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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

14 本部　晃司 ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 男子 94 山口 山口合同ガス

3-1589 作華　陸 ｻｯｶ ﾘｸ 男子 3 96 山口 日本体育大

7-1783 上田　和志 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 男子 4 95 山口 山口大

7-2006 宮本　泰成 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 94 山口 東ソー

3-5381 塩山　健一 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 男子 2 97 山口 法政大学

1702 畦森　智 ｳﾈﾓﾘ ｻﾄｼ 男子 3 99 山口 誠英高

7-1840 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 3 96 山口 下関市大

1123 山川　郁人 ﾔﾏｶﾜ ｲｸﾄ 男子 3 99 山口 田部高

7-1778 杢　健寛 ﾓｸ ﾀｹﾋﾛ 男子 4 95 山口 山口大

1369 松村　渉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 4 95 山口 環太平洋大

7-1843 西村　瀬那 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 男子 3 96 山口 下関市大

1432 長門　晃大 ﾅｶﾞﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 99 山口 高水高

4131 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 88 山口 白銀ＡＣ

4660 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 男子 91 山口 ＯＰＣ

7-1809 三宅　祥太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 男子 M2 93 山口 山口大

3-1833 田中　亮斗 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 男子 3 96 山口 国士舘大

1011 春田　和人 ﾊﾙﾀ ｶｽﾞﾄ 男子 3 00 山口 宇部高

1081 正路　悠 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

2022 小川　聖斗 ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 男子 3 96 山口 岡山商科大

1640 宮瀬　巧斗 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 男子 1 01 山口 西京高

4561 志賀　洵介 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 93 山口 東ソー

7-1789 村上　将一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 男子 3 96 山口 山口大

1089 田村　嘉啓 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 男子 1 01 山口 西京高

1093 若月　慧輔 ﾜｶﾂｷ ｹｲｽｹ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

1754 奥長　拓大 ｵｸﾅｶﾞ ﾀｸﾋﾛ 男子 3 00 山口 山口県鴻城高

8-656 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 男子 3 96 山口 福岡大

3335 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 男子 2 96 山口 宇部高専

1627 金本　将太郎 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 00 山口 防府商工高

4128 村谷　康孝 ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 男子 84 山口 白銀ＡＣ

7-2520 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 男子 95 山口 ＯＰＣ

2315 中谷　駿介 ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 01 山口 誠英高

1303 池永　大和 ｲｹﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ 男子 3 99 山口 萩高

29 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 3 96 山口 筑波大

1125 志賀　龍斗 ｼｶﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 3 99 山口 田部高

7-2284 板谷　真孝 ｲﾀﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 男子 2 98 山口 山口大

8-554 池田　佳生 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 男子 3 96 山口 九州共立大

2116 青木　優太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ 男子 2 00 山口 岩国高

1625 藤村　春輝 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 3 00 山口 防府商工高

1583 浦﨑　凱聖 ｳﾗｻｷ ｶﾞｲｾｲ 男子 4 98 山口 徳山高専

27 桑原　雅弘 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 3 96 山口 東京外国語大

1039 小林　千紘 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 3 99 山口 宇部工高

1676 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 98 山口 白銀ＡＣ

1541 川越　豊 ｶﾜｺﾞｴ ﾕﾀｶ 男子 3 99 山口 南陽工高

222 田村　蓮 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 男子 3 02 山口 川中中

1803 岩本　大樹 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 2 01 山口 宇部鴻城高

1038 佐々木　蓮 ｻｻｷ ﾚﾝ 男子 3 00 山口 宇部工高

4416 神徳　毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 男子 70 山口 東ソー

1801 手嶋　大樹 ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 2 00 山口 宇部鴻城高

4403 瀨田　大輔 ｾﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 93 山口 東ソー

1113 岡田　知希 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 4 98 山口 宇部高専

1908 田辺　麗夜 ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ 男子 2 00 山口 田部高

1158 椎原　素哉 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 男子 1 17 山口 広島大

1658 川﨑　春樹 ｶﾜｻｷ ﾊﾙｷ 男子 3 99 山口 防府西高

1087 二宮　匠海 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男子 93 山口 東ソー

8-36 吉村　史 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶｼ 男子 3 96 山口 九州大

3372 波多野　佑太 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ 男子 85 山口 創新A.C.

2316 中村　拓巳 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 2 00 山口 誠英高

1911 吉永　滉太 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 男子 2 00 山口 豊浦高

1857 篠澤　麦 ｼﾉｻﾞﾜ ﾊﾞｸ 男子 2 01 山口 慶進高

1740 田中　アルドレック ﾀﾅｶ ｱﾙﾄﾞﾚｯｸ 男子 3 99 山口 野田学園高

2228 崎永　和哉 ｻｷﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 2 00 山口 下松高

1755 生田　翔 ｲｸﾀ ｼｮｳ 男子 3 99 山口 山口県鴻城高

865 篠崎　覇 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙ 男子 1 01 山口 誠英高

40 河野　拓人 ｶﾜﾉ ﾀｸﾄ 男子 1 02 山口 南陽工高

7-1919 河村　直英 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 男子 5 97 山口 徳山高専

2350 柳井　良太 ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾀ 男子 2 00 山口 山口高

1846 脇坂　真司 ﾜｷｻｶ ｼﾝｼﾞ 男子 2 00 山口 宇部高
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1435 相本　呼嵐 ｱｲﾓﾄ ｺﾗﾝ 男子 2 00 山口 高水高

1522 松本　大将 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 01 山口 徳山高

7-1785 芳村　翼 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 3 95 山口 山口大

1756 清水　伶音 ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 男子 3 99 山口 山口県鴻城高

2365 金谷　翼 ｶﾅﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 00 山口 誠英高

10 青木　優奈 ｱｵｷ ﾕｳﾅ 女子 山口 岐陽中

2040 城一　和正 ｼﾞｮｳｲﾁ ｶｽﾞﾏｻ 男子 2 00 山口 萩商工高

1095 秋枝　温大 ｱｷｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 男子 2 00 山口 宇部鴻城高

1631 中村　朗大 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 男子 2 00 山口 防府商工高

1933 柳瀬　彪賀 ﾔﾅｾ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 01 山口 豊北高

1832 田中　魁 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 男子 3 00 山口 宇部鴻城高

2006 内野　龍海 ｳﾁﾉ ﾀﾂﾐ 男子 2 00 山口 萩商工高

707 宮本　凌我 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 男子 1 01 山口 防府商工高

3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 男子 90 山口 大島郡陸協

1388 坂戸　敦哉 ｻｶﾄ ｱﾂﾔ 男子 2 00 山口 岩国工高

1632 竹内　歩夢 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾑ 男子 2 00 山口 防府商工高

2133 和田　昂樹 ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 男子 2 01 山口 高水高

1049 西野　李黄 ﾆｼﾉ ﾘｵ 男子 3 99 山口 小野田高

2128 中村　純 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 男子 2 00 山口 岩国高

461 重岡　直弥 ｼｹﾞｵｶ ﾅｵﾔ 男子 1 01 山口 小野田高

1614 磯村　光輝 ｲｿﾑﾗ ｺｳｷ 男子 3 99 山口 防府商工高

1080 佐東　直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

1192 杉　大輔 ｽｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 3 99 山口 下関中央工高

1121 宮崎　史嗣 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾂｸﾞ 男子 3 00 山口 宇部高専

2348 豊永　悠樹 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｷ 男子 2 00 山口 山口中央高

1387 矢野　虎太郎 ﾔﾉ ｺﾀﾛｳ 男子 3 99 山口 岩国工高

1517 中野　佳太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 男子 3 99 山口 徳山高

730 河杉　公平 ｶﾜｽｷﾞ ｺｳﾍｲ 男子 1 01 山口 野田学園高

1196 田原　龍輝 ﾀﾊﾗ ﾘｭｳｷ 男子 3 00 山口 下関中央工高

1094 渡邊　統太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾀ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

1865 中村　紀之 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 男子 2 00 山口 宇部高専

1043 渡壁　芳貴 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾖｼｷ 男子 3 00 山口 宇部工高

1084 田中　一洋 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

5629 松田　祥吾 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 1 04 山口 ＨＳＣ

1041 寺本　和真 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男子 3 99 山口 宇部工高

43 浦川　孔汰 ｳﾗｶﾜ ｺｳﾀ 男子 1 01 山口 野田学園高

49 清島　翔 ｷﾖｼﾏ ｼｮｳ 男子 2 00 山口 慶進高

4665 茂刈　優太 ﾓｶﾞﾘ ﾕｳﾀ 男子 91 山口 ＯＰＣ

3-5340 東岡　快征 ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 男子 2 98 山口 城西大

1828 西村　悠真 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 2 00 山口 宇部高

1693 城戸　翔 ｷﾄﾞ ｶｹﾙ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

1165 藤永　洋介 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

21 中畑　仁志 ﾅｶﾊﾀ ﾋﾄｼ 男子 2 00 山口 岩国高

1459 福田　健人 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 1 01 山口 高水高

1705 清水　達也 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ 男子 3 99 山口 誠英高

26 仙田　優太 ｾﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 3 98 山口 早鞆高

42 石田　裕太郎 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 2 00 山口 野田学園高
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7-1207 菅野　涼太 ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 4 95 山口 山口大

7-2520 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 男子 95 山口 ＯＰＣ

3-5381 塩山　健一 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 男子 2 97 山口 法政大学

1123 山川　郁人 ﾔﾏｶﾜ ｲｸﾄ 男子 3 99 山口 田部高

271 原川　浩太朗 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 01 山口 西京高

7-1840 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 3 96 山口 下関市大

7-1843 西村　瀬那 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 男子 3 96 山口 下関市大

8-656 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 男子 3 96 山口 福岡大

4660 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 男子 91 山口 ＯＰＣ

1081 正路　悠 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

2315 中谷　駿介 ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 01 山口 誠英高

1683 中嶋　祐飛 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾋ 男子 3 99 山口 西京高

1754 奥長　拓大 ｵｸﾅｶﾞ ﾀｸﾋﾛ 男子 3 00 山口 山口県鴻城高

4126 金築　貴志 ｶﾈﾂｷ ﾀｶｼ 男子 84 山口 白銀ＡＣ

5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 76 山口 ＨＳＣ

8-554 池田　佳生 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 男子 3 96 山口 九州共立大

1908 田辺　麗夜 ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ 男子 2 00 山口 田部高

1125 志賀　龍斗 ｼｶﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 3 99 山口 田部高

1627 金本　将太郎 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 00 山口 防府商工高

7-2284 板谷　真孝 ｲﾀﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 男子 2 98 山口 山口大

1540 内田　幸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 男子 3 96 山口 倉敷芸科大

1011 春田　和人 ﾊﾙﾀ ｶｽﾞﾄ 男子 3 00 山口 宇部高

1077 惣代　翔 ｿｳﾀﾞｲ ｶｹﾙ 男子 1 01 山口 西京高

4416 神徳　毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 男子 70 山口 東ソー

222 田村　蓮 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 男子 3 02 山口 川中中

4135 前田　祐欣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 89 山口 白銀ＡＣ

1468 石丸　竣也 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 男子 2 00 山口 光高

7-1785 芳村　翼 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 3 95 山口 山口大

4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男子 93 山口 東ソー

447 遠入　野生 ｴﾝﾆｭｳ ﾋﾛﾑ 男子 1 01 山口 宇部高

1126 原田　征宗 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 3 99 山口 田部高

4403 瀨田　大輔 ｾﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 93 山口 東ソー

1625 藤村　春輝 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 3 00 山口 防府商工高

1654 水津　悠斗 ｽｲｽﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 01 山口 山口中央高

1241 小林　稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 男子 3 00 山口 早鞆高

7-2374 木山　和希 ｷﾔﾏ ｶｽﾞｷ 男子 2 98 山口 下関市大

1836 田中　智基 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 男子 2 00 山口 宇部工高

1435 相本　呼嵐 ｱｲﾓﾄ ｺﾗﾝ 男子 2 00 山口 高水高

1857 篠澤　麦 ｼﾉｻﾞﾜ ﾊﾞｸ 男子 2 01 山口 慶進高

1522 松本　大将 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 01 山口 徳山高

1609 下間　孝基 ｼﾓﾂﾏ ｺｳｷ 男子 1 01 山口 光高

1388 坂戸　敦哉 ｻｶﾄ ｱﾂﾔ 男子 2 00 山口 岩国工高

1658 川﨑　春樹 ｶﾜｻｷ ﾊﾙｷ 男子 3 99 山口 防府西高

1631 中村　朗大 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 男子 2 00 山口 防府商工高

1828 西村　悠真 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 2 00 山口 宇部高

1846 脇坂　真司 ﾜｷｻｶ ｼﾝｼﾞ 男子 2 00 山口 宇部高

1614 磯村　光輝 ｲｿﾑﾗ ｺｳｷ 男子 3 99 山口 防府商工高

2351 阿部　和貴 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ 男子 2 00 山口 山口高

1192 杉　大輔 ｽｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 3 99 山口 下関中央工高

1517 中野　佳太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 男子 3 99 山口 徳山高

2118 濵重　愛翔 ﾊﾏｼｹﾞ ﾏﾅﾄ 男子 2 01 山口 岩国工高

1387 矢野　虎太郎 ﾔﾉ ｺﾀﾛｳ 男子 3 99 山口 岩国工高

1196 田原　龍輝 ﾀﾊﾗ ﾘｭｳｷ 男子 3 00 山口 下関中央工高

49 清島　翔 ｷﾖｼﾏ ｼｮｳ 男子 2 00 山口 慶進高

3-5340 東岡　快征 ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 男子 2 98 山口 城西大

1838 國重　佑太 ｸﾆｼｹﾞ ﾕｳﾀ 男子 2 01 山口 宇部工高

364 月足　聡一郎 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

15 堤　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 男子 1 01 山口 山口高

16 平田　悠馬 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾏ 男子 1 02 山口 山口高

17 松田　康平 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男子 1 01 山口 山口高

2314 末次　優也 ｽｴﾂｸﾞ ﾕｳﾔ 男子 2 00 山口 誠英高

26 仙田　優太 ｾﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 3 98 山口 早鞆高

2318 岸本　勝治 ｷｼﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 男子 3 99 山口 野田学園高
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8-1263 鮎川　真樹 ｱﾕｶﾜ ﾏｻｷ 男子 2 98 山口 福岡教育大

3-999 宮崎　大字 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 男子 4 95 山口 法政大学

3-5251 黒田　佳祐 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 2 97 山口 日本大

7-1208 原田　大輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 4 95 山口 山口大

1391 日隈　凌 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 3 97 山口 環太平洋大

7-2050 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 男子 95 山口 ＯＰＣ

1541 川越　豊 ｶﾜｺﾞｴ ﾕﾀｶ 男子 3 99 山口 南陽工高

7-1206 宮本　葵 ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ 男子 4 94 山口 山口大

8-36 吉村　史 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶｼ 男子 3 96 山口 九州大

1685 山村　裕樹 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 3 99 山口 西京高

1468 石丸　竣也 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 男子 2 00 山口 光高

7-2289 三輪　大貴 ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 2 96 山口 山口大

7-1800 佐々木　匡彦 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 男子 3 97 山口 山口大

1677 西田　侑生 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 1 98 山口 環太平洋大

1161 塩川　大輔 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 00 山口 下関西高

7-2379 櫻谷　勇輝 ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ 男子 3 96 山口 下関市大

1802 梅田　哉汰 ｳﾒﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 2 00 山口 宇部鴻城高

5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 76 山口 ＨＳＣ

1117 福字　涼太郎 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 1 02 山口 光高

1540 内田　幸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 男子 3 96 山口 倉敷芸科大

2146 倉重　友輔 ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 男子 2 97 山口 同志社大

1582 豊岡　龍一 ﾄﾖｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 男子 3 98 山口 徳山高専

1628 大田　誠一朗 ｵｵﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 2 00 山口 防府商工高

1728 金子　己太 ｶﾈｺ ｺﾀ 男子 1 01 山口 誠英高

1232 藤田　健児 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 3 99 山口 下関商高

7-1786 井上　修也 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ 男子 4 96 山口 山口大

7-2218 尾形　佳樹 ｵｶﾞﾀ ﾖｼｷ 男子 2 97 山口 山口大

7-1785 芳村　翼 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 3 95 山口 山口大

2218 緒方 彬仁 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾄ 男子 2 00 山口 徳山高専

1606 藤村　真生 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｵ 男子 3 99 山口 防府高

1083 武波　雅史 ﾀｹﾅﾐ ﾏｻｼ 男子 3 00 山口 宇部鴻城高

1323 日隈　啓太 ﾋﾉｸﾏ ｹｲﾀ 男子 3 99 山口 萩商工高

1839 江口　怜音 ｴｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 男子 2 01 山口 宇部工高

7-2204 冨森　大輝 ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 男子 2 97 山口 下関市大

1140 河村　泰彰 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽｱｷ 男子 3 00 山口 豊浦高

2214 角田　竜一 ｽﾐﾀ ﾘｭｳｲﾁ 男子 2 00 山口 徳山高専

1383 中倉　陸 ﾅｶｸﾗ ﾘｸ 男子 3 99 山口 岩国工高

4416 神徳　毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 男子 70 山口 東ソー

1050 岩本　悦史 ｲﾜﾓﾄ ｴﾂｼ 男子 3 99 山口 小野田高

1609 下間　孝基 ｼﾓﾂﾏ ｺｳｷ 男子 1 01 山口 光高

2326 後根　裕次郎 ｳｼﾛﾈ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 2 01 山口 防府西高

7-2377 石井　悠人 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 男子 2 97 山口 下関市大

2241 赤川　武瑠 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 男子 2 00 山口 下松高

1901 高本　瑞生 ﾀｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 男子 2 00 山口 下関商高

1479 守田　虎太郎 ﾓﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 2 01 山口 下松高

529 田辺　凌雅 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 男子 3 02 山口 川中中

1555 竹内　大晟 ﾀｹｳﾁ ﾀｲｾｲ 男子 3 00 山口 聖光高

7-2291 村田　崇真 ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ 男子 2 96 山口 山口大

1167 岩﨑　達哉 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 男子 2 01 山口 下関南高

2115 村本　颯太郎 ﾑﾗﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 男子 2 00 山口 岩国高

1382 芦澤　弦介 ｱｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝｽｹ 男子 3 99 山口 岩国工高

1837 西村　怜 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ 男子 2 00 山口 宇部工高

1843 桝冨　直人 ﾏｽﾄﾐ ﾅｵﾄ 男子 2 01 山口 宇部高

2219 有松　大和 ｱﾘﾏﾂ ﾔﾏﾄ 男子 2 00 山口 徳山高専

1942 伊藤　蒼徒 ｲﾄｳ ｿｳﾄ 男子 2 00 山口 長府高

2 石原　隆之介 ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 1 02 山口 光高

1585 貞明 　隼也 ｻﾀﾞﾐｮｳ ｼｭﾝﾔ 男子 4 00 山口 徳山高専

138 石﨑　尋人 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 2 03 山口 富田中

1933 柳瀬　彪賀 ﾔﾅｾ ﾋｭｳｶﾞ 男子 2 01 山口 豊北高

2320 中谷　倫 ﾅｶﾔ ﾘﾝ 男子 2 01 山口 野田学園高

2121 松本　晋 ﾅﾂﾓﾄ ｼﾝ 男子 2 00 山口 熊毛南高

1845 松本　佳祐 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 男子 2 00 山口 宇部高

5019 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 78 山口 潮AC

1102 宮地　佑輔 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｽｹ 男子 3 00 山口 慶進高

39 徳重　侃太 ﾄｸｼｹﾞ ｶﾝﾀ 男子 2 00 山口 西京高

2148 安本　将雄 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻｵ 男子 2 00 山口 周防大島高

27 宇都宮　翼 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾂﾊﾞｻ 男子 1 01 山口 大津緑洋高

2011 福本　慶吾 ﾌｸﾓﾄ ｹｲｺﾞ 男子 2 00 山口 萩商工高
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7-1774 野村　直己 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 M1 94 山口 慶応大

3-2293 松尾　周京 ﾏﾂｵ ｼｭｳｹｲ 男子 3 97 山口 日本大

7-1210 池崎　和海 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 男子 M2 93 山口 山口大

1045 三上　竜太 ﾐｶﾐ ﾘｭｳﾀ 男子 2 00 山口 宇部工高

1085 樽床　慧人 ﾀﾙﾄｺ ｹｲﾄ 男子 3 00 山口 宇部鴻城高

2040 才原　亮 ｻｲﾊﾗ ﾘｮｳ 男子 2 97 山口 岡山商科大

1381 松岡　槙悟 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 男子 3 99 山口 岩国工高

7-2218 尾形　佳樹 ｵｶﾞﾀ ﾖｼｷ 男子 2 97 山口 山口大

1674 吉井　道歩 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 男子 3 99 山口 西京高

7-1215 磯村　知輝 ｲｿﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 3 96 山口 山口大

1117 福字　涼太郎 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 1 02 山口 光高

8-306 古田　知己 ﾌﾙﾀ ﾄﾓｷ 男子 4 94 山口 福岡教育大

4105 山﨑　健太郎 ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 90 山口 山口陸協

7-1917 橋羽　宏人 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛﾄ 男子 5 97 山口 徳山高専

1612 阿座上　貴大 ｱｻﾞｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 00 山口 宇部高

702 藤野　準也 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

1668 新宅　寛高 ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ 男子 3 99 山口 西京高

1148 富家　慈就 ﾄﾐｲｴ ｼｹﾞﾅﾘ 男子 3 99 山口 豊浦高

8-1262 谷川　巧 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 2 97 山口 北九州市立大

1340 源　裕貴 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 男子 3 99 山口 美祢青嶺高

8-256 湯原　通章 ﾕﾊﾗ ﾐﾁｱｷ 男子 3 95 山口 西南学院大

8-587 西村　一樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 3 96 山口 九州共立大

2213 幾度　世那 ｲｸﾄﾞ ｾﾅ 男子 2 00 山口 南陽工高

1504 有間　裕人 ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ 男子 3 99 山口 徳山高

7-1837 吉村　蓮 ﾖｼﾑﾗ ﾚﾝ 男子 3 96 山口 下関市大

1148 上部　知紀 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 男子 1 01 山口 西京高

1618 柴田　智己 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 男子 3 99 山口 防府商工高

1543 斎藤　啓吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 3 99 山口 新南陽高

2305 石田　哲大 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ 男子 2 00 山口 高川学園高

1091 本永　晃嗣 ﾓﾄﾅｶﾞ ｱｷﾂｸﾞ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

118 菖蒲　敦司 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 男子 1 01 山口 西京高

1592 組島　嘉人 ｸﾐｼﾏ ﾖｼﾄ 男子 3 99 山口 徳山高専

1 橋本　幸平 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 男子 04 山口 光市陸協

1906 澁田　圭佑 ｼﾌﾞﾀ ｹｲｽｹ 男子 2 01 山口 下関西高

1644 高橋　衡平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 男子 3 99 山口 山口高

1660 田村　友伸 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 1 01 山口 西京高

1165 網本　拓真 ｱﾐﾓﾄ ﾀｸﾏ 男子 3 99 山口 下関南高

830 鶴巻　聖大 ﾂﾙﾏｷ ｾｲﾀ 男子 1 02 山口 豊浦高

1126 吉木　駿平 ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 3 03 山口 富田中

851 三木　雄介 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 男子 1 01 山口 西京高

1653 山﨑　一樹 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｷ 男子 3 99 山口 山口中央高

1902 富永　享 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄｵﾙ 男子 2 00 山口 下関商高

2013 重村　悠貴 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 2 00 山口 萩商工高

2222 原田　裕大 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 2 01 山口 光高

1189 石村　翼 ｲｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 3 99 山口 下関中央工高

20 小林　聖武 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 男子 2 00 山口 岩国工高

2353 家永　大樹 ｲｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 2 00 山口 高川学園高

1040 管長　誠大 ｽｶﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 3 00 山口 宇部工高

1708 山本　雄大　 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 3 99 山口 誠英高

40 田村　光 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 1 01 山口 西京高

2113 岡迫　竜汰 ｵｶｻｺ ﾘｭｳﾀ 男子 2 00 山口 岩国高

1329 若松屋　総太郎 ﾜｶﾏﾂﾔ ｿｳﾀﾛｳ 男子 3 99 山口 萩商工高

1154 森重　孝哉 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 男子 1 02 山口 西京高

2221 今村　柊野 ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳﾔ 男子 2 01 山口 光高

2049 町野　公康 ﾏﾁﾉ ｷﾐﾔｽ 男子 2 00 山口 大津緑洋高

477 平川　凌士 0 男子 1 01 山口 宇部高

1670 谷口　慎弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 男子 3 99 山口 西京高

1166 山本　陽和 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ 男子 3 99 山口 下関南高

2359 高野　耕大 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 01 山口 山口高

1545 水津　将伍 ｽｲﾂﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 01 山口 新南陽高

1077 沖本　和士 ｵｷﾓﾄ ﾀｶﾄ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

1629 黒川　拓海 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 2 00 山口 防府商工高

2346 吉松　朋輝 ﾖｼﾏﾂ ﾄﾓｷ 男子 2 00 山口 山口中央高

1391 杉原　将大 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 2 00 山口 岩国工高

2360 田中　皓大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 00 山口 山口高

552 瀧口　大河 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 1 02 山口 西京高

1 土井　友輔 ﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 3 02 山口 高川学園中

2210 田邑　幸輝 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 男子 2 00 山口 南陽工高
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2311 岡　大貴 ｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 3 99 山口 誠英高

1195 渡邉　虎之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 3 98 山口 下関中央工高

2146 徳永　仁志 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾄｼ 男子 2 00 山口 周防大島高

727 岡村　康太郎 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 1 01 山口 野田学園高

2050 三好　宏明 ﾐﾖｼ ﾋﾛｱｷ 男子 2 00 山口 大津緑洋高

2134 島太　龍哉 ｼﾏﾀ ﾘｭｳﾔ 男子 2 00 山口 高水高

4676 三井田　与夢 ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ 男子 92 山口 ＯＰＣ

4437 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 92 山口 東ソー

4425 嶋田　将大 ｼﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 男子 95 山口 東ソー

4563 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 97 山口 東ソー

2145 田村　悠太 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 2 00 山口 周防大島高

457 渡辺　壯真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 男子 2 03 山口 富田中

1317 三好　澄仁 ﾐﾖｼ ｽﾐﾋﾄ 男子 2 03 山口 野田中
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1521 吉岡　龍一 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 男子 1 98 山口 九州大

7-1774 野村　直己 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 M1 94 山口 慶応大

4522 藤井　祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 男子 92 山口 トクヤマ

4563 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 97 山口 東ソー

4990 橋本　雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 男子 86 山口 武田薬品

7-1103 大島　拓也 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ 男子 3 97 山口 広経大

1725 廣中　拓磨 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾏ 男子 3 99 山口 高川学園高

1690 占部　玲於奈 ｳﾗﾍﾞ ﾚｵﾅ 男子 1 98 山口 九州共立大

1461 田中　寿和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 男子 3 99 山口 光高

4525 松岡　貴志 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ 男子 87 山口 トクヤマ

1146 來島　和哉 ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 男子 3 99 山口 豊浦高

5000 藤井　翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 男子 93 山口 武田薬品

7-1775 属　皓平 ｻｯｶ ｺｳﾍｲ 男子 3 96 山口 山口大

7-1102 赤星　佑弥 ｱｶﾎｼ ﾕｳﾔ 男子 4 95 山口 広経大

1671 仲山　大輝 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 3 99 山口 西京高

1969 大野　達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 男子 2 97 山口 環太平洋大

1674 吉井　道歩 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 男子 3 99 山口 西京高

5704 兼中　孔士 ｶﾈﾅｶ ｺｳｼﾞ 男子 79 山口 自衛隊山口

1340 源　裕貴 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 男子 3 99 山口 美祢青嶺高

1335 秋枝　真斗 ｱｷｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 3 00 山口 美祢青嶺高

2338 中村　優吾 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 男子 2 00 山口 西京高

1578 岡村　悠司 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 男子 4 98 山口 徳山高専

7-1782 高　裕登 ﾀｶ ﾋﾛﾄ 男子 3 95 山口 山口大

7-2288 藤原　歩夢 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男子 2 97 山口 山口大

1092 森宗　渚 ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

1336 金子　和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 3 99 山口 美祢青嶺高

2334 鎌田　凌羽 ｶﾏﾀ ﾘｮｳ 男子 2 01 山口 西京高

1088 藤井　大輔 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 3 99 山口 宇部鴻城高

1668 新宅　寛高 ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ 男子 3 99 山口 西京高

1669 田中　大稀 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 3 99 山口 西京高

7-1776 片岡　陽 ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ 男子 3 97 山口 山口大

1642 山根　慶大 ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 男子 3 00 山口 山口高

1381 松岡　槙悟 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 男子 3 99 山口 岩国工高

1579 宮田　滉平 ﾐﾔﾀ ｺｳﾍｲ 男子 4 99 山口 徳山高専

1305 恵美　菜未希 ｴﾐ ﾅﾐｷ 男子 3 99 山口 萩高

7-2290 瀧口　吉香 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 男子 2 97 山口 山口大

1587 大上　喬之 ｵｵｳｴ ﾀｶｼ 男子 3 99 山口 徳山高専

4429 渡邊　賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 男子 96 山口 東ソー

1672 藤本　和寿 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 男子 3 00 山口 西京高

2028 長岡　志優 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳ 男子 2 00 山口 萩高

2208 原田　理夢 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾑ 男子 2 00 山口 聖光高

1915 国増　治貴 ｸﾆﾏｽ ﾊﾙｷ 男子 2 00 山口 豊浦高

1042 三上　健太 ﾐｶﾐ ｹﾝﾀ 男子 3 99 山口 宇部工高

1150 峯石　龍晟 ﾐﾈｲｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 3 00 山口 豊浦高

1349 水口　涼 ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ 男子 3 99 山口 岩国高

1148 富家　慈就 ﾄﾐｲｴ ｼｹﾞﾅﾘ 男子 3 99 山口 豊浦高

2025 西　翔太郎 ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 01 山口 萩高

1307 成松　丈 ﾅﾘﾏﾂ ｼﾞｮｳ 男子 3 99 山口 萩高

2340 宮崎　和樹 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 男子 2 00 山口 西京高

1512 小林　智哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 男子 3 00 山口 徳山高

2044 大見　成剛 ｵｵﾐ ｾｲｺﾞｳ 男子 2 01 山口 大津緑洋高

1704 志賀　秀成　 ｼｶﾞ ﾋﾃﾞﾅﾘ 男子 3 99 山口 誠英高

1641 宮本　翔一郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 男子 3 99 山口 山口高

2337 中村　駿吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 男子 2 00 山口 西京高

7-1837 吉村　蓮 ﾖｼﾑﾗ ﾚﾝ 男子 3 96 山口 下関市大

37 富田　悠斗 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 02 山口 南陽工高

1665 楢林　蒼大 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ 男子 1 01 山口 萩高

7-1464 徳永　涼 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 男子 4 95 山口 至誠館大

4989 鶴田　健造 ﾂﾙﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 92 山口 武田薬品

4425 嶋田　将大 ｼﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 男子 95 山口 東ソー

1859 坂井　海斗 ｻｶｲ ｶｲﾄ 男子 2 00 山口 慶進高

1627 渡邉　直也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 男子 2 00 山口 宇部高

1377 嘉屋　拓海 ｶﾔ ﾀｸﾐ 男子 3 99 山口 岩国工高

1187 平岡　翼 ﾋﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 99 山口 東ソー

2333 岡本　拓海 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 2 00 山口 西京高

1577 嶋村　直道 ｼﾏﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 男子 4 98 山口 徳山高専

1904 石飛　朝陽 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｻﾋ 男子 2 01 山口 下関西高

739 芝田　悠人 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 男子 1 01 山口 宇部高
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2003 藤井　一樹 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1618 柴田　智己 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 男子 3 99 山口 防府商工高

1308 福間　敦也 ﾌｸﾏ ｱﾂﾔ 男子 3 99 山口 萩高

1085 中山　倖希 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 男子 1 01 山口 南陽工高

1152 河野　颯磨 ｶﾜﾉ ｿｳﾏ 男子 3 00 山口 豊浦高

1019 山根　拓馬 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾏ 男子 3 00 山口 宇部中央高

798 野上　永遠 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾜ 男子 1 02 山口 宇部鴻城高

836 野上　千尋 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 男子 1 01 山口 豊浦高

1144 井川　洸平 ｲｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男子 3 99 山口 豊浦高

53 青森　駿 ｱｵﾓﾘ ｼｭﾝ 男子 2 03 山口 川中中

7-1465 西林　佳人 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄ 男子 4 96 山口 至誠館大

4470 大園　誠 ｵｵｿﾞﾉ ﾏｺﾄ 男子 78 山口 ひらちゅうﾗﾝ

1670 谷口　慎弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 男子 3 99 山口 西京高

2222 原田　裕大 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 2 01 山口 光高

2001 大石　舜 ｵｵｲ ｼｼｭﾝ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1581 惠本　楓也 ｴﾓﾄ ﾌｳﾔ 男子 4 98 山口 徳山高専

1540 青木　誠也 ｱｵｷ ｾｲﾔ 男子 3 00 山口 南陽工高

21 井上　幸太 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 男子 3 03 山口 高川学園中

7-1918 米澤 壮太 ﾖﾈｻﾞﾜ ｿｳﾀ 男子 5 97 山口 徳山高専

2221 今村　柊野 ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳﾔ 男子 2 01 山口 光高

1162 窪井　貴大 ｸﾎﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 00 山口 下関西高

282 武波　晋 ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 男子 1 01 山口 萩高

2120 井阪　拓真 ｲｻｶ ﾀｸﾏ 男子 2 00 山口 熊毛南高

1145 岡田　淳希 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｷ 男子 3 99 山口 豊浦高

1617 嶋本　友樹 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 2 01 山口 宇部高

1194 鍋田　広貴 ﾅﾍﾞﾀ ﾋﾛｷ 男子 3 99 山口 下関中央工高

1510 桐山　大輝 ｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 3 99 山口 徳山高

1227 清水　一力 ｼﾐｽﾞ ｲﾁﾘｷ 男子 3 99 山口 下関商高

591 古川　幾也 ﾌﾙｶﾜ ｲｸﾔ 男子 1 01 山口 宇部高

1588 久保　僚太朗 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 99 山口 徳山高専

1191 小田　諒人 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 3 99 山口 下関中央工高

1916 白石　圭悟 ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ 男子 2 00 山口 豊浦高

1350 中村　晃 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 男子 3 00 山口 岩国高

2113 岡迫　竜汰 ｵｶｻｺ ﾘｭｳﾀ 男子 2 00 山口 岩国高

3154 金地　直哉 ｶﾅｼﾞ ﾅｵﾔ 男子 88 山口 風月堂岩國

2215 片山 智之 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 男子 2 01 山口 徳山高専

720 平岡　大成 ﾋﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 男子 1 01 山口 豊浦高

2368 村田　翔哉 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 男子 2 01 山口 誠英高

1195 渡邉　虎之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 3 98 山口 下関中央工高

44 宮内　渉里 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾘ 男子 2 03 山口 高川学園中

470 山本　航大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 03 山口 富田中

2248 林　純也 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 2 00 山口 徳山高専

1240 岡山　泰大 ｵｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 男子 3 00 山口 熊毛南高

7-1462 河根　拓哉 ｶﾜﾈ ﾀｸﾔ 男子 4 95 山口 至誠館大

1811 清水　慧 ｼﾐｽﾞ ｹｲ 男子 3 00 山口 慶進高

1196 吉富　恭平 ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 男子 1 97 山口 福岡大

1624 松永　浩雅 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾏｻ 男子 2 00 山口 宇部高

1812 松尾　康太郎 ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ 男子 3 99 山口 慶進高

1190 衛藤　優樹 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 男子 3 99 山口 下関中央工高

2362 大久保　惇樹 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｷ 男子 2 01 山口 山口高

3 宮本　駿希　 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｷ 男子 3 02 山口 高川学園中

2212 岩本　稜央 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 2 00 山口 南陽工高

2122 中本　寛之 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 男子 2 00 山口 熊毛南高

1616 笹川　遥平 ｻｻｶﾜ ﾖｳﾍｲ 男子 3 99 山口 宇部高

1321 田村　優乃 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾉ 男子 3 99 山口 萩商工高

1616 菊地　祐輔 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 男子 3 99 山口 防府商工高

1619 清水　彰大 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 男子 3 00 山口 防府商工高

2321 西尾　健汰 ﾆｼｵ ｹﾝﾀ 男子 2 00 山口 野田学園高

2233 井上　尚貴 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 男子 2 00 山口 徳山高

867 河野　鼓太郎 ｶﾜﾉ ｺﾀﾛｳ 男子 1 01 山口 萩高

2364 田中　泰洋 ﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ 男子 2 01 山口 誠英高

4028 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 男子 77 山口 下関市陸協

2230 寺延　優 ﾃﾗﾉﾌﾞ ﾕｳ 男子 2 00 山口 新南陽高

7-2214 村上　優太 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀ 男子 3 96 山口 山口大

1629 黒川　拓海 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 2 00 山口 防府商工高

2129 林　宏祐 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 男子 2 00 山口 岩国高

1052 杉　凌佑 ｽｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 99 山口 小野田高

1589 永安　悠人 ﾅｶﾞﾔｽ ﾋﾛﾄ 男子 3 99 山口 徳山高専
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1118 兼俊　雄太 ｶﾈﾄｼ ﾕｳﾀ 男子 3 99 山口 宇部高専

1858 伊藤　克樹 ｲﾄｳ ｶﾂｷ 男子 2 00 山口 慶進高

2035 冨賀　優太 ﾄﾐｶ ﾕｳﾀ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1747 山本　康太 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 3 99 山口 野田学園高

45 古田　欧介 ﾌﾙﾀ ｵｳｽｹ 男子 2 03 山口 高川学園中

1905 田村　豊輝 ﾀﾑﾗ ﾄﾖｷ 男子 2 00 山口 下関西高

1436 井川　伊織 ｲｶﾞﾜ ｲｵﾘ 男子 2 00 山口 高水高

1619 永山　航二朗 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 男子 3 00 山口 宇部高

1863 村山　黎 ﾑﾗﾔﾏ ﾚｲ 男子 2 00 山口 宇部鴻城高

2102 吉村　晃生 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｷ 男子 3 99 山口 周防大島高

1352 廣田　慎 ﾋﾛﾀ ｼﾝ 男子 3 99 山口 岩国高

4437 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 92 山口 東ソー

1507 大久保　遥生 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 男子 1 01 山口 宇部工高

880 片岡　優斗 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾄ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

7 富永　勘太 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾝﾀ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

2357 小川　祥広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 男子 2 00 山口 山口高

1508 河村　崇文 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 男子 3 99 山口 徳山高

1639 日隈　達也 ﾋﾉｸﾏ ﾀﾂﾔ 男子 1 01 山口 萩高
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1660 田村　友伸 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 1 01 山口 西京高

118 菖蒲　敦司 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 男子 1 01 山口 西京高

4900 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 男子 81 山口 光市陸協

968 阿部　陽樹 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 男子 3 04 山口 鴻南中

851 三木　雄介 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 男子 1 01 山口 西京高

669 明石　悠汰 ｱｶｼ ﾕｳﾀ 男子 1 01 山口 高川学園高

1232 正田　盛起 ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ 男子 1 01 山口 豊浦高

1154 森重　孝哉 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 男子 1 02 山口 西京高

1513 花谷　そら ﾊﾅﾀﾆ ｿﾗ 男子 1 01 山口 聖光高

2001 河﨑　憲祐 ｶﾜｻｷ ｹﾝｽｹ 男子 1 01 山口 大津緑洋高

1126 吉木　駿平 ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 3 03 山口 富田中

1707 平谷　一輝 ﾋﾗﾀﾆ ｶｽﾞｷ 男子 3 99 山口 誠英高

670 安村オーガスト凛音 ﾔｽﾑﾗｵｰｶﾞｽﾄ ﾘｵﾝ 男子 3 02 山口 岐陽中

57 吉武　遼平 ﾖｼﾀｹ ﾘｮｳﾍｲ 男子 3 03 山口 富田中

26 安村　零音 ﾔｽﾑﾗ ﾚｵﾝ 男子 3 02 山口 高川学園中

2304 蓑　天翔 ﾐﾉ ﾀｶﾄ 男子 2 01 山口 高川学園高

1148 上部　知紀 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 男子 1 01 山口 西京高

1613 復光　駿介 ﾌｸﾐﾂ ｼｭﾝｽｹ 男子 1 01 山口 聖光高

1325 安森　翔大 ﾔｽﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 3 00 山口 萩商工高

1153 東條　侃慧 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ 男子 1 01 山口 聖光高

2206 山家　銀太 ﾔﾏｶﾞ ｷﾞﾝﾀ 男子 2 00 山口 聖光高

30 野村　颯斗 ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 1 01 山口 美祢青嶺高

723 田下　智裕 ﾀｼﾀ ﾁﾋﾛ 男子 1 01 山口 豊浦高

1663 洌鎌　優希 ｽｶﾞﾏ ﾕｳｷ 男子 1 01 山口 聖光高

5949 羽鳥　辰史 ﾊﾄﾘ ﾀﾂﾌﾐ 男子 93 山口 山口Ｓｔｅｐ

1322 西山　尚昭 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｱｷ 男子 3 99 山口 萩商工高

552 瀧口　大河 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 1 02 山口 西京高

697 岩﨑　良祐 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高

23 清見　涼真 ｷﾖﾐ ﾘﾖｳﾏ 男子 3 02 山口 高川学園中

40 田村　光 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 1 01 山口 西京高

1810 山田　陸斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 2 00 山口 宇部中央高

2329 池田　智也 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男子 2 00 山口 防府高

399 田中　智崇 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾀｶ 男子 1 01 山口 聖光高

5495 濱田　精一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 71 山口 柳井市陸協

14 玉井　正紘 ﾀﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 男子 2 04 山口 浅江中

31 山本　悠真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 1 01 山口 美祢青嶺高

13 藤井　和磨 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾏ 男子 2 03 山口 浅江中

2330 梶原　知彦 ｶｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ 男子 2 00 山口 防府高

2127 作本　育海 ｻｸﾓﾄ ｲｸﾐ 男子 2 00 山口 岩国高

1645 原田　和紀 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 3 99 山口 山口高

2217 古閑　樹 ｵｶﾞ ｲﾂｷ 男子 2 00 山口 徳山高専

589 小西　壮 ｺﾆｼ ｿｳ 男子 1 01 山口 宇部鴻城高
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

5000 藤井　翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 男子 93 山口 武田薬品

4990 橋本　雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 男子 86 山口 武田薬品

2338 中村　優吾 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 男子 2 00 山口 西京高

1671 仲山　大輝 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 3 99 山口 西京高

1673 安村　晴樹 ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 3 99 山口 西京高

4999 齋藤　俊平太 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲﾀ 男子 89 山口 武田薬品

4992 寺田　裕成 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ 男子 91 山口 武田薬品

7-1103 大島　拓也 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ 男子 3 97 山口 広経大

1669 田中　大稀 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 3 99 山口 西京高

1147 北村　歩夢 ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ 男子 3 99 山口 豊浦高

5712 立石　直人 ﾀﾃｲｼ ﾅｵﾄ 男子 88 山口 自衛隊山口

4602 岡野　耕大 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 男子 94 山口 長門市陸協

7-1213 高見　雄飛 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 男子 94 山口 長門市陸協

1509 清原　康平 ｷﾖﾊﾗ ｺｳﾍｲ 男子 3 00 山口 徳山高

7-1211 樫部　直人 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 男子 M2 94 山口 山口大

3653 林　秀明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 91 山口 東洋鋼鈑

2337 中村　駿吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 男子 2 00 山口 西京高

4401 福田　将治 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 男子 87 山口 東ソー

7-1104 才原　翔斗 ｻｲﾊﾗ ｼｮｳﾄ 男子 3 96 山口 広経大

5001 藤田　隆ノ介 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 97 山口 武田薬品

1397 三井田　陸斗 ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 3 96 山口 環太平洋大

5714 志熊　克成 ｼｸﾏ ｶﾂﾅﾘ 男子 90 山口 自衛隊山口

1335 秋枝　真斗 ｱｷｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 3 00 山口 美祢青嶺高

1336 金子　和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 3 99 山口 美祢青嶺高

2334 鎌田　凌羽 ｶﾏﾀ ﾘｮｳ 男子 2 01 山口 西京高

4414 金子　泰 ｶﾈｺ ﾔｽｼ 男子 91 山口 東ソー

2028 長岡　志優 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳ 男子 2 00 山口 萩高

1146 來島　和哉 ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 男子 3 99 山口 豊浦高

5716 竹内　和也 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ 男子 92 山口 自衛隊山口

2303 武居　尚輝 ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ 男子 2 00 山口 高川学園高

1151 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 3 00 山口 豊浦高

1084 山野　力 ﾔﾏﾉ ﾁｶﾗ 男子 2 00 山口 宇部鴻城高

1672 藤本　和寿 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 男子 3 00 山口 西京高

1969 大野　達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 男子 2 97 山口 環太平洋大

1461 田中　寿和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 男子 3 99 山口 光高

5699 本廣　仁 ﾓﾄﾋﾛ ﾋﾄｼ 男子 80 山口 自衛隊山口

1305 恵美　菜未希 ｴﾐ ﾅﾐｷ 男子 3 99 山口 萩高

1075 上田　衛 ｳｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ 男子 3 00 山口 宇部鴻城高

1915 国増　治貴 ｸﾆﾏｽ ﾊﾙｷ 男子 2 00 山口 豊浦高

5664 佐伯　亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 89 山口 山口県庁

5704 兼中　孔士 ｶﾈﾅｶ ｺｳｼﾞ 男子 79 山口 自衛隊山口

3684 山本　清伸 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾉﾌﾞ 男子 87 山口 東洋鋼鈑

2202 怡土　樹 ｲﾄ ｲﾂｷ 男子 2 00 山口 聖光高

4996 中崎　洸 ﾅｶｻｷ ﾋﾛｼ 男子 95 山口 武田薬品

3215 兼重　仁彦 ｶﾈｼｹﾞ ﾏｻﾋｺ 男子 79 山口 宇部市陸協

2335 長岡　京汰 ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ 男子 2 00 山口 西京高

2333 岡本　拓海 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 2 00 山口 西京高

1150 峯石　龍晟 ﾐﾈｲｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 3 00 山口 豊浦高

1324 古谷　駿吏 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝﾘ 男子 3 99 山口 萩商工高

1339 橋羽　芳樹 ﾊｼﾊﾞ ﾖｼｷ 男子 3 00 山口 美祢青嶺高

3218 吉永　拓磨 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 男子 92 山口 宇部市陸協

1096 波多野　佑大 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ 男子 2 00 山口 宇部鴻城高

1349 水口　涼 ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ 男子 3 99 山口 岩国高

2015 鈴木　孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 00 山口 萩商工高

1914 伊藤　碧波 ｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 男子 2 00 山口 豊浦高

1152 河野　颯磨 ｶﾜﾉ ｿｳﾏ 男子 3 00 山口 豊浦高

4423 船場　文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 男子 95 山口 東ソー

1337 川越　開晟 ｶﾜｺﾞｴ ｶｲｾｲ 男子 3 00 山口 美祢青嶺高

2003 藤井　一樹 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1726 野村　健太 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 男子 3 00 山口 高川学園高

8-348 木下　幸大 ｷｼﾀ ﾕｷﾋﾛ 男子 94 山口 自衛隊山口

2105 武田　昌悟 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 2 01 山口 柳井商工高

1727 濱本　康成 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 3 00 山口 高川学園高

1829 元永　好多朗 ﾓﾄﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 00 山口 宇部高専

4429 渡邊　賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 男子 96 山口 東ソー

2025 西　翔太郎 ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 2 01 山口 萩高

1307 成松　丈 ﾅﾘﾏﾂ ｼﾞｮｳ 男子 3 99 山口 萩高

2339 原田　航也 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 2 00 山口 西京高
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4420 原田　脩平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 95 山口 東ソー

1377 嘉屋　拓海 ｶﾔ ﾀｸﾐ 男子 3 99 山口 岩国工高

1191 小田　諒人 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 3 99 山口 下関中央工高

7-1466 松田　大樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 4 95 山口 至誠館大

1512 小林　智哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 男子 3 00 山口 徳山高

2340 宮崎　和樹 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 男子 2 00 山口 西京高

1904 石飛　朝陽 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｻﾋ 男子 2 01 山口 下関西高

7-1464 徳永　涼 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 男子 4 95 山口 至誠館大

3214 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 男子 88 山口 宇部市陸協

7-1465 西林　佳人 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄ 男子 4 96 山口 至誠館大

1295 末武　瑞貴 ｽｴﾀｹ ﾐｽﾞｷ 男子 3 99 山口 萩高

7-1776 片岡　陽 ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ 男子 3 97 山口 山口大

7-1798 澤村　久佳 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 男子 3 96 山口 山口大

1518 深井　宏太 ﾌｶｲ ｺｳﾀ 男子 3 99 山口 徳山高

2358 千々松　皇陽 ﾁﾁﾞﾏﾂ ｺｳﾖｳ 男子 2 01 山口 山口高

1970 小村　純太 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 2 97 山口 環太平洋大

1308 福間　敦也 ﾌｸﾏ ｱﾂﾔ 男子 3 99 山口 萩高

3687 吉本　泰輔 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｽｹ 男子 93 山口 東洋鋼鈑

2203 川﨑　幹太 ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ 男子 2 01 山口 聖光高

1144 井川　洸平 ｲｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男子 3 99 山口 豊浦高

2207 山本　涼太 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 2 00 山口 聖光高

1338 白浜　聖也 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾔ 男子 3 99 山口 美祢青嶺高

2216 古閑　幹 ｺｳｶﾞ ﾓﾄｷ 男子 2 00 山口 徳山高専

7-2198 河村　和政 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 男子 2 97 山口 下関市大

1248 磯　龍司 ｲｿ ﾘｭｳｼﾞ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1090 宮原　浩樹 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ 男子 3 00 山口 宇部鴻城高

1194 鍋田　広貴 ﾅﾍﾞﾀ ﾋﾛｷ 男子 3 99 山口 下関中央工高

2332 古澤　航 ﾌﾙｻﾜ ﾜﾀﾙ 男子 2 00 山口 防府高

2239 山岡　嵩 ﾔﾏｵｶ ｼｭｳ 男子 2 00 山口 徳山高

1916 白石　圭悟 ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ 男子 2 00 山口 豊浦高

3365 大下　和広 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 68 山口 宇部市陸協

2205 福丸　知真 ﾌｸﾏﾙ ｶｽﾞﾏ 男子 2 01 山口 聖光高

2002 小嶌　和広 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1618 德田　天成 ﾄｸﾀﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 2 00 山口 宇部高

1145 岡田　淳希 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｷ 男子 3 99 山口 豊浦高

1917 山﨑　武 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾙ 男子 2 01 山口 豊浦高

1605 有冨　智哉 ｱﾘﾄﾐ ﾄﾓﾔ 男子 3 00 山口 防府高

3273 繁永　博行 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 男子 93 山口 宇部市陸協

5728 齋藤　寿暁 ｻｲﾄｳ ﾋｻｱｷ 男子 96 山口 自衛隊山口

5725 吉田　和輝 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 91 山口 自衛隊山口

35 尾林　翼 ｵﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 男子 96 山口 自衛隊山口

1627 渡邉　直也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 男子 2 00 山口 宇部高

1542 久樂　修治 ｸﾀﾗ ｼｭｳｼﾞ 男子 3 00 山口 新南陽高

5723 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 男子 97 山口 自衛隊山口

3385 阿部　正也 ｱﾍﾞ ﾏｻﾔ 男子 93 山口 宇部市陸協

3228 伊賀　雅彦 ｲｶﾞ ﾏｻﾋｺ 男子 山口 宇部市陸協

7-1462 河根　拓哉 ｶﾜﾈ ﾀｸﾔ 男子 4 95 山口 至誠館大

2009 山中　優輝 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ 男子 2 00 山口 萩商工高

2013 清永　啓喜 ｷﾖﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 男子 2 00 山口 誠英高

1703 河村　侑大 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 3 99 山口 誠英高

1263 槇田　貴公 ﾏｷﾀ ﾀｶﾕｷ 男子 3 00 山口 大津緑洋高

2001 大石　舜 ｵｵｲ ｼｼｭﾝ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1190 衛藤　優樹 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 男子 3 99 山口 下関中央工高

36 永田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 男子 97 山口 自衛隊山口

1810 山田　陸斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 2 00 山口 宇部中央高

1193 多田　晴記 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 3 00 山口 下関中央工高

1241 下間　聖 ｼﾓﾂﾏ ｱｷﾗ 男子 3 99 山口 熊毛南高

2361 山田　侑輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 2 00 山口 山口高

1012 平岡　尚之 ﾋﾗｵｶ ﾅｵﾕｷ 男子 1 98 山口 山口大学医学部陸

1351 新田　丈瑠 ﾆｯﾀ ﾀｹﾙ 男子 3 99 山口 岩国高

1539 松田　篤樹 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 3 99 山口 南陽工高

4562 野上　翔平 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 男子 97 山口 東ソー

1019 山根　拓馬 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾏ 男子 3 00 山口 宇部中央高

4028 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 男子 77 山口 下関市陸協

2125 荒磯　利来 ｱﾗｲｿ ﾘｸ 男子 2 00 山口 岩国高

2117 細川　貴史 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 男子 2 00 山口 岩国工高

1616 菊地　祐輔 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 男子 3 99 山口 防府商工高

1619 清水　彰大 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 男子 3 00 山口 防府商工高
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男子5000m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

3362 藤原　史裕 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶﾋﾛ 男子 73 山口 宇部興産

4902 末弘　光次郎 ｽｴﾋﾛ ｺｳｼﾞﾛｳ 男子 85 山口 光市陸協

2126 河田　雅士 ｶﾜﾀ ﾏｻｼ 男子 2 00 山口 岩国高

1519 深町　建太 ﾌｶﾏﾁ ｹﾝﾀ 男子 3 99 山口 徳山高

2029 西村　和馬 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 2 00 山口 萩高

1621 野村　理哉 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾔ 男子 3 99 山口 宇部高

2234 井上　裕貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 男子 2 00 山口 徳山高

1052 杉　凌佑 ｽｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 99 山口 小野田高

5503 大野　真寛 ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 93 山口 晃和興産

2035 冨賀　優太 ﾄﾐｶ ﾕｳﾀ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

1613 小野　星南 ｵﾉ ｾﾅ 男子 2 00 山口 宇部高

1905 田村　豊輝 ﾀﾑﾗ ﾄﾖｷ 男子 2 00 山口 下関西高

3 江本　嵩至 ｴﾓﾄ ﾀｶｼ 男子 87 山口 創新A.C.

4437 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 92 山口 東ソー

29 岡田　公輔 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 1 01 山口 宇部工高

2047 藤野　真尚 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾅｵ 男子 2 00 山口 大津緑洋高

2236 河谷　好晃 ｶﾜﾀﾆ ﾖｼｱｷ 男子 2 00 山口 徳山高
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男子10000m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
7-1803 森重　恒太 ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳﾀ 男子 3 96 山口 山口大

5000 藤井　翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 男子 93 山口 武田薬品

4401 福田　将治 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 男子 87 山口 東ソー

4602 岡野　耕大 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 男子 94 山口 長門市陸協

5719 加藤　輝一 ｶﾄｳ ｷｲﾁ 男子 90 山口 自衛隊山口

4999 齋藤　俊平太 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲﾀ 男子 89 山口 武田薬品

1969 大野　達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 男子 2 97 山口 環太平洋大

7-1212 竹之内　一志 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞｼ 男子 3 96 山口 山口大

7-1216 奥田　大樹 ｵｸﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 3 95 山口 山口大

4436 磯村　俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 83 山口 東ソー

3030 嘉屋　考真 ｶﾔ ﾀｶﾏｻ 男子 90 山口 岩国市陸協

4206 頼岡　直也 ﾖﾘｵｶ ﾅｵﾔ 男子 91 山口 山口合同ガス

7-1109 笹木　航太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 男子 3 97 山口 広経大

5664 佐伯　亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 89 山口 山口県庁

4205 斎藤　亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 男子 77 山口 山口合同ガス

8-311 住田　大悟 ｽﾐﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 3 95 山口 福岡教育大

5670 金子　誠一 ｶﾈｺ ｾｲｲﾁ 男子 67 山口 山口県庁

5654 廣永　拓男 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 男子 83 山口 山口県庁

1970 小村　純太 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 2 97 山口 環太平洋大
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男子110mH(1.067m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

5483 國分　徹 ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ 男子 84 山口 柳井市陸協

13 藤野　雄基 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 男子 94 山口 山口合同ガス

204 京井　一馬　 ｷｮｳｲ ｶｽﾞﾏ 男子 1 01 山口 誠英高

1684 藤村　直 ﾌｼﾞﾑﾗ ｽﾅｵ 男子 3 99 山口 西京高

1682 家村　隆介 ｲｴﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 男子 3 00 山口 西京高

1240 舞弓　怜士 ﾏﾕﾐ ﾘｮｳｼﾞ 男子 3 99 山口 早鞆高

1117 植野　雄大 ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 3 00 山口 宇部高専

1114 高田　青空 ﾀｶﾀ ｱｵｿﾞﾗ 男子 3 00 山口 宇部高専

2229 樫部　尚暉 ｶｼﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 2 00 山口 新南陽高

3210 伊藤　健二 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 男子 68 山口 宇部市陸協

1943 木本　隼翔 ｷﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 2 00 山口 下関南高

2317 ブンリット・ニチャクン ﾌﾞﾝﾘｯﾄ･ﾆﾁｬｸﾝ 男子 2 99 山口 誠英高

1841 木村　柊介 ｷﾑﾗ ｼｭｳｽｹ 男子 2 01 山口 厚狭高
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男子400mH(0.914m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
3-5251 黒田　佳祐 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 2 97 山口 日本大

3939 五島　和徳 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 男子 1 98 山口 山口大

1158 椎原　素哉 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 男子 1 17 山口 広島大

29 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 3 96 山口 筑波大

7-1034 上田　拓登 ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 4 94 山口 広島大

3603 梅本　健吾 ｳﾒﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 男子 88 山口 下松市陸協

1161 塩川　大輔 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男子 2 00 山口 下関西高

7-1800 佐々木　匡彦 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 男子 3 97 山口 山口大

1682 家村　隆介 ｲｴﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 男子 3 00 山口 西京高

2323 山岡　竜太朗 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 2 01 山口 野田学園高

2302 先村　成騎 ｻｷﾑﾗ ﾅﾙｷ 男子 2 01 山口 高川学園高

1686 後藤　稜平 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 男子 3 99 山口 西京高

1039 小林　千紘 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 3 99 山口 宇部工高

7-2286 津田　愉大 ﾂﾀﾞ ﾕﾀﾞｲ 男子 2 97 山口 山口大

1044 渡辺　航太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 男子 3 99 山口 宇部工高

8-1098 渡部　勇作 ﾜﾀﾞﾍﾞ ﾕｳｻｸ 男子 2 97 山口 西南学院大

2145 田村　悠太 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 2 00 山口 周防大島高

1001 梶原　大暉 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 男子 3 99 山口 宇部高

1051 日高　健太 ﾋﾀｶ ｹﾝﾀ 男子 3 99 山口 小野田高

2347 小松　翔太 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 男子 2 00 山口 山口中央高

1466 濱本　哲男 ﾊﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 男子 3 00 山口 光高

1851 竹田　貴博 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 00 山口 宇部高専

1015 川建　龍之介 ｶﾜﾀﾃ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 00 山口 宇部高

7-2289 三輪　大貴 ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 2 96 山口 山口大

1473 藤井　優輔 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 3 99 山口 下松高

1162 窪井　貴大 ｸﾎﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 男子 2 00 山口 下関西高

1324 山本　悠真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 1 01 山口 徳山高

1 / 1



男子3000mSC(0.914m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1673 安村　晴樹 ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 3 99 山口 西京高

1147 北村　歩夢 ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ 男子 3 99 山口 豊浦高

7-1108 古谷　龍斗 ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾄ 男子 3 96 山口 広経大

1149 三浦　隆太 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾀ 男子 3 99 山口 豊浦高

4994 松藤　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 男子 92 山口 武田薬品

7-1214 松本　光司 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 4 95 山口 山口大

1339 橋羽　芳樹 ﾊｼﾊﾞ ﾖｼｷ 男子 3 00 山口 美祢青嶺高

7-2107 原田　海 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 男子 2 97 山口 徳山大

1337 川越　開晟 ｶﾜｺﾞｴ ｶｲｾｲ 男子 3 00 山口 美祢青嶺高

7-2288 藤原　歩夢 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男子 2 97 山口 山口大

2335 長岡　京汰 ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ 男子 2 00 山口 西京高

1291 俵　孝太郎 ﾀﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 3 00 山口 萩高

1586 原田　大地 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 3 99 山口 徳山高専

2339 原田　航也 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 2 00 山口 西京高

1829 元永　好多朗 ﾓﾄﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 2 00 山口 宇部高専

1338 白浜　聖也 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾔ 男子 3 99 山口 美祢青嶺高

1386 長田　泰史 ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｼ 男子 3 99 山口 岩国工高

1608 中山　優輝 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 3 99 山口 防府高

2306 瀧口　吉将 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ 男子 2 01 山口 高川学園高

2002 小嶌　和広 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 2 00 山口 美祢青嶺高

7-1807 岡崎　駿介 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 M2 94 山口 山口大

1295 末武　瑞貴 ｽｴﾀｹ ﾐｽﾞｷ 男子 3 99 山口 萩高

1189 石村　翼 ｲｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 3 99 山口 下関中央工高

1520 三村　優和 ﾐﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 男子 3 99 山口 徳山高

1914 伊藤　碧波 ｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 男子 2 00 山口 豊浦高

2331 栗林　廉 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 男子 2 00 山口 防府高

1036 岡田　一寿 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 男子 3 99 山口 宇部工高

2043 石村　凌一郎 ｲｼﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 男子 2 01 山口 大津緑洋高

5503 大野　真寛 ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 93 山口 晃和興産

1385 松永　空 ﾏﾂﾅｶﾞ ｿﾗ 男子 3 99 山口 岩国工高

1328 萬屋　琢海 ﾖﾛｽﾞﾔ ﾀｸﾐ 男子 3 00 山口 萩商工高

1193 多田　晴記 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 3 00 山口 下関中央工高

1115 石田　晃己 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 3 99 山口 宇部高専

2237 田村　元輝 ﾀﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 男子 2 00 山口 徳山高

1261 橋本　侑大 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1590 牛見　友祐 ｳｼﾐ ﾕｳｽｹ 男子 3 00 山口 徳山高専

1389 矢野　利生 ﾔﾉ ﾄｼｷ 男子 2 01 山口 岩国工高

1268 吉田　海斗 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1643 橘　虹貴 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｷ 男子 3 99 山口 山口高

2030 近江　悟 ｵｳﾐ ｻﾄﾙ 男子 2 00 山口 萩高

2010 藤村　亮太 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 2 00 山口 萩商工高

2012 水津　朋尚 ｽｲﾂﾞ ﾄﾓﾅｵ 男子 2 01 山口 萩商工高
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男子5000mW

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1306 田村　優弥 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 3 99 山口 萩高

1256 近廣　亮多 ﾁｶﾋﾛ ﾘｮｳﾀ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1253 白井　颯人 ｼﾗｲ ﾊﾔﾄ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

2046 林　晃平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 男子 2 00 山口 大津緑洋高

3152 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 男子 83 山口 風月堂岩國

2048 藤本　卓也 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 2 01 山口 大津緑洋高

2026 原田　将希 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 2 00 山口 萩高

2024 香川　竜都 ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 男子 2 01 山口 萩高
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男子4X100mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名

57 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 西京高校

49 東ソー ﾄｳｿｰ 東ソー陸上競技部

61 誠英高 ｾｲｴｲ 誠英高校

50 田部高 ﾀﾍﾞｺｳ 田部高校

21 宇部鴻城高 ｳﾍﾞｺｳｼﾞｮｳｺｳｺｳ 宇部鴻城高校

1 下関市立大 ｼﾓｲﾁﾀﾞｲ 下関市立大学

15 宇部工高 ｳﾍﾞｺｳ 宇部工高校

35 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 山口大学

53 白銀ＡＣ ﾊｸｷﾞﾝAC 白銀ＡＣ

69 防府商工高 ﾎｳﾌｼｮｳｺｳ 防府商工高校

46 徳山高専 ﾄｸﾔﾏｺｳｾﾝ 徳山工業高等専門学校

65 豊浦高 ﾄﾖﾗｺｳ 山口県立豊浦高等学校

10 光高 ﾋｶﾘｺｳｺｳ 光高校

17 宇部高 ｳﾍﾞｺｳｺｳ 宇部高校

6 下関西高 ｼﾓﾉｾｷﾆｼ 山口県立下関西高等学校

33 山口中央高 ﾔﾏｸﾞﾁﾁｭｳｵｳｺｳ 山口中央高校

48 早鞆高 ﾊﾔﾄﾓ 早鞆高校

54 萩商工高 ﾊｷﾞｼｮｳｺｳ 萩商工高校

71 高水高 ﾀｶﾐｽﾞ 高水高校

44 岩国工高 ｲﾜｸﾆｺｳ 岩国工高校

27 小野田高 ｵﾉﾀﾞｺｳ 小野田高校

40 山口高 ﾔﾏｸﾞﾁ 山口高校
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男子4X400mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名

37 山口大A ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 山口大学

22 宇部鴻城高 ｳﾍﾞｺｳｼﾞｮｳｺｳｺｳ 宇部鴻城高校

16 宇部工高 ｳﾍﾞｺｳ 宇部工高校

60 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 西京高校

2 下関市立大 ｼﾓｲﾁﾀﾞｲ 下関市立大学

47 徳山高専 ﾄｸﾔﾏｺｳｾﾝ 徳山工業高等専門学校

66 豊浦高 ﾄﾖﾗｺｳ 山口県立豊浦高等学校

62 誠英高 ｾｲｴｲ 誠英高校

12 光高 ﾋｶﾘｺｳｺｳ 光高校

3 下松高 ｸﾀﾞﾏﾂｺｳ 下松高校

45 岩国工高 ｲﾜｸﾆｺｳ 岩国工高校

56 萩商工高 ﾊｷﾞｼｮｳｺｳ 萩商工高校

8 下関西高 ｼﾓﾉｾｷﾆｼ 山口県立下関西高等学校

5 下関南高B ｼﾓﾉｾｷﾐﾅﾐｺｳｺｳ 下関南高校

34 山口中央高 ﾔﾏｸﾞﾁﾁｭｳｵｳｺｳ 山口中央高校

18 宇部高 ｳﾍﾞｺｳｺｳ 宇部高校

73 慶進高 ｹｲｼﾝｺｳｺｳ 慶進高校

25 富田中 ﾄﾝﾀﾞﾁｭｳ 周南市立富田中学校

28 小野田高 ｵﾉﾀﾞｺｳ 小野田高校

38 山口大B ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 山口大学

41 山口高 ﾔﾏｸﾞﾁ 山口高校
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男子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

4667 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 91 山口 ＯＰＣ

2026 中村　遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 96 山口 岡山商科大

1593 岩本 英憲 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男子 2 99 山口 徳山高専

1570 山本　竜暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 男子 2 00 山口 山口県桜ケ丘高

1271 姫宮　柊弥 ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ 男子 2 01 山口 大津緑洋高

4370 藤井　悠弥 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 男子 96 山口 周南市陸協

7-2215 金子　悠 ｶﾈｺ ﾕｳ 男子 2 98 山口 山口大

1417 林　留唯斗 ﾊﾔｼ ﾙｲﾄ 男子 1 01 山口 高水高

7-2199 篠本　丞晟 ｻｻﾓﾄ ｼﾞｮｳｾｲ 男子 2 97 山口 下関市大

1228 前田　楓悟 ﾏｴﾀﾞ ﾌｳｺﾞ 男子 3 99 山口 下関商高

1296 田原　敏成 ﾀﾊﾗ ﾄｼﾅﾘ 男子 3 99 山口 萩高

68 小野　智幸 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 男子 1 01 山口 萩高

1427 村岡　泰成 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 男子 1 01 山口 光高

1422 西原　佑紀 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 3 99 山口 熊毛南高

1546 内山　拓海 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 2 00 山口 新南陽高

332 藤井　誠 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 男子 3 02 山口 桜田中

186 松原　拓昌 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾏｻ 男子 1 01 山口 南陽工高

25 山田　大貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 男子 1 98 山口 日本体育大
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男子棒高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1536 川口　泰典 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 男子 3 00 山口 南陽工高

275 川間　羅聖 ｶﾜﾏ ﾗｷ 男子 3 97 山口 同志社大

1538 林　要瑠 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 男子 3 99 山口 南陽工高

2201 實近　晟充 ｻﾈﾁｶ ﾏｻﾐﾁ 男子 2 00 山口 南陽工高

1609 内記　愛翔 ﾅｲｷ ｱｲﾄ 男子 2 01 山口 防府高

1622 田中　駿光 ﾀﾅｶ ﾄｼﾐﾂ 男子 3 99 山口 防府商工高

2211 林　凌雅 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 男子 2 00 山口 南陽工高

5558 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男子 79 山口 潮AC

1487 實近　伸輝 ｻﾈﾁｶ ﾉﾌﾞｷ 男子 1 01 山口 南陽工高

1433 西川　尚毅 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 男子 3 99 山口 高水高
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男子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
3-2387 小田　大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 4 96 山口 日本大

4667 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 91 山口 ＯＰＣ

4131 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 88 山口 白銀ＡＣ

1369 松村　渉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 4 95 山口 環太平洋大

3636 佐々木　信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 86 山口 下松市陸協

2342 中塚　雄哉 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾔ 男子 2 00 山口 西京高

1640 宮瀬　巧斗 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 男子 1 01 山口 西京高

1676 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 98 山口 白銀ＡＣ

7-1793 蒲生　智 ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 男子 3 96 山口 山口大

1681 藏永　善輝 ｸﾗﾅｶﾞ ﾖｼﾃﾙ 男子 3 99 山口 西京高

27 桑原　雅弘 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 3 96 山口 東京外国語大

1124 田口　裕人 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 3 99 山口 田部高

1911 吉永　滉太 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 男子 2 00 山口 豊浦高

2343 松永　宙弥 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾔ 男子 2 00 山口 西京高

34 橋本　雅也 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 男子 1 01 山口 光高

7-2216 木村　昌哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 男子 2 98 山口 山口大

1460 樋口　昂杜 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄ 男子 3 99 山口 光高

4127 岩本　豊 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 男子 78 山口 白銀ＡＣ

1129 松本　裕太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 3 02 山口 熊毛中

1390 小川　裕平 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 男子 2 00 山口 岩国工高

2220 高木　翔 ﾀｶｷ ｼｮｳ 男子 2 00 山口 光高

1247 片岡　大成 ｶﾀｵｶ ﾀｲｾｲ 男子 2 00 山口 早鞆高

3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 男子 90 山口 大島郡陸協

7-1919 河村　直英 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 男子 5 97 山口 徳山高専

1541 川越　豊 ｶﾜｺﾞｴ ﾕﾀｶ 男子 3 99 山口 南陽工高

1632 竹内　歩夢 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾑ 男子 2 00 山口 防府商工高

7-1789 村上　将一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 男子 3 96 山口 山口大

1037 川道　一真 ｶﾜﾐﾁ ｶｽﾞﾏ 男子 3 99 山口 宇部工高

4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 男子 94 山口 山口合同ガス

5019 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 78 山口 潮AC

1120 政田　啓輔 ﾏｻﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 3 99 山口 宇部高専

1020 井上　拓海 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 男子 3 00 山口 宇部中央高

1313 上田　章人 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 3 99 山口 萩商工高

1913 長田　征也 ｵｻﾀﾞ ﾕｷﾔ 男子 2 01 山口 豊浦高

2008 烏田　史思 ｶﾗｽﾀﾞ ｼｵﾝ 男子 2 00 山口 萩商工高

2365 金谷　翼 ｶﾅﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 男子 2 00 山口 誠英高

2119 山下　蓮 ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ 男子 2 00 山口 岩国工高

6 村井　和弥 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾔ 男子 3 99 山口 宇部高専

38 平野　晟久 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋｻ 男子 2 00 山口 萩商工高
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男子三段跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

4210 藤澤　圭祐 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 男子 85 山口 山口合同ガス

4752 塚本　英文 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 男子 82 山口 萩市陸協

2220 高木　翔 ﾀｶｷ ｼｮｳ 男子 2 00 山口 光高

1607 田村　春樹 ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 3 99 山口 防府高

4133 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 男子 88 山口 白銀ＡＣ

1709 先村　駆留 ｻｷﾑﾗ ｶｹﾙ 男子 1 98 山口 環太平洋大

3370 佐々木　翔太郎 ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 85 山口 創新A.C.

1302 松浦　澄明 ﾏﾂｳﾗ ｽﾐｱｷ 男子 3 99 山口 萩高

1124 田口　裕人 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 3 99 山口 田部高

4899 中谷　昌史 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻｼ 男子 82 山口 光市陸協

3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 男子 90 山口 大島郡陸協

729 岡村　周汰 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 男子 1 01 山口 野田学園高

1390 小川　裕平 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 男子 2 00 山口 岩国工高

116 中村　凌介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 1 01 山口 光高

1463 財間　大地 ｻﾞｲﾏ ﾀｲﾁ 男子 3 00 山口 光高

1120 政田　啓輔 ﾏｻﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 3 99 山口 宇部高専

1910 久原　郁弥 ｸﾊﾗ ﾌﾐﾔ 男子 2 00 山口 豊浦高

2006 内野　龍海 ｳﾁﾉ ﾀﾂﾐ 男子 2 00 山口 萩商工高

1830 畑田　亮哉 ﾊﾀﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 男子 2 01 山口 宇部中央高

24 谷口　聖弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 5 97 山口 徳山高専

1610 藤井　俊輔 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 00 山口 防府高
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男子円盤投(2.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

4242 関根　昂之 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 男子 86 山口 早鞆高AC

5781 笠本　英治 ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ 男子 76 山口 ＴＥＡＭ長州

1291 上野　環太 ｳｴﾉ ｶﾝﾀ 男子 4 96 山口 神戸大

1139 上野　新太 ｳｴﾉ ｱﾗﾀ 男子 3 99 山口 豊浦高

953 渡邉　直希 ﾜﾀﾅﾍﾞﾅｵｷ 男子 2 97 山口 静岡大

1157 曽根　健太郎 ｿﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 00 山口 下関西高

4245 宮城　太一 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 男子 98 山口 早鞆高AC

1907 井上　朋輝 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 男子 2 00 山口 田部高

2101 上畠　彰太 ｳｴﾊﾀ ｼｮｳﾀ 男子 3 00 山口 周防大島高

4244 曽我　法精 ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 男子 81 山口 早鞆高AC

5558 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男子 79 山口 潮AC

1808 日浦　祐哉 ﾋｳﾗ ﾕｳﾔ 男子 3 99 山口 宇部中央高

2051 山中　太一 ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ 男子 2 00 山口 大津緑洋高

2039 竹中　幸暉 ﾀｹﾅｶ ｺｳｷ 男子 2 00 山口 萩商工高

2352 淺川　泰誠 ｱｻｶﾜ ﾀｲｾｲ 男子 2 01 山口 防府西高
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男子砲丸投(7.260kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

5610 大橋　忠司 ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 男子 83 山口 維新公園

4524 堀澤　一将 ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 男子 86 山口 トクヤマ

4242 関根　昂之 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 男子 86 山口 早鞆高AC

1239 三船　裕斗 ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ 男子 1 98 山口 徳山大

2341 木村　文哉 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 男子 2 00 山口 西京高

44 藤村　祐希 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 91 山口 防府市役所

5786 兼原　翔 ｶﾈﾊﾗ ｼｮｳ 男子 96 山口 ＴＥＡＭ長州

2101 上畠　彰太 ｳｴﾊﾀ ｼｮｳﾀ 男子 3 00 山口 周防大島高

7-2217 三好　遊理 ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 男子 2 97 山口 山口大

3023 山田　正行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 85 山口 岩国市陸協

5558 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男子 79 山口 潮AC

1260 野村　七輝 ﾉﾑﾗ ﾅﾅｷ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1264 宮本　一博 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

46 居原　俊克 ｲﾊﾗ ﾄｼｶﾂ 男子 92 山口 ＯＰＣ

4244 曽我　法精 ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 男子 81 山口 早鞆高AC

24 谷口　聖弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 5 97 山口 徳山高専

1360 塩屋　陸 ｼｵﾔ ﾘｸ 男子 2 00 山口 岩国高
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男子ハンマー投(7.260kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1528 佐古　享 ｻｺ ｱｷﾗ 男子 1 99 山口 徳山大

7-1790 瀬尾　真之 ｾｵ ﾏｻﾕｷ 男子 3 96 山口 山口大

4211 小田　洋一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 男子 84 山口 山口合同ガス

1406 岩本　賢弥 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 男子 3 96 山口 環太平洋大

5784 小野　功貴 ｵﾉ ｺｳｷ 男子 96 山口 ＴＥＡＭ長州

4675 斉藤　有生 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 男子 92 山口 ＯＰＣ

5229 林　健人 ﾊﾔｼ ｹﾝﾄ 男子 92 山口 潮AC

1041 寺本　和真 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男子 3 99 山口 宇部工高

2041 藤村　一輝 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

2042 石村　颯一郎 ｲｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 2 01 山口 大津緑洋高

2232 神田　琢磨 ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 2 01 山口 南陽工高

1604 小笠原　毅了 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾃｱｷ 男子 3 99 山口 防府高

2328 井上　聖悟 ｲﾉｳｴ ｾｲｺﾞ 男子 2 00 山口 防府高
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男子やり投(0.800kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

5785 久保田　涼介 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 91 山口 ＴＥＡＭ長州

607 河野　泰志 ｶﾜﾉ ﾀｲｼ 男子 4 95 山口 鹿児島大

1104 鶴井　大知 ﾂﾙｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 3 99 山口 香川高

4212 中野　廉 ﾅｶﾉ ﾚﾝ 男子 97 山口 山口合同ガス

28 矢ヶ部晃大 ﾔｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 男子 1 97 山口 筑波大

1584 寄岡　康太郎 ﾖﾘｺｶ ｺｳﾀﾛｳ 男子 4 99 山口 徳山高専

5782 下村　亮 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾗ 男子 84 山口 ＴＥＡＭ長州

1269 荒川　優 ｱﾗｶﾜ ﾕｳ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1537 時光　一輝 ﾄｷﾐﾂ ｶｽﾞｷ 男子 3 00 山口 南陽工高

1926 三上　翔 ﾐｶﾐ ｼｮｳ 男子 2 00 山口 豊浦高

8-1135 森下　和樹 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 男子 2 97 山口 九州工業大

1157 曽根　健太郎 ｿﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 00 山口 下関西高

1378 勢一　貴俊 ｾｲﾁ ﾀｶﾄｼ 男子 4 95 山口 環太平洋大

1856 増本　大聖 ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 2 00 山口 香川高

2240 福田　珠蓮 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾚﾝ 男子 2 00 山口 徳山高専

2266 森口　慧 ﾓﾘｸﾞﾁ ｹｲ 男子 3 99 山口 南陽工高

1925 白石　知宏 ｼﾗｲｼ ﾁﾋﾛ 男子 2 00 山口 豊浦高

1923 三木　麻裕 ﾐｷ ﾏﾋﾛ 男子 2 00 山口 早鞆高

2344 田邉　凌大 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 2 00 山口 西京高

1298 守永　将 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 男子 3 99 山口 萩高

2007 柳林　謙吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ 男子 2 00 山口 萩商工高

1250 大野　颯斗 ｵｵﾉ ﾊﾔﾄ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1260 野村　七輝 ﾉﾑﾗ ﾅﾅｷ 男子 3 99 山口 大津緑洋高

1021 河村　祐太郎 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 3 99 山口 宇部中央高

2135 小林　健太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 男子 2 01 山口 高水高

47 杉井　孝匡 ｽｷﾞｲ ﾀｶﾏｻ 男子 93 山口 ＯＰＣ

48 徳田　大輔 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 92 山口 ＯＰＣ

3-2852 村上　喬一 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｲﾁ 男子 3 96 山口 桜美林大

2045 木嶋　竜人 ｷｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 男子 2 00 山口 大津緑洋高

2349 杉田　良介 ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 2 01 山口 山口高

2312 吉本　巧馬 ﾖｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 男子 3 99 山口 誠英高

37 桑見　来夢 ｸﾜﾐ ﾗｲﾑ 男子 2 00 山口 萩商工高

2327 佐川　紘基 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男子 2 00 山口 防府西高
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少年B男子砲丸投(5.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

528 居原　照高 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 男子 3 02 山口 川中中

1274 松岡　幸波 ﾏﾂｵｶ ｺｳﾊ 男子 1 01 山口 南陽工高
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女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

486 田村　沙良 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 女子 1 99 山口 日本女子体育大

3-7352 富田　葉月 ﾄﾐﾀ ﾊﾂﾞｷ 女子 3 96 山口 早稲田大

647 宮本　まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 女子 3 96 山口 園田女子大

1662 松永　明莉 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 女子 4 95 山口 九州共立大

1748 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 女子 2 97 山口 九州情報大

497 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 女子 1 98 山口 福岡大

496 門田　彩乃 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 1 99 山口 日本女子体育大

985 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 02 山口 西京高

931 倉本　奈緒 ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ 女子 2 00 山口 防府商工高

509 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 女子 3 99 山口 誠英高

932 倉本　美知 ｸﾗﾓﾄ ﾐﾁ 女子 2 00 山口 防府商工高

504 山本　萌々莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓﾘ 女子 3 99 山口 西京高

905 藤田　奈美 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ 女子 1 01 山口 西京高

933 森廣　鈴音 ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾈ 女子 2 01 山口 防府商工高

594 山田　真子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 女子 1 02 山口 宇部高

501 西重　明日香 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 女子 3 99 山口 西京高

868 繁澤　音羽 ﾊﾝｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 女子 2 00 山口 光高

197 山田　菜緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 女子 3 99 山口 田部高

3 宮本　菜摘 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 女子 1 01 山口 西京高

44 高野　桃伽 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 女子 3 02 山口 浅江中

656 藏重　みう ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 女子 1 16 山口 附属光中

512 渡辺　実乃里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 女子 3 00 山口 誠英高

275 松尾　美帆子 ﾏﾂｵ ﾐﾎｺ 女子 3 99 山口 大津緑洋高

550 横田　蒼 ﾖｺﾀ ｱｵｲ 女子 3 02 山口 川中中

453 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 99 山口 防府商工高

196 飯尾　梨乃 ｲｲｵ ﾘﾉ 女子 3 99 山口 田部高

543 大歳　美空 ｵｵﾄｼ ﾐｸ 女子 1 01 山口 誠英高

429 石田　舞花 ｲｼﾀﾞ ﾏｲｶ 女子 3 00 山口 山口県桜ケ丘高

706 湯本　知歩 ﾕﾓﾄ ﾁﾎ 女子 1 01 山口 西京高

166 藤津　知世 ﾌｼﾞﾂ ﾁﾖ 女子 3 99 山口 宇部鴻城高

462 田中　ひかり ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 女子 3 00 山口 山口高

474 木村　園佳 ｷﾑﾗ ｿﾉｶ 女子 3 99 山口 山口中央高

369 福田　茉由 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕｲ 女子 3 00 山口 高水高

567 赤塚　愛菜 ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ 女子 3 02 山口 周陽中

285 佐々木　優歩 ｻｻｷ ﾕｳﾎ 女子 1 98 山口 九州情報大

777 ﾌｪｱﾘｰ　ﾏﾘﾔ ﾌｪｱﾘｰ ｱﾘﾔ 女子 2 00 山口 高水高

183 高道　友愛 ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｱ 女子 1 山口 鴻南中

655 國知　芳実 ｸﾆﾁ ﾖｼﾐ 女子 2 00 山口 田部高

9 網本　京佳 ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ 女子 2 03 山口 山口FSL

115 三砂　百合香 ﾐｽﾅ ﾕﾘｶ 女子 3 00 山口 宇部高

630 山本　冴弥 ﾔﾏﾓﾄ ｻｴﾅ 女子 3 02 山口 周陽中

580 吉野　奈実 ﾖｼﾉ ﾅﾐ 女子 2 01 山口 厚狭高

570 西村　唯理 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ 女子 2 00 山口 宇部中央高

106 栗田　茉奈 ｸﾘﾀ ﾏﾅ 女子 3 00 山口 宇部高

8 吉矢　悠栞 ﾖｼﾔ ﾕｳﾘ 女子 3 02 山口 山口FSL

4324 德浪　慶恵 ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 女子 92 山口 周南市陸協

1057 大地田　萌花 ｵｵﾁﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 1 01 山口 光高

306 杉　茉祐花 ｽｷﾞ ﾏﾕｶ 女子 3 01 山口 萩商工高

950 菊池　瑞葵 ｷｸﾁ ﾐｽﾞｷ 女子 2 00 山口 誠英高

114 松原　泉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｽﾞﾐ 女子 3 99 山口 宇部高

587 山本　寧々 ﾔﾏﾓﾄ ﾈﾈ 女子 3 02 山口 周陽中

588 小野　綾巳 ｵﾉ ｱﾔﾐ 女子 3 03 山口 周陽中

240 倉永　智香 ｸﾗﾅｶﾞ ﾄﾓｶ 女子 3 99 山口 下関南高

165 杉山　友惟 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲ 女子 3 99 山口 宇部鴻城高

635 坂本　奈優 ｻｶﾓﾄ ﾅﾕ 女子 2 00 山口 下関西高

793 森脇　天友 ﾓﾘﾜｷ ｱﾕ 女子 2 00 山口 岩国高

634 佐々木　真唯 ｻｻｷ ﾏｲ 女子 2 00 山口 下関西高

778 鶴澤　きら ﾂﾙｻﾞﾜ ｷﾗ 女子 2 00 山口 高水高

170 三崎　優衣 ﾐｻｷ ﾕｲ 女子 3 99 山口 慶進高

867 新田　芽生 ﾆｯﾀ ﾒｲ 女子 2 00 山口 徳山高専

171 大和　結葉 ﾔﾏﾄ ﾕｲﾊ 女子 3 99 山口 慶進高

138 勝力　美晴 ｼｮｳﾘｷ ﾐﾊﾙ 女子 3 99 山口 宇部商高

797 藤本　菜緒 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵ 女子 2 00 山口 熊毛南高

141 田村　莉紗子 ﾀﾑﾗ ﾘｻｺ 女子 3 99 山口 宇部商高

312 藤村　明日香 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｽｶ 女子 3 99 山口 萩商工高

239 河野　結衣 ｶﾜﾉ ﾕｲ 女子 3 00 山口 下関南高

172 杉山　美咲 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｻｷ 女子 3 99 山口 慶進高

301 上田　紗羽 ｳｴﾀﾞ ｻﾜ 女子 3 00 山口 萩商工高
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女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

174 奥田　悠 ｵｸﾀﾞ ﾕｳ 女子 2 00 山口 慶進高

1226 堀　来夢 ﾎﾘ ｸﾙﾑ 女子 2 03 山口 野田中

8-1844 青木　麻由 ｱｵｷ ﾏﾕ 女子 2 97 山口 福岡教育大

532 畑谷 愛理 ﾊﾀﾔ ｱｲﾘ 女子 3 00 山口 山口県鴻城高

956 髙橋　愛良 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾗ 女子 2 00 山口 山口県鴻城高
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女子200m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

486 田村　沙良 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 女子 1 99 山口 日本女子体育大

1662 松永　明莉 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 女子 4 95 山口 九州共立大

647 宮本　まきの ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 女子 3 96 山口 園田女子大

496 門田　彩乃 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 1 99 山口 日本女子体育大

3-7352 富田　葉月 ﾄﾐﾀ ﾊﾂﾞｷ 女子 3 96 山口 早稲田大

931 倉本　奈緒 ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ 女子 2 00 山口 防府商工高

497 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 女子 1 98 山口 福岡大

933 森廣　鈴音 ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾈ 女子 2 01 山口 防府商工高

504 山本　萌々莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓﾘ 女子 3 99 山口 西京高

500 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 女子 3 99 山口 西京高

594 山田　真子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 女子 1 02 山口 宇部高

644 弘下　由梨 ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ 女子 2 00 山口 田部高

985 渡邊　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 1 02 山口 西京高

932 倉本　美知 ｸﾗﾓﾄ ﾐﾁ 女子 2 00 山口 防府商工高

3-7332 富田　美月 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 96 山口 慶応大

196 飯尾　梨乃 ｲｲｵ ﾘﾉ 女子 3 99 山口 田部高

44 高野　桃伽 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 女子 3 02 山口 浅江中

197 山田　菜緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 女子 3 99 山口 田部高

406 佐藤　佑理香 ｻﾄｳ ﾕﾘｶ 女子 2 00 山口 徳山高

166 藤津　知世 ﾌｼﾞﾂ ﾁﾖ 女子 3 99 山口 宇部鴻城高

924 佐伯　美奈 ｻｴｷ ﾐﾅ 女子 1 01 山口 光高

453 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 3 99 山口 防府商工高

537 田中　杏 ﾀﾅｶ ｱﾂﾞ 女子 1 01 山口 高水高

5744 井上　茉優 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾛ 女子 2 03 山口 山口FSL

655 國知　芳実 ｸﾆﾁ ﾖｼﾐ 女子 2 00 山口 田部高

106 栗田　茉奈 ｸﾘﾀ ﾏﾅ 女子 3 00 山口 宇部高

288 中村　円香 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 女子 3 02 山口 富田中

589 古瀬　胡桃 ｺｾ ｸﾙﾐ 女子 3 00 山口 小野田高

637 湯浅　星空 ﾕｱｻ ｾｲﾗ 女子 2 01 山口 田部高

9 網本　京佳 ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ 女子 2 03 山口 山口FSL

318 新川　晶子 ﾆｲｶﾜ ｱｷｺ 女子 3 99 山口 周防大島高

647 枡田　岬 ﾏｽﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 2 00 山口 豊浦高

115 三砂　百合香 ﾐｽﾅ ﾕﾘｶ 女子 3 00 山口 宇部高

114 松原　泉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｽﾞﾐ 女子 3 99 山口 宇部高

938 渡辺　玲菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 女子 2 01 山口 防府西高

790 角　美咲希 ｽﾐ ﾐｻｷ 女子 2 01 山口 岩国商高
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500 岩本　麻衣 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 女子 3 99 山口 西京高

3-7354 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 女子 3 96 山口 早稲田大

207 後藤　桃佳 ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ 女子 3 00 山口 豊浦高

497 坪根　美来 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 女子 1 98 山口 福岡大

164 金村　春菜 ｶﾈﾑﾗ ﾊﾙﾅ 女子 3 99 山口 宇部鴻城高

7-1388 湯川　咲希 ﾕｶﾜ ｻｷ 女子 2 97 山口 山口大

646 疋田　つゆり ﾋｷﾀ ﾂﾕﾘ 女子 2 00 山口 豊浦高

869 光井　花佳 ﾐﾂｲ ﾊﾅｶ 女子 2 00 山口 光高

418 益田　夏鈴 ﾏｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 女子 1 01 山口 光高

3-7332 富田　美月 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 96 山口 慶応大

640 久原　夕依 ｸﾊﾗ ﾕｲ 女子 2 00 山口 田部高

103 惠本　ひとみ ｴﾓﾄ ﾋﾄﾐ 女子 3 99 山口 宇部高

383 山崎　紫央里 ﾔﾏｻｷ ｼｵﾘ 女子 3 99 山口 光高

479 大下　結莉 ｵｵｼﾀ ﾕﾘ 女子 3 00 山口 防府西高

7-1383 朽原　かの子 ｸﾁﾊﾗ ｶﾉｺ 女子 2 98 山口 下関市大

388 有富　敦子 ｱﾘﾄﾐ ｱﾂｺ 女子 3 99 山口 下松高

524 重岡　杏佳 ｼｹﾞｵｶ ｷｮｳｶ 女子 3 99 山口 野田学園高

406 佐藤　佑理香 ｻﾄｳ ﾕﾘｶ 女子 2 00 山口 徳山高

637 湯浅　星空 ﾕｱｻ ｾｲﾗ 女子 2 01 山口 田部高

137 竹中　亜美 ﾀｹﾅｶ ｱﾐ 女子 3 00 山口 宇部商高

164 陸　かれん ﾘｸ ｶﾚﾝ 女子 3 99 山口 宇部鴻城高

228 山村　萌々 ﾔﾏﾑﾗ ﾓﾓ 女子 3 00 山口 下関西高

633 桝本　いずみ ﾏｽﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 女子 2 00 山口 下関南高

481 林原　美奈 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾐﾅ 女子 3 99 山口 防府西高

393 橋本　真希 ﾊｼﾓﾄ ﾏｷ 女子 2 00 山口 下松高

318 新川　晶子 ﾆｲｶﾜ ｱｷｺ 女子 3 99 山口 周防大島高

643 植田　美月 ｳｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 女子 2 00 山口 田部高

589 古瀬　胡桃 ｺｾ ｸﾙﾐ 女子 3 00 山口 小野田高

241 杉本　愛弓 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾕﾐ 女子 3 00 山口 下関南高

941 沖村　理央 ｵｷﾑﾗ ﾘｵ 女子 2 00 山口 西京高

331 和久井　萌 ﾜｸｲ ﾒｸﾞﾐ 女子 2 00 山口 岩国高

120 品川　美咲 ｼﾅｶﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 3 99 山口 宇部中央高

636 中原　友梨 ﾅｶﾊﾗ ﾕﾘ 女子 2 00 山口 下関西高

800 田中　美羽 ﾀﾅｶ ﾐｳ 女子 2 01 山口 岩国高

659 平尾　おと ﾋﾗｵ ｵﾄ 女子 2 00 山口 下関南高

569 花田　紗弥香 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾔｶ 女子 2 00 山口 小野田高

794 土井　菜々美 ﾄﾞｲ ﾅﾅﾐ 女子 2 00 山口 岩国高

342 齊田　遥海 ｻｲﾀ ﾊﾙﾐ 女子 2 01 山口 岩国商高

330 木船　明日美 ｷﾌﾈ ｱｽﾐ 女子 2 00 山口 岩国高

645 成清　紗知 ﾅﾘｷﾖ ｻﾁ 女子 2 00 山口 下関西高
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487 35 澁田　美鈴 ｼﾌﾞﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 1 98 山口 大阪体育大

859 35 田村　瑠菜 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 女子 2 01 山口 聖光高

213 35 坪井　皓香 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 女子 3 99 山口 豊浦高

2 35 長田　知紗 ｵｻﾀﾞ ﾁｻ 女子 3 03 山口 富田中

882 35 水田　真希 ﾐｽﾞﾀ ﾏｷ 女子 3 03 山口 鴻南中

60 35 生本　鈴菜 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 女子 2 03 山口 平生中

42 35 土井　咲乃 ﾄﾞｲ ｻｷﾉ 女子 3 02 山口 浅江中

450 35 宮崎　美咲 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 2 00 山口 防府高

265 35 森田　円香 ﾓﾘﾀ ﾏﾄﾞｶ 女子 3 99 山口 下関商高

229 35 古川　由乃 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾉ 女子 2 00 山口 下関西高

994 35 宮崎　安奈 ﾐﾔｻｷ ｱﾝﾅ 女子 3 97 山口 神戸大

227 35 西村　美紀 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾉﾘ 女子 3 99 山口 下関西高

242 35 下岡　日向 ｼﾓｵｶ ﾋﾅﾀ 女子 2 00 山口 下関南高

553 35 安山　佳七 ﾔｽﾔﾏ ｶﾅ 女子 2 00 山口 宇部鴻城高

293 35 山﨑　理紗子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻｺ 女子 3 99 山口 萩高

153 35 河平　花純 ｶﾜﾋﾗ ｶｽﾐ 女子 3 99 山口 小野田高

860 35 中野　真帆 ﾅｶﾉ ﾏﾎ 女子 2 00 山口 聖光高

8-1521 35 池田　衣梨子 ｲｹﾀﾞ ｴﾘｺ 女子 3 95 山口 北九州市立大

732 35 黒澤　律奈 ｸﾛｻﾜ ﾘﾂﾅ 女子 3 02 山口 東岐波中

49 35 棟近　光 ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾘ 女子 3 02 山口 浅江中

871 35 黒田　怜 ｸﾛﾀﾞ ﾚｲ 女子 2 00 山口 光高

526 35 北林　ゆづき ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 女子 1 01 山口 聖光高

925 35 竹浦　万尋 ﾀｹｳﾗ ﾏﾋﾛ 女子 1 01 山口 聖光高

640 35 久原　夕依 ｸﾊﾗ ﾕｲ 女子 2 00 山口 田部高

289 35 深町　心咲 ﾌｶﾏﾁ ｺｺ 女子 3 02 山口 富田中

456 35 平田　友梨絵 ﾋﾗﾀ ﾕﾘｴ 女子 3 99 山口 宇部高

927 35 宮内　希羽 ﾐﾔｳﾁ ｷﾊﾈ 女子 2 00 山口 高川学園高

650 35 加笠　夏恵 ｶｶﾞｻ ｶｴ 女子 2 01 山口 下関商高

327 35 宮本　明日香 ﾐﾔﾓﾄ ｱｽｶ 女子 3 99 山口 岩国高

787 35 福井　花歩 ﾌｸｲ ｶﾎ 女子 2 01 山口 岩国商高

433 35 藤山　あゆみ ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 女子 3 00 山口 徳山高専

516 35 山本　夏実 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 女子 3 99 山口 高川学園高

329 35 吉規　朝香 ﾖｼｷ ｱｻｶ 女子 2 00 山口 岩国高

467 35 藤本　和香奈 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾜｶﾅ 女子 2 00 山口 山口高

513 35 和田　彩花 ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 1 04 山口 高川学園中

859 35 佐古　茉優 ｻｺ ﾏﾋﾛ 女子 1 01 山口 聖光高

304 35 久保田　あみ ｸﾎﾞﾀ ｱﾐ 女子 3 00 山口 萩商工高

642 35 中野　彩華 ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 女子 2 00 山口 田部高

263 35 下野　真夢 ｼﾓﾉ ﾏﾕ 女子 3 99 山口 下関商高

143 35 中田　千智 ﾅｶﾀ ﾁｻﾄ 女子 3 99 山口 宇部商高

955 35 森宗　未帆 ﾓﾘｿｳ ﾐﾎ 女子 2 00 山口 防府商工高

641 35 久原　ののか ｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 女子 2 00 山口 田部高

653 35 野村　愛佳 ﾉﾑﾗ ﾏﾅｶ 女子 2 01 山口 長府高

454 35 原田　かほり ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎﾘ 女子 3 99 山口 宇部高

450 35 島村　真生子 ｼﾏﾑﾗ ﾏｵｺ 女子 2 01 山口 宇部高

464 35 熊野　あいな ｸﾏﾉ ｱｲﾅ 女子 3 00 山口 山口高

482 35 鶴岡　由唯 ﾂﾙｵｶ ﾕｲ 女子 2 00 山口 防府西高

4472 35 左達　愛 ｻﾀﾞ ﾁ ｱｲ 女子 84 山口 ひらちゅうﾗﾝ

10 35 大森　心花 ｵｵﾓﾘ ｺﾊﾅ 女子 1 04 山口 山口FSL

4 35 湯淺　仁美 ﾕｱｻ ﾋﾄﾐ 女子 3 99 山口 厚狭高

1264 35 﨑野　愛理 ｻｷﾉ ｴﾘ 女子 1 01 山口 聖光高

34 35 竹浦　千尋 ﾀｹｳﾗ ﾁﾋﾛ 女子 1 01 山口 聖光高

703 35 玉井　麻矢佳 ﾀﾏｲ ﾏﾔｶ 女子 2 00 山口 萩商工高
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8-1593 岡本　佳代 ｵｶﾓﾄ ｶﾖ 女子 4 95 山口 福岡大

213 坪井　皓香 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 女子 3 99 山口 豊浦高

551 黒石　瑠香 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 女子 2 01 山口 宇部鴻城高

121 原田　澪 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 女子 3 99 山口 宇部中央高

781 河本　梨花 ｶﾜﾓﾄ ﾘｶ 女子 2 00 山口 柳井高

60 生本　鈴菜 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 女子 2 03 山口 平生中

428 矢野　恵菜 ﾔﾉ ｹｲﾅ 女子 3 99 山口 聖光高

49 棟近　光 ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾘ 女子 3 02 山口 浅江中

632 丹嶋　梨乃 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾉ 女子 2 00 山口 下関南高

293 山﨑　理紗子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻｺ 女子 3 99 山口 萩高

858 木村　友香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 2 00 山口 聖光高

12 森山　瑚都 ﾓﾘﾔﾏ ｺﾄ 女子 2 03 山口 岐陽中

862 松下　詩歩 ﾏﾂｼﾀ ｼﾎ 女子 2 00 山口 聖光高

554 長田　桃菜 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 女子 2 01 山口 宇部鴻城高

227 西村　美紀 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾉﾘ 女子 3 99 山口 下関西高

856 淺田　真衣 ｱｻﾀﾞ ﾏｲ 女子 2 00 山口 聖光高

229 古川　由乃 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾉ 女子 2 00 山口 下関西高

23 大片　史 ｵｵｶﾀ ﾁｶ 女子 3 96 山口 徳山大

439 野村　希美 ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 1 02 山口 聖光高

1345 石田　真子 ｲｼﾀﾞ ﾏｺ 女子 2 04 山口 岐陽中

8-1609 俵山　菜々夏 ﾀﾜﾗﾔﾏ ﾅﾅｶ 女子 3 96 山口 福岡大

223 内田　実沙 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻ 女子 3 99 山口 下関西高

454 伊藤　彩希 ｲﾄｳ ｻｷ 女子 3 00 山口 防府商工高

465 大森　百花 ｵｵﾓﾘ ﾓﾓｶ 女子 2 00 山口 山口高

772 中野　萌香 ﾅｶﾉ ﾓｴｶ 女子 2 03 山口 鴻南中

7-1405 松島　可苗 ﾏﾂｼﾏ ｶﾅｴ 女子 2 97 山口 山口大

872 富士岡　早紀 ﾌｼﾞｵｶ ｻｷ 女子 2 00 山口 光高

870 加川　真衣 ｶｶﾞﾜ ﾏｲ 女子 2 00 山口 光高

455 平田　真梨菜 ﾋﾗﾀ ﾏﾘﾅ 女子 3 99 山口 宇部高

626 安藤　まゆ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 女子 2 00 山口 下関商高

480 佐藤　菜々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 女子 3 99 山口 防府西高

466 平連　佑菜 ﾋﾗﾚﾝ ﾕﾅ 女子 2 00 山口 山口高

7-1386 清水　菜央 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 女子 2 97 山口 山口大

16 小林　佳奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 女子 1 02 山口 光高

857 河口　望愛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴ 女子 2 00 山口 聖光高

928 三吉　知沙 ﾐﾖｼ ﾁｻ 女子 2 00 山口 高川学園高

451 中村　百花 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 2 01 山口 防府高

314 藤本　梨菜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾅ 女子 3 99 山口 萩商工高

145 佐賀　友美 ｻｶﾞ ﾄﾓﾐ 女子 2 99 山口 宇部工高

705 西村　七海 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 2 00 山口 美祢青嶺高

33 上本　日菜 ｳｴﾓﾄ ﾋﾅ 女子 1 01 山口 美祢青嶺高

7-1404 金原　侑子 ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 女子 2 98 山口 山口大

313 藤本　梨花 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｶ 女子 3 99 山口 萩商工高

218 勢一　歌穂 ｾｲｲﾁ ｶﾎ 女子 3 99 山口 長府高

32 上本　可菜 ｳｴﾓﾄ ｶﾅ 女子 1 01 山口 美祢青嶺高

642 中野　彩華 ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 女子 2 00 山口 田部高

453 中村　瑠那 ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ 女子 2 00 山口 宇部高

706 林　奈摘 ﾊﾔｼ ﾅﾂﾐ 女子 2 00 山口 美祢青嶺高

478 梅田　佳歩 ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 女子 3 99 山口 防府西高

782 中重　瑞穂 ﾅｶｼｹﾞ ﾐｽﾞﾎ 女子 2 00 山口 柳井高

446 沖村　有希音 ｵｷﾑﾗ ﾕｷﾈ 女子 3 99 山口 宇部高

641 久原　ののか ｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 女子 2 00 山口 田部高

955 森宗　未帆 ﾓﾘｿｳ ﾐﾎ 女子 2 00 山口 防府商工高

572 熊毛　美月 ｸﾏｹﾞ ﾐﾂｷ 女子 2 01 山口 宇部中央高

45 秋山　美怜 ｱｷﾔﾏ ﾐﾚｲ 女子 2 00 山口 防府高

564 岡村　芽衣 ｵｶﾑﾗ ﾒｲ 女子 2 00 山口 宇部鴻城高

443 磯崎　美羽 ｲｿｻﾞｷ ﾐｳ 女子 2 00 山口 宇部高

146 山岸　楓花 ﾔﾏｷﾞｼ ﾌｳｶ 女子 1 01 山口 宇部鴻城高

154 小黒　陽葵 ｵｸﾞﾛ ﾋﾅﾀ 女子 2 01 山口 小野田高
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女子3000m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

212 足立　佳那恵 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅｴ 女子 3 99 山口 豊浦高

121 原田　澪 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 女子 3 99 山口 宇部中央高

861 濵田　すみれ ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 2 00 山口 聖光高

926 酒井　珠乃 ｻｶｲ ﾀﾏﾉ 女子 2 00 山口 高川学園高

1562 石松　空 ｲｼﾏﾂ ｿﾗ 女子 3 03 山口 岐陽中

454 伊藤　彩希 ｲﾄｳ ｻｷ 女子 3 00 山口 防府商工高

465 大森　百花 ｵｵﾓﾘ ﾓﾓｶ 女子 2 00 山口 山口高

552 頼尊　萌愛 ﾗｲｿﾝ ﾓｴ 女子 2 00 山口 宇部鴻城高

223 内田　実沙 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻ 女子 3 99 山口 下関西高

466 平連　佑菜 ﾋﾗﾚﾝ ﾕﾅ 女子 2 00 山口 山口高

460 森田　咲良 ﾓﾘﾀ ｻｸﾗ 女子 3 99 山口 宇部高

446 阿川　莉奈 ｱｶﾞﾜ ﾘﾅ 女子 3 99 山口 防府高

238 金田　萌花 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 3 99 山口 下関南高

218 勢一　歌穂 ｾｲｲﾁ ｶﾎ 女子 3 99 山口 長府高

705 西村　七海 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 2 00 山口 美祢青嶺高

706 林　奈摘 ﾊﾔｼ ﾅﾂﾐ 女子 2 00 山口 美祢青嶺高

236 岡部　葵 ｵｶﾍﾞ ｱｵｲ 女子 3 99 山口 下関南高

444 今井　ほのか ｲﾏｲ ﾎﾉｶ 女子 2 00 山口 宇部高

237 門　美来 ｶﾄﾞ ﾐﾗｲ 女子 3 99 山口 下関南高

448 齋藤　千夏 ｻｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 女子 2 00 山口 宇部高

326 小松尾　花恋 ｺﾏﾂｵ ｶﾚﾝ 女子 3 00 山口 岩国高
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女子5000m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
8-1610 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 女子 3 96 山口 福岡大

7-1000 横田　知佳 ﾖｺﾀ ﾁｶ 女子 M2 93 山口 広島大
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女子100mH(0.840m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
3-7354 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 女子 3 96 山口 早稲田大

8-1646 西山　華織 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 女子 M1 94 山口 福岡教育大

222 本田　媛海 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ 女子 3 99 山口 下関西高

502 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 女子 3 99 山口 西京高

940 才原　麻衣 ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 女子 2 00 山口 西京高

445 井原　果南 ｲﾊﾗ ｶﾅﾝ 女子 3 99 山口 防府高

501 西重　明日香 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 女子 3 99 山口 西京高

416 藤田　胡桃 ﾌｼﾞﾀ ｸﾙﾐ 女子 3 99 山口 新南陽高

151 山川　京香 ﾔﾏｶﾜ ｷｮｳｶ 女子 3 99 山口 小野田高

302 大井　くるみ ｵｵｲ ｸﾙﾐ 女子 3 00 山口 萩商工高

701 岡　秋穂 ｵｶ ｱｷﾎ 女子 2 00 山口 萩商工高

119 松岡　理子 ﾏﾂｵｶ ﾘｺ 女子 3 00 山口 宇部中央高

118 末武　優里 ｽｴﾀｹ ﾕｳﾘ 女子 3 99 山口 宇部中央高

170 三崎　優衣 ﾐｻｷ ﾕｲ 女子 3 99 山口 慶進高

587 古田　萌 ﾌﾙﾀ ﾓｴ 女子 2 01 山口 宇部高

635 坂本　奈優 ｻｶﾓﾄ ﾅﾕ 女子 2 00 山口 下関西高

584 地主　彩乃 ｼﾞﾇｼ ｱﾔﾉ 女子 2 00 山口 宇部高

449 樫本　結 ｶｼﾓﾄ ﾕｲ 女子 2 00 山口 防府高

658 亀永　愛実 ｶﾒﾅｶﾞ ﾏﾅﾐ 女子 2 01 山口 下関南高
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女子400mH(0.762m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
8-1646 西山　華織 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 女子 M1 94 山口 福岡教育大

1655 紙谷　涼花 ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 女子 4 95 山口 九州共立大

222 本田　媛海 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ 女子 3 99 山口 下関西高

940 才原　麻衣 ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 女子 2 00 山口 西京高

209 山本　詩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀﾉ 女子 3 99 山口 豊浦高

501 西重　明日香 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 女子 3 99 山口 西京高

7-1280 鳥越　優里 ﾄﾘｺﾞｴ ﾕﾘ 女子 3 96 山口 山口大

430 中村　優花 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 2 00 山口 山口県桜ケ丘高

873 高松　夏帆 ﾀｶﾏﾂ ｶﾎ 女子 2 00 山口 光高

118 末武　優里 ｽｴﾀｹ ﾕｳﾘ 女子 3 99 山口 宇部中央高

559 冨重　由唯 ﾄﾐｼｹﾞ ﾕｲ 女子 2 01 山口 宇部高

1 末次　桃子 ｽｴﾂｸﾞ ﾓﾓｺ 女子 3 02 山口 富田中

403 藤田　桂衣 ﾌｼﾞﾀ ｹｲ 女子 3 99 山口 徳山高

228 山村　萌々 ﾔﾏﾑﾗ ﾓﾓ 女子 3 00 山口 下関西高

709 溝部　真瑚 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾏｺ 女子 2 00 山口 萩商工高

385 石原　優香 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 3 99 山口 光高

708 佐伯　美紅 ｻｴｷ ﾐｸ 女子 2 00 山口 萩商工高
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女子5000mW

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

3266 竹内　万里 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 女子 88 山口 宇部市陸協

50 山崎　友莉菜 ﾔﾏｻｷ ﾕﾘﾅ 女子 94 山口 済生会病院

277 上田　ひかる ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾙ 女子 3 99 山口 大津緑洋高

278 三好　雪花 ﾐﾖｼ ﾕｶ 女子 2 01 山口 大津緑洋高
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女子4X100mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名

58 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 西京高校

70 防府商工高 ﾎｳﾌｼｮｳｺｳ 防府商工高校

51 田部高 ﾀﾍﾞｺｳ 田部高校

14 周陽中 ｼｭｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 周南市立周陽中学校

63 誠英高 ｾｲｴｲ 誠英高校

11 光高 ﾋｶﾘｺｳｺｳ 光高校

23 宇部鴻城高 ｳﾍﾞｺｳｼﾞｮｳｺｳｺｳ 宇部鴻城高校

72 高水高 ﾀｶﾐｽﾞ 高水高校

7 下関西高 ｼﾓﾉｾｷﾆｼ 山口県立下関西高等学校

43 岐陽中 ｷﾖｳﾁｭｳ 岐陽中学校

19 宇部高 ｳﾍﾞｺｳｺｳ 宇部高校

55 萩商工高 ﾊｷﾞｼｮｳｺｳ 萩商工高校

74 慶進高 ｹｲｼﾝｺｳｺｳ 慶進高校

29 小野田高 ｵﾉﾀﾞｺｳ 小野田高校

32 山口FSL ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口FSL

36 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 山口大学

42 山口高 ﾔﾏｸﾞﾁ 山口高校

67 豊浦高 ﾄﾖﾗｺｳ 山口県立豊浦高等学校
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女子4X100mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名

58 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 西京高校

70 防府商工高 ﾎｳﾌｼｮｳｺｳ 防府商工高校

51 田部高 ﾀﾍﾞｺｳ 田部高校

14 周陽中 ｼｭｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 周南市立周陽中学校

63 誠英高 ｾｲｴｲ 誠英高校

11 光高 ﾋｶﾘｺｳｺｳ 光高校

23 宇部鴻城高 ｳﾍﾞｺｳｼﾞｮｳｺｳｺｳ 宇部鴻城高校

72 高水高 ﾀｶﾐｽﾞ 高水高校

7 下関西高 ｼﾓﾉｾｷﾆｼ 山口県立下関西高等学校

43 岐陽中 ｷﾖｳﾁｭｳ 岐陽中学校

19 宇部高 ｳﾍﾞｺｳｺｳ 宇部高校

55 萩商工高 ﾊｷﾞｼｮｳｺｳ 萩商工高校

74 慶進高 ｹｲｼﾝｺｳｺｳ 慶進高校

29 小野田高 ｵﾉﾀﾞｺｳ 小野田高校

32 山口FSL ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口FSL

36 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 山口大学

42 山口高 ﾔﾏｸﾞﾁ 山口高校

67 豊浦高 ﾄﾖﾗｺｳ 山口県立豊浦高等学校
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女子4X400mR

ﾁｰﾑ
No ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ ﾁｰﾑ正式名

59 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 西京高校

24 宇部鴻城高 ｳﾍﾞｺｳｼﾞｮｳｺｳｺｳ 宇部鴻城高校

68 豊浦高 ﾄﾖﾗｺｳ 山口県立豊浦高等学校

13 光高 ﾋｶﾘｺｳｺｳ 光高校

9 下関西高 ｼﾓﾉｾｷﾆｼ 山口県立下関西高等学校

39 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 山口大学

20 宇部高 ｳﾍﾞｺｳｺｳ 宇部高校

4 下関南高 ｼﾓﾉｾｷﾐﾅﾐｺｳｺｳ 下関南高校

64 誠英高 ｾｲｴｲ 誠英高校

11161 田部高 ﾀﾍﾞｺｳ 田部高校

31 山口FSL ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口FSL

75 慶進高 ｹｲｼﾝｺｳｺｳ 慶進高校

26 富田中 ﾄﾝﾀﾞﾁｭｳ 周南市立富田中学校

30 小野田高 ｵﾉﾀﾞｺｳ 小野田高校
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女子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

495 岡田　彩希 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 女子 1 98 山口 九州共立大

502 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 女子 3 99 山口 西京高

7-1387 橋本　結生 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 女子 2 97 山口 山口大

359 兼行　菜々子 ｶﾈﾕｷ ﾅﾅｺ 女子 3 99 山口 熊毛南高

863 松村　千晶 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｱｷ 女子 2 00 山口 新南陽高

328 笹川　真結香 ｻｻｶﾞﾜ ﾏﾕｶ 女子 2 00 山口 岩国高

510 杉原　爽香　 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾔｶ 女子 3 99 山口 誠英高

412 江原　佑香 ｴﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 3 02 山口 国府中

240 大澤　優南 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 1 01 山口 西京高

5225 河村　明日香 ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ 女子 97 山口 潮AC

702 山根　莉加 ﾔﾏﾈ ﾘｶ 女子 2 00 山口 萩商工高

675 竹永　愛梨 ﾀｹﾅｶﾞ ｱｲﾘ 女子 3 02 山口 右田中

192 岡田　唯里 ｵｶﾀﾞ ﾕｲﾘ 女子 2 00 山口 宇部高専

468 山田　奈実 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐ 女子 2 01 山口 山口高

561 中村　舞美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 女子 2 00 山口 小野田高

540 佐々木　七海 ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 女子 1 01 山口 誠英高

19 伊藤　なな ｲﾄｳ ﾅﾅ 女子 2 00 山口 山口高
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女子棒高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

456 西村　萌々伽 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 3 99 山口 防府商工高

529 栗原　奈々 ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ 女子 3 99 山口 野田学園高
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女子走幅跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

4554 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 女子 85 山口 周南市役所

608 浦山　静奈 ｳﾗﾔﾏ ｾｲﾅ 女子 4 96 山口 園田女子大

8-1726 小田　穂乃佳 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 2 97 山口 九州共立大

502 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 女子 3 99 山口 西京高

92 中野　恭伽 ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ 女子 1 01 山口 西京高

644 弘下　由梨 ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ 女子 2 00 山口 田部高

262 田村　日奈 ﾀﾑﾗ ﾋﾅ 女子 3 99 山口 下関商高

993 伊東　紗耶乃 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 女子 3 02 山口 平生中

255 山根　かれん ﾔﾏﾈ ｶﾚﾝ 女子 3 99 山口 下関中等（後）

24 山村　愛美 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾐ 女子 1 01 山口 西京高

400 高橋　亜子 ﾀｶﾊｼ ｱｺ 女子 3 99 山口 徳山高

382 友重　七海 ﾄﾓｼｹﾞ ﾅﾅﾐ 女子 3 99 山口 光高

402 林　美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 女子 3 99 山口 徳山高

5745 重政　朱里 ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 女子 2 03 山口 山口FSL

8-1844 青木　麻由 ｱｵｷ ﾏﾕ 女子 2 97 山口 福岡教育大

493 渡辺　美優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 女子 1 02 山口 誠英高

487 高橋　理子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 女子 1 01 山口 徳山高

935 小倉　多恵子 ｵｸﾞﾗ ﾀｴｺ 女子 2 00 山口 誠英高

462 田中　ひかり ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 女子 3 00 山口 山口高

785 阿部　結愛 ｱﾍﾞ ﾕﾏ 女子 2 00 山口 岩国商高

139 田坂　涼香 ﾀｻｶ ｽｽﾞｶ 女子 3 99 山口 宇部商高

874 藤井　菜々 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅ 女子 2 00 山口 光高

586 中村　優那 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 女子 2 00 山口 宇部高

140 高嶋　春美 ﾀｶｼﾏ ﾊﾙﾐ 女子 3 99 山口 宇部商高

789 栗尾　明日莉 ｸﾘｵ ｱｽﾘ 女子 2 01 山口 岩国商高

357 石川　茉奈 ｲｼｶﾜ ﾏﾅ 女子 3 99 山口 熊毛南高

788 森田　華帆 ﾓﾘﾀ ｶﾎ 女子 2 00 山口 岩国商高

309 赤地　夏海 ｱｶﾁ ﾅﾂﾐ 女子 1 01 山口 防府商工高
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女子三段跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

255 山根　かれん ﾔﾏﾈ ｶﾚﾝ 女子 3 99 山口 下関中等（後）

364 大藤　優依 ｵｵﾄｳ ﾕｲ 女子 3 00 山口 高水高

402 林　美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 女子 3 99 山口 徳山高

447 藤井　みのり ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾘ 女子 2 00 山口 防府高

511 前田　夏菜 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 女子 3 99 山口 誠英高

400 高橋　亜子 ﾀｶﾊｼ ｱｺ 女子 3 99 山口 徳山高

448 伏見　咲紀 ﾌｼﾐ ｻｷ 女子 2 01 山口 防府高

936 松野　朱音 ﾏﾂﾉ ｱｶﾈ 女子 2 00 山口 誠英高

527 松井　桜 ﾏﾂｲ ｻｸﾗ 女子 3 99 山口 野田学園高

591 大畠　かおる ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 女子 1 01 山口 野田学園高

993 伊東　紗耶乃 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 女子 3 02 山口 平生中
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女子砲丸投(4.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

4366 吉冨　さやか ﾖｼﾄﾞﾐ ｻﾔｶ 女子 86 山口 周南市陸協

854 山下　莉乃 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾉ 女子 2 00 山口 徳山商工高

411 藤村　紗矢香 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾔｶ 女子 3 02 山口 国府中

460 武居　沙耶 ﾀｹｽｴ ｻﾔ 女子 3 99 山口 下松高

855 手嶋　彩乃 ﾃｼﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 00 山口 徳山商工高

271 山田　梨香子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 女子 2 00 山口 早鞆高

670 今田　杏実 ｲﾏﾀﾞ ｱﾐ 女子 3 03 山口 右田中

522 柿並　結香 ｶｷﾅﾐ ﾕｶ 女子 3 山口 野田学園高

224 池田　栞捺 ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 3 99 山口 下関西高

953 國光　春花 ｸﾆﾐﾂ ﾊﾙｶ 女子 2 01 山口 防府高

652 下川　莉央 ｼﾓｶﾜ ﾘｵ 女子 2 00 山口 長府高

889 福田　千尋 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 2 01 山口 下松高
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女子円盤投(1.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名
5-2076 鶴井　美里 ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 女子 2 97 山口 中京大

412 浴村　光夏 ｴｷﾑﾗ ﾐｶ 女子 3 99 山口 徳山商工高

854 山下　莉乃 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾉ 女子 2 00 山口 徳山商工高

368 林　茉由 ﾊﾔｼ ﾏﾕ 女子 3 99 山口 高水高

942 千石　美由紀 ｾﾝｺﾞｸ ﾐﾕｷ 女子 2 00 山口 西京高

638 梶本　由姫奈 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾅ 女子 2 00 山口 田部高

144 佐伯　江里菜 ｻｴｷ ｴﾘﾅ 女子 3 99 山口 宇部商高

415 西岡　珠依 ﾆｼｵｶ ｼﾞｭｲ 女子 3 99 山口 新南陽高

636 中原　友梨 ﾅｶﾊﾗ ﾕﾘ 女子 2 00 山口 下関西高

384 築山　杏子 ﾂｷﾔﾏ ｷｮｳｺ 女子 3 99 山口 光高

5 岩本　響 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 女子 3 99 山口 宇部西高

954 古城　舞子 ｺｼﾞｮｳ ﾏｲｺ 女子 2 00 山口 防府高

651 下川　里菜 ｼﾓｶﾜ ﾘﾅ 女子 2 01 山口 長府高

786 大下　美月 ｵｵｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 00 山口 岩国商高

792 橋本　未遥 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾊﾙ 女子 2 00 山口 岩国商高

645 成清　紗知 ﾅﾘｷﾖ ｻﾁ 女子 2 00 山口 下関西高

673 藏永　彩乃 ｸﾗﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 女子 3 03 山口 右田中
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女子ハンマー投(4.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1074 波多　彩希 ﾊﾀ ｱﾔｷ 女子 2 97 山口 四国大

412 浴村　光夏 ｴｷﾑﾗ ﾐｶ 女子 3 99 山口 徳山商工高

198 池崎　奈々 ｲｹｻｷ ﾅﾅ 女子 3 99 山口 田部高

855 手嶋　彩乃 ﾃｼﾏ ｱﾔﾉ 女子 2 00 山口 徳山商工高

414 児玉　みさき ｺﾀﾞﾏ ﾐｻｷ 女子 3 99 山口 南陽工高

639 茂刈　真夏美 ﾓｶﾞﾘ ﾅﾂﾐ 女子 2 00 山口 田部高

563 實谷　佳奈子 ﾐﾀﾆ ｶﾅｺ 女子 2 00 山口 小野田高

129 山崎　涼楓 ﾔﾏｻｷ ｽｽﾞｶ 女子 2 00 山口 宇部西高

417 渡邊　結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 女子 3 99 山口 新南陽高

128 岡田　理央 ｵｶﾀﾞ ﾘｵ 女子 2 01 山口 宇部西高
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女子やり投(0.600kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

22 金本　実華 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 女子 1 98 山口 徳山大

590 名畑　侑莉 ﾅﾊﾀ ﾕｳﾘ 女子 2 00 山口 小野田高

224 池田　栞捺 ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 3 99 山口 下関西高

458 村光　かのん ﾑﾗﾐﾂ ｶﾉﾝ 女子 3 99 山口 防府商工高

522 柿並　結香 ｶｷﾅﾐ ﾕｶ 女子 3 山口 野田学園高

271 山田　梨香子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 女子 2 00 山口 早鞆高

341 髙松　陽菜佳 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾅｶ 女子 3 00 山口 岩国商高

776 堀田　珠希 ﾎｯﾀ ﾀﾏｷ 女子 3 99 山口 熊毛南高

142 村田　茜 ﾑﾗﾀ ｱｶﾈ 女子 3 99 山口 宇部商高

866 芳村　彩香 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 2 01 山口 新南陽高

571 深野　愛莉 ﾌｶﾉ ｱｲﾘ 女子 2 01 山口 宇部中央高

791 中　沙絢 ﾅｶ ｻｱﾔ 女子 2 00 山口 岩国商高

652 下川　莉央 ｼﾓｶﾜ ﾘｵ 女子 2 00 山口 長府高

651 下川　里菜 ｼﾓｶﾜ ﾘﾅ 女子 2 01 山口 長府高

634 佐々木　真唯 ｻｻｷ ﾏｲ 女子 2 00 山口 下関西高

41 中村　陽香 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 3 99 山口 誠英高
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少年B女子100mH(0.762m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

993 伊東　紗耶乃 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 女子 3 02 山口 平生中

567 赤塚　愛菜 ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ 女子 3 02 山口 周陽中

1066 久村　佳那実 ｸﾑﾗ ｶﾅﾐ 女子 1 02 山口 光高

118 大田　陽花 ｵｵﾀ ﾊﾙｶ 女子 1 01 山口 防府商工高
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