
第２２回　宇部市ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 成績一覧 小学男子
2006/6/3 宇部市陸上競技場 宇部市陸上競技協会

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録
横田朋侑 16"0 河本賢治 16"1 木村大貴 16"2 藤井貴之 16"6 田原康博 16"6 松浦隼也 16"7 高森雅之 16"8 川村泰啓 16"8

１００ｍ 藤山陸上 +0.6 山陽レッツ +1.2 山陽レッツ +0.4 宇部陸上 +0.6 山陽レッツ +1.2 藤山陸上 +0.6 宇部陸上 +1.2 宇部陸上 +0.4
山陽レッツ 66"8 宇部陸上 68"0 宇部陸上 69"1 宇部陸上 69"6 藤山陸上 70"4 藤山陸上 72"8 藤山陸上 74"4

4×100mR 遠山飛翔,田原康博,
木村大貴,河本賢治

山川嵩央,大下光
次,吉井直弥,津田
直秋

市丸広太郎,川村泰
啓,里中太朗,重永翔
太郎

正木拓海,高森雅
之,藤井貴之,林　諒
太郎

松浦隼也,横田朋
侑,有馬　徹,横山公
亮

笹尾祐太,綾木雅
文,橋本一英,藤村
晃太郎

大山　岬,松崎颯人,
有馬　潤,大島知敬

笹尾祐太 3m29 末武諄也 3m15 吉井直弥 3m09 木村大貴 3m03 重永翔太郎 3m01 津田直秋 2m95 高森雅之 2m90 大下光次 2m89
走幅跳 藤山陸上 宇部陸上 宇部陸上 山陽レッツ 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上



第22回　宇部市ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 成績一覧 小学女子
2006/6/3 宇部市陸上競技場 宇部市陸上競技協会

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録
榎本ゆり子 14"9 山本朱夏 14"9 里中花実 15"3 大池花歩 15"5 伊賀美由紀 15"5 梅野里帆 15"6 伊藤美由紀 15"8 上田恵子 15"9

１００ｍ 宇部陸上 +1.1 宇部陸上 +1.1 宇部陸上 +1.1 山陽レッツ +0.8 山陽レッツ +0.8 山陽レッツ +1.1 宇部陸上 +0.8 山陽レッツ +0.8
宇部陸上B 62"3 山陽レッツA 62"4 宇部陸上A 64"6 宇部陸上E 66"2 山陽レッツB 66"8 藤山陸上A 68"8 藤山陸上B 70"5 宇部陸上D 70"9

4×100mR 伊藤美由紀,中村愛
海,里中花実,山下理
恵

大池花歩,梅野里
帆,上田恵子,伊賀
美由紀

渡辺悠希,山本朱夏,
瀬戸口真美,榎本ゆ
り子

西田真由,福田晴
夏,大谷奈央,友末
華奈子

草川春菜,重兼由
佳,伊賀奈津実,柿
田美幸

永谷香織,笠井理
恵,橋本えりか,森
重春加

金本麻未,中村遥
子,辻村幸恵,草川
智英

市丸智子,松岡佳
世,吉永弥生,家根
橋成実

渡辺悠希 3m21 中村愛海 3m18 山本朱夏 3m16 松尾ななみ 3m12 山下理恵 3m10 山根晴夏 3m06 伊藤美由紀 2m99 大池花歩 2m96
走幅跳 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上 宇部陸上 山陽レッツ



第２２回　宇部市ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 成績一覧 中学男子
2006/6/3 宇部市陸上競技場 宇部市陸上競技協会

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録
森山大気 11"9 小栗勝太 11"9 中　惇太 12"1 山田雄介 12"1 角　周作 12"9 大谷　淳 13"0 川崎大樹 13"2 松浦一帆 13"3

１００ｍ 川上3 +0.2 黒石3 +0.2 常盤2 +0.2 黒石3 +0.2 楠2 0 常盤2 0 西岐波2 +1.0 藤山1 +0.2
森山大気 56"4 小栗勝太 56"8 上野慎治 62"6 上條慶昭 63"6 海老原和晃 63"8 小池秀祐 65"5 金本　直 69"7 伊崎晃弘 71"2

４００ｍ 川上3 黒石3 黒石3 西岐波2 楠2 楠3 黒石2 黒石3
佐野瑛一朗 4'44"7 西村保夫 4'50"8 三浦飛翔 4'56"2 羽良哲人 5'00"4 岡本崇義 5'02"6 國田貴志 5'04"0 恩田知明 5'06"1 時廣忠正 5'07"8

１５００ｍ 楠3 常盤3 黒石3 黒石3 常盤3 厚南2 楠2 黒石2
佐野瑛一朗 10'06"1 西村保夫 10'19"2 渡辺圭佑 10'20"5 千々松　励 10'21"6 海老原和晃 10'48"7 岡本崇義 10'54"1 藤中　渉 11'02"5 寺田智史 11'07"3

３０００ｍ 楠3 常盤3 西岐波2 楠2 楠2 常盤3 藤山2 上宇部2
黒石A 49"2 常盤A 51"7 藤山A 53"8 黒石B 54"0 黒石C 56"0 楠B 56"2 常盤B 56"9 藤山B 59"3

4×100mR 上野慎治,山田雄介,
三浦飛翔,小栗勝太

増田好一,中　惇太,
大谷　淳,酒井裕之

藏藤雅史,松浦一帆,
宮本優希,薮　亮汰

伊崎晃弘,田中勝
利,松岡栄作,羽良
哲人

金本　直,上田泰之,
時廣忠正,倉重信
吾

磯中俊佑,海老原
和晃,恩田知明,角
周作

岡本崇義,尾川雄
大,西村保夫,友石
晃

國清尚之,和田龍
星,兼廣明生,藤中
渉

上野慎治 1m55 尾川雄大 1m40 金本　直 1m20
走高跳 黒石3 常盤2 黒石2

山田雄介 5m52 中　惇太 5m49 藏藤雅史 4m67 酒井裕之 4m60 谷口拓未 4m53 近藤貴人 4m52 大谷　淳 4m25 三浦飛翔 4m24
走幅跳 黒石3 -2.4 常盤2 +1.9 藤山1 +0.3 常盤3 +1.4 厚南2 +0.2 厚南3 +1.2 常盤2 +0.9 黒石3 -0.5

倉重信吾 7m15 松浦一帆 7m03 増田好一 6m99 中村公威 6m79 尼崎吉樹 5m41 中村　鷹 5m10 井町　颯 4m88
砲丸投 黒石2 藤山1 常盤3 楠2 上宇部2 黒石2 藤山2



第22回　宇部市ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 成績一覧 中学女子
2006/6/3 宇部市陸上競技場 宇部市陸上競技協会

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録 選手名・所属 記録
福永侑里香 13"0 渡辺　萌 13"3 下野杏菜 13"4 江本友美 13"5 真﨑美希 13"6 田村あい 13"7 小濱里紗 13"8 三浦ななか 13"8

１００ｍ 西岐波1 +1.0 西岐波2 +1.0 西岐波2 +1.0 常盤3 +1.0 藤山2 +1.0 厚南2 +2.0 厚南3 +1.0 藤山2 +1.0
真﨑美希 28"9 江本友美 29"0 下野杏菜 29"5 糸藤麻美 29"6 林　美唯妃 30"0 伊勢千紘 30"1 篠原絵美 30"8 中村千秋 31"1

２００ｍ 藤山2 -2.2 常盤3 -2.2 西岐波2 -2.1 常盤3 -2.2 上宇部2 -2.2 上宇部2 -2.0 厚南2 -2.0 西岐波3 -2.1
藤井智聖 2'48"2 高取恵里 2'49"3 宮崎佳織 2'50"5 村田美穂 2'50"8 稲葉文香 2'51"2 藤本沙織 2'52"1 松冨友紀 2'53"5 村上果奈美 2'53"9

８００ｍ 厚南3 神原2 西岐波2 黒石3 神原2 厚南3 厚南2 神原3
前田浩奈 5'22"5 宮崎佳織 5'36"6 藤井智聖 5'39"1 片山仁美 5'40"2 松冨友紀 5'42"1 柴川未来 5'42"3 岡　愛美 5'53"7 末藤千尋 5'54"4

１５００ｍ 黒石2 西岐波2 厚南3 常盤3 厚南2 厚南1 黒石1 厚南2
藤山A 54"4 常盤 55"0 厚南A 55"4 上宇部A 56"4 西岐波B 57"4 黒石A 58"4 西岐波D 58"4 西岐波C 58"7

4×100mR 中村亜衣,真﨑美希,
三浦ななか,箕岡瑠
美

江本友美,糸藤麻
美,片山仁美,小山
知佳

田村あい,竹内絵里,
藤井智聖,小濱里紗

伊勢千紘,林　美唯
妃,野間優希乃,渡
辺　愛

沖永佳子,大森靖
子,頼重沙樹,下野
杏菜

村田美穂,中村早
希,岡　愛美,前田
浩奈

落合泉妃,西田　恵,
宮崎佳織,竹内琴
美

平瀬萌絵,福永侑里
香,頼尊　唯,工藤み
のり

沖永佳子 1m40 中尾早希 1m35 島田美穂 1m30 箕岡瑠美 1m25 小濱里紗 1m25 頼重沙樹 1m25 丸川真緒 1m25 河本あゆみ 1m15
走高跳 西岐波2 西岐波2 上宇部2 藤山2 厚南3 西岐波2 藤山3 上宇部2

中村亜衣 4m22 渡辺　萌 4m18 田村あい 4m17 北村菜央 3m81 中村沙千子 3m77 村上果奈美 3m74 中村早希 3m69 村田美穂 3m65
走幅跳 藤山2 -0.5 西岐波2 -1.8 厚南2 +1.1 西岐波3 +0 神原3 +0.7 神原3 +1.3 黒石3 -1.7 黒石3 +0

和田真依 8m91 田中広美 7m62 沖本香奈子 7m31 丸川真緒 7m19 岡本有未 7m07 山内沙織 6m49 倉本莉帆 6m22 中村七海 5m99
砲丸投 厚南3 藤山2 神原2 藤山3 神原2 西岐波3 厚南3 西岐波2



平成18年度第22回宇部リレーカーニバル
　

宇部市陸上競技場：2006/6/18
高校男子の部

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 吉田祐貴 宇部1 116 部川広史 宇部西3 117 藤本昌宏 宇部2 120 寺田英明 宇部西3 122 村上仁健 宇部工２ 122 本田宇聖 宇部2 122 西岡俊郎 宇部中央１ 123 萩　謙太 宇部西2 124

+1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +0.8 +0.7 +0.7

２００ｍ 吉本翔二 宇部2 248 部川広史 宇部西3 248 藤本昌宏 宇部2 253 本田宇聖 宇部2 253 村上仁健 宇部工２ 254 斉藤大輔 宇部工２ 256 福重直弘 宇部工２ 268 田中勇作 宇部工１ 294

-3.2 -3.2 -2.4 -3.2 -3.2 -3.2 -2.4 -2.4

４００ｍ                         

８００ｍ                         

１５００ｍ 北奥　健 宇部中央３ 4225 梅田洋輝 鴻城１ 4278 貞政陽介 宇部西3 4283 土井一也 鴻城１ 4300 加島　徹 鴻城２ 4334 岡田裕次 鴻城１ 4337 土井将大 宇部工２ 4456 景山敬之 宇部工２ 4504

５０００ｍ 秋本裕司 鴻城3 16254 加島　徹 鴻城２ 16556 森山海里 宇部2 16599 梅田洋輝 鴻城１ 17388 片山幸雄 明和化成 17457 土井将大 宇部工２ 17512 土井一也 鴻城１ 17584 増田　将 宇部工２ 18342

１１０ｍH                         

４００ｍH                         

３０００ｍ
障害                         

走幅跳 吉田祐貴 宇部1 567 斉藤大輔 宇部工２ 539 藤井太就 宇部1 491                

+1.9 -0.5 +1.2

三段跳                         

走高跳 吉永篤史 宇部中央１ 165                      

砲丸投 岡村聡史 宇部商３ 1007 藤井浩之 宇部西2 934 西岡俊郎 宇部中央１ 909                

円盤投 古谷　渉 宇部西3 3108 石田龍也 宇部西3 2577 渡邊典之 宇部工１ 2213                

槍投 藤井浩之 宇部西2 4125 岡村聡史 宇部商３ 3131 石田龍也 宇部西3 3030 二谷　渉 宇部中央１ 2899 有村頼政 宇部中央１ 2295 首藤孝太 宇部中央１ 1962 蔵本　優 宇部中央１ 1476    

ハンマー                         

４×１００ 藤本昌宏 470 村上仁健 483 高野理史 491           

吉本翔二 宇部  斉藤大輔 宇部工業  塩道由也 宇部中央      

本田宇聖 福重直弘 二谷　渉      

吉田祐貴 渡邊典之 吉永篤史      

４×4００ 藤本昌宏 3435 福重直弘 3468 岡田裕次 3551 北奥　健 3562 萩　謙太 3581 田中勇作 4122     

吉田祐貴 宇部  村上仁健 宇部工業  土井一也 宇部鴻城  高野理史 宇部中央 貞政陽介 宇部西 土井将大 宇部工業   

吉本翔二 斉藤大輔 Ａ 加島　徹 塩道由也 金本和也 野村　謙 Ｂ   

本田宇聖 増田　将 梅田洋輝 西岡俊郎 寺田英明 景山敬之   



平成18年度第22回宇部リレーカーニバル
　

宇部市陸上競技場：2006/6/18
一般男子

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 福田浩二 市陸協 115 加納　篤 一般 119 戸田和宏 宇部養護 124                

+1.5 +0.7 +0.8

２００ｍ                         

４００ｍ                         

８００ｍ                         

１５００ｍ 石山創一朗 フロンティア大 4356 吉岡辰弥 東京理科大 4387 宮里　吏 東京理科大 4433 寺前博紀 東京理科大 5100             

５０００ｍ                         

１１０ｍH                         

３０００ｍ
障害                         

走幅跳 戸田和宏 宇部養護 607 片山幸雄 明和化成 409                   

+1.2 +0.4

三段跳                         

走高跳                         

砲丸投                         

円盤投 薮田章男 明和化成 1617                      

やり投 村川浩士 藤山中教員 3425                      

ハンマー       

４×１００                 

        
        
        

４×4００ 宮里　吏 4025               

楠田真太 山口東京           
吉岡辰弥 理科大学         
薮田章男        



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 北島あや 宇部2 13”4 山田綾香 宇部2 13”7 又木千尋 宇部1 13”7 椎木美菜 宇部商2 13”8 宗村沙 鴻城１ 14”0 古谷清佳 宇部商1 13”9 宮崎友里 宇部商2 14”0 中村衣里 宇部2 14”0

２００ｍ 北島あや 宇部2 29”3 中村衣里 宇部2 29”3 里中志帆 宇部2 29”7 又木千尋 宇部1 29”7
山本奈
津美

宇部3 30”1 山田綾香 宇部2 30”2 冨永彩香 宇部3 31”0 古谷清佳
宇部

商1
31”6

-3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2 -3.2 -3.2

４００ｍ                         

８００ｍ 田中智菜
宇部中央

1
2’30”8 小川聖奈 鴻城１ 2’31”4 木原加奈 宇部中央2 2’46”6 前山　萌 宇部中央1 2’51”3             

１５００ｍ 佐々木　泉 宇部西2 5’08”2 松本　梢 鴻城１ 5’08”9 村上恵梨 鴻城１ 5’09”8 安部千聡 鴻城１ 5’24”0
田中智
菜

宇部中

央1
5’25”1

松本あゆ
み

宇部中

央1
5’32”4 竹内万里 宇部西3 5’34”3 窪井早希

宇部

商1
#####

３０００ｍ 佐々木　泉 宇部西2 10’43”3 松本　梢 鴻城１ 10’56”5 村上恵梨 鴻城１ 11’13”7 安部千聡 鴻城１ 11’18”6 山崎　栞 宇部商1 12’23”0          

１００ｍH                         

４００ｍH                         

３０００ｍＷ                         

走幅跳 宗村沙織 鴻城１ 4m57 長尾知美 宇部西３ 4m12 藤永　歩 宇部商1 3m50 清水鮎子 宇部商1 3m14             

＋0.8 ＋0.2 -0.4 -1.2

走高跳 江嶋由奈 宇部西1 1m45 山本栞奈 宇部中央1 1m35 小川莉早 宇部中央1 1m30 藤永　歩 宇部商1 1m25 窪井早 宇部商1 1m25 三原千央 慶進 1m20       

砲丸投 石川すお 宇部3 7m98 野上由美 宇部商1 7m05 野上久美 宇部商1 6m19 岡崎友加 宇部商1 4m96             

円盤投 吉村奈緒 宇部西3 26m98 赤瀬晴香 宇部商2 20m65 野上由美 宇部商1 19m90 野上久美子 宇部商1 17m70 岡崎友 宇部商1 14m21          

槍投 石川すお 宇部3 30m67 吉村奈緒 宇部西3 29m13 村田陽子 宇部商2 21m30 松﨑美穂 宇部中央1 20m86 村田陽 宇部商2 20m83          

４×１００ｍR 山田綾香 宇 53”8 冨永彩香 宇 54”4 香下絵理 宇 56”1 長澄舞佳 宇 60”9             

又木千尋 部  中村衣里 部  宮崎友里 部  山本栞奈 部              

北島あや Ａ  山本奈津 Ｂ  椎木美菜 商  松﨑美穂 中              

里中志帆 　  藤本朋子 　  福村　茜 業  松本あゆみ 央              

４×4００ｍR 冨永彩香 　 4’25”1 又木千尋 　 4’25”8 安部千聡 　 4’35”2  　              

藤本朋子 宇部Ｂ  里中志帆 宇部Ａ  小川聖奈 宇部鴻城                 

中村衣里 　  山田綾香 　  松本　梢 　   　              

山本奈津 　  北島あや 　  村上恵梨 　   　              


