
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 黒石中 上宇部中 厚南中 東岐波中 厚南中 東岐波中 東岐波中

氏名 浦松　永遠(2) 阪本　朱利(3) 三戸　慶一郎(2) 瀧野　翔(3) 脇坂　和志(2) 佐藤　竜翔(3) 吉本　寛海(3)

記録 12.0(-0.3) 12.4(-0.3) 12.5(-0.3) 12.6(0.0) 12.9(-0.3) 13.0(-0.3) 13.1(0.0)

所属 常盤中

氏名 春田　光(3)

記録 13.1(-0.3)

所属 上宇部中

氏名 中野　翔梧(2)

記録 13.1(0.0)

所属 西岐波中 西岐波中 常盤中 藤山中 西岐波中 神原中 常盤中

氏名 斉藤　蓮(3) 末次　拓馬(3) 穐本　慶二郎(2) 新谷　健介(2) 建山　心優(2) 嶋村　拓夢(2) 山本　桜大(1)

記録 1:01.3 1:02.3 1:03.6 1:05.4 1:06.4 1:10.9 1:33.8

所属 西岐波中 上宇部中 常盤中 厚南中 上宇部中 上宇部中 藤山中 東岐波中

氏名 井下　侃(2) 陸　太陽(2) 山本　修也(2) 正路　颯(3) 中山　覚文(2) 檜垣　佳也(2) 畑谷　幸哉(2) 松﨑　遼登(2)

記録 4:41.0 4:46.3 4:50.4 4:52.8 4:54.1 4:56.6 4:57.3 4:59.4

所属 西岐波中 上宇部中 西岐波中 黒石中 上宇部中 藤山中

氏名 藤田　凌(3) 林　大翔(2) 村田　桂晨(3) 石原　駆留(2) 田丸　裕貴(3) 井藤　創太(3)

記録 10:04.7 10:06.7 10:13.8 10:25.6 10:34.7 11:15.1

所属 東岐波中 上宇部中 黒石中 西岐波中A 常盤中A 西岐波中B 藤山中A 常盤中C

井上　篤(3) 中野　翔梧(2) 石原　駆留(2) 笹本　翔太(3) 古越　大暉(1) 上田　輝(3) 五十嵐　杜歩(2) 中尾　蓮(1)

瀧野　翔(3) 阪本　朱利(3) 伊藤　新(2) 尾山　優斗(3) 春田　光(3) 建山　心優(2) 江本　大樹(2) 西浜　弘人(1)

江藤　貴郁(2) 道坂　僚介(3) 笠井　翔貴(2) 夏原　大河(2) 伊藤　公太郎(2) 柳井　洸(1) 畑谷　幸哉(2) 谷村　怜哉(2)

佐藤　竜翔(3) 兼光　雄希(3) 浦松　永遠(2) 斉藤　蓮(3) 田村　朋輝(2) 井下　侃(2) 新谷　健介(2) 河村　一(1)

記録 50.1 50.6 51.1 51.3 52.6 56.0 58.5 1:01.4

所属 東岐波中

氏名 江藤　貴郁(2)

記録 1m45

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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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 厚南中 黒石中 黒石中 上宇部中 藤山中

氏名 國廣　翔矢(3) 笠井　翔貴(2) 伊藤　新(2) 山内　勇輝(1) 五十嵐　杜歩(2)

記録 4m97(+2.6) 4m85(+3.0) 4m73(+2.2) 4m56(+3.0) 4m15(+2.3)

備考 公認記録なし 公認記録なし 公認記録なし 公認3m99(+1.4) 公認記録なし

所属 常盤中 厚南中 神原中 常盤中

氏名 田村　朋輝(2) 河野　岳之(2) 掛橋　奏風(2) 西嶋　海斗(2)

記録 7m89 7m07 6m33 5m91
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