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日付 種目

六郎万廉人(1) 12.69 佃　圭汰(1) 12.84 石本貫一郎(1) 12.86 古谷　浬(1) 12.87 中谷　輝汰(1) 12.89 中野　滉太(1) 12.92 田中　結珠(1) 12.94 木村　亮馬(1) 12.97

太華中 川中中 木屋川中 大井小中 富田中 東部中 阿武中 小野田中

福永　叶人(2) 11.35 佐藤　俊(2) 11.74 川上　紫苑(2) 11.82 長網　優茉(2) 11.84 坂野　真大(2) 12.05 杉原　颯馬(2) 12.07 岩﨑　有輝(2) 12.10 松岡　七舜(2) 12.21

太華中 鴻南中 華陽中 勝山中 深川中 島田中 山の田中 桑山中

國重　実来(3) 11.26 内田　琉偉(3) 11.46 松本　和樹(3) 11.51 中嶋　柊太(3) 11.58 濱川亮太朗(3) 11.60 臼井　孝佑(3) 11.60 中尾　海斗(3) 11.61 大下　瑛太(3) 11.61

東岐波中 富田中 川下中 勝山中 日新中 *TK 附属光中 *TK 岩国中 *TK 深川中 *TK

古永　健志(3) 22.45 鍋山　掌哉(3) 23.31 松本　和樹(3) 23.65 迫田　瑛宏(3) 23.82 坂田　碧志(2) 23.83 佐藤　俊(2) 23.95 内田　琉偉(3) 24.04 松村　恵人(3) 24.05

長府中 CLR 大嶺中 川下中 東部中 小郡中 鴻南中 富田中 末武中

三河　宥知(3) 53.82 清本　快(2) 54.65 椎木　大翔(2) 54.67 竹重眞之介(3) 55.34 今浦　真也(3) 55.81 加藤　琉成(3) 56.40 本村　咲太(3) 57.32 吉田遼太郎(3) 57.85

末武中 向洋中 高川中 長府中 鴻南中 西岐波中 富田中 大嶺中

淺田　寛武(3) 2:02.62 辻　貴司(3) 2:02.74 藤田　直貴(3) 2:03.65 岡　暖人(3) 2:05.54 西村　誠司(3) 2:07.51 高橋　霧人(3) 2:07.58 宮原　翼太(3) 2:09.37 竹下　維杜(2) 2:11.38

福川中 下関中等教育 小郡中 鴻南中 平生中 岩国中 上宇部中 垢田中

吉中　航平(3) 4:19.56 大濵　康瑛(3) 4:20.29 西野　泰河(3) 4:21.53 日名内悠登(3) 4:22.51 松田　侑樹(3) 4:23.36 上領　啓太(3) 4:23.58 木村　駿太(3) 4:23.61 佐伯　颯太(3) 4:23.78

向洋中 国府中 国府中 桑山中 富田中 岐陽中 太華中 富田中

田中　晴久(1) 4:34.49 青木　水南(1) 4:35.98 石川　颯人(1) 4:36.48 松本　優哉(1) 4:36.86 塚本　大地(1) 4:38.37 栗本　陽向(1) 4:43.59 フラック海斗(1) 4:44.70 平田　未來(1) 4:52.17

鴻南中 湯田中 周陽中 西岐波中 萩西中 国府中 日新中 下関中等教育

佐山　青(2) 4:17.08 平尾洸太郞(2) 4:17.17 木村　啓運(2) 4:17.94 末永　悠貴(2) 4:19.06 西野　旺芽(2) 4:20.11 古谷　隼士(2) 4:26.64 国本　力(2) 4:26.98 美濃　直弥(2) 4:27.64

富田中 国府中 萩西中 富田中 国府中 富田中 小郡中 桑山中

大濵　康瑛(3) 8:58.06 末永　琉海(3) 9:01.41 西野　泰河(3) 9:19.35 上領　啓太(3) 9:21.22 佐伯　颯太(3) 9:39.04 平川　瀬名(3) 9:39.25 木村　駿太(3) 9:41.26 原田　詢大(3) 9:42.68

国府中 浅江中 国府中 岐陽中 富田中 鴻南中 太華中 右田中

久樂　太陽(3) 15.64 清水　智崇(3) 15.78 山村　透悟(3) 15.85 玉村  知大(3) 15.90 松本　侠眞(3) 16.83 河本　煌志(3) 16.98 手嶋　蒼生(2) 17.20 池田　祐樹(2) 17.33

浅江中 岐陽中 長府中 萩西中 西岐波中 末武中 富田中 彦島中

萩西中 45.25 長府中 45.36 大嶺中 45.45 富田中 45.49 勝山中 45.94 浅江中 46.09 末武中 46.25 日新中 46.43

白神孝之介(3) 山村　透悟(3) 井方　颯泉(3) 貞永　遼太(3) 久保　慧悟(2) 長木　智紀(3) 三河　宥知(3) 尾海　雅治(3)

玉村  知大(3) 鬼村　泰史(3) 鍋山　掌哉(3) 安達　光琉(3) 長網　優茉(2) 坂本　健悟(3) 松村　恵人(3) 濱川亮太朗(3)

山本　祐成(3) 竹重眞之介(3) 鹿嶋　竜空(3) 本村　咲太(3) 林　旺次郎(3) 久樂　太陽(3) 渡邊　光仁(2) 濱田　侑真(3)

齊藤  渓大(3) 古永　健志(3) 髙橋　正樹(3) 内田　琉偉(3) 中嶋　柊太(3) 小林　渚(3) 川本　康太(2) 濱川星太朗(3)

西村　悠希(3) 1m76 村田 陽(3) 1m73 石井　慧(3) 1m70 町田　雄渚(3) 1m70 安田　翔大(3) 1m65 西久保陽斗(3) 1m65 安達　光琉(3) 1m60 原田　青空(2) 1m55

岐陽中 桜田中 右田中 右田中 川下中 小野田中 富田中 彦島中

小原　涼(2) 2m40 黒瀬　拓弥(2) 2m20

佐波中 佐波中

白神孝之介(3) 6m04(+0.7) 山本　祐成(3) 5m94(+0.2) 中尾　瞬也(3) 5m89(-0.8) 福島　颯音(3) 5m84(+0.5) 郡山　大輝(3) 5m80(0.0) 三谷　直也(3) 5m80(+0.5) 佐貫　誠治(3) 5m77(+0.1) 宮瀬　硫朔(3) 5m72(+0.6)

萩西中 萩西中 光井中 浅江中 周防大島中 太華中 山の田中 上宇部中

中原悠一郎(3) 12m62 甲田　悠稀(3) 12m35 福江　秀人(3) 11m38 石川　育羽(3) 11m35 小室　慶仁(2) 8m91 木本　晟大(3) 7m66

桑山中 晃英館中 大内中 島田中 山の田中 西岐波中

玉村  知大(3) 2034点 松本　侠眞(3) 1811点 河本　煌志(3) 1731点 石井　慧(3) 1586点 手嶋　蒼生(2) 1405点 村田　一颯(3) 813点

萩西中 西岐波中 末武中 右田中 富田中 厚南中

凡例  GR:大会記録 CLR:標準記録突破 NM:記録なし *TK:着差あり

CLR ３年１００ｍ予選 古永　健志(3) 長府中 11.12 (風:-1.4)

4位 5位 6位 7位 8位

7月24日
1年100m
風：-0.1

7月23日
2年100m
風：-0.9

7月23日
3年100m
風：+1.0

1位 2位 3位

7月24日
共通200m
風：+0.8

7月23日 共通400m

7月24日 共通800m

7月24日 共通1500m

7月24日 1年1500m

7月24日 2年1500m

7月23日 共通3000m

7月24日
共通110mH(0.914m)

風：-0.3

7月24日 共通4X100mR

7月23日 共通走高跳

7月23日 共通棒高跳

7月24日 共通走幅跳

7月24日 共通砲丸投(5.000kg)

15.84(-0.3)-8m84

1m55-59.20

7月23日
～24日

共通四種競技
17.28(-0.3)-8m35

NM-59.71

21.13(-0.3)-6m09

NM-1:03.78

17.30(-0.3)-7m81

1m50-58.26

16.75(-0.3)-6m97

1m55-1:02.00

19.75(-0.3)-7m86

1m69-1:02.80

2022年7月23日(土）、7月24日(日) 維新みらいふスタジアム
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