
番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 所属
1 成年男子5000mW 3152 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 風月堂岩國
1 少年A男子5000m 1542 中村　優吾 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 西京高
2 少年A男子5000m 1534 仲山　大輝 3 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 西京高
3 少年A男子5000m 1536 安村　晴樹 3 ﾔｽﾑﾗ ﾊﾙｷ 西京高
4 少年A男子5000m 1537 吉井　道歩 3 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 西京高
5 少年A男子5000m 1532 田中　大稀 3 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 西京高
6 少年A男子5000m 1024 北村　歩夢 3 ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ 豊浦高
7 少年A男子5000m 1693 森宗　渚 3 ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ 宇部鴻城高
8 少年A男子5000m 1393 清原　康平 3 ｷﾖﾊﾗ ｺｳﾍｲ 徳山高
9 少年A男子5000m 1541 中村　駿吾 2 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 西京高

10 少年A男子5000m 1120 秋枝　真斗 3 ｱｷｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 美祢青嶺高
11 少年A男子5000m 1539 鎌田　凌羽 2 ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 西京高
12 少年A男子5000m 1159 長岡　志優 2 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳ 萩高
13 少年A男子5000m 1544 宮崎　和樹 2 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 西京高
14 少年A男子5000m 1028 山田　直樹 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 豊浦高
15 少年A男子5000m 1023 來島　和哉 3 ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 豊浦高
16 少年A男子5000m 1119 金子　和弘 3 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 美祢青嶺高
17 少年A男子5000m 1538 岡本　拓海 2 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 西京高
18 少年A男子5000m 1698 山野　力 2 ﾔﾏﾉ ﾁｶﾗ 宇部鴻城高
19 少年A男子5000m 1535 藤本　和寿 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 西京高
20 少年A男子5000m 1035 国増　治貴 2 ｸﾆﾏｽ ﾊﾙｷ 豊浦高
21 少年A男子5000m 1144 惠美　菜未希 3 ｴﾐ ﾅﾐｷ 萩高
22 少年A男子5000m 1697 上田　衛 3 ｳｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ 宇部鴻城高
23 少年A男子5000m 1531 新宅　寛高 3 ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ 西京高
24 少年A男子5000m 1022 河野　颯磨 3 ｶﾜﾉ ｿｳﾏ 豊浦高
25 少年A男子5000m 1395 小林　智哉 3 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 徳山高
26 少年A男子5000m 1025 富家　慈就 3 ﾄﾐｲｴ ｼｹﾞﾅﾘ 豊浦高
27 少年A男子5000m 1153 西　翔太郎 2 ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 萩高
28 少年A男子5000m 1692 樽床　慧人 3 ﾀﾙﾄｺ ｹｲﾄ 宇部鴻城高
29 少年A男子5000m 1540 長岡　京汰 2 ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ 西京高
30 少年A男子5000m 1123 橋羽　芳樹 3 ﾊｼﾊﾞ ﾖｼｷ 美祢青嶺高
31 少年A男子5000m 1232 水口　涼 3 ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ 岩国高
32 少年A男子5000m 1027 峯石　龍晟 3 ﾐﾈｲｼ ﾘｭｳｾｲ 豊浦高
33 少年A男子5000m 1128 藤井　一樹 2 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 美祢青嶺高
34 少年A男子5000m 1695 本永　晃嗣 3 ﾓﾄﾅｶﾞ ｱｷﾂｸﾞ 宇部鴻城高
35 少年A男子5000m 1699 波多野　佑大 2 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ 宇部鴻城高
36 少年A男子5000m 1442 原田　理夢 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾑ 聖光高
37 少年A男子5000m 1034 伊藤　碧波 2 ｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 豊浦高
38 少年A男子5000m 1124 源　裕貴 3 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 美祢青嶺高
39 少年A男子5000m 1440 怡土　樹 2 ｲﾄ ｲﾂｷ 聖光高
40 少年A男子5000m 1278 武田　昌悟 2 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 柳井商工高
41 少年A男子5000m 1165 古谷　駿吏 3 ﾌﾙﾔｼｭﾝﾘ 萩商工高
42 少年A男子5000m 1026 三浦　隆太 3 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾀ 豊浦高
43 少年A男子5000m 1064 小田　諒人 3 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 下関中央工高
44 少年A男子5000m 1180 鈴木　孝明 2 ｽｽﾞｷﾀｶﾋﾛ 萩商工高
45 少年A男子5000m 1543 原田　航也 2 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ 西京高
46 少年A男子5000m 1704 志賀　秀成 3 ｼｶﾞ ﾋﾃﾞﾅﾘ 誠英高
47 少年A男子5000m 1130 俵　孝太郎 3 ﾀﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 萩高
48 少年A男子5000m 1266 松岡　槙悟 3 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 岩国工高
49 少年A男子5000m 1122 白浜　聖也 3 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾔ 美祢青嶺高
50 少年A男子5000m 1696 宮原　浩樹 3 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｷ 宇部鴻城高
51 少年A男子5000m 1134 末武　瑞貴 3 ｽｴﾀｹ ﾐｽﾞｷ 萩高
52 少年A男子5000m 1396 深井　宏太 3 ﾌｶｲ ｺｳﾀ 徳山高
53 少年A男子5000m 1403 山岡　嵩 2 ﾔﾏｵｶ ｼｭｳ 徳山高
54 少年A男子5000m 1037 山﨑　武 2 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾙ 豊浦高
55 少年A男子5000m 1126 小嶌　和広 2 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 美祢青嶺高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 所属
56 少年A男子5000m 1154 近江　悟 2 ｵｳﾐ ｻﾄﾙ 萩高
57 少年A男子5000m 1036 白石　圭悟 2 ｼﾗｲｲ ｹｲｺﾞ 豊浦高
58 少年A男子5000m 1125 大石　舜 2 ｵｵｲ ｼｼｭﾝ 美祢青嶺高
59 少年A男子5000m 1270 杉原　将大 2 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩国工高
60 少年A男子5000m 1445 山本　涼太 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 聖光高
61 少年A男子5000m 1021 岡田　淳希 3 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｷ 豊浦高
62 少年A男子5000m 1177 藤村　亮太 2 ﾌｼﾞﾑﾗﾘｮｳﾀ 萩商工高
63 少年A男子5000m 1402 田村　元輝 2 ﾀﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 徳山高
64 少年A男子5000m 1441 川﨑　幹太 2 ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ 聖光高
65 少年A男子5000m 1259 長田　泰史 3 ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｼ 岩国工高
66 少年A男子5000m 1443 福丸　知真 2 ﾌｸﾏﾙ ｶｽﾞﾏ 聖光高
67 少年A男子5000m 1401 河谷　好晃 2 ｶﾜﾀﾆ ﾖｼｱｷ 徳山高
68 少年A男子5000m 1169 若松屋　総太郎 3 ﾜｶﾏﾂﾔｿｳﾀﾛｳ 萩商工高
69 少年A男子5000m 1260 松永　空 3 ﾏﾂﾅｶﾞ ｿﾗ 岩国工高
70 少年A男子5000m 1179 水津　朋尚 2 ｽｲｽﾞﾄﾓﾅｵ 萩商工高
71 少年A男子5000m 1176 山中　優輝 2 ﾔﾏﾅｶﾕｳｷ 萩商工高
72 少年A男子5000m 1269 小林　聖武 2 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 岩国工高
73 少年A男子5000m 1164 西山　尚昭 3 ｼｹﾞﾑﾗﾕｳｷ 萩商工高
74 少年A男子5000m 1178 重村　悠貴 2 ﾆｼﾔﾏﾅｵｱｷ 萩商工高
75 少年A男子5000m 2313 清永　啓喜 2 ｷﾖﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 誠英高
76 少年A男子5000m 1256 矢野　利生 2 ﾔﾉ ﾄｼｷ 岩国工高
77 少年A男子5000m 1263 嘉屋　拓海 3 ｶﾔ ﾀｸﾐ 岩国工高
78 少年A男子5000m 1276 藪本　翔 3 ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶｹﾙ 柳井商工高
79 少年A男子5000m 1533 谷口　慎弥 3 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 西京高
80 少年A男子5000m 1703 河村　侑大 3 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ 誠英高
81 少年A男子5000m 1400 井上　裕貴 2 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 徳山高
82 少年A男子5000m 1399 井上　尚貴 2 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 徳山高
83 少年A男子5000m 1262 細川　貴史 2 ﾎｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 岩国工高
84 少年A男子5000m 1701 沖本　和士 3 ｵｷﾓﾄ ﾀｶﾄ 宇部鴻城高
85 少年A男子5000m 1422 岩本　稜央 2 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ 南陽工高
86 少年A男子5000m 1357 末次　一世 2 ｽｴﾂｸﾞ ｲｯｾｲ 下松高
87 少年A男子5000m 1352 井村　亮太 2 ｲﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 下松高
88 少年A男子5000m 1236 岡迫　竜汰 2 ｵｶｻｺ ﾘｭｳﾀ 岩国高
89 少年A男子5000m 1354 坂口　佑真 2 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 下松高
90 少年A男子5000m 1444 山家　銀太 2 ﾔﾏｶﾞ ｷﾞﾝﾀ 聖光高
91 少年A男子5000m 1160 西村　和馬 2 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 萩高
92 少年A男子5000m 1277 守屋　真尋 3 ﾓﾘﾔ ﾏﾋﾛ 柳井商工高
93 少年A男子5000m 1127 冨賀　優太 2 ﾄﾐｶ ﾕｳﾀ 美祢青嶺高
94 少年A男子5000m 1700 村山　黎 2 ﾑﾗﾔﾏ ﾚｲ 宇部鴻城高
95 少年A男子5000m 1360 棟近　仁成 2 ﾑﾈﾁｶ ｼﾞﾝｾｲ 下松高
96 少年A男子5000m 1237 荒磯　利来 2 ｱﾗｲｿ ﾘｸ 岩国高
97 少年A男子5000m 2311 岡　大貴 3 ｵｶ ﾀﾞｲｷ 誠英高
98 少年A男子5000m 1358 田村　元 2 ﾀﾑﾗ ｹﾞﾝ 下松高
99 少年A男子5000m 1239 作本　育海 2 ｻｸﾓﾄ ｲｸﾐ 岩国高
100 少年A男子5000m 2368 村田　翔哉 2 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 誠英高
101 少年A男子5000m 1421 幾度　世那 2 ｲｸﾄﾞ ｾﾅ 南陽工高
102 少年A男子5000m 1419 田邑　幸輝 2 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 南陽工高
103 少年A男子5000m 1353 小田　尚人 2 ｵﾀﾞ ﾅｵﾄ 下松高
104 少年A男子5000m 1708 山本　雄大 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 誠英高
105 少年A男子5000m 1359 藤田　晃平 2 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 下松高
106 少年A男子5000m 2364 田中　泰洋 2 ﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ 誠英高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 所属
1 少年B男子3000m 2205 菖蒲　敦司 1 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 西京高
2 少年B男子3000m 2207 田村　友伸 1 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 西京高
3 少年B男子3000m 968 阿部　陽樹 3 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 鴻南中
4 少年B男子3000m 2209 三木　雄介 1 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 西京高
5 少年B男子3000m 1449 花谷　そら 1 ﾊﾅﾀﾆ ｿﾗ 聖光高
6 少年B男子3000m 1814 正田　盛起 1 ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ 豊浦高
7 少年B男子3000m 2210 森重　孝哉 1 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 西京高
8 少年B男子3000m 2111 復光　駿介 1 ﾌｸﾐﾂ ｼｭﾝｽｹ 聖光高
9 少年B男子3000m 1129 野村　颯斗 1 ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 美祢青嶺高

10 少年B男子3000m 1984 日隈　達也　 1 ﾋﾉｸﾏ ﾀﾂﾔ 萩高
11 少年B男子3000m 1978 楢林　蒼大 1 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ 萩高
12 少年B男子3000m 1250 村重　亮達 1 ﾑﾗｼｹﾞ ﾘｮｳﾀﾂ 岩国高
13 少年B男子3000m 1448 東條　侃慧 1 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ 聖光高
14 少年B男子3000m 2204 上部　知紀 1 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 西京高
15 少年B男子3000m 1446 洌鎌　優希 1 ｽｶﾞﾏ ﾕｳｷ 聖光高
16 少年B男子3000m 1816 鶴巻　聖大 1 ﾂﾙﾏｷ ｾｲﾀ 豊浦高
17 少年B男子3000m 1817 野上　千尋 1 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 豊浦高
18 少年B男子3000m 1815 田下　智裕 1 ﾀｼﾀ ﾁﾋﾛ 豊浦高
19 少年B男子3000m 1491 渡邊　瑞樹 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 防府高
20 少年B男子3000m 2208 田村　　光 1 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 西京高
21 少年B男子3000m 2000 山本　悠真 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 美祢青嶺高
22 少年B男子3000m 2206 瀧口　大河 1 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 西京高
23 少年B男子3000m 1993 宇田　開智 1 ｳﾀﾞｶｲﾁ 萩商工高
24 少年B男子3000m 1994 古江　柊吾 1 ﾌﾙｴｼｭｳｺﾞ 萩商工高
25 少年B男子3000m 1818 平岡　大成 1 ﾋﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 豊浦高
26 少年B男子3000m 1251 武林　悠天 1 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾀｶ 岩国高
27 少年B男子3000m 1979 武波　晋 1 ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 萩高
28 少年B男子3000m 1447 田中　智崇 1 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾀｶ 聖光高
29 少年B男子3000m 1986 河野　鼓太郎 1 ｶﾜﾉ ｺﾀﾛｳ 萩高
30 少年B男子3000m 1999 福田　紘斗 1 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 美祢青嶺高
31 少年B男子3000m 1998 利重　敦大 1 ﾄｼｼｹﾞ ｱﾂﾋﾛ 美祢青嶺高
32 少年B男子3000m 2015 弘中　慧 1 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄﾙ 岩国高
33 少年B男子3000m 2027 天満　匠 1 ﾃﾝﾏ ﾀｸﾐ 岩国工高
34 少年B男子3000m 1960 藤田　悠介 1 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 美祢青嶺高
35 少年B男子3000m 2301 藤野　準也 1 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 宇部鴻城高
36 少年B男子3000m 2302 小西　壮 1 ｺﾆｼ ｿｳ 宇部鴻城高
37 少年B男子3000m 2305 富永　勘太 1 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾝﾀ 宇部鴻城高
38 少年B男子3000m 2133 安渡　悠人 1 ｱﾝﾄﾞ ﾕｳﾄ 下松高
39 少年B男子3000m 2138 原井　颯汰 1 ﾊﾗｲ ｿｳﾀ 下松高
40 少年B男子3000m 2143 片山　海 1 ｶﾀﾔﾏ ｶｲ 徳山高
41 少年B男子3000m 2136 田中　幸樹 1 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 下松高
42 少年B男子3000m 2139 山田　敦信 1 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾉﾌﾞ 下松高
43 少年B男子3000m 2114 富田　悠斗 1 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ 南陽工高
44 少年B男子3000m 2134 谷平　学飛 1 ﾀﾆﾋﾗ ｶﾞｸﾄ 下松高
45 少年B男子3000m 2137 佐伯　幸之介 1 ｻｴｷ ｺｳﾉｽｹ 下松高
46 少年B男子3000m 2115 中山　倖希 1 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 南陽工高
47 少年B男子3000m 2135 山本　拓巳 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 下松高
1 少年共通男子5000mW 1145 田村　優也 3 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 萩高
2 少年共通男子5000mW 1155 香川　竜都 2 ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 萩高
3 少年共通男子5000mW 1989 阿部　琢弥 1 ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 萩高
4 少年共通男子5000mW 1987 金田　悠介 1 ｶﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 萩高
5 少年共通男子5000mW 1157 原田　将希 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 萩高
6 少年共通男子5000mW 1983 守永　倫 1 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘﾝ 萩高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 所属
1 成年女子5000mW 401 糸山　未歩 3 ｲﾄﾔﾏ ﾐﾎ 西京高
2 成年女子5000mW 3266 竹内　万里 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 宇部市陸協
3 成年女子5000mW 5590 山﨑　友莉菜 ﾔﾏｻｷ ﾕﾘﾅ 山口市陸協
4 成年女子5000mW 406 室田　琉月 3 ﾑﾛﾀ ﾙﾅ 西京高
1 少年A女子3000m 403 西永　菜津 3 ﾆｼﾅｶﾞ ﾅﾂ 西京高
2 少年A女子3000m 402 石尾木　乃美 3 ｲｼｵ ｺﾉﾐ 西京高
3 少年A女子3000m 404 春野　麻友 3 ﾊﾙﾉ ﾏﾕ 西京高
4 少年A女子3000m 426 原田　奈津 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ 中村女高
5 少年A女子3000m 345 木村　友香 2 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 聖光高
6 少年A女子3000m 407 沖谷　友奈 2 ｵｷﾀﾆ ﾕｳﾅ 西京高
7 少年A女子3000m 116 足立　佳那恵 3 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅｴ 豊浦高
8 少年A女子3000m 425 寺尾　紗耶 3 ﾃﾗｵ ｻﾔ 中村女高
9 少年A女子3000m 348 濵田　すみれ 2 ﾊﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 聖光高

10 少年A女子3000m 346 田村　瑠菜 2 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 聖光高
11 少年A女子3000m 428 和田　澄果 2 ﾜﾀﾞ ｽﾐｶ 中村女高
12 少年A女子3000m 342 矢野　恵菜 3 ﾔﾉ ｹｲﾅ 聖光高
13 少年A女子3000m 349 松下　詩歩 2 ﾏﾂｼﾀ ｼﾎ 聖光高
14 少年A女子3000m 429 加藤　夏海 2 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 中村女高
15 少年A女子3000m 427 安村　佳夏 2 ﾔｽﾑﾗ ｹｲﾅ 中村女高
16 少年A女子3000m 343 淺田　真衣 2 ｱｻﾀﾞ ﾏｲ 聖光高
17 少年A女子3000m 347 中野　真帆 2 ﾅｶﾉ ﾏﾎ 聖光高
18 少年A女子3000m 297 白木　那智 2 ｼﾗｷ ﾅﾁ 下松高
19 少年A女子3000m 344 河口　望愛 2 ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴ 聖光高
20 少年A女子3000m 307 山下　由乃 1 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉ 下松高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 所属
1 少年共通女子1500m 404 春野　麻友 3 ﾊﾙﾉ ﾏﾕ 西京高
2 少年共通女子1500m 510 黒石　瑠香 2 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 宇部鴻城高
3 少年共通女子1500m 407 沖谷　友奈 2 ｵｷﾀﾆ ﾕｳﾅ 西京高
4 少年共通女子1500m 117 坪井　皓香 3 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 豊浦高
5 少年共通女子1500m 464 原田　澪 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵ 宇部中央高
6 少年共通女子1500m 511 長田　桃菜 2 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 宇部鴻城高
7 少年共通女子1500m 430 岩本　里菜 1 ｲﾜﾓﾄ ﾘﾅ 中村女高
8 少年共通女子1500m 432 白井　明衣 1 ｼﾗｲ ﾒｲ 中村女高
9 少年共通女子1500m 431 河村　真央 1 ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 中村女高

10 少年共通女子1500m 405 藤田　玲那 3 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾅ 西京高
11 少年共通女子1500m 410 横山　莉央 2 ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 西京高
12 少年共通女子1500m 785 野村　希美 1 ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 聖光高
13 少年共通女子1500m 352 北林　ゆづき 1 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 聖光高
14 少年共通女子1500m 852 岡村　はな 1 ｵｶﾑﾗ ﾊﾅ 西京高
15 少年共通女子1500m 851 飯嶋　美優 1 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ 中村女高
16 少年共通女子1500m 509 頼尊　萌愛 2 ﾗｲｿﾝ ﾓｴ 宇部鴻城高
17 少年共通女子1500m 784 竹浦　万尋 1 ﾀｹｳﾗ ﾏﾋﾛ 聖光高
18 少年共通女子1500m 512 岡村　芽衣 2 ｵｶﾑﾗ ﾒｲ 宇部鴻城高
19 少年共通女子1500m 186 守永　恵美 1 ﾓﾘﾅｶﾞ ｴﾐ 萩高
20 少年共通女子1500m 783 竹浦　千尋 1 ﾀｹｳﾗ ﾁﾋﾛ 聖光高
21 少年共通女子1500m 408 原田　優香 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｶ 西京高
22 少年共通女子1500m 302 米澤　瑞稀 2 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 下松高
23 少年共通女子1500m 803 有井　姫菜 1 ｱﾘｲ ﾋﾅ 徳山高
24 少年共通女子1500m 508 安山　佳七 2 ﾔｽﾔﾏ ｶﾅ 宇部鴻城高
25 少年共通女子1500m 781 﨑野　愛理 1 ｻｷﾉ ｴﾘ 聖光高
26 少年共通女子1500m 411 浅田　遥花 1 ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 西京高
27 少年共通女子1500m 172 西村　七海 2 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 美祢青嶺高
28 少年共通女子1500m 303 早稲田　りんか 2 ﾜｾﾀﾞ ﾘﾝｶ 下松高
29 少年共通女子1500m 694 永岡　由佳 1 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｶ 萩商工高
30 少年共通女子1500m 782 佐古　茉優 1 ｻｺ ﾏﾋﾛ 聖光高
31 少年共通女子1500m 927 山岸　楓花 1 ﾔﾏｷﾞｼ ﾌｳｶ 宇部鴻城高
32 少年共通女子1500m 233 福井　花歩 2 女 岩国商高
33 少年共通女子1500m 792 原　ゆめか 1 ﾊﾗ ﾕﾒｶ 下松高
34 少年共通女子1500m 576 前野　彩花 1 ﾏｴﾉ ｱﾔｶ 豊浦高
35 少年共通女子1500m 173 林　奈摘 2 ﾊﾔｼ ﾅﾂﾐ 美祢青嶺高
36 少年共通女子1500m 306 中澤　杏楓 1 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ 下松高
37 少年共通女子1500m 798 勝原　汐織 1 ｶﾂﾊﾗ ｼｵﾘ 新南陽高
38 少年共通女子1500m 329 松島　有希 1 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷ 新南陽高
39 少年共通女子1500m 199 玉井　麻矢佳 2 ﾀﾏｲ ﾏﾔｶ 萩商工高
40 少年共通女子1500m 391 鶴岡　由唯 2 ﾂﾙｵｶ ﾕｲ 防府西高
41 少年共通女子1500m 305 平中　奈津美 1 ﾋﾗﾅｶ ﾅﾂﾐ 下松高
42 少年共通女子1500m 185 末武　夕季 1 ｽｴﾀｹ ﾕｷ 萩高
43 少年共通女子1500m 295 江村　友里 2 ｴﾑﾗ ﾕﾘ 下松高
44 少年共通女子1500m 316 小山　美南 1 ｺﾔﾏ ﾐﾅﾐ 徳山高
45 少年共通女子1500m 575 中迫　琴音 1 ﾅｶｻｺ ｺﾄﾈ 豊浦高
46 少年共通女子1500m 885 古賀　愛梨 1 ｺｶﾞ ｱｲﾘ 防府西高
47 少年共通女子1500m 301 山本　千晶 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 下松高
48 少年共通女子1500m 1 田村　美空 1 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 西京高


