
No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 高校男子100m 513 来栖　大地 2 ｸﾙｽ ﾀﾞｲﾁ 高川学園高
2 高校男子100m 527 大下　波音 2 ｵｵｼﾀ ﾊｵﾄ 宇部鴻城高
3 高校男子100m 522 中村　真人 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾄ 宇部鴻城高
4 高校男子100m 505 下間　勇輝 2 ｼﾓﾂﾏ ﾕｳｷ 南陽工高
5 高校男子100m 523 天野　大輝 2 ｱﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 宇部鴻城高
6 高校男子100m 514 伊藤　大智 1 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 高川学園高
7 高校男子100m 507 岩本　晋弥 2 ｲﾜﾓ ｼﾝﾔ 誠英高
8 高校男子100m 506 福本　一繁 2 ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 南陽工高
9 高校男子100m 525 田村　鷹斗 2 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ 宇部鴻城高
10 高校男子100m 533 久富　直哉 2 ﾋｻﾄﾐ ﾅｵﾔ 小野田高
11 高校男子100m 526 岡野　稜平 2 ｵｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 宇部鴻城高
12 高校男子100m 504 中田　優哉 2 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 熊毛南高
13 高校男子100m 528 大下　珀橙 1 ｵｵｼﾀ ﾊｸﾄ 宇部鴻城高
14 高校男子100m 524 池田　廉 2 ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ 宇部鴻城高
15 高校男子100m 529 河野　倭士 1 ｶﾜﾉ ﾔﾏﾄ 宇部鴻城高
16 高校男子100m 521 山本　海斗 1 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 西京高
17 高校男子100m 519 石津　星稀 1 ｲｼｽﾞ ｼｮｳｷ 西京高
18 高校男子100m 530 田中　宏典 2 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 宇部鴻城高
19 高校男子100m 508 松永　響樹 1 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾋﾞｷ 誠英高
20 高校男子100m 501 福田　圭晋 2 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｼﾝ 岩国高
21 高校男子100m 532 山本　晶大 1 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 宇部鴻城高
22 高校男子100m 531 櫛田　翔真 2 ｸｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 宇部鴻城高
23 高校男子100m 520 伊東　優真 1 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 西京高
24 高校男子100m 534 下村　宙輝 1 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｷ 小野田高
25 高校男子100m 502 山本　浩徳 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 岩国高
26 高校男子100m 503 石津　慶和 2 ｲｼｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ 岩国高
1 高校男子4×100mR 宇部鴻城B 宇部鴻城高
2 高校男子4×100mR 高川学園 高川学園高
3 高校男子4×100mR 宇部鴻城A 宇部鴻城高
4 高校男子4×100mR 誠英 誠英高



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 中学男子100m 667 古永　健志 3 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ 長府中
2 中学男子100m 645 國重　実来 3 ｸﾆｼｹﾞ ﾐﾗｲ 東岐波中
3 中学男子100m 696 大下　瑛太 3 ｵｵｼﾀ ｴｲﾀ 深川中
4 中学男子100m 624 内田　琉偉 3 ｳﾁﾀﾞ ﾙｲ 富田中
5 中学男子100m 673 中嶋　柊太 3 ﾅｶｼﾏ ｼｭｳﾀ 勝山中
6 中学男子100m 674 長網　優茉 2 ﾁｮｳｱﾐ ﾕｳﾏ 勝山中
7 中学男子100m 659 鍋山　掌哉 3 ﾅﾍﾞﾔﾏ　ｼｮｳﾔ 大嶺中
8 中学男子100m 619 臼井　孝佑 3 ｳｽｲ ｺｳｽｹ 附属光中
9 中学男子100m 638 佐藤　俊 2 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 鴻南中
10 中学男子100m 690 岩﨑　啓祐 3 ｲﾜｻｷ ｹｲｽｹ 萩東中
11 中学男子100m 644 川上　紫苑 2 ｶﾜｶﾐ ｼｵﾝ 華陽中
12 中学男子100m 614 坂本　健悟 3 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 浅江中
13 中学男子100m 650 菅　孝汰 3 ｽｶﾞ ｺｳﾀ 上宇部中
14 中学男子100m 620 田村　駿乃介 3 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 附属光中
15 中学男子100m 602 三河　宥知 3 ﾐｶﾜ　ﾕｳﾔ 末武中
16 中学男子100m 615 長木　智紀 3 ﾁｮｳｷ ﾄﾓｷ 浅江中
17 中学男子100m 679 田邉　佳之 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 萩西中
18 中学男子100m 603 松村　恵人 3 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾄ 末武中
19 中学男子100m 678 伊藤  拓海 3 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 萩西中
20 中学男子100m 677 山本  祐成 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 萩西中
21 中学男子100m 675 林　旺次郎 3 ﾊﾔｼ ｵｳｼﾞﾛｳ 勝山中
22 中学男子100m 652 原田　翼 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 高千帆中
23 中学男子100m 632 楠本　結斗 2 ｸｽﾓﾄ ﾕｲﾄ 富田中
24 中学男子100m 643 松岡　七舜 2 ﾏﾂｵｶ ﾅﾅﾄ 桑山中
25 中学男子100m 616 岡田　廉 2 ｵｶﾀﾞ ﾚﾝ 浅江中
26 中学男子100m 604 渡邊　光仁 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾄ 末武中
27 中学男子100m 639 髙橋　希海 3 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 鴻南中
28 中学男子100m 676 久保　慧悟 2 ｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ 勝山中
29 中学男子100m 605 國永　育哉 2 ｸﾆﾅｶﾞ ｲｸﾔ 末武中
30 中学男子100m 611 小林　渚 3 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ 浅江中
31 中学男子100m 612 窪井　叶亮 3 ｸﾎﾞｲ ｷｮｳｽｹ 浅江中
32 中学男子100m 633 手嶋　蒼生 2 ﾃｼﾏ ｱｵｲ 富田中
33 中学男子100m 668 山村　透悟 3 ﾔﾏﾑﾗ ﾄｳｺﾞ 長府中
34 中学男子100m 658 浜田　斗央真 3 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｵﾏ 高千帆中
35 中学男子100m 609 渕上　和希 2 ﾌﾁｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 光井中
36 中学男子100m 654 笠井　尋斗 2 ｶｻｲ ﾋﾛﾄ 高千帆中
37 中学男子100m 665 清本　快 2 ｷﾖﾓﾄ ｶｲ 向洋中
38 中学男子100m 653 福永　羅依 2 ﾌｸﾅｶﾞ ﾗｲ 高千帆中
39 中学男子100m 601 繁澤　優希 2 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高森みどり中
40 中学男子100m 613 髙澤　龍乃佑 2 ﾀｶｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 浅江中
41 中学男子100m 617 加藤　駿介 1 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 浅江中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 中学男子1500m 634 淺田　寛武 3 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 福川中
2 中学男子1500m 627 佐山　青 2 ｻﾔﾏ ｾｲ 富田中
3 中学男子1500m 680 木村　啓運 2 ｷﾑﾗ ｹｲｳﾝ 萩西中
4 中学男子1500m 626 末永　悠貴 2 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳｷ 富田中
5 中学男子1500m 666 吉中　航平 3 ﾖｼﾅｶ ｺｳﾍｲ 向洋中
6 中学男子1500m 640 日名内　悠登 3 ﾋﾅｳﾁ ﾕｳﾄ 桑山中
7 中学男子1500m 628 松田　侑樹 3 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲｷ 富田中
8 中学男子1500m 630 佐伯　颯太 3 ｻｴｷｿ　ｳﾀ 富田中
9 中学男子1500m 610 末永　琉海 3 ｽｴﾅｶﾞ ﾘｭｳ 浅江中
10 中学男子1500m 656 大原　蓮 2 ｵｵﾊﾗ ﾚﾝ 高千帆中
11 中学男子1500m 629 村田　蛍太 3 ﾑﾗﾀ ｹｲﾀ 富田中
12 中学男子1500m 625 古谷　隼士 2 ﾌﾙﾔ ﾊﾔﾄ 富田中
13 中学男子1500m 669 竹重　眞之介 3 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 長府中
14 中学男子1500m 642 美濃　直弥 2 ﾐﾉ ﾅｵﾔ 桑山中
15 中学男子1500m 681 杉原　蒼士 2 ｽｷﾞﾊﾗ ｱｵｼ 萩西中
16 中学男子1500m 637 青木　水南 1 ｱｵｷ ﾐﾅﾐ 湯田中
17 中学男子1500m 646 南　航平 2 ﾐﾅﾐ ｺｳﾍｲ 西岐波中
18 中学男子1500m 635 重國　蒼 3 ｼｹﾞｸﾆ ｱｵ 福川中
19 中学男子1500m 606 村井　優斗 3 ﾑﾗｲ　ﾕｳﾄ 末武中
20 中学男子1500m 651 宮原　翼太 3 ﾐﾔﾊﾗ ﾖｳﾀ 上宇部中
21 中学男子1500m 647 松本　優哉 1 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ 西岐波中
22 中学男子1500m 657 國武　諒 3 ｸﾆﾀｹ ﾘｮｳ 高千帆中
23 中学男子1500m 685 塚本　大地 1 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 萩西中
24 中学男子1500m 648 藤高　晴人 3 ﾌｼﾞﾀｶ ﾊﾙﾄ 西岐波中
25 中学男子1500m 655 安藤　直希 2 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 高千帆中
26 中学男子1500m 636 渡辺　大也 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾔ 福川中
27 中学男子1500m 607 松田　遼史 3 ﾏﾂﾀﾞ　ﾘｮｳｼﾞ 末武中
28 中学男子1500m 649 井下　煉 3 ｲﾉｼﾀ ﾚﾝ 西岐波中
29 中学男子1500m 631 小林　和翔 3 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 富田中
30 中学男子1500m 641 松元　宙 2 ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ 桑山中
31 中学男子1500m 682 北村　梨夢 2 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾑ 萩西中
32 中学男子1500m 684 藤﨑　駿 1 ﾌｼﾞｻｷ ｼｭﾝ 萩西中
33 中学男子1500m 683 魚本　颯太 1 ｳｵﾓﾄ ｿｳﾀ 萩西中
1 中学男子4×100mR 萩東中 萩東中
2 中学男子4×100mR 附属光中 附属光中
3 中学男子4×100mR 萩西中 萩西中
4 中学男子4×100mR 長府中 長府中
5 中学男子4×100mR 勝山中 勝山中
6 中学男子4×100mR 大嶺中 大嶺中
7 中学男子4×100mR 浅江中 浅江中
8 中学男子4×100mR 末武中 末武中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学生男子100m 876 柏田　琉依 6 ｶｼﾜﾀﾞ ﾙｲ 山口ＦＳＬ
2 小学生男子100m 869 小西　真白 6 ｺﾆｼ ﾏｼﾛ 山口陸スポ
3 小学生男子100m 907 藤本　琥太郎 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ふくっ子陸上
4 小学生男子100m 866 渡邊　日色 6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 山口陸スポ
5 小学生男子100m 917 和田　玲音　 6 ﾜﾀﾞ ﾚｵﾝ 長門陸上
6 小学生男子100m 927 高橋　快 6 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 油谷陸スタ
7 小学生男子100m 810 山方　遥翔 6 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ 光スポ少
8 小学生男子100m 867 片嶋　翔 6 ｶﾀｼﾏ ｼｮｳ 山口陸スポ
9 小学生男子100m 820 金光　日々人 5 ｶﾈﾐﾂ ﾋﾋﾞﾄ 下松東陽ク
10 小学生男子100m 932 品川 陽翔 6 ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ シュエット　
11 小学生男子100m 868 椙山　翔 6 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 山口陸スポ
12 小学生男子100m 936 長村　亮摩 6 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾏ くらかけ隊
13 小学生男子100m 901 奥谷　玲音 6 ｵｸﾀﾆ ﾚｵﾄ 豊浦陸上
14 小学生男子100m 900 池松　和季 6 ｲｹﾏﾂ ｶｽﾞｷ 豊浦陸上
15 小学生男子100m 857 村田　麗行 5 ﾑﾗﾀ ﾘｱﾝ 防府陸スポ
16 小学生男子100m 814 清水　息吹 6 ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ 光スポ少
17 小学生男子100m 813 三海　直輝 6 ﾐｳﾐ ﾅｵｷ 光スポ少
18 小学生男子100m 865 河村　壮葵 6 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ コウビン陸
19 小学生男子100m 817 林　陸央 5 ﾊﾔｼ ﾘｵ 光スポ少
20 小学生男子100m 902 岩﨑　斗愛 5 ｲﾜｻｷ ﾄｱ 豊浦陸上
21 小学生男子100m 875 芳西　真弥 6 ﾎｳﾆｼ ﾏｻﾔ 山口陸スポ
22 小学生男子100m 812 西本　聡真 6 ﾆｼﾓﾄ ｿｳﾏ 光スポ少
23 小学生男子100m 816 岩城　隼人 5 ｲﾜｷ ﾊﾔﾄ 光スポ少
24 小学生男子100m 815 守田　力輝 6 ﾓﾘﾀ ﾘｷ 光スポ少
25 小学生男子100m 859 能野　陽仁 5 ﾉｳﾉ ﾊﾙﾋﾄ 大道陸上
26 小学生男子100m 822 中原　幸輝 6 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｷ 奇兵隊
27 小学生男子100m 827 青木　友哉 6 ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 戸田陸上
28 小学生男子100m 909 口ノ町　幸人 5 ｸﾁﾉﾏﾁ ﾕｷﾄ ふくっ子陸上
29 小学生男子100m 937 髙林　颯太 5 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ くらかけ隊
30 小学生男子100m 934 上領 皇伽 6 ｶﾐﾘｮｳ ｵｳｶﾞ シュエット　
31 小学生男子100m 838 小田　耀介 6 ｵﾀﾞ ﾖｳｽｹ ひらちゅう
32 小学生男子100m 839 深野　晄希 6 ﾌｶﾉ ｺｳｷ ひらちゅう
33 小学生男子100m 823 西牟田　陽 6 ﾆｼﾑﾀ ﾊﾙ 奇兵隊
34 小学生男子100m 805 高井 航平 5 ﾀｶｲ ｺｳﾍｲ 愛宕山AC
35 小学生男子100m 905 山上　玄嗣 5 ﾔﾏｶﾞﾐ ｹﾞﾝｼﾞ 豊浦陸上
36 小学生男子100m 911 稲永　湊翔 5 ｲﾈﾅｶﾞ ﾐﾅﾄ ふくっ子陸上
37 小学生男子100m 938 長村　爽志 5 ﾅｶﾞﾑﾗ ｿｳｼ くらかけ隊
38 小学生男子100m 862 山田　理仁 6 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 大道陸上
39 小学生男子100m 910 若松　悠太 5 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳﾀ ふくっ子陸上
40 小学生男子100m 843 白井　秀侍 5 ｼﾗｲ ｼｭｳｼﾞ ひらちゅう
41 小学生男子100m 863 藤井　蒼士 6 ﾌｼﾞｲ ｱｵﾄ 大道陸上
42 小学生男子100m 897 西山　泰生 6 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｾｲ 美祢陸スポ
43 小学生男子100m 939 渡具知　武虎 6 ﾄｸﾞﾁ ﾀｹﾄﾗ くらかけ隊
44 小学生男子100m 940 﨑本　晴久 5 ｻｷﾓﾄ ﾊﾙﾋｻ くらかけ隊
45 小学生男子100m 886 原田　音 6 ﾊﾗﾀﾞ ｵﾄ 藤山陸上



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学生男子1000m 877 園田　虎太朗 6 ｿﾉﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山口ＦＳＬ
2 小学生男子1000m 924 小林　新到 5 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾗト 仙崎みすゞ
3 小学生男子1000m 883 田村　心奏 6 ﾀﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山口・AC
4 小学生男子1000m 803 福田　一輝 6 ﾌｸﾀﾞ ｲｯｷ 愛宕山AC
5 小学生男子1000m 908 小室　輝仁 6 ｺﾑﾛ ﾗｲﾄ ふくっ子陸上
6 小学生男子1000m 915 古谷  嘉唯 6 ﾌﾙﾀﾆ ｶｲ 菊川クラブ
7 小学生男子1000m 848 中村　虹輝 6 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 新南陽陸上
8 小学生男子1000m 893 水島　憩 6 ﾐｽﾞｼﾏ ｲｺｲ 山陽レッツ
9 小学生男子1000m 840 淺田　一翔 5 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ひらちゅう
10 小学生男子1000m 870 川﨑　陸登 6 ｶﾜｻｷ ﾘｸﾄ 山口陸スポ
11 小学生男子1000m 828 尾上　蒼馬 5 ｵﾉｳｴ ｿｳﾏ 戸田陸上
12 小学生男子1000m 925 有田　蓮史 5 ｱﾘﾀ ﾚﾝｼﾞ 油谷陸スタ
13 小学生男子1000m 878 金城　知希 5 ｶﾈｼﾛ ﾄﾓｷ 山口ＦＳＬ
14 小学生男子1000m 922 福田　泰希 6 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｷ 仙崎みすゞ
15 小学生男子1000m 926 西村　翔 6 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 油谷陸スタ
16 小学生男子1000m 844 林　　洋樹 6 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 新南陽陸上
17 小学生男子1000m 851 西村　遥希 5 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 新南陽陸上
18 小学生男子1000m 871 木村　凜星 6 ｷﾑﾗ ﾘﾝｾｲ 山口陸スポ
19 小学生男子1000m 846 内山　晴琉 6 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙ 新南陽陸上
20 小学生男子1000m 884 井上　海渡 6 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 山口・AC
21 小学生男子1000m 841 大西　虹羽 5 ｵｵﾆｼ ｺｳ ひらちゅう
22 小学生男子1000m 807 中野　雄介 6 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 平生陸スポ
23 小学生男子1000m 906 山田　涼聖 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 豊浦陸上
24 小学生男子1000m 854 石川　虎太郎 6 ｲｼｶﾜ ｺﾀﾛｳ 防府陸スポ
25 小学生男子1000m 889 中村　一翔 5 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 藤山陸上
26 小学生男子1000m 806 上山　遼人 6 ｳｴﾔﾏ ﾊﾙﾄ 平生陸スポ
27 小学生男子1000m 896 小林　絢聖 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｾｲ 美祢陸スポ
28 小学生男子1000m 855 岩田　恵一 5 ｲﾜﾀ ｹｲｲﾁ 防府陸スポ
29 小学生男子1000m 933 木村 究徹 6 ｷﾑﾗ ｷｭｳﾃﾂ シュエット　
30 小学生男子1000m 829 長門　慶太 6 ﾅｶﾞﾄ ｹｲﾀ 徳山コネット
31 小学生男子1000m 831 原田　隼利 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ 徳山コネット
32 小学生男子1000m 861 岡村　奏風 6 ｵｶﾑﾗ ｶﾅﾀ 大道陸上
33 小学生男子1000m 890 大和　心綺 5 ﾔﾏﾄ ｺｱ 藤山陸上
34 小学生男子1000m 891 西江　悠真 6 ﾆｼｴ ﾊﾙﾏ 山陽レッツ
35 小学生男子1000m 845 森重　翔太 6 ﾓﾘｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 新南陽陸上
36 小学生男子1000m 923 美濃　孝祐 5 ﾐﾉ ｺｳｽｹ 仙崎みすゞ
37 小学生男子1000m 892 野田　成悟 6 ﾉﾀﾞ ｾｲｺﾞ 山陽レッツ
38 小学生男子1000m 833 三森　太陽 6 ﾐﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 周南ＪＡＣ
39 小学生男子1000m 887 森脇　蓮介 6 ﾓﾘﾜｷ ﾚﾝｽｹ 藤山陸上
40 小学生男子1000m 895 柴田　蒼空 5 ｼﾊﾞﾀ ｿﾗ 山陽レッツ
41 小学生男子1000m 825 藤井　悠丞 6 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 久米陸スポ
42 小学生男子1000m 824 野原　聖斗 5 ﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 奇兵隊
43 小学生男子1000m 888 井上　皓太 5 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 藤山陸上
44 小学生男子1000m 847 上田　遥斗 6 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 新南陽陸上
45 小学生男子1000m 918 和田　灼 5 ﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ 長門陸上
46 小学生男子1000m 912 中原　正弥 5 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾔ ふくっ子陸上
47 小学生男子1000m 842 亀山　陽生 5 ｶﾒﾔﾏ ﾊﾙｷ ひらちゅう
48 小学生男子1000m 801 川本　翔太 6 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 愛宕山AC
49 小学生男子1000m 879 町田　莉凰 6 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｵ 山口ＦＳＬ
50 小学生男子1000m 849 片山　大河 6 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 新南陽陸上
51 小学生男子1000m 904 朝田　桜輔 5 ｱｻﾀﾞ ｵｳｽｹ 豊浦陸上
52 小学生男子1000m 834 木村　優斗 6 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 周陽体振
53 小学生男子1000m 821 松永　樹軌 6 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 奇兵隊
54 小学生男子1000m 811 室本　陽向 6 ﾑﾛﾓﾄ ﾋﾅﾀ 光スポ少
55 小学生男子1000m 894 河口　大朗 6 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 山陽レッツ
56 小学生男子1000m 850 多田　遥馬 6 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾏ 新南陽陸上



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
57 小学生男子1000m 864 河内　悠真 6 ｺｳﾁ ﾊﾙﾏ コウビン陸
58 小学生男子1000m 809 藤本　航輔 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 光スポ少
59 小学生男子1000m 830 中牟田　留維 6 ﾅｶﾑﾀ ﾙｲ 徳山コネット
60 小学生男子1000m 852 宗内　琉樹 5 ﾑﾈｳﾁ ﾙｲ 新南陽陸上
61 小学生男子1000m 858 森河　啓介 5 ﾓﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 大道陸上
62 小学生男子1000m 832 吉国　奏音 5 ﾖｼｸﾆ ｶﾅﾄ 徳山コネット
63 小学生男子1000m 919 森本　隆二 5 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 長門陸上
64 小学生男子1000m 802 武居　昇汰 6 ﾀｹｽｴ ｼｮｳﾀ 愛宕山AC
65 小学生男子1000m 898 山本　彪之助 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 美祢陸スポ
1 小学生男子4×100mR 光スポ少 光スポ少
2 小学生男子4×100mR 山口ＦＳＬ 山口ＦＳＬ
3 小学生男子4×100mR 長門陸上 長門陸上
4 小学生男子4×100mR 油谷陸スタ 油谷陸スタ
5 小学生男子4×100mR 藤山陸上 藤山陸上
6 小学生男子4×100mR シュエットAC シュエット　
7 小学生男子4×100mR 山口陸スポ 山口陸スポ
8 小学生男子4×100mR 山陽レッツ 山陽レッツ
9 小学生男子4×100mR 豊浦陸上 豊浦陸上
10 小学生男子4×100mR ふくっ子陸上 ふくっ子陸上
1 小学生男子走幅跳 914 大下 心太郎 6 ｵｵｼﾀ ｺﾀﾛｳ 菊川クラブ
2 小学生男子走幅跳 819 高畑　拓未 6 ﾀｶﾊﾀ ﾀｸﾐ 下松東陽ク
3 小学生男子走幅跳 808 水田　蓮人 6 ﾐｽﾞﾀ  ﾚﾝﾄ 平生陸スポ
4 小学生男子走幅跳 880 山下　晴大 6 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾏ 山口ＦＳＬ
5 小学生男子走幅跳 860 津田　瑛士 6 ﾂﾀﾞ ｴｲﾄ 大道陸上
6 小学生男子走幅跳 804 吉岡　英太 6 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 愛宕山AC
7 小学生男子走幅跳 881 本岡　翔真 6 ﾓﾄｵｶ ｼｮｳﾏ 山口ＦＳＬ
8 小学生男子走幅跳 931 水津 奏亜 6 ｽｲｽﾞ ｿｳﾜ シュエット　
9 小学生男子走幅跳 836 石川　京椰 5 ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾔ 周陽体振
10 小学生男子走幅跳 837 末冨　功樹 5 ｽｴﾄﾞﾐ ｺｳｷ 周陽体振
11 小学生男子走幅跳 916 内山　健 6 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹﾙ 長門陸上
12 小学生男子走幅跳 928 高木　侠太朗 6 ﾀｶｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 油谷陸スタ
13 小学生男子走幅跳 882 折本　一樹 6 ｵﾘﾓﾄ ｲﾂｷ 山口ＦＳＬ
14 小学生男子走幅跳 856 小林　暉弥 5 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾔ 防府陸スポ
15 小学生男子走幅跳 835 小山　蒼介 6 ｺﾔﾏ ｿｳｽｹ 周陽体振
16 小学生男子走幅跳 874 磯部　秋喜 6 ｲｿﾍﾞ ｼｭｳｷ 山口陸スポ
17 小学生男子走幅跳 873 阿部　幸輝 6 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 山口陸スポ
18 小学生男子走幅跳 872 青木　弓弦 6 ｱｵｷ　ﾕﾂﾞﾙ 山口陸スポ
19 小学生男子走幅跳 818 羽嶋　竜輝 5 ﾊｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 光スポ少
20 小学生男子走幅跳 885 尾﨑　絢太 6 ｵｻﾞｷ ｱﾔﾀ 藤山陸上
21 小学生男子走幅跳 853 笠井　晴翔 6 ｶｻｲ ﾊﾙﾄ 防府陸スポ
22 小学生男子走幅跳 913 前川　陽音 5 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾄ 豊田下ラン
23 小学生男子走幅跳 826 吉村　水葵 6 ﾖｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 久米陸スポ



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 高校女子100m 501 河口　小百合 2 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 岩国高
2 高校女子100m 526 久保　瑞乃 1 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 西京高
3 高校女子100m 524 稲永　茉帆 1 ｲﾅﾅｶﾞ ﾏﾎ 西京高
4 高校女子100m 525 烏田　歩美 1 ｶﾗｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 西京高
5 高校女子100m 507 田熊　柚 1 ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 光高
6 高校女子100m 531 手嶋　美羽 2 ﾃｼﾏ ﾐｳ 西京高
7 高校女子100m 516 田中　佑実 1 ﾀﾅｶ ﾕﾐ 誠英高
8 高校女子100m 505 國嶋　彩加 2 ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ 光高
9 高校女子100m 503 村田　梨緒 1 ﾑﾗﾀ ﾘｵ 岩国高
10 高校女子100m 532 大畠　夢 2 ｵｵﾊﾀ ﾕﾒ 宇部鴻城高
11 高校女子100m 529 森重　姫良 1 ﾓﾘｼｹﾞ ｷﾗ 西京高
12 高校女子100m 527 清水　陽愛 1 ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 西京高
13 高校女子100m 502 住吉　由羽 2 ｽﾐﾖｼ ﾕｳ 岩国高
14 高校女子100m 510 中村　清楓 1 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 光高
15 高校女子100m 508 福永　美羽 1 ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｳ 光高
16 高校女子100m 533 櫛田　愛衣 1 ｸｼﾀﾞ ｱｲ 宇部鴻城高
17 高校女子100m 523 阿部　愛果莉 1 ｱﾍﾞ ｱｶﾘ 西京高
18 高校女子100m 509 永谷　優美紗 2 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ 光高
19 高校女子100m 528 藤井　沙里奈 1 ﾌｼﾞｲ ｻﾘﾅ 西京高
20 高校女子100m 530 片野　瑠唯 2 ｶﾀﾉ ﾙｲ 西京高
21 高校女子100m 506 形部　かおり 1 ｷﾞｮｳﾌﾞ ｶｵﾘ 光高
22 高校女子100m 504 岡迫　千晴 1 ｵｶｻｺ ﾁﾊﾙ 岩国高
23 高校女子100m 534 村田　衣香　 1 ﾑﾗﾀ ｸﾇｶ 宇部鴻城高
1 高校女子4×100mR 誠英 誠英高
2 高校女子4×100mR 早鞆 早鞆高
3 高校女子4×100mR 光A 光高
4 高校女子4×100mR 宇部鴻城 宇部鴻城高
5 高校女子4×100mR 光B 光高
6 高校女子4×100mR 岩国 岩国高
1 中学女子100m 639 藤井　紗夢 3 ﾌｼﾞｲ ｻﾕ 富田中
2 中学女子100m 605 岡本　悠希 3 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 潟上中
3 中学女子100m 646 三好　惺子 1 ﾐﾖｼ ｻﾄｺ 野田学園中
4 中学女子100m 631 生田　帆南 3 ｲｸﾀ ﾎﾅﾐ 小野田中
5 中学女子100m 622 渡辺　凜 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 富田中
6 中学女子100m 618 温品　晴 3 ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 浅江中
7 中学女子100m 624 里　彩葵 2 ｻﾄ ｱｵｲ 長府中
8 中学女子100m 619 前田　由依 3 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 勝山中
9 中学女子100m 608 熊本　菫 3 ｸﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 田布施中
10 中学女子100m 617 田中　彩葉 3 ﾀﾅｶ ｱﾔﾊ 長府中
11 中学女子100m 606 平井　夢杏 2 ﾋﾗｲ ﾕｱﾝ 勝山中
12 中学女子100m 601 前田　唯月 2 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 柳井中
13 中学女子100m 602 船戸　香花 2 ﾌﾅﾄ ｺﾊﾅ 柳井中
14 中学女子100m 638 藤井　穂乃 2 ﾌｼﾞｲ ﾎﾉ 浅江中
15 中学女子100m 603 小山　ゆい 3 ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽中
16 中学女子100m 647 田中　萌愛 1 ﾀﾅｶ ﾓｴ 小野田中
17 中学女子100m 610 井上　真優 2 ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 末武中
18 中学女子100m 632 澄井  優里香 3 ｽﾐｲ ﾕﾘｶ 柳井中
19 中学女子100m 612 小宮　璃乃 1 ｺﾐﾔ ﾘﾉ 垢田中
20 中学女子100m 611 横田　純菜 3 ﾖｺﾀ ｽﾐﾅ 勝山中
21 中学女子100m 649 玉川　世梨亜 1 ﾀﾏｶﾞﾜ ｾﾘｱ 長府中
22 中学女子100m 640 岩本　優和 2 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾜ 高千帆中
23 中学女子100m 630 安江　友里 2 ﾔｽｴ ﾕﾘ 附属光中
24 中学女子100m 648 池田　百花 2 ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 浅江中
25 中学女子100m 609 松本　綾音 3 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ 浅江中
26 中学女子100m 615 沢原　美咲 2 ｻﾜﾊﾗ ﾐｻｷ 浅江中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 中学女子800m 604 玉本　莉子 3 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 熊毛中
2 中学女子800m 627 島野　星来 3 ｼﾏﾉ　ｾｲﾗ 厚南中
3 中学女子800m 623 岡本　夏澄 1 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾐ 潟上中
4 中学女子800m 621 青木　美空 3 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 湯田中
5 中学女子800m 642 朝田　琴子 1 ｱｻﾀﾞ ｺﾄｺ 長府中
6 中学女子800m 628 伊東　歩美 3 ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 高千帆中
7 中学女子800m 625 三好　風実 2 ﾐﾖｼ ｶｻﾞﾐ 東岐波中
8 中学女子800m 643 能美　明莉 1 ﾉｳﾐ ｱｶﾘ 長府中
9 中学女子800m 607 安田　遥香 3 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 浅江中
10 中学女子800m 626 三井　春果 2 ﾐｲ ﾊﾙｶ 西岐波中
11 中学女子800m 620 佐藤　悠 3 ｻﾄｳ ﾕｳ 福川中
12 中学女子800m 616 清木　美来 3 ｾｲｷ ﾐｷ 菊川中
13 中学女子800m 641 松尾　紗莉愛 2 ﾏﾂｵ ｻﾘｱ 長府中
14 中学女子800m 629 滝　琴那 3 ﾀｷ ｺｺﾅ 高千帆中
1 中学女子4×100mR 萩西中 萩西中
2 中学女子4×100mR 浅江中 浅江中
3 中学女子4×100mR 深川中 深川中
4 中学女子4×100mR 長府中 長府中
5 中学女子4×100mR 大嶺中 大嶺中
6 中学女子4×100mR 柳井中 柳井中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学生女子100m 858 宮野　愛花 6 ﾐﾔﾉ ﾏﾅｶ コウビン陸
2 小学生女子100m 862 高杉　咲那 6 ﾀｶｽｷﾞ ｻﾅ 山口陸スポ
3 小学生女子100m 861 塩見　心彩 6 ｼｵﾐ ﾐｱ 山口陸スポ
4 小学生女子100m 867 長谷川　碧 6 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 山口ＦＳＬ
5 小学生女子100m 894 原田　桃羽 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 豊浦陸上
6 小学生女子100m 877 橋口 夢明 6 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕﾒ 藤山陸上
7 小学生女子100m 830 瀬戸　彩花 6 ｾﾄ ｻﾔｶ 戸田陸上
8 小学生女子100m 850 池田　心陽 5 ｲｹﾀﾞ ｺﾊﾙ 大道陸上
9 小学生女子100m 895 中村　優花 5 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 豊浦陸上
10 小学生女子100m 901 伊佐　日花梨 5 ｲｻ ﾋｶﾘ ふくっ子陸上
11 小学生女子100m 860 石原　ももか 6 ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｶ コウビン陸
12 小学生女子100m 806 大谷　彩紗 6 ｵｵﾀﾆ ｱﾔｻ 平生陸スポ
13 小学生女子100m 868 前薗　紀沙 6 ﾏｴｿﾞﾉ ｷｽﾞﾅ 山口ＦＳＬ
14 小学生女子100m 833 伊東　実真李 6 ｲﾄｳ ﾐﾏﾘ 徳山コネット
15 小学生女子100m 819 吉岡　里 5 ﾖｼｵｶ ｻﾄ 下松東陽ク
16 小学生女子100m 904 室井 采明 5 ﾑﾛｲ ｱﾔﾒ ふくっ子陸上
17 小学生女子100m 910 湯浅 莉緒 6 ﾕｱｻ ﾘｵ 菊川クラブ
18 小学生女子100m 803 香川　心愛 5 ｶｶﾞﾜ ｺｺﾅ 愛宕山AC
19 小学生女子100m 869 岡本　光姫 5 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｷ 山口ＦＳＬ
20 小学生女子100m 896 有馬　椛帆 5 ｱﾘﾏ ｶﾎ 豊浦陸上
21 小学生女子100m 926 上領 優伽 6 ｶﾐﾘｮｳ ﾕｳｶ シュエット　
22 小学生女子100m 911 迫田　莉緒奈 6 ｻｺﾀ ﾘｵﾅ 菊川クラブ
23 小学生女子100m 842 橋本　栞奈 5 ﾊｼﾓﾄ ｶﾝﾅ ひらちゅう
24 小学生女子100m 883 佐々木　桃花 6 ｻｻｷ ﾓﾓｶ AC小野田
25 小学生女子100m 864 部坂　奈美 5 ﾍｻｶ ﾅﾐ 山口陸スポ
26 小学生女子100m 919 浴田　麗 5 ｴｷﾀﾞ ｳﾗﾗ 長門陸上
27 小学生女子100m 884 佐々木　苺華 5 ｻｻｷ ﾓｶ AC小野田
28 小学生女子100m 886 森  かえら 5 ﾓﾘ ｶｴﾗ AC小野田
29 小学生女子100m 912 片野　雫 6 ｶﾀﾉ ｼｽﾞｸ 菊川クラブ
30 小学生女子100m 801 甲斐　美音 6 ｶｲ ﾐｵ 愛宕山AC
31 小学生女子100m 865 重本　紗奈 5 ｼｹﾞﾓﾄ ｻﾅ 山口陸スポ
32 小学生女子100m 866 髙橋　なほ 5 ﾀｶﾊｼ ﾅﾎ 山口陸スポ
33 小学生女子100m 836 吉田　栞奈 5 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾅ 徳山コネット
34 小学生女子100m 898 末永　梓 5 ｽｴﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ 豊浦陸上
35 小学生女子100m 879 長井　心花 6 ﾅｶﾞｲ ｺｺﾅ 山陽レッツ
36 小学生女子100m 903 細田　乃愛 5 ﾎｿﾀﾞ ﾉｱ ふくっ子陸上
37 小学生女子100m 817 繁澤　愛奈 6 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱｲﾅ 下松東陽ク
38 小学生女子100m 828 岩元　彩姫 5 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 久米陸スポ
39 小学生女子100m 855 田中　汐 5 ﾀﾅｶ ｼｱ コウビン陸
40 小学生女子100m 892 田原　一花 5 ﾀﾊﾗ ｲﾁｶ 美祢陸スポ
41 小学生女子100m 857 上野　心晴 5 ｳｴﾉ ｺﾊﾙ コウビン陸
42 小学生女子100m 889 石川　怜弥 5 ｲｼｶﾜ ﾚﾐ AC小野田
43 小学生女子100m 902 高田　結愛 5 ﾀｶﾀ ﾕﾅ ふくっ子陸上
44 小学生女子100m 930 楊井　菫 5 ﾔﾅｲ ｽﾐﾚ くらかけ隊
45 小学生女子100m 859 永松　浬 6 ﾅｶﾞﾏﾂ ｶｲﾘ コウビン陸
46 小学生女子100m 821 松浦　心優 5 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾕ 下松東陽ク
47 小学生女子100m 870 原田　沙彩 5 ﾊﾗﾀﾞ ｻｱﾔ 山口ＦＳＬ



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学生女子800m 843 清木　菜々美 6 ｾｲｷ ﾅﾅﾐ ひらちゅう
2 小学生女子800m 874 田村　ここな 5 ﾀﾑﾗ ｺｺﾅ 山口・AC
3 小学生女子800m 818 橋本　亜海 5 ﾊｼﾓﾄ ｱﾐ 下松東陽ク
4 小学生女子800m 844 木輪　希々叶 6 ｷﾜ ﾉﾉｶ 新南陽陸上
5 小学生女子800m 881 吉武　凛々桜 5 ﾖｼﾀｹ ﾘﾘｻ 山陽レッツ
6 小学生女子800m 887 山田 ゆづき 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ AC小野田
7 小学生女子800m 873 田村　にこな 5 ﾀﾑﾗ ﾆｺﾅ 山口・AC
8 小学生女子800m 931 波戸　七瀬 5 ﾊﾄ ﾅﾅｾ 周防大島陸上
9 小学生女子800m 871 曽田　笑鈴 6 ｿﾀ ｴﾐﾘ 山口ＦＳＬ
10 小学生女子800m 863 水田　彩加 6 ﾐｽﾞﾀ ｻﾔｶ 山口陸スポ
11 小学生女子800m 826 大森　桃菜 6 ｵｵﾓﾘ ﾓﾓﾅ 久米陸スポ
12 小学生女子800m 805 花谷　美結 6 ﾊﾅﾀﾆ ﾐﾕ 平生陸スポ
13 小学生女子800m 921 宮地　詩音 5 ﾐﾔﾁ ｼｵﾝ 仙崎みすゞ
14 小学生女子800m 824 河本　彩佳 6 ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ 奇兵隊
15 小学生女子800m 927 立野 愛織 5 ﾀﾁﾉ ｲｵﾘ シュエット　
16 小学生女子800m 915 山根　蒼依 6 ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 長門陸上
17 小学生女子800m 802 芝山　千織 5 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁｵﾘ 愛宕山AC
18 小学生女子800m 897 田中　那芽 5 ﾀﾅｶ ﾌﾕﾒ 豊浦陸上
19 小学生女子800m 815 加藤　桜 5 ｶﾄｳ ｻｸﾗ 光スポ少
20 小学生女子800m 885 林　柚希 5 ﾊﾔｼ ﾕｽﾞｷ AC小野田
21 小学生女子800m 823 松村　晴香 6 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｶ 奇兵隊
22 小学生女子800m 852 馬越　蒼依 6 ｳﾏｺｼ ｱｵｲ 大道陸上
23 小学生女子800m 834 柏原　藍里 6 ｶｼﾊﾗ ｱｲﾘ 徳山コネット
24 小学生女子800m 909 向江 日葵 6 ﾑｶｴ ﾋﾏﾘ 菊川クラブ
25 小学生女子800m 841 林　咲帆　 5 ﾊﾔｼ ｻﾎ ひらちゅう
26 小学生女子800m 835 岩﨑　菜夏 5 ｲﾜｻｷ ﾅﾉｶ 徳山コネット
27 小学生女子800m 804 寺本　夏芽 6 ﾃﾗﾓﾄ ﾅﾂﾒ 平生陸スポ
28 小学生女子800m 925 睦田　里桜 5 ﾑﾂﾀﾞ ﾘｵ 油谷陸スタ
29 小学生女子800m 831 山本　南希 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅﾐ 徳山コネット
30 小学生女子800m 807 古川　芽季 5 ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ 平生陸スポ
31 小学生女子800m 813 増田　彩乃 6 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 光スポ少
32 小学生女子800m 916 古林　沙彩 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 長門陸上
33 小学生女子800m 882 松本　花望 5 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉﾝ 山陽レッツ
34 小学生女子800m 846 松元　陽菜乃 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾉ 防府陸スポ
35 小学生女子800m 808 中岡　杏音 6 ﾅｶｵｶ ｱﾉﾝ 光スポ少
36 小学生女子800m 923 長井　小夏 5 ﾅｶﾞｲ ｺﾅﾂ 仙崎みすゞ
37 小学生女子800m 827 石丸　磨倫 6 ｲｼﾏﾙ ﾏﾘﾝ 久米陸スポ
38 小学生女子800m 908 兼安　杏 6 ｶﾈﾔｽ ｱﾝ 菊川クラブ
39 小学生女子800m 913 田村　心乃 6 ﾀﾑﾗ ｺｺﾉ 菊川クラブ
40 小学生女子800m 845 大枝　千愛 6 ｵｵｴﾀﾞ ﾁｱ 新南陽陸上
41 小学生女子800m 914 相本　実希 5 ｱｲﾓﾄ ﾐｷ 菊川クラブ
42 小学生女子800m 924 大町　凛 5 ｵｵﾏﾁ ﾘﾝ 仙崎みすゞ
43 小学生女子800m 829 松本　柚菜 5 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｽﾞﾅ 久米陸スポ
44 小学生女子800m 891 園田　にこ 6 ｿﾉﾀﾞ ﾆｺ 美祢陸スポ
45 小学生女子800m 837 原田　優歩 5 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｱ 徳山コネット
46 小学生女子800m 810 秦　菜々美 6 ﾊﾀ ﾅﾅﾐ 光スポ少
47 小学生女子800m 888 木村　葉月 5 ｷﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ AC小野田
48 小学生女子800m 880 山縣　こはる 6 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺﾊﾙ 山陽レッツ
49 小学生女子800m 811 須田　悠華 6 ｽﾀﾞ ﾕｶ 光スポ少
50 小学生女子800m 816 岡田　陽葵 5 ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 光スポ少
51 小学生女子800m 814 沖原　咲来 6 ｵｷﾊﾗ ｻｸﾗ 光スポ少
52 小学生女子800m 856 足立　萌花 5 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ コウビン陸
53 小学生女子800m 851 田中　杏樹 5 ﾀﾅｶ　ｱﾝｼﾞｭ 大道陸上
54 小学生女子800m 848 安藤　胡桃 5 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ 大道陸上
55 小学生女子800m 849 宮﨑　はるか 5 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大道陸上
56 小学生女子800m 928 塚本 愛果 5 ﾂｶﾓﾄ ﾏﾅｶ シュエット　



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学生女子4×100mR 山口ＦＳＬ 山口ＦＳＬ
2 小学生女子4×100mR 豊浦陸上 豊浦陸上
3 小学生女子4×100mR 久米陸スポ 久米陸スポ
4 小学生女子4×100mR 長門陸上 長門陸上
5 小学生女子4×100mR AC小野田 AC小野田
6 小学生女子4×100mR 藤山陸上 藤山陸上
7 小学生女子4×100mR シュエットAC シュエット　
8 小学生女子4×100mR 山口陸スポ 山口陸スポ
9 小学生女子4×100mR コウビン陸 コウビン陸
10 小学生女子4×100mR ふくっ子陸上 ふくっ子陸上
11 小学生女子4×100mR 光スポ少 光スポ少
1 小学生女子走幅跳 839 田村　麻衣 6 ﾀﾑﾗ ﾏｲ 周陽体振
2 小学生女子走幅跳 899 前田　莉央 6 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ ふくっ子陸上
3 小学生女子走幅跳 893 桂　花潤 5 ｶﾂﾗ ｶｼﾞｭﾝ 美祢陸スポ
4 小学生女子走幅跳 907 大下 唯月 6 ｵｵｼﾀ ﾕｽﾞｷ 菊川クラブ
5 小学生女子走幅跳 900 松岡　幸 6 ﾏﾂｵｶ ｻﾁ ふくっ子陸上
6 小学生女子走幅跳 838 中村　真菜 6 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 周陽体振
7 小学生女子走幅跳 853 宇佐川　結子 6 ｳｻｶﾞﾜ ﾕｳｺ 大道陸上
8 小学生女子走幅跳 809 小野　結香 6 ｵﾉ ﾕｳｶ 光スポ少
9 小学生女子走幅跳 832 澤重　凜 6 ｻﾜｼｹﾞ ﾘﾝ 徳山コネット
10 小学生女子走幅跳 922 山本　心愛 5 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾅ 仙崎みすゞ
11 小学生女子走幅跳 825 樫部　莉菜 6 ｶｼﾍﾞ ﾘﾅ 久米陸スポ
12 小学生女子走幅跳 872 登城　美海 6 ﾄｼﾞｮｳ ﾐｳ 山口ＦＳＬ
13 小学生女子走幅跳 878 横谷　芽生 6 ﾖｺﾀﾆ ﾒｲ 藤山陸上
14 小学生女子走幅跳 840 足立　春奈 6 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 周陽体振
15 小学生女子走幅跳 812 中本　美希 6 ﾅｶﾓﾄ ﾐｷ 光スポ少
16 小学生女子走幅跳 820 本田　理子 5 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 下松東陽ク
17 小学生女子走幅跳 906 池田　華乃 5 ｲｹﾀﾞ ﾊﾅﾉ 豊田下ラン
18 小学生女子走幅跳 854 諏訪免　結華 6 ｽﾜﾒﾝ ﾕｲｶ 大道陸上
19 小学生女子走幅跳 890 今村　凛 6 ｲﾏﾑﾗ ﾘﾝ 美祢陸スポ
20 小学生女子走幅跳 917 新宅　由芽 6 ｼﾝﾀｸ ﾕﾒ 長門陸上
21 小学生女子走幅跳 847 平尾 ひかり 5 ﾋﾗｵ ﾋｶﾘ 防府陸スポ
22 小学生女子走幅跳 822 藤井　夢彩 5 ﾌｼﾞｲ ﾕｱ 下松東陽ク
23 小学生女子走幅跳 905 中島　志緒菜 6 ﾅｶｼﾏ ｺｺﾅ 豊田下ラン


