
審 判 長 中村　　勇

記 録 主 任 伊藤　健二

種目

濱田　駿(1) 11.5

山口東京理科大

野村　大渡(　) 4:23.8 林　啓二(　) 4:24.4 大下　和広(　) 4:44.2 斎藤　護(　) 4:54.9 井伊　暢宏(　) 4:55.5 西村　知之(　) 5:19.6 菅本　和彦(　) 5:20.4

宇部市陸協 宇部興産 宇部興産 こぐま保育園 宇部興産 Step 宇部市陸協

野村　大渡(　) 16:29.2 林　啓二(　) 16:48.0 大下　和広(　) 16:50.8 久保田　真司(　) 17:55.0 井伊　暢宏(　) 18:14.3 田邉　雄一郎(　) 18:26.6 福田　圭司(　) 18:36.7 菅本　和彦(　) 19:21.2

宇部市陸協 宇部興産 宇部興産 個人 宇部興産 宇部興産 海響AC 宇部市陸協

秋貞　亮太(3) 11.5(+1.1) 山本　浩平(1) 11.7(-1.0) 山本　裕太郎(2) 11.8(+0.6) 藤井　雅彦(3) 11.8(+2.0) 清水　武人(3) 11.9(+0.6) 冨崎　克宏(2) 11.9(-1.0) 佐藤　竜翔(2) 11.9(-1.0) 兼光　雄希(2) 11.9(0.0)

宇部工高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部工高 宇部工高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部高

藤井　亮太朗(3) 54.3 井上　磨仁(3) 55.5 兼光　雄希(2) 56.0 庄司　拓海(3) 56.2 中野　翔梧(1) 56.2 冨崎　克宏(2) 56.9 大久保　遥生(3) 57.6 岡本　開登(1) 59.0

宇部工高 慶進高 宇部高 宇部鴻城高 小野田高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部鴻城高

関野　稜介(3) 4:08.3 藤井　亮太朗(3) 4:10.1 藤野　隼也(3) 4:15.7 田中　遼(1) 4:21.9 富永　勘太(3) 4:22.2 小松　星斗(1) 4:26.7 陸　太陽(1) 4:28.2 小林　寛多(3) 4:29.2

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 宇部鴻城高

富永　勘太(3) 16:11.0 藤田　凌(2) 16:15.5 小林　寛多(3) 16:31.7 林　大翔(1) 17:18.0 平岡　知大(1) 17:49.3 越智　陽人(1) 18:03.9

宇部鴻城高 宇部高 宇部鴻城高 宇部高 宇部高 宇部高

宇部工 46.9 宇部工 47.1 小野田 47.7 宇部鴻城 48.6 宇部 49.0 厚狭 50.0

山本　裕太郎(2) 宮野　泰知(1) 池田　健(1) 矢野　一輝(1) 脇坂　和志(1) 栗原　葵(2)

斉藤　蓮(2) 秋貞　亮太(3) 中野　翔梧(1) 岡本　開登(1) 兼光　雄希(2) 西村　雄陸(1)

藤井　雅彦(3) 新谷　健介(1) 重岡　隼都(1) 井上　千輝(1) 岡野　友哉(2) 佐藤　瞭(1)

清水　武人(3) 佐藤　竜翔(2) 佐藤　元(1) 岡村　直哉(3) 相馬　勇介(1) 松原　快(1)

宇部工 2:08.6 宇部工 2:11.9 慶進 2:12.1 宇部鴻城 2:12.6 小野田 2:17.8 宇部 2:18.0 厚狭 2:21.8 宇部中央 2:25.8

佐藤　竜翔(2) 岡本　和希(3) 三谷　一翔(1) 藤永　祥介(3) 池田　健(1) 脇坂　和志(1) 西村　雄陸(1) 三戸　茉優(3)

清水　武人(3) 秋貞　亮太(3) 入井　協平(3) 月足　聡一朗(3) 重岡　隼都(1) 相馬　勇介(1) 松原　快(1) 金沖　巧望(3)

大久保　遥生(3) 斉藤　蓮(2) 松尾　圭祐(2) 井上　千輝(1) 藤本　翔太(2) 田村　慎之介(1) 兼子　暁也(2) 藤江　樹音(3)

藤井　亮太朗(3) 藤井　雅彦(3) 井上　磨仁(3) 庄司　拓海(3) 中野　翔梧(1) 兼光　雄希(2) 栗原　葵(2) 尾木　健人(3)

秋貞　亮太(3) 6m12(+0.2) 山本　裕太郎(2) 5m64(+0.8) 田村　蓮(2) 5m53(+1.3) 入井　協平(3) 5m43(+0.9) 尾木　健人(3) 5m39(+0.4) 清水　武人(3) 5m16(-0.1) 中野　翔梧(1) 5m15(+0.5) 池田　健(1) 5m05(+0.9)

宇部工高 宇部工高 宇部鴻城高 慶進高 宇部中央高 宇部工高 小野田高 小野田高

中崎　愛登(1) 6m65

宇部商高

中村　恒介(3) 42m10

小野田高

岡村　直哉(3) 44m31 中崎　愛登(1) 26m94 西村　雄陸(1) 24m38

宇部鴻城高 宇部商高 厚狭高
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第３５回宇部リレーカーニバル 【19350703】 
宇部市陸上競技場 【354080】 
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