
ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　勇
跳 躍 審 判 長 中村　勇
投 て き 審 判 長 中村　勇
招 集 所 審 判 長 中村　勇
記 録 主 任 伊藤　健二

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
所属 宇部市陸協
氏名 大田　智亮(　)
記録 13.3
所属 山口市陸協
氏名 松岡　洸弥(　)
記録 57.3
所属 AC小野田 宇部興産 宇部市陸協 宇部興産 宇部興産 宇部市陸協
氏名 藤重　拓人 林　啓二(　) 野村　大渡(　) 大下　和広(　) 阿部　正也(　) 成重　翔平(　)
記録 4:20.8 4:25.6 4:26.0 4:43.7 4:52.6 5:30.6
所属 宇部市陸協 宇部市陸協 宇部興産 宇部興産 宇部興産 宇部市陸協 宇部市陸協 宇部興産
氏名 吉永　拓磨(　) 野村　大渡(　) 大下　和広(　) 林　啓二(　) 阿部　正也(　) 渡邉　隆志(　) 繁永　博行(　) 井伊　暢宏(　)
記録 16:19.1 16:20.6 16:32.2 16:42.7 17:19.4 17:28.3 17:48.7 17:58.8
所属 白銀AC
氏名 佐藤　拓海(　)
記録 6m59(+1.8)

平成２9年度　第３3回　宇部リレーカーニバル　決勝一覧

日時　平成29年6月3日（土） 会場　宇部市陸上競技場 主催　（公財）宇部市体育協会
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跳 躍 審 判 長 中村　勇
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記 録 主 任 伊藤　健二
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平成２9年度　第３3回　宇部リレーカーニバル　決勝一覧

日時　平成29年6月3日（土） 会場　宇部市陸上競技場 主催　（公財）宇部市体育協会

所属 宇部高 慶進高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高
氏名 春田　和人(3) 篠澤　麦(2) 手嶋　大樹(2) 二宮　匠海(3) 武波　雅史(3) 秋枝　温大(2)
記録 11.5(-1.0) 11.7(-1.0) 11.7(-1.0) 11.8(-0.7) 11.9(-1.0) 12.0(-0.7)
所属 宇部高 宇部高
氏名 遠入　野生(1) 西村　悠真(2)
記録 11.9(+0.3) 12.0(-1.0)
所属 慶進高 小野田工高 宇部高 宇部高 宇部高 小野田工高 小野田工高
氏名 篠澤　麦(2) 遠矢　塁(2) 松本　佳祐(2) 平川　凌士(1) 渡邉　直也(2) 森山　利伸(2) 村田　龍哉(2)
記録 55.8 56.8 57.4 58.3 58.7 59.1 1:01.1
所属 宇部西高
氏名 眞鍋　咲耶(1)
記録 58.3
所属 宇部高 宇部工高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部高
氏名 阿座上　貴大(2) 三上　健太(3) 波多野　佑大(2) 本永　晃嗣(3) 三上　竜太(2) 上田　衛(3) 藤井　亮太朗(1) 渡邉　直也(2)
記録 4:13.2 4:15.9 4:20.1 4:21.0 4:22.4 4:25.9 4:29.4 4:31.0
所属 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部鴻城高 宇部鴻城高
氏名 山野　力(2) 森宗　渚(3) 樽床　慧人(3) 藤野　隼也(1) 小西　壮(1) 三上　竜太(2) 富永　勘太(1) 沖本　和士(3)
記録 15:23.7 15:42.5 16:03.5 16:24.4 16:27.2 16:35.6 16:54.5 17:13.4
所属 宇部鴻城A 宇部工高Z 宇部鴻城高B 宇部工高S 宇部高A 小野田高A 宇部鴻城高C 宇部工高M

手嶋　大樹(2) 渡辺　航太(3) 秋枝　温大(2) 田中　智基(2) 脇坂　真司(2) 恵美須　智矢(1) 田中　一洋(3) 管長　誠大(3)
二宮　匠海(3) 佐々木　蓮(3) 武波　雅史(3) 西村　怜(2) 西村　悠真(2) 重岡　直弥(1) 梅田　哉汰(2) 三上　健太(3)
岩本　大樹(2) 川道　一真(3) 田中　魁(2) 國重　佑太(2) 遠入　野生(1) 竹本　竜也(1) 渡邊　統太(3) 岡田　一寿(3)
正路　悠(3) 小林　千紘(3) 佐東　直樹(3) 江口　怜音(2) 小田村　匠馬(1) 中村　壮(1) 城戸　翔(1) 三上　竜太(2)

記録 44.7 45.7 46.3 46.4 46.7 47.6 48.4 48.9
所属 宇部中央高A

畑田　亮弥(2)
尾木　健人(1)
日浦　祐哉(3)
井上　拓海(3)

記録 48.9
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平成２9年度　第３3回　宇部リレーカーニバル　決勝一覧

日時　平成29年6月3日（土） 会場　宇部市陸上競技場 主催　（公財）宇部市体育協会

所属 宇部鴻城高A 宇部鴻城高B 宇部工高K 宇部工高T 宇部鴻城高C 小野田工A 慶進高 小野田高A
田中　魁(2) 手嶋　大樹(2) 川道　一真(3) 國重　佑太(2) 城戸　翔(1) 中村　彩斗(2) 伊藤　克樹(2) 畠中　凌成(1)

二宮　匠海(3) 岩本　大樹(2) 三上　健太(3) 江口　怜音(2) 渡邊　統太(3) 春永　将臣(1) 清島　翔(2) 杉　凌佑(3)
正路　悠(3) 秋枝　温大(2) 佐々木　蓮(3) 三上　竜太(2) 田中　一洋(3) 森山　利伸(2) 篠澤　麦(2) 中村　壮(1)

武波　雅史(3) 梅田　哉汰(2) 小林　千紘(3) 田中　智基(2) 佐東　直樹(3) 遠矢　塁(2) 坂井　海斗(2) 重岡　直弥(1)
記録 2:04.3 2:05.5 2:09.8 2:10.0 2:12.4 2:14.8 2:15.4 2:16.7
所属 小野田高 厚狭高 宇部高 小野田高 宇部高
氏名 竹本　竜也(1) 原田　和熙(1) 小田村　匠馬(1) 吉田　空(1) 川建　龍ノ介(2)
記録 1m70 1m60 1m55 1m55 1m50
所属 宇部工高 宇部工高 宇部中央高 宇部中央高 宇部中央高 小野田工高 小野田工高 小野田高
氏名 川道　一真(3) 小林　千紘(3) 畑田　亮弥(2) 尾木　健人(1) 井上　拓海(3) 田中　亨汰(2) 三重野　颯斗(2) 畠中　凌成(1)
記録 5m44(+1.3) 5m31(+2.8) 5m13(+1.2) 5m04(+1.4) 4m92(+0.7) 4m72(+0.1) 4m23(+4.2) 4m17(+0.1)
備考 公認記録なし 公認記録なし
所属 宇部高 香川高 小野田高 小野田工高 厚狭高 小野田工高
氏名 梶川　佑(1) 増本　大聖(2) 小坂　佑典(1) 髙森　真郁(2) 大谷　璃斗(1) 堅田　佑都(1)
記録 11m87 9m15 8m18 8m11 7m72 6m21
所属 宇部西高 宇部西高 小野田高 宇部工高 宇部西高 小野田高 宇部工高 小野田高
氏名 山本　海斗(2) 國 廣　優太(2) 中村　恒介(1) 渡壁　芳貴(3) 川上　昴佑(1) 小坂　佑典(1) 佐々木　蓮(3) 杉　凌佑(3)
記録 29m55 24m16 23m68 23m61 20m95 17m42 16m62 14m39
所属 香川高 香川高 小野田高 宇部工高 厚狭高 厚狭高
氏名 鶴井　大知(3) 増本　大聖(2) 吉田　空(1) 寺本　和真(3) 大谷　璃斗(1) 石本　翔大(1)
記録 51m70 42m55 31m74 24m22 20m93 7m82
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