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* 男子 ５０００ｍ(01組～06組) *
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208人

競技場／岡山県陸上競技場　開催日／2019年11月23日(土)
# 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 1915 荒木　康輔 (1) ｱﾗｷ ｺｳｽｹ 男子 兵　庫 福崎高 1
2 1916 髙岡　侑矢 (1) ﾀｶｵｶ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 福崎高 2
3 6 河田　　剛 (1) ｶﾜﾀ ｺﾞｳ 男子 鳥　取 米子松蔭高 3
4 7 植田　竜星 (1) ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 鳥　取 米子松蔭高 4
5 8 山田　翔輝 (1) ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｷ 男子 鳥　取 米子松蔭高 5
6 15 田辺　　豊 (1) ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 男子 鳥　取 米子松蔭高 6
7 1299 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 1141 岡村　　遥 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 男子 島　根 松江陸上ｸﾗﾌﾞ 8
9 30 高見　歩武 (2) ﾀｶﾐ ｱﾕﾑ 男子 島　根 明誠高 9

10 391 長田　大和 (2) ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 男子 島　根 出雲工業高 10
11 628 尾林　恒星 (1) ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 男子 島　根 平田高 11
12 632 福島　康太 (1) ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀ 男子 島　根 平田高 12
13 633 布野　雅也 (1) ﾌﾉ ﾏｻﾔ 男子 島　根 平田高 13
14 634 三上　純平 (1) ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 島　根 平田高 14
15 9344 谷口　友章 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 男子 岡　山 岡山陸協 15
16 9378 竹之内　一志 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｽﾞｼ 男子 岡　山 岡山陸協 16
17 3261 中谷　臣希 ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ 男子 岡　山 岡山クラブ 17
18 3401 北村　　康 ｷﾀﾑﾗ ｺｳ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 18
19 3202 中山　　凌 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 岡　山 三井E&S玉野 19
20 3215 上村　　歩 ｳｴﾑﾗ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 三井E&S玉野 20
21 3055 田中　拳史郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 倉敷化工 21
22 3583 多田　陽祐 ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 岡山県庁 22
23 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 23
24 3914 安部　光博 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ 男子 岡　山 ＧＳＤＦ岡山 24
25 2877 吉光　陽紀 ﾖｼﾐﾂ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 倉敷福田走友会 25
26 2891 石井　佑輝 ｲｼｲ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷福田走友会 26
27 3656 戸田　英雄 ﾄﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 男子 岡　山 ＫＮＤ．ＴＣ 27
28 3816 古市　翔也 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾔ 男子 岡　山 Glory AC 28
29 3818 今田　湧也 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 Glory AC 29
30 3836 古米　大洋 ﾌﾙﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 ChaRun 30
31 3837 池田　智一 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 男子 岡　山 ChaRun 31
32 23 吉原　達也 (2) ﾖｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 岡山朝日高 32
33 25 大森　大輔 (2) ｵｵﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山朝日高 33
34 28 黒瀬　　養 (2) ｸﾛｾ ｶｲ 男子 岡　山 岡山朝日高 34
35 35 赤木　諒遥 (2) ｱｶｷﾞ ﾏｻﾊﾙ 男子 岡　山 岡山朝日高 35
36 42 平尾　　健 (1) ﾋﾗｵ ｹﾝ 男子 岡　山 岡山朝日高 36
37 44 黒田　晃希 (1) ｸﾛﾀﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 岡山朝日高 37
38 45 田口　　諒 (1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 岡　山 岡山朝日高 38
39 46 松本　倫弥 (1) ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 岡山朝日高 39
40 47 在里　　隼 (1) ｱﾘｻﾄ ｼｭﾝ 男子 岡　山 岡山朝日高 40
41 62 山根　快翔 (2) ﾔﾏﾈ ｶｲﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 41
42 520 金森　貴生 (3) ｶﾅﾓﾘ ｷｵ 男子 岡　山 岡山工業高 42
43 540 守岡　　陽 (2) ﾓﾘｵｶ ﾊﾙ 男子 岡　山 岡山工業高 43
44 552 秋田　祐樹 (1) ｱｷﾀ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山工業高 44
45 554 山名　駿輝 (1) ﾔﾏﾅ ﾄｼｷ 男子 岡　山 岡山工業高 45
46 562 小林　那緒 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 男子 岡　山 岡山工業高 46
47 586 竹本　啓登 (2) ﾀｹﾓﾄ ｹｲﾄ 男子 岡　山 東岡山工業高 47
48 594 小橋　飛佑弥 (1) ｺﾊﾞｼ ﾄｳﾔ 男子 岡　山 東岡山工業高 48
49 595 大塚　博斗 (1) ｵｵﾂｶ ﾊｸﾄ 男子 岡　山 東岡山工業高 49
50 599 平松　勇刀 (1) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 東岡山工業高 50
51 5323 林　　直樹 (2) ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 男子 岡　山 水島工業高 51
52 5325 由谷　功至 (2) ﾖｼﾔ ｱﾂｼ 男子 岡　山 水島工業高 52
53 5352 木下　皓太 (1) ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 男子 岡　山 水島工業高 53
54 5353 加藤　優樹 (1) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 男子 岡　山 水島工業高 54
55 5354 中原　祥太 (1) ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 水島工業高 55
56 5356 平木　奏多 (1) ﾋﾗｷ ｶﾅﾀ 男子 岡　山 水島工業高 56
57 5395 伊澤　奈央也 (3) ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 水島工業高 57
58 6570 金井　悠陽 (2) ｶﾅｲ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 津山高 58
59 6826 藤原　和哉 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 岡　山 津山東高 59
60 6827 板倉　琉一 (2) ｲﾀｸﾗ ﾙｲ 男子 岡　山 津山東高 60
61 6830 鈴木　貴之 (2) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 男子 岡　山 津山東高 61
62 6831 和田　朋樹 (2) ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 津山東高 62
63 6840 北野　ひかる (1) ｷﾀﾉ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 津山東高 63
64 5542 川﨑　翔太 (1) ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島高 64
65 5543 岡邊　隼人 (1) ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 玉島高 65
66 5545 中鶴　　颯 (1) ﾅｶﾂﾙ ｿｳ 男子 岡　山 玉島高 66
67 5546 椿本　大貴 (1) ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ﾀｲｷ 男子 岡　山 玉島高 67
68 5558 髙田　大陽 (2) ﾀｶﾀ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 玉島高 68
69 5564 片山　匠哉 (2) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 玉島高 69
70 5565 酒井　駿汰 (2) ｻｶｲ ｼｭﾝﾀ 男子 岡　山 玉島高 70
71 5570 窪田　理究 (2) ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ 男子 岡　山 玉島高 71
72 6118 藤木　海斗 (2) ﾌｼﾞｷ ｶｲﾄ 男子 岡　山 高松農業高 72
73 6122 川上　大智 (1) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 男子 岡　山 高松農業高 73
74 254 勝枝　真弘 (2) ｶﾂｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 岡山一宮高 74
75 260 味生　拓也 (2) ﾐﾉｵ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 75
76 283 坪井　亮哉 (1) ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 76
77 313 荒木　大輝 (1) ｱﾗｷ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 岡山一宮高 77
78 320 宇野　京弥 (1) ｳﾉ ｷｮｳﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 78
79 1098 清水　幸志郎 (2) 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 (3) ｴﾐ ｼﾞﾝｾｲ 男子 岡　山 玉野光南高 80
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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
81 1179 二万　桜太 (1) ﾆﾏﾝ ｵｳﾀ 男子 岡　山 玉野光南高 81
82 1180 藤岡　　航 (1) ﾌｼﾞｵｶ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 玉野光南高 82
83 1181 藤原　悠月 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾂﾞｷ 男子 岡　山 玉野光南高 83
84 7811 櫻井　朝日 (1) ｻｸﾗｲ ｱｻﾋ 男子 岡　山 岡山城東高 84
85 7821 藤本　勇介 (2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 岡山城東高 85
86 7822 竹井　悠真 (1) ﾀｹｲ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 岡山城東高 86
87 7823 桑村　太陽 (1) ｸﾜﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 岡山城東高 87
88 7824 竹下　　陽 (1) ﾀｹｼﾀ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 岡山城東高 88
89 7826 小橋　陽次郎 (2) ｺﾊﾞｼ ﾖｳｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 岡山城東高 89
90 7831 塩屋　智寛 (1) ｼｵﾔ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 岡山城東高 90
91 7833 梅園　涼央 (2) ｳﾒｿﾞﾉ ﾘｮｳ 男子 岡　山 岡山城東高 91
92 849 政廣　優季 (1) ﾏｻﾋﾛ ﾕｳｷ 男子 岡　山 就実高 92
93 850 青木　崇馬 (1) ｱｵｷ ｿｳﾏ 男子 岡　山 就実高 93
94 860 中家　大誓 (1) ﾅｶｲｴ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 就実高 94
95 7923 林　　竜雅 (2) ﾊﾔｼ ﾘｭｳｶﾞ 男子 岡　山 岡山商大附高 95
96 7941 山口　　倫 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 男子 岡　山 岡山商大附高 96
97 7942 伊加　拓海 (1) ｲｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 岡山商大附高 97
98 7944 片山　蒼大 (1) ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡山商大附高 98
99 7947 角南　季明 (1) ｽﾅﾐ ﾄｼｱｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 99

100 7949 浪井　　楓 (1) ﾅﾐｲ ｶｴﾃﾞ 男子 岡　山 岡山商大附高 100
101 5463 宮澤　侑汰 (2) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 倉敷高 101
102 5466 宍戸　皐華 (2) ｼｼﾄﾞ ｺｳﾊ 男子 岡　山 倉敷高 102
103 5483 藤井　久吾 (2) ﾌｼﾞｲ ｷｭｳｺﾞ 男子 岡　山 倉敷高 103
104 5485 木村　慎之助 (1) ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 倉敷高 104
105 5489 南條　光希 (1) ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷高 105
106 5490 廣瀬　　航 (1) ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 倉敷高 106
107 5493 山田　秀人 (1) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷高 107
108 5495 穴井　　匠 (1) ｱﾅｲ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷高 108
109 5497 松本　翔馬 (1) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 倉敷高 109
110 5422 平塚　恒輝 (1) ﾋﾗﾂｶ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷翠松高 110
111 5993 大成　生真 (1) ｵｵﾅﾘ ｾｲﾏ 男子 岡　山 興譲館高 111
112 5994 藤井　奏汰 (1) ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ 男子 岡　山 興譲館高 112
113 5995 道廣　賢将 (1) ﾐﾁﾋﾛ ｹﾝｼｮｳ 男子 岡　山 興譲館高 113
114 5996 森下　競太 (1) ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳﾀ 男子 岡　山 興譲館高 114
115 3123 久島　　功 ﾋｻｼﾞﾏ ｲｻｵ 男子 広　島 尾道市陸協 115
116 3167 柏原　健太 ｶｼﾊﾗ ｹﾝﾀ 男子 広　島 尾道市陸協 116
117 417 桑野　豊大 (1) ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ 男子 広　島 広島皆実高 117
118 921 黒原　優人 (2) ｸﾛﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 広　島 広島皆実高 118
119 42 相原　舜矢 (1) ｱｲﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 広　島 世羅高 119
120 43 今泉　健人 (1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾄ 男子 広　島 世羅高 120
121 45 上総　透央 (1) ｶｽﾞｻ ﾕｷﾃﾙ 男子 広　島 世羅高 121
122 49 瀬戸　和治 (1) ｾﾄ ｶｽﾞﾊﾙ 男子 広　島 世羅高 122
123 54 松元　　翔 (1) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 男子 広　島 世羅高 123
124 56 見川　弘武 (1) ﾐｶﾜ ﾋﾛﾑ 男子 広　島 世羅高 124
125 843 大西　　陸 (2) ｵｵﾆｼ ﾘｸ 男子 広　島 世羅高 125
126 845 北村　向気 (2) ｷﾀﾑﾗ ｺｳｷ 男子 広　島 世羅高 126
127 849 水川　裕斗 (2) ﾐｽﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 広　島 世羅高 127
128 885 弓田　直希 (2) ﾕﾐﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 広　島 世羅高 128
129 1612 小川　兼太郎 (3) ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 広　島 世羅高 129
130 116 草田　大河 (1) ｸｻﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 広　島 西条農業高 130
131 117 野村　臣矢 (1) ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 男子 広　島 西条農業高 131
132 118 西永　拓馬 (1) ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 男子 広　島 西条農業高 132
133 304 臺信　楓之介 (1) ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 広　島 西条農業高 133
134 305 中西　恋春 (1) ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 男子 広　島 西条農業高 134
135 949 見川　航太 (2) ﾐｶﾜ ｺｳﾀ 男子 広　島 西条農業高 135
136 950 角本　奨真 (2) ｶｸﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 広　島 西条農業高 136
137 954 林　　和哉 (2) ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ 男子 広　島 西条農業高 137
138 1280 坂田　　凛 (2) ｻｶﾀ ﾘﾝ 男子 広　島 西条農業高 138
139 386 佐藤　俊介 (1) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 広　島 福山誠之館高 139
140 1161 高橋　俊太郎 (2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 広　島 福山誠之館高 140
141 83 喜種　彩仁 (1) ｷﾀﾈ ｱﾔﾄ 男子 広　島 広島国際学院高 141
142 84 實森　翔哉 (1) ｻﾈﾓﾘ ｼｮｳﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 142
143 87 室　　公輔 (1) ﾑﾛ ｺｳｽｹ 男子 広　島 広島国際学院高 143
144 88 山口　大和 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 広　島 広島国際学院高 144
145 880 山﨑　光貴 (2) ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ 男子 広　島 広島国際学院高 145
146 1271 香川　拓也 (2) ｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 146
147 1680 北野　弘大 (3) ｷﾀﾉ ﾋﾛﾏｻ 男子 広　島 広島国際学院高 147
148 169 藤井　　優 (1) ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 男子 広　島 広島舟入高 148
149 170 古本　圭佑 (1) ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ 男子 広　島 広島舟入高 149
150 174 渡邊　亮太 (1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 広　島 広島舟入高 150
151 358 佐々木　昭大 (1) ｻｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 広　島 広島舟入高 151
152 580 仁井谷　拓海 (1) ﾆｲﾀﾆ ﾀｸﾐ 男子 広　島 広島舟入高 152
153 940 中村　遼太 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 広　島 広島舟入高 153
154 1066 紀平　鷹宏 (2) ｷﾋﾗ ﾀｶﾋﾛ 男子 広　島 広島舟入高 154
155 1333 林　みこと (2) ﾊﾔｼ ﾐｺﾄ 男子 広　島 広島舟入高 155
156 374 寒川　遥貴 (3) ｻﾝｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 男子 香　川 高松工芸高 156
157 378 大西　悠太 (3) ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 男子 香　川 高松工芸高 157
158 384 穴吹　瑛緒 (2) ｱﾅﾌﾞｷ ｱｷﾄ 男子 香　川 高松工芸高 158
159 392 梶原　悠夢 (1) ｶｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾑ 男子 香　川 高松工芸高 159
160 1341 岡本　勇人 (1) ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 香　川 尽誠学園高 160
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161 1345 廣内　大輝 (1) ﾋﾛｳﾁ ﾀｲｷ 男子 香　川 尽誠学園高 161
162 1358 大西　一輝 (3) ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ 男子 香　川 尽誠学園高 162
163 1363 猪熊　　玄 (2) ｲﾉｸﾏ ｹﾞﾝ 男子 香　川 尽誠学園高 163
164 1364 香川　利音 (2) ｶｶﾞﾜ ﾘｵﾝ 男子 香　川 尽誠学園高 164
165 1365 種田　優一 (2) ﾀﾈﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 香　川 尽誠学園高 165
166 1366 戸田　汐音 (2) ﾄﾀﾞ ｼｵﾝ 男子 香　川 尽誠学園高 166
167 1367 萩原　伶弥 (2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾔ 男子 香　川 尽誠学園高 167
168 1514 有方　修斗 (1) ｱﾘｶﾀ ｼｭｳﾄ 男子 香　川 四学香川西高 168
169 1706 大久保　憲斗 (2) ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 香　川 四学香川西高 169
170 1707 中井　陽斗 (2) ﾅｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 香　川 四学香川西高 170
171 1708 山口　琉夜 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 男子 香　川 四学香川西高 171
172 10 相田　健太郎 ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 愛　媛 愛媛陸協 172
173 1182 粟津　佑太 (M2) ｱﾜﾂﾞ ﾕｳﾀ 男子 福　井 岡山大 173
174 1183 大江　政樹 (M2) ｵｵｴ ﾏｻｷ 男子 香　川 岡山大 174
175 1193 安積　拓哉 (4) ｱﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 岡山大 175
176 1194 池畑　智幸 (4) ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 男子 岡　山 岡山大 176
177 1206 前田　周亮 (4) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 男子 岡　山 岡山大 177
178 1225 宇都宮　達基 (2) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾂｷ 男子 岡　山 岡山大 178
179 1236 馬路　航一郎 (2) ﾊﾞｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 岡山大 179
180 2098 春名　昌芳 (1) ﾊﾙﾅ ﾏｻﾖｼ 男子 岡　山 岡山大 180
181 2214 安部　雅治 (1) ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ 男子 大　分 岡山大 181
182 2257 石丸　紘平 (1) ｲｼﾏﾙ ｺｳﾍｲ 男子 兵　庫 岡山大 182
183 2259 西川　英人 (1) ﾆｼｶﾜ ｴｲﾄ 男子 兵　庫 岡山大 183
184 2343 加藤　圭祐 (1) ｶﾄｳ ｹｲｽｹ 男子 岡　山 岡山大 184
185 1113 武内　亮介 (4) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 男子 広　島 広島大 185
186 1393 橋本　託真 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 男子 徳　島 徳島大 186
187 1396 宮内　彪悟 (3) ﾐﾔｳﾁ ﾋｮｳｺﾞ 男子 徳　島 徳島大 187
188 1406 山内　　俊 (2) ﾔﾏｳﾁ ｽｸﾞﾙ 男子 徳　島 徳島大 188
189 2282 仲野　泰輝 (1) ﾅｶﾉ ﾀｲｷ 男子 徳　島 徳島大 189
190 1343 月本　　惇 (3) ﾂｷﾓﾄ ﾏｺﾄ 男子 高　知 高知大 190
191 1585 山根　大輝 (4) ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 男子 高　知 高知大 191
192 1250 岩佐　貫汰 (4) ｲﾜｻ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 岡山県立大 192
193 2095 山下　尚真 (1) ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 岡山県立大 193
194 2204 奥田　真也 (1) ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 男子 兵　庫 岡山県立大 194
195 2349 中野　　淳 (1) ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 男子 岡　山 岡山県立大 195
196 1688 角川　慶悟 (2) ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 岡山商科大 196
197 1149 岡　　優材 (2) ｵｶ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山理科大 197
198 1154 八木　　晶 (2) ﾔｷﾞ ｱｷﾗ 男子 岡　山 岡山理科大 198
199 1247 岡田　知憲 (3) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 男子 岡　山 岡山理科大 199
200 1248 才木　和弥 (3) ｻｲｷ ｶｽﾞﾔ 男子 岡　山 岡山理科大 200
201 1249 藤村　圭吾 (3) ﾌｼﾞﾑﾗ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 岡山理科大 201
202 2268 大前　和豊 (1) ｵｵﾏｴ ｶｽﾞﾄ 男子 岡　山 岡山理科大 202
203 1559 木下　陽裕 (3) ｷﾉｼﾀ ﾋｲﾛ 男子 愛　媛 松山大 203
204 2290 谷本　永至 (1) ﾀﾆﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 男子 愛　媛 松山大 204
205 1705 風早　剛志 (4) ｶｻﾞﾊﾔ ﾀｹｼ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 205
206 1723 近藤　　昂 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 206
207 1935 小川　裕己 (1) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 環太平洋大 207
208 1942 塩村　洸介 (1) ｼｵﾑﾗ ｺｳｽｹ 男子 広　島 環太平洋大 208
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1 1252 岡﨑　一樹 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 男子 東　京 東京陸協 1
2 707 渡邉　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 男子 鳥　取 自衛隊米子 2
3 695 尾林　大河 ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 男子 鳥　取 自衛隊米子 3
4 99 齋木　優真 (2) ｻｲｷ ﾕｳﾏ 男子 鳥　取 米子西高 4
5 9 山本　龍神 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 男子 鳥　取 米子松蔭高 5
6 1 野口　槙斗 (3) ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 男子 鳥　取 米子松蔭高 6
7 13 川田　敏暉 (2) ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 男子 鳥　取 米子松蔭高 7
8 11 中村　龍正 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 鳥　取 米子松蔭高 8
9 10 入江　海斗 (3) ｲﾘｴ ｶｲﾄ 男子 鳥　取 米子松蔭高 9

10 3 千葉　海平 (3) ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 男子 鳥　取 米子松蔭高 10
11 5 金川　雄哉 (2) ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 男子 鳥　取 米子松蔭高 11
12 16 清水　郁杜 (1) ｼﾐｽﾞ ｲｸﾄ 男子 鳥　取 米子松蔭高 12
13 17 勝部　愛大 (1) ｶﾂﾍﾞ ｱｲﾄ 男子 鳥　取 米子松蔭高 13
14 2 内田　琳翔 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝｼｮｳ 男子 鳥　取 米子松蔭高 14
15 14 國谷　　爽 (1) ｸﾆﾀﾆ ｿｳ 男子 鳥　取 米子松蔭高 15
16 1509 勝平　拓也 ｶﾂﾋﾗ ﾀｸﾔ 男子 島　根 雲南市陸協 16
17 1517 田中　敏弘 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 男子 島　根 雲南市陸協 17
18 19 奥田　捺暉 (3) ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 男子 島　根 明誠高 18
19 27 勝部　　遼 (2) ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 島　根 明誠高 19
20 23 千代延　巧 (3) ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ 男子 島　根 明誠高 20
21 20 落合　雄大 (3) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 島　根 明誠高 21
22 393 伊藤　蒼唯 (1) ｲﾄｳ ｱｵｲ 男子 島　根 出雲工業高 22
23 377 上田　陽向 (3) ｳｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 男子 島　根 出雲工業高 23
24 380 岸本　和真 (3) ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男子 島　根 出雲工業高 24
25 382 陶山　輝文 (3) ｽﾔﾏ ﾃﾙﾌﾐ 男子 島　根 出雲工業高 25
26 381 小瀧　未久登 (3) ｺﾀﾞｷ ﾐｸﾄ 男子 島　根 出雲工業高 26
27 390 田部　智暉 (2) ﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 男子 島　根 出雲工業高 27
28 397 米山　光輝 (1) ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ 男子 島　根 出雲工業高 28
29 392 西尾　佑葵 (2) ﾆｼｵ ﾕｳｷ 男子 島　根 出雲工業高 29
30 387 阿食　亮太 (2) ｱｼﾞｷ ﾘｮｳﾀ 男子 島　根 出雲工業高 30
31 396 矢田　聖都 (1) ﾔﾀ ｾｲﾄ 男子 島　根 出雲工業高 31
32 379 加藤　照瑛 (3) ｶﾄｳ ｼｮｳｴｲ 男子 島　根 出雲工業高 32
33 394 槇原　樹弥 (1) ﾏｷﾊﾗ ﾀﾂﾔ 男子 島　根 出雲工業高 33
34 378 岡　　大輝 (3) ｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 島　根 出雲工業高 34
35 386 淺原　来羽 (2) ｱｻﾊﾗ ｺｳ 男子 島　根 出雲工業高 35
36 385 米山　哲平 (3) ﾖﾈﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 島　根 出雲工業高 36
37 631 志食　隆希 (1) ｼｼﾞｷ ﾘｭｳｷ 男子 島　根 平田高 37
38 3402 高辻　宏明 ﾀｶﾂｼﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 38
39 3045 高橋　正尚 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾅｵ 男子 岡　山 倉敷化工 39
40 9271 藤原　　舜 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 男子 岡　山 ジップ 40
41 9663 仙波　貴雅 ｾﾝﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 男子 岡　山 ｚｉｐｓ 41
42 2876 小野　喜之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 男子 岡　山 倉敷福田走友会 42
43 3141 鍵山　由徳 ｶｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 ＯＵＦ 43
44 3833 森下　　久 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｼ 男子 岡　山 ChaRun 44
45 3838 高見　　真 ﾀｶﾐ ｼﾝ 男子 岡　山 ChaRun 45
46 3841 村田　敦洋 ﾑﾗﾀ ｱﾂﾋﾛ 男子 岡　山 ChaRun 46
47 511 國府　誠太郎 (3) ｺｸﾌﾞ ｾｲﾀﾛｳ 男子 岡　山 岡山工業高 47
48 5383 藤原　優希 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 男子 岡　山 水島工業高 48
49 5396 小見山　敦成 (3) ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 水島工業高 49
50 5382 土倉　光貴 (3) ﾄｸﾗ ｺｳｷ 男子 岡　山 水島工業高 50
51 5324 長谷川　舜 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 男子 岡　山 水島工業高 51
52 5381 安藤　勘太 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 水島工業高 52
53 5384 和田　将希 (3) ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 岡　山 水島工業高 53
54 5322 松本　敦靖 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾔｽ 男子 岡　山 水島工業高 54
55 5351 堀口　颯亮 (1) ﾎﾘｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 男子 岡　山 水島工業高 55
56 5321 三宅　隼人 (2) ﾐﾔｹ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 水島工業高 56
57 5385 土居　尚哉 (3) ﾄﾞｲ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 水島工業高 57
58 6805 志部　樹輝 (3) ｼﾌﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 津山東高 58
59 1126 尾関　大成 (3) ｵｾﾞｷ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 玉野光南高 59
60 1178 黒田　朝日 (1) ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 岡　山 玉野光南高 60
61 1075 多賀　健人 (2) ﾀｶﾞ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 玉野光南高 61
62 1121 浅野　鴻之介 (3) ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 男子 岡　山 玉野光南高 62
63 1074 長谷川　凌央 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 岡　山 玉野光南高 63
64 7980 難波　雅久 (3) ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾋｻ 男子 岡　山 岡山商大附高 64
65 7983 大塚　翔真 (3) ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 岡山商大附高 65
66 7996 森田　一希 (2) ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 66
67 7981 高山　輝太 (3) ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ 男子 岡　山 岡山商大附高 67
68 7998 平山　侑聖 (2) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 岡山商大附高 68
69 5510 石原　翔太郎 (3) ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷高 69
70 5503 山下　空良 (3) ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ 男子 岡　山 倉敷高 70
71 5508 寺元　颯一 (3) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｲﾁ 男子 岡　山 倉敷高 71
72 5501 石井　大揮 (3) ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷高 72
73 5465 矢萩　一揮 (2) ﾔﾊｷﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 倉敷高 73
74 5506 角南　隆行 (3) ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ 男子 岡　山 倉敷高 74
75 5468 小林　　翼 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 男子 岡　山 倉敷高 75
76 5462 長塩　寛至 (2) ﾅｶﾞｼｵ ｶﾝｼﾞ 男子 岡　山 倉敷高 76
77 5505 武　　純也 (3) ﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 倉敷高 77
78 5467 藤原　稜太 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷高 78
79 5487 中井　陸人 (1) ﾅｶｲ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 倉敷高 79
80 5461 太田　祐貴 (2) ｵｵﾀ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷高 80
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81 5504 西山　在喜 (3) ﾆｼﾔﾏ ｱﾘｷ 男子 岡　山 倉敷高 81
82 5492 山田　修人 (1) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷高 82
83 5464 難波　景期 (2) ﾅﾝﾊﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷高 83
84 5486 菅原　昇真 (1) ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 倉敷高 84
85 5491 山内　一宏 (1) ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷高 85
86 5502 笹田　拓弥 (3) ｻｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 倉敷高 86
87 5991 森川　蒼太 (2) ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾀ 男子 岡　山 興譲館高 87
88 5992 庵地　祐希 (1) ｱﾝﾁ ﾕｳｷ 男子 岡　山 興譲館高 88
89 922 増田　涼太 (2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 広　島 広島皆実高 89
90 1637 山崎　大空 (3) ﾔﾏｻｷ ﾀｸ 男子 広　島 広島皆実高 90
91 919 倉本　晟伍 (2) ｸﾗﾓﾄ ｾｲｺﾞ 男子 広　島 広島皆実高 91
92 1261 三藤　　翼 (2) ﾐﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 広　島 広島皆実高 92
93 915 竹下　仁晟 (2) ﾀｹｼﾀ ﾋｾｲ 男子 広　島 広島皆実高 93
94 1630 大窪　晴天 (3) ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 広　島 広島皆実高 94
95 1607 中野　翔太 (3) ﾅｶﾉ ｼｭｳﾀ 男子 広　島 世羅高 95
96 1616 倉本　玄太 (3) ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 男子 広　島 世羅高 96
97 840 吉本　真啓 (2) ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 広　島 世羅高 97
98 851 ｼﾞｮﾝ　ﾑﾜﾆｷ (2) ｼﾞｮﾝ ﾑﾜﾆｷ 男子 広　島 世羅高 98
99 842 新谷　紘ノ介 (2) ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 男子 広　島 世羅高 99

100 48 塩出　翔太 (1) ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 男子 広　島 世羅高 100
101 1602 細迫　海気 (3) ﾎｿｻｺ ｶｲｷ 男子 広　島 世羅高 101
102 1606 北村　惇生 (3) ｷﾀﾑﾗ ｽﾅｵ 男子 広　島 世羅高 102
103 46 吉川　　響 (1) ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 世羅高 103
104 1605 植野　泰生 (3) ｳｴﾉ ﾀｲｷ 男子 広　島 世羅高 104
105 1613 大本　　樹 (3) ｵｵﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 広　島 世羅高 105
106 47 小江　幸人 (1) ｺｴ ﾕｷﾄ 男子 広　島 世羅高 106
107 51 友村　　輝 (1) ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 広　島 世羅高 107
108 1604 沖田　稜平 (3) ｵｷﾀ ﾘｮｳﾍｲ 男子 広　島 世羅高 108
109 1615 見川　壮大 (3) ﾐｶﾜ ｿｳﾀ 男子 広　島 世羅高 109
110 52 花岡　慶次 (1) ﾊﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 男子 広　島 世羅高 110
111 848 吉木　駿平 (2) ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 広　島 世羅高 111
112 44 内海　師童 (1) ｳﾂﾐ ｼﾄﾞｳ 男子 広　島 世羅高 112
113 57 森下　翔太 (1) ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 男子 広　島 世羅高 113
114 1620 上森　界児 (3) ｳｴﾓﾘ ｶｲｼﾞ 男子 広　島 世羅高 114
115 839 福留　浩太 (2) ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳﾀ 男子 広　島 世羅高 115
116 1619 篠原　　匠 (3) ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 男子 広　島 世羅高 116
117 1603 増木　祐斗 (3) ﾏｽｷ ﾕｳﾄ 男子 広　島 世羅高 117
118 850 石本　健人 (2) ｲｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 広　島 世羅高 118
119 1601 岡崎　太郎 (3) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾛｳ 男子 広　島 世羅高 119
120 846 中尾　信二 (2) ﾅｶｵ ｼﾝｼﾞ 男子 広　島 世羅高 120
121 838 福田　　翔 (2) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 男子 広　島 世羅高 121
122 53 福田　　洸 (1) ﾌｸﾀﾞ ｺｳ 男子 広　島 世羅高 122
123 59 森瀧　純理 (1) ﾓﾘﾀｷ ｼﾞｭﾝﾘ 男子 広　島 世羅高 123
124 55 松崎　圭佑 (1) ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 男子 広　島 世羅高 124
125 847 松田　陽太 (2) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 広　島 世羅高 125
126 58 山本　涼介 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 男子 広　島 世羅高 126
127 841 中野　春希 (2) ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ 男子 広　島 世羅高 127
128 1614 井上　克秀 (3) ｲﾉｳｴ ｶﾂﾋﾃﾞ 男子 広　島 世羅高 128
129 884 松尾　拓哉 (2) ﾏﾂｵ ﾀｸﾔ 男子 広　島 世羅高 129
130 1610 保井　風満 (3) ﾔｽｲ ﾌｳﾏ 男子 広　島 世羅高 130
131 844 福田　真太朗 (2) ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 広　島 世羅高 131
132 1700 東　　陽晃 (3) ﾋｶﾞｼ ﾋｶﾙ 男子 広　島 西条農業高 132
133 1699 高橋　駿来 (3) ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 男子 広　島 西条農業高 133
134 943 野本　賢志 (2) ﾉﾓﾄ ﾀｶｼ 男子 広　島 西条農業高 134
135 2107 安食　翔斗 (3) ｱﾝｼﾞｷ ｶｹﾄ 男子 広　島 西条農業高 135
136 115 上奥　　輝 (1) ｳｴｵｸ ﾃﾙ 男子 広　島 西条農業高 136
137 951 堤　　楽歩 (2) ﾂﾂﾐ ｶﾞｸﾎ 男子 広　島 西条農業高 137
138 1696 太郎坊　航 (3) ﾀﾛｳﾎﾞｳ ﾜﾀﾙ 男子 広　島 西条農業高 138
139 944 平延　瑞基 (2) ﾋﾗﾉﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 男子 広　島 西条農業高 139
140 952 野田　哲平 (2) ﾉﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 広　島 西条農業高 140
141 941 臺信　風馬 (2) ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾌｳﾏ 男子 広　島 西条農業高 141
142 1162 田中　駿介 (2) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 広　島 福山誠之館高 142
143 1679 兼原　尚也 (3) ｶﾈﾊﾗ ﾅｵﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 143
144 882 吉田　　周 (2) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 男子 広　島 広島国際学院高 144
145 89 吉屋　佑晟 (1) ﾖｼﾔ ﾕｳｾｲ 男子 広　島 広島国際学院高 145
146 874 岩田　楽也 (2) ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾔ 男子 広　島 広島国際学院高 146
147 1683 森屋敷　幸太 (3) ﾓﾘﾔｼｷ ｺｳﾀ 男子 広　島 広島国際学院高 147
148 877 笹木　恵斗 (2) ｻｻｷ ｹｲﾄ 男子 広　島 広島国際学院高 148
149 878 濱本　零士 (2) ﾊﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 男子 広　島 広島国際学院高 149
150 1682 藤本　浩輝 (3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 男子 広　島 広島国際学院高 150
151 82 有田　光希 (1) ｱﾘﾀ ｺｳｷ 男子 広　島 広島国際学院高 151
152 1677 石丸　大輝 (3) ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 男子 広　島 広島国際学院高 152
153 85 曽我　優斗 (1) ｿｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 広　島 広島国際学院高 153
154 81 荒井　秀太 (1) ｱﾗｲ ｼｭｳﾀ 男子 広　島 広島国際学院高 154
155 876 熊谷　幸路 (2) ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷｼﾞ 男子 広　島 広島国際学院高 155
156 86 丸茂　雄大 (1) ﾏﾙﾓ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 広　島 広島国際学院高 156
157 881 吉田　直樹 (2) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 広　島 広島国際学院高 157
158 1915 餘多分　亮雅 (3) ﾖﾀﾌﾞﾝ ﾘｮｳｶﾞ 男子 広　島 広島工業大高 158
159 853 川平　浩之 ｶﾜﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 男子 広　島 ＪＦＥｽﾁｰﾙ 159
160 854 松田　義正 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 男子 広　島 ＪＦＥｽﾁｰﾙ 160
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161 104 松下　知樹 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ 男子 徳　島 三好市陸協 161
162 383 村上　拓哉 (2) ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 男子 香　川 高松工芸高 162
163 377 佐藤　龍希 (3) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 香　川 高松工芸高 163
164 1352 脇　　健斗 (3) ﾜｷ ﾀｹﾄ 男子 香　川 尽誠学園高 164
165 1351 石井　滉人 (3) ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 男子 香　川 尽誠学園高 165
166 1368 蓮井　律久斗 (2) ﾊｽｲ ﾘｸﾄ 男子 香　川 尽誠学園高 166
167 1361 平野　　凜 (2) ﾋﾗﾉ ﾘﾝ 男子 香　川 尽誠学園高 167
168 8294 村井　洸洋 ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ 男子 愛　媛 西条市陸協 168
169 1195 石松　健大 (4) ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ 男子 兵　庫 岡山大 169
170 1201 野喜　亮祐 (4) ﾉｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 岡山大 170
171 2213 旭　　隼佑 (1) ｱｻﾋ ｼｭﾝｽｹ 男子 兵　庫 岡山大 171
172 1211 小川　皓大 (3) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ 男子 広　島 岡山大 172
173 1200 谷田　啓明 (4) ﾀﾆﾀ ﾋﾛｱｷ 男子 岡　山 岡山大 173
174 1235 西村　秀清 (2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷﾖ 男子 鳥　取 岡山大 174
175 1226 柏木　尚貴 (2) ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵｷ 男子 兵　庫 岡山大 175
176 1221 長岡　隆成 (3) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 岡山大 176
177 1092 竹内　　陸 (3) ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 男子 山　口 広島大 177
178 1125 坂口　礼章 (M1) ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 男子 広　島 広島大 178
179 2161 有富　大智 (1) ｱﾘﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ 男子 岡　山 広島大 179
180 1070 森　麟太郎 (4) ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 愛　知 広島大 180
181 2165 伊藤　太一 (1) ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 男子 島　根 広島大 181
182 1380 久我　浩正 (M1) ｸｶﾞ ﾋﾛﾏｻ 男子 徳　島 徳島大 182
183 1397 山﨑　壮太 (3) ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ 男子 徳　島 徳島大 183
184 1658 小田　淳史 (M2) ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 愛　媛 愛媛大 184
185 1354 岡田　篤典 (3) ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 男子 高　知 高知大 185
186 221 豊田　紘大 (4) ﾄﾖﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 大東文化大 186
187 1278 佐藤　慶一 (1) ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 男子 岡　山 広島経済大 187
188 1549 大田　真輝 (4) ｵｵﾀ ﾏｻｷ 男子 愛　媛 松山大 188
189 1557 村上　　隼 (3) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 男子 愛　媛 松山大 189
190 2032 伊藤　秀汰 (1) ｲﾄｳ ｼｭｳﾀ 男子 愛　媛 松山大 190
191 2036 浦　淳一朗 (1) ｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男子 愛　媛 松山大 191
192 1558 宮本　康平 (3) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 男子 愛　媛 松山大 192
193 1812 実近　力丸 (3) ｻﾈﾁｶ ﾘｷﾏﾙ 男子 広　島 環太平洋大 193
194 1943 杉原　健吾 (1) ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 男子 島　根 環太平洋大 194
195 1819 小山　太一 (2) ｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 愛　媛 環太平洋大 195
196 1827 土倉　稜貴 (2) ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 男子 岡　山 環太平洋大 196
197 1806 千原　康大 (4) ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 島　根 環太平洋大 197
198 1934 井下　大誌 (1) ｲﾉｼﾀ ﾀｲｼ 男子 香　川 環太平洋大 198
199 1805 平岡　　錬 (4) ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ 男子 愛　媛 環太平洋大 199
200 1800 梅田　大輝 (4) ｳﾒﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 広　島 環太平洋大 200
201 1941 熊井　　康 (1) ｸﾏｲ ｺｳ 男子 徳　島 環太平洋大 201
202 1947 早﨑　泰晟 (1) ﾊﾔｻｷ ﾀｲｾｲ 男子 熊　本 環太平洋大 202
203 1940 勝部　悠大 (1) ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 島　根 環太平洋大 203
204 1804 大野　達哉 (4) ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 男子 山　口 環太平洋大 204
205 1799 小村　純太 (4) ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 山　口 環太平洋大 205
206 1815 小島　由典 (3) ｵｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾘ 男子 高　知 環太平洋大 206
207 1936 小田原　颯汰 (1) ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 男子 島　根 環太平洋大 207
208 1817 阿部　利樹 (2) ｱﾍﾞﾄｼｷ 男子 兵　庫 環太平洋大 208
209 1820 小森　雅博 (2) ｺﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 男子 広　島 環太平洋大 209
210 1945 中田　龍之信 (1) ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾉｼﾝ 男子 広　島 環太平洋大 210

２０１９年度　岡山県長距離記録会　競技エントリーリスト
**********************************
* 女子 ５０００ｍ *
**********************************
8人

競技場／岡山県陸上競技場　開催日／2019年11月23日(土)
# 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 1070 内海　早稀 (2) ｳﾂﾐ ｻｷ 女子 岡　山 岡山大 1
2 1379 多々納　琴音 (1) ﾀﾀﾉ ｺﾄﾈ 女子 岡　山 岡山大 2
3 1331 冨士谷　苑香 (1) ﾌｼﾞﾀﾆ ｿﾉｶ 女子 広　島 広島文化学園大 3
4 1244 沖野　　楓 (4) ｵｷﾉ ｶｴﾃﾞ 女子 広　島 環太平洋大 4
5 1249 堀尾　和帆 (2) ﾎﾘｵ ｶﾎ 女子 鳥　取 環太平洋大 5
6 1251 近藤　紗貴 (2) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 女子 徳　島 環太平洋大 6
7 1252 松崎　由衣 (2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲ 女子 岡　山 環太平洋大 7
8 1350 田辺　実優 (2) ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 女子 岡　山 環太平洋大 8
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******************************************
* 男子中学 ３０００ｍ *
******************************************
85人

競技場／岡山県陸上競技場　開催日／2019年11月23日(土)
# 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 9537 田淵　雄太 (2) ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 さくら走練 1
2 9545 冨岡　広夢 (1) ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 さくら走練 2
3 9547 野上　夏輝 (1) ﾉｶﾞﾐ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 さくら走練 3
4 2079 大西　柊太朗 (3) 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 (3) ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 井村ＲＣ 5
6 2084 石井　　翔 (2) ｲｼｲ ｶｹﾙ 男子 岡　山 井村ＲＣ 6
7 2085 中野　裕心 (2) ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ 男子 岡　山 井村ＲＣ 7
8 2086 沼上　拓真 (1) ﾇﾏｶﾐ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 井村ＲＣ 8
9 2088 八百原　隼大 (2) ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 井村ＲＣ 9

10 1479 嘉数　大雅 (2) ｶｽｳ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 芳泉中 10
11 1482 松田　幸大 (3) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉中 11
12 1487 草苅　飛源 (2) ｸｻｶﾘ ﾋｹﾞﾝ 男子 岡　山 芳泉中 12
13 1488 田中　視陽 (3) ﾀﾅｶ ｼﾖｳ 男子 岡　山 芳泉中 13
14 1489 吉田　　匠 (2) ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 芳泉中 14
15 1490 菅野　雅史 (3) ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 男子 岡　山 芳泉中 15
16 1498 長崎　　航 (1) ﾅｶﾞｻｷ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 芳泉中 16
17 93 藤原　　遼 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 男子 岡　山 市操山中 17
18 94 松尾　心路 (1) ﾏﾂｵ ｺｺﾛ 男子 岡　山 市操山中 18
19 96 入江　旬祇 (1) ｲﾘｴ ｼｭﾝｷ 男子 岡　山 市操山中 19
20 106 須藤　渓太 (1) ｽﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 岡　山 市操山中 20
21 118 河藤　啓悟 (3) ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 操南中 21
22 123 北村　　翔 (3) ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 男子 岡　山 操南中 22
23 125 對中　天晟 (3) ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 男子 岡　山 操南中 23
24 1597 林　　愛翔 (3) ﾊﾔｼ ﾏﾅﾄ 男子 岡　山 旭東中 24
25 1699 犬飼　慶人 (3) ｲﾇｶｲ ﾖｼﾄ 男子 岡　山 吉備中 25
26 1703 田中　達也 (2) ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 吉備中 26
27 1704 三村　風嘉 (2) ﾐﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 岡　山 吉備中 27
28 1706 内藤　　十 (3) ﾅｲﾄｳ ﾃﾝ 男子 岡　山 吉備中 28
29 1708 山本　朱羽 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ 男子 岡　山 吉備中 29
30 1709 柴倉　颯汰 (2) ｼﾊﾞｸﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 吉備中 30
31 1710 江尻　直生 (2) ｴｼﾞﾘ ﾅｵｷ 男子 岡　山 吉備中 31
32 1711 林　　純也 (2) ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 吉備中 32
33 1712 若林　瑛大 (3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 男子 岡　山 吉備中 33
34 1713 河原　怜音 (2) ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ 男子 岡　山 吉備中 34
35 1716 飯田　湧也 (3) ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 吉備中 35
36 2750 佐竹　青空 (3) ｻﾀｹ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備中 36
37 941 佐藤　那地 (3) ｻﾄｳ ﾅﾁ 男子 岡　山 妹尾中 37
38 947 久世　拳士郎 (3) ｸｾ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 妹尾中 38
39 461 乙倉　健人 (2) ｵﾄｸﾗ ﾀｹﾄ 男子 岡　山 上南中 39
40 480 立川　健佑 (2) ﾀﾂｶﾜ ｹﾝﾕｳ 男子 岡　山 山南中 40
41 500 家田　純弥 (2) ｲｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 山南中 41
42 537 河本　篤哉 (3) ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 岡　山 高陽中 42
43 539 榊原　一真 (1) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 高陽中 43
44 542 右遠　大輝 (3) ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 高陽中 44
45 545 藤原　侑大 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 高陽中 45
46 546 矢吹　騎士 (1) ﾔﾌﾞｷ ﾅｲﾄ 男子 岡　山 高陽中 46
47 549 故引　大翔 (2) ｺﾋﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 高陽中 47
48 552 小野　彩陽 (2) ｵﾉ ｱｻﾋ 男子 岡　山 高陽中 48
49 2170 山根　海音 (2) ﾔﾏﾈ ｶｲﾄ 男子 岡　山 邑久中 49
50 2172 杉本　　仁 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 岡　山 邑久中 50
51 2175 藤原　　蓮 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ 男子 岡　山 邑久中 51
52 159 福井　渚大 (3) ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 宇野中 52
53 233 小柳　颯士 (2) ｺﾔﾅｷﾞ ｿｳｼ 男子 岡　山 荘内中 53
54 236 八田　拓士 (2) ﾊｯﾀ ﾀｸｼ 男子 岡　山 荘内中 54
55 237 近藤　禅爾朗 (1) ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 荘内中 55
56 242 小牧　楓斗 (3) ｺﾏｷ ﾌｳﾄ 男子 岡　山 荘内中 56
57 247 片岡　涼輔 (3) ｶﾀｵｶ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 荘内中 57
58 631 國代　雄大 (2) ｸﾆｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 倉敷東中 58
59 676 池内　　司 (3) ｲｹｳﾁ ﾂｶｻ 男子 岡　山 倉敷南中 59
60 727 佐藤　竜輝 (3) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 岡　山 倉敷第一中 60
61 304 内田　晴樹 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 児島中 61
62 307 内田　勇樹 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 児島中 62
63 308 茂成　拓真 (2) ｼｹﾞﾅﾘ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 児島中 63
64 313 角南　祐行 (1) ｽﾅﾐ ﾕｳｺｳ 男子 岡　山 児島中 64
65 317 八木　宏樹 (2) ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 児島中 65
66 364 藤原　慧吾 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 琴浦中 66
67 365 船橋　義貴 (2) ﾌﾅﾊｼ ﾖｼﾀｶ 男子 岡　山 琴浦中 67
68 367 藤原　志進 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｼﾝ 男子 岡　山 琴浦中 68
69 1616 加藤　大和 (1) ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 鴨方中 69
70 848 吉岡　剛志 (3) ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 男子 岡　山 高屋中 70
71 916 三村　　幌 (2) ﾐﾑﾗ ﾎﾛ 男子 岡　山 芳井中 71
72 2390 川崎　颯大 (2) ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ 男子 岡　山 真備中 72
73 1137 山田　峻也 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 岡　山 新見第一中 73
74 1273 牧原　ｳｨﾘｱﾑ (2) ﾏｷﾊﾗ ｳｨﾘｱﾑ 男子 岡　山 北陵中 74
75 1400 安藤　槙哉 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 男子 岡　山 奈義中 75
76 2187 今井　智博 (J2) ｲﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 76
77 2194 山田　奏史郎(J1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 77
78 2364 神村　直弥 (J2) ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 78
79 2366 財間　柊羽 (J2) ｻﾞｲﾏ ｼｭｳ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 79
80 2367 守安　郁人 (J2) ﾓﾘﾔｽ ｲｸﾄ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 80
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******************************************
* 男子中学 ３０００ｍ *
******************************************
85人

競技場／岡山県陸上競技場　開催日／2019年11月23日(土)
# 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 2368 廣瀨　幸汰 (J2) ﾋﾛｾ ｺｳﾀ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 81
82 2369 伴　　颯大 (J2) ﾊﾞﾝ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 82
83 2301 内田　吉紀 (2) ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 加賀中 83
84 72 伊藤　愛暖 (3) ｲﾄｳ ｱｲﾀﾞﾝ 男子 広　島 国泰寺中 84
85 79 山本　　悠 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 男子 広　島 国泰寺中 85

２０１９年度　岡山県長距離記録会　競技エントリーリスト
******************************************
* 女子中学 ３０００ｍ *
******************************************
41人

競技場／岡山県陸上競技場　開催日／2019年11月23日(土)
# 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 9536 伊永　珠季 (1) ｺﾚﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 女子 岡　山 さくら走練 1
2 2075 押目　悠理乃 (1) ｵｼﾒ ﾕﾘﾉ 女子 岡　山 井村ＲＣ 2
3 2081 山本　笑莉 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 女子 岡　山 井村ＲＣ 3
4 3071 野口　愛華 (3) ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 ＳＰＥ 4
5 3073 西　　　都 (3) ﾆｼ ﾐﾔｺ 女子 岡　山 ＳＰＥ 5
6 69 藤田　絹子 (2) ﾌｼﾞﾀ ｷﾇｺ 女子 岡　山 福浜中 6
7 78 福光　桃香 (2) ﾌｸﾐﾂ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 福浜中 7
8 1364 難波　聖菜 (3) ﾅﾝﾊﾞ ｾﾅ 女子 岡　山 福南中 8
9 1367 守本　詩麻 (3) ﾓﾘﾓﾄ ｼﾏ 女子 岡　山 福南中 9

10 1224 大西　未来 (3) ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 芳泉中 10
11 1228 金森　絢風 (2) ｶﾈﾓﾘ ｱﾔｶ 女子 岡　山 芳泉中 11
12 1232 赤木　聖菜 (1) ｱｶｷﾞ ｾﾅ 女子 岡　山 芳泉中 12
13 93 金森　琉衣 (1) ｶﾅﾓﾘ ﾙｲ 女子 岡　山 市操山中 13
14 1307 川上　湖春 (1) ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 女子 岡　山 吉備中 14
15 1311 間野　　結 (2) ﾏﾉ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備中 15
16 1312 福田　あみ (2) ﾌｸﾀﾞ ｱﾐ 女子 岡　山 吉備中 16
17 1314 苅田　彩夏 (2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 吉備中 17
18 1317 有富　　郁 (3) ｱﾘﾄﾐ ｲｸ 女子 岡　山 吉備中 18
19 1318 松尾　莉奈 (1) ﾏﾂｵ ﾘﾅ 女子 岡　山 吉備中 19
20 1319 真鍋　明好 (2) ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 吉備中 20
21 1321 大塚　万菜 (1) ｵｵﾂｶ ﾏﾅ 女子 岡　山 吉備中 21
22 1324 岡野　小雪 (1) ｵｶﾉ ｺﾕｷ 女子 岡　山 吉備中 22
23 2519 丸山　海侑 (1) ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 女子 岡　山 吉備中 23
24 2521 桐野　留衣 (1) ｷﾘﾉ ﾙｲ 女子 岡　山 吉備中 24
25 2528 寺園　萌笑 (3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾓｴ 女子 岡　山 吉備中 25
26 368 奈爪　桃花 (3) ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 山南中 26
27 374 岡﨑　芽依 (1) ｵｶｻﾞｷ ﾒｲ 女子 岡　山 山南中 27
28 381 細川　　藍 (2) ﾎｿｶﾜ ｱｲ 女子 岡　山 山南中 28
29 400 井上　萌花 (1) ｲﾉｳｴ ﾓｶ 女子 岡　山 高陽中 29
30 402 高橋　葉月 (3) ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 女子 岡　山 高陽中 30
31 405 竹下　暖七 (2) ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 高陽中 31
32 2278 川野　さくら (3) ｶﾜﾉ ｻｸﾗ 女子 岡　山 邑久中 32
33 2287 今田　幸希奈 (3) ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 女子 岡　山 邑久中 33
34 139 樋口　美桜 (2) ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 岡　山 宇野中 34
35 144 佐川　愛未 (1) ｻｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 宇野中 35
36 1530 山﨑　愛花 (2) ﾔﾏｻｷ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 荘内中 36
37 2385 土倉　夕佳 (2) ﾄｸﾗ ﾕｳｶ 女子 岡　山 倉敷西中 37
38 747 堀家　捺葵 (2) ﾎﾘｹ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 庄中 38
39 566 金光　紗和 (1) ｶﾈﾐﾂ ｻﾜ 女子 岡　山 倉敷第一中 39
40 2388 太田　渚月 (3) ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 岡山操山中 40
41 1866 占部　真琴 (J2) ｳﾗﾍﾞ ﾏｺﾄ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 41
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1 1986 神田　綾子 (2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔｺ 女子 兵　庫 福崎高 1
2 1989 廣田　恭佳 (2) ﾋﾛﾀ ｷｮｳｶ 女子 兵　庫 福崎高 2
3 1991 中安　彩富 (2) ﾅｶﾔｽ ｻﾄ 女子 兵　庫 福崎高 3
4 1992 尾野　風奈 (1) ｵﾉ ﾌｳﾅ 女子 兵　庫 福崎高 4
5 107 植田　萌恵 (2) ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 女子 鳥　取 倉吉北高 5
6 132 今西　梨沙南 (1) ｲﾏﾆｼ ﾅｽﾞﾅ 女子 鳥　取 倉吉北高 6
7 120 野津　きなり (3) ﾉﾂ ｷﾅﾘ 女子 島　根 平田高 7
8 123 今岡　宥莉香 (2) ｲﾏｵｶ ﾕﾘｶ 女子 島　根 平田高 8
9 125 福間　涼子 (2) ﾌｸﾏ ﾘｮｳｺ 女子 島　根 平田高 9

10 635 来間　美月 (1) ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ 女子 島　根 平田高 10
11 636 松原　のどか (1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 女子 島　根 平田高 11
12 33 熊原　弓叶里 ｸﾏﾊﾗ ﾕｶﾘ 女子 岡　山 岡山教員ｸﾗﾌﾞ 12
13 34 伊藤　杏珠 (2) ｲﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 女子 岡　山 岡山朝日高 13
14 51 妹尾　麻由 (1) ｾﾉｵ ﾏﾕ 女子 岡　山 岡山朝日高 14
15 107 堤　　真花 (2) ﾂﾂﾐ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 岡山操山高 15
16 108 澤山　彩花 (2) ｻﾜﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 岡　山 岡山操山高 16
17 112 國政　美里 (2) ｸﾆﾏｻ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 岡山操山高 17
18 116 藤井　美春 (1) ﾌｼﾞｲ ﾐﾊﾙ 女子 岡　山 岡山操山高 18
19 117 矢野　芙由子 (1) ﾔﾉ ﾌﾕｺ 女子 岡　山 岡山操山高 19
20 1895 井上　朝賀 (2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓｶ 女子 岡　山 倉敷青陵高 20
21 5063 須本　愛生 (1) ｽﾓﾄ ｱｲ 女子 岡　山 倉敷南高 21
22 5064 堀家　千尋 (1) ﾎﾘｹ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 倉敷南高 22
23 5065 水川　彩花 (1) ﾐｽﾞｶﾜ ｱﾔｶ 女子 岡　山 倉敷南高 23
24 6532 小倉　唯愛 (1) ｵｸﾞﾗ ﾕｲﾅ 女子 岡　山 津山高 24
25 6588 梅村　明里 (2) ｳﾒﾑﾗ ｱｶﾘ 女子 岡　山 津山高 25
26 6834 森岡　史江 (2) ﾓﾘｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 岡　山 津山東高 26
27 6835 林　　優希 (2) ﾊﾔｼ ﾕｷ 女子 岡　山 津山東高 27
28 6836 前田　奏音 (2) ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾈ 女子 岡　山 津山東高 28
29 6844 竹内　　萌 (1) ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 女子 岡　山 津山東高 29
30 6846 日笠　笑李 (1) ﾋｶｻ ｴﾐﾘ 女子 岡　山 津山東高 30
31 5738 松浦　里奈 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾘﾅ 女子 岡　山 笠岡高 31
32 263 阿式　　杏 (2) ｱｼﾞｷ ｱﾝｽﾞ 女子 岡　山 岡山一宮高 32
33 314 迫田　　明 (1) ｻｺﾀﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 岡山一宮高 33
34 319 髙原　夢叶 (1) ﾀｶﾊﾗ ﾕﾒｶ 女子 岡　山 岡山一宮高 34
35 1088 安藤　充郁 (2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 女子 岡　山 玉野光南高 35
36 1089 諏訪　玲奈 (2) ｽﾜ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 玉野光南高 36
37 1093 中川　綾乃 (2) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 玉野光南高 37
38 1096 小林　萌香 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 玉野光南高 38
39 1097 北川　　温 (2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙ 女子 岡　山 玉野光南高 39
40 1139 堀内　咲希 (3) ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 女子 岡　山 玉野光南高 40
41 1150 諏訪　実優 (3) ｽﾜ ﾐﾕ 女子 岡　山 玉野光南高 41
42 1151 市本　桃子 (3) ｲﾁﾓﾄ ﾓﾓｺ 女子 岡　山 玉野光南高 42
43 1167 那須　愛里 (1) ﾅｽ ｱｲﾘ 女子 岡　山 玉野光南高 43
44 1172 豊田　優蘭 (1) ﾄﾖﾀ ﾕﾗ 女子 岡　山 玉野光南高 44
45 7828 丸尾　保乃華 (1) ﾏﾙｵ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 岡山城東高 45
46 7829 拜郷　夢帆 (1) ﾊｲｺﾞｳ ﾕﾒﾎ 女子 岡　山 岡山城東高 46
47 847 粟　　愛華 (1) ｱﾜ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 就実高 47
48 848 前田　晴加 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 就実高 48
49 851 正司　瑠奈 (1) ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 女子 岡　山 就実高 49
50 868 藤井　まりな (1) ﾌｼﾞｲ ﾏﾘﾅ 女子 岡　山 就実高 50
51 5470 萩原　柚乃 (2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾉ 女子 岡　山 倉敷高 51
52 5473 ｱｸﾞﾈｽ　ﾑｶﾘ (2) ｱｸﾞﾈｽ ﾑｶﾘ 女子 岡　山 倉敷高 52
53 5494 高橋　実夢 (1) ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 女子 岡　山 倉敷高 53
54 5496 亀山　愛衣 (1) ｶﾒﾔﾏ ｱｲ 女子 岡　山 倉敷高 54
55 5512 山本　晏佳吏 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 岡　山 倉敷高 55
56 5513 江尻　佳乃 (3) ｴｼﾞﾘ ﾖｼﾉ 女子 岡　山 倉敷高 56
57 5514 山下　夏実 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 倉敷高 57
58 5515 藤田　彩希 (3) ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 女子 岡　山 倉敷高 58
59 5516 小野　瑠南 (3) ｵﾉ ﾙﾅ 女子 岡　山 倉敷高 59
60 6003 谷口　萌優 (2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾕ 女子 岡　山 興譲館高 60
61 6005 白木　万菜 (1) ｼﾗｷ ｶｽﾞﾅ 女子 岡　山 興譲館高 61
62 6006 白木　万葉 (1) ｼﾗｷ ｶｽﾞﾊ 女子 岡　山 興譲館高 62
63 6007 土屋　舞琴 (1) ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 女子 岡　山 興譲館高 63
64 6008 福岡　陽詩 (1) ﾌｸｵｶ ﾋﾅﾀ 女子 岡　山 興譲館高 64
65 6014 金澤　彩希 (3) ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷ 女子 岡　山 興譲館高 65
66 20 植松　憂咲 (1) ｳｴﾏﾂ ﾕｱ 女子 広　島 広島皆実高 66
67 22 河内　愛奈 (1) ｶﾜｳﾁ ｴﾅ 女子 広　島 広島皆実高 67
68 25 大森　美翔 (1) ｵｵﾓﾘ ﾐｳ 女子 広　島 世羅高 68
69 26 細迫　由野 (1) ﾎｿｻｺ ﾕﾓ 女子 広　島 世羅高 69
70 27 丸谷　海友 (1) ﾏﾙﾀﾆ ﾐﾕ 女子 広　島 世羅高 70
71 515 永地　由香里 (2) ｴｲｼﾞ ﾕｶﾘ 女子 広　島 世羅高 71
72 516 加藤　美咲 (2) ｶﾄｳ ﾐｻｷ 女子 広　島 世羅高 72
73 517 山際　夏芽 (2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ 女子 広　島 世羅高 73
74 518 神笠　知子 (2) ｶﾐｶﾞｻ ﾄﾓｺ 女子 広　島 世羅高 74
75 519 下高　美聡 (2) ｼﾓﾀｶ ﾐｻﾄ 女子 広　島 世羅高 75
76 520 加藤　小雪 (2) ｶﾄｳ ｺﾕｷ 女子 広　島 世羅高 76
77 521 田垣内　葵 (2) ﾀｶﾞｲﾄ ｱｵｲ 女子 広　島 世羅高 77
78 522 ﾃﾚｼｱ　ﾑｯｿｰﾆ (2) ﾃﾚｼｱ ﾑｯｿｰﾆ 女子 広　島 世羅高 78
79 1002 朝比奈　雅姫 (3) ｱｻﾋﾅ ﾏｻｷ 女子 広　島 世羅高 79
80 53 池本　優里奈 (1) ｲｹﾓﾄ ﾕﾘﾅ 女子 広　島 西条農業高 80
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81 54 櫻本　　雅 (1) ｻｸﾗﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 広　島 西条農業高 81
82 55 森岡　美月 (1) ﾓﾘｵｶ ﾐｽﾞｷ 女子 広　島 西条農業高 82
83 349 宮崎　来望 (1) ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾙﾐ 女子 広　島 西条農業高 83
84 582 市井　麻央 (2) ｲﾁｲ ﾏｵ 女子 広　島 西条農業高 84
85 1062 西川　さくら (3) ﾆｼｶﾜ ｻｸﾗ 女子 広　島 西条農業高 85
86 1064 大崎　ななみ (3) ｵｵｻｷ ﾅﾅﾐ 女子 広　島 西条農業高 86
87 684 尾関　夏希 (2) ｵｾﾞｷ ﾅﾂｷ 女子 広　島 福山誠之館高 87
88 317 津江　　星 (1) ﾂｴ ｱｶﾘ 女子 広　島 広島国際学院高 88
89 318 松井　志歩 (1) ﾏﾂｲ ｼﾎ 女子 広　島 広島国際学院高 89
90 537 佐々木　玲子 (2) ｻｻｷ ﾚｲｺ 女子 広　島 広島国際学院高 90
91 32 岩本　風音 (1) ｲﾜﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 女子 広　島 広島舟入高 91
92 33 藤田　一花 (1) ﾌｼﾞﾀ ｲﾁｶ 女子 広　島 広島舟入高 92
93 34 品川　風花 (1) ｼﾅｶﾞﾜ ﾌｳｶ 女子 広　島 広島舟入高 93
94 220 伊勢岡　悠 (1) ｲｾｵｶ ﾊﾙｶ 女子 広　島 広島舟入高 94
95 577 谷本　七星 (2) ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 女子 広　島 広島舟入高 95
96 578 脇坂　千香子 (2) ﾜｷｻｶ ﾁｶｺ 女子 広　島 広島舟入高 96
97 1092 上田　万葵 (3) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 女子 広　島 広島舟入高 97
98 380 大西　真衣 (2) ｵｵﾆｼ ﾏｲ 女子 香　川 高松工芸高 98
99 381 種田　涼花 (2) ﾀﾈﾀﾞ ｽｽﾞｶ 女子 香　川 高松工芸高 99

100 382 新原　千宙 (2) ﾆｲﾊﾗ ﾁﾋﾛ 女子 香　川 高松工芸高 100
101 383 山本　尚子 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 女子 香　川 高松工芸高 101
102 384 平井　　玲 (2) ﾋﾗｲ ﾚｲ 女子 香　川 高松工芸高 102
103 385 川田　花菜 (2) ｶﾜﾀﾞ ﾊﾅﾅ 女子 香　川 高松工芸高 103
104 391 嶋　ななみ (1) ｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 香　川 高松工芸高 104
105 410 二羽　杏美 (3) ﾆﾜ ｱｽﾞﾐ 女子 香　川 高松工芸高 105
106 412 大庭　結菜 (3) ｵｵﾊﾞ ﾕｲﾅ 女子 香　川 高松工芸高 106
107 414 松本　妃奈乃 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾉ 女子 香　川 高松工芸高 107
108 660 磯野　美空 (3) ｲｿﾉ ﾐｸ 女子 香　川 丸亀高 108
109 1507 田中　美希 (1) ﾀﾅｶ ﾐｷ 女子 香　川 四学香川西高 109
110 1517 前野　美優 (1) ﾏｴﾉ ﾐﾕ 女子 香　川 四学香川西高 110
111 1526 古原　夏音 (3) ｺﾊﾗ ﾅﾂﾈ 女子 香　川 四学香川西高 111
112 1528 森糸　紗耶佳 (3) ﾓﾘｲﾄ ｻﾔｶ 女子 香　川 四学香川西高 112
113 1532 田城　寿莉 (1) ﾀｼﾛ ﾋｻﾘ 女子 香　川 四学香川西高 113
114 1533 髙島　美桜 (2) ﾀｶｼﾏ ﾐｵ 女子 香　川 四学香川西高 114
115 1535 矢野　　愛 (1) ﾔﾉ ﾏﾅﾐ 女子 香　川 四学香川西高 115
116 1537 園部　夏菜 (1) ｿﾉﾍﾞ ｶﾅ 女子 香　川 四学香川西高 116
117 1066 川上　敦子 (3) ｶﾜｶﾐ ｱﾂｺ 女子 岡　山 岡山大 117
118 1073 原田　彩花 (2) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 岡山大 118
119 1558 朝日　佳奈 (M1) ｱｻﾋ ｶﾅ 女子 高　知 高知大 119


