
番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属陸協 所属
1 成年男子100m 207 宮本　大輔 1 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉 東洋大
2 成年男子100m 1997 石川　順典 4 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 下関市大
3 成年男子100m 4216 本部　晃司 ﾎﾝﾌﾞｺｳｼﾞ 山口 山口合同ガス
4 成年男子100m 2 山川　郁人 1 ﾔﾏｶﾜ ﾌﾐﾄ 山口 九州情報大
5 成年男子100m 1 田村　紀樹 2 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山口 東海大
6 成年男子100m 1940 上田　和志 5 ｳｴﾀﾞｶｽﾞｼ 山口 山口大
7 成年男子100m 1971 正路　悠 1 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 山口 広島経済大
8 成年男子100m 4660 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 山口 ＯＰＣ
9 成年男子100m 4662 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 山口 ＯＰＣ
10 成年男子100m 2403 東岡　快征 3 ﾄｳｵｶ ｶｲｾｲ 山口 城西大学
11 成年男子100m 527 三輪　将也 4 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 山口 福岡大
12 成年男子100m 261 池田　佳生 4 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 山口 九州共立大
13 成年男子100m 1913 杢健　寛 M1 ﾓｸﾀｹﾋﾛ 山口 山口大
14 成年男子100m 4671 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 山口 ＯＰＣ
15 成年男子100m 4561 志賀　洵介 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 山口 東ソー
16 成年男子100m 4675 重兼　卓哉 ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ 山口 ＯＰＣ
17 成年男子100m 1922 木村　昌哉 3 ｷﾑﾗﾏｻﾔ 山口 山口大
18 成年男子100m 4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞﾏﾓﾙ 山口 山口合同ガス
19 成年男子100m 4132 杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口 白銀AC
20 成年男子100m 556 諸橋　瞬 2 ﾓﾛﾊｼ ｼｭﾝ 山口 福岡大
21 成年男子100m 1927 芳村　翼 4 ﾖｼﾑﾗﾂﾊﾞｻ 山口 山口大
22 成年男子100m 1916 大西　孝一 2 ｵｵﾆｼｺｳｲﾁ 山口 山口大
23 成年男子100m 4661 冨野　晃嗣 ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ 山口 ＯＰＣ
24 成年男子100m 4416 神徳　毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 山口 東ソー
25 成年男子100m 1911 松本　翔 2 ﾏﾂﾓﾄｶｹﾙ 山口 山口大
26 成年男子100m 3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 山口 大島郡陸協
27 成年男子100m 1917 河本　拓巳 2 ｶﾜﾓﾄﾀｸﾐ 山口 山口大
28 成年男子100m 1999 中西　崇斗 3 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾄ 山口 下関市大
29 成年男子100m 5219 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口 潮ＡＣ
30 成年男子100m 247 高橋　毅 2 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 山口 九州大
31 成年男子100m 1262 井上　翔遥 2 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 山口 筑波大
1 成年男子400m 4291 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞｱﾂｼ 山口 山口ＦＧ
2 成年男子400m 1555 黒田　佳祐 3 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 日本大
3 成年男子400m 1546 日隈　凌 4 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 山口 環太平洋大
4 成年男子400m 1923 三輪　大貴 3 ﾐﾜﾀﾞｲｷ 山口 山口大
5 成年男子400m 1283 岩本　湧樹 4 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 筑波大
6 成年男子400m 2054 山村　裕樹 1 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 環太平洋大
7 成年男子400m 1933 板谷　真孝 3 ｲﾀﾀﾆﾏｻﾀｶ 山口 山口大
8 成年男子400m 1613 森元　大道 4 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 山口 大谷大
9 成年男子400m 1987 冨森　大輝 3 ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 山口 下関市大
1 成年男子800m 2 野村　直己 M2 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口 慶応大
2 成年男子800m 2084 源　裕貴 1 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口 環太平洋大
3 成年男子800m 1170 深堀　洋祐 3 ﾌｶﾎﾘﾖｳｽｹ 山口 山口大
4 成年男子800m 4425 嶋田　将大 ｼﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 山口 東ソー
1 成年男子110mＨ(1.067m) 5483 國分　徹 ｺｸﾌﾞﾄｵﾙ 山口 柳井市陸協
2 成年男子110mＨ(1.067m) 4132 杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口 白銀AC
3 成年男子110mＨ(1.067m) 4246 岡中　文雄 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 山口 早鞆ＡＣ
4 成年男子110mＨ(1.067m) 4215 藤野　雄基 ﾌｼﾞﾉｺｳｷ 山口 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 山口ＦＧ
2 成年男子400mＨ(0.914m) 1555 黒田　佳祐 3 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 山口 日本大
3 成年男子400mＨ(0.914m) 1283 岩本　湧樹 4 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 筑波大
4 成年男子400mＨ(0.914m) 3603 梅本　健吾 ｳﾒﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 山口 下松市陸協
1 成年男子走高跳 4248 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 山口 早鞆ＡＣ
2 成年男子走高跳 5322 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ 山口 JA防府
3 成年男子走高跳 938 山田　大貴 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 山口 日体大
4 成年男子走高跳 1183 中村　遼太郎 4 ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 岡山商大
5 成年男子走高跳 4370 藤井　悠弥 ﾌｼﾞｲﾕｳﾔ 山口 周南市陸恊
1 成年男子三段跳 4210 藤澤　圭祐 ﾌｼﾞｻﾜｹｲｽｹ 山口 山口合同ガス
2 成年男子三段跳 1972 田村　春樹 1 ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 山口 広島経済大
3 成年男子三段跳 4133 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 山口 白銀AC
4 成年男子三段跳 247 高橋　毅 2 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 山口 九州大
5 成年男子三段跳 1630 先村　駆留 2 ｻｷﾑﾗ ｶｹﾙ 山口 環太平洋大
6 成年男子三段跳 1399 坂本　九十九 2 ｻｶﾓﾄ ﾂｸﾓ 山口 岩国工高
7 成年男子三段跳 3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 山口 大島郡陸協
8 成年男子三段跳 4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞﾏﾓﾙ 山口 山口合同ガス
9 成年男子三段跳 2043 松浦　澄明 1 ﾏﾂｳﾗ ｽﾐｱｷ 山口 環太平洋大
10 成年男子三段跳 190 奥　海勇斗 3 ｵｸ ｶｲﾄ 山口 九州産大
1 成年男子砲丸投(7.260kg) 5628 中川　大志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 山口 ＨＳＣ
2 成年男子砲丸投(7.260kg) 1931 松本　陸 2 ﾏﾂﾓﾄﾘｸ 山口 山口大



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属陸協 所属
1 成年男子やり投(800g) 768 森下　和樹 3 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 山口 九州工業大
2 成年男子やり投(800g) 1998 明代　知大 2 ｱｷｼﾛ ﾄﾓﾋﾛ 山口 下関市大
3 成年男子やり投(800g) 4212 中野　廉 ﾅｶﾉﾚﾝ 山口 山口合同ガス
4 成年男子やり投(800g) 4002 渡邉　晴治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 山口 下関市陸協
1 少年男子A100m 1411 中本　匡俊 3 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 山口 柳井高
2 少年男子A100m 1699 原川　浩太朗 2 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山口 西京高
3 少年男子A100m 1141 田辺　麗夜 3 ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ 山口 田部高
4 少年男子A100m 1698 田村　嘉啓 2 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 山口 西京高
5 少年男子A100m 1633 金本　将太郎 3 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 山口 防府商工高
6 少年男子A100m 1733 石田　裕太郎 3 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山口 野田学園高
7 少年男子A100m 1456 福田　健人 2 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 山口 高水高
8 少年男子A100m 1706 中谷　駿介 3 ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 山口 誠英高
9 少年男子A100m 1533 佐藤　亮介 2 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 山口 徳山高
10 少年男子A100m 1143 黒川　和樹 3 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山口 田部高
11 少年男子A100m 1166 内野々　諒 2 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 山口 豊浦高
12 少年男子A100m 1666 小松　翔太 3 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 山口 山口中央高
13 少年男子A100m 1721 先村　成騎 3 ｻｷﾑﾗ ﾅﾙｷ 山口 高川学園
14 少年男子A100m 1707 中村　拓巳 3 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 山口 誠英高
15 少年男子A100m 1697 惣代　翔 2 ｿｳﾀﾞｲ ｶｹﾙ 山口 西京高
16 少年男子A100m 1094 藤永　祥介 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｼｮｳｽｹ 山口 宇部鴻城高
17 少年男子A100m 1095 月足　聡一朗 2 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 宇部鴻城高
18 少年男子A100m 1147 福田　将希 2 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｷ 山口 田部高
19 少年男子A100m 1664 安食　和馬 2 ｱﾝｼﾞｷ ｶｽﾞﾏ 山口 山口中央高
20 少年男子A100m 1249 片岡　大成 3 ｶﾀｵｶ ﾀｲｾｲ 山口 早鞆高
21 少年男子A100m 1414 尾崎　天哉 2 ｵｻｷ ﾀｶﾔ 山口 柳井高
22 少年男子A100m 1534 重永　将慶 2 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾖｼ 山口 徳山高
23 少年男子A100m 1088 田中　魁 3 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 山口 宇部鴻城高
24 少年男子A100m 1540 山本　悠真 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 山口 徳山高
25 少年男子A100m 1050 中村　壮 2 ﾅｶﾑﾗ ｿｳ 山口 小野田高
26 少年男子A100m 1537 福嶋　航 2 ﾌｸｼﾏ ｺｳ 山口 徳山高
27 少年男子A100m 1559 橋本　卓都 2 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾄ 山口 南陽工高
28 少年男子A100m 1313 白石　大空 2 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾀｶ 山口 萩商工高
29 少年男子A100m 1148 角野　恭涼 2 ｶﾄﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 山口 田部高
30 少年男子A100m 1558 黒木　祥平 2 ｸﾛｷ ｼｮｳﾍｲ 山口 南陽工高
31 少年男子A100m 1144 松橋　麗 2 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲ 山口 田部高
32 少年男子A100m 1145 德永　竜旭 2 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 山口 田部高
33 少年男子A100m 1712 中村　陽介 2 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 山口 誠英高
34 少年男子A100m 1149 三浦　真人 2 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 山口 田部高
35 少年男子A100m 1711 篠崎　覇 2 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙ 山口 誠英高
36 少年男子A100m 1297 内野　龍海 3 ｳﾁﾉ ﾀﾂﾐ 山口 萩商工高
37 少年男子A100m 1096 庄司　拓海 2 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾐ 山口 宇部鴻城高
38 少年男子A100m 1527 安部　秀真 2 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾏ 山口 徳山高
39 少年男子A100m 1002 遠入　野生 2 ｴﾝﾆｭｳ ﾋﾛﾑ 山口 宇部高
40 少年男子A100m 1636 金子　欧右 2 ｶﾈｺ ｵｳｽｹ 山口 防府商工高
41 少年男子A100m 1013 豊田　直弥 2 ﾄﾖﾀ ﾅｵﾔ 山口 宇部高
42 少年男子A100m 1111 弘中　歩 2 ﾋﾛﾅｶ ｱﾕﾑ 山口 慶進高
43 少年男子A100m 1675 坂井　駿介 2 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 山口 防府西高
44 少年男子A100m 1256 下瀬　美隆 2 ｼﾓｾ ﾐﾘｭｳ 山口 早鞆高
45 少年男子A100m 2021 大野　啓介 1 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 山口 萩商工高
46 少年男子A100m 1554 河野　拓人 2 ｶﾜﾉ ﾀｸﾄ 山口 南陽工高
47 少年男子A100m 1151 横田　颯馬 2 ﾖｺﾀ ｿｳﾏ 山口 田部高
48 少年男子A100m 1492 大樂　拓公海 2 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀｸﾐ 山口 下松高
49 少年男子A100m 1310 波多野　知希　 2 ﾊﾀﾞﾉ ﾄﾓｷ 山口 萩商工高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属陸協 所属
1 少年男子A400m 1297 内野　龍海 3 ｳﾁﾉ ﾀﾂﾐ 山口 萩商工高
2 少年男子A400m 1141 田辺　麗夜 3 ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ 山口 田部高
3 少年男子A400m 1694 中塚　雄哉 3 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾔ 山口 西京高
4 少年男子A400m 1651 松田　康平 2 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山口 山口高
5 少年男子A400m 1540 山本　悠真 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 山口 徳山高
6 少年男子A400m 1167 開道　一晴 2 ｶｲﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 山口 豊浦高
7 少年男子A400m 1326 西山　尚利 3 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄｼ 山口 長門高
8 少年男子A400m 1149 三浦　真人 2 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 山口 田部高
9 少年男子A400m 1709 金子　己太 2 ｶﾈｺ ｺﾀ 山口 誠英高
10 少年男子A400m 1327 中村　翔輝 2 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ 山口 長門高
11 少年男子A400m 1093 城戸　翔 2 ｷﾄﾞ ｶｹﾙ 山口 宇部鴻城高
12 少年男子A400m 1537 福嶋　航 2 ﾌｸｼﾏ ｺｳ 山口 徳山高
13 少年男子A400m 1144 松橋　麗 2 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲ 山口 田部高
14 少年男子A400m 1147 福田　将希 2 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｷ 山口 田部高
15 少年男子A400m 1145 德永　竜旭 2 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 山口 田部高
16 少年男子A400m 1148 角野　恭涼 2 ｶﾄﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 山口 田部高
17 少年男子A400m 1676 瀧本　侑輝 2 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 防府西高
18 少年男子A400m 1010 城西　渉太 2 ｼﾞｮｳｻｲ ｼｮｳﾀ 山口 宇部高
19 少年男子A400m 1497 山根　涼介 2 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｽｹ 山口 下松高
20 少年男子A400m 1109 井上　磨仁 2 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾄ 山口 慶進高
21 少年男子A400m 1309 草平　大河 2 ｸｻﾋﾗ ﾀｲｶﾞ 山口 萩商工高
22 少年男子A400m 1389 中村　太一 2 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 山口 岩国商高
23 少年男子A400m 1527 安部　秀真 2 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾏ 山口 徳山高
24 少年男子A400m 1534 重永　将慶 2 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾖｼ 山口 徳山高
25 少年男子A400m 1095 月足　聡一朗 2 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 宇部鴻城高
26 少年男子A400m 1533 佐藤　亮介 2 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 山口 徳山高
27 少年男子A400m 1307 井町　航大 2 ｲﾏﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山口 萩商工高
28 少年男子A400m 1151 横田　颯馬 2 ﾖｺﾀ ｿｳﾏ 山口 田部高
1 少年男子A400mＨ(0.914m) 1185 塩川　大輔 3 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山口 下関西高
2 少年男子A400mＨ(0.914m) 1143 黒川　和樹 3 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山口 田部高
3 少年男子A400mＨ(0.914m) 1473 石丸　竣也 3 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 山口 光高
4 少年男子A400mＨ(0.914m) 1165 池田　悠真 2 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 山口 豊浦高
5 少年男子A400mＨ(0.914m) 1168 草野　隆真 2 ｸｻﾉ ﾘｭｳﾏ 山口 豊浦高
6 少年男子A400mＨ(0.914m) 1196 若松　天晴 2 ﾜｶﾏﾂ ﾃﾝｾｲ 山口 下関西高
7 少年男子A400mＨ(0.914m) 1096 庄司　拓海 2 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾐ 山口 宇部鴻城高
8 少年男子A400mＨ(0.914m) 1004 小田村　匠馬 2 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 山口 宇部高
9 少年男子A400mＨ(0.914m) 1561 下川　隼人 2 ｼﾓｶﾜ ﾊﾔﾄ 山口 南陽工高
10 少年男子A400mＨ(0.914m) 1195 福岡　諒祐 2 ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｽｹ 山口 下関西高
1 少年男子A棒高跳 1550 實近　晟充 3 ｻﾈﾁｶ ﾏｻﾐﾁ 山口 南陽工高
2 少年男子A棒高跳 1555 實近　伸輝 2 ｻﾈﾁｶ ﾉﾌﾞｷ 山口 南陽工高
1 少年男子A走幅跳 1164 吉永　滉太 3 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾀ 山口 豊浦高
2 少年男子A走幅跳 1700 宮瀬　巧斗 2 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 山口 西京高
3 少年男子A走幅跳 1694 中塚　雄哉 3 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾔ 山口 西京高
4 少年男子A走幅跳 1662 佐藤　晃一朗 2 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 山口 山口高
5 少年男子A走幅跳 1249 片岡　大成 3 ｶﾀｵｶ ﾀｲｾｲ 山口 早鞆高
6 少年男子A走幅跳 1704 金谷　翼 3 ｶﾅﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 山口 誠英高
7 少年男子A走幅跳 1532 堺谷　大介 2 ｻｶｲﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 山口 徳山高
8 少年男子A走幅跳 1636 金子　欧右 2 ｶﾈｺ ｵｳｽｹ 山口 防府商工高
9 少年男子A走幅跳 1110 入井　協平 2 ｲﾘｲ ｷｮｳﾍｲ 山口 慶進高
1 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1573 小野　哲平 3 ｵﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 山口 聖光高
2 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1560 松岡　幸波 2 ﾏﾂｵｶ ｺｳﾊ 山口 南陽工高
3 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1597 岡　隼之介 2 ｵｶ ｼｭﾝﾉｽｹ 山口 桜ケ丘高
4 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1696 臼井　一稀 2 ｳｽｲ ｶｽﾞｷ 山口 西京高
5 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1574 田村　昌之 3 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 山口 聖光高
6 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1150 福永　修平 2 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 山口 田部高
7 少年男子Aハンマー投(6.000kg) 1146 峯　卓郎 2 ﾐﾈ ﾀｸﾛｳ 山口 田部高
1 少年男子Aやり投(800g) 1163 三上　翔 3 ﾐｶﾐ ｼｮｳ 山口 豊浦高
2 少年男子Aやり投(800g) 1615 福田　珠蓮 3 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾚﾝ 山口 徳山高専
3 少年男子Aやり投(800g) 1546 佐古　嵐 2 ｻｺ ｱﾗｼ 山口 徳山商工高
4 少年男子Aやり投(800g) 1256 下瀬　美隆 2 ｼﾓｾ ﾐﾘｭｳ 山口 早鞆高
5 少年男子Aやり投(800g) 1248 三木　麻裕 3 ﾐｷ ﾏﾋﾛ 山口 早鞆高
6 少年男子Aやり投(800g) 1312 柴田　諭志 2 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 山口 萩商工高
7 少年男子Aやり投(800g) 1626 小澤　晃勢 2 ｵｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 山口 防府高
8 少年男子Aやり投(800g) 1189 下田　悠貴 2 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 山口 下関西高
9 少年男子Aやり投(800g) 1558 黒木　祥平 2 ｸﾛｷ ｼｮｳﾍｲ 山口 南陽工高
10 少年男子Aやり投(800g) 1674 井上　陸 2 ｲﾉｳｴ ﾘｸ 山口 防府西高
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1 少年男子B100m 2310 中村　隆康 1 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ 山口 西京高
2 少年男子B100m 2323 山田　春日 1 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 山口 誠英高
3 少年男子B100m 4 藤田　陽太郎 3 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀﾛｳ 山口 浅江中
4 少年男子B100m 1801 田村　　蓮 1 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 山口 宇部鴻城高
5 少年男子B100m 2320 後藤　海翔 1 ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 山口 誠英高
6 少年男子B100m 1906 志賀　優希 1 ｼｶﾞ ﾕｳｷ 山口 田部高
7 少年男子B100m 1933 角谷　拓夢 1 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾀｸﾑ 山口 早鞆高
8 少年男子B100m 1670 古屋　昂大 1 ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾞｲ 山口 山口中央高
9 少年男子B100m 1804 冨崎　克宏 1 ﾄﾐｻｷ ｶﾂﾋﾛ 山口 宇部鴻城高
10 少年男子B100m 1503 原田　凌 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 山口 下松高
11 少年男子B100m 1020 兼光　雄希 1 ｶﾈﾐﾂ ﾕｳｷ 山口 宇部高
12 少年男子B100m 2307 塩屋　大稀 1 ｼｵﾔ ﾏｻｷ 山口 西京高
13 少年男子B100m 1805 高橋　知優 1 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 山口 宇部鴻城高
14 少年男子B100m 1803 南　朱利 1 ﾐﾅﾐ ｼｭﾘ 山口 宇部鴻城高
15 少年男子B100m 1502 國信　龍馬 1 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾘｮｳﾏ 山口 下松高
16 少年男子B100m 2228 岡成　陸 1 ｵｶﾅﾘ ﾘｸ 山口 新南陽高
17 少年男子B100m 2230 河村　力騎 1 ｶﾜﾑﾗ ﾘｷ 山口 南陽工高
18 少年男子B100m 1333 西嶋　航太 1 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳﾀ 山口 長門高
19 少年男子B100m 2308 髙橋　竜輝 1 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 山口 西京高
20 少年男子B100m 2330 山崎　良成 1 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｾｲ 山口 防府西高
21 少年男子B100m 1021 春田　光 1 ﾊﾙﾀ ﾋｶﾙ 山口 宇部高
22 少年男子B100m 2229 安渡　翔也 1 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ 山口 南陽工高
23 少年男子B100m 2019 増山　明純 1 ﾏｼﾔﾏ ｱｽﾞﾐ 山口 長門高
24 少年男子B100m 1642 瀬戸　颯斗 1 ｾﾄ ﾊﾔﾄ 山口 防府商工高
25 少年男子B100m 1197 土田　慎二 1 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山口 下関西高
26 少年男子B100m 2022 石川　元気 1 ｲｼｶﾜ ｹﾞﾝｷ 山口 萩商工高
27 少年男子B100m 1114 国広　大輝 1 ｸﾆﾋﾛ ﾊﾙｷ 山口 慶進高
28 少年男子B100m 1631 權代　哲 1 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｱｷﾗ 山口 防府高
29 少年男子B100m 1912 増田　陸人 1 ﾏｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 山口 下関西高
30 少年男子B100m 2012 小田　祥矢 1 ｵﾀﾞ ｼｮｳﾔ 山口 萩商工高
31 少年男子B100m 1644 原田　璃音 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾄ 山口 防府商工高
32 少年男子B100m 1177 田辺　凌雅 1 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 山口 豊浦高
33 少年男子B100m 1932 天雨　祐翔 1 ｱﾏｳ ﾕｳﾄ 山口 早鞆高
34 少年男子B100m 2232 渡邉　竜大 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 山口 南陽工高
35 少年男子B100m 1818 岡野　友哉 1 ｵｶﾉ ﾕｳﾔ 山口 宇部高
36 少年男子B100m 2309 手塚　亘紀 1 ﾃﾂﾞｶ ｺｳｷ 山口 西京高
37 少年男子B100m 1643 林　靖家 1 ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 山口 防府商工高
38 少年男子B100m 2110 浦　恭瑛 1 ｳﾗ ﾔｽｱｷ 山口 柳井高
39 少年男子B100m 1909 早川　周吾 1 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ 山口 下関西高
40 少年男子B100m 1908 山本　宣太朗 1 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾝﾀﾛｳ 山口 下関西高
41 少年男子B100m 1914 真崎　陽向 1 ﾏｻｷ ﾋﾅﾀ 山口 豊浦高
1 少年男子B走幅跳 218 山口　碧紘 3 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 山口 東部中
2 少年男子B走幅跳 2206 松本　裕太 1 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 山口 徳山高専
3 少年男子B走幅跳 1178 藤永　涼太郎 1 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口 豊浦高
4 少年男子B走幅跳 1802 國廣　翔矢 1 ｸﾆﾋﾛ ｼｮｳﾔ 山口 宇部鴻城高
5 少年男子B走幅跳 1499 森下　瑛仁 1 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾋﾄ 山口 下松高
6 少年男子B走幅跳 2306 佐藤　迅 1 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 山口 西京高
7 少年男子B走幅跳 1906 志賀　優希 1 ｼｶﾞ ﾕｳｷ 山口 田部高
8 少年男子B走幅跳 1932 天雨　祐翔 1 ｱﾏｳ ﾕｳﾄ 山口 早鞆高
1 少年男子B砲丸投(5.000kg) 1927 長岡　雅飛 1 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾄ 山口 早鞆高
2 少年男子B砲丸投(5.000kg) 2018 林　竜汰 1 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾀ 山口 長門高
3 少年男子B砲丸投(5.000kg) 1907 居原　照高 1 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 山口 田部高
1 少年男子共通800m 1548 幾度　世那 3 ｲｸﾄﾞ ｾﾅ 山口 南陽工高
2 少年男子共通800m 1038 三上　竜太 3 ﾐｶﾐ ﾘｭｳﾀ 山口 宇部工高
3 少年男子共通800m 1001 阿座上　貴大 1 ｱｻﾞｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 山口 宇部高
4 少年男子共通800m 1717 家永　大樹 3 ｲｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 山口 高川学園
5 少年男子共通800m 1716 石田　哲大 3 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ 山口 高川学園
6 少年男子共通800m 1719 坂井　太一 2 ｻｶｲ ﾀｲﾁ 山口 高川学園
7 少年男子共通800m 1392 小林　聖武 3 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 山口 岩国工高
8 少年男子共通800m 1328 西本　統真 2 ﾆｼﾓﾄ ﾄｳﾏ 山口 長門高
9 少年男子共通800m 1553 岩本　稜央 3 ｲﾜﾓﾄ ﾚｵ 山口 南陽工高
10 少年男子共通800m 1653 富家　彬就 2 ﾄﾐｲｴ ｱｷﾅﾘ 山口 山口高
11 少年男子共通800m 2112 國宗　佑 1 ｸﾆﾑﾈ ﾀｽｸ 山口 柳井高
12 少年男子共通800m 1562 山本　浩貴 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 山口 南陽工高
13 少年男子共通800m 1551 田邑　幸輝 3 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 山口 南陽工高
14 少年男子共通800m 2104 井上 雄介 1 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 山口 岩国工高
15 少年男子共通800m 2231 山本　圭悟 1 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ 山口 南陽工高
16 少年男子共通800m 2227 森山　拓磨 1 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾏ 山口 新南陽高
17 少年男子共通800m 2205 渡邉　輝 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 山口 南陽工高
1 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 1340 姫宮　柊弥 3 ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ 山口 大津緑洋高
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2 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 2310 中村　隆康 1 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ 山口 西京高
3 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 1710 京井　一馬 2 ｷｮｳｲ ｶｽﾞﾏ 山口 誠英高
4 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 1051 恵美須　智矢 2 ｴﾋﾞｽ ﾄﾓﾔ 山口 小野田高
5 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 1306 山根　翔太 2 ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山口 萩商工高
6 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 1708 ブンリット　ニチャクン 3 ﾌﾞﾝﾘｯﾄ ﾆﾁｬｸﾝ 山口 誠英高
7 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 1004 小田村　匠馬 2 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 山口 宇部高
8 少年男子共通110mH(0.991m-9.14m) 809 伊藤　陽太 3 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 山口 川西中
1 少年男子共通走高跳 1590 山本　竜暉 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 山口 桜ケ丘高
2 少年男子共通走高跳 1052 竹本　竜也 2 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾂﾔ 山口 小野田高
3 少年男子共通走高跳 1603 岩本 英憲 3 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口 徳山高専
4 少年男子共通走高跳 1455 林　留唯斗 2 ﾊﾔｼ ﾙｲﾄ 山口 高水高
5 少年男子共通走高跳 2322 藤井　誠 1 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 山口 誠英高
6 少年男子共通走高跳 1565 黒田　直人 2 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵﾄ 山口 新南陽高
1 少年男子共通三段跳 1391 小川　裕平 3 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 山口 岩国工高
2 少年男子共通三段跳 1169 富本　愛樹 2 ﾄﾐﾓﾄ ﾏﾅｷ 山口 豊浦高
3 少年男子共通三段跳 1474 高木　翔 3 ﾀｶｷ ｼｮｳ 山口 光高
4 少年男子共通三段跳 1532 堺谷　大介 2 ｻｶｲﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 山口 徳山高
1 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1475 田中　友規 3 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 山口 光高
2 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1544 河本　悠希 3 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 山口 徳山商工高
3 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1308 赤木　義喜 2 ｱｶｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 山口 萩商工高
4 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1330 岡村　拓真 2 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 山口 長門高
5 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1624 内　真一郎 2 ﾅｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口 防府高
6 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1311 梅地　愛翔 2 ｳﾒｼﾞ ﾏﾅﾄ 山口 萩商工高
7 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1331 藤本　康平 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 山口 長門高
8 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1190 下田　凌大 2 ｼﾓﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山口 下関西高
9 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1194 橋本　篤徳 2 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ 山口 下関西高
10 少年男子共通円盤投(1.750kg) 1907 居原　照高 1 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 山口 田部高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属陸協 所属
1 成年女子100m 1589 縄田　結 3 ﾅﾜﾀ ﾕｲ 山口 九州情報大
2 成年女子100m 7647 田村　沙良 2 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 山口 日女体大
3 成年女子100m 418 宮本　まきの　 4 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 山口 園田学園女大
4 成年女子100m 4554 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 山口 周南市役所
5 成年女子100m 1679 坪根　美来 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾐｸ 山口 福岡大
6 成年女子100m 7645 門田　彩乃 2 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 山口 日女体大
7 成年女子100m 5207 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 山口 潮ＡＣ
8 成年女子100m 1750 佐々木　みやび 2 ｻｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 山口 九州共立大
9 成年女子100m 3293 橋本　千明 6 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 山口 山口大医学部
10 成年女子100m 1278 安永　奈央 2 ﾔｽﾅｶﾞﾅｵ 山口 山口大
11 成年女子100m 8479 君嶋　愛梨沙 M1 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 神奈川 日体大院
1 成年女子400m 1284 湯川　咲希 3 ﾕｶﾜｻｷ 山口 山口大
1 成年女子400mH(0.762m) 1635 西山　華織 M2 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ 山口 福岡教育大
2 成年女子400mH(0.762m) 8297 南野　智美 4 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 山口 早稲田大
1 成年女子走高跳 8514 大玉　華鈴 1 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 山口 日体大
2 成年女子走高跳 1747 岡田　彩希 2 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 山口 九州共立大
3 成年女子走高跳 1282 橋本　結生 3 ﾊｼﾓﾄﾕｷ 山口 山口大
4 成年女子走高跳 487 大澤　優南 2 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾅ 山口 西京高
1 成年女子円盤投(1.000kg) 2226 鶴井　美里 3 ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 山口 中京大
2 成年女子円盤投(1.000kg) 1876 坂田　絢香 2 ｻｶﾀ ｱﾔｶ 山口 九州共立大
1 成年女子やり投(600g) 8514 大玉　華鈴 1 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 山口 日体大
1 少年女子A100m 449 倉本　奈緒 3 ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ 山口 防府商工高
2 少年女子A100m 450 倉本　美知 3 ｸﾗﾓﾄ ﾐﾁ 山口 防府商工高
3 少年女子A100m 268 吉村　優里奈 2 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾘﾅ 山口 大津緑洋高
4 少年女子A100m 110 山田　真子 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 山口 宇部高
5 少年女子A100m 180 弘下　由梨 ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ 山口 田部高
6 少年女子A100m 514 上司　みのり 2 ｶﾐﾂｶｻ ﾐﾉﾘ 山口 野田学園高
7 少年女子A100m 451 森廣　鈴音 3 ﾓﾘﾋﾛ ｽｽﾞﾈ 山口 防府商工高
8 少年女子A100m 332 ﾌｪｱﾘｰ　ﾏﾘﾔ 3 ﾌｪｱﾘｰ ﾏﾘﾔ 山口 高水高
9 少年女子A100m 489 藤田　奈美 2 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ 山口 西京高
10 少年女子A100m 493 渡邊　こころ 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 山口 西京高
11 少年女子A100m 492 湯本　知歩 2 ﾕﾓﾄ ﾁﾎ 山口 西京高
12 少年女子A100m 191 荒川　史帆 2 ｱﾗｶﾜ ｼﾎ 山口 豊浦高
13 少年女子A100m 160 田中　優歌 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 山口 宇部鴻城高
14 少年女子A100m 183 伊賀　彩佳 ｲｶﾞ ｱﾔｶ 山口 田部高
15 少年女子A100m 182 福永　真己 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｷ 山口 田部高
16 少年女子A100m 497 大歳　美空 2 ｵｵﾄｼ ﾐｸ 山口 誠英高
17 少年女子A100m 294 大森　華夏 2 ｵｵﾓﾘ ﾊﾅｶ 山口 岩国商高
18 少年女子A100m 108 東原　可那子 2 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｶﾅｺ 山口 宇部高
19 少年女子A100m 490 宮本　菜摘 2 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 山口 西京高
20 少年女子A100m 437 城市　彩那 2 ｼﾞｮｳｲﾁ ｱﾔﾅ 山口 防府高
21 少年女子A100m 453 赤地　夏海 2 ｱｶﾁﾞ ﾅﾂﾐ 山口 防府商工高
22 少年女子A100m 500 柳　美羽 2 ﾔﾅｷﾞ ﾐｳ 山口 誠英高
23 少年女子A100m 373 神足　玲菜 2 ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ 山口 徳山高
24 少年女子A100m 454 大田　陽花 2 ｵｵﾀ ﾊﾙｶ 山口 防府商工高
25 少年女子A100m 470 藤原　有李 2 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘ 山口 山口中央高
26 少年女子A100m 436 川上　琴音 2 ｶﾜｶﾐ ｺﾄﾈ 山口 防府高
27 少年女子A100m 469 砂川　恵菜 2 ｽﾅｶﾞﾜ ｴﾅ 山口 山口中央高
28 少年女子A100m 476 坂口　理穂 2 ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾎ 山口 防府西高
29 少年女子A100m 184 松川　好 ﾏﾂｶﾜ ｺﾉﾐ 山口 田部高
30 少年女子A100m 163 亥角　友里 2 ｲｽﾐ ﾕﾘ 山口 慶進高
31 少年女子A100m 253 溝部　真瑚 3 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾏｺ 山口 萩商工高
32 少年女子A100m 257 藤井　美里 2 ﾌｼﾞｲ ﾐｻﾄ 山口 萩商工高
1 少年女子A400m 493 渡邊　こころ 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 山口 西京高
2 少年女子A400m 491 山村　愛美 2 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾐ 山口 西京高
3 少年女子A400m 195 平沼　桜花 2 ﾋﾗﾇﾏ ﾎﾉｶ 山口 豊浦高
4 少年女子A400m 182 福永　真己 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｷ 山口 田部高
5 少年女子A400m 196 藤井　美海 2 ﾌｼﾞｲ ﾐｳ 山口 豊浦高
6 少年女子A400m 102 小原　有加 2 ｺﾊﾗ ﾕｶ 山口 宇部高
7 少年女子A400m 373 神足　玲菜 2 ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ 山口 徳山高
8 少年女子A400m 382 猿渡　春由香 2 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾊﾕｶ 山口 新南陽高
9 少年女子A400m 293 井上　涼 2 ｲﾉｳｴ ｽｽﾞ 山口 岩国商高
10 少年女子A400m 184 松川　好 ﾏﾂｶﾜ ｺﾉﾐ 山口 田部高
11 少年女子A400m 110 山田　真子 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 山口 宇部高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属陸協 所属
1 少年女子A100mH(0.840m) 485 才原　麻衣 3 ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 山口 西京高
2 少年女子A100mH(0.840m) 372 磯永　悠 2 ｲｿﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 山口 徳山高
3 少年女子A100mH(0.840m) 193 瀧本　朱音 2 ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾈ 山口 豊浦高
4 少年女子A100mH(0.840m) 142 松谷　皆実 2 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾅﾐ 山口 小野田高
5 少年女子A100mH(0.840m) 296 飯尾　真央 2 ｲｲｵ ﾏｵ 山口 岩国商高
6 少年女子A100mH(0.840m) 254 土田　茉拡 2 ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾋﾛ 山口 萩商工高
1 少年女子A走幅跳 488 中野　恭伽 2 ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ 山口 西京高
2 少年女子A走幅跳 194 竹岡　知愛 2 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 山口 豊浦高
3 少年女子A走幅跳 438 金子　咲 2 ｶﾈｺ ｻｴ 山口 防府高
4 少年女子A走幅跳 375 高橋　理子 2 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 山口 徳山高
5 少年女子A走幅跳 501 渡辺　美優 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 山口 誠英高
6 少年女子A走幅跳 498 佐々木　七海 2 ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 山口 誠英高
7 少年女子A走幅跳 183 伊賀　彩佳 ｲｶﾞ ｱﾔｶ 山口 田部高
8 少年女子A走幅跳 180 弘下　由梨 ﾋﾛｼﾀ ﾕﾘ 山口 田部高
1 少年女子B100m 40 小橋　璃子 3 ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 山口 萩西中
2 少年女子B100m 966 福光　由佳 1 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 山口 西京高
3 少年女子B100m 153 工藤　琉楠 3 ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ 山口 勝山中
4 少年女子B100m 777 ﾌｪｱﾘｰ　ﾒｲﾔ 1 ﾌｪｱﾘｰ ﾒｲﾔ 山口 高水高
5 少年女子B100m 962 上野　茅紗 1 ｳｴﾉ ﾁｻ 山口 西京高
6 少年女子B100m 551 寺山　音葉 1 ﾃﾗﾔﾏ ｵﾄﾊ 山口 小野田高
7 少年女子B100m 948 髙嶋　瞳子 1 ﾀｶｼﾏ ﾄｳｺ 山口 防府商工高
8 少年女子B100m 965 髙野　桃伽 1 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 山口 西京高
9 少年女子B100m 112 岩上　采奈 1 ｲﾜｶﾞﾐ ｱﾔﾅ 山口 宇部高
10 少年女子B100m 967 藤井　日菜 1 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ 山口 西京高
11 少年女子B100m 949 山本　冴弥 1 ﾔﾏﾓﾄ ｻｴﾅ 山口 防府商工高
12 少年女子B100m 187 梶本　玲奈 ｶｼﾞﾓﾄ ﾚｲﾅ 山口 田部高
13 少年女子B100m 197 鳥野　優 1 ﾄﾘﾉ ﾕｳ 山口 豊浦高
14 少年女子B100m 866 杉山　彩 1 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔ 山口 新南陽高
15 少年女子B100m 111 河村　多惠子 1 ｶﾜﾑﾗ ﾀｴｺ 山口 宇部高
16 少年女子B100m 560 大串　羽那 1 ｵｵｸﾞｼ ﾊﾅ 山口 宇部高
17 少年女子B100m 559 青井　香奈実 1 ｱｵｲ ｶﾅﾐ 山口 宇部高
18 少年女子B100m 167 浦上　尚夏 1 ｳﾗｶﾞﾐ ｻﾅ 山口 慶進高
19 少年女子B100m 168 工藤　七海 1 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 山口 慶進高
20 少年女子B100m 198 福川　江里奈 1 ﾌｸｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 山口 豊浦高
21 少年女子B100m 638 中田　穂紀 1 ﾅｶﾀ ﾎﾉﾘ 山口 下関西高
22 少年女子B100m 461 田邊　桃子 1 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 山口 山口高
23 少年女子B100m 466 吉矢　悠梨 1 ﾖｼﾔ ﾕｳﾘ 山口 山口高
24 少年女子B100m 562 瀬戸崎　妃南 1 ｾﾄｻﾞｷ ﾋﾅ 山口 宇部高
1 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 961 伊東　紗耶乃 1 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 山口 西京高
2 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 101 相本　紫苑 3 ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 山口 田布施中
3 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 250 岡　秋穂 3 ｵｶ ｱｷﾎ 山口 萩商工高
4 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 963 梶木　遥 1 ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ 山口 西京高
5 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 638 中田　穂紀 1 ﾅｶﾀ ﾎﾉﾘ 山口 下関西高
6 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 552 桑原　遥香 1 ｸﾜﾊﾗ ﾊﾙｶ 山口 小野田高
7 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 5744 井上　茉優 3 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾛ 山口 山口ＦＳＬ
8 少年女子B100mH(0.762m-8.5m) 370 赤塚　愛菜 1 ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ 山口 下松高
1 少年女子B走幅跳 961 伊東　紗耶乃 1 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 山口 西京高
2 少年女子B走幅跳 1000 福重　百絵 1 ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 山口 誠英高
3 少年女子B走幅跳 756 道下　真祐 1 ﾐﾁｼﾀ ﾏﾕ 山口 防府高
1 少年女子共通800m 155 黒石　瑠香 3 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 山口 宇部鴻城高
2 少年女子共通800m 471 木下　智絵 2 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｴ 山口 山口中央高
3 少年女子共通800m 157 安山　佳七 3 ﾔｽﾔﾏ ｶﾅ 山口 宇部鴻城高
4 少年女子共通800m 156 長田　桃菜 3 ﾅｶﾀ ﾓﾓﾅ 山口 宇部鴻城高
5 少年女子共通800m 999 松原　愛華 1 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｲｶ 山口 誠英高
6 少年女子共通800m 499 宮内　梨沙 2 ﾐﾔｳﾁ ﾘｻ 山口 誠英高
7 少年女子共通800m 383 松島　有希 2 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷ 山口 新南陽高
8 少年女子共通800m 869 杉岡　美咲 1 ｽｷﾞｵｶ ﾐｻｷ 山口 新南陽高
9 少年女子共通800m 154 岡村　芽衣 3 ｵｶﾑﾗ ﾒｲ 山口 宇部鴻城高
10 少年女子共通800m 475 古賀　愛梨 2 ｺｶﾞ ｱｲﾘ 山口 防府西高
11 少年女子共通800m 988 原田　法香 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘｶ 山口 防府西高
12 少年女子共通800m 159 山岸　楓花 2 ﾔﾏｷﾞｼ ﾌｳｶ 山口 宇部鴻城高
1 少年女子共通400mH(0.762m) 485 才原　麻衣 3 ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 山口 西京高
2 少年女子共通400mH(0.762m) 190 枡田　岬 3 ﾏｽﾀﾞ ﾐｻｷ 山口 豊浦高
3 少年女子共通400mH(0.762m) 964 黒澤　律奈 1 ｸﾛｻﾜ ﾘﾂﾅ 山口 西京高
4 少年女子共通400mH(0.762m) 192 大同　麻代 2 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 山口 豊浦高
5 少年女子共通400mH(0.762m) 372 磯永　悠 2 ｲｿﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 山口 徳山高
6 少年女子共通400mH(0.762m) 647 萱野　真子 1 ｶﾔﾉ ﾏｺ 山口 下関西高
7 少年女子共通400mH(0.762m) 561 松岡　楓 2 ﾏﾂｵｶ ｶｴﾃﾞ 山口 下関西高



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属陸協 所属
1 少年女子共通三段跳 433 藤井　みのり 3 ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾘ 山口 防府高
2 少年女子共通三段跳 375 高橋　理子 2 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 山口 徳山高
3 少年女子共通三段跳 295 源　美月 2 ﾐﾅﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 山口 岩国商高
1 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 378 山下　莉乃 3 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾉ 山口 徳山商工高
2 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 968 藤村　紗矢香 1 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾔｶ 山口 西京高
3 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 443 磯川　咲希 2 ｲｿｶﾜ ｻｷ 山口 防府高
4 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 444 尾中　愛唯 2 ｵﾅｶ ｱｲ 山口 防府高
5 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 984 釜谷　歩奈 1 ｶﾏﾀﾆ ｱﾕﾅ 山口 山口中央高
6 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 185 松井　麻耶 ﾏﾂｲ ﾏﾔ 山口 田部高
7 少年女子共通砲丸投(4.000kg) 759 今田　杏実 1 ｲﾏﾀﾞ ｱﾐ 山口 防府高
1 少年女子共通円盤投(1.000kg) 403 井内　希美 2 ｲﾅｲ ﾉｿﾞﾐ 山口 聖光高
2 少年女子共通円盤投(1.000kg) 136 勝岡　奈々 2 ｶﾂｵｶ ﾅﾅ 山口 下関西高
3 少年女子共通円盤投(1.000kg) 231 上寺　結 2 ｶﾐﾃﾞﾗ ﾕｲ 山口 早鞆高
4 少年女子共通円盤投(1.000kg) 419 古村　菜々美 2 ｺﾑﾗ ﾅﾅﾐ 山口 桜ケ丘高
5 少年女子共通円盤投(1.000kg) 13 萩本　莉帆 3 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 山口 浅江中
6 少年女子共通円盤投(1.000kg) 404 藤田　日菜子 2 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅｺ 山口 聖光高
7 少年女子共通円盤投(1.000kg) 380 岡田　有衣 2 ｵｶﾀﾞ ﾕｲ 山口 新南陽高
8 少年女子共通円盤投(1.000kg) 299 國本　日菜 2 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾅ 山口 岩国商高
9 少年女子共通円盤投(1.000kg) 298 兼本　幸奈 2 ｶﾈﾓﾄ ﾕｷﾅ 山口 岩国商高
10 少年女子共通円盤投(1.000kg) 258 三好　七海 2 ﾐﾖｼ ﾁﾋﾛ 山口 萩商工高
11 少年女子共通円盤投(1.000kg) 256 上野　桃子 2 ｳｴﾉ ﾓﾓｺ 山口 萩商工高
12 少年女子共通円盤投(1.000kg) 297 大浦　早津紀 2 ｵｵｳﾗ ｻﾂｷ 山口 岩国商高
1 少年女子共通やり投(600g) 141 名畑　侑莉 3 ﾅﾊﾀ ﾕｳﾘ 山口 小野田高
2 少年女子共通やり投(600g) 230 山田　梨香子 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 山口 早鞆高
3 少年女子共通やり投(600g) 400 佐伯　朋香 3 ｻｴｷ ﾄﾓｶ 山口 聖光高
4 少年女子共通やり投(600g) 401 瀧山　優衣 3 ﾀｷﾔﾏ ﾕｲ 山口 聖光高
5 少年女子共通やり投(600g) 231 上寺　結 2 ｶﾐﾃﾞﾗ ﾕｲ 山口 早鞆高
6 少年女子共通やり投(600g) 255 池田　陽菜 2 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅ 山口 萩商工高
7 少年女子共通やり投(600g) 309 下山　知優 2 ｼﾓﾔﾏ ﾁﾋﾛ 山口 岩国商高
8 少年女子共通やり投(600g) 259 白神　紀香 2 ｼﾗｶﾞﾐ ﾉﾘｶ 山口 萩商工高
9 少年女子共通やり投(600g) 296 飯尾　真央 2 ｲｲｵ ﾏｵ 山口 岩国商高
10 少年女子共通やり投(600g) 867 森本　凜 1 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝ 山口 新南陽高
11 少年女子共通やり投(600g) 185 松井　麻耶 ﾏﾂｲ ﾏﾔ 山口 田部高


