
種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
1 男子100m 7-2182 上田　和志 2 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口 山口大
1 男子100m 7-1880 佐藤　達樹 4 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 大分 山口大
1 男子100m 1227 古木　宏典 3 ﾌﾙｷ ｺｳｽｹ 山口 山口高
1 男子100m 7-1877 谷口　大騎 3 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 兵庫 山口大
1 男子100m 4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 東ソー
1 男子100m 1105 橋本　祥汰 4 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 徳山高専
1 男子100m 420 正路　悠 1 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 山口 宇部鴻城高
1 男子100m 1235 蒲生　望 2 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口 山口高
1 男子100m 1057 林　忠男 2 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ 山口 徳山商工高
1 男子100m 1232 渡邉　涼太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 山口 山口高
1 男子100m 7-1872 田中　博 3 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 山口 山口大
1 男子100m 5134 前田　祐欣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 防府陸協
1 男子100m 1243 土屋　響生 3 ﾂﾁﾔ ﾋﾋﾞｷ 山口 山口中央高
1 男子100m 3460 村崎　心哉 ﾑﾗｻｷ ｼﾝﾔ 山口 大島郡陸協
1 男子100m 1494 朝倉　龍生 3 ｱｻｸﾗ ﾘｭｳｷ 山口 宇部鴻城高
1 男子100m 1228 藤井　雄大 3 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 山口 山口高
1 男子100m 602 東岡　快征 3 ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 島根 石見智翠館高
1 男子100m 7-1341 松山　祥 6 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳ 広島 広大医学部
1 男子100m 4403 瀬田　大輔 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口 東ソー
1 男子100m 2144 高橋　悠真 1 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 山口 徳山商工高
1 男子100m 7-2175 杢　健寛 2 ﾓｸ ﾀｹﾋﾛ 山口 山口大
1 男子100m 1530 吉松　京太 2 ﾖｼﾏﾂ ｷｮｳﾀ 山口 宇部工高
1 男子100m 1120 久保　慧輔 1 ｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 山口 宇部鴻城高
1 男子100m 1388 藤田　竜成 2 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 山口 山口県鴻城高
1 男子100m 1127 諸橋　瞬 2 ﾓﾛﾊｼ ｼｭﾝ 山口 光高
1 男子100m 1456 吉武　希 3 ﾖｼﾀｹ ﾉｿﾞﾑ 山口 小野田高
1 男子100m 1219 米澤　凌 3 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ 山口 防府商工高
1 男子100m 1316 吹上  泰之 3 ﾌｷｱｹﾞ ﾔｽﾕｷ 山口 野田学園高
1 男子100m 1113 谷口　聖弥 3 ﾀｷﾝｸﾞﾁ ｾｲﾔ 山口 徳山高専
1 男子100m 1355 堂面　風雅 2 ﾄﾞｳﾒﾝ ﾌｳｶﾞ 山口 西京高
1 男子100m 7-2011 多原　祐樹 5 ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 山口 徳山高専
1 男子100m 2128 岡藤　一哉　 2 ｵｶﾌｼﾞ ｶｽﾞﾔ 山口 防府商工高
1 男子100m 1576 勝木　豊 2 ｶﾂｷ ﾕﾀｶ 山口 宇部工高
1 男子100m 2274 山田　志門 2 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾓﾝ 山口 山口高
1 男子100m 1236 長光　勇典 3 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｳｽｹ 山口 山口高
1 男子100m 5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山口 HSC
1 男子100m 1867 末永　大稀 2 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 萩商工高
1 男子100m 1500 新井　誠也 2 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 山口 宇部鴻城高
1 男子100m 1245 松下　友哉 3 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 山口 山口中央高
1 男子100m 1164 浦﨑　凱聖 2 ｳﾗｻｷ ｶﾞｲｾｲ 山口 徳山高専
1 男子100m 5940 石井　靖浩 ｲｼｲﾔｽﾋﾛ 山口 Step
1 男子100m 1958 塩野　裕也 3 ｼｵﾉ ﾕｳﾔ 山口 岩国工高
1 男子100m 1353 岩田　惇希 2 ｲﾜﾀ ﾄｼｷ 山口 西京高
1 男子100m 2271 平岡　直也 2 ﾋﾗｵｶ ﾅｵﾔ 山口 山口中央高
1 男子100m 1960 沖　克哉 2 ｵｷ ｶﾂﾔ 山口 岩国工高
1 男子100m 2141 藤井　卓弥 1 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 山口 徳山商工高
1 男子100m 1326 津田　愉大 3 ﾂﾀﾞ ﾕﾀﾞｲ 山口 野田学園高
1 男子100m 1014 二宮　匠海 1 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 山口 宇部鴻城高
1 男子100m 1238 中藤　篤志 3 ﾅｶﾌｼﾞ ｱﾂｼ 山口 山口高
1 男子100m 1395 浅川　豊 2 ｱｻｶﾜ ﾕﾀｶ 山口 高川学園高
1 男子100m 5950 倉重　誠也 ｸﾗｼｹﾞｾｲﾔ 山口 Step
1 男子100m 1393 河野　善範 2 ｶﾜﾉﾖｼﾉﾘ 山口 防府高
1 男子100m 1321 杉山　央 3 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 山口 野田学園高
1 男子100m 1540 道下　立樹 2 ﾐﾁｼﾀ ﾘﾂｷ 山口 小野田高
1 男子100m 3309 黒瀬　裕樹 6 ｸﾛｾ ﾕｳｷ 山口 山大医
1 男子100m 1374 二瀨　雄介 2 ﾆﾉｾ ﾕｳｽｹ 山口 野田学園高
1 男子100m 1140 白銀　巧 2 ｼﾛｶﾈ ﾀｸﾐ 山口 下松高
1 男子100m 5087 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口 防府陸協
1 男子100m 1056 境　要 2 ｻｶｲ ｶﾅﾒ 山口 徳山高
1 男子100m 1157 上ヶ原　颯 2 ｶﾐｶﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山口 南陽工高
1 男子100m 1506 笠井　洸希 2 ｶｻｲ ｺｳｷ 山口 徳山高
1 男子100m 2087 角　祐太 2 ｽﾐ ﾕｳﾀ 山口 岩国工高
1 男子100m 5555 寺山祥太郎 ﾃﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 山口 山口陸協
1 男子100m 1497 今井　僚 3 ｲﾏｲ ﾘｮｳ 山口 宇部鴻城高



1 男子100m 2305 水野　孝佑 2 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｽｹ 山口 防府西高
1 男子100m 1 鬼塚憲一郎 ｵﾆﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 山口 下松陸協
1 男子100m 22 藤野孝太郎 2 ﾌｼﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 山口 山口大
1 男子100m 1979 沖　和賢 3 ｵｷ ｶｽﾞﾏｻ 山口 柳井高
1 男子100m 1142 加藤　大樹 2 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 山口 下松高
1 男子100m 15 竹内　和博 3 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 聖光高
1 男子100m 1148 田中　友晟 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山口 徳山高
1 男子100m 1979 屋敷村祝彦 3 ﾔｼｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 山口 柳井高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
2 男子200m 4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 東ソー
2 男子200m 1442 藤井　朋也 3 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ 山口 宇部工高
2 男子200m 7-2011 多原　祐樹 5 ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 山口 徳山高専
2 男子200m 7-2182 上田　和志 2 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山口 山口大
2 男子200m 1235 蒲生　望 2 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 山口 山口高
2 男子200m 420 正路　悠 1 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 山口 宇部鴻城高
2 男子200m 1494 朝倉　龍生 3 ｱｻｸﾗ ﾘｭｳｷ 山口 宇部鴻城高
2 男子200m 1390 藤本　将丞 2 ﾌｼﾞﾓﾄﾏｻﾂｸﾞ 山口 防府高
2 男子200m 4416 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 山口 東ソー
2 男子200m 7-2175 杢　健寛 2 ﾓｸ ﾀｹﾋﾛ 山口 山口大
2 男子200m 4403 瀬田　大輔 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山口 東ソー
2 男子200m 7-1341 松山　祥 6 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳ 広島 広大医学部
2 男子200m 1054 松本　優友 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山口 徳山高
2 男子200m 7-1874 佐賀　祐介 4 ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山口 山大医
2 男子200m 5134 前田　祐欣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 防府陸協
2 男子200m 1120 久保　慧輔 1 ｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 山口 宇部鴻城高
2 男子200m 1124 岩﨑　純矢 2 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 山口 光高
2 男子200m 5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山口 HSC
2 男子200m 1113 谷口　聖弥 3 ﾀｷﾝｸﾞﾁ ｾｲﾔ 山口 徳山高専
2 男子200m 3460 村崎　心哉 ﾑﾗｻｷ ｼﾝﾔ 山口 大島郡陸協
2 男子200m 2049 周田　圭史 2 ｽﾀﾞ ｹｲｼﾞ 山口 岩国工高
2 男子200m 3279 宮本　翔太 5 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 山大医
2 男子200m 1146 高野　夏樹 2 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 山口 徳山高
2 男子200m 1149 手嶋　将大 2 ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 山口 徳山高
2 男子200m 3316 元永　貴大 6 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 山口 山大医
2 男子200m 1329 竹田　悠太 2 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 山口 野田学園高
2 男子200m 1354 大賀　正彦 2 ｵｵｶﾞ ﾏｻﾋｺ 山口 西京高
2 男子200m 1006 吉規　孝志 3 ﾖｼｷ ﾀｶｼ 山口 光高
2 男子200m 1993 兼永　惇志 3 ｶﾈﾅｶﾞ ｱﾂｼ 山口 岩国高
2 男子200m 1396 御園生雅弥 2 ﾐｿﾉｵ ﾏｻﾔ 山口 高川学園高
2 男子200m 3309 黒瀬　裕樹 6 ｸﾛｾ ﾕｳｷ 山口 山大医
2 男子200m 5940 石井　靖浩 ｲｼｲﾔｽﾋﾛ 山口 Step
2 男子200m 5087 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口 防府陸協
2 男子200m 1506 笠井　洸希 2 ｶｻｲ ｺｳｷ 山口 徳山高
2 男子200m 1249 福田　圭佑 3 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 防府西高
2 男子200m 1922 谷本　有希 2 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 萩商工高
2 男子200m 1169 松田　匠平 2 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 山口 下松高
2 男子200m 1351 佐藤　拓海 2 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 山口 西京高
2 男子200m 1225 鮎川　真樹 3 ｱﾕｶﾜ ﾏｻｷ 山口 山口高
2 男子200m 1056 境　要 2 ｻｶｲ ｶﾅﾒ 山口 徳山高
2 男子200m 1919 小野　拓夢 2 ｵﾉ ﾀｸﾑ 山口 萩商工高
2 男子200m 1 鬼塚憲一郎 ｵﾆﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 山口 下松陸協



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
3 男子400m 7-2324 菅野　涼太 2 ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 兵庫 山口大
3 男子400m 7-1875 平野　亮介 4 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｽｹ 山口 山口大
3 男子400m 1439 秋貞　勇輝 3 ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 宇部工高
3 男子400m 1013 澤野　将吾 3 ｻﾜﾉ ｼｮｳｺﾞ 山口 下松高
3 男子400m 1054 松本　優友 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山口 徳山高
3 男子400m 1499 縄田　來聖 2 ﾅﾜﾀ ﾗｲｾｲ 山口 宇部鴻城高
3 男子400m 1057 林　忠男 2 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ 山口 徳山商工高
3 男子400m 3292 山田　城 2 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｮｳ 山口 山大医
3 男子400m 1238 中藤　篤志 3 ﾅｶﾌｼﾞ ｱﾂｼ 山口 山口高
3 男子400m 1106 山縣　翔 4 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳ 山口 徳山高専
3 男子400m 1352 西田　侑生 2 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 西京高
3 男子400m 1317 栗田  光希 3 ｸﾘﾀ ｺｳｷ 山口 野田学園高
3 男子400m 1086 久保田隼人 3 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山口 聖光高
3 男子400m 1143 松村　厚志 1 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｼ 山口 徳山商工高
3 男子400m 1923 山下　大輔 2 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山口 萩商工高
3 男子400m 1146 高野　夏樹 2 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 山口 徳山高
3 男子400m 1377 伊藤　大河 2 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 山口 野田学園高
3 男子400m 7-2178 井上　修也 2 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ 山口 山口大
3 男子400m 1858 藤﨑　大吾 3 ﾌｼﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 山口 萩商工高
3 男子400m 1385 山本　歩 2 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 山口 山口中央高
3 男子400m 1531 戎﨑　達哉 2 ｴﾋﾞｽｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 山口 宇部工高
3 男子400m 1139 濱崎　考恒 2 ﾊﾏｻｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 山口 下松高
3 男子400m 3316 元永　貴大 6 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 山口 山大医
3 男子400m 2089 廣森　裕汰 2 ﾋﾛﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口 岩国工高
3 男子400m 1952 栗原　壮馬 3 ｸﾘﾊﾗ ｿｳﾏ 山口 岩国工高
3 男子400m 1149 手嶋　将大 2 ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 山口 徳山高
3 男子400m 2010 三村　瑠太 2 ﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 山口 熊毛南高
3 男子400m 1216 馬場明日真 3 ﾊﾞﾊﾞ ｱｽﾏ 山口 防府商工高
3 男子400m 1921 田嶋　純也 2 ﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 山口 萩商工高
3 男子400m 1076 田村　怜陽 2 ﾀﾑﾗ ﾚｵ 山口 新南陽高
3 男子400m 1249 福田　圭佑 3 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 防府西高
3 男子400m 1866 斉藤　智也 2 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 山口 萩商工高
3 男子400m 1014 河村　海生 3 ｶﾜﾑﾗ ｶｲｾｲ 山口 下松高
3 男子400m 1091 藤本　茂雄 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ 山口 聖光高
3 男子400m 1570 熊野　尊胤 3 ｸﾏﾉ ﾀｶﾂｸﾞ 山口 高川学園中
3 男子400m 1395 浅川　豊 2 ｱｻｶﾜ ﾕﾀｶ 山口 高川学園高
3 男子400m 1398 布田　龍 2 ﾇﾉﾀ ﾘｭｳ 山口 高川学園高
3 男子400m 1978 村上　真也 3 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 山口 柳井高
3 男子400m 7-2016 白井　史朗 5 ｼﾗｲ ﾌﾐｱｷ 山口 徳山高専
3 男子400m 1112 橋羽　宏人 3 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛﾄ 山口 徳山高専
3 男子400m 1572 原田　光 1 ﾊﾗﾀﾞ  ﾋｶﾙ 山口 高川学園高
3 男子400m 1099 富田　就斗 4 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 山口 徳山高専
3 男子400m 7-2014 澤野　晃輔 5 ｻﾜﾉ ｺｳｽｹ 山口 徳山高専
3 男子400m 1163 豊岡　龍一 2 ﾄﾖｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 山口 徳山高専



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
4 男子800m 7-2016 白井　史朗 5 ｼﾗｲ ﾌﾐｱｷ 山口 徳山高専
4 男子800m 1452 濱崎　智樹 3 ﾊﾏｻｷ ﾄﾓｷ 山口 小野田高
4 男子800m 1288 椎木　祐太 3 ｼｲﾉｷ ﾕｳﾀ 山口 高川学園高
4 男子800m 7-1868 池崎　和海 4 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山口 山口大
4 男子800m 1959 藤本　大樹 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口 岩国工高
4 男子800m 1444 宮川　大樹 3 ﾐﾔｶﾜ ﾀﾞｲｷ 山口 宇部工高
4 男子800m 1041 市枝慶一郎 3 ｲﾁｴﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 山口 徳山高
4 男子800m 7-2180 原田　大輝 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 山口大
4 男子800m 1099 富田　就斗 4 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 山口 徳山高専
4 男子800m 2124 井関　剛 2 ｲｾｷ ﾂﾖｼ 山口 防府商工高
4 男子800m 1242 三宝　帝斗 3 ｻﾝﾎﾟｳ ﾃｲﾄ 山口 山口中央高
4 男子800m 1912 中村　勇希 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 萩高
4 男子800m 1017 髙木　公貴 3 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾀｶ 山口 下松高
4 男子800m 1229 木村　瞭汰 3 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山口 山口高
4 男子800m 1440 井村　直道 3 ｲﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 山口 宇部工高
4 男子800m 1538 大竹　真矢 2 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 山口 小野田高
4 男子800m 1283 相本　翔 3 ｱｲﾓﾄ ｶｹﾙ 山口 高川学園高
4 男子800m 1384 小林　勇輝 2 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 山口 山口中央高
4 男子800m 1239 松田　翼 2 ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 山口 山口高
4 男子800m 2107 河内　隆豊 3 ｺｳﾁ ﾀｶﾄﾐ 山口 熊毛南高
4 男子800m 2086 坂本　尚優 2 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 山口 岩国工高
4 男子800m 1341 岡本勇二郎 ｵｶﾓﾄﾕｳｼﾞﾛｳ 山口 Step
4 男子800m 7-2013 山本　慎隆 5 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ 山口 徳山高専
4 男子800m 2275 厚東　雅人 2 ｺﾄｳ ﾏｻﾄ 山口 防府高
4 男子800m 1151 田中　裕治 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 山口 新南陽高
4 男子800m 1170 堀田顕太郎 2 ﾎｯﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 山口 下松高
4 男子800m 1496 伊藤　翼 3 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山口 宇部鴻城高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
5 男子1500m 7-1871 野村　直己 3 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 山口大
5 男子1500m 1150 吉岡　龍一 2 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 山口 徳山高
5 男子1500m 1295 川元　涼央 3 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｵ 山口 高川学園高
5 男子1500m 7-1868 池崎　和海 4 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山口 山口大
5 男子1500m 1306 吉山　雄太 3 ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1090 藤田隆ノ介 3 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 山口 聖光高
5 男子1500m 1369 小笠原一貴 2 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1093 水柿　岳大 3 ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 山口 聖光高
5 男子1500m 1094 廣中　拓磨 1 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾏ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1293 伊藤　雄基 3 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1680 平岡　翼 2 ﾋﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ 山口 下関中央工高
5 男子1500m 5664 佐伯　亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 山口 山口県庁
5 男子1500m 1942 久保　友雅 3 ｸﾎﾞ ﾕｳｶﾞ 山口 岩国高
5 男子1500m 1367 大田　敦士 2 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1308 大亀　正義 2 ｵｵｶﾒ ﾀﾀﾞﾖｼ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1746 野原　幸也 2 ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ 山口 下関中央工高
5 男子1500m 84 野村　健太 1 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 山口 高川学園高
5 男子1500m 5949 羽鳥　辰史 ﾊﾄﾘﾀﾂﾌﾐ 山口 Step
5 男子1500m 1943 川嵜　拓海 3 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾐ 山口 岩国高
5 男子1500m 1050 中尾　樹希 3 ﾅｶｵ ｼﾞｭｷ 山口 徳山高
5 男子1500m 1107 田川　亮太 4 ﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山口 徳山高専
5 男子1500m 2302 中村　巧汰 2 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山口 防府高
5 男子1500m 1231 桝村　浩行 3 ﾏｽﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 山口 山口高
5 男子1500m 1285 渡壁　祐 3 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾕｳ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1935 村木　優介 3 ﾑﾗｷ ﾕｳｽｹ 山口 岩国高
5 男子1500m 1147 末兼　和樹 2 ｽｴｶﾈ ｶｽﾞｷ 山口 徳山高
5 男子1500m 1370 籔中　直樹 2 ﾔﾌﾞﾅｶ ﾅｵｷ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1190 濱田　貴司 3 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 山口 防府高
5 男子1500m 1371 牧中　優音 2 ﾏｷﾅｶ ﾏｻﾄ 山口 高川学園高
5 男子1500m 2331 大塚　崇旦 2 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 山口 岩国高
5 男子1500m 2125 下瀬　竜司 2 ｼﾓｾ ﾘｭｳｼﾞ 山口 防府商工高
5 男子1500m 1563 森本　大雅 2 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 山口 宇部工高
5 男子1500m 1015 田中　大智 3 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 山口 下松高
5 男子1500m 1287 寺西　将也 3 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳﾔ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1387 今岡　良太 2 ｲﾏｵｶ ﾘｮｳﾀ 山口 山口中央高
5 男子1500m 1213 木原　巧貴 3 ｷﾊﾗ ｺｳｷ 山口 防府商工高
5 男子1500m 5638 那須　浄心 ﾅｽ ｼﾞｮｳｼﾝ 山口 山口県庁
5 男子1500m 1936 谷本　隆顕 3 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｱｷ 山口 岩国高
5 男子1500m 1039 有吉　達哉 3 ｱﾘﾖｼ ﾀﾂﾔ 山口 徳山高
5 男子1500m 1296 田中　優大 2 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 高川学園高
5 男子1500m 3282 島村　亮助 4 ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山口 山大医
5 男子1500m 1539 藤竹　陽平 2 ﾌｼﾞﾀｹ ﾖｳﾍｲ 山口 小野田高
5 男子1500m 2119 河村　駿 2 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口 徳山高
5 男子1500m 1103 宇多涼太朗 4 ｳﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 徳山高専
5 男子1500m 1152 寺戸　仁 2 ﾃﾗﾄ ｼﾞﾝ 山口 新南陽高
5 男子1500m 474 庄野　夢斗 1 ｼｮｳﾉ ﾕﾒﾄ 山口 宇部鴻城高
5 男子1500m 1101 藤井　琢磨 4 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾏ 山口 徳山高専
5 男子1500m 1016 長廣　将就 3 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾏｻﾅﾘ 山口 下松高
5 男子1500m 99 井上　秀志 3 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 山口 高川学園中
5 男子1500m 2080 末岡　哲夫 2 ｽｴｵｶ ﾃﾂｵ 山口 岩国高
5 男子1500m 1399 木原　丈豪 2 ｷﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口 高川学園高
5 男子1500m 1215 中元　佑哉 3 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 山口 防府商工高
5 男子1500m 1047 鈴木　達也 3 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 山口 徳山高
5 男子1500m 2113 河村　駿 2 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口 徳山高
5 男子1500m 4 竹下　将弘 3 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 山口 岩国高
5 男子1500m 2139 竹内　陸 2 ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 山口 山口高
5 男子1500m 1212 井原　芳樹 3 ｲﾊﾗ ﾖｼｷ 山口 防府商工高
5 男子1500m 1201 松岡　槙悟 1 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 山口 岩国工高
5 男子1500m 1187 行重　裕登 3 ﾕｸｼｹﾞ ﾕｳﾄ 山口 防府高
5 男子1500m 1214 田原　直樹 3 ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 山口 防府商工高
5 男子1500m 1218 村上　知彌 3 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 山口 防府商工高
5 男子1500m 1679 渡邉虎之助 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 山口 下関中央工高
5 男子1500m 3294 原田　涼佑 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 山口 山大医
5 男子1500m 1018 岡　寛範 3 ｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 山口 下松高



5 男子1500m 1158 中嶋　恭介 2 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｽｹ 山口 南陽工高
5 男子1500m 2081 周山　涼介 2 ｽﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 山口 岩国高
5 男子1500m 14 中川　英湖 2 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｺﾞ 山口 山口高
5 男子1500m 2068 堀　剛誌 2 ﾎﾘ ﾀｹｼ 山口 柳井高
5 男子1500m 148 古谷　駿吏 1 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝﾘ 山口 萩商工高
5 男子1500m 2066 藤本　旭向 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋｻ 山口 柳井高
5 男子1500m 2137 内田　幹大 2 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ 山口 山口高
5 男子1500m 7-2325 猪俣　暁 2 ｲﾉﾏﾀ ｱｷﾗ 山口 山口大
5 男子1500m 2273 川端　樹 2 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾂｷ 山口 山口高
5 男子1500m 21 森田洸太郎 2 ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ 山口 野田学園高
5 男子1500m 2123 明智　駿斗 2 ｱｹﾁ ﾊﾔﾄ 山口 防府商工高
5 男子1500m 1470 安森　翔大 1 ﾔｽﾓﾘ ｼｮｳﾀ 山口 萩商工高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
6 男子3000m 93 Ｍelaku　Abera ﾒﾗｸ ｱﾍﾞﾗ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 92 久井原　歩 ﾋｻｲﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 4991 濱本　栄太 ﾊﾏﾓﾄ ｴｲﾀ 山口 武田薬品
6 男子3000m 94 吉元　真司 ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 90 園田　隼 ｿﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 1256 中村　駆 3 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 山口 西京高
6 男子3000m 84 金子　幸司 ｶﾈｺ ｺｳｼﾞ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 86 坪内　淳一 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 1260 福本　真大 3 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 山口 西京高
6 男子3000m 4994 松藤　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 山口 武田薬品
6 男子3000m 5126 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 88 小椋新之介 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 95 平田　啓介 ﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 87 中原　薫 ﾅｶﾊﾗ ｶｵﾙ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 3-1129 松田　司 ﾏﾂﾀﾞ ﾂｶｻ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m D313 岡部　誉広 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 1258 花田　凌一 3 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 山口 西京高
6 男子3000m 704 甲斐　克典 ｶｲ ｶﾂﾉﾘ 福岡 黒崎播磨
6 男子3000m 1261 渡邉　貴典 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 山口 西京高
6 男子3000m 5707 伊藤　文彦 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 山口 自衛隊山口
6 男子3000m 1349 山田　拓磨 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 山口 西京高
6 男子3000m 1299 原田建史朗 3 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山口 高川学園高
6 男子3000m 13 吉井　道歩 1 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 山口 西京高
6 男子3000m 1348 森本　直樹 2 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 山口 西京高
6 男子3000m 1345 雲井　峻太 2 ｸﾓｲ ｼｭﾝﾀ 山口 西京高
6 男子3000m 3685 木村祐一郎 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山口 東洋鋼鈑
6 男子3000m 10 仲山　大輝 1 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 山口 西京高
6 男子3000m 1305 原田　海 3 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 山口 高川学園高
6 男子3000m 1259 久貞　海斗 3 ﾋｻｻﾀﾞ ｶｲﾄ 山口 西京高
6 男子3000m 1343 岩本　夏貴 2 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 山口 西京高
6 男子3000m 2051 田村　友佑 2 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山口 岩国工高
6 男子3000m 1681 小林　親平 2 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ 山口 下関中央工高
6 男子3000m 1847 瀧口　吉香 3 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 山口 萩高
6 男子3000m 9 田中　大希 1 ﾀﾅｶ ﾀｲｷ 山口 西京高
6 男子3000m 5664 佐伯　亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 山口 山口県庁
6 男子3000m 1798 野上　翔平 3 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 1894 大石　亮 2 ｵｵｲｼ ﾘｮｳ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 7 岡原　哲也 1 ｵｶﾊﾗ ﾃﾂﾔ 山口 西京高
6 男子3000m 3273 繁永　博行 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口 宇部陸協
6 男子3000m 8 新宅　寛高 1 ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ 山口 西京高
6 男子3000m 1796 田中　翔 3 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 1347 藤井　泰良 2 ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾗ 山口 西京高
6 男子3000m 11 藤本　和寿 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 山口 西京高
6 男子3000m 5720 山根　友貴 ﾔﾏﾈ ﾕｳｷ 山口 自衛隊山口
6 男子3000m 1955 福原　加巳 2 ﾌｸﾊﾗ ﾏｽﾐ 山口 岩国工高
6 男子3000m 1302 野村　岳央 2 ﾉﾑﾗ ﾀｹｵ 山口 高川学園高
6 男子3000m 1501 石田　麗来 2 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山口 宇部鴻城高
6 男子3000m 1906 佐々木洋輔 2 ｻｻｷ ﾖｳｽｹ 山口 萩高
6 男子3000m 1344 河村　祥平 2 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 山口 西京高
6 男子3000m 1895 岡部　裕也 2 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 1552 工藤　竜翔 2 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ 山口 宇部鴻城高
6 男子3000m 1799 山下　直希 3 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 12 安村　晴樹 1 ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ 山口 西京高
6 男子3000m 1368 岡村健太郎 2 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 山口 高川学園高
6 男子3000m 1904 石川　大樹 2 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 山口 萩高
6 男子3000m 1865 吉浦　宏哉 2 ﾖｼｳﾗ ﾋﾛﾔ 山口 萩商工高
6 男子3000m 1937 河村　和政 3 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 山口 岩国高
6 男子3000m 3220 江本　嵩至 ｴﾓﾄ ﾀｶｼ 山口 宇部陸協
6 男子3000m 102 武居　尚輝 3 ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ 山口 高川学園中
6 男子3000m 1907 長岡　隆成 2 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 山口 萩高
6 男子3000m 5723 岡村　祥平 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 山口 自衛隊山口
6 男子3000m 5722 深田　雅哉 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 山口 自衛隊山口
6 男子3000m 5721 江上　颯得 ｴｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ 山口 自衛隊山口
6 男子3000m 2120 木戸　誉貴 2 ｷﾄﾞ ﾖｼｷ 山口 防府商工高



6 男子3000m 1801 吉村　了哉 3 ﾖｼﾑﾗ ｽﾐﾁｶ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 1673 中野　拓海 3 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 山口 下関中央工高
6 男子3000m 1893 伊藤　孝二 2 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 4997 山門　架偉 ﾔﾏｶﾄﾞ ｶｲ 山口 武田薬品
6 男子3000m 2090 大越　啓貴 2 ｵｵｺﾞｼ ﾋﾛｷ 山口 岩国工高
6 男子3000m 2304 藤井　達也 2 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 山口 防府高
6 男子3000m 563 河上　悠太 1 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 山口 宇部鴻城高
6 男子3000m 2093 三原康太郎 3 ﾐﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 山口 岩国高
6 男子3000m 4028 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 山口 下関陸協
6 男子3000m 1678 藤原　想 2 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳ 山口 下関中央工高
6 男子3000m 1897 福永　誠 2 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 山口 美祢青嶺高
6 男子3000m 1676 伊藤倫太郎 3 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口 下関中央工高
6 男子3000m 1671 宮原　浩樹 1 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ 山口 宇部鴻城高
6 男子3000m 1953 小田颯太朗 2 ｵﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 山口 岩国工高
6 男子3000m 1486 瀬原　義則 3 ｾﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 山口 宇部鴻城高
6 男子3000m 2078 福島　光人 2 ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾋﾄ 山口 岩国高
6 男子3000m 1908 原田　佳樹 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 山口 萩高
6 男子3000m 53 長岡　京汰 3 ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ 山口 萩東中

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
7 男子5000m 7-1813 兼重　史穏 3 ｶﾈｼｹﾞ ｼｵﾝ 山口 広島経済大
7 男子5000m 1195 藤井　大輔 3 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 山口 防府高
7 男子5000m 7-1870 高見　雄飛 3 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山口 山口大
7 男子5000m 1297 大野　達哉 3 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 山口 高川学園高
7 男子5000m 5709 西村　亮 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 山口 自衛隊山口
7 男子5000m 7-2017 内田　翔 5 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 山口 徳山高専
7 男子5000m 4423 船場　文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 山口 東ソー
7 男子5000m 4420 原田　脩平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 山口 東ソー
7 男子5000m 1196 吉冨　恭平 3 ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 山口 防府高
7 男子5000m 5946 西村　知之 ﾆｼﾑﾗﾄﾓﾕｷ 山口 Step
7 男子5000m 1488 濱脇　建伍 3 ﾊﾏﾜｷ ｹﾝｺﾞ 山口 宇部鴻城高
7 男子5000m 1800 山本　直哉 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 山口 美祢青嶺高
7 男子5000m 1896 鹿嶋　隆太 2 ｶｼﾏ ﾘｭｳﾀ 山口 美祢青嶺高
7 男子5000m 5635 岡野　祥大 ｵｶﾉ ﾖｼﾋﾛ 山口 山口県庁
7 男子5000m 4995 鶴田　康作 ﾂﾙﾀﾞ ｺｳｻｸ 山口 武田薬品
7 男子5000m 3320 吉田　大和 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 山口 山大医
7 男子5000m 3228 伊賀　雅彦 ｲｶﾞ ﾏｻﾋｺ 山口 宇部陸協
7 男子5000m 1194 原　洋介 3 ﾊﾗ ﾖｳｽｹ 山口 防府高
7 男子5000m 1485 末冨　大輝 3 ｽｴﾄﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 山口 宇部鴻城高
7 男子5000m 5630 金子　誠一 ｶﾈｺ ｾｲｲﾁ 山口 山口県庁
7 男子5000m 5634 真崎　健 ﾏｻｷ ﾀｹｼ 山口 山口県庁
7 男子5000m 5476 本祥　良太 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 山口 柳井陸協
7 男子5000m 7-1975 西林　佳人 2 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄ 山口 至誠館大
7 男子5000m 5495 濱田精一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 山口 柳井陸協
7 男子5000m 5541 梅本　保則 ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 山口 山口陸協
7 男子5000m 1451 清水　椋 3 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 山口 小野田高
7 男子5000m 5944 橋本　祐樹 ﾊｼﾓﾄﾕｳｷ 山口 Step
7 男子5000m 4914 末弘光次郎 ｽｴﾋﾛ ｺｳｼﾞﾛｳ 山口 光陸協
7 男子5000m 3304 岩本　夏彦 6 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂﾋｺ 山口 山大医
7 男子5000m 1536 目　匠 2 ｻｯｶ ﾀｸﾐ 山口 宇部工高
7 男子5000m 1532 山田健太郎 2 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山口 宇部工高
7 男子5000m 2138 藤村　優大 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 山口高
7 男子5000m 2103 友田　雄大 2 ﾄﾓﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 柳井高
7 男子5000m 1079 原田　大地 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 山口 徳山高専
7 男子5000m 7-1866 松下　広憲 3 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾉﾘ 山口 山大医



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
8  男子110mH(1.067m) 7-1853 川村　透 3 ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 山口 山口大
8  男子110mH(1.067m) 7-1889 石田　健人 4 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 山口 山口大
8  男子110mH(1.067m) 1857 中本　遼太 3 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山口 萩商工高
8  男子110mH(1.067m) 1123 福本　治哉 2 ﾊｸﾓﾄ ﾊﾙﾔ 山口 光高
8  男子110mH(1.067m) 1898 吉村　剛 2 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾖｼ 山口 萩商工高
8  男子110mH(1.067m) 3279 宮本　翔太 5 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山口 山大医
8  男子110mH(1.067m) 2301 鶴岡　陵弥 2 ﾂﾙｵｶﾘｮｳﾔ 山口 防府高
8  男子110mH(1.067m) 1529 香川　隼徳 2 ｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 山口 宇部工高
8  男子110mH(1.067m) 1573 松西　拓馬 1 ﾏﾂﾆｼ  ﾀｸﾏ 山口 高川学園高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
9  男子400mH(0.914m) 1268 徳永　優 3 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳ 山口 西京高
9  男子400mH(0.914m) 7-2181 広川太佑斗 2 ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 広島 山口大
9  男子400mH(0.914m) 7-1874 佐賀　祐介 4 ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 山口 山大医
9  男子400mH(0.914m) 1533 吉冨　友貴 2 ﾖｼﾄﾐ ﾕｳｷ 山口 宇部工高
9  男子400mH(0.914m) 1192 倉重　祐輔 3 ｸﾗｼｹﾞﾕｳｽｹ 山口 防府高
9  男子400mH(0.914m) 7-2173 高森　暁 4 ﾀｶﾓﾘ ｻﾄﾙ 山口 山口大
9  男子400mH(0.914m) 1954 中野　剛志 3 ﾅｶﾉ ﾂﾖｼ 山口 岩国工高
9  男子400mH(0.914m) 1956 奥本　一樹 3 ｵｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 山口 岩国工高
9  男子400mH(0.914m) 2129 米本　航平 2 ﾖﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口 防府商工高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
10  男子3000mSC(0.914m) 1346 谷村　龍生 2 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山口 西京高
10  男子3000mSC(0.914m) 1257 野田　一輝 3 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山口 西京高
10  男子3000mSC(0.914m) 7-1813 兼重　史穏 3 ｶﾈｼｹﾞ ｼｵﾝ 山口 広島経済大
10  男子3000mSC(0.914m) 1342 石田　大輝 2 ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 西京高
10  男子3000mSC(0.914m) 4423 船場　文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 山口 東ソー
10  男子3000mSC(0.914m) 7-2329 松本　光司 2 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山口 山口大
10  男子3000mSC(0.914m) 7-1858 岡崎　駿介 4 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 山口 山口大
10  男子3000mSC(0.914m) 4436 磯村　俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 山口 東ソー
10  男子3000mSC(0.914m) 1677 吉本　大介 3 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山口 下関中央工高
10  男子3000mSC(0.914m) 1746 野原　幸也 2 ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ 山口 下関中央工高
10  男子3000mSC(0.914m) 1674 松浦　拓海 3 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ 山口 下関中央工高
10  男子3000mSC(0.914m) 1319 小村　純太 3 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 山口 野田学園高
10  男子3000mSC(0.914m) 1441 榮福　知基 3 ｴｲﾌｸ ﾄﾓｷ 山口 宇部工高
10  男子3000mSC(0.914m) 1191 今井　大夢 3 ｲﾏｲ ﾋﾛﾑ 山口 防府高
10  男子3000mSC(0.914m) 1527 藤本　翔 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｹﾙ 山口 宇部工高
10  男子3000mSC(0.914m) 1537 田中　智規 2 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 山口 宇部工高
10  男子3000mSC(0.914m) 1237 桐原　尚昭 3 ｷﾘﾊﾗ ﾅｵｱｷ 山口 山口高
10  男子3000mSC(0.914m) 2303 市原　大幹 2 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 山口 防府高
10  男子3000mSC(0.914m) 1899 玉井　一真 2 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾏ 山口 萩商工高
10  男子3000mSC(0.914m) 5947 大橋賢一郎 ｵｵﾊｼｹﾝｲﾁﾛｳ 山口 Step
10  男子3000mSC(0.914m) 1975 石川　歩夢 3 ｲｼｶﾜ ｱﾕﾑ 山口 柳井高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
11 男子走高跳 4667 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ 山口 OPC
11 男子走高跳 1255 山田　大貴 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 山口 西京高
11 男子走高跳 1197 渡壁　亮太 2 ﾜﾀｶﾍﾞﾘｮｳﾀ 山口 防府高
11 男子走高跳 6 小林　雄一 3 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 山口 高川学園高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
12 男子棒高跳 1070 重田　竜也 3 ｼｹﾞﾀ ﾘｭｳﾔ 山口 南陽工高
12 男子棒高跳 1136 林　要瑠 1 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 山口 南陽工高
12 男子棒高跳 1217 宮田　千実 3 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾏ 山口 防府商工高
12 男子棒高跳 1186 船橋　祐貴 3 ﾌﾅﾊｼﾕｳｷ 山口 防府高
12 男子棒高跳 1391 福永　祐太 2 ﾌｸﾅｶﾞﾕｳﾀ 山口 防府高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
13 男子走幅跳 1269 河津　翔哉 3 ｶﾜﾂ ｼｮｳﾔ 山口 西京高
13 男子走幅跳 1859 宮本　涼平 3 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 山口 萩商工高
13 男子走幅跳 1351 佐藤　拓海 2 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 山口 西京高
13 男子走幅跳 1335 永田　拓也 3 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 山口 山口県鴻城高
13 男子走幅跳 1038 荒巻　伸尭 3 ｱﾗﾏｷ ﾉﾌﾞｱｷ 山口 徳山高
13 男子走幅跳 1058 福田　拓夢 2 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 山口 徳山商工高
13 男子走幅跳 1108 高橋　康介 4 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 山口 徳山高専
13 男子走幅跳 1535 喜志多友也 2 ｷｼﾀ ﾕｳﾔ 山口 宇部工高
13 男子走幅跳 1167 神代　真嵩 2 ｺｳｼﾛ ﾏｻﾀｶ 山口 徳山高
13 男子走幅跳 2120 山崎　真平 1 ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 山口 徳山商工高
13 男子走幅跳 2088 田村凜太朗 2 ﾀﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口 岩国工高
13 男子走幅跳 1156 有熊　隆晃 2 ｱﾘｸﾏ ﾀｶｱｷ 山口 南陽工高
13 男子走幅跳 1957 山本　滉也 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔ 山口 岩国工高
13 男子走幅跳 2126 中村　俊哉 2 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 山口 防府商工高
13 男子走幅跳 7-1879 谷口　智大 4 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫 山口大

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
14 男子三段跳 4129 川口　翔 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ 山口 白銀ＡＣ
14 男子三段跳 4210 藤澤　圭祐 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 山口 山口合同ガス
14 男子三段跳 7-1856 山口　量皓 3 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口大
14 男子三段跳 1876 前野　佑弥 3 ﾏｴﾉ ﾕｳﾔ 山口 長門高
14 男子三段跳 1058 福田　拓夢 2 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 山口 徳山商工高
14 男子三段跳 1298 先村　駆留 2 ｻｷﾑﾗ ｶｹﾙ 山口 高川学園高
14 男子三段跳 1085 小野　智弘 3 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 山口 聖光高
14 男子三段跳 1141 内山　翔太 2 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山口 下松高
14 男子三段跳 1877 坂本　祐輔 3 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山口 長門高
14 男子三段跳 1534 有永　智哉 2 ｱﾘﾅｶﾞ ﾄﾓﾔ 山口 宇部工高
14 男子三段跳 106 工藤　竜一 3 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 山口 高川学園中
14 男子三段跳 1148 田中　友晟 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山口 徳山高
14 男子三段跳 1167 神代　真嵩 2 ｺｳｼﾛ ﾏｻﾀｶ 山口 徳山高
14 男子三段跳 1038 荒巻　伸尭 3 ｱﾗﾏｷ ﾉﾌﾞｱｷ 山口 徳山高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
15 男子砲丸投(7.260kg) 1100 寄岡祐太郎 4 ﾖﾘｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ 山口 徳山高専
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 1096 伊藤　武尊 3 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 山口 山口県桜ケ丘高
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 2050 石村　蓮 2 ｲｼﾑﾗ ﾚﾝ 山口 岩国工高
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 2150 即席　裕樹 2 ｿｸｾｷ ﾋﾛｷ 山口 光高
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 1244 古谷　智紀 3 ﾌﾙﾔ ﾄﾓｷ 山口 山口中央高
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 1443 藤田　一輝 3 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 山口 宇部工高
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 2092 森重　翔馬 2 ﾓﾘｼｹﾞ ｼｮｳﾏ 山口 岩国工高
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 1115 岩田　昴 3 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ 山口 徳山高専
19 高校男子砲丸投(6.000kg) 2091 大沼　勝也 2 ｵｵﾇﾏ ｶﾂﾔ 山口 岩国工高
22 中学男子砲丸投(5.000kg) 27 田中　潤 3 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 山口 高川学園中



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
16 男子円盤投(2.000kg) 3237 新道　仁志 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 山口 宇部陸協
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1097 諏訪　雄山 3 ｽﾜ ﾕｳｻﾞﾝ 山口 山口県桜ケ丘高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1426 山口　淳哉 2 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼﾞｭﾝﾔ 山口 宇部西高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1110 岡崎  喬斗 4 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾄ 山口 徳山高専
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1455 山本　健嗣 3 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 山口 小野田高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1145 山崎綜一郎 2 ﾔﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 山口県桜ケ丘高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 2148 西村　政信 2 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 山口 光高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1089 初瀬　主嶺 3 ﾊﾂｾ ｼｭﾎｳ 山口 聖光高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1088 中村　一貴 3 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山口 聖光高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1925 井上　達貴 2 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 山口 萩商工高
20 高校男子円盤投(1.750kg) 1401 田村　香輝 2 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 山口 山口中央高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
18 男子やり投(800g) 2 神崎　真悟 ｺｳｻﾞｷ ﾏｻﾄ 山口 萩市陸協
18 男子やり投(800g) 7-2176 中村　奨太 2 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山口 山口大
18 男子やり投(800g) 1104 波田悠之介 4 ﾊﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 山口 徳山高専
18 男子やり投(800g) 1453 村上　光希 3 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｷ 山口 小野田高
18 男子やり投(800g) 1092 山岡　聡 3 ﾔﾏｵｶ ｻﾄﾙ 山口 聖光高
18 男子やり投(800g) 2023 源内　駿平 3 ｹﾞﾝﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山口 高水高
18 男子やり投(800g) 1373 猪熊　航太 2 ｲﾉｸﾏ ｺｳﾀ 山口 野田学園高
18 男子やり投(800g) 1352 西田　侑生 2 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 西京高
18 男子やり投(800g) 2096 遠藤　雅也 2 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山口 高水高
18 男子やり投(800g) 1920 柴田　捺 2 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂ 山口 萩商工高
18 男子やり投(800g) 1924 石川　誉之 2 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 山口 萩商工高
18 男子やり投(800g) 2122 杉本　俊 2 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝ 山口 防府商工高
18 男子やり投(800g) 1394 良元　哲也 2 ﾖｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 山口 高川学園高
18 男子やり投(800g) 1386 三和　大地 2 ﾐﾜ ﾀﾞｲﾁ 山口 山口中央高
18 男子やり投(800g) 2272 大田　雄貴 2 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 山口 野田学園高
18 男子やり投(800g) 2118 吉永　功貴 2 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳｷ 山口 聖光高
18 男子やり投(800g) 1165 寄岡康太郎 2 ﾖﾘｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 山口 徳山高専
18 男子やり投(800g) 2121 河野　智哉 2 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾔ 山口 防府商工高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1188 白石　健気 3 ｼﾗｲｼﾀﾃｷ 山口 防府高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1598 上原　亮太 3 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山口 田部高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1591 伊東　賢哉 3 ｲﾄｳ ｹﾝﾔ 山口 田部高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1061 佐古　享 1 ｻｺ ｱｷﾗ 山口 徳山商工高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1098 森高　貫太 3 ﾓﾘﾀｶ ｶﾝﾀ 山口 山口県桜ケ丘高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1446 山本　陽平 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 山口 宇部工高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1087 中田　大樹 3 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｷ 山口 聖光高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1625 中島　博登 2 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄ 山口 豊浦高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1754 泉　智明 2 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｱｷ 山口 豊浦高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 2145 小林　翔太 1 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 山口 徳山商工高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1392 渡邉　裕介 2 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｽｹ 山口 防府高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1528 牧田　友晶 3 ﾏｷﾀ ﾄﾓｱｷ 山口 宇部工高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1125 矢原　誠也 2 ﾔﾊﾗ ｾｲﾔ 山口 光高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1168 松岡　典雅 2 ﾏﾂｵｶ ﾃﾝﾏ 山口 南陽工高
21 高校男子ハンマー投(6.000kg) 2131 有吉　泰斗 2 ｱﾘﾖｼ ﾋﾛﾄ 山口 野田学園高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
101 女子100m 299 田村　沙良 2 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 山口 西京高
101 女子100m 302 坪根　美来 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 山口 西京高
101 女子100m 347 坂本　未来 2 ｻｶﾓﾄ  ﾐｷ 山口 宇部西高
101 女子100m 233 伊藤　綾香 3 ｲﾄｳ ﾘｮｳｶ 山口 山口中央高
101 女子100m 16 有田　知加 3 ｱﾘﾀ ﾄﾓｶ 山口 徳山高
101 女子100m 91 竹岡　知愛 2 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 山口 勝山中
101 女子100m 7-3197 野村　幸誉 2 ﾉﾑﾗ ｻﾁﾎ 山口 山口大
101 女子100m 149 金本　実華 1 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 山口 徳山商工高
101 女子100m 597 三好　宙 2 ﾐﾖｼ ｿﾗ 山口 萩商工高
101 女子100m 191 藤井　優花 1 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｶ 山口 新南陽高
101 女子100m 3293 橋本　千明 3 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 山口 山大医
101 女子100m 235 吉松　優香 3 ﾖｼﾏﾂ ﾕｳｶ 山口 山口中央高
101 女子100m 236 山田　智佳 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口 山口中央高
101 女子100m 395 小松　遥奈 3 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 山口 慶進高
101 女子100m 675 福地野乃花 2 ﾌｸﾁ ﾉﾉｶ 山口 山口高
101 女子100m 3280 坂本　茉理 4 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘ 山口 山大医
101 女子100m 7-2938 秋田　祐果 4 ｱｷﾀ ﾕｶ 広島 広大医学部
101 女子100m 125 佐久間琴海 2 ｻｸﾏ ｺﾄﾐ 山口 下松高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
102 女子200m 17 三吉のぞ美 2 ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 山口 徳山高
102 女子200m 301 門田　彩乃 2 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 山口 西京高
102 女子200m 302 坪根　美来 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 山口 西京高
102 女子200m 179 上野　晴菜 1 ｳｴﾉ ﾊﾙﾅ 山口 徳山商工高
102 女子200m 7-3197 野村　幸誉 2 ﾉﾑﾗ ｻﾁﾎ 山口 山口大
102 女子200m 318 貞池　愛 2 ｻﾀﾞｲｹｱｲ 山口 防府高
102 女子200m 320 川崎　智咲　　 2 ｶﾜｻｷﾁｻｷ 山口 防府高
102 女子200m 309 山本　望愛 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁｶ 山口 防府商工高
102 女子200m 7-2938 秋田　祐果 4 ｱｷﾀ ﾕｶ 広島 広大医学部
102 女子200m 396 島村百合絵 3 ｼﾏﾑﾗ ﾕﾘｴ 山口 慶進高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
103 女子400m 17 三吉のぞ美 2 ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 山口 徳山高
103 女子400m 226 大田侑以子 3 ｵｵﾀ ﾕｲｺ 山口 山口高
103 女子400m 302 坪根　美来 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 山口 西京高
103 女子400m 16 有田　知加 3 ｱﾘﾀ ﾄﾓｶ 山口 徳山高
103 女子400m 393 安部優美香 3 ｱﾍﾞ ﾕﾐｶ 山口 慶進高
103 女子400m 214 松原　美優 3 ﾏﾂﾊﾞﾗﾐﾕ 山口 防府高
103 女子400m 204 林　美樹 2 ﾊﾔｼ ﾐｷ 山口 光高
103 女子400m 641 重田　紗輝 3 ｼｹﾞﾀ ｻｷ 山口 高水高
103 女子400m 7-3066 藤井　里奈 3 ﾌｼﾞｲ ﾘﾅ 山口 山口大
103 女子400m 120 山本　ありさ 3 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 山口 下松高
103 女子400m 675 福地野乃花 2 ﾌｸﾁ ﾉﾉｶ 山口 山口高
103 女子400m 222 藤井菜々子 3 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ 山口 防府商工高
103 女子400m 413 宗本　恵歩 2 ﾑﾈﾓﾄ ﾒｸﾞﾎ 山口 小野田高
103 女子400m 570 藤﨑　美空 2 ﾌｼﾞｻｷ ﾐｸ 山口 萩商工高
103 女子400m 3 安田　清香 1 ﾔｽﾀﾞ  ｷﾖｶ 山口 宇部西高
103 女子400m 635 成川　真穂 3 ﾅﾘｶﾜ ﾏﾎ 山口 熊毛南高
103 女子400m 290 山中　麻裕 3 ﾔﾏﾅｶ ﾏﾕ 山口 野田学園高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
104 女子800m 348 福田　歩未 1 ﾌｸﾀﾞｱﾕﾐ 山口 西京高
104 女子800m 86 宮内　希羽 3 ﾐﾔｳﾁ ｷﾊﾈ 山口 高川学園中
104 女子800m 1132 石尾木乃美 1 ｲｼｵｺﾉﾐ 山口 西京高
104 女子800m 306 藤井　葵 2 ﾌｼﾞｲ ｱｵｲ 山口 高川学園高
104 女子800m 293 大西　咲良 2 ｵｵﾆｼｻｸﾗ 山口 西京高
104 女子800m 297 澁田　美鈴 2 ｼﾌﾞﾀﾐｽｽﾞ 山口 西京高
104 女子800m 213 藤本梨夏子 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶｺ 山口 防府高
104 女子800m 249 淺田　美菜 3 ｱｻﾀﾞﾐﾅ 山口 西京高
104 女子800m 88 三吉　知沙 3 ﾐﾖｼ ﾁｻ 山口 高川学園中
104 女子800m 20 久樂　萌夏 2 ｸﾀﾗ ﾓｴｶ 山口 徳山高
104 女子800m 7-3064 中本　早希 3 ﾅｶﾓﾄ ｻｷ 山口 山口大
104 女子800m 124 井上ひまり 2 ｲﾉｳｴ ﾋﾏﾘ 山口 下松高
104 女子800m 21 中尾　寧々 2 ﾅｶｵ ﾈﾈ 山口 高川学園中
104 女子800m 307 峯岡　彩子 2 ﾐﾈｵｶ ｱﾔｺ 山口 防府商工高
104 女子800m 657 東原　優真 2 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾕﾏ 山口 熊毛南高
104 女子800m 571 奥村菜都子 ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｺ 山口 萩商工高
104 女子800m 305 生雲　美妃 2 ｲｸﾓ ﾐｷ 山口 高川学園高
104 女子800m 3284 仲野　優 4 ﾅｶﾉ ﾕｳ 山口 山大医
104 女子800m 7-3073 松村　愛理 3 ﾏﾂﾑﾗ ｴﾘ 山口 山口大
104 女子800m 227 草野　絵美 3 ｸｻﾉ ｴﾐ 山口 山口高
104 女子800m 771 高井　瑞生 2 ﾀｶｲ ﾐｽﾞｷ 山口 防府高
104 女子800m 156 三戸　優希 2 ﾐﾄ ﾕｳｷ 山口 新南陽高
104 女子800m 308 木村　百花 2 ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ 山口 防府商工高
104 女子800m 669 井本　海月 2 ｲﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 山口 山口中央高
104 女子800m 2339 渡辺　葵 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 山口 新南陽高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
105 女子1500m 296 柴崎みなみ 2 ｼﾊﾞｻｷﾐﾅﾐ 山口 西京高
105 女子1500m 87 酒井　珠乃 3 ｻｶｲ ﾀﾏﾉ 山口 高川学園中
105 女子1500m 162 石丸　恭佳 3 ｲｼﾏﾙ ｷｮｳｶ 山口 聖光高
105 女子1500m 557 末永穂乃香 3 ｽｴﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 山口 萩高
105 女子1500m 168 古垰　瑠菜 2 ｺﾀｵ ﾙﾅ 山口 聖光高
105 女子1500m 18 山本　夏実 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 山口 高川学園高
105 女子1500m 273 貞兼　奈美 3 ｻﾀﾞｶﾈ ﾅﾐ 山口 高川学園高
105 女子1500m 1136 矢野　恵菜 1 ﾔﾉ ｹｲﾅ 山口 聖光高
105 女子1500m 7-3060 山本　樹里 4 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山口 山口県立大学
105 女子1500m 150 杉本　南 3 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山口 南陽工高
105 女子1500m 634 川本　菜月 3 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 山口 熊毛南高
105 女子1500m 1492 糸山　未歩 1 ｲﾄﾔﾏﾐﾎ 山口 西京高
105 女子1500m 560 渡邊　麻央 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 山口 萩高
105 女子1500m 391 山本　彩香 3 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 山口 宇部鴻城高
105 女子1500m 155 小田真悠子 2 ｵﾀﾞ ﾏﾕｺ 山口 新南陽高
105 女子1500m 312 渡壁　茜 2 ﾜﾀｶﾍﾞ ｱｶﾈ 山口 高川学園高
105 女子1500m 674 田中日奈子 2 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 山口 防府西高
105 女子1500m 123 山田　千華 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 山口 下松高
105 女子1500m 3284 仲野　優 4 ﾅｶﾉ ﾕｳ 山口 山大医
105 女子1500m 221 南部　幸 3 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾕｷ 山口 防府商工高
105 女子1500m 563 藤村茉由子 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏﾕｺ 山口 萩高
105 女子1500m 220 伊達　浩美 3 ﾀﾞﾃ ﾋﾛﾐ 山口 防府商工高
105 女子1500m 7-3069 齋藤麻菜美 3 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 山口 山口大
105 女子1500m 562 長安　幸菜 2 ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｷﾅ 山口 萩高
105 女子1500m 3299 吉川　真央 2 ﾖｼｶﾜ ﾏｵ 山口 山大医
105 女子1500m 3281 松尾　美結 2 ﾏﾂｵ ﾐﾕ 山口 山大医
105 女子1500m 121 伯野　智子 3 ﾊｸﾉ ﾄﾓｺ 山口 下松高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
106 女子3000m 557 末永穂乃香 3 ｽｴﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 山口 萩高
106 女子3000m 322 林　愛由美 2 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 山口 防府高
106 女子3000m 211 城野　歩美 3 ｷﾉ ｱﾕﾐ 山口 防府高
106 女子3000m 676 藏田　茉優 2 ｸﾗﾀ ﾏﾕ 山口 防府高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
107 女子100mH(0.840m) 253 伊藤　梨乃 3 ｲﾄｳ ﾘﾉ 山口 西京高
107 女子100mH(0.840m) 304 藤村　彩 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山口 西京高
107 女子100mH(0.840m) 18 木村　早希 2 ｷﾑﾗ ｻｷ 山口 徳山高
107 女子100mH(0.840m) 186 藤野　里彩 1 ﾌｼﾞﾉ ﾘｻ 山口 新南陽高
107 女子100mH(0.840m) 567 松尾　真琴 3 ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ 山口 萩商工高
107 女子100mH(0.840m) 394 上田　真子 3 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 山口 慶進高
107 女子100mH(0.840m) 176 永尾まどか 2 ﾅｶﾞｵ ﾏﾄﾞｶ 山口 光高
107 女子100mH(0.840m) 19 竹林　千尋 2 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 山口 徳山高
107 女子100mH(0.840m) 7-3067 原口麻梨菜 3 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 山口 山口大
107 女子100mH(0.840m) 574 神崎　理恵 2 ｺｳｻﾞｷ ﾘｴ 山口 萩商工高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
108 女子400mH(0.762m) 18 木村　早希 2 ｷﾑﾗ ｻｷ 山口 徳山高
108 女子400mH(0.762m) 317 白井舞由子 2 ｼﾗｲﾏﾕｺ 山口 防府高
108 女子400mH(0.762m) 178 花田　歩実 1 ﾊﾅﾀﾞ ｱﾐ 山口 徳山商工高
108 女子400mH(0.762m) 394 上田　真子 3 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 山口 慶進高
108 女子400mH(0.762m) 303 林　美妃 2 ﾊﾔｼ ﾐｷ 山口 西京高
108 女子400mH(0.762m) 300 岡田　彩希 2 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 山口 西京高
108 女子400mH(0.762m) 546 金子　紗世 3 ｶﾈｺ ｻﾖ 山口 大津緑洋高
108 女子400mH(0.762m) 19 竹林　千尋 2 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 山口 徳山高
108 女子400mH(0.762m) 594 田中　里世 2 ﾀﾅｶ ﾘﾖ 山口 萩商工高
108 女子400mH(0.762m) 289 橋本　志穂 3 ﾊｼﾓﾄ ｼﾎ 山口 野田学園高
108 女子400mH(0.762m) 351 大下　優奈 1 ｵｵｼﾀ  ﾕｳﾅ 山口 宇部西高
108 女子400mH(0.762m) 304 藤村　彩 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山口 西京高
108 女子400mH(0.762m) 292 重西千恵望 3 ｵﾓﾆｼ ﾁｴﾐ 山口 山口県鴻城高
108 女子400mH(0.762m) 352 山縣　知夏 1 ﾔﾏｶﾞﾀ  ﾄﾓｶ 山口 宇部西高



種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
109 女子走高跳 300 岡田　彩希 2 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 山口 西京高
109 女子走高跳 145 北村　可奈 2 ｷﾀﾑﾗ ｶﾅ 山口 徳山商工高
109 女子走高跳 319 藤井こころ 2 ﾌｼﾞｲｺｺﾛ 山口 防府高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
111 女子走幅跳 4554 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 山口 周南市役所
111 女子走幅跳 225 岩本　法子 3 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 山口 山口高
111 女子走幅跳 256 中谷多瑛子 3 ﾅｶﾀﾆ ﾀｴｺ 山口 西京高
111 女子走幅跳 7-3065 牧原香菜子 3 ﾏｷﾊﾗ ｶﾅｺ 山口 山口大
111 女子走幅跳 7-3062 轟　亜弥 4 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾔ 山口 山口県立大学
111 女子走幅跳 414 役重　朋香 2 ﾔｸｼｹﾞ ﾄﾓｶ 山口 小野田高
111 女子走幅跳 580 水野　愛麗 3 ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾘ 山口 長門高
111 女子走幅跳 304 藤村　彩 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 山口 西京高
111 女子走幅跳 216 中村　明美 2 ﾅｶﾑﾗｱｹﾐ 山口 防府高
111 女子走幅跳 91 竹岡　知愛 2 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 山口 勝山中
111 女子走幅跳 234 沖谷　桜香 3 ｵｷﾀﾆ ﾊﾙｶ 山口 山口中央高
111 女子走幅跳 153 中原　茜 2 ﾅｶﾊﾗ ｱｶﾈ 山口 新南陽高
111 女子走幅跳 223 吉末　美代 3 ﾖｼｽｴ ﾐﾖ 山口 防府商工高
111 女子走幅跳 670 岡　奈都輝 2 ｵｶ ﾅﾂｷ 山口 山口中央高
111 女子走幅跳 201 梅林　若奈 2 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 山口 聖光高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
112 女子三段跳 3277 中尾　有沙 ﾅｶｵｱﾘｻ 熊本 祐和會
112 女子三段跳 1819 満崎　千里 2 ﾐﾂｻﾞｷｾﾝﾘ 熊本 熊本大

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
113 女子砲丸投(4.000kg) 638 藤永麿由理 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞﾏﾕﾘ 山口 田布施農工高
113 女子砲丸投(4.000kg) 772 山口奈都世 2 ﾔﾏｸﾞﾁﾅﾂﾖ 山口 防府高
113 女子砲丸投(4.000kg) 379 來見　優花 3 ｸﾙﾐ ﾕｳｶ 山口 小野田高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
114 女子円盤投(1.000kg) 638 藤永麿由理 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞﾏﾕﾘ 山口 田布施農工高
114 女子円盤投(1.000kg) 640 國井はづき 3 ｸﾆｲ ﾊﾂﾞｷ 山口 高水高
114 女子円盤投(1.000kg) 383 鶴井　美里 3 ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 山口 小野田高
114 女子円盤投(1.000kg) 350 落合　紗雪 2 ｵﾁｱｲ  ｻﾕｷ 山口 宇部西高
114 女子円盤投(1.000kg) 175 坂田　絢香 2 ｻｶﾀ ｱﾔｶ 山口 光高
114 女子円盤投(1.000kg) 112 山本結香子 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶｺ 山口 光高
114 女子円盤投(1.000kg) 321 谷口　由莉 2 ﾀﾆｸﾞﾁﾕﾘ 山口 防府高
114 女子円盤投(1.000kg) 547 久保田実希 3 ｸﾎﾞﾀ  ﾐｷ 山口 大津緑洋高

種目ｺｰﾄﾞ 種目 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属地 所属
116 女子やり投(600g) 7-3061 溝部　文月 4 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌﾂﾞｷ 山口 山口県立大学
116 女子やり投(600g) 165 畑　明日香 3 ﾊﾀ ｱｽｶ 山口 聖光高
116 女子やり投(600g) 316 小林　若菜 2 ｺﾊﾞﾔｼﾜｶﾅ 山口 防府高
116 女子やり投(600g) 323 是此田　薫 2 ｺﾚｺﾀﾞｶｵﾙ 山口 防府高
116 女子やり投(600g) 108 河村　和佳 3 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 山口 光高
116 女子やり投(600g) 595 東　エリナ 2 ﾋｶﾞｼ ｴﾘﾅ 山口 萩商工高
116 女子やり投(600g) 3306 柏原　彩乃 6 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ 山口 山大医
116 女子やり投(600g) 3315 三好　由華 6 ﾐﾖｼ ﾕｶ 山口 山大医
116 女子やり投(600g) 671 宮﨑こまち 2 ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾏﾁ 山口 山口中央高
116 女子やり投(600g) 5 藤本　奈々 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅ 山口 高水高
116 女子やり投(600g) 3312 高野　瑛子 6 ﾀｶﾉ ｴｲｺ 山口 山大医


