
ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　　勇
跳 躍 審 判 長 中村　　勇
投 て き 審 判 長 中村　　勇
記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

中桐　颯斗(2) 12.4(-4.4) 岡本　開登(2) 12.5(-4.4) 新谷　健介(2) 12.7(-4.4) 菅田　愛斗(1) 12.7(-4.4) 西村　光貴(2) 12.9(-4.1) 重岡　隼都(2) 13.0(-4.4) 古越　大暉(1) 13.0(-4.4) 佐藤　元(2) 13.1(-4.1)

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部工業高校 *TK 山口・宇部鴻城高校 *TK 山口・香川高校 山口・小野田高校 *TK 山口・小野田高校 *TK 山口・小野田高校

中野　翔梧(2) 24.3(-2.3) 岡本　開登(2) 24.4(-2.3) 柳井　洸(1) 24.7(-2.3) 新谷　健介(2) 24.7(-2.3) 古越　大暉(1) 25.8(-2.3) 井上　千輝(2) 25.8(-2.3) 佐藤　瞭(2) 26.1(-2.3) 本廣　優貴(1) 26.3(-2.3)

山口・小野田高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部工業高校 山口・小野田高校 山口・宇部鴻城高校 山口・厚狭高校 山口・慶進高校

吉浦　世悠(1) 55.9 中野　翔梧(2) 56.8 柳井　洸(1) 58.1 中尾　蓮(1) 58.3 西村　光貴(2) 58.7 三井　誠(1) 59.0 古越　大暉(1) 1:00.2 小西　勇羽(1) 1:02.1

山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部工業高校 山口・香川高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・宇部工業高校

植田　亮平(2) 2:07.2 宮本　凪(1) 2:09.7 古澤　丈尊(1) 2:10.9 重岡　隼都(2) 2:14.3 三井　誠(1) 2:14.8 中尾　蓮(1) 2:18.1 松崎　遼登(2) 2:21.0 村上　淳平(1) 2:21.7

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・宇部工業高校 山口・宇部高専 山口・宇部高専

山村　堅人(2) 4:33.1 畑谷　幸哉(2) 4:34.9 水上　岳(2) 4:38.1 三井　誠(1) 4:38.3 安村　奏汰(1) 4:41.6 貝原　三士(1) 4:44.0 松崎　遼登(2) 4:48.0 岡﨑　照人(1) 4:51.1

山口・宇部鴻城高校 山口・小野田工業高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部高専 山口・宇部商業高校

山村　堅人(2) 16:46.3 水上　岳(2) 16:53.6 内田　颯太(1) 17:02.6 河村　一(1) 17:17.6 西村　領真(2) 17:33.6 甲嶋　孝大(2) 18:05.2 畑谷　幸哉(2) 18:09.5 寿恵村　真一(2) 18:21.7

山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・慶進高校 山口・慶進高校 山口・小野田工業高校 山口・慶進高校

宇部鴻城高校A 46.4 小野田高校 49.3 慶進高校 49.6 宇部工高 50.5

中桐　颯斗(2) 重岡　隼都(2) 本廣　優貴(1) 新谷　健介(2)

岡本　開登(2) 中野　翔梧(2) 田村　朋輝(2) 佐藤　翼(1)

吉浦　世悠(1) 水上　岳(2) 木野村　真一(1) 小西　勇羽(1)

山本　浩平(2) 佐藤　元(2) 甲嶋　孝大(2) 木下　雄登(1)

宇部鴻城高校A 3:47.5 小野田高校 3:54.0 宇部工高 4:03.1 宇部高専 4:09.6

宮本　凪(1) 重岡　隼都(2) 木下　雄登(1) 田中　泰斗(2)

岡本　開登(2) 中野　翔梧(2) 中尾　蓮(1) 村上　淳平(1)

柳井　洸(1) 古越　大暉(1) 新谷　健介(2) 松崎　遼登(2)

吉浦　世悠(1) 三井　誠(1) 小西　勇羽(1) 末廣　海輝斗(2)

田中　泰斗(2) 1m65 岡本　脩汰(1) 1m60 中尾　創太(1) 1m25

山口・宇部高専 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校

中桐　颯斗(2) 5m90(-4.3) 山内　勇輝(1) 5m77(-1.6) 岡本　脩汰(1) 5m50(-2.2) 木野村　真一(1) 4m75(-3.2) 三戸　光毅(1) 4m29(-1.7)

令和２年度高体連宇部支部新人陸上競技大会

9月27日  男子走高跳

9月27日  男子5000m

9月27日  男子4X100mR

9月27日  男子4X400mR

9月27日  男子400m

9月27日  男子800m

9月27日  男子1500m

9月27日  男子200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月27日  男子100m

中桐　颯斗(2) 5m90(-4.3) 山内　勇輝(1) 5m77(-1.6) 岡本　脩汰(1) 5m50(-2.2) 木野村　真一(1) 4m75(-3.2) 三戸　光毅(1) 4m29(-1.7)

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・慶進高校 山口・小野田高校

岡本　脩汰(1) 12m24(+1.5) 山内　勇輝(1) 12m00(+2.9) 重岡　隼都(2) 11m82(+3.5) 中野　翔梧(2) 11m51(+3.8) 井上　歩勇(1) 9m46(+3.0)

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 公認記録なし 山口・小野田高校 公認11m48(+1.9) 山口・小野田高校 公認記録なし 山口・香川高校 公認記録なし

田村　朋輝(2) 11m77 岡本　優和(1) 9m48 山縣　巧(1) 5m67 中尾　創太(1) 5m27

山口・慶進高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校

田村　朋輝(2) 33m81 原田　巧太(2) 28m53 佐藤　瞭(2) 26m91 岡本　優和(1) 24m84 佐藤　元(2) 22m47 金増　大翔(1) 21m39

山口・慶進高校 山口・小野田工業高校 山口・厚狭高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校 山口・宇部工業高校

金増　大翔(1) 45m92 山内　勇輝(1) 34m40 水上　岳(2) 23m85

山口・宇部工業高校 山口・宇部鴻城高校 山口・小野田高校

男子総合の部 宇部鴻城高校 183点 小野田高校 113点 宇部工業高校 42点 慶進高校 36点 宇部高専 18点 小野田工業高校 16点 香川高校 12点 厚狭高校 8点

男子トラックの部 宇部鴻城高校 121点 小野田高校 71点 宇部工業高校 31点 慶進高校 15点 宇部高専 10点 小野田工業高校 9点 香川高校 8点 厚狭高校 2点

男子フィールドの部 宇部鴻城高校 62点 小野田高校 42点 慶進高校 21点 宇部工業高校 11点 宇部高専 8点 小野田工業高校 7点 厚狭高校 6点 香川高校 4点

凡例  *TK:着差あり

対抗得点

9月27日  男子砲丸投(6.000kg)

9月27日  男子円盤投(1.750kg)

9月27日  男子やり投(800g)

9月27日  男子走幅跳

9月27日  男子三段跳



ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　　勇
跳 躍 審 判 長 中村　　勇
投 て き 審 判 長 中村　　勇
記 録 主 任 伊藤　健二

日付 種目

野口　結衣(2) 14.3(-2.5) 内田　伶音(1) 14.8(-2.5) 上鶴　七恵(2) 14.9(-2.5) 竹本　紗莉(1) 14.9(-2.5) 皆川　水月(2) 14.9(-2.5) 畠中　歩華(2) 15.5(-4.7) 国元　萌恵(2) 16.4(-4.7) 植田　帆華(1) 16.4(-4.7)

山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・厚狭高校 山口・慶進高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校 山口・厚狭高校 山口・宇部商業高校

野口　結衣(2) 30.3(-3.2) 内田　伶音(1) 30.5(-3.2) 竹本　紗莉(1) 30.9(-3.2) 岡村　彩花(2) 31.5(-3.2) 日髙　玲奈(1) 32.0(-3.2) 皆川　水月(2) 32.5(-4.6) 坂野　菜々海(1) 33.5(-4.6) 梶山　美菜(1) 33.7(-4.6)

山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・慶進高校 山口・慶進高校 山口・宇部西高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部西高校 山口・宇部商業高校

野村　佳音(2) 1:10.3 田岡　愛子(2) 1:10.6 内田　伶音(1) 1:10.6 岡村　彩花(2) 1:12.3 坂野　菜々海(1) 1:19.2 岡本　萌(1) 1:23.0

山口・小野田高校 山口・厚狭高校 山口・小野田高校 山口・慶進高校 山口・宇部西高校 山口・サビエル高校

石田　萌香(2) 2:43.4 髙藤　愛加(1) 2:45.8 小西　里桜(1) 2:45.9 梅田　光梨(2) 2:55.6 中山　遥花(1) 3:01.8

山口・小野田高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校 山口・香川高校

中村　真依(2) 5:05.1 中村　結依(2) 5:05.4 三角　紗季子(2) 5:32.1 生田　千穂(2) 5:36.7 石田　萌香(2) 5:38.8 小西　里桜(1) 5:50.2 梅田　光梨(2) 6:06.1

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部鴻城高校 山口・宇部中央高校 山口・小野田高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校

生田　千穂(2) 11:50.9

山口・宇部中央高校

野村　佳音(2) 19.7 国元　萌恵(2) 21.5 上鶴　七恵(2) 22.2

山口・小野田高校 山口・厚狭高校 山口・厚狭高校

野村　佳音(2) 1:19.1 畠中　歩華(2) 1:26.7 髙藤　愛加(1) 1:27.7 田中　鈴袈(2) 1:28.8 梶山　美菜(1) 1:32.6

山口・小野田高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校 山口・宇部商業高校

山本　里彩(1) 31:49.0 西岡　玲香(1) 34:13.0

山口・宇部西高校 山口・宇部西高校

小野田高校 56.0 宇部中央高校 59.0

内田　伶音(1) 田中　鈴袈(2)

石田　萌香(2) 梅田　光梨(2)

野村　佳音(2) 皆川　水月(2)

野口　結衣(2) 畠中　歩華(2)

小野田高校 4:42.8 宇部中央高校 5:05.8

内田　伶音(1) 畠中　歩華(2)

石田　萌香(2) 田中　鈴袈(2)

野口　結衣(2) 梅田　光梨(2)

野村　佳音(2) 皆川　水月(2)

森重　沙羅(1) 1m23

山口・宇部鴻城高校

田中　鈴袈(2) 3m64(-5.3) 皆川　水月(2) 3m54(-0.7) 上鶴　七恵(2) 3m35(-2.7)

山口・宇部中央高校 山口・宇部中央高校 山口・厚狭高校

内田　優海(1) 6m92 中山　遥花(1) 4m90

山口・宇部鴻城高校 山口・香川高校

内田　優海(1) 17m34 曽根　さくら(1) 16m22 山崎　栞依(1) 15m48 野口　結衣(2) 12m66 花田　朋佳(2) 12m33 三宅　里茄(1) 10m72

山口・宇部鴻城高校 山口・宇部西高校 山口・宇部西高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校

山崎　栞依(1) 20m72

山口・宇部西高校

石田　萌香(2) 17m29 三宅　里茄(1) 8m88 花田　朋佳(2) 7m96

山口・小野田高校 山口・小野田高校 山口・小野田高校

女子総合の部 小野田高校 121点 宇部中央高校 93点 宇部西高校 46点 宇部鴻城高校 45点 厚狭高校 34点 慶進高校 21点 香川高校 11点 宇部商業高校 6点

女子トラックの部 小野田高校 84点 宇部中央高校 68点 厚狭高校 28点 宇部西高校 25点 慶進高校 21点 宇部商業高校 6点 香川高校 4点 サビエル高校 3点

女子フィールドの部 小野田高校 33点 宇部鴻城高校 24点 宇部西高校 21点 宇部中央高校 15点 香川高校 7点 厚狭高校 6点

凡例  *TK:着差あり

9月27日  女子ハンマー投(4.000kg)

9月27日  女子やり投(600g)

対抗得点

令和２年度高体連宇部支部新人陸上競技大会

9月27日  女子走幅跳

9月27日  女子砲丸投(4.000kg)

9月27日  女子円盤投(1.000kg)

9月27日  女子4X100mR

9月27日  女子4X400mR

9月27日  女子走高跳

9月27日
 女子100mH(0.840m)

風：-2.5

9月27日  女子400mH(0.762m)

9月27日  女子5000mW

9月27日  女子800m

9月27日  女子1500m

9月27日  女子3000m

9月27日  女子100m

9月27日  女子200m

9月27日  女子400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



 男子100m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)              10.7     林　和博(宇部鴻城)                    S６１
大会記録(GR)                  11.2     中　惇太(宇部)                        Ｈ２２ 9月27日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-4.4) 2組 (風:-4.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 山口

1 6 1666 中桐　颯斗(2) 宇部鴻城高校 12.4 1 2 1693 西村　光貴(2) 香川高校 12.9
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 山口

2 2 1665 岡本　開登(2) 宇部鴻城高校 12.5 2 4 1636 佐藤　元(2) 小野田高校 13.1
ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 山口 ﾓﾄﾋﾛ ﾕｳｷ 山口

3 5 1630 新谷　健介(2) 宇部工業高校 12.7 *TK 3 3 1688 本廣　優貴(1) 慶進高校 13.2
ｽｹﾞﾀ ﾏﾅﾄ 山口 ｷﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 山口

4 4 1713 菅田　愛斗(1) 宇部鴻城高校 12.7 *TK 4 8 1687 木野村　真一(1) 慶進高校 13.6
ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 山口 ﾔﾅｲ ｺｳ 山口

5 7 1634 重岡　隼都(2) 小野田高校 13.0 *TK OP 5 1715 柳井　洸(1) 宇部鴻城高校 12.4
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口 ｱｻﾞｶﾐ ﾘﾝ 山口

6 8 1743 古越　大暉(1) 小野田高校 13.0 *TK OP 7 1625 阿座上　琳(3) 宇部商業高校 12.5
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山口 ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ 山口

7 3 1733 佐藤　翼(1) 宇部工業高校 13.2 1 1717 吉浦　世悠(1) 宇部鴻城高校 DNS
ﾐﾔﾉ ﾀｲﾁ 山口 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ 山口

1 1631 宮野　泰知(2) 宇部工業高校 DNS 6 1692 井上　歩勇(1) 香川高校 DNS

3組 (風:-3.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 山口 ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 山口

OP 7 1664 井上　千輝(2) 宇部鴻城高校 12.9 1 1666 中桐　颯斗(2) 宇部鴻城高校 12:4 -4.4
ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山口 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口

OP 2 1710 岡本　脩汰(1) 宇部鴻城高校 13.0 2 1665 岡本　開登(2) 宇部鴻城高校 12:5 -4.4
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 山口 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 山口 *TK

OP 6 1716 山内　勇輝(1) 宇部鴻城高校 13.1 3 1630 新谷　健介(2) 宇部工業高校 12:7 -4.4
ｸﾆｼｹﾞ ﾘｮｳﾀ 山口 ｽｹﾞﾀ ﾏﾅﾄ 山口 *TK

OP 1 1712 國重　亮汰(1) 宇部鴻城高校 13.1 4 1713 菅田　愛斗(1) 宇部鴻城高校 12:7 -4.4
ｺﾆｼ ｱｽｶ 山口 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 山口

OP 5 1731 小西　勇羽(1) 宇部工業高校 14.0 5 1693 西村　光貴(2) 香川高校 12:9 -4.1
ﾐﾄ ｺｳｷ 山口 ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 山口 *TK

OP 8 1740 三戸　光毅(1) 小野田高校 14.5 6 1634 重岡　隼都(2) 小野田高校 13:0 -4.4
ｶﾈﾏｽ ﾊﾙﾄ 山口 ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口 *TK

3 1745 金増　大翔(1) 宇部工業高校 DNS 7 1743 古越　大暉(1) 小野田高校 13:0 -4.4
ｽﾜﾒﾝ ｶｹﾙ 山口 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 山口

4 1714 諏訪免　叶翔(1) 宇部鴻城高校 DNS 8 1636 佐藤　元(2) 小野田高校 13:1 -4.1

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



 男子200m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)              21.8     西村　哲雄(宇部鴻城)                  S６３
大会記録(GR)                  22.7     山根　芳彦(宇部)                      Ｈ１１ 9月27日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-2.3) 2組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 山口

1 8 1635 中野　翔梧(2) 小野田高校 24.3 1 8 1732 木下　雄登(1) 宇部工業高校 27.7
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口 ﾐﾄ ｺｳｷ 山口

2 1 1665 岡本　開登(2) 宇部鴻城高校 24.4 2 2 1740 三戸　光毅(1) 小野田高校 29.4
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口 ｱｻﾞｶﾐ ﾘﾝ 山口

3 7 1715 柳井　洸(1) 宇部鴻城高校 24.7 OP 6 1625 阿座上　琳(3) 宇部商業高校 24.9
ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 山口 ｽｹﾞﾀ ﾏﾅﾄ 山口

4 3 1630 新谷　健介(2) 宇部工業高校 24.7 OP 3 1713 菅田　愛斗(1) 宇部鴻城高校 26.4
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口 ｸﾆｼｹﾞ ﾘｮｳﾀ 山口

5 5 1743 古越　大暉(1) 小野田高校 25.8 OP 7 1712 國重　亮汰(1) 宇部鴻城高校 26.6
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 山口 ｽﾜﾒﾝ ｶｹﾙ 山口

6 2 1664 井上　千輝(2) 宇部鴻城高校 25.8 4 1714 諏訪免　叶翔(1) 宇部鴻城高校 DNS
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山口 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山口

7 4 1655 佐藤　瞭(2) 厚狭高校 26.1 5 1733 佐藤　翼(1) 宇部工業高校 DNS
ﾓﾄﾋﾛ ﾕｳｷ 山口

8 6 1688 本廣　優貴(1) 慶進高校 26.3

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口

1 1635 中野　翔梧(2) 小野田高校 24:3 -2.3
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 山口

2 1665 岡本　開登(2) 宇部鴻城高校 24:4 -2.3
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口

3 1715 柳井　洸(1) 宇部鴻城高校 24:7 -2.3
ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 山口

4 1630 新谷　健介(2) 宇部工業高校 24:7 -2.3
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口

5 1743 古越　大暉(1) 小野田高校 25:8 -2.3
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 山口

6 1664 井上　千輝(2) 宇部鴻城高校 25:8 -2.3
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山口

7 1655 佐藤　瞭(2) 厚狭高校 26:1 -2.3
ﾓﾄﾋﾛ ﾕｳｷ 山口

8 1688 本廣　優貴(1) 慶進高校 26:3 -2.3

凡例  DNS:欠場



 男子400m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             48.21     尾籠　和正(宇部工業)                  Ｈ６
大会記録(GR)                  50.9     尾籠　和正(宇部工業)                  Ｈ６ 9月27日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ 山口 ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ 山口

1 3 1717 吉浦　世悠(1) 宇部鴻城高校 55.9 1 7 1739 三井　誠(1) 小野田高校 59.0
ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口 ｺﾆｼ ｱｽｶ 山口

2 4 1635 中野　翔梧(2) 小野田高校 56.8 2 4 1731 小西　勇羽(1) 宇部工業高校 1:02.1
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 山口

3 7 1715 柳井　洸(1) 宇部鴻城高校 58.1 3 3 1732 木下　雄登(1) 宇部工業高校 1:02.5
ﾅｶｵ ﾚﾝ 山口 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 山口

4 6 1734 中尾　蓮(1) 宇部工業高校 58.3 OP 5 1636 佐藤　元(2) 小野田高校 1:02.6
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 山口 ｽﾜﾒﾝ ｶｹﾙ 山口

5 8 1693 西村　光貴(2) 香川高校 58.7 6 1714 諏訪免　叶翔(1) 宇部鴻城高校 DNS
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口

6 5 1743 古越　大暉(1) 小野田高校 1:00.2

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ 山口

1 1717 吉浦　世悠(1) 宇部鴻城高校 55:9
ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口

2 1635 中野　翔梧(2) 小野田高校 56:8
ﾔﾅｲ ｺｳ 山口

3 1715 柳井　洸(1) 宇部鴻城高校 58:1
ﾅｶｵ ﾚﾝ 山口

4 1734 中尾　蓮(1) 宇部工業高校 58:3
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 山口

5 1693 西村　光貴(2) 香川高校 58:0
ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ 山口

6 1739 三井　誠(1) 小野田高校 59:0
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 山口

7 1743 古越　大暉(1) 小野田高校 1.00:2
ｺﾆｼ ｱｽｶ 山口

8 1731 小西　勇羽(1) 宇部工業高校 1.02:1

凡例  DNS:欠場



 男子800m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           1:50.18     林　猛(宇部鴻城)                      S５９
大会記録(GR)                1:57.1     阿座上　貴大(宇部)                    Ｈ３０ 9月27日 09:50 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 山口

1 7 1672 植田　亮平(2) 宇部鴻城高校 2:07.2
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 山口

2 6 1709 宮本　凪(1) 宇部鴻城高校 2:09.7
ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 山口

3 8 1705 古澤　丈尊(1) 宇部鴻城高校 2:10.9
ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 山口

4 10 1634 重岡　隼都(2) 小野田高校 2:14.3
ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ 山口

5 11 1739 三井　誠(1) 小野田高校 2:14.8
ﾅｶｵ ﾚﾝ 山口

6 4 1734 中尾　蓮(1) 宇部工業高校 2:18.1
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 山口

7 3 1698 松崎　遼登(2) 宇部高専 2:21.0
ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口

8 2 1703 村上　淳平(1) 宇部高専 2:21.7
ﾉｳﾉ ｿｳﾏ 山口

9 5 1623 南野　瀧雅(1) 宇部西高校 2:31.9
ﾅｶｵ ｿｳﾀ 山口

10 9 1742 中尾　創太(1) 小野田高校 2:48.4
ｺｳｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 山口

1 1685 甲嶋　孝大(2) 慶進高校 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



 男子1500m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           3:51.09     梅木　蔵雄(宇部鴻城)                  H５
大会記録(GR)                4:06.8     渡辺　英記(宇部鴻城)                  Ｈ４ 9月27日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 山口 ｺﾏﾂ ｾｲﾄ 山口

1 8 1676 山村　堅人(2) 宇部鴻城高校 4:33.1 OP 4 1674 小松　星斗(2) 宇部鴻城高校 4:21.0
ﾊﾀﾀﾆ ﾕｷﾔ 山口 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 山口

2 7 1640 畑谷　幸哉(2) 小野田工業高校 4:34.9 OP 1 1675 田中　遼(2) 宇部鴻城高校 4:22.6
ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾞｸ 山口 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 山口

3 13 1637 水上　岳(2) 小野田高校 4:38.1 OP 5 1681 河村　一(1) 宇部鴻城高校 4:35.7
ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ 山口 ﾕｱｻ ﾘｭｳﾏ 山口

4 11 1739 三井　誠(1) 小野田高校 4:38.3 OP 12 1670 湯淺　隆馬(3) 宇部鴻城高校 4:37.5
ﾔｽﾑﾗ ｶﾅﾀ 山口 ｲﾊﾗ　ｶｽﾞｷ 山口

5 10 1707 安村　奏汰(1) 宇部鴻城高校 4:41.6 OP 13 1678 伊原　和輝(1) 宇部鴻城高校 4:43.3
ｶｲﾊﾞﾗ ｻﾝｼﾞ 山口 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 山口

6 9 1680 貝原　三士(1) 宇部鴻城高校 4:44.0 OP 11 1679 内田　颯太(1) 宇部鴻城高校 4:48.6
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 山口 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口

7 4 1698 松崎　遼登(2) 宇部高専 4:48.0 OP 10 1708 村田　良輔(1) 宇部鴻城高校 4:52.5
ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ 山口 ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ 山口

8 14 1736 岡﨑　照人(1) 宇部商業高校 4:51.1 OP 14 1704 越野　涼太(1) 宇部鴻城高校 4:56.1
ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口 ﾘｸ ﾀｲﾖｳ 山口

9 3 1703 村上　淳平(1) 宇部高専 4:52.7 2 1677 陸　太陽(2) 宇部鴻城高校 DNS
ﾉｳﾉ ｿｳﾏ 山口 ｷﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口

10 6 1623 南野　瀧雅(1) 宇部西高校 4:54.6 3 1673 木本　匠(2) 宇部鴻城高校 DNS
ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳ 山口 ｲﾉｼﾀ ｶﾝ 山口

11 12 1741 山縣　巧(1) 小野田高校 5:12.4 6 1671 井下　侃(2) 宇部鴻城高校 DNS
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳ 山口 ﾀﾅｶ ｲｽﾞｷ 山口

12 2 1682 村川　悠(1) 慶進高校 5:20.5 7 1669 田中　稜起(3) 宇部鴻城高校 DNS
ﾇｷﾀ ﾋﾋﾞｷ 山口 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾔﾃ 山口

1 1690 貫田　響(1) 慶進高校 DNS 8 1668 正路　颯(3) 宇部鴻城高校 DNS
ﾊｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 ﾑｶｲ ﾏﾋﾛ 山口

5 1735 橋村　壮一郎(1) 香川高校 DNS 9 1706 向井　真裕(1) 宇部鴻城高校 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 山口

1 1676 山村　堅人(2) 宇部鴻城高校 4.33:1
ﾊﾀﾀﾆ ﾕｷﾔ 山口

2 1640 畑谷　幸哉(2) 小野田工業高校 4.34:9
ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾞｸ 山口

3 1637 水上　岳(2) 小野田高校 4.38:1
ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ 山口

4 1739 三井　誠(1) 小野田高校 4.38:3
ﾔｽﾑﾗ ｶﾅﾀ 山口

5 1707 安村　奏汰(1) 宇部鴻城高校 4.41:6
ｶｲﾊﾞﾗ ｻﾝｼﾞ 山口

6 1680 貝原　三士(1) 宇部鴻城高校 4.44:0
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 山口

7 1698 松崎　遼登(2) 宇部高専 4.48:0
ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ 山口

8 1736 岡﨑　照人(1) 宇部商業高校 4.51:1

凡例  DNS:欠場



 男子5000m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           14:11.9     木村　文彦(宇部鴻城)                  Ｈ８
大会記録(GR)               15:27.1     山野　力(宇部鴻城)                    Ｈ２９ 9月27日 10:40 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 山口

1 7 1676 山村　堅人(2) 宇部鴻城高校 16:46.3
ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾞｸ 山口

2 8 1637 水上　岳(2) 小野田高校 16:53.6
ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 山口

3 5 1679 内田　颯太(1) 宇部鴻城高校 17:02.6
ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 山口

4 6 1681 河村　一(1) 宇部鴻城高校 17:17.6
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 山口

5 1 1686 西村　領真(2) 慶進高校 17:33.6
ｺｳｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 山口

6 3 1685 甲嶋　孝大(2) 慶進高校 18:05.2
ﾊﾀﾀﾆ ﾕｷﾔ 山口

7 4 1640 畑谷　幸哉(2) 小野田工業高校 18:09.5
ｽｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 山口

8 2 1684 寿恵村　真一(2) 慶進高校 18:21.7
ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ 山口

9 10 1736 岡﨑　照人(1) 宇部商業高校 18:29.1
ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ 山口

10 25 1699 末廣　海輝斗(2) 宇部高専 19:28.5
ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳ 山口

11 9 1741 山縣　巧(1) 小野田高校 20:07.5
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 山口

OP 20 1709 宮本　凪(1) 宇部鴻城高校 16:57.3
ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 山口

OP 18 1705 古澤　丈尊(1) 宇部鴻城高校 16:58.6
ﾕｱｻ ﾘｭｳﾏ 山口

OP 15 1670 湯淺　隆馬(3) 宇部鴻城高校 17:03.2
ﾀﾅｶ ｲｽﾞｷ 山口

OP 11 1669 田中　稜起(3) 宇部鴻城高校 17:21.2
ｲﾊﾗ　ｶｽﾞｷ 山口

OP 14 1678 伊原　和輝(1) 宇部鴻城高校 17:21.8
ﾑｶｲ ﾏﾋﾛ 山口

OP 13 1706 向井　真裕(1) 宇部鴻城高校 17:23.4
ｶｲﾊﾞﾗ ｻﾝｼﾞ 山口

OP 19 1680 貝原　三士(1) 宇部鴻城高校 17:38.2
ﾔｽﾑﾗ ｶﾅﾀ 山口

OP 17 1707 安村　奏汰(1) 宇部鴻城高校 17:42.0
ﾉﾀﾞ ｺｳｽｲ 山口

OP 22 1696 野田　皓水(3) 宇部高専 17:56.1
ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ 山口

OP 12 1704 越野　涼太(1) 宇部鴻城高校 18:03.0
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口

OP 16 1708 村田　良輔(1) 宇部鴻城高校 18:10.2
ﾁｶﾑﾈ ｺｳｼﾝ 山口

OP 23 1689 近棟　洸心(1) 慶進高校 20:12.8
ﾇｷﾀ ﾋﾋﾞｷ 山口

OP 24 1690 貫田　響(1) 慶進高校 20:19.9
ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 山口

21 1672 植田　亮平(2) 宇部鴻城高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子4X100mR
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             41.93     手嶋・若月・二宮・正路(宇部鴻城)      Ｈ２９
大会記録(GR)                  44.1     手嶋・若月・二宮・正路(宇部鴻城)      Ｈ２９ 9月27日 09:30 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 宇部鴻城高校A 1666 中桐　颯斗(2) ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 46.4
1665 岡本　開登(2) ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ
1717 吉浦　世悠(1) ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ
1667 山本　浩平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ

2 4 小野田高校 1634 重岡　隼都(2) ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 49.3
1635 中野　翔梧(2) ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ
1637 水上　岳(2) ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾞｸ
1636 佐藤　元(2) ｻﾄｳ ｹﾞﾝ

3 5 慶進高校 1688 本廣　優貴(1) ﾓﾄﾋﾛ ﾕｳｷ 49.6
1683 田村　朋輝(2) ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ
1687 木野村　真一(1) ｷﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ
1685 甲嶋　孝大(2) ｺｳｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

4 3 宇部工高 1630 新谷　健介(2) ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 50.5
1733 佐藤　翼(1) ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
1731 小西　勇羽(1) ｺﾆｼ ｱｽｶ
1732 木下　雄登(1) ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ

OP 6 宇部鴻城高校B 1713 菅田　愛斗(1) ｽｹﾞﾀ ﾏﾅﾄ 47.3
1710 岡本　脩汰(1) ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ
1716 山内　勇輝(1) ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ
1715 柳井　洸(1) ﾔﾅｲ ｺｳ



 男子4X400mR
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           3:21.62     梅田・秋枝・月足・田中(宇部鴻城)      Ｈ２６
大会記録(GR)                3:31.9     戎﨑・秋貞・藤井・宮川(宇部工業)      Ｈ２６ 9月27日 14:40 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 宇部鴻城高校A 1709 宮本　凪(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 3:47.5
1665 岡本　開登(2) ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ
1715 柳井　洸(1) ﾔﾅｲ ｺｳ
1717 吉浦　世悠(1) ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ

2 4 小野田高校 1634 重岡　隼都(2) ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 3:54.0
1635 中野　翔梧(2) ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ
1743 古越　大暉(1) ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ
1739 三井　誠(1) ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ

3 6 宇部工高 1732 木下　雄登(1) ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 4:03.1
1734 中尾　蓮(1) ﾅｶｵ ﾚﾝ
1630 新谷　健介(2) ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ
1731 小西　勇羽(1) ｺﾆｼ ｱｽｶ

4 7 宇部高専 1697 田中　泰斗(2) ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 4:09.6
1703 村上　淳平(1) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
1698 松崎　遼登(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ
1699 末廣　海輝斗(2) ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ

5 宇部鴻城高校B DNS

凡例  DNS:欠場



 男子走高跳
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)              1m97     松田　智之(宇部鴻城)                  S６２
大会記録(GR)                  1m78     藤里　翼(宇部工業)                    Ｈ２５
大会記録(GR)                  1m78     竹本　竜也(小野田)                    H３１ 9月27日 12:00 決勝    

決勝　

ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 山口 － － － － － ○ ○ ○

1 2 1697 田中　泰斗(2) 宇部高専 ○ × × × 1m65
ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山口 － － － － ○ ○ ○ ○

2 3 1710 岡本　脩汰(1) 宇部鴻城高校 × × × 1m60
ﾅｶｵ ｿｳﾀ 山口 ○ ○ × × ○ × × ×

3 1 1742 中尾　創太(1) 小野田高校 1m25

所属
1m15

1m65

1m20

1m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

1m55 1m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m25 1m30 1m45 1m50



 男子走幅跳
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)              7m20     近藤　直己(宇部)                      S４６
大会記録(GR)                  6m53     弘中　孝太(慶進)                      Ｈ１６ 9月27日 10:00 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 山口 5m64 5m90 4m49 5m90 － － － 5m90
1 4 1666 中桐　颯斗(2) 宇部鴻城高校 -3.6 -4.3 -3.7 -4.3 -4.3

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 山口 5m60 5m60 × 5m60 5m77 × × 5m77
2 3 1716 山内　勇輝(1) 宇部鴻城高校 -2.2 -3.2 -3.2 -1.6 -1.6

ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山口 × 5m37 4m13 5m37 5m40 × 5m50 5m50
3 5 1710 岡本　脩汰(1) 宇部鴻城高校 -2.1 -6.3 -2.1 -3.0 -2.2 -2.2

ｷﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 山口 4m45 4m75 4m63 4m75 4m49 4m69 × 4m75
4 2 1687 木野村　真一(1) 慶進高校 -3.3 -3.2 -4.8 -3.2 -3.1 -3.1 -3.2

ﾐﾄ ｺｳｷ 山口 3m95 × 3m38 3m95 4m13 4m04 4m29 4m29
5 1 1740 三戸　光毅(1) 小野田高校 -4.7 -3.6 -4.7 -5.5 -2.5 -1.7 -1.7



 男子三段跳
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             14m67     高橋　和章(宇部鴻城)                  H２
大会記録(GR)                 13m40     有永　智哉(宇部工業)                  Ｈ２７ 9月27日 13:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 山口 11m90 × × 11m90 12m24 × 10m87 12m24
1 3 1710 岡本　脩汰(1) 宇部鴻城高校 +3.9 +3.9 +1.5 +6.0 +1.5

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 山口 11m99 11m85 11m63 11m99 12m00 － 11m91 12m00
2 5 1716 山内　勇輝(1) 宇部鴻城高校 +4.0 +6.1 +5.2 +4.0 +2.9 +2.3 +2.9

ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 山口 11m82 11m39 11m20 11m82 11m48 11m66 11m66 11m82
3 2 1634 重岡　隼都(2) 小野田高校 +3.5 +3.4 +3.8 +3.5 +1.9 +4.4 +5.1 +3.5

ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口 － × × × 11m51 11m38 × 11m51
4 1 1635 中野　翔梧(2) 小野田高校 +3.8 +5.9 +3.8

ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ 山口 × × 9m35 9m35 9m46 9m35 × 9m46
5 4 1692 井上　歩勇(1) 香川高校 +5.8 +5.8 +3.0 +4.2 +3.0



 男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             13m24     梶川　佑(宇部)                        H３０
大会記録(GR)                 12m68     梶川　佑(宇部)                        Ｈ３０ 9月27日 13:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 山口

1 5 1683 田村　朋輝(2) 慶進高校 11m46 11m41 11m77 11m77 11m65 10m90 11m60 11m77
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾜ 山口

2 4 1711 岡本　優和(1) 宇部鴻城高校 9m48 × 8m80 9m48 × × × 9m48
ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳ 山口

3 2 1741 山縣　巧(1) 小野田高校 5m29 4m90 5m05 5m29 5m67 5m10 4m90 5m67
ﾅｶｵ ｿｳﾀ 山口

4 1 1742 中尾　創太(1) 小野田高校 3m42 4m52 5m07 5m07 4m20 5m27 5m10 5m27
ﾊﾔｼ ｲｵﾘ 山口

3 1744 林　伊織(1) 香川高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             43m16     中村　恒介(小野田)                    Ｒ０１
大会記録(GR)                 39m07     中村　恒介(小野田)                    Ｈ３１ 9月27日 10:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 山口

1 6 1683 田村　朋輝(2) 慶進高校 29m76 33m81 30m50 33m81 30m70 32m81 33m31 33m81
ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳﾀ 山口

2 5 1643 原田　巧太(2) 小野田工業高校 28m53 × × 28m53 × 28m33 26m80 28m53
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山口

3 2 1655 佐藤　瞭(2) 厚狭高校 26m07 25m40 26m91 26m91 25m50 × 25m10 26m91
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾜ 山口

4 4 1711 岡本　優和(1) 宇部鴻城高校 21m65 22m88 23m72 23m72 24m84 × × 24m84
ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 山口

5 3 1636 佐藤　元(2) 小野田高校 × 22m47 21m67 22m47 － － － 22m47
ｶﾈﾏｽ ﾊﾙﾄ 山口

6 1 1745 金増　大翔(1) 宇部工業高校 21m39 21m10 18m50 21m39 20m89 19m95 － 21m39



 男子やり投(800g)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             58m02     中本　新吾(厚狭)                      Ｈ２２
大会記録(GR)                 54m99     鶴井　大知(香川)                      Ｈ２９ 9月27日 12:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾈﾏｽ ﾊﾙﾄ 山口

1 3 1745 金増　大翔(1) 宇部工業高校 34m16 40m70 45m92 45m92 44m92 41m70 34m30 45m92
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 山口

2 1 1716 山内　勇輝(1) 宇部鴻城高校 28m52 29m75 31m31 31m31 33m33 34m40 32m20 34m40
ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾞｸ 山口

3 2 1637 水上　岳(2) 小野田高校 21m22 × × 21m22 × 23m85 22m65 23m85



 女子100m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             12.13     山田　真子(宇部)                      Ｒ０１
大会記録(GR)                  12.6     山田　真子(宇部)                      Ｈ３１ 9月27日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-2.5) 2組 (風:-4.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 山口 ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ 山口

1 7 480 野口　結衣(2) 小野田高校 14.3 1 5 459 畠中　歩華(2) 宇部中央高校 15.5
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口 ｸﾆﾓﾄ ﾓｴ 山口

2 4 534 内田　伶音(1) 小野田高校 14.8 2 6 484 国元　萌恵(2) 厚狭高校 16.4
ｶﾐﾂﾙ ﾅﾅｴ 山口 ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

3 3 483 上鶴　七恵(2) 厚狭高校 14.9 3 4 533 植田　帆華(1) 宇部商業高校 16.4
ﾀｹﾓﾄ ｻﾘ 山口 ｸﾗﾐﾂ　ｱｲｶ 山口

4 6 501 竹本　紗莉(1) 慶進高校 14.9 OP 7 544 倉光　杏己加(3) 慶進高校 16.1
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山口

5 5 514 皆川　水月(2) 宇部中央高校 14.9

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 山口

1 480 野口　結衣(2) 小野田高校 14:3 -2.5
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口

2 534 内田　伶音(1) 小野田高校 14:8 -2.5
ｶﾐﾂﾙ ﾅﾅｴ 山口

3 483 上鶴　七恵(2) 厚狭高校 14:9 -2.5
ﾀｹﾓﾄ ｻﾘ 山口

4 501 竹本　紗莉(1) 慶進高校 14:9 -2.5
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山口

5 514 皆川　水月(2) 宇部中央高校 14:9 -2.5
ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ 山口

6 459 畠中　歩華(2) 宇部中央高校 15:5 -4.7
ｸﾆﾓﾄ ﾓｴ 山口

7 484 国元　萌恵(2) 厚狭高校 16:4 -4.7
ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口

8 533 植田　帆華(1) 宇部商業高校 16:4 -4.7



 女子200m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             25.17     山田　真子(宇部)                      Ｈ３０
大会記録(GR)                  26.4     中尾　ひとみ(宇部)                    Ｈ４
大会記録(GR)                  26.4     江本　友美(宇部中央)                  Ｈ２１ 9月27日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-4.6) 2組 (風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山口 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 山口

1 3 514 皆川　水月(2) 宇部中央高校 32.5 1 6 480 野口　結衣(2) 小野田高校 30.3
ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 山口 ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口

2 4 539 坂野　菜々海(1) 宇部西高校 33.5 2 5 534 内田　伶音(1) 小野田高校 30.5
ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ 山口 ﾀｹﾓﾄ ｻﾘ 山口

3 6 532 梶山　美菜(1) 宇部商業高校 33.7 3 4 501 竹本　紗莉(1) 慶進高校 30.9
ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口 ｵｶﾑﾗ ｱﾔｶ 山口

4 5 533 植田　帆華(1) 宇部商業高校 34.8 4 3 500 岡村　彩花(2) 慶進高校 31.5
ﾌﾙｼｹﾞ ｱｲﾗ 山口 ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

7 518 古重　愛来(1) 宇部中央高校 DNS 5 7 540 日髙　玲奈(1) 宇部西高校 32.0

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 山口

1 480 野口　結衣(2) 小野田高校 30:3 -3.2
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口

2 534 内田　伶音(1) 小野田高校 30:5 -3.2
ﾀｹﾓﾄ ｻﾘ 山口

3 501 竹本　紗莉(1) 慶進高校 30:9 -3.2
ｵｶﾑﾗ ｱﾔｶ 山口

4 500 岡村　彩花(2) 慶進高校 31:5 -3.2
ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

5 540 日髙　玲奈(1) 宇部西高校 32:0 -3.2
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山口

6 514 皆川　水月(2) 宇部中央高校 32:5 -4.6
ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 山口

7 539 坂野　菜々海(1) 宇部西高校 33:5 -4.6
ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ 山口

8 532 梶山　美菜(1) 宇部商業高校 33:7 -4.6

凡例  DNS:欠場



 女子400m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             55.50     福田　晴夏(宇部)                      Ｈ２４
大会記録(GR)                1:00.7     福田　晴夏(宇部)                      Ｈ２２ 9月27日 12:20 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 山口

1 8 481 野村　佳音(2) 小野田高校 1:10.3
ﾀｵｶ　ｱｲｺ 山口

2 2 485 田岡　愛子(2) 厚狭高校 1:10.6
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 山口

3 7 534 内田　伶音(1) 小野田高校 1:10.6
ｵｶﾑﾗ ｱﾔｶ 山口

4 3 500 岡村　彩花(2) 慶進高校 1:12.3
ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 山口

5 4 539 坂野　菜々海(1) 宇部西高校 1:19.2
ｵｶﾓﾄ ﾓｴ 山口

6 6 537 岡本　萌(1) サビエル高校 1:23.0
ﾌﾙｼｹﾞ ｱｲﾗ 山口

5 518 古重　愛来(1) 宇部中央高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子800m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           2:12.31     黒石　瑠香(宇部鴻城)                  H２９
大会記録(GR)                2:17.9     黒石　瑠香(宇部鴻城)                  Ｈ３０ 9月27日 09:40 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾀﾞ ﾓｴｶ 山口

1 1 482 石田　萌香(2) 小野田高校 2:43.4
ﾀｶﾌｼﾞ ﾏﾅｶ 山口

2 4 520 髙藤　愛加(1) 宇部中央高校 2:45.8
ｺﾆｼ ﾘｵ 山口

3 2 519 小西　里桜(1) 宇部中央高校 2:45.9
ｳﾒﾀﾞ ｱｶﾘ 山口

4 5 457 梅田　光梨(2) 宇部中央高校 2:55.6
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 山口

5 3 536 中山　遥花(1) 香川高校 3:01.8
ﾓﾘｼｹﾞ ｻﾗ 山口

6 492 森重　沙羅(1) 宇部鴻城高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子1500m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           4:30.97     黒石　瑠香(宇部鴻城)                  H３０
大会記録(GR)                4:40.3     黒石　瑠香(宇部鴻城)                  Ｈ３０ 9月27日 14:00 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 山口

1 4 488 中村　真依(2) 宇部鴻城高校 5:05.1
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 山口

2 5 489 中村　結依(2) 宇部鴻城高校 5:05.4
ﾐｽﾐ ｻｷｺ 山口

3 6 491 三角　紗季子(2) 宇部鴻城高校 5:32.1
ｲｸﾀ ﾁﾎ 山口

4 1 456 生田　千穂(2) 宇部中央高校 5:36.7
ｲｼﾀﾞ ﾓｴｶ 山口

5 7 482 石田　萌香(2) 小野田高校 5:38.8
ｺﾆｼ ﾘｵ 山口

6 3 519 小西　里桜(1) 宇部中央高校 5:50.2
ｳﾒﾀﾞ ｱｶﾘ 山口

7 2 457 梅田　光梨(2) 宇部中央高校 6:06.1
ﾋﾀｶ ﾘｵ 山口

OP 8 490 日高　里緒(2) 宇部鴻城高校 5:09.5



 女子3000m
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           9:42.54     黒石　瑠香(宇部鴻城)                  Ｈ３０
大会記録(GR)                9:56.4     黒石　瑠香(宇部鴻城)                  Ｈ３０ 9月27日 10:00 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｸﾀ ﾁﾎ 山口

1 4 456 生田　千穂(2) 宇部中央高校 11:50.9
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 山口

1 488 中村　真依(2) 宇部鴻城高校 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 山口

2 489 中村　結依(2) 宇部鴻城高校 DNS
ﾋﾀｶ ﾘｵ 山口

3 490 日高　里緒(2) 宇部鴻城高校 DNS
ﾐｽﾐ ｻｷｺ 山口

5 491 三角　紗季子(2) 宇部鴻城高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子100mH(0.840m)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             14.57     上野　晶子(香川)                      Ｈ１１
大会記録(GR)                  15.8     上野　晶子(香川)                      Ｈ１０ 9月27日 12:50 決勝

決勝　

(風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 山口

1 7 481 野村　佳音(2) 小野田高校 19.7
ｸﾆﾓﾄ ﾓｴ 山口

2 5 484 国元　萌恵(2) 厚狭高校 21.5
ｶﾐﾂﾙ ﾅﾅｴ 山口

3 4 483 上鶴　七恵(2) 厚狭高校 22.2
ﾋﾀｶ ﾚﾅ 山口

6 540 日髙　玲奈(1) 宇部西高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           1:04.60     山田　綾香(宇部)                      Ｈ１９
大会記録(GR)                1:07.4     横田　知佳(宇部)                      Ｈ２３ 9月27日 10:25 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 山口

1 6 481 野村　佳音(2) 小野田高校 1:19.1
ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ 山口

2 7 459 畠中　歩華(2) 宇部中央高校 1:26.7
ﾀｶﾌｼﾞ ﾏﾅｶ 山口

3 3 520 髙藤　愛加(1) 宇部中央高校 1:27.7
ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 山口

4 5 458 田中　鈴袈(2) 宇部中央高校 1:28.8
ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ 山口

5 4 532 梶山　美菜(1) 宇部商業高校 1:32.6



 女子5000mW
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)          27:24.02     小川　麻優(宇部西)                    Ｈ２３
大会記録(GR)               27:50.6     小川　麻優(宇部西)                    Ｈ２３ 9月27日 08:50 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 山口

1 1 463 山本　里彩(1) 宇部西高校 31:49.0
ﾆｼｵｶ ﾚｲｺ 山口

2 2 461 西岡　玲香(1) 宇部西高校 34:13.0



 女子4X100mR
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             48.91     岩上・東原・小原・山田(宇部)          Ｒ０１
大会記録(GR)                  51.2     伊藤・野田・原田・清水(宇部中央)      Ｈ２３
大会記録(GR)                  51.2     岩上・東原・小原・山田(宇部)          Ｈ３１ 9月27日 09:30 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 小野田高校 534 内田　伶音(1) ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 56.0
482 石田　萌香(2) ｲｼﾀﾞ ﾓｴｶ
481 野村　佳音(2) ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ
480 野口　結衣(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ

2 2 宇部中央高校 458 田中　鈴袈(2) ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 59.0
457 梅田　光梨(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｶﾘ
514 皆川　水月(2) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ
459 畠中　歩華(2) ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ



 女子4X400mR
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)           3:56.64     桜井・福永・横田・福田(宇部)          Ｈ１９
大会記録(GR)                4:11.1     里中・横田・福永・福田(宇部)          Ｈ２３ 9月27日 14:40 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 小野田高校 534 内田　伶音(1) ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 4:42.8
482 石田　萌香(2) ｲｼﾀﾞ ﾓｴｶ
480 野口　結衣(2) ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ
481 野村　佳音(2) ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ

2 1 宇部中央高校 459 畠中　歩華(2) ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ 5:05.8
458 田中　鈴袈(2) ﾀﾅｶ ﾚｲｶ
457 梅田　光梨(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｶﾘ
514 皆川　水月(2) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ



 女子走高跳
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)              1m65     江嶋　由奈(宇部西)                    H２０
大会記録(GR)                  1m58     江嶋　由奈(宇部西)                    Ｈ２０ 9月27日 12:00 決勝    

決勝　

ﾓﾘｼｹﾞ ｻﾗ 山口 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 2 492 森重　沙羅(1) 宇部鴻城高校 1m23
ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 山口

1 458 田中　鈴袈(2) 宇部中央高校 DNS

1m15 1m20 1m23 1m25
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m10

凡例  DNS:欠場



 女子走幅跳
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)              5m72     右田　恒子(香川)                      Ｈ１２
大会記録(GR)                  5m09     右田　恒子(香川)                      Ｈ１２ 9月27日 10:00 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 山口 3m64 × － 3m64 3m29 3m10 3m18 3m64
1 3 458 田中　鈴袈(2) 宇部中央高校 -5.3 -5.3 -4.3 -2.4 -1.5 -5.3

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山口 × 3m36 3m25 3m36 3m35 3m51 3m54 3m54
2 1 514 皆川　水月(2) 宇部中央高校 -2.7 -3.3 -2.7 -1.4 -4.8 -0.7 -0.7

ｶﾐﾂﾙ ﾅﾅｴ 山口 3m35 3m01 2m97 3m35 2m92 3m05 3m06 3m35
3 4 483 上鶴　七恵(2) 厚狭高校 -2.7 -3.4 -2.0 -2.7 -3.2 -2.8 -3.7 -2.7

ﾂｼﾞﾉ ﾙｶ 山口

2 538 辻野　琉楓(1) サビエル高校 DNS
ﾊﾀﾅｶ ｱﾕｶ 山口

5 459 畠中　歩華(2) 宇部中央高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             11m41     沖　景子(宇部商業)                    Ｈ１２
大会記録(GR)                 11m21     沖　景子(宇部商業)                    Ｈ１２ 9月27日 13:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾐ 山口

1 2 542 内田　優海(1) 宇部鴻城高校 6m02 6m92 6m30 6m92 6m50 6m15 6m25 6m92
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 山口

2 1 536 中山　遥花(1) 香川高校 4m49 4m48 4m69 4m69 4m75 4m84 4m90 4m90



 女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             42m96     濱田　裕美子(宇部中央)                Ｈ７
大会記録(GR)                 38m78     濱田　裕美子(宇部中央)                Ｈ７ 9月27日 10:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾐ 山口

1 3 542 内田　優海(1) 宇部鴻城高校 14m77 14m67 16m95 16m95 × 16m46 17m34 17m34
ｿﾈ ｻｸﾗ 山口

2 1 460 曽根　さくら(1) 宇部西高校 16m01 15m81 15m61 16m01 15m81 16m04 16m22 16m22
ﾔﾏｻｷ ｼｴ 山口

3 5 462 山崎　栞依(1) 宇部西高校 15m36 14m70 14m80 15m36 14m80 15m00 15m48 15m48
ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 山口

4 2 480 野口　結衣(2) 小野田高校 12m66 12m16 11m50 12m66 － － － 12m66
ﾊﾅﾀﾞ　ﾄﾓｶ 山口

5 4 1 花田　朋佳(2) 小野田高校 × 9m66 9m72 9m72 10m77 12m33 11m83 12m33
ﾐﾔｹ　ﾘｶ 山口

6 6 2 三宅　里茄(1) 小野田高校 × 8m81 9m73 9m73 9m53 10m72 10m15 10m72



 女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             36m89     實谷　佳奈子(小野田)                  Ｈ３０
大会記録(GR)                 33m45     實谷　佳奈子(小野田)                  Ｈ３０ 9月27日 09:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ｼｴ 山口

1 1 462 山崎　栞依(1) 宇部西高校 15m77 18m16 20m72 20m72 18m90 × × 20m72
ｿﾈ ｻｸﾗ 山口

2 460 曽根　さくら(1) 宇部西高校 DNS

凡例  DNS:欠場



 女子やり投(600g)
審 判 長：中村　　勇
記録主任：伊藤　健二

地区最高記録(AR)             48m94     名畑　侑莉(小野田)                    Ｈ３０
大会記録(GR)                 40m83     名畑　侑莉(小野田)                    Ｈ３０ 9月27日 12:30 決勝    

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾀﾞ ﾓｴｶ 山口

1 3 482 石田　萌香(2) 小野田高校 17m29 × × 17m29 × 15m29 15m29 17m29
ﾐﾔｹ　ﾘｶ 山口

2 2 2 三宅　里茄(1) 小野田高校 8m88 × 7m88 8m88 8m38 8m28 × 8m88
ﾊﾅﾀﾞ　ﾄﾓｶ 山口

3 1 1 花田　朋佳(2) 小野田高校 7m86 7m76 7m96 7m96 × × 6m96 7m96


