
日付 種目

松﨑　悠汰(1) 12.42(+1.4) 恒富　滉大(1) 12.43(+0.5) 佐伯　聖翔(1) 12.52(+1.4) 下間　勇輝(1) 12.55(+0.5) 渡辺　蛍太(1) 12.59(+0.5) 岡野　璃大(1) 12.67(+1.4) 横山　陸人(1) 12.71(+0.9) 尾﨑　楓太(1) 12.79(+0.1)

川上中 岐陽中 長成中 田布施中 浅江中 垢田中 萩西中 山口総合支援

三戸慶一郎(3) 11.25(+0.1) 山本　浩平(3) 11.35(-0.5) 長門　諒(3) 11.40(-0.2) 田中　悠聖(3) 11.42(+0.5) 浦松　永遠(3) 11.45(-0.6) 石田　侑大(2) 11.63(-0.4) 本間　温弥(3) 11.75(-0.2) 刀根　海斗(3) 11.79(-0.4)

厚南中 川中中 麻里布中 附属山口中 黒石中 鴻南中 小郡中 東部中

井上　京冶(3) 22.95(+0.9) 藤田陽太郎(3) 23.02(+1.1) 三木　雅也(2) 23.17(+0.4) 松田　祥吾(2) 23.21(-0.8) 市原　悠翔(3) 23.65(+1.3) 中原　拓斗(3) 23.82(+0.4) 古屋　世那(3) 23.91(+0.4) 石﨑　尋大(3) 23.91(-0.8)

向洋中 浅江中 東部中 附属山口中 萩東中 周陽中 大内中 富田中

山田　彩翔(3) 50.26 原本　青空(3) 52.71 徳久　幸佑(3) 53.66 山口　創也(2) 54.07 中山　太陽(3) 54.73 中野　翔梧(3) 54.81 福永　光希(2) 55.19 鎌田　大輝(3) 55.27

彦島中 富田中 周陽中 大内中 岐陽中 上宇部中 太華中 垢田中

吉中　祐太(3) 1:58.10 宮内　渉里(3) 2:02.70 小松　星斗(3) 2:05.98 磯元　康雅(3) 2:06.57 桶島　昴(2) 2:07.64 波多野祥太(3) 2:07.79 川本斗希也(3) 2:09.49 水津　哉汰(3) 2:10.22

向洋中 高川中 国府中 垢田中 小郡中 太華中 長府中 阿武中

三上　龍真(1) 4:20.73 谷本昂士郎(1) 4:24.57 親川　秀(1) 4:35.23 徳浪　春輝(1) 4:37.07 安村瑠輝愛(1) 4:39.26 繁田　兼伸(1) 4:39.48 今岡　陽(1) 4:40.58 大濵　遥喜(1) 4:41.30

萩東中 田布施中 東部中 浅江中 高川中 富田中 周陽中 国府中

村岡　滉太(3) 9:06.71 玉井　正紘(3) 9:09.16 土井　寛介(3) 9:14.83 吉村　拓樹(3) 9:16.43 吉川　和真(3) 9:16.83 藤井　和磨(3) 9:16.87 平岡　知大(3) 9:17.67 陸　太陽(3) 9:20.22

小郡中 浅江中 長府中 柳井中 萩東中 浅江中 常盤中 上宇部中

伊藤　陽太(3) 15.39(-0.6) 小蓑　優希(3) 15.79(+0.2) 橋本　凌我(3) 16.36(-0.1) 長田　航輝(2) 16.39(-0.1) 高橋　新武(3) 16.85(-0.1) 木村　将太(3) 16.89(-0.6) 田村　雄大(3) 17.11(+0.2) 吉岡　由那(2) 17.18(-0.6)

川西中 末武中 富田中 むつみ中 島田中 岐陽中 川中中 田布施中

富田中 44.75 川中中 44.87 大内中 45.06 周陽中 45.26 東部中 45.33 萩東中 45.93 厚南中 45.96 浅江中 46.33

渡邉　壯真(3) 菅野　翔太(3) 安食　聖矢(3) 野間翔一郎(3) 木村涼太郎(2) 河村　恵杜(3) 脇坂　和志(3) 窪井　叶太(2)

大亀　雄真(3) 山本　浩平(3) 古屋　世那(3) 中原　拓斗(3) 三木　雅也(2) 烏田　慶生(2) 三戸慶一郎(3) 魚谷　匠吾(2)

石﨑　尋大(3) 佐藤　元(3) 岡田　涼(2) 徳久　幸佑(3) 刀根　海斗(3) 吉光　悠翔(3) 田村慎之介(3) 佐藤　優樹(2)

原本　青空(3) 岡　和幸(3) 木村　透唯(3) 小茅　海道(3) 山口　碧紘(3) 市原　悠翔(3) 重岡　隼都(3) 藤田陽太郎(3)

中村　元介(3) 1m85 江藤　貴郁(3) 1m70 中村　駿介(3) 1m70 林　修汰(3) 1m60 中村　奎太(2) 1m55 大田　稜也(3) 1m50 岩井　有真(2) 1m50 田中　泰斗(3) 1m50

周陽中 東岐波中 桜田中 福川中 田布施中 末武中 岐陽中 長成中

菅野　翔太(3) 6m43(+0.2) 山口　碧紘(3) 6m21(+0.5) 中桐　颯斗(3) 6m18(+0.1) 髙木　健志(3) 5m97(+0.1) 美濃　諒歩(2) 5m94(-0.2) 大池虎太郎(3) 5m90(0.0) 山村　和輝(2) 5m75(+0.2) 重永　等(2) 5m60(-0.1)

川中中 東部中 下関菊川中 徳地中 桑山中 垢田中 川西中 野田中

野間翔一郎(3) 11m78(-1.3) 廣　航希(3) 11m39(-0.8) 相原　零亜(3) 11m28(-0.3) 又野　誠梧(3) 11m20(+0.5) 鶴岡　琉馬(3) 11m19(-0.4) 木村涼太郎(2) 11m04(0.0) 福井　創太(3) 10m95(+0.1) 松尾　響(3) 10m72(-0.4)

周陽中 高川中 大和中 萩東中 勝山中 東部中 川中中 小郡中

前田　新(3) 11m45 盛光　冬希(3) 10m65 嶋津　心平(3) 10m59 武下　駿介(3) 10m37 大屋　遼馬(3) 9m70 田村　朋輝(3) 9m60 中本　陸翔(3) 9m46 山中　蒼大(3) 9m40

彦島中 末武中 東和中 高千帆中 小郡中 常盤中 三隅中 富田中

中村　歩(3) 2104点 吉屋　正義(3) 2083点 福本　一護(3) 1626点 河邉　恵澄(3) 1482点 河村　恵杜(3) 1440点 スミス　仁(2) 1384点 千葉　好星(2) 1356点 平尾　涼生(3) 1354点

福栄中 菱海中 室積中 柳井中 萩東中 富田中 高川中 川中中

男子総合 周陽中 39点 川中中 37点 萩東中 36点 富田中 30点 浅江中 27点 東部中 27点 小郡中 20点 高川学園 20点
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