
会場　　　呉市総合スポーツセンター陸上競技場

主催　　  呉市中学校体育連盟

審判長   前　義久

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

100 12.29 12.49 12.71 12.81 12.94 13.03 13.07 13.10

10/17 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -0.9

200 24.77 26.33 26.58 26.64 26.66 26.82 27.45 27.58

10/17 -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -0.7 -1.5 -1.4

400 1:05.74 1:07.88 1:08.86

10/17

800 2:18.91 2:20.32 2:26.89 2:27.15 2:31.12 2:37.79 2:37.86 2:39.04

10/17

1500 4:31.62 4:40.76 4:43.38 4:49.31 4:52.07 4:56.55 4:56.72 4:58.15

10/17

3000 9:46.63 10:05.27 10:18.66 10:54.01 10:54.02 10:56.47 11:11.75 11:35.81

10/17

110Ｈ 19.14 23.29 23.86

10/17 -1.3 -1.3 -1.3

4×100Ｒ 50.08 1 50.95 1 52.01 1 52.41 1 52.64 1 53.14 1 53.15 1 54.85 1

10/17 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

HJ 1.45 1.45 1.35 1.30 1.25

10/17 1位 2位 3位 4位 5位

LJ 4.98 4.91 4.88 4.38 3.96 3.73 3.55 3.45

10/17 +0.6 -0.2 -0.4 -0.3 -1.6 -1.3 -0.4 +0.3

SP5kg 7.30 6.85 6.61 4.95

10/17

男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子

８

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

鶴井　和毅 東　舜也 西本　倖太

呉中央中 (2) 白岳中 (2) 両城中 (2) 横路中 (2) 広中央中 (1) 横路中 (2) 昭和中 (2)

鶴井　和毅

６ ７

阿賀中 (1)

令和2年　10月17日 大会名 呉市中学校陸上競技新人大会（男子）

種目/月日
1 ２ ３ ４ ５

白岳中 (2) 両城中 (2) 横路中 (2) 広中央中 (1) 阿賀中 (1) 安浦中 (1) 昭和中 (2)

東　舜也 西本　倖太 松垣　昊汰 上垣内　壱太 増田　正太郎 安達　慧海

下村　拓巳 上垣内　壱太 松垣　昊汰 増田　正太郎 坂田　健太

氏　名

阿賀中 (2) 和庄中 (1) 川尻中 (1)

濱下　凱慎 竹原　侑希 花田　心人

坂田　健太

呉中央中 (2)

大谷　悠真 原　安志

横路中 (2) 安浦中 (1) 吉浦中 (2) 吉浦中 (2) 川尻中 (1) 吉浦中 (1) 横路中 (2) 広中央中 (1)

高津　ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ　ｷﾞﾘｴﾙﾒ　圭次 松本　朔哉 中川　康太 中川　健太 橋本　将汰 門前　地洋

呉中央中 (1)

北橋　珠羽 森野　哩気 曽我　優皇 村上　昇 小松　樹 古里　悠悟

北橋　珠羽 高津　ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ　ｷﾞﾘｴﾙﾒ　圭次 松本　朔哉 森野　哩気 曽我　優皇 橋本　将汰 中川　健太 倉橋　征己

松田　茄樹 小野　慎

吉浦中 (2) 昭和北中 (1)

山本　大和 溝口　虎太郎 岡村　裕正

白岳中 (2) 横路中 (2) 安浦中 (1) 広中央中 (2) 仁方中 (2) 川尻中 (1)

白岳中 (2) 広中央中 (2) 仁方中 (2) 白岳中 (2) 呉中央中 (2) 阿賀中 (2) 広中央中 (1)

横路中 (2) 呉中央中 (2) 昭和北中 (1)

安浦中 和庄中

遠藤　優空 鍋野　大地 岡村　裕正 溝口　虎太郎 松野　翔 花高　元輝 安本　陸真

横路中 白岳中 昭和北中 呉中央中 阿賀中 吉浦中

藤川　拓大

下村　拓巳 木下　遥斗 久保　修吾 鶴井　和毅 増田　正太郎 白川　潮 安達　慧海 開内　伴流

岩本　智陽 藤川　囲音

松垣　昊汰 東　舜也 作田　貴裕 銭谷　康太郎 古里　悠悟 中川　康太 松本　朔哉 大賀　大夢

山本　大和 大田黒　隼也 神田　響生 川本　蒼一郎 濱下　凱慎 中川　健太

昭和北中 (2) 横路中 (2) 横路中 (2) 川尻中 (1) 昭和北中 (2)

神田　響生 遠藤　優空 永田　煌明 村上　慎乃介 名塩　健一

山王　柊哉 西条　玲音

東畑中 (2) 横路中 (2) 昭和中 (2) 東畑中 (2) 和庄中 (1) 倉橋中 (1) 横路中 (2) 広中央中 (1)

岩土　悠哉 下村　拓巳 コルソン　采史也 池田　大晟 藤川　囲音 黒田　海斗

音戸中 (2) 豊浜中 (1) 昭和北中 (1) 昭和北中 (1)

長谷　琉聖 浅田　拓登 須田　翔太 水谷　天紀



会場　　　呉市総合スポーツセンター陸上競技場

主催　　  呉市中学校体育連盟

審判長   前　義久

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

100 13.42 13.90 14.11 14.18 14.37 14.39 14.53 14.58

10/17 -1.6 -1.6 -1.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -1.6

200 27.79 29.47 29.85 30.12 30.25 31.14 31.21 31.60

10/17 -1.7 -1.7 -1.7 -0.5 -1.7 -1.7 -0.5 -0.5

800 2:37.78 2:37.80 2:39.09 2:40.09 2:41.86 2:45.36 2:47.06 2:48.98

10/17

1500 5:30.29 5:31.50 5:33.32 5:33.66 5:42.28 5:48.75 5:49.20 5:50.84

10/17

100Ｈ 20.37 21.76 21.84

10/17 -1.8 -1.8 -1.8

4×100Ｒ 54.33 56.55 56.87 57.16 57.46 57.91 58.55 59.65

10/17 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

HJ 1.40 1.25 1.15 1.10 1.10

10/17 1位 2位 3位 4位 5位

LJ 4.59 4.19 4.10 3.95 3.91 3.89 3.74 3.58

10/17 +0.4 +0.5 -0.5 -0.6 -0.4 -0.4 -0.8 +0.4

SP2.7kg 8.52 7.22 7.07 6.92 6.89 6.35 6.19 4.36

10/17 昭和北中 (2) 倉橋中 (1) 阿賀中 (2) 昭和北中 (2) 横路中 (2) 横路中 (2) 豊浜中 (2) 白岳中 (2)

安浦中 (2) 阿賀中 (1) 仁方中 (2) 横路中 (1) 阿賀中 (2) 仁方中 (1) 横路中 (2) 阿賀中 (2)

三田　果穂 濵　鈴奈 中村　友菜 瀬尾　圭稀 大江　芭奈 竹内　慶 首藤　葵 前　侑李

昭和北中 (2) 豊浜中 (2) 横路中 (1) 川尻中 (1) 川尻中 (1)

川西　彩月 信岡　彩瑚 高垣　凛 宮田　花音 好川　望美 北川　奈々美 渡邉　珠寧 高松　夏葉

平　美月 川口　心菜 好川　望美 西尾　桃香 濵根　果穂 友池　愛美 佐野　花穂 北川　奈々美

塚本　珠生 浅田　玲菜 多尾田　樹莉 竹内　愛美 佐藤　瑠香

塚本　珠生 藤原　愛心 信岡　彩瑚 宮田　花音 川端　彩聖 内冨　桃菜 大栗　奈那子 広瀬　瑞姫

古和　くるみ 河野　愛織 高松　夏葉 多尾田　樹莉 中野　美宇 大門　菜名 甲斐切　麗桜 高垣　凛

昭和北中 安浦中 阿賀中 横路中 両城中 白岳中 和庄中 仁方中

三田　果穂 川西　彩月 板田　汐莉 濱野　世菜 小松　優羽 濵元　咲希 清老　愛唯 渡邉　莉憂音

西尾　桃香 多尾田　樹莉 西村　希里奈

横路中 (2) 横路中 (1) 横路中 (1)

山下　夢月 山瀬　優 藤畝　花実 浦﨑　菜花 池田　椿 木村　楓 松本　栞奈 立花　理奈

東畑中 (1) 広中央中 (2) 横路中 (1) 和庄中 (1) 広中央中 (1) 仁方中 (2) 白岳中 (2) 川尻中 (1)

浦﨑　菜花 山下　夢月 上原　莉菜 山瀬　優 廣崎　夢音 木村　楓 藤畝　花実 松本　栞奈

和庄中 (1) 東畑中 (1) 昭和北中 (2) 広中央中 (2) 昭和北中 (1) 仁方中 (2) 横路中 (1) 白岳中 (2)

好川　望美 内冨　桃菜

安浦中 (2) 和庄中 (2) 白岳中 (1) 阿賀中 (1) 両城中 (2) 和庄中 (1) 阿賀中 (2) 白岳中 (2)

女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子

藤原　愛心 清老　愛唯 塚本　珠生 中野　美宇 友池　愛美 平　美月 信岡　彩瑚 川西　彩月

安浦中 (2) 和庄中 (2) 昭和北中 (2) 両城中 (1) 白岳中 (1) 昭和北中 (1) 阿賀中 (1) 安浦中 (2)

藤原　愛心 清老　愛唯 友池　愛美 板田　汐莉 川端　彩聖 大栗　奈那子

６ ７ ８

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

令和2年　10月17日 大会名 呉市中学校陸上競技新人大会（女子）

種目/月日
1 ２ ３ ４ ５


