
宇部・山陽小野田支部春季記録会
記録一覧 20008年4月29日

男子１００ｍ 1 小坂久斗② 東岐波 14"6
男子１００ｍ 5 金沢充貴② 東岐波 15"4
男子１００ｍ 35 濱田康平③ 東岐波 12"6
男子１００ｍ 51 田原凱至① 西岐波 17"1
男子１００ｍ 52 三戸博斗① 西岐波 13"5
男子１００ｍ 53 岡本　将① 西岐波 14"5
男子１００ｍ 54 高山智哉① 西岐波 14"6
男子１００ｍ 55 中尾元紀① 西岐波 17"3
男子１００ｍ 56 大下潤也① 西岐波 14"2
男子１００ｍ 57 宮崎拓哉① 西岐波 17"8
男子１００ｍ 58 宮本直人① 西岐波 17"5
男子１００ｍ 59 山下亮次① 西岐波 15"7
男子１００ｍ 97 村上新一郎② 西岐波 11"8
男子１００ｍ 125 安平　海③ 常盤 13"1
男子１００ｍ 131 金澤忠海② 常盤 13"2
男子１００ｍ 302 横田朋侑① 藤山 14"6
男子１００ｍ 302 横田朋侑① 藤山 14"9
男子１００ｍ 321 國清尚之③ 藤山 12"7
男子１００ｍ 324 宮本優希③ 藤山 12"3
男子１００ｍ 331 綾木雅文② 藤山 14"1
男子１００ｍ 331 綾木雅文② 藤山 14"5
男子１００ｍ 332 笹尾祐太② 藤山 13"3
男子１００ｍ 333 三浦寛大② 藤山 14"0
男子１００ｍ 354 田中隼人① 厚南 14"0
男子１００ｍ 356 南　和秀① 厚南 15"2
男子１００ｍ 361 藤里　翼① 厚南 14"6
男子１００ｍ 362 遠入悠生① 厚南 14"6
男子１００ｍ 485 前田悠介② 黒石 13"3
男子１００ｍ 1253 岡﨑峰幸② 小野田 13"3
男子１００ｍ 1281 多久裕司③ 小野田 12"5
男子２００ｍ 97 村上新一郎② 西岐波 24"1
男子２００ｍ 324 宮本優希③ 藤山 25"0
男子２００ｍ 331 綾木雅文② 藤山 30"1
男子２００ｍ 333 三浦寛大② 藤山 28"9
男子２００ｍ 483 千葉正太② 黒石 31"8
男子２００ｍ 1251 伊崎善紀② 小野田 25"9
男子４００ｍ 34 垣坂武志③ 東岐波 69"9
男子４００ｍ 334 三宅亮平② 藤山 61"9
男子４００ｍ 481 岡本将弥② 黒石 66"4
男子４００ｍ 486 山本涼司② 黒石 63"2
男子４００ｍ 1288 田平就平③ 小野田 66"4
男子８００ｍ 3 鶴原優介② 東岐波 2'31"2
男子８００ｍ 51 田原凱至① 西岐波 3'22"2
男子８００ｍ 52 三戸博斗① 西岐波 2'39"1
男子８００ｍ 53 岡本　将① 西岐波 2'49"7
男子８００ｍ 54 高山智哉① 西岐波 2'40"0
男子８００ｍ 55 中尾元紀① 西岐波 3'47"5
男子８００ｍ 56 大下潤也① 西岐波 2'42"1
男子８００ｍ 57 宮崎拓哉① 西岐波 3'32"4
男子８００ｍ 58 宮本直人① 西岐波 3'45"3
男子８００ｍ 59 山下亮次① 西岐波 3'18"9
男子８００ｍ 181 末永将大③ 上宇部 2'33"7
男子８００ｍ 487 髙野真生② 黒石 2'22"4



男子８００ｍ 1178 原田拓実② 竜王 2'59"5
男子８００ｍ 1179 藤村仁士② 竜王 2'43"5
男子８００ｍ 1252 景山幸人② 小野田 2'28"9
男子８００ｍ 1280 大賀厚志③ 小野田 2'23"4
男子８００ｍ 1607 金重航平③ 厚狭 2'18"0
男子１５００ｍ 4 吉村紀史② 東岐波 4'52"7
男子１５００ｍ 7 中川　睦② 東岐波 5'37"2
男子１５００ｍ 13 西岡晃宏② 東岐波 5'59"6
男子１５００ｍ 15 高井　瞭② 東岐波 5'34"9
男子１５００ｍ 17 縄田　大② 東岐波 5'34"0
男子１５００ｍ 18 村上　弦② 東岐波 4'59"5
男子１５００ｍ 90 増田和健③ 西岐波 4'55"9
男子１５００ｍ 123 吉賀勇人③ 常盤 5'23"3
男子１５００ｍ 138 田村優樹② 常盤 5'11"0
男子１５００ｍ 326 和田龍星③ 藤山 4'38"0
男子１５００ｍ 352 杉村優人① 厚南 5'33"1
男子１５００ｍ 353 朝倉孝征③ 厚南 4'49"1
男子１５００ｍ 355 繁永博行③ 厚南 4'23"8
男子１５００ｍ 357 岡村翔志③ 厚南 4'43"0
男子１５００ｍ 358 山藤慎吾③ 厚南 5'06"4
男子１５００ｍ 359 繁永健太③ 厚南 5'17"4
男子１５００ｍ 363 藤永琢也① 厚南 5'22"3
男子１５００ｍ 471 河村祐也③ 黒石 5'08"4
男子１５００ｍ 1178 原田拓実② 竜王 5'21"9
男子１５００ｍ 1315 橋本貴裕③ 高千帆 4'56"9
男子１５００ｍ 1320 沖田浩輝② 高千帆 5'00"9
男子１５００ｍ 1321 沖田悠輔② 高千帆 5'07"0
男子１５００ｍ 1322 國廣赳史② 高千帆 5'25"9
男子１５００ｍ 1610 長尾康寛③ 厚狭 4'54"1
男子１５００ｍ 1612 松澤　武③ 厚狭 5'00"5
男子３０００ｍ 2 末冨勇人② 東岐波 11'12"4
男子３０００ｍ 38 藤田雄多郎③ 東岐波 10'39"2
男子３０００ｍ 161 上田　司② 上宇部 11'37"8
男子３０００ｍ 355 繁永博行③ 厚南 9'54"9
男子３０００ｍ 1601 沖本卓己③ 厚狭 10'24"7
男子３０００ｍ 1611 藤濱朋哉③ 厚狭 10'30"9
男子走高跳 31 大野　悟③ 東岐波 1m25
男子走高跳 111 山川嵩史① 常盤 1m25
男子走高跳 321 國清尚之③ 藤山 1m45
男子走高跳 332 笹尾祐太② 藤山 1m50
男子走高跳 334 三宅亮平② 藤山 1m20
男子走高跳 354 田中隼人① 厚南 1m35
男子走高跳 360 藤井祐輔③ 厚南 1m40
男子走高跳 361 藤里　翼① 厚南 1m30
男子走幅跳 1 小坂久斗② 東岐波 3m08
男子走幅跳 8 縄田秀介② 東岐波 3m24
男子走幅跳 9 林　哲大② 東岐波 4m63
男子走幅跳 16 戸田純平② 東岐波 3m77
男子走幅跳 87 藤井貴章③ 西岐波 3m95
男子走幅跳 90 増田和健③ 西岐波 4m90
男子走幅跳 93 松田　創③ 西岐波 4m95
男子走幅跳 122 高田憲介③ 常盤 3m89
男子走幅跳 124 山川晃司③ 常盤 4m27
男子走幅跳 132 妹尾聡士② 常盤 4m37
男子走幅跳 302 横田朋侑① 藤山 3m97
男子走幅跳 331 綾木雅文② 藤山 4m14



男子走幅跳 1179 藤村仁士② 竜王 3m81
男子砲丸投 4 吉村紀史② 東岐波 7m34
男子砲丸投 5 金沢充貴② 東岐波 4m59
男子砲丸投 6 工藤聖也② 東岐波 7m09
男子砲丸投 11 渡邉翔次② 東岐波 6m33
男子砲丸投 94 安藤　亨③ 西岐波 6m12
男子砲丸投 121 村上　葵③ 常盤 7m01
男子砲丸投 131 金澤忠海② 常盤 5m65
男子砲丸投 137 長松朋毅② 常盤 7m30
男子砲丸投 138 田村優樹② 常盤 6m97
男子砲丸投 329 冨田達也③ 藤山 5m81
男子砲丸投 329 冨田達也③ 藤山 6m14
男子砲丸投 1176 伊藤　謙③ 竜王 9m16
男子砲丸投 1176 伊藤　謙③ 竜王 8m98

４＊１００ｍR 西岐波 49"1 増田和健③ 安藤　亨③ 松田　創③ 村上新一郎②
４＊１００ｍR 厚南 56"1 藤井祐輔③ 南　和秀① 繁永健太③ 繁永博行③
４＊１００ｍR 厚南 56"1 藤里　翼① 遠入悠生① 杉村優人① 田中隼人①

記録責任者 宇部市中体連陸上専門委員長　桑村浩文



宇部・山陽小野田支部春季記録会
記録一覧 20008年4月29日

女子１００ｍ 1 磯崎　夢② 東岐波 15"1
女子１００ｍ 8 尾崎愛里② 東岐波 16"0
女子１００ｍ 9 梅澤明穂② 東岐波 16"4
女子１００ｍ 62 工道みのり③ 西岐波 15"8
女子１００ｍ 74 里中花実② 西岐波 14"1
女子１００ｍ 83 溝田優妃① 西岐波 17"4
女子１００ｍ 84 石川樹里① 西岐波 17"6
女子１００ｍ 85 石本真央 西岐波 15"6
女子１００ｍ 87 山内美賀子① 西岐波 15"7
女子１００ｍ 101 西田真由① 常盤 16"2
女子１００ｍ 101 西田真由① 常盤 16"3
女子１００ｍ 102 涌井　和① 常盤 16"4
女子１００ｍ 102 涌井　和① 常盤 16"7
女子１００ｍ 103 山根晴香① 常盤 15"4
女子１００ｍ 103 山根晴香① 常盤 15"2
女子１００ｍ 105 大谷奈央① 常盤 14"6
女子１００ｍ 105 大谷奈央① 常盤 14"7
女子１００ｍ 131 阿座上紗良② 常盤 14"7
女子１００ｍ 133 伊藤美由紀② 常盤 13"6
女子１００ｍ 134 西村美穂② 常盤 14"0
女子１００ｍ 135 福田晴夏② 常盤 13"5
女子１００ｍ 136 瀬戸口真美② 常盤 13"5
女子１００ｍ 186 内田莉帆③ 上宇部 15"8
女子１００ｍ 194 岸本真衣③ 上宇部 15"1
女子１００ｍ 223 松永早希③ 神原 14"0
女子１００ｍ 225 真鍋杏奈③ 神原 14"5
女子１００ｍ 311 白壁亜実③ 藤山 15"9
女子１００ｍ 324 相良実穂② 藤山 15"3
女子１００ｍ 330 藤田麻里② 藤山 16"2
女子１００ｍ 341 橋本えりか① 藤山 15"4
女子１００ｍ 341 橋本えりか① 藤山 15"5
女子１００ｍ 342 木嶋菜々子① 藤山 15"8
女子１００ｍ 343 栗原七海① 藤山 16"8
女子１００ｍ 344 杉山沙瑛子① 藤山 16"5
女子１００ｍ 344 杉山沙瑛子① 藤山 16"5
女子１００ｍ 345 長野百恵① 藤山 15"5
女子１００ｍ 345 長野百恵① 藤山 15"5
女子１００ｍ 346 成重まゆり① 藤山 15"8
女子１００ｍ 347 又木志緒里① 藤山 15"6
女子１００ｍ 348 三宅真由① 藤山 16"7
女子１００ｍ 348 三宅真由① 藤山 16"8
女子１００ｍ 365 宗本麻花① 厚南 15"7
女子１００ｍ 365 宗本麻花① 厚南 15"6
女子１００ｍ 366 柳原久美子① 厚南 15"8
女子１００ｍ 366 柳原久美子① 厚南 15"4
女子１００ｍ 367 鷲尾采香① 厚南 17"2
女子１００ｍ 367 鷲尾采香① 厚南 17"4
女子１００ｍ 368 井上穂乃香① 厚南 19"1
女子１００ｍ 371 長濱美奈③ 厚南 14"8
女子１００ｍ 372 桜井晴菜③ 厚南 14"0
女子１００ｍ 380 佐和美月① 厚南 19"1
女子１００ｍ 381 玉井芹菜① 厚南 16"5
女子１００ｍ 381 玉井芹菜① 厚南 16"9
女子１００ｍ 382 三吉紗矢① 厚南 17"3
女子１００ｍ 383 山本依璃耶① 厚南 16"1
女子１００ｍ 383 山本依璃耶① 厚南 15"9
女子１００ｍ 384 鷹羽佑佳① 厚南 16"4
女子１００ｍ 385 原田智恵① 厚南 16"5
女子１００ｍ 387 谷村唯麻① 厚南 16"4
女子１００ｍ 387 谷村唯麻① 厚南 16"4



女子１００ｍ 391 松本いずみ② 厚南 15"9
女子１００ｍ 471 伊藤弘恵③ 黒石 14"5
女子１００ｍ 472 岡　愛美③ 黒石 14"2
女子１００ｍ 481 大谷夏海② 黒石 15"5
女子１００ｍ 484 安平次智美② 黒石 14"6
女子１００ｍ 486 柿田美幸② 黒石 14"6
女子１００ｍ 488 百衣芙実華② 黒石 14"8
女子１００ｍ 489 糸野夏帆② 黒石 15"0
女子１００ｍ 490 松屋奈美② 黒石 15"0
女子１００ｍ 491 白石佳菜② 黒石 15"6
女子１００ｍ 493 藤本美咲② 黒石 16"9
女子１００ｍ 1123 中村優美③ 竜王 13"9
女子１００ｍ 1290 田村凪沙② 小野田 15"6
女子１００ｍ 1308 礒村小雪③ 高千帆 14"7
女子１００ｍ 1321 重兼由佳② 高千帆 14"7
女子１００ｍ 1324 島内江里奈② 高千帆 14"1
女子１００ｍ 1325 山本瑛奈② 高千帆 14"3
女子１００ｍ 1619 麻野結衣② 厚狭 15"5
女子１００ｍ 1624 田村真央② 厚狭 15"0
女子２００m 4 前山祐美子② 東岐波 30"3
女子２００m 62 工道みのり③ 西岐波 33"0
女子２００m 65 西島　亜希③ 西岐波 28"9
女子２００m 74 里中花実② 西岐波 29"3
女子２００m 134 西村美穂② 常盤 29"2
女子２００m 136 瀬戸口真美② 常盤 27"5
女子２００m 365 宗本麻花① 厚南 33"8
女子２００m 366 柳原久美子① 厚南 34"4
女子２００m 367 鷲尾采香① 厚南 36"3
女子２００m 379 北田芹奈② 厚南 30"2
女子２００m 381 玉井芹菜① 厚南 33"9
女子２００m 384 鷹羽佑佳① 厚南 35"1
女子２００m 385 原田智恵① 厚南 35"0
女子２００m 472 岡　愛美③ 黒石 29"7
女子２００m 481 大谷夏海② 黒石 32"4
女子２００m 484 安平次智美② 黒石 30"6
女子２００m 486 柿田美幸② 黒石 30"5
女子２００m 489 糸野夏帆② 黒石 31"1
女子２００m 1283 藤川泉里③ 小野田 31"0
女子２００m 1308 礒村小雪③ 高千帆 31"3
女子２００m 1314 矢田香織③ 高千帆 29"7
女子２００m 1321 重兼由佳② 高千帆 30"8
女子２００m 1324 島内江里奈② 高千帆 28"9
女子２００m 1325 山本瑛奈② 高千帆 29"3
女子４００ｍ 321 後山恵美② 藤山 71"7
女子４００ｍ 327 永谷香織② 藤山 72"4
女子４００ｍ 376 鷲尾真弥③ 厚南 75"4
女子４００ｍ 378 松尾幸枝③ 厚南 72"8
女子８００ｍ 81 中尾文香① 西岐波 3'12"6
女子８００ｍ 82 野田菜穂子① 西岐波 3'04"0
女子８００ｍ 222 藤谷はるな③ 神原 2'39"4
女子８００ｍ 234 福重晴菜② 神原 2'39"7
女子８００ｍ 315 杉山未紗③ 藤山 2'50"9
女子８００ｍ 331 森重春加② 藤山 2'42"0
女子８００ｍ 346 成重まゆり① 藤山 3'03"5
女子８００ｍ 347 又木志緒里① 藤山 2'56"8
女子８００ｍ 375 柴川未来③ 厚南 2'37"9
女子８００ｍ 386 久保田真衣② 厚南 2'56"1
女子８００ｍ 396 玉井亜実② 厚南 2'55"7
女子８００ｍ 1284 田村菜生③ 小野田 2'57"9
女子８００ｍ 1285 江本温子③ 小野田 2'43"0
女子８００ｍ 1322 岡　菜摘② 高千帆 2'41"3
女子８００ｍ 1618 岡村映里② 厚狭 2'44"1
女子８００ｍ 1620 岩村彩香② 厚狭 2'44"7



女子１５００ｍ 38 濱田晶子③ 東岐波 6'31"7
女子１５００ｍ 42 滋山夏代③ 東岐波 7'28"5
女子１５００ｍ 45 楠　里菜③ 東岐波 6'49"9
女子１５００ｍ 64 頼尊　唯③ 西岐波 5'13"7
女子１５００ｍ 71 伊藤愛美② 西岐波 5'36"1
女子１５００ｍ 86 黒川　慈① 西岐波 6'07"2
女子１５００ｍ 88 濱原志穂① 西岐波 6'09"6
女子１５００ｍ 89 黒石綾伽① 西岐波 6'02"6
女子１５００ｍ 315 杉山未紗③ 藤山 5'46"1
女子１５００ｍ 321 後山恵美② 藤山 5'28"1
女子１５００ｍ 364 岩武静花① 厚南 1'.4"2
女子１５００ｍ 369 中邑涼花① 厚南 6'32"6
女子１５００ｍ 370 三藤彩華① 厚南 6'05"7
女子１５００ｍ 378 松尾幸枝③ 厚南 5'26"0
女子１５００ｍ 382 三吉紗矢① 厚南 6'54"3
女子１５００ｍ 385 原田智恵① 厚南 6'16"9
女子１５００ｍ 386 久保田真衣② 厚南 5'36"9
女子１５００ｍ 388 中嶋美佳② 厚南 5'27"7
女子１５００ｍ 396 玉井亜実② 厚南 5'58"6
女子１５００ｍ 1282 川上　光③ 小野田 5'44"8
女子１５００ｍ 1286 村尾美幸③ 小野田 5'50"3
女子１５００ｍ 1309 岡村尚江③ 高千帆 5'51"6
女子１５００ｍ 1323 野村有佳② 高千帆 5'30"8
女子１0０ｍH 8 尾崎愛里② 東岐波 21"6
女子１0０ｍH 371 長濱美奈③ 厚南 19"8
女子１0０ｍH 394 藤井愛子③ 厚南 20"6
女子走幅跳 5 川相志保② 東岐波 2m95
女子走幅跳 10 前田早智② 東岐波 2m84
女子走幅跳 63 平瀬萌絵③ 西岐波 3m88
女子走幅跳 75 福岡沙希② 西岐波 3m97
女子走幅跳 76 渡辺悠希② 西岐波 3m75
女子走幅跳 133 伊藤美由紀② 常盤 4m28
女子走幅跳 195 布田詩織③ 上宇部 3m98
女子走幅跳 221 原田利生子③ 神原 3m37
女子走幅跳 224 石野彩良③ 神原 3m86
女子走幅跳 235 筒井麗恵② 神原 2m99
女子走幅跳 341 橋本えりか① 藤山 3m71
女子走幅跳 344 杉山沙瑛子① 藤山 2m99
女子走幅跳 345 長野百恵① 藤山 3m00
女子走幅跳 348 三宅真由① 藤山 3m03
女子走幅跳 372 桜井晴菜③ 厚南 3m89
女子走幅跳 394 藤井愛子③ 厚南 3m69
女子走幅跳 1623 山本涼子② 厚狭 3m71
女子走高跳 71 伊藤愛美② 西岐波 1m20
女子走高跳 73 若林奈津美② 西岐波 1m20
女子走高跳 75 福岡沙希② 西岐波 1m30
女子走高跳 135 福田晴夏② 常盤 1m45
女子走高跳 312 新田　唯③ 藤山 1m20
女子走高跳 330 藤田麻里② 藤山 1m10
女子走高跳 342 木嶋菜々子① 藤山 1m05
女子走高跳 343 栗原七海① 藤山 1m05
女子走高跳 392 西村　萌③ 厚南 1m20
女子走高跳 491 白石佳菜② 黒石 1m20
女子走高跳 1122 上田沙也加③ 竜王 1m40
女子砲丸投 40 伊達千尋③ 東岐波 8m61
女子砲丸投 41 武居美紗子③ 東岐波 6m50
女子砲丸投 73 若林奈津美② 西岐波 6m89
女子砲丸投 76 渡辺悠希② 西岐波 6m01
女子砲丸投 131 阿座上紗良② 常盤 5m74
女子砲丸投 132 山本ひとみ② 常盤 5m68
女子砲丸投 223 松永早希③ 神原 6m08
女子砲丸投 225 真鍋杏奈③ 神原 6m69
女子砲丸投 233 田村奈央② 神原 6m79



女子砲丸投 313 横田知佳③ 藤山 6m23
女子砲丸投 324 相良実穂② 藤山 7m00
女子砲丸投 393 山田実希③ 厚南 6m79
女子砲丸投 395 松田真美③ 厚南 4m47
女子砲丸投 471 伊藤弘恵③ 黒石 7m91
女子砲丸投 471 伊藤弘恵③ 黒石 7m86
女子砲丸投 488 百衣芙実華② 黒石 6m36
女子砲丸投 488 百衣芙実華② 黒石 6m04
女子砲丸投 490 松屋奈美② 黒石 7m37
女子砲丸投 490 松屋奈美② 黒石 7m60
女子砲丸投 493 藤本美咲② 黒石 5m67
女子砲丸投 493 藤本美咲② 黒石 5m43
女子砲丸投 1124 門田彩花③ 竜王 6m53
女子砲丸投 1127 山田沙登美② 竜王 6m98
女子砲丸投 1127 山田沙登美② 竜王 6m73
女子砲丸投 1621 上村茉弥② 厚狭 8m02
女子砲丸投 1622 飯島美鈴② 厚狭 6m54
４＊１００ｍR 厚南 59"6 北田芹奈② 松本いずみ② 藤井愛子③ 柴川未来③
４＊１００ｍR 厚南 59"1 桜井晴菜③ 長濱美奈③ 西村　萌③ 山本慶香③
４＊１００ｍR 高千帆 56"7 山本瑛奈② 島内江里奈② 重兼由佳② 礒村小雪③
４＊１００ｍR 常盤 53"5 伊藤美由紀②西村美穂② 福田晴夏② 瀬戸口真美②
４＊１００ｍR 常盤 62"9 山根晴香① 大谷奈央① 涌井　和① 西田真由①
４＊１００ｍR 神原 56"1 石野彩良③ 松永早希③ 真鍋杏奈③ 藤谷はるな③

記録責任者 宇部市中体連陸上専門委員長　桑村浩文


