
エントリーリスト

種　目 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 読み方 所　　属
男子　　 100m 822 坪根　勇生 つぼね　ゆうき 宇部フィルム
男子　　 100m 471 志賀　洵介 しが　じゅんすけ 東ソー
男子　　 100m 472 宮本　泰成 みやもと　たいせい 東ソー
男子　　 100m 473 神徳　毅 こうとく　つよし 東ソー
男子　　 100m 784 本部　晃司 ほんぶ　こうじ 山口合同ガス
男子　　 100m 781 安田　衛 やすだ　まもる 山口合同ガス
男子　　 100m 783 藤野　雄基 ふじの　ゆうき 山口合同ガス
男子　　 100m 1344 森本　亮祐 もりもと　りょうすけ 黄金山AC ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 100m A-3097 森元　大道 もりもと　ひろみち 岩国市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 100m 5546 冨田　和幸 とみた　かずゆき 山口市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 100m 5174 上野　希望 うえの　のぞみ 防府市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 100m 3163 神埜　勝 こうの　まさる 日本製紙岩国工場 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 100m 7-1647 増田　涼太 ますだ　りょうた 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　　 200m 938 山本　浩次 やまもと　こうじ 美祢市役所
男子　　 200m 822 坪根　勇生 つぼね　ゆうき 宇部フィルム
男子　　 200m 816 前原　大地 まえはら　だいち 浅江中学校教員
男子　　 200m 954 福田　浩二 ふくだ　こうじ セントラル硝子
男子　　 200m 821 佐々木信一郎 ささき　しんいちろう ティーエスプレシジョン
男子　　 200m 471 志賀　洵介 しが　じゅんすけ 東ソー
男子　　 200m 472 宮本　泰成 みやもと　たいせい 東ソー
男子　　 200m 473 神徳　毅 こうとく　つよし 東ソー
男子　　 200m 414 藤永　征輝 ふじなが　まさき 東洋鋼鈑
男子　　 200m 1344 森本　亮祐 もりもと　りょうすけ 黄金山AC ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 200m 5173 金子　優治 かねこゆうじ アシックス防府 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 200m A-3097 森元　大道 もりもと　ひろみち 岩国市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 200m 3163 神埜　勝 こうの　まさる 日本製紙岩国工場 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　　 200m 7-1617 五島　和徳 ごとう　かずのり 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　　 400m 478 吉本　大介 よしもと　だいすけ 東ソー
男子　　 400m 141 外山　亨太 とやま　りょうた 出光興産
男子　　 400m 785 村瀬　智大 むらせ　ともひろ 山口合同ガス
男子　　 400m 7-1617 五島　和徳 ごとう　かずのり 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　　 800m 481 冽鎌　優希 すがま　ゆうき 東ソー
男子　　 800m 477 渡邉　賢 わたなべ　けん 東ソー
男子　　 800m 149 上部　知紀 かんべ　ともき 出光興産
男子　　 800m 827 友森　敬一郎 とももり　けいいちろう 周南市陸協
男子　　 800m 602 吉田　尚斗 よしだ　なおと 山口県庁
男子　　 800m 8-598 吉冨　恭平 よしどみ　きょうへい 山口市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　  1500m 481 冽鎌　優希 すがま　ゆうき 東ソー
男子　  1500m 478 吉本　大介 よしもと　だいすけ 東ソー
男子　  1500m 479 野上　翔平 のがみ　しょうへい 東ソー
男子　  1500m 786 大谷　悠真 おおたに　ゆうま 山口合同ガス
男子　  1500m 787 松村　優斗 まつむら　ゆうと 山口合同ガス
男子　  1500m 424 明石　悠汰 あかし　ゆうた 東洋鋼鈑
男子　  1500m 602 吉田　尚斗 よしだ　なおと 山口県庁
男子　  1500m 462 樫部　直人 かしべ　なおと 日立笠戸
男子　  1500m 827 友森　敬一郎 とももり　けいいちろう 周南市陸協
男子　  1500m 3240 野村　大渡 のむら　まさと 宇部市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 5863 上野　恭平 うえの　きょうへい TEAM VIVA! ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 5868 原田　祐基 はらだ　ゆうき TEAM VIVA! ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 8-598 吉冨　恭平 よしどみ　きょうへい 山口市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 3256 友原　達矢 ともはら　たつや 山陽小野田市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 7-1633 阿座上　貴大 あざかみ　たかひろ 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 7-1642 西　翔太朗 にし　しょうたろう 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　  1500m 480 福原　加己 ふくはら　ますみ 東ソー ｵｰﾌﾟﾝ

男子 　 5000m 476 船場　文太 ふなば　ぶんた 東ソー
男子 　 5000m 477 渡邉　賢 わたなべ　けん 東ソー
男子 　 5000m 479 野上　翔平 のがみ　しょうへい 東ソー
男子 　 5000m 622 金子　誠一 かねこ　せいいち 山口県庁
男子 　 5000m 651 廣永　拓男 ひろなが　たくお 山口県庁
男子 　 5000m 450 美濃　耀介 みのう　ようすけ 日立笠戸
男子 　 5000m 827 友森　敬一郎 とももり　けいいちろう 周南市陸協
男子 　 5000m 3383 中本　亮太郎 なかもと　りょうたろう 宇部興産 ｵｰﾌﾟﾝ
男子 　 5000m 4923 久保田　真司 くぼた　しんじ 大和走ろう会 ｵｰﾌﾟﾝ
男子 　 5000m 4260 浜田　幹生 はまだ　みきお 下関走ろう会 ｵｰﾌﾟﾝ
男子 　 5000m 5370 菊永　一人 きくなが　かずと TEAM VIVA! ｵｰﾌﾟﾝ
男子 　 5000m 5535 木下　幸大 きした　ゆきひろ 山口市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
男子 　 5000m 2516 森山　将平 もりやま　しょうへい 東海カーボン ｵｰﾌﾟﾝ
男子 　 5000m 480 福原　加己 ふくはら　ますみ 東ソー ｵｰﾌﾟﾝ

男子　4×100mR 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　4×400mR 出光興産
男子　4×400mR 山口県庁



エントリーリスト

種　目 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 読み方 所　　属

男子　走高跳 984 村田　純一 むらた　じゅんいち 王子ゴム化成
男子　走高跳 475 藤井　悠弥 ふじい　ゆうや 東ソー

男子　棒高跳 831 能美　俊彦 のうみ　としひこ エイト・コーポレーション
男子　棒高跳 832 能美　智秀 のうみ　ともひで エイト・コーポレーション
男子　棒高跳 474 川口　泰典 かわぐち　やすのり 東ソー

男子　走幅跳 781 安田　衛 やすだ　まもる 山口合同ガス
男子　走幅跳 3163 神埜　勝 こうの　まさる 日本製紙岩国工場 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　三段跳 962 藤井　芳雄 ふじい　よしお 山口市陸協
男子　三段跳 779 藤澤　圭祐 ふじさわ　けいすけ 山口合同ガス
男子　三段跳 781 安田　衛 やすだ　まもる 山口合同ガス

男子　砲丸投 810 中川　大志 なかがわ　たいし 山口市役所
男子　砲丸投 775 伊藤　友彰 いとう　ともあき 山口合同ガス
男子　砲丸投 3502 珠山　信昭 たまやま　しんしょう 玖珂小学校教員 ｵｰﾌﾟﾝ
男子　砲丸投 7-1752 原田　真作 はらだ　しんさく 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　円盤投 775 伊藤　友彰 いとう　ともあき 山口合同ガス
男子　円盤投 777 小田　洋一 おだ　よういち 山口合同ガス
男子　円盤投 855 新道　仁志 しんどう　ひとし 厚東川中教員

男子　ヤリ投 778 菅崎　裕樹 すがさき　ゆうき 山口合同ガス
男子　ヤリ投 782 中野　廉 なかの　れん 山口合同ガス
男子　ヤリ投 858 中村　二朗 なかむら　じろう つばさ ｵｰﾌﾟﾝ
男子　ヤリ投 1087 下川　祥宏 しもかわよしひろ 福岡陸協 ｵｰﾌﾟﾝ

男子　ハンマー投 775 伊藤　友彰 いとう　ともあき 山口合同ガス
男子　ハンマー投 777 小田　洋一 おだ　よういち 山口合同ガス
男子　ハンマー投 855 新道　仁志 しんどう　ひとし 厚東川中教員
男子　ハンマー投 803 小野　功貴 おの　こうき 大晃機械工業

30歳代　　100m 816 前原　大地 まえはら　だいち 浅江中学校教員
30歳代　　100m 954 福田　浩二 ふくだ　こうじ セントラル硝子
30歳代　　100m 821 佐々木信一郎 ささき　しんいちろう ティーエスプレシジョン
30歳代　　100m 820 松岡　巧 まつおか　たくみ 明新小学校教員
30歳代　　100m 414 藤永　征輝 ふじなが　まさき 東洋鋼鈑
30歳代　　100m 406 西谷　敏 にしたに　さとし 東洋鋼鈑
30歳代　　100m 5167 石原　朋和 いしはら　ともかず 防府市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ

30歳代　　400m 938 山本　浩次 やまもと　こうじ 美祢市役所
30歳代　　400m 954 福田　浩二 ふくだ　こうじ セントラル硝子
30歳代　　400m 3238 藤井　理博 ふじい　まさひろ 宇部市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ

30歳代 　1500m 61 末弘　光次郎 すえひろ　こうじろう 日本製鉄日鉄ステンレス
30歳代 　1500m 413 藤井　駿介 ふじい　しゅんすけ 東洋鋼鈑
30歳代 　1500m 651 廣永　拓男 ひろなが　たくお 山口県庁
30歳代 　1500m 618 真崎　健 まさき　たけし 山口県庁
30歳代 　1500m 468 瀬川　健太郎 せがわ　けんたろう 日立笠戸

30歳代　 5000m 4277 綿末　友樹 わたすえ　ゆうき 海響アスリートクラブ ｵｰﾌﾟﾝ

30歳代　走幅跳 821 佐々木信一郎 ささき　しんいちろう ティーエスプレシジョン
30歳代　走幅跳 820 松岡　巧 まつおか　たくみ 明新小学校教員

30歳代　砲丸投 776 藤村　佳孝 ふじむら　よしたか 山口合同ガス
30歳代　砲丸投 777 小田　洋一 おだ　よういち 山口合同ガス
30歳代　砲丸投 780 頼岡　直也 よりおか　なおや 山口合同ガス

40歳代　　100m 938 山本　浩次 やまもと　こうじ 美祢市役所
40歳代　　100m 984 村田　純一 むらた　じゅんいち 王子ゴム化成
40歳代　　100m 811 請川　亙 うけがわ　わたる 岐陽中学校教員

40歳代 　1500m 60 橋本　秀文 はしもと　ひでふみ 日本製鉄日鉄ステンレス
40歳代 　1500m 811 請川　亙 うけがわ　わたる 岐陽中学校教員
40歳代 　1500m 446 森永　純行 もりなが　すみゆき 日立笠戸
40歳代   1500m 4260 浜田　幹生 はまだ　みきお 下関走ろう会 ｵｰﾌﾟﾝ

40歳代 　3000m 772 中丸　直基 なかまる　なおき 山口合同ガス
40歳代 　3000m 774 斎藤　亮 さいとう　りょう 山口合同ガス
40歳代 　3000m 59 三輪　貴啓 みわ　たかひろ 日本製鉄日鉄ステンレス
40歳代 　3000m 614 十河　義典 そごう　よしのり 山口県庁
40歳代 　3000m 829 森山　明幸 もりやま　あきゆき 光市役所
40歳代 　3000m 445 江島　長作 えしま　ちょうさく 日立笠戸
40歳代 　3000m 3386 川野　竜二 かわの　りゅうじ 宇部市陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
40歳代 　3000m 1380 野村　一弘 のむらかずひろ 鹿足郡陸協 ｵｰﾌﾟﾝ
40歳代 　3000m 4260 浜田　幹生 はまだ　みきお 下関走ろう会 ｵｰﾌﾟﾝ

40歳代　走幅跳 984 村田　純一 むらた　じゅんいち 王子ゴム化成
40歳代　走幅跳 811 請川　亙 うけがわ　わたる 岐陽中学校教員

40歳代　砲丸投 832 能美　智秀 のうみ　ともひで エイト・コーポレーション
40歳代　砲丸投 771 中村　充宏 なかむら　みつひろ 山口合同ガス
40歳代　砲丸投 773 大原　一敏 おおはら　かずとし 山口合同ガス



エントリーリスト

種　目 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 読み方 所　　属

50歳代　　100m 841 坪根　一行 つぼね　かずゆき ニチハボード加工
50歳代　　100m 814 斎藤　博明 さいとう　ひろあき 光井クラブ
50歳代　　100m 809 金子　隆明 かねこ　たかあき 山口市役所
50歳代　　100m 53 水野　成久 みずの　まさひさ 日本製鉄日鉄ステンレス
50歳代　　100m 657 山本　強志 やまもと　つよし 山口県庁
50歳代　　100m 806 堂本　正和 どうもと　まさかず 大晃機械工業

50歳代　 1500m 132 角田　和義 かくだ　かずよし 出光興産
50歳代　 1500m 638 田中　収 たなか　おさむ 山口県庁
50歳代　 1500m 622 金子　誠一 かねこ　せいいち 山口県庁
50歳代　 1500m 629 盛重　賢造 もりしげ　けんぞう 山口県庁
50歳代　 1500m 657 山本　強志 やまもと　つよし 山口県庁 ｵｰﾌﾟﾝ
50歳代　 1500m 642 山家　正 やまが　ただし 山口県庁 ｵｰﾌﾟﾝ

50歳代　走幅跳 962 藤井　芳雄 ふじい　よしお 山口市陸協
50歳代　走幅跳 814 斎藤　博明 さいとう　ひろあき 光井クラブ
50歳代　走幅跳 831 能美　俊彦 のうみ　としひこ エイト・コーポレーション

50歳代　砲丸投 894 大野　利喜男 おおの　りきお 山口警察署
50歳代　砲丸投 855 新道　仁志 しんどう　ひとし 厚東川中教員

60歳以上　100m 962 藤井　芳雄 ふじい　よしお 山口市陸協
60歳以上　100m 994 上田　十太 うえだ　じゅうた 長門市陸協
60歳以上　100m 5173 金子　優治 かねこ　ゆうじ アシックス防府 ｵｰﾌﾟﾝ

60歳以上 1500m 994 上田　十太 うえだ　じゅうた 長門市陸協
60歳以上 1500m 131 井上　隆之 いのうえ　たかゆき 出光興産
60歳以上 1500m 617 徳吉　敏雄 とくよし　としお 山口県庁

60歳以上　砲丸投 831 能美　俊彦 のうみ　としひこ エイト・コーポレーション

女子　　3000m 7-1232 冨重　由唯 とみしげ　ゆい 山口大学陸上競技部 ｵｰﾌﾟﾝ



エントリーリスト

種　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属
男子　　 100m 124 松永　樹軌 まつなが　たつき 奇兵隊
男子　　 100m 58 柏　　海晴 かしわ　かいせい 奇兵隊
男子　　 100m 57 西牟田　陽 にしむた　はる 奇兵隊
男子　　 100m 381 中原　幸輝 なかはら　こうき 奇兵隊
男子　　 100m 384 藤井　亮輔 ふじい　りょうすけ 奇兵隊
男子　　 100m 111 形部　要 ぎょうぶ　かなめ 下松東陽陸上クラブ
男子　　 100m 393 弘中　那音 ひろなか　なおと 下松東陽陸上クラブ
男子　　 100m 69 山口　大樹 やまぐち　たいじゅ 下松東陽陸上クラブ
男子　　 100m 652 高畑　拓未 たかはた　たくみ 下松東陽陸上クラブ
男子　　 100m 74 原田　柾樹 はらだ　まさき 下松東陽陸上クラブ
男子　　 100m 59 藤井　悠丞 ふじい　ゆうすけ 久米陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 60 吉村　水葵 よしむら　みずき 久米陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 70 岩神　咲哉 いわかみ　さくや 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 71 藤井　颯大 ふじい　そうた 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 440 山口　翔馬 やまぐち　とうま 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 441 渡辺　真紘 わたなべ　まひろ 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 587 小西　瑛人 こにし　えいと 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 639 加藤　駿介 かとう　しゅんすけ 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 642 福原　龍生 ふくはら　りゅうせい 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 64 藤本　航輔 ふじもと　こうすけ 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 251 山方　遥翔 やまがた　はると 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 257 室本　陽向 むろもと　ひなた 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 557 西本　聡真 にしもと　そうま 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 567 小河原　稜 おがはら　りょう 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 568 松本　瑶平 まつもと　ようへい 光市陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 295 青木　水南 あおき　みなみ 山口ＦＳＬ
男子　　 100m 508 柏田　琉依 かしわだ　るい 山口ＦＳＬ
男子　　 100m 701 本岡　翔真 もとおか　しょうま 山口ＦＳＬ
男子　　 100m 731 大中　晴仁 おおなか　はると 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 730 小松　優空 こまつ　ひろたか 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 394 西岡　拳清 にしおか　けんすい 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 396 平尾　輝久斗 ひらお　きくと 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 410 池田　直人 いけだ　なおと 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 425 島田　利剣 しまだ　としはや 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 233 林田　礼夢 はやしだ　れむ 防府陸上スポーツ少年団
男子　　 100m 699 大池　晃誠 おおいけ　こうせい 周陽体育振興会子ども陸上部
男子　　 100m 91 木村　優斗 きむら　ゆうと 周陽体育振興会子ども陸上部
男子　　 100m 92 小山　蒼介 こやま　そうすけ 周陽体育振興会子ども陸上部
男子　　 100m 196 藤川　昂大 ふじかわ　こうた 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 291 石井　海吏 いしい　かいり 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 293 松本　一志 まつもと　かずし 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 86 長門　慶太 ながと　けいた 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 178 葉山　浬夢 はやま　りむ 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 565 多田　遥馬 ただ　はるま 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 658 原田　隼利 はらだ　はやと 徳山ＲＣコネット
男子　　 100m 88 三森　太陽 みもり　たいよう 周南JAC
男子　　 100m 104 大浜　悠生 おおはま　ゆうい 大道陸上教室
男子　　 100m 105 三輪　隼鷹 みわ　はやたか 大道陸上教室
男子　　 100m 460 宮崎　晶斗 みやざき　あきと 大道陸上教室
男子　　 100m 579 南野　響 なんの　ひびき 大道陸上教室
男子　　 100m 403 岡村　奏風 おかむら　かなた 大道陸上教室
男子　　 100m 117 津田　瑛士 つだ　えいと 大道陸上教室
男子　　 100m 432 山田　理仁 やまだ　りひと 大道陸上教室
男子　　 100m 583 宮崎　友維 みやざき　ゆうい ひらちゅうランニングクラブJr
男子　　 100m 202 大暮　翔真 おおぐれ　しょうま 山口AC
男子　　 100m 203 井上　海渡 いのうえ　かいと 山口AC
男子　　 100m 214 瀧川　葵 たきがわ　あおい 山口AC
男子　　 100m 216 井上　照仁 いのうえ　てるひと 山口AC
男子　　 100m 573 田村　心奏 たむら　かなで 山口AC
男子　　 100m 614 河内　悠真 こううち　はるな コウビン陸上クラブ
男子　　 100m 584 村田　知輝 むらた　ともき コウビン陸上クラブ
男子　　 100m 741 丸田　健人 まるた　けんと コウビン陸上クラブ
男子　　 100m 146 高松　陸 たかまつ　りく 戸田陸上クラブ



エントリーリスト

種　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

男子  　1000m 124 松永　樹軌 まつなが　たつき 奇兵隊
男子  　1000m 57 西牟田　陽 にしむた　はる 奇兵隊
男子  　1000m 381 中原　幸輝 なかはら　こうき 奇兵隊
男子  　1000m 384 藤井　亮輔 ふじい　りょうすけ 奇兵隊
男子  　1000m 128 安達　凛人 あだち　りんと 奇兵隊
男子  　1000m 111 形部　要 ぎょうぶ　かなめ 下松東陽陸上クラブ
男子  　1000m 393 弘中　那音 ひろなか　なおと 下松東陽陸上クラブ
男子  　1000m 69 山口　大樹 やまぐち　たいじゅ 下松東陽陸上クラブ
男子  　1000m 74 原田　柾樹 はらだ　まさき 下松東陽陸上クラブ
男子  　1000m 59 藤井　悠丞 ふじい　ゆうすけ 久米陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 60 吉村　水葵 よしむら　みずき 久米陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 71 藤井　颯大 ふじい　そうた 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 440 山口　翔馬 やまぐち　とうま 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 441 渡辺　真紘 わたなべ　まひろ 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 639 加藤　駿介 かとう　しゅんすけ 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 64 藤本　航輔 ふじもと　こうすけ 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 257 室本　陽向 むろもと　ひなた 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 557 西本　聡真 にしもと　そうま 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 568 松本　瑶平 まつもと　ようへい 光市陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 295 青木　水南 あおき　みなみ 山口ＦＳＬ
男子  　1000m 731 大中　晴仁 おおなか　はると 防府陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 730 小松　優空 こまつ　ひろたか 防府陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 396 平尾　輝久斗 ひらお　きくと 防府陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 410 池田　直人 いけだ　なおと 防府陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 91 木村　優斗 きむら　ゆうと 周陽体育振興会子ども陸上部
男子  　1000m 196 藤川　昂大 ふじかわ　こうた 徳山ＲＣコネット
男子  　1000m 86 長門　慶太 ながと　けいた 徳山ＲＣコネット
男子  　1000m 565 多田　遥馬 ただ　はるま 徳山ＲＣコネット
男子  　1000m 658 原田　隼利 はらだ　はやと 徳山ＲＣコネット
男子  　1000m 88 三森　太陽 みもり　たいよう 周南JAC
男子  　1000m 104 大浜　悠生 おおはま　ゆうい 大道陸上教室
男子  　1000m 460 宮崎　晶斗 みやざき　あきと 大道陸上教室
男子  　1000m 403 岡村　奏風 おかむら　かなた 大道陸上教室
男子  　1000m 432 山田　理仁 やまだ　りひと 大道陸上教室
男子  　1000m 331 渕上　尋人 ふちがみ　ひろと ひらちゅうランニングクラブJr
男子  　1000m 534 林　　泰我 はやし　たいが ひらちゅうランニングクラブJr
男子  　1000m 202 大暮　翔真 おおぐれ　しょうま 山口AC
男子  　1000m 203 井上　海渡 いのうえ　かいと 山口AC
男子  　1000m 214 瀧川　葵 たきがわ　あおい 山口AC
男子  　1000m 216 井上　照仁 いのうえ　てるひと 山口AC
男子  　1000m 573 田村　心奏 たむら　かなで 山口AC
男子  　1000m 118 池田　匠 いけだ　たくみ コウビン陸上クラブ
男子  　1000m 320 玉野　寛汰 たまの　かんた 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 753 米本　陸斗 よねもと　りくと 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 434 河野　蒼士 かわの　あおし 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 115 林　　洋樹 はやし　ひろき 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 224 上田　遥斗 うえだ　はると 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 225 中村　虹輝 なかむら　こうき 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 572 森重　翔太 もりしげ　しょうた 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 576 内山　晴琉 うちやま　はる 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 103 鍛冶　樹 かじ　たつき 新南陽陸上スポーツ少年団
男子  　1000m 146 高松　陸 たかまつ　りく 戸田陸上クラブ

男子　4×100mR 光市陸上スポーツ少年団
男子　4×100mR 徳山ＲＣコネット
男子　4×100mR 大道陸上教室

男子　 走幅跳 652 高畑　拓未 たかはた　たくみ 下松東陽陸上クラブ
男子　 走幅跳 70 岩神　咲哉 いわかみ　さくや 光市陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 587 小西　瑛人 こにし　えいと 光市陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 642 福原　龍生 ふくはら　りゅうせい 光市陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 251 山方　遥翔 やまがた　はると 光市陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 567 小河原　稜 おがはら　りょう 光市陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 701 本岡　翔真 もとおか　しょうま 山口ＦＳＬ
男子　 走幅跳 394 西岡　拳清 にしおか　けんすい 防府陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 233 林田　礼夢 はやしだ　れむ 防府陸上スポーツ少年団
男子　 走幅跳 699 大池　晃誠 おおいけ　こうせい 周陽体育振興会子ども陸上部
男子　 走幅跳 92 小山　蒼介 こやま　そうすけ 周陽体育振興会子ども陸上部
男子　 走幅跳 291 石井　海吏 いしい　かいり 徳山ＲＣコネット
男子　 走幅跳 293 松本　一志 まつもと　かずし 徳山ＲＣコネット
男子　 走幅跳 579 南野　響 なんの　ひびき 大道陸上教室
男子　 走幅跳 117 津田　瑛士 つだ　えいと 大道陸上教室



エントリーリスト

種　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

女子　　 100m 97 立山　晴流 たてやま　はる 下松東陽陸上クラブ
女子　　 100m 434 藤井　瑠杏 ふじい　るあ 下松東陽陸上クラブ
女子　　 100m 101 中尾　琴子 なかお　ことこ 下松東陽陸上クラブ
女子　　 100m 507 繁澤　愛奈 はんざわ　あいな 下松東陽陸上クラブ
女子　　 100m 157 松石　美月 まついし　るな 下松東陽陸上クラブ
女子　　 100m 186 岩本　愛叶 いわもと　あこ 久米陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 633 岩元　彩葉 いわもと　あやは 久米陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 34 樫部　莉菜 かしべ　りな 久米陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 35 大森　桃菜 おおもり　ももな 久米陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 93 西村　美羽 にしむら　みう 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 94 奥畑　美空 おくはた　みそら 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 350 澤野　真歩 さわの　まほ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 367 三浦　歌乃 みうら　かの 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 487 温品　亜虹 ぬくしな　あこ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 490 嘉賀　光俐 かが　ひかり 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 492 白井　莉菜 しらい　りな 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 493 加瀬部　心春 かせべ　こはる 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 494 沖原　由唯 おきはら　ゆい 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 495 井本　理央奈 いもと　りおな 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 496 末原　百恵 すえはら　ももえ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 594 長谷川　絢音 はせがわ　あやね 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 598 山根　弥桜 やまね　みお 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 95 中岡　杏音 なかおか　あのん 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 96 窪井　美月 くぼい　みつき 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 147 小野　結香 おの　ゆうか 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 213 秋元　紗良 あきもと　さら 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 353 秦　菜々美 はた　ななみ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 394 須田　悠華 すだ　ゆか 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 417 西村　心春 にしむら　こはる 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 425 船戸　瑛凪 ふなと　えな 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 539 中本　美希 なかもと　みき 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 601 小林　彩花 こばやし　いろは 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 385 田村　咲歩 たむら　さほ 山口ＦＳＬ
女子　　 100m 76 岡本　夏澄 おかもと　かすみ 山口ＦＳＬ
女子　　 100m 702 阿部　絢菜 あべ　あやな 山口ＦＳＬ
女子　　 100m 561 三好　惺子 みよし　さとこ 山口ＦＳＬ
女子　　 100m 655 曽田　笑鈴 そた　えみり 山口ＦＳＬ
女子　　 100m 502 前薗　紀沙 まえぞの　きずな 山口ＦＳＬ
女子　　 100m 430 村田　華凜 むらた　かりん 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 378 山崎　姫生 やまざき　ひな 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 379 山根　唄華 やまね　うたか 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 371 中司　望愛 なかつか　のあ 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 373 松元　陽菜乃 まつもと　ひなの 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 100m 41 中村　真菜 なかむら　まな 周陽体育振興会子ども陸上部
女子　　 100m 47 田村　麻衣 たむら　まい 周陽体育振興会子ども陸上部
女子　　 100m 176 田中　里奈 たなか　りな 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 184 黒﨑　芽衣 くろさき　めい 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 201 松尾　心菜 まつお　　ここな 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 262 北川　ひより きたがわ　ひより 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 607 森田　果恩 もりた　かのん 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 38 山本　南希 やまもと　みなみ 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 254 澤重　凜 さわしげ　りん 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 428 藤井　綾音 ふじい　あやね 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 530 柏原　藍里 かしはら　あいり 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 606 梅林　景都 うめばやし　けいと 徳山ＲＣコネット
女子　　 100m 697 安藤　優 あんどう　ゆう 大道陸上教室
女子　　 100m 122 馬越　蒼依 うまこし　あおい 大道陸上教室
女子　　 100m 52 古谷　日満里 ふるや　ひまり 大道陸上教室
女子　　 100m 66 諏訪免　結華 すわめん　ゆいか 大道陸上教室
女子　　 100m 58 宇佐川　結子 うさがわ　ゆうこ 大道陸上教室
女子　　 100m 534 末富　凛 すえとみ　りん 大道陸上教室
女子　　 100m 133 貞包　凛夏 さだかね　りんか 山口AC
女子　　 100m 170 田中　結衣 たなか　ゆい 山口AC
女子　　 100m 171 福原　愛美 ふくはら　まなみ 山口AC
女子　　 100m 611 山下　智央 やました　ちよ コウビン陸上クラブ
女子　　 100m 612 永松　浬 ながまつ　かいり コウビン陸上クラブ
女子　　 100m 696 宮野　愛花 みやの　まなか コウビン陸上クラブ
女子　　 100m 674 達川　世奈 たちかわ　せな コウビン陸上クラブ
女子　　 100m 642 中村　葉音 なかむら　はおん コウビン陸上クラブ
女子　　 100m 37 瀬戸　彩花 せと　さやか 戸田陸上クラブ



エントリーリスト

種　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

女子　　 800m 31 佐野　愛理 さの　あいり 奇兵隊
女子　　 800m 33 松村　晴香 まつむら　はるか 奇兵隊
女子　　 800m 603 阿島　凛実 あしま　りみ 下松東陽陸上クラブ
女子　　 800m 434 藤井　瑠杏 ふじい　るあ 下松東陽陸上クラブ
女子　　 800m 507 繁澤　愛奈 はんざわ　あいな 下松東陽陸上クラブ
女子　　 800m 186 岩本　愛叶 いわもと　あこ 久米陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 35 大森　桃菜 おおもり　ももな 久米陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 93 西村　美羽 にしむら　みう 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 94 奥畑　美空 おくはた　みそら 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 350 澤野　真歩 さわの　まほ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 367 三浦　歌乃 みうら　かの 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 487 温品　亜虹 ぬくしな　あこ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 490 嘉賀　光俐 かが　ひかり 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 493 加瀬部　心春 かせべ　こはる 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 213 秋元　紗良 あきもと　さら 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 353 秦　菜々美 はた　ななみ 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 539 中本　美希 なかもと　みき 光市陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 76 岡本　夏澄 おかもと　かすみ 山口ＦＳＬ
女子　　 800m 702 阿部　絢菜 あべ　あやな 山口ＦＳＬ
女子　　 800m 655 曽田　笑鈴 そた　えみり 山口ＦＳＬ
女子　　 800m 371 中司　望愛 なかつか　のあ 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 373 松元　陽菜乃 まつもと　ひなの 防府陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 38 山本　南希 やまもと　みなみ 徳山ＲＣコネット
女子　　 800m 428 藤井　綾音 ふじい　あやね 徳山ＲＣコネット
女子　　 800m 530 柏原　藍里 かしはら　あいり 徳山ＲＣコネット
女子　　 800m 351 津山　七菜 つやま　なな 周南JAC
女子　　 800m 697 安藤　優 あんどう　ゆう 大道陸上教室
女子　　 800m 122 馬越　蒼依 うまこし　あおい 大道陸上教室
女子　　 800m 52 古谷　日満里 ふるや　ひまり 大道陸上教室
女子　　 800m 66 諏訪免　結華 すわめん　ゆいか 大道陸上教室
女子　　 800m 534 末富　凛 すえとみ　りん 大道陸上教室
女子　　 800m 206 清木　菜々美 せいき　ななみ ひらちゅうランニングクラブJr
女子　　 800m 133 貞包　凛夏 さだかね　りんか 山口AC
女子　　 800m 170 田中　結衣 たなか　ゆい 山口AC
女子　　 800m 171 福原　愛美 ふくはら　まなみ 山口AC
女子　　 800m 410 石原　ももか いしはら　ももか コウビン陸上クラブ
女子　　 800m 498 松井　美空 まつい　みく コウビン陸上クラブ
女子　　 800m 635 小林　詠 こばやし　うた 新南陽陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 49 渡辺　結凪 わたなべ　ゆいな 新南陽陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 216 山田　悠依 やまだ　ゆい 新南陽陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 608 木輪　希々叶 きわ　ののか 新南陽陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 217 高橋　茉優 たかはし　まひろ 新南陽陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 327 川田　玲來 かわた　れいら 新南陽陸上スポーツ少年団
女子　　 800m 485 大枝　千愛 おおえだ　ちあ 新南陽陸上スポーツ少年団

女子　4×100mR 光市陸上スポーツ少年団
女子　4×100mR 山口ＦＳＬ
女子　4×100mR 徳山ＲＣコネット
女子　4×100mR 大道陸上教室
女子　4×100mR コウビン陸上クラブ

女子　 走幅跳 157 松石　美月 まついし　るな 下松東陽陸上クラブ
女子　 走幅跳 603 阿島　凛実 あしま　りみ 下松東陽陸上クラブ
女子　 走幅跳 97 立山　晴流 たてやま　はる 下松東陽陸上クラブ
女子　 走幅跳 101 中尾　琴子 なかお　ことこ 下松東陽陸上クラブ
女子　 走幅跳 633 岩元　彩葉 いわもと　あやは 久米陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 34 樫部　莉菜 かしべ　りな 久米陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 492 白井　莉菜 しらい　りな 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 494 沖原　由唯 おきはら　ゆい 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 495 井本　理央奈 いもと　りおな 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 496 末原　百恵 すえはら　ももえ 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 594 長谷川　絢音 はせがわ　あやね 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 598 山根　弥桜 やまね　みお 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 95 中岡　杏音 なかおか　あのん 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 147 小野　結香 おの　ゆうか 光市陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 385 田村　咲歩 たむら　さほ 山口ＦＳＬ
女子　 走幅跳 561 三好　惺子 みよし　さとこ 山口ＦＳＬ
女子　 走幅跳 502 前薗　紀沙 まえぞの　きずな 山口ＦＳＬ
女子　 走幅跳 430 村田　華凜 むらた　かりん 防府陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 378 山崎　姫生 やまざき　ひな 防府陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 379 山根　唄華 やまね　うたか 防府陸上スポーツ少年団
女子　 走幅跳 41 中村　真菜 なかむら　まな 周陽体育振興会子ども陸上部
女子　 走幅跳 47 田村　麻衣 たむら　まい 周陽体育振興会子ども陸上部
女子　 走幅跳 254 澤重　凜 さわしげ　りん 徳山ＲＣコネット
女子　 走幅跳 58 宇佐川　結子 うさがわ　ゆうこ 大道陸上教室


