
番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 成年男子100ｍ 418 田村　紀樹 1 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 東海大
2 成年男子100ｍ 3-2265 作華　陸 3 ｻｯｶ ﾘｸ 日体大
3 成年男子100ｍ 4216 本部　晃司 ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 山口合同ガス
4 成年男子100ｍ 4291 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口ＦＧ
5 成年男子100ｍ 3-5381 塩山　健一 2 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 法政大
6 成年男子100ｍ 7-1117 石川　順典 3 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 下市大
7 成年男子100ｍ 4662 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ OPC
8 成年男子100ｍ 1504 松村　渉 4 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 環太平洋大
9 成年男子100ｍ 7-2023 西村　瀬那 3 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 下市大

10 成年男子100ｍ 7-1174 板谷　真孝 2 ｲﾀﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 山口大
11 成年男子100ｍ 3-1833 田中　亮斗 3 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 国士大
12 成年男子100ｍ 7-1166 村上　将一 3 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 山口大
13 成年男子100ｍ 7-1139 但馬　敦也 2 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 宇部高専
14 成年男子100ｍ 8-168 三輪　将也 3 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 福岡大
15 成年男子100ｍ 4128 村谷　康孝 ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 白銀ＡＣ
16 成年男子100ｍ 8-261 池田　佳生 3 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 九共大
17 成年男子100ｍ 1647 内田　幸 3 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 倉敷芸科大
18 成年男子100ｍ 3-4435 東岡　快征 2 ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 城西大
19 成年男子100ｍ 3460 村崎　心哉 ﾑﾗｻｷ ｼﾝﾔ 大島郡陸協
20 成年男子100ｍ 4416 神徳　毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 東ソー
21 成年男子100ｍ 4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 東ソー
22 成年男子100ｍ 7-2321 田中　博 M1 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 山口大
23 成年男子100ｍ 4403 瀬田　大輔 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東ソー
24 成年男子100ｍ 4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口合同ガス
25 成年男子100ｍ 3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協
1 成年男子400ｍ 7-1182 原田　大輝 4 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山口大
2 成年男子400ｍ 1446 日隈　凌 3 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 環太平洋大
3 成年男子400ｍ 3-999 宮崎　大字 4 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 法政大
4 成年男子400ｍ 7-1183 三輪　大貴 2 ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 山口大
5 成年男子400ｍ 7-1409 穐山　勇介 1 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ 徳山大
6 成年男子400ｍ 1647 内田　幸 3 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 倉敷芸科大
7 成年男子400ｍ 7-1186 佐々木　匡彦 3 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口大
8 成年男子400ｍ 1397 久保田　隼人 2 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 徳山大
9 成年男子400ｍ 7-1910 芳村　翼 3 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 山口大

10 成年男子400ｍ 7-1162 尾形　佳樹 2 ｵｶﾞﾀ ﾖｼｷ 山口大
11 成年男子400ｍ 7-1119 冨森　大輝 2 ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 下市大
12 成年男子400ｍ 1125 藤竹　陽平 1 ﾌｼﾞﾀｹ ﾖｳﾍｲ 西南学院大
1 成年男子800ｍ 7-1179 磯村　知輝 3 ｲｿﾑﾗ ﾄﾓｷ 山口大
2 成年男子800ｍ 3-3 野村　直己 M1 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 慶応大
3 成年男子800ｍ 7-2325 横山　裕介 1 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山口大
4 成年男子800ｍ 7-1156 池崎　和海 M2 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 山口大
1 成年男子110ｍＨ(1.067m) 5483 國分　徹 ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ 柳井市陸協
2 成年男子110ｍＨ(1.067m) 4215 藤野　雄基 ﾌｼﾞﾉ ｺｳｷ 山口合同ガス
1 成年男子400ｍＨ(0.914m) 4291 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口ＦＧ
2 成年男子400ｍＨ(0.914m) 7-1956 五島　和徳 1 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口大
3 成年男子400ｍＨ(0.914m) 7-1186 佐々木　匡彦 3 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 山口大
4 成年男子400ｍＨ(0.914m) 59 渡部　勇作 2 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｻｸ 西南学院大
5 成年男子400ｍＨ(0.914m) 7-1163 村田　崇真 2 ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ 山口大
1 成年男子走高跳 3-6023 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 日本大
2 成年男子走高跳 1292 中村　遼太郎 ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山商大
3 成年男子走高跳 4667 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ OPC
4 成年男子走高跳 4370 藤井　悠弥 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 周南市陸協
5 成年男子走高跳 7-1168 金子　悠 2 ｶﾈｺ ﾕｳ 山口大
1 成年男子走幅跳 1 小田　大樹 4 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 日本大
2 成年男子走幅跳 1504 松村　渉 4 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 環太平洋大
3 成年男子走幅跳 3636 佐々木　信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 下松市陸協
4 成年男子走幅跳 4131 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 白銀ＡＣ
5 成年男子走幅跳 4137 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 白銀ＡＣ
6 成年男子走幅跳 7-2371 藤本　雄紀 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 山口大
7 成年男子走幅跳 3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協
8 成年男子走幅跳 5219 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 潮AC
1 成年男子やり投(800g) 4017 西山　健太 ﾆｼﾔﾏｹﾝﾀ 下関市陸協
2 成年男子やり投(800g) 7-2239 明代　知大 1 ｱｷｼﾛ ﾄﾓﾋﾛ 下市大
3 成年男子やり投(800g) 5219 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 潮AC



番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 少年男子Ａ100ｍ 1316 長門　晃大 3 ﾅｶﾞﾄ ｺｳﾀﾞｲ 高水高
2 少年男子Ａ100ｍ 1001 山川　郁人 3 ﾔﾏｶﾜ ﾌﾐﾄ 田部高
3 少年男子Ａ100ｍ 1680 正路　悠 3 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 宇部鴻城高
4 少年男子Ａ100ｍ 1547 中嶋　祐飛 3 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾋ 西京高
5 少年男子Ａ100ｍ 1558 清水　達也 3 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ 誠英高
6 少年男子Ａ100ｍ 1557 畦森　智 3 ｳﾈﾓﾘ ｻﾄｼ 誠英高
7 少年男子Ａ100ｍ 1689 岩本　大樹 2 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 宇部鴻城高
8 少年男子Ａ100ｍ 1709 篠澤　麦 2 ｼﾉｻﾞﾜ ﾊﾞｸ 慶進高
9 少年男子Ａ100ｍ 1007 田辺　麗夜 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ 田部高

10 少年男子Ａ100ｍ 1562 中谷　駿介 2 ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 誠英高
11 少年男子Ａ100ｍ 1499 金本　将太郎 2 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 防府商工高
12 少年男子Ａ100ｍ 1690 手嶋　大樹 2 ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ 宇部鴻城高
13 少年男子Ａ100ｍ 1561 末次　優也 2 ｽｴﾂｸﾞ ﾕｳﾔ 誠英高
14 少年男子Ａ100ｍ 1620 西村　悠真 2 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ 宇部高
15 少年男子Ａ100ｍ 1563 中村　拓巳 2 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 誠英高
16 少年男子Ａ100ｍ 1691 田中　魁 2 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 宇部鴻城高
17 少年男子Ａ100ｍ 1601 石田　裕太郎 2 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 野田学園高
18 少年男子Ａ100ｍ 1030 吉永　滉太 2 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 豊浦高
19 少年男子Ａ100ｍ 1687 秋枝　温大 2 ｱｷｴﾀﾞ ﾕﾀﾞｲ 宇部鴻城高
20 少年男子Ａ100ｍ 1391 松本　大将 2 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 徳山高
21 少年男子Ａ100ｍ 1522 水津　悠斗 2 ｽｲﾂﾞ ﾕｳﾄ 山口中央高
22 少年男子Ａ100ｍ 1502 中村　朗大 2 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 防府商工高
23 少年男子Ａ100ｍ 1688 梅田　哉汰 2 ｳﾒﾀﾞ ｶﾅﾀ 宇部鴻城高
24 少年男子Ａ100ｍ 1530 佐川　紘基 2 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 防府西高
25 少年男子Ａ100ｍ 1217 新宅　正一朗 2 ｼﾝﾀｸ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 長門高
26 少年男子Ａ100ｍ 1713 清島　翔 2 ｷﾖｼﾏ ｼｮｳ 慶進高
27 少年男子Ａ100ｍ 1029 久原　郁弥 2 ｸﾊﾗ ﾌﾐﾔ 豊浦高
28 少年男子Ａ100ｍ 1215 佐内　隆介 2 ｻﾅｲ ﾘｭｳｽｹ 長門高
29 少年男子Ａ100ｍ 1214 小玉　健太郎 2 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 長門高
1 少年男子Ａ400ｍ 1680 正路　悠 3 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 宇部鴻城高
2 少年男子Ａ400ｍ 1528 後根　裕次郎 2 ｳｼﾛﾈ ﾕｳｼﾞﾛｳ 防府西高
3 少年男子Ａ400ｍ 1688 梅田　哉汰 2 ｳﾒﾀﾞ ｶﾅﾀ 宇部鴻城高
4 少年男子Ａ400ｍ 1344 石丸　竣也 2 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 光高
5 少年男子Ａ400ｍ 1549 山村　裕樹 3 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 西京高
6 少年男子Ａ400ｍ 1498 大田　誠一朗 2 ｵｵﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 防府商工高
7 少年男子Ａ400ｍ 1433 竹内　大晟 3 ﾀｹｳﾁ ﾀｲｾｲ 聖光高
8 少年男子Ａ400ｍ 1218 西山　尚利 2 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄｼ 長門高
9 少年男子Ａ400ｍ 1687 秋枝　温大 2 ｱｷｴﾀﾞ ﾕﾀﾞｲ 宇部鴻城高

10 少年男子Ａ400ｍ 1691 田中　魁 2 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 宇部鴻城高
11 少年男子Ａ400ｍ 1625 松本　佳祐 2 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 宇部高
12 少年男子Ａ400ｍ 1041 窪井　貴大 2 ｸﾎﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 下関西高
13 少年男子Ａ400ｍ 1292 村上　新斗 2 ﾑﾗｶﾐ ｱﾗﾄ 柳井商工高
14 少年男子Ａ400ｍ 1552 中塚　雄哉 2 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾔ 西京高
15 少年男子Ａ400ｍ 1623 桝冨　直人 2 ﾏｽﾄﾐ ﾅｵﾄ 宇部高
16 少年男子Ａ400ｍ 1620 西村　悠真 2 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ 宇部高
1 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1042 塩川　大輔 2 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 下関西高
2 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1600 山岡　竜太朗 2 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 野田学園高
3 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1586 先村　成騎 2 ｻｷﾑﾗ ﾅﾙｷ 高川学園高
4 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1228 田村　悠太 2 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 周防大島高
5 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1555 徳重　侃太 2 ﾄｸｼｹﾞ ｶﾝﾀ 西京高
6 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1041 窪井　貴大 2 ｸﾎﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 下関西高
7 少年男子Ａ400ｍＨ(0.914m) 1602 中谷　倫 2 ﾅｶﾔ ﾘﾝ 野田学園高
1 少年男子Ａ棒高跳 1413 林　要瑠 3 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 南陽工高
2 少年男子Ａ棒高跳 1412 川口　泰典 3 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 南陽工高
3 少年男子Ａ棒高跳 1418 實近　晟充 2 ｻﾈﾁｶ ﾏｻﾐﾁ 南陽工高
4 少年男子Ａ棒高跳 1420 林　凌雅 2 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 南陽工高
1 少年男子Ａ走幅跳 1002 田口　裕人 3 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 田部高
2 少年男子Ａ走幅跳 1333 樋口　昂杜 3 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄ 光高
3 少年男子Ａ走幅跳 1030 吉永　滉太 2 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 豊浦高
4 少年男子Ａ走幅跳 1552 中塚　雄哉 2 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾔ 西京高
5 少年男子Ａ走幅跳 1267 小川　裕平 2 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 岩国工高
6 少年男子Ａ走幅跳 1553 松永　宙弥 2 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾔ 西京高
7 少年男子Ａ走幅跳 1198 重藤　彰利 2 ｼｹﾞﾄｳ ｱｷﾄｼ 大津緑洋高
8 少年男子Ａ走幅跳 1560 金谷　翼 2 ｶﾅﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 誠英高
9 少年男子Ａ走幅跳 1435 沖野　鵬康 2 ｵｷﾉ ﾄﾓﾔｽ 聖光高

10 少年男子Ａ走幅跳 1114 片岡　大成 2 ｶﾀｵｶ ﾀｲｾｲ 早鞆高
11 少年男子Ａ走幅跳 1501 竹内　歩夢 2 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾑ 防府商工高
12 少年男子Ａ走幅跳 1031 長田　征也 2 ｵｻﾀﾞ ﾕｷﾔ 豊浦高



番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1450 小林　雄士 3 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 桜ケ丘高
2 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1451 中島　亨大 3 ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 桜ケ丘高
3 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1417 神田　琢磨 2 ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾏ 南陽工高
4 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1487 井上　聖悟 2 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ 防府高
5 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1436 小野　哲平 2 ｵﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 聖光高
6 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1488 藤井　俊輔 2 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 防府高
7 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1437 田村　昌之 2 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 聖光高
8 少年男子Ａハンマー投(6.000kg) 1008 毛利　公俊 2 ﾓｳﾘ ﾀｶﾄｼ 田部高
1 少年男子Ａやり投(800g) 1714 鶴井　大知 3 ﾂﾙｲ ﾀﾞｲﾁ 香川高
2 少年男子Ａやり投(800g) 1033 三上　翔 2 ﾐｶﾐ ｼｮｳ 豊浦高
3 少年男子Ａやり投(800g) 1409 福田　竣平 2 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 徳山商工高
4 少年男子Ａやり投(800g) 1032 白石　知宏 2 ｼﾗｲｼ ﾁﾋﾛ 豊浦高
5 少年男子Ａやり投(800g) 1115 三木　麻裕 2 ﾐｷ ﾏﾋﾛ 早鞆高
6 少年男子Ａやり投(800g) 1439 山根　知也 2 ﾔﾏﾈ ﾄﾓﾔ 聖光高
7 少年男子Ａやり投(800g) 1530 佐川　紘基 2 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 防府西高
8 少年男子Ａやり投(800g) 1588 楠原　きよし 2 ｸｽﾊﾗ ｷﾖｼ 高川学園高
9 少年男子Ａやり投(800g) 1477 福田　珠蓮 2 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾚﾝ 徳山高専
1 少年男子Ｂ100ｍ 2202 原川　浩太朗 1 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 西京高
2 少年男子Ｂ100ｍ 1809 吉田　亮介 1 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 下関中等（後）
3 少年男子Ｂ100ｍ 2201 田村　嘉啓 1 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 西京高
4 少年男子Ｂ100ｍ 2122 佐藤　亮介 1 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 徳山高
5 少年男子Ｂ100ｍ 1405 今元　陸翔 1 ｲﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 徳山高
6 少年男子Ｂ100ｍ 1810 内野々　諒 1 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 豊浦高
7 少年男子Ｂ100ｍ 2127 山本　悠真 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 徳山高
8 少年男子Ｂ100ｍ 2002 中村　太一 1 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 岩国商高
9 少年男子Ｂ100ｍ 1089 池田　悠真 1 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 豊浦高

10 少年男子Ｂ100ｍ 2123 重永　将慶 1 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾖｼ 徳山高
11 少年男子Ｂ100ｍ 1802 下瀬　美隆 1 ｼﾓｾ ﾐﾘｭｳ 早鞆高
12 少年男子Ｂ100ｍ 2307 城戸　翔 1 ｷﾄﾞ ｶｹﾙ 宇部鴻城高
13 少年男子Ｂ100ｍ 2309 月足　聡一朗 1 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 宇部鴻城高
14 少年男子Ｂ100ｍ 1556 惣代　翔 1 ｿｳﾀﾞｲ ｶｹﾙ 西京高
15 少年男子Ｂ100ｍ 1811 開道　一晴 1 ｶｲﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 豊浦高
16 少年男子Ｂ100ｍ 2213 篠崎　覇 1 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙ 誠英高
17 少年男子Ｂ100ｍ 1503 宮本　凌我 1 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 防府商工高
18 少年男子Ｂ100ｍ 2112 河野　拓人 1 ｶﾜﾉ ﾀｸﾄ 南陽工高
19 少年男子Ｂ100ｍ 2367 藤本　勇亮 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 慶進高
20 少年男子Ｂ100ｍ 1812 草野　隆真 1 ｸｻﾉ ﾘｭｳﾏ 豊浦高
21 少年男子Ｂ100ｍ 1526 安食　和馬 1 ｱﾝｼﾞｷ ｶｽﾞﾏ 山口中央高
22 少年男子Ｂ100ｍ 2312 庄司　拓海 1 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾐ 宇部鴻城高
23 少年男子Ｂ100ｍ 2311 幡生　歩夢 1 ﾊﾀﾌﾞ ｱﾕﾑ 宇部鴻城高
24 少年男子Ｂ100ｍ 1009 黒川　和樹 1 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 田部高
25 少年男子Ｂ100ｍ 1831 藤崎　裕貴 1 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳｷ 田部高
26 少年男子Ｂ100ｍ 2124 田村　飛翔 1 ﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 徳山高
27 少年男子Ｂ100ｍ 2318 小田村　匠馬 1 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 宇部高
28 少年男子Ｂ100ｍ 2258 金子　欧右 1 ｶﾈｺ ｵｵｽｹ 防府商工高
29 少年男子Ｂ100ｍ 1844 下田　凌大 1 ｼﾓﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 下関西高
30 少年男子Ｂ100ｍ 2259 伊藤　武琉 1 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 防府商工高
31 少年男子Ｂ100ｍ 1834 峯　卓郎 1 ﾐﾈ ﾀｸﾛｳ 田部高
32 少年男子Ｂ100ｍ 1849 下田　悠貴 1 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 下関西高
33 少年男子Ｂ100ｍ 2354 城西　渉太 1 ｼﾞｮｳｻｲ ｺｳﾀ 宇部高
34 少年男子Ｂ100ｍ 2262 原田　祐輔 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 防府商工高
35 少年男子Ｂ100ｍ 1832 松橋　麗 1 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲ 田部高
36 少年男子Ｂ100ｍ 1803 今村　秋彦 1 ｲﾏﾑﾗ ｱｷﾋｺ 早鞆高
37 少年男子Ｂ100ｍ 1833 德永　竜旭 1 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂｱｷ 田部高
38 少年男子Ｂ100ｍ 2370 井上　磨仁 1 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾄ 慶進高
39 少年男子Ｂ100ｍ 1835 福田　将希 1 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｷ 田部高
40 少年男子Ｂ100ｍ 2557 安達　優人 1 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 防府商工高
41 少年男子Ｂ100ｍ 1819 若松　天晴 1 ﾜｶﾏﾂ ﾃﾝｾｲ 下関西高
42 少年男子Ｂ100ｍ 2260 清水　翔太 1 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 防府商工高
43 少年男子Ｂ100ｍ 2211 金子　己太 1 ｶﾈｺ ｺﾀ 誠英高
44 少年男子Ｂ100ｍ 2236 小澤　晃勢 1 ｵｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 防府高
45 少年男子Ｂ100ｍ 2368 弘中　歩 1 ﾋﾛﾅｶ ｱﾕﾑ 慶進高
46 少年男子Ｂ100ｍ 1404 安部　秀真 1 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾏ 徳山高
47 少年男子Ｂ100ｍ 2313 遠入　野生 1 ｴﾝﾆｭｳ ﾋﾛﾑ 宇部高
48 少年男子Ｂ100ｍ 1971 中村　翔輝 1 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ 長門高
49 少年男子Ｂ100ｍ 2240 内　真一郎 1 ﾅｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 防府高
50 少年男子Ｂ100ｍ 2261 田中　翔大 1 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 防府商工高
51 少年男子Ｂ100ｍ 2355 豊田　直弥 1 ﾄﾖﾀ ﾅｵﾔ 宇部高
52 少年男子Ｂ100ｍ 1836 角野　恭涼 1 ｶﾄﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 田部高
53 少年男子Ｂ100ｍ 1837 三浦　真人 1 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 田部高



番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 少年男子Ｂ走幅跳 2203 宮瀬　巧斗 1 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 西京高
2 少年男子Ｂ走幅跳 2106 橋本　雅也 1 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 光高
3 少年男子Ｂ走幅跳 2217 河杉　公平 1 ｶﾜｽｷﾞ ｺｳﾍｲ 野田学園高
4 少年男子Ｂ走幅跳 2220 浦川　孔汰 1 ｳﾗｶﾜ ｺｳﾀ 野田学園高
5 少年男子Ｂ走幅跳 1845 名郷　達哉 1 ﾅｺﾞｳ ﾀﾂﾔ 下関西高
6 少年男子Ｂ走幅跳 2120 倉重　翔 1 ｸﾗｼｹﾞ ｼｮｳ 聖光高
7 少年男子Ｂ走幅跳 2369 入井　協平 1 ｲﾘｲ ｷｮｳﾍｲ 慶進高
1 少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 1221 藤本　康平 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長門高
2 少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 2317 梶川　佑 1 ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳ 宇部高
3 少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 1220 岡村　拓真 1 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 長門高
4 少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 2219 倉重　穣 1 ｸﾗｼｹﾞ ｼﾞｮｳ 野田学園高
5 少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 2104 平田　一貴 1 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ 徳山商工高
6 少年男子Ｂ砲丸投(5.000kg) 2103 佐古　嵐 1 ｻｺ ｱﾗｼ 徳山商工高
1 少年男子共通800ｍ 1043 澁田　圭佑 2 ｼﾌﾞﾀ ｹｲｽｹ 下関西高
2 少年男子共通800ｍ 1048 岩﨑　達哉 2 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 下関南高
3 少年男子共通800ｍ 1612 阿座上　貴大 2 ｱｻﾞｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 宇部高
4 少年男子共通800ｍ 2105 福字　涼太郎 1 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 光高
5 少年男子共通800ｍ 1124 源　裕貴 3 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 美祢青嶺高
6 少年男子共通800ｍ 1266 松岡　槙悟 3 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 岩国工高
7 少年男子共通800ｍ 1269 小林　聖武 2 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 岩国工高
8 少年男子共通800ｍ 1421 幾度　世那 2 ｲｸﾄﾞ ｾﾅ 南陽工高
9 少年男子共通800ｍ 1822 竹内　健太 1 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 下関西高

10 少年男子共通800ｍ 1823 橋本　篤徳 1 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ 下関西高
11 少年男子共通800ｍ 1425 水津　将伍 2 ｽｲﾂﾞ ｼｮｳｺﾞ 新南陽高
12 少年男子共通800ｍ 1422 岩本　稜央 2 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ 南陽工高
13 少年男子共通800ｍ 1565 山本　雄大 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 誠英高
14 少年男子共通800ｍ 1419 田邑　幸輝 2 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 南陽工高
15 少年男子共通800ｍ 1566 岡　大貴 3 ｵｶ ﾀﾞｲｷ 誠英高
16 少年男子共通800ｍ 1426 寺延　優 2 ﾃﾗﾉﾌﾞ ﾕｳ 新南陽高
17 少年男子共通800ｍ 1045 田村　豊輝 2 ﾀﾑﾗ ﾄﾖｷ 下関西高
18 少年男子共通800ｍ 1711 坂井　海斗 2 ｻｶｲ ｶｲﾄ 慶進高
19 少年男子共通800ｍ 1827 竹本　慎太郎 1 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 下関西高
20 少年男子共通800ｍ 1821 森脇　尊也 1 ﾓﾘﾜｷ ﾀｶﾔ 下関西高
21 少年男子共通800ｍ 1820 阿比留　多日良 1 ｱﾋﾞﾙ ﾀｶﾗ 下関西高
22 少年男子共通800ｍ 1828 清家　湧 1 ｾｲｹ ﾕｳ 下関西高
23 少年男子共通800ｍ 1040 石飛　朝陽 2 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｻﾋ 下関西高
1 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1406 神代　隼輝 1 ｺｳｼﾛ ﾄｼｷ 徳山高
2 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1600 山岡　竜太朗 2 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 野田学園高
3 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1106 舞弓　怜士 3 ﾏﾕﾐ ﾘｮｳｼﾞ 早鞆高
4 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1042 塩川　大輔 2 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 下関西高
5 少年男子共通110ｍH(0.991m) 2212 京井　一馬 1 ｷｮｳｲ ｶｽﾞﾏ 誠英高
6 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1548 藤村　直 3 ﾌｼﾞﾑﾗ ｽﾅｵ 西京高
7 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1564 ブンリット・ニチャクン 2 ﾌﾞﾝﾘｯﾄ･ﾆﾁｬｸn 誠英高
8 少年男子共通110ｍH(0.991m) 1428 樫部　尚暉 2 ｶｼﾍﾞ ﾅｵｷ 新南陽高
1 少年男子共通走高跳 2148 沖田　悠介 1 ｵｷﾀ ﾕｳｽｹ 聖光高
2 少年男子共通走高跳 1427 内山　拓海 2 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 新南陽高
3 少年男子共通走高跳 1434 今津　廉 2 ｲﾏﾂﾞ ﾚﾝ 聖光高
4 少年男子共通走高跳 2337 竹本　竜也 1 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾂﾔ 小野田高
5 少年男子共通走高跳 1200 姫宮　柊弥 2 ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ 大津緑洋高
6 少年男子共通走高跳 1455 山本　竜暉 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 桜ケ丘高
7 少年男子共通走高跳 2108 村岡　泰成 1 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 光高
8 少年男子共通走高跳 1470 岩本 英憲 2 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 徳山高専
1 少年男子共通三段跳 1438 原田　知輝 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 聖光高
2 少年男子共通三段跳 1267 小川　裕平 2 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 岩国工高
3 少年男子共通三段跳 1031 長田　征也 2 ｵｻﾀﾞ ﾕｷﾔ 豊浦高
4 少年男子共通三段跳 2216 岡村　周汰 1 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 野田学園高
5 少年男子共通三段跳 1480 田村　春樹 3 ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 防府高
6 少年男子共通三段跳 1345 高木　翔 2 ﾀｶｷ ｼｮｳ 光高
7 少年男子共通三段跳 1101 小林　稔 3 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 早鞆高
8 少年男子共通三段跳 1813 富本　愛樹 1 ﾄﾐﾓﾄ ﾏﾅｷ 豊浦高
9 少年男子共通三段跳 2109 中村　凌介 1 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 光高

10 少年男子共通三段跳 2121 堺谷　大介 1 ｻｶｲﾀﾞﾆ ﾀﾞｲｽｹ 徳山高
11 少年男子共通三段跳 1029 久原　郁弥 2 ｸﾊﾗ ﾌﾐﾔ 豊浦高
1 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1216 篠原　天翔 2 ｼﾉﾊﾗ ﾃﾝﾄ 長門高
2 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1342 田中　友規 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 光高
3 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1246 塩屋　陸 2 ｼｵﾔ ﾘｸ 岩国高
4 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1006 井上　朋輝 2 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 田部高
5 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1551 木村　文哉 2 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 西京高
6 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1801 松本　舟正 2 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 早鞆高
7 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1408 河本　悠希 2 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 徳山商工高



番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 成年女子100ｍ 4324 德浪　慶恵 ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 周南市陸協
2 成年女子100ｍ 3-8536 門田　彩乃 1 ｶﾄﾞﾀｱﾔﾉ 日女体大
3 成年女子100ｍ 3-8549 田村　沙良 1 ﾀﾑﾗｻﾗ 日女体大
4 成年女子100ｍ 8-1588 松永　明莉 4 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 九共大
5 成年女子100ｍ 3-7749 君嶋　愛梨沙 4 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 日体大
6 成年女子100ｍ 4554 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 周南市役所
7 成年女子100ｍ 8-1815 坪根　美来 1 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 福岡大
8 成年女子100ｍ 8-1505 縄田　結 2 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 九州情報大
1 成年女子400ｍ 8-1576 紙谷　涼花 4 ｶﾐﾀﾆ ｽｽﾞｶ 九共大
2 成年女子400ｍ 2 南野　智美 3 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 早稲田大
3 成年女子400ｍ 7-1394 吉田　朋加 1 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口大
4 成年女子400ｍ 7-1059 湯川　咲希 2 ﾕｶﾜ ｻｷ 山口大
1 成年女子800ｍ 145 丹嶋　梨乃 2 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾉ 下関南高
2 成年女子800ｍ 135 古川　由乃 2 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾉ 下関西高
3 成年女子800ｍ 233 福井　花歩 2 ﾌｸｲ ｶﾎ 岩国商高
4 成年女子800ｍ 510 黒石　瑠香 2 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 宇部鴻城高
1 成年女子100ｍH(0.838m) 143 亀永　愛実 2 ｶﾒﾅｶﾞ ﾏﾅﾐ 下関南高
2 成年女子100ｍH(0.838m) 2 南野　智美 3 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 早稲田大
3 成年女子100ｍH(0.838m) 8-1741 西山　華織 M1 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 福岡教育大
4 成年女子100ｍH(0.838m) 6-963 藤村　彩 1 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾔ 大体大
1 成年女子走高跳 8-1747 岡田　彩希 1 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 九共大
2 成年女子走高跳 7-1058 橋本　結生 2 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口大
3 成年女子走高跳 491 中村　舞美 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 小野田高
4 成年女子走高跳 853 大澤　優南 1 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾅ 西京高
5 成年女子走高跳 255 兼行　菜々子 3 ｶﾈﾕｷﾅﾅｺ 熊毛南高
6 成年女子走高跳 325 松村　千晶 2 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｱｷ 新南陽高
1 成年女子ハンマー投(4.000kg) 1074 波多　彩希 2 ﾊﾀ ｱﾔｷ 四国大
1 成年女子やり投(600g) 7-1144 金本　実華 1 ｶﾈﾓﾄ ﾐｶ 徳山大
2 成年女子やり投(600g) 6-246 加藤　瑞生 M2 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 京教大
1 少年女子Ａ100ｍ 944 小原　有加 1 ｺﾊﾗ ﾕｶ 宇部高
2 少年女子Ａ100ｍ 937 東原　可那子 1 ｼｶﾞｼﾊﾗ ｶﾅｺ 宇部高
3 少年女子Ａ100ｍ 394 岩本　麻衣 3 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 西京高
4 少年女子Ａ100ｍ 376 森廣　鈴音 2 ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾈ 防府商工高
5 少年女子Ａ100ｍ 373 倉本　奈緒 2 ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ 防府商工高
6 少年女子Ａ100ｍ 113 國知　芳実 2 ｸﾆﾁ ﾖｼﾐ 田部高
7 少年女子Ａ100ｍ 516 奥田　悠 2 ｵｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 慶進高
8 少年女子Ａ100ｍ 105 湯浅　星空 2 ﾕｱｻ ｾｲﾗ 田部高
9 少年女子Ａ100ｍ 230 角　美咲希 2 ｽﾐ ﾐｻｷ 岩国商高

10 少年女子Ａ100ｍ 451 冨重　由唯 2 ﾄﾐｼｹﾞ ﾕｲ 宇部高
11 少年女子Ａ100ｍ 374 倉本　美知 2 ｸﾗﾓﾄ ﾐﾁ 防府商工高
12 少年女子Ａ100ｍ 777 佐伯　美奈 1 ｻｴｷ ﾐﾅ 光高
13 少年女子Ａ100ｍ 412 河野　友美 3 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 誠英高
14 少年女子Ａ100ｍ 284 繁澤　音羽 2 ﾊﾝｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 光高
15 少年女子Ａ100ｍ 350 金盛　柚希 2 ｶﾈﾓﾘ ﾕｽﾞｷ 聖光高
16 少年女子Ａ100ｍ 393 渡辺　玲菜 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 防府西高
17 少年女子Ａ100ｍ 449 地主　彩乃 2 ｼﾞﾇｼ ｱﾔﾉ 宇部高
18 少年女子Ａ100ｍ 457 古田　萌 2 ﾌﾙﾀ ﾓｴ 宇部高
19 少年女子Ａ100ｍ 395 西重　明日香 3 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 西京高
20 少年女子Ａ100ｍ 272 フェアリー　マリヤ 2 ﾌｪｱﾘｰ ﾏﾘﾔ 高水高
21 少年女子Ａ100ｍ 930 山田　真子 1 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 宇部高
22 少年女子Ａ100ｍ 397 山本　萌々莉 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓﾘ 西京高
23 少年女子Ａ100ｍ 417 菊池　瑞葵 2 ｷｸﾁ ﾐｽﾞｷ 誠英高
24 少年女子Ａ100ｍ 131 坂本　奈優 2 ｻｶﾓﾄ ﾅﾕ 下関西高
1 少年女子Ａ400ｍ 226 齊田　遥海 2 ｻｲﾀ ﾊﾙﾐ 岩国商高
2 少年女子Ａ400ｍ 110 中野　彩華 2 ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 田部高
3 少年女子Ａ400ｍ 311 佐藤　佑理香 2 ｻﾄｳ ﾕﾘｶ 徳山高
4 少年女子Ａ400ｍ 394 岩本　麻衣 3 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 西京高
5 少年女子Ａ400ｍ 118 疋田　つゆり 2 ﾋｷﾀ ﾂﾕﾘ 豊浦高
6 少年女子Ａ400ｍ 134 成清　紗知 2 ﾅﾘｷﾖ ｻﾁ 下関西高
7 少年女子Ａ400ｍ 133 中原　友梨 2 ﾅｶﾊﾗ ﾕﾘ 下関西高
8 少年女子Ａ400ｍ 211 新川　晶子 2 ﾆｲｶﾜ ｱｷｺ 周防大島高
9 少年女子Ａ400ｍ 111 植田　美月 2 ｳｴﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 田部高

10 少年女子Ａ400ｍ 109 久原　ののか 2 ｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 田部高
11 少年女子Ａ400ｍ 108 久原　夕依 2 ｸﾊﾗ ﾕｲ 田部高
12 少年女子Ａ400ｍ 285 光井　花佳 2 ﾐﾂｲ ﾊﾅｶ 光高
13 少年女子Ａ400ｍ 105 湯浅　星空 2 ﾕｱｻ ｾｲﾗ 田部高
14 少年女子Ａ400ｍ 398 才原　麻衣 2 ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 西京高
15 少年女子Ａ400ｍ 147 桝本　いずみ 2 ﾏｽﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 下関南高
16 少年女子Ａ400ｍ 452 中村　優那 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 宇部高



番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 少年女子Ａ400ｍＨ(0.762m) 451 冨重　由唯 2 ﾄﾐｼｹﾞ ﾕｲ 宇部高
2 少年女子Ａ400ｍＨ(0.762m) 287 高松　夏帆 2 ﾀｶﾏﾂ ｶﾎ 光高
3 少年女子Ａ400ｍＨ(0.762m) 398 才原　麻衣 2 ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 西京高
4 少年女子Ａ400ｍＨ(0.762m) 395 西重　明日香 3 ﾆｼｼｹﾞ ｱｽｶ 西京高
5 少年女子Ａ400ｍＨ(0.762m) 365 樫本　結 2 ｶｼﾓﾄ ﾕｲ 防府高
6 少年女子Ａ400ｍＨ(0.762m) 119 枡田　岬 2 ﾏｽﾀﾞ ﾐｻｷ 豊浦高
1 少年女子Ａ走幅跳 112 弘下　由梨 2 ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ 田部高
2 少年女子Ａ走幅跳 234 森田　華帆 2 ﾓﾘﾀ ｶﾎ 岩国商高
3 少年女子Ａ走幅跳 227 阿部　結愛 2 ｱﾍﾞ ﾕﾏ 岩国商高
4 少年女子Ａ走幅跳 288 藤井　菜々 2 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅ 光高
5 少年女子Ａ走幅跳 229 栗尾　明日莉 2 ｸﾘｵ ｱｽｶ 岩国商高
6 少年女子Ａ走幅跳 396 大玉　華鈴 3 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 西京高
1 少年女子Ｂ100ｍ 569 松川　好 1 ﾏﾂｶﾜ ｺﾉﾐ 田部高
2 少年女子Ｂ100ｍ 856 宮本　菜摘 1 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 西京高
3 少年女子Ｂ100ｍ 565 酒井　優梨 1 ｻｶｲ ﾕﾘ 下関南高
4 少年女子Ｂ100ｍ 859 藤田　奈美 1 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ 西京高
5 少年女子Ｂ100ｍ 327 猿渡　春由香 1 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾊﾕｶ 新南陽高
6 少年女子Ｂ100ｍ 568 伊賀　彩佳 1 ｲｶﾞ ｱﾔｶ 田部高
7 少年女子Ｂ100ｍ 561 松岡　楓 1 ﾏﾂｵｶ ｶｴﾃﾞ 下関西高
8 少年女子Ｂ100ｍ 874 城市　彩那 1 ｼﾞｮｳｲﾁ ｱﾔﾅ 防府高
9 少年女子Ｂ100ｍ 945 浴　彩乃 1 ｴｷ ｱﾔﾉ 慶進高

10 少年女子Ｂ100ｍ 312 磯永　悠 1 ｲｿﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 徳山高
11 少年女子Ｂ100ｍ 703 大森　華夏 1 ｵｵﾓﾘ ﾊﾅｶ 岩国商高
12 少年女子Ｂ100ｍ 557 瀧本　朱音 1 ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾈ 豊浦高
13 少年女子Ｂ100ｍ 871 藤原　有李 1 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘ 山口中央高
14 少年女子Ｂ100ｍ 377 大田　陽花 1 ｵｵﾀ ﾊﾙｶ 防府商工高
15 少年女子Ｂ100ｍ 567 福永　真己 1 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｷ 田部高
16 少年女子Ｂ100ｍ 873 川上　琴音 1 ｶﾜｶﾐ ｺﾄﾈ 防府高
17 少年女子Ｂ100ｍ 556 大同　麻代 1 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 豊浦高
18 少年女子Ｂ100ｍ 861 大歳　美空 1 ｵｵﾄｼ ﾐｸ 誠英高
19 少年女子Ｂ100ｍ 559 平沼　桜花 1 ﾋﾗﾇﾏ ﾎﾉｶ 豊浦高
20 少年女子Ｂ100ｍ 862 佐々木　七海 1 ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 誠英高
21 少年女子Ｂ100ｍ 560 藤井　美海 1 ﾌｼﾞｲ ﾐｳ 豊浦高
22 少年女子Ｂ100ｍ 702 井上　涼 1 ｲﾉｳｴ ｽｽﾞ 岩国商高
23 少年女子Ｂ100ｍ 378 赤地　夏海 1 ｱｶﾁﾞ ﾅﾂﾐ 防府商工高
24 少年女子Ｂ100ｍ 531 繁永　至歩 1 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｼﾎ 慶進高
25 少年女子Ｂ100ｍ 946 亥角　友里 1 ｲｽﾐ ﾕﾘ 慶進高
26 少年女子Ｂ100ｍ 120 荒川　史帆 1 ｱﾗｶﾜ ｼﾎ 豊浦高
27 少年女子Ｂ100ｍ 926 田中　優歌 1 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 宇部鴻城高
28 少年女子Ｂ100ｍ 855 湯本　知歩 1 ﾕﾓﾄ ﾁﾎ 西京高
29 少年女子Ｂ100ｍ 858 渡邊　こころ 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 西京高
30 少年女子Ｂ100ｍ 886 坂口　理穂 1 ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾎ 防府西高
31 少年女子Ｂ100ｍ 571 松井　麻耶 1 ﾏﾂｲ ﾏﾔ 田部高
1 少年女子Ｂ800ｍ 798 勝原　汐織 1 ｶﾂﾊﾗ ｼｵﾘ 新南陽高
2 少年女子Ｂ800ｍ 313 神足　玲菜 1 ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ 徳山高
3 少年女子Ｂ800ｍ 661 舩木　柚花 3 ﾌﾅｷ ﾕｽﾞｶ 勝山中
4 少年女子Ｂ800ｍ 735 舩木　千花 3 ﾌﾅｷ ﾁﾊﾅ 勝山中
5 少年女子Ｂ800ｍ 776 益田　夏鈴 1 ﾏｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 光高
6 少年女子Ｂ800ｍ 885 古賀　愛梨 1 ｺｶﾞ ｱｲﾘ 防府西高
7 少年女子Ｂ800ｍ 329 松島　有希 1 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷ 新南陽高
1 少年女子Ｂ100ｍH(0.762m) 377 大田　陽花 1 ｵｵﾀ ﾊﾙｶ 防府商工高
2 少年女子Ｂ100ｍH(0.762m) 993 伊東　紗耶乃 3 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 平生中
3 少年女子Ｂ100ｍH(0.762m) 567 赤塚　愛菜 3 ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ 周陽中
4 少年女子Ｂ100ｍH(0.762m) 557 瀧本　朱音 1 ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾈ 豊浦高
5 少年女子Ｂ100ｍH(0.762m) 875 齋藤　望実 1 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 防府高



番号 競技名 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 少年女子Ｂ走幅跳 804 赤根　初香 1 ｱｶﾈ ﾊﾂｶ 聖光高
2 少年女子Ｂ走幅跳 314 高橋　理子 1 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 徳山高
3 少年女子Ｂ走幅跳 558 竹岡　知愛 1 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 豊浦高
4 少年女子Ｂ走幅跳 378 赤地　夏海 1 ｱｶﾁﾞ ﾅﾂﾐ 防府商工高
5 少年女子Ｂ走幅跳 863 渡辺　美優 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 誠英高
6 少年女子Ｂ走幅跳 993 伊東　紗耶乃 3 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 平生中
7 少年女子Ｂ走幅跳 854 中野　恭伽 1 ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ 西京高
8 少年女子Ｂ走幅跳 857 山村　愛美 1 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾐ 西京高
9 少年女子Ｂ走幅跳 705 源　　美月 1 ﾐﾅﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 岩国商高
1 少年女子Ｂ砲丸投(4.000kg) 898 尾中　愛唯 1 ｵﾅｶ ｱｲ 防府高
2 少年女子Ｂ砲丸投(4.000kg) 136 勝岡　奈々 1 ｶﾂｵｶ ﾅﾅ 下関西高
1 少年女子共通棒高跳 371 西村　萌々伽 3 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ 防府商工高
1 少年女子共通三段跳 993 伊東　紗耶乃 3 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 平生中
2 少年女子共通三段跳 864 大畠　かおる 1 ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 野田学園高
3 少年女子共通三段跳 418 松野　朱音 2 ﾏﾂﾉ ｱｶﾈ 誠英高
4 少年女子共通三段跳 227 阿部　結愛 2 ｱﾍﾞ ﾕﾏ 岩国商高
5 少年女子共通三段跳 366 藤井　みのり 2 ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾘ 防府高
1 少年女子共通円盤投(1.000kg) 106 梶本　由姫奈 2 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾅ 田部高
2 少年女子共通円盤投(1.000kg) 170 山田　梨香子 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 早鞆高
3 少年女子共通円盤投(1.000kg) 328 岡田　有衣 1 ｵｶﾀﾞ ﾕｲ 新南陽高
4 少年女子共通円盤投(1.000kg) 360 國光　春花 2 ｸﾆﾐﾂ ﾊﾙｶ 防府高
5 少年女子共通円盤投(1.000kg) 228 大下　美月 2 ｵｵｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 岩国商高
6 少年女子共通円盤投(1.000kg) 361 古城　舞子 2 ｺｼﾞｮｳ ﾏｲｺ 防府高
7 少年女子共通円盤投(1.000kg) 133 中原　友梨 2 ﾅｶﾊﾗ ﾕﾘ 下関西高
8 少年女子共通円盤投(1.000kg) 400 千石　美由紀 2 ｾﾝｺﾞｸ ﾐﾕｷ 西京高
9 少年女子共通円盤投(1.000kg) 673 藏永　彩乃 3 ｸﾗﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 右田中

10 少年女子共通円盤投(1.000kg) 484 中村　桃歌 2 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 宇部商高
11 少年女子共通円盤投(1.000kg) 134 成清　紗知 2 ﾅﾘｷﾖ ｻﾁ 下関西高
12 少年女子共通円盤投(1.000kg) 232 橋本　未遥 2 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾊﾙ 岩国商高
13 少年女子共通円盤投(1.000kg) 319 山下　莉乃 2 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾉ 徳山商工高
14 少年女子共通円盤投(1.000kg) 136 勝岡　奈々 1 ｶﾂｵｶ ﾅﾅ 下関西高
1 少年女子共通やり投(600g) 495 名畑　侑莉 2 ﾅﾊﾀ ﾕｳﾘ 小野田高
2 少年女子共通やり投(600g) 396 大玉　華鈴 3 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 西京高
3 少年女子共通やり投(600g) 132 佐々木　真唯 2 ｻｻｷ ﾏｲ 下関西高
4 少年女子共通やり投(600g) 231 中　沙絢 2 ﾅｶ ｻｱﾔ 岩国商高
5 少年女子共通やり投(600g) 860 中村　陽香 3 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 誠英高
6 少年女子共通やり投(600g) 701 飯尾　真央 1 ｲｲｵ ﾏｵ 岩国商高
7 少年女子共通やり投(600g) 787 瀧山　優衣 2 ﾀｷﾔﾏ ﾕｲ 聖光高
8 少年女子共通やり投(600g) 326 芳村　彩香 2 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 新南陽高
9 少年女子共通やり投(600g) 553 上寺　結 1 ｶﾐﾃﾞﾗ ﾕｲ 早鞆高

10 少年女子共通やり投(600g) 170 山田　梨香子 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 早鞆高
11 少年女子共通やり投(600g) 483 城本　千愛美 2 ｼﾞｮｳﾓﾄ ﾁｱﾐ 宇部商高
12 少年女子共通やり投(600g) 351 佐伯　朋香 2 ｻｴｷ ﾄﾓｶ 聖光高
13 少年女子共通やり投(600g) 805 井内　希美 1 ｲﾅｲ ﾉｿﾞﾐ 聖光高
14 少年女子共通やり投(600g) 806 上島　蘭 1 ｳﾜｼﾞﾏ ﾗﾝ 聖光高
1 成年男子円盤投(2.000kg) 7-1420 三船　裕斗 1 ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ 徳山大
2 成年男子円盤投(2.000kg) 4242 関根　昂之 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 早鞆高AC
3 成年男子円盤投(2.000kg) 4245 宮城　太一 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 早鞆高AC
4 成年男子円盤投(2.000kg) 5219 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 潮AC


