
No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学4年男子100m 10 柳川　拓己 4 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 愛宕山AC
2 小学4年男子100m 215 倉重　想大 4 ｸﾗｼｹﾞ ｿｳﾀ 菊川クラブ
3 小学4年男子100m 115 川田　櫂聖 4 ｶﾜﾀ ｶｲｾｲ 新南陽陸上
4 小学4年男子100m 195 中野　浬 4 ﾅｶﾉ ｶｲﾘ 豊浦陸上
5 小学4年男子100m 135 黒瀬　陽生 4 ｸﾛｾ ﾊﾙｷ 山口陸スポ
6 小学4年男子100m 99 足立　遼 4 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳ 周陽体振
7 小学4年男子100m 214 永冨　蒼真 4 ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ｿｳﾏ 菊川クラブ
8 小学4年男子100m 229 長岡　侑星 4 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｾｲ 仙崎みすゞ
9 小学4年男子100m 247 二宮　聡真 4 ﾆﾉﾐﾔ ｿｳﾏ くらかけ隊

10 小学4年男子100m 91 原田　祥真 4 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾏ 徳山コネット
11 小学4年男子100m 207 森　瑛佑 4 ﾓﾘ ｴｲｽｹ ふくっ子陸上
12 小学4年男子100m 116 大枝　愛士 4 ｵｵｴﾀﾞ ｱｲﾄ 新南陽陸上
13 小学4年男子100m 242 吉田　真広 4 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ シュエット　
14 小学4年男子100m 206 相坂　禮都 4 ｱｲｻｶ ﾚﾄ ふくっ子陸上
15 小学4年男子100m 124 土橋　左近 4 ﾂﾁﾊｼ ｻｺﾝ 防府陸スポ
16 小学4年男子100m 205 小室　龍仁 4 ｺﾑﾛ ﾘｭｳﾄ ふくっ子陸上
17 小学4年男子100m 225 轟木　一歩 4 ﾄﾄﾞﾛｷ ｲﾁﾎ 長門陸上
18 小学4年男子100m 136 福賴　昊 4 ﾌｸﾖﾘ ｿﾗ 山口陸スポ
19 小学4年男子100m 17 野原　啓太 4 ﾉﾊﾗ ｹｲﾀ ゆう陸スポ
20 小学4年男子100m 82 高松　航平 4 ﾀｶﾏﾂ ｺｳﾍｲ 戸田陸上
21 小学4年男子100m 90 井上　椋太 4 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 徳山コネット
22 小学4年男子100m 126 中尾　祥大 4 ﾅｶｵ ｼｮｳﾀ 大道陸上
23 小学4年男子100m 138 吉川　隼翔 4 ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 山口陸スポ
24 小学4年男子100m 117 田中　勇正 4 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 新南陽陸上
25 小学4年男子100m 125 藤田　音寧 4 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ 大道陸上
26 小学4年男子100m 15 高市　日向 4 ﾀｶｲﾁ ﾋｭｳｶﾞ ゆう陸スポ
27 小学4年男子100m 209 小林　陽彌 4 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞ 豊田下ラン
28 小学4年男子100m 222 五嶋　啓登 4 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾄ 長門陸上
29 小学4年男子100m 178 小川　哩空 4 ｵｶﾞﾜ ﾘｸ AC小野田
30 小学4年男子100m 70 貞久　綾汰 4 ｻﾀﾞﾋｻ ｱﾔﾀ 下松東陽ク
31 小学4年男子100m 224 山村　奏太 4 ﾔﾏﾑﾗ ｶﾅﾀ 長門陸上
32 小学4年男子100m 204 原田 鼓堂 4 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄﾞｳ ふくっ子陸上
33 小学4年男子100m 210 前川  依音 4 ﾏｴｶﾜ ｲｵ 豊田下ラン
34 小学4年男子100m 21 服部　向起 4 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｷ 平生陸スポ
35 小学4年男子100m 55 ライオン　智 4 ﾗｲｵﾝ ｻﾄﾙ 光スポ少
36 小学4年男子100m 71 有吉　亮人 4 ｱﾘﾖｼ ﾏｺﾄ 下松東陽ク
37 小学4年男子100m 16 田中　洋輝 4 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ ゆう陸スポ
38 小学4年男子100m 248 秋山　智 4 ｱｷﾔﾏ ｻﾄｼ くらかけ隊
39 小学4年男子100m 137 先本　貴大 4 ｻｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山口陸スポ
40 小学4年男子100m 104 藤村　春豊 4 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾄ ひらちゅう
41 小学4年男子100m 223 福冨　悠人 4 ﾌｸﾄﾞﾐ ﾊﾙﾄ 長門陸上
42 小学4年男子100m 49 藤井　勇心 4 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾝ 光スポ少
43 小学4年男子100m 56 近江　宏太 4 ｵｳﾐ ｺｳﾀ アカデミー
44 小学4年男子100m 54 小松　智輝 4 ｺﾏﾂ ﾄﾓｷ 光スポ少
45 小学4年男子100m 174 森　傑 4 ﾓﾘ ﾀｶｼ 山陽レッツ
46 小学4年男子100m 60 宮本　悠輝 4 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ アカデミー
47 小学4年男子100m 167 尾﨑　智都 4 ｵｻﾞｷ ﾁｻﾄ 藤山陸上
48 小学4年男子100m 53 藤村　昊輝 4 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｷ 光スポ少
49 小学4年男子100m 57 尾崎　瑛介 4 ｵｻﾞｷ ｴｲｽｹ アカデミー
50 小学4年男子100m 47 加瀬部　蓮 4 ｶｾﾍﾞ ﾚﾝ 光スポ少
51 小学4年男子100m 48 藤本　蓮優 4 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝﾕｳ 光スポ少
52 小学4年男子100m 59 廣永　篤志 4 ﾋﾛﾅｶﾞ ｱﾂｼ アカデミー
53 小学4年男子100m 51 森山　晴生 4 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｷ 光スポ少
54 小学4年男子100m 58 田中　聡真 4 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ アカデミー
55 小学4年男子100m 249 古賀　佑太朗 4 ｺｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ くらかけ隊
56 小学4年男子100m 50 淺本　康太 4 ｱｻﾓﾄ ｺｳﾀ 光スポ少
57 小学4年男子100m 94 山根　遥希 4 ﾔﾏﾈ ﾊﾙ 周南ＪＡＣ
58 小学4年男子100m 52 平田　彬貴 4 ﾋﾗﾀ ﾖｼｷ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年男子100m 40 金光　日々人 5 ｶﾈﾐﾂ ﾋﾋﾞﾄ 下松東陽ク
2 小学5年男子100m 140 村田　麗行 5 ﾑﾗﾀ ﾘｱﾝ 防府陸スポ
3 小学5年男子100m 13 小林　暉弥 5 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾔ 防府陸スポ
4 小学5年男子100m 9 能野　陽仁 5 ﾉｳﾉ ﾊﾙﾋﾄ 大道陸上
5 小学5年男子100m 190 岩﨑　斗愛 5 ｲﾜｻｷ ﾄｱ 豊浦陸上
6 小学5年男子100m 81 佐藤　瑞起 5 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 豊浦陸上
7 小学5年男子100m 69 石川　京椰 5 ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾔ 周陽体振
8 小学5年男子100m 219 末冨　功樹 5 ｽｴﾄﾞﾐ ｺｳｷ 周陽体振
9 小学5年男子100m 192 山田　涼聖 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 豊浦陸上

10 小学5年男子100m 41 小林　新到 5 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾗト 仙崎みすゞ
11 小学5年男子100m 62 長村　爽志 5 ﾅｶﾞﾑﾗ ｿｳｼ くらかけ隊
12 小学5年男子100m 123 口ノ町　幸人 5 ｸﾁﾉﾏﾁ ﾕｷﾄ ふくっ子陸上
13 小学5年男子100m 191 髙林　颯太 5 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ くらかけ隊
14 小学5年男子100m 165 朝田　桜輔 5 ｱｻﾀﾞ ｵｳｽｹ 豊浦陸上
15 小学5年男子100m 122 岡本　十和 5 ｵｶﾓﾄ ﾄﾜ 徳山コネット
16 小学5年男子100m 127 河野　武颯 5 ｺｳﾉ ﾀｹｶｾﾞ 戸田陸上
17 小学5年男子100m 80 有田　蓮史 5 ｱﾘﾀ ﾚﾝｼﾞ 油谷陸スタ
18 小学5年男子100m 166 熊谷　義也 5 ｸﾏｶﾞｴ ﾖｼﾔ 豊浦陸上
19 小学5年男子100m 38 高井  航平 5 ﾀｶｲ ｺｳﾍｲ 愛宕山AC
20 小学5年男子100m 200 中野　瞬 5 ﾅｶﾉ ｼｭﾝ 長門陸上
21 小学5年男子100m 39 河邊　佑介 5 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｽｹ 長門陸上
22 小学5年男子100m 246 吉武　航平 5 ﾖｼﾀｹ ｺｳﾍｲ ゆう陸スポ
23 小学5年男子100m 218 井上　皓太 5 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 藤山陸上
24 小学5年男子100m 198 中村　一翔 5 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 藤山陸上
25 小学5年男子100m 86 尾上　蒼馬 5 ｵﾉｳｴ ｿｳﾏ 戸田陸上
26 小学5年男子100m 139 米村　碧起 5 ﾖﾈﾑﾗ ｱｷｵ 豊浦陸上
27 小学5年男子100m 172 稲永　湊翔 5 ｲﾈﾅｶﾞ ﾐﾅﾄ ふくっ子陸上
28 小学5年男子100m 46 森河　啓介 5 ﾓﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 大道陸上
29 小学5年男子100m 68 和田　灼 5 ﾜﾀﾞ ｱﾗﾀｶ 長門陸上
30 小学5年男子100m 14 中原　正弥 5 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾔ ふくっ子陸上
31 小学5年男子100m 193 伊原　広陽 5 ｲﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 山口陸スポ
32 小学5年男子100m 228 大野　結翔 5 ｵｵﾉ ﾕｲﾄ ふくっ子陸上
33 小学5年男子100m 203 高野　珠瑛瑠 5 ｺｳﾉ ｼｴﾙ ふくっ子陸上
34 小学5年男子100m 89 森本　隆二 5 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 長門陸上
35 小学5年男子100m 202 出穂　新大 5 ｲｽﾞﾎ ｱﾗﾀ 徳山コネット
36 小学5年男子100m 220 石井　翔吏 5 ｲｼｲ ｼｮｳﾘ 徳山コネット
37 小学5年男子100m 173 西山　蒼太朗 5 ﾆｼﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 山口陸スポ
38 小学5年男子100m 97 若松　悠太 5 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳﾀ ふくっ子陸上
39 小学5年男子100m 194 野原　聖斗 5 ﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 奇兵隊
40 小学5年男子100m 230 山口　陽樹 5 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 下松東陽ク
41 小学5年男子100m 128 森重　友雅 5 ﾓﾘｼｹﾞ ﾕｳｶﾞ ゆう陸スポ
42 小学5年男子100m 164 柴田　蒼空 5 ｼﾊﾞﾀ ｿﾗ 山陽レッツ
43 小学5年男子100m 221 吉武　寛太 5 ﾖｼﾀｹ ｶﾝﾀ 山陽レッツ
44 小学5年男子100m 42 松野　帆真 5 ﾏﾂﾉ ﾊﾙﾏ 光スポ少
45 小学5年男子100m 76 坪根　遥 5 ﾂﾎﾞﾈ ﾊﾙ 光スポ少
46 小学5年男子100m 98 山本　颯真 5 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ アカデミー
47 小学5年男子100m 189 大和　心綺 5 ﾔﾏﾄ ｺｱ 藤山陸上
48 小学5年男子100m 245 岩城　隼人 5 ｲﾜｷ ﾊﾔﾄ 光スポ少
49 小学5年男子100m 201 林　陸央 5 ﾊﾔｼ ﾘｵ 光スポ少
50 小学5年男子100m 87 堤　淳貴 5 ﾂﾂﾐ ｱﾂｷ 光スポ少
51 小学5年男子100m 199 沖田　乙仁 5 ｵｷﾀ ｲﾁﾄ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年男子100m 152 柏田　琉依 6 ｶｼﾜﾀﾞ ﾙｲ 山口ＦＳＬ
2 小学6年男子100m 146 小西　真白 6 ｺﾆｼ ﾏｼﾛ 山口陸スポ
3 小学6年男子100m 142 渡邊　日色 6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 山口陸スポ
4 小学6年男子100m 211 大下  心太郎 6 ｵｵｼﾀ ｺﾀﾛｳ 菊川クラブ
5 小学6年男子100m 8 吉岡　英太 6 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 愛宕山AC
6 小学6年男子100m 243 長村　亮摩 6 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾏ くらかけ隊
7 小学6年男子100m 239 品川  陽翔 6 ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ シュエット　
8 小学6年男子100m 185 曲谷　律希 6 ﾏｶﾞﾀﾆ ﾘﾂｷ 豊浦陸上
9 小学6年男子100m 132 石川　陽都 6 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 大道陸上

10 小学6年男子100m 154 本岡　翔真 6 ﾓﾄｵｶ ｼｮｳﾏ 山口ＦＳＬ
11 小学6年男子100m 217 和田　玲音　 6 ﾜﾀﾞ ﾚｵﾝ 長門陸上
12 小学6年男子100m 11 寺政　遥斗 6 ﾃﾗﾏｻ ﾊﾙﾄ ゆう陸スポ
13 小学6年男子100m 3 福田　一輝 6 ﾌｸﾀﾞ ｲｯｷ 愛宕山AC
14 小学6年男子100m 188 奥谷　玲音 6 ｵｸﾀﾆ ﾚｵﾄ 豊浦陸上
15 小学6年男子100m 119 笠井　晴翔 6 ｶｻｲ ﾊﾙﾄ 防府陸スポ
16 小学6年男子100m 238 水津  奏亜 6 ｽｲｽﾞ ｿｳﾜ シュエット　
17 小学6年男子100m 133 河村　壮葵 6 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ コウビン陸
18 小学6年男子100m 145 服部　航汰 6 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀ 山口陸スポ
19 小学6年男子100m 144 椙山　翔 6 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 山口陸スポ
20 小学6年男子100m 187 池松　和季 6 ｲｹﾏﾂ ｶｽﾞｷ 豊浦陸上
21 小学6年男子100m 118 島田　利剣 6 ｼﾏﾀ ﾄｼﾊﾔ 防府陸スポ
22 小学6年男子100m 235 高橋　快 6 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 油谷陸スタ
23 小学6年男子100m 143 芳西　真弥 6 ﾎｳﾆｼ ﾏｻﾔ 山口陸スポ
24 小学6年男子100m 73 中原　幸輝 6 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｷ 奇兵隊
25 小学6年男子100m 212 髙松　一翔 6 ﾀｶﾏﾂ ｲﾁｶ 菊川クラブ
26 小学6年男子100m 186 野間　曳司 6 ﾉﾏ ｴｲｼﾞ 豊浦陸上
27 小学6年男子100m 232 山田　蒼輔 6 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｽｹ 油谷陸スタ
28 小学6年男子100m 74 西牟田　陽 6 ﾆｼﾑﾀ ﾊﾙ 奇兵隊
29 小学6年男子100m 79 青木　友哉 6 ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 戸田陸上
30 小学6年男子100m 141 川﨑　陸登 6 ｶﾜｻｷ ﾘｸﾄ 山口陸スポ
31 小学6年男子100m 131 山田　理仁 6 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 大道陸上
32 小学6年男子100m 169 野田　成悟 6 ﾉﾀﾞ ｾｲｺﾞ 山陽レッツ
33 小学6年男子100m 168 西江　悠真 6 ﾆｼｴ ﾊﾙﾏ 山陽レッツ
34 小学6年男子100m 7 持田　知輝 6 ﾓﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛宕山AC
35 小学6年男子100m 213 古谷  嘉唯 6 ﾌﾙﾀﾆ ｶｲ 菊川クラブ
36 小学6年男子100m 5 岡田　祐希 6 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 愛宕山AC
37 小学6年男子100m 72 松永　樹軌 6 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 奇兵隊
38 小学6年男子100m 216 内山　健 6 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｼ 長門陸上
39 小学6年男子100m 20 黒金　洸哉 6 ｸﾛｶﾈ ｺｳﾔ 平生陸スポ
40 小学6年男子100m 170 水島　憩 6 ﾐｽﾞｼﾏ ｲｺｲ 山陽レッツ
41 小学6年男子100m 234 有吉　練仁 6 ｱﾘﾖｼ ﾚﾝﾄ 油谷陸スタ
42 小学6年男子100m 67 原田　柾樹 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 下松東陽ク
43 小学6年男子100m 241 野村　倫 6 ﾉﾑﾗ ﾘﾝ シュエット　
44 小学6年男子100m 244 渡具知　武虎 6 ﾄｸﾞﾁ ﾀｹﾄﾗ くらかけ隊
45 小学6年男子100m 233 中野　綾大 6 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 油谷陸スタ
46 小学6年男子100m 100 小田　耀介 6 ｵﾀﾞ ﾖｳｽｹ ひらちゅう
47 小学6年男子100m 19 吉國　翠 6 ﾖｼｸﾆ ｱｷﾗ 平生陸スポ
48 小学6年男子100m 31 三海　直輝 6 ﾐｳﾐ ﾅｵｷ 光スポ少
49 小学6年男子100m 30 土谷　早人 6 ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 光スポ少
50 小学6年男子100m 34 竹原　優翔 6 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾄ 光スポ少
51 小学6年男子100m 32 清水　息吹 6 ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ 光スポ少
52 小学6年男子100m 179 上野　賢吾 6 ｳｴﾉ ｹﾝｺﾞ 美祢陸スポ
53 小学6年男子100m 24 室本　陽向 6 ﾑﾛﾓﾄ ﾋﾅﾀ 光スポ少
54 小学6年男子100m 25 原田　昊 6 ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ 光スポ少
55 小学6年男子100m 35 竹原　大翔 6 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛﾄ 光スポ少
56 小学6年男子100m 23 山方　遥翔 6 ﾔﾏｶﾞﾀ  ﾊﾙﾄ 光スポ少
57 小学6年男子100m 163 森脇　蓮介 6 ﾓﾘﾜｷ ﾚﾝｽｹ 藤山陸上
58 小学6年男子100m 27 松本　瑶平 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 光スポ少
59 小学6年男子100m 36 福田　雄大 6 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 光スポ少
60 小学6年男子100m 33 土肥　大輝 6 ﾄﾋ ﾀﾞｲｷ 光スポ少
61 小学6年男子100m 37 守田　力輝 6 ﾓﾘﾀ ﾘｷ 光スポ少
62 小学6年男子100m 26 小河原　稜 6 ｵｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 光スポ少
63 小学6年男子100m 171 河口　大朗 6 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 山陽レッツ
64 小学6年男子100m 180 西村　大河 6 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 美祢陸スポ
65 小学6年男子100m 22 藤本　航輔 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年男子1000m 228 小林　新到 5 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾗﾄ 仙崎みすゞ
2 小学5年男子1000m 97 石川　京椰 5 ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾔ 周陽体振
3 小学5年男子1000m 157 金城　知希 5 ｶﾈｼﾛ ﾄﾓｷ 山口ＦＳＬ
4 小学5年男子1000m 121 岩田　恵一 5 ｲﾜﾀ ｹｲｲﾁ 防府陸スポ
5 小学5年男子1000m 191 岩﨑　斗愛 5 ｲﾜｻｷ ﾄｱ 豊浦陸上
6 小学5年男子1000m 230 有田　蓮史 5 ｱﾘﾀ ﾚﾝｼﾞ 油谷陸スタ
7 小学5年男子1000m 203 中原　正弥 5 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾔ ふくっ子陸上
8 小学5年男子1000m 101 淺田　一翔 5 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ひらちゅう
9 小学5年男子1000m 193 山田　涼聖 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 豊浦陸上

10 小学5年男子1000m 172 柴田　蒼空 5 ｼﾊﾞﾀ ｿﾗ 山陽レッツ
11 小学5年男子1000m 80 尾上　蒼馬 5 ｵﾉｳｴ ｿｳﾏ 戸田陸上
12 小学5年男子1000m 102 大西　虹羽 5 ｵｵﾆｼ ｺｳ ひらちゅう
13 小学5年男子1000m 190 朝田　桜輔 5 ｱｻﾀﾞ ｵｳｽｹ 豊浦陸上
14 小学5年男子1000m 194 佐藤　瑞起 5 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 豊浦陸上
15 小学5年男子1000m 76 野原　聖斗 5 ﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 奇兵隊
16 小学5年男子1000m 113 西村　遥希 5 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 新南陽陸上
17 小学5年男子1000m 86 岡本　十和 5 ｵｶﾓﾄ ﾄﾜ 徳山コネット
18 小学5年男子1000m 89 出穂　新大 5 ｲｽﾞﾎ ｱﾗﾀ 徳山コネット
19 小学5年男子1000m 189 熊谷　義也 5 ｸﾏｶﾞｴ ﾖｼﾔ 豊浦陸上
20 小学5年男子1000m 198 口ノ町　幸人 5 ｸﾁﾉﾏﾁ ﾕｷﾄ ふくっ子陸上
21 小学5年男子1000m 164 井上　皓太 5 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 藤山陸上
22 小学5年男子1000m 202 大野　結翔 5 ｵｵﾉ ﾕｲﾄ ふくっ子陸上
23 小学5年男子1000m 219 和田　灼 5 ﾜﾀﾞ ｱﾗﾀｶ 長門陸上
24 小学5年男子1000m 165 中村　一翔 5 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 藤山陸上
25 小学5年男子1000m 103 亀山　陽生 5 ｶﾒﾔﾏ ﾊﾙｷ ひらちゅう
26 小学5年男子1000m 9 高井 航平 5 ﾀｶｲ ｺｳﾍｲ 愛宕山AC
27 小学5年男子1000m 200 若松　悠太 5 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳﾀ ふくっ子陸上
28 小学5年男子1000m 87 石井　翔吏 5 ｲｼｲ ｼｮｳﾘ 徳山コネット
29 小学5年男子1000m 192 米村　碧起 5 ﾖﾈﾑﾗ ｱｷｵ 豊浦陸上
30 小学5年男子1000m 221 河邊　佑介 5 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｽｹ 長門陸上
31 小学5年男子1000m 201 稲永　湊翔 5 ｲﾈﾅｶﾞ ﾐﾅﾄ ふくっ子陸上
32 小学5年男子1000m 127 森河　啓介 5 ﾓﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 大道陸上
33 小学5年男子1000m 173 吉武　寛太 5 ﾖｼﾀｹ ｶﾝﾀ 山陽レッツ
34 小学5年男子1000m 140 西山　蒼太朗 5 ﾆｼﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 山口陸スポ
35 小学5年男子1000m 220 森本　隆二 5 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 長門陸上
36 小学5年男子1000m 93 磯﨑　佑翔 5 ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾄ 周南ＪＡＣ
37 小学5年男子1000m 88 吉国　奏音 5 ﾖｼｸﾆ ｶﾅﾄ 徳山コネット
38 小学5年男子1000m 114 宗内　琉樹 5 ﾑﾈｳﾁ ﾙｲ 新南陽陸上
39 小学5年男子1000m 112 山中　颯士 5 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾔﾄ 新南陽陸上
40 小学5年男子1000m 218 中野　瞬 5 ﾅｶﾉ ｼｭﾝ 長門陸上
41 小学5年男子1000m 14 吉武　航平 5 ﾖｼﾀｹ ｺｳﾍｲ ゆう陸スポ
42 小学5年男子1000m 41 坪根　遥 5 ﾂﾎﾞﾈ ﾊﾙ 光スポ少
43 小学5年男子1000m 61 重枝　輝 5 ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾋｶﾙ アカデミー
44 小学5年男子1000m 39 林　陸央 5 ﾊﾔｼ ﾘｵ 光スポ少
45 小学5年男子1000m 42 沖田　乙仁 5 ｵｷﾀ ｲﾁﾄ 光スポ少
46 小学5年男子1000m 38 岩城　隼人 5 ｲﾜｷ ﾊﾔﾄ 光スポ少
47 小学5年男子1000m 166 大和　心綺 5 ﾔﾏﾄ ｺｱ 藤山陸上
48 小学5年男子1000m 46 堤　淳貴 5 ﾂﾂﾐ ｱﾂｷ 光スポ少
49 小学5年男子1000m 40 松野　帆真 5 ﾏﾂﾉ ﾊﾙﾏ 光スポ少
50 小学5年男子1000m 62 山本　颯真 5 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ アカデミー



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年男子1000m 27 園田　虎太朗 6 ｿﾉﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山口ＦＳＬ
2 小学6年男子1000m 63 田村　心奏 6 ﾀﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山口・AC
3 小学6年男子1000m 33 古谷  嘉唯 6 ﾌﾙﾀﾆ ｶｲ 菊川クラブ
4 小学6年男子1000m 110 福田　一輝 6 ﾌｸﾀﾞ ｲｯｷ 愛宕山AC
5 小学6年男子1000m 22 林　洋樹 6 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 新南陽陸上
6 小学6年男子1000m 85 吉岡　英太 6 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 愛宕山AC
7 小学6年男子1000m 31 水島　憩 6 ﾐｽﾞｼﾏ ｲｺｲ 山陽レッツ
8 小学6年男子1000m 106 井上　海渡 6 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 山口・AC
9 小学6年男子1000m 30 本岡　翔真 6 ﾓﾄｵｶ ｼｮｳﾏ 山口ＦＳＬ

10 小学6年男子1000m 240 井上　照仁 6 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾋﾄ 山口・AC
11 小学6年男子1000m 35 品川  陽翔 6 ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ シュエット　
12 小学6年男子1000m 72 川﨑　陸登 6 ｶﾜｻｷ ﾘｸﾄ 山口陸スポ
13 小学6年男子1000m 25 内山　晴琉 6 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙ 新南陽陸上
14 小学6年男子1000m 111 西江　悠真 6 ﾆｼｴ ﾊﾙﾏ 山陽レッツ
15 小学6年男子1000m 23 中村　虹輝 6 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 新南陽陸上
16 小学6年男子1000m 19 岡村　奏風 6 ｵｶﾑﾗ ｶﾅﾀ 大道陸上
17 小学6年男子1000m 36 野田　成悟 6 ﾉﾀﾞ ｾｲｺﾞ 山陽レッツ
18 小学6年男子1000m 171 木村  究徹 6 ｷﾑﾗ ｷｭｳﾃﾂ シュエット　
19 小学6年男子1000m 34 石川　虎太郎 6 ｲｼｶﾜ ｺﾀﾛｳ 防府陸スポ
20 小学6年男子1000m 134 川本　翔太 6 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 愛宕山AC
21 小学6年男子1000m 32 長門　慶太 6 ﾅｶﾞﾄ ｹｲﾀ 徳山コネット
22 小学6年男子1000m 143 三森　太陽 6 ﾐﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 周南ＪＡＣ
23 小学6年男子1000m 26 上田　遥斗 6 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 新南陽陸上
24 小学6年男子1000m 163 水津  奏亜 6 ｽｲｽﾞ ｿｳﾜ シュエット　
25 小学6年男子1000m 24 木村　優斗 6 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 周陽体振
26 小学6年男子1000m 37 内山　健 6 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｼ 長門陸上
27 小学6年男子1000m 158 黒金　洸哉 6 ｸﾛｶﾈ ｺｳﾔ 平生陸スポ
28 小学6年男子1000m 3 松永　樹軌 6 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 奇兵隊
29 小学6年男子1000m 92 片山　大河 6 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 新南陽陸上
30 小学6年男子1000m 168 森重　翔太 6 ﾓﾘｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 新南陽陸上
31 小学6年男子1000m 159 上領 皇伽 6 ｶﾐﾘｮｳ ｵｳｶﾞ シュエット　
32 小学6年男子1000m 120 多田　遥馬 6 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾏ 新南陽陸上
33 小学6年男子1000m 154 原田　隼利 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ 徳山コネット
34 小学6年男子1000m 108 芳西　真弥 6 ﾎｳﾆｼ ﾏｻﾔ 山口陸スポ
35 小学6年男子1000m 237 吉國　翠 6 ﾖｼｸﾆ ｱｷﾗ 平生陸スポ
36 小学6年男子1000m 170 松本　瑶平 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 光スポ少
37 小学6年男子1000m 213 大井　翔太 6 ｵｵｲ ｼｮｳﾀ アカデミー
38 小学6年男子1000m 83 土肥　大輝 6 ﾄﾋ ﾀﾞｲｷ 光スポ少
39 小学6年男子1000m 107 藤本　航輔 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 光スポ少
40 小学6年男子1000m 169 三海　直輝 6 ﾐｳﾐ ﾅｵｷ 光スポ少
41 小学6年男子1000m 8 土谷　早人 6 ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 光スポ少
42 小学6年男子1000m 130 竹原　大翔 6 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛﾄ 光スポ少
43 小学6年男子1000m 238 原田　昊 6 ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ 光スポ少
44 小学6年男子1000m 109 山方　遥翔 6 ﾔﾏｶﾞﾀ  ﾊﾙﾄ 光スポ少
45 小学6年男子1000m 216 福田　雄大 6 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 光スポ少
46 小学6年男子1000m 153 河口　大朗 6 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 山陽レッツ
47 小学6年男子1000m 105 竹原　優翔 6 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾄ 光スポ少
48 小学6年男子1000m 160 河内　悠真 6 ｺｳﾁ ﾊﾙﾏ コウビン陸
49 小学6年男子1000m 95 清水　息吹 6 ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ 光スポ少
50 小学6年男子1000m 1 小河原　稜 6 ｵｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 光スポ少
51 小学6年男子1000m 141 森脇　蓮介 6 ﾓﾘﾜｷ ﾚﾝｽｹ 藤山陸上
52 小学6年男子1000m 20 室本　陽向 6 ﾑﾛﾓﾄ ﾋﾅﾀ 光スポ少
53 小学6年男子1000m 239 守田　力輝 6 ﾓﾘﾀ ﾘｷ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学男子コンバインドA 18 中野　雄介 6 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 平生陸スポ
2 小学男子コンバインドA 64 田中　大基 6 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ アカデミー
3 小学男子コンバインドA 65 宮本　大輔 6 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ アカデミー
4 小学男子コンバインドA 155 山下　晴大 6 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾏ 山口ＦＳＬ
5 小学男子コンバインドA 156 折本　一樹 6 ｵﾘﾓﾄ ｲﾂｷ 山口ＦＳＬ
6 小学男子コンバインドA 161 原田　音 6 ﾊﾗﾀﾞ ｵﾄ 藤山陸上
7 小学男子コンバインドA 196 藤本　琥太郎 6 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ふくっ子陸上
8 小学男子コンバインドA 226 福田　泰希 6 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｷ 仙崎みすゞ
9 小学男子コンバインドA 231 西村　翔 6 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 油谷陸スタ
1 小学男子コンバインドB 2 藤重　祷万 6 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾄｳﾏ 愛宕山AC
2 小学男子コンバインドB 4 邑中　力斗 6 ﾑﾗﾅｶ ﾘｷﾄ 愛宕山AC
3 小学男子コンバインドB 6 廣田　瑛斗 6 ﾋﾛﾀ ｴｲﾄ 愛宕山AC
4 小学男子コンバインドB 12 松田　和朗 6 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ ゆう陸スポ
5 小学男子コンバインドB 28 片山　蕾弥 6 ｶﾀﾔﾏ ﾗｲﾔ 光スポ少
6 小学男子コンバインドB 29 岡村　春翔 6 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 光スポ少
7 小学男子コンバインドB 43 今津　櫂人 5 ｲﾏﾂﾞ ｶｲﾄ 光スポ少
8 小学男子コンバインドB 44 羽嶋　竜輝 5 ﾊｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 光スポ少
9 小学男子コンバインドB 45 藤井　咲空 5 ﾌｼﾞｲ ｻｸ 光スポ少

10 小学男子コンバインドB 66 高畑　拓未 6 ﾀｶﾊﾀ ﾀｸﾐ 下松東陽ク
11 小学男子コンバインドB 75 宮島　昊生 6 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾗｷ 奇兵隊
12 小学男子コンバインドB 77 藤井　悠丞 6 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 久米陸スポ
13 小学男子コンバインドB 78 吉村　水葵 6 ﾖｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 久米陸スポ
14 小学男子コンバインドB 84 佐々木　南斗 6 ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 徳山コネット
15 小学男子コンバインドB 96 小山　蒼介 6 ｺﾔﾏ ｿｳｽｹ 周陽体振
16 小学男子コンバインドB 129 津田　瑛士 6 ﾂﾀﾞ ｴｲﾄ 大道陸上
17 小学男子コンバインドB 147 片嶋　翔 6 ｶﾀｼﾏ ｼｮｳ 山口陸スポ
18 小学男子コンバインドB 148 木村　凜星 6 ｷﾑﾗ ﾘﾝｾｲ 山口陸スポ
19 小学男子コンバインドB 149 青木　弓弦 6 ｱｵｷ ﾕﾂﾞﾙ 山口陸スポ
20 小学男子コンバインドB 150 阿部　幸輝 6 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 山口陸スポ
21 小学男子コンバインドB 151 磯部　秋喜 6 ｲｿﾍﾞ ｼｭｳｷ 山口陸スポ
22 小学男子コンバインドB 162 尾﨑　絢太 6 ｵｻﾞｷ ｱﾔﾀ 藤山陸上
23 小学男子コンバインドB 175 中島　流泉 6 ﾅｶｼﾏ ﾙｲ AC小野田
24 小学男子コンバインドB 176 川原　和己 6 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞｷ AC小野田
25 小学男子コンバインドB 177 上野　陽介 5 ｳｴﾉ ﾖｳｽｹ AC小野田
26 小学男子コンバインドB 181 山本　彪之助 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ 美祢陸スポ
27 小学男子コンバインドB 182 中村　乃人 6 ﾅｶﾑﾗ ﾅｲﾄ 美祢陸スポ
28 小学男子コンバインドB 183 西山　泰生 6 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｾｲ 美祢陸スポ
29 小学男子コンバインドB 184 小林　絢聖 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｾｲ 美祢陸スポ
30 小学男子コンバインドB 197 小室　輝仁 6 ｺﾑﾛ ﾗｲﾄ ふくっ子陸上
31 小学男子コンバインドB 208 前川　陽音 5 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾄ 豊田下ラン
32 小学男子コンバインドB 227 美濃　孝祐 5 ﾐﾉ ｺｳｽｹ 仙崎みすゞ
33 小学男子コンバインドB 236 高木　俠太朗 6 ﾀｶｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 油谷陸スタ



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学4年女子100m 206 國岡　珠実 4 ｸﾆｵｶ ﾀﾏﾐ 豊浦陸上
2 小学4年女子100m 204 小川　絢子 4 ｺｶﾞﾜ ｱﾔｺ 豊浦陸上
3 小学4年女子100m 117 池田　心織 4 ｲｹﾀﾞ ﾐｵﾘ 大道陸上
4 小学4年女子100m 202 小笹　美澪 4 ｺｻﾞｻ ﾐﾚｲ 豊浦陸上
5 小学4年女子100m 201 里　　柚葵 4 ｻﾄ ﾕｽﾞｷ 豊浦陸上
6 小学4年女子100m 205 松井　季子 4 ﾏﾂｲ ｷｺ 豊浦陸上
7 小学4年女子100m 207 益田　莉心 4 ﾏｽﾀﾞ ﾘｺ 豊浦陸上
8 小学4年女子100m 243 藤澤　光里 4 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾘ 油谷陸スタ
9 小学4年女子100m 203 奥村　きい 4 ｵｸﾑﾗ ｷｲ 豊浦陸上

10 小学4年女子100m 70 形部　はるひ 4 ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾊﾙﾋ 下松東陽ク
11 小学4年女子100m 78 岩本　彩花 4 ｲﾜﾓﾄ ｱﾔｶ 奇兵隊
12 小学4年女子100m 95 松田　彩瑛 4 ﾏﾂﾀﾞ ｻｴ 徳山コネット
13 小学4年女子100m 118 内田　咲幸 4 ｳﾁﾀﾞ ｻﾕｷ 大道陸上
14 小学4年女子100m 225 大下　心鈴 4 ｵｵｼﾀ ｺｽｽﾞ 菊川クラブ
15 小学4年女子100m 16 藍木　優花 4 ｱｲｷ ﾕｳｶ 平生陸スポ
16 小学4年女子100m 135 山本　あさひ 4 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 山口陸スポ
17 小学4年女子100m 242 松本  優心 4 ﾏﾂﾓﾄ ﾆｺ 仙崎みすゞ
18 小学4年女子100m 251 藤﨑　葵 4 ﾌｼﾞｻｷ ｱｵｲ シュエット　
19 小学4年女子100m 5 栗尾　いまる 4 ｸﾘｵ ｲﾏﾙ 愛宕山AC
20 小学4年女子100m 116 末富　冴 4 ｽｴﾄﾐ ｻﾔ 大道陸上
21 小学4年女子100m 137 竹下　怜那 4 ﾀｹｼﾀ ﾚｲﾅ 山口陸スポ
22 小学4年女子100m 161 曽田　陽愛 4 ｿﾀ ﾋﾖﾘ 山口ＦＳＬ
23 小学4年女子100m 163 足立　結暖 4 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾉﾝ 山口ＦＳＬ
24 小学4年女子100m 96 梅林　心都 4 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｺﾄ 徳山コネット
25 小学4年女子100m 109 牛見　心結 4 ｳｼﾐ ｺｺﾅ 新南陽陸上
26 小学4年女子100m 4 川本　真央 4 ｶﾜﾓﾄ ﾏｵ 愛宕山AC
27 小学4年女子100m 136 信吉　麗 4 ﾉﾌﾞﾖｼ ﾚｲ 山口陸スポ
28 小学4年女子100m 237 中野　唯 4 ﾅｶﾉ ﾕｲ 長門陸上
29 小学4年女子100m 139 高杉　怜那 4 ﾀｶｽｷﾞ ﾚﾅ 山口陸スポ
30 小学4年女子100m 254 秋山　奈央 4 ｱｷﾔﾏ ﾅｵ くらかけ隊
31 小学4年女子100m 142 藤元　結愛 4 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒ 山口陸スポ
32 小学4年女子100m 138 椿　貴依菜 4 ﾂﾊﾞｷ ｷｲﾅ 山口陸スポ
33 小学4年女子100m 217 松岡　凛 4 ﾏﾂｵｶ ﾘﾝ ふくっ子陸上
34 小学4年女子100m 101 佐々木　鈴 4 ｻｻｷ ﾘﾝ 周陽体振
35 小学4年女子100m 140 岩本　奈菜未 4 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅﾐ 山口陸スポ
36 小学4年女子100m 215 齊藤　琉花 4 ｻｲﾄｳ ﾙｶ ふくっ子陸上
37 小学4年女子100m 141 原田　歩美 4 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 山口陸スポ
38 小学4年女子100m 115 平尾　きらり 4 ﾋﾗｵ ｷﾗﾘ 防府陸スポ
39 小学4年女子100m 252 品川　心美 4 ｼﾅｶﾞﾜ ｺｺﾐ シュエット　
40 小学4年女子100m 244 市川　愛菜 4 ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ 油谷陸スタ
41 小学4年女子100m 213 古川  心菜 4 ﾌﾙｶﾜ ｺｺﾅ ふくっ子陸上
42 小学4年女子100m 228 髙松　奏花 4 ﾀｶﾏﾂ ｶﾅﾊ 菊川クラブ
43 小学4年女子100m 17 坂本　愛 4 ｻｶﾓﾄ ｱｲ 平生陸スポ
44 小学4年女子100m 110 片山　楓花 4 ｶﾀﾔﾏ ﾌｳｶ 新南陽陸上
45 小学4年女子100m 227 大下　ふみ 4 ｵｵｼﾀ ﾌﾐ 菊川クラブ
46 小学4年女子100m 226 古谷　陽和 4 ﾌﾙﾀﾆ ﾋﾖﾘ 菊川クラブ
47 小学4年女子100m 229 伊田　萌乃佳 4 ｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 菊川クラブ
48 小学4年女子100m 77 山本　結衣花 4 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｶ 奇兵隊
49 小学4年女子100m 162 山下　未莉 4 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾘ 山口ＦＳＬ
50 小学4年女子100m 214 和田  夏鈴 4 ﾜﾀﾞ ｶﾘﾝ ふくっ子陸上
51 小学4年女子100m 143 徳永　瑠里 4 ﾄｸﾅｶﾞ ﾙﾘ 山口陸スポ
52 小学4年女子100m 220 村井  凪沙 4 ﾑﾗｲ ﾅｷﾞｻ 豊田下ラン
53 小学4年女子100m 51 山方　莉音那 4 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｵﾅ 光スポ少
54 小学4年女子100m 58 前田　優羽 4 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳ 光スポ少
55 小学4年女子100m 50 吉田　栞菜 4 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾅ 光スポ少
56 小学4年女子100m 49 中居　美尋 4 ﾅｶｲ ﾐﾋﾛ 光スポ少
57 小学4年女子100m 48 杉岡　玲愛 4 ｽｷﾞｵｶ ﾚｲｱ 光スポ少
58 小学4年女子100m 56 古城　亜美 4 ｺｼﾞｮｳ ｱﾐ 光スポ少
59 小学4年女子100m 55 中道　吏乃 4 ﾅｶﾐﾁ ﾘﾉ 光スポ少
60 小学4年女子100m 57 棟近　里梨 4 ﾑﾈﾁｶ ﾘﾅ 光スポ少
61 小学4年女子100m 46 室本　結菜 4 ﾑﾛﾓﾄ ﾕｲﾅ 光スポ少
62 小学4年女子100m 59 杉田　くるみ 4 ｽｷﾞﾀ ｸﾙﾐ アカデミー
63 小学4年女子100m 171 片岡　夢乃 4 ｶﾀｵｶ ﾕﾒﾉ 藤山陸上
64 小学4年女子100m 76 宇都宮　愛華 4 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏﾅｶ 奇兵隊
65 小学4年女子100m 97 小柳　美咲 4 ｺﾔﾅｷﾞ ﾐｻｷ 周南ＪＡＣ
66 小学4年女子100m 172 福重　杏美 4 ﾌｸｼｹﾞ ｱﾐ 藤山陸上
67 小学4年女子100m 52 清水　真秀 4 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 光スポ少
68 小学4年女子100m 54 松岡　希和 4 ﾏﾂｵｶ ｷﾜ 光スポ少
69 小学4年女子100m 15 中本　己桜 4 ﾅｶﾓﾄ ﾐｵ 平生陸スポ
70 小学4年女子100m 47 中村　結菜 4 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 光スポ少
71 小学4年女子100m 173 山田　杏奈 4 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 藤山陸上
72 小学4年女子100m 53 有末　葵咲 4 ｱﾘｽｴ ｷｻ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年女子100m 122 池田　心陽 5 ｲｹﾀﾞ ｺﾊﾙ 大道陸上
2 小学5年女子100m 66 吉岡　里 5 ﾖｼｵｶ ｻﾄ 下松東陽ク
3 小学5年女子100m 197 中村　優花 5 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 豊浦陸上
4 小学5年女子100m 182 山田　ゆづき 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ AC小野田
5 小学5年女子100m 209 伊佐　日花梨 5 ｲｻ ﾋｶﾘ ふくっ子陸上
6 小学5年女子100m 3 香川　心愛 5 ｶｶﾞﾜ ｺｺﾅ 愛宕山AC
7 小学5年女子100m 181 森  かえら 5 ﾓﾘ ｶｴﾗ AC小野田
8 小学5年女子100m 184 石川　怜弥 5 ｲｼｶﾜ ﾚﾐ AC小野田
9 小学5年女子100m 67 本田　理子 5 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 下松東陽ク

10 小学5年女子100m 65 橋本　亜海 5 ﾊｼﾓﾄ ｱﾐ 下松東陽ク
11 小学5年女子100m 198 田中　那芽 5 ﾀﾅｶ ﾌﾕﾒ 豊浦陸上
12 小学5年女子100m 199 有馬　椛帆 5 ｱﾘﾏ ｶﾎ 豊浦陸上
13 小学5年女子100m 200 中司　唯那 5 ﾅｶﾂｶｻ ﾕﾅ 豊浦陸上
14 小学5年女子100m 212 室井　采明 5 ﾑﾛｲ ｱﾔﾒ ふくっ子陸上
15 小学5年女子100m 176 吉武　凛々桜 5 ﾖｼﾀｹ ﾘﾘｻ 山陽レッツ
16 小学5年女子100m 147 部坂　奈美 5 ﾍｻｶ ﾅﾐ 山口陸スポ
17 小学5年女子100m 253 楊井　菫 5 ﾔﾅｲ ｽﾐﾚ くらかけ隊
18 小学5年女子100m 224 相本　実希 5 ｱｲﾓﾄ ﾐｷ 菊川クラブ
19 小学5年女子100m 150 髙橋　なほ 5 ﾀｶﾊｼ ﾅﾎ 山口陸スポ
20 小学5年女子100m 238 宮地　詩音 5 ﾐﾔｼﾞ ｼｵﾝ 仙崎みすゞ
21 小学5年女子100m 93 吉田　栞奈 5 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾅ 徳山コネット
22 小学5年女子100m 129 田中　汐 5 ﾀﾅｶ ｼｱ コウビン陸
23 小学5年女子100m 130 上野　心晴 5 ｳｴﾉ ｺﾊﾙ コウビン陸
24 小学5年女子100m 82 岩元　彩姫 5 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 久米陸スポ
25 小学5年女子100m 123 深堀　さくら 5 ﾌｶﾎﾘ ｻｸﾗ 大道陸上
26 小学5年女子100m 149 重本　紗奈 5 ｼｹﾞﾓﾄ ｻﾅ 山口陸スポ
27 小学5年女子100m 179 佐々木　苺華 5 ｻｻｷ ﾓｶ AC小野田
28 小学5年女子100m 196 末永　梓 5 ｽｴﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ 豊浦陸上
29 小学5年女子100m 249 立野　愛織 5 ﾀﾁﾉ ｲｵﾘ シュエット　
30 小学5年女子100m 235 石原　愛恵 5 ｲｼﾊﾗ ﾏﾅｴ 長門陸上
31 小学5年女子100m 92 岩﨑　菜夏 5 ｲﾜｻｷ ﾅﾉｶ 徳山コネット
32 小学5年女子100m 94 原田　優歩 5 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｱ 徳山コネット
33 小学5年女子100m 236 浴田　麗 5 ｴｷﾀﾞ ｳﾗﾗ 長門陸上
34 小学5年女子100m 246 睦田　里桜 5 ﾑﾂﾀﾞ ﾘｵ 油谷陸スタ
35 小学5年女子100m 9 佐藤　琴音 5 ｻﾄｳ ｺﾄﾈ ゆう陸スポ
36 小学5年女子100m 69 藤井　夢彩 5 ﾌｼﾞｲ ﾕｱ 下松東陽ク
37 小学5年女子100m 211 細田　乃愛 5 ﾎｿﾀﾞ ﾉｱ ふくっ子陸上
38 小学5年女子100m 210 高田　結愛 5 ﾀｶﾀ ﾕﾅ ふくっ子陸上
39 小学5年女子100m 146 桑原　柑奈 5 ｸﾜﾊﾗ ｶﾝﾅ 山口陸スポ
40 小学5年女子100m 2 芝山　千織 5 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁｵﾘ 愛宕山AC
41 小学5年女子100m 68 松浦　心優 5 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾕ 下松東陽ク
42 小学5年女子100m 183 木村　葉月 5 ｷﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ AC小野田
43 小学5年女子100m 245 光永　鈴菜 5 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾘﾅ 油谷陸スタ
44 小学5年女子100m 144 田中　梨々香 5 ﾀﾅｶ ﾘﾘｶ 山口陸スポ
45 小学5年女子100m 148 村木　海紗 5 ﾑﾗｷ ﾐｻ 山口陸スポ
46 小学5年女子100m 145 岡村　優月 5 ｵｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 山口陸スポ
47 小学5年女子100m 14 古川　芽季 5 ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ 平生陸スポ
48 小学5年女子100m 75 東　志依佳 5 ﾋｶﾞｼ ｼｲｶ 奇兵隊
49 小学5年女子100m 41 田中　蒼 5 ﾀﾅｶ ｱｵ 光スポ少
50 小学5年女子100m 34 礒部　ひまり 5 ｲｿﾍﾞ ﾋﾏﾘ 光スポ少
51 小学5年女子100m 177 松本　花望 5 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉﾝ 山陽レッツ
52 小学5年女子100m 45 門岡　結愛 5 ｶﾄﾞｵｶ ﾕｱ 光スポ少
53 小学5年女子100m 36 中川　蘭 5 ﾅｶｶﾞﾜ ﾗﾝ 光スポ少
54 小学5年女子100m 189 桂　花潤 5 ｶﾂﾗ ｶｼﾞｭﾝ 美祢陸スポ
55 小学5年女子100m 39 鶴田　琴音 5 ﾂﾙﾀﾞ ｺﾄﾈ 光スポ少
56 小学5年女子100m 40 小川　真奈 5 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 光スポ少
57 小学5年女子100m 43 内山　莉乃 5 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾉ 光スポ少
58 小学5年女子100m 35 岡田　陽葵 5 ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 光スポ少
59 小学5年女子100m 250 塚本 愛果 5 ﾂｶﾓﾄ ﾏﾅｶ シュエット　
60 小学5年女子100m 33 加藤　桜 5 ｶﾄｳ ｻｸﾗ 光スポ少
61 小学5年女子100m 44 吉高　心晴 5 ﾖｼﾀｶ ｺﾊﾙ 光スポ少
62 小学5年女子100m 38 木本　早紀 5 ｺﾉﾓﾄ ｻｷ 光スポ少
63 小学5年女子100m 188 柏　美桜 5 ｶｼﾜ ﾐｵ 美祢陸スポ
64 小学5年女子100m 30 森　すずな 5 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 光スポ少
65 小学5年女子100m 29 中川　とき 5 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｷ 光スポ少
66 小学5年女子100m 37 河野　果歩 5 ｶﾜﾉ ｶﾎ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年女子100m 134 宮野　愛花 6 ﾐﾔﾉ ﾏﾅｶ コウビン陸
2 小学6年女子100m 151 塩見　心彩 6 ｼｵﾐ ﾐｱ 山口陸スポ
3 小学6年女子100m 152 高杉　咲那 6 ﾀｶｽｷﾞ ｻﾅ 山口陸スポ
4 小学6年女子100m 156 長谷川　碧 6 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 山口ＦＳＬ
5 小学6年女子100m 157 前薗　紀沙 6 ﾏｴｿﾞﾉ ｷｽﾞﾅ 山口ＦＳＬ
6 小学6年女子100m 88 伊東　実真李 6 ｲﾄｳ ﾐﾏﾘ 徳山コネット
7 小学6年女子100m 12 大谷　彩紗 6 ｵｵﾀﾆ ｱﾔｻ 平生陸スポ
8 小学6年女子100m 133 石原　ももか 6 ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｶ コウビン陸
9 小学6年女子100m 83 瀬戸　彩花 6 ｾﾄ ｻﾔｶ 戸田陸上

10 小学6年女子100m 98 中村　真菜 6 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 周陽体振
11 小学6年女子100m 158 曽田　笑鈴 6 ｿﾀ ｴﾐﾘ 山口ＦＳＬ
12 小学6年女子100m 221 大下  唯月 6 ｵｵｼﾀ ﾕｽﾞｷ 菊川クラブ
13 小学6年女子100m 169 橋口  夢明 6 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕﾒ 藤山陸上
14 小学6年女子100m 89 柏原　藍里 6 ｶｼﾊﾗ ｱｲﾘ 徳山コネット
15 小学6年女子100m 230 山根　蒼依 6 ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 長門陸上
16 小学6年女子100m 128 末富　凜 6 ｽｴﾄﾐ ﾘﾝ 大道陸上
17 小学6年女子100m 153 水田　彩加 6 ﾐｽﾞﾀ ｻﾔｶ 山口陸スポ
18 小学6年女子100m 178 佐々木　桃花 6 ｻｻｷ ﾓﾓｶ AC小野田
19 小学6年女子100m 247 林　沙希 6 ﾊﾔｼ ｻｷ 油谷陸スタ
20 小学6年女子100m 100 足立　春奈 6 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 周陽体振
21 小学6年女子100m 90 梅林　景都 6 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 徳山コネット
22 小学6年女子100m 126 宇佐川　結子 6 ｳｻｶﾞﾜ ﾕｳｺ 大道陸上
23 小学6年女子100m 124 馬越　蒼依 6 ｳﾏｺｼ ｱｵｲ 大道陸上
24 小学6年女子100m 1 甲斐　美音 6 ｶｲ ﾐｵ 愛宕山AC
25 小学6年女子100m 167 島田  怜奈 6 ｼﾏﾀﾞ ﾚﾅ 藤山陸上
26 小学6年女子100m 11 花谷　美結 6 ﾊﾅﾀﾆ ﾐﾕ 平生陸スポ
27 小学6年女子100m 234 新宅　由芽 6 ｼﾝﾀｸ ﾕﾒ 長門陸上
28 小学6年女子100m 85 松田　萌彩 6 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 徳山コネット
29 小学6年女子100m 248 中野　琴美 6 ﾅｶﾉ ｺﾄﾐ 油谷陸スタ
30 小学6年女子100m 174 長井　心花 6 ﾅｶﾞｲ ｺｺﾅ 山陽レッツ
31 小学6年女子100m 63 繁澤　愛奈 6 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱｲﾅ 下松東陽ク
32 小学6年女子100m 231 古林　沙彩 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 長門陸上
33 小学6年女子100m 91 溜　望叶 6 ﾀﾏﾘ ﾐｶﾅ 徳山コネット
34 小学6年女子100m 13 笹木　蘭七 6 ｻｻｷ ﾗﾅ 平生陸スポ
35 小学6年女子100m 125 古谷　日満里 6 ﾌﾙﾔ ﾋﾏﾘ 大道陸上
36 小学6年女子100m 132 永松　浬 6 ﾅｶﾞﾏﾂ ｶｲﾘ コウビン陸
37 小学6年女子100m 64 松石　美月 6 ﾏﾂｲｼ ﾙﾅ 下松東陽ク
38 小学6年女子100m 6 高原　みなみ 6 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ ゆう陸スポ
39 小学6年女子100m 7 内藤　実摘貴 6 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂｷ ゆう陸スポ
40 小学6年女子100m 175 山縣　こはる 6 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺﾊﾙ 山陽レッツ
41 小学6年女子100m 87 藤井　綾音 6 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾈ 徳山コネット
42 小学6年女子100m 81 石丸　磨倫 6 ｲｼﾏﾙ ﾏﾘﾝ 久米陸スポ
43 小学6年女子100m 185 園田　にこ 6 ｿﾉﾀﾞ ﾆｺ 美祢陸スポ
44 小学6年女子100m 25 中本　美希 6 ﾅｶﾓﾄ ﾐｷ 光スポ少
45 小学6年女子100m 26 小林　彩花 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ 光スポ少
46 小学6年女子100m 186 江平　景良 6 ｴﾋﾗ ｹｲﾗ 美祢陸スポ
47 小学6年女子100m 19 窪井　美月 6 ｸﾎﾞｲ ﾐﾂｷ 光スポ少
48 小学6年女子100m 28 沖原　咲来 6 ｵｷﾊﾗ ｻｸﾗ 光スポ少
49 小学6年女子100m 187 今村　凛 6 ｲﾏﾑﾗ ﾘﾝ 美祢陸スポ
50 小学6年女子100m 168 中村  虹音 6 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾈ 藤山陸上
51 小学6年女子100m 21 秋元　紗良 6 ｱｷﾓﾄ ｻﾗ 光スポ少
52 小学6年女子100m 18 中岡　杏音 6 ﾅｶｵｶ ｱﾉﾝ 光スポ少
53 小学6年女子100m 27 増田　彩乃 6 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 光スポ少
54 小学6年女子100m 22 秦　菜々美 6 ﾊﾀ ﾅﾅﾐ 光スポ少
55 小学6年女子100m 62 山本　華鈴 6 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ アカデミー
56 小学6年女子100m 24 船戸　瑛凪 6 ﾌﾅﾄ ｴﾅ 光スポ少
57 小学6年女子100m 23 須田　悠華 6 ｽﾀﾞ ﾕｶ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学5年女子800m 238 宮地　詩音 5 ﾐﾔｼﾞ ｼｵﾝ 仙崎みすゞ
2 小学5年女子800m 65 橋本　亜海 5 ﾊｼﾓﾄ ｱﾐ 下松東陽ク
3 小学5年女子800m 165 田村　ここな 5 ﾀﾑﾗ ｺｺﾅ 山口・AC
4 小学5年女子800m 164 田村　にこな 5 ﾀﾑﾗ ﾆｺﾅ 山口・AC
5 小学5年女子800m 182 山田 ゆづき 5 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ AC小野田
6 小学5年女子800m 2 芝山　千織 5 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁｵﾘ 愛宕山AC
7 小学5年女子800m 103 林　咲帆　 5 ﾊﾔｼ ｻﾎ ひらちゅう
8 小学5年女子800m 249 立野  愛織 5 ﾀﾁﾉ ｲｵﾘ シュエット　
9 小学5年女子800m 176 吉武　凛々桜 5 ﾖｼﾀｹ ﾘﾘｻ 山陽レッツ

10 小学5年女子800m 92 岩﨑　菜夏 5 ｲﾜｻｷ ﾅﾉｶ 徳山コネット
11 小学5年女子800m 181 森  かえら 5 ﾓﾘ ｶｴﾗ AC小野田
12 小学5年女子800m 246 睦田　里桜 5 ﾑﾂﾀﾞ ﾘｵ 油谷陸スタ
13 小学5年女子800m 224 相本　実希 5 ｱｲﾓﾄ ﾐｷ 菊川クラブ
14 小学5年女子800m 104 橋本　栞奈 5 ﾊｼﾓﾄ ｶﾝﾅ ひらちゅう
15 小学5年女子800m 179 佐々木　苺華 5 ｻｻｷ  ﾓｶ AC小野田
16 小学5年女子800m 131 足立　萌花 5 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ コウビン陸
17 小学5年女子800m 184 石川　怜弥 5 ｲｼｶﾜ ﾚﾐ AC小野田
18 小学5年女子800m 150 髙橋　なほ 5 ﾀｶﾊｼ ﾅﾎ 山口陸スポ
19 小学5年女子800m 82 岩元　彩姫 5 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 久米陸スポ
20 小学5年女子800m 123 深堀　さくら 5 ﾌｶﾎﾘ ｻｸﾗ 大道陸上
21 小学5年女子800m 108 山下　菜々子 5 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｺ 新南陽陸上
22 小学5年女子800m 119 安藤　胡桃 5 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ 大道陸上
23 小学5年女子800m 183 木村　葉月 5 ｷﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ AC小野田
24 小学5年女子800m 121 宮﨑　はるか 5 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大道陸上
25 小学5年女子800m 235 石原　愛恵 5 ｲｼﾊﾗ ﾏﾅｴ 長門陸上
26 小学5年女子800m 250 塚本  愛果 5 ﾂｶﾓﾄ ﾏﾅｶ シュエット　
27 小学5年女子800m 146 桑原　柑奈 5 ｸﾜﾊﾗ ｶﾝﾅ 山口陸スポ
28 小学5年女子800m 236 浴田　麗 5 ｴｷﾀﾞ ｳﾗﾗ 長門陸上
29 小学5年女子800m 200 中司　唯那 5 ﾅｶﾂｶｻ ﾕﾅ 豊浦陸上
30 小学5年女子800m 198 田中　那芽 5 ﾀﾅｶ ﾌﾕﾒ 豊浦陸上
31 小学5年女子800m 74 西田　眞心 5 ﾆｼﾀﾞ ﾏｺ 奇兵隊
32 小学5年女子800m 43 内山　莉乃 5 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾉ 光スポ少
33 小学5年女子800m 177 松本　花望 5 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉﾝ 山陽レッツ
34 小学5年女子800m 37 河野　果歩 5 ｶﾜﾉ ｶﾎ 光スポ少
35 小学5年女子800m 45 門岡　結愛 5 ｶﾄﾞｵｶ ﾕｱ 光スポ少
36 小学5年女子800m 36 中川　蘭 5 ﾅｶｶﾞﾜ ﾗﾝ 光スポ少
37 小学5年女子800m 40 小川　真奈 5 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 光スポ少
38 小学5年女子800m 188 柏　美桜 5 ｶｼﾜ ﾐｵ 美祢陸スポ
39 小学5年女子800m 33 加藤　桜 5 ｶﾄｳ ｻｸﾗ 光スポ少
40 小学5年女子800m 41 田中　蒼 5 ﾀﾅｶ ｱｵ 光スポ少
41 小学5年女子800m 29 中川　とき 5 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｷ 光スポ少
42 小学5年女子800m 14 古川　芽季 5 ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ 平生陸スポ
43 小学5年女子800m 34 礒部　ひまり 5 ｲｿﾍﾞ ﾋﾏﾘ 光スポ少
44 小学5年女子800m 30 森　すずな 5 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 光スポ少
45 小学5年女子800m 35 岡田　陽葵 5 ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 光スポ少
46 小学5年女子800m 38 木本　早紀 5 ｺﾉﾓﾄ ｻｷ 光スポ少
47 小学5年女子800m 39 鶴田　琴音 5 ﾂﾙﾀﾞ ｺﾄﾈ 光スポ少
48 小学5年女子800m 44 吉高　心晴 5 ﾖｼﾀｶ ｺﾊﾙ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学6年女子800m 102 清木　菜々美 6 ｾｲｷ ﾅﾅﾐ ひらちゅう
2 小学6年女子800m 158 曽田　笑鈴 6 ｿﾀ ｴﾐﾘ 山口ＦＳＬ
3 小学6年女子800m 153 水田　彩加 6 ﾐｽﾞﾀ ｻﾔｶ 山口陸スポ
4 小学6年女子800m 98 中村　真菜 6 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 周陽体振
5 小学6年女子800m 11 花谷　美結 6 ﾊﾅﾀﾆ ﾐﾕ 平生陸スポ
6 小学6年女子800m 166 福原　愛美 6 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 山口・AC
7 小学6年女子800m 105 木輪　希々叶 6 ｷﾜ ﾉﾉｶ 新南陽陸上
8 小学6年女子800m 89 柏原　藍里 6 ｶｼﾊﾗ ｱｲﾘ 徳山コネット
9 小学6年女子800m 124 馬越　蒼依 6 ｳﾏｺｼ ｱｵｲ 大道陸上

10 小学6年女子800m 178 佐々木　桃花 6 ｻｻｷ ﾓﾓｶ AC小野田
11 小学6年女子800m 230 山根　蒼依 6 ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 長門陸上
12 小学6年女子800m 128 末富　凜 6 ｽｴﾄﾐ ﾘﾝ 大道陸上
13 小学6年女子800m 71 松村　晴香 6 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｶ 奇兵隊
14 小学6年女子800m 231 古林　沙彩 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 長門陸上
15 小学6年女子800m 72 河本　彩佳 6 ｶﾜﾓﾄ ｱﾔｶ 奇兵隊
16 小学6年女子800m 167 島田  怜奈 6 ｼﾏﾀﾞ ﾚﾅ 藤山陸上
17 小学6年女子800m 168 中村  虹音 6 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾈ 藤山陸上
18 小学6年女子800m 1 甲斐　美音 6 ｶｲ ﾐｵ 愛宕山AC
19 小学6年女子800m 81 石丸　磨倫 6 ｲｼﾏﾙ ﾏﾘﾝ 久米陸スポ
20 小学6年女子800m 84 山本　南希 6 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅﾐ 徳山コネット
21 小学6年女子800m 126 宇佐川　結子 6 ｳｻｶﾞﾜ ﾕｳｺ 大道陸上
22 小学6年女子800m 174 長井　心花 6 ﾅｶﾞｲ ｺｺﾅ 山陽レッツ
23 小学6年女子800m 175 山縣　こはる 6 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺﾊﾙ 山陽レッツ
24 小学6年女子800m 112 松元　陽菜乃 6 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾉ 防府陸スポ
25 小学6年女子800m 106 大枝　千愛 6 ｵｵｴﾀﾞ ﾁｱ 新南陽陸上
26 小学6年女子800m 234 新宅　由芽 6 ｼﾝﾀｸ ﾕﾒ 長門陸上
27 小学6年女子800m 107 川田　玲來 6 ｶﾜﾀ ﾚｲﾗ 新南陽陸上
28 小学6年女子800m 25 中本　美希 6 ﾅｶﾓﾄ ﾐｷ 光スポ少
29 小学6年女子800m 22 秦　菜々美 6 ﾊﾀ ﾅﾅﾐ 光スポ少
30 小学6年女子800m 23 須田　悠華 6 ｽﾀﾞ ﾕｶ 光スポ少
31 小学6年女子800m 8 福山　真菜 6 ﾌｸﾔﾏ ﾏﾅ ゆう陸スポ
32 小学6年女子800m 27 増田　彩乃 6 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 光スポ少
33 小学6年女子800m 62 山本　華鈴 6 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ アカデミー
34 小学6年女子800m 28 沖原　咲来 6 ｵｷﾊﾗ ｻｸﾗ 光スポ少
35 小学6年女子800m 155 岡本　一 6 ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 山口陸スポ
36 小学6年女子800m 18 中岡　杏音 6 ﾅｶｵｶ ｱﾉﾝ 光スポ少
37 小学6年女子800m 185 園田　にこ 6 ｿﾉﾀﾞ ﾆｺ 美祢陸スポ
38 小学6年女子800m 19 窪井　美月 6 ｸﾎﾞｲ ﾐﾂｷ 光スポ少
39 小学6年女子800m 24 船戸　瑛凪 6 ﾌﾅﾄ ｴﾅ 光スポ少
40 小学6年女子800m 7 内藤　実摘貴 6 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂｷ ゆう陸スポ
41 小学6年女子800m 26 小林　彩花 6 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ 光スポ少
42 小学6年女子800m 21 秋元　紗良 6 ｱｷﾓﾄ ｻﾗ 光スポ少



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学女子コンバインドA 61 中村　和愛 6 ﾅｶﾑﾗ ｶｴ アカデミー
2 小学女子コンバインドA 80 大森　桃菜 6 ｵｵﾓﾘ ﾓﾓﾅ 久米陸スポ
3 小学女子コンバインドA 180 林　柚希 5 ﾊﾔｼ ﾕｽﾞｷ AC小野田
4 小学女子コンバインドA 190 篠田　結衣 5 ｼﾉﾀﾞ ﾕｲ 美祢陸スポ
5 小学女子コンバインドA 191 田原　一花 5 ﾀｶﾊﾗ ｲﾁｶ 美祢陸スポ
6 小学女子コンバインドA 195 原田　桃羽 6 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 豊浦陸上
7 小学女子コンバインドA 240 長井　小夏 5 ﾅｶﾞｲ ｺﾅﾂ 仙崎みすゞ
8 小学女子コンバインドA 241 大町　凛 5 ｵｵﾏﾁ ﾘﾝ 仙崎みすゞ
1 小学女子コンバインドB 10 寺本　夏芽 6 ﾃﾗﾓﾄ ﾅﾂﾒ 平生陸スポ
2 小学女子コンバインドB 20 小野　結香 6 ｵﾉ ﾕｳｶ 光スポ少
3 小学女子コンバインドB 31 礒辺  梨花 5 ｲｿﾍﾞ ﾘﾝｶ 光スポ少
4 小学女子コンバインドB 32 御堂　絢 5 ﾐﾄﾞｳ ｱﾔ 光スポ少
5 小学女子コンバインドB 42 深田　吉志乃 5 ﾌｶﾀ ﾖｼﾉ 光スポ少
6 小学女子コンバインドB 60 荒川　寧々 6 ｱﾗｶﾜ ﾈﾈ アカデミー
7 小学女子コンバインドB 73 河口　結愛 5 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲｱ 奇兵隊
8 小学女子コンバインドB 79 樫部　莉菜 6 ｶｼﾍﾞ ﾘﾅ 久米陸スポ
9 小学女子コンバインドB 86 澤重　凜 6 ｻﾜｼｹﾞ ﾘﾝ 徳山コネット

10 小学女子コンバインドB 99 田村　麻衣 6 ﾀﾑﾗ ﾏｲ 周陽体振
11 小学女子コンバインドB 111 中司　望愛 6 ﾅｶﾂｶ ﾉｱ 防府陸スポ
12 小学女子コンバインドB 113 土橋　もも 6 ﾂﾁﾊｼ ﾓﾓ 防府陸スポ
13 小学女子コンバインドB 114 平尾 ひかり 5 ﾋﾗｵ ﾋｶﾘ 防府陸スポ
14 小学女子コンバインドB 120 山本　柚姫 5 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｽﾞｷ 大道陸上
15 小学女子コンバインドB 127 諏訪免　結華 6 ｽﾜﾒﾝ ﾕｲｶ 大道陸上
16 小学女子コンバインドB 154 中湯　小晴 5 ﾅｶﾕ ｺﾊﾙ 山口陸スポ
17 小学女子コンバインドB 159 鮫島　真心 6 ｻﾒｼﾏ ﾏｺ 山口ＦＳＬ
18 小学女子コンバインドB 160 登城　美海 6 ﾄｼﾞｮｳ ﾐｳ 山口ＦＳＬ
19 小学女子コンバインドB 170 横谷　芽生 6 ﾖｺﾀﾆ ﾒｲ 藤山陸上
20 小学女子コンバインドB 192 小田　咲良 6 ｵﾀﾞ ｻｸﾗ 豊浦陸上
21 小学女子コンバインドB 193 上野　優衣 6 ｳｴﾉ ﾕｲ 豊浦陸上
22 小学女子コンバインドB 194 久永  千珠 6 ﾋｻﾅｶﾞ ﾁｽﾞ 豊浦陸上
23 小学女子コンバインドB 208 前田　莉央 6 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ ふくっ子陸上
24 小学女子コンバインドB 216 松岡　幸 6 ﾏﾂｵｶ ｻﾁ ふくっ子陸上
25 小学女子コンバインドB 218 中島　志緒菜 6 ﾅｶｼﾏ ｺｺﾅ 豊田下ラン
26 小学女子コンバインドB 219 池田　華乃 5 ｲｹﾀﾞ ﾊﾅﾉ 豊田下ラン
27 小学女子コンバインドB 222 岡本　穂香 6 ｵｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 菊川クラブ
28 小学女子コンバインドB 223 畑野　詩織 5 ﾊﾀﾉ ｼｵﾘ 菊川クラブ
29 小学女子コンバインドB 232 中村　癒月 6 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 長門陸上
30 小学女子コンバインドB 233 飯田　徠愛 6 ｲｲﾀﾞ ｸﾚｱ 長門陸上
31 小学女子コンバインドB 239 山本　心愛 5 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾅ 仙崎みすゞ



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学男女混合4X100mR AC小野田 AC小野田
2 小学男女混合4X100mR コウビン陸 コウビン陸
3 小学男女混合4X100mR ふくっ子陸上 ふくっ子陸上
4 小学男女混合4X100mR 愛宕山AC 愛宕山AC
5 小学男女混合4X100mR 下松東陽ク 下松東陽ク
6 小学男女混合4X100mR 奇兵隊 奇兵隊
7 小学男女混合4X100mR 菊川クラブ 菊川クラブ
8 小学男女混合4X100mR 光スポ少 光スポ少
9 小学男女混合4X100mR 山口ＦＳＬ 山口ＦＳＬ

10 小学男女混合4X100mR 山口陸スポ 山口陸スポ
11 小学男女混合4X100mR 山陽レッツA 山陽レッツ
12 小学男女混合4X100mR 山陽レッツB 山陽レッツ
13 小学男女混合4X100mR 周陽体振 周陽体振
14 小学男女混合4X100mR 仙崎みすゞ 仙崎みすゞ
15 小学男女混合4X100mR 大道陸上 大道陸上
16 小学男女混合4X100mR 長門陸上 長門陸上
17 小学男女混合4X100mR 藤山陸上A 藤山陸上
18 小学男女混合4X100mR 藤山陸上B 藤山陸上
19 小学男女混合4X100mR 徳山コネット 徳山コネット
20 小学男女混合4X100mR 美祢陸スポ 美祢陸スポ
21 小学男女混合4X100mR 豊浦陸上 豊浦陸上
22 小学男女混合4X100mR 油谷陸スタ 油谷陸スタ


