
平成17年度宇部市陸上選手権兼近郷高等学校陸上選手権大会 宇部市陸上競技場：2005/7/19
高校男子の

種目 1位 所属 記録 2位 所属 記録 3位 所属 記録 4位 所属 記録 5位 所属 記録 6位 所属 記録 7位 所属 記録 8位 所属 記録

１００ｍ 上田大知 宇部商3 11"6 羽立卓矢 宇部中央3 11"8 末益直輝 厚狭高2 12"0 上村祐貴 宇部西3 12"0 吉本翔二 宇部1 12"0 部川広史 宇部西2 12"1 宮崎嘉文 厚狭高2 12"1 吉永大介 厚狭高1 12"5

２００ｍ 上村祐貴 宇部西3 24"6 吉本翔二 宇部1 24"7 松原　倫 小野田1 25"5 本田宇聖 宇部1 25"6 藤本昌宏 宇部1 26"0 加藤大志 高専3 27"6       

４００ｍ 末益直輝 厚狭高2 52"2 倉重貴好 厚狭高3 53"6 宮崎嘉文 厚狭高2 55"1 吉永大介 厚狭高1 56"1 本田宇聖 宇部1 56"7 中尾謙介 厚狭高2 58"3 藤本昌宏 宇部1 58"7 安村和真 厚狭高2 61"2

８００ｍ 倉重貴好 厚狭高3
1'58"2

(大会新）
中尾謙介 厚狭高2 2'09"6 貞政陽介 宇部西2 2'10"1 河本翔太 厚狭高3 2'12"1 再東勇亮 宇部１ 2'15"1 木下悠祐 宇部１ 2'20"0 谷口航介 小野田1 2'27"1 山本達也 小野田1 2'31"1

１５００ｍ 中村康介 高専2 4'26"2 中野大輔 宇部西2 4'35"6 森山海里 宇部1 4'54"8                

３０００ｍ 秋本裕司 鴻城2
9'13"2

(大会新）
内村崇也 鴻城3

9'14"1

(大会新）
小林辰矢 鴻城２ 9'32"5 日裏桂介 厚狭高2 10'01"6 田中将平 鴻城2 10'41"5          

走幅跳 寺田英明 宇部西2 5m25 寺岡洋助 鴻城1 4m79                   

三段跳 長松裕太 宇部商3 12m54 寺田英明 宇部西2 11m56                   

砲丸投 栗山侑士 鴻城1 10m10 藤井浩之 宇部西1 10m05 岡村聡史 宇部商2 9m44                

円盤投 石田龍也 宇部西2 27m42                      

槍投 藤井浩之 宇部西1 34m70 岡村聡史 宇部商2 31m22                   

ハンマー投 岡田　光 小野田3 49m22                      

４×１００ｍR 石田龍也 　  安村和真 　                

部川広史 宇部西 46"9 末益直輝 厚狭 47"4       

寺田英明 宮崎嘉文       

上村祐貴 吉永大介       

４×4００ｍR 宮崎嘉文 　  吉永大介 　  寺田英明 　             

末益直輝 厚狭A 3'44"5 中尾謙介 厚狭B 3'48"5 中野大輔 宇部西2 4'06"8      

河本翔太 倉重貴好 萩　謙太      

日裏桂介 安村和真 石田龍也      

 

 

 

 

 

 

 

 



一般男子の

種目 1位 所属 記録 2位 所属 記録 3位 所属 記録 4位 所属 記録 5位 所属 記録 6位 所属 記録 7位 所属 記録 8位 所属 記録

１００ｍ 平田雄一 山口大 11"4 清水崇宏
山口東京

理科大
12"3 井上貴博 山口大 13"3 山本晃久 一般 14"9             

２００ｍ 室住太郎 山口大 24"2                      

４００ｍ 成井徹志 山口大 52"7 楠田真太
山口東京

理科大
57"1                   

８００ｍ 成井徹志 山口大
1'59"7

(大会新）
藤本和弘 山大医 2'09"3 近藤和正 山大 2'19"7                

１５００ｍ 宮里　吏
山口東京理

科大
2'25"8 石山創一朗 一般 4'38"2 辻岡亮三 広島陸協 4'41"5 藤本達也

山口東京

理科大
4'49"8 寺前博紀

山口東京

理科大
4'51"8 髙橋伸弘 宇部工教員 5'10"8       

３０００ｍ 斎藤　護 宇部市役所 9'20"4 伊賀雅彦
広島経済

大
9'29"3 古西敬之

山口東京

理科大
9'33"4 宮里　吏

山口東京

理科大
9'47"8 寺前博紀

山口東京

理科大
10'37"7 森山夢人 市陸協 10'38"1 坂江祐希 山大 10'41"1 髙橋伸弘 宇部工教員 11'08"3

走幅跳
佐々木翔太

郎
山口大

6m00

（大会新）
清水崇宏

山口東京

理科大
5m33                   

三段跳 平田雄一 山口大
13m27

（大会新）
佐々木翔太郎 山口大 12m85                   

砲丸投 大辻清志郎 山口大 10m37                      

円盤投 大辻清志郎 山口大 26m93 村川浩士 藤山中教員 21m08                   

やり投 村川浩士 藤山中教員 35m47                      

ハンマー投 江原慎太郎 山口大
49m22

（大会新）
井上貴博 山口大 39m84

４×4００ｍR 成井徹志   宮里　吏               

平田雄一 山口大 3'32"9 楠田真太
東京理科

大
3'46"6       

室住太郎 大会新 清水崇宏       

伊野勝和 藤本達也       

      



種目 1位 所属 記録 2位 所属 記録 3位 所属 記録 4位 所属 記録 5位 所属 記録 6位 所属 記録 7位 所属 記録 8位 所属 記録

１００ｍ 小林美穂 宇部西3 13"3 中村衣里 宇部1 14"0 北島あや 宇部1 14"1 糸藤夏美 宇部商2 14"2 澤木美佐 宇部商2 14"2 下井成美 小野田2 14"2 山田綾香 宇部1 14"5 長尾知美 宇部西2 14"5

２００ｍ 門口美菜 厚狭3 28"7 中村衣里 宇部1 28"9 北島あや 宇部1 29"0 糸藤夏美 宇部商2 29"5 濱野知美 小野田2
29"5

（4位タイ）
澤木美佐 宇部商2 29"6 山本奈津美 宇部2 29"7 吉岡由貴 厚狭1 30"7

４００ｍ 門口美菜 厚狭3 63"8 里中志帆 宇部1 64"0 山本奈津美 宇部2 64"8 東　由佳 厚狭2 72"1             

８００ｍ 里中志帆 宇部1 2'31"1 木原裕子 宇部西2 2'47"0 沖田　優 厚狭2 2'55"9 松岡奈未恵 宇部商1 3'05"3             

１５００ｍ 佐々木　泉 宇部西1
5'06"9

（大会新）
原田麻未 宇部商2 5'31"5 麻生祐未 宇部2 5'42"8 河野浩美 宇部西1 5'53"8 廣瀬真由 宇部西1 6'05"9 作本成美 宇部西1 6'22"7       

３０００ｍ 佐々木　泉 宇部西1 10'58"3                      

１００ｍH 小林美穂 宇部西3 17"3 田辺彩華 宇部商2 20"5 宮崎友里恵 宇部商1 21"1 香下絵理 宇部商1 21"8             

４００ｍH 田辺彩華 宇部商2
1'15"9

（大会新）
山田綾香 宇部1 1'18"8 中田多恵 宇部2 1'27"9                

３０００ｍＷ 竹内万里 宇部西2 17'02"5 廣瀬真由 宇部西1 23'03"1 河野浩美 宇部西1 23'11"4                

走幅跳 山本倫子 宇部商2 4m28 椎木美菜 宇部商1 4m00 石川すおみ 宇部2 3m84 鮫島佳世 宇部商1 3m71             

砲丸投 西村美穂 宇部商2 9m08 村田陽子 宇部商1 5m89 赤瀬晴香 宇部商1 5m26                

円盤投 日下　渚 宇部西2 28m70 吉村奈緒子 宇部西2 23m74 水野香織 小野田2 19m93                

槍投 吉村奈緒子 宇部西2 31m53 石川すおみ 宇部2 31m27 西村美穂 宇部商2 23m56 村田陽子 宇部商1 19m30             

４×１００ｍR 山本倫子 　  木原裕子 　  椎木美菜 　                 

澤木美佐 宇部商A 55"3 長尾知美 宇部西 55"7 宮崎友里恵 宇部商B 58"4                

田辺彩華 　  平田早紀 　  香下絵理 　                 

糸藤夏美 　  小林美穂 　  福村　茜 　                 

４×4００ｍR 山田綾香 　  冨永彩香 　  東　由佳 　   　              

里中志帆 宇部A 4'22"1 山本奈津美 宇部B 4'32"9 門口美菜 厚狭 4'42"1                

中村衣里 　  石川すおみ 　  沖田　優 　   　              

北島あや 　  中田多恵 　  吉岡由貴 　   　              

高校女子の部



種目 1位 所属 記録 2位 所属 記録 3位 所属 記録 4位 所属 記録 5位 所属 記録 6位 所属 記録 7位 所属 記録 8位 所属 記録

１００ｍ 坂倉寛子 山大医 14"6                      

２００ｍ 坂倉寛子 山大医 29"6                      

４００ｍ                         

８００ｍ                         

１５００ｍ                         

３０００ｍ                         

１００ｍH                         

３０００ｍＷ                         

走幅跳                         

走高跳                         

砲丸投                         

円盤投                         

槍投                         

４×１００ｍR                 
                
                
                

４×4００ｍR                 
                
                
                

一般女子の部

        

        


