
決　勝　記　録　一　覧 中学男子の部
◎大会新記録

（競技会名　　山口県春季体育大会）宇部市中学校学年別陸上競技大会　　） 平成１５年７月１２日（土） 宇部市陸上競技場 主催団体：宇部市陸上競技協会 ●大会ﾀｲ記録
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録
１年１００ｍ 岡田祐次 上宇部 13''4 渡邉典之 常　盤 13''9 大村光暉 黒　石 14''5 筆永真考 厚　南 14''8 田上　諒 上宇部 15''0 山本健太 東岐波 15''5 明智晴彦 西岐波 15''6 岡村裕太 厚　南 15''6
２年１００ｍ 川口哲史 厚　南 12''9 吉本翔二 西岐波 12''9 福重貴裕 上宇部 13''4 原田峻輔 黒　石 13''4 井町文亮 厚　南 14''5 石津貴裕 常　盤 15''1 安藤　亮 常　盤 16''6
３年１００ｍ 金本涼太 黒　石 12''2 谷村和哉 西岐波 12''7 竹内勇磨 厚　南 12''7 天田英明 厚　南 12''8 星山　翔 上宇部 12''9 冨賀裕貴 厚　南 13''0
１年２００ｍ 吉田祐貴 黒　石 27''5 松永優志 厚　南 32''3 河野　純 厚　南 33''2 嘉村圭一郎 厚　南 34''6
２年２００ｍ 布野雄飛 黒　石 27''5 村上仁健 西岐波 28''9 高橋拓史 厚　南 29''2 鷹羽成孟 厚　南 29''6 林　祐太郎 常　盤 30''0 山下　召 黒　石 31''7
３年２００ｍ 松井良太 上宇部 25''7 木村公亮 厚　南 26''8 木村太亮 厚　南 27''0 坂本典之 黒　石 27''2 冨永直希 常　盤 27''8 藤井満久 常　盤 28''5
１年４００ｍ 河沖克哉 厚　南 72''5
２年４００ｍ 柳井将太 厚　南 63''8 景山敬之 西岐波 67''8
３年４００ｍ 後藤卓也 厚　南 60''9 河西啓太 西岐波 64''3 安原弘志 東岐波 66''2 鈴川慶太 西岐波 66''9
１年８００ｍ 小島康寛 神　原 2'49''2 堀野豊人 東岐波 2'50''5 縄田　康 東岐波 2'53''3 月足龍之輔 神　原 2'54''7
２年８００ｍ 杉本　裕 厚　南 2'27''2 山﨑尚樹 上宇部 2'29''2 木下悠祐 黒　石 2'30''2 小山正幸 厚　南 2'56''0
３年８００ｍ 城野喬史 厚　南 2'15''3 手塚賢士郎 西岐波 2'17''8 舛田善明 厚　南 2'24''1 高島雄一郎 上宇部 2'26''4 原田　航 東岐波 2'28''6 寺前秀樹 東岐波 3'05''3
１年１５００ｍ 土井一也 黒　石 5'25''5 上野優太 西岐波 5'26''5 吉永篤史 常　盤 5'35''2 山田智成 東岐波 5'38''1 岡田拓也 西岐波 5'38''4 吉本一貴 厚　南 5'52''6 瀧　優斗 黒　石 5'56''4 川畠　朗 厚　南 6'14''7
２年１５００ｍ 再東勇亮 厚　南 4'26''9◎ 藤本大海 黒　石 4'55''1 増田　将 西岐波 4'59''3 藤井一成 上宇部 5'01''0 堀　文太 黒　石 5'13''5 木村駿奨 黒　石 5'37''2
３年１５００ｍ 小林辰矢 厚　南 4'25''2 中野大輔 黒　石 4'37''9 濱田恭平 上宇部 4'44''1 真鍋丈嗣 厚　南 4'52''6 西村昌志 東岐波 4'53''0 利川翔奉 厚　南 4'57''5 大歳渥典 東岐波 5'21''7 石川恭平 上宇部 5'31''3
１年３０００ｍ 藤田　亮 厚　南 11'54''0 松永勇人 厚　南 12'20''8 原山拓実 上宇部 12'47''8 柳原由和 厚　南 13'03''9
２年３０００ｍ 高橋光邦 厚　南 9'50''4 堀　成利 厚　南 10'28''9 森光智洋 上宇部 11'18''5 土井将大 西岐波 12'04''7 吉武明羅 西岐波 12'47''3
３年３０００ｍ 山下道生 厚　南 9'50''3 西村知之 厚　南 9'56''0 下元隆志 東岐波 10'54''4 平川賢司 東岐波 11'28''9 西村　崇 東岐波 11'41''5 吉田順哉 上宇部 13'38''9
１年１００ｍＨ川村晃広 厚　南 19''7
２年１１０ｍＨ黒田浩平 厚　南 21''1 浜戸尉光 厚　南 25''0
３年１１０ｍＨ村田和之 厚　南 20''6 前山寛明 東岐波 21''3 矢野祐貴 厚　南 24''1
１年走高跳 松田　太 厚　南 1m30● 篠田　勇 厚　南 1m25
２年走高跳 倉田雅俊 厚　南 1m30 天田義博 厚　南 1m25
３年走高跳 地主裕也 西岐波 1m60 阿座上達也 厚　南 1m45 山本祥太 西岐波 1m35 伊藤耕輔 厚　南 1m30 山縣友基 厚　南 1m25
１年走幅跳 結城　亮 神　原 4m59 丸山翔平 東岐波 4m42 藤井太就 東岐波 4m29
２年走幅跳 本田宇聖 上宇部 4m81 斉藤大輔 厚　南 4m60 前田有輔 常　盤 4m25 原田修平 厚　南 4m18 山尾　真 東岐波 4m06 柏井啓輔 厚　南 3m72
３年走幅跳 河村啓輔 東岐波 5m43 早川方樹 上宇部 4m74 寺田英明 東岐波 4m55 宗内友宏 厚　南 4m31 前原悠生 厚　南 4m26 早川方博 上宇部 4m17 工藤浩明 西岐波 4m08 石橋多聞 厚　南 3m76
１年砲丸投 岡田大典 東岐波 7m65 藤川大輝 厚　南 5m81 羽良将生 黒　石 5m41 友納　航 厚　南 4m06
２年砲丸投 村田大介 西岐波 10m07 藤井浩之 東岐波 9m03 地主拓矢 西岐波 8m51 岩本卓也 東岐波 7m84 高原希望 西岐波 7m53
３年砲丸投 齋藤健一 上宇部 10m47 中山弘紀 黒　石 10m08 伊藤佑介 西岐波 9m33 新井裕太 厚　南 9m27 北村卓也 厚　南 9m23 岡村聡史 東岐波 8m31 伊藤力哉 厚　南 6m78
１年 東岐波 58''4 厚　南 59''2 黒　石 59''2 西岐波 60''8
4×100mR 丸山翔平 松永優志 土井一也 伊藤謙作

藤井太就 河沖克哉 大村光暉 上野優太
原田将希 筆永真考 高田勇樹 岡田拓也
堀野豊人 嘉村圭一郎 吉田祐貴 三村祐介

２年 西岐波 52''9 厚　南 53''3 上宇部 54''1 黒　石 55''1 常　盤 59''1
4×100mR 村上仁健 斉藤大輔 本田宇聖 藤本大海 安藤　亮

増田　将 川口哲史 森光智洋 布野雄飛 前田有輔
土井将大 鷹羽成孟 山﨑尚樹 山下　召 石津貴裕
吉本翔二 高橋拓史 福重貴裕 原田峻輔 林　祐太郎

３年 黒　石 49''9 厚　南 50''4 東岐波 51''3 上宇部 51''4 西岐波 51''4
4×100mR 坂本典之 木村太亮 西村昌志 齋藤健一 山本祥太

中山弘紀 木村公亮 前山寛明 早川方博 手塚賢士郎
中野大輔 冨賀裕貴 寺田英明 早川方樹 河西啓太
金本涼太 竹内勇磨 河村啓輔 松井良太 谷村和哉
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１年１００ｍ 又木千尋 藤　山 15''1 松井智子 黒　石 15''5 河内奈々子 黒　石 15''7 三原千央 上宇部15''8 中村美希 上宇部16''0 黒瀬沙也 西岐波16''3 床西芳美 厚　南 16''3 長澄舞佳 西岐波16''4
２年１００ｍ 河村千賀子 厚　南 13''7● 水口碧衣 藤　山 14''5 名尾知絵 厚　南 14''5 細川佳美 藤　山 15''3 高橋知見 厚　南 15''9 神谷沙織 黒　石 16''0
３年１００ｍ 福井詠子 東岐波13''3 浜野知美 厚　南 14''1 下井成美 藤　山 14''2 長谷里美 黒　石 15''9 岡田佳菜絵 常　盤 16''8 桑原汐未 黒　石 16''8
１年２００ｍ 山藤まゆ 厚　南 33''8 前山　萌 東岐波34''1
２年２００ｍ 中村衣里 藤　山 29''2 宮崎友里恵 厚　南 30''1 江本友紀 常　盤 30''2 土谷紗登 黒　石 32''5 田中保奈美 東岐波33''3 阿座上千尋 厚　南 33''9
３年２００ｍ 糸藤夏美 常　盤 29''8 鈴木麻央 東岐波30''1 澤木美佐 西岐波30''9 小川かおり 黒　石 31''3 松永遼子 藤　山 31''3 松常久美子 厚　南 32''9 山田あかね 西岐波33''1
１年４００ｍ 小野又淑乃 西岐波72''1 西村美紀 西岐波73''9 田村雪乃 黒　石 81''3 山本綾乃 黒　石 86''8
２年４００ｍ 大道菜穂 西岐波81''0
３年４００ｍ 浜田仁未 厚　南 67''5 唐松沙織 神　原 73''6 梅田知佐 厚　南 1'42''6
１年８００ｍ 田中智菜 東岐波2'48''6 松波千里 神　原 2'51''8 佐藤　緑 厚　南 2'55''4 松崎あずさ 黒　石 2'56''8 川畑美奈子 神　原 2'58''1 福永和里惠 藤　山 3'01''6 小林未佳 東岐波3'03''9 藤田春菜 東岐波3'07''4
２年８００ｍ 里中志帆 常　盤 2'27''9◎ 河野浩美 藤　山 2'44''8 末藤奈穂実 厚　南 2'47''3 友石夕貴 神　原 2'51''0 白神由香里 東岐波2'55''0 縄田佳保梨 黒　石 2'56''0 島田里奈 厚　南 3'05''8
３年８００ｍ 末廣佳奈恵 東岐波2'35''3 田中敬子 厚　南 2'43''7 村上真里奈 神　原 2'49''0 麻生祐未 藤　山 2'53''7 榮村博美 厚　南 3'05''0
１年１５００ｍ 藤本朋子 藤　山 5'42''6
２年１５００ｍ 佐々木　泉 藤　山 5'19''3◎ 住吉直子 厚　南 5'23''2 小林美心 常　盤 5'42''3 下瀬寛子 常　盤 5'43''2 木原加奈子 黒　石 5'43''5
３年１５００ｍ 中嶋美穂 厚　南 5'22''6 野口真那 厚　南 5'35''8 西村弘子 黒　石 6'53''4 藤田あいか 黒　石 7'01''4
１年１００ｍＨ藪　結楓 藤　山 20''6 若松あゆみ 厚　南 23''0
２年１００ｍＨ河内美那 厚　南 17''3◎ 村田郁恵 常　盤 18''7 三田梨紗子 厚　南 21''8 平中香那子 厚　南 23''1 西村明恵 藤　山 23''8
３年１００ｍＨ平田早紀 厚　南 18''0 浜村加奈子 東岐波20''4 平山鈴奈 東岐波21''5 木村洋子 東岐波21''7 青山智子 藤　山 23''1
１年走高跳 濱本梨紗 西岐波1m05
２年走高跳 山本真理絵 黒　石 1m30 本永美和子 黒　石 1m20 上條由香 西岐波1m15 為近裕美 厚　南 1m15
３年走高跳 瀧口優歌里 西岐波1m35 中田多恵 藤　山 1m25 内海　薫 東岐波1m20 中村聡美 神　原 1m20(3位)中村郁香 東岐波1m15
１年走幅跳 三浦沙織 西岐波4m01 安永真愛 常　盤 3m84 畑谷彩佳 東岐波3m31 山下由華 西岐波3m20 新谷香織 厚　南 3m18
２年走幅跳 天雲友香 厚　南 4m19 井上麻衣 厚　南 4m10 梅木真理子 黒　石 3m63 吉村美紀 厚　南 3m41 金子祐実 西岐波3m32
３年走幅跳 城市彩子 西岐波4m25 山本倫子 東岐波4m09 長尾知美 藤　山 4m06 冨永彩香 神　原 3m81 坂田桃子 神　原 3m35 日高理美 藤　山 3m35 福原亜耶 藤　山 3m06 髙山佳代 神　原 2m86
１年砲丸投 金本真実 神　原 7m65 河内亜矢 厚　南 5m86
２年砲丸投 大澤佳緒里 厚　南 7m14 佐々木さゆり厚　南 6m87 三井聡子 東岐波6m78 沖　恵利奈 黒　石 6m64 原野つかさ 厚　南 6m60 益本冴華 藤　山 6m39 芝田紀恵 黒　石 5m61 酒井優実 藤　山 5m40
３年砲丸投 西村美穂 神　原 9m86 高田美千代 厚　南 8m01 高野友恵 黒　石 7m64 柳川美穂 藤　山 7m43 入江麻紀 厚　南 6m73 竹永有佳里 黒　石 6m60 三浦麻美 黒　石 6m40
１年 黒　石 60''6 神　原 61''5 西岐波 62''5 厚　南 63''1 東岐波 66''3
4×100mR 田村雪乃 川畑美奈子 濱本梨紗 山藤まゆ 畑谷彩佳

松崎あずさ 金本真実 三浦沙織 河内亜矢 小林未佳
河内奈々子 松波千里 河野佐都美 若松あゆみ 藤田春菜
松井智子 前田早苗 小野又淑乃 佐藤　緑 田中智菜

２年 厚　南 55''8 常　盤 57''5 藤　山 58''4 黒　石 59''9
4×100mR 宮崎友里恵 下瀬寛子 細川佳美 土谷紗登

河村千賀子 江本友紀 水口碧衣 梅木真理子
天雲友香 村田郁恵 益本冴華 本永美和子
河内美那 里中志帆 中村衣里 椎木美菜

３年 東岐波 55''7 西岐波 57''3 藤　山 57''4 厚　南 58''0 神　原 59''8
4×100mR 末廣佳奈恵 澤木美佐 松永遼子 高田美千代 冨永彩香

山本倫子 城市彩子 中田多恵 浜野知美 唐松沙織
中村郁香 山田あかね 長尾知美 平田早紀 中村聡美
福井詠子 瀧口優歌里 下井成美 浜田仁未 西村美穂


