
No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 男子100m 4671 上田　和志 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ ＯＰＣ
2 男子100m 1883 山田　春日 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 誠英高
3 男子100m 4662 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ ＯＰＣ
4 男子100m 4668 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ ＯＰＣ
5 男子100m 5631 原川　浩太郎 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ＨＳＣ
6 男子100m 7-1923 有松　大和 5 ｱﾘﾏﾂ ﾔﾏﾄ 徳山高専
7 男子100m 1831 田中　悠聖 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山口高
8 男子100m 4431 宮本　泰成 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 東ソー
9 男子100m 7-1001 濱田　駿 2 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山口東京理大
10 男子100m 198 山川　郁人 3 ﾔﾏｶﾜ ﾌﾐﾄ 九州情報大
11 男子100m 1849 古屋　昂大 3 ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾞｲ 山口中央高
12 男子100m 1667 山本　浩平 2 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 宇部鴻城高
13 男子100m 2046 田村　嘉啓 1 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 環太平洋大
14 男子100m 1929 木村　透唯 2 ｷﾑﾗ ﾄｵｲ 山口県鴻城高
15 男子100m 4216 本部　晃司 ﾎﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 山口合同ガス
16 男子100m 1877 古屋　世那 2 ﾌﾙﾔ ｾﾅ 西京高
17 男子100m 7-1864 金本　将太郎 2 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 徳山大
18 男子100m 5236 松崎　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ infinity AC
19 男子100m 1660 高橋　知優 3 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 宇部鴻城高
20 男子100m 1317 岡村　泰輝 2 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 南陽工高
21 男子100m 1872 伊東　拓真 2 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 西京高
22 男子100m 1341 川岡　滉太郎 1 ｶﾜｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 下松高
23 男子100m 7-1860 二宮　匠海 3 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 徳山大
24 男子100m 2044 敷田　京冶 2 ｼｷﾀ ｷｮｳﾔ 田部高
25 男子100m 1879 三戸　慶一郎 2 ﾐﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 西京高
26 男子100m 4661 冨野　晃嗣 ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ ＯＰＣ
27 男子100m 1924 酒井　太暉 3 ｻｶｲ ﾀｲｷ 山口県鴻城高
28 男子100m 2223 大山　青千 2 ｵｵﾔﾏ ｾｲﾁ 早鞆高
29 男子100m 1350 中本　匡俊 2 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 環太平洋大
30 男子100m 4679 石田　裕太郎 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ＯＰＣ
31 男子100m 4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口合同ガス
32 男子100m 1832 松田　祥吾 1 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 山口高
33 男子100m 1944 光田　圭太郎 1 ﾐﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 西京高
34 男子100m 2072 岡　和幸 2 ｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 下関西高
35 男子100m 1878 本間　温弥 2 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾔ 西京高
36 男子100m 3372 波多野　佑太 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ 創新塾A.C.
37 男子100m 1661 田村　蓮 3 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 宇部鴻城高
38 男子100m 1057 長井　佑樹 3 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 熊毛南高
39 男子100m 7-1916 角田　竜一 5 ｽﾐﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 徳山高専
40 男子100m 8-696 畦森　智 3 ｳﾈﾓﾘ ｻﾄｼ 九共大
41 男子100m 5635 藤永　征輝 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏｻｷ ＨＳＣ
42 男子100m 5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ＨＳＣ
43 男子100m 5231 杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ infinity AC
44 男子100m 1823 小澤　将悟 1 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 防府商工高
45 男子100m 1327 増野　輔 1 ﾏｼﾉ ﾀｽｸ 光高
46 男子100m 4416 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 東ソー
47 男子100m 5544 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 山口市陸協
48 男子100m 1262 松村　京亮 1 ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 山口県桜ケ丘高
49 男子100m 161 来栖　大地 3 ｸﾙｽ ﾀﾞｲﾁ 高川学園中
50 男子100m 1887 中原　優稀 2 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ 誠英高
51 男子100m 1210 中原　拓斗 2 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾄ 下松高
52 男子100m 5233 金築　貴志 ｶﾈﾂｷ ﾀｶｼ infinity AC
53 男子100m 1073 住井　真和 1 ｽﾐｲ ﾏﾅﾄ 高水高
54 男子100m 1309 田上　恵汰 2 ﾀｶﾞﾐ ｹｲﾀ 南陽工高
55 男子100m 2209 古川　達也 3 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ 下関商業高
56 男子100m 1665 岡本　開登 2 ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 宇部鴻城高
57 男子100m 1319 藤川　郁人 2 ﾌｼﾞｶﾜ ｲｸﾄ 南陽工高
58 男子100m 1828 伊藤　陽太 2 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 山口高
59 男子100m 1630 新谷　健介 2 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｽｹ 宇部工高
60 男子100m 1219 瀧口　侑紀 1 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｷ 徳山高
61 男子100m 1881 佐藤　歩夢 3 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 誠英高
62 男子100m 1222 木村　将太 2 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 徳山高
63 男子100m 1894 黒瀬　葉 1 ｸﾛｾ ﾖｳ 誠英高
64 男子100m 1631 宮野　泰知 2 ﾐﾔﾉ ﾀｲﾁ 宇部工高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
65 男子100m 1817 西嶋　瑛喜 2 ﾆｼｼﾞﾏ ｴｲｷ 防府商工高
66 男子100m 1231 魚谷　海翔 2 ｳｵﾀﾆ ｶｲﾄ 新南陽高
67 男子100m 1191 桑嶋　松太郎 3 ｸﾜｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐陽中
68 男子100m 1472 藤本　颯太 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｳﾀ 萩商工高
69 男子100m 1715 柳井　洸 1 ﾔﾅｲ ｺｳ 宇部鴻城高
70 男子100m 1733 佐藤　翼 1 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 宇部工高
71 男子100m 1713 菅田　愛斗 1 ｽｹﾞﾀ ﾏﾅﾄ 宇部鴻城高
72 男子100m 7-1927 永田　柊悟 4 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 徳山高専
73 男子100m 1634 重岡　隼都 2 ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 小野田高
74 男子100m 1664 井上　千輝 2 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 宇部鴻城高
75 男子100m 1888 日隈　魁 2 ﾋｸﾞﾏ ｶｲ 誠英高
76 男子100m 1218 清木　光史郎 1 ｾｲｷ ｺｳｼﾛｳ 徳山高
77 男子100m 2046 田村　雄大 2 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 田部高
78 男子100m 1842 中尾　博人 1 ﾅｶｵ ﾊｸﾄ 山口高
79 男子100m 7-1929 木村　湊登 4 ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 徳山高専
80 男子100m 2224 後藤　大翔 2 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 早鞆高
81 男子100m 1220 福田　大雅 1 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 徳山高
82 男子100m 1885 沖井　紫音 2 ｵｷｲ ｼｵﾝ 誠英高
83 男子100m 1714 諏訪免　叶翔 1 ｽﾜﾒﾝ ｶｹﾙ 宇部鴻城高
84 男子100m 1743 古越　大暉 1 ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 小野田高
85 男子100m 1625 阿座上　琳 3 ｱｻﾞｶﾐ ﾘﾝ 宇部商高
86 男子100m 1221 大　琉之介 1 ｵｵ ﾘｭｳﾉｽｹ 徳山高
87 男子100m 1143 縄田　来輝 3 ﾅﾜﾀ ﾗｲｷ 西岐波中
88 男子100m 1358 伊藤　蘭丸 1 ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ 下松高
89 男子100m 7-1928 金谷　祐輝 4 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ 徳山高専
90 男子100m 1483 新宅　輝大 2 ｼﾝﾀｸ ｺｳﾀﾞｲ 長門高
91 男子100m 1146 山本　颯太 3 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 西岐波中
92 男子100m 1300 美好　佑太 2 ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 徳山高専
93 男子100m 1712 國重　亮汰 1 ｸﾆｼｹﾞ ﾘｮｳﾀ 宇部鴻城高
94 男子100m 4575 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口棒高ク
95 男子100m 648 斉藤　來心 3 ｻｲﾄｳ ﾗｲｼﾝ 西岐波中
96 男子100m 5546 冨田　和幸 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾕｷ 山口市陸協
97 男子100m 757 姫田　玲央 2 ﾋﾒﾀﾞ ﾚｵ 岐陽中
98 男子100m 656 青木　悠翔 2 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 岐陽中
99 男子100m 1731 小西　勇羽 1 ｺﾆｼ ｱｽｶ 宇部工高
100 男子100m 756 磯村　奏太 2 ｲｿﾑﾗ ｶﾅﾀ 岐陽中
101 男子100m 1732 木下　雄登 1 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 宇部工高
102 男子100m 1291 渡邉　琉衣 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 高川学園中
103 男子100m 1740 三戸　光毅 1 ﾐﾄ ｺｳｷ 小野田高
104 男子100m 1351 宮本　裕太 1 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ 新南陽高
105 男子100m 1347 重國　太一 1 ｼｹﾞｸﾆ ﾀｲﾁ 新南陽高
106 男子100m 1297 高木　健志 2 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼ 徳山高専
107 男子100m 1474 桑田　陸駆 3 ｸﾜﾀ ﾘｸ 高川学園中
108 男子100m 1086 為重　峻介 2 ﾀﾒｼｹﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩国工高
109 男子100m 1087 長門　諒 2 ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳ 岩国工高
110 男子100m 2241 岡村　祐旦 1 ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 早鞆高
111 男子100m 2242 岡﨑　悠馬 1 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾏ 早鞆高
112 男子100m 1491 伏谷　翼 1 ﾌｼﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 長門高
113 男子100m 1373 山本　泰誠 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 徳山高専
114 男子100m 2226 桑原　尚人 2 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵﾄ 早鞆高
115 男子100m 2228 三谷　一翔 2 ﾐﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 早鞆高
116 男子100m 8-737 小松　翔太 1 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 長崎県立大
117 男子100m 1223 大　新之介 1 ｵｵ ｼﾝﾉｽｹ 徳山高
118 男子100m 4240 渡邉　晴治 22 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 早鞆ＡＣ
119 男子100m 1365 中村　晃造 1 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 山口県桜ケ丘高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 男子200m 1883 山田　春日 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 誠英高
2 男子200m 1 鮎川　真樹 ｱﾕｶﾜ ﾏｻｷ 岩国総合支援
3 男子200m 4662 坪根　勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ ＯＰＣ
4 男子200m 7-1923 有松　大和 5 ｱﾘﾏﾂ ﾔﾏﾄ 徳山高専
5 男子200m 5631 原川　浩太郎 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ＨＳＣ
6 男子200m 6-102 内野々　諒 1 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 関西学院大
7 男子200m 1831 田中　悠聖 2 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山口高
8 男子200m 1872 伊東　拓真 2 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 西京高
9 男子200m 1941 石田　侑大 1 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 西京高
10 男子200m 4660 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ ＯＰＣ
11 男子200m 7-1860 二宮　匠海 3 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ 徳山大
12 男子200m 7-1864 金本　将太郎 2 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 徳山大
13 男子200m 2 松田　康平 1 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島大
14 男子200m 4431 宮本　泰成 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 東ソー
15 男子200m 1316 大亀　雄真 2 ｵｵｶﾒ ﾕｳﾏ 南陽工高
16 男子200m 2206 小園　峻矢 3 ｺｿﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 下関北高
17 男子200m 1635 中野　翔梧 2 ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 小野田高
18 男子200m 1928 市原　悠翔 2 ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 山口県鴻城高
19 男子200m 3097 森元　大道 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岩国市陸協
20 男子200m 4416 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 東ソー
21 男子200m 1717 吉浦　世悠 1 ﾖｼｳﾗ ｾｲﾕｳ 宇部鴻城高
22 男子200m 2227 平尾　涼生 2 ﾋﾗｵ ﾘｮｳｷ 早鞆高
23 男子200m 2076 石本　龍一朗 1 ｲｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 下関西高
24 男子200m 1816 歳弘　優真 2 ﾄｼﾋﾛ ﾕｳﾏ 防府商工高
25 男子200m 7-1929 木村　湊登 4 ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 徳山高専
26 男子200m 5233 金築　貴志 ｶﾈﾂｷ ﾀｶｼ infinity AC
27 男子200m 7-1928 金谷　祐輝 4 ｶﾅﾔ ﾕｳｷ 徳山高専
28 男子200m 1650 佐藤　将 1 ｻﾄｳ ｼｮｳ 小野田工高
29 男子200m 1098 高末　翔 2 ﾀｶｽｴ ｼｮｳｷ 岩国商業高
30 男子200m 1725 上田　真宗 2 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 小野田工高
31 男子200m 8-737 小松　翔太 1 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 長崎県立大
32 男子200m 1346 椎木　健太 1 ｼｲｷﾞ ｹﾝﾀ 新南陽高
1 男子400m 4291 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口ＦＧ
2 男子400m 6-102 内野々　諒 1 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 関西学院大
3 男子400m 6-19 藤本　将丞 4 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 関西学院大
4 男子400m 2 松田　康平 1 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 広島大
5 男子400m 1841 山口　創也 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ 山口高
6 男子400m 5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ＨＳＣ
7 男子400m 1323 窪井　叶太 1 ｸﾎﾞｲ ｶﾅﾀ 光高
8 男子400m 1813 林　靖家 3 ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 防府商工高
9 男子400m 1322 小田　隼也 1 ｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 光高
10 男子400m 6-2111 若松　天晴 1 ﾜｶﾏﾂ ﾃﾝｾｲ 兵庫教育大
11 男子400m 7-1519 藤田　健児 3 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 下関市立大
12 男子400m 158 内野々　翔真 3 ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ 長成中
13 男子400m 1213 中山　太陽 2 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 下松高
14 男子400m 1019 恒富　滉大 3 ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 岐陽中
15 男子400m 1212 矢武　勇人 2 ﾔﾀｹ ﾕｳﾄ 下松高
16 男子400m 1695 林　駿佑 3 ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 宇部高専
17 男子400m 1855 山崎　良成 3 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｾｲ 防府西高
18 男子400m 1709 宮本　凪 1 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 宇部鴻城高
19 男子400m 4217 村瀬　智大 ﾑﾗｾ ﾄﾓﾋﾛ 山口合同ガス
20 男子400m 1662 冨崎　克宏 3 ﾄﾐｻｷ ｶﾂﾋﾛ 宇部鴻城高
21 男子400m 2048 野村　凌也 2 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 田部高
22 男子400m 7-1922 神原　隆汰 5 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾀ 徳山高専
23 男子400m 1943 高橋　寛翔 1 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 西京高
24 男子400m 209 辻　来夢 3 ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ 周陽中
25 男子400m 2225 古城　一馬 2 ｺｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾏ 早鞆高
26 男子400m 2211 福井　創太 2 ﾌｸｲ ｿｳﾀ 下関商業高
27 男子400m 1064 坂田　舜亮 3 ｻｶﾀ ｼｭﾝｽｹ 岐陽中
28 男子400m 1693 西村　光貴 2 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 香川高
29 男子400m 1018 柳　宏斗 1 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾄ 岩国高
30 男子400m 1117 土井　一馬 1 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾏ 岩国商業高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
31 男子400m 1112 益本　美翔 1 ﾏｽﾓﾄ ﾐﾄ 岩国工高
32 男子400m 1240 後藤　佑希 2 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 聖光高
33 男子400m 1011 西本　皓翔 2 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 岩国高
34 男子400m 1372 福永　光希 1 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 徳山高専
1 男子800m 2092 平本　光紀 2 ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ 下関中等教育
2 男子800m 2208 浦田　葵 3 ｳﾗﾀ ｱｵｲ 下関商業高
3 男子800m 1303 山本　浩貴 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 南陽工高
4 男子800m 4413 冽鎌　優希 ｽｶﾞﾏ ﾕｳｷ 東ソー
5 男子800m 1911 宮内　渉里 2 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾘ 高川学園高
6 男子800m 8-246 占部　玲於奈 4 ｳﾗﾍﾞ ﾚｵﾅ 九共大
7 男子800m 4676 三井田　与夢 ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ ＯＰＣ
8 男子800m 2212 永安　祥貴 2 ﾅｶﾞﾔｽ ﾖｼｷ 下関商業高
9 男子800m 1227 山本　海太 2 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾀ 徳山高
10 男子800m 1205 熊野　耀也 2 ｸﾏﾉ ﾃﾙﾔ 光高
11 男子800m 3895 三宅　契吏 ﾐﾔｹ ﾋｻｼ 熊毛郡陸協
12 男子800m 4900 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 光市陸協
13 男子800m 1852 末松　智洋 2 ｽｴﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ 山口中央高
14 男子800m 1672 植田　亮平 2 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 宇部鴻城高
15 男子800m 8-325 石田　哲大 2 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ 九共大
16 男子800m 2074 中野　雄太 2 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 下関西高
17 男子800m 1909 築出　真名人 2 ﾂｷﾃﾞ ﾏﾅﾄ 高川学園高
18 男子800m 1734 中尾　蓮 1 ﾅｶｵ ﾚﾝ 宇部工高
19 男子800m 1705 古澤　丈尊 1 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 宇部鴻城高
20 男子800m 2094 丸山　真司 2 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 下関中等教育
21 男子800m 1326 土谷　光生 1 ﾂﾁﾔ ｺｳｾｲ 光高
22 男子800m 1854 廣澤　岳英彦 2 ﾋﾛｻﾜ ﾀｹﾋｺ 山口中央高
23 男子800m 1320 渡邉　壯真 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 南陽工高
24 男子800m 9 中村　真生 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 高川学園中
25 男子800m 1829 岩根　光紀 2 ｲﾜﾈ ｺｳｷ 山口高
26 男子800m 1324 國重　陽玄 1 ｸﾆｼｹﾞ ﾋﾅﾀ 光高
27 男子800m 1360 河村　元気 1 ｶﾜﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 光高
28 男子800m 1288 服部　佑哉 2 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 西岐波中
29 男子800m 1836 伊達　廉 1 ﾀﾞﾃ ﾚﾝ 山口高
30 男子800m 1299 吉木　海翔 2 ﾖｼｷ ｶｲﾄ 徳山高専
31 男子800m 1079 井上　雄介 3 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 岩国工高
32 男子800m 1742 中尾　創太 1 ﾅｶｵ ｿｳﾀ 小野田高
33 男子800m 1843 轟木　勇太 1 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳﾀ 山口高
34 男子800m 2075 土井　寛介 2 ﾄﾞｲ ｶﾝｽｹ 下関西高
35 男子800m 1838 矢野　功大 1 ﾔﾉ ｺｳﾀ 山口高
36 男子800m 1840 中村　祐基 1 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口高
37 男子800m 1490 吉岡　楓音 2 ﾖｼｵｶ ﾌｳﾄ 長門高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 男子1500m 4563 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 東ソー
2 男子1500m 4458 上部　知紀 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 出光興産徳山
3 男子1500m 4913 江浪　修平 ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 日鉄SS
4 男子1500m 4413 冽鎌　優希 ｽｶﾞﾏ ﾕｳｷ 東ソー
5 男子1500m 7-1863 家永　大樹 2 ｲｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 徳山大
6 男子1500m 4803 東條　侃慧 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ 日鉄SS
7 男子1500m 494 谷本　昂士郎 3 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 田布施中
8 男子1500m 1477 原川　翔太 2 ﾊﾗｶﾜ ｼｮｳﾀ 萩商工高
9 男子1500m 1675 田中　遼 2 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 宇部鴻城高
10 男子1500m 1296 延吉　雄飛 2 ﾉﾌﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 徳山高専
11 男子1500m 1677 陸　太陽 2 ﾘｸ ﾀｲﾖｳ 宇部鴻城高
12 男子1500m 1333 時安　歩夢 1 ﾄｷﾔｽ ｱﾕﾑ 聖光高
13 男子1500m 4753 武波　晋 ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 萩市陸協
14 男子1500m 1334 時安　渉 1 ﾄｷﾔｽ ｼｮｳ 聖光高
15 男子1500m 1329 通　悠人 1 ｶﾖｲ ﾕｳﾄ 聖光高
16 男子1500m 1912 森重　清龍 2 ﾓﾘｼｹﾞ ｾｲﾘｭｳ 高川学園高
17 男子1500m 1246 東條　吏起 3 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘﾂｷ 聖光高
18 男子1500m 1206 通　正樹 2 ｶﾖｲ ﾏｻｷ 光高
19 男子1500m 1674 小松　星斗 2 ｺﾏﾂ ｾｲﾄ 宇部鴻城高
20 男子1500m 3382 林　啓二 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ 宇部市陸協
21 男子1500m 124 玉野　航聖 3 ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ 富田中
22 男子1500m 1335 花谷　輝斗 1 ﾊﾅﾀﾆ ｷﾗﾄ 聖光高
23 男子1500m 3240 野村　大渡 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ 宇部興産
24 男子1500m 7-1962 岩崎　良祐 1 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 徳山大
25 男子1500m 1225 入江　海音 2 ｲﾘｴ ｶｲﾄ 徳山高
26 男子1500m 1673 木本　匠 2 ｷﾓﾄ ﾀｸﾐ 宇部鴻城高
27 男子1500m 1253 藤井　和磨 2 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾏ 聖光高
28 男子1500m 1524 安村　瑠輝愛 3 ﾔｽﾑﾗ ﾙｷｱ 高川学園中
29 男子1500m 1008 水口　渉 2 ﾐﾅｸﾁ ｼｮｳ 岩国高
30 男子1500m 1337 松窪　礼登 1 ﾏﾂｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 聖光高
31 男子1500m 1 吉村　陸翔 3 ﾖｼﾑﾗ ﾘｸﾄ 柳井中
32 男子1500m 1257 沖永　啓太 1 ｵｷﾅｶﾞ ｹｲﾀ 聖光高
33 男子1500m 5699 本廣　仁 ﾓﾄﾋﾛ ﾋﾄｼ 自衛隊山口
34 男子1500m 1822 山本　圭祐 2 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 防府商工高
35 男子1500m 129 渡辺　柊色 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 光井中
36 男子1500m 7-1936 市坂　大知 1 ｲﾁｻｶ ﾀﾞｲﾁ 至誠館大
37 男子1500m 1681 河村　一 1 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 宇部鴻城高
38 男子1500m 1336 藤井　悠平 1 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾍｲ 聖光高
39 男子1500m 7-1917 片山　智之 5 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 徳山高専
40 男子1500m 1830 千々松　諒星 2 ﾁﾁﾞﾏﾂ ﾘｮｳｾｲ 山口高
41 男子1500m 1256 大嶋　隼翔 1 ｵｵｼﾏ ﾊﾔﾄ 聖光高
42 男子1500m 1958 宮邉　林太郎 3 ﾐﾔﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山口高
43 男子1500m 11 澤江　伊吹 2 ｻﾜｴ ｲﾌﾞｷ 高川学園中
44 男子1500m 1680 貝原　三士 1 ｶｲﾊﾞﾗ ｻﾝｼﾞ 宇部鴻城高
45 男子1500m 132 粟山　幹太 3 ｱﾜﾔﾏ ｶﾝﾀ 富田中
46 男子1500m 1818 檜垣　太一 2 ﾋｶﾞｷ ﾀｲﾁ 防府商工高
47 男子1500m 103 繁田　兼伸 3 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾝ 富田中
48 男子1500m 2213 大江　颯汰 2 ｵｵｴ ｿｳﾀ 下関商業高
49 男子1500m 15 上川　悠太 2 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 周陽中
50 男子1500m 1957 松田　遥歩 3 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ 山口高
51 男子1500m 1910 林　歩夢 2 ﾊﾔｼ ｱﾕﾑ 高川学園高
52 男子1500m 1676 山村　堅人 2 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 宇部鴻城高
53 男子1500m 1321 岩田　真太朗 1 ｲﾜﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 光高
54 男子1500m 1915 松阪　璃人 1 ﾏﾂｻｶ ﾘﾋﾄ 高川学園高
55 男子1500m 1340 両國　樹 1 ﾘｮｳｺﾞｸ ｲﾂｷ 聖光高
56 男子1500m 1010 木村　将貴 2 ｷﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 岩国高
57 男子1500m 1707 安村　奏汰 1 ﾔｽﾑﾗ ｶﾅﾀ 宇部鴻城高
58 男子1500m 7-1925 原田　唯斗 4 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲﾄ 徳山高専
59 男子1500m 8 吉国　海音 2 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 高川学園中
60 男子1500m 1708 村田　良輔 1 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 宇部鴻城高
61 男子1500m 1698 松崎　遼登 2 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ 宇部高専
62 男子1500m 1292 渕上　岳 3 ﾌﾁｶﾐ ｶﾞｸ 徳山高専
63 男子1500m 1679 内田　颯太 1 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 宇部鴻城高
64 男子1500m 1914 安達　泰岐 1 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｷ 高川学園高
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65 男子1500m 1478 藤本　純輝 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼｷ 萩商工高
66 男子1500m 1905 宮本　駿希　 3 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｷ 高川学園高
67 男子1500m 1061 藤川　幸也 3 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷﾔ 田布施農工高
68 男子1500m 1097 藤岡　和馬 3 ﾌｼﾞｵｶ ｶｽﾞﾏ 岩国商業高
69 男子1500m 3115 上本　和幸 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 岩国市陸協
70 男子1500m 585 木村　晴和 3 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 富田中
71 男子1500m 202 黒住　仁 3 ｸﾛｽﾞﾐ ｼﾞﾝ 周陽中
72 男子1500m 16 吉田　悠希 2 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 周陽中
73 男子1500m 1820 宮村　友盛 2 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳｾｲ 防府商工高
74 男子1500m 1215 山本　悠斗 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 下松高
75 男子1500m 1678 伊原　和輝 1 ｲﾊﾗ ｶｽﾞｷ 宇部鴻城高
76 男子1500m 7-1921 林　純也 5 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 徳山高専
77 男子1500m 1298 原田　健士朗 2 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 徳山高専
78 男子1500m 1834 野村　勇斗 1 ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 山口高
79 男子1500m 1851 水津　啓人 2 ｽｲｽﾞ ｹｲﾄ 山口中央高
80 男子1500m 4 末永　蒼真 2 ｽｴﾅｶﾞ ｿｳﾏ 高川学園中
81 男子1500m 1706 向井　真裕 1 ﾑｶｲ ﾏﾋﾛ 宇部鴻城高
82 男子1500m 1525 熊野　恵大 3 ｸﾏﾉ ｹｲﾀ 高川学園中
83 男子1500m 1497 長岡　奏真 3 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾏ 大津緑洋高
84 男子1500m 1825 増井　祐太 1 ﾏｽｲ ﾕｳﾀ 防府商工高
85 男子1500m 1311 中村　祐太郎 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 南陽工高
86 男子1500m 1704 越野　涼太 1 ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ 宇部鴻城高
87 男子1500m 1495 大田　拓斗 3 ｵｵﾀ ﾀｸﾄ 大津緑洋高
88 男子1500m 1741 山縣　巧 1 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳ 小野田高
89 男子1500m 1498 花岡　将晴 3 ﾊﾅｵｶ ｼｮｳｾｲ 大津緑洋高
90 男子1500m 442 今岡　陽 3 ｲﾏｵｶ ﾊﾙ 周陽中
91 男子1500m 1089 野村　悠仁 2 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 岩国工高
92 男子1500m 1332 曽良　麟太郎 1 ｿﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 聖光高
93 男子1500m 1252 津守　伸哉 2 ﾂﾓﾘ ｼﾝﾔ 聖光高
94 男子1500m 1345 坂本　遼都 1 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 新南陽高
95 男子1500m 1254 藤井　啓資 2 ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ 聖光高
96 男子1500m 1331 瀬戸　涼楓 1 ｾﾄ ｽｶｲ 聖光高
97 男子1500m 1348 林　純平 1 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新南陽高
98 男子1500m 1095 角谷　優太 1 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 岩国工高
99 男子1500m 1249 小山　蒼空 2 ｵﾔﾏ ｿﾗ 聖光高
100 男子1500m 1226 藤井　崇弘 2 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 徳山高
101 男子1500m 1837 池田　快成 1 ｲｹﾀﾞ ｶｲｾｲ 山口高
102 男子1500m 1083 明山　拓斗 2 ｱｹﾔﾏ ﾀｸﾄ 岩国工高
103 男子1500m 1330 小林　陽 1 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾀﾙ 聖光高
104 男子1500m 1108 竹山　朝陽 1 ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 岩国工高
105 男子1500m 1354 畦森　翔 1 ｳﾈﾓﾘ ｼｮｳ 南陽工高
106 男子1500m 1735 橋村　壮一郎 1 ﾊｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 香川高
107 男子1500m 1339 光弘　遥人 1 ﾐﾂﾋﾛ ﾊﾙﾄ 聖光高
108 男子1500m 1355 西島　睦士 1 ﾆｼｼﾞﾏ ﾑﾂｼ 南陽工高
109 男子1500m 1356 楠　温人 1 ｸｽﾉｷ ﾊﾙﾄ 聖光高
110 男子1500m 7 前原　侑和 1 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 高川学園中
111 男子1500m 2229 松岡　聖流 1 ﾏﾂｵｶ ｾｲﾙ 下関中等教育
112 男子1500m 1359 山本　創史 1 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｼ 下松高
113 男子1500m 1301 藤井　詠士 2 ﾌｼﾞｲ ｴｲﾄ 徳山高専
114 男子1500m 1503 田坂　凌大 1 ﾀｻｶ ﾘｮｳﾀ 大津緑洋高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 男子5000m 4522 藤井　祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ トクヤマ
2 男子5000m 4913 江浪　修平 ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 日鉄SS
3 男子5000m 4531 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ トクヤマ
4 男子5000m 1906 安村　零音 3 ﾔｽﾑﾗ ﾚｵﾝ 高川学園高
5 男子5000m 4602 岡野　耕大 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 長門市陸協
6 男子5000m 3383 中本　亮太郎 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 宇部興産
7 男子5000m 4563 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 東ソー
8 男子5000m 7-1223 竹内　陸 4 ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 広島大
9 男子5000m 4603 髙見　雄飛 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 長門市陸協
10 男子5000m 4802 復光　駿介 ﾌｸﾐﾂ ｼｭﾝｽｹ 日鉄SS
11 男子5000m 3030 嘉屋　考真 ｶﾔ ﾀｶﾏｻ 岩国市陸協
12 男子5000m 7-1940 丹下　正登 1 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 至誠館大
13 男子5000m 1901 田中  亮実 3 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 高川学園高
14 男子5000m 1245 高重　一輝 3 ﾀｶｼｹﾞ ｶｽﾞｷ 聖光高
15 男子5000m 4172 山崎　哲平 ﾔﾏｻｷ ﾃｯﾍﾟｲ 関門RP
16 男子5000m 4925 高山　侑大 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 日鉄SS
17 男子5000m 1913 山本　真央 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 高川学園高
18 男子5000m 4525 松岡　貴志 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ トクヤマ
19 男子5000m 1902 土井　友輔 3 ﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ 高川学園高
20 男子5000m 1814 松原　孝介 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 防府商工高
21 男子5000m 4521 金子　和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ トクヤマ
22 男子5000m 4437 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 東ソー
23 男子5000m 4609 河野　颯太 ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 長門市陸協
24 男子5000m 1908 高山　豪起 2 ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ 高川学園高
25 男子5000m 4436 磯村　俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 東ソー
26 男子5000m 3214 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 宇部市陸協
27 男子5000m 4613 橋本　将志 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 長門市陸協
28 男子5000m 3086 藤田　悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 岩国市陸協
29 男子5000m 7-1937 大西　一輝 1 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ 至誠館大
30 男子5000m 4171 山崎　純平 ﾔﾏｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 関門RP
31 男子5000m 1248 井上　大樹 2 ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ 聖光高
32 男子5000m 4024 前野　成輝 ﾏｴﾉ ｼｹﾞｷ 下関陸協
33 男子5000m 1671 井下　侃 2 ｲﾉｼﾀ ｶﾝ 宇部鴻城高
34 男子5000m 1668 正路　颯 3 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾔﾃ 宇部鴻城高
35 男子5000m 1907 山内　翔哉 3 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾔ 高川学園高
36 男子5000m 1900 清見　涼真 3 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 高川学園高
37 男子5000m 1669 田中　稜起 3 ﾀﾅｶ ｲｽﾞｷ 宇部鴻城高
38 男子5000m 1810 河村　翔 3 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳ 防府商工高
39 男子5000m 1956 池田　幹 3 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄｷ 山口高
40 男子5000m 1670 湯淺　隆馬 3 ﾕｱｻ ﾘｭｳﾏ 宇部鴻城高
41 男子5000m 2098 檜室　亮太 3 ﾋﾑﾛ ﾘｮｳﾀ 下関工科高
42 男子5000m 3386 川野　竜二 ｶﾜﾉ ﾘｭｳｼﾞ 宇部市陸協
43 男子5000m 7-1914 永安　悠人 6 ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾄ 徳山高専
44 男子5000m 3364 大下　和広 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宇部興産
45 男子5000m 4927 松永　健一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 大和ＲＣ
46 男子5000m 4923 久保田　真司 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 大和ＲＣ
47 男子5000m 4928 吉永　文彦 ﾖｼﾅｶﾞ ﾌﾐﾋｺ 大和ＲＣ
48 男子5000m 1694 村田　桂晨 3 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ 宇部高専
49 男子5000m 1637 水上　岳 2 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾞｸ 小野田高
50 男子5000m 4897 森山　明幸 ﾓﾘﾔﾏ ｱｷﾕｷ 大和ＲＣ
51 男子5000m 3365 奥田　康久 ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 宇部興産
52 男子5000m 4921 上本　尚弘 ｳｴﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 大和ＲＣ
53 男子5000m 4922 大田　倫之 ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ 大和ＲＣ
54 男子5000m 4924 中村　博文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 大和ＲＣ
55 男子5000m 5709 廣中　裕真 ﾋﾛﾅｶ ﾕｳﾏ 自衛隊山口
56 男子5000m 3367 田中　博幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 宇部興産
57 男子5000m 1835 松本　雄哉 1 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 山口高
58 男子5000m 1739 三井　誠 1 ﾐﾂｲ ﾏｺﾄ 小野田高
59 男子5000m 1251 清水　優輔 2 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 聖光高
60 男子5000m 1699 末廣　海輝斗 2 ｽｴﾋﾛ ﾐｷﾄ 宇部高専
61 男子5000m 1696 野田　皓水 3 ﾉﾀﾞ ｺｳｽｲ 宇部高専
62 男子5000m 1217 伊藤　龍之介 2 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 下松高
63 男子5000m 1827 伊勢田　航希 2 ｲｾﾀﾞ ｺｳｷ 山口高
1 男子10000m 4562 野上　翔平 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 東ソー



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
2 男子10000m 4900 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 光市陸協
3 男子10000m 4437 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 東ソー
4 男子10000m 7-1939 谷川　智哉 1 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 至誠館大
1 男子110mH(1.067m) 5483 國分　徹 ｺｸﾌﾞ ﾄｵﾙ 柳井市陸協
2 男子110mH(1.067m) 3-232 黒川　和樹 1 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 法政大
3 男子110mH(1.067m) 4246 岡中　文雄 27 ｵｶﾅｶ ﾌﾐｵ 早鞆ＡＣ
4 男子110mH(1.067m) 4215 藤野　雄基 ﾌｼﾞﾉ ｺｳｷ 山口合同ガス
5 男子110mH(1.067m) 1828 伊藤　陽太 2 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 山口高
6 男子110mH(1.067m) 1874 小蓑　優希 2 ｺﾐﾉ ﾕｳｷ 西京高
7 男子110mH(1.067m) 2222 坂下　航大 3 ｻｶｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 早鞆高
8 男子110mH(1.067m) 1880 上野　誠悟 3 ｳｴﾉ ｾｲｺﾞ 誠英高
9 男子110mH(1.067m) 2221 谷口　好誠 3 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 早鞆高
1 男子400mH(0.914m) 4291 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口ＦＧ
2 男子400mH(0.914m) 3-232 黒川　和樹 1 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 法政大
3 男子400mH(0.914m) 1176 山岡　竜太朗 2 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨学院大
4 男子400mH(0.914m) 6-19 藤本　将丞 4 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 関西学院大
5 男子400mH(0.914m) 6-2111 若松　天晴 1 ﾜｶﾏﾂ ﾃﾝｾｲ 兵庫教育大
6 男子400mH(0.914m) 1201 草壁　佑 3 ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳ 光高
7 男子400mH(0.914m) 1069 有馬　圭一郎 3 ｱﾘﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 高水高
8 男子400mH(0.914m) 2070 早川　周吾 3 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ 下関西高
9 男子400mH(0.914m) 1470 水津　哉汰 2 ｽｲｽﾞ ｶﾅﾀ 萩商工高
10 男子400mH(0.914m) 1853 波多野　晋作 2 ﾊﾀﾉ ｼﾝｻｸ 山口中央高
11 男子400mH(0.914m) 1641 早川　怜音 2 ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ 小野田工高
12 男子400mH(0.914m) 3603 梅本　健吾 ｳﾒﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 下松市陸協
13 男子400mH(0.914m) 2096 藤本　拓輝 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 下関中等教育
1 男子3000mSC(0.914m) 621 花谷　そら 1 ﾊﾅﾀﾆ ｿﾗ 福岡大
2 男子3000mSC(0.914m) 1244 小松　颯翔 3 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 聖光高
3 男子3000mSC(0.914m) 1821 立野　駿介 2 ﾀﾁﾉ ｼｭﾝｽｹ 防府商工高
4 男子3000mSC(0.914m) 1247 吉末　健人 3 ﾖｼｽｴ ｹﾝﾄ 聖光高
5 男子3000mSC(0.914m) 2093 藤井　涼太朗 2 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 下関中等教育
6 男子3000mSC(0.914m) 1338 松本　誠也 1 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 聖光高
7 男子3000mSC(0.914m) 1093 山本　峻平 2 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岩国工高
8 男子3000mSC(0.914m) 2095 中原　悠記 2 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 下関中等教育
9 男子3000mSC(0.914m) 1250 河邉　将吾 2 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 聖光高
10 男子3000mSC(0.914m) 1110 原田　航希 1 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 岩国工高
11 男子3000mSC(0.914m) 1216 德永　暖斗 2 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 下松高
12 男子3000mSC(0.914m) 3895 三宅　契吏 ﾐﾔｹ ﾋｻｼ 熊毛郡陸協
13 男子3000mSC(0.914m) 1081 中村　嶺雅 3 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲﾏ 岩国工高
1 男子5000mW 7-1517 香川　竜都 2 ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 下関市立大
2 男子5000mW 1903 御園生　廉叶 3 ﾐｿﾉｵ ﾚﾝﾄ 高川学園高
3 男子5000mW 3152 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 風月堂岩國
4 男子5000mW 1236 石川　雄大 2 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 新南陽高
1 男子4X100mR ＯＰＣ ＯＰＣ
2 男子4X100mR 西京高校 西京高
3 男子4X100mR 山口高校 山口高
4 男子4X100mR 光高校 光高
5 男子4X100mR 岐陽中学校 岐陽中
6 男子4X100mR 香川高 香川高
7 男子4X100mR 徳山工業高等専門学校 徳山高専
8 男子4X100mR 宇部工業高校 宇部工高
9 男子4X100mR 下松高校 下松高
10 男子4X100mR 小野田工業高校 小野田工高
11 男子4X100mR 萩商工高校 萩商工高
12 男子4X100mR 早鞆ＡＣ 早鞆ＡＣ
13 男子4X100mR 防府商工高校 防府商工高
14 男子4X100mR 早鞆高校 早鞆高
15 男子4X100mR 岩国工業高校 岩国工高
16 男子4X100mR 小野田高校 小野田高
17 男子4X100mR 宇部鴻城高校B 宇部鴻城高
18 男子4X100mR 誠英高校 誠英高
19 男子4X100mR 田部高校 田部高
20 男子4X100mR 宇部鴻城高校A 宇部鴻城高
21 男子4X100mR 環太平洋大学 環太平洋大
22 男子4X100mR 下関西高校 下関西高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 男子4X400mR 西京高校 西京高
2 男子4X400mR 光高校 光高
3 男子4X400mR 山口高校 山口高
4 男子4X400mR 下松高校 下松高
5 男子4X400mR 萩商工高校 萩商工高
6 男子4X400mR 山口中央高校 山口中央高
7 男子4X400mR 宇部工業高校 宇部工高
8 男子4X400mR 早鞆高校 早鞆高
9 男子4X400mR 小野田高校 小野田高
10 男子4X400mR 下関西高校 下関西高
11 男子4X400mR 宇部鴻城高校 宇部鴻城高
12 男子4X400mR 下関商業高校 下関商業高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 男子走高跳 4248 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 下関管材
2 男子走高跳 4667 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ ＯＰＣ
3 男子走高跳 3-3377 山田　大貴 4 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 日体大
4 男子走高跳 7-1963 沖田　悠介 1 ｵｷﾀ ﾕｳｽｹ 徳山大
5 男子走高跳 7-1915 岩本　英憲 5 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 徳山高専
6 男子走高跳 4370 藤井　悠弥 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 周南市陸協
7 男子走高跳 1882 藤井　誠 3 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 誠英高
8 男子走高跳 4673 姫宮　柊弥 ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ ＯＰＣ
9 男子走高跳 1942 関谷　瑛 1 ｾｷﾀﾆ ｱｷﾗ 西京高
10 男子走高跳 1312 林　修汰 2 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾀ 南陽工高
11 男子走高跳 1261 岩井　有真 1 ｲﾜｲ ﾕｳﾏ 山口県桜ケ丘高
12 男子走高跳 1697 田中　泰斗 2 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 宇部高専
13 男子走高跳 1873 江藤　貴郁 2 ｴﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 西京高
14 男子走高跳 1310 中村　駿介 2 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 南陽工高
15 男子走高跳 140 糸稲　真也 3 ｲﾄｲﾈ ｼﾝﾔ 富田中
16 男子走高跳 1895 末田　蒼士 1 ｽｴﾀﾞ ｱｵｼ 誠英高
17 男子走高跳 10 西村　悠希 1 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高川学園中
18 男子走高跳 1349 藤村　康平 1 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 新南陽高
19 男子走高跳 1344 石田　嵐丸 1 ｲｼﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 新南陽高
20 男子走高跳 1109 濱田　敦椰 1 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾂﾔ 岩国工高
21 男子走高跳 1692 井上　歩勇 1 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ 香川高
1 男子棒高跳 1313 松井　楓雅 2 ﾏﾂｲ ﾌｳｶﾞ 南陽工高
2 男子棒高跳 4577 實近　晟充 ｻﾈﾁｶ ﾏｻﾐﾁ 山口棒高ク
3 男子棒高跳 7-1968 御園生　直樹 1 ﾐｿﾉｳ ﾅｵｷ 徳山大
4 男子棒高跳 4576 滝口　哲矢 ﾀｷｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 山口棒高ク
5 男子棒高跳 4572 岩本　豊 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 山口棒高ク
6 男子棒高跳 1343 久保田　良弥 1 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 南陽工高
7 男子棒高跳 4574 能美　智秀 ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口棒高ク
8 男子棒高跳 1342 髙橋　稜 1 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 南陽工高
9 男子棒高跳 4570 後藤　正幸 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 山口棒高ク
10 男子棒高跳 4575 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口棒高ク
11 男子棒高跳 4573 能美　俊彦 ﾉｳﾐ ﾄｼﾋｺ 山口棒高ク
12 男子棒高跳 4571 渡辺　佑次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 山口棒高ク
1 男子走幅跳 3-3377 山田　大貴 4 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 日体大
2 男子走幅跳 3636 佐々木　信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 下松市陸協
3 男子走幅跳 2011 谷野　優作 1 ﾀﾆﾉ ﾕｳｻｸ 環太平洋大
4 男子走幅跳 1666 中桐　颯斗 2 ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 宇部鴻城高
5 男子走幅跳 5236 松崎　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ infinity AC
6 男子走幅跳 1877 古屋　世那 2 ﾌﾙﾔ ｾﾅ 西京高
7 男子走幅跳 1294 松本　裕太 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 徳山高専
8 男子走幅跳 1833 美濃　諒歩 1 ﾐﾉ ｱｷﾌﾐ 山口高
9 男子走幅跳 7-1113 椎原　素哉 4 ｼｲﾊﾗ ﾓﾄﾔ 広島大
10 男子走幅跳 4014 工藤　竜一 2 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 明海大
11 男子走幅跳 2216 天雨　祐翔 3 ｱﾏｳ ﾕｳﾄ 早鞆高
12 男子走幅跳 2045 菅野　翔太 2 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 田部高
13 男子走幅跳 4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口合同ガス
14 男子走幅跳 1710 岡本　脩汰 1 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 宇部鴻城高
15 男子走幅跳 155 髙山　逸希 3 ﾀｶﾔﾏ ｲﾂｷ 長成中
16 男子走幅跳 1868 佐藤　迅 3 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 西京高
17 男子走幅跳 1325 佐藤　優樹 1 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 光高
18 男子走幅跳 1945 山村　和輝 1 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 西京高
19 男子走幅跳 3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協
20 男子走幅跳 1722 柳　遥輝 1 ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ 小野田工高
21 男子走幅跳 1716 山内　勇輝 1 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｷ 宇部鴻城高
22 男子走幅跳 210 小宮　煌希 3 ｺﾐﾔ ｺｳｷ 周陽中
23 男子走幅跳 5905 出戸端　望 ﾃﾞﾄﾊﾀ ﾉｿﾞﾑ 山障陸連
24 男子走幅跳 2073 鶴岡　琉馬 2 ﾂﾙｵｶ ﾘｭｳﾏ 下関西高
25 男子走幅跳 4869 森下　哲夫 ﾓﾘｼﾀ ﾃﾂｵ 光市陸協
26 男子走幅跳 1474 河野　天昂 2 ｺｳﾉ ｿﾗ 萩商工高
27 男子走幅跳 1476 岡村　逸基 2 ｵｶﾑﾗ ｲﾂｷ 萩商工高
28 男子走幅跳 1085 嶋元　悠之助 2 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳﾉｽｹ 岩国工高
29 男子走幅跳 1082 宮本　一心 3 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯｼﾝ 岩国工高
30 男子走幅跳 1111 日和佐　伊吹 1 ﾋﾜｻ ｲﾌﾞｷ 岩国工高
1 男子三段跳 5237 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ infinity AC



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
2 男子三段跳 2045 菅野　翔太 2 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 田部高
3 男子三段跳 1269 福嶋　優太 3 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 下松工高
4 男子三段跳 4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 山口合同ガス
5 男子三段跳 3501 松岡　巧 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協
6 男子三段跳 4239 久原　郁弥 19 ｸﾊﾗ ｲｸﾔ 早鞆ＡＣ
7 男子三段跳 1471 中村　歩 2 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ 萩商工高
8 男子三段跳 2081 吉名　和冴 1 ﾖｼﾅ ｶｽﾞｻ 下関西高
9 男子三段跳 1202 八島　遼 3 ﾔｼﾏ ﾘｮｳ 光高
10 男子三段跳 1092 松本　嵩冬 2 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾄ 岩国工高
11 男子三段跳 1080 北風　宗一郎 3 ｷﾀｶｾﾞ ｿｳﾁﾛｳ 岩国工高
12 男子三段跳 1113 山本　武蔵 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾑｻｼ 岩国工高
1 男子砲丸投(7.260kg) 4524 堀澤　一将 ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ トクヤマ
2 男子砲丸投(7.260kg) 4677 居原　俊克 ｲﾊﾗ ﾄｼｶﾂ ＯＰＣ
3 男子砲丸投(7.260kg) 3 藤村　祐希 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 防府市役所
4 男子砲丸投(7.260kg) 7-1938 岡村　拓真 1 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 至誠館大
5 男子砲丸投(7.260kg) 3502 珠山　信昭 ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ 大島郡陸協
1 男子円盤投(2.000kg) 5781 笠本　英治 ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ TEAM 長州
2 男子円盤投(2.000kg) 4242 関根　昂之 33 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 早鞆ＡＣ
3 男子円盤投(2.000kg) 4240 渡邉　晴治 22 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 早鞆ＡＣ
4 男子円盤投(2.000kg) 7-1216 曽根　健太郎 2 ｿﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 広島大
5 男子円盤投(2.000kg) 4245 宮城　太一 22 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 早鞆ＡＣ
6 男子円盤投(2.000kg) 4238 高田　歩弥 18 ﾀｶﾀ ﾌﾐﾔ 早鞆ＡＣ
1 男子ハンマー投(7.260kg) 5784 小野　功貴 ｵﾉ ｺｳｷ TEAM 長州
2 男子ハンマー投(7.260kg) 4211 小田　洋一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山口合同ガス
1 男子やり投(0.800kg) 5785 久保田　涼介　 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ TEAM 長州
2 男子やり投(0.800kg) 5783 林　賢征 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ TEAM 長州
3 男子やり投(0.800kg) 2042 角野　陽一 2 ｶﾄﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 田部高
4 男子やり投(0.800kg) 2210 百留　秀明 3 ﾋｬｸﾄﾒ ﾋﾃﾞｱｷ 下関商業高
5 男子やり投(0.800kg) 1293 松尾　紀洋 3 ﾏﾂｵ ﾉﾘﾋﾛ 徳山高専
6 男子やり投(0.800kg) 1636 佐藤　元 2 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 小野田高
7 男子やり投(0.800kg) 2218 串﨑　厚輝 3 ｸｼｻﾞｷ ｺｳｷ 早鞆高
8 男子やり投(0.800kg) 4212 中野　廉 ﾅｶﾉ ﾚﾝ 山口合同ガス
9 男子やり投(0.800kg) 5555 中村　二朗 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 山口市陸協
10 男子やり投(0.800kg) 1496 岡本　龍聖 3 ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 大津緑洋高
11 男子やり投(0.800kg) 1235 西川　渚 2 ﾆｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ 新南陽高
12 男子やり投(0.800kg) 1488 大神　弘喜 2 ｵｵｶﾞﾐ ｺｳｷ 長門高
13 男子やり投(0.800kg) 1088 沼田　成智 2 ﾇﾏﾀ ﾅﾁ 岩国工高
14 男子やり投(0.800kg) 1969 山下　遥司 1 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｼﾞ 防府商工高
15 男子やり投(0.800kg) 1489 小原　一心 2 ｺﾊﾗ ｲｯｼﾝ 長門高
16 男子やり投(0.800kg) 1557 高橋　颯太 1 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 萩商工高
17 男子やり投(0.800kg) 5782 下村　亮　 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾗ TEAM 長州
18 男子やり投(0.800kg) 1473 松本　康貴 2 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 萩商工高
19 男子やり投(0.800kg) 1475 西　優弥 2 ﾆｼ ﾕｳﾔ 萩商工高
20 男子やり投(0.800kg) 1241 仲子　史竜 2 ﾅｶﾉｺ ｼﾘｭｳ 聖光高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 高校男子砲丸投(6.000kg) 2041 居原　照高 3 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 田部高
2 高校男子砲丸投(6.000kg) 1683 田村　朋輝 2 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 慶進高
3 高校男子砲丸投(6.000kg) 1711 岡本　優和 1 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾜ 宇部鴻城高
4 高校男子砲丸投(6.000kg) 1243 水田　優作 1 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｻｸ 聖光高
5 高校男子砲丸投(6.000kg) 2042 角野　陽一 2 ｶﾄﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 田部高
6 高校男子砲丸投(6.000kg) 1485 三﨑　康太郎 2 ﾐｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 長門高
7 高校男子砲丸投(6.000kg) 1214 佐藤　洸太朗 2 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 下松高
8 高校男子砲丸投(6.000kg) 1233 大森　到真 2 ｵｵﾓﾘ ﾄｳﾏ 新南陽高
9 高校男子砲丸投(6.000kg) 1558 山本　天空 1 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 萩商工高
10 高校男子砲丸投(6.000kg) 1234 森永　輝斗 2 ﾓﾘﾅｶﾞ ｷﾗﾄ 新南陽高
11 高校男子砲丸投(6.000kg) 1352 大田　皓晴 1 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 新南陽高
12 高校男子砲丸投(6.000kg) 1492 長田　誠矢 1 ﾅｶﾞﾀ ｾｲﾔ 長門高
1 高校男子円盤投(1.750kg) 1258 佐野　立 3 ｻﾉ ﾀﾂｷ 山口県桜ケ丘高
2 高校男子円盤投(1.750kg) 2219 中野　碧人 3 ﾅｶﾉ ｱｵﾄ 早鞆高
3 高校男子円盤投(1.750kg) 1644 三隅　玲央 2 ﾐｽﾐ ﾚｵ 小野田工高
4 高校男子円盤投(1.750kg) 1643 原田　巧太 2 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 小野田工高
5 高校男子円盤投(1.750kg) 1350 宮村　幸汰 1 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾀ 新南陽高
6 高校男子円盤投(1.750kg) 1084 釘屋　悠大 2 ｸｷﾞﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 岩国工高
7 高校男子円盤投(1.750kg) 1090 平井　崇喜 2 ﾋﾗｲ ﾀｶﾖｼ 岩国工高
1 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1242 原田　大成 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 聖光高
2 高校男子ハンマー投(6.000kg) 2041 居原　照高 3 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 田部高
3 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1304 河村　力騎 3 ｶﾜﾑﾗ ﾘｷ 南陽工高
4 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1260 松本　陽汰 2 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾀ 山口県桜ケ丘高
5 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1314 盛光　冬希 2 ﾓﾘﾐﾂ ｶｽﾞｷ 南陽工高
6 高校男子ハンマー投(6.000kg) 2047 刀根　海斗 2 ﾄﾈ ｶｲﾄ 田部高
7 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1315 山中　蒼大 2 ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾀ 南陽工高
8 高校男子ハンマー投(6.000kg) 2049 林　大雅 2 ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ 田部高
9 高校男子ハンマー投(6.000kg) 1951 松原　大樹 1 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 西京高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 女子100m 2200 君嶋　愛梨沙 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 土木管理
2 女子100m 3-9661 田村　沙良 4 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 日女体大
3 女子100m 1523 先村　若奈 3 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 高川学園中
4 女子100m 220 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ Ｊ．ＶＩＣ
5 女子100m 311 飛鷹　愛 1 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾅ 光高
6 女子100m 825 市原　怜華 2 ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ 下関西高
7 女子100m 657 福光　由佳 3 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 西京高
8 女子100m 604 水田　ほのか 2 ﾐｽﾞﾀ ﾎﾉｶ 防府商工高
9 女子100m 656 髙野　桃伽 3 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 西京高
10 女子100m 3-9653 門田　彩乃 4 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 日女体大
11 女子100m 5754 久保　瑞乃 2 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山口ＦＳＬ
12 女子100m 600 髙嶋　瞳子 3 ﾀｶｼﾏ ﾄｳｺ 防府商工高
13 女子100m 8-98 佐々木　みやび 4 ｻｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 九共大
14 女子100m 5207 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 潮AC
15 女子100m 663 工藤　琉楠 2 ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ 西京高
16 女子100m 666 湯本　乃映 2 ﾕﾓﾄ ﾉｴ 西京高
17 女子100m 864 植村　心菜 2 ｳｴﾑﾗ ｺｺﾅ 下関商業高
18 女子100m 890 大原　明日風 1 ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 下関商業高
19 女子100m 246 青木　優奈 2 ｱｵｷ ﾕﾅ 徳山高
20 女子100m 7-1024 藤津　知世 3 ﾌｼﾞﾂ ﾁﾖ 東亜大
21 女子100m 698 竹本　遥香 1 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 西京高
22 女子100m 723 長村　美玖 1 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾐｸ 誠英高
23 女子100m 863 武居　玲奈 2 ﾀｹｽｴ ﾚﾅ 下関商業高
24 女子100m 230 原田　香心 2 ﾊﾗﾀﾞ ｺｺﾛ 光高
25 女子100m 421 下村　みのり 2 ｼﾓﾑﾗ ﾐﾉﾘ 西岐波中
26 女子100m 894 松田　幸果 1 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｶ 下関商業高
27 女子100m 602 冨田　美咲 2 ﾄﾐﾀ ﾐｻｷ 防府商工高
28 女子100m 612 三島　陽菜子 1 ﾐｼﾏ ﾋﾅｺ 防府商工高
29 女子100m 309 野原　茉莉 1 ﾉﾊﾗ ﾏﾘ 光高
30 女子100m 314 両國　菜々香 1 ﾘｮｳｺﾞｸ ﾅﾅｶ 光高
31 女子100m 105 クック　天音楽 2 ｸｯｸ ｱﾈﾗ 岩国高
32 女子100m 805 田中　愛梨 2 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 田部高
33 女子100m 1330 荒牧　春那 2 ｱﾗﾏｷ ﾊﾙﾅ 岐陽中
34 女子100m 302 大地田　麻衣 1 ｵｵﾁﾀﾞ ﾏｲ 光高
35 女子100m 257 内山　成留美 2 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 新南陽高
36 女子100m 853 武林　未紗 1 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 下関北高
37 女子100m 869 藤井　優樹 2 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 早鞆高
38 女子100m 854 高山　寿梨 2 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾘ 下関北高
39 女子100m 304 神徳　咲来 1 ｺｳﾄｸ ｻﾗ 光高
40 女子100m 287 野中　綾奈 2 ﾉﾅｶ ｱﾔﾅ 山口県桜ケ丘高
41 女子100m 5745 岡本　悠希 1 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 山口ＦＳＬ
42 女子100m 247 林　美沙 2 ﾊﾔｼ ﾐｻ 徳山高
43 女子100m 298 菊野　愛佳 2 ｷｸﾉ ｱｲｶ 徳山高専
44 女子100m 605 磯村　光舞 1 ｲｿﾑﾗ ﾋﾗﾘ 防府商工高
45 女子100m 4337 井上　知子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 周南市陸協
46 女子100m 630 見寄　あゆみ 2 ﾐﾖﾘ ｱﾕﾐ 山口中央高
47 女子100m 155 原津　七海 2 ﾊﾗﾂ ﾅﾅﾐ 岩国商業高
48 女子100m 238 浜田　菜々美 2 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 下松高
49 女子100m 525 御手洗　悠未 2 ﾐﾀﾗｼ ﾊﾙﾐ 岐陽中
50 女子100m 623 植野　加子 2 ｳｴﾉ ｶｺ 山口中央高
51 女子100m 627 中村　好花 2 ﾅｶﾑﾗ ｺﾉｶ 山口中央高
52 女子100m 669 寺畑　玲奈 2 ﾃﾗﾊﾀ ﾚﾅ 誠英高
53 女子100m 296 時髙　希実 3 ﾄｷﾀｶ ﾉｿﾞﾐ 徳山高専
54 女子100m 422 竹杉　稚捺 2 ﾀｹｽｷﾞ ﾁﾅﾂ 西岐波中
55 女子100m 997 瀬戸口　裕奈 3 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 西岐波中
56 女子100m 248 山内　純花 1 ﾔﾏｳﾁ ｽﾐｶ 徳山高
57 女子100m 345 岸田　帆乃佳 1 ｷｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 徳山高専
58 女子100m 636 藤村　瞳月 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾂﾞｸ 防府西高
59 女子100m 725 宍戸　真理 1 ｼｼﾄﾞ ﾏﾘ 西京高
60 女子100m 323 岡村　美歩 1 ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 新南陽高
61 女子100m 325 松村　咲来 1 ﾏﾂﾑﾗ ｻｸ 新南陽高
62 女子100m 706 富永　蓮華 1 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾚﾝｶ 高川学園高
63 女子100m 635 三浦　果純 2 ﾐｳﾗ ｶｽﾐ 防府西高
64 女子100m 343 森重　まお 1 ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｵ 徳山高専



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
65 女子100m 637 濱本　紗希 2 ﾊﾏﾓﾄ ｻｷ 防府西高
66 女子100m 608 伊達　七美 1 ﾀﾞﾃ ﾅﾅﾐ 山口高
1 女子200m 2200 君嶋　愛梨沙 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 土木管理
2 女子200m 220 縄田　結 ﾅﾜﾀ ﾕｲ Ｊ．ＶＩＣ
3 女子200m 3-9661 田村　沙良 4 ﾀﾑﾗ ｻﾗ 日女体大
4 女子200m 825 市原　怜華 2 ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ 下関西高
5 女子200m 3-9653 門田　彩乃 4 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ 日女体大
6 女子200m 657 福光　由佳 3 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 西京高
7 女子200m 306 寺尾　真依 1 ﾃﾗｵ ﾏｲ 光高
8 女子200m 662 入屋　瑠菜 2 ｲﾘﾔ ﾙﾅ 西京高
9 女子200m 852 岩田　かれん 1 ｲﾜﾀ ｶﾚﾝ 下関北高
10 女子200m 861 下田　佳奈 2 ｼﾓﾀﾞ ｶﾅ 下関商業高
11 女子200m 866 德田　芽依 2 ﾄｸﾀﾞ ﾒｲ 下関商業高
12 女子200m 227 源内　咲 2 ｹﾞﾝﾅｲ ｻｷ 光高
13 女子200m 1 立川　優菜 1 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 周陽中
14 女子200m 4337 井上　知子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 周南市陸協
15 女子200m 480 野口　結衣 2 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 小野田高
16 女子200m 106 岡村　明日香 2 ｵｶﾑﾗ ｱｽｶ 岩国高
17 女子200m 891 酒井　七瀬 1 ｻｶｲ ﾅﾅｾ 下関商業高
18 女子200m 534 内田　伶音 1 ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 小野田高
19 女子200m 4 神田　琴音 1 ｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 周陽中
1 女子400m 307 寺尾　真奈 1 ﾃﾗｵ ﾏﾅ 光高
2 女子400m 305 田原　奈波 1 ﾀﾊﾗ ﾅﾅﾐ 光高
3 女子400m 809 福川　江里奈 3 ﾌｸｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 豊浦高
4 女子400m 229 船戸　梨瑚 2 ﾌﾅﾄ ﾘｺ 光高
5 女子400m 855 西村　愛佳 2 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾅｶ 下関北高
6 女子400m 806 中野　美咲 2 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 田部高
7 女子400m 5750 片野　瑠唯 3 ｶﾀﾉ ﾙｲ 山口ＦＳＬ
8 女子400m 239 西　夏凜 2 ﾆｼ ｶﾘﾝ 下松高
9 女子400m 149 松本　知佐 2 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｻ 岩国商業高
10 女子400m 624 梅田　美咲 2 ｳﾒﾀﾞ ﾐｻｷ 山口中央高
11 女子400m 629 正木　花歩 2 ﾏｻｷ ｶﾎ 山口中央高
12 女子400m 154 笹村　美帆奈 2 ｻｻﾑﾗ ﾐﾎﾅ 岩国商業高
13 女子400m 704 柳　凜音 1 ﾔﾅｷﾞ ﾘﾝ 山口中央高
14 女子400m 143 岸本　聡美 3 ｷｼﾓﾄ ｻﾄﾐ 岩国商業高
15 女子400m 335 西木　香乃花 1 ﾆｼｷ ｺﾉｶ 下松高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 女子800m 318 山本　菜津美 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 聖光高
2 女子800m 249 佐古　萌乃香 1 ｻｺ ﾎﾉｶ 徳山高
3 女子800m 809 福川　江里奈 3 ﾌｸｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 豊浦高
4 女子800m 284 村上　蒼空 2 ﾑﾗｶﾐ ｿﾗ 聖光高
5 女子800m 283 橋本　優奈 2 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 聖光高
6 女子800m 1522 磯﨑　あゆみ 3 ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ 高川学園中
7 女子800m 11 金子　瑛怜 1 ｶﾈｺ ｴﾚﾝ 高川学園中
8 女子800m 157 藤村　李魅 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ 周陽中
9 女子800m 522 神田　青葉 2 ｺｳﾀﾞ ｱｵﾊ 岐陽中
10 女子800m 279 浴森　美優 3 ｴｷﾓﾘ ﾐﾕ 聖光高
11 女子800m 1354 重永　楓 2 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｶｴﾃﾞ 周陽中
12 女子800m 65 青栁　唯 3 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｲ 富田中
13 女子800m 676 岩本　真歩 1 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾎ 周陽中
14 女子800m 67 原田　青奈 3 ﾊﾗﾀﾞ ｱｵﾅ 富田中
15 女子800m 338 金田　葵 1 ｶﾅﾀﾞ ｱｵｲ 下松高
16 女子800m 280 弘中　愛美 3 ﾋﾛﾅｶ ﾏﾅﾐ 聖光高
17 女子800m 242 藤井　鈴花 2 ﾌｼﾞｲ ﾘﾝｶ 下松高
18 女子800m 9 海地　さやか 1 ｶｲﾁ ｻﾔｶ 高川学園中
19 女子800m 5752 茨木　宥依 2 ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｲ 山口ＦＳＬ
20 女子800m 152 藤山　未菜 2 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ 岩国商業高
21 女子800m 5746 兼常　真帆 1 ｶﾈﾂﾈ ﾏﾎ 山口ＦＳＬ
22 女子800m 15 岡田　桃佳 1 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 高川学園中
23 女子800m 8 植野　小梅 1 ｳｴﾉ ｺｳﾒ 高川学園中
24 女子800m 856 松尾　優菜 2 ﾏﾂｵ ﾕｳﾅ 下関北高
25 女子800m 892 田村　芽依 1 ﾀﾑﾗ ﾒｲ 下関商業高
26 女子800m 482 石田　萌香 2 ｲｼﾀﾞ ﾓｴｶ 小野田高
27 女子800m 1144 恒富　七海 1 ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ 岐陽中
28 女子800m 3 小山　ゆい 1 ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽中
29 女子800m 267 松田　夏那梨 3 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅﾘ 周陽中
30 女子800m 6 根賀　千沙希 1 ﾈｶﾞ ﾁｻｷ 高川学園中
31 女子800m 896 濵田　唯花 1 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 下関商業高
32 女子800m 109 中村　美桜 2 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 岩国高
33 女子800m 689 岩瀬　羽未 1 ｲﾜｾ ｳﾐ 周陽中
34 女子800m 108 兒玉　未夢 2 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾕ 岩国高
35 女子800m 5747 石川　咲幸 1 ｲｼｶﾜ ｻﾕｷ 山口ＦＳＬ
36 女子800m 536 中山　遥花 1 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 香川高
37 女子800m 95 政次　梨花 1 ﾏｻﾂｸﾞ ﾘﾝｶ 柳井中
1 女子1500m 1520 根賀　美沙希 3 ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 高川学園中
2 女子1500m 317 土井　唯楓 1 ﾄﾞｲ ﾕｲｶ 聖光高
3 女子1500m 701 中原　涼那 1 ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 西京高
4 女子1500m 644 水田　真希 3 ﾐｽﾞﾀ ﾏｷ 西京高
5 女子1500m 488 中村　真依 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 宇部鴻城高
6 女子1500m 285 森山　瑚都 2 ﾓﾘﾔﾏ ｺﾄ 聖光高
7 女子1500m 647 関谷　萌伽 2 ｾｷﾀﾆ ﾓｶ 西京高
8 女子1500m 281 石丸　郁良 2 ｲｼﾏﾙ ｲｸﾗ 聖光高
9 女子1500m 700 土屋　実耶弥 1 ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 西京高
10 女子1500m 489 中村　結依 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 宇部鴻城高
11 女子1500m 7-1342 安山　かな 2 ﾔｽﾔﾏ ｶﾅ 徳山大
12 女子1500m 278 今村　里桜 3 ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ 聖光高
13 女子1500m 387 白上　桜子 3 ｼﾗｶﾞﾐ ｻｸﾗｺ 萩商工高
14 女子1500m 282 新森　碧 2 ｼﾝﾓﾘ ｱｵｲ 聖光高
15 女子1500m 232 寺岡　優花 3 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｶ 周陽中
16 女子1500m 702 水田　有香 1 ﾐｽﾞﾀ ﾕｶ 西京高
17 女子1500m 52 有吉　咲楽 3 ｱﾘﾖｼ ｻｸﾗ 周陽中
18 女子1500m 153 柏原　実里 2 ｶｼﾊﾗ ﾐﾉﾘ 周陽中
19 女子1500m 388 田中　穂乃香 2 ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 萩商工高
20 女子1500m 490 日高　里緒 2 ﾋﾀｶ ﾘｵ 宇部鴻城高
21 女子1500m 821 森谷　陽 3 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ 岐陽中
22 女子1500m 1044 秋田　真那 3 ｱｷﾀ ﾏﾅ 岐陽中
23 女子1500m 1277 兼清　陽菜 2 ｶﾈｷﾖ  ﾋﾅ 周陽中
24 女子1500m 610 後藤　鞠奈 1 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘﾅ 山口高
25 女子1500m 650 林　真名 2 ﾊﾔｼ ﾏﾅ 西京高
26 女子1500m 384 中野　綺佳 3 ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 萩商工高
27 女子1500m 603 古谷　綾華 2 ﾌﾙﾀﾆ ｱﾔｶ 防府商工高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
28 女子1500m 386 水津　玲奈 3 ｽｲｽﾞ ﾚﾅ 萩商工高
29 女子1500m 385 山本　千尋 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 萩商工高
30 女子1500m 491 三角　紗季子 2 ﾐｽﾐ ｻｷｺ 宇部鴻城高
31 女子1500m 824 藤永　蒼衣 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ 下関西高
32 女子1500m 243 中村　雪乃 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 下松高
33 女子1500m 140 栢木　光咲 3 ｶﾔｷ ﾐｻｷ 岩国商業高
34 女子1500m 867 國武　由奈 1 ｸﾆﾀｹ ﾕﾅ 下関商業高
35 女子1500m 607 益冨　晴菜 2 ﾏｽﾄﾐ ﾊﾙﾅ 山口高
36 女子1500m 826 西川　瑞穂 2 ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 下関西高
37 女子1500m 147 土井　萌々華 2 ﾄﾞｲ ﾓﾓｶ 岩国商業高
38 女子1500m 294 市村　七望 3 ｲﾁﾑﾗ ﾅﾅﾐ 徳山高専
39 女子1500m 862 山下　実桜 2 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ 下関商業高
40 女子1500m 7-1325 角井　夕莉 4 ｽﾐｲ ﾕｳﾘ 徳山高専
41 女子1500m 606 木下　綾夏 2 ｷﾉｼﾀ ｱﾔｶ 山口高
42 女子1500m 347 福谷　汐梨 1 ﾌｸﾔ ｼｵﾘ 徳山高専
43 女子1500m 340 福谷　美咲 1 ﾌｸﾔ ﾐｻｷ 下松高
44 女子1500m 250 三宅　香凛 1 ﾐﾔｹ ｶﾘﾝ 徳山高
45 女子1500m 535 中村　真穂 1 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾎ 香川高
46 女子1500m 163 森下　春花 1 ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙｶ 岩国工高
47 女子1500m 5744 青木　美空 1 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 山口ＦＳＬ
1 女子3000m 643 舩木　柚花 3 ﾌﾅｷ ﾕｽﾞｶ 西京高
2 女子3000m 642 舩木　千花 3 ﾌﾅｷ ﾁﾊﾅ 西京高
3 女子3000m 639 岡﨑　莉子 3 ｵｶｻﾞｷ ﾘｺ 西京高
4 女子3000m 651 町田　萌 2 ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ 西京高
5 女子3000m 638 石松　空 3 ｲｼﾏﾂ ｿﾗ 西京高
6 女子3000m 640 西村　咲良 3 ﾆｼﾑﾗ ｻｸﾗ 西京高
7 女子3000m 649 中野　萌香 2 ﾅｶﾉ ﾓｴｶ 西京高
8 女子3000m 646 生本　鈴菜 2 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 西京高
9 女子3000m 648 田辺　真奈 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 西京高
10 女子3000m 3270 横田　知佳 ﾖｺﾀ ﾁｶ 宇部市陸協
11 女子3000m 413 古田　萌華 3 ﾌﾙﾀ ﾓｴｶ 田布施中
12 女子3000m 286 山口　寿乃 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾅ 聖光高
13 女子3000m 107 村重　ひかる 2 ﾑﾗｼｹﾞ ﾋｶﾙ 岩国高
14 女子3000m 622 東川　倫果 3 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾘﾝｶ 山口中央高
15 女子3000m 609 大森　心花 1 ｵｵﾓﾘ ｺﾊﾅ 山口高
16 女子3000m 337 秋貞　花穂 1 ｱｷｻﾀﾞ ｶﾎ 下松高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 女子100mH(0.840m) 4680 西山　華織 ﾆｼﾔﾏ ｶｵﾘ ＯＰＣ
2 女子100mH(0.840m) 308 中村　真琴 1 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 光高
3 女子100mH(0.840m) 665 三好　ののか 2 ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ 西京高
4 女子100mH(0.840m) 660 相本　紫苑 2 ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 西京高
5 女子100mH(0.840m) 703 阿部　花連 1 ｱﾍﾞ ｶﾚﾝ 山口中央高
6 女子100mH(0.840m) 228 清水　楓 2 ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 光高
7 女子100mH(0.840m) 288 畠中　那緒 2 ﾊﾀｹﾅｶ ﾅｵ 山口県桜ケ丘高
8 女子100mH(0.840m) 253 杉山　彩 3 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔ 新南陽高
9 女子100mH(0.840m) 871 上村　茉莉愛 2 ｳｴﾑﾗ ﾏﾘｱ 早鞆高
10 女子100mH(0.840m) 383 濱野　真美 2 ﾊﾏﾉ ﾏﾐ 萩商工高
11 女子100mH(0.840m) 148 松本　咲彩 2 ﾏﾂﾓﾄ ｻｱﾔ 岩国商業高
12 女子100mH(0.840m) 5751 幸坂　奈苗 2 ｺｳｻﾞｶ ﾅﾅｴ 山口ＦＳＬ
13 女子100mH(0.840m) 320 斉藤　水月 1 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 徳山商工高
14 女子100mH(0.840m) 324 下川　悠那 1 ｼﾓｶﾜ ﾕｳﾅ 新南陽高
1 女子400mH(0.762m) 1139 枡田　岬 2 ﾏｽﾀﾞ ﾐｻｷ 環太平洋大
2 女子400mH(0.762m) 661 井上　茉優 2 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾛ 西京高
3 女子400mH(0.762m) 670 林　真衣 2 ﾊﾔｼ ﾏｲ 誠英高
4 女子400mH(0.762m) 848 尾ノ上　ひかる 2 ｵﾉｳｴ ﾋｶﾙ 下関中等教育
5 女子400mH(0.762m) 481 野村　佳音 2 ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 小野田高
6 女子400mH(0.762m) 668 松原　愛華 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｲｶ 誠英高
1 女子4X100mR 西京高校 西京高
2 女子4X100mR 光高校B 光高
3 女子4X100mR 高川学園中学校 高川学園中
4 女子4X100mR 光高校A 光高
5 女子4X100mR 岐陽中学校 岐陽中
6 女子4X100mR 光高校C 光高
7 女子4X100mR 徳山工業高等専門学校 徳山高専
8 女子4X100mR 山口中央高校 山口中央高
9 女子4X100mR 岩国商業高 岩国商業高
10 女子4X100mR 早鞆高校 早鞆高
11 女子4X100mR 山口ＦＳＬ 山口ＦＳＬ
12 女子4X100mR 下関北高校 下関北高
13 女子4X100mR 小野田高校 小野田高
14 女子4X100mR 田部高校 田部高
15 女子4X100mR 防府商工高校 防府商工高
16 女子4X100mR 誠英高校 誠英高
17 女子4X100mR 下関商業高校 下関商業高
1 女子4X400mR 西京高校 西京高
2 女子4X400mR 光高校 光高
3 女子4X400mR 豊浦高校 豊浦高
4 女子4X400mR 下関北高校 下関北高
5 女子4X400mR 山口中央高校 山口中央高
6 女子4X400mR 岩国商業高 岩国商業高
7 女子4X400mR 周陽中学校 周陽中
8 女子4X400mR 山口ＦＳＬ ﾔﾏｸﾞﾁｴﾌｴｽｴﾙ 山口ＦＳＬ
9 女子4X400mR 小野田高校 小野田高
10 女子4X400mR 早鞆高校 早鞆高
11 女子4X400mR 下関商業高校 下関商業高
12 女子4X400mR 誠英高校 誠英高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 女子走高跳 8-94 岡田　彩希 4 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｷ 九共大
2 女子走高跳 664 田村　璃々花 2 ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ 西京高
3 女子走高跳 870 峰岡　萌華 2 ﾐﾈｵｶ ﾓｴｶ 早鞆高
4 女子走高跳 697 坂口　果鈴 1 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 西京高
5 女子走高跳 301 青木　倫 1 ｱｵｷ ﾘﾝ 光高
6 女子走高跳 135 矢頭　愛菜 2 ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ 高水高
7 女子走高跳 667 福重　百絵 3 ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 誠英高
8 女子走高跳 865 井村　祐珠 2 ｲﾑﾗ ﾕｽﾞ 下関商業高
9 女子走高跳 115 手嶋　美羽 3 ﾃｼﾏ ﾐｳ 富田中
10 女子走高跳 136 小國　穂乃香 2 ｵｸﾞﾆ ﾎﾉｶ 高水高
11 女子走高跳 671 福田　統子 2 ﾌｸﾀﾞ ﾄｳｺ 誠英高
12 女子走高跳 310 日高　菜々美 1 ﾋﾀﾞｶ ﾅﾅﾐ 光高
13 女子走高跳 1524 西村　萌衣 3 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 高川学園中
14 女子走高跳 875 青木　彩良 1 ｱｵｷ ｻﾗ 下関中等教育
15 女子走高跳 292 尾﨑　未悠 3 ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 徳山高専
16 女子走高跳 275 河村　日遥里 2 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾖﾘ 聖光高
17 女子走高跳 346 林　真穂 1 ﾊﾔｼ ﾏﾎ 徳山高専
1 女子走幅跳 4554 河村　仁美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 周南市役所
2 女子走幅跳 722 金子　明未 1 ｶﾈｺ ﾒｲ 誠英高
3 女子走幅跳 232 重政　朱里 2 ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 光高
4 女子走幅跳 276 長廣　琉那 2 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾙﾅ 聖光高
5 女子走幅跳 893 濵田　美幸 1 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 下関商業高
6 女子走幅跳 5753 阪本　明希 2 ｻｶﾓﾄ ｱｷ 山口ＦＳＬ
7 女子走幅跳 728 東谷　優和 1 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾕﾅ 防府西高
8 女子走幅跳 626 小泉　夏葵 2 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾂｷ 山口中央高
9 女子走幅跳 334 大澤　春音 1 ｵｵｻﾜ ﾊﾙﾈ 下松高
10 女子走幅跳 625 城戸　夏海 2 ｷﾄﾞ ﾅﾂﾐ 山口中央高
11 女子走幅跳 382 金子　祐実 2 ｶﾈｺ ﾕﾐ 萩商工高
12 女子走幅跳 151 杉浦　心美 2 ｽｷﾞｳﾗ ｺｺﾐ 岩国商業高
1 女子棒高跳 299 安達　歩夢 3 ｱﾀﾞﾁ ｱﾕﾑ 南陽工高
2 女子棒高跳 319 西本　莉子 1 ﾆｼﾓﾄ ﾘｺ 南陽工高
1 女子走幅跳 322 中野　綾乃 1 ﾅｶﾉ ｱﾔﾉ 徳山商工高
2 女子走幅跳 344 宇留島　聖奈 1 ｳﾙｼﾏ ｾｲﾅ 徳山高専
1 女子三段跳 232 重政　朱里 2 ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 光高
2 女子三段跳 142 藤本　結花 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｶ 岩国商業高
3 女子三段跳 667 福重　百絵 3 ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 誠英高
4 女子三段跳 144 桑野　友花 3 ｸﾜﾉ ﾄﾓｶ 岩国商業高
5 女子三段跳 633 東谷　心優 2 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾕｳ 防府西高
6 女子三段跳 153 芥川　乙葉 2 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｵﾄﾊ 岩国商業高
1 女子砲丸投(4.000kg) 234 藤岡　瑞穂 2 ﾌｼﾞｵｶ ﾐｽﾞﾎ 光高
2 女子砲丸投(4.000kg) 659 藤村　紗矢香 3 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾔｶ 西京高
3 女子砲丸投(4.000kg) 729 吉村　聖美 3 ﾖｼﾑﾗ ｻﾄﾐ 中村女高
4 女子砲丸投(4.000kg) 803 野上　由惟 3 ﾉｶﾞﾐ ﾕｲ 田部高
5 女子砲丸投(4.000kg) 895 八尾　有華 1 ﾔｵ ｱﾘｶ 下関商業高
6 女子砲丸投(4.000kg) 860 利川　紗椰 3 ﾄｼｶﾜ ｻﾔ 下関商業高
7 女子砲丸投(4.000kg) 233 萩本　莉帆 2 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 光高
8 女子砲丸投(4.000kg) 685 野田　愛華 3 ﾉﾀﾞ ｱｲｶ 山口県鴻城高
9 女子砲丸投(4.000kg) 342 村上　カンナ 1 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 徳山高専
1 女子円盤投(1.000kg) 8-97 坂田　絢香 4 ｻｶﾀ ｱﾔｶ 九共大
2 女子円盤投(1.000kg) 233 萩本　莉帆 2 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 光高
3 女子円盤投(1.000kg) 860 利川　紗椰 3 ﾄｼｶﾜ ｻﾔ 下関商業高
4 女子円盤投(1.000kg) 369 馬嶋　鞠花 3 ﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｶ 柳井中
5 女子円盤投(1.000kg) 277 藤村　奈魅 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾐ 聖光高
6 女子円盤投(1.000kg) 145 関本　杏奈 3 ｾｷﾓﾄ ｱﾝﾅ 岩国商業高
7 女子円盤投(1.000kg) 313 松葉　遥 1 ﾏﾂﾊﾞ ﾊﾙｶ 光高
8 女子円盤投(1.000kg) 258 渡辺　朱音 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 新南陽高
9 女子円盤投(1.000kg) 634 大倉　明莉 2 ｵｵｸﾗ ｱｶﾘ 防府西高
10 女子円盤投(1.000kg) 872 砂子　あい 2 ｽﾅｺ ｱｲ 早鞆高
11 女子円盤投(1.000kg) 849 田鍋　瞬 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｷ 下関中等教育
12 女子円盤投(1.000kg) 707 中村　葉菜 1 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 山口中央高



No 競技 AB 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 女子ハンマー投(4.000kg) 803 野上　由惟 3 ﾉｶﾞﾐ ﾕｲ 田部高
2 女子ハンマー投(4.000kg) 274 田香　叶実 3 ﾀｺｳ ｶﾅﾐ 聖光高
3 女子ハンマー投(4.000kg) 291 塩屋　月渚 1 ｼｵﾔ ﾙﾅ 山口県桜ケ丘高
4 女子ハンマー投(4.000kg) 807 山中　光咲 2 ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 田部高
5 女子ハンマー投(4.000kg) 659 藤村　紗矢香 3 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾔｶ 西京高
6 女子ハンマー投(4.000kg) 259 耒栖　彩菜 2 ｸﾙｽ ｱﾔﾅ 新南陽高
7 女子ハンマー投(4.000kg) 312 船越　美羽 1 ﾌﾅｺｼ ﾐｳ 光高
1 女子やり投(0.600kg) 868 佐々木　愛歩 3 ｻｻｷ ﾁｶﾎ 早鞆高
2 女子やり投(0.600kg) 660 相本　紫苑 2 ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 西京高
3 女子やり投(0.600kg) 141 多賀谷　春枝 3 ﾀｶﾞﾔ ﾊﾙｴ 岩国商業高
4 女子やり投(0.600kg) 254 森本　凜 3 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝ 新南陽高
5 女子やり投(0.600kg) 150 蛭濵　花菜 2 ｴﾋﾞﾊﾏ ｶﾅ 岩国商業高
6 女子やり投(0.600kg) 146 米田　汐里 3 ﾖﾈﾀﾞ ｼｵﾘ 岩国商業高
7 女子やり投(0.600kg) 628 中村　茉那 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 山口中央高
8 女子やり投(0.600kg) 293 金清　つぐみ 3 ｶﾈｷﾖ ﾂｸﾞﾐ 徳山高専
9 女子やり投(0.600kg) 874 中原　由実加 1 ﾅｶﾊﾗ ﾕﾐｶ 早鞆高
10 女子やり投(0.600kg) 873 永江　百合香 2 ﾅｶﾞｴ ﾕﾘｶ 早鞆高
11 女子やり投(0.600kg) 300 福田　奈々花 3 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅﾊ 徳山高専
12 女子やり投(0.600kg) 410 原　愛佳 2 ﾊﾗ ﾏﾅｶ 萩商工高
1 女子5000mW 641 廣石　那萌 3 ﾋﾛｲｼ ﾅﾓ 西京高
2 女子5000mW 3266 竹内　万里 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ 宇部市陸協
3 女子5000mW 645 御堂　薫 3 ﾐﾄﾞｳ ｶｵﾙ 西京高
4 女子5000mW 876 中尾　真悠 1 ﾅｶｵ ﾏﾕ 下関中等教育


