(3) 11.15 烏田凛太朗(3) 11.57 山本　晶大(3) 11.68 古永　健志(2) 11.78 大下　瑛太(2) 11.82 下村　宙輝(3) 11.94 山路漣二郎(3) 12.04 國重　実来(2) 12.16

萩西中 萩東中 向洋中 長府中 深川中 下関菊川中 川中中 東岐波中

中村　遥斗(3) 23.14 石津　星稀(3) 23.30 熊井　瑛大(3) 23.76 伊藤　大悟(3) 24.16 魚津　拓見(3) 24.90 大坪　颯大(3) 24.93 水津　瑠馬(3) 24.95 藤本　蓮(2) 25.47

福栄中 萩西中 向洋中 山の田中 下関中等教育 川中中 大井中 下関菊川中

藤屋　牙久(3) 54.56 福永　一仁(3) 55.80 八尾　亨(3) 57.88 持永　慈瑛(3) 59.21 古川　隼(2) 59.78 静間　凌輔(2) 1:01.64 山中　翔貴(2) 1:02.37

下関菊川中 萩西中 向洋中 彦島中 勝山中 豊北中 下関中等教育

堤　悠斗(3) 2:11.33 北村　孝宗(3) 2:11.77 山本　賢人(3) 2:12.78 栗原　渚(3) 2:12.82 森本　龍弥(3) 2:18.07 山本　祐成(2) 2:18.74 兼田　蒼太(3) 2:21.37 鈴木　陽大(3) 2:28.33

長府中 下関中等教育 下関菊川中 高千帆中 東部中 萩西中 勝山中 川中中

藤田　陸登(3) 4:23.11 乙丸　櫂成(3) 4:25.55 大田　拳樟(3) 4:36.53 辻　貴司(2) 4:36.71 宮原　翼太(2) 4:39.70 吉中　航平(2) 4:42.56 佐藤　真(3) 4:43.22 宮本　龍矢(3) 4:46.84

川中中 萩西中 深川中 下関中等教育 上宇部中 向洋中 下関菊川中 黒石中

楢林　暖大(3) 9:25.57 沼田　晃(3) 9:27.83 古城　佑馬(2) 9:35.71 三戸　桜介(3) 9:45.66 小川　芯真(2) 10:04.94 赤瀬　志優(3) 10:07.94 松原　奏真(3) 10:12.99 岬本　響介(3) 10:14.85

萩東中 高千帆中 垢田中 常盤中 長府中 小野田中 黒石中 東部中

小野　友暉(3) 16.08 冨永諒太朗(3) 16.12 古谷　悠貴(3) 17.66 松本　侠眞(2) 20.22 弘川　陽斗(2) 20.26 東村　迪昊(2) 22.73

萩西中 向洋中 高千帆中 西岐波中 川中中 黒石中

向洋中 45.15 萩西中 45.27 彦島中 47.82 下関菊川中 47.93 下関中等教育 48.22 長府中 48.48 萩東中 50.30 玄洋 52.04

熊井　瑛大(3) GR 真板　勝吾(3) GR 峠坂　佑(3) 大下　珀橙　(3) 長谷川義将(3) 山下幸一郎(2) 宗樂　直樹(3) 丸山　琉輝(3)

河野　倭士(3) 中村　友紀(3) 宇都宮　璃来(3) 下村　宙輝(3) 魚津　拓見(3) 岡嶋　帆(3) 烏田凛太朗(3) 柳瀬　伸(3)

山本　晶大(3) 長田　彬良(3) 川本　琉雅(3) 井上　樹一(3) 山中　翔貴(2) 小西　優斗(3) 村田　利玖(2) 亀田　晴陽(3)

板垣　光輝(3) 石津　星稀(3) 持永　慈瑛(3) 藤本　蓮(2) 橋本　大門(3) 古永　健志(2) 岩崎　敬亮(2) 松浦　侑希(3)

高橋　永進(3) 1m60 上田　大陸(3) 1m55 板垣　光輝(3) 1m55 浜田斗央真(2) 1m45 真鍋　椋平(3) 1m45 山根　和生(3) 1m45 玉村  知大(2) 1m40

川中中 萩東中 向洋中 高千帆中 黒石中 勝山中 萩西中

峰藤　暖都(3) 5m66(+2.9) 藤井　翔矢(3) 5m50(+3.1) 井上　樹一(3) 5m37(+2.8) 髙原　龍誠(2) 5m18(+2.7) 坂田　優音(3) 5m15(+1.4) 長田　彬良(3) 5m13(+2.5) 前村　一颯(1) 4m97(+2.3) 佐貫　誠治(2) 4m94(+3.6)

向洋中 公認5m43(+2.0) 黒石中 公認5m05(+0.1) 下関菊川中 公認5m13(+1.0) 高千帆中 公認4m59(+0.6) 西岐波中 萩西中 公認記録なし 東部中 公認4m82(+0.3) 山の田中 公認4m83(+1.8)

河野　倭士(3) 11m90(0.0) 小田　晄世(3) 11m07(0.0) 上野　賢亮(2) 10m88(+0.6) 真板　勝吾(3) 10m87(0.0) 藤原　学(2) 10m13(+0.1) 坪井　陽大(3) 10m00(+0.5) 中村　知駿(2) 9m73(+1.5)

向洋中 川中中 西岐波中 萩西中 小野田中 勝山中 萩東中

土居慶士郎(3) 11m36 柳瀬　伸(3) 8m69 長谷川義将(3) 8m66 椙本　大貴(3) 8m63 西村俊哉(3) 8m49 村田　利玖(2) 8m48 淺井　晴充(3) 8m06 大倉　翼(3) 7m33

西岐波中 玄洋中 下関中等教育 越ヶ浜中 厚南中 萩東中 萩西中 川中中
対抗得点 男子 萩西中 59点 向洋中 58点 川中中 34点 下関菊川中 31点 萩東中 29点 高千帆中 28点 下関中等教育 28点 西岐波中 23点

凡例  GR:大会記録

4位 5位 6位 7位 8位

5月15日
 男子100m

風：+2.2

5月15日
 男子200m

風：+2.9

5月15日  男子400m

1位 2位 3位

5月15日  男子800m

5月15日  男子1500m

5月15日  男子3000m

5月15日
 男子110mH(0.914m)

風：+0.1

5月15日  男子4X100mR

5月15日  男子走高跳

5月15日  男子走幅跳

5月15日  男子三段跳

5月15日  男子砲丸投(5.000kg)

決　勝　記　録　一　覧　男　子
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ト ラ ッ ク 審 判 長 磯部　芳規

フ ィ ールド審 判長 磯部　芳規

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

久保　瑞乃(3) 12.34 秋月　菜那(3) 13.07 前田　由依(2) 13.27 安田　雛(3) 13.38 田野亜莉紗(3) 13.49 河本美蘭子(2) 13.52 栢　芽生(2) 13.59 岡田　真侑(3) 13.91

旭中 常盤中 勝山中 東部中 上宇部中 仙崎中 深川中 長府中

烏田　歩美(3) 26.56 上田　晴子(2) 26.60 稲永　茉帆(3) 27.23 小笹　愛可(3) 27.45 西村　萌杏(3) 28.90 田中  彩葉(2) 28.94 岩脇　璃湖(2) 29.16 釘本　紗那(3) 29.55

勝山中 深川中 萩東中 垢田中 萩西中 長府中 西岐波中 下関中等教育

河﨑　佳乃(3) 1:03.68 西岡　碧菜(3) 1:05.13 金田乃々花(3) 1:05.86 岩見　柚李(2) 1:07.60 畠中　南月(2) 1:07.64 重山　歩美(3) 1:08.64 斉藤　彩葉(3) 1:09.03 藤井　琉花(2) 1:11.73

下関中等教育 東部中 長府中 長成中 下関菊川中 萩東中 木屋川中 黒石中

大内　理愛(3) 2:28.22 野上　真央(3) 2:29.68 西嶋夏樹沙(3) 2:31.70 本田　恵麻(3) 2:32.80 三好　風実(1) 2:34.96 西本　琴梨(2) 2:37.49 落合柚月(3) 2:39.62 中島　麻葵(2) 2:44.19

小野田中 萩東中 安岡中 木屋川中 東岐波中 下関中等教育 厚南中 長府中

和久利千愛(2) 5:00.09 藤川　花楓(3) 5:02.44 西山こと乃(3) 5:21.97 長尾　柚葉(3) 5:39.89 藤冨　那奈(3) 5:40.54 飯積　蘭(2) 5:40.74 濱本　あおい(3) 5:41.60 末冨　葵桜(2) 5:42.93

深川中 萩西中 萩東中 高千帆中 下関菊川中 勝山中 木屋川中 常盤中

中野　里咲(3) 16.34 杉山　結菜(2) 16.49 塚本　莉央(3) 16.99 吉富　小梅(3) 17.63 畠中　もも(2) 17.67 大山　夏澄(3) 18.12 斉藤　沙良(2) 18.22 利光茉奈実(2) 19.26

東部中 深川中 山の田中 西岐波中 長府中 勝山中 小野田中 彦島中

勝山中 52.28 小野田中 53.93 深川中 54.09 東部中 54.26 彦島中 54.36 西岐波中 54.59 萩西中 55.05 川中中 56.28

横田　純菜(2) 吉次　音葉(3) 飯田　麗徠(2) 半田　葵唯(3) 田原　夢夏(2) 竹杉　稚捺(3) 長岡里央菜(2) 秋川　碧(3)

前田　由依(2) 上野菜々子(3) 栢　芽生(2) 山口　七愛(3) 新矢美優侑(3) 下村みのり(3) 西村　萌杏(3) 内永　心菜(2)

池田　華音(2) 堀　結月(2) 杉山　結菜(2) 安田　雛(3) 河口　紗妃(3) 岡本　彩花(2) 村田  夏海(2) 藤野　美月(2)

烏田　歩美(3) 生田　帆南(2) 上田　晴子(2) 中野　里咲(3) 河口　真妃(3) 岩脇　璃湖(2) 藤田　夏穂(2) 曽我　莉子(3)

岡本　栞里(3) 1m46 永田　啓恵(2) 1m43 上野菜々子(3) 1m35 厚東　春香(2) 1m30 長岡　愛姫(3) 1m25

山の田中 勝山中 小野田中 川上中 萩東中

山口　七愛(3) 5m13(+2.8) 中嶋菜月(2) 4m86(+1.8) 川野　真奈(2) 4m81(+1.0) 河口　真妃(3) 4m70(+1.5) 沖田　美南(3) 4m58(+1.4) 吉田　莉子(3) 4m56(+2.8) 笹井　美来(2) 4m44(+0.4) 長岡里央菜(2) 4m38(+0.9)

東部中 公認5m00(+1.5) 大嶺中 垢田中 彦島中 川中中 下関中等教育 公認4m24(+0.2) 勝山中 萩西中

高橋　椛(3) 11m36 秋川　碧(3) 10m66 西野　果歩(3) 9m41 河村　希(3) 9m22 伊藤　楽菜(3) 7m47 山崎咲絢(2) 7m38 林　美桜(3) 6m94 上野　瑠咲(2) 6m49

萩西中 川中中 勝山中 常盤中 日新中 厚南中 垢田中 黒石中
対抗得点 女子 勝山中 43点 東部中 33点 深川中 30点 萩東中 26点 小野田中 23点 萩西中 22点 下関中等教育 15点 長府中 15点

凡例  GR:大会記録

6位 7位

主催団体：山口県中学校体育連盟

5月15日
 女子100m

風：+2.2

5月15日
 女子200m

風：+0.5

8位1位 2位 3位 4位 5位

5月15日  女子400m

5月15日  女子800m

5月15日  女子1500m

5月15日
 女子100mH(0.762m)

風：+2.3

5月15日  女子4X100mR

5月15日  女子走高跳

5月15日  女子走幅跳

5月15日  女子砲丸投(2.721kg)

決　勝　記　録　一　覧　女　子
（競技会コード:21353001　） （競技場コード：：352010　）

競技会名 :第68回　山口県中学校春季体育大会【西部】 2021年5月15日(土） セービング陸上競技場


