
番号 競技 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 中学男子3000m 85 今岡　陽 2 ｲﾏｵｶ ﾊﾙ 周陽中
2 中学男子3000m 23 丸山　永遠 2 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 夢が丘中
3 中学男子3000m 1524 安村　瑠輝愛 2 ﾔｽﾑﾗ ﾙｷｱ 高川学園中
4 中学男子3000m 1447 吉冨　侑希 3 ﾖｼﾄﾞﾐ ﾕｳｷ 周陽中
5 中学男子3000m 532 都留　明彦 3 ﾂﾙ ｱｷﾋｺ 国府中
6 中学男子3000m 876 沖永　啓太 3 ｵｷﾅｶﾞ ｹｲﾀ 田布施中
7 中学男子3000m 181 大河原　悠暉 3 ｵｵｶﾜﾗ ﾊﾙｷ 国府中
8 中学男子3000m 555 松窪　礼登 3 ﾏﾂｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 富田中
9 中学男子3000m 93 木村　亮太 2 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 福川中
10 中学男子3000m 806 松本　誠也 3 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 島田中
11 中学男子3000m 479 森廣　颯 2 ﾓﾘﾋﾛ ﾊﾔﾄ 国府中
12 中学男子3000m 42 山田　寛三 1 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｿﾞｳ 川西中
13 中学男子3000m 129 渡辺　柊色 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 光井中
14 中学男子3000m 240 安村　奏汰 3 ﾔｽﾑﾗ ｶﾅﾀ 国府中
15 中学男子3000m 28 松阪　璃人 3 ﾏﾂｻｶ ﾘﾋﾄ 高川学園中
16 中学男子3000m 442 両國　樹 3 ﾘｮｳｺﾞｸ ｲﾂｷ 周陽中
17 中学男子3000m 97 時安　渉 3 ﾄｷﾔｽ ｼｮｳ 周陽中
18 中学男子3000m 719 三上　龍真 1 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾏ 萩東中
19 中学男子3000m 981 親川　秀 2 ｵﾔｶﾜ ｼｭｳ 東部中
20 中学男子3000m 977 賀山　亮成 3 ｶﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 右田中
21 中学男子3000m 1517 佐々木　歩央 1 ｻｻｷ ｱｵ 萩東中
22 中学男子3000m 472 大濵　遥喜 2 ｵｵﾊﾏ ﾊﾙｷ 国府中
23 中学男子3000m 608 平川　瑠星 3 ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 桑山中
24 中学男子3000m 52 吉田　僚 3 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 熊毛中
25 中学男子3000m 6 藤井　悠平 3 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾍｲ 浅江中
26 中学男子3000m 105 時安　歩夢 3 ﾄｷﾔｽ ｱﾕﾑ 周陽中
27 中学男子3000m 494 谷本　昂士郎 2 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 田布施中
28 中学男子3000m 573 通　悠人 3 ｶﾖｲ ﾕｳﾄ 桜田中
29 中学男子3000m 124 玉野　航聖 2 ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ 富田中
30 中学男子3000m 805 藤川　凌也 3 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾔ 島田中
31 中学男子3000m 130 重山　弘徳 3 ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 萩東中
32 中学男子3000m 1319 大谷　亮陽 3 ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 浅江中
33 中学男子3000m 430 山口　翔輝 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 浅江中
1 高校男子5000m 1246 河野　悠一 2 ｺｳﾉ ﾕｳｲﾁ 美祢青嶺高
2 高校男子5000m 1642 山内　翔哉 2 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾔ 高川学園高
3 高校男子5000m 1486 安村　AUGUST凜音 2 ﾔｽﾑﾗ ｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ 徳山高
4 高校男子5000m 1967 石田　恵磨 1 ｲｼﾀﾞ ｹｲﾏ 美祢青嶺高
5 高校男子5000m 1138 末永　悠隼 2 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 豊浦高
6 高校男子5000m 1137 国増　武志 2 ｸﾆﾏｽ ﾀｹｼ 豊浦高
7 高校男子5000m 1970 竹井　祐輝 1 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 美祢青嶺高
8 高校男子5000m 1245 江本　翔稀 2 ｴﾓﾄ ｼｮｳｷ 美祢青嶺高
9 高校男子5000m 1565 宮村　友盛 1 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳｾｲ 防府商工高
10 高校男子5000m 1251 吉松 誠也 2 ﾖｼﾏﾂ ｾｲﾔ 美祢青嶺高
11 高校男子5000m 1196 檜室　亮太 2 ﾋﾑﾛ ﾘｮｳﾀ 下関工科高
12 高校男子5000m 1341 清水　陸 2 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 岩国高
13 高校男子5000m 2222 立野　駿介 1 ﾀﾁﾉ ｼｭﾝｽｹ 防府商工高
14 高校男子5000m 2204 山口　航平 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 西京高
15 高校男子5000m 2202 玉利　和己 1 ﾀﾏﾘ ｶｽﾞｷ 西京高
16 高校男子5000m 1443 通　正樹 1 ｶﾖｲ ﾏｻｷ 光高
17 高校男子5000m 1439 佐野　武生 2 ｻﾉ ﾀｹﾙ 光高
18 高校男子5000m 2221 檜垣　太一 1 ﾋｶﾞｷ ﾀｲﾁ 防府商工高
19 高校男子5000m 2206 吉村　拓樹 1 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ 西京高
20 高校男子5000m 1968 板川　凌大 1 ｲﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 美祢青嶺高
21 高校男子5000m 1654 林　歩夢 1 ﾊﾔｼ ｱﾔﾑ 高川学園高
22 高校男子5000m 1239 岡村　武尊 3 ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾙ 美祢青嶺高
23 高校男子5000m 1441 野村　大祐 2 ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 光高
24 高校男子5000m 1828 木本　匠 1 ｷﾓﾄ ﾀｸﾐ 宇部鴻城高
25 高校男子5000m 2232 山本　圭祐 1 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 防府商工高
26 高校男子5000m 2200 末岡 颯人 1 ｽｴｵｶ ﾊﾔﾄ 西京高
27 高校男子5000m 1243 伊藤　ﾌｧﾙｸｱﾘ 2 ｲﾄｳ ﾌｧﾙｸｱﾘ 美祢青嶺高



番号 競技 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
28 高校男子5000m 1140 日田内　俊德 2 ﾋﾀﾞｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 豊浦高
29 高校男子5000m 1812 井下　侃 1 ｲﾉｼﾀ ｶﾝ 宇部鴻城高
30 高校男子5000m 1511 東條　侃慧 3 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ 聖光高
31 高校男子5000m 1633 坂井　太一 3 ｻｶｲ ﾀｲﾁ 高川学園高
32 高校男子5000m 1515 高重　一輝 2 ﾀｶｼｹﾞ ｶｽﾞｷ 聖光高
33 高校男子5000m 1595 上部　知紀 3 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 西京高
34 高校男子5000m 1244 歌田　慶上 2 ｳﾀﾀﾞ ｹｲｼﾞｮｳ 美祢青嶺高
35 高校男子5000m 1635 清見　涼真 2 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 高川学園高
36 高校男子5000m 1248 野村　直生 2 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 美祢青嶺高
37 高校男子5000m 2205 山口　翔平 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 西京高
38 高校男子5000m 1247 白浜　徹也 2 ｼﾗﾊﾏ ﾃﾂﾔ 美祢青嶺高
39 高校男子5000m 1086 正路　颯 2 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾔﾃ 宇部鴻城高
40 高校男子5000m 1139 能美　和洋 2 ﾉｳﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 豊浦高
41 高校男子5000m 1652 高山　豪起 1 ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ 高川学園高
42 高校男子5000m 1079 富永　勘太 3 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾝﾀ 宇部鴻城高
43 高校男子5000m 1656 宮内　渉里 1 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾘ 高川学園高
44 高校男子5000m 1632 明石　悠汰 3 ｱｶｼ ﾕｳﾀ 高川学園高
45 高校男子5000m 1514 小松　颯翔 2 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 聖光高
46 高校男子5000m 1597 瀧口　大河 3 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 西京高
47 高校男子5000m 1509 洌鎌　優希 3 ｽｶﾞﾏ ﾕｳｷ 聖光高
48 高校男子5000m 1815 小松　星斗 1 ｺﾏﾂ ｾｲﾄ 宇部鴻城高
49 高校男子5000m 1811 田中　遼 1 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 宇部鴻城高
50 高校男子5000m 1637 土井　友輔 2 ﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ 高川学園高
51 高校男子5000m 1240 福田　紘斗 3 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 美祢青嶺高
52 高校男子5000m 1808 陸　太陽 1 ﾘｸ ﾀｲﾖｳ 宇部鴻城高
53 高校男子5000m 1081 野上　永遠 3 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾜ 宇部鴻城高
54 高校男子5000m 2203 村岡　滉太 1 ﾑﾗｵｶ ｺｳﾀ 西京高
55 高校男子5000m 1249 藤井　翔大 2 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀﾞｲ 美祢青嶺高
56 高校男子5000m 1238 野村　颯斗 3 ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 美祢青嶺高
57 高校男子5000m 1600 三木　雄介 3 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 西京高
58 高校男子5000m 1030 藤井　亮太朗 3 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 宇部工高
59 高校男子5000m 1136 野上　千尋 3 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 豊浦高
60 高校男子5000m 1641 安村　零音 2 ﾔｽﾑﾗ ﾚｵﾝ 高川学園高
61 高校男子5000m 1512 花谷　そら 3 ﾊﾅﾀﾆ ｿﾗ 聖光高
62 高校男子5000m 2201 玉井　正紘 1 ﾀﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 西京高
63 高校男子5000m 1135 鶴巻　聖大 3 ﾂﾙﾏｷ ｾｲﾀ 豊浦高
64 高校男子5000m 1077 関野　稜介 3 ｾｷﾉ ﾘｮｳｽｹ 宇部鴻城高
65 高校男子5000m 1596 菖蒲　敦司 3 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 西京高
66 高校男子5000m 1602 阿部　陽樹 2 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 西京高
67 高校男子5000m 1601 森重　孝哉 3 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 西京高
68 高校男子5000m 1080 藤野　隼也 3 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 宇部鴻城高
69 高校男子5000m 1890 吉中　祐太 1 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 豊浦高
70 高校男子5000m 1603 岩崎　壮也 2 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ 西京高
71 高校男子5000m 1605 小林　海葵 2 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ 西京高
72 高校男子5000m 1338 村重　亮達 3 ﾑﾗｼｹﾞﾘｮｳﾀﾂ 岩国高
73 高校男子5000m 1513 復光　駿介 3 ﾌｸﾐﾂ ｼｭﾝｽｹ 聖光高
74 高校男子5000m 1598 田村　友伸 3 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 西京高
75 高校男子5000m 1636 田中　亮実 2 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 高川学園高
76 高校男子5000m 1134 正田　盛起 3 ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ 豊浦高
77 高校男子5000m 1250 藤村　太陽 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 美祢青嶺高
78 高校男子5000m 1604 大谷　悠真 2 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 西京高
79 高校男子5000m 1599 田村　　光 3 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 西京高
80 高校男子5000m 1606 松村　優斗 2 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ 西京高
81 高校男子5000m 1242 山本　悠真 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 美祢青嶺高
82 高校男子5000m 2224 山本　真央 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 高川学園高



番号 競技 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 中学女子3000m 413 古田　萌華 2 ﾌﾙﾀ ﾓｴｶ 田布施中
2 中学女子3000m 923 柴川　瑞希 3 ｼﾊﾞｶﾜ ﾐｽﾞｷ 右田中
3 中学女子3000m 12 大久保　南 3 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 浅江中
4 中学女子3000m 1223 中尾　真悠 3 ﾅｶｵ ﾏﾕ 下関中等教育
5 中学女子3000m 280 佐古　萌乃香 3 ｻｺ ﾎﾉｶ 富田中
6 中学女子3000m 698 窪野　星夢 3 ｸﾎﾞﾉ ｾﾗ 島田中
7 中学女子3000m 544 中原　涼那 3 ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 高千帆中
8 中学女子3000m 176 原田　栞那 2 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾅ 厚南中
9 中学女子3000m 557 清松　梨花 2 ｷﾖﾏﾂ ﾘﾝｶ 島田中
10 中学女子3000m 394 川村　夏美 2 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 田布施中
11 中学女子3000m 1520 根賀　美沙希 2 ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 高川学園中
12 中学女子3000m 144 山本　菜津美 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 周陽中
13 中学女子3000m 56 土井　唯楓 3 ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 光井中
14 中学女子3000m 659 越智 雅 2 ｵﾁ ﾐﾔﾋﾞ 高千帆中
1 高校女子5000m 461 舩木　千花 2 ﾌﾅｷ ﾁﾊﾅ 西京高
2 高校女子5000m 915 町田　萌 1 ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ 西京高
3 高校女子5000m 902 藤川　彩 1 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔ 中村女高
4 高校女子5000m 458 岡﨑　莉子 2 ｵｶｻﾞｷ ﾘｺ 西京高
5 高校女子5000m 913 中野　萌香 1 ﾅｶﾉ ﾓｴｶ 西京高
6 高校女子5000m 457 石松　空 2 ｲｼﾏﾂ ｿﾗ 西京高
7 高校女子5000m 324 西本　愛璃 2 ﾆｼﾓﾄ ｱｲﾘ 光高
8 高校女子5000m 601 中村　結依 1 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 宇部鴻城高
9 高校女子5000m 462 舩木　柚花 2 ﾌﾅｷ ﾕｽﾞｶ 西京高
10 高校女子5000m 600 中村　真依 1 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 宇部鴻城高
11 高校女子5000m 493 白井　明衣 3 ｼﾗｲ ﾒｲ 中村女高
12 高校女子5000m 451 石田　真子 1 ｲｼﾀﾞ ﾏｺ 中村女高
13 高校女子5000m 494 内田　爽月 2 ｳﾁﾀﾞ ｻﾂｷ 中村女高
14 高校女子5000m 668 長広　天 1 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾃﾝ 豊浦高
15 高校女子5000m 459 西村　咲良 2 ﾆｼﾑﾗ ｻｸﾗ 西京高
16 高校女子5000m 667 井上　萌々奈 1 ｲﾉｳｴ ﾓﾓﾅ 豊浦高
1 一般女子5000m 4755 藤田　友里恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｴ 萩市陸協
2 一般女子5000m 702 上野　夢歩 ｳｴﾉ ﾕﾒﾎ 光華女子大
3 一般女子5000m 3523 黒石　瑠香 1 ｸﾛｲｼ ﾙｶ 福岡大



番号 競技 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 記録会男子1500m 2247 七山　秀悟 1 ﾅﾅﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 誠英高
2 記録会男子1500m 8 吉国　海音 1 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 高川学園中
3 記録会男子1500m 1526 古川　聡 2 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｼ 高川学園中
4 記録会男子1500m 1638 御園生　廉叶 2 ﾐｿﾉｵ ﾚﾝﾄ 高川学園高
5 記録会男子1500m 193 神吉　モル 1 ｶﾐﾖｼ ﾓﾙ 島田中
6 記録会男子1500m 179 江平　莉阿武 2 ｴﾋﾗ ﾘｱﾑ 野田学園中
7 記録会男子1500m 11 澤江　伊吹 1 ｻﾜｴ ｲﾌﾞｷ 高川学園中
8 記録会男子1500m 1629 河村　尚弥 2 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ 誠英高
9 記録会男子1500m 2157 入江　海音 1 ｲﾘｴ ｶｲﾄ 徳山高
10 記録会男子1500m 1640 宮本　駿希　 2 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｷ 高川学園高
11 記録会男子1500m 1442 熊野　耀也 1 ｸﾏﾉ ﾃﾙﾔ 光高
12 記録会男子1500m 2173 中村　勝大 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 山口大
13 記録会男子1500m 297 中津井　陽仁 1 ﾅｶﾂｲ ﾊﾙﾄ 島田中
14 記録会男子1500m 4 末永　蒼真 1 ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ 高川学園中
15 記録会男子1500m 3231 縄田　裕史 ﾅﾜﾀ ﾕｳｼﾞ 宇部市陸協
16 記録会男子1500m 1485 三重野　凌 2 ﾐｴﾉ ﾘｮｳ 徳山高
17 記録会男子1500m 902 藤野　誠也 1 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾔ 大殿中
18 記録会男子1500m 2156 山本　海太 1 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾀ 徳山高
19 記録会男子1500m 2242 平岡　裕貴 1 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｷ 山口総合支援学校
20 記録会男子1500m 9 中村　真生 1 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 高川学園中
21 記録会男子1500m 1631 中島　飛翔 1 ﾅｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 誠英高
22 記録会男子1500m 1525 熊野　恵大 2 ｸﾏﾉ ｹｲﾀ 高川学園中
1 記録会男子3000m 802 西村　飛鳥 2 ﾆｼﾑﾗ ｱｽｶ 島田中
2 記録会男子3000m 5373 久保　貴史 ｸﾎﾞ ﾀｶﾌﾐ 美祢市陸協
3 記録会男子3000m 1969 小林　壮志 1 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｼ 美祢青嶺高
4 記録会男子3000m 639 飯尾　太一 2 ｲｲｵ ﾀｲﾁ 島田中
5 記録会男子3000m 3267 川野　竜二 ｶﾜﾉ ﾘｭｳｼﾞ 宇部市陸協
6 記録会男子3000m 1520 河邉　将吾 1 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 聖光高
7 記録会男子3000m 2223 森重　清龍 1 ﾓﾘｼｹﾞ ｾｲﾘｭｳ 高川学園高
8 記録会男子3000m 2133 清水　優輔 1 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 聖光高
9 記録会男子3000m 627 藤本　蓮珠 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ 島田中
10 記録会男子3000m 4995 鶴田　康作 ﾂﾙﾀﾞ ｺｳｻｸ 武田薬品
11 記録会男子3000m 554 市川　輝政 3 ｲﾁｶﾜ ﾃﾙﾏｻ 富田中
12 記録会男子3000m 5004 仲山　大輝 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 武田薬品
13 記録会男子3000m 1484 田中　友也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 山口大
14 記録会男子3000m 1653 築出　真名人 1 ﾂｷﾃﾞ ﾏﾅﾄ 高川学園高
15 記録会男子3000m 2130 津守　伸哉 1 ﾂﾓﾘ ｼﾝﾔ 聖光高
16 記録会男子3000m 626 繁本　凌一 2 ｼｹﾞﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 島田中
1 記録会男子5000m 1809 山村　堅人 1 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 宇部鴻城高
2 記録会男子5000m 1109 末廣　海輝斗 1 ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ 宇部高専
3 記録会男子5000m 1518 吉末　健人 2 ﾖｼｽｴ ｹﾝﾄ 聖光高
4 記録会男子5000m 1466 瀧口 吉香 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 山口大
5 記録会男子5000m 5659 綿谷　幸治 ﾜﾀﾀﾆ ｺｳｼﾞ 山口県庁
6 記録会男子5000m 2131 藤井　和磨 1 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾏ 聖光高
7 記録会男子5000m 1106 林　駿佑 2 ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 宇部高専
8 記録会男子5000m 1849 山村 悠稀 1 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ 宇部高専
9 記録会男子5000m 1919 澤村　久佳 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 山口大
10 記録会男子5000m 1814 湯淺　隆馬 2 ﾕｱｻ ﾘｮｳﾏ 宇部鴻城高
11 記録会男子5000m 1108 永瀨　太智 1 ﾅｶﾞｾ ﾀｲﾁ 宇部高専
12 記録会男子5000m 1630 大下　裕平 1 ｵｵｼﾀ ﾕｳﾍｲ 誠英高
13 記録会男子5000m 2170 白石　圭吾 ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ 山口大
14 記録会男子5000m 1519 井上　大樹 1 ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ 聖光高
15 記録会男子5000m 3336 石田　晃己 5 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 宇部高専
16 記録会男子5000m 1848 松田　優弥 1 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾔ 宇部高専
17 記録会男子5000m 1104 村田　桂晨 2 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ 宇部高専
18 記録会男子5000m 1891 山﨑　拓真 1 ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾏ 豊浦高
19 記録会男子5000m 5654 廣永　拓男 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｸｵ 山口県庁
20 記録会男子5000m 1517 東條　吏起 2 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘﾂｷ 聖光高
21 記録会男子5000m 1847 松崎　遼登 1 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 宇部高専
22 記録会男子5000m 1486 福間　敦也 ﾌｸﾏ ｱﾂﾔ 山口大



番号 競技 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
23 記録会男子5000m 1075 小西　壮 3 ｺﾆｼ ｿｳ 宇部鴻城高
24 記録会男子5000m 1475 古川　丈裕 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 山口大
25 記録会男子5000m 1827 植田　亮平 1 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 宇部鴻城高
26 記録会男子5000m 3331 城石　紘希 4 ｼﾛｲｼ ﾋﾛｷ 宇部高専
27 記録会男子5000m 1473 中村　巧汰 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山口大
28 記録会男子5000m 2168 岡本　拓海 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 山口大
29 記録会男子5000m 1510 田中　智崇 3 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾀｶ 聖光高
30 記録会男子5000m 1487 藤田　莞大 ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾀﾞｲ 山口大
31 記録会男子5000m 1087 田中　稜起 2 ﾀﾅｶ ｲｽﾞｷ 宇部鴻城高
32 記録会男子5000m 214 水口　涼 ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ 関西学院大
33 記録会男子5000m 3382 林　啓二 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ 宇部市陸協
34 記録会男子5000m 1478 横山　裕介 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山口大
35 記録会男子5000m 1069 岩﨑　良祐 3 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 宇部鴻城高
36 記録会男子5000m 2175 西　翔太郎 ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 山口大
37 記録会男子5000m 1095 松尾　圭祐 2 ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ 慶進高
38 記録会男子5000m 1889 川本　斗希也 1 ｶﾜﾓﾄ ﾄｷﾔ 豊浦高
39 記録会男子5000m 3214 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 宇部市陸協
40 記録会男子5000m 1102 河野　颯太 3 ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 宇部高専
41 記録会男子5000m 4024 前野　成輝 ﾏｴﾉ ｼｹﾞｷ 下関市陸協
42 記録会男子5000m 2172 長岡　志優 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳ 山口大



番号 競技 No 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 記録会女子1500m 925 古谷　綾華 1 ﾌﾙﾀﾆ ｱﾔｶ 防府商工高
2 記録会女子1500m 382 弘中　愛美 2 ﾋﾛﾅｶ ﾏﾅﾐ 聖光高
3 記録会女子1500m 1129 清水　菜央 4 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 山口大
4 記録会女子1500m 355 波多野　結唯 2 ﾊﾀﾉ ﾕｲ 新南陽高
5 記録会女子1500m 944 柳　真季 1 ﾔﾅｷﾞ ﾏｷ 防府商工高
6 記録会女子1500m 354 杉岡　美咲 2 ｽｷﾞｵｶ ﾐｻｷ 新南陽高
7 記録会女子1500m 1317 小原　こはる 2 ｵﾊﾞﾗ ｺﾊﾙ 下関市立大
8 記録会女子1500m 1128 金原　侑子 4 ｶﾅﾊﾗ ﾕｳｺ 山口大
9 記録会女子1500m 1132 土肥　夏季 3 ﾄﾞﾋ ﾅﾂｷ 山口大
10 記録会女子1500m 490 飯嶋　美優 3 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾕ 中村女高
11 記録会女子1500m 379 野村　希美 3 ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 聖光高
12 記録会女子1500m 117 繁本　桜帆 1 ｼｹﾞﾓﾄ ｻﾎ 島田中
13 記録会女子1500m 450 國貞　凛 2 ｸﾆｻﾀﾞ ﾘﾝ 中村女高
14 記録会女子1500m 377 竹浦　千尋 3 ﾀｹｳﾗ ﾁﾋﾛ 聖光高
15 記録会女子1500m 119 窪野　未悠 1 ｸﾎﾞﾉ ﾐﾕ 島田中
16 記録会女子1500m 381 浴森　美優 2 ｴｷﾓﾘ ﾐﾕ 聖光高
17 記録会女子1500m 901 岩﨑　莉子 1 ｲﾜｻｷ ﾘｺ 中村女高
18 記録会女子1500m 1522 磯崎　あゆみ 2 ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ 高川学園中
19 記録会女子1500m 550 青木　愛莉 2 ｱｵｷ ｱｲﾘ 島田中
20 記録会女子1500m 1399 冨重　由唯 1 ﾄﾐｼｹﾞ ﾕｲ 山口大
21 記録会女子1500m 919 吉田　葵 1 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ 中村女高
22 記録会女子1500m 273 杉岡　優希 3 ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｷ 富田中
23 記録会女子1500m 378 竹浦　万尋 3 ﾀｹｳﾗ ﾏﾋﾛ 聖光高
24 記録会女子1500m 284 吉木　愛珠 3 ﾖｼｷ ﾏﾅﾐ 富田中
25 記録会女子1500m 375 﨑野　愛理 3 ｻｷﾉ ｴﾘ 聖光高
26 記録会女子1500m 376 佐古　茉優 3 ｻｺ ﾏﾋﾛ 聖光高
1 記録会女子3000m 456 田村　美空 3 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 西京高
2 記録会女子3000m 386 村上　蒼空 1 ﾑﾗｶﾐ ｿﾗ 聖光高
3 記録会女子3000m 463 水田　真希 2 ﾐｽﾞﾀ ﾏｷ 西京高
4 記録会女子3000m 387 森山　瑚都 1 ﾓﾘﾔﾏ ｺﾄ 聖光高
5 記録会女子3000m 455 岡村　はな 3 ｵｶﾑﾗ ﾊﾅ 西京高
6 記録会女子3000m 912 田辺　真奈 1 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 西京高
7 記録会女子3000m 383 石丸　郁良 1 ｲｼﾏﾙ ｲｸﾗ 聖光高
8 記録会女子3000m 380 今村　里桜 2 ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ 聖光高
9 記録会女子3000m 910 生本　鈴菜 1 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 西京高
10 記録会女子3000m 685 田上　愛花 1 ﾀｶﾞﾐ ﾏﾅｶ 豊浦高
11 記録会女子3000m 231 上本　日菜 3 ｳｴﾓﾄ ﾋﾅ 美祢青嶺高
12 記録会女子3000m 914 林　真名 1 ﾊﾔｼ ﾏﾅ 西京高
13 記録会女子3000m 385 橋本　優奈 1 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 聖光高
14 記録会女子3000m 1380 中坪　花帆 3 ﾅｶﾂﾎﾞ ｶﾎ 下関市立大
15 記録会女子3000m 232 宗内　こころ 2 ﾑﾈｳﾁ ｺｺﾛ 美祢青嶺高
16 記録会女子3000m 388 山口　寿乃 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾅ 聖光高
17 記録会女子3000m 460 廣石　那萌 2 ﾋﾛｲｼ ﾅﾓ 西京高
18 記録会女子3000m 464 御堂　薫 2 ﾐﾄﾞｳ ｶｵﾙ 西京高
19 記録会女子3000m 384 新森　碧 1 ｼﾝﾓﾘ ｱｵｲ 聖光高
20 記録会女子3000m 602 日高　里緒 1 ﾋﾀｶ ﾘｵ 宇部鴻城高
21 記録会女子3000m 603 三角　紗季子 1 ﾐｽﾐ ｻｷｺ 宇部鴻城高
22 記録会女子3000m 911 関谷　萌伽 1 ｾｷﾀﾆ ﾓｶ 西京高


