
番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子100m 202 土井　尚人 4 ﾄﾞｲ ﾅｵﾄ 島根 筑波大
2 男子100m 759 北村　拓也 3 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 広島 早稲田大
3 男子100m 254 門脇　優作 ｶﾀﾞﾜｷ ﾕｳｻｸ 島根 松江NGC
4 男子100m 26 石原　寛之 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取 鳥取AS
5 男子100m 934 作華　　陸 3 ｻｯｶ ﾘｸ 山口 山口高
6 男子100m 435 池田　晴悟 1 ｲｹﾀﾞ ｾｲｺﾞ 岡山 大阪体育大
7 男子100m 20 笹鹿　晶裕 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取 鳥取AS
8 男子100m 17 坂田　育斗 1 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取 鳥取育英高
9 男子100m 412 徳永　大地 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡山 岡山ＡＣ

10 男子100m 549 竹元　敦也 3 ﾀｹﾓﾄ ｱﾂﾔ 岡山 美作高
11 男子100m 437 秋山　大祐 M2 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 大阪体育大
12 男子100m 754 清水　宅麻 4 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広島 福山平成大
13 男子100m 438 岡部　佑紀 3 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 大阪体育大
14 男子100m 217 三上　航介 2 ﾐｶﾐ ｺｳｽｹ 島根 開星高
15 男子100m 907 塩山　健一 2 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 山口 防府高
16 男子100m 632 三浦　碧葉 1 ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ 広島 順天堂大
17 男子100m 206 漆谷　健太 ｳﾙｼﾀﾞﾆ ｹﾝﾀ 島根 TeamOJ
18 男子100m 699 小泉　貴裕 2 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 広島 広島経済大
19 男子100m 731 足立　達也 M2 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広島 広島大
20 男子100m 719 野田　悠斗 2 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 広島 盈進高
21 男子100m 228 住田　雅之 3 ｽﾐﾀ ﾏｻﾕｷ 島根 明誠高
22 男子100m 265 森　　知幸 2 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島根 島根大
23 男子100m 203 門脇　　凌 4 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 島根 岡山商科大
24 男子100m 495 下山　紘平 3 ｼﾓﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡山 岡山工高
25 男子100m 37 前田　浩輝 3 ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥取 倉吉東高
26 男子100m 915 内海　佑弥 ｳﾁｳﾐ ﾕｳﾔ 山口 山口合同ガス
27 男子100m 921 上田　和志 1 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口 山口大
28 男子100m 55 小林　太一 2 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取 鳥取商高
29 男子100m 847 田中　亮斗 3 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 山口 西京高
30 男子100m 19 前畑　良一 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取 鳥取AS
31 男子100m 832 宮本　泰成 2 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 山口 岡山商科大
32 男子100m 904 志賀　洵介 3 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 福岡大
33 男子100m 705 門脇　和人 2 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾄ 広島 広島経済大
34 男子100m 604 河野　修朔 3 ｺｳﾉ ｼｭｳｻｸ 広島 広島皆実高
35 男子100m 752 久保　健太 4 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 広島 福山平成大
36 男子100m 857 田村　紀樹 1 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山口 下関商業高
1 男子200m 457 高原　　毅 4 ﾀｶﾊﾗ ﾂﾖｼ 岡山 環太平洋大
2 男子200m 438 岡部　佑紀 3 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 岡山 大阪体育大
3 男子200m 437 秋山　大祐 M2 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 大阪体育大
4 男子200m 754 清水　宅麻 4 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 広島 福山平成大
5 男子200m 461 浅野慎之佑 3 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 岡山 広島経済大
6 男子200m 251 吉岡　慎司 4 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島根 吉備国際大
7 男子200m 719 野田　悠斗 2 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 広島 盈進高
8 男子200m 412 徳永　大地 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡山 岡山ＡＣ
9 男子200m 731 足立　達也 M2 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広島 広島大

10 男子200m 203 門脇　　凌 4 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 島根 岡山商科大
11 男子200m 934 作華　　陸 3 ｻｯｶ ﾘｸ 山口 山口高
12 男子200m 907 塩山　健一 2 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 山口 防府高
13 男子200m 833 坪根　勇生 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口 岡山商科大
14 男子200m 847 田中　亮斗 3 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 山口 西京高
15 男子200m 401 徳永　貴昭 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｱｷ 岡山 三菱自水島
16 男子200m 265 森　　知幸 2 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 島根 島根大
17 男子200m 561 中西　浩希 2 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ 岡山 倉敷芸科大
18 男子200m 287 嶋田　芳希 M2 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 島根 九州工業大
19 男子200m 605 角本　勇樹 2 ｶｸﾓﾄ ﾕｳｷ 広島 広島皆実高
20 男子200m 857 田村　紀樹 1 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山口 下関商業高
21 男子200m 874 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 東ソー
22 男子200m 279 西尾　颯汰 3 ﾆｼｵ ｿｳﾀ 島根 平田高
23 男子200m 606 小松　賢志郎 2 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島 広島皆実高
24 男子200m 752 久保　健太 4 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 広島 福山平成大
25 男子200m 55 小林　太一 2 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取 鳥取商高
1 男子400m 873 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口 東海大



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
2 男子400m 31 長谷川健太 2 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥取 立命館大
3 男子400m 401 徳永　貴昭 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｱｷ 岡山 三菱自水島
4 男子400m 736 舩越　由規 1 ﾌﾅｺｼ ﾖｼｷ 広島 国際武道大
5 男子400m 501 西角　隼人 2 ﾆｼｶﾄﾞ ﾊﾔﾄ 岡山 岡山工高
6 男子400m 840 横山　佳佑 3 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 山口 環太平洋大
7 男子400m 833 坪根　勇生 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口 岡山商科大
8 男子400m 471 宇野田和馬 3 ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山 一宮高
9 男子400m 605 角本　勇樹 2 ｶｸﾓﾄ ﾕｳｷ 広島 広島皆実高

10 男子400m 569 西川参志郎 3 ﾆｼｶﾜ ｻﾝｼﾛｳ 岡山 倉敷南高
11 男子400m 606 小松　賢志郎 2 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 広島 広島皆実高
12 男子400m 472 福島　一裕 3 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 一宮高
13 男子400m 700 岡本　朝日 1 ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ 広島 広島経済大
14 男子400m 730 坂井　駿介 3 ｻｶｲ  ｼｭﾝｽｹ 広島 広島大
15 男子400m 687 石井　章太 M2 ｲｼｲ  ｼｮｳﾀ 広島 広島市立大
16 男子400m 247 澁谷　　新 2 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝ 島根 環太平洋大
17 男子400m 694 澤田　翔太 3 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 広島 広島経済大
18 男子400m 693 西山　浩也 2 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾔ 広島 広島経済大
19 男子400m 232 新井　　啓 2 ﾆｲ ｹｲ 島根 明誠高
20 男子400m 402 木村　大輝 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 岡山 三菱自水島
21 男子400m 56 住谷　俊亮 1 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 鳥取商高
22 男子400m 872 内田　　幸 3 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 山口 長府高
23 男子400m 922 平野　一輝 2 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 山口 山口大
24 男子400m 834 桑田　大貴 3 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 岡山商科大
25 男子400m 233 大田　拓磨 2 ｵｵﾀ ﾀｸﾏ 島根 明誠高
26 男子400m 455 黒川　　慧 3 ｸﾛｶﾜ ｹｲ 岡山 環太平洋大
27 男子400m 28 山脇　竜徳 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取 鳥取AS
28 男子400m 908 藤本　将丞 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 山口 防府高
1 男子800m 923 野村　直己 2 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 山口大
2 男子800m 442 藤澤　桂一 4 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 岡山 関西学院大
3 男子800m 738 安田　理人 3 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾄ 広島 府中高
4 男子800m 698 中原　優斗 4 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広島 広島経済大
5 男子800m 470 徳永　　翼 2 ﾄｸﾅｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 岡山 操山高
6 男子800m 760 住田　和人 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 広島 広島市陸協
7 男子800m 607 齋藤　和希 1 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 広島 広島皆実高
8 男子800m 924 池崎　知海 3 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山口 山口大
9 男子800m 616 齋藤　祐輝 3 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 広島 宮島工業高

10 男子800m 726 村田　真樹 3 ﾑﾗﾀ ﾏｻｷ 広島 福岡大
11 男子800m 492 東　　広野 2 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾔ 岡山 岡山東商高
12 男子800m 846 松尾　周京 3 ﾏﾂｵ ｼｭｳｹｲ 山口 慶進高
13 男子800m 525 岡本　拓也 3 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 岡山 玉野光南高
14 男子800m 28 山脇　竜徳 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取 鳥取AS
15 男子800m 496 近藤　健太 2 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 岡山 岡山工高
16 男子800m 839 藤川　和矢 4 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山口 環太平洋大
17 男子800m 813 藤本　大樹 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口 岩国工業高
18 男子800m 233 大田　拓磨 2 ｵｵﾀ ﾀｸﾏ 島根 明誠高
19 男子800m 252 千原　康大 1 ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 広島経済大
20 男子800m 473 江國　雄大 2 ｴｸﾆ ﾕｳﾀﾞｲ 岡山 一宮高
21 男子800m 5 木下　功一 3 ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 鳥取 境高
22 男子800m 234 矢野　巧樹 1 ﾔﾉ ｺｳｷ 島根 明誠高
23 男子800m 570 風早　剛志 2 ｶｻﾞﾊﾔ ﾀｹｼ 岡山 倉敷南高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子1500m 850 中村　　駆 2 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 山口 西京高
2 男子1500m 877 河村　政伸 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 山口 トクヤマ
3 男子1500m 906 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 防府市陸協
4 男子1500m 698 中原　優斗 4 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 広島 広島経済大
5 男子1500m 878 藤井　祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 山口 トクヤマ
6 男子1500m 686 森　大輝 M2 ﾓﾘﾀ  ﾀﾞｲｷ 広島 広島市立大
7 男子1500m 252 千原　康大 1 ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 広島経済大
8 男子1500m 482 本郷　　諒 1 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳ 岡山 城東高
9 男子1500m 524 島袋マイキ 3 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｲｷ 岡山 玉野光南高

10 男子1500m 542 谷合　太一 2 ﾀﾆｱｲ ﾀｲﾁ 岡山 岡山商大附高
11 男子1500m 481 久安　康平 3 ﾋｻﾔｽ ｺｳﾍｲ 岡山 城東高
12 男子1500m 452 倉嶋　謙吾 3 ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 岡山 岡山県立大
13 男子1500m 284 三賀森智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 益田市陸協
14 男子1500m 523 金谷　慎也 3 ｶﾈﾀﾆ ｼﾝﾔ 岡山 倉敷鷲羽高
15 男子1500m 257 朝倉　一樹 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞｷ 島根 ホシザキ電機
1 男子5000m 409 岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 岡山 ＪＦＥ
2 男子5000m 875 福田　将治 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 山口 東ソー
3 男子5000m 284 三賀森智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 益田市陸協
4 男子5000m 253 光谷　雄佑 2 ﾐﾂﾀﾆ ﾕｳｽｹ 島根 広島経済大
5 男子5000m 242 亀地　貴哉 3 ｶﾒｼﾞ ﾀｶﾔ 島根 明誠高
1 男子10000m 643 圓井　彰彦 ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ 広島 マツダ
2 男子10000m 644 大須田　優二 ｵｵｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 広島 マツダ
3 男子10000m 411 高瀬　泰一 ﾀｶｾ ﾀｲﾁ 岡山 ＪＦＥ
4 男子10000m 410 大谷　健太 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ 岡山 ＪＦＥ
5 男子10000m 627 室田　祐司 ﾑﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 広島 ＪＦＥ
6 男子10000m 701 石川　雅之 2 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ 広島 広島経済大
7 男子10000m 918 頼岡　直也 ﾖﾘｵｶ ﾅｵﾔ 山口 山口合同ガス
8 男子10000m 920 斉藤　　亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 山口 山口合同ガス
9 男子10000m 255 豊田　浩司 ﾄﾖﾀ ｺｳｼﾞ 島根 鹿足郡陸協

10 男子10000m 241 入江廉太郎 3 ｲﾘｴ ﾚﾝﾀﾛｳ 島根 明誠高
11 男子10000m 243 野村　健策 2 ﾉﾑﾗ ｹﾝｻｸ 島根 明誠高
12 男子10000m 249 塩満　亮太 1 ｼｵﾐﾂ ﾘｮｳﾀ 島根 環太平洋大
13 男子10000m 282 下宮　隆行 ｼﾓﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 島根 雲南市陸協
14 男子10000m 292 月輪　浩之 ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根 島根ＡＣ



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子110mH(1.067m) 13 西澤　真徳 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取 鳥取陸協
2 男子110mH(1.067m) 459 櫻井　秀樹 3 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 岡山 美作大
3 男子110mH(1.067m) 413 田村　元弘 ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡山 岡山ＡＣ
4 男子110mH(1.067m) 684 髙山　峻野 2 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 広島 明治大
5 男子110mH(1.067m) 864 杉本　　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口 白銀AC
6 男子110mH(1.067m) 291 佐々木　拓 3 ｻｻｷ ﾀｸ 島根 熊本大
7 男子110mH(1.067m) 456 西　　勇亮 4 ﾆｼ ﾕｳｽｹ 岡山 環太平洋大
8 男子110mH(1.067m) 454 太田　拓也 3 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 岡山 岡山商科大
9 男子110mH(1.067m) 632 三浦　碧葉 1 ﾐｳﾗ ｱｵﾊﾞ 広島 順天堂大

10 男子110mH(1.067m) 245 松島　竜太 3 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾀ 島根 福岡教育大
11 男子110mH(1.067m) 44 藤井　亮汰 3 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取 倉吉総合産高
12 男子110mH(1.067m) 229 石田　龍星 3 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 島根 明誠高
13 男子110mH(1.067m) 499 田邉　大輔 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 岡山工高
14 男子110mH(1.067m) 270 北﨑　拓哉 1 ｷﾀｻﾞｷ ﾀｸﾔ 島根 島根大
15 男子110mH(1.067m) 288 山下　敬貴 2 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 島根 九州共立大
16 男子110mH(1.067m) 642 鐵口　蓮 2 ﾃﾂｸﾞﾁ ﾚﾝ 広島 日体大
17 男子110mH(1.067m) 753 曽根　大輝 4 ｿﾈ ﾀﾞｲｷ 広島 福山平成大
18 男子110mH(1.067m) 550 馬越　　響 2 ｳﾏｺｼ ﾋﾋﾞｷ 岡山 美作高
19 男子110mH(1.067m) 36 加藤　研三 3 ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 鳥取 倉吉東高
20 男子110mH(1.067m) 729 長岡　広樹 1 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｷ 広島 鹿屋体育大
21 男子110mH(1.067m) 692 和田木　湧 3 ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 広島 広島経済大
22 男子110mH(1.067m) 722 平棟　健 3 ﾋﾗﾑﾈ ﾀﾂﾙ 広島 岡山商科大
23 男子110mH(1.067m) 426 島村　　潤 ｼﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 岡山 ＯＵＦ
24 男子110mH(1.067m) 269 飯田　雅也 2 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾔ 島根 島根大
25 男子110mH(1.067m) 925 川村　　透 2 ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 山口 山口大
26 男子110mH(1.067m) 219 黒田　圭亮 4 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島根 松江高専
27 男子110mH(1.067m) 860 黒田　佳祐 2 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 下関西高
28 男子110mH(1.067m) 899 木村　昌哉 2 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 山口 萩高
29 男子110mH(1.067m) 849 井上　翔遥 1 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 山口 西京高
30 男子110mH(1.067m) 236 中尾宗一郎 2 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 明誠高
31 男子110mH(1.067m) 859 阿部　哲也 2 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 山口 下関西高
1 男子400mH(0.914m) 873 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口 東海大
2 男子400mH(0.914m) 633 平戸木　公太 1 ﾍﾄﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 広島 順天堂大
3 男子400mH(0.914m) 434 井上　　駆 1 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 岡山 立命館大
4 男子400mH(0.914m) 724 山本　諒 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 広島 関西学院大
5 男子400mH(0.914m) 291 佐々木　拓 3 ｻｻｷ ﾀｸ 島根 熊本大
6 男子400mH(0.914m) 736 舩越　由規 1 ﾌﾅｺｼ ﾖｼｷ 広島 国際武道大
7 男子400mH(0.914m) 761 藤井　宏樹 3 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 広島 関西大
8 男子400mH(0.914m) 730 坂井　駿介 3 ｻｶｲ  ｼｭﾝｽｹ 広島 広島大
9 男子400mH(0.914m) 417 田中　優樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 岡山 岡山ＡＣ

10 男子400mH(0.914m) 421 光木　　智 ﾐﾂｷ ｻﾄｼ 岡山 倉敷市消防局
11 男子400mH(0.914m) 270 北﨑　拓哉 1 ｷﾀｻﾞｷ ﾀｸﾔ 島根 島根大
12 男子400mH(0.914m) 725 鈴木　大志 3 ｽｽﾞｷ　ﾀｲｼ 広島 福岡大
13 男子400mH(0.914m) 623 尾川　翔一 3 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 広島 広島工大高
14 男子400mH(0.914m) 926 小松　　亮 4 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 山口 山口大
15 男子400mH(0.914m) 44 藤井　亮汰 3 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取 倉吉総合産高
16 男子400mH(0.914m) 53 谷口　真士 2 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取 広島経済大
17 男子400mH(0.914m) 608 園部　翔平 3 ｿﾉﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 広島 広島皆実高
18 男子400mH(0.914m) 687 石井　章太 M2 ｲｼｲ  ｼｮｳﾀ 広島 広島市立大
19 男子400mH(0.914m) 667 影山　好佑 3 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 広島 西条農高
20 男子400mH(0.914m) 480 太田　雅文 3 ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 岡山 城東高
21 男子400mH(0.914m) 246 宮崎　大樹 1 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 島根 福岡大
22 男子400mH(0.914m) 860 黒田　佳祐 2 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 下関西高
23 男子400mH(0.914m) 219 黒田　圭亮 4 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 島根 松江高専
24 男子400mH(0.914m) 872 内田　　幸 3 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 山口 長府高
25 男子400mH(0.914m) 441 井上　　亮 3 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 岡山 関西学院大
26 男子400mH(0.914m) 500 那須　宣行 2 ﾅｽ ﾉﾌﾞﾕｷ 岡山 岡山工高
27 男子400mH(0.914m) 260 遠藤　晴輝 2 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 島根 横田高
28 男子400mH(0.914m) 848 徳永　　優 2 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳ 山口 西京高
29 男子400mH(0.914m) 30 山増　和仁 2 ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥取 倉吉西高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子3000mSC(0.914m) 737 大工谷　秀平 ﾀﾞｲｸﾔ ｼｭｳﾍｲ 広島 世羅陸協
2 男子3000mSC(0.914m) 871 松藤　　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 山口 武田薬品
3 男子3000mSC(0.914m) 901 兼重　史穏 2 ｶﾈｼｹﾞ ｼｵﾝ 山口 広島経済大
4 男子3000mSC(0.914m) 290 野津　侑輝 ﾉﾂﾞ ﾕｳｷ 島根 桜江ＡＣ
5 男子3000mSC(0.914m) 683 越智　健一朗 ｵﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 広島 呉市陸協
6 男子3000mSC(0.914m) 703 青山　翔 3 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 広島 広島経済大
7 男子3000mSC(0.914m) 226 石橋　和大 3 ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 島根 松江農林高
8 男子3000mSC(0.914m) 458 吉野　正紘 3 ﾖｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 岡山 環太平洋大
9 男子3000mSC(0.914m) 702 余谷　一樹 1 ﾖﾀﾆ ｶｽﾞｷ 広島 広島経済大

10 男子3000mSC(0.914m) 856 宮本　　潤 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口 自衛隊山口
11 男子3000mSC(0.914m) 886 廣澤侑太郎 3 ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 山口 豊浦高
12 男子3000mSC(0.914m) 497 竹内　大将 2 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾏｻ 岡山 岡山工高
13 男子3000mSC(0.914m) 728 波平　憲人 1 ﾅﾐﾋﾗ ﾉﾘﾋﾄ 広島 鹿屋体育大
14 男子3000mSC(0.914m) 548 田頭　操真 2 ﾀｶﾞｼﾗ ｿｳﾏ 岡山 金光学園高
15 男子3000mSC(0.914m) 258 出川　　諄 ﾃﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝ 島根 ホシザキ電機
16 男子3000mSC(0.914m) 54 小谷　輝行 2 ｺﾀﾆ ﾃﾙﾕｷ 鳥取 広島経済大
17 男子3000mSC(0.914m) 256 森脇　　輝 ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 島根 ホシザキ電機
1 男子5000mW 697 山下　紘暉 4 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 広島 広島経済大
2 男子5000mW 740 山岡　祥悟 3 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳｺﾞ 広島 安芸南高
3 男子5000mW 541 梶　　海斗 2 ｶｼﾞ ｶｲﾄ 岡山 岡山商大附高
4 男子5000mW 546 遠山　航平 1 ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡山 倉敷翠松高
5 男子5000mW 544 出射　侑槻 2 ｲﾃﾞｲ ﾕｳｷ 岡山 岡山商大附高
6 男子5000mW 526 三浦　　慧 3 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 岡山 玉野光南高
7 男子5000mW 704 植木　貴洋 1 ｳｴｷ ﾀｶﾋﾛ 広島 広島経済大
8 男子5000mW 292 月輪　浩之 ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根 島根ＡＣ
9 男子5000mW 927 永尾　航平 1 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾍｲ 山口 山口大

10 男子5000mW 547 坪井　皓太 2 ﾂﾎﾞｲ ｺｳﾀ 岡山 倉敷翠松高
11 男子5000mW 732 岩田　啓佑 1 ｲﾜﾀ ｹｲｽｹ 広島 広島大
12 男子5000mW 609 吉本　大樹 3 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 広島 広島皆実高
13 男子5000mW 610 花守　朝哉 2 ﾊﾅﾓﾘ ﾄﾓﾔ 広島 広島皆実高
14 男子5000mW 898 佐々木貴裕 3 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 山口 萩高
15 男子5000mW 811 藤谷千休利 3 ﾌｼﾞﾀﾆ ｾﾝﾘ 山口 厚狭高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子4X100mR 大阪体育大 岡山 大阪体育大
2 男子4X100mR 鳥取AS 鳥取 鳥取AS
3 男子4X100mR 白銀AC 山口 白銀AC
4 男子4X100mR 岡山工高 岡山 岡山工高
5 男子4X100mR 岡山商科大学 山口 岡山商科大
6 男子4X100mR 岡山ＡＣ 岡山 岡山ＡＣ
7 男子4X100mR 市立呉高 広島 市立呉高
8 男子4X100mR 美作高 岡山 美作高
9 男子4X100mR 三菱自水島 岡山 三菱自水島

10 男子4X100mR 福山平成大 広島 福山平成大
11 男子4X100mR 広島皆実高 広島 広島皆実高
12 男子4X100mR 山口高 山口 山口高
13 男子4X100mR 広島経済大 広島 広島経済大
14 男子4X100mR 倉敷芸科大 岡山 倉敷芸科大
15 男子4X100mR 玉野光南高 岡山 玉野光南高
16 男子4X100mR 西京高 山口 西京高
17 男子4X100mR 倉敷工高 岡山 倉敷工高
18 男子4X100mR ＡＳフクヤマ 広島 ＡＳフクヤマ
19 男子4X100mR OPC 山口 OPC
20 男子4X100mR 広島大 広島 広島大
21 男子4X100mR 倉吉東高 鳥取 倉吉東高
22 男子4X100mR 城東高 岡山 城東高
23 男子4X100mR 修道大 広島 修道大
24 男子4X100mR 島根大学 島根 島根大
25 男子4X100mR 鳥取商高 鳥取 鳥取商高
26 男子4X100mR 山口県鴻城高 山口 山口県鴻城高
27 男子4X100mR 防府高 山口 防府高
28 男子4X100mR 明誠高校 島根 明誠高
29 男子4X100mR 明誠高校 島根 明誠高
30 男子4X100mR 八頭高 鳥取 八頭高
31 男子4X100mR 開星高 島根 開星高
32 男子4X100mR 境高 鳥取 境高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子4X400mR 島根大学 島根 島根大
2 男子4X400mR 広島皆実高 広島 広島皆実高
3 男子4X400mR 岡山大 広島 岡山大
4 男子4X400mR 城東高 岡山 城東高
5 男子4X400mR 倉敷工高 岡山 倉敷工高
6 男子4X400mR 倉敷芸科大 岡山 倉敷芸科大
7 男子4X400mR 高陽東高 広島 高陽東高
8 男子4X400mR 一宮高 岡山 一宮高
9 男子4X400mR 広島経済大 広島 広島経済大

10 男子4X400mR 宮島工業高 広島 宮島工業高
11 男子4X400mR 岡山工高 岡山 岡山工高
12 男子4X400mR 岡山大 岡山 岡山大
13 男子4X400mR 玉野光南高 岡山 玉野光南高
14 男子4X400mR 三菱自水島 岡山 三菱自水島
15 男子4X400mR 下関西高 山口 下関西高
16 男子4X400mR 西条農高 広島 西条農高
17 男子4X400mR 宇部工業高 山口 宇部工業高
18 男子4X400mR 宇部鴻城高 山口 宇部鴻城高
19 男子4X400mR 山口大学 山口 山口大
20 男子4X400mR 広島市立大 広島 広島市立大
21 男子4X400mR 徳山高専 山口 徳山高専
22 男子4X400mR 八頭高 鳥取 八頭高
23 男子4X400mR 倉吉東高 鳥取 倉吉東高
24 男子4X400mR 宇部高 山口 宇部高
25 男子4X400mR 鳥取AS 鳥取 鳥取AS
26 男子4X400mR 萩商工高 山口 萩商工高
27 男子4X400mR 開星高 島根 開星高
28 男子4X400mR 境高 鳥取 境高
29 男子4X400mR 明誠高 島根 明誠高
30 男子4X400mR 益田高 島根 益田高
1 男子走高跳 674 冨山　拓矢 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 広島 鶴学園クラブ
2 男子走高跳 947 上川　凌平 2 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 山口 日本大
3 男子走高跳 727 中西　佑介 1 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 広島 福岡大
4 男子走高跳 721 前田　直哉 2 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 広島 東海大
5 男子走高跳 807 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ 山口 OPC
6 男子走高跳 645 真野　友博 3 ｼﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 広島 山陽高
7 男子走高跳 218 平野　祐介 3 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 島根 筑波大
8 男子走高跳 424 辻本　裕臣 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｵﾐ 岡山 ＳＰＥ
9 男子走高跳 436 梶谷　　禎 1 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 岡山 大阪体育大

10 男子走高跳 494 廣田　勇一 3 ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 岡山 岡山工高
11 男子走高跳 204 石橋　　健 3 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ 島根 岡山商科大
12 男子走高跳 289 槇原　光基 1 ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 島根 九州共立大
13 男子走高跳 427 源内　寛己 2 ｹﾞﾝﾅｲ ﾋﾛｷ 岡山 慶応義塾大
14 男子走高跳 2 藤井　　丈 3 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 鳥取 境高
15 男子走高跳 527 濱中　良樹 3 ﾊﾏﾅｶ ﾖｼｷ 岡山 玉野光南高
16 男子走高跳 677 中川　智也 3 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 広島 九州共立大
17 男子走高跳 870 中村遼太郎 3 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 誠英高
18 男子走高跳 750 弓瀬　航 1 ﾕﾐｾ ﾜﾀﾙ 広島 修道大
19 男子走高跳 745 塩出　諒 2 ｼｵﾃﾞ ﾘｮｳ 広島 修道大
20 男子走高跳 205 坂野　亮次 1 ｻｶﾉ ﾘｮｳｼﾞ 島根 岡山商科大
21 男子走高跳 32 濱田　平良 2 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取 中京大
22 男子走高跳 280 柳楽　隼也 3 ﾅｷﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 島根 平田高
23 男子走高跳 925 川村　　透 2 ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 山口 山口大
24 男子走高跳 928 西村聡一朗 1 ﾆｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 山口大
25 男子走高跳 227 松本　善幸 2 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 島根 松江農林高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子棒高跳 286 澤　　慎吾 3 ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 島根 大社高
2 男子棒高跳 267 金山　周平 1 ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 島根 島根大
3 男子棒高跳 708 下瀬　翔貴 4 ｼﾓｾ ｼｮｳｷ 広島 環太平洋大
4 男子棒高跳 283 来間　弘樹 1 ｸﾙﾏ ｺｳｷ 島根 順天堂大
5 男子棒高跳 225 錦織　　実 3 ﾆｼｺﾘ ﾐﾉﾙ 島根 松江農林高
6 男子棒高跳 16 齊木　勇輝 ｻｲｷ ﾕｳｷ 鳥取 鳥取陸協
7 男子棒高跳 602 萩原　翔 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｹﾙ 広島 広大樟柳クラブ
8 男子棒高跳 723 田村　雄志 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 広島 広島SRPC
9 男子棒高跳 614 蔵田　雅典 2 ｸﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 広島 近大東広島高

10 男子棒高跳 685 山本　恵佑 2 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 広島 福山工業高
11 男子棒高跳 709 村上　健矢 1 ﾑﾗｶﾐ  ﾀﾂﾔ 広島 環太平洋大
12 男子棒高跳 416 藤尾　　悟 ﾌｼﾞｵ ｻﾄﾙ 岡山 岡山ＡＣ
13 男子棒高跳 624 佐野　恵史 3 ｻﾉ ｹｲｼ 広島 広島工大高
14 男子棒高跳 528 小西　龍太 3 ｺﾆｼ ﾘｭｳﾀ 岡山 玉野光南高
15 男子棒高跳 537 川野　幹久 3 ｶﾜﾉ ﾐｷﾋｻ 岡山 邑久高
16 男子棒高跳 625 岡本　崇志 1 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 広島 広島工大高
17 男子棒高跳 543 南條　　稜 2 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳ 岡山 岡山商大附高
18 男子棒高跳 843 滝口　哲矢 2 ﾀｷｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 山口 九州共立大
19 男子棒高跳 929 首藤　彰吾 2 ｼｭﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 山口 山口大
20 男子棒高跳 909 川間　羅聖 3 ｶﾜﾏ ﾗｷ 山口 防府高
21 男子棒高跳 838 林　　要瑠 3 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 山口 華陽中
22 男子棒高跳 545 水嶋　泰成 1 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ 岡山 岡山商大附高
23 男子棒高跳 45 向井　一鴻 2 ﾑｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 鳥取 倉吉総合産高
1 男子走幅跳 60 松浦　憲吾 4 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥取 美作大
2 男子走幅跳 566 藤原　駿也 2 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 岡山 広島経済大
3 男子走幅跳 464 水田　稔規 3 ﾐｽﾞﾀ ﾄｼｷ 岡山 福岡大
4 男子走幅跳 845 佐々木信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口 下松市陸協
5 男子走幅跳 739 廣田　雄大 1 ﾋﾛﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 中央大
6 男子走幅跳 720 髙橋　広明 2 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 広島 東海大
7 男子走幅跳 428 倉本　龍也 1 ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡山 日本大
8 男子走幅跳 748 村上　泰樹 1 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｷ 広島 修道大
9 男子走幅跳 675 長谷川　貴大 3 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 広島 九州共立大

10 男子走幅跳 865 松崎　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 山口 白銀AC
11 男子走幅跳 201 平松　忠浩 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾀﾞﾋﾛ 島根 アルプロン
12 男子走幅跳 415 溝邊　　悟 ﾐｿﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ 岡山 岡山ＡＣ
13 男子走幅跳 429 林　　　悟 4 ﾊﾔｼ ｻﾄﾙ 岡山 明治大
14 男子走幅跳 425 小林　祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岡山 ＩＰＵＡＣ
15 男子走幅跳 432 王野　裕貴 2 ｵｳﾉ ﾋﾛｷ 岡山 東海大
16 男子走幅跳 4 森山　大成 3 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 境高
17 男子走幅跳 842 松村　　渉 1 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 山口 環太平洋大
18 男子走幅跳 646 吉川　翔 3 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 広島 日本大
19 男子走幅跳 611 田嶋　郁也 2 ﾀｼﾞﾏ ｲｸﾔ 広島 広島皆実高
20 男子走幅跳 676 舛田　侑太 3 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 広島 九州共立大
21 男子走幅跳 876 大下　潤也 ｵｵｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 山口 東ソー
22 男子走幅跳 12 前垣　雅哉 3 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 鳥大医学部
23 男子走幅跳 940 蒲生　　智 3 ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 山口 山口中央高
24 男子走幅跳 803 馬渕　竜希 ﾏﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ 山口 OPC
25 男子走幅跳 231 浴元　　烈 3 ｴｷﾓﾄ ﾚﾂ 島根 明誠高
26 男子走幅跳 261 朝津　順平 2 ｱｻﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 横田高
27 男子走幅跳 905 伊藤　巧磨 4 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 山口 福山平成大
28 男子走幅跳 264 神田　健介 3 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｽｹ 島根 島根大
29 男子走幅跳 207 本田　翔梧 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根 浜田市陸協



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子三段跳 430 黒田　寛亮 4 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 岡山 東海大
2 男子三段跳 631 開内　健士郎 ﾋﾗｷｳﾁ ｹﾝｼﾛｳ 広島 広経大クラブ
3 男子三段跳 432 王野　裕貴 2 ｵｳﾉ ﾋﾛｷ 岡山 東海大
4 男子三段跳 866 川口　　翔 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ 山口 白銀AC
5 男子三段跳 498 佐々木拓海 2 ｻｻｷ ﾀｸﾐ 岡山 岡山工高
6 男子三段跳 919 藤澤　圭祐 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 山口 山口合同ガス
7 男子三段跳 889 淺田　伶駿 2 ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 山口 日本大
8 男子三段跳 867 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 山口 白銀AC
9 男子三段跳 511 大月　良雅 3 ｵｵﾂｷ ﾘｮｳｶﾞ 岡山 倉敷工高

10 男子三段跳 3 永澤竜太朗 3 ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥取 境高
11 男子三段跳 615 岩佐　光繁 ｲﾜｻ ﾐﾂｼｹﾞ 広島 広島市陸協
12 男子三段跳 641 廣田　聖人 3 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾄ 広島 修道高
13 男子三段跳 493 田口　世成 3 ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ 岡山 岡山工高
14 男子三段跳 509 平野　智己 2 ﾋﾛﾉ ﾄﾓｷ 岡山 倉敷古城池高
15 男子三段跳 930 山口　量皓 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口大
16 男子三段跳 897 塚本　英文 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 山口 萩市陸協
17 男子三段跳 48 神戸　力斗 3 ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 鳥取 八頭高
18 男子三段跳 931 吉田　春貴 4 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 山口 山口大
19 男子三段跳 414 塩見　将輔 ｼｵﾐ ﾏｻﾎ 岡山 岡山ＡＣ
20 男子三段跳 220 岡﨑　友聖 4 ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｻﾄ 島根 松江高専
21 男子三段跳 261 朝津　順平 2 ｱｻﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 横田高
22 男子三段跳 262 板持　貴久 2 ｲﾀﾓﾁ ﾀｶﾋｻ 島根 横田高
23 男子三段跳 51 小栗　拓海 2 ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取 八頭高
1 男子砲丸投(7.260kg) 812 大橋　忠司 ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 山口 維新公園
2 男子砲丸投(7.260kg) 680 山田　真史 2 ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｻｼ 広島 九州共立大
3 男子砲丸投(7.260kg) 21 黒松　直人 ｸﾛﾏﾂ ﾅｵﾄ 鳥取 鳥取AS
4 男子砲丸投(7.260kg) 403 藤岡　琢也 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾔ 岡山 三菱自水島
5 男子砲丸投(7.260kg) 281 福島翔太郎 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 BMAC
6 男子砲丸投(7.260kg) 622 中村　康智 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 広島 安芸高田市陸
7 男子砲丸投(7.260kg) 460 佐藤　　匠 4 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 岡山 広島大
8 男子砲丸投(7.260kg) 630 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 広島 広経大クラブ
9 男子砲丸投(7.260kg) 420 光永　知己 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 岡山 龍虎

10 男子砲丸投(7.260kg) 879 堀澤　一将 ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 山口 トクヤマ
11 男子砲丸投(7.260kg) 717 中平　圭祐 ﾅｶﾋﾗ ｹｲｽｹ 広島 竹原市陸協
12 男子砲丸投(7.260kg) 844 原田　翔平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 山口 九州工業大
13 男子砲丸投(7.260kg) 718 大本　達也 ｵｵﾓﾄ ﾀﾂﾔ 広島 竹原市陸協
14 男子砲丸投(7.260kg) 711 斉藤　睦 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 広島 ＴＢＳ
15 男子砲丸投(7.260kg) 463 池田　堅哉 1 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾔ 岡山 徳山大
16 男子砲丸投(7.260kg) 539 坪井　涼平 3 ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡山 就実高
17 男子砲丸投(7.260kg) 917 伊藤　友彰 ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山口 山口合同ガス
18 男子砲丸投(7.260kg) 530 問田　和雅 1 ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岡山 玉野光南高
19 男子砲丸投(7.260kg) 510 岡﨑　　誠 2 ｵｶｻﾞｷ ﾏｺﾄ 岡山 倉敷古城池高
20 男子砲丸投(7.260kg) 887 兼原　　翔 3 ｶﾈﾊﾗ ｼｮｳ 山口 奈古高
21 男子砲丸投(7.260kg) 540 柾岡真太朗 2 ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡山 就実高
22 男子砲丸投(7.260kg) 814 山田　正行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 山口 岩国市陸協



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子円盤投(2.000kg) 468 梶川　世紀 4 ｶｼﾞｶﾜ ｾｲｷ 岡山 九州共立大
2 男子円盤投(2.000kg) 681 厚見　幸 4 ｱﾂﾐ ｺｳ 広島 九州共立大
3 男子円盤投(2.000kg) 423 千々木　優 ﾁﾁﾞｷ ﾕｳ 岡山 ＳＰＥ
4 男子円盤投(2.000kg) 858 関根　昂之 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 山口 下関市陸協
5 男子円盤投(2.000kg) 278 勝部　悠介 4 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｽｹ 島根 島根大
6 男子円盤投(2.000kg) 808 笠本　英治 ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ 山口 TEAM長州
7 男子円盤投(2.000kg) 469 清水　郁宏 1 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋﾛ 岡山 鹿屋体育大
8 男子円盤投(2.000kg) 712 大石　博暁 ｵｵｲｼ ﾋﾛｱｷ 広島 ＴＢＳ
9 男子円盤投(2.000kg) 713 小早川　嵩 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｶｼ 広島 ＴＢＳ

10 男子円盤投(2.000kg) 35 濵﨑　貴行 4 ﾊﾏｻｷ ﾀｶﾕｷ 鳥取 岡山商科大
11 男子円盤投(2.000kg) 629 森田　辰大 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾋﾛ 広島 広経大クラブ
12 男子円盤投(2.000kg) 33 黒田　剛志 2 ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取 岡山大
13 男子円盤投(2.000kg) 467 中村　克也 1 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 岡山 九州共立大
14 男子円盤投(2.000kg) 714 西坂　官 ﾆｼｻｶ ﾂｶｻ 広島 ＴＢＳ
15 男子円盤投(2.000kg) 466 二宮　泰人 2 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾋﾄ 岡山 九州共立大
16 男子円盤投(2.000kg) 433 片山　和也 1 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山 中京大
17 男子円盤投(2.000kg) 626 荒谷　達也 3 ｱﾗﾀﾆ ﾀﾂﾔ 広島 如水館高
18 男子円盤投(2.000kg) 201 平松　忠浩 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾀﾞﾋﾛ 島根 アルプロン
19 男子円盤投(2.000kg) 538 大原　大亮 3 ｵｵﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 新見高
20 男子円盤投(2.000kg) 531 田村　基暉 1 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 岡山 玉野光南高
21 男子円盤投(2.000kg) 653 甲斐　公耀 3 ｶｲ ｷﾐｱｷ 広島 高陽東高
22 男子円盤投(2.000kg) 281 福島翔太郎 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 BMAC
23 男子円盤投(2.000kg) 277 数田　　優 2 ｶｽﾞﾀ ﾕｳ 島根 島根大
24 男子円盤投(2.000kg) 917 伊藤　友彰 ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山口 山口合同ガス
25 男子円盤投(2.000kg) 654 渡辺　敦也 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ 広島 高陽東高
26 男子円盤投(2.000kg) 837 岩本　和也 3 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 山口 小野田工業高
27 男子円盤投(2.000kg) 902 大塚　康平 2 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 山口 広島大
28 男子円盤投(2.000kg) 947 渡邉　直希 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 山口 下関西高
1 男子ハンマー投(7.260kg) 15 赤穂　弘樹 ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥取 鳥取陸協
2 男子ハンマー投(7.260kg) 419 土井田匡徳 ﾄﾞｲﾀ ﾏｻﾉﾘ 岡山 龍虎
3 男子ハンマー投(7.260kg) 259 松田　　堯 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 島根 コナミ松江
4 男子ハンマー投(7.260kg) 628 髙垣　奨義 3 ﾀｶｶﾞｷ ﾏｻﾖｼ 広島 鹿屋体育大
5 男子ハンマー投(7.260kg) 916 小田　洋一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山口 山口合同ガス
6 男子ハンマー投(7.260kg) 717 中平　圭祐 ﾅｶﾋﾗ ｹｲｽｹ 広島 竹原市陸協
7 男子ハンマー投(7.260kg) 903 斉藤　有生 4 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 山口 福岡大
8 男子ハンマー投(7.260kg) 52 前田　勝也 2 ﾏｴﾀ ﾏﾂﾔ 鳥取 日本大
9 男子ハンマー投(7.260kg) 465 松井　進吾 2 ﾏﾂｲ ｼﾝｺﾞ 岡山 九州共立大

10 男子ハンマー投(7.260kg) 422 片岡　俊介 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｽｹ 岡山 倉敷市消防局
11 男子ハンマー投(7.260kg) 715 渡辺　辰徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾂﾉﾘ 広島 ＴＢＳ
12 男子ハンマー投(7.260kg) 682 村上　大悟 1 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 広島 九州共立大
13 男子ハンマー投(7.260kg) 529 奥山　舜貴 3 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂｷ 岡山 玉野光南高
14 男子ハンマー投(7.260kg) 567 森元　鷹矢 3 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡山 環太平洋大
15 男子ハンマー投(7.260kg) 571 柚木　達郎 2 ﾕﾉｷ ﾀﾂﾛｳ 岡山 就実大
16 男子ハンマー投(7.260kg) 710 小柳　友也 1 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ 広島 環太平洋大
17 男子ハンマー投(7.260kg) 568 森元　勇気 1 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 岡山 環太平洋大
18 男子ハンマー投(7.260kg) 809 小野　功貴 ｵﾉ ｺｳｷ 山口 TEAM長州
19 男子ハンマー投(7.260kg) 431 真田　和麿 3 ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡山 東海大
20 男子ハンマー投(7.260kg) 746 藤原　凌 2 ﾌｼﾊﾗ ﾘｮｳ 広島 修道大
21 男子ハンマー投(7.260kg) 841 厚東　勇哉 2 ｺｳﾄｳ ﾕｳﾔ 山口 環太平洋大
22 男子ハンマー投(7.260kg) 910 白石　健気 2 ｼﾗｲｼ ﾀﾃｷ 山口 防府高
23 男子ハンマー投(7.260kg) 268 小浦　心充 3 ｺｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 島根 島根大
24 男子ハンマー投(7.260kg) 285 野田　嘉彦 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 島根 TeamOJ
25 男子ハンマー投(7.260kg) 248 原　　煕生 2 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 島根 環太平洋大



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子やり投(0.800kg) 14 高力　裕也 ｺｳﾘｷ ﾕｳﾔ 鳥取 鳥取陸協
2 男子やり投(0.800kg) 716 池田　康雄 ｲｹﾀﾞ ﾔｽｵ 広島 ＴＢＳ
3 男子やり投(0.800kg) 603 山本　一喜 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 広島 広大樟柳クラブ
4 男子やり投(0.800kg) 679 道上　雅晃 2 ﾐﾁｳｴ ﾏｻｱｷ 広島 九州共立大
5 男子やり投(0.800kg) 24 長谷　祐太 ﾊｾ ﾕｳﾀ 鳥取 鳥取AS
6 男子やり投(0.800kg) 601 桑田　和佳 ｸﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 広島 広大樟柳クラブ
7 男子やり投(0.800kg) 462 小坂　海登 3 ｺｻｶ ｶｲﾄ 岡山 福山平成大
8 男子やり投(0.800kg) 467 中村　克也 1 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 岡山 九州共立大
9 男子やり投(0.800kg) 810 下村　　亮 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾗ 山口 TEAM長州

10 男子やり投(0.800kg) 747 松村　優太 2 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 広島 修道大
11 男子やり投(0.800kg) 46 石坂　力成 2 ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥取 倉吉総合産高
12 男子やり投(0.800kg) 640 大林　智哉 3 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 広島 修道高
13 男子やり投(0.800kg) 449 小林　雄斗 1 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 岡山 岡山大
14 男子やり投(0.800kg) 678 小川　大智 1 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 広島 九州共立大
15 男子やり投(0.800kg) 209 山根　卓也 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ 島根 BMAC
16 男子やり投(0.800kg) 450 鈴木　寛也 3 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ 岡山 岡山県立大
17 男子やり投(0.800kg) 900 市川　宏文 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 山口 光市陸協
18 男子やり投(0.800kg) 755 水戸川　健太 3 ﾐﾄｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 広島 福山平成大
19 男子やり投(0.800kg) 451 坂本　裕太 2 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡山 岡山県立大
20 男子やり投(0.800kg) 453 三井　一輝 4 ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ 岡山 岡山理科大
21 男子やり投(0.800kg) 266 小加本裕真 2 ｺｶﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 島根 島根大
22 男子やり投(0.800kg) 890 村上　喬一 3 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｲﾁ 山口 野田学園高校
23 男子やり投(0.800kg) 47 山本　謙信 3 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 鳥取 八頭高
24 男子やり投(0.800kg) 210 山田　哲生 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂｵ 島根 ALSOK
25 男子やり投(0.800kg) 855 伊藤　武尊 2 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 山口 桜ヶ丘高
26 男子やり投(0.800kg) 1 細川　　尭 2 ﾎｿｶﾜ ﾕﾀｶ 鳥取 鳥取東高
27 男子やり投(0.800kg) 888 市川　康太 4 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 山口 名古屋大
28 男子やり投(0.800kg) 34 岡村　勇輝 2 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥取 岩美高
29 男子やり投(0.800kg) 208 森山　裕文 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 島根 BMAC
30 男子やり投(0.800kg) 263 寺尾　郁哉 3 ﾃﾗｵ ﾌﾐﾔ 島根 益田翔陽高
31 男子やり投(0.800kg) 250 藤田　大勲 1 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 島根 環太平洋大
32 男子やり投(0.800kg) 240 福島　昇治 3 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 島根 明誠高
33 男子やり投(0.800kg) 239 若林兼示郞 2 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 島根 明誠高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子100m 479 三宅真理奈 2 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡山 倉敷中央高
2 女子100m 677 沖　佳織 3 ｵｷ ｶｵﾘ 広島 愛知教育大
3 女子100m 556 松尾紗也可 4 ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 岡山 広島経済大
4 女子100m 548 加藤　宏美 2 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 岡山 美作高
5 女子100m 238 日野　依瑞 3 ﾋﾉ ｲｽﾞ 島根 大社高
6 女子100m 49 足立　紗輝 2 ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥取 鳥取西高
7 女子100m 423 久松花朱実 3 ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山 美作大
8 女子100m 207 三上　真奈 1 ﾐｶﾐ ﾏﾅ 島根 矢上高
9 女子100m 565 安井　瑞紀 3 ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 立命館大

10 女子100m 868 池口　風音 2 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 山口 早鞆高
11 女子100m 506 坪井わか菜 2 ﾂﾎﾞｲ ﾜｶﾅ 岡山 玉野光南高
12 女子100m 411 児島　里菜 2 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 岡山 東京学芸大
13 女子100m 603 湯淺　佳那子 2 ﾕｱｻ ｶﾅｺ 広島 広島皆実高
14 女子100m 653 筏津　沙紀 1 ｲｶﾀﾞﾂ ｻｷ 広島 美作大
15 女子100m 28 岩本　理沙 ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥取 SMTC
16 女子100m 669 桃谷　彩加 ﾓﾓﾀﾆ ｱﾔｶ 広島 ＤＨＣ
17 女子100m 241 水師　莉子 1 ﾐｽﾞｼ ﾘｺ 島根 大社高
18 女子100m 826 伊藤　梨乃 2 ｲﾄｳ ﾘﾉ 山口 西京高
19 女子100m 869 縄田　　結 2 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 山口 早鞆高
20 女子100m 495 岸　佳乃子 1 ｷｼ ｶﾉｺ 岡山 玉野光南高
21 女子100m 438 荒井麻莉子 3 ｱﾗｲ ﾏﾘｺ 岡山 一宮高
22 女子100m 508 大橋　沙季 3 ｵｵﾊｼ ｻｷ 岡山 玉野光南高
23 女子100m 637 安藤　もも 3 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島 比治山女子高
24 女子100m 601 本池　響 2 ﾓﾄｲｹ ﾋﾋﾞｷ 広島 基町高
25 女子100m 29 岡崎　麻央 3 ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥取 倉吉東高
26 女子100m 36 遠藤　菜々 1 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取 倉吉東高
27 女子100m 414 仁尾　友美 2 ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 立命館大
28 女子100m 486 板野　彩花 1 ｲﾀﾉ ｱﾔｶ 岡山 倉敷中央高
29 女子100m 235 森山　恵美 ﾓﾘﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 島根 大田市陸協
30 女子100m 827 田村　沙良 1 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 山口 西京高
31 女子100m 459 時信ゆきの 2 ﾀｷﾉﾌﾞ ﾕｷﾉ 岡山 岡山東商高
32 女子100m 57 三橋　真美 3 ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取 鳥取商高
33 女子100m 243 山田　みる 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾙ 島根 美作大
1 女子200m 479 三宅真理奈 2 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡山 倉敷中央高
2 女子200m 677 沖　佳織 3 ｵｷ ｶｵﾘ 広島 愛知教育大
3 女子200m 422 塩見　玲加 3 ｼｵﾐ ﾚｲｶ 岡山 環太平洋大
4 女子200m 556 松尾紗也可 4 ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 岡山 広島経済大
5 女子200m 25 岩崎　万季 2 ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥取 鳥取育英高
6 女子200m 207 三上　真奈 1 ﾐｶﾐ ﾏﾅ 島根 矢上高
7 女子200m 238 日野　依瑞 3 ﾋﾉ ｲｽﾞ 島根 大社高
8 女子200m 423 久松花朱実 3 ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾐ 岡山 美作大
9 女子200m 886 岩本　麻衣 3 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 山口 山口FSL

10 女子200m 601 本池　響 2 ﾓﾄｲｹ ﾋﾋﾞｷ 広島 基町高
11 女子200m 603 湯淺　佳那子 2 ﾕｱｻ ｶﾅｺ 広島 広島皆実高
12 女子200m 436 太田　有紀 1 ｵｵﾀ ﾕｷ 岡山 操山高
13 女子200m 483 齋藤　祐香 2 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 岡山 倉敷中央高
14 女子200m 655 荒川　瑛利樺 2 ｱﾗｶﾜ ｴﾘｶ 広島 市立呉高
15 女子200m 822 松永　明莉 1 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 山口 九州共立大
16 女子200m 637 安藤　もも 3 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島 比治山女子高
17 女子200m 869 縄田　　結 2 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 山口 早鞆高
18 女子200m 850 金子　涼音 3 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾈ 山口 誠英高
19 女子200m 410 大西美衣奈 3 ｵｵﾆｼ ﾐｲﾅ 岡山 ＯＳＩＴ＆Ｆ
20 女子200m 414 仁尾　友美 2 ﾆｵ ﾄﾓﾐ 岡山 立命館大
21 女子200m 681 讃岐　美野 3 ｻﾇｷ ﾐﾉ 広島 高陽東高
22 女子200m 867 村田　一子 3 ﾑﾗﾀ ｲﾁｺ 山口 梅光学院高
23 女子200m 724 山口　華子 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｺ 広島 盈進高
24 女子200m 201 桐田　康子 ｷﾘﾀ ﾔｽｺ 島根 益田市陸協
25 女子200m 57 三橋　真美 3 ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取 鳥取商高
26 女子200m 61 浅尾　まの 2 ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取 鳥取商高
27 女子200m 36 遠藤　菜々 1 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取 倉吉東高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子400m 480 荒島　夕里 2 ｱﾗｼﾏ ﾕﾘ 岡山 倉敷中央高
2 女子400m 601 本池　響 2 ﾓﾄｲｹ ﾋﾋﾞｷ 広島 基町高
3 女子400m 413 絹川　友梨 4 ｷﾇｶﾞﾜ ﾕﾘ 岡山 中央大
4 女子400m 546 大久保咲紀 2 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 岡山 金光学園高
5 女子400m 718 安田　夏生 2 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 安芸高
6 女子400m 680 小山田　みなみ 3 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島 高陽東高
7 女子400m 485 坂上　りま 2 ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾏ 岡山 倉敷中央高
8 女子400m 412 竹原　由梨 2 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山 早稲田大
9 女子400m 655 荒川　瑛利樺 2 ｱﾗｶﾜ ｴﾘｶ 広島 市立呉高

10 女子400m 604 音石　真実 3 ｵﾄｲｼ ﾏﾐ 広島 広島皆実高
11 女子400m 466 雪吉　真帆 3 ﾕｷﾖｼ ﾏﾎ 岡山 岡山南高
12 女子400m 439 備前　　綾 2 ﾋﾞｾﾞﾝ ｱﾔ 岡山 一宮高
13 女子400m 467 八田　彩水 3 ﾊｯﾀ ｱﾔﾐ 岡山 岡山南高
14 女子400m 821 紙谷　涼花 1 ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 山口 九州共立大
15 女子400m 11 小松　　華 3 ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取 境高
16 女子400m 605 石田　夢 2 ｲｼﾀﾞ ﾕﾒ 広島 広島皆実高
17 女子400m 804 山根　涼子 2 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 山口 宇部高
18 女子400m 861 兼平　恵美 3 ｶﾈﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 富田中
19 女子400m 606 上新　彩里 2 ｳｴｼﾝ ｱﾔﾘ 広島 広島皆実高
20 女子400m 867 村田　一子 3 ﾑﾗﾀ ｲﾁｺ 山口 梅光学院高
21 女子400m 878 松原　美優 2 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕｳ 山口 防府高
22 女子400m 31 森田　　和 2 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥取 倉吉東高
1 女子800m 679 石田　蘭 1 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 広島 福岡教育大
2 女子800m 715 池崎　愛里 1 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 広島 舟入高
3 女子800m 714 春成　桃 ﾊﾙﾅﾘ ﾓﾓ 広島 広島市陸協
4 女子800m 818 中村江里奈 3 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 山口 九州共立大
5 女子800m 684 室町　真希 2 ﾑﾛﾏﾁ ﾏｷ 広島 高陽東高
6 女子800m 427 岡崎　　霞 3 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡山 山口大
7 女子800m 825 福田　歩未 3 ﾌｸﾀﾞ ｱﾕﾐ 山口 下松中
8 女子800m 509 荒島　美羽 3 ｱﾗｼﾏ ﾐｳ 岡山 玉野光南高
9 女子800m 656 川口　梨帆 2 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ 広島 市立呉高

10 女子800m 861 兼平　恵美 3 ｶﾈﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ 山口 富田中
11 女子800m 670 林　沙知 1 ﾊﾔｼ ｻﾁ 広島 三原東高
12 女子800m 633 藤井　亜子 2 ﾌｼﾞｲ ｱｺ 広島 安古市高
13 女子800m 700 坪井　美羽 3 ﾂﾎﾞｲ ﾐｳ 広島 井口高
14 女子800m 518 西田　志織 2 ﾆｼﾀﾞ ｼｵﾘ 岡山 津山商高
15 女子800m 836 朽原かの子 2 ｸﾁﾊﾗ ｶﾉｺ 山口 下関中等
16 女子800m 1 北脇　亮子 2 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取 鳥取東高
17 女子800m 435 山下さりな 1 ﾔﾏｼﾀ ｻﾘﾅ 岡山 操山高
18 女子800m 454 吉川　歩実 3 ｷｯｶﾜ ｱﾕﾐ 岡山 岡山東商高
19 女子800m 2 言水日向子 3 ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ 鳥取 鳥取東高
20 女子800m 20 中原　　望 3 ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 鳥取湖陵高
21 女子800m 530 小池菜々子 2 ｺｲｹ ﾅﾅｺ 岡山 就実高
1 女子1500m 434 蜂谷　雪乃 2 ﾊﾁﾔ ﾕｷﾉ 岡山 操山高
2 女子1500m 435 山下さりな 1 ﾔﾏｼﾀ ｻﾘﾅ 岡山 操山高
3 女子1500m 427 岡崎　　霞 3 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ 岡山 山口大
4 女子1500m 823 濱田すみれ 2 ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 山口 岐陽中
5 女子1500m 1 北脇　亮子 2 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取 鳥取東高
6 女子1500m 20 中原　　望 3 ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 鳥取湖陵高
7 女子1500m 2 言水日向子 3 ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ 鳥取 鳥取東高
1 女子5000m 494 森宗　奈々 2 ﾓﾘｿｳ ﾅﾅ 岡山 玉野光南高
2 女子5000m 416 水元みのり 1 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾐﾉﾘ 岡山 関西外語大
3 女子5000m 468 岡　奈央子 3 ｵｶ ﾅｵｺ 岡山 岡山南高
4 女子5000m 620 芦田　明梨 3 ｱｼﾀﾞ ｱｶﾘ 広島 宮島工業高
5 女子5000m 877 横田　知佳 3 ﾖｺﾀ ﾁｶ 山口 広島大
6 女子5000m 244 金村　光里 ｶﾈﾑﾗ ﾋｶﾘ 島根 島根ＡＣ
7 女子5000m 493 八木　　遥 3 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 岡山 玉野光南高
8 女子5000m 630 植　陽菜 2 ｳｴ ﾊﾙﾅ 広島 福山暁の星高
9 女子5000m 3 前田　春奈 3 ﾏｴﾀ ﾊﾙﾅ 鳥取 鳥取東高

10 女子5000m 452 今井　玲花 3 ｲﾏｲ ﾚｲｶ 岡山 岡山東商高
11 女子5000m 631 森近　夏海 2 ﾓﾘﾁｶ ﾅﾂﾐ 広島 福山暁の星高
1 女子10000m 401 小原　　怜 ｵﾊﾗ ﾚｲ 岡山 天満屋



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
2 女子10000m 244 金村　光里 ｶﾈﾑﾗ ﾋｶﾘ 島根 島根ＡＣ
1 女子100mH(0.838m) 418 藤原　未来 4 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 岡山 武庫川女子大
2 女子100mH(0.838m) 417 松尾　実香 1 ﾏﾂｵ ﾐｶ 岡山 大阪成蹊大
3 女子100mH(0.838m) 826 伊藤　梨乃 2 ｲﾄｳ ﾘﾉ 山口 西京高
4 女子100mH(0.838m) 510 友光　千春 3 ﾄﾓﾐﾂ ﾁﾊﾙ 岡山 玉野光南高
5 女子100mH(0.838m) 65 廣賀　彩花 1 ﾋﾛｶﾞ ｱﾔｶ 鳥取 美作大
6 女子100mH(0.838m) 828 南野　智美 3 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山口 西京高
7 女子100mH(0.838m) 566 田邉　夕佳 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 岡山 環太平洋大
8 女子100mH(0.838m) 709 濱本　美穂 3 ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾎ 広島 広島経済大
9 女子100mH(0.838m) 403 橋本　真実 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 岡山 岡山ＡＣ

10 女子100mH(0.838m) 24 中井　夢実 2 ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥取 鳥取育英高
11 女子100mH(0.838m) 411 児島　里菜 2 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 岡山 東京学芸大
12 女子100mH(0.838m) 492 御船　　星 2 ﾐﾌﾈ ｱｶﾘ 岡山 倉敷工高
13 女子100mH(0.838m) 819 西山　華織 2 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山口 九州共立大
14 女子100mH(0.838m) 683 下谷　奈央 2 ｼﾀﾀﾞﾆ ﾅｵ 広島 高陽東高
15 女子100mH(0.838m) 436 太田　有紀 1 ｵｵﾀ ﾕｷ 岡山 操山高
16 女子100mH(0.838m) 481 守屋　紗恵 2 ﾓﾘﾔ ｻｴ 岡山 倉敷中央高
17 女子100mH(0.838m) 240 山上　萌菜 2 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾓｴﾅ 島根 大社高
18 女子100mH(0.838m) 607 小川　瑠 2 ｵｶﾞﾜ ﾙｲ 広島 広島皆実高
19 女子100mH(0.838m) 654 堀　遥菜 1 ﾎﾘ ﾊﾙﾅ 広島 美作大
20 女子100mH(0.838m) 453 剱持　　望 3 ｹﾝﾓﾂ ﾉｿﾞﾐ 岡山 岡山東商高
21 女子100mH(0.838m) 848 藤野　里彩 1 ﾌｼﾞﾉ ﾘｻ 山口 新南陽高
22 女子100mH(0.838m) 830 藤村　　彩 1 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山口 西京高
23 女子100mH(0.838m) 682 吉森　愛美 1 ﾖｼﾓﾘ ﾏﾅﾐ 広島 高陽東高
24 女子100mH(0.838m) 212 皆尾　早耶 1 ﾐﾅｵ ｻﾔ 島根 浜田高
25 女子100mH(0.838m) 47 田中　美月 2 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥取 鳥取西高
26 女子100mH(0.838m) 22 末次　　凛 3 ｽｴﾂｸﾞ ﾘﾝ 鳥取 米子西高
27 女子100mH(0.838m) 213 市木　由香 2 ｲﾁｷﾞ ﾕｶ 島根 浜田高
28 女子100mH(0.838m) 23 石上　彩佳 2 ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥取 米子西高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子400mH(0.762m) 413 絹川　友梨 4 ｷﾇｶﾞﾜ ﾕﾘ 岡山 中央大
2 女子400mH(0.762m) 418 藤原　未来 4 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 岡山 武庫川女子大
3 女子400mH(0.762m) 828 南野　智美 3 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山口 西京高
4 女子400mH(0.762m) 549 中川　　愛 2 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ 岡山 甲南大
5 女子400mH(0.762m) 711 山本　遥 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 広島 環太平洋大
6 女子400mH(0.762m) 710 川田　智恵 3 ｶﾜﾀﾞ ﾁｴ 広島 環太平洋大
7 女子400mH(0.762m) 680 小山田　みなみ 3 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 広島 高陽東高
8 女子400mH(0.762m) 511 佐桑　泉純 3 ｻｸﾜ ｲｽﾞﾐ 岡山 玉野光南高
9 女子400mH(0.762m) 412 竹原　由梨 2 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾘ 岡山 早稲田大

10 女子400mH(0.762m) 546 大久保咲紀 2 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 岡山 金光学園高
11 女子400mH(0.762m) 605 石田　夢 2 ｲｼﾀﾞ ﾕﾒ 広島 広島皆実高
12 女子400mH(0.762m) 632 森　菜乃夏 2 ﾓﾘ ﾅﾉｶ 広島 安古市高
13 女子400mH(0.762m) 819 西山　華織 2 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山口 九州共立大
14 女子400mH(0.762m) 485 坂上　りま 2 ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾏ 岡山 倉敷中央高
15 女子400mH(0.762m) 48 石名　　遥 2 ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取 鳥取西高
16 女子400mH(0.762m) 439 備前　　綾 2 ﾋﾞｾﾞﾝ ｱﾔ 岡山 一宮高
17 女子400mH(0.762m) 426 橋本　　育 3 ﾊｼﾓﾄ ｲｸ 岡山 吉備国際大
18 女子400mH(0.762m) 733 下紺　真緒 3 ｼﾓｺﾝ ﾏｵ 広島 沼田高
19 女子400mH(0.762m) 481 守屋　紗恵 2 ﾓﾘﾔ ｻｴ 岡山 倉敷中央高
20 女子400mH(0.762m) 421 楢崎　由惟 2 ﾅﾗｻｷ ﾕｲ 岡山 ＮＤ清心女大
21 女子400mH(0.762m) 693 備後　真衣 3 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾏｲ 広島 西条農高
22 女子400mH(0.762m) 404 若林　千裕 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 岡山 岡山ＡＣ
23 女子400mH(0.762m) 708 福島　美奈 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅ 広島 鶴学園クラブ
24 女子400mH(0.762m) 240 山上　萌菜 2 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾓｴﾅ 島根 大社高
25 女子400mH(0.762m) 670 林　沙知 1 ﾊﾔｼ ｻﾁ 広島 三原東高
26 女子400mH(0.762m) 491 渡邉　小春 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 岡山 倉敷工高
27 女子400mH(0.762m) 242 清水　美希 2 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 島根 美作大
28 女子400mH(0.762m) 824 林　　奈海 3 ﾊﾔｼ ﾅﾐ 山口 下松中
29 女子400mH(0.762m) 27 宇野　　悠 3 ｳﾉ ﾊﾙｶ 鳥取 岩美高
30 女子400mH(0.762m) 209 大庭由加里 2 ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ 島根 益田高
31 女子400mH(0.762m) 16 柏木　咲良 2 ｶｼﾜｷﾞ ｻｸﾗ 鳥取 境高
32 女子400mH(0.762m) 228 大谷　優奈 3 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾅ 島根 益田翔陽高
1 女子4X100mR 倉敷中央高 岡山 倉敷中央高
2 女子4X100mR 早鞆高 山口 早鞆高
3 女子4X100mR 玉野光南高 岡山 玉野光南高
4 女子4X100mR 高陽東高 広島 高陽東高
5 女子4X100mR 広島皆実高 広島 広島皆実高
6 女子4X100mR 市立呉高 広島 市立呉高
7 女子4X100mR 沼田高 広島 沼田高
8 女子4X100mR 西京高 山口 西京高
9 女子4X100mR 倉吉東高 鳥取 倉吉東高

10 女子4X100mR 倉敷南高 岡山 倉敷南高
11 女子4X100mR 一宮高 岡山 一宮高
12 女子4X100mR 岡山東商高 岡山 岡山東商高
13 女子4X100mR 井口高 広島 井口高
14 女子4X100mR 誠英高 山口 誠英高
15 女子4X100mR 就実高 岡山 就実高
16 女子4X100mR 境高 鳥取 境高
17 女子4X100mR 津山商高 岡山 津山商高
18 女子4X100mR 安古市高 広島 安古市高
19 女子4X100mR 川崎医福大 岡山 川崎医福大
20 女子4X100mR 西条農高 広島 西条農高
21 女子4X100mR 宇部中央高 山口 宇部中央高
22 女子4X100mR 鈴峯女子高 広島 鈴峯女子高
23 女子4X100mR 松江商業高 島根 松江商業高
24 女子4X100mR 鳥取商高 鳥取 鳥取商高
25 女子4X100mR 益田市陸協 島根 益田市陸協
26 女子4X100mR 富田中 山口 富田中
27 女子4X100mR 出雲高 島根 出雲高
28 女子4X100mR 八頭高 鳥取 八頭高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子4X400mR 倉敷中央高 岡山 倉敷中央高
2 女子4X400mR 広島皆実高 広島 広島皆実高
3 女子4X400mR 玉野光南高 岡山 玉野光南高
4 女子4X400mR 高陽東高 広島 高陽東高
5 女子4X400mR 西条農高 広島 西条農高
6 女子4X400mR 一宮高 岡山 一宮高
7 女子4X400mR 広島大 広島 広島大
8 女子4X400mR 岡山南高 岡山 岡山南高
9 女子4X400mR 安古市高 広島 安古市高

10 女子4X400mR 倉敷南高 岡山 倉敷南高
11 女子4X400mR 金光学園高 岡山 金光学園高
12 女子4X400mR 井口高 広島 井口高
13 女子4X400mR 西京高 山口 西京高
14 女子4X400mR 境高 鳥取 境高
15 女子4X400mR 比治山女子高 広島 比治山女子高
16 女子4X400mR 岡山東商高 岡山 岡山東商高
17 女子4X400mR 城東高 岡山 城東高
18 女子4X400mR 倉吉東高 鳥取 倉吉東高
19 女子4X400mR 倉敷芸科大 岡山 倉敷芸科大
20 女子4X400mR 市立呉高 広島 市立呉高
21 女子4X400mR 下関西高 山口 下関西高
22 女子4X400mR 沼田高 広島 沼田高
23 女子4X400mR 就実高 岡山 就実高
24 女子4X400mR 川崎医福大 岡山 川崎医福大
25 女子4X400mR 誠英高 山口 誠英高
26 女子4X400mR 宇部中央高 山口 宇部中央高
27 女子4X400mR 下関中等 山口 下関中等
28 女子4X400mR 三原東高 広島 三原東高
29 女子4X400mR 五日市高 広島 五日市高
30 女子4X400mR 防府高 山口 防府高
31 女子4X400mR 浜田高 島根 浜田高
32 女子4X400mR 宇部高 山口 宇部高
33 女子4X400mR 鳥取東高 鳥取 鳥取東高
34 女子4X400mR 益田翔陽高 島根 益田翔陽高
1 女子5000mW 802 竹内　万里 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 山口 宇部市陸協
2 女子5000mW 457 藤井　七海 3 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅﾐ 岡山 岡山東商高
3 女子5000mW 726 山田　千花 1 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 広島 広島大
4 女子5000mW 725 堀川　愛帆 2 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾎ 広島 福岡大
5 女子5000mW 499 小川　栞奈 2 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 岡山 玉野光南高
6 女子5000mW 623 平見　七海 2 ﾋﾗﾐ ﾅﾅﾐ 広島 川崎医福大
7 女子5000mW 64 浅尾　知佳 1 ｱｻｵ ﾁｶ 鳥取 美作大
8 女子5000mW 55 清水　　恵 3 ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 鳥取 八頭高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子走高跳 30 寺谷　諭美 3 ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥取 倉吉東高
2 女子走高跳 657 神田　菜摘 1 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 広島 市立呉高
3 女子走高跳 218 渡部　海帆 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 島根 出雲高
4 女子走高跳 13 河野恵里花 3 ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 境高
5 女子走高跳 239 志食　伶奈 2 ｼｼﾞｷ ﾚｲﾅ 島根 大社高
6 女子走高跳 433 中野　愛梨 1 ﾅｶﾉ ｱｲﾘ 岡山 朝日高
7 女子走高跳 431 岡本　彩奈 4 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 岡山 高知大
8 女子走高跳 842 山本　百華 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ 山口 下関西高
9 女子走高跳 829 岡田　彩希 1 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 山口 西京高

10 女子走高跳 407 樋口　利恵 ﾋｸﾞﾁ ﾘｴ 岡山 フェニックス
11 女子走高跳 476 大森菜桜子 1 ｵｵﾓﾘ ﾅｵｺ 岡山 岡山工高
12 女子走高跳 639 槇尾　渚 2 ﾏｷｵ ﾅｷﾞｻ 広島 比治山女子高
13 女子走高跳 517 竹本　実桜 3 ﾀｹﾓﾄ ﾐｵ 岡山 津山東高
14 女子走高跳 500 吉田　光里 2 ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 岡山 玉野光南高
15 女子走高跳 685 松岡　晴奈 1 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾅ 広島 高陽東高
16 女子走高跳 455 坪井　里菜 2 ﾂﾎﾞｲ ﾘﾅ 岡山 岡山東商高
17 女子走高跳 738 村上　愛未 1 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾐ 広島 修道大
18 女子走高跳 469 鈴木　麻由 2 ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 岡山 岡山南高
19 女子走高跳 602 田中　千遥 2 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 広島 基町高
20 女子走高跳 618 山岡　葵 2 ﾔﾏｵｶ ｱｵｲ 広島 三次高
21 女子走高跳 408 小野三津子 ｵﾉ ﾐﾂｺ 岡山 倉敷ＴＦＣ
22 女子走高跳 652 保井　茉萌 1 ﾔｽｲ ﾏﾎ 広島 山陽高
23 女子走高跳 10 土海ちあき 3 ﾄﾞｶｲ ﾁｱｷ 鳥取 至学館大
24 女子走高跳 15 手島　那奈 2 ﾃｼﾏ ﾅﾅ 鳥取 境高
25 女子走高跳 17 田中美桜子 2 ﾀﾅｶ ﾐｵｺ 鳥取 境高
26 女子走高跳 38 村島　果夏 1 ﾑﾗｼﾏ ｶﾅ 鳥取 倉吉東高
27 女子走高跳 34 清原　美咲 2 ｷﾖﾊﾗ ﾐｻｷ 鳥取 倉吉東高
28 女子走高跳 843 弘中　美樹 2 ﾋﾛﾅｶ ﾐｷ 山口 下関西高
29 女子走高跳 888 伊藤　恵利 3 ｲﾄｳ　ｴﾘ 山口 萩商工高
30 女子走高跳 889 山根　茉緒 3 ﾔﾏﾈ　ﾏｵ 山口 萩商工高
1 女子棒高跳 567 稲艸　夏姫 1 ｲﾅｸﾞｻ ﾅﾂｷ 岡山 環太平洋大
2 女子棒高跳 550 品川　文音 4 ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 岡山 岡山理科大
3 女子棒高跳 42 齊木杏祐華 3 ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取 倉吉総合産高
4 女子棒高跳 619 枝川　慧子 1 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾄｺ 広島 近大東広島高
5 女子棒高跳 430 林　　美咲 2 ﾊﾔｼ ﾐｻｷ 岡山 徳山大
6 女子棒高跳 815 栗原　奈々 3 ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ 山口 華陽中
7 女子棒高跳 816 田中　詩乃 2 ﾀﾅｶ ｼﾉ 山口 華陽中



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子走幅跳 707 佐藤　芳美 ｻﾄｳ ﾖｼﾐ 広島 鶴学園クラブ
2 女子走幅跳 847 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 山口 周南市役所
3 女子走幅跳 885 宗村麻理子 3 ﾑﾈﾑﾗ ﾏﾘｺ 山口 美作大
4 女子走幅跳 28 岩本　理沙 ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥取 SMTC
5 女子走幅跳 505 今濱　美咲 2 ｲﾏﾊﾏ ﾐｻｷ 岡山 玉野光南高
6 女子走幅跳 565 安井　瑞紀 3 ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 岡山 立命館大
7 女子走幅跳 548 加藤　宏美 2 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 岡山 美作高
8 女子走幅跳 564 中田　有香 1 ﾅｶﾀﾞ ﾕｶ 岡山 立命館大
9 女子走幅跳 26 小原　未陽 2 ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取 島根大

10 女子走幅跳 828 南野　智美 3 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山口 西京高
11 女子走幅跳 870 小田穂乃佳 2 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 山口 早鞆高
12 女子走幅跳 886 岩本　麻衣 3 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 山口 山口FSL
13 女子走幅跳 622 佛原　こうり 3 ﾌﾞﾂﾊﾗ ｺｳﾘ 広島 宮島工業高
14 女子走幅跳 608 桑畑　夢花 2 ｸﾜﾊﾞﾀ ﾕﾒｶ 広島 広島皆実高
15 女子走幅跳 868 池口　風音 2 ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ 山口 早鞆高
16 女子走幅跳 487 祢元　亜美 1 ﾈﾓﾄ ｱﾐ 岡山 倉敷中央高
17 女子走幅跳 14 宍戸　美咲 2 ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取 境高
18 女子走幅跳 482 宇埜史歩理 2 ｳﾉ ｼﾎﾘ 岡山 倉敷中央高
19 女子走幅跳 651 森内　砂希 2 ﾓﾘｳﾁ ｻｷ 広島 山陽高
20 女子走幅跳 717 木原　千花 3 ｷﾊﾗ ﾁｶ 広島 安芸高
21 女子走幅跳 529 福村　侑南 1 ﾌｸﾑﾗ ﾕｷﾅ 岡山 就実高
22 女子走幅跳 402 小橋　美紀 ｺﾊﾞｼ ﾐｷ 岡山 岡山ＡＣ
23 女子走幅跳 712 川田　理恵 1 ｶﾜﾀﾞ ﾘｴ 広島 環太平洋大
24 女子走幅跳 202 石川　育美 ｲｼｶﾜ ｲｸﾐ 島根 益田市陸協
25 女子走幅跳 56 福長ちひろ 3 ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取 鳥取商高
26 女子走幅跳 206 田邨　夏歩 3 ﾀﾑﾗ ｶﾎ 島根 金城中学
27 女子走幅跳 43 吉田　瑠花 1 ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥取 倉吉総合産高
28 女子走幅跳 37 牧野　里香 1 ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥取 倉吉東高
1 女子三段跳 801 白神　有美 ｼﾗｶﾞﾐ ﾕﾐ 山口 維新公園
2 女子三段跳 512 三宅　　歩 3 ﾐﾔｹ ｱﾕﾐ 岡山 玉野光南高
3 女子三段跳 712 川田　理恵 1 ｶﾜﾀﾞ ﾘｴ 広島 環太平洋大
4 女子三段跳 425 小野みどり 3 ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 岡山 美作大
5 女子三段跳 405 松山　朋子 ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓｺ 岡山 岡山ＡＣ
6 女子三段跳 717 木原　千花 3 ｷﾊﾗ ﾁｶ 広島 安芸高
7 女子三段跳 424 渡邊　冴理 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ 岡山 美作大
8 女子三段跳 651 森内　砂希 2 ﾓﾘｳﾁ ｻｷ 広島 山陽高
9 女子三段跳 13 河野恵里花 3 ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 境高

10 女子三段跳 205 部田しづく 2 ﾍﾀ ｼﾂﾞｸ 島根 松江高専
11 女子三段跳 678 中野　ひかる 3 ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ 広島 福岡教育大
12 女子三段跳 14 宍戸　美咲 2 ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取 境高
13 女子三段跳 456 落合　杏江 2 ｵﾁｱｲ ｷｮｳｺ 岡山 岡山東商高
14 女子三段跳 644 山田　小夏 2 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ 広島 五日市高
15 女子三段跳 639 槇尾　渚 2 ﾏｷｵ ﾅｷﾞｻ 広島 比治山女子高
16 女子三段跳 513 大亀　愛莉 2 ｵｵｶﾒ ｱｲﾘ 岡山 玉野光南高
17 女子三段跳 638 鳥居原　優 3 ﾄﾘｲﾊﾗ ﾕｳ 広島 比治山女子高
18 女子三段跳 527 根岸　志帆 3 ﾈｷﾞｼ ｼﾎ 岡山 就実高
19 女子三段跳 477 古澤　音羽 2 ﾌﾙｻﾜ ｵﾄﾊ 岡山 高松農高
20 女子三段跳 609 谷口　璃菜 3 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ 広島 広島皆実高
21 女子三段跳 440 越宗　咲衣 3 ｺｼﾑﾈ ｻｴ 岡山 一宮高
22 女子三段跳 441 三宅真理菜 1 ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡山 一宮高



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子砲丸投(4.000kg) 478 田中　来夢 3 ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 岡山 倉敷中央高
2 女子砲丸投(4.000kg) 502 葛原　麻結 2 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏﾕ 岡山 玉野光南高
3 女子砲丸投(4.000kg) 831 藤村明日香 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｽｶ 山口 西京高
4 女子砲丸投(4.000kg) 528 長谷井千咲 3 ﾊｾｲ ﾁｻ 岡山 就実高
5 女子砲丸投(4.000kg) 526 渡邊　理沙 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 岡山 就実高
6 女子砲丸投(4.000kg) 718 安田　夏生 2 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 広島 安芸高
7 女子砲丸投(4.000kg) 542 川上　詩織 2 ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ 岡山 倉敷翠松高
8 女子砲丸投(4.000kg) 501 藤田　佳世 2 ﾌｼﾞﾀ ｶﾖ 岡山 玉野光南高
9 女子砲丸投(4.000kg) 497 畑　　愛美 3 ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 岡山 玉野光南高

10 女子砲丸投(4.000kg) 208 野﨑　菜美 3 ﾉｻｷ ﾅﾐ 島根 益田高
11 女子砲丸投(4.000kg) 419 和田　綾乃 1 ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 岡山 岡山大
12 女子砲丸投(4.000kg) 692 日谷　真理恵 3 ﾋﾀﾞﾆ ﾏﾘｴ 広島 西条農高
13 女子砲丸投(4.000kg) 719 髙木　優子 2 ﾀｶｷ ﾕｳｺ 広島 安芸高
14 女子砲丸投(4.000kg) 860 藤永磨由理 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏﾕﾘ 山口 田布施農工高
15 女子砲丸投(4.000kg) 59 冨山ほのか 3 ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取 鳥取商高
16 女子砲丸投(4.000kg) 873 幸田　まお 3 ｺｳﾀﾞ ﾏｵ 山口 光高
17 女子砲丸投(4.000kg) 721 渡邊　彩 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 広島 安芸高
18 女子砲丸投(4.000kg) 52 山田　真規 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥取 八頭高
19 女子砲丸投(4.000kg) 720 大藤　詩絵里 1 ｵｵﾄｳ ｼｴﾘ 広島 安芸高
20 女子砲丸投(4.000kg) 54 山本　　彩 1 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥取 八頭高
21 女子砲丸投(4.000kg) 210 太田　純香 1 ｵｵﾀ ｽﾐｶ 島根 明誠高
22 女子砲丸投(4.000kg) 849 武居　沙耶 3 ﾀｹｽｴ ｻﾔ 山口 末武中
23 女子砲丸投(4.000kg) 874 坂田　絢香 1 ｻｶﾀ ｱﾔｶ 山口 光高
24 女子砲丸投(4.000kg) 851 井関　実里 2 ｲｾｷ ﾐｻﾄ 山口 誠英高
25 女子砲丸投(4.000kg) 876 岩本　　葵 3 ｲﾜﾓﾄ ｱｵｲ 山口 平川中
26 女子砲丸投(4.000kg) 237 渡部　瑠美 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐ 島根 大東高
27 女子砲丸投(4.000kg) 62 古田あかり 2 ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取 鳥取商高
28 女子砲丸投(4.000kg) 39 藤原　花梨 1 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ 鳥取 倉吉東高
1 女子円盤投(1.000kg) 526 渡邊　理沙 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 岡山 就実高
2 女子円盤投(1.000kg) 44 吉田　美月 2 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 鳥取 倉吉総合産高
3 女子円盤投(1.000kg) 528 長谷井千咲 3 ﾊｾｲ ﾁｻ 岡山 就実高
4 女子円盤投(1.000kg) 722 花村　咲 ﾊﾅﾑﾗ ｻｷ 広島 ＴＢＳ
5 女子円盤投(1.000kg) 875 中嶋亜也佳 3 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｶ 山口 光高
6 女子円盤投(1.000kg) 723 酒井　香織 ｻｶｲ  ｶｵﾘ 広島 ＴＢＳ
7 女子円盤投(1.000kg) 484 笹井菜々美 2 ｻｻｲ ﾅﾅﾐ 岡山 倉敷中央高
8 女子円盤投(1.000kg) 406 武田有希子 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｺ 岡山 龍虎
9 女子円盤投(1.000kg) 497 畑　　愛美 3 ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 岡山 玉野光南高

10 女子円盤投(1.000kg) 691 脇田　清加 1 ﾜｷﾀﾞ ｷﾖｶ 広島 西条農高
11 女子円盤投(1.000kg) 45 池田　有里 3 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘ 鳥取 倉吉総合産高
12 女子円盤投(1.000kg) 59 冨山ほのか 3 ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取 鳥取商高
13 女子円盤投(1.000kg) 873 幸田　まお 3 ｺｳﾀﾞ ﾏｵ 山口 光高
14 女子円盤投(1.000kg) 817 大西　沙稀 2 ｵｵﾆｼ ｻｷ 山口 環太平洋大
15 女子円盤投(1.000kg) 236 赤木　美保 3 ｱｶｷﾞ ﾐﾎ 島根 平田高
16 女子円盤投(1.000kg) 542 川上　詩織 2 ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ 岡山 倉敷翠松高
17 女子円盤投(1.000kg) 217 田中　伶奈 2 ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 島根 大田高
18 女子円盤投(1.000kg) 525 柴田恵梨菜 1 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘﾅ 岡山 就実高
19 女子円盤投(1.000kg) 835 木下　優花 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｶ 山口 島田中
20 女子円盤投(1.000kg) 62 古田あかり 2 ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取 鳥取商高
21 女子円盤投(1.000kg) 617 谷重　晴香 2 ﾀﾆｼｹﾞ ﾊﾙｶ 広島 三次高
22 女子円盤投(1.000kg) 616 炭本　真居子 3 ｽﾐﾓﾄ ﾏｲｺ 広島 豊栄中



番号 種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 女子ハンマー投(4.000kg) 432 有本　愛美 2 ｱﾘﾓﾄ ｱｲﾐ 岡山 九州共立大
2 女子ハンマー投(4.000kg) 502 葛原　麻結 2 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏﾕ 岡山 玉野光南高
3 女子ハンマー投(4.000kg) 719 髙木　優子 2 ﾀｶｷ ﾕｳｺ 広島 安芸高
4 女子ハンマー投(4.000kg) 713 花村　優 1 ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳ 広島 環太平洋大
5 女子ハンマー投(4.000kg) 428 高上　夏美 2 ﾀｶｳｴ ﾅﾂﾐ 岡山 徳山大
6 女子ハンマー投(4.000kg) 503 板垣いずみ 2 ｲﾀｶﾞｷ ｲｽﾞﾐ 岡山 玉野光南高
7 女子ハンマー投(4.000kg) 45 池田　有里 3 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘ 鳥取 倉吉総合産高
8 女子ハンマー投(4.000kg) 44 吉田　美月 2 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 鳥取 倉吉総合産高
9 女子ハンマー投(4.000kg) 504 野間　千尋 2 ﾉﾏ ﾁﾋﾛ 岡山 玉野光南高

10 女子ハンマー投(4.000kg) 236 赤木　美保 3 ｱｶｷﾞ ﾐﾎ 島根 平田高
11 女子ハンマー投(4.000kg) 720 大藤　詩絵里 1 ｵｵﾄｳ ｼｴﾘ 広島 安芸高
12 女子ハンマー投(4.000kg) 507 太田　枝里 1 ｵｵﾀ ｴﾘ 岡山 玉野光南高
13 女子ハンマー投(4.000kg) 676 堀部　真夜 2 ﾎﾘﾍﾞ ﾏﾖ 広島 三原東高
1 女子やり投(0.600kg) 46 手石　侑岐 2 ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥取 倉吉総合産高
2 女子やり投(0.600kg) 478 田中　来夢 3 ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 岡山 倉敷中央高
3 女子やり投(0.600kg) 420 白井　夕貴 M2 ｼﾗｲ ﾕｷ 岡山 岡山大
4 女子やり投(0.600kg) 820 孫山　聰美 2 ﾏｺﾞﾔﾏ ｻﾄﾐ 山口 九州共立大
5 女子やり投(0.600kg) 437 黒住　莉那 2 ｸﾛｽﾞﾐ ﾘﾅ 岡山 大安寺中等教
6 女子やり投(0.600kg) 498 松本さつき 3 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾂｷ 岡山 玉野光南高
7 女子やり投(0.600kg) 429 平川　貴恵 4 ﾋﾗｶﾜ ｷｴ 岡山 徳山大
8 女子やり投(0.600kg) 716 梅比良　理瑠 3 ｳﾒﾋﾗ ﾘﾙ 広島 安芸高
9 女子やり投(0.600kg) 409 宮本　育見 ﾐﾔﾓﾄ ｲｸﾐ 岡山 ＣＲＣ

10 女子やり投(0.600kg) 415 佐藤　瑠璃 4 ｻﾄｳ ﾙﾘ 岡山 立命館大
11 女子やり投(0.600kg) 496 常藤あゆみ 1 ﾂﾈﾄｳ ｱﾕﾐ 岡山 玉野光南高
12 女子やり投(0.600kg) 621 西本　安里 3 ﾆｼﾓﾄ ｱﾝﾘ 広島 宮島工業高
13 女子やり投(0.600kg) 208 野﨑　菜美 3 ﾉｻｷ ﾅﾐ 島根 益田高
14 女子やり投(0.600kg) 699 池田　冬乃 2 ｲｹﾀﾞ ﾌﾕﾉ 広島 西条農高
15 女子やり投(0.600kg) 21 濱本真有奈 3 ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 鳥取 鳥取湖陵高
16 女子やり投(0.600kg) 887 溝部　文月 3 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 山口 山口県立大
17 女子やり投(0.600kg) 852 平　　育弥 3 ﾀｲﾗ ｲｸﾐ 山口 誠英高
18 女子やり投(0.600kg) 853 堀田　　彩 3 ﾎﾘﾀ ｱﾔ 山口 誠英高
19 女子やり投(0.600kg) 884 森　　周桜 3 ﾓﾘ ｻｸﾗ 山口 防府西高
20 女子やり投(0.600kg) 4 三浦　菜穂 2 ﾐｳﾗ ﾅﾎ 鳥取 鳥取東高


