
No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属
1 中学男子100m 303 永野　誠直 3 ﾅｶﾞﾉ ｻﾅｵ 山口 下関中等教育
2 中学男子100m 314 岡野　璃大 3 ｵｶﾉ ﾘｵ 山口 垢田中
3 中学男子100m 316 井上　颯斗 3 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 山口 高千帆中
4 中学男子100m 320 来栖　大地 3 ｸﾙｽ ﾀﾞｲﾁ 山口 高川学園中
5 中学男子100m 322 岩本　晋弥 3 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 山口 国府中
6 中学男子100m 324 藤原　元孝 3 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄﾀｶ 山口 佐波中
7 中学男子100m 325 渡部　優太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山口 佐波中
8 中学男子100m 332 渡辺　蛍太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 山口 浅江中
9 中学男子100m 340 櫛田　翔真 3 ｸｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 山口 大嶺中
10 中学男子100m 343 保美　絢斗 3 ﾎﾐ ｹﾝﾄ 山口 大嶺中
11 中学男子100m 344 内野々　翔真 3 ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ 山口 長成中
12 中学男子100m 346 山本　春貴 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 山口 島田中
13 中学男子100m 347 末廣　和也 2 ｽｴﾋﾛ ｶｽﾞﾔ 山口 島田中
14 中学男子100m 348 大川　恋次 2 ｵｵｶﾜ ﾚﾝｼﾞ 山口 島田中
15 中学男子100m 351 中山　樹 3 ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ 山口 日新中
16 中学男子100m 357 中村　友紀 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山口 萩西中
17 中学男子100m 360 横山　陸人 3 ﾖｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 山口 萩西中
18 中学男子100m 364 中村　遥斗 2 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 山口 福栄中
1 中学男子1500m 304 濵村　太希 3 ﾊﾏﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 山口 下関中等教育
2 中学男子1500m 311 渡辺　柊色 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 山口 光井中
3 中学男子1500m 317 沼田　晃 2 ﾇﾏﾀ ｱｷﾗ 山口 高千帆中
4 中学男子1500m 318 吉國　海音 2 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 山口 高川学園中
5 中学男子1500m 319 澤江　伊吹 2 ｻﾜｴ ｲﾌﾞｷ 山口 高川学園中
6 中学男子1500m 321 安村　瑠輝愛 3 ﾔｽﾑﾗ ﾙｷｱ 山口 高川学園中
7 中学男子1500m 326 松井　維吹 2 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 山口 桜田中
8 中学男子1500m 327 上川　悠太 2 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 山口 周陽中
9 中学男子1500m 328 縄田　貴大 2 ﾅﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 山口 周陽中
10 中学男子1500m 329 今岡　陽 3 ｲﾏｵｶ ﾊﾙ 山口 周陽中
11 中学男子1500m 339 淺田　龍 3 ｱｻﾀﾞ ﾘｭｳ 山口 太華中
12 中学男子1500m 361 繁田　兼伸 3 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾝ 山口 富田中
13 中学男子1500m 362 玉野　航聖 3 ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ 山口 富田中
14 中学男子1500m 363 粟山　幹太 3 ｱﾜﾔﾏ ｶﾝﾀ 山口 富田中
15 中学男子1500m 365 渕上　遥人 2 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 山口 福川中
16 中学男子1500m 366 吉村　陸翔 3 ﾖｼﾑﾗ ﾘｸﾄ 山口 柳井中
1 中学男子4×100mR 岐陽中学校 山口 岐陽中
2 中学男子4×100mR 島田中学校 山口 島田中
3 中学男子4×100mR 日新中学校 山口 日新中
4 中学男子4×100mR 萩西中学校 山口 萩西中
5 中学男子4×100mR 浅江中学校 山口 浅江中
6 中学男子4×100mR 大嶺中学校 山口 大嶺中
7 中学男子4×100mR 垢田中学校 山口 垢田中
1 中学男子砲丸投(5.000kg) 301 三戸　泰輝 3 ﾐﾄ ﾀｲｷ 山口 旭中
2 中学男子砲丸投(5.000kg) 302 松浦　優汰 3 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 山口 越ヶ浜中
3 中学男子砲丸投(5.000kg) 323 徳冨　蒼一郎 3 ﾄｸﾄﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 山口 国府中
4 中学男子砲丸投(5.000kg) 330 有吉　陽生 3 ｱﾘﾖｼ ﾊﾙｷ 山口 小野田中
5 中学男子砲丸投(5.000kg) 331 土居　慶士郞 2 ﾄﾞｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 山口 西岐波中
6 中学男子砲丸投(5.000kg) 333 河本　翔真 3 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾏ 山口 浅江中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属
1 中学女子100m 301 久保　瑞乃 2 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山口 旭中
2 中学女子100m 310 荒牧　春那 2 ｱﾗﾏｷ ﾊﾙﾅ 山口 岐陽中
3 中学女子100m 316 小笹　愛可 2 ｵｻﾞｻ ｱｲｶ 山口 垢田中
4 中学女子100m 326 立川　優菜 1 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 山口 周陽中
5 中学女子100m 332 前田　由依 1 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山口 勝山中
6 中学女子100m 333 烏田　歩美 2 ｶﾗｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 山口 勝山中
7 中学女子100m 343 下村　みのり 2 ｼﾓﾑﾗ ﾐﾉﾘ 山口 西岐波中
8 中学女子100m 344 河本　美蘭子 1 ｶﾜﾓﾄ ﾐｶｺ 山口 仙崎中
9 中学女子100m 350 坪倉　愛美 3 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏﾅﾐ 山口 長成中
10 中学女子100m 356 田熊　柚 2 ﾀｸﾞﾏ ﾕｳ 山口 田布施中
11 中学女子100m 359 中川　優里 3 ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾘ 山口 田布施中
12 中学女子100m 361 山口　七愛 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 山口 東部中
13 中学女子100m 362 森宗　愛理 3 ﾓﾘﾑﾈ ｱｲﾘ 山口 東部中
14 中学女子100m 364 安田　雛 2 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾅﾉ 山口 東部中
15 中学女子100m 366 手嶋　美羽 3 ﾃｼﾏ ﾐｳ 山口 富田中
16 中学女子100m 367 藤井　紗夢 1 ﾌｼﾞｲ ｻﾕ 山口 富田中
17 中学女子100m 369 國嶋　彩加 3 ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ 山口 末武中
18 中学女子100m 376 中田　香葉 3 ﾅｶﾀ ｺﾉﾊ 山口 野田学園中
1 中学女子800m 303 藤田　莉乃 3 ﾌｼﾞﾀ　ﾘﾉ 山口 下関中等教育
2 中学女子800m 304 神田　青葉 2 ｺｳﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 山口 岐陽中
3 中学女子800m 311 玉本　莉子 1 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 山口 熊毛中
4 中学女子800m 312 原田　栞那 3 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾅ 山口 厚南中
5 中学女子800m 314 島野　星来 1 ｼﾏﾉ ｾｲﾗ 山口 厚南中
6 中学女子800m 315 松本　友 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 山口 垢田中
7 中学女子800m 317 滝　唯那 2 ﾀｷ ﾕｲﾅ 山口 高千帆中
8 中学女子800m 318 越智　雅 3 ｵﾁ ﾐﾔﾋﾞ 山口 高千帆中
9 中学女子800m 319 根賀　千沙希 1 ﾈｶﾞ ﾁｻｷ 山口 高川学園中
10 中学女子800m 320 植野　小梅 1 ｳｴﾉ ｺｳﾒ 山口 高川学園中
11 中学女子800m 321 海地　さやか 1 ｶｲﾁ ｻﾔｶ 山口 高川学園中
12 中学女子800m 322 金子　瑛怜 1 ｶﾈｺ ｴﾚﾝ 山口 高川学園中
13 中学女子800m 323 岡田　桃佳 1 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 山口 高川学園中
14 中学女子800m 324 根賀　美沙希 3 ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 山口 高川学園中
15 中学女子800m 325 磯﨑　あゆみ 3 ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ 山口 高川学園中
16 中学女子800m 327 有吉　咲楽 3 ｱﾘﾖｼ ｻｸﾗ 山口 周陽中
17 中学女子800m 328 藤村　李魅 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ 山口 周陽中
18 中学女子800m 330 岩本　真歩 1 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾎ 山口 周陽中
19 中学女子800m 331 重永　楓 2 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｶｴﾃﾞ 山口 周陽中
20 中学女子800m 335 梅本　空 3 ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ 山口 小野田中
21 中学女子800m 336 畠山　千佳 3 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶ 山口 小野田中
22 中学女子800m 339 大内　理愛 2 ｵｵｳﾁ ﾘﾅ 山口 小野田中
1 中学女子4×100mR 末武中学校 山口 末武中
2 中学女子4×100mR 大嶺中学校 山口 大嶺中
3 中学女子4×100mR 田布施中学校 山口 田布施中
4 中学女子4×100mR 東部中学校 山口 東部中
5 中学女子4×100mR 長成中学校 山口 長成中
6 中学女子4×100mR 岐陽中学校 山口 岐陽中
7 中学女子4×100mR 小野田中学校 山口 小野田中
1 中学女子砲丸投(2.721kg) 302 神﨑　美妃 3 ｺｳｻﾞｷ ﾐｷ 山口 旭中
2 中学女子砲丸投(2.721kg) 313 竹本　光羽 3 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾂﾊ 山口 厚南中
3 中学女子砲丸投(2.721kg) 329 中村　乃々子 3 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾉｺ 山口 周陽中
4 中学女子砲丸投(2.721kg) 345 福永　美羽 2 ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｳ 山口 太華中
5 中学女子砲丸投(2.721kg) 360 徳田　早希 3 ﾄｸﾀﾞ ｻｷ 山口 島田中
6 中学女子砲丸投(2.721kg) 365 高橋　椛 2 ﾀｶﾊｼ ﾓﾐｼﾞ 山口 萩西中
7 中学女子砲丸投(2.721kg) 368 青山　京子 3 ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｺ 山口 末武中
8 中学女子砲丸投(2.721kg) 370 岩本　夏姫 3 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 山口 末武中
9 中学女子砲丸投(2.721kg) 377 馬嶋　鞠花 3 ﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｶ 山口 柳井中


