
NO所属 所属 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性 種目１ ﾘﾚｰ

1 AJ 101 高橋　明日香 TAKAHASHI Asuka 女 一般女子100m

2 AJ 106 川面　聡大 KAWATSURA Sota 男 一般男子100m

3 AJ 107 森田　俊一 MORITA Shunichi 男 男子110H(1.067m)

4 ATLTC 108 濱　宏平 HAMA Kohei 男 一般男子100m

5 ATLTC 109 斎藤　真治 SAITOU Shinji 男 一般男子100m

6 ATLTC 110 石川　大輝 ISHIKAWA Daiki 男 一般男子100m

7 BWAC 174 宮内　裕昭 MIYAUCHI Hiroaki 男 男子110H(1.067m)

11 GOLD' 182 鐡口　蓮 TETSUGUCHI Ren 男 男子110H(1.067m)

15 ＫＹ鳥取 1 田中　凰我 ﾀﾅｶ ｵｳｶﾞ 男 A

16 ＫＹ鳥取 2 杉本　悠真 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 男 小学男子100m A

17 ＫＹ鳥取 3 橋本　誉史 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 男 A

18 ＫＹ鳥取 4 石田　歩夢 ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 男 A

19 ＫＹ鳥取 5 居組　朔久 ｲｸﾞﾐ ｻｸ 男 A

20 ＫＹ鳥取 6 松本　駿 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 男 A

21 ＫＹ鳥取 7 小林　旺祐 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｽｹ 男 小学男子100m

22 ＫＹ鳥取 8 吉尾　匠生 ﾖｼｵ ﾅﾙｷ 男 B

23 ＫＹ鳥取 9 稲田　結斗 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 男 B

24 ＫＹ鳥取 10 加嶋　康大 ｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男 小学男子100m

25 ＫＹ鳥取 11 元録　颯志 ｹﾞﾝﾛｸ ｿｳｼ 男 小学男子100m

26 ＫＹ鳥取 12 有田　紫星 ｱﾘﾀ ｼｾｲ 男 小学男子100m

27 ＫＹ鳥取 13 福長　正翔 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 男 B

28 ＫＹ鳥取 14 横山　想太 ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ 男 B

29 ＫＹ鳥取 15 橋本　実怜 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ 女 小学女子100m A

30 ＫＹ鳥取 16 橋本　麻央 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅｶ 女 B

31 ＫＹ鳥取 17 足立　日向 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅﾀ 女 B

32 ＫＹ鳥取 18 若松　来実 ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ 女 B

33 ＫＹ鳥取 19 福長　優里 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳﾘ 女 A

34 ＫＹ鳥取 20 太田　姫花 ｵｵﾀ ﾋﾒｶ 女 小学女子100m A

35 ＫＹ鳥取 21 福井　虹七 ﾌｸｲ ﾆﾅ 女 小学女子100m A

36 ＫＹ鳥取 22 林　千遥 ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 女 小学女子100m B

37 ＫＹ鳥取 23 前田　さくら ﾏｴﾀ ｻｸﾗ 女 小学女子100m A

38 ＫＹ鳥取 201 宮本　真優 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾋﾛ 女 中学女子100m ○

39 ＫＹ鳥取 202 山口　星音 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女 中学女子100m ○

40 ＫＹ鳥取 203 池本　理子 ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 女 中学女子100m ○

41 ＫＹ鳥取 204 高田　洸洋 ﾀｶﾀ ｺｳﾖｳ 男 中学男子100m ○

42 ＫＹ鳥取 205 山下　心和 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾜ 男 中学男子100m ○

43 ＫＹ鳥取 206 片山　優心 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼ 男 中学男子100m ○

44 ＫＹ鳥取 207 中本　唯愛 ﾅｶﾓﾄ ｲﾁｶ 女 中学女子100m ○

45 ＫＹ鳥取 208 塩見　裕真 ｼｵﾐ ﾕｳﾏ 男 中学男子100m ○

46 ＫＹ鳥取 209 竹内　颯麻 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ 男 中学男子100m ○

47 LAKES 119 石塚　春輝 ISHIZUKA Haruki 男 一般男子100m



49 NOBY 102 山本　慎吾 YAMAMOTO Shingo 男 一般男子100m

55 ROBLE 143 松村　翔 MATSUMURA Sho 男 一般男子100m

56 ROBLE 173 糸多　悠平 ITODA Yuhei 男 男子110H(1.067m)

57 SMTC 137 古瀬　日向 ﾌﾙｾ ﾋｭｶﾞ 男 A

58 SMTC 138 大田　優聖 ｵｵﾀ ﾕｳｾｲ 男 A

59 SMTC 139 足立　悠斗 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 男 A

60 SMTC 140 乙加　健空雄 ｵﾄｶﾞ ﾀｸｵ 男 A

61 SMTC 141 小野原　大翔 ｵﾉﾊﾗ ﾔﾏﾄ 男 B

62 SMTC 142 高田　剛翔 ﾀｶﾀ ﾀｹﾄ 男 B

63 SMTC 143 恩部　蒼空 ｵﾝﾍﾞ ｿﾗ 男 B

64 SMTC 144 西坂　侑真 ﾆｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 男 B

65 SMTC 145 大徳　美蘭 ﾀﾞｲﾄｸ ﾐﾗﾝ 女 A

66 SMTC 146 松本　真実 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 女 A

67 SMTC 147 渡邊　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 女 A

68 SMTC 148 松本　妃利 ﾏﾂﾓﾄ ﾊｲﾘ 女 A

69 SMTC 149 渡辺　心結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 女 B

70 SMTC 150 北川　果音 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 女 B

71 SMTC 151 安倍　そら ｱﾍﾞ ｿﾗ 女 B

72 SMTC 152 高橋　奈夕 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕ 女 B

73 SUNS 103 林　翔太 HAYASHI Shota 男 一般男子100m

74 SUNS 104 吉田　健作 YOSHIDA Kensaku 男 一般男子100m

75 T.G.K 144 森岡　大地 MORIOKA Daichi 男 一般男子100m

76 T.G.K 145 川喜田　剛志 KAWAGITA Takeshi 男 一般男子100m

77 T.G.K 146 千種　紹弘 CHIKUSA Akihiro 男 一般男子100m

78 TF倉吉 120 梶尾　秀汰 ｶｼﾞｵ ｼｭｳﾀ 男 小学男子100m ○

79 TF倉吉 121 田上　遥斗 ﾀｳｴ ﾊﾙﾄ 男 小学男子100m ○

80 TF倉吉 122 中村　琉聖 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男 小学男子100m ○

81 TF倉吉 123 早田　慶哉 ﾊﾔﾀ ｹｲﾔ 男 小学男子100m

82 TF倉吉 124 萬場　心太 ﾏﾝﾊﾞ ｼﾝﾀ 男 小学男子100m ○

83 TF倉吉 125 荒木　夏帆 ｱﾗｷ ｶﾎ 女 小学女子100m B

84 TF倉吉 126 長田　埜乃 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾉ 女 小学女子100m B

85 TF倉吉 127 福本　佳菜 ﾌｸﾓﾄ ｶﾅ 女 小学女子100m B

86 TF倉吉 128 野見　莉央奈 ﾉﾐ ﾘｵﾅ 女 A

87 TF倉吉 129 松尾　凜歩 ﾏﾂｵ ﾘﾎ 女 小学女子100m A

88 TF倉吉 130 井上　采沙 ｲﾉｳｴ ﾂｶｻ 女 A

89 TF倉吉 131 椿　玲奈 ﾂﾊﾞｷ ﾚｲﾅ 女 B

90 TF倉吉 132 山中　悠衣 ﾔﾏﾅｶ ﾕｲ 女 A

91 TF倉吉 133 山中　りこ ﾔﾏﾅｶ ﾘｺ 女 小学女子100m

93 Tスポーツ 183 緒方　健二 OGATA Kenji 男 男子110H(1.067m)

96 W W 104 髙橋　萌木子 TAKAHASHI Momoko 女 一般女子100m

97 W.A.S 105 竹添　隼輝 TAKEZOE Hayaki 男 一般男子100m

98 ｱｯﾄﾎｰ 132 新宅　麻未 SHINTAKU Asami 女 一般女子100m



102 いまごＫＣ 24 松本　翔太 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男 小学男子100m

103 いまごＫＣ 25 松本　拓実 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 男 小学男子100m

104 いまごＫＣ 26 谷口　倖菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾁﾅ 女 小学女子100m

105 いまごＫＣ 27 長谷川　心咲 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻ 女 小学女子100m

106 ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 111 赤堀　弘晃 AKABORI Hiroaki 男 一般男子100m

107 ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 112 前田　功貴 MAEDA Kouki 男 一般男子100m

111 岐阜協大 187 石川　舜大 ISHIKAWA Shunta 男 男子110H(1.067m)

112 岐阜協大 188 安達　萌乃 ADACHI Moeno 女 女子100H(0.84m)

113 岐阜協大 189 中村　向日葵 NAMAMURA Himawari 女 女子100H(0.84m)

114 クラＴＦＣ 116 定金　卓志 SADAKANE Takusi 男 一般男子100m

123 デンソー 103 杉山　美貴 SUGIYAMA Mki 女 一般女子100m

125 トヨタ自動 154 新城　健斗 SINNJYOU Kento 男 一般男子100m

126 トヨタ自動 155 渡邉　圭一郎 WATANABE Keiitiro 男 一般男子100m

127 トヨタ自動 156 高野　克哉 TAKANO Katuya 男 一般男子100m

128 ハイテク 186 馬場　友也 BABA Tomoya 男 一般男子100m

131 ハピネス 121 濟藤　未夢 SAITO Miyu 女 一般女子100m

132 ハピネス 122 芳賀　遥 HAGA Haruka 女 一般女子100m

147 園田学園 111 近藤　亜友美 KONDOU Ayumi 女 一般女子100m

148 園田学園 112 西村　百花 NISHIMURA Momoka 女 一般女子100m

149 園田学園 113 田﨑　舞桜 TASAKI Mao 女 一般女子100m

150 園田学園 114 江川　可蓮 EGAWA Karenn 女 女子100H(0.84m)

151 園田学園 115 野々瀬　悠 NONOSE Haruka 女 女子100H(0.84m)

152 園田学園 116 宍戸　絢 SISIDO Aya 女 女子100H(0.84m)

154 岡山ＡＣ 105 河合　菜緒 KAWAI Nao 女 一般女子100m

155 岡山ＡＣ 106 小坂　夕奈 KOSAKA Yuna 女 一般女子100m

156 岡山ＡＣ 117 石井　忍 ISHII Shinobu 男 一般男子100m

157 加茂中 210 小野　颯己 ｵﾉ ｻﾂｷ 男 中学男子100m

158 河北SS 28 足立　有翼 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 男 小学男子100m A

159 河北SS 29 福井　愛樹 ﾌｸｲ ｱｲｷ 男 A

160 河北SS 30 山本　翔介 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｽｹ 男 小学男子100m A

161 河北SS 31 山本　章太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男 小学男子100m A

162 河北SS 32 石原　八智与 ｲｼﾊﾗ ﾔﾁﾖ 男 小学男子100m B

163 河北SS 33 里田　昌昭 ｻﾄﾀﾞ ﾏｻｱｷ 男 B

164 河北SS 34 西田　直樹 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ 男 B

165 河北SS 35 藤原　真心朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾛｳ 男 小学男子100m B

166 河北SS 36 津村　芽玖 ﾂﾑﾗ ﾒｸﾞ 女 小学女子100m A

167 河北SS 37 井上　万悠子 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｺ 女 小学女子100m A

168 河北SS 38 宮部　理楽 ﾐﾔﾍﾞ ﾘﾗ 女 小学女子100m A

169 河北SS 39 宮本　りこ ﾐﾔﾓﾄ ﾘｺ 女 A

170 河北SS 40 山田　英真 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾏ 女 小学女子100m B

171 河北SS 41 岩本　友利愛 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾘｱ 女 B

172 河北SS 42 谷口　蒼奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿﾅ 女 A



173 河北SS 43 増井　心結 ﾏｽｲ ﾐﾕ 女 B

174 河北SS 44 上福　瑠莉 ｶﾐﾌｸ ﾙﾘ 女 B

175 河北SS 45 福田　春乃 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾉ 女 小学女子100m B

176 河北SS 46 安本　伊代菜 ﾔｽﾄﾓ ｲﾖﾅ 女 B

177 河北中 211 井上　澪音 ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ 男 ○

178 河北中 212 原田　弐翔 ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 男 ○

179 河北中 213 吉川　智範 ｷｯｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 男 ○

180 河北中 214 桑本　茅奈 ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 女 A

181 河北中 215 中村　香子 ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 女 A

182 河北中 216 伊田　葵陽 ｲﾀﾞ ｱｵｲ 男 ○

183 河北中 217 福井　涼太 ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ 男 ○

184 河北中 218 田中　旬 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 男 ○

185 河北中 219 吉田　花帆 ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 女 A

186 河北中 220 土井　なつみ ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ 女 B

187 河北中 221 津村　朱璃 ﾂﾑﾗ ｼｭﾘ 女 B

188 河北中 222 滝沢　紗英 ﾀｷｻﾞﾜ ｻｴ 女 B

189 河北中 223 伊丹　樹里 ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 女 A

190 河北中 224 山田　茉央 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 女 B

191 開星高校 177 足立　駿人 ADACHI Hayato 男 男子110H(1.067m)

192 開星高校 178 園山　天志 AONOYAMA Takashi 男 男子110H(1.067m)

197 関西学院大 139 遠藤　菜々 ENDO Nana 女 一般女子100m

198 関西学院大 172 西浦　友貴 NISHIURA Tomoki 男 男子110H(1.067m)

203 境港第一 225 松本　波空 ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 男 中学男子100m

204 境港第一 226 西尾　心優 ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 女 中学女子100m

207 栗東AC 118 内記　拓哉 NAIKI Tkuya 男 一般男子100m

208 御幸山中 227 藤田　湧大 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男 中学男子100m ○

209 御幸山中 228 岡　登夢 ｵｶ ﾄﾑ 男 中学男子100m ○

210 御幸山中 229 伊藤　拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 男 ○

211 御幸山中 230 佐野　薦 ｻﾉ ｾﾝ 男 中学男子100m ○

212 御幸山中 231 喜々津　侑駕 ｷｷﾂ ﾕｳｶﾞ 男 ○

213 御幸山中 232 森田　真暢 ﾓﾘﾀ ﾏﾉﾝ 女 中学女子100m ○

214 御幸山中 233 宮崎　瑞生 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 男 中学男子100m ○

215 御幸山中 234 刑部　胡晴 ｵｻｶﾍﾞ ｺﾊﾙ 女 中学女子100m ○

216 御幸山中 235 奥村　恵美 ｵｸﾑﾗ ｴﾐ 女 中学女子100m ○

217 御幸山中 236 嶌田　百那 ｼﾏﾀﾞ ﾓﾅ 女 中学女子100m ○

218 御幸山中 237 松浦　紗良 ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ 女 中学女子100m ○

219 御幸山中 238 合田　亜舞 ｺﾞｳﾀﾞ ｱﾑ 女 ○

220 甲南大学 117 三宅　真理奈 MIYAKE Marina 女 一般女子100m

221 甲南大学 118 前田　夏美 MAEDA Natumi 女 一般女子100m

222 甲南大学 119 下村　日向子 SHIMOMURA Hinako 女 一般女子100m

223 甲南大学 120 岡崎　汀 OKAZAKI Nagisa 女 女子100H(0.84m)

226 桜ヶ丘中 239 大田　丈 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 男 中学男子100m ○



227 桜ヶ丘中 240 中島　琳起 ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 男 中学男子100m ○

228 桜ヶ丘中 241 山田　龍雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 男 中学男子100m ○

229 桜ヶ丘中 242 谷口　雄太 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 男 中学男子100m

230 桜ヶ丘中 243 清水　一秀 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 男 中学男子100m ○

231 三江小 47 中村　颯太 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男 小学男子100m

233 三朝AC 48 加藤　瑠 ｶﾄｳ ﾘｭｳ 男 小学男子100m

234 三朝AC 49 小谷　晄誠 ｺﾀﾞﾆ ｺｳｾｲ 男 小学男子100m

235 三朝AC 50 石田　愛那 ｲｼﾀﾞ ｱｲﾅ 女 小学女子100m

236 三朝AC 51 岡本　彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 女 小学女子100m

237 三朝AC 52 竹部　颯華 ﾀｹﾍﾞ ｿﾖﾊ 女 小学女子100m

238 三朝AC 53 小谷　哲平 ｺﾀﾞﾆ ﾃｯﾍﾟｲ 男 小学男子100m

239 三朝AC 54 米田　真奈 ﾖﾈﾀﾞ ﾏﾅ 女 小学女子100m

240 三朝AC 55 加藤　瑠夏 ｶﾄｳ ﾙｶ 男 小学男子100m

241 山陽高校 102 後藤　麻乃 GOTO Mano 女 一般女子100m

242 山陽高校 113 高田　和 TAKATA Nagomi 男 一般男子100m

243 山陽高校 114 三井　啓吾 MITUI Keigo 男 一般男子100m

244 山陽高校 115 逸見　晃誠 HENMI Kosei 男 一般男子100m

245 至学館大 142 臼田　菜々美 USUDA Nanami 女 一般女子100m

246 至学館大 143 加藤　桃佳 KATO Momoka 女 一般女子100m

247 至学館大 144 近藤　七海 KONNDO Nanami 女 一般女子100m

248 至学館大 145 内藤　未彩 NAITO Mia 女 一般女子100m

249 至学館大 183 伊藤　弘大 ITO Kota 男 一般男子100m

250 至学館大 184 中澤　悠哉 NAKAZAWA  Yuya 男 一般男子101m

255 社小学校 136 石井　統磨 ｲｼｲ ﾄｳﾏ 男 小学男子100m

256 守山西 244 山田　汐莉 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 女 ○

257 守山西 245 内藤　颯 ﾅｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 男 ○

258 守山西 246 若杉　唯人 ﾜｶｽｷﾞ ﾕｲﾄ 男 中学男子100m ○

259 守山西 247 水野　雅之 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 男 中学男子100m ○

260 守山西 248 河上　騰磨 ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾏ 男 中学男子100m ○

261 守山西 249 水軒　沙綾 ｽｲｹﾝ ｻｱﾔ 女 中学女子100m ○

262 守山西 250 岡部　ななか ｵｶﾍﾞ ﾅﾅｶ 女 中学女子100m ○

263 守山西 251 加藤　涼音 ｶﾄｳ ｽｽﾞﾈ 女 中学女子100m ○

264 守山西 252 江口　七海 ｴｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女 中学女子100m ○

265 守山西 253 袁　瞳 ｴﾝ ﾋﾄﾐ 女 中学女子100m ○

266 守山西 254 洲崎　友祐 ｽｻｷ ﾕｳｽｹ 男 中学男子100m ○

267 守山西 255 小澤　陸人 ｵｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 男 中学男子100m ○

268 住友電工 185 田村　朋也 TAMURA Tomoya 男 一般男子100m

275 出雲高 107 藤井　佑衣 FUJII Yui 女 一般女子100m

276 出雲高 108 佐々木　千聡 SASAKI Chisato 女 一般女子100m

277 出雲高 109 髙田　菜月 TAKATA Natsuki 女 女子100H(0.84m)

278 出雲高 120 田中　健太郎 TANAKA Kｅntarou 男 一般男子100m

279 出雲高 121 土江　仁 TSUCHIE Jin 男 一般男子100m



280 出雲高 122 置名　飛羅 OKINA Takara 男 一般男子100m

281 出雲第三 256 三原　陸蒼 ﾐﾊﾗ ﾘｸｱ 男 中学男子100m A

282 出雲第三 257 吉川　聖隼 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 男 中学男子100m B

283 出雲第三 258 松浦　宝 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾗ 男 B

284 出雲第三 259 登川　天 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 男 中学男子100m A

285 出雲第三 260 永田　裕暉 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 男 中学男子100m A

286 出雲第三 261 渡邊　優衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 女 中学女子100m ○

287 出雲第三 262 内藤　海 ﾅｲﾄｳ ｶｲ 男 B

288 出雲第三 263 山﨑　琉惟 ﾔﾏｻｷ ﾙｲ 男 中学男子100m A

289 出雲第三 264 中島　晶翔 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 男 B

290 出雲第三 265 直良　美蘭乃 ﾅｵﾗ ﾐﾗﾉ 女 中学女子100m ○

291 出雲第三 266 三成　菜緒 ﾐﾅﾘ ﾅｵ 女 中学女子100m ○

292 出雲第三 267 金山　葵 ｶﾅﾔﾏ ｱｵｲ 女 中学女子100m ○

293 出雲第三 268 吾郷　雛乃 ｱｺﾞｳ ﾋﾅﾉ 女 中学女子100m ○

294 出雲二中 269 森木　大翔 ﾓﾘｷ ﾋﾛﾄ 男 ○

295 出雲二中 270 管　優希 ｶﾝ ﾕｳｷ 男 中学男子100m ○

296 出雲二中 271 日野　風舞 ﾋﾉ ﾌｳﾏ 男 中学男子100m ○

297 出雲二中 272 寺本　颯哉 ﾃﾗﾓﾄ  ｿｳﾔ 男 中学男子100m ○

298 出雲二中 273 宮嵜　夢太 ﾐﾔｻﾞｷ  ﾕﾒﾀ 男 中学男子100m ○

299 出雲二中 274 三島　聡太 ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 男 中学男子100m ○

300 駿河台大学 135 嶋野　優奈 SHIMANO Yuna 女 女子100H(0.84m)

301 駿河台大学 166 寺木　慎一朗 TERAKI Shinichiro 男 男子110H(1.067m)

302 駿河台大学 167 多川　恭輔 TAGAWA Kyosuke 男 男子110H(1.067m)

308 尚徳中 355 小椋　咲奈 ｵｸﾞﾗ ｻｷﾅ 女 ○

309 尚徳中 356 北窓　沙羅 ｷﾀﾏﾄﾞ ｻﾗ 女 ○

310 尚徳中 357 小澤　ひなた ｺｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 女 ○

311 尚徳中 358 齋木　あさみ ｻｲｷ ｱｻﾐ 女 ○

312 神戸学院大 123 松本　遼太 MATSUMOTO Ryota 男 一般男子100m

313 神戸学院大 124 烏野　翔輝 KARASUNO Shoki 男 一般男子100m

314 神戸学院大 125 才野　怜治 SAINO Reiji 男 一般男子100m

315 神戸市消防 126 石井　司 ISHII Tsukasa 男 一般男子100m

316 神戸市消防 127 成松　大樹 NARIMATSU Daiki 男 一般男子100m

317 石見智翠館 140 宮内　春奈 MIYAUCHI Haruna 女 一般女子100m

318 赤兎馬AC 128 栗本　由紀 KURIMOTO Yuuki 男 一般男子100m

319 赤穂市陸協 129 小池　崇之 KOIKE Takayuki 男 男子110H(1.067m)

320 赤穂市陸協 130 八木　一平 YAGI Ippei 男 一般男子100m

321 赤穂市陸協 131 岡田　敏彦 OKADA Toshihiko 男 一般男子100m

322 扇台 275 丹羽　皓星 ﾆﾜ ｺｳｾｲ 男 中学男子100m ○

323 扇台 276 小島　拓真 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 男 中学男子100m ○

324 扇台 277 高橋　篤生 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｷ 男 中学男子100m ○

325 扇台 278 伊藤　大翔 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 男 中学男子100m ○

326 扇台 279 前島　和歩 ﾏｴｼﾞﾏ ｶｽﾞﾎ 男 中学男子100m ○



327 扇台 280 中島　明香 ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ 女 中学女子100m ○

328 扇台 281 山田　凪紗 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 女 中学女子100m ○

329 扇台 282 福田　有希子 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ 女 中学女子100m ○

330 扇台 283 赤松　暖菜 ｱｶﾏﾂ ﾊﾙﾅ 女 中学女子100m ○

331 扇台 284 長島　華凜 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾘﾝ 女 中学女子100m ○

332 倉吉西高 175 奥村　悠介 OKUMURA Yusuke 男 男子110H(1.067m)

333 倉吉東高 123 西村　華乃 NISHIMURA Kano 女 女子100H(0.84m)

334 倉吉東高 124 山本　明香理 YAMAMOTO Akari 女 一般女子100m

335 倉吉東高 125 杉本　鈴夏 SUGIMOTO Rinka 女 女子100H(0.84m)

336 倉吉東高 126 清水　美郷 SIMIZU Misato 女 一般女子100m

337 倉吉東高 127 河本　美祐 KAWAMOTO Miyu 女 女子100H(0.84m)

338 倉吉東高 128 吉岡　佑菜 YOSHIOKA Yuna 女 一般女子100m

339 倉吉東高 148 桝本　楓生 MASUMOTO Huki 男 男子110H(1.067m)

340 倉吉東高 149 杉山　奏 SUGIYAMA Sou 男 男子110H(1.067m)

341 倉吉東高 150 橋本　充輝 HASIMOTO Mitsuki 男 一般男子100m

342 倉吉東高 151 河本　翔太 KAWAMOTO Shota 男 一般男子100m

343 倉吉東高 152 中村　大作 NAKAMURA Daisaku 男 一般男子100m

345 大栄クラブ 56 鹿島　熙倖 ｶｼﾏ ﾃﾙﾕｷ 男 ○

346 大栄クラブ 57 財賀　右京 ｻｲｶﾞ ｳｷｮｳ 男 小学男子100m ○

347 大栄クラブ 58 山口　育夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾑ 男 ○

348 大栄クラブ 59 吉田　零 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男 小学男子100m ○

349 大栄クラブ 60 田中　翔平 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ 男 小学男子100m

350 大栄クラブ 61 田中　昊平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 男 小学男子100m ○

351 大栄クラブ 62 倉光　凛人 ｸﾗﾐﾂ ﾘﾝﾄ 男 小学男子100m

352 大栄クラブ 63 磯上　結香 ｲｿｶﾞﾐ ﾕｳｶ 女 小学女子100m

353 大阪ＳＪ 64 木田　煌大 ｷﾀﾞ ｺｳﾀ 男 小学男子100m

356 大阪体育大 181 山内　樹 YAMAUCHI Ithuki 男 男子110H(1.067m)

357 大阪陸協 153 山村　惇 YAMAMURA Atsushi 男 男子110H(1.067m)

358 大山中 285 加藤　怜 ｶﾄｳ ﾚｲ 男 中学男子100m ○

359 大山中 286 椎木　基覚 ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ 男 ○

360 大山中 287 太田　翔空 ｵｵﾀ ｿﾗ 男 中学男子100m ○

361 大山中 288 諸遊　慎武 ﾓﾛﾕ ｼﾞﾝ 男 中学男子100m ○

362 大山中 289 松原　優吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｺﾞ 男 中学男子100m ○

363 大山中 290 岡田　麻矢 ｵｶﾀﾞ  ﾏﾔ 女 ○

364 大山中 291 亀山　うらら ｶﾒﾔﾏ  ｳﾗﾗ 女 ○

365 大山中 292 柳川　乃々佳 ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾉﾉｶ 女 中学女子100m ○

366 大山中 293 塚口　あかね ﾂｶｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女 中学女子100m ○

367 大山陸上 65 田中　大斗 ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾄ 男 ○

368 大山陸上 66 前野　賢人 ﾏｴﾉ ｹﾝﾄ 男 ○

369 大山陸上 67 野間　健斗 ﾉﾏ ｹﾝﾄ 男 ○

370 大山陸上 68 山根　愛理 ﾔﾏﾈ ｱｲﾘ 女

371 大山陸上 69 山下　彩良 ﾔﾏｼﾀ ｻﾗ 女



372 大山陸上 70 谷野　利樹 ﾀﾆﾉ ﾄｼｷ 男 小学男子100m ○

373 大山陸上 71 高橋　遼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男 ○

374 大山陸上 72 金川　雅弘 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 男 小学男子100m

375 大山陸上 73 中本　理月 ﾅｶﾓﾄ ﾘﾂｷ 男 小学男子100m

376 大山陸上 74 田中　玲生 ﾀﾅｶ  ﾚｵ 男 小学男子100m

377 大山陸上 75 西村　旭日 ﾆｼﾑﾗ ｱｻﾋ 男 小学男子100m

378 大山陸上 76 川島　來恋 ｶﾜｼﾏ ﾘｺ 女 小学女子100m

379 大山陸上 77 前野　結奈 ﾏｴﾉ ﾕﾅ 女 小学女子100m

382 但馬AC 153 今西　瑛大 ｲﾏﾆｼ ｴｲﾀ 男 小学男子100m ○

383 但馬AC 154 西村　源斗 ﾆｼﾑﾗ ｹﾞﾝﾄ 男 小学男子100m ○

384 但馬AC 155 沖野　未知 ｵｷﾉ ﾐﾁ 男 小学男子100m ○

385 但馬AC 156 藤岡　夢優 ﾌｼﾞｵｶ ﾕﾒﾙ 男 小学男子100m ○

386 但馬AC 157 中村　玲太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男 小学男子100m ○

387 但馬AC 158 藤本　凛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝ 女 小学女子100m

388 但馬AC 159 高本　優 ｺｳﾓﾄ ﾕｳ 女 小学女子100m

389 但馬AC 160 藤本　想愛 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿｱ 女 小学女子100m

390 但馬AC 161 谷垣　春花 ﾀﾆｶﾞｷ ﾊﾙｶ 女 小学女子100m

391 但馬AC 162 水嶋　穂乃果 ﾐｽﾞｼﾏ ﾎﾉｶ 女 小学女子100m

401 但馬AC 163 後藤　知宏 GOTO Tomohiro 男 一般男子100m

392 但馬AC 163 長田　悠生 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳ 男 ○

402 但馬AC 164 片山　凜平 KATAYAMA Rinpei 男 一般男子100m

403 但馬AC 165 松井　星矢 MATSUI Seiya 男 一般男子100m

393 但馬AC 294 植松　瑞希 ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 男 中学男子100m

394 但馬AC 295 上治　大琉 ｳｴｼﾞ ﾊﾙ 男 中学男子100m

395 但馬AC 296 松村　あかり ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾘ 女 中学女子100m

396 但馬AC 297 福井　陽斗 ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 男 中学男子100m

397 但馬AC 298 竹林　陽翔 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 男 中学男子100m

398 但馬AC 299 中村　秀太 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 男 中学男子100m

399 但馬AC 300 谷口　玲那 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾅ 女 中学女子100m

400 但馬AC 301 澤野　琴音 ｻﾜﾉ ｺﾄﾈ 女 中学女子100m

404 竹野小 164 岡本　拓哉 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男 小学男子100m

411 中京大 179 岡本　真太朗 OKAMOTO Shintarou 男 男子110H(1.067m)

412 中京大 180 三宅　浩生 MIYAKE Hiroki 男 男子110H(1.067m)

413 中京大学 132 彦坂　陽平 HIKOSAKA Yohei 男 一般男子100m

414 中京大学 133 大原　康平 OHARA Kohei 男 一般男子100m

415 中京大学 134 服部　匡恭 HATTORI Masayoshi 男 一般男子100m

417 鳥取ＡＳ 135 柴田　昴瑠 SHIBATA Takeru 男 一般男子100m

418 鳥取ＡＳ 136 楯　康平 TATE Kouhei 男 一般男子100m

419 鳥取ＡＳ 137 岡井　陽平 OKAI Yohei 男 一般男子100m

420 鳥取育英 157 井上　瑞葵 INOUE Mizuki 男 一般男子100m

421 鳥取育英 158 清水　海斗 SIMUZU Kaito 男 一般男子100m

422 鳥取育英 159 上田　嵩矢 UEDA Takaya 男 一般男子100m



423 鳥取育英 160 牧野　晃大 MAKINO Akihiro 男 男子110H(1.067m)

424 鳥取育英 161 杉信　光 SUGINOBU Hikaru 男 男子110H(1.067m)

425 鳥取城北高 136 上田　理湖 UETA Riko 女 一般女子100m

426 鳥取城北高 137 横山　暦 YOKOYAMA Koyomi 女 一般女子100m

427 鳥取城北高 138 大田　絵恋 OOTA Erenn 女 女子100H(0.84m)

428 鳥取城北高 168 田中　大地 TANAKA Daiti 男 男子110H(1.067m)

429 鳥取城北高 169 中山　敬太 NAKAYAMA Keita 男 男子110H(1.067m)

430 鳥取城北高 170 小谷　光平 KOTANI Kouhei 男 男子110H(1.067m)

431 鳥取城北高 171 松井　秀憲 MATUI Hidekazu 男 男子110H(1.067m)

432 鳥取西高 133 田中　萌香 TANAKA Moka 女 一般女子100m

433 鳥取西高 134 橋本　彩那 HASHIMOTO Ayana 女 一般女子100m

434 鳥取大 129 新藤　有夏 SHINTOU Yuka 女 一般女子100m

435 鳥取南中 302 宮本　遥輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ 男 中学男子100m ○

436 鳥取南中 303 宮部　大嗣 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 男 中学男子100m ○

437 鳥取南中 304 有田　純 ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 男 中学男子100m ○

438 鳥取南中 305 森本　翔 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳ 男 中学男子100m ○

439 鳥取南中 306 倉光　一冴 ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 男 中学男子100m ○

440 鳥取南中 307 松本　楓月 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳｷ 男 ○

441 鳥取南中 308 宮本　真優 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾋﾛ 女 ○

442 鳥取南中 309 宮川　彩音 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 女 中学女子100m ○

443 鳥取南中 310 谷本　奈々 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅ 女 中学女子100m ○

444 鳥取南中 311 伊藤　歌恋 ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 女 中学女子100m ○

445 鳥取南中 312 大倉　唯慈 ｵｵｸﾗ ﾕｲ 女 中学女子100m ○

446 鳥取南中 313 冨林　和花 ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 女 中学女子100m ○

448 鳥大附中 314 水間　帆乃香 ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 女 ○

449 鳥大附中 315 後藤　真実 ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 女 ○

450 鳥大附中 316 山下　真美 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾐ 女 ○

451 鳥大附中 317 原田　真暢 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 女 ○

452 鳥大附中 318 河原　百花 ｶﾜﾊﾗ ﾓｶ 女 ○

453 鳥大附中 319 聲高　未来 ｺｴﾀｶ ﾐﾗｲ 女 ○

454 津山商業高 131 宇那木　咲希 UNAGI Saki 女 一般女子100m

455 渡辺パイプ 141 竹内　爽香 TAKEUCHI Sayaka 女 一般女子100m

456 島根大学 110 谷岡　景子 TANIOKA Keiko 女 女子100H(0.84m)

457 島根大学 138 大矢根　功季 OOYANE Kouki 男 一般男子100m

458 島根大学 139 町田　郁惟 MACHIDA Ikutada 男 一般男子100m

459 島根大学 140 桐原　勇斗 KIRIHARA Yuto 男 一般男子100m

460 島根大学 141 三浦　伊織 MIURA Iori 男 男子110H(1.067m)

462 東学大 142 増田　健吾 MASUDA Kengo 男 一般男子100m

463 東山中 320 佐々木　真歩 ｻｻｷ ﾏﾎ 女 中学女子100m

464 東伯中 321 坂西　和華 ｻｶﾆｼ ﾜｶ 女 A

465 東伯中 322 髙見　泉舞 ﾀｶﾐ ｲﾌﾞ 女 A

466 東伯中 323 佐伯　有凜 ｻｴｷ ﾕﾘ 女 B



467 東伯中 324 定常　和歌子 ｻﾀﾞﾂﾈ ﾜｶｺ 女 A

468 東伯中 325 信組　怜奈 ﾉﾌﾞｸﾐ ﾚﾅ 女 B

469 東伯中 326 河本　優菜 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ 女 B

470 東伯中 327 田熊　りか ﾀｸﾏ ﾘｶ 女 B

471 東伯中 328 西口　そら ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 女 A

472 東伯中 329 田中　遥乃 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ 女 A

473 東伯中 330 前田　由奈 ﾏｴﾀ ﾕﾅ 女 B

482 日本生命 147 小久保　翔太 KOKUBO Shota 男 男子110H(1.067m)

485 八頭中 331 石破　航希 ｲｼﾊﾞ ｺｳｷ 男 ○

486 八頭中 332 平木　聖哉 ﾋﾗｷﾞ ｾｲﾔ 男 ○

487 八頭中 333 柏原　涼太 ｶｼﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 男 ○

488 八頭中 334 小林　こころ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 女 B

489 八頭中 335 白岩　真歩 ｼﾗｲﾜ ﾏﾎ 女 A

490 八頭中 336 氏家　慈香 ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 女 A

491 八頭中 337 内田　美咲 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 女 A

492 八頭中 338 平木　心彩　 ﾋﾗｷﾞｺｺｱ 女 B

493 八頭中 339 森本　明日香 ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ 女 B

494 八頭中 340 中西　夏海 ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 女 B

495 八頭中 341 中村　朱里 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 女 A

496 八頭中 342 浦林　千嘉 ｳﾗﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 女 B

497 八頭中 343 池本　理子 ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 女 A

498 八頭中 344 佐々木　雅乃  ｻｻｷ ｶﾉ 女

499 八頭中 345 澤田　怜愛 ｻﾜﾀﾞ ﾚｲｱ 女

500 八頭中 346 森本　康平 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 男 ○

501 八頭中 347 山根　玲斗 ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 男 ○

504 布勢TC 78 村上　大貴 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 男 小学男子100m A

505 布勢TC 79 山崎　雄生 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 男 小学男子100m A

506 布勢TC 80 前田　渉吾 ﾏｴﾀ ｼｮｳｺﾞ 男 小学男子100m A

507 布勢TC 81 打田　勇希 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男 小学男子100m A

508 布勢TC 82 加賀田　琉月 ｶｶﾞﾀ ﾙﾂｷ 男 B

509 布勢TC 83 池本　稔生 ｲｹﾓﾄ ﾈｵ 男 B

510 布勢TC 84 松浦　拓真 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 男 B

511 布勢TC 85 大久保　柊志 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｳｼﾞ 男 B

512 布勢TC 86 西尾　七月葉 ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ 女 小学女子100m A

513 布勢TC 87 米村　莉子 ﾖﾈﾑﾗ ﾘｺ 女 小学女子100m

514 布勢TC 88 藤岡　咲衣 ﾌｼﾞｵｶ ｻｴ 女 小学女子100m A

515 布勢TC 89 上田　杏 ｳｴﾀ ｱﾝ 女 小学女子100m A

516 布勢TC 90 井上　璃子 ｲﾉｳｴ ﾘｺ 女 A

517 布勢TC 91 植木　真歩 ｳｴｷ ﾏﾎ 女 小学女子100m

518 布勢TC 92 濱本　桃那 ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ 女 B

519 布勢TC 93 宮田　瑚子 ﾐﾔﾀ ｺｺ 女 B

520 布勢TC 94 鵜飼　そよか ｳｶｲ ｿﾖｶ 女 B



521 布勢TC 95 船越　菜花 ﾌﾅｺｼ ﾅﾉｶ 女 B

522 布勢TC 96 山根　みひろ ﾔﾏﾈ ﾐﾋﾛ 女 B

523 復刻AC 130 土居　あゆみ DOI Ayumi 女 一般女子100m

527 福生 348 福嶋　ひなた ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 女 中学女子100m

528 福米中 349 内田　聖 ｳﾁﾀﾞ ｾｲ 男 ○

529 福米中 350 和田　丈太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 男 ○

530 福米中 351 今田　陽登 ｲﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 男 ○

531 福米中 352 實繁　汰心 ｻﾈｼｹﾞ ﾀｲｼﾝ 男 ○

532 福米中 353 舞立　一将 ﾏｲﾀﾁ ﾏｻｶｽﾞ 男 ○

533 福米中 354 佐藤　翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 男 ○

534 兵庫TFC 101 太田　成宣 OTA Yoshinori 男 一般男子100m

535 米子陸上 97 鎌田　悠右 ｶﾏﾀ ﾕｳ 男 小学男子100m

536 米子陸上 98 橋本　理史 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾋﾄ 男 小学男子100m

537 米子陸上 99 林原　陽莉 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾋﾏﾘ 女 小学女子100m

538 米子陸上 100 濵田　司峯 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾎｳ 男 小学男子100m

539 米子陸上 101 沼田　茜 ﾇﾏﾀ ｱｶﾈ 女 小学女子100m

540 米子陸上 102 辻　桃花 ﾂｼﾞ ﾓﾓｶ 女 小学女子100m

541 北谷小学校 134 髙岡　奏 ﾀｶｵｶ ｶﾅﾃﾞ 男 小学男子100m

542 北谷小学校 135 髙岡　すず音 ﾀｶｵｶ ｽｽﾞﾈ 女 小学女子100m

543 末恒RC 103 山田　唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 男 小学男子100m A

544 末恒RC 104 松岡　優 ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 男 小学男子100m A

545 末恒RC 105 小山　愁生 ｺﾔﾏ ｼｭｳ 男 A

546 末恒RC 106 富山　文翔 ﾄﾐﾔﾏ ﾌﾐﾄ 男 A

547 末恒RC 107 木村　真啓 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男 小学男子100m B

548 末恒RC 108 本間　結人 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾄ 男 小学男子100m B

549 末恒RC 109 藤原　一翔 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ 男 B

550 末恒RC 110 山澤　昂輝 ﾔﾏｻﾞﾜ ｺｳｷ 男 B

551 末恒RC 111 西村　海星 ﾆｼﾑﾗ ｶｲｾｲ 男 B

552 末恒RC 112 富山　耀太 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳﾀ 男 小学男子100m A

553 名古屋西高 176 梅谷　太紀 UMETANI Daiki 男 一般男子100m

554 余部小学校 113 矢引　友盛 ﾔﾋﾞｷ ﾕｳｾｲ 男 小学男子100m

555 余部小学校 114 谷口　翔馬 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 男 小学男子100m

556 余部小学校 115 矢引　太悠 ﾔﾋﾞｷ ﾀｲﾕｳ 男 小学男子100m

557 余部小学校 116 松本　勇太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 男 小学男子100m

558 余部小学校 117 岡本　龍汰郎 ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男 小学男子100m

559 余部小学校 118 山﨑　ゆず ﾔﾏｻｷ ﾕｽﾞ 女 小学女子100m

560 余部小学校 119 松本　七海 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 女 小学女子100m


