
平成20年度宇部市春季体育大会 決勝記録一覧
２００８年4月19日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇部市中学校体育連盟記録責任者　桑村浩文

男子の部

村上新一郎② 12"3 上野雅修③ 12"5 佐賀祐介③ 12"6 藏藤雅史③ 12"7 薮　亮汰③ 13"1 綿部真悟③ 13"4 金澤忠海② 13"6 石川裕也③ 16"1
西岐波 東岐波 東岐波 藤山 藤山 楠 常盤 西岐波
村上新一郎② 25"2 上野雅修③ 26"1 薮　亮汰③ 26"2 佐賀祐介③ 26"3 宮本優希③ 26"9 前田悠介② 29"0 綿部真悟③ 29"4 千葉正太② 36"1
西岐波 東岐波 藤山 東岐波 藤山 黒石 楠 黒石
浜谷拓人③ 58"6 増田和健③ 58"9 三宅亮平② 63"2 宮本優希③ 63"3 山本涼司② 64"3 佐藤未来也② 67"2 垣坂武志③ 67"8 岡本将弥② 68"4
東岐波 西岐波 藤山 藤山 黒石 常盤 東岐波 黒石
浜谷拓人③ 2'16"5 増田和健③ 2'18"7 田村優樹② 2'31"4 鶴原優介② 2'35"4 白石涼太郎③ 2'37"0 後　竜立② 2'39"5 末永将大③ 2'40"6 三浦寛大② 2'41"1
東岐波 西岐波 常盤 東岐波 楠 常盤 上宇部 藤山

繁永博行③ 4'32"4 綿部崇久③ 4'39"7 和田龍星③ 4'41"7 朝倉孝征③ 4'50"5 吉村紀史② 4'55"1 本村　亮③ 4'56"2 村上　弦② 5'01"3 松田　創③ 5'11"2
厚南 楠 藤山 厚南 東岐波 黒石 東岐波 西岐波
繁永博行③ 9'36"7 綿部崇久③ 9'59"5 和田龍星③ 10'03"4 朝倉孝征③ 10'11"6 藤田雄多郎③ 10'17"9 岡村翔志③ 10'20"1 髙野真生② 10'43"8 原田貴広③ 11'22"0
厚南 楠 藤山 厚南 東岐波 厚南 黒石 上宇部
松浦一帆③ 19"9 吉村紀史② 22"3 濱田康平③ 22"7 山川晃司③ 22"8 兼廣明生③ 23"4 長松朋毅② 24"4
藤山 東岐波 東岐波 常盤 藤山 常盤
濱田康平③ 1m55 笹尾祐太② 1m40 大野　悟③ 1m35 安藤　亨③ 1m30 本村　亮③ 1m25 三宅亮平② 1m20 岡本将弥② 1m20 佐藤未来也② 1m15
東岐波 藤山 東岐波 西岐波 黒石 藤山 黒石 常盤
藏藤雅史③ 5m62 松田　創③ 5m15 林　哲大② 4m65 山川晃司③ 4m41 河村祐也③ 4m28 妹尾聡士② 4m26 戸田純平② 3m82 千葉正太② 3m65
藤山 西岐波 東岐波 常盤 黒石 常盤 東岐波 黒石
林　哲大② 9m34 妹尾聡士② 9m25
東岐波 常盤
松浦一帆③ 10m90 村上　葵③ 6m76 長松朋毅② 6m69 工藤聖也② 6m54 安藤　亨③ 6m40 髙野真生② 6m26 渡邉翔次② 6m23 日下　亮③ 6m06
藤山 常盤 常盤 東岐波 西岐波 黒石 東岐波 楠

東岐波 48"9 藤山 49"2 西岐波 50"4 常盤 54"3 藤山 55"6 東岐波 55"9 常盤 56"2 黒石 56"5
濱田康平③ 宮本優希③ 増田和健③ 佐藤未来也② 和田龍星③ 戸田純平② 妹尾聡士② 前田悠介②

4×100mR 佐賀祐介③ 松浦一帆③ 安藤　亨③ 山川晃司③ 三宅亮平② 林　哲大② 田村優樹② 河村祐也③
浜谷拓人③ 藏藤雅史③ 松田　創③ 村上　葵③ 三浦寛大② 村上　弦② 後　竜立② 本村　亮③
上野雅修③ 薮　亮汰③ 村上新一郎② 金澤忠海② 綾木雅文② 吉村紀史② 長松朋毅② 山本涼司②

東岐波 119 藤山 92 常盤 58 西岐波 54 厚南 29 黒石 29 楠 24 上宇部 3
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平成20年度山陽小野田市春季体育大会 決勝記録一覧
２００８年4月19日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟記録責任者　桑村浩文

男子の部

千葉琢磨② 12"7 多久裕司③ 13"0 岡﨑峰幸② 13"4 松原　哲③ 13"5 上野智弘② 13"6
厚狭 小野田 小野田 厚陽 厚狭
多久裕司③ 26"1 松原　哲③ 27"5 白石大雅② 30"6 剣持勇士② 31"5
小野田 厚陽 厚狭 厚狭
湊　佳斗② 63"9 田平就平③ 67"4 河本賢治② 68"9
厚狭 小野田 高千帆
金重航平③ 2'15"1 横路　篤② 2'32"7 景山幸人② 2'33"2 河本賢治② 2'41"5 原田拓実② 2'57"5
厚狭 厚狭 小野田 高千帆 竜王

橋本貴裕③ 4'45"4 岩村拓哉② 4'45"6 金重真智② 4'51"9 沖田悠輔② 4'55"8 大賀厚志③ 4'56"7 佐々木貴央③ 4'57"0 長尾康寛③ 5'03"4 國廣赳史② 5'39"2
高千帆 小野田 厚狭 高千帆 小野田 厚狭 厚狭 高千帆
橋本貴裕③ 9'56"3 大賀厚志③ 10'25"9 岡本遼平② 10'26"7 沖田浩輝② 10'29"0 藤濱朋哉③ 10'31"5 沖田悠輔② 10'37"2 沖本卓己③ 10'42"4 松澤　武③ 10'53"5
高千帆 小野田 厚狭 高千帆 厚狭 高千帆 厚狭 厚狭

剣持勇士② 4m63 岡﨑峰幸② 4m52 中村康宏② 4m18 田平就平③ 3m81 西　翔② 3m34
厚狭 小野田 竜王 小野田 厚狭

伊藤　謙③ 8m83
竜王

厚狭 53"2 小野田 53"7
上野智弘② 岩村拓哉②

4×100mR 湊　佳斗② 岡﨑峰幸②
剣持勇士② 田平就平③
千葉琢磨② 多久裕司③
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平成20年度宇部市春季体育大会 決勝記録一覧
２００８年4月19日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇部市中学校体育連盟記録責任者　桑村浩文

女子の部

福永侑里香③ 13"2 清水綾乃② 13"6 瀬戸口真美② 14"1 原田瑞希② 14"2 松永早希③ 14"9 伊藤弘恵③ 15"0 西村美穂② 15"0 里中花実② 15"1
西岐波 藤山 常盤 藤山 神原 黒石 常盤 西岐波
清水綾乃② 28"4 瀬戸口真美② 29"1 杉山由希子③ 29"4 西島　亜希③ 30"3 里中花実② 30"7 伊藤美由紀② 31"1 松永早希③ 31"6 前山祐美子② 32"1
藤山 常盤 藤山 西岐波 西岐波 常盤 神原 東岐波
福田晴夏② 63"5 杉山由希子③ 65"3 藤谷はるな③ 69"7 西村美穂② 71"7 北田芹奈② 73"3 柿田美幸② 73"8 永谷香織② 74"6 工道みのり③ 76"7
常盤 藤山 神原 常盤 厚南 黒石 藤山 西岐波
頼尊　唯③ 2'37"4 柴川未来③ 2'40"6 岡　愛美③ 2'42"2 福重晴菜② 2'42"6 後山恵美② 2'45"2 藤谷はるな③ 2'47"1 松尾幸枝③ 2'47"4 上田恵子② 2'48"0
西岐波 厚南 黒石 神原 藤山 神原 厚南 楠

頼尊　唯③ 5'20"6 松尾幸枝③ 5'24"9 後山恵美② 5'28"9 中嶋美佳② 5'32"0 森重春加② 5'33"6 久保田真衣② 5'39"3 上田恵子② 5'45"2 杉山未紗③ 5'49"3
西岐波 厚南 藤山 厚南 藤山 厚南 楠 藤山

横田知佳③ 18"9 新田　唯③ 20"2 長濱美奈③ 20"5 川相志保② 21"2 原田利生子③ 21"8 藤井愛子③ 22"2 百衣芙実華② 22"3 尾崎愛里② 22"7
藤山 藤山 厚南 東岐波 神原 厚南 黒石 東岐波
福岡沙希② 1m40 福田晴夏② 1m40 横田知佳③ 1m20 若林奈津美② 1m20 桜井晴菜③ 1m20 西村　萌③ 1m20 磯崎　夢② 1m20 安平次智美② 1m15
西岐波 常盤 藤山 西岐波 厚南 厚南 東岐波 黒石
原田瑞希② 4m49 伊藤美由紀② 4m22 桜井晴菜③ 4m16 中村愛海② 4m07 岡　愛美③ 3m94 布田詩織③ 3m90 石野彩良③ 3m88 渡辺悠希② 3m77
藤山 常盤 厚南 西岐波 黒石 上宇部 神原 西岐波

木田優梨華③ 8m27 伊達千尋③ 8m26 亀岡愛② 7m34 伊藤弘恵③ 7m11 松屋奈美② 7m06 若林奈津美② 6m71 藤田のりこ② 6m51 真鍋杏奈③ 6m50
厚南 東岐波 藤山 黒石 黒石 西岐波 藤山 神原

西岐波 54"9 常盤 55"2 藤山 55"5 神原 58"3 厚南 59"3 黒石 59"5 西岐波 59"9 藤山 60"4
平瀬萌絵③ 伊藤美由紀② 原田瑞希② 石野彩良③ 桜井晴菜③ 安平次智美② 伊藤愛美② 藤田のりこ②

4×100mR 里中花実② 瀬戸口真美② 清水綾乃② 松永早希③ 北田芹奈② 岡　愛美③ 中村愛海② 新田　唯③
西島　亜希③ 福田晴夏② 横田知佳③ 真鍋杏奈③ 藤井愛子③ 藤田れいか② 福岡沙希② 後山恵美②
福永侑里香③ 西村美穂② 杉山由希子③ 藤谷はるな③ 長濱美奈③ 伊藤弘恵③ 工道みのり③ 森重春加②

藤山 94 西岐波 64 厚南 62 常盤 45 神原 32 黒石 31 東岐波 26 上宇部 3総合
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平成20年度山陽小野田市春季体育大会 決勝記録一覧
２００８年4月19日　　宇部市陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　山陽小野田市中学校体育連盟記録責任者　桑村浩文

女子の部

中村優美③ 14"3 島内江里奈② 14"7 田村真央② 15"1 田実佑菜③ 15"2 山本瑛奈② 15"4 重兼由佳② 15"5 麻野結衣② 15"5 藤川泉里③ 15"6
竜王 高千帆 厚狭 厚狭 高千帆 高千帆 厚狭 6位 小野田
島内江里奈② 30"3 中村優美③ 30"7 田村真央② 32"0 重兼由佳② 32"4 岡村映里② 33"1 礒村小雪③ 33"6 藤川泉里③ 33"7 飯島美鈴② 36"0
高千帆 竜王 厚狭 高千帆 厚狭 高千帆 小野田 厚狭
矢田香織③ 67"7 山本涼子② 72"4 麻野結衣② 78"4 上村茉弥② 79"3
高千帆 厚狭 厚狭 厚狭
矢田香織③ 2'36"7 岡　菜摘② 2'40"4 江本温子③ 2'44"9 小川麻優③ 2'49"1 中村紗枝子③ 2'56"7 岩村彩香② 2'59"3
高千帆 高千帆 小野田 厚狭 厚狭 厚狭

江本温子③ 5'25"5 野村有佳② 5'37"0 岡村尚江③ 5'40"9 小川麻優③ 5'41"8 岡村映里② 5'46"9 川上　光③ 5'47"4 村尾美幸③ 5'49"6 岩村彩香② 5'58"0
小野田 高千帆 高千帆 厚狭 厚狭 小野田 小野田 厚狭

上田沙也加③ 1m35
竜王
山本涼子② 4m01
厚狭

上村茉弥② 7m42 門田彩花③ 6m50 山田沙登美② 6m46 飯島美鈴② 6m44
厚狭 竜王 竜王 厚狭

高千帆 58"3 厚狭 60"8 厚狭 62"7
礒村小雪③ 麻野結衣② 山本涼子②

4×100mR 島内江里奈② 田村真央② 上村茉弥②
重兼由佳② 小川麻優③ 中村紗枝子③
山本瑛奈② 田実佑菜③ 飯島美鈴②
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