
女子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

50 君嶋　愛梨沙 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 女子 日本体育大

235 宮本 まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 女子 徳山商工高

51 黒瀬　温子 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 女子 日本体育大

236 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 女子 徳山商工高

8-1708 福永　侑里香 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 女子 福岡教育大

622 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 女子 早鞆高

91 田村　沙良 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 女子 西京高

623 小田　穂乃佳 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 早鞆高

621 池口　風音 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 女子 早鞆高

217 富田　葉月 ﾄﾐﾀ ﾊﾂﾞｷ 女子 徳山高

29 繁澤　音羽 ﾊﾝｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 女子 光井中

342 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 西京高

7-2747 信龍　沙代子 ﾉﾌﾞﾘｭｳ ｻﾖｺ 女子 環太平洋大

2-670 藤井　美帆 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 女子 徳山大

573 村上　沙梨有 ﾑﾗｶﾐ  ｻﾘｱ 女子 豊浦高

866 渡辺　実乃里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 女子 富田中

117 佐々木　みやび ｻｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 女子 下関中等(後)

554 白井　智友紀 ｼﾗｲ ﾁﾕｷ 女子 田部高

561 阪本　真唯 ｻｶﾓﾄ ﾏｲ 女子 田部高

501 西重　明日香 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 女子 竜王中

431 蔵冨士　結衣 ｸﾗﾌｼﾞ ﾕｲ 女子 宇部中央高

1336 中村　友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 女子 富田中

5797 メリット　ひなの ﾒﾘｯﾄ ﾋﾅﾉ 女子 山口FSL

798 久原　彩奈 ｸﾊﾗ  ｱﾔﾅ 女子 豊浦高

192 山本　夏未 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 女子 光高

261 北村　可奈 ｷﾀﾑﾗ ｶﾅ 女子 徳山商工高

450 門田　彩乃 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 西京高

876 長田　成未 ｵｻﾀﾞ ﾅﾙﾐ 女子 富田中

262 福重　愛海 ﾌｸｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 女子 徳山商工高

378 友景　彩乃 ﾄﾓｶｹﾞ ｱﾔﾉ 女子 誠英高

426 三隅　理絵 ﾐｽﾐ ﾘｴ 女子 宇部高

1119 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 女子 佐波中

393 中谷　多瑛子 ﾅｶﾀﾆ ﾀｴｺ 女子 西京高

793 金田　美穂 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾎ 女子 下関南高

227 有田　知加 ｱﾘﾀ ﾄﾓｶ 女子 徳山高

354 矢垰　愛海 ﾔﾄｳ ﾏﾅﾐ 女子 誠英高

641 花田　歩実 ﾊﾅﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 徳山商工高

628 幾度　春香 ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ 女子 田部高

499 岩重　千尋 ｲﾜｼｹﾞ ﾁﾋﾛ 女子 宇部中央高

555 福田　珠貴 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏｷ 女子 田部高

1548 金本　実華 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 女子 徳山商工高

636 上野　晴菜 ｳｴﾉ ﾊﾙﾅ 女子 徳山商工高

3 山根　萌華 ﾔﾏﾈ ﾓｴｶ 女子 下関南高

500 上田　志恵里 ｳｴﾀﾞ ｼｴﾘ 女子 宇部中央高

191 山本　華奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 女子 光高

375 重西　千恵望 ｵﾓﾆｼ ﾁｴﾐ 女子 山口県鴻城高

378 山本　実鈴 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽｽﾞ 女子 徳地中

412 伊藤　綾香 ｲﾄｳ ﾘｮｳｶ 女子 山口中央高

316 柿並　紗也加 ｶｷﾅﾐ ｻﾔｶ 女子 山口中央高

5326 道中　優依 ﾐﾁﾅｶ ﾕｲ 女子 コウビン陸上

391 黒川　碧李 ｸﾛｶﾜ ｱｵﾘ 女子 防府高

213 澄川　野々花 ｽﾐｶﾜ ﾉﾉｶ 女子 徳地中

240 山田　青空 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 女子 新南陽高

471 小松　遥奈 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 女子 慶進高

319 山本　結香子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶｺ 女子 光高

439 坂本　未来 ｻｶﾓﾄ ﾐｸ 女子 宇部西高

72 山本　志穂 ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾎ 女子 豊浦高

268 河村　和佳 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 光高

631 小嶋　真悠 ｺｼﾞﾏ ﾏﾕ 女子 下関南高

5327 有冨　里咲 ｱﾘﾄﾞﾐ ﾘｻ 女子 コウビン陸上

713 五嶋　香月 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 女子 萩商工高

399 吉末　実代 ﾖｼｽｴ ﾐﾖ 女子 防府商工高

402 松田　美理 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｻﾄ 女子 山口高

416 綾木　萌衣 ｱﾔｷﾞ ﾓｴ 女子 宇部高

452 中原　潮美 ﾅｶﾊﾗ ｼｵﾐ 女子 宇部商高

529 大塚　由香 ｵｵﾂｶ ﾕｶ 女子 宇部高専

158 重元　花菜 ｼｹﾞﾓﾄ ｶﾅ 女子 岩国商高

292 藤政　美沙子 ﾌｼﾞﾏｻ ﾐｻｺ 女子 新南陽高
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女子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

8 河崎　梓月 ｶﾜｻｷ ｱﾂﾞｷ 女子 梅光学院高

414 得重　紗織 ﾄｸｼｹﾞ ｻｵﾘ 女子 山口高
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女子200m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

622 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 女子 早鞆高

235 宮本 まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 女子 徳山商工高

336 松永　明莉 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 女子 九州共立大

236 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 女子 徳山商工高

2-670 藤井　美帆 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 女子 徳山大

5795 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 女子 山口FSL

349 金子　涼音 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾈ 女子 誠英高

620 里　知香 ｻﾄ ﾄﾓｶ 女子 早鞆高

554 白井　智友紀 ｼﾗｲ ﾁﾕｷ 女子 田部高

561 阪本　真唯 ｻｶﾓﾄ ﾏｲ 女子 田部高

431 蔵冨士　結衣 ｸﾗﾌｼﾞ ﾕｲ 女子 宇部中央高

29 繁澤　音羽 ﾊﾝｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 女子 光井中

613 村田　一子 ﾑﾗﾀ ｲｷｺ 女子 梅光学院高

145 藤村　彩 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 女子 西京高

866 渡辺　実乃里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 女子 富田中

262 福重　愛海 ﾌｸｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 女子 徳山商工高

21 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 女子 西京高

501 西重　明日香 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 女子 竜王中

282 林　美妃 ﾊﾔｼ ﾐｷ 女子 西京高

426 三隅　理絵 ﾐｽﾐ ﾘｴ 女子 宇部高

379 寄野　奈美 ﾖﾘﾉ ﾅﾐ 女子 誠英高

498 山田　玲緒菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｵﾅ 女子 小野田工高

1119 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 女子 佐波中

375 重西　千恵望 ｵﾓﾆｼ ﾁｴﾐ 女子 山口県鴻城高

899 高橋　亜子 ﾀｶﾊｼ ｱｺ 女子 富田中

352 藤井　惠美 ﾌｼﾞｲ ｴﾐ 女子 誠英高

500 上田　志恵里 ｳｴﾀﾞ ｼｴﾘ 女子 宇部中央高

876 長田　成未 ｵｻﾀﾞ ﾅﾙﾐ 女子 富田中

192 山本　夏未 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 女子 光高

499 岩重　千尋 ｲﾜｼｹﾞ ﾁﾋﾛ 女子 宇部中央高

1336 中村　友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 女子 富田中

628 幾度　春香 ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ 女子 田部高

501 山田　実樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 女子 宇部中央高

636 上野　晴菜 ｳｴﾉ ﾊﾙﾅ 女子 徳山商工高

641 花田　歩実 ﾊﾅﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 徳山商工高

551 深水　美佳 ﾌｶﾐｽﾞ ﾐｶ 女子 田部高

191 山本　華奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 女子 光高

1548 金本　実華 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 女子 徳山商工高

483 安部　優美香 ｱﾍﾞ ﾕﾐｶ 女子 慶進高

602 久永　知美 ﾋｻﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 女子 下関中等(後)

398 藤井　菜々子 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ 女子 防府商工高

322 小田草　史奈 ｵﾀﾞｸｻ ﾌﾐﾅ 女子 防府西高

459 岡田　夏実 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 女子 小野田高

399 吉末　実代 ﾖｼｽｴ ﾐﾖ 女子 防府商工高

154 大窪　美和子 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾜｺ 女子 岩国商高
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女子400m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

3-7332 福田　晴夏 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 筑波大

3633 河村　亜希 ｶﾜﾑﾗ ｱｷ 女子 下松市陸協

608 古本　安依梨 ﾌﾙﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 下関商業高

916 兼平　恵実 ｶﾈﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ 女子 富田中

302 塩山　知美 ｼｵﾔﾏ ﾄﾓﾐ 女子 防府高

218 富田　美月 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾞｷ 女子 徳山高

337 紙谷　涼花 ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 女子 九州共立大

5 下村　晴 ｼﾓﾑﾗ  ﾊﾙｶ 女子 豊浦高

417 大村　彩菜 ｵｵﾑﾗ ｻﾔﾅ 女子 宇部高

601 竹内　里奈 ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 女子 下関中等(後)

1266 藤田　玲那 ﾌｼﾞﾀ ﾚﾅ 女子 大内中

390 松原　美優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 女子 防府高

215 田中　佑佳 ﾀﾅｶ ﾕｶ 女子 徳山高

501 山田　実樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 女子 宇部中央高

385 大田　侑以子 ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 山口高

579 寄本　玲那 ﾖﾘﾓﾄ ﾚﾅ 女子 長府高

141 重田　紗輝 ｼｹﾞﾀ ｻｷ 女子 高水高

635 望月　春佳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 下関南高

398 藤井　菜々子 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ 女子 防府商工高

636 弘利　愛弓 ﾋﾛﾄｼ ｱﾕﾐ 女子 下関南高

503 山根　涼子 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 女子 宇部高

551 深水　美佳 ﾌｶﾐｽﾞ ﾐｶ 女子 田部高

17 増田　珠直 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾅ 女子 高川学園中

7-2768 藤井　里奈 ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 女子 山口大

626 林　舞乃 ﾊﾔｼ ﾏｲﾉ 女子 田部高

484 島村　百合絵 ｼﾏﾑﾗ ﾕﾘｴ 女子 慶進高

239 中原　茜 ﾅｶﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 新南陽高

613 村田　一子 ﾑﾗﾀ ｲｷｺ 女子 梅光学院高
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女子800m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

364 富田　真帆 ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 女子 中村女子高

366 吉木　愛海 ﾖｼｷ ｱﾐ 女子 中村女子高

8-1515 中村　江里奈 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 女子 九州共立大

916 兼平　恵実 ｶﾈﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ 女子 富田中

348 福田歩未 ﾌｸﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 下松中

161 西村　未来 ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 女子 光高

582 若狭　祥子 ﾜｶｻ ｼｮｳｺ 女子 下関西高

365 三藤　美奈満 ﾐﾌｼﾞ ﾐﾅﾐ 女子 中村女子高

533 小笠原　法香 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾘｶ 女子 中村女子高

674 小林　瑞季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 女子 徳山高

389 藤本　梨夏子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶｺ 女子 防府高

1019 林　愛由美 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 女子 防府高

617 朽原　かの子 ｸﾁﾊﾗ ｶﾉｺ 女子 下関中等(後)

411 三吉　知沙 ﾐﾖｼ ﾁｻ 女子 高川学園中

214 荒木　優花 ｱﾗｷ ﾕｳｶ 女子 徳山高

267 大田　美宙 ｵｵﾀ ﾐﾋﾛ 女子 光高

8-1514 有泉　由佳 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾕｶ 女子 九州共立大

609 春野　咲紀 ﾊﾙﾉ ｻｷ 女子 下関商業高

589 宮崎　安奈 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾝﾅ 女子 下関西高

149 松重　美穂 ﾏﾂｼｹﾞ ﾐﾎ 女子 柳井商工高

7-2769 中本　早希 ﾅｶﾓﾄ ｻｷ 女子 山口大

266 葉山　晶子 ﾊﾔﾏ ｼｮｳｺ 女子 光高

19 渡壁　茜 ﾜﾀｶﾍﾞ ｱｶﾈ 女子 高川学園高

195 小林　未侑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 光高

519 新村　秀美 ﾆｲﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 女子 小野田高

744 中尾　寧々 ﾅｶｵ ﾈﾈ 女子 高川学園中

311 西島　佑海 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾐ 女子 防府商工高

9 生雲　美妃 ｲｸﾓ ﾐｷ 女子 高川学園高

749 渡邊　麻央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 女子 萩高

462 河本　浩実 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾐ 女子 小野田高

542 武嶋　夏奈子 ﾀｹｼﾏ ｶﾅｺ 女子 防府西高

373 山根　翔子 ﾔﾏﾈ ｼｮｳｺ 女子 野田学園高

289 若月　みのり ﾜｶﾂｷ ﾐﾉﾘ 女子 光高

223 三浦　佳奈 ﾐｳﾗ ｶﾅ 女子 徳山高

7-2767 齋藤　麻菜美 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 女子 山口大

520 田坂　実保 ﾀｻｶ ﾐﾎ 女子 小野田高

460 長田　成美 ｵｻﾀﾞ ﾅﾙﾐ 女子 小野田高

176 小田　真悠子 ｵﾀﾞ ﾏﾕｺ 女子 新南陽高

276 大宮　あかね ｵｵﾐﾔ ｱｶﾈ 女子 徳山商工高

274 瀨川　奈央 ｾｶﾞﾜ ﾅｵ 女子 徳山高

7-2771 松村　愛理 ﾏﾂﾑﾗ ｴﾘ 女子 山口大

277 小野寺　和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 徳山商工高

527 石田　真衣 ｲｼﾀﾞ ﾏｲ 女子 宇部高

481 藤永　裕葉 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾕｳﾊ 女子 慶進高

177 三戸　優希 ﾐﾄ ﾕｳｷ 女子 新南陽高

597 吉田　有沙 ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 女子 下関南高

157 浜本　真美 ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾐ 女子 岩国商高

738 大田　瑞恵 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｴ 女子 萩商工高
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女子1500m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

364 富田　真帆 ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 女子 中村女子高

2 岡本　彩花 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 高川学園中

362 上野　夢歩 ｳｴﾉ ﾕﾒﾎ 女子 中村女子高

16 藤井　葵 ﾌｼﾞｲ ｱｵｲ 女子 高川学園高

359 大片　史 ｵｵｶﾀ ﾁｶ 女子 中村女子高

4 原田　奈津 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ 女子 高川学園中

365 三藤　美奈満 ﾐﾌｼﾞ ﾐﾅﾐ 女子 中村女子高

366 吉木　愛海 ﾖｼｷ ｱﾐ 女子 中村女子高

348 福田歩未 ﾌｸﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 下松中

361 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 女子 中村女子高

363 谷川　愛美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 女子 中村女子高

1438 濵田　すみれ ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 岐陽中

82 春野　麻友 ﾊﾙﾉ ﾏﾕ 女子 富田中

18 山本　夏実 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 女子 高川学園中

1129 林奈海 ﾊﾔｼ ﾅﾐ 女子 下松中

356 貞兼　奈美 ｻﾀﾞｶﾈ ﾅﾐ 女子 高川学園高

9 宮内　希羽 ﾐﾔｳﾁ ｷﾊﾈ 女子 高川学園中

515 酒井　珠乃 ｻｶｲ ﾀﾏﾉ 女子 高川学園中

435 黒石　瑠香 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 女子 藤山中

1019 林　愛由美 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 女子 防府高

389 藤本　梨夏子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶｺ 女子 防府高

895 山下　奏永 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅｴ 女子 富田中

1330 田村　瑠菜 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 女子 富田中

387 城野　歩美 ｷﾉ ｱﾕﾐ 女子 防府高

533 小笠原　法香 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾘｶ 女子 中村女子高

7-2447 田代　理嵯 ﾀｼﾛ ﾘｻ 女子 至誠館大

7-2448 山下　生紗 ﾔﾏｼﾀ ｱﾘｻ 女子 至誠館大

746 末永　穂乃香 ｽｴﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 女子 萩高

571 吉光　菜奈美 ﾖｼﾐﾂ  ﾅﾅﾐ 女子 豊浦高

537 藤澤　奈々 ﾌｼﾞｻﾜ  ﾅﾅ 女子 豊浦高

270 杉本　南 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 南陽工高

214 荒木　優花 ｱﾗｷ ﾕｳｶ 女子 徳山高

313 中嶋　るか ﾅｶｼﾏ ﾙｶ 女子 山口高

7-2542 礒村　小雪 ｲｿﾑﾗ ｺﾕｷ 女子 山口大

388 福原　茜 ﾌｸﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 防府高

276 大宮　あかね ｵｵﾐﾔ ｱｶﾈ 女子 徳山商工高

703 藤村　実可子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｶｺ 女子 萩高

195 小林　未侑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 光高

269 森本　彩香 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 光高

424 光井　ふみ ﾐﾂｲ ﾌﾐ 女子 宇部高

1259 須子　菜摘 ｽｺ ﾅﾂﾐ 女子 大内中

696 金子　里穂菜 ｶﾈｺ ﾘﾎﾅ 女子 青嶺高

238 中村　衣里 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 女子 新南陽高

277 小野寺　和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 徳山商工高

311 西島　佑海 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾐ 女子 防府商工高

476 山本　彩香 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 宇部鴻城高

637 有馬　果穂 ｱﾘﾏ ｶﾎ 女子 下関南高

289 若月　みのり ﾜｶﾂｷ ﾐﾉﾘ 女子 光高

401 南部　幸 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾕｷ 女子 防府商工高

7-2767 齋藤　麻菜美 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 女子 山口大

737 澤村　夏奈 ｻﾜﾑﾗ ｶﾅ 女子 萩商工高

624 岩田　明日華 ｲﾜﾀ ｱｽｶ 女子 早鞆高

400 伊達　浩美 ﾀﾞﾃ ﾋﾛﾐ 女子 防府商工高

155 加戸　愛里 ｶﾄﾞ ｱｲﾘ 女子 岩国商高

D-37 三好　伶奈 ﾐﾖｼ ﾚﾅ 女子 徳山大

7312 清家　果歩 ｾｲｹ ｶﾎ 女子 徳山大

228 河合　花恵 ｶﾜｲ ﾊﾅｴ 女子 徳山高

176 小田　真悠子 ｵﾀﾞ ﾏﾕｺ 女子 新南陽高

707 植村　有紗 ｳｴﾑﾗ ｱﾘｻ 女子 萩高

405 草野　絵美 ｸｻﾉ ｴﾐ 女子 山口高
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女子3000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

7-2700 山本　樹里 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 女子 山口県立大

363 谷川　愛美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 女子 中村女子高

362 上野　夢歩 ｳｴﾉ ﾕﾒﾎ 女子 中村女子高

1117 西永　菜津 ﾆｼﾅｶﾞ ﾅﾂ 女子 鴻南中

226 小田　若菜 ｵﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 徳山高

361 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 女子 中村女子高

359 大片　史 ｵｵｶﾀ ﾁｶ 女子 中村女子高

7-2944 横田　知佳 ﾖｺﾀ ﾁｶ 女子 広島大

387 城野　歩美 ｷﾉ ｱﾕﾐ 女子 防府高

588 足立　菜摘 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂﾐ 女子 下関西高

269 森本　彩香 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 光高

238 中村　衣里 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 女子 新南陽高

7-2542 礒村　小雪 ｲｿﾑﾗ ｺﾕｷ 女子 山口大

270 杉本　南 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 南陽工高

696 金子　里穂菜 ｶﾈｺ ﾘﾎﾅ 女子 青嶺高

388 福原　茜 ﾌｸﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 防府高

401 南部　幸 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾕｷ 女子 防府商工高

596 岡　花菜 ｵｶ ｶﾅ 女子 下関南高

6-861 尾崎　可南子 ｵｻｷ ｶﾅｺ 女子 関西外国語大

D-37 三好　伶奈 ﾐﾖｼ ﾚﾅ 女子 徳山大

7312 清家　果歩 ｾｲｹ ｶﾎ 女子 徳山大

400 伊達　浩美 ﾀﾞﾃ ﾋﾛﾐ 女子 防府商工高
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女子5000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

7-2944 横田　知佳 ﾖｺﾀ ﾁｶ 女子 広島大
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女子5000mW 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

3266 竹内　万里 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 女子 宇部市陸協

360 松本　結希 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 女子 中村女子高

380 大田　嶺花 ｵｵﾀ ﾚｲｶ 女子 中村女子高

709 春日原　知佳 ｶｽｶﾞﾊﾗ ﾁｶ 女子 萩高

9 / 20



女子100mH(0.840m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

341 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 女子 西京高

145 藤村　彩 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 女子 西京高

342 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 西京高

171 藤野　里彩 ﾌｼﾞﾉ ﾘｻ 女子 新南陽高

8-1785 西山　華織 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 女子 九州共立大

590 小田　結奈 ｵﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 下関西高

220 原田　華穂 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ 女子 徳山高

429 配川　明日香 ﾊｲｶﾜ ｱｽｶ 女子 宇部中央高

742 松尾　真琴 ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ 女子 萩商工高

627 佐々木　彩華 ｻｻｷ ｱﾔｶ 女子 田部高

461 上山　蒼生 ｶﾐﾔﾏ ｱｵｲ 女子 小野田高

8 河崎　梓月 ｶﾜｻｷ ｱﾂﾞｷ 女子 梅光学院高
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女子400mH(0.762m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

341 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 女子 西京高

8-1785 西山　華織 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 女子 九州共立大

7-2727 田中　佐也佳 ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 女子 川崎医福大

583 樋口　奈樹 ﾋｸﾞﾁ ﾅﾐｷ 女子 下関西高

730 核　瑛菜 ｻﾈ ｱｷﾅ 女子 大津緑洋高

432 藤井　妥恵 ﾌｼﾞｲ ﾀｴ 女子 宇部中央高

570 吉田　りさ ﾖｼﾀﾞ  ﾘｻ 女子 豊浦高

757 金子　紗世 ｶﾈｺ ｻﾖ 女子 大津緑洋高

303 高橋　花穂 ﾀｶﾊｼ ｶﾎ 女子 防府高

410 嶋田　帆花 ｼﾏﾀﾞ ﾎｶ 女子 誠英高

340 杉原　真悠 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 女子 西京高

639 早川　ひかり ﾊﾔｶﾜ ﾋｶﾘ 女子 長府高

633 中野　夏帆 ﾅｶﾉ ｶﾎ 女子 下関南高

638 佐伯　華佳 ｻｴｷ ﾊﾙｶ 女子 下関南高

1129 林奈海 ﾊﾔｼ ﾅﾐ 女子 下松中

482 上田　真子 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 女子 慶進高
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女子4X100mR 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

620 里　知香 ｻﾄ ﾄﾓｶ 女子 早鞆高

551 深水　美佳 ﾌｶﾐｽﾞ ﾐｶ 女子 田部高

349 金子　涼音 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾈ 女子 誠英高

431 蔵冨士　結衣 ｸﾗﾌｼﾞ ﾕｲ 女子 宇部中央高

590 小田　結奈 ｵﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 下関西高

191 山本　華奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 女子 光高

426 三隅　理絵 ﾐｽﾐ ﾘｴ 女子 宇部高

1051 長峯　有彩 ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾘｻ 女子 周陽中

482 上田　真子 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 女子 慶進高

631 小嶋　真悠 ｺｼﾞﾏ ﾏﾕ 女子 下関南高

5795 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 女子 山口FSL-A

5748 原田　麻衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 女子 山口FSL-B

215 田中　佑佳 ﾀﾅｶ ﾕｶ 女子 徳山高

340 杉原　真悠 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 女子 西京高

301 中矢　早映 ﾅｶﾔ ｻｴ 女子 防府高

女子 徳山商工高

女子 富田中
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女子4X400mR 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

349 金子　涼音 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾈ 女子 誠英高

582 若狭　祥子 ﾜｶｻ ｼｮｳｺ 女子 下関西高

601 竹内　里奈 ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 女子 下関中等(後)

503 山根　涼子 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 女子 宇部高

193 福森　祐菜 ﾌｸﾓﾘ ﾕｳﾅ 女子 光高

482 上田　真子 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 女子 慶進高

631 小嶋　真悠 ｺｼﾞﾏ ﾏﾕ 女子 下関南高

5797 メリット　ひなの ﾒﾘｯﾄ ﾋﾅﾉ 女子 山口FSL

215 田中　佑佳 ﾀﾅｶ ﾕｶ 女子 徳山高

340 杉原　真悠 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 女子 西京高

302 塩山　知美 ｼｵﾔﾏ ﾄﾓﾐ 女子 防府高

431 蔵冨士　結衣 ｸﾗﾌｼﾞ ﾕｲ 女子 宇部中央高
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女子走高跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

854 岡田　彩希 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 女子 西京高

586 山本　百華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 下関西高

712 山根　茉緒 ﾔﾏﾈ ﾏｵ 女子 萩商工高

711 伊藤　恵利 ｲﾄｳ ｴﾘ 女子 萩商工高

377 河村　明日香 ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ 女子 誠英高

301 中矢　早映 ﾅｶﾔ ｻｴ 女子 防府高

433 藤井　香菜子 ﾌｼﾞｲ ｶﾅｺ 女子 宇部中央高

641 弘中　美樹 ﾋﾛﾅｶ ﾐｷ 女子 下関西高
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女子棒高跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

1041 栗原　奈々 ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ 女子 華陽中

172 田中　詩乃 ﾀﾅｶ ｼﾉ 女子 華陽中
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女子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

552 浦山　静奈 ｳﾗﾔﾏ ｾｲﾅ 女子 園田学園女大

4554 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 女子 周南市役所

341 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 女子 西京高

7-2440 宗村　麻理子 ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 女子 美作大

384 岩本　法子 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 女子 山口高

555 福田　珠貴 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏｷ 女子 田部高

621 池口　風音 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 女子 早鞆高

623 小田　穂乃佳 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 早鞆高

56 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 女子 明木中

393 中谷　多瑛子 ﾅｶﾀﾆ ﾀｴｺ 女子 西京高

5795 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 女子 山口FSL

7-2648 清水　美咲 ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 女子 徳山高専

598 佐々木　あかり　 ｻｻｷ ｱｶﾘ 女子 下関市立大

429 配川　明日香 ﾊｲｶﾜ ｱｽｶ 女子 宇部中央高

899 高橋　亜子 ﾀｶﾊｼ ｱｺ 女子 富田中

21 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 女子 西京高

7-2766 牧原　香菜子 ﾏｷﾊﾗ ｶﾅｺ 女子 山口大

432 藤井　妥恵 ﾌｼﾞｲ ﾀｴ 女子 宇部中央高

340 杉原　真悠 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 女子 西京高

355 山本　茉菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 女子 誠英高

7-2698 轟　亜弥 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 女子 山口県立大

193 福森　祐菜 ﾌｸﾓﾘ ﾕｳﾅ 女子 光高

322 小田草　史奈 ｵﾀﾞｸｻ ﾌﾐﾅ 女子 防府西高

634 青木　麻由 ｱｵｷ ﾏﾕ 女子 下関南高

618 白倉　瑞穂 ｼﾗｸﾗ ﾐｽﾞﾎ 女子 下関中等(後)

518 辻本　亜紀恵 ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｷｴ 女子 小野田高

531 田辺　莉加 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ 女子 宇部中央高

26 大本　明佳 ｵｵﾓﾄ ﾒｲｶ 女子 徳山高専

603 福田　彩歌 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 下関中等(後)

413 沖谷　桜香 ｵｷﾀﾆ ｻｸﾗ 女子 山口中央高

632 河田　朋美 ｶﾜﾀ ﾄﾓﾐ 女子 下関南高

239 中原　茜 ﾅｶﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 新南陽高
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女子三段跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

5611 白神　有美 ｼﾗｶﾞﾐ ﾕﾐ 女子 維新公園
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女子砲丸投(4.000kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

381 藤村　明日香 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｽｶ 女子 西京高

21 岩本　葵 ｲﾜﾓﾄ ｱｵｲ 女子 平川中

265 幸田　まお ｺｳﾀﾞ ﾏｵ 女子 光高

136 藤永　麿由理 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏﾕﾘ 女子 田布施農工高

194 中嶋　亜也佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 女子 光高

408 井関　美里 ｲｾｷ ﾐｻﾄ 女子 誠英高

648 坂田　絢香 ｻｶﾀ ｱﾔｶ 女子 光高

521 來見　優花 ｸﾙﾐ ﾕｳｶ 女子 小野田高

760 武居　沙耶 ﾀｹｽｴ ｻﾔ 女子 末武中

370 近藤　真希 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 女子 野田学園高

139 池村　真由美 ｲｹﾑﾗ ﾏﾕﾐ 女子 高水高

309 秋本　栞 ｱｷﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 防府商工高
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女子円盤投(1.000kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

8-1607 國弘　祐希子 ｸﾆﾋﾛ ﾕｷｺ 女子 福岡大

557 鵜原　聡美 ｳﾊﾞﾗ ｻﾄﾐ 女子 田部高

194 中嶋　亜也佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 女子 光高

708 柏木　晴妃 ｶｼﾜｷﾞ ﾊﾙｷ 女子 萩高

642 中村　実優 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 女子 田部高

265 幸田　まお ｺｳﾀﾞ ﾏｵ 女子 光高

7-2756 大西　沙稀 ｵｵﾆｼ ｻｷ 女子 環太平洋大

604 山本　和沙 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｻ 女子 下関中等(後)

310 榎枝　綾乃 ｴﾉｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 防府商工高

309 秋本　栞 ｱｷﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 防府商工高

144 國井　はづき ｸﾆｲ ﾊﾂﾞｷ 女子 高水高

517 落合　紗雪 ｵﾁｱｲ ｻﾕｷ 女子 宇部西高

436 堀田　麻琴 ﾎﾘﾀ ﾏｺﾄ 女子 宇部西高

317 菅　菜央 ｽｶﾞ ﾅｵ 女子 山口中央高

34 木下　優花 ｷﾉｼﾀ ﾕｶ 女子 島田中

644 山田　梨香子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 女子 梅光学院中
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女子やり投(0.600kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

6-282 加藤 瑞生 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 女子 京都教育大

8-1788 孫山　聰美 ﾏｺﾞﾔﾏ ｻﾄﾐ 女子 九州共立大

625 上田　沙希 ｳｴﾀﾞ ｻｷ 女子 田部高

372 小枝　香菜子 ｺｴﾀﾞ ｶﾅｺ 女子 野田学園高

310 榎枝　綾乃 ｴﾉｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 防府商工高

533 鶴井　美里 ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 女子 小野田高

7-2699 溝部　文月 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 女子 山口県立大

584 小林　実南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 女子 下関西高

353 堀田　彩 ﾎﾘﾀ ｱﾔ 女子 誠英高

568 平沼　侑花 ﾋﾗﾇﾏ  ﾕｳｶ 女子 豊浦高

321 森　周桜 ﾓﾘ ｻｸﾗ 女子 防府西高

532 梅本　紗奈 ｳﾒﾓﾄ ｻﾅ 女子 宇部中央高

351 平　育弥 ﾀｲﾗ ｲｸﾐ 女子 誠英高

268 河村　和佳 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 光高

640 長谷　成美 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾅﾙﾐ 女子 早鞆高

624 岩田　明日華 ｲﾜﾀ ｱｽｶ 女子 早鞆高

156 金川　京加 ｶﾜｶﾞﾜ ｷｮｳｶ 女子 岩国商高

644 山田　梨香子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 女子 梅光学院中
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