
北海道代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 滝本　千晶 ﾀｷﾓﾄ ﾁｱｷ

指導者 藤村　勝江 ﾌｼﾞﾑﾗ　ｶﾂｴ

指導者 島崎　鶴松 ｼﾏｻﾞｷ ﾂﾙﾏﾂ

指導者 成田　誠一 ﾅﾘﾀ ｾｲｲﾁ

支援コーチ 山村　　修 ﾔﾏﾑﾗ　ｵｻﾑ

支援コーチ 岡本　三津雄 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｵ

支援コーチ 落宰　公人 ｵﾁｻｲ ﾏｻﾄ

支援コーチ 川内　　涼 ｶﾜｳﾁ ﾘｮｳ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 芳賀 鷹翔 ﾊｶﾞ ﾀｶﾄ 6 室蘭市陸上競技少年団 ムロランシリクジョウキョウギショウネンダン 室蘭陸上少年団

男子4×100ｍR 田中 煌十 ﾀﾅｶ ｷﾗﾄ 6 室蘭市陸上競技少年団 ムロランシリクジョウキョウギショウネンダン 室蘭陸上少年団

男子4×100ｍR 鶴巻 綸太郞 ﾂﾙﾏｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 室蘭市陸上競技少年団 ムロランシリクジョウキョウギショウネンダン 室蘭陸上少年団

男子4×100ｍR 石場 旭 ｲｼﾊﾞ ｱｻﾋ 6 室蘭市陸上競技少年団 ムロランシリクジョウキョウギショウネンダン 室蘭陸上少年団

男子4×100ｍR 喜井 琉翔 ｷｲ ﾘｭｳｼｮｳ 6 室蘭市陸上競技少年団 ムロランシリクジョウキョウギショウネンダン 室蘭陸上少年団

男子5年100m 福村 優大 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ 5 千歳陸上少年団 チトセリクジョウショウネンダン 千歳陸上少年団

男子6年100m 工藤 翔大 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 6 北海道ハイテクACアカデミー ホッカイドウハイテクACアカデミー 北海道ﾊｲﾃｸAC

男子80mH 小田 瑠依斗 ｵﾀﾞ ﾙｲﾄ 6 七重陸上教室 ナナエリクジョウキョウシツ 七重陸上教室

男子走高跳 金澤 世凪 ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ 6 知床斜里RC シレトコシャリRC 知床斜里RC

男子走幅跳 富澤 元輝 ﾄﾐｻﾜ ｹﾞﾝｷ 6 中の沢陸上クラブ ナカノサワリクジョウクラブ 中の沢陸上ｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 荒井 瑠海 ｱﾗｲ ﾘｭｳｶﾞ 6 上厚真小学校 カミアツマショウガッコウ 上厚真小学校

女子4×100ｍR 遠藤 聖女 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾅ 6 とんでん．RC トンデン．RC とんでん．RC

女子4×100ｍR 盛田 侑鈴 ﾓﾘﾀ ﾕｽﾞ 6 とんでん．RC トンデン．RC とんでん．RC

女子4×100ｍR 千葉 紅美和 ﾁﾊﾞ ｸﾐﾅ 6 とんでん．RC トンデン．RC とんでん．RC

女子4×100ｍR 中條 紗菜 ﾅｶｼﾞｮｳ ｻﾅ 6 とんでん．RC トンデン．RC とんでん．RC

女子4×100ｍR 笠原 蓮花 ｶｻﾊﾗ ﾊｽｶ 6 とんでん．RC トンデン．RC とんでん．RC

女子5年100m 土谷 花織 ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 5 函館CRS ハコダテCRS 函館CRS

女子6年100m 工藤 凜 ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ 6 釧路共栄陸上クラブ クシロキョウエイリクジョウクラブ 共栄陸上クラブ

女子80mH 斉藤 百南 ｻｲﾄｳ ﾓﾅ 6 とんでん．RC トンデン．RC とんでん．RC

女子走高跳 小田 芭純 ｵﾀﾞ ﾊｽﾐ 6 函館CRS ハコダテCRS 函館CRS

女子走幅跳 青柳 眞子 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾏｺ 6 岩内陸上少年団 イワナイリクジョウショウネンダン 岩内陸上少年団

女子ジャベリックボール投 竹ヶ原 美輝 ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐｷ 6 厚岸レーシングクラブ アッケシレーシングクラブ 厚岸ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ



青森代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 三上　朋子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ

指導者 今　和香子 ｺﾝ ﾜｶｺ

指導者 高樋　菜那 ﾀｶﾋ ﾅﾅ

指導者 鈴木　功也 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ

支援コーチ 須々田　孝聖 ｽｽﾀ ｺｳｾｲ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 外﨑 隼矢 ﾄﾉｻｷ ｼｭﾝﾔ 6 中里ジュニアクラブ ナカサトジュニアクラブ 中里ジュニア

男子4×100ｍR 成田 来河 ﾅﾘﾀ  ﾗｲｶﾞ 6 中里ジュニアクラブ ナカサトジュニアクラブ 中里ジュニア

男子4×100ｍR 鈴木 　龍星 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 6 中里ジュニアクラブ ナカサトジュニアクラブ 中里ジュニア

男子4×100ｍR 荒関 天空 ｱﾗｾｷ ﾃﾝｸｳ 6 中里ジュニアクラブ ナカサトジュニアクラブ 中里ジュニア

男子4×100ｍR 鈴木 力 ｽｽﾞｷ ﾘｷ 5 中里ジュニアクラブ ナカサトジュニアクラブ 中里ジュニア

男子5年100m 小泉 慎之介 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 5 五戸クラブ ゴノヘクラブ 五戸クラブ

男子6年100m 原田 秀憲 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 6 弘前アスリートクラブ ヒロサキアスリートクラブ 弘前AC

男子80mH 佐々木 凜 ｻｻｷ ﾘﾝ 6 福田クラブ フクダクラブ 福田クラブ

男子走高跳 立林　 泰蔵 タテバヤシ タイゾウ 6 致遠クラブ チエンクラブ 致遠クラブ

男子走幅跳 對馬 伊武希 ﾂｼﾏ ｲﾌﾞｷ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

男子ジャベリックボール投 阿部 泉里 ｱﾍﾞ ｾﾝﾘ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

女子4×100ｍR 佐々木 実花 ｻｻｷ ﾐｶ 5 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

女子4×100ｍR 阿保 詩子 ｱﾎﾞ ｳﾀｺ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

女子4×100ｍR 舘下 陽奈乃 ﾀﾃｼﾀ ﾋﾅﾉ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

女子4×100ｍR 多門 凜々子 ﾀﾓﾝ ﾘﾘｺ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

女子4×100ｍR 小山内 優 ｵｻﾅｲ ﾕｳ 5 平川クラブ ヒラカワクラブ 平川クラブ

女子5年100m 松橋 怜奈 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲﾅ 5 車力小学校 シャリキショウガッコウ 車力小学校

女子6年100m 野呂 彩葉 ﾉﾛ ｱﾔﾊ 6 松島小学校 マツシマショウガッコウ 松島小学校

女子80mH 村上 愛琉羽 ﾑﾗｶﾐ ｱﾙﾊ 6 藤崎陸上クラブ フジサキリクジョウクラブ 藤崎陸上Ｃ

女子走高跳 田澤 凜 ﾀｻﾞﾜ ﾘﾝ 5 藤崎陸上クラブ フジサキリクジョウクラブ 藤崎陸上Ｃ

女子走幅跳 奈良 こころ ﾅﾗ ｺｺﾛ 6 鶴田小学校 ツルタショウガッコウ 鶴田小学校

女子ジャベリックボール投 松原 絵菜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾘﾅ 6 風間浦クラブ カザマウラクラブ 風間浦クラブ



岩手代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 山内　弘文 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ

指導者 赤石　光宏 ｱｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ

指導者 阿部　丈二 ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

指導者 照井　太郎 ﾃﾙｲ ﾀﾛｳ

支援コーチ 佐藤　　亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

支援コーチ 小林　　将 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ

支援コーチ 松橋　詞子 ﾏﾂﾊｼ ﾉﾘｺ

支援コーチ 阿部　里美 ｱﾍﾞ ｻﾄﾐ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 平子 新 ﾀｲｺ ｱﾗﾀ 6 盛岡クラブ モリオカクラブ 盛岡クラブ

男子4×100ｍR 菅原 朝日 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｻﾋ 6 盛岡クラブ モリオカクラブ 盛岡クラブ

男子4×100ｍR 遠藤 絆夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾀﾞｶ 6 盛岡クラブ モリオカクラブ 盛岡クラブ

男子4×100ｍR 吉川 颯 ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 6 盛岡クラブ モリオカクラブ 盛岡クラブ

男子4×100ｍR 菅原 歩夢 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 6 盛岡クラブ モリオカクラブ 盛岡クラブ

男子5年100m 菊池 優空 ｷｸﾁ ﾕﾗ 5 遠野北小学校 トオノキタショウガッコウ 遠野北小学校

男子6年100m 葛西 俊仁 ｶｻｲ ｼｭﾝﾄ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

男子80mH 田中 夢臥 ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

男子走高跳 及川 昴 ｵｲｶﾜ ｽﾊﾞﾙ 6 一関南クラブ イチノセキミナミクラブ 一関南クラブ

男子走幅跳 佐々木 真 ｻｻｷ ｼﾝ 6 一関南クラブ イチノセキミナミクラブ 一関南クラブ

男子ジャベリックボール投 阿部 泰和 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 6 若葉小学校 ワカバショウガッコウ 若葉小学校

女子4×100ｍR 高橋 楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

女子4×100ｍR 葛西 咲心 ｶｻｲ ｻｷﾐ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

女子4×100ｍR 浅井 小雪 ｱｻｲ ｺﾕｷ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

女子4×100ｍR 佐々木 未旺 ｻｻｷ ﾐｵ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

女子4×100ｍR 田山 綺星 ﾀﾔﾏ ｷﾗﾘ 5 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾

女子5年100m 矢羽々 苺 ﾔﾊﾊﾞ ﾏｲ 5 仁王クラブ ニオウクラブ 仁王クラブ

女子6年100m 佐々木 陽彩 ｻｻｷ ﾋｶﾘ 6 盛岡KTC モリオカKTC 盛岡KTC

女子80mH 佐藤 唯 ｻﾄｳ ﾕｲ 6 盛岡KTC モリオカKTC 盛岡KTC

女子走高跳 茂庭 ﾅﾐ ﾓﾆﾜ ﾅﾐ 6 一関小学校 イチノセキショウガッコウ 一関小学校

女子走幅跳 石田 美乃里 ｲｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 6 黒沢尻東TC クロサワジリヒガシTC 黒沢尻東TC

女子ジャベリックボール投 吉田 真優 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 6 陸上塾 リクジョウジュク 陸上塾



宮城代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 松本　　治 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ

指導者 松本　浩人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

指導者 伊東　良太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

指導者 飯塚　敏郎 ｲｲｽﾞｶ ﾄｼﾛｳ

支援コーチ 佐々木　幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ

支援コーチ 佐藤　善典 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

支援コーチ 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ

支援コーチ 千葉　なお美 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾐ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 沖元 奏心 ｵｷﾓﾄ ｿｳｼ 5 河北陸上スポーツ少年団 カホクリクジョウスポーツショウネンダン 河北陸上

男子4×100ｍR 今野 俊哉 ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾔ 6 河北陸上スポーツ少年団 カホクリクジョウスポーツショウネンダン 河北陸上

男子4×100ｍR 伊藤 凌空 ｲﾄｳ ﾘｸ 6 河北陸上スポーツ少年団 カホクリクジョウスポーツショウネンダン 河北陸上

男子4×100ｍR 高橋 侑我 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶﾞ 6 河北陸上スポーツ少年団 カホクリクジョウスポーツショウネンダン 河北陸上

男子4×100ｍR 高橋 琉成 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｾ 6 河北陸上スポーツ少年団 カホクリクジョウスポーツショウネンダン 河北陸上

男子5年100m 佐々木 兜牙 ｻｻｷ ﾄｳｷ 5 北方小学校 キタカタショウガッコウ 北方小学校

男子6年100m 佐々木 清翔 ｻｻｷ ｾｲｼｮｳ 6 柳津小学校 ヤナイズショウガッコウ 柳津小学校

男子80mH 渥美 優希 ｱﾂﾐ ﾕｳｷ 6 登米小学校 トヨマショウガッコウ 登米小学校

男子走高跳 佐藤 弘清 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 6 登米市立石森クラブ トメシリツイシモリクラブ 石森クラブ

男子走幅跳 安藤 誠悟 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲｺﾞ 6 白石Ｊｒ．ＴＦＣ シロイシジュニアティーエフシー 白石ＪｒＴＦＣ

男子ジャベリックボール投 古川 優斗 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾄ 6 宮崎リトル山王 ミヤザキリトルサンオウ 宮崎リトル山王

女子4×100ｍR 佐藤 瑠菜 ｻﾄｳ ﾙﾅ 6 仙台陸上倶楽部 センダイリクジョウクラブ 仙台陸上倶楽部

女子4×100ｍR 浅野 結 ｱｻﾉ ﾕｲ 6 仙台陸上倶楽部 センダイリクジョウクラブ 仙台陸上倶楽部

女子4×100ｍR 阿部 愛理 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 6 仙台陸上倶楽部 センダイリクジョウクラブ 仙台陸上倶楽部

女子4×100ｍR 鈴木 恵菜 ｽｽﾞｷ ｴﾅ 6 仙台陸上倶楽部 センダイリクジョウクラブ 仙台陸上倶楽部

女子4×100ｍR 葛岡 晏 ｸｽﾞｵｶ ｱﾝ 6 仙台陸上倶楽部 センダイリクジョウクラブ 仙台陸上倶楽部

女子5年100m 木川 海 ｷｶﾜ ｳﾐ 5 佐沼小学校 サヌマショウガッコウ サヌマショウ

女子6年100m 小野寺 花奈 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 6 志波姫小学校 シワヒメショウガッコウ 志波姫小学校

女子80mH 千葉 史織 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 6 涌谷陸上スポーツ少年団 ワクヤリクジョウスポーツショウネンダン 涌谷陸スポ

女子走高跳 安藤 せれな ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾚﾅ 5 白石Ｊｒ．ＴＦＣ シロイシジュニアティーエフシー 白石ＪｒＴＦＣ

女子走幅跳 佐藤 らん ｻﾄｳ ﾗﾝ 6 白石Ｊｒ．ＴＦＣ シロイシジュニアティーエフシー 白石ＪｒＴＦＣ

女子ジャベリックボール投 棚木 麻心 ﾀﾅｷ ｱｻﾐ 6 蛇田陸上スポーツ少年団 ヘビタリクジョウスポーツショウネンダン 蛇田陸スポ



秋田代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

指導者 鈴木　由佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ

指導者 泉谷　徹 ｲｽﾞﾐﾔ ﾄｵﾙ

指導者 黒澤　隆紀 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾉﾘ

支援コーチ 佐藤　昭彦 ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ

支援コーチ 出口　和嘉　 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ

支援コーチ 柿崎　淳也 ｶｷｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

支援コーチ 瀬田川　奈津子 ｾﾀｶﾞﾜ ﾅﾂｺ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 高田 将弘 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

男子4×100ｍR 高田 英弘 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

男子4×100ｍR 中村 莉久 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

男子4×100ｍR 永井 天麻 ﾅｶﾞｲ ﾃﾝﾏ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

男子4×100ｍR 菅原 颯大 ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

男子5年100m 堀田 龍 ﾎﾘﾀ ﾘｭｳ 5 協和小学校 キョウワショウガッコウ 協和小学校

男子6年100m 長澤 晃汰 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾀ 6 中仙小学校 ナカセンショウガッコウ 中仙小学校

男子80mH 土谷 橙真 ﾂﾁﾔ ﾄｳﾏ 6 東成瀬 ヒガシナルセ 東成瀬

男子走高跳 髙橋 一太 ﾀｶﾊｼ ｲｯﾀ 6 朝倉アスリートクラブ アサクラアスリートクラブ 朝倉ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子走幅跳 和田 知希 ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 6 西馬音内Ｔ＆Ｆ ﾆｼﾓﾅｲﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 西馬音内Ｔ＆Ｆ

男子ジャベリックボール投 和泉 颯雄馬 ﾜｲｽﾞﾐ ｿｳﾏ 6 三輪小学校 ミワショウガッコウ 三輪小学校

女子4×100ｍR 二階堂 陽依 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

女子4×100ｍR 渡邉 陽菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

女子4×100ｍR 後藤 鳳珈 ｺﾞﾄｳ ﾎｳｶ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

女子4×100ｍR 三浦 夏恋 ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

女子4×100ｍR 菅原 向葵 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾏﾘ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー ＪＡＣ－Ａ

女子5年100m 奈良 あかり ﾅﾗ ｱｶﾘ 5 東館スポーツ少年団 ヒガシカンスポーツショウネンダン 東館ｽﾎﾟｰﾂ少年団

女子6年100m 黒澤 未羽 ｸﾛｻﾜ ﾐｳ 6 花輪アスリートクラブ ハナワアスリートクラブ 花輪ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子80mH 伊藤 瑠々 ｲﾄｳ ﾙﾙ 6 睦合アスリートクラブ ムツアイアスリートクラブ 睦合ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子走高跳 菅 初姫 ｽｶﾞ ﾊﾂｷ 6 湯沢東Ｔ＆Ｆ ﾕｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 湯沢東Ｔ＆Ｆ

女子走幅跳 武田 なな花 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｶ 6 たかせっ子クラブ タカセッコクラブ たかせっ子ｸﾗﾌﾞ

女子ジャベリックボール投 仙道 結衣 ｾﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 6 三輪小学校 ミワショウガッコウ 三輪小学校



山形代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 志藤　晃一 シトウ　コウイチ

指導者 畠中　雄紀 ハタナカ ユウキ

指導者 高橋　久美 タカハシ　クミ

指導者 武田　梨沙 タケダ　リサ

支援コーチ 水川　祐一 ミズカワ　ユウイチ

支援コーチ 須田　啓司 スダ ケイジ

支援コーチ 渋谷　樹利 シブヤ　ジュリ

支援コーチ 後藤　良 ゴトウ　リョウ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 田澤 蒼太 ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 6 上山市立南小学校 カミノヤマシリツミナミショウガッコウ 上山南小

男子4×100ｍR 高橋 大史 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｼ 6 上山市立南小学校 カミノヤマシリツミナミショウガッコウ 上山南小

男子4×100ｍR 佐藤 董哉 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 6 上山市立南小学校 カミノヤマシリツミナミショウガッコウ 上山南小

男子4×100ｍR 酒井 美鳳 ｻｶｲ ﾐﾀｶ 6 上山市立南小学校 カミノヤマシリツミナミショウガッコウ 上山南小

男子4×100ｍR 阿部 風峨 ｱﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 6 上山市立南小学校 カミノヤマシリツミナミショウガッコウ 上山南小

男子5年100m 齋藤 礼於 ｻｲﾄｳ ﾚｵ 5 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 加藤 琉輝 ｶﾄｳ ﾙｷ 6 山形市立金井小学校 ヤマガタシリツカナイショウガッコウ 金井小

男子80mH 八重樫 鉄馬 ﾔｴｶﾞｼ ﾃﾂﾏ 6 山形市立第七小学校 ヤマガタシリツダイシチショウガッコウ 山形七小

男子走高跳 井上 雄斗 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 6 尾花沢市立尾花沢小学校 オバナザワシリツオバナザワショウガッコウ 尾花沢小

男子走幅跳 早藤 海音 ﾊﾔﾌｼﾞ ｱｵﾄ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 大場 健護 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｺﾞ 6 舟形アスリートクラブ フナガタアスリートクラブ 舟形ＡＣ

女子4×100ｍR 池田 和香 ｲｹﾀﾞ ﾜｶ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 佐藤 花夏 ｻﾄｳ ｶﾅ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 髙山 優月 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 本間 桃果 ﾎﾝﾏ ﾓﾓｶ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 門田 逢 ｶﾄﾞﾀ ｱｲ 5 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

女子5年100m 和田 莉里花 ﾜﾀﾞ ﾘﾘｶ 5 中山町立長崎小学校 ナカヤマチョウリツナガサキショウガッコウ 長崎小

女子6年100m 後藤 梨緒 ｺﾞﾄｳ ﾘｵ 6 南陽市立沖郷小学校 ナンヨウシリツオキゴウショウガッコウ 南陽市立沖郷小

女子80mH 齋藤 恵依 ｻｲﾄｳ ﾒｲ 6 山三小こまくさ ヤマサンショウコマクサ 山三小こまくさ

女子走高跳 山口 乃愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 6 山形市立桜田小学校 ヤマガタシリツサクラダショウガッコウ 山形市立桜田小

女子走幅跳 村岡 月瑠 ﾑﾗｵｶ ﾙﾙ 6 山形市立桜田小学校 ヤマガタシリツサクラダショウガッコウ 山形市立桜田小

女子ジャベリックボール投 小野 真由香 ｵﾉ ﾏﾕｶ 6 浜田野球スポーツ少年団 ハマダヤキュウスポーツショウネンダン 浜田野球スポ少



福島代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 大槻さおり ｵｵﾂｷ ｻｵﾘ

指導者 角田智之 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

指導者 菊田明博 ｷｸﾀ ｱｷﾋﾛ

指導者 なし

支援コーチ 大竹英明 ｵｵﾀｹ ﾋﾃﾞｱｷ

支援コーチ 山下嘉寿夫 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 

支援コーチ 小松健二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ

支援コーチ 宮田　崇　 ﾐﾔﾀ ﾀｶｼ

選手

指導者 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 遠藤 琉生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 6 大成 タイセイ 大成

男子4×100ｍR 和泉 架 ｲｽﾞﾐ ｶｹﾙ 6 大成 タイセイ 大成

男子4×100ｍR 松吉 陽 ﾏﾂﾖｼ ﾊﾙ 6 大成 タイセイ 大成

男子4×100ｍR 小林 叶 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳ 6 大成 タイセイ 大成

男子4×100ｍR 村田 弘麻 ﾑﾗﾀ ｺｳﾏ 6 大成 タイセイ 大成

男子5年100m 日比野 匠 ﾋﾋﾞﾉ ﾀｸﾐ 5 森合 モリアイ 森合

男子6年100m 蛭田 大駕 ﾋﾙﾀ ﾀｲｶﾞ 6 吉井田小 ヨシイタショウ 吉井田小

男子80mH 菊池 凌太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 6 YAMATSURI YAMATSURI YAMATSURI

男子走高跳 鈴木 瑛人 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 6 一箕 イッキ 一箕

男子走幅跳 箭内 滉斗 ﾔﾅｲ ﾋﾛﾄ 6 船引 フネヒキ 船引

男子ジャベリックボール投 氏家 拓弥 ｳｼﾞｲｴ ﾋﾛﾔ 6 まゆみRC マユミRC まゆみRC

女子4×100ｍR 平山 鈴菜 ﾋﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 6 福島AC フクシマAC 福島AC

女子4×100ｍR 小松 迦音 ｺﾏﾂ ｶﾉﾝ 6 福島AC フクシマAC 福島AC

女子4×100ｍR 宍戸 優愛 ｼｼﾄﾞ ﾕｱ 6 福島AC フクシマAC 福島AC

女子4×100ｍR 谷口 紗菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅ 6 福島AC フクシマAC 福島AC

女子4×100ｍR 小澤 みなみ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 6 福島AC フクシマAC 福島AC

女子5年100m 坂部 涼々子 ｻｶﾍﾞ ｽｽﾞｺ 5 長倉 ナガクラ 長倉

女子6年100m 赤岡 美智 ｱｶｵｶ ﾐｻﾄ 6 渡利小 ワタリショウ 渡利小

女子80mH 遠藤 花緒 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 6 白河第一 シラカワダイイチ 白河第一

女子走高跳 渡邊 彩華 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 6 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ ゼンゴウリクジョウクラブ 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ

女子走幅跳 成田 朱里 ﾅﾘﾀ ｱｶﾘ 6 福島大TC フクシマダイTC 福島大ＴＣ

女子ジャベリックボール投 大原 真琴 ｵｵﾊﾗ ﾏｺﾄ 6 穂積小 ホズミショウ 穂積小



茨城代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 柏崎勝美 カシワザキ　カツミ

指導者 小圷智子 コアクツ　トモコ

指導者 青木高広 アオキ　タカヒロ

指導者

支援コーチ 楠　朱美 クス　アケミ

支援コーチ 小圷広之 コアクツ　ヒロユキ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 山崎 恵寿 ヤマザキ ケイジュ 5 アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコ

男子4×100ｍR 吉田 想 ヨシダ ソウ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコ

男子4×100ｍR 松本 陵磨 マツモト リョウマ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコ

男子4×100ｍR 佐々木 悠士 ササキ コウシ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコ

男子4×100ｍR 早川 幸汰 ハヤカワ コウタ 5 アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコ

男子5年100m 告 星思流 ツゲ セシル 5 0 タカサイショウガッコウ 高道祖小学校

男子6年100m 鈴木 颯稀 スズキ ソウキ 6 0 ヤマカワショウガクッコウ 山川小学校

男子80mH 溝口 陽貴 ミゾグチ ハルキ 6 わかしかクラブ わかしかクラブ わかしかクラブ

男子走高跳 木村 敬太 キムラ ケイタ 6 0 クツカケショウガッコウ 沓掛小学校

男子走幅跳 土田 大翔 ツチダ ヒロキ 6 0 ジョウサイショウガッコウ 城西小学校

男子ジャベリックボール投 長谷川 龍 ハセガワ ロン 6 竜ケ崎ｊｒ陸上 リュウガサキジュニアリクジョウ 竜ケ崎ｊｒ陸上

女子4×100ｍR 大渕 蒼依 オオフチ アオイ 5 水戸市陸上スポーツ少年団 ミトシリクジョウスポーツショウネンダン 水戸市陸上

女子4×100ｍR 宇佐美 乃彩 ウサミ ノア 6 水戸市陸上スポーツ少年団 ミトシリクジョウスポーツショウネンダン 水戸市陸上

女子4×100ｍR 大畠 優菜 オオハタ ユウナ 6 水戸市陸上スポーツ少年団 ミトシリクジョウスポーツショウネンダン 水戸市陸上

女子4×100ｍR 伊師 寧々 イシ ネネ 6 水戸市陸上スポーツ少年団 ミトシリクジョウスポーツショウネンダン 水戸市陸上

女子4×100ｍR 若菜 利里香 ワカナ リリカ 6 水戸市陸上スポーツ少年団 ミトシリクジョウスポーツショウネンダン 水戸市陸上

女子5年100m 和田 更紗 ワダ サラサ 5 アスレッコクラブ アスレッコクラブ アスレッコ

女子6年100m 中嶋 七菜 ナカジマ ナナ 6 0 ヤマカワショウガッコウ 山川小学校

女子80mH 大関 彩香 オオゼキ アヤカ 6 0 カバホショウガッコウ 樺穂小学校

女子走高跳 中山 瑠雫 ナカヤマ ルナ 6 0 オオガタショウガッコウ 大形小学校

女子走幅跳 渡邊 希良璃 ワタナベ キラリ 6 0 オオガタショウガッコウ 大形小学校

女子ジャベリックボール投 辻岡 真波 ツジオカ マナ 6 0 ミカサショウガッコウ 三笠小学校



栃木代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 小松　光博 ｺﾏﾂ ﾐﾂﾋﾛ

指導者 墨野倉　泰宏 ｽﾐﾉｸﾗ ﾔｽﾋﾛ

指導者 小松　大地 コマツ ダイチ

指導者 八城　佳 ﾔｼﾛ ｹｲ

支援コーチ 上野　明彦 ｳｴﾉ ｱｷﾋｺ

支援コーチ 長島　崇生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｵ

支援コーチ 宮　圭祐 ﾐﾔ ｹｲｽｹ

支援コーチ 柏瀨　拓実 ｶｼﾜｾ ﾀｸﾐ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 川﨑 紫音 ｶﾜｻｷ ｼｵﾝ 6 TOJ TOJ TOJ

男子4×100ｍR 中谷 郁斗 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 6 TOJ TOJ TOJ

男子4×100ｍR 篠原 拓歩 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾎ 6 TOJ TOJ TOJ

男子4×100ｍR 黒川 幸歩 ｸﾛｶﾜ ｺｱ 6 TOJ TOJ TOJ

男子4×100ｍR 髙野 航希 ﾀｶﾉ ｺｳｷ 6 TOJ TOJ TOJ

男子5年100m 小竹 知恩 ｺﾀｹ ｼｵﾝ 5 佐野SAC サノSAC 佐野SAC

男子6年100m 川和 優也 ｶﾜﾜ ﾕｳﾔ 6 さくら市陸上教室 サクラシリクジョウキョウシツ さくら市陸上

男子80mH 須藤 良太 ｽﾄｳ ﾘｮｳﾀ 6 大宮北小学校 オオミヤキタショウガッコウ 大宮北小学校

男子走高跳 向原 昊祐 ﾑｺｳﾊﾗ ｺｳｽｹ 6 佐野SAC サノSAC 佐野SAC

男子走幅跳 飯塚 遥人 ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 6 足利陸上教室 アシカガリクジョウキョウシツ 足利陸上教室

男子ジャベリックボール投 菅谷 翔 ｽｶﾞﾔ ｼｮｳ 5 中村東小学校 ナカムラヒガシショウガッコウ 中村東小学校

女子4×100ｍR 星野 真菜 ﾎｼﾉ ﾏﾅ 6 那須塩原Jr.陸上クラブ ナスシオバラJr.リクジョウクラブ 那須塩原Jr.

女子4×100ｍR 石川 美洋 ｲｼｶﾜ ﾐﾋﾛ 6 那須塩原Jr.陸上クラブ ナスシオバラJr.リクジョウクラブ 那須塩原Jr.

女子4×100ｍR 髙野 佑香 ﾀｶﾉ ﾕｶ 6 那須塩原Jr.陸上クラブ ナスシオバラJr.リクジョウクラブ 那須塩原Jr.

女子4×100ｍR 人見 綾菜 ﾋﾄﾐ ｱﾔﾅ 6 那須塩原Jr.陸上クラブ ナスシオバラJr.リクジョウクラブ 那須塩原Jr.

女子4×100ｍR 眞見 桜奈 ﾏﾐ ﾊﾙﾅ 5 那須塩原Jr.陸上クラブ ナスシオバラJr.リクジョウクラブ 那須塩原Jr.

女子5年100m 中窪 楓花 ﾅｶｸﾎﾞ ﾌｳｶ 5 さくら市陸上教室 サクラシリクジョウキョウシツ さくら市陸上

女子6年100m 飯野 梨央奈 ｲｲﾉ ﾘｵﾅ 6 日光IRC ニッコウIRC 日光IRC

女子80mH 田中 愛莉亜 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 6 真岡小学校 モオカショウガッコウ 真岡小学校

女子走高跳 奥野 愛奈 ｵｸﾉ ｱｲﾅ 6 那須塩原Jr.陸上クラブ ナスシオバラJr.リクジョウクラブ 那須塩原Jr.

女子走幅跳 関谷 亜夢 ｾｷﾔ ｱﾑ 6 コウロクJr コウロクJr コウロクJr

女子ジャベリックボール投 伊藤 杏樹 ｲﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 6 芳賀東小学校 ハガヒガシショウガッコウ 芳賀東小学校



群馬代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 関上　尚史 ｾｷｶﾞﾐ ﾋｻｼ

指導者 本川  貴晴 ﾓﾄｶﾜ　ﾀｶﾊﾙ

指導者 篠崎　隼人 ｼﾉｻﾞｷ　ﾊﾔﾄ

指導者 清水　雅文 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾌﾐ

支援コーチ 小板橋　睦子 ｺｲﾀﾊﾞｼ　ﾁｶｺ

支援コーチ 青木　由香里 アオキ　ユカリ

支援コーチ 片山　恵美 ｶﾀﾔﾏ ｴﾐ

支援コーチ 轟　優介 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 中島 綾佑 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ 高崎市陸協

男子4×100ｍR 掛川 巽 ｶｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾐ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ 高崎市陸協

男子4×100ｍR 上原 大雅 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ 高崎市陸協

男子4×100ｍR 米倉 拓 ﾖﾈｸﾗ ﾀｸﾐ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ 高崎市陸協

男子4×100ｍR 井上 優河 ｲﾉｳｴ ﾕｳｶﾞ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ 高崎市陸協

男子5年100m 渡辺 諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 5 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ 高崎市陸協

男子6年100m 針谷 尚生 ﾊﾘｶﾞｲ ﾅｵ 6 太田市陸上競技協会 オオタシリクジョウキョウギキョウカイ 太田市陸協

男子80mH 宮﨑 光 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ 6 吾妻榛嶺クラブ アガツマシンレイクラブ 吾妻榛嶺クラブ

男子走高跳 佐藤 卓巳 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 6 渋川市陸上競技クラブ シブカワシリクジョウキョウギクラブ 渋川クラブ

男子走幅跳 原口 顕次朗 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

男子ジャベリックボール投 友松 凉雅 ﾄﾓﾏﾂ ﾘｮｳｶﾞ 6 渋川市陸上競技クラブ シブカワシリクジョウキョウギクラブ 渋川クラブ

女子4×100ｍR 戸嶋 菜月 ﾄｼﾏ ﾅﾂｷ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子4×100ｍR 田口 凜々香 ﾀｸﾞﾁ ﾘﾘｶ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子4×100ｍR 谷村 文嘉 ﾀﾆﾑﾗ ｱﾔｶ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子4×100ｍR 北爪 愛音 ｷﾀﾂﾞﾒ ｱｲﾈ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子4×100ｍR 渡辺 美月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子5年100m 小林 万佑子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ 5 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子6年100m 長谷川 留花 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ イセサキシリクジョウキョウギクラブ 伊勢崎クラブ

女子80mH 飯塚 佳音 ｲｲﾂﾞｶ ｶﾉﾝ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子走高跳 川上 雛乃 ｶﾜｶﾐ ﾋﾅﾉ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子走幅跳 吉良 こころ ｷﾗ ｺｺﾛ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協

女子ジャベリックボール投 德間 愛莉 ﾄｸﾏ ｱｲﾘ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ 前橋市陸協



埼玉代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 松本　清 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｼ

指導者 今井　一寿 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾄｼ

指導者 村山　健児 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

指導者 高橋　俊一 ﾀｶﾊｼ シュンイチ

支援コーチ 中嶋　圭一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

支援コーチ 中島　愛香 ﾅｶｼﾞﾏ ハルカ

支援コーチ 田中　健彦 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋｺ

支援コーチ 千田　みずほ ﾁﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 新井 優輝 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 6 三郷クラブ ミサトクラブ 三郷クラブ

男子4×100ｍR 新井 泰輝 ｱﾗｲ ﾀｲｷ 6 々 々 々

男子4×100ｍR 宮崎 太志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 6 々 々 々

男子4×100ｍR 川畑 昊希 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｵｲ 6 々 々 々

男子4×100ｍR 稲生 遥希 ｲﾉｳ ﾊﾙｷ 6 々 々 々

男子5年100m 水上 颯介 ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳｽｹ 5 ＲＵＮ．Ｊｐ ランドットジェーピー ＲＵＮ．Ｊｐ

男子6年100m 上原 逞雅 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾏｻ 6 プラチナＡＣ プラチナエーシー プラチナＡＣ

男子80mH 羽田 孝輝 ﾊﾈﾀﾞ ｺｳｷ 6 岩槻ＡＣ イワツキエーシー 岩槻ＡＣ

男子走高跳 石川　 晃希 ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 6 大凧クラブ オオダコクラブ 大凧クラブ

男子走幅跳 宮崎 隼 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 6 上尾ジュニア アゲオジュニア 上尾ジュニア

男子ジャベリックボール投 治部 大斗 ｼﾞﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 6 プラチナＡＣ プラチナエーシー プラチナＡＣ

女子4×100ｍR 小谷野 咲花 ｺﾔﾉ ｴﾐｶ 6 しらこばと陸上クラブ シラコバトリクジョウクラブ しらこばと

女子4×100ｍR 大橋 雪奈 ｵｵﾊｼ ﾕｷﾅ 6 しらこばと陸上クラブ シラコバトリクジョウクラブ しらこばと

女子4×100ｍR 須郷 柚菜 ｽｺﾞｳ ﾕｽﾞﾅ 6 しらこばと陸上クラブ シラコバトリクジョウクラブ しらこばと

女子4×100ｍR 庄堂 衣風 ｼｮｳﾄﾞｳ ｲﾌﾞ 6 しらこばと陸上クラブ シラコバトリクジョウクラブ しらこばと

女子4×100ｍR 安西 里依 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｴ 6 しらこばと陸上クラブ シラコバトリクジョウクラブ しらこばと

女子5年100m 関川 莉良 ｾｷｶﾜ ﾘﾗ 5 上尾ジュニア アゲオジュニア 上尾ジュニア

女子6年100m 新井 志麻 ｱﾗｲ ｼﾏ 6 プラチナＡＣ プラチナエーシー プラチナＡＣ

女子80mH 小林 穂花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 6 草加ジュニア ソウカジュニア 草加ジュニア

女子走高跳 棚井 優衣奈 ﾀﾅｲ ﾕｲﾅ 6 上尾ジュニア アゲオジュニア 上尾ジュニア

女子走幅跳 木村 愛瑠 ｷﾑﾗ ｱｲﾙ 6 武西クラブ タケニシクラブ 武西クラブ

女子ジャベリックボール投 岸 アイナ ｷｼ ｱｲﾅ 6 久喜鷲宮 クキワシノミヤ 久喜鷲宮



千葉代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 宮野　篤 ﾐﾔﾉ ｱﾂｼ

指導者 佐藤　孝行 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

指導者 矢野　隆照 ﾔﾉ ﾀｶﾃﾙ

指導者 山村　剛 ﾔﾏﾑﾗ ﾂﾖｼ

支援コーチ 大木　成浩 オオキシゲヒロ

支援コーチ 加藤　泰史 カトウヤスフミ

支援コーチ 横田　美紗子 ヨコタミサコ

支援コーチ 安藤　麦穂 アンドウムギホ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 並木 耀大 ナミキ ﾖｳﾀﾞｲ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

男子4×100ｍR 齋藤 浩輝 サイトウ コウキ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

男子4×100ｍR 堀 ひかる ホリ ヒカル 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

男子4×100ｍR 渡邉 貴久 ワタナベ タカヒサ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

男子4×100ｍR 佐取 裕翔 サトリ ユウト 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

男子5年100m 福田 孝汰 フクダ コウタ 5 湖北小学校 コホクショウガッコウ 湖北小学校

男子6年100m 金枝 青空 カネエダ ｿﾗ 6 チーム柏 チームカシワ チーム柏

男子80mH 伊橋 璃矩 ｲﾊｼ ﾘｸ 6 ima kids アイマキッズ ima kids

男子走高跳 山田 大真 ヤマダ ﾊﾙﾏ 6 船橋陸上クラブ フナバシリクジョウクラブ 船橋陸上クラブ

男子走幅跳 山口 耕史 ヤマグチ コウジ 6 市川陸上ジュニアクラブ イチカワリクジョウジュニアクラブ 市川Jｒクラブ

男子ジャベリックボール投 大江 陽斗 オオエ ハルト 5 ＩＮＢＡ　Ｊｒランニングクラブ ＩＮＢＡ　Ｊｒランニングクラブ ＩＮＢＡ.Jr

女子4×100ｍR 笹川 珀奈 ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾅ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

女子4×100ｍR 飯野 流菜 イイノ ルナ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

女子4×100ｍR 藤原 有彩 フジワラ アリサ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

女子4×100ｍR 原田 和 ﾊﾗﾀﾞ ノドカ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

女子4×100ｍR 高橋 七星 タカハシ ﾅｵ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー SAA

女子5年100m 坂本 渚咲 ｻｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 5 野田ジュニア陸上クラブ ノダジュニアリクジョウクラブ 野田ジュニア

女子6年100m 鍋島 あいる ﾅﾍﾞｼﾏ ｱｲﾙ 6 野田ジュニア陸上クラブ ノダジュニアリクジョウクラブ 野田ジュニア

女子80mH 三田 彩風 ミタ ｱﾔｶ 6 我孫子第四小学校 アビコダイヨンショウガッコウ 我孫子第四小

女子走高跳 大森 まうい オオモリ マウイ 6 木更津第二小学校 キサラヅダイニショウガッコウ 木更津第二小

女子走幅跳 小出 姫花 コイデ ヒメカ 6 共和小学校 キョウワショウガッコウ 旭市立共和小

女子ジャベリックボール投 嶋田 菜那 シマダ ナナ 6 ima kids アイマキッズ ima kids



東京代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 貫井　勝之 ﾇｸｲ ﾏｻﾕｷ

指導者 川村  文夫 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ

指導者 尾崎　京子 ｵｻﾞｷ ｷｮｳｺ

指導者 三須　久子 ﾐｽ ﾋｻｺ

支援コーチ 大森　盛一 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞｶｽﾞ

支援コーチ 一瀬　秀和 ｲﾁﾉｾ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ

支援コーチ 中島　礼子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲｺ

支援コーチ 小林　幸子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 金 寛人 ｺﾝ ﾋﾛﾄ 6 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子4×100ｍR 石井 優佑 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 6 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子4×100ｍR 吉田 理人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 6 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子4×100ｍR 橘 亮人 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾄ 6 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子4×100ｍR 真下 毅大 ﾏｼﾓ ﾀｹﾋﾛ 6 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子5年100m 関 慶允 ｾｷ ｹｲｽｹ 5 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

男子6年100m 古川 裕也 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ 6 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

男子80mH 髙原 一希 ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ 6 ＫＭＣ陸上ク ｹｲｴﾑｼｰﾘｸｼﾞｮｳｸ ＫＭＣ陸上ク

男子走高跳 福士 湊 ﾌｸｼ ﾐﾅﾄ 6 あきる野ＫＣ ｱｷﾙﾉｹｰｼｰ あきる野ＫＣ

男子走幅跳 武田 知己 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 6 Ｊ．ＶＩＣ ｼﾞｪｲﾋﾞｯｸ Ｊ．ＶＩＣ

男子ジャベリックボール投 堀口 太輝 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｲｷ 6 ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

女子4×100ｍR 醍醐 未玖 ﾀﾞｲｺﾞ ﾐｸ 6 府中ＡＣ ﾌﾁｭｳｴｲｼｰ 府中ＡＣ

女子4×100ｍR 来山 柚子 ｷﾀﾔﾏ ﾕｽﾞ 6 府中ＡＣ ﾌﾁｭｳｴｲｼｰ 府中ＡＣ

女子4×100ｍR 尾崎 明維 ｵｻﾞｷ ﾒｲ 6 府中ＡＣ ﾌﾁｭｳｴｲｼｰ 府中ＡＣ

女子4×100ｍR 福西 和香子 ﾌｸﾆｼ ﾜｶｺ 5 府中ＡＣ ﾌﾁｭｳｴｲｼｰ 府中ＡＣ

女子4×100ｍR 小川 史織 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 5 府中ＡＣ ﾌﾁｭｳｴｲｼｰ 府中ＡＣ

女子5年100m 森 菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 5 いだてん ｲﾀﾞﾃﾝ いだてん

女子6年100m 福原 桃子 ﾌｸﾊﾗ ﾓﾓｺ 6 いだてん ｲﾀﾞﾃﾝ いだてん

女子80mH 二木 遥菜 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾊﾙﾅ 6 ゆめおりＡＣ ﾕﾒｵﾘｴｲｼｰ ゆめおりＡＣ

女子走高跳 横山 美萌 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾎ 6 ゆめおりＡＣ ﾕﾒｵﾘｴｲｼｰ ゆめおりＡＣ

女子走幅跳 中村 彩良 ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 6 ゆめおりＡＣ ﾕﾒｵﾘｴｲｼｰ ゆめおりＡＣ

女子ジャベリックボール投 原田 玲奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾅ 6 東京陸上競技協会 トウキョウリクジョウキョウギキョウカイ 東京陸協



神奈川代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 淵脇　健 フチワキ　ケン

指導者 露木　隆夫 ツユキ タカオ

指導者 久家　太希 ｸｹﾞ ﾀｲｷ

指導者 井藤　岳夫 ｲﾄｳ ﾀｹｵ

支援コーチ 戸丸　恵 ﾄﾏﾙ ﾒｸﾞﾐ

支援コーチ 中村　紀子 ナカムラ ﾉﾘｺ

支援コーチ 佐々　英寛 ｻｻ ﾋﾃﾞﾋﾛ

支援コーチ 井上　千夏 ｲﾉｳｴ　ﾁﾅﾂ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 矢島 康祐 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

男子4×100ｍR 朱雀 海 ｽｼﾞｬｸ ｳﾐ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

男子4×100ｍR 中西 慧冴 ﾅｶニシ ｹｲｺﾞ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

男子4×100ｍR 別府 公太郎 ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳﾀﾛｳ 5 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

男子4×100ｍR 南 海斗 ﾐﾅﾐ ｶｲﾄ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

男子5年100m 柴田 晃良 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 5 逗子文十郎’Ｓ ズシブンジュウロウ’Ｓ 逗子文十郎’Ｓ

男子6年100m 桂田 海人 ｶﾂﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 6 藤沢リトル フジサワリトル 藤沢リトル

男子80mH 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 6 川崎陸上 カワサキリクジョウ 川崎陸上

男子走高跳 山口 海斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ 6 秦野陸上クラブ ハダノリクジョウクラブ 秦野陸上クラブ

男子走幅跳 武松 凛太朗 ﾀｹﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 秦野陸上クラブ ハダノリクジョウクラブ 秦野陸上クラブ

男子ジャベリックボール投 三浦 颯太 ミウラ ｿｳﾀ 6 Ｔ＆Ｆ秦野 Ｔ＆Ｆハダノ Ｔ＆Ｆ秦野

女子4×100ｍR 谷藤 日菜 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾅ 6 横浜ｱｽﾘｰﾄクラブ ヨコハマアスリートクラブ 横浜ＡＣ

女子4×100ｍR 横谷 妃香 ヨコヤ ヒメカ 6 横浜ｱｽﾘｰﾄクラブ ヨコハマアスリートクラブ 横浜ＡＣ

女子4×100ｍR 山村 心弥 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾔ 6 横浜ｱｽﾘｰﾄクラブ ヨコハマアスリートクラブ 横浜ＡＣ

女子4×100ｍR 三橋 亜海 ﾐﾂﾊｼ ｱﾐ 6 横浜ｱｽﾘｰﾄクラブ ヨコハマアスリートクラブ 横浜ＡＣ

女子4×100ｍR 藤本 泉月 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾂｷ 6 横浜ｱｽﾘｰﾄクラブ ヨコハマアスリートクラブ 横浜ＡＣ

女子5年100m 大平 知香 ｵｵﾋﾗ ﾄﾓｶ 5 川崎陸上 カワサキリクジョウ 川崎陸上

女子6年100m 町捨 玲路奈 ﾏﾁｽﾃ ﾘｼﾞｰﾅ 6 明神クラブ ミョウジンクラブ 明神クラブ

女子80mH 井上 紗花 ｲﾉｳｴ ｽｽﾞｶ 6 HappinessAC ﾊﾋﾟﾈｽｴｰｼｰ HappinessAC

女子走高跳 鈴木 花奈 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

女子走幅跳 臼倉 芽依 ｳｽｸﾗ ﾒｲ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル 横須賀リトル

女子ジャベリックボール投 小澤 凛音 ｵｻﾞﾜ ﾘﾝﾈ 6 秦野陸上クラブ ハダノリクジョウクラブ 秦野陸上クラブ



山梨代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 加藤　清貴 ｶﾄｳ ｷﾖﾀｶ

指導者 加藤　すみゑ カトウ　スミヱ

指導者 大久保　学 オオクボ　ガク

指導者 中村　亮二 ナカムラ　リョウジ

支援コーチ 安藤　美由紀 アンドウ　ミユキ

支援コーチ 椛澤　好市郎 ｶﾊﾞｻﾜ コウイチロウ

支援コーチ 功刀　照司 クヌギ ｼｮｳｼﾞ

支援コーチ 内藤　隆司 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 小菅 大雅 ｺｽｹﾞ ﾀｲｶﾞ 6 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ 大国陸上クラブ

男子4×100ｍR 望月 玲佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 6 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ 大国陸上クラブ

男子4×100ｍR 石原 颯太 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 6 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ 大国陸上クラブ

男子4×100ｍR 三井 瑛斗 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 6 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ 大国陸上クラブ

男子4×100ｍR 鷹野 将汰 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 6 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ 大国陸上クラブ

男子5年100m 佐々木 琥珀 ｻｻｷ ｺﾊｸ 5 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ 北西陸上クラブ

男子6年100m 山本 一汰 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 6 小笠原ＡＣ オガサハラＡＣ 小笠原ＡＣ

男子80mH 塩澤 佑晴 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 6 中村塾 ナカムラジュク 中村塾

男子走高跳 深沢 虎太朗 ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 6 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ 北西陸上クラブ

男子走幅跳 保坂 凜 ﾎｻｶ ﾘﾝ 6 早川陸上クラブ ハヤカワリクジョウクラブ 早川陸上クラブ

男子ジャベリックボール投 望月 大樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ 5 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ 大国陸上クラブ

女子4×100ｍR 白倉 寧々 ｼﾗｸﾗ ﾈﾈ 6 ＮＡＣ ＮＡＣ NAC

女子4×100ｍR 白倉 穂乃 ｼﾗｸﾗ ﾎﾉ 6 ＮＡＣ ＮＡＣ NAC

女子4×100ｍR 大森 由貴 ｵｵﾓﾘ ﾕｷ 6 ＮＡＣ ＮＡＣ NAC

女子4×100ｍR 岩野 巴南 ｲﾜﾉ ﾊﾅ 5 ＮＡＣ ＮＡＣ NAC

女子4×100ｍR 古屋 咲希 ﾌﾙﾔ ｻｷ 6 ＮＡＣ ＮＡＣ NAC

女子5年100m 岩間 彩芽 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 5 ＴＹＰＥ－Ｒ ＴＹＰＥ－Ｒ ＴＹＰＥ－Ｒ

女子6年100m 丸山 星乃 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 6 小笠原ＡＣ オガサハラＡＣ 小笠原ＡＣ

女子80mH 髙澤 優那 ﾀｶｻﾜ ﾕｳﾅ 6 チーム塩山 チームエンザン チーム塩山

女子走高跳 古屋 舞 ﾌﾙﾔ ﾏｲ 6 チーム塩山 チームエンザン チーム塩山

女子走幅跳 萩原 千乃和 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 5 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ ヤマナシジャンパーズ 山梨ジャンパー

女子ジャベリックボール投 志村 涼風 ｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ 6 富士川陸上クラブ フジカワリクジョウクラブ 富士川陸上



新潟代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 浮島　一隆 ウキシマ カズタカ

指導者 杉山　克也 スギヤマ カツヤ

指導者 丹治　えつこ タンジ エツコ

指導者 田中　義雄 タナカ ヨシオ

支援コーチ 星　真弓 ホシ マユミ

支援コーチ 近藤　努 コンドウ ツトム

支援コーチ 秋元　大和 アキモト ヤマト

支援コーチ 沖山　直 オキヤマ ﾅｵ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 布川 琉翔 ﾇﾉｶﾜ ﾘｭｳﾄ 6 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 木村 隼也 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 6 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 石黒 翔 ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳ 6 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 石黒 陸 ｲｼｸﾞﾛ ﾘｸ 6 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR   

男子5年100m 戸嶋 翔人 ﾄｼﾏ ｼｮｳﾄ 5 新潟ジュニアT&F ニイガタジュニアT&F 新潟ｼﾞｭﾆｱT&F

男子6年100m 渡邉 椿樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ 6 関川陸上クラブ セキカワリクジョウクラブ 関川陸上クラブ

男子80mH 渡邊 業人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾘﾄ 6 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ新潟中央 ニイガタアルビレックスランニングクラブニイガタチュウオウ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

男子走高跳 灰野 寧緒 ﾊｲﾉ ﾈｵ 6 柏崎T&F カシワザキT&F 柏崎T&F

男子走幅跳 深森 博英 ﾌｶﾓﾘ ﾊｸｲｴ 6 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 渡辺 莉亜寿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱｽ 6 三条ジュニア サンジョウジュニア 三条ジュニア

女子4×100ｍR 今成 真菜 ｲﾏﾅﾘ ﾏﾅ 5 辰の子クラブ タツノコクラブ 辰の子クラブ

女子4×100ｍR 内山 花香 ｳﾁﾔﾏ ｶｺ 5 辰の子クラブ タツノコクラブ 辰の子クラブ

女子4×100ｍR 小宮山 莉央 ｺﾐﾔﾏ ﾘｵ 6 辰の子クラブ タツノコクラブ 辰の子クラブ

女子4×100ｍR 佐藤 瑠海 ｻﾄｳ ﾙﾐ 6 辰の子クラブ タツノコクラブ 辰の子クラブ

女子4×100ｍR 西潟 娃里 ﾆｼｶﾀ ｱｲﾘ 6 辰の子クラブ タツノコクラブ 辰の子クラブ

女子5年100m 大沼 那奈 ｵｵﾇﾏ ﾅﾅ 5 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

女子6年100m 中倉 茉咲 ﾅｶｸﾗ ﾏｻｷ 6 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ胎内 ニイガタアルビレックスランニングクラブタイナイ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

女子80mH 松田 若葉 ﾏﾂﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 6 長岡T&Fクラブ ナガオカT&Fクラブ 長岡T&Fｸﾗﾌﾞ

女子走高跳 川瀬 仁香 ｶﾜｾ ﾆｺ 6 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ新潟 ニイガタアルビレックスランニングクラブニイガタ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

女子走幅跳 植木 明音 ｳｴｷ ｱｶﾈ 6 秋葉ジュニア アキハジュニア 秋葉ジュニア

女子ジャベリックボール投 齋田 麗 ｻｲﾀ ｳﾗﾗ 6 赤塚飛翔クラブ アカツカヒショウクラブ 赤塚飛翔ｸﾗﾌﾞ



冨山代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 鏑木　龍太郎 カブラギ　リュウタロウ

指導者 秋盛　勇 ｱｷﾓﾘ ｲｻﾑ

指導者 舛田　義明 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｱｷ

指導者 森　友紀 ﾓﾘ ﾕｷ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 澤木 翔陽 ｻﾜｷ ｼｮｳﾖｳ 6 ラッキーメイツ ラッキーメイツ ラッキーメイツ

男子4×100ｍR 小林 竜之進 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾉｼﾝ 6 ラッキーメイツ ラッキーメイツ ラッキーメイツ

男子4×100ｍR 宮越 健士郎 ﾐﾔｺｼ ｹﾝｼﾛｳ 6 ラッキーメイツ ラッキーメイツ ラッキーメイツ

男子4×100ｍR 小林 飛源 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｹﾞﾝ 6 ラッキーメイツ ラッキーメイツ ラッキーメイツ

男子4×100ｍR 本田 聖人 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖﾄ 6 ラッキーメイツ ラッキーメイツ ラッキーメイツ

男子5年100m 松下 昌太郎 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 5 萩浦 ハギウラ 萩浦

男子6年100m 森木 悠太 ﾓﾘｷ ﾕｳﾀ 6 となみＡＣ ﾄﾅﾐｴｰｼｰ となみＡＣ

男子80mH 矢冨 政彬 ﾔﾄﾐ ﾏｻｱｷ 6 国吉 クニヨシ 国吉

男子走高跳 岡田 拓 ｵｶﾀﾞ ﾀｸ 6 下関 シモゼキ 下関

男子走幅跳 七条 虎太郎 ｼﾁｼﾞｮｳ ｺﾀﾛｳ 6 浜黒崎 ハマクロサキ 浜黒崎

男子ジャベリックボール投 吉野 泰正 ﾖｼﾉ ﾀｲｾｲ 6 魚津Jｒ ウオヅジュニア 魚津Jｒ

女子4×100ｍR 迫井 夏子 ｻｺｲ ﾅﾂｺ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子4×100ｍR 平田 葉月 ﾋﾗﾀ ﾊﾂﾞｷ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子4×100ｍR 北島 優依 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子4×100ｍR 野村 雪乃 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾉ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子4×100ｍR 得能 渚聖 ﾄｸﾉ ﾅｷﾞｻ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子5年100m ンバマ 紗良 ンバマ サラ 5 萩浦 ハギウラ 萩浦

女子6年100m 上野 茉子 ｳｴﾉ ﾏｺ 6 井波 イナミ 井波

女子80mH 山本 萌々華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子走高跳 松本 愛奈 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾅ 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

女子走幅跳 村川 遥菜 ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙﾅ 6 針原 ハリハラ 針原

女子ジャベリックボール投 坂井 希良来 ｻｶｲ ｷﾗﾗ 6 杉原 スギハラ 杉原



石川代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 越村　知史 ｺｼﾑﾗ ﾄﾓﾌﾐ

指導者 表　和夫 ｵﾓﾃ ｶｽﾞｵ

指導者 野村　重光 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾐﾂ

指導者 澤田　徹 ｻﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ

支援コーチ 宮田　幸子 ﾐﾔﾀ ｻﾁｺ

支援コーチ 安嶋　聡志 ﾔｽｼﾏ ｻﾄｼ

支援コーチ 平井　真野 ﾋﾗｲ ﾏﾔ

支援コーチ 中島　敦美 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂﾐ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 新田 拓駿 ﾆｯﾀ ﾀｸﾏ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

男子4×100ｍR 津田 伊万 ﾂﾀﾞ ｲｳﾞｧﾝ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

男子4×100ｍR 佐藤 優羽 ｻﾄｳ ﾕｳﾜ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

男子4×100ｍR 成田 謙心 ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾝ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

男子4×100ｍR 杉林 一輝 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

男子5年100m 小田 槇太朗 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 5 NASPO ナスポ NASPO

男子6年100m 東川 大輝 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 6 スポコム金沢南 スポコムカナザワミナミ スポコム金沢南

男子80mH 駒井 菖瑛 ｺﾏｲ ｼｮｳｴｲ 6 かなざわ総合SC カナザワソウゴウエスシー 金沢総合SC

男子走高跳 中道 煌心 ﾅｶﾐﾁ ｺｳｼﾝ 6 勅使小学校 チョクシショウガッコウ 勅使小学校

男子走幅跳 橋本 悠叶 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 6 白山Jr陸上クラブ ハクサンジュニアリクジョウクラブ 白山ジュニア

男子ジャベリックボール投 松本 蓮矢 ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝﾔ 6 能登島クラブ ノトジマクラブ 能登島クラブ

女子4×100ｍR 奥村 果梨 ｵｸﾑﾗ ｶﾘﾝ 5 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

女子4×100ｍR 村上 美夕 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

女子4×100ｍR 山村 華那 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾅ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

女子4×100ｍR 山村 真桜 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｵ 6 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

女子4×100ｍR 安本 莉子 ﾔｽﾓﾄ ﾘｺ 5 金沢市小学生陸上教室 カナザワシショウガクセイリクジョウキョウシツ 金沢市陸上教室

女子5年100m 喜多 陽香 ｷﾀ ﾊﾙｶ 5 白山Jr陸上クラブ ハクサンジュニアリクジョウクラブ 白山ジュニア

女子6年100m 寺田 千夏 ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ 6 白山Jr陸上クラブ ハクサンジュニアリクジョウクラブ 白山ジュニア

女子80mH 俵 光歩 ﾀﾜﾗ ﾐﾎ 6 スポコム金沢南 スポコムカナザワミナミ スポコム金沢南

女子走高跳 宮元 ひばり ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾊﾞﾘ 6 小松ジュニア コマツジュニア 小松ジュニア

女子走幅跳 西 桃花 ﾆｼ ﾓﾓｶ 6 白山Jr陸上クラブ ハクサンジュニアリクジョウクラブ 白山ジュニア

女子ジャベリックボール投 林 春寿 ﾊﾔｼ ｽｽﾞ 6 物見山ジュニア陸上クラブ モノミヤマジュニアリクジョウクラブ 物見山ジュニア



福井代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 水上　真裕 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

指導者 永岡 秀典 ナガオカ　ヒデノリ

指導者 水野　元宏 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾄﾋﾛ

指導者 坂本 美智代 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ

支援コーチ 大坂　富美雄 ｵｵｻｶ ﾌﾐｵ

支援コーチ 斎藤 美早子 ｻｲﾄｳ ﾐｻｺ

支援コーチ 白崎　文崇 ｼﾗｻｷ ﾌﾐﾀｶ

支援コーチ 久我　尋孝 ｸｶﾞ ﾋﾛﾀｶ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 大場 聖矢 ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ 6 北日野小学校 キタヒノショウガッコウ 北日野小学校

男子4×100ｍR 坂野 紫音 ｻｶﾉ ｼｵﾝ 6 北日野小学校 キタヒノショウガッコウ 北日野小学校

男子4×100ｍR 竹内 優斗 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 6 北日野小学校 キタヒノショウガッコウ 北日野小学校

男子4×100ｍR 田中 俊平 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 6 北日野小学校 キタヒノショウガッコウ 北日野小学校

男子4×100ｍR 小南 晄人 ｺﾐﾅﾐ ｱｷﾄ 6 北日野小学校 キタヒノショウガッコウ 北日野小学校

男子5年100m 佐々木 浩希 ｻｻｷ ｺｳｷ 5 P-isｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ P-isｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 高木 稜太 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 6 越前陸協ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ エチゼンリクキョウアスリートクラブ 越前陸協ＡＣ

男子80mH 橋本 隼 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 6 味真野 アジマノ 味真野

男子走高跳 宮川 大知 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 6 UTIC　T/F ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｴﾌ UTIC T/F

男子走幅跳 乾 響王 ｲﾇｲ ﾋﾋﾞｷ 6 北郷小学校 キタゴウショウガッコウ 北郷小学校

男子ジャベリックボール投 加畑 秀斗 ｶﾊﾞﾀ ｼｭｳﾄ 6 武生西小学校 タケフニシショウガッコウ 武生西小学校

女子4×100ｍR 平本 瑚望愛 ﾋﾗﾓﾄ ｺﾉｱ 5 越前吉野 エチゼンヨシノ 越前吉野

女子4×100ｍR 大塚 美希 ｵｵﾂｶ ﾐｷ 6 越前吉野 エチゼンヨシノ 越前吉野

女子4×100ｍR 山田 藍梨 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 6 越前吉野 エチゼンヨシノ 越前吉野

女子4×100ｍR 武内 心花 ﾀｹｳﾁ ﾐﾊﾅ 6 越前吉野 エチゼンヨシノ 越前吉野

女子4×100ｍR 加藤 沙弥 ｶﾄｳ ｻﾔ 6 越前吉野 エチゼンヨシノ 越前吉野

女子5年100m 要 こころ ｶﾅﾒ ｺｺﾛ 5 大飯郡陸上教室 オオイグンリクジョウキョウシツ 大飯郡陸上教室

女子6年100m 宇野 なごみ ｳﾉ ﾅｺﾞﾐ 6 王子保クラブ オウシオクラブ 王子保クラブ

女子80mH 石田 奈瑞菜 ｲｼﾀﾞ ﾅｽﾞﾅ 6 Wecan運動教室 ｳｨｰｷｬﾝｳﾝﾄﾞｳｷｮｳｼﾂ Wecan運動教室

女子走高跳 飯田 美樹 ｲｲﾀﾞ ﾐｷ 6 惜陰小学校 セキインショウガッコウ 惜陰小学校

女子走幅跳 寺野 美心 ﾃﾗﾉ ﾐｺﾄ 6 大石陸上 オオイシリクジョウ 大石陸上

女子ジャベリックボール投 武内 文映 ﾀｹｳﾁ ﾌﾐｴ 6 平泉寺小学校 ヘイセンジショウガッコウ 平泉寺小学校



長野代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 篠原　克修 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ

指導者 橘　麗仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚｲｼﾞ

指導者 大坪　裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ

指導者 中嶋　憲一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

支援コーチ 油井　歩 ﾕｲ ｱﾕﾐ

支援コーチ 吉田　あゆみ ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ

支援コーチ 篠原　夏季 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂｷ

支援コーチ 登内　達朗 ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾛｳ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 中村 光 ナカムラ ヒカル 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

男子4×100ｍR 臼井 伶 ｳｽｲ ﾚｲ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

男子4×100ｍR 木次 夏雪 ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

男子4×100ｍR 名取 陽 ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

男子4×100ｍR   0 0 0

男子5年100m 唐澤 友作 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ 5 箕輪中部小 ﾐﾉﾜﾁｭﾌﾞﾁｮｳ 箕輪中部小

男子6年100m 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 6 松川小 マツカワショウ 松川小

男子80mH 菊池 優介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 6 T&F佐久平 ﾃｨｱﾝﾄﾞｴﾌｻｸﾀﾞｲﾗ T&F佐久平

男子走高跳 小牧 優我 ｺﾏｷ ﾕｳｶﾞ 6 富県小 ﾄﾐｶﾞﾀｼｮｳ 富県小

男子走幅跳 小林 碧空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 6 望月AC ﾓﾁﾂﾞｷｴｲｼｰ 望月AC

男子ジャベリックボール投 田島 勇輝 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 6 日義小 ヒヨシショウ 日義小

女子4×100ｍR 丸茂 花愛 ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

女子4×100ｍR 山本 香菜美 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

女子4×100ｍR 田村 優衣 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

女子4×100ｍR 箱田 真奈美 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 6 茅野アスレチックス ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

女子4×100ｍR   0 0 0

女子5年100m 田中 雪乃 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 5 坂城JAC ｻｶｷｼﾞｪｲｴｲｼｰ 坂城JAC

女子6年100m 古田 波音 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 6 開智小 カイチショウ 開智小

女子80mH 唐澤 さくら ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 6 箕輪西小 ﾐﾉﾜﾆｼｼｮｳ 箕輪西小

女子走高跳 泉 玲奈 ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ 6 にれい ニレイ にれい

女子走幅跳 漆原 衣咲 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 6 軽井沢A&AC ｶﾙｲｻﾞﾜｴｲｱﾝﾄﾞｴｲｼｰ 軽井沢A&AC

女子ジャベリックボール投 古畑 姫乃 ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 6 三岳小 ミタケショウ 三岳小



静岡代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 関　　恵吾 ｾｷ ｹｲｺﾞ

指導者 豊田　博幸 ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾕｷ

指導者 弓場　雅己 ﾕﾊﾞ ﾏｻﾐ

指導者 小森　清敬 ｺﾓﾘ ｷﾖﾀｶ

支援コーチ 宇田　和江 ｳﾀﾞ ｶｽﾞｴ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 小森 琥珀 ｺﾓﾘ ｺﾊｸ 6 精華清水RC セイカシミズRC 精華清水RC

男子4×100ｍR 菊田 麗羽 ｷｸﾀ ｳﾙﾊ 6 精華清水RC セイカシミズRC 精華清水RC

男子4×100ｍR 伏見 颯太 ﾌｼﾐ ｿｳﾀ 6 精華清水RC セイカシミズRC 精華清水RC

男子4×100ｍR 石代 岳士 ｺｸﾀﾞｲ ﾀｹｼ 5 精華清水RC セイカシミズRC 精華清水RC

男子4×100ｍR   

男子5年100m 杉山 礼 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ 5 掛川中央小 カケガワチュウオウショウ 掛川中央小

男子6年100m 稲名 功大郎 ｲﾅﾅ ｺｳﾀﾛｳ 6 清水AC シミズAC 清水AC

男子80mH 沢井 寛人 ｻﾜｲ ﾋﾛﾄ 6 三島陸上ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ ミシマリクジョウジュニアクラブ 三島陸上JC

男子走高跳 清水 星良 ｼﾐｽﾞ ｾﾗ 6 三島陸上ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ ミシマリクジョウジュニアクラブ 三島陸上JC

男子走幅跳 土屋 充慶 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾁｶ 6 裾野市陸上教室 スソノシリクジョウキョウシツ 裾野市陸上教室

男子ジャベリックボール投 小林 大真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼﾝ 5 静岡市陸上教室 シズオカシリクジョウキョウシツ 静岡市陸上教室

女子4×100ｍR 小松 愛美 ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 6 伊東ｼﾞｭﾆｱ陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ 伊東陸上

女子4×100ｍR 藤井 なごみ ﾌｼﾞｲ ﾅｺﾞﾐ 6 伊東ｼﾞｭﾆｱ陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ 伊東陸上

女子4×100ｍR 藤田 紗和 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜ 6 伊東ｼﾞｭﾆｱ陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ 伊東陸上

女子4×100ｍR 中井 七菜美 ﾅｶｲ ﾅﾅﾐ 6 伊東ｼﾞｭﾆｱ陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ 伊東陸上

女子4×100ｍR 長田 彩夏 ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ 6 伊東ｼﾞｭﾆｱ陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ 伊東陸上

女子5年100m 榊原 心美 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｺﾐ 5 浜松陸上 ハママツリクジョウ 浜松陸上

女子6年100m 木村 美結 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 6 掛川陸上 カケガワリクジョウ 掛川陸上

女子80mH 小早川 心暖 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｺﾊﾙ 6 中伊豆AC ナカイズAC 中伊豆AC

女子走高跳 橋田 結菜 ﾊｼﾀﾞ ﾕｲﾅ 6 静岡市陸上教室 シズオカシリクジョウキョウシツ 静岡市陸上教室

女子走幅跳 髙橋 紗菜 ﾀｶﾊｼ ｻﾅ 6 浜北AC ハマキタAC 浜北AC

女子ジャベリックボール投 渡邉 実羽香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳｶ 6 由比陸上クラブ ユイリクジョウクラブ 由比陸上クラブ



愛知代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 谷嵜　好美 タニザキ ﾖｼﾐ

指導者 松井　昭宏 マツイ アキヒロ

指導者 桑山　修一 ｸﾜﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ

指導者 夏目　良幹 ﾅﾂﾒ ﾖｼﾓﾄ

支援コーチ 大矢　新吾 ｵｵﾔ ｼﾝｺﾞ

支援コーチ 木村　和代 キムラ カズヨ

支援コーチ 生田　篤志 ｲｸﾀ ｱﾂｼ

支援コーチ 太田　貢 ｵｵﾀ ﾐﾂｸﾞ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 堀 紘輝 ﾎﾘ ｺｳｷ 6 安城JAC アンジョウJAC 安城ＪＡＣ

男子4×100ｍR 松永 航太朗 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 6 安城JAC アンジョウJAC 安城ＪＡＣ

男子4×100ｍR 齋藤 和弥 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 6 安城JAC アンジョウJAC 安城ＪＡＣ

男子4×100ｍR 大参 南斗 ｵｵﾐ ﾐﾅﾄ 6 安城JAC アンジョウJAC 安城ＪＡＣ

男子4×100ｍR 向井 悠汰 ﾑｶｲ ﾕｳﾀ 6 安城JAC アンジョウJAC 安城ＪＡＣ

男子5年100m 髙井 佑太 ﾀｶｲ ﾕｳﾀ 5 ＪＡＣ武豊 ＪＡＣタケトヨ ＪＡＣ武豊

男子6年100m 中山 二千翔 ﾅｶﾔﾏ ﾆﾁｶ 6 東浦アスリートクラブ ヒガシウラアスリートクラブ 東浦ＡＣ

男子80mH 鈴木 哉汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 6 ＴＳＭ ティーエスエム ＴＳＭ

男子走高跳 小林　 航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 6 ＴＳＭ ティーエスエム ＴＳＭ

男子走幅跳 谷口 瑶昊 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｺｳ 6 Spiritsスポーツクラブ Spiritsスポーツクラブ Spirits

男子ジャベリックボール投 渡辺 陸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 6 ＪＡＣ武豊 ＪＡＣタケトヨ ＪＡＣ武豊

女子4×100ｍR 菅沼 梨瑚 ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 6 豊橋陸上クラブ トヨハシリクジョウクラブ 豊橋陸上クラブ

女子4×100ｍR 小酒井 結菜 ｺｻﾞｶｲ ﾕﾅ 6 豊橋陸上クラブ トヨハシリクジョウクラブ 豊橋陸上クラブ

女子4×100ｍR 小原 すずか ｵﾊﾗ ｽｽﾞｶ 6 豊橋陸上クラブ トヨハシリクジョウクラブ 豊橋陸上クラブ

女子4×100ｍR 熊本 彩 ｸﾏﾓﾄ ｱﾔ 6 豊橋陸上クラブ トヨハシリクジョウクラブ 豊橋陸上クラブ

女子4×100ｍR 鈴木 愛良 ｽｽﾞｷ ｱｲﾗ 6 豊橋陸上クラブ トヨハシリクジョウクラブ 豊橋陸上クラブ

女子5年100m 佐藤 俐有 ｻﾄｳ ﾘｱ 5 田原陸上クラブ タハラリクジョウクラブ 田原陸上クラブ

女子6年100m 林 美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 6 岡崎ジュニアアスリートクラブ オカザキジュニアアスリートクラブ 岡崎JAC

女子80mH 田島　 七里香 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 6 ＴＳＭ ティーエスエム ＴＳＭ

女子走高跳 山内 梨聖 ﾔﾏｳﾁ ﾘｾ 6 なごや陸上クラブ ナゴヤリクジョウクラブ なごや陸上クラ

女子走幅跳 武井 葉夏 ﾀｹｲ ﾊﾅ 6 なごや陸上クラブ ナゴヤリクジョウクラブ なごや陸上クラ

女子ジャベリックボール投 中村　 文香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 5 ＴＳＭ ティーエスエム ＴＳＭ



岐阜代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 星野 広典 ﾎｼﾉ ヒロﾌﾐ

指導者 伏谷　美香 ﾌｼﾀﾆ ﾐｶ

指導者 加藤　陽子 カトウ ヨウコ

指導者 門谷　正英 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾃﾞ

支援コーチ 加藤　克志 カトウ  カツシ

支援コーチ 近澤　恭子 チカザワ キヨウコ

支援コーチ 奥田　幸男 オクダ ユキオ

支援コーチ 木下　信介 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｽｹ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 大坪 亮也 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｮｳﾔ 6 新友陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 シンユウリクジョウスポーツショウネンダン 新友陸上

男子4×100ｍR 大西 一晟 ｵｵﾆｼ ｲｯｾｲ 6 新友陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 シンユウリクジョウスポーツショウネンダン 新友陸上

男子4×100ｍR 和仁 翔吾 ｶｽﾞﾆ ｼｮｳｺﾞ 6 新友陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 シンユウリクジョウスポーツショウネンダン 新友陸上

男子4×100ｍR 小屋　 翔一朗 ｺﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 6 新友陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 シンユウリクジョウスポーツショウネンダン 新友陸上

男子4×100ｍR 洞口 拓己 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 6 新友陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 シンユウリクジョウスポーツショウネンダン 新友陸上

男子5年100m 大橋 聖哉 ｵｵﾊｼ ｾｲﾔ 5 養老陸上スポーツ少年団 ヨウロウリクジョウスポーツショウネンダン 養老陸上

男子6年100m 岩間 由祐 ｲﾜﾏ ﾕｳｽｹ 6 本荘陸上 ホンジョウリクジョウ 本荘陸上

男子80mH 柴田 珀瑠 ｼﾊﾞﾀ ﾊｸﾘｭｳ 6 土岐おりべ陸上クラブ トキオリベリクジョウクラブ 土岐おりべ

男子走高跳 曽我 嘉紘 ｿｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ 中津川ジュニア

男子走幅跳 小椋 羚央 オグラ レオ 6 丹生川陸上 ニュウカワリクジョウ 丹生川陸上

男子ジャベリックボール投 荒川 漣 アラカワ レン 6 モアA.C. モアA.C. モアA.C.

女子4×100ｍR 西脇 莉里 ニシワキ リリ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 オオガキシリツリクジョウスポーツショウネンダン 大垣市陸上

女子4×100ｍR 田中 榛那 タナカ ハルナ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 オオガキシリツリクジョウスポーツショウネンダン 大垣市陸上

女子4×100ｍR 松本 佳奈実 マツモト カナミ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 オオガキシリツリクジョウスポーツショウネンダン 大垣市陸上

女子4×100ｍR 吉村 有美香 ヨシムラ ユミカ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 オオガキシリツリクジョウスポーツショウネンダン 大垣市陸上

女子4×100ｍR 近澤 里奈 チカザワ リナ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 オオガキシリツリクジョウスポーツショウネンダン 大垣市陸上

女子5年100m 酒井 楓 ｻｶｲ ｶｴﾃﾞ 5 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ 中津川ジュニア

女子6年100m 秋月 涼子 ｱｷﾂﾞｷ ﾘｮｳｺ 6 たかとみスポーツクラブ タカトミスポーツクラブ たかとみSC

女子80mH 村田 実由 ﾑﾗﾀ ﾐﾕ 6 瑞浪土岐陸上スポーツ少年団 ﾐｽﾞﾅﾐﾄｷﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 瑞浪土岐

女子走高跳 小酒井 伶依 ｺｻﾞｶｲ ﾚｲ 6 中池ジュニア陸上 ナカイケジュニアリクジョウ 中池ｼﾞｭﾆｱ陸上

女子走幅跳 玉田 心羽 タマダ コハネ 6 丹生川陸上 ニュウカワリクジョウ 丹生川陸上

女子ジャベリックボール投 櫻井 希美 ｻｸﾗｲ ﾉｿﾞﾐ 6 相生陸上クラブ アイオイリクジョウクラブ 相生陸上



三重代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 山口　泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ

指導者 東　宏明 アズマ　ヒロアキ

指導者 佐々木　三喜 ササキ ミキ

指導者 田畑　真理 タバタ マリ

支援コーチ 辻　弘樹 ﾂｼﾞ ﾋﾛｷ

支援コーチ 濵村　隆哉 ﾊﾏﾑﾗ ﾀｶﾔ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 寺本 裕哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾔ 6 川越陸上少年団 カワゴエリクジョウショウネンダン 川越陸上少

男子4×100ｍR 加藤　 大暉 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 6 川越陸上少年団 カワゴエリクジョウショウネンダン 川越陸上少

男子4×100ｍR 安達 瑛士 ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ 6 川越陸上少年団 カワゴエリクジョウショウネンダン 川越陸上少

男子4×100ｍR 駒田 開己 ｺﾏﾀﾞ  ﾊﾙｷ 6 川越陸上少年団 カワゴエリクジョウショウネンダン 川越陸上少

男子4×100ｍR 小林 東陽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾖｳ 6 川越陸上少年団 カワゴエリクジョウショウネンダン 川越陸上少

男子5年100m 門口 隼翔 ｶﾄﾞｸﾞﾁ  ｼｭｳﾄ 5 ゆめが丘陸上クラブ ユメガオカリクジョウクラブ ゆめが丘RC

男子6年100m 永安 正弥 ナガヤス マサヤ 6 名張クラブ ナバリクラブ 名張クラブ

男子80mH 丹 慎之介 ﾀﾝ ｼﾝﾉｽｹ 6 一志Beast イチシビースト 一志Beast

男子走高跳 矢形 心人 ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ 6 URC ユーアールシー URC

男子走幅跳 浅尾 竜太朗 ｱｻｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ 6 鏡浦小 カガミウラショウ 鏡浦小

男子ジャベリックボール投 岡村 卓磨 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 6 JAC  EAST ｼﾞｬｯｸ イースト JAC  EAST

女子4×100ｍR 上村 真央吏 ｳｴﾑﾗ ﾏｵﾘ 6 一志Beast イチシビースト 一志Beast

女子4×100ｍR 黒古 愛果 ｸﾛｺ ｱｲｶ 6 一志Beast イチシビースト 一志Beast

女子4×100ｍR 前山 莉緒 ﾏｴﾔﾏ ﾘｵ 6 一志Beast イチシビースト 一志Beast

女子4×100ｍR 内田 鈴音 ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 6 一志Beast イチシビースト 一志Beast

女子4×100ｍR 吉岡 万桜 ﾖｼｵｶ ﾏｵ 6 一志Beast イチシビースト 一志Beast

女子5年100m 堤 愛梨 ﾂﾂﾐ ｱｲﾘ 5 SMAC陸上クラブ SMACリクジョウクラブ SMAC陸上クラブ

女子6年100m 中川 真友 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ 6 北浜陸上クラブ キタハマリクジョウクラブ 北浜陸上クラブ

女子80mH 山本 紫織 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 6 南勢陸上クラブ ナンセイリクジョウクラブ 南勢陸上クラブ

女子走高跳 澤田 華 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅ 6 菰野SC コモノSC 元気ｱｯﾌﾟ菰野SC

女子走幅跳 末藤 新菜 ｽｴﾌｼﾞ ﾆｲﾅ 6 イムラアスリートアカデミー イムラアスリートアカデミー イムラAA

女子ジャベリックボール投 山本 紗々流 ﾔﾏﾓﾄ ｻｻﾗ 6 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ フリースタイル ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ



滋賀代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 島  孝志 ｼﾏ  ﾀｶｼ

指導者 熊谷　尚子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ

指導者 奥村　正則 オクムラ マサノリ

指導者 桂　晴樹 カツラ　ハルキ

支援コーチ 衣斐　利昌 ｲﾋﾞ　ﾄｼﾏｻ

支援コーチ 池田  昭則 イケダ　アキノリ

支援コーチ 掛谷　　亨 ｶｹﾔ　ﾄｵﾙ

支援コーチ 西村　　達 ニシムラ　ススム

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 黒本 理希 ｸﾛﾓﾄ ﾘｷ 6 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ 栗東陸上教室

男子4×100ｍR 細見 昂輝 ﾎｿﾐ ｺｳｷ 6 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ 栗東陸上教室

男子4×100ｍR 深尾 俐瑠紀 ﾌｶｵ ﾘﾙｷ 5 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ 栗東陸上教室

男子4×100ｍR 臼井 創太 ｳｽｲ ｿｳﾀ 6 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ 栗東陸上教室

男子4×100ｍR 三隅 爽太郎 ﾐｽﾐ ｿｳﾀﾛｳ 5 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ 栗東陸上教室

男子5年100m 西川 結友 ﾆｼｶﾜ ﾕｳ 5 浅井陸上クラブ アザイリクジョウクラブ 浅井陸上クラブ

男子6年100m 中路 泰生 ﾅｶｼﾞ ﾀｲｾｲ 6 守山陸上教室 モリヤマリクジョウキョウシツ 守山陸上教室

男子80mH 渡邊 志同 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾄﾞｳ 6 甲賀JAC コウカジェイエイシー 甲賀JAC

男子走高跳 多羅尾 陽尚 ﾀﾗｵ ﾋﾏﾘ 6 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ 栗東陸上教室

男子走幅跳 舩越 千颯 ﾌﾅｺｼ ﾁﾊﾔ 6 甲賀JAC コウカジェイエイシー 甲賀JAC

男子ジャベリックボール投 土井 将靖 ﾄﾞｲ ﾏｻﾔｽ 5 らんクラブ ランクラブ らんクラブ

女子4×100ｍR 高谷 真衣 タカヤ マイ 6 びわこRUNNERSクラブ ビワコランナーズクラブ びわこ　R・C

女子4×100ｍR 三宅 里菜 ﾐﾔｹ ﾘﾅ 6 びわこRUNNERSクラブ ビワコランナーズクラブ びわこ　R・C

女子4×100ｍR 竹内 心乃 ﾀｹｳﾁ ｺｺﾉ 6 びわこRUNNERSクラブ ビワコランナーズクラブ びわこ　R・C

女子4×100ｍR 高橋 里亜 ﾀｶﾊｼ リア 5 びわこRUNNERSクラブ ビワコランナーズクラブ びわこ　R・C

女子4×100ｍR 牛尾 埜亜 ウシオ ノア 6 びわこRUNNERSクラブ ビワコランナーズクラブ びわこ　R・C

女子5年100m 田中 瑛美莉 ﾀﾅｶ ｴﾐﾘ 5 東近江陸上スポーツ少年団 ヒガシオウミリクジョウスポーツショウネンダン 東近江陸上

女子6年100m 沖野 友里華 ｵｷﾉ ﾕﾘｶ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ 長浜市陸上教室

女子80mH 北村 莉奈 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾅ 6 彦根南JAC ヒコネミナミジャック 彦根南JAC

女子走高跳 宮﨑 聖菜 ﾐﾔｻﾞｷ ｾﾅ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ 長浜市陸上教室

女子走幅跳 藤井 咲帆 ﾌｼﾞｲ ｻｷﾎ 6 河西陸上クラブ カワニシリクジョウクラブ 河西陸上クラブ

女子ジャベリックボール投 中田 伶泉 ﾅｶﾀ ｲｽﾞﾐ 5 雄琴小 オゴトショウ 雄琴小



京都代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 奥城　守善 ｵｸｼﾞｮｳ ﾓﾘﾖｼ

指導者 桐村　全輝 ｷﾘﾑﾗ マサテル

指導者 德地　友梨子 ﾄｸﾁ ﾕﾘｺ

指導者 片山　妙子 ｶﾀﾔﾏ ﾀｴｺ

支援コーチ 梅田　有美子 ｳﾒﾀﾞ ﾕﾐｺ

支援コーチ 田中　愛莉 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 宮田 桜爾 ﾐﾔﾀ ｵｳｼﾞ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ 桂東ランナーズ

男子4×100ｍR 大山 裕太 ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾀ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ 桂東ランナーズ

男子4×100ｍR 藤﨑 連汰 ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝﾀ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ 桂東ランナーズ

男子4×100ｍR 林 正純 ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ 桂東ランナーズ

男子4×100ｍR 高田 晃佑 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 5 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ 桂東ランナーズ

男子5年100m 加賀 獅音 ｶｶﾞ ｼｵﾝ 5 大宮小学校陸上部 オオミヤショウガッコウリクジョウブ 大宮小

男子6年100m 松尾 朋哉 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾔ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

男子80mH 寺内 亨志郎 ﾃﾗｳﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 6 ホープスポーツクラブ ホープスポーツクラブ ホープ

男子走高跳 垣尾 羽琉 ｶｷｵ ﾊﾙ 6 中舞鶴クラブ ナカマイヅルクラブ 中舞鶴クラブ

男子走幅跳 浦川 尚樹 ｳﾗｶﾜ ﾅｵｷ 6 舞鶴ジュニア陸上クラブ マイヅルジュニアリクジョウクラブ 舞鶴ジュニア

男子ジャベリックボール投 小森 涼雅 ｺﾓﾘ ﾘｮｳｶﾞ 6 吉野クラブ ヨシノクラブ 吉野クラブ

女子4×100ｍR 阪野 夏芽 ｻｶﾉ ﾅﾂﾒ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子4×100ｍR イベル 聖羅 ｲﾍﾞﾙ ｾﾗ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子4×100ｍR 山口 羽未 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳﾐ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子4×100ｍR 大川 仁瑚 ｵｵｶﾜ ﾆｺ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子4×100ｍR 長堀 真歩 ﾅｶﾞﾎﾘ ﾏﾎ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子5年100m 吉田 彩心 ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ 5 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子6年100m 寺下 玲奈 ﾃﾗｼﾀ ﾚﾅ 6 砂川クラブ スナガワクラブ 砂川クラブ

女子80mH 瀧野 未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ 6 美濃山クラブ ミノヤマクラブ 美濃山クラブ

女子走高跳 地蔵山 香乃 ｼﾞｿﾞｳﾔﾏ ｶﾉ 6 乾隆クラブ ケンリュウクラブ 乾隆クラブ

女子走幅跳 野村 ひより ﾉﾑﾗ ﾋﾖﾘ 6 京都市小学生陸上教室 キョウトシショウガクセイリクジョウキョウシツ 京小陸

女子ジャベリックボール投 山村 陽那月 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾅﾂ 6 美豆クラブ ミマメクラブ 美豆クラブ



大阪代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 角野　兼太郎 ｶｸﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

指導者 松原　美代香 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾖｶ

指導者 辻岡　貴朋 ﾂｼﾞｵｶ ﾀｶﾄﾓ

指導者 石田　克彦 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

支援コーチ 原田　実 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ

支援コーチ 今井　浩介 ｲﾏｲ ｺｳｽｹ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 大南 奏 ｵｵﾐﾅﾐ ｶﾅﾃﾞ 6 茨木アスリートクラブ イバラキアスリートクラブ 茨木AC

男子4×100ｍR 三宅 貴大 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ 6 茨木アスリートクラブ イバラキアスリートクラブ 茨木AC

男子4×100ｍR 虎間 勇樹 ﾄﾗﾏ ﾕｳｷ 6 茨木アスリートクラブ イバラキアスリートクラブ 茨木AC

男子4×100ｍR 福田 泰成 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｾｲ 6 茨木アスリートクラブ イバラキアスリートクラブ 茨木ＡＣ

男子4×100ｍR 中村 光希 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 6 茨木アスリートクラブ イバラキアスリートクラブ 茨木AC

男子5年100m 寺垣 琉 ﾃﾗｶﾞｷ ﾘｭｳ 5 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

男子6年100m 渡部 総一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 6 香里小 ｺｳﾘｼｮｳ 香里小

男子80mH 本多 力 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 6 陸王クラブ ﾘｸｵｳｸﾗﾌﾞ 陸王クラブ

男子走高跳 曽我部 勝人 ｿｶﾞﾍﾞ ｶﾂﾄ 6 ひらかたKSC ヒラカタケーエスシー ひらかたKSC

男子走幅跳 藤原 岳史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾞｸｼ 6 なにわJAC ナニワジェイエイシー なにわJAC

男子ジャベリックボール投 シソン 頼行 ｼｿﾝ ﾗｲｱﾝ 6 陸王クラブ リクオウクラブ 陸王クラブ

女子4×100ｍR 大馬 眸 ｵｵﾊﾞ ﾋﾄﾐ 6 吹田ジュニア陸上クラブ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吹田ジュニア

女子4×100ｍR 福田 果子 ﾌｸﾀﾞ ｶｺ 6 吹田ジュニア陸上クラブ スイタジュニアリクジョウクラブ 吹田ジュニア

女子4×100ｍR 中村 安那 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾅ 6 吹田ジュニア陸上クラブ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吹田ジュニア

女子4×100ｍR 清水 未理 ｼﾐｽﾞ ﾐﾘ 6 吹田ジュニア陸上クラブ スイタジュニアリクジョウクラブ 吹田ジュニア

女子4×100ｍR 福田 さくら ﾌｸﾀﾞ ｻｸﾗ 6 吹田ジュニア陸上クラブ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吹田ジュニア

女子5年100m 島田 幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 5 なにわジュニアアスレチッククラブ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ なにわJAC

女子6年100m 森本 海咲希 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ 6 コスモＡＣ ｺｽﾓｴｰｼｰ コスモＡＣ

女子80mH 吉武 ファティマ花 ﾖｼﾀｹ ﾌｧﾃｨﾏﾊﾅ 6 茨木アスリートクラブ イバラキアスリートクラブ 茨木AC

女子走高跳 田口 菜の花 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾉﾊﾅ 6 吹田ジュニア陸上クラブ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吹田ジュニア

女子走幅跳 尾川 美空 ｵｶﾞﾜ ﾐｿﾗ 6 泉州アップル ｾﾝｼｭｳｱｯﾌﾟﾙ 泉州アップル

女子ジャベリックボール投 久々江 陽菜 ｸｸﾞｴ ﾋﾅ 6 吹田ジュニア陸上クラブ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 吹田陸上クラブ



兵庫代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 小山　正典 ｺﾔﾏ  ﾏｻﾉﾘ

指導者 辻　　 博昭 ﾂｼﾞ  ﾋﾛｱｷ

指導者 片山　誠子 ｶﾀﾔﾏ  ｾｲｺ

指導者 岡田　愉久 ｵｶﾀﾞ  ﾖｼﾋｻ

支援コーチ 釜江　憲史 ｶﾏｴ  ﾉﾘﾌﾐ

支援コーチ 朝田　眞司 ｱｻﾀﾞ  ｼﾝｼﾞ

支援コーチ 稲川　健司 ｲﾅｶﾞﾜ  ｹﾝｼﾞ

支援コーチ 高橋　秀知 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 堀尾 奏駿 ﾎﾘｵ ｶﾅﾄ 6 美賀多台小学校 ミカタダイショウガッコウ 美賀多台小学校

男子4×100ｍR 木下 七輝 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｷ 6 美賀多台小学校 ミカタダイショウガッコウ 美賀多台小学校

男子4×100ｍR 寺田 晃大 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 6 美賀多台小学校 ミカタダイショウガッコウ 美賀多台小学校

男子4×100ｍR 正井 瑞樹 ﾏｻｲ ﾐｽﾞｷ 6 美賀多台小学校 ミカタダイショウガッコウ 美賀多台小学校

男子4×100ｍR

男子5年100m 土橋 遥人 ﾂﾁﾊｼ ﾊﾙﾄ 5 井吹西小学校 イブキニシショウガッコウ 井吹西小学校

男子6年100m 山村 直人 ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵﾄ 6 本山第一小学校 モトヤマダイイチショウガッコウ 本山第一小学校

男子80mH 塩田 友太郎 ｼｵﾀ ﾄﾓﾀﾛｳ 6 新宮小学校 シングウショウガッコウ 新宮小学校

男子走高跳 中居 竜星 ﾅｶｲ ﾘｭｳｾｲ 6 白浜小学校 シラハマショウガッコウ 白浜小学校

男子走幅跳 小林 泰規 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 6 長谷小学校 ハセショウガッコウ 長谷小学校

男子ジャベリックボール投 村本 勇海 ﾑﾗﾓﾄ ｲｻﾐ 6 神代小学校 ジンダイショウガッコウ 神代小学校

女子4×100ｍR 佐岡 沙都紀 ｻｵｶ ｻﾂｷ 6 平岡北小学校 ヒラオカキタショウガッコウ 平岡北小学校

女子4×100ｍR 谷口 亜実 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾐ 6 平岡北小学校 ヒラオカキタショウガッコウ 平岡北小学校

女子4×100ｍR 岡田 莉朋 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 6 平岡北小学校 ヒラオカキタショウガッコウ 平岡北小学校

女子4×100ｍR 光安 しずく ﾐﾂﾔｽ ｼｽﾞｸ 6 平岡北小学校 ヒラオカキタショウガッコウ 平岡北小学校

女子4×100ｍR 岡野 琳花 ｵｶﾉ ﾘﾝｶ 5 平岡北小学校 ヒラオカキタショウガッコウ 平岡北小学校

女子5年100m 谷口 心音 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｺﾈ 5 三木小学校 ミキショウガッコウ 三木小学校

女子6年100m 宗野 華楓 ｿｳﾉ ﾊﾙｶ 6 城陽小学校 ジョウヨウショウガッコウ 城陽小学校

女子80mH 西畑 里保 ﾆｼﾊﾀ ﾘﾎ 6 神崎小学校 カンザキショウガッコウ 神崎小学校

女子走高跳 土井 果恋 ﾄﾞｲ ｶﾚﾝ 6 旭陽小学校 キョクヨウショウガッコウ 旭陽小学校

女子走幅跳 香西 万桜 ｺｳｻﾞｲ ﾏｵ 6 港島学園 ミナトジマガクエン 港島学園

女子ジャベリックボール投 小野 真緒里 ｵﾉ ｻｵﾘ 6 小野小学校 オノショウガッコウ 小野小学校



奈良代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 竹川　寛 ﾀｹｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

指導者 竹之内　剛 ﾀｹﾉｳﾁ ｺﾞｳ

指導者 長尾　常枝 ﾅｶﾞｵ ﾄｷｴ

指導者 海原　崇人 ｶｲﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾄ

支援コーチ 岡田　哲 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ

支援コーチ 畑山　律 ﾊﾀﾔﾏ ﾘﾂ

支援コーチ 井谷　弘志 ｲﾀﾆ ﾋﾛｼ

支援コーチ 丹羽　亜矢子 ﾆﾜ ｱﾔｺ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 岩田 凜太郎 ｲﾜﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ 三宅陸上クラブ

男子4×100ｍR 大西 勧也 ｵｵﾆｼ ﾕｷﾔ 6 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ 三宅陸上クラブ

男子4×100ｍR 湊 大智 ﾐﾅﾄ ﾀｲﾁ 6 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ 三宅陸上クラブ

男子4×100ｍR 松井 優介 ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 6 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ 三宅陸上クラブ

男子4×100ｍR 大平 泰誠 ｵｵﾋﾗ ﾀｲｾｲ 6 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ 三宅陸上クラブ

男子5年100m 服部 蓮太郎 ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝﾀﾛｳ 5 桜井ＡＣ サクライエーシー 桜井ＡＣ

男子6年100m 濱口 亮太 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 6 志都美クラブ シズミクラブ 志都美クラブ

男子80mH 今西 直也 ｲﾏﾆｼ ﾅｵﾔ 6 河合第二クラブ カワイダイニクラブ 河合第二クラブ

男子走高跳 田中 佑昇 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ フィールドキッズ

男子走幅跳 小坂 翔真 ｺｻｶ ｼｮｳﾏ 6 耳成南陸上クラブ ミミナシミナミリクジョウクラブ 耳成南陸上ｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 石黒 太陽 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 6 重心道陸上クラブ ジュウシンドウリクジョウクラブ 重心道陸上ｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 北村 かのは ｷﾀﾑﾗ ｶﾉﾊ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

女子4×100ｍR 伊佐 乃亜 ｲｻ ﾉｱ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

女子4×100ｍR 北山 陽菜 ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

女子4×100ｍR 小川 ことみ ｵｶﾞﾜ ｺﾄﾐ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

女子4×100ｍR 上山 莉奈 ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

女子5年100m 吉田 小晏 ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ 5 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ 三宅陸上クラブ

女子6年100m 小倉 かこ ｵｸﾞﾗ ｶｺ 6 ミルキーウェイ ミルキーウェイ ミルキーウェイ

女子80mH 梅本 温加 ｳﾒﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 6 河合第二クラブ カワイダイニクラブ 河合第二クラブ

女子走高跳 下村 美桜 ｼﾓﾑﾗ ﾐｵ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

女子走幅跳 山崎 由季 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 6 里風 リフウ 里風

女子ジャベリックボール投 山本 優子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 6 王寺町陸上クラブ オウジチョウリクジョウクラブ 王寺町陸上ｸﾗﾌﾞ



和歌山代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 内田　敏夫 ウチタ ﾄｼｵ

指導者 松本　康男 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｵ

指導者 川村　栄司 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ

指導者 若林　有香 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

支援コーチ 南方　孝俊 ﾐﾅｶﾀ ﾀｶﾄｼ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 川尾 春翔 ｶﾜｵ ﾊﾙﾄ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子4×100ｍR 松村 泰知 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子4×100ｍR 須佐見 容平 ｽｻﾐ ﾖｳﾍｲ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子4×100ｍR 福島 直樹 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子4×100ｍR 鷹巣 光希 ﾀｶｽ ｺｳｷ 5 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子5年100m 竹田 怜央 ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 5 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ 和陸クラブ

男子6年100m 宮﨑 雅貴 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｷ 6 安原小学校 ヤスハラショウガッコウ 安原小学校

男子80mH 亀井 心一 ｶﾒｲ ｼﾝｲﾁ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子走高跳 堀井 昊 ﾎﾘｲ ｺｳ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

男子走幅跳 久司 航輝 ｸｼ ｺｳｷ 6 那智勝浦スポーツ少年団 ナチカツウラスポーツショウネンダン 那智勝浦スポ少

男子ジャベリックボール投 雪野 大也 ﾕｷﾉ ﾀﾞｲﾔ 6 雑賀小学校 サイカショウガッコウ 雑賀小学校

女子4×100ｍR 成川 咲菜 ﾅﾘｶﾜ ｻﾅ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

女子4×100ｍR 川端 美珠生 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

女子4×100ｍR 南方 麻央 ﾐﾅｶﾀ ﾏｵ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

女子4×100ｍR 福岡 愛佳莉 ﾌｸｵｶ ｱｶﾘ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

女子4×100ｍR 駒木 李音 ｺﾏｷ ﾘﾈ 5 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ 紀の国AC

女子5年100m 中村 紅翔 ﾅｶﾑﾗ ｸﾚﾊ 5 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ 和陸クラブ

女子6年100m 村山 凜花 ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾝｶ 6 野崎T&F ﾉｻﾞｷﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 野崎T&F

女子80mH 堀口 紗希 ﾎﾘｸﾞﾁ ｻｷ 6 みなべAC ミナベAC みなべAC

女子走高跳 杉谷 桃 ｽｷﾞﾀﾆ ﾓﾓ 6 田辺AC ﾀﾅﾍﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 田辺AC

女子走幅跳 林 華菜 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾅ 6 海南アスリートクラブ カイナンアスリートクラブ 海南アスリート

女子ジャベリックボール投 野中 葉月 ﾉﾅｶ ﾊﾂﾞｷ 6 みなべAC ミナベAC みなべAC



鳥取代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 今井　信也 ｲﾏｲ ｼﾝﾔ

指導者 倉光　幸生 ｸﾗﾐﾂ ﾕｷｵ

指導者 加嶋　宏美 ｶｼﾏ ﾋﾛﾐ

指導者 森澤　公雄 ﾓﾘｻﾜ ｷﾐｵ

支援コーチ 宇山　慎二 ｳﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

支援コーチ 福井　和栄 ﾌｸｲ ｶｽﾞｴ

支援コーチ 佐々木　義和 ｻｻｷ ﾖｼｶｽﾞ

支援コーチ 門脇　光浩 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾂﾋﾛ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 茗荷 駿多 ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

男子4×100ｍR 太田 咲真 ｵｵﾀ ｻｸﾏ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

男子4×100ｍR 大谷 悠真 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

男子4×100ｍR 大坪 新歩 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾝﾎ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

男子4×100ｍR 松本 楓月 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳｷ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

男子5年100m 大西 康平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 5 伯仙小 ハクセンショウ 伯仙小

男子6年100m 岩井 光大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 6 世紀小 セイキショウ 世紀小

男子80mH 倉光 一冴 ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

男子走高跳 石見 だいや ｲﾜﾐ ﾀﾞｲﾔ 5 八橋小 ヤバセショウ 八橋小

男子走幅跳 阪本 晴也 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾔ 6 ＴＦ倉吉 ＴＦクラヨシ ＴＦ倉吉

男子ジャベリックボール投 森澤 知慶 ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 6 ＫＹ鳥取 ＫＹトットリ ＫＹ鳥取

女子4×100ｍR 内藤 咲姫 ﾅｲﾄｳ ｻｷ 5 ＴＦ米子 ＴＦヨナゴ ＴＦ米子

女子4×100ｍR 松本 梓 ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ 6 ＴＦ米子 ＴＦヨナゴ ＴＦ米子

女子4×100ｍR 小椋 咲奈 ｵｸﾞﾗ ｻキﾅ 6 ＴＦ米子 ＴＦヨナゴ ＴＦ米子

女子4×100ｍR 小林 天 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 6 ＴＦ米子 ＴＦヨナゴ ＴＦ米子

女子4×100ｍR 森安 一華 ﾓﾘﾔｽ ｲﾁｶ 5 ＴＦ米子 ＴＦヨナゴ ＴＦ米子

女子5年100m 中村 仁香 ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 5 大山陸上 ダイセンリクジョウ 大山陸上

女子6年100m 西口 そら ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 6 八橋小 ヤバセショウ 八橋小

女子80mH 深田 彩名 ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 6 布勢ＴＣ フセＴＣ 布勢ＴＣ

女子走高跳 井東 結 ｲﾄｳ ﾕｲ 6 ＳＭＴＣ jr. ＳＭＴＣ jr. ＳＭＴＣ jr.

女子走幅跳 十河 舞 ｿｺﾞｳ ﾏｲ 6 ＳＭＴＣ jr. ＳＭＴＣ jr. ＳＭＴＣ jr.

女子ジャベリックボール投 赤熊 琴 ｱｶｸﾏ ｺﾄ 6 三朝南小 ミササミナミショウ 三朝南小



島根代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 大田　裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ

指導者 本田　翔梧 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

指導者 山口　明紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷ

指導者 岡﨑　文祥 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

支援コーチ 杠　　憲司 ﾕｽﾞﾘﾊ ｹﾝｼﾞ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 成相 龍人 ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

男子4×100ｍR 中島 拓也 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾔ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

男子4×100ｍR 前井出 侑哉 ﾏｴｲﾃﾞ ﾕｳﾔ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

男子4×100ｍR 山﨑 章充 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾐﾂ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

男子4×100ｍR 廣中 暉 ﾋﾛﾅｶ ﾋｶﾘ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

男子5年100m 大場 涼雅 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 5 江津陸上教室 ゴウツリクジョウキョウシツ 江津陸上教室

男子6年100m 久保 陽向 ｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 6 益田陸上教室 マスダリクジョウキョウシツ 益田陸上教室

男子80mH 上田 康生 ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 6 邑智ＪＴＳ オオチＪＴＳ 邑智ＪＴＳ

男子走高跳 松本 聖也 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾔ 6 三隅ジュニア陸上教室 ミスミジュニアリクジョウキョウシツ 三隅ｼﾞｭﾆｱ陸上

男子走幅跳 日野 風舞 ﾋﾉ ﾌｳﾏ 6 出雲陸上教室 イズモリクジョウキョウシツ 出雲陸上教室

男子ジャベリックボール投 山根　 陽凪 ﾔﾏﾈ ﾋﾅﾀ 6 江津陸上教室 ゴウツリクジョウキョウシツ 江津陸上教室

女子4×100ｍR 安達 こころ ｱﾀﾞﾁ ｺｺﾛ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

女子4×100ｍR 石倉 珠妃 ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

女子4×100ｍR 佐々木 優奈 ｻｻｷ ﾕｳﾅ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

女子4×100ｍR 深田 姫菜 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾒﾅ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

女子4×100ｍR 三島 梨華 ﾐｼﾏ ﾘﾝｶ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ 松江陸上教室

女子5年100m 淺田 結衣 ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 5 浜田ＪＡＳ ハマダＪＡＳ 浜田ＪＡＳ

女子6年100m 岸 美穏 ｷｼ ﾐｵﾝ 6 出雲陸上教室 イズモリクジョウキョウシツ 出雲陸上教室

女子80mH 幸田 由菜 ｺｳﾀ ﾕﾅ 6 大田陸上教室 オオダリクジョウキョウシツ 大田陸上教室

女子走高跳 大場 梛 ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞ 6 浜田ＪＡＳ ハマダＪＡＳ 浜田ＪＡＳ

女子走幅跳 沖田 侑来 ｵｷﾀ ﾕﾗ 6 邑智ＪＴＳ オオチＪＴＳ 邑智ＪＴＳ

女子ジャベリックボール投 林 心虹 ﾊﾔｼ ｺｺﾅ 6 江津陸上教室 ゴウツリクジョウキョウシツ 江津陸上教室



岡山代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 小坂　誠彦 ｺｻｶ ﾏｻﾋｺ

指導者 高上　清敬 ﾀｶｳｴ ｷﾖﾀｶ

指導者 藤原　洋行 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ

指導者 池田　国光 ｲｹﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ

支援コーチ 中川　正幸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

支援コーチ 岩立　とも子 ｲﾜﾀﾃ ﾄﾓｺ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 大月 康資 ｵｵﾂｷ ｺｳｽｹ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

男子4×100ｍR 田淵 雄太 タブチ ﾕｳﾀ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

男子4×100ｍR 在本 開智 ｱﾘﾓﾄ ｶｲﾁ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

男子4×100ｍR 浅原 弘夢 ｱｻﾊﾗ ﾋﾛﾑ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

男子4×100ｍR

男子5年100m 井上 元喜 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 5 牧石小学校 マキイシショウガッコウ 牧石小学校

男子6年100m 打越 絆 ｳﾁｺﾞｼ ｷｽﾞﾅ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

男子80mH 福井 研登 ﾌｸｲ  ｹﾝﾄ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ツヤマジュニアリクジョウキョウギキョウシツ 津山ジュニア

男子走高跳 藤井 俐空 ﾌｼﾞｲ ﾘｸ 6 笠岡小学校 カサオカショウガッコウ 笠岡小学校

男子走幅跳 小野 嗣実 ｵﾉ ﾂｸﾞﾐ 6 総社ジュニア陸上クラブ ソウジャジュニアリクジョウクラブ 総社ジュニア

男子ジャベリックボール投 三宅 理斗 ﾐﾔｹ ﾏｻﾄ 6 新見南クラブ ニイミミナミクラブ 新見南クラブ

女子4×100ｍR 正木 紗 ﾏｻｷ ｻﾗ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

女子4×100ｍR 堀内 ひかり ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 5 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

女子4×100ｍR 信江 想空 ﾉﾌﾞｴ ｿﾗ 5 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

女子4×100ｍR 中山 ねね ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

女子4×100ｍR 山下 芹華 ﾔﾏｼﾀ ｾﾘｶ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ 岡山ジュニア

女子5年100m 原田 美來 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｸ 5 TeamTMT チームティエムティ TeamTMT

女子6年100m 重友 沙羅 ｼｹﾞﾄﾓ ｻﾗ 6 ゆめりくクラブ ユメリククラブ ゆめりく

女子80mH 中村 香葉 ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾊ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ツヤマジュニアリクジョウキョウギキョウシツ 津山ジュニア

女子走高跳 木村 珠久 ｷﾑﾗ ﾐｸ 6 三門小学校 ミカドショウガッコウ 三門小学校

女子走幅跳 川野 舞夏 ｶﾜﾉ ﾏｲｶ 6 ゆめりくクラブ ユメリククラブ ゆめりく

女子ジャベリックボール投 浅野 馨 ｱｻﾉ  ｹｲ 6 長尾ＴＦＣ ナガオＴＦＣ 長尾ＴＦＣ



広島代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 花守　慎太郎 ﾊﾅﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ

指導者 藤本　法生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ

指導者 河原　亜紗実 ｶﾜﾊﾗ ｱｻﾐ

指導者 熊本　辰己 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾂﾐ

支援コーチ 小畠　信行 ｺﾊﾞﾀｹ ﾉﾌﾞﾕｷ

支援コーチ 荒木　通広 ｱﾗｷ ﾐﾁﾋﾛ

支援コーチ 忰山　愛 ｶｾﾔﾏ ｱｲ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 吉田 凪音 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

男子4×100ｍR 宮田 孝輝 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

男子4×100ｍR 阿部 夏基 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

男子4×100ｍR 鈴木 斗雄哉 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾔ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

男子4×100ｍR 赤宗 拓弥 ｱｶﾑﾈ ﾀｸﾔ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

男子5年100m 大立 凌輔 ｵｵﾀﾁ ﾘｮｳｽｹ 5 三原陸上クラブ ミハラリクジョウクラブ 三原陸上クラブ

男子6年100m 坪倉 瑠快 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾙｶ 6 庄原ＡＣ ショウバラＡＣ 庄原ＡＣ

男子80mH 古中 睦人 ﾌﾙﾅｶ ﾑﾂﾄ 6 広島ＪｒＯＣ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

男子走高跳 髙原 夕城斗 ﾀｶﾊﾗ ﾕｷﾄ 6 三原陸上クラブ ミハラリクジョウクラブ 三原陸上クラブ

男子走幅跳 野見 明輝 ﾉﾐ ｱｷﾗ 6 中野東陸上 ナカノヒガシリクジョウ 中野東陸上

男子ジャベリックボール投 近藤　 優成 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 6 くれＪＡＣ クレＪＡＣ くれＪＡＣ

女子4×100ｍR 大原 千朋 ｵｵﾊﾗ ﾁﾎ 6 広島ＪｒＯＣ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

女子4×100ｍR 山根 知紗 ﾔﾏﾈ ﾁｻ 6 広島ＪｒＯＣ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

女子4×100ｍR 藤井 悠乃 ﾌｼﾞｲ ﾕﾉ 6 広島ＪｒＯＣ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

女子4×100ｍR 大和 千夏 ﾔﾏﾄ ﾁﾅﾂ 6 広島ＪｒＯＣ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

女子4×100ｍR 前田 椎名 ﾏｴﾀﾞ ｼｲﾅ 6 広島ＪｒＯＣ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

女子5年100m 坂井 実夢 ｻｶｲ ﾐﾕｳ 5 びんごＷＡＣ ビンゴＷＡＣ びんごＷＡＣ

女子6年100m 忰山 渚 ｶｾﾔﾏ ﾅｷﾞ 6 ＣＨＡＳＫＩ チャスキ ＣＨＡＳＫＩ

女子80mH 小畠 芽 ｺﾊﾞﾀ ﾒｲ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ 東広島ＴＦＣ

女子走高跳 荒川 夏都 ｱﾗｶﾜ ﾅﾂ 6 熊野第四小学校 クマノダイ4ショウガッコウ 熊野第四小学校

女子走幅跳 宗森 瑠璃子 ﾑﾈﾓﾘ ﾙﾘｺ 6 熊野陸上スポーツ少年団 クマノリクジョウスポーツショウネンダン 熊野陸上

女子ジャベリックボール投 菅安 恵子 ｽｶﾞﾔｽ ｹｲｺ 6 びんごＷＡＣ ビンゴＷＡＣ びんごＷＡＣ



山口代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 松本　伸治 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

指導者 大矢　弘子 ｵｵﾔ ﾋﾛｺ

指導者 江本　孝臣 ｴﾓﾄ　ﾀｶｵﾐ

指導者 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ

支援コーチ 平川　勝秀 ﾋﾗｶﾜ ｶﾂﾋﾃﾞ

支援コーチ 植田　裕二 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

支援コーチ 上田　崇史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

支援コーチ 本多　信之 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 藤野 雄大 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ 6 山口FSL ヤマグチFSL 山口FSL

男子4×100ｍR 後藤 康彦 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ 6 山口FSL ヤマグチFSL 山口FSL

男子4×100ｍR 田中 幸人 ﾀﾅｶ ﾕｷﾄ 6 山口FSL ヤマグチFSL 山口FSL

男子4×100ｍR 柴田 悠人 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 6 山口FSL ヤマグチFSL 山口FSL

男子4×100ｍR 津室 岳 ﾂﾑﾛ ｶﾞｸ 6 山口FSL ヤマグチFSL 山口FSL

男子5年100m 鬼木 楓奏 ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 5 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン 小郡陸上少年団

男子6年100m 村重 直哉 ﾑﾗｼｹﾞ ﾅｵﾔ 6 JAC岩国スポーツ少年団 JACイワクニスポーツショウネンダン JAC岩国

男子80mH 恒富 滉大 ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 6 徳山RCコネット トクヤマRCコネット 徳山コネット

男子走高跳 中村 真人 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾄ 6 美祢陸上スポーツ少年団 ミネリクジョウスポーツショウネンダン 美祢陸スポ

男子走幅跳 鴨川 洸登 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 6 仙崎RCみすゞ センザキRCミスゞ 仙崎RCみすゞ

男子ジャベリックボール投 北村 怜也 ｷﾀﾑﾗ ﾚｲﾔ 5 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー アカデミー

女子4×100ｍR 塩見 林果 ｼｵﾐ ﾘﾝｶ 6 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン 小郡陸上少年団

女子4×100ｍR 和田 桜月 ﾜﾀﾞ ｻﾂｷ 6 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン 小郡陸上少年団

女子4×100ｍR 渡邊 菜々実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 6 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン 小郡陸上少年団

女子4×100ｍR 三井 綾乃 ﾐｲ ｱﾔﾉ 6 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン 小郡陸上少年団

女子4×100ｍR 高山 夏菜子 ﾀｶﾔﾏ ｶﾅｺ 6 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン 小郡陸上少年団

女子5年100m 久保 瑞乃 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 5 萩陸上競技スポーツ少年団 ハギリクジョウキョウギスポーツショウネンダン 萩陸スポ

女子6年100m 先村 若奈 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 6 平成維新奇兵隊 ヘイセイイシンキヘイタイ 奇兵隊

女子80mH 永谷 優美紗 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ 6 平成維新奇兵隊 ヘイセイイシンキヘイタイ 奇兵隊

女子走高跳 西村 萌衣 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 6 徳山RCコネット トクヤマRCコネット 徳山コネット

女子走幅跳 町田 楓 ﾏﾁﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 6 下関ふくっ子陸上クラブ シモノセキフクッコリクジョウクラブ ふくっ子陸上

女子ジャベリックボール投 徳田 早希 ﾄｸﾀﾞ ｻｷ 6 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン 光市陸上スポ少



徳島代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 藤内　則康 ﾄｳﾅｲ ﾉﾘﾔｽ

指導者 吉田　喜久雄 ﾖｼﾀﾞ ｷｸｵ

指導者 鎌田　幸二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

指導者 竹内　淳子 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ

支援コーチ 桜井　徹 ｻｸﾗｲ ﾄｵﾙ

支援コーチ 大坂　喜昭 ｵｵｻｶ ﾖｼｱｷ

支援コーチ 正本　展隆 ﾏｻﾓﾄ ﾉﾌﾞﾀｶ

支援コーチ 新野　圭 ｼﾝﾉ ｹｲ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 蟹江 尚史 ｶﾆｴ ﾅｵﾌﾐ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ナルトＫＡＣスポーツショウネンダン 鳴門ＫＡＣ

男子4×100ｍR 武林 知都 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ナルトＫＡＣスポーツショウネンダン 鳴門ＫＡＣ

男子4×100ｍR 政 伊里記 ﾏｻ ｲｻｷ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ナルトＫＡＣスポーツショウネンダン 鳴門ＫＡＣ

男子4×100ｍR 渡辺 翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ナルトＫＡＣスポーツショウネンダン 鳴門ＫＡＣ

男子4×100ｍR 森 悠偉 ﾓﾘ ﾕｲ 5 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ナルトＫＡＣスポーツショウネンダン 鳴門ＫＡＣ

男子5年100m 竹原 幸壱 ﾀｹﾊﾗ ｺｳｲﾁ 5 木綿麻陸上クラブ ユウマﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 木綿麻

男子6年100m 飛弾 郁哉 ﾋﾀﾞ ﾌﾐﾔ 6 貞光陸上クラブ サダミツリクジョウクラブ ＳＲＣ

男子80mH 髙木 瑛冬 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾄ 6 東みよしＴＦ ヒガシミヨシＴＦ 東みよしＴＦ

男子走高跳 辻村 智志 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 6 北島ジュニア陸上クラブ キタジマジュニアリクジョウクラブ 北島ジュニア

男子走幅跳 元木 涼介 ﾓﾄｷ ﾘｮｳｽｹ 6 東みよしＴＦ ヒガシミヨシＴＦ 東みよしＴＦ

男子ジャベリックボール投 寺田 朔 ﾃﾗﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 6 東みよしＴＦ ヒガシミヨシＴＦ 東みよしＴＦ

女子4×100ｍR 小濱 咲良 ｵﾊﾏ ｻﾗ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ 阿波市陸上ク

女子4×100ｍR 東山 瑞季 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ 阿波市陸上ク

女子4×100ｍR 三好 琴音 ﾐﾖｼ ｺﾄﾈ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ 阿波市陸上ク

女子4×100ｍR 庄村 花菜 ｼｮｳﾑﾗ ﾊﾅ 5 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ 阿波市陸上ク

女子4×100ｍR 西岡 美耶弥 ﾆｼｵｶ ﾐﾔﾋﾞ 5 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ 阿波市陸上ク

女子5年100m 泉 彩花 ｲｽﾞﾐ ｱﾔｶ 5 北島ジュニア陸上クラブ キタジマジュニアリクジョウクラブ 北島ジュニア

女子6年100m 杉村 実優 ｽｷﾞﾑﾗ ﾐﾕｳ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ

女子80mH 爲行 梨々花 ﾀﾒﾕｷ ﾘﾘｶ 6 東みよしＴＦ ヒガシミヨシＴＦ 東みよしＴＦ

女子走高跳 松岡 梨亜来 ﾏﾂｵｶ ﾘｱﾗ 6 貞光陸上クラブ サダミツリクジョウクラブ ＳＲＣ

女子走幅跳 篠岡 千奈 ｻｻｵｶ ﾁﾅ 6 阿南ＪＡＣ アナンジュニアアスリートクラブ 阿南ＪＡＣ

女子ジャベリックボール投 正本 陽菜乃 ﾏｻﾓﾄ ﾋﾅﾉ 6 徳島あわっこクラブ トクシマアワッコクラブ 徳島あわっこ



香川代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 本田　恵 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲ

指導者 大麻　弘善 ｵｵｱｻ ﾋﾛﾖｼ

指導者 古子　貴将 フルコ　タカマサ

指導者 東原　早織 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｻｵﾘ

支援コーチ 谷本　亮信 ﾀﾆﾓﾄ　ｽｹﾉﾌﾞ

支援コーチ 山口　誉之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ

支援コーチ 髙野　聖司 ﾀｶﾉ ｾｲｼﾞ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 中原 樺月 ﾅｶﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

男子4×100ｍR 加藤 一之輔 ｶﾄｳ ｲﾁﾉｽｹ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

男子4×100ｍR 大舘 晃希 ｵｵﾀﾞﾃ ｺｳｷ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

男子4×100ｍR 丸山 盛也 ﾏﾙﾔﾏ ｾｲﾔ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

男子4×100ｍR 河北 知哉 ｶﾜｷﾀ ﾄﾓﾔ 5 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

男子5年100m 樋笠 六星 ﾋｶﾞｻ ﾘｭｳｾｲ 5 大見小 オオミショウ 大見小

男子6年100m 山中 天音 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾈ 6 城西小 ジョウセイショウ 城西小

男子80mH 佐々木 秀晟 ｻｻｷ ｼｭｳｾｲ 6 綾川ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ アヤガワジョギングクラブ 綾川JC

男子走高跳 國安 亜祐武 ｸﾆﾔｽ ｱﾕﾑ 6 財田小 サイタショウ 財田小

男子走幅跳 秋山 雅貴 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 6 豊島小 テシマショウ 豊島小

男子ジャベリックボール投 新鞍 護 ﾆｲｸﾗ ﾏﾓﾙ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

女子4×100ｍR 秋山 祐里佳 ｱｷﾔﾏ ﾕﾘｶ 6 観音寺小 カンオンジショウ 観音寺小

女子4×100ｍR 大久保 聖菜 ｵｵｸﾎﾞ ｾﾅ 6 観音寺小 カンオンジショウ 観音寺小

女子4×100ｍR 高橋 花音 ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 6 観音寺小 カンオンジショウ 観音寺小

女子4×100ｍR 坂東 ニコ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾆｺ 6 観音寺小 カンオンジショウ 観音寺小

女子4×100ｍR 高橋 侑莉愛 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｱ 6 観音寺小 カンオンジショウ 観音寺小

女子5年100m 大坪 美桜 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐｵ 5 垂水小 タルミショウ 垂水小

女子6年100m 奥田 綾子 ｵｸﾀﾞ ｱﾔｺ 6 城西小 ジョウセイショウ 城西小

女子80mH 高橋 ひなた ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 6 柞田小 クニタショウ 柞田小

女子走高跳 牧野 光葵 ﾏｷﾉ ﾐﾂｷ 6 柞田小 クニタショウ 柞田小

女子走幅跳 安藤 桃子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ 屋島クラブ

女子ジャベリックボール投 髙木 彩衣 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 5 比地小 ヒジショウ 比地小



愛媛代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 髙橋　俊光 タカハシ トシミツ

指導者 浅野　郁夫 ｱｻﾉ ｲｸｵ

指導者 吉良　大助 ｷﾗ ﾀﾞｲｽｹ

指導者 若藤　愛梨 ﾜｶﾌｼﾞ ｱｲﾘ

支援コーチ 山之内　知弘 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 尾﨑 壮太 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 5 波っ子ランナーズ ナミッコランナーズ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子4×100ｍR 尾﨑 元輔 ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｽｹ 6 波っ子ランナーズ ナミッコランナーズ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子4×100ｍR 佐伯 岳大 ｻｲｷ ﾀｹﾋﾛ 6 波っ子ランナーズ ナミッコランナーズ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子4×100ｍR 高田 聖都 ﾀｶﾀ ﾏｻﾄ 6 波っ子ランナーズ ナミッコランナーズ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子4×100ｍR 村上 比々輝 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 6 波っ子ランナーズ ナミッコランナーズ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子5年100m 森實 倖大 ﾓﾘｻﾞﾈ ｺｳﾀﾞｲ 5 川之江T&Fクラブ カワノエT&Fクラブ 川之江T&Fｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 小枝 蓮武 ｺｴﾀﾞ ﾚﾝ 6 三崎小学校 ミサキショウガッコウ 三崎小学校

男子80mH 和田 琉聖 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 6 宇和島陸上クラブ ウワジマリクジョウクラブ 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ

男子走高跳 清水 倭 ｼﾐｽﾞ ﾔﾏﾄ 6 波っ子ランナーズ ナミッコランナーズ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子走幅跳 田村 湧生 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 6 宇和島T&F ウワジマT&F 宇和島Ｔ＆Ｆ

男子ジャベリックボール投 長井 寿希哉 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭｷﾔ 6 ひうち陸上クラブ ヒウチリクジョウクラブ ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 阿部 花音 ｱﾍﾞ カノン 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ 八幡浜ＡＣ

女子4×100ｍR 上野 心華 ｳｴﾉ ｺﾊﾙ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ 八幡浜ＡＣ

女子4×100ｍR 鍬本 葉月 ｸﾜﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ 八幡浜ＡＣ

女子4×100ｍR 清水 ことね ｼﾐｽﾞ ｺﾄﾈ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ 八幡浜ＡＣ

女子4×100ｍR 米井 ひかり ﾖﾈｲ ﾋｶﾘ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ 八幡浜ＡＣ

女子5年100m 片山 亜紀 ｶﾀﾔﾏ ｱｷ 5 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ 八幡浜ＡＣ

女子6年100m 菅 野々花 ｽｶﾞ ﾉﾉｶ 6 ひうち陸上クラブ ヒウチリクジョウクラブ ひうち陸上ｸﾗﾌﾞ

女子80mH 松本 葵 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 6 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ ウワマチリクジョウクラブ 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ

女子走高跳 廣田 結音 ﾋﾛﾀ ﾕｲﾈ 6 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ ウワマチリクジョウクラブ 宇和町陸上ｸﾗﾌﾞ

女子走幅跳 宇高 夏帆 ｳﾀﾞｶ ｶﾎ 6 VIVID陸上競技ｸﾗﾌﾞ VIVIDリクジョウキョウギクラブ VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ

女子ジャベリックボール投 織田 わかば ｵﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 6 城川陸上ｸﾗﾌﾞ シロカワリクジョウクラブ 城川陸上ｸﾗﾌﾞ



高知代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 三谷　裕之 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ

指導者 葛岡　善行 ｸｽﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ

指導者 山本　充恭 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾔｽ

指導者 澤田　造 ｻﾜﾀﾞ ﾂｸﾙ

支援コーチ 野崎　真宏 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 菱田 琉成 ﾋｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 6 香我美ＪＡＣ カガミＪＡＣ 香我美ＪＡＣ

男子4×100ｍR 川下 泰喜 ｶﾜｼﾀ ﾀｲｷ 6 香我美ＪＡＣ カガミＪＡＣ 香我美ＪＡＣ

男子4×100ｍR 野口 兼生 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｾｲ 6 香我美ＪＡＣ カガミＪＡＣ 香我美ＪＡＣ

男子4×100ｍR 松村 成 ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾙ 6 香我美ＪＡＣ カガミＪＡＣ 香我美ＪＡＣ

男子4×100ｍR 國光 奏太 ｸﾆﾐﾂ ｿｳﾀ 5 香我美ＪＡＣ カガミＪＡＣ 香我美ＪＡＣ

男子5年100m 濵田 碧海 ﾊﾏﾀﾞ ｱｵｲ 5 クラブとさ クラブトサ クラブとさ

男子6年100m 鶴和 恭介 ﾂﾙﾜ ｷｮｳｽｹ 6 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ 吉良川ＪＡＣ

男子80mH 小松 剛基 ｺﾏﾂ ｺﾞｳｷ 6 アスリートすくも アスリートスクモ ｱｽﾘｰﾄすくも

男子走高跳 山本 倖大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ 中村ＪＡＣ

男子走幅跳 結城 匠輝 ﾕｳｷ ﾅﾙｷ 5 土佐ＪＡＣ トサＪＡＣ 土佐ＪＡＣ

男子ジャベリックボール投 葛岡 敬人 ｸｽﾞｵｶ ｹｲﾄ 6 まほろばクラブ南国 マホロバクラブナンゴク まほろば南国

女子4×100ｍR 矢野 愛葉 ﾔﾉ ﾏﾅﾊ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ 中村ＪＡＣ

女子4×100ｍR 岡村 絆叶 ｵｶﾑﾗ ｷｷｮｳ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ 中村ＪＡＣ

女子4×100ｍR 泉谷 柚奈 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾆ ﾕﾅ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ 中村ＪＡＣ

女子4×100ｍR 佐田 ゆり空 ｻﾀﾞ ﾕﾘｱ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ 中村ＪＡＣ

女子4×100ｍR 松本 真生 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ 中村ＪＡＣ

女子5年100m 坂口 みなみ ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 5 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ 吉良川ＪＡＣ

女子6年100m 石本 ゆう ｲｼﾓﾄ ﾕｳ 6 高知橘クラブ コウチタチバナクラブ 高知橘クラブ

女子80mH 笠原 桃樺 ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 6 高知橘クラブ コウチタチバナクラブ 高知橘クラブ

女子走高跳 恒石 望乃 ﾂﾈｲｼ ﾉﾉ 6 野市JAC ノイチJAC 野市JAC

女子走幅跳 結城 心優 ﾕｳｷ ﾐﾋﾛ 6 土佐ＪＡＣ トサＪＡＣ 土佐ＪＡＣ

女子ジャベリックボール投 岩見 奏愛 ｲﾜﾐ ｿﾅ 6 まほろばクラブ南国 マホロバクラブナンコク まほろば南国



高知代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 青木　哲也 ｱｵｷ ﾃﾂﾔ

指導者 藤本　昭義 ﾌｼﾞﾓﾄ  ｱｷﾖｼ

指導者 牧野　智恵美 ﾏｷﾉ  ﾁｴﾐ

指導者 魚島　一彦 ｳｵｼﾏ  ｶｽﾞﾋｺ

支援コーチ 廣重　敏雄 ヒロシゲ   トシオ

支援コーチ 徳永　修一 ﾄｸﾅｶﾞ  ｼｭｳｲﾁ

支援コーチ 藤浪　広志 フジナミ　ﾋﾛｼ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 相星 幸亮 ｱｲﾎﾞｼ ｺｳｽｹ 6 すがお陸上クラブ スガオリクジョウクラブ すがお陸上ｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 髙橋 芯大 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀ 6 すがお陸上クラブ スガオリクジョウクラブ すがお陸上ｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 森口 拓海 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 6 すがお陸上クラブ スガオリクジョウクラブ すがお陸上ｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 久保 茉潤 ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ 5 すがお陸上クラブ スガオリクジョウクラブ すがお陸上ｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 佐藤 恵伍 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 6 すがお陸上クラブ スガオリクジョウクラブ すがお陸上ｸﾗﾌﾞ

男子5年100m 川上 陽大 ｶﾜｶﾐ ﾖｳﾀ 5 立石ランナーズ タテイシランナーズ 立石ランナーズ

男子6年100m 伊藤 羽舷 ｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ 6 福岡ＪＲＣ ﾌｸｵｶｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰ 福岡ＪＲＣ

男子80mH 渕上 翔太 ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 6 豊前ＪＡＣ ﾌﾞｾﾞﾝｼﾞｪｲｴｰｼｰ 豊前ＪＡＣ

男子走高跳 小金澤 凰眞 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｵｳﾏ 6 新田原ランナーズ シンデンバルランナーズ 新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子走幅跳 中谷 魁聖 ﾅｶﾀﾆ ｶｲｾｲ 5 新田原ランナーズ シンデンバルランナーズ 新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ

男子ジャベリックボール投 下田 烈 ｼﾓﾀﾞ ﾀｹｼ 6 福岡キッズ フクオカキッズ 福岡キッズ

女子4×100ｍR 渡邉 南緒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 6 うきは市陸上部 ウキハシリクジョウブ うきは市陸上部

女子4×100ｍR 宮﨑 鈴奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾅ 6 うきは市陸上部 ウキハシリクジョウブ うきは市陸上部

女子4×100ｍR 宇治川 真央 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｵ 6 うきは市陸上部 ウキハシリクジョウブ うきは市陸上部

女子4×100ｍR 上村 紀乃 ｳｴﾑﾗ ｺﾄﾉ 6 うきは市陸上部 ウキハシリクジョウブ うきは市陸上部

女子4×100ｍR 生野 倫代 ｲｸﾉ ﾐﾁﾖ 6 うきは市陸上部 ウキハシリクジョウブ うきは市陸上部

女子5年100m 保楊枝 琴乃 ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ 5 那珂川ｼﾞｭﾆｱランナーズ ナカガワジュニアランナーズ 那珂川ジュニア

女子6年100m 坂井 愛梨 ｻｶｲ ｱｲﾘ 6 三潴ジュニア陸上部 ミヅマジュニアリクジョウブ 三潴陸上部

女子80mH 古賀 美帆 コガ ミホ 6 九州アスリートアローザル キュウシュウアスリートアローザル アローザル

女子走高跳 小嶋 歩実 ｺｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 6 九州アスリートアローザル キュウシュウアスリートアローザル アローザル

女子走幅跳 竹下 鈴菜 ﾀｹｼﾀ ｽｽﾞﾅ 6 三潴ジュニア陸上部 ミヅマジュニアリクジョウブ 三潴陸上部

女子ジャベリックボール投 田中 真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 6 福岡キッズ フクオカキッズ 福岡キッズ



佐賀代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 藤井　唯徳 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ

指導者 松尾由起子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ

指導者 居石　　憲 ｵﾘｲｼ ｱｷﾗ

指導者 福田　芳生 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ

支援コーチ 中嶋　武久 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾋｻ

支援コーチ 湯ノ口　達彦 ﾕﾉｸﾁ ﾀﾂﾋｺ

支援コーチ 田中　　薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ

支援コーチ 飯田小百合 ｲｲﾀﾞｻﾕﾘ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 間 大空 ﾊｻﾞﾏ ﾀｸ 6 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ 鳥栖陸上

男子4×100ｍR 奥田 弘太 ｵｸﾀﾞ ｺｳﾀ 6 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ 鳥栖陸上

男子4×100ｍR 水落 裕麻 ﾐｽﾞｵﾁ ﾕｳﾏ 5 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ 鳥栖陸上

男子4×100ｍR 原田 聖矢 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ 6 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ 鳥栖陸上

男子4×100ｍR 近藤 希海 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 6 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ 鳥栖陸上

男子5年100m 牛島 壮司朗 ｳｼｼﾞﾏ ｿｳｼﾛｳ 5 佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐賀陸上

男子6年100m 松本 涼太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ 唐津陸上

男子80mH 小笠原 巧 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 6 有明西かけっこクラブ アリアケニシカケッコクラブ 有明西かけっこ

男子走高跳 野林 鉄 ﾉﾊﾞﾔｼ ﾃﾂ 6 山代西陸上クラブ ヤマシロニシリクジョウクラブ 山代西陸上

男子走幅跳 太田 琉星 ｵｵﾀ ﾘｭｳｾｲ 5 わかばAC ワカバAC わかばAC

男子ジャベリックボール投 中原 祥眞 ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳﾏ 6 大草野ホタピー陸上 ｵｵｸｻﾉﾎﾀﾋﾟｰﾘｸｼﾞｮｳ 大草野ﾎﾀﾋﾟｰ陸上

女子4×100ｍR 浦志 光里 ｳﾗｼ ﾋｶﾘ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ 唐津陸上

女子4×100ｍR 徳永 心奈 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｺﾅ 5 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ 唐津陸上

女子4×100ｍR 太田 汐里 ｵｵﾀ ｼｵﾘ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ 唐津陸上

女子4×100ｍR 谷口 詩織 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｵﾘ 5 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ 唐津陸上

女子4×100ｍR 楢田 佑奈 ﾅﾗﾀﾞ ﾕﾅ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ 唐津陸上

女子5年100m 北川 ゆなな ｷﾀｶﾞﾜ ﾕﾅﾅ 5 小城陸上 オギリクジョウ 小城陸上

女子6年100m 鶴田 恋子 ﾂﾙﾀﾞ ｺｺ 6 江北ビッキーズ コウホクビッキーズ 江北ビッキーズ

女子80mH 辻 悠奈 ﾂｼﾞ ﾕｳﾅ 6 江北ビッキーズ コウホクビッキーズ 江北ビッキーズ

女子走高跳 大竹 心花 ｵｵﾀｹ ﾐﾊﾅ 6 大町陸上クラブ オオマチリクジョウクラブ 大町陸上

女子走幅跳 月岡 輝楽々 ﾂｷｵｶ ｷﾗﾗ 5 牛津陸上 ｳｼﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ 牛津陸上

女子ジャベリックボール投 橋本 優芽 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ 6 山代西陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｼﾛﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 山代西陸上



長崎代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 宮崎英生 ﾐﾔｻﾞｷﾋﾃﾞｵ

指導者 松本広大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

指導者 福塚真紀子 ﾌｸﾂｶﾏｷｺ

指導者 馬場翔大 ﾊﾞﾊﾞｼｮｳﾀ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 岩本 瑞生 ｲﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ 壱岐Jr

男子4×100ｍR 福原 成揮 ﾌｸﾊﾗ ﾅﾙｷ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ 壱岐Jr

男子4×100ｍR 立川 聖 ﾀﾁｶﾜ ﾋｼﾞﾘ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ 壱岐Jr

男子4×100ｍR 竹下 紘夢 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ 壱岐Jr

男子4×100ｍR 吉川 明輝 ﾖｼｶﾜ ｱｻｷ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ 壱岐Jr

男子5年100m 橋本 龍太 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 5 スマイルクラブジュニア スマイルクラブジュニア スマイル

男子6年100m 中川 穂泉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾎｽﾞﾐ 6 スマイル江迎SC スマイルエムカエSC 江迎SC

男子80mH 谷川 稀人 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 6 福江陸上クラブ フクエリクジョウクラブ 福江クラブ

男子走高跳 藤山 拓歩 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾑ 6 小野クラブ オノクラブ 小野クラブ

男子走幅跳 浦 翔馬 ｳﾗ ｼｮｳﾏ 6 福江陸上クラブ フクエリクジョウクラブ 福江クラブ

男子ジャベリックボール投 大曽 元気 オオソ ゲンキ 6 上五島SC カミゴトウSC 上五島SC

女子4×100ｍR 楠田 れみ ｸｽﾀﾞ ﾚﾐ 6 島原ジュニア陸上クラブ シマバラジュニアリクジョウクラブ 島原JRC

女子4×100ｍR 内田 梨花 ｳﾁﾀﾞ ﾘｶ 6 島原ジュニア陸上クラブ シマバラジュニアリクジョウクラブ 島原JRC

女子4×100ｍR 山本 梓未 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 6 島原ジュニア陸上クラブ シマバラジュニアリクジョウクラブ 島原JRC

女子4×100ｍR 渡辺 千陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 6 島原ジュニア陸上クラブ シマバラジュニアリクジョウクラブ 島原JRC

女子4×100ｍR 宮﨑 葵唯 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 5 島原ジュニア陸上クラブ シマバラジュニアリクジョウクラブ 島原JRC

女子5年100m 松田 晏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 5 明峰ジュニア陸上クラブ メイホウジュニアリクジョウクラブ 明峰J

女子6年100m 笹浦 祐里香 ｻｻｳﾗ ﾕﾘｶ 6 広田AC ヒロダAC 広田AC

女子80mH 宮﨑 叶和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾜ 6 明峰ジュニア陸上クラブ メイホウジュニアリクジョウクラブ 明峰J

女子走高跳 田口 由莉 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾘ 6 七釜ジュニア陸上クラブ ナナツガマジュニアリクジョウクラブ 七釜JC

女子走幅跳 浦川 恵 ｳﾗｶﾜ ﾒｸﾞ 6 MJC MJC MJC

女子ジャベリックボール投 井上 みさき ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 5 明峰ジュニア陸上クラブ メイホウジュニアリクジョウクラブ 明峰J



熊本代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 平野　龍 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ

指導者 中満　絵美 ﾅｶﾐﾂ ｴﾐ

指導者 有馬　政一 ｱﾘﾏ ﾏｻｶｽﾞ

指導者 原田　徹 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｵﾙ

支援コーチ 三谷　浩輔 ﾐﾀﾆ ｺｳｽｹ

支援コーチ 上村　善照 ｳｴﾑﾗ ﾖｼﾃﾙ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 神代 颯太 ｸﾏｼﾛ ｿｳﾀ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC

男子4×100ｍR 泉田 晃 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾋｶﾙ 5 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC

男子4×100ｍR 長廣 杏樹 ﾅｶﾞﾋﾛ ｱﾝｼﾞｭ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC

男子4×100ｍR 深見 一斗 ﾌｶﾐ  ｶｽﾞﾄ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC

男子4×100ｍR 牛島 大智 ｳｼｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC

男子5年100m 内田 啓太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 5 八千把小陸上部 ﾔﾁﾜｼｮｳﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞ 八千把小陸上部

男子6年100m 興梠 優哉 ｺｳﾛｷﾞ ﾏｻﾔ 6 T&F蘇陽 ﾃｨｱﾝﾄﾞｴﾌｿﾖｳ T&F蘇陽

男子80mH 宮﨑 隆央 ﾐﾔｻﾞｷ  ﾀｶｵ 6 本渡南クラブ ホンドミナミクラブ 本渡南

男子走高跳 上村 海晴 ｳｴﾑﾗ ｶｲｾｲ 6 タートルズ タートルズ タートルズ

男子走幅跳 大城戸 陸琥 ｵｵｷﾄﾞ ﾘｸ 6 やまが ヤマガ やまが

男子ジャベリックボール投 鳥江 一冴 ﾄﾘｴ ｶｽﾞｻ 6 芦北トレジャー アシキタトレジャー 芦北トレジャー

女子4×100ｍR 池田 帆華 ｲｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 6 倉岳陸上クラブ クラタケリクジョウクラブ 倉岳陸上クラブ

女子4×100ｍR 吉田 陽泉 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｲ 6 倉岳陸上クラブ クラタケリクジョウクラブ 倉岳陸上クラブ

女子4×100ｍR 堀川 静来 ﾎﾘｶﾜ ｼｽﾞｸ 6 倉岳陸上クラブ クラタケリクジョウクラブ 倉岳陸上クラブ

女子4×100ｍR 平 弥生 ﾋﾗ ﾔﾖｲ 6 倉岳陸上クラブ クラタケリクジョウクラブ 倉岳陸上クラブ

女子4×100ｍR 笠松 友夏 ｶｻﾏﾂ ﾄﾓｶ 6 倉岳陸上クラブ クラタケリクジョウクラブ 倉岳陸上クラブ

女子5年100m 福岡 胡碧 ﾌｸｵｶ ｺﾀﾞﾏ 5 ALL八代 ｵｰﾙﾔﾂｼﾛ ALL八代

女子6年100m 松本 祈星 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗﾘ 6 Maedaアスリートクラブ ﾏｴﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 前田AC

女子80mH 森下 愛弓 ﾓﾘｼﾀ ｱﾐ 6 松高陸上クラブ マツタカリクジョウクラブ 松高陸上クラブ

女子走高跳 前田 彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 6 荒尾JAC ｱﾗｵｼﾞｪｲｴｰｼｰ 荒尾JAC

女子走幅跳 中山 未結 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 6 ALL八代 ｵｰﾙﾔﾂｼﾛ ALL八代

女子ジャベリックボール投 野崎 桃子 ﾉｻﾞｷ ﾓﾓｺ 6 牛深小 牛深小 牛深小



大分代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 櫻井　貢 ｻｸﾗｲ ﾐﾂｸﾞ

指導者 諸田　義信 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ

指導者 田中　繁 ﾀﾅｶ　ｼｹﾞﾙ

指導者 竹丸　由香里 ﾀｹﾏﾙ ﾕｶﾘ

支援コーチ 石井　正美 ｲｼｲ ﾏｻﾐ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 髙木 煌之介 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾉｽｹ 6 日田ジュニア陸上クラブ ヒタジュニアリクジョウクラブ 日田ジュニア

男子4×100ｍR 佐藤 泰成 ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 6 日田ジュニア陸上クラブ ヒタジュニアリクジョウクラブ 日田ジュニア

男子4×100ｍR 永楽 晴三 ｴｲﾗｸ ﾊﾙｿﾞｳ 6 日田ジュニア陸上クラブ ヒタジュニアリクジョウクラブ 日田ジュニア

男子4×100ｍR 宮崎 翔太 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 6 日田ジュニア陸上クラブ ヒタジュニアリクジョウクラブ 日田ジュニア

男子4×100ｍR 原田 紳助 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｽｹ 6 日田ジュニア陸上クラブ ヒタジュニアリクジョウクラブ 日田ジュニア

男子5年100m 宮脇 英 ﾐﾔﾜｷ ｱｷﾗ 5 佐伯わくわく ｻｲｷﾜｸﾜｸ 佐伯わくわく

男子6年100m 岩尾 昇空 ｲﾜｵ ｼｮｳ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

男子80mH 村田 晴 ﾑﾗﾀ ﾊﾙ 6 臼杵ジュニア陸上クラブ ウスキジュニアリクジョウクラブ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ陸上

男子走高跳 安心院 大渡 ｱｼﾞﾐ ﾋﾛﾄ 6 別府市陸上教室 ベップシリクジョウキョウシツ 別府市陸上教室

男子走幅跳 藤井 和人 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄ 6 臼杵ジュニア陸上クラブ ウスキジュニアリクジョウクラブ 臼杵ｼﾞｭﾆｱ陸上

男子ジャベリックボール投 髙野 滉人 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ 6 ＡＣ佐伯 エーシーサイキ AC佐伯

女子4×100ｍR 後藤 若菜 ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾅ 5 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

女子4×100ｍR 佐藤 なな ｻﾄｳ ﾅﾅ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

女子4×100ｍR 末﨑 七実 ｽｴｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

女子4×100ｍR 佐藤 愛 ｻﾄｳ ｱｲ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

女子4×100ｍR 前田 樹李 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

女子5年100m 中山 未結 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 5 大在かけっ子クラブ オオザイカケッコクラブ 大在かけっ子

女子6年100m 大林 璃音 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上

女子80mH 加藤 咲依 ｶﾄｳ ｻｴ 5 AC佐伯 エーシーサイキ AC佐伯

女子走高跳 上田 椎奈 ｳｴﾀﾞ ｼｲﾅ 6 AC佐伯 エーシーサイキ AC佐伯

女子走幅跳 堀尾 朱音 ﾎﾘｵ ｱｶﾈ 6 大在かけっ子クラブ オオザイカケッコクラブ 大在かけっ子

女子ジャベリックボール投 松村 瑞羽 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽﾞﾊ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ 大分中央陸上



宮﨑代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 甲斐　秀一 ｶｲ ｼｭｳｲﾁ

指導者 古園　譲二 ﾌﾙｿﾞﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ

指導者 河野　多美子 ｶﾜﾉ　ﾀﾐｺ

指導者 石川　理恵 ｲｼｶﾜ ﾘｴ

支援コーチ 長尾　岳彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ

支援コーチ 内田　利春 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

支援コーチ 藤本　久允 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋｻﾐﾂ

支援コーチ 河野　憲 ｶﾜﾉ ｹﾝ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 中村 奈一輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅｲｷ 5 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ニシイケジュニアリクジョウスポーツショウネンダン 西池ジュニア

男子4×100ｍR 川越 祐摩 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳﾏ 6 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ニシイケジュニアリクジョウスポーツショウネンダン 西池ジュニア

男子4×100ｍR 倉澤 幹拡 ｸﾗｻﾜ ﾐｷﾋﾛ 6 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ニシイケジュニアリクジョウスポーツショウネンダン 西池ジュニア

男子4×100ｍR 吉岡 侑星 ﾖｼｵｶ ﾕｳｾｲ 6 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ニシイケジュニアリクジョウスポーツショウネンダン 西池ジュニア

男子4×100ｍR 川﨑 浩介 ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 6 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ニシイケジュニアリクジョウスポーツショウネンダン 西池ジュニア

男子5年100m 田中 孝樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 5 日向ｱｽﾘｰﾄクラブ ヒュウガアスリートクラブ 日向アスリート

男子6年100m 種子田 涼摩 ﾀﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 6 久峰陸上クラブ ヒサミネリクジョウクラブ 久峰陸上

男子80mH 山本 航士郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 6 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄクラブ ミヤザキホンゴウアスリートクラブ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

男子走高跳 津江 敦 ﾂｴ ｱﾂｼ 6 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄクラブ ミヤザキホンゴウアスリートクラブ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

男子走幅跳 村北 一心 ﾑﾗｷﾀ ｲｯｼﾝ 6 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄクラブ ミヤザキホンゴウアスリートクラブ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

男子ジャベリックボール投 前谷 昂星 ﾏｴﾀﾆ ｺｳｾｲ 6 日向ｱｽﾘｰﾄクラブ ヒュウガアスリートクラブ 日向アスリート

女子4×100ｍR 甲斐 亜緒里 ｶｲ ｱｵﾘ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ 延岡ジュニア

女子4×100ｍR 大嶋 優妃 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾋ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ 延岡ジュニア

女子4×100ｍR 松島 愛 ﾏﾂｼﾏ ﾏﾅ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ 延岡ジュニア

女子4×100ｍR 甲斐 優華 ｶｲ ﾋﾛｶ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ 延岡ジュニア

女子4×100ｍR 川面 七海 ｶﾜﾂﾗ ﾅﾅﾐ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ 延岡ジュニア

女子5年100m 岸本 はな ｷｼﾓﾄ ﾊﾅ 5 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ 延岡ジュニア

女子6年100m 中富 優依 ﾅｶﾄﾐ ﾕｲ 6 ひむかT&F ヒムカTアンドF ひむかT&F

女子80mH 舟橋 美琳 ﾌﾅﾊｼ ﾐﾘ 6 宮崎西陸上クラブ ミヤザキニシリクジョウクラブ 宮崎西陸上

女子走高跳 神山 菜々 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾅ 6 高岡陸上クラブ タカオカリクジョウクラブ 高岡陸上

女子走幅跳 日野 美咲 ﾋﾉ ﾐｻｷ 6 延岡南部陸上クラブ ノベオカナンブリクジョウクラブ 延岡南部陸上

女子ジャベリックボール投 西之原 未悠 ﾆｼﾉﾊﾗ ﾐﾕｳ 6 小林ジュニアアスリートクラブ コバヤシジュニアアスリートクラブ 小林Jr.ｱｽﾘｰﾄ



鹿児島代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 太田　敬介 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ

指導者 元吉　健二 ﾓﾄﾖｼ ｹﾝｼﾞ

指導者 宮崎　博史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ

指導者   中原　恵　 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

支援コーチ 馬見塚　正治 ﾏﾐﾂｶ ｼｮｳｼﾞ

支援コーチ 上井　芳久 ｳﾜｲ ﾖｼﾋｻ

支援コーチ 淵田　光男 ﾌﾁﾀﾞ ﾐﾂｵ

支援コーチ 外　雅也 ﾎｶ ﾏｻﾔ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 外 晃輔 ﾎｶ ｺｳｽｹ 6 米ノ津ＪＡＣ ｺﾒﾉﾂJAC 米ノ津JAC

男子4×100ｍR 今濵 智洋 ｲﾏﾊﾏ ﾄﾓﾋﾛ 6 米ノ津ＪＡＣ ｺﾒﾉﾂJAC 米ノ津JAC

男子4×100ｍR 山内 健新 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾝ 6 米ノ津ＪＡＣ ｺﾒﾉﾂJAC 米ノ津JAC

男子4×100ｍR 森田 将巧 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾖｼ 6 米ノ津ＪＡＣ ｺﾒﾉﾂJAC 米ノ津JAC

男子4×100ｍR   

男子5年100m 福峯 純一郎 ﾌｸﾐﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 5 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 中窪 日向 ﾅｶｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 6 高山ジュニア陸上クラブ ｺｳﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高山Jr陸上

男子80mH 増田 聖凪 ﾏｽﾀﾞ ｾﾅ 6 ウィングAC ｳｨﾝｸﾞAC ウィングAC

男子走高跳 中原 大地 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲﾁ 6 阿久根陸上スポーツ少年団 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 阿久根陸上

男子走幅跳 元田 葉月 ﾓﾄﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 6 スプリントクラブ疾風 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞﾊﾔｶｾﾞ ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ疾風

男子ジャベリックボール投 中島 彰吾 ﾅｶｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 6 あいら陸上クラブ ｱｲﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ あいら陸上

女子4×100ｍR 上野 莉々華 ｳｴﾉ ﾘﾘｶ 6 阿久根陸上スポーツ少年団 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 阿久根陸上

女子4×100ｍR 坂元 瑠菜 ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ 6 阿久根陸上スポーツ少年団 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 阿久根陸上

女子4×100ｍR 尾﨑 陽奈 ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 6 阿久根陸上スポーツ少年団 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 阿久根陸上

女子4×100ｍR 橋元 幸菜 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾅ 6 阿久根陸上スポーツ少年団 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 阿久根陸上

女子4×100ｍR 馬場園 桃 ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ﾓﾓ 5 阿久根陸上スポーツ少年団 ｱｸﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 阿久根陸上

女子5年100m 細川 友愛 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｱ 5 国分ジュニア陸上クラブ ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 国分ジュニア

女子6年100m 西 こはる ﾆｼ ｺﾊﾙ 6 坊津陸上 ﾎﾞｳﾉﾂﾘｸｼﾞｮｳ 坊津陸上

女子80mH 三宅 咲菜 ﾐﾔｹ ｻｷﾅ 6 粟ヶ窪ジュニア陸上クラブ ｱﾜｶﾞｸﾎﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 粟ヶ窪Jr陸上

女子走高跳 若吉 ひより ﾜｶﾖｼ ﾋﾖﾘ 6 SCC SCC SCC

女子走幅跳 松木 桃愛 ﾏﾂｷ ﾓﾓｱ 6 吉野東陸上スポーツ少年団 ﾖｼﾉﾋｶﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 吉野東陸上

女子ジャベリックボール投 西迫 蘭 ﾆｼｻﾞｺ ﾗﾝ 6 粟ヶ窪ジュニア陸上クラブ ｱﾜｶﾞｸﾎﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 粟ヶ窪Jr陸上



沖縄代表選手団一覧

指導者

ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 喜名　正人 キナ マサト

指導者 大城　康司 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ

指導者 勢理客　貴之 ｾﾘｷｬｸ ﾀｶﾕｷ

指導者 高島　友幸 タカシマ ﾄﾓﾕｷ

支援コーチ 具志堅　智美 ｸﾞｼｹﾝ  ﾄﾓﾐ

支援コーチ 松茂良　忍 ﾏﾂﾓﾗ シノブ

支援コーチ 上江洲　祐也 ウエズ　ユウヤ

選手

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ クラブ名略称

男子4×100ｍR 長田 一吾 ナカダ イチゴ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ アスリート工房

男子4×100ｍR 狩俣 和季 カリマタ カズキ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ アスリート工房

男子4×100ｍR 豊川 琉夏 トヨカワ ルカ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ アスリート工房

男子4×100ｍR 池田 澪 イケダ レイ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ アスリート工房

男子4×100ｍR

男子5年100m 亀谷 優真 カメヤ ユウマ 5 宜野座陸上クラブ ギノザリクジョウクラブ 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 平川 慧 ヒラカワ キラ 5 沖縄アンテロープ陸上 オキナワアンテロープリクジョウ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

男子80mH 大城 龍紀 オオシロ リュウキ 6 上田アスリートクラブ ウエタアスリートクラブ 上田アスリート

男子走高跳 平良 勇翔 タイラ ユウト 6 石垣島アスリートクラブ イシガキジマアスリートクラブ 石垣島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子走幅跳 宜野座 海晴 ギノザ カイセイ 6 宜野座陸上クラブ ギノザリクジョウクラブ 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 新垣 華道 アラカキ ﾊﾅﾐﾁ 6 名座喜少年 ナザキショウネン 名座喜少年ｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 山本 琉月夏 ヤマモト ルルカ 6 あわせJRC あわせｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRC

女子4×100ｍR 山城 星楽 ヤマシロ セイラ 6 あわせJRC あわせｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRC

女子4×100ｍR 瑞慶山 歩果 ズケヤマ アユカ 6 あわせJRC あわせｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRC

女子4×100ｍR 島村 曜莉 シマムラ アイリ 6 あわせJRC あわせｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRC

女子4×100ｍR 垣花 菜都子 カキハナ ナツコ 6 あわせJRC あわせｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRC

女子5年100m 今村 香保 イマムラ カホ 5 読谷アスリート ヨミタンアスリート 読谷アスリート

女子6年100m 玉城 麻奈 タマキ マナ 6 白川アスリートクラブ シラカワアスリートクラブ 白川アスリート

女子80mH 﨑本 結寧 サキモト ユイネ 5 豊見城JRC ﾄﾐｸﾞｽｸｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ 豊見城JRC

女子走高跳 比嘉 桃花 ヒガ モモカ 6 石垣島アスリートクラブ イシガキジマアスリートクラブ 石垣島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子走幅跳 相田 未央 ｿｳﾀﾞ ﾐｵ 6 Team Crest ﾁｰﾑｸﾚｽﾄ Team Crest

女子ジャベリックボール投 津波古 カンナ ツハコ カンナ 6 アスリート工房 アスリートｺｳﾎﾞｳ アスリート工房


