
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

監督 滝本　千晶 ﾀｷﾓﾄ ﾁｱｷ

指導者 藤村　勝江 ﾌｼﾞﾑﾗ　ｶﾂｴ

指導者 窪田美津子 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂｺ

指導者 柳橋　敏雄 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾄｼｵ

支援コーチ 山村　　修 ﾔﾏﾑﾗ　ｵｻﾑ

支援コーチ 高松　勇輝 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｷ

支援コーチ 山田　　光 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ

支援コーチ 長谷川良英 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 伊勢 稜平 ｲｾ ﾘｮｳﾍｲ 6 TEAM北斗浜分 TEAMホクトハマワケ

男子4×100ｍR 小川 俊 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ 6 TEAM北斗浜分 TEAMホクトハマワケ

男子4×100ｍR 小澤 斗維 ｵｻﾞﾜ ﾄｳｲ 6 TEAM北斗浜分 TEAMホクトハマワケ

男子4×100ｍR 増川 海斗 ﾏｽｶﾜ ｶｲﾄ 6 TEAM北斗浜分 TEAMホクトハマワケ

男子4×100ｍR 後藤 來 ｺﾞﾄｳ ﾗｲ 6 TEAM北斗浜分 TEAMホクトハマワケ

男子5年100m 舛田 快理 ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾘ 5 MJAC MJAC

男子6年100m 福村 優大 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ 6 千歳陸上少年団 チトセリクジョウショウネンダン

男子80mH 三宅 快晴 ﾐﾔｹ ｶｲｾｲ 6 十勝陸上クラブ トカチリクジョウクラブ

男子走高跳 石谷 優介 ｲｼﾔ ﾕｳｽｹ 6 岩内陸上少年団 イワナイリクジョウショウネンダン

男子走幅跳 中瀬 遥 ﾅｶｾ ﾖｳ 6 旭川AC アサヒカワAC

男子ジャベリックボール投 五十嵐 陽翔 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾄ 6 深川陸上クラブ フカガワリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 中谷 玲唯 ﾅｶﾔ ﾚｲ 6 函館CRS ハコダテCRS

女子4×100ｍR 東 紗代 ｱｽﾞﾏ ｻﾖ 6 函館CRS ハコダテCRS

女子4×100ｍR 土谷 花織 ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 6 函館CRS ハコダテCRS

女子4×100ｍR 山田 愛咲 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾗ 6 函館CRS ハコダテCRS

女子4×100ｍR 田端 杏 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾝ 6 函館CRS ハコダテCRS

女子5年100m 丸山 彩華 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 5 北斗谷川陸上部 ホクトタニカワリクジョウブ

女子6年100m 瀧澤 寧音 ﾀｷｻﾞﾜ ﾈﾈ 6 厚沢部AC アッサブAC

女子80mH 高松 夢芽 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒ 6 NASS NASS

女子走高跳 山崎 桜 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 6 森小陸上クラブ モリショウリクジョウクラブ

女子走幅跳 坂下 琉菜 ｻｶｼﾀ ﾙﾅ 6 札幌手稲鉄北小 サッポロテイネテツキタショウ

女子ジャベリックボール投 白土 春花 ｼﾗﾄ ﾊﾙｶ 6 北美原陸上ｸﾗﾌﾞ キタミハラリクジョウクラブ



青森 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 三上　朋子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ

指導者 山谷　優 ﾔﾏﾔ ﾏｻﾙ

指導者 鈴木　功也 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ

指導者 高樋　菜那 ﾀｶﾋ ﾅﾅ

支援コーチ 須々田　孝聖 ｽｽﾀ ｺｳｾｲ

支援コーチ 澤田　博伸 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

支援コーチ 工藤　淳 ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ

支援コーチ 今　和香子 ｺﾝ ﾜｶｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 山中 歩 ﾔﾏﾅｶ ｱﾕﾑ 6 大鰐ｸﾗﾌﾞ オオワニクラブ

男子4×100ｍR 井上 佳亮 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 5 大鰐ｸﾗﾌﾞ オオワニクラブ

男子4×100ｍR 山口 悠太郞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 6 大鰐ｸﾗﾌﾞ オオワニクラブ

男子4×100ｍR 山口 直太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾀﾛｳ 6 大鰐ｸﾗﾌﾞ オオワニクラブ

男子4×100ｍR 外崎 仁聖 ﾄﾉｻｷ ｼﾞﾝｾｲ 6 大鰐ｸﾗﾌﾞ オオワニクラブ

男子5年100m 石澤 龍弥 ｲｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 5 いずみクラブ ｲｽﾞﾐｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 鈴木 力 ｽｽﾞｷ ﾘｷ 6 中里ジュニアｸﾗﾌﾞ ﾅｶｻﾄｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

男子80mH 上平 侑摩 ｶﾐﾀｲ ﾕｳﾏ 6 大蛇ｸﾗﾌﾞ ｵｵｼﾞｬｸﾗﾌﾞ

男子走高跳 福士 凜樹 ﾌｸｼ ﾘｸ 6 豊田陸上ｸﾗﾌﾞ トヨタリクジョウクラブ

男子走幅跳 原田 澄音 ﾊﾗﾀﾞ ｽﾐﾄ 6 鶴田小学校 ツルタショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 小松 雄介 ｺﾏﾂ ﾕｳｽｹ 6 赤保内ｸﾗﾌﾞ アカボナイクラブ

女子4×100ｍR 今井 きら ｲﾏｲ ｷﾗ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ

女子4×100ｍR 小山内 優 ｵｻﾅｲ ﾕｳ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ

女子4×100ｍR 中嶋 璃果 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｶ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ

女子4×100ｍR 佐々木 実花 ｻｻｷ ﾐｶ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ

女子4×100ｍR 外川 夢唯 ｿﾄｶﾜ ﾕｲ 6 平川クラブ ヒラカワクラブ

女子5年100m 木村 アン菖ネッエカ ｷﾑﾗ ｱﾝｱﾔﾒﾈｯｴｶ 5 百石陸上スポーツ少年団 モモイシリクジョウスポーツショウネンダン

女子6年100m 伊瀬谷 茜 ｲｾﾔ ｱｶﾈ 6 筒井小学校 ツツイショウガッコウ

女子80mH 松橋 怜奈 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲﾅ 6 車力クラブ ｼｬﾘｷｸﾗﾌﾞ

女子走高跳 田澤 凜 ﾀｻﾞﾜ ﾘﾝ 6 藤崎陸上クラブ フジサキリクジョウクラブ

女子走幅跳 木村 咲愛 ｷﾑﾗ ｻｴ 6 藤崎陸上クラブ フジサキリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 成田 和央 ﾅﾘﾀ ｶｵ 6 開知スポーツ少年団 カイチスポーツショウネンダン



岩手 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

総監督 山内　弘文 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ

指導者 阿部　丈二 ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

指導者 佐藤　庄示 ｻﾄｳ ｼｮｳｼﾞ

指導者 阿部　里美 ｱﾍﾞ ｻﾄﾐ

支援コーチ 照井　太郎 ﾃﾙｲ ﾀﾛｳ

支援コーチ 三浦　正弘 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ

支援コーチ 伊藤　　拓 ｲﾄｳ ﾀｸ

支援コーチ 松橋　詞子 ﾏﾂﾊｼ ﾉﾘｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 武田 空久 タケダ ソラク 6 奥州アスリートクラブ オウシュウアスリートクラブ

男子4×100ｍR 柳生 政樹 ヤギュウ マサキ 6 奥州アスリートクラブ オウシュウアスリートクラブ

男子4×100ｍR 松本 虎二 ﾏﾂﾓﾄ トラジ 6 奥州アスリートクラブ オウシュウアスリートクラブ

男子4×100ｍR 渡邊 聖奈 ワタナベ セナ 6 奥州アスリートクラブ オウシュウアスリートクラブ

男子4×100ｍR 藤原 裕己 ﾌｼﾞﾜﾗ ユウキ 6 奥州アスリートクラブ オウシュウアスリートクラブ

男子5年100m 大橋 修 ｵｵﾊｼ ｼｭｳ 5 遠野北小学校 トオノキタショウガッコウ

男子6年100m 菊池 優空 ｷｸﾁ ﾕﾗ 6 遠野北小学校 トオノキタショウガッコウ

男子80mH 吉田 有槻 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 6 陸上塾ＡＣ リクジョウジュクＡＣ

男子走高跳 小野寺 玲穏 ｵﾉﾃﾞﾗ レオン 6 千厩クラブ センマヤクラブ

男子走幅跳 藤森 慧悟 ﾌｼﾞﾈ ｹｲｺﾞ 6 花巻AＣjr． ハナマキAＣjr．

男子ジャベリックボール投 新沼 琉真 ﾆｲﾇﾏ ﾘｮｳﾏ 6 盛小学校 サカリショウガッコウ

女子4×100ｍR 鶴田 紗久來 ﾂﾙﾀ ｻｸﾗ 6 盛岡KTC モリオカKTC

女子4×100ｍR 坂本 優羽 ｻｶﾓﾄ ユウワ 6 盛岡KTC モリオカKTC

女子4×100ｍR 多田 心春 タダ ﾐﾊﾙ 6 盛岡KTC モリオカKTC

女子4×100ｍR 六串 海遥 ﾑｸｼ ﾐﾊﾙ 6 盛岡KTC モリオカKTC

女子4×100ｍR 照井 聖 ﾃﾙｲ ﾋｼﾞﾘ 6 盛岡KTC モリオカKTC

女子5年100m 福崎 愛華 ﾌｸｻﾞｷ ﾏﾅｶ 5 盛岡ＫＴＣ モリオカＫＴＣ

女子6年100m 矢羽々 苺 ﾔﾊﾊﾞ ﾏｲ 6 ＹＲＣ ＹＲＣ

女子80mH 田中 七海 ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 6 陸上塾ＡＣ リクジョウジュクＡＣ

女子走高跳 小網 由華 ｺｱﾐ ﾕｳｶ 6 陸上塾ＡＣ リクジョウジュクＡＣ

女子走幅跳 舩木 陽向 ﾌﾅｷ ﾋﾅﾀ 6 陸上塾ＡＣ リクジョウジュクＡＣ

女子ジャベリックボール投 佐藤 優奈 ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 6 萩荘小 ハギショウショウ



宮城 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 松本　治 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ

指導者 松本　浩人 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

指導者 伊東　良太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

指導者 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ

支援コーチ 佐藤　善典 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

支援コーチ 草間　進 ｸｻﾏ ｽｽﾑ

支援コーチ 渡辺　純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ

支援コーチ 冨田　茂子 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 手塚 恭右 ﾃﾂﾞｶ ｷｮｳｺﾞ 6 角田クラブ カクダクラブ

男子4×100ｍR 八島 直毅 ﾔｼﾏ ﾅｵｷ 6 角田クラブ カクダクラブ

男子4×100ｍR 新屋 大智 ｼﾝﾔ ﾀﾞｲﾁ 6 角田クラブ カクダクラブ

男子4×100ｍR 佐藤 渚哉 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ 6 角田クラブ カクダクラブ

男子4×100ｍR   

男子5年100m 伊東 湊隼 ｲﾄｳ ｿｳﾄ 5 築館小学校 ツキダテショウガッコウ

男子6年100m 山木 太智 ﾔﾏｷ ﾀｲﾁ 6 亘理小学校 ワタリショウガッコウ

男子80mH 佐々木 琉偉 ｻｻｷ ﾙｲ 6 南方小学校 ミナミカタショウガッコウ

男子走高跳 相馬 陽斗 ｿｳﾏ ﾊﾙﾄ 6 志波姫小学校 シワヒメショウガッコウ

男子走幅跳 武田 翔真 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 6 菅谷台小学校 スガヤダイショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 近藤 龍希 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 6 増田西小学校 マスダニシショウガッコウ

女子4×100ｍR 吉野 心優 ﾖｼﾉ ﾐﾕ 6 仙台陸上俱楽部 センダイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 佐藤 結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 6 仙台陸上俱楽部 センダイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 横澤 日菜 ﾖｺｻﾜ ﾋﾅ 6 仙台陸上俱楽部 センダイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 布屋 希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 6 仙台陸上俱楽部 センダイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 三塚 佑奈 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾕﾅ 6 仙台陸上俱楽部 センダイリクジョウクラブ

女子5年100m 山本 麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 5 柳生小学校 ヤナギウショウガッコウ

女子6年100m 菅原 凛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝ 6 九条小学校 クジョウショウガッコウ

女子80mH 安藤 せれな ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾚﾅ 6 白石ｼﾞｭﾆｱＴＦＣ シロイシジュニアティーエフシー

女子走高跳 山根 希乃風 ﾔﾏﾈ ﾉﾉｶ 6 白百合ＡＣ シラユリエーシー

女子走幅跳 鈴木 琴音 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾈ 6 白石ｼﾞｭﾆｱＴＦＣ シロイシジュニアティーエフシー

女子ジャベリックボール投 阿部 楓 ｱﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 6 利府第二小学校 リフダイニショウガッコウ



秋田 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

指導者 鈴木　由佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ

指導者 泉谷　徹 ｲｽﾞﾐﾔ ﾄｵﾙ

指導者 佐々木　淳美 ｻｻｷ ｱﾂﾐ

支援コーチ 出口　和嘉　 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ

支援コーチ 黒澤　隆紀 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾉﾘ

支援コーチ 三浦　敬樹 ﾐｳﾗ ｹｲｷ

支援コーチ 瀬田川　奈津子 ｾﾀｶﾞﾜ ﾅﾂｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 鎌田 颯晟 ｶﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

男子4×100ｍR 畠山 一皐 ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｯｻ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

男子4×100ｍR 宮野 新大 ﾐﾔﾉ ｱﾗﾀ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

男子4×100ｍR 佐藤 将 ｻﾄｳ ｼｮｳ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

男子4×100ｍR 村元 優 ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

男子5年100m 照井 昇太朗 ﾃﾙｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 5 チーム旭 チームアサヒ

男子6年100m 堀田 龍 ﾎﾘﾀ ﾘｭｳ 6 協和小学校 キョウワショウガッコウ

男子80mH 大場 樹吹 ｵｵﾊﾞ ｲﾌﾞｷ 6 横手北小学校 ヨコテキタショウガッコウ

男子走高跳 柴田 息吹 ｼﾊﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 6 横手南アスリート ヨコテミナミアスリート

男子走幅跳 今田 海 ｺﾝﾀﾞ ｶｲ 6 協和小学校 キョウワショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 眞坂 東空 ﾏｻｶ ﾄｳｸｳ 6 鳥海小学校 チョウカイショウガッコウ

女子4×100ｍR 朝香 杏菜 ｱｻｶ ｱﾝﾅ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

女子4×100ｍR 伊藤 柑奈 イトウ ｶﾝﾅ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

女子4×100ｍR 渋谷 天音 シブヤ ｱﾏﾈ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

女子4×100ｍR 平野内 希和 ﾋﾗﾉｳﾁ ﾏﾔ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

女子4×100ｍR 髙橋 美澪 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 6 ＪＡＣ－Ａ ジャックエー

女子5年100m 岡本 花 ｵｶﾓﾄ ﾊﾅ 5 秋田ベーシックＴＣ アキタベーシックティーシー

女子6年100m 山内 暖姫 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙｷ 6 桂城アスリートクラブ ケイジョウアスリートクラブ

女子80mH 加藤 霞 ｶﾄｳ ｶｽﾐ 6 追分ＲＣ オイワケアールシー

女子走高跳 仙北谷 ハンナ ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾊﾝﾅ 6 横手南アスリート ヨコテミナミアスリート

女子走幅跳 戸舘 佳子 ﾄﾀﾞﾃ ｶｺ 6 八幡平小陸上部 ハチマンタイショウリクジョウブ

女子ジャベリックボール投 柴田 優衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 6 鶴舞小学校 ツルマイショウガッコウ



山形 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 志藤　晃一 シトウ　コウイチ

指導者 畠中　雄紀 ハタナカ ユウキ

指導者 高橋　久美 タカハシ　クミ

指導者 武田　梨沙 タケダ　リサ

支援コーチ 結城　康平 ユウキ　コウヘイ

支援コーチ 後藤　良 ゴトウ　リョウ

支援コーチ 高橋　恵人 タカハシ ケイト

支援コーチ 田宮　悠 タミヤ ユウ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

男子4×100ｍR 齋藤 礼於 ｻｲﾄｳ ﾚｵ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

男子4×100ｍR 小野 滉平 ｵﾉ ｺｳﾍｲ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

男子4×100ｍR 齋藤 葵 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

男子4×100ｍR 五十嵐 優成 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ 5 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

男子5年100m 岸 健人 ｷｼ ｹﾝﾄ 5 村山市立楯岡小学校 ムラヤマシリツタテオカショウガッコウ

男子6年100m 押井 快斗 ｵｼｲ ｶｲﾄ 6 村山市立楯岡小学校 ムラヤマシリツタテオカショウガッコウ

男子80mH 西塚 羚桜 ﾆｼﾂﾞｶ ﾚｵ 6 尾花沢市立尾花沢小学校 オバナザワシリツオバナザワショウガッコウ

男子走高跳 萩生田 康永 ﾊｷﾞｳﾀﾞ ｺｳｴｲ 6 上山市立上山小学校 カミノヤマシリツカミノヤマショウガッコウ

男子走幅跳 小関 健矢 ｺｾｷ ｹﾝﾔ 6 東根市立大森小学校 ヒガシネシリツオオモリショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 本間 丈斗 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾄ 6 鶴岡市立朝暘第一小学校 ツルオカシリツチョウヨウダイイチショウガッコウ

女子4×100ｍR 柏倉 四季 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ 6 中山町立長崎小学校 ナカヤマチョウリツナガサキショウガッコウ

女子4×100ｍR 黒沼 瑚子 ｸﾛﾇﾏ ｺｺ 6 中山町立長崎小学校 ナカヤマチョウリツナガサキショウガッコウ

女子4×100ｍR 庄司 彩音 ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾈ 6 中山町立長崎小学校 ナカヤマチョウリツナガサキショウガッコウ

女子4×100ｍR 和田 莉里花 ﾜﾀﾞ ﾘﾘｶ 6 中山町立長崎小学校 ナカヤマチョウリツナガサキショウガッコウ

女子4×100ｍR 柏倉 詩音 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｵﾝ 6 中山町立長崎小学校 ナカヤマチョウリツナガサキショウガッコウ

女子5年100m 佐藤 美咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 5 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

女子6年100m 門田 逢 ｶﾄﾞﾀ ｱｲ 6 ＳＲＫジュニアクラブ エスアールケイジュニアクラブ

女子80mH 和田 雫 ﾜﾀﾞ ｼｽﾞｸ 6 鶴岡市立朝暘第四小学校 ツルオカシリツチョウヨウダイヨンショウガッコウ

女子走高跳 板垣 亜弥乃 ｲﾀｶﾞｷ ｱﾔﾉ 6 村山市立西郷小学校 ムラヤマシリツニシゴウショウガッコウ

女子走幅跳 島扇 海生 ｼﾏｵｵｷﾞ ｳﾐ 6 米沢市立北部小学校 ヨネザワシリツホクブショウガッコウ

女子ジャベリックボール投 半田 朱 ﾊﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 6 山形市立南山形小学校 ヤマガタシリツミナミヤマガタショウガッコウ



福島 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 大槻　さおり ｵｵﾂｷ ｻｵﾘ

指導者 戸井田　修 ﾄｲﾀﾞ ｵｻﾑ

指導者 角田　智之 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

指導者 安田　篤史 ﾔｽﾀ ｱﾂｼ

支援コーチ 小松健二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ

支援コーチ 大竹英明 ｵｵﾀｹ ﾋﾃﾞｱｷ

支援コーチ 山下嘉寿夫 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 

支援コーチ 鈴木　聡 スズキ サトシ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 齋藤 優生 サイトウ  ユウキ 6 城南 ジョウナン

男子4×100ｍR 望月 世羅 ﾓﾁﾂﾞｷ ｾﾗ 6 城南 ジョウナン

男子4×100ｍR 山本 楓真 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾏ 6 城南 ジョウナン

男子4×100ｍR 高橋 那茅 ﾀｶﾊｼ ﾅﾁ 6 城南 ジョウナン

男子4×100ｍR なし  

男子5年100m 小椋 崚 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳ 5 小金井 コガネイ

男子6年100m 髙野 快 ﾀｶﾉ ｶｲ 6 原町三小 ハラマチサンショウ

男子80mH 佐々木 実来 ササキ ﾐﾗｲ 6 植田ＡＣ ウエダＡＣ

男子走高跳 ｽｽﾞｷ ﾄｳﾀ 6 小山田 オヤマダ

男子走幅跳 大石田 斗大 ｵｵｲｼﾀﾞ ｿﾗ 6 御木沢 オギサワ

男子ジャベリックボール投 小川 友己 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 6 稲田陸上クラブ イナダリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 齋藤 未優 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｳ 6 原一けやき ハライチケヤキ

女子4×100ｍR 関 みめい ｾｷ ﾐﾒｲ 6 原一けやき ハライチケヤキ

女子4×100ｍR 紺野 陽菜 ｺﾝﾉ ﾋﾅ 6 原一けやき ハライチケヤキ

女子4×100ｍR 後藤 美羽 ゴトウ ﾐｳ 6 原一けやき ハライチケヤキ

女子4×100ｍR 大杉 杏奈 オオスギ アンナ 6 原一けやき ハライチケヤキ

女子5年100m 吉田 紅芭 ﾖｼﾀﾞ ｸﾚﾊ 5 鏡石第一 カガミイシダイイチ

女子6年100m 坂部 涼々子 ｻｶﾍﾞ  ｽｽﾞｺ 6 泉陸上 イズミリクジョウ

女子80mH 深谷 彩乃 ﾌｶﾔ ｱﾔﾉ 6 柏城 カシワギ

女子走高跳 高根沢 暖花 タカネザワ ﾉﾉ 6 熊倉 クマクラ

女子走幅跳 二瓶 希帆 ﾆﾍｲ ｷﾎ 6 福島大ＴＣ フクシマダイＴＣ

女子ジャベリックボール投 海野 輝夏 ｳﾐﾉ ﾃﾙｶ 6 城西 ジョウサイ



茨城 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 柏崎　勝美 カシワザキ　カツミ

指導者 岸田　潤一 キシダ　ジュンイチ

指導者 青木　高広 アオキ　タカヒロ

指導者 楠　　朱実 クス　アケミ

支援コーチ 舘崎　智義 タテザキ　トモヨシ

支援コーチ 根本　勝行 ネモト　カツユキ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 関口 絆音 セキグチ ハオン 6 大田小学校 オオタショウガッコウ

男子4×100ｍR 佐藤 翔英 サトウ ショウエイ 6 大田小学校 オオタショウガッコウ

男子4×100ｍR 加藤 駿之介 カトウ シュンノスケ 6 大田小学校 オオタショウガッコウ

男子4×100ｍR 渡邉 颯希 ワタナベ サツキ 6 大田小学校 オオタショウガッコウ

男子4×100ｍR 磯 怜恩 イソ レオン 6 大田小学校 オオタショウガッコウ

男子5年100m 星 優輝 ホシ ユウキ 5 いなしきＡ・Ｉクラブ イナシキアイクラブ

男子6年100m 告 星思流 ツゲ セシル 6 高道祖小学校 タカサイショウガッコウ

男子80mH 長谷川 玄 ハセガワ ゲン 6 小見川陸上クラブ オミガワリクジョウクラブ

男子走高跳 山本 勘太郎 ヤマモト カンタロウ 6 城南小学校 ジョウナンショウガッコウ

男子走幅跳 池嶋 修平 イケシマ シュウヘイ 6 さかえ陸上クラブ サカエリクジョウクラブ

男子ジャベリックボール投 沼尻 奏人 ヌマジリ カナト 6 上妻小学校 カミツマショウガッコウ

女子4×100ｍR 岡本 紗弥 オカモト サヤ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ

女子4×100ｍR 坂本 愛莉 サカモト アイリ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ

女子4×100ｍR 渡辺 夏心 ワタナベ ナツミ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ

女子4×100ｍR 谷畑 瑠南 ヤハタ ルナ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ

女子4×100ｍR 渡辺 リリカ ワタナベ リリカ 6 アスレッコクラブ アスレッコクラブ

女子5年100m 谷中 葵 ヤナカ アオイ 5 テイーエスエー テイーエスエー

女子6年100m 今橋 あおい イマハシ アオイ 6 日立陸上クラブ ヒタチリクジョウクラブ

女子80mH 興野 愛理 キョウノ アイリ 6 里美小学校 サトミショウガッコウ

女子走高跳 稲箸 柑南 イナハシ カンナ 6 いなしきＡ・Ｉクラブ イナシキアイクラブ

女子走幅跳 黒田 望華 クロダ モカ 6 いなしきＡ・Ｉクラブ イナシキアイクラブ

女子ジャベリックボール投 笠倉 美咲 カサクラ ミサキ 6 石下小学校 イシゲショウガッコウ



栃木 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 小松　光博 ｺﾏﾂ ﾐﾂﾋﾛ

指導者 墨野倉　泰宏 ｽﾐﾉｸﾗ ﾔｽﾋﾛ

指導者 八城　佳 ﾔｼﾛ ｹｲ

指導者 田澤　咲絵 ﾀｻﾞﾜ ｻｷｴ

支援コーチ 福井　泰佑 ﾌｸｲ ﾀｲｽｹ

支援コーチ 鈴木　紀貴 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾀｶ

支援コーチ 石塚　亜友美 ｲｼﾂﾞｶ ｱﾕﾐ

支援コーチ 小島　悠太 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 川口 柊斗 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 6 那須陸上クラブ ナスリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 糸数 昌穂 ｲﾄｶｽﾞ ｱｷﾎ 6 那須陸上クラブ ナスリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 畠田 隼佑 ﾊﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 6 那須陸上クラブ ナスリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 清水 尚 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 6 那須陸上クラブ ナスリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 山本 新太 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ 6 那須陸上クラブ ナスリクジョウクラブ

男子5年100m 青山 響生 ｱｵﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 5 さくら市陸上ｸﾗﾌﾞ サクラシリクジョウクラブ

男子6年100m 小竹 知恩 ｺﾀｹ ｼｵﾝ 6 佐野SAC サノSAC

男子80mH 大島 葵斗 ｵｵｼﾏ ｱｵﾄ 6 馬頭東小学校 バトウヒガシショウガッコウ

男子走高跳 秋山 幸輝 ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 6 茂木小学校 モテギショウガッコウ

男子走幅跳 篠原 紀啓 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 6 コウロクJr. コウロクJr.

男子ジャベリックボール投 髙橋 祐士郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 6 益子小学校 マシコショウガッコウ

女子4×100ｍR 鶴見 妃菜 ﾂﾙﾐ ﾋﾅ 6 TOJ TOJ

女子4×100ｍR 小林 虹羽 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾈ 6 TOJ TOJ

女子4×100ｍR 松本 かんな ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝﾅ 6 TOJ TOJ

女子4×100ｍR 菊地 世眞 ｷｸﾁ ﾂｸﾞﾐ 6 TOJ TOJ

女子4×100ｍR 内保 優月 ｳﾁﾎﾞ ﾕﾂﾞｷ 6 TOJ TOJ

女子5年100m 須田 優衣 ｽﾀﾞ ﾕｲ 5 大宮北小学校 オオミヤキタショウガッコウ

女子6年100m 眞見 桜奈 ﾏﾐ ﾊﾙﾅ 6 那須塩原Jr.陸上 ナスシオバラJr.リクジョウ

女子80mH 樋山 凛花 ﾋﾔﾏ ﾘﾝｶ 6 大宮北小学校 オオミヤキタショウガッコウ

女子走高跳 熊木 夢那 ｸﾏｷ ﾕﾅ 6 物部小学校 モノベショウガッコウ

女子走幅跳 羽子田 桃果 ﾊﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ 6 久下田小学校 クゲタショウガッコウ

女子ジャベリックボール投 石川 華音 ｲｼｶﾜ ｶﾉﾝ 5 大内中央小学校 オオウチチュウオウショウガッコウ



群馬 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 関上　尚史 ｾｷｶﾞﾐ ﾋｻｼ

指導者 清水　雅文 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾌﾐ

指導者 小板橋　睦子 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾁｶｺ

指導者 寺井　和明 ﾃﾗｲ ｶｽﾞｱｷ

支援コーチ 青木　由香里 ｱｵｷ ﾕｶﾘ

支援コーチ 清水　尭之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ

支援コーチ 轟　優介 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ

支援コーチ 深澤　のり子 ﾌｶｻﾜ ﾉﾘｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 渡辺 諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

男子4×100ｍR 佐野 翔哉 ｻﾉ ｼｮｳﾔ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

男子4×100ｍR 諸田 侑祗 ﾓﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

男子4×100ｍR 加藤 風我 ｶﾄｳ ﾌｳｶﾞ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

男子4×100ｍR 古山 閏埜 ﾌﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

男子5年100m 永田 詩音 ﾅｶﾞﾀ ｼｵﾝ 5 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

男子6年100m 小林 洸稀 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 6 吾妻榛嶺クラブ アガツマシンレイクラブ

男子80mH 高橋 一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 6 渋川陸上競技クラブ シブカワリクジョウキョウギクラブ

男子走高跳 柳田 康成 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ 6 渋川陸上競技クラブ シブカワリクジョウキョウギクラブ

男子走幅跳 前田 晶 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 6 渋川陸上競技クラブ シブカワリクジョウキョウギクラブ

男子ジャベリックボール投 小見 崇真 ｵﾐ ｼｭｳﾏ 6 渋川陸上競技クラブ シブカワリクジョウキョウギクラブ

女子4×100ｍR 牛込 茉結 ｳｼｺﾞﾒ ﾏﾕ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

女子4×100ｍR 久保 亜月 ｸﾎﾞ ｱｷﾂﾞｷ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

女子4×100ｍR 野嶋 菜々美 ﾉｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

女子4×100ｍR 新地 史奈 ｼﾝﾁ ﾌﾐﾅ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

女子4×100ｍR 河津 麻美子 ｶﾜﾂﾞ ﾏﾐｺ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

女子5年100m 小田島 美恩 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾐｵﾝ 5 安中市陸上競技協会 アンナカシリクジョウキョウギキョウカイ

女子6年100m 小林 万佑子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ

女子80mH 門倉 由依 ｶﾄﾞｸﾗ ﾕｲ 6 高崎市陸上競技協会 タカサキシリクジョウキョウギキョウカイ

女子走高跳 町田 凛子 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｺ 6 前橋市陸上競技協会 マエバシシリクジョウキョウギキョウカイ

女子走幅跳 岡田 陽奈 ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 6 伊勢崎市陸上競技クラブ イセサキシリクジョウキョウギクラブ

女子ジャベリックボール投 澤田 珠奈 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾅ 6 館林陸上競技クラブ タテバヤシリクジョウキョウギクラブ



埼玉 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 松本　清 マツモト ｷﾖｼ

指導者 今井　一寿 イマイ ｶｽﾞﾄｼ

指導者 髙橋　俊一 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｲﾁ

指導者 池田　真友子 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕｺ

支援コーチ 森崎　渉 ﾓﾘｻｷ ﾜﾀﾙ

支援コーチ 村山　健児 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

支援コーチ 石嶋　史弥 ｲｼｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ

支援コーチ 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 高沼 幸太 タカヌマ ｺｳﾀ 6 RUN.ｊｐ ランドットジェーピー

男子4×100ｍR 水上 颯介 ミズカミ ｿｳｽｹ 6 RUN.ｊｐ ランドットジェーピー

男子4×100ｍR 長谷川 凌大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 6 RUN.ｊｐ ランドットジェーピー

男子4×100ｍR 若林 大和 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 6 RUN.ｊｐ ランドットジェーピー

男子4×100ｍR 赤田 結理 ｱｶﾀﾞ ﾕｳﾘ 5 RUN.ｊｐ ランドットジェーピー

男子5年100m 桜井 礼大 ｻｸﾗｲ ﾚｵ 5 しらこばと陸上クラブ シラコバトリクジョウクラブ

男子6年100m 小田 暖士 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 6 埼玉陸上競技協会 サイタマリクジョウキョウギキョウカイ

男子80mH 杉浦 雅人 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾄ 6 プラチナキッズAC プラチナキッズエーシー

男子走高跳 清水 情太郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 6 上尾ジュニア アゲオジュニア

男子走幅跳 千田 怜明 ﾁﾀﾞ サトアキ 6 所沢走学校 トコロザワソウガッコウ

男子ジャベリックボール投 影山 光人 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾂﾄ 6 牛島小学校 ウシジマショウガッコウ

女子4×100ｍR 高須 望華 ﾀｶｽ モカ 6 三郷クラブ ミサトクラブ

女子4×100ｍR 武石 美優 ﾀｹｲｼ ﾐﾕｳ 6 三郷クラブ ミサトクラブ

女子4×100ｍR 山﨑 沙和 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾜ 6 三郷クラブ ミサトクラブ

女子4×100ｍR 近藤 いおん ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ 6 三郷クラブ ミサトクラブ

女子4×100ｍR 保坂 由奈 ﾎｻｶ ﾕﾅ 6 三郷クラブ ミサトクラブ

女子5年100m 渡辺 幸穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 5 RUN.ｊｐ ランドットジェーピー

女子6年100m 香川 恵愛シポーラハヴィリ ｶｶﾞﾜ メアシポーラハヴィリ 6 プラチナキッズAC プラチナキッズエーシー

女子80mH ワジェロ リサ ワジェロ リサ 6 上尾ジュニア アゲオジュニア

女子走高跳 青木 萌佳 アオキ ﾓｴｶ 6 岩槻アスレチッククラブ イワツキアスレチッククラブ

女子走幅跳 関川 莉良 セキカワ ﾘﾅ 6 上尾ジュニア アゲオジュニア

女子ジャベリックボール投 松永 成美 マツナガ ナルミ 6 久喜友誠館 クキユウセイカン



千葉 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 宮野　篤 ミヤノ アツシ

指導者 横田　美紗子 ﾖｺﾀ ﾐｻｺ

指導者 牧口　真也 ﾏｷｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

指導者 大木　成浩 ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ

支援コーチ 大井　玲奈 ｵｵｲ ﾚﾅ

支援コーチ 吉崎　太志 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｲｼ

支援コーチ 加藤　泰史 ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 竹本 磨生 ﾀｹﾓﾄ ﾏｵ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

男子4×100ｍR 岩田 竜虎 ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾄ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

男子4×100ｍR 中島  勇大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

男子4×100ｍR 笹 優輝 ｻｻ ﾕｳｷ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

男子4×100ｍR 青栁　 理仁 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾋﾄ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

男子5年100m 前田 拓輝 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 5 酒々井クラブ シスイクラブ

男子6年100m 栗原 青空 ｸﾘﾊﾗ  ｿﾗ 6 チーム柏 チームカシワ

男子80mH 松本 來斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾗｲﾄ 6 チーム柏 チームカシワ

男子走高跳 髙木 裕太 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 6 昭和小学校 ショウワショウガッコウ

男子走幅跳 四野宮 希歩 ｼﾉﾐﾔ ﾉｱ 6 鰭ヶ崎小陸上部 ヒレガサキショウリクジョウブ

男子ジャベリックボール投 菊池 琉一 ｷｸﾁ ﾘｭｳｲﾁ 6 国分寺台西小学校 コクブンジダイニシショウガッコウ

女子4×100ｍR 小林 卯乃 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾉ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

女子4×100ｍR 宮野原 彩芽 ﾐﾔﾉﾊﾗ ｱﾔﾒ 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デミー

女子4×100ｍR 伊藤 蘭 ｲﾄｳ ﾗﾝ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

女子4×100ｍR 笠野 心結 ｶｻﾉ ﾐﾕｳ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

女子4×100ｍR 石川　愛奈 ｲｼｶﾜ ｱｲﾅ 6 白井アスレチックアカデミー シロイアスレチックアカデミー

女子5年100m 髙橋 結愛 ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 5 ima kids アイマキッズ

女子6年100m 坂本 渚咲 ｻｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 6 野田ジュニア陸上クラブ ノダジュニアリクジョウクラブ

女子80mH 箕輪 彩星 ﾐﾉﾜ ｱﾔｾ 6 ima kids アイマキッズ

女子走高跳 後藤 友奈 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 6 いすみ市立大原小学校 イスミシリツオオハラショウガッコウ

女子走幅跳 長谷川 愛良 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ 5 ima kids アイマキッズ

女子ジャベリックボール投 飯島 瑠菜 ｲｲｼﾞﾏ ﾙﾅ 6 旭市立中央小学校 アサヒシリツチュウオウショウガッコウ



東京 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 貫井　勝之 ﾇｸｲ ﾏｻﾕｷ

指導者 川村  文夫 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ

指導者 尾崎　京子 ｵｻﾞｷ ｷｮｳｺ

指導者 三須　久子 ﾐｽ ﾋｻｺ

支援コーチ 大森　盛一 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞｶｽﾞ

支援コーチ 中野　浩 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

支援コーチ 中島　礼子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲｺ

支援コーチ 小栗　歩 ｵｸﾞﾘ ｱﾕﾐ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 葛西 悠貴 ｶｻｲ ﾕｳｷ 6 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 酒井 優誠 ｻｶｲ  ﾕｳｾｲ 5 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 長沢 璃久 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｸ 6 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 早坂 朋弥 ﾊﾔｻｶ ﾄﾓﾔ 6 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 佐藤 陽星 ｻﾄｳ ﾖｳｾｲ 6 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

男子5年100m 内海 皓太郎 ｳﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 5 SLRC SLRC

男子6年100m 山本 隼暉 ヤマモト ﾊﾔｷ 6 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ スポーツマジック

男子80mH 岸 大翔 キシ ヤマト 6 バディ陸上 バディリクジョウ

男子走高跳 増子 遥斗 ﾏｽｺ ﾊﾙﾄ 6 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

男子走幅跳 窪寺 伶哉 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾚｲﾔ 6 ゆめおりAC ユメオリAC

男子ジャベリックボール投 中西 巧 ナカニシ ﾀｸﾐ 6 白金クラブ シロカネクラブ

女子4×100ｍR 倉持 希海 クラモチ ﾉﾉﾐ 6 府中AC フチュウAC

女子4×100ｍR 福西 和香子 フクニシ ﾜｶｺ 6 府中AC フチュウAC

女子4×100ｍR 永島 栞花 ナガシマ ﾘｶ 6 府中AC フチュウAC

女子4×100ｍR 小川 史織 オガワ ｼｵﾘ 6 府中AC フチュウAC

女子4×100ｍR 大和田 真衣 オオワダ ﾏｲ 6 府中AC フチュウAC

女子5年100m 大上 カレン ｵｵｳｴ ｶﾚﾝ 5 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ スポーツマジック

女子6年100m 澤田 さくら サワダ ｻｸﾗ 6 A.F.T.C. A.F.T.C.

女子80mH 中河 愛海 ナカガワ ｱﾐ 6 ゆめおりAC ユメオリAC

女子走高跳 宮澤 美桜 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｵ 6 KMC陸上クラブ KMCリクジョウクラブ

女子走幅跳 田中 美優 タナカ ﾐｳ 6 ゆめおりAC ユメオリAC

女子ジャベリックボール投 半谷 妃奈理 ﾊﾝｶﾞｲ ﾋﾅﾘ 6 ゆめおりAC ユメオリAC



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

監督 渕脇　健 フチワキ ｹﾝ

指導者 露木　隆夫 ﾂﾕｷ ﾀｶｵ

指導者 土岐　真保美 トキ　マホミ

指導者 院田　健司 ｲﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

支援コーチ 戸丸　恵 ﾄﾏﾙ ﾒｸﾞﾐ

支援コーチ 中村　紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ

支援コーチ 久家　大希 クゲ　タイキ

支援コーチ 山縣　又輔 ヤマガタ　ユウスケ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 城野 悠大 ｼﾞｮｳﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 6 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ

男子4×100ｍR 飛田 敦斗 トビタ アット 6 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ

男子4×100ｍR 佐上 湘哉 ｻｶﾞﾐ ｼｮｳﾔ 6 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ

男子4×100ｍR 渡部 陽斗 ﾜﾀﾍﾞ ﾊﾙﾄ 6 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ

男子4×100ｍR 渡部 瑞己 ﾜﾀﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 6 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ

男子5年100m 森田 陽斗 モリタ ﾊﾙﾄ 5 Ｋ．Ｓ．.Ｄ． Ｋ．Ｓ．.Ｄ．

男子6年100m 高 琉斗 ﾀｶ ﾘｭｳﾄ 6 ＫａＪＡＣ ＫａＪＡＣ

男子80mH 加藤 凜 ｶﾄｳ ﾘﾝ 6 ＫａＪＡＣ ＫａＪＡＣ

男子走高跳 髙橋 海吏 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ 6 ワールウインドＡＣ ワールウインドAC

男子走幅跳 鈴木 陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 6 藤沢リトル 藤沢リトル

男子ジャベリックボール投 赤川 音 ｱｶｶﾞﾜ ｵﾝ 5 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ

女子4×100ｍR 岩倉 雪月花 イワクラ ﾕﾂﾞｶ 6 ＹＮＵＳ ＹＮＵＳ

女子4×100ｍR 喜多 桜子 キタ ｻｸﾗｺ 5 ＹＮＵＳ ＹＮＵＳ

女子4×100ｍR 永井 真心 ﾅｶﾞｲ ﾏﾅｶ 6 ＹＮＵＳ ＹＮＵＳ

女子4×100ｍR 山口 瑞生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 6 ＹＮＵＳ ＹＮＵＳ

女子4×100ｍR 宮澤 瑞希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 6 ＹＮＵＳ ＹＮＵＳ

女子5年100m 佐藤 梨沙 ｻﾄｳ ﾘｻ 5 庄戸ｽﾏｲﾙビクトリー ショウトスマイルビクトリー

女子6年100m ソック サラ ｿﾂｸ ｻﾗ 6 ワールウインドＡＣ ワールウインドＡＣ

女子80mH 大平 知香 ｵｵﾋﾗ ﾄﾓｶ 6 川崎陸上 カワサキリクジョウ

女子走高跳 石原 真咲 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ 6 相模原陸上教室 サガミハラリクジョウキョウシツ

女子走幅跳 釜屋 舞姫 ｶﾏﾔ ﾏｷ 6 横須賀リトル ヨコスカリトル

女子ジャベリックボール投 青山 歩生 ｱｵﾔﾏ ｱｲ 6 横浜ＡＣ ヨコハマＡＣ



山梨 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 加藤　清貴 ｶﾄｳ ｷﾖﾀｶ

指導者 加藤　すみゑ カトウ　スミヱ

指導者 大久保　学 オオクボ　ガク

指導者 中村　亮二 ナカムラ　リョウジ

支援コーチ 安藤　美由紀 アンドウ　ミユキ

支援コーチ 椛澤　洸貴 ｶﾊﾞｻﾜ コウキ

支援コーチ 功刀　照司 クヌギ ｼｮｳｼﾞ

支援コーチ 山田　照吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 佐々木 琥珀 ｻｻｷ ｺﾊｸ 6 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 有井 謙成 ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 6 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 五味 琉生 ｺﾞﾐ ﾙｲ 5 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 宮崎 太郎 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 6 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 高木 亮輔 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 6 北西陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ

男子5年100m 渡辺 隼平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 5 東桂小学校 ヒガシカツラショウガッコウ

男子6年100m 北橋 翔 ｷﾀﾊｼ ｼｮｳ 6 駿台甲府陸上クラブ ホクセイリクジョウクラブ

男子80mH 三浦 悠太 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 6 ＮＡＣ ＮＡＣ

男子走高跳 鈴木 翔利 ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ 6 ＮＡＣ ＮＡＣ

男子走幅跳 永江 蓮 ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ 6 小笠原ＡＣ オガサハラＡＣ

男子ジャベリックボール投 手塚 和真 ﾃﾂﾞｶ ｶｽﾞﾏｻ 6 中村塾 ナカムラジュク

女子4×100ｍR 小池 璃音 ｺｲｹ ﾘｵ 5 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 中村 陽莉 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 6 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 関 紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 5 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 柳谷 百音 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 5 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 三井 葉乃音 ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 5 大国陸上クラブ オオクニリクジョウクラブ

女子5年100m 村山 陽菜 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 5 ＴＹＰＥ－Ｒ ＴＹＰＥ－Ｒ

女子6年100m 岩間 彩芽 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 6 ＴＹＰＥ－Ｒ ＴＹＰＥ－Ｒ

女子80mH 妻木 恵恋 ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 6 中村塾 ナカムラジュク

女子走高跳 飯島 夢羽 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾒﾊ 6 中村塾陸上皇室 ナカムラジュクリクジョウコウシツ

女子走幅跳 萩原 千乃和 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 6 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ ヤマナシジャンパーズ

女子ジャベリックボール投 坂下 絢香 ｻｶｼﾀ ｱﾔｶ 5 ＴＹＰＥ－Ｒ ＴＹＰＥ－Ｒ



新潟 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 浮島　一隆 ウキシマ カズタカ

指導者 田村　利恵子 タムラ リエコ

指導者 杉山　克也 スギヤマ カツヤ

指導者 大図　彰 ｵｵｽﾞ ｱｷﾗ

支援コーチ 星　真弓 ホシ マユミ

支援コーチ 秋元　大和 アキモト ヤマト

支援コーチ 近藤　努 コンドウ ツトム

支援コーチ 江口　宗俊 エグチ ノリトシ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 山田 睦生 ﾔﾏﾀﾞ ﾑﾂｷ 6 上越はね馬クラブ ジョウエツハネウマクラブ

男子4×100ｍR 八木 魁大 ﾔｷﾞ ｶｲﾄ 6 上越はね馬クラブ ジョウエツハネウマクラブ

男子4×100ｍR 宮尾 一樹 ﾐﾔｵ ｲﾂﾞｷ 6 上越はね馬クラブ ジョウエツハネウマクラブ

男子4×100ｍR 三浦　 朋来 ﾐｳﾗ ﾄﾓｷ 6 上越はね馬クラブ ジョウエツハネウマクラブ

男子4×100ｍR 植木 大悟 ｳｴｷ ﾀﾞｲｺﾞ 6 上越はね馬クラブ ジョウエツハネウマクラブ

男子5年100m 佐藤 克樹 ｻﾄｳ ｶﾂｷ 5 辰の子クラブ タツノコクラブ

男子6年100m 村上 諒 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ 6 新潟ジュニアT＆F ニイガタジュニアT＆F

男子80mH 佐藤 飛雅 ｻﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 6 柏崎トラックアンドフィールド カシワザキトラックアンドフィールド

男子走高跳 片 雅仁 ｶﾀ ﾏｻﾄ 6 上越はね馬クラブ ジョウエツハネウマクラブ

男子走幅跳 武井　 結大 ﾀｹｲ ﾕｳﾄ 6 湯沢スポーツアクティブ ユザワスポーツアクティブ

男子ジャベリックボール投 武井 聖来 ﾀｹｲ ｾﾗ 6 燕リトル・ウイングRC ツバメリトル・ウイングRC

女子4×100ｍR 江田 はつみ ｴﾀﾞ ﾊﾂﾐ 5 長岡T＆F ナガオカT＆F

女子4×100ｍR 南須原　 もあ ﾅｽﾊﾗ ﾓｱ 6 長岡T＆F ナガオカT＆F

女子4×100ｍR 齊藤 亜海 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 6 長岡T＆F ナガオカT＆F

女子4×100ｍR 大沼 那奈 ｵｵﾇﾏ ﾅﾅ 6 長岡T＆F ナガオカT＆F

女子4×100ｍR   

女子5年100m 小田 桃葉 ｵﾀﾞ ﾓﾓﾊ 5 新潟アルビレックスRC・県北 ニイガタアルビレックスRC・ケンホク

女子6年100m 内山 花香 ｳﾁﾔﾏ ｶｺ 6 辰の子クラブ タツノコクラブ

女子80mH 今成 真菜 ｲﾏﾅﾘ ｻﾅ 6 辰の子クラブ タツノコクラブ

女子走高跳 山賀 凪 ﾔﾏｶﾞ ﾅｷﾞ 6 十日町AC トオカマチAC

女子走幅跳 成田 百花 ﾅﾘﾀ ﾓﾓｶ 6 新潟アルビレックスRC・県北 ニイガタアルビレックスRC・ケンホク

女子ジャベリックボール投 髙井 惠綸 ﾀｶｲ ｹｲﾄ 6 中之島小学校 ナカノシマショウガッコウ



長野 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 篠原　克修 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ

指導者 藤森　要 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾅﾒ

指導者 橘　麗仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚｲｼﾞ

指導者 大坪　裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ

支援コーチ 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ

支援コーチ 内藤　里枝子 ﾅｲﾄｳ ｴﾘｺ

支援コーチ 田中　忍 ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

支援コーチ 塩野入　良夫 ｼｵﾉｲﾘ　ﾖｼｵ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 林 大智 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 6 箕輪中部 ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ

男子4×100ｍR 唐澤 友作 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ 6 箕輪中部 ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ

男子4×100ｍR 杉井 瑛澄 ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 6 箕輪中部 ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ

男子4×100ｍR 向井 大稀 ﾑｶｲ ﾀﾞｲｷ 6 箕輪中部 ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ

男子4×100ｍR 山口 智也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 6 箕輪中部 ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ

男子5年100m 遠藤 晄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 6 諏訪Fｴﾝｾﾞﾙｽ ｽﾜｴﾌｴﾝｾﾞﾙｽ

男子6年100m 大野 羽琉 ｵｵﾉ ﾊﾙ 6 コメット波田 ｺﾒｯﾄﾊﾀﾞ

男子80mH 木内 光波 ｷｳﾁ ｺｳﾊ 6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ サクドリーム

男子走高跳 望月 快 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ 6 穂高西AC-A ホタカニシAC-A

男子走幅跳 倉澤 拓弥 ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 6 両小野 リョウオノ

男子ジャベリックボール投 小山 大翔 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ 6 坂の上 サカノウエ

女子4×100ｍR 清水 咲歩 ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ 6 坂城JAC サカキJAC

女子4×100ｍR 金子 亜瑠 ｶﾈｺ ｱﾙ 6 坂城JAC サカキJAC

女子4×100ｍR 宮下 小牧 ﾐﾔｼﾀ ｺﾏｷ 6 坂城JAC サカキJAC

女子4×100ｍR 吾妻 恭佳 ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ 6 坂城JAC サカキJAC

女子4×100ｍR 西澤 佑果 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ 6 坂城JAC サカキJAC

女子5年100m 大熊 杏美 ｵｵｸﾏ ｱﾐ 5 坂城JAC サカキJAC

女子6年100m 鷲山 芽生 ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 6 岡田 オカダ

女子80mH 中嶋 杏佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 5 軽井沢A&AC カルイザワA&AC

女子走高跳 因幡 真桜 ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ 6 ヤマリク ヤマリク

女子走幅跳 市川 紗菜 ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 6 四賀 シガ

女子ジャベリックボール投 武井 みずき ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 6 南箕輪 ミナミミノワ



富山 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 古木　大介 ﾌﾙｷ ﾀﾞｲｽｹ

指導者 鏑木　龍太郎 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

指導者 蟹谷　安侑弥 ｶﾆﾀﾆ ｱﾕﾐ

指導者 森　友紀 ﾓﾘ ﾕｳｷ

支援コーチ 大門　秀司 ﾀﾞｲﾓﾝ ｼｭｳｼﾞ

支援コーチ 加藤　由莉 ｶﾄｳ  ﾕﾘ

支援コーチ 岡本　宏一 ｵｶﾓﾄ  ｺｳｲﾁ

支援コーチ 澤井　匠 ｻﾜｲ ﾀｸﾐ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 山岸 瑠意 ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 6 堀川小 ホリカワショウ

男子4×100ｍR 三上 凌生 ﾐｶﾐ ﾘｮｳ 6 堀川小 ホリカワショウ

男子4×100ｍR 熊本 泰士 ｸﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 6 堀川小 ホリカワショウ

男子4×100ｍR 光地　 慶汰 ｺｳﾁ  ｹｲﾀ 6 堀川小 ホリカワショウ

男子4×100ｍR 大木 瑞紀 ｵｵｷ ﾐｽﾞｷ 6 堀川小 ホリカワショウ

男子5年100m 伊藤 佑太 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 5 堀川小 ホリカワショウ

男子6年100m 五十嵐 幹太 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾝﾀ 6 となみAC トナミエーシー

男子80mH 池田 道哉 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾔ 6 四方小 ヨカタショウ

男子走高跳 宮本 宗一郎 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 6 魚津Jr ウオヅジュニア

男子走幅跳 勝島 幹太 ｶﾂｼﾏ ｶﾝﾀ 6 慶応陸上クラブ ケイオウリクジョウクラブ

男子ジャベリックボール投 樋口 悟宇 ﾋｸﾞﾁ ｺﾞｳ 6 古里 フルサト

女子4×100ｍR 悟道 咲羽 ｺﾞﾄﾞｳ ｻﾜ 6 大沢野小 オオサワノショウ

女子4×100ｍR 松木 愛結 ﾏﾂｷ ｱｲ 6 大沢野小 オオサワノショウ

女子4×100ｍR 廣野　 咲紀 ﾋﾛﾉ ｻｷ 6 大沢野小 オオサワノショウ

女子4×100ｍR 本馬 亜弥 ﾎﾝﾏ ｱﾔ 6 大沢野小 オオサワノショウ

女子4×100ｍR   

女子5年100m 松井 叶望 ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 5 戸出西部 トイデセイブ

女子6年100m ンバマ 紗良 ﾝﾊﾞﾏ ｻﾗ 6 萩浦小 ハギウラショウ

女子80mH 小松 心奏 ｺﾏﾂ ﾓﾅ 5 慶応陸上クラブ ケイオウリクジョウクラブ

女子走高跳 橋爪 京香 ﾊｼﾂﾞﾒ ｷｮｳｶ 6 福野 フクノ

女子走幅跳 折川 ひかり ｵﾘｶﾜ ﾋｶﾘ 6 慶応陸上クラブ ケイオウリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 新村 菜々子 ｼﾝﾑﾗ ﾅﾅｺ 5 山室小 ヤマムロショウ



石川 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 野村　重光 ノムラ　シゲミツ

指導者 宮田　幸子 ミヤタ　サチコ

指導者 葛巻　綾乃 カツラマキ アヤノ

指導者 表　和夫 オモテ カズオ

支援コーチ 中島　敦美 ナカジマ　アツミ

支援コーチ 竹内　秀一 タケウチ　シュウイチ

支援コーチ 藤原　美和 フジワラ　ミワ

支援コーチ 中村　なぎさ ナカムラ　ナギサ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 窪田 成剛 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｺﾞ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 内藤 零也 ﾅｲﾄｳ ﾚｲﾔ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 森 春弥 ﾓﾘ ﾊﾙﾔ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 伊藤 楓雅 ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 桑原 優和 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾜ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

男子5年100m 東川 大夢 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾋﾛﾑ 5 スポコム金沢南 スポコムカナザワミナミ

男子6年100m 小田 槇太朗 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 6 NASPO ﾅｽﾎﾟ

男子80mH 奈良本 圭亮 ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 6 モアスポーツクラブ加賀 モアスポーツクラブカガ

男子走高跳 稲垣 公生 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｾｲ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

男子走幅跳 東野 達 ﾋｶﾞｼﾉ ｲﾀﾙ 6 日末小学校 ヒズエショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 山本 悠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 6 門前西小学校 モンゼンニシショウガッコウ

女子4×100ｍR 米林 翼紗 ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 奥村 果梨 ｵｸﾑﾗ ｶﾘﾝ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 安本 莉子 ﾔｽﾓﾄ ﾘｺ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 甲部 ひより ｺｳﾍﾞ ﾋﾖﾘ 5 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 結城 美咲 ﾕｳｷ ﾐｻｷ 6 金沢市陸上教室 カナザワシリクジョウキョウシツ

女子5年100m 太田 愛彩 ｵｵﾀ ｱｲ 5 物見山ジュニアクラブ モノミヤマジュニアクラブ

女子6年100m 北野 紗良 ｷﾀﾉ ｻﾗ 6 物見山ジュニアクラブ モノミヤマジュニアクラブ

女子80mH 室屋 里愛 ﾑﾛﾔ ﾘｱ 6 NASPO ﾅｽﾎﾟ

女子走高跳 山岸 由理 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾘ 6 モアスポーツクラブ加賀 モアスポーツクラブカガ

女子走幅跳 喜多 陽香 ｷﾀ ﾊﾙｶ 6 白山ジュニア陸上教室 ハクサンジュニアリクジョウキョウシツ

女子ジャベリックボール投 河原 優菜 ｶﾜﾊﾗ ﾕﾅ 6 東陵小学校 トウリョウショウガッコウ



福井 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 水上　真裕 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

指導者 永岡　秀典 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ

指導者 小西　宏典 ｺﾆｼ ﾋﾛﾉﾘ

指導者 坂本 美智世 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ

支援コーチ 村田　ひとみ ﾑﾗﾀ ﾋﾄﾐ

支援コーチ 小原　慶之 ｺﾊﾗ ﾖｼﾕｷ

支援コーチ 大坂　富美雄 ｵｵｻｶ ﾌﾐｵ

支援コーチ 近藤　隆紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 鈴木 陸史 ｽｽﾞｷ ﾘｸｼ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

男子4×100ｍR 池戸 俊太 ｲｹﾄﾞ ｼｭﾝﾀ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

男子4×100ｍR 岩本 颯真 ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾏ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

男子4×100ｍR 平井 一輝 ﾋﾗｲ ｶｽﾞｷ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

男子4×100ｍR 野口 広大 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

男子5年100m 和田 憲知 ﾜﾀﾞ ﾉﾘﾄﾓ 5 武生西小学校 ﾀｹﾌﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ

男子6年100m 藪 汰季 ﾔﾌﾞ ﾀｲｷ 6 立待ＲＣ ﾀﾁﾏﾁｱｰﾙｼｰ

男子80mH 小林 駿介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 6 大石陸上 オオイシリクジョウ

男子走高跳 勝見 凌 ｶﾂﾐ ﾘｮｳ 6 越前吉野 エチゼンヨシノ

男子走幅跳 佐々木 浩希 ｻｻｷ ｺｳｷ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

男子ジャベリックボール投 竹島 悠惺 ﾀｹｼﾏ ﾕｳｾｲ 6 北郷小学校 ｷﾀｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ

女子4×100ｍR 竹内 碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

女子4×100ｍR 田中 巴那 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

女子4×100ｍR 南 陽菜 ﾐﾅﾐ ﾋﾅ 5 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

女子4×100ｍR 若林 奈央 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 6 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

女子4×100ｍR 森 百花 ﾓﾘ ﾓﾓｶ 5 UTIC　T&F　Jr ﾕﾃｨｯｸ　ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ　ｼﾞｭﾆｱ

女子5年100m 田野 一愛 ﾀﾉ ﾁﾅﾘ 5 惜陰小学校 ｾｷｲﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ

女子6年100m 木下 ゆき ｷﾉｼﾀ ﾕｷ 6 北郷小学校 ｷﾀｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ

女子80mH 下川 聖奈 ｼﾓｶﾜ ｾﾅ 6 丸岡陸上スポーツ少年団 ﾏﾙｵｶﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ

女子走高跳 山田 夏弥 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 6 丸岡陸上スポーツ少年団 ﾏﾙｵｶﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ

女子走幅跳 加藤 鈴 ｶﾄｳ ﾘﾝ 6 AWARA陸上クラブ ｱﾜﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子ジャベリックボール投 野坂 侑李 ﾉｻﾞｶ ﾕｳﾘ 6 武生イースト ﾀｹﾌｲｰｽﾄ



静岡 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 豊田　博幸 トヨタ  ヒロユキ

指導者 飯塚　真理夫 イイヅカ  マリオ

指導者 赤塚　　元 アカツカ  ハジメ

指導者 関　　津枝 セキ  ツエ

支援コーチ 宇田　和江 ウダ  カズエ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 杉山 聖 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 6 伊東ジュニア陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 鈴木 暢 ｽzｷ ﾉﾝ 6 伊東ジュニア陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 高橋 斗和 ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ 6 伊東ジュニア陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 鈴木 悠大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 6 伊東ジュニア陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 稲木 汰志 ｲﾅｷﾞ ﾀｲｼ 5 伊東ジュニア陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ

男子5年100m 高木 連麻 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝﾏ 5 LOVERS SPORTS ラバーズ　スポーツ

男子6年100m 石代 岳士 ｺｸﾀﾞｲ ﾀｹｼ 6 精華清水RC セイカシミズRC

男子80mH 浅井 惺流 ｱｻｲ ｾｲﾗ 6 千代田AC チヨダAC

男子走高跳 小出 悠翔 ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾄ 6 牧之原AC マキノハラAC

男子走幅跳 中野 完 ﾅｶﾉ ｶﾝ 6 函南ランナーズクラブ カンナミランナーズクラブ

男子ジャベリックボール投 鈴木 夏輝 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 6 袋井AC フクロイAC

女子4×100ｍR 伊藤 芽蕗 ｲﾄｳ ﾒﾛ 6 浜松陸上 ハママツリクジョウ

女子4×100ｍR 小池 雛 ｺｲｹ ﾋﾅ 5 浜松陸上 ハママツリクジョウ

女子4×100ｍR 榊原 心美 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｺﾐ 6 浜松陸上 ハママツリクジョウ

女子4×100ｍR 立花 湧那 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾅ 6 浜松陸上 ハママツリクジョウ

女子4×100ｍR 山本 里莉佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾘｶ 6 浜松陸上 ハママツリクジョウ

女子5年100m 嶋田 彩美 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ 5 伊東ジュニア陸上クラブ イトウジュニアリクジョウクラブ

女子6年100m 片桐 明星 ｶﾀｷﾞﾘ ｾｲﾗ 6 小笠AC オガサAC

女子80mH 青島 海空 ｱｵｼﾏ ﾐﾗ 6 静岡葵AC シズオカアオイAC

女子走高跳 吉川 涼映 ｷｯｶﾜ ｽｽﾞﾊ 6 静岡葵AC シズオカアオイAC

女子走幅跳 小針 陽葉 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 6 沼津陸上競技スポーツ少年団 ヌマヅリクジョウキョウギスポーツショウネンダン

女子ジャベリックボール投 村松 夏菜子 ﾑﾗﾏﾂ ｶﾅｺ 6 静岡ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ シズオカアスリートクラブ



愛知 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 佐々木　博幸 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ

指導者 谷嵜　好美 タニザキ ﾖｼﾐ

指導者 大矢　新吾 ｵｵﾔ ｼﾝｺﾞ

指導者 松井　昭宏 マツイ アキヒロ

支援コーチ 桑山　修一 ｸﾜﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ

支援コーチ 太田　貢 ｵｵﾀ ﾐﾂｸﾞ

支援コーチ 八代　香津子 ヤシロ カズコ

支援コーチ 夏目　良幹 ナツメ ﾖｼﾓﾄ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 平林 駿登 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾄ 6 安城JAC アンジョウｼﾞｬｯｸ

男子4×100ｍR 百崎 蒼太 ﾓﾓｻﾞｷ ｿｳﾀ 6 安城JAC アンジョウｼﾞｬｯｸ

男子4×100ｍR 丹羽 咲弥 ﾆﾜ ｻｸﾔ 6 安城JAC アンジョウｼﾞｬｯｸ

男子4×100ｍR 近藤 淳貴 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 6 安城JAC アンジョウｼﾞｬｯｸ

男子4×100ｍR 山崎 鉄馬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾏ 6 安城JAC アンジョウｼﾞｬｯｸ

男子5年100m 水野 賢仁 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ 5 なごや陸上ｸﾗﾌﾞ ナゴヤリクジョウクラブ

男子6年100m 久野 聡 クノ サトシ 6 上郷ＪＡＣ カミゴウｼﾞｬｯｸ

男子80mH 鈴木 琥太郎 ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ 6 ＴＳＭ ティーエスエム

男子走高跳 佐々木 哲 ｻｻｷ ﾃﾂ 6 ＴＳＭ ティーエスエム

男子走幅跳 椙山 泰輔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｽｹ 6 愛知ﾊｲﾃｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｱｲﾁﾊｲﾃｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 鬼頭 孝征 ｷﾄｳ ｺｳｾｲ 6 ＪＡＣあつみ ｼﾞｬｯｸアツミ

女子4×100ｍR 佐藤 俐有 ｻﾄｳ ﾘｱ 6 田原陸上クラブ タハラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 高津 采里 ﾀｶﾂ ｻﾘ 6 田原陸上クラブ タハラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 眞田 あこ ｻﾅﾀﾞ ｱｺ 6 田原陸上クラブ タハラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 渡辺 栞奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 6 田原陸上クラブ タハラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 花井 愛唯 ﾊﾅｲ ﾏｲ 6 田原陸上クラブ タハラリクジョウクラブ

女子5年100m 三輪 琉姫 ミワ ルキ 5 ﾄﾗｲﾙｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ トライルアスリートクラブ

女子6年100m 加藤 愛菜 ｶﾄｳ ﾏﾅ 6 豊橋陸上クラブ トヨハシリクジョウクラブ

女子80mH 杉藤 葵 ｽｷﾞﾄｳ ｱｵｲ 6 AC一宮Kis ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔｷｯｽﾞ

女子走高跳 野畑 那月 ﾉﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 6 TFC半田 ﾃｨｰｴﾌｼｰﾊﾝﾀﾞ

女子走幅跳 水野 文由里 ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 6 ＴＳＭ ティーエスエム

女子ジャベリックボール投 中村 文香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 6 ＴＳＭ ティーエスエム



三重 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 山口　泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ

指導者 岡田　巧 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ

指導者 東　宏明 アズマ　ヒロアキ

指導者 田畑　真理 タバタ マリ

支援コーチ 南　　正人 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾄ

支援コーチ 辻　弘樹 ﾂｼﾞ ﾋﾛｷ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 中森 大智 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 6 ゆめが丘陸上クラブ ユメガオカリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 福井 涼晟 ﾌｸｲ ﾘｮｳｾｲ 6 ゆめが丘陸上クラブ ユメガオカリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 吉福 怜央 ﾖｼﾌｸ ﾚｵ 6 ゆめが丘陸上クラブ ユメガオカリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 門口 隼翔 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 6 ゆめが丘陸上クラブ ユメガオカリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 前川 真誉 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 6 ゆめが丘陸上クラブ ユメガオカリクジョウクラブ

男子5年100m 猿木 渉 ｻﾙｷ ｼｮｳ 5 大台陸上クラブ オオダイリクジョウクラブ

男子6年100m 小林 義央 コバヤシ ヨシヒロ 6 チームG松陸 ﾁｰﾑｼﾞｰﾏﾂﾘｸ

男子80mH 吉村 一歩 ﾖｼﾑﾗ ｲｯﾎﾟ 6 明野小 アケノショウ

男子走高跳 杉本 大治 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 6 長岡スポーツクラブ ﾅｶﾞｵｶｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子走幅跳 浦﨑 陽色 ウラサキ ヒイロ 6 チームＧ松陸 チームｇマツリク

男子ジャベリックボール投 奥野 泰希 ｵｸﾉ ﾀｲｷ 6 JAC  EAST ｼﾞｬｯｸ ｲｰｽﾄ

女子4×100ｍR 川合 希良 カワイ キラ 6 南勢陸上クラブ ナンセイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 楠 菜優花 クス ナユカ 6 南勢陸上クラブ ナンセイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 島谷 紗幸 シマヤ サユキ 6 南勢陸上クラブ ナンセイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 藤倉 なをリ フジクラ ナヲリ 6 南勢陸上クラブ ナンセイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 西嶋 和奏 ニシジマ ﾜｶﾅ 5 南勢陸上クラブ ナンセイリクジョウクラブ

女子5年100m 北尾 心映 ｷﾀｵ ｺﾊﾙ 5 いすずUK陸上クラブ ｲｽｽﾞﾕｰｹｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子6年100m 藤原 梨瑚 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｺ 6 神島小 カミシマショウ

女子80mH 粉川 あおい ｺｶﾜ ｱｵｲ 6 北浜陸上クラブ キタハマリクジョウクラブ

女子走高跳 井ノ口 世菜 イノグチ ｾﾅ 6 津陸上クラブ ツリクジョウクラブ

女子走幅跳 宮崎 藍果 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｶ 6 イムラAA ｲﾑﾗｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ

女子ジャベリックボール投 西村 菜那 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅ 5 明倫小 メイリンショウ



岐阜 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 星野 広典 ﾎｼﾉ ヒロﾌﾐ

指導者 浦野　美穂 ｳﾗﾉ ﾐﾎ

指導者 木下　信介 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｽｹ

指導者 門谷　正英 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾃﾞ

支援コーチ 大橋　早苗 ｵｵﾊｼ ｻﾅｴ

支援コーチ 柴  雅明 ｼﾊﾞ ﾏｻｱｷ

支援コーチ 中川 輝秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ

支援コーチ 山田亜妃子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 山田 健翔 ヤマダ ｹﾝﾄ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

男子4×100ｍR 濱野 雄平 ﾊﾏﾉ ﾕｳﾍｲ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

男子4×100ｍR 𠮷田 大誠 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

男子4×100ｍR 川﨑 映輔 ｶﾜｻｷ ｴｲｽｹ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

男子4×100ｍR 可兒 誠琉 ｶﾆ ｾｲﾘｭｳ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

男子5年100m 齋藤 雄大 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 5 益田陸上クラブ マシタリクジョウクラブ

男子6年100m 大橋 聖哉 ｵｵﾊｼ ｾｲﾔ 6 養老陸上スポーツ少年団 ヨウロウリクジョウスポーツショウネンダン

男子80mH 伊東 蓮之助 ｲﾄｳ ﾚﾝﾉｽｹ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ

男子走高跳 若田 理央 ワカタ リオ 6 新友陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 シンユウリクジョウスポーツショウネンダン

男子走幅跳 曽我 麟太郎 ｿｶﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ

男子ジャベリックボール投 森田 琉音 モリタ リュウト 6 岐大附属小 ギダイフゾクショウ

女子4×100ｍR 細井 咲希 ﾎｿｲ ｻｷ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

女子4×100ｍR 藤井 菜緒 ﾌｼﾞｲ ﾅｵ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

女子4×100ｍR 赤坂 みる ｱｶｻｶ ﾐﾙ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

女子4×100ｍR 大橋 歩佳 ｵｵﾊｼ ﾎﾉｶ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

女子4×100ｍR 田代 海音 ﾀｼﾛ ﾐｵ 6 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

女子5年100m 西脇 咲奈 ﾆｼﾜｷ ｻﾅ 5 大垣市陸上 オオガキシリクジョウ

女子6年100m 加藤 琉琴 カトウ ルコ 6 各務原陸上 カカミガハラリクジョウ

女子80mH 紀岡 葉瑠 ｷｵｶ ﾊﾙ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ

女子走高跳 森 由妃 ﾓﾘ ﾕｳｷ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ

女子走幅跳 鈴木 稀咲 ｽｽﾞｷ ｷｻｷ 6 中津川ジュニア陸上クラブ ナカツガワジュニアリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 森 わかな ﾓﾘ ﾜｶﾅ 6 養老陸上スポーツ少年団 ヨウロウリクジョウスポーツショウネンダン



滋賀 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 島  孝志 ｼﾏ  ﾀｶｼ

指導者 熊谷　尚子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ

指導者 奥村　正則 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

指導者 掛谷　亨 ｶｹﾔ　ﾄｵﾙ

支援コーチ 衣斐　利昌 ｲﾋﾞ　ﾄｼﾏｻ

支援コーチ 瀧川　徹哉 ﾀｷｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

支援コーチ 林　裕也 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾔ

支援コーチ 桂　晴樹 ｶﾂﾗ ﾊﾙｷ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 北川 裕基 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 阿辻 雅生 ｱﾂｼﾞ ﾏｻｷ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 手﨑 真志 ﾃｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 松居 慶眞 ﾏﾂｲ ﾖｼﾏｻ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 宮川 善貴 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾖｼｷ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ

男子5年100m 市川 仁大 ｲﾁｶﾜ ｼﾞﾝﾀﾞｲ 5 日野ミニ陸上 ヒノミニリクジョウ

男子6年100m 平川 寿哉 ﾋﾗｶﾜ ﾄｼﾔ 6 甲賀JAC コウカジェイエイシー

男子80mH 村田 珀人 ﾑﾗﾀ ﾊｸﾄ 6 甲賀JAC コウカジェイエイシー

男子走高跳 石田 遥士 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ビワコランナーズクラブ

男子走幅跳 西川 大貴 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 6 栗東陸上教室 リットウリクジョウキョウシツ

男子ジャベリックボール投 西野 壱星 ﾆｼﾉ ｲｯｾｲ 6 LAKES甲賀 レイクスコウカ

女子4×100ｍR 若狭 柚花 ﾜｶｻ ﾕｳｶ 6 東近江陸上スポーツ少年団 ヒガシオウミリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 田中 瑛美莉 ﾀﾅｶ ｴﾐﾘ 6 東近江陸上スポーツ少年団 ヒガシオウミスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 山川 なつみ ﾔﾏｶﾜ ﾅﾂﾐ 6 東近江陸上スポーツ少年団 ヒガシオウミリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 藤田 季恵 ﾌｼﾞﾀ ｷｴ 6 東近江陸上スポーツ少年団 ヒガシオウミリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 上田 奈々 ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ 6 東近江陸上スポーツ少年団 ヒガシオウミリクジョウスポーツショウネンダン

女子5年100m 山口 華穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ 6 S.P.kimura走塾 エスピーキムラソウジュク

女子6年100m 髙橋 里亜 ﾀｶﾊｼ ﾘｱ 6 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ ビワコランナーズクラブ

女子80mH 楠 奈那 ｸｽﾉｷ ﾅﾅ 6 草津JAC クサツジャック

女子走高跳 中島 寧音 ﾅｶｼﾏ ﾈﾈ 6 長浜市陸上教室 ナガハマシリクジョウキョウシツ

女子走幅跳 西村 百夏 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ 6 守山陸上教室 モリヤマリクジョウキョウシツ

女子ジャベリックボール投 中田 伶泉 ﾅｶﾀ ｲｽﾞﾐ 6 雄琴小学校 オゴトショウガッコウ



京都 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 奥城　守善 ｵｸｼﾞｮｳ ﾓﾘﾖｼ

指導者 桐村　全輝 ｷﾘﾑﾗ マサテル

指導者 谷口　正郎 タニグチ　マサオ

指導者 片山　妙子 ｶﾀﾔﾏ ﾀｴｺ

支援コーチ 山下　沙織 ﾔﾏｼﾀ ｻｵﾘ

支援コーチ 田中　愛莉 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ

支援コーチ 三上　真 ﾐｶﾐ ﾏｺﾄ

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 高田 晃佑 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ

男子4×100ｍR 鈴村 秀人 ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭｳﾄ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ

男子4×100ｍR 林 凛太朗 ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ

男子4×100ｍR 和田 侑大 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ

男子4×100ｍR 野々村 海斗 ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 6 桂東ランナーズ カツラヒガシランナーズ

男子5年100m 藤田 唯豊 ﾌｼﾞﾀ ﾕｲﾄ 5 2向クラブ 2コウクラブ

男子6年100m 長尾 健生 ﾅｶﾞｵ ｹﾝｼｮｳ 6 長法寺AC チョウホウジAC

男子80mH 石本 澄空 ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 6 京都ACJr キョウトACJr

男子走高跳 井本 蒼一朗 ｲﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 6 大宮陸上教室 オオミヤリクジョウキョウシツ

男子走幅跳 村田 律樹 ﾑﾗﾀ ﾘﾂｷ 6 新舞鶴小学校 シンマイヅルショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 小澤 空 ｵｻﾞﾜ ｿﾗ 6 養徳小学校 ヨウトクショウガッコウ

女子4×100ｍR 𠮷田 彩心 ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ 6 京都小学生陸上競技教室 キョウトショウガクセイリクジョウキョウギキョウシツ

女子4×100ｍR 合志 知優 ｺｳｼ ﾁﾋﾛ 6 京都小学生陸上競技教室 キョウトショウガクセイリクジョウキョウギキョウシツ

女子4×100ｍR 山村 咲喜 ﾔﾏﾑﾗ ｻｷ 6 京都小学生陸上競技教室 キョウトショウガクセイリクジョウキョウギキョウシツ

女子4×100ｍR 藤井 杏樹 ﾌｼﾞｲ ｱﾝｼﾞｭ 6 京都小学生陸上競技教室 キョウトショウガクセイリクジョウキョウギキョウシツ

女子4×100ｍR 長手 春花 ﾅｶﾞﾃ ﾊﾙｶ 6 京都小学生陸上競技教室 キョウトショウガクセイリクジョウキョウギキョウシツ

女子5年100m 今井 凛々心 ｲﾏｲ ﾘﾘﾅ 5 ホープスポーツクラブ ホープスポーツクラブ

女子6年100m 長鴫 海凪 ﾅｶﾞｼｷﾞ ﾐﾅｷﾞ 6 コミネクラブ コミネクラブ

女子80mH 金谷 舜花 ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝｶ 6 朝来小学校 アセクショウガッコウ

女子走高跳 北澤 日央吏 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 6 京都小学生陸上競技教室 キョウトショウガクセイリクジョウキョウギキョウシツ

女子走幅跳 山田 碧美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ 6 美山TF ミヤマTF

女子ジャベリックボール投 蒲田 ゆら ｶﾏﾀﾞ ﾕﾗ 6 弥栄ランナーズ ヤサカランナーズ



大阪 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 角野　兼太郎 ｶｸﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

指導者 松原　美代香 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾖｶ

指導者 石田　克彦 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

指導者 吉田　勝志 ﾖｼﾀﾞ　ｶﾂｼ

支援コーチ 熊野 裕輔 ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ

支援コーチ 和田 茜里 ﾜﾀﾞ ｱｶﾘ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 寺垣 浩伸 ﾃﾗｶﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 6 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

男子4×100ｍR 中瀬 太一 ﾅｶｾ ﾀｲﾁ 6 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

男子4×100ｍR 中園 知輝 ﾅｶｿﾞﾉ ﾄﾓｱｷ 6 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

男子4×100ｍR 根来 啓太 ﾈｺﾞﾛ ｹｲﾀ 6 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞ-ﾄ

男子4×100ｍR 吉本 龍誠 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 6 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

男子5年100m 木田 煌大 ｷﾀﾞ ｺｳﾀ 5 コスモA.C ｺｽﾓｴｰｼｰ

男子6年100m 志賀 堅斗 ｼｶﾞ ｹﾝﾄ 6 コスモA.C ｺｽﾓｴｰｼｰ

男子80mH 山口 裕友 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 6 茨木ＡＣ ｲﾊﾞﾗｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子走高跳 山岸 亮太 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 6 貝塚中央陸上競技クラブ ｶｲﾂﾞｶﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ

男子走幅跳 中崎 櫂斗 ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ 6 なにわｼﾞｭﾆｱアステチックｸﾗﾌﾞ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 西風 瑞希 ﾆｼｶｾﾞ ﾐｽﾞｷ 6 貝塚中央 ｶｲﾂﾞｶﾁｭｳｵｳ

女子4×100ｍR 上村 凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 6 なにわｼﾞｭﾆｱアステチックｸﾗﾌﾞ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 佐々木 乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ 6 なにわｼﾞｭﾆｱアステチックｸﾗﾌﾞ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 島田 幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 6 なにわｼﾞｭﾆｱアステチックｸﾗﾌﾞ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 水野 佳奈 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾅ 6 なにわｼﾞｭﾆｱアステチックｸﾗﾌﾞ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 吉村 優希 ﾖｼﾑﾗ ﾕｷ 6 なにわｼﾞｭﾆｱアステチックｸﾗﾌﾞ ﾅﾆﾜｼﾞｭﾆｱｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

女子5年100m 大前 陽菜乃 ｵｵﾏｴ ﾋﾅﾉ 5 吹田ジュニア陸上クラブ ｽｲﾀｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子6年100m 河野 桃々 ｺｳﾉ ﾓﾓ 6 ジャンピングゲート ｼﾞﾔﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞ-ﾄ

女子80mH 妹尾 千里 ｾﾉｵ ﾁｻﾄ 6 HRJ ｴｲﾁｱｰﾙｼﾞｪｲ

女子走高跳 梅田 萌加 ｳﾒﾀﾞ ﾓｶ 6 ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ ﾋﾗｶﾀｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子走幅跳 高宮 ひかり ﾀｶﾐﾔ ﾋｶﾘ 6 泉州アップル陸上クラブ ｾﾝｼｭｳｱｯﾌﾟﾙﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子ジャベリックボール投 福居 彩華 ﾌｸｲ ｱﾔｶ 6 貝塚ランニングクラブ ｶｲﾂﾞｶﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ



兵庫 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 小山　正典 ｺﾔﾏ  ﾏｻﾉﾘ

指導者 辻　　 博昭 ﾂｼﾞ  ﾋﾛｱｷ

指導者 片山　誠子 ｶﾀﾔﾏ  ｾｲｺ

指導者 岡田　愉久 ｵｶﾀﾞ  ﾖｼﾋｻ

支援コーチ 釜江　憲史 ｶﾏｴ  ﾉﾘﾌﾐ

支援コーチ 朝田　眞司 ｱｻﾀﾞ  ｼﾝｼﾞ

支援コーチ 髙井　達矢 ﾀｶｲ  ﾀﾂﾔ

支援コーチ 小山　克典 ｺﾔﾏ  ｶﾂﾉﾘ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 金川 祐斗 ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 5 米田小学校 ヨネダショウガッコウ

男子4×100ｍR 長通 時篤 ﾅｶﾞﾄﾞｵﾘ ﾄｷｱﾂ 6 米田小学校 ヨネダショウガッコウ

男子4×100ｍR 中島 蓮稀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｽｷ 6 米田小学校 ヨネダショウガッコウ

男子4×100ｍR 辻本 滉貴 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 6 米田小学校 ヨネダショウガッコウ

男子4×100ｍR 横手 佑紀 ﾖｺﾃ ﾕｳｷ 6 米田小学校 ヨネダショウガッコウ

男子5年100m 今西 瑛大 ｲﾏﾆｼ ｴｲﾀ 5 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 土橋 遥人 ﾂﾁﾊｼ ﾊﾙﾄ 6 井吹西小学校 イブキニシショウガッコウ

男子80mH 足立  英士 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｼﾞ 6 寺前小学校 テラマエショウガッコウ

男子走高跳 中井 達也 ﾅｶｲ ﾀﾂﾔ 6 北条小学校 ホウジョウショウガッコウ

男子走幅跳 東影 勇哉 ﾋｶﾞｼｶｹﾞ ﾕｳﾔ 6 前之庄小学校 マエノショウショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 池上 天晴 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾝｾｲ 6 砥堀小学校 トホリショウガッコウ

女子4×100ｍR 冨士木 陽香 ﾌｼﾞｷ ﾊﾙｶ 6 北浜小学校 キタハマショウガッコウ

女子4×100ｍR 出口 未桜 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ 6 北浜小学校 キタハマショウガッコウ

女子4×100ｍR 磯本 寿々 ｲｿﾓﾄ ｽｽﾞ 5 北浜小学校 キタハマショウガッコウ

女子4×100ｍR 松本 芽唯 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 6 北浜小学校 キタハマショウガッコウ

女子4×100ｍR 清水 綾那 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾅ 6 北浜小学校 キタハマショウガッコウ

女子5年100m 藤本 凛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝ 5 梁瀬小学校 ヤナセショウガッコウ

女子6年100m 谷口 心音 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｺﾈ 6 三木小学校 ミキショウガッコウ

女子80mH 岸本 礼菜 ｷｼﾓﾄ ﾚﾅ 6 明峰小学校 メイホウショウガッコウ

女子走高跳 山﨑 リリヤ ﾔﾏｻｷ ﾘﾘﾔ 6 鳥飼小学校 トリカイショウガッコウ

女子走幅跳 三木 胡桃 ﾐｷ ｸﾙﾐ 6 的形小学校 マトガタショウガッコウ

女子ジャベリックボール投 山本 萌日 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｶ 6 菅生小学校 スゴウショウガッコウ



奈良 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 竹川　寛 ﾀｹｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

指導者 江島　英宏 ｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

指導者 疋田　由香 ﾋｷﾀ ﾕｶ

指導者 丹羽　亜矢子 ﾆﾜ ｱﾔｺ

支援コーチ 服部　孝志 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ

支援コーチ 栗原　武志 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ

支援コーチ 西川　涼平 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ

支援コーチ 今津　千晴 ｲﾏｽﾞ ﾁﾊﾙ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 津曲 翔太 ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｮｳﾀ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 原 駿翔 ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 川邉 翔太 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 石橋 飛佑 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾕｳ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 松本 悠佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子5年100m 寺田 奏生 ﾃﾗﾀﾞ ｿｳ 5 桜井ＡＣ ｻｸﾗｲｴｰｼｰ

男子6年100m 服部 蓮太郎 ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝﾀﾛｳ 6 桜井ＡＣ ｻｸﾗｲｴｰｼｰ

男子80mH 村山 和駿 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 6 三碓陸上クラブ ミツガラスリクジョウクラブ

男子走高跳 砂山 天 ｽﾅﾔﾏ ｱﾏﾈ 6 耳成南陸上クラブ ミミナシミナミリクジョウクラブ

男子走幅跳 岡西 璃輝 ｵｶﾆｼ ﾘｷ 6 フィールドキッズ フィールドキッズ

男子ジャベリックボール投 岡田 飛雄馬 ｵｶﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 岡本 彩楽 ｵｶﾓﾄ ｻﾗ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 菅家 愛理 ｶﾝｹ ｱｲﾘ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 平賀 こはる ﾋﾗｶﾞ ｺﾊﾙ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 榎本 結日夏 ｴﾉﾓﾄ  ﾕｲｶ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 山本 愛結 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕ 6 鴻ノ池ＳＣ ｺｳﾉｲｹｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子5年100m 市川 遥南 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 5 ミルキーウェイ ミルキーウェイ

女子6年100m 𠮷田 小晏 ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ 6 三宅陸上クラブ ミヤケリクジョウクラブ

女子80mH 梅本 悠菜 ｳﾒﾓﾄ ﾊﾙﾅ 6 新沢ＡＣ ﾆｲｻﾞﾜｴｰｼｰ

女子走高跳 日夏 愛恵 ﾋﾅﾂ ﾏﾅｴ 6 三碓陸上クラブ ミツガラスリクジョウクラブ

女子走幅跳 池﨑 愛菜 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 6 ＫＡＷＡ－ＳＰＯ陸上クラブ カワスポリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 吉矢 心美 ﾖｼﾔ ｺｺﾐ 6 ＡＣ山添 エーシーヤマゾエ



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

監督 武田　祥吾 タケダ ショウゴ

指導者 松本　康男 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｵ

指導者 若林　有香 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

指導者 中屋　佑唯 ﾅｶﾔ ﾕｲ

支援コーチ 坂口　真梨 ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾘ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 鷹巣 光希 ﾀｶｽ ｺｳｷ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

男子4×100ｍR 柳 秀典 ﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｽｹ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

男子4×100ｍR 坂本 悠 ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 5 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

男子4×100ｍR 橋爪 利玖 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｸ 5 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

男子4×100ｍR 槇 伊織 ﾏｷ ｲｵﾘ 5 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

男子5年100m 井沼 佑輔 ｲﾇﾏ ﾕｳｽｹ 5 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

男子6年100m 竹田 怜央 ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 6 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

男子80mH 月野 可惟 ﾂｷﾉ ｶｲ 6 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

男子走高跳 嶋本 洸也 ｼﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 6 田辺ＡＣ ﾀﾅﾍﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子走幅跳 佐々木 陸 ｻｻｷ ﾘｸ 6 田辺ＡＣ ﾀﾅﾍﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子ジャベリックボール投 長澤 飛成 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾅﾘ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

女子4×100ｍR 中田 妃奈里 ﾅｶﾀ ﾋﾅﾘ 6 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 中村 紅羽 ﾅｶﾑﾗ ｸﾚﾊ 6 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 原 陽菜佳 ﾊﾗ ﾋﾅｶ 6 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 福原 絢音 ﾌｸﾊﾗ ｱﾔﾈ 6 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 岩橋 佳鈴 ｲﾜﾊｼ ｶﾘﾝ 5 和歌山陸上クラブ ワカヤマリクジョウクラブ

女子5年100m 松本 彩生 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 5 吹上小学校 フキアゲショウガッコウ

女子6年100m 駒木 李音 ｺﾏｷ ﾘﾈ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

女子80mH 中﨑 希花 ﾅｶｻﾞｷ ﾉﾊ 6 紀の国アスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

女子走高跳 稲薮 依織 ｲﾅﾔﾌﾞ ｲｵﾘ 6 田辺ＡＣ ﾀﾅﾍﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子走幅跳 山西 真由 ﾔﾏﾆｼ ﾏﾕ 6 和歌山ゴールデンキッズ ワカヤマゴールデンキッズ

女子ジャベリックボール投 寺谷 朱莉 ﾃﾗﾀﾞﾆ ｼﾞｭﾘ 6 龍神ＳＣ ﾘｭｳｼﾞﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ



鳥取 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 今井　信也 ｲﾏｲ ｼﾝﾔ

指導者 倉光　幸生 ｸﾗﾐﾂ ﾕｷｵ

指導者 加嶋　宏美 ｶｼﾏ ﾋﾛﾐ

指導者 村上　嘉尚 ムラカミ ｶｼｮｳ

支援コーチ 谷岡　真史 タニオカ ﾏｻﾁｶ

支援コーチ 三橋　奈央 ミハシ ナオ

支援コーチ 福井　和栄 ﾌｸｲ ｶｽﾞｴ

支援コーチ 佐々木　義和 ｻｻｷ ﾖｼｶｽﾞ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 村上 大貴 ムラカミ ダイキ 5 布勢TC フセTC

男子4×100ｍR 土橋 禅旅 ドバシ ゼンタ 6 布勢TC フセTC

男子4×100ｍR 原田 辿地 ハラダ テンチ 6 布勢TC フセTC

男子4×100ｍR 山崎 雄生 ヤマサキ ユウキ 5 布勢TC フセTC

男子4×100ｍR 前田 渉吾 マエタ ショウゴ 5 布勢TC フセTC

男子5年100m 北川 幹太 キタガワ カンタ 5 鳥取ジョイナス トットリジョイナス

男子6年100m 河本 英瑠 カワモト エル 6 上灘クラブ ウワナダクラブ

男子80mH 福井 涼太 フクイ リョウタ 6 河北SS カホクSS

男子走高跳 石見 だいや イワミ ダイヤ 6 八橋小 ヤバセショウ

男子走幅跳 田中 旬 タナカ シュン 6 河北SS カホクSS

男子ジャベリックボール投 片山 優心 カタヤマ ユウシ 6 KY鳥取 KYトットリ

女子4×100ｍR 山口 星音 ヤマグチ シオン 6 KY鳥取 KYトットリ

女子4×100ｍR 中本 唯愛 ナカモト イチカ 6 KY鳥取 KYトットリ

女子4×100ｍR 池本 理子 イケモト リコ 6 KY鳥取 KYトットリ

女子4×100ｍR 宮本 真優 ミヤモト マヒロ 6 KY鳥取 KYトットリ

女子4×100ｍR 近藤 未來 コンドウ ミライ 5 KY鳥取 KYトットリ

女子5年100m 前田 結衣 マエタ ユイ 5 アスリート米子 アスリートヨナゴ

女子6年100m 中村 仁香 ナカムラ ニコ 6 アスリート米子 アスリートヨナゴ

女子80mH 清水 美礼 シミズ ミライ 6 布勢TC フセTC

女子走高跳 浦部 瑚杜葉 ウラベ コトハ 6 尚徳小 ショウトクショウ

女子走幅跳 増井 海遙 マスイ ミハル 6 河北SS カホクSS

女子ジャベリックボール投 鋤崎 希歩 スキザキ ノア 6 TF倉吉 TFクラヨシ



島根 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 本田　翔梧 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

指導者 山口　明紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷ

指導者 0 0

指導者 0 0

支援コーチ 杠　憲司 ﾕｽﾞﾘﾊ ｹﾝｼﾞ

支援コーチ 大田　裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ

支援コーチ 金子　正志 ｶﾈｺﾏｻｼ

支援コーチ 0 0

ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 福村 鉄平 ﾌｸﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 枝木 蓮 ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 安達 盛志郎 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾛｳ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 上野 李騎斗 ｳｴﾉ ﾘｷﾄ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

男子4×100ｍR 三木 優 ﾐｷ ﾕﾀｶ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

男子5年100m 安藤 哲之介 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾉｽｹ 5 江津陸上教室 ゴウツリクジョウキョウシツ

男子6年100m 大場 涼雅 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 6 江津陸上教室 ゴウツリクジョウキョウシツ

男子80mH 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ 6 浜田JAS ハマダJAS

男子走高跳 田原 颯騎 ﾀﾊﾞﾗ ｻﾂｷ 6 益田陸上教室 マスダリクジョウキョウシツ

男子走幅跳 松谷 和環 ﾏﾂﾀﾆ ﾜｶﾝ 6 邑智小クラブ オオチショウクラブ

男子ジャベリックボール投 宅和 晟 ﾀｸﾜ ｾｲ 6 大田陸上教室 オオダリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 仙田 ゆりな ｾﾝﾀﾞ ﾕﾘﾅ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 周藤 美月 ｽﾄｳ ﾐﾂｷ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 浅野 凛 ｱｻﾉ ﾘﾝ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 松田 香穂 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 村上 聖来 ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾗ 6 松江陸上教室 マツエリクジョウキョウシツ

女子5年100m 齋藤 楓季 ｻｲﾄｳ ﾌｷ 5 益田陸上教室 マスダリクジョウキョウシツ

女子6年100m 淺田 結衣 ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 6 浜田JAS ハマダJAS

女子80mH 野田 一葉 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ 6 邑智JTS オオチJTS

女子走高跳 江川 優月 ｴｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 6 浜田JAS ハマダJAS

女子走幅跳 佐々木 悠里 ｻｻｷ ﾕｳﾘ 6 浜田JAS ハマダJAS

女子ジャベリックボール投 松浦 知佳 ﾏﾂｳﾗ ﾁｶ 6 大田陸上教室 オオダリクジョウキョウシツ



岡山 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 高上　清敬 ﾀｶｳｴ ｷﾖﾀｶ

指導者 安富　直樹 ﾔｽﾄﾐ ﾅｵｷ

指導者 小坂　誠彦 ｺｻｶ ﾏｻﾋｺ

指導者 墨江　香織 ｽﾐｴ ｶｵﾘ

支援コーチ 中川　正幸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

支援コーチ 中嶋　千晶 ﾅｶｼﾏ ﾁｱｷ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 広畑 創 ﾋﾛﾊﾀ ｿｳ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 庭山 晴希 ﾆﾜﾔﾏ ﾊﾙｷ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ　 オカヤマシジュニアリクジョウクラブ　

男子4×100ｍR 長崎 航 ﾅｶﾞｻｷ ﾜﾀﾙ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 田中 遥斗 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 藤原 大翔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

男子5年100m 岡村 涼佑 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 5 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

男子6年100m 小松原 千騎 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 6 倉敷ジュニア陸上クラブ クラシキジュニアリクジョウクラブ

男子80mH 安東 群司 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾞﾝｼﾞ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ツヤマジュニアリクジョウキョウギキョウシツ

男子走高跳 藤木 俊治 ﾌｼﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 6 神代小 コウジロショウ

男子走幅跳 岩崎 陽光 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ツヤマジュニアリクジョウキョウギキョウシツ

男子ジャベリックボール投 松嶋 祥斗 ﾏﾂｼﾏ  ｼｮｳﾄ 6 四福少年野球 シフクショウネンヤキュウ

女子4×100ｍR 森 明日花 ﾓﾘ ｱｽｶ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 遠藤 はな ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 堀内 ひかり ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 信江 想空 ﾉﾌﾞｴ ｿﾗ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 沼本 彩花 ﾇﾓﾄ ｱﾔｶ 6 岡山市ジュニア陸上クラブ オカヤマシジュニアリクジョウクラブ

女子5年100m 豊田 春姫 ﾄﾖﾀ ﾙﾅ 5 笠岡ジュニア陸上クラブ カサオカジュニアリクジョウクラブ

女子6年100m 原田 美來 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｸ 6 倉敷ジュニア陸上クラブ クラシキジュニアリクジョウクラブ

女子80mH 木梨 光菜 ｷﾅｼ  ﾋﾅ 6 鶴山小学校　 カクザンショウガッコウ　

女子走高跳 大田 佳鈴 ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 6 津山ジュニア陸上競技教室 ツヤマジュニアリクジョウキョウギキョウシツ

女子走幅跳 鈴木 亜虹 ｽｽﾞｷ ｱｺ 6 倉敷ジュニア陸上クラブ ｸﾗｼｷｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子ジャベリックボール投 中上 楓香 ﾅｶｳｴ ｿﾖｶ 6 ゆめりくクラブ ユメリククラブ



広島 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 花守　慎太郎 ハナモリ　シンタロウ

指導者 河原　亜紗実　 カワハラ　アサミ

指導者 谷口　真奈 タニグチ　マナ

指導者 前田　秀尚 マエダ　ヒデナオ

支援コーチ 熊本　辰己 クマモト　タツミ

支援コーチ 藤井　智康 ﾌｼﾞｲ　トモヤス

支援コーチ 友井　啓之 トモイ　ヒロユキ

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 山本 隼人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 6 高美が丘クラブ タカミガオカクラブ

男子4×100ｍR 森政 利己 ﾓﾘﾏｻ ﾘｷ 6 高美が丘クラブ タカミガオカクラブ

男子4×100ｍR 本多 諒馬 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 6 高美が丘クラブ タカミガオカクラブ

男子4×100ｍR 中石 圭亮 ﾅｶｲｼ ｹｲｽｹ 6 高美が丘クラブ タカミガオカクラブ

男子4×100ｍR   

男子5年100m 小田原 功汰 ｵﾀﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 5 にゃんじゃスポーツ ニャンジャスポーツ

男子6年100m 武智 亮真 ﾀｹﾁ ﾘｮｳﾏ 6 海田南小学校 カイタミナミショウガッコウ

男子80mH 神重 翔央 ｶﾐｼｹﾞ ｼｮｳ 6 吉和ＡＣ ヨシワＡＣ

男子走高跳 緒方 真那斗 ｵｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ

男子走幅跳 松本 陽汰 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 6 吉和ＡＣ ヨシワＡＣ

男子ジャベリックボール投 檜高 陽斗 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙﾄ 6 布野小学校 フノショウガッコウ

女子4×100ｍR 島本 優美香 ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 6 ＣＨＡＳＫＩ チャスキ

女子4×100ｍR 岡田 優愛 ｵｶﾀﾞ ﾕｱ 6 ＣＨＡＳＫＩ チャスキ

女子4×100ｍR 増原 優羽 ﾏｽﾊﾗ ﾕｳ 6 ＣＨＡＳＫＩ チャスキ

女子4×100ｍR 高山 奏 ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 6 ＣＨＡＳＫＩ チャスキ

女子4×100ｍR 谷口 優月 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 6 ＣＨＡＳＫＩ チャスキ

女子5年100m 藤田 実央 ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ 5 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ

女子6年100m 坂井 実夢 ｻｶｲ ﾐﾕｳ 6 びんごWAC ビンゴWAC

女子80mH 藤原 愛心 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｺ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ

女子走高跳 北村 なつき ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 6 神辺走ろう会 カンナベハシロウカイ

女子走幅跳 川西 彩月 ｶﾜﾆｼ ｻﾂｷ 6 東広島ＴＦＣ ヒガシヒロシマＴＦＣ

女子ジャベリックボール投 田中 千遥 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 6 三原陸上クラブ ミハラリクジョウクラブ



山口 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 末長　裕昌 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛﾏｻ

指導者 大矢　弘子 ｵｵﾔ ﾋﾛｺ

指導者 波多野　陽子 ﾊﾀﾉ ﾖｳｺ

指導者 江本　孝臣 ｴﾓﾄ ﾀｶｵﾐ

支援コーチ 本多　信之 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

支援コーチ 植田　裕二 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

支援コーチ 三谷　禎 ﾐﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ

支援コーチ 新山　律子 ﾆｲﾔﾏ ﾘﾂｺ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 森本 龍弥 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 6 下関ふくっ子陸上クラブ シモノセキフクッコリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 宇都宮 璃来 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ 6 下関ふくっ子陸上クラブ シモノセキフクッコリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 伊佐 栞太朗 ｲｻ ｶﾝﾀﾛｳ 5 下関ふくっ子陸上クラブ シモノセキフクッコリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 濵口 怜 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 5 下関ふくっ子陸上クラブ シモノセキフクッコリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 村田 伊吹 ﾑﾗﾀ ｲﾌﾞｷ 5 下関ふくっ子陸上クラブ シモノセキフクッコリクジョウクラブ

男子5年100m 古永 健志 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ 5 豊浦陸上スポーツ少年団 トヨラリクジョウスポーツｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ

男子6年100m 渡辺 柊色 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 6 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン

男子80mH 下村 悠太 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 6 奇兵隊 キヘイタイ

男子走高跳 西村 悠希 ﾆｼﾑﾗ ユウキ 5 徳山RCコネット トクヤマRCコネット

男子走幅跳 国本 一 ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 6 小郡陸上少年団 オゴオリリクジョウショウネンダン

男子ジャベリックボール投 秋本 大輝 ｱｷﾓﾄ ﾀｲｷ 6 山口FSL ヤマグチFSL

女子4×100ｍR 中村 清楓 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 6 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 内藤 央瑠 ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ 6 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 藤田 桜子 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 6 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 温品 晴 ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 5 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン

女子4×100ｍR 山下 和奏 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 6 光市陸上スポーツ少年団 ヒカリシリクジョウスポーツショウネンダン

女子5年100m 岩本 紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 5 奇兵隊 キヘイタイ

女子6年100m 久保 瑞乃 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 6 萩陸上競技スポーツ少年団 ハギリクジョウキョウギスポーツショウネンダン

女子80mH 向田 帆花 ﾑｶｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 6 ゆうスポーツクラブ陸上少年団 ユウスポーツクラブリクジョウショウネンダン

女子走高跳 幸坂 奈苗 ｺｳｻﾞｶ ﾅﾅｴ 6 山口FSL ヤマグチFSL

女子走幅跳 山田 莉音菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 6 防府陸上スポーツ少年団 ホウフリクジョウスポーツショウネンダン

女子ジャベリックボール投 中嶋 菜月 ﾅｶｼﾏ ﾅﾂｷ 5 美祢陸上スポーツ少年団 ミネリクジョウスポーツショウネンダン



香川 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 本田　恵 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲ

指導者 大麻　弘善 ｵｵｱｻ ﾋﾛﾖｼ

指導者 海面　豊 ｶｲﾒﾝ ﾕﾀｶ

指導者 安宅　裕美 ｱﾀｷﾞ ﾋﾛﾐ

支援コーチ 十鳥　良太 ｼﾞｭｳﾄﾘ ﾘｮｳﾀ

支援コーチ 高野　聖司 ﾀｶﾉ ｾｲｼﾞ

支援コーチ 細井　聡 ﾎｿｲ ｻﾄｼ

支援コーチ 前川　憲貴 ﾏｴｶﾜ ﾉﾘｷ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 中村 航 ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 6 詫間小学校 タクマショウガッコウ

男子4×100ｍR 田尾 恭脩 ﾀｵ ｷｮｳｽｹ 6 詫間小学校 タクマショウガッコウ

男子4×100ｍR 湊 斐可琉 ﾐﾅﾄ ﾋｶﾙ 6 詫間小学校 タクマショウガッコウ

男子4×100ｍR 大西 陽哉 ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾔ 6 詫間小学校 タクマショウガッコウ

男子4×100ｍR 山口 悠二朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 6 詫間小学校 タクマショウガッコウ

男子5年100m 宮野 晄雅 ﾐﾔﾉ ｺｳｶﾞ 5 柞田小学校 クニタショウガッコウ

男子6年100m 河北 知哉 ｶﾜｷﾀ ﾄﾓﾔ 6 屋島クラブ ヤシマクラブ

男子80mH 大路 創太 ｵｵｼﾞ ｿｳﾀ 6 とらまるスプリントクラブ トラマルスプリントクラブ

男子走高跳 宮武 柊哉 ﾐﾔﾀｹ ｼｭｳｷ 6 山本小学校 ヤマモトショウガッコウ

男子走幅跳 中西 奏輔 ﾅｶﾆｼ ｿｳｽｹ 6 YKSS YKSS

男子ジャベリックボール投 樋笠 六星 ﾋｶﾞｻ ﾘｭｳｾｲ 6 大見小学校 オオミショウガッコウ

女子4×100ｍR 前田 桃香 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 6 太田南小学校 オオタミナミショウガッコウ

女子4×100ｍR 村岡 彩花 ﾑﾗｵｶ ｱﾔｶ 6 太田南小学校 オオタミナミショウガッコウ

女子4×100ｍR 烏谷 理希 ｶﾗｽﾀﾞﾆ ﾘｷ 6 太田南小学校 オオタミナミショウガッコウ

女子4×100ｍR 森 珠友佳 ﾓﾘ ﾐﾕｶ 6 太田南小学校 オオタミナミショウガッコウ

女子4×100ｍR   

女子5年100m 白川 海音 ｼﾗｶﾜ ﾐｵ 5 観音寺小学校 カンオンジショウガッコウ

女子6年100m 大坪 美桜 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐｵ 6 垂水小学校 タルミショウガッコウ

女子80mH 苅田 真希 ｶﾘﾀ ﾏｷ 6 香川レーシングチームジュニア カガワレーシングチームジュニア

女子走高跳 西村 美桜 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾊﾅ 6 YKSS YKSS

女子走幅跳 金高 生幸 ｶﾈﾀｶ ｾｲｻ 6 古高松南小学校 フルタカマツミナミショウガッコウ

女子ジャベリックボール投 高木 彩衣 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 6 比地小学校 ヒジショウガッコウ



徳島 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 鎌田　幸二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

指導者 竹内　淳子 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ

指導者 佐々木　麻希 ｻｻｷ ﾏｷ

指導者 岡井　美紀 ｵｶｲ ﾐｷ

支援コーチ 櫻井　徹 ｻｸﾗｲ ﾄｵﾙ

支援コーチ 北田　明夫 ｷﾀﾀﾞ　ｱｷｵ

支援コーチ 長濱　隆弘 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾋﾛ

支援コーチ 新野　圭 ｼﾝﾉ ｹｲ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 入口 陽介 ｲﾘｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 岡田 朗秀 ｵｶﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 坂東 海里 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 日比生 壮太 ﾋﾋﾞｳ ｿｳﾀ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

男子4×100ｍR 吉住 大 ﾖｼｽﾞﾐ ﾀﾞｲ 5 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

男子5年100m 金徳 陽 ｶﾈﾄｸ ﾊﾙ 5 阿南ＪＡＣ アナンＪＡＣ

男子6年100m 森 悠偉 ﾓﾘ ﾕｲ 6 鳴門ＫＡＣスポーツ少年団 ナルトＫＡＣスポーツショウネンダン

男子80mH 濱口 大和 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 6 阿南ＪＡＣ アナンＪＡＣ

男子走高跳 藤井 優作 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｻｸ 6 いしい陸上教室 イシイリクジョウキョウシツ

男子走幅跳 櫻井 旺歩 ｻｸﾗｲ ｵｳﾌﾞ 6 さくらＲＣ サクラＲＣ

男子ジャベリックボール投 安宅 諒介 ｱﾀｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 6 いしい陸上教室 イシイリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 濱田 星 ﾊﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 6 さくらＲＣ サクラＲＣ

女子4×100ｍR 藤村 ななこ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾅｺ 6 さくらＲＣ サクラＲＣ

女子4×100ｍR 黒濱 咲月 ｸﾛﾊﾏ ｻﾂｷ 5 さくらＲＣ サクラＲＣ

女子4×100ｍR 古林 凜乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾉ 5 さくらＲＣ サクラＲＣ

女子4×100ｍR 酒井 優衣 ｻｶｲ ﾕｲ 5 さくらＲＣ サクラＲＣ

女子5年100m 大塚 百々花 ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ 5 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

女子6年100m 西岡 美耶弥 ﾆｼｵｶ ﾐﾔﾋﾞ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

女子80mH 藤井 彩花 ﾌｼﾞｲ ｱﾔｶ 6 ＡｉＪＡＣ ＡｉＪＡＣ

女子走高跳 泉 彩花 ｲｽﾞﾐ ｱﾔｶ 6 北島ジュニア陸上クラブ キタジマジュニアリクジョウクラブ

女子走幅跳 庄村 花菜 ｼｮｳﾑﾗ ﾊﾅ 6 阿波市陸上クラブ アワシリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 平岡 未羽 ﾋﾗｵｶ ﾐｳ 6 貞光陸上クラブ サダミツリクジョウクラブ



愛媛 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 髙橋　俊光 タカハシ トシミツ

指導者 野本　征 ノモト セイ

指導者 吉良　大助 キラ ダイスケ

指導者 宮崎　紅 ミヤザキ アカネ

支援コーチ 山之内　知弘 ヤマノウチ トモヒロ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 有馬 惠叶 ｱﾘﾏ ｹｲﾄ 6 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

男子4×100ｍR 鴻上 桃矢 ｺｳｶﾞﾐ ﾓﾓﾔ 6 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

男子4×100ｍR 松下 歩叶 ﾏﾂｼﾀ ｱﾕﾄ 6 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

男子4×100ｍR 水野 亮 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ 6 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

男子4×100ｍR 三好 周 ﾐﾖｼ ｼｭｳ 6 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

男子5年100m 中村 颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 5 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

男子6年100m 森實 倖大 ﾓﾘｻﾞﾈ ｺｳﾀﾞｲ 6 川之江T&Fクラブ カワノエT&Fクラブ

男子80mH 尾﨑 壮太 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 6 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ ナミッコランナーズ

男子走高跳 石川 裕月 ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 6 VIVID陸上競技クラブ VIVIDリクジョウキョウギクラブ

男子走幅跳 葛原 永和 ｸｽﾞﾊﾗ ﾄﾜ 6 泉川小学校 イズミガワショウガッコウ

男子ジャベリックボール投 舩見 侑良 ﾌﾅﾐ ﾕｳﾗ 6 宇和島Ｔ＆Ｆ ウワジマＴ＆Ｆ

女子4×100ｍR 吉良 光咲 ｷﾗ ﾐｻｷ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ

女子4×100ｍR 池田 梨音 ｲｹﾀﾞ ﾘｵﾝ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ

女子4×100ｍR 片山 亜紀 ｶﾀﾔﾏ ｱｷ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ

女子4×100ｍR 笹本 羽奈 ｻｻﾓﾄ ﾊﾅ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ

女子4×100ｍR 丹下 乃愛 ﾀﾝｹﾞ ﾉｱ 6 八幡浜アスリートクラブ ヤワタハマアスリートクラブ

女子5年100m 宮崎 愛海 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾐ 5 愛アスリートクラブ アイアスリートクラブ

女子6年100m 山口 日向 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 6 波っ子ﾗﾝﾅｰｽﾞ ナミッコランナーズ

女子80mH 西田 奈央 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ 6 津島しらさぎ陸上クラブ ツシマシラサギリクジョウクラブ

女子走高跳 相原 歩夏 ｱｲﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 6 垣生JAC ハブJAC

女子走幅跳 近泉 紗耶 ﾁｶｲｽﾞﾐ ｻﾔ 6 桑の実クラブ クワノミクラブ

女子ジャベリックボール投 根本 もな ﾈﾓﾄ ﾓﾅ 6 愛顔のジュニアAC ｴｶﾞｵﾉｼﾞｭﾆｱAC



高知 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 三谷　裕之 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ

指導者 葛岡　善行 ｸｽﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ

指導者 籠場　友哉 ｶｺﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ

指導者 0 0

支援コーチ 田中　鈴子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ

支援コーチ 山本　充恭 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾔｽ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 玉木 創大 ﾀﾏｷ ｿｳﾀ 6 クラブとさ クラブトサ

男子4×100ｍR 濵田 碧海 ﾊﾏﾀﾞ ｱｵｲ 6 クラブとさ クラブトサ

男子4×100ｍR 門田 友助 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｽｹ 6 クラブとさ クラブトサ

男子4×100ｍR 平田 稜賀 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ 6 クラブとさ クラブトサ

男子4×100ｍR 橋本 寛史 ﾊｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 6 クラブとさ クラブトサ

男子5年100m 石元 碧泉 ｲｼﾓﾄ ｱｵｲ 5 土佐ＪＡＣ トサＪＡＣ

男子6年100m 栁井 敦史 ﾔﾅｲ ｱﾂｼ 6 南国鉄人クラブ ナンコクテツジンクラブ

男子80mH 島村 澄空 ｼﾏﾑﾗ ﾐｿﾗ 6 アスリートすくも アスリートスクモ

男子走高跳 大西 晄正 ｵｵﾆｼ ｺｳｾｲ 6 まほろばクラブ南国 マホロバクラブナンゴク

男子走幅跳 結城 匠輝 ﾕｳｷ ﾅﾙｷ 6 土佐ＪＡＣ トサＪＡＣ

男子ジャベリックボール投 古味 駿都 ｺﾐ ﾊﾔﾄ 5 くろしお陸上クラブ クロシオリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 坂口 みなみ ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 6 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ

女子4×100ｍR 浦川 一加 ｳﾗｶﾜ ｲﾁｶ 6 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ

女子4×100ｍR 谷口 希那里 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷﾅﾘ 6 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ

女子4×100ｍR 徳弘 もも ﾄｸﾋﾛ ﾓﾓ 6 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ

女子4×100ｍR 仙頭 万寿菜 ｾﾝﾄｳ ﾏｼﾞｭﾅ 5 吉良川ＪＡＣ キラガワＪＡＣ

女子5年100m 岡林 沙季 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ 5 まほろばクラブ南国 マホロバクラブナンゴク

女子6年100m 高木 葵 ﾀｶｷﾞ ｱｵｲ 6 高知橘クラブ コウチタチバナクラブ

女子80mH 岡村 彩花 ｵｶﾑﾗ ｻｲｶ 6 アスリートすくも アスリートスクモ

女子走高跳 岡本 美梨亜 ｵｶﾓﾄ ﾐﾘｱ 6 アスリートすくも アスリートスクモ

女子走幅跳 岡松 花音 ｵｶﾏﾂ ｶﾉﾝ 6 野市ＪＡＣ ノイチＪＡＣ

女子ジャベリックボール投 池上 林檎 ｲｹｳｴ ﾘﾝｺﾞ 6 中村ＪＡＣ ナカムラＪＡＣ



福岡 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 溝部　尚 ﾐｿﾞﾍﾞ  ﾋｻｼ

指導者 藤本　昭義 ﾌｼﾞﾓﾄ  ｱｷﾖｼ

指導者 牧野　智恵美 ﾏｷﾉ  ﾁｴﾐ

指導者 樋口　将孝 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

支援コーチ 徳永　修一 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭｳｲﾁ

支援コーチ 山口　照男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙｵ

支援コーチ 吉田　茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

支援コーチ 藤木　祐一郎 ﾌｼﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 木原 航 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 6 大木アスレチッククラブ オオキアスレチッククラブ

男子4×100ｍR 髙田 拓海 ﾀｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 6 大木アスレチッククラブ オオキアスレチッククラブ

男子4×100ｍR 牟田 凌凰 ﾑﾀ ﾘｮｳｵｳ 6 大木アスレチッククラブ オオキアスレチッククラブ

男子4×100ｍR 川上 陽大 ｶﾜｶﾐ ﾖｳﾀ 6 大木アスレチッククラブ オオキアスレチッククラブ

男子4×100ｍR 野口 叶多 ﾉｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 6 大木アスレチッククラブ オオキアスレチッククラブ

男子5年100m 長戸 健士郎 ﾅｶﾞﾄ ｹﾝｼﾛｳ 5 那珂川ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ ナカガワジュニアランナーズ

男子6年100m 濱畑 陽季 ﾊﾏﾊﾀ ﾊﾙｷ 6 ＡＲＯＵＳＡＬ アローザル

男子80mH 井上 季也 ｲﾉｳｴ ﾄｷﾅﾘ 6 東峰ＲＣ ﾄｳﾎｳｱｰﾙｼｰ

男子走高跳 楠 蒼昊 ｸｽ ｿｳﾕｳ 6 高良内陸上ｸﾗﾌﾞ コウラウチリクジョウクラブ

男子走幅跳 中谷 魁聖 ﾅｶﾀﾆ ｶｲｾｲ 6 新田原ランナーズ シンデンバルランナーズ

男子ジャベリックボール投 荒平 瑛大 ｱﾗﾋﾗ ｴｲﾀ 6 福岡キッズ フクオカキッズ

女子4×100ｍR 久間 愛梨 ｸﾏ ｱｲﾘ 6 那珂川ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ ナカガワジュニアランナーズ

女子4×100ｍR 柴田 藍名 ｼﾊﾞﾀ ｱｲﾅ 6 那珂川ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ ナカガワジュニアランナーズ

女子4×100ｍR 立花 杜和子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾜｺ 6 那珂川ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ ナカガワジュニアランナーズ

女子4×100ｍR 保楊枝 琴乃 ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ 6 那珂川ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ ナカガワジュニアランナーズ

女子4×100ｍR 鷲塚 沙耶 ﾜｼﾂﾞｶ ｻﾔ 6 那珂川ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ ナカガワジュニアランナーズ

女子5年100m ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 美杏 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾐｱﾝ 5 昭代クラブ ショウダイクラブ

女子6年100m 田中 麻耶 ﾀﾅｶ ﾏﾔ 6 三潴ジュニア陸上部 ミズマジュニアリクジョウブ

女子80mH 谷中 天架 ﾀﾆﾅｶ ﾃﾝｶ 6 豊前ＪＡＣ ﾌﾞｾﾞﾝｼﾞｪｲｴｰｼｰ

女子走高跳 新郷 華乃 ｼﾝｺﾞｳ ﾊﾅﾉ 6 福岡キッズ フクオカキッズ

女子走幅跳 原 琉心 ﾊﾗ ﾙｺ 6 ＡＲＯＵＳＡＬ アローザル

女子ジャベリックボール投 伊之坂 ジェイミ ｲﾉｻｶ ｼﾞｪｲﾐ 6 ＵＧＴＣ ﾕｰｼﾞｰﾃｨｰｼｰ



佐賀 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

指導者 中嶋　武久 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾋｻ

指導者 林田　学 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

指導者 田中　　薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ

監督 松尾由起子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ

支援コーチ 野口　順子 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ

支援コーチ 藤井　唯徳 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ

支援コーチ 野田　悠斗 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ

支援コーチ 山田　真 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 牛島 壮司朗 ｳｼｼﾞﾏ ｿｳｼﾛｳ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 宮地 俊亮 ﾐﾔﾁ ｼｭﾝｽｹ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 平野 史隆 ﾋﾗﾉ ﾌﾐﾀｶ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 松永 憲政 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｾｲ 6 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 樫野 太志 カシノ ﾀｲｼ 5 佐賀陸上クラブ ｻｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子5年100m 奥山 晃英 ｵｸﾔﾏ ｺｳｴｲ 5 大草野ホタピー オオクサノホタピー

男子6年100m 大宅 峻介 ｵｵﾔ ｼｭﾝｽｹ 6 武雄クラブ タケオクラブ

男子80mH 川上 大輝 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 6 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ

男子走高跳 前田 潤 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

男子走幅跳 堀田 楓 ﾎｯﾀ ﾌｳ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

男子ジャベリックボール投 北島 康生 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 5 若基ランナーズ ワカキランナーズ

女子4×100ｍR 徳永 心菜 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｺﾅ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 熊本 陽菜 ｸﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 谷口 詩織 タニグチ シオリ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 山口 愛良 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾗ 6 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

女子4×100ｍR 児玉 優奈 コダマ ﾕｳﾅ 5 唐津陸上教室 カラツリクジョウキョウシツ

女子5年100m 石竹 唯 ｲｼﾀｹ ﾕｲ 5 伊万里リバーサイドランナーズクラブ イマリリバーサイドランナーズクラブ

女子6年100m 北川 ゆなな ｷﾀｶﾞﾜ ﾕﾅﾅ 6 小城陸上クラブ オギリクジョウクラブ

女子80mH 篠原 蘭 ｼﾉﾊﾗ ﾗﾝ 6 鳥栖陸上教室 トスリクジョウキョウシツ

女子走高跳 林 真珠 ﾊﾔｼ ﾏｼﾞｭ 5 福富ランナーズ フクドミランナーズ

女子走幅跳 月岡 輝楽々 ﾂｷｵｶ ｷﾗﾗ 6 牛津陸上 ウシヅリクジョウ

女子ジャベリックボール投 大坪 咲輝 ｵｵﾂﾎﾞ ｻｷ 6 江北ビッキーズ コウホクビッキーズ



長崎 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 宮崎英生 ﾐﾔｻﾞｷﾋﾃﾞｵ

指導者 松本広大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

指導者 福塚真紀子 ﾌｸﾂｶﾏｷｺ

指導者 馬場翔大 ﾊﾞﾊﾞｼｮｳﾀﾞｲ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 山内 琉空 ヤマウチ リク 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ

男子4×100ｍR 重井 鞍吏 ｼｹﾞｲ ｱﾝﾘ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ

男子4×100ｍR 田中 咲稀人 ﾀﾅｶ ｻｷﾄ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ

男子4×100ｍR 東谷 豊連 ヒガシヤ トヨマサ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ

男子4×100ｍR 立石 雅人 ﾀﾃｲｼ マサト 5 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ

男子5年100m 本多 恵丞 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｼﾞ 5 梅谷SC ウメダニSC

男子6年100m 橋本 龍太 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 6 スマイルクラブジュニア スマイルクラブジュニア

男子80mH 柴山 叶夢 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶﾅﾒ 6 時津陸上クラブ トギツリクジョウクラブ

男子走高跳 有川 陽琉 ｱﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 6 時津東JRC トギツヒガシJRC

男子走幅跳 木谷 虎二郎 ｷﾀﾞﾆ ｺｼﾞﾛｳ 6 鷹島陸上クラブ タカシマリクジョウクラブ

男子ジャベリックボール投 川下 晃汰 ｶﾜｼﾀ ｺｳﾀ 6 北諫早陸上クラブ キタイサハヤリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 橋本 華花 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅｶ 6 大村陸上クラブ オオムラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 船木 歌 ﾌﾅｷ ｳﾀ 6 大村陸上クラブ オオムラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 西嶋 真央 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｵ 5 大村陸上クラブ オオムラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 松尾 咲也加 ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 6 大村陸上クラブ オオムラリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 増丸 奈央 ﾏｽﾏﾙ ナオ 6 大村陸上クラブ オオムラリクジョウクラブ

女子5年100m 永吉 杏樹 ﾅｶﾞﾖｼ アンジュ 5 梅谷SC ウメダニSC

女子6年100m 村中 美沙乃 ﾑﾗﾅｶ ﾐｻﾉ 6 諫早クラブ イサハヤクラブ

女子80mH 井上 みさき ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 6 明峰ジュニア陸上クラブ メイホウジュニアリクジョウクラブ

女子走高跳 松本 陽鞠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ 6 壱岐ジュニアランナーズ イキジュニアランナーズ

女子走幅跳 尾﨑 由芽 ｵｻﾞｷ ﾕﾒ 6 小長井ジュニア陸上クラブ コナガイジュニアリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 近藤 涼音 ｺﾝﾄﾞｳ ｽｽﾞﾈ 6 明峰ジュニア陸上クラブ メイホウジュニアリクジョウクラブ



熊本 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 三谷　浩輔 ﾐﾀﾆ ｺｳｽｹ

指導者 平野　龍 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ

指導者 中満　絵美 ﾅｶﾐﾂ ｴﾐ

指導者 大貫　智義 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾖｼ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 村田 悠斗 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 5 熊本アスリートワーク ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

男子4×100ｍR 寺井 昂ノ介 ﾃﾗｲ ｺｳﾉｽｹ 6 熊本アスリートワーク ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

男子4×100ｍR 靏田 大地 ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲﾁ 6 熊本アスリートワーク ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

男子4×100ｍR 米ヶ田 悠翔 ﾒﾀｶ ﾕｳﾄ 6 熊本アスリートワーク ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

男子4×100ｍR 黒木 楓聖 ｸﾛｷ ﾌｳﾏ 6 熊本アスリートワーク ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

男子5年100m 野村 太真 ﾉﾑﾗ ﾀｲｼﾝ 5 あみつジュニア アミツジュニア

男子6年100m 内田 啓太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 6 八千把小陸上部 ヤチワショウリクジョウブ

男子80mH 笠松 元気 ｶｻﾏﾂ ｹﾞﾝｷ 6 倉岳陸上クラブ クラタケリクジョウクラブ

男子走高跳 山崎 陽喜 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ 6 菊池アスリートクラブ ｷｸﾁｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子走幅跳 渡邉 一貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 6 菊鹿クラブ キクカクラブ

男子ジャベリックボール投 林田 大和 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 6 佐敷小 ｻｼｷｼｮｳ

女子4×100ｍR 大手 詩織 ｵｵﾃ ｼｵﾘ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｴｰｼｰ

女子4×100ｍR 鶴田 珠夕 ﾂﾙﾀ ﾐﾕ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｴｰｼｰ

女子4×100ｍR 野村 舞 ﾉﾑﾗ ﾏｲ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｴｰｼｰ

女子4×100ｍR 中元 亜胡 ﾅｶﾓﾄ ｱｺ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｴｰｼｰ

女子4×100ｍR 神田 夏希 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｴｰｼｰ

女子5年100m 石田 皐彩 ｲｼﾀﾞ ｻｱﾔ 5 Maeda.AC ﾏｴﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子6年100m 福岡 胡碧 ﾌｸｵｶ ｺﾀﾞﾏ 6 ALL八代 ｵｰﾙﾔﾂｼﾛ

女子80mH 下田 奈津美 ｼﾓﾀﾞ ﾅﾂﾐ 6 熊本アスリートワーク ｸﾏﾓﾄｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

女子走高跳 原口 未菜美 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 6 菊鹿クラブ キクカクラブ

女子走幅跳 那須 日向子 ﾅｽ ﾋﾅｺ 6 人吉ジュニア ﾋﾄﾖｼｼﾞｭﾆｱ

女子ジャベリックボール投 福田 七夕華 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｶ 6 天草アスリートクラブ ｱﾏｸｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ



大分 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 櫻井　貢 ｻｸﾗｲ　ﾐﾂｸﾞ

指導者 諸田　義信 ﾓﾛﾀ　ﾖｼﾉﾌﾞ

指導者 竹丸　由香里 ﾀｹﾏﾙ　ﾕｶﾘ

指導者 和久　周平 ﾜｸ　ｼｭｳﾍｲ

支援コーチ 下田　公嗣 ｼﾓﾀﾞ　ｷﾐﾂｸﾞ

支援コーチ 井元　英人 ｲﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾄ

支援コーチ 安東　慎二 ｱﾝﾄﾞｳ　ｼﾝｼﾞ

支援コーチ 田中　繁 ﾀﾅｶ　ｼｹﾞﾙ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 青山 竜也 ｱｵﾔﾏ ﾀﾂﾔ 6 佐伯わくわくクラブ サイキワクワククラブ

男子4×100ｍR 佐伯 俊徳 ｻｲｷ ﾄｼﾉﾘ 6 佐伯わくわくクラブ サイキワクワククラブ

男子4×100ｍR 染矢 大樹 ｿﾒﾔ ﾀﾞｲｷ 6 佐伯わくわくクラブ サイキワクワククラブ

男子4×100ｍR 廣瀨 康太郎 ﾋﾛｾ ｺｳﾀﾛｳ 6 佐伯わくわくクラブ サイキワクワククラブ

男子4×100ｍR 宮脇 英 ﾐﾔﾜｷ ｱｷﾗ 6 佐伯わくわくクラブ サイキワクワククラブ

男子5年100m 大村 春太 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 5 大在かけっ子クラブ オオザイカケッコクラブ

男子6年100m 佐藤 伶斗 ｻﾄｳ ﾚｲﾄ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

男子80mH 福田 七星 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｾ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

男子走高跳 佐土原 悠人 ｻﾄﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 6 滝尾陸上クラブ タキオリクジョウクラブ

男子走幅跳 佐藤 遥生 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 6 滝尾陸上クラブ タキオリクジョウクラブ

男子ジャベリックボール投 工藤 大介 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 6 弥生陸上クラブ ヤヨイリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 神徳 美香 ｺｳﾄｸ ﾐｶ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 鶴岡 美宮 ﾂﾙｵｶ ﾐｸ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 三橋 小桜 ﾐﾂﾊｼ ｺﾊﾙ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 由利 凛 ﾕﾘ ﾘﾝ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 佐藤 梨央 ｻﾄｳ ﾘｵ 5 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

女子5年100m 藤原 千櫻 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ 5 別府朝日陸上 ベップアサヒリクジョウ

女子6年100m 中山 未結 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 6 大在かけっ子クラブ オオザイカケッコクラブ

女子80mH 後藤 若奈 ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾅ 6 大分中央陸上クラブ オオイタチュウオウリクジョウクラブ

女子走高跳 山本 華穂 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 6 大在かけっ子クラブ オオザイカケッコクラブ

女子走幅跳 杉本 妃梨 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾒﾘ 6 AC佐伯 ACサイキ

女子ジャベリックボール投 護城 唯香 ﾓﾘｷ ﾕｲｶ 6 豊後高田陸上 ブンゴタカダリクジョウ



宮崎 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 甲斐　秀一 カイ  ｼｭｳｲﾁ

指導者 長尾　岳彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ

指導者 河野　多美子 ｶﾜﾉ　ﾀﾐｺ

指導者 甲斐　慎一朗 ｶｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ

支援コーチ 坂本　健 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ 

支援コーチ 内田　利春 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

支援コーチ 藤本　久允 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋｻﾐﾂ

支援コーチ 川上　雅弘 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 日吉 志優汰 ﾋﾖｼ ｼｭｳﾀ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

男子4×100ｍR 野﨑 遥音 ﾉｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

男子4×100ｍR 松田 海音 ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

男子4×100ｍR 黒木 優理 ｸﾛｷ ﾕｳﾘ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

男子4×100ｍR 山﨑 歩夢 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕﾑ 5 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

男子5年100m 鬼束 康平 ｵﾆﾂｶ ｺｳﾍｲ 5 西都陸上クラブ サイトリクジョウクラブ

男子6年100m 田中　 孝樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 6 日向アスリートクラブ ヒュウガアスリートクラブ

男子80mH 田村 英大 ﾀﾑﾗ ｴｲﾀ 6 宮崎西陸上クラブ ミヤザキニシリクジョウクラブ

男子走高跳 山田 栞織 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｵﾝ 6 宮崎本郷アスリートクラブ ミヤザキホンゴウアスリートクラブ

男子走幅跳 中村 奈一輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅｲｷ 6 西池ジュニア陸上クラブ ニシイケジュニアリクジョウクラブ

男子ジャベリックボール投 服部 壱心 ﾊｯﾄﾘ ｲｯｼﾝ 6 宮崎西陸上クラブ ミヤザキニシリクジョウクラブ

女子4×100ｍR 岸本 はな ｷｼﾓﾄ ﾊﾅ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

女子4×100ｍR 栁田 彩希 ﾔﾅｷﾞﾀ ｻｷ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

女子4×100ｍR 佐々木 美帆 ｻｻｷ ﾐﾎ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

女子4×100ｍR 髙萩 愛香 ﾀｶﾊｷﾞ ｱｲｶ 6 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

女子4×100ｍR 在原 芽沙 ｱﾘﾊﾗ ﾒｲｻ 5 延岡ジュニアクラブ ノベオカジュニアクラブ

女子5年100m 渡邉　 ひより ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 5 東海アスリートクラブ トウミアスリートクラブ

女子6年100m 村橋　 穂香 ﾑﾗﾊｼ ﾎﾉｶ 6 西池ジュニア陸上クラブ ニシイケジュニアリクジョウクラブ

女子80mH 神保 美有 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾕ 6 日南ACジュニア ニチナンエーシージュニア

女子走高跳 吉村 玲美 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 6 宮崎西陸上クラブ ミヤザキニシリクジョウクラブ

女子走幅跳 田島 里南 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾅ 6 西池ジュニア陸上クラブ ニシイケジュニアリクジョウクラブ

女子ジャベリックボール投 大山 姫海 ｵｵﾔﾏ ﾋﾒｶ 6 川南リトルランナーズ カワミナミリトルランナーズ



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

監督 太田　敬介 オオタ　ケイスケ

指導者 遠矢　慎一 トオヤ　シンイチ

指導者 中原　恵 ナカハラ　メグミ

指導者 飯山　由香 イイヤマ　ユカ

支援コーチ 馬見塚　正治 マミツカ　ショウジ

支援コーチ 飯田　秀治 イイダ　シュウジ

支援コーチ 船倉　祥子 フナクラ　ショウコ

支援コーチ 井手下　愛 イデシタ　アイ

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 福峯 純一郎 ﾌｸﾐﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 6 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 西尾 優之介 ﾆｼｵ ﾕｳﾉｽｹ 5 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 比良 維吹 ﾋﾗ ｲﾌﾞｷ 6 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 坂元 瑛斗 ｻｶﾓﾄ ｴｲﾄ 5 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子4×100ｍR 古市 聖剛 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳｺﾞ 6 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ

男子5年100m 山田 蒼士 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼﾞ 5 国分ジュニア陸上クラブ ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子6年100m 川上 鼓太郎 ｶﾐｶﾜ ｺﾀﾛｳ 6 太陽SC忍者 ﾀｲﾖｳSCﾆﾝｼﾞｬ

男子80mH 松島 悠斗 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾄ 6 津村陸上クラブ ﾂﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

男子走高跳 上野 煌太 ｳｴﾉ ｺｳﾀ 6 南さつまコミュニティ ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭﾆﾃｨ

男子走幅跳 荒武 玲央 ｱﾗﾀｹ ﾚｵ 6 別府陸上サークル ﾍﾞｯﾌﾟﾘｸｼﾞｮｳｻｰｸﾙ

男子ジャベリックボール投 西野 駿汰 ﾆｼﾉ ｼｭﾝﾀ 6 田布施SC ﾀﾌﾞｾSC

女子4×100ｍR 竹村 紗希 ﾀｹﾑﾗ ｻｷ 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

女子4×100ｍR 濵田 彩華 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 5 国分ジュニア陸上クラブ ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 吉屋 優希乃 ﾖｼﾔ ﾕｷﾉ 5 国分ジュニア陸上クラブ ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ

女子4×100ｍR 細川 友愛 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｱ 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

女子4×100ｍR 井上 ハルカ ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 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

女子5年100m 上石坂 百梨 ｶﾐｲｼｻﾞｶ ﾕﾘ 5 チェスト伊集院陸上 ﾁｪｽﾄｲｼﾞｭｳｲﾝﾘｸｼﾞｮｳ

女子6年100m 半田 一巴 ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 6 スプリントクラブ疾風 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞﾊﾔｶｾﾞ

女子80mH 花田 美優 ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ 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

女子走高跳 西園 麻央 ﾆｼｿﾞﾉ ﾏｵ 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

女子走幅跳 川﨑 香奈美 ｶﾜｻｷ ｶﾅﾐ 6 南さつまコミュニティ ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭﾆﾃｨ

女子ジャベリックボール投 黒瀬 笑 ｸﾛｾ ｴﾐ 6 田布施SC ﾀﾌﾞｾSC



沖縄 代表選手団一覧

指導者 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

監督 喜名　正人 キナ マサト 

指導者 高島　友幸 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ

指導者 勢理客　貴之 ｾﾘｷｬｸ ﾀｶﾕｷ

指導者 0 0

支援コーチ 具志堅　智美 ｸﾞｼｹﾝ  ﾄﾓﾐ

支援コーチ 金城　祐樹 キンジョウ　ユウキ

支援コーチ 0 0

支援コーチ 0 0

選手 ｶﾃｺﾞﾘ 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

男子4×100ｍR 照屋 寛太 ﾃﾙﾔ ｶﾝﾀ 5 アスリート工房 アスリートコウボウ

男子4×100ｍR 山川 海斗 ヤマカワ カイト 6 アスリート工房 アスリートコウボウ

男子4×100ｍR 大城 貴仁 ｵｵｼﾛ ﾀｶﾋﾄ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ

男子4×100ｍR 高橋 賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ

男子4×100ｍR 照屋 寛羽 ﾃﾙﾔ ｶﾝﾜ 6 アスリート工房 アスリートコウボウ

男子5年100m 平田 瑛大 ﾋﾗﾀ ｴｲﾀ 5 アスリート工房 アスリートコウボウ

男子6年100m 亀谷 優真 ｶﾒﾔ ﾕｳﾏ 6 宜野座陸上クラブ ギノザリクジョウクラブ

男子80mH 宜野座 淳ノ介 ｷﾞﾉｻﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 6 石垣島アスリートクラブ イシガキジマアスリートクラブ

男子走高跳 具志堅 羚央 ｸﾞｼｹﾝ ﾚｵ 6 馬天クラブ バテンクラブ

男子走幅跳 山城 大武 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾑ 6 あわせJRC アワセJRC

男子ジャベリックボール投 岸本 琉汰 キシモト リュウタ 6 名護クラブ ナゴクラブ

女子4×100ｍR 喜名 瞳梨 ｷﾅ ﾒｲﾘ 6 読谷アスリート ヨミタンアスリート

女子4×100ｍR 比嘉 千尋 ﾋｶﾞ ﾁﾋﾛ 6 読谷アスリート ヨミタンアスリート

女子4×100ｍR 金城 優芽 キンジョウ ユメ 6 読谷アスリート ヨミタンアスリート

女子4×100ｍR 今村 香保 イマムラ カホ 6 読谷アスリート ヨミタンアスリート

女子4×100ｍR   

女子5年100m 宜野座 沙季 ｷﾞﾉｻﾞ ｻｷ 5 宜野座陸上クラブ ギノザリクジョウクラブ

女子6年100m 宮里 星来 ﾐﾔｻﾞﾄ ｾﾗ 6 北丘アスリートクラブ キタオカアスリートクラブ

女子80mH 喜久里 彩吹 ｷｸｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 6 Team  Crest Team  Crest

女子走高跳 多嘉山 こころ ﾀｶﾔﾏ ｺｺﾛ 6 宜野座陸上クラブ ギノザリクジョウクラブ

女子走幅跳 高江洲 理央 ﾀｶｴｽ ﾘｵ 6 あわせJRC アワセJRC

女子ジャベリックボール投 當眞 七海 ﾄｳﾏ ﾅﾅﾐ 6 Nature ﾅﾁｭｰﾙ


