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種目

波多野　佑太(　) 12.1(-0.2) 戎崎　達哉(　) 12.5(-0.3)

創新AC 個人

野村　大渡(　) 4:21.5 兼重　仁彦( ) 4:23.0 阿部　正也(　) 4:36.1 大下　和広(　) 4:46.7

宇部市陸協 宇部市役所 宇部興産 宇部興産

中本　亮太郎(　) 15:31.5 兼重　仁彦( ) 16:02.4 野村　大渡(　) 16:33.0 大下　和広(　) 17:02.4 伊賀　雅彦(　) 17:20.1 奥田　康久(　) 17:57.3 井伊　暢宏(　) 18:10.4 福増　紀雄(　) 18:51.8

宇部興産 宇部市役所 宇部市陸協 宇部興産 やまぐち県酪 宇部興産 宇部興産 宇部興産

佐藤　拓海(　) 6m40(-0.1)

白銀AC

秋貞　亮太(2) 11.4(-0.2) 中村　壮(2) 11.5(-0.2) 篠澤　麦(3) 11.6(-0.2) 田中　智基(3) 11.8(-0.2) 高橋　知優(1) 12.0(+0.2)

宇部工高 小野田高 慶進高 宇部工高 宇部鴻城高

國重　佑太(3) 11.8(+0.2) 清水　武人(2) 12.0(+0.2)

宇部工高 宇部工高

重岡　直弥(2) 11.8(-0.3)

小野田高

阿座上　貴大(3) 52.1 重岡　直弥(2) 53.6 三上　竜太(3) 53.9 江口　怜音(3) 54.2 田中　魁(3) 55.8 平川　凌士(2) 55.9 眞鍋　咲耶(2) 56.0

宇部高 小野田高 宇部工高 宇部工高 宇部鴻城高 宇部高 宇部西高

庄司　拓海(2) 55.8 田中　智基(3) 56.0

宇部鴻城高 宇部工高

山野　力(3) 4:09.2 関野　稜介(2) 4:14.5 三上　竜太(3) 4:16.1 藤野　隼也(2) 4:18.4 波多野　佑大(3) 4:21.2 富永　勘太(2) 4:21.7 片岡　優斗(2) 4:26.5 小西　壮(2) 4:26.7

宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部工高 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

山野　力(3) 15:27.0 関野　稜介(2) 15:49.8 藤井　亮太朗(2) 15:55.6 波多野　佑大(3) 15:58.4 小西　壮(2) 16:00.1 富永　勘太(2) 16:30.9 片岡　優斗(2) 16:42.6 野上　永遠(2) 17:24.6

宇部鴻城高 宇部鴻城高 宇部工高 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 45.7 宇部鴻城高 45.7 宇部鴻城高 46.0 小野田高 46.3 宇部工高 46.7 宇部鴻城高 47.0 宇部高 47.5 慶進高 48.1

藤井　雅彦(2) 岩本　大樹(3) 城戸　翔(2) 畠中　凌成(2) 江口　怜音(3) 庄司　拓海(2) 豊田　直弥(2) 井上　磨仁(2)

清水　武人(2) 秋枝　温大(3) 月足　聡一朗(2) 中村　壮(2) 田中　智基(3) 梅田　哉汰(3) 兼光　雄希(1) 篠澤　麦(3)

山本　裕太郎(1) 手嶋　大樹(3) 田村　蓮(1) 竹本　竜也(2) 國重　佑太(3) 南　朱利(1) 城西　渉太(2) 入井　協平(2)

秋貞　亮太(2) 田中　魁(3) 藤永　洋介(2) 重岡　直弥(2) 西村　怜(3) 高橋　知優(1) 遠入　野生(2) 弘中　歩(2)

宇部鴻城高 2:05.7 宇部工高 2:06.5 宇部工高 2:08.8 小野田高 2:09.4 宇部高 2:09.7 宇部鴻城高 2:09.9 宇部工高 2:10.1 小野田高 2:13.8

岩本　大樹(3) 山本　裕太郎(1) 佐藤　竜翔(1) 小坂　佑典(2) 兼光　雄希(1) 高橋　知優(1) 西村　怜(3) 中村　恒介(2)

秋枝　温大(3) 秋貞　亮太(2) 國重　佑太(3) 恵美須　智矢(2) 豊田　直弥(2) 月足　聡一朗(2) 斉藤　蓮(1) 竹本　竜也(2)

梅田　哉汰(3) 藤井　雅彦(2) 江口　怜音(3) 畠中　凌成(2) 城西　渉太(2) 城戸　翔(2) 田中　智基(3) 吉田　空(2)

田中　魁(3) 藤井　亮太朗(2) 清水　武人(2) 重岡　直弥(2) 遠入　野生(2) 片岡　優斗(2) 三上　竜太(3) 中村　壮(2)

竹本　竜也(2) 1m80 原田　和熙(2) 1m60 兼子　暁也(1) 1m25

小野田高 厚狭高 厚狭高

中村　壮(2) 5m53(+0.2) 國廣　翔矢(1) 5m52(+0.2) 畠中　凌成(2) 5m32(-0.1) 畑田　亮弥(3) 5m27(-0.3) 尾木　健人(2) 5m20(+0.4) 竹本　竜也(2) 5m13(-0.7) 入井　協平(2) 5m03(-0.4) 倉重　秀成(1) 4m70(0.0)

小野田高 宇部鴻城高 小野田高 宇部中央高 宇部中央高 小野田高 慶進高 厚狭高

梶川　佑(2) 12m69 小坂　佑典(2) 9m19

宇部高 小野田高

中村　恒介(2) 36m57 山本　海斗(3) 34m96 小坂　佑典(2) 30m16 國 廣　優太(3) 28m49 青木　智哉(1) 20m00

小野田高 宇部西高 小野田高 宇部西高 小野田高

吉田　空(2) 35m93

小野田高
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