
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

1 総監督 滝本　千晶 ﾀｷﾓﾄ ﾁｱｷ
2 指導者 島崎　鶴松 ｼﾏｻﾞｷ ﾂﾙﾏﾂ
3 指導者 成田　誠一 ﾅﾘﾀ ｾｲｲﾁ
4 指導者 柳橋　敏雄 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾄｼｵ
5 支援コーチ 山村　　修 ﾔﾏﾑﾗ ｵｻﾑ
6 支援コーチ 笹木　　央 ｻｻｷ ﾅｶﾊﾞ
7 支援コーチ 松田　亜樹 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷ
8 支援コーチ 山田　　光 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 清水 徹 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂ 6 十勝陸上クラブ ﾄｶﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 安藤 優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 6 十勝陸上クラブ ﾄｶﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 櫻井 一夏 ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 6 十勝陸上クラブ ﾄｶﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 笹渕 遥人 ｻｻﾌﾞﾁ ﾊﾙﾄ 6 十勝陸上クラブ ﾄｶﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 福田 哲稀 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂｷ 6 十勝陸上クラブ ﾄｶﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 十勝陸上ｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 工藤 翔大 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 5 恵庭ＴＡＣ ｴﾆﾜﾄﾗｲｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 恵庭ＴＡＣ
7 男子6年100m 山田 楓河 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 6 美幌ＲＣ ﾋﾞﾎﾛｱｰﾙｼｰ 美幌ＲＣ
8 男子80mH 吉田 拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 6 室蘭市陸上競技少年団 ﾑﾛﾗﾝｼﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 室蘭陸上少年
9 男子走高跳 毛利 友哉 ﾓｳﾘ ﾄﾓﾔ 6 伊達小 ﾀﾞﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ 伊達小
10 男子走幅跳 井倉 大翔 ｲｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 6 函館北美原陸上クラブ ﾊｺﾀﾞﾃｷﾀﾐﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 函館北美原陸
11 男子ｼﾞｬﾍﾞボール投 谷口 開洋 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾖｳ 6 室蘭市立地球岬小 ﾑﾛﾗﾝｼﾘﾂﾁｷｭｳﾐｻｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 室蘭地球岬小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 佐藤 志保里 ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 6 厚沢部ＡＣ ｱｯｻﾌﾞｴｰｼｰ 厚沢部ＡＣ
2 女子4×100ｍR 瀧澤 七菜 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾅ 6 厚沢部ＡＣ ｱｯｻﾌﾞｴｰｼｰ 厚沢部ＡＣ
3 女子4×100ｍR 笹木 佑良 ｻｻｷ ﾕﾗ 6 厚沢部ＡＣ ｱｯｻﾌﾞｴｰｼｰ 厚沢部ＡＣ
4 女子4×100ｍR 石田 莉菜 ｲｼﾀﾞ ﾘﾅ 6 厚沢部ＡＣ ｱｯｻﾌﾞｴｰｼｰ 厚沢部ＡＣ
5 女子4×100ｍR 藤田 希々香 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾉｶ 6 厚沢部ＡＣ ｱｯｻﾌﾞｴｰｼｰ 厚沢部ＡＣ
6 女子5年100m 工藤 凜 ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ 5 共栄陸上クラブ ｷｮｳｴｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 共栄陸上ｸﾗﾌﾞ
7 女子6年100m 澤村 愛花 ｻﾜﾑﾗ ｱｲｶ 6 中士幌小 ﾅｶｼﾎﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ 中士幌小
8 女子80mH 納村 琉愛 ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 6 深川陸上クラブ ﾌｶｶﾞﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 深川陸上ｸﾗﾌﾞ
9 女子走高跳 松田 果蓮 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾚﾝ 6 釧路光陽小 ｸｼﾛｺｳﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 釧路光陽小
10 女子走幅跳 野口 実央梨 ﾉｸﾞﾁ ﾐｵﾘ 6 旭川神居東少年団 ｱｻﾋｶﾜｶﾑｲﾋｶﾞｼｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 旭川神居東
11 女子ｼﾞｬﾍﾞボール投 葛西 彩夏 ｶｻｲ ｱﾔｶ 6 黒松内小 ｸﾛﾏﾂﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 黒松内陸少



青森代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 今　和香子 ｺﾝ  ﾜｶｺ
2 指導者 工藤　淳 ｸﾄﾞｳ  ｱﾂｼ
3 指導者 佐々木　あさみ ｻｻｷ  ｱｻﾐ
4 指導者 高樋　菜那 ﾀｶﾋ ﾅﾅ
5 支援コーチ 鈴木　功也 ｽｽﾞｷ  ｺｳﾔ
6 支援コーチ 古川　隆 ｺｶﾞﾜ  ﾀｶｼ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 松谷 温翔 ﾏﾂﾀﾆ ﾊﾙﾄ 6 中里ジュニアクラブ ﾅｶｻﾄｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 中里ジュニア
2 男子4×100ｍR 小野 倖太朗 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 6 中里ジュニアクラブ ﾅｶｻﾄｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 中里ジュニア
3 男子4×100ｍR 坂田 陽 ｻｶﾀ ﾊﾙ 6 中里ジュニアクラブ ﾅｶｻﾄｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 中里ジュニア
4 男子4×100ｍR 成田 来河 ﾅﾘﾀ ﾗｲｶﾞ 5 中里ジュニアクラブ ﾅｶｻﾄｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 中里ジュニア
5 男子4×100ｍR 外崎 隼矢 ﾄﾉｻｷ ｼｭﾝﾔ 5 中里ジュニアクラブ ﾅｶｻﾄｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 中里ジュニア
6 男子5年100m 原田 秀憲 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 5 弘前アスリートクラブ ﾋﾛｻｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 弘前ｱｽﾘｰﾄ
7 男子6年100m 草橋 和磨 ｸｻﾊｼ ｶｽﾞﾏ 6 荒川陸上クラブ ｱﾗｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 荒川陸上ｸﾗﾌﾞ
8 男子80mH 大坂 凌介 ｵｵｻｶ ﾘｮｳｽｹ 6 鶴田小 ﾂﾙﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 鶴田小
9 男子走高跳 外崎 尚弥 ﾄﾉｻｷ ﾅｵﾔ 6 板柳北クラブ ｲﾀﾔﾅｷﾞｷﾀｸﾗﾌﾞ 板柳北クラブ
10 男子走幅跳 村井 大和 ﾑﾗｲ ﾔﾏﾄ 6 南部杉沢クラブ ﾅﾝﾌﾞｽｷﾞｻﾜｸﾗﾌﾞ 南部杉沢
11 男子ジャベリックボール投 福田 虎太郎 ﾌｸﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 6 板柳北クラブ ｲﾀﾔﾅｷﾞｷﾀｸﾗﾌﾞ 板柳北ｸﾗﾌﾞ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 五十嵐 友綾 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾘ 6 豊田陸上クラブ ﾄﾖﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊田陸上ｸﾗﾌﾞ
2 女子4×100ｍR 笹木 梨央 ｻｻｷ ﾘｵ 6 豊田陸上クラブ ﾄﾖﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊田陸上ｸﾗﾌﾞ
3 女子4×100ｍR 三上 和奏 ﾐｶﾐ ﾜｶﾅ 6 豊田陸上クラブ ﾄﾖﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊田陸上ｸﾗﾌﾞ
4 女子4×100ｍR 山内 彩 ﾔﾏｳﾁ ｱﾔ 5 豊田陸上クラブ ﾄﾖﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊田陸上ｸﾗﾌﾞ
5 女子4×100ｍR 齋藤 美来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 5 豊田陸上クラブ ﾄﾖﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊田陸上ｸﾗﾌﾞ
6 女子5年100m 多門 凜々子 ﾀﾓﾝ ﾘﾘｺ 5 平川クラブ ﾋﾗｶﾜｸﾗﾌﾞ 平川クラブ
7 女子6年100m 中村 桜咲 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 6 荒川陸上クラブ ｱﾗｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 荒川陸上ｸﾗﾌﾞ
8 女子80mH 貴田 心優 ｷﾀﾞ ﾐﾕｳ 6 鶴田小 ﾂﾙﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 鶴田小
9 女子走高跳 祐川 和奏 ｽｹｶﾜ ﾜｶﾅ 6 上久保クラブ ｶﾐｸﾎﾞｸﾗﾌﾞ 上久保クラブ
10 女子走幅跳 田端 愛麗 ﾀﾊﾞﾀ ｱｲﾗ 6 道仏小 ﾄﾞｳﾌﾞﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ 道仏小
11 女子ジャベリックボール投 小林 芽衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 6 三厩クラブ ﾐﾝﾏﾔｸﾗﾌﾞ 三厩クラブ



岩手代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 山内　弘文 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ
2 指導者 赤石　光宏 ｱｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ
3 指導者 阿部　丈二 ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ
4 指導者 田中奈穂子 ﾀﾅｶ ﾅｵｺ
5 支援コーチ 佐藤　　亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ
6 支援コーチ 渕向　大輝 ﾌﾁﾑｶｲ ﾋﾛｷ
7 支援コーチ 菊地　　亨 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ
8 支援コーチ 佐藤　真希 ｻﾄｳ ﾏｷ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 吉田 優良 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ 6 前沢小 ﾏｴｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 前沢小
2 男子4×100ｍR 佐藤 優成 ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ 6 前沢小 ﾏｴｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 前沢小
3 男子4×100ｍR 藤原 義大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 6 前沢小 ﾏｴｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 前沢小
4 男子4×100ｍR 小野寺 駆 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｹﾙ 6 前沢小 ﾏｴｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 前沢小
5 男子4×100ｍR 門脇 恭介 ｶﾄﾞﾜｷ ｷｮｳｽｹ 6 前沢小 ﾏｴｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 前沢小
6 男子5年100m 葛西 俊仁 ｶｻｲ ｼｭﾝﾄ 5 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 陸上塾
7 男子6年100m 菊地 凌平 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾍｲ 6 若葉小 ﾜｶﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 若葉小
8 男子80mH 橘 主税 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｶﾗ 6 盛岡土淵小 ﾓﾘｵｶﾂﾁﾌﾞﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 盛岡土淵小
9 男子走高跳 菅原 輝星 ｽｶﾞﾜﾗ ｸﾊﾞﾝ 6 赤荻ｸﾗﾌﾞ ｱｺｵｷﾞｸﾗﾌﾞ 赤荻ｸﾗﾌﾞ
10 男子走幅跳 桐野 光 ｷﾘﾉ ﾋｶﾙ 6 若葉小 ﾜｶﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 若葉小
11 男子ジャベリックボール投 佐々木 将太 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 6 黒沢尻北ｸﾗﾌﾞ ｸﾛｻﾜｼﾞﾘｷﾀｸﾗﾌﾞ 黒沢尻北ｸﾗﾌﾞ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 小倉 侑奈 ｺｸﾗ ﾕﾅ 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹｰﾃｨｰｼｰ 盛岡ＫＴＣ
2 女子4×100ｍR 栃澤 里奈 ﾄﾁｻﾞﾜ ﾘﾅ 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹｰﾃｨｰｼｰ 盛岡ＫＴＣ
3 女子4×100ｍR 筑後 なごみ ﾁｸｺﾞ ﾅｺﾞﾐ 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹｰﾃｨｰｼｰ 盛岡ＫＴＣ
4 女子4×100ｍR 及川 美咲 ｵｲｶﾜ ﾐｻｷ 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹｰﾃｨｰｼｰ 盛岡ＫＴＣ
5 女子4×100ｍR 藪井 沙英 ﾔﾌﾞｲ ｻｴ 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹｰﾃｨｰｼｰ 盛岡ＫＴＣ
6 女子5年100m 宇夫方 和 ｳﾌﾞｶﾀ ﾅｺﾞﾐ 5 黒沢尻東ＴＣ ｸﾛｻﾜｼﾞﾘﾋｶﾞｼﾃｨｰｼｰ 黒沢尻東ＴＣ
7 女子6年100m 長坂 柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹｰﾃｨｰｼｰ 盛岡ＫＴＣ
8 女子80mH 黒川 澪 ｸﾛｶﾜ ﾚｲ 6 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ
9 女子走高跳 平賀 真帆 ﾋﾗｶ ﾏﾎ 6 黒沢尻東ＴＣ ｸﾛｻﾜｼﾞﾘﾋｶﾞｼﾃｨｰｼｰ 黒沢尻東ＴＣ
10 女子走幅跳 橋本 清花 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖｶ 6 黒沢尻北ｸﾗﾌﾞ ｸﾛｻﾜｼﾞﾘｷﾀｸﾗﾌﾞ 黒沢尻北ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 千葉 春花 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 6 萩荘小 ﾊｷﾞｼｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 萩荘小



宮城代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 佐藤　高陽 サトウ コウヨウ
2 指導者 坂内　康治 ﾊﾞﾝﾅｲ ｺｳｼﾞ
3 指導者 渡辺　純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ
4 指導者 佐藤　裕子 サトウ ﾕｳｺ
5 支援コーチ 佐藤　善典 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ
6 支援コーチ 千葉　なお美 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾐ
7 支援コーチ 早川　俊弘 ﾊﾔｶﾜ ﾄｼﾋﾛ
8 支援コーチ 白鳥　勇輝 ｼﾛﾄﾘ ﾕｳｷ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 杵渕 来煌 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 6 瀬峰小 ｾﾐﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 瀬峰小
2 男子4×100ｍR 佐々木 風歌 ｻｻｷ ﾌｳﾀ 6 瀬峰小 ｾﾐﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 瀬峰小
3 男子4×100ｍR 及川 尚也 ｵｲｶﾜ ﾅｵﾔ 6 瀬峰小 ｾﾐﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 瀬峰小
4 男子4×100ｍR 髙橋 鷹野 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾔ 6 瀬峰小 ｾﾐﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 瀬峰小
5 男子4×100ｍR 佐藤 人陸 ｻﾄｳ ﾋﾄﾑ 6 瀬峰小 ｾﾐﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 瀬峰小
6 男子5年100m 佐藤 遙斗 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 5 山元坂本小クラブ ﾔﾏﾓﾄｻｶﾓﾄｼｮｳｸﾗﾌﾞ 山元坂元ｸﾗﾌﾞ
7 男子6年100m 早坂 琉亜 ﾊﾔｻｶ ﾘｭｳｱ 6 川渡小 ｶﾜﾀﾋﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 川渡小
8 男子80mH 千葉 広斗 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ 6 鶯沢小 ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 鶯沢小
9 男子走高跳 加藤 丈一郎 ｶﾄｳ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 6 中津山クラブ ﾅｶﾂﾔﾏｸﾗﾌﾞ 中津山クラブ
10 男子走幅跳 藤田 憩 ﾌｼﾞﾀ ケイ 6 南材木町小 ﾐﾅﾐｻﾞｲﾓｸﾁｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 南材木町小
11 男子ジャベリックボール投 入江 翔太 ｲﾘｴ ｼｮｳﾀ 6 八本松小 ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ 八本松小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 中野 花香 ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 5 住吉開北陸上スポーツ少年団 ｽﾐﾖｼｶｲﾎｸﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 住吉開北陸上
2 女子4×100ｍR 麦 梨夏 ﾑｷﾞ ﾘﾅ 6 住吉開北陸上スポーツ少年団 ｽﾐﾖｼｶｲﾎｸﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 住吉開北陸上
3 女子4×100ｍR 及川 清絢 ｵｲｶﾜ ｻｱﾔ 6 住吉開北陸上スポーツ少年団 ｽﾐﾖｼｶｲﾎｸﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 住吉開北陸上
4 女子4×100ｍR 及川 瑠菜 ｵｲｶﾜ ﾙﾅ 5 住吉開北陸上スポーツ少年団 ｽﾐﾖｼｶｲﾎｸﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 住吉開北陸上
5 女子4×100ｍR 庄子 叶那 ｼｮｳｼﾞ ｶﾅ 5 住吉開北陸上スポーツ少年団 ｽﾐﾖｼｶｲﾎｸﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 住吉開北陸上
6 女子5年100m 村井 葉月 ﾑﾗｲ ﾊﾂﾞｷ 5 岩沼ジュニアランニングクラブ ｲﾜﾇﾏｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岩沼JrRC
7 女子6年100m 瀨川 碧梨 ｾｶﾞﾜ ｱｵﾘ 6 くりはらAC ｸﾘﾊﾗｴｰｼｰ 宮野小
8 女子80mH 佐藤 翼 ｻﾄｳ ｿﾗ 6 鶯沢小 ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 鶯沢小
9 女子走高跳 佐々木 直実 ｻｻｷ ﾅｵﾐ 6 南方クラブ ﾐﾅﾐｶﾀｸﾗﾌﾞ 南方クラブ
10 女子走幅跳 内山 美吹 ｳﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 6 山元坂本小クラブ ﾔﾏﾓﾄｻｶﾓﾄｼｮｳｸﾗﾌﾞ 山元坂元ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 澤地 心雪 ｻﾜﾁ ｺﾕｷ 6 泉松陵小 ｲｽﾞﾐｼｮｳﾘｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 泉松陵小



秋田代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ
2 指導者 鈴木　由佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ
3 指導者 大村　幸信 ｵｵﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ
4 指導者 泉谷　徹 ｲｽﾞﾐﾔ ﾄｵﾙ
5 支援コーチ 黒澤　隆紀 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾉﾘ
6 支援コーチ 佐藤　大志 ｻﾄｳ ﾀｲｼ
7 支援コーチ 佐藤　昭彦 ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ
8 支援コーチ 瀬田川　奈津子 ｾﾀｶﾞﾜ ﾅﾂｺ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 宮島 悠汰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
2 男子4×100ｍR 加藤 想大 ｶﾄｳ ｿｳﾀ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
3 男子4×100ｍR 原田 悠雅 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
4 男子4×100ｍR 小川 巧真 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
5 男子4×100ｍR 佐藤 暖 ｻﾄｳ ﾊﾙ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
6 男子5年100m 武藤 大翔 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾄ 5 桧木内ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾋﾉｷﾅｲﾗﾝﾅｰｽﾞ 桧木内ﾗﾝﾅｰｽﾞ
7 男子6年100m 佐々木 翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 6 西馬音内Ｔ＆Ｆ ﾆｼﾓﾅｲﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 西馬音内T&F
8 男子80mH 田村 明日太 ﾀﾑﾗ ｱｽﾀ 6 釈迦内アスリート ｼｬｶﾅｲｱｽﾘｰﾄ 釈迦内ｱｽﾘｰﾄ
9 男子走高跳 佐藤 星 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ 6 醍醐小 ﾀﾞｲｺﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 醍醐小
10 男子走幅跳 浅石 泰輝 ｱｻｲｼ ﾀｲｷ 6 八幡平小 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 八幡平小
11 男子ジャベリックボール投 中山 蓮翔 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝﾄ 6 雄勝Ｔ＆Ｆ ｵｶﾞﾁﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 雄勝Ｔ＆Ｆ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 加藤 夢乃栗 ｶﾄｳ ﾏﾛﾝ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
2 女子4×100ｍR 鎌田 珠幸 ｶﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
3 女子4×100ｍR 金子 日和 ｶﾈｺ ﾋﾖﾘ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
4 女子4×100ｍR 加賀谷 茉衣 ｶｶﾞﾔ ﾏｲ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
5 女子4×100ｍR 佐々木 日茉理 ｻｻｷ ﾋﾏﾘ 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ
6 女子5年100m 藤原 煌梨 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｶﾘ 5 中仙小 ﾅｶｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 中仙小
7 女子6年100m 佐藤 杏 ｻﾄｳ ｱﾝ 6 有浦クラブ ｱﾘｳﾗｸﾗﾌﾞ 有浦クラブ
8 女子80mH 猪股 華恋 ｲﾉﾏﾀ ｶﾚﾝ 6 尾崎小 ｵｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 尾崎小
9 女子走高跳 三浦 唯那 ﾐｳﾗ ﾕｲﾅ 6 西目小 ﾆｼﾒｼｮｳｶﾞｯｺｳ 西目小
10 女子走幅跳 豊島 莉星 ﾄﾖｼﾏ ﾘｾ 6 子吉ランナーズ ｺﾖｼﾗﾝﾅｰｽﾞ 子吉ﾗﾝﾅｰｽﾞ
11 女子ジャベリックボール投 池田 和 ｲｹﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 6 上浜アスリート ｶﾐﾊﾏｱｽﾘｰﾄ 上浜ｱｽﾘｰﾄ



山形代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 佐藤　義庸 サトウ　ヨシノブ
2 指導者 畠中　雄紀 ハタナカ　ユウキ
3 指導者 志藤　晃一 シトウ　コウイチ
4 指導者 高橋　久美 タカハシ　クミ
5 支援コーチ 武田　梨沙 タケダ　リサ
6 支援コーチ 富樫　隆夫 トガシ　タカオ
7 支援コーチ 後藤　良 ゴトウ　リョウ
8 支援コーチ 菅野　功 カンノ　イサオ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 加藤 柊斗 ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 門田 遼 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 中條 葵 ﾅｶｼﾞｮｳ ｱｵｲ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 本間 葉琉 ﾎﾝﾏ ﾊﾙ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 松田 優翔 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 青木 颯祐 ｱｵｷ ｻｽｹ 5 高畠町立屋代小 ﾀｶﾊﾀﾁｮｳﾘﾂﾔｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ 屋代小
7 男子6年100m 鈴木 皓心 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾝ 6 寒河江西村山ジュニアアスリートクラブ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 寒・西ＪＡＣ
8 男子80mH 岡 航希 ｵｶ ｺｳｷ 6 山形市立第二小 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山形二小
9 男子走高跳 西長 嵩良 ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｶﾗ 6 小国陸上スポーツ少年団 ｵｸﾞﾆﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 小国陸上
10 男子走幅跳 佐藤 希良 ｻﾄｳ ｷﾗ 6 山形市立金井小 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂｶﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山形・金井小
11 男子ジャベリックボール投 本間 未來 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ 6 鶴岡市立朝暘第六小 ﾂﾙｵｶｼﾘﾂﾁｮｳﾖｳﾀﾞｲﾛｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ 朝暘六小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 池田 遍 ｲｹﾀﾞ ｱﾏﾈ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
2 女子4×100ｍR 髙橋 音 ﾀｶﾊｼ ﾉﾝ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
3 女子4×100ｍR 本間 由夏 ﾎﾝﾏ ﾕｲｶ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
4 女子4×100ｍR 和賀 茜 ﾜｶ ｱｶﾈ 6 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
5 女子4×100ｍR 髙山 優月 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 5 ＳＲＫジュニアクラブ ｴｽｱｰﾙｹｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ
6 女子5年100m 真木 智世 ﾏｷ ﾄﾓﾖ 5 寒河江西村山ジュニアアスリートクラブ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 寒・西ＪＡＣ
7 女子6年100m 笹川 愛琉 ｻｻｶﾜ ｱｲﾙ 6 寒河江西村山ジュニアアスリートクラブ ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 寒・西ＪＡＣ
8 女子80mH 齋藤 彩華 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 6 山形市立金井小 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂｶﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山形・金井小
9 女子走高跳 髙橋 亜珠 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 6 尾花沢市立尾花沢小 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼﾘﾂｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 尾花沢小
10 女子走幅跳 遠藤 奈那 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 6 山形市立第一小 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山形市第一小
11 女子ジャベリックボール投 沼沢 樹奈 ﾇﾏｻﾞﾜ ｼﾞｭﾅ 6 山形市立桜田小 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾘﾂｻｸﾗﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山形市桜田小



福島代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 大竹　英明 オオタケ　ヒデアキ
2 指導者 山下　嘉寿夫 ヤマシタ　カズオ
3 指導者 小松　健二 コマツ　ケンジ
4 指導者 大槻　さおり オオツキ　サオリ
5 支援コーチ 七海　宏順 ﾅﾅｳﾐ ﾋﾛﾖｼ
6 支援コーチ 氏家　博行 ｳｼﾞｲｴ ﾋﾛﾕｷ 
7 支援コーチ 矢内　淳仁 ﾔﾅｲ ｱﾂﾄｼ
8 支援コーチ 小島　明広 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 大谷 介人 ｵｵﾀﾆ ｶｲﾄ 6 冨田東 ﾄﾐﾀﾋｶﾞｼ 富田東
2 男子4×100ｍR 佐久間 陽太 ｻｸﾏ ﾖｳﾀ 6 冨田東 ﾄﾐﾀﾋｶﾞｼ 富田東
3 男子4×100ｍR 風岡 駿 ｶｻﾞｵｶ ｼｭﾝ 6 冨田東 ﾄﾐﾀﾋｶﾞｼ 富田東
4 男子4×100ｍR 鈴木 凌大 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 6 冨田東 ﾄﾐﾀﾋｶﾞｼ 富田東
5 男子4×100ｍR 石木 陸人 ｲｼｷ ﾘｸﾄ 6 冨田東 ﾄﾐﾀﾋｶﾞｼ 富田東
6 男子5年100m 根本 悠 ﾈﾓﾄ ﾊﾙﾄ 5 二本松南 ﾆﾎﾝﾏﾂﾐﾅﾐ 二本松南
7 男子6年100m 佐藤 己朗 ｻﾄｳ ｺｵ 6 福島大TC ﾌｸｼﾏﾀﾞｲﾃｨｰｼｰ 福島大TC
8 男子80mH 菅野 颯 ｶﾝﾉ ｿｳ 6 大久保小 ｵｵｸﾎﾞｼｮｳ 大久保小
9 男子走高跳 深谷 皆斗 ﾌｶﾔ ｶｲﾄ 6 柏城 ｶｼﾜｷﾞ 柏城
10 男子走幅跳 角田 拓人 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾄ 6 とよま ﾄﾖﾏ とよま
11 男子ジャベリックボール投 星野 優太 ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ 6 永盛 ﾅｶﾞﾓﾘ 永盛

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 遠藤 愛唯 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲ 6 芳賀小 ﾊｶﾞｼｮｳ 芳賀小
2 女子4×100ｍR 橋本 羽奈 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅ 6 芳賀小 ﾊｶﾞｼｮｳ 芳賀小
3 女子4×100ｍR 新田 陽菜 ﾆｯﾀ ﾊﾙﾅ 6 芳賀小 ﾊｶﾞｼｮｳ 芳賀小
4 女子4×100ｍR 栁沼 栞奈 ﾔｷﾞﾇﾏ ｶﾝﾅ 6 芳賀小 ﾊｶﾞｼｮｳ 芳賀小
5 女子4×100ｍR 西間木 侑果 ﾆｼﾏｷﾞ ｳｶ 6 芳賀小 ﾊｶﾞｼｮｳ 芳賀小
6 女子5年100m 田中 麻央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 5 ほおの木 ﾎｵﾉｷ ほおの木
7 女子6年100m 宍戸 葵 ｼｼﾄﾞ ｱｵｲ 6 棚倉小 ﾀﾅｸﾞﾗｼｮｳｯｶﾞｺｳ 棚倉小
8 女子80mH 藤原 美杏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾞｱﾝ 6 原町第二 ﾊﾗﾏﾁﾀﾞｲﾆ 原町第二
9 女子走高跳 渡辺 眞央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 6 朝日が丘 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 朝日が丘
10 女子走幅跳 伊藤 優理 ｲﾄｳ ﾕﾘ 6 福島大TC ﾌｸｼﾏﾀﾞｲﾃｨｰｼｰ 福島大TC
11 女子ジャベリックボール投 片平 くるみ ｶﾀﾋﾗ ｸﾙﾐ 6 大森小 ｵｵﾓﾘｼｮｳ 大森小



茨城代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 柏崎　勝美 カシワザキ　カツミ
2 指導者 青木　高広 アオキ　タカヒロ
3 指導者 小圷　広之 コアクツ　ヒロユキ
4 指導者 近藤　高功 コンドウ　タカヨシ
5 支援コーチ 佐藤　紀之 サトウ　ノリユキ
6 支援コーチ 小圷　智子 コアクツ　トモコ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 稲葉 大翔 イナバ ヒロト 6 チーム城南 ﾁｰﾑｼﾞｮｳﾅﾝ チーム城南
2 男子4×100ｍR 根岸 慶丞 ネギシ ケイスケ 6 チーム城南 ﾁｰﾑｼﾞｮｳﾅﾝ チーム城南
3 男子4×100ｍR 坂本 隼宥 サカモト シュンスケ 6 チーム城南 ﾁｰﾑｼﾞｮｳﾅﾝ チーム城南
4 男子4×100ｍR 新野 瑞樹 ニイノ ミズキ 6 チーム城南 ﾁｰﾑｼﾞｮｳﾅﾝ チーム城南
5 男子4×100ｍR 市村 葉太 イチムラ リョウタ 6 チーム城南 ﾁｰﾑｼﾞｮｳﾅﾝ チーム城南
6 男子5年100m 大内 空 オオウチ ソラ 5 竜ケ崎ｊｒ陸上 ﾘｭｳｶﾞｻｷｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 竜ｹ崎jr陸上
7 男子6年100m 鈴木 絢斗 スズキ ケント 6 城西小 ｼﾞｮｳｻｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 城西小
8 男子80mH 生板 隆之介 ナマイタ リュウノスケ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大野原小
9 男子走高跳 富山 晋伍 トミヤマ シンゴ 6 七郷小 ﾅﾅｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 七郷小
10 男子走幅跳 張替 拓実 ハリガエ タクミ 6 水海道小 ﾐﾂｶｲﾄﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水海道小
11 男子ジャベリックボール投 高橋 駿斗 タカハシ ハヤト 6 わかしかクラブ ﾜｶｼｶｸﾗﾌﾞ わかしかｸﾗﾌﾞ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 宇佐美 乃彩 ウサミ ノア 5 水戸市陸上 ﾐﾄｼﾘｸｼﾞｮｳ 水戸市陸上
2 女子4×100ｍR 幅 円花 ハバ マドカ 6 水戸市陸上 ﾐﾄｼﾘｸｼﾞｮｳ 水戸市陸上
3 女子4×100ｍR 栗林 芽生 クリバヤシ メイ 6 水戸市陸上 ﾐﾄｼﾘｸｼﾞｮｳ 水戸市陸上
4 女子4×100ｍR 伊師 寧々 イシ ネネ 5 水戸市陸上 ﾐﾄｼﾘｸｼﾞｮｳ 水戸市陸上
5 女子4×100ｍR 渡辺 凛 ワタナベ リン 6 水戸市陸上 ﾐﾄｼﾘｸｼﾞｮｳ 水戸市陸上
6 女子5年100m 小杉 琉花 コスギ ルカ 5 坂戸小 ｻｶﾄﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 坂戸小
7 女子6年100m 伊藤 理菜 イトウ リナ 6 竜ケ崎ｊｒ陸上 ﾘｭｳｶﾞｻｷｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 竜ｹ崎jr陸上
8 女子80mH 石川 さくら イシカワ サクラ 6 大田小 ｵｵﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大田小
9 女子走高跳 鈴木 彩瑛 スズキ サエ 6 絹西小 ｷﾇﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 絹西小
10 女子走幅跳 永野 優莉亜 ナガノ ユリア 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大野原小
11 女子ジャベリックボール投 吉原 依鈴 ヨシハラ イリン 6 石下小 ｲｼｹﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 石下小



栃木代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 渡邉　光男 ワタナベ  ミツオ
2 指導者 田村　伸夫 タムラ　ノブオ
3 指導者 小林　孝裕 コバヤシ　タカヒロ
4 指導者 原山　史寛 ハラヤマ　フミヒロ
5 支援コーチ 福田　巽 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾐ 
6 支援コーチ 江田　守 ｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ
7 支援コーチ 上野　明彦 ｳｴﾉ ｱｷﾋｺ
8 支援コーチ 山﨑　任広 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 関根 路世 ｾｷﾈ ﾛｾｲ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
2 男子4×100ｍR 村上 拓也 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
3 男子4×100ｍR 長 秀樹 ﾁｮｳ ﾋﾃﾞｷ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
4 男子4×100ｍR 森戸 涼翔 ﾓﾘﾄ ﾘｮｳﾄ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
5 男子4×100ｍR 金山 海里 ｶﾅﾔﾏ ｶｲﾘ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
6 男子5年100m 中谷 郁斗 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔﾄ 5 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
7 男子6年100m 江田 圭汰 ｴﾀﾞ ｹｲﾀ 6 国分寺RC　Jr ｺｸﾌﾞﾝｼﾞｱｰﾙｼｰ ｼﾞｭﾆｱ 国分寺RC　Jr
8 男子80mH 大塚 郁生 ｵｵﾂｶ ｲｸﾐ 6 物部小 ﾓﾉﾍﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 物部小
9 男子走高跳 根本 陽光 ﾈﾓﾄ ﾋｶﾘ 6 那須陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 那須陸上ｸﾗﾌﾞ
10 男子走幅跳 髙橋 蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 6 東光 ﾄｳｺｳ 東光
11 男子ジャベリックボール投 市村 友聖 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳｾｲ 6 長田小 ﾅｶﾞﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 長田小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 浅川 颯希 ｱｻｶﾜ ｻﾂｷ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
2 女子4×100ｍR 新井 菜々子 ｱﾗｲ ﾅﾅｺ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
3 女子4×100ｍR 津布楽 里奈 ﾂﾌﾞﾗ ﾘﾅ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
4 女子4×100ｍR 琴寄 南海 ｺﾄﾖﾘ ﾐﾅﾐ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
5 女子4×100ｍR 岸和田 紗果 ｷｼﾜﾀﾞ ｻﾜ 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｲ TOJ
6 女子5年100m 飯野 梨央奈 ｲｲﾉ ﾘｵﾅ 5 日光IRC ﾆｯｺｳｱｲｱｰﾙｼｰ 日光IRC
7 女子6年100m 米田 凜音 ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾉﾝ 6 亀山小 ｶﾒﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 亀山小
8 女子80mH 中里 百葉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 6 佐野SAC ｻﾉｴｽｴｰｼｰ 佐野SAC
9 女子走高跳 熊倉 千夏 ｸﾏｸﾗ ﾁﾅﾂ 6 佐野SAC ｻﾉｴｽｴｰｼｰ 佐野SAC
10 女子走幅跳 福田 蒼衣 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 6 ｺｳﾛｸJr陸上ｸﾗﾌﾞ ｺｳﾛｸｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｺｳﾛｸJr陸上ｸ
11 女子ジャベリックボール投 武田 絋茄 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 6 芳賀北小 ﾊｶﾞｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 芳賀北小



群馬代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 関上　尚史 ｾｷｶﾞﾐ ﾋｻｼ
2 指導者 本川  貴晴 ﾓﾄｶﾜ　ﾀｶﾊﾙ
3 指導者 篠崎　隼人 ｼﾉｻﾞｷ　ﾊﾔﾄ
4 指導者 清水　雅文 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾌﾐ
5 支援コーチ 寺井　和明 ﾃﾗｲ　ｶｽﾞｱｷ
6 支援コーチ 小板橋　睦子 ｺｲﾀﾊﾞｼ　ﾁｶｺ
7 支援コーチ 青木　由香里 アオキ　ユカリ
8 支援コーチ 谷岡　一誠 タニオカ　イッセイ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 松丸 健太朗 ﾏﾂﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ
2 男子4×100ｍR 一場 琉聖 ｲﾁﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ
3 男子4×100ｍR 藤丸 結生 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾕｳｷ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ
4 男子4×100ｍR 久保田 寛太 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ
5 男子4×100ｍR 鈴木 晴人 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ
6 男子5年100m 吉田 拓弥 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 5 館林陸上競技クラブ ﾀﾃﾊﾞﾔｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 館林クラブ
7 男子6年100m 吉次 悠真 ﾖｼﾂｸﾞ ﾕｳﾏ 6 太田市陸上競技協会 ｵｵﾀｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 太田市陸協
8 男子80mH 梅澤 遥 ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾙ 6 前橋市陸上競技協会 ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 前橋市陸協
9 男子走高跳 萩原 志道 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾄﾞｳ 6 渋川市陸上競技クラブ ｼﾌﾞｶﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 渋川クラブ
10 男子走幅跳 川 拓未 ｶﾜ ﾀｸﾐ 6 前橋市陸上競技協会 ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 前橋市陸協
11 男子ジャベリックボール投 田村 光翼 ﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 6 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 高崎市陸協

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 柴山 菜乃実 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 6 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 高崎市陸協
2 女子4×100ｍR 渡邊 瑞季 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 6 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 高崎市陸協
3 女子4×100ｍR 山口 萌乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｴﾉ 6 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 高崎市陸協
4 女子4×100ｍR 石榑 朱莉 ｲｼｸﾞﾚ ｱｶﾘ 6 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 高崎市陸協
5 女子4×100ｍR 須田 楓来 ｽﾀﾞ ｶｴﾗ 5 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 高崎市陸協
6 女子5年100m 長谷川 留花 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ 5 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ
7 女子6年100m 石川 茜 ｲｼｶﾜ ｾﾝ 6 渋川市陸上競技クラブ ｼﾌﾞｶﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 渋川クラブ
8 女子80mH 黛 月菜 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾙﾅ 6 富岡市陸上競技協会 ﾄﾐｵｶｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 富岡市陸協
9 女子走高跳 横尾 藍可 ﾖｺｵ ｱｲｶ 6 勢多陸上競技クラブ ｾﾀﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 勢多クラブ
10 女子走幅跳 久保 葵花 ｸﾎﾞ ｱｵｲ 6 吾妻榛嶺クラブ ｱｶﾞﾂﾏｼﾝﾚｲｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 青木 凜 ｱｵｷ ﾘﾝ 6 渋川市陸上競技クラブ ｼﾌﾞｶﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 渋川クラブ



埼玉代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 松本　清 マツモト キヨシ
2 指導者 今井　一寿 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾄｼ
3 指導者 村山　健児 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝｼﾞ
4 指導者 中島　愛香 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ
5 支援コーチ 今西　幸一 ｲﾏﾆｼ ｺｳｲﾁ
6 支援コーチ 草野　敏行 ｸｻﾉ ﾄｼﾕｷ
7 支援コーチ 森崎　渉 ﾓﾘｻｷ ﾜﾀﾙ
8 支援コーチ 神田　幸恵 カンダ ｻﾁｴ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 名取 航輝 ﾅﾄﾘ コウキ 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校
2 男子4×100ｍR 千田 和毅 ﾁﾀﾞ カズキ 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校
3 男子4×100ｍR 鷺澤 力大 ｻｷﾞｻﾜ ﾘｷﾄ 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校
4 男子4×100ｍR 溝口 海音 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶｲﾄ 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校
5 男子4×100ｍR 矢澤 拓実 ﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校
6 男子5年100m 森本　 宗介 ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ 5 石原塾 ｲｼﾊﾗｼﾞｭｸ 石原塾
7 男子6年100m 内田 佳吾 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞ 6 プラチナAC ﾌﾟﾗﾁﾅｴｰｼｰ プラチナAC
8 男子80mH 草野 拓登 ｸｻﾉ ﾀｸﾄ 6 しらこばと陸上クラブ ｼﾗｺﾊﾞﾄﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ しらこばと
9 男子走高跳 杉本 要 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾒ 6 東っ子陸上 ﾋｶﾞｼｯｺﾘｸｼﾞｮｳ 東っ子陸上
10 男子走幅跳 市村 颯麻 ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾏ 6 上尾ジュニア陸上クラブ ｱｹﾞｵｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 上尾ジュニア
11 男子ジャベリックボール投 相澤 白虎 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 6 プラチナAC ﾌﾟﾗﾁﾅｴｰｼｰ プラチナAC

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 斉藤 苺香 ｻｲﾄｳ ｲﾁｶ 6 加須ジュニア陸上クラブ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加須ジュニア
2 女子4×100ｍR 橋本 結空 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 6 加須ジュニア陸上クラブ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加須ジュニア
3 女子4×100ｍR 田島 愛菜 ﾀｼﾞﾏ ｱｲﾅ 6 加須ジュニア陸上クラブ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加須ジュニア
4 女子4×100ｍR 小林 杏海 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 6 加須ジュニア陸上クラブ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加須ジュニア
5 女子4×100ｍR 小川 真里瑠 ｵｶﾞﾜ ﾏﾘﾙ 6 加須ジュニア陸上クラブ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加須ジュニア
6 女子5年100m 新井 志麻 ｱﾗｲ ｼﾏ 5 鴻巣市陸協 ｺｳﾉｽｼﾘｸｷｮｳ 鴻巣市陸協
7 女子6年100m 猪俣 佑衣 ｲﾉﾏﾀq ﾕｲ 6 片柳陸上クラブ ｶﾀﾔﾅｷﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 片柳陸上ｸﾗﾌﾞ
8 女子80mH 池嶋 咲乃 ｲｹｼﾞﾏ ｻｷﾉ 6 新座市陸上競技協会 ﾆｲｻﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 新座陸協
9 女子走高跳 高宮 芙季 ﾀkﾐﾔ ﾌｷ 6 新座市陸上競技協会 ﾆｲｻﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 新座陸協
10 女子走幅跳 大室 蒼依 ｵｵﾑﾛ ｱｵｲ 6 熊谷市陸上教室 ｸﾏｶﾞﾔｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 熊谷市陸上教
11 女子ジャベリックボール投 田中 夢桜 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 6 大凧クラブ ｵｵﾀﾞｺｸﾗﾌﾞ 大凧クラブ



千葉代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 宮野　篤 ﾐﾔﾉ ｱﾂｼ
2 指導者 大木　成浩 ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ
3 指導者 岩城　節臣 ｲﾜｷ ｻﾀﾞｵﾐ
4 指導者 菊間　かほる ｷｸﾏ ｶﾎﾙ
5 支援コーチ 塚本　直之 ﾂｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ
6 支援コーチ 横田美紗子 ヨコタ　ミサコ
7 支援コーチ 高野　季輝 タカノ　トシキ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 吉田 颯 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 6 船橋陸上クラブ ｷﾞｮｳﾀﾞﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 王 一凡 ｵｳ ｶｽﾞﾅﾐ 6 船橋陸上クラブ ﾔｷﾞｶﾞﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 後藤 弥太郎 ｺﾞﾄｳ ﾔﾀﾛｳ 6 船橋陸上クラブ ﾀｶｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 齋藤 謙昇 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼｮｳ 6 船橋陸上クラブ ｲﾁﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 森川 悠士 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｼ 6 船橋陸上クラブ ｵｵｱﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 並木 耀大 ﾅﾐｷ ﾖｳﾀﾞｲ 5 白井アスレチックアカデミー ｼﾛｲｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ SAA
7 男子6年100m 海老根 優大 ｴﾋﾞﾈ ﾕｳﾀﾞｲ 6 クレンサアスリートクラブ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ クレンサＡＣ
8 男子80mH 長谷川 巧光 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 6 八街市立二洲小 ﾆｽｼｮｳｶﾞｯｺｳ 八街市二洲小
9 男子走高跳 家山 正治郎 ｲｴﾔﾏ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 6 銚子クラブ ﾁｮｳｼｸﾗﾌﾞ 銚子クラブ
10 男子走幅跳 山口 幸樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 6 クレンサアスリートクラブ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ クレンサＡＣ
11 男子ジャベリックボール投 島田 翔太 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 6 旭市立中央小 ｱｻﾋｼﾘﾂﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 旭市立中央小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 廣田 優芽 ﾋﾛﾀ ﾕﾒ 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ﾃﾞﾐｰ SAA
2 女子4×100ｍR 山野 里恋 ﾔﾏﾉ ﾘｺ 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ﾃﾞﾐｰ SAA
3 女子4×100ｍR 内田 朱郁 ｳﾁﾀﾞ ｱﾔｶ 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ﾃﾞﾐｰ SAA
4 女子4×100ｍR 篠原 美咲 ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 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ﾃﾞﾐｰ SAA
5 女子4×100ｍR 有野 萄子 ｱﾘﾉ ﾄｳｺ 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ﾃﾞﾐｰ SAA
6 女子5年100m 鍋島 あいる ﾅﾍﾞｼﾏ ｱｲﾙ 5 野田ジュニア陸上クラブ ﾉﾀﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 野田Jr
7 女子6年100m 蔵野 裕香 ｸﾗﾉ ﾕｳｶ 6 市原クラブ ｲﾁﾊﾗｸﾗﾌﾞ 市原クラブ
8 女子80mH 梅村 胡春 ｳﾒﾑﾗ ｺﾊﾙ 6 茂原豊岡小 ﾓﾊﾞﾗﾄﾖｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 茂原市豊岡小
9 女子走高跳 大森 まうい ｵｵﾓﾘ ﾏｳｲ 5 木更津市立第二小 ｷｻﾗﾂﾞｼﾘﾂﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 木更津市二小
10 女子走幅跳 白土 莉紅 ｼﾗﾄ ﾘｺ 6 ima kids ｱｲﾏｷｯｽﾞ ima kids
11 女子ジャベリックボール投 小谷 凜 ｺﾀﾆ ﾘﾝ 6 流山市立流山北小 ﾅｶﾞﾚﾔﾏｼﾘﾂﾅｶﾞﾚﾔﾏｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 流山北小



東京代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 貫井　勝之 ﾇｸｲ ﾏｻﾕｷ
2 指導者 川村　　文夫 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ
3 指導者 尾崎　京子 ｵｻﾞｷ ｷｮｳｺ
4 指導者 三須　久子 ﾐｽ ﾋｻｺ
5 支援コーチ 大森　盛一 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞｶｽﾞ
6 支援コーチ 一瀬　秀和 ｲﾁﾉｾ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ
7 支援コーチ 中島　礼子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲｺ
8 支援コーチ 小栗　歩 ｵｸﾞﾘ　ｱﾕﾐ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 三戸 優也 ﾐﾄ ﾕｳﾔ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
2 男子4×100ｍR 金 寛人 ｺﾝ ﾋﾛﾄ 5 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
3 男子4×100ｍR 真下 毅大 ﾏｼﾓ ﾀｹﾋﾛ 5 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
4 男子4×100ｍR 宇佐美 鳳 ｳｻﾐ ｽｸﾞﾙ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
5 男子4×100ｍR 池田 竜大 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
6 男子5年100m ベイトマン 礼門 ﾍﾞｲﾄﾏﾝ ﾚｲﾓﾝ 5 府中AC ﾌﾁｭｳｴｰｼｰ 府中AC
7 男子6年100m 花井 風河 ﾊﾅｲ ﾌｳｶﾞ 6 ニューモードキッズ ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ
8 男子80mH 吉岡 稜平 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 6 ミウラスポーツクラブ ﾐｳﾗｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ミウラSC
9 男子走高跳 田川 永和 ﾀｶﾞﾜ ﾄﾜ 6 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｪｲｴｰｼｰ 清新JAC
10 男子走幅跳 秦 憲伸 ﾊﾀ ｹﾝｼﾝ 6 KMC陸上クラブ ｹｰｴﾑｼｰﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ KMC陸上ｸ
11 男子ジャベリックボール投 外島 大翔 ｿﾄｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 6 江東JAC ｺｳﾄｳｼﾞｪｲｴｰｼｰ 江東JAC

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 沼波 愛和 ﾇﾏﾅﾐ ｱｲﾅ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
2 女子4×100ｍR 長島 布美子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾐｺ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
3 女子4×100ｍR 長島 憂季 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｷ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
4 女子4×100ｍR 東 真衣 ｱｽﾞﾏ ﾏｲ 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
5 女子4×100ｍR 西塚 結衣 ﾆｼﾂﾞｶ ﾕｲ 5 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ
6 女子5年100m 醍醐 未玖 ﾀﾞｲｺﾞ ﾐｸ 5 府中AC ﾌﾁｭｳｴｰｼｰ 府中AC
7 女子6年100m 関田 結穂 ｾｷﾀ ﾕｲﾎ 6 武蔵野東AC ﾑｻｼﾉﾋｶﾞｼｴｰｼｰ 武蔵野東AC
8 女子80mH 小泉 璃莉 ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾘ 6 府中AC ﾌﾁｭｳｴｰｼｰ 府中AC
9 女子走高跳 原田 玲奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾅ 5 東京陸協 ﾄｳｷｮｳﾘｯｷｮｳ 東京陸協
10 女子走幅跳 中村 絢音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 6 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｪｲｴｰｼｰ 清新JAC
11 女子ジャベリックボール投 森 花楓 ﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 6 品川学園 ｼﾅｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝ 品川学園



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

1 総監督 渕脇　健 ﾌﾁﾜｷ ｹﾝ
2 指導者 露木　隆夫 ツユキ　タカオ
3 指導者 土岐　真保美 ﾄｷ  ﾏﾎﾐ
4 指導者 久家　太希 ｸｹﾞ ﾀｲｷ
5 支援コーチ 戸丸　恵 ﾄﾏﾙ ﾒｸﾞﾐ
6 支援コーチ 中村　紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ
7 支援コーチ 柏木　千恵子 ｶｼﾜｷﾞ ﾁｴｺ
8 支援コーチ 濱田　昌弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 幸 和磨 ユキ カズマ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
2 男子4×100ｍR 中村 悠人 ナカムラ ﾊﾙﾄ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
3 男子4×100ｍR 波戸 彪博 ﾊﾄ ｱｷﾋﾛ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
4 男子4×100ｍR 鈴木 諒 ｽｽﾞｷ リョウ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
5 男子4×100ｍR 岩本 大知 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
6 男子5年100m 中西 慧冴 ﾅｶﾆｼ ｹｲｺﾞ 5 横須賀陸上リトル ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙ 横須賀リトル
7 男子6年100m 山口　 竜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳ 6 ＫａＪＡＣ ｶｼﾞｬｯｸ ＫａＪＡＣ
8 男子80mH 高橋 良 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
9 男子走高跳 佐藤 颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 6 明神クラブ ﾐｮｳｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 明神クラブ
10 男子走幅跳 濵 光 ﾊﾏ ﾋｶﾙ 6 秦野陸上クラブ ﾊﾀﾞﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 秦野陸上ｸﾗﾌﾞ
11 男子ジャベリックボール投 本田 壮大 ホンダ ｿｳﾀ 6 横須賀陸上リトル ﾖｺｽｶﾘｸｼﾞｮｳﾘﾄﾙ 横須賀リトル

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 安田 晄 ﾔｽﾀﾞ ﾋｶﾘ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
2 女子4×100ｍR 波戸 愛莉 ﾊﾄ ｱｲﾘ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
3 女子4×100ｍR 野田 結生佳 ﾉﾀﾞ ﾕｷｶ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
4 女子4×100ｍR 四俣 蒼夕 ﾖﾂﾏﾀ ｱﾕ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
5 女子4×100ｍR 高橋 夢来 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗﾗ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
6 女子5年100m 谷藤 日菜 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾅ 5 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
7 女子6年100m 山本 幸実 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾐ 6 ちがさきリトル ﾁｶﾞｻｷﾘﾄﾙ ちがさきﾘﾄﾙ
8 女子80mH 新堀 海響 シンボリ ｶﾉﾝ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
9 女子走高跳 山崎 由梨葵 ヤマザキ ﾕﾘｱ 6 平塚ジュニア ﾋﾗﾂｶｼﾞｭﾆｱ 平塚ジュニア
10 女子走幅跳 矢羽田 澪央 ヤハタ ﾐｵ 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜ＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 吉沢 花菜 ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾅ 6 １９９４寒川 ｲﾁｷｭｳｷｭｳﾖﾝｻﾑｶﾜ １９９４寒川



山梨代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 加藤　清貴 カトウ　キヨタカ
2 指導者 加藤　すみゑ カトウ　スミヱ
3 指導者 大久保　学 オオクボ　ガク
4 指導者 中村　亮二 ナカムラ　リョウジ
5 支援コーチ 河西　真吾 カサイ　シンゴ
6 支援コーチ 川﨑　剛 カワサキ　タケシ
7 支援コーチ 安藤　美由紀 アンドウ　ミユキ
8 支援コーチ 山田　照吾 ヤマダ　ショウゴ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 向山 汐音 ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 望月 玲佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 5 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 鷹野 将汰 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 5 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 馬場 天海 ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 石原 颯太 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 5 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 山本 一汰 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 5 小笠原ＡＣ ｵｶﾞｻﾊﾗｴｰｼｰ 小笠原ＡＣ
7 男子6年100m 倉岡 泰輝 ｸﾗｵｶ ﾀｲｷ 6 韮崎北東小 ﾆﾗｻｷﾎｸﾄｳｼｮｳ 韮崎北東小
8 男子80mH 依田 來人 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 6 南アルプスAC ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽｴｰｼｰ 南アルプスAC
9 男子走高跳 雨宮 基貴 ｱﾒﾐﾔ ﾓﾄｷ 6 中村塾 ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｸ 中村塾
10 男子走幅跳 古屋 聡太 ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 6 チーム塩山 ﾁｰﾑｴﾝｻﾞﾝ チーム塩山
11 男子ジャベリックボール投 森本 翔太 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ 6 チーム甘利小 ﾁｰﾑｱﾏﾘｼｮｳ チーム甘利小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 仲上 さくら ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
2 女子4×100ｍR 菱山 那柚 ﾋｼﾔﾏ  ﾅﾕ 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
3 女子4×100ｍR 小林 己恭 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
4 女子4×100ｍR 橘山 莉乃 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 5 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
5 女子4×100ｍR 小池 琉南 ｺｲｹ ﾙﾅ 5 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
6 女子5年100m 村松 苺華 ムラマツ ﾏｲｶ 5 NAC ｴﾇｴｰｼｰ NAC
7 女子6年100m 杉浦 早咲 ｽｷﾞｳﾗ ｻｷ 6 山中ST ﾔﾏﾅｶｴｽﾃｨｰ 山中ST
8 女子80mH 城山 愛衣 ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 6 中村塾 ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｸ 中村塾
9 女子走高跳 大場 苺雪 ｵｵﾊﾞ ﾏﾕｷ 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
10 女子走幅跳 土橋 彩音 ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾔﾈ 6 チーム塩山 ﾁｰﾑｴﾝｻﾞﾝ チーム塩山
11 女子ジャベリックボール投 吉田 美琴 ﾖｼﾀﾞ ﾐｺﾄ 6 チーム甘利小 ﾁｰﾑｱﾏﾘｼｮｳ チーム甘利小



新潟代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 浮島　一隆 ウキシマ カズタカ
2 指導者 田村　利恵子 タムラ　リエコ
3 指導者 丹治えつこ タンジエツコ
4 指導者 大図　彰 オオズ アキラ
5 支援コーチ 内山　寿彦 ウチヤマ　トシヒコ
6 支援コーチ 田中　義雄 タナカ　ヨシオ
7 支援コーチ 星　真弓 ホシ　マユミ
8 支援コーチ 江口　宗俊 ｴｸﾞﾁ ﾉﾘﾄｼ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 佐々木 勇将 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
2 男子4×100ｍR 丸山 詩温 ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
3 男子4×100ｍR 野口 瑳玖 ﾉｸﾞﾁ ｻｸ 5 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
4 男子4×100ｍR 大山 悠希 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
5 男子4×100ｍR 根津 諒大 ﾈﾂ ﾘｮｳﾀ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
6 男子5年100m 鶴巻 陽太 ツルマキ ヨウタ 5 加茂jr陸上 ｶﾓｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 加茂jr陸上
7 男子6年100m 松原 誓哉 ﾏﾂﾊﾞﾗ セイヤ 6 柏崎トラックアンドフィールド ｶｼﾜｻﾞｷﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 柏崎T＆F
8 男子80mH 布施 幸祐 フセ ユキヒロ 6 柏崎トラックアンドフィールド ｶｼﾜｻﾞｷﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 柏崎T＆F
9 男子走高跳 田辺　 祐士 タナベ ユウト 6 十日町アスレチッククラブ ﾄｵｶﾏﾁｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 十日町AC
10 男子走幅跳 渡邉 幸希 ワタナベ ｺｳｷ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
11 男子ジャベリックボール投 桑原 陽太 クワバラ ヨウタ 6 三条ジュニア ｻﾝｼﾞｮｳｼﾞｭﾆｱ 三条ジュニア

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 吉川 めぐり ﾖｼｶﾜ ﾒｸﾞﾘ 5 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
2 女子4×100ｍR 岩野 紗来 ｲﾜﾉ ｻﾗ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
3 女子4×100ｍR 杉田 有希 スギタ ユウキ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
4 女子4×100ｍR 佐藤 妃菜 ｻﾄｳ ヒナ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
5 女子4×100ｍR 竹田 蘭 ﾀｹﾀﾞ ﾗﾝ 6 上越はね馬クラブ ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ 上越はね馬
6 女子5年100m 中倉 茉咲 ﾅｶｸﾗ ﾏｻｷ 5 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟アルビRC
7 女子6年100m 佐藤 未嘉 ｻﾄｳ ﾐｶ 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟アルビRC
8 女子80mH 中村 友香 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟アルビRC
9 女子走高跳 成田 葵 ナリタ アオイ 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟アルビRC
10 女子走幅跳 杵淵 心花 キネフチ ｺﾉﾊ 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟アルビRC
11 女子ジャベリックボール投 須佐 珠美 スサ ﾀﾏﾐ 6 魚沼JTFC ｳｵﾇﾏｼﾞｪｲﾃｨｰｴﾌｼｰ 魚沼JTFC



富山代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 鏑木　龍太郎 カブラギ　リュウタロウ
2 指導者 中嶋　秀明 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
3 指導者 舛田　義明 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｱｷ
4 指導者 秋盛　勇 ｱｷﾓﾘ ｲｻﾑ
5 支援コーチ 田部　大輔 タナベ　ダイスケ
6 支援コーチ 大門　秀司 ダイモン　シュウジ
7 支援コーチ 澤井　匠 サワイ　タクミ
8 支援コーチ 竹内悠子 タケウチ　ユウコ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 西木戸 陽己 ﾆｼｷﾄﾞ ﾊﾙｷ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
2 男子4×100ｍR 石田 康一郎 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
3 男子4×100ｍR 黒田 永都 ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
4 男子4×100ｍR 福島 雅広 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
5 男子4×100ｍR 奥村 洸 ｵｸﾑﾗ ｺｳ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
6 男子5年100m 吉倉 遼輔 ヨシクラ リョウスケ 5 熊野 ｸﾏﾉ 熊野
7 男子6年100m 山本 嶺心 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ 6 老田クラブ ｵｲﾀﾞｸﾗﾌﾞ 老田クラブ
8 男子80mH 長坂 樹希 ナガサカ タツキ 6 黒部名水 ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ 黒部名水
9 男子走高跳 高木 克徳 タカギ カツノリ 6 宮野 ﾐﾔﾉ 宮野
10 男子走幅跳 青木 智弥 アオキ トモヤ 6 放生津 ﾎｳｼﾞｮｳﾂﾞ 放生津
11 男子ジャベリックボール投 辻 哲誠 ツジ テッセイ 6 となみAC ﾄﾅﾐｴｰｼｰ となみAC

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 嶌田 百那 ｼﾏﾀﾞ ﾓﾅ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
2 女子4×100ｍR 西村 充夏 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｶ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
3 女子4×100ｍR 平井 梨恵 ﾋﾗｲ ﾘｴ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
4 女子4×100ｍR 村家 光咲 ﾑﾗｲ ﾐｻｷ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
5 女子4×100ｍR 上田 芽生 ｳｴﾀﾞ ﾒｲ 6 堀川 ﾎﾘｶﾜ 堀川
6 女子5年100m 寺島 千陽 テラシマ チアキ 5 川原 ｶﾜﾗ 川原
7 女子6年100m 村井 凜々 ムライ リリ 6 富山JAC ﾄﾔﾏｼﾞｪｲｴｲｼｰ 富山JAC
8 女子80mH 開澤 蘭 カイザワ ラン 6 黒部名水 ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ 黒部名水
9 女子走高跳 川崎 景子 カワサキ ケイコ 6 黒部名水 ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ 黒部名水
10 女子走幅跳 金井 雪乃 カナイ ユキノ 6 慶応陸上クラブ ｹｲｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 中林 風馨 ナカバヤシ フウイ 6 黒部名水 ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ 黒部名水



石川代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 野村　重光 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾐﾂ
2 指導者 表　和夫 ｵﾓﾃ ｶｽﾞｵ
3 指導者 宮田　幸子 ﾐﾔﾀ　ｻﾁｺ
4 指導者 長田　敏宏 ﾅｶﾞﾀ　ﾄｼﾋﾛ
5 支援コーチ 竹内　秀一 ﾀｹｳﾁ　ｼｭｳｲﾁ
6 支援コーチ 澤井　勝彦 ｻﾜｲ ｶﾂﾋｺ
7 支援コーチ 中島　敦美 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂﾐ
8 支援コーチ 山本　利治 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 船本 翔大 ﾌﾅﾓﾄ ｼｮｳﾀ 5 輪島ジュニア陸上クラブ ﾜｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 輪島ジュニア
2 男子4×100ｍR 三柳 遥暉 ﾐﾂﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ 6 輪島ジュニア陸上クラブ ﾜｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 輪島ジュニア
3 男子4×100ｍR 浅井 龍之介 ｱｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 5 輪島ジュニア陸上クラブ ﾜｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 輪島ジュニア
4 男子4×100ｍR 鶴竹 優太 ﾂﾙﾀｹ ﾕｳﾀ 6 輪島ジュニア陸上クラブ ﾜｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 輪島ジュニア
5 男子4×100ｍR 中川 烈慈 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾂｼﾞ 5 輪島ジュニア陸上クラブ ﾜｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 輪島ジュニア
6 男子5年100m 津田 伊万 ﾂﾀﾞ ｲｳﾞｧﾝ 5 金沢市陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教
7 男子6年100m 埴生 翔天 ﾊﾆｳ ｼｮｳﾀ 6 木場AC ｷﾊﾞｴｰｼｰ 木場AC
8 男子80mH 澤井 克樹 ｻﾜｲ ｶﾂｷ 6 津幡ジュニアアスリートクラブ ﾂﾊﾞﾀｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 津幡ジュニア
9 男子走高跳 棚木 翼 ﾀﾅｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 6 河北AC ｶﾎｸｴｰｼｰ 河北AC
10 男子走幅跳 門田 吉平 ﾓﾝﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 6 川北クラブ ｶﾜｷﾀｸﾗﾌﾞ 川北クラブ
11 男子ジャベリックボール投 濱田 麗生 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｷ 5 大屋クラブ ｵｵﾔｸﾗﾌﾞ 大屋クラブ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 宮前 有里 ﾐﾔﾏｴ ﾕﾘ 6 河北AC ｶﾎｸｴｰｼｰ 河北AC
2 女子4×100ｍR 助實 美紅 ｽｹｻﾞﾈ ﾐｸ 6 河北AC ｶﾎｸｴｰｼｰ 河北AC
3 女子4×100ｍR 稲本 夢菜 ｲﾅﾓﾄ ﾕﾅ 6 河北AC ｶﾎｸｴｰｼｰ 河北AC
4 女子4×100ｍR 石井 碧 ｲｼｲ ｱｵｲ 5 河北AC ｶﾎｸｴｰｼｰ 河北AC
5 女子4×100ｍR 山下 果鈴 ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ 6 河北AC ｶﾎｸｴｰｼｰ 河北AC
6 女子5年100m 寺田 千夏 ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ 5 白山ジュニア陸上クラブ ﾊｸｻﾝｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 白山ジュニア
7 女子6年100m 坂井 希帆 ｻｶｲ ｷﾎ 6 かなざわ総合ＳＣ ｶﾅｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｴｽｼｰ かなざわＳＣ
8 女子80mH 垣田 愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 6 城山アスリートクラブ ｼﾞｮｳﾔﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 城山AC
9 女子走高跳 袋井 杏花 ﾌｸﾛｲ ｷｮｳｶ 6 田鶴浜クラブ ﾀﾂﾙﾊﾏｸﾗﾌﾞ 田鶴浜クラブ
10 女子走幅跳 髙本 つかさ ﾀｶﾓﾄ ﾂｶｻ 6 モアSPC加賀 ﾓｱｴｽﾋﾟｰｼｰｶｶﾞ モアSPC加賀
11 女子ジャベリックボール投 橋本 帆乃花 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 6 チーム志賀小 ﾁｰﾑｼｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ チーム志賀小



福井代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 永岡 秀典 ナガオカ　ヒデノリ
2 指導者 石井　輝 ｲｼｲ ｱｷﾗ
3 指導者 水上　真裕 ﾐｽﾞｶﾐ　ﾏｻﾋﾛ
4 指導者 坂本 美智代 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ
5 支援コーチ 斎藤 美早子 ｻｲﾄｳ ﾐｻｺ
6 支援コーチ 近藤 隆紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ
7 支援コーチ 小原　慶之 ｺﾊﾗ ﾕｼﾕｷ
8 支援コーチ 大徳　貴史 ｵｵﾄｸ ﾀｶｼ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 高田 琉聖 ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 角谷 謙太 ｶﾄﾞﾔ ｹﾝﾀ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 梶 陽翔 ｶｼﾞ ﾊﾙﾄ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 谷口 聡汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 森川 琉斗 ﾓﾘｶﾜ ﾘｭｳﾄ 5 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 中道 相翔 ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ 5 みんスポクラブ ﾐﾝｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ みんｽﾎﾟｸﾗﾌﾞ
7 男子6年100m 横山 慶晟 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｾｲ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
8 男子80mH 山本 峻仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 6 味真野 ｱｼﾞﾏﾉ 味真野
9 男子走高跳 久田 嵐生 ﾋｻﾀﾞ ﾗｲ 6 越前吉野 ｴﾁｾﾞﾝﾖｼﾉ 越前吉野
10 男子走幅跳 小池 竣也 ｺｲｹ ｼｭﾝﾔ 6 三室ＡＣ ﾐﾑﾛｴｰｼｰ 三室ＡＣ
11 男子ジャベリックボール投 飯田 有喜 ｲｲﾀﾞ ｺｳｷ 6 味真野 ｱｼﾞﾏﾉ 味真野

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 杉本 歌恋 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
2 女子4×100ｍR 岡田 彩音 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
3 女子4×100ｍR 近江 陽和 ｵｳﾐ ﾋﾅ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
4 女子4×100ｍR 吉田 千夏 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ 6 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
5 女子4×100ｍR 山本 悠起子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 5 東郷陸上クラブ ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東郷陸上ｸﾗﾌﾞ
6 女子5年100m 宇野 なごみ ｳﾉ ﾅｺﾞﾐ 5 王子保 ｵｳｼｵ 王子保クラブ
7 女子6年100m 横山 恵理菜 ﾖｺﾔﾏ ｴﾘﾅ 6 越前陸協ＡＣ ｴﾁｾﾞﾝﾘｸｷｮｳｴｰｼｰ 越前陸協ＡＣ
8 女子80mH 坂野 心柊 ｻｶﾉ ﾐﾝﾄ 6 越前陸協ＡＣ ｴﾁｾﾞﾝﾘｸｷｮｳｴｰｼｰ 越前陸協ＡＣ
9 女子走高跳 小林 菜月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 6 大石陸上 ｵｵｲｼﾘｸｼﾞｮｳ 大石陸上
10 女子走幅跳 加藤 瑛子 ｶﾄｳ ｴｲｺ 6 福井スポーツ ﾌｸｲｽﾎﾟｰﾂ 福井ｽﾎﾟｰﾂｸﾗ
11 女子ジャベリックボール投 石田 奈津子 ｲｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 6 ＡＷＡＲＡ ｱﾜﾗ ＡＷＡＲＡ



長野代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 橘　麗仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚｲｼﾞ
2 指導者 篠原　克修 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ
3 指導者 塩野入　良夫 ｼｵﾉｲﾘ ﾖｼｵ
4 指導者 大坪　裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ
5 支援コーチ 米川　浩司 ﾖﾈｶﾜ ﾋﾛｼ
6 支援コーチ 内藤　里枝子 ﾅｲﾄｳ ﾘｴｺ
7 支援コーチ 島田　怜奈 ｼﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ
8 支援コーチ 横山　ふみ ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 窪田 翔真 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 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
2 男子4×100ｍR 漆戸 柊哉 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 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
3 男子4×100ｍR 矢島 壮野 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 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
4 男子4×100ｍR 安部 桂史郎 ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 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
5 男子4×100ｍR 大塚 琉翔 ｵｵﾂｶ ﾙｶ 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
6 男子5年100m 小澤 侑吾 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 5 辰野西小 ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 辰野西
7 男子6年100m 柳沢 隼士 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 6 中込小 ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 中込小
8 男子80mH 古村 拓海 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 6 軽井沢Ａ＆ＡＣ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ 軽井沢A&AC
9 男子走高跳 工藤 航介 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 6 伊那北小 ｲﾅｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 伊那北小
10 男子走幅跳 南澤 爽太 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 6 佐久ドリーム ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ドリーム
11 男子ジャベリックボール投 久保田 莉生 ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ 6 下條小 ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 下條小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 富山 萌衣 ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 6 坂城ＪＡＣ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ 坂城ＪＡＣ
2 女子4×100ｍR 宮原 凛成 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 6 坂城ＪＡＣ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ 坂城ＪＡＣ
3 女子4×100ｍR 宮下 留花 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 6 坂城ＪＡＣ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ 坂城ＪＡＣ
4 女子4×100ｍR 牧内 愛実 ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 6 坂城ＪＡＣ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ 坂城ＪＡＣ
5 女子4×100ｍR 田中 朱音 ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 5 坂城ＪＡＣ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ 坂城ＪＡＣ
6 女子5年100m 古田 羽音 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 5 開智小 ｶｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 開智小
7 女子6年100m 酒井 明日美 ｻｶｲ ｱｽﾐ 6 栗ガ丘小 ｸﾘｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 栗ガ丘小
8 女子80mH 中嶋 愛佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 6 軽井沢Ａ＆ＡＣ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ 軽井沢A&AC
9 女子走高跳 平谷 紗菜 ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 6 朝日ＳＵＮ ｱｻﾋｻﾝ 朝日ＳＵＮ
10 女子走幅跳 大森 里香 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 6 軽井沢Ａ＆ＡＣ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ 軽井沢A&AC
11 女子ジャベリックボール投 倉田 紗優加 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 6 南箕輪小 ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 南箕輪小



静岡代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 豊田　博幸 トヨタ　ヒロユキ
2 指導者 田村　和彦 タムラ  ｶｽﾞﾋｺ
3 指導者 関　恵吾 ｾｷ  ｹｲｺﾞ
4 指導者 久能　浩 クノウ　ヒロシ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 斉藤 涼馬 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 6 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 静岡吉田ＡＣ
2 男子4×100ｍR 田村 莉樹 ﾀﾑﾗ ﾘｷ 6 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 静岡吉田ＡＣ
3 男子4×100ｍR 内屋 翔太 ｳﾁﾔ ｼｮｳﾀ 6 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 静岡吉田ＡＣ
4 男子4×100ｍR 大石 凌功 ｵｵｲｼ ﾘｸ 6 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 静岡吉田ＡＣ
5 男子4×100ｍR 長谷川 大翔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 5 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 静岡吉田ＡＣ
6 男子5年100m 稲名 功大郎 ｲﾅﾅ ｺｳﾀﾛｳ 5 清水ＡＣ ｼﾐｽﾞｴｰｼｰ 清水ＡＣ
7 男子6年100m 四反田 翔汰 ｼﾀﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀ 6 ＳＴ函南 ｴｽﾃｨｰｶﾝﾅﾐ ＳＴ函南
8 男子80mH 大橋 廉 ｵｵﾊｼ ﾚﾝ 6 千代田ＡＣ ﾁﾖﾀﾞｴｰｼｰ 千代田ＡＣ
9 男子走高跳 細川 大翔 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 6 沼津第五陸上 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲｺﾞﾘｸｼﾞｮｳ 沼津第五陸上
10 男子走幅跳 田内 怜磨 ﾀｳﾁ ﾘｮｳﾏ 6 千本港Ｔ・Ｓ・Ｃ ｾﾝﾎﾞﾝﾐﾅﾄﾃｨｰｴｽｼｰ 千本港T･S･C
11 男子ジャベリックボール投 稲葉 康人 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾄ 6 東伊豆ＴＦＣ ﾋｶﾞｼｲｽﾞﾃｨｰｴﾌｼｰ 東伊豆ＴＦＣ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 渡邉 かなえ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｴ 6 伊東陸上 ｲﾄｳﾘｸｼﾞｮｳ 伊東陸上
2 女子4×100ｍR 磯川 優 ｲｿｶﾞﾜ ﾕｳ 6 伊東陸上 ｲﾄｳﾘｸｼﾞｮｳ 伊東陸上
3 女子4×100ｍR 鈴木 愛呂花 ｽｽﾞｷ ｱﾛﾊ 6 伊東陸上 ｲﾄｳﾘｸｼﾞｮｳ 伊東陸上
4 女子4×100ｍR 大川 ゆらり ｵｵｶﾜ ﾕﾗﾘ 6 伊東陸上 ｲﾄｳﾘｸｼﾞｮｳ 伊東陸上
5 女子4×100ｍR 住田 知優 ｽﾐﾀﾞ ﾁﾋﾛ 6 伊東陸上 ｲﾄｳﾘｸｼﾞｮｳ 伊東陸上
6 女子5年100m 木村 美結 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 5 掛川陸上 ｶｹｶﾞﾜﾘｸｼﾞｮｳ 掛川陸上
7 女子6年100m 山野 莉沙 ﾔﾏﾉ ﾘｻ 6 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞｼﾞｪｲｴｰｼｰ 富士ＪＡＣ
8 女子80mH 永井 真滉 ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 6 千代田ＡＣ ﾁﾖﾀﾞｴｰｼｰ 千代田ＡＣ
9 女子走高跳 杉山 凛奈 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾅ 6 伊豆長岡ＡＣ陸上スポーツ少年団 ｲｽﾞﾅｶﾞｵｶｴｰｼｰﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 伊豆長岡ＡＣ
10 女子走幅跳 岩倉 七海 ｲﾜｸﾗ ﾅﾅﾐ 6 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 静岡吉田ＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 和田 果純 ﾜﾀﾞ ｶｽﾐ 6 静岡市陸上教室 ｼｽﾞｵｶｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 静岡市陸上教



愛知代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 大矢 新吾 ｵｵﾔ ｼﾝｺﾞ
2 指導者 谷嵜　好美 ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｼﾐ
3 指導者 西村　嘉二 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｼﾞ
4 指導者 松井　昭宏 ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾛ
5 支援コーチ 河合　正己 カワイ　マサミ
6 支援コーチ 桑山　修一 ｸﾜﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ
7 支援コーチ 宮下　剛芳 ミヤシタ タケヨシ
8 支援コーチ 川本　浩一 ｶﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 中西 尊琉 ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾙ 6 ＡＣ一宮 ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔ ＡＣ一宮
2 男子4×100ｍR 佐藤 元哉 ｻﾄｳ ﾓﾄﾔ 6 ＡＣ一宮 ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔ ＡＣ一宮
3 男子4×100ｍR 池田 駿大 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾞｲ 6 ＡＣ一宮 ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔ ＡＣ一宮
4 男子4×100ｍR 石田 大河 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 6 ＡＣ一宮 ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔ ＡＣ一宮
5 男子4×100ｍR 釜田 崚羽 ｶﾏﾀ ﾘｮｳ 6 ＡＣ一宮 ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔ ＡＣ一宮
6 男子5年100m 堀 紘輝 ﾎﾘ ｺｳｷ 5 安城ジュニア ｱﾝｼﾞｮｳｼﾞｭﾆｱ 安城ｼﾞｭﾆｱ
7 男子6年100m 浅井 駿輝 ｱｻｲ ｼｭﾝｷ 6 なごや陸上クラブ ﾅｺﾞﾔﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ なごや陸上
8 男子80mH 亀山 聡太 ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ 6 ＴＳＭ ﾃｨｰｴｽｴﾑ ＴＳＭ
9 男子走高跳 川口 遥己 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 6 ＪＡＣ武豊 ｼﾞｬｯｸﾀｹﾄﾖ ＪＡＣ武豊
10 男子走幅跳 田中 瑛一 タナカ アキヒト 6 田原陸上クラブ ﾀﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 田原陸上ｸﾗﾌﾞ
11 男子ジャベリックボール投 河合 大地 カワイ ダイチ 6 ＪＡＣあつみ ｼﾞｬｯｸｱﾂﾐ ＪＡＣあつみ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 北田 野々花 ｷﾀﾀﾞ ﾉﾉｶ 6 岡崎ジュニアアスリートクラブ ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 岡崎JAC
2 女子4×100ｍR 藤江 美空 ﾌｼﾞｴ ﾐｸ 6 岡崎ジュニアアスリートクラブ ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 岡崎JAC
3 女子4×100ｍR 藤井 鈴奈 ﾌｼﾞｲ ｽｽﾞﾅ 6 岡崎ジュニアアスリートクラブ ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 岡崎JAC
4 女子4×100ｍR 土居 幸愛 ﾄﾞｲ ﾕﾅ 6 岡崎ジュニアアスリートクラブ ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 岡崎JAC
5 女子4×100ｍR 城山 あずさ ｼﾛﾔﾏ ｱｽﾞｻ 6 岡崎ジュニアアスリートクラブ ｵｶｻﾞｷｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 岡崎JAC
6 女子5年100m 田島 七里香 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 6 ＴＳＭ ﾃｨｰｴｽｴﾑ ＴＳＭ
7 女子6年100m 黒田 茜音 ｸﾛﾀﾞ ｱｶﾈ 6 とよたAC ﾄﾖﾀｴｰｼｰ とよたAC
8 女子80mH 中西 百萌佳 ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 6 ＴＳＭ ﾃｨｰｴｽｴﾑ ＴＳＭ
9 女子走高跳 二村 菜津乃 ﾌﾀﾑﾗ ﾅﾂﾉ 6 ＴＳＭ ﾃｨｰｴｽｴﾑ ＴＳＭ
10 女子走幅跳 菅沼 瑠璃 スガヌマ ルリ 6 田原陸上クラブ ﾀﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 田原陸上ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 清田 朋花 キヨタ トモカ 6 ＪＡＣあつみ ｼﾞｬｯｸｱﾂﾐ ＪＡＣあつみ



岐阜代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 星野　広典 ホシノ　ヒロフミ
2 指導者 山田　仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ
3 指導者 伏谷　美香 ﾌｼﾀﾆ ﾐｶ
4 指導者 浦野　美穂 ウラノ　ミホ
5 支援コーチ 山下　紘矢 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾔ
6 支援コーチ 加藤　陽子 カトウ　ヨウコ
7 支援コーチ 佐藤　和仁 サトウ カズヒト
8 支援コーチ 木下　信介 キノシタ　シンスケ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 亀山 祥吾 カメヤマ ショウゴ 6 美濃加茂ジュニア陸上クラブ ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 美濃加茂jr
2 男子4×100ｍR 田家 颯輝 タヤ サツキ 6 美濃加茂ジュニア陸上クラブ ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 美濃加茂jr
3 男子4×100ｍR 田家  瑞輝 タヤ ミズキ 6 美濃加茂ジュニア陸上クラブ ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 美濃加茂jr
4 男子4×100ｍR 福田 航大 フクタ コウダイ 6 美濃加茂ジュニア陸上クラブ ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 美濃加茂jr
5 男子4×100ｍR 汐満 一真 シオミツ カズマ 6 美濃加茂ジュニア陸上クラブ ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 美濃加茂jr
6 男子5年100m 小川 智也 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 5 美濃ジュニア ﾐﾉｼﾞｭﾆｱ 美濃ジュニア
7 男子6年100m 片岡 英俊 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 6 精華スポーツクラブ陸上部 ｾｲｶｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞ 精華SC
8 男子80mH 酒井 空 ｻｶｲ ｿﾗ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ﾅｶﾂｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中津川ｼﾞｭﾆｱ
9 男子走高跳 益田 蒼大 ﾏｽﾀ ｿｳﾀﾞｲ 6 金山陸上 ｶﾅﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳ 金山陸上
10 男子走幅跳 松田 陽太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 6 国府ジュニア陸上クラブ ｺｸﾌｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 国府ジュニア
11 男子ジャベリックボール投 水野 歩 ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾑ 6 陶陸上クラブ ｽｴﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 陶陸上クラブ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 高田 萌々 タカダ モモ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大垣陸少
2 女子4×100ｍR 藤井 結菜 フジイ ユイナ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大垣陸少
3 女子4×100ｍR 浅井 萌花 アサイ ホノカ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大垣陸少
4 女子4×100ｍR 廣瀬 心奈 ヒロセ ココナ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大垣陸少
5 女子4×100ｍR 岩田 楓花 イワタ フウカ 6 大垣市陸上スポーツ少年団 ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大垣陸少
6 女子5年100m 秋月 涼子 ｱｷﾂﾞｷ ﾘｮｳｺ 5 たかとみスポーツクラブ ﾀｶﾄﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ たかとみSC
7 女子6年100m 大坪 久莉 ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾏﾘ 6 新友陸上スポーツ少年団 ｼﾝﾕｳﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 新友陸上
8 女子80mH 土田 莉愛 ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾘｱ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ﾅｶﾂｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中津川ｼﾞｭﾆｱ
9 女子走高跳 紀岡 芽依 ｷｵｶ ﾒｲ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ﾅｶﾂｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中津川ｼﾞｭﾆｱ
10 女子走幅跳 池田 彩笑 ｲｹﾀﾞ ｻｴ 6 新友陸上スポーツ少年団 ｼﾝﾕｳﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 新友陸上
11 女子ジャベリックボール投 櫻井 希美 ｻｸﾗｲ ﾉｿﾞﾐ 5 相生陸上クラブ ｱｲｵｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 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

1 総監督 辻　弘樹 ﾂｼﾞ ヒロキ
2 指導者 山口　泰弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ
3 指導者 濵村　隆哉 ﾊﾏﾑﾗ ﾀｶﾔ
4 指導者 佐々木　三喜 ｻｻｷ ﾐｷ
5 支援コーチ 伊東　絹子 ｲﾄｳ ｷﾇｺ
6 支援コーチ 野田　一樹 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 髙島 響 ﾀｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 5 ゆめが丘陸上クラブ ﾕﾒｶﾞｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ゆめが丘ＲＣ
2 男子4×100ｍR 前川 直誉 ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ 6 ゆめが丘陸上クラブ ﾕﾒｶﾞｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ゆめが丘ＲＣ
3 男子4×100ｍR 中林 星也 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 6 ゆめが丘陸上クラブ ﾕﾒｶﾞｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ゆめが丘ＲＣ
4 男子4×100ｍR 松岡 大夢 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ 6 ゆめが丘陸上クラブ ﾕﾒｶﾞｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ゆめが丘ＲＣ
5 男子4×100ｍR 斉藤 幹大 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 6 ゆめが丘陸上クラブ ﾕﾒｶﾞｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ゆめが丘ＲＣ
6 男子5年100m 永安 正弥 ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ 5 名張クラブ ﾅﾊﾞﾘｸﾗﾌﾞ 名張クラブ
7 男子6年100m 廣垣 凜太郎 ヒロガキ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 宮川Ｊｒ陸上クラブ ﾐﾔｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮川Jr陸上ｸ
8 男子80mH 岳野 迪也 タケノ ミチヤ 6 熊野ＲＣ ｸﾏﾉｱｰﾙｼｰ 熊野ＲＣ
9 男子走高跳 井上 善太 ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝﾀ 6 阿坂小 ｱｻﾞｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 阿坂小
10 男子走幅跳 秋田 琉希 ｱｷﾀ ﾘｭｳｷ 6 ASSA-TC ｱｯｻﾃｨｰｼｰ ASSA-TC
11 男子ジャベリックボール投 南出 玲丘人 ミナミデ レオト 5 阿坂小 ｱｻﾞｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 阿坂小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 荒木 杏 ｱﾗｷ ｱﾝ 6 三重　南勢陸上クラブ ﾐｴ ﾅﾝｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ
2 女子4×100ｍR 稲石 風羽 ｲﾅｲｼ ﾌｳ 6 三重　南勢陸上クラブ ﾐｴ ﾅﾝｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ
3 女子4×100ｍR 木下 奈々花 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｶ 6 三重　南勢陸上クラブ ﾐｴ ﾅﾝｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ
4 女子4×100ｍR 福田 碧 ﾌｸﾀ ｱｵ 6 三重　南勢陸上クラブ ﾐｴ ﾅﾝｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ
5 女子4×100ｍR 森 美咲 ﾓﾘ ﾐｻｷ 6 三重　南勢陸上クラブ ﾐｴ ﾅﾝｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ
6 女子5年100m 中川 真友 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ 5 北浜陸上クラブ ｷﾀﾊﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 北浜陸上ｸﾗﾌﾞ
7 女子6年100m 世古 綾葉 セコ アヤハ 6 神社小 ｶﾐﾔｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ 神社小
8 女子80mH 清水 寧々 ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ 6 菰野SC ｺﾓﾉｴｽｼｰ 元気ｱｯﾌﾟ菰野
9 女子走高跳 小林 玲那 コバヤシ ﾚﾅ 6 神社小 ｶﾐﾔｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ 神社小
10 女子走幅跳 前田 紗希 マエダ サキ 6 大山田AC ｵｵﾔﾏﾀﾞｴｰｼ 大山田AC
11 女子ジャベリックボール投 中村 結優 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾕ 6 答志小 ﾄｳｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 答志小



滋賀代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 島  孝志 ｼﾏ  ﾀｶｼ
2 指導者 熊谷　尚子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ
3 指導者 奥村　正則 オクムラ マサノリ
4 指導者 桂　晴樹 カツラ　ハルキ
5 支援コーチ 衣斐　利昌 ｲﾋﾞ　ﾄｼﾏｻ
6 支援コーチ 北村　正昭 ｷﾀﾑﾗ　ﾏｻｱｷ
7 支援コーチ 掛谷　亨 ｶｹﾔ　ﾄｵﾙ
8 支援コーチ 田中　載子 タナカ　ノリコ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 白川　柊毅 シラカワ　トウタ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
2 男子4×100ｍR 山下　洸 ヤマシタ　コウ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
3 男子4×100ｍR 石戸 晨吾 イシド シンゴ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
4 男子4×100ｍR 冨田 悠斗 トミタ ユウト 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
5 男子4×100ｍR 嶋渡 涼太 シマド リョウタ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
6 男子5年100m 臼井 創太 ｳｽｲ ｿｳﾀ 5 栗東陸上教室 ﾘｯﾄｳﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 栗東陸上教室
7 男子6年100m 苗加 烈生 ﾉｳｶ ﾚｵ 6 長浜南陸上教室 ﾅｶﾞﾊﾏﾐﾅﾐﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 長浜南陸上教
8 男子80mH 谷 智也 ﾀﾆ ﾄﾓﾔ 6 甲賀ＪＡＣ ｺｳｶﾞｼﾞｪｲｴｲｼｰ 甲賀ＪＡＣ
9 男子走高跳 西村 颯人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室
10 男子走幅跳 小林 俊輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室
11 男子ジャベリックボール投 藤田 昂太郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 6 草津JAC ｸｻﾂｼﾞｪｲｴｲｼｰ 草津JAC

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 阿部 杏香 アベ キョウカ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
2 女子4×100ｍR 林 佳菜子 ハヤシ カナコ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
3 女子4×100ｍR 杉浦 里菜 スギウラ リナ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
4 女子4×100ｍR 平岡 満里奈 ヒラオカ マリナ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
5 女子4×100ｍR 中島 咲弥花 ナカジマ サヤカ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
6 女子5年100m 髙谷 真衣 タカヤ ﾏｲ 5 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ﾋﾞﾜｺﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ びわこ R･C
7 女子6年100m 伊藤 真優 ｲﾄｳ ﾏﾕ 6 S.P.kimura走塾 ｴｽﾋﾟｰｷﾑﾗｿｳｼﾞｭｸ SPkimura走塾
8 女子80mH 田口 美咲 ﾀｸﾞﾁ ﾐｻｷ 6 甲賀ＪＡＣ ｺｳｶﾞｼﾞｪｲｴｲｼｰ 甲賀ＪＡＣ
9 女子走高跳 木村 妃奈 ｷﾑﾗ ﾋﾅ 6 長浜南小陸上クラブ ﾅｶﾞﾊﾏﾐﾅﾐｼｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長浜南小陸上
10 女子走幅跳 河内 さくら ｶﾜｳﾁ ｻｸﾗ 6 東近江陸上スポーツ少年団 ﾋｶﾞｼｵｳﾐﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 東近江陸ｽﾎﾟ
11 女子ジャベリックボール投 安田 明彩子 ﾔｽﾀﾞ ｱｻｺ 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室



京都代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 海原　洋 ｶｲﾊﾞﾗ  ﾋﾛｼ
2 指導者 奥城　守善 ｵｸｼﾞｮｳ ﾓﾘﾖｼ
3 指導者 桐村　全輝 ｷﾘﾑﾗ マサテル
4 指導者 原　友梨子 ﾊﾗ ﾕﾘｺ
5 支援コーチ 吉岡　隆則 ﾖｼｵｶ ﾀｶﾉﾘ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 熊本 拓海 ｸﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 6 桂徳クラブ ｹｲﾄｸｸﾗﾌﾞ 桂徳クラブ
2 男子4×100ｍR 宮村 友也 ﾐﾔﾑﾗ ﾄﾓﾔ 6 桂徳クラブ ｹｲﾄｸｸﾗﾌﾞ 桂徳クラブ
3 男子4×100ｍR 仮屋﨑 湧 ｶﾘﾔｻﾞｷ ﾕｳ 6 桂徳クラブ ｹｲﾄｸｸﾗﾌﾞ 桂徳クラブ
4 男子4×100ｍR 髙木 隆誠 ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｾｲ 6 桂徳クラブ ｹｲﾄｸｸﾗﾌﾞ 桂徳クラブ
5 男子4×100ｍR 森田 えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ 6 桂徳クラブ ｹｲﾄｸｸﾗﾌﾞ 桂徳クラブ
6 男子5年100m 寺内 亨志郎 ﾃﾗｳﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 5 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
7 男子6年100m 井田 想 ｲﾀﾞ ｺｺﾛ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
8 男子80mH 堀 圭佑 ﾎﾘ ｹｲｽｹ 6 大宮陸上教室 ｵｵﾐﾔﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 大宮陸上教室
9 男子走高跳 向山 健人 ﾑｺｳﾔﾏ ｹﾝﾄ 6 宮津 ﾐﾔﾂﾞ 宮津
10 男子走幅跳 廣野 詩馬 ﾋﾛﾉ ｼｲﾏ 6 弥栄ランナーズ ﾔｻｶﾗﾝﾅｰｽﾞ 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ
11 男子ジャベリックボール投 青木 瑛祐 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 6 加悦陸上教室 ｶﾔﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 加悦陸上教室

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 石田 彩乃 ｲｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
2 女子4×100ｍR 児島 柚月 ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
3 女子4×100ｍR 石井 迪子 ｲｼｲ ﾐﾁｺ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
4 女子4×100ｍR 上田 愛莉 ｳｴﾀﾞ ｱｲﾘ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
5 女子4×100ｍR 久保 明朱咲 ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
6 女子5年100m 阪野 夏芽 ｻｶﾉ ﾅﾂﾒ 5 ＹＳＤ　ＫＩＤＳ ﾜｲｴｽﾃﾞｨｰｷｯｽﾞ YSDKIDS
7 女子6年100m 多田 愛望 ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾐ 6 京都市小学生陸上競技教室 ｷｮｳﾄｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 京小陸
8 女子80mH 岡本 紗英 ｵｶﾓﾄ ｻｴ 6 京都ジュニア ｷｮｳﾄｼﾞｭﾆｱ 京都ジュニア
9 女子走高跳 村瀬 好音 ﾑﾗｾ ﾖｼﾈ 6 桂東ランナーズ ｶﾂﾗﾋｶﾞｼﾗﾝﾅｰｽﾞ 桂東ﾗﾝﾅｰｽﾞ
10 女子走幅跳 大平 蒼依 ｵｵﾋﾗ ｱｵｲ 6 神川 ｶﾐｶﾜ 神川
11 女子ジャベリックボール投 新倉 咲 ﾆｲｸﾗ ｻｷ 6 くすのきランナーズ ｸｽﾉｷﾗﾝﾅｰｽﾞ くすのき



大阪代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 角野　兼太郎 ｶｸﾉ ｹﾝﾀﾛｳ
2 指導者 石田　克彦 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ
3 指導者 松原　美代賀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾖｶ
4 指導者 辻岡　朋貴 ﾂｼﾞｵｶ ﾄﾓｷ
5 支援コーチ 青山　正一 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ
6 支援コーチ 和田　茜里 ﾜﾀﾞ ｱｶﾘ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 北川 大雅 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 6 コスモＡＣ ｺｽﾓｴｰｼｰ コスモＡＣ
2 男子4×100ｍR 志賀 大虎 ｼｶﾞ ﾀｲｶﾞ 6 コスモＡＣ ｺｽﾓｴｰｼｰ コスモＡＣ
3 男子4×100ｍR 白石 征也 ｼﾗｲｼ ｾｲﾔ 6 コスモＡＣ ｺｽﾓｴｰｼｰ コスモＡＣ
4 男子4×100ｍR 中村 真之助 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 6 コスモＡＣ ｺｽﾓｴｰｼｰ コスモＡＣ
5 男子4×100ｍR 正井 遥希 ﾏｻｲ ﾊﾙｷ 6 コスモＡＣ ｺｽﾓｴｰｼｰ コスモＡＣ
6 男子5年100m 虎間 勇樹 ﾄﾗﾏ ﾕｳｷ 5 茨木ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 茨木ＡＣ
7 男子6年100m 中田 皓大 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾄ 6 茨木ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 茨木ＡＣ
8 男子80mH 松月 倫太郎 ﾏﾂﾂﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｹｰｴｽｼｰ ひらかたKSC
9 男子走高跳 佐原 秀 ｻﾊﾗ ｼｭｳ 6 吹田ジュニア陸上 ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 吹田ジュニア
10 男子走幅跳 ｱｸﾞﾜｵﾝﾝｪｳｫｰｽｰ ﾁｬｰﾘｰﾍﾞｲｱｸﾞﾜｵﾝﾝｪｳｫｰｽｰ ﾁｬｰﾘｰﾍﾞｲ 6 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
11 男子ジャベリックボール投 稲田 陽大 ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ 6 吹田ジュニア陸上 ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 吹田ジュニア

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 飯田 瑞希 ｲｲﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 6 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
2 女子4×100ｍR 熊田 光佑 ｸﾏﾀﾞ ｺｳ 6 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
3 女子4×100ｍR 澤村 美月 ｻﾜﾑﾗ ﾐﾂｷ 6 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
4 女子4×100ｍR 島田 幸捺 ｼﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ 6 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
5 女子4×100ｍR 波江野 碧羽 ﾊｴﾉ ｱｵﾊ 6 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
6 女子5年100m 尾川 美空 ｵｶﾞﾜ ﾐｿﾗ 5 泉州アップル ｾﾝｼｭｳｱｯﾌﾟﾙ 泉州アップル
7 女子6年100m 岩本 彩李 ｲﾜﾓﾄ ｱﾔﾘ 6 泉大津ＳＲＣ ｲｽﾞﾐｵｵﾂｴｽｱｰﾙｼｰ 泉大津ＳＲＣ
8 女子80mH 近藤 綾乃 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 6 茨木ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 茨木ＡＣ
9 女子走高跳 梶屋 千春 ｶｼﾞﾔ ﾁﾊﾙ 6 ひらかたＫＳＣ ﾋﾗｶﾀｹｰｴｽｼｰ ひらかたKSC
10 女子走幅跳 吉本 出海 ﾖｼﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 6 万博アスリートクラブ ﾊﾞﾝﾊﾟｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 万博ＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 坪井 凜 ﾂﾎﾞｲ ﾘﾝ 6 吹田ジュニア陸上 ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 吹田ジュニア



兵庫代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 高橋　秀知 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ
2 指導者 小山　正典 ｺﾔﾏ  ﾏｻﾉﾘ
3 指導者 髙井　達矢 ﾀｶｲ  ﾀﾂﾔ
4 指導者 片山　誠子 ｶﾀﾔﾏ  ｾｲｺ
5 支援コーチ 朝田　眞司 ｱｻﾀﾞ　　ｼﾝｼﾞ
6 支援コーチ 尾崎　浩二 ｵｻｷ　ｺｳｼﾞ
7 支援コーチ 辻　　 博昭 ﾂｼﾞ　ﾋﾛｱｷ
8 支援コーチ 稲川　健司 ｲﾅｶﾞﾜ　ｹﾝｼﾞ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 浅見 春翔 ｱｻﾐ ﾊﾙﾄ 6 明親小 ﾒｲｼﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 明親小
2 男子4×100ｍR 由元 隆晟 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 6 明親小 ﾒｲｼﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 明親小
3 男子4×100ｍR 吉岡 祐輝 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 6 明親小 ﾒｲｼﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 明親小
4 男子4×100ｍR 貝谷 香輔 ｶｲﾀﾆ ｷｮｳｽｹ 6 明親小 ﾒｲｼﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 明親小
5 男子5年100m 小林 泰規 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 5 長谷小 ﾊｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ 長谷小
6 男子6年100m 安保 祐希 ｱﾎﾞ ﾕｳｷ 6 兵庫大開小 ﾋｮｳｺﾞﾀﾞｲｶｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 兵庫大開小
7 男子80mH 小山 蒼空 ｺﾔﾏ ｱｵ 6 的形小 ﾏﾄｶﾞﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 的形小
8 男子走高跳 中島 一喜 ﾅｶｼﾏ ｲﾂｷ 6 菅の台小 ｽｶﾞﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 菅の台小
9 男子走幅跳 萩原 諒 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 6 勝原小 ｶﾂﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 勝原小
10 男子ジャベリックボール投 稲川 陽友 ｲﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 6 美賀多台小 ﾐｶﾀﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 美賀多台小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 詫摩 美咲 ﾀｸﾏ ﾐｻｷ 6 荒井小 ｱﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 荒井小
2 女子4×100ｍR 今津 花巴 ｲﾏﾂﾞ ﾊﾅﾊ 6 荒井小 ｱﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 荒井小
3 女子4×100ｍR 山本 京 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳ 6 荒井小 ｱﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 荒井小
4 女子4×100ｍR 小暮 奏乃 ｺｸﾞﾚ ｶﾅﾉ 6 荒井小 ｱﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 荒井小
5 女子4×100ｍR 伊福 みなみ ｲﾌｸ ﾐﾅﾐ 6 荒井小 ｱﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 荒井小
6 女子5年100m 宗野 華楓 ｿｳﾉ ﾊﾙｶ 5 城陽小 ｼﾞｮｳﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 城陽小
7 女子6年100m 吉島 ゆい ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｲ 6 高砂小 ﾀｶｻｺﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 高砂小
8 女子80mH 藤原 かれん ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 6 神崎小 ｶﾝｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 神崎小
9 女子走高跳 中尾 日香 ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 6 春日台小 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 春日台小
10 女子走幅跳 内藤 香乃 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 6 藤原台小 ﾌｼﾞﾜﾗﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 藤原台小
11 女子ジャベリックボール投 吉冨 奈美 ﾖｼﾄﾐ ﾅﾐ 6 豊富小 ﾄﾖﾄﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 豊富小



奈良代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 竹川　寛 ﾀｹｶﾞﾜ ﾋﾛｼ
2 指導者 大前　洋介 ｵｵﾏｴ ﾖｳｽｹ
3 指導者 長尾　常枝 ﾅｶﾞｵ ﾄｷｴ
4 指導者 岡田　孝夫 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
5 支援コーチ 栗原　武志 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ
6 支援コーチ 丹羽　亜矢子 ﾆﾜ ｱﾔｺ
7 支援コーチ 井谷　弘志 ｲﾀﾆ ﾋﾛｼ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 山和 大希 ﾔﾏﾜ ﾀﾞｲｷ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
2 男子4×100ｍR 安田 琢 ﾔｽﾀ ﾀｸ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
3 男子4×100ｍR 山本 凱生 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
4 男子4×100ｍR 田原 歩睦 ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
5 男子4×100ｍR 山本 大翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
6 男子5年100m 米田 拓生 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 5 ミルキーウェイ ﾐﾙｷｰｳｪｲ ﾐﾙｷｰｳｪｲ
7 男子6年100m 永戸 敢太朗 ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 6 耳成南陸上クラブ ﾐﾐﾅｼﾐﾅﾐﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 耳成南
8 男子80mH 河井 陽 ｶﾜｲ ﾊﾙ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
9 男子走高跳 上田 望笑 ｳｴﾀﾞ ﾉｴﾙ 6 三宅陸上クラブ ﾐﾔｹﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三宅陸上ｸﾗﾌﾞ
10 男子走幅跳 荒井 匠道 ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 6 スクデット ｽｸﾃﾞｯﾄ スクデット
11 男子ジャベリックボール投 松山 陵 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 6 河井第二クラブ ｶﾜｲﾀﾞｲﾆｸﾗﾌﾞ 河井第二ｸﾗﾌﾞ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 松葉 優希 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
2 女子4×100ｍR 吉川 怜花 ﾖｼｶﾜ ﾚｲｶ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
3 女子4×100ｍR 友澤 理歩 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾘﾎ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
4 女子4×100ｍR 中出 朋花 ﾅｶﾃﾞ ﾎﾉｶ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
5 女子4×100ｍR 胎中 友奈 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾅ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｴｽｼｰ 鴻ノ池ＳＣ
6 女子5年100m 小倉 かこ ｵｸﾞﾗ ｶｺ 5 ミルキーウェイ ﾐﾙｷｰｳｪｲ ﾐﾙｷｰｳｪｲ
7 女子6年100m 林田 悠希 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｷ 6 三宅陸上クラブ ﾐﾔｹﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三宅陸上ｸﾗﾌﾞ
8 女子80mH 木村 愛実 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ 6 三宅陸上クラブ ﾐﾔｹﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三宅陸上ｸﾗﾌﾞ
9 女子走高跳 吉村 華英 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾅｴ 6 ミルキーウェイ ﾐﾙｷｰｳｪｲ ﾐﾙｷｰｳｪｲ
10 女子走幅跳 越水 なつみ ｺｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 6 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 山本 莉緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 6 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ



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

1 総監督 南方　孝俊 ﾐﾅｶﾀ ﾀｶﾄｼ
2 指導者 武田　祥吾 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
3 指導者 瀬田　公寛 ｾﾀ ｷﾐﾋﾛ
4 指導者 細田　知沙 ﾎｿﾀﾞ ﾁｻ
5 支援コーチ 岡崎　州宏 ｵｶｻﾞｷ ｸﾆﾋﾛ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 薗 秀太 ｿﾉ ｼｭｳﾀ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
2 男子4×100ｍR 福山 琉雲 ﾌｸﾔﾏ ﾙﾝ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
3 男子4×100ｍR 児玉 瑛貴 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｷ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
4 男子4×100ｍR 三木 湧吾 ﾐｷ ﾕｳｺﾞ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
5 男子5年100m 松村 泰知 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 5 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国ＡＣ
6 男子6年100m 小坂 力生 ｺｻｶ ﾘｷ 6 田辺ＡＣ ﾀﾅﾍﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 田辺ＡＣ
7 男子80mH 津田 響己 ﾂﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
8 男子走高跳 奥村 行正 ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾏｻ 6 太地陸上クラブ ﾀｲｼﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 太地陸上ｸﾗﾌﾞ
9 男子走幅跳 薗部 界人 ｿﾉﾍﾞ ｶｲﾄ 6 有田ジュニアアスリートクラブ ｱﾘﾀﾞｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 有田ＪＡＣ
10 男子ジャベリックボール投 井上 雅基 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 6 大新クラブ ﾀﾞｲｼﾝｸﾗﾌﾞ 大新クラブ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 谷越 結衣 ﾀﾆｺｼ ﾕｲ 6 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国ＡＣ
2 女子4×100ｍR 池田 歩波 ｲｹﾀﾞ ﾎﾅﾐ 6 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国ＡＣ
3 女子4×100ｍR 上野山 真白 ｳｴﾉﾔﾏ ﾏｼﾛ 6 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国ＡＣ
4 女子4×100ｍR 辻 陽帆 ﾂｼﾞ ﾐﾅﾎ 6 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国ＡＣ
5 女子4×100ｍR 成川 咲菜 ﾅﾘｶﾜ ｻﾅ 5 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国ＡＣ
6 女子5年100m 村山 凜花 ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾝｶ 5 野崎Ｔ＆Ｆ ﾉｻﾞｷﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 野崎Ｔ＆Ｆ
7 女子6年100m 藤木 志保 ﾌｼﾞｷ ｼﾎ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
8 女子80mH 髙石 日瑚 ﾀｶｲｼ ﾆｺ 6 和歌山陸上クラブ ﾜｶﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 和陸クラブ
9 女子走高跳 岩井 聖 ｲﾜｲ ﾀｶﾗ 6 和佐ＡＣ ﾜｻｴｰｼｰ 和佐ＡＣ
10 女子走幅跳 森岡 七海 ﾓﾘｵｶ ﾅﾅﾐ 6 田辺ＡＣ ﾀﾅﾍﾞｴｰｼｰ 田辺ＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 小川 千宙 ｵｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 6 龍神ＳＣ ﾘｭｳｼﾞﾝｴｽｼｰ 龍神ＳＣ



鳥取代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 上杉　秀樹 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾃﾞｷ
2 指導者 加嶋　宏美 ｶｼﾏ ﾋﾛﾐ
3 指導者 江本　美貴 ｴﾓﾄ ﾐｷ
4 指導者 倉光　幸生 ｸﾗﾐﾂ ﾕｷｵ
5 支援コーチ 今井　信也 ｲﾏｲ ｼﾝﾔ
6 支援コーチ 宇山　慎二 ｳﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 小林 蒼空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 6 ＫＹ鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
2 男子4×100ｍR 近藤 竜馬 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 6 ＫＹ鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
3 男子4×100ｍR 大谷 幸輝 ｵｵﾀﾆ ｺｳｷ 6 ＫＹ鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
4 男子4×100ｍR 田中 大翔 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 6 ＫＹ鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
5 男子4×100ｍR 本田 龍哉 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 6 ＫＹ鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
6 男子5年100m 岩井 光大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 5 鳥取世紀小 ﾄｯﾄﾘｾｲｷｼｮｳ 鳥取世紀小
7 男子6年100m 高塚 祥生 ﾀｶﾂｶ ﾖｼｷ 6 船上小 ﾌﾅﾉｳｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 船上小
8 男子80mH 竹内 元春 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾊﾙ 6 布勢ＴＣ ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢ＴＣ
9 男子走高跳 水内 紀希 ﾐｽﾞｳﾁ ｶｽﾞﾔ 6 布勢ＴＣ ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢ＴＣ
10 男子走幅跳 大田 丈 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 6 大田陸上 ｵｵﾀﾘｸｼﾞｮｳ 大田陸上
11 男ジャベリックボール投 木下 莉玖 ｷﾉｼﾀ ﾘｸ 6 伯仙小 ﾊｸｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 伯仙小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 津田 真里愛 ﾂﾀﾞ ﾏﾘｱ 6 ＴＦ米子 ﾃｨｰｴﾌﾖﾅｺﾞ ＴＦ米子
2 女子4×100ｍR 田村 倫子 ﾀﾑﾗ ﾘｺ 6 ＴＦ米子 ﾃｨｰｴﾌﾖﾅｺﾞ ＴＦ米子
3 女子4×100ｍR 今川 七海 ｲﾏｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 6 ＴＦ米子 ﾃｨｰｴﾌﾖﾅｺﾞ ＴＦ米子
4 女子4×100ｍR 竹下 みらん ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ 6 ＴＦ米子 ﾃｨｰｴﾌﾖﾅｺﾞ ＴＦ米子
5 女子4×100ｍR 佐々木 真歩 ｻｻｷ ﾏﾎ 6 ＴＦ米子 ﾃｨｰｴﾌﾖﾅｺﾞ ＴＦ米子
6 女子5年100m 西口 そら ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 5 八橋小 ﾔﾊﾞｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ 八橋小
7 女子6年100m 原田 真暢 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 6 布勢ＴＣ ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢ＴＣ
8 女子80mH 中村 香子 ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 6 河北ＳＳ ｶﾎｸｴｽｴｽ 河北ＳＳ
9 女子走高跳 入江 さくら ｲﾘｴ ｻｸﾗ 6 北条ロケッツ ﾎｳｼﾞｮｳﾛｹｯﾂ 北条ロケッツ
10 女子走幅跳 梅實 莉緒 ｳﾒｻﾞﾈ ﾘｵ 6 ＫＹ鳥取 ｹｰﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
11 女子ジャベリックボール投 桑本 茅奈 ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 6 河北ＳＳ ｶﾎｸｴｽｴｽ 河北ＳＳ



島根代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 杠　　憲司 ﾕｽﾞﾘﾊ ｹﾝｼﾞ
2 指導者 大田　裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ
3 指導者 本田　翔梧 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
4 指導者 新宮　彩夏 ｼﾝｸﾞｳ ｱﾔｶ
5 支援コーチ 荏田　幸浩 ｴﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ
6 支援コーチ 伊津　洋士 ｲｽﾞ ﾋﾛｼ
7 支援コーチ 安達　裕介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ
8 支援コーチ 矢田　悦夫 ﾔﾀ ｴﾂｵ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 山﨑 琉惟 ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 6 出雲陸上教室 ｲｽﾞﾓﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 出雲陸上教室
2 男子4×100ｍR 山﨑 莉玖 ﾔﾏｻｷ ﾘｸ 6 出雲陸上教室 ｲｽﾞﾓﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 出雲陸上教室
3 男子4×100ｍR 石飛 瑛太 ｲｼﾄﾋﾞ ﾖｳﾀ 6 出雲陸上教室 ｲｽﾞﾓﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 出雲陸上教室
4 男子4×100ｍR 坂本 千斗 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 6 出雲陸上教室 ｲｽﾞﾓﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 出雲陸上教室
5 男子4×100ｍR 三原 陸蒼 ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 6 出雲陸上教室 ｲｽﾞﾓﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 出雲陸上教室
6 男子5年100m 成相 龍人 ﾅﾘｱｲ ﾘｭｳﾄ 5 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
7 男子6年100m 渡部 幸二郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｲｴｰｴｽ 浜田JAS
8 男子80mH 佃 胡太朗 ﾂｸﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
9 男子走高跳 中川 碧志 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｼ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
10 男子走幅跳 入澤 疾風 ｲﾘｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 6 益田陸上教室 ﾏｽﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 益田陸上教室
11 男子ジャベリックボール投 津野 遥人 ﾂﾉ ﾊﾙﾄ 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｲｴｰｴｽ 浜田JAS

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 代 悠乃 ｼﾛ ﾊﾙﾉ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
2 女子4×100ｍR 吉川 さらさ ｷｯｶﾜ ｻﾗｻ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
3 女子4×100ｍR 福岡 桃子 ﾌｸｵｶ ﾓﾓｺ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
4 女子4×100ｍR 小川 葉流夏 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
5 女子4×100ｍR 門脇 史華 ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｶ 6 松江陸上教室 ﾏﾂｴﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 松江陸上教室
6 女子5年100m 石倉 珠妃 ｲｼｸﾗ ﾀﾏｷ 5 KAZ'ｓAC ｶｯﾂｴｰｼｰ KAZ'ｓAC
7 女子6年100m 村上 玉藻 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾏﾓ 6 益田陸上教室 ﾏｽﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 益田陸上教室
8 女子80mH 福嶋 ひなた ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 6 米子陸上クラブ ﾖﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 米子陸上ｸﾗﾌﾞ
9 女子走高跳 下田 希 ｼﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｲｴｰｴｽ 浜田JAS
10 女子走幅跳 奥羽場 杏里 ｵｸﾊﾊﾞ ｱﾝﾘ 6 邑智JTS ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｰｴｽ 邑智JTS
11 女子ジャベリックボール投 上田 智子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ 6 大田陸上教室 ｵｵﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 大田陸上教室



岡山代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 池田　国光 ｲｹﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ
2 指導者 高上　清敬 ﾀｶｳｴ ｷﾖﾀｶ
3 指導者 竹中　一雄 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞｵ
4 指導者 安冨　直樹 ﾔｽﾄﾐ ﾅｵｷ
5 支援コーチ 田邉　眞 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ
6 支援コーチ 笠木　正子 ｶｻｷﾞ ﾏｻｺ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 大倉 光瑛 ｵｵｸﾗ ｺｳｴｲ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ﾂﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 津山ジュニア
2 男子4×100ｍR 水野 碧 ﾐｽﾞﾉ ｱｵｲ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ﾂﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 津山ジュニア
3 男子4×100ｍR 大町 悠真 ｵｵﾏﾁ ﾕｳﾏ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ﾂﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 津山ジュニア
4 男子4×100ｍR 内田 遥斗 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ﾂﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 津山ジュニア
5 男子4×100ｍR 越尾 一翔 ｺﾖｵ ｶｽﾞﾄ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ﾂﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 津山ジュニア
6 男子5年100m 谷野 佑成 ﾀﾆﾉ ﾕｳｾｲ 5 福浜アスリートクラブ ﾌｸﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 福浜AC
7 男子6年100m 杉本 仁 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 6 ゆめりくクラブ ﾕﾒﾘｸｸﾗﾌﾞ ゆめりく
8 男子80mH 山口 洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 6 刑部 ｵｻｶﾍﾞ 刑部
9 男子走高跳 高畠 優昇 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｼｮｳ 6 ゆめりくクラブ ﾕﾒﾘｸｸﾗﾌﾞ ゆめりく
10 男子走幅跳 数原 由大 ｶｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 6 草間台クラブ ｸｻﾏﾀﾞｲｸﾗﾌﾞ 草間台クラブ
11 男子ジャベリックボール投 荒木 康生 ｱﾗｷ ｺｳｾｲ 6 常盤AC ﾄｷﾜｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 常盤AC

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 草野 菜々子 ｸｻﾉ ﾅﾅｺ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ ｵｶﾔﾏｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡山ｼﾞｭﾆｱ
2 女子4×100ｍR 末澤 里奈子 ｽｴｻﾞﾜ ﾘﾅｺ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ ｵｶﾔﾏｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡山ｼﾞｭﾆｱ
3 女子4×100ｍR 西江 真菜 ﾆｼｴ ﾏﾅ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ ｵｶﾔﾏｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡山ｼﾞｭﾆｱ
4 女子4×100ｍR 金光 沙月 ｶﾅﾐﾂ ｻﾂｷ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ ｵｶﾔﾏｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡山ｼﾞｭﾆｱ
5 女子4×100ｍR 石井 嘉乃 ｲｼｲ ｶﾉ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ ｵｶﾔﾏｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡山ｼﾞｭﾆｱ
6 女子5年100m 富田 晴香 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ ｵｶﾔﾏｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 岡山ｼﾞｭﾆｱ
7 女子6年100m 吉田 奈未 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾐ 6 総社TFCジュニア ｿｳｼﾞｬﾃｨｰｴﾌｼｰｼﾞｭﾆｱ 総社TFCｼﾞｭﾆｱ
8 女子80mH 下川 遥香 ｼﾓｶﾜ ﾊﾙｶ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ﾂﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ 津山ジュニア
9 女子走高跳 石川 萌花 ｲｼｶﾜ ﾓｴｶ 6 マンザイショウガッコウ ﾏﾝｻﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 萬歳小
10 女子走幅跳 丸田 紬月 ﾏﾙﾀ ﾂﾑｷﾞ 6 ゆめりくクラブ ﾕﾒﾘｸｸﾗﾌﾞ ゆめりく
11 女子ジャベリックボール投 奥山 琴未 ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 6 平島小 ﾋﾗｼﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 平島小



広島代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 花守　慎太郎 ﾊﾅﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ
2 指導者 石岡　豊明 ｲｼｵｶ ﾄﾖｱｷ
3 指導者 藤本　法生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ
4 指導者 藤本　順子  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖﾘｺ
5 支援コーチ 福田　勝也 ﾌｸﾀﾞ　ｶﾂﾔ
6 支援コーチ 田中　梨花子 ﾀﾅｶ ﾘｶｺ
7 支援コーチ 忰山　愛 ｶｾﾔﾏ ｱｲ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 川室 慧太郎 ｶﾜﾑﾛ ｹｲﾀﾛｳ 6 石内南ＳＫＲＣ ｲｼｳﾁﾐﾅﾐｴｽｹｰｱｰﾙｼｰ 石内南SKRC
2 男子4×100ｍR 中西 康輔 ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ 6 石内南ＳＫＲＣ ｲｼｳﾁﾐﾅﾐｴｽｹｰｱｰﾙｼｰ 石内南SKRC
3 男子4×100ｍR 田中 凌 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 6 石内南ＳＫＲＣ ｲｼｳﾁﾐﾅﾐｴｽｹｰｱｰﾙｼｰ 石内南SKRC
4 男子4×100ｍR 清水 友斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 6 石内南ＳＫＲＣ ｲｼｳﾁﾐﾅﾐｴｽｹｰｱｰﾙｼｰ 石内南SKRC
5 男子4×100ｍR 福田 大翔 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 5 石内南ＳＫＲＣ ｲｼｳﾁﾐﾅﾐｴｽｹｰｱｰﾙｼｰ 石内南SKRC
6 男子5年100m 遊佐 碧依 ﾕｻ ｱｵｲ 5 ＣＨＡＳＫＩ ﾁｬｽｷ ＣＨＡＳＫＩ
7 男子6年100m 坂本 拓望 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 6 福山ジュニア陸上クラブ ﾌｸﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 福山ジュニア
8 男子80mH 福岡 海人 ﾌｸｵｶ ｶｲﾄ 6 ＣＨＡＳＫＩ ﾁｬｽｷ ＣＨＡＳＫＩ
9 男子走高跳 妹尾 壮真 ｾﾉｵ ｿｳﾏ 6 竹尋アスリートクラブ ﾀｹﾋﾛｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 竹尋ＡＣ
10 男子走幅跳 山下 壮太 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 6 竹尋アスリートクラブ ﾀｹﾋﾛｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 竹尋ＡＣ
11 男子ジャベリックボール投 西野 楓生 ﾆｼﾉ ﾌｳｷ 6 三次粟屋小 ﾐﾖｼｱﾜﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ 三次粟屋小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 有光 葉月 ｱﾘﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 6 広島ジュニアオリンピアクラブ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪＯＣ
2 女子4×100ｍR 森脇 叶美 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅﾐ 6 広島ジュニアオリンピアクラブ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪＯＣ
3 女子4×100ｍR 金川 優莉 ｶﾈｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 6 広島ジュニアオリンピアクラブ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪＯＣ
4 女子4×100ｍR 入江 紀帆 ｲﾘｴ ｷﾎ 6 広島ジュニアオリンピアクラブ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪＯＣ
5 女子4×100ｍR 前田　 朔良 ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 6 広島ジュニアオリンピアクラブ ﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪＯＣ
6 女子5年100m 柏原 早希 ｶｼﾊﾗ ｻｷ 5 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 東広島ＴＦＣ
7 女子6年100m 山﨑 朋子 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓｺ 6 三原陸上クラブ ﾐﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三原陸上ｸﾗﾌﾞ
8 女子80mH 山田 梨夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾑ 6 高須子ども会 ﾀｶｽｺﾄﾞﾓｶｲ 高須子ども会
9 女子走高跳 桑原 藍 ｸﾜﾊﾗ  ｱｲ 6 高美が丘クラブ ﾀｶﾐｶﾞｵｶｸﾗﾌﾞ 高美が丘ｸﾗﾌﾞ
10 女子走幅跳 田房 真歩 ﾀﾌﾞｻ ﾏﾎ 6 吉和ＡＣ ﾖｼﾜｴｰｼｰ 吉和ＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 福田 沙來 ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ 6 坂小 ｻｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 坂小



山口代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 佐藤　恭治 ｻﾄｳ ｷｮｳｼﾞ
2 指導者 水津　峰夫 ｽｲｽﾞ ﾐﾈｵ
3 指導者 大矢　弘子 ｵｵﾔ ﾋﾛｺ
4 指導者 平川　勝秀 ﾋﾗｶﾜ ｶﾂﾋﾃﾞ
5 支援コーチ 江本　孝臣 エモト　タカオミ
6 支援コーチ 吉規　泰司 ヨシキ　ヤスシ
7 支援コーチ 高橋　好敏 タカハシ　コウビン
8 支援コーチ 吉木　和希 ヨシキ　カズキ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 松田 祥吾 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
2 男子4×100ｍR 小西 然 ｺﾆｼ ｾﾞﾝ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
3 男子4×100ｍR 森野 太陽 ﾓﾘﾉ ﾀｲﾖｳ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
4 男子4×100ｍR 石田 侑大 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
5 男子4×100ｍR 佐藤 翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
6 男子5年100m 藤野 雄大 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ 5 山口ＦＳＬスポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口ＦＳＬ
7 男子6年100m 三木 雅也 ﾐｷ ﾏｻﾔ 6 下関ふくっ子陸上クラブ ｼﾓﾉｾｷﾌｸｯｺﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ふくっ子陸上
8 男子80mH 中島 瑚白 ﾅｶｼﾏ ｺﾊｸ 6 下関ふくっ子陸上クラブ ｼﾓﾉｾｷﾌｸｯｺﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ふくっ子陸上
9 男子走高跳 神田 俊斗 ｺｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 6 山口ジュニアアスリートアカデミー ﾔﾏｸﾞﾁｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 山口ｱｶﾃﾞﾐｰ
10 男子走幅跳 美濃 諒歩 ﾐﾉ ｱｷﾌﾐ 6 コウビン陸上クラブ ｺｳﾋﾞﾝﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ コウビン陸上
11 男子ジャベリックボール投 山本 泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 6 平成維新奇兵隊 ﾍｲｾｲｲｼﾝｷﾍｲﾀｲ 平成維新奇兵

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 高道 友愛 ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
2 女子4×100ｍR 藤井 真鈴 ﾌｼﾞｲ ﾏﾘﾝ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
3 女子4×100ｍR 岡本 白 ｵｶﾓﾄ ﾊｸ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
4 女子4×100ｍR 池田 來瞳 ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
5 女子4×100ｍR 堤 花菜 ﾂﾂﾐ ﾊﾅ 6 山口市陸上競技スポーツ少年団 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 山口陸スポ
6 女子5年100m 先村 若奈 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 5 平成維新奇兵隊 ﾍｲｾｲｲｼﾝｷﾍｲﾀｲ 平成維新奇兵
7 女子6年100m 藏重 みう ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 6 光市陸上スポーツ少年団 ﾋｶﾘｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 光スポ少
8 女子80mH 金子 明未 ｶﾈｺ ﾒｲ 6 防府陸上スポーツ少年団 ﾎｳﾌﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 防府陸スポ
9 女子走高跳 寺脇 美空 ﾃﾗﾜｷ ﾐｿﾗ 6 美祢陸上スポーツ少年団 ﾐﾈﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 美祢陸スポ
10 女子走幅跳 濵田 美幸 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 6 下関ふくっ子陸上クラブ ｼﾓﾉｾｷﾌｸｯｺﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ふくっ子陸上
11 女子ジャベリックボール投 棟近 咲 ﾑﾈﾁｶ ｻｷ 6 山口ジュニアアスリートアカデミー ﾔﾏｸﾞﾁｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 山口ｱｶﾃﾞﾐｰ



徳島代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 藤内　則康 ﾄｳﾅｲ　ﾉﾘﾔｽ
2 指導者 赤澤　泰志 ｱｶｻﾞﾜ ﾔｽｼ
3 指導者 鎌田　幸二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ
4 指導者 新野　圭 ｼﾝﾉ ｹｲ
5 支援コーチ 桜井　徹 ｻｸﾗｲ ﾄｵﾙ
6 支援コーチ 篠岡　布明 ｻｻｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ
7 支援コーチ 北田　明夫 ｷﾀﾀﾞ　ｱｷｵ
8 支援コーチ 竹内　淳子 ﾀｹｳﾁ　ｼﾞｭﾝｺ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 岩本 晴來 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｷ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ
2 男子4×100ｍR 樋口 慎翔 ﾋｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ
3 男子4×100ｍR 三居 大智 ﾐﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ
4 男子4×100ｍR 三石 健鼓 ﾐﾂｲｼ ｹﾝｺﾞ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ
5 男子4×100ｍR 宮本 淳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ
6 男子5年100m 元木 涼介 ﾓﾄｷ ﾘｮｳｽｹ 5 東みよしＴＦ ﾋｶﾞｼﾐﾖｼﾃｨｰｴﾌ 東みよしＴＦ
7 男子6年100m 竹垣 正輝 ﾀｹｶﾞｷ ﾏｻｷ 6 阿南ＪＡＣ ｱﾅﾝｼﾞｪｲｴｲｼｰ 阿南ＪＡＣ
8 男子80mH 森 丈二 ﾓﾘ ｼﾞｮｳｼﾞ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
9 男子走高跳 宮川 大輝 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 6 北島ジュニア陸上クラブ ｷﾀｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 北島ジュニア
10 男子走幅跳 吉田 康晟 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 6 阿南ＪＡＣ ｱﾅﾝｼﾞｪｲｴｲｼｰ 阿南ＪＡＣ
11 男子ジャベリックボール投 平 竜生 ﾀｲﾗ ﾘｭｳ 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 福島 千尋 ﾌｸｼﾏ ﾁﾋﾛ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
2 女子4×100ｍR 細川 星来 ﾎｿｶﾜ ｾｲﾗ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
3 女子4×100ｍR 森 ゆう ﾓﾘ ﾕｳ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
4 女子4×100ｍR 渡辺 ひなた ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
5 女子4×100ｍR 杉本 真唯 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｲ 5 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
6 女子5年100m 三好 琴音 ﾐﾖｼ ｺﾄﾈ 5 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上
7 女子6年100m 北野 楓子 ｷﾀﾉ ﾌｳｺ 6 さくらＲＣ ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらＲＣ
8 女子80mH 髙橋 はな ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ﾅﾙﾄｹｰｴｰｼｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 鳴門ＫＡＣ
9 女子走高跳 小椋 菜々香 ｵｸﾞﾗ ﾅﾅｶ 6 貞光陸上クラブ ｻﾀﾞﾐﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 貞光陸上ｸﾗﾌﾞ
10 女子走幅跳 篠岡 千奈 ｻｻｵｶ ﾁﾅ 5 阿南ＪＡＣ ｱﾅﾝｼﾞｪｲｴｲｼｰ 阿南ＪＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 三好 凜 ﾐﾖｼ ﾘﾝ 6 貞光陸上クラブ ｻﾀﾞﾐﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 貞光陸上ｸﾗﾌﾞ



香川代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 大麻　弘善 ｵｵｱｻ ﾋﾛﾖｼ
2 指導者 中野　昇一 ﾅｶﾉ ｼｮｳｲﾁ
3 指導者 本田　恵 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲ
4 指導者 井原　純平 ｲﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
5 支援コーチ 浅野　仁美 ｱｻﾉ ﾋﾄﾐ
6 支援コーチ 十鳥　良太 ｼﾞｭｳﾄﾘ ﾘｮｳﾀ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 石川 優真 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
2 男子4×100ｍR 石井 晴樹 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
3 男子4×100ｍR 岡下 裕介 ｵｶｼﾀ ﾕｳｽｹ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
4 男子4×100ｍR 篠原 佳樹 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼｷ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
5 男子4×100ｍR 尾池 統 ｵｲｹ ｽﾊﾞﾙ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
6 男子5年100m 冨ケ原 湊大 ﾄﾐｶﾞﾊﾗ ｿｳﾀﾞｲ 5 飯山南小 ﾊﾝｻﾞﾝﾐﾅﾐｼｮｳ 飯山南小
7 男子6年100m 坂田 遼哉 ｻｶﾀ ﾘｮｳﾔ 6 滝宮ｸﾗﾌﾞ ﾀｷﾉﾐﾔｸﾗﾌﾞ 滝宮ｸﾗﾌﾞ
8 男子80mH 中澤 太陽 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 6 詫間小 ﾀｸﾏｼｮｳ 詫間小
9 男子走高跳 石川 歩武 ｲｼｶﾜ ｱﾕﾑ 6 豊浜小 ﾄﾖﾊﾏｼｮｳ 豊浜小
10 男子走幅跳 上井 春暖 ｳﾜｲ ﾊﾙ 6 檀紙 ﾀﾞﾝｼ 檀紙
11 男子ジャベリックボール投 大坪 廉 ｵｵﾂﾎﾞ ﾚﾝ 6 詫間小 ﾀｸﾏｼｮｳ 詫間小

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 今井 京花 ｲﾏｲ ｷｮｳｶ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
2 女子4×100ｍR 藤川 依代 ﾌｼﾞｶﾜ ｲﾖ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
3 女子4×100ｍR 小山 菜月 ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
4 女子4×100ｍR 金崎 莉奈 ｶﾅｻﾞｷ ﾘﾅ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
5 女子4×100ｍR 岡田 由有里 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾘ 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小
6 女子5年100m 奥田 綾子 ｵｸﾀﾞ ｱﾔｺ 5 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小
7 女子6年100m 田井 彩晴 ﾀｲ ｲﾛﾊ 6 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 香川ＲＴＪ
8 女子80mH 樋口 絵里奈 ﾋｸﾞﾁ ｴﾘﾅ 6 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 香川ＲＴＪ
9 女子走高跳 前山 栞乃 ﾏｴﾔﾏ ｶﾝﾉ 6 さぬき南小 ｻﾇｷﾐﾅﾐｼｮｳ さぬき南小
10 女子走幅跳 則包 那琉 ﾉﾘｶﾈ ﾅﾙ 6 大見小 ｵｵﾐｼｮｳ 大見小
11 女子ジャベリックボール投 齋田 愛実 ｻｲﾀ ｱﾐ 6 宇多津北 ｳﾀﾂﾞｷﾀ 宇多津北



愛媛代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 髙橋　俊光 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ
2 指導者 山之内　知弘 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ
3 指導者 吉良　大助 ｷﾗ ﾀﾞｲｽｹ
4 指導者 野本　征 ﾉﾓﾄ ｾｲ
5 支援コーチ 是澤　希三子 ｺﾚｻﾜ ｷﾐｺ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 久門 奨弥 ｸﾓﾝ ｼｮｳﾔ 5 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ
2 男子4×100ｍR 平塚 怜桜 ﾋﾗﾂｶ ﾚｵ 6 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ
3 男子4×100ｍR 川崎 壮暉 ｶﾜｻｷ ﾀｹﾙ 6 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ
4 男子4×100ｍR 小笠原 諒 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳ 6 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ
5 男子4×100ｍR 桧垣 一颯 ﾋｶﾞｷ ｲｯｻ 6 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ
6 男子5年100m 眞木 響平 ﾏｷ ｷｮｳﾍｲ 5 波っ子ランナーズ ﾅﾐｯｺﾗﾝﾅｰｽﾞ 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ
7 男子6年100m 山本 一葵 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 6 宇和島Ｔ&F ｳﾜｼﾞﾏﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 宇和島T&F
8 男子80mH 松本 侑大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 6 八幡浜アスリートクラブ ﾔﾜﾀﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC
9 男子走高跳 菊地 龍輝 ｷｸﾁ ﾘｭｳｷ 6 西条小陸上クラブ ｻｲｼﾞｮｳｼｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 西条小陸上ｸ
10 男子走幅跳 大平 千真 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞﾏ 6 松山陸上クラブ ﾏﾂﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松山陸上ｸﾗﾌﾞ
11 男子ジャベリックボール投 福谷 綾斗 ﾌｸﾀﾆ ｱﾔﾄ 6 垣生JAC ﾊﾌﾞｼﾞｪｲｴｰｼｰ 垣生JAC

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 上野 心華 ｳｴﾉ ｺﾊﾙ 5 八幡浜アスリートクラブ ﾔﾜﾀﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC
2 女子4×100ｍR 後藤 夏凜 ｺﾞﾄｳ ｶﾘﾝ 6 八幡浜アスリートクラブ ﾔﾜﾀﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC
3 女子4×100ｍR 田中 爽瑛 ﾀﾅｶ ｻｴ 6 八幡浜アスリートクラブ ﾔﾜﾀﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC
4 女子4×100ｍR 後藤 夏暖 ｺﾞﾄｳ 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ﾌﾞ 八幡浜AC
5 女子4×100ｍR 松岡 智子 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｺ 6 八幡浜アスリートクラブ ﾔﾜﾀﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC
6 女子5年100m 宮本 こころ ﾐﾔﾓﾄ ｺｺﾛ 5 宇和島Ｔ&F ｳﾜｼﾞﾏﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 宇和島T&F
7 女子6年100m 松本 梨愛 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｱ 6 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ
8 女子80mH 石川 萌衣 ｲｼｶﾜ ﾒｲ 6 宇和島陸上クラブ ｳﾜｼﾞﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宇和島陸上ｸﾗ
9 女子走高跳 白石 愛菜 ｼﾗｲｼ ｱｲﾅ 6 VIVID陸上競技クラブ ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ VIVID陸上ｸ
10 女子走幅跳 中岡 葉月 ﾅｶｵｶ ﾊﾂﾞｷ 6 荏原陸上クラブ ｴﾊﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 荏原陸上ｸﾗﾌﾞ
11 女子ジャベリックボール投 早野 美咲 ﾊﾔﾉ ﾐｻｷ 6 ひうち陸上クラブ ﾋｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ひうち陸上ｸﾗ



高知代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 三谷　裕之 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
2 指導者 池　景慎 ｲｹ　ｹｲｼﾝ
3 指導者 博田　康明 ﾊｶﾀ ﾔｽｱｷ
4 指導者 山本　充恭 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾔｽ
5 支援コーチ 田中　鈴子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 小松 剛基 ｺﾏﾂ ｺﾞｳｷ 5 アスリートすくも ｱｽﾘｰﾄｽｸﾓ ｱｽﾘｰﾄすくも
2 男子4×100ｍR 千谷 陽優 ﾁﾔ ﾋﾕｳ 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
3 男子4×100ｍR 山本 海呂 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾛ 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
4 男子4×100ｍR 江口 誠悟 ｴｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 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
5 男子4×100ｍR 山口 武流 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 5 アスリートすくも ｱｽﾘｰﾄｽｸﾓ ｱｽﾘｰﾄすくも
6 男子5年100m 野本 慎之介 ﾉﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 5 土佐ＪＡＣ ﾄｻｼﾞｪｲｴｰｼｰ 土佐ＪＡＣ
7 男子6年100m 溝渕 遼太 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 6 南国鉄人クラブ ﾅﾝｺｸﾃﾂｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ
8 男子80mH 山岡 令於 ﾔﾏｵｶ ﾚｵ 6 中村ＪＡＣ ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｰｼｰ 中村ＪＡＣ
9 男子走高跳 高橋 一成 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 6 土佐ＪＡＣ ﾄｻｼﾞｪｲｴｰｼｰ 土佐ＪＡＣ
10 男子走幅跳 松村 隆暉 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ 6 土佐ＪＡＣ ﾄｻｼﾞｪｲｴｰｼｰ 土佐ＪＡＣ
11 男子ジャベリックボール投 村尾 悠大 ﾑﾗｵ ﾕｳﾀﾞｲ 6 西土佐ＪＡＣ ﾆｼﾄｻｼﾞｪｲｴｰｼｰ 西土佐ＪＡＣ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 矢野 愛葉 ﾔﾉ ﾏﾅﾊ 5 中村ＪＡＣ ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｰｼｰ 中村ＪＡＣ
2 女子4×100ｍR 古舘 和佳奈 ﾌﾙﾀﾃ ﾜｶﾅ 6 中村ＪＡＣ ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｰｼｰ 中村ＪＡＣ
3 女子4×100ｍR 泉谷 柚奈 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾆ ﾕﾅ 5 中村ＪＡＣ ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｰｼｰ 中村ＪＡＣ
4 女子4×100ｍR 岡村 絆叶 ｵｶﾑﾗ ｷｷｮｳ 5 中村ＪＡＣ ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｰｼｰ 中村ＪＡＣ
5 女子4×100ｍR 山本 美風里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾌﾘ 6 中村ＪＡＣ ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｰｼｰ 中村ＪＡＣ
6 女子5年100m 野島 梨花 ﾉｼﾞﾏ ﾘﾝｶ 5 芸西ＪＡＣ ｹﾞｲｾｲｼﾞｪｲｴｰｼｰ 芸西ＪＡＣ
7 女子6年100m 石本 ゆら ｲｼﾓﾄ ﾕﾗ 6 高知橘クラブ ｺｳﾁﾀﾁﾊﾞﾅｸﾗﾌﾞ 高知橘クラブ
8 女子80mH 山﨑 咲和 ﾔﾏｻｷ ｻﾜ 6 宿毛ＪＡＣ ｽｸﾓｼﾞｪｲｴｰｼｰ 宿毛ＪＡＣ
9 女子走高跳 谷 青夏 ﾀﾆ ｱｵﾅ 6 野市ＪＡＣ ﾉｲﾁｼﾞｪｲｴｰｼｰ 野市ＪＡＣ
10 女子走幅跳 山中 柚花 ﾔﾏﾅｶ ﾕｽﾞ 6 土佐ＪＡＣ ﾄｻｼﾞｪｲｴｰｼｰ 土佐ＪＡＣ
11 女子ジャベリックボール投 岩見 奏愛 ｲﾜﾐ ｿﾅ 5 まほろばクラブ南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ まほろば南国



福岡代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 溝部　尚 ﾐｿﾞﾍﾞ  ﾋｻｼ
2 指導者 藤本　昭義 ﾌｼﾞﾓﾄ  ｱｷﾖｼ
3 指導者 牧野　智恵美 ﾏｷﾉ  ﾁｴﾐ
4 指導者 魚島　一彦 ｳｵｼﾏ  ｶｽﾞﾋｺ
5 支援コーチ 廣重　敏雄 ヒロシゲ   トシオ
6 支援コーチ 山口　照男 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾃﾙｵ
7 支援コーチ 成松　敬介 ﾅﾘﾏﾂ  ｹｲｽｹ
8 支援コーチ 徳永　修一 ﾄｸﾅｶﾞ  ｼｭｳｲﾁ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 吉村 勇気 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 6 本城陸上クラブ ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 本城陸上ｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 梶原 壮一郎 ｶｼﾞﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 5 本城陸上クラブ ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 本城陸上ｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 長谷川 軍治 ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾞﾝｼﾞ 6 本城陸上クラブ ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 本城陸上ｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 安達 凜太朗 ｱﾀﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 本城陸上クラブ ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 本城陸上ｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 樋口 祐 ﾋｸﾞﾁ タスク 5 本城陸上クラブ ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 本城陸上ｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 藤田 ゆうま ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 5 ＴＥＡＭ－Ｆ ﾁｰﾑｴﾌ ＴＥＡＭ－Ｆ
7 男子6年100m 﨑村 侑永 サキムラ ﾕｳﾄ 6 平和台ジュニアクラブ ﾍｲﾜﾀﾞｲｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 平和台ＪＣ
8 男子80mH 藤本 竜飛 フジモト リュウヒ 6 志摩アスリートチーム ｼﾏｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ 志摩ｱｽﾘｰﾄ
9 男子走高跳 鬼塚 大翔 オニヅカ ﾋﾛﾄ 6 穂波ｼﾞｭﾆｱアスリート ﾎﾅﾐｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ 穂波ＪＡＣ
10 男子走幅跳 江渕 真拓 エブチ マヒロ 6 八女ＪＡＣ ﾔﾒｼﾞｪｲｴｰｼｰ 八女ＪＡＣ
11 男子ジャベリックボール投 伊藤 喜一 イトウ キイチ 5 那珂川Jr.ランナーズ ﾅｶｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 那珂川Jrﾗﾝ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 中村 はる菜 ナカムラ ハルナ 6 大木アスレチックｸﾗﾌﾞ ｵｵｷｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 大木ＡＣ
2 女子4×100ｍR 龍 実由 ﾘｭｳ ﾐﾕ 6 大木アスレチックｸﾗﾌﾞ ｵｵｷｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 大木ＡＣ
3 女子4×100ｍR 西田 藍 ニシダ ラン 6 大木アスレチックｸﾗﾌﾞ ｵｵｷｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 大木ＡＣ
4 女子4×100ｍR 西田 捺希 ニシダ ナツキ 6 大木アスレチックｸﾗﾌﾞ ｵｵｷｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 大木ＡＣ
5 女子4×100ｍR 元村 愛音 モトムラ ｱﾔﾈ 6 大木アスレチックｸﾗﾌﾞ ｵｵｷｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 大木ＡＣ
6 女子5年100m 坂元 祐理 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾘ 5 朝倉陸上クラブ ｱｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 朝倉陸上ｸﾗﾌﾞ
7 女子6年100m 富松 愛菜 ﾄﾐﾏﾂ ﾏﾅ 6 三潴ｼﾞｭﾆｱ陸上部 ﾐﾂﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞ 三潴ジュニア
8 女子80mH 野本 愛華 ノモト ｱｲﾅ 6 新田原ランナーズ ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ 新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ
9 女子走高跳 橋本 葵咲 ハシモト アオサ 6 みやこＪＡＣ ﾐﾔｺｼﾞｪｲｴｰｼｰ みやこＪＡＣ
10 女子走幅跳 田中 渚 タナカ ナギサ 6 高良内陸上クラブ ｺｳﾗｳﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高良内陸上ｸﾗ
11 女子ジャベリックボール投 川嶋 愛音 カワシマ アイネ 6 福岡キッズクラブ ﾌｸｵｶｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 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

1 総監督 藤井　唯徳 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ
2 指導者 松尾由起子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ
3 指導者 居石　　憲 ｵﾘｲｼ ｱｷﾗ
4 指導者 福田　芳生 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ
5 支援コーチ 内山　充 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾂﾙ
6 支援コーチ 稲富　次夫 ｲﾅﾄﾞﾐ ﾂｷﾞｵ
7 支援コーチ 田中　　薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ
8 支援コーチ 野口　順子 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 徳永 樹一 ﾄｸﾅｶﾞ ｷｲﾁ 6 伊万里三香クラブ ｲﾏﾘｻﾝｺｳｸﾗﾌﾞ 伊万里三香
2 男子4×100ｍR 原 直哉 ハラ ナオヤ 6 伊万里三香クラブ ｲﾏﾘｻﾝｺｳｸﾗﾌﾞ 伊万里三香
3 男子4×100ｍR 沖田 悠希 ｵｷﾀ ﾕｳｷ 6 伊万里三香クラブ ｲﾏﾘｻﾝｺｳｸﾗﾌﾞ 伊万里三香
4 男子4×100ｍR 能隅 凱斗 ﾉｳｽﾞﾐ カイト 6 伊万里三香クラブ ｲﾏﾘｻﾝｺｳｸﾗﾌﾞ 伊万里三香
5 男子4×100ｍR 松尾 侑輔 マツオ ﾕｳｽｹ 6 伊万里三香クラブ ｲﾏﾘｻﾝｺｳｸﾗﾌﾞ 伊万里三香
6 男子5年100m 百﨑 智輝 ﾓﾓｻｷ ﾄﾓｷ 5 江北ビッキーズ ｺｳﾎｸﾋﾞｯｷｰｽﾞ 江北ﾋﾞｯｷｰｽﾞ
7 男子6年100m 川原 佑太 ｶﾜﾊﾗ ユウタ 6 東山代少年陸上 ﾋｶﾞｼﾔﾏｼﾛｼｮｳﾈﾝﾘｸｼﾞｮｳ 東山代少年陸
8 男子80mH 大川内 一真 オオカワチ カズマ 6 大和Jr陸上 ﾔﾏﾄｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 大和Jr陸上
9 男子走高跳 林 虎太郎 ハヤシ コタロウ 6 福富ランナーズ ﾌｸﾄﾞﾐﾗﾝﾅｰｽﾞ 福富ﾗﾝﾅｰｽﾞ
10 男子走幅跳 堀 祥瑛 ﾎﾘ ｼｮｳｴｲ 6 唐津陸上教室 ｶﾗﾂﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 唐津陸上教室
11 男子ジャベリックボール投 一ノ瀬 冴太朗 ｲﾁﾉｾ コタロウ 6 嬉野ホタピー陸上 ｳﾚｼﾉﾎﾀﾋﾟｰ 嬉野ﾎﾀﾋﾟｰ陸

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 原 美咲 ハラ ﾐｻｷ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ
2 女子4×100ｍR 南里 菜々子 ﾅﾝﾘ ﾅﾅｺ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ
3 女子4×100ｍR 大塚 凜 ｵｵﾂｶ ﾘﾝ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ
4 女子4×100ｍR 上瀧 夢乃 ジョウタキ ﾉﾉ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ
5 女子4×100ｍR 樫野 葵衣 ｶｼﾉ ｱｵｲ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 佐賀陸上ｸﾗﾌﾞ
6 女子5年100m 鶴田 恋子 ﾂﾙﾀﾞ ｺｺ 5 江北ビッキーズ ｺｳﾎｸﾋﾞｯｷｰｽﾞ 江北ﾋﾞｯｷｰｽﾞ
7 女子6年100m 濵部 莉帆 ﾊﾏﾍﾞ ﾘﾎ 6 切木陸上クラブ ｷﾘｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 切木陸上
8 女子80mH 重富 音央 シゲドミ ﾈｵ 6 福富ランナーズ ﾌｸﾄﾞﾐﾗﾝﾅｰｽﾞ 福富ﾗﾝﾅｰｽﾞ
9 女子走高跳 山口 結生 ヤマグチ ユイ 6 若木陸上クラブ ﾜｶｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 若木陸上
10 女子走幅跳 浦川 美優 ｳﾗｶﾜ ﾐﾕ 6 大和Jr陸上 ﾔﾏﾄｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 大和Jr陸上
11 女子ジャベリックボール投 河野 みはる コウノ ﾐﾊﾙ 6 大和アイリス ﾔﾏﾄｱｲﾘｽ 大和アイリス



長崎代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 宮崎英生 ﾐﾔｻﾞｷﾋﾃﾞｵ
2 指導者 松本広大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ
3 指導者 福塚真紀子 ﾌｸﾂｶﾏｷｺ
4 指導者 入口　誠 ｲﾘｸﾞﾁﾏｺﾄ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 亀川 友哉 ｶﾒｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 6 長崎陸上クラブ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ
2 男子4×100ｍR 内村 僚 ｳﾁﾑﾗ ﾘｮｳ 6 長崎陸上クラブ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ
3 男子4×100ｍR 阿波村 一佐 ｱﾜﾑﾗ ｲｯｻ 6 長崎陸上クラブ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ
4 男子4×100ｍR 近藤 俊輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 6 長崎陸上クラブ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ
5 男子4×100ｍR 中村 一登 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾄ 6 長崎陸上クラブ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ
6 男子5年100m 竹下 紘夢 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ 5 壱岐Ｊｒ ｲｷｼﾞｭﾆｱ 壱岐Ｊｒ
7 男子6年100m 本村 尭臣 ﾓﾄﾑﾗ ﾀｶｵﾐ 6 口之津ジュニア陸上競技クラブ ｸﾁﾉﾂｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 口之津ＪＡＣ
8 男子80mH 山本 貴義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 6 長崎陸上クラブ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ
9 男子走高跳 増山 心人 ﾏｽﾔﾏ ｼﾝﾄ 6 七釜ジュニア陸上クラブ ﾅﾅﾂｶﾞﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 七釜ＪＣ
10 男子走幅跳 小栁 新 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅﾀ 6 小長井ｼﾞｭﾆｱ陸上部 ｺﾅｶﾞｲｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞ 小長井ｼﾞｭﾆｱ
11 男子ジャベリックボール投 下村 桜羅 ｼﾓﾑﾗ ｵｳﾗ 6 みはる台クラブ ﾐﾊﾙﾀﾞｲｸﾗﾌﾞ みはる台ｸﾗﾌﾞ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 相良 七海 ｻｶﾞﾗ ナナミ 6 加津佐陸上クラブ ｶﾂﾞｻﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加津佐クラブ
2 女子4×100ｍR 松藤 ゆずき ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｽﾞｷ 6 加津佐陸上クラブ ｶﾂﾞｻﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加津佐クラブ
3 女子4×100ｍR 相良 琴美 ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 6 加津佐陸上クラブ ｶﾂﾞｻﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加津佐クラブ
4 女子4×100ｍR 山崎 絢音 ﾔﾏｻｷ ｱﾔﾈ 6 加津佐陸上クラブ ｶﾂﾞｻﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加津佐クラブ
5 女子4×100ｍR 井口 知香 ｲﾉｸﾞﾁ ﾁｶ 6 加津佐陸上クラブ ｶﾂﾞｻﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加津佐クラブ
6 女子5年100m 宮﨑 叶和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾜ 5 明峰ジュニア陸上クラブ ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 明峰ジュニア
7 女子6年100m 加藤 奈々 ｶﾄｳ ﾅﾅ 6 島原ジュニア陸上クラブ ｼﾏﾊﾞﾗｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 島原ＪＲＣ
8 女子80mH 原口 栞希 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｷ 6 西海ＲＣ ｻｲｶｲｱｰﾙｼｰ 西海ＲＣ
9 女子走高跳 奥浦 美空 ｵｸｳﾗ ﾐｸ 6 時津東ジュニア陸上クラブ ﾄｷﾞﾂﾋｶﾞｼｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 時津東ｼﾞｭﾆｱ
10 女子走幅跳 長岡 幸奈 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾅ 6 壱岐Ｊｒ ｲｷｼﾞｭﾆｱ 壱岐Ｊｒ
11 女子ジャベリックボール投 樫山 愛菜 ｶｼﾔﾏ ﾅﾅ 6 小佐々クラブ ｺｻｻﾞｸﾗﾌﾞ 小佐々クラブ



熊本代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 三谷　浩輔 ﾐﾀﾆ ｺｳｽｹ
2 指導者 平野　龍 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ
3 指導者 中満　絵美 ﾅｶﾐﾂ ｴﾐ
4 指導者 有馬　政一 ｱﾘﾏ ﾏｻｶｽﾞ
5 支援コーチ 上野　勝正 ｳｴﾉ ｶﾂﾏｻ
6 支援コーチ 山下　香織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ
7 支援コーチ 大城戸　靖雄 ｵｵｷﾄﾞ ﾔｽｵ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 飯冨 開世 ｲｲﾄﾐ ｶｲｾ 6 ＫＵＲＳ ｹｰﾕｰｱｰﾙｴｽ ＫＵＲＳ
2 男子4×100ｍR 島﨑 諒雅 ｼﾏｻｷ ﾘｮｳｶﾞ 6 ＫＵＲＳ ｹｰﾕｰｱｰﾙｴｽ ＫＵＲＳ
3 男子4×100ｍR 野田 浩太郎 ﾉﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 6 ＫＵＲＳ ｹｰﾕｰｱｰﾙｴｽ ＫＵＲＳ
4 男子4×100ｍR 加藤 大智 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 6 ＫＵＲＳ ｹｰﾕｰｱｰﾙｴｽ ＫＵＲＳ
5 男子4×100ｍR 志賀 裕輝 ｼｶﾞ ﾕｳｷ 6 ＫＵＲＳ ｹｰﾕｰｱｰﾙｴｽ ＫＵＲＳ
6 男子5年100m 大城戸 陸琥 ｵｵｷﾄﾞ ﾘｸ 5 やまが ﾔﾏｶﾞ やまが
7 男子6年100m 松下 翔 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳ 6 本渡北クラブ ﾎﾝﾄﾞｷﾀｸﾗﾌﾞ 本渡北クラブ
8 男子80mH 那須 一斗 ﾅｽ ｲｯﾄ 6 あさぎりジュニア ｱｻｷﾞﾘｼﾞｭﾆｱ あさぎりjr
9 男子走高跳 吉野 颯人 ﾖｼﾉ ﾊﾔﾄ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC
10 男子走幅跳 阪西 俊貴 ｻｶﾆｼ ﾄｼｷ 6 荒尾JAC ｱﾗｵｼﾞｪｲｴｰｼｰ 荒尾JAC
11 男子ジャベリックボール投 田上 文哉 ﾀﾉｳｴ ﾌﾐﾔ 6 T&F蘇陽 ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌｿﾖｳ T&F蘇陽

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 相澤 美沙希 ｱｲｻﾞﾜ ﾐｻｷ 6 太田郷小 ｵｵﾀｺﾞｳｼｮｳ 太田郷小
2 女子4×100ｍR 吉田 奈菜 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅ 6 太田郷小 ｵｵﾀｺﾞｳｼｮｳ 太田郷小
3 女子4×100ｍR 遠山 美陽 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾊﾙ 6 太田郷小 ｵｵﾀｺﾞｳｼｮｳ 太田郷小
4 女子4×100ｍR 長尾 真歩 ﾅｶﾞｵ ﾏﾎ 6 太田郷小 ｵｵﾀｺﾞｳｼｮｳ 太田郷小
5 女子4×100ｍR 福田 愛佳 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅｶ 6 太田郷小 ｵｵﾀｺﾞｳｼｮｳ 太田郷小
6 女子5年100m 笠松 友夏 ｶｻﾏﾂ ﾄﾓｶ 6 倉岳クラブ ｸﾗﾀｹｸﾗﾌﾞ 倉岳クラブ
7 女子6年100m 松﨑 陽向 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 6 芦北トレジャークラブ ｱｼｷﾀﾄﾚｼﾞｬｰｸﾗﾌﾞ 芦北ﾄﾚｼﾞｬｰｸ
8 女子80mH 木下 結衣 ｷﾉｼﾀ ﾕｲ 6 松高陸上クラブ ﾏﾂﾀｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松高陸上ｸﾗﾌﾞ
9 女子走高跳 日隠 乃の果 ﾋｶﾞｸﾚ ﾉﾉｶ 6 東間クラブ ﾄｳｶﾝｸﾗﾌﾞ 東間クラブ
10 女子走幅跳 山田 愛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 6 人吉ジュニア ﾋﾄﾖｼｼﾞｭﾆｱ 人吉ジュニア
11 女子ジャベリックボール投 小川 愛未 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 6 本渡南クラブ ﾎﾝﾄﾞﾐﾅﾐｸﾗﾌﾞ 本渡南クラブ



大分代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 田中　邦生 ﾀﾅｶ ｸﾆｵ
2 指導者 諸田　義信 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ
3 指導者 増永　康弘 ﾏｽﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ
4 指導者 安東　慎二 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 新名 秀馬 ﾆｲﾅ ｼｭｳﾏ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
2 男子4×100ｍR 中尾 光輝 ﾅｶｵ ｺｳｷ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
3 男子4×100ｍR 指原 雅紀 ｻｼﾊﾗ ﾏｻｷ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
4 男子4×100ｍR 河野 風大 ｶﾜﾉ ﾌｳﾀ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
5 男子4×100ｍR 河野 流聖 ｺｳﾉ ﾘｭｳｾｲ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
6 男子5年100m 岩男 昇空 ｲﾜｵ ｼｮｳ 5 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
7 男子6年100m 井元 楓 ｲﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 6 滝尾陸上クラブ ﾀｷｵﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 滝尾陸上
8 男子80mH 木許 功一 ｷﾓﾄ ｺｳｲﾁ 6 ＡＣ佐伯 ｴｰｼｰｻｲｷ ＡＣ佐伯
9 男子走高跳 俵 颯悟 ﾀﾜﾗ ｿｳｺﾞ 6 ＡＣ佐伯 ｴｰｼｰｻｲｷ ＡＣ佐伯
10 男子走幅跳 赤峰 佑來 ｱｶﾐﾈ ﾕﾗ 6 臼杵ジュニア陸上クラブ ｳｽｷｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 臼杵ジュニア
11 男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 水之江 直樹 ﾐｽﾞﾉｴ ﾅｵｷ 6 ﾌﾞﾝｺﾞﾀｶﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾌﾞﾝｺﾞﾀｶﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊後高田陸上

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 田形 汐里 ﾀｶﾞﾀ ｼｵﾘ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
2 女子4×100ｍR 尾渡 優嘉 ｵﾜﾀﾘ ﾕｳｶ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
3 女子4×100ｍR 宮岡 悠子 ﾐﾔｵｶ ﾕｳｺ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
4 女子4×100ｍR 礒崎 真由 ｲｿｻﾞｷ ﾏﾕ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
5 女子4×100ｍR 松本 明莉 ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 6 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
6 女子5年100m 大林 璃音 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 5 大分中央陸上クラブ ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大分中央陸上
7 女子6年100m 佐伯 典香 ｻｲｷ ﾃﾝｶ 6 佐伯わくわくクラブ ｻｲｷﾜｸﾜｸｸﾗﾌﾞ 佐伯わくわく
8 女子80mH 麻生 理紗 ｱｿｳ ﾘｻ 6 大在かけっ子クラブ ｵｵｻﾞｲｶｹｯｺｸﾗﾌﾞ 大在かけっ子
9 女子走高跳 田原 咲良 ﾀﾊﾞﾙ ｻﾗ 6 大在かけっ子クラブ ｵｵｻﾞｲｶｹｯｺｸﾗﾌﾞ 大在かけっ子
10 女子走幅跳 若林 幸果 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ 6 ＡＣ佐伯 ｴｰｼｰｻｲｷ ＡＣ佐伯
11 女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 朝長 菜乃 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅﾉ 6 挾間陸上クラブ ﾊｻﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 挾間陸上



宮崎代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 甲斐　秀一 ｶｲ ｼｭｳｲﾁ
2 指導者 川内　聖一 ｶﾜｳﾁ ｾｲｲﾁ
3 指導者 亀井　義幸 ｶﾒｲ ﾖｼﾕｷ
4 指導者 黒木　秋桜水 ｸﾛｷﾞ ｱｵｲ
5 支援コーチ 河野　多美子 ｶﾜﾉ　ﾀﾐｺ
6 支援コーチ 長尾　岳彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ
7 支援コーチ 内田　利春 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 重黒木 将迪 ｼﾞｭｳｸﾛｷﾞ ﾏｻﾐﾁ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
2 男子4×100ｍR 戸髙 凱斗 ﾄﾀﾞｶ ｶｲﾄ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
3 男子4×100ｍR 山本 敦博 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
4 男子4×100ｍR 西森 天飛 ﾆｼﾓﾘ ﾋﾛﾄ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
5 男子4×100ｍR 太田 颯真 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 5 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
6 男子5年100m 中村 瑠希 ﾅｶﾑﾗ ﾙｷ 5 日南ＡＣジュニア ﾆﾁﾅﾝｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 日南ACｼﾞｭﾆｱ
7 男子6年100m 杉田 博紀 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 6 木の花陸上クラブ ｺﾉﾊﾅﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 木の花陸上
8 男子80mH 楢畑 陽大 ﾅﾗﾊﾀ ﾊﾙﾄ 6 宮崎西陸上クラブ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮崎西陸上
9 男子走高跳 原口 颯太 ﾊﾗｸﾞﾁ ｿｳﾀ 6 宮崎本郷アスリートクラブ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 本郷ｱｽﾘｰﾄ
10 男子走幅跳 笹岡 海月 ｻｻｵｶ ﾐﾂﾞｷ 6 宮崎本郷アスリートクラブ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 本郷ｱｽﾘｰﾄ
11 男子ジャベリックボール投 岡田 泰知 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ 6 宮崎西陸上クラブ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮崎西陸上

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 福島 実咲 ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
2 女子4×100ｍR 佐藤 晴菜 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
3 女子4×100ｍR 河野 成美 ｶﾜﾉ ﾅﾙﾐ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
4 女子4×100ｍR 荒木 真帆 ｱﾗｷ ﾏﾎ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
5 女子4×100ｍR 瀬戸口 羽奈 ｾﾄｸﾞﾁ ﾊﾅ 6 東海アスリートクラブ ﾄｳﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東海ｱｽﾘｰﾄ
6 女子5年100m 中富 優依 ﾅｶﾄﾐ ﾕｲ 5 ひむかＴ＆Ｆ ﾋﾑｶﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ひむかＴ＆Ｆ
7 女子6年100m 星川 七海 ﾎｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 6 延岡ジュニアクラブ ﾉﾍﾞｵｶｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 延岡ジュニア
8 女子80mH 平田 奈々 ﾋﾗﾀ ﾅﾅ 6 宮崎西陸上クラブ ﾐﾔｻﾞｷﾆｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宮崎西陸上
9 女子走高跳 河野 凜佳 ｶﾜﾉ ﾘﾝｶ 6 ななつばえ陸上クラブ ﾅﾅﾂﾊﾞｴﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ななつばえ陸
10 女子走幅跳 山本 　彩 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 6 延岡ジュニアクラブ ﾉﾍﾞｵｶｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 延岡ジュニア
11 女子ジャベリックボール投 横山 ひなた ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 6 アスレチック宮崎 ｱｽﾚﾁｯｸﾐﾔｻﾞｷ ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎



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

1 総監督 太田　敬介 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ
2 指導者 久保田　香織 ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾘ
3 指導者 遠矢　慎一 ﾄｵﾔ ｼﾝｲﾁ
4 指導者 坂上　秀喜 ｻｶｳｴ ﾋﾃﾞｷ
5 支援コーチ 馬見塚　正治 ﾏﾐﾂﾞｶ ｼｮｳｼﾞ
6 支援コーチ 平野　和男 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｵ
7 支援コーチ   中原　恵　 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
8 支援コーチ 北園　将志 ｷﾀｿﾞﾉ ﾏｻｼ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 大嵩 宙 ｵｵﾀｶ ｿﾗ 6 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Jｒ陸上
2 男子4×100ｍR 吉村 淑秀 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 6 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Jｒ陸上
3 男子4×100ｍR 吉留 陸叶 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾘｸﾄ 6 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Jｒ陸上
4 男子4×100ｍR 永里 慶太 ﾅｶﾞｻﾄ ｹｲﾀ 6 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Jｒ陸上
5 男子4×100ｍR 篠宮 豊河 ｼﾉﾐﾔ ﾕﾀｶ 6 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Jｒ陸上
6 男子5年100m 中窪 日向 ﾅｶｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 5 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
7 男子6年100m 竹山 栄一郎 ﾀｹﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 6 ナンバーワンクラブヒオキ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞﾋｵｷ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝﾋｵｷ
8 男子80mH 木原 豪志 ｷﾊﾗ ﾀｹｼ 6 ウィングAC ｳｨﾝｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ウィングAC
9 男子走高跳 濱口 天聖 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾃﾝｾｲ 6 長島陸上クラブ ﾅｶﾞｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長島陸上
10 男子走幅跳 川上 亮磨 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 6 高尾野陸上スポーツ少年団 ﾀｶｵﾉﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 高尾野陸上
11 男子ジャベリックボール投 山下 薫輝 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ 6 鹿児島ジュニア陸上クラブ ｶｺﾞｼﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 鹿児島Jr陸上

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 宮内 七星 ﾐﾔｳﾁ ﾅﾅ 6 えのアスリート ｴﾉｱｽﾘｰﾄ えのｱｽﾘｰﾄ
2 女子4×100ｍR 馬場 望和 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾜ 6 えのアスリート ｴﾉｱｽﾘｰﾄ えのｱｽﾘｰﾄ
3 女子4×100ｍR 田島 朱 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 6 えのアスリート ｴﾉｱｽﾘｰﾄ えのｱｽﾘｰﾄ
4 女子4×100ｍR 貴島 理子 ｷｼﾞﾏ ﾘｺ 6 えのアスリート ｴﾉｱｽﾘｰﾄ えのｱｽﾘｰﾄ
5 女子4×100ｍR 辻 彩音 ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ 6 えのアスリート ｴﾉｱｽﾘｰﾄ えのｱｽﾘｰﾄ
6 女子5年100m 坂元 瑠菜 ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ 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
7 女子6年100m 花田 真奈夏 ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ 6 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Jｒ陸上
8 女子80mH 尾上 礼夏 ｵﾉｳｴ ﾚｲｶ 6 折多陸上クラブ ｵﾘﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 折多陸上
9 女子走高跳 若吉 ひより ﾜｶﾖｼ ﾋﾖﾘ 5 SCC ｴｽｼｰｼｰ SCC
10 女子走幅跳 片野坂 唯月 ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 6 高尾野陸上スポーツ少年団 ﾀｶｵﾉﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 高尾野陸上
11 女子ジャベリックボール投 田野井 惇 ﾀﾉｲ ｼﾞｭﾝ 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



沖縄代表選手団一覧
指導者
ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 総監督 高島　友幸 タカシマ トモユキ
2 指導者 喜名　正人 キナ ﾏｻﾄ
3 指導者 大城　康司 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ
4 指導者 勢理客　貴之 ｾﾘｷｬｸ ﾀｶﾕｷ
5 支援コーチ 具志堅　智美 ｸﾞｼｹﾝ  ﾄﾓﾐ
6 支援コーチ 具志堅　雄介 ｸﾞｼｹﾝ  ﾕｳｽｹ
7 支援コーチ 新垣　寛人 アラカキ ヒロト
8 支援コーチ 松茂良　忍 ﾏﾂﾓﾗ シノブ

選手（男子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 男子4×100ｍR 與那嶺 瞬平 ヨナミネ シュンペイ 6 スタディオン ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ スタディオン
2 男子4×100ｍR 仲田 巧 ナカダ タクミ 6 スタディオン ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ スタディオン
3 男子4×100ｍR 小渡 拓真 ｵﾄﾞ ﾀｸﾏ 6 スタディオン ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ スタディオン
4 男子4×100ｍR 宮城 要樹 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓｷ 6 スタディオン ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ スタディオン
5 男子4×100ｍR 松浦 功 ﾏﾂｳﾗ ｺｳ 6 スタディオン ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ スタディオン
6 男子5年100m 平川 慧 ﾋﾗｶﾜ ｷﾗ 5 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
7 男子6年100m 呉屋 晴飛 ｺﾞﾔ ﾊﾙﾋ 6 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
8 男子80mH 橋口 翔 ﾊｼｸﾞﾁ ｼｮｳ 6 伊江スポーツ少年団 ｲｴｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 伊江ｽﾎﾟ少
9 男子走高跳 田仲 逸楽 ﾀﾅｶ ｲｯｻ 6 大北オーシャン ｵｵｷﾀｵｰｼｬﾝ 大北ｵｰｼｬﾝ
10 男子走幅跳 村山 颯野 ﾑﾗﾔﾏ ｿｳﾔ 5 伊良波ＴＦＣ ｲﾗﾊﾃｨｰｴﾌｼｰ 伊良波ＴＦＣ
11 男子ジャベリックボール投 又吉 優輔 ﾏﾀﾖｼ ﾕｳｽｹ 6 北丘アスリートクラブ ｷﾀｵｶｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 北丘ｱｽﾘｰﾄ

選手（女子）
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 ｸﾗﾌﾞ名略称

1 女子4×100ｍR 大城 瑠夏 ｵｵｼﾛ ﾙｶ 6 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
2 女子4×100ｍR 小橋川 晃和 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ 6 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
3 女子4×100ｍR 金城 舞緒 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ 6 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
4 女子4×100ｍR 伊佐 叶望 ｲｻ ｶﾅﾐ 6 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
5 女子4×100ｍR 安次嶺 色夏 ｱｼﾐﾈ ｱﾔｶ 6 沖縄アンテロープ陸上クラブ ｵｷﾅﾜｱﾝﾃﾛｰﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
6 女子5年100m 島村 曜莉 ｼﾏﾑﾗ ｱｲﾘ 5 あわせＪＲＣ ｱﾜｾｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰ あわせＪＲＣ
7 女子6年100m 上地 愛花 ｳｴﾁ ﾏﾅｶ 6 読谷アスリートクラブ ﾖﾐﾀﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 読谷ｱｽﾘｰﾄ
8 女子80mH 新城 萌花 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾓｴｶ 6 ｖＩＶＡ与那原 ﾌﾞｲｱｲﾌﾞｲｴｰﾖﾅﾊﾞﾙ VIVA与那原
9 女子走高跳 中村 心宝 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾎ 6 津嘉山クラブ ﾂｶｻﾞﾝｸﾗﾌﾞ 津嘉山クラブ
10 女子走幅跳 金城 七星 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅｾ 6 読谷アスリートクラブ ﾖﾐﾀﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 読谷ｱｽﾘｰﾄ
11 女子ジャベリックボール投 友利 晟弓 ﾄﾓﾘ ﾅﾙﾐ 6 上田アスリートクラブ ｳｴﾀｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 上田ｱｽﾘｰﾄ


