
審 判 長 大丸　益夫

記 録 主 任 松 井　　豪

日付 種目

今尾　駿介(1) 13.2(-0.1) 小林　怜矢(1) 13.9(-0.1) 平井　慎也(1) 14.1(-0.4) 森次　葉一(1) 14.4(-0.4) 片山　将槙(1) 14.6(-0.4) 大村　翼(1) 15.4(-0.1) 橋本　秀斗(1) 15.6(-0.4) 村上　一心(1) 16.3(-0.1)

大島中学校 東和中学校 安下庄中学校 大島中学校 大島中学校 久賀中学校 東和中学校 東和中学校

松原　信(1) 16.3(-0.4)

久賀中学校

升田　空(2) 13.0(0.0) 中田　優哉(2) 13.6(-0.2) 川口　貴稔(2) 13.7(0.0) 中野　翔和(2) 14.2(-0.2) 嶋中　拓海(2) 14.4(0.0) 米元　凰大(2) 14.7(0.0)

東和中学校 久賀中学校 久賀中学校 大島中学校 東和中学校 久賀中学校

村田　結透(2) 14.2(-0.2)

東和中学校

松原　隆太(3) 12.5(0.0) 田中　尚弥(3) 12.5(0.0) 坂井　洋介(3) 12.5(0.0) 髙橋　稜(3) 12.5(0.0) 久保　栄太(3) 13.0(0.0) 石原　真人(3) 13.3(0.0) 渡辺　和真(3) 14.0(0.0) 岡原　有希(3) 14.2(0.0)

久賀中学校 東和中学校 大島中学校 東和中学校 東和中学校 安下庄中学校 久賀中学校 大島中学校

田中　尚弥(3) 25.9(+2.4) 山本　俊介(3) 26.6(+2.2) 渡辺　和真(3) 26.6(+2.2) 升田　空(2) 27.0(+2.3) 石原　真人(3) 27.6(+2.3) 井宮　将晴(2) 28.0(+2.3) 中田　優哉(2) 28.2(+2.3) 岡原　有希(3) 29.0(+2.2)

東和中学校 東和中学校 久賀中学校 東和中学校 安下庄中学校 大島中学校 久賀中学校 大島中学校

松原　隆太(3) 59.0 新定　生来(3) 1:01.6 髙橋　稜(3) 1:02.6 南方　将成(2) 1:02.9 内田　空玖海(3) 1:03.6 石元　優輝(2) 1:04.6 浜岡　昌平(1) 1:05.7 高尾　大輝(2) 1:06.5

久賀中学校 安下庄中学校 東和中学校 大島中学校 安下庄中学校 大島中学校 東和中学校 久賀中学校

新定　生来(3) 2:21.9 大村　力翔(3) 2:23.3 中道　諒哉(3) 2:24.1 山本　大河(3) 2:27.0 米元　凰大(2) 2:39.8 森次　葉一(1) 2:43.9 小原　望(3) 2:44.1 山本　俊也(2) 2:47.1

安下庄中学校 久賀中学校 東和中学校 大島中学校 久賀中学校 大島中学校 安下庄中学校 大島中学校

浜岡　昌平(1) 5:02.8 今尾　駿介(1) 5:13.7 小林　大透(1) 5:22.3 丁田　龍星(1) 5:29.8 桐田　嶺(1) 5:40.6 松原　信(1) 5:41.6 大村　翼(1) 5:58.7 伊東　直人(1) 6:10.1

東和中学校 大島中学校 安下庄中学校 大島中学校 大島中学校 久賀中学校 久賀中学校 久賀中学校

坂井　洋介(3) 4:47.7 中道　諒哉(3) 5:00.5 南方　将成(2) 5:06.1 大海　朝陽(3) 5:09.9 井宮　将晴(2) 5:13.4 木下　和思(2) 5:29.4 新谷　星楠(2) 6:02.0

大島中学校 東和中学校 大島中学校 大島中学校 大島中学校 東和中学校 大島中学校

大村　力翔(3) 20.0 山本　大河(3) 20.7 瀨川　逢人(2) 22.0

久賀中学校 大島中学校 大島中学校

東和中学校Ａ 50.0 久賀中学校Ａ 51.2 大島中学校Ａ 51.2 大島中学校Ｂ 52.7 東和中学校Ｂ 53.6 久賀中学校Ｂ 55.5 久賀中学校Ｃ 58.4

田中　尚弥(3) 松原　隆太(3) 坂井　洋介(3) 今尾　駿介(1) 升田　空(2) 田中　龍幸(3) 河田　真碧(2)

髙橋　稜(3) 渡辺　和真(3) 川本　暖(2) 石元　優輝(2) 山本　俊介(3) 川口　貴稔(2) 大村　翼(1)

中道　諒哉(3) 大村　力翔(3) 南方　将成(2) 井宮　将晴(2) 村田　結透(2) 緒方　颯斗(3) 米元　凰大(2)

久保　栄太(3) 中田　優哉(2) 中村　龍斗(3) 山本　大河(3) 浜岡　昌平(1) 高尾　大輝(2) 末岡　真斗(3)

安下庄中学校 53.6

内田　空玖海(3)

石原　真人(3)

新定　生来(3)

嶋本　聖人(3)

久保　栄太(3) 1m60 中村　龍斗(3) 1m45 小林　怜矢(1) 1m40 末岡　真斗(3) 1m35 田中　龍幸(3) 1m30 村田　結透(2) 1m30 石元　優輝(2) 1m20

東和中学校 大島中学校 東和中学校 久賀中学校 久賀中学校 東和中学校 大島中学校

岡原　明良(2) 1m20

大島中学校

川口　貴稔(2) 4m72(+0.4) 山本　俊介(3) 4m57(+1.8) 草野　榛(3) 4m53(+0.7) 平井　慎也(1) 4m44(+0.8) 岡田　嵩史(2) 4m29(+0.1) 本木　貴久(2) 4m13(0.0) 木下　和思(2) 4m07(+0.1) 田中　龍幸(3) 3m85(+1.5)

久賀中学校 東和中学校 大島中学校 安下庄中学校 久賀中学校 大島中学校 東和中学校 久賀中学校

若村　拓海(3) 9m00 末岡　真斗(3) 7m97 松原　颯斗(3) 7m34 谷口　諒輔(2) 7m07 中村　龍斗(3) 6m92 東川　慶伸(3) 6m86 新村　琉斗(2) 6m17

東和中学校 久賀中学校 安下庄中学校 大島中学校 大島中学校 大島中学校 東和中学校

松田　昊希(1) 17.1 砂田　竜之介(1) 17.7 福田　琉偉(1) 18.2 藤本　圭太(1) 18.7 久保　正(1) 18.8 安村　綜(1) 18.9

東和中学校 東和中学校 大島中学校 大島中学校 東和中学校 安下庄中学校

網本　佑(1) 17.7

安下庄中学校

日山　斗輝(2) 15.0 朝長　佑真(2) 15.6 由元　直紀(2) 16.5 新村　琉斗(2) 17.3 細川　雅貴(2) 17.7 渥美　伊織(2) 17.8 尾尻　太樹(2) 22.4 髙橋　萌真(2) 22.5

東和中学校 久賀中学校 東和中学校 東和中学校 久賀中学校 東和中学校 大島中学校 大島中学校

若村　拓海(3) 14.2 原田　悟(3) 14.5 礒部　遼平(3) 15.5 西村　哲平(3) 15.6 井宮　将翔(3) 16.7 川西　玲亜(3) 16.8 松田　海都(3) 17.3

東和中学校 大島中学校 大島中学校 久賀中学校 大島中学校 久賀中学校 東和中学校

吉村　拓真(3) 16.7

久賀中学校

7月7日 中学1年男子100mA

7月7日 中学2年男子100mA

8位

令和元年度大島郡陸上競技大会 【19350704】 競技結果一覧表（中学男子）
周防大島町陸上競技場 【354060】 

2019/07/07 ～ 2019/07/07
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

7月7日 中学3年男子100mA

7月7日 中学男子200m

7月7日 中学男子400m

7月7日 中学男子800m

7月7日 中学1年男子1500m

7月7日 中学2･3年男子1500m

7月7日
中学男子110mH(0.914m) 

風：+1.3

7月7日 中学男子4X100mR

7月7日 中学男子走高跳

7月7日 中学男子走幅跳

7月7日 中学男子砲丸投(5.000kg)

7月7日
中学1年男子100mB 

風：+0.1

7月7日
中学2年男子100mB 

風：+0.4

7月7日
中学3年男子100mB 

風：-0.1



審 判 長 大丸　益夫

記 録 主 任 松 井　　豪

日付 種目

中原　里穂奈(1) 14.8(-0.5) 棚田　佐和子(1) 14.9(+0.8) 江本　桃花(1) 15.7(-0.5) 安本　祐子(1) 16.0(+0.8) 赤瀬　初音(1) 16.3(-0.5) 上元　乙稀(1) 16.3(-0.5)

安下庄中学校 久賀中学校 東和中学校 安下庄中学校 久賀中学校 久賀中学校

光田　結菜(1) 16.0(+0.8)

大島中学校

清木　寧々(1) 16.0(-0.5)

久賀中学校

宮田　野花(2) 14.2 大谷　百花(2) 15.2 柏谷　桜(2) 15.3 村田　紀佳(2) 15.8 東原　実桜(2) 16.4 松田　さくら(2) 19.7

東和中学校 東和中学校 安下庄中学校 大島中学校 東和中学校 安下庄中学校

村上　晴歌(3) 14.1 撰田　一葉(3) 14.9 松井　優芽(3) 15.2 西本　和叶(3) 15.6 鶴原　みなみ(3) 15.9 山本　優奈(3) 16.5 松永　ひかる(3) 16.8 右田　朋(3) 19.5

東和中学校 大島中学校 東和中学校 大島中学校 久賀中学校 久賀中学校 大島中学校 安下庄中学校

吉村　真那(3) 30.0(+1.8) 江本　弥生(2) 31.9(+1.8) 西本　和叶(3) 32.1(+2.1) 淺海　美紅(3) 32.4(+1.8) 森本　香(1) 33.8(+1.3) 山本　ゆづき(1) 34.0(+1.3)

久賀中学校 東和中学校 大島中学校 東和中学校 大島中学校 久賀中学校

村上　晴歌(3) 30.0(+2.1) 藤谷　紗羽(3) 33.8(+2.1) 大村　美波(3) 34.0(+2.1)

東和中学校 大島中学校 久賀中学校

河田　真実(3) 1:12.5 鶴原　みなみ(3) 1:13.9 行田　凛(3) 1:14.1 棚田　佐和子(1) 1:14.3 田村　美咲(3) 1:16.2 藤本　沙弓(1) 1:18.8 藤谷　紗羽(3) 1:26.4

大島中学校 久賀中学校 東和中学校 久賀中学校 安下庄中学校 久賀中学校 大島中学校

泉谷　萌香(3) 2:49.6 田村　美咲(3) 2:50.7 江本　弥生(2) 2:55.7 江本　桃花(1) 3:00.3 幸田　沙也(2) 3:05.7 朝長　真央(3) 3:08.6 光田　結菜(1) 3:09.7 山中　望(3) 3:11.2

久賀中学校 安下庄中学校 東和中学校 東和中学校 大島中学校 久賀中学校 大島中学校 大島中学校

山本　ゆづき(1) 5:53.9 清木　寧々(1) 5:55.8 上元　乙稀(1) 5:56.7 吉村　杏菜(1) 5:57.4 赤瀬　初音(1) 5:59.4 森本　香(1) 6:14.9

久賀中学校 久賀中学校 久賀中学校 久賀中学校 久賀中学校 大島中学校

宮田　野花(2) 5:41.2 泉谷　萌香(3) 5:41.8 河田　真実(3) 5:52.9 林　瞳美(3) 6:03.3 山本　智美(2) 6:08.6 淺海　美紅(3) 6:12.0 廣津　はるか(3) 6:20.1 冨永　倖(2) 6:54.3

東和中学校 久賀中学校 大島中学校 大島中学校 東和中学校 東和中学校 東和中学校 大島中学校

撰田　一葉(3) 17.8 林　瞳美(3) 19.7 東原　実桜(2) 20.6 木村　優香(3) 21.3 塩崎　惺(2) 22.2 村田　紀佳(2) 22.9 松永　ひかる(3) 25.2

大島中学校 大島中学校 東和中学校 久賀中学校 東和中学校 大島中学校 大島中学校

東和中学校Ａ 59.1 安下庄中学校 59.2 東和中学校Ｂ 1:00.1 大島中学校Ａ 1:01.3 久賀中学校Ｂ 1:01.4
村上　晴歌(3) 中原　里穂奈(1) 江本　弥生(2) 村田　紀佳(2) 木村　優香(3)
松井　優芽(3) 田村　美咲(3) 大谷　百花(2) 松永　ひかる(3) 清木　寧々(1)
行田　凛(3) 松田　さくら(2) 宮田　野花(2) 河田　真実(3) 上元　乙稀(1)
淺海　美紅(3) 柏谷　桜(2) 東原　実桜(2) 西本　和叶(3) 泉谷　萌香(3)

大島中学校Ｂ 1:01.4
光田　結菜(1)
幸田　沙也(2)
藤谷　紗羽(3)
撰田　一葉(3)

行田　凛(3) 1m25 幸田　沙也(2) 1m20 山本　智美(2) 1m20 井上　咲花(3) 1m15 木村　優香(3) 1m15 見原　遥佳(1) 1m10 橋本　佳奈(3) 1m10

東和中学校 大島中学校 東和中学校 大島中学校 久賀中学校 東和中学校 大島中学校

中原　里穂奈(1) 3m99(+0.6) 大谷　百花(2) 3m88(+0.8) 西村　知樹(3) 3m82(+0.1) 廣津　はるか(3) 3m76(+1.0) 柏谷　桜(2) 3m74(+0.5) 吉村　真那(3) 3m49(+0.6) 大村　美波(3) 3m28(+1.3) 右田　朋(3) 3m25(+0.6)

安下庄中学校 東和中学校 東和中学校 東和中学校 安下庄中学校 久賀中学校 久賀中学校 安下庄中学校

山本　優奈(3) 8m33 砂田　萌花(3) 7m43 松井　優芽(3) 7m26 江口　桜(3) 7m06 秋元　美都姫(3) 7m01 平本　愛莉(2) 7m00 原　帆乃果(2) 6m99 谷村　昴(2) 6m72

久賀中学校 東和中学校 東和中学校 大島中学校 東和中学校 東和中学校 大島中学校 久賀中学校

尾髙　梓咲(1) 16.1(+1.9) 小林　春香(1) 16.2(+2.2) 安野　綾(1) 16.4(+2.2) 見原　遥佳(1) 16.4(+2.2) 西村　芽樹(1) 16.9(+2.2) 大谷　菜南子(1) 17.0(+2.2) 升田　海(1) 17.1(+0.5)

東和中学校 東和中学校 東和中学校 東和中学校 東和中学校 久賀中学校 東和中学校

手島　憂羽(1) 16.9(+1.9) 岡廣　果奈(1) 17.1(+1.9)

東和中学校 安下庄中学校

谷村　昴(2) 16.3(+2.4) 塩崎　惺(2) 16.6(+2.4) 渡邊　海(2) 16.9(+2.4) 江本　愛(2) 17.3(+1.2) 生田　綾(2) 17.5(+1.2) 藤原　果凛(2) 17.7(+2.4) 林　亜実(2) 19.9(+2.4)

久賀中学校 東和中学校 東和中学校 久賀中学校 大島中学校 安下庄中学校 大島中学校

平本　愛莉(2) 16.6(+1.2)

東和中学校

山本　未来(3) 15.7(+1.2) 砂田　萌花(3) 15.9(+1.5) 兼田　柚花(3) 16.3(+1.5) 濵野　詩音(3) 16.4(+1.2) 藤本　穂乃佳(3) 16.9(+1.2) 石村　円(3) 17.1(+1.5) 山根　未渚(3) 17.4(+1.2) 濵口　瑞穂(3) 17.6(+1.2)

東和中学校 東和中学校 安下庄中学校 久賀中学校 久賀中学校 久賀中学校 大島中学校 大島中学校

7月7日
中学2年女子100mA 

風：-0.7

8位

7月7日 中学1年女子100mA

7月7日
中学3年女子100mA 

風：+0.3

7月7日 中学女子200m

7月7日 中学女子400m

7月7日 中学女子砲丸投(2.721kg)

7月7日 中学女子800m

7月7日 中学2・3年女子1500m

7月7日
中学女子100mH(0.762m) 

風：+1.2

7月7日 中学女子4X100mR

7月7日 中学1年女子100mB

7月7日 中学1年女子1500m

7月7日 中学2年女子100mB

7月7日 中学女子走高跳

7月7日 中学女子走幅跳

7月7日 中学3年女子100mB

令和元年度大島郡陸上競技大会 【19350704】 競技結果一覧表（中学女子）
周防大島町陸上競技場 【354060】 

2019/07/07 ～ 2019/07/07
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


