
　　共通の部　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 共通男子　100ｍ 1691 田上　恵汰 ﾀｶﾞﾐ　ｹｲﾀ 南陽工高

2 共通男子　100ｍ 1697 大亀　雄真 ｵｵｶﾒ　ﾕｳﾏ 南陽工高

3 共通男子　100ｍ 1698 岡村　泰輝 ｵｶﾑﾗ　ﾀｲｷ 南陽工高

4 共通男子　100ｍ 1699 藏掛　泰樹 ｸﾗｶｹ　ﾀｲｷ 南陽工高

5 共通男子　100ｍ 1700 畦森　　翔 ｳﾈﾓﾘ　ｼｮｳ 南陽工高

6 共通男子　100ｍ 2004 下間　勇輝 ｼﾓﾂﾏ　ﾕｳｷ 南陽工高

7 共通男子　100ｍ 2003 西島　睦士 ﾆｼｼﾞﾏ　ﾑﾂｼ 南陽工高

8 共通男子　100ｍ 2076 羽嶋　　悠 ﾊｼﾞﾏ　ﾕｳ 南陽工高

9 共通男子　100ｍ 2075 福本　一繁 ﾌｸﾓﾄ　ｶｽﾞｼｹﾞ 南陽工高

10 共通男子　100ｍ 2006 魚谷　海翔 ｳｵﾀﾆ　ｶｲﾄ 新南陽高

11 共通男子　100ｍ 2011 宮本　裕太 ﾐﾔﾓﾄ　ﾕｳﾀ 新南陽高

12 共通男子　100ｍ 2012 重國　太一 ｼｹﾞｸﾆ　ﾀｲﾁ 新南陽高

13 共通男子　100ｍ 2007 西川　　渚 ﾆｼｶﾜ　ﾅｷﾞｻ 新南陽高

14 共通男子　100ｍ 2010 森永　輝斗 ﾓﾘﾅｶﾞ　ｷﾗﾄ 新南陽高

15 共通男子　100ｍ 2015 土居　龍之介 ﾄﾞｲ　ﾘｭｳﾉｽｹ 新南陽高

16 共通男子　100ｍ 2053 松村　京亮 ﾏﾂﾑﾗ　ｷｮｳｽｹ 桜ケ丘高

17 共通男子　100ｍ 2057 田原　櫻也 ﾀﾊﾗ　ｻｸﾔ 桜ケ丘高

18 共通男子　100ｍ 2054 河口　來夢 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾗｲﾑ 桜ケ丘高

19 共通男子　100ｍ 2058 中村　晃造 ﾅｶﾑﾗ　ｺｳｿﾞｳ 桜ケ丘高

20 共通男子　100ｍ 7-1842 金元　航平 ｶﾅﾓﾄ　ｺｳﾍｲ 徳山大学

21 共通男子　100ｍ 7-1856 川名　秀星 ｶﾜﾅ　ｼｭｳｾｲ 徳山大学

22 共通男子　100ｍ 4561 志賀　洵介 ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ 東ソー

23 共通男子　100ｍ 4431 宮本　泰成 ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｲｾｲ 東ソー

24 共通男子　100ｍ 4416 神徳　　毅 ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ 東ソー

25 共通男子　100ｍ 4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ　ﾖｳｽｹ 東ソー

1 共通男子　800ｍ 1241 河本　文太 ｶﾜﾓﾄ　ﾌﾞﾝﾀ 富田中学校

2 共通男子　800ｍ 1693 中村　祐太郎 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀﾛｳ 南陽工高

3 共通男子　800ｍ 1689 渡邉　壯真 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿｳﾏ 南陽工高

4 共通男子　800ｍ 2005 木村　晴和 ｷﾑﾗ　ﾊﾙﾄ 南陽工高

5 共通男子　800ｍ 2077 暮松　尉吹 ｸﾚﾏﾂ　ｲﾌﾞｷ 南陽工高

6 共通男子　800ｍ 2009 石川　雄大 ｲｼｶﾜ　ﾕｳﾀﾞｲ 新南陽高

7 共通男子　800ｍ 2013 坂本　遼都 ｻｶﾓﾄ　ﾊﾙﾄ 新南陽高

8 共通男子　800ｍ 2014 林　　純平 ﾊﾔｼ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新南陽高

9 共通男子　800ｍ 2056 佐田　賢二郎 ｻﾀ　ｹﾝｼﾞﾛｳ 桜ケ丘高

10 共通男子　800ｍ 2055 神代　尚希 ｺｳｼﾛ　ﾅｵｷ 桜ケ丘高

11 共通男子　800ｍ 7-1854 岩﨑　良祐 ｲﾜｻｷ　ﾘｮｳｽｹ 徳山大学

12 共通男子　800ｍ 7-1997 福田　大陽 ﾌｸﾀﾞ　ﾀｲﾖｳ 徳山大学

13 共通男子　800ｍ 4444 白浜  徹也 ｼﾗﾊﾏ　ﾃﾂﾔ 出光興産徳山

14 共通男子　800ｍ 4471 岸川　大輝 ｷｼｶﾜ　ﾀﾞｲｷ ひらちゅう

1 共通男子　5000ｍ 4351 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ　ｹｲｲﾁﾛｳ 周南市陸協

2 共通男子　5000ｍ 4436 磯村　俊祐 ｲｿﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ 東ソー

3 共通男子　5000ｍ 4455 河村　政勝 ｶﾜﾑﾗ　ﾏｻｶﾂ 出光興産徳山

4 共通男子　5000ｍ 3000 * 岩﨑　弘幸 ｲﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ ひらちゅう



　　共通の部　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 共通男子　走幅跳 1692 中村　駿介 ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ 南陽工高

2 共通男子　走幅跳 1694 林　　修汰 ﾊﾔｼ　ｼｭｳﾀ 南陽工高

3 共通男子　走幅跳 2001 久保田　良弥 ｸﾎﾞﾀ　ﾘｮｳﾔ 南陽工高

4 共通男子　走幅跳 2074 小宮　煌希 ｺﾐﾔ　ｺｳｷ 南陽工高

5 共通男子　走幅跳 2053 松村　京亮 ﾏﾂﾑﾗ　ｷｮｳｽｹ 桜ケ丘高

6 共通男子　走幅跳 4473 末次　淳義 ｽｴﾂｸﾞ　ｱﾂﾖｼ ひらちゅう

1 共通男子　棒高跳 1690 松井　楓雅 ﾏﾂｲ　ﾌｳｶﾞ 南陽工高

2 共通男子　棒高跳 2078 望月　新太 ﾓﾁﾂﾞｷ　ｱﾗﾀ 南陽工高

3 共通男子　棒高跳 2002 髙橋　　稜 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ 南陽工高

4 共通男子　棒高跳 7-1859 御園生　直希 ﾐｿﾉｳ　ﾅｵｷ 徳山大学

5 共通男子　棒高跳 7-1858 土屋　空輝 ﾂﾁﾔ　ﾀｶｷ 徳山大学

6 共通男子　棒高跳 7-1844 淺野　幸司 ｱｻﾉ　ｺｳｼﾞ 徳山大学

7 共通男子　棒高跳 7-1999 吉田　悠晃 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾗ 徳山大学

8 共通男子　棒高跳 4573 能美　俊彦 ﾉｳﾐ　ﾄｼﾋｺ 山口棒高跳クラブ

9 共通男子　棒高跳 4574 能美　智秀 ﾉｳﾐ　ﾄﾓﾋﾃﾞ 山口棒高跳クラブ

10 共通男子　棒高跳 4575 村田　純一 ﾑﾗﾀ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口棒高跳クラブ

11 共通男子　棒高跳 4571 渡辺　佑次 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ 山口棒高跳クラブ

12 共通男子　棒高跳 4572 岩本　　豊 ｲﾜﾓﾄ　ﾕﾀｶ 山口棒高跳クラブ

1 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 1695 盛光　冬希 ﾓﾘﾐﾂ　ｶｽﾞｷ 南陽工高

2 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 1696 山中　蒼大 ﾔﾏﾅｶ　ｿｳﾀ 南陽工高

3 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 2103 山本　竜也 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾂﾔ 南陽工高

4 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 2079 佐藤　奏太 ｻﾄｳ　ｶﾅﾀ 南陽工高

5 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 2104 山本　陽登 ﾔﾏﾓﾄ　ﾊﾙﾄ 南陽工高

6 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 2008 大森　到真 ｵｵﾓﾘ　ﾄｳﾏ 新南陽高

7 共通男子　ﾊﾝﾏｰ投 2051 松本　陽汰 ﾏﾂﾓﾄ　ﾖｳﾀ 桜ケ丘高



　　共通の部　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 共通男子　4×100mR 南陽工高Ａ 南陽工高

1691 田上　恵汰 ﾀｶﾞﾐ　ｹｲﾀ

1692 中村　駿介 ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ

1694 林　　修汰 ﾊﾔｼ　ｼｭｳﾀ

1690 松井　楓雅 ﾏﾂｲ　ﾌｳｶﾞ

1697 大亀　雄真 ｵｵｶﾒ　ﾕｳﾏ

1698 岡村　泰輝 ｵｶﾑﾗ　ﾀｲｷ

2 共通男子　4×100mR 南陽工高Ｂ 南陽工高

1700 畦森　　翔 ｳﾈﾓﾘ　ｼｮｳ

2001 久保田　良弥 ｸﾎﾞﾀ　ﾘｮｳﾔ

2004 下間　勇輝 ｼﾓﾂﾏ　ﾕｳｷ

2074 小宮　煌希 ｺﾐﾔ　ｺｳｷ

2076 羽嶋　　悠 ﾊｼﾞﾏ　ﾕｳ

2075 福本　一繁 ﾌｸﾓﾄ　ｶｽﾞｼｹﾞ

3 共通男子　4×100mR ひらちゅう ひらちゅう

4471 岸川　大輝 ｷｼｶﾜ　ﾀﾞｲｷ

4477 川口　大樹 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｲｷ

3001 * 四熊　朋久 ｼｸﾏ　ﾄﾓﾋｻ

3000 * 岩﨑　弘幸 ｲﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ

4 共通男子　4×100mR 東ソー 東ソー

4561 志賀　洵介 ｼｶﾞ　ｼﾞｭﾝｽｹ

4431 宮本　泰成 ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｲｾｲ

4416 神徳　　毅 ｺｳﾄｸ　ﾂﾖｼ

4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ　ﾖｳｽｹ



　　共通の部　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 共通女子　100ｍ 737 野中　綾奈 ﾉﾅｶ　ｱﾔﾅ 桜ケ丘高

2 共通女子　100ｍ 705 内山　成留美 ｳﾁﾔﾏ　ﾅﾙﾐ 新南陽高

3 共通女子　100ｍ 708 松村　咲来 ﾏﾂﾑﾗ　ｻｸ 新南陽高

4 共通女子　100ｍ 709 岡村　美歩 ｵｶﾑﾗ　ﾐﾎ 新南陽高

5 共通女子　100ｍ 710 下川　悠那 ｼﾓｶﾜ　ﾕｳﾅ 新南陽高

1 共通女子　800ｍ 711 佐伯　心寧 ｻｴｷ　ｺｺﾈ 新南陽高

2 共通女子　800ｍ 764 徳永　七菜 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾅﾅ 新南陽高

3 共通女子　800ｍ 763 森田　涼朱 ﾓﾘﾀ　ｽｽﾞｶ 新南陽高

1 共通女子　1500ｍ 362 大池　友莉 ｵｵｲｹ　ﾕﾘ 周陽中学校

1 共通女子　走幅跳 688 橋本　歩実 ﾊｼﾓﾄ　ｱﾕﾐ 周陽中学校

1 共通女子　棒高跳 704 西本　莉子 ﾆｼﾓﾄ　ﾘｺ 南陽工高

2 共通女子　棒高跳 7-1296 竹原　瑠花 ﾀｹﾊﾗ　ﾙｶ 徳山大学

3 共通女子　棒高跳 7-1298 吉田　日向 ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 徳山大学

4 共通女子　棒高跳 4410 安達　歩夢 ｱﾀﾞﾁ　ｱﾕﾑ 東ソー

1 共通女子　ﾊﾝﾏｰ投 706 渡辺　朱音 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｶﾈ 新南陽高

2 共通女子　ﾊﾝﾏｰ投 707 耒栖　彩菜 ｸﾙｽ　ｱﾔﾅ 新南陽高

1 共通女子　4×100mR 桜ケ丘高 桜ケ丘高

737 野中　綾奈 ﾉﾅｶ　ｱﾔﾅ

738 畠中　那緒 ﾊﾀｹﾅｶ　ﾅｵ

739 長野　栞莉 ﾅｶﾞﾉ　ｼｵﾘ

742 中村　亜美 ﾅｶﾑﾗ　ｱﾐ

773 野口　絢音 ﾉｸﾞﾁ　ｱﾔﾈ

774 德永　胡乃桃 ﾄｸﾅｶﾞ　ｺﾉｶ


