
日付 種目

佃　圭汰(1) 12.44 中野　滉太(1) 12.54 六郎万廉人(1) 12.72 田中　飛羽(1) 12.78 田中　結珠(1) 12.79 福永　澄海(1) 12.95 木村　亮馬(1) 12.97 西嶋　蓮斗(1) 13.01

川中中 東部中 太華中 常盤中 阿武中 萩西中 小野田中 富田中

福永　叶人(2) 11.30 長網　優茉(2) 11.47 坂田　碧志(2) 11.65 佐藤　俊(2) 11.97 岩﨑　有輝(2) 12.03 杉原　颯馬(2) 12.11 坂野　真大(2) 12.19 村岡　翔(2) 12.26

太華中 勝山中 小郡中 鴻南中 山の田中 島田中 深川中 岩国中

楠本　結斗(2) 24.74 水村　太河(2) 24.78 國永　育哉(2) 24.97 渕上　和希(2) 25.39 茶谷　友翔(2) 25.51 橋本　宙到(2) 25.66 舞田　知明(2) 25.72 小村　怜(2) 26.57

富田中 柳井中 末武中 光井中 山の田中 垢田中 国府中 末武中

清本　快(2) 54.44 椎木　大翔(2) 55.07 三木　義之(2) 56.08 坂本　大輝(2) 56.95 岡本　脩(2) 58.10 花田　敦裕(2) 58.71 柴田　大輝(2) 59.06 平尾　輝久斗(1) 1:04.40

向洋中 高川学園中 東部中 島田中 右田中 末武中 黒石中 国府中

杉原　蒼士(2) 2:05.03 国本　力(2) 2:05.15 安藤　直希(2) 2:09.25 西野　旺芽(2) 2:10.23 加藤　秀弥(2) 2:11.47 香川  優(2) 2:12.15 南　航平(2) 2:14.40 篠原　啓真(2) 2:19.51

萩西中 小郡中 高千帆中 国府中 野田学園中 柳井中 西岐波中 勝山中

石川　颯人(1) 4:28.62 田中　晴久(1) 4:28.67 青木　水南(1) 4:29.55 栗本　陽向(1) 4:37.18 西本　新(1) 4:38.61 フラック海斗(1) 4:40.60 大垣　璃夢(1) 4:41.80 柳　希一(1) 4:42.21

周陽中 鴻南中 湯田中 国府中 周陽中 日新中 高千帆中 東部中

佐山　青(2) 4:14.03 木村　啓運(2) 4:14.94 平尾洸太郞(2) 4:15.81 古谷　隼士(2) 4:26.64 大原　蓮(2) 4:27.84 兒玉　憲衡(2) 4:33.02 神吉　テオ(2) 4:33.28 御園生奏人(2) 4:35.42

富田中 萩西中 国府中 富田中 高千帆中 下関中等中 島田中 国府中

尾﨑　優(2) 9:15.62 福田　悠真(2) 9:25.37 末永　悠貴(2) 9:33.97 山下　大知(2) 9:35.54 稗田　櫂(2) 9:44.10 三浦　悠斗(2) 9:46.11 柳　友真(2) 10:00.30 迫田　命聖(2) 10:03.33

国府中 島田中 富田中 周陽中 島田中 周陽中 高千帆中 柳井中

刀祢　湊(1) 18.42 山村　宗史(1) 19.36 玉川　拓海(1) 19.51 横本　直輝(1) 19.81 須田　悠馬(1) 20.19 中野　有大(1) 20.34 弘中　栄槻(1) 20.35

萩西中 山の田中 島田中 周陽中 島田中 萩東中 川中中

手嶋　蒼生(2) 16.28 池田　祐樹(2) 16.41 西本　大樹(2) 17.33 岩本　瑛人(2) 17.41 石光　知季(2) 19.20 福永　羅依(2) 19.29 岩本　新史(2) 19.98

富田中 彦島中 山の田中 西岐波中 野田学園中 高千帆中 萩西中

藤田　陽音(2) 1m58 伊藤　寛哲(2) 1m50 河村　竜輝(1) 1m45 中村　啓人(2) 1m40 福川　蒼真(1) 1m35 牛尾　温(1) 1m35 安田　芽生(2) 1m35 宮本　誠太郎(1) 1m35

国府中 萩東中 末武中 大嶺中 周防大島中 右田中 鴻南中 光井中

小原　涼(2) 2m50 石井　優眞(2) 2m20 濵岡　知哉(1) 1m80

佐波中 周防大島中 周防大島中

原田　望羽(2) 2m20

佐波中

小山　慎吾(2) 5m42(+0.6) 前村　一颯(2) 5m40(-0.2) 繁田　真拓(2) 5m35(-0.4) 早乗　煌央(2) 5m29(-0.6) 和田　凌駕(2) 5m20(-0.1) 谷昴汰郎(2) 5m01(+1.0) 林　慧飛(2) 4m99(-0.6) 田中　颯太(1) 4m95(+0.4)

山の田中 東部中 萩西中 深川中 東部中 熊毛中 国府中 萩西中

小室　慶仁(2) 10m16 武下　瑛(2) 8m83 小宮　遼(2) 8m71 大場　来羽(2) 8m55 藤村　魁斗(2) 7m57 石田　喜丈(2) 7m08 米山　実(2) 6m86 篠田　航希(2) 6m83

山の田中 高千帆中 周陽中 玄洋中 周陽中 田布施中 川下中 大嶺中

山の田中 46.74 末武中 47.57 島田中 47.60 勝山中 47.66 深川中 48.33 萩西中 49.13 柳井中 49.26 川中中 50.43

茶谷　友翔(2) 國永　育哉(2) 三浦　瑚右(2) 黒木　颯人(2) 藤本祐之介(2) 福永　澄海(1) 今井　維吹(1) 教仙　庵吏(2)

岩﨑　有輝(2) 小村　怜(2) 杉原　颯馬(2) 久保　慧悟(2) 早乗　煌央(2) 田邉　佳之(2) 加藤　瑞己(2) 西平　将也(2)

小山　慎吾(2) 川本　康太(2) 中村　颯人(2) 前田　昂太(2) 和久　隼士(1) 藤川　大我(2) 水村　太河(2) 久保　優太(2)

岩村　志穏(2) 渡邊　光仁(2) 坂本　大輝(2) 長網　優茉(2) 坂野　真大(2) 杉原　蒼士(2) 弘津　佐助(1) 佃　圭汰(1)

10月9日  4X100mR

10月8日  棒高跳

10月9日  走幅跳

10月8日  砲丸投(5.000kg)

10月9日
１年100mH(0.838m/8.5m)

風：-0.1

10月9日
２年110mH（0.914m /9.14m)

風：-0.1

10月8日  走高跳

10月8日 １年1500m

10月9日 ２年1500m

10月9日  3000m

10月9日
 200m

風：-0.5

10月9日  400m

10月9日  800m
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10月9日
１年100m
風：-0.1

10月9日
２年100m

風：+0.1
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