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弘中　孝太 11.6(-0.1) 波多野　佑太(33) 12.3(-0.2)

小倉SAT 創新塾A.C.

石田　晃己(4) 4:31.1 兼俊　雄太(4) 4:51.0

宇部高専 宇部高専

石田　晃己(4) 10:14.2

宇部高専

伊賀　雅彦 10:39.6

やまぐち県酪

佐々木　翔太郎 5m68(+0.2)

小野田工高教員

佐々木　翔太郎 12m14(-0.1)

小野田工高教員

柏村　伸之介 40m66

宇部市陸協

秋貞　亮太(2) 11.7(-0.1) 中村　壮(2) 11.8(-0.1) 遠入　野生(2) 11.9(-0.2) 月足　聡一郎(2) 12.0(-0.1) 山本裕太郎(1) 12.4(+0.2) 柳　健人(2) 12.5(-0.1)

宇部工高 小野田高 宇部高 宇部鴻城高 宇部工高 小野田工高

清水　武人(2) 12.4(-0.2) 南　朱利(1) 12.5(-0.2)

宇部工高 宇部鴻城高

田村　蓮(1) 12.4(-0.1)

宇部鴻城高

月足　聡一郎(2) 23.6(-0.2) 遠入　野生(2) 24.0(-0.3) 春永　将臣(2) 24.3(-0.2) 重岡　直弥(2) 24.3(-0.2) 田村　蓮(1) 24.5(-0.2) 山本裕太郎(1) 24.9(-0.3) 眞鍋　咲耶(2) 25.3(-0.3) 清水　武人(2) 25.5(-0.5)

宇部鴻城高 宇部高 小野田工高 小野田高 宇部鴻城高 宇部工高 宇部西高 宇部工高

城戸　翔(2) 25.5(-0.2)

宇部鴻城高

重岡　直弥(2) 54.4 春永　将臣(2) 54.9 柳　健人(2) 55.2 藤井　雅彦(2) 57.5 庄司　拓海(2) 59.0 井上　磨仁(2) 59.1 城西　渉太(2) 59.4 藤本　翔太(1) 1:00.1

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

阿座上　貴大(2) 2:00.3 三上　竜太(3) 2:01.0 藤井亮太朗(2) 2:01.4 芝田　悠人(2) 2:14.8 矢代　千尋(3) 2:15.7 田中　偉久(1) 2:17.9 林　駿佑(1) 2:20.4 城石　紘希(3) 2:20.7

宇部高 宇部工高 宇部工高 宇部高 宇部高専 宇部高 宇部高専 宇部高専

三上　竜太(3) 4:16.9 藤井亮太朗(2) 4:25.7 岡田　公輔(2) 4:34.7 髙坂　琉稀(2) 4:37.9 村田　桂晨(1) 4:38.7 芝田　悠人(2) 4:42.3 田中　偉久(1) 4:47.5 松尾　圭祐(1) 4:49.0

宇部工高 宇部工高 宇部工高 小野田工高 宇部高専 宇部高 宇部高 慶進高

富永　勘太(2) 9:20.0 藤野　隼也(2) 9:26.6 片岡　優斗(2) 9:31.0 岩﨑　良祐(2) 9:44.4 小林　寛多(2) 9:48.5 髙坂　琉稀(2) 9:56.2 野上　永遠(2) 9:57.8 正路　颯(1) 10:00.9

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 小野田工高 宇部鴻城高 宇部鴻城高

恵美須　智矢(2) 17.6 小田村　匠馬(2) 19.2

小野田高 宇部高

秋貞　亮太(2) 1:01.7 中村　壮(2) 1:01.8 眞鍋　咲耶(2) 1:02.7 恵美須　智矢(2) 1:06.7 小田村　匠馬(2) 1:07.0

宇部工高 小野田高 宇部西高 小野田高 宇部高

河野　颯太(2) 10:53.4 岡田　公輔(2) 11:03.7 沖村　俊之介(2) 11:50.8 中野　駿(2) 12:32.2

宇部高専 宇部工高 小野田高 小野田工高

小野田高 45.8 宇部工高 45.9 宇部高 47.2 宇部鴻城高 47.7 小野田工高 48.4 小野田高 48.6 慶進高 49.4 厚狭高 53.1

恵美須　智矢(2) 藤井　雅彦(2) 豊田　直弥(2) 庄司　拓海(2) 磯部　優貴(2) 藤本　翔太(1) 国広　大樹(1) 倉重　秀成(1)

中村　壮(2) 清水　武人(2) 遠入　野生(2) 髙橋　知優(1) 春永　将臣(2) 小坂　佑典(2) 井上　磨仁(2) 今橋　春(1)

竹本　竜也(2) 山本裕太郎(1) 兼光　雄希(1) 南　朱利(1) 柳　健人(2) 吉田　空(2) 入井　協平(2) 栗原　葵(1)

重岡　直弥(2) 秋貞　亮太(2) 小田村　匠馬(2) 國廣　翔矢(1) 田中　崇奨(1) 中村　恒介(2) 弘中　歩(2) 桜井　洸太朗(1)

平成30年度宇部市陸上競技選手権大会　兼　宇部市近郷高等学校陸上競技選手権大会 【18350717】 
宇部市陸上競技場 【357080】 
2018/07/22 ～ 2018/07/22

一般男子100m

一般男子1500m

一般男子3000m

一般男子ハンマー投
(7.260kg）

一般男子3000mSC

一般男子走幅跳

高校男子
3000mSC(0.914m)

高校男子
4X100mR

高校男子
400mH(0.914m)

高校男子
1500m

高校男子
3000m

高校男子
800m

高校男子
200m

高校男子
110mH(1.067m) 

風：-0.4

一般男子三段跳

高校男子
100m

高校男子
400m
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平成30年度宇部市陸上競技選手権大会　兼　宇部市近郷高等学校陸上競技選手権大会 【18350717】 
宇部市陸上競技場 【357080】 
2018/07/22 ～ 2018/07/22

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

宇部鴻城高 3:36.6 宇部工高 3:41.1 小野田高 3:41.9 宇部高 3:46.1 小野田高 3:59.8 慶進高 4:00.9

庄司　拓海(2) 藤井　雅彦(2) 重岡　直弥(2) 豊田　直弥(2) 藤本　翔太(1) 井上　磨仁(2)

月足　聡一郎(2) 藤井亮太朗(2) 中村　壮(2) 遠入　野生(2) 中村　恒介(2) 入井　協平(2)

城戸　翔(2) 清水　武人(2) 竹本　竜也(2) 小田村　匠馬(2) 小坂　佑典(2) 弘中　歩(2)
田村　蓮(1) 秋貞　亮太(2) 吉田　空(2) 兼光　雄希(1) 恵美須　智矢(2) 若松　和輝(2)
竹本　竜也(2) 1m75 黒田　直人(2) 1m55
小野田高 新南陽高
尾木　健人(2) 5m26(+0.4) 國廣　翔矢(1) 5m15(+0.1) 入井　協平(2) 5m09(-0.3) 田中　崇奨(1) 4m17(+0.1)
宇部中央高 宇部鴻城高 慶進高 小野田工高
竹本　竜也(2) 11m92(+0.1)
小野田高
小坂　佑典(2) 9m22 堅田　佑都(2) 6m78
小野田高 小野田工高
中村　恒介(2) 35m73 小坂　佑典(2) 28m95 吉田　空(2) 19m56 堅田　佑都(2) 19m04
小野田高 小野田高 小野田高 小野田工高
吉田　空(2) 44m45 中村　恒介(2) 41m56
小野田高 小野田高

凡例  *TK:着差あり

高校男子
やり投(800g)

高校男子
砲丸投

高校男子
円盤投(1.750kg)

高校男子
走幅跳

高校男子
三段跳

高校男子
4X400mR

高校男子
走高跳


