
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 中学女子100m 618 藤井　紗夢 3 ﾌｼﾞｲ ｻﾕ 富田中
2 中学女子100m 622 岡本　悠希 3 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 潟上中
3 中学女子100m 624 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 619 渡辺　凜 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 富田中
6 中学女子100m 608 温品　晴 3 ﾇｸｼﾅ ﾊﾙ 浅江中
7 中学女子100m 639 里　彩葵 2 ｻﾄ ｱｵｲ 長府中
8 中学女子100m 646 前田　由依 3 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 勝山中
9 中学女子100m 605 熊本　菫 3 ｸﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 田布施中
10 中学女子100m 638 田中　彩葉 3 ﾀﾅｶ ｱﾔﾊ 長府中
11 中学女子100m 647 平井　夢杏 2 ﾋﾗｲ ﾕｱﾝ 勝山中
12 中学女子100m 603 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 610 藤井　穂乃 2 ﾌｼﾞｲ ﾎﾉ 浅江中
15 中学女子100m 617 小山　ゆい 3 ｺﾔﾏ ﾕｲ 周陽中
16 中学女子100m 632 田中　萌愛 1 ﾀﾅｶ ﾓｴ 小野田中
17 中学女子100m 606 井上　真優 2 ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 末武中
18 中学女子100m 601 澄井  優里香 3 ｽﾐｲ ﾕﾘｶ 柳井中
19 中学女子100m 649 小宮　璃乃 1 ｺﾐﾔ ﾘﾉ 垢田中
20 中学女子100m 648 横田　純菜 3 ﾖｺﾀ ｽﾐﾅ 勝山中
21 中学女子100m 640 玉川　世梨亜 1 ﾀﾏｶﾞﾜ ｾﾘｱ 長府中
22 中学女子100m 630 岩本　優和 2 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾜ 高千帆中
23 中学女子100m 615 安江　友里 2 ﾔｽｴ ﾕﾘ 附属光中
24 中学女子100m 609 池田　百花 2 ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ 浅江中
25 中学女子100m 611 松本　綾音 3 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ 浅江中
26 中学女子100m 612 沢原　美咲 2 ｻﾜﾊﾗ ﾐｻｷ 浅江中
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


