
番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
1 中学男子3000m 1708 中村　優吾 3 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 国府中
2 中学男子3000m 53 長岡　京汰 3 ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ 萩東中
3 中学男子3000m 1707 中村　駿吾 3 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 国府中
4 中学男子3000m 405 德田　天成 3 ﾄｸﾀﾞ ﾃﾝｾｲ 上宇部中
5 中学男子3000m 527 怡土　樹 3 ｲﾄ ｲﾂｷ 島田中
6 中学男子3000m 2 古閑　樹 3 ｺｶﾞｲﾂｷ 柳井中
7 中学男子3000m 8 古閑　幹 3 ｺｶﾞﾓﾄｷ 柳井中
8 中学男子3000m 102 武居　尚輝 3 ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ 高川学園中
9 中学男子3000m 42 長岡　志優 3 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳ 萩西中
10 中学男子3000m 1294 原田　航也 3 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ 浅江中
11 中学男子3000m 1083 関野　稜介 2 ｾｷﾉ ﾘｮｳｽｹ 小郡中
12 中学男子3000m 852 国増　治貴 3 ｸﾆﾏｽ ﾊﾙｷ 東部中
13 中学男子3000m 46 岩崎　大智 3 ｲﾜｻｷ ﾀﾞｲﾁ 萩東中
14 中学男子3000m 1140 井阪　拓真 3 ｲｻｶ ﾀｸﾏ 柳井中
15 中学男子3000m 1619 河野　壮汰 3 ｺｳﾉ ｿｳﾀ 岐陽中
16 中学男子3000m 374 三上　竜太 3 ﾐｶﾐ ﾘｭｳﾀ 常盤中
17 中学男子3000m 851 三木　雄介 2 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 桑山中
18 中学男子3000m 1660 田村　友伸 2 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 玖珂中
19 中学男子3000m 69 入江　泰地 3 ｲﾘｴ ﾀｲﾁ 桜田中
20 中学男子3000m 464 渡邉　直也 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 西岐波中
21 中学男子3000m 634 石田　哲大 3 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ 鴻南中
22 中学男子3000m 35 村上　正樹 2 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 萩東中
23 中学男子3000m 110 宮崎　和樹 3 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 浅江中
24 中学男子3000m 968 阿部　陽樹 1 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 鴻南中
25 中学男子3000m 109 武田　昌悟　 3 ﾀｹﾀﾞｼｮｳｺﾞ 柳井中
26 中学男子3000m 1154 森重　孝哉 2 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 田布施中
27 中学男子3000m 1685 栗林　廉 3 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 岐陽中
28 中学男子3000m 1712 坂口　佑真 3 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 下松中
29 中学男子3000m 631 重村　悠貴 3 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 萩東中
30 中学男子3000m 37 富田　悠斗 2 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ 桜田中
31 中学男子3000m 632 山中　優輝 3 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ 萩東中
32 中学男子3000m 1148 上部　知紀 2 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 田布施中
33 中学男子3000m 1665 楢林　蒼大 2 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ 萩東中
34 中学男子3000m 29 岡田　公輔 2 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 高千帆中
35 中学男子3000m 13 藤井　光瑠 3 ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾙ 光井中
36 中学男子3000m 669 明石　悠汰 2 ｱｶｼ ﾕｳﾀ 岐陽中
37 中学男子3000m 697 岩﨑　良祐 2 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 山の田中
38 中学男子3000m 298 能美　和洋 1 ﾉｳﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 長成中
39 中学男子3000m 589 小西　壮 2 ｺﾆｼ ｿｳ 西岐波中
40 中学男子3000m 1715 坂本　右京 3 ｻｶﾓﾄ ｳｷｮｳ 萩東中
41 中学男子3000m 1719 岩田　李薫 2 ｲﾜﾀ ﾒｲ 萩東中
42 中学男子3000m 1152 竹本　大暉 2 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 田布施中
43 中学男子3000m 934 山本　涼太 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 田布施中
44 中学男子3000m 591 古川　幾也 2 ﾌﾙｶﾜ ｲｸﾔ 西岐波中
45 中学男子3000m 1319 野田　佳輝 3 ﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 周陽中
46 中学男子3000m 598 福丸　知真 3 ﾌｸﾏﾙ ｶｽﾞﾏ 国府中
47 中学男子3000m 615 田中　泰洋 3 ﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ 国府中
48 中学男子3000m 1232 正田　盛起 2 ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ 川中中



番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
1 高校男子5000m 1072 中村　　駆 3 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 西京高
2 高校男子5000m 1076 福本　真大 3 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 西京高
3 高校男子5000m 1074 花田　凌一 3 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 西京高
4 高校男子5000m 1073 野田　一輝 3 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 西京高
5 高校男子5000m 1122 川元　涼央 3 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｵ 高川学園高
6 高校男子5000m 1115 原田　建史朗 3 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 高川学園高
7 高校男子5000m 1077 渡邉　貴典 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 西京高
8 高校男子5000m 1081 雲井　崚太 2 ｸﾓｲ ｼｭﾝﾀ 西京高
9 高校男子5000m 1082 谷村　龍生 2 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳ 西京高
10 高校男子5000m 1326 稲田　光希 2 ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ 豊浦高
11 高校男子5000m 1694 吉岡　龍一 2 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 徳山高
12 高校男子5000m 1554 田村　友佑 2 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岩国工業高
13 高校男子5000m 1008 藤井　大輔 3 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 防府高
14 高校男子5000m 1128 伊藤　雄基 3 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高川学園高
15 高校男子5000m 1084 森本　直樹 2 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 西京高
16 高校男子5000m 1078 石田　大輝 2 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 西京高
17 高校男子5000m 1739 藤田　隆ノ介 3 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 聖光高
18 高校男子5000m 1366 小林　親平 2 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ 下関中央工高
19 高校男子5000m 1119 原田　海 3 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 高川学園高
20 高校男子5000m 1085 山田　拓磨 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 西京高
21 高校男子5000m 1075 久貞　海斗 3 ﾋｻｻﾀﾞ ｶｲﾄ 西京高
22 高校男子5000m 1126 大野　達哉 3 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 高川学園高
23 高校男子5000m 1083 藤井　泰良 2 ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾗ 西京高
24 高校男子5000m 1116 小笠原　一貴 2 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 高川学園高
25 高校男子5000m 1428 伊藤　孝二 2 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 美祢青嶺高
26 高校男子5000m 1808 吉井　道歩 1 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 西京高
27 高校男子5000m 1805 仲山　大輝 1 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 西京高
28 高校男子5000m 1280 石田　麗来 2 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 宇部鴻城高
29 高校男子5000m 1905 森宗　渚 1 ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ 宇部鴻城高
30 高校男子5000m 1555 藤本　大樹 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 岩国工業高
31 高校男子5000m 1080 河村　祥平 2 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 西京高
32 高校男子5000m 1079 岩本　夏貴 2 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 西京高
33 高校男子5000m 1687 末兼　和樹 2 ｽｴｶﾈ ｶｽﾞｷ 徳山高
34 高校男子5000m 1741 水柿　岳大 2 ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 聖光高
35 高校男子5000m 1364 吉本　大介 3 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 下関中央工高
36 高校男子5000m 1139 吉山　雄太 3 ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 高川学園高
37 高校男子5000m 2112 玉井　一真 2 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾏ 萩商工高
38 高校男子5000m 1281 工藤　竜翔 2 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶ 宇部鴻城高
39 高校男子5000m 1430 岡部　裕也 2 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 美祢青嶺高
40 高校男子5000m 1367 野原　幸也 2 ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ 下関中央工高
41 高校男子5000m 1901 樽床　慧人 1 ﾀﾙﾄｺ ｹｲﾄ 宇部鴻城高
42 高校男子5000m 1423 山下　直希 3 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 美祢青嶺高
43 高校男子5000m 1683 河村　駿 2 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 徳山高
44 高校男子5000m 2101 金子　和弘 1 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 美祢青嶺高
45 高校男子5000m 1124 大田　敦士 2 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 高川学園高
46 高校男子5000m 1540 福原　加巳 3 ﾌｸﾊﾗ ﾏｽﾐ 岩国工業高
47 高校男子5000m 1431 鹿嶋　隆太 2 ｶｼﾏ ﾘｭｳﾀ 美祢青嶺高
48 高校男子5000m 1426 山本　直哉 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 美祢青嶺高
49 高校男子5000m 1807 安村　晴樹 1 ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ 西京高
50 高校男子5000m 1137 廣中　拓磨 1 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾏ 高川学園高
51 高校男子5000m 1425 野上　翔平 3 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 美祢青嶺高
52 高校男子5000m 1485 佐々木　洋輔 2 ｻｻｷ ﾖｳｽｹ 萩高
53 高校男子5000m 1134 野村　健太 1 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 高川学園高
54 高校男子5000m 1806 藤本　和寿 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 西京高
55 高校男子5000m 1029 下瀬　竜司 2 ｼﾓｾ ﾘｭｳｼﾞ 防府商工高
56 高校男子5000m 1804 田中　大稀 1 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 西京高



番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
57 高校男子5000m 1424 田中　翔 3 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 美祢青嶺高
58 高校男子5000m 1586 竹原　侑紀 2 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｷ 柳井商工高
59 高校男子5000m 1111 小松　侑矢 2 ｺﾏﾂ ﾕｷﾔ 誠英高
60 高校男子5000m 1486 中村　勇希 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 萩高
61 高校男子5000m 1130 野村　岳央 2 ﾉﾑﾗ ﾀｹｵ 高川学園高
62 高校男子5000m 2115 古谷　駿吏 1 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝﾘ 萩商工高
63 高校男子5000m 2131 福間　敦也 1 ﾌｸﾏ ｱﾂﾔ 萩高
64 高校男子5000m 1121 大亀　正義 3 ｵｵｶﾒ ﾀﾀﾞﾖｼ 高川学園高
65 高校男子5000m 1512 吉浦 宏哉 3 ﾖｼｳﾗ ｺｳﾔ 萩商工高
66 高校男子5000m 2311 田中　寿和 1 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 光高
67 高校男子5000m 1373 平岡　翼 2 ﾋﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ 下関中央工高
68 高校男子5000m 1513 久保田　健太 3 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ 萩商工高
69 高校男子5000m 1488 長岡　隆成 2 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 萩高
70 高校男子5000m 2210 松岡　槙悟 1 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 岩国工業高
71 高校男子5000m 1131 牧中　優音 2 ﾏｷﾅｶ ﾏｻﾄ 高川学園高
72 高校男子5000m 1269 本永　晃嗣 1 ﾓﾄﾅｶﾞ ｱｷﾂｸﾞ 宇部鴻城高
73 高校男子5000m 2232 長田　泰史 1 ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｼ 岩国工業高
74 高校男子5000m 1108 占部　玲於奈 2 ｳﾗﾍﾞ ﾚｵﾅ 誠英高
75 高校男子5000m 1831 志賀　秀成 1 ｼｶﾞ ﾋﾃﾞﾅﾘ 誠英高
76 高校男子5000m 1914 上田　衛 1 ｳｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ 宇部鴻城高
77 高校男子5000m 1803 新宅　寛高 1 ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ 西京高
78 高校男子5000m 1361 松浦　拓海 3 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ 下関中央工高
79 高校男子5000m 1778 原田　大地 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 徳山工専
80 高校男子5000m 1432 福永　誠 2 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 美祢青嶺高
81 高校男子5000m 1483 石川　大樹 2 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 萩高
82 高校男子5000m 1902 藤井　大輔 1 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 宇部鴻城高
83 高校男子5000m 1802 岡原　哲也 1 ｵｶﾊﾗ ﾃﾂﾔ 西京高
84 高校男子5000m 1550 大越　啓貴 2 ｵｵｺｼ ﾋﾛｷ 岩国工業高
85 高校男子5000m 1638 吉本　励 2 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲ 光高
86 高校男子5000m 2102 川越　開晟 1 ｶﾜｺﾞｴ ｶｲｾｲ 美祢青嶺高
87 高校男子5000m 1125 岡村　健太郎 2 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高川学園高
88 高校男子5000m 1682 河村　駿 2 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 徳山高
89 高校男子5000m 1110 小松　朋矢 2 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 誠英高
90 高校男子5000m 1637 吉池　航 2 ﾖｼｲｹ ﾜﾀﾙ 光高
91 高校男子5000m 1429 大石　亮 1 ｵｵｲｼ ﾘｮｳ 美祢青嶺高
92 高校男子5000m 1822 谷口　慎弥 1 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 西京高
93 高校男子5000m 1360 中野　拓海 3 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 下関中央工高
94 高校男子5000m 2104 源　裕貴 1 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 美祢青嶺高
95 高校男子5000m 1630 河口　永遠 2 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾜ 光高
96 高校男子5000m 2016 小田　諒人 1 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 下関中央工高
97 高校男子5000m 2226 長田　博史 1 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 岩国工業高
98 高校男子5000m 1427 吉村　了哉 3 ﾖｼﾑﾗ ｽﾐﾁｶ 美祢青嶺高
99 高校男子5000m 1027 木戸　誉貴 2 ｷﾄﾞ ﾖｼｷ 防府商工高

100 高校男子5000m 2103 白浜　聖也 1 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾔ 美祢青嶺高
101 高校男子5000m 1123 籔中　直樹 2 ﾔﾌﾞﾅｶ ﾅｵｷ 高川学園高
102 高校男子5000m 1120 木原　丈豪 2 ｷﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 高川学園高
103 高校男子5000m 2026 鍋田　広貴 1 ﾅﾍﾞﾀ ﾋﾛｷ 下関中央工高
104 高校男子5000m 1282 眞鍋　郁弥 2 ﾏﾅﾍﾞ ｲｸﾔ 宇部鴻城高
105 高校男子5000m 1039 西山　慧汰 2 ﾆｼﾔﾏ ｹｲﾀ 防府商工高
106 高校男子5000m 2329 桐山　大輝 1 ｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 徳山高
107 高校男子5000m 1695 三村　優和 1 ﾐﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 徳山高
108 高校男子5000m 1363 伊藤　倫太郎 3 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 下関中央工高
109 高校男子5000m 1268 河上　悠太 1 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 宇部鴻城高
110 高校男子5000m 1589 和田　和樹 2 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 柳井商工高
111 高校男子5000m 1772 惠本　楓也 2 ｴﾓﾄ ﾌｳﾔ 徳山工専
112 高校男子5000m 1832 田中　雄大 1 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 誠英高



番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
113 高校男子5000m 1109 兼石　紘希 2 ｶﾈｲｼ ﾋﾛｷ 誠英高
114 高校男子5000m 1837 柴田　智己 1 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 防府商工高
115 高校男子5000m 1830 河村　侑大 1 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ 誠英高
116 高校男子5000m 2116 安森　翔大 1 ﾔｽﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ 萩商工高
117 高校男子5000m 2027 石村　翼 1 ｲｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 下関中央工高
118 高校男子5000m 2105 橋羽　芳樹 1 ﾊｼﾊﾞ ﾖｼｷ 美祢青嶺高
119 高校男子5000m 2228 松永　空 1 ﾏﾂﾅｶﾞ ｿﾗ 岩国工業高
120 高校男子5000m 2314 山根　裕平 1 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾍｲ 光高
121 高校男子5000m 1546 坂本　尚優 2 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 岩国工業高
122 高校男子5000m 1368 藤原　想 2 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳ 下関中央工高
123 高校男子5000m 1539 小田　颯太朗 3 ｵﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 岩国工業高
124 高校男子5000m 1135 濱本　康成 1 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 高川学園高
125 高校男子5000m 1547 角　祐太 2 ｽﾐ ﾕｳﾀ 岩国工業高
126 高校男子5000m 2119 萬屋　琢海 1 ﾖﾛｽﾞﾔ ﾀｸﾐ 萩商工高
127 高校男子5000m 1833 平谷　一輝 1 ﾋﾗﾀﾆ ｶｽﾞｷ 誠英高
128 高校男子5000m 1371 渡邉　虎之助 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 下関中央工高
129 高校男子5000m 2338 津田　章宏 1 ﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 聖光高
130 高校男子5000m 1022 明智　駿斗 2 ｱｹﾁ ﾊﾔﾄ 防府商工高
131 高校男子5000m 1851 菊地　祐輔 1 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 防府商工高
132 高校男子5000m 2017 多田　晴紀 1 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ 下関中央工高
133 高校男子5000m 1852 清水　彰大 1 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 防府商工高
134 高校男子5000m 1374 衛藤　優樹 1 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 下関中央工高
135 高校男子5000m 2114 西山　尚昭 1 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｱｷ 萩商工高
136 高校男子5000m 2117 田村　優乃 1 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾉ 萩商工高
137 高校男子5000m 1133 田中　優大 2 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 高川学園高
138 高校男子5000m 1903 宮原　浩樹 1 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ 宇部鴻城高
139 高校男子5000m 1118 寺西　将也 3 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳﾔ 高川学園高
140 高校男子5000m 2113 岩井　楓 2 ｲﾜｲ ｶｴﾃﾞ 萩商工高
141 高校男子5000m 2118 若松屋　総太郎 1 ﾜｶﾏﾂﾔ ｿｳﾀﾛｳ 萩商工高



番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
1 一般男子5000m 2972 富田　就斗 4 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 徳山工専
2 一般男子5000m 4900 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 光市陸協
3 一般男子5000m 7-2185 樫部　直人 4 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 山口大
4 一般男子5000m 5712 立石　直人 ﾀﾃｲｼ ﾅｵﾄ 自衛隊山口
5 一般男子5000m 7-2186 髙見　雄飛 3 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 山口大
6 一般男子5000m 3684 山本　清伸 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾉﾌﾞ 東洋鋼鈑
7 一般男子5000m 3653 林　秀明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東洋鋼鈑
8 一般男子5000m 5719 加藤　輝一 ｶﾄｳ ｷｲﾁ 自衛隊山口
9 一般男子5000m 5704 兼中　孔士 ｶﾈﾅｶ ｺｳｼﾞ 自衛隊山口
10 一般男子5000m 3685 木村　祐一郎 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東洋鋼鈑
11 一般男子5000m 3688 兼重　優介 ｶﾈｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 東洋鋼鈑
12 一般男子5000m 2971 内田　翔 5 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 徳山工専
13 一般男子5000m 7-2179 野村　直己 3 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口大
14 一般男子5000m 7-3290 竹之内　一志 1 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞｼ 山口大
15 一般男子5000m 2970 白井　史朗 5 ｼﾗｲ ﾌﾐｱｷ 徳山工専
16 一般男子5000m 5713 上沖　稔 ｳｴｵｷ ﾐﾉﾙ 自衛隊山口
17 一般男子5000m 5721 江上　颯得 ｴｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ 自衛隊山口
18 一般男子5000m 3214 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 宇部市陸協
19 一般男子5000m 7-3283 入江　廉太郎 ｲﾘｴ ﾚﾝﾀﾛｳ 山口大
20 一般男子5000m 7-2644 岡﨑　駿介 4 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 山口大
21 一般男子5000m 5723 岡村　祥平 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 自衛隊山口
22 一般男子5000m 3220 江本　嵩至 ｴﾓﾄ ﾀｶｼ 宇部市陸協
23 一般男子5000m 5727 森田　達哉 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ 自衛隊山口
24 一般男子5000m 5728 齋藤　寿暁 ｻｲﾄｳ ﾋｻｱｷ 自衛隊山口
25 一般男子5000m 5494 福本　俊明 ﾌｸﾓﾄ ﾄｼｱｷ 柳井市陸協
26 一般男子5000m 5638 那須　浄心 ﾅｽ ｼﾞｮｳｼﾝ 県庁
27 一般男子5000m 5722 深田　雅哉 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 自衛隊山口
28 一般男子5000m 2627 高　裕登 2 ﾀｶ ﾋﾛﾄ 山口大
29 一般男子5000m 5729 家福　哲洋 ｶﾌｸ ﾃﾂﾋﾛ 自衛隊山口
30 一般男子5000m 7-3284 奥田　大樹 1 ｵｸﾀﾞ ﾀｲｷ 山口大
31 一般男子5000m 3302 大宅　裕之 ｵｵﾀｸ ﾋﾛﾕｷ 山口大
32 一般男子5000m 7-3282 磯村　知輝 ｲｿﾑﾗ ﾄﾓｷ 山口大
33 一般男子5000m 7-3089 片岡　陽 1 ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ 山口大
34 一般男子5000m 5541 梅本　保則 ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 山口市陸協
35 一般男子5000m 5949 羽鳥　辰史 ﾊﾄﾘ ﾀﾂﾌﾐ Step
36 一般男子5000m 5947 岡本　勇二郎 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ Step
37 一般男子5000m 7-3286 属　皓平 1 ｻｯｶ ｺｳﾍｲ 山口大
38 一般男子5000m 7-2625 加瀬谷　直希 2 ｶｾｶﾞｲ ﾅｵｷ 山口大
39 一般男子5000m 4028 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 下関市陸協
40 一般男子5000m 7-3287 澤村　久佳 1 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 山口大
41 一般男子5000m 5654 廣永 拓男 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 県庁
42 一般男子5000m 7-2648 松本　真澄 4 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ 山口大
43 一般男子5000m 4105 山﨑　健太郎 ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 下関市陸協



番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
1 中学女子3000m 769 森廣　彩音 3 ﾓﾘﾋﾛ ｱﾔﾈ 国府中
2 中学女子3000m 1330 田村　瑠菜 3 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 富田中
3 中学女子3000m 1438 濵田　すみれ 3 ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 岐陽中
4 中学女子3000m 87 酒井　珠乃 3 ｻｶｲ ﾀﾏﾉ 高川学園中
5 中学女子3000m 828 木村　友香 3 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 大和中
6 中学女子3000m 281 市原　沙南 2 ｲﾁﾊﾗ ｻﾅ 国府中
7 中学女子3000m 1187 河本　梨花 3 ｶﾜﾓﾄ ﾘｶ 柳井中
8 中学女子3000m 1279 森元　あや 3 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔ 浅江中
9 中学女子3000m 438 岩本　里菜 2 ｲﾜﾓﾄ ﾘﾅ 浅江中
10 中学女子3000m 774 宮崎　美咲 3 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻｷ 国府中
11 中学女子3000m 1448 河村　七海 3 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ 岐陽中
12 中学女子3000m 42 土井　咲乃 1 ﾄﾞｲ ｻｷﾉ 浅江中
13 中学女子3000m 86 宮内　希羽 3 ﾐﾔｳﾁ ｷﾊﾈ 高川学園中
14 中学女子3000m 49 棟近　光 1 ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾘ 浅江中
15 中学女子3000m 551 河村　真央 2 ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 岐陽中
16 中学女子3000m 1280 米澤　瑞稀 3 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 浅江中
17 中学女子3000m 1269 淺田　真衣 3 ｱｻﾀﾞ ﾏｲ 浅江中
18 中学女子3000m 1270 加川　真衣 3 ｶｶﾞﾜ ﾏｲ 浅江中
19 中学女子3000m 1520 本田　満里奈 3 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ 浅江中
20 中学女子3000m 354 沖谷　友奈 3 ｵｷﾀﾆ ﾕｳﾅ 高千帆中
21 中学女子3000m 24 山村　愛美 2 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾐ 川西中
22 中学女子3000m 439 野村　希美 2 ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 浅江中
23 中学女子3000m 555 神足　玲菜 2 ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ 岐陽中
24 中学女子3000m 41 中野　真帆 3 ﾅｶﾉ ﾏﾎ 島田中
25 中学女子3000m 547 原　ゆめか 2 ﾊﾗ ﾕﾒｶ 岐陽中
26 中学女子3000m 556 能見　彩花 2 ﾉｳﾐ ｱﾔｶ 岐陽中
27 中学女子3000m 21 中尾　寧々 2 ﾅｶｵ ﾈﾈ 高川学園中
28 中学女子3000m 435 黒石　瑠香 3 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 藤山中
29 中学女子3000m 1527 福岡　萌希 3 ﾌｸｵｶ ﾓｴｷﾞ 岐陽中
30 中学女子3000m 548 有井　姫菜 2 ｱﾘｲ ﾋﾅ 岐陽中
31 中学女子3000m 1573 清水　萌 3 ｼﾐｽﾞ ﾓｴ 岐陽中
32 中学女子3000m 16 小林　佳奈 2 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 下松中
33 中学女子3000m 458 金澤　彩希 2 ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷ 西岐波中



番号競技 ナンバー 氏名 学年 フリガナ 所属
1 高校女子5000m 145 棟久　由貴 3 ﾑﾈﾋｻﾕｷ 西京高
2 高校女子5000m 178 富田　真帆 3 ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 中村女子高
3 高校女子5000m 176 上野　夢歩 3 ｳｴﾉ ﾕﾒﾎ 中村女子高
4 高校女子5000m 181 小笠原　法香 2 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾘｶ 中村女子高
5 高校女子5000m 180 吉木　愛海 3 ﾖｼｷ ｱﾐ 中村女子高
6 高校女子5000m 179 三藤　美奈満 3 ﾐﾌｼﾞ ﾐﾅﾐ 中村女子高
7 高校女子5000m 177 谷川　愛美 3 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 中村女子高
8 高校女子5000m 144 淺田　美菜 3 ｱｻﾀﾞﾐﾅ 西京高
9 高校女子5000m 151 藤井　瞳 2 ﾌｼﾞｲﾋﾄﾐ 西京高
10 高校女子5000m 147 金盛　萌恵 2 ｶﾈﾓﾘﾓｴ 西京高
11 高校女子5000m 502 石丸　恭佳 3 ｲｼﾏﾙ ｷｮｳｶ 聖光高
12 高校女子5000m 504 古垰　瑠菜 2 ｺﾀｵ ﾙﾅ 聖光高
13 高校女子5000m 369 末永　穂乃香 3 ｽｴﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 萩高
14 高校女子5000m 174 藤井　葵 2 ﾌｼﾞｲ ｱｵｲ 高川学園高
15 高校女子5000m 508 矢野　恵菜 1 ﾔﾉ ｹｲﾅ 聖光高
16 高校女子5000m 559 石尾　木乃美 1 ｲｼｵｺﾉﾐ 西京高
17 高校女子5000m 558 糸山　未歩 1 ｲﾄﾔﾏﾐﾎ 西京高
18 高校女子5000m 552 松田　真穂 1 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾎ 中村女子高
19 高校女子5000m 148 叶　真輝子 2 ｶﾉｳﾏｷｺ 西京高
20 高校女子5000m 562 西永　菜津 1 ﾆｼﾅｶﾞﾅﾂ 西京高
21 高校女子5000m 561 福田　歩未 1 ﾌｸﾀﾞｱﾕﾐ 西京高
22 高校女子5000m 563 室田　琉月 1 ﾑﾛﾀﾙﾅ 西京高
23 高校女子5000m 560 春野　麻友 1 ﾊﾙﾉﾏﾕ 西京高
24 高校女子5000m 564 山本　夏実 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高川学園高
25 高校女子5000m 146 大西　咲良 2 ｵｵﾆｼｻｸﾗ 西京高
26 高校女子5000m 183 寺尾　紗耶 1 ﾃﾗｵ ｻﾔ 中村女子高
27 高校女子5000m 482 杉本　南 3 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 南陽工業高
28 高校女子5000m 551 原田　奈津 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ 中村女子高
29 高校女子5000m 150 澁田　美鈴 2 ｼﾌﾞﾀﾐｽｽﾞ 西京高
1 一般女子5000m 6-196 草川　智英 1 ｸｻｶﾜ ﾁｴ 関西大
2 一般女子5000m 75 阪田　愛子 4 ｻｶﾀ ｱｲｺ 立命館大


