
参加集計表

区分 レース名 色 チーム数 ゼッケン始 ゼッケン終

1 小学男子の部 緑 32 1 32

2 小学女子の部 赤 15 101 115

3 中学男子の部 黄 4 201 204

4 中学女子・一般女子の部 ピンク 4 301 304

5 一般男子の部 青 51 401 451

合計 106

令和5年2月17日　現在



小学男子の部

ゼッケンNo 【 チーム名 】 【 住所 】 【 1区 】 学年 【 2区 】 学年 【 3区 】 学年 【 4区 】 学年 【 5区 】 学年 【 補員1 】 学年 【 補員2 】 学年

1 愛宕山ＡＣ　Ａチーム 山口県岩国市 福田　一輝 6年 川本　翔太 6年 高井　航平 6年 武居　昇汰 6年 吉岡　英太 6年 芝山　千織 5年 岡　海遥 5年
2 愛宕山ＡＣ　Ｂチーム 山口県岩国市 持田　知輝 6年 椿　裕人 6年 廣田　瑛斗 6年 岡田　裕希 6年 藤重　祷万 6年 甲斐　美音 6年 棚田　羽咲 4年
3 愛宕山ＡＣ　Cチーム 山口県岩国市 柳川　拓己 4年 中野　悠真 4年 中島　隆之介 4年 廣田　祥也 4年 沖　悠輔 6年 川元　真央 4年
4 ユネスコA 山口県岩国市 石田　翔也 6年 菱田　琉結 6年 三輪　空翔 4年 五島　一昴 6年 網谷　風音 6年 小原　怜 4年 米原　翔太 4年
5 ユネスコB 山口県岩国市 舛本　颯大 6年 末佐　朗人 5年 細井　陽介 5年 武冨　優聖 4年 濵砂　海斗 6年 小原　怜 4年 米原　翔太 4年
6 ユネスコC 山口県岩国市 野村　遙真 4年 小原　快 4年 木村　新司 4年 石村　勇心 4年 井上　宙 4年 小原　怜 4年 米原　翔太 4年
7 頑張れ！御庄！ 山口県岩国市 近重　太志 6年 河村　涼平 6年 倉重　道絆 6年 上風呂　仁菜 6年 倉重　隼人 6年
8 岩国SCJ桃 山口県岩国市 白木　真大 6年 山浦　秀斗 6年 佐々木　れみ 6年 後藤　凛玖 6年 中村　伍希 6年 大藤　彰真 5年
9 岩国SCJ白 山口県岩国市 大塩　環奈 6年 河村　悠冴 6年 竹山　蒼也 6年 尾崎　瑛介 4年 椎名　快喜 5年 新　逞真 5年 大藤　彰真 5年
10 岩国SCJ黄 山口県岩国市 益田　悠生 5年 市場　碧登 5年 石田　蒼翔 5年 中田　海地 5年 二家本　悠斗 5年 山口　凛 5年
11 岩国SCJ緑 山口県岩国市 有田　圭吾 4年 山浦　篤斗 4年 河村　湊音 4年 伊田　圭吾 4年 林　勇樹 4年 新　逞真 5年
12 岩国レインボーA 山口県岩国市 岩松　空 6年 吉中　一晟 6年 宇野　虹多 6年 野村　心誓 6年 茶谷　遙音 6年 藤本　理功 6年 宮野　仁希 6年
13 岩国レインボーB 山口県岩国市 藤川　侑真　 5年 武内　和志 5年 沖本　凜太郎 5年 唐椀　一誠 5年 近重　壮哉 5年 清水　士暉 5年 松尾　祥汰 6年
14 岩国レインボーC 山口県岩国市 宇野　葉多 4年 宇野　蛍多 4年 尾崎　源治 4年 松尾　朋哉 4年 藤本　京平 4年 村本　　漣 6年 武内　孝希 4年
15 OZ陸上クラブ男子A 山口県岩国市 米元　琉偉 4年 山本　皓太 6年 福永　峻佑 6年 大河内　健琉 5年 三浦　怜大 5年 佐藤　結弥 5年 濵﨑　成遂 4年
16 OZ陸上クラブ男子B 山口県岩国市 佐藤　結弥 5年 濵﨑　成遂 4年 村中　魁樹 4年 弘中　陸太 5年 冨澤　利仁 4年 小松　匡斗 5年 吉岡　遼哉 4年
17 OZ陸上クラブ男子C 山口県岩国市 小松　匡斗 5年 山下　雄生 4年 吉岡　遼哉 4年 竹中　皇清 5年 長尾　槇士 5年 沖　薫加 6年 志波　梁孝 5年
18 OZ陸上クラブ男子D 山口県岩国市 志波　梁孝 5年 田邉　凜空 4年 沖　薫加 6年 友澤　将吾 5年 椙原　絃 4年 小松　匡斗 5年
19 平生陸上男子Ａ 山口県熊毛郡 水田　蓮人 6年 上山　遼人 6年 中野　雄介 6年 黒金　洸哉 6年 吉國　翠 6年 山元　仁 4年
20 平生陸上Ｂ 山口県熊毛郡 山元　仁 4年 藍木　優花 4年 上山　結衣 4年 行田　芽生 5年 山田　珠奈 5年 卜部　蒼人 4年
21 身勝手な俺たち 山口県岩国市 高林　颯太 5年 長村　亮摩 6年 長村　爽志 5年 古賀　佑太朗 4年 二宮　聡真 4年 高林　千明 4年
22 ゆうスポーツクラブ 山口県岩国市 野原　啓太 4年 寺政　遥斗 6年 森重　友雅 5年 田中　洋輝 4年 吉武　航平 5年 松尾　和虎 6年 岩崎　楓香 5年
23 麻里布サッカークラブ 広島県広島市 井田　剛人 6年 唐椀　実來 6年 渡邊　崇斗 6年 丁野　将輝 6年 實平　澪 6年 島津　羽音 6年 甲斐　遥稀 6年
24 灘SSS 山口県岩国市 石崎　心之介 6年 平田　海吏 5年 浅田　智樹 5年 石井　莉空 6年 森木　琉斗 6年 土井　海人 6年
25 キングオブアスリート 山口県岩国市 大坪　悠人 6年 岩崎　一輝 6年 濱田　虎之介 6年 智原　悠太 6年 岡村　冴樹 6年 藤本　清太 6年 鎌田　尊 5年
26 キングオブボーイズ 山口県岩国市 鎌田　尊 5年 片山　蒼真 4年 濱田　龍ノ進 4年 西村　英慶 5年 林　昊樹 6年 藤本　清太 6年 フジモト　セイゴ 4年
27 愛宕A 山口県岩国市 天野　稟太郎 6年 川崎　康生 6年 中田　晃誠 5年 竹本　陽向 5年 西原　和武 6年 嶋司　陽向 4年 竹澤　璃央　ジョセフ 6年
28 愛宕B 山口県岩国市　 藤本　恵多 6年 弘中　信ニ 6年 藤村　晃丞 5年 河本　創太 5年 藤本　健悟 6年 嶋司　陽向 4年 竹澤　璃央　ジョセフ 6年
29 愛宕C 山口県岩国市 川本　響己 5年 永田　夕瀬　 5年 岸添　陸斗 5年 竹之内　颯太 5年 前田　泰志 5年 嶋司　陽向 4年 川崎　雄大 4年
30 岩国ボーイズA　 岩国市岩国市 年藤　徠惺 4年 朝枝　稔翔 4年 藤本　清太 6年 ウォーシャー　健太 4年 前原　壽慶 4年 藤本　靖梧 4年 山根　夢斗 4年
31 岩国ボーイズB 山口県岩国市 古谷　彰基 6年 滝本　心平 4年 大谷　颯汰 6年 佐藤　輝 4年 山根　夢斗 4年 年藤　徠惺 4年 大谷　遥琥 5年
32 岩国ボーイズC 山口県岩国市 藤本　靖梧 4年 土井　蓮翔 4年 松岡　莉緒 6年 濱田　恵多 5年 大谷　遥琥 5年 古谷　彰基 6年 朝枝　稔翔あ 4年

令和5年2月17日　現在



小学女子の部

ゼッケンNo 【 チーム名 】 【 住所 】 【 1区 】 学年 【 2区 】 学年 【 3区 】 学年 【 4区 】 学年 【 5区 】 学年 【 補員1 】 学年 【 補員2 】 学年

101 愛宕山ＡＣ　Ｄチーム 山口県岩国市 芝山　千織 5年 甲斐　美音 6年 川元　真央 4年 岡　海遥 4年 棚田　羽咲 4年
102 灘ミニバス1 山口県岩国市 川上　芹愛 6年 倉田　葉月 6年 朝來野　璃子 6年 濱本　海希 6年 河野　真耶 6年 寺家村　結愛 4年 竹島　ひなの 4年
103 灘ミニバス2 山口県岩国市 井林　ゆう 6年 荒瀬　未来 5年 櫻井　愛理紗 6年 川上　柚愛 4年 藤野　夏凜 6年 寺家村　結愛 4年 竹島　ひなの 4年
104 ミニバス岩国A 山口県岩国市 末本　藍 5年 重長　実桜 5年 田岡　瑠唯 5年 石崎　那珠 5年 中原　佳乃 5年 田村　千愛 4年 中原　詩乃 4年
105 ミニバス岩国B 山口県岩国市 岡田　星愛 4年 笠野　杏珠 5年 吉村　雛 4年 丹澤　菜奈 4年 河村　莉乃 5年 津田　夢空 4年
106 岩国レインボーA 山口県岩国市 大野　莉子 6年 岐部　仁穂果 6年 藤本　莉子 6年 水谷　柚菜 6年 波多野　心海 6年 倉重　希生 4年 山根　かれん 4年
107 岩国レインボーB 山口県岩国市 田村　日葵 5年 清水　安寧 5年 鮎川　真唯 5年 長藤　葵海 5年 灰岡　美音 6年 角 　　美来 5年 山根　かれん 4年
108 岩国レインボーC 山口県岩国市 藤本　心羽 5年 名倉　羽咲 5年 藤澤　星那 4年 吉中　亜璃春 4年 茶谷　茜音 4年 倉重　希生 4年 山根　かれん 4年
109 OZ陸上クラブ女子A 山口県岩国市 古賀　愛々 4年 山下　里緒 5年 井本　結衣 5年 古賀　心優 5年 原　寧々 4年 岡井　心紅 5年 井口　凜桜 5年
110 OZ陸上クラブ女子B 山口県岩国市 沖　向葵 4年 岡井　心紅 5年 沖　陽葵 4年 井口　凜桜 5年 瀬川　なつみ 4年 加子崎　千咲 4年 重村　雛凜 4年
111 平生陸上女子 山口県熊毛郡 古川　芽季 5年 笹木　蘭七 6年 大谷　彩紗 6年 寺本　夏芽 6年 花谷　美結 6年 藍木　優花 4年
112 ゆうスポーツクラブ 山口県岩国市 馬場　一香 6年 高原　みなみ 6年 福山　真菜 6年 内藤　実摘貴 6年 吉村　咲穂 6年 佐藤　琴音 5年 倉重　日美 4年
113 キングオブレディース 山口県岩国市 岡本　優杏 5年 原　理桜奈 4年 中倉　優愛 5年 森下　結 4年 智原　愛夏 4年
114 チーム川下小(5年) 山口県岩国市 大門　利桜 5年 泉　佳帆 5年 山崎　心実 5年 松本　紗和 5年 廣地　智子 5年
115 OZ陸上クラブ女子C 山口県岩国市 加子崎　千咲 4年 西場　結菜 5年 上田　有栖 5年 酒井　優衣 5年 重村　雛凜 4年 安原　希海 5年

令和5年2月17日　現在



中学男子の部

ゼッ
ケン

【 チーム名 】 【 住所 】 【 1区 】 学年 【 2区 】 学年 【 3区 】 学年 【 4区 】 学年 【 5区 】 学年 【 補員1 】 学年 【 補員2 】 学年

201 マリオガード 山口県岩国市 若本　晃希 入里　慧 倉重　慶一　 山村　朗人 森重　太雅 野原　涼太
202 周防大島中学校 山口県大島郡 岡廣　優汰 迫田　優斗 財部　翔 久保田　敬伍 市田　暖弥 吉村　海翔 山本　達也
203 ファニエスト学園 山口県岩国市 五島 佐昂 橋山 正臥 木村 羚望 夏江 琉誠 濱本 夏輝 峯畑 瀬良 石川 健斗
204 そた丸 山口県岩国市 平尾　和輝 西本　壮太 椎名　潤喜 浜田　奏多 嶋原　叶晟

令和5年2月17日　現在



中学女子・一般女子の部

ゼッ
ケン

【 チーム名 】 【 住所 】 【 1区 】 学年 【 2区 】 学年 【 3区 】 学年 【 4区 】 学年 【 5区 】 学年 【 補員1 】 学年 【 補員2 】 学年

301 岩国レディース 山口県岩国市 桑原　泉 松前　めぐみ 戸田　真世 三浦　京子 石光　優希 櫻木　陽子 宮崎　文子
302 周防大島中学校 山口県大島郡 川田　颯稀 木村　彩花 後藤　琉月 江本　はづき 後藤　花乃音 緒方　深月 木村　杏奈
303 運動不足 山口県岩国市 宮原 里佳 田村 里果子 尾崎 理恵子 上村 恭子 岡田 亜由美

304 山口銀行岩国マドンナ 山口県岩国市 國本　征耶 小西　美穂 森田　真里菜 内野　友理 大原　佳子 中尾　由唯

令和5年2月17日　現在



一般男子の部

ゼッ
ケン

【 チーム名 】 【 住所 】 【 1区 】 学年 【 2区 】 学年 【 3区 】 学年 【 4区 】 学年 【 5区 】 学年 【 補員1 】 学年 【 補員2 】 学年

401 今度こそ何かいけ走 岡山県倉敷市 田村　裕之 内藤　誠 竹下　大紀 酒井　けんじ 森口　心悟
402 こりずに走る人達 岡山県倉敷市 倉八　雅弥 前田　俊雄 木岡　裕一郎 西村　優希 大西　遼也 野添　充洋
403 走走走！！ 岡山県倉敷市 野添　充洋 竹下　真理子 田熊　康一郎 馬木　康年 中田　悠斗
404 三井GTﾗﾝﾅｰｽﾞ 山口県玖珂郡 丸木　忠信 重岡　雅人 光　晟也 兼平　大輝 平岡　徹 渡邉　好章 浅井　政信
405 日本製紙A 山口県岩国市 廣中 涼太 伊藤 潤一 勝本 健二 山本 純治 五郎丸 幹大 石原 達也 山田 正行
406 日本製紙B 山口県岩国市 池田 宜将 国広 明 朝見 義幸 村本 博則 山田 祐司 石原 達也 山田 正行
407 旭酒造 山口県岩国市 富谷　友貴 土田　雅博 山森　健成 入里　雅美 村田　大輝 松本　正信
408 帝人岩国 山口県岩国市 村重　達也 郡　悠作 川口　貴司 福山　武志 髙木　貴史
409 風月堂 山口県岩国市 長田　泰史 藤田　悠 吉岡　徹 嘉屋　考真 藤重　拓人
410 へこたれない 山口県岩国市 福田　一朗 松嶋　宏和 福田　環 小田　理紗子 小田　颯太朗 河村　武司 小田　智之
411 ヤ～レン走RUN 山口県岩国市 上杉　則夫 末岡　美紀 中川　真輝 木村　莉仁 森本　隆幸 高橋　浩二 嶋田　亜希
412 シン・TEIJIN 山口県岩国市 村上　誠吾 江戸　博文 光井　克彦 石田　晃 石貝　剛 内山　貴子 上田　空乃
413 ほぼオッサン 山口県玖珂郡 齊藤 弘紀 本祥 良太 山田 誠 木村 修巳 武居 和義
414 帝人エンジニアリング 山口県岩国市 吉村　友孝 高橋　洋一 村田　秀斗 新本　晃祐 湊　昭夫 井本　龍雄
415 岩国走ろう会A 山口県岩国市 佐伯　厚輔 中村　嶺雅 広本　成志 守本　昌弘 松岡　慎悟 山田　拓司 森本　和宏
416 岩国走ろう会B 山口県岩国市 片迫　正則 手嶋　大介 林田　昭浩 佐伯　哲也 上本　和幸 山田　拓司 森本　和宏
417 岩国走ろう会C 山口県岩国市 善岡　透 渡　輝昭 岡本　康寛 村上　一郎 甲方　智征 山田　拓司 森本　和宏
418 サーパンスチールマン 山口県岩国市 計田　浩希 浜崎　誠一 古谷　仁 川崎　敬三 末廣　賢二 木村　澄義 大形　憲弘
419 サーパン本家 山口県岩国市 櫻田　勤 仙波　裕正 仙波　真理子 木村　浩二 見越　博子 木村　澄義 大形　憲弘
420 ホギイA 山口県岩国市 萩　拓己 江田　和寿希 村上　裕太 田尾　達也 高村　拓馬 富田　和樹 本橋　翔大
421 ホギイB 山口県岩国市 山本　修平 本橋　翔大 藤村　賢太 安田　圭祐 石川　健二 富田　和樹
422 岩国男坂エクスプレス 山口県玖珂郡 堤下　和弘 大城戸　恭慎 松永　健一 西岡　敬亮 岸川　大輝 谷本　一朗
423 岩国男坂ジェッツ 山口県玖珂郡 Ｃｏｋｅ　Ｏｋｌｅｙ 森山　明幸 川口　大樹 堅田　真一 片山　真梨 谷本　新二
424 岩国男坂ロケッツ 山口県玖珂郡 吉谷　邦宏 伊藤　靖哲 兼本　信昌 吉川　純太 谷本　正弘 宮脇　長男
425 IRC 山口県岩国市 森本　章路 山本　慎司 栗本　博文 領家　貴志 藤本　英明 綾戸　伸也
426 PACRAFT上 山口県岩国市 筒井　昭二 大谷　優也 本田　康之 山本　憲彦 山縣　暁裕 東　洋一 山本　裕太
427 PACRAFT下 山口県岩国市 村田　一輝 金子　秀義 河本　幸樹 廣川　毅士 吉兼　徹 東　洋一 山本　裕太
428 中国新聞A 山口県岩国市 仁田　貴大 柳原　清海 田村　優奈 井上　雄太 岡　恭紀 柳原　清宏 塚田　友宏
429 中国新聞B 山口県岩国市 井上　哲也 垣内　謙三 奥名　宏 村田　忠雄 中本　正博 柳原　清宏 塚田　友宏
430 東小クラブ 山口県岩国市 山本 努 田中 五朗 吉岡 優平 後藤 優介 市場 祐登
431 帝人岩国Ｂ 山口県岩国市 篠原　一陽 吉川　宏紀 星野　滉一 菅野　惇 長張　俊希
432 玖珂四十会・疾走 山口県岩国市 副島　亮仁 久保田　康之 天林　竜彦 木下　明博 原田　宮児 籠島　弘明 青山　巳房
433 玖珂四十会・力走 山口県岩国市 宮本　美織子 山根　敦 手嶋　輝紀 森重　公徳 中川　勉 籠島　弘明 青山　巳房
434 海上自衛隊岩国 山口県岩国市 長濱　公省 吉田　直樹 村中　大輔 西村　凌 谷川　延久 植中　章博 古閑　巧
435 岩国市役所JC① 山口県岩国市 竹中　敏郎 河村　佳之 棚田　和宏 白木　紘平 木村　吉秀 大内　賢治 岡部　展明
436 岩国市役所JC② 山口県岩国市 岡本　和也 望月　岳人 藤島　辰仁 平井　太郎 山本　泰士 大内　賢治 岡部　展明
437 岩国市役所JC③ 山口県岩国市 弘田　文利 森下　健一 土井　祐大 柏崎　太 宮井　克典 大内　賢治 岡部　展明
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一般男子の部

ゼッ
ケン

【 チーム名 】 【 住所 】 【 1区 】 学年 【 2区 】 学年 【 3区 】 学年 【 4区 】 学年 【 5区 】 学年 【 補員1 】 学年 【 補員2 】 学年

438 岩国錦帯橋力走会 山口県岩国市 大山　徹 藤田　典吾 有野　剛功 樋口　守 広富　肇 井上　忠 献上　浩
439 すっぽん 山口県岩国市 勝本　健二 髙田　由生 田村　純夫 中川　裕太 杉谷　浩司 塩谷　樹孝 平岡　祐太
440 樋上オールスターズ 山口県岩国市 松田　陸来 森重　創 兒玉　未夢 柳　友里花 清水　陸 藤本　凱吏 弘中　紗来
441 ちょこ 山口県周南市 川井　景太 樫部　直人 河村　隆之 瀬川　健太郎 石川　優子 福字　幸一 江島　長作
442 チーム小中一貫駅伝部 山口県岩国市 幡生基紀 岩本雄太郎 福屋憲道 植野秀平 花岡政俊
443 コーネックス老 山口県岩国市 丸本　泰弘 永澤　仁志 濱本　尚文 朝川　卓信 小宮　直哉 古川　浩司 松岡　哲也
444 コーネックス若 山口県岩国市 吉川　和希 村本　至 寺岡　裕貴 綿野　信一 熊谷　樹 古川　浩司 岩中　眞由美
445 楽しむぞ！ 山口県岩国市 片山　隆 中塚　祐佳 戸田　奈緒子 古谷　多美子 古川　浩司 宮本　純典 木村　真理子
446 山口銀行岩国支店① 広島県大竹市 宮部　真成 井上　耕三 藤本　明文 濱本　圭 村上　慎
447 みそのRC 山口県岩国市 善岡　信雅 五島　智之 城　英二 浅本　英次 吉村　武文 栗田　涼平
448 ザセカＪＫ 山口県岩国市 篠川　太希 土井　善貴 飯島　勇介 陳　澤宇 鈴木　淳弘 菅野　松佐登 山代屋　孝
449 TEAMホルマー 山口県岩国市 中原　伸幸 吉中　正志 鴨打　真吾 兼井　志朗 石本　隆英 河内　貴紀
450 TEAMホルマー2 山口県岩国市 清水　勝也 齋藤　真司 向原　一毅 岩崎　莉乃 田尾　哲朗 山根　進悟
451 山口銀行岩国支店② 広島県大竹市 宮城　祐樹 河村　祐希 桑元　和伸 松村　健司 井川　康秀 村上　涼
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