
男子3000m

8月29日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ

1 3717 松本　浩平 日立笠戸 1 2322 松田　篤樹 南陽工高
ﾓﾘﾅｶﾞ ｽﾐﾕｷ ﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ

2 3709 森永　純行 日立笠戸 2 615 田中　泰洋 国府中
ｳﾒﾀﾞ ｱｷﾋｺ ﾅｶﾞｴ ﾋﾛｷ

3 3712 梅田　明彦 日立笠戸 3 1287 長江　宏樹 慶進高
ｱｵｷ ｾｲﾔ ｵｵﾊﾞ ﾄｳﾔ

4 2305 青木　誠也 南陽工高 4 697 大庭　燈弥 益田翔陽高
ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ｽﾐｶﾞﾜ ｿｳ

5 2135 宮本　一博 大津緑洋高 5 83 澄川　颯 益田翔陽高
ｶﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

6 522 川原　雄真 高千帆中 6 954 生本　大樹 平生中
ﾅｶﾓﾄ ﾄﾜ ﾏﾂﾅｶﾞ ｿﾗ

7 85 中本　斗和 益田翔陽高 7 2228 松永　空 岩国工高
ｳﾁ ｶﾅﾀ ﾔﾏﾓﾘ ｲｻｸ

8 703 内　奏太 高千帆中 8 3139 山守　勇久 海上自衛隊岩国

ｸﾘﾊﾗ ｱｵｲ ﾜﾀﾍﾞ ｶｽﾞﾏ

9 433 栗原　葵 高千帆中 9 468 渡部　一真 高千帆中
ｶﾜﾉ ｺﾀﾛｳ ﾉﾌﾞｸﾆ ﾀｶｼ

10 867 河野　鼓太郎 萩東中 10 3132 信國　敬 海上自衛隊岩国

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ ﾀﾑﾗ ｺｳｷ

11 1852 清水　彰大 防府商工高 11 1341 田邑　幸輝 富田中
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

12 1851 菊地　祐輔 防府商工高 12 561 濱田　優希 浅江中
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾌｸﾏﾙ ｶｽﾞﾏ

13 881 穐山　友騎 桑山中 13 598 福丸　知真 国府中
ｱｹﾁ ﾊﾔﾄ ｸｽﾉｷ ﾚﾝｼﾞｭ

14 1022 明智　駿斗 防府商工高 14 1263 楠　蓮珠 浅江中
ｶﾈﾄｼ ﾕｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ

15 1944 兼俊　雄太 宇部高専 15 1036 村上　知彌 防府商工高
ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞｼ ｶﾐﾀﾆ ﾕｳｽｹ

16 55 福澤　和嗣 富田中 16 624 上谷　悠輔 岐陽中
ﾐﾔﾁ ﾕｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

17 1954 宮地　佑輔 慶進高 17 664 田中　瞭宇 岐陽中
ｵｵﾀ ﾕｳｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ

18 1955 太田　侑吾 慶進高 18 668 山本　拓巳 岐陽中
ｽﾐ ﾕｳﾀ ｵｵﾎﾞ　ﾕｳﾋ

19 1547 角　祐太 岩国工高 19 1601 大保　雄飛 都城工高
ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｴﾄｳ ﾕｳｷ

20 1349 加藤　琉彗 富田中 20 1374 衛藤　優樹 下関中央工高

ﾆｯﾀ ﾀｹﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ

21 2217 新田　丈瑠 岩国高 21 1371 渡邉　虎之助 下関中央工高

ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｽｹ ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ

22 1712 中嶋　恭介 南陽工高 22 1135 濱本　康成 高川学園高
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ ｱﾗｷ ﾄﾓﾔ

23 2215 中村　晃 岩国高 23 F-374 荒木　友也 泉中
ﾄｸｼｹﾞ ﾏｻｷ ﾏｴﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

24 5665 徳重　雅樹 山口県庁 24 F-385 前田　徹平 泉中
ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

25 5654 廣永　拓男 山口県庁 25 317 原田　裕大 光井中
ﾊﾀﾌﾞ ﾓﾄﾉﾘ ｲﾄｳ ｼﾝｶ

26 1953 幡生　基紀 慶進高 26 1127 伊藤　新夏 高川学園高
ｶﾀｻｺ ﾏｻﾉﾘ ﾖﾛｽﾞﾔ ﾀｸﾐ

27 3073 片迫　正則 岩国市陸協 27 2119 萬屋　琢海 萩商工高
ﾏｷﾅｶ ﾏｻﾄ ｵﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ

28 1131 牧中　優音 高川学園高 28 1539 小田　颯太朗 岩国工高
ｲｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ ｻﾒｼﾏ　ﾖｼﾉﾌﾞ

29 F-381 井口　翼 泉中 29 1599 鮫島　圭敦 都城工高
ﾀｶﾓﾘ ﾏﾌﾐ ﾌｼﾞﾀｹ　ﾖｳﾍｲ

30 1587 髙森　真郁 高千帆中 30 1240 藤竹　陽平 小野田高
ｵｷﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾐﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ

31 5648 沖村　卓美 山口県庁 31 1695 三村　優和 徳山高
ﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾉ

32 2338 津田　章宏 聖光高 32 2117 田村　優乃 萩商工高
ﾀｹｳﾁ ﾀｲｾｲ ﾌｶﾏﾁ ｹﾝﾀ

33 1744 竹内　大晟 聖光高 33 2334 深町　建太 徳山高

記録 記録



男子3000m

8月29日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ｲﾜﾔﾏ ｶｴﾃﾞ

1 552 瀧口　大河 高千帆中 1 2113 岩山　楓 萩商工高
ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾔ

2 1837 柴田　智己 防府商工高 2 1033 中元　佑哉 防府商工高
ﾑﾗｶﾐ ｱﾗﾄ ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ

3 1141 村上　新斗 柳井中 3 2226 長田　博史 岩国工高
ｻｶｲ ｼｭﾝ ﾉﾀﾞ ﾖｼｷ

4 7-2462 酒井　駿 至誠館大 4 1319 野田　佳輝 周陽中
ｵｵﾂｶ ｻﾄﾙ ﾂｶﾞﾜ ｺｳﾀ

5 5645 大塚　知 山口県庁 5 1285 津川　幸太 慶進高
ﾔﾏｶﾞ ｷﾞﾝﾀ ｵｵﾀ ｶｴﾃﾞ

6 1137 山家　銀太 柳井中 6 C-1511 太田　楓 東海大五高
ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ

7 1152 竹本　大暉 田布施中 7 5495 濱田　精一郎 柳井市陸協
ｶﾜﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ

8 918 川本　大貴 柳井中 8 4874 川口　昌彦 新日鐵住金
ﾀｹﾊﾗ ｶｽﾞﾔ ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ

9 1842 竹原　和哉 田布施中 9 4028 平井　利文 下関市陸協
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘﾂｷ ｱﾘﾄﾐ ﾄﾓﾔ

10 832 東條　吏起 柳井中 10 1825 有富　智哉 防府高
ﾆｼﾉ ｶｲﾄ ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｷ

11 C-1518 西野　海人 東海大五高 11 1330 岡田　淳希 豊浦高
ｽｴﾋﾛ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ

12 4914 末弘　光次郎 光市陸協 12 2017 多田　晴紀 下関中央工高

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾊﾔﾄ ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ

13 566 泉山　隼人 萩東中 13 1363 伊藤　倫太郎 下関中央工高

ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳ

14 1126 吉木　駿平 富田中 14 1368 藤原　想 下関中央工高

ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ

15 99 井上　秀志 高川学園中 15 1133 田中　優大 高川学園高
ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ

16 1665 楢林　蒼大 萩東中 16 1031 田原　直樹 防府商工高
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ ｶﾜﾉ ｿｳﾏ

17 1153 東條　侃慧 田布施中 17 2038 河野　颯磨 豊浦高
ﾐﾔﾀ　ﾋﾛﾄ ｴｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ

18 1598 宮田　宏人 都城工高 18 5721 江上　颯得 自衛隊山口
ﾔﾏﾈ ﾕｳｷ ﾜｶﾏﾂﾔ ｿｳﾀﾛｳ

19 679 山根　友樹 益田翔陽高 19 2118 若松屋　総太郎 萩商工高
ｵｷﾞ ｹﾝﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｷ

20 82 尾木　謙太 益田翔陽高 20 1487 原田　佳樹 萩高
ｱｶｼ ﾕｳﾀ ﾆｼﾔﾏ ｹｲﾀ

21 669 明石　悠汰 岐陽中 21 1039 西山　彗汰 防府商工高
ｲｸﾞﾏ　ｼｭﾝｲﾁ ﾔｽﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ

22 1637 伊熊　駿一 都城工高 22 2116 安森　翔大 萩商工高
ﾀﾑﾗ ｹﾞﾝｷ ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋｶﾙ

23 1581 田村　元輝 福川中 23 1595 谷口　煕 都城工高
ｺｳﾉ ｿｳﾀ ｵｵｺｼ ﾋﾛｷ

24 1619 河野　壮汰 岐陽中 24 1550 大越　啓貴 岩国工高
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾋﾗﾀ　ｼｮｳｺﾞ

25 1685 栗林　廉 岐陽中 25 1633 平田　省吾 都城工高
ｲﾉﾏﾀ ｱｷﾗ ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ

26 7-2622 猪俣　暁 山口大 26 86 樋口　雅貴 益田翔陽高
ｶﾈｲｼ ﾋﾛｷ ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ

27 1109 兼石　紘希 誠英高 27 1546 坂本　尚優 岩国工高
ｺﾄｳ ﾏｻﾄ ｻｲﾄｳ　ｹﾝﾄ

28 1018 厚東　雅人 防府高 28 1602 齋藤　憲斗 都城工高
ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾙ ﾌｸﾅｶﾞ　ﾏｺﾄ

29 13 藤井　光瑠 光井中 29 1432 福永　誠 美祢青嶺高
ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ ｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

30 467 白石　圭吾 高千帆中 30 2329 桐山　大輝 徳山高
ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ

31 29 岡田　公輔 高千帆中 31 2327 河村　崇文 徳山高
ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｷﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ

32 C-1515 佐藤　俊介 東海大五高 32 1120 木原　丈豪 高川学園高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ ｲﾊﾗ ﾖｼｷ

33 1822 谷口　慎弥 西京高 33 1024 井原　芳樹 防府商工高

記録 記録



男子3000m

8月29日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ ﾏｻｷ ﾀｹｼ

1 1148 上部　知紀 田布施中 1 5634 真崎　健 山口県庁
ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾄ

2 1631 熊野　雄介 田布施中 2 2016 小田　諒人 下関中央工高

ﾊﾀﾞｵ ﾏｻｼ ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳｷ

3 81 羽多尾　仁 益田翔陽高 3 631 重村　悠貴 萩東中
ｽｲｽﾞ ｼｮｳｺﾞ ｲｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

4 1351 水津　将伍 富田中 4 2027 石村　翼 下関中央工高

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ ﾀﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ

5 3135 藤村　貴司 海上自衛隊岩国 5 1494 俵　孝太郎 萩高
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ ｵｵﾂｶ ﾀｶｱｷ

6 4910 橋本　裕貴 光市陸協 6 1526 大塚　崇旦 岩国高
ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ｲｯｷ ｼﾝｺﾞ

7 1344 片山　智之 富田中 7 1284 壹岐　真伍 慶進高
ｲﾅﾐﾂ ﾊﾔﾃ ｼﾝ ﾀｲｾｲ

8 C-1509 稲光　颯 東海大五高 8 F-233 進　泰盛 泉中
ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ

9 2218 水口　涼 岩国高 9 F-239 松田　優人 泉中
ﾌｶｲ ｺｳﾀ ｶﾔ ﾀｸﾐ

10 2333 深井　宏太 徳山高 10 2224 嘉屋　拓海 岩国工高
ﾅﾍﾞﾀ ﾋﾛｷ ﾀﾑﾗ ﾐｻｷ

11 2026 鍋田　広貴 下関中央工高 11 F-235 田村　岬 泉中
ｽｴﾀｹ ﾐｽﾞｷ ｻｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ

12 2125 末武　瑞貴 萩高 12 1327 坂井　純矢 豊浦高
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾂﾖｼ ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ

13 7-3005 宮園　剛 徳山大 13 35 村上　正樹 萩東中
ﾎｿﾔﾏﾀﾞ　ﾓﾘﾄ ﾔﾌﾞﾅｶ ﾅｵｷ

14 1628 細山田　守斗 都城工高 14 1123 籔中　直樹 高川学園高
ｲﾏﾐﾂ　ｼﾞｭﾘ ｷﾊﾗ ｺｳｷ

15 1592 今滿　樹利 都城工高 15 1028 木原　巧貴 防府商工高
ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｼ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ

16 2232 長田　泰史 岩国工高 16 1328 中野　翔大 豊浦高
ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ ﾄｸﾀﾞ ﾃﾝｾｲ

17 1154 森重　孝哉 田布施中 17 405 德田　天成 上宇部中
ｼﾗﾊﾏ　ﾏｻﾔ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ

18 2103 白浜　聖也 美祢青嶺高 18 1012 中村　巧汰 防府高
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ ｲｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

19 632 山中　優輝 萩東中 19 2036 井川　洸平 豊浦高
ﾊｼﾊﾞ　ﾖｼｷ ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ

20 2105 橋羽　芳樹 美祢青嶺高 20 1021 藤井　達也 防府高
ｲﾄｳ　ｺｳｼﾞ ｶﾜｺﾞｴ　ｶｲｾｲ

21 1428 伊藤　孝二 美祢青嶺高 21 2102 川越　開晟 美祢青嶺高
ﾖｼﾑﾗ　ｽﾐﾁｶ ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ

22 1427 吉村　了哉 美祢青嶺高 22 1682 河村　駿 徳山高
ｻｶﾓﾄ　ﾕｳｷ ｲｾｷ ﾂﾖｼ

23 1626 坂元　祐樹 都城工高 23 1023 井関　剛 防府商工高
ｷﾄﾞ ﾖｼｷ ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ

24 1027 木戸　誉貴 防府商工高 24 E-2716 永井　晶 河東中
ｵｷﾓﾄ ﾀｶﾄ ﾂﾙﾀﾞ ｺｳｻｸ

25 1267 沖本　和士 宇部鴻城高 25 4995 鶴田　康作 武田薬品
ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾖｼ ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ

26 7-3287 澤村　久佳 山口大 26 1513 久保田　健太 萩商工高
ﾏﾅﾍﾞ ｲｸﾔ ﾌﾙﾔ ｼｭﾝﾘ

27 1282 眞鍋　郁弥 宇部鴻城高 27 2115 古谷　俊吏 萩商工高
ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ ｼﾗｲｼ ｿｳ

28 2210 松岡　槙悟 岩国工高 28 C-1480 白石　壮 東海大五高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

29 7-2460 中村　勇太 至誠館大 29 109 武田　昌悟　 柳井中
ﾅｶﾑﾗ　ﾀｶｼ ｶﾜｺﾞｴ　ﾏｻｼ

30 1632 中村　聖 都城工高 30 1631 川越　聖史 都城工高
ｼｮｳﾉ ﾕﾒﾄ ｻｶｲ ｶｲﾄ

31 1904 庄野　夢叶 宇部鴻城高 31 4 坂井　海斗 黒石中
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｼｶﾞ ﾋﾃﾞﾅﾘ

32 1017 市原　大幹 防府高 32 1831 志賀　秀成 誠英高
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ ﾐﾅﾓﾄ　ﾋﾛｷ

33 1829 中山　優輝 防府高 33 2104 源　裕貴 美祢青嶺高
ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵﾔ

34 1125 岡村　健太郎 高川学園高 34 1426 山本　直哉 美祢青嶺高

記録 記録



男子3000m

8月29日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲｻｶ ﾀｸﾏ ﾌｸﾊﾗ ﾏｽﾐ

1 1140 井阪　拓真 柳井中 1 1540 福原　加巳 岩国工高
ﾀﾅｶ　ｶｹﾙ ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾔ

2 1424 田中　翔 美祢青嶺高 2 F-287 奥田　祥弥 泉中
ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾀ

3 1360 中野　拓海 下関中央工高 3 2037 三浦　隆太 豊浦高
ﾔﾏﾈ ﾕｳｷ ｵｶﾊﾗ ﾃﾂﾔ

4 5720 山根　友貴 自衛隊山口 4 1802 岡原　哲也 西京高
ｼﾓｾ ﾘｭｳｼﾞ ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾏ

5 1029 下瀬　竜司 防府商工高 5 C-1496 寺田　翔真 東海大五高
ﾋﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ

6 1373 平岡　翼 下関中央工高 6 1483 石川　大樹 萩高
ｺﾀﾍﾞ ｼﾝﾔ ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ

7 C-1514 小田部　真也 東海大五高 7 1361 松浦　拓海 下関中央工高

ｼﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ ｵｶﾍﾞ　ﾕｳﾔ

8 4425 嶋田　将大 東ソー 8 1430 岡部　裕也 美祢青嶺高
ｼｲﾉｷ ﾕｳﾀ ｱｷｴﾀﾞ　ﾏｻﾄ

9 1129 椎木　祐太 高川学園高 9 1433 秋枝　真斗 美祢青嶺高
ﾌｸﾏ ｱﾂﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ

10 2131 福間　敦也 萩高 10 2330 小林　智哉 徳山高
ｺﾝﾄﾞｳ　ｾﾙﾅ ｽｴｶﾈ ｶｽﾞｷ

11 1630 近藤　瀬瑠那 都城工高 11 1687 末兼　和樹 徳山高
ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾐﾈｲｼ ﾘｭｳｾｲ

12 C-1516 庄司　俊介 東海大五高 12 2014 峯石　龍晟 豊浦高
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ

13 1294 原田　航也 浅江中 13 1806 藤本　和寿 西京高
ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

14 1110 小松　朋矢 誠英高 14 1804 田中　大稀 西京高
ﾊﾄﾘ ﾀﾂﾌﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

15 5949 羽鳥　辰史 山口Ｓｔｅｐ 15 C-1522 渡辺　慎也 東海大五高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾄﾐｲｴ ｼｹﾞﾅﾘ

16 1486 中村　勇希 萩高 16 2013 富家　慈就 豊浦高
ﾖｼｳﾗ ｺｳﾔ ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ

17 1512 吉浦　宏哉 萩商工高 17 1807 安村　晴樹 西京高
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｶﾞ

18 1488 長岡　隆成 萩高 18 C-1492 川崎　流我 東海大五高
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ ｶｼﾏ　ﾘｭｳﾀ

19 1080 河村　祥平 西京高 19 1431 鹿嶋　隆太 美祢青嶺高
ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ

20 1803 新宅　寛高 西京高 20 1116 小笠原　一貴 高川学園高
ｺｶﾞ ﾓﾄｷ ｳﾗﾍﾞ ﾚｵﾅ

21 8 古閑　幹 柳井中 21 1108 占部　玲於奈 誠英高
ｺｶﾞ ｲﾂｷ ｴﾓﾄ ﾀｶｼ

22 2 古閑　樹 柳井中 22 3220 江本　嵩至 宇部市陸協
ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾏ ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ

23 2112 玉井　一真 萩商工高 23 5664 佐伯　亮祐 山口県庁
ﾅﾘﾏﾂ ｼﾞｮｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ

24 2130 成松　丈 萩高 24 1555 藤本　大樹 岩国工高
ﾉｶﾞﾐ　ｼｮｳﾍｲ ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ

25 1425 野上　翔平 美祢青嶺高 25 1683 河村　駿 徳山高
ﾅｶﾀﾆ ﾙｲﾄ ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

26 F-234 中谷　瑠衣斗 泉中 26 3273 繁永　博行 宇部市陸協
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ ｷﾖﾊﾗ ｺｳﾍｲ

27 F-286 安東　優志 泉中 27 2328 清原　康平 徳山高
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾋｺ

28 1268 河上　悠太 宇部鴻城高 28 4430 河村　旭彦 東ソー
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ｲﾄ　ｲﾂｷ

29 5550 原田　裕基 山口市陸協 29 527 怡土　樹 島田中
ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ ﾓﾘﾀ ｹｲﾄ

30 7-2193 大野　真寛 福山大 30 C-1520 守田　彗登 東海大五高
ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ ﾃﾗﾓﾄ　ﾕﾀｶ

31 1903 宮原　浩樹 宇部鴻城高 31 1635 寺本　豊 都城工高
ｽｴﾄﾐ ﾀﾞｲｷ ｵｶﾉ ﾖｼﾋﾛ

32 1278 末冨　大輝 宇部鴻城高 32 5635 岡野　祥大 山口県庁
ｳｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ ﾊﾏﾜｷ ｹﾝｺﾞ

33 1914 上田　衛 宇部鴻城高 33 1277 濱脇　建伍 宇部鴻城高
ﾓﾄﾅｶﾞ ｱｷﾂｸﾞ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

34 1269 本永　晃嗣 宇部鴻城高 34 3086 藤田　悠 岩国市陸協

記録 記録



男子3000m

8月29日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

9組 10組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏｼﾀ　ﾅｵｷ ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ

1 1423 山下　直希 美祢青嶺高 1 1367 野原　幸也 下関中央工高

ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

2 1009 吉冨　恭平 防府高 2 F-236 鎌田　凌羽 泉中
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 1707 中村　駿吾 国府中 3 7-2932 上野　翔太郎 鳥取環境大
ｴﾐ ﾅﾐｷ ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

4 2128 恵美　菜未希 萩高 4 1364 吉本　大介 下関中央工高

ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ

5 1134 野村　健太 高川学園高 5 1554 田村　友佑 岩国工高
ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

6 2012 北村　歩夢 豊浦高 6 1708 中村　優吾 国府中
ｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ

7 C-1490 泉　建史朗 東海大五高 7 1366 小林　親平 下関中央工高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ

8 4429 渡邊　賢 東ソー 8 1084 森本　直樹 西京高
ｶﾈｺ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾔ

9 2101 金子　和弘 美祢青嶺高 9 C-1483 橋本　龍弥 東海大五高
ｻｻｷ ﾖｳｽｹ ｱｶﾏﾂ ﾄｵﾙ

10 1485 佐々木　洋輔 萩高 10 4556 赤松　透 周南市役所
ｲﾜｻｷ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ

11 46 岩崎　大智 萩東中 11 53 長岡　京汰 萩東中
ｵｵｶﾒ ﾀﾀﾞﾖｼ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

12 1121 大亀　正義 高川学園高 12 1902 藤井　大輔 宇部鴻城高
ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶ

13 2011 來島　和哉 豊浦高 13 1281 工藤　竜翔 宇部鴻城高
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

14 1124 大田　敦士 高川学園高 14 1280 石田　麗来 宇部鴻城高
ﾉﾑﾗ ﾀｹｵ ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ

15 1130 野村　岳央 高川学園高 15 7-2186 髙見　雄飛 山口大
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

16 1805 仲山　大輝 西京高 16 1078 石田　大輝 西京高
ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ ﾁｮｳ ﾕｳｻｸ

17 102 武居　尚輝 高川学園中 17 C-1494 長　祐作 東海大五高
ｲﾜﾐ ﾀｶﾋｻ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ

18 305 岩見　高尚 クラブR2九州 18 1085 山田　拓磨 西京高
ﾖﾈｸﾗ ｺｳｽｹ ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳ

19 C-1501 米倉　光祐 東海大五高 19 1082 谷村　龍生 西京高
ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ

20 1126 大野　達哉 高川学園高 20 1905 森宗　渚 宇部鴻城高
ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹﾋﾛ ﾀﾙﾄｺ ｹｲﾄ

21 1741 水柿　岳大 聖光高 21 1901 樽床　慧人 宇部鴻城高
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ

22 2015 山田　直樹 豊浦高 22 1081 雲井　崚太 西京高
ｵｵｲｼ　ﾘｮｳ ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

23 1429 大石　亮 美祢青嶺高 23 1694 吉岡　龍一 徳山高
ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｼﾞｭｷ ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｵ

24 C-1512 上別府　樹生 東海大五高 24 1122 川元　涼央 高川学園高
ｲｼﾏﾂ ｱｷﾗ ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ

25 C-1508 石松　明 東海大五高 25 1326 稲田　光希 豊浦高
ﾋｻｻﾀﾞ ｶｲﾄ ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ

26 1075 久貞　海斗 西京高 26 4525 松岡　貴志 トクヤマ
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ ﾀﾞｲﾎ ｶｲｼ

27 3215 山本　康政 三井造船玉野 27 C-1493 大保　海士 東海大五高
ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ

28 1119 原田　海 高川学園高 28 1077 渡邉　貴典 西京高
ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ

29 1079 岩本　夏貴 西京高 29 1115 原田　建史朗 高川学園高
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｳﾏ ﾅｶｻｷ ﾋﾛｼ

30 C-1513 桑原　陶馬 東海大五高 30 4996 中崎　洸 武田薬品
ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ

31 1139 吉山　雄太 高川学園高 31 4990 橋本　雅史 武田薬品
ﾔﾏﾌﾞｷ ｱｷﾗ ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ

32 1267 山吹　彰 鹿足郡陸協 32 4994 松藤　仁 武田薬品
ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾗ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ

33 1083 藤井　泰良 西京高 33 4522 藤井　祐希 トクヤマ
ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾏ ﾊﾏﾓﾄ ｴｲﾀ

34 1137 廣中　拓磨 高川学園高 34 4991 濱本　栄太 武田薬品

記録 記録



女子3000m

8月29日 19:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔｽﾔﾏ ｶﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ

1 1580 安山　佳七 厚南中 1 372 渡邊　麻央 萩高
ﾜﾀｶﾍﾞ　ｱｶﾈ ｷﾓﾄ ｸﾙﾐ

2 175 渡壁　茜 高川学園高 2 8078 木本　胡実 大東中
ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ ｸﾗﾀ ﾊﾙ

3 120 木村　百花 防府商工高 3 466 藏田　春瑠 徳山高
ﾋﾗﾀ ﾕｲﾅ ﾔﾅｷﾞ ｻﾕﾘ

4 949 平田　結菜 徳山高 4 300 柳　小百合 豊浦高
ｸﾎﾞﾀ ｱﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴ

5 782 久保田　あみ 萩商工高 5 1186 河口　望愛 柳井中
ﾆｯﾀ ﾘﾅ ｲｼｶﾜ ﾘﾅ

6 91 新田　利奈 益田翔陽高 6 89 石川　理那 益田翔陽高
ﾔﾅｲ ﾏﾋﾛ ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ

7 781 柳井　真央 萩商工高 7 482 杉本　南 南陽工高
ｵﾆｸﾎﾞ ﾓｴ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ

8 947 鬼久保　萌 徳山高 8 564 山本　夏実 高川学園高
ｵｵﾉ ｱｲﾘ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ

9 7008 大野　愛璃 六日市中 9 1573 清水　萌 岐陽中
ｱﾘｲ ﾋﾅ ﾊﾅﾀﾞ　ﾅｵ

10 548 有井　姫菜 岐陽中 10 C-1506 花田　なお 東海大五高
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾉｿﾞﾐ

11 783 藤本　梨花 萩商工高 11 C-1529 山本　希 東海大五高
ﾌｼﾞﾉ ﾏｲ ﾅｶｵ ﾈﾈ

12 780 藤野　真衣 萩商工高 12 21 中尾　寧々 高川学園中
ﾅｶﾄｳ ｱﾐ ｶﾅｻｷ　ﾘｵ

13 90 中藤　安美 益田翔陽高 13 C-1502 金崎　利織 東海大五高
ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

14 C-1486 上田　真優 東海大五高 14 467 小林　瑞季 徳山高
ﾊﾗ ﾕﾒｶ ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ

15 547 原　ゆめか 岐陽中 15 707 坪井　皓香 豊浦高
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏﾕｺ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ

16 563 藤村　茉由子 萩高 16 3637 山本　沙也佳 下松市陸協
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｶ ｶﾝｻﾞｷ　ﾎﾉｶ

17 796 西村　晴花 萩高 17 C-1503 神崎　穂乃香 東海大五高
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾅ ﾖｼﾑﾗ　ﾐｶ

18 784 藤本　梨菜 萩商工高 18 4084 吉村　美香 下関市陸協
ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｷﾅ ﾐｽﾞﾉｴ ｷｮｳｶ

19 375 長安　幸菜 萩高 19 8001 水之江　京香 高田中
ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ ﾖｼﾀﾞ　ﾐｸ

20 555 神足　玲菜 岐陽中 20 C-1530 吉田　三宮 東海大五高
ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｺ ﾌｸｵｶ ﾓｴｷﾞ

21 779 奥村　菜都子 萩商工高 21 1527 福岡　萌希 岐陽中
ﾊﾀﾅｶ　ﾐｻｷ ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ

22 C-1527 畑中　美咲 東海大五高 22 439 野村　希美 浅江中
ﾏｼﾉ ﾔｽﾐ ﾋﾒﾉ ｱﾔｶ

23 92 増野　安美 益田翔陽高 23 7246 姫野　綾香 日出中
ﾐﾈｵｶ ｱﾔｺ ｽｴﾂｸﾞ ﾓﾓｺ

24 124 峯岡　彩子 防府商工高 24 1 末次　桃子 富田中
ｲｸﾓ ﾐｷ ﾐﾔｶﾜ ﾕｲ

25 173 生雲　美妃 高川学園高 25 7188 宮川　結衣 滝尾中
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻｺ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ

26 788 山崎　理紗子 萩高 26 7-3304 山本　樹里 山口県立大
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅｴ ﾔﾏｼﾀ ﾓｴ

27 706 足立　佳那恵 豊浦高 27 B-927 山下　萌 小竹中
ｲﾄｳ ｻｷ ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅ

28 575 伊藤　彩希 防府商工高 28 299 藤澤　奈々 豊浦高

記録 記録



女子3000m

8月29日 19:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾏｴﾀﾞ ﾕﾉ ｷﾑﾗ ﾕｳｶ

1 B-952 前田　悠乃 小竹中 1 828 木村　友香 大和中
ｵｷﾀﾆ ﾕｳﾅ ｸﾄﾞｳ ﾏﾘｱ

2 354 沖谷　友奈 高千帆中 2 C-1487 工藤　茉理亜 東海大五高
ﾅｶﾉ　ﾏﾎ ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ

3 41 中野　真帆 島田中 3 6104 日隈　彩美 大分西高
ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ

4 1448 河村　七海 岐陽中 4 7357 中村　朱里 直入中
ﾉｳﾐ ｱﾔｶ ｶﾜﾊﾗ ﾋﾌﾐ

5 556 能見　彩花 岐陽中 5 B-951 川原　一文 小竹中
ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ ﾀｻｶ ｱｷ

6 551 河村　真央 岐陽中 6 3482 田阪　亜樹 福山市陸協
ｱｻﾀﾞ ﾏｲ ｲﾜﾑﾛ　ｻｷ

7 1269 淺田　真衣 浅江中 7 E-107 岩室　颯希 那珂川北中
ﾅﾐｼﾞ ﾋﾅｺ ｺﾀｵ ﾙﾅ

8 8053 浪治　日向子 大分西中 8 504 古垰　瑠菜 聖光高
ｶｶﾞﾜ ﾏｲ ﾔﾏﾄ　ﾘﾅ

9 1270 加川　真衣 浅江中 9 C-1507 大和　里奈 東海大五高
ｻｲﾄｳ ｳﾀ ｽｴﾅｶﾞ ﾎﾉｶ

10 7114 齊藤　うた 大東中 10 369 末永　穂乃香 萩高
ﾂｼﾞｲ　ﾐｳ ｲｼﾏﾙ ｷｮｳｶ

11 C-1525 辻井　美羽 東海大五高 11 502 石丸　恭佳 聖光高
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ

12 1280 米澤　瑞稀 浅江中 12 4103 小手川　紀名子 大分西高
ｱﾘｲ ﾏﾅｴ ﾀﾆﾐﾂ ｶﾝﾅ

13 1343 有井　愛絵 富田中 13 C-1488 谷光　環奈 東海大五高
ﾔﾉ ｹｲﾅ ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾕｷﾉ

14 508 矢野　恵菜 聖光高 14 C-1504 立花　薫乃 東海大五高
ｺﾞｳﾔ　ﾅﾅ ﾊﾔｼ ﾉﾉｶ

15 C-1523 合屋　奈夏 東海大五高 15 4105 林　望乃佳 大分西高
ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾙ ｵｵﾂｶ ﾕﾂﾞｷ

16 49 棟近　光 浅江中 16 6101 大塚　弓月 大分西高
ｱｿｳ ｱﾐ ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ

17 7150 麻生　亜美 大分西中 17 1438 濵田　すみれ 岐陽中
ｻﾀﾞｶﾈ ﾅﾐ ﾌｼﾞｲ ｱｵｲ

18 172 貞兼　奈美 高川学園高 18 174 藤井　葵 高川学園高
ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔ ｵｵｴ ﾐｻｷ

19 127 森元　あや 浅江中 19 4100 大江　美咲 大分西高
ﾏﾆﾜ ﾕｳ ｻｶｲ ﾀﾏﾉ

20 E-1959 馬庭　悠 河東中 20 87 酒井　珠乃 高川学園中
ﾖｼﾏﾂ ﾋｻｴ ﾐﾔｳﾁ ｷﾊﾈ

21 4555 吉松　久恵 周南市役所 21 86 宮内　希羽 高川学園中
ｻｶﾀ　ﾈﾈ ｶﾜﾓﾄ ﾘｶ

22 C-1524 坂田　寧々 東海大五高 22 1187 河本　梨花 柳井中
ﾃﾗｶﾜ　ﾐｻ ﾀﾑﾗ ﾙﾅ

23 C-1526 寺川　実沙 東海大五高 23 1330 田村　瑠菜 富田中
ﾌｸﾀﾞ　ｼｵﾝ ﾀﾆ　ﾏｲｺ

24 C-1528 福田　詩音 東海大五高 24 C-1505 谷　真以子 東海大五高
ｲﾜﾓﾄ ﾘﾅ ｱﾍﾞ ﾐｶｺ

25 438 岩本　里菜 浅江中 25 5100 安部　実伽子 大分西高
ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ ﾓﾘﾋﾛ ｱﾔﾈ

26 5103 大塚　彩也香 大分西高 26 769 森廣　彩音 国府中
ｲﾁﾊﾗ ｻﾅ ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾘ

27 281 市原　沙南 国府中 27 C-1489 福田　妃加里 東海大五高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻｷ ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｶ

28 774 宮崎 美咲 国府中 28 4102 工藤　杏華 大分西高

記録 記録



男子5000m

8月29日 20:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｴｼﾞﾏ ﾁｮｳｻｸ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ

1 3710 江島　長作 日立笠戸 1 1832 田中　雄大 誠英高
ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ ｺｳﾉ ﾋﾛﾕｷ

2 3715 木村　毅 日立笠戸 2 4393 幸野　博之 JR西日本陸上ク

ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ｱｷﾖｼ ﾏｻｶｽﾞ

3 3718 河村　隆之 日立笠戸 3 3631 秋吉　政和 下松市陸協
ﾌｸｼﾞ ｺｳｲﾁ ｺﾛｸ ﾏｺﾄ

4 3716 福字　幸一 日立笠戸 4 3703 古六　誠 日立笠戸
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ ｽｴｵｶ ﾃﾂｵ

5 2132 橋本　侑大 大津緑洋高 5 1527 末岡　哲夫 岩国高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｲ ｻﾄｼ

6 1454 中村　裕介 大津緑洋高 6 4791 松井　敏 萩市役所
ｵｶﾀﾞ ｱﾗﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

7 2106 岡田　新 大津緑洋高 7 5944 橋本　祐樹 山口Ｓｔｅｐ

ｼﾗｲ ﾊﾔﾄ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ

8 2107 白井　颯人 大津緑洋高 8 1448 田中　智也 大津緑洋高
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

9 1451 林　亮佑 大津緑洋高 9 3133 武田　宗一郎 海上自衛隊岩国

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾓﾘｼｹﾞ ｹﾝｿﾞｳ

10 1453 山田　拓海 大津緑洋高 10 5660 盛重　賢造 山口県庁
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞｷ

11 2111 田村　春樹 大津緑洋高 11 4340 守田　英樹 周南市陸協
ｱﾜ ﾀｶﾉﾘ ﾖｼﾅｶﾞ ﾌﾐﾋｺ

12 2108 阿波　孝典 大津緑洋高 12 2105 吉永　文彦 大竹市陸協
ﾏｷﾀ ﾀｶﾕｷ ﾏｽﾓﾘ ｲｻｵ

13 2134 槇田　貴公 大津緑洋高 13 3735 升守　功 下松ｽﾎﾟｰﾂ公園RC

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ

14 1450 中村　悠介 大津緑洋高 14 1107 岩田　啓希 誠英高
ｶﾅﾔﾏ ﾘｭｳﾔ ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ

15 1446 金山　竜也 大津緑洋高 15 C-217 徳永　稜 福岡第一高
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

16 1458 吉田　海斗 大津緑洋高 16 5541 梅本　保則 山口市陸協
ｲﾉｳｴ ﾑﾂｵ ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾔ

17 3050 井上　睦夫 岩国市陸協 17 C-213 櫻井　遥也 福岡第一高
ﾁｶﾋﾛ ﾘｮｳﾀ ｳﾒﾓﾄ ｺｳｼﾞ

18 1459 近廣　亮多 大津緑洋高 18 4546 梅本　幸治 周南市役所
ｲｿ ﾘｭｳｼﾞ ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ

19 1455 磯　龍司 大津緑洋高 19 5947 岡本　勇二郎 山口Ｓｔｅｐ

ﾜｶﾏﾂﾔ ｺｳｽｹ ﾜﾀｶﾍﾞ ﾕｳ

20 1445 若松屋　孝介 大津緑洋高 20 1138 渡壁　祐 高川学園高
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ

21 1452 山下　悠太 大津緑洋高 21 3666 西村　幸太郎 東洋鋼鈑
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ ﾀｶ ﾋﾛﾄ

22 1911 石田　晃己 宇部高専 22 7-2627 高　裕登 山口大
ｽｶﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

23 4095 菅本　和彦 下関市陸協 23 7-3284 奥田　大樹 山口大
ｵﾉ ﾋｻﾉﾘ ﾀﾅｶ ｱﾂﾌﾐ

24 3643 小野　尚徳 下松市陸協 24 4056 田中　淳文 下関市陸協
ﾌｸﾏｼ ﾉﾘｵ ﾀﾏﾙ ﾋﾄｼ

25 3369 福増　紀雄 宇部興産 25 5637 田丸　仁司 山口県庁
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾌｸﾓﾄ ﾄｼｱｷ

26 1830 河村　侑大 誠英高 26 5494 福本　俊明 柳井市陸協
ﾋﾗﾀﾆ ｶｽﾞｷ ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

27 1833 平谷　一輝 誠英高 27 2114 福永　竜也 大竹市陸協
ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾋﾄ ｷｼﾞﾏ ｻﾄﾙ

28 1529 福島　光人 岩国高 28 147 木嶋　悟 ERUNNNERS
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

29 3273 繁永　博行 宇部市陸協

記録 記録



男子5000m

8月29日 20:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ

1 5664 佐伯　亮祐 山口県庁
ﾆｼﾀﾆ ｻﾄｼ

2 3676 西谷　敏 東洋鋼鈑
ﾆｼｻｶ ﾋﾛｼ

3 5212 西坂　央志 クラブR2西日本

ｻｻｷ ﾜﾀﾙ

4 7-2639 佐々木　渉 山口大
ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

5 7-2459 竹田　周平 至誠館大
ﾄﾖﾅｶﾞ ﾃﾂｵ

6 4280 豊永　哲央 長府製作所
ｲﾘｴ ﾚﾝﾀﾛｳ

7 7-3283 入江　廉太郎 山口大
ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ

8 7-3089 片岡　陽 山口大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｷ

9 4426 谷口　尚樹 東ソー
ｺﾏﾂ ﾕｷﾔ

10 1111 小松　侑矢 誠英高
ﾌｼﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ

11 4395 藤﨑　和也 JR西日本陸上ク

ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞｼ

12 7-3290 竹之内　一志 山口大
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ

13 7-2466 松田　大樹 至誠館大
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ

14 5946 西村　知之 山口Ｓｔｅｐ

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

15 2107 長谷川　和彦 大竹市陸協
ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ

16 1474 瀧口　吉香 萩高
ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ

17 4423 船場　文太 東ソー
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

18 4420 原田　脩平 東ソー
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ

19 3215 山本　康政 三井造船玉野

ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

20 4436 磯村　俊祐 東ソー
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

21 1008 藤井　大輔 防府高
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

22 3653 林　秀明 東洋鋼鈑
ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

23 3685 木村　祐一郎 東洋鋼鈑
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾉﾌﾞ

24 3684 山本　清伸 東洋鋼鈑
ｶﾈｺ ﾔｽｼ

25 4414 金子　泰 東ソー
ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

26 1739 藤田　隆ノ介 聖光高
ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

27 4530 河村　政伸 トクヤマ
ﾖｺｵ ﾀｲｽｹ

28 4993 横尾　太祐 武田薬品
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲﾀ

29 4531 齋藤　俊平太 トクヤマ

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組




