
番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般男子100m 17-1 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 下関
2 一般男子100m 8-22 六郎面　有佑 ﾛｸﾛｳﾒﾝ ﾕｳｽｹ 周南
3 一般男子100m 23-8 上田　和志 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 萩
4 一般男子100m 8-18 酒井　拓実 ｻｶｲ ﾀｸﾐ 周南
5 一般男子100m 14-5 村上　将一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 宇部
6 一般男子100m 20-3 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 長門
7 一般男子100m 17-5 西村　瀬那 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 下関
8 一般男子100m 12-14 杢　健寛 ﾓｸ ﾀｶﾋﾛ 山口
9 一般男子100m 17-21 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 下関

10 一般男子100m 20-1 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 長門
11 一般男子100m 8-17 砂崎　達哉 ｽﾅｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 周南
12 一般男子100m 20-5 重兼　卓哉 ｼｹﾞｶﾈ ﾀｸﾔ 長門
13 一般男子100m 8-16 福元　康介 ﾌｸﾓﾄ ｺｳｽｹ 周南
14 一般男子100m 8-8 志賀　洵介 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 周南
15 一般男子100m 14-7 大西　孝一 ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 宇部
16 一般男子100m 8-21 穐山　勇介 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ 周南
17 一般男子100m 17-16 村谷　康孝 ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 下関
18 一般男子100m 12-8 尾崎　光太郎 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口
19 一般男子100m 20-4 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 長門
20 一般男子100m 20-2 冨野　晃嗣 ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ 長門
21 一般男子100m 17-29 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 下関
22 一般男子100m 8-3 外山　亨汰 ﾄﾔﾏ ｷｮｳﾀ 周南
23 一般男子100m 17-14 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 下関
24 一般男子100m 8-20 湯村　歩 ﾕﾑﾗ ｱﾕﾐ 周南
25 一般男子100m 8-23 二宮　匠海 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 周南
26 一般男子100m 17-12 舞弓　怜士 ﾏﾕﾐ ﾘｮｳｼﾞ 下関
27 一般男子100m 12-13 藤村　哲平 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 山口
28 一般男子100m 17-20 金築　貴志 ﾅｶﾂｷ ﾀｶｼ 下関
29 一般男子100m 12-11 芳村　翼 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 山口
30 一般男子100m 8-10 中村　祐晟 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 周南
31 一般男子100m 8-24 金元　航平 ｶﾅﾓﾄ ｺｳﾍｲ 周南
32 一般男子100m 12-15 河本　拓巳 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口
33 一般男子100m 12-5 五島　和徳 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口
34 一般男子100m 3-8 森元　大道 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岩国
35 一般男子100m 23-11 木村　昌哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 萩
36 一般男子100m 8-9 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 周南
37 一般男子100m 10-15 前田　祐欣 ﾏｴﾀﾞﾕｳｷ 防府
38 一般男子100m 14-11 山田　城 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｮｳ 宇部
39 一般男子100m 8-46 谷口　聖弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 周南
40 一般男子100m 1-2 村中　龍之介 ﾑﾗﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 大島
41 一般男子100m 8-19 尾上　和也 ｵﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 周南
42 一般男子100m 12-16 光嶋　峻平 ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山口
43 一般男子100m 14-12 渡邉　倫哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾔ 宇部
44 一般男子100m 6-8 末永　大稀 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 光
45 一般男子100m 14-8 松本　翔 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 宇部
46 一般男子100m 3-9 神原　佑太 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 岩国
47 一般男子100m 6-7 福田　侑生 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 光
48 一般男子100m 6-6 内海　翔太 ｳﾁｳﾐ ｼｮｳﾀ 光
49 一般男子100m 1-1 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島
50 一般男子100m 12-10 青木　克磨 ｱｵｷ ｶﾂﾏ 山口
51 一般男子100m 10-16 倉重　誠也 ｸﾗｼｹﾞｾｲﾔ 防府
52 一般男子100m 8-52 浦﨑　凱聖 ｳﾗｻｷ ｶﾞｲｾｲ 周南
53 一般男子100m 14-2 佐々木　翔太郎 ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 宇部
54 一般男子100m 17-8 中西　崇斗 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾄ 下関
55 一般男子100m 14-17 山田　竜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 宇部
56 一般男子100m 7-3 加藤　大志 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 下松
57 一般男子100m 14-14 神尾　琢克伸 ｶﾐｵ ﾀﾂﾉﾌﾞ 宇部
58 一般男子100m 7-15 藤村　春輝 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙｷ 下松



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
59 一般男子100m 7-16 佐藤　弘大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 下松
60 一般男子100m 14-19 小嶌　一生 ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 宇部
61 一般男子100m 17-27 岡村　剛 ｵｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 下関
62 一般男子100m 8-53 原田　大地 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 周南
63 一般男子100m 7-21 河村　亜希 ｶﾜﾑﾗ ｱｷ 下松
64 一般男子100m 14-3 百合野　直 ﾕﾘﾉ ｽﾅｵ 宇部
65 一般男子100m 14-13 岩藤　真生 ｲﾜﾌｼﾞ ﾏｻｷ 宇部
66 一般男子100m 20-11 中村　宗憂 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾕ 長門
1 一般男子400m 12-4 三輪　大貴 ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 山口
2 一般男子400m 8-25 松元　敬幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 周南
3 一般男子400m 12-8 尾崎　光太郎 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口
4 一般男子400m 12-5 五島　和徳 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山口
5 一般男子400m 8-24 金元　航平 ｶﾅﾓﾄ ｺｳﾍｲ 周南
6 一般男子400m 8-3 外山　亨汰 ﾄﾔﾏ ｷｮｳﾀ 周南
7 一般男子400m 14-16 深堀　洋佑 ﾌｶﾎﾘ ﾖｳｽｹ 宇部
8 一般男子400m 12-29 西村　大樹 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｷ 山口
9 一般男子400m 12-11 芳村　翼 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 山口

10 一般男子400m 8-26 松元　博幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 周南
11 一般男子400m 3-8 森元　大道 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岩国
12 一般男子400m 8-27 金子　大輔 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 周南
13 一般男子400m 17-2 冨森　大輝 ﾄﾐﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 下関
14 一般男子400m 14-20 中藤　篤志 ﾅｶﾌｼﾞ ｱﾂｼ 宇部
15 一般男子400m 3-9 神原　佑太 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 岩国
16 一般男子400m 12-28 廣中　裕真 ﾋﾛﾅｶ ﾕｳﾏ 山口
17 一般男子400m 12-7 村田　崇真 ﾑﾗﾀ ｿｳﾏ 山口
18 一般男子400m 17-7 藤田　健児 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 下関
19 一般男子400m 12-10 青木　克磨 ｱｵｷ ｶﾂﾏ 山口
20 一般男子400m 17-6 加藤　寛之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 下関
21 一般男子400m 21-3 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 美祢
22 一般男子400m 14-21 梅山　雄志 ｳﾒﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 宇部
23 一般男子400m 12-15 河本　拓巳 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般男子1500m 8-14 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 周南
2 一般男子1500m 12-1 森重　恒太 ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳﾀ 山口
3 一般男子1500m 7-13 樫部　直人 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 下松
4 一般男子1500m 12-9 竹之内　一志 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞｼ 山口
5 一般男子1500m 20-7 高見　雄飛 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 長門
6 一般男子1500m 14-16 深堀　洋佑 ﾌｶﾎﾘ ﾖｳｽｹ 宇部
7 一般男子1500m 8-54 大上　喬之 ｵｵｳｴ ﾀｶｼ 周南
8 一般男子1500m 8-12 嶋田　将大 ｼﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 周南
9 一般男子1500m 6-11 樽床　慧人 ﾀﾙﾄｺ ｹｲﾄ 光

10 一般男子1500m 23-9 瀧口　吉香 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 萩
11 一般男子1500m 6-1 都野　泰平 ﾂﾉ ﾀｲﾍｲ 光
12 一般男子1500m 8-49 岡村　悠司 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 周南
13 一般男子1500m 12-6 河村　駿 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 山口
14 一般男子1500m 23-7 羽鳥　辰史 ﾊﾄﾘ ﾀﾂﾌﾐ 萩
15 一般男子1500m 12-32 宮本　翔一郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 山口
16 一般男子1500m 6-9 藤原　想 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳ 光
17 一般男子1500m 6-2 中倉　隆之 ﾅｶｸﾗ ﾀｶﾕｷ 光
18 一般男子1500m 23-12 中村　勇希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 萩
19 一般男子1500m 8-13 白浜　聖也 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾔ 周南
20 一般男子1500m 14-15 木村　瞭汰 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 宇部
21 一般男子1500m 8-57 牛見　友祐 ｳｼﾐ ﾕｳｽｹ 周南
22 一般男子1500m 8-50 嶋村　直道 ｼﾏﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 周南
23 一般男子1500m 20-6 三井田　与夢 ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ 長門
24 一般男子1500m 8-58 組島　嘉人 ｸﾐｼﾏ ﾖｼﾄ 周南
25 一般男子1500m 7-2 藤井　駿介 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 下松
26 一般男子1500m 6-10 松岡　愼梧 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 光
27 一般男子1500m 7-17 平川　誠大 ﾋﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 下松
28 一般男子1500m 8-6 岸川　大輝 ｷｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 周南
1 一般男子5000m 20-7 高見　雄飛 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 長門
2 一般男子5000m 3-2 嘉屋　考真 ｶﾔ ﾀｶﾏｻ 岩国
3 一般男子5000m 12-9 竹之内　一志 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞｼ 山口
4 一般男子5000m 12-25 木下　幸大 ｷｼﾀ ﾕｷﾋﾛ 山口
5 一般男子5000m 12-18 室田　祐希 ﾑﾛﾀ ﾕｳｷ 山口
6 一般男子5000m 23-7 羽鳥　辰史 ﾊﾄﾘ ﾀﾂﾌﾐ 萩
7 一般男子5000m 14-63 野村　大渡 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ 宇部
8 一般男子5000m 6-1 都野　泰平 ﾂﾉ ﾀｲﾍｲ 光
9 一般男子5000m 8-48 宮田　滉平 ﾐﾔﾀ ｺｳﾍｲ 周南

10 一般男子5000m 7-11 小田　颯太朗 ｵﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 下松
11 一般男子5000m 6-12 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 光
12 一般男子5000m 12-37 伊藤　正悟 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 山口
13 一般男子5000m 14-62 林　啓二 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ 宇部
14 一般男子5000m 8-56 永安　悠人 ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾄ 周南
15 一般男子5000m 8-54 大上　喬之 ｵｵｳｴ ﾀｶｼ 周南
16 一般男子5000m 21-4 菊永　一人 ｷｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 美祢
17 一般男子5000m 17-4 河村　和政 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 下関
18 一般男子5000m 8-47 惠本　楓也 ｴﾓﾄ ﾌｳﾔ 周南
19 一般男子5000m 12-17 廣永　拓男 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 山口
20 一般男子5000m 6-13 末弘光次郎 ｽｴﾋﾛ ｺｳｼﾞﾛｳ 光
21 一般男子5000m 6-14 橋本　秀文 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 光
22 一般男子5000m 8-55 久保　僚太朗 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 周南
23 一般男子5000m 14-64 藤原　史裕 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶﾋﾛ 宇部
24 一般男子5000m 10-17 岡本　勇二郎 ｵｶﾓﾄﾕｳｼﾞﾛｳ 防府
25 一般男子5000m 12-38 前原　幸司 ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 山口
26 一般男子5000m 8-45 片岡　航大 ｶﾀｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 周南
27 一般男子5000m 3-10 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 岩国
28 一般男子5000m 7-13 樫部　直人 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 下松
29 一般男子5000m 8-5 大園　誠 ｵｵｿﾞﾉ ﾏｺﾄ 周南



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般男子110mH(1.067m) 17-15 岡中　文雄 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 下関
2 一般男子110mH(1.067m) 12-8 尾崎　光太郎 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山口
3 一般男子110mH(1.067m) 17-24 山口　裕大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 下関
4 一般男子110mH(1.067m) 17-12 舞弓　怜士 ﾏﾕﾐ ﾘｮｳｼﾞ 下関
5 一般男子110mH(1.067m) 8-32 佐々木　勇海 ｻｻｷ ｲｻﾐ 周南
1 一般男子4X100mR 周南市B 周南
2 一般男子4X100mR 光市 光
3 一般男子4X100mR 周南市A 周南
4 一般男子4X100mR 下松市 下松
1 一般男子4X400mR 下関市 下関
2 一般男子4X400mR 周南市 周南
3 一般男子4X400mR 光市 光
1 一般男子走高跳 8-28 下川　顕星 ｼﾓｶﾜ ｹﾝｾｲ 周南
2 一般男子走高跳 10-23 杉井　亮太 ｽｷﾞｲﾘｮｳﾀ 防府
3 一般男子走高跳 8-15 藤井　悠弥 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 周南
4 一般男子走高跳 8-29 山本　緩太 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 周南
5 一般男子走高跳 23-10 金子　悠 ｶﾈｺ ﾕｳ 萩
6 一般男子走高跳 12-20 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口
7 一般男子走高跳 7-19 岩本　豊 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 下松
8 一般男子走高跳 6-22 小山　博史 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 光
9 一般男子走高跳 23-11 木村　昌哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 萩
1 一般男子走幅跳 17-14 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 下関
2 一般男子走幅跳 17-21 松﨑　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 下関
3 一般男子走幅跳 8-10 中村　祐晟 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 周南
4 一般男子走幅跳 20-2 冨野　晃嗣 ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ 長門
5 一般男子走幅跳 20-1 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 長門
6 一般男子走幅跳 17-22 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 下関
7 一般男子走幅跳 8-30 池野　郁洋 ｲｹﾉ ﾌﾐﾋﾛ 周南
8 一般男子走幅跳 17-24 山口　裕大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 下関
9 一般男子走幅跳 8-31 田上　琢海 ﾀﾉｳｴ ﾀｸﾐ 周南

10 一般男子走幅跳 8-28 下川　顕星 ｼﾓｶﾜ ｹﾝｾｲ 周南
11 一般男子走幅跳 17-29 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 下関
12 一般男子走幅跳 8-32 佐々木　勇海 ｻｻｷ ｲｻﾐ 周南
13 一般男子走幅跳 14-5 村上　将一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 宇部
14 一般男子走幅跳 1-1 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島
15 一般男子走幅跳 6-4 福田　拓夢 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 光
16 一般男子走幅跳 6-5 田中　力也 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 光
17 一般男子走幅跳 14-20 中藤　篤志 ﾅｶﾌｼﾞ ｱﾂｼ 宇部
18 一般男子走幅跳 14-7 大西　孝一 ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 宇部
19 一般男子走幅跳 14-17 山田　竜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 宇部
20 一般男子走幅跳 17-15 岡中　文雄 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 下関
21 一般男子走幅跳 17-12 舞弓　怜士 ﾏﾕﾐ ﾘｮｳｼﾞ 下関
22 一般男子走幅跳 7-5 佐々木　信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 下松
23 一般男子走幅跳 12-3 板谷　真孝 ｲﾀﾀﾆ ﾏｻﾀｶ 山口
1 一般男子三段跳 8-30 池野　郁洋 ｲｹﾉ ﾌﾐﾋﾛ 周南
2 一般男子三段跳 17-23 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 下関
3 一般男子三段跳 17-17 川口　翔 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ 下関
4 一般男子三段跳 14-2 佐々木　翔太郎 ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 宇部
5 一般男子三段跳 6-3 中谷　昌史 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻｼ 光
6 一般男子三段跳 1-1 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島
7 一般男子三段跳 17-29 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 下関
8 一般男子三段跳 23-6 塚本　英文 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 萩
9 一般男子三段跳 6-4 福田　拓夢 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 光

10 一般男子三段跳 6-15 久保田　慎一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 光
11 一般男子三段跳 7-14 藤本　成明 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙｱｷ 下松



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般男子砲丸投(7.260kg) 8-33 後藤　祥太 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 周南
2 一般男子砲丸投(7.260kg) 12-33 中川　大志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 山口
3 一般男子砲丸投(7.260kg) 8-2 堀澤　一将 ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 周南
4 一般男子砲丸投(7.260kg) 8-34 山本　幸志郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 周南
5 一般男子砲丸投(7.260kg) 8-44 三船　裕斗 ﾐﾌﾈ ﾕｳﾄ 周南
6 一般男子砲丸投(7.260kg) 1-3 珠山　信昭 ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ 大島
7 一般男子砲丸投(7.260kg) 12-2 三好　遊理 ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 山口
8 一般男子砲丸投(7.260kg) 17-13 宮城　太一 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 下関
9 一般男子砲丸投(7.260kg) 3-1 山田　正行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 岩国

10 一般男子砲丸投(7.260kg) 17-11 曽我　法精 ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 下関
11 一般男子砲丸投(7.260kg) 12-20 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口
12 一般男子砲丸投(7.260kg) 23-11 木村　昌哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 萩
13 一般男子砲丸投(7.260kg) 12-21 中野　敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 山口
1 一般男子円盤投(2.000kg) 8-35 冨安　正晃 ﾄﾐﾔｽ ﾏｻｱｷ 周南
2 一般男子円盤投(2.000kg) 17-19 中司　良 ﾅｶﾂｶ ﾘｮｳ 下関
3 一般男子円盤投(2.000kg) 8-33 後藤　祥太 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 周南
4 一般男子円盤投(2.000kg) 17-13 宮城　太一 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 下関
5 一般男子円盤投(2.000kg) 14-1 新道　仁志 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 宇部
6 一般男子円盤投(2.000kg) 14-18 上久保　輝一 ｶﾐｸﾎﾞ ｷｲﾁ 宇部
7 一般男子円盤投(2.000kg) 17-11 曽我　法精 ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 下関
8 一般男子円盤投(2.000kg) 23-5 植田　裕二 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 萩
9 一般男子円盤投(2.000kg) 10-14 村田　純一 ﾑﾗﾀｼﾞｭﾝｲﾁ 防府

10 一般男子円盤投(2.000kg) 17-10 渡邉　晴治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 下関
11 一般男子円盤投(2.000kg) 12-21 中野　敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 山口
12 一般男子円盤投(2.000kg) 12-20 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口
13 一般男子円盤投(2.000kg) 14-19 小嶌　一生 ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 宇部
1 一般男子やり投(800g) 12-34 久保田　涼介 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口
2 一般男子やり投(800g) 8-40 松川　直紀 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵｷ 周南
3 一般男子やり投(800g) 8-41 大下　将之介 ｵｵｼﾀ ｼｮｳﾉｽｹ 周南
4 一般男子やり投(800g) 8-42 浅見　友一朗 ｱｻﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 周南
5 一般男子やり投(800g) 8-43 麦生田　将史 ﾑｷﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 周南
6 一般男子やり投(800g) 17-30 中野　廉 ﾅｶﾉ ﾚﾝ 下関
7 一般男子やり投(800g) 17-3 明代　知大 ｱｷｼﾛ ﾄﾓﾋﾛ 下関
8 一般男子やり投(800g) 10-23 杉井　亮太 ｽｷﾞｲﾘｮｳﾀ 防府
9 一般男子やり投(800g) 8-51 寄岡　康太郎 ﾖﾘｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 周南

10 一般男子やり投(800g) 6-27 市川　宏文 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 光
11 一般男子やり投(800g) 12-27 遠藤　雅也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 山口
12 一般男子やり投(800g) 23-8 上田　和志 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 萩
13 一般男子やり投(800g) 3-1 山田　正行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 岩国
14 一般男子やり投(800g) 17-9 石松　岳留 ｲｼﾏﾂ ﾀｹﾙ 下関
15 一般男子やり投(800g) 17-14 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 下関
16 一般男子やり投(800g) 14-10 伊藤　渉 ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 宇部
17 一般男子やり投(800g) 14-19 小嶌　一生 ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 宇部
18 一般男子やり投(800g) 12-35 林　賢征 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ 山口
19 一般男子やり投(800g) 17-15 岡中　文雄 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 下関



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 30歳代男子100m 7-1 藤永　征輝 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏｻｷ 下松
2 30歳代男子100m 7-4 前原　大地 ﾏｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 下松
3 30歳代男子100m 12-30 山本　祐一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 山口
4 30歳代男子100m 14-4 波多野　佑太 ﾊﾀﾉ ﾕｳﾀ 宇部
5 30歳代男子100m 20-8 河本　学 ｶﾜﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 長門
6 30歳代男子100m 12-20 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口
7 30歳代男子100m 23-6 塚本　英文 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 萩
8 30歳代男子100m 20-9 河本　洋人 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾄ 長門
9 30歳代男子100m 3-10 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 岩国

10 30歳代男子100m 20-10 末永　峰之 ｽｴﾅｶﾞ ﾐﾈﾕｷ 長門
1 30歳代男子1500m 6-12 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 光
2 30歳代男子1500m 6-13 末弘光次郎 ｽｴﾋﾛ ｺｳｼﾞﾛｳ 光
3 30歳代男子1500m 7-9 福字　幸一 ﾌｸｼﾞ ｺｳｲﾁ 下松
4 30歳代男子1500m 7-10 河村　隆之 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 下松
5 30歳代男子1500m 12-17 廣永　拓男 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 山口
6 30歳代男子1500m 21-4 菊永　一人 ｷｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 美祢
7 30歳代男子1500m 6-14 橋本　秀文 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 光
8 30歳代男子1500m 7-8 梅田　明彦 ｳﾒﾀﾞ ｱｷﾋｺ 下松
9 30歳代男子1500m 20-9 河本　洋人 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾄ 長門

10 30歳代男子1500m 3-10 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 岩国
11 30歳代男子1500m 7-6 古六　誠 ｺﾛｸ ﾏｺﾄ 下松
12 30歳代男子1500m 20-14 睦田　尚玄 ﾑﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 長門
1 40歳代男子100m 21-3 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 美祢
2 40歳代男子100m 8-11 神徳　毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 周南
3 40歳代男子100m 12-31 金子　隆明 ｶﾈｺ ﾀｶｱｷ 山口
4 40歳代男子100m 10-14 村田　純一 ﾑﾗﾀｼﾞｭﾝｲﾁ 防府
5 40歳代男子100m 12-19 冨田　和幸 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾕｷ 山口
6 40歳代男子100m 4-1 堂本　正和 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 熊毛
7 40歳代男子100m 8-1 有松　吾郎 ｱﾘﾏﾂ ｺﾞﾛｳ 周南
8 40歳代男子100m 6-15 久保田　慎一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 光
9 40歳代男子100m 14-6 山田　洋治 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 宇部

10 40歳代男子100m 3-5 御神村　伸也 ﾐｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 岩国
1 40歳代男子3000m 7-6 古六　誠 ｺﾛｸ ﾏｺﾄ 下松
2 40歳代男子3000m 6-17 上田　伸也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 光
3 40歳代男子3000m 6-18 三輪　貴啓 ﾐﾜ ﾀｶﾋﾛ 光
4 40歳代男子3000m 6-16 小林　康博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 光
5 40歳代男子3000m 7-18 前川　慎一郎 ﾏｴｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 下松
6 40歳代男子3000m 21-2 岡崎　輝義 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙﾖｼ 美祢
1 40歳代男子走幅跳 6-15 久保田　慎一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 光
2 40歳代男子走幅跳 10-14 村田　純一 ﾑﾗﾀｼﾞｭﾝｲﾁ 防府
3 40歳代男子走幅跳 8-1 有松　吾郎 ｱﾘﾏﾂ ｺﾞﾛｳ 周南
4 40歳代男子走幅跳 3-5 御神村　伸也 ﾐｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 岩国
5 40歳代男子走幅跳 8-7 末次　淳義 ｽｴﾂｸﾞ ｱﾂﾖｼ 周南
1 40歳代男子砲丸投 12-24 大野　利喜男 ｵｵﾉ ﾘｷｵ 山口
2 40歳代男子砲丸投 23-5 植田　裕二 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 萩
1 50歳代男子100m 21-1 坪根　一行 ﾂﾎﾞﾈ ｶｽﾞﾕｷ 美祢
2 50歳代男子100m 6-21 森下　哲夫 ﾓﾘｼﾀ ﾃﾂｵ 光
3 50歳代男子100m 3-7 田村　和昭 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 岩国
4 50歳代男子100m 3-4 田熊　康一郎 ﾀｸﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 岩国
5 50歳代男子100m 3-3 森元　隆雄 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｵ 岩国
6 50歳代男子100m 6-20 斎藤　博明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 光
7 50歳代男子100m 17-26 澤本　康彦 ｻﾜﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 下関
8 50歳代男子100m 12-23 池田　博之 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口
9 50歳代男子100m 15-1 澤重　知行 ｻﾜｼｹﾞ ﾄﾓﾕｷ 山陽小野田

10 50歳代男子100m 6-22 小山　博史 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 光
11 50歳代男子100m 6-23 河村　松正 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾂﾏｻ 光
12 50歳代男子100m 20-13 松谷　英治 ﾏﾂﾔ ｴｲｼﾞ 長門



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 50歳代男子3000m 14-60 大下　和広 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宇部
2 50歳代男子3000m 14-61 奥田　康久 ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 宇部
3 50歳代男子3000m 6-19 森山　知博 ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 光
4 50歳代男子3000m 12-26 山本　勝利 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 山口
1 50歳代男子走幅跳 6-21 森下　哲夫 ﾓﾘｼﾀ ﾃﾂｵ 光
2 50歳代男子走幅跳 17-27 岡村　剛 ｵｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 下関
3 50歳代男子走幅跳 6-20 斎藤　博明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 光
4 50歳代男子走幅跳 6-23 河村　松正 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾂﾏｻ 光
5 50歳代男子走幅跳 6-24 久次　光洋 ﾋｻﾂｸﾞ ﾐﾂﾋﾛ 光
6 50歳代男子走幅跳 20-13 松谷　英治 ﾏﾂﾔ ｴｲｼﾞ 長門
1 50歳代男子砲丸投 14-1 新道　仁志 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 宇部
2 50歳代男子砲丸投 20-13 松谷　英治 ﾏﾂﾔ ｴｲｼﾞ 長門
3 50歳代男子砲丸投 6-23 河村　松正 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾂﾏｻ 光
4 50歳代男子砲丸投 6-24 久次　光洋 ﾋｻﾂｸﾞ ﾐﾂﾋﾛ 光
5 50歳代男子砲丸投 6-21 森下　哲夫 ﾓﾘｼﾀ ﾃﾂｵ 光
6 50歳代男子砲丸投 6-20 斎藤　博明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 光
7 50歳代男子砲丸投 17-27 岡村　剛 ｵｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 下関
1 60歳以上男子100m 17-28 金子　優治 ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ 下関
2 60歳以上男子100m 12-22 藤井　芳雄 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ 山口
3 60歳以上男子100m 8-4 林　哲男 ﾊﾔｼ ﾃﾂｵ 周南
4 60歳以上男子100m 20-12 上田　十太 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭｳﾀ 長門
5 60歳以上男子100m 10-12 中村　賢治 ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 防府
6 60歳以上男子100m 14-9 大道　広史 ｵｵﾐﾁ ﾋﾛｼ 宇部
1 60歳以上男子3000m 17-25 土山　泰三 ﾂﾁﾔﾏ ﾀｲｿﾞｳ 下関
2 60歳以上男子3000m 7-7 渡辺　政勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 下松
3 60歳以上男子3000m 14-66 守国康一 ﾓﾘｸﾆ ｺｳｲﾁ 宇部
4 60歳以上男子3000m 3-6 河村　豊彦 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾖﾋｺ 岩国
5 60歳以上男子3000m 14-65 田中　博幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 宇部
6 60歳以上男子3000m 10-11 津秋　操 ﾂｱｷﾐｻｵ 防府
7 60歳以上男子3000m 20-12 上田　十太 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭｳﾀ 長門
1 60歳以上男子走幅跳 12-22 藤井　芳雄 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ 山口
2 60歳以上男子走幅跳 6-25 重安　浩治 ｼｹﾞﾔｽ ｺｳｼﾞ 光
3 60歳以上男子走幅跳 23-4 田中　泰博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 萩
1 60歳以上男子砲丸投 10-13 東福　俊明 ﾄｳﾌｸﾄｼｱｷ 防府
2 60歳以上男子砲丸投 23-3 髙屋　英人 ﾀｶﾔ ﾋﾃﾞﾄ 萩
3 60歳以上男子砲丸投 10-12 中村　賢治 ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 防府
4 60歳以上男子砲丸投 4-2 鉄田　茂美 ﾃﾂﾀ ｼｹﾞﾐ 熊毛
5 60歳以上男子砲丸投 6-25 重安　浩治 ｼｹﾞﾔｽ ｺｳｼﾞ 光
6 60歳以上男子砲丸投 6-26 須田　雅昭 ｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ 光
7 60歳以上男子砲丸投 23-4 田中　泰博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 萩



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般女子100m 10-22 河野　友美 ｶﾜﾉﾄﾓﾐ 防府
2 一般女子100m 6-28 永尾　まどか ﾅｶﾞｵ ﾏﾄﾞｶ 光
3 一般女子100m 12-44 湯川　咲希 ﾕｶﾜ ｻｷ 山口
4 一般女子100m 12-41 安永　奈央 ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口
5 一般女子100m 14-64 上田　早紀 ｳｴﾀﾞ ｻｷ 宇部
6 一般女子100m 8-61 徳浪　慶恵 ﾄｸﾅﾐ ﾖｼｴ 周南
7 一般女子100m 12-42 橋本　結生 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口
8 一般女子100m 14-67 久原　由衣野　 ｸﾊﾗ ﾕｲﾉ 宇部
9 一般女子100m 14-70 福地　野乃花 ﾌｸﾁ ﾉﾉｶ 宇部

10 一般女子100m 14-68 重光　紗文　 ｼｹﾞﾐﾂ ｻｱﾔ 宇部
11 一般女子100m 14-65 岡田　奏子 ｵｶﾀﾞ ｶﾅｺ 宇部
12 一般女子100m 14-61 重岡　菜々 ｼｹﾞｵｶ ﾅﾅ 宇部
13 一般女子100m 14-63 藤原　麗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 宇部
14 一般女子100m 14-74 森　弥々乃 ﾓﾘ ﾔﾔｺ 宇部
15 一般女子100m 14-71 権藤　沙奈 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 宇部
1 一般女子400m 8-63 池田　麻美 ｲｹﾀﾞ ﾏﾐ 周南
2 一般女子400m 12-44 湯川　咲希 ﾕｶﾜ ｻｷ 山口
3 一般女子400m 12-40 岩崎　詩織 ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 山口
4 一般女子400m 12-43 湯川　ひとみ ﾕｶﾜ ﾋﾄﾐ 山口
5 一般女子400m 12-39 吉田　朋加 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 山口
6 一般女子400m 17-32 朽原　かの子 ｸﾁﾊﾗ ｶﾉｺ 下関
7 一般女子400m 12-46 清水　菜央 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 山口
8 一般女子400m 14-70 福地　野乃花 ﾌｸﾁ ﾉﾉｶ 宇部
1 一般女子3000m 14-69 福原　茜 ﾌｸﾊﾗ ｱｶﾈ 宇部
2 一般女子3000m 12-45 金原　侑子 ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口
3 一般女子3000m 14-75 松尾　美結 ﾏﾂｵ ﾐﾕ 宇部
4 一般女子3000m 8-70 藤山　あゆみ ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 周南
5 一般女子3000m 14-66 柏原　紫乃 ｶﾊﾜﾊﾞﾗ ｼﾉ 宇部
6 一般女子3000m 14-62 津田　貴子 ﾂﾀﾞ ｷｺ 宇部
7 一般女子3000m 8-62 杉本　南 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 周南
8 一般女子3000m 14-60 奥川　結衣 ｵｸｶﾞﾜ ﾕｲ 宇部
9 一般女子3000m 14-72 竹添　民 ﾀｹｿﾞｴ ﾀﾐ 宇部
1 一般女子4X100mR 周南市 周南
1 一般女子走幅跳 8-64 六車　梨那 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 周南
2 一般女子走幅跳 8-67 今岡　千尋  ｲﾏｵｶ ﾁﾋﾛ 周南
3 一般女子走幅跳 12-41 安永　奈央 ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵ 山口
4 一般女子走幅跳 6-28 永尾　まどか ﾅｶﾞｵ ﾏﾄﾞｶ 光
5 一般女子走幅跳 14-65 岡田　奏子 ｵｶﾀﾞ ｶﾅｺ 宇部
6 一般女子走幅跳 8-59 御手洗　泉 ﾐﾀﾗｲ ｲｽﾞﾐ 周南
1 一般女子砲丸投(4.000kg) 6-29 河村　和佳 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 光
2 一般女子砲丸投(4.000kg) 23-1 溝部　文月 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌｽﾞｷ 萩
1 一般女子やり投(600g) 8-64 六車　梨那 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾘﾅ 周南
2 一般女子やり投(600g) 23-1 溝部　文月 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌｽﾞｷ 萩
3 一般女子やり投(600g) 14-73 前田　菜々子 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅｺ 宇部
1 一般女子ハンマー投(4.000kg) 8-66 浴村　光夏 ｴｷﾑﾗ ﾐｶ 周南
1 30歳代女子100m 6-30 須田　郁子 ｽﾀ ﾞｲｸｺ 光
2 30歳代女子100m 8-59 御手洗　泉 ﾐﾀﾗｲ ｲｽﾞﾐ 周南
1 40歳代女子3000m 23-2 金子　美樹 ｶﾈｺ ﾐｷ 萩



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 一般男子ハンマー投 8-36 長野　海都 ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ 周南
2 一般男子ハンマー投 17-31 小田　洋一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 下関
3 一般男子ハンマー投 8-37 佐古　亨 ｻｺ ｱｷﾗ 周南
4 一般男子ハンマー投 12-12 瀬尾　真之 ｾｵ ﾏｻﾕｷ 山口
5 一般男子ハンマー投 12-36 小野　功貴 ｵﾉ ｺｳｷ 山口
6 一般男子ハンマー投 8-38 廣池　瑛友 ﾋﾛｲｹ ﾃﾙﾄﾓ 周南
7 一般男子ハンマー投 8-39 宅島　翔太 ﾀｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 周南
8 一般男子ハンマー投 14-1 新道　仁志 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 宇部
9 一般男子ハンマー投 17-19 中司　良 ﾅｶﾂｶ ﾘｮｳ 下関

10 一般男子ハンマー投 17-18 上杉　達也 ｳｴｽｷﾞ ﾀﾂﾔ 下関
11 一般男子ハンマー投 12-21 中野　敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 山口
1 一般女子走高跳 12-42 橋本　結生 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷ 山口
1 一般女子円盤投(1.000kg) 8-65 山奥　涼花 ﾔﾏｵｸ ｽｽﾞｶ 周南



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年男子100m 409 古永　健志 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ 豊浦陸上
2 小学5年男子100m 478 伊佐　栞太朗 ｲｻ ｶﾝﾀﾛｳ ふくっ子
3 小学5年男子100m 24 竹中　優斗 ﾀｹﾅｶ ﾕｳﾄ ゆう陸スポ
4 小学5年男子100m 22 大下　寿虎 ｵｵｼﾀ ｺﾄﾗ ゆう陸スポ
5 小学5年男子100m 348 田中　快晟 ﾀﾅｶ ｶｲｾｲ AC小野田
6 小学5年男子100m 124 松村　恵人 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾄ 奇兵隊
7 小学5年男子100m 26 升永　晴仁 ﾏｽﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ ゆう陸スポ
8 小学5年男子100m 479 村田　伊吹 ﾑﾗﾀ ｲﾌﾞｷ ふくっ子
9 小学5年男子100m 246 宮本　佳胤 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾀﾈ 奇兵隊

10 小学5年男子100m 180 西村　悠希 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 徳山コネット
11 小学5年男子100m 182 清水　智崇 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ 徳山コネット
12 小学5年男子100m 205 三谷　直也 ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 周陽体振
13 小学5年男子100m 477 佐貫　誠治 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ ふくっ子
14 小学5年男子100m 389 藤井　朔也 ﾌｼﾞｲ ｻｸﾔ 奇兵隊
15 小学5年男子100m 137 平田　心音 ﾋﾗﾀ ｼｵﾝ 久米陸スポ
16 小学5年男子100m 606 窪井　叶亮 ｸﾎﾞｲ ｷｮｳｽｹ 光スポ少
17 小学5年男子100m 122 小淵　大輝 ｺﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 奇兵隊
18 小学5年男子100m 302 内海　直輝 ｳﾁｳﾐ ﾅｵｷ 小郡陸上少
19 小学5年男子100m 267 前原　侑和 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口陸スポ
20 小学5年男子100m 369 櫛田　琉羽  ｸｼﾀﾞ ﾘｭｳ 美祢陸スポ
21 小学5年男子100m 178 黒﨑　幸太 ｸﾛｻｷ ｺｳﾀ 徳山コネット
22 小学5年男子100m 651 高畑　亮介 ﾀｶﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ 下松東陽ク
23 小学5年男子100m 64 中尾　瞬也 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾔ 光スポ少
24 小学5年男子100m 591 彌益　孝介 ﾔﾏｽ ｺｳｽｹ 奇兵隊
25 小学5年男子100m 325 原田　大輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 藤山陸上
26 小学5年男子100m 446 濱川　亮太朗 ﾊﾏｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
27 小学5年男子100m 613 新井　健士郎 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾛｳ 小郡陸上少
28 小学5年男子100m 377 植木　恋士 ｳｴｷ ﾚﾝｼﾞ 嘉万陸スポ
29 小学5年男子100m 204 木村　駿太 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 周陽体振
30 小学5年男子100m 304 松村　真生人 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｲﾄ 小郡陸上少
31 小学5年男子100m 413 斎藤　琉音 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 豊浦陸上
32 小学5年男子100m 445 濱川　星太朗 ﾊﾏｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
33 小学5年男子100m 74 青戸　律希 ｱｵﾄ ﾘﾂｷ 光スポ少
34 小学5年男子100m 573 宇多村　心 ｳﾀﾑﾗ　ｼﾝ 光スポ少
35 小学5年男子100m 286 河本　煌志 ｶﾜﾓﾄ ｺｳｼ 徳山コネット
36 小学5年男子100m 316 栗栖　蓮 ｸﾘｽ ﾚﾝ 藤山陸上
37 小学5年男子100m 648 室　美言 ﾑﾛ ﾐｺﾄ 藤山陸上
38 小学5年男子100m 23 武清　守飛 ﾀｹｷﾖ ｼｭｳﾄ ゆう陸スポ
39 小学5年男子100m 37 矢村　勇輝 ﾔﾑﾗ ﾕｳｷ 平生陸スポ
40 小学5年男子100m 21 入里　慧 ｲﾘｻﾄ ｹｲ ゆう陸スポ
41 小学5年男子100m 301 中曽　陽太 ﾅｶｿ ﾊﾙﾀ 小郡陸上少
42 小学5年男子100m 70 小西　尋人 ｺﾆｼ ﾋﾛﾄ 光スポ少
43 小学5年男子100m 670 岸田　悠利 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 山口ＦＳＬ
44 小学5年男子100m 350 松永　悠太 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀ AC小野田
45 小学5年男子100m 272 喜多　諒典 ｷﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口陸スポ
46 小学5年男子100m 712 松岡　大希 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｷ JAC岩国
47 小学5年男子100m 27 佐川　悠人 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ カツミ陸上
48 小学5年男子100m 607 徳光　泰知 ﾄｸﾐﾂ ﾀｲﾁ 光スポ少
49 小学5年男子100m 342 本村　咲太 ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳﾀ 周南ＪＡＣ
50 小学5年男子100m 425 奥村　海統 ｵｸﾑﾗ　ｶｲﾄ 防府陸スポ
51 小学5年男子100m 567 末岡　悠汰 ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ 光スポ少
52 小学5年男子100m 287 金子　実樹 ｶﾈｺ ﾐﾂｷ 徳山コネット
53 小学5年男子100m 68 末永　琉海 ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳ 光スポ少
54 小学5年男子100m 418 倉重　勇星 ｸﾗｼｹﾞ　ﾕｳｾｲ 防府陸スポ
55 小学5年男子100m 274 吉田　絃人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ 山口陸スポ
56 小学5年男子100m 73 梅本　青空 ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ 光スポ少
57 小学5年男子100m 421 堀　颯真 ﾎﾘ ｿｳﾏ 豊浦陸上
58 小学5年男子100m 270 青木　一緯 ｱｵｷ ｲﾁｲ 山口陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
59 小学5年男子100m 383 弘川　陽斗 ﾋﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 下関陸スポ
60 小学5年男子100m 423 小田　優輝 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 豊浦陸上
61 小学5年男子100m 671 宗久　裕璃 ﾑﾈﾋｻ　ﾕｳﾘ 山口ＦＳＬ
62 小学5年男子100m 382 角　将太郎 ｶｸ ｼｮｳﾀﾛｳ 下関陸スポ
63 小学5年男子100m 419 奥村　翔 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳ 豊浦陸上
64 小学5年男子100m 614 井口　悠人 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 小郡陸上少
65 小学5年男子100m 568 久保田　健斗 ｸﾎﾞﾀｹﾝﾄ 光スポ少
66 小学5年男子100m 303 小林　瑛太 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 小郡陸上少
67 小学5年男子100m 352 密山　脩造 ﾐﾂﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ AC小野田
68 小学5年男子100m 266 土島　輝 ﾂﾁｼﾏ ﾃﾙ 山口陸スポ
69 小学5年男子100m 566 坪根　悠 ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ 光スポ少
70 小学5年男子100m 285 厚東　瑞輝 ｺﾄｳ ﾐｽﾞｷ 徳山コネット
71 小学5年男子100m 443 阿武　雄大 ｱﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ カツミ陸上
72 小学5年男子100m 169 横山　大悟 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 豊浦陸上
73 小学5年男子100m 346 内田　海惺 ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ AC小野田
74 小学5年男子100m 249 田代　朝陽 ﾀｼﾛ ﾄﾓｱｷ 下関陸スポ
75 小学5年男子100m 106 伊藤　亜蓮 ｲﾄｳ ｱﾚﾝ 下松東陽ク
76 小学5年男子100m 71 小田　遥翔 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 光スポ少
77 小学5年男子100m 740 村谷　建一 ﾑﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 藤山陸上
78 小学5年男子100m 6 平田　咲翔 ﾋﾗﾀ ｻｸﾄ JAC岩国
79 小学5年男子100m 66 市川　悠翔 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 光スポ少
80 小学5年男子100m 683 大田　隆平 ｵｵﾀ ﾘｮｳﾍｲ 山口陸スポ
81 小学5年男子100m 67 上　陸登 ｳｴ ﾘｸﾄ 光スポ少
82 小学5年男子100m 38 長迫　琉生 ﾅｶﾞｻｺ ﾙｲ 平生陸スポ
83 小学5年男子100m 415 山村　透悟 ﾔﾏﾑﾗ ﾄｳｺﾞ ふくっ子
84 小学5年男子100m 552 中村　知駿 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾔ 萩陸スポ
85 小学5年男子100m 259 西野　泰河 ﾆｼﾉ ﾀｲｶﾞ 大道陸上
86 小学5年男子100m 455 土井　志祥 ﾄﾞｲ ﾕｷﾔｽ シュエットAC
87 小学5年男子100m 555 田村　賢人 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 萩陸スポ
1 小学6年男子100m 54 渡辺　柊色 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 光スポ少
2 小学6年男子100m 305 国本　一 ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 小郡陸上少
3 小学6年男子100m 33 田中　陽登 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 平生陸スポ
4 小学6年男子100m 307 鬼木　楓奏 ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 小郡陸上少
5 小学6年男子100m 201 上川　悠太 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 周陽体振
6 小学6年男子100m 586 中村　友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ シュエットAC
7 小学6年男子100m 202 中村　真生 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 周陽体振
8 小学6年男子100m 460 森本　龍弥 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ ふくっ子
9 小学6年男子100m 17 馬場　倖範 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ ゆう陸スポ

10 小学6年男子100m 248 眞﨑　陽希 ﾏｻｷ ﾊﾙｷ コウビン陸
11 小学6年男子100m 56 門田　慎平 ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 光スポ少
12 小学6年男子100m 374 植木　天心 ｳｴｷ ﾃﾝｼﾝ 嘉万陸スポ
13 小学6年男子100m 14 川嶋　守有 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳ ゆう陸スポ
14 小学6年男子100m 10 中村　珀琉 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙ JAC岩国
15 小学6年男子100m 161 青木　悠翔 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 徳山コネット
16 小学6年男子100m 116 内山　昂 ｳﾁﾔﾏ ｺｳ 奇兵隊
17 小学6年男子100m 167 磯村　奏太 ｲｿﾑﾗ ｶﾅﾀ 徳山コネット
18 小学6年男子100m 401 里　陽葵 ｻﾄ ﾊﾙｷ 豊浦陸上
19 小学6年男子100m 57 仲子　晃央 ﾅｶﾉｺ ｱｷｵ 光スポ少
20 小学6年男子100m 576 矢根　拓実 ﾔﾈ ﾀｸﾐ 山口陸スポ
21 小学6年男子100m 616 栗原　渚 ｸﾘﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 山陽レッツ
22 小学6年男子100m 117 下村　悠太 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 奇兵隊
23 小学6年男子100m 442 鮫島　陽真 ｻﾒｼﾏ ﾊﾙﾏ 山口ＦＳＬ
24 小学6年男子100m 150 山本　海斗 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 桜木陸スポ
25 小学6年男子100m 176 吉国　海音 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 徳山コネット
26 小学6年男子100m 53 中谷　聖矢 ﾅｶﾀﾆ ｾｲﾔ 光スポ少
27 小学6年男子100m 16 寺政　快斗 ﾃﾗﾏｻ ｶｲﾄ ゆう陸スポ
28 小学6年男子100m 440 宮内　翔史 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 山口ＦＳＬ
29 小学6年男子100m 55 山根　大輝 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 光スポ少



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
30 小学6年男子100m 103 小笠原　優介 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｽｹ 下松東陽ク
31 小学6年男子100m 310 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 小郡陸上少
32 小学6年男子100m 583 繁田　倖汰 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳﾀ シュエットAC
33 小学6年男子100m 277 向山　隼人 ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山口陸スポ
34 小学6年男子100m 403 富永　直貴 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ 豊浦陸上
35 小学6年男子100m 12 広森　友護 ﾋﾛﾓﾘ ﾕｳｺﾞ JAC岩国
36 小学6年男子100m 60 小西　隼人 ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ 光スポ少
37 小学6年男子100m 159 山元　雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 豊浦陸上
38 小学6年男子100m 400 冷泉　元基 ﾚｲｾﾞﾝ ﾓﾄｷ 豊浦陸上
39 小学6年男子100m 173 西上　雄飛 ﾆｼｶﾐ ﾕｳﾄ 徳山コネット
40 小学6年男子100m 464 前田　康誠 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ ふくっ子
41 小学6年男子100m 379 今井　隼 ｲﾏｲ ﾊﾔﾄ 下関陸スポ
42 小学6年男子100m 134 桑原　拓実 ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ 久米陸スポ
43 小学6年男子100m 454 真板　勝吾 ﾏｲﾀ ｼｮｳｺﾞ シュエットAC
44 小学6年男子100m 232 大形　颯 ｵｵｶﾞﾀ　ﾊﾔﾃ 防府陸スポ
45 小学6年男子100m 615 秋本　大輝 ｱｷﾓﾄ ﾀｲｷ 山口ＦＳＬ
46 小学6年男子100m 462 峰藤　暖都 ﾐﾈﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ ふくっ子
47 小学6年男子100m 58 川本　純 ｶﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 光スポ少
48 小学6年男子100m 441 亀田　晴陽 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾙﾋ カツミ陸上
49 小学6年男子100m 376 篠田　駿 ｼﾉﾀﾞ ｼｭﾝ 嘉万陸スポ
50 小学6年男子100m 229 小松　智空 ｺﾏﾂ　ﾄﾓﾀｶ 防府陸スポ
51 小学6年男子100m 471 小山　翔吾 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ふくっ子
52 小学6年男子100m 59 木下　義登 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ 光スポ少
53 小学6年男子100m 61 渡辺　蓮央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 光スポ少
54 小学6年男子100m 605 福本　敬護 ﾌｸﾓﾄ ｹｲｺﾞ 光スポ少
55 小学6年男子100m 13 松永　和斐 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｲ JAC岩国
56 小学6年男子100m 275 平川　海衣 ﾋﾗｶﾜ ｶｲ 山口陸スポ
57 小学6年男子100m 547 栗本　響 ｸﾘﾓﾄ　ﾋﾋﾞｷ 光スポ少
58 小学6年男子100m 101 玉本　蒼太 ﾀﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 下松東陽ク
59 小学6年男子100m 9 玉井　瞬一郎 ﾀﾏｲ　ｼｭﾝｲﾁﾛｳ JAC岩国
60 小学6年男子100m 571 山本　光樹 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳｷ 光スポ少
61 小学6年男子100m 572 曽根　淳宏 ｿﾈ　ｱﾂﾋﾛ 光スポ少
62 小学6年男子100m 100 村岡　希一 ﾑﾗｵｶ ｷｲﾁ 下松東陽ク
63 小学6年男子100m 171 森田　純也 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 徳山コネット
64 小学6年男子100m 565 石川　琉晴 ｲｼｶﾜ　ﾘｭｳｾｲ 光スポ少
65 小学6年男子100m 278 石田　寛人 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山口陸スポ
66 小学6年男子100m 598 重村　涼太 ｼｹﾞﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ コウビン陸
67 小学6年男子100m 20 小泉　賢次郎 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ カツミ陸上
68 小学6年男子100m 8 兼重　陽太 ｶﾈｼｹﾞ ﾖｳﾀ JAC岩国
69 小学6年男子100m 311 高橋　智仁 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾄ 小郡陸上少
70 小学6年男子100m 375 木下　康生 ｷﾉｼﾀ ｺｳｾｲ 嘉万陸スポ
71 小学6年男子100m 329 末岡　春希 ｽｴｵｶ　ﾊﾙｷ 嘉万陸スポ
72 小学6年男子100m 11 林　健慎 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾝ JAC岩国
73 小学6年男子100m 404 平川　樹 ﾋﾗｶﾜ ｲﾂｷ 豊浦陸上
74 小学6年男子100m 324 松鶴　海都 ﾏﾂﾂﾙ ｶｲﾄ 藤山陸上
75 小学6年男子100m 62 横山　陽哉 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾔ 光スポ少
76 小学6年男子100m 641 山本　成流 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅﾙ 平生陸スポ
77 小学6年男子100m 569 島田　陽太 ｼﾏﾀﾞ　ﾖｳﾀ 光スポ少
78 小学6年男子100m 36 村山　優貴 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 平生陸スポ
79 小学6年男子100m 35 渡辺　将吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 平生陸スポ
80 小学6年男子100m 308 瀧川　歩武 ﾀｷｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 小郡陸上少
81 小学6年男子100m 135 髙橋　流我 ﾀｶﾊｼ ｻｽｶﾞ 久米陸スポ
82 小学6年男子100m 136 原　啓展 ﾊﾗ　ﾀｶﾉﾌﾞ 久米陸スポ
83 小学6年男子100m 742 中村　晃大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山陽レッツ
84 小学6年男子100m 402 阿部　皆都 ｱﾍﾞ ﾐﾅﾄ 豊浦陸上
85 小学6年男子100m 398 中野　隆悠 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 豊浦陸上
86 小学6年男子100m 279 住田　大翔 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山口陸スポ
87 小学6年男子100m 306 山根　瑞穂 ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞﾎ 小郡陸上少
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88 小学6年男子100m 521 山本　健一朗 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長門陸上
89 小学6年男子100m 237 山本　大樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 大道陸上
90 小学6年男子100m 585 中村　優大 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ シュエットAC
91 小学6年男子100m 562 松村　岳 ﾏﾂﾑﾗ　ﾀｹﾙ 徳山コネット
92 小学6年男子100m 698 松原　佑真 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾏ 久米陸スポ
93 小学6年男子100m 468 末吉　健紘 ｽｴﾖｼ ﾀｹﾋﾛ ふくっ子
1 小学5年男子1000m 268 平川　瀬名 ﾋﾗｶﾜ ｾﾅ 山口陸スポ
2 小学5年男子1000m 348 田中　快晟 ﾀﾅｶ ｶｲｾｲ AC小野田
3 小学5年男子1000m 449 村岡　凌星 ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳｾｲ カツミ陸上
4 小学5年男子1000m 144 松田　航輝 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 戸田陸上
5 小学5年男子1000m 204 木村　駿太 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 周陽体振
6 小学5年男子1000m 245 日名内　悠登 ﾋﾅｳﾁ ﾕｳﾄ コウビン陸
7 小学5年男子1000m 123 佐野　想太 ｻﾉ ｿｳﾀ 奇兵隊
8 小学5年男子1000m 411 竹重　眞之介 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 豊浦陸上
9 小学5年男子1000m 23 武清　守飛 ﾀｹｷﾖ ｼｭｳﾄ ゆう陸スポ

10 小学5年男子1000m 422 小川　芯真 ｵｶﾞﾜ ｼｲﾏ 豊浦陸上
11 小学5年男子1000m 412 鬼村　泰史 ｵﾆﾑﾗ ﾀｲｼ 豊浦陸上
12 小学5年男子1000m 225 村田　蛍太 ﾑﾗﾀ ｹｲﾀ 新南陽陸上
13 小学5年男子1000m 670 岸田　悠利 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 山口ＦＳＬ
14 小学5年男子1000m 72 藤本　華蓮 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ 光スポ少
15 小学5年男子1000m 337 山本　蒼空　 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 山陽レッツ
16 小学5年男子1000m 413 斎藤　琉音 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 豊浦陸上
17 小学5年男子1000m 27 佐川　悠人 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ カツミ陸上
18 小学5年男子1000m 414 渡邉　蓮斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ 豊浦陸上
19 小学5年男子1000m 389 藤井　朔也 ﾌｼﾞｲ ｻｸﾔ 奇兵隊
20 小学5年男子1000m 160 升本　陸久 ﾏｽﾓﾄ ﾘｸ 豊浦陸上
21 小学5年男子1000m 146 青木　勇磨 ｱｵｷ ﾕｳﾏ 戸田陸上
22 小学5年男子1000m 304 松村　真生人 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｲﾄ 小郡陸上少
23 小学5年男子1000m 415 山村　透悟 ﾔﾏﾑﾗ ﾄｳｺﾞ ふくっ子
24 小学5年男子1000m 614 井口　悠人 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 小郡陸上少
25 小学5年男子1000m 726 山本　雄介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山陽レッツ
26 小学5年男子1000m 423 小田　優輝 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 豊浦陸上
27 小学5年男子1000m 336 國武　諒 ｸﾆﾀｹ ﾘｮｳ 山陽レッツ
28 小学5年男子1000m 346 内田　海惺 ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ AC小野田
29 小学5年男子1000m 342 本村　咲太 ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳﾀ 周南ＪＡＣ
30 小学5年男子1000m 443 阿武　雄大 ｱﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ カツミ陸上
31 小学5年男子1000m 445 濱川　星太朗 ﾊﾏｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
32 小学5年男子1000m 729 中原　淳太 ﾅｶﾊﾗ　ｼﾞｭﾝﾀ 防府陸スポ
33 小学5年男子1000m 352 密山　脩造 ﾐﾂﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ AC小野田
34 小学5年男子1000m 205 三谷　直也 ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 周陽体振
35 小学5年男子1000m 607 徳光　泰知 ﾄｸﾐﾂ ﾀｲﾁ 光スポ少
36 小学5年男子1000m 145 村田　陽 ﾑﾗﾀ ﾊﾙ 戸田陸上
37 小学5年男子1000m 350 松永　悠太 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀ AC小野田
38 小学5年男子1000m 68 末永　琉海 ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳ 光スポ少
39 小学5年男子1000m 673 伊藤　碧 ｲﾄｳ ｱｵｲ 美祢陸スポ
40 小学5年男子1000m 567 末岡　悠汰 ｽｴｵｶ　ﾕｳﾀ 光スポ少
41 小学5年男子1000m 70 小西　尋人 ｺﾆｼ ﾋﾛﾄ 光スポ少
42 小学5年男子1000m 184 小林　和翔 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 徳山コネット
43 小学5年男子1000m 301 中曽　陽太 ﾅｶｿ ﾊﾙﾀ 小郡陸上少
44 小学5年男子1000m 71 小田　遥翔 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 光スポ少
45 小学5年男子1000m 613 新井　健士郎 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾛｳ 小郡陸上少
46 小学5年男子1000m 727 竹本　翔吏 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳﾘ 山陽レッツ
47 小学5年男子1000m 425 奥村　海統 ｵｸﾑﾗ　ｶｲﾄ 防府陸スポ
48 小学5年男子1000m 270 青木　一緯 ｱｵｷ ｲﾁｲ 山口陸スポ
49 小学5年男子1000m 272 喜多　諒典 ｷﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口陸スポ
50 小学5年男子1000m 303 小林　瑛太 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 小郡陸上少
51 小学5年男子1000m 169 横山　大悟 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 豊浦陸上
52 小学5年男子1000m 446 濱川　亮太朗 ﾊﾏｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
53 小学5年男子1000m 418 倉重　勇星 ｸﾗｼｹﾞ　ﾕｳｾｲ 防府陸スポ
54 小学5年男子1000m 325 原田　大輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 藤山陸上
55 小学5年男子1000m 38 長迫　琉生 ﾅｶﾞｻｺ ﾙｲ 平生陸スポ
56 小学5年男子1000m 683 大田　隆平 ｵｵﾀ ﾘｮｳﾍｲ 山口陸スポ
57 小学5年男子1000m 703 藤本　元 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝ 新南陽陸上
58 小学5年男子1000m 740 村谷　建一 ﾑﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 藤山陸上
59 小学5年男子1000m 553 上田　響 ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 萩陸スポ
60 小学5年男子1000m 259 西野　泰河 ﾆｼﾉ ﾀｲｶﾞ 大道陸上
61 小学5年男子1000m 555 田村　賢人 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 萩陸スポ
62 小学5年男子1000m 551 山本　祐成 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 萩陸スポ
63 小学5年男子1000m 552 中村　知駿 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾔ 萩陸スポ
1 小学6年男子1000m 54 渡辺　柊色 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 光スポ少
2 小学6年男子1000m 141 松井　維吹 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 戸田陸上
3 小学6年男子1000m 201 上川　悠太 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 周陽体振
4 小学6年男子1000m 280 大隈　匠真 ｵｵｸﾏ ｼｮｳﾏ 山口陸スポ
5 小学6年男子1000m 32 行田　晴 ﾕｸﾀ ﾊﾙ 平生陸スポ
6 小学6年男子1000m 163 湯浅　堅斗 ﾕｱｻ ﾐﾄ 徳山コネット
7 小学6年男子1000m 162 末永　蒼真 ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ 徳山コネット
8 小学6年男子1000m 405 岡嶋　帆 ｵｶｼﾞﾏ ｶｲ 豊浦陸上
9 小学6年男子1000m 335 北村　孝宗 ｷﾀﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 山陽レッツ

10 小学6年男子1000m 441 亀田　晴陽 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾙﾋ カツミ陸上
11 小学6年男子1000m 334 澤江　伊吹 ｻﾜｴ ｲﾌﾞｷ 山陽レッツ
12 小学6年男子1000m 130 浅井　晴充 ｱｻｲ　ﾊﾙﾐﾂ シュエットAC
13 小学6年男子1000m 34 岡原　空輝 ｵｶﾊﾗ ｱｷ 平生陸スポ
14 小学6年男子1000m 15 齊藤　颯斗 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ ゆう陸スポ
15 小学6年男子1000m 229 小松　智空 ｺﾏﾂ　ﾄﾓﾀｶ 防府陸スポ
16 小学6年男子1000m 275 平川　海衣 ﾋﾗｶﾜ ｶｲ 山口陸スポ
17 小学6年男子1000m 399 金子　侑紀 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 豊浦陸上
18 小学6年男子1000m 118 山根　楓馬 ﾔﾏﾈ ﾌｳﾏ 奇兵隊
19 小学6年男子1000m 203 吉田　悠希 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 周陽体振
20 小学6年男子1000m 402 阿部　皆都 ｱﾍﾞ ﾐﾅﾄ 豊浦陸上
21 小学6年男子1000m 404 平川　樹 ﾋﾗｶﾜ ｲﾂｷ 豊浦陸上
22 小学6年男子1000m 217 渕上　遥斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 新南陽陸上
23 小学6年男子1000m 250 日名内　亨輔 ﾋﾅｳﾁ ｷｮｳｽｹ コウビン陸
24 小学6年男子1000m 103 小笠原　優介 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｽｹ 下松東陽ク
25 小学6年男子1000m 222 藤本　悠吏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾘ 新南陽陸上
26 小学6年男子1000m 100 村岡　希一 ﾑﾗｵｶ ｷｲﾁ 下松東陽ク
27 小学6年男子1000m 101 玉本　蒼太 ﾀﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 下松東陽ク
28 小学6年男子1000m 564 河野　悠佑 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ 戸田陸上
29 小学6年男子1000m 321 藤井　翔矢 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾔ 藤山陸上
30 小学6年男子1000m 219 佐古　涼真 ｻｺ ﾘｮｳﾏ 新南陽陸上
31 小学6年男子1000m 230 大井　雅裕 ｵｵｲ　ﾏｻﾋﾛ 防府陸スポ
32 小学6年男子1000m 220 石井　玲 ｲｼｲ ﾚｲ 新南陽陸上
33 小学6年男子1000m 20 小泉　賢次郎 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ カツミ陸上
34 小学6年男子1000m 218 中村　敬大 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 新南陽陸上
35 小学6年男子1000m 437 福田　侑真 ﾌｸﾀﾞ　ﾕｳﾏ 防府陸スポ
36 小学6年男子1000m 134 桑原　拓実 ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ 久米陸スポ
37 小学6年男子1000m 311 高橋　智仁 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾄ 小郡陸上少
38 小学6年男子1000m 142 森野　湧成 ﾓﾘﾉ ﾕｳｾｲ 戸田陸上
39 小学6年男子1000m 62 横山　陽哉 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾔ 光スポ少
40 小学6年男子1000m 221 中村　悠聖 ﾅﾝｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 新南陽陸上
41 小学6年男子1000m 366 東郷　優人  ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾄ 美祢陸スポ
42 小学6年男子1000m 367 西山　昇汰  ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 美祢陸スポ
43 小学6年男子1000m 308 瀧川　歩武 ﾀｷｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 小郡陸上少
44 小学6年男子1000m 641 山本　成流 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅﾙ 平生陸スポ
45 小学6年男子1000m 618 小林　隼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 新南陽陸上
46 小学6年男子1000m 136 原　啓展 ﾊﾗ　ﾀｶﾉﾌﾞ 久米陸スポ
47 小学6年男子1000m 306 山根　瑞穂 ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞﾎ 小郡陸上少



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
48 小学6年男子1000m 521 山本　健一朗 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長門陸上
49 小学6年男子1000m 216 橋本　滉人 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 新南陽陸上
50 小学6年男子1000m 135 髙橋　流我 ﾀｶﾊｼ ｻｽｶﾞ 久米陸スポ
51 小学6年男子1000m 324 松鶴　海都 ﾏﾂﾂﾙ ｶｲﾄ 藤山陸上
52 小学6年男子1000m 7 池本　遥陽 ｲｹﾓﾄ ﾊﾙﾋ JAC岩国
53 小学6年男子1000m 237 山本　大樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 大道陸上
54 小学6年男子1000m 739 金本　真智 ｶﾈﾓﾄ ﾏｻﾄ コウビン陸
55 小学6年男子1000m 698 松原　佑真 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾏ 久米陸スポ
56 小学6年男子1000m 119 本城　光悠 ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾋｶﾙ 奇兵隊
1 小学男子4X100mR 徳山コネットC 徳山コネット
2 小学男子4X100mR ふくっ子B ふくっ子
3 小学男子4X100mR 平生陸スポ 平生陸スポ
4 小学男子4X100mR 美祢陸スポ 美祢陸スポ
5 小学男子4X100mR 山陽レッツB 山陽レッツ
6 小学男子4X100mR 奇兵隊B 奇兵隊
7 小学男子4X100mR 徳山コネットB 徳山コネット
8 小学男子4X100mR 豊浦陸上B 豊浦陸上
9 小学男子4X100mR 山口陸スポB 山口陸スポ

10 小学男子4X100mR コウビン陸 コウビン陸
11 小学男子4X100mR 下関陸スポ 下関陸スポ
12 小学男子4X100mR 小郡陸上少 小郡陸上少
13 小学男子4X100mR 山陽レッツA 山陽レッツ
14 小学男子4X100mR ゆう陸スポ ゆう陸スポ
15 小学男子4X100mR 奇兵隊A 奇兵隊
16 小学男子4X100mR 徳山コネットA 徳山コネット
17 小学男子4X100mR ふくっ子A ふくっ子
18 小学男子4X100mR シュエットAC シュエットAC
19 小学男子4X100mR 豊浦陸上A 豊浦陸上
20 小学男子4X100mR 山口陸スポA 山口陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年男子走幅跳 137 平田　心音 ﾋﾗﾀ ｼｵﾝ 久米陸スポ
2 小学5年男子走幅跳 474 濵口　怜 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ ふくっ子
3 小学5年男子走幅跳 26 升永　晴仁 ﾏｽﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ ゆう陸スポ
4 小学5年男子走幅跳 479 村田　伊吹 ﾑﾗﾀ ｲﾌﾞｷ ふくっ子
5 小学5年男子走幅跳 180 西村　悠希 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 徳山コネット
6 小学5年男子走幅跳 651 高畑　亮介 ﾀｶﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ 下松東陽ク
7 小学5年男子走幅跳 477 佐貫　誠治 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ ふくっ子
8 小学5年男子走幅跳 377 植木　恋士 ｳｴｷ ﾚﾝｼﾞ 嘉万陸スポ
9 小学5年男子走幅跳 414 渡邉　蓮斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ 豊浦陸上

10 小学5年男子走幅跳 419 奥村　翔 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳ 豊浦陸上
11 小学5年男子走幅跳 671 宗久　裕璃 ﾑﾈﾋｻ　ﾕｳﾘ 山口ＦＳＬ
12 小学5年男子走幅跳 573 宇多村　心 ｳﾀﾑﾗ　ｼﾝ 光スポ少
13 小学5年男子走幅跳 421 堀　颯真 ﾎﾘ ｿｳﾏ 豊浦陸上
14 小学5年男子走幅跳 66 市川　悠翔 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 光スポ少
15 小学5年男子走幅跳 568 久保田　健斗 ｸﾎﾞﾀｹﾝﾄ 光スポ少
16 小学5年男子走幅跳 566 坪根　悠 ﾂﾎﾞﾈ　ﾕｳ 光スポ少
17 小学5年男子走幅跳 67 上　陸登 ｳｴ ﾘｸﾄ 光スポ少
18 小学5年男子走幅跳 285 厚東　瑞輝 ｺﾄｳ ﾐｽﾞｷ 徳山コネット
19 小学5年男子走幅跳 106 伊藤　亜蓮 ｲﾄｳ ｱﾚﾝ 下松東陽ク
20 小学5年男子走幅跳 712 松岡　大希 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｷ JAC岩国
21 小学5年男子走幅跳 21 入里　慧 ｲﾘｻﾄ ｹｲ ゆう陸スポ
22 小学5年男子走幅跳 455 土井　志祥 ﾄﾞｲ ﾕｷﾔｽ シュエットAC
23 小学5年男子走幅跳 551 山本　祐成 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 萩陸スポ
1 小学6年男子走幅跳 461 宇都宮　璃来 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ ふくっ子
2 小学6年男子走幅跳 56 門田　慎平 ｶﾄﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 光スポ少
3 小学6年男子走幅跳 203 吉田　悠希 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 周陽体振
4 小学6年男子走幅跳 276 今本　翼 ｲﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 山口陸スポ
5 小学6年男子走幅跳 465 冨永　諒太朗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ふくっ子
6 小学6年男子走幅跳 164 松窪　結斗 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕｲﾄ 徳山コネット
7 小学6年男子走幅跳 374 植木　天心 ｳｴｷ ﾃﾝｼﾝ 嘉万陸スポ
8 小学6年男子走幅跳 321 藤井　翔矢 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾔ 藤山陸上
9 小学6年男子走幅跳 202 中村　真生 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 周陽体振

10 小学6年男子走幅跳 53 中谷　聖矢 ﾅｶﾀﾆ ｾｲﾔ 光スポ少
11 小学6年男子走幅跳 365 小林　隆正  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 美祢陸スポ
12 小学6年男子走幅跳 400 冷泉　元基 ﾚｲｾﾞﾝ ﾓﾄｷ 豊浦陸上
13 小学6年男子走幅跳 16 寺政　快斗 ﾃﾗﾏｻ ｶｲﾄ ゆう陸スポ
14 小学6年男子走幅跳 399 金子　侑紀 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 豊浦陸上
15 小学6年男子走幅跳 159 山元　雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 豊浦陸上
16 小学6年男子走幅跳 440 宮内　翔史 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 山口ＦＳＬ
17 小学6年男子走幅跳 615 秋本　大輝 ｱｷﾓﾄ ﾀｲｷ 山口ＦＳＬ
18 小学6年男子走幅跳 375 木下　康生 ｷﾉｼﾀ ｺｳｾｲ 嘉万陸スポ
19 小学6年男子走幅跳 572 曽根　淳宏 ｿﾈ　ｱﾂﾋﾛ 光スポ少
20 小学6年男子走幅跳 61 渡辺　蓮央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 光スポ少
21 小学6年男子走幅跳 398 中野　隆悠 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 豊浦陸上
22 小学6年男子走幅跳 55 山根　大輝 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 光スポ少
23 小学6年男子走幅跳 569 島田　陽太 ｼﾏﾀﾞ　ﾖｳﾀ 光スポ少
24 小学6年男子走幅跳 278 石田　寛人 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山口陸スポ
25 小学6年男子走幅跳 279 住田　大翔 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山口陸スポ
26 小学6年男子走幅跳 565 石川　琉晴 ｲｼｶﾜ　ﾘｭｳｾｲ 光スポ少
27 小学6年男子走幅跳 18 前田　稜太 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ゆう陸スポ
28 小学6年男子走幅跳 376 篠田　駿 ｼﾉﾀﾞ ｼｭﾝ 嘉万陸スポ
29 小学6年男子走幅跳 468 末吉　健紘 ｽｴﾖｼ ﾀｹﾋﾛ ふくっ子
30 小学6年男子走幅跳 329 末岡　春希 ｽｴｵｶ　ﾊﾙｷ 嘉万陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年女子100m 200 立川　優菜 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 周陽体振
2 小学5年女子100m 93 温品　晴 ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 光スポ少
3 小学5年女子100m 146 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 奇兵隊
4 小学5年女子100m 144 兼崎　心里 ｶﾈｻｷ ｺｺﾘ 奇兵隊
5 小学5年女子100m 454 笹井　美来 ｻｻｲ ﾐｸ ふくっ子
6 小学5年女子100m 251 宮本　愛奈 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘﾅ 山口陸スポ
7 小学5年女子100m 404 和田　杏梨 ﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ 豊浦陸上
8 小学5年女子100m 527 河本　美蘭子 ｶﾜﾓﾄ ﾐｶｺ 長門陸上
9 小学5年女子100m 292 三井　涼加 ﾐﾂｲ ｽｽﾞｶ 小郡陸上少

10 小学5年女子100m 151 樫部　茉鈴 ｶｼﾍﾞ ﾏﾘﾝ 久米陸スポ
11 小学5年女子100m 252 塩見　咲心 ｼｵﾐ ｻｸﾗ心 山口陸スポ
12 小学5年女子100m 147 田中　彩葉 ﾀﾅｶ ｱﾔﾊ 奇兵隊
13 小学5年女子100m 564 西　春歌 ﾆｼ ﾊﾙｶ 山口陸スポ
14 小学5年女子100m 54 中野　恵里 ﾅｶﾉ ｴﾘ 平生陸スポ
15 小学5年女子100m 199 小山　ゆい ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽体振
16 小学5年女子100m 526 栢　芽生 ｶﾔ ﾒｲ 長門陸上
17 小学5年女子100m 295 道同　美葉乃 ﾄﾞｳﾄﾞｳ ﾐﾊﾉ 小郡陸上少
18 小学5年女子100m 407 川並　彩希 ｶﾜﾅﾐ ｱｷ 豊浦陸上
19 小学5年女子100m 191 三森　麻琴 ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ 周南ＪＡＣ
20 小学5年女子100m 135 玉本　莉子 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 下松東陽ク
21 小学5年女子100m 189 磯﨑　ひかり ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾘ 周南ＪＡＣ
22 小学5年女子100m 257 松本　るり ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾘ 山口陸スポ
23 小学5年女子100m 190 津山　結菜 ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ 周南ＪＡＣ
24 小学5年女子100m 354 堀　結月 ﾎﾘ ﾕﾂﾞｷ AC小野田
25 小学5年女子100m 291 森池　麻実 ﾓﾘｲｹ ﾏﾐ 小郡陸上少
26 小学5年女子100m 402 西川　芽生 ﾆｼｶﾜ ﾒﾊﾞｴ 豊浦陸上
27 小学5年女子100m 44 堀江　小晴 ﾎﾘｴ ｺﾊﾙ カツミ陸上
28 小学5年女子100m 400 岡﨑　未実 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾐ 豊浦陸上
29 小学5年女子100m 406 徳永　涼羽 ﾄｸﾅｶﾞ ｽｽﾞﾊ 豊浦陸上
30 小学5年女子100m 434 川野　真奈 ｶﾜﾉ ﾏﾅ カツミ陸上
31 小学5年女子100m 399 松本　芽夏 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲｶ 豊浦陸上
32 小学5年女子100m 453 町田　梓 ﾏﾁﾀﾞ ｱｽﾞｻ ふくっ子
33 小学5年女子100m 589 宮園　真奈花 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾅｶ 山の田陸スポ
34 小学5年女子100m 197 沖本　明子 ｵｷﾓﾄ ｱｷｺ 周陽体振
35 小学5年女子100m 641 片山　空 ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ 周陽体振
36 小学5年女子100m 398 吉住　祐子 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｺ 豊浦陸上
37 小学5年女子100m 294 秋山　百花 ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｶ 小郡陸上少
38 小学5年女子100m 39 貞光　咲智 ｻﾀﾞﾐﾂ ｻﾁ ゆう陸スポ
39 小学5年女子100m 198 金光　璃子 ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ 周陽体振
40 小学5年女子100m 305 石部　菜々子 ｲｼﾍﾞ　ﾅﾅｺ 藤山陸上
41 小学5年女子100m 293 松尾　寧音 ﾏﾂｵ ﾈﾈ 小郡陸上少
42 小学5年女子100m 95 楠　樹乃 ｸｽﾉｷ ｼﾞｭﾉ 光スポ少
43 小学5年女子100m 403 前田　涼音 ﾏｴﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 豊浦陸上
44 小学5年女子100m 246 松永　七海 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 山口陸スポ
45 小学5年女子100m 517 兼常　真帆 ｶﾈﾂﾈ ﾏﾎ 山口ＦＳＬ
46 小学5年女子100m 134 國嶋　捺未 ｸﾆｼﾏ ﾅﾂﾐ 下松東陽ク
47 小学5年女子100m 282 後藤　優伽 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ 山口ＦＳＬ
48 小学5年女子100m 192 森下　結衣 ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 周南ＪＡＣ
49 小学5年女子100m 94 宝迫　百果 ﾎｳｻｺ ﾓﾓｶ 光スポ少
50 小学5年女子100m 685 上田　晴子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｺ 長門陸上
51 小学5年女子100m 353 根賀　千沙希 ﾈｶﾞ ﾁｻｷ AC小野田
52 小学5年女子100m 405 松岡　愛　 ﾏﾂｵｶ ｱｲ　 ふくっ子
53 小学5年女子100m 248 藤田　華月 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾅ 山口陸スポ
54 小学5年女子100m 599 廣實　桃 ﾋﾛｻﾞﾈ ﾓﾓ 光スポ少
55 小学5年女子100m 96 川口　瞬浬 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ 光スポ少
56 小学5年女子100m 501 高木　妃莉 ﾀｶｷﾞ ﾋﾒﾘ 小郡陸上少
57 小学5年女子100m 569 中村　夢奈 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ カツミ陸上
58 小学5年女子100m 570 中村　星梨 ﾅｶﾑﾗ ｾﾘ カツミ陸上



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
59 小学5年女子100m 193 柳瀬　泉希 ﾔﾅｾ ﾐｽﾞｷ 周南ＪＡＣ
60 小学5年女子100m 218 岡田　桃佳 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ AC小野田
61 小学5年女子100m 327 稲田　はるる ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾙ 藤山陸上
62 小学5年女子100m 350 原田　一葉 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾊ 周南ＪＡＣ
63 小学5年女子100m 433 市原　彩華 ｲﾁﾉﾊﾗ ｱﾔｶ カツミ陸上
64 小学5年女子100m 554 蔦宗　蓮奈 ﾂﾀﾑﾈ ﾚﾅ 久米陸スポ
65 小学5年女子100m 226 能野　志音 ﾉｳﾉ ｼｵﾝ 防府陸スポ
66 小学5年女子100m 58 三浦　日花 ﾐｳﾗ ﾆｶ 平生陸スポ
67 小学5年女子100m 325 森原　優奈 ﾓﾘﾊﾗ ﾕｳﾅ 藤山陸上
68 小学5年女子100m 283 眞城　如恵 ﾏｷ ﾕｷｴ 山口ＦＳＬ
69 小学5年女子100m 486 船戸　夕妃 ﾌﾅﾄ　ﾕｳﾋ 光スポ少
70 小学5年女子100m 56 今村　玲海 ｲﾏﾑﾗ ﾚﾐ 平生陸スポ
71 小学5年女子100m 673 長安　和心 ﾅｶﾞﾔｽ　ﾅｺﾞﾐ コウビン陸
72 小学5年女子100m 15 伊藤　梨乃亜 ｲﾄｳ ﾘﾉｱ JAC岩国
73 小学5年女子100m 596 伊藤　緋月 ｲﾄｳ ｱｶﾂｷ 下松東陽ク
74 小学5年女子100m 661 温品　花音 ﾇｸｼﾅ ｶﾉﾝ 周南ＪＡＣ
75 小学5年女子100m 585 竹田　梨里夏 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾘﾅ 平生陸スポ
76 小学5年女子100m 19 西本　百花 ﾆｼﾓﾄ ﾓﾓｶ JAC岩国
77 小学5年女子100m 665 船岡　蓮華 ﾌﾅｵｶ　ﾚﾝｶ ゆう陸スポ
78 小学5年女子100m 21 藤脇　七歩子 ﾌｼﾞﾜｷ ﾅﾎｺ JAC岩国
79 小学5年女子100m 572 馬越　真那実 ｳﾏｺｼ ﾏﾅﾐ 大道陸上
80 小学5年女子100m 16 片岡　志穂 ｶﾀｵｶ ｼﾎ JAC岩国
81 小学5年女子100m 459 西本　琴梨 ﾆｼﾓﾄ ｺﾄﾘ ふくっ子
82 小学5年女子100m 22 渡邊　埜乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ JAC岩国
83 小学5年女子100m 230 森河　愛奈 ﾓﾘｶﾜ ｱｲﾅ 大道陸上
84 小学5年女子100m 597 明丸　桜子 ｱｷﾏﾙ ｻｸﾗｺ 下松東陽ク
85 小学5年女子100m 229 海地　さやか ｶｲﾁ ｻﾔｶ 大道陸上
86 小学5年女子100m 18 冨高　結雅 ﾄﾐﾀｶ ﾕｳｶ JAC岩国
87 小学5年女子100m 20 野元　菜々美 ﾉﾓﾄ ﾅﾅﾐ JAC岩国
88 小学5年女子100m 17 貞益　埜乃 ｻﾀﾞﾏｽ ﾉﾉ JAC岩国
89 小学5年女子100m 457 中島　麻葵 ﾅｶｼﾏ ｱｻｷﾞ ふくっ子
90 小学5年女子100m 659 黒石　紗来 ｸﾛｲｼ　ｻﾗ ふくっ子
91 小学5年女子100m 364 中嶋　菜月  ﾅｶｼﾏ ﾅﾂｷ 美祢陸スポ
1 小学6年女子100m 233 中村　琴葉 ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾊ コウビン陸
2 小学6年女子100m 298 石川　栞菜 ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ 小郡陸上少
3 小学6年女子100m 51 田熊　柚 ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 平生陸スポ
4 小学6年女子100m 84 中村　清楓 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 光スポ少
5 小学6年女子100m 88 内藤　央瑠 ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ 光スポ少
6 小学6年女子100m 37 向田　帆花 ﾑｶｲﾀﾞ ﾎﾉｶ ゆう陸スポ
7 小学6年女子100m 81 藤田　桜子 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 光スポ少
8 小学6年女子100m 525 河村　菜摘 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 長門陸上
9 小学6年女子100m 391 熊谷　美優 ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ 豊浦陸上

10 小学6年女子100m 296 末永　真衣 ｽｴﾅｶﾞ ﾏｲ 小郡陸上少
11 小学6年女子100m 28 国清　怜那 ｸﾆｷﾖ ﾚｲﾅ JAC岩国
12 小学6年女子100m 474 倉本　美咲 ｸﾗﾓﾄ ﾐｻｷ 山の田陸スポ
13 小学6年女子100m 450 中野　満咲 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ ふくっ子
14 小学6年女子100m 347 平岡　咲希 ﾋﾗｵｶ ｻｷ AC小野田
15 小学6年女子100m 141 鶴田　こゆき ﾂﾙﾀﾞ ｺﾕｷ 奇兵隊
16 小学6年女子100m 579 廣石　絢瀬 ﾋﾛｲｼ ｱﾔｾ シュエットAC
17 小学6年女子100m 260 西依　野々香 ﾆｼﾖﾘ ﾉﾉｶ 山口陸スポ
18 小学6年女子100m 149 岩本　愛生 ｲﾜﾓﾄ ﾒｲ 久米陸スポ
19 小学6年女子100m 222 山本　明佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 防府陸スポ
20 小学6年女子100m 319 山本　悠結 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾕ 藤山陸上
21 小学6年女子100m 300 三隅　笑子 ﾐｽﾐ ｴﾐｺ 小郡陸上少
22 小学6年女子100m 299 竹本　有里 ﾀｹﾓﾄ ﾕﾘ 小郡陸上少
23 小学6年女子100m 225 山田　莉音菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 防府陸スポ
24 小学6年女子100m 362 櫛田　愛衣  ｸｼﾀﾞ ｱｲ 美祢陸スポ
25 小学6年女子100m 224 深野　あいら ﾌｶﾉ ｱｲﾗ 防府陸スポ
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26 小学6年女子100m 629 國本　そら ｸﾆﾓﾄ ｿﾗ 防府陸スポ
27 小学6年女子100m 90 原　朋花 ﾊﾗ ﾄﾓｶ 光スポ少
28 小学6年女子100m 448 山口　七愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ ふくっ子
29 小学6年女子100m 592 堀家　光紗 ﾎﾘﾔ ﾐｻ 徳山コネット
30 小学6年女子100m 38 湯尻　心花 ﾕｼﾞﾘ ｺｺﾅ ゆう陸スポ
31 小学6年女子100m 304 藤井　沙里奈 ﾌｼﾞｲ ｻﾘﾅ 小郡陸上少
32 小学6年女子100m 524 柳井　愛華 ﾔﾅｲ ｱｲｶ 長門陸上
33 小学6年女子100m 432 本田　恵麻 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾏ カツミ陸上
34 小学6年女子100m 565 平田　乃愛 ﾋﾗﾀ ﾉｱ 山口陸スポ
35 小学6年女子100m 86 守田　亜未 ﾓﾘﾀ ｱﾐ 光スポ少
36 小学6年女子100m 85 梅本　陽菜 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅ 光スポ少
37 小学6年女子100m 607 森重　姫良 ﾓﾘｼｹﾞ ｷﾗ 徳山コネット
38 小学6年女子100m 29 野島　夕鈴 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾘ JAC岩国
39 小学6年女子100m 263 松川　智咲 ﾏﾂｶﾜ ﾁｻｷ 山口陸スポ
40 小学6年女子100m 261 佐伯　柚花 ｻｲｷ ﾕｽﾞｶ 山口陸スポ
41 小学6年女子100m 346 大内　理愛 ｵｵｳﾁ ﾘﾅ AC小野田
42 小学6年女子100m 128 藤野　花香 ﾌｼﾞﾉ ﾊﾅｶ 下松東陽ク
43 小学6年女子100m 30 原　妃莉 ﾊﾗ ﾋﾏﾘ JAC岩国
44 小学6年女子100m 321 村田　汐里 ﾑﾗﾀ ｼｵﾘ 光スポ少
45 小学6年女子100m 676 亀岡　里帆 ｶﾒｵｶ ﾘﾎ 小郡陸上少
46 小学6年女子100m 92 萱原　乃愛 ｶﾔﾊﾗ ﾉｱ 光スポ少
47 小学6年女子100m 49 下畑　有莉沙 ｼﾓﾊﾀ ｱﾘｻ 平生陸スポ
48 小学6年女子100m 323 富重　香純 ﾄﾐｼｹﾞ ｶｽﾐ 光スポ少
49 小学6年女子100m 32 御神村　朱織 ﾐｶﾑﾗ ｱｶﾘ JAC岩国
50 小学6年女子100m 451 岩木　沙樹 ｲﾜｷ ｻｷ ふくっ子
51 小学6年女子100m 143 組島　綸乃 ｸﾐｼﾏ ﾘﾝﾉ 奇兵隊
52 小学6年女子100m 127 井上　千絢 ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ 下松東陽ク
53 小学6年女子100m 243 野尻　莉央 ﾉｼﾞﾘ ﾘｵ 長門陸上
54 小学6年女子100m 195 白井　千尋 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 周陽体振
55 小学6年女子100m 83 楢崎　杏菜 ﾅﾗｻｷ ｱﾝﾅ 光スポ少
56 小学6年女子100m 594 神田　青葉 ｺｳﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 徳山コネット
57 小学6年女子100m 430 城山　結妃 ｼﾛﾔﾏ ﾕｷ カツミ陸上
58 小学6年女子100m 36 所　優紀 ﾄｺﾛ ﾕｳｷ ゆう陸スポ
59 小学6年女子100m 124 菅　陽 ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ 下松東陽ク
60 小学6年女子100m 598 梅山　楓梨 ｳﾒﾔﾏ ｶﾘﾝ 光スポ少
61 小学6年女子100m 24 池永　悠莉 ｲｹﾅｶﾞ ﾕｳﾘ JAC岩国
62 小学6年女子100m 317 正司　美南 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 藤山陸上
63 小学6年女子100m 150 松田　芽衣 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 久米陸スポ
64 小学6年女子100m 382 加藤　菜紬 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 山口ＦＳＬ
65 小学6年女子100m 522 浴田　杏 ｴｷﾀﾞ ｱﾝ 長門陸上
66 小学6年女子100m 303 平川　彩音 ﾋﾗｶﾜ ｱﾔﾈ 小郡陸上少
67 小学6年女子100m 301 千田　愛莉 ｾﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 小郡陸上少
68 小学6年女子100m 649 窪野　未悠 ｸﾎﾞﾉ ﾐﾕ 光スポ少
69 小学6年女子100m 606 瀧口　亜依 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｲ 徳山コネット
70 小学6年女子100m 297 國森　朱恩 ｸﾆﾓﾘ ｼｭｵﾝ 小郡陸上少
71 小学6年女子100m 429 斉藤　彩葉 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ カツミ陸上
72 小学6年女子100m 523 源田　真緒 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾏｵ 長門陸上
73 小学6年女子100m 31 弘中　風夏 ﾋﾛﾅｶ ﾌｳｶ JAC岩国
74 小学6年女子100m 264 山本　瑛穂 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ 山口陸スポ
75 小学6年女子100m 302 稲田　花凜 ｲﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ 小郡陸上少
76 小学6年女子100m 35 山田　琉衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ JAC岩国
77 小学6年女子100m 27 木原　葉月 ｷﾊﾗ ﾊﾂﾞｷ JAC岩国
78 小学6年女子100m 332 長尾　柚葉 ﾅｶﾞｵ ﾕｽﾞﾊ 山陽レッツ
79 小学6年女子100m 521 柏原　実里 ｶｼﾊﾗ ﾐﾉﾘ 徳山コネット
80 小学6年女子100m 663 佐藤　千代 ｻﾄｳ ﾁｼﾛ JAC岩国
81 小学6年女子100m 449 利重　陽香 ﾄｼｼｹﾞ ﾊﾙｶ ふくっ子
82 小学6年女子100m 544 西山　こと乃 ﾆｼﾔﾏ ｺﾄﾉ 萩陸スポ
83 小学6年女子100m 543 野上　真央 ﾉｶﾞﾐ ﾏｵ 萩陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年女子800m 434 川野　真奈 ｶﾜﾉ ﾏﾅ カツミ陸上
2 小学5年女子800m 364 中嶋　菜月  ﾅｶｼﾏ ﾅﾂｷ 美祢陸スポ
3 小学5年女子800m 333 島野　星来 ｼﾏﾉ ｾｲﾗ 山陽レッツ
4 小学5年女子800m 135 玉本　莉子 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 下松東陽ク
5 小学5年女子800m 191 三森　麻琴 ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ 周南ＪＡＣ
6 小学5年女子800m 200 立川　優菜 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 周陽体振
7 小学5年女子800m 198 金光　璃子 ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ 周陽体振
8 小学5年女子800m 14 秋山　柚乃 ｱｷﾔﾏ ﾕﾉ JAC岩国
9 小学5年女子800m 280 青木　美空 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 山口ＦＳＬ

10 小学5年女子800m 218 岡田　桃佳 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ AC小野田
11 小学5年女子800m 294 秋山　百花 ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｶ 小郡陸上少
12 小学5年女子800m 336 古田　紗穂 ﾌﾙﾀ ｻﾎ 山陽レッツ
13 小学5年女子800m 176 岡田　姫花 ｵｶﾀﾞ ﾋﾒｶ 徳山コネット
14 小学5年女子800m 354 堀　結月 ﾎﾘ ﾕﾂﾞｷ AC小野田
15 小学5年女子800m 453 町田　梓 ﾏﾁﾀﾞ ｱｽﾞｻ ふくっ子
16 小学5年女子800m 54 中野　恵里 ﾅｶﾉ ｴﾘ 平生陸スポ
17 小学5年女子800m 499 金子　瑛怜 ｶﾈｺ ｴﾚﾝ コウビン陸
18 小学5年女子800m 44 堀江　小晴 ﾎﾘｴ ｺﾊﾙ カツミ陸上
19 小学5年女子800m 193 柳瀬　泉希 ﾔﾅｾ ﾐｽﾞｷ 周南ＪＡＣ
20 小学5年女子800m 338 北村　百映 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｴ 山陽レッツ
21 小学5年女子800m 96 川口　瞬浬 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ 光スポ少
22 小学5年女子800m 216 安村　美佑 ﾔｽﾑﾗ ﾐﾕ 新南陽陸上
23 小学5年女子800m 500 松井　乃愛 ﾏﾂｲ ﾉｱ コウビン陸
24 小学5年女子800m 190 津山　結菜 ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ 周南ＪＡＣ
25 小学5年女子800m 517 兼常　真帆 ｶﾈﾂﾈ ﾏﾎ 山口ＦＳＬ
26 小学5年女子800m 399 松本　芽夏 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲｶ 豊浦陸上
27 小学5年女子800m 398 吉住　祐子 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｺ 豊浦陸上
28 小学5年女子800m 353 根賀　千沙希 ﾈｶﾞ ﾁｻｷ AC小野田
29 小学5年女子800m 192 森下　結衣 ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 周南ＪＡＣ
30 小学5年女子800m 459 西本　琴梨 ﾆｼﾓﾄ ｺﾄﾘ ふくっ子
31 小学5年女子800m 95 楠　樹乃 ｸｽﾉｷ ｼﾞｭﾉ 光スポ少
32 小学5年女子800m 189 磯﨑　ひかり ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾘ 周南ＪＡＣ
33 小学5年女子800m 257 松本　るり ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾘ 山口陸スポ
34 小学5年女子800m 350 原田　一葉 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾊ 周南ＪＡＣ
35 小学5年女子800m 599 廣實　桃 ﾋﾛｻﾞﾈ ﾓﾓ 光スポ少
36 小学5年女子800m 172 恒富　七海 ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ 徳山コネット
37 小学5年女子800m 311 宮川　裕子 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｺ 新南陽陸上
38 小学5年女子800m 283 眞城　如恵 ﾏｷ ﾕｷｴ 山口ＦＳＬ
39 小学5年女子800m 433 市原　彩華 ｲﾁﾉﾊﾗ ｱﾔｶ カツミ陸上
40 小学5年女子800m 246 松永　七海 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 山口陸スポ
41 小学5年女子800m 293 松尾　寧音 ﾏﾂｵ ﾈﾈ 小郡陸上少
42 小学5年女子800m 641 片山　空 ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ 周陽体振
43 小学5年女子800m 295 道同　美葉乃 ﾄﾞｳﾄﾞｳ ﾐﾊﾉ 小郡陸上少
44 小学5年女子800m 94 宝迫　百果 ﾎｳｻｺ ﾓﾓｶ 光スポ少
45 小学5年女子800m 291 森池　麻実 ﾓﾘｲｹ ﾏﾐ 小郡陸上少
46 小学5年女子800m 554 蔦宗　蓮奈 ﾂﾀﾑﾈ ﾚﾅ 久米陸スポ
47 小学5年女子800m 56 今村　玲海 ｲﾏﾑﾗ ﾚﾐ 平生陸スポ
48 小学5年女子800m 585 竹田　梨里夏 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾘﾅ 平生陸スポ
49 小学5年女子800m 306 河内　想来 ｺｳﾁ　ｿﾗ 藤山陸上
50 小学5年女子800m 248 藤田　華月 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾅ 山口陸スポ
51 小学5年女子800m 19 西本　百花 ﾆｼﾓﾄ ﾓﾓｶ JAC岩国
52 小学5年女子800m 58 三浦　日花 ﾐｳﾗ ﾆｶ 平生陸スポ
53 小学5年女子800m 501 高木　妃莉 ﾀｶｷﾞ ﾋﾒﾘ 小郡陸上少
54 小学5年女子800m 59 右田　一華 ﾐｷﾞﾀ ｲﾁﾊ 平生陸スポ
55 小学5年女子800m 229 海地　さやか ｶｲﾁ ｻﾔｶ 大道陸上
56 小学5年女子800m 686 信龍　紅葉 ﾉﾌﾞﾘｭｳ ｸﾚﾊ ふくっ子
57 小学5年女子800m 305 石部　菜々子 ｲｼﾍﾞ　ﾅﾅｺ 藤山陸上
58 小学5年女子800m 244 山下　優衣 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 徳山コネット



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
59 小学5年女子800m 661 温品　花音 ﾇｸｼﾅ ｶﾉﾝ 周南ＪＡＣ
60 小学5年女子800m 230 森河　愛奈 ﾓﾘｶﾜ ｱｲﾅ 大道陸上
61 小学5年女子800m 572 馬越　真那実 ｳﾏｺｼ ﾏﾅﾐ 大道陸上
62 小学5年女子800m 457 中島　麻葵 ﾅｶｼﾏ ｱｻｷﾞ ふくっ子
1 小学6年女子800m 346 大内　理愛 ｵｵｳﾁ ﾘﾅ AC小野田
2 小学6年女子800m 632 永松　輝留 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋｶﾙ 藤山陸上
3 小学6年女子800m 347 平岡　咲希 ﾋﾗｵｶ ｻｷ AC小野田
4 小学6年女子800m 215 青木　美嘉 ｱｵｷ ﾐｶ 新南陽陸上
5 小学6年女子800m 259 西川　結衣 ﾆｼｶﾜ ﾕｲ 山口陸スポ
6 小学6年女子800m 432 本田　恵麻 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾏ カツミ陸上
7 小学6年女子800m 322 古重　笑愛 ﾌﾙｼｹﾞ ｴﾅ 藤山陸上
8 小学6年女子800m 393 金田　乃々花 ｶﾈﾀﾞ ﾉﾉｶ 豊浦陸上
9 小学6年女子800m 429 斉藤　彩葉 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ カツミ陸上

10 小学6年女子800m 149 岩本　愛生 ｲﾜﾓﾄ ﾒｲ 久米陸スポ
11 小学6年女子800m 49 下畑　有莉沙 ｼﾓﾊﾀ ｱﾘｻ 平生陸スポ
12 小学6年女子800m 23 安達　都琶子 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾜｺ JAC岩国
13 小学6年女子800m 258 水田　清梨 ﾐｽﾞﾀ ｷﾖﾘ 山口陸スポ
14 小学6年女子800m 30 原　妃莉 ﾊﾗ ﾋﾏﾘ JAC岩国
15 小学6年女子800m 278 茨木　宥依 ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｲ 山口ＦＳＬ
16 小学6年女子800m 143 組島　綸乃 ｸﾐｼﾏ ﾘﾝﾉ 奇兵隊
17 小学6年女子800m 332 長尾　柚葉 ﾅｶﾞｵ ﾕｽﾞﾊ 山陽レッツ
18 小学6年女子800m 473 岡山　奈央 ｵｶﾔﾏ ﾅｵ 山の田陸スポ
19 小学6年女子800m 320 落合　柚月 ｵﾁｱｲ ﾕﾂﾞｷ 藤山陸上
20 小学6年女子800m 51 田熊　柚 ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 平生陸スポ
21 小学6年女子800m 303 平川　彩音 ﾋﾗｶﾜ ｱﾔﾈ 小郡陸上少
22 小学6年女子800m 52 大谷　渚紗 ｵｵﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 平生陸スポ
23 小学6年女子800m 675 村田　陽奈 ﾑﾗﾀ　ﾊﾙﾅ コウビン陸
24 小学6年女子800m 126 森重　心結 ﾓﾘｼｹﾞ ﾐﾕ 下松東陽ク
25 小学6年女子800m 24 池永　悠莉 ｲｹﾅｶﾞ ﾕｳﾘ JAC岩国
26 小学6年女子800m 430 城山　結妃 ｼﾛﾔﾏ ﾕｷ カツミ陸上
27 小学6年女子800m 89 正本みやび ﾏｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 光スポ少
28 小学6年女子800m 124 菅　陽 ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ 下松東陽ク
29 小学6年女子800m 50 飯田　芽生 ｲｲﾀﾞ ﾒｲ 平生陸スポ
30 小学6年女子800m 33 村田　愛菜 ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ JAC岩国
31 小学6年女子800m 26 鹿嶋　柚月 ｶｼﾏ ﾕﾂﾞｷ JAC岩国
32 小学6年女子800m 48 徳永　梓 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ 平生陸スポ
33 小学6年女子800m 297 國森　朱恩 ｸﾆﾓﾘ ｼｭｵﾝ 小郡陸上少
34 小学6年女子800m 304 藤井　沙里奈 ﾌｼﾞｲ ｻﾘﾅ 小郡陸上少
35 小学6年女子800m 676 亀岡　里帆 ｶﾒｵｶ ﾘﾎ 小郡陸上少
36 小学6年女子800m 299 竹本　有里 ﾀｹﾓﾄ ﾕﾘ 小郡陸上少
37 小学6年女子800m 214 三輪　恵実 ﾐﾜ ﾒｸﾞﾐ 新南陽陸上
38 小学6年女子800m 302 稲田　花凜 ｲﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ 小郡陸上少
39 小学6年女子800m 301 千田　愛莉 ｾﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 小郡陸上少
40 小学6年女子800m 47 寺本　柚花 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｽﾞﾊ 平生陸スポ
41 小学6年女子800m 382 加藤　菜紬 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 山口ＦＳＬ
42 小学6年女子800m 25 大下　倖奈 ｵｵｼﾀ ﾕｷﾅ JAC岩国
43 小学6年女子800m 213 渡辺　紅李 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 新南陽陸上
44 小学6年女子800m 394 田口　歩純 ﾀｸﾞﾁ ｱｽﾞﾐ 豊浦陸上
45 小学6年女子800m 362 櫛田　愛衣  ｸｼﾀﾞ ｱｲ 美祢陸スポ
46 小学6年女子800m 543 野上　真央 ﾉｶﾞﾐ ﾏｵ 萩陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学女子4X100mR 奇兵隊 奇兵隊
2 小学女子4X100mR 長門陸上B 長門陸上
3 小学女子4X100mR 山の田陸スポ 山の田陸スポ
4 小学女子4X100mR ゆう陸スポ ゆう陸スポ
5 小学女子4X100mR 山口ＦＳＬ 山口ＦＳＬ
6 小学女子4X100mR 平生陸スポ 平生陸スポ
7 小学女子4X100mR 徳山コネットB 徳山コネット
8 小学女子4X100mR 山口陸スポB 山口陸スポ
9 小学女子4X100mR 徳山コネットA 徳山コネット

10 小学女子4X100mR 下関陸スポ 下関陸スポ
11 小学女子4X100mR シュエットAC シュエットAC
12 小学女子4X100mR 藤山陸上 藤山陸上
13 小学女子4X100mR 山陽レッツ 山陽レッツ
14 小学女子4X100mR ふくっ子 ふくっ子
15 小学女子4X100mR 山口陸スポA 山口陸スポ
16 小学女子4X100mR 長門陸上A 長門陸上
17 小学女子4X100mR 豊浦陸上 豊浦陸上
18 小学女子4X100mR 小郡陸上少 小郡陸上少
19 小学女子4X100mR コウビン陸 コウビン陸
1 小学5年女子走幅跳 151 樫部　茉鈴 ｶｼﾍﾞ ﾏﾘﾝ 久米陸スポ
2 小学5年女子走幅跳 404 和田　杏梨 ﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ 豊浦陸上
3 小学5年女子走幅跳 145 河口　望愛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｱ 奇兵隊
4 小学5年女子走幅跳 407 川並　彩希 ｶﾜﾅﾐ ｱｷ 豊浦陸上
5 小学5年女子走幅跳 144 兼崎　心里 ｶﾈｻｷ ｺｺﾘ 奇兵隊
6 小学5年女子走幅跳 406 徳永　涼羽 ﾄｸﾅｶﾞ ｽｽﾞﾊ 豊浦陸上
7 小学5年女子走幅跳 400 岡﨑　未実 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾐ 豊浦陸上
8 小学5年女子走幅跳 371 田代　千菜 ﾀｼﾛｾﾅ 下関陸スポ
9 小学5年女子走幅跳 197 沖本　明子 ｵｷﾓﾄ ｱｷｺ 周陽体振

10 小学5年女子走幅跳 280 青木　美空 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 山口ＦＳＬ
11 小学5年女子走幅跳 282 後藤　優伽 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ 山口ＦＳＬ
12 小学5年女子走幅跳 486 船戸　夕妃 ﾌﾅﾄ　ﾕｳﾋ 光スポ少
13 小学5年女子走幅跳 134 國嶋　捺未 ｸﾆｼﾏ ﾅﾂﾐ 下松東陽ク
14 小学5年女子走幅跳 403 前田　涼音 ﾏｴﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 豊浦陸上
15 小学5年女子走幅跳 327 稲田　はるる ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾙ 藤山陸上
16 小学5年女子走幅跳 199 小山　ゆい ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽体振
17 小学5年女子走幅跳 226 能野　志音 ﾉｳﾉ ｼｵﾝ 防府陸スポ
18 小学5年女子走幅跳 477 岡本　蒼生 ｵｶﾓﾄ ｱｵｲ 山の田陸スポ
19 小学5年女子走幅跳 596 伊藤　緋月 ｲﾄｳ ｱｶﾂｷ 下松東陽ク
20 小学5年女子走幅跳 306 河内　想来 ｺｳﾁ　ｿﾗ 藤山陸上
21 小学5年女子走幅跳 59 右田　一華 ﾐｷﾞﾀ ｲﾁﾊ 平生陸スポ
22 小学5年女子走幅跳 665 船岡　蓮華 ﾌﾅｵｶ　ﾚﾝｶ ゆう陸スポ
23 小学5年女子走幅跳 244 山下　優衣 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 徳山コネット
24 小学5年女子走幅跳 597 明丸　桜子 ｱｷﾏﾙ ｻｸﾗｺ 下松東陽ク
25 小学5年女子走幅跳 173 神田　琴音 ｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 徳山コネット
26 小学5年女子走幅跳 686 信龍　紅葉 ﾉﾌﾞﾘｭｳ ｸﾚﾊ ふくっ子
27 小学5年女子走幅跳 659 黒石　紗来 ｸﾛｲｼ　ｻﾗ ふくっ子
28 小学5年女子走幅跳 580 塚本　愛音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾉﾝ シュエットAC



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年女子走幅跳 232 阪本　明希 ｻｶﾓﾄ ｱｷ 山口ＦＳＬ
2 小学6年女子走幅跳 225 山田　莉音菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 防府陸スポ
3 小学6年女子走幅跳 279 幸坂　奈苗 ｺｳｻﾞｶ ﾅﾅｴ 山口ＦＳＬ
4 小学6年女子走幅跳 28 国清　怜那 ｸﾆｷﾖ ﾚｲﾅ JAC岩国
5 小学6年女子走幅跳 392 岡　優那 ｵｶ ﾕｳﾅ 豊浦陸上
6 小学6年女子走幅跳 222 山本　明佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 防府陸スポ
7 小学6年女子走幅跳 368 岡本　栞里 ｵｶﾓﾄｼｵﾘ 下関陸スポ
8 小学6年女子走幅跳 195 白井　千尋 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 周陽体振
9 小学6年女子走幅跳 449 利重　陽香 ﾄｼｼｹﾞ ﾊﾙｶ ふくっ子

10 小学6年女子走幅跳 224 深野　あいら ﾌｶﾉ ｱｲﾗ 防府陸スポ
11 小学6年女子走幅跳 102 内田　安沙子 ｳﾁﾀﾞ ｱｻｺ 光スポ少
12 小学6年女子走幅跳 323 富重　香純 ﾄﾐｼｹﾞ ｶｽﾐ 光スポ少
13 小学6年女子走幅跳 370 吉田　莉子 ﾖｼﾀﾞﾘｺ 下関陸スポ
14 小学6年女子走幅跳 369 沖田　美南 ｵｷﾀﾐﾅﾐ 下関陸スポ
15 小学6年女子走幅跳 321 村田　汐里 ﾑﾗﾀ ｼｵﾘ 光スポ少
16 小学6年女子走幅跳 29 野島　夕鈴 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾘ JAC岩国
17 小学6年女子走幅跳 150 松田　芽衣 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 久米陸スポ
18 小学6年女子走幅跳 629 國本　そら ｸﾆﾓﾄ ｿﾗ 防府陸スポ
19 小学6年女子走幅跳 603 松永　梨乃 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾉ 山口ＦＳＬ
20 小学6年女子走幅跳 127 井上　千絢 ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ 下松東陽ク
21 小学6年女子走幅跳 577 井町　美咲 ｲﾏﾁ ﾐｻｷ シュエットAC
22 小学6年女子走幅跳 452 真崎　ひまり ﾏｻｷ ﾋﾏﾘ ふくっ子
23 小学6年女子走幅跳 89 正本みやび ﾏｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 光スポ少
24 小学6年女子走幅跳 317 正司　美南 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾅﾐ 藤山陸上
25 小学6年女子走幅跳 128 藤野　花香 ﾌｼﾞﾉ ﾊﾅｶ 下松東陽ク
26 小学6年女子走幅跳 31 弘中　風夏 ﾋﾛﾅｶ ﾌｳｶ JAC岩国
27 小学6年女子走幅跳 649 窪野　未悠 ｸﾎﾞﾉ ﾐﾕ 光スポ少
28 小学6年女子走幅跳 264 山本　瑛穂 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ 山口陸スポ
29 小学6年女子走幅跳 35 山田　琉衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ JAC岩国
30 小学6年女子走幅跳 578 秋守　美咲 ｱｷﾓﾘ ﾐｻｷ シュエットAC
31 小学6年女子走幅跳 25 大下　倖奈 ｵｵｼﾀ ﾕｷﾅ JAC岩国
32 小学6年女子走幅跳 126 森重　心結 ﾓﾘｼｹﾞ ﾐﾕ 下松東陽ク
33 小学6年女子走幅跳 82 山下　和奏 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 光スポ少
34 小学6年女子走幅跳 544 西山　こと乃 ﾆｼﾔﾏ ｺﾄﾉ 萩陸スポ
35 小学6年女子走幅跳 34 藪木　まひる ﾔﾌﾞｷ ﾏﾋﾙ JAC岩国


