
トラック審判長 衛藤　憲生

フィールド審判長 河野　哲二

スタート審判長 栗木　　聡

記録主任 長田　保範

日付 種目

中川　翔雅(1) 11.64 坂田　碧志(1) 11.79 大谷　陽音(1) 11.84 野田　小獅郎(1) 11.94 山田　夢叶(1) 12.01 小林　伯(1) 12.12 松﨑　琉惺(1) 12.19 長網　優茉(1) 12.33

玉島北中 小郡中 向東中 浜山中 福田南中 大原中 大東中 勝山中

山﨑　翼(2) 11.32 岡村　涼佑(2) 11.38 小谷　空我(2) 11.45 藤井　亮太(2) 11.48 大西　立空(2) 11.49 山根　靖葵(2) 11.62 石飛　洸人(2) 11.70 大下　瑛太(2) 11.73

安西中 福浜中 気高中 神辺東中 味野中 平田中 浜山中 深川中

枝木　蓮(3) 11.03 中村　友紀(3) 11.12 柳川　瑛太(3) 11.29 永田　晃誠(3) 11.40 大川　恋次(3) 11.41 川上　流矢(3) 11.42 筧　光希也(3) 11.42

湖南中 萩西中 国泰寺中 倉敷南中 島田中 浜山中 *TK 加茂中 *TK

鶴井　和毅(3) 22.72 中村　友紀(3) 22.75 枝木　蓮(3) 22.79 中村　遥斗(3) 23.10 本池　拓夢(3) 23.19 大西　立空(2) 23.25 川上　流矢(3) 23.32 小玉　琉斗(3) 23.49

呉中央中 萩西中 湖南中 福栄小中 箕蚊屋中 味野中 浜山中 倉敷北中

庭山　晴希(3) 51.16 田中　泰雅(3) 51.50 吉岡　裕修(3) 52.29 榊原　哲(3) 52.59 藤原　大翔(3) 52.85 曽田　陽斗(3) 52.87 池田　駿陽(3) 53.47 西川　成土(3) 54.77

芳泉中 福山城北中 東原中 高取北中 京山中 浜山中 荘内中 鳥取東中

川口　峻太朗(3) 1:56.70 大下　智矢(3) 1:59.90 長崎　航(3) 2:01.90 中島　和希(3) 2:04.00 槙本陽之輔(3) 2:06.61 松井　維吹(3) 2:08.40 国本　一(3) 2:08.44 青野　空(3) 2:09.95

京山中 GR 淀江中 芳泉中 桜ヶ丘中 広島なぎさ中 桜田中 小郡中 観音中

川口　峻太朗(3) 3:56.32 石飛　翔悟(3) 4:12.17 竹内　優貴(3) 4:12.26 三島　拓斗(3) 4:12.31 松本　寛希(3) 4:12.87 林　優太(3) 4:14.37 縄田　貴大(3) 4:14.77 盛田　颯(3) 4:15.19

京山中 GR 浜山中 八頭中 井原中 桜ヶ丘中 三原第二中 周陽中 鳥取東中

大本　寿以喜(1) 4:25.56 川本　航太(1) 4:25.66 須古星　駿太(1) 4:27.80 古川　弘貴(1) 4:28.93 北村　蓮(1) 4:29.00 松崎　悠生(1) 4:31.44 北村　響(1) 4:32.14 来見　旺汰(1) 4:33.35

米子北斗中 上道中 浜田第一中 五日市南中 庄中 浜田第一中 中ノ郷中 操南中

石堂　圭悟(2) 4:18.60 久保　拓未(2) 4:19.42 石尾　海波(2) 4:19.74 末田唯久海(2) 4:19.80 首藤　海翔(2) 4:22.16 岡　暖人(2) 4:24.16 井戸　琥太郎(2) 4:24.79 藤島　大暉(2) 4:25.47

安西中 操南中 観音中 高屋中 東陽中 鴻南中 出雲第三中 鳥大附属中

三宅　悠斗(3) 9:13.15 松本　寛希(3) 9:16.33 福間　健太(3) 9:17.05 上田　悠晴(3) 9:17.27 角南　祐行(3) 9:18.50 三好　智之(3) 9:21.81 藤田　陸登(3) 9:25.71 三谷虎太郎(3) 9:35.94

西条中 桜ヶ丘中 河南中 太華中 児島中 松賀中 川中中 鷹取中

山中　梛斗(3) 14.94 山田　修弥(3) 15.17 高橋　快仁(3) 15.18 吉本　悠晃(3) 15.28 酒井　大輔(2) 15.32 細川　陽向(3) 15.40 相星　周汰(3) 15.43 石原　由章(3) 16.05

境港第二中 安佐中 平田中 祇園東中 金浦中 石井中 矢野中 平田中

芳泉中 44.73 萩西中 44.85 平田中 44.97 向洋中 45.25 鳥大附属中 45.31 島田中 45.33 翠町中 1:03.75

黒田　陸斗(3) 福永　一仁(3) 石原　由章(3) 熊井　瑛大(3) 石井　晴琉(3) 齊藤　叶(3) 香川　航希(3)

庭山　晴希(3) 中村　友紀(3) 小片　李希(3) 河野　倭士(3) 土橋　禅旅(3) 末廣　和也(3) 上手　颯太(3)

長崎　航(3) 藤﨑　優太(3) 桑原　大輝(3) 山本　晶大(3) 山崎　雄生(2) 山本　春貴(3) 上手　晴登(3)

庄司　悠矢(3) 石津　星稀(3) 山根　靖葵(2) 板垣　光輝(3) 村口　誠仁(3) 大川　恋次(3) 林　謙太朗(3)

菊留　蓮(3) 1m87 大森　祥多(3) 1m87 金子　優生(3) 1m81 平田　海斗(3) 1m75 高橋　永進(3) 1m70 足立　康佑(3) 1m70 山本　翔琉(3) 1m65

河北中 香和中 安佐中 総社西中 川中中 斐川東中 大野東中

藤木　俊治(3) 1m87

新見第一中

斉野　滝叶(3) 4m00 綾　佑心(3) 3m80 衣笠　慎一(3) 3m80 大江　一真(3) 3m70 土江　駿多(2) 3m60 土田　涼大(3) 3m40 吾郷　悠馬(2) 3m20 林　春希(3) 3m00

河南中 近大東広島中 鴨川中 井口中 大社中 近大東広島中 平田中 佐波中

仕田原　和也(3) 3m00

総社中

玉木　來輝(3) 6m50(+0.5) 相星　周汰(3) 6m39(-0.3) 松本　陽汰(3) 6m34(+1.1) 田中　旬(3) 6m33(0.0) 西山　倖詩(3) 6m23(+1.7) 羽﨑　涼誠(3) 6m16(+1.3) 大坪　准也(3) 6m07(0.0) 小松原　千騎(3) 6m04(+0.3)

境港第三中 矢野中 長江中 河北中 境港第三中 山南中 磯松中 水島中

平井　貴士(3) 14m66 金沢　夢輝(3) 12m48 丸井　一樹(3) 11m86 土居慶士郎(3) 11m79 覺王地悠昭(2) 11m74 濱田　悠希(3) 11m70 高見　晃史郎(2) 11m44 難波　賢生(3) 10m95

豊栄中 出雲第一中 長江中 西岐波中 豊栄中 湯梨浜中 河南中 宇野中

櫻井　俊輔(3) 2466点 松尾　恭助(3) 2230点 淺井　晴充(3) 2198点 新藤　雄大(3) 2191点 今林　希(3) 2148点 桑原　大輝(3) 2121点 牛尾　壮太(3) 2047点 岡本　竜哉(3) 2027点

安佐中 桑田中 萩西中 八頭中 京山中 平田中 浜田第一中 倉敷福田中

対抗得点 男子 広　島 179点 岡　山 157.5点 鳥　取 109点 島　根 103点 山　口 70.5点

対抗得点 総合 広　島 325点 岡　山 292.5点 山　口 155.5点 島　根 164点 鳥　取 157点

決　勝　記　録　一　覧　男子

（競技会コード：21501811　） （競技場コード：351020　）
競技会名 :第55回　中国中学校陸上競技選手権大会山口大会 2021年8月6日(金）、8月7日(土) 維新みらいふスタジアム 主催団体：山口県中学校体育連盟

8月6日
1年男子100m

風：+2.2

8月6日
2年男子100m

風：+0.7

8月6日
3年男子100m

風：+1.6

8月7日
男子200m
風：+2.1

8月6日 男子400m

8月6日 男子800m

8月7日 3年男子1500m

8月6日 1年男子1500m

8月7日 2年男子1500m

8月7日 男子走高跳

8月6日 男子棒高跳

8月6日 男子3000m

8月7日
男子110mH(0.914m)

風：+0.5

8月7日 男子4X100mR

8月7日 男子走幅跳

8月7日 男子砲丸投(5.000kg)

15.58(+0.6)-11m31-1m75-56.63

8月6日 男子四種競技

16.79(+0.3)-10m09-1m40-55.6616.36(+0.6)-11m81-1m50-56.15 15.71(+0.5)-9m80-1m66-59.06 16.26(+0.6)-11m33-1m50-56.70 16.23(+0.5)-9m24-1m55-55.59 16.82(+0.3)-9m89-1m50-54.72 16.47(+0.5)-9m79-1m50-57.44
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