
成年男子100m 倉重　誠也 ｸﾗｼｹ ｾｲﾔ Ｓｔｅｏ
成年男子100m 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 東海大学
成年男子100m 上田　和志 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口大
成年男子100m 三宅　祥太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 山口大
成年男子100m 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 白銀AC
成年男子100m 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ ＯＰＣ
成年男子100m 冨野　晃嗣 ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ ＯＰＣ
成年男子100m 田中　博 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 山口大
成年男子100m 能美　新吾 ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ ＯＰＣ
成年男子100m 山本　祐一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ ＨＳＣ
成年男子100m 小笹　幸平 ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 東洋大
成年男子100m 谷口　大騎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山口大
成年男子100m 折田　将信 ｵﾘﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 山口大
成年男子100m 加藤　大志 ｶﾄｳ ﾀｲｼ 東洋鋼鈑
成年男子100m 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 防府市陸協
成年男子100m 椙山　祥吏 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳﾘ 岡山商大
成年男子100m 大谷　龍矢 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 岡山商大
成年男子100m 松村　渉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 環太大
成年男子100m 志賀　洵介 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 福岡大
成年男子100m 波多野　佑太 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ 創新A.C.
成年男子100m 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ＨＳＣ
成年男子100m 井上　修也 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ 山口大
成年男子100m 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 東ソー
成年男子100m 村崎　心哉 ﾑﾗｻｷ ｼﾝﾔ 大島郡陸協
成年男子100m 内海　佑弥 ｳﾁｳﾐ ﾕｳﾔ 山口合同ガス
成年男子100m 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 白銀AC
成年男子100m 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 東ソー
成年男子100m 瀬田　大輔 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東ソー

成年男子400m 井上　修也 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ 山口大
成年男子400m 宮崎　大宇 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 法政大
成年男子400m 小松　亮 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口大
成年男子400m 平野　一輝 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 山口大
成年男子400m 福田　浩二 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宇部市陸協
成年男子400m 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 東ソー
成年男子400m 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 防府市陸協
成年男子400m 横山　佳佑 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 環太大
成年男子400m 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 岡山商大
成年男子400m 原田　大輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口大
成年男子400m 平野　亮介 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｽｹ 山口大
成年男子400m 鶴原　優介 ﾂﾙﾊﾗ ﾕｳｽｹ 東ソー

成年男子800m 野村　直己 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口大
成年男子800m 和田　俊介 ﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ＨＳＣ
成年男子800m 嶋田　将大 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東ソー

成年男子110ｍＨ(1.067m) 川村　透 ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 山口大
成年男子110ｍＨ(1.067m) 岡中　文雄 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 日体大
成年男子110ｍＨ(1.067m) 杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 白銀AC

成年男子400ｍＨ(0.914m) 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 東海大学
成年男子400ｍＨ(0.914m) 小松　亮 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口大
成年男子400ｍＨ(0.914m) 佐々木　卓哉 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 山大医学部

成年男子走高跳 山本　響 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 山口大
成年男子走高跳 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 日大
成年男子走高跳 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ ＯＰＣ

成年男子棒高跳 滝口　哲矢 ﾀｷｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 九共大



成年男子棒高跳 渡辺　佑次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 下松市陸協
成年男子棒高跳 首藤　彰吾 ｼｭﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 山口大

成年男子走幅跳 小田　大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 日大
成年男子走幅跳 大下　潤也 ｵｵｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 東ソー
成年男子走幅跳 松村　渉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 環太大
成年男子走幅跳 廣田　裕生 ﾋﾛﾀ ﾔｽｵ 東洋鋼鈑
成年男子走幅跳 野稲　和博 ﾉｲﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 東洋鋼鈑
成年男子走幅跳 岩川　崇寛 ｲﾜｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 福岡大
成年男子走幅跳 出戸端　望 ﾃﾞﾄﾊﾀ ﾉｿﾞﾑ Ｓｔｅp
成年男子走幅跳 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 白銀AC

成年男子砲丸投(7.260kg) 大橋　忠司 ｵｵﾊｼﾀﾀﾞｼ 維新公園
成年男子砲丸投(7.260kg) 堀澤　一将 ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ トクヤマ

成年男子やり投(800g) 森崎　智貴 ﾓﾘｻｷ ﾄﾓｷ 宇部フロ大
成年男子やり投(800g) 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 防府市陸協
成年男子やり投(800g) 下村　亮 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾗ TEAM長州

少年男子Ａ100ｍ 福田　圭佑 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 防府西高
少年男子Ａ100ｍ 遠入　楓大 ｴﾝﾆｭｳ ﾌｳﾀ 宇部高
少年男子Ａ100ｍ 藤井　雄大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 山口高
少年男子Ａ100ｍ 池田　佳生 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 新南陽高
少年男子Ａ100ｍ 藤本　司 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂｶｻ 県鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 橋本　祥汰 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 徳山高専
少年男子Ａ100ｍ 宮本　涼平 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 萩商工高
少年男子Ａ100ｍ 長光　勇典 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｳｽｹ 山口高
少年男子Ａ100ｍ 岩本　拓海 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 防府高
少年男子Ａ100ｍ 伊藤　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 宇部鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 古木　宏典 ﾌﾙｷ ｺｳｽｹ 山口高
少年男子Ａ100ｍ 森山　祐樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 小野田工高
少年男子Ａ100ｍ 友松　弘斗 ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾛﾄ 田部高
少年男子Ａ100ｍ 山縣　翔 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳ 徳山高専
少年男子Ａ100ｍ 山本　恵大 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 下関中央工高
少年男子Ａ100ｍ 塩野　裕也 ｼｵﾉ ﾕｳﾔ 岩国工高
少年男子Ａ100ｍ 小林　雅弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 西京高
少年男子Ａ100ｍ 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 慶進高
少年男子Ａ100ｍ 池﨑　亮祐 ｲｹｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 田部高
少年男子Ａ100ｍ 作華　陸 ｻｯｶ ﾘｸ 山口高
少年男子Ａ100ｍ 中野　雅弘 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 早鞆高
少年男子Ａ100ｍ 川﨑　悠丘 ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ 宇部高
少年男子Ａ100ｍ 中村　優 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 県鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 右寺　郁弥 ﾐｷﾞﾃﾗ ﾌﾐﾔ 下関中央工高
少年男子Ａ100ｍ 後藤　力斗 ｺﾞﾄｳ ﾘｷﾄ 山口高
少年男子Ａ100ｍ 久保田　基幹 ｸﾎﾞﾀ ﾓﾄｷ 県鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 谷口　聖弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 徳山高専
少年男子Ａ100ｍ 小川　聖斗 ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 県鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 朝倉　龍生 ｱｻｸﾗ ﾘｭｳｷ 宇部鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 中本　遼太 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 萩商工高
少年男子Ａ100ｍ 森元　大道 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 高水高
少年男子Ａ100ｍ 西本　豊陸 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 下関中央工高
少年男子Ａ100ｍ 弘中　瑠偉輝 ﾋﾛﾅｶ ﾙｲｷ 県鴻城高
少年男子Ａ100ｍ 木村　昌哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 萩高
少年男子Ａ100ｍ 河村　直英 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 徳山高専
少年男子Ａ100ｍ 田中　亮斗 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 西京高
少年男子Ａ100ｍ 土屋　響生 ﾂﾁﾔ ﾋﾋﾞｷ 山口中央高
少年男子Ａ100ｍ 石川　大我 ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 小野田工高
少年男子Ａ100ｍ 塩山　健一 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 防府高
少年男子Ａ100ｍ 山富　智樹 ﾔﾏﾄﾞﾐ ﾄﾓｷ 県鴻城高



少年男子Ａ100ｍ 藤井　朋也 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ 宇部工高
少年男子Ａ100ｍ 野原　宏児 ﾉﾊﾗ ｺｳｼﾞ 萩高
少年男子Ａ100ｍ 金子　将大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 萩商工高
少年男子Ａ100ｍ 高橋　毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 下関西高
少年男子Ａ100ｍ 渡邉　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 山口高
少年男子Ａ100ｍ 吹上　泰之 ﾌｷｱｹﾞ ﾔｽﾕｷ 野田学園高

少年男子Ａ400ｍ 山田　航輔 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 宇部高
少年男子Ａ400ｍ 小倉　英典 ｵｸﾞﾗ ｴｲｽｹ 小野田工高
少年男子Ａ400ｍ 吉川　知実 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 県鴻城高
少年男子Ａ400ｍ 才原　亮 ｻｲﾊﾗ ﾘｮｳ 田部高
少年男子Ａ400ｍ 中西　達也 ﾅｶﾆｼ ﾀﾂﾔ 豊浦高
少年男子Ａ400ｍ 岩﨑　啓 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾑ 宇部高
少年男子Ａ400ｍ 綿屋　伊織 ﾜﾀﾔ ｲｵﾘ 宇部高
少年男子Ａ400ｍ 林　忠男 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ 徳山商工高
少年男子Ａ400ｍ 秋貞　勇輝 ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳｷ 宇部工高
少年男子Ａ400ｍ 日隈　凌 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 西京高
少年男子Ａ400ｍ 津田　愉大 ﾂﾀﾞ ﾕﾀﾞｲ 野田学園高
少年男子Ａ400ｍ 田村　怜陽 ﾀﾑﾗ ﾚｵ 新南陽高
少年男子Ａ400ｍ 松下　友哉 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 山口中央高
少年男子Ａ400ｍ 半晴　匠 ﾊﾝｾｲ ﾀｸﾐ 下関商業高
少年男子Ａ400ｍ 鮎川　真樹 ｱﾕｶﾜ ﾏｻｷ 山口高
少年男子Ａ400ｍ 中野　雄次 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ 早鞆高
少年男子Ａ400ｍ 朝倉　龍生 ｱｻｸﾗ ﾘｭｳｷ 宇部鴻城高
少年男子Ａ400ｍ 石和田　彰 ｲｼﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 田部高
少年男子Ａ400ｍ 倉重　友輔 ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 防府高
少年男子Ａ400ｍ 福田　圭佑 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 防府西高

少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 広森　瑞季 ﾋﾛﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 県鴻城高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 小林　雅弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 西京高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 徳永　優 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳ 西京高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 宇部高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 栗田　光希 ｸﾘﾀ ｺｳｷ 野田学園高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 下関西高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 黒田　佳祐 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 下関西高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 渡部　勇作 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｻｸ 下関西高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 内田　幸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 長府高
少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 倉重　友輔 ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 防府高

少年男子Ａ棒高跳 川間　羅聖 ｶﾜﾏ ﾗｷ 防府高
少年男子Ａ棒高跳 山中　秀晃 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 岩国工高
少年男子Ａ棒高跳 杉本　匠 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 防府商工高
少年男子Ａ棒高跳 船橋　祐貴 ﾌﾅﾊｼ ﾕｳｷ 防府高
少年男子Ａ棒高跳 重田　竜也 ｼｹﾞﾀ ﾘｭｳﾔ 南陽工高

少年男子Ａ走幅跳 蒲生　智 ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 山口中央高
少年男子Ａ走幅跳 福田　拓夢 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 徳山商工高
少年男子Ａ走幅跳 永田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 県鴻城高
少年男子Ａ走幅跳 河津　翔哉 ｶﾜﾂ ｼｮｳﾔ 西京高
少年男子Ａ走幅跳 高橋　毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 下関西高
少年男子Ａ走幅跳 後藤　慎平 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 西京高
少年男子Ａ走幅跳 沖　厚範 ｵｷ ｱﾂﾉﾘ 野田学園高
少年男子Ａ走幅跳 砂田　宗一郎 ｽﾅﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 野田学園高
少年男子Ａ走幅跳 宮本　涼平 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 萩商工高

少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 山本　勇万 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 野田学園高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 細森　康平 ﾎｿﾓﾘ ｺｳﾍｲ 田部高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 白石　健気 ｼﾗｲ ﾀﾃｷ 防府高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 上原　亮太 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 田部高



少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 岩橋　勇輝 ｲﾜﾊｼ ﾕｳｷ 防府高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 牧田　友晶 ﾏｷﾀ ﾄﾓｱｷ 宇部工高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 伊東　賢哉 ｲﾄｳ ｹﾝﾔ 田部高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 中田　大樹 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｷ 聖光高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 松永　涼 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｮｳ 下関工高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 森高　貫太 ﾓﾘﾀｶ ｶﾝﾀ 桜ケ丘高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 岩本　賢弥 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 誠英高
少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 寺尾　透真 ﾃﾗｵ ﾄｳﾏ 宇部工高

少年男子Ａやり投(800g) 佐藤　秀政 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾏｻ 田部高
少年男子Ａやり投(800g) 石光　貴司 ｲｼﾐﾂ ﾀｶｼ 防府高
少年男子Ａやり投(800g) 森下　和樹 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 下関西高
少年男子Ａやり投(800g) 吉規　孝志 ﾖｼｷ ﾀｶｼ 光高
少年男子Ａやり投(800g) 矢ヶ部　晃大 ﾔｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 下関西高
少年男子Ａやり投(800g) 伊藤　武尊 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 桜ケ丘高
少年男子Ａやり投(800g) 中村　梨央 ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ 岩国商高
少年男子Ａやり投(800g) 村上　喬一　 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｲﾁ 野田学園高
少年男子Ａやり投(800g) 山岡　聡 ﾔﾏｵｶ ｻﾄﾙ 聖光高
少年男子Ａやり投(800g) 金子　剛大 ｶﾈｺ ｺｳﾀ 防府高
少年男子Ａやり投(800g) 中野　廉 ﾅｶﾉ ﾚﾝ 下関工高

少年男子Ｂ100ｍ 縄田　来聖 ﾅﾜﾀ ﾗｲｾｲ 宇部鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 山田　志門 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾓﾝ 山口高
少年男子Ｂ100ｍ 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 周陽中
少年男子Ｂ100ｍ 大賀　正彦 ｵｵｶﾞ ﾏｻﾋｺ 西京高
少年男子Ｂ100ｍ 周田　圭史 ｽﾀﾞ ｹｲｼﾞ 岩国工高
少年男子Ｂ100ｍ 山田　樹欄 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾗﾝ 県鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 吉冨　友貴 ﾖｼﾄﾐ ﾕｳｷ 宇部工高
少年男子Ｂ100ｍ 田中　治樹 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 西京高
少年男子Ｂ100ｍ 有永　智哉 ｱﾘﾅｶﾞ ﾄﾓﾔ 宇部工高
少年男子Ｂ100ｍ 西本　有我 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 宇部鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 平岡　直也 ﾋﾗｵｶ ﾅｵﾔ 山口中央高
少年男子Ｂ100ｍ 戎﨑　達哉 ｴﾋﾞｽｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 宇部工高
少年男子Ｂ100ｍ 岩田　惇希 ｲﾜﾀ ﾄｼｷ 西京高
少年男子Ｂ100ｍ 樫部　聖人 ｶｼﾍﾞ ﾏｻﾄ 誠英高
少年男子Ｂ100ｍ 河村　至紀 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｷ 徳山高専
少年男子Ｂ100ｍ 上ヶ原　颯 ｶﾐｶﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 南陽工高
少年男子Ｂ100ｍ 廣森　裕汰 ﾋﾛﾓﾘ ﾕｳﾀ 岩国工高
少年男子Ｂ100ｍ 辻田　竜也 ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 下関中央工高
少年男子Ｂ100ｍ 藤井　卓弥 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 徳山商工高
少年男子Ｂ100ｍ 宮田　至道 ﾐﾔﾀ ﾉﾘﾐﾁ 誠英高
少年男子Ｂ100ｍ 沓野　翔 ｸﾂﾉ ｼｮｳ 小野田工高
少年男子Ｂ100ｍ 藤田　竜成 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 県鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 金子　瑞輝 ｶﾈｺ ﾐｽﾞｷ 田部高
少年男子Ｂ100ｍ 松本　涼之介 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾉｽｹ 宇部高
少年男子Ｂ100ｍ 岡辺　凌 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳ 宇部鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 藤本　将丞 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 防府高
少年男子Ｂ100ｍ 新田　一貴 ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ 下関中央工高
少年男子Ｂ100ｍ 中村　充希 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 宇部鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 大谷　修平 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 徳山商工高
少年男子Ｂ100ｍ 岩崎　純矢 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 光高
少年男子Ｂ100ｍ 伊藤　大河 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 野田学園高
少年男子Ｂ100ｍ 蒲生　望 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口高
少年男子Ｂ100ｍ 河野　嘉範 ｶﾜﾉ ﾖｼﾉﾘ 防府高
少年男子Ｂ100ｍ 池田　茄生 ｲｹﾀﾞ ｶｲ 新南陽高
少年男子Ｂ100ｍ 宝木　雅哉 ﾀｶﾗｷﾞ ﾏｻﾔ 宇部高
少年男子Ｂ100ｍ 原　仁一朗 ﾊﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 萩高
少年男子Ｂ100ｍ 北国　圭 ｷﾀｸﾞﾆ ｹｲ 萩高
少年男子Ｂ100ｍ 田村　紀樹 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 下関商業高



少年男子Ｂ100ｍ 椎原　素哉 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 下関西高
少年男子Ｂ100ｍ 松村　厚志 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｼ 徳山商工高
少年男子Ｂ100ｍ 吉松　京太 ﾖｼﾏﾂ ｷｮｳﾀ 宇部工高
少年男子Ｂ100ｍ 篠塚　脩平 ｼﾉﾂﾞｶ ｼｭｳﾍｲ 宇部高
少年男子Ｂ100ｍ 伊村　智之 ｲﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 早鞆高
少年男子Ｂ100ｍ 栗田　湧 ｸﾘﾀ ﾕｳ 宇部高
少年男子Ｂ100ｍ 岩本　紘希 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｷ 野田学園高
少年男子Ｂ100ｍ 高橋　悠真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 徳山商工高
少年男子Ｂ100ｍ 二宮　壮 ﾆﾉﾐﾔ ｿｳ 誠英高
少年男子Ｂ100ｍ 末永　大稀 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 萩商工高
少年男子Ｂ100ｍ 新井　誠也 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 宇部鴻城高
少年男子Ｂ100ｍ 仙田　優太 ｾﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 田部高
少年男子Ｂ100ｍ 山中　仁史 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾄｼ 誠英高
少年男子Ｂ100ｍ 沖　克哉 ｵｷ ｶﾂﾔ 岩国工高

少年男子Ｂ110ｍＨ(0.991m/9.14m) 斎藤　忠明 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ 新南陽高
少年男子Ｂ110ｍＨ(0.991m/9.14m) 井上　翔遥 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 西京高
少年男子Ｂ110ｍＨ(0.991m/9.14m) 福本　治哉 ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙﾔ 光高
少年男子Ｂ110ｍＨ(0.991m/9.14m) 鶴岡　陵弥 ﾂﾙｵｶ ﾘｮｳﾔ 防府高
少年男子Ｂ110ｍＨ(0.991m/9.14m) 香川　隼徳 ｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 宇部工高
少年男子Ｂ110ｍＨ(0.991m/9.14m) 藤本　将丞 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 防府高

少年男子Ｂ走幅跳 山﨑　真平 ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 徳山商工高
少年男子Ｂ走幅跳 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 西京高
少年男子Ｂ走幅跳 諸橋　瞬 ﾓﾛﾊｼ ｼｭﾝ 光高
少年男子Ｂ走幅跳 堂面　風雅 ﾄﾞｳﾒﾝ ﾌｳｶﾞ 西京高
少年男子Ｂ走幅跳 有熊　隆晃 ｱﾘｸﾏ ﾀｶｱｷ 南陽工高
少年男子Ｂ走幅跳 椎原　素哉 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 下関西高
少年男子Ｂ走幅跳 喜志多　友也 ｷｼﾀ ﾕｳﾔ 宇部工高
少年男子Ｂ走幅跳 新井　誠也 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 宇部鴻城高

少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 渡邉　裕介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 防府高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 荒瀬　雄慧 ｱﾗｾ ﾕｳﾀﾞｲ 野田学園中
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 猪熊　航太 ｲﾉｸﾏ ｺｳﾀ 野田学園高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 即席　裕樹 ｿｸｾｷ ﾋﾛｷ 光高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 石村　蓮 ｲｼﾑﾗ ﾚﾝ 岩国工高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 上ヶ原　颯 ｶﾐｶﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 南陽工高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 松岡　典雅 ﾏﾂｵｶ ﾃﾝﾏ 南陽工高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 森下　将也 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾔ 下関商業高
少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 矢原　誠也 ﾔﾊﾗ ｾｲﾔ 光高

少年男子共通800m 井村　直道 ｲﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 宇部工高
少年男子共通800m 三宝　帝斗 ｻﾝﾎﾟｳ ﾃｲﾄ 山口中央高
少年男子共通800m 松尾　周京 ﾏﾂｵ ｼｭｳｹｲ 慶進高
少年男子共通800m 藤本　大樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 岩国工高
少年男子共通800m 宮川　大樹 ﾐﾔｶﾜ ﾀﾞｲｷ 宇部工高
少年男子共通800m 占部　玲於奈 ｳﾗﾍﾞ ﾚｵﾅ 誠英高
少年男子共通800m 今岡　良太 ｲﾏｵｶ ﾘｮｳﾀ 山口中央高
少年男子共通800m 小松　朋矢 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 誠英高
少年男子共通800m 菊地　裕太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 岩国商高
少年男子共通800m 岩﨑　悠太 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 野田学園高
少年男子共通800m 藤﨑　大悟 ﾌｼﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 萩商工高
少年男子共通800m 岡本　勇二郎 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山口南支援
少年男子共通800m 榮福　知基 ｴｲﾌｸ ﾄﾓｷ 宇部工高
少年男子共通800m 田中　裕治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 新南陽高
少年男子共通800m 寺戸　仁 ﾃﾗﾄ ｼﾞﾝ 新南陽高
少年男子共通800m 小村　純太 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 野田学園高
少年男子共通800m 上野　慶太郎 ｳｴﾉ ｹｲﾀﾛｳ 豊浦高
少年男子共通800m 小松　侑矢 ｺﾏﾂ ﾕｷﾔ 誠英高



少年男子共通800m 中嶋　恭介 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｽｹ 南陽工高
少年男子共通800m 藤本　翔 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｹﾙ 宇部工高
少年男子共通800m 目　匠 ｻｯｶ ﾀｸﾐ 宇部工高
少年男子共通800m 山本　歩 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 山口中央高
少年男子共通800m 田中　智規 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 宇部工高
少年男子共通800m 三和　大地 ﾐﾜ ﾀﾞｲﾁ 山口中央高
少年男子共通800m 山田　健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 宇部工高
少年男子共通800m 森本　大雅 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 宇部工高

少年男子共通走高跳 伊藤　大河 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 野田学園高
少年男子共通走高跳 佐鹿　優也 ｻｼﾞｶ ﾕｳﾔ 誠英高
少年男子共通走高跳 中村　遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 誠英高
少年男子共通走高跳 岩本　啓睦 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛﾑ 誠英高
少年男子共通走高跳 山田　大貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 西京高
少年男子共通走高跳 山田　樹欄 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾗﾝ 県鴻城高

少年男子共通三段跳 吉長　崇 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶｼ 誠英高
少年男子共通三段跳 砂田　宗一郎 ｽﾅﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 野田学園高
少年男子共通三段跳 後藤　慎平 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 西京高
少年男子共通三段跳 久保田　基幹 ｸﾎﾞﾀ ﾓﾄｷ 県鴻城高
少年男子共通三段跳 渡壁　亮太 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 防府高

少年男子共通円盤投(1.750kg) 宮城　太一 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 早鞆高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 渡邉　直希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 下関西高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 金子　剛大 ｶﾈｺ ｺｳﾀ 防府高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 山本　陽平 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 宇部工高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 石光　貴司 ｲｼﾐﾂ ﾀｶｼ 防府高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 中村　一貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 聖光高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 諏訪　雄山 ｽﾜ ﾕｳｻﾞﾝ 桜ケ丘高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 初瀬　主嶺 ﾊﾂｾ ｼｭﾎｳ 聖光高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 渡邉　晴治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 下関西高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 菊谷　岬志 ｷｸﾀﾆ ｺｳｼ 下関西高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 山口　淳哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 宇部西高
少年男子共通円盤投(1.750kg) 古谷　智紀 ﾌﾙﾔ ﾄﾓｷ 山口中央高

成年女子100ｍ 佐々木　祐佳 ｻｻｷ ﾕｶ 青学大
成年女子100ｍ 松永　明莉 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 九共大
成年女子100ｍ 君嶋　愛梨沙 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 日体大
成年女子100ｍ 信龍　沙代子 ﾉﾌﾞﾘｭｳ ｻﾖｺ 環太大
成年女子100ｍ 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 周南市役所
成年女子100ｍ 黒瀬　温子 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 日体大

成年女子400ｍ 黒瀬　温子 ｸﾛｾ ｱﾂｺ 日体大
成年女子400ｍ 紙谷　鈴花 ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 九共大
成年女子400ｍ 藤井　里奈 ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 山口大

成年女子100mH(0.838m) 西山　華織 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 九共大

成年女子走高跳 山本　百華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ 下関西高
成年女子走高跳 伊藤　恵利 ｲﾄｳ ｴﾘ 萩商工高
成年女子走高跳 河村　明日香 ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ 誠英高
成年女子走高跳 山根　茉緒 ﾔﾏﾈ ﾏｵ 萩商工高
成年女子走高跳 弘中　美樹 ﾋﾛﾅｶ ﾐｷ 下関西高

成年女子走幅跳 宗村　麻理子 ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 美作大
成年女子走幅跳 牧原　香菜子 ﾏｷﾊﾗ ｶﾅｺ 山口大
成年女子走幅跳 浦山　静奈 ｳﾗﾔﾏ ｾｲﾅ 園田学園女大
成年女子走幅跳 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 周南市役所
成年女子走幅跳 轟　亜弥 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 県立大



成年女子ハンマー投(4.000kg) 大西　沙稀 ｵｵﾆｼ ｻｷ 環太大

成年女子やり投(600g) 溝部　文月 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 県立大
成年女子やり投(600g) 孫山　聡美 ﾏｺﾞﾔﾏ ｻﾄﾐ 九共大

加藤　瑞生 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 京都教育大

少年女子Ａ100ｍ 重元　花菜 ｼｹﾞﾓﾄ ｶﾅ 岩国商高
少年女子Ａ100ｍ 伊藤　綾香 ｲﾄｳ ﾘｮｳｶ 山口中央高
少年女子Ａ100ｍ 金子　涼音 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾈ 誠英高
少年女子Ａ100ｍ 村上　沙梨有 ﾑﾗｶﾐ ｻﾘｱ 豊浦高
少年女子Ａ100ｍ 宮本　まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 徳山商工高
少年女子Ａ100ｍ 福重　愛海 ﾌｸｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 徳山商工高
少年女子Ａ100ｍ 安部　優美香 ｱﾍﾞ ﾕﾐｶ 慶進高
少年女子Ａ100ｍ 小松　遥奈 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 慶進高
少年女子Ａ100ｍ 黒川　碧季 ｸﾛｶﾜ ｱｵﾘ 防府高
少年女子Ａ100ｍ 池口　風音 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 早鞆高
少年女子Ａ100ｍ 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 早鞆高
少年女子Ａ100ｍ 阪本　真唯 ｻｶﾓﾄ ﾏｲ 田部高
少年女子Ａ100ｍ 北村　可奈 ｷﾀﾑﾗ ｶﾅ 徳山商工高
少年女子Ａ100ｍ 重西　千恵望 ｵﾓﾆｼ ﾁｴﾐ 県鴻城高
少年女子Ａ100ｍ 三隅　理絵 ﾐｽﾐ ﾘｴ 宇部高
少年女子Ａ100ｍ 山村　萌佳 ﾔﾏﾑﾗ ﾓｶ 宇部西高
少年女子Ａ100ｍ 伊藤　梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 西京高
少年女子Ａ100ｍ 友景　彩乃 ﾄﾓｶｹﾞ ｱﾔﾉ 誠英高
少年女子Ａ100ｍ 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 徳山商工高
少年女子Ａ100ｍ 坂本　未来 ｻｶﾓﾄ ﾐｸ 宇部西高
少年女子Ａ100ｍ 山田　青空 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｿﾞﾗ 新南陽高
少年女子Ａ100ｍ 幾度　春香 ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ 田部高

少年女子Ａ400ｍ 松原　美優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 防府高
少年女子Ａ400ｍ 大田　侑以子 ｵｵﾀ ﾕｲｺ 山口高
少年女子Ａ400ｍ 古本　安依梨 ﾌﾙﾓﾄ ｱｲﾘ 下関商業高
少年女子Ａ400ｍ 大窪　美和子 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾜｺ 岩国商高
少年女子Ａ400ｍ 有田　知加 ｱﾘﾀ ﾄﾓｶ 徳山高
少年女子Ａ400ｍ 山田　玲緒菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｵﾅ 小野田工高
少年女子Ａ400ｍ 寄本　玲那 ﾖﾘﾓﾄ ﾚﾅ 長府高
少年女子Ａ400ｍ 安部　優美香 ｱﾍﾞ ﾕﾐｶ 慶進高
少年女子Ａ400ｍ 山根　涼子 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 宇部高
少年女子Ａ400ｍ 金子　涼音 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾈ 誠英高
少年女子Ａ400ｍ 富田　葉月 ﾄﾐﾀ ﾊﾂﾞｷ 徳山高
少年女子Ａ400ｍ 小糸　優芽 ｺｲﾄ ﾕﾒ 下関商業高

村田　一子 ﾑﾗﾀ ｲﾁｺ 梅光学院高

少年女子Ａ400mＨ(0.762m) 山本　百華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ 下関西高
少年女子Ａ400mＨ(0.762m) 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 西京高
少年女子Ａ400mＨ(0.762m) 早川　ひかり ﾊﾔｶﾜ ﾋｶﾘ 長府高
少年女子Ａ400mＨ(0.762m) 上田　真子 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 慶進高

少年女子Ａ走幅跳 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 西京高
少年女子Ａ走幅跳 沖谷　桜香 ｵｷﾀﾆ ﾊﾙｶ 山口中央高
少年女子Ａ走幅跳 中原　茜 ﾅｶﾊﾗ ｱｶﾈ 新南陽高
少年女子Ａ走幅跳 中谷　多瑛子 ﾅｶﾀﾆ ﾀｴｺ 西京高
少年女子Ａ走幅跳 小田草　史奈 ｵﾀﾞｸｻ ﾌﾐﾅ 防府西高
少年女子Ａ走幅跳 岩本　法子 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 山口高
少年女子Ａ走幅跳 小田　穂乃佳 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 早鞆高
少年女子Ａ走幅跳 池口　風音 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 早鞆高

少年女子Ｂ100ｍ 芝田　千尋 ｼﾊﾞﾀ ﾁﾋﾛ 宇部高



少年女子Ｂ100ｍ 山崎　菫 ﾔﾏｻｷ ｽﾐﾚ 防府高
少年女子Ｂ100ｍ 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 山口FSL
少年女子Ｂ100ｍ 花田　歩実 ﾊﾅﾀﾞ ｱﾐ 徳山商工高
少年女子Ｂ100ｍ 上野　晴菜 ｳｴﾉ ﾊﾙﾅ 徳山商工高
少年女子Ｂ100ｍ 田中　ひかり ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山口FSL
少年女子Ｂ100ｍ 川﨑　智咲　　 ｶﾜｻｷ ﾁｻ 防府高
少年女子Ｂ100ｍ 白石　真菜 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ 宇部高
少年女子Ｂ100ｍ 山田　智佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口中央高
少年女子Ｂ100ｍ 貞池　愛 ｻﾀﾞｲｹ ｱｲ 防府高
少年女子Ｂ100ｍ 白井　舞由子 ｼﾗｲ ﾏﾕｺ 防府高
少年女子Ｂ100ｍ 佐々木みやび ｻｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 下関中等
少年女子Ｂ100ｍ 松村　杏菜 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾝﾅ 早鞆高
少年女子Ｂ100ｍ 藤井　優花 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｶ 新南陽高
少年女子Ｂ100ｍ 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 西京高
少年女子Ｂ100ｍ 大川　理子 ｵｵｶﾜ ﾘｺ 宇部高
少年女子Ｂ100ｍ 永松　亜美 ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾐ 宇部高
少年女子Ｂ100ｍ 宗田　奈穂 ｿｳﾀﾞ ﾅﾎ 県鴻城高
少年女子Ｂ100ｍ 福地　野乃花 ﾌｸﾁ ﾉﾉｶ 山口高
少年女子Ｂ100ｍ メリットひなの メリット ﾋﾅﾉ 山口FSL
少年女子Ｂ100ｍ 田村　沙良 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 西京高
少年女子Ｂ100ｍ 山本　萌々莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓﾘ 鴻南中
少年女子Ｂ100ｍ 門田　彩乃 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 西京高
少年女子Ｂ100ｍ 福原　かほる ﾌｸﾊﾗ ｶｵﾙ 山口高
少年女子Ｂ100ｍ 金本　実華 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 徳山商工高

少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 秋本　萌衣 ｱｷﾓﾄ ﾓｴ 宇部高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 上野　綾華 ｳｴﾉ ｱﾔｶ 下関西高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 藤野　里彩 ﾌｼﾞﾉ ﾘｻ 新南陽高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 藤村　彩 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 西京高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 林　美妃 ﾊﾔｼ ﾐｷ 西京高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 白井　舞由子 ｼﾗｲ ﾏﾕｺ 防府高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 常重　晴海 ﾂﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾐ 下関西高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 桑原　明日香 ｸﾜﾊﾗ ｱｽｶ 防府西高
少年女子Ｂ100ｍＨ(0.762m/8.50m) 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 明木中

少年女子Ｂ走幅跳 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 西京高
少年女子Ｂ走幅跳 岡田　彩希 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 西京高
少年女子Ｂ走幅跳 佐伯　美奈 ｻｴｷ ﾐﾅ 川中中
少年女子Ｂ走幅跳 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 明木中
少年女子Ｂ走幅跳 岡　奈都輝 ｵｶ ﾅﾂｷ 山口中央高
少年女子Ｂ走幅跳 中村　朋美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 防府高
少年女子Ｂ走幅跳 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 山口FSL
少年女子Ｂ走幅跳 伊藤　純子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 宇部高
少年女子Ｂ走幅跳 永尾　まどか ﾅｶﾞｵ ﾏﾄﾞｶ 光高

少年女子共通800m 西村　未来 ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 光高
少年女子共通800m 杉本　南 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 南陽工高
少年女子共通800m 藤田　玲那 ﾌｼﾞﾀ ﾚﾅ 大内中
少年女子共通800m 福田　歩未 ﾌｸﾀﾞｱﾕﾐ 下松中
少年女子共通800m 吉木　愛海 ﾖｼｷ ｱﾐ 中村女高
少年女子共通800m 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 西京高
少年女子共通800m 富田　真帆 ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 中村女高
少年女子共通800m 宮崎　安奈 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾝﾅ 下関西高
少年女子共通800m 大田　美宙 ｵｵﾀ ﾐﾋﾛ 光高
少年女子共通800m 加藤　美鈴 ｶﾄｳ ﾐｽｽﾞ 光高
少年女子共通800m 早川　歩乃佳 ﾊﾔｶﾜ ﾎﾉｶ 下関西高
少年女子共通800m 加戸　愛里 ｶﾄﾞ ｱｲﾘ 岩国商高
少年女子共通800m 下村　晴 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 豊浦高
少年女子共通800m 網屋　千紗子 ｱﾐﾔ ﾁｻｺ 慶進高



少年女子共通800m 森本　彩香 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔｶ 光高
少年女子共通800m 若月　みのり ﾜｶﾂｷ ﾐﾉﾘ 光高
少年女子共通800m 武嶋　夏奈子 ﾀｹｼﾏｶﾅｺ 防府西高
少年女子共通800m 宮﨑　こまち ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾏﾁ 山口中央高
少年女子共通800m 多田　千尋 ﾀﾀﾞ ﾁﾋﾛ 新南陽高
少年女子共通800m 濵本　真美 ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾐ 岩国商高

少年女子共通砲丸投(4.000kg) 藤村　明日香 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｽｶ 西京高
少年女子共通砲丸投(4.000kg) 山口　奈都世 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾖ 防府高
少年女子共通砲丸投(4.000kg) 谷口　由莉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾘ 防府高
少年女子共通砲丸投(4.000kg) 藤永　麿由理 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏﾕﾘ 田布施農工高
少年女子共通砲丸投(4.000kg) 坂田　絢香 ｻｶﾀ ｱﾔｶ 光高

少年女子共通やり投(600g) 藤井　こころ ﾌｼﾞｲ ｺｺﾛ 防府高
少年女子共通やり投(600g) 柴田　紗樹 ｼﾊﾞﾀ ｻｷ 厚狭高
少年女子共通やり投(600g) 幸田　まお ｺｳﾀﾞ ﾏｵ 光高
少年女子共通やり投(600g) 畑　明日香 ﾊﾀ ｱｽｶ 聖光高
少年女子共通やり投(600g) 森　周桜 ﾓﾘ　ｻｸﾗ 防府西高
少年女子共通やり投(600g) 金川　京加 ｶﾅｶﾞﾜ ｷｮｳｶ 岩国商高
少年女子共通やり投(600g) 小林　若菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 防府高
少年女子共通やり投(600g) 河村　和佳 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 光高
少年女子共通やり投(600g) 小枝　香菜子 ｺｴﾀﾞ ｶﾅｺ 野田学園高
少年女子共通やり投(600g) 長谷　成美 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾅﾙﾐ 早鞆高
少年女子共通やり投(600g) 是此田　薫 ｺﾚｺﾀﾞ ｶｵﾘ 防府高
少年女子共通やり投(600g) 上田　沙希 ｳｴﾀﾞ ｻｷ 田部高
少年女子共通やり投(600g) 岩田　明日華 ｲﾜﾀ ｱｽｶ 早鞆高


