
一般男子5000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名

5126 木村　直樹 防府陸協 7-2016 白井　史朗 徳山高専

4994 松藤　仁 武田薬品 3273 繁永　博行 宇部市陸協

5717 宮本　潤 自衛隊山口 5709 西村　亮 自衛隊山口

304 岡野　耕大 信州大 5711 吉田　直樹 自衛隊山口

7-1857 樫部　直人 山口大 3676 西谷　敏 東洋鋼鈑

4414 金子　泰 東ソー 7-1871 野村　直己 山口大

4996 中崎　洸 武田薬品 7-1858 岡崎　駿介 山口大

3688 兼重　優介 東洋鋼鈑 1266 濱本　健太 大島商船

5714 志熊　克成 自衛隊山口 7-1865 佐々木　渉 山口大

7-1870 高見　雄飛 山口大 1265 砂本　滉太 大島商船

5712 立石　直人 自衛隊山口 7-1845 山本　翔太 徳山高専

3685 木村　祐一郎 東洋鋼鈑 7-1848 上杉　拓也 徳山高専

5719 加藤　輝一 自衛隊山口 7-1873 松本　真澄 山口大

3684 山本　清伸 東洋鋼鈑 7-1971 河根　拓哉 至誠館大

7-2329 松本　光司 山口大 5541 梅本　保則 山口市陸協

5716 竹内　和也 自衛隊山口 3220 江本　嵩至 宇部市陸協

3218 吉永　拓磨 宇部市陸協 7-1973 徳永　涼 至誠館大

4420 原田　脩平 東ソー 5721 江上　颯得 自衛隊山口

5635 岡野　祥大 山口県庁 7-2330 高　裕登 山口大

7-2017 内田　翔 徳山高専 5949 羽鳥　辰史 Step

5724 田中　秋信 自衛隊山口 3156 森田　達哉 風月堂岩國

4914 中倉　隆之 光市陸協 7-1975 西林　佳人 至誠館大

5946 西村　知之 Step 5659 綿谷　幸治 山口県庁

5713 上沖　稔 自衛隊山口 7-1855 清水　謙悟 山口大

5720 山根　友貴 自衛隊山口 3228 伊賀　雅彦 宇部市陸協

4425 嶋田　将大 東ソー 7-2325 猪俣　暁 山口大

7-1974 中村　和也 至誠館大 2118 金岡　拓哉 大島商船

3232 森本　琢也 宇部市陸協 2117 三村　裕矢 大島商船
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高校男子5000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名

1250 江藤　佑太 西京高 1361 小松　侑矢　 誠英高

1256 中村　　駆 西京高 1895 岡部　裕也 青嶺高

1295 川元　涼央 高川学園高 1501 石田　麗來 宇部鴻城高

1258 花田　凌一 西京高 1622 宮本　雅也 豊浦高

1260 福本　真大 西京高 1290 有井　洸将 高川学園高

1099 富田　就斗 徳山高専 1800 山本　直哉 青嶺高

1254 田中　翔太 西京高 1047 鈴木　達也 徳山高

1252 神﨑　　裕 西京高 1371 牧中　優音 高川学園高

1261 渡邉　貴典 西京高 1794 柴田　幸輝 青嶺高

1257 野田　一輝 西京高 1367 大田　敦士 高川学園高

1623 稲田　光希 豊浦高 1616 河村　嵩大 豊浦高

1307 大島　拓也 高川学園高 1346 谷村　龍生 西京高

1299 原田建史朗 高川学園高 2119 河村　駿 徳山高

1291 長岡　岬汰 高川学園高 1485 末富　大輝 宇部鴻城高

1253 塩田　　涼 西京高 1119 岡村　悠司 徳山高専

1303 古谷　龍斗 高川学園高 1893 伊藤　孝二 青嶺高

1484 才原　翔斗 宇部鴻城高 1862 長安　一樹 萩商工高

1795 渡邊　賢 青嶺高 2113 河村　駿 徳山高

1793 河村　旭彦 青嶺高 1113 橋羽　宏人 徳山高専

1293 伊藤　雄基 高川学園高 1118 嶋村　直道 徳山高専

1615 浦岡　健 豊浦高 1281 岩田　啓希 誠英高

1195 藤井　大輔 防府高 2125 下瀬　竜司 防府商工高

1617 坂倉　柊哉 豊浦高 1620 松本　泰樹 豊浦高

1342 石田　大輝 西京高 1039 有吉　達哉 徳山高

1090 藤田　隆ノ介 聖光高 1194 原　洋介 防府高

1348 森本　直樹 西京高 1360 小松　朋矢 誠英高

1259 久貞　海斗 西京高 1759 中野　翔大 豊浦高

1306 吉山　雄太 高川学園高 1370 籔中　直樹 高川学園高

1288 椎木　祐太 高川学園高 1801 吉村　了哉 青嶺高

1297 大野　達哉 高川学園高 1341 岡本　勇二郎 山口南支援

1305 原田　海 高川学園高 2302 中村　巧汰 防府高

1349 山田　拓磨 西京高 2304 藤井　達也 防府高

1345 雲井　峻太 西京高 1755 坂井　純矢 豊浦高

1343 岩本　夏貴 西京高 1190 濱田　貴司 防府高

1344 河村　祥平 西京高 1215 中元　佑哉 防府商工高

1159 宮田　滉平 徳山高専 2124 井関　剛 防府商工高

1799 山下　直希 青嶺高 1897 福永　誠 青嶺高

1798 野上　翔平 青嶺高 1296 田中　優大 高川学園高

1606 志波　諒一 豊浦高 1218 村上　知彌 防府商工高

1894 大石　亮 青嶺高 1220 木戸　誉貴 防府商工高

1347 藤井　泰良 西京高 1287 寺西　将也 高川学園高

1283 相本　翔 高川学園高 1399 木原　丈豪 高川学園高

1488 濱脇　建伍 宇部鴻城高 1115 藤井　元輝 徳山高専

1196 吉冨　恭平 防府高 1212 井原　芳樹 防府商工高

1048 田熊　辰徳 徳山高 1191 今井　大夢 防府高

1369 小笠原一貴 高川学園高 1621 松本　悠希 豊浦高

1896 鹿嶋　隆太 青嶺高 1792 惠本　健太 青嶺高

1302 野村　岳央 高川学園高 2033 森重　一馬 大島商船

2113 木原　巧貴 防府商工高 2123 明智　駿斗 防府商工高

1147 末兼　和樹 徳山高 2029 岡　秀亮 大島商船

1285 渡壁　祐 高川学園高 2084 西村　真治 大島商船

1796 田中　翔 青嶺高 2035 岩崎　真弥 大島商船

1093 水柿　岳大 聖光高 2036 倉石　宗 大島商船

1150 吉岡　龍一 徳山高 1926 岩山　楓 萩商工高

1899 玉井　一真 萩商工高 2135 中西　海都 防府西高

1865 吉浦 宏哉 萩商工高
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中学男子3000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名

289 吉井　道歩 田布施中

1095 田中　寿和 岐陽中

1094 廣中　拓磨 岐陽中

1184 岡原　哲也 柳井中

8 古閑　幹 柳井中

476 山田　直樹 藤山中

92 恵美　菜未希 萩西中

2 古閑　樹 柳井中

109 武田　昌悟　 柳井中

1781 仲山　大輝 浅江中

2054 小林　智哉 下松中

74 田中　大稀 萩東中

53 長岡　京汰 萩東中

1258 森宗　渚 右田中

415 福山　陽基 上宇部中

443 北村　歩夢 長成中

1817 岩本　尚大 岐陽中

102 武居　尚輝 高川学園中

46 岩崎　大智 萩東中

2194 原田　航也 浅江中

99 井上　秀志 高川学園中

631 重村　悠貴 萩東中

1267 橋本　紘汰 浅江中

1263 楠　蓮珠 浅江中

1115 河村　侑大 国府中

598 福丸　知真 国府中

1113 原田　海斗 下松中

471 新宅　寛高 藤山中

634 石田　哲大 鴻南中

414 樽床　慧人 上宇部中

82 川田　啓祐 富田中

84 野村　健太 富田中

1079 原田　大地 富田中
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中学女子3000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 所属名

1117 西永　菜津 鴻南中

2 岡本　彩花 高川学園中

49 森本　遙 浅江中

801 寺尾　紗耶 浅江中

87 酒井　珠乃 高川学園中

4 原田　奈津 高川学園中

86 宮内　希羽 高川学園中

1270 加川　真衣 浅江中

1187 河本　梨花 柳井中

438 岩本　里菜 浅江中

18 山本　夏実 高川学園中

1269 淺田　真衣 浅江中

769 森廣　彩音 国府中

774 宮崎　美咲 国府中

50 新山　春香 浅江中

88 三吉　知沙 高川学園中

17 増田　珠直 高川学園中

1129 林　奈海 下松中

348 福田　歩未 下松中

1438 濵田　すみれ 岐陽中

1448 河村　七海 岐陽中

82 春野　麻友 富田中

1330 田村　瑠菜 富田中
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一般女子5000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 所属名

1782 岡本　佳代 福岡大

7-3072 藤山　友里亜 山口大
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高校女子5000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名

250 棟久　由貴 西京高

244 竹本　香奈子 西京高

243 草川　智英 西京高

249 淺田　美菜 西京高

246 花田　侑里奈 西京高

164 中村　梨紗 聖光高

248 和田　実 西京高

162 石丸　恭佳 聖光高

247 和田　星 西京高

167 宮島　瑞生 聖光高

134 小田　若奈 徳山高

168 古垰　瑠菜 聖光高

245 俵山　菜々夏 西京高

322 林　愛由美 防府高

211 城野　歩美 防府高

273 貞兼　奈美 高川学園高

212 福原　茜 防府高

150 杉本　南 南陽工高

242 來島　郁泉 西京高

294 金盛　萌恵 西京高

295 叶　真輝子 西京高

296 柴崎　みなみ 西京高

298 藤井　瞳 西京高

517 藤澤　奈々 豊浦高

674 田中日奈子 防府西高

306 藤井　葵 高川学園高

557 末永　穂乃香 萩高

278 上野　夢歩 中村女高

281 三藤　美奈満 中村女高

280 富田　真帆 中村女高

282 吉木　愛海 中村女高

313 小笠原　法香 中村女高

279 谷川　愛美 中村女高
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