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北海道 監督 井上　智雄 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｵ 男

北海道 指導者 窪田　美津子 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂｺ 女

北海道 指導者 今井　里砂 ｲﾏｲ ﾘｻ 女

北海道 支援コーチ 藤村　勝江 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾂｴ 女

北海道 支援コーチ 浜林　英竜 ﾊﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀﾂ 男

北海道 男子5年100m 松田　大和 ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男 5 ハイテクACA ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾊｲﾃｸｴｰｼｰｱｶﾃﾞﾐｰ ハイテクACA

北海道 男子6年100m 宮本　哲朗 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 男 6 Spo-RE札内 ｽﾎﾟｰﾚｻﾂﾅｲ スポーレ札内

北海道 コンバインドA 片石　拓光 ｶﾀｲｼ ﾀｸﾐ 男 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 コンバインドB 秋山　梓祐 ｱｷﾔﾏ ｼﾕｳ 男 6 留萌AC ﾙﾓｲｴｰｼｰ 留萌AC

北海道 女子5年100m 山田　莉瑚 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 女 5 AAA ｱﾂﾍﾞﾂｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ AAA

北海道 女子6年100m 大内　埜瑚 ｵｵｳﾁ ﾉｺ 女 6 美幌RC ﾋﾞﾎﾛｱｰﾙｼｰ 美幌RC

北海道 コンバインドA 塩田　梢葉 ｼｵﾀﾞ ｺﾉﾊ 女 6 釧路JRC ｸｼﾛｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰ 釧路JRC

北海道 コンバインドB 村山　はな ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾅ 女 6 深川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｶｶﾞﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 深川陸上ｸﾗﾌﾞ
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青森 監督 三上　朋子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 女

青森 指導者 江良　善行 ｴﾗ ﾖｼﾕｷ 男

青森 指導者 山谷　優 ﾔﾏﾔ ﾏｻﾙ 男

青森 支援コーチ 高樋　菜那 ﾀｶﾋ ﾅﾅ 女

青森 男子5年100m 千葉　大翔 ﾁﾊﾞ ﾔﾏﾄ 男 5 向陽陸上スポーツｸﾗﾌﾞ ｺｳﾖｳﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 向陽ＳＣ

青森 男子6年100m 福井　瑠輝亜 ﾌｸｲ ﾙｷｱ 男 6 弘前アスリートｸﾗﾌﾞ ﾋﾛｻｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 弘前アスリ

青森 コンバインドA 福原　功真 ﾌｸﾊﾗ ｺｳﾏ 男 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

青森 コンバインドB 冨山　昊 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳ 男 6 大平ＡＣ ｵｵﾀﾞｲﾗAC 大平ＡＣ

青森 女子5年100m 駒木　心音 ｺﾏｷ ｺｺﾈ 女 5 石鉢ｸﾗﾌﾞ ｲｼﾉﾊﾁｸﾗﾌﾞ 石鉢

青森 女子6年100m 田村　円樺 ﾀﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 女 6 向陽陸上スポーツｸﾗﾌﾞ ｺｳﾖｳﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 向陽ＳＣ

青森 コンバインドA 三上　千晶 ﾐｶﾐ ﾁｱｷ 女 6 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ

青森 コンバインドB 柳町　瀬愛 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｾｱ 女 6 赤保内ｸﾗﾌﾞ ｱｶﾎﾞﾅｲｸﾗﾌﾞ 赤保内
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岩手 監督 山内　弘文 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 男

岩手 指導者 阿部　丈二 ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 男

岩手 指導者 黄川田　幸 ｷｶﾜﾀﾞ ﾐﾕｷ 女

岩手 支援コーチ 山野目　隆 ﾔﾏﾉﾒ ﾀｶｼ 男

岩手 支援コーチ 阿部　倫人 ｱﾍﾞ ﾐﾁﾄ 男

岩手 支援コーチ 西舘　敦 ﾆｼﾀﾞﾃ ｱﾂｼ 男

岩手 男子5年100m 佐々木　将人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 男 5 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 男子6年100m 富澤　凛 ﾄﾐｻﾜ ﾘﾝ 男 6 サンビレRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ サンビレＲＣ

岩手 コンバインドA 松村　永吉 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｷﾁ 男 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

岩手 コンバインドB 五十嵐　陽希 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 男 6 サンビレRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ サンビレＲＣ

岩手 女子5年100m 小澤　未瑚 ｵｻﾞﾜ ﾐ ｺ 女 5 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹ-ﾃｨｰｼ 盛岡ＫＴＣ

岩手 女子6年100m 小澤　詩乃 ｵｻﾞﾜ ｼﾉ 女 6 盛岡ＫＴＣ ﾓﾘｵｶｹ-ﾃｨｰｼ 盛岡ＫＴＣ

岩手 コンバインドA 阿部　蒼生 ｱﾍﾞ ｿｳ 女 6 陸上塾 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸ 陸上塾

岩手 コンバインドB 大村　優奈 ｵｵﾑﾗ ﾕﾅ 女 6 宮古ＴＣ ﾐﾔｺﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 宮古ＴＣ
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宮城 監督 佐藤　善典 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 男

宮城 指導者 立花　健 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝ 男

宮城 指導者 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 女

宮城 支援コーチ 山田　信 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｺﾄ 男

宮城 支援コーチ 太田　千尋 ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ 女

宮城 支援コーチ 細渕　元 ﾎｿﾌﾞﾁ ｹﾞﾝ 男

宮城 男子5年100m 大町　龍之介 ｵｵﾏﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 男 5 増田西小学校 ﾏｽﾀﾞﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 増田西小学校

宮城 男子6年100m 我妻　陽斗 ｱｶﾞﾂﾏ ﾊﾙﾄ 男 6 逢隈小学校 ｵｵｸﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 逢隈小学校

宮城 コンバインドA 佐藤　春太 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 男 6 蛇田陸上スポ少 ﾍﾋﾞﾀﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｼｮｳ 蛇田陸上スポ少

宮城 コンバインドB 氏家　颯 ｳｼﾞｲｴ ﾘｭｳ 男 6 一迫小学校 ｲﾁﾊｻﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 一迫小学校

宮城 女子5年100m 菅原　夢叶 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾒｶ 女 5 金成小学校 ｶﾝﾅﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ 金成小学校

宮城 女子6年100m 狩野　優来 ｶﾘﾉ ﾕﾗ 女 6 河北陸上スポ少 ｶﾎｸﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｼｮｳ 河北陸上スポ少

宮城 コンバインドA 髙橋　花百 ﾀｶﾊｼ ｶｵ 女 5 白百合ＡＣ ｼﾗﾕﾘｴｰｼｰ 白百合ＡＣ

宮城 コンバインドB 佐久間　玲愛 ｻｸﾏ ﾚｲﾅ 女 6 大平小学校 ｵｵﾀﾞｲﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大平小学校
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秋田 監督 泉谷　徹 ｲｽﾞﾐﾔ ﾄｵﾙ 男

秋田 指導者 三政　貴秀 ﾐﾏｻ ﾀｶﾋﾃﾞ 男

秋田 支援コーチ 泉　英人 ｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄ 男

秋田 支援コーチ 瀬田川　奈津子 ｾﾀｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 女

秋田 男子5年100m 荻原　悠樹 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 男 5 旭川陸上部 ｱｻﾋｶﾜﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞ 旭川陸上部

秋田 男子6年100m 佐藤　京介 ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ 男 6 仙南TFC ｾﾝﾅﾝﾃｨｰｴﾌｼｰ 仙南TFC

秋田 コンバインドA 佐藤　璃空 ｻﾄｳ ﾘｸ 男 6 西目小学校 ﾆｼﾒｼｮｳｶﾞｯｺｳ 西目小学校

秋田 コンバインドB 齋藤　涼真 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 男 6 象潟小学校 ｷｻｶﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 象潟小学校

秋田 女子5年100m 近藤　里胡 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｺ 女 5 大館Ｊｒ．ｱｽﾘｰﾄ ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ 大館Jr.ｱｽﾘｰﾄ

秋田 女子6年100m 石井　愛来 ｲｼｲ ｱｲﾗ 女 6 秋田ベーシックＴＣ ｱｷﾀﾍﾞｰｼｯｸﾃｨｰｼｰ 秋田ﾍﾞｰｼｯｸTC

秋田 コンバインドA 阿部　みゆき ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 女 6 有浦陸上ｸﾗﾌﾞ ｱﾘｳﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 有浦陸上ｸﾗﾌﾞ

秋田 コンバインドB 泉　寧音 ｲｽﾞﾐ ﾈﾈ 女 6 東館小学校 ﾋｶﾞｼﾀﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ 東館小学校
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山形 監督 三好　義宏 ﾐﾖｼ ﾖｼﾋﾛ 男

山形 指導者 畠中　雄紀 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男

山形 指導者 伊藤　真由美 ｲﾄｳ　ﾏﾕﾐ 女

山形 支援コーチ 髙木　悦子 ﾀｶｷﾞ ｴﾂｺ 女

山形 支援コーチ 石ケ森　久美子 ｲｼｶﾞﾓﾘ ｸﾐｺ 女

山形 男子5年100m 石ケ森　倖大 ｲｼｶﾞﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 男 5 寒河江西村山ＥＴジュニア ｻｶﾞｴﾆｼﾑﾗﾔﾏｲｰﾃｨｰｼﾞｭﾆｱ ＥＴジュニア

山形 男子6年100m 山口　香輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 男 6 鶴岡市立朝暘第五小学校 ﾂﾙｵｶｼﾘﾂﾁｮｳﾖｳﾀﾞｲｺﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 朝暘五小

山形 コンバインドA 瀧澤　謙 ﾀｷｻﾜ ｹﾝ 男 6 南陽市立沖郷小学校 ﾅﾝﾖｳｼﾘﾂｵｷｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 沖郷小

山形 コンバインドB 齊藤　楓大 ｻｲﾄｳ ﾌｳﾄ 男 6 東根市立大森小学校 ﾋｶﾞｼﾈｼﾘﾂｵｵﾓﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大森小

山形 女子5年100m 菅原　りさ ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 女 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ジュニア

山形 女子6年100m 髙橋　舞桜 ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 女 6 余目陸上スポーツ少年団 ｱﾏﾙﾒﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 余目陸上

山形 コンバインドA 嵐田　みちる ｱﾗｼﾀﾞ ﾐﾁﾙ 女 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ジュニア

山形 コンバインドB 森屋　莉杏 ﾓﾘﾔ ﾁｱ 女 6 松原野球スポーツ少年団 ﾏﾂﾊﾞﾗﾔｷｭｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松原野球スポ少
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福島 監督 今野　紗緒里 ｺﾝﾉ ｻｵﾘ 女

福島 指導者 大槻　さおり ｵｵﾂｷ ｻｵﾘ 女

福島 指導者 安達　奨 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 男

福島 支援コーチ 山下　嘉寿夫 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 男

福島 支援コーチ 大橋　矢 ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ 男

福島 支援コーチ 小松　健二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 男

福島 男子5年100m 塩野谷 輝樹 ｼｵﾉﾔ ｺｳｷ 男 5 勿来陸上クラブ ﾅｺｿﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 勿来陸上クラブ

福島 男子6年100m 阿部 博弥 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ 男 6 三河台 ﾐｶﾜﾀﾞｲ 三河台

福島 コンバインドA 星 丞之心 ﾎｼ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ 男 6 会津ACジュニア ｱｲﾂﾞｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 会津ACｼﾞｭﾆｱ

福島 コンバインドB 上田 聖翔 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男 6 白河第五小学校 ｼﾗｶﾜﾀﾞｲｺﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 白河第五小学校

福島 女子5年100m 渡部 楓來 ﾜﾀﾍﾞ ｶｴﾗ 女 5 船引 ﾌﾈﾋｷ 船引

福島 女子6年100m 大内 紗良 ｵｵｳﾁ ｻﾗ 女 6 福島大学トラッククラブ ﾌｸｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 福島大TC

福島 コンバインドA 新井 芽 ｱﾗｲ ﾒｲ 女 6 一箕 ｲｯｷ 一箕

福島 コンバインドB 佐藤 真帆 ｻﾄｳ ﾏﾎ 女 6 福島大学トラッククラブ ﾌｸｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 福島大TC
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茨城 監督 柏崎　勝美 ｶｼﾜｻﾞｷ　ｶﾂﾐ 男

茨城 指導者 青木　高広 ｱｵｷ　ﾀｶﾋﾛ 男

茨城 指導者 楠　朱美 ｸｽ　ｱｹﾐ 女

茨城 支援コーチ 国分　隆行 ｺｸﾌﾞﾝ　ﾀｶﾕｷ　 男

茨城 支援コーチ 小圷　広之 ｺｱｸﾂ　ﾋﾛﾕｷ 男

茨城 支援コーチ 小松　秀明 ｺﾏﾂ　ﾋﾃﾞｱｷ 男

茨城 男子5年100m 大和田 潤 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 男 5 友部小学校 ﾄﾓﾍﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 友部小学校

茨城 男子6年100m 堀川 奏大 ﾎﾘｶﾜ ｶﾅﾄ 男 6 水戸アスリートクラブ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸アスリート

茨城 コンバインドA 座光寺 奏 ｻﾞｺｳｼﾞ ｶﾅﾃﾞ 男 6 アミアスリートクラブ ｱﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ アスレッコ

茨城 コンバインドB 松尾 嘉衣煌 ﾏﾂｵ ｶｲﾗ 男 6 ビーイングジュニア ﾋﾞｰｲﾝｸﾞｼﾞｭﾆｱ ビーイングｊｒ

茨城 女子5年100m 川松 瑠麻 ｶﾜﾏﾂ ﾙﾏ 女 5 日立陸上クラブ ﾋﾀﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 日立陸上クラブ

茨城 女子6年100m 伊藤 夢 ｲﾄｳ ﾕﾒ 女 6 アミアスリートクラブ ｱﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ アスレッコ

茨城 コンバインドA 栗本 咲 ｸﾘﾓﾄ ｻｷ 女 6 ニホンスポーツアカデミー ﾆﾎﾝｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ Ｓ.Ａ.Ｎ

茨城 コンバインドB 渡邉 樹那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾅ 女 6 水戸アスリートクラブ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸アスリート
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栃木 監督 島田　隆広 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男

栃木 指導者 田村　伸夫 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 男

栃木 指導者 田澤　咲絵 ﾀｻﾞﾜ ｻｷｴ 女

栃木 支援コーチ 髙橋　小夜 ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 女

栃木 支援コーチ 田端　省吾 ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 男

栃木 支援コーチ 藤澤　真理絵 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾘｴ 女

栃木 男子5年100m 小森 裕一朗 ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男 5 茂木小学校 ﾓﾃｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 茂木小学校

栃木 男子6年100m 村井 琉駕 ﾑﾗｲ ﾘｭｳｶﾞ 男 6 西田井小学校 ﾆｼﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 西田井小学校

栃木 コンバインドA 遠藤  凛生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｷ 男 6 久下田小学校 ｸｹﾞﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 久下田小学校

栃木 コンバインドB 河上 航汰 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀ 男 6 中川小学校 ﾅｶｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 中川小学校

栃木 女子5年100m 手塚 心結 ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ 女 5 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

栃木 女子6年100m 髙橋 悠 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 女 6 華陵ｸﾗﾌﾞ ｶﾘｮｳｸﾗﾌﾞ 華陵ｸﾗﾌﾞ

栃木 コンバインドA 島田 欄 ｼﾏﾀﾞ ﾗﾝ 女 6 TOJ ﾃｨｰｵｰｼﾞｪｰ TOJ

栃木 コンバインドB 小森 璃望 ｺﾓﾘ ﾘﾉ 女 6 須藤小学校 ｽﾄｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 須藤小学校
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群馬 監督 小板橋　睦子 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾁｶｺ 女

群馬 指導者 清水　雅文 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾌﾐ 男

群馬 指導者 星野　慎也 ﾎｼﾉ ｼﾝﾔ 男

群馬 支援コーチ 木島　大輔 ｷｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男

群馬 支援コーチ 石黒　春妃 ｲｼｸﾞﾛ　ﾊﾙﾋ 女

群馬 支援コーチ 清水　尭之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 男

群馬 男子5年100m イリーサ ノア凛 ｲﾘｰｻ ﾉｱﾘﾝ 男 5 どりかむ太田 ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ どりかむ太田

群馬 男子6年100m 天野 莉玖斗 ｱﾏﾉ ﾘｸﾄ 男 6 沼田市陸上クラブ ﾇﾏﾀｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ

群馬 コンバインドA 正田 蒼一郎 ｼｮｳﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 男 6 高崎市陸上競技協会 ﾀｶｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｶｲ 高崎市陸協

群馬 コンバインドB 髙橋 悠真 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 男 6 渋川陸上競技ｸﾗﾌﾞ ｼﾌﾞｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ

群馬 女子5年100m 髙野 裕真 ﾀｶﾊｼ ﾕﾏ 女 5 前橋市陸上競技協会 ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｸｼﾞｭｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 前橋市陸協

群馬 女子6年100m 鵜川 結愛 ｳｶﾞﾜ ﾕｱ 女 6 勢多陸上競技ｸﾗﾌﾞ ｾﾀﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 勢多ｸﾗﾌﾞ

群馬 コンバインドA 吉田 心優 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女 6 金古ランニングクラブ ｶﾈｺﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 金古RC

群馬 コンバインドB 新井 陽菜 ｱﾗｲ  ﾋﾅ 女 6 沼田市陸上クラブ ﾇﾏﾀｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ
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埼玉 監督 髙橋　俊一 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｲﾁ 男

埼玉 指導者 今井　一寿 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾄｼ 男

埼玉 指導者 小島　綾華 ｵｼﾞﾏ ｱﾔｶ 女

埼玉 支援コーチ 池田　泰明 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 男

埼玉 支援コーチ 腰塚　友理 ｺｼﾂﾞｶ ﾕﾘ 女

埼玉 男子5年100m 武田 澄風 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｾﾞ 男 5 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

埼玉 男子6年100m 古川 陽聖 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳｾｲ 男 6 春日部トーシュンＳＣ ｶｽｶﾍﾞﾄｰｼｭﾝｴｽｼｰ 春日部ＴＳＣ

埼玉 コンバインドA 関本 健太 ｾｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 男 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

埼玉 コンバインドB 佐藤 蓮恩 ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 男 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

埼玉 女子5年100m 古閑 明里 ｺｶﾞ ｱｶﾘ 女 5 バンビーニ陸上クラブ ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ バンビーニ

埼玉 女子6年100m 熊田 莉穂 ｸﾏﾀﾞ ﾘﾎ 女 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

埼玉 コンバインドA 増子 芽衣 ﾏｽｺ ﾒｲ 女 6 草加ジュニア陸上クラブ ｿｳｶｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 草加ジュニア

埼玉 コンバインドB 奥澤 晴 ｵｸｻﾞﾜ ﾊﾙ 女 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
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千葉 監督 宮野　篤 ﾐﾔﾉ　ｱﾂｼ 男

千葉 指導者 加藤　泰史 ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 男

千葉 指導者 横田　美紗子 ﾖｺﾀ　ﾐｻｺ 女

千葉 支援コーチ 安永　雄貴 ﾔｽﾅｶﾞ　ﾕｳｷ 男

千葉 支援コーチ 岩城　節臣 ｲﾜｷ ｻﾀﾞｵﾐ 男

千葉 支援コーチ 鴻巣　萌 ｺｳﾉｽ　ﾓｴ 女

千葉 男子5年100m 佐々木 洸成 ｻｻｷ ｺｳｾｲ 男 5 みちるアスリートクラブ ﾐﾁﾙｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ みちるAC

千葉 男子6年100m 後藤 大樹 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼﾞｭ 男 6 ima kids ｱｲﾏｷｯｽﾞ ima kids

千葉 コンバインドA 山影 英汰 ﾔﾏｶｹﾞ ｴｲﾀ 男 6 野田市立清水台小学校 ﾉﾀﾞｼﾘﾂｼﾐｽﾞﾀﾞｲｷｮｳｶﾞｯｺｳ 清水台小学校

千葉 コンバインドB 赤岡 岳 ｱｶｵｶ ｶﾞｸ 男 6 いんばジュニアランニングクラブ ｲﾝﾊﾞｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ いんばジュニア

千葉 女子5年100m 青木 愛莉 ｱｵｷ ｱｲﾘ 女 5 ima kids ｱｲﾏｷｯｽﾞ ima kids

千葉 女子6年100m HASSEN AMAL ﾊｯｻﾝ ｱﾏｰﾙ 女 6 みちるアスリートクラブ ﾐﾁﾙｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ みちるAC

千葉 コンバインドA 齋藤 菜々佳 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｶ 女 6 ima kids ｱｲﾏｷｯｽﾞ ima kids

千葉 コンバインドB 小林 夕芽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 女 6 いんばジュニア ｲﾝﾊﾞｼﾞｭﾆｱ いんばジュニア
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東京 監督  西川　孝夫 ﾆｼｶﾜ　ﾀｶｵ 男

東京 指導者 小栗　歩 ｵｸﾞﾘ　ｱﾕﾐ 女

東京 指導者 尾崎　京子 ｵｻﾞｷ　ｷｮｳｺ 女

東京 支援コーチ  三須　久子 ﾐｽ　ﾋｻｺ 女

東京 支援コーチ 中野　浩 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 男

東京 支援コーチ 塩　史子 ｼｵ ﾌﾐｺ 女

東京 男子5年100m 早瀬 舜 ﾊﾔｾ ｼｭﾝ 男 5 フォルテ世田谷 ﾌｫﾙﾃｾﾀｶﾞﾔ フォルテ世田谷

東京 男子6年100m 横江 豪 ﾖｺｴ ｺﾞｳ 男 6 BEST SPORTS ﾍﾞｽﾄ ｽﾎﾟｰﾂ BESTSPORTS

東京 コンバインドA 岩本 然 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝ 男 6 ＫＭＣ陸上クラブ ｹｰｴﾑｼｰﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

東京 コンバインドB 飯塚 蒼士 ｲｲﾂﾞｶ ｿｳｼﾞ 男 6 玉川学園陸上競技部 ﾀﾏｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ 玉川学園小

東京 女子5年100m 関 奈タ莉 ｾｷ ﾅﾀﾘｰ 女 5 アスリートフォレストT.C. ｱｽﾘｰﾄﾌｫﾚｽﾄT.C. A.F.T.C.

東京 女子6年100m 田中 里音 ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 女 6 ＫＭＣ陸上クラブ ｹｲｴﾑｼｰﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

東京 コンバインドA 内山 ソニア ｳﾁﾔﾏ ｿﾆｱ 女 6 ゆめおりAC ﾕﾒｵﾘAC ゆめおりAC

東京 コンバインドB 佐藤 杷奈 ｻﾄｳ ﾊﾅ 女 6 スポーツマジック ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ スポーツマジック
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神奈川 監督 渕脇　健 フチワキ　ケン 男

神奈川 指導者 露木　隆夫 ツユキ タカオ 男

神奈川 指導者 土岐　真保美 トキ マホミ 女

神奈川 支援コーチ 戸丸　恵 トマル　メグミ 女

神奈川 支援コーチ 平原　彩 ﾋﾗﾊﾗ ｱﾔ 女

神奈川 男子5年100m 鈴木 大遥 スズキ ﾀｲﾖｳ 男 5 ちがさきリトル チガサキリトル ちがさきリトル

神奈川 男子6年100m 小鉄 一樹 コテツ ｶｽﾞｷ 男 6 横須賀陸上リトルスクール ヨコスカリクジョウリトルスクール 横須賀リトル

神奈川 コンバインドA 難波 樹生 ナンバ イツキ 男 6 HappinessAC ハピネスエ-シー HappinessAC

神奈川 コンバインドB 立石 亮馬 タテイシ ﾘｮｳﾏ 男 6 ちはやAC チハヤエーシー ちはやAC

神奈川 女子5年100m 手嶋 莉菜 テジマ ﾘﾅ 女 5 YNUSジュニア陸上クラブ ワイナスジュニアリクジョウクラブ YNUS

神奈川 女子6年100m 好村 風花 ヨシムラ ﾌｳｶ 女 6 HappinessAC ハピネスエ-シー HappinessAC

神奈川 コンバインドA 嶋中 心優 シマナカ ﾐﾕｳ 女 6 HappinessAC ハピネスエ-シー HappinessAC

神奈川 コンバインドB 古城 彩衣 コジョウ サエ 女 6 湘南Jr.AC ショウナンジュニアエーシー 湘南Jr.AC
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山梨 監督 加藤　清貴 ｶﾄｳ ｷﾖﾀｶ 男

山梨 指導者 中村　亮二 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男

山梨 指導者 加藤　すみゑ ｶﾄｳ ｽﾐｴ 女

山梨 支援コーチ 安藤　美由紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 女

山梨 男子5年100m 佃 陸登 ﾂｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 男 5 一宮陸上スポーツ少年団 ｲﾁﾉﾐﾔﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 一宮陸上スポ少

山梨 男子6年100m 髙田 知希 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 男 6 大国陸上 ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 コンバインドA 三澤 悠悟 ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 男 5 北西陸上クラブ ﾎｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 北西陸上クラブ

山梨 コンバインドB 廣瀬 王希 ﾋﾛｾ ｵｳｷ 男 6 中村塾 ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｸ 中村塾

山梨 女子5年100m 武田 紗葉 ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 女 5 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 女子6年100m 横内 怜南 ﾖｺｳﾁ ﾚｲﾅ 女 6 中村塾 ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｸ 中村塾

山梨 コンバインドA 横内 佑南 ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾅ 女 6 中村塾 ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｸ 中村塾

山梨 コンバインドB 横内 杏南 ﾖｺｳﾁ ｱﾝﾅ 女 6 中村塾 ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｸ 中村塾
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新潟 監督 浮島　一隆 ｳｷｼﾏ ｶｽﾞﾀｶ 男

新潟 指導者 丹治　えつこ ﾀﾝｼﾞ ｴﾂｺ 女

新潟 指導者 大塚　謙児 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 男

新潟 支援コーチ 田村　利恵子 ﾀﾑﾗ ﾘｴｺ 女

新潟 支援コーチ 近藤　努 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 男

新潟 支援コーチ 高橋　弥一 ﾀｶﾊｼ ﾔｲﾁ 男

新潟 男子5年100m 岡田 寿希也 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭｷﾔ 男 5 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

新潟 男子6年100m 小濱 希鉱 ｺﾊﾏ ｷﾋﾛ 男 6 新潟ｼﾞｭﾆｱT&F ﾆｲｶﾞﾀｼﾞｭﾆｱﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 新潟ｼﾞｭﾆｱT&F

新潟 コンバインドA 江田 直秀 ｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ 男 6 長岡T&F ﾅｶﾞｵｶﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 長岡T&F

新潟 コンバインドB 今井 陽翔 ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 男 6 聖籠走るの好きっ子ｸﾗﾌﾞ ｾｲﾛｳﾊｼﾙﾉｽｷｯｺｸﾗﾌﾞ 聖籠RC

新潟 女子5年100m 米山 こころ ﾖﾈﾔﾏ ｺｺﾛ 女 5 魚沼JTFC ｳｵﾇﾏｼﾞｪｲﾃｨｴﾌｼｰ 魚沼JTFC

新潟 女子6年100m 遠山 侑希 ﾄｵﾔﾏ ﾕｷ 女 6 燕ﾘﾄﾙｳｨﾝｸﾞRC ﾂﾊﾞﾒﾘﾄﾙｳｨﾝｸﾞ 燕ﾘﾄﾙｳｨﾝｸﾞRC

新潟 コンバインドA 山賀 希生 ﾔﾏｶﾞ ｷｵ 女 6 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｴｰｼｰ 十日町AC

新潟 コンバインドB 加藤 苺花 ｶﾄｳ ｲﾁｶ 女 6 しばたTFC ｼﾊﾞﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ しばたTFC
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長野 監督 篠原　克修 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ 男

長野 指導者 橘　麗仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚｲｼﾞ 男

長野 指導者 大坪　裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ 女

長野 支援コーチ 松村　覚 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ 男

長野 支援コーチ 青柳　智之 ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 男

長野 支援コーチ 内藤　里枝子 ﾅｲﾄｳ ﾘｴｺ 女

長野 男子5年100m 中矢 好太朗 ﾅｶﾔ ｺｳﾀﾛｳ 男 5 波田小 ﾊﾀｼｮｳ 波田小

長野 男子6年100m レナハン 莉生 ﾚﾅﾊﾝ ﾘｵ 男 6 城南小 ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ 城南小

長野 コンバインドA 米田 太一 ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 男 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

長野 コンバインドB 山浦 英純 ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 男 6 佐久ドリーム ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ドリーム

長野 女子5年100m 亀井 こころ ｶﾒｲ ｺｺﾛ 女 5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲﾀﾞｯｼｭｴｰｼｰ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

長野 女子6年100m 長岩 里桜 ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 女 6 赤穂南小 ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳ 赤穂南小

長野 コンバインドA 中嶋 優佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 女 5 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

長野 コンバインドB 海老原 千咲 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 女 6 四賀小 ｼｶﾞｼｮｳ 四賀小
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富山 監督 古木　大介 ﾌﾙｷ ﾀﾞｲｽｹ 男

富山 指導者 森　有紀 ﾓﾘ ﾕｷ 女

富山 指導者 鏑木　龍太郎 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男

富山 支援コーチ 島　菊乃 ｼﾏ ｷｸﾉ 女

富山 支援コーチ 中川　功太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 男

富山 支援コーチ 澤井　匠 ｻﾜｲ ﾀｸﾐ 男

富山 男子5年100m 秋元 優汰 ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 男 5 能町小 ノウマチショウ 能町小

富山 男子6年100m 細川 透弥 ﾎｿｶﾜ ﾄｳﾔ 男 6 A.C.TOYAMA Jr. エーシートヤマジュニア A.C.TOYAMA Jr.

富山 コンバインドA 小葉松 健 ｺﾊﾞﾏﾂ ﾀｹﾙ 男 6 黒部名水 クロベメイスイ 黒部名水

富山 コンバインドB 秋島 琉亜 アキシマ ﾙｱ 男 6 さみさと サミサト さみさと

富山 女子5年100m 高森 なつ ﾀｶﾓﾘ ﾅﾂ 女 5 MT.SUPOLA エムティースポラ MT.SUPOLA

富山 女子6年100m 谷川 綾香 ﾀﾆｶﾜ ｱﾔｶ 女 6 滑川ジュニア ナメリカワジュニア 滑川ジュニア

富山 コンバインドA 酒井 春佳 ｻｶｲ ﾊﾙｶ 女 6 滑川ジュニア ナメリカワジュニア 滑川ジュニア

富山 コンバインドB 山口 紗楽 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗ 女 6 野村 ノムラ 野村
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石川 監督 表　和夫 ｵﾓﾃ ｶｽﾞｵ 男

石川 指導者 森　藍子 ﾓﾘ ｱｲｺ 女

石川 指導者 遠藤　敏也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 男

石川 支援コーチ 清水　勉 ｼﾐｽﾞ ﾂﾄﾑ 男

石川 男子5年100m 松本 泰知 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 男 5 かなざわ総合SC ｶﾅｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｴｽｼｰ かなざわ総合SC

石川 男子6年100m 大橋 由剛 ｵｵﾊｼ ﾕｳｺﾞ 男 6 かなざわ総合SC ｶﾅｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｴｽｼｰ かなざわ総合SC

石川 コンバインドA 石本 竜大 ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男 5 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

石川 コンバインドB 小池 晴斗 ｺｲｹ ﾊﾙﾄ 男 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

石川 女子5年100m 谷口 聖夏 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾅ 女 5 SPIRIT ｽﾋﾟﾘｯﾂ ＳＰＩＲＩＴ

石川 女子6年100m 能口 心和 ﾉｸﾞﾁ ｺｺﾅ 女 6 河北AC ｶﾎｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 河北ＡＣ

石川 コンバインドA 寺井 美鈴 ﾃﾗｲ ﾐｽｽﾞ 女 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

石川 コンバインドB 藤本 茉優 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 女 6 かなざわ総合SC ｶﾅｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｴｽｼｰ かなざわ総合SC
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福井 監督 永岡　秀典 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男

福井 指導者 宮本　和行 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 男

福井 指導者 坂本　美智世 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ 女

福井 支援コーチ 酒井　凌平 ｻｶｲ ﾘｮｳﾍｲ 男

福井 男子5年100m 荒木 凛汰朗 ｱﾗｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 5 UTIC　T&F　Jr. ﾕﾃｨｯｸﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌｼﾞｭﾆｱ UTIC　T&F　Jr.

福井 男子6年100m 吉田 晴翔 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男 6 UTIC　T&F　Jr. ﾕﾃｨｯｸﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌｼﾞｭﾆｱ UTIC　T&F　Jr.

福井 コンバインドA 三原 直紀 ﾐﾊﾗ ﾅｵｷ 男 6 鯖江ランニングキッズクラブ ｻﾊﾞｴﾗﾝﾆﾝｸﾞｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 鯖江ランキッズ

福井 コンバインドB 鈴木 惺仁 ｽｽﾞｷ ｾｲﾄ 男 6 きらめきＡＣ ｷﾗﾒｷｴｰｼｰ きらめきＡＣ

福井 女子5年100m 横河 希 ﾖｶﾜ　ﾉｿﾞﾐ 女 5 北日野小学校 ｷﾀﾋﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ 北日野小学校

福井 女子6年100m 西出 結香 ﾆｼﾃﾞ ﾕｲｶ 女 6 A-1　Jr ｴｰﾜﾝｼﾞｭﾆｱ A-1　Jr

福井 コンバインドA 石川 夕乃 ｲｼｶﾜ ﾕﾉ 女 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 丸岡陸上スポ少

福井 コンバインドB 藤田 紗季 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 女 6 AWARA陸上クラブ ｱﾜﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ AWARA陸上クラブ
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静岡 監督 豊田　博幸 ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾕｷ 男

静岡 指導者 関　　恵吾 ｾｷ ｹｲｺﾞ 男

静岡 指導者 宇田　和江 ｳﾀﾞ ｶｽﾞｴ 女

静岡 支援コーチ 笠井　高昭 ｶｻｲ ﾀｶｱｷ 男

静岡 支援コーチ 鈴木　宏之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 男

静岡 男子5年100m 高田 健吾 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男 5 富士陸上 フジリクジョウ 富士陸上

静岡 男子6年100m 宮本 颯馬 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾏ 男 6 静岡葵ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｵｲｴｰｼｰ 静岡葵ＡＣ

静岡 コンバインドA 関 佑斗 ｾｷ ﾕｳﾄ 男 6 牧之原ＡＣ ﾏｷﾉﾊﾗｴｰｼｰ 牧之原ＡＣ

静岡 コンバインドB 髙橋 正幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 男 6 沼津開北陸上 ﾇﾏﾂﾞｶｲﾎｸﾘｸｼﾞｮｳ 沼津開北陸上

静岡 女子5年100m 六坂 レイギフト ﾛｸｻｶ ﾚｲｷﾞﾌﾄ 女 5 ＳＡＣ ｴｽｴｰｼｰ ＳＡＣ

静岡 女子6年100m 高山 心彩 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾔ 女 6 TEAM300Jr ﾁｰﾑ300ｼﾞｭﾆｱ TEAM300Jr

静岡 コンバインドA 瀧口 瀬奈 ﾀｷｸﾞﾁ ｾﾅ 女 6 千代田ＡＣ ﾁﾖﾀﾞｴｰｼｰ 千代田ＡＣ

静岡 コンバインドB 小林 真梨奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 女 6 千代田ＡＣ ﾁﾖﾀﾞｴｰｼｰ 千代田ＡＣ



※8月27日更新

選手団一覧

都道府県 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ
所属ｸﾗﾌﾞ名
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

愛知 監督 松井　昭宏 ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾛ 男

愛知 指導者 八代香津子 ﾔｼﾛ ｶｽﾞｺ 女

愛知 指導者 谷嵜　好美 ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｼﾐ 女

愛知 支援コーチ 大矢　新吾 ｵｵﾔ ｼﾝｺﾞ 男

愛知 支援コーチ 近藤　恭正 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾏｻ 男

愛知 支援コーチ 生田　篤志 ｲｸﾀ ｱﾂｼ 男

愛知 男子5年100m 竹内 奏太 ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾀ 男 5 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊橋陸上

愛知 男子6年100m 星野 月音 ﾎｼﾉ ｶﾉﾝ 男 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

愛知 コンバインドA 加藤 遼大 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀﾞｲ 男 6 へきなん陸上クラブ ﾍｷﾅﾝﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ へきなん陸上

愛知 コンバインドB 川合 来門 ｶﾜｲ ﾗｲﾄ 男 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

愛知 女子5年100m 加藤 光桜 ｶﾄｳ ﾐｵ 女 5 豊橋陸上クラブ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 豊橋陸上

愛知 女子6年100m 祖父江 亜希夏 ｿﾌﾞｴ ｱｷﾅ 女 6 AC一宮Kids ｴｰｼｰｲﾁﾉﾐﾔｷｯｽﾞ AC一宮Kids

愛知 コンバインドA 中馬 聡美 ﾁｭｳﾏﾝ ｻﾄﾐ 女 6 ＴＳＭ ﾃｨｰｴｽｴﾑ ＴＳＭ

愛知 コンバインドB 伊藤 里桜 ｲﾄｳ ﾘｵ 女 6 大須AC ｵｵｽｴｰｼｰ 大須AC
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三重 監督 辻　弘樹 ﾂｼﾞ ﾋﾛｷ 男

三重 指導者 東　宏明 ｱｽﾞﾏ　ﾋﾛｱｷ 男

三重 指導者 寺田　菜美 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 女

三重 支援コーチ 世古　由美 ｾｺ ﾕﾐ 女

三重 支援コーチ 南　正人 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾄ 男

三重 男子5年100m 北尾 琥太郎 ｷﾀｵ ｺﾀﾛｳ 男 5 いすずＵＫ陸上クラブ ｲｽｽﾞﾕｰｹｰﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ いすずＵＫ

三重 男子6年100m 前川 誉力 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｶﾘｷ 男 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

三重 コンバインドA 李 東翔 ﾘ ﾄｳｼｮｳ 男 6 楠陸上Jrクラブ ｸｽﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 楠陸上Jrクラブ

三重 コンバインドB 竹蓋 文人 ﾀｹﾌﾀ ｱﾔﾄ 男 6 熊野ＲＣ ｸﾏﾉｱｰﾙｼｰ 熊野ＲＣ

三重 女子5年100m 村主 仁香 ｽｸﾞﾘ ﾆｺ 女 5 イムラAA ｲﾑﾗｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ イムラAA

三重 女子6年100m 長谷川 光玖 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 女 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

三重 コンバインドA 原田 心海 ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾐ 女 6 一志Beast ｲﾁｼﾋﾞｰｽﾄ 一志Beast

三重 コンバインドB 小林 衣芙 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞ 女 6 いすずＵＫ陸上クラブ ｲｽｽﾞﾕｰｹｰﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ いすずＵＫ
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岐阜 監督 星野 広典 ﾎｼﾉ　ﾋﾛﾌﾐ 男

岐阜 指導者 星野 勇樹 ﾎｼﾉ　ﾕｳｷ 男

岐阜 指導者 浦野　美穂 ｳﾗﾉ ﾐﾎ 女

岐阜 支援コーチ 樋口 良子 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ 女

岐阜 男子5年100m 内藤 惺一 ﾅｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 男 5 いびがわ陸上 ｲﾋﾞｶﾞﾜﾘｸｼﾞｮｳ いびがわ陸上

岐阜 男子6年100m 大野 愛斗 ｵｵﾉ ﾏﾅﾄ 男 6 本荘陸上 ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｸｼﾞｮｳ 本荘陸上

岐阜 コンバインドA 樋口 堅信 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 男 6 中池ジュニア ﾅｶｲｹｼﾞｭﾆｱ 中池ジュニア

岐阜 コンバインドB 武藤 魁里 ﾑﾄｳ ｶｲﾘ 男 6 相生陸上クラブ ｱｲｵｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 相生陸上クラブ

岐阜 女子5年100m 中川 咲良 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ 女 5 益田陸上クラブ ﾏｼﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 益田陸上

岐阜 女子6年100m 大國谷 柚妃 ｵｵｸﾆﾀﾆ ﾕｽﾞﾋ 女 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 大垣市陸小

岐阜 コンバインドA 小坂 誠空 ｺｻｶ ｾｲﾗ 女 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 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 コンバインドB 中川 心愛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｱ 女 6 各務原陸上 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳ 各務原陸上
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滋賀 監督 島  孝志 ｼﾏ  ﾀｶｼ 男

滋賀 指導者 奥村　正則 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 男

滋賀 指導者 我孫子　智美 ｱﾋﾞｺ  ﾄﾓﾐ 女

滋賀 支援コーチ 熊谷　尚子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ 女

滋賀 支援コーチ 林　裕也 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾔ 男

滋賀 支援コーチ 中村　進平 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 男

滋賀 男子5年100m 森 玄親 ﾓﾘ ｹﾞﾝｼﾝ 男 5 ランプロアスリートクラブ ﾗﾝﾌﾟﾛｱｽﾁｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾗﾝﾌﾟﾛｱｽﾁｰﾄｸﾗﾌﾞ

滋賀 男子6年100m 寺村 陸 ﾃﾗﾑﾗ ﾘｸ 男 6 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｲｴｲｼｰ 甲賀JAC

滋賀 コンバインドA 木村 勇歩 ｷﾑﾗ ﾕﾌ 男 6 甲賀JAC ｺｳｶｼﾞｪｲｴｲｼｰ 甲賀JAC

滋賀 コンバインドB 國松 滉 ｸﾆﾏﾂ ｱｷﾗ 男 6 ウィンドラン陸上クラブ ｳｨﾝﾄﾞﾗﾝﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝ陸上ｸ

滋賀 女子5年100m 向井 瑠海 ﾑｶｲ ﾙｶ 女 5 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 東近江陸上

滋賀 女子6年100m 薬師寺 愛葉 ﾔｸｼｼﾞ ｱｲﾊ 女 6 草津JAC ｸｻﾂｼﾞｬｯｸ 草津JAC

滋賀 コンバインドA 瀬戸口 桜 ｾﾄｸﾞﾁ ｻｸﾗ 女 6 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

滋賀 コンバインドB 松田 天音 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾏﾈ 女 6 安土八幡陸上クラブ ｱｽﾞﾁﾊﾁﾏﾝﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 安土八幡陸上ｸ
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京都 監督 三上　真 ﾐｶﾐ ﾏｺﾄ 男

京都 指導者 奥城　守善 ｵｸｼﾞｮｳ ﾓﾘﾖｼ 男

京都 指導者 山下　沙織 ﾔﾏｼﾀ ｻｵﾘ 女

京都 支援コーチ 片山　妙子 ｶﾀﾔﾏ ﾀｴｺ 女

京都 支援コーチ 田中　大地 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男

京都 男子5年100m 土田 智也 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男 5 DOSHISHA HEROES ﾄﾞｳｼｼｬﾋｰﾛｰｽﾞ DOSHISHAHEROES

京都 男子6年100m 西村 夏輝 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾂｷ 男 6 DOSHISHA HEROES ﾄﾞｳｼｼｬﾋｰﾛｰｽﾞ DOSHISHAHEROES

京都 コンバインドA 守屋 優太 ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ 男 6 アスレチカ京都 ｱｽﾚﾁｶｷｮｳﾄ アスレチカ京都

京都 コンバインドB 田和 誠一朗 ﾀﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 男 6 修斉クラブ ｼｭｳｾｲｸﾗﾌﾞ 修斉クラブ

京都 女子5年100m 青木 理紗 ｱｵｷ ﾘｻ 女 5 京都韋駄天R.C ｷｮｳﾄｲﾀﾞﾃﾝR.C 京都韋駄天R.C

京都 女子6年100m 森崎 茉依 ﾓﾘｻｷ ﾏｲ 女 6 アスレチカ京都 ｱｽﾚﾁｶｷｮｳﾄ アスレチカ京都

京都 コンバインドA 古田 夏菜 ﾌﾙﾀ ﾅﾅ 女 6 アスレチカ京都 ｱｽﾚﾁｶｷｮｳﾄ アスレチカ京都

京都 コンバインドB 榎田 杏南 ｴﾉｷﾀﾞ ｱﾝﾅ 女 6 舞鶴ジュニア陸上クラブ ﾏｲﾂﾞﾙｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 舞鶴ジュニア
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大阪 監督 鷹取　睦 ﾀｶﾄﾘ ﾑﾂﾐ 女

大阪 指導者 松原　美代賀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾖｶ 女

大阪 指導者 石田　克彦 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 男

大阪 男子5年100m 宮岡 駿 ﾐﾔｵｶ ｼｭﾝ 男 5 島本ジュニア陸上教室 ｼﾏﾓﾄｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 島本ジュニア

大阪 男子6年100m 井原 琉翔 ｲﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 男 6 陸王クラブ ﾘｸｵｳｸﾗﾌﾞ 陸王クラブ

大阪 コンバインドA 川越 染和 ｶﾜｺﾞｴ ｿﾑﾅ 男 6 陸王クラブ ﾘｸｵｳｸﾗﾌﾞ 陸王クラブ

大阪 コンバインドB 花光 優樹 ﾊﾅﾐﾂ ﾕｳｷ 男 6 大教SC ﾀﾞｲｷｮｳｴｽｼｰ 大教SC

大阪 女子5年100m 小柄 由依菜 ｺｽﾞｶ ﾕｲﾅ 女 5 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ ジャンピングゲート

大阪 女子6年100m 玉木 愛真 ﾀﾏｷ ﾏﾕｺ 女 6 ジャンピングゲート ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ ジャンピングゲート

大阪 コンバインドA 濵田 千畝 ﾊﾏﾀﾞ ﾁｳﾈ 女 6 ひらかたKSC ﾋﾗｶﾀｹｲｴｽｼｰ ひらかたKSC

大阪 コンバインドB 今堀 久瑠美 ｲﾏﾎﾘ ｸﾙﾐ 女 6 ど根性ひらかた ﾄﾞｺﾝｼﾞｮｳﾋﾗｶﾀ ど根性ひらかた



※8月27日更新

選手団一覧

都道府県 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ
所属ｸﾗﾌﾞ名
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

兵庫 監督 小山　正典 ｺﾔﾏ  ﾏｻﾉﾘ 男

兵庫 指導者 辻　　博昭 ﾂｼﾞ  ﾋﾛｱｷ 男

兵庫 指導者 片山　誠子 ｶﾀﾔﾏ  ｾｲｺ 女

兵庫 支援コーチ 釜江　憲史 ｶﾏｴ  ﾉﾘﾌﾐ 男

兵庫 支援コーチ 朝田　眞司 ｱｻﾀﾞ  ｼﾝｼﾞ 男

兵庫 男子5年100m 宮永 浬叶 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾄ 男 5 神崎小学校 ｶﾝｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 神崎小

兵庫 男子6年100m オニヤ ローレンスジュニア ｵﾆﾔ ﾛｰﾚﾝｽｼﾞｭﾆｱ 男 6 いなみ野小学生陸上教室 ｲﾅﾐﾉｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ いなみ野陸上

兵庫 コンバインドA 中村 祐友 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 男 6 神崎小学校 ｶﾝｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 神崎小

兵庫 コンバインドB 中筋 友基 ﾅｶｽｼﾞ ﾕｳｷ 男 6 荒川小学校 ｱﾗｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 荒川小

兵庫 女子5年100m 藤原 瞭希 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾉ 女 5 加古川ＲＣ ｶｺｶﾞﾜﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 加古川ＲＣ

兵庫 女子6年100m 福田 花奏 ﾌｸﾀ ﾊﾅ 女 6 寺前小学校 ﾃﾗﾏｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 寺前小

兵庫 コンバインドA 前川 希羽 ﾏｴｶﾜ ﾉﾉﾊ 女 6 ブルーウェーブＡＣ ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞｴｰｼｰ ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞAC

兵庫 コンバインドB 永田 結暖 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾉ 女 5 豊富小中学校 ﾄﾖﾄﾐｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 豊富小中
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都道府県 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ
所属ｸﾗﾌﾞ名
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

奈良 監督 大前　洋介 ｵｵﾏｴ  ﾖｳｽｹ 男

奈良 指導者 江島　英宏 ｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 男

奈良 指導者 丹羽　亜矢子 ﾆﾜ ｱﾔｺ 女

奈良 支援コーチ 竹之内　剛 ﾀｹﾉｳﾁ ｺﾞｳ 男

奈良 支援コーチ 井谷　弘志 ｲﾀﾆ ﾋﾛｼ 男

奈良 支援コーチ 仲井　志文 ﾅｶｲ ｼﾓﾝ 男

奈良 男子5年100m 浅田 壮祐 アサダ ｿｳｽｹ 男 5 三宅陸上クラブ ﾐﾔｹﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三宅陸上クラブ

奈良 男子6年100m 濱口　 彪峨 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男 6 フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ フィールドキッズ

奈良 コンバインドA 法用 琉斗 ﾎｳﾖｳ ﾘｭｳﾄ 男 6 フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ フィールドキッズ

奈良 コンバインドB 河内 大輝 ｶﾜｳﾁ ﾀﾞｲｷ 男 6 三宅陸上クラブ ﾐﾔｹﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三宅陸上クラブ

奈良 女子5年100m 永田 実紗希 ﾅｶﾞﾀ ﾐｻｷ 女 5 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三碓陸上クラブ

奈良 女子6年100m 久松 来虹 ﾋｻﾏﾂ ﾗﾆ 女 6 里風SC上牧 ﾘﾌｳｴｽｼｰｶﾝﾏｷ 里風SC上牧

奈良 コンバインドA 服部 結 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳ 女 6 フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ フィールドキッズ

奈良 コンバインドB 岡西 世莉 ｵｶﾆｼ ｾﾘ 女 6 フィールドキッズ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ フィールドキッズ
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

和歌山 監督 岡﨑　州宏 ｵｶｻﾞｷ　ｸﾆﾋﾛ 男

和歌山 指導者 古川　義高 ﾌﾙｶﾜ　ﾖｼﾀｶ 男

和歌山 指導者 山本　明香 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 女

和歌山 男子5年100m 江川 櫂斗 ｴｶﾜ ｶｲﾄ 男 5 和歌山ゴールデンキッズ ﾜｶﾔﾏｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｯｽﾞ 和歌山ＧＫ

和歌山 男子6年100m 櫻井 瑠惟 ｻｸﾗｲ ﾙｲ 男 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

和歌山 コンバインドA 南出 悠人 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾕｳﾄ 男 6 海南アスリートクラブ ｶｲﾅﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 海南アスリート

和歌山 コンバインドB 出嶋　誠士朗 ﾃﾞｼﾞﾏ ｾｲｼﾛｳ 男 6 和歌山ゴールデンキッズ ﾜｶﾔﾏｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｯｽﾞ 和歌山ＧＫ

和歌山 女子5年100m 小川 笑凜 ｵｶﾞﾜ ｴﾘﾝ 女 5 のかみアスリートクラブ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみＡＣ

和歌山 女子6年100m 木戸 理央音 ｷﾄﾞ ﾘｵﾈ 女 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

和歌山 コンバインドA 寺井 彩華 ﾃﾗｲ ｻｲｶ 女 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

和歌山 コンバインドB 愛宕 花梨 ｱﾀｺﾞ ｶﾘﾝ 女 6 海南アスリートクラブ ｶｲﾅﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 海南アスリート
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鳥取 監督 郷原　孝明 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｶｱｷ 男

鳥取 指導者 加嶋　宏美 ｶｼﾏ ﾋﾛﾐ 女

鳥取 指導者 倉光　幸生 ｸﾗﾐﾂ ﾕｷｵ 男

鳥取 支援コーチ 佐々木　義和 ｻｻｷ ﾖｼｶｽﾞ 男

鳥取 男子5年100m 長濵 説成 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾅ 男 5 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 男子6年100m 横山 想太 ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ 男 6 KY鳥取 ｹｲﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取

鳥取 コンバインドA 倉光 颯人 ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ 男 5 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢TC

鳥取 コンバインドB 川北 煌晟 ｶﾜｷﾀ ｺｳｾｲ 男 6 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 女子6年100m 眞山 咲月 ﾏﾔﾏ ｻﾂｷ 女 6 赤碕小 ｱｶｻｷｼｮｳ 赤碕小

鳥取 コンバインドA 濵本 桃那 ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ 女 6 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢TC

鳥取 コンバインドB 山中 咲季 ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 女 6 KY鳥取 ｹｲﾜｲﾄｯﾄﾘ KY鳥取
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

島根 監督 杠　憲司 ﾕｽﾞﾘﾊ ｹﾝｼﾞ 男

島根 指導者 金子　正志 ｶﾈｺ ﾏｻｼ 男

島根 指導者 山口　陽子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ 女

島根 支援コーチ 上ヶ迫　定夫 ｶﾐｶﾞｻｺ　ｻﾀﾞｵ 男

島根 男子5年100m 生越 そら ｵｺﾞｼ ｿﾗ 男 5 大田ジュニア陸上教室 ｵｵﾀﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 大田陸上教室

島根 男子6年100m 飯塚 友紀 ｲｲﾂｶ ﾄﾓｱｷ 男 6 邑智JTS ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 邑智JTS

島根 コンバインドA 金子 一冴 ｶﾈｺ ｲｯｻ 男 6 邑智JTS ｵｵﾁｼﾞｪｲﾃｨｴｽ 邑智JTS

島根 コンバインドB 児玉 光 ｺﾀﾞﾏ　ﾃﾙ 男 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｲｴｲｴｽ 浜田JAS

島根 女子5年100m 古田 瑞季 ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 女 5 KAZ'S　AC ｶｯﾂｴｰｼｰ KAZ'S　AC

島根 女子6年100m 川岡 ひより ｶﾜｵｶ ﾋﾖﾘ 女 6 KAZ'S　AC ｶｯﾂｴｰｼｰ KAZ'S　AC

島根 コンバインドA 伊達 心菜 ﾀﾞﾃ ｺｺﾅ 女 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｲｴｲｴｽ 浜田JAS

島根 コンバインドB 市川 知佳 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｶ 女 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
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岡山 監督 安富　直樹 ﾔｽﾄﾐ ﾅｵｷ 男

岡山 指導者 中川　正幸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 男

岡山 指導者 中嶋　千晶 ﾅｶｼﾏ ﾁｱｷ 女

岡山 支援コーチ 戸田　智也 ﾄﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男

岡山 支援コーチ 山田　祥隆 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 男

岡山 男子5年100m 東坂 侑 ﾋｶﾞｼｻｶ ﾕｳ 男 5 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 倉敷ｼﾞｭﾆｱ陸上

岡山 男子6年100m 新田 優月 ﾆｯﾀ ﾕﾂﾞｷ 男 6 一福からまつ ｲﾁﾌｸｶﾗﾏﾂ 一福からまつ

岡山 コンバインドA 四元 志優 ﾖﾂﾓﾄ ｼｭｳ 男 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 倉敷ｼﾞｭﾆｱ陸上

岡山 コンバインドB 大木 建史朗 ｵｵｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 男 6 下竹荘小学校 ｼﾓﾀｹﾉｼｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 下竹荘小学校

岡山 女子5年100m 酒井 麻帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 女 5 井原陸上競技クラブ ｲﾊﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 井原陸上ｸﾗﾌﾞ

岡山 女子6年100m 桑村 海帆 ｸﾜﾑﾗ ﾐﾎ 女 6 さくら走練 ｻｸﾗｿｳﾚﾝ さくら走練

岡山 コンバインドA 東山 実莉里 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾘﾘ 女 6 井原陸上競技クラブ ｲﾊﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 井原陸上ｸﾗﾌﾞ

岡山 コンバインドB 中西 心乃 ﾅｶﾆｼ ｺｺﾉ 女 6 井原陸上競技クラブ ｲﾊﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌ 井原陸上ｸﾗﾌﾞ
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広島 監督 花守　慎太郎 ﾊﾅﾓﾘ　ｼﾝﾀﾛｳ 男

広島 指導者 石岡　豊明 ｲｼｵｶ  ﾄﾖｱｷ 男

広島 指導者 藤本　彩夏 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 女

広島 支援コーチ 前田　秀尚 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾅｵ 男

広島 支援コーチ 樋口　佳苗 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 女

広島 男子5年100m 末永 大誠 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 男 5 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ＪｒＯＣ

広島 男子6年100m 平田 愛青 ﾋﾗﾀ ｱｲｾｲ 男 6 御野陸上クラブ ﾐﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 御野陸上クラブ

広島 コンバインドA 金川 世夏 ｶﾈｶﾜ ｾﾅ 男 6 吉和AC ﾖｼﾜｴｰｼｰ 吉和ＡＣ

広島 コンバインドB 中井 悠介 ﾅｶｲ ﾕｳｽｹ 男 6 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 東広島ＴＦＣ

広島 女子5年100m 江原 杏月芭 ｴﾊﾗ ｱﾂﾞﾊ 女 5 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

広島 女子6年100m 三好 美羽 ﾐﾖｼ ﾐﾜ 女 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

広島 コンバインドA 鴈田 幸 ｶﾞﾝﾀﾞ ｻﾁ 女 6 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 東広島ＴＦＣ

広島 コンバインドB 佐々木 優空 ｻｻｷ ｿﾗ 女 6 アクアパーク ｱｸｱﾊﾟｰｸ アクアパーク
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山口 監督 末長　裕昌 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛﾏｻ 男

山口 指導者 中野　良枝 ﾅｶﾉ ﾖｼｴ 女

山口 指導者 植田　裕二 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男

山口 支援コーチ 高橋　好敏 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄｼ 男

山口 支援コーチ 中川　　稔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 男

山口 支援コーチ 本多　信之 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 男

山口 男子5年100m 柏田 琉依 ｶｼﾜﾀﾞ ﾙｲ 男 5 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 男子6年100m 渡辺 真紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ 男 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 光市陸上スポ少

山口 コンバインドA 中野 有大 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 男 6 萩陸上競技スポーツ少年団 ﾊｷﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 萩陸スポ

山口 コンバインドB 西岡 拳清 ﾆｼｵｶ ｹﾝｽｲ 男 6 防府市陸上スポーツ少年団 ﾎｳﾌｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 防府陸スポ

山口 女子5年100m 宮野 愛花 ﾐﾔﾉ ﾏﾅｶ 女 5 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

山口 女子6年100m 田中 萌愛 ﾀﾅｶ ﾓｴ 女 6 アスリートクラブ　小野田 ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｵﾉﾀﾞ AC小野田

山口 コンバインドA 北川 ひより ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ 女 6 徳山ＲＣコネット ﾄｸﾔﾏｱｰﾙｼｰｺﾈｯﾄ 徳山コネット

山口 コンバインドB 大嶋 明羽 ｵｵｼﾏ ｱｹﾞﾊ 女 6 豊浦陸上スポーツ少年団 ﾄﾖﾗﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 豊浦陸上



※8月27日更新

選手団一覧

都道府県 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ
所属ｸﾗﾌﾞ名
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

香川 監督 藤岡　忠 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾀﾞｼ 男

香川 指導者 井原　純平 ｲﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男

香川 指導者 梶原　久美子 ｶｼﾞﾊﾗ ｸﾐｺ 女

香川 支援コーチ 渡邊　将矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 男

香川 支援コーチ 大町　修平 ｵｵﾏﾁ ｼｭｳﾍｲ 男

香川 男子5年100m 高橋 迪哉 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾔ 男 5 山本小学校 ﾔﾏﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山本小学校

香川 男子6年100m 白川 竜聖 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 男 6 山本小学校 ﾔﾏﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 山本小学校

香川 コンバインドA 明神 蓮 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾚﾝ 男 6 香川レーシングチーム ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 香川RTJ

香川 コンバインドB 上島 やまと ｳｴｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ 男 6 香川レーシングチーム ｶｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 香川RTJ

香川 女子5年100m 滿江 莉子 ﾐﾂｴ ﾘｺ 女 5 観音寺小学校 ｶﾝｵﾝｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 観音寺小学校

香川 女子6年100m 大島 瑠夏 ｵｵｼﾏ ﾙｶ 女 6 松崎小学校 ﾏﾂｻｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 松崎小学校

香川 コンバインドA 西原 凜 ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 女 6 城西小学校 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 城西小学校

香川 コンバインドB 山畑 花乃子 ﾔﾏﾊﾀ ｶﾉｺ 女 6 屋島クラブ ﾔｼﾏｸﾗﾌﾞ 屋島クラブ
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徳島 監督 大倉　由香里 ｵｵｸﾗ ﾕｶﾘ 女

徳島 指導者 竹内　洋 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 男

徳島 指導者 木内　良樹 ｷﾉｳﾁ ﾖｼｷ 男

徳島 支援コーチ 北田　明夫 ｷﾀﾀﾞ ｱｷｵ 男

徳島 支援コーチ 領田　佳之 ﾘｮｳﾃﾞﾝ ﾖｼﾕｷ 男

徳島 支援コーチ 鵜飼　亮一 ｳｶﾞｲ ﾘｮｳｲﾁ 男

徳島 男子5年100m 髙内 奏叶 ﾀｶｳﾁ ｶﾅﾄ 男 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

徳島 男子6年100m 髙田 泰快 ﾀｶﾀ ﾔｽﾖｼ 男 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

徳島 コンバインドA 渡辺 哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男 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

徳島 コンバインドB 木内 誠 ｷﾉｳﾁ ﾏｺﾄ 男 6 ＡｉＪＡＣ ｱｲジャック ＡｉＪＡＣ

徳島 女子5年100m 谷木 咲希 ﾀﾆｷ ｻｷ 女 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

徳島 女子6年100m 小林 ケイ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 女 6 徳島市ＲＣ ﾄｸｼﾏｼｱｰﾙｼｰ 徳島市ＲＣ

徳島 コンバインドA 萩野 里帆 ﾊｷﾞﾉ ﾘﾎ 女 6 あなん走走クラブ ｱﾅﾝﾗﾝﾗﾝｸﾗﾌﾞ あなん走走

徳島 コンバインドB 飛越 このみ ﾄﾋﾞｺｼ ｺﾉﾐ 女 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
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愛媛 監督 髙橋　俊光 タカハシ  トシミツ 男

愛媛 指導者 山之内　知弘 ヤマノウチ トモヒロ 男

愛媛 指導者 是澤　希三子 コレサワ キミコ 女

愛媛 支援コーチ 髙岡　麻子 タカオカ アサコ 女

愛媛 男子5年100m 村上 諒 ムラカミ リョウ 男 5 桑の実クラブ クワノミクラブ 桑の実クラブ

愛媛 男子6年100m 河野 快飛 コウノ カイト 男 6 八幡浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾔﾜﾀﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 八幡浜AC

愛媛 コンバインドA 村上 稀桜 ムラカミ キオ 男 6 桑の実クラブ クワノミクラブ 桑の実クラブ

愛媛 コンバインドB 赤尾 琉成 アカオ リュウセイ 男 6 しまなみJr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｼﾏﾅﾐｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ しまなみJr.AC

愛媛 女子5年100m 小枝 涼杏 コエダ スア 女 5 四国中央アスリートクラブ シコクチュウオウアスリートクラブ 四国中央AC

愛媛 女子6年100m 北浦 茉奈 キタウラ マナ 女 6 宇和島T&F ウワジマティーアンドエフ 宇和島T&F

愛媛 コンバインドA 片山 実紅 カタヤマ ミク 女 6 桑の実クラブ クワノミクラブ 桑の実クラブ

愛媛 コンバインドB 宮本 華暖 ミヤモト カノン 女 6 桑の実クラブ クワノミクラブ 桑の実クラブ
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高知 監督 葛岡　善行 ｸｽﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ 男

高知 指導者 籠場　友哉 ｶｺﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ 男

高知 支援コーチ 岡林　理絵 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 女

高知 男子5年100m 濵田 宗樹 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳｼﾞｭ 男 5 クラブとさ ｸﾗﾌﾞﾄｻ クラブとさ

高知 男子6年100m 近森 瑛人 ﾁｶﾓﾘ ｴｲﾄ 男 6 香我美JAC ｶｶﾞﾐｼﾞｪｲｴｰｼｰ 香我美JAC

高知 コンバインドA 野中 海晴 ﾉﾅｶ ｶｲｾｲ 男 6 窪川JRC ｸﾎﾞｶﾜｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰ 窪川JRC

高知 コンバインドB 結城 輝璃 ﾕｳｷ ｷﾘ 男 6 MMG ｴﾑｴﾑｼﾞｰ MMG

高知 女子5年100m 下元 玲奈 ｼﾓﾓﾄ ﾚﾅ 女 5 まほろばｸﾗﾌﾞ南国 ﾏﾎﾛﾊﾞｸﾗﾌﾞﾅﾝｺｸ まほろば南国

高知 女子6年100m 岡林 結衣 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 女 6 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

高知 コンバインドA 仁尾 摘麦 ﾆｵ ﾂﾑｷﾞ 女 6 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

高知 コンバインドB 横田 瑠花 ﾖｺﾀ ﾙｶ 女 6 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



※8月27日更新

選手団一覧

都道府県 ｶﾃｺﾞﾘ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 学年 所属ｸﾗﾌﾞ名 所属ｸﾗﾌﾞ名ﾌﾘｶﾞﾅ
所属ｸﾗﾌﾞ名
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

福岡 監督 井上　要 ｲﾉｳｴ  ｶﾅﾒ 男

福岡 指導者 藤本　昭義 ﾌｼﾞﾓﾄ  ｱｷﾖｼ 男

福岡 指導者 牧野　智恵美 ﾏｷﾉ  ﾁｴﾐ 女

福岡 支援コーチ 山口　彰洋 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｱｷﾋﾛ 男

福岡 支援コーチ 鈴木　恵介 ｽｽﾞｷ  ｹｲｽｹ 男

福岡 支援コーチ 三浦　恵 ﾐｳﾗ  ﾒｸﾞﾐ 女

福岡 男子5年100m 山川 憲祐 ﾔﾏｶﾜ ｹﾝｽｹ 男 5 ＹＪＣ ﾜｲｼﾞｪｲｼｰ ＹＪＣ

福岡 男子6年100m 上村 旭 ｳｴﾑﾗ ｱｻﾋ 男 6 小郡陸上クラブ ｵｺﾞｵﾘﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小郡陸上クラブ

福岡 コンバインドA 山田 拓弥 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 男 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 コンバインドB 伊藤 榮作 ｲﾄｳ ｴｲｻｸ 男 6 那珂川ジュニアランナーズ ﾅｶｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ 那珂川ジュニア

福岡 女子5年100m 今村 好花 ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 女 5 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 女子6年100m 松岡 佐知 ﾏﾂｵｶ ｻﾁ 女 6 穂波ＪＡＣ ﾎﾅﾐｼﾞｪｲｴｰｼｰ 穂波ＪＡＣ

福岡 コンバインドA 村井 茉子 ﾑﾗｲ ﾏｺ 女 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 コンバインドB 右田 恵都 ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ 女 5 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル
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佐賀 監督 松尾由起子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ 女

佐賀 指導者 段林　大地 ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 男

佐賀 指導者 平野　友貴 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 男

佐賀 支援コーチ 前田　信行 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 男

佐賀 男子5年100m 金川 佳ノ介 ｶﾅｶﾞﾜ ｹｲﾉｽｹ 男 5 TEAM　RISING ﾁｰﾑ　ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ TERM RISING

佐賀 男子6年100m 藤田 篤人 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾄ 男 6 多久ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾀｸﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 多久ＲＣ

佐賀 コンバインドA 山口 宗眞 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾏ 男 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

佐賀 コンバインドB 山本 貴大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 男 6 伊万里ﾘﾊﾞｰｻﾞｲﾄﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｲﾏﾘﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ IRRC

佐賀 女子5年100m 牟田 汐織 ﾑﾀ ｼｵﾘ 女 5 ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

佐賀 女子6年100m 徳久 莉央 ﾄｸﾋｻ ﾘｵ 女 6 西有田陸上ｸﾗﾌﾞ ﾆｼｱﾘﾀﾘｸｼﾞｮｳ 西有田陸上

佐賀 コンバインドA 古賀 いちか ｺｶﾞ ｲﾁｶ 女 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

佐賀 コンバインドB 古賀 唯愛 ｺｶﾞ ｲﾁｶ 女 6 ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ
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長崎 監督 松本　広大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男

長崎 指導者 宮崎　英生 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 男

長崎 指導者 福塚　真紀子 ﾌｸﾂｶ ﾏｷｺ 女

長崎 支援コーチ 田中　克彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 男

長崎 支援コーチ 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 男

長崎 支援コーチ 堀川　輝一 ﾎﾘｶﾜ ｷｲﾁ 男

長崎 男子5年100m 古賀 一斗 ｺｶﾞ ｲｯﾄ 男 5 長与北 ﾅｶﾞﾖｷﾀ 長与北

長崎 男子6年100m 久保田 愛太郎 ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾀﾛｳ 男 6 東長崎ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｻｷｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 東長崎ＪＣ

長崎 コンバインドA 松本 宗次朗 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｼﾞﾛｳ 男 6 中里ｸﾗﾌﾞ ﾅｶｻﾞﾄｸﾗﾌﾞ 中里クラブ

長崎 コンバインドB 桃野 葵 ﾓﾓﾉ ｱｵｲ 男 6 鹿町陸上クラブ ｼｶﾏﾁﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 鹿町陸上クラブ

長崎 女子5年100m 中里 ひかり ﾅｶｻﾞﾄ ﾋｶﾘ 女 5 ＳＣ東彼杵 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾋｶﾞｼｿﾉｷﾞ ＳＣ東彼杵

長崎 女子6年100m 戸塚 麗奈 ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ 女 6 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 長崎陸上クラブ

長崎 コンバインドA 井畑 ののか ｲﾊﾞﾀ ﾉﾉｶ 女 6 明峰ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 明峰Ｊｒ

長崎 コンバインドB 木谷 心愛 ｷﾀﾞﾆ ｺｺﾅ 女 6 鷹島陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀｶｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 鷹島クラブ
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熊本 監督 平野　龍 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 男

熊本 指導者 三谷　浩輔 ﾐﾀﾆ　ｺｳｽｹ 男

熊本 指導者 中満　絵美 ﾅｶﾐﾂ ｴﾐ 女

熊本 支援コーチ 前田　浩二 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男

熊本 支援コーチ 山下　依里 ﾔﾏｼﾀ ｴﾘ 女

熊本 支援コーチ 山本　明香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 女

熊本 男子5年100m 中村 心惺 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｾｲ 男 5 AIAC ｴｲｱｲｴｰｼｰ AIAC

熊本 男子6年100m 岡田 良太 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男 6 熊本JAC ｸﾏﾓﾄｼﾞｪｲｴｰｼｰ 熊本JAC

熊本 コンバインドA 黒木 陽登 ｸﾛｷ ﾋﾅﾄ 男 6 ｸﾗﾌﾞおおづ ｸﾗﾌﾞｵｵﾂﾞ ｸﾗﾌﾞおおづ

熊本 コンバインドB 天津 風俄 ｱﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 男 6 Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾏｴﾀﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

熊本 女子5年100m 椎葉 ひより ｼｲﾊﾞ ﾋﾖﾘ 女 5 AIAC ｴｲｱｲｴｰｼｰ AIAC

熊本 女子6年100m 野田 一花 ﾉﾀﾞ ｲﾁｶ 女 6 Ｒｕｎアシスト ﾗﾝｱｼｽﾄ Ｒｕｎアシスト

熊本 コンバインドA 山下 彩花 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔｶ 女 6 松高陸上 ﾏﾂﾀｶﾘｸｼﾞｮｳ 松高陸上

熊本 コンバインドB 山本 千祥 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｻｷ 女 6 First Step ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ First Step
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大分 監督 竹丸　由香里 ﾀｹﾏﾙ ﾕｶﾘ 女

大分 指導者 田中　繁 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 男

大分 指導者 後藤　博文 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾌﾞﾐ 男

大分 支援コーチ 安東　慎二 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 男

大分 支援コーチ 下田　公嗣 ｼﾓﾀﾞ ｷﾐﾂｸﾞ 男

大分 支援コーチ 木許　直樹 ｷﾓﾄ ﾅｵｷ 男

大分 男子5年100m 高橋 陽 ﾀｶﾊｼ ﾖｳ 男 5 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

大分 男子6年100m 髙田 恵人 ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾄ 男 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

大分 コンバインドA 佐藤 光 ｻﾄｳ  ﾋｶﾙ 男 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

大分 コンバインドB 俵 侑輝 ﾀﾜﾗ ﾕｳｷ 男 6 AC佐伯 ｴｰｼｰｻｲｷ AC佐伯

大分 女子5年100m 秦 あかり ｼﾝ ｱｶﾘ 女 5 別府市陸上教室 ﾍﾞｯﾌﾟｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 別府市陸上

大分 女子6年100m 安東 美羽 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 女 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

大分 コンバインドA 脇坂 凛々 ﾜｷｻｶ ﾘﾘ 女 6 別府市陸上教室 ﾍﾞｯﾌﾟｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 別府市陸上

大分 コンバインドB 乙咩 侑未 ｵﾄﾒ ﾕｳﾐ 女 6 院内陸上クラブ ｲﾝﾅｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 院内陸上
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宮崎 監督 吉永　一幸 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 男

宮崎 指導者 久保　秋桜水 ｸﾎﾞ ｱｵｲ 女

宮崎 指導者 髙野　憲一 ﾀｶﾉ ｹﾝｲﾁ 男

宮崎 支援コーチ 佐伯　智仁 ｻｴｷ ﾄﾓﾋﾄ 男

宮崎 男子5年100m 甲斐 海亜 ｶｲ ｲﾘｱ 男 5 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

宮崎 男子6年100m 白石 侑大 ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男 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

宮崎 コンバインドA 冨滿 丈積 ﾄﾐﾐﾂ ﾀﾂﾞﾑ 男 6 小林Ｊｒアスリートクラブ ｺﾊﾞﾔｼｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小林Jrｱｽﾘｰﾄ

宮崎 コンバインドB 後藤 祐實 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 男 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

宮崎 女子5年100m 菊地 絢乃 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ 女 5 高岡陸上クラブ ﾀｶｵｶﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高岡陸上

宮崎 女子6年100m 伊東 裕凜 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女 6 トップスピード ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ トップスピード

宮崎 コンバインドA 二宮 琳花 ﾆﾉﾐﾔ ﾘﾝｶ 女 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

宮崎 コンバインドB 宮本 優奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾅ 女 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
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鹿児島 監督 太田　敬介 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 男

鹿児島 指導者 東　勝義 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾖｼ 男

鹿児島 指導者 中原　恵 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 女

鹿児島 支援コーチ 上釜　峰雄 ｳｴｶﾏ ﾐﾈｵ 男

鹿児島 支援コーチ 平　裕一郎 ﾀｲﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男

鹿児島 男子5年100m 迫田 大輝 ｻｺﾀﾞ ﾀｲｷ 男 5 SCC ｴｽｼｰｼｰ SCC

鹿児島 男子6年100m 河野 陽夢向 ｺｳﾉ ﾋｭｳｶﾞ 男 6 ISC ｱｲｴｽｼｰ ISC

鹿児島 コンバインドA 小濱 耕雅 ｵﾊﾞﾏ ｺｳｶﾞ 男 6 南さつまコミュニティ ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭﾆﾃｨ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

鹿児島 コンバインドB 下西 優摩 ｼﾓﾆｼ ﾕｳﾏ 男 6 南さつまコミュニティ ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭﾆﾃｨ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

鹿児島 女子5年100m 福﨑 心遥 ﾌｸｻﾞｷ ﾐﾊﾙ 女 5 太陽SC忍者 ﾀｲﾖｳｴｽｼ-ﾆﾝｼﾞｬ 太陽SC忍者

鹿児島 女子6年100m 清水 怜咲 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｻ 女 6 坊津陸上クラブ ﾎﾞｳﾉﾂﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 坊津陸上クラブ

鹿児島 コンバインドA 遠山 千波 ﾄｵﾔﾏ ﾁﾅﾐ 女 6 南さつまコミュニティ ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭﾆﾃｨ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ

鹿児島 コンバインドB 當房 智華 ﾄｳﾎﾞｳ ﾁｶ 女 6 南さつまコミュニティ ﾐﾅﾐｻﾂﾏｺﾐｭﾆﾃｨ 南さつまｺﾐｭﾆﾃｨ


