
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）

北海道 監督 藤村　勝江 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾂｴ 女

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 指導者 岡本　三津雄 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 男

北海道 支援コーチ 島崎　鶴松 ｼﾏｻﾞｷ ﾂﾙﾏﾂ 男

北海道 支援コーチ 落宰　公人 ｵﾁｻｲ ﾏｻﾄ 男

北海道 男子5年100m 佐々木　陽斗 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 男 5 沼ノ端RSC ﾇﾏﾉﾊﾀｱｰﾙｴｽｼｰ 沼ノ端RSC

北海道 男子6年100m 松田　大和 ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男 6 北海道ﾊｲﾃｸＡＣアカデミー ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾊｲﾃｸｴｰｼ-ｱｶﾃﾞﾐｰ ﾊｲﾃｸACA

北海道 コンバインドA 吉田　恵吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男 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B 渡部　 俊太 ﾜﾀﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 男 6 釧路JRC ｸｼﾛｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰ 釧路JRC

北海道 混合4×100mR 北　琉聖 ｷﾀ ﾘｭｳｾｲ 男 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 混合4×100mR 東谷　勇輝 ｱｽﾞﾏﾔ ﾕｳｷ 男 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 混合4×100mR 森　穏月 ﾓﾘ ｼｽﾞｸ 男 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 混合4×100mR 若松　瑞 ﾜｶﾏﾂ ｽｲ 女 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 混合4×100mR 河本　怜愛 ｶﾜﾓﾄ ﾚｱ 女 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 混合4×100mR 安宅　百香 ｱﾀｶ ﾓﾓｶ 女 6 函館CRS ﾊｺﾀﾞﾃｼｰｱｰﾙｴｽ 函館CRS

北海道 女子5年100m 三浦　美空 ﾐｳﾗ ﾐｸ 女 5 NASS ｴﾇｴｰｴｽｴｽ NASS

北海道 女子6年100m 人見　仁菜 ﾋﾄﾐ ﾆﾅ 女 6 足寄陸上少年団 ｱｼｮﾛﾘｸｼﾞｮｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 足寄陸上少年団

北海道 コンバインドA 山田　莉瑚 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 女 6 AAA ｱﾂﾍﾞﾂｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ AAA

北海道 コンバインドB 坂口　優海 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 女 6 室蘭市陸上競技少年団 ﾑﾛﾗﾝｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 室蘭陸上少年団
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青森 監督 工藤　淳 ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ 男

青森 指導者 今　和香子 ｺﾝ ﾜｶｺ 女

青森 指導者 山谷　優 ﾔﾏﾔ ﾏｻﾙ 男

青森 指導者 高樋　菜那 ﾀｶﾋ ﾅﾅ 女

青森 男子5年100m 田中　凜晏 ﾀﾅｶ ﾘｱﾝ 男 5 陸上金木ｸﾗﾌﾞ ﾘｸｼﾞｮｳｶﾅｷﾞｸﾗﾌﾞ 金木ｸﾗﾌﾞ

青森 男子6年100m 千葉　大翔 ﾁﾊﾞ ﾔﾏﾄ 男 6 向陽陸上スポーツクラブ 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 小田桐　悠吾 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｺﾞ 男 6 藤崎陸上クラブ ﾌｼﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞﾞ

青森 コンバインドB 野宮　利偉努 ﾉﾐﾔ ﾘｲﾄﾞ 男 6 五所川原中央陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 中央陸上クラブ

青森 混合4×100mR 葛西　禅 ｶｻｲ ｾﾞﾝ 男 6 平川ジュニア ﾋﾗｶﾜｼﾞｭﾆｱ 平川ｼﾞｭﾆｱ

青森 混合4×100mR 八木橋　瑛太 ﾔｷﾞﾊｼ ｴｲﾀ 男 6 平川ジュニア ﾋﾗｶﾜｼﾞｭﾆｱ 平川ｼﾞｭﾆｱ

青森 混合4×100mR 伊藤　沙綾 ｲﾄｳ ｻｱﾔ 女 6 平川ジュニア ﾋﾗｶﾜｼﾞｭﾆｱ 平川ｼﾞｭﾆｱ

青森 混合4×100mR 古川　未來 ｺｶﾞﾜ ﾐﾗｲ 女 6 平川ジュニア ﾋﾗｶﾜｼﾞｭﾆｱ 平川ｼﾞｭﾆｱ

青森 混合4×100mR 對馬　天 ﾂｼﾏ ｿﾗ 女 5 平川ジュニア ﾋﾗｶﾜｼﾞｭﾆｱ 平川ｼﾞｭﾆｱ

青森 女子5年100m 齊藤　雪愛 ｻｲﾄｳ ﾌｱﾘ 女 5 大畑陸上クラブ ｵｵﾊﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大畑RC

青森 女子6年100m 髙橋　茉夏 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ 女 6 岩木アスリートｸﾗﾌﾞJr ｲﾜｷアスリートｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 岩木アスリート

青森 コンバインドA 村上　莉世愛 ﾑﾗｶﾐ ﾘｾｱ 女 5 藤崎陸上クラブ ﾌｼﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞﾞ

青森 コンバインドB 中村　陽菜 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 女 5 藤崎陸上クラブ ﾌｼﾞｻｷﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞﾞ
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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 赤石　光宏 ｱｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 男

岩手 指導者 阿部　里美 ｱﾍﾞ ｻﾄﾐ 女

岩手 指導者 西舘　敦 ﾆｼﾀﾞﾃ  ｱﾂｼ 男

岩手 支援コーチ 阿部　丈二 ｱﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 男

岩手 支援コーチ 照井　太朗 ﾃﾙｲ ﾀﾛｳ 男

岩手 支援コーチ 奥村　岳人 ｵｸﾑﾗ ｶﾞｸﾄ 男

岩手 支援コーチ 菅原　一季 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 男

岩手 男子5年100m 志土富　輝 ｼﾄﾄﾐ ﾋｶﾙ 男 5 釜石小学校 ｶﾏｲｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 釜石小学校

岩手 男子6年100m 佐々木　将人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 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 阿部　桃依 ｱﾍﾞ ﾄｳｲ 男 6 黒北クラブ ｸﾛｷﾀｸﾗﾌﾞ 黒北クラブ

岩手 コンバインドB ベイカー　慈韻 ﾍﾞｲｶｰ ｼﾞﾝ 男 6 宮古ＴＣ ﾐﾔｺﾃｨｰｽｨｰ 宮古ＴＣ

岩手 混合4×100mR 下山　碧泉 ｼﾓﾔﾏ ｱｵｲ 男 6 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 混合4×100mR 大塚　智洋 ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ 男 5 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 混合4×100mR 藤原　大志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｼ 男 5 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 混合4×100mR 工藤　あさひ ｸﾄﾞｳ ｱｻﾋ 女 6 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 混合4×100mR 飛田　桜來里 ﾋﾀﾞ ｷﾗﾘ 女 6 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 混合4×100mR 若澤 優乃 ﾜｶｻﾜ ﾕﾉ 女 5 盛岡クラブ ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ 盛岡クラブ

岩手 女子5年100m 小森　美緒 ｺﾓﾘ ﾐｵ 女 5 サンビレRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ サンビレRC

岩手 女子6年100m 松崎　楓 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 女 6 盛岡KTC ﾓﾘｵｶｹｲﾃｨｰｼｰ 盛岡KTC

岩手 コンバインドA 菊地　莉緒 ｷｸﾁ ﾘｵ 女 6 陸上塾ZERO ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｭｸｾﾞﾛ 陸上塾ZERO

岩手 コンバインドB 松田　夏輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 女 6 サンビレRC ｻﾝﾋﾞﾚｱｰﾙｼｰ サンビレRC
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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 細渕　元 ﾎｿﾌﾞﾁ ｹﾞﾝ 男

宮城 指導者 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 女

宮城 指導者 菅　秀輝 ｶﾝ ﾋﾃﾞｷ 男

宮城 支援コーチ 佐々木　幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 男

宮城 支援コーチ 松﨑　義昌 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ 男

宮城 男子5年100m 千葉　太陽 ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 男 5 古川第二小学校 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 古川第二小学校

宮城 男子6年100m 壱岐　颯仁 ｲｷ ﾊﾔﾄ 男 6 ランナーズハイ ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ ランナーズハイ

宮城 コンバインドA 佐藤　颯真 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 男 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B 熊谷　倫 ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 男 6 南方小学校 ﾐﾅﾐｶﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 南方小学校

宮城 混合4×100mR 菊池　丈琉 ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 男 6 スタートライン ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ スタートライン

宮城 混合4×100mR 玉川　陽 ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ 男 6 スタートライン ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ スタートライン

宮城 混合4×100mR 柴田　悠馬 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 男 6 スタートライン ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ スタートライン

宮城 混合4×100mR 渋谷　心麗 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ 女 6 スタートライン ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ スタートライン

宮城 混合4×100mR 櫻本　涼華 ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女 6 スタートライン ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ スタートライン

宮城 混合4×100mR 千葉　実怜 ﾁﾊﾞ ﾐﾚｲ 女 6 スタートライン ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ スタートライン

宮城 女子5年100m 菊池　真陽春 ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 女 5 ランナーズハイ ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ ランナーズハイ

宮城 女子6年100m 菅原　結愛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 女 6 金成小学校 ｶﾝﾅﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ 金成小学校

宮城 コンバインドA 髙橋　花百 ﾀｶﾊｼ ｶｵ 女 6 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 赤間　葵 ｱｶﾏ ｱｵｲ 女 6 瀬峰小 ｾﾐﾈｼｮｳ 瀬峰小
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秋田 監督 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 男

秋田 指導者 泉谷　徹 ｲｽﾞﾐﾔ ﾄｵﾙ 男

秋田 指導者 鈴木　由佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ 女

秋田 指導者 柿崎　淳也 ｶｷｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 男

秋田 支援コーチ 三政　貴秀 ﾐﾏｻ ﾀｶﾋﾃﾞ 男

秋田 支援コーチ 佐藤　昭彦 ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ 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 支援コーチ 出口　和嘉 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ 男

秋田 男子5年100m 照井　日々喜 ﾃﾙｲ ﾋﾋﾞｷ 男 5 旭小学校 ｱｻﾋｼｮｳｶﾞｯｺｳ 旭小学校

秋田 男子6年100m 大森　悠司 ｵｵﾓﾘ ﾋｻｼ 男 6 旭小学校 ｱｻﾋｼｮｳｶﾞｯｺｳ 旭小学校

秋田 コンバインドA 髙橋　春馬 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 男 6 十文字小学校 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 十文字小学校

秋田 コンバインドB 茂木　孝哉 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ 男 6 高梨小学校 ﾀｶﾅｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 高梨小学校

秋田 混合4×100mR 加賀谷　陽 ｶｶﾞﾔ ﾊﾙ 男 6 ＪＡＣ－A ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ

秋田 混合4×100mR 中村　颯斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ

秋田 混合4×100mR 髙橋　拓隼 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 男 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ

秋田 混合4×100mR 鈴木　里彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 女 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ

秋田 混合4×100mR 和田　姫怜 ﾜﾀﾞ ﾐﾚｲ 女 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ

秋田 混合4×100mR 佐々木　愛奈 ｻｻｷ ｱｲﾅ 女 6 ＪＡＣ－Ａ ｼﾞｬｯｸｴｰ ＪＡＣ－Ａ

秋田 女子5年100m 北嶋　耶絵 ｷﾀｼﾏ ﾔｴ 女 5 長木小学校 ﾅｶﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 長木小学校

秋田 女子6年100m 近藤　里胡 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｺ 女 6 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 コンバインドA 遠藤　亜純 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽﾐ 女 6 浅舞ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｱｻﾏｲｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 浅舞ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

秋田 コンバインドB 藤原　葵衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 女 6 上川沿ＴＦＣ ｶﾐｶﾜｿﾞｲﾃｨｰｴﾌｼｰ 上川沿ＴＦＣ



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）

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 本間　和広 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 男

山形 指導者 難波　清佳 ﾅﾝﾊﾞ ｻﾔｶ 女

山形 支援コーチ 東海林　宏寿 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾋﾛﾄｼ 男

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 守谷　俊一郎 モリヤ　シュンイチロウ 男

山形 支援コーチ 伊藤　真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 女

山形 男子5年100m 堀　絢登 ﾎﾘ ｱﾔﾄ 男 5 松陵学区スポーツ少年団 ｼｮｳﾘｮｳｶﾞｯｸｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 松陵学区スポ少

山形 男子6年100m 富樫　亮 ﾄｶﾞｼ ﾘｮｳ 男 6 平田小学生陸上スポーツ少年団 ﾋﾗﾀｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ平田陸上教室

山形 コンバインドA 阿部　清太朗 ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 男 6 尾花沢市立尾花沢小学校 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼﾘﾂｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 尾花沢小学校

山形 コンバインドB 菅井　遊詩 ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ 男 6 川西町立大塚小学校 ｶﾜﾆｼﾁｮｳﾘﾂｵｵﾂｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 大塚小

山形 混合4×100mR 佐藤　陽斗 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 男 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 混合4×100mR 石堂　榛馬 ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 男 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 混合4×100mR 櫻井　翔 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 男 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 混合4×100mR 小田　桃子 ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 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 混合4×100mR 佐々木　愛花 ｻｻｷ ﾏﾅｶ 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 混合4×100mR 菅原　りさ ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 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 女子5年100m 渋谷　杏俐 ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ 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 関﨑　千那 ｾｷｻﾞｷ ﾁﾅ 女 6 白鷹ジュニアアスリート ｼﾗﾀｶｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ 白鷹ジュニア

山形 コンバインドA 髙橋　梨桜 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 女 6 白鷹ジュニアアスリート ｼﾗﾀｶｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ 白鷹ジュニア

山形 コンバインドB 川又　紗空 ｶﾜﾏﾀ ｻﾗ 女 6 真室川町立真室川小学校 ﾏﾑﾛｶﾞﾜﾁｮｳﾘﾂﾏﾑﾛｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 真室川小学校



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
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

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 指導者 小島　明広 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 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 高橋　正行 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 男

福島 支援コーチ 小野　周平 ｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 男

福島 男子5年100m 佐久間　未琉 ｻｸﾏ ｲﾏﾙ 男 5 沢石AC ｻﾜｲｼｴｰｼｰ 沢石AC

福島 男子6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 コンバインドA 小澤　親太郎 ｵｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 男 6 いわきFスポーツAC ｲﾜｷｴﾌｽﾎﾟｰﾂｴｰｼｰ いわきFｽﾎﾟｰﾂAC

福島 コンバインドB 堀　一翔 ﾎﾘ ｶｽﾞﾄ 男 6 旭田 ｱｻﾋﾀﾞ 旭田

福島 混合4×100mR 菅田　心響 ｽｶﾞﾀ ｼｵﾝ 男 6 本宮まゆみ ﾓﾄﾐﾔﾏﾕﾐ 本宮まゆみ

福島 混合4×100mR 大橋　拓真 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾏ 男 6 本宮まゆみ ﾓﾄﾐﾔﾏﾕﾐ 本宮まゆみ

福島 混合4×100mR 大関　甲汰 ｵｵｾﾞｷ ｺｳﾀ 男 6 本宮まゆみ ﾓﾄﾐﾔﾏﾕﾐ 本宮まゆみ

福島 混合4×100mR 伊藤　らん子 ｲﾄｳ ﾗﾝｺ 女 6 本宮まゆみ ﾓﾄﾐﾔﾏﾕﾐ 本宮まゆみ

福島 混合4×100mR 菊田　芽衣 ｷｸﾀ ﾒｲ 女 6 本宮まゆみ ﾓﾄﾐﾔﾏﾕﾐ 本宮まゆみ

福島 混合4×100mR 吉田　美月 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 女 6 本宮まゆみ ﾓﾄﾐﾔﾏﾕﾐ 本宮まゆみ

福島 女子5年100m 喜多　陽菜 ｷﾀ ﾋﾅﾉ 女 5 三河台 ﾐｶﾜﾀﾞｲ 三河台

福島 女子6年100m 新明　美結 ｼﾝﾐｮｳ ﾐﾕ 女 6 一箕 ｲｯｷ 一箕

福島 コンバインドA 堀金　心結 ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐｳ 女 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 小池　彩音 ｺｲｹ ｱﾔﾈ 女 6 河東学園 ｶﾜﾋｶﾞｼｶﾞｸｴﾝ 河東学園



選手団一覧
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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 根本　勝行 ﾈﾓﾄ ｶﾂﾕｷ 男

茨城 指導者 小圷　智子 ｺｱｸﾂ ﾄﾓｺ 女

茨城 男子5年100m 石澤　柊生 ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｾｲ 男 5 那珂トラッククラブ ﾅｶﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 那珂TC

茨城 男子6年100m 大和田　潤 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 男 6 友部小学校 ﾄﾓﾍﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 友部小学校

茨城 コンバインドA 影沢　悠惺 ｶｹﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 男 6 いなしきA・Iくらぶ ｲﾅｼｷｱｲ いなしきA・I

茨城 コンバインドB 張替　駿仁 ﾊﾘｶﾞｴ ﾊﾔﾄ 男 6 七重小学校 ﾅﾅｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 七重小学校

茨城 混合4×100mR 菊池　央雅 ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 男 6 水戸ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸AC

茨城 混合4×100mR 藤野　盾 ﾌｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 男 6 水戸ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸AC

茨城 混合4×100mR 飛田　環 ﾄﾋﾞﾀ ﾀﾏｷ 男 6 水戸ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸AC

茨城 混合4×100mR 檜山　明音 ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ 女 6 水戸ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸AC

茨城 混合4×100mR 澁谷　倖菜 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾅ 女 6 水戸ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸AC

茨城 混合4×100mR 羽田　琉美香 ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ 女 6 水戸ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 水戸AC

茨城 女子5年100m 小出　麗美菜 ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ 女 5 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6年100m 川松　瑠麻 ｶﾜﾏﾂ ﾙﾅ 女 6 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 コンバインドA 万代　由奈 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕﾅ 女 6 いなしきA・Iくらぶ ｲﾅｼｷｱｲ いなしきA・I

茨城 コンバインドB 奥澤　萌々音 ｵｸｻﾞﾜ ﾓﾓﾈ 女 6 結城小学校 ﾕｳｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 結城小学校
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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 墨野倉　泰宏 ｽﾐﾉｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 男

栃木 指導者 鈴木　真太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 男

栃木 支援コーチ 山﨑　千尋 ﾔﾏｻｷ　ﾁﾋﾛ 女

栃木 支援コーチ 鈴木　紀貴 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾀｶ 男

栃木 支援コーチ 柳沢　真人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 男

栃木 支援コーチ 岡田　明紀 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 男

栃木 男子5年100m 河野　蓮 ｶﾜﾉ ﾚﾝ 男 5 宇大附属クラブ ｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸｸﾗﾌﾞ 宇大附属クラブ

栃木 男子6年100m 小森　裕一朗 ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男 6 茂木小学校 ﾓﾃｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 茂木小学校

栃木 コンバインドA 宮下　凛音 ﾐﾔｼﾀ ﾘｵ 男 6 烏山小学校 ｶﾗｽﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 烏山小学校

栃木 コンバインドB 熊坂　悠我 ｸﾏｻｶ ﾕｳｶﾞ 男 6 中村小学校 ﾅｶﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 中村小学校

栃木 混合4×100mR 日向野　瑛介 ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ 男 6 佐野SAC ｻﾉSAC 佐野SAC

栃木 混合4×100mR 赤坂　優光 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 男 6 佐野SAC ｻﾉSAC 佐野SAC

栃木 混合4×100mR 小林　凉空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ 男 6 佐野SAC ｻﾉSAC 佐野SAC

栃木 混合4×100mR 清水　紗奈 ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ 女 5 佐野SAC ｻﾉSAC 佐野SAC

栃木 混合4×100mR 松尾　咲良 ﾏﾂｵ ｻｸﾗ 女 6 佐野SAC ｻﾉSAC 佐野SAC

栃木 混合4×100mR 小川　楓愛 ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ 女 5 佐野SAC ｻﾉSAC 佐野SAC

栃木 女子5年100m 村上　なな ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 女 5 さくら市陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｸﾗｼﾘｸｼﾞｮｳ さくら市陸上

栃木 女子6年100m 手塚　心結 ﾃﾂｶ ﾐﾕ 女 6 那須陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 那須陸上ｸﾗﾌﾞ

栃木 コンバインドA 須藤　心晴 ｽﾄｳ ｺﾊﾙ 女 6 TOJ TOJ TOJ

栃木 コンバインドB 厚木　彩佐 ｱﾂｷ ｱﾔｻ 女 6 足利陸上教室 ｱｼｶｶﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 足利陸上教室
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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 指導者 齋藤　奏実 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ 女

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 清水　尭之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 男

群馬 支援コーチ 寺井　和明 ﾃﾗｲ ｶｽﾞｱｷ 男

群馬 支援コーチ 松本　茂生 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ 男

群馬 男子5年100m 佐藤　憲吾 ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ 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 イリーサ ノア凛 イリーサ ノアリン 男 6 どりかむ太田 ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ どりかむ太田

群馬 コンバインドA 南　湊 ﾐﾅﾐ ｿｳ 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 渋川クラブ

群馬 コンバインドB 石井　潤 イシイ ｼﾞｭﾝ 男 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 混合4×100mR 石黒　大地 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ 男 6 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 混合4×100mR 髙橋　愛理 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ 男 6 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 混合4×100mR 林　快星 ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ 男 6 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 混合4×100mR 蟹和　由衣 ｶﾆﾜ ﾕｲ 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 混合4×100mR 小林　侑楽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 女 6 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 混合4×100mR 髙野　裕真 ﾀｶﾉ ﾕﾏ 女 6 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5年100m 大橋　彩那 ｵｵﾊｼ ｻﾅ 女 5 伊勢崎市陸上競技クラブ ｲｾｻｷｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｸﾗﾌﾞ 伊勢崎クラブ

群馬 女子6年100m 松本　由那 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ 女 6 アラマキッズ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ アラマキッズ

群馬 コンバインドA 鈴木　心結 ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 女 6 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 コンバインドB 尾内　結来 ｵﾅｲ ﾕﾗ 女 6 どりかむ太田 ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ どりかむ太田



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）

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 支援コーチ 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 支援コーチ 草野　敏行 ｸｻﾉ ﾄｼﾕｷ 男

埼玉 支援コーチ 石嶋　史弥 ｲｼｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 男

埼玉 男子5年100m 佐々木　陽太 ｻｻｷ ﾖｳﾀ 男 5 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 男子6年100m 武田　澄風 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｾﾞ 男 6 しらこばと陸上クラブ ｼﾗｺﾊﾞﾄﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ しらこばと

埼玉 コンバインドA 藤山　湊士 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 男 6 Eifer AC ｴｲﾌｧｰ　ｴｰｼｰ Eifer AC

埼玉 コンバインドB 兼子　弦輝 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 男 6 加須ジュニア陸上クラブ ｶｿﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 加須ジュニア

埼玉 混合4×100mR 木村　昊希 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 男 6 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 混合4×100mR 矢野　透麻 ﾔﾉ ﾄｳﾏ 男 6 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 混合4×100mR 松元　翔海 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男 6 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 混合4×100mR 日景　レイチェル ﾋｶｹﾞ ﾚｲﾁｪﾙ 女 5 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 混合4×100mR 厚川　茉那 ｱﾂｶﾜ ﾏﾅ 女 5 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 混合4×100mR 池畑　優月 ｲｹﾊﾀ ﾕｽﾞｷ 女 6 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 女子5年100m 川山　葵 ｶﾜﾔﾏ ｱｵｲ 女 5 RUN.jp ﾗﾝ　ﾄﾞｯﾄ　ｼﾞｪｲﾋﾟｰ RUN.jp

埼玉 女子6年100m 橋本　彩花 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｶ 女 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校

埼玉 コンバインドA 宮本　愛加 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 女 6 所沢走学校 ﾄｺﾛｻﾞﾜｿｳｶﾞｯｺｳ 所沢走学校

埼玉 コンバインドB 藤本　美佳子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｶｺ 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



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
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

千葉 監督 宮野　篤 ﾐﾔﾉ ｱﾂｼ 男

千葉 指導者 大木　成浩 ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ 男

千葉 指導者 岩城　節臣 ｲﾜｷ ｻﾀﾞｵﾐ 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 加藤　泰史 ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 男

千葉 支援コーチ 牧口　真也 ﾏｷｸﾞﾁｼﾝﾔ 男

千葉 支援コーチ 藤森　真 ﾌｼﾞﾓﾘ　ｼﾝ 男

千葉 支援コーチ 樋口　見紗里 ﾋｸﾞﾁ ﾐｻﾄ 女

千葉 男子5年100m 猪狩　惺吾 ｲｶﾞﾘ ｾｲｺﾞ 男 5 Accel Track Club ｱｸｾﾙﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ AccelTC

千葉 男子6年100m 西川　翔真 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 男 6 西志津小学校 ﾆｼｼﾂﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 西志津小学校

千葉 コンバインドA 松本　隼 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男 6 新木小学校 ｱﾗｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 新木小学校

千葉 コンバインドB 村田　寛仁 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾄ 男 6 アビコ・ユナイテッド　アスレチックス ｱﾋﾞｺ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ｱｽﾚﾁｯｸｽ アビコUA

千葉 混合4×100mR 金田　旬平 ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男 6 水の江小学校 ﾐｽﾞﾉｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水の江小学校

千葉 混合4×100mR 辻　啓志郎 ﾂｼﾞ ｹｲｼﾛｳ 男 6 水の江小学校 ﾐｽﾞﾉｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水の江小学校

千葉 混合4×100mR 遠藤　都和 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾜ 男 6 水の江小学校 ﾐｽﾞﾉｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水の江小学校

千葉 混合4×100mR 竹沢　明音羽 ﾀｹｻﾞﾜ ｱｵﾊﾞ 女 5 水の江小学校 ﾐｽﾞﾉｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水の江小学校

千葉 混合4×100mR 小泉　彩芭 ｺｲｽﾞﾐ ｲﾛﾊ 女 5 水の江小学校 ﾐｽﾞﾉｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水の江小学校

千葉 混合4×100mR 櫻井　あすな ｻｸﾗｲ ｱｽﾅ 女 6 水の江小学校 ﾐｽﾞﾉｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 水の江小学校

千葉 女子5年100m 浮貝　幸歩 ｳｷｶﾞｲ ｻﾁﾎ 女 5 ima kids ｱｲﾏｷｯｽﾞ ima kids

千葉 女子6年100m 秦　悠華 ﾊﾀ ﾕｳｶ 女 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 コンバインドA 佐藤　妃莉 ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 女 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 コンバインドB 小高　花菜 ｵﾀﾞｶ ﾊﾅ 女 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
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

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 指導者 三須　久子 ﾐｽ ﾋｻｺ 女

東京 支援コーチ 塩　史子 ｼｵ ﾌﾐｺ 女

東京 支援コーチ 竹村　亮正 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾏｻ 男

東京 支援コーチ 中野　浩 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 男

東京 支援コーチ 田邊　ジョー ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮ- 男

東京 男子5年100m 峯川　裕太 ﾐﾈｶﾜ  ﾕｳﾀ 男 5 Ｒ-キッズ ｱｰﾙｷｯｽﾞ Ｒ－キッズ

東京 男子6年100m 安波　慎二 ﾔｽﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 男 6 ゆめおり陸上クラブ ﾕﾒｵﾘﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ゆめおりAC

東京 コンバインドA 芳賀　淳平 ﾊｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 6 ゆめおり陸上クラブ ﾕﾒｵﾘｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ ゆめおりAC

東京 コンバインドB 真野　纂 ﾏﾉ ｱﾑﾂ 男 6 バディ陸上 ﾊﾞﾃﾞｨﾘｸｼﾞｮｳ バディ陸上

東京 混合4×100mR 早瀬　舜 ﾊﾔｾ ｼｭﾝ 男 6 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 混合4×100mR 鎌田　健矢 ｶﾏﾀ ｹﾝﾔ 男 6 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 混合4×100mR 国府田　亮 ｺｳﾀﾞ ﾘﾖｳ 男 6 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 混合4×100mR 山本　二瑚 ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ 女 6 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 混合4×100mR 沼田　志都 ﾇﾏﾀ ｼﾄﾞ 女 6 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 混合4×100mR 大窪　幸花 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾁｶ 女 6 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 女子5年100m 新井　凛生 ｱﾗｲ ﾘﾝｾ 女 5 ペンタスAC ﾍﾟﾝﾀｽｴｰｼｰ ペンタスAC

東京 女子6年100m 関　奈夕莉 ｾｷ ﾅﾀﾘｰ 女 6 A.F.T.C. ｴｰｴﾌﾃｨｰｼｰ A.F.T.C.

東京 コンバインドA 田中　柚南 ﾀﾅｶ ﾕﾅ 女 6 清新JAC ｾｲｼﾝｼﾞｬｯｸ 清新JAC

東京 コンバインドB 髙橋　彩夢 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 女 6 TRAC ﾄﾗｯｸ TRAC



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）

神奈川 監督 渕脇　健 ﾌﾁﾜｷ ｹﾝ 男

神奈川 指導者 土岐　真保美 ﾄｷ ﾏﾎﾐ 女

神奈川 指導者 露木　隆夫　 ﾂﾕｷ ﾀｶｵ 男

神奈川 指導者 平原　彩 ﾋﾗﾊﾗ ｱﾔ 女

神奈川 支援コーチ 戸丸　恵 ﾄﾏﾙ  ﾒｸﾞﾐ 女

神奈川 支援コーチ 花谷　昴 ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ 男

神奈川 支援コーチ 久家　太希 ｸｹﾞ ﾀｲｷ 男

神奈川 支援コーチ 濟藤　未夢 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 女

神奈川 男子5年100m 𠮷川　悠真 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾏ 男 5 ちはやAC ﾁﾊﾔｴｰｼｰ ちはやAC

神奈川 男子6年100m 大坊　洸生 ﾀﾞｲﾎﾞｳ ｺｳｷ 男 6 チームかもめ ﾁｰﾑｶﾓﾒ チームかもめ

神奈川 コンバインドA 杉山　汐遠 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 男 6 VIRDS陸上アカデミー ﾊﾞｰｽﾞﾘｸｼﾞｮｳ VIRDS陸上

神奈川 コンバインドB 井手上　陽祐 ｲﾃﾞｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 男 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 混合4×100mR 飯塚　洵平 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 混合4×100mR 甲　真之介 ｷﾉｴ ｼﾝﾉｽｹ 男 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 混合4×100mR 森川　陽名多 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾀ 男 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 混合4×100mR ｼｭｯﾂｪ　弥亜 ｼｭｯﾂｪ ﾐｱ 女 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 混合4×100mR 松田　花乃 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉ 女 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 混合4×100mR 山口　真衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 女 6 横浜アスリートクラブ ﾖｺﾊﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 横浜AC

神奈川 女子5年100m 島津　明穂 ｼﾏﾂﾞ ｱｷﾎ 女 5 ちはやAC ﾁﾊﾔｴｰｼｰ ちはやAC

神奈川 女子6年100m 手嶋　莉菜 ﾃｼﾞﾏ ﾘﾅ 女 6 YNUSジュニア ﾜｲﾅｽｼﾞｭﾆｱ YNUS

神奈川 コンバインドA 草苅　綺穂 ｸｻｶﾘ ｷﾎ 女 6 逗子文十郎’Ｓ ｽﾞｼﾌﾞﾝｼﾞｭｳﾛｳｽﾞ 逗子文十郎’Ｓ

神奈川 コンバインドB 美登　香那 ﾐﾄ ｶﾅ 女 6 ちがさきリトル ﾁｶﾞｻｷﾘﾄﾙ ちがさきリトル
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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 河野　忍 ｺｳﾉ ｼﾉﾌﾞ 女

山梨 指導者 中村　亮二 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男

山梨 指導者 相原　千枝 ｱｲﾊﾗ ﾁｴ 女

山梨 支援コーチ 安藤　美由紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 女

山梨 支援コーチ 板楠　千尋 ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 女

山梨 男子5年100m 古屋　佑樹 ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ 男 5 南アルプスAC ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽｴｰｼｰ 南アルプスAC

山梨 男子6年100m 清水　壽泰 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 男 6 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A 鈴木　宏武 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 男 6 桃太郎SC ﾓﾓﾀﾛｳｴｽｼｰ 桃太郎ＳＣ

山梨 コンバインドB 上林　敬人 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 男 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 混合4×100mR 中田　幹太郎 ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 男 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 混合4×100mR 遠藤　靖治 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ 男 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 混合4×100mR 岡田　舟右 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 男 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 混合4×100mR 原　芽伽 ﾊﾗ ﾒｲｶ 女 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 混合4×100mR 井出　早栄 ｲﾃﾞ ｻｴ 女 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 混合4×100mR 武田　紗葉 ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 女 6 大国陸上クラブ ｵｵｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ

山梨 女子5年100m 澤邊　ゆかり ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 女 5 南アルプスAC ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽｴｰｼｰ 南アルプスAC

山梨 女子6年100m 向山　李依 ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲ 女 6 チーム塩山 ﾁｰﾑｴﾝｻﾞﾝ チーム塩山

山梨 コンバインドA 鈴木　萌花 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 女 6 チーム塩山 ﾁｰﾑｴﾝｻﾞﾝ チーム塩山

山梨 コンバインドB 廣瀬　姫乃 ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 女 5 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 大塚　謙児 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 男

新潟 指導者 丹治　えつ子 ﾀﾝｼﾞ ｴﾂｺ 女

新潟 指導者 星　真弓 ﾎｼ ﾏﾕﾐ 女

新潟 支援コーチ 植野　翼 ｳｴﾉ ﾂﾊﾞｻ 男

新潟 支援コーチ 岡田　嵩宏 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男

新潟 男子5年100m 山田　詩桜 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵ 男 5 十日町AC ﾄｵｶﾏﾁｴｰｼｰ 十日町AC

新潟 男子6年100m 岡田　寿希也 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭｷﾔ 男 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

新潟 コンバインドA 後藤　彰汰 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 男 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

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

新潟 混合4×100mR 齋藤　真広 ｻｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 男 6 しばたTFC ｼﾊﾞﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ しばたTFC

新潟 混合4×100mR 渡辺　湊斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 男 6 しばたTFC ｼﾊﾞﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ しばたTFC

新潟 混合4×100mR 中川　愛唯 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 女 6 しばたTFC ｼﾊﾞﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ しばたTFC

新潟 混合4×100mR 林　陽向 ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ 女 6 しばたTFC ｼﾊﾞﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ しばたTFC

新潟 女子5年100m 林　海伽 ﾊﾔｼ ｳﾐｶ 女 5 阿賀野AC ｱｶﾞﾉｴｰｼｰ 阿賀野AC

新潟 女子6年100m 齊藤　さくら ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 女 6 しばたTFC ｼﾊﾞﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ しばたTFC

新潟 コンバインドA 古川　ひより ﾌﾙｶﾜ ﾋﾖﾘ 女 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

新潟 コンバインドB 齋藤　紗慈 ｻｲﾄｳ ｻｼﾞ 女 6 新潟アルビレックスRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽｱｰﾙｼｰ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
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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 大坪　裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ 女

長野 指導者 橘　麗仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚｲｼﾞ 男

長野 指導者 笠川　真一 ｶｻｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 男

長野 支援コーチ 内藤　里枝子 ﾅｲﾄｳ ﾘｴｺ 女

長野 支援コーチ 小口　真太朗 ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 男

長野 支援コーチ 小野　哲 ｵﾉ ｻﾄﾙ 男

長野 支援コーチ 岡田　朋佳 ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 女

長野 男子5年100m 村上　悠 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙ 男 5 波田小 ﾊﾀｼｮｳ 波田小

長野 男子6年100m 小野　颯馬 ｵﾉ ｿｳﾏ 男 6 両小野小 ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ 両小野小

長野 コンバインドA 長峰　和真 ナガミネ ｶｽﾞﾏ 男 6 佐久ドリーム ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ドリーム

長野 コンバインドB 佐藤　秀瑚 ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 男 5 佐久ドリーム ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ドリーム

長野 混合4×100mR 大森　琥明 ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ 男 6 岡谷田中小 ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ 岡谷田中小

長野 混合4×100mR 佐藤　叶寅 ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ 男 6 岡谷田中小 ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ 岡谷田中小

長野 混合4×100mR 田中　海羽 ﾀﾅｶ ﾐｳ 女 6 岡谷田中小 ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ 岡谷田中小

長野 混合4×100mR 北川　愛果 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 女 6 岡谷田中小 ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ 岡谷田中小

長野 女子5年100m 角田　桜子 ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ 女 5 佐久ドリーム ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ドリーム

長野 女子6年100m 高木　穂菜実 ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 女 6 伊那AC ｲﾅｴｰｼｰ 伊那AC

長野 コンバインドA 中嶋　優佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 女 6 軽井沢A＆AC ｶﾙｲｻ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 小野澤　比奈矢 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰｾ 女 6 軽井沢A＆AC ｶﾙｲｻﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ 軽井沢A&AC
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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 田畑　力也 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｷﾔ 男

富山 指導者 森　有紀 ﾓﾘ ﾕｷ 女

富山 指導者 成瀬　耕一 ﾅﾙｾ ｺｳｲﾁ 男

富山 支援コーチ 澤井　匠 ｻﾜｲ ﾀｸﾐ 男

富山 支援コーチ 荒城　菊乃 ｱﾗｷ 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 八巻　未来 ﾔﾏｷ ﾐｸ 女

富山 男子5年100m 廣上　結己 ﾋﾛｶﾐ ﾕｳｷ 男 5 西条 ｻｲｼﾞｮｳ 西条

富山 男子6年100m 秋元　優汰 ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 男 6 能町小学校 ﾉｳﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 能町小学校

富山 コンバインドA 尾近　優太 ｵｺﾝ ﾕｳﾀ 男 6 黒部名水 ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ 黒部名水

富山 コンバインドB 金山　民人 ｶﾅﾔﾏ ミント 男 6 釜ケ渕小学校 ｶﾏｶﾞﾌﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 釜ヶ渕小学校

富山 混合4×100mR 福島　彰里 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾘ 男 6 MT.スポラ ｴﾑﾃｨｽﾎﾟﾗ MT.スポラ

富山 混合4×100mR 向中野　芳成 ﾑｶｲﾅｶﾉ ﾖｼﾅﾘ 男 6 MT.スポラ ｴﾑﾃｨｽﾎﾟﾗ MT.スポラ

富山 混合4×100mR 加藤　埜乃果 ｶﾄｳ  ﾉﾉｶ 女 6 MT.スポラ ｴﾑﾃｨｽﾎﾟﾗ MT.スポラ

富山 混合4×100mR 高森　なつ ﾀｶﾓﾘ ﾅﾂ 女 6 MT.スポラ ｴﾑﾃｨｽﾎﾟﾗ MT.スポラ

富山 女子5年100m 石倉　ひなた ｲｼｸﾗ ﾋﾅﾀ 女 5 MT.スポラ ｴﾑﾃｨｽﾎﾟﾗ MT.スポラ

富山 女子6年100m 澁谷　くるみ ｼﾌﾞﾔ ｸﾙﾐ 女 6 能町小学校 ﾉｳﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 能町小学校

富山 コンバインドA 羽黒　麻央 ﾊｸﾞﾛ ﾏｵ 女 6 ひばり野小 ﾋﾊﾞﾘﾉｼｮｳ ひばり野小

富山 コンバインドB 中村　真緒 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 女 6 川原小学校 ｶﾜﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 川原小学校
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石川 監督 須田　崇 ｽﾀﾞ ﾀｶｼ 男

石川 指導者 宮田　幸子 ﾐﾔﾀ ｻﾁｺ 女

石川 指導者 小川　智明 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 男

石川 指導者 澤井　勝彦 ｻﾜｲ ｶﾂﾋｺ 男

石川 支援コーチ 中村　なぎさ ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 女

石川 支援コーチ 蔦　航希 ﾂﾀ ｺｳｷ 男

石川 支援コーチ 松井　久 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ 男

石川 支援コーチ 六角　美幸 ﾛｯｶｸ ﾐﾕｷ 女

石川 男子5年100m 土居　春輝 ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 男 5 津幡ジュニアアスリートクラブ ﾂﾊﾞﾀｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 津幡JrAC

石川 男子6年100m 松本　泰知 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 男 6 スタータス ｽﾀｰﾀｽ スタータス

石川 コンバインドA 大澤　奏央 ｵｵｻﾜ ｿｳ 男 6 鹿島AC カシマエーシー 鹿島AC

石川 コンバインドB 和田　一真 ワダ ｶｽﾞﾏ 男 6 志賀ジュニア陸上教室 ｼｶｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 志賀ジュニア

石川 混合4×100mR 石野　蒼生 ｲｼﾉ ｱｵｲ 男 6 金沢市小学生陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教室

石川 混合4×100mR 上里　咲人 ｳｴｻﾄ ｻｸﾄ 男 6 金沢市小学生陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教室

石川 混合4×100mR 金子　修也 ｶﾈｺ ｼｭｳﾔ 男 5 金沢市小学生陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教室

石川 混合4×100mR 今西　美友 ｲﾏﾆｼ ﾐﾕ 女 6 金沢市小学生陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教室

石川 混合4×100mR 松居　由乃 ﾏﾂｲ ﾕﾉ 女 5 金沢市小学生陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教室

石川 混合4×100mR 田中　まこ ﾀﾅｶ ﾏｺ 女 5 金沢市小学生陸上教室 ｶﾅｻﾞﾜｼｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 金沢市陸上教室

石川 女子5年100m 中川　倖乃 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾉ 女 5 スタータス ｽﾀｰﾀｽ スタータス

石川 女子6年100m 谷口　聖夏 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾅ 女 6 SPIRIT ｽﾋﾟﾘｯﾂ SPIRIT

石川 コンバインドA 神尾　幸歩 ｶﾐｵ ｻﾁﾎ 女 6 志賀ジュニア陸上教室 ｼｶｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 志賀ジュニア

石川 コンバインドB 中川　栞那 ナカガワ カンナ 女 5 金沢ACJr ｶﾅｻﾞﾜｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 金沢ACJr



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）

福井 監督 水上　真裕 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 男

福井 指導者 宮本　和之 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 男

福井 指導者 小原　慶之 ｺﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 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　遼平 ｻｶｲ ﾘｮｳﾍｲ 男

福井 支援コーチ 村田　ひとみ ﾑﾗﾀ ﾋﾄﾐ 女

福井 支援コーチ 大坂　富雄 ｵｵｻｶ ﾄﾐｵ 男

福井 男子5年100m 澤田　和來 ｻﾜﾀﾞ ﾜｸ 男 5 A-1Jr ｴｰﾜﾝｼﾞｭﾆｱ A-1Jr

福井 男子6年100m 芹川　颯大朗 ｾﾘｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 男 6 A-1Jr ｴｰﾜﾝｼﾞｭﾆｱ A-1Jr

福井 コンバインドA 岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男 6 大石陸上 ｵｵｲｼﾘｸｼﾞｮｳ 大石陸上

福井 コンバインドB 荒川　裕貴 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｷ 男 6 福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾌｸﾌｪﾆｯｸｽ 福井ﾌｪﾆｯｸｽ

福井 混合4×100mR 宮越　喜叡 ﾐﾔｺﾞｼ ｷｴｲ 男 6 東郷陸上 ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳ 東郷陸上

福井 混合4×100mR 奥野　瑛大 ｵｸﾉ ｴｲﾄ 男 6 東郷陸上 ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳ 東郷陸上

福井 混合4×100mR 清水　徠生 ｼﾐｽﾞ ﾗｲ 男 6 東郷陸上 ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳ 東郷陸上

福井 混合4×100mR 作川　粋 ｻｸｶﾞﾜ ｽｲ 女 6 東郷陸上 ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳ 東郷陸上

福井 混合4×100mR 高倉　晴子 ﾀｶｸﾗ ﾊﾙｺ 女 6 東郷陸上 ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳ 東郷陸上

福井 混合4×100mR 小林　菜桜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 女 6 東郷陸上 ﾄｳｺﾞｳﾘｸｼﾞｮｳ 東郷陸上

福井 女子5年100m 間　遥花 ｱｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 女 5 福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾌｸﾌｪﾆｯｸｽ 福井ﾌｪﾆｯｸｽ

福井 女子6年100m 横河　希 ﾖｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女 6 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 コンバインドA 廣瀬　香綾 ﾋﾛｾ ｶﾘﾝ 女 6 鯖江ランキッズ ｻﾊﾞｴﾗﾝｷｯｽﾞ 鯖江ﾗﾝｷｯｽﾞ

福井 コンバインドB 山森　愛華 ﾔﾏﾓﾘ ｱｲｶ 女 6 越前AC ｴﾁｾﾞﾝｴｰｼｰ 越前AC
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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 渡邉　紫音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 女

静岡 指導者 久能　浩 ｸﾉｳ ﾋﾛｼ 男

静岡 指導者 飯塚　真理夫 ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾘｵ 男

静岡 支援コーチ 渡辺　和宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 男

静岡 支援コーチ 植松　基 ｳｴﾏﾂ ﾓﾄｲ 男

静岡 男子5年100m 鈴木　岳留 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男 5 静岡吉田ＡＣ ｼｽﾞｵｶﾖｼﾀﾞｴｰｼｰ 静岡吉田ＡＣ

静岡 男子6年100m 山田　理生 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ 男 6 寺子屋陸上 ﾃﾗｺﾔﾘｸｼﾞｮｳ 寺子屋陸上

静岡 コンバインドA 御守　蘭丸 ﾐﾓﾘ ﾗﾝﾏﾙ 男 6 沼津金岡陸上 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶﾘｸｼﾞｮｳ 沼津金岡陸上

静岡 コンバインドB 増田　龍之助 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男 6 千代田ＡＣ ﾁﾖﾀﾞｴｰｼｰ 千代田ＡＣ

静岡 混合4×100mR 武田　健聖 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｾｲ 男 6 富士陸上 ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 富士陸上

静岡 混合4×100mR 高田　健吾 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男 6 富士陸上 ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 富士陸上

静岡 混合4×100mR 小林　琉音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 男 6 富士陸上 ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 富士陸上

静岡 混合4×100mR 清　穂乃花 ｾｲ ﾎﾉｶ 女 6 富士陸上 ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 富士陸上

静岡 混合4×100mR 塩川　桃 ｼｵｶﾜ ﾓﾓ 女 6 富士陸上 ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 富士陸上

静岡 混合4×100mR 井出　瑠菜 ｲﾃﾞ ﾙﾅ 女 6 富士陸上 ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 富士陸上

静岡 女子5年100m 末岡ﾐﾘｾﾝﾄ志央麻 ｽｴｵｶ ﾐﾘｾﾝﾄｼｵﾏ 女 5 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ 沼津陸上

静岡 女子6年100m 六坂 レイギフト ﾛｸｻｶ ﾚｲｷﾞﾌﾄ 女 6 ＳＡＣ ｴｽｴｰｼｰ ＳＡＣ

静岡 コンバインドA 中澤　美緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 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 秋元　心夢 ｱｷﾓﾄ ｺﾕﾒ 女 6 静岡葵ＡＣ ｼｽﾞｵｶｱｵｲｴｰｼｰ 静岡葵ＡＣ
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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 大矢　新吾 ｵｵﾔ ｼﾝｺﾞ 男

愛知 指導者 生田　篤志 ｲｸﾀ　ｱﾂｼ 男

愛知 支援コーチ 手嶋　修次 ﾃｼﾏ ｼｭｳｼﾞ 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 藤城　豊 ﾌｼﾞｼﾛ ﾕﾀｶ 男

愛知 支援コーチ 山口　雅司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 男

愛知 男子5年100m 二村　奏颯 ニムラ カナデ 男 5 あつみクラブ ｱﾂﾐｸﾗﾌﾞ あつみクラブ

愛知 男子6年100m 鈴木　快旺 ｽｽﾞｷ ｶｲｵｳ 男 6 知立ジュニア ﾁﾘｭｳｼﾞｭﾆｱ 知立ジュニア

愛知 コンバインドA 山根　拓士 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾄ 男 6 大須AC ｵｵｽｴｰｼｰ 大須AC

愛知 コンバインドB 阿野　射己 ｱﾉ ｲｺｳ 男 6 トライルアスリートクラブ ﾄﾗｲﾙｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ トライルAC

愛知 混合4×100mR 鈴木　陽仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 男 6 豊川AC ﾄﾖｶﾜｴｰｼｰ 豊川AC

愛知 混合4×100mR 堂前　絢仁 ﾄﾞｳﾏｴ ｱﾔﾄ 男 5 豊川AC ﾄﾖｶﾜｴｰｼｰ 豊川AC

愛知 混合4×100mR 中島　貫汰 ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ 男 6 豊川AC ﾄﾖｶﾜｴｰｼｰ 豊川AC

愛知 混合4×100mR 伊藤　桜良 ｲﾄｳ ｻｸﾗ 女 6 豊川AC ﾄﾖｶﾜｴｰｼｰ 豊川AC

愛知 混合4×100mR 宮道　菜々美 ﾐﾔﾐﾁ ﾅﾅﾐ 女 6 豊川AC ﾄﾖｶﾜｴｰｼｰ 豊川AC

愛知 混合4×100mR 新谷　紗彩 ｼﾝﾀﾆ ｻｱﾔ 女 6 豊川AC ﾄﾖｶﾜｴｰｼｰ 豊川AC

愛知 女子5年100m 田村　優芽 ﾀﾑﾗ ﾕﾒ 女 5 なごや陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｺﾞﾔﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ なごや陸上ｸﾗﾌﾞ

愛知 女子6年100m 武井　陽南 ﾀｹｲ ﾋﾅ 女 6 なごや陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｺﾞﾔﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ なごや陸上ｸﾗﾌﾞ

愛知 コンバインドA 浜本　恵瑠 ﾊﾏﾓﾄ ｴﾙ 女 6 ＴＳＭ ﾃｨｰｴｽｴﾑ ＴＳＭ

愛知 コンバインドB 安藤　心美 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 女 6 刈谷アスリートクラブ ｶﾘﾔｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 刈谷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 岡野　晴奈 ｵｶﾉ ﾊﾙﾅ 女

三重 指導者 斎藤　令子 ｻｲﾄｳ ﾚｲｺ 女

三重 男子5年100m 島尻　啓成 ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾛｾ 男 5 北勢ＲＣ ﾎｸｾｲｱｰﾙｼｰ 北勢ＲＣ

三重 男子6年100m 北尾　琥太郎 ｷﾀｵ ｺﾀﾛｳ 男 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

三重 コンバインドA 前田　珀 ﾏｴﾀﾞ ﾊｸ 男 6 志摩陸上クラブ ｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 志摩陸上クラブ

三重 コンバインドB 木下　奏人 ｷﾉｼﾀ ｶﾅﾄ 男 6 一志Beast ｲﾁｼﾋﾞｰｽﾄ 一志Beast

三重 混合4×100mR 浦田　壮真 ｳﾗﾀ ｿｳﾏ 男 6 内城田スポーツクラブ ｳﾁｷﾀﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 内城田SC

三重 混合4×100mR 柳生　勇誠 ﾔｷﾞｭｳ ﾕｳｾｲ 男 6 内城田スポーツクラブ ｳﾁｷﾀﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 内城田SC

三重 混合4×100mR 石井　唯愛 ｲｼｲ ﾕｱ 女 6 内城田スポーツクラブ ｳﾁｷﾀﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 内城田SC

三重 混合4×100mR 西村　心花 ﾆｼﾑﾗ ｺｺﾅ 女 6 内城田スポーツクラブ ｳﾁｷﾀﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 内城田SC

三重 女子5年100m 増井　愛奈 ﾏｽｲ ｱｲﾅ 女 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 女子6年100m 寺坂　梨花 ﾃﾗｻｶ ﾘﾝｶ 女 6 尾鷲市陸上競技スポーツ少年団 ｵﾜｾｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ尾陸スポ少

三重 コンバインドA 辻　知沙 ﾂｼﾞ ﾁｻ 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 山下　乃愛 ﾔﾏｼﾀ ﾉｱ 女 6 度会エンペラーズ ﾜﾀﾗｲｴﾝﾍﾟﾗｰｽﾞ 度会エンペラーズ



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）

岐阜 監督 星野　広典 ﾎｼﾉ ﾋﾛﾌﾐ 男

岐阜 指導者 浦野 美穂 ｳﾗﾉ ﾐﾎ 女

岐阜 指導者 柴　雅明 ｼﾊﾞ ﾏｻｱｷ 男

岐阜 指導者 大橋 早苗 ｵｵﾊｼ ｻﾅｴ 女

岐阜 支援コーチ 竹内　茂寿 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾋｻ 男

岐阜 支援コーチ 水谷　敦子 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｺ 女

岐阜 支援コーチ 木澤　裕之 ｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 男

岐阜 支援コーチ 黒川　愛仁 ｸﾛｶﾜ ｱｲﾄ 男

岐阜 男子5年100m 山田　結士 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ 男 5 南濃スポーツクラブ ﾅﾝﾉｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 南濃SC

岐阜 男子6年100m 赤尾　海友 ｱｶｵ ｶｲﾄ 男 6 はしまモアAC ﾊｼﾏﾓｱｴｲｼｲ はしまモアAC

岐阜 コンバインドA 西﨑　颯志 ﾆｼｻﾞｷ ｿｳｼ 男 6 中津川ジュニア ﾅｶﾂｶﾞﾜｼﾞｭﾆｱ 中津川Jr

岐阜 コンバインドB 穂苅　旺祐 ﾎｶﾘ ｵｳｽｹ 男 6 大垣市陸上スポーツ少年団 ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 大垣陸少

岐阜 混合4×100mR 桑下　暖生 ｸﾜｼﾀ ﾊﾙｷ 男 6 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 混合4×100mR 渡邉　湊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 男 6 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 混合4×100mR 西尾　空真 ﾆｼｵ ﾀｶﾏｻ 男 5 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 混合4×100mR 伊藤　詩麻 ｲﾄｳ ｼﾏ 女 6 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 混合4×100mR 木澤　莉央 ｷｻﾞﾜ ﾘｵ 女 6 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 混合4×100mR 黒川　夏希 ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ 女 6 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 女子5年100m 川合　凜奈 ｶﾜｲ ﾘﾝﾅ 女 5 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

岐阜 女子6年100m 中川　咲良 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ 女 6 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 コンバインドA 岩田　千聖 ｲﾜﾀ ﾁｾ 女 6 各務原陸上スポーツ少年団 ｶｶﾞﾐﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 各務原陸上

岐阜 コンバインドB 清水　琉愛 ｼﾐｽﾞ ﾚｱ 女 6 美濃加茂ジュニア ﾐﾉｶﾓｼﾞｭﾆｱ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ



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）

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 指導者 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 衣斐　利昌 ｲﾋ ﾄｼﾏｻ 男

滋賀 支援コーチ 掛谷　亨 ｶｹﾔ　ﾄｵﾙ 男

滋賀 支援コーチ 芝辻　悟 ｼﾊﾞﾂｼﾞ  ｻﾄﾙ 男

滋賀 男子5年100m 中路　遙万 ﾅｶｼﾞ ﾊﾙﾏ 男 5 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 男子6年100m 藤川　勇士 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｼ 男 6 長浜市陸上教室 ﾅｶﾞﾊﾏｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 長浜市陸上教室

滋賀 コンバインドA 古川　颯馬 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ 男 6 信楽陸上スポーツ少年団 ｼｶﾞﾗｷﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 信楽陸上

滋賀 コンバインドB 井上　槻太 ｲﾉｳｴ ﾂｷﾀ 男 6 草津ＪＡＣ ｸｻﾂｼﾞｬｯｸ 草津ＪＡＣ

滋賀 混合4×100mR 森　玄親 ﾓﾘ ｹﾞﾝｼﾝ 男 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 混合4×100mR 廣瀬　宗成 ﾋﾛｾ ﾑﾈﾅﾘ 男 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 混合4×100mR 田中　秀侍 ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ 男 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 混合4×100mR 二村　沙紀 ﾌﾀﾑﾗ ｻｷ 女 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 混合4×100mR 山中　七海 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 女 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 混合4×100mR 津田　百花 ﾂﾀﾞ ﾓﾓｶ 女 6 守山陸上教室 ﾓﾘﾔﾏﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 守山陸上教室

滋賀 女子5年100m 金田　彩暖 ｶﾅﾀﾞ ｱﾉﾝ 女 5 甲賀ＪＡＣ ｺｳｶﾞｼﾞｬｯｸ 甲賀ＪＡＣ

滋賀 女子6年100m 向井　瑠海 ﾑｶｲ ﾙｶ 女 6 東近江陸上スポーツ少年団 ﾋｶﾞｼｵｳﾐﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 東近江陸上

滋賀 コンバインドA 森口　紗那 ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾅ 女 6 ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝ陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝ

滋賀 コンバインドB 山田　結々 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾕ 女 6 らんｸﾗﾌﾞ ﾗﾝｸﾗﾌﾞ らんｸﾗﾌﾞ
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所属ｸﾗﾌﾞ名
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

京都 監督 岡本　雅文 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾞﾐ 男

京都 指導者 片山　妙子 ｶﾀﾔﾏ ﾀｴｺ 女

京都 指導者 山下　沙織 ﾔﾏｼﾀ ｻｵﾘ 女

京都 指導者 野木　昭志 ﾉｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 男

京都 支援コーチ 宮地　絵梨佳 ﾐﾔｼﾞ ｴﾘｶ 女

京都 支援コーチ 伊藤　茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 男

京都 男子5年100m 井川　理太 ｲｶﾜ ﾘﾀ 男 5 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 男子6年100m 土田　智也 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男 6 DOSHISHAHEROES ﾄﾞｳｼｼｬﾋｰﾛｰｽﾞ DOSHISHAHEROES

京都 コンバインドA 合志　侑乃輔 ｺｳｼ ﾕｳﾉｽｹ 男 6 京都小学生陸上教室 ｷｮｳﾄｼｮｳｶﾞｸｾｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｼﾂ京小陸

京都 コンバインドB 柴田　貴俊 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 男 6 弥栄ランナーズ ﾔｻｶﾗﾝﾅｰｽﾞ 弥栄ランナーズ

京都 混合4×100mR 綾川　大翔 ｱﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 男 6 京都AC.Jr ｷｮｳﾄｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 京都AC.Jr

京都 混合4×100mR 新山　大地 ﾆｲﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 男 6 京都AC.Jr ｷｮｳﾄｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 京都AC.Jr

京都 混合4×100mR 合田　志音 ｺﾞｳﾀﾞ ｼｵﾝ 男 6 京都AC.Jr ｷｮｳﾄｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 京都AC.Jr

京都 混合4×100mR 合田　利音 ｺﾞｳﾀﾞ ﾘﾉﾝ 女 6 京都AC.Jr ｷｮｳﾄｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 京都AC.Jr

京都 混合4×100mR 奥村　彩月 ｵｸﾑﾗ ｻﾂｷ 女 6 京都AC.Jr ｷｮｳﾄｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 京都AC.Jr

京都 混合4×100mR 立木　愛華 ﾀﾁｷ ﾏﾊﾅ 女 6 京都AC.Jr ｷｮｳﾄｴｰｼｰｼﾞｭﾆｱ 京都AC.Jr

京都 女子5年100m 奥村　結愛 ｵｸﾑﾗ ﾕｱ 女 5 宇治城陽陸上クラブ ｳｼﾞｼﾞｮｳﾖｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宇治城陽陸上

京都 女子6年100m 前川　結菜乃 ﾏｴｶﾜ ﾕﾅﾉ 女 6 宇治城陽陸上クラブ ｳｼﾞｼﾞｮｳﾖｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 宇治城陽陸上

京都 コンバインドA 小幡　桃花 ｵﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 女 6 弥栄ランナーズ ﾔｻｶﾗﾝﾅｰｽﾞ 弥栄ランナーズ

京都 コンバインドB 竹中　珠央 ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 女 6 アラキスポーツ ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ アラキスポーツ
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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 指導者 吉田　勝志 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼ 男

大阪 支援コーチ 姫野　裕太 ﾋﾒﾉ ﾕｳﾀ 男

大阪 男子5年100m 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男 5 Jumping Gate ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ Jumping Gate

大阪 男子6年100m 河野　千颯 ｺｳﾉ ﾁﾊﾔ 男 6 大阪スプリント ｵｵｻｶｽﾌﾟﾘﾝﾄ 大阪スプリント

大阪 コンバインドA 村田　兼太郎 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男 6 ひらかたKSC 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 ひらかたKSC

大阪 コンバインドB 菅野　連 ｶﾝﾉ ﾚﾝ 男 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

大阪 混合4×100mR 宮岡　駿 ﾐﾔｵｶ ｼｭﾝ 男 6 島本ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 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 混合4×100mR 西谷　昭太朗 ﾆｼﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ 男 6 島本ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 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 混合4×100mR 三宅　然 ﾐﾔｹ ｾﾞﾝ 男 5 島本ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 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 混合4×100mR 虎谷　莉依 ﾄﾗﾀﾆ ﾚｲ 女 6 島本ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 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 混合4×100mR 難波　咲歩 ﾅﾝﾊﾞ ｻﾎ 女 6 島本ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 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 混合4×100mR 生越　莉子 ｵｺﾞｼ ﾘｺ 女 6 島本ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 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 女子5年100m 安永　留美奈 ﾔｽﾅｶﾞ ﾙﾐﾅ 女 5 Jumping Gate ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ Jumping Gate

大阪 女子6年100m 小柄　由依菜 ｺｽﾞｶ ﾕｲﾅ 女 6 Jumping Gate ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ Jumping Gate

大阪 コンバインドA 宮野　心 ﾐﾔﾉ ｺｺ 女 6 ひらかたKSC 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 ひらかたKSC

大阪 コンバインドB 亀田　望央 ｶﾒﾀﾞ ﾐｵ 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
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兵庫 監督 釜江　憲史 ｶﾏｴ  ﾉﾘﾌﾐ 男

兵庫 指導者 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 小山　克典 ｺﾔﾏ  ｶﾂﾉﾘ 男

兵庫 支援コーチ 尼木　智美 ｱﾏｷ ﾄﾓﾐ 女

兵庫 支援コーチ 駒田　健 ｺﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ 男

兵庫 男子5年100m 黒木　康司 ｸﾛｷ ｺｳｼﾞ 男 5 A&C ASHIYA ｴｲｱﾝﾄﾞｼｰ ｱｼﾔ A&C ASHIYA

兵庫 男子6年100m 安井　瑞輝 ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 男 6 英賀保小学校 ｱｶﾞﾎｼｮｳｶﾞｯｺｳ 英賀保小学校

兵庫 コンバインドA 宮永　浬叶 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾄ 男 6 神崎小学校 ｶﾝｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 神崎小学校

兵庫 コンバインドB 小嶋　颯斗 ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 男 6 英賀保小学校 ｱｶﾞﾎｼｮｳｶﾞｯｺｳ 英賀保小学校

兵庫 混合4×100mR 川見　光 ｶﾜﾐ ﾋｶﾙ 男 6 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 但馬ＡＣ

兵庫 混合4×100mR 木村　壱咲 ｷﾑﾗ ｲｯｻ 男 6 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 但馬ＡＣ

兵庫 混合4×100mR 林　秀成 ﾊﾔｼ ｼｭｳｾｲ 男 6 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 但馬ＡＣ

兵庫 混合4×100mR 藤本　希愛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉｱ 女 6 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 但馬ＡＣ

兵庫 混合4×100mR 岡本　千佳 ｵｶﾓﾄ ﾁｶ 女 6 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 但馬ＡＣ

兵庫 混合4×100mR 橋本　結菜 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 女 6 但馬アスリートクラブ ﾀｼﾞﾏｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 但馬ＡＣ

兵庫 女子5年100m 宮尾　幸来 ﾐﾔｵ ﾕﾗ 女 5 西郷小学校 ﾆｼｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 西郷小学校

兵庫 女子6年100m 藤原　瞭希 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾉ 女 6 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 コンバインドA 青木　胡麦 ｱｵｷ ｺﾑｷﾞ 女 6 寺前小学校 ﾃﾗﾏｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ 寺前小学校

兵庫 コンバインドB 清水　莉愛 ｼﾐｽﾞ ﾘｱﾗ 女 6 桜が丘小学校 ｻｸﾗｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 桜が丘小学校



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）

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 指導者 辻井　雄亮 ﾂｼﾞｲ  ﾕｳｽｹ 男

奈良 支援コーチ 竹川　寛 ﾀｹｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 男

奈良 支援コーチ 渡邉　巡洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 男

奈良 支援コーチ 岡村　彰文 ｵｶﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 男

奈良 支援コーチ 上田　弘子 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 女

奈良 男子5年100m 大西　魁途 ｵｵﾆｼ ｶｲﾄ 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 福山　和真 ﾌｸﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 男 6 しきしまスポーツクラブ ｼｷｼﾏｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ しきしまSC

奈良 コンバインドA ドゥースティ 史也 ﾄﾞｩｰｽﾃｨ ﾌﾐﾔ 男 6 河合第二クラブ ｶﾜｲﾀﾞｲﾆｸﾗﾌﾞ 河合第二クラブ

奈良 コンバインドB 中井　翼 ﾅｶｲ ﾂﾊﾞｻ 男 6 五條AC ｺﾞｼﾞｮｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 五條AC

奈良 混合4×100mR 北野　琥太郎 ｷﾀﾉ ｺﾀﾛｳ 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 混合4×100mR 藤岡　奏磨 ﾌｼﾞｵｶ ｿｳﾏ 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 混合4×100mR 池田　拓叶 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 男 5 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 混合4×100mR 大竹　亜羽琳 ｵｵﾀｹ ｱｳﾘ 女 5 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 混合4×100mR 美田村　咲花 ﾐﾀﾑﾗ ｻﾜﾅ 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 混合4×100mR 藤山　咲来 ﾌｼﾞﾔﾏ ｻｷ 女 5 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 女子5年100m 中岡　莉里愛 ﾅｶｵｶ ﾘﾘﾅ 女 5 ミルキーウェイ ﾐﾙｷｰｳｪｲ ミルキーウェイ

奈良 女子6年100m 積　友希 ｾｷ ﾕｳｷ 女 6 kawai走愛RC ｶﾜｲｿｰｱｲｱｰﾙｼｰ kawai走愛RC

奈良 コンバインドA 小西　苺果 ｺﾆｼ ｲﾁｶ 女 5 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 鶴長　桃花 ﾂﾙﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 女 6 三碓陸上クラブ ﾐﾂｶﾞﾗｽﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 三碓陸上クラブ



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）

和歌山 監督 武田　祥吾 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男

和歌山 指導者 岡崎　州宏 ｵｶｻﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 男

和歌山 指導者 古久保　道子 ﾌﾙｸﾎﾞ ﾐﾁｺ 女

和歌山 支援コーチ 湯川　絵里奈 ﾕｶﾜ ｴﾘﾅ 女

和歌山 支援コーチ 中山　由実 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐ 女

和歌山 支援コーチ 山口　篤彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋｺ 男

和歌山 男子5年100m 保田　雄規 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 男 5 藤並小学校 ﾌｼﾞﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 藤並小学校

和歌山 男子6年100m 土橋　照由 ﾂﾁﾊｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 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 中山　暁翔 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ 男 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 岡中　亮祥 ｵｶﾅｶ ｱｷﾖｼ 男 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 混合4×100mR 田渕　佑樹 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 男 6 のかみＡＣ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみAC

和歌山 混合4×100mR 前中　大輝 ﾏｴﾅｶ ﾀｲｷ 男 6 のかみＡＣ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみAC

和歌山 混合4×100mR 山口　隼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男 5 のかみＡＣ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみAC

和歌山 混合4×100mR 小川　笑凜 ｵｶﾞﾜ ｴﾘﾝ 女 6 のかみＡＣ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみAC

和歌山 混合4×100mR 辻村　季咲 ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｻｷ 女 6 のかみＡＣ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみAC

和歌山 混合4×100mR 三宅　望未 ﾐﾔｹ ﾉｿﾞﾐ 女 5 のかみＡＣ ﾉｶﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ のかみAC

和歌山 女子5年100m 光定　椿季 ﾐﾂｻﾀﾞ ﾂﾊﾞｷ 女 5 野崎T＆F ﾉｻﾞｷﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 野崎T＆F

和歌山 女子6年100m 岩井　優奈 ｲﾜｲ ﾕｳﾅ 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A 南方　萌愛 ﾐﾅｶﾀ ﾓｱ 女 5 紀の国アスリートクラブ ｷﾉｸﾆｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 紀の国AC

和歌山 コンバインドB 小嶋　瑞希 ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 女 6 田辺アスリートクラブ ﾀﾅﾍﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 田辺AC



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）

鳥取 監督 谷岡　眞史 ﾀﾆｵｶ ﾏｻﾁｶ 男

鳥取 指導者 倉光　幸生 ｸﾗﾐﾂ ﾕｷｵ 男

鳥取 指導者 山﨑　隼太郎 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男

鳥取 支援コーチ 岡　高史 ｵｶ ﾀｶﾌﾐ 男

鳥取 支援コーチ 谷岡　景子 ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 女

鳥取 支援コーチ 衣笠　亮 ｷﾇｶﾞｻ ﾘｮｳ 男

鳥取 男子5年100m 山内　新大 ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ 男 5 米子陸上ｸﾗﾌﾞ ﾖﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 米子陸上ｸﾗﾌﾞ

鳥取 男子6年100m 西尾　潤 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝ 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 6 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢TC

鳥取 コンバインドB 野見　琉偉 ﾉﾐ ﾙｲ 男 6 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 混合4×100mR 長田　塁 ﾅｶﾞﾀ ﾙｲ 男 6 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 混合4×100mR 長濵　説成 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾅ 男 6 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 混合4×100mR 近池　慶士 ﾁｶｲｹ ｹｲｼﾞ 男 5 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 混合4×100mR 髙岡　すず音 ﾀｶｵｶ ｽｽﾞﾈ 女 6 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 混合4×100mR 岡本　彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 女 6 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 混合4×100mR 中原　萌音 ﾅｶﾊﾗ ﾓﾈ 女 5 TF倉吉 ﾃｨｰｴﾌｸﾗﾖｼ TF倉吉

鳥取 女子5年100m 山中　那月 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂｷ 女 5 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢TC

鳥取 女子6年100m 杉谷　咲和 ｽｷﾞﾀﾆ ｻﾜ 女 6 KRCｼﾞｭﾆｱ ｹｰｱｰﾙｼｰｼﾞｭﾆｱ KRCジュニア

鳥取 コンバインドA 西山　美咲 ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 女 6 布勢TC ﾌｾﾃｨｰｼｰ 布勢TC

鳥取 コンバインドB 山根　実知 ﾔﾏﾈ ﾐﾁ 女 6 赤碕小 ｱｶｻｷｼｮｳ 赤碕小



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）

島根 監督 杠　憲司 ﾕｽﾞﾘﾊ ｹﾝｼﾞ 男

島根 指導者 大田　裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ 男

島根 指導者 伊津　洋士 ｲﾂﾞ ﾋﾛｼ 男

島根 支援コーチ 桐田　康子 ｷﾘﾀ ﾔｽｺ 女

島根 男子5年100m 飯塚　優 ｲｲﾂｶ ﾕｳ 男 5 平田陸上教室 ﾋﾗﾀﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 平田陸上教室

島根 男子6年100m 長﨑　大汰 ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ 男 6 平田陸上教室 ﾋﾗﾀﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 平田陸上教室

島根 コンバインドA 竹村　比呂 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛ 男 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｰｴｰｴｽ 浜田JAS

島根 コンバインドB 岩本　遙真 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾏ 男 6 出雲陸上教室 ｲｽﾞﾓﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 出雲陸上教室

島根 混合4×100mR 梶谷　優伍 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｺﾞ 男 5 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

島根 混合4×100mR 松本　響希 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 男 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

島根 混合4×100mR 金子　和馬 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾏ 男 5 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

島根 混合4×100mR 桐田　朱花 ｷﾘﾀ ｱﾔｶ 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

島根 混合4×100mR 﨏畑　稀帆 ｻｺﾊﾀ ｷﾎ 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

島根 混合4×100mR 島田　望未 ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 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

島根 女子5年100m 青木　琉輝 ｱｵｷ ﾙｶ 女 5 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

島根 女子6年100m 古田　瑞季 ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 女 6 KAZ's AC ｶｯﾂ ｴｰｼｰ KAZ's AC

島根 コンバインドA 日野山　結心 ﾋﾉﾔﾏ ﾕｺ 女 6 邑智JTS ｵｵﾁｼﾞｪｰﾃｨｴｽ 邑智JTS

島根 コンバインドB 新田　朋華 ｼﾝﾀ ﾄﾓｶ 女 6 浜田JAS ﾊﾏﾀﾞｼﾞｪｰｴｰｴｽ 浜田JAS
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岡山 監督 野上　富久男 ﾉｶﾞﾐ ﾌｸｵ 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 高上　清敬 ﾀｶｳｴ ｷﾖﾀｶ 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 大久保　仁志 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 男

岡山 男子5年100m 中田　彪雅 ﾅｶﾀ ﾋｭｳｶﾞ 男 5 城南小学校 ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 城南小学校

岡山 男子6年100m 東坂　侑 ﾋｶﾞｼｻｶ ﾕｳ 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

岡山 コンバインドA 斉藤　玲旺 ｻｲﾄｳ ﾚｵ 男 6 Ａｓｔｅｒ ｱｽﾃﾙ Ａｓｔｅｒ

岡山 コンバインドB 津田 　幸汰 ﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 男 6 Ｇｌｏｂｅ ｸﾞﾛｰﾌﾞ Ｇｌｏｂｅ

岡山 混合4×100mR 秋山　翔星 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 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

岡山 混合4×100mR 梅谷　陽真 ｳﾒﾀﾆ ﾊﾙﾏ 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

岡山 混合4×100mR 岩佐　浩太郎 ｲﾜｻ ｺｳﾀﾛｳ 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

岡山 混合4×100mR 上中　美空 ｶﾐﾅｶ ﾐｸ 女 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

岡山 混合4×100mR 三宅　包殊 ﾐﾔｹ ｸｸﾐ 女 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

岡山 女子5年100m 香川　楓花 ｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ 女 5 上南アスリートクラブ ｼﾞｮｳﾅﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 上南ＡＣ

岡山 女子6年100m 仁科　志帆 ﾆｼﾅ ｼﾎ 女 6 笠岡ジュニア陸上クラブ ｶｻｵｶｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 笠岡ジュニア

岡山 コンバインドA 酒井　麻帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 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 金光　礼奈 ｶﾈﾐﾂ ﾚﾅ 女 5 Ａｓｔｅｒ ｱｽﾃﾙ Ａｓｔｅｒ
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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　法生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ 男

広島 指導者 樋口　佳苗 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 女

広島 支援コーチ 忰山　愛 ｶｾﾔﾏ ｱｲ 女

広島 支援コーチ 坂本　亮平 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 男

広島 支援コーチ 前山　正人 ﾏｴﾔﾏ ﾏｻﾄ 男

広島 支援コーチ 辻　久美子 ﾂｼﾞ ｸﾐｺ 女

広島 男子5年100m 大繁　力丸 ｵｵｼｹﾞ ﾘｷﾏﾙ 男 5 東広島ＴＦＣ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾃｨｴﾌｼｰ 東広島ＴＦＣ

広島 男子6年100m 坂本　勇太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 男 6 福山ジュニア陸上クラブ ﾌｸﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 福山ジュニア

広島 コンバインドA 岩森　遼 ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ 男 6 ＣＨＡＳＫＩ ﾁｬｽｷ ＣＨＡＳＫＩ

広島 コンバインドB 筑後　蒼人 ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ 男 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 混合4×100mR 嶋田　莞大 ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ 男 6 広島ジュニアオリンピアクラブﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

広島 混合4×100mR 浪速　彪翔 ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ 男 6 広島ジュニアオリンピアクラブﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

広島 混合4×100mR 米廣　柊二 ﾖﾈﾋﾛ ｼｭｳｼﾞ 男 6 広島ジュニアオリンピアクラブﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

広島 混合4×100mR 濱中　穂乃花 ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ 女 6 広島ジュニアオリンピアクラブﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

広島 混合4×100mR 朝山　更来 ｱｻﾔﾏ ｻﾗ 女 6 広島ジュニアオリンピアクラブﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

広島 混合4×100mR 池久保　里笑 ｲｹｸﾎﾞ リエ 女 6 広島ジュニアオリンピアクラブﾋﾛｼﾏｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ 広島ＪｒＯＣ

広島 女子5年100m 中澤　心菜 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ 女 5 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6年100m 辰本　心徠 ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ 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 江原　杏月芭 ｴﾊﾗ ｱﾂﾞﾊ 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B 秦　愛月 ﾊﾀ ﾅﾂﾞｷ 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
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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 林　哲男 ﾊﾔｼ　ﾃﾂｵ 　 男

山口 指導者 植田　裕二 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男

山口 指導者 中野　良枝 ﾅｶﾉ ﾖｼｴ 女

山口 支援コーチ 本多　信之 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 男

山口 支援コーチ 吉木　雅彦 ﾖｼｷ ﾏｻﾋｺ 男

山口 支援コーチ 三谷　　禎 ﾐﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 男

山口 支援コーチ 中野　雅彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ 男

山口 男子5年100m 金光　日々人 ｶﾈﾐﾂ ﾋﾋﾞﾄ 男 5 下松東陽陸上クラブ ｸﾀﾞﾏﾂﾄｳﾖｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 下松東陽クラブ

山口 男子6年100m 大下　心太郎 ｵｵｼﾀ ｺﾀﾛｳ 男 6 菊川アスリートクラブ ｷｸｶﾞﾜｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 菊川AC

山口 コンバインドA 中野　雄介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 男 6 平生陸上スポーツ少年団 ﾋﾗｵﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 平生陸スポ

山口 コンバインドB 佐々木　南斗 ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 男 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 混合4×100mR 柏田　琉依 ｶｼﾜﾀﾞ ﾙｲ 男 6 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 混合4×100mR 園田　虎太朗 ｿﾉﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 男 6 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 混合4×100mR 本岡　翔真 ﾓﾄｵｶ ｼｮｳﾏ 男 6 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 混合4×100mR 長谷川　碧 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 女 6 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 混合4×100mR 前薗　紀沙 ﾏｴｿﾞﾉ ｷｽﾞﾅ 女 6 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 混合4×100mR 曽田　笑鈴 ｿﾀ ｴﾐﾘ 女 6 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ

山口 女子5年100m 伊佐　日花梨 ｲｻ ﾋｶﾘ 女 5 下関ふくっ子陸上 ｼﾓﾉｾｷﾌｸｯｺﾘｸｼﾞｮｳ ふくっ子陸上

山口 女子6年100m 宮野　愛花 ﾐｱﾉ ﾏﾅｶ 女 6 コウビン陸上クラブ ｺｳﾋﾞﾝﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ コウビン陸上

山口 コンバインドA 原田　桃羽 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 女 6 豊浦陸上 ﾄﾖﾗﾘｸｼﾞｮｳ 豊浦陸上

山口 コンバインドB 田村　麻衣 ﾀﾑﾗ ﾏｲ 女 6 周陽体振陸上 ｼｭｳﾖｳﾀｲｼﾝﾘｸｼﾞｮｳ 周陽体振
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香川 監督 三好　崇太 ﾐﾖｼ ｿｳﾀ 男

香川 指導者 十鳥　良太 ｼﾞｭｳﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 男

香川 指導者 日野　隆規 ﾋﾉ ﾀｶﾉﾘ 男

香川 指導者 東原　早織 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｻｵﾘ 女

香川 支援コーチ 森田　義郎 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾛｳ 男

香川 支援コーチ 原　俊三 ﾊﾗ ｼｭﾝｿﾞｳ 男

香川 支援コーチ 湯田　諒平 ﾕﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男

香川 支援コーチ 渡邊　将矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 男

香川 男子5年100m 野口　滉太 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 男 5 ＹＫＳＳ ﾜｲｹｰｴｽｴｽ YKSS

香川 男子6年100m 高橋　迪哉 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾔ 男 6 山本小 ﾔﾏﾓﾄｼｮｳ 山本小

香川 コンバインドA 山根　翔空 ﾔﾏﾈ ﾄｱ 男 6 柞田小 ｸﾆﾀｼｮｳ 柞田小

香川 コンバインドB 三野　優斗 ﾐﾉ ﾕｳﾄ 男 6 宇多津小 ｳﾀﾂﾞｼｮｳ 宇多津小

香川 混合4×100mR 増田　桜大 ﾏｽﾀﾞ ｵｳﾀﾞｲ 男 6 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小

香川 混合4×100mR 竹本　虎鉄 ﾀｹﾓﾄ ｺﾃﾂ 男 6 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小

香川 混合4×100mR 岡崎　公太 ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀ 男 6 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小

香川 混合4×100mR 林　和奏 ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 女 6 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小

香川 混合4×100mR 吉田　瑞花 ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｶ 女 6 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小

香川 混合4×100mR 樋本　なるみ ﾋﾉﾓﾄ ﾅﾙﾐ 女 6 城西小 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳ 城西小

香川 女子5年100m 香川　葵泉 ｶｶﾞﾜ ｱｵｲ 女 5 麻小 ｱｻｼｮｳ 麻小

香川 女子6年100m 朝倉　和奏 ｱｻｸﾗ ﾜｶﾅ 女 6 附属坂出小 ﾌｿﾞｸｻｶｲﾃﾞｼｮｳ 附属坂出小

香川 コンバインドA 小出　朱莉 ｺｲﾃﾞ ｼｭﾘ 女 6 大野原小 ｵｵﾉﾊﾗｼｮｳ 大野原小

香川 コンバインドB 森田　明香理 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 女 6 宇多津小 ｳﾀﾂﾞｼｮｳ 宇多津小
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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）

徳島 監督 藤内　則康 ﾄｳﾅｲ ﾉﾘﾔｽ 男

徳島 指導者 大倉　由香里 ｵｵｸﾗ ﾕｶﾘ 女

徳島 指導者 大坂　喜昭 ｵｵｻｶ ﾖｼｱｷ 男

徳島 指導者 多田　佳史 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 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 小山　晶 ｺﾔﾏ ｱｷﾗ 女

徳島 支援コーチ 三石　堅 ﾐﾂｲｼ ﾂﾖｼ 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 男子5年100m 三石　恵介 ﾐﾂｲｼ ｹｲｽｹ 男 5 さくらRC ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらRC

徳島 男子6年100m 藤本　悠大 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男 6 東みよしTF ﾋｶﾞｼﾐﾖｼﾃｨｰｴﾌ 東みよしTF

徳島 コンバインドA 髙内　奏叶 ﾀｶｳﾁ ｶﾅﾄ 男 6 鳴門KAC ﾅﾙﾄｹｲｴｰｼｰ 鳴門KAC

徳島 コンバインドB 生野　諒 ｲｸﾉ ﾘｮｳ 男 6 あなん走走 ｱﾅﾝﾗﾝﾗﾝ あなん走走

徳島 混合4×100mR 篠本　伯孔 ｼﾉﾓﾄ ﾊｸ 男 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 混合4×100mR 古川　大翔 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾄ 男 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 混合4×100mR 山田　遥大 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 混合4×100mR 谷木　咲希 ﾀﾆｷ ｻｷ 女 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 混合4×100mR 堀北　奈那 ﾎﾘｷﾀ ﾅﾅ 女 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 混合4×100mR 水村　芽生 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾒｲ 女 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 女子5年100m 福田　杏心 ﾌｸﾀﾞ ｱｺ 女 5 徳島あわっこクラブ ﾄｸｼﾏｱﾜｯｺｸﾗﾌﾞ あわっこクラブ

徳島 女子6年100m 坂本　柚恵 ｻｶﾓﾄ ﾕﾒ 女 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上

徳島 コンバインドA 小野　羽菜 ｵﾉ ﾊﾅ 女 6 さくらRC ｻｸﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さくらRC

徳島 コンバインドB 林　愛結 ﾊﾔｼ ｱﾕ 女 6 阿波市陸上クラブ ｱﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 阿波市陸上



選手団一覧

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
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

愛媛 監督 髙橋　俊光 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 男

愛媛 指導者 宮本　耕治 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男

愛媛 指導者 花山　光利 ﾊﾅﾔﾏ ﾐﾂﾄｼ 男

愛媛 指導者 髙岡　麻子 ﾀｶｵｶ ｱｻｺ 女

愛媛 支援コーチ 岡田　香住 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾐ 女

愛媛 男子5年100m 越智　裕惺 ｵﾁ ﾕｳｾｲ 男 5 愛顔のジュニアAC ｴｶﾞｵﾉジュニアAC 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

愛媛 男子6年100m 小川　竜輝 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｷ 男 6 垣生ＪＡＣ ﾊﾌﾞｼﾞｪｲｴｲｼｰ 垣生ＪＡＣ

愛媛 コンバインドA 清家　爽良 ｾｲｹ ｿﾗ 男 6 宇和島T＆F ｳﾜｼﾞﾏﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ 宇和島T＆F

愛媛 コンバインドB 長野　賢斗 ﾅｶﾞﾉ ｹﾝﾄ 男 6 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 混合4×100mR 清水　倖多 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 男 5 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 混合4×100mR 村上　諒 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 男 6 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 混合4×100mR 髙野　宙翔 ﾀｶﾉ ｿﾗﾄ 男 6 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 混合4×100mR 島部　心優 ｼﾏﾍﾞ ﾐﾕ 女 6 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 混合4×100mR 山口　紗弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔ 女 6 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 混合4×100mR 赤根　愛深 ｱｶﾈ ﾏﾅﾐ 女 6 桑の実クラブ ｸﾜﾉﾐｸﾗﾌﾞ 桑の実クラブ

愛媛 女子5年100m 辰野　允音 ﾀﾂﾉ ｺﾄﾈ 女 5 愛顔のジュニアAC ｴｶﾞｵﾉジュニアAC 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

愛媛 女子6年100m 小枝　涼杏 ｺｴﾀﾞ ｽｱ 女 6 四国中央市AC ｼｺｸﾁｭｳｵｳｴｰｼｰ 四国中央AC

愛媛 コンバインドA 鎌田　悠里 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 女 6 LODESTAR AC ﾛﾄﾞｽﾀｰｴｰｼｰ LODESTAR AC

愛媛 コンバインドB 矢野　帆香 ﾔﾉ ﾎﾉｶ 女 6 LODESTAR AC ﾛﾄﾞｽﾀｰｴｰｼｰ LODESTAR AC



選手団一覧
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（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ掲載用）

高知 監督 三谷　裕之 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 男

高知 指導者 岸本　拓志 ｷｼﾓﾄ ﾀｸｼ 男

高知 指導者 岡田　浩大 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 男

高知 指導者 杉本　知佳 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｶ 女

高知 男子5年100m 大野　勇和 ｵｵﾉ ﾕｳﾜ 男 5 山田クラブ ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ 山田クラブ

高知 男子6年100m 美濃部　桜介 ﾐﾉﾍﾞ ｵｳｽｹ 男 6 南国鉄人クラブ ﾅﾝｺﾞｸﾃﾂｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 南国鉄人クラブ

高知 コンバインドA 坂田　櫂 ｻｶﾀ ｶｲ 男 6 南国鉄人クラブ ﾅﾝｺﾞｸﾃﾂｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 南国鉄人クラブ

高知 コンバインドB 森　鷹太朗 ﾓﾘ ｵｳﾀﾛｳ 男 6 タカギファイトCLUB ﾀｶｷﾞﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ ﾀｶｷﾞﾌｧｲﾄCLUB

高知 混合4×100mR 川波　颯介 ｶﾜﾅﾐ ｿｳｽｹ 男 6 中村JAC ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｲｼｰ 中村JAC

高知 混合4×100mR 新改　聡惇 ｼﾝｶﾞｲ ｿｳﾏ 男 6 中村JAC ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｲｼｰ 中村JAC

高知 混合4×100mR 沖本　翔夢 ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男 5 中村JAC ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｲｼｰ 中村JAC

高知 混合4×100mR 小川　萌心 ｵｶﾞﾜ ﾓｺ 女 5 中村JAC ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｲｼｰ 中村JAC

高知 混合4×100mR 徳田　星愛 ﾄｸﾀﾞ ｾﾅ 女 6 中村JAC ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｲｼｰ 中村JAC

高知 混合4×100mR 武政　あおい ﾀｹﾏｻ ｱｵｲ 女 6 中村JAC ﾅｶﾑﾗｼﾞｪｲｴｲｼｰ 中村JAC

高知 女子5年100m 原　望愛 ﾊﾗ ﾉｱ 女 5 宿毛JAC ｽｸﾓｼﾞｪｲｴｲｼｰ 宿毛JAC

高知 女子6年100m 片岡　美月 ｶﾀｵｶ ﾐﾂﾞｷ 女 6 香我美JAC ｶｶﾞﾐｼﾞｪｲｴｲｼｰ 香我美JAC

高知 コンバインドA 横井　花音 ﾖｺｲ ｶﾉﾝ 女 6 大方JAC ｵｵｶﾞﾀｼﾞｪｲｴｲｼｰ 大方JAC

高知 コンバインドB 海老川　苺花 ｴﾋﾞｶﾜ ｲﾁｶ 女 6 むろとJAC ﾑﾛﾄｼﾞｪｲｴｲｼｰ むろとJAC
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福岡 監督 井上　要 ｲﾉｳｴ  ｶﾅﾒ 男

福岡 指導者 徳永　修一 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭｳｲﾁ 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 鈴木　恵介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 男

福岡 支援コーチ 坂井　勇斗 ｻｶｲ ﾕｳﾄ 男

福岡 男子5年100m 竹藤　優人 ﾀｹﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ 男 5 スリートリンク筑後 ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸﾁｸｺﾞ アスリートリンク

福岡 男子6年100m 疋田　怜 ﾋｷﾀ ﾚｲ 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A 出田　隆之助 ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男 6 新田原ランナーズ ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ 新田原ランナーズ

福岡 コンバインドB 冨山　颯真 ﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ 男 6 朝倉陸上 ｱｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳ 朝倉陸上

福岡 混合4×100mR 中野　椋太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 男 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 混合4×100mR 石松　永都 ｲｼﾏﾂ ｴｲﾄ 男 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 混合4×100mR 楢﨑　功盛 ﾅﾗｻﾞｷ ｺｳｾｲ 男 5 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 混合4×100mR 園田　このみ ｿﾉﾀﾞ ｺﾉﾐ 女 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 混合4×100mR 渡邊　嘉志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾕｷ 女 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 混合4×100mR 綱脇　桃子 ﾂﾅﾜｷ ﾓﾓｺ 女 6 アローザル ｱﾛｰｻﾞﾙ アローザル

福岡 女子5年100m 福島　よつば ﾌｸｼﾏ ﾖﾂﾊﾞ 女 5 ＬＡＣ ｴﾙｴｰｼｰ ＬＡＣ

福岡 女子6年100m 今村　好花 ｵﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 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A 海東　寿珠 ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ 女 6 苅田与原ＲＣ ｶﾝﾀﾞﾖﾊﾞﾙｱｰﾙｼｰ 苅田与原ＲＣ

福岡 コンバインドB 右田　恵都 ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ 女 6 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 林田　学 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 男

佐賀 指導者 平野友貴 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 男

佐賀 指導者 飯田小百合 ｲｲﾀﾞ ｻﾕﾘ 女

佐賀 支援コーチ 段林　大地 ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 男

佐賀 支援コーチ 中島　良輔 ﾅｶｼﾏ  ﾘｮｳｽｹ 男

佐賀 支援コーチ 池田　崇行 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 男

佐賀 支援コーチ 山﨑　隆彦 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋｺ 男

佐賀 男子5年100m 野口　應介 ﾉｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 男 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 男子6年100m 増田　羽航 ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男 6 Team Rising ﾁｰﾑﾗｲｼﾞﾝｸﾞ Team 　Rising

佐賀 コンバインドA 山﨑　大河 ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ 男 6 白石アスリートクラブ ｼﾛｲｼｱｽﾘｰﾄ 白石アスリート

佐賀 コンバインドB 實松　拓穂 ｻﾈﾏﾂ ﾀｸﾎ 男 6 川副陸上 ｶﾜｿｴﾘｸｼﾞｮｳ 川副陸上

佐賀 混合4×100mR 永渕　仁稀 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾄｷ 男 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

佐賀 混合4×100mR 勝田　悠真 ｶﾂﾀ ﾕｳﾏ 男 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

佐賀 混合4×100mR 蔵楽　匠 ｿﾞｳﾗｸ ﾀｸﾐ 男 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

佐賀 混合4×100mR 平野　聖奈 ﾋﾗﾉ ｾｲﾅ 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

佐賀 混合4×100mR 藤渡　柚朱 ﾌｼﾞﾄ ﾕｽﾞ 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

佐賀 混合4×100mR 牟田　汐織 ﾑﾀ ｼｵﾘ 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

佐賀 女子5年100m 千葉　杏華 ﾁﾊﾞ ｱﾝｶ 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 花田　心奈 ﾊﾅﾀﾞ ｺｺﾅ 女 6 鳥栖陸上教室 ﾄｽﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ 鳥栖陸上教室

佐賀 コンバインドA 林田　彩葉 ﾊﾔｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 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

佐賀 コンバインドB 北島　彩葉 ｷﾀｼﾞﾏ ｲﾛﾊ 女 6 立石ランナーズ基山 ﾀﾃｲｼﾗﾝﾅｰｽﾞｷﾔﾏ 立石ランナーズ基山



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）

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 指導者 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 男

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 堀川　輝一 ﾎﾘｶﾜ ｷｲﾁ 男

長崎 支援コーチ 入口　誠 ｲﾘｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 男

長崎 支援コーチ 太田　健二 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 男

長崎 男子5年100m 吉本　一貴 ﾖｼﾓﾄ ｲﾂｷ 男 5 大村陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾑﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大村陸上ｸﾗﾌﾞ

長崎 男子6年100m 古賀　一斗 ｺｶﾞ ｲｯﾄ 男 6 長与北ﾞ ﾅｶﾞﾖｷﾀ 長与北

長崎 コンバインドA 谷川　華夏太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾅﾀ 男 6 福江陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｸｴﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 福江クラブ

長崎 コンバインドB 石松　啓 ｲｼﾏﾂ ﾋﾗｸ 男 6 長崎ＡＣＪ ﾅｶﾞｻｷｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 長崎ＡＣＪ

長崎 混合4×100mR 中瀬　昊 ﾅｶｾ ｺｳ 男 6 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 混合4×100mR 土井　和輝 ﾄﾞｲ ｶｽﾞｷ 男 6 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 混合4×100mR 野﨑　幹太 ﾉｻﾞｷ ｶﾝﾀ 男 6 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 混合4×100mR 池田　梗香 ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｶ 女 6 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 混合4×100mR 稲田　望来 ｲﾅﾀﾞ ﾐｸﾙ 女 6 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 女子5年100m 濵本　望桜 ﾊﾏﾓﾄ ﾐｵ 女 5 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 女子6年100m 中里　ひかり ﾅｶｻﾞﾄ ﾋｶﾘ 女 6 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 コンバインドA 浦田　和佳 ｳﾗﾀ ﾉﾄﾞｶ 女 6 明峰ジュニア ﾒｲﾎｳｼﾞｭﾆｱ 明峰ジュニア

長崎 コンバインドB 永田　花歩 ﾅｶﾞﾀ ｶﾎ 女 6 ＭＪＣ ｴﾑｼﾞｪｲｼｰ ＭＪＣ



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）

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 指導者 立山　明佐子 ﾀﾃﾔﾏ ｱｻｺ 女

熊本 支援コーチ 大貫　智義 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾖｼ 男

熊本 支援コーチ 杉本　渚 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 女

熊本 支援コーチ 岩永　匡史 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 男

熊本 男子5年100m 濱　秀精 ﾊﾏ ｼｭｳｾｲ 男 5 松島陸上クラブ ﾏﾂｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 松島陸上クラブ

熊本 男子6年100m 中村　一斗 ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾄ 男 6 あみつジュニア ｱﾐﾂｼﾞｭﾆｱ あみつジュニア

熊本 コンバインドA 松本　倫太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 6 ＫＵＲＳ ｹｲﾕｰｱｰﾙｴｽ ＫＵＲＳ

熊本 コンバインドB 田上　貴翔 ﾀﾉｳｴ ｷｼｮｳ 男 6 あいあいたらぎ ｱｲｱｲﾀﾗｷﾞ あいあいたらぎ

熊本 混合4×100mR 黒木　聖将 ｸﾛｷ ｱｷﾄ 男 6 アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

熊本 混合4×100mR 梅門　蒼依 ｳﾒｶﾄﾞ ｱｵｲ 男 5 アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

熊本 混合4×100mR 西本　青空 ﾆｼﾓﾄ ｿﾗ 男 6 アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

熊本 混合4×100mR 伊牟田　陽花 ｲﾑﾀ ﾋﾅ 女 5 アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

熊本 混合4×100mR 加藤　杏子 ｶﾄｳ ｱﾝ 女 6 アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

熊本 混合4×100mR 村田　凛 ﾑﾗﾀ ﾘﾝ 女 5 アスリートワーク ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

熊本 女子5年100m 山内　愛琶 ﾔﾏｳﾁ ｲﾄﾊ 女 5 あみつジュニア ｱﾐﾂｼﾞｭﾆｱ あみつジュニア

熊本 女子6年100m 上田　初華 ｳｴﾀﾞ ｲﾁｶ 女 6 高田陸上クラブ ｺｳﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 高田陸上クラブ

熊本 コンバインドA 笠松　悠花 ｶｻﾏﾂ ﾊﾙｶ 女 6 ＧＴＲ ｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙ ＧＴＲ

熊本 コンバインドB 原田　結衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ 女 6 荒尾JAC ｱﾗｵｼﾞｪｴｰｼｰ 荒尾ＪＡＣ



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）

大分 監督 竹丸　由香里 ﾀｹﾏﾙ ﾕｶﾘ 女

大分 指導者 諸田　義信 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 男

大分 指導者 安東　慎二 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 男

大分 指導者 木許　直樹 ｷﾓﾄ ﾅｵｷ 男

大分 支援コーチ 田中　繁 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 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 川野　亮治 ｶﾜﾉ ﾘｮｳｼﾞ 男

大分 支援コーチ 髙橋　悠樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男

大分 男子5年100m 徳永　成吾 ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｺﾞ 男 5 大分中央陸上 ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳ 大分中央陸上

大分 男子6年100m 高橋　陽 ﾀｶﾊｼ ﾖｳ 男 6 臼杵ジュニア陸上クラブ ｳｽｷｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 臼杵Jｒ陸上

大分 コンバインドA 髙橋　朝陽 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 男 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 穴井　亮成 ｱﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 男 6 玖珠ジュニア陸上 ｸｽｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ 玖珠Jr

大分 混合4×100mR 内田　也継 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾘﾂｸﾞ 男 6 大分中央陸上 ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳ 大分中央陸上

大分 混合4×100mR 三浦　綾斗 ﾐｳﾗ ｱﾔﾄ 男 6 大分中央陸上 ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳ 大分中央陸上

大分 混合4×100mR 岡野　志菜 ｵｶﾉ ｺｺﾅ 女 6 大分中央陸上 ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳ 大分中央陸上

大分 混合4×100mR 諌山　美虹 ｲｻﾔﾏ ﾐｺ 女 6 大分中央陸上 ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳ 大分中央陸上

大分 混合4×100mR 佐藤　あづ希 ｻﾄｳ ｱﾂﾞｷ 女 5 大分中央陸上 ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳ 大分中央陸上

大分 女子5年100m 平原　美空 ﾋﾗﾊﾞﾙ ﾐｸ 女 5 くにさきクラブ ｸﾆｻｷｸﾗﾌﾞ くにさき

大分 女子6年100m 秦　あかり ｼﾝ ｱｶﾘ 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A 梶山　恵麻 ｶｼﾞﾔﾏ ｴﾏ 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 有徳　蓮恩 ｱﾘﾄｸ ﾚﾉﾝ 女 6 きつきジュニアAC ｷﾂｷｼﾞｭﾆｱｴｰｼｰ きつきJr.



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）

宮崎 監督 甲斐　秀一 ｶｲ ｼｭｳｲﾁ 男

宮崎 指導者 長尾　岳彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ 男

宮崎 指導者 吉永　一幸 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 男

宮崎 指導者 原田　貴美子 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾐｺ 女

宮崎 支援コーチ 石村　友規 ｲｼﾑﾗ  ﾕｳｷ 男

宮崎 支援コーチ 柏木　一久 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞﾋｻ 男

宮崎 支援コーチ 大脇　健志 ｵｵﾜｷ ｹﾝｼ 男

宮崎 男子5年100m 石村　悠琉 ｲｼﾑﾗ ﾊﾙ 男 5 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ﾆｼｲｹｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ西池ジュニア

宮崎 男子6年100m 中村　健蔵 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ 男 6 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ﾆｼｲｹｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ西池ジュニア

宮崎 コンバインドA 新屋　大河 ｼﾝﾔ ﾀｲｶﾞ 男 6 宮崎本郷アスリートクラブ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

宮崎 コンバインドB 山下　弘将 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 男 6 宮崎本郷アスリートクラブ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

宮崎 混合4×100mR 足立　航太郎 ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 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 混合4×100mR 下屋　勇斗 ｼﾓﾔ ﾊﾔﾄ 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 混合4×100mR 甲斐　海亜 ｶｲ ｲﾘｱ 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 混合4×100mR 髙橋　心遙 ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 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 混合4×100mR 菊地　絢乃 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ 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 混合4×100mR 田中　一花 ﾀﾅｶ ｲﾁｶ 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 女子5年100m 吉田　玲心 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾐ 女 5 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ﾆｼｲｹｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ西池ジュニア

宮崎 女子6年100m 藤田　華凪 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 女 6 ＷＡＶＥ宮崎 ｳｪﾌﾞﾐﾔｻﾞｷ ＷＡＶＥ宮崎

宮崎 コンバインドA 河島　椿 ｶﾜｼﾏ ﾂﾊﾞｷ 女 6 小林ジュニアアスリートクラブ 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 山中　綾夏 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ 女 6 西池ジュニア陸上スポーツ少年団 ﾆｼｲｹｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ西池ジュニア



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）

鹿児島 監督 太田　敬介 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 男

鹿児島 指導者 平　由香 ﾀｲﾗ ﾕｶ 女

鹿児島 指導者 上釜　峰雄 ｳｴｶﾏ ﾐﾈｵ 男

鹿児島 支援コーチ 細山　浩史 ﾎｿﾔﾏ ﾋﾛｼ 男

鹿児島 支援コーチ 馬見塚　正治 ﾏﾐﾂｶ ｼｮｳｼﾞ 男

鹿児島 支援コーチ 米盛　緒里恵 ﾖﾈﾓﾘ ｵﾘｴ 女

鹿児島 支援コーチ 戸川　大夢 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾑ 男

鹿児島 男子5年100m 又野　颯真 ﾏﾀﾉ ｿｳﾏ 男 5 高山ジュニア ｺｳﾔﾏｼﾞｭﾆｱ 高山ジュニア

鹿児島 男子6年100m 細山　遥斗 ﾎｿﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男 6 鹿大付属小 ｶﾀﾞｲﾌｿﾞｸｼｮｳ 鹿大付属小

鹿児島 コンバインドA 橋口　太賀 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男 6 高山ジュニア ｺｳﾔﾏｼﾞｭﾆｱ 高山ジュニア

鹿児島 コンバインドB 田之上　仁 ﾀﾉｳｴ ｼﾞﾝ 男 6 栗ケ窪Jr陸上クラブ ｸﾘｶﾞｸﾎﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 栗ケ窪Jr

鹿児島 混合4×100mR 原口　奨真 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 男 5 太陽スポーツクラブ ﾀｲﾖｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者

鹿児島 混合4×100mR 谷山　蒼空 ﾀﾆﾔﾏ ｿﾗ 男 6 太陽スポーツクラブ ﾀｲﾖｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者

鹿児島 混合4×100mR 山本　修誠 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 男 6 太陽スポーツクラブ ﾀｲﾖｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者

鹿児島 混合4×100mR 下村　煌奏 ｼﾓﾑﾗ ﾘﾗ 女 5 太陽スポーツクラブ ﾀｲﾖｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者

鹿児島 混合4×100mR 脇元　麻央 ﾜｷﾓﾄ ﾏｵ 女 6 太陽スポーツクラブ ﾀｲﾖｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者

鹿児島 混合4×100mR 福﨑　心遥 ﾌｸｻﾞｷ ﾐﾊﾙ 女 6 太陽スポーツクラブ ﾀｲﾖｳｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 太陽SC忍者

鹿児島 女子5年100m 村田　愛衣紗 ﾑﾗﾀ ﾏﾅｲｼﾞｬ 女 5 ナンバーワンクラブ ﾅﾝﾊﾞｰワンクラブ No1ヒオキ

鹿児島 女子6年100m 堀内　杏樹 ﾎﾘｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ 女 6 国分ジュニア陸上クラブ ｺｸﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 国分ジュニア

鹿児島 コンバインドA 中村　優心 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 女 6 高山ジュニア ｺｳﾔﾏｼﾞｭﾆｱ 高山ジュニア

鹿児島 コンバインドB 仁禮　みなみ ﾆﾚｲ ﾐﾅﾐ 女 5 種子島ＲＩＳＥ ﾀﾈｶﾞｼﾏﾗｲｽﾞ 種子島ＲＩＳＥ



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）

沖縄 監督 喜名　正人 ｷﾅ ﾏｻﾄ 男

沖縄 指導者 高島　友幸 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ 男

沖縄 支援コーチ 具志堅　雄介 ｸﾞｼｹﾝ ﾕｳｽｹ 男

沖縄 支援コーチ 具志堅　智美 ｸﾞｼｹﾝ ﾄﾓﾐ 女

沖縄 支援コーチ 松茂良　忍 ﾏﾂﾓﾗ ｼﾉﾌﾞ 男

沖縄 支援コーチ 玉城　良樹 ﾀﾏｷ ﾖｼｷ 男

沖縄 男子5年100m 下地　広純 ｼﾓｼﾞ ｺｳﾔ 男 5 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 男子6年100m 新垣　大成 ｱﾗｶｷ ﾀｲｾｲ 男 6 Skｙアスリートクラブ ｽｶｲｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｓｋｙｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

沖縄 コンバインドA 赤嶺　舜太 ｱｶﾐﾈ ｼｭﾝﾀ 男 6 あわせＪＲＣ ｱﾜｾｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRＣ

沖縄 コンバインドB 天願　博仁 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛﾋﾄ 男 6 あわせＪＲＣ ｱﾜｾｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ あわせJRＣ

沖縄 混合4×100mR 玉城　和 ﾀﾏｷ ﾅｺﾞﾐ 男 6 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 混合4×100mR 吉永　一晴 ﾖｼﾅｶﾞ ｲｯｾｲ 男 6 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 混合4×100mR 大城　陽輝 ｵｵｼﾛ ﾀｶﾄ 男 6 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 混合4×100mR 宮里　虹子 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾆｺ 女 6 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 混合4×100mR 安慶名　梨音 ｱｹﾞﾅ ﾘｵﾝ 女 6 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 混合4×100mR 瀬戸口　結奈 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕﾅ 女 6 アスリート工房 ｱｽﾘｰﾄｺｳﾎﾞｳ アスリート工房

沖縄 女子5年100m 上原　新奈 ｳｴﾊﾗ ﾆｲﾅ 女 5 金武メダリスト ｷﾝﾒﾀﾞﾘｽﾄ 金武メダリスト

沖縄 女子6年100m 池原　綺声 ｲｹﾊﾗ ｱﾔｾ 女 6 金武メダリスト ｷﾝﾒﾀﾞﾘｽﾄ 金武メダリスト

沖縄 コンバインドA 我喜屋　りこ ｶﾞｷﾔ ﾘｺ 女 6 名護陸上クラブ ﾅｺﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 名護陸上クラブ

沖縄 コンバインドB 幸喜　理玖 ｺｳｷ ﾘｸ 女 5 宜野座陸上クラブ ｷﾞﾉｻﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｷﾞﾉｻﾞﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ


