
番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 一般男子100m 12 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口 OPC
2 一般男子100m 47 五十嵐　怜音 1 ｲｶﾞﾗｼ ﾚｵﾝ 茨城 流経大クラブ
3 一般男子100m 31 新崎　仁也 1 ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ 沖縄 九共大
4 一般男子100m 37 岩尾　直樹 4 ｲﾜｵ ﾅｵｷ 長崎 福岡大
5 一般男子100m 27 川野　孝一 3 ｶﾜﾉ ｺｳｲﾁ 宮崎 九共大
6 一般男子100m 24 中川原　拓海 4 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 佐賀 九共大
7 一般男子100m 17 宮本　泰成 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山口 東ソー
8 一般男子100m 22 加藤　寿昴 2 ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ 石川 京都大
9 一般男子100m 20 紀平　直人 M2 ｷﾋﾗ ﾅｵﾄ 大阪 京都大
10 一般男子100m 30 徳本　優太 2 ﾄｸﾓﾄ ﾕｳﾀ 熊本 九共大
11 一般男子100m 25 梅崎　龍之介 3 ｳﾒｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 福岡 九共大
12 一般男子100m 46 黒澤　光 2 ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ 茨城 流経大クラブ
13 一般男子100m 42 伊藤　聖隼 1 ｲﾄｳ ｷﾖﾄｼ 愛媛 福岡大
14 一般男子100m 28 黒木　崚平 3 ｸﾛｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 宮崎 九共大
15 一般男子100m 16 門脇　優作 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｻｸ 島根 松江NGC
16 一般男子100m 34 池内　雅貴 4 ｲｹｳﾁ ﾏｻﾀｶ 東京 慶応大
17 一般男子100m 32 樋口　翔太 1 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 福岡 九共大
18 一般男子100m 14 高瀬　慧 ﾀｶｾ ｹｲ 千葉 富士通
19 一般男子100m 21 安藤　滉一 4 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 京都 京都大
20 一般男子100m 118 久保　勇人 ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 大分 福大クラブ
21 一般男子100m 18 門田　準平 4 ｶﾄﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛媛 愛媛大
22 一般男子100m 33 山川　郁人 1 ﾔﾏｶﾜ ｲｸﾄ 九州情報大学
23 一般男子100m 39 西尾　和将 3 ﾆｼｵ ｶｽﾞﾏｻ 大分 福岡大
24 一般男子100m 11 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 山口 OPC
25 一般男子100m 41 辻　雄太 2 ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ 福岡 福岡大
26 一般男子100m 15 本部　晃司 ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 山口 山口合同ガス
27 一般男子100m 35 上田　和志 5 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口 山口大
28 一般男子100m 29 須田　健斗 2 ｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 宮崎 九共大
29 一般男子100m 40 中隠居　一輝 2 ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根 福岡大
30 一般男子100m 19 石川　順典 4 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 下関市大
31 一般男子100m 45 岩﨑　太志 1 ｲﾜｻｷ ﾀｲｼ 大分 福岡大
32 一般男子100m 13 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 山口 OPC
33 一般男子100m 38 藤岡　彦 4 ﾌｼﾞｵｶ ｹﾞﾝ 福岡 福岡大
34 一般男子100m 36 牛田　匠海 4 ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 福岡 福岡大
35 一般男子100m 23 濱田　諒太朗 4 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 宮崎 九共大
36 一般男子100m 44 白形　優充 1 ｼﾗｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 愛媛 福岡大
37 一般男子100m 43 長濱　駿 1 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼｭﾝ 福岡 福岡大
38 一般男子100m 26 小野　拓海 3 ｵﾉ ﾀｸﾐ 福岡 九共大
1 GP男子800m 58 郷田　渉 2 ｺﾞｳﾀﾞ ﾜﾀﾙ 広島 環太平洋大学
2 GP男子800m 55 千原　康大 3 ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 環太平洋大学
3 GP男子800m 50 LEE MOO YONG ｲ ﾑﾖﾝ 韓国 韓国高陽市
4 GP男子800m 64 大竹　康平 2 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 岡山 広経大
5 GP男子800m 49 新安　直人 ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ 千葉 富士通
6 GP男子800m 62 田島　直人 4 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 東京 慶応大
7 GP男子800m 65 川﨑　椋太 M1 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 福岡 国士大
8 GP男子800m 56 古川　凌雅 1 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 佐賀 環太平洋大学
9 GP男子800m 63 濵松　海斗 3 ﾊﾏﾏﾂ ｶｲﾄ 愛媛 広経大
10 GP男子800m 1 村島　匠 ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 福井 福井陸協
11 GP男子800m 54 渡邉　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 香川 香川RC遊
12 GP男子800m 57 源　裕貴 1 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口 環太平洋大学
13 GP男子800m 66 横山　裕介 2 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 広島 山口大
14 GP男子800m 52 EOM TAE GEON ｵﾑ ﾃｺﾞﾝ 韓国 韓国南楊州市
15 GP男子800m 53 HWANG KYUNG GU ﾌｧﾝ ｷﾞｮﾝｸﾞ 韓国 韓国南楊州市
16 GP男子800m 61 野村　直己 M2 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 慶応大
17 GP男子800m 59 土屋　維智彦 3 ﾂﾁﾔ ｲﾁﾋｺ 京都 京都大
18 GP男子800m 67 加藤　健吾 2 ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 大分 福岡大
19 GP男子800m 51 PARK HYO JUN ﾊﾟｸ ﾋｮｼﾞｭﾝ 韓国 韓国高陽市
20 GP男子800m 48 竹林　守 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 千葉 SWANS　SPORTS　CLUB
21 GP男子800m 60 木村　佑 2 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 茨城 京都大
1 一般男子110mH(1.067m) 74 井手　優貴 1 ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 広島 福岡大
2 一般男子110mH(1.067m) 70 杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口 白銀AC
3 一般男子110mH(1.067m) 73 清水　滉平 3 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 福岡 福岡大
4 一般男子110mH(1.067m) 72 尾崎　俊祐 M1 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 長崎 九州工大
5 一般男子110mH(1.067m) 71 國分　徹 ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ 山口 柳井市陸協
6 一般男子110mH(1.067m) 68 田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡 CORONAMENTO
7 一般男子110mH(1.067m) 69 吉住　康平 ﾖｼｽﾞﾐ ｺｳﾍｲ 熊本 熊本陸協
8 一般男子110mH(1.067m) 75 庄司　圭汰 2 ｼｮｳｼﾞ ｹｲﾀ 茨城 流経大クラブ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 GP男子走幅跳 85 倉田　匠 3 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 広島 広経大
2 GP男子走幅跳 83 黄檗　快斗 4 ｷﾜﾀﾞ ｶｲﾄ 福岡 九共大
3 GP男子走幅跳 77 嶺村　鴻汰 ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ 東京 富士通
4 GP男子走幅跳 80 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 山口 白銀AC
5 GP男子走幅跳 76 渡辺　祥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 東京 アサヒGHD
6 GP男子走幅跳 84 伊藤　丈晃 4 ｲﾄｳ ﾀｹｱｷ 東京 慶応大
7 GP男子走幅跳 81 成定　駿介 ﾅﾘｻﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 大阪 美貴本AC
8 GP男子走幅跳 79 中島　貴大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 埼玉陸協
9 GP男子走幅跳 2 下野　伸一郎 ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡 九電工
10 GP男子走幅跳 82 小森　翔 ｺﾓﾘ ｶｹﾙ 沖縄 友睦物流
11 GP男子走幅跳 3 小田　大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 ヤマダ電機
12 GP男子走幅跳 78 毛呂　泰紘 ﾓﾛ ﾔｽﾋﾛ 東京 ベンチャーＢ
13 GP男子走幅跳 119 北村 直大 3 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 広島 広島経済大
14 GP男子走幅跳 120 城山　正太郎 ｼﾛﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川 ゼンリン
1 GP男子三段跳 93 黒田　寛亮 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川 日立ＩＣＴ-ＡＣ
2 GP男子三段跳 99 中山　昂平 M2 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野 中京大
3 GP男子三段跳 92 高木　陸太郎 ﾀｶｷﾞ ﾘｸﾀﾛｳ 宮城 湯主一條
4 GP男子三段跳 98 江崎　伸 M1 ｴｻｷ ｼﾝ 大阪 筑波大
5 GP男子三段跳 90 長谷川 大悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川 伊藤超短波
6 GP男子三段跳 96 三神　惇志 3 ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 山梨 京都大
7 GP男子三段跳 91 小林　陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 鳥取 鳥取陸協
8 GP男子三段跳 87 犬井　亮介 ｲﾇｲ ﾘｮｳｽｹ 茨城 つくばTP
9 GP男子三段跳 88 花谷　昴 ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ 東京 ユメオミライ
10 GP男子三段跳 94 屋良　太章 ﾔﾗ ﾀｶﾉﾘ 沖縄 友睦物流
11 GP男子三段跳 103 原田　睦希 4 ﾊﾗﾀﾞﾑﾂｷ 大阪 立命館大
12 GP男子三段跳 4 山本　凌雅 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 東京 JAL
13 GP男子三段跳 97 水本　健一 4 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大阪 大阪学院大
14 GP男子三段跳 101 浦川　研人 4 ｳﾗｶﾜ ｹﾝﾄ 福岡 福岡大
15 GP男子三段跳 102 香嶋　隼斗 2 ｺｳｼﾏ ﾊﾔﾄ 兵庫 福岡大
16 GP男子三段跳 89 斎田　将之介 ｻｲﾀ ｼｮｳﾉｽｹ 東京 ユメオミライ
17 GP男子三段跳 86 藤内　誠也 ﾄｳﾅｲ ｾｲﾔ 福岡 CORONAMENTO
18 GP男子三段跳 100 岡部　優真 M2 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ 福岡 福岡大
19 GP男子三段跳 95 伊東　悠希 4 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 東京 京都大
1 GP男子やり投(800g) 116 下田代　眞裕 2 ｼﾓﾀｼﾛ ﾏﾋﾛ 長崎 福岡大
2 GP男子やり投(800g) 111 中山　睦喜 M2 ﾅｶﾔﾏ ﾑﾂｷ 東京 中央大
3 GP男子やり投(800g) 107 谷場　雅之 ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 大阪 大阪陸協
4 GP男子やり投(800g) 109 新垣　暁登 ｱﾗｶﾞｷ ｱｷﾄ 神奈川 日立ＩＣＴ-ＡＣ
5 GP男子やり投(800g) 114 藤井　駿匡 2 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾏｻ 岡山 福岡大
6 GP男子やり投(800g) 112 塩川　航平 3 ｼｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 静岡 中央大
7 GP男子やり投(800g) 117 石井　和希 1 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 茨城 流経大クラブ
8 GP男子やり投(800g) 105 山崎　元気 ﾔﾏｻｷ ｹﾞﾝｷ 東京 とらふぐ亭
9 GP男子やり投(800g) 115 花田　研聖 4 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝｾｲ 福岡 福岡大
10 GP男子やり投(800g) 104 池田　康雄 ｲｹﾀﾞ ﾔｽｵ 広島 TEAM BIG STONE
11 GP男子やり投(800g) 106 ディーン元気 ﾃﾞｨｰﾝｹﾞﾝｷ 兵庫 ﾐｽﾞﾉ
12 GP男子やり投(800g) 6 小椋　健司 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 東京 日本体育施設
13 GP男子やり投(800g) 110 濱﨑　優紀 3 ﾊﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 三重 皇學館大
14 GP男子やり投(800g) 5 新井　涼平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 静岡 スズキ浜松ＡＣ
15 GP男子やり投(800g) 113 大石　雄貴 3 ｵｵｲｼ ﾕｳｷ 静岡 中央大
16 GP男子やり投(800g) 108 小南　拓人 ｺﾐﾅﾐ ﾀｸﾄ 茨城 筑波銀行



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 高校男子100m 238 山田　春日 1 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 山口 誠英高
2 高校男子100m 205 手嶋　大樹 3 ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山口 宇部鴻城高
3 高校男子100m 202 岩本　大樹 3 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口 宇部鴻城高
4 高校男子100m 226 原川　浩太朗 2 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山口 西京高
5 高校男子100m 225 田村　嘉啓 2 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 山口 西京高
6 高校男子100m 235 中村　隆康 1 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ 山口 西京高
7 高校男子100m 227 宮瀬　巧斗 2 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 山口 西京高
8 高校男子100m 212 吉永　滉太 3 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 山口 豊浦高
9 高校男子100m 223 中塚　雄哉 3 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾔ 山口 西京高
10 高校男子100m 201 秋枝　温大 3 ｱｷｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 宇部鴻城高
11 高校男子100m 230 中村　拓巳 3 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 山口 誠英高
12 高校男子100m 214 内野々　諒 2 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 山口 豊浦高
13 高校男子100m 221 福田　健人 2 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 山口 高水高
14 高校男子100m 207 藤永　洋介 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ 山口 宇部鴻城高
15 高校男子100m 229 末次　優也 3 ｽｴﾂｸﾞ ﾕｳﾔ 山口 誠英高
16 高校男子100m 232 田村　蓮 1 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 山口 宇部鴻城高
17 高校男子100m 245 山岡　竜太朗 3 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口 野田学園
18 高校男子100m 234 塩屋　大稀 1 ｼｵﾔ ﾏｻｷ 山口 西京高
19 高校男子100m 208 月足　聡一朗 2 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 宇部鴻城高
20 高校男子100m 224 惣代　翔 2 ｿｳﾀﾞｲ ｶｹﾙ 山口 西京高
21 高校男子100m 217 相本　呼嵐 3 ｱｲﾓﾄ ｺﾗﾝ 山口 高水高
22 高校男子100m 204 田中　　魁 3 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 山口 宇部鴻城高
23 高校男子100m 215 姫宮　柊弥 3 ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ 山口 大津緑洋高
24 高校男子100m 239 石丸　竣也 3 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 山口 光高
25 高校男子100m 216 山﨑　敬弘 3 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 山口 田布施農工高
26 高校男子100m 246 石田　裕太郎 3 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山口 野田学園
27 高校男子100m 240 福字　涼太郎 2 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 光高
28 高校男子100m 233 真崎　陽向 1 ﾏｻｷ ﾋﾅﾀ 山口 豊浦高
29 高校男子100m 210 久原　郁弥 3 ｸﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山口 豊浦高
30 高校男子100m 206 城戸　翔 2 ｷﾄﾞ ｶｹﾙ 山口 宇部鴻城高
31 高校男子100m 213 池田　悠真 2 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 山口 豊浦高
32 高校男子100m 203 梅田　哉汰 3 ｳﾒﾀﾞ ｶﾅﾀ 山口 宇部鴻城高
33 高校男子100m 209 庄司　拓海 2 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾐ 山口 宇部鴻城高
34 高校男子100m 241 橋本　雅也 2 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 山口 光高
1 高校男子4X100mR 宇部鴻城高Ａ 山口 宇部鴻城高
2 高校男子4X100mR 西京高 山口 西京高
3 高校男子4X100mR 誠英高 山口 誠英高
4 高校男子4X100mR 豊浦高 山口 豊浦高
5 高校男子4X100mR 宇部鴻城高Ｂ 山口 宇部鴻城高
6 高校男子4X100mR 高水高 山口 高水高
7 高校男子4X100mR 光高 山口 光高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 中学男子100m 301 大山　青千 3 ｵｵﾔﾏ ｾｲﾁ 山口 向洋中
2 中学男子100m 302 大亀　雄真 3 ｵｵｶﾒ ﾕｳﾏ 山口 富田中
3 中学男子100m 303 岡　和幸 3 ｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 山口 川中中
4 中学男子100m 304 山口　碧紘 3 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 山口 東部中
5 中学男子100m 305 脇坂　和志 3 ﾜｷｻｶ ｶｽﾞｼ 山口 厚南中
6 中学男子100m 306 岡村　泰輝 3 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 山口 桜田中
7 中学男子100m 307 山本　浩平 3 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口 川中中
8 中学男子100m 308 中原　拓人 3 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾄ 山口 周陽中
9 中学男子100m 309 渡邉　壯真 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 山口 富田中
10 中学男子100m 310 尾上　雅隆 3 ｵﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ 山口 末武中
11 中学男子100m 311 小茅　海道 3 ｺｶﾞﾔ ｶｲﾄﾞｳ 山口 周陽中
12 中学男子100m 312 小蓑　優希 3 ｺﾐﾉ ﾕｳｷ 山口 末武中
13 中学男子100m 313 吉屋　正義 3 ﾖｼﾔﾏｻﾖｼ 山口 菱海中
14 中学男子100m 314 伊藤　陽太 3 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 山口 川西中
15 中学男子100m 315 原本　青空 3 ﾊﾗﾓﾄ ｿﾗ 山口 富田中
16 中学男子100m 316 三木　雅也 2 ﾐｷ ﾏｻﾔ 山口 東部中
17 中学男子100m 317 石﨑　尋人 3 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 山口 富田中
18 中学男子100m 318 古屋　世那 3 ﾌﾙﾔ ｾﾅ 山口 大内中
19 中学男子100m 319 井上　京冶 3 ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾔ 山口 向洋中
20 中学男子100m 320 松田　祥吾 2 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 山口 附属山口中
21 中学男子100m 321 三戸　慶一郎 3 ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 山口 厚南中
22 中学男子100m 322 藤田　陽太郎 3 ﾌｼﾞﾀﾖｳﾀﾛｳ 山口 浅江中
23 中学男子100m 323 刀根　海斗 3 ﾄﾈ ｶｲﾄ 山口 東部中
24 中学男子100m 324 田中　悠聖 3 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山口 附属山口中
25 中学男子100m 325 石田　侑大 2 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 山口 鴻南中
26 中学男子100m 326 山田　彩翔 3 ﾔﾏﾀ ﾞｱﾔﾄ 山口 彦島中
1 中学男子1500m 327 平岡　知大 3 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 山口 常盤中
2 中学男子1500m 328 林　大翔 3 ﾊﾔｼﾋﾛﾄ 山口 上宇部中
3 中学男子1500m 329 青森　駿 3 ｱｵﾓﾘ ｼｭﾝ 山口 川中中
4 中学男子1500m 330 吉田　僚 2 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 山口 熊毛中
5 中学男子1500m 331 村岡　滉太 3 ﾑﾗｵｶ ｺｳﾀ 山口 小郡中
6 中学男子1500m 332 高山　豪起 3 ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ 山口 桜田中
7 中学男子1500m 333 延吉　雄飛 3 ﾉﾌﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 山口 田布施中
8 中学男子1500m 334 山本　航大 3 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 山口 富田中
9 中学男子1500m 335 山村　堅人 3 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 山口 東部中
10 中学男子1500m 336 吉中　祐太 3 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 山口 向洋中
11 中学男子1500m 337 通　正樹 3 ｶﾖｲ ﾏｻｷ 山口 桜田中
12 中学男子1500m 338 入江　海音 3 ｲﾘｴ ｶｲﾄ 山口 周陽中
13 中学男子1500m 339 松窪　礼登 2 ﾏﾂｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 山口 富田中
14 中学男子1500m 340 熊野　耀也 3 ｸﾏﾉ ﾃﾙﾔ 山口 田布施中
15 中学男子1500m 341 梅本　亮汰 3 ｳﾒﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山口 高千帆中
16 中学男子1500m 342 吉村　拓樹 3 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ 山口 柳井中
17 中学男子1500m 343 山本　真央 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 山口 周陽中
18 中学男子1500m 344 植田　亮平 3 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 山口 高千帆中
19 中学男子1500m 345 土井　寛介 3 ﾄﾞｲ ｶﾝｽｹ 山口 長府中
20 中学男子1500m 346 道中　諒人 3 ﾐﾁﾅｶ ﾘｮｳﾄ 山口 鴻南中
1 中学男子4X100mR 小野田中 山口 小野田中
2 中学男子4X100mR 長成中 山口 長成中
3 中学男子4X100mR 厚南中 山口 厚南中
4 中学男子4X100mR 高千帆中 山口 高千帆中
5 中学男子4X100mR 浅江中 山口 浅江中
6 中学男子4X100mR 桜田中 山口 桜田中
7 中学男子4X100mR 桑山中 山口 桑山中
8 中学男子4X100mR 田布施中 山口 田布施中
9 中学男子4X100mR 向洋中 山口 向洋中
10 中学男子4X100mR 垢田中 山口 垢田中
11 中学男子4X100mR 周陽中 山口 周陽中
12 中学男子4X100mR 富田中 山口 富田中
13 中学男子4X100mR 大内中 山口 大内中
14 中学男子4X100mR 川中中 山口 川中中
15 中学男子4X100mR 東部中 山口 東部中
16 中学男子4X100mR 末武中 山口 末武中



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 中学男子走高跳 347 桝本　高 3 ﾏｽﾓﾄ ﾀｶｼ 山口 川中中
2 中学男子走高跳 348 岩井　有真 2 ｲﾜｲ ﾕｳﾏ 山口 岐陽中
3 中学男子走高跳 349 中村　奎太 2 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 山口 田布施中
4 中学男子走高跳 350 江藤　貴郁 3 ｴﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 山口 東岐波中
5 中学男子走高跳 351 田中　泰斗 3 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 山口 長成中
6 中学男子走高跳 352 田村　慧悟 3 ﾀﾑﾗ ｹｲｺﾞ 山口 桜田中
7 中学男子走高跳 353 大田　稜也 3 ｵｵﾀ ﾘｮｳﾔ 山口 末武中
8 中学男子走高跳 354 中村　駿介 3 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 山口 桜田中
9 中学男子走高跳 355 中村　元介 3 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｽｹ 山口 周陽中
1 中学男子砲丸投(5.000kg) 356 水田　優作 2 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｻｸ 山口 田布施中
2 中学男子砲丸投(5.000kg) 357 山根　碧莞 2 ﾔﾏﾈｱｵｲ 山口 浅江中
3 中学男子砲丸投(5.000kg) 358 申神　太朗 3 ｻﾙｶﾞﾐ ﾀﾛｳ 山口 大内中
4 中学男子砲丸投(5.000kg) 359 スミス　仁 2 ｽﾐｽ ｼﾞﾝ 山口 富田中
5 中学男子砲丸投(5.000kg) 360 山中　蒼大 3 ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾀ 山口 富田中
6 中学男子砲丸投(5.000kg) 361 武下　駿介 3 ﾀｹｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 山口 高千帆中
7 中学男子砲丸投(5.000kg) 362 盛光　冬希 3 ﾓﾘﾐﾂ ｶｽﾞｷ 山口 末武中
8 中学男子砲丸投(5.000kg) 363 前田　新 3 ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ 山口 彦島中



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 小学生男子100m 502 齊藤　颯斗 6 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 山口 ゆう陸スポ
2 小学生男子100m 568 眞﨑　陽希 6 ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 山口 コウビン陸
3 小学生男子100m 541 内山　昂 6 ｳﾁﾔﾏ ｺｳ 山口 奇兵隊
4 小学生男子100m 558 中村　真生 6 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 山口 周陽体振
5 小学生男子100m 551 行冨　清晃 6 ﾕｸﾄﾐ ｷﾖｱｷ 山口 徳山コネット
6 小学生男子100m 506 竹中　優斗 5 ﾀｹﾅｶ ﾕｳﾄ 山口 ゆう陸スポ
7 小学生男子100m 625 村田　伊吹 5 ﾑﾗﾀ ｲﾌﾞｷ 山口 ふくっ子
8 小学生男子100m 550 吉国　海音 6 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 山口 徳山コネット
9 小学生男子100m 584 国本　力 4 ｸﾆﾓﾄ ﾁｶﾗ 山口 小郡陸上少
10 小学生男子100m 583 鬼木　楓奏 6 ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 山口 小郡陸上少
11 小学生男子100m 573 大隈　匠真 6 ｵｵｸﾏ ｼｮｳﾏ 山口 山口陸スポ
12 小学生男子100m 603 里　陽葵 6 ｻﾄ ﾊﾙｷ 山口 豊浦陸上
13 小学生男子100m 604 富永　直貴 6 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ 山口 豊浦陸上
14 小学生男子100m 542 小淵　大輝 5 ｺﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山口 奇兵隊
15 小学生男子100m 501 中村　珀琉 6 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙ 山口 JAC岩国
16 小学生男子100m 622 伊佐　栞太朗 5 ｲｻ ｶﾝﾀﾛｳ 山口 ふくっ子
17 小学生男子100m 549 磯村　奏太 6 ｲｿﾑﾗ ｶﾅﾀ 山口 徳山コネット
18 小学生男子100m 572 矢根　拓実 6 ﾔﾈ ﾀｸﾐ 山口 山口陸スポ
19 小学生男子100m 624 佐貫　誠治 5 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ 山口 ふくっ子
20 小学生男子100m 505 川嶋　守有 6 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳ 山口 ゆう陸スポ
21 小学生男子100m 645 中村　友紀 6 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 シュエット　
22 小学生男子100m 503 馬場　倖範 6 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 山口 ゆう陸スポ
23 小学生男子100m 602 古永　健志 5 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ 山口 豊浦陸上
24 小学生男子100m 504 大下　寿虎 5 ｵｵｼﾀ ｺﾄﾗ 山口 ゆう陸スポ
25 小学生男子100m 641 山本　祐成 5 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 山口 萩陸スポ
26 小学生男子100m 623 濵口　怜 5 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 山口 ふくっ子



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 小学生男子1000m 539 村岡　希一 6 ﾑﾗｵｶ ｷｲﾁ 山口 下松東陽ク
2 小学生男子1000m 595 松永　悠太 5 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 山口 AC小野田
3 小学生男子1000m 618 亀田　晴陽 6 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾙﾋ 山口 カツミ陸上
4 小学生男子1000m 574 平川　海衣 6 ﾋﾗｶﾜ ｶｲ 山口 山口陸スポ
5 小学生男子1000m 516 藤本　華蓮 5 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ 山口 光スポ少
6 小学生男子1000m 630 末島　佑一 6 ｽｴｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 山口 ふくっ子
7 小学生男子1000m 544 山根　楓馬 6 ﾔﾏﾈ ﾌｳﾏ 山口 奇兵隊
8 小学生男子1000m 567 山本　大樹 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口 大道陸上
9 小学生男子1000m 570 日名内　亨輔 6 ﾋﾅｳﾁ ｷｮｳｽｹ 山口 コウビン陸
10 小学生男子1000m 578 岸田　悠利 5 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 山口 山口ＦＳＬ
11 小学生男子1000m 579 山田　寛三 6 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｿﾞｳ 山口 山口・AC
12 小学生男子1000m 614 原田　真叶 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 山口 豊浦陸上
13 小学生男子1000m 507 松山　翔哉 6 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳｷ 山口 ゆう陸スポ
14 小学生男子1000m 553 湯浅　堅斗 6 ﾕｱｻ ﾐﾄ 山口 徳山コネット
15 小学生男子1000m 646 井町　守志 6 ｲﾏﾁ ﾓﾘｼ 山口 シュエット　
16 小学生男子1000m 545 佐野　想太 5 ｻﾉ ｿｳﾀ 山口 奇兵隊
17 小学生男子1000m 515 渡辺　柊色 6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 山口 光スポ少
18 小学生男子1000m 547 松井　維吹 6 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 山口 戸田陸上
19 小学生男子1000m 569 日名内　悠登 5 ﾋﾅｳﾁ ﾕｳﾄ 山口 コウビン陸
20 小学生男子1000m 608 鬼村　泰史 5 ｵﾆﾑﾗ ﾀｲｼ 山口 豊浦陸上
21 小学生男子1000m 565 渕上　遥斗 6 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 山口 新南陽陸上
22 小学生男子1000m 628 小山　翔吾 6 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 山口 ふくっ子
23 小学生男子1000m 535 渡辺　陽斗 5 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 山口 アカデミー
24 小学生男子1000m 575 平川　瀬名 5 ﾋﾗｶﾜ ｾﾅ 山口 山口陸スポ
25 小学生男子1000m 513 岡原　空輝 6 ｵｶﾊﾗ ｱｷ 山口 平生陸スポ
26 小学生男子1000m 552 末永　蒼真 6 ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ 山口 徳山コネット
27 小学生男子1000m 591 国武　諒 5 ｸﾆﾀｹ ﾘｮｳ 山口 山陽レッツ
28 小学生男子1000m 543 下村　悠太 6 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口 奇兵隊
29 小学生男子1000m 564 佐古　涼真 6 ｻｺ ﾘｮｳﾏ 山口 新南陽陸上
30 小学生男子1000m 533 安村　洋太 6 ﾔｽﾑﾗ ﾋﾛﾀ 山口 アカデミー
31 小学生男子1000m 538 玉本　蒼太 6 ﾀﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 山口 下松東陽ク
32 小学生男子1000m 587 新町　亮太 6 ｼﾝﾏﾁ ﾘｮｳﾀ 山口 藤山陸上
33 小学生男子1000m 636 市川　扇太郎 5 ｲﾁｶﾜ ｵｳﾀﾛｳ 山口 油谷陸スタ
34 小学生男子1000m 581 加藤　仙照 5 ｶﾄｳ ｾﾝｼｮｳ 山口 山口・AC
35 小学生男子1000m 509 入里　慧 5 ｲﾘｻﾄ ｹｲ 山口 ゆう陸スポ
36 小学生男子1000m 610 小川　芯真 5 ｵｶﾞﾜ ｼｲﾏ 山口 豊浦陸上
37 小学生男子1000m 580 櫻　陽勇磨 5 ｻｸﾗ ﾋｭｳﾏ 山口 山口・AC
38 小学生男子1000m 582 小谷　克弥 5 ｺﾀﾆ　ｶﾂﾐ 山口 山口・AC
39 小学生男子1000m 619 村岡　凌星 5 ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳｾｲ 山口 カツミ陸上
40 小学生男子1000m 563 村田　蛍太 5 ﾑﾗﾀ ｹｲﾀ 山口 新南陽陸上
41 小学生男子1000m 611 大田　遥心 5 ｵｵﾀ ﾊｱﾄ 山口 豊浦陸上
42 小学生男子1000m 605 岡嶋　帆 6 ｵｶｼﾞﾏ ｶｲ 山口 豊浦陸上
43 小学生男子1000m 512 行田　晴 6 ﾕｸﾀ ﾊﾙ 山口 平生陸スポ
44 小学生男子1000m 517 仲子　晃央 6 ﾅｶﾉｺ ｱｷｵ 山口 光スポ少
45 小学生男子1000m 627 前田　康誠 6 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 山口 ふくっ子
46 小学生男子1000m 626 森本　龍弥 6 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 山口 ふくっ子
47 小学生男子1000m 548 河野　悠佑 6 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ 山口 戸田陸上
48 小学生男子1000m 534 上部　龍之介 6 ｶﾝﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山口 アカデミー
49 小学生男子1000m 606 金子　侑紀 6 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 山口 豊浦陸上
50 小学生男子1000m 617 村岡　滉星 5 ﾑﾗｵｶ ｺｳｾｲ 山口 カツミ陸上
51 小学生男子1000m 594 内田　海惺 5 ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 山口 AC小野田
52 小学生男子1000m 613 斎藤　琉音 5 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 山口 豊浦陸上
53 小学生男子1000m 615 渡邉　蓮斗 5 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ 山口 豊浦陸上
54 小学生男子1000m 559 吉田　悠希 6 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 山口 周陽体振
55 小学生男子1000m 596 密山　脩造 5 ﾐﾂﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ 山口 AC小野田
56 小学生男子1000m 537 小笠原　優介 6 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｽｹ 山口 下松東陽ク
57 小学生男子1000m 607 竹重　眞之介 5 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 山口 豊浦陸上
58 小学生男子1000m 609 阿部　皆都 6 ｱﾍﾞ ﾐﾅﾄ 山口 豊浦陸上
59 小学生男子1000m 560 木村　駿太 5 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 山口 周陽体振
60 小学生男子1000m 566 小松　智空 6 ｺﾏﾂ　ﾄﾓﾀｶ 山口 防府陸スポ
61 小学生男子1000m 589 北村　孝宗 6 ｷﾀﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 山口 山陽レッツ
62 小学生男子1000m 612 平川　樹 6 ﾋﾗｶﾜ ｲﾂｷ 山口 豊浦陸上
63 小学生男子1000m 642 楢林　暖大 6 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋﾛ 山口 萩陸スポ
64 小学生男子1000m 508 武清　守飛 5 ﾀｹｷﾖ ｼｭｳﾄ 山口 ゆう陸スポ
65 小学生男子1000m 593 田中　快晟 5 ﾀﾅｶ ｶｲｾｲ 山口 AC小野田
66 小学生男子1000m 590 山本　蒼空　 5 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 山口 山陽レッツ
67 小学生男子1000m 576 前原　侑和 5 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口 山口陸スポ
68 小学生男子1000m 629 西本　大樹 4 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山口 ふくっ子



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 小学生男子4X100mR 徳山コネットA 山口 徳山コネット
2 小学生男子4X100mR 奇兵隊 山口 奇兵隊
3 小学生男子4X100mR 光スポ少C 山口 光スポ少
4 小学生男子4X100mR AC小野田 山口 AC小野田
5 小学生男子4X100mR シュエットA 山口 シュエット　
6 小学生男子4X100mR 美祢陸スポ 山口 美祢陸スポ
7 小学生男子4X100mR アカデミー 山口 アカデミー
8 小学生男子4X100mR 小郡陸上少 山口 小郡陸上少
9 小学生男子4X100mR ゆう陸スポA 山口 ゆう陸スポ
10 小学生男子4X100mR 光スポ少B 山口 光スポ少
11 小学生男子4X100mR 油谷陸スタ 山口 油谷陸スタ
12 小学生男子4X100mR 徳山コネットB 山口 徳山コネット
13 小学生男子4X100mR 山陽レッツ 山口 山陽レッツ
14 小学生男子4X100mR 萩陸スポ 山口 萩陸スポ
15 小学生男子4X100mR 山口陸スポ 山口 山口陸スポ
16 小学生男子4X100mR 豊浦陸上B 山口 豊浦陸上
17 小学生男子4X100mR シュエットB 山口 シュエット　
18 小学生男子4X100mR ふくっ子A 山口 ふくっ子
19 小学生男子4X100mR カツミ陸上 山口 カツミ陸上
20 小学生男子4X100mR シュエットC 山口 シュエット　
21 小学生男子4X100mR ゆう陸スポB 山口 ゆう陸スポ
22 小学生男子4X100mR 下松東陽ク 山口 下松東陽ク
23 小学生男子4X100mR 周陽体振 山口 周陽体振
24 小学生男子4X100mR 豊浦陸上A 山口 豊浦陸上
25 小学生男子4X100mR ふくっ子B 山口 ふくっ子
26 小学生男子4X100mR 光スポ少A 山口 光スポ少
27 小学生男子4X100mR コウビン陸 山口 コウビン陸
1 小学生男子走幅跳 635 河原　琥仁郎 6 ｶﾜﾊﾗ ｺｼﾞﾛｳ 山口 菊川クラブ
2 小学生男子走幅跳 555 松窪　結斗 6 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕｲﾄ 山口 徳山コネット
3 小学生男子走幅跳 514 田中　陽登 6 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山口 平生陸スポ
4 小学生男子走幅跳 546 平田　心音 5 ﾋﾗﾀ ｼｵﾝ 山口 久米陸スポ
5 小学生男子走幅跳 562 三谷　直也 5 ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 山口 周陽体振
6 小学生男子走幅跳 637 柳瀬　琥百 6 ﾔﾅｾ ｺﾊｸ 山口 油谷陸スタ
7 小学生男子走幅跳 632 冨永　諒太朗 6 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 ふくっ子
8 小学生男子走幅跳 510 寺政　快斗 6 ﾃﾗﾏｻ ｶｲﾄ 山口 ゆう陸スポ
9 小学生男子走幅跳 588 藤井　翔矢 6 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾔ 山口 藤山陸上
10 小学生男子走幅跳 577 今本　翼 6 ｲﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 山口 山口陸スポ
11 小学生男子走幅跳 554 青木　悠翔 6 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 山口 徳山コネット
12 小学生男子走幅跳 616 冷泉　元基 6 ﾚｲｾﾞﾝ ﾓﾄｷ 山口 豊浦陸上
13 小学生男子走幅跳 598 小林　隆正 6 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 山口 美祢陸スポ
14 小学生男子走幅跳 561 上川　悠太 6 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 山口 周陽体振
15 小学生男子走幅跳 633 峰藤　暖都 6 ﾐﾈﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ 山口 ふくっ子
16 小学生男子走幅跳 585 国本　一 6 ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 山口 小郡陸上少
17 小学生男子走幅跳 536 藤井　達矢 6 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 山口 アカデミー
18 小学生男子走幅跳 631 宇都宮　璃来 6 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ 山口 ふくっ子
19 小学生男子走幅跳 518 門田　慎平 6 ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 山口 光スポ少
20 小学生男子走幅跳 634 前村　一颯 4 ﾏｴﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 山口 ふくっ子



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 一般女子100m 18 松竹　美蕗 1 ﾏﾂﾀｹ ﾐﾛ 長崎 九共大
2 一般女子100m 12 杉山　美貴 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 三重 デンソー
3 一般女子100m 21 原　菜月 4 ﾊﾗ ﾅﾂｷ 佐賀 福岡大
4 一般女子100m 17 座間味　里奈 2 ｻﾞﾏﾐ ﾘﾅ 沖縄 九共大
5 一般女子100m 20 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 福岡 九州情報大学
6 一般女子100m 16 杉山　果奈美 4 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ 岐阜 関西大
7 一般女子100m 22 田代　純子 3 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝｺ 福岡 福岡大
8 一般女子100m 23 坪根　未来 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 山口 福岡大
9 一般女子100m 13 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 山口 潮AC
10 一般女子100m 24 渡邊　輝 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 長崎 福岡大
11 一般女子100m 11 永野　真莉子 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ 三重 デンソー
12 一般女子100m 71 君嶋　愛梨沙 4 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 山口 日体大
13 一般女子100m 14 田村　沙良 2 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 山口 日女体大
14 一般女子100m 15 宮本　まきの 4 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 兵庫 園田学園女大
15 一般女子100m 19 島田　奈弥 1 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾐ 福岡 九共大
1 GP女子800m 40 有廣　璃々香 2 ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 大阪 東大阪大敬愛高
2 GP女子800m 2 陣内　綾子 ｼﾞﾝﾉｳﾁ　ｱﾔｺ 福岡 九電工
3 GP女子800m 31 新宮　美歩 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ 福島 東邦銀行
4 GP女子800m 27 山田　はな ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ 東京 わらべや日洋
5 GP女子800m 38 小出　彩音 3 ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 大阪 東大阪大敬愛高
6 GP女子800m 1 川田　朱夏 1 ｶﾜﾀ　ｱﾔｶ 大阪 東大阪大
7 GP女子800m 32 小野　莉奈 ｵﾉ ﾘﾅ 福島 東邦銀行
8 GP女子800m 29 福井　慧都 ﾌｸｲ ｹｲﾄ 愛媛 愛媛銀行
9 GP女子800m 28 竹内　麻里子 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｺ 愛媛 愛媛銀行
10 GP女子800m 34 広田　有紀 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 新潟 秋田大
11 GP女子800m 37 宮出　彩花 3 ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ 大阪 東大阪大敬愛高
12 GP女子800m 25 卜部　蘭 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東京 NTTC
13 GP女子800m 26 田阪　亜樹 ﾀｻｶ ｱｷ 広島 せとなみＴＣ
14 GP女子800m 33 沖田　真理子 ｵｷﾀ ﾏﾘｺ 新潟 新潟ARC
15 GP女子800m 30 大森　郁香 ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ 東京 奥アンツーカ
16 GP女子800m 35 高石　涼香 4 ﾀｶｲｼ ｽｽﾞｶ 東京 東京大
17 GP女子800m 39 逸見　亜優 3 ﾍﾝﾐ ｱﾕｳ 大阪 東大阪大敬愛高
18 GP女子800m 41 黒石　瑠香 3 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 山口 宇部鴻城高
19 GP女子800m 36 神薗　芽衣子 1 ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ 大阪 東大阪大
1 GP女子走幅跳 49 藤井　碧 1 ﾌｼﾞｲ ﾐﾄﾞﾘ 福岡 福岡大
2 GP女子走幅跳 3 桐山　智衣 ｷﾘﾔﾏ　ﾁｴ 群馬 ヤマダ電機
3 GP女子走幅跳 44 中野　瞳 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 茨城 和食山口
4 GP女子走幅跳 43 平加　有梨奈 ﾋﾗｶ ﾕﾘﾅ 神奈川 ニッパツ
5 GP女子走幅跳 48 梅田　夏季 1 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 福岡大
6 GP女子走幅跳 46 村上　南帆 2 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾅﾎ 福岡 九共大
7 GP女子走幅跳 50 大西　愛永 3 ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 大阪 東大阪大敬愛高
8 GP女子走幅跳 45 清水　珠夏 ｼﾐｽﾞ ﾀﾏｶ 千葉 城北信用金庫
9 GP女子走幅跳 4 桝見　咲智子 ﾏｽﾐ　ｻﾁｺ 福岡 九電工
10 GP女子走幅跳 42 山﨑　有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 静岡 スズキ浜松ＡＣ
11 GP女子走幅跳 47 権瓶　明日夏 3 ｺﾞﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ 新潟 福岡大
1 GP女子ハンマー投(4.000kg) 58 阿部　冬彩 2 ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ 北海道 順天堂大
2 GP女子ハンマー投(4.000kg) 56 磯田　実華 1 ｲｿﾀﾞ ﾐｶ 埼玉 順天堂大
3 GP女子ハンマー投(4.000kg) 55 福島　美沙希 ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ 福岡 福岡陸協
4 GP女子ハンマー投(4.000kg) 51 佐伯　珠実 ｻｴｷ ﾀﾏﾐ 滋賀 チャンピオン
5 GP女子ハンマー投(4.000kg) 53 知念　春乃 ﾁﾈﾝ ﾊﾙﾉ 福岡 日本体育施設
6 GP女子ハンマー投(4.000kg) 54 本村　夏鈴 ﾓﾄﾑﾗ ｶﾘﾝ 福岡 福岡陸協
7 GP女子ハンマー投(4.000kg) 57 髙橋　七海 1 ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ 千葉 順天堂大
8 GP女子ハンマー投(4.000kg) 65 金子　明奈 2 ｶﾈｺ ﾒｲﾅ 愛知 流経大クラブ
9 GP女子ハンマー投(4.000kg) 6 勝山　眸美 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ 東京 オリコ
10 GP女子ハンマー投(4.000kg) 61 太田　紗矢 2 ｵｵﾀ ｻﾔ 福岡 福岡大
11 GP女子ハンマー投(4.000kg) 64 小舘　充華 2 ｺﾀﾞﾃ ﾐﾊﾙ 秋田 流経大クラブ
12 GP女子ハンマー投(4.000kg) 59 関口　清乃 3 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 埼玉 筑波大
13 GP女子ハンマー投(4.000kg) 62 藤田　いづみ 4 ﾌｼﾞﾀ ｲﾂﾞﾐ 香川 立命館大
14 GP女子ハンマー投(4.000kg) 60 吉川　奈緒 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 福岡 福大クラブ
15 GP女子ハンマー投(4.000kg) 5 渡辺　茜 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾈ 福岡 丸和運輸機関
16 GP女子ハンマー投(4.000kg) 63 多田　一葉 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 茨城 流経大クラブ
17 GP女子ハンマー投(4.000kg) 52 佐藤　若菜 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 福島 東邦銀行
1 GP女子やり投(600g) 67 山内　愛 ﾔﾏｳﾁ ｱｲ 大阪 長谷川体育施設
2 GP女子やり投(600g) 70 中野　水貴 2 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ 大阪 京都大
3 GP女子やり投(600g) 68 當間　汐織 ﾄｳﾏ ｼｵﾘ 福井 福井県スポ協
4 GP女子やり投(600g) 8 助永　仁美 ｽｹﾅｶﾞ　ﾋﾄﾐ 和歌山 オークワ
5 GP女子やり投(600g) 66 久世　生宝 ｸｾﾞ ｷﾎｳ 兵庫 ㈱コンドー
6 GP女子やり投(600g) 69 金本　実華 2 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 山口 徳山大学
7 GP女子やり投(600g) 7 宮下　梨沙 ﾐﾔｼﾀ　ﾘｻ 大阪 大体大ＴＣ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 高校女子100m 232 髙野　桃伽 1 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 山口 西京高
2 高校女子100m 218 湯本　知歩 2 ﾕﾓﾄ ﾁﾎ 山口 西京高
3 高校女子100m 209 吉村　優里奈 2 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾘﾅ 山口 大津緑洋高
4 高校女子100m 215 藤田　奈美 2 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ 山口 西京高
5 高校女子100m 230 上野　茅紗 1 ｳｴﾉ ﾁｻ 山口 西京高
6 高校女子100m 211 ﾌｪｱﾘ　ﾏﾘﾔ 3 ﾌｪｱﾘ ﾏﾘﾔ 山口 高水高
7 高校女子100m 219 渡邊　こころ 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 山口 西京高
8 高校女子100m 201 田中　優歌 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 山口 宇部鴻城高
9 高校女子100m 202 荒川　史帆 2 ｱﾗｶﾜ ｼﾎ 山口 豊浦高
10 高校女子100m 233 福光　由佳 1 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 山口 西京高
11 高校女子100m 222 大歳　美空 2 ｵｵﾄｼ ﾐｸ 山口 誠英高
12 高校女子100m 234 藤井　日菜 1 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ 山口 西京高
13 高校女子100m 204 瀧本　朱音 2 ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾈ 山口 豊浦高
14 高校女子100m 216 宮本　菜摘 2 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 山口 西京高
15 高校女子100m 224 柳　美羽 2 ﾔﾅｷﾞ ﾐｳ 山口 誠英高
16 高校女子100m 210 大森　華夏 2 ｵｵﾓﾘ ﾊﾅｶ 山口 岩国商高
17 高校女子100m 221 松野　朱音 3 ﾏﾂﾉ ｱｶﾈ 山口 誠英高
18 高校女子100m 205 竹岡　知愛 2 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 山口 豊浦高
19 高校女子100m 229 伊東　紗耶乃 1 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 山口 西京高
20 高校女子100m 220 小倉　多恵子 3 ｵｸﾞﾗ ﾀｴｺ 山口 誠英高
21 高校女子100m 228 隅田　彩乃 1 ｽﾐﾀﾞ ｱﾔﾉ 山口 高水高
22 高校女子100m 206 平沼　桜花 2 ﾋﾗﾇﾏ ﾎﾉｶ 山口 豊浦高
23 高校女子100m 212 鶴澤　きら 3 ﾂﾙｻﾞﾜ ｷﾗ 山口 高水高
24 高校女子100m 235 佐伯　美奈 2 ｻｴｷ ﾐﾅ 山口 光高
25 高校女子100m 241 上司　みのり 2 ｶﾐﾂｶｻ ﾐﾉﾘ 山口 野田学園
26 高校女子100m 236 藤井　菜々 3 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅ 山口 光高
27 高校女子100m 208 鳥野　優 1 ﾄﾘﾉ ﾕｳ 山口 豊浦高
28 高校女子100m 227 ﾌｪｱﾘ　ﾒｲﾔ 1 ﾌｪｱﾘ ﾒｲﾔ 山口 高水高
29 高校女子100m 203 大同　麻代 2 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 山口 豊浦高
30 高校女子100m 226 西川　凜虹 1 ﾆｼｶﾜ ﾘｺ 山口 高水高
31 高校女子100m 207 藤井　美海 2 ﾌｼﾞｲ ﾐｳ 山口 豊浦高
32 高校女子100m 237 光井　花佳 3 ﾐﾂｲ ﾊﾅｶ 山口 光高
33 高校女子100m 242 大畠　かおる 2 ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 山口 野田学園
1 高校女子4X100mR 豊浦高 山口 豊浦高
2 高校女子4X100mR 西京高Ａ 山口 西京高
3 高校女子4X100mR 高水高 山口 高水高
4 高校女子4X100mR 誠英高 山口 誠英高
5 高校女子4X100mR 西京高Ｂ 山口 西京高
6 高校女子4X100mR 光高 山口 光高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 中学女子100m 301 藤井　優樹 3 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 山口 長府中
2 中学女子100m 302 古川　帆乃花 2 ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ 山口 垢田中
3 中学女子100m 303 原田　香心 3 ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ 山口 富田中
4 中学女子100m 304 田原　奈波 2 ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 山口 岐陽中
5 中学女子100m 305 水田　ほのか 3 ﾐｽﾞﾀ ﾎﾉｶ 山口 田布施中
6 中学女子100m 306 両國　菜々香 2 ﾘｮｳｺﾞｸ ﾅﾅｶ 山口 周陽中
7 中学女子100m 307 寺尾　真依 2 ﾃﾗｵ ﾏｲ 山口 田布施中
8 中学女子100m 308 宮家　天寧 2 ﾐﾔｹｱﾏﾈ 山口 平川中
9 中学女子100m 309 長野　杏華 3 ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｶ 山口 向洋中
10 中学女子100m 310 寺尾　真奈 2 ﾃﾗｵ ﾏﾅ 山口 田布施中
11 中学女子100m 311 原田　千鈴 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ 山口 岐陽中
12 中学女子100m 312 中村　真琴 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山口 末武中
13 中学女子100m 313 入屋　瑠菜 3 ｲﾘﾔ ﾙﾅ 山口 大内中
14 中学女子100m 314 藤井　真鈴 2 ﾌｼﾞｲ ﾏﾘﾝ 山口 附属山口中
15 中学女子100m 315 木田　聖梨那 3 ｷﾀﾞ ｾﾘﾅ 山口 厚南中
16 中学女子100m 316 先村　若奈　 1 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 山口 高川学園中
17 中学女子100m 317 進　愛果 3 ｼﾝ ﾏﾅｶ 山口 大嶺中
18 中学女子100m 318 湯本　乃映 3 ﾕﾓﾄ ﾉｴ 山口 大内中
19 中学女子100m 319 工藤　琉楠 3 ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ 山口 勝山中
20 中学女子100m 320 青木　優奈 3 ｱｵｷ ﾕﾅ 山口 岐陽中
21 中学女子100m 321 小橋　璃子 3 ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 山口 萩西中
22 中学女子100m 322 市原　怜華 3 ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ 山口 川中中
23 中学女子100m 323 藏重　みう 2 ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 山口 附属光中
24 中学女子100m 324 高道　友愛 2 ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ 山口 鴻南中
25 中学女子100m 325 大原　明日風 2 ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 山口 垢田中
26 中学女子100m 326 飛鷹　愛 2 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 山口 末武中
1 中学女子800m 327 佐古　萌乃香 2 ｻｺ ﾎﾉｶ 山口 富田中
2 中学女子800m 328 井上　萌々奈 3 ｲﾉｳｴ ﾓﾓﾅ 山口 勝山中
3 中学女子800m 329 西山　英莉 3 ﾆｼﾔﾏ ｴﾘ 山口 国府中
4 中学女子800m 330 中原　涼那 2 ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 山口 高千帆中
5 中学女子800m 331 町田　萌　 3 ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ 山口 東部中
6 中学女子800m 332 生本　鈴菜 3 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 山口 平生中
7 中学女子800m 333 田村　優稀 2 ﾀﾑﾗ ﾕｷ 山口 垢田中
8 中学女子800m 334 栢　陽菜乃 2 ｶﾔ ﾋﾅﾉ 山口 勝山中
9 中学女子800m 335 中野　萌香 3 ﾅｶﾉ ﾓｴｶ 山口 鴻南中
10 中学女子800m 336 森山　瑚都 3 ﾓﾘﾔﾏ ｺﾄ 山口 岐陽中
11 中学女子800m 337 杉岡　優希 2 ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｷ 山口 富田中
12 中学女子800m 338 中村　結依 3 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 山口 国府中
13 中学女子800m 339 大森　心花 2 ｵｵﾓﾘｺﾊﾅ 山口 平川中
14 中学女子800m 340 長広　天　 3 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾃﾝ 山口 東部中
15 中学女子800m 341 後藤　鞠奈 2 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘﾅ 山口 鴻南中
16 中学女子800m 342 村上　蒼空 3 ﾑﾗｶﾐ ｿﾗ 山口 富田中
17 中学女子800m 343 山本　凪 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞ 山口 右田中
18 中学女子800m 344 山本　菜津美 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 山口 周陽中
19 中学女子800m 345 石田　真子 3 ｲｼﾀﾞ ﾏｺ 山口 岐陽中
20 中学女子800m 346 橋本　優奈 3 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 山口 富田中
21 中学女子800m 347 水田　有香 2 ﾐｽﾞﾀ ﾕｶ 山口 鴻南中
22 中学女子800m 348 内藤　咲彩 2 ﾅｲﾄｳ ｻﾔ 山口 勝山中
23 中学女子800m 349 中野　美咲　 3 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 山口 東部中
24 中学女子800m 350 松村　玲奈 3 ﾏﾂﾑﾗ ﾚｲﾅ 山口 鴻南中
1 中学女子4X100mR 長成中 山口 長成中
2 中学女子4X100mR 東部中 山口 東部中
3 中学女子4X100mR 深川中 山口 深川中
4 中学女子4X100mR 厚南中 山口 厚南中
5 中学女子4X100mR 長府中 山口 長府中
6 中学女子4X100mR 周陽中 山口 周陽中
7 中学女子4X100mR 浅江中 山口 浅江中
8 中学女子4X100mR 桑山中 山口 桑山中
9 中学女子4X100mR 富田中 山口 富田中
10 中学女子4X100mR 末武中 山口 末武中
11 中学女子4X100mR 川中中 山口 川中中
12 中学女子4X100mR 勝山中 山口 勝山中
13 中学女子4X100mR 岐陽中 山口 岐陽中
14 中学女子4X100mR 垢田中 山口 垢田中
15 中学女子4X100mR 田布施中 山口 田布施中
16 中学女子4X100mR 大内中 山口 大内中
17 中学女子4X100mR 向洋中 山口 向洋中



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 中学女子走高跳 351 森重　こころ 1 ﾓﾘｼｹﾞ ｺｺﾛ 山口 小野田中
2 中学女子走高跳 352 中村　雛菜 2 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 山口 川中中
3 中学女子走高跳 353 西村　萌衣 1 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 山口 高川学園中
4 中学女子走高跳 354 品川　采耶 2 ｼﾅｶﾞﾜｻﾔ 山口 浅江中
5 中学女子走高跳 355 福田　統子 3 ﾌｸﾀﾞ ﾄｳｺ 山口 国府中
6 中学女子走高跳 356 久原　愛世 2 ｸﾊﾗ ﾘｾ 山口 長成中
7 中学女子走高跳 357 野原　茉莉 2 ﾉﾊﾗﾏﾘ 山口 浅江中
8 中学女子走高跳 358 林　真穂 2 ﾊﾔｼ ﾏﾎ 山口 末武中
9 中学女子走高跳 359 上野　桃子 2 ｳｴﾉ ﾓﾓｺ 山口 小野田中
10 中学女子走高跳 360 相本　紫苑 3 ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 山口 田布施中
11 中学女子走高跳 361 坂口　果鈴 2 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 山口 小郡中
12 中学女子走高跳 362 矢頭　愛菜 3 ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ 山口 田布施中
13 中学女子走高跳 363 坂田　茉矢 3 ｻｶﾀ ﾏﾔ 山口 富田中
14 中学女子走高跳 364 峰岡　萌華 3 ﾐﾈｵｶ ﾓｴｶ 山口 向洋中
15 中学女子走高跳 365 田村　璃々花 3 ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ 山口 萩西中
1 中学女子砲丸投(4.000kg) 366 佐藤　芹春 1 ｻﾄｳ ｾﾘﾊ 山口 小野田中
2 中学女子砲丸投(4.000kg) 367 山下　芽依 3 ﾔﾏｼﾀ ﾒｲ 山口 富田中
3 中学女子砲丸投(4.000kg) 368 植田　真鈴　 3 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘﾝ 山口 東部中
4 中学女子砲丸投(4.000kg) 369 中川　裕彩 3 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ 山口 桑山中
5 中学女子砲丸投(4.000kg) 370 下村　歩未 3 ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ 山口 勝山中
6 中学女子砲丸投(4.000kg) 371 下間　星来 3 ｼﾓﾂﾏ ｾｲﾗ 山口 田布施中
7 中学女子砲丸投(4.000kg) 372 大倉　明莉 3 ｵｵｸﾗ ｱｶﾘ 山口 桑山中
8 中学女子砲丸投(4.000kg) 373 木川　寿海 3 ｷｶﾞﾜ ｺﾄﾐ 山口 下関中等中
9 中学女子砲丸投(4.000kg) 374 萩本　莉帆 3 ﾊｷﾞﾓﾄﾘﾎ 山口 浅江中
10 中学女子砲丸投(4.000kg) 375 岡村　桃乃 3 ｵｶﾑﾗ ﾓﾓﾉ 山口 島田中
11 中学女子砲丸投(4.000kg) 376 藤岡　瑞穂 3 ﾌｼﾞｵｶ ﾐｽﾞﾎ 山口 富田中



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 小学生女子100m 560 小山　ゆい 5 ｺﾔﾏ ﾕｲ 山口 周陽体振
2 小学生女子100m 654 廣石　絢瀬 6 ﾋﾛｲｼ ｱﾔｾ 山口 シュエット　
3 小学生女子100m 591 石川　栞菜 6 ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ 山口 小郡陸上少
4 小学生女子100m 535 岩本　紗季 5 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 山口 奇兵隊
5 小学生女子100m 511 内藤　央瑠 6 ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ 山口 光スポ少
6 小学生女子100m 534 兼崎　心里 5 ｶﾈｻｷ ｺｺﾘ 山口 奇兵隊
7 小学生女子100m 507 湯尻　心花 6 ﾕｼﾞﾘ ｺｺﾅ 山口 ゆう陸スポ
8 小学生女子100m 536 鶴田　こゆき 6 ﾂﾙﾀﾞ ｺﾕｷ 山口 奇兵隊
9 小学生女子100m 627 岩木　沙樹 6 ｲﾜｷ ｻｷ 山口 ふくっ子
10 小学生女子100m 514 中村　清楓 6 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 山口 光スポ少
11 小学生女子100m 577 水田　清梨 6 ﾐｽﾞﾀ ｷﾖﾘ 山口 山口陸スポ
12 小学生女子100m 541 岩本　愛生 6 ｲﾜﾓﾄ ﾒｲ 山口 久米陸スポ
13 小学生女子100m 572 中村　琴葉 6 ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾊ 山口 コウビン陸
14 小学生女子100m 506 向田　帆花 6 ﾑｶｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口 ゆう陸スポ
15 小学生女子100m 613 岡　優那 6 ｵｶ ﾕｳﾅ 山口 豊浦陸上
16 小学生女子100m 568 國本　そら 6 ｸﾆﾓﾄ ｿﾗ 山口 防府陸スポ
17 小学生女子100m 515 原　朋花 6 ﾊﾗ ﾄﾓｶ 山口 光スポ少
18 小学生女子100m 537 田中　彩葉 5 ﾀﾅｶ ｱﾔﾊ 山口 奇兵隊
19 小学生女子100m 612 熊谷　美優 6 ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ 山口 豊浦陸上
20 小学生女子100m 625 中野　満咲 6 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 山口 ふくっ子
21 小学生女子100m 593 末永　真衣 6 ｽｴﾅｶﾞ ﾏｲ 山口 小郡陸上少
22 小学生女子100m 635 倉本　美咲 6 ｸﾗﾓﾄ ﾐｻｷ 山口 山の田陸スポ
23 小学生女子100m 594 竹本　有里 6 ﾀｹﾓﾄ ﾕﾘ 山口 小郡陸上少
24 小学生女子100m 578 西依　野々香 6 ﾆｼﾖﾘ ﾉﾉｶ 山口 山口陸スポ
25 小学生女子100m 595 藤井　沙里奈 6 ﾌｼﾞｲ ｻﾘﾅ 山口 小郡陸上少
26 小学生女子100m 559 立川　優菜 5 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 山口 周陽体振
27 小学生女子100m 567 山本　明佳 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 山口 防府陸スポ
28 小学生女子100m 592 三隅　笑子 6 ﾐｽﾐ ｴﾐｺ 山口 小郡陸上少
29 小学生女子100m 650 久保　瑞乃 6 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山口 萩陸スポ
30 小学生女子100m 638 柳井　愛華 6 ﾔﾅｲ ｱｲｶ 山口 長門陸上
31 小学生女子100m 597 山本　悠結 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾕ 山口 藤山陸上
32 小学生女子100m 538 河口　望愛 5 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｱ 山口 奇兵隊
33 小学生女子100m 639 河本　美蘭子 5 ｶﾜﾓﾄ ﾐｶｺ 山口 長門陸上
34 小学生女子100m 637 河村　菜摘 6 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 山口 長門陸上
35 小学生女子100m 512 藤田　桜子 6 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 山口 光スポ少
36 小学生女子100m 508 田熊　柚 6 ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 山口 平生陸スポ
37 小学生女子100m 626 笹井　美来 5 ｻｻｲ ﾐｸ 山口 ふくっ子
38 小学生女子100m 614 和田　杏梨 5 ﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ 山口 豊浦陸上
39 小学生女子100m 513 山下　和奏 6 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 山口 光スポ少



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 小学生女子800m 630 中島　麻葵 5 ﾅｶｼﾏ ｱｻｷﾞ 山口 ふくっ子
2 小学生女子800m 566 安村　美佑 5 ﾔｽﾑﾗ ﾐﾕ 山口 新南陽陸上
3 小学生女子800m 510 中野　恵里 5 ﾅｶﾉ ｴﾘ 山口 平生陸スポ
4 小学生女子800m 618 松本　芽夏 5 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲｶ 山口 豊浦陸上
5 小学生女子800m 555 柳瀬　泉希 5 ﾔﾅｾ ﾐｽﾞｷ 山口 周南ＪＡＣ
6 小学生女子800m 590 河村　菜那 6 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅ 山口 山口・AC
7 小学生女子800m 621 本田　恵麻 6 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾏ 山口 カツミ陸上
8 小学生女子800m 598 永松　輝留 6 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋｶﾙ 山口 藤山陸上
9 小学生女子800m 620 川野　真奈 5 ｶﾜﾉ ﾏﾅ 山口 カツミ陸上
10 小学生女子800m 589 河野　愛純 5 ｺｳﾉ ｱｽﾞﾐ 山口 山口・AC
11 小学生女子800m 586 茨木　宥依 6 ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｲ 山口 山口ＦＳＬ
12 小学生女子800m 539 組島　綸乃 6 ｸﾐｼﾏ ﾘﾝﾉ 山口 奇兵隊
13 小学生女子800m 602 古田　紗穂 5 ﾌﾙﾀ ｻﾎ 山口 山陽レッツ
14 小学生女子800m 554 三森　麻琴 5 ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ 山口 周南ＪＡＣ
15 小学生女子800m 615 金田　乃々花 6 ｶﾈﾀﾞ ﾉﾉｶ 山口 豊浦陸上
16 小学生女子800m 574 金子　瑛怜 5 ｶﾈｺ ｴﾚﾝ 山口 コウビン陸
17 小学生女子800m 596 平川　彩音 6 ﾋﾗｶﾜ ｱﾔﾈ 山口 小郡陸上少
18 小学生女子800m 617 吉住　祐子 5 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｺ 山口 豊浦陸上
19 小学生女子800m 571 海地　さやか 5 ｶｲﾁ ｻﾔｶ 山口 大道陸上
20 小学生女子800m 575 松井　乃愛 5 ﾏﾂｲ ﾉｱ 山口 コウビン陸
21 小学生女子800m 616 辰川　陽菜 5 ﾀﾂｶﾜ ﾋﾅ 山口 豊浦陸上
22 小学生女子800m 540 間世田　祁更 6 ﾏｾﾀﾞ ｷｻﾗ 山口 奇兵隊
23 小学生女子800m 556 津山　結菜 5 ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ 山口 周南ＪＡＣ
24 小学生女子800m 501 安達　都琶子 6 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾜｺ 山口 JAC岩国
25 小学生女子800m 607 平岡　咲希 6 ﾋﾗｵｶ ｻｷ 山口 AC小野田
26 小学生女子800m 622 斉藤　彩葉 6 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ 山口 カツミ陸上
27 小学生女子800m 585 青木　美空 5 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 山口 山口ＦＳＬ
28 小学生女子800m 517 正本みやび 6 ﾏｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 山口 光スポ少
29 小学生女子800m 623 城山　結妃 6 ｼﾛﾔﾏ ﾕｷ 山口 カツミ陸上
30 小学生女子800m 502 池永　悠莉 6 ｲｹﾅｶﾞ ﾕｳﾘ 山口 JAC岩国
31 小学生女子800m 573 村田　陽奈 6 ﾑﾗﾀ　ﾊﾙﾅ 山口 コウビン陸
32 小学生女子800m 531 玉本　莉子 5 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 山口 下松東陽ク
33 小学生女子800m 532 森重　心結 6 ﾓﾘｼｹﾞ ﾐﾕ 山口 下松東陽ク
34 小学生女子800m 518 川口　瞬浬 5 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ 山口 光スポ少
35 小学生女子800m 608 岡田　桃佳 5 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 山口 AC小野田
36 小学生女子800m 546 岡田　姫花 5 ｵｶﾀﾞ ﾋﾒｶ 山口 徳山コネット
37 小学生女子800m 561 金光　璃子 5 ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ 山口 周陽体振
38 小学生女子800m 624 長津　桜空 6 ﾅｶﾞﾂ ｻｸﾗ 山口 カツミ陸上
39 小学生女子800m 509 下畑　有莉沙 6 ｼﾓﾊﾀ ｱﾘｻ 山口 平生陸スポ
40 小学生女子800m 599 古重　笑愛 6 ﾌﾙｼｹﾞ ｴﾅ 山口 藤山陸上
41 小学生女子800m 516 温品　晴 5 ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 山口 光スポ少
42 小学生女子800m 579 西川　結衣 6 ﾆｼｶﾜ ﾕｲ 山口 山口陸スポ
43 小学生女子800m 628 真崎　ひまり 6 ﾏｻｷ ﾋﾏﾘ 山口 ふくっ子
44 小学生女子800m 606 大内　理愛 6 ｵｵｳﾁ ﾘﾅ 山口 AC小野田
45 小学生女子800m 629 町田　梓 5 ﾏﾁﾀﾞ ｱｽﾞｻ 山口 ふくっ子
46 小学生女子800m 565 渡辺　紅李 6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 山口 新南陽陸上
47 小学生女子800m 636 岡山　奈央 6 ｵｶﾔﾏ ﾅｵ 山口 山の田陸スポ
48 小学生女子800m 640 栢　芽生 5 ｶﾔ ﾒｲ 山口 長門陸上
49 小学生女子800m 611 中嶋　菜月 5 ﾅｶｼﾏ ﾅﾂｷ 山口 美祢陸スポ
50 小学生女子800m 564 青木　美嘉 6 ｱｵｷ ﾐｶ 山口 新南陽陸上
51 小学生女子800m 603 長尾　柚葉 6 ﾅｶﾞｵ ﾕｽﾞﾊ 山口 山陽レッツ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 小学生女子4X100mR シュエット　 山口 シュエット　
2 小学生女子4X100mR 豊浦陸上A 山口 豊浦陸上
3 小学生女子4X100mR 久米陸スポ 山口 久米陸スポ
4 小学生女子4X100mR 周陽体振 山口 周陽体振
5 小学生女子4X100mR 光スポ少A 山口 光スポ少
6 小学生女子4X100mR 藤山陸上 山口 藤山陸上
7 小学生女子4X100mR 萩陸スポ 山口 萩陸スポ
8 小学生女子4X100mR 周南ＪＡＣ 山口 周南ＪＡＣ
9 小学生女子4X100mR 油谷陸スタ 山口 油谷陸スタ
10 小学生女子4X100mR 徳山コネットA 山口 徳山コネット
11 小学生女子4X100mR 山陽レッツ 山口 山陽レッツ
12 小学生女子4X100mR 長門陸上A 山口 長門陸上
13 小学生女子4X100mR 山口陸スポB 山口 山口陸スポ
14 小学生女子4X100mR 光スポ少C 山口 光スポ少
15 小学生女子4X100mR 小郡陸上少 山口 小郡陸上少
16 小学生女子4X100mR 山口ＦＳＬ 山口 山口ＦＳＬ
17 小学生女子4X100mR コウビン陸 山口 コウビン陸
18 小学生女子4X100mR 山口陸スポA 山口 山口陸スポ
19 小学生女子4X100mR 豊浦陸上B 山口 豊浦陸上
20 小学生女子4X100mR JAC岩国 山口 JAC岩国
21 小学生女子4X100mR ふくっ子A 山口 ふくっ子
22 小学生女子4X100mR 長門陸上B 山口 長門陸上
23 小学生女子4X100mR 光スポ少B 山口 光スポ少
24 小学生女子4X100mR ふくっ子B 山口 ふくっ子
25 小学生女子4X100mR AC小野田 山口 AC小野田
26 小学生女子4X100mR 徳山コネットB 山口 徳山コネット
27 小学生女子4X100mR 奇兵隊 山口 奇兵隊
28 小学生女子4X100mR カツミ陸上 山口 カツミ陸上
1 小学生女子走幅跳 543 松田　芽衣 6 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 山口 久米陸スポ
2 小学生女子走幅跳 632 利重　陽香 6 ﾄｼｼｹﾞ ﾊﾙｶ 山口 ふくっ子
3 小学生女子走幅跳 562 白井　千尋 6 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 山口 周陽体振
4 小学生女子走幅跳 503 国清　怜那 6 ｸﾆｷﾖ ﾚｲﾅ 山口 JAC岩国
5 小学生女子走幅跳 631 山口　七愛 6 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 山口 ふくっ子
6 小学生女子走幅跳 645 平川　菜々美 6 ﾋﾗｶﾜ ﾅﾅﾐ 山口 油谷陸スタ
7 小学生女子走幅跳 619 田口　歩純 6 ﾀｸﾞﾁ ｱｽﾞﾐ 山口 豊浦陸上
8 小学生女子走幅跳 587 阪本　明希 6 ｻｶﾓﾄ ｱｷ 山口 山口ＦＳＬ
9 小学生女子走幅跳 588 松永　梨乃 6 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾉ 山口 山口ＦＳＬ
10 小学生女子走幅跳 533 形部　かおり 6 ｷﾞｮｳﾌﾞ ｶｵﾘ 山口 下松東陽ク
11 小学生女子走幅跳 542 樫部　茉鈴 5 ｶｼﾍﾞ ﾏﾘﾝ 山口 久米陸スポ
12 小学生女子走幅跳 504 野島　夕鈴 6 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 山口 JAC岩国
13 小学生女子走幅跳 570 深野　あいら 6 ﾌｶﾉ ｱｲﾗ 山口 防府陸スポ
14 小学生女子走幅跳 569 山田　莉音菜 6 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 山口 防府陸スポ


