
一般男子100m

ナンバー 氏名 性別 所属名
17-11 川口　　翔 男子 下関
20-11 能美　新吾 男子 長門

8-6 北村　洋祐 男子 周南
12-39 山本　祐一 男子 山口
12-12 牛島　拓郎 男子 山口
17-12 杉本　　渉 男子 下関
17-10 金築　貴志 男子 下関
12-10 三宅　祥太 男子 山口
14-11 畑　　奉祐 男子 宇部
14-12 但馬　敦也 男子 宇部
12-8 田中　　博 男子 山口
1-6 藤本　凌志 男子 大島
7-6 前原　大地 男子 下松
8-5 瀬田　大輔 男子 周南

12-3 杢　　健寛 男子 山口
10-16 前田　祐欣 男子 防府
12-6 川村　　透 男子 山口
12-7 山口　量皓 男子 山口
20-7 秋本真之介 男子 長門

14-19 佐賀　祐介 男子 宇部
7-4 佐々木信一郎 男子 下松

12-1 原田　大輝 男子 山口
12-13 吉田　春貴 男子 山口
12-11 平野　亮介 男子 山口
17-14 松本　隆之 男子 下関
14-3 福田　浩二 男子 宇部
20-9 馬渕　竜希 男子 長門
1-2 村崎　心哉 男子 大島
7-5 梅本　健吾 男子 下松

17-7 安田　　衛 男子 下関
17-17 田内　祥汰 男子 下関
14-4 波多野佑太 男子 宇部
7-8 藤井　一貴 男子 下松

20-10 茂刈　優太 男子 長門
20-8 冨野　晃嗣 男子 長門
8-3 山崎　天彦 男子 周南

14-10 元永　貴大 男子 宇部
10-17 倉重　誠也 男子 防府
8-23 澤野　晃輔 男子 周南
12-9 山本　　響 男子 山口
14-1 佐々木翔太郎 男子 宇部
14-7 黒瀬　裕樹 男子 宇部
8-4 宮崎　　天 男子 周南
7-7 有馬　和仁 男子 下松

12-5 高井　健多 男子 山口
12-41 山村　正直 男子 山口
17-18 辻　　直人 男子 下関
12-42 寺山祥太郎 男子 山口
8-21 多原　祐樹 男子 周南
12-4 井上　修也 男子 山口
23-6 塚本　英文 男子 萩
23-7 川本　哲平 男子 萩

23-18 上田　和志 男子 萩

一般男子400m

ナンバー 氏名 性別 所属名
21-3 山本　浩次 男子 美祢
12-1 原田　大輝 男子 山口
8-21 多原　祐樹 男子 周南
8-20 三宅　恭平 男子 周南
1-5 谷本　裕俊 男子 大島



14-3 福田　浩二 男子 宇部
8-2 神徳　　毅 男子 周南

12-16 池崎　和海 男子 山口
20-7 秋本真之介 男子 長門
8-5 瀬田　大輔 男子 周南
7-5 梅本　健吾 男子 下松
8-3 山崎　天彦 男子 周南

14-18 宮本　翔太 男子 宇部
12-15 高森　　暁 男子 山口
10-16 前田　祐欣 男子 防府
12-4 井上　修也 男子 山口

12-14 宮本　　葵 男子 山口
20-3 河本　洋人 男子 長門
23-7 川本　哲平 男子 萩

一般男子1500m

ナンバー 氏名 性別 所属名
8-7 金子　　泰 男子 周南

8-11 嶋田　将大 男子 周南
6-24 中崎　　洸 男子 光

20-15 岩見　高尚 男子 長門
12-19 岡崎　駿介 男子 山口
8-26 内田　　翔 男子 周南
8-25 白井　史朗 男子 周南
1-3 濱本　健太 男子 大島

14-15 吉永　拓磨 男子 宇部
1-4 三村　裕矢 男子 大島

8-19 山本  翔太 男子 周南
14-20 松下　広憲 男子 宇部
14-14 森本　琢也 男子 宇部
12-18 倉田　京右 男子 山口
8-17 上杉  拓也 男子 周南
20-6 睦田　尚玄 男子 長門

12-17 高　　裕登 男子 山口
20-1 有田　清一 男子 長門
6-2 末弘光次郎 男子 光
6-5 中倉　隆之 男子 光

6-20 山田　崇之 男子 光
14-17 玉木　亮成 男子 宇部
6-19 星出　智久 男子 光
21-2 岡崎　輝義 男子 美祢

14-23 原田　涼佑 男子 宇部
15-4 白石　大雅 男子 山陽小野田
8-22 山本　慎隆 男子 周南

12-15 高森　　暁 男子 山口
14-2 大田　勝己 男子 宇部
23-4 大島　　透 男子 萩
23-8 上田　　亮 男子 萩
23-9 羽鳥　辰史 男子 萩

23-10 熊給　大貴 男子 萩
23-11 坂本　　章 男子 萩
23-14 徳永　　涼 男子 萩
23-15 中村　和也 男子 萩

一般男子5000m



ナンバー 氏名 性別 所属名
8-8 磯村　俊祐 男子 周南

12-21 高見　雄飛 男子 山口
6-1 藤本　正洋 男子 光

17-8 頼岡　直也 男子 下関
6-23 鶴田　康作 男子 光

12-20 松本　光司 男子 山口
6-3 都野　泰平 男子 光

20-15 岩見　高尚 男子 長門
14-15 吉永　拓磨 男子 宇部
6-21 高橋　陽平 男子 光
8-9 原田　脩平 男子 周南

8-26 内田　　翔 男子 周南
14-16 西村　知之 男子 宇部
12-28 塗木　裕介 男子 山口
6-22 鶴田　健造 男子 光

12-22 貝田　　航 男子 山口
8-12 江本　翔太 男子 周南
7-3 西村幸太郎 男子 下松

8-10 船場　文太 男子 周南
8-19 山本  翔太 男子 周南
6-2 末弘光次郎 男子 光
6-5 中倉　隆之 男子 光
6-4 市川　秦祐 男子 光

12-18 倉田　京右 男子 山口
6-25 山門　架偉 男子 光
5-2 橋本　裕貴 男子 柳井

14-22 森井　凌太 男子 宇部
14-23 原田　涼佑 男子 宇部
8-11 嶋田　将大 男子 周南
8-13 鶴原　優介 男子 周南
8-14 松原祐一郎 男子 周南
8-25 白井　史朗 男子 周南
8-29 斉藤　寛明 男子 周南

12-29 綿谷　幸治 男子 山口
12-30 真崎　　健 男子 山口
23-8 上田　　亮 男子 萩

23-12 光永　大輝 男子 萩
23-13 中村　勇太 男子 萩
23-16 西林　佳人 男子 萩
23-17 松田　大樹 男子 萩

一般男子110mH(1.067m)

ナンバー 氏名 性別 所属名
17-12 杉本　　渉 男子 下関
12-6 川村　　透 男子 山口

17-16 池田　聖也 男子 下関
17-19 岡村　　剛 男子 下関
14-21 岡本　嵩史 男子 宇部
14-7 黒瀬　裕樹 男子 宇部

12-47 山縣　規人 男子 山口
14-18 宮本　翔太 男子 宇部

一般男子4X100mR

チーム名 氏名 所属名



下松 廣田　裕生 下松
佐々木信一郎 下松
梅本　健吾 下松
前原　大地 下松
有馬　和仁 下松
藤井　一貴 下松

周南 神徳　　毅 周南
山崎　天彦 周南
宮崎　　天 周南
瀬田　大輔 周南
北村　洋祐 周南
多原　祐樹 周南

山口A 原田　大輝 山口
杢　　健寛 山口
井上　修也 山口
牛島　拓郎 山口

山口B 川村　　透 山口
田中　　博 山口
山本　　響 山口
三宅　祥太 山口

山口C 金子　隆明 山口
山本　祐一 山口
池田　博之 山口
山村　正直 山口
山縣　規人 山口

長門 秋本真之介 長門
冨野　晃嗣 長門
馬渕　竜希 長門
茂刈　優太 長門
能美　新吾 長門
杉井　亮太 長門

宇部 宮田　翔太 宇部
佐賀　祐介 宇部
山田　　城 宇部
佐々木卓哉 宇部

一般男子4X400mR

チーム名 氏名 所属名
周南 小田  康太 周南

三宅　恭平 周南
多原　祐樹 周南
澤野　晃輔 周南

山口 宮本　　葵 山口
高森　　暁 山口
池崎　和海 山口
岡崎　駿介 山口

宇部 元永　貴大 宇部
佐賀　祐介 宇部
山田　　城 宇部
佐々木卓哉 宇部

萩 熊給　大貴 萩
中村　勇太 萩
徳永　　涼 萩
中村　和也 萩
西林　佳人 萩
松田　大樹 萩



30歳代男子100m

ナンバー 氏名 性別 所属名
21-3 山本　浩次 男子 美祢

12-43 能美　智秀 男子 山口
10-14 村田　純一 男子 防府
12-47 山縣　規人 男子 山口
20-3 河本　洋人 男子 長門

30歳代男子1500m

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-1 藤本　正洋 男子 光
8-8 磯村　俊祐 男子 周南
5-3 本祥　良太 男子 柳井

21-3 山本　浩次 男子 美祢
8-15 北村　拓也 男子 周南

40歳代男子100m

ナンバー 氏名 性別 所属名
8-2 神徳　　毅 男子 周南

21-1 坪根　一行 男子 美祢
12-38 金子　隆明 男子 山口
6-11 森下　哲夫 男子 光
14-6 山田　洋治 男子 宇部

12-40 池田　博之 男子 山口
3-2 田熊康一郎 男子 岩国

20-5 波多野伸二 男子 長門
4-1 堂本　正和 男子 熊毛

14-9 登城　文晴 男子 宇部

40歳代男子3000m

ナンバー 氏名 性別 所属名
14-17 大下　和広 男子 宇部
17-3 長井　隆俊 男子 下関
5-1 濱田精一郎 男子 柳井

15-3 武野　祐司 男子 山陽小野田
6-10 森山　知博 男子 光
6-9 川口　昌彦 男子 光
6-8 山下　俊一 男子 光

21-2 岡崎　輝義 男子 美祢
23-4 大島　　透 男子 萩

50歳代男子100m

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-14 幡田　静彦 男子 光
6-12 河村　松正 男子 光
8-16 田坂　輝美 男子 周南

20-14 松谷　英治 男子 長門



6-13 小山　博史 男子 光
10-15 河野　厚志 男子 防府
14-13 瀬戸口宏行 男子 宇部

50歳代男子3000m

ナンバー 氏名 性別 所属名
12-27 田中　勝男 男子 山口
15-2 湊　　圭三 男子 山陽小野田

14-13 瀬戸口宏行 男子 宇部
20-4 新江田智司 男子 長門

60歳以上男子100m

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-16 須田　雅昭 男子 光

12-46 藤井　芳雄 男子 山口
20-2 上田　十太 男子 長門
6-17 石川　　徹 男子 光

12-45 吉松　和義 男子 山口
10-12 中村　賢治 男子 防府

1-1 山近　範久 男子 大島
12-44 能美　俊彦 男子 山口

60歳以上男子3000m

ナンバー 氏名 性別 所属名
20-2 上田　十太 男子 長門
15-1 村上　文男 男子 山陽小野田
6-18 兼清　英輝 男子 光

12-32 横沼　康男 男子 山口
10-13 津秋　　操 男子 防府

一般男子走高跳

ナンバー 氏名 性別 所属名
20-12 杉井　亮太 男子 長門
12-23 西村聡一郎 男子 山口
12-9 山本　　響 男子 山口
6-13 小山　博史 男子 光

12-43 能美　智秀 男子 山口

一般男子走幅跳

ナンバー 氏名 性別 所属名
7-4 佐々木信一郎 男子 下松

20-12 杉井　亮太 男子 長門
20-9 馬渕　竜希 男子 長門

17-13 田中　俊紀 男子 下関
12-7 山口　量皓 男子 山口

20-13 福井　貴也 男子 長門
7-1 廣田　裕生 男子 下松

20-8 冨野　晃嗣 男子 長門
8-5 瀬田　大輔 男子 周南



17-14 松本　隆之 男子 下関
14-1 佐々木翔太郎 男子 宇部

12-41 山村　正直 男子 山口
8-18 小田  康太 男子 周南
7-2 野稲　和博 男子 下松
1-7 岡田　　航 男子 大島

14-24 日下部太朗 男子 宇部
23-18 上田　和志 男子 萩

一般男子三段跳

ナンバー 氏名 性別 所属名
17-6 藤澤　圭祐 男子 下関

17-11 川口　　翔 男子 下関
17-13 田中　俊紀 男子 下関
12-7 山口　量皓 男子 山口

12-13 吉田　春貴 男子 山口
20-13 福井　貴也 男子 長門

6-7 中谷　昌史 男子 光
12-10 三宅　祥太 男子 山口
14-1 佐々木翔太郎 男子 宇部

14-24 日下部太朗 男子 宇部
23-6 塚本　英文 男子 萩

一般男子砲丸投(7.260kg)

ナンバー 氏名 性別 所属名
17-1 関根　昂之 男子 下関
17-5 伊藤　友彰 男子 下関
8-24 竹中　　司 男子 周南
3-1 山田　正行 男子 岩国

17-2 曽我　法精 男子 下関
17-4 小田　洋一 男子 下関

12-43 能美　智秀 男子 山口
12-24 中野　敬太 男子 山口
23-5 植田　裕二 男子 萩
8-1 堀澤　一将 男子 周南

一般男子円盤投(2.000kg)

ナンバー 氏名 性別 所属名
17-1 関根　昂之 男子 下関
17-5 伊藤　友彰 男子 下関
17-2 曽我　法精 男子 下関
17-4 小田　洋一 男子 下関
8-24 竹中　　司 男子 周南

17-15 内藤　大暉 男子 下関
17-19 岡村　　剛 男子 下関
10-14 村田　純一 男子 防府
12-24 中野　敬太 男子 山口
14-5 新道　仁志 男子 宇部

20-14 松谷　英治 男子 長門
23-5 植田　裕二 男子 萩

一般男子ハンマー投(7.260kg)



ナンバー 氏名 性別 所属名
17-4 小田　洋一 男子 下関

12-35 伊藤　　僚 男子 山口
12-37 小野　功貴 男子 山口
12-25 大熊　　周 男子 山口
17-5 伊藤　友彰 男子 下関

10-11 国本　英一 男子 防府

一般男子やり投(800g)

ナンバー 氏名 性別 所属名
12-33 林　　賢征 男子 山口
12-36 下村　　亮 男子 山口

6-6 市川　宏文 男子 光
12-34 柳村　勇気 男子 山口
17-9 菅崎　裕樹 男子 下関

12-26 中村　奨太 男子 山口
14-27 森崎　智貴 男子 宇部

3-1 山田　正行 男子 岩国
12-13 吉田　春貴 男子 山口
12-44 能美　俊彦 男子 山口
10-14 村田　純一 男子 防府
14-8 百合野　直 男子 宇部

40歳代男子走幅跳

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-11 森下　哲夫 男子 光

17-19 岡村　　剛 男子 下関

40歳代男子砲丸投(6.000kg)

ナンバー 氏名 性別 所属名
3-2 田熊康一郎 男子 岩国

17-19 岡村　　剛 男子 下関

50歳代男子走幅跳

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-14 幡田　静彦 男子 光
6-12 河村　松正 男子 光
20-4 新江田智司 男子 長門
23-3 田中　泰博 男子 萩

50歳代男子砲丸投(5.000kg)

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-14 幡田　静彦 男子 光
6-12 河村　松正 男子 光

20-14 松谷　英治 男子 長門
14-5 新道　仁志 男子 宇部

14-13 瀬戸口宏行 男子 宇部



23-3 田中　泰博 男子 萩

60歳以上男子走幅跳

ナンバー 氏名 性別 所属名
12-46 藤井　芳雄 男子 山口
6-16 須田　雅昭 男子 光

60歳以上男子砲丸投(4.000kg)

ナンバー 氏名 性別 所属名
6-15 中谷　恒夫 男子 光

12-48 福永　維夫 男子 山口
12-44 能美　俊彦 男子 山口

4-2 鉄田　茂美 男子 熊毛
12-31 藤田　育穂 男子 山口
6-16 須田　雅昭 男子 光

10-12 中村　賢治 男子 防府


