
ト ラ ッ ク 審 判 長 藤田　昌彦

ス タ ー ト 審 判 長 栗木　聡

跳 躍 審 判 長 石原　宏治

投 て き 審 判 長 石原　宏治

混 成 審 判 長 石原　宏治

招 集 所 審 判 長 藤田　昌彦

記 録 主 任 長田　保範

日付 種目

坂田　碧志(1) 12.16 長網　優茉(1) 12.42 福永　叶人(1) 12.48 伊藤　百晴(1) 12.64 坂野　真大(1) 12.70 川上　紫苑(1) 12.72 早乗　煌央(1) 12.78 池田　祐樹(1) 13.14

小郡中 勝山中 太華中 佐波中 深川中 華陽中 深川中 彦島中

古永　健志(2) 11.57 大下　瑛太(2) 11.63 鍋山　掌哉(2) 11.84 國重　実来(2) 11.96 原田　翼(2) 12.14 坂本　健悟(2) 12.18 松本　和樹(2) 12.20 中尾　海斗(2) 12.26

長府中 深川中 大嶺中 東岐波中 高千帆中 浅江中 川下中 岩国中

中村　友紀(3) 11.05 石津　星稀(3) 11.26 大川　恋次(3) 11.35 中村　遥斗(3) 11.43 田中　陽登(3) 11.44 中村　珀琉(3) 11.48 山本　晶大(3) 11.69 末廣　和也(3) 11.76

萩西中 CLR 萩西中 島田中 福栄小中 平生中 川下中 向洋中 島田中

中村　友紀(3) 22.73 中村　遥斗(3) 23.07 鬼木　楓奏(3) 23.20 石津　星稀(3) 23.60 山本　春貴(3) 23.97 伊東　優真(3) 24.29 烏田凛太朗(3) 24.34 山本　海斗(3) 24.44

萩西中 CLR 福栄小中 小郡中 萩西中 島田中 鴻南中 萩東中 福川中

藤屋　牙久(3) 54.00 山本　海斗(3) 55.58 門田　慎平(3) 56.04 松岡　怜勇(3) 56.78 岡嶋　帆(3) 56.99 福永　一仁(3) 57.13 柳本　直樹(3) 57.70 上田　聡史(3) 1:00.07

下関菊川中 福川中 光井中 福川中 長府中 萩西中 柳井中 島田中

松井　維吹(3) 1:59.78 国本　一(3) 2:00.65 上川　悠太(3) 2:04.57 北村　孝宗(3) 2:06.11 堤　悠斗(3) 2:07.92 山本　賢人(3) 2:10.63 渕上　遥斗(3) 2:10.71 中村　真生(3) 2:20.41

桜田中 CLR 小郡中 周陽中 下関中等教育 長府中 下関菊川中 福川中 高川学園

藤田　陸登(3) 4:10.02 澤江　伊吹(3) 4:13.13 縄田　貴大(3) 4:13.73 乙丸　櫂成(3) 4:15.87 楢林　暖大(3) 4:16.68 神吉　モル(3) 4:18.23 松井　維吹(3) 4:18.64 沼田　晃(3) 4:21.03

川中中 高川学園 周陽中 萩西中 萩東中 島田中 桜田中 高千帆中

佐山　青(1) 4:27.10 末永　悠貴(1) 4:34.98 竹下　維杜(1) 4:36.09 波佐間　匠(1) 4:38.75 木村　啓運(1) 4:39.95 古谷　隼士(1) 4:41.16 清本　快(1) 4:46.85 神吉　テオ(1) 4:47.44

富田中 富田中 垢田中 勝山中 萩西中 富田中 向洋中 島田中

岡　暖人(2) 4:21.26 大濵　康瑛(2) 4:23.33 平川　瀬名(2) 4:25.77 宮原　翼太(2) 4:29.39 木村　駿太(2) 4:30.22 竹重眞之介(2) 4:30.93 奥原　勘太(2) 4:31.78 上領　啓太(2) 4:34.94

鴻南中 国府中 鴻南中 上宇部中 太華中 長府中 川下中 岐陽中

藤田　陸登(3) 9:05.84 神吉　モル(3) 9:09.13 上田　悠晴(3) 9:11.58 楢林　暖大(3) 9:21.22 富岡　一聖(3) 9:30.34 水津　勇人(3) 9:35.68 小松　太陽(3) 9:44.32 三戸　桜介(3) 9:46.49

川中中 島田中 太華中 萩東中 右田中 桜田中 国府中 常盤中

冨永諒太朗(3) 15.84 小野　友暉(3) 15.89 淺井　晴充(3) 16.26 石田　大空(3) 16.58 岡原　空輝(3) 16.93 古谷　悠貴(3) 17.57 井上　樹一(3) 17.77 中村　凌駕(3) 17.81

向洋中 萩西中 萩西中 田布施中 柳井中 高千帆中 下関菊川中 桜田中

萩西中 44.92 向洋中 45.41 島田中 45.98 周陽中 46.57 岐陽中 46.83 川下中 47.63 光井中 47.75 川中中 47.77

藤﨑　優太(3) 熊井　瑛大(3) 末廣　和也(3) 重岡　晟柊(3) 磯村　奏太(3) 松岡　大希(2) 中尾　瞬也(2) 高橋　永進(3)

中村　友紀(3) 河野　倭士(3) 大川　恋次(3) 伊藤　大智(3) 青木　悠翔(3) 松本　和樹(2) 門田　慎平(3) 大坪　颯大(3)

福永　一仁(3) 山本　晶大(3) 山本　春貴(3) 吉本　武生(3) 小嶋　良治(3) 安田　翔大(2) 小田　航也(3) 小田　晄世(3)

石津　星稀(3) 板垣　光輝(3) 齊藤　叶(3) 上川　悠太(3) 姫田　玲央(3) 中村　珀琉(3) 浅田　夏輝(3) 山路漣二郎(3)

西村　悠希(2) 1m73 高橋　永進(3) 1m70 桑原　寧明(3) 1m70 森田　陽琉(3) 1m65 板垣　光輝(3) 1m65 石井　慧(2) 1m60 上田　大陸(3) 1m60

高川学園 川中中 国府中 野田学園 向洋中 右田中 萩東中

椿　直剛(3) 1m60

桑山中

林　春希(3) 2m70 松浦　正裕(3) 2m40 花田　稔正(2) 2m20 杉本　新汰(3) 2m00

佐波中 佐波中 佐波中 佐波中

平田　一心(3) 2m00

佐波中

宇都宮　璃来(3) 6m24(-0.2) 河野　倭士(3) 6m17(-0.9) 藤﨑　優太(3) 6m08(0.0) 国弘　拓巳(3) 5m91(+1.0) 高橋　永進(3) 5m88(-0.7) 峰藤　暖都(3) 5m61(-0.8) 中尾　瞬也(2) 5m58(-0.9) 井上　樹一(3) 5m56(-0.9)

彦島中 向洋中 萩西中 島田中 川中中 向洋中 光井中 下関菊川中

土居慶士郎(3) 11m69 甲田　悠稀(2) 10m71 石川　育羽(2) 10m57 中原悠一郎(2) 10m03 福江　秀人(2) 9m78 齊藤　叶(3) 9m54 西村　俊哉(3) 9m37 柏木　悠真(3) 8m99

西岐波中 晃英館中 島田中 桑山中 大内中 島田中 厚南中 田布施中

淺井　晴充(3) 2096点 柳瀬　伸(3) 1717点 番場　翔大(3) 1525点 玉村  知大(2) 1424点 穗谷　優斗(2) 1385点 石井　慧(2) 1286点 中村　凌駕(3) 1115点 福永マルコス(3) 1101点

萩西中 玄洋中 周陽中 萩西中 川下中 右田中 桜田中 向洋中

凡例  CLR:標準記録突破 NM:記録なし

19.44(-0.7)-8m51

NM-1:03.27

20.32(-0.7)-7m15

1m50-1:01.73

22.97(-0.7)-7m38

1m63-1:03.07

17.64(+0.3)-5m60

NM-1:02.57

18.81(+0.3)-9m67

1m40-57.96

19.47(-0.7)-8m13

1m45-1:00.19

17.47(-0.7)-6m65

1m50-1:08.45

7月25日 共通男子走幅跳

7月25日 共通男子砲丸投(5.000kg)

15.92(+0.3)-9m40

1m60-59.21

7月24日
～25日

共通男子四種競技

7月24日 共通男子棒高跳

7月24日 共通男子3000m

7月25日
共通男子110mH(0.914m)

風：-0.6

7月25日 共通男子4X100mR

7月25日 1年男子1500m

7月25日 2年男子1500m

7月24日 共通男子走高跳

7月24日 共通男子400m

7月25日 共通男子800m

7月25日 共通男子1500m

7月24日
3年男子100m

風：+1.8

1位 2位 3位

7月25日
共通男子200m

風：+0.7

2021年7月24日(土）、7月25日(日)
8位

7月25日
1年男子100m

風：+0.1

7月24日
2年男子100m

風：+0.5

維新みらいふスタジアム
4位 5位 6位 7位

決　勝　記　録　一　覧　男子
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