
　　中学の部　エントリーリスト　　（ *印は、仮ナンバーを示す）

種　　　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

1 中学男子　100ｍ 1075 桑嶋　慶輝 ｸﾜｼﾞﾏ　ﾖｼｷ 岐陽中学校

2 中学男子　100ｍ 1076 古川　心大 ﾌﾙｶﾜ　ｼﾝﾀ 岐陽中学校

3 中学男子　100ｍ 1473 厚東　瑞輝 ｺﾄｳ　ﾐｽﾞｷ 岐陽中学校

4 中学男子　100ｍ 656 青木　悠翔 ｱｵｷ　ﾊﾙﾄ 岐陽中学校

5 中学男子　100ｍ 657 西上　雄飛 ﾆｼｶﾐ　ﾕｳﾄ 岐陽中学校

6 中学男子　100ｍ 1079 森重　迅翔 ﾓﾘｼｹﾞ　ﾊﾔﾄ 岐陽中学校

7 中学男子　100ｍ 1080 松田　龍空 ﾏﾂﾀﾞ　ﾘｸ 岐陽中学校

8 中学男子　100ｍ 659 森田　純也 ﾓﾘﾀ　ｼﾞｭﾝﾔ 岐陽中学校

9 中学男子　100ｍ 757 姫田　玲央 ﾋﾒﾀﾞ　ﾚｵ 岐陽中学校

10 中学男子　100ｍ 756 磯村　奏太 ｲｿﾑﾗ　ｶﾅﾀ 岐陽中学校

11 中学男子　100ｍ 1121 森　　晴輝 ﾓﾘ　ﾊﾙｷ 岐陽中学校

12 中学男子　100ｍ 941 吉松　睦史 ﾖｼﾏﾂ　ﾑﾂｼ 熊毛中学校

13 中学男子　100ｍ 939 中村　隆之介 ﾅｶﾑﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ 熊毛中学校

14 中学男子　100ｍ 521 清水　柾己 ｼﾐｽﾞ　ﾏｻｷ 熊毛中学校

15 中学男子　100ｍ 557 谷　　昴汰郎 ﾀﾆ　ｺｳﾀﾛｳ 熊毛中学校

16 中学男子　100ｍ 380 兼重　優志 ｶﾈｼｹﾞ　ﾕｳｼ 周陽中学校

17 中学男子　100ｍ 403 河瀨　　暁 ｶﾜｾ　ｱｷﾗ 周陽中学校

18 中学男子　100ｍ 415 小宮　　遼 ｺﾐﾔ　ﾘｮｳ 周陽中学校

19 中学男子　100ｍ 90 * 中村　由樹 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｷ 周陽中学校

20 中学男子　100ｍ 400 原田　瑞生 ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ 周陽中学校

21 中学男子　100ｍ 414 藤村　魁斗 ﾌｼﾞﾑﾗ　ｶｲﾄ 周陽中学校

22 中学男子　100ｍ 93 * 御園生　尚誓 ﾐｿﾉｵ　ﾅｵﾁｶ 周陽中学校

23 中学男子　100ｍ 420 山下　大知 ﾔﾏｼﾀ　ﾀﾞｲﾁ 周陽中学校

24 中学男子　100ｍ 402 山本　直幸 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵﾕｷ 周陽中学校

25 中学男子　100ｍ 234 伊藤　大智 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ 周陽中学校

26 中学男子　100ｍ 231 斎藤　真憲 ｻｲﾄｳ　ﾏｻﾉﾘ 周陽中学校

27 中学男子　100ｍ 229 重岡　晟柊 ｼｹﾞｵｶ　ｾｲｼｭｳ 周陽中学校

28 中学男子　100ｍ 1495 番場　翔大 ﾊﾞﾝﾊﾞ　ｼｮｳﾀ 周陽中学校

29 中学男子　100ｍ 232 山本　一輝 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｽﾞｷ 周陽中学校

30 中学男子　100ｍ 16 吉田　悠希 ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙｷ 周陽中学校

31 中学男子　100ｍ 230 吉本　武生 ﾖｼﾓﾄ　ｲｻﾐ 周陽中学校

32 中学男子　100ｍ 614 岡崎　彩人 ｵｶｻﾞｷ　ｱﾔﾄ 太華中学校

33 中学男子　100ｍ 635 高畑　祥吾 ﾀｶﾊﾀ　ｼｮｳｺﾞ 太華中学校

34 中学男子　100ｍ 631 中村　　響 ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾋﾞｷ 太華中学校

35 中学男子　100ｍ 1055 三谷　直也 ﾐﾀﾆ　ﾅｵﾔ 太華中学校

36 中学男子　100ｍ 1118 福永　叶人 ﾌｸﾅｶﾞ　ｶﾅﾄ 太華中学校

37 中学男子　100ｍ 9 中村　真生 ﾅｶﾑﾗ　ﾏｵ 高川学園中

1 中学男子　1500ｍ 1084 平中　恭介 ﾋﾗﾅｶ　ｷｮｳｽｹ 岐陽中学校

2 中学男子　1500ｍ 1468 松野　啓大 ﾏﾂﾉ　ｹｲﾀ 岐陽中学校

3 中学男子　1500ｍ 1466 上領　啓太 ｶﾐﾘｮｳ　ｹｲﾀ 岐陽中学校

4 中学男子　1500ｍ 942 玉本　蒼太 ﾀﾏﾓﾄ　ｿｳﾀ 熊毛中学校

5 中学男子　1500ｍ 528 橋本　　蓮 ﾊｼﾓﾄ　ﾚﾝ 熊毛中学校

6 中学男子　1500ｍ 534 山本　悠貴 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｷ 熊毛中学校

7 中学男子　1500ｍ 529 堀永　　澪 ﾎﾘﾅｶﾞ　ﾚｲ 熊毛中学校

8 中学男子　1500ｍ 394 伊藤　煕行 ｲﾄｳ　ﾋﾛﾕｷ 周陽中学校

9 中学男子　1500ｍ 397 栢原　哲也 ｶﾔﾊﾗ　ﾃﾂﾔ 周陽中学校

10 中学男子　1500ｍ 384 中本　侑楽 ﾅｶﾓﾄ　ﾕﾗ 周陽中学校



　　中学の部　エントリーリスト　　（ *印は、仮ナンバーを示す）

種　　　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

11 中学男子　1500ｍ 387 藤井　健太朗 ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾀﾛｳ 周陽中学校

12 中学男子　1500ｍ 413 藤井　爽介 ﾌｼﾞｲ　ｿｳｽｹ 周陽中学校

13 中学男子　1500ｍ 401 三浦　悠斗 ﾐｳﾗ　ﾕｳﾄ 周陽中学校

14 中学男子　1500ｍ 5 佐野　想太 ｻﾉ　ｿｳﾀ 周陽中学校

15 中学男子　1500ｍ 870 樽﨑　大地 ﾅﾗｻﾞｷ　ﾀﾞｲﾁ 周陽中学校

16 中学男子　1500ｍ 869 永松　蓮治 ﾅｶﾞﾏﾂ　ﾚﾝｼﾞ 周陽中学校

17 中学男子　1500ｍ 867 藤井　朔也 ﾌｼﾞｲ　ｻｸﾔ 周陽中学校

18 中学男子　1500ｍ 871 向　　悠晴 ﾑｶｲ　ﾕｳｾｲ 周陽中学校

19 中学男子　1500ｍ 636 桑原　拓実 ｸﾜﾊﾗ　ﾀｸﾐ 太華中学校

20 中学男子　1500ｍ 632 上田　悠晴 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳｾｲ 太華中学校

21 中学男子　1500ｍ 634 河村　碧生斗 ｶﾜﾑﾗ　ｱｷﾄ 太華中学校

22 中学男子　1500ｍ 1053 大野　琥白 ｵｵﾉ　ｺﾊｸ 太華中学校

23 中学男子　1500ｍ 1045 木村　駿太 ｷﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ 太華中学校

24 中学男子　1500ｍ 914 古谷　隼士 ﾌﾙﾔ　ﾊﾔﾄ 富田中学校

25 中学男子　1500ｍ 944 末永　悠貴 ｽｴﾅｶﾞ　ﾕｳｷ 富田中学校

26 中学男子　1500ｍ 1334 木村　陽太 ｷﾀﾑﾗ　ﾋﾅﾀ 富田中学校

27 中学男子　1500ｍ 1347 小林　和翔 ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾄ 富田中学校

28 中学男子　1500ｍ 4482 大亀　幸志朗 ｵｵｶﾒ　ｺｳｼﾛｳ ひらちゅう

1 中学男子　4×100mR 岐陽中学校 岐陽中学校

656 青木　悠翔 ｱｵｷ　ﾊﾙﾄ

756 磯村　奏太 ｲｿﾑﾗ　ｶﾅﾀ

757 姫田　玲央 ﾋﾒﾀﾞ　ﾚｵ

659 森田　純也 ﾓﾘﾀ　ｼﾞｭﾝﾔ

657 西上　雄飛 ﾆｼｶﾐ　ﾕｳﾄ

2 中学男子　4×100mR 周陽中学校 周陽中学校

229 重岡　晟柊 ｼｹﾞｵｶ　ｾｲｼｭｳ

234 伊藤　大智 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ

230 吉本　武生 ﾖｼﾓﾄ　ｲｻﾐ

15 上川　悠太 ｶﾐｶﾜ　ﾕｳﾀ



　　中学の部　エントリーリスト　　（ *印は、仮ナンバーを示す）

種　　　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

1 中学女子　100ｍ 504 福永　美羽 ﾌｸﾅｶﾞ　ﾐｳ 太華中学校

2 中学女子　100ｍ 849 古市　絢愛 ﾌﾙｲﾁ　ｱﾔﾒ 太華中学校

3 中学女子　100ｍ 844 山本　美央 ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｵ 太華中学校

4 中学女子　100ｍ 852 横瀬　未歩 ﾖｺｾ　ﾐﾎ 太華中学校

5 中学女子　100ｍ 805 樫部　茉鈴 ｶｼﾍﾞ　ﾏﾘﾝ 太華中学校

6 中学女子　100ｍ 899 松本　紗奈 ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ 太華中学校

7 中学女子　100ｍ 232 大森　楓菜 ｵｵﾓﾘ　ﾌｳﾅ 太華中学校

8 中学女子　100ｍ 900 髙橋　あやめ ﾀｶﾊｼ　ｱﾔﾒ 太華中学校

9 中学女子　100ｍ 94 * 浅弘　彩心 ｱｻﾋﾛ　ｱｻﾈ 周陽中学校

10 中学女子　100ｍ 95 * 神杉　若菜 ｶﾐｽｷﾞ　ﾜｶﾅ 周陽中学校

11 中学女子　100ｍ 365 河村　悠花 ｶﾜﾑﾗ　ﾕｶ 周陽中学校

12 中学女子　100ｍ 376 重永　　優 ｼｹﾞﾅｶﾞ　ﾕｽﾞｷ 周陽中学校

13 中学女子　100ｍ 356 永瀬　芽依 ﾅｶﾞｾ　ﾒｲ 周陽中学校

14 中学女子　100ｍ 364 野村　くるみ ﾉﾑﾗ　ｸﾙﾐ 周陽中学校

15 中学女子　100ｍ 709 國本　羅夢 ｸﾆﾓﾄ　ﾗﾑ 周陽中学校

16 中学女子　100ｍ 702 貞弘　絢音 ｻﾀﾞﾋﾛ　ｱﾔﾈ 周陽中学校

17 中学女子　100ｍ 4 神田　琴音 ｺｳﾀﾞ　ｺﾄﾈ 周陽中学校

18 中学女子　100ｍ 705 中井　由佳 ﾅｶｲ　ﾕｶ 周陽中学校

19 中学女子　100ｍ 678 山本　青空 ﾔﾏﾓﾄ　ｿﾗ 周陽中学校

20 中学女子　100ｍ 708 萬谷　芽生 ﾖﾛｽﾞﾔ　ﾒｲ 周陽中学校

21 中学女子　100ｍ 139 上　　綺音 ｳｴ　ｱﾔﾈ 周陽中学校

22 中学女子　100ｍ 154 河合　三咲都 ｶﾜｲ　ﾐｻﾄ 周陽中学校

23 中学女子　100ｍ 178 若崎　　栞 ﾜｶｻｷ　ｼｵﾘ 周陽中学校

24 中学女子　100ｍ 1013 藤井　実乃理 ﾌｼﾞｲ　ﾐﾉﾘ 熊毛中学校

25 中学女子　100ｍ 1004 野村　　葵 ﾉﾑﾗ　ｱｵｲ 熊毛中学校

26 中学女子　100ｍ 1007 西田　花凜 ﾆｼﾀﾞ　ｶﾘﾝ 熊毛中学校

27 中学女子　100ｍ 840 藤井　咲花 ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ 岐陽中学校

28 中学女子　100ｍ 524 堀家　光紗 ﾎﾘｹ　ﾐｻ 岐陽中学校

29 中学女子　100ｍ 1101 城　　茉友果 ｼﾞｮｳ　ﾏﾕｶ 岐陽中学校

30 中学女子　100ｍ 1149 田中　　詠 ﾀﾅｶ　ｳﾀ 岐陽中学校

31 中学女子　100ｍ 525 御手洗　悠未 ﾐﾀﾗｼ　ﾊﾙﾐ 岐陽中学校

32 中学女子　100ｍ 1157 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ 岐陽中学校

33 中学女子　100ｍ 1105 福田　花凜 ﾌｸﾀﾞ　ｶﾘﾝ 岐陽中学校

34 中学女子　100ｍ 1100 岩村　薫子 ｲﾜﾑﾗ　ｶｵﾙｺ 岐陽中学校

35 中学女子　100ｍ 1330 荒牧　春那 ｱﾗﾏｷ　ﾊﾙﾅ 岐陽中学校

36 中学女子　100ｍ 1042 吉田　唯花 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｲｶ 岐陽中学校

1 中学女子　800ｍ 507 松田　芽衣 ﾏﾂﾀﾞ　ﾒｲ 太華中学校

2 中学女子　800ｍ 133 岩本　愛生 ｲﾜﾓﾄ　ﾒｲ 太華中学校

3 中学女子　800ｍ 851 三森　麻琴 ﾐﾓﾘ　ﾏｺﾄ 太華中学校

4 中学女子　800ｍ 1239 河本　咲恵 ｶﾜﾓﾄ　ｻｴ 周陽中学校

5 中学女子　800ｍ 1240 山本　絢楓 ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾔｶ 周陽中学校

6 中学女子　800ｍ 689 岩瀬　羽未 ｲﾜｾ　ｳﾐ 周陽中学校

7 中学女子　800ｍ 692 岡本　　澪 ｵｶﾓﾄ　ﾐｵ 周陽中学校

8 中学女子　800ｍ 679 北川　小陽 ｷﾀｶﾞﾜ　ｺﾊﾙ 周陽中学校

9 中学女子　800ｍ 695 村田　優羽 ﾑﾗﾀ　ﾕｳ 周陽中学校

10 中学女子　800ｍ 96 * 北野　愛和 ｷﾀﾉ　ｱｲﾅ 周陽中学校



　　中学の部　エントリーリスト　　（ *印は、仮ナンバーを示す）

種　　　目 ナンバー 氏　　名 読み方 所　　属

11 中学女子　800ｍ 704 清水　瞳葉 ｼﾐｽﾞ　ﾋﾄﾊ 周陽中学校

12 中学女子　800ｍ 996 有間　心美 ｱﾘﾏ　ｺｺﾐ 熊毛中学校

13 中学女子　800ｍ 967 玉本　莉子 ﾀﾏﾓﾄ　ﾘｺ 熊毛中学校

14 中学女子　800ｍ 968 土屋　真子 ﾂﾁﾔ　ﾏｺ 熊毛中学校

15 中学女子　800ｍ 845 瀧口　愛望 ﾀｷｸﾞﾁ　ﾏﾅﾐ 岐陽中学校

16 中学女子　800ｍ 1111 佐々木　伶 ｻｻｷ　ﾚｲ 岐陽中学校

17 中学女子　800ｍ 1145 岩﨑　愛可 ｲﾜｻｷ　ﾏﾅｶ 岐陽中学校

18 中学女子　800ｍ 1144 恒富　七海 ﾂﾈﾄﾞﾐ　ﾅﾅﾐ 岐陽中学校

19 中学女子　800ｍ 522 神田　青葉 ｺｳﾀﾞ　ｱｵﾊﾞ 岐陽中学校

20 中学女子　800ｍ 1110 池端　愛結 ｲｹﾊﾀ　ｱﾕ 岐陽中学校

21 中学女子　800ｍ 846 野村　比奈姫 ﾉﾑﾗ　ﾋﾅｷ 岐陽中学校

22 中学女子　800ｍ 4476 安村　美佑 ﾔｽﾑﾗ　ﾐﾕ ひらちゅう

23 中学女子　800ｍ 4475 清木　美来 ｾｲｷ　ﾐｷ ひらちゅう

24 中学女子　800ｍ 4474 渡辺　紅李 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾘ ひらちゅう

1 中学女子　4×100mR 岐陽中学校Ａ 岐陽中学校

1330 荒牧　春那 ｱﾗﾏｷ　ﾊﾙﾅ

525 御手洗　悠未 ﾐﾀﾗｼ　ﾊﾙﾐ

1157 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ　ｻｷ

1149 田中　　詠 ﾀﾅｶ　ｳﾀ

2 中学女子　4×100mR 岐陽中学校Ｂ 岐陽中学校

1101 城　　茉友果 ｼﾞｮｳ　ﾏﾕｶ

1100 岩村　薫子 ｲﾜﾑﾗ　ｶｵﾙｺ

1105 福田　花凜 ﾌｸﾀﾞ　ｶﾘﾝ

524 堀家　光紗 ﾎﾘｹ　ﾐｻ

840 藤井　咲花 ﾌｼﾞｲ　ｻｲｶ

3 中学女子　4×100mR 熊毛中学校 熊毛中学校

1008 清　　実悠紀 ｾｲ　ﾐﾕｷ

1013 藤井　実乃理 ﾌｼﾞｲ　ﾐﾉﾘ

1007 西田　花凜 ﾆｼﾀﾞ　ｶﾘﾝ

1011 大澤　里緒 ｵｵｻﾜ　ﾘｵ

1004 野村　　葵 ﾉﾑﾗ　ｱｵｲ


