
No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 1年男子100m 260 古永　健志 1 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ 長府中
2 1年男子100m 1310 内田　琉偉 1 ｳﾁﾀﾞ ﾙｲ 富田中
3 1年男子100m 227 冨岡　奏太 1 ﾄﾐｵｶ ｿｳﾀ 右田中
4 1年男子100m 500 國重　実来 1 ｸﾆｼｹﾞ ﾐﾗｲ 東岐波中
5 1年男子100m 548 中村　颯志 1 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ 桑山中
6 1年男子100m 153 伊佐栞太朗 1 ｲｻ ｶﾝﾀﾛｳ 長成中
7 1年男子100m 1355 濱川亮太朗 1 ﾊﾏｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 日新中
8 1年男子100m 390 瀨尾　哲史 1 ｾｵ ｻﾄｼ 川中中
9 1年男子100m 1447 井方　颯泉 1 ｲｶﾞﾀ ｿｳｲ 大嶺中
10 1年男子100m 744 中尾　瞬也 1 ﾅｶｵ ｼｭﾝﾔ 光井中
11 1年男子100m 619 中嶋　柊太 1 ﾅｶｼﾏ ｼｭｳﾀ 勝山中
12 1年男子100m 1407 田村駿乃介 1 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 附属光中
13 1年男子100m 977 河本　俊介 1 ｶﾜﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田布施中
14 1年男子100m 873 内海　直輝 1 ｳﾁｳﾐ ﾅｵｷ 小郡中
15 1年男子100m 1085 小林　渚 1 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ 浅江中
16 1年男子100m 948 森江　将大 1 ﾓﾘｴ ｼｮｳﾀﾞｲ 垢田中
17 1年男子100m 805 三河　宥知 1 ﾐｶﾜ ﾕｳﾔ 末武中
18 1年男子100m 560 原田　朱吏 1 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾘ 山の田中
19 1年男子100m 344 迫田　瑛宏 1 ｻｺﾀ ｱｷﾋﾛ 東部中
20 1年男子100m 680 藤本　蓮 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝ 下関菊川中
21 1年男子100m 604 中谷　健一 1 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 福川中
22 1年男子100m 457 齊藤  渓大 1 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀﾞｲ 萩西中
23 1年男子100m 1248 松本　和樹 1 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 川下中
24 1年男子100m 972 祝井　琉心 1 ｲﾜｲ ﾘｭｳｼﾝ 鴻南中
25 1年男子100m 1239 迫田　和也 1 ｻｺﾀ ｶｽﾞﾔ 慶進中
26 1年男子100m 589 室　美言 1 ﾑﾛ ﾐｺﾄ 西岐波中
27 1年男子100m 1307 山中　翔貴 1 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳｷ 下関中等
28 1年男子100m 694 菅　孝汰 1 ｽｶﾞ ｺｳﾀ 上宇部中
29 1年男子100m 1399 原田　翼 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 高千帆中
30 1年男子100m 108 上山　征徳 1 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 柳井中
31 1年男子100m 1193 岩崎　敬亮 1 ｲﾜｻｷ ｹｲｽｹ 萩東中
32 1年男子100m 1427 入屋　亮太 1 ｲﾘﾔ ﾘｮｳﾀ 大内中
33 1年男子100m 242 達川　誠徳 1 ﾀﾂｶﾜ ｾｲﾄｸ 佐波中
34 1年男子100m 50 三好　人和 1 ﾐﾖｼ ﾄﾜ むつみ中
35 1年男子100m 304 中嶋　慶太 1 ﾅｶｼﾏ ｹｲﾀ 国府中
36 1年男子100m 712 上村 佳輝 1 ｳｴﾑﾗ ﾖｼｷ 桜田中
37 1年男子100m 115 松浦　颯汰 1 ﾏﾂｳﾗ ｿｳﾀ 越ヶ浜中
38 1年男子100m 917 原田康太郎 1 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 島田中
39 1年男子100m 127 内海　歩 1 ｳﾁｳﾐ ｱﾕﾑ 旭中
40 1年男子100m 399 野川　博信 1 ﾉｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 深川中
41 1年男子100m 144 斎藤　大翔 1 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 大井小中
42 1年男子100m 1465 清水　智崇 1 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ 岐陽中
43 1年男子100m 1378 田中　万裕 1 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 熊毛中
44 1年男子100m 724 中村　翔 1 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 常盤中
45 1年男子100m 1042 米村　羚皇 1 ﾖﾈﾑﾗ ﾚｵ 安下庄中
46 1年男子100m 1165 藤原　学 1 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾞｸ 小野田中
47 1年男子100m 1385 松田　聖那 1 ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ 平生中
48 1年男子100m 1013 白井　瑶太 1 ｼﾗｲ ﾖｳﾀ 厚南中
49 1年男子100m 1004 三戸　香稀 1 ﾐﾄ ｺｳｷ 神原中
50 1年男子100m 1443 木村　琉斗 1 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 華陽中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子100m 1272 中山　樹 3 ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ 日新中
2 共通男子100m 161 来栖　大地 3 ｸﾙｽ ﾀﾞｲﾁ 高川学園中
3 共通男子100m 443 岩本　晋弥 3 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 国府中
4 共通男子100m 1295 渡部　優太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 佐波中
5 共通男子100m 423 渡辺　蛍太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 浅江中
6 共通男子100m 22 下間　勇輝 3 ｼﾓﾂﾏ ﾕｳｷ 田布施中
7 共通男子100m 269 中村　友紀 2 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 萩西中
8 共通男子100m 558 友景　哲平 3 ﾄﾓｶｹﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 桑山中
9 共通男子100m 1079 櫛田　翔真 3 ｸｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 大嶺中
10 共通男子100m 218 大川　恋次 2 ｵｵｶﾜ ﾚﾝｼﾞ 島田中
11 共通男子100m 576 田中　陽登 2 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 平生中
12 共通男子100m 84 羽嶋　悠 3 ﾊｼﾞﾏ ﾕｳ 福川中
13 共通男子100m 993 竹内　優斗 3 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 小郡中
14 共通男子100m 312 烏田凛太朗 2 ｶﾗｽﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 萩東中
15 共通男子100m 1412 宮本　連弥 3 ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝﾔ 慶進中
16 共通男子100m 1174 山本　晶大 2 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 向洋中
17 共通男子100m 842 大坪　颯大 2 ｵｵﾂﾎﾞ ｿｳﾀ 川中中
18 共通男子100m 584 久富　直哉 3 ﾋｻﾄﾐ ﾅｵﾔ 東岐波中
19 共通男子100m 973 鈴木　翔太 3 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 東部中
20 共通男子100m 1017 郡山　湧大 3 ｺｵﾘﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 岐陽中
21 共通男子100m 1125 野村　優月 3 ﾉﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 上宇部中
22 共通男子100m 1376 中田　優哉 3 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 久賀中
23 共通男子100m 896 德田　拓海 3 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 山の田中
24 共通男子100m 306 森江　雄大 3 ﾓﾘｴ ﾕｳﾀﾞｲ 垢田中
25 共通男子100m 1070 福原　維吹 3 ﾌｸﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 勝山中
26 共通男子100m 1156 永野　誠直 3 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾅｵ 下関中等
27 共通男子100m 1194 中村　珀琉 2 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙ 川下中
28 共通男子100m 926 西村　向世 2 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 鴻南中
29 共通男子100m 872 上野　凱凰 3 ｳｴﾉ ｶｲｵｳ 黒石中
30 共通男子100m 951 佐々木航平 3 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 大内中
31 共通男子100m 1146 山本　颯太 3 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 西岐波中
32 共通男子100m 903 下村　宙輝 2 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｷ 下関菊川中
33 共通男子100m 1277 四熊　瑛斗 3 ｼｸﾏ ｴｲﾄ 富田中
34 共通男子100m 251 新井　琉星 3 ｱﾗｲ ｿﾗ 厚南中
35 共通男子100m 402 明智　旬平 3 ｱｹﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 華陽中
36 共通男子100m 247 有馬　颯琉 3 ｱﾘﾏ ｿﾗ 長府中
37 共通男子100m 1558 升田　空 3 ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ 東和中
38 共通男子100m 98 弘茂　朋晃 3 ﾋﾛｼｹﾞ ﾄﾓｱｷ 柳井中
39 共通男子100m 1060 内藤　一保 3 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾔｽ 藤山中
40 共通男子100m 99 浅田　夏輝 2 ｱｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 光井中
41 共通男子100m 556 中野　颯汰 2 ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 野田学園中
42 共通男子100m 1230 吉原　翔吾 3 ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 熊毛中
43 共通男子100m 39 原田　旺承 2 ﾊﾗﾀﾞ ｵｳｽｹ むつみ中
44 共通男子100m 520 山本　羚真 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾏ 末武中
45 共通男子100m 1188 佐久間靖児 2 ｻｸﾏ ｾｲｼﾞ 神原中
46 共通男子100m 1034 先野　隼人 3 ｻｷﾉ ﾊﾔﾄ 深川中
47 共通男子100m 191 波多野聖也 3 ﾊﾀﾉ ｾﾅ 桜田中
48 共通男子100m 967 野村　瞭太 2 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 小野田中
49 共通男子100m 53 池田飛南斗 2 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾄ 阿武中
50 共通男子100m 150 水津　瑠馬 2 ｽｲﾂﾞ ﾘｭｳﾏ 大井小中
51 共通男子100m 321 川本　琉雅 2 ｶﾜﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ 彦島中
52 共通男子100m 131 児玉　幸大 2 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾋﾛ 旭中
53 共通男子100m 205 江村　優汰 3 ｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 周陽中
54 共通男子100m 913 木谷　友哉 2 ｷﾀﾆ ﾄﾓﾔ 大島中
55 共通男子100m 875 池野　碧海 2 ｲｹﾉ ｱｵｲ 麻里布中
56 共通男子100m 765 村上　弘祐 3 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 高千帆中
57 共通男子100m 832 磯村　仁幸 3 ｲｿﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 太華中
58 共通男子100m 157 宮脇　涼月 2 ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ 福栄中
59 共通男子100m 119 土井　佑隼 2 ﾄﾞｲ ﾕｳﾄ 越ヶ浜中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子200m 563 田中　昊慈 3 ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ 桑山中
2 共通男子200m 1191 桑嶋松太郎 3 ｸﾜｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐陽中
3 共通男子200m 1410 尾﨑　楓太 3 ｵｻｷ ｿｳﾀ 山口総合支援中
4 共通男子200m 320 岡野　璃大 3 ｵｶﾉ ﾘｵ 垢田中
5 共通男子200m 1170 中村　倖汰 3 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 麻里布中
6 共通男子200m 828 田中　宏典 3 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 川中中
7 共通男子200m 288 井上　颯斗 3 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 高千帆中
8 共通男子200m 1585 渡邉　琉生 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 長府中
9 共通男子200m 156 中村　遥斗 2 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 福栄中
10 共通男子200m 1142 田村　鷹斗 3 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ 鴻南中
11 共通男子200m 188 山本　春貴 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 島田中
12 共通男子200m 809 鬼木　楓奏 2 ｵﾆｷ ｶﾅﾃﾞ 小郡中
13 共通男子200m 436 棟近　一登 3 ﾑﾈﾁｶ ｶｽﾞﾄ 浅江中
14 共通男子200m 256 石津　星稀 2 ｲｼﾂﾞ ｼｮｳｷ 萩西中
15 共通男子200m 1299 伊東　海夢 3 ｲﾄｳ ｶｲﾑ 佐波中
16 共通男子200m 968 古田　裕樹 3 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 東部中
17 共通男子200m 1057 岡本　優吾 3 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 藤山中
18 共通男子200m 907 藤屋　牙久 2 ﾌｼﾞﾔ ｶﾞｸ 下関菊川中
19 共通男子200m 853 田熊　倖 3 ﾀｸﾞﾏ ｺｳ 太華中
20 共通男子200m 230 吉本　武生 2 ﾖｼﾓﾄ ｲｻﾐ 周陽中
21 共通男子200m 1215 魚津　拓見 2 ｳｵﾂ ﾀｸﾐ 下関中等
22 共通男子200m 1278 田嶋　太陽 3 ﾀｼﾏ ﾀｲﾖｳ 富田中
23 共通男子200m 319 持永　慈瑛 2 ﾓﾁﾅｶﾞ ｼﾞｴｲ 彦島中
24 共通男子200m 648 斉藤　來心 3 ｻｲﾄｳ ﾗｲｼﾝ 西岐波中
25 共通男子200m 394 斉藤　成希 3 ｻｲﾄｳ ﾅﾙｷ 華陽中
26 共通男子200m 465 藤本　昂大 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 国府中
27 共通男子200m 311 宗樂　直樹 2 ｿｳﾗｸ ﾅｵｷ 萩東中
28 共通男子200m 410 北澤　知弥 2 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 深川中
29 共通男子200m 384 縄田　大翔 3 ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ 小野田中
30 共通男子200m 1093 保美　絢斗 3 ﾎﾐ ｹﾝﾄ 大嶺中
31 共通男子200m 1583 若月　亨憲 3 ﾜｶﾂｷ ｱｷﾉﾘ 厚南中
32 共通男子200m 368 細川　隼翔 2 ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 東岐波中
33 共通男子200m 946 酒井　綾大 3 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大内中
34 共通男子200m 1283 中川　陽堯 2 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 常盤中
35 共通男子200m 152 藤田　璃恩 2 ﾌｼﾞﾀ ﾘｵﾝ 大井小中
36 共通男子200m 1364 松谷　陽汰 1 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾅﾀ 日新中
37 共通男子200m 923 長久尚太郎 2 ﾅｶﾞﾋｻ ｼｮｳﾀﾛｳ 大島中
38 共通男子200m 874 笠井　蓮斗 3 ｶｻｲ ﾚﾝﾄ 黒石中
39 共通男子200m 102 市山　優翔 2 ｲﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ 光井中
40 共通男子200m 1161 熊井　瑛大 2 ｸﾏｲ ｴｲﾀ 向洋中
41 共通男子200m 519 八木　亮太 3 ﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ 末武中
42 共通男子200m 630 矢野　将輝 3 ﾔﾉ ﾏｻｷ 柳井中
43 共通男子200m 495 友清　大翔 3 ﾄﾓｷﾖ ﾋﾛﾄ 田布施中
44 共通男子200m 939 中村　隆之介 2 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 熊毛中
45 共通男子200m 624 林　旺次郎 1 ﾊﾔｼ ｵｳｼﾞﾛｳ 勝山中
46 共通男子200m 716 大江　一成 2 ｵｵｴ ｲｯｾｲ 桜田中
47 共通男子200m 562 髙木　道成 2 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 平生中
48 共通男子200m 914 池田　廉 3 ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ 山の田中
49 共通男子200m 428 山本　海斗 2 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 福川中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子400m 158 内野々翔真 3 ｳﾁﾉﾉ ｼｮｳﾏ 長成中
2 共通男子400m 1019 恒富　滉大 3 ﾂﾈﾄﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 岐陽中
3 共通男子400m 1065 山田　純平 3 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 常盤中
4 共通男子400m 734 山野光太郎 3 ﾔﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ 下関菊川中
5 共通男子400m 1169 丸山　良司 3 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 下関中等
6 共通男子400m 438 江本　光希 3 ｴﾓﾄ ｺｳｷ 浅江中
7 共通男子400m 209 辻　来夢 3 ﾂｼﾞ ﾗｲﾑ 周陽中
8 共通男子400m 663 角野　隼也 3 ｶﾄﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 萩東中
9 共通男子400m 298 田嶋　駿 3 ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 垢田中
10 共通男子400m 617 久留　師心 3 ﾋｻﾄﾒ ｼｼﾝ 玄洋中
11 共通男子400m 1571 天野　大輝 3 ｱﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 小野田中
12 共通男子400m 163 西口　恵 2 ﾆｼｸﾞﾁ ｹｲ 鴻南中
13 共通男子400m 1275 藤永　健利 3 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｹﾝﾄ 日新中
14 共通男子400m 1143 縄田　来輝 3 ﾅﾜﾀ ﾗｲｷ 西岐波中
15 共通男子400m 1052 島田　倖希 3 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｷ 藤山中
16 共通男子400m 1293 藤原　元孝 3 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄﾀｶ 佐波中
17 共通男子400m 912 今尾　駿介 2 ｲﾏｵ ｼｭﾝｽｹ 大島中
18 共通男子400m 263 入嶋呼十郎 3 ｲﾘｼﾏ ｺｼﾞｭｳﾛｳ 厚南中
19 共通男子400m 1279 大谷　佑樹 3 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 富田中
20 共通男子400m 1587 中嶋　健翔 3 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼｮｳ 大嶺中
21 共通男子400m 941 吉松　睦史 2 ﾖｼﾏﾂ ﾑﾂｼ 熊毛中
22 共通男子400m 419 上岡　朋生 3 ｳｴｵｶ ﾄﾓｷ 華陽中
23 共通男子400m 975 篠原　龍二 3 ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 東部中
24 共通男子400m 945 岡　沙愛弥 3 ｵｶ ｻｱﾔ 大内中
25 共通男子400m 685 前田　悠太 2 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 上宇部中
26 共通男子400m 1296 佐古　智一 1 ｻｺ ﾄﾓﾋﾄ 川下中
27 共通男子400m 1200 福田　佳大 3 ﾌｸﾀﾞ ｹｲﾀ 平生中
28 共通男子400m 810 浅脇　悠介 3 ｱｻﾜｷ ﾕｳｽｹ 長府中
29 共通男子400m 596 池田　吏玖 2 ｲｹﾀﾞ ﾘｸ 桑山中
30 共通男子400m 1238 静間　凌輔 1 ｼｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 豊北中
31 共通男子400m 1053 大野　琥白 1 ｵｵﾉ ｺﾊｸ 太華中
32 共通男子400m 275 福永　一仁 2 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄｼ 萩西中
33 共通男子400m 223 原  紫音 2 ﾊﾗ ｼｵﾝ 柳井中
34 共通男子400m 445 上川高之介 3 ｳｴｶﾜ ｺｳﾉｽｹ 国府中
35 共通男子400m 763 安藤　蹴哉 3 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾔ 高千帆中
36 共通男子400m 861 中村　奏 3 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 黒石中
37 共通男子400m 508 日浦　幹汰 3 ﾋｳﾗ ｶﾝﾀ 田布施中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子800m 479 森廣　颯 3 ﾓﾘﾋﾛ ﾊﾔﾄ 国府中
2 共通男子800m 179 江平莉阿武 3 ｴﾋﾗ ﾘｱﾑ 野田学園中
3 共通男子800m 626 繁本　凌一 3 ｼｹﾞﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 島田中
4 共通男子800m 599 工藤　湧士 3 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 玄洋中
5 共通男子800m 1 吉村　陸翔 3 ﾖｼﾑﾗ ﾘｸﾄ 柳井中
6 共通男子800m 103 繁田　兼伸 3 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾝ 富田中
7 共通男子800m 1469 柴野　和樹 3 ｼﾊﾞﾉ ｶｽﾞｷ 日新中
8 共通男子800m 15 上川　悠太 2 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 周陽中
9 共通男子800m 1166 平野　太嗣 3 ﾋﾗﾉ ﾀｲｼ 下関中等
10 共通男子800m 816 国本　一 2 ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 小郡中
11 共通男子800m 1131 繁田　八雲 3 ｼｹﾞﾀ ﾔｸﾓ 鴻南中
12 共通男子800m 904 倉田　恭兵 3 ｸﾗﾀ ｷｮｳﾍｲ 山の田中
13 共通男子800m 74 末益　琉誠 3 ｽｴﾏｽ ﾘｭｳｾｲ 阿武中
14 共通男子800m 9 中村　真生 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 高川学園中
15 共通男子800m 305 中村　真熙 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ 萩東中
16 共通男子800m 264 乙丸　櫂成 2 ｵﾄﾏﾙ ｶｲｾｲ 萩西中
17 共通男子800m 492 柿並　蒼 3 ｶｷﾅﾐ ｱｵｲ 田布施中
18 共通男子800m 902 佐藤　真 2 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 下関菊川中
19 共通男子800m 418 岬本　響介 2 ﾊﾅﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 東部中
20 共通男子800m 244 末永　大晴 3 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 長府中
21 共通男子800m 136 山根　由誠 2 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾅﾘ 旭中
22 共通男子800m 1123 村中　海翔 3 ﾑﾗﾅｶ ｶｲﾄ 上宇部中
23 共通男子800m 683 栗原　渚 2 ｸﾘﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 高千帆中
24 共通男子800m 1438 石原　稜冴 2 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 大内中
25 共通男子800m 1051 和田　青蒔 3 ﾜﾀﾞ ｾｲｼﾞ 藤山中
26 共通男子800m 636 桑原　拓実 2 ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ 太華中
27 共通男子800m 942 玉本　蒼太 2 ﾀﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 熊毛中
28 共通男子800m 818 金本　真智 2 ｶﾈﾓﾄ ﾏｻﾄ 桑山中
29 共通男子800m 1184 河村　翔悟 3 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 岐陽中
30 共通男子800m 843 鈴木　陽大 2 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 川中中
31 共通男子800m 192 大藤　悠真 3 ｵｵﾌｼﾞ ﾕｳﾏ 桜田中
32 共通男子800m 811 岡村　和音 1 ｵｶﾑﾗ ﾈｵ 厚南中
33 共通男子800m 417 村田　桐悟 2 ﾑﾗﾀ ﾄｳｺﾞ 西岐波中
34 共通男子800m 400 森園　叶太 3 ﾓﾘｿﾞﾉ ｶﾅﾀ 華陽中
35 共通男子800m 237 横川　暖太 1 ﾖｺｶﾞﾜ ﾉﾝﾀ 右田中
36 共通男子800m 983 中野　陽洋 2 ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾛ 小野田中
37 共通男子800m 1360 掛橋　海斗 2 ｶｹﾊｼ ｶｲﾄ 神原中
38 共通男子800m 365 加藤　亮太 2 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 東岐波中
39 共通男子800m 1197 星　大和 2 ﾎｼ ﾔﾏﾄ 川下中
40 共通男子800m 1167 八尾　亨 2 ﾔｵ ｱｷﾗ 向洋中
41 共通男子800m 822 山根　楓馬 2 ﾔﾏﾈ ﾌｳﾏ 末武中
42 共通男子800m 673 坪根　悠 1 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳ 光井中
43 共通男子800m 578 行田　晴 2 ﾕｸﾀ ﾊﾙ 平生中
44 共通男子800m 300 中村　俐琥 3 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 垢田中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 1年男子1500m 1348 沼野　勇太 1 ﾇﾏﾉ ﾕｳﾀ 富田中
2 1年男子1500m 1045 木村　駿太 1 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 太華中
3 1年男子1500m 669 吉中　航平 1 ﾖｼﾅｶ ｺｳﾍｲ 向洋中
4 1年男子1500m 480 山本　祐成 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 萩西中
5 1年男子1500m 906 藤本　華蓮 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾚﾝ 島田中
6 1年男子1500m 958 平川　瀬名 1 ﾋﾗｶﾜ ｾﾅ 鴻南中
7 1年男子1500m 301 大濵　康瑛 1 ｵｵﾊﾏ ｺｳｴｲ 国府中
8 1年男子1500m 920 古城　佑馬 1 ｺｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 垢田中
9 1年男子1500m 267 竹重眞之介 1 ﾀｹｼｹﾞ ｼﾝﾉｽｹ 長府中
10 1年男子1500m 7 前原　侑和 1 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 高川学園中
11 1年男子1500m 595 重國　蒼 1 ｼｹﾞｸﾆ ｱｵ 福川中
12 1年男子1500m 1381 金光　隼磨 1 ｶﾈﾐﾂ ﾊﾕﾏ 熊毛中
13 1年男子1500m 876 藤田　直貴 1 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 小郡中
14 1年男子1500m 186 中尾　海斗 1 ﾅｶｵ ｶｲﾄ 岩国中
15 1年男子1500m 149 日名内悠登 1 ﾋﾅｳﾁ ﾕｳﾄ 桑山中
16 1年男子1500m 703 宮原　翼太 1 ﾐﾔﾊﾗ ﾖｳﾀ 上宇部中
17 1年男子1500m 1112 山口　悠翔 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 浅江中
18 1年男子1500m 1148 山本　蒼空 1 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 小野田中
19 1年男子1500m 1437 久保田琉生 1 ｸﾎﾞﾀ ﾙｲ 大内中
20 1年男子1500m 1265 奥原　勘太 1 ｵｸﾊﾗ ｶﾝﾀ 川下中
21 1年男子1500m 867 藤井　朔也 1 ﾌｼﾞｲ ｻｸﾔ 周陽中
22 1年男子1500m 1468 松野　啓大 1 ﾏﾂﾉ ｹｲﾀ 岐陽中
23 1年男子1500m 239 松木　花道 1 ﾏﾂｷ ﾊﾅﾐﾁ 右田中
24 1年男子1500m 1219 久冨　春樹 1 ﾋｻﾄﾐ ﾊﾙｷ 藤山中
25 1年男子1500m 509 小谷　克弥 1 ｺﾀﾆ ｶﾂﾐ 東岐波中
26 1年男子1500m 1496 田村　大樹 1 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 萩東中
27 1年男子1500m 587 藤高　晴斗 1 ﾌｼﾞﾀｶ ﾊﾙﾄ 西岐波中
28 1年男子1500m 250 井上　颯 1 ｲﾉｳｴ ｿｳ 大島中
29 1年男子1500m 710 淺田 慶 1 ｱｻﾀﾞ ｹｲ 桜田中
30 1年男子1500m 347 古野　達哉 1 ﾌﾙﾉ ﾀﾂﾔ 東部中
31 1年男子1500m 1023 原田　大輝 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 厚南中
32 1年男子1500m 767 泉　晴仁 1 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 末武中
33 1年男子1500m 134 山田　叶和 1 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾜ 三見中
34 1年男子1500m 1365 佐川　悠人 1 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 日新中
35 1年男子1500m 125 上田　響 1 ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 旭中
36 1年男子1500m 1308 桑原　蓮 1 ｸﾜﾊﾗ ﾚﾝ 下関中等
37 1年男子1500m 1444 江崎遼太郎 1 ｴｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 湯田中
38 1年男子1500m 674 森野　和騎 1 ﾓﾘﾉ ｶｽﾞｷ 光井中
39 1年男子1500m 283 中尾　拓正 1 ﾅｶｵ ﾀｸﾏｻ 東和中
40 1年男子1500m 1442 前川　釉都 1 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 華陽中
41 1年男子1500m 377 岩本　治樹 1 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｷ 川中中
42 1年男子1500m 1041 中村　拓音 1 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 安下庄中
43 1年男子1500m 759 赤木　宗謙 1 ｱｶｷﾞ ｿｳｹﾝ 徳地中
44 1年男子1500m 1000 横山　凌 1 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 田布施中
45 1年男子1500m 1386 國武　諒 1 ｸﾆﾀｹ ﾘｮｳ 高千帆中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子1500m 27 澤　宙弥 3 ｻﾜ ﾋﾛﾔ 東部中
2 共通男子1500m 829 淺田　龍 3 ｱｻﾀﾞ ﾘｭｳ 太華中
3 共通男子1500m 132 粟山　幹太 3 ｱﾜﾔﾏ ｶﾝﾀ 富田中
4 共通男子1500m 749 山城　健人 3 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝﾄ 長府中
5 共通男子1500m 679 沼田　晃 2 ﾇﾏﾀ ﾋｶﾙ 高千帆中
6 共通男子1500m 23 丸山　永遠 3 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 夢が丘中
7 共通男子1500m 627 藤本　蓮珠 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ 島田中
8 共通男子1500m 992 瀧川　悟司 3 ﾀｷｶﾞﾜ ｻﾄｼ 小郡中
9 共通男子1500m 332 西嶋　一晴 3 ﾆｼｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 彦島中
10 共通男子1500m 431 徳浪　春輝 3 ﾄｸﾅﾐ ﾊﾙｷ 浅江中
11 共通男子1500m 309 楢林　暖大 2 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋﾛ 萩東中
12 共通男子1500m 1192 佐々木　晴 3 ｻｻｷ ﾊﾙ 岐陽中
13 共通男子1500m 429 渕上　遥斗 2 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 福川中
14 共通男子1500m 314 藤野　誠也 2 ﾌｼﾞﾉ　ﾏｻﾔ 大殿中
15 共通男子1500m 328 延井　陸大 3 ﾉﾌﾞｲ ﾘｸﾄ 垢田中
16 共通男子1500m 202 黒住　仁 3 ｸﾛｽﾞﾐ ｼﾞﾝ 周陽中
17 共通男子1500m 505 中野　佑翼 3 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 田布施中
18 共通男子1500m 911 山本　賢人 2 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 下関菊川中
19 共通男子1500m 821 下村　悠太 2 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 末武中
20 共通男子1500m 1158 濱村　太希 3 ﾊﾏﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 下関中等
21 共通男子1500m 792 山中　大輔 3 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 萩西中
22 共通男子1500m 1276 藤本　佑磨 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 日新中
23 共通男子1500m 456 藤田　尊陽 3 ﾌｼﾞﾀ ﾄｱ 国府中
24 共通男子1500m 750 平賀　護 3 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾓﾙ 光井中
25 共通男子1500m 3 石田康之助 3 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 柳井中
26 共通男子1500m 1066 田村　滉輝 3 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 常盤中
27 共通男子1500m 1288 服部　佑哉 2 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 西岐波中
28 共通男子1500m 1195 小原　颯斗 2 ｵﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 川下中
29 共通男子1500m 928 石田　寛人 2 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鴻南中
30 共通男子1500m 238 守永　晟 3 ﾓﾘﾅｶﾞ ｾｲ 旭中
31 共通男子1500m 1525 熊野　恵大 3 ｸﾏﾉ ｹｲﾀ 高川学園中
32 共通男子1500m 1129 國弘総一郎 3 ｸﾆﾋﾛ ｿｳｲﾁﾛｳ 上宇部中
33 共通男子1500m 1557 出口　諒雅 3 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 大内中
34 共通男子1500m 1037 井宮　将晴 3 ｲﾐﾔ ﾏｻﾊﾙ 大島中
35 共通男子1500m 947 久賀　貴翔 2 ｸｶﾞ ﾀｶﾄ 熊毛中
36 共通男子1500m 592 原田　羚音 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｵﾝ 桑山中
37 共通男子1500m 240 原田　詢大 1 ﾊﾗﾀﾞｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 右田中
38 共通男子1500m 90 水津　壕 2 ｽｲｽﾞ ｺﾞｳ 阿武中
39 共通男子1500m 1201 岩本　海希 3 ｲﾜﾓﾄ ｶｲｷ 平生中
40 共通男子1500m 574 黒澤　成斗 3 ｸﾛｻﾜ ﾅﾙﾄ 東岐波中
41 共通男子1500m 397 中山　蓮翔 3 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝﾄ 華陽中
42 共通男子1500m 1137 末島　佑一 2 ｽｴｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 勝山中
43 共通男子1500m 561 森　開理 2 ﾓﾘ ｶｲﾘ 野田学園中
44 共通男子1500m 41 山根　悠翔 2 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ むつみ中
45 共通男子1500m 1177 大河原佑真 2 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾏ 向洋中
46 共通男子1500m 386 佐竹　来都 1 ｻﾀｹ ｸﾙﾄ 川中中
47 共通男子1500m 147 白上　俊 2 ｼﾗｶﾞﾐ ｼｭﾝ 大井小中
48 共通男子1500m 882 森野　祐一 2 ﾓﾘﾉ ﾕｳｲﾁ 厚南中
49 共通男子1500m 1486 伊東　直人 2 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 久賀中
50 共通男子1500m 980 増田　拓留 2 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾙ 小野田中
51 共通男子1500m 1081 佐々本真義 3 ｻｻﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 大嶺中
52 共通男子1500m 715 松井　維吹 2 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 桜田中
53 共通男子1500m 284 山本　達也 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 東和中
54 共通男子1500m 171 小林　大透 2 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 安下庄中
55 共通男子1500m 385 山本　悠介 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 徳地中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子3000m 494 谷本昂士郎 3 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 田布施中
2 共通男子3000m 430 山口　翔輝 3 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 浅江中
3 共通男子3000m 981 親川　秀 3 ｵﾔｶﾜ ｼｭｳ 東部中
4 共通男子3000m 124 玉野　航聖 3 ﾀﾏﾉ ｺｳｾｲ 富田中
5 共通男子3000m 472 大濵　遥喜 3 ｵｵﾊﾏ ﾊﾙｷ 国府中
6 共通男子3000m 129 渡辺　柊色 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｲﾛ 光井中
7 共通男子3000m 442 今岡　陽 3 ｲﾏｵｶ ﾊﾙ 周陽中
8 共通男子3000m 1524 安村瑠輝愛 3 ﾔｽﾑﾗ ﾙｷｱ 高川学園中
9 共通男子3000m 845 藤田　陸登 2 ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 川中中
10 共通男子3000m 632 上田　悠晴 2 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｾｲ 太華中
11 共通男子3000m 371 村田　逸樹 2 ﾑﾗﾀ ｲﾂｷ 浅江中
12 共通男子3000m 93 木村　亮太 3 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 福川中
13 共通男子3000m 690 佐々木　輝 3 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 萩東中
14 共通男子3000m 246 縄田　貴大 2 ﾅﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 周陽中
15 共通男子3000m 214 清木　涼平 3 ｾｲｷ ﾘｮｳﾍｲ 周南菊川中
16 共通男子3000m 8 吉國　海音 2 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 高川学園中
17 共通男子3000m 1199 西川　遼 3 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 平生中
18 共通男子3000m 802 西村　飛鳥 3 ﾆｼﾑﾗ ｱｽｶ 島田中
19 共通男子3000m 167 平川　海衣 2 ﾋﾗｶﾜ ｶｲ 鴻南中
20 共通男子3000m 1059 高橋　拓夢 3 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 藤山中
21 共通男子3000m 198 高山　琉威 3 ﾀｶﾔﾏ ﾙｲ 桜田中
22 共通男子3000m 963 山村　祐人 3 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 長府中
23 共通男子3000m 473 武中　竜馬 3 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾏ 国府中
24 共通男子3000m 731 髙山　裕雅 3 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 下関菊川中
25 共通男子3000m 639 飯尾　太一 3 ｲｲｵ ﾀｲﾁ 島田中
26 共通男子3000m 507 野坂　昂平 3 ﾉｻｶ ｺｳﾍｲ 田布施中
27 共通男子3000m 585 木村　晴和 3 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 富田中
28 共通男子3000m 774 山本　祥多 3 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高千帆中
29 共通男子3000m 363 富岡　一聖 2 ﾄﾐｵｶ ｲｯｾ 右田中
30 共通男子3000m 721 三好　晃将 3 ﾐﾖｼ ｺｳｽｹ 萩東中
31 共通男子3000m 959 岡　暖人 1 ｵｶ ﾊﾙﾄ 鴻南中
32 共通男子3000m 1202 松永　泰盛 3 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 平生中
33 共通男子3000m 1500 赤瀬　志優 2 ｱｶｾ ｼﾕｳ 小野田中
34 共通男子3000m 541 河谷　成哲 3 ｶﾜﾀﾆ ﾅﾘｱｷ 末武中
35 共通男子3000m 634 河村　碧生斗 2 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾄ 太華中
36 共通男子3000m 324 古城　拓馬 3 ｺｼﾞｮｳ ﾀｸﾏ 垢田中
37 共通男子3000m 340 西嶋　海人 3 ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲﾄ 彦島中
38 共通男子3000m 1144 山本　晴日 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 西岐波中
39 共通男子3000m 1493 水津　勇人 2 ｽｲﾂﾞ ﾊﾔﾄ 桜田中
40 共通男子3000m 1049 山本健一朗 2 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 深川中
41 共通男子3000m 813 髙橋　智仁 2 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾄ 小郡中
42 共通男子3000m 411 岡　陽太 2 ｵｶ ﾖｳﾀ 西岐波中
43 共通男子3000m 696 村谷　建一 1 ﾑﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 上宇部中
44 共通男子3000m 1612 新谷　凛豊 3 ｼﾝﾀﾆ ﾘﾝﾄ 下関中等
45 共通男子3000m 1035 山本　雄介 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 厚南中
46 共通男子3000m 1287 橋本佑二郎 2 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 常盤中
47 共通男子3000m 787 藤村　潤一 3 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 萩西中
48 共通男子3000m 517 伊藤煌太朗 1 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 桑山中
49 共通男子3000m 135 高松　佑羽 2 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳ 末武中
50 共通男子3000m 1026 松尾　卓敏 1 ﾏﾂｵ ﾀｸﾄ 厚南中
51 共通男子3000m 984 江頭　誠人 2 ｴｶﾞｼﾗ ﾏｺﾄ 小野田中
52 共通男子3000m 518 中島　優大 1 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 桑山中
53 共通男子3000m 698 小西　悠晴 1 ｺﾆｼ ﾕｳｾｲ 上宇部中
54 共通男子3000m 289 瓜生　修二 3 ｳﾘｳ ｼｭｳｼﾞ 垢田中
55 共通男子3000m 2 森本　龍弥 2 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ 東部中
56 共通男子3000m 1217 北村　孝宗 2 ｷﾀﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 下関中等
57 共通男子3000m 779 角屋　幸來 3 ｶﾄﾞﾔ ﾕﾗ 萩西中
58 共通男子3000m 245 德重　晴紀 3 ﾄｸｼｹﾞ ﾊﾙｷ 長府中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子110mH 426 田中　光己 3 ﾀﾅｶ ﾐﾂｷ 浅江中
2 共通男子110mH 327 津森　雄磨 3 ﾂﾓﾘ ﾕｳﾏ 垢田中
3 共通男子110mH 506 中村　遙陽 3 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋ 田布施中
4 共通男子110mH 1244 藤本　翔也 3 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾔ 萩東中
5 共通男子110mH 929 小野　友暉 2 ｵﾉ ﾕｳｷ 萩西中
6 共通男子110mH 1056 玉泉　鴻 3 ﾀﾏｲｽﾞﾐ ｺｳ 藤山中
7 共通男子110mH 1181 冨永諒太朗 2 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 向洋中
8 共通男子110mH 160 横田　悠人 3 ﾖｺﾀ ﾊﾙﾄ 長成中
9 共通男子110mH 641 山本　悠太 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 島田中
10 共通男子110mH 665 古谷　悠貴 2 ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾀｶ 高千帆中
11 共通男子110mH 1183 磯部　春樹 3 ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ 岐陽中
12 共通男子110mH 221 岡原　空輝 2 ｵｶﾊﾗ ｱｷ 柳井中
13 共通男子110mH 1294 中村京志郎 2 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｼﾛｳ 高川学園中
14 共通男子110mH 580 新枦　珀和 2 ｼﾝﾊﾞｼ ﾊｸﾜ 桑山中
15 共通男子110mH 700 宮瀬　硫朔 1 ﾐﾔｾ ｲｻｷ 上宇部中
16 共通男子110mH 415 渡部　翔太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 華陽中
17 共通男子110mH 575 松本　侠眞 1 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾏ 西岐波中
18 共通男子110mH 742 中村　凌駕 2 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 桜田中
19 共通男子110mH 104 梅本　慶太 2 ｳﾒﾓﾄ ｹｲﾀ 光井中
20 共通男子110mH 1306 辻　貴司 1 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 下関中等



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子4X100mR 桑山中 桑山中
2 共通男子4X100mR 岐陽中 岐陽中
3 共通男子4X100mR 田布施中 田布施中
4 共通男子4X100mR 萩西中 萩西中
5 共通男子4X100mR 大内中 大内中
6 共通男子4X100mR 小郡中 小郡中
7 共通男子4X100mR 島田中 島田中
8 共通男子4X100mR 浅江中 浅江中
9 共通男子4X100mR 下関菊川中 下関菊川中
10 共通男子4X100mR 垢田中 垢田中
11 共通男子4X100mR 向洋中 向洋中
12 共通男子4X100mR 大嶺中 大嶺中
13 共通男子4X100mR 長成中 長成中
14 共通男子4X100mR 日新中 日新中
15 共通男子4X100mR 川中中 川中中
16 共通男子4X100mR 下関中等 下関中等
17 共通男子4X100mR 東部中 東部中
18 共通男子4X100mR 富田中 富田中
19 共通男子4X100mR 山の田中 山の田中
20 共通男子4X100mR 高千帆中 高千帆中
21 共通男子4X100mR 鴻南中 鴻南中
22 共通男子4X100mR 萩東中 萩東中
23 共通男子4X100mR 国府中 国府中
24 共通男子4X100mR 華陽中 華陽中
25 共通男子4X100mR 小野田中 小野田中
26 共通男子4X100mR 周陽中 周陽中
27 共通男子4X100mR 藤山中 藤山中
28 共通男子4X100mR 彦島中 彦島中
29 共通男子4X100mR 長府中 長府中
30 共通男子4X100mR 野田学園中 野田学園中
31 共通男子4X100mR 西岐波中 西岐波中
32 共通男子4X100mR 厚南中 厚南中
33 共通男子4X100mR 光井中 光井中
34 共通男子4X100mR 桜田中 桜田中
35 共通男子4X100mR 神原中 神原中
36 共通男子4X100mR 東岐波中 東岐波中
37 共通男子4X100mR 柳井中 柳井中
38 共通男子4X100mR 佐波中 佐波中
39 共通男子4X100mR 川下中 川下中
40 共通男子4X100mR 麻里布中 麻里布中
41 共通男子4X100mR 末武中 末武中
42 共通男子4X100mR 黒石中 黒石中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子走高跳 852 高橋　永進 2 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾝ 川中中
2 共通男子走高跳 140 糸稲　真也 3 ｲﾄｲﾈ ｼﾝﾔ 富田中
3 共通男子走高跳 1103 田中　涼斗 3 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ 川下中
4 共通男子走高跳 1088 中村　真人 3 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾄ 大嶺中
5 共通男子走高跳 747 森田　陽琉 2 ﾓﾘﾀ ﾊﾙ 野田学園中
6 共通男子走高跳 600 椿　直剛 2 ﾂﾊﾞｷ ﾅｵﾀｶ 桑山中
7 共通男子走高跳 10 西村　悠希 1 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 高川学園中
8 共通男子走高跳 220 鈴木　尊久 3 ｽｽﾞｷ ｿﾝｸﾞ 旭中
9 共通男子走高跳 376 藤田　仁 3 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ 小野田中
10 共通男子走高跳 1160 板垣　光輝 2 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｷ 向洋中
11 共通男子走高跳 466 三原　秀平 2 ﾐﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 国府中
12 共通男子走高跳 1157 山根　和生 2 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｷ 勝山中
13 共通男子走高跳 1074 松村　隆樹 2 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ 岐陽中
14 共通男子走高跳 1499 重原　唯斗 1 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ 萩東中
15 共通男子走高跳 780 副島　遼生 1 ｿｴｼﾞﾏ ﾘｮｳｾｲ 末武中
16 共通男子走高跳 1611 山近　秀樹 3 ﾔﾏﾁｶ ﾋﾃﾞｷ 下関中等
1 共通男子棒高跳 211 貞廣　瀬名 3 ｻﾀﾞﾋﾛ ｾﾅ 光井中
1 共通男子走幅跳 155 髙山　逸希 3 ﾀｶﾔﾏ ｲﾂｷ 長成中
2 共通男子走幅跳 26 鴨川　洸登 3 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 仙崎中
3 共通男子走幅跳 316 宇都宮　璃来 2 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸ 彦島中
4 共通男子走幅跳 855 大下　波音 3 ｵｵｼﾀ ﾊｵﾄ 下関菊川中
5 共通男子走幅跳 793 横山　陸人 3 ﾖｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 萩西中
6 共通男子走幅跳 210 小宮　煌希 3 ｺﾐﾔ ｺｳｷ 周陽中
7 共通男子走幅跳 593 福場虎太郎 3 ﾌｸﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 大井小中
8 共通男子走幅跳 803 濵口　悠 3 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 川中中
9 共通男子走幅跳 1371 川口　貴稔 3 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 久賀中
10 共通男子走幅跳 141 岡野　稜平 3 ｵｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 東部中
11 共通男子走幅跳 387 関　遼大 3 ｾｷ ﾘｮｳﾀ 小野田中
12 共通男子走幅跳 199 福本　一繁 3 ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 桜田中
13 共通男子走幅跳 101 岸村　遥帆 3 ｷｼﾑﾗ ﾊﾙﾎ 光井中
14 共通男子走幅跳 581 嶋谷　来輝 2 ｼﾏﾀﾆ ﾗｲｷ 桑山中
15 共通男子走幅跳 637 松窪　結斗 2 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾕｲﾄ 富田中
16 共通男子走幅跳 1301 松岡　大希 1 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｷ 川下中
17 共通男子走幅跳 537 原田　望光 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 末武中
18 共通男子走幅跳 640 長合　祐弥 3 ﾁｮｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 島田中
19 共通男子走幅跳 1163 峰藤　暖都 2 ﾐﾈﾌｼﾞ ﾊﾙﾄ 向洋中
20 共通男子走幅跳 660 倉住　元悠 2 ｸﾗｽﾞﾐ ﾓﾄﾊﾙ 岐陽中
21 共通男子走幅跳 433 山根　陸空 3 ﾔﾏﾈ ﾘｸ 浅江中
22 共通男子走幅跳 1055 三谷　直也 1 ﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 太華中
23 共通男子走幅跳 1204 上田　大陸 2 ｳｴﾀﾞ ﾘｸ 萩東中
24 共通男子走幅跳 408 坂田　優音 2 ｻｶﾀ ﾋﾛﾄ 西岐波中
25 共通男子走幅跳 688 嶋津　洪摩 2 ｼﾏﾂﾞ ｺｳﾏ 上宇部中
26 共通男子走幅跳 330 杉本　新汰 2 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾗﾀ 佐波中
27 共通男子走幅跳 936 中島　歩 1 ﾅｶｼﾏ ｱﾕﾑ 垢田中
28 共通男子走幅跳 414 中村　勇斗 3 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 華陽中
29 共通男子走幅跳 1363 濱川星太朗 1 ﾊﾏｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 日新中
30 共通男子走幅跳 921 桐田　嶺 2 ｷﾘﾀ ﾚｲ 大島中
31 共通男子走幅跳 514 森本　崇矢 3 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 田布施中
32 共通男子走幅跳 1282 神﨑　晴空 2 ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾙｸ 常盤中
33 共通男子走幅跳 1221 橋本　大門 2 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 下関中等
34 共通男子走幅跳 470 山内　拓真 2 ﾔﾏｳﾁ ﾀｸﾏ 国府中
35 共通男子走幅跳 100 松本　英士 3 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼ 柳井中
36 共通男子走幅跳 165 伊東　優真 2 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 鴻南中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通男子三段跳 1180 河野　倭士 2 ｶﾜﾉ ﾔﾏﾄ 向洋中
2 共通男子三段跳 1208 中村　知駿 1 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾔ 萩東中
3 共通男子三段跳 778 岩本　康志 3 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼ 萩西中
4 共通男子三段跳 1216 河﨑　拓仁 2 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ 下関中等
5 共通男子三段跳 1573 松重　卓志 3 ﾏﾂｼｹﾞ ﾀｶｼ 浅江中
6 共通男子三段跳 850 小田　晄世 2 ｵﾀﾞ ｺｳｾｲ 川中中
7 共通男子三段跳 95 浅原隆之介 3 ｱｻﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 柳井中
8 共通男子三段跳 139 成田　周哉 2 ﾅﾘﾀ ｼｭｳﾔ 光井中
1 共通男子砲丸投 551 伊藤　大地 3 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 桑山中
2 共通男子砲丸投 488 石田　宜義 3 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 田布施中
3 共通男子砲丸投 1456 松浦　優汰 3 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 越ヶ浜中
4 共通男子砲丸投 446 徳富蒼一郎 3 ﾄｸﾄﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 国府中
5 共通男子砲丸投 225 三戸　泰輝 3 ﾐﾄ ﾀｲｷ 旭中
6 共通男子砲丸投 1115 篠原　歩希 3 ｼﾉﾊﾗ  ｲﾌﾞｷ 木屋川中
7 共通男子砲丸投 857 月足洸太朗 3 ﾂｷｱｼ ｺｳﾀﾛｳ 黒石中
8 共通男子砲丸投 424 河本　翔真 3 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾏ 浅江中
9 共通男子砲丸投 59 大島聖二郎 3 ｵｵｼﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ 阿武中
10 共通男子砲丸投 1586 村上　綜史 3 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｼ 長府中
11 共通男子砲丸投 366 有吉　陽生 3 ｱﾘﾖｼ ﾊﾙｷ 小野田中
12 共通男子砲丸投 416 土居慶士郎 2 ﾄﾞｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 西岐波中
13 共通男子砲丸投 1484 岩上　優心 3 ｲﾜｶﾞﾐ ﾕｳｼﾝ 川中中
14 共通男子砲丸投 1280 倉本　比呂 3 ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛ 富田中
15 共通男子砲丸投 1375 高尾　大輝 3 ﾀｶｵ ﾋﾛｷ 久賀中
16 共通男子砲丸投 918 石川　育羽 1 ｲｼｶﾜ ｲｸﾊ 島田中
17 共通男子砲丸投 1120 新村　琉斗 3 ｼﾝﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 東和中
18 共通男子砲丸投 1430 福江　秀人 1 ﾌｸｴ ﾋﾃﾞﾄ 大内中
19 共通男子砲丸投 1211 村田　利玖 1 ﾑﾗﾀ ﾘｸ 萩東中
20 共通男子砲丸投 577 中野　晃聖 3 ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ 東岐波中
21 共通男子砲丸投 1224 長谷川義将 2 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾏｻ 下関中等
22 共通男子砲丸投 1182 石丸　陽 3 ｲｼﾏﾙ ﾖｳ 岐陽中
23 共通男子砲丸投 447 甲田　悠稀 1 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 晃英館中
24 共通男子砲丸投 1502 豊嶋　瑛太 2 ﾄﾖｼﾏ ｴｲﾀ 下関菊川中
25 共通男子砲丸投 1001 波多野賢伸 1 ﾊﾀﾉ ｹﾝｼﾝ 神原中
26 共通男子砲丸投 812 八木　将吾 1 ﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 末武中
27 共通男子砲丸投 122 山本　満仁 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾄ 光井中
28 共通男子砲丸投 1234 佐野　裕太 1 ｻﾉ ﾕｳﾀ 藤山中
29 共通男子砲丸投 425 丸原　知也 2 ﾏﾙﾊﾗ ﾄﾓﾔ 東部中
1 共通男子四種競技 989 山中　柊弥 3 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾔ 小郡中
2 共通男子四種競技 369 高原　一誠 3 ﾀｶﾊﾗ ｲｯｾｲ 高千帆中
3 共通男子四種競技 255 淺井　晴充 2 ｱｻｲ ﾊﾙﾐﾂ 萩西中
4 共通男子四種競技 672 福永マルコス 2 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏﾙｺｽ 向洋中
5 共通男子四種競技 722 吉光　柚貴 3 ﾖｼﾐﾂ ﾕｽﾞｷ 萩東中
6 共通男子四種競技 441 生田　大和 3 ｲｸﾀ ﾔﾏﾄ 柳井中
7 共通男子四種競技 1021 土居龍之介 3 ﾄﾞｲ  ﾘｭｳﾉｽｹ 岐陽中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 1年女子100m 947 藤井　紗夢 1 ﾌｼﾞｲ ｻﾕ 富田中
2 1年女子100m 575 前田　由依 1 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 勝山中
3 1年女子100m 1 立川　優菜 1 ﾀﾁｶﾜ ﾕﾅ 周陽中
4 1年女子100m 728 磯部　桃花 1 ｲｿﾍﾞ ﾓﾓｶ 鴻南中
5 1年女子100m 309 上田　晴子 1 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｺ 深川中
6 1年女子100m 16 河本美蘭子 1 ｶﾜﾓﾄ ﾐｶｺ 仙崎中
7 1年女子100m 1152 岡本　悠希 1 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 潟上中
8 1年女子100m 254 吉岡　陽菜 1 ﾖｼｵｶ ﾋﾅ 国府中
9 1年女子100m 611 前野ひより 1 ﾏｴﾉ ﾋﾖﾘ 防府小野中
10 1年女子100m 91 澄井優里香 1 ｽﾐｲ ﾕﾘｶ 柳井中
11 1年女子100m 353 白井  麗蘭 1 ｼﾗｲ ﾚｲﾗ 萩西中
12 1年女子100m 863 生田　帆南 1 ｲｸﾀ ﾎﾅﾐ 小野田中
13 1年女子100m 744 熊本　菫 1 ｸﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 田布施中
14 1年女子100m 184 福永　陽果 1 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 岩国中
15 1年女子100m 724 三井　涼加 1 ﾐﾂｲ ｽｽﾞｶ 小郡中
16 1年女子100m 1157 岩本　紗季 1 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 岐陽中
17 1年女子100m 340 吉村　日那 1 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾅ 晃英館中
18 1年女子100m 537 岩脇　璃湖 1 ｲﾜﾜｷ ﾘｺ 西岐波中
19 1年女子100m 129 伊藤　遥 1 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 桑山中
20 1年女子100m 584 畠中　南月 1 ﾊﾀｹﾅｶ ﾅﾂｷ 下関菊川中
21 1年女子100m 262 田原　夢夏 1 ﾀﾊﾗ ﾕﾒｶ 彦島中
22 1年女子100m 273 藤野　美月 1 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾂﾞｷ 川中中
23 1年女子100m 961 眞弓　栞 1 ﾏﾕﾐ ｼｵﾘ 日新中
24 1年女子100m 516 崎下　莉子 1 ｻｷｼﾀ ﾘｺ 山の田中
25 1年女子100m 199 川瀬　美桜 1 ｶﾜｾ ﾐｵ 佐波中
26 1年女子100m 1102 鈴木　夢唯 1 ｽｽﾞｷ ﾕﾒｲ 大嶺中
27 1年女子100m 102 磯﨑ひかり 1 ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾘ 高川学園中
28 1年女子100m 255 町田　梓 1 ﾏﾁﾀﾞ ｱｽﾞｻ 東部中
29 1年女子100m 194 原　杏菜 1 ﾊﾗ ｱﾝﾅ 右田中
30 1年女子100m 852 横瀬　未歩 1 ﾖｺｾ ﾐﾎ 太華中
31 1年女子100m 856 寳迫　百果 1 ﾎｳｻｺ ﾓﾓｶ 浅江中
32 1年女子100m 299 久保田ゆうな 1 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾅ 光井中
33 1年女子100m 1059 塩見　咲心 1 ｼｵﾐ ｻﾗ 大内中
34 1年女子100m 790 厚東　春香 1 ｺﾄｳ ﾊﾙｶ 川上中
35 1年女子100m 228 岡田優里菜 1 ｵｶﾀﾞ ﾕﾘﾅ 麻里布中
36 1年女子100m 921 武田　百桃 1 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 川下中
37 1年女子100m 546 服部　空愛 1 ﾊｯﾄﾘ ｿｱ 東岐波中
38 1年女子100m 259 塚本　愛音 1 ﾂｶﾓﾄ ｱﾉﾝ 萩光塩中
39 1年女子100m 591 稲田はるる 1 ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾙ 上宇部中
40 1年女子100m 798 原　優来 1 ﾊﾗ ﾋﾛﾅ 野田学園中
41 1年女子100m 941 福永　優姫 1 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｷ 常盤中
42 1年女子100m 918 福田結衣子 1 ﾌｸﾀﾞ ﾕｲｺ 慶進中
43 1年女子100m 50 小野こむぎ 1 ｵﾉ ｺﾑｷﾞ むつみ中
44 1年女子100m 914 村上　絵美 1 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 藤山中
45 1年女子100m 579 宮内　妃菜 1 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾅ 向洋中
46 1年女子100m 144 久光　晴 1 ﾋｻﾐﾂ ﾊﾙ 福栄中
47 1年女子100m 902 井町　百芭 1 ｲﾏﾁ ﾓﾓﾊ 萩東中
48 1年女子100m 99 竹内　観音 1 ﾀｹｳﾁ ｶﾉﾝ 旭中
49 1年女子100m 208 安村　弥々 1 ﾔｽﾑﾗ ﾔﾔ 大島中
50 1年女子100m 789 山崎　咲絢 1 ﾔﾏｻｷ ｻｱﾔ 厚南中
51 1年女子100m 991 酒井　美葵 1 ｻｶｲ ﾐｷ 平生中
52 1年女子100m 1005 森　一華 1 ﾓﾘ ｲﾁｶ 高千帆中
53 1年女子100m 616 石田　愛梨 1 ｲｼﾀﾞ ｱｲﾘ 末武中
54 1年女子100m 1096 能野　志音 1 ﾉｳﾉ ｼｵﾝ 華陽中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子100m 1523 先村　若奈 3 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 高川学園中
2 共通女子100m 90 久保　瑞乃 2 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 旭中
3 共通女子100m 155 坪倉　愛美 3 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏﾅﾐ 長成中
4 共通女子100m 1112 河口小百合 3 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 岩国中
5 共通女子100m 204 稲永　茉帆 2 ｲﾅﾅｶﾞ ﾏﾎ 萩東中
6 共通女子100m 865 野中　美空 3 ﾉﾅｶ ﾐｸ 勝山中
7 共通女子100m 471 中田　香葉 3 ﾅｶﾀ ｺﾉﾊ 野田学園中
8 共通女子100m 1073 沖田　心愛 3 ｵｷﾀ ｺｺｱ 熊毛中
9 共通女子100m 1330 荒牧　春那 2 ｱﾗﾏｷ ﾊﾙﾅ 岐陽中
10 共通女子100m 1246 秋月　菜那 2 ｱｷﾂﾞｷ ﾅﾅ 常盤中
11 共通女子100m 1015 中嶋　紗彩 3 ﾅｶｼﾏ ｻｷ 下関中等
12 共通女子100m 878 安田　雛 2 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾅﾉ 東部中
13 共通女子100m 480 國嶋　彩加 3 ｸﾆｼﾏ ｱﾔｶ 末武中
14 共通女子100m 1068 田野亜莉紗 2 ﾀﾉ ｱﾘｻ 上宇部中
15 共通女子100m 410 小笹　愛可 2 ｵｻﾞｻ ｱｲｶ 垢田中
16 共通女子100m 716 永谷優美紗 3 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｻ 太華中
17 共通女子100m 384 田上　彩希 3 ﾀｶﾞﾐ ｱｷ 国府中
18 共通女子100m 957 西村　萌杏 2 ﾆｼﾑﾗ ﾓｱ 萩西中
19 共通女子100m 939 清水　陽愛 2 ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 鴻南中
20 共通女子100m 291 山本　明佳 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐波中
21 共通女子100m 1131 来栖　若菜 3 ｸﾙｽ ﾜｶﾅ 富田中
22 共通女子100m 327 梶　ひなた 3 ｶｼﾞ ﾋﾅﾀ 小野田中
23 共通女子100m 848 曽我　莉子 2 ｿｶﾞ ﾘｺ 川中中
24 共通女子100m 545 竹本　莉菜 3 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾅ 島田中
25 共通女子100m 412 西村　柚香 3 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 田布施中
26 共通女子100m 22 岡村ひかり 3 ｵｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 豊田中
27 共通女子100m 362 西村　和奏 3 ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 浅江中
28 共通女子100m 288 佐伯　円香 3 ｻｴｷ ﾏﾄﾞｶ むつみ中
29 共通女子100m 737 中村　心音 3 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 黒石中
30 共通女子100m 114 山根日真莉 3 ﾔﾏﾈ ﾋﾏﾘ 光井中
31 共通女子100m 1279 伊藤　未倖 2 ｲﾄｳ ﾐﾕ 慶進中
32 共通女子100m 931 永冨　裕菜 2 ﾅｶﾞﾄﾞﾐ ﾕｳﾅ 下関菊川中
33 共通女子100m 56 平本　瑞季 3 ﾋﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 柳井中
34 共通女子100m 13 熊谷　美優 2 ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾕｳ 長府中
35 共通女子100m 422 竹杉　稚捺 2 ﾀｹｽｷﾞ ﾁﾅﾂ 西岐波中
36 共通女子100m 503 嶋本　佳奈 2 ｼﾏﾓﾄ ｶﾅ 桑山中
37 共通女子100m 892 竹山　七海 3 ﾀｹﾔﾏ ﾅﾅﾐ 大嶺中
38 共通女子100m 1358 佐々木彩乃 3 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 大内中
39 共通女子100m 361 村田　由来 2 ﾑﾗﾀ ﾕﾗ 右田中
40 共通女子100m 767 藤井沙里奈 2 ﾌｼﾞｲ ｻﾘﾅ 小郡中
41 共通女子100m 1251 飯島ななか 2 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 日新中
42 共通女子100m 756 中野　満咲 2 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 山の田中
43 共通女子100m 1051 荒木　千奈 3 ｱﾗｷ ﾁﾅ 平生中
44 共通女子100m 1214 武田　千桜 2 ﾀｹﾀﾞ ﾁﾊﾙ 川下中
45 共通女子100m 1180 藤井　莉子 2 ﾌｼﾞｲ ﾘｺ 神原中
46 共通女子100m 669 藤田ひかる 3 ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ 高千帆中
47 共通女子100m 631 平田　百 2 ﾋﾗﾀ ﾓﾓ 桜田中
48 共通女子100m 339 山野　莉奈 3 ﾔﾏﾉ ﾘﾅ 華陽中
49 共通女子100m 374 末廣　栞子 2 ｽｴﾋﾛ ｶｺ 東岐波中
50 共通女子100m 1306 末武　美紗 3 ｽｴﾀｹ ﾐｻ 越ヶ浜中
51 共通女子100m 229 奥山　里美 1 ｵｸﾔﾏ ｻﾄﾐ 麻里布中
52 共通女子100m 36 藤田　沙季 2 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 三見中
53 共通女子100m 783 宗野　芽生 1 ﾑﾈﾉ ﾒｲ 厚南中
54 共通女子100m 178 若崎　栞 2 ﾜｶｻｷ ｼｵﾘ 周陽中
55 共通女子100m 1091 三隅　夏帆 2 ﾐｽﾐ ｶﾎ 藤山中
56 共通女子100m 209 山本　幸乃 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉ 大島中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子200m 116 森宗　愛理 3 ﾓﾘﾑﾈ ｱｲﾘ 東部中
2 共通女子200m 949 森　夏音 3 ﾓﾘ ﾅﾂﾈ 川中中
3 共通女子200m 411 中川　優里 3 ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾘ 田布施中
4 共通女子200m 785 三井　綾乃 3 ﾐｲ ｱﾔﾉ 小郡中
5 共通女子200m 310 栢　芽生 1 ｶﾔ ﾒｲ 深川中
6 共通女子200m 1140 烏田　歩美 2 ｶﾗｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 勝山中
7 共通女子200m 20 藤田　桜子 2 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 浅江中
8 共通女子200m 468 重宗さくら 2 ｼｹﾞﾑﾈｻｸﾗ 国府中
9 共通女子200m 421 下村みのり 2 ｼﾓﾑﾗ ﾐﾉﾘ 西岐波中
10 共通女子200m 1018 林田　朱音 3 ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｶﾈ 下関中等
11 共通女子200m 3 小山　ゆい 1 ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽中
12 共通女子200m 671 岡田　真侑 2 ｵｶﾀﾞ ﾏﾕ 長府中
13 共通女子200m 202 廣中　菜乃 2 ﾋﾛﾅｶ ﾅﾉ 大内中
14 共通女子200m 1219 櫛田　愛衣 2 ｸｼﾀﾞ ｱｲ 大嶺中
15 共通女子200m 18 野口　絢音 3 ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 晃英館中
16 共通女子200m 348 檜垣　美結 3 ﾋｶﾞｷ ﾐﾕ 華陽中
17 共通女子200m 1139 松村　知穂 3 ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾎ 佐波中
18 共通女子200m 568 藏田　理緒 3 ｸﾗﾀ ﾘｵ 萩東中
19 共通女子200m 1286 松田こころ 2 ﾏﾂﾀﾞ ｺｺﾛ 日新中
20 共通女子200m 1048 松原　果保 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾎ 岐陽中
21 共通女子200m 1093 山本　悠結 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾕ 藤山中
22 共通女子200m 86 秋守　美咲 2 ｱｷﾓﾘ ﾐｻｷ 越ヶ浜中
23 共通女子200m 497 河根　心夏 3 ｶﾜﾈ ｺｺﾅ 末武中
24 共通女子200m 1025 細田眞友子 2 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕｺ 小野田中
25 共通女子200m 739 倉本　美咲 2 ｸﾗﾓﾄ ﾐｻｷ 山の田中
26 共通女子200m 970 山本　優藍 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ 上宇部中
27 共通女子200m 934 光田　麻里 2 ﾐﾂﾀﾞ ﾏﾘ 下関菊川中
28 共通女子200m 407 野村　空愛 2 ﾉﾑﾗ ｿｱ 徳地中
29 共通女子200m 1361 髙濱　綾華 3 ﾀｶﾊﾏ ｱﾔｶ 慶進中
30 共通女子200m 301 松永　紗和 3 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 垢田中
31 共通女子200m 494 豊田　菜桜 2 ﾄﾖﾀ ﾅｵ 桑山中
32 共通女子200m 629 本田　陽依 2 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾖﾘ 桜田中
33 共通女子200m 1179 岡田　華実 2 ｵｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 神原中
34 共通女子200m 29 松中　嘉音 2 ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ むつみ中
35 共通女子200m 85 内藤　央瑠 2 ﾅｲﾄｳ ｵｳﾙ 光井中
36 共通女子200m 940 平田　乃愛 2 ﾋﾗﾀ ﾉｱ 鴻南中
37 共通女子200m 720 三森　華 3 ﾐﾓﾘ ﾊﾅ 太華中
38 共通女子200m 1050 波多野心菜 2 ﾊﾀﾞﾉ ｺｺﾅ 黒石中
39 共通女子200m 82 古谷　咲結 3 ﾌﾙﾔ ｻﾕ 富田中
40 共通女子200m 799 野花みひろ 1 ﾉﾊﾞﾅ ﾐﾋﾛ 野田学園中
41 共通女子200m 938 渡壁　百葉 1 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾓﾓﾊ 常盤中
42 共通女子200m 909 橋本　夢佳 2 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 麻里布中
43 共通女子200m 585 中村真梨子 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 高千帆中
44 共通女子200m 1006 水田　華音 2 ﾐｽﾞﾀ ｶﾉﾝ 熊毛中
45 共通女子200m 399 坂本　果梨 1 ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ 東岐波中
46 共通女子200m 25 中村　清楓 2 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 島田中
47 共通女子200m 126 浅原よし乃 2 ｱｻﾊﾗ ﾖｼﾉ 柳井中
48 共通女子200m 261 利光茉奈実 1 ﾄｼﾐﾂ ﾏﾅﾐ 彦島中
49 共通女子200m 168 川満　有紗 3 ｶﾜﾐﾂ ｱﾘｻ 長成中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子400m 157 藤村　李魅 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ 周陽中
2 共通女子400m 2 片野　瑠唯 3 ｶﾀﾉ ﾙｲ 久保中
3 共通女子400m 984 大畠　夢 3 ｵｵﾊﾀ ﾕﾒ 上宇部中
4 共通女子400m 815 徳永　七菜 3 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾅ 岐陽中
5 共通女子400m 490 村田　陽奈 2 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾅ 桑山中
6 共通女子400m 1014 川﨑　光稀 3 ｶﾜｻｷ ﾐﾂﾞｷ 下関中等
7 共通女子400m 186 河尻　真桜 3 ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｵ 野田学園中
8 共通女子400m 884 大村　琉夏 3 ｵｵﾑﾗ ﾙｶ 大嶺中
9 共通女子400m 1082 村田　千種 2 ﾑﾗﾀ ﾁｸﾞｻ 木屋川中
10 共通女子400m 1074 栗林　美羽 1 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｳ 大内中
11 共通女子400m 379 礒邊　唯花 2 ｲｿﾍﾞ ﾕｲｶ 浅江中
12 共通女子400m 956 田原　結菜 2 ﾀﾊﾗ ﾕﾅ 鴻南中
13 共通女子400m 496 川崎　華怜 3 ｶﾜｻｷ ｶﾚﾝ 末武中
14 共通女子400m 401 吉川　知里 3 ｷｯｶﾜ ﾁﾘ 田布施中
15 共通女子400m 664 金田乃々花 2 ｶﾈﾀﾞ ﾉﾉｶ 長府中
16 共通女子400m 566 秋本　優 3 ｱｷﾓﾄ ﾕｳ 萩東中
17 共通女子400m 772 末永　真衣 2 ｽｴﾅｶﾞ ﾏｲ 小郡中
18 共通女子400m 1171 村田　愛菜 2 ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ 岩国中
19 共通女子400m 156 本島　希羽 3 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾉﾉﾊ 長成中
20 共通女子400m 1194 栁　瑠美 2 ﾔﾅｷﾞ ﾙﾐ 川下中
21 共通女子400m 313 坂野　裕那 1 ｻｶﾉ ﾕﾅ 深川中
22 共通女子400m 1250 平田羽留香 2 ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 常盤中
23 共通女子400m 971 岡田　姫花 1 ｵｶﾀﾞ ﾋﾒｶ 熊毛中
24 共通女子400m 1253 重矢　梨里 2 ｵﾓﾔ ﾘﾘｲ 日新中
25 共通女子400m 1029 川村　姫楓 2 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾒｶ 小野田中
26 共通女子400m 731 吉津　沙希 3 ﾖｼｽﾞ ｻｷ 太華中
27 共通女子400m 660 倉岡　唯羽 3 ｸﾗｵｶ ﾕｲﾊ 高千帆中
28 共通女子400m 561 黒石　紗来 1 ｸﾛｲｼ ｻﾗ 勝山中
29 共通女子400m 1280 崎山陽奈子 2 ｻｷﾔﾏ ﾋﾅｺ 慶進中
30 共通女子400m 913 中野　愛美 2 ﾅｶﾉ ﾏﾅﾐ 厚南中
31 共通女子400m 345 小川　桃奈 3 ｵｶﾞﾜ ﾓﾅ 華陽中
32 共通女子400m 242 田端　花帆 1 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾎ 国府中
33 共通女子400m 995 中野　恵理 1 ﾅｶﾉ ｴﾘ 平生中
34 共通女子400m 1127 髙杉　文梨 3 ﾀｶｽｷﾞ ｱﾔﾘ 富田中
35 共通女子400m 181 金子　実由 2 ｶﾈｺ ﾐﾕ 萩西中
36 共通女子400m 372 浪松　藍美 2 ﾅﾐﾏﾂ ｱｲﾐ 右田中
37 共通女子400m 1166 長津　桜空 2 ﾅｶﾞﾂ ｻｸﾗ 向洋中
38 共通女子400m 258 久保　綺寧 1 ｸﾎﾞ ｱﾔﾈ 東部中
1 共通女子800m 550 青木　愛莉 3 ｱｵｷ ｱｲﾘ 島田中
2 共通女子800m 967 玉本　莉子 1 ﾀﾏﾓﾄ ﾘｺ 熊毛中
3 共通女子800m 176 原田　栞那 3 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾅ 厚南中
4 共通女子800m 394 川村　夏美 3 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 田布施中
5 共通女子800m 1522 磯﨑あゆみ 3 ｲｿｻﾞｷ ｱﾕﾐ 高川学園中
6 共通女子800m 7 西嶋夏樹沙 2 ﾆｼｼﾞﾏ ﾅｷﾞｻ 安岡中
7 共通女子800m 1081 本田　恵麻 2 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾏ 木屋川中
8 共通女子800m 52 有吉　咲楽 3 ｱﾘﾖｼ ｻｸﾗ 周陽中
9 共通女子800m 37 古重　笑愛 2 ﾌﾙｼｹﾞ ｴﾅ 上宇部中
10 共通女子800m 133 岩本　愛生 2 ｲﾜﾓﾄ ﾒｲ 太華中
11 共通女子800m 335 畠山　千佳 3 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶ 小野田中
12 共通女子800m 231 野上　真央 2 ﾉｶﾞﾐ ﾏｵ 萩東中
13 共通女子800m 67 原田　青奈 3 ﾊﾗﾀﾞ ｱｵﾅ 富田中
14 共通女子800m 474 下畑有莉紗 2 ｼﾓﾊﾀ ｱﾘｻ 平生中
15 共通女子800m 484 富永　華澄 2 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾐ 桑山中
16 共通女子800m 988 竹島　彩葉 3 ﾀｹｼﾏ ｱﾔﾊ 鴻南中
17 共通女子800m 580 清木　美来 1 ｾｲｷ ﾐｷ 周南菊川中
18 共通女子800m 365 唐谷　里緒 3 ｶﾗﾀﾆ ﾘｵ 浅江中
19 共通女子800m 821 森谷　陽 3 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ 岐陽中
20 共通女子800m 558 滝　唯那 2 ﾀｷ ﾕｲﾅ 高千帆中
21 共通女子800m 201 上田　凛 2 ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ 大内中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
22 共通女子800m 1209 横山　琳子 2 ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 川下中
23 共通女子800m 675 江口　留菜 3 ｴｸﾞﾁ ﾙﾅ 萩西中
24 共通女子800m 287 山本　千夏 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾂ 長府中
25 共通女子800m 871 川松　葉生 2 ｶﾜﾏﾂ ﾊﾅ 東部中
26 共通女子800m 296 坂根　海咲 3 ｻｶﾈ ﾐｻｷ 光井中
27 共通女子800m 1229 河﨑　佳乃 2 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾉ 下関中等
28 共通女子800m 960 中村　初音 3 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾉﾝ 深川中
29 共通女子800m 762 木本　光 2 ｷﾓﾄ ﾋｶﾘ 小郡中
30 共通女子800m 807 組島　綸乃 2 ｸﾐｼﾏ ﾘﾝﾉ 末武中
31 共通女子800m 387 田端　咲希 3 ﾀﾊﾞﾀ ｻｷ 国府中
32 共通女子800m 569 土井　友莉 1 ﾄﾞｲ ﾕｳﾘ 勝山中
33 共通女子800m 910 田中　音々 2 ﾀﾅｶ ﾈﾈ 麻里布中
34 共通女子800m 1165 小田崎愛子 2 ｵﾀﾞｻｷ ｱｲｺ 向洋中
35 共通女子800m 1221 藤本　実桜 2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｸ 大嶺中
36 共通女子800m 1336 野間理佐子 3 ﾉﾏ ﾘｻｺ 防府小野中
37 共通女子800m 174 清水かえで 3 ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 長成中
38 共通女子800m 297 宮本　萌加 3 ﾐﾔﾓﾄ ﾓｴｶ 右田中
39 共通女子800m 1170 沖本　夏菜 2 ｵｷﾓﾄ ｶﾅ 岩国中
40 共通女子800m 965 勝本　愛子 1 ｶﾂﾓﾄ ｱｲｺ 日新中
41 共通女子800m 712 岡山　奈央 2 ｵｶﾔﾏ ﾅｵ 山の田中
42 共通女子800m 869 山田菜々美 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 川中中
43 共通女子800m 654 新山　桜子 2 ﾆｲﾔﾏ ｻｸﾗｺ 東岐波中
44 共通女子800m 1181 真鶴　和美 2 ﾏﾅﾂﾞﾙ ﾅｺﾞﾐ 神原中
45 共通女子800m 1163 髙瀨　楓花 1 ﾀｶｾ ﾌｳｶ 久賀中
46 共通女子800m 1045 梅下　望愛 2 ｳﾒｼﾀ ﾉｱ 黒石中
47 共通女子800m 628 村田　葵海 2 ﾑﾗﾀ ｱｵﾐ 華陽中
48 共通女子800m 1248 平井　杏奈 2 ﾋﾗｲ ｱﾝﾅ 常盤中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 1年女子800m 776 島野　星来 1 ｼﾏﾉ ｾｲﾗ 厚南中
2 1年女子800m 714 河野　愛純 1 ｶﾜﾉ ｱｽﾞﾐ 小郡中
3 1年女子800m 319 和久利千愛 1 ﾜｸﾘ ﾁｱ 深川中
4 1年女子800m 676 岩本　真歩 1 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾎ 周陽中
5 1年女子800m 851 三森　麻琴 1 ﾐﾓﾘ ﾏｺﾄ 太華中
6 1年女子800m 15 岡田　桃佳 1 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 高川学園中
7 1年女子800m 734 後藤　優伽 1 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ 鴻南中
8 1年女子800m 527 兼常　真帆 1 ｶﾈﾂﾈ ﾏﾎ 川西中
9 1年女子800m 968 土屋　真子 1 ﾂﾁﾔ ﾏｺ 熊毛中
10 1年女子800m 212 中島　麻葵 1 ﾅｶｼﾏ ｱｻｷﾞ 長府中
11 1年女子800m 583 大下　心花 1 ｵｵｼﾀ ｺﾊﾙ 下関菊川中
12 1年女子800m 1189 鶴原日菜子 1 ﾂﾙﾊﾗ ﾋﾅｺ 久賀中
13 1年女子800m 581 安村　美佑 1 ﾔｽﾑﾗ ﾐﾕ 周南菊川中
14 1年女子800m 123 松井　乃愛 1 ﾏﾂｲ ﾉｱ 桑山中
15 1年女子800m 233 石田　桜空 1 ｲｼﾀﾞ ｻﾗ 国府中
16 1年女子800m 1144 恒富　七海 1 ﾂﾈﾄﾞﾐ ﾅﾅﾐ 岐陽中
17 1年女子800m 905 井上　紗和 1 ｲﾉｳｴ ｻﾜ 萩東中
18 1年女子800m 1021 髙野　瑞晴 1 ﾀｶﾉ ﾐﾊﾙ 高千帆中
19 1年女子800m 963 堀江　小晴 1 ﾎﾘｴ ｺﾊﾙ 日新中
20 1年女子800m 858 安田　遥香 1 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 浅江中
21 1年女子800m 954 原田　一葉 1 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾊ 富田中
22 1年女子800m 590 山本　栞 1 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 上宇部中
23 1年女子800m 594 末冨　葵桜 1 ｽｴﾄﾐ ﾘｵﾝ 常盤中
24 1年女子800m 1077 原　若菜 1 ﾊﾗ ﾜｶﾅ 大内中
25 1年女子800m 936 北村　百映 1 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｴ 下関中等
26 1年女子800m 917 中山　彩花 1 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 藤山中
27 1年女子800m 571 中薗百々羽 1 ﾅｶｿﾞﾉ ﾓﾓﾊ 勝山中
28 1年女子800m 190 渡邉　埜乃 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 岩国中
29 1年女子800m 889 古田　紗穂 1 ﾌﾙﾀ ｻﾎ 小野田中
30 1年女子800m 543 吉冨　七絵 1 ﾖｼﾄﾐ ﾅﾅｴ 西岐波中
31 1年女子800m 373 山根  瑠菜 1 ﾔﾏﾈ ﾙﾅ 萩西中
32 1年女子800m 924 秋山　柚乃 1 ｱｷﾔﾏ ﾕﾉ 川下中
33 1年女子800m 990 岩見明日香 1 ｲﾜﾐ ｱｽｶ 平生中
34 1年女子800m 627 山本　華子 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅｺ 末武中
35 1年女子800m 207 牧野　美優 1 ﾏｷﾉ ﾐﾕ 大島中
36 1年女子800m 161 岩見　柚李 1 ｲﾜﾐ ﾕｲ 長成中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子1500m 1520 根賀美沙希 3 ﾈｶﾞ ﾐｻｷ 高川学園中
2 共通女子1500m 300 松本　友 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 垢田中
3 共通女子1500m 557 清松　梨花 3 ｷﾖﾏﾂ ﾘﾝｶ 島田中
4 共通女子1500m 1049 土肥　珠梨 3 ﾄﾞｲ ｼｭﾘ 平生中
5 共通女子1500m 958 藤川　花楓 2 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｴﾃﾞ 萩西中
6 共通女子1500m 232 寺岡　優花 3 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｶ 周陽中
7 共通女子1500m 413 古田　萌華 3 ﾌﾙﾀ ﾓｴｶ 田布施中
8 共通女子1500m 101 渡辺　紅李 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 周南菊川中
9 共通女子1500m 469 重山　歩美 2 ｼｹﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 萩東中
10 共通女子1500m 386 大久保　華 2 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾅ 浅江中
11 共通女子1500m 1044 秋田　真那 3 ｱｷﾀ ﾏﾅ 岐陽中
12 共通女子1500m 911 中野　朋恵 2 ﾅｶﾉ ﾄﾓｴ 麻里布中
13 共通女子1500m 1085 青木　美空 1 ｱｵｷ ﾐｿﾗ 湯田中
14 共通女子1500m 955 田邉　佑奈 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ 鴻南中
15 共通女子1500m 795 室田　萌華 3 ﾑﾛﾀ ﾓｴｶ 小郡中
16 共通女子1500m 65 青栁　唯 3 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｲ 富田中
17 共通女子1500m 659 越智　雅 3 ｵﾁ ﾐﾔﾋﾞ 高千帆中
18 共通女子1500m 544 佐藤　悠 1 ｻﾄｳ ﾕｳ 福川中
19 共通女子1500m 333 梅本　空 3 ｳﾒﾓﾄ ｿﾗ 小野田中
20 共通女子1500m 124 原　せりか 3 ﾊﾗ ｾﾘｶ 右田中
21 共通女子1500m 1076 斉藤　彩葉 2 ｻｲﾄｳ ｲﾛﾊ 木屋川中
22 共通女子1500m 377 松尾　希歩 3 ﾏﾂｵ ｷﾎ 国府中
23 共通女子1500m 10 森上　希花 2 ﾓﾘｳｴ ﾉﾉｶ 安岡中
24 共通女子1500m 932 藤冨　那奈 2 ﾌｼﾞﾄﾐ ﾅﾅ 下関菊川中
25 共通女子1500m 928 玉重ののか 2 ﾀﾏｼｹﾞ ﾉﾉｶ 川下中
26 共通女子1500m 1027 藤田　莉乃 3 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾉ 下関中等
27 共通女子1500m 998 本光　世奈 3 ﾓﾄﾐﾂ ｾﾅ 西岐波中
28 共通女子1500m 721 三吉　花佳 3 ﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 太華中
29 共通女子1500m 1269 城山　結妃 2 ｼﾛﾔﾏ ﾕｷ 日新中
30 共通女子1500m 853 竹中優里花 2 ﾀｹﾅｶ ﾕﾘｶ 川中中
31 共通女子1500m 782 影山　晴菜 2 ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 末武中
32 共通女子1500m 1083 源田　真緒 2 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾏｵ 深川中
33 共通女子1500m 1066 廣田　望花 1 ﾋﾛﾀ ﾉﾉﾊ 大内中
34 共通女子1500m 758 石川　咲幸 1 ｲｼｶﾜ ｻﾕｷ 白石中
35 共通女子1500m 206 佐野　芹奈 1 ｻﾉ ｾﾘﾅ 大島中
36 共通女子1500m 593 澤見野々香 1 ｻﾜﾐ ﾉﾉｶ 上宇部中
37 共通女子1500m 444 山﨑乃恵瑠 1 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉｴﾙ 桑山中
38 共通女子1500m 754 金重　海友 1 ｶﾈｼｹﾞ ﾐﾕ 神原中
39 共通女子1500m 915 落合　柚月 2 ｵﾁｱｲ ﾕﾂﾞｷ 厚南中
40 共通女子1500m 796 柳樂　優月 1 ﾅｷﾞﾗ ﾕﾂﾞｷ 安下庄中
41 共通女子1500m 1009 林　茉穂 2 ﾊﾔｼ ﾏｵ 熊毛中
42 共通女子1500m 608 船元　成実 2 ﾌﾅﾓﾄ ﾅﾙﾐ 華陽中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子100mH 391 河井　理紗 3 ｶﾜｲ ﾘｻ 田布施中
2 共通女子100mH 860 永田　祥恵 3 ﾅｶﾞﾀ ｻﾁｴ 勝山中
3 共通女子100mH 803 渡邊菜々実 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 小郡中
4 共通女子100mH 293 中小路優杏 3 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾕｳﾅ むつみ中
5 共通女子100mH 502 中村　琴葉 2 ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾊ 桑山中
6 共通女子100mH 349 飯田　唯 3 ｲｲﾀﾞ ﾕｲ 浅江中
7 共通女子100mH 687 真田　恋菜 3 ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾅ 川中中
8 共通女子100mH 315 杉山　結菜 1 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲﾅ 深川中
9 共通女子100mH 872 中野　里咲 2 ﾅｶﾉ ﾘｻ 東部中
10 共通女子100mH 1114 尾海　玲奈 3 ｵｳﾐ ﾚﾅ 日新中
11 共通女子100mH 1271 吉富　小梅 2 ﾖｼﾄﾞﾐ ｺｳﾒ 西岐波中
12 共通女子100mH 217 畠中　もも 1 ﾊﾀﾅｶ ﾓﾓ 長府中
13 共通女子100mH 524 堀家　光紗 2 ﾎﾘｹ ﾐｻ 岐陽中
14 共通女子100mH 436 青山　京子 3 ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｺ 末武中
15 共通女子100mH 749 塚本　莉央 2 ﾂｶﾓﾄ ﾘｵ 山の田中
16 共通女子100mH 215 池田　愛心 2 ｲｹﾀﾞ ｱｺ 萩東中
17 共通女子100mH 887 斉藤　沙良 1 ｻｲﾄｳ ｻﾗ 小野田中
18 共通女子100mH 978 金澤ひまり 3 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 上宇部中
19 共通女子100mH 908 木藤　夏帆 2 ｷﾄｳ ｶﾎ 麻里布中
20 共通女子100mH 63 中元　瑳 3 ﾅｶﾓﾄ ﾆｺ 柳井中
21 共通女子100mH 154 河合三咲都 2 ｶﾜｲ ﾐｻﾄ 周陽中
22 共通女子100mH 360 藤田　夏穂 1 ﾌｼﾞﾀ ｶﾎ 萩西中
23 共通女子100mH 1007 西田　花凜 2 ﾆｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 熊毛中
24 共通女子100mH 953 永尾たまき 1 ﾅｶﾞｵ ﾀﾏｷ 富田中
25 共通女子100mH 1193 橋本　怜奈 2 ﾊｼﾓﾄ ﾚﾅ 川下中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子4X100mR 高川学園中 高川学園中
2 共通女子4X100mR 田布施中 田布施中
3 共通女子4X100mR 東部中 東部中
4 共通女子4X100mR 長成中 長成中
5 共通女子4X100mR 萩東中 萩東中
6 共通女子4X100mR 富田中 富田中
7 共通女子4X100mR 萩西中 萩西中
8 共通女子4X100mR 川中中 川中中
9 共通女子4X100mR 岐陽中 岐陽中
10 共通女子4X100mR 国府中 国府中
11 共通女子4X100mR 下関中等中 下関中等
12 共通女子4X100mR 周陽中 周陽中
13 共通女子4X100mR 大内中 大内中
14 共通女子4X100mR 小野田中 小野田中
15 共通女子4X100mR 鴻南中 鴻南中
16 共通女子4X100mR 深川中 深川中
17 共通女子4X100mR 大嶺中 大嶺中
18 共通女子4X100mR 浅江中 浅江中
19 共通女子4X100mR 彦島中 彦島中
20 共通女子4X100mR 桑山中 桑山中
21 共通女子4X100mR 高千帆中 高千帆中
22 共通女子4X100mR 長府中 長府中
23 共通女子4X100mR 西岐波中 西岐波中
24 共通女子4X100mR 上宇部中 上宇部中
25 共通女子4X100mR 垢田中 垢田中
26 共通女子4X100mR 山の田中 山の田中
27 共通女子4X100mR 島田中 島田中
28 共通女子4X100mR 佐波中 佐波中
29 共通女子4X100mR 下関菊川中 下関菊川中
30 共通女子4X100mR 光井中 光井中
31 共通女子4X100mR 勝山中 勝山中
32 共通女子4X100mR 末武中 末武中
33 共通女子4X100mR 東岐波中 東岐波中
34 共通女子4X100mR 日新中 日新中
35 共通女子4X100mR 右田中 右田中
36 共通女子4X100mR 柳井中 柳井中
37 共通女子4X100mR 黒石中 黒石中
38 共通女子4X100mR 慶進中 慶進中
39 共通女子4X100mR 神原中 神原中
40 共通女子4X100mR 熊毛中 熊毛中
41 共通女子4X100mR 岩国中 岩国中
42 共通女子4X100mR 麻里布中 麻里布中
43 共通女子4X100mR 華陽中 華陽中
44 共通女子4X100mR 平生中 平生中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子走高跳 489 江本安佳哩 3 ｴﾓﾄ ｱｶﾘ 末武中
2 共通女子走高跳 895 鍋山　侑花 3 ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾕｳｶ 大嶺中
3 共通女子走高跳 690 玉井　琴都 3 ﾀﾏｲ ｺﾄ 川中中
4 共通女子走高跳 685 森下　七海 3 ﾓﾘｼﾀ ﾅﾅﾐ 萩西中
5 共通女子走高跳 710 岡本　栞里 2 ｵｶﾓﾄ ｼｵﾘ 山の田中
6 共通女子走高跳 405 竹浦　亜弥 3 ﾀｹｳﾗ ｱﾔ 田布施中
7 共通女子走高跳 378 石川　千尋 3 ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ 国府中
8 共通女子走高跳 169 静間　玲奈 3 ｼｽﾞﾏ ﾚｲﾅ 長成中
9 共通女子走高跳 572 永田　啓恵 1 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｴ 勝山中
10 共通女子走高跳 350 堀田　瑞央 3 ﾎﾘﾀ ﾐｵ 浅江中
11 共通女子走高跳 329 生田　夏海 3 ｲｸﾀ ﾅﾂﾐ 小野田中
12 共通女子走高跳 1062 鎌田　日和 3 ｶﾏﾀ ﾋﾖﾘ 平生中
13 共通女子走高跳 587 佐伯　翠咲 3 ｻｴｷ ﾐｻｷ 萩東中
14 共通女子走高跳 193 下瀬　未裕 1 ｼﾓｾ ﾐﾕｳ 右田中
15 共通女子走高跳 307 吉田　ゆう 3 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 彦島中
16 共通女子走高跳 1274 上田　逢 2 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 高川学園中
17 共通女子走高跳 874 半田　葵唯 2 ﾊﾝﾀﾞ ｱｵｲ 東部中
18 共通女子走高跳 1272 山田　美奈 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅ 西岐波中
19 共通女子走高跳 1088 和久明日香 2 ﾜｸ ｱｽｶ 深川中
20 共通女子走高跳 943 津山　結菜 1 ﾂﾔﾏ ﾕｳﾅ 富田中
21 共通女子走高跳 596 田中　凛音 1 ﾀﾅｶ ﾘﾝﾈ 常盤中
22 共通女子走高跳 1017 林　結衣 3 ﾊﾔｼ ﾕｲ 下関中等



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子走幅跳 12 山口　七愛 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 東部中
2 共通女子走幅跳 1041 住吉　由羽 3 ｽﾐﾖｼ ﾕｳ 麻里布中
3 共通女子走幅跳 120 末廣　由奈 3 ｽｴﾋﾛ ﾕﾅ 右田中
4 共通女子走幅跳 396 河村　優海 3 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾐ 田布施中
5 共通女子走幅跳 492 阪本　明希 2 ｻｶﾓﾄ ｱｷ 桑山中
6 共通女子走幅跳 727 川野　真奈 1 ｶﾜﾉ ﾏﾅ 垢田中
7 共通女子走幅跳 264 河口　真妃 2 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｷ 彦島中
8 共通女子走幅跳 567 井町　朱花 3 ｲﾏﾁ ｱﾔｶ 萩東中
9 共通女子走幅跳 684 藤井　怜 3 ﾌｼﾞｲ ﾚｲ 萩西中
10 共通女子走幅跳 1056 大田　美咲 3 ｵｵﾀ ﾐｻｷ 平生中
11 共通女子走幅跳 1242 森重　姫良 2 ﾓﾘｼｹﾞ ｷﾗ 富田中
12 共通女子走幅跳 805 樫部　茉鈴 1 ｶｼﾍﾞ ﾏﾘﾝ 太華中
13 共通女子走幅跳 1103 中嶋　菜月 1 ﾅｶｼﾏ ﾅﾂｷ 大嶺中
14 共通女子走幅跳 969 迫田　華音 3 ｻｺﾀﾞ ｶﾉﾝ 上宇部中
15 共通女子走幅跳 845 鶴岡　七海 3 ﾂﾙｵｶ ﾅﾅﾐ 勝山中
16 共通女子走幅跳 989 石田華亜奈 3 ｲｼﾀﾞﾊﾅ 鴻南中
17 共通女子走幅跳 820 中村　佳純 3 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ 岐陽中
18 共通女子走幅跳 1235 吉田　莉子 2 ﾖｼﾀﾞ ﾘｺ 下関中等
19 共通女子走幅跳 295 森田　遼 3 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ むつみ中
20 共通女子走幅跳 621 國嶋　捺未 1 ｸﾆｼﾏ ﾅﾂﾐ 末武中
21 共通女子走幅跳 1176 國清　怜那 2 ｸﾆｷﾖ ﾚｲﾅ 岩国中
22 共通女子走幅跳 352 西村　藍沙 3 ﾆｼﾑﾗ ｱｲｻ 浅江中
23 共通女子走幅跳 1192 御神村朱織 2 ﾐｶﾑﾗ ｱｶﾘ 川下中
24 共通女子走幅跳 74 中倉　琴美 1 ﾅｶｸﾗ ｺﾄﾐ 佐波中
25 共通女子走幅跳 159 大宮　小粋 3 ｵｵﾐﾔ ｺｲｷ 長成中
26 共通女子走幅跳 819 沖田　美南 2 ｵｷﾀ ﾐﾅﾐ 川中中
27 共通女子走幅跳 318 齊藤　玲奈 3 ｻｲﾄｳ ﾚｲﾅ 徳地中
28 共通女子走幅跳 121 阿部　心咲 2 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 島田中
29 共通女子走幅跳 1020 吉次　音葉 2 ﾖｼﾂｸﾞ ｵﾄﾊ 小野田中
30 共通女子走幅跳 306 飯田　麗徠 1 ｲｲﾀﾞ ﾚｲﾗ 深川中
31 共通女子走幅跳 180 中原　杏 3 ﾅｶﾊﾗ ｱﾝ 柳井中
32 共通女子走幅跳 338 中原　結稀 3 ﾅｶﾊﾗ ﾕｷ 華陽中
33 共通女子走幅跳 42 江本　弥生 3 ｴﾓﾄ ﾔﾖｲ 東和中
34 共通女子走幅跳 1182 山本　歩美 2 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ 神原中
35 共通女子走幅跳 777 富岡　小春 1 ﾄﾐｵｶ ｺﾊﾙ 厚南中
36 共通女子走幅跳 942 伊藤　陽菜 1 ｲﾄｳ ﾋﾅ 常盤中
37 共通女子走幅跳 145 松原　榎保 1 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾎ 福栄中
38 共通女子走幅跳 461 武中　姫咲 2 ﾀｹﾅｶ ﾋｻｷ 国府中
39 共通女子走幅跳 632 山下　和奏 2 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 桜田中
40 共通女子走幅跳 1010 大谷　蓮杏 2 ｵｵﾀﾆ ﾚｱﾝ 熊毛中



No 競技 AV 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 共通女子砲丸投 369 馬嶋　鞠花 3 ﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｶ 柳井中
2 共通女子砲丸投 279 神﨑　美妃 3 ｺｳｻﾞｷ ﾐｷ 旭中
3 共通女子砲丸投 251 中村乃々子 3 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾉｺ 周陽中
4 共通女子砲丸投 847 秋川　碧 2 ｱｷｶﾞﾜ ｱｵｲ 川中中
5 共通女子砲丸投 843 田端　胡春 3 ﾀﾊﾞﾀ ｺﾊﾙ 勝山中
6 共通女子砲丸投 554 徳田　早希 3 ﾄｸﾀﾞ ｻｷ 島田中
7 共通女子砲丸投 682 金子穂乃花 3 ｶﾈｺ ﾎﾉｶ 萩西中
8 共通女子砲丸投 880 近藤　葵 2 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 麻里布中
9 共通女子砲丸投 504 福永　美羽 2 ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｳ 太華中
10 共通女子砲丸投 983 増山ひより 3 ﾏｼﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上宇部中
11 共通女子砲丸投 1208 山田　琉衣 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ 川下中
12 共通女子砲丸投 179 竹本　光羽 3 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾂﾊ 厚南中
13 共通女子砲丸投 406 田中　莉乃 3 ﾀﾅｶ ﾘﾉ 田布施中
14 共通女子砲丸投 481 岩本　夏姫 3 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 末武中
15 共通女子砲丸投 501 野村　奏心 3 ﾉﾑﾗ ｶﾅｺ 桑山中
16 共通女子砲丸投 383 森田　美羽 3 ﾓﾘﾀ ﾐｳ 国府中
17 共通女子砲丸投 637 山本　凜 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 萩東中
18 共通女子砲丸投 1247 河村　希 2 ｶﾜﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 常盤中
19 共通女子砲丸投 1252 伊藤　楽菜 2 ｲﾄｳ ﾗﾅ 日新中
20 共通女子砲丸投 1026 山下美和子 2 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾜｺ 小野田中
21 共通女子砲丸投 1055 伊藤　柚月 3 ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 平生中
22 共通女子砲丸投 672 碧村　ひな 3 ﾍｷﾑﾗ ﾋﾅ 高千帆中
23 共通女子砲丸投 94 末武小由季 1 ｽｴﾀｹ ｺﾕｷ 越ヶ浜中
24 共通女子砲丸投 431 佐々木美羽 1 ｻｻｷ ﾐｳ 東岐波中
1 共通女子四種競技 115 手嶋　美羽 3 ﾃｼﾏ ﾐｳ 富田中
2 共通女子四種競技 175 松本　莉未 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ 長成中
3 共通女子四種競技 415 堀澤　心希 3 ﾎﾘｻﾜ ｺｺﾉ 田布施中
4 共通女子四種競技 1028 上野菜々子 2 ｳｴﾉ ﾅﾅｺ 小野田中
5 共通女子四種競技 997 瀬戸口裕奈 3 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 西岐波中
6 共通女子四種競技 745 宮内　真菜 3 ﾐﾔｳﾁ ﾏﾅ 向洋中
7 共通女子四種競技 4 神田　琴音 1 ｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ 周陽中
8 共通女子四種競技 356 福島　鈴夏 3 ﾌｸｼﾏ ﾘﾝｶ 浅江中
9 共通女子四種競技 371 北本愛果莉 2 ｷﾀﾓﾄ ｱｶﾘ 右田中
10 共通女子四種競技 598 中村　雪菜 3 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 萩東中
11 共通女子四種競技 766 髙場　柚奈 3 ﾀｶﾊﾞ ﾕｽﾞﾅ 東部中


