
　　第44回徳山ロードレース大会エントリーリスト【2020.1.12開催】

部門 種　別 氏　　名 読み仮名 性別 所　　　　　　属

1 中学女子の部(３.０ｋｍ)

渡辺 紅李 わたなべ あかり 女 周南菊川中学校

三森 華 みもり はな 女 太華中学校

三吉 花佳 みよし はるか 女 太華中学校

吉津 沙希 よしづ さき 女 太華中学校

舩越 羽奏 ふなこし わかな 女 太華中学校

松田 芽衣 まつだ めい 女 太華中学校

岩本 愛生 いわもと めい 女 太華中学校

髙木 萌衣 たかぎ もえ 女 岐陽中学校

森谷 陽 もりたに みなみ 女 岐陽中学校

秋田 真那 あきた まな 女 岐陽中学校

間世田 祁更 ませだ きさら 女 岐陽中学校

山田 莉子 やまだ りこ 女 岐陽中学校

神田 青葉 こうだ あおば 女 岐陽中学校

山根 亜砂 やまね あさ 女 岐陽中学校

堀家 光紗 ほりけ みさ 女 岐陽中学校

有吉 咲楽 ありよし さくら 女 周陽中学校

寺岡 優花 てらおか ゆうか 女 周陽中学校

松田 夏那梨 まつだ かなり 女 周陽中学校

兼清 陽菜 かねきよ ひな 女 周陽中学校

柏原 実里 かしはら みのり 女 周陽中学校

重永 楓 しげなが かえで 女 周陽中学校

藤村 李魅 ふじむら りみ 女 周陽中学校

杉岡 優希 すぎおか ゆうき 女

2 高校女子の部(３.０ｋｍ)

角井 夕莉 すみい ゆうり 女 徳山高専

3 高校一般男子の部(５.０ｋｍ)

曽根 尚 そね たかし 男 ひらちゅうランニングクラブ

岡村 拓哉 おかむら たくや 男 周南市役所陸上部

川田 啓祐 かわた けいすけ 男

小野 尚徳 おの ひさのり 男

4 男子４０歳以上の部(５.０ｋｍ)

清木 政志 せいき まさし 男 ひらちゅうランニングクラブ

安渡 雅記 あんど まさき 男

今村 慎二 いまむら しんじ 男

松本 昌也 まつもと まさや 男

有井 康 ありい しずか 男 ㈱京瀧

佐伯 雪秀 さえき ゆきひで 男 周南市役所陸上部

5 男子５０歳以上の部(５.０ｋｍ)

前田 満弘 まえだ みつひろ 男 東ソー

岡﨑 修司 おかざき しゅうし 男

弘中 和則 ひろなか かずのり 男 山口県中央会

金子 俊幸 かねこ としゆき 男

袖澗 磨 そでたに おさむ 男

柳 克己 やなぎ かつみ 男 徳山高校

佐藤 裕治 さとう ゆうじ 男 周南ＣＲ
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6 高校一般女子の部(５.０ｋｍ)

杉本 南 すぎもと みなみ 女 ひらちゅうランニングクラブ

藤村 祥子 ふじむら しょうこ 女 ひらちゅうランニングクラブ

井上 知子 いのうえ ともこ 女 周陽体育振興会子ども陸上部

杉山 彩 すぎやま あや 女 新南陽高校陸上競技部

森本 凜 もりもと りん 女 新南陽高校陸上競技部

波多野 唯結 はたの ゆい 女 新南陽高校陸上競技部

杉岡 美咲 すぎおか みさき 女 新南陽高校陸上競技部

内山 成留美 うちやま なるみ 女 新南陽高校陸上競技部

渡辺 朱音 わたなべ あかね 女 新南陽高校陸上競技部

耒栖 彩菜 くるす あやな 女 新南陽高校陸上競技部

吉松 久恵 よしまつ ひさえ 女 周南市役所陸上部

宇多 禎恵 うだ ともえ 女 新南陽高等学校登山部

銭谷 恵梨 ぜにたに えり 女 新南陽高等学校登山部

小山 佳代 こやま かよ 女

唐本 由紀 からもと ゆき 女

兼重 絵美里 かねしげ えみり 女

武居 修子 たけすえ のぶこ 女

7 中学男子１年の部(５.０ｋｍ)

渕上 遥斗 ふちがみ はると 男 福川中学校

松井 維吹 まつい いぶき 男 桜田中学校

竹重 晴登 たけしげ はると 男 桜田中学校

河野 悠佑 かわの ゆうすけ 男 桜田中学校

荒木 悠晴 あらき ゆうせい 男 桜田中学校

水津 勇人 すいず はやと 男 桜田中学校

上田 悠晴 うえだ ゆうせい 男 太華中学校

河村 碧生斗 かわむら あきと 男 太華中学校

桑原 拓実 くわはら たくみ 男 太華中学校

平中 恭介 ひらなか きょうすけ 男 岐陽中学校

上川 悠太 かみかわ ゆうた 男 周陽中学校

縄田 貴大 なわた たかひろ 男 周陽中学校

吉田 悠希 よしだ ゆうき 男 周陽中学校

釘本 憐 くぎもと れん 男 周陽中学校

8 中学男子２・３年の部(５.０ｋｍ)

清木 涼平 せいき りょうへい 男 周南菊川中学校

村田 智哉 むらた ともや 男 周南菊川中学校

藤尾 伊吹 ふじお いぶき 男 周南菊川中学校

木村 亮太 きむら りょうた 男 福川中学校

高山 琉威 たかやま るい 男 桜田中学校

大藤 悠真 おおふじ ゆうま 男 桜田中学校

暮松 尉吹 くれまつ いぶき 男 桜田中学校

淺田 龍 あさだ りゅう 男 太華中学校

佐々木 晴 ささき はる 男 岐陽中学校

河村 翔悟 かわむら しょうご 男 岐陽中学校

瀧口 倖大 たきぐち こうた 男 岐陽中学校

桑嶋 松太郎 くわじま しょうたろう 男 岐陽中学校

坂田 舜亮 さかた しゅんすけ 男 岐陽中学校

土居 龍之介 どい りゅうのすけ 男 岐陽中学校

石丸 陽 いしまる よう 男 岐陽中学校

両國 樹 りょうごく いつき 男 周陽中学校

時安 歩夢 ときやす おゆむ 男 周陽中学校
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時安 渉 ときやす しょう 男 周陽中学校

辻 来夢 つじ らいむ 男 周陽中学校

今岡 陽 いまおか はる 男 周陽中学校

玉野 航聖 たまの こうせい 男 富田中学校

10 高校男子の部(１０.０ｋｍ)

岡成 陸 おかなり りく 男 新南陽高校陸上競技部

森山 拓磨 もりやま たくま 男 新南陽高校陸上競技部

二階堂 隼人 にかいどう はやと 男 新南陽高校陸上競技部

森永 輝斗 もりなが きらと 男 新南陽高校陸上競技部

石川 雄大 いしかわ ゆうだい 男 新南陽高校陸上競技部

魚谷 海翔 うおたに かいと 男 新南陽高校陸上競技部

西川 渚 にしかわ なぎさ 男 新南陽高校陸上競技部

大森 到真 おおもり とうま 男 新南陽高校陸上競技部

山本 浩貴 やまもと ひろき 男 南陽工業高等学校

渡邉 壯真 わたなべ そうま 男 南陽工業高等学校

中村 祐太郎 なかむら ゆうたろう 男 南陽工業高等学校

山本 圭悟 やまもと けいご 男 南陽工業高等学校

渡邉 輝 わたなべ ひかる 男 南陽工業高等学校

安村オーガスト凜音 やすむらおーがすとりおん 男 徳山高等学校

三重野 凌 みえの りょう 男 徳山高等学校

入江 海音 いりえ かいと 男 徳山高等学校

山本 海太 やまもと かいた 男 徳山高等学校

原田 唯斗 はらだ ゆいと 男 徳山高専

山下 海斗 やました かいと 男 徳山高専

藤井  詠士 ふじい えいと 男 徳山高専

吉木 海翔 よしき かいと 男 徳山高専

延吉 雄飛 のぶよし ゆうひ 男 徳山高専

原田 健士朗 はらだ けんしろう 男 徳山高専

渕上 岳 ふちがみ がく 男 徳山高専

古城 大吾 こじょう だいご 男 徳山高専

11 一般男子の部(１０.０ｋｍ)

松岡 貴志 まつおか たかし 男 トクヤマ

河村 政伸 かわむら まさのぶ 男 トクヤマ

藤井 祐希 ふじい ゆうき 男 トクヤマ

木村 直樹 きむら なおき 男 トクヤマ

古谷 龍斗 ふるや りゅうと 男 トクヤマ

岸川 大輝 きしかわ だいき 男 ひらちゅうランニングクラブ

松田 侑大 まつだ ゆうと 男 ひらちゅうランニングクラブ

赤松 透 あかまつ とおる 男 周南市役所陸上部

磯村 俊祐 いそむら しゅんすけ 男 東ソー

福田 将治 ふくだ まさはる 男 東ソー

友森 敬一郎 とももり けいいろう 男 東ソー

吉本 大介 よしもと だいすけ 男 東ソー

藤井 一樹 ふじい かずき 男 東ソー

渡邊 賢 わたなべ けん 男 東ソー

永安 悠人 ながやす ゆうと 男 徳山高専

片山 智之 かたやま ともゆき 男 徳山高専

古閑  幹 こが もとき 男 徳山高専

橋本 祐樹 はしもと ゆうき 男

小野 尚徳 おの ひさのり 男
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松藤 仁 まつふじ ひとし 男 武田薬品

江浪 修平 えなみ しゅうへい 男 日鉄ステンレス

12 男子４０歳以上の部(１０.０㎞)

大園 誠 おおぞの まこと 男 ひらちゅうランニングクラブ

菊池 僚 きくち りょう 男 東ソー

前田 満弘 まえだ みつひろ 男 東ソー

山田 隆信 やまだ たかのぶ 男

今村 慎二 いまむら しんじ 男

金子 俊幸 かねこ としゆき 男

松本 尚志 まつもと たかし 男

有重　 和人 ありしげ かずと 男 ＪＲ西日本陸上クラブ

倉重 泰夫 くらしげ やすお 男

山本 尚史 やまもと なおふみ 男

藤井 亮史 ふじい りょうじ 男

13 高校一般女子の部(１０.０ｋｍ)

吉松 久恵 よしまつ ひさえ 女 周南市役所陸上部

小山 佳代 こやま かよ 女

唐本 由紀 からもと ゆき 女

武居 修子 たけすえ のぶこ 女

山本 玲奈 やまもと れいな 女

31 小学女子１年の部(１.０ｋｍ)

宮崎 天里 みやざき そらり 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

岩本 彩花 いわもと あやか 女 奇兵隊

山本 結衣花 やまもと ゆいか 女 奇兵隊

牛見 心結 うしみ ここな 女 新南陽陸上スポーツ少年団

藤井 杏 ふじい あん 女 徳山RCコネット

河村 心来 かわむら みら 女 周南JAC

小柳 美咲 こやなぎ みさき 女 周南JAC

32 小学女子２年の部(１.０ｋｍ)

林 咲帆 はやし さほ 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

河口 結愛 かわぐち ゆいあ 女 奇兵隊

前田 夏帆 まえだ なつほ 女 久米陸上スポーツ少年団

岩元 彩姫 いわもと さき 女 久米陸上スポーツ少年団

岩﨑 菜夏 いわさき なのか 女 徳山RCコネット

原田 優歩 はらだ ゆうあ 女 徳山RCコネット

村岡 真衣 むらおか まい 女 徳山RCコネット

田中 由貴 たなか ゆき 女

33 小学女子３年の部(１.０ｋｍ)

清木 菜々美 せいき ななみ 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

松村 晴香 まつむら はるか 女 奇兵隊

古川 心結 ふるかわ みゆ 女 奇兵隊

樫部 莉菜 かしべ りな 女 久米陸上スポーツ少年団

大森 桃菜 おおもり ももな 女 久米陸上スポーツ少年団

河本 彩佳 かわもと あやか 女 周南武道

中村 真菜 なかむら まな 女 周陽体育振興会子ども陸上部

田村 麻衣 たむら まい 女 周陽体育振興会子ども陸上部

木輪 希々叶 きわ ののか 女 新南陽陸上スポーツ少年団



　　第44回徳山ロードレース大会エントリーリスト【2020.1.12開催】

部門 種　別 氏　　名 読み仮名 性別 所　　　　　　属

前頁より続く(小学女子３年の部)

柏原 藍里 かしはら あいり 女 徳山RCコネット

山本 南希 やまもと みなみ 女 徳山RCコネット

河村 咲来 かわむら さら 女 周南JAC

繁澤 愛奈 はんざわ あいな 女

34 小学女子４年の部(２.０ｋｍ)

宮崎 心里 みやざき ここり 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

佐野 愛理 さの あいり 女 奇兵隊

河口 心愛 かわぐち ここあ 女 奇兵隊

上村 佳菜円 かみむら かなえ 女 奇兵隊

岩本 愛叶 まつもと あこ 女 久米陸上スポーツ少年団

前田 結月 まえだ ゆづき 女 久米陸上スポーツ少年団

岩元 彩葉 いわもと あやは 女 久米陸上スポーツ少年団

藤井 萌衣 ふじい めい 女 周陽体育振興会子ども陸上部

小林 詠 こばやし うた 女 新南陽陸上スポーツ少年団

渡辺 結凪 わたなべ ゆいな 女 新南陽陸上スポーツ少年団

北川 ひより きたがわ ひより 女 徳山RCコネット

黒﨑 芽衣 くろさき めい 女 徳山RCコネット

藤井 七海 ふじい ななみ 女 徳山RCコネット

古岡 心那 ふるおか ここな 女 徳山RCコネット

請川 碧輝 うけがわ あき 女 戸田小学校

津山 七菜 つやま なな 女 周南JAC

35 小学女子５年の部(２.０ｋｍ)

淺田 乃々果 あさだ ののか 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

櫻谷 果依 さくらたに かのえ 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

堀澤 明香里 ほりざわ あかり 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

山崎 遥花 やまざき はるか 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

各務 帆音 かがみ ほの 女 奇兵隊

河本 咲恵 かわもと さえ 女 奇兵隊

山本 紗葵乃 やまもと さきの 女 奇兵隊

安村 凜愛星 やすむら りあら 女 久米陸上スポーツ少年団

桑原 杏菜 くわはら あんな 女 久米陸上スポーツ少年団

大森 楓菜 おおもり ふうな 女 久米陸上スポーツ少年団

髙橋 あやめ たかはし あやめ 女 久米陸上スポーツ少年団

中西 実莉 なかにし みのり 女 久米陸上スポーツ少年団

松本 紗奈 まつもと さな 女 久米陸上スポーツ少年団

大池 友莉 おおいけ ゆり 女 周陽体育振興会子ども陸上部

橋本 千亜季 はしもと ちあき 女 新南陽陸上スポーツ少年団

瀧口 愛望 たきぐち まなみ 女 徳山RCコネット

野村 比奈姫 のむら ひなき 女 徳山RCコネット

藤井 咲花 ふじい さいか 女 徳山RCコネット

山本 絢楓 やまもと あやか 女 徳山RCコネット

𠮷田 唯花 よしだ ゆいか 女 徳山RCコネット

36 小学女子６年の部(２.０ｋｍ)

清木 美来 せいき みき 女 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

岩本 紗季 いわもと さき 女 奇兵隊

河口 望愛 かわぐち のあ 女 奇兵隊

田中 彩葉 たなか あやは 女 奇兵隊

樫部 茉鈴 かしべ まりん 女 久米陸上スポーツ少年団

蔦宗 蓮奈 つたむね れな 女 久米陸上スポーツ少年団



　　第44回徳山ロードレース大会エントリーリスト【2020.1.12開催】

部門 種　別 氏　　名 読み仮名 性別 所　　　　　　属

前頁より続く(小学女子６年の部)

沖本 明子 おきもと あきこ 女 周陽体育振興会子ども陸上部

金光 璃子 かねみつ りこ 女 周陽体育振興会子ども陸上部

小山 ゆい こやま ゆい 女 周陽体育振興会子ども陸上部

立川 優菜 たちかわ ゆな 女 周陽体育振興会子ども陸上部

安村 美佑 やすむら みゆ 女 新南陽陸上スポーツ少年団

池端 愛結 いけはた あゆ 女 徳山RCコネット

岩﨑 愛可 いわさき まなか 女 徳山RCコネット

岡田 姫花 おかだ ひめか 女 徳山RCコネット

北川 小陽 きたがわ こはる 女 徳山RCコネット

神田 琴音 こうだ ことね 女 徳山RCコネット

恒富 七海 つねどみ ななみ 女 徳山RCコネット

佐々木 伶 ささき れい 女 徳山小学校

磯﨑 ひかり いそざき ひかり 女 周南JAC

津山 結菜 つやま ゆうな 女 周南JAC

三森 麻琴 みもり まこと 女 周南JAC

森下 結衣 もりした ゆい 女 周南JAC

柳瀬 泉希 やなせ みずき 女 周南JAC

原田 一葉 はらだ いちは 女 周南JAC

温品 花音 ぬくしな かのん 女 周南JAC

41 小学男子１年の部(１.０ｋｍ)

藤村 春豊 ふじむら はると 男 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

沖田 蒼真 おきた そうま 男 奇兵隊

武石 龍之介 たけいし りゅうのすけ 男 秋月野球スポーツ少年団

手嶋 瞭 てしま りょう 男 秋月野球スポーツ少年団

古岡 志道 ふるおか しどう 男 徳山RCコネット

袖澗 風雅 そでたに ふうが 男

42 小学男子２年の部(１.０ｋｍ)

淺田 一翔 あさだ かずと 男 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

木藤 修 きとう しゅう 男 奇兵隊

野原 聖斗 のはら まさと 男 奇兵隊

砂田 蓮 すなだ れん 男 奇兵隊

奥藤 直久 おくとう なおひさ 男 奇兵隊

末長 幸 すえなが ゆき 男 久米陸上スポーツ少年団

金光 日々人 かねみつ ひびと 男 周陽体育振興会子ども陸上部

石川 京椰 いしかわ きょうや 男 周陽体育振興会子ども陸上部

末富 功樹 すえどみ こうき 男 周陽体育振興会子ども陸上部

石井 翔吏 いしい しょうり 男 徳山RCコネット

出穂 新大 いずほ あらた 男 徳山RCコネット

岡本 十和 おかもと とわ 男 徳山RCコネット

正下 瑞樹 しょうげ みずき 男 徳山RCコネット

藤井 拓海 ふじい たくみ 男 徳山RCコネット

三浦 陽斗 みうら はると 男 徳山RCコネット

吉国 奏音 よしくに かなと 男 徳山RCコネット

請川 遼 うけがわ はるか 男 戸田小学校

柳瀬 諭 やなせ さとし 男 周南JAC

磯﨑 佑翔 いそざき ゆうと 男 周南JAC

中村 勇仁 なかむら ゆうじん 男

長岡 弘夢 ながおか ひろむ 男

松原 謙吾 まつばら けんご 男 富田西小学校
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部門 種　別 氏　　名 読み仮名 性別 所　　　　　　属

43 小学男子３年の部(１.０ｋｍ)

西牟田 陽 にしむた はる 男 奇兵隊

松永 樹軌 まつなが たつき 男 奇兵隊

中原 幸輝 なかはら こうき 男 奇兵隊

安達 凛人 あだち りんと 男 奇兵隊

藤井 亮輔 ふじい りょうすけ 男 奇兵隊

淺田 紗京 あさだ さきょう 男 岐山遠石野球クラブ

卜部 尊久 うらべ たかひさ 男 岐山遠石野球クラブ

佐々木 情次 ささき じょうじ 男 岐山遠石野球クラブ

佐々木 南斗 ささき みなと 男 岐山遠石野球クラブ

濱本 一翔 はまもと かずと 男 岐山遠石野球クラブ

藤井 悠丞 ふじい ゆうすけ 男 久米陸上スポーツ少年団

吉村 水葵 よしむら みずき 男 久米陸上スポーツ少年団

貞弘 拓海 さだひろ たくみ 男 戸田陸上クラブ

青木 友哉 あおき ともや 男 戸田陸上クラブ

木村　 優斗 きむら ゆうと 男 周陽体育振興会子ども陸上部

小山 蒼介 こやま そうすけ 男 周陽体育振興会子ども陸上部

重岡 春樹 しげおか はるき 男 秋月野球スポーツ少年団

宮原 陵汰 みやはら りょうた 男 秋月野球スポーツ少年団

高木 駿 たかき しゅん 男 秋月野球スポーツ少年団

武石 琥太朗 たけいし こたろう 男 秋月野球スポーツ少年団

下松 眞平 くだまつ しんぺい 男 秋月野球スポーツ少年団

平木 健一 ひらき けんいち 男 秋月野球スポーツ少年団

尾上 翔 おのうえ しょう 男 秋月野球スポーツ少年団

林 洋樹 はやし ひろき 男 新南陽陸上スポーツ少年団

森重 翔太 もりしげ しょうた 男 新南陽陸上スポーツ少年団

内山 晴琉 うちやま はる 男 新南陽陸上スポーツ少年団

川越 唯汰 かわごえ ゆいた 男 徳山RCコネット

多田 遥馬 ただ はるま 男 徳山RCコネット

冨田 海惺 とみた かいせい 男 徳山RCコネット

長門 慶太 ながと けいた 男 徳山RCコネット

原田 隼人 はらだ はやと 男 徳山RCコネット

貞光 智哉 さだみつ ともや 男 周南JAC

三森 太陽 みもり たいよう 男 周南JAC

小林 隼翔 こばやし はやと 男

齋藤 涼佑 さいとう りょうすけ 男

44 小学男子４年の部(２.０ｋｍ)

林 泰我 はやし たいが 男 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

田中 瑛斗 たなか えいと 男 奇兵隊

木藤 遼 きとう りょう 男 奇兵隊

柏 海晴 かしわ かいせい 男 奇兵隊

池端 琉希也 いけはた るきや 男 岐山遠石野球クラブ

江口 侑杜 えぐち ゆうと 男 岐山遠石野球クラブ

大上 朋也 おおうえ ともや 男 岐山遠石野球クラブ

應潟 遥 おおがた はる 男 岐山遠石野球クラブ

神田 翔太 かんだ しょうた 男 岐山遠石野球クラブ

清木 裕貴 せいき ひろき 男 岐山遠石野球クラブ

中野 颯 なかの はやと 男 岐山遠石野球クラブ

西村 珠那 にしむら しゅな 男 岐山遠石野球クラブ

橋本 知昊 はしもと ちそら 男 岐山遠石野球クラブ

宮本 蒼獅 みやもと そうし 男 岐山遠石野球クラブ

前田 蒼護 まえだ そうご 男 久米陸上スポーツ少年団
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部門 種　別 氏　　名 読み仮名 性別 所　　　　　　属

前頁より続く(小学男子４年の部)

末長 善 すえなが ぜん 男 久米陸上スポーツ少年団

生村 優成 いきむら ゆうせい 男 戸田陸上クラブ

石丸 佳人 いしまる けいと 男 桜木陸上スポーツ少年団

河村 拓真 かわむら たくま 男 桜木陸上スポーツ少年団

矢野 皓也 やの てるや 男 周陽体育振興会子ども陸上部

石川 颯人 いしかわ はやて 男 周陽体育振興会子ども陸上部

大池 晃誠 おおいけ こうせい 男 周陽体育振興会子ども陸上部

坂口 歩夢 さかぐち あゆむ 男 秋月野球スポーツ少年団

竹内 健悟 たけうち けんご 男 秋月野球スポーツ少年団

手嶋 駿 てしま しゅん 男 秋月野球スポーツ少年団

玉野 寛汰 たまの かんた 男 新南陽陸上スポーツ少年団

渕上 尋斗 ふちがみ ひろと 男 新南陽陸上スポーツ少年団

米本 陸斗 よねもと りくと 男 新南陽陸上スポーツ少年団

石井 海吏 いしい かいり 男 徳山RCコネット

橋本 知昊 はしもと ちそら 男 徳山RCコネット

藤川 昂大 ふじかわ こうた 男 徳山RCコネット

松本 一志 まつもと かずし 男 徳山RCコネット

45 小学男子５年の部(２.０ｋｍ)

古川 心大 ふるかわ しんた 男 奇兵隊

藤谷 栞汰 ふじや かんた 男 奇兵隊

椎木 大翔 しいぎ やまと 男 奇兵隊

桑嶋 慶輝 くわじま よしき 男 奇兵隊

國永 育哉 くになが いくや 男 奇兵隊

木藤 誠人 きとう まこと 男 奇兵隊

杉村 友悠 すぎむら ゆう 男 奇兵隊

藤井 健太朗 ふじい けんたろう 男 奇兵隊

久原 零矢 くはら れいや 男 久米陸上スポーツ少年団

長井 敦也 ながい あつや 男 秋月野球スポーツ少年団

山口 寛斗 やまぐち かんと 男 秋月野球スポーツ少年団

小山 祥太 こやま しょうた 男 秋月野球スポーツ少年団

沖田 好弘 おきた よしひろ 男 秋月野球スポーツ少年団

藤本 歩輝 ふじもと あゆき 男 秋月野球スポーツ少年団

平田 大翔 ひらた はると 男 秋月野球スポーツ少年団

牛見 悠馬 うしみ ゆうま 男 新南陽陸上スポーツ少年団

中濱 潤哉 なかはま じゅんや 男 新南陽陸上スポーツ少年団

渡辺 大也 わたなべ だいや 男 新南陽陸上スポーツ少年団

佐山 青 さやま せい 男 新南陽陸上スポーツ少年団

大亀 幸志朗 おおかめ こうしろう 男 新南陽陸上スポーツ少年団

岡本 行雲 おかもと ゆくも 男 徳山RCコネット

原田 瑞生 はらだ みずき 男 徳山RCコネット

藤井 爽介 ふじい そうすけ 男 徳山RCコネット

三浦 悠斗 みうら ゆうと 男 徳山RCコネット

村岡 大輔 むらおか だいすけ 男 徳山RCコネット

御園生 尚誓 みそのう なおちか 男 周南JAC

森重 迅翔 もりしげ はやと 男 周南JAC

古谷 隼士 ふるや はやと 男

繁澤 優希 はんざわ ゆうき 男
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46 小学男子６年の部(２.０ｋｍ)

岩﨑 地宏 いわさき ちひろ 男 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

中島 大希 なかしま ひろき 男 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

重國 蒼 しげくに あお 男 ひらちゅうランニングクラブＪｒ

小淵 大輝 こぶち だいき 男 奇兵隊

佐野 想太 さの そうた 男 奇兵隊

宮本 佳胤 みやもと よしたね 男 奇兵隊

彌益 孝介 やます こうすけ 男 奇兵隊

松村 恵人 まつもら けいと 男 奇兵隊

藤井 朔也 ふじい さくや 男 奇兵隊

平田 心音 ひらた しおん 男 久米陸上スポーツ少年団

松田 航輝 まつだ こうき 男 戸田陸上クラブ

村田 陽 むらた はる 男 戸田陸上クラブ

青木 勇磨 あおき ゆうま 男 戸田陸上クラブ

山田 稜真 やまだ りょうま 男 桜木陸上スポーツ少年団

木村　 駿太 きむら しゅんた 男 周陽体育振興会子ども陸上部

三谷 直也 みたに なおや 男 周陽体育振興会子ども陸上部

沼野 勇太 ぬまの ゆうた 男 周陽体育振興会子ども陸上部

中原 珠亜 なかはら しゅうあ 男 周陽体育振興会子ども陸上部

高木 颯太 たかき そうた 男 秋月野球スポーツ少年団

長井 謙介 ながい けんすけ 男 秋月野球スポーツ少年団

兼平 悠生 かねひら ゆうき 男 秋月野球スポーツ少年団

羽野 龍成 はの りゅうせい 男 秋月野球スポーツ少年団

田中 稜大 たなか りょうた 男 秋月野球スポーツ少年団

松田 侑樹 まつだ ゆいき 男 新南陽陸上スポーツ少年団

村田 蛍太 むらた けいた 男 新南陽陸上スポーツ少年団

藤本 元 ふじもと げん 男 新南陽陸上スポーツ少年団

上領 啓太 かみりょう けいた 男 徳山RCコネット

木村 陽太 きむら ひなた 男 徳山RCコネット

小林 和翔 こばやし かずと 男 徳山RCコネット

清水 智崇 しみず ともたか 男 徳山RCコネット

松野 啓大 まつの けいた 男 徳山RCコネット

本村 咲太 もとむら しょうた 男 周南JAC

本村 啓太 もとむら けいた 男 周南JAC

安渡 友貴 あんど ゆうき 男

杉岡 隆太 すぎおか りゅうた 男


