
種目別集計

部門No 部門名 距離/1選手 NC色 スポンサー色 タスキ色 チーム数 棄権 ゼッケンNo始 ゼッケンNo終

1 小学校男子の部 1.4ｋｍ ピンク 赤 青 39 1 101 139

2 小学校女子の部 1.4ｋｍ ピンク 赤 橙 16 201 216

3 一般男子の部（1部） 4.9ｋｍ 紫 青 青 3 301 303

4 高校男子の部 4.9ｋｍ 紫 青 紫 1 401 401

5 一般男子の部（2部） 3.2ｋｍ 黄色 赤 黄 28 501 528

6 中学校男子の部 3.2ｋｍ 黄色 赤 緑 13 1 601 613

7 高校・一般女子の部 3.2ｋｍ 黄色 赤 赤 2 701 702

8 中学校女子の部 3.2ｋｍ 黄色 赤 桃 8 801 808

総計 110

出走予定 108チーム

令4年10月28日 現在



小学校男子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 １区学年 ２区 ２区学年 ３区 ３区学年 ４区 ４区学年 ５区 ５区学年 補員１ 補員１学年 補員２ 補員２学年 補員３ 補員３学年

1 小学校男子の部 101 OZ陸上クラブ男子A 佐藤　克俊 山口県岩国市 三浦　蒼生 4年 大河内　健琉 5年 米元　琉偉 4年 三浦　怜大 5年 齋藤　晄成 5年 佐藤　結弥 5年 福永　峻佑 6年 山本　皓太 6年

1 小学校男子の部 102 OZ陸上クラブ男子B 濵﨑　真紀 山口県岩国市 山本　皓太 6年 濵﨑　成遂 4年 冨澤　利仁 4年 福永　峻佑 6年 弘中　陸太 5年 小松　匡斗 5年 長尾　槇士 5年

1 小学校男子の部 103 OZ陸上クラブ男子C 小原　修 山口県岩国市 志波　梁孝 5年 長尾　槇士 5年 竹中　皇清 5年 大河内　健吾 3年 田邉　凛空 5年 沖　薫加 6年 児玉　旭陽 3年

1 小学校男子の部 104 OZ陸上クラブ男子D 服部　健二 山口県岩国市 小松　匡斗 5年 善本　悠雅 3年 椙原　絃 4年 山形　漸 3年 友澤　将吾 5年 沖　薫加 6年 児玉　旭陽 3年

1 小学校男子の部 105 岩国東ユネスコA 塚田 美則 山口県岩国市 菱田 琉結 6年 網谷 風音 6年 野坂 奎太 4年 五島 一昂 6年 石田 翔也 6年 小原 快 4年 小原 怜 4年 石村 勇心 4年

1 小学校男子の部 106 岩国東ユネスコB 塚田 美則 山口県岩国市 野村 遙真 4年 舛本 颯大 6年 網谷 波留 3年 三輪 空翔 4年 濵砂 海斗 6年 小原 快 4年 小原 怜 4年 細井 陽介 5年

1 小学校男子の部 107 岩国東ユネスコC 塚田 美則 山口県岩国市 武冨 優聖 4年 井上 宙 4年 米原 翔太 4年 末佐 朗人 5年 木村 新司 4年 石村 勇心 4年 細井 陽介 5年 小原 怜 4年

1 小学校男子の部 108 岩国軟式A 竹内 徹 山口県岩国市 工藤 璃人 6年 松永 虎太郎 6年 佐伯 和馬 4年 梶山 壮甫 6年 竹内 友星 6年 江本 一 4年 源 晃仁 4年 梶山 昌弥 4年

1 小学校男子の部 109 岩国軟式B 竹内 徹 山口県岩国市 山本 朔弥 6年 河崎 陽斗 6年 坪井 大晟 4年 森川 蓮弥 5年 倉重 遥己 6年 江本 一 4年 源 晃仁 4年 山田 奏介 4年

1 小学校男子の部 110 岩国軟式C 竹内 徹 山口県岩国市 野上 弦 5年 岡村 琉聖 5年 土井 惺之亮 5年 安永 脩真 5年 藤兼 惺弥 5年 江本 一 4年 梶山 昌弥 4年 山田 奏介 4年

1 小学校男子の部 111 平生陸上男子A 中野 孝志 山口県熊毛郡 上山 遼人 6年 黒金 洸哉 6年 中野 雄介 6年 吉國 翠 6年 水田 蓮人 6年

1 小学校男子の部 112 平生陸上男子B 中野 孝志 山口県熊毛郡 山元 仁 4年 服部 向起 4年 卜部 蒼翔 4年 清木 優雅 5年 上野 釉生 5年 濵本 源十朗 3年

1 小学校男子の部 113 平田サッカー少年団 村本 学 山口県岩国市 山田 葵介 5年 趙 思国 5年 廣中 隼翔 5年 原田 結仁 5年 村本 陽大 5年 岡村 夢斗 5年

1 小学校男子の部 114 くらかけ陸上少年隊Ａ 高林 秀和 山口県岩国市 長村 亮摩 6年 渡具知 武虎 6年 長村 爽志 5年 二宮 聡真 4年 高林 颯太 5年 崎本 晴久 5年

1 小学校男子の部 115 くらかけ陸上少年隊Ｂ 高林 秀和 山口県岩国市 柏田 瑛人 3年 高林 千明 4年 秋山 智 4年 楊井 菫 5年 古賀 佑太朗 4年 崎本 晴久 5年

1 小学校男子の部 116 岩国レインボーA 尾崎 博文 山口県岩国市 宇野 虹多 6年 岩松 空 6年 藤本 理功 6年 野村 心誓 6年 茶谷 遥音 6年 吉中 一晟 6年 松尾 祥汰 6年 宮野 仁希 6年

1 小学校男子の部 117 岩国レインボーB 尾崎 博文 山口県岩国市 武内 和志 5年 藤川 侑真 5年 近重 壮哉 5年 沖本 凜太郎 5年 清水 士暉 5年 唐椀 一誠 5年 植木 滉生 5年

1 小学校男子の部 118 岩国レインボーC 尾崎 博文 山口県岩国市 宇野 葉多 4年 宇野 蛍多 4年 尾崎 源治 4年 藤本 京平 4年 松尾 朋哉 4年 武内 孝希 4年 染川 颯汰 4年 中間 珀 4年

1 小学校男子の部 119 愛宕山ＡＣ 男子Ａ 勝井 久美 山口県岩国市 武居 翔太 6年 福田 一輝 6年 川本 翔太 6年 吉岡 英太 6年 高井 航平 5年 吉岡 由奈 3年 柳川 瑞希 ３年 栗栖 優月 3年

1 小学校男子の部 120 愛宕山ＡＣ 男子Ｂ 勝井 久美 山口県岩国市 藤重 祷万 6年 岡田 裕希 6年 持田 知輝 6年 中野 隼士 6年 末弘 優志 6年 吉岡 由奈 3年 柳川 瑞希 ３年 松永 結愛 3年

1 小学校男子の部 121 愛宕山ＡＣ 男子Ｃ 勝井 久美 山口県岩国市 西田 隆太 6年 柳川 拓己 4年 中島 隆之介 4年 武居 隼平 3年 邑中 瑛斗 3年 吉岡 由奈 3年 柳川 瑞希 ３年 栗栖 優月 3年

1 小学校男子の部 122 岩国SCJ桃 山浦 佑樹 山口県岩国市 中村 伍希 6年 山浦 秀斗 6年 大塩 環奈 6年 河村 悠冴 6年 竹山 蒼也 6年 岡村祐輝 6年

1 小学校男子の部 123 岩国SCJ白 山浦 佑樹 山口県岩国市 後藤 凛玖 6年 白木 真大 6年 佐々木 れみ 6年 高下 恭弥 6年 梶原 翔吾 6年

1 小学校男子の部 124 岩国SCJ黄 山浦 佑樹 山口県岩国市 大藤 彰真 5年 椎名 快喜 5年 市場 碧登 5年 中田 海地 5年 二家本 悠斗 5年 新 逞真 5年 益田 悠生 5年

1 小学校男子の部 125 岩国SCJ緑 山浦 佑樹 山口県岩国市 尾崎 瑛介 4年 有田 圭吾 4年 石田 蒼翔 5年 大久保 陽斗 3年 伊藤 颯太 3年

1 小学校男子の部 126 岩国SCJ灰 山浦 佑樹 山口県岩国市 河村 湊音 4年 山浦 篤斗 4年 林 勇樹 4年 伊田 圭吾 4年 高下 竜弥 4年

1 小学校男子の部 127 KUGAホッケーA 田中 孝昌 山口県岩国市 藤川 翔太 6年 川井 海樹 5年 村中 蓮鳳 6年 矢野 匠悟 6年 舟井 和基 6年 東 煌己 5年 矢野 佑典 3年

1 小学校男子の部 128 KUGAホッケーB 篠崎 裕史 山口県岩国市 中本 麗歩 4年 宮本 湊馬 4年 高杉 悠大 4年 山縣 一心 4年 上村 陽人 4年 東 煌己 5年 矢野 佑典 3年

1 小学校男子の部 129 灘はやぶさＡ 國村　英雄 山口県岩国市 竹植　大翔 6年 岩崎　一輝 6年 松村　唯斗 5年 小嶋　悠生 5年 山本　來熙 6年 松村　斗亜 4年 宮本　花 3年 村岡　大雅 4年

1 小学校男子の部 130 灘はやぶさB 國村　英雄 山口県岩国市 宮本　雄大 6年 三野　橙也 5年 桑羽　夏生 4年 山林　建太 6年 有田　陽翔 5年 村岡　大雅 4年 重村　豪志 3年 松村　斗亜 4年

1 小学校男子の部 131 灘はやぶさC 國村 英雄 山口県岩国市

1 小学校男子の部 132 キングオブアスリート 藤本 拓也 山口県岩国市 岡村 冴樹 6年 濱田 虎之介 6年 藤本 清太 6年 智原 悠太 6年 大坪 悠人 6年 鎌田 尊 5年 濱本 海希 6年 藤本 靖梧 4年

1 小学校男子の部 133 キングオブランナーズ 藤本 拓也 山口県岩国市 鎌田 尊 5年 年藤 徠惺 4年 西村 英慶 5年 藤本 靖梧 4年 濱本 海希 6年 重村 飛陽 3年 中倉 愛騎 3年 林 昊樹 6年

棄権



小学校男子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 １区学年 ２区 ２区学年 ３区 ３区学年 ４区 ４区学年 ５区 ５区学年 補員１ 補員１学年 補員２ 補員２学年 補員３ 補員３学年

1 小学校男子の部 134 キングオブボーイズ 藤本 拓也 山口県岩国市 林 昊樹 6年 片山 蒼真 4年 濱田 龍ノ進 4年 中倉 愛騎 3年 重村 飛陽 3年 山根 夢斗 4年 佐藤 輝 4年

1 小学校男子の部 135 キングオブチャレンジ 藤本 拓也 山口県岩国市 栗林 奏多 3年 森下 結 4年 山本 楓 3年 片山 貴子 3年 坂本 彪真 4年 吉兼 杏 3年 智原 愛夏 4年 佐藤 輝 4年

1 小学校男子の部 136 岩国ボーイズA 藤本 拓也 山口県岩国市 山根 夢斗 4年 大谷 遥琥 5年 朝枝 稔翔 4年 ウォーシャー 健太 4年 古谷 彰基 6年 濵田 恵多 5年

1 小学校男子の部 137 岩国ボーイズB 藤本拓也 山口県岩国市 滝本 心平 4年 鈴木 優志朗 3年 土井 蓮翔 4年 前原 壽慶 4年 佐藤 輝 4年 大谷 颯太 6年

1 小学校男子の部 138 愛宕 A 川本　雅美 山口県岩国市 前田　悠翔 3年 前田　泰志 5年 岸添　陸斗 5年 竹之内　颯太 5年 中田　晃誠 5年 篠田　賢博 5年 川本　響己 5年 小玉　寛太 4年

1 小学校男子の部 139 愛宕 B 川本　雅美 山口県岩国市 ダーネル・フェルナンデス 4年 川崎　雄大 4年 嶋司　陽向 4年 星原　大駕 4年 スティーブ・エミール・カランドルッチオ 4年 小玉　寛太 4年 岡野　空翔 4年 篠田　賢博 5年



小学校女子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 １区学年 ２区 ２区学年 ３区 ３区学年 ４区 ４区学年 ５区 ５区学年 補員１ 補員１学年 補員２ 補員２学年 補員３ 補員３学年

2 小学校女子の部 201 ピアノ少女(U11) 泉 拓也 山口県岩国市 泉 佳帆 5年 大門 利桜 5年 寺政 亜希子 5年 大門 柚月 3年 泉 詩帆 3年

2 小学校女子の部 202 OZ陸上クラブ女子A 原 正弘 山口県岩国市 古賀 心優 5年 山下 里緒 5年 古賀 愛々 4年 三浦 友希菜 3年 沖 向葵 4年 原 寧々 4年 灘本 葉月 3年

2 小学校女子の部 203 OZ陸上クラブ女子B 服部 健二 山口県岩国市 沖 陽葵 4年 岡井 心紅 5年 森川 陽南 5年 加子崎 千咲 4年 重村 雛凛 4年 原 寧々 4年 灘本 葉月 3年

2 小学校女子の部 204 平生陸上女子A 平川 勝秀 山口県熊毛郡 古川 芽季 5年 藍木 優花 4年 花谷 美結 6年 大谷 彩紗 6年 寺本 夏芽 6年

2 小学校女子の部 205 平生陸上女子B 平川 勝秀 山口県熊毛郡 中嶋 菜月 4年 中本 己桜 4年 坂本 愛 4年 山田 珠奈 5年 笹木 蘭七 6年

2 小学校女子の部 206 平生陸上女子C 平川 勝秀 山口県熊毛郡 川端 心実 3年 西村 遥香 3年 河村 真菜美 3年 好村 唯 3年 行田 芽生 5年

2 小学校女子の部 207 岩国レインボーA 尾崎 博文 山口県岩国市 大野 莉子 6年 岐部 仁穂香 6年 藤本 莉子 6年 水谷 柚菜 6年 灰岡 美音 6年 波多野 心海 6年

2 小学校女子の部 208 岩国レインボーB 尾崎 博文 山口県岩国市 清水 安寧 5年 田村 日葵 5年 鮎川 真唯 5年 長藤 葵海 5年 名倉 羽咲 5年 藤本 心羽 5年 角 美来 ５年

2 小学校女子の部 209 愛宕山ＡＣ 女子Ａ 勝井 久美 山口県岩国市 甲斐 美音 6年 芝山 千織 5年 棚田 羽咲 4年 川本 真央 4年 岡 海遥 4年 柳川 瑞希 3年 栗栖 優月 ３年 松永 結愛 3年

2 小学校女子の部 210 KUGAホッケー 原田 克彦 山口県岩国市 上本 依央菜 4年 藤井 梅花 5年 藤本 芹那 4年 田中 愛琉 5年 井上 和深 5年 田中 乃愛 3年

2 小学校女子の部 211 ミニバス岩国A 川部 和江 山口県岩国市 臼井 美羽 6年 末本 藍 5年 重長 実桜 5年 桝原 心那 6年 善村 心春 6年 善村 心海 4年

2 小学校女子の部 212 ミニバス岩国B 川部 和江 山口県岩国市 田才 莉子 6年 田岡 瑠唯 5年 中原 佳乃 5年 南里 心優 6年 岡田 萌愛 6年 三上 結愛 3年

2 小学校女子の部 213 ミニバス岩国C 川部 和江 山口県岩国市 河村 莉乃 5年 石崎 那珠 5年 岡田 星愛 4年 笠野 杏珠 5年 江本 こはる 6年

2 小学校女子の部 214 ミニバス岩国D 川部 和江 山口県岩国市 吉村 雛 4年 田村 千愛 4年 津田 夢空 4年 中原 詩乃 4年 丹澤 菜花 4年 宮木 なな

2 小学校女子の部 215 キングオブレディース 藤本 拓也 山口県岩国市 尾迫 紗紀 5年 岡本 優杏 5年 武石 美海 4年 原 理桜奈 4年 中倉 優愛 5年 濱本 海希 6年 小嶋 彩乃 4年

2 小学校女子の部 216 キングオブガールズ 藤本 拓也 山口県岩国市 濱本 雪希 3年 智原 愛夏 4年 大谷 朱里 3年 吉兼 杏 3年 小嶋 彩乃 3年 森下 結 4年 片山 貴子 3年



一般男子の部（1部）

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

3 一般男子の部（1部） 301 廿日市陸協 森藤 正記 広島県廿日市市 曽禰 和彦 森藤 潤 森藤 望 正木 智人 揚田 将史 上野 仁志

3 一般男子の部（1部） 302 岩国男坂ロケッツ 谷本 正弘 山口県玖珂郡 秋吉 政和 堅田 真一 吉谷 邦宏 片山 真梨 谷本 正弘

3 一般男子の部（1部） 303 風月堂A 竹中 敏郎 山口県岩国市 林 宏明 吉岡 徹 嘉屋 考真 長田 泰史 竹中 敏郎



高校男子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

4 高校男子の部 401 岩国工業高校 竹本 佳彦 山口県岩国市 竹山 朝陽 川元 慶 桑村 凪音 村上 隼哉 原田 悠雅 町田 翔



一般男子の部（2部）

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

5 一般男子の部（2部） 501 旭酒造 松本　正信 山口県岩国市 富谷　友貴 土田　雅博 山森　健成 李　海琦 村田　大輝 入里　雅美 松本　正信

5 一般男子の部（2部） 502 ヤ～レン走ＲＵＮ・桃 上杉　則夫 山口県岩国市 上杉　則夫 嶋田　光宏　 森本　孝幸 森兼　隆志 中川　真輝 末岡　美紀 神本　桃 上杉　小豆

5 一般男子の部（2部） 503 日本製紙A 山本　純治 山口県岩国市 山本　純治 伊藤 潤一 廣中 涼太 池田 宜将 勝本 健二 澁谷 耕平 西原 信秀 五郎丸　幹大

5 一般男子の部（2部） 504 帝人岩国 篠原　一陽 山口県岩国市 髙木　貴史 川口　貴司 福山　武志 篠原　一陽 村重　達也 吉川　宏紀 星野　滉一

5 一般男子の部（2部） 505 オプティマス 中村 メグミ 山口県岩国市 藤本 リョウ 富田 竜平 中村 達志 田中 風太 竹本 宗平 浅田 光 中村 恵都

5 一般男子の部（2部） 506 それいけ！橋本団 江浪茉子 山口県岩国市 橋本卓 橋本佳奈 江浪茉子 土井柊平 藤田莞大

5 一般男子の部（2部） 507 田中のお腹凹ませ隊 北熊 弘 山口県岩国市 北谷 航輝 中島 泰隆 花房 真吾 石部 淳 田中 優佑 岸田 義晴 檜垣賢太郎 北熊弘

5 一般男子の部（2部） 508 日本製紙B 山本　純治 山口県岩国市 山本 努 国広 明 朝見 義幸 村本 博則 江口　亮太 澁谷 耕平 西原 信秀 五郎丸　幹大

5 一般男子の部（2部） 509 大和走ろう会A 森山明幸 山口県光市 大田 倫之 江本 直輝 上本 尚弘 橋本 実 松永 健一 森山 明幸 吉永 文彦

5 一般男子の部（2部） 510 大和走ろう会B 森山明幸 山口県光市 松本 誠也 野村 大渡 藤本 華蓮 渡辺 真紘 岩田 真太朗 森山 明幸 吉永 文彦

5 一般男子の部（2部） 511 廿日市AC A 上野 仁志 広島県廿日市市 江崎 琉哉 村上 英太郎 平本和宏 鍋島 孝 広瀬 元章 平口 悠

5 一般男子の部（2部） 512 廿日市AC B 上野仁志 広島県廿日市市 竹浪洋平 高丸敦史 佐竹智史 山田竜也 山高浩司

5 一般男子の部（2部） 513 宇佐川石油店 蜷川 祥太 広島県広島市 蜷川 祥太 木村 正造 丸山 浩司 谷岡 真企 宇佐川 聡 竹本 翼

5 一般男子の部（2部） 514 中国新聞 筧 康治 山口県岩国市 柳原 清宏 仁田 貴大 村田 忠雄 中本 正博 岡 恭紀 柳原 清海 河本 光正 赤瀬 一喜

5 一般男子の部（2部） 515 岩国消防A 藤田 悠 山口県岩国市 武重 浩志 村上 澪綺 河村 昌輝 藤田 悠 古澤 大輝 山中 晴希 道祖 哲矢

5 一般男子の部（2部） 516 岩国消防Ｂ 藤田 悠 山口県岩国市 森 啓史郎 今田 岳 近藤 優太 中野 飛雅 兒玉 誠一 古重 誠

5 一般男子の部（2部） 517 吉本バイオリン教室 家永 大樹 山口県防府市 吉冨 恭平 渡邉 賢 家永 大樹 浅野 良太 吉本 大介 川元 涼央 水口 涼

5 一般男子の部（2部） 518 みそのRC 善岡 信雅 山口県玖珂郡 城 英二 五島 智之 善岡 信雅 栗田 涼平 吉村 武文 浅本 英次 廣友 旭 小田 智之

5 一般男子の部（2部） 519 岩国市役所JC 大内 賢治 山口県岩国市 白木 紘平 河村 佳之 木村 吉秀 棚田 和宏 弘田 文利 山本 泰士 柏崎 太

5 一般男子の部（2部） 520 ちょこY 福字 幸一 山口県周南市 瀬川 健太郎 川井 景太 福田 悠登 美濃 耀介 福字 幸一 古六 誠 守田 正輝 吉田 智彦

5 一般男子の部（2部） 521 ちょこZ 福字 幸一 山口県周南市 海田 貴明 赤間 裕史 山田 大貴 石川 優子 江島 長作 古六 誠 吉田 智彦 森本 和雄

5 一般男子の部（2部） 522 防府北基地 鶴道 祐ニ 山口県防府市 赤松 稜 大津山 侑己 前 公将 鶴道 祐ニ 荒関 真武

5 一般男子の部（2部） 523 岩国錦帯橋敬老会 岡田 俊男 山口県岩国市 藤田 健吾 有野 剛功 樋口 守 広富 肇 井上 忠 村中 信一 大山 徹 献上 浩

5 一般男子の部（2部） 524 岩国男坂ジェッツ 谷本 正弘 山口県玖珂郡 堤下 和弘 飛嶋 和寿 川口 大樹 Coke Okley 岸川 大輝

5 一般男子の部（2部） 525 岩国走ろう会A 森本　和宏 山口県岩国市 松岡　慎悟 佐伯　厚輔 守本　昌弘 佐伯　哲也 広本　成志 森本　和宏 岡本　康寛 村上　一郎

5 一般男子の部（2部） 526 岩国走ろう会B 森本　和宏 山口県岩国市 林田　昭浩 上本　和幸 片迫　正則 甲方　智征 手嶋　大介 岡本　康寛 村上　一郎 森本　和宏

5 一般男子の部（2部） 527 ほぼオッサン 木村 修巳 山口県岩国市 齊藤 弘紀 本祥 良太 山田 誠 木村 修巳 武居 和義

5 一般男子の部（2部） 528 風月堂B 竹中 敏郎 山口県岩国市 藤澤 孝夫 三木 敏生 三木 晴加 大山 来姫 山根 真央



中学校男子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

6 中学校男子の部 601 フラジル代表 野原　浩之 山口県岩国市 武清　守飛 武清　日希 野原　涼太 山村　朗人 森重　太雅 入里　慧

6 中学校男子の部 602 和木中学校 光貞 賢志 山口県玖珂郡 川端 詩優 田川 維己 岡 鉄生 桑原 仁 植木 煌太 野澤 蓮 松村 皇成 齋藤 啓太

6 中学校男子の部 603 末武中陸上部A 前原 晴香 山口県下松市 泉 晴仁 松田 遼史 國永 育哉 村井 優斗 山本 樹 小松 優介 相本 煌大

6 中学校男子の部 604 末武中陸上部B 前原 晴香 山口県下松市 東 聖人 泉 朋樹 石井 瑛大 高来 真帆 渡邊 光仁 小松 優介 相本 煌大

6 中学校男子の部 605 末武中陸上部C 前原 晴香 山口県下松市 大野 琴音 利長 真央 花田敦裕 泉 宏樹 西野 蒼生 小松 優介 相本 煌大

6 中学校男子の部 606 GAN中ランナーズ 石崎 将史 山口県岩国市 石崎 瑛太 小坂 雅 田南 心汰朗 吉田 涼真 河村 橙矢 石崎 蒼太

6 中学校男子の部 607 光市立浅江中学校 橋本 幸平 山口県光市 末永 琉海 山口 悠翔 海治 祐維 井上 陽太 嶋田 圭佑 田村 優樹 浅海 宏忠 山口 翔馬

6 中学校男子の部 608 柳井中学校A 塩田 匠 山口県柳井市 迫田 命聖 村上 弘一 堀 将真 香川 優 藤田 悠希 濵本 翔海

6 中学校男子の部 609 柳井中学校B 塩田 匠 山口県柳井市 山元 俊 田中 憧 古川 耕太朗 杉山 瑛太 平井 卓海 濵本 翔海

6 中学校男子の部 610 スピードドラゴンズ 井上 秀祐 山口県岩国市

6 中学校男子の部 611 川下中学校男子A 吉松 萌 山口県岩国市 奥原 勘太 柳 雄平 吉田 拓広 ロードリック セス和登 神窪 海翔 三﨑 蓮也 重村 凛人 高田 幸士郎

6 中学校男子の部 612 川下中学校男子B 吉松 萌 山口県岩国市 野津 樹輝 廣石 湊亮 山本 温毅 椙原 颯 多谷本 悠音 三﨑 蓮也 重村 凛人 高田 幸士郎

6 中学校男子の部 613 川下中学校男子C 吉松 萌 山口県岩国市 東 勇斗 喜多 健心 米谷 倫太郎 ボラノス 檜斗 榊田 海凪 三﨑 蓮也 重村 凛人 高田 幸士郎

棄権



高校・一般女子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

7 高校・一般女子の部 701 宮園女子 林 光夫 広島県廿日市市 前田 美江 岡藤 真理 山本 ゆりか 山田 志保 山本 凛

7 高校・一般女子の部 702 岩国レディース 村上 一郎 山口県岩国市 宮崎 文子 桑原 泉 小島 未来 山田 凪紗 櫻木 陽子 松前 めぐみ 石光 優希 三浦 京子



中学校女子の部

部門No 部門名 ゼッケンNo チーム名 監督(代表者) 住所 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員１ 補員２ 補員３

8 中学校女子の部 801 和木中学校 小村 由朗 山口県玖珂郡 嘉屋 希美 竹本 柚月 二階堂 柚妃 畠中 陽菜 杉尾 和香那 佐藤 雅

8 中学校女子の部 802 光市立浅江中学校 橋本 幸平 山口県光市 安田 遥香 藤井 七海 武田 優希 楠 樹乃 山塚 柚季 三浦 陽奈 梶山 真幌

8 中学校女子の部 803 柳井中学校A 塩田 匠 山口県柳井市 政次 梨花 谷川 杏羽 立川 千夏 政次 藍里 馮 歆然

8 中学校女子の部 804 柳井中学校B 塩田 匠 山口県柳井市 田中 結子 石丸 瑠香 岩政 結香 中重 夏音 藤森 結愛

8 中学校女子の部 805 柳井中学校C 塩田 匠 山口県柳井市 中村 美羽 福田 桜彩 中西 嶺々 吉﨑美乃莉 小笠原一花

8 中学校女子の部 806 川下中学校女子A 田山 将太郎 山口県岩国市 中田 杏奈 秋山 柚乃 田弘 亜月 椋 恋香 能島 杏奈 栁 優花 篠原 実鈴

8 中学校女子の部 807 川下中学校女子B 田山 将太郎 山口県岩国市 クック 咲吏シルビア 長尾 梨花 森田 陽菜 髙木 楓花 松林 園佳 栁 優花 篠原 実鈴

8 中学校女子の部 808 川下中学校女子C 田山 将太郎 山口県岩国市 坂下 星奈 山根 百華 村中 彩 ﾌｪﾈﾛﾝ 美弥奈 石川 優愛 栁 優花 篠原 実鈴


