
番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学4年男子100m 263 青戸　榮希 4 ｱｵﾄ ｴｲｷ 山口陸スポ
2 小学4年男子100m 79 鵜原　正導 4 ｳﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 豊浦陸上
3 小学4年男子100m 100 石川　颯人 4 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 周陽体振
4 小学4年男子100m 115 渡部　咲久 4 ﾜﾀﾍﾞ ｻｸ AC小野田
5 小学4年男子100m 35 フラック　海斗 4 ﾌﾗｯｸ ｶｲﾄ カツミ陸上
6 小学4年男子100m 161 西岡　拳清 4 ﾆｼｵｶ ｹﾝｽｲ 防府陸スポ
7 小学4年男子100m 125 長岡　心響 4 ﾅｶﾞｵｶ ｼｵﾝ 仙崎みすゞ
8 小学4年男子100m 76 山川　凌仁 4 ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳﾄ 豊浦陸上
9 小学4年男子100m 118 青木　水南 4 ｱｵｷ ﾐﾅﾐ 山口ＦＳＬ

10 小学4年男子100m 196 塚本　大地 4 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ シュエット　
11 小学4年男子100m 271 大池　晃誠 4 ｵｵｲｹ ｺｳｾｲ 周陽体振
12 小学4年男子100m 264 西村　悠吾 4 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 山口陸スポ
13 小学4年男子100m 229 篠田　悠 4 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳ 嘉万陸スポ
14 小学4年男子100m 240 梅本　大馳 4 ｳﾒﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 光スポ少
15 小学4年男子100m 153 奥村　陸人 4 ｵｸﾑﾗ ﾘｸﾄ 平生陸スポ
16 小学4年男子100m 81 田中　元翔 4 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 豊浦陸上
17 小学4年男子100m 160 田中　瑛斗 4 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 奇兵隊
18 小学4年男子100m 276 倉重　慶一 4 ｸﾗｼｹﾞ ｹｲｲﾁ ゆう陸スポ
19 小学4年男子100m 188 渡辺　真紘 4 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ 光スポ少
20 小学4年男子100m 95 矢野　皓也 4 ﾔﾉ ﾃﾙﾔ 周陽体振
21 小学4年男子100m 114 水落　天翔 4 ﾐｽﾞｵﾁ ｿﾗﾄ AC小野田
22 小学4年男子100m 122 村田　晴規 4 ﾑﾗﾀ　ﾊﾙｷ 長門陸上
23 小学4年男子100m 292 藤﨑　駿 4 ﾌｼﾞｻｷ ｼｭﾝ シュエット　
24 小学4年男子100m 224 林　泰我 4 ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ ひらちゅう
25 小学4年男子100m 146 粟田　晋乃介 4 ｱﾜﾀ ｼﾝﾉｽｹ 豊田下ラン
26 小学4年男子100m 286 丸田　健人 4 ﾏﾙﾀ　ｹﾝﾄ コウビン陸
27 小学4年男子100m 241 小西　瑛人 4 ｺﾆｼ ｴｲﾀ 光スポ少
28 小学4年男子100m 254 加藤　駿介 4 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 光スポ少
29 小学4年男子100m 87 林　大治郎 4 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 豊浦陸上
30 小学4年男子100m 162 平尾　輝久斗 4 ﾋﾗｵ ｷｸﾄ 防府陸スポ
31 小学4年男子100m 57 末冨　煌也 4 ｽｴﾄﾞﾐ ｺｳﾔ 山口陸スポ
32 小学4年男子100m 131 原川　朔人 4 ﾊﾗｶﾜ ｻｸﾄ 嘉万陸スポ
33 小学4年男子100m 256 福原　龍生 4 ﾌｸﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ 光スポ少
34 小学4年男子100m 106 田中　航太 4 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ ゆう陸スポ
35 小学4年男子100m 89 高木　一輝 4 ﾀｶｷﾞ ｲﾂｷ AC小野田
36 小学4年男子100m 31 志村　聡 4 ｼﾑﾗ ｻﾄｼ カツミ陸上
37 小学4年男子100m 187 山口　翔馬 4 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 光スポ少
38 小学4年男子100m 148 西壅　蒼伊 4 ﾆｼﾂﾞﾂﾐ ｱｵｲ 豊浦陸上
39 小学4年男子100m 163 田中　颯人 4 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 山口陸スポ
40 小学4年男子100m 90 吉村　頼希 4 ﾖｼﾑﾗ ﾗｲｷ AC小野田
41 小学4年男子100m 110 佐藤　凌吾 4 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺﾞ AC小野田
42 小学4年男子100m 147 村井　航亮 4 ﾑﾗｲ ｺｳｽｹ 豊田下ラン
43 小学4年男子100m 85 中村　　隼 4 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 豊浦陸上
44 小学4年男子100m 214 岡村　優音 4 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 山口陸スポ
45 小学4年男子100m 221 松本　琉希 4 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｷ 山口陸スポ
46 小学4年男子100m 223 生村　優成 4 ｲｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ 戸田陸上
47 小学4年男子100m 134 渕上　尋斗 4 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ 新南陽陸上
48 小学4年男子100m 283 大中　晴仁 4 ｵｵﾅｶ ﾊﾙﾄ 防府陸スポ
49 小学4年男子100m 128 玉野　寛汰 4 ﾀﾏﾉ ｶﾝﾀ 新南陽陸上
50 小学4年男子100m 288 米本　陸斗 4 ﾖﾈﾓﾄ ﾘｸﾄ 新南陽陸上
51 小学4年男子100m 219 松本　拓哉 4 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 山口陸スポ
52 小学4年男子100m 58 矢原　一路 4 ﾔﾊﾗ ｲﾁﾛ 山口陸スポ
53 小学4年男子100m 40 三輪　隼鷹 4 ﾐﾜ ﾊﾔﾀｶ 大道陸上
54 小学4年男子100m 4 武清　日希 4 ﾀｹｷﾖ ﾊﾙｷ ゆう陸スポ
55 小学4年男子100m 257 中村　太一 4 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 萩陸スポ
56 小学4年男子100m 3 若本　晃季 4 ﾜｶﾓﾄ ｺｳｷ ゆう陸スポ
57 小学4年男子100m 63 河村　拓真 4 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾏ 桜木陸スポ
58 小学4年男子100m 270 御手洗　陽大 4 ﾐﾀﾗｲ ﾖｳﾀ 徳山コネット
59 小学4年男子100m 39 大浜　悠生 4 ｵｵﾊﾏ ﾕｳｲ 大道陸上
60 小学4年男子100m 47 池田　匠 4 ｲｹﾀﾞ　ﾀｸﾐ コウビン陸
61 小学4年男子100m 197 宮﨑　晶斗 4 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾄ 大道陸上
62 小学4年男子100m 62 石丸　佳人 4 ｲｼﾏﾙ ｹｲﾄ 桜木陸スポ
63 小学4年男子100m 68 神田　篤志 4 ｶﾝﾀﾞ ｱﾂｼ 山口陸スポ
64 小学4年男子100m 2 石高　昊真 4 ｲｼﾀｶ ｺｳﾏ ゆう陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
65 小学4年男子100m 284 山下　晴己 4 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ 萩陸スポ
66 小学4年男子100m 230 中野　有大 4 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 萩陸スポ
67 小学4年男子100m 199 田中　理音 4 ﾀﾅｶ　ﾘｵﾝ 山口・AC
1 小学5年男子100m 243 椎木　大翔 5 ｼｲｷﾞ ﾔﾏﾄ 奇兵隊
2 小学5年男子100m 120 国本　力 5 ｸﾆﾓﾄ ﾁｶﾗ 一力陸上
3 小学5年男子100m 18 川本　康太 5 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 奇兵隊
4 小学5年男子100m 216 廣田　陸斗 5 ﾋﾛﾀ ﾘｸﾄ 長門陸上
5 小学5年男子100m 220 白井　凌也 5 ｼﾗｲ ﾘｮｳﾔ 仙崎みすゞ
6 小学5年男子100m 157 古川　心大 5 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾀ 奇兵隊
7 小学5年男子100m 179 室園　康太 5 ﾑﾛｿﾞﾉ ｺｳﾀ 豊浦陸上
8 小学5年男子100m 206 前村　一颯 5 ﾏｴﾑﾗ ｲﾌﾞｷ ふくっ子
9 小学5年男子100m 167 平尾　洸太郎 5 ﾋﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 防府陸スポ

10 小学5年男子100m 222 田代　蒼 5 ﾀｼﾛ ｱｵｲ 山口陸スポ
11 小学5年男子100m 99 末冨　晴一 5 ｽｴﾄﾞﾐ ﾊﾙｲﾁ コウビン陸
12 小学5年男子100m 29 三浦　瑚右 5 ﾐｳﾗ ｺｳ 光スポ少
13 小学5年男子100m 207 西本　大樹 5 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ふくっ子
14 小学5年男子100m 77 末永　悠貴 5 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳｷ 徳山コネット
15 小学5年男子100m 30 中村　颯人 5 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 光スポ少
16 小学5年男子100m 183 三輪　悠真 5 ﾐﾜ ﾕｳﾏ 豊浦陸上
17 小学5年男子100m 117 後藤　正和 5 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山口ＦＳＬ
18 小学5年男子100m 104 加藤　秀弥 5 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 山口陸スポ
19 小学5年男子100m 181 小笹　葵空 5 ｺｻﾞｻ ｿﾗ 豊浦陸上
20 小学5年男子100m 234 原田　瑞生 5 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 徳山コネット
21 小学5年男子100m 143 前田　昂太 5 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ 菊川クラブ
22 小学5年男子100m 211 小山　慎吾 5 ｺﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ふくっ子
23 小学5年男子100m 144 佐藤　由規 5 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 美祢陸スポ
24 小学5年男子100m 269 舞田　知明 5 ﾏｲﾀﾞ ﾄﾓｱｷ コウビン陸
25 小学5年男子100m 13 宮部　恭一 5 ﾐﾔﾍﾞ ｷｮｳｲﾁ ゆう陸スポ
26 小学5年男子100m 261 原田　蒼介 5 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｽｹ 下松東陽ク
27 小学5年男子100m 194 清本　快 5 ｷﾖﾓﾄ ｶｲ カツミ陸上
28 小学5年男子100m 142 大原　蓮 5 ｵｵﾊﾗ ﾚﾝ AC小野田
29 小学5年男子100m 210 和田　凌駕 5 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ふくっ子
30 小学5年男子100m 266 高原　大和 5 ﾀｶﾊﾗ ﾔﾏﾄ ゆう陸スポ
31 小学5年男子100m 213 兒玉　憲衡 5 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾋﾗ 豊田下ラン
32 小学5年男子100m 209 三木　義之 5 ﾐｷ ﾖｼﾕｷ ふくっ子
33 小学5年男子100m 133 松鶴　琉都 5 ﾏﾂﾂﾙ ﾘｭｳﾄ 藤山陸上
34 小学5年男子100m 217 中村　亮太朗 5 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長門陸上
35 小学5年男子100m 291 水津　真稀 5 ｽｲﾂﾞ ﾏｻｷ シュエット　
36 小学5年男子100m 212 西平　将也 5 ﾆｼﾋﾗ ﾏｻﾔ ふくっ子
37 小学5年男子100m 84 森重　迅翔 5 ﾓﾘｼｹﾞ ﾊﾔﾄ 周陽体振
38 小学5年男子100m 12 松永　尊 5 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹﾙ ゆう陸スポ
39 小学5年男子100m 145 野原　雅人 5 ﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ AC小野田
40 小学5年男子100m 251 松田　優希 5 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 美祢陸スポ
41 小学5年男子100m 137 渡辺　栞音 5 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 山陽レッツ
42 小学5年男子100m 215 有井　彰吾 5 ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 菊川クラブ
43 小学5年男子100m 218 尾崎　玲士 5 ｵｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ 長門陸上
44 小学5年男子100m 282 中司　大喜 5 ﾅｶﾂｶ ﾀﾞｲｷ 防府陸スポ
45 小学5年男子100m 70 斎藤　頌記 5 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 豊浦陸上
46 小学5年男子100m 253 白石　祐貴 5 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 藤山陸上
47 小学5年男子100m 14 森重　太雅 5 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｲｶﾞ ゆう陸スポ
48 小学5年男子100m 102 植田　匠　 5 ｳｴﾀ ﾀｸﾐ　 ふくっ子
49 小学5年男子100m 226 津村　凛太朗 5 ﾂﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 油谷陸スタ
50 小学5年男子100m 192 川上　紫苑 5 ｶﾜｶﾐ ｼｵﾝ 防府陸スポ
51 小学5年男子100m 19 久原　零矢 5 ｸﾊﾗ ﾚｲﾔ 久米陸スポ
52 小学5年男子100m 80 三浦　悠斗 5 ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ 徳山コネット
53 小学5年男子100m 265 安田　芽生 5 ﾔｽﾀﾞ ﾒｲ 山口陸スポ
54 小学5年男子100m 28 海田　奏夢 5 ｶｲﾀ ｶﾅﾑ 光スポ少
55 小学5年男子100m 78 藤井　爽介 5 ﾌｼﾞｲ ｿｳｽｹ 徳山コネット
56 小学5年男子100m 154 藤谷　栞汰 5 ﾌｼﾞﾔ ｶﾝﾀ 奇兵隊
57 小学5年男子100m 105 原　史門 5 ﾊﾗ ｼﾓﾝ 山口陸スポ
58 小学5年男子100m 239 内田　陵 5 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 光スポ少
59 小学5年男子100m 186 栗本　武 5 ｸﾘﾓﾄ ﾀｹｼ 光スポ少
60 小学5年男子100m 252 山本　大翔 5 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 光スポ少
61 小学5年男子100m 200 柳　友真 5 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾏ AC小野田
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62 小学5年男子100m 17 小林　伊織 5 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ カツミ陸上
63 小学5年男子100m 64 藤谷　仁樹 5 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾋﾄｷ 菊川クラブ
64 小学5年男子100m 52 桑嶋　慶輝 5 ｸﾜｼﾞﾏ ﾖｼｷ 奇兵隊
65 小学5年男子100m 132 井上　聡太 5 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 藤山陸上
66 小学5年男子100m 185 河村　昴 5 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾗ 光スポ少
67 小学5年男子100m 127 藤田　哲平 5 ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 藤山陸上
68 小学5年男子100m 227 平川　幸一郎 5 ﾋﾗｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 油谷陸スタ
69 小学5年男子100m 101 浜部　誠志朗 5 ﾊﾏﾍﾞ ｾｲｼﾛｳ 山口陸スポ
70 小学5年男子100m 193 阿武　和尊 5 ｱﾝﾉ ｶｽﾞﾀｶ カツミ陸上
71 小学5年男子100m 69 反田　晧介 5 ﾀﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 山口陸スポ
72 小学5年男子100m 277 板倉　碧人 5 ｲﾀｸﾗ ｱｵﾄ JAC岩国
73 小学5年男子100m 42 西野　旺芽 5 ﾆｼﾉ ｵｳｶﾞ 大道陸上
74 小学5年男子100m 159 國永　育哉 5 ｸﾆﾅｶﾞ ｲｸﾔ 奇兵隊
75 小学5年男子100m 164 岡田　陽介 5 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 大道陸上
1 小学6年男子100m 195 豊島　伊吹 6 ﾄﾖｼﾏ ｲﾌﾞｷ 富田西陸上
2 小学6年男子100m 166 古永　健志 6 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ 豊浦陸上
3 小学6年男子100m 203 伊佐　栞太朗 6 ｲｻ ｶﾝﾀﾛｳ ふくっ子
4 小学6年男子100m 180 小林　渚 6 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ 光スポ少
5 小学6年男子100m 119 桜　陽勇磨 6 ｻｸﾗ ﾋｭｳﾏ 山陽レッツ
6 小学6年男子100m 97 宮本　佳胤 6 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾀﾈ 奇兵隊
7 小学6年男子100m 94 脇坂　龍人 6 ﾜｷｻｶ ﾘｭｳﾄ 豊浦陸上
8 小学6年男子100m 287 杉山　健 6 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾙ 嘉万陸スポ
9 小学6年男子100m 247 窪井　叶亮 6 ｸﾎﾞｲ ｷｮｳｽｹ 光スポ少

10 小学6年男子100m 51 松村　恵人 6 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾄ 奇兵隊
11 小学6年男子100m 289 沼野　勇太 6 ﾇﾏﾉ ﾕｳﾀ 周陽体振
12 小学6年男子100m 140 田中　快晟 6 ﾀﾅｶ ｶｲｾｲ AC小野田
13 小学6年男子100m 168 竹重　眞之介 6 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 豊浦陸上
14 小学6年男子100m 8 竹中　優斗 6 ﾀｹﾅｶ ﾕｳﾄ ゆう陸スポ
15 小学6年男子100m 65 入屋　亮太 6 ｲﾘﾔ ﾘｮｳﾀ 山口陸スポ
16 小学6年男子100m 176 小川　芯真 6 ｵｶﾞﾜ ｼｲﾏ 豊浦陸上
17 小学6年男子100m 108 前原　侑和 6 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口陸スポ
18 小学6年男子100m 169 鬼村　泰史 6 ｵﾆﾑﾗ ﾀｲｼ 豊浦陸上
19 小学6年男子100m 49 小淵　大輝 6 ｺﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 奇兵隊
20 小学6年男子100m 258 室　美言 6 ﾑﾛ ﾐｺﾄ 藤山陸上
21 小学6年男子100m 138 本村　咲太 6 ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳﾀ 周南ＪＡＣ
22 小学6年男子100m 121 古林　崇一朗 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 長門陸上
23 小学6年男子100m 242 彌益　孝介 6 ﾔﾏｽ ｺｳｽｹ 奇兵隊
24 小学6年男子100m 82 木村　駿太 6 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 周陽体振
25 小学6年男子100m 141 松永　悠太 6 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀ AC小野田
26 小学6年男子100m 53 賀美　颯　 6 ｶﾐ ﾊﾔﾄ　 アカデミー
27 小学6年男子100m 50 佐野　想太 6 ｻﾉ ｿｳﾀ 奇兵隊
28 小学6年男子100m 170 斎藤　琉音 6 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 豊浦陸上
29 小学6年男子100m 173 倉重　勇星 6 ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｾｲ 防府陸スポ
30 小学6年男子100m 5 入里　慧 6 ｲﾘｻﾄ ｹｲ ゆう陸スポ
31 小学6年男子100m 126 栗栖　蓮 6 ｸﾘｽ ﾚﾝ 藤山陸上
32 小学6年男子100m 191 濱川　亮太朗 6 ﾊﾏｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
33 小学6年男子100m 7 武清　守飛 6 ﾀｹｷﾖ ｼｭｳﾄ ゆう陸スポ
34 小学6年男子100m 109 平川　瀬名 6 ﾋﾗｶﾜ ｾﾅ 山口陸スポ
35 小学6年男子100m 129 原田　大輝 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 藤山陸上
36 小学6年男子100m 33 木村　陽太 6 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 徳山コネット
37 小学6年男子100m 190 濱川　星太朗 6 ﾊﾏｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
38 小学6年男子100m 178 奥村　海統 6 ｵｸﾑﾗ ｶｲﾄ 防府陸スポ
39 小学6年男子100m 27 梅本　青空 6 ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ 光スポ少
40 小学6年男子100m 67 横山　大悟 6 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 豊浦陸上
41 小学6年男子100m 112 吉田　絃人 6 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ 山口陸スポ
42 小学6年男子100m 244 星田　真武 6 ﾎｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ コウビン陸
43 小学6年男子100m 11 佐川　悠人 6 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ カツミ陸上
44 小学6年男子100m 237 久保田　健斗 6 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ 光スポ少
45 小学6年男子100m 236 末岡　悠汰 6 ｽｴｵｶ ﾕｳﾀ 光スポ少
46 小学6年男子100m 9 野原　涼太 6 ﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ゆう陸スポ
47 小学6年男子100m 184 原田　康太郎 6 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 光スポ少
48 小学6年男子100m 21 市川　悠翔 6 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 光スポ少
49 小学6年男子100m 107 土島　輝 6 ﾂﾁｼﾏ ﾃﾙ 山口陸スポ
50 小学6年男子100m 25 小田　遥翔 6 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 光スポ少



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
51 小学6年男子100m 225 市川　扇太郎 6 ｲﾁｶﾜ ｵｳﾀﾛｳ 油谷陸スタ
52 小学6年男子100m 111 喜多　諒典 6 ｷﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口陸スポ
53 小学6年男子100m 182 山口　悠翔 6 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 光スポ少
54 小学6年男子100m 175 堀　颯真 6 ﾎﾘ ｿｳﾏ 豊浦陸上
55 小学6年男子100m 34 本村　啓太 6 ﾓﾄﾑﾗ ｹｲﾀ 周南ＪＡＣ
56 小学6年男子100m 255 小谷　克弥 6 ｺﾀﾆ　ｶﾂﾐ 山口・AC
57 小学6年男子100m 235 坪根　悠 6 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳ 光スポ少
58 小学6年男子100m 285 村谷　建一 6 ﾑﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 藤山陸上
59 小学6年男子100m 113 河田　凜士 6 ｶﾜﾀ ﾘﾝﾄ カツミ陸上
60 小学6年男子100m 116 厚東　瑞輝 6 ｺﾄｳ ﾐｽﾞｷ 徳山コネット
61 小学6年男子100m 267 大田　隆平 6 ｵｵﾀ ﾘｮｳﾍｲ 山口陸スポ
62 小学6年男子100m 16 吉中　航平 6 ﾖｼﾅｶ ｺｳﾍｲ カツミ陸上
63 小学6年男子100m 189 阿武　雄大 6 ｱﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ カツミ陸上
64 小学6年男子100m 130 川久保　陽樹 6 ｶﾜｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 藤山陸上
65 小学6年男子100m 22 上　陸登 6 ｳｴ ﾘｸﾄ 光スポ少
66 小学6年男子100m 37 中島　大希 6 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ ひらちゅう
67 小学6年男子100m 1 平田　咲翔 6 ﾋﾗﾀ ｻｸﾄ JAC岩国
68 小学6年男子100m 123 静間　凌輔 6 ｼｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ふくっ子
69 小学6年男子100m 205 古谷　瑠威 6 ﾌﾙﾔ ﾙｲ ふくっ子
70 小学6年男子100m 198 江崎　遼太郎 6 ｴｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口ＦＳＬ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年男子1000m 77 末永　悠貴 5 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳｷ 徳山コネット
2 小学5年男子1000m 179 室園　康太 5 ﾑﾛｿﾞﾉ ｺｳﾀ 豊浦陸上
3 小学5年男子1000m 117 後藤　正和 5 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山口ＦＳＬ
4 小学5年男子1000m 142 大原　蓮 5 ｵｵﾊﾗ ﾚﾝ AC小野田
5 小学5年男子1000m 137 渡辺　栞音 5 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 山陽レッツ
6 小学5年男子1000m 216 廣田　陸斗 5 ﾋﾛﾀ ﾘｸﾄ 長門陸上
7 小学5年男子1000m 38 佐山　青 5 ｻﾔﾏ　ｾｲ 新南陽陸上
8 小学5年男子1000m 145 野原　雅人 5 ﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ AC小野田
9 小学5年男子1000m 194 清本　快 5 ｷﾖﾓﾄ ｶｲ カツミ陸上

10 小学5年男子1000m 220 白井　凌也 5 ｼﾗｲ ﾘｮｳﾔ 仙崎みすゞ
11 小学5年男子1000m 120 国本　力 5 ｸﾆﾓﾄ ﾁｶﾗ 一力陸上
12 小学5年男子1000m 78 藤井　爽介 5 ﾌｼﾞｲ ｿｳｽｹ 徳山コネット
13 小学5年男子1000m 207 西本　大樹 5 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ふくっ子
14 小学5年男子1000m 167 平尾　洸太郎 5 ﾋﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 防府陸スポ
15 小学5年男子1000m 261 原田　蒼介 5 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｽｹ 下松東陽ク
16 小学5年男子1000m 45 大亀　幸志朗 5 ｵｵｶﾒ　ｺｳｼﾛｳ 新南陽陸上
17 小学5年男子1000m 143 前田　昂太 5 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ 菊川クラブ
18 小学5年男子1000m 243 椎木　大翔 5 ｼｲｷﾞ ﾔﾏﾄ 奇兵隊
19 小学5年男子1000m 181 小笹　葵空 5 ｺｻﾞｻ ｿﾗ 豊浦陸上
20 小学5年男子1000m 14 森重　太雅 5 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｲｶﾞ ゆう陸スポ
21 小学5年男子1000m 104 加藤　秀弥 5 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 山口陸スポ
22 小学5年男子1000m 291 水津　真稀 5 ｽｲﾂﾞ ﾏｻｷ シュエット　
23 小学5年男子1000m 32 角田　悠斗 5 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳﾄ 光スポ少
24 小学5年男子1000m 17 小林　伊織 5 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ カツミ陸上
25 小学5年男子1000m 217 中村　亮太朗 5 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長門陸上
26 小学5年男子1000m 84 森重　迅翔 5 ﾓﾘｼｹﾞ ﾊﾔﾄ 周陽体振
27 小学5年男子1000m 245 美濃　直弥 5 ﾐﾉ ﾅｵﾔ コウビン陸
28 小学5年男子1000m 251 松田　優希 5 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 美祢陸スポ
29 小学5年男子1000m 211 小山　慎吾 5 ｺﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ふくっ子
30 小学5年男子1000m 144 佐藤　由規 5 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 美祢陸スポ
31 小学5年男子1000m 105 原　史門 5 ﾊﾗ ｼﾓﾝ 山口陸スポ
32 小学5年男子1000m 80 三浦　悠斗 5 ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ 徳山コネット
33 小学5年男子1000m 213 兒玉　憲衡 5 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾋﾗ 豊田下ラン
34 小学5年男子1000m 183 三輪　悠真 5 ﾐﾜ ﾕｳﾏ 豊浦陸上
35 小学5年男子1000m 290 睦田　柊也 5 ﾑﾂﾀﾞ ﾄｳﾔ 油谷陸スタ
36 小学5年男子1000m 275 渡辺　大也 5 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾔ 新南陽陸上
37 小学5年男子1000m 139 石田　真人 5 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 美祢陸スポ
38 小学5年男子1000m 226 津村　凛太朗 5 ﾂﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 油谷陸スタ
39 小学5年男子1000m 253 白石　祐貴 5 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 藤山陸上
40 小学5年男子1000m 154 藤谷　栞汰 5 ﾌｼﾞﾔ ｶﾝﾀ 奇兵隊
41 小学5年男子1000m 218 尾崎　玲士 5 ｵｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ 長門陸上
42 小学5年男子1000m 193 阿武　和尊 5 ｱﾝﾉ ｶｽﾞﾀｶ カツミ陸上
43 小学5年男子1000m 93 牛見　悠真 5 ｳｼﾐ ﾕｳﾏ 新南陽陸上
44 小学5年男子1000m 274 澄田　将大 5 ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 新南陽陸上
45 小学5年男子1000m 273 中濱　潤哉 5 ﾅｶﾊﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 新南陽陸上
46 小学5年男子1000m 132 井上　聡太 5 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 藤山陸上
47 小学5年男子1000m 70 斎藤　頌記 5 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 豊浦陸上
48 小学5年男子1000m 102 植田　匠　 5 ｳｴﾀ ﾀｸﾐ　 ふくっ子
49 小学5年男子1000m 265 安田　芽生 5 ﾔｽﾀﾞ ﾒｲ 山口陸スポ
50 小学5年男子1000m 101 浜部　誠志朗 5 ﾊﾏﾍﾞ ｾｲｼﾛｳ 山口陸スポ
51 小学5年男子1000m 127 藤田　哲平 5 ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 藤山陸上
52 小学5年男子1000m 159 國永　育哉 5 ｸﾆﾅｶﾞ ｲｸﾔ 奇兵隊
53 小学5年男子1000m 48 舟木　健多 5 ﾌﾅｷ　ｹﾝﾀ コウビン陸
54 小学5年男子1000m 52 桑嶋　慶輝 5 ｸﾜｼﾞﾏ ﾖｼｷ 奇兵隊
55 小学5年男子1000m 158 北村　梨夢 5 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾑ 萩陸スポ
56 小学5年男子1000m 277 板倉　碧人 5 ｲﾀｸﾗ ｱｵﾄ JAC岩国
57 小学5年男子1000m 164 岡田　陽介 5 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 大道陸上
58 小学5年男子1000m 42 西野　旺芽 5 ﾆｼﾉ ｵｳｶﾞ 大道陸上



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年男子1000m 109 平川　瀬名 6 ﾋﾗｶﾜ ｾﾅ 山口陸スポ
2 小学6年男子1000m 82 木村　駿太 6 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 周陽体振
3 小学6年男子1000m 50 佐野　想太 6 ｻﾉ ｿｳﾀ 奇兵隊
4 小学6年男子1000m 119 桜　陽勇磨 6 ｻｸﾗ ﾋｭｳﾏ 山陽レッツ
5 小学6年男子1000m 168 竹重　眞之介 6 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 豊浦陸上
6 小学6年男子1000m 59 松田　航輝 6 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 戸田陸上
7 小学6年男子1000m 96 日名内　悠登 6 ﾋﾅｳﾁ ﾕｳﾄ コウビン陸
8 小学6年男子1000m 26 藤本　華蓮 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ 光スポ少
9 小学6年男子1000m 248 徳光　泰知 6 ﾄｸﾐﾂ ﾀｲﾁ 光スポ少

10 小学6年男子1000m 289 沼野　勇太 6 ﾇﾏﾉ ﾕｳﾀ 周陽体振
11 小学6年男子1000m 281 中原　淳太 6 ﾅｶﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 防府陸スポ
12 小学6年男子1000m 176 小川　芯真 6 ｵｶﾞﾜ ｼｲﾏ 豊浦陸上
13 小学6年男子1000m 169 鬼村　泰史 6 ｵﾆﾑﾗ ﾀｲｼ 豊浦陸上
14 小学6年男子1000m 92 村田　蛍太 6 ﾑﾗﾀ ｹｲﾀ 新南陽陸上
15 小学6年男子1000m 11 佐川　悠人 6 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ カツミ陸上
16 小学6年男子1000m 7 武清　守飛 6 ﾀｹｷﾖ ｼｭｳﾄ ゆう陸スポ
17 小学6年男子1000m 23 末永　琉海 6 ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳ 光スポ少
18 小学6年男子1000m 94 脇坂　龍人 6 ﾜｷｻｶ ﾘｭｳﾄ 豊浦陸上
19 小学6年男子1000m 136 山本　蒼空　 6 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 山陽レッツ
20 小学6年男子1000m 255 小谷　克弥 6 ｺﾀﾆ　ｶﾂﾐ 山口・AC
21 小学6年男子1000m 86 岩﨑　地宏 6 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ ひらちゅう
22 小学6年男子1000m 138 本村　咲太 6 ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳﾀ 周南ＪＡＣ
23 小学6年男子1000m 65 入屋　亮太 6 ｲﾘﾔ ﾘｮｳﾀ 山口陸スポ
24 小学6年男子1000m 262 伊藤　碧 6 ｲﾄｳ ｱｵｲ 美祢陸スポ
25 小学6年男子1000m 108 前原　侑和 6 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口陸スポ
26 小学6年男子1000m 170 斎藤　琉音 6 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 豊浦陸上
27 小学6年男子1000m 135 國武　諒 6 ｸﾆﾀｹ ﾘｮｳ 山陽レッツ
28 小学6年男子1000m 61 青木　勇磨 6 ｱｵｷ ﾕｳﾏ 戸田陸上
29 小学6年男子1000m 36 重國　蒼 6 ｼｹﾞｸﾆ ｱｵ ひらちゅう
30 小学6年男子1000m 9 野原　涼太 6 ﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ゆう陸スポ
31 小学6年男子1000m 225 市川　扇太郎 6 ｲﾁｶﾜ ｵｳﾀﾛｳ 油谷陸スタ
32 小学6年男子1000m 16 吉中　航平 6 ﾖｼﾅｶ ｺｳﾍｲ カツミ陸上
33 小学6年男子1000m 121 古林　崇一朗 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 長門陸上
34 小学6年男子1000m 5 入里　慧 6 ｲﾘｻﾄ ｹｲ ゆう陸スポ
35 小学6年男子1000m 54 松田　遼史　 6 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ　 アカデミー
36 小学6年男子1000m 60 村田　陽 6 ﾑﾗﾀ ﾊﾙ 戸田陸上
37 小学6年男子1000m 67 横山　大悟 6 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 豊浦陸上
38 小学6年男子1000m 189 阿武　雄大 6 ｱﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ カツミ陸上
39 小学6年男子1000m 33 木村　陽太 6 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 徳山コネット
40 小学6年男子1000m 107 土島　輝 6 ﾂﾁｼﾏ ﾃﾙ 山口陸スポ
41 小学6年男子1000m 190 濱川　星太朗 6 ﾊﾏｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
42 小学6年男子1000m 91 松田　侑樹 6 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲｷ 新南陽陸上
43 小学6年男子1000m 280 竹本　翔吏 6 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳﾘ 山陽レッツ
44 小学6年男子1000m 175 堀　颯真 6 ﾎﾘ ｿｳﾏ 豊浦陸上
45 小学6年男子1000m 191 濱川　亮太朗 6 ﾊﾏｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ カツミ陸上
46 小学6年男子1000m 113 河田　凜士 6 ｶﾜﾀ ﾘﾝﾄ カツミ陸上
47 小学6年男子1000m 111 喜多　諒典 6 ｷﾀ ﾘｮｳｽｹ 山口陸スポ
48 小学6年男子1000m 272 藤本　元 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝ 新南陽陸上
49 小学6年男子1000m 129 原田　大輝 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 藤山陸上
50 小学6年男子1000m 112 吉田　絃人 6 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ 山口陸スポ
51 小学6年男子1000m 267 大田　隆平 6 ｵｵﾀ ﾘｮｳﾍｲ 山口陸スポ
52 小学6年男子1000m 285 村谷　建一 6 ﾑﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 藤山陸上
53 小学6年男子1000m 88 藤本　桂史 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 藤山陸上
54 小学6年男子1000m 123 静間　凌輔 6 ｼｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ふくっ子
55 小学6年男子1000m 232 上田　響 6 ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 萩陸スポ
56 小学6年男子1000m 34 本村　啓太 6 ﾓﾄﾑﾗ ｹｲﾀ 周南ＪＡＣ
57 小学6年男子1000m 198 江崎　遼太郎 6 ｴｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山口ＦＳＬ
58 小学6年男子1000m 250 山田　稜真 6 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 桜木陸スポ
59 小学6年男子1000m 231 山本　祐成 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 萩陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学男子コンバインドA 73 西村　悠希 6 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 徳山コネット
2 小学男子コンバインドA 74 清水　智崇 6 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ 徳山コネット
3 小学男子コンバインドA 151 中村　啓人 5 ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾄ 美祢陸スポ
4 小学男子コンバインドA 172 山村　透悟 6 ﾔﾏﾑﾗ ﾄｳｺﾞ ふくっ子
5 小学男子コンバインドA 204 村田　伊吹 6 ﾑﾗﾀ ｲﾌﾞｷ ふくっ子
6 小学男子コンバインドA 233 岩本　新史 5 ｲﾜﾓﾄ ｱﾗｼ 萩陸スポ
7 小学男子コンバインドA 259 高畑　亮介 6 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 下松東陽ク
1 小学男子コンバインドB 6 大下　寿虎 6 ｵｵｼﾀ ｺﾄﾗ ゆう陸スポ
2 小学男子コンバインドB 10 升永　晴仁 6 ﾏｽﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ ゆう陸スポ
3 小学男子コンバインドB 15 松村　奏希 5 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｷ 平生陸スポ
4 小学男子コンバインドB 20 中尾　瞬也 6 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾔ 光スポ少
5 小学男子コンバインドB 24 小西　尋人 6 ｺﾆｼ ﾋﾛﾄ 光スポ少
6 小学男子コンバインドB 41 伊藤　亜蓮 6 ｲﾄｳ ｱﾚﾝ 下松東陽ク
7 小学男子コンバインドB 43 清水　柾己 5 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｷ 下松東陽ク
8 小学男子コンバインドB 44 藤田　陽音 5 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾄ 大道陸上
9 小学男子コンバインドB 46 飯田　湧斗 5 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ　 アカデミー

10 小学男子コンバインドB 55 平田　心音 6 ﾋﾗﾀ ｼｵﾝ 久米陸スポ
11 小学男子コンバインドB 56 田中　将人 6 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾄ 平生陸スポ
12 小学男子コンバインドB 66 奥田　亘輝 6 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ 豊浦陸上
13 小学男子コンバインドB 71 岡﨑　祐幸 6 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 徳山コネット
14 小学男子コンバインドB 72 黒﨑　幸太 6 ｸﾛｻｷ ｺｳﾀ 徳山コネット
15 小学男子コンバインドB 75 小林　和翔 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 徳山コネット
16 小学男子コンバインドB 83 三谷　直也 6 ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 周陽体振
17 小学男子コンバインドB 98 田代　朝陽 6 ﾀｼﾛ ﾄﾓｱｷ 下関陸スポ
18 小学男子コンバインドB 103 西野　泰河 6 ﾆｼﾉ ﾀｲｶﾞ 大道陸上
19 小学男子コンバインドB 124 池永　隼 5 ｲｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ 仙崎みすゞ
20 小学男子コンバインドB 149 西村　裕貴 6 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 美祢陸スポ
21 小学男子コンバインドB 150 篠田　航希 5 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｷ 美祢陸スポ
22 小学男子コンバインドB 152 植木　恋士 6 ｳｴｷ ﾚﾝｼﾞ 嘉万陸スポ
23 小学男子コンバインドB 155 角　将太郎 6 ｶｸ ｼｮｳﾀﾛｳ 下関陸スポ
24 小学男子コンバインドB 156 弘川　陽斗 6 ﾋﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 下関陸スポ
25 小学男子コンバインドB 165 福間　大河 5 ﾌｸﾏ ﾀｲｶﾞ 下関陸スポ
26 小学男子コンバインドB 171 渡邉　蓮斗 6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾄ 豊浦陸上
27 小学男子コンバインドB 174 奥村　翔 6 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳ 豊浦陸上
28 小学男子コンバインドB 177 小田　優輝 6 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 豊浦陸上
29 小学男子コンバインドB 201 濵口　怜 6 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ ふくっ子
30 小学男子コンバインドB 202 佐貫　誠治 6 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ ふくっ子
31 小学男子コンバインドB 208 利重　亮太 5 ﾄｼｼｹﾞ ﾘｮｳﾀ ふくっ子
32 小学男子コンバインドB 228 高橋　一颯 5 ﾀｶﾊｼ ｲｯｿｳ 油谷陸スタ
33 小学男子コンバインドB 238 宇多村　心 6 ｳﾀﾑﾗ ｼﾝ 光スポ少
34 小学男子コンバインドB 246 木村　啓運 5 ｷﾑﾗ ｹｲｳﾝ シュエット　
35 小学男子コンバインドB 249 繁澤　優希 5 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｷ 下松東陽ク
36 小学男子コンバインドB 260 松野　啓大 6 ﾏﾂﾉ ｹｲﾀ 徳山コネット
37 小学男子コンバインドB 268 伊藤　翔 5 ｲﾄｳ ｶｹﾙ 美祢陸スポ
38 小学男子コンバインドB 278 松岡　大希 6 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｷ JAC岩国
39 小学男子コンバインドB 279 山本　雄介 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山陽レッツ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学4年女子100m 89 田中　萌愛 4 ﾀﾅｶ ﾓｴ AC小野田
2 小学4年女子100m 34 朝田　琴子 4 ｱｻﾀﾞ ｺﾄｺ 豊浦陸上
3 小学4年女子100m 142 池永　蘭 4 ｲｹﾅｶﾞ ﾗﾝ 美祢陸スポ
4 小学4年女子100m 103 北川　ひより 4 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ 徳山コネット
5 小学4年女子100m 42 貞包　凛夏 4 ｻﾀﾞｶﾈ ﾘﾝｶ 山口・AC
6 小学4年女子100m 161 田村　咲歩 4 ﾀﾑﾗ ｻﾎ 山口ＦＳＬ
7 小学4年女子100m 162 縄田　志歩 4 ﾅﾜﾀ ｼﾎ 山口ＦＳＬ
8 小学4年女子100m 88 岡田　梨瑚 4 ｵｶﾀﾞ ﾘｺ AC小野田
9 小学4年女子100m 221 白井　莉菜 4 ｼﾗｲ ﾘﾅ 光スポ少

10 小学4年女子100m 286 達川　世奈 4 ﾀﾂｶﾜ ｾﾅ コウビン陸
11 小学4年女子100m 36 小川　咲南 4 ｵｶﾞﾜ ｻﾅ 豊浦陸上
12 小学4年女子100m 160 加藤　愛望 4 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 山口ＦＳＬ
13 小学4年女子100m 224 井本　理央奈 4 ｲﾓﾄ ﾘｵﾅ 光スポ少
14 小学4年女子100m 109 河村　菜々子 4 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅｺ 長門陸上
15 小学4年女子100m 189 藤田　夏楓 4 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 山口陸スポ
16 小学4年女子100m 216 温品　亜虹 4 ﾇｸｼﾅ ｱｺ 光スポ少
17 小学4年女子100m 275 中村　葉音 4 ﾅｶﾑﾗ ﾊｵﾝ コウビン陸
18 小学4年女子100m 115 平田　留菜 4 ﾋﾗﾀ ﾙﾅ 山口ＦＳＬ
19 小学4年女子100m 151 三浦　歌乃 4 ﾐｳﾗ ｶﾉ 光スポ少
20 小学4年女子100m 21 岡本　夏澄 4 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾐ 山口ＦＳＬ
21 小学4年女子100m 131 境田　心遥 4 ｻｶｲﾀﾞ ｺﾊﾙ 菊川クラブ
22 小学4年女子100m 237 山本　ゆきな 4 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 山口ＦＳＬ
23 小学4年女子100m 23 山村　優季 4 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｷ ふくっ子
24 小学4年女子100m 69 黒﨑　芽衣 4 ｸﾛｻｷ ﾒｲ 徳山コネット
25 小学4年女子100m 144 保美　花穏 4 ﾎﾐ ｶｵﾝ 美祢陸スポ
26 小学4年女子100m 280 河口　心愛 4 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｺｱ 奇兵隊
27 小学4年女子100m 273 島野　玲菜 4 ｼﾏﾉ ﾚﾅ 山陽レッツ
28 小学4年女子100m 95 佐々木　百愛 4 ｻｻｷ ﾓｱ　 AC小野田
29 小学4年女子100m 222 加瀬部　心春 4 ｶｾﾍﾞ ｺﾊﾙ 光スポ少
30 小学4年女子100m 24 信吉　飛鳥 4 ﾉﾌﾞﾖｼ ｱｽｶ 山口陸スポ
31 小学4年女子100m 84 益村　礼乃 4 ﾏｽﾑﾗ ｱﾔﾉ ゆう陸スポ
32 小学4年女子100m 193 喜多　陽菜 4 ｷﾀ ﾊﾙﾅ 山口陸スポ
33 小学4年女子100m 125 稲田　るる 4 ｲﾅﾀﾞ ﾙﾙ 藤山陸上
34 小学4年女子100m 110 松田　柑菜 4 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ 長門陸上
35 小学4年女子100m 35 奥村　ゆい 4 ｵｸﾑﾗ ﾕｲ 豊浦陸上
36 小学4年女子100m 147 小林　彩和 4 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 豊田下ラン
37 小学4年女子100m 188 中川　望愛 4 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｱ 山口陸スポ
38 小学4年女子100m 122 濱谷　優華 4 ﾊﾏﾔ ﾕｳｶ 長門陸上
39 小学4年女子100m 292 阿部　絢菜 4 ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 山口ＦＳＬ
40 小学4年女子100m 37 阿武　和香奈 4 ｱﾝﾉ ﾜｶﾅ 山口陸スポ
41 小学4年女子100m 141 津山　七菜 4 ﾂﾔﾏ ﾅﾅ 周南ＪＡＣ
42 小学4年女子100m 223 沖原　由唯 4 ｵｷﾊﾗ ﾕｲ 光スポ少
43 小学4年女子100m 212 久野　かりん 4 ﾋｻﾉ ｶﾘﾝ 富田西陸上
44 小学4年女子100m 225 末原　百恵 4 ｽｴﾊﾗ ﾓﾓｴ 光スポ少
45 小学4年女子100m 39 重藤　和 4 ｼｹﾞﾌｼﾞ ﾅｺﾞﾐ 山口陸スポ
46 小学4年女子100m 190 石田　千尋 4 ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 山口陸スポ
47 小学4年女子100m 219 嘉賀　光俐 4 ｶｶﾞ ﾋｶﾘ 光スポ少
48 小学4年女子100m 226 松井　美空 4 ﾏﾂｲ ﾐｸ コウビン陸
49 小学4年女子100m 148 東郷　唯 4 ﾄｳｺﾞｳ ﾕｲ 美祢陸スポ
50 小学4年女子100m 155 金子　卯和 4 ｶﾈｺ ｳﾜ 防府陸スポ
51 小学4年女子100m 25 大久保　莉音 4 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｵﾝ 山口陸スポ
52 小学4年女子100m 145 管　彩花 4 ｽｶﾞ ｱﾔｶ 豊田下ラン
53 小学4年女子100m 12 渡辺　結凪 4 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ 新南陽陸上
54 小学4年女子100m 133 谷口　優芽 4 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒ 菊川クラブ
55 小学4年女子100m 146 重村　菜月 4 ｼｹﾞﾑﾗ ﾅﾂｷ 豊田下ラン
56 小学4年女子100m 38 重藤　希 4 ｼｹﾞﾌｼﾞ ﾉｿﾞﾐ 山口陸スポ
57 小学4年女子100m 165 土井　咲穂 4 ﾄﾞｲ ｻｷﾎ 光スポ少
58 小学4年女子100m 150 角野　真優 4 ｶﾄﾞﾉ ﾏﾕ 豊田下ラン
59 小学4年女子100m 271 小林　詠 4 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾀ 新南陽陸上
60 小学4年女子100m 83 船岡　萌叶 4 ﾌﾅｵｶ ﾓｶ ゆう陸スポ
61 小学4年女子100m 289 安藤　優 4 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 大道陸上
62 小学4年女子100m 40 小池　陽菜 4 ｺｲｹ ﾋﾅ 山口陸スポ
63 小学4年女子100m 41 飯田　悠禾 4 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 山口陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年女子100m 253 鮫島　真優 5 ｻﾒｼﾏ ﾏﾕ 山口ＦＳＬ
2 小学5年女子100m 240 宮木　優愛 5 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｱ 長門陸上
3 小学5年女子100m 249 山角　きりこ 5 ﾔﾏｶﾄﾞ ｷﾘｺ 長門陸上
4 小学5年女子100m 94 志賀　愛理 5 ｼｶﾞ ｱｲﾘ 山口陸スポ
5 小学5年女子100m 192 渡辺　凛 5 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 富田西陸上
6 小学5年女子100m 79 藤井　咲花 5 ﾌｼﾞｲ ｻｲｶ 周陽体振
7 小学5年女子100m 56 大森　楓菜 5 ｵｵﾓﾘ ﾌｳﾅ 久米陸スポ
8 小学5年女子100m 182 里　彩葵 5 ｻﾄ ｱｵｲ 豊浦陸上
9 小学5年女子100m 57 髙橋　あやめ 5 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 久米陸スポ

10 小学5年女子100m 100 瀧口　愛望 5 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 徳山コネット
11 小学5年女子100m 270 大池　友莉 5 ｵｵｲｹ ﾕﾘ 周陽体振
12 小学5年女子100m 114 桑原　帆音 5 ｸﾜﾊﾗ ﾎﾉﾝ 山口ＦＳＬ
13 小学5年女子100m 59 原野　妃菜 5 ﾊﾗﾉ ﾋﾅ 戸田陸上
14 小学5年女子100m 128 久保田　光 5 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾙ 山口陸スポ
15 小学5年女子100m 252 藤津　柑菜 5 ﾌｼﾞﾂ ｶﾝﾅ 長門陸上
16 小学5年女子100m 202 新庄　茜 5 ｼﾝｼﾞｮｳ ｱｶﾈ 戸田陸上
17 小学5年女子100m 139 山﨑　彩花 5 ﾔﾏｻｷ ｱﾔｶ 山陽レッツ
18 小学5年女子100m 183 松尾　紗莉愛 5 ﾏﾂｵ ｻﾘｱ 豊浦陸上
19 小学5年女子100m 46 安江　友里 5 ﾔｽｴ ﾕﾘ 下松東陽ク
20 小学5年女子100m 117 和田　菜月 5 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 山口陸スポ
21 小学5年女子100m 235 中野　朱理 5 ﾅｶﾉ ｱｶﾘ 菊川クラブ
22 小学5年女子100m 274 長田　実咲希 5 ﾅｶﾞﾀ ﾐｻｷ 山陽レッツ
23 小学5年女子100m 268 足立　美織 5 ｱﾀﾞﾁ ﾐｵ コウビン陸
24 小学5年女子100m 242 藤野　すず 5 ﾌｼﾞﾉ ｽｽﾞ 仙崎みすゞ
25 小学5年女子100m 220 吉村　みづき 5 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 豊田下ラン
26 小学5年女子100m 106 野尻　紗矢 5 ﾉｼﾞﾘ ｻﾔ 長門陸上
27 小学5年女子100m 254 兼本　希美 5 ｶﾈﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 山口陸スポ
28 小学5年女子100m 211 原田　歩未 5 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ ふくっ子
29 小学5年女子100m 196 ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾘﾘｱﾝ利乃 5 ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾘﾘｱﾝﾘﾉ 富田西陸上
30 小学5年女子100m 30 今本　沙希 5 ｲﾏﾓﾄ ｻｷ 光スポ少
31 小学5年女子100m 19 山田　ひらり 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾗﾘ 平生陸スポ
32 小学5年女子100m 17 徳永　栞 5 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｵﾘ 平生陸スポ
33 小学5年女子100m 197 ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾛｰｻ乃和 5 ｽﾄﾚｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾛｰｻﾉﾜ 富田西陸上
34 小学5年女子100m 108 久保江　里紗 5 ｸﾎﾞｴ ﾘｻ 長門陸上
35 小学5年女子100m 262 竹田　柚莉奈 5 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘﾅ 平生陸スポ
36 小学5年女子100m 18 久保　瑞葵 5 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ 平生陸スポ
37 小学5年女子100m 60 松井　初咲 5 ﾏﾂｲ ｳｻ 戸田陸上
38 小学5年女子100m 58 中西　実莉 5 ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾘ 久米陸スポ
39 小学5年女子100m 279 長尾　心菜 5 ﾅｶﾞｵ ｺｺﾅ 山口ＦＳＬ
40 小学5年女子100m 272 江川　環 5 ｴｶﾞﾜ ﾀﾏｷ ふくっ子
41 小学5年女子100m 159 藤井　穂乃 5 ﾌｼﾞｲ ﾎﾉ 光スポ少
42 小学5年女子100m 118 高橋　ゆう 5 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 山口陸スポ
43 小学5年女子100m 164 磯邉　香帆 5 ｲｿﾍﾞ ｶﾎ 光スポ少
44 小学5年女子100m 256 河本　咲恵 5 ｶﾜﾓﾄ ｻｴ 奇兵隊
45 小学5年女子100m 31 森田　咲 5 ﾓﾘﾀ ｻｷ 光スポ少
46 小学5年女子100m 8 松本　紗奈 5 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ 久米陸スポ
47 小学5年女子100m 20 酒井　舞桜 5 ｻｶｲ ﾏｵ 平生陸スポ
48 小学5年女子100m 157 武田　優希 5 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ 光スポ少
49 小学5年女子100m 209 白井　麻央 5 ｼﾗｲ ﾏｵ ふくっ子
50 小学5年女子100m 107 松田　藍菜 5 ﾏﾂﾀﾞ ﾗﾝﾅ 長門陸上
51 小学5年女子100m 138 濱田　望寧 5 ﾊﾏﾀﾞ ﾓﾈ 下関陸スポ
52 小学5年女子100m 213 高林　恋 5 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ふくっ子
53 小学5年女子100m 126 宮園　彩夢 5 ﾐﾔｿﾞﾉ ｱﾔﾐ 菊川クラブ
54 小学5年女子100m 62 美濃　穂乃花 5 ﾐﾉ　ﾎﾉｶ 仙崎みすゞ
55 小学5年女子100m 22 河村　莉奈 5 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾅ 山口・AC
56 小学5年女子100m 204 住谷　優奈 5 ｽﾐﾀﾆ ﾕｳﾅ ひらちゅう
57 小学5年女子100m 194 西村　優香 5 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ 富田西陸上
58 小学5年女子100m 191 清川　咲希 5 ｷﾖｶﾜ ｻｷ 富田西陸上
59 小学5年女子100m 205 堀澤　明香里 5 ﾎﾘｻﾞﾜ ｱｶﾘ ひらちゅう
60 小学5年女子100m 278 森　奈月菜 5 ﾓﾘ ﾅｽﾞﾅ 光スポ少
61 小学5年女子100m 265 古川　彩加 5 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔｶ 光スポ少
62 小学5年女子100m 32 河村　咲季 5 ｶﾜﾑﾗ ｻｷ 光スポ少
63 小学5年女子100m 266 伯野　颯紀 5 ﾊｸﾉ ｻﾂｷ 山陽レッツ
64 小学5年女子100m 245 村岡　里紗 5 ﾑﾗｵｶ ﾘｻ 油谷陸スタ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
65 小学5年女子100m 241 中村　夕璃 5 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 長門陸上
66 小学5年女子100m 154 山本　紗葵乃 5 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷﾉ 奇兵隊
67 小学5年女子100m 116 堀池　久瑠実 5 ﾎﾘｲｹ ｸﾙﾐ 山口・AC
68 小学5年女子100m 105 松尾　めい 5 ﾏﾂｵ ﾒｲ 菊川クラブ
69 小学5年女子100m 127 福本　詩歩 5 ﾌｸﾓﾄ ｼﾎ 菊川クラブ
70 小学5年女子100m 207 吉岡　光彩 5 ﾖｼｵｶ ﾋｶﾙ ふくっ子
71 小学5年女子100m 234 岡田　望 5 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 菊川クラブ
72 小学5年女子100m 1 安村　美春 5 ﾔｽﾑﾗ ﾐﾊﾙ ゆう陸スポ
73 小学5年女子100m 269 濵村　響 5 ﾊﾏﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 萩陸スポ
74 小学5年女子100m 267 大塚　優月 5 ｵｵﾂｶ ﾕﾂﾞｷ ふくっ子
75 小学5年女子100m 2 中村　絢音 5 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ JAC岩国
76 小学5年女子100m 3 早川　千夏 5 ﾊﾔｶﾜ ﾁﾅﾂ JAC岩国
77 小学5年女子100m 5 村中　彩 5 ﾑﾗﾅｶ ｱﾔ JAC岩国
78 小学5年女子100m 214 西野　夏未 5 ﾆｼﾉ ﾅﾂﾐ ふくっ子
79 小学5年女子100m 248 宮本　夏光 5 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 萩陸スポ
80 小学5年女子100m 208 加藤　心々菜 5 ｶﾄｳ ｺｺﾅ ふくっ子
81 小学5年女子100m 290 安藤　美月 5 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 大道陸上
82 小学5年女子100m 281 橋本　七海 5 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ 下松東陽ク
83 小学5年女子100m 185 田中　桜空 5 ﾀﾅｶ ｵｳﾗ 防府陸スポ
1 小学6年女子100m 26 温品　晴 6 ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 光スポ少
2 小学6年女子100m 78 立川　優菜 6 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 周陽体振
3 小学6年女子100m 50 岩本　紗季 6 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 奇兵隊
4 小学6年女子100m 287 上田　晴子 6 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｺ 長門陸上
5 小学6年女子100m 98 宮本　愛奈 6 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘﾅ 山口陸スポ
6 小学6年女子100m 77 小山　ゆい 6 ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽体振
7 小学6年女子100m 44 玉本　莉子 6 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 下松東陽ク
8 小学6年女子100m 51 田中　彩葉 6 ﾀﾅｶ ｱﾔﾊ 奇兵隊
9 小学6年女子100m 288 宮野　彩花 6 ﾐﾔﾉ ｱﾔｶ コウビン陸

10 小学6年女子100m 99 塩見　咲心 6 ｼｵﾐ ｻｸﾗ 山口陸スポ
11 小学6年女子100m 76 金光　璃子 6 ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ 周陽体振
12 小学6年女子100m 238 栢　芽生 6 ｶﾔ ﾒｲ 長門陸上
13 小学6年女子100m 72 三森　麻琴 6 ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ 周南ＪＡＣ
14 小学6年女子100m 198 藤井　紗夢 6 ﾌｼﾞｲ ｻﾕ 富田西陸上
15 小学6年女子100m 75 沖本　明子 6 ｵｷﾓﾄ ｱｷｺ 周陽体振
16 小学6年女子100m 63 恒富　七海 6 ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ 徳山コネット
17 小学6年女子100m 177 川並　彩希 6 ｶﾜﾅﾐ ｱｷ 豊浦陸上
18 小学6年女子100m 257 中村　夢奈 6 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ カツミ陸上
19 小学6年女子100m 104 前田　由依 6 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 菊川クラブ
20 小学6年女子100m 187 川野　真奈 6 ｶﾜﾉ ﾏﾅ カツミ陸上
21 小学6年女子100m 28 楠　樹乃 6 ｸｽﾉｷ ｼﾞｭﾉ 光スポ少
22 小学6年女子100m 184 岡本　悠希 6 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 山口ＦＳＬ
23 小学6年女子100m 282 黒石　紗来 6 ｸﾛｲｼ ｻﾗ ふくっ子
24 小学6年女子100m 178 畠中　もも 6 ﾊﾀﾅｶ ﾓﾓ 豊浦陸上
25 小学6年女子100m 236 兼常　真帆 6 ｶﾈﾂﾈ ﾏﾎ 山口ＦＳＬ
26 小学6年女子100m 136 北村　百映 6 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｴ 山陽レッツ
27 小学6年女子100m 199 町田　梓 6 ﾏﾁﾀﾞ ｱｽﾞｻ ふくっ子
28 小学6年女子100m 175 松岡　愛　 6 ﾏﾂｵｶ ｱｲ ふくっ子
29 小学6年女子100m 71 津山　結菜 6 ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ 周南ＪＡＣ
30 小学6年女子100m 9 貞光　咲智 6 ｻﾀﾞﾐﾂ ｻﾁ ゆう陸スポ
31 小学6年女子100m 101 松本　るり 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾘ 山口陸スポ
32 小学6年女子100m 73 森下　結衣 6 ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 周南ＪＡＣ
33 小学6年女子100m 11 堀江　小晴 6 ﾎﾘｴ ｺﾊﾙ カツミ陸上
34 小学6年女子100m 119 河野　愛純 6 ｶﾜﾉ　ｱｽﾞﾐ 山口・AC
35 小学6年女子100m 181 山川　淳菜 6 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝﾅ 豊浦陸上
36 小学6年女子100m 293 土屋　真子 6 ﾂﾁﾔ ﾏｺ 下松東陽ク
37 小学6年女子100m 250 蔦宗　蓮奈 6 ﾂﾀﾑﾈ ﾚﾅ 久米陸スポ
38 小学6年女子100m 68 北川　小陽 6 ｷﾀｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 徳山コネット
39 小学6年女子100m 180 北田　晴乃 6 ｷﾀﾀﾞ ﾊﾙﾉ 豊浦陸上
40 小学6年女子100m 96 池端　愛結 6 ｲｹﾊﾀ ｱﾕ 徳山コネット
41 小学6年女子100m 258 中村　星梨 6 ﾅｶﾑﾗ ｾﾘ カツミ陸上
42 小学6年女子100m 113 眞城　如恵 6 ﾏｷ ﾕｷｴ 山口ＦＳＬ
43 小学6年女子100m 140 原田　一葉 6 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾊ 周南ＪＡＣ
44 小学6年女子100m 74 柳瀬　泉希 6 ﾔﾅｾ ﾐｽﾞｷ 周南ＪＡＣ
45 小学6年女子100m 97 藤田　華月 6 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾅ 山口陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
46 小学6年女子100m 261 竹田　梨里夏 6 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾘﾅ 平生陸スポ
47 小学6年女子100m 243 横田　心 6 ﾖｺﾀ ｼﾝ 油谷陸スタ
48 小学6年女子100m 70 磯﨑　ひかり 6 ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾘ 周南ＪＡＣ
49 小学6年女子100m 120 飯田　麗徠 6 ｲｲﾀﾞ ﾚｲﾗ 長門陸上
50 小学6年女子100m 124 石部　菜々子 6 ｲｼﾍﾞ ﾅﾅｺ 藤山陸上
51 小学6年女子100m 27 宝迫　百果 6 ﾎｳｻｺ ﾓﾓｶ 光スポ少
52 小学6年女子100m 285 長安　和心 6 ﾅｶﾞﾔｽ ﾅｺﾞﾐ コウビン陸
53 小学6年女子100m 218 管　真涼 6 ｽｶﾞ ﾐｽｽﾞ 豊田下ラン
54 小学6年女子100m 217 中島　玲緒菜 6 ﾅｶｼﾏ ﾚｵﾅ 豊田下ラン
55 小学6年女子100m 143 根賀　千沙希 6 ﾈｶﾞ ﾁｻｷ AC小野田
56 小学6年女子100m 10 フラック　美亜 6 ﾌﾗｯｸ ﾐｱ カツミ陸上
57 小学6年女子100m 283 温品　花音 6 ﾇｸｼﾅ ｶﾉﾝ 周南ＪＡＣ
58 小学6年女子100m 215 船戸　夕妃 6 ﾌﾅﾄ ﾕｳﾋ 光スポ少
59 小学6年女子100m 129 中山　彩花 6 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 藤山陸上
60 小学6年女子100m 260 塚本　愛音 6 ﾂｶﾓﾄ ｱﾉﾝ シュエット　
61 小学6年女子100m 87 岡田　桃佳 6 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ AC小野田
62 小学6年女子100m 210 久野　ほのか 6 ﾋｻﾉ ﾎﾉｶ 富田西陸上
63 小学6年女子100m 158 中倉　琴美 6 ﾅｶｸﾗ ｺﾄﾐ 防府陸スポ
64 小学6年女子100m 229 池田　ひかり 6 ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 菊川クラブ
65 小学6年女子100m 153 後根　里香 6 ｳｼﾛﾈ ﾘｶ 山口・AC
66 小学6年女子100m 90 能野　志音 6 ﾉｳﾉ ｼｵﾝ 防府陸スポ
67 小学6年女子100m 232 土井　美菜子 6 ﾄﾞｲ ﾐﾅｺ 菊川クラブ
68 小学6年女子100m 102 久保　綺寧 6 ｸﾎﾞ ｱﾔﾈ 菊川クラブ
69 小学6年女子100m 201 中薗　百々羽 6 ﾅｶｿﾞﾉ ﾓﾓﾊ ふくっ子
70 小学6年女子100m 231 佐伯　真歩 6 ｻｴｷ ﾏﾎ 菊川クラブ
71 小学6年女子100m 230 永冨　愛梨 6 ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ｱｲﾘ 菊川クラブ
72 小学6年女子100m 284 船岡　蓮華 6 ﾌﾅｵｶ ﾚﾝｶ ゆう陸スポ
73 小学6年女子100m 179 久永　悠珠 6 ﾋｻﾅｶﾞ ﾕｽﾞ 豊浦陸上
74 小学6年女子100m 65 酒野　夏帆 6 ｻｶﾉ ｶﾎ 山口・AC
75 小学6年女子100m 259 馬越　真那実 6 ｳﾏｺｼ ﾏﾅﾐ 大道陸上
76 小学6年女子100m 93 森河　愛奈 6 ﾓﾘｶﾜ ｱｲﾅ 大道陸上
77 小学6年女子100m 66 松廣　美咲 6 ﾏﾂﾋﾛ ﾐｻｷ 山口・AC
78 小学6年女子100m 186 山中　美黎 6 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾚｲ 防府陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年女子800m 240 宮木　優愛 5 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｱ 長門陸上
2 小学5年女子800m 54 安村　凜愛星 5 ﾔｽﾑﾗ ﾘｱﾗ 久米陸スポ
3 小学5年女子800m 22 河村　莉奈 5 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾅ 山口・AC
4 小学5年女子800m 183 松尾　紗莉愛 5 ﾏﾂｵ ｻﾘｱ 豊浦陸上
5 小学5年女子800m 100 瀧口　愛望 5 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 徳山コネット
6 小学5年女子800m 270 大池　友莉 5 ｵｵｲｹ ﾕﾘ 周陽体振
7 小学5年女子800m 82 淺田　乃々果 5 ｱｻﾀﾞ ﾉﾉｶ ひらちゅう
8 小学5年女子800m 249 山角　きりこ 5 ﾔﾏｶﾄﾞ ｷﾘｺ 長門陸上
9 小学5年女子800m 139 山﨑　彩花 5 ﾔﾏｻｷ ｱﾔｶ 山陽レッツ

10 小学5年女子800m 256 河本　咲恵 5 ｶﾜﾓﾄ ｻｴ 奇兵隊
11 小学5年女子800m 19 山田　ひらり 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾗﾘ 平生陸スポ
12 小学5年女子800m 195 櫻谷　果依 5 ｻｸﾗﾀﾆ ｶﾉｴ ひらちゅう
13 小学5年女子800m 242 藤野　すず 5 ﾌｼﾞﾉ ｽｽﾞ 仙崎みすゞ
14 小学5年女子800m 55 桑原　杏菜 5 ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 久米陸スポ
15 小学5年女子800m 163 藤井　野乃花 5 ﾌｼﾞｲ ﾉﾉｶ 光スポ少
16 小学5年女子800m 233 白坂　ねね 5 ｼﾗｻｶ ﾈﾈ コウビン陸
17 小学5年女子800m 266 伯野　颯紀 5 ﾊｸﾉ ｻﾂｷ 山陽レッツ
18 小学5年女子800m 46 安江　友里 5 ﾔｽｴ ﾕﾘ 下松東陽ク
19 小学5年女子800m 107 松田　藍菜 5 ﾏﾂﾀﾞ ﾗﾝﾅ 長門陸上
20 小学5年女子800m 18 久保　瑞葵 5 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ 平生陸スポ
21 小学5年女子800m 220 吉村　みづき 5 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 豊田下ラン
22 小学5年女子800m 272 江川　環 5 ｴｶﾞﾜ ﾀﾏｷ ふくっ子
23 小学5年女子800m 211 原田　歩未 5 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ ふくっ子
24 小学5年女子800m 106 野尻　紗矢 5 ﾉｼﾞﾘ ｻﾔ 長門陸上
25 小学5年女子800m 17 徳永　栞 5 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｵﾘ 平生陸スポ
26 小学5年女子800m 117 和田　菜月 5 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 山口陸スポ
27 小学5年女子800m 86 橋本　千亜季 5 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 新南陽陸上
28 小学5年女子800m 276 大和　るるか 5 ﾔﾏﾄ ﾙﾙｶ 藤山陸上
29 小学5年女子800m 262 竹田　柚莉奈 5 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘﾅ 平生陸スポ
30 小学5年女子800m 116 堀池　久瑠実 5 ﾎﾘｲｹ ｸﾙﾐ 山口・AC
31 小学5年女子800m 108 久保江　里紗 5 ｸﾎﾞｴ ﾘｻ 長門陸上
32 小学5年女子800m 213 高林　恋 5 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ふくっ子
33 小学5年女子800m 118 高橋　ゆう 5 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 山口陸スポ
34 小学5年女子800m 277 中村　雛音 5 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾈ 藤山陸上
35 小学5年女子800m 62 美濃　穂乃花 5 ﾐﾉ　ﾎﾉｶ 仙崎みすゞ
36 小学5年女子800m 207 吉岡　光彩 5 ﾖｼｵｶ ﾋｶﾙ ふくっ子
37 小学5年女子800m 209 白井　麻央 5 ｼﾗｲ ﾏｵ ふくっ子
38 小学5年女子800m 206 山崎　遥花 5 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｶ ひらちゅう
39 小学5年女子800m 15 各務　帆音 5 ｶｶﾞﾐ ﾎﾉ 奇兵隊
40 小学5年女子800m 241 中村　夕璃 5 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 長門陸上
41 小学5年女子800m 128 久保田　光 5 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾙ 山口陸スポ
42 小学5年女子800m 1 安村　美春 5 ﾔｽﾑﾗ ﾐﾊﾙ ゆう陸スポ
43 小学5年女子800m 269 濵村　響 5 ﾊﾏﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 萩陸スポ
44 小学5年女子800m 2 中村　絢音 5 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ JAC岩国
45 小学5年女子800m 185 田中　桜空 5 ﾀﾅｶ ｵｳﾗ 防府陸スポ
46 小学5年女子800m 214 西野　夏未 5 ﾆｼﾉ ﾅﾂﾐ ふくっ子
47 小学5年女子800m 290 安藤　美月 5 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 大道陸上



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年女子800m 44 玉本　莉子 6 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 下松東陽ク
2 小学6年女子800m 132 島野　星来 6 ｼﾏﾉ ｾｲﾗ 山陽レッツ
3 小学6年女子800m 119 河野　愛純 6 ｶﾜﾉ　ｱｽﾞﾐ 山口・AC
4 小学6年女子800m 87 岡田　桃佳 6 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ AC小野田
5 小学6年女子800m 227 金子　瑛怜 6 ｶﾈｺ ｴﾚﾝ コウビン陸
6 小学6年女子800m 187 川野　真奈 6 ｶﾜﾉ ﾏﾅ カツミ陸上
7 小学6年女子800m 72 三森　麻琴 6 ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ 周南ＪＡＣ
8 小学6年女子800m 76 金光　璃子 6 ｶﾈﾐﾂ ﾘｺ 周陽体振
9 小学6年女子800m 78 立川　優菜 6 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 周陽体振

10 小学6年女子800m 167 辰川　陽菜 6 ﾀﾂｶﾜ ﾋﾅ 豊浦陸上
11 小学6年女子800m 238 栢　芽生 6 ｶﾔ ﾒｲ 長門陸上
12 小学6年女子800m 236 兼常　真帆 6 ｶﾈﾂﾈ ﾏﾎ 山口ＦＳＬ
13 小学6年女子800m 166 高木　莉那 6 ﾀｶｷ ﾘﾅ 豊浦陸上
14 小学6年女子800m 137 植野　小梅 6 ｳｴﾉ ｺｳﾒ 山陽レッツ
15 小学6年女子800m 203 中島　麻葵 6 ﾅｶｼﾏ ｱｻｷﾞ ふくっ子
16 小学6年女子800m 199 町田　梓 6 ﾏﾁﾀﾞ ｱｽﾞｻ ふくっ子
17 小学6年女子800m 293 土屋　真子 6 ﾂﾁﾔ ﾏｺ 下松東陽ク
18 小学6年女子800m 74 柳瀬　泉希 6 ﾔﾅｾ ﾐｽﾞｷ 周南ＪＡＣ
19 小学6年女子800m 63 恒富　七海 6 ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ 徳山コネット
20 小学6年女子800m 81 清木　美来 6 ｾｲｷ ﾐｷ ひらちゅう
21 小学6年女子800m 113 眞城　如恵 6 ﾏｷ ﾕｷｴ 山口ＦＳＬ
22 小学6年女子800m 101 松本　るり 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾘ 山口陸スポ
23 小学6年女子800m 143 根賀　千沙希 6 ﾈｶﾞ ﾁｻｷ AC小野田
24 小学6年女子800m 140 原田　一葉 6 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾊ 周南ＪＡＣ
25 小学6年女子800m 29 川口　瞬浬 6 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ 光スポ少
26 小学6年女子800m 255 西　春歌 6 ﾆｼ ﾊﾙｶ 山口陸スポ
27 小学6年女子800m 68 北川　小陽 6 ｷﾀｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 徳山コネット
28 小学6年女子800m 120 飯田　麗徠 6 ｲｲﾀﾞ ﾚｲﾗ 長門陸上
29 小学6年女子800m 257 中村　夢奈 6 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ カツミ陸上
30 小学6年女子800m 96 池端　愛結 6 ｲｹﾊﾀ ｱﾕ 徳山コネット
31 小学6年女子800m 10 フラック　美亜 6 ﾌﾗｯｸ ﾐｱ カツミ陸上
32 小学6年女子800m 75 沖本　明子 6 ｵｷﾓﾄ ｱｷｺ 周陽体振
33 小学6年女子800m 135 岸田　環菜 6 ｷｼﾀﾞ ｶﾝﾅ 山陽レッツ
34 小学6年女子800m 261 竹田　梨里夏 6 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾘﾅ 平生陸スポ
35 小学6年女子800m 179 久永　悠珠 6 ﾋｻﾅｶﾞ ﾕｽﾞ 豊浦陸上
36 小学6年女子800m 258 中村　星梨 6 ﾅｶﾑﾗ ｾﾘ カツミ陸上
37 小学6年女子800m 9 貞光　咲智 6 ｻﾀﾞﾐﾂ ｻﾁ ゆう陸スポ
38 小学6年女子800m 180 北田　晴乃 6 ｷﾀﾀﾞ ﾊﾙﾉ 豊浦陸上
39 小学6年女子800m 97 藤田　華月 6 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾅ 山口陸スポ
40 小学6年女子800m 283 温品　花音 6 ﾇｸｼﾅ ｶﾉﾝ 周南ＪＡＣ
41 小学6年女子800m 66 松廣　美咲 6 ﾏﾂﾋﾛ ﾐｻｷ 山口・AC
42 小学6年女子800m 6 秋山　柚乃 6 ｱｷﾔﾏ ﾕﾉ JAC岩国
43 小学6年女子800m 247 河野　小夏 6 ｶﾜﾉ ｺﾅﾂ 萩陸スポ
44 小学6年女子800m 93 森河　愛奈 6 ﾓﾘｶﾜ ｱｲﾅ 大道陸上
45 小学6年女子800m 246 伊東　倫世 6 ｲﾄｳ ﾘｾ 萩陸スポ
46 小学6年女子800m 259 馬越　真那実 6 ｳﾏｺｼ ﾏﾅﾐ 大道陸上
47 小学6年女子800m 65 酒野　夏帆 6 ｻｶﾉ ｶﾎ 山口・AC
48 小学6年女子800m 291 弘中　友香梨 6 ﾋﾛﾅｶ ﾕｶﾘ 桜木陸スポ



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学女子コンバインドA 14 中野　恵里 6 ﾅｶﾉ ｴﾘ 平生陸スポ
2 小学女子コンバインドA 33 吉村　日那 6 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾅ アカデミー
3 小学女子コンバインドA 64 神田　琴音 6 ｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 徳山コネット
4 小学女子コンバインドA 80 甲方　愛菜 5 ｺｳｶﾀ ﾏﾅ ゆう陸スポ
5 小学女子コンバインドA 91 山本　沙織 5 ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 大道陸上
6 小学女子コンバインドA 92 海地　さやか 6 ｶｲﾁ ｻﾔｶ 大道陸上
7 小学女子コンバインドA 168 吉住　祐子 6 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｺ 豊浦陸上
8 小学女子コンバインドA 169 松本　芽夏 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲｶ 豊浦陸上
9 小学女子コンバインドA 172 西川　芽生 6 ﾆｼｶﾜ ﾒﾊﾞｴ 豊浦陸上

10 小学女子コンバインドA 239 河本　美蘭子 6 ｶﾜﾓﾄ ﾐｶｺ 長門陸上
1 小学女子コンバインドB 4 平原　佑紀 5 ﾋﾗﾊﾗ ﾕｳｷ JAC岩国
2 小学女子コンバインドB 7 五十部　葵 5 ｲｿﾍﾞ ｱｵｲ アカデミー
3 小学女子コンバインドB 13 市川　麻衣 5 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 平生陸スポ
4 小学女子コンバインドB 16 宇佐川　愛子 5 ｳｻｶﾞﾜ ｱｲｺ 大道陸上
5 小学女子コンバインドB 43 國嶋　捺未 6 ｸﾆｼﾏ ﾅﾂﾐ 下松東陽ク
6 小学女子コンバインドB 45 井上　真優 5 ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 下松東陽ク
7 小学女子コンバインドB 47 菅光　うるは 6 ｽｶﾞﾐﾂ ｳﾙﾊ アカデミー
8 小学女子コンバインドB 48 広重　昭美 6 ﾋﾛｼｹﾞ ﾃﾙﾐ アカデミー
9 小学女子コンバインドB 49 河口　望愛 6 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｱ 奇兵隊

10 小学女子コンバインドB 52 三吉　莉子 5 ﾐﾖｼ ﾘｺ 下松東陽ク
11 小学女子コンバインドB 53 樫部　茉鈴 6 ｶｼﾍﾞ ﾏﾘﾝ 久米陸スポ
12 小学女子コンバインドB 61 若松　優奈 5 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳﾅ ふくっ子
13 小学女子コンバインドB 67 岡田　姫花 6 ｵｶﾀﾞ ﾋﾒｶ 徳山コネット
14 小学女子コンバインドB 111 青木　美空 6 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 山口ＦＳＬ
15 小学女子コンバインドB 112 後藤　優伽 6 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ 山口ＦＳＬ
16 小学女子コンバインドB 121 三井　涼加 6 ﾐﾂｲ ｽｽﾞｶ 山口陸スポ
17 小学女子コンバインドB 123 道同　美葉乃 6 ﾄﾞｳﾄﾞｳ ﾐﾊﾉ 山口陸スポ
18 小学女子コンバインドB 130 稲田　はるる 6 ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾙ 藤山陸上
19 小学女子コンバインドB 149 中嶋　菜月 6 ﾅｶｼﾏ ﾅﾂｷ 美祢陸スポ
20 小学女子コンバインドB 152 田代　千菜 6 ﾀｼﾛ ｾﾅ 下関陸スポ
21 小学女子コンバインドB 156 生田　帆南 6 ｲｸﾀ ﾎﾅﾐ 山陽レッツ
22 小学女子コンバインドB 170 岡﨑　未実 6 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾐ 豊浦陸上
23 小学女子コンバインドB 171 磯村　栄実 6 ｲｿﾑﾗ ｴﾐ 豊浦陸上
24 小学女子コンバインドB 173 前田　涼音 6 ﾏｴﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 豊浦陸上
25 小学女子コンバインドB 174 和田　杏梨 6 ﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ 豊浦陸上
26 小学女子コンバインドB 176 徳永　涼羽 6 ﾄｸﾅｶﾞ ｽｽﾞﾊ 豊浦陸上
27 小学女子コンバインドB 200 笹井　美来 6 ｻｻｲ ﾐｸ ふくっ子
28 小学女子コンバインドB 244 杉村　優綺 5 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｷ 油谷陸スタ
29 小学女子コンバインドB 251 藤田　陽代里 5 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ 油谷陸スタ
30 小学女子コンバインドB 263 伊藤　緋月 6 ｲﾄｳ ｱｶﾂｷ 下松東陽ク
31 小学女子コンバインドB 264 明丸　桜子 6 ｱｷﾏﾙ ｻｸﾗｺ 下松東陽ク



番号 競技 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学男女混合4X100mR コウビン陸 コウビン陸
2 小学男女混合4X100mR 光スポ少A 光スポ少
3 小学男女混合4X100mR 周陽体振 周陽体振
4 小学男女混合4X100mR AC小野田 AC小野田
5 小学男女混合4X100mR 萩陸スポ 萩陸スポ
6 小学男女混合4X100mR カツミ陸上 カツミ陸上
7 小学男女混合4X100mR 豊浦陸上 豊浦陸上
8 小学男女混合4X100mR 山口陸スポA 山口陸スポ
9 小学男女混合4X100mR 徳山コネットB 徳山コネット

10 小学男女混合4X100mR 光スポ少B 光スポ少
11 小学男女混合4X100mR 下松東陽クA 下松東陽ク
12 小学男女混合4X100mR 徳山コネットA 徳山コネット
13 小学男女混合4X100mR 藤山陸上B 藤山陸上
14 小学男女混合4X100mR ふくっ子 ふくっ子
15 小学男女混合4X100mR 長門陸上 長門陸上
16 小学男女混合4X100mR 下関陸スポ 下関陸スポ
17 小学男女混合4X100mR アカデミー アカデミー
18 小学男女混合4X100mR 防府陸スポ 防府陸スポ
19 小学男女混合4X100mR 大道陸上 大道陸上
20 小学男女混合4X100mR 奇兵隊 奇兵隊
21 小学男女混合4X100mR 藤山陸上A 藤山陸上
22 小学男女混合4X100mR 山陽レッツ 山陽レッツ
23 小学男女混合4X100mR 山口陸スポB 山口陸スポ
24 小学男女混合4X100mR 菊川クラブ 菊川クラブ
25 小学男女混合4X100mR 下松東陽クB 下松東陽ク
26 小学男女混合4X100mR 光スポ少C 光スポ少


