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* 男子 ５０００ｍ《１組～６組》 *
**************************************************************
189/317人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2 野口　槙斗 (2) ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 男子 鳥　取 米子松蔭高 1
2 3 内田　琳翔 (2) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝｼｮｳ 男子 鳥　取 米子松蔭高 2
3 4 千葉　海平 (2) ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 男子 鳥　取 米子松蔭高 3
4 10 入江　海斗 (2) ｲﾘｴ ｶｲﾄ 男子 鳥　取 米子松蔭高 4
5 11 中村　龍正 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 鳥　取 米子松蔭高 5
6 12 野口　大悟 (2) ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 鳥　取 米子松蔭高 6
7 1292 小林　慶一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 島　根 松江市陸協 7
8 565 岸本　龍二 (3) ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 男子 島　根 出雲工業高 8
9 568 松井　海斗 (3) ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 男子 島　根 出雲工業高 9

10 569 米原　辰挙 (3) ﾖﾈﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ 男子 島　根 出雲工業高 10
11 570 上田　陽向 (2) ｳｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 男子 島　根 出雲工業高 11
12 572 楫野　愁斗 (2) ｶｼﾞﾉ ｼｭｳﾄ 男子 島　根 出雲工業高 12
13 574 岸本　和真 (2) ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男子 島　根 出雲工業高 13
14 575 小瀧　未久登(2) ｺﾀﾞｷ ﾐｸﾄ 男子 島　根 出雲工業高 14
15 576 陶山　輝文 (2) ｽﾔﾏ ﾃﾙﾌﾐ 男子 島　根 出雲工業高 15
16 577 恒松　晃太朗(2) ﾂﾈﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 男子 島　根 出雲工業高 16
17 580 淺原　来羽 (1) ｱｻﾊﾗ ｺｳ 男子 島　根 出雲工業高 17
18 634 長田　大和 (1) ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 男子 島　根 出雲工業高 18
19 9414 太田　康介 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 岡山陸協 19
20 9428 夏目　　蓮 ﾅﾂﾒ ﾚﾝ 男子 岡　山 岡山陸協 20
21 3272 佐藤　尚人 ｻﾄｳ ﾋｻﾄ 男子 岡　山 岡山クラブ 21
22 3398 藤原　優也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 22
23 3402 高辻　宏明 ﾀｶﾂｼﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 23
24 3463 大森　雄貴 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 24
25 3202 中山　　凌 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 岡　山 三井E&S玉野 25
26 3055 田中　拳史郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 倉敷化工 26
27 3498 白神　光国 ｼﾗｶﾞ ﾐﾂｸﾆ 男子 岡　山 玉島の森ｸﾗﾌﾞ 27
28 3494 峠　　哲雄 ﾄｳｹﾞ ﾃﾂｵ 男子 岡　山 玉島の森ｸﾗﾌﾞ 28
29 3492 新田　　岬 ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 男子 岡　山 玉島の森ｸﾗﾌﾞ 29
30 9665 宮地　孝治 ﾐﾔｼﾞ ﾀｶﾊﾙ 男子 岡　山 ｚｉｐｓ 30
31 2876 小野　喜之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 男子 岡　山 倉敷福田走友会 31
32 3131 山田　泰裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 ＯＵＦ 32
33 3141 鍵山　由徳 ｶｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 ＯＵＦ 33
34 3816 古市　翔也 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾔ 男子 岡　山 Glory AC 34
35 3818 今田　湧也 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 Glory AC 35
36 2396 那須　大祐 ﾅｽ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ 36
37 3832 高杉　泰範 ﾀｶｽｷﾞ ﾔｽﾉﾘ 男子 岡　山 ChaRun 37
38 3833 森下　　久 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｼ 男子 岡　山 ChaRun 38
39 3836 古米　大洋 ﾌﾙﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 ChaRun 39
40 3841 村田　敦洋 ﾑﾗﾀ ｱﾂﾋﾛ 男子 岡　山 ChaRun 40
41 62 山根　快翔 (1) ﾔﾏﾈ ｶｲﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 41
42 67 國政　賢人 (2) ｸﾆﾏｻ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 42
43 68 古谷野　智洋(2) ｺﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 岡山操山高 43
44 218 堀内　樹己 (2) ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭｷ 男子 岡　山 岡山芳泉高 44
45 219 熱田　陽向 (2) ｱﾂﾀ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 45
46 520 金森　貴生 (2) ｶﾅﾓﾘ ｷｵ 男子 岡　山 岡山工業高 46
47 544 玖村　彗聖 (3) ｸﾑﾗ ｹｲｾｲ 男子 岡　山 岡山工業高 47
48 578 安井　大翔 (3) ﾔｽｲ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 東岡山工業高 48
49 586 竹本　啓登 (1) ﾀｹﾓﾄ ｹｲﾄ 男子 岡　山 東岡山工業高 49
50 588 髙寺　流透 (1) ﾀｶﾃﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 岡　山 東岡山工業高 50
51 392 太田　壮吾 (1) ｵｵﾀ ｿｳｺﾞ 男子 岡　山 岡山東商業高 51
52 395 長谷川　翔央(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 男子 岡　山 岡山東商業高 52
53 434 初岡　流衣 (2) ﾊﾂｵｶ ﾙｲ 男子 岡　山 岡山東商業高 53
54 442 石賀　　匠 (1) ｲｼｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 岡山東商業高 54
55 506 岡嶋　泰誠 (2) ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 岡山南高 55
56 5012 木村　光良 (1) ｷﾑﾗ ﾃﾙﾖｼ 男子 岡　山 倉敷南高 56
57 5014 篠永　夏希 (1) ｼﾉﾅｶﾞ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 倉敷南高 57
58 5047 吉田　明礼 (2) ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 男子 岡　山 倉敷南高 58
59 5321 三宅　隼人 (1) ﾐﾔ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 水島工業高 59
60 5322 松本　敦靖 (1) ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾔｽ 男子 岡　山 水島工業高 60
61 5323 林　　直樹 (1) ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 男子 岡　山 水島工業高 61
62 5325 由谷　功至 (1) ﾖｼﾔ ｱﾂｼ 男子 岡　山 水島工業高 62
63 5351 佐藤　慶一 (3) ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 男子 岡　山 水島工業高 63
64 5382 土倉　光貴 (2) ﾄｸﾗ ｺｳｷ 男子 岡　山 水島工業高 64
65 5385 土居　尚哉 (2) ﾄﾞｲ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 水島工業高 65
66 5395 伊澤　奈央也(2) ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 水島工業高 66
67 5396 小見山　敦成(2) ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 水島工業高 67
68 6801 池田　　駿 (2) ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 岡　山 津山東高 68
69 6825 井口　　継 (1) ｲｸﾞﾁ ﾂﾅｸﾞ 男子 岡　山 津山東高 69
70 6826 藤原　和哉 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 岡　山 津山東高 70
71 6827 板倉　琉一 (1) ｲﾀｸﾗ ﾙｲ 男子 岡　山 津山東高 71
72 6830 鈴木　貴之 (1) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 男子 岡　山 津山東高 72
73 6831 和田　朋樹 (1) ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 津山東高 73
74 5748 尾﨑　伊織 (1) ｵｻﾞｷ ｲｵﾘ 男子 岡　山 笠岡高 74
75 6118 藤木　海斗 (1) ﾌｼﾞｷ ｶｲﾄ 男子 岡　山 高松農業高 75
76 247 市村　　亘 (2) ｲﾁﾑﾗ ﾏﾀﾙ 男子 岡　山 岡山一宮高 76
77 254 勝枝　真弘 (1) ｶﾂｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 岡山一宮高 77
78 260 味生　拓也 (1) ﾐﾉｵ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 78
79 1098 清水　幸志郎(1) ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾛｳ 男子 岡　山 玉野光南高 79
80 1125 江見　人成 (2) ｴﾐ ｼﾞﾝｾｲ 男子 岡　山 玉野光南高 80
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81 7807 小合　淳矢 (2) ｵｺﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 岡山城東高 81
82 7809 千田　英樹 (2) ｾﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 男子 岡　山 岡山城東高 82
83 7821 藤本　勇介 (1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 岡山城東高 83
84 7826 小橋　陽次郎(1) ｺﾊﾞｼ ﾖｳｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 岡山城東高 84
85 7833 梅園　涼央 (1) ｳﾒｿﾞﾉ ﾘｮｳ 男子 岡　山 岡山城東高 85
86 892 井上　直人 (2) ｲﾉｳｴ ﾅｵﾄ 男子 岡　山 就実高 86
87 7959 野澤　直希 (3) ﾉｻﾞﾜ ﾅｵｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 87
88 7988 中西　　晃 (2) ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 男子 岡　山 岡山商大附高 88
89 7998 平山　侑聖 (1) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 岡山商大附高 89
90 689 堤　　玲仁 (2) ﾂﾂﾐ ﾚｲﾄ 男子 岡　山 関西高 90
91 5461 太田　祐貴 (1) ｵｵﾀ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷高 91
92 5463 宮澤　侑汰 (1) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 倉敷高 92
93 5465 矢萩　一揮 (1) ﾔﾊｷﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 倉敷高 93
94 5466 宍戸　皐華 (1) ｼｼﾄﾞ ｺｳﾊ 男子 岡　山 倉敷高 94
95 5467 藤原　稜太 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷高 95
96 5474 都　駿介 (3) ｳﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 倉敷高 96
97 5476 山田　拓人 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 倉敷高 97
98 5502 笹田　拓弥 (2) ｻｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 倉敷高 98
99 5505 武　　純也 (2) ﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 倉敷高 99

100 5509 奥野　奏輝 (2) ｵｸﾉ ｿｳｷ 男子 岡　山 倉敷高 100
101 2443 玉井　利武 ﾀﾏｲ ﾄｼﾀｹ 男子 広　島 安芸郡陸協 101
102 3286 島崎　満光 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ 男子 広　島 世羅郡陸協 102
103 28 岩本　二千翔(3) ｲﾜﾓﾄ ﾆﾁｶ 男子 広　島 世羅高 103
104 840 吉本　真啓 (1) ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 広　島 世羅高 104
105 841 中野　春希 (1) ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ 男子 広　島 世羅高 105
106 842 新谷　紘ノ介(1) ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 男子 広　島 世羅高 106
107 847 松田　陽太 (1) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 広　島 世羅高 107
108 849 水川　裕斗 (1) ﾐｽﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 広　島 世羅高 108
109 884 松尾　拓哉 (1) ﾏﾂｵ ﾀｸﾔ 男子 広　島 世羅高 109
110 1603 増木　祐斗 (2) ﾏｽｷ ﾕｳﾄ 男子 広　島 世羅高 110
111 1605 植野　泰生 (2) ｳｴﾉ ﾀｲｷ 男子 広　島 世羅高 111
112 1608 山口　智哉 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 男子 広　島 世羅高 112
113 1612 小川　兼太郎(2) ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 広　島 世羅高 113
114 1613 大本　　樹 (2) ｵｵﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 広　島 世羅高 114
115 1617 三浦　大志 (2) ﾐｳﾗ ﾀｲｼ 男子 広　島 世羅高 115
116 1620 上森　界児 (2) ｳｴﾓﾘ ｶｲｼﾞ 男子 広　島 世羅高 116
117 940 中村　遼太 (1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 広　島 舟入高 117
118 1919 眞邉　祐生 (2) ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 広　島 舟入高 118
119 3464 沖宗　佑樹 ｵｷﾑﾈ ﾕｳｷ 男子 広　島 福山市陸協 119
120 454 塩村　洸介 (3) ｼｵﾑﾗ ｺｳｽｹ 男子 広　島 広島国際学院高 120
121 874 岩田　楽也 (1) ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 121
122 875 加藤　聖也 (1) ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 122
123 880 山﨑　光貴 (1) ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 男子 広　島 広島国際学院高 123
124 881 吉田　直樹 (1) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 広　島 広島国際学院高 124
125 882 吉田　　周 (1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 男子 広　島 広島国際学院高 125
126 1270 中組　裕翔 (1) ﾅｶｸﾞﾐ ﾋﾛﾄ 男子 広　島 広島国際学院高 126
127 1680 北野　弘大 (2) ｷﾀﾉ ﾋﾛﾏｻ 男子 広　島 広島国際学院高 127
128 1683 森屋敷　幸太(2) ﾓﾘﾔｼｷ ｺｳﾀ 男子 広　島 広島国際学院高 128
129 2031 西田　一平 (2) ﾆｼﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 男子 広　島 広島国際学院高 129
130 3076 藤田　　悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 男子 山　口 岩国市陸協 130
131 4452 村上　健太 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀ 男子 香　川 ASPERITY 131
132 4465 浜野　雄一郎 ﾊﾏﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 香　川 ASPERITY 132
133 374 寒川　遥貴 (2) ｻﾝｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 男子 香　川 高松工芸高 133
134 377 佐藤　龍希 (2) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 香　川 高松工芸高 134
135 378 大西　悠太 (2) ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 男子 香　川 高松工芸高 135
136 383 村上　拓哉 (1) ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 男子 香　川 高松工芸高 136
137 384 穴吹　瑛緒 (1) ｱﾅﾌﾞｷ ｱｷﾄ 男子 香　川 高松工芸高 137
138 1 大石　朝陽 (2) ｵｵｲｼ ｱｻﾋ 男子 香　川 小豆島中央高 138
139 7 丸山　大輝 (3) ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 香　川 小豆島中央高 139
140 16 長尾　　周 (3) ﾅｶﾞｵ ｼｭｳ 男子 香　川 小豆島中央高 140
141 21 村上　冬和 (1) ﾑﾗｶﾐ ﾄﾜ 男子 香　川 小豆島中央高 141
142 22 小林　琉生 (1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 香　川 小豆島中央高 142
143 1372 中村　喜浩 (M2) ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 男子 大　阪 岡山大 143
144 1374 粟津　佑太 (M1) ｱﾜﾂﾞ ﾕｳﾀ 男子 福　井 岡山大 144
145 1375 大江　将樹 (M1) ｵｵｴ ﾏｻｷ 男子 香　川 岡山大 145
146 1383 石原　　聖 (4) ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 男子 岡　山 岡山大 146
147 1385 遠藤　康太郎(4) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 岡山大 147
148 1386 河口　晃基 (4) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 広　島 岡山大 148
149 1389 高橋　正憲 (4) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 男子 広　島 岡山大 149
150 1394 安積　拓哉 (3) ｱﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 岡山大 150
151 1395 池畑　智幸 (3) ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 男子 岡　山 岡山大 151
152 1396 石松　賢大 (3) ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ 男子 兵　庫 岡山大 152
153 1400 竹中　侑生 (3) ﾀｹﾅｶ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 岡山大 153
154 1402 野喜　亮祐 (3) ﾉｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 岡山大 154
155 1408 前田　周亮 (3) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 男子 岡　山 岡山大 155
156 1413 小川　皓大 (2) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ 男子 広　島 岡山大 156
157 2155 宇都宮　達基(1) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾂｷ 男子 岡　山 岡山大 157
158 2259 馬路　航一郎(1) ﾊﾞｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 岡山大 158
159 1094 大塚　理輝 (2) ｵｵﾂｶ ﾘｷ 男子 広　島 広島大 159
160 2274 山根　慶大 (1) ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 男子 山　口 広島大 160
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161 1316 松下　知樹 (4) ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ 男子 徳　島 徳島大 161
162 1318 佐野　　巧 (4) ｻﾉ ﾀｸﾐ 男子 徳　島 徳島大 162
163 2301 細羽　敬太 (1) ﾎｿﾊﾞ ｹｲﾀ 男子 徳　島 徳島大 163
164 1452 岡田　修司 (2) ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 男子 愛　媛 愛媛大 164
165 1455 小川　龍平 (2) ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 男子 愛　媛 愛媛大 165
166 1460 原　　和輝 (2) ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 男子 徳　島 愛媛大 166
167 1470 徳住　英彰 (3) ﾄｸｽﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 愛　媛 愛媛大 167
168 1476 山西　遼介 (3) ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　媛 愛媛大 168
169 2176 浅野　拓実 (1) ｱｻﾉ ﾀｸﾐ 男子 愛　媛 愛媛大 169
170 2248 寺岡　息吹 (1) ﾃﾗｵｶ ｲﾌﾞｷ 男子 愛　媛 愛媛大 170
171 2251 渡部　大珠 (1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ 男子 愛　媛 愛媛大 171
172 1839 深津　直也 (4) ﾌｶﾂ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 岡山県立大 172
173 1843 岩佐　貫汰 (3) ｲﾜｻ ｶﾝﾀ 男子 京　都 岡山県立大 173
174 2128 角川　慶悟 (1) ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 岡山商科大 174
175 1273 岡田　知憲 (2) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 男子 岡　山 岡山理科大 175
176 1276 井口　雅樹 (3) ｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男子 岡　山 岡山理科大 176
177 1863 田嶋　展明 (5) ﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 男子 岡　山 川崎医科大 177
178 1694 岡本　拓也 (4) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 広島経済大 178
179 1005 枝根　史弥 (3) ｴﾀﾞﾈ ﾌﾐﾔ 男子 広　島 広島修道大 179
180 1009 武田　真澄 (3) ﾀｹﾀﾞ ﾏｽﾐ 男子 広　島 広島修道大 180
181 1010 中野　和哉 (3) ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 男子 広　島 広島修道大 181
182 1015 由良野　公介(3) ﾕﾗﾉ ｺｳｽｹ 男子 広　島 広島修道大 182
183 1016 吉見　健太 (3) ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ 男子 広　島 広島修道大 183
184 1030 吉川　幸輝 (4) ｷｯｶﾜ ｺｳｷ 男子 岡　山 広島修道大 184
185 2169 久米　智宏 (1) ｸﾒ ﾄﾓﾋﾛ 男子 徳　島 広島修道大 185
186 1597 小村　純太 (3) ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 山　口 環太平洋大 186
187 1606 川添　健生 (2) ｶﾜｿﾞｴ ｹﾝｾｲ 男子 高　知 環太平洋大 187
188 1607 源内　宏輝 (2) ｹﾞﾝﾅｲ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 環太平洋大 188
189 2090 小森　雅博 (1) ｺﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 男子 広　島 環太平洋大 189
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190 703 國米　裕介 ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 男子 鳥　取 鳥取銀行 190
191 6 金川　雄哉 (1) ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 男子 鳥　取 米子松蔭高 191
192 7 勝部　悠大 (3) ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鳥　取 米子松蔭高 192
193 8 永江　貴裕 (3) ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 男子 鳥　取 米子松蔭高 193
194 9 山本　龍神 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 男子 鳥　取 米子松蔭高 194
195 14 川田　敏暉 (1) ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 男子 鳥　取 米子松蔭高 195
196 1284 村岡　拓弥 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ 男子 島　根 松江市陸協 196
197 564 小田原　颯汰(3) ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 男子 島　根 出雲工業高 197
198 567 高見　真拓 (3) ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ 男子 島　根 出雲工業高 198
199 571 岡　　大輝 (2) ｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 島　根 出雲工業高 199
200 579 米山　哲平 (2) ﾖﾈﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 島　根 出雲工業高 200
201 581 阿食　亮太 (1) ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ 男子 島　根 出雲工業高 201
202 582 清水　翔太 (1) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 男子 島　根 出雲工業高 202
203 583 田部　智暉 (1) ﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 男子 島　根 出雲工業高 203
204 635 西尾　佑葵 (1) ﾆｼｵ ﾕｳｷ 男子 島　根 出雲工業高 204
205 9457 荒島　永作 ｱﾗｼﾏ ｴｲｻｸ 男子 岡　山 岡山陸協 205
206 9497 岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 岡山陸協 206
207 3418 酒井　　健 ｻｶｲ ｹﾝ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 207
208 3432 谷口　純平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 208
209 3443 木村　宣久 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 209
210 9663 仙波　貴雅 ｾﾝﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 男子 岡　山 ｚｉｐｓ 210
211 511 國府　誠太郎(2) ｺｸﾌﾞ ｾｲﾀﾛｳ 男子 岡　山 岡山工業高 211
212 5324 長谷川　舜 (1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 男子 岡　山 水島工業高 212
213 5381 安藤　勘太 (2) ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 水島工業高 213
214 5383 藤原　優希 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 男子 岡　山 水島工業高 214
215 5384 和田　将希 (2) ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 岡　山 水島工業高 215
216 6802 高島　直也 (2) ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 津山東高 216
217 6805 志部　樹輝 (2) ｼﾌﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 津山東高 217
218 6111 丸岡　陸哉 (2) ﾏﾙｵｶ ﾘｸﾔ 男子 岡　山 高松農業高 218
219 1074 長谷川　凌央(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 岡　山 玉野光南高 219
220 1075 多賀　健人 (1) ﾀｶﾞ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 玉野光南高 220
221 1121 浅野　鴻之介(2) ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 男子 岡　山 玉野光南高 221
222 1126 尾関　大誠 (2) ｵｾﾞｷ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 玉野光南高 222
223 1128 大森　椋太 (2) ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 玉野光南高 223
224 1145 虫明　嵩史 (2) ﾑｼｱｹ ﾀｶﾌﾐ 男子 岡　山 玉野光南高 224
225 886 中西　真大 (2) ﾅｶﾆｼ ﾏｵ 男子 岡　山 就実高 225
226 7951 田中　佑樹 (3) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 226
227 7953 清水　佑輔 (3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 岡山商大附高 227
228 7980 難波　雅久 (2) ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾋｻ 男子 岡　山 岡山商大附高 228
229 7981 高山　輝太 (2) ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ 男子 岡　山 岡山商大附高 229
230 7982 向井　雅登 (2) ﾑｶｲ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 岡山商大附高 230
231 7983 大塚　翔真 (2) ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 岡山商大附高 231
232 7996 森田　一希 (1) ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 232
233 5462 長塩　寛至 (1) ﾅｶﾞｼｵ ｶﾝｼﾞ 男子 岡　山 倉敷高 233
234 5464 難波　景期 (1) ﾅﾝﾊﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷高 234
235 5472 ﾊﾘｿﾝ　ｶﾞﾄﾄ (1) ﾊﾘｿﾝ ｶﾞﾄﾄ 男子 岡　山 倉敷高 235
236 5475 宍戸　来嘉 (3) ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ 男子 岡　山 倉敷高 236
237 5477 円　　健介 (3) ﾂﾌﾞﾗ ｹﾝｽｹ 男子 岡　山 倉敷高 237
238 5478 井口　　駆 (3) ｲｸﾞﾁ ｶｹﾙ 男子 岡　山 倉敷高 238
239 5479 八木　志樹 (3) ﾔｷﾞ ﾓﾄｷ 男子 岡　山 倉敷高 239
240 5480 井田　　春 (3) ｲﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷高 240
241 5481 若林　陽大 (3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷高 241
242 5501 石井　大揮 (2) ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷高 242
243 5503 山下　空良 (2) ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ 男子 岡　山 倉敷高 243
244 5504 西山　在喜 (2) ﾆｼﾔﾏ ｱﾘｷ 男子 岡　山 倉敷高 244
245 5506 角南　隆行 (2) ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ 男子 岡　山 倉敷高 245
246 5507 石井　稔基 (2) ｲｼｲ ﾄｼｷ 男子 岡　山 倉敷高 246
247 5508 寺元　颯一 (2) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｲﾁ 男子 岡　山 倉敷高 247
248 5510 石原　翔太郎(2) ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷高 248
249 27 梶山　林太郎(3) ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 広　島 世羅高 249
250 29 福留　佑季 (3) ﾌﾙﾄﾞﾒ ﾕｳｷ 男子 広　島 世羅高 250
251 32 田井野　悠介(3) ﾀｲﾉ ﾕｳｽｹ 男子 広　島 世羅高 251
252 34 上本　青空 (3) ｳｴﾓﾄ ｿﾗ 男子 広　島 世羅高 252
253 36 前垣内　皓大(3) ﾏｴｶﾞｲﾁ ｺｳﾀ 男子 広　島 世羅高 253
254 37 本田　吉平 (3) ﾎﾝﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 男子 広　島 世羅高 254
255 38 永地　泰貴 (3) ｴｲｼﾞ ﾀｲｷ 男子 広　島 世羅高 255
256 838 福田　　翔 (1) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 男子 広　島 世羅高 256
257 839 福留　浩太 (1) ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳﾀ 男子 広　島 世羅高 257
258 843 大西　　陸 (1) ｵｵﾆｼ ﾘｸ 男子 広　島 世羅高 258
259 848 吉木　駿平 (1) ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 広　島 世羅高 259
260 850 石本　健人 (1) ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 広　島 世羅高 260
261 851 ｼﾞｮﾝ　ﾑﾜﾆｷ (1) ｼﾞｮﾝ ﾑﾜﾆｷ 男子 広　島 世羅高 261
262 1601 岡崎　太郎 (2) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾛｳ 男子 広　島 世羅高 262
263 1602 細迫　海気 (2) ﾎｿｻｺ ｶｲｷ 男子 広　島 世羅高 263
264 1604 沖田　稜平 (2) ｵｷﾀ ﾘｮｳﾍｲ 男子 広　島 世羅高 264
265 1606 北村　惇生 (2) ｷﾀﾑﾗ ｽﾅｵ 男子 広　島 世羅高 265
266 1607 中野　翔太 (2) ﾅｶﾉ ｼｭｳﾀ 男子 広　島 世羅高 266
267 1609 野原　凌央 (2) ﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 男子 広　島 世羅高 267
268 1610 保井　風満 (2) ﾔｽｲ ﾌｳﾏ 男子 広　島 世羅高 268
269 1615 見川　壮大 (2) ﾐｶﾜ ｿｳﾀ 男子 広　島 世羅高 269
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270 1616 倉本　玄太 (2) ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 男子 広　島 世羅高 270
271 1619 篠原　　匠 (2) ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 男子 広　島 世羅高 271
272 1621 田坂　圭輝 (2) ﾀｻｶ ﾖｼｷ 男子 広　島 世羅高 272
273 89 伊豫田　達弥(3) ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男子 広　島 舟入高 273
274 1917 山下　英太朗(2) ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀﾛｳ 男子 広　島 舟入高 274
275 666 江浪　修平 ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 男子 広　島 日新製鋼 275
276 1712 後　　颯人 (2) ｳｼﾛ ﾊﾔﾄ 男子 広　島 如水館高 276
277 1713 佐藤　　昴 (2) ｻﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 男子 広　島 如水館高 277
278 98 森永　翔平 (3) ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 広　島 広島国際学院高 278
279 876 熊谷　幸路 (1) ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷｼﾞ 男子 広　島 広島国際学院高 279
280 877 笹木　恵斗 (1) ｻｻｷ ｹｲﾄ 男子 広　島 広島国際学院高 280
281 878 濱本　零士 (1) ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 男子 広　島 広島国際学院高 281
282 1677 石丸　大輝 (2) ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 男子 広　島 広島国際学院高 282
283 1678 岡野　智也 (2) ｵｶﾉ ﾄﾓﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 283
284 1679 兼原　尚也 (2) ｶﾈﾊﾗ ﾅｵﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 284
285 1681 北山　裕祐 (2) ｷﾀﾔﾏ ﾕｳｽｹ 男子 広　島 広島国際学院高 285
286 1682 藤本　浩輝 (2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 男子 広　島 広島国際学院高 286
287 4317 浅野　良太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 山　口 周南市陸協 287
288 6 真砂　拓冬 (3) ﾏｻｺﾞ ﾀｸﾄ 男子 香　川 小豆島中央高 288
289 20 林　　叶大 (1) ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ 男子 香　川 小豆島中央高 289
290 24 明田　翔真 (3) ｱｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 香　川 小豆島中央高 290
291 25 西森　　燎 (1) ﾆｼﾓﾘ ｱｷﾄ 男子 香　川 小豆島中央高 291
292 28 宮脇　宏哉 (1) ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛﾔ 男子 香　川 小豆島中央高 292
293 29 森田　琉雅 (1) ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｶﾞ 男子 香　川 小豆島中央高 293
294 8294 村井　洸洋 ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ 男子 愛　媛 西条市陸協 294
295 1373 村上　　聡 (M2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 男子 徳　島 岡山大 295
296 1391 福井　将貴 (4) ﾌｸｲ ﾏｻｷ 男子 埼　玉 岡山大 296
297 1401 谷田　啓明 (3) ﾀﾆﾀ ﾋﾛｱｷ 男子 岡　山 岡山大 297
298 1424 長岡　隆成 (2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 岡山大 298
299 2156 柏木　尚貴 (1) ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵｷ 男子 兵　庫 岡山大 299
300 2258 西村　秀清 (1) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷﾖ 男子 岡　山 岡山大 300
301 1084 家永　知生 (3) ｲｴﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 男子 広　島 広島大 301
302 1110 吉村　善治 (M1) ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 男子 福　岡 広島大 302
303 1148 森　麟太郎 (3) ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 広　島 広島大 303
304 1164 竹内　　陸 (2) ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 男子 山　口 広島大 304
305 1321 久我　浩正 (4) ｸｶﾞ ﾋﾛﾏｻ 男子 島　根 徳島大 305
306 1462 平家　知典 (2) ﾍｲｹ ﾄﾓﾉﾘ 男子 愛　媛 愛媛大 306
307 1478 井阪　謙太 (4) ｲｻｶ ｹﾝﾀ 男子 愛　媛 愛媛大 307
308 1483 五丁　健治 (4) ｺﾞﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ 男子 愛　媛 愛媛大 308
309 1484 相田　和之 (4) ｿｳﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 男子 愛　媛 愛媛大 309
310 1489 小田　淳史 (M1) ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 広　島 愛媛大 310
311 2182 上甲　貴之 (1) ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｶﾕｷ 男子 愛　媛 愛媛大 311
312 2184 西野　友喜 (1) ﾆｼﾉ ﾄﾓｷ 男子 愛　媛 愛媛大 312
313 2253 堀田　靖人 (4) ﾎﾘﾀ ﾔｽﾋﾄ 男子 愛　媛 愛媛大 313
314 1003 浅先　将大 (3) ｱｻｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 男子 広　島 広島修道大 314
315 1013 宮藤　優樹 (3) ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 男子 広　島 広島修道大 315
316 1605 小島　由典 (2) ｵｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾘ 男子 高　知 環太平洋大 316
317 1608 平松　拓 (2) ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 環太平洋大 317
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******************************************
* 男子中学 ３０００ｍ *
******************************************
85人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2111 布野　雅也 (3) ﾌﾉ ﾏｻﾔ 男子 島　根 河南中 1
2 2072 内田　晴樹 (2) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 井村ＲＣ 2
3 2078 内田　勇樹 (2) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 井村ＲＣ 3
4 2079 大西　柊太朗(2) ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 井村ＲＣ 4
5 2083 嘉良戸　翔太(2) ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 井村ＲＣ 5
6 2084 石井　　翔 (1) ｲｼｲ ｶｹﾙ 男子 岡　山 井村ＲＣ 6
7 2085 中野　裕心 (1) ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ 男子 岡　山 井村ＲＣ 7
8 2086 山田　修人 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 井村ＲＣ 8
9 2087 山口　　倫 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 男子 岡　山 井村ＲＣ 9

10 2089 八木　宏樹 (1) ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 井村ＲＣ 10
11 3071 森下　翔太 (3) ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 ＳＰＥ 11
12 3072 大成　生真 (3) ｵｵﾅﾘ ｾｲﾏ 男子 岡　山 ＳＰＥ 12
13 71 角南　季明 (3) ｽﾅﾐ ﾄｼｱｷ 男子 岡　山 福浜中 13
14 1477 原田　　樹 (1) ﾊﾗﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 芳泉中 14
15 1479 嘉数　大雅 (1) ｶｽｳ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 芳泉中 15
16 1482 松田　幸大 (2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉中 16
17 1485 今岡　颯大 (2) ｲﾏｵｶ ｿｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉中 17
18 1486 長﨑　陽生 (2) ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 芳泉中 18
19 1487 草苅　飛源 (1) ｸｻｶﾘ ﾋｹﾞﾝ 男子 岡　山 芳泉中 19
20 1488 田中　視陽 (2) ﾀﾅｶ ｼﾖｳ 男子 岡　山 芳泉中 20
21 1489 吉田　　匠 (1) ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 芳泉中 21
22 1490 菅野　雅史 (2) ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 男子 岡　山 芳泉中 22
23 1496 吉冨　陽太 (1) ﾖｼﾄﾐ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 芳泉中 23
24 98 土田　浩生 (2) ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 市操山中 24
25 102 岡　　優月 (2) ｵｶ ﾕﾂﾞｷ 男子 岡　山 市操山中 25
26 111 目黒　ルイ (2) ﾒｸﾞﾛ ﾙｲ 男子 岡　山 市操山中 26
27 125 對中　天晟 (2) ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 男子 岡　山 操南中 27
28 1593 林　　愛翔 (2) ﾊﾔｼ ﾏﾅﾄ 男子 岡　山 旭東中 28
29 1703 田中　達也 (1) ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 吉備中 29
30 1704 三村　風嘉 (1) ﾐﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 岡　山 吉備中 30
31 1709 柴倉　颯汰 (1) ｼﾊﾞｸﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 吉備中 31
32 1712 若林　瑛大 (2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 男子 岡　山 吉備中 32
33 1716 飯田　湧也 (2) ｲｲﾀﾞﾕｳﾔ 男子 岡　山 吉備中 33
34 1760 江尻　直生 (1) ｴｼﾞﾘ ﾅｵｷ 男子 岡　山 吉備中 34
35 2748 中原　康汰 (3) ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀ 男子 岡　山 吉備中 35
36 2749 浜野　雄気 (3) ﾊﾏﾉ ﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 36
37 2750 佐竹　青空 (2) ｻﾀｹ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備中 37
38 2751 玉置　尚也 (3) ﾀﾏｷ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 吉備中 38
39 2752 大塚　直哉 (3) ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 吉備中 39
40 2753 荒木　大輝 (3) ｱﾗｷ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 吉備中 40
41 2754 秋田　祐樹 (3) ｱｷﾀ ﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 41
42 941 佐藤　那地 (2) ｻﾄｳ ﾅﾁ 男子 岡　山 妹尾中 42
43 947 久世　拳士郎(2) ｸｾ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 妹尾中 43
44 1699 犬飼　慶人 (2) ｲﾇｶｲ ﾖｼﾄ 男子 岡　山 吉備中 44
45 143 濵田　大輔 (2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山大附中 45
46 145 三浦　颯太 (2) ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡山大附中 46
47 159 遠藤　紘介 (1) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 岡山大附中 47
48 480 立川　健佑 (1) ﾀﾂｶﾜ ｹﾝﾕｳ 男子 岡　山 山南中 48
49 487 山口　雅人 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ 男子 岡　山 山南中 49
50 488 乙倉　悠祐 (2) ｵﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 山南中 50
51 501 家田　純弥 (1) ｲｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 山南中 51
52 537 河本　篤哉 (2) ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 岡　山 高陽中 52
53 542 右遠　大輝 (2) ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 高陽中 53
54 2169 庄治　大翔 (1) ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 邑久中 54
55 2172 杉本　　仁 (2) ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 岡　山 邑久中 55
56 2175 藤原　　蓮 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ 男子 岡　山 邑久中 56
57 2178 伊加　拓海 (3) ｲｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 邑久中 57
58 159 福井　渚大 (2) ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 宇野中 58
59 229 依田　凌輔 (2) ﾖﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 荘内中 59
60 236 八田　拓士 (1) ﾊｯﾀ ﾀｸｼ 男子 岡　山 荘内中 60
61 242 小牧　楓斗 (2) ｺﾏｷ ﾌｳﾄ 男子 岡　山 荘内中 61
62 628 川﨑　　優 (3) ｶﾜｻｷ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 倉敷東中 62
63 678 堀口　颯亮 (3) ﾎﾘｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷南中 63
64 735 中塚　遥紀 (2) ﾅｶﾂｶ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 倉敷福田中 64
65 301 長尾　拓能 (2) ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 児島中 65
66 303 小野　光翔 (2) ｵﾉ ﾐｸﾄ 男子 岡　山 児島中 66
67 308 茂成　拓真 (1) ｼｹﾞﾅﾘ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 児島中 67
68 347 山田　秀人 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 琴浦中 68
69 352 大賀　郁哉 (2) ｵｵｶﾞ ｲｸﾔ 男子 岡　山 琴浦中 69
70 354 兒玉　卓実 (2) ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 琴浦中 70
71 357 三木　誉之尊(2) ﾐｷ ﾖｼﾀｶ 男子 岡　山 琴浦中 71
72 361 柏野　詩穏 (1) ｶｼﾉ ｼｵﾝ 男子 岡　山 琴浦中 72
73 365 船橋　義貴 (1) ﾌﾅﾊｼ ﾖｼﾀｶ 男子 岡　山 琴浦中 73
74 367 藤原　志進 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｼﾝ 男子 岡　山 琴浦中 74
75 811 中原　翔太 (3) ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島東中 75
76 840 赤澤　晃成 (2) ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 玉島北中 76
77 1650 道廣　賢将 (3) ﾐﾁﾋﾛ ｹﾝｼｮｳ 男子 岡　山 里庄中 77
78 2020 妹尾　蒼太 (2) ｾﾉｵ ｿｳﾀ 男子 岡　山 小北中 78
79 848 吉岡　剛志 (2) ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 男子 岡　山 高屋中 79
80 916 三村　　幌 (1) ﾐﾑﾗ ﾎﾛ 男子 岡　山 芳井中 80
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******************************************
* 男子中学 ３０００ｍ *
******************************************
85人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
81 1217 板倉　蒔希 (2) ｲﾀｸﾗ ｼｷ 男子 岡　山 津山東中 81
82 1400 南條　光希 (3) ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 男子 岡　山 奈義中 82
83 2043 隅田　侑希 (3) ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 蒜山中 83
84 2048 植木　凛太 (3) ｳｴｷ ﾘﾝﾀ 男子 岡　山 蒜山中 84
85 7249 庵地　祐希 (3) ｱﾝﾁ ﾕｳｷ 男子 広　島 神辺東中 85
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**********************************
* 女子 ５０００ｍ *
**********************************
5人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 5468 小林　　翼 (1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 女子 岡　山 倉敷高 1
2 1113 井上　紗希 (M2) ｲﾉｳｴ ｻｷ 女子 兵　庫 岡山大 2
3 1376 内海　早稀 (1) ｳﾂﾐ ｻｷ 女子 岡　山 岡山大 3
4 1413 高本　　南 (1) ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 岡山大 4
5 1142 山本　知美 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾊﾙ 女子 愛　媛 愛媛大 5

平成３０年度　岡山県長距離記録会　　競技エントリーリスト
**********************************
* 女子 ３０００ｍ *
**********************************
83人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9348 野上　真理子 ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘｺ 女子 岡　山 岡山陸協 1
2 102 重光　瑠琉香(2) ｼｹﾞﾐﾂ ﾙﾙｶ 女子 岡　山 岡山操山高 2
3 103 本郷　沙穂 (2) ﾎﾝｺﾞｳ ｻﾎ 女子 岡　山 岡山操山高 3
4 107 堤　　真花 (1) ﾂﾂﾐ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 岡山操山高 4
5 112 國政　美里 (1) ｸﾆﾏｻ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 岡山操山高 5
6 117 金光　由樹 (3) ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 女子 岡　山 岡山操山高 6
7 230 綾野　千優 (2) ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 岡山芳泉高 7
8 519 星島　早絵 (2) ﾎｼｼﾞﾏ ｻｴ 女子 岡　山 岡山工業高 8
9 362 三原　香穂 (3) ﾐﾊﾗ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 9

10 385 浅野　花帆 (3) ｱｻﾉ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 10
11 418 太田　夏希 (2) ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 11
12 420 永野　萌香 (2) ﾅｶﾞﾉ ﾓｴｶ 女子 岡　山 岡山東商業高 12
13 436 今田　結月 (2) ｲﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 13
14 492 梅里　　夢 (2) ｳﾒｻﾄ ﾕﾒ 女子 岡　山 岡山南高 14
15 5022 広地　陽菜 (1) ﾋﾛﾁ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 倉敷南高 15
16 5023 松浦　暖果 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 倉敷南高 16
17 5051 中西　美友 (2) ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ 女子 岡　山 倉敷南高 17
18 5053 武智　志織 (2) ﾀｹﾁ ｼｵﾘ 女子 岡　山 倉敷南高 18
19 6804 上原　彩美 (2) ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾐ 女子 岡　山 津山東高 19
20 6834 森岡　史江 (1) ﾓﾘｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 岡　山 津山東高 20
21 6835 林　　優希 (1) ﾊﾔｼ ﾕｷ 女子 岡　山 津山東高 21
22 6836 前田　奏音 (1) ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾈ 女子 岡　山 津山東高 22
23 5550 山下　潤子 (1) ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 女子 岡　山 玉島高 23
24 244 幡上　綾香 (2) ﾊﾀｶﾞﾐ ｱﾔｶ 女子 岡　山 岡山一宮高 24
25 263 阿式　　杏 (1) ｱｼﾞｷ ｱﾝｽﾞ 女子 岡　山 岡山一宮高 25
26 1088 安藤　充郁 (1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 女子 岡　山 玉野光南高 26
27 1089 諏訪　玲奈 (1) ｽﾜ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 玉野光南高 27
28 1093 中川　綾乃 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 玉野光南高 28
29 1096 小林　萌香 (1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 玉野光南高 29
30 1097 北川　　温 (1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙ 女子 岡　山 玉野光南高 30
31 1139 堀内　咲希 (2) ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 女子 岡　山 玉野光南高 31
32 1142 藤本　涼花 (2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ 女子 岡　山 玉野光南高 32
33 1150 諏訪　実優 (2) ｽﾜ ﾐﾕ 女子 岡　山 玉野光南高 33
34 1151 市本　桃子 (2) ｲﾁﾓﾄ ﾓﾓｺ 女子 岡　山 玉野光南高 34
35 5469 斉藤　巴音 (1) ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 女子 岡　山 倉敷高 35
36 5470 萩原　柚乃 (1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾉ 女子 岡　山 倉敷高 36
37 5512 山本　晏佳吏(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 岡　山 倉敷高 37
38 5513 江尻　佳乃 (2) ｴｼﾞﾘ ﾖｼﾉ 女子 岡　山 倉敷高 38
39 5514 山下　夏実 (2) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 倉敷高 39
40 5515 藤田　彩希 (2) ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 女子 岡　山 倉敷高 40
41 5516 小野　瑠南 (2) ｵﾉ ﾙﾅ 女子 岡　山 倉敷高 41
42 13 真崎　　遥 (3) ﾏｻｷ ﾊﾙｶ 女子 広　島 世羅高 42
43 14 平村　古都 (3) ﾋﾗﾑﾗ ｺﾄ 女子 広　島 世羅高 43
44 16 相原　結芽子(3) ｱｲﾊﾞﾗ ﾕﾒｺ 女子 広　島 世羅高 44
45 17 相原　美咲 (3) ｱｲﾀﾞﾗ ﾐｻｷ 女子 広　島 世羅高 45
46 18 松本　結香 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲｶ 女子 広　島 世羅高 46
47 19 小川　純奈 (3) ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 広　島 世羅高 47
48 22 高橋　あかり(3) ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ 女子 広　島 世羅高 48
49 515 永地　由香里(1) ｴｲｼﾞ ﾕｶﾘ 女子 広　島 世羅高 49
50 516 加藤　未咲 (1) ｶﾄｳ ﾐｻｷ 女子 広　島 世羅高 50
51 517 山際　夏芽 (1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ 女子 広　島 世羅高 51
52 518 神笠　知子 (1) ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ 女子 広　島 世羅高 52
53 519 下高　美聡 (1) ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ 女子 広　島 世羅高 53
54 520 加藤　小雪 (1) ｶﾄｳ ｺﾕｷ 女子 広　島 世羅高 54
55 521 田垣内　葵 (1) ﾀｶﾞｲﾄ ｱｵｲ 女子 広　島 世羅高 55
56 522 ﾃﾚｼｱ　ﾑｯｿｰﾆ (1) ﾃﾚｼｱ ﾑｯｿｰﾆ 女子 広　島 世羅高 56
57 1001 鍋島　萌花 (2) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｴｶ 女子 広　島 世羅高 57
58 1002 朝比奈　雅姫(2) ｱｻﾋﾅ ﾏｻｷ 女子 広　島 世羅高 58
59 1003 西田　鈴菜 (2) ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 女子 広　島 世羅高 59
60 1004 石田　千紘 (2) ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 広　島 世羅高 60
61 3333 ﾅｵﾐ　ﾑｯｿｰﾆ (3) ﾅｵﾐ ﾑｯｿｰﾆ 女子 広　島 世羅高 61
62 51 德重　夢乃 (3) ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾒﾉ 女子 広　島 舟入高 62
63 52 平岡　美帆 (3) ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ 女子 広　島 舟入高 63
64 53 松本　萌恵 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 女子 広　島 舟入高 64
65 577 谷本　七星 (1) ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 女子 広　島 舟入高 65
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**********************************
* 女子 ３０００ｍ *
**********************************
83人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
66 578 脇坂　千香子(1) ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ 女子 広　島 舟入高 66
67 633 森内　朱音 (1) ﾓﾘｳﾁ ｱｶﾈ 女子 広　島 舟入高 67
68 1092 上田　万葵 (2) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 女子 広　島 舟入高 68
69 1093 山本　和花 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 女子 広　島 舟入高 69
70 1094 尾田　　祭 (2) ｵﾀﾞ ﾏﾂﾘ 女子 広　島 舟入高 70
71 1095 松尾　晴乃 (2) ﾏﾂｵ ﾊﾙﾉ 女子 広　島 舟入高 71
72 380 大西　真衣 (1) ｵｵﾆｼ ﾏｼ 女子 香　川 高松工芸高 72
73 381 種田　涼花 (1) ﾀﾈﾀﾞ ｽｽﾞｶ 女子 香　川 高松工芸高 73
74 382 新原　千宙 (1) ﾆｲﾊﾗ ﾁﾋﾛ 女子 香　川 高松工芸高 74
75 383 山本　尚子 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 女子 香　川 高松工芸高 75
76 384 平井　　玲 (1) ﾋﾗｲ ﾚｲ 女子 香　川 高松工芸高 76
77 385 川田　花菜 (1) ｶﾜﾀﾞ ﾊﾅﾅ 女子 香　川 高松工芸高 77
78 402 村上　祐里 (3) ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘ 女子 香　川 高松工芸高 78
79 410 二羽　杏美 (2) ﾆﾜ ｱｽﾞﾐ 女子 香　川 高松工芸高 79
80 412 大庭　結菜 (2) ｵｵﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 香　川 高松工芸高 80
81 413 田中　千夏 (2) ﾀﾅｶ ﾁﾅﾂ 女子 香　川 高松工芸高 81
82 414 松本　妃奈乃(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾉ 女子 香　川 高松工芸高 82
83 418 木村　光李 (2) ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ 女子 香　川 高松工芸高 83
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******************************************
* 女子中学 ３０００ｍ *
******************************************
44人 会期:2018年11月24日(土)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2075 那須　愛里 (3) ﾅｽ ｱｲﾘ 女子 岡　山 井村ＲＣ 1
2 2081 山本　笑莉 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 女子 岡　山 井村ＲＣ 2
3 2082 三宅　波菜 (2) ﾐﾔｹ ﾊﾝﾅ 女子 岡　山 井村ＲＣ 3
4 3067 土屋　舞琴 (3) ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 女子 岡　山 ＳＰＥ 4
5 3073 西　　　都 (2) ﾆｼ ﾐﾔｺ 女子 岡　山 ＳＰＥ 5
6 58 藤田　絹子 (1) ﾌｼﾞﾀｷﾇｺ 女子 岡　山 福浜中 6
7 59 福光　桃香 (1) ﾌｸﾐﾂ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 福浜中 7
8 71 矢野　芙由子(3) ﾔﾉ ﾌﾕｺ 女子 岡　山 福浜中 8
9 1364 難波　聖菜 (2) ﾅﾝﾊﾞ ｾﾅ 女子 岡　山 福南中 9

10 1367 守本　詩麻 (2) ﾓﾘﾓﾄ ｼﾏ 女子 岡　山 福南中 10
11 1223 小田　桃華 (1) ｵﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 芳泉中 11
12 1224 大西　未来 (1) ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 芳泉中 12
13 1225 安藤　朝咲 (1) ｱﾝﾄﾞｳ ｱｻ 女子 岡　山 芳泉中 13
14 1228 金森　絢風 (1) ｶﾈﾓﾘ ｱﾔｶ 女子 岡　山 芳泉中 14
15 121 萩原　和奏 (2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 操南中 15
16 1319 真鍋　明好 (1) ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 吉備中 16
17 368 奈爪　桃花 (2) ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 山南中 17
18 381 細川　　藍 (1) ﾎｿｶﾜ ｱｲ 女子 岡　山 山南中 18
19 402 高橋　葉月 (2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 女子 岡　山 高陽中 19
20 1813 森下　唯里 (3) ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 女子 岡　山 桜が丘中 20
21 2278 川野　さくら(2) ｶﾜﾉ ｻｸﾗ 女子 岡　山 邑久中 21
22 2280 鳥山　瑞穂 (2) ﾄﾘﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 女子 岡　山 邑久中 22
23 2287 今田　幸希奈(2) ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 女子 岡　山 邑久中 23
24 151 小橋　彩和 (3) ｺﾊﾞｼ ｻﾜ 女子 岡　山 玉中 24
25 2379 大森　胡桃 (2) ｵｵﾓﾘ ｸﾙﾐ 女子 岡　山 倉敷西中 25
26 2385 土倉　夕佳 (1) ﾄｸﾗ ﾕｶ 女子 岡　山 倉敷西中 26
27 1329 粟　　愛華 (3) ｱﾜ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 新田中 27
28 697 浅野　　馨 (1) ｱｻﾉ ｹｲ 女子 岡　山 玉島北中 28
29 980 平田　茉亜紗(1) ﾋﾗﾀ ﾏｱｻ 女子 岡　山 津山東中 29
30 1173 森原　　渚 (3) ﾓﾘﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 女子 岡　山 久世中 30
31 7245 森　　陽向 (3) ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 女子 広　島 神辺東中 31
32 5891 東　　一葉 (2) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾊ 女子 広　島 大和中 32
33 5892 山本　悠理 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 女子 広　島 大和中 33
34 1305 角南　弥幸 (2) ｽﾅﾐ ﾐﾕｷ 女子 岡　山 吉備中 34
35 1311 間野　　結 (1) ﾏﾉ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備中 35
36 1312 福田　あみ (1) ﾌｸﾀﾞ ｱﾐ 女子 岡　山 吉備中 36
37 1313 難波　　凛 (2) ﾅﾝﾊﾞ ﾘﾝ 女子 岡　山 吉備中 37
38 1314 苅田　彩夏 (1) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 吉備中 38
39 1317 有富　　郁 (2) ｱﾘﾄﾐ ｲｸ 女子 岡　山 吉備中 39
40 2520 正司　瑠奈 (3) ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 女子 岡　山 吉備中 40
41 2521 迫田　　明 (3) ｻｺﾀ ﾒｲ 女子 岡　山 吉備中 41
42 2522 砂田　珠来 (3) ｽﾅﾀﾞ ﾐｸ 女子 岡　山 吉備中 42
43 2523 近常　光咲 (3) ﾁｶﾂﾈ ｻｷ 女子 岡　山 吉備中 43
44 2528 寺園　萌笑 (2) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾓｴ 女子 岡　山 吉備中 44  


