
令和３年度全国中学校体育大会
第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 【21500212】 
笠松運動公園陸上競技場 【081010】

2021/08/18（水） ～ 2021/08/20（金）

日付 種目

塩谷　友陽(3) 22.32 小田　槇太朗(3) 22.35 有井　謙成(3) 22.40 若菜　敬(3) 22.48 松本　悠斗(3) 22.58 對馬　玲(3) 22.66 勝畑　進ノ介(3) 22.75 内田　大翔(3) 22.78

新　潟・新潟関屋 鹿児島・ラ・サール 山　梨・韮崎東 栃　木・大平 佐　賀・諸富 千　葉・常盤平 埼　玉・戸田新曽 大　阪・縄手

窪田　健聖(3) 50.44 スコット　リアム音央(3) 50.88 岡村　太陽(3) 50.96 川上　大智(3) 50.99 樽見　大輝(3) 51.21 庭山　晴希(3) 51.25 福村　優大(3) 51.39 中村　玲皇(3) 52.48

鹿児島・星峯 北海道・札幌啓明 熊　本・稜南中 香　川・豊浜 福　岡・三橋 岡　山・芳泉 北海道・千歳 京　都・山城

梅原　俊太(2) 1:57.12 新井　颯斗(3) 1:57.56 松山　優太(3) 1:57.65 山鹿　快琉(3) 1:57.89 小川　心徠(3) 1:57.97 山田　涼太(3) 1:58.59 米本　壮汰(3) 1:58.70 有馬　悠翔(3) 2:04.63

栃　木・間々田 栃　木・佐野南 三　重・赤目 群　馬・伊勢崎第三 栃　木・氏家 神奈川・浜須賀 千　葉・大多喜 福　島・緑ケ丘

鈴木　琉胤(3) 8:35.54 佐々木　哲(3) 8:37.34 加嶋　翼(3) 8:39.03 植田　圭祐(3) 8:40.63 奥野　恭史(2) 8:43.38 久保　茉潤(3) 8:43.75 井上　朋哉(3) 8:43.89 石川　蒼大(3) 8:44.41

千　葉・小金北 愛　知・愛工大名電 京　都・桂 京　都・大住 京　都・藤森 福　岡・曽根 石　川・中能登 福　岡・中京

関崎　至流(3) 1m93 上田　優空(3) 1m90 井川　稜斗(3) 1m90 大柄　武史(3) 1m90 大澤　伸宰(3) 1m87 崔　宰原(3) 1m87

新　潟・長岡西 奈　良・田原本北 三　重・厚生 福　島・本宮第二 茨　城・水戸笠原 北海道・北見南

清水　情太郎(3) 1m93 髙橋　海吏(3) 1m90

埼　玉・上尾大石南 神奈川・綾瀬北の台

岸本　都夢(3) 4m78 髙橋　涼哉(3) 4m45 谷口　海斗(3) 4m40 山本　時来光(3) 4m30 田中　大智(3) 4m30 倉井　星碧(3) 4m30 村田　宇哉(3) 4m30 結城　咲翔(3) 4m30

香　川・玉藻 GR 埼　玉・さいたま片柳 愛　知・猿投 石　川・野田 三　重・多気 三　重・城田 三　重・多気 宮　崎・木花

高橋　駿士(3) 2823点 奈良本　圭亮(3) 2736点 神永　昂季(3) 2690点 菊田　力輝(3) 2645点 三森　咲大朗(3) 2624点 池田　健人(3) 2615点 谷口　悠芽(3) 2536点 橋本　早右(3) 2437点

福　島・会津若松第一 石　川・山代 栃　木・若松原 東　京・恩方 宮　崎・延岡南 大　阪・池田北豊島 岩　手・乙部 三　重・倉田山

秋澤　理沙(2) 24.72 島田　幸羽(3) 25.11 福西　和香子(3) 25.34 福岡　梓音(3) 25.73 坂本　渚咲(3) 25.84 谷本　実優(3) 25.90 橋本　天青大(3) 26.11 柴田　藍名(3) 26.14

新　潟・燕吉田 大　阪・咲くやこの花 東　京・府中六 福　岡・柏原 千　葉・野田南部 福　岡・苅田 東　京・江戸川二之江 福　岡・金武

石川　蘭(3) 2:11.37 江良　梨音(3) 2:13.30 増丸　奈央(3) 2:13.75 畑　和希(3) 2:14.26 髙橋　美空(3) 2:14.33 福山　友菜(3) 2:15.73 柏倉　四季(3) 2:16.59 澤田　いろは(3) 2:17.95

北海道・小樽西陵 埼　玉・さいたま宮原 長　崎・大村 神奈川・浜須賀 新　潟・十日町 大　分・大分滝尾 山　形・中山 京　都・梅津

髙橋　美月(3) 1m69 手島　花奈(3) 1m69 宮澤　美桜(3) 1m66 淺井　琥桃(3) 1m63 加藤　那奈美(3) 1m63 青木　萌佳(3) 1m60 松田　りんどう(3) 1m60

岩　手・城西 東　京・八王子椚田 東　京・八王子二 三　重・伊勢宮川 静　岡・浜松笠井 埼　玉・春日部共栄 京　都・松尾

菊池　彩文(3) 1m60

神奈川・横浜南が丘

成澤　柚日(2) 5m85(+2.9) 近藤　いおん(3) 5m75(+4.3) 喜久里　彩吹(3) 5m69(+7.3) 飯島　香撫(3) 5m67(+3.7) 吉良　光咲(3) 5m58(+3.5) 池上　瑠依(3) 5m56(+3.4) 宮原　紫乃(3) 5m55(+5.1) 原　琉心(3) 5m53(+4.6)

群　馬・藪塚本町 公認記録なし 埼　玉・三郷彦成 公認5m43(+1.6) 沖　縄・東風平 公認記録なし 千　葉・旭二 公認記録なし 愛　媛・八幡浜保内 公認5m37(+1.6) 埼　玉・戸田笹目 公認記録なし 東　京・慶應 公認記録なし 福　岡・和白 公認5m40(+2.0)

山口　嘉夢(3) 14m85 坂　ちはる(3) 14m67 野本　菜々(3) 14m02 迫田　明華(3) 13m95 大黒　恋華(3) 13m42 黛　香帆(3) 13m40 西野　晴夏(3) 13m38 平岩　里彩(3) 13m24

大　阪・墨江丘 大　阪・富田林二 京　都・大住 広　島・広島瀬野川 大　阪・堺金岡南 東　京・三田国際学園 大　阪・堺金岡南 愛　知・守山

石原　南菜(1) 2926点 福村　和海(3) 2882点 香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) 2792点 井上　みさき(3) 2745点 明石　侑奈(3) 2742点 山賀　凪(3) 2695点 髙塚　虹百(3) 2668点 本多　七(2) 2662点

栃　木・足利二 大　阪・月州 埼　玉・さいたま三室 長　崎・長崎日大 東　京・調布第三 新　潟・新潟松代 愛　知・岡崎南 石　川・松任

凡例  GR:大会記録

＜Ｂ決勝＞

浅井　央真(3) 22.94 木下　淑仁(3) 22.99 小林　洸稀(3) 23.00 日吉　志優汰(3) 23.10 堀田　龍(3) 23.15 森高　智之(3) 23.27 荒木　星哉(3) 23.38

愛　知・萩山 石　川・輪島 群　馬・嬬恋 宮　崎・延岡南 秋　田・協和 兵　庫・龍野東 福　岡・横手

中村　日琉哉(3) 50.88 菊田　響生(3) 51.12 田吹　飛雄(3) 51.20 髙井　佑太(3) 51.29 佐藤　克樹(2) 51.30 永井　琉生(2) 51.46 伊勢　稜平(3) 51.82 榊原　哲(3) 52.07

福　井・気比 神奈川・田島 熊　本・大津北 愛　知・富貴 新　潟・新潟六日町 岐　阜・岐阜長森 北海道・北斗浜分 広　島・広島高取北

渡辺　敦紀(2) 1:55.97 加納　駿翔(3) 1:56.06 鬼嶽　悠斗(3) 1:56.72 濱野　大輝(3) 1:57.90 松山　唯人(3) 1:58.89 宮下　颯汰(3) 1:59.23 大下　智矢(3) 2:01.25 浅沼　盤(3) 2:03.15

和歌山・岩出二 愛　知・金屋 福　岡・穂波東 長　野・筑摩野 三　重・赤目 愛　知・城北 鳥　取・淀江 神奈川・平塚山城

保楊枝　琴乃(3) 25.41 久保　瑞乃(3) 25.71 北尾　心映(2) 25.73 ヌワエメ　グレース(3) 25.86 伊藤　麻紗(3) 26.28 上村　凛子(3) 26.39 佐藤　玖子(3) 26.40 春木　伶菜(3) 26.58

福　岡・筑紫野南 山　口・萩旭 三　重・厚生 東　京・世田谷駒沢 千　葉・旭二 大　阪・咲くやこの花 神奈川・海西中 埼　玉・朝霞第二

角銅　菜々(3) 2:14.08 川上　春歩(3) 2:14.21 久保　凛(2) 2:14.31 中村　瑚子(2) 2:14.35 岡田　透桜子(3) 2:15.94 阪　千都(3) 2:16.74 金子　りん(3) 2:17.79 内田　詩乃(3) 2:18.68

熊　本・熊本出水 京　都・京都御池 和歌山・潮岬中 京　都・向島秀蓮 埼　玉・川口幸並 長　野・塩尻広陵 鳥　取・鳥取桜ヶ丘 愛　知・矢作北

8月19日 男子　3000m

8月18日 男子　走高跳

8月19日 ＜B決勝＞男子　400m

8月18日 
～19日

男子　四種競技

女子　走幅跳

8月19日

8月19日 男子　800m

8月19日 ＜B決勝＞男子　800m

16.00(-4.2)-12m95

1m75-53.44

8月18日 男子　棒高跳

14.96(-4.2)-13m77

1m75-53.27

8月19日
女子　200m 

風：-3.1

8月19日
＜B決勝＞女子　200m 

風：-2.7

15.59(-4.2)-11m67

1m75-53.20

15.04(-3.5)-12m90

1m72-53.27

15.60(-4.2)-13m35

1m69-52.88

16.91(-4.7)-11m63

1m69-52.96

16.12(-3.5)-12m98

1m72-53.27

8月18日 
～19日

女子　四種競技

8月19日 女子　800m

8月19日 ＜B決勝＞女子　800m

8月19日 女子　走高跳

8月18日

女子　砲丸投(2.721kg)

14.92(-3.2)-1m60 14.92(-3.2)-1m51

11m51-26.33(-3.0)

15.24(-3.2)-1m54

11m66-27.42(-3.0)11m44-26.97(-3.0) 10m15-25.94(-1.9)

15.13(-3.2)-1m51

10m67-27.99(-3.0)

15.36(-4.4)-1m51

10m70-26.66(-3.0)

14.65(-4.4)-1m57

7m39-26.59(-1.9)

15.44(-1.9)-1m51

10m70-27.42(-3.0)

4位 5位 6位 7位

決勝成績一覧表

15.28(-1.9)-1m48

16.20(-4.7)-13m12

1m72-55.20

8位1位 2位

8月19日
男子　200m 

風：-2.5

8月19日
＜B決勝＞男子　200m 

風：-3.1

8月19日 男子　400m

3位



令和３年度全国中学校体育大会　第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 【21500212】 新・タイ記録一覧表
笠松運動公園陸上競技場 【81010】
2021/08/18 ～ 2021/08/20

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 8月18日 大会記録 男 中学共通 棒高跳 決　勝 1 1 4m78 岸本　都夢(3) 玉藻(香　川)



男子　100m

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014

大会記録(GR)                 10.64     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010

予　選　10組0着＋8

1組 (風:-2.8) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶ ｼｭｳﾏ 三　重 0.140 ﾂﾁﾔ ﾀｲﾖｳ 静　岡 0.155

1 9 23018 岡　秀磨(3) 東員第一 11.33 1 2 21003 土屋　太陽(3) 富士吉原第一 11.36
ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ 埼　玉 0.118 ﾊﾀｹﾅｶ ﾈｲｼﾞｭ 愛　媛 0.149

2 7 11016 山田　空駕(3) 戸田笹目 11.34 2 9 38007 畠中　寧樹(3) 松山久米 11.58
ﾏｴｵｶ ｲｯｼﾝ 奈　良 0.147 ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 0.161

3 5 29001 前岡　一紳(3) 葛 11.55 3 5 14006 別府　公太郎(3) 横須賀大津 11.63
ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 北海道 0.148 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 大　阪 0.150

4 3 1001 佐藤　颯祐(3) 遠軽 11.58 4 7 27033 山本　浩千(3) 福泉 11.67
ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 福　岡 0.144 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 埼　玉 0.155

4 4 40002 山本　聖陽(3) 門司学園 11.58 5 8 11018 齋藤　隆太朗(3) 所沢小手指 11.68
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 福　岡 0.179 ｵｸｲ ｼﾝﾍﾟｲ 東　京 0.167

6 2 40001 山本　紘気(3) 大牟田甘木 11.61 6 4 13005 奥井　進平(3) 小岩三 11.74
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 栃　木 0.160 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 宮　崎 0.130

7 8 9007 上野　航瑠(3) 國學院栃木 11.84 7 3 45003 田中　孝樹(3) 尚学館 11.75
ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 和歌山 0.177 ｴﾂﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 埼　玉 0.178

8 6 30004 岡本　直樹(3) 和歌山紀之川 11.94 8 6 11022 恵面　伊吹(3) 鶴ヶ島西 11.84

3組 (風:-3.2) 4組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 千　葉 0.146 ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ 秋　田 0.149

1 4 12001 馬原　浩志郎(3) 土気南 11.32 q 1 3 5006 川崎　尚人(3) 能代第一 11.19 q
ﾐｳﾗ ﾄﾓｷ 新　潟 0.156 ｱｲﾀ ｾｲﾔ 茨　城 0.183

2 6 16002 三浦　朋来(3) 上越板倉 11.40 2 6 8002 會田　聖也(3) 大穂 11.25 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｾｲ 東　京 0.159 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 静　岡 0.162

3 3 13001 藤原　駿成(3) 練馬光が丘三 11.52 3 7 21002 鈴木　悠大(3) 伊東南 11.40
ｶﾜｻｷ ﾕｳｽｹ 兵　庫 0.154 ｳｽｲ ﾀｲﾄ 埼　玉 0.163

4 8 28034 川﨑　雄介(3) 山陽 11.64 4 1 11021 臼井　泰斗(3) 鶴ヶ島 11.43
ｶﾜｲ ﾀｶﾄ 静　岡 0.156 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 山　口 0.176

5 5 21006 川會　貴斗(3) 磐田竜洋 11.73 5 4 35003 中村　友紀(3) 萩西 11.51
ｳﾒﾉ ﾘｭｳｾｲ 福　岡 0.151 ｶﾜﾀ ﾘｮｳ 東　京 0.141

6 1 40004 梅野　龍誠(3) 二日市 11.83 6 5 13004 河田　凌(3) 出雲中 11.52
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾏ 兵　庫 0.148 ｴｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 茨　城 0.152

7 7 28007 小林　温眞(3) 向洋 11.94 7 9 8012 江口　駿太郎(3) 岩井 11.52
ｲｼﾂﾞ ｼｮｳｷ 山　口 0.150 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾋ 滋　賀 0.134

8 2 35004 石津　星稀(3) 萩西 12.05 8 8 25012 宮本　遥光(3) 長浜北 11.63
ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ 島　根 0.187 ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ 広　島 0.160

9 9 32002 川上　流矢(3) 浜山 12.09 9 2 34001 柳川　瑛太(3) 広島国泰寺 11.71

5組 (風:-2.8) 6組 (風:-3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾑﾛ ﾌｸﾄ 茨　城 0.163 ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾊﾕﾏ 滋　賀 0.135

1 5 8001 小室　歩久斗(3) 霞ヶ浦 11.17 q 1 9 25007 土城　隼磨(3) 水口 11.56
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川 0.167 ｵｵﾊｼ ｾｲﾔ 岐　阜 0.165

2 3 14003 岡村　滉大(3) 日大中 11.36 2 6 24001 大橋　聖哉(3) 養老高田 11.62
ﾉﾏ ﾊﾔﾄ 東　京 0.153 ｲｹｶﾞｲ ｶﾅﾄ 千　葉 0.164

3 8 13003 野間　隼人(3) 都富士 11.42 3 8 12005 生貝　奏人(2) 鴨川 11.64
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 新　潟 0.137 ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 静　岡 0.128

4 7 16004 山田　悠月(3) 新潟長岡北辰 11.47 4 7 21001 鈴木　暢(3) 伊東南 11.65 YC
ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 和歌山 0.143 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 山　形 0.148

5 2 30001 竹田　怜央(3) 近大和歌山 11.55 5 5 6002 齋藤　葵(3) 酒田第一 11.67
ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山　梨 0.147 ﾏﾂｲ ﾖｼﾏｻ 滋　賀 0.166

6 1 15005 三浦　悠太(3) 石和 11.74 6 2 25008 松居　慶眞(3) 長浜西 11.73
ﾀｲﾗ ﾊﾔﾄ 沖　縄 0.138 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ 香　川 0.146

7 4 47013 平良　勇和(3) 沖縄伊波 11.79 7 4 36005 高木　凌我(3) 龍雲 11.82
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾏ 大　阪 0.173 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾝｼﾝ 神奈川 0.176

8 6 27003 北村　逞(3) 咲くやこの花 11.84 8 3 14002 山﨑　天心(3) 川崎御幸 12.32
ｻｶｲ ﾀﾞｲﾔ 京　都

9 26014 酒井　大優(3) 亀岡 DNS

凡例  DNS:欠場 YC:警告



男子　100m

日本中学記録(JH)             10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014

大会記録(GR)                 10.64     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010

予　選　10組0着＋8

7組 (風:-3.2) 8組 (風:-3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 静　岡 0.140 ﾄｼﾂﾅ ｱｷﾋﾛ 兵　庫 0.171

1 2 21004 石原　大雅(3) 浜松開成 11.47 1 1 28005 年綱　晃広(3) 西宮塩瀬 11.13 q
ﾎｼﾔﾏ ｶｲｴﾝ 新　潟 0.214 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 群　馬 0.151

2 8 16003 星山　海燕(3) 新潟藤見 11.60 2 6 10002 渡辺　諒(3) 中央中等 11.24 q
ﾓﾘｷ ｶﾝﾀ 兵　庫 0.127 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山　梨 0.137

3 7 28012 森木　幹太(3) 神戸玉津 11.61 3 8 15002 清水　陽翔(3) 八田 11.53
ｻﾄｳ ｺｳﾒｲ 埼　玉 0.147 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 京　都 0.145

4 4 11003 佐藤　孔明(3) さいたま大原 11.66 4 2 26004 北村　淳之佑(3) 梅津 11.64
ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾀ 神奈川 0.143 ｷﾃﾞﾗ ﾖｼﾊﾙ 神奈川 0.157

5 5 14004 早坂　佑太(3) 川崎宮前平 11.69 5 7 14007 木寺　嘉晴(3) 横須賀大津 11.67
ｳﾗﾉ ﾘｮｳ 東　京 0.146 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ 高　知 0.168

6 9 13002 浦野　了(3) 六月 11.73 6 3 39003 平田　稜賀(3) 高知学芸 11.68
ｵｷｸﾗ ｲﾌﾞｷ 奈　良 0.153 ﾖｼﾑﾗ ｲｯﾎﾟ 三　重 0.142

7 3 29002 沖倉　伊吹(3) 天理西 11.74 7 9 23023 吉村　一歩(3) 小俣 11.68
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 香　川 0.186 ｸﾎﾞ ﾊﾙﾄ 香　川 0.179

8 6 36009 本多　絢翔(3) 多度津中 11.88 8 4 36006 久保　青大(3) 国分寺 11.99
ｻﾉ ﾘｸﾄ 山　梨 0.155

9 5 15006 佐野　陸翔(3) 甲府南西 12.00

9組 (風:-1.5) 10組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 福　岡 0.165 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅｶﾞ 愛　媛 0.160

1 2 40003 村山　海翔(3) 友泉 11.32 q 1 6 38002 山本　幸永(3) 余土 11.42
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷﾋﾛ 新　潟 0.150 ﾊﾝﾊﾞ ﾏｻｷ 静　岡 0.162

1 6 16001 石黒　敬浩(3) 新潟与板 11.32 q 2 9 21005 半塲　将生(3) 磐田福田 11.43
ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 大　阪 0.158 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 和歌山 0.176

3 3 27009 村松　悦基(3) 茨木養精 11.34 3 2 30003 藤井　佑典(3) 和歌山東 11.53
ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 島　根 0.153 ﾐﾔﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 熊　本 0.195

4 8 32001 枝木　蓮(3) 湖南 11.40 4 1 43007 宮田　鉄平(3) 南阿蘇 11.54
ﾓﾘﾀ ｹｲｷ 愛　媛 0.165 ｷﾉｼﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ 兵　庫 0.163

5 9 38001 森田　惠己(2) 余土 11.50 4 4 28015 木下　恭太朗(3) 明石大久保 11.54
ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｼ 宮　城 0.144 ｲﾀﾊﾞｼ ｼｭﾝ 神奈川 0.157

6 7 4001 南　知志(3) 寺岡 11.56 6 3 14011 板橋　俊(3) 小田原鴨宮 11.63
ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 京　都 0.149 ﾋﾗﾀ ｴｲﾄ 沖　縄 0.163

7 4 26013 坂本　新ノ助(3) 亀岡 11.65 6 5 47010 平田　瑛大(2) 開邦中 11.63
ﾆｼｵｶ ﾅｵｷ 大　阪 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 山　形 0.154

5 27032 西岡　尚輝(3) 枚方四 DNS 8 7 6001 髙橋　響(3) 米沢第六 11.70
ｶﾏｺ ｺｳﾀﾞｲ 愛　知 0.157

9 8 22001 鎌戸　煌大(3) 豊橋北部 11.74

A決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷﾋﾛ 新　潟

2 16001 石黒　敬浩(3) 新潟与板
ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 福　岡

3 40003 村山　海翔(3) 友泉
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 群　馬

4 10002 渡辺　諒(3) 中央中等
ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ 秋　田

5 5006 川崎　尚人(3) 能代第一
ｺﾑﾛ ﾌｸﾄ 茨　城

6 8001 小室　歩久斗(3) 霞ヶ浦
ﾄｼﾂﾅ ｱｷﾋﾛ 兵　庫

7 28005 年綱　晃広(3) 西宮塩瀬
ﾏﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 千　葉

8 12001 馬原　浩志郎(3) 土気南
ｱｲﾀ ｾｲﾔ 茨　城

9 8002 會田　聖也(3) 大穂

記録

凡例  DNS:欠場 YC:警告



男子　200m

日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静岡・修善寺)              2010

大会記録(GR)                 21.18     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-2.9) 2組 (風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 佐　賀 0.175 ﾜｶﾅ ｹｲ 栃　木 0.192

1 4 41001 松本　悠斗(3) 諸富 22.53 q 1 3 9008 若菜　敬(3) 大平 22.67 q
ｱｻｲ ｵｳﾏ 愛　知 0.160 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾄ 石　川 0.168

2 9 22002 浅井　央真(3) 萩山 22.86 2 8 19001 木下　淑仁(3) 輪島 22.89
ﾋﾖｼ ｼｭｳﾀ 宮　崎 0.252 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳﾀ 千　葉 0.192

3 5 45009 日吉　志優汰(3) 延岡南 22.86 3 6 12008 柄澤　修太(3) 市川三 22.94
ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 岩　手 0.185 ｻｻｷ ﾘｭｳ 岐　阜 0.166

4 3 3001 坂本　京太郎(3) 滝沢 23.06 4 5 24002 佐々木　琉羽(3) 海津日新 23.08
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ 香　川 0.187 ﾊﾞﾊﾞ ｶｲﾘ 鹿児島 0.181

5 8 36012 杉本　拓斗(3) 豊中 23.13 5 1 46005 馬場　海吏(3) 東谷山 23.20
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 奈　良 0.168 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 大　阪 0.198

6 6 29011 松本　悠佑(3) 富雄南 23.28 6 4 27018 田川　友介(3) 吹田片山 23.44
ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 大　阪 0.180 ｽｽﾞｷ ﾘｷ 青　森 0.174

7 7 27002 村島　優太(3) 咲くやこの花 23.29 7 2 2001 鈴木　力(3) 金木 23.67
ｽｴﾀｹ ﾕｳｷ 大　阪 0.221 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 茨　城 0.203

8 2 27025 末武　勇樹(3) 高槻六 23.41 8 7 8013 山本　廉(3) けやき台 23.70
ﾓﾄｲｹ ﾀｸﾑ 鳥　取 0.187

9 9 31001 本池　拓夢(3) 箕蚊屋 23.70

3組 (風:-2.7) 4組 (風:-5.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山　梨 0.207 ｳｴｼﾞ ﾊﾙ 兵　庫 0.171

1 2 15001 有井　謙成(3) 韮崎東 22.56 q 1 2 28044 上治　大琉(3) 豊岡南 23.19
ﾂｼﾏ ﾚｲ 千　葉 0.179 ﾏﾙﾃｨﾈｽ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝﾎﾞｲﾄﾞ 奈　良 0.213

2 7 12011 對馬　玲(3) 常盤平 22.73 q 2 4 29010 マルティネス　ブランドン　ボイド(3) 河合第二 23.48
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 群　馬 0.219 ｷﾑﾗ ｱﾗﾀ 茨　城 0.201

3 3 10019 小林　洸稀(3) 嬬恋 22.88 3 3 8003 木村　新(3) 下根中 23.60
ｺﾝﾔ ﾊﾙｷ 北海道 0.210 ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ 千　葉 0.184

4 6 1008 紺谷　遥希(3) 倶知安 23.23 4 7 12002 田原　慶人(3) 土気南 23.75
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾑ 北海道 0.221 ﾔｼﾏ ﾅｵｷ 宮　城 0.197

5 8 1009 松本　琢夢(3) 芽室 23.27 5 5 4002 八島　直毅(3) 角田 23.79
ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 福　岡 0.170 ｵﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 神奈川 0.163

6 4 40005 中野　裕貴(3) 春日南 23.32 6 9 14012 小山田　隼(3) 秦野本町 24.06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 北海道 0.164 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 福　岡 0.175

7 5 1007 渡辺　遥斗(3) 恵庭恵明 23.35 7 8 40007 松田　弥文(3) 菅生 24.19
ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 奈　良 0.197 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 長　崎 0.175

8 9 29003 岡本　大輝(3) 新庄 24.65 8 6 42006 橋本　龍太(3) 西諫早 24.46

5組 (風:-2.6) 6組 (風:-2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 鹿児島 0.166 ﾀｶﾐｽﾞ ﾒｲ 福　島 0.189

1 3 46004 小田　槇太朗(3) ラ・サール 22.23 q 1 4 7001 髙水　明(3) 富田 23.05
ｼｵﾔ ﾄﾓﾊﾙ 新　潟 0.184 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 兵　庫 0.186

2 7 16005 塩谷　友陽(3) 新潟関屋 22.33 q 2 1 28033 橋詰　竜輝(3) 加美 23.08
ｶﾂﾊﾀ ｼﾝﾉｽｹ 埼　玉 0.177 ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 滋　賀 0.205

3 6 11015 勝畑　進ノ介(3) 戸田新曽 22.52 q 3 3 25009 鍋島　航太朗(3) 双葉 23.50
ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大　阪 0.210 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ 静　岡 0.145

4 9 27028 内田　大翔(3) 縄手 22.79 q 4 6 21007 杉山　礼(3) 掛川西 23.83
ﾎﾘﾀ ﾘｭｳ 秋　田 0.171 ｻｻｷ ｲﾁﾛｳ 兵　庫 0.169

5 8 5011 堀田　龍(3) 協和 22.83 5 9 28009 佐々木　一朗(3) 港島学園 23.89
ﾓﾘﾀｶ ﾄﾓﾕｷ 兵　庫 0.177 ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ 福　井 0.169

6 1 28039 森高　智之(3) 龍野東 22.99 6 2 20001 堂野　暖翔(3) 春江 24.00
ｱﾗｷ ｾｲﾔ 福　岡 0.205 ﾂﾎﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 兵　庫 0.175

7 4 40006 荒木　星哉(3) 横手 22.99 7 5 28041 坪田　偉吹(3) 太子東 24.10
ﾋﾜﾀｼ ﾊﾙﾄ 茨　城 0.166 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 徳　島 0.182

8 2 8004 樋渡　晴人(3) 阿見朝日 23.45 8 7 37003 坂東　海里(3) 土成 24.34
ﾀﾆｵｶ ｶﾝﾀ 高　知 0.176 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 兵　庫 0.169

9 5 39011 谷岡　貫汰(3) 須崎 23.61 9 8 28008 山本　玲慈(3) 神戸渚 24.84



男子　200m

日本中学記録(JH)             21.18     日吉　克実(静岡・修善寺)              2010

大会記録(GR)                 21.18     日吉　克実(静岡・伊豆修善寺)          2010

A決勝　

(風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｵﾔ ﾄﾓﾊﾙ 新　潟 0.187

1 5 16005 塩谷　友陽(3) 新潟関屋 22.32
ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 鹿児島 0.179

2 6 46004 小田　槇太朗(3) ラ・サール 22.35
ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山　梨 0.171

3 8 15001 有井　謙成(3) 韮崎東 22.40
ﾜｶﾅ ｹｲ 栃　木 0.179

4 9 9008 若菜　敬(3) 大平 22.48
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 佐　賀 0.238

5 4 41001 松本　悠斗(3) 諸富 22.58
ﾂｼﾏ ﾚｲ 千　葉 0.181

6 2 12011 對馬　玲(3) 常盤平 22.66
ｶﾂﾊﾀ ｼﾝﾉｽｹ 埼　玉 0.204

7 7 11015 勝畑　進ノ介(3) 戸田新曽 22.75
ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大　阪 0.173

8 3 27028 内田　大翔(3) 縄手 22.78



男子　400m

日本中学記録(JH)             48.18     谷川　鈴扇(群馬・邑楽)                2009

大会記録(GR)                 48.18     谷川　鈴扇(群馬・邑楽)                2009

予　選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｺｯﾄ ﾘｱﾑﾈｵ 北海道 0.240 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｾｲ 鹿児島 0.225

1 8 1006 スコット　リアム音央(3) 札幌啓明 50.47 q 1 5 46013 窪田　健聖(3) 星峯 50.31 q
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 香　川 0.232 ﾆﾜﾔﾏ ﾊﾙｷ 岡　山 0.196

2 7 36010 川上　大智(3) 豊浜 50.80 q 2 8 33001 庭山　晴希(3) 芳泉 50.89 q
ｷｸﾀ ｷｮｳ 神奈川 0.210 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 広　島 0.189

3 9 14013 菊田　響生(3) 田島 51.25 3 9 34003 榊原　哲(3) 広島高取北 51.27
ﾅｶﾞｲ ﾙｲ 岐　阜 0.227 ﾀﾌﾞｷ ﾋﾕｳ 熊　本 0.176

4 3 24003 永井　琉生(2) 岐阜長森 51.40 4 4 43005 田吹　飛雄(3) 大津北 51.43
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾑ 広　島 0.187 ｼﾏﾀﾞ ﾙｶ 埼　玉 0.182

5 2 34002 吉岡　裕修(3) 広島東原 52.11 5 6 11024 島田　琉可(3) 吉見 51.80
ﾅｲﾄｳ ｻｸﾔ 東　京 0.248 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 兵　庫 0.217

6 5 13007 内藤　朔也(3) 立川五 52.34 6 3 28042 竹内　悠登(3) けやき台 52.44
ｸﾘﾊﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 兵　庫 0.295 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 東　京 0.199

7 6 28013 栗原　隼之介(3) 神戸大原 52.37 7 7 13006 村山　裕紀(3) 明中八王子 53.16
ｵｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 奈　良 0.196 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 福　島 0.202

8 4 29012 岡橋　虎之介(3) 田原本 53.26 8 2 7007 加藤　篤志(3) 上遠野 53.59

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶｲ ﾕｳﾀ 愛　知 0.207 ﾀﾙﾐ ﾀﾞｲｷ 福　岡 0.211

1 3 22005 髙井　佑太(3) 富貴 51.10 1 9 40008 樽見　大輝(3) 三橋 50.66 q
ｲｾ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 0.335 ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 熊　本 0.195

2 4 1003 伊勢　稜平(3) 北斗浜分 51.38 2 3 43006 岡村　太陽(3) 稜南中 50.88 q
ｻﾄｳ ｶﾂｷ 新　潟 0.158 ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 京　都 0.183

3 2 16007 佐藤　克樹(2) 新潟六日町 51.47 3 7 26012 中村　玲皇(3) 山城 50.89 q
ﾀﾈﾀﾞ ｺｳｷ 鹿児島 0.201 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ 福　井 0.272

4 6 46016 種田　航生(3) 国分南 51.65 4 8 20009 中村　日琉哉(3) 気比 50.98
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 千　葉 0.286 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾔ 兵　庫 0.264

5 5 12019 福田　晴仁(3) 木更津第二 51.66 5 4 28038 足立　朱優(3) 姫路大津 51.92
ｼﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ 愛　知 0.203 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 0.185

6 7 22006 柴田　大和(3) 矢作北 52.40 6 6 28043 溝口　遼太(3) 篠山 52.13
ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾏ 茨　城 0.203 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾀ 静　岡 0.179

7 9 8014 安達　翔磨(3) 手代木 53.09 7 2 21009 大石　亮太(3) 島田初倉 52.23
ｱｵｷ ﾚﾝ 茨　城 ﾋﾋﾞｳ ｿｳﾀ 徳　島 0.267

8 8005 青木　蓮(3) 稲田中 DNS 8 5 37005 日比生　壮太(3) 大麻 52.50

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ 北海道 0.149

1 7 1002 福村　優大(3) 千歳 50.94 q
ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾘｸﾄ 愛　媛 0.203

2 6 38008 泉田　陸斗(3) 松山南二 51.84
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 群　馬 0.186

3 4 10014 池田　龍也(3) 寺尾 51.91
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 神奈川 0.187

4 8 14014 中村　光翔(3) 平塚神明 51.98
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 新　潟 0.175

5 3 16006 圓山　倫生(3) 新潟新津第一 52.09
ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 兵　庫 0.263

6 5 28028 辻本　滉貴(3) 高砂宝殿 52.21
ｿﾈ ﾋﾛﾑ 静　岡 0.235

7 2 21008 曽根　広夢(3) 島田六合 53.62

凡例  DNS:欠場



男子　400m

日本中学記録(JH)             48.18     谷川　鈴扇(群馬・邑楽)                2009

大会記録(GR)                 48.18     谷川　鈴扇(群馬・邑楽)                2009

A決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｾｲ 鹿児島 0.173

1 5 46013 窪田　健聖(3) 星峯 50.44
ｽｺｯﾄ ﾘｱﾑﾈｵ 北海道 0.174

2 4 1006 スコット　リアム音央(3) 札幌啓明 50.88
ｵｶﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 熊　本 0.192

3 9 43006 岡村　太陽(3) 稜南中 50.96
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 香　川 0.322

4 7 36010 川上　大智(3) 豊浜 50.99
ﾀﾙﾐ ﾀﾞｲｷ 福　岡 0.204

5 6 40008 樽見　大輝(3) 三橋 51.21
ﾆﾜﾔﾏ ﾊﾙｷ 岡　山 0.183

6 8 33001 庭山　晴希(3) 芳泉 51.25
ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ 北海道 0.156

7 3 1002 福村　優大(3) 千歳 51.39
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 京　都 0.191

8 2 26012 中村　玲皇(3) 山城 52.48

凡例  DNS:欠場



男子　800m

日本中学記録(JH)           1:52.43     馬場　勇一郎(愛知・上郷)              2016

大会記録(GR)               1:53.15     和田　仁志(長野・赤穂)                1983

予　選　9組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾞﾜ ﾐﾗｲ 栃　木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｷ 和歌山

1 1 9011 小川　心徠(3) 氏家 1:57.82 q 1 5 30005 渡辺　敦紀(2) 岩出二 1:59.09
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川 ｾｷ ﾄﾓﾊﾙ 埼　玉

2 4 14020 山田　涼太(3) 浜須賀 1:57.84 q 2 7 11023 関　朝陽(3) 川島西 2:02.16
ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃　木 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ 栃　木

3 9 9013 新井　颯斗(3) 佐野南 1:58.54 q 3 9 9024 藤井　優人(3) 大平南 2:02.22
ｶｲﾊﾗ ﾕｳﾘ 神奈川 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 福　岡

4 3 14024 貝原　悠里(2) 塚越 2:00.40 4 4 40011 山田　真郷(3) 横代 2:02.68
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 愛　知 ｵｸﾞﾗ ﾃﾂﾔ 栃　木

5 2 22008 鈴木　太智(2) 東陽 2:01.11 5 6 9012 小倉　哲也(3) 中村 2:03.59
ﾀﾅｶ ｼｮｳ 青　森 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾍﾟｲ 神奈川

6 7 2003 田中　翔(3) 東北 2:01.28 6 2 14009 村松　駿平(3) 横須賀大津 2:03.74
ｸﾛｻﾜ ﾐｳﾄ 秋　田 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 宮　城

7 5 5013 黒澤　海羽音(3) 大館第一 2:03.21 7 3 4005 井上　康介(3) 仙台広瀬 2:04.13
ｼﾗｲﾜ ｹｲｺﾞ 大　阪 ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ 大　阪

8 8 27016 白岩　敬吾(2) さだ 2:03.27 8 8 27026 加藤　悠成(3) 田尻 2:05.72
ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 福　岡

9 6 40014 池田　鋼亮(3) 玄洋 2:08.75

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ 愛　知 ｵﾆﾀｹ ﾊﾙﾄ 福　岡

1 3 22007 加納　駿翔(3) 金屋 1:59.13 1 8 40009 鬼嶽　悠斗(3) 穂波東 1:58.89
ｱﾗｾｷ ｾﾅ 青　森 ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

2 6 2002 荒関　星多(3) 七百 2:00.18 2 2 31002 大下　智矢(3) 淀江 1:59.63
ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 千　葉 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾝ 長　崎

3 7 12009 吉田　新(3) 松戸小金南 2:01.80 3 4 42001 松下　健心(3) 山澄 2:00.20
ｲﾃﾞ ｹﾝｼﾝ 宮　崎 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｼ 山　形

4 1 45002 井手　健慎(3) 宮崎大淀 2:02.12 4 6 6004 吉田　太士(3) 東根第一 2:00.65
ｲｺﾏ ｶｲｽｹ 石　川 ﾑｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 神奈川

5 2 19003 伊駒　快介(2) 中能登 2:03.16 5 3 14016 向田　泰誠(3) 横浜岡津 2:01.25
ﾋﾗｵ ﾀｸｺﾞｳ 静　岡 ｱﾗﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 神奈川

6 4 21013 平尾　拓煌(3) 掛川北 2:03.44 6 9 14015 荒谷　俊輔(3) 小田原白山 2:01.44
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 埼　玉 ｷﾖﾀ ﾄﾓｷ 大　分

7 9 11009 島田　悠人(3) 鴻巣 2:04.61 7 1 44001 清田　知希(3) 大分大東 2:02.75
ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 香　川 ｴｼﾞﾏ ｻﾀﾞﾖｼ 静　岡

8 5 36004 角田　侑介(3) 高松第一 2:04.63 8 7 21011 江島　定芳(3) 三島山田 2:03.65
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 茨　城 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ 福　岡

9 8 8015 齋藤　涼太(3) 霞ヶ浦 2:06.76 9 5 40013 中山　瑛斗(3) 大牟田甘木 2:06.94

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｻｷ ｶｲﾄ 三　重 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 三　重

1 7 23008 佐々木　快斗(3) 桜浜 2:02.20 1 1 23007 松山　優太(3) 赤目 1:57.31 q
ｲｼﾄﾔ ﾘｮｳ 山　梨 ﾖﾈﾓﾄ ｿｳﾀ 千　葉

2 3 15003 石戸谷　亮羽(3) 韮崎西 2:02.21 2 8 12015 米本　壮汰(3) 大多喜 1:57.71 q
ｷﾑﾗ ｶｲ 神奈川 ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ 福　島

3 4 14022 木村　快(3) 横浜旭 2:02.48 3 3 7019 有馬　悠翔(3) 緑ケ丘 1:58.11 q
ﾌﾙｻﾜ ｿﾗ 埼　玉 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 神奈川

4 2 11011 古澤　空(3) 上尾東 2:03.01 4 4 14019 川村　康太(3) 川崎西高津 2:00.78
ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｷ 石　川 ﾅｶﾞﾉ ｹｲｼｮｳ 鹿児島

5 8 19002 澤田　祥月(3) 緑 2:04.11 5 5 46006 永野　景聖(3) 喜入 2:01.20
ｺｳｻｶ ｷﾖﾄ 栃　木 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 山　口

6 1 9014 髙坂　心乃(3) 大谷 2:04.30 6 7 35001 松井　維吹(3) 桜田 2:02.86
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾔ 群　馬 ｻｲｷ ﾄｼﾉﾘ 大　分

7 5 10006 小林　大也(3) 前橋第六 2:06.45 7 9 44005 佐伯　俊徳(3) 佐伯南 2:03.40
ｸﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 山　口 ﾄﾖﾌｸ ﾅｵﾕｷ 福　岡

8 6 35009 国本　一(3) 小郡 2:10.96 8 2 40012 豊福　直之(3) 下山門 2:04.67
ｵﾁｱｲ ｺｳ 滋　賀 ﾍﾞｯｼｮ ｹﾞﾝｷ 神奈川

9 25010 落合　晃(3) 今津 DNS 6 14021 別所　元気(3) 横浜旭 DNS

凡例  DNS:欠場



男子　800m

日本中学記録(JH)           1:52.43     馬場　勇一郎(愛知・上郷)              2016

大会記録(GR)               1:53.15     和田　仁志(長野・赤穂)                1983

予　選　9組0着＋8

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｶﾞ ｶｲﾙ 群　馬 ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 栃　木

1 5 10005 山鹿　快琉(3) 伊勢崎第三 1:58.27 q 1 4 9009 梅原　俊太(2) 間々田 1:58.40 q
ｱｻﾇﾏ ﾒｸﾞﾙ 神奈川 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 長　野

2 7 14017 浅沼　盤(3) 平塚山城 1:59.43 2 2 17004 濱野　大輝(3) 筑摩野 1:58.68
ﾀﾑﾗ ﾗｳﾛ 岐　阜 ﾎﾘｲｹ ﾏｻﾄ 静　岡

3 4 24004 タムラ　ラウロ(2) 可児中部 1:59.68 3 1 21012 堀池　優斗(3) 静岡大里 2:00.24
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大　阪 ｶﾒﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 新　潟

4 2 27017 上田　悠輔(3) 佐野 2:00.97 4 5 16008 亀山　翼(3) 新潟加茂 2:00.42
ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 新　潟 ﾅﾗ ﾕｳｷ 栃　木

5 8 16009 坂井　駿介(2) 新潟松浜 2:01.86 5 7 9015 奈良　優生(3) 西那須野 2:02.20
ﾔﾏｷﾞｼ ｴｲﾀ 静　岡 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 秋　田

6 1 21010 山岸　永汰(3) 伊豆の国韮山 2:02.21 6 9 5012 伊藤　大智(2) 御所野学院 2:03.48
ﾄｳｾﾝ ｶﾞｲｱ 栃　木 ﾍﾞﾆﾔ ﾀｸﾄ 岩　手

7 9 9019 東泉　鎧亜(3) 三島 2:06.70 7 3 3007 紅屋　匠杜(3) 見前南 2:03.92
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 福　島 ｻｶｲ ﾏｻｷ 新　潟

8 3 7018 齋藤　康太郎(3) 若松四中 2:07.53 8 6 16010 坂井　雅喜(3) 新発田佐々木 2:04.29
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 徳　島 ﾅｶﾞｻｷ ﾜﾀﾙ 岡　山

6 37004 林　和輝(2) 小松島 DNS 9 8 33002 長崎　航(3) 芳泉 2:09.00

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 三　重

1 4 23006 松山　唯人(3) 赤目 1:59.36
ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ 愛　知

2 7 22009 宮下　颯汰(3) 城北 1:59.60
ｳｼｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 福　岡

3 8 40010 牛嶋　勇斗(3) 江南 1:59.73
ｵｶﾞﾜ ﾌｳｶﾞ 福　島

4 5 7017 小川　冬凱(3) 会津若松第三 2:01.24
ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ 埼　玉

5 6 11028 井上　陸斗(3) 北葛飾松伏 2:03.43
ｶﾐﾔ ｱﾔﾄ 鹿児島

6 2 46007 紙屋　綾杜(2) 川内北 2:04.24
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山　形

7 9 6003 中村　遼央(3) 上山北 2:04.32
ｼﾝﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 石　川

8 3 19004 新出　純汰(3) 北鳴 2:05.46

A決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 栃　木

1 2 9009 梅原　俊太(2) 間々田 1:57.12
ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 栃　木

2 3 9013 新井　颯斗(3) 佐野南 1:57.56
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 三　重

3 7 23007 松山　優太(3) 赤目 1:57.65
ﾔﾏｶﾞ ｶｲﾙ 群　馬

4 8 10005 山鹿　快琉(3) 伊勢崎第三 1:57.89
ｵｶﾞﾜ ﾐﾗｲ 栃　木

5 6 9011 小川　心徠(3) 氏家 1:57.97
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川

6 4 14020 山田　涼太(3) 浜須賀 1:58.59
ﾖﾈﾓﾄ ｿｳﾀ 千　葉

7 5 12015 米本　壮汰(3) 大多喜 1:58.70
ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ 福　島

8 9 7019 有馬　悠翔(3) 緑ケ丘 2:04.63

凡例  DNS:欠場



男子　800m

日本中学記録(JH)           1:52.43     馬場　勇一郎(愛知・上郷)              2016

大会記録(GR)               1:53.15     和田　仁志(長野・赤穂)                1983

ラップ表 400m

ナンバー 9011

記録 1:01

ナンバー 30005

記録 1:00

ナンバー 22007

記録 58

ナンバー 14016

記録 59

ナンバー 15003

記録 1:02

ナンバー 23007

記録 58

ナンバー 16009

記録 58

ナンバー 9009

記録 59

ナンバー 40010

記録 59

ナンバー 12015

記録 1:00

予　選　7組

予　選　8組

予　選　9組

A決勝

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

予　選　5組

予　選　6組

凡例  DNS:欠場



男子　1500m

日本中学記録(JH)           3:49.72     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               3:54.34     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

予　選　4組3着＋3

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 徳　島 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾙ 茨　城

1 2 37002 濵口　大和(3) 羽ノ浦 4:05.99 Q 1 2 8008 生天目　温(3) 金砂郷中 4:01.76 Q
ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 三　重 ﾌｸｲ ｺｳ 栃　木

2 14 23002 田中　智稀(3) 白鳥 4:08.47 Q 2 16 9018 福井　煌(3) 三島 4:02.33 Q
ﾉﾐﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 福　岡 ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 福　岡

3 15 40016 野見山　貴圭(3) 熊西 4:08.84 Q 3 1 40015 穴井　伸幸(3) 長尾 4:02.59 Q
ﾔｷﾞｻﾜ ﾗﾌﾄ 徳　島 ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知

4 4 37001 八木澤　來太(3) 池田 4:09.74 4 5 22004 尾田　悠翼(3) 岡崎南 4:03.49 q
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ 静　岡 ﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ 神奈川

5 8 21014 千葉　仁人(3) 小山須走 4:09.94 5 3 14025 津田　莞太(3) 川崎生田 4:07.75
ﾄﾐﾀ ﾀｸﾐ 茨　城 ｲｼｶﾜ ｺﾀﾛｳ 岩　手

6 9 8006 冨田　拓臣(3) 下館南 4:13.18 6 7 3002 石川　虎太朗(3) 胆沢中 4:08.03
ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓﾔ 福　島 ﾅﾂﾐ ﾆｼﾞﾛｳ 香　川

7 13 7008 三瓶　友也(3) 川内小中学園 4:13.93 7 12 36002 夏見　虹郎(3) 紫雲 4:08.65
ﾏｽﾀﾞ ﾄｵﾙ 青　森 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 岩　手

8 6 2005 増田　暢(3) 三本木高附 4:14.40 8 9 3003 藤原　想太(3) 大迫 4:08.90
ﾉﾑﾗ ﾀｲｷ 秋　田 ﾜｸｲ ﾅﾂｷ 千　葉

9 11 5008 野村　汰輝(3) 秋田西 4:15.34 9 11 12012 和久井　夏輝(3) 常盤平 4:10.17
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 静　岡 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 兵　庫

10 5 21015 遠藤　海(3) 富士岳陽 4:15.70 10 15 28037 上田　翔大(3) 姫路夢前 4:11.86
ｴﾁｾﾞﾝﾔ ﾋﾛﾑ 東　京 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ 奈　良

11 10 13008 越前谷　洋武(3) 三鷹二 4:17.33 11 6 29013 和田　拓真(3) 白橿 4:12.16
ﾑﾗｵｶ ﾄｼｷ 埼　玉 ｻｶｲ ｼｭｳｼﾞ 石　川

12 12 11002 村岡　毅紀(3) さいたま白幡 4:19.87 12 10 19005 酒井　崇史(2) 中能登 4:13.71
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 東　京 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 静　岡

13 1 13010 中村　佑真(3) 足立十一 4:24.15 13 13 21017 佐藤　新太(2) 富士岳陽 4:18.90
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 広　島 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 北海道

14 16 34004 小田　翔太(3) 広島五日市南 4:28.29 14 4 1005 藤田　圭悟(3) 帯広第五 4:19.91
ﾔﾏﾓﾄ ﾗﾝﾄ 福　岡 ﾄﾐﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 沖　縄

15 3 40017 山本　來宕(3) 洞北 4:29.20 15 8 47008 富盛　琉誠(3) 知念 4:22.29
ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 埼　玉 ｳｴﾀﾞ ｶｲｾｲ 香　川

16 7 11007 髙澤　侑世(3) 川口安行 4:36.47 16 14 36001 植田　快晴(3) 小豆島 4:29.98



男子　1500m

日本中学記録(JH)           3:49.72     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               3:54.34     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

予　選　4組3着＋3

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡　山 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 千　葉

1 3 33003 川口　峻太朗(3) 京山 4:03.42 Q 1 3 12020 阿部　宥人(3) 野田岩名 4:07.08 Q
ﾀﾂｲｼ ｾｲ 栃　木 ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ 栃　木

2 5 9020 立石　晟唯(3) 旭 4:04.24 Q 2 2 9010 市村　蓮(3) 間々田 4:07.28 Q
ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀ 埼　玉 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 三　重

3 7 11019 三井　翔太(3) 坂戸 4:04.26 Q 3 5 23003 木内　桜澄(3) 平田野 4:07.97 Q
ｱﾗｶﾜ ｺｳｽｹ 栃　木 ｼﾏﾑﾗ ﾏﾅﾄ 福　岡

4 15 9017 荒川　煌介(3) 三島 4:04.53 q 4 1 40018 島村　真登(3) 春日野 4:09.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 岐　阜 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 栃　木

5 10 24005 渡邊　颯汰(3) 麗澤瑞浪 4:04.82 q 5 10 9016 森尻　悠翔(3) 栃木東陽 4:09.25
ﾔｷﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 神奈川 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾊﾙｷ 兵　庫

6 14 14023 八木原　想太(3) 塚越 4:08.85 6 7 28026 新妻　遼己(2) 平岡 4:10.83
ｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ 青　森 ﾀﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 群　馬

7 16 2004 瀬川　愛来(3) 堀口 4:09.21 7 15 10001 田村　虎太郎(3) 富士見 4:11.56
ﾐﾋﾗ ｹﾞﾝﾄ 三　重 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾄﾂｸﾞ 鹿児島

8 1 23020 三平　弦徳(3) 千代崎 4:13.01 8 9 46011 大平　倫嗣(3) 帖佐 4:13.35
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｷ 福　岡 ﾀｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 栃　木

9 9 40019 村上　愛祈(3) 苅田 4:13.05 9 4 9021 田島　絆成(3) 一条 4:14.11
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島　根 ｲｻｶ ﾋｶﾙ 茨　城

10 8 32003 石飛　翔悟(3) 浜山 4:13.53 10 16 8016 井坂　光(3) 秋山 4:15.71
ｶﾉｳ ｲﾌﾞｷ 群　馬 ｻﾅﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵　庫

11 12 10012 狩野　伊歩希(3) 古巻 4:16.53 11 6 28016 真田　大輔(3) 明石大久保 4:15.74
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 兵　庫 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥　取

12 13 28040 藤田　湧喜(3) 兵庫大附 4:16.83 12 12 31003 松本　寛希(3) 鳥取桜ヶ丘 4:15.90
ｱｻﾐ ﾘｭｳﾄ 静　岡 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 兵　庫

13 2 21016 浅見　隆斗(2) 富士岳陽 4:21.16 13 14 28029 田中　颯眞(3) 高砂宝殿 4:16.02
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東　京 ｼﾉﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 栃　木

14 6 13009 中村　幸太郎(3) 葛西 4:22.51 14 11 9022 篠田　将智(3) 鹿沼北 4:17.74
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀ 三　重 ｺｿﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 鹿児島

15 4 23019 上條　玄太(3) 神戸 4:23.09 15 13 46015 小園　竜成(3) 東市来 4:17.88
ｻﾄｳ ｼﾞﾝﾕｳ 茨　城 ﾀｶｵｶ ﾅｵｷ 埼　玉

16 11 8007 佐藤　仁勇(3) 古河中等教育 4:26.97 16 8 11020 髙岡　直生(3) 坂戸 4:18.46

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｱﾗｶﾜ ｺｳｽｹ 栃　木

1 9017 荒川　煌介(3) 三島
ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知

2 22004 尾田　悠翼(3) 岡崎南
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 岐　阜

3 24005 渡邊　颯汰(3) 麗澤瑞浪
ﾌｸｲ ｺｳ 栃　木

4 9018 福井　煌(3) 三島
ﾀﾂｲｼ ｾｲ 栃　木

5 9020 立石　晟唯(3) 旭
ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 福　岡

6 40015 穴井　伸幸(3) 長尾
ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ 栃　木

7 9010 市村　蓮(3) 間々田
ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 千　葉

8 12020 阿部　宥人(3) 野田岩名
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡　山

9 33003 川口　峻太朗(3) 京山
ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾙ 茨　城

10 8008 生天目　温(3) 金砂郷中
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 三　重

11 23003 木内　桜澄(3) 平田野
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 徳　島

12 37002 濵口　大和(3) 羽ノ浦
ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 三　重

13 23002 田中　智稀(3) 白鳥
ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀ 埼　玉

14 11019 三井　翔太(3) 坂戸

記録



男子　1500m

日本中学記録(JH)           3:49.72     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               3:54.34     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

ﾉﾐﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 福　岡

15 40016 野見山　貴圭(3) 熊西



男子　1500m

日本中学記録(JH)           3:49.72     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               3:54.34     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー 40016 2005 40016

記録 1:09 2:17 3:22

ナンバー 29013 14025 8008

記録 1:02 2:10 3:17

ナンバー 9017 33003 33003

記録 1:01 2:07 3:13

ナンバー 28029 23003 23003

記録 1:05 2:17 3:22

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

決　勝



男子　3000m

日本中学記録(JH)           8:17.84     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               8:27.57     勝亦　裕太(静岡・富士岡)              2008

予　選　4組3着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 京　都 ｲｼｶﾜ ｱｵ 福　岡

1 3 26007 加嶋　翼(3) 桂 8:45.77 Q 1 4 40020 石川　蒼大(3) 中京 8:47.78 Q
ｵｸﾉ ﾀｶﾌﾐ 京　都 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 東　京

2 7 26005 奥野　恭史(2) 藤森 8:46.98 Q 2 19 13012 神邑　亮佑(3) 葛西第二 8:47.81 Q
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 埼　玉 ｺﾅ ﾕｳｼﾞ 静　岡

3 8 11001 石川　浩輝(3) さいたま原山 8:47.32 Q 3 8 21019 小名　祐志(3) 長泉 8:47.82 Q
ﾑﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ 兵　庫 ﾑｶﾂ ﾂﾊﾞｻ 東　京

4 10 28035 村岡　大雅(3) 飾磨西 8:47.82 q 3 16 13011 向津　翼(3) 文京音羽 8:47.82 Q
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 熊　本 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 京　都

5 4 43001 松尾　和真(3) 鹿本 8:49.85 q 5 7 26011 橋本　颯人(3) 大住 8:49.89 q
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ 埼　玉 ｼﾝﾑﾗ ｶﾞｸ 静　岡

6 19 11014 岸本　駿吾(3) 戸田 8:52.33 6 9 21021 新村　芽久(3) 静岡安東 8:51.52
ﾎﾝﾐﾔ ﾕｳｼﾝ 広　島 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 和歌山

7 1 34008 本宮　優心(3) 東広島中央 9:01.02 7 3 30007 安東　海音(3) 和歌山西脇 8:55.62
ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 福　岡 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 京　都

8 2 40023 野田　顕臣(3) 宅峰 9:01.03 8 5 26003 井上　優人(3) 深草 9:01.99
ﾎﾘﾀ ﾗｲﾄ 富　山 ﾓﾘﾓﾄ ｼｭｳ 福　岡

9 18 18002 堀田　礼人(3) 速星 9:01.41 9 14 40026 森本　守勇(3) 曽根 9:03.11
ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮　城 ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ 千　葉

10 14 4006 前川　竜之将(3) 仙台広瀬 9:01.54 10 1 12016 中野　大翔(3) 東金 9:04.16
ﾅﾏｴ ﾘﾝﾀﾛｳ 福　島 ﾂｶﾀﾞ ﾀｹﾄ 鹿児島

11 12 7011 生江　倫太郎(3) 喜多方第二 9:05.35 11 18 46014 塚田　虎翼(3) 中種子 9:04.59
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾕ 埼　玉 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 長　野

12 6 11008 小笠原　優諭(3) 川口芝東 9:08.65 12 12 17008 南澤　道大(3) 駒ヶ根赤穂 9:05.20
ｺｼ ﾋｲﾛ 長　野 ﾑﾀ ｿｳﾀ 長　崎

13 13 17006 越　陽色(2) 川中島 9:11.28 13 15 42002 牟田　颯太(3) 森山 9:11.50
ｱﾝｻﾞｲ ﾘｸ 福　島 ﾌｸｼﾏ ﾐｺﾄ 京　都

14 20 7010 安斎　陸久(3) 小浜 9:11.40 14 13 26008 福島　命(2) 桂 9:13.40
ｲﾜｶﾜ ﾘｮｳﾑ 鹿児島 ﾑﾗｻﾜ ﾀｲｶﾞ 青　森

15 15 46009 岩川　竜武(3) 帖佐 9:14.65 15 11 2006 村澤　大雅(3) 弘前第一 9:17.25
ﾐﾖｼ ﾄﾓﾕｷ 広　島 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ 福　岡

16 5 34005 三好　智之(3) 東広島松賀 9:17.36 16 10 40025 前原　諒(3) 牟田山 9:24.99
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 高　知 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 茨　城

17 16 39001 永田　梁(3) 香我美 9:22.90 17 17 8017 木村　駿太(3) 太田 9:44.58
ｵﾉ ﾏｻﾄ 静　岡 ｸﾘﾀ ｷｽﾞﾅ 静　岡

18 9 21024 小野　真和(3) 浜松都田 9:23.08 18 20 21022 栗田　絆生(3) 吉田 9:49.90
ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ 栃　木 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 鹿児島

19 11 9023 石川　湧史(3) 大平南 9:30.31 19 6 46008 前田　陽向(2) 国分南 9:54.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ 栃　木 ﾓﾘ ｹｲﾀ 東　京

17 9027 渡邉　勇利(3) 陽南 DNF 2 13014 森　啓太(2) 足立竹の塚 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子　3000m

日本中学記録(JH)           8:17.84     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               8:27.57     勝亦　裕太(静岡・富士岡)              2008

予　選　4組3着＋6

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｻｷ ﾃﾂ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 千　葉

1 15 22003 佐々木　哲(3) 愛工大名電 8:44.75 Q 1 9 12010 鈴木　琉胤(3) 小金北 8:43.86 Q
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 石　川 ｳｴﾀ ｹｲｽｹ 京　都

2 10 19006 井上　朋哉(3) 中能登 8:45.10 Q 2 4 26010 植田　圭祐(3) 大住 8:44.45 Q
ﾊﾔｼ ﾊﾙｱ 東　京 ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ 福　岡

3 3 13013 林　春空(3) 上板橋二 8:45.55 Q 3 2 40024 久保　茉潤(3) 曽根 8:45.47 Q
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ 福　岡 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 千　葉

4 4 40022 松田　祐真(3) 福岡城南 8:46.57 q 4 7 12004 根本　佳信(3) 鎌ケ谷第三 8:51.71
ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 静　岡 ｾｷ ﾘﾂﾔ 静　岡

5 2 21023 岸端　悠友(3) 吉田 8:48.11 q 5 3 21018 関　律哉(3) 町立清水 8:54.99
ｵｵｼﾏ ﾌｸ 栃　木 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾐｸﾄ 神奈川

6 6 9025 大島　福(3) 厚崎 8:53.13 6 8 14028 藤谷　海空斗(3) 横浜領家 8:57.47
ｻｶﾞﾐ ｼｮｳﾔ 神奈川 ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 広　島

7 8 14027 佐上　湘哉(3) 平塚太洋 8:54.12 7 15 34006 三宅　悠斗(3) 東広島西条 8:57.74
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 兵　庫 ﾅｶ ﾊﾙﾄ 長　崎

8 16 28027 長谷川　大翔(3) 陵南 8:55.47 8 13 42004 中　遥翔(3) 郡 8:58.31
ｲﾁﾉｾ ﾗｲｷ 熊　本 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙ 京　都

9 1 43002 一ノ瀬　來祈(3) 鹿本 9:00.64 9 17 26006 工藤　羽流(3) 桂 8:58.90
ｷﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 静　岡 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾖｳ 神奈川

10 12 21020 木村　隆晴(3) 沼津今沢 9:01.02 10 6 14029 山田　晃央(3) 新田 8:59.70
ｵｼﾞﾏ ｿｳﾀﾞｲ 神奈川 ｲﾜｾ ｼｭﾝｽｹ 群　馬

11 7 14018 小島　宗大(3) 川崎西高津 9:04.45 11 19 10015 岩瀬　駿介(3) 群馬南 9:08.18
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 福　島 ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 山　口

12 13 7009 吉田　遼太朗(3) 高田 9:09.01 12 5 35002 藤田　陸登(3) 川中 9:11.33
ﾑﾀ ﾘﾝﾀ 長　崎 ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 熊　本

13 18 42003 牟田　凜太(3) 森山 9:14.29 13 12 43009 椙山　一颯(3) 合志 9:11.89
ﾊｾﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 鹿児島 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 静　岡

14 9 46010 櫨元　優馬(3) 松元 9:14.48 14 1 21025 小田　大雅(3) 浜松北浜 9:14.00
ﾐﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 広　島 ﾂｼﾞ ﾎﾏﾚ 福　岡

15 5 34007 三谷　虎太郎(3) 福山鷹取 9:17.39 15 11 40021 辻　誉(3) 高取 9:15.31
ﾕﾐｻｼ ｺｳｼﾛｳ 鹿児島 ﾆｲﾂﾞﾏ ｺｳｷ 兵　庫

16 20 46012 弓指　浩史郎(3) 国分南 9:18.36 16 10 28025 新妻　昂己(2) 平岡 9:24.26
ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 高　知 ﾊﾔｼ ｷﾘｭｳ 熊　本

17 19 39002 伊藤　裕也(3) 香長 9:19.59 17 14 43010 林　桐生(3) 住吉 9:29.00
ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千　葉 ｲﾜｶﾐ ﾀｶﾉﾘ 栃　木

18 17 12017 武藤　空多(3) 東金 9:27.44 18 16 9026 岩上　貴徳(3) 足利西 9:31.20
ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ 群　馬 ｼﾉ ｶｽﾞﾏ 埼　玉

19 11 10004 谷川　航太(3) 甘楽 9:56.79 18 11010 篠　和真(3) 上尾上平 DNS
ｺﾐﾈ ｺｳｽｹ 佐　賀

14 41002 小峰　浩輔(3) 唐津東 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子　3000m

日本中学記録(JH)           8:17.84     石田　洸介(福岡・浅川)                2017

大会記録(GR)               8:27.57     勝亦　裕太(静岡・富士岡)              2008

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾙｲ 千　葉

1 18 12010 鈴木　琉胤(3) 小金北 8:35.54
ｻｻｷ ﾃﾂ 愛　知

2 9 22003 佐々木　哲(3) 愛工大名電 8:37.34
ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 京　都

3 10 26007 加嶋　翼(3) 桂 8:39.03
ｳｴﾀ ｹｲｽｹ 京　都

4 3 26010 植田　圭祐(3) 大住 8:40.63
ｵｸﾉ ﾀｶﾌﾐ 京　都

5 13 26005 奥野　恭史(2) 藤森 8:43.38
ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ 福　岡

6 15 40024 久保　茉潤(3) 曽根 8:43.75
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 石　川

7 14 19006 井上　朋哉(3) 中能登 8:43.89
ｲｼｶﾜ ｱｵ 福　岡

8 4 40020 石川　蒼大(3) 中京 8:44.41
ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 東　京

9 17 13012 神邑　亮佑(3) 葛西第二 8:46.78
ﾑﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ 兵　庫

10 7 28035 村岡　大雅(3) 飾磨西 8:52.75
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ 福　岡

11 11 40022 松田　祐真(3) 福岡城南 8:53.10
ﾊﾔｼ ﾊﾙｱ 東　京

12 2 13013 林　春空(3) 上板橋二 8:53.14
ｺﾅ ﾕｳｼﾞ 静　岡

13 8 21019 小名　祐志(3) 長泉 8:53.50
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ 熊　本

14 5 43001 松尾　和真(3) 鹿本 8:57.81
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 京　都

15 12 26011 橋本　颯人(3) 大住 9:04.82
ﾑｶﾂ ﾂﾊﾞｻ 東　京

16 1 13011 向津　翼(3) 文京音羽 9:06.81
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 埼　玉

17 6 11001 石川　浩輝(3) さいたま原山 9:07.27
ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 静　岡

18 16 21023 岸端　悠友(3) 吉田 9:07.39

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 11064 40023

記録 2:55 5:56

ナンバー 2006 40026

記録 2:54 6:00

ナンバー 14027 19006

記録 2:55 5:53

ナンバー 12010 12010

記録 2:54 5:56

ナンバー 12010 12010

記録 2:53 5:54

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

決　勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子　110mH(0.914m)

日本中学記録(JH)             13.74     田原　歩睦(奈良・平城東)              2019

大会記録(GR)                 13.74     田原　歩睦(奈良・平城東)              2019

予　選　8組0着＋8

1組 (風:-3.2) 2組 (風:-3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 埼　玉 0.160 ｸﾏｶﾞｲ ｴｸﾞｾﾞｲｳﾞｨｱｶﾐﾙ 神奈川 0.141

1 4 11025 橋本　悠(3) 熊谷三尻 14.43 q 1 9 14005 熊谷　エグゼイヴィア叶海琉(3) 横須賀大津 14.78 q
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 神奈川 0.187 ﾐﾔｹ ﾋﾀﾁ 兵　庫 0.102

2 8 14030 井原　波月(3) 上鶴間中 15.12 2 4 28014 三宅　陽立(3) 神戸星陵台 14.81 q
ｱﾍﾞ ﾅｵ 岩　手 0.166 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾄ 鹿児島 0.147

3 2 3005 阿部　凪生(3) 見前 15.17 3 2 46003 松島　悠斗(3) 金久 15.15
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 香　川 0.157 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 神奈川 0.154

4 9 36007 金澤　祐人(3) 白峰 15.26 4 5 14032 齋藤　匠(3) 横浜鶴ケ峯 15.19
ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 茨　城 0.166 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 福　井 0.149

5 6 8018 川﨑　光介(3) 江戸崎 15.26 5 7 20002 小林　駿介(3) 春江 15.35
ｶﾜｻｷ ﾚｲｱ 和歌山 0.168 ﾉｻﾞｷ ｺｳｷ 大　阪 0.157

6 5 30008 川﨑　麗亜(3) 高積 15.67 6 6 27024 野﨑　煌貴(3) 高槻十 15.41
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾄ 新　潟 0.180 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 岡　山 0.140

7 1 16012 小林　柊翔(3) 見附 15.70 7 3 33004 小原　悠太郎(3) 岡山興除 15.77
ﾔﾅｲ ｱﾂｼ 高　知 0.151 ｲｼﾂﾞｶ ﾚｵ 埼　玉

8 3 39012 栁井　敦志(3) 高知大附属 15.79 8 11026 石塚　怜王(3) 春日部飯沼 DQ,FS

ｸﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ 神奈川 0.212

9 7 14031 久保　翔司(3) 中和田 15.83

3組 (風:-1.4) 4組 (風:-2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷｼﾀ ｼｮｳﾀ 鹿児島 0.162 ﾊﾗ ﾕｳﾔ 兵　庫 0.181

1 3 46001 木下　聖太(3) 東谷山 14.52 q 1 1 28011 原　悠也(3) 舞子 15.22
ｱｻｲ ｾｲﾗ 静　岡 0.168 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 茨　城 0.160

2 8 21026 浅井　惺流(3) 静岡観山 14.70 q 2 2 8009 吉田　智哉(3) 土浦四 15.48
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 長　野 0.146 ﾀﾑﾗ ｴｲﾀ 宮　崎 0.188

3 9 17002 小口　蒼葉(3) 諏訪西 14.72 q 3 3 45005 田村　英大(3) 宮崎大塚 15.54
ﾔﾏﾅｶ ﾅｷﾞﾄ 鳥　取 0.161 ｻﾄｳ ｼｮｳ 秋　田 0.149

4 2 31004 山中　梛斗(3) 境港二 15.08 4 4 5001 佐藤　将(3) 山王 15.65
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ 宮　崎 0.129 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 神奈川 0.182

5 6 45004 村上　悠翔(3) 延岡東海 15.14 5 5 14026 佐藤　龍眞(3) 川崎生田 15.70
ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 京　都 0.178 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 島　根 0.151

6 4 26009 石本　澄空(3) 樫原 15.21 6 6 32004 高橋　快仁(3) 出雲平田 15.78
ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山　梨 0.144 ｱﾘｺﾞｳ ﾘｸ 鹿児島 0.153

7 7 15004 今住　天哉(3) 石和 15.31 7 7 46002 有郷　莉玖(3) 大口中央 15.82
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 兵　庫 0.151 ｱﾗｷ ﾕｳﾔ 福　岡 0.145

8 1 28004 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 15.34 8 8 40027 荒木　勇哉(3) 横手 16.53
ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 佐　賀 0.161 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾ 兵　庫 0.190

9 5 41003 川上　大輝(3) 佐賀香楠 16.01 9 28031 藤原　悠世(3) 西脇 DQ,S2

5組 (風:-3.9) 6組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎﾘｲ ﾄﾜ 埼　玉 0.140 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 長　野 0.148

1 8 11013 堀井　永遠(3) 草加 15.10 1 6 17003 中村　駿汰(3) 旭町 14.42 q
ﾆｼｶﾞｷ ﾘｸ 愛　知 0.114 ｵﾉ ﾘｸ 東　京 0.157

2 2 22016 西垣　俐玖(3) 扇台 15.36 2 8 13015 小野　浬空(3) 西東京保谷 14.84 q
ｶｻﾏﾂ ｹﾞﾝｷ 熊　本 0.132 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 埼　玉 0.145

3 6 43003 笠松　元気(3) 倉岳 15.40 3 1 11027 橋本　太陽(2) 加須北川辺 15.22
ﾀｶﾋﾗ ｺｳｾｲ 愛　媛 0.164 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 茨　城 0.184

4 3 38011 高平　晃成(3) 鬼北広見 15.61 4 4 8010 嶋﨑　結己(2) 竹園東 15.26
ﾋﾗﾀ ﾘｸ 大　阪 0.140 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 兵　庫 0.175

5 5 27030 平田　陸(3) 羽曳野誉田 15.83 5 5 28001 村田　隼(2) 尼崎立花 15.30
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 東　京 0.157 ｱｷｵｶ ﾏﾙｲ 兵　庫 0.154

6 4 13017 齊藤　奨真(3) 府中六 16.19 6 7 28002 秋岡　円(3) 尼崎武庫東 15.41
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 京　都 0.140 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 三　重 0.167

7 7 26002 高橋　歩夢(3) 洛南 16.49 7 3 23021 竹下　諒(2) 桔梗が丘 15.50
ﾊｾﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 大　阪 0.201 ｷﾀｲ ﾁﾋﾛ 三　重 0.162

8 9 27023 枦元　拓幹(3) 高槻阿武山 17.20 8 2 23005 北井　千景(3) 二見 15.53
ｵｵﾊﾞ ｲﾌﾞｷ 秋　田 0.144

9 9 5010 大場　樹吹(3) 横手北 15.61

凡例  DQ:失格 FS:(TR16.7)不正ｽﾀｰﾄ S2:(TR22.6)すべてのﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった



男子　110mH(0.914m)

日本中学記録(JH)             13.74     田原　歩睦(奈良・平城東)              2019

大会記録(GR)                 13.74     田原　歩睦(奈良・平城東)              2019

予　選　8組0着＋8

7組 (風:-2.4) 8組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｿﾔﾏ ﾅｵ 大　阪 0.167 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｼﾞ 兵　庫 0.168

1 3 27029 曽山　夏緒(3) 羽曳野誉田 14.97 1 5 28036 足立　英士(3) 神河 14.95
ﾏｴｿﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 大　阪 0.133 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ 熊　本 0.186

2 8 27034 前園　幸伸(3) 八尾龍華 15.10 2 2 43004 西村　侑哉(3) 武蔵ヶ丘 15.01
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 長　野 0.146 ｽｷﾞｳﾗ ｿｳｼ 愛　知 0.153

3 2 17005 山本　祐弥(3) 小諸東 15.30 3 7 22011 杉浦　颯志(3) 竜海 15.33
ｶﾄｳ ﾘﾝ 神奈川 0.195 ｼﾗﾋｹﾞ ﾚｲｼﾞ 兵　庫 0.156

4 5 14001 加藤　凜(3) 川崎御幸 15.58 4 9 28010 白髭　怜士(3) 神戸北神戸 15.81
ﾂｼﾏ ﾋｭｳｶﾞ 東　京 0.158 ﾅｶﾞｲｼ ｱｻﾋ 神奈川 0.164

5 9 13016 津島　彪冴(3) 町田第二 15.64 5 6 14034 永石　旭飛(3) 横浜下瀬谷 16.00
ｽｽﾞｷ ｶｲﾀ 新　潟 0.147 ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山 0.147

6 6 16011 鈴木　開大(3) 新潟山潟 15.87 6 4 33005 酒井　大輔(2) 金浦 16.06
ｻｶｲ ﾀｲﾁ 愛　知 0.189 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳｾｲ 青　森 0.173

7 4 22010 坂井　大一(2) 甚目寺 15.91 7 1 2007 緒方　翔聖(3) 堀口 16.09
ｶｻｲ ﾕｳｷ 東　京 0.179 ﾂﾂﾐ ﾘｸﾄ 神奈川 0.150

8 7 13018 葛西　悠貴(3) 府中四 15.96 8 8 14033 堤　陸透(3) 横浜日吉台 16.19
ﾊﾗｼﾅ ｱﾕｷ 兵　庫 0.190

9 3 28018 原科　歩季(3) 加古川 16.29

A決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｵﾉ ﾘｸ 東　京

2 13015 小野　浬空(3) 西東京保谷
ﾐﾔｹ ﾋﾀﾁ 兵　庫

3 28014 三宅　陽立(3) 神戸星陵台
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 埼　玉

4 11025 橋本　悠(3) 熊谷三尻
ｱｻｲ ｾｲﾗ 静　岡

5 21026 浅井　惺流(3) 静岡観山
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 長　野

6 17003 中村　駿汰(3) 旭町
ｷｼﾀ ｼｮｳﾀ 鹿児島

7 46001 木下　聖太(3) 東谷山
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 長　野

8 17002 小口　蒼葉(3) 諏訪西
ｸﾏｶﾞｲ ｴｸﾞｾﾞｲｳﾞｨｱｶﾐﾙ 神奈川

9 14005 熊谷　エグゼイヴィア叶海琉(3) 横須賀大津

記録

凡例  DQ:失格 FS:(TR16.7)不正ｽﾀｰﾄ S2:(TR22.6)すべてのﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった



男子　4X100mR

日本中学記録(JH)             42.25     斉藤　涼馬・田村　莉樹・内屋　翔太・大石　凌功(静岡・吉田)2019

大会記録(GR)                 42.25     斉藤　涼馬・田村　莉樹・内屋　翔太・大石　凌功(静岡・吉田)2019

予　選　6組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 木刈 12022 青栁　理仁(3) ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾋﾄ 43.78 1 8 余土 38004 中矢　匠音(3) ﾅｶﾔ ﾀｸﾄ 43.84
(千　葉) 12024 大久保　芯馬(2) ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝﾏ q (愛　媛) 38002 山本　幸永(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅｶﾞ q

12023 瀧井　悠斗(3) ﾀｷｲ ﾕｳﾄ 38003 奥　蒼葉(3) ｵｸ ｱｵﾊﾞ
12021 小出　秀政(3) ｺｲﾃﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 38001 森田　惠己(2) ﾓﾘﾀ ｹｲｷ

2 7 亀岡 26016 増田　雄一郎(3) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 44.01 2 7 横須賀大津 14009 村松　駿平(3) ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾍﾟｲ 43.87
(京　都) 26013 坂本　新ノ助(3) ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ q (神奈川) 14007 木寺　嘉晴(3) ｷﾃﾞﾗ ﾖｼﾊﾙ q

26014 酒井　大優(3) ｻｶｲ ﾀﾞｲﾔ 14006 別府　公太郎(3) ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳﾀﾛｳ
26015 水田　優貴(3) ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｷ 14005 熊谷　エグゼイヴィア叶海琉(3) ｸﾏｶﾞｲ ｴｸﾞｾﾞｲｳﾞｨｱｶﾐﾙ

3 5 東谷山 46018 岩切　楓真(3) ｲﾜｷﾘ ﾌｳﾏ 44.02 3 3 寺尾 10022 齋藤　大翔(3) ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 44.29
(鹿児島) 46005 馬場　海吏(3) ﾊﾞﾊﾞ ｶｲﾘ q (群　馬) 10024 指出　悠希(3) ｻｼﾃﾞ ﾕｳｷ

46001 木下　聖太(3) ｷｼﾀ ｼｮｳﾀ 10014 池田　龍也(3) ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
46017 猪木　優心(3) ｲﾉｷ ﾕｳｺﾞ 10021 本多　琉也(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾔ

4 6 春江 20005 角　俊介(2) ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 44.45 4 4 古川南 4008 柳川　琉龍(3) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾘﾘｭｳ 44.34
(福　井) 20001 堂野　暖翔(3) ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ (宮　城) 4009 郷古　多聞(3) ｺﾞｳｺ ﾀﾓﾝ

20003 末政　十夢(3) ｽｴﾏｻ ﾄﾑ 4010 佐藤　謙臣(3) ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ
20002 小林　駿介(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 4011 野地　竜輔(3) ﾉﾁ ﾘｭｳｽｹ

5 3 西諫早 42009 松平　丈護(3) ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｼﾞｮｳｺﾞ 44.55 5 9 山王 5003 太田　峻(3) ｵｵﾀ ｼｭﾝ 44.79
(長　崎) 42006 橋本　龍太(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ (秋　田) 5002 石井　輔(3) ｲｼｲ ﾀｽｸ

42010 並川　峻輔(3) ﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 5001 佐藤　将(3) ｻﾄｳ ｼｮｳ
42011 近藤　庵慈(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾝｼﾞ 5005 佐々木　大(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲ

6 2 佐伯南 44006 青山　竜也(3) ｱｵﾔﾏ ﾀﾂﾔ 44.64 6 6 高畠 6011 伊藤　舞音(3) ｲﾄｳ ﾏｵ 44.99
(大　分) 44007 宮脇　英(3) ﾐﾔﾜｷ ｱｷﾗ (山　形) 6010 新關　司(3) ﾆｲｾﾞｷ ﾂｶｻ

44005 佐伯　俊徳(3) ｻｲｷ ﾄｼﾉﾘ 6009 平井　彗叶(3) ﾋﾗｲ ｹｲﾄ
44008 廣瀨　康太郎(3) ﾋﾛｾ ｺｳﾀﾛｳ 6012 梅津　祐太(3) ｳﾒﾂ ﾕｳﾀ

7 8 弘前第四 2013 成田　琉希(3) ﾅﾘﾀ ﾙｲｷ 44.81 7 5 鳥取大附属 31013 原田　辿地(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾝﾁ 45.30
(青　森) 2012 岩崎　洸(3) ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ (鳥　取) 31012 土橋　禅旅(3) ﾄﾞﾊﾞｼ ｾﾞﾝﾀ

2010 齋藤　玲緒(3) ｻｲﾄｳ ﾚｵ 31011 山崎　雄生(2) ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ
2011 成田　亘毅(3) ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 31008 村口　誠仁(3) ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

9 富山南部 18005 渡邊　寛明(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ DQ,R8 2 沖縄尚学 47005 儀間　航太(3) ｷﾞﾏ ｺｳﾀ DQ,R2

(富　山) 18006 伊藤　佑太(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ (沖　縄) 47004 伊藝　修一(3) ｲｹﾞｲ ｼｭｳｲﾁ
18009 楠本　陽(1) ｸｽﾓﾄ ﾊﾙ 47007 丸山　駿(3) ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝ
18008 山田　陸功(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 47006 比嘉　駿(2) ﾋｶﾞ ｼｭﾝ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 熊谷三尻 11029 櫻木　一也(3) ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾄﾅﾘ 44.07 1 5 扇台 22017 隠岐　魁人(3) ｵｷ ｶｲﾄ 43.70
(埼　玉) 11030 坂本　洋輔(3) ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ (愛　知) 22018 木下　航介(3) ｷﾉｼﾀ ｺｳｽｹ q

11031 石井　翔貴(3) ｲｼｲ ｼｮｳｷ 22019 松尾　晃成(3) ﾏﾂｵ ｺｳｾｲ
11025 橋本　悠(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 22016 西垣　俐玖(3) ﾆｼｶﾞｷ ﾘｸ

2 3 石鳥谷 3008 菊池　要希(3) ｷｸﾁ ﾓﾄｷ 44.08 2 8 城北 41010 樫野　太志(2) ｶｼﾉ ﾀｲｼ 44.05
(岩　手) 3009 岡山　直椰(3) ｵｶﾔﾏ ﾅｵﾔ (佐　賀) 41005 牛島　壮司朗(3) ｳｼｼﾞﾏ ｿｳｼﾛｳ

3010 佐藤　葵(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ 41007 松永　憲政(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｾｲ
3011 髙橋　陽仁(3) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋﾄ 41009 八並　大飛(3) ﾔﾂﾅﾐ ﾏｻﾄ

3 8 富田 7002 大熊　一輝(3) ｵｵｸﾏ ｶｽﾞｷ 44.23 3 4 延岡南 45007 河野　一希(3) ｶﾜﾉ ｲﾂｷ 44.24
(福　島) 7003 渡部　桜哉(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾔ (宮　崎) 45006 三森　咲大朗(3) ﾐﾂﾓﾘ ｻｸﾀﾛｳ

7004 菊地　駿介(3) ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 45008 野﨑　遥音(3) ﾉｻﾞｷ ﾊﾙﾄ
7001 髙水　明(3) ﾀｶﾐｽﾞ ﾒｲ 45009 日吉　志優汰(3) ﾋﾖｼ ｼｭｳﾀ

4 5 芳泉 33007 黒田　陸斗(3) ｸﾛﾀﾞ ﾘｸﾄ 44.84 4 9 小俣 23027 網谷　奏(2) ｱﾐﾀﾆ ｶﾅﾃﾞ 44.35
(岡　山) 33001 庭山　晴希(3) ﾆﾜﾔﾏ ﾊﾙｷ (三　重) 23024 佐野　怜央(3) ｻﾉ ﾚｵ

33002 長崎　航(3) ﾅｶﾞｻｷ ﾜﾀﾙ 23023 吉村　一歩(3) ﾖｼﾑﾗ ｲｯﾎﾟ
33008 庄司　悠矢(3) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 23022 西山　空良(3) ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ

5 4 立石 13027 丸井　陽太(2) ﾏﾙｲ ﾋﾅﾀ 44.98 5 3 出雲平田 32007 石原　由章(3) ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 44.54
(東　京) 13025 大神田　秀人(3) ｵｵｶﾝﾀﾞ ｼｭｳﾄ (島　根) 32008 小片　李希(3) ｵｶﾞﾀ ﾘｷ

13026 岡本　颯也(3) ｵｶﾓﾄ ｿｳﾔ 32009 桑原　大輝(3) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ
13024 豊島　悠真(3) ﾄﾖｼﾏ ﾕｳﾏ 32010 山根　靖葵(2) ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ

6 6 水戸四 8030 細川　扇波(3) ﾎｿｶﾜ ｱｵﾊﾞ 45.54 6 7 新庄 29004 澤井　翔和(3) ｻﾜｲ ﾄﾜ 46.21
(茨　城) 8031 大賀　直希(3) ｵｵｶﾞ ﾅｵｷ (奈　良) 29003 岡本　大輝(3) ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

8032 栗原　温大(3) ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ 29006 花岡　拓実(3) ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾐ
8033 吉田　澪(2) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 29005 高木　駿利(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾔﾄ

7 9 北島 37006 多賀原　慎(3) ﾀｶﾞﾊﾗ ｼﾝ 46.53 7 6 大津 39004 吉川　晃平(3) ﾖｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 46.25
(徳　島) 37007 武市　優哉(3) ﾀｹｲﾁ ﾕｳﾔ (高　知) 39005 下野　大智(3) ｼﾓﾉ ﾀﾞｲﾁ

37008 村澤　力(3) ﾑﾗｻﾞﾜ ﾁｶﾗ 39006 谷脇　桃馬(3) ﾀﾆﾜｷ ﾄｳﾏ
37010 一本木　誠(3) ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｺﾄ 39007 田中　千洋(3) ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ

7 姪浜 40032 家入　俊太(2) ｲｴｲﾘ ｼｭﾝﾀ DQ,R2 2 石和 15009 河野　亜門(2) ｺｳﾉ ｱﾓﾝ DQ,FS

(福　岡) 40031 岩崎　龍斗(3) ｲﾜｻｷ ﾘｭｳﾄ (山　梨) 15005 三浦　悠太(3) ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ
40029 高橋　良(3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 15008 谷内　優一(3) ﾔﾅｲ ﾕｳｲﾁ
40030 江藤　柾哉(3) ｴﾄｳ ﾏｻﾔ 15007 コナマイ　マサシ(3) ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.7)不正ｽﾀｰﾄ R2:(TR24.7)ﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽがﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内で完了しなかった（ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ） R8:(TR24.6.3)バトンを落とした地点に戻らず
レース再開



男子　4X100mR

日本中学記録(JH)             42.25     斉藤　涼馬・田村　莉樹・内屋　翔太・大石　凌功(静岡・吉田)2019

大会記録(GR)                 42.25     斉藤　涼馬・田村　莉樹・内屋　翔太・大石　凌功(静岡・吉田)2019

予　選　6組0着＋8

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 伊東南 21036 石田　千翔(3) ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 43.84 1 2 咲くやこの花 27005 勝山　幹太(3) ｶﾂﾔﾏ ｶﾝﾀ 43.50
(静　岡) 21035 杉山　聖(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ q (大　阪) 27002 村島　優太(3) ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ q

21002 鈴木　悠大(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 27001 中瀬　太一(3) ﾅｶｾ ﾀｲﾁ
21001 鈴木　暢(3) ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 27003 北村　逞(3) ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾏ

2 5 桑 9001 山中　翔穏(3) ﾔﾏﾅｶ ｼｵﾝ 44.36 2 5 加古川 28020 坂本　誠人(3) ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 44.05
(栃　木) 9004 増山　裕介(3) ﾏｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ (兵　庫) 28023 松下　歩(3) ﾏﾂｼﾀ ｱﾕﾑ

9002 渡邊　将己(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 28018 原科　歩季(3) ﾊﾗｼﾅ ｱﾕｷ
9003 髙金　翔(3) ﾀｶｶﾞﾈ ｼｮｳ 28019 納庄　青空(3) ﾉｳｼｮｳ ｿﾗ

3 9 高積 30009 永野　樹(3) ﾅｶﾞﾉ ｲﾂｷ 44.59 3 7 高松北 36013 藤澤　友大(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 44.46
(和歌山) 30008 川﨑　麗亜(3) ｶﾜｻｷ ﾚｲｱ (香　川) 36015 高嶋　光色(3) ﾀｶｼﾏ ﾋｲﾛ

30010 岩井　晃成(2) ｲﾜｲ ｺｳｾｲ 36014 杉山　亘紀(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ
30011 奥村　莉生(3) ｵｸﾑﾗ ﾘｵ 36016 平井　楓人(3) ﾋﾗｲ ﾌｳﾄ

4 8 萩西 35006 福永　一仁(3) ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄｼ 44.63 4 8 広島国泰寺 34011 玉井　晴葵(3) ﾀﾏｲ ﾊﾙｷ 44.48
(山　口) 35003 中村　友紀(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ (広　島) 34001 柳川　瑛太(3) ﾔﾅｶﾞﾜ ｴｲﾀ

35005 藤﨑　優太(3) ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾀ 34012 宇野　剣太(3) ｳﾉ ｹﾝﾀ
35004 石津　星稀(3) ｲｼﾂﾞ ｼｮｳｷ 34013 佐々木　来人(3) ｻｻｷ ﾗｲﾄ

5 4 駒ヶ根赤穂 17009 酒井　隼斗(3) ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 45.26 5 4 海津日新 24010 菱田　隆貴(3) ﾋｼﾀﾞ ﾘｭｳｷ 44.56
(長　野) 17011 鈴木　瑛翔(3) ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ (岐　阜) 24009 水谷　岳夢(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾑ

17010 小林　歩睦(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 24011 水谷　蓮心(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚﾝｼﾝ
17012 日野　要(3) ﾋﾉ ｶﾅﾒ 24002 佐々木　琉羽(3) ｻｻｷ ﾘｭｳ

6 7 北斗浜分 1012 長岡　涼太(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳﾀ 45.44 6 6 武蔵ヶ丘 43013 寺原　大雅(3) ﾃﾗﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 44.85
(北海道) 1010 増川　海斗(3) ﾏｽｶﾜ ｶｲﾄ (熊　本) 43011 志垣　大和(3) ｼｶﾞｷ ﾔﾏﾄ

1013 山本　春樹(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 43012 梅門　空良(3) ｳﾒｶﾄﾞ ｿﾗ
1011 小澤　斗維(3) ｵｻﾞﾜ ﾄｳｲ 43004 西村　侑哉(3) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ

3 日吉 DNS 7 9 見川 8024 沼尻　翔(3) ﾇﾏｼﾞﾘ ｼｮｳ 45.29
(滋　賀) (茨　城) 8025 佐藤　漣(3) ｻﾄｳ ﾚﾝ

8026 中野　佑亮(3) ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ
8027 関　陽人(3) ｾｷ ﾊﾙﾄ

6 長岡東北 DNS 8 3 山代 19012 須谷　惺那(3) ｽﾀﾞﾆ ｾﾅ 45.77
(新　潟) (石　川) 19011 山田　悠斗(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ

19010 山内　佳哉(3) ﾔﾏｳﾁ ｹｲﾔ
19009 奈良本　圭亮(3) ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ

A決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 亀岡
(京　都)

3 東谷山
(鹿児島)

4 咲くやこの花

(大　阪)

5 扇台
(愛　知)

6 木刈
(千　葉)

7 伊東南
(静　岡)

8 余土
(愛　媛)

9 横須賀大津

(神奈川)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.7)不正ｽﾀｰﾄ R2:(TR24.7)ﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽがﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内で完了しなかった（ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ） R8:(TR24.6.3)バトンを落とした地点に戻らず
レース再開



男子　走高跳

日本中学記録(JH)              2m10     境田　　裕之(北海道・春光台)          1986

大会記録(GR)                  2m06     中島　大輔(栃木・皆川)                2010

決　勝　

ｾｷｻﾞｷ ｲﾀﾙ 新　潟 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 12 16014 関崎　至流(3) 長岡西 1m93
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 埼　玉 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ×

1 20 11012 清水　情太郎(3) 上尾大石南 1m93
ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ 奈　良 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 15 29014 上田　優空(3) 田原本北 1m90
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ 神奈川 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 24 14035 髙橋　海吏(3) 綾瀬北の台 1m90
ｲｶﾜ ﾘｸﾄ 三　重 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 10 23015 井川　稜斗(3) 厚生 1m90
ｵｵﾂｶ ﾀｹｼ 福　島 ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

6 28 7012 大柄　武史(3) 本宮第二 1m90
ｵｵｻﾜ ﾉﾌﾞｷ 茨　城 × × ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 11 8019 大澤　伸宰(3) 水戸笠原 1m87
ﾁｪ ｾﾞｳｫﾝ 北海道 ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

8 19 1004 崔　宰原(3) 北見南 1m87
ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ 福　井 ○ ○ ○ × × ×

9 1 20007 小俣　尋人(3) 気比 1m84
ｷｸﾄﾞﾒ ﾚﾝ 鳥　取 ○ ○ ○ × × ×

9 5 31005 菊留　蓮(3) 河北 1m84
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ 静　岡 × ○ × × ○ ○ × × ×

11 3 21027 内山　雄太(3) 浜松中郡 1m84
ﾊｯﾄﾘ ﾊﾙﾄ 大　阪 ○ × ○ × ○ × × ×

12 21 27020 服部　暖大(3) 墨江丘 1m84
ﾜﾀｾ ﾘｮｳｶﾞ 静　岡 ○ × × ○ × ○ × × ×

13 26 21028 渡瀬　諒河(3) 浜松中郡 1m84
ﾉｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 新　潟 ○ ○ × × ○ × × ×

14 16 16013 野内　優太郎(3) 白根第一 1m84
ﾀﾁ ｶｲﾄ 群　馬 ○ × ○ × × ○ × × ×

15 18 10003 館　海斗(3) 並榎 1m84
ﾔﾏｼﾛ ｲﾁｲ 京　都 × × ○ ○ × × ○ × × ×

16 8 26001 山代　壱意(3) 上京 1m84
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾀﾞｲ 香　川 ○ ○ × × ×

17 27 36008 難波　康大(3) 丸亀東 1m81
ｻｻﾊﾗ ｺｳｷ 山　形 × ○ ○ × × ×

18 29 6006 笹原　光稀(3) 福原 1m81
ｳｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 千　葉 × × ○ ○ × × ×

19 25 12014 鵜澤　光佑(3) 船橋大穴 1m81
ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｾｲ 石　川 ○ × ○ × × ×

20 33 19007 稲垣　公生(3) 高岡 1m81
ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 岩　手 ○ × ○ × × ×

20 34 3004 橋本　怜(3) 盛岡河南 1m81
ｸﾂﾅ ｼｭｳｺﾞ 愛　知 × × ○ × ○ × × ×

22 32 22012 沓名　修吾(3) 豊橋東部 1m81
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 山　形 × ○ × × ○ × × ×

23 36 6005 村上　葵(3) 山辺 1m81
ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 群　馬 × × ○ × × ○ × × ×

24 22 10017 森田　大智(3) 宮郷 1m81
ﾌｼﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 岡　山 ○ × × ×

25 4 33006 藤木　俊治(3) 新見第一 1m78
ﾀﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ 青　森 × ○ × × ×

26 13 2008 田端　大和門(3) 八戸三 1m78
ﾐﾔｻﾞｷ ｾﾅ 群　馬 × ○ × × ×

26 35 10018 宮﨑　瀬奈(2) 中之条 1m78
ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 兵　庫 × × ○ × × ×

28 7 28030 神崎　隼人(3) 西脇 1m78
ﾅｶﾓﾄ ﾄﾜ 兵　庫 × × ×

2 28003 中本　飛羽(3) 尼崎武庫東 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 愛　媛 × × ×

6 38010 小林　優介(3) 伊予港南 NM
ｽｽﾞｷ ﾄｳﾀ 福　島 × × ×

9 7013 鈴木　斗大(3) 大槻 NM
ｱｲﾊﾗ ｾﾛﾝ 秋　田 × × ×

14 5007 相原　世龍(3) 秋田西 NM
ｱｻｲ ﾕｳ 千　葉 × × ×

17 12013 浅井　優(3) 松戸五 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m81 1m84 1m87 1m90 1m93 1m96

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m78

凡例  NM:記録なし



男子　走高跳

日本中学記録(JH)              2m10     境田　　裕之(北海道・春光台)          1986

大会記録(GR)                  2m06     中島　大輔(栃木・皆川)                2010

決　勝　

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m81 1m84 1m87 1m90 1m93 1m96

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m78

ｻｲｼﾞｮｳ ﾌｸﾉｽｹ 沖　縄 × × ×

23 47009 西條　福之助(3) 与那国 NM

凡例  NM:記録なし



男子　走高跳

日本中学記録(JH)              2m10     境田　　裕之(北海道・春光台)          1986

大会記録(GR)                  2m06     中島　大輔(栃木・皆川)                2010

決　勝　

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m81 1m84 1m87 1m90 1m93 1m96

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m78

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 岐　阜 × × ×

30 24006 松田　凌真(3) 金山 NM
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 兵　庫 × × ×

31 28006 藤原　大知(3) 天王寺川 NM
ｶﾀﾔﾏ ﾚｵ 大　阪 × × ×

37 27014 片山　怜弦(3) 大阪東淀 NM
ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 大　阪 × × ×

38 27013 福田　和真(3) 大阪菫 NM

凡例  NM:記録なし



男子　棒高跳

日本中学記録(JH)              5m05     古澤　一生(群馬・新町)                2018(i)

日本中学記録(JH)              4m93     古澤　一生(群馬・新町)                2017

大会記録(GR)                  4m77     古澤　一生(群馬・新町)                2017

決　勝　

ｷｼﾓﾄ ﾄﾑ 香　川 － － － － － ○ － × ○

1 4 36003 岸本　都夢(3) 玉藻 － × × ○ × ○ × × × 4m78 GR
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 埼　玉 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

2 20 11006 髙橋　涼哉(3) さいたま片柳 × ○ × × × 4m45
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 愛　知 － － × × ○ × ○ × ○ × ○ － × × ○

3 15 22013 谷口　海斗(3) 猿投 － × × × 4m40
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾐﾂ 石　川 － × ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 10 19008 山本　時来光(3) 野田 4m30
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 三　重 － － ○ ○ × × ○ ○ － × × ×

5 18 23010 田中　大智(3) 多気 4m30
ｸﾗｲ ｾｲｱ 三　重 － － ○ － ○ × ○ × × － ×

6 12 23009 倉井　星碧(3) 城田 4m30
ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ 三　重 － － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

7 25 23011 村田　宇哉(3) 多気 4m30
ﾕｳｷ ｻｸﾄ 宮　崎 － － × ○ － ○ × × ○ － × × ×

8 2 45001 結城　咲翔(3) 木花 4m30
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾄ 三　重 － － ○ × ○ × ○ × × ×

9 30 23013 橋爪　蓮翔(3) 多気 4m20
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 三　重 － × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

10 28 23017 中村　晴音(3) 厚生 4m20
ﾏｴﾅｶ ﾊﾔﾄ 和歌山 ○ － ○ ○ × × ×

11 24 30002 前中　颯斗(3) 近大和歌山 4m10
ﾎｼﾅ ｼﾝﾄ 山　形 ○ ○ ○ ○ × × ×

11 29 6007 保科　心斗(3) 葉山 4m10
ｵｵｸﾞﾛ ｱｲﾄ 群　馬 × × ○ ○ × ○ ○ × × ×

13 9 10010 大黒　愛斗(3) 藤岡西 4m10
ﾆｼﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 三　重 － － ○ × ○ × × ×

14 32 23012 西谷　綾真(3) 多気 4m10
ﾊｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 群　馬 × ○ ○ ○ × ○ × × ×

15 11 10007 羽川　拓希(3) 樹徳 4m10
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 静　岡 ○ － × ○ × × ○ × × ×

16 8 21030 山本　涼雅(3) 湖西新居 4m10
ｷﾉｼﾀ ｶｲﾄ 香　川 ○ ○ ○ × × ×

17 1 36011 木下　凱斗(3) 三豊 4m00
ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳﾀ 東　京 ○ ○ ○ × × ×

17 14 13019 榎本　恭大(3) 八王子二 4m00
ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 奈　良 ○ × ○ ○ × × ×

19 3 29015 長野　董也(3) 田原本北 4m00
ﾉﾛ ﾔﾏﾄ 三　重 ○ － × ○ × × ×

20 23 23014 野呂　大和(3) 伊勢宮川 4m00
ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 千　葉 － ○ × × ×

21 26 12006 鈴木　悠聖(3) 佐原 3m90
ﾅﾍﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 神奈川 ○ × ○ × × ×

22 27 14036 鍋本　諭志(3) 横浜小田 3m90
ｻｲﾉ ﾀｷﾄ 島　根 × × ○ × × ○ × × ×

23 17 32005 斉野　滝叶(3) 出雲河南 3m90
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 大　阪 ○ － × × ×

24 21 27007 田中　悠貴(3) 池田 3m80
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 静　岡 ○ － × × ×

24 22 21029 鈴木　健心(3) 浜松清竜 3m80
ｷﾇｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 鳥　取 × ○ × × ×

26 6 31006 衣笠　慎一(3) 倉吉鴨川 3m80
ﾋﾗｲ ｼﾞﾝ 群　馬 × ○ × × ×

26 7 10011 平井　仁(3) 前橋第七 3m80
ﾊﾏﾉ ﾕｳﾍｲ 岐　阜 × ○ － × × ×

26 13 24008 濱野　雄平(3) 大垣西部 3m80
ｻｲﾄｳ ﾅﾙｷ 群　馬 × × ○ × × ×

29 16 10009 齋藤　成輝(2) 南橘 3m80
ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ 茨　城 × × ×

5 8011 皆川　旺佑(3) 総和南 NM
ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 茨　城 × × ×

19 8020 髙橋　勝哉(3) 土浦四 NM
ｸﾗﾁ ﾘｮｳﾀ 埼　玉 × × ×

31 11005 倉地　崚太(3) さいたま植竹 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m80

4m45

3m90

4m50

4m00

4m78

4m10

5m06

4m20 4m30 4m35 4m40
記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



男子　走幅跳

日本中学記録(JH)              7m40     和田　晃輝(大阪・楠葉西)              2016

大会記録(GR)                  7m22     趙　振(大阪・盾津)                    2013

大会記録(GR)                  7m22     桝田　大輝(群馬・館林一)              2018

決　勝

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾀ ﾕｳﾔ 千　葉

1 12018 坂田　有弥(3) 畑沢
ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ 愛　知

2 22014 宮本　恭伍(3) 大口
ｵｵﾊｼ ｿﾗﾁ 沖　縄

3 47011 大橋　空知(3) うんな
ﾅｶﾉ ｶﾝ 静　岡

4 21031 中野　完(3) 伊豆の国韮山
ﾄﾐﾓﾘ ﾊﾙ 沖　縄

5 47001 富盛　陽(3) 浦西
ｶﾐｺﾞｳﾁ ﾘｸ 東　京

6 13021 上河内　理来(3) 府中八
ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂﾔ 大　阪

7 27015 松田　竜弥(3) 彩都西
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 兵　庫

8 28032 藤本　涼哉(3) 北条
ｷﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 福　島

9 7014 木村　凪冴(3) 郡山第三
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼ 愛　媛

10 38009 渡部　京志(3) 松山南二
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 大　阪

11 27012 橋本　浩太朗(3) 大阪友渕
ｶﾜﾏﾀ ｺｳ 宮　城

12 4004 川又　宏(3) 仙台長町
ｱﾜｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 神奈川

13 14037 淡路　亮介(3) 樽町
ｵｸｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 静　岡

14 21033 奥澤　真(3) 浜松東陽
ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ 三　重

15 23004 村田　陽音(3) 二見
ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 群　馬

16 10008 永吉　優翔(3) 邑楽
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛　知

17 22023 鈴木　惇平(3) 守山東
ﾀｹｵｶ ｾｲｺｳ 千　葉

18 12003 武岡　世航(3) 浦安
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 大　分

19 44002 佐藤　遥生(3) 大分滝尾



男子　走幅跳

日本中学記録(JH)              7m40     和田　晃輝(大阪・楠葉西)              2016

大会記録(GR)                  7m22     趙　振(大阪・盾津)                    2013

大会記録(GR)                  7m22     桝田　大輝(群馬・館林一)              2018

決　勝

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾆｼ ﾘｷ 奈　良

1 29016 岡西　璃輝(3) 王寺南
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 兵　庫

2 28045 長谷川　侑輝(3) 香美香住一
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄﾗ 福　岡

3 40028 田中　秀虎(3) 三潴
ｳｼｼﾞﾏ ｿｳｼﾛｳ 佐　賀

4 41005 牛島　壮司朗(3) 城北
ﾀﾏｷ ﾗｲｷ 鳥　取

5 31007 玉木　來輝(3) 境港第三
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 長　野

6 17011 鈴木　瑛翔(3) 駒ヶ根赤穂
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 広　島

7 34009 林　謙太朗(3) 広島翠町
ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ 千　葉

8 12007 篠田　浩己(3) 小見川
ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 群　馬

9 10013 栁田　聖大(3) 館林第一
ｱｻﾂﾞﾏ ﾀｹﾄ 宮　城

10 4003 浅妻　丈人(3) 多賀城二
ｵｵｲｼﾀﾞ ｿﾗ 福　島

11 7015 大石田　青空(3) 三春
ｲﾁｹﾞ ﾕｳﾄ 茨　城

12 8021 市毛　悠歳(3) 水戸緑岡
ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静　岡

13 21032 成川　倭士(3) 静岡東
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 長　崎

14 42007 山口　遥椰(3) 時津
ｵｸﾞﾘ ｼｮｳﾀ 東　京

15 13020 小栗　昇大(3) 西葛西
ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 滋　賀

16 25011 西川　大貴(3) 栗東西
ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ 大　阪

17 27019 中崎　櫂斗(3) 墨江丘
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ 栃　木

18 9028 渋谷　勇次(3) 大田原



男子　砲丸投(5.000kg)

日本中学記録(JH)             17m85     奥村　仁志(福井・和泉)                2015

大会記録(GR)                 16m72     奥村　仁志(福井・大野和泉)            2015

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｶﾞ ﾀｲﾖｳ 佐　賀

1 41004 古賀　太庸(3) 弘学館
ﾅｶﾞｴ ｼｮｳﾀﾛｳ 和歌山

2 30006 永江　翔太朗(3) 和歌山大成
ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 大　阪

3 27011 村上　翔太(3) 大阪今市
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 宮　城

4 4007 阿部　佑樹(3) 石巻稲井
ｵｵﾊﾀ ｱﾕﾄ 青　森

5 2009 大畑　歩斗(3) 佐井
ﾅｶﾑﾗ ｶｲ 大　分

6 44004 中村　海(3) 東雲
ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 埼　玉

7 11017 石井　敏斗(3) 新座第二
ｲﾏﾑﾗ ｹｲﾔ 愛　知

8 22015 今村　桂也(3) 鎌倉台
ｵｵﾉ ｶｽﾞﾊﾙ 大　阪

9 27022 大野　和晴(3) 墨江丘
ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ 栃　木

10 9031 野口　晴也(3) 若松原
ｲﾘﾌﾈ ﾀｲﾁ 群　馬

11 10016 入船　太一(3) 富士見
ﾎﾝﾀﾞ ﾑｻｼ 長　崎

12 42005 本多　武蔵(3) 国見
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 島　根

14 32006 金沢　夢輝(3) 出雲第一
ｼﾃ ｿｳﾀ 大　阪

15 27027 志手　奏太(3) 月州
ｽｶﾞﾉ ｿｳｷ 東　京

16 13022 菅野　颯輝(3) 八王子二
ﾀﾑﾗ ﾅｷﾞ 新　潟

17 16015 田村　凪(3) 新潟上山
ｲｼｶﾜ ｳｻ 岐　阜

18 24007 石川　潮早(3) 蘇南
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 静　岡

19 21034 小林　巧弥(3) 浜松東陽
ﾄｳﾊﾞﾀ ﾙｲ 三　重

20 23016 東端　流意(3) 厚生
ｱﾗｲ ﾖｼﾀｹ 茨　城

21 8022 新井　克岳(3) 水戸三中
ﾉﾅｶ ﾄﾖﾋﾄ 高　知

22 39010 野中　豊仁(3) 大津
ｲｼｲ ｹﾝｽｹ 秋　田

23 5009 石井　健資(3) 御野場
ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 大　阪

24 27021 アツオビン　アンドリュウ(3) 墨江丘
ｳﾐﾌﾀ ﾚｵ 埼　玉

25 11004 海蓋　恋大(3) さいたま宮原
ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 広　島

26 34010 平井　貴士(3) 東広島豊栄
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大　阪

27 27031 髙橋　雄大(3) 東大阪石切
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 大　阪

28 27010 長谷川　雄琉(3) 上野芝
ﾀﾅｶ ｵｳﾗ 熊　本

29 43008 田中　士生良(3) 益城
ｼﾉｻﾞｷ ｼｾ 栃　木

30 9029 篠崎　侍世(3) 若松原
ﾎｶﾏ ｶﾂｷ 沖　縄

31 47002 外間　勝結(3) 与勝中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 福　島

32 7020 渡邉　拓実(3) 岩代
ｺﾞﾄｳ ｺﾀﾛｳ 大　分

13 44003 後藤　琥太郎(3) 大分大在 DNS

凡例  DNS:欠場



男子　四種競技 110mH(0.914m)

1組 (風:-3.5) 2組 (風:-4.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 石　川 0.191 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 福　島 0.143

1 2 19009 奈良本　圭亮(3) 山代 15.04 845 1 8 7016 高橋　駿士(3) 会津若松第一 14.96 854
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 長　野 0.155 ﾐﾂﾓﾘ ｻｸﾀﾛｳ 宮　崎 0.218

2 4 17001 工藤　優真(3) 野沢 15.68 769 2 2 45006 三森　咲大朗(3) 延岡南 15.59 780
ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ 福　井 0.183 ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 栃　木 0.146

3 5 20008 片山　透也(3) 気比 15.78 758 3 4 9030 神永　昂季(3) 若松原 15.60 778
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 大　阪 0.160 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 富　山 0.209

4 7 27008 池田　健人(3) 池田北豊島 16.12 719 4 5 18003 渡辺　佑希(2) 福光 15.78 758
ﾐｻﾜ ｹﾝｼﾝ 兵　庫 0.148 ｷｸﾀ ﾘｷ 東　京 0.181

5 3 28017 三澤　堅心(3) 二見 16.23 707 5 6 13023 菊田　力輝(3) 恩方 16.00 733
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 長　野 0.179 ｱﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 長　崎 0.163

6 8 17007 村本　琢実(3) 松本山辺 16.53 674 6 3 42008 有川　陽琉(3) 時津 16.35 694
ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 富　山 0.146 ｲｷ ﾂﾊﾞｻ 栃　木 0.195

7 6 18001 吉田　淳暉(3) 清明 16.91 634 7 7 9033 壹岐　翼(3) 瑞穂野 16.67 659

3組 (風:-4.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 新　潟 0.181

1 2 16016 神田　大和(3) 三条大崎 15.63 775
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 岩　手 0.155

2 6 3006 谷口　悠芽(3) 乙部 16.20 710
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 茨　城 0.155

3 5 8023 齋藤　結太(3) 古河第二 16.89 636
ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ 三　重 0.160

4 3 23001 橋本　早右(3) 倉田山 16.91 634
ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾀ 神奈川 0.172

5 4 14038 内山　潤太(2) 横須賀鴨居 16.96 628
ﾖｼｻﾞﾄ ﾚｲ 栃　木 0.158

6 7 9032 吉里　礼(3) 清原 17.80 543
ﾌﾙｺｵﾘ ﾊﾙｲ 山　形 0.137

7 8 6008 古郡　温育(3) 東根第一 18.30 496



男子　四種競技 砲丸投(4.000kg)

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 新　潟

1 1 16016 神田　大和(3) 三条大崎
ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 栃　木

2 4 9030 神永　昂季(3) 若松原
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 大　阪

3 8 27008 池田　健人(3) 池田北豊島
ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 石　川

4 9 19009 奈良本　圭亮(3) 山代
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 長　野

5 6 17007 村本　琢実(3) 松本山辺
ﾐﾂﾓﾘ ｻｸﾀﾛｳ 宮　崎

6 3 45006 三森　咲大朗(3) 延岡南
ｱﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 長　崎

7 7 42008 有川　陽琉(3) 時津
ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ 三　重

8 2 23001 橋本　早右(3) 倉田山
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 茨　城

9 11 8023 齋藤　結太(3) 古河第二
ﾌﾙｺｵﾘ ﾊﾙｲ 山　形

10 5 6008 古郡　温育(3) 東根第一
ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾀ 神奈川

11 10 14038 内山　潤太(2) 横須賀鴨居

1回目 2回目 3回目 記録 得点

13m51 13m61 13m40 13m61 704

13m04 13m35 12m88 13m35 689

12m98 12m55 × 12m98 666

11m65 12m52 12m90 12m90 661

× 11m39 12m39 12m39 630

11m15 11m67 10m83 11m67 586

11m67 10m83 11m10 11m67 586

10m69 11m63 11m55 11m63 584

10m07 10m22 10m43 10m43 512

10m03 9m83 10m33 10m33

478

505

9m88 8m75 9m27 9m88



男子　四種競技 砲丸投(4.000kg)

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 福　島

1 8 7016 高橋　駿士(3) 会津若松第一
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 岩　手

2 2 3006 谷口　悠芽(3) 乙部
ｷｸﾀ ﾘｷ 東　京

3 9 13023 菊田　力輝(3) 恩方
ﾖｼｻﾞﾄ ﾚｲ 栃　木

4 5 9032 吉里　礼(3) 清原
ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ 福　井

5 4 20008 片山　透也(3) 気比
ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 富　山

6 10 18001 吉田　淳暉(3) 清明
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 長　野

7 6 17001 工藤　優真(3) 野沢
ﾐｻﾜ ｹﾝｼﾝ 兵　庫

8 1 28017 三澤　堅心(3) 二見
ｲｷ ﾂﾊﾞｻ 栃　木

9 7 9033 壹岐　翼(3) 瑞穂野
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 富　山

10 3 18003 渡辺　佑希(2) 福光

1回目 2回目 3回目 記録 得点

13m73 13m77 13m42 13m77 714

13m09 13m12 12m75 13m12 675

12m11 11m66 12m95 12m95 664

11m26 10m99 11m15 11m26 562

10m03 10m52 10m95 10m95 543

10m39 10m29 10m62 10m62 523

10m47 9m70 10m33 10m47 514

9m55 10m30 10m47 10m47 514

9m30 9m68 9m72 9m72

443

469

8m39 8m81 9m29 9m29



男子　四種競技 走高跳

1組

ｱﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 長　崎 － － － ○ ○ ○ × ○ ○

1 6 42008 有川　陽琉(3) 時津 × × × 1m78 610

ﾐｻﾜ ｹﾝｼﾝ 兵　庫 ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

2 7 28017 三澤　堅心(3) 二見 1m75 585

ﾐﾂﾓﾘ ｻｸﾀﾛｳ 宮　崎 － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 8 45006 三森　咲大朗(3) 延岡南 1m75 585

ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 石　川 － － － － × ○ × ○ × × ×

4 11 19009 奈良本　圭亮(3) 山代 1m72 560

ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾀ 神奈川 － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 9 14038 内山　潤太(2) 横須賀鴨居 1m72 560

ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ 三　重 － － － ○ ○ × × ×

6 5 23001 橋本　早右(3) 倉田山 1m69 536

ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 栃　木 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 4 9030 神永　昂季(3) 若松原 1m69 536

ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 富　山 ○ × ○ ○ × × ×

8 10 18001 吉田　淳暉(3) 清明 1m63 488

ﾖｼｻﾞﾄ ﾚｲ 栃　木 ○ ○ × ○ × × ×

9 3 9032 吉里　礼(3) 清原 1m63 488

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 長　野 － × ○ × × ×

10 1 17001 工藤　優真(3) 野沢 1m60 464

ｲｷ ﾂﾊﾞｻ 栃　木

2 9033 壹岐　翼(3) 瑞穂野 DNS

1m78
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m60 1m63 1m66 1m69 1m72 1m75
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m57

1m81

凡例  DNS:欠場



男子　四種競技 走高跳

2組

ｷｸﾀ ﾘｷ 東　京 － － － ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

1 2 13023 菊田　力輝(3) 恩方 1m75 585

ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 福　島 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

2 10 7016 高橋　駿士(3) 会津若松第一 1m75 585

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 大　阪 － － － ○ ○ ○ × × ×

3 7 27008 池田　健人(3) 池田北豊島 1m72 560

ﾌﾙｺｵﾘ ﾊﾙｲ 山　形 － － ○ × × ○ × ○ ○ × × ×

4 4 6008 古郡　温育(3) 東根第一 1m72 560

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 岩　手 － － × × ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

5 9 3006 谷口　悠芽(3) 乙部 1m72 560

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 茨　城 ○ ○ ○ ○ × × ×

6 8 8023 齋藤　結太(3) 古河第二 1m66 512

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 長　野 ○ － － × ○ × × ×

7 1 17007 村本　琢実(3) 松本山辺 1m66 512

ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ 福　井 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

8 3 20008 片山　透也(3) 気比 1m66 512

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 富　山 × × ×

5 18003 渡辺　佑希(2) 福光 0 NM
ｶﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 新　潟 － － － － × × ×

6 16016 神田　大和(3) 三条大崎 0 NM

1m78
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m60 1m63 1m66 1m69 1m72 1m75
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m57

凡例  NM:記録なし



男子　四種競技 400m

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 新　潟 0.215 ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ 三　重 0.201

1 3 16016 神田　大和(3) 三条大崎 51.05 767 1 3 23001 橋本　早右(3) 倉田山 52.96 683
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 茨　城 0.203 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 長　野 0.186

2 4 8023 齋藤　結太(3) 古河第二 53.08 678 2 7 17001 工藤　優真(3) 野沢 54.57 616
ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 富　山 0.219 ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾀ 神奈川 0.260

3 5 18001 吉田　淳暉(3) 清明 53.92 643 3 8 14038 内山　潤太(2) 横須賀鴨居 55.38 584
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 富　山 0.226 ﾐｻﾜ ｹﾝｼﾝ 兵　庫 0.190

4 8 18003 渡辺　佑希(2) 福光 54.39 624 4 6 28017 三澤　堅心(3) 二見 55.55 577
ﾌﾙｺｵﾘ ﾊﾙｲ 山　形 0.195 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 長　野 0.185

5 6 6008 古郡　温育(3) 東根第一 54.79 607 5 5 17007 村本　琢実(3) 松本山辺 56.00 559
ﾖｼｻﾞﾄ ﾚｲ 栃　木 0.184 ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ 福　井 0.220

6 7 9032 吉里　礼(3) 清原 56.02 558 6 4 20008 片山　透也(3) 気比 57.32 509

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳｷ 栃　木 0.172

1 7 9030 神永　昂季(3) 若松原 52.88 687
ﾐﾂﾓﾘ ｻｸﾀﾛｳ 宮　崎 0.207

2 9 45006 三森　咲大朗(3) 延岡南 53.20 673
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 福　島 0.162

3 6 7016 高橋　駿士(3) 会津若松第一 53.27 670
ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 石　川 0.260

4 5 19009 奈良本　圭亮(3) 山代 53.27 670
ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 大　阪 0.209

5 3 27008 池田　健人(3) 池田北豊島 53.27 670
ｷｸﾀ ﾘｷ 東　京 0.228

6 4 13023 菊田　力輝(3) 恩方 53.44 663
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 岩　手 0.201

7 8 3006 谷口　悠芽(3) 乙部 55.20 591
ｱﾘｶﾜ ﾋｶﾙ 長　崎 0.173

8 2 42008 有川　陽琉(3) 時津 56.85 527



＜B決勝＞男子　100m

B決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾐｳﾗ ﾄﾓｷ 新　潟

2 16002 三浦　朋来(3) 上越板倉
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 静　岡

3 21002 鈴木　悠大(3) 伊東南
ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ 埼　玉

4 11016 山田　空駕(3) 戸田笹目
ｵｶ ｼｭｳﾏ 三　重

5 23018 岡　秀磨(3) 東員第一
ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 大　阪

6 27009 村松　悦基(3) 茨木養精
ﾂﾁﾔ ﾀｲﾖｳ 静　岡

7 21003 土屋　太陽(3) 富士吉原第一

ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 島　根

8 32001 枝木　蓮(3) 湖南
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川

9 14003 岡村　滉大(3) 日大中

記録



＜B決勝＞男子　200m

B決勝　

(風:-3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｲ ｵｳﾏ 愛　知 0.160

1 6 22002 浅井　央真(3) 萩山 22.94
ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾄ 石　川 0.183

2 8 19001 木下　淑仁(3) 輪島 22.99
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 群　馬 0.193

3 7 10019 小林　洸稀(3) 嬬恋 23.00
ﾋﾖｼ ｼｭｳﾀ 宮　崎 0.201

4 4 45009 日吉　志優汰(3) 延岡南 23.10
ﾎﾘﾀ ﾘｭｳ 秋　田 0.155

5 5 5011 堀田　龍(3) 協和 23.15
ﾓﾘﾀｶ ﾄﾓﾕｷ 兵　庫 0.164

6 3 28039 森高　智之(3) 龍野東 23.27
ｱﾗｷ ｾｲﾔ 福　岡 0.165

7 2 40006 荒木　星哉(3) 横手 23.38
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳﾀ 千　葉

9 12008 柄澤　修太(3) 市川三 DNS

凡例  DNS:欠場



＜B決勝＞男子　400m

B決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ 福　井 0.263

1 4 20009 中村　日琉哉(3) 気比 50.88
ｷｸﾀ ｷｮｳ 神奈川 0.204

2 6 14013 菊田　響生(3) 田島 51.12
ﾀﾌﾞｷ ﾋﾕｳ 熊　本 0.177

3 2 43005 田吹　飛雄(3) 大津北 51.20
ﾀｶｲ ﾕｳﾀ 愛　知 0.193

4 5 22005 髙井　佑太(3) 富貴 51.29
ｻﾄｳ ｶﾂｷ 新　潟 0.163

5 3 16007 佐藤　克樹(2) 新潟六日町 51.30
ﾅｶﾞｲ ﾙｲ 岐　阜 0.216

6 9 24003 永井　琉生(2) 岐阜長森 51.46
ｲｾ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 0.203

7 8 1003 伊勢　稜平(3) 北斗浜分 51.82
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 広　島 0.197

8 7 34003 榊原　哲(3) 広島高取北 52.07



＜B決勝＞男子　800m

B決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｷ 和歌山

1 5 30005 渡辺　敦紀(2) 岩出二 1:55.97
ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ 愛　知

2 4 22007 加納　駿翔(3) 金屋 1:56.06
ｵﾆﾀｹ ﾊﾙﾄ 福　岡

3 6 40009 鬼嶽　悠斗(3) 穂波東 1:56.72
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 長　野

4 7 17004 濱野　大輝(3) 筑摩野 1:57.90
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 三　重

5 8 23006 松山　唯人(3) 赤目 1:58.89
ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ 愛　知

6 3 22009 宮下　颯汰(3) 城北 1:59.23
ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

7 2 31002 大下　智矢(3) 淀江 2:01.25
ｱｻﾇﾏ ﾒｸﾞﾙ 神奈川

8 9 14017 浅沼　盤(3) 平塚山城 2:03.15

ラップ表 400m

ナンバー 17004

記録 56
B決勝



＜B決勝＞男子　110mH(0.914m)

B決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ 宮　崎

2 45004 村上　悠翔(3) 延岡東海
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 神奈川

3 14030 井原　波月(3) 上鶴間中
ﾔﾏﾅｶ ﾅｷﾞﾄ 鳥　取

4 31004 山中　梛斗(3) 境港二
ｱﾀﾞﾁ ｴｲｼﾞ 兵　庫

5 28036 足立　英士(3) 神河
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ 熊　本

6 43004 西村　侑哉(3) 武蔵ヶ丘
ｿﾔﾏ ﾅｵ 大　阪

7 27029 曽山　夏緒(3) 羽曳野誉田
ﾏｴｿﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 大　阪

8 27034 前園　幸伸(3) 八尾龍華
ﾎﾘｲ ﾄﾜ 埼　玉

9 11013 堀井　永遠(3) 草加

記録



＜B決勝＞男子　4X100mR

B決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 寺尾
(群　馬)

3 古川南
(宮　城)

4 城北
(佐　賀)

5 加古川
(兵　庫)

6 熊谷三尻
(埼　玉)

7 石鳥谷
(岩　手)

8 富田
(福　島)

9 延岡南
(宮　崎)



女子　100m

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010

大会記録(GR)                 11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-2.2) 2組 (風:-3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾛｽ ｺﾊﾅｱﾃﾞｨｱ 東　京 0.148 ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 兵　庫 0.190

1 3 13017 ロス　瑚花アディア(3) 世田谷駒沢 12.36 q 1 6 28005 仲埜　心葉(3) 関西学院 12.63 q
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 茨　城 0.151 ｼﾞﾝﾉ ﾘｺ 福　島 0.167

2 9 8001 小松崎　妃紅(3) 鉾田南 12.77 2 4 7011 陣野　莉心(3) 白河第二 12.75
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺｱ 北海道 0.160 ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ 広　島 0.218

3 6 1003 山崎　心愛(2) 音更共栄 12.82 3 2 34001 長門　美佑(3) 東広島中央 13.04
ｴｾﾞ ｱﾏｶ 神奈川 0.196 ﾐﾜ ﾙｷ 愛　知 0.204

4 7 14003 エゼ　アマカ(2) 横須賀久里浜 12.87 4 9 22005 三輪　琉姫(2) 品野 13.19
ﾐｼﾏ ﾐﾕ 埼　玉 0.161 ｵｶﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 愛　知 0.152

5 2 11014 三島　美結(3) 坂戸浅羽野 13.15 5 8 22003 岡田　翠(3) 田原 13.22
ｲﾏｵｶ ﾄｳｺ 大　阪 0.150 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山　梨 0.174

5 5 27002 今岡　澄香(3) 咲くやこの花 13.15 6 3 15001 岩間　彩芽(3) 一宮 13.23
ｽｷﾞﾑﾗ ﾐﾗｲ 徳　島 0.208 ｲｼｸﾞﾛ ｶﾉ 新　潟 0.156

7 1 37004 杉村　望来(1) 石井 13.28 7 5 16001 石黒　果乃(2) 新潟村松桜 13.42
ｷﾖﾀｹ ｱﾔﾉ 福　岡 0.188 ｽｶﾞ ﾕﾉﾝ 群　馬 0.152

8 8 40003 清武　綾乃(2) 筑紫野南 13.37 8 7 10002 須賀　結暖(3) 荒砥 13.49
ｲﾏﾆｼ ﾋｻｷ 茨　城 0.146

9 4 8007 今西　陽咲(3) 並木 13.43

3組 (風:-1.7) 4組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾄｳ ﾘｱ 愛　知 0.146 ﾅｶﾞｼｷﾞ ﾐﾅｷﾞ 京　都 0.161

1 4 22021 佐藤　俐有(3) 田原東部 12.35 q 1 9 26007 長鴫　海凪(3) 京都光華 13.00
ｼﾗ ﾌｧﾝﾀｴﾘｶ 埼　玉 0.144 ﾖｼﾔ ﾕｷﾉ 鹿児島 0.159

2 7 11020 シラ　ファンタ恵理加(3) 埼玉栄 12.63 q 2 7 46003 吉屋　優希乃(2) 国分南 13.16
ｺｳﾉ ﾓﾓ 大　阪 0.152 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 兵　庫 0.164

3 8 27016 河野　桃々(3) 蒲生 12.73 3 2 28011 小林　侑加(3) 神戸長坂 13.21
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｼｬﾏｰﾔﾐｱﾝ 福　岡 0.193 ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ 熊　本 0.146

4 2 40002 ウィリアムズ　シャマーヤ美杏(2) 中村学園女子 12.79 4 5 43004 佐美三　ひなた(2) 出水南 13.25
ｳﾔﾏ ﾘｵ 千　葉 0.141 ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ 徳　島 0.192

5 6 12010 宇山　理央(3) 和名ケ谷 12.84 5 3 37005 大塚　百々花(2) 吉野 13.29
ﾓﾘ ｶﾅﾃﾞ 福　岡 0.156 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｺﾐ 静　岡 0.143

6 9 40004 森　奏(3) 梅林 13.03 6 1 21004 榊原　心美(3) 浜松丸塚 13.41
ﾔｽﾀﾞ ｱﾔｻ 静　岡 0.133 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ 秋　田 0.149

7 3 21002 安田　彩紗(3) 三島北上 13.13 7 4 5001 山本　由菜(3) 大館東 13.46
ｺﾏｷ ﾘﾈ 和歌山 0.136 ﾃﾗｼ ﾘｺ 兵　庫 0.178

8 5 30001 駒木　李音(3) 貴志 13.15 8 6 28004 照　りこ(3) 西宮塩瀬 13.53
ｻﾉ ﾕｳﾘ 静　岡

8 21003 佐野　釉梨(3) 焼津豊田 DNS

5組 (風:-3.2) 6組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄｸﾅｶﾞ ｺｺﾅ 佐　賀 0.153 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 静　岡 0.153

1 8 41001 德永　心奈(3) 唐津鏡 12.58 q 1 5 21001 小針　陽葉(3) 沼津原 12.37 q
ｲｼﾓﾄ ｻｸﾗｺ 福　岡 0.145 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｳ 千　葉 0.151

2 2 40001 石本　桜子(3) 中原 12.70 q 2 8 12012 杉本　心結(3) 幕張西 12.57 q
ｲﾄｳ ﾕｱ 千　葉 0.179 ｼﾐｽﾞ ｱｻﾐ 石　川 0.162

3 3 12003 伊藤　優亜(1) 旭二 12.72 3 4 19001 清水　あさみ(2) 南部 12.70
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｸ 岡　山 0.144 ﾏｴｶﾜ ﾎﾉ 佐　賀 0.169

4 1 33001 原田　美來(3) 玉島北 12.88 4 1 41002 前川　帆乃(3) 浜玉 12.85
ｵｸﾑﾗ ﾊﾙ 山　梨 0.158 ﾜｼﾞｪﾛ ﾘｻ 埼　玉 0.173

5 6 15002 奥村　陽(3) 韮崎東 12.92 5 6 11010 ワジェロ　リサ(3) 桶川東 12.89
ﾌｸｵｶ ｺﾀﾞﾏ 熊　本 0.134 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ 大　分 0.172

6 7 43003 福岡　胡碧(3) 八代第五 12.97 6 2 44001 藤原　千櫻(2) 別府朝日 12.92
ﾂｶﾞﾜ ｱｲ 愛　知 0.154 ｷﾉｼﾀ ﾕｷ 福　井 0.132

7 5 22004 津川　愛依(3) 豊橋東陵 13.01 7 3 20009 木下　ゆき(3) 勝山北部 13.10
ｻｻﾓﾄ ﾊﾅ 愛　媛 0.178 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾅ 東　京 0.137

8 4 38007 笹本　羽奈(3) 肱東 13.23 8 7 13003 小野寺　優奈(3) 八王子由木 13.12
ｳﾉ ﾒｱ 福　井 0.145 ｻﾀｹ ｱｲﾙ 愛　知 0.153

9 9 20008 宇野　恵愛(3) 武生一 13.39 9 9 22006 佐竹　愛琉(2) 豊川西部 13.20

凡例  DNS:欠場



女子　100m

日本中学記録(JH)             11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010

大会記録(GR)                 11.61     土井　杏南(埼玉・朝霞一)              2010

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-3.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 長　野 0.138

1 8 17001 寺平　祈愛(2) 木祖 12.70
ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 東　京 0.170

2 3 13002 藤井　南月子(3) 鴎友学園女 12.92
ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 鳥　取 0.133

3 5 31001 大橋　凜(3) 三朝 13.02
ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ 島　根 0.171

4 9 32002 野田　一葉(3) 瑞穂 13.17
ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ 高　知 0.145

5 2 39003 岡林　沙季(2) 県安芸 13.18
ｻﾄｳ ﾘｵ 大　分 0.149

6 7 44008 佐藤　梨央(2) 大分大在 13.22
ﾔﾏﾈ ﾕﾘﾔ 栃　木 0.137

7 6 9007 山根　優梨耶(3) 赤見 13.29
ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 福　岡 0.155

8 4 40005 森　なつみ(1) 永犬丸 13.38
ｲﾏﾑﾗ ｶﾎ 沖　縄 0.164

9 1 47002 今村　香保(3) 古堅 13.44

A決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ｲｼﾓﾄ ｻｸﾗｺ 福　岡

2 40001 石本　桜子(3) 中原
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 兵　庫

3 28005 仲埜　心葉(3) 関西学院
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｳ 千　葉

4 12012 杉本　心結(3) 幕張西
ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 静　岡

5 21001 小針　陽葉(3) 沼津原
ｻﾄｳ ﾘｱ 愛　知

6 22021 佐藤　俐有(3) 田原東部
ﾛｽ ｺﾊﾅｱﾃﾞｨｱ 東　京

7 13017 ロス　瑚花アディア(3) 世田谷駒沢
ｼﾗ ﾌｧﾝﾀｴﾘｶ 埼　玉

8 11020 シラ　ファンタ恵理加(3) 埼玉栄
ﾄｸﾅｶﾞ ｺｺﾅ 佐　賀

9 41001 德永　心奈(3) 唐津鏡

記録

凡例  DNS:欠場



女子　200m

日本中学記録(JH)             23.99     ハッサン・ナワール(千葉・松戸五)      2019

大会記録(GR)                 24.12     土橋　智花(岩手・見前)                2010

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-4.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｷｻﾞﾜ ﾘｻ 新　潟 0.171 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 大　阪 0.235

1 6 16002 秋澤　理沙(2) 燕吉田 24.62 q 1 3 27004 島田　幸羽(3) 咲くやこの花 25.64 q
ｼﾊﾞﾀ ｱｲﾅ 福　岡 0.201 ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ 東　京 0.204

2 5 40009 柴田　藍名(3) 金武 25.93 q 2 4 13016 ヌワエメ　グレース(3) 世田谷駒沢 26.04
ｻﾄｳ ｷｺ 神奈川 0.188 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山　口 0.177

3 3 14004 佐藤　玖子(3) 海西中 26.14 3 6 35001 久保　瑞乃(3) 萩旭 26.10
ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ 福　岡 0.187 ﾓﾘ ﾅﾎ 愛　知 0.179

4 4 40008 保楊枝　琴乃(3) 筑紫野南 26.14 4 9 22009 森　那帆(3) 古知野 26.72
ｵｵｲｼ ﾕﾂﾞｷ 高　知 0.164 ﾐｼﾏ ﾅﾅ 埼　玉 0.215

5 8 39002 大石　夕月(3) 県安芸 26.47 5 8 11021 三島　菜楠(3) 国際学院 26.72
ｺｲｹ ﾋﾅ 静　岡 0.172 ｳﾁﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ 宮　崎 0.181

6 2 21005 小池　雛(2) 浜松積志 26.53 6 2 45001 内山田　玲(3) 門川 27.14
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ 東　京 0.210 ｲﾏｲ ﾘﾘﾅ 京　都 0.182

7 7 13005 前田　夏歩(2) 八潮学園 26.56 7 7 26006 今井　凛々心(2) 京都光華 27.26
ｵｵﾆｼ ﾋﾅﾘ 奈　良 0.202 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 茨　城 0.174

8 9 29001 大西　陽愛(3) 吉野 27.12 8 5 8008 鈴木　ハナ(3) 下館南 27.38

3組 (風:-4.7) 4組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｸﾆｼ ﾜｶｺ 東　京 0.156 ﾌｸｵｶ ｼｵﾝ 福　岡 0.233

1 3 13001 福西　和香子(3) 府中六 25.60 q 1 6 40006 福岡　梓音(3) 柏原 25.15 q
ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕ 福　岡 0.183 ｻｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 千　葉 0.202

2 5 40007 谷本　実優(3) 苅田 25.93 q 2 4 12018 坂本　渚咲(3) 野田南部 25.39 q
ｷﾀｵ ｺﾊﾙ 三　重 0.210 ﾊｼﾓﾄ ｾﾚｽﾀ 東　京 0.173

3 4 23005 北尾　心映(2) 厚生 26.35 3 5 13004 橋本　天青大(3) 江戸川二之江 25.71 q
ｻﾅﾀﾞ ｱｺ 愛　知 0.202 ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ ｱﾝﾅ 埼　玉 0.207

4 2 22002 眞田　あこ(3) 章南 26.48 4 9 11011 ガムンダニ　晏那(3) 所沢 25.73 q
ﾌｸﾊﾗ ｱﾔﾈ 大　阪 0.156 ﾊﾙｷ ﾚﾅ 埼　玉 0.241

5 7 27023 福原　絢音(3) 清風南海 26.50 5 3 11007 春木　伶菜(3) 朝霞第二 26.18
ｷﾊﾗ ﾏﾘﾅ 宮　崎 0.224 ｲﾄｳ ｱｻ 千　葉 0.199

6 8 45005 木原　万里花(3) 住吉 26.57 6 8 12002 伊藤　麻紗(3) 旭二 26.20
ﾂﾓﾄ ｴｲｶ 滋　賀 0.181 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 大　阪 0.184

7 6 25009 津本　瑛夏(2) 南郷 26.65 7 7 27003 上村　凛子(3) 咲くやこの花 26.23
ｷｼﾞﾏ ﾘﾝ 三　重 0.196 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾉ 徳　島 0.293

8 9 23006 木嶋　鈴(3) 一志 27.13 8 2 37001 古林　凛乃(2) 大麻 27.32

A決勝　

(風:-3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｷｻﾞﾜ ﾘｻ 新　潟 0.165

1 4 16002 秋澤　理沙(2) 燕吉田 24.72
ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 大　阪 0.243

2 9 27004 島田　幸羽(3) 咲くやこの花 25.11
ﾌｸﾆｼ ﾜｶｺ 東　京 0.152

3 5 13001 福西　和香子(3) 府中六 25.34
ﾌｸｵｶ ｼｵﾝ 福　岡 0.245

4 7 40006 福岡　梓音(3) 柏原 25.73
ｻｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 千　葉 0.184

5 6 12018 坂本　渚咲(3) 野田南部 25.84
ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕ 福　岡 0.196

6 1 40007 谷本　実優(3) 苅田 25.90
ﾊｼﾓﾄ ｾﾚｽﾀ 東　京 0.197

7 8 13004 橋本　天青大(3) 江戸川二之江 26.11
ｼﾊﾞﾀ ｱｲﾅ 福　岡 0.204

8 3 40009 柴田　藍名(3) 金武 26.14
ｶﾞﾑﾝﾀﾞﾆ ｱﾝﾅ 埼　玉 0.196

9 2 11011 ガムンダニ　晏那(3) 所沢 26.17



女子　800m

日本中学記録(JH)           2:07.19     高橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

大会記録(GR)               2:07.51     岡田　芽(北海道・上磯)                2009

予　選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｽﾏﾙ ﾅｵ 長　崎 ｴﾗ ﾘｵﾝ 埼　玉

1 8 42001 増丸　奈央(3) 大村 2:15.00 q 1 5 11002 江良　梨音(3) さいたま宮原 2:14.40 q
ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 新　潟 ｻﾜﾀﾞ ｲﾛﾊ 京　都

2 5 16003 髙橋　美空(3) 十日町 2:15.14 q 2 7 26004 澤田　いろは(3) 梅津 2:14.42 q
ｸﾎﾞ ﾘﾝ 和歌山 ｻｶ ﾁﾋﾛ 長　野

3 3 30002 久保　凛(2) 潮岬中 2:15.68 3 4 17003 阪　千都(3) 塩尻広陵 2:15.86
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾎ 京　都 ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ 愛　知

4 2 26001 川上　春歩(3) 京都御池 2:16.44 4 9 22012 内田　詩乃(3) 矢作北 2:15.89
ｵｶﾀﾞ ﾄｵｺ 埼　玉 ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 愛　知

5 7 11003 岡田　透桜子(3) 川口幸並 2:16.78 5 2 22011 野村　美結(3) 春日井西部 2:17.12
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾎ 山　口 ｸﾛﾊﾗ ｻﾂｷ 福　井

6 6 35005 岩本　真歩(2) 周陽 2:17.59 6 3 20007 黒原　さつき(2) 勝山中部 2:18.76
ﾄﾐﾀ ｻﾎ 埼　玉 ﾉｸﾞﾁ ｻｷﾈ 鹿児島

7 4 11004 冨田　紗帆(3) 川口戸塚 2:19.79 7 8 46004 野口　紗喜音(2) 東谷山 2:21.22
ｱﾗｲ ｱﾂﾞｷ 兵　庫 ﾅﾙｹ ﾊﾙｶ 茨　城

8 9 28007 荒井　杏月(3) 伊丹荒牧 2:20.80 8 6 8009 成家　遙花(2) 水戸四 2:25.11

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 熊　本 ﾊﾀ ｶｽﾞｷ 神奈川

1 8 43002 角銅　菜々(3) 熊本出水 2:16.90 1 2 14002 畑　和希(3) 浜須賀 2:13.90 q
ﾏﾂｵｶ ｻｸﾗ 石　川 ﾌｸﾔﾏ ﾕﾅ 大　分

2 6 19002 松岡　さくら(3) 津幡 2:17.18 2 5 44002 福山　友菜(3) 大分滝尾 2:14.42 q
ｳﾉｳ ｱﾝﾘ 岐　阜 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ 山　形

3 9 24001 宇納　杏莉(3) 大垣西部 2:18.73 3 3 6001 柏倉　四季(3) 中山 2:14.69 q
ﾑﾗｾ ﾈﾈﾊ 神奈川 ｶﾈｺ ﾘﾝ 鳥　取

4 7 14001 村瀬　音々羽(3) 横須賀大津 2:19.09 4 8 31002 金子　りん(3) 鳥取桜ヶ丘 2:16.53
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 群　馬 ﾁｮｳ ｽｽﾞﾊ 福　岡

5 1 10001 中村　愛花(3) 中央中等 2:19.30 5 7 40011 長　涼葉(3) 附属福岡 2:17.38
ｵｵｽﾞ ｷｷ 千　葉 ﾅｶﾞﾉ ｱﾐ 兵　庫

6 4 12006 大圖　希々(3) 佐倉根郷 2:19.98 6 6 28015 長野　亜美(3) 稲美 2:17.95
ﾀｶｷ ｻｸﾗ 佐　賀 ｴﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 愛　知

7 5 41003 髙木　咲良(3) 武雄 2:20.01 7 9 22010 江藤　柚葉(3) 刈谷東 2:20.94
ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ 神奈川 ｻｶﾍﾞ ｽｽﾞｺ 福　島

8 2 14005 丸山　あおい(3) 浜 2:21.43 8 4 7009 坂部　涼々子(3) いわき秀英 2:23.32
ﾊﾗ ﾏｲｺ 富　山

9 3 18004 原　舞子(3) 富山西部 2:25.60

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｶﾜ ﾗﾝ 北海道

1 7 1002 石川　蘭(3) 小樽西陵 2:14.22 q
ﾅｶﾑﾗ ｺｺ 京　都

2 4 26005 中村　瑚子(2) 向島秀蓮 2:15.79
ﾑﾗﾏﾂ ｱｶﾈ 愛　知

3 8 22028 村松　杏音(2) 豊橋南部 2:18.77
ｵﾁｱｲ ﾕｷﾅ 群　馬

4 3 10010 落合　優希奈(3) 甘楽 2:19.34
ｶﾅﾓﾘ ｼｴﾅ 福　岡

5 9 40010 金森　詩絵菜(3) 原中央 2:19.65
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｷ 北海道

6 2 1006 渡辺　栞弓(1) 札幌大谷 2:26.20
ｶﾜﾀ ﾄﾓｺ 埼　玉

7 6 11016 川田　倫子(2) 熊谷富士見 2:32.75
ｵｻﾀﾞ ｱﾔｻ 静　岡

8 5 21006 長田　彩沙(3) 御殿場 2:35.53



女子　800m

日本中学記録(JH)           2:07.19     高橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

大会記録(GR)               2:07.51     岡田　芽(北海道・上磯)                2009

A決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ﾗﾝ 北海道

1 4 1002 石川　蘭(3) 小樽西陵 2:11.37
ｴﾗ ﾘｵﾝ 埼　玉

2 6 11002 江良　梨音(3) さいたま宮原 2:13.30
ﾏｽﾏﾙ ﾅｵ 長　崎

3 3 42001 増丸　奈央(3) 大村 2:13.75
ﾊﾀ ｶｽﾞｷ 神奈川

4 5 14002 畑　和希(3) 浜須賀 2:14.26
ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 新　潟

5 2 16003 髙橋　美空(3) 十日町 2:14.33
ﾌｸﾔﾏ ﾕﾅ 大　分

6 7 44002 福山　友菜(3) 大分滝尾 2:15.73
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ 山　形

7 8 6001 柏倉　四季(3) 中山 2:16.59
ｻﾜﾀﾞ ｲﾛﾊ 京　都

8 9 26004 澤田　いろは(3) 梅津 2:17.95

ラップ表 400m

ナンバー 11003

記録 1:05

ナンバー 22012

記録 1:06

ナンバー 19002

記録 1:06

ナンバー 31002

記録 1:07

ナンバー 1002

記録 1:06

ナンバー 1002

記録 1:05
A決勝

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

予　選　5組



女子　1500m

日本中学記録(JH)           4:19.46     福田　有以(兵庫・稲美北)              2010

大会記録(GR)               4:21.00     髙橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

予　選　3組4着＋3

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ 愛　知 ｶﾜﾆｼ ﾐﾁ 福　岡

1 12 22007 林　彩夢(3) 鶴城 4:36.96 Q 1 4 40015 川西　みち(3) 永犬丸 4:34.03 Q
ｲﾏﾆｼ ｻﾖ 千　葉 ｷﾄﾞ ﾉﾉﾐ 福　島

2 6 12017 今西　紗世(3) 八木 4:37.13 Q 2 6 7002 木戸　望乃実(2) 石川 4:34.19 Q
ﾎﾝﾏ ﾐﾕ 福　島 ﾂｶﾓﾄ ﾕｱ 兵　庫

3 9 7012 本馬　心結(3) 湯本第一 4:39.63 Q 3 12 28014 塚本　夕藍(3) 荒井 4:34.92 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 愛　媛 ﾕﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 福　島

4 8 38009 山本　祐希(3) 宇和島城南 4:39.64 Q 4 10 7001 湯田　和未(2) 会津若松第一 4:35.27 Q
ｲﾏｲ ﾕﾂﾞｷ 千　葉 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 兵　庫

5 7 12008 今井　悠月(2) 市原五井 4:39.88 5 2 28016 吉川　菜緒(2) 稲美 4:35.31 q
ｻﾄｳ ﾏﾎ 福　島 ｶﾈｺ ｴﾚﾝ 山　口

6 10 7014 佐藤　舞歩(2) 西郷第二 4:41.27 6 3 35002 金子　瑛怜(2) 高川学園 4:37.51 q
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾐﾚ 福　岡 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅﾃﾞ 愛　知

7 11 40016 馬場　すみれ(2) 玄洋 4:41.85 7 1 22008 杉浦　華夏(2) 西端 4:37.54
ｽｽﾞｷ ﾘｵ 茨　城 ﾜｸﾘ ﾁｱ 山　口

8 15 8010 鈴木　凜皇(3) 中郷 4:43.82 8 15 35004 和久利　千愛(2) 深川 4:40.34
ﾃﾂﾞｶ ﾂﾎﾞﾐ 千　葉 ｽｷﾞﾓﾘ ﾕﾒ 群　馬

9 14 12007 手塚　蕾(2) 佐倉東 4:45.19 9 5 10008 杉森　由萌(2) 中央中等 4:40.73
ｲｹﾉ ｶｲﾘ 兵　庫 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾘ 熊　本

10 3 28012 池野　絵莉(2) 神戸太山寺 4:45.38 10 13 43001 西川　侑里(2) 長洲 4:41.81
ﾓﾘﾀ ｿﾖｶ 長　崎 ｲｿ ﾋﾅﾀ 栃　木

11 2 42002 森田　そよ香(3) 西諫早 4:45.88 11 14 9008 磯　陽向(2) 厚崎 4:43.42
ｽｸﾞﾛ ﾊﾙｶ 静　岡 ｽﾄｳ ｺﾉｱ 群　馬

12 13 21008 勝呂　遥香(3) 裾野東 4:46.18 12 8 10013 須藤　心愛(1) 館林第一 4:48.29
ﾏﾂｼﾏ ﾅﾂｷ 埼　玉 ﾅｶﾐ ｷｻｷ 青　森

13 1 11008 松島　夏希(3) 朝霞第二 4:46.45 13 11 2001 中美　姫咲(3) 田名部 4:48.84
ﾀｼﾛ ﾘﾅｺ 群　馬 ｾｺ ﾅｷﾞｻ 静　岡

14 5 10009 田代　莉奈子(2) 新島学園 4:48.14 14 7 21007 世古　凪沙(3) 町立清水 4:48.85
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 福　岡 ﾊﾗ ｼｵﾘ 兵　庫

15 4 40013 杉本　彩香(3) 曽根 4:52.62 15 9 28006 原　志織(3) 南ひばりガ丘 4:52.86

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾐ 滋　賀

1 12 25007 森谷　心美(3) 立命館守山 4:34.28 Q
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾓﾅ 北海道

2 9 1005 宇都宮　桃奈(1) 登別緑陽 4:34.81 Q
ｲﾄｳ ﾕﾅ 宮　城

3 1 4001 伊藤　夕梛(3) しらかし台 4:35.25 Q
ｵｶﾓﾄ ｻｷ 福　岡

4 10 40012 岡本　彩希(2) 曽根 4:35.54 Q
ﾀﾝﾉ ｾﾅ 福　島

5 15 7013 丹野　星愛(1) 福島大鳥 4:35.83 q
ﾎｷﾔﾏ ﾒｲ 高　知

6 6 39001 穂岐山　芽衣(3) 香長 4:38.55
ｽｽﾞｷ ｼｴﾙ 静　岡

7 5 21010 鈴木　しえる(3) 浜松北浜 4:39.00
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋｵﾘ 福　岡

8 11 40014 永沼　妃織(3) 浅川 4:39.50
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｶ 北海道

9 7 1001 長谷川　采花(2) 遺愛女子 4:40.41
ｲｼｶﾜ ﾏｵ 千　葉

10 14 12004 石川　舞桜(2) 岬 4:41.30
ｵｶﾌｼﾞ ﾐｵ 広　島

11 13 34002 岡藤　美音(3) 廿日市七尾 4:41.93
ｺｲｽﾞﾐ ｻﾅ 群　馬

12 4 10007 小泉　咲菜(3) 伊勢崎第四 4:42.49
ｸﾘﾓﾄ ﾌｳｶ 山　口

13 8 35003 栗本　楓花(3) 国府 4:43.29
ｲｿｻﾞｷ ｺｺﾈ 静　岡

14 3 21009 磯崎　心音(3) 吉田 4:45.45
ｱｶﾊﾞ ﾕｳﾅ 埼　玉

15 2 11012 赤羽　優苗(3) 東松山南 4:55.29



女子　1500m

日本中学記録(JH)           4:19.46     福田　有以(兵庫・稲美北)              2010

大会記録(GR)               4:21.00     髙橋　ひな(兵庫・山陽)                2013

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 愛　媛

1 38009 山本　祐希(3) 宇和島城南
ｲﾏﾆｼ ｻﾖ 千　葉

2 12017 今西　紗世(3) 八木
ﾕﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 福　島

3 7001 湯田　和未(2) 会津若松第一

ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ 愛　知

4 22007 林　彩夢(3) 鶴城
ﾂｶﾓﾄ ﾕｱ 兵　庫

5 28014 塚本　夕藍(3) 荒井
ﾎﾝﾏ ﾐﾕ 福　島

6 7012 本馬　心結(3) 湯本第一
ｶﾜﾆｼ ﾐﾁ 福　岡

7 40015 川西　みち(3) 永犬丸
ｲﾄｳ ﾕﾅ 宮　城

8 4001 伊藤　夕梛(3) しらかし台
ｷﾄﾞ ﾉﾉﾐ 福　島

9 7002 木戸　望乃実(2) 石川
ｶﾈｺ ｴﾚﾝ 山　口

10 35002 金子　瑛怜(2) 高川学園
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾓﾅ 北海道

11 1005 宇都宮　桃奈(1) 登別緑陽
ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾐ 滋　賀

12 25007 森谷　心美(3) 立命館守山
ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 兵　庫

13 28016 吉川　菜緒(2) 稲美
ｵｶﾓﾄ ｻｷ 福　岡

14 40012 岡本　彩希(2) 曽根
ﾀﾝﾉ ｾﾅ 福　島

15 7013 丹野　星愛(1) 福島大鳥

記録

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー 12008 12008 22007

記録 1:09 2:29 3:47

ナンバー 28016 28016 28014

記録 1:09 2:23 3:40

ナンバー 25007 25007 25007

記録 1:09 2:23 3:39

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝



女子　4X100mR

日本中学記録(JH)             47.04     岡　稚奈・福井　有香・稲荷　未来・藤木　志保(和歌山・桐蔭)2019

大会記録(GR)                 47.04     岡　稚奈・福井　有香・稲荷　未来・藤木　志保(和歌山・桐蔭)2019

予　選　6組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 田原東部 22025 佐藤　那有(1) ｻﾄｳ ﾅﾕ 48.83 1 2 筑紫野南 40026 三井　菜緒(2) ﾐﾂｲ ﾅｵ 49.99
(愛　知) 22022 髙津　采里(3) ﾀｶﾂ ｻﾘ q (福　岡) 40003 清武　綾乃(2) ｷﾖﾀｹ ｱﾔﾉ

22024 門間　理莉(2) ﾓﾝﾏ ﾘﾘ 40025 越智　理々花(3) ｵﾁ ﾘﾘｶ
22021 佐藤　俐有(3) ｻﾄｳ ﾘｱ 40008 保楊枝　琴乃(3) ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ

2 9 北斗上磯 1008 橋本　飛香(3) ﾊｼﾓﾄ ｱｽｶ 49.55 2 6 出雲河南 32005 田中　萌香(2) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 50.54
(北海道) 1004 丸山　彩華(2) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ (島　根) 32006 江角　和華(2) ｴｽﾐ ﾜｶ

1009 中谷　玲唯(3) ﾅｶﾔ ﾚｲ 32007 山本　美祐(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
1007 土谷　花織(3) ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 32003 江角　菜子(3) ｴｽﾐ ﾅｺ

3 5 燕吉田 16002 秋澤　理沙(2) ｱｷｻﾞﾜ ﾘｻ 49.76 3 3 明光 8020 國井　佑真(3) ｸﾆｲ ﾕﾏ 50.68
(新　潟) 16008 霜鳥　花(3) ｼﾓﾄﾘ ﾊﾅ (茨　城) 8019 渡辺　華帆(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ

16009 諏訪　莉央(3) ｽﾜ ﾘｵ 8016 長洲　さら(1) ﾅｶﾞｽ ｻﾗ
16010 霜鳥　心里(3) ｼﾓﾄﾘ ｺｺﾘ 8017 海老沢　このみ(2) ｴﾋﾞｻﾜ ｺﾉﾐ

4 4 福大附属 7003 秋山　遥花(3) ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 51.09 4 7 堀川 18010 佐々木　暖心(3) ｻｻｷ ｱｲ 50.95
(福　島) 7005 髙木　杏華(3) ﾀｶｷﾞ ﾓﾓ (富　山) 18008 ンバマ　紗良(3) ﾝﾊﾞﾏ ｻﾗ

7004 寅磐　友里(3) ﾄﾗｲﾜ ﾕﾘ 18009 柳川　美月(3) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ
7006 鎌田　千尋(3) ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 18011 三ヶ島　遥香(2) ﾐｶｼﾏ ﾊﾙｶ

5 7 北上 3004 泉　瑠七(3) ｲｽﾞﾐ ﾙﾅ 51.13 5 5 和歌山城東 30003 田中　美結(2) ﾀﾅｶ ﾐﾕ 51.21
(岩　手) 3006 多田　心春(3) ﾀﾀﾞ ﾐﾊﾙ (和歌山) 30004 竹田　沙紀(3) ﾀｹﾀﾞ ｻｷ

3009 鈴木　志保(1) ｽｽﾞｷ ｼﾎ 30005 森本　琥海(2) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾐ
3008 新田　里穂子(2) ﾆｯﾀ ﾘﾎｺ 30006 辻本　奏音(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾅﾈ

6 6 横浜港南 14012 三枝木　結衣(1) ｻｴｷ ﾕｲ 51.17 6 4 金光学園 33005 瀧本　椰々子(1) ﾀｷﾓﾄ ﾔﾔｺ 51.43
(神奈川) 14014 三橋　優亜(3) ﾐﾂﾊｼ ﾕｳｱ (岡　山) 33006 佐藤　地央(1) ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ

14013 吉田　茜(2) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ 33007 水流　和々花(1) ﾂﾙ ﾅﾅﾊ
14015 三ヶ尻　実悠(2) ﾐｶｼﾞﾘ ﾐﾕｳ 33008 爲房　百恵(2) ﾀﾒﾌｻ ﾓﾓｴ

7 2 河北 31004 増井　海遥(3) ﾏｽｲ ﾐﾊﾙ 51.64 7 8 鯖江市中央 20003 吉村　夢月(3) ﾖｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 51.50
(鳥　取) 31006 松尾　凛歩(2) ﾏﾂｵ ﾘﾎ (福　井) 20004 内田　里菜(3) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ

31007 福田　春乃(1) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾉ 20001 椿原　多恵(3) ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾀｴ
31005 田中　楓(3) ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 20002 渡邉　望友(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ

8 3 普天間 47008 津波古　麻鈴(2) ﾂﾊｺ ﾏﾘﾝ 55.53 8 9 聖徳 25004 小池　珠理(2) ｺｲｹ ｼｭﾘ 51.86
(沖　縄) 47005 下地　春音(2) ｼﾓｼﾞ ﾊﾙﾈ (滋　賀) 25002 若狭　柚花(3) ﾜｶｻ ﾕｳｶ

47004 呉屋　蒼和佳(3) ｺﾞﾔ ｻﾜｶ 25003 冨田　桃那(3) ﾄﾐﾀﾞ ﾓﾓﾅ
47007 内村　友菜(3) ｳﾁﾑﾗ ﾕｳﾅ 25001 田中　瑛美莉(3) ﾀﾅｶ ｴﾐﾘ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 咲くやこの花 27002 今岡　澄香(3) ｲﾏｵｶ ﾄｳｺ 48.55 1 6 阿久根 46009 西園　麻央(2) ﾆｼｿﾞﾉ ﾏｵ 49.15
(大　阪) 27004 島田　幸羽(3) ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ q (鹿児島) 46007 上野　亜暢(2) ｳｴﾉ ｱﾉﾝ q

27003 上村　凛子(3) ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 46006 楠田　ゆうな(1) ｸｽﾀﾞ ﾕｳﾅ
27001 岸本　礼菜(3) ｷｼﾓﾄ ﾚﾅ 46008 髙口　永恋(2) ﾀｶｸﾞﾁ ｴﾚﾝ

2 5 県安芸 39004 岡松　花音(3) ｵｶﾏﾂ ｶﾉﾝ 49.32 2 9 桂萱 10017 荒井　咲輝(3) ｱﾗｲ ｻｷ 49.41
(高　知) 39003 岡林　沙季(2) ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ q (群　馬) 10011 横山　涼葉(3) ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ q

39002 大石　夕月(3) ｵｵｲｼ ﾕﾂﾞｷ 10018 山口　実優(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ
39005 坂口　みなみ(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 10016 荒井　美輝(3) ｱﾗｲ ﾐｷ

3 6 住吉 45007 平川　紗綾(2) ﾋﾗｶﾜ ｻﾔ 49.43 3 4 栃木西 9001 森　さあや(3) ﾓﾘ ｻｱﾔ 50.02
(宮　崎) 45004 久枝　里緒(3) ﾋｻｴﾀﾞ ﾘｵ (栃　木) 9002 藤田　実優(3) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ

45003 河野　咲羽(3) ｶﾜﾉ ｻﾜ 9003 飯村　柚葉(2) ｲｲﾑﾗ ﾕｽﾞﾊ
45005 木原　万里花(3) ｷﾊﾗ ﾏﾘﾅ 9004 覺本　千莉(3) ｶｸﾓﾄ ﾁﾘ

4 7 広島古田 34007 助金　輝咲(3) ｽｹｶﾈ ｷｻｷ 50.02 4 7 小俣 23012 角田　ルビイ(1) ｶｸﾀﾞ ﾙﾋﾞｲ 50.61
(広　島) 34004 島本　優美香(3) ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ (三　重) 23013 西嶋　夏鈴(1) ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾘﾝ

34006 神田　明果(3) ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 23011 西嶋　和奏(2) ﾆｼｼﾞﾏ ﾜｶﾅ
34008 松本　真奈(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 23009 小川　結愛(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

5 4 京都光華 26008 緒方　萌花(2) ｵｶﾞﾀ ﾓｶ 50.16 5 8 三和 8022 中村　友里杏(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ 51.34
(京　都) 26006 今井　凛々心(2) ｲﾏｲ ﾘﾘﾅ (茨　城) 8021 廣田　ひかり(1) ﾋﾛﾀ ﾋｶﾘ

26009 細江　夏和(2) ﾎｿｴ ﾅﾅ 8002 黒川　莉那(3) ｸﾛｶﾜ ﾘﾅ
26007 長鴫　海凪(3) ﾅｶﾞｼｷﾞ ﾐﾅｷﾞ 8004 香取　奈摘(1) ｶﾄﾘ ﾅﾂﾐ

6 9 愛媛大附属 38003 戒能　佐和(3) ｶｲﾉｳ ｻﾜ 50.86 6 3 佐賀香楠 41008 小山田　愛生(3) ｵﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 51.78
(愛　媛) 38006 星野　みらい(2) ﾎｼﾉ ﾐﾗｲ (佐　賀) 41007 新藤　彩乃(3) ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ

38001 鶴井　結莉(3) ﾂﾙｲ ﾕｲﾘ 41009 松田　千慧(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ
38002 黒田　優芽(3) ｸﾛﾀﾞ ﾕﾒ 41010 海老原　もえ(2) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓｴ

7 8 仙台長町 4007 齋藤　真緒(2) ｻｲﾄｳ ﾏｵ 52.20 7 2 周陽 35006 藤村　李魅(3) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾐ 52.34
(宮　城) 4004 佐藤　結芽(3) ｻﾄｳ ﾕﾒ (山　口) 35007 小山　ゆい(2) ｺﾔﾏ ﾕｲ

4008 山本　麻夏(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 35008 重永　楓(3) ｼｹﾞﾅｶﾞ ｶｴﾃﾞ
4006 岩本　蒼夢(3) ｲﾜﾓﾄ ｱﾑ 35010 神田　琴音(2) ｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ

8 2 木太 36001 平井　琶子(3) ﾋﾗｲ ﾜｺ 52.36 8 5 小国 6005 岡　結生(3) ｵｶ ﾕｲ 53.12
(香　川) 36002 荒川　華怜(3) ｱﾗｶﾜ ｶﾚﾝ (山　形) 6004 五十嵐　琉星(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾙﾅ

36006 伊藤　衣織(3) ｲﾄｳ ｲｵﾘ 6006 佐藤　ミリア(3) ｻﾄｳ ﾐﾘｱ
36004 唐渡　礼生奈(3) ｶﾗﾄ ﾚｵﾅ 6008 佐竹　惺(2) ｻﾀｹ ﾋｶﾙ



女子　4X100mR

日本中学記録(JH)             47.04     岡　稚奈・福井　有香・稲荷　未来・藤木　志保(和歌山・桐蔭)2019

大会記録(GR)                 47.04     岡　稚奈・福井　有香・稲荷　未来・藤木　志保(和歌山・桐蔭)2019

予　選　6組0着＋8

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 世田谷駒沢 13018 大村　和(2) ｵｵﾑﾗ ﾆｺ 49.00 1 7 深谷幡羅 11022 伊藤　和奏(2) ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 48.45
(東　京) 13019 藤原　優心(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ q (埼　玉) 11025 墨野倉　千夏(3) ｽﾐﾉｸﾗ ﾁﾅﾂ q

13016 ヌワエメ　グレース(3) ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ 11024 柴崎　千奈(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾅ
13017 ロス　瑚花アディア(3) ﾛｽ ｺﾊﾅｱﾃﾞｨｱ 11023 本木　結萌(2) ﾓﾄｷﾞ ﾕﾒ

2 5 野田南部 12021 杉﨑　光希(2) ｽｷﾞｻｷ ﾐﾂｷ 50.39 2 8 三島北上 21019 今村　好夏(3) ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 48.62
(千　葉) 12019 清水　望生(3) ｼﾐｽﾞ ﾐｳ (静　岡) 21002 安田　彩紗(3) ﾔｽﾀﾞ ｱﾔｻ q

12020 岩間　絢香(2) ｲﾜﾏ ｱﾔｶ 21020 鈴木　愛理(3) ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
12018 坂本　渚咲(3) ｻｶﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 21011 篠原　柚葉(3) ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ

3 2 長崎大附属 42011 本多　和佳(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 50.55 3 2 和田山 28024 橋本　梨菜(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 49.78
(長　崎) 42010 三浦　歌(2) ﾐｳﾗ ｳﾀ (兵　庫) 28025 和田　日向(3) ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾀ

42012 天本　真菜(1) ｱﾏﾓﾄ ﾏﾅ 28023 松村　あかり(3) ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾘ
42009 平野　百葉(3) ﾋﾗﾉ ﾓﾓﾊ 28022 中尾　巴映(3) ﾅｶｵ ﾄﾓｴ

4 7 筒井 2003 神　優吏亜(3) ｼﾞﾝ ﾕﾘｱ 50.86 4 9 大分大在 44005 中山　未結(3) ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 50.39
(青　森) 2006 伊瀬谷　茜(3) ｲｾﾔ ｱｶﾈ (大　分) 44008 佐藤　梨央(2) ｻﾄｳ ﾘｵ

2002 川井　凛花(3) ｶﾜｲ ﾘﾝｶ 44009 阿部　絢音(1) ｱﾍﾞ ｱﾔﾈ
2004 金田　華奈(3) ｶﾈﾀ ｶﾅ 44006 山本　華穂(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ

5 6 式下 29005 田原　美優(2) ﾀﾊﾞﾙ ﾐﾕ 51.06 5 5 大館東 5001 山本　由菜(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ 50.75
(奈　良) 29003 吉田　小晏(3) ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ (秋　田) 5002 日景　玲奈(3) ﾋｶｹﾞ ﾚﾅ

29004 梅本　有利(2) ｳﾒﾓﾄ ﾕﾘ 5003 星宮　由香(3) ﾎｼﾐﾔ ﾕｳｶ
29002 池﨑　愛菜(3) ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 5004 山内　暖姫(3) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙｷ

6 8 韮崎東 15005 鍛治内　優菜(3) ｶｼﾞｳﾁ ﾕｳﾅ 51.48 6 4 熊本出水 43005 前渕　心咲(3) ﾏｴﾌﾞﾁ ﾐｻｷ 50.91
(山　梨) 15007 飯塚　和(3) ｲｲﾂﾞｶ ﾆｺ (熊　本) 43006 蓑田　七海(3) ﾐﾉﾀﾞ ﾅﾅﾐ

15006 石川　渚(3) ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ 43007 田邊　結乃雅(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾉｱ
15002 奥村　陽(3) ｵｸﾑﾗ ﾊﾙ 43010 髙野　季里(2) ﾀｶﾉ ｷﾘ

7 4 緑 19010 稲葉　りの(2) ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ 51.51 7 6 大垣西部 24007 水谷　優希(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｷ 51.01
(石　川) 19007 板谷　心子(3) ｲﾀﾔ ｺｺ (岐　阜) 24003 藤井　菜緒(3) ﾌｼﾞｲ ﾅｵ

19008 丸岡　美優(3) ﾏﾙｵｶ ﾐﾕ 24004 細井　咲希(3) ﾎｿｲ ｻｷ
19005 西内　杏珠(2) ﾆｼｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ 24006 大橋　歩佳(3) ｵｵﾊｼ ﾎﾉｶ

8 9 野沢 17009 川上　珠実(3) ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 51.58 8 3 鳴門市一 37011 黒濱　咲月(2) ｸﾛﾊﾏ ｻﾂｷ 51.78
(長　野) 17008 並木　彩華(2) ﾅﾐｷ ｱﾔｶ (徳　島) 37009 楠　結季(2) ｸｽﾉｷ ﾕｷ

17012 中嶋　杏佳(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 37006 藤村　ななこ(3) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾅｺ
17007 吉田　彩葉(3) ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 37008 濵田　星(3) ﾊﾏﾀﾞ ｱｶﾘ

A決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 県安芸
(高　知)

3 桂萱
(群　馬)

4 三島北上
(静　岡)

5 田原東部
(愛　知)

6 深谷幡羅
(埼　玉)

7 咲くやこの花

(大　阪)

8 世田谷駒沢

(東　京)

9 阿久根
(鹿児島)



女子　走高跳

日本中学記録(JH)              1m87     佐藤　恵(新潟・木戸)                  1981

大会記録(GR)                  1m76     佐藤　恵(新潟・木戸)                  1980

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 岩　手 － － － ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 14 3001 髙橋　美月(3) 城西 1m69
ﾃｼﾏ ｶﾅ 東　京 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

2 11 13010 手島　花奈(3) 八王子椚田 1m69
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｵ 東　京 － × ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 22 13009 宮澤　美桜(3) 八王子二 1m66
ｱｻｲ ｺﾓﾓ 三　重 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 28 23007 淺井　琥桃(3) 伊勢宮川 1m63
ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ 静　岡 ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

5 32 21015 加藤　那奈美(3) 浜松笠井 1m63
ｱｵｷ ﾓｴｶ 埼　玉 ○ ○ ○ ○ × × ×

6 4 11019 青木　萌佳(3) 春日部共栄 1m60
ｷｸﾁ ｻﾔ 神奈川 ○ ○ ○ ○ × × ×

6 8 14010 菊池　彩文(3) 横浜南が丘 1m60
ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾝﾄﾞｳ 京　都 ○ ○ × × ○ ○ × × ×

8 12 26002 松田　りんどう(3) 松尾 1m60
ﾋｵ ﾒｲｱ 富　山 × ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 5 18005 日尾　芽愛(3) 富山北部 1m60
ﾋﾅﾂ ﾏﾅｴ 奈　良 － ○ × ○ × ○ × × ×

9 19 29009 日夏　愛恵(3) 上 1m60
ｿｳﾏ ﾅﾅ 栃　木 ○ × ○ ○ × ○ × × ×

9 30 9009 相馬　七海(3) 西那須野 1m60
ﾀｶﾀ ﾁｶ 大　阪 － － ○ × × ○ × × ×

12 1 27021 高田　知佳(3) 吹田一 1m60
ｻﾄｲ ﾁｻｷ 栃　木 ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

13 2 9010 里井　知咲(3) 陽東 1m60
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 千　葉 ○ ○ ○ × × ×

14 16 12013 林　千尋(2) 船橋旭 1m57
ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ 茨　城 ○ × ○ ○ × × ×

15 24 8005 神永　日向(3) 結城 1m57
ｸﾗﾀ ｺｺﾅ 千　葉 ○ ○ × ○ × × ×

16 20 12014 倉田　心夏(2) 坪井 1m57
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾘ 石　川 ○ × × ○ × ○ × × ×

17 13 19004 山岸　由理(3) 錦城 1m57
ｲﾁﾑﾗ ﾐｻｷ 茨　城 ○ × ○ × × ○ × × ×

18 25 8012 市村　美咲(3) 水戸笠原 1m57
ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝﾅ 岐　阜 × ○ × ○ × × ○ × × ×

19 29 24002 中山　鈴菜(3) 恵那東 1m57
ﾌｼﾞﾀ ｷｴ 滋　賀 ○ ○ × × ×

20 18 25008 藤田　季恵(3) 朝桜 1m54
ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 大　阪 ○ ○ × × ×

20 31 27027 斎藤　水晶(3) 豊中十六 1m54
ｲｽﾞﾐ ｱﾔｶ 徳　島 ○ × ○ × × ×

22 3 37002 泉　彩花(3) 北島 1m54
ﾔﾏﾈ ﾉﾉｶ 宮　城 ○ × ○ － × × ×

22 9 4002 山根　希乃風(3) 仙台二華 1m54
ﾜｶｵ ｿﾗ 鹿児島 ○ × ○ × × ×

22 17 46001 若尾　奏来(3) 城西 1m54
ﾀｶｾ ﾕｳｱ 群　馬 × ○ × × ○ × × ×

25 6 10006 髙瀬　結愛(3) 箕郷 1m54
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ 神奈川 ○ × × ×

26 26 14009 石原　真咲(3) 相　麻溝台中 1m51
ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ 埼　玉 × ○ × × ×

27 10 11017 村山　羽乃(3) 三郷北 1m51
ｲﾄｳ ｻﾕﾐ 兵　庫 × ○ × × ×

27 23 28003 井東　紗弓(3) 瓦木 1m51
ﾋｶﾜ ｶﾅｴ 山　梨 × × ○ × × ×

29 15 15004 樋川　奏映(3) 玉穂 1m51
ｴｽﾐ ﾅｺ 島　根 × × ×

7 32003 江角　菜子(3) 出雲河南 NM
ｸﾎﾞｳﾁ ｱﾔﾉ 宮　城 × × ×

21 4003 窪内　彩乃(3) 仙台青陵 NM
ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾛ 山　梨 × × ×

27 15003 片山　こころ(3) 白根巨摩 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m51 1m72

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m54 1m57 1m60 1m63 1m66 1m69

凡例  NM:記録なし



女子　走幅跳

日本中学記録(JH)              6m20     藤山　有希(神奈川・足柄台)            2016

大会記録(GR)                  6m12     池田　久美子(山形・酒田三)            1995

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ 群　馬 × 5m60 5m56 5m60 5 5m80 5m85 × 5m85
1 19 10005 成澤　柚日(2) 藪塚本町 +4.9 +3.7 +4.9 +2.1 +2.9 +2.9

ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ 埼　玉 × 5m43 5m68 5m68 7 5m66 × 5m75 5m75
2 1 11018 近藤　いおん(3) 三郷彦成 +1.6 +2.6 +2.6 +2.6 +4.3 +4.3

ｷｸｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 沖　縄 5m69 5m32 5m24 5m69 8 5m25 5m27 5m56 5m69
3 31 47001 喜久里　彩吹(3) 東風平 +7.3 +4.5 +3.0 +7.3 +2.3 +3.9 +2.4 +7.3

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ 千　葉 5m51 5m12 5m67 5m67 6 5m59 × 5m51 5m67
4 28 12001 飯島　香撫(3) 旭二 +3.4 +4.6 +3.7 +3.7 +3.2 +2.9 +3.7

ｷﾗ ﾐｻｷ 愛　媛 × 5m58 × 5m58 4 4m90 5m08 5m37 5m58
5 17 38008 吉良　光咲(3) 八幡浜保内 +3.5 +3.5 +2.5 +1.3 +1.6 +3.5

ｲｹｶﾞﾐ ﾙｲ 埼　玉 5m46 5m54 5m54 5m54 2 5m31 5m56 × 5m56
6 12 11006 池上　瑠依(3) 戸田笹目 +5.7 +4.1 +2.3 +4.1 +2.2 +3.4 +3.4

ﾐﾔﾊﾗ ｼﾉ 東　京 5m28 5m32 5m55 5m55 3 × 5m46 5m20 5m55
7 21 13012 宮原　紫乃(3) 慶應 +5.3 +4.7 +5.1 +5.1 +4.7 +4.0 +5.1

ﾊﾗ ﾙｺ 福　岡 5m50 5m53 5m34 5m53 1 5m40 5m42 5m29 5m53
8 7 40021 原　琉心(3) 和白 +2.7 +4.6 +3.1 +4.6 +2.0 +2.4 +3.3 +4.6

ｼｮｳﾑﾗ ﾊﾅ 徳　島 5m44 5m51 × 5m51 5m51
9 30 37003 庄村　花菜(3) 山川 +9.0 +3.1 +3.1 +3.1

ｼﾉﾔﾏ ﾅﾐｺ 神奈川 5m51 5m32 5m31 5m51 5m51
10 26 14011 篠山　那弥子(3) 横浜十日市場 +3.8 +3.6 +2.5 +3.8 +3.8

ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾝ 静　岡 5m51 × 4m69 5m51 5m51
11 24 21017 橋本　詩音(3) 静岡雙葉 +3.1 +4.1 +3.1 +3.1

ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 奈　良 5m50 5m21 5m48 5m50 5m50
12 6 29002 池﨑　愛菜(3) 式下 +4.1 +4.0 +2.3 +4.1 +4.1

ﾀｵﾀ ﾅﾂｷ 千　葉 5m33 5m50 5m39 5m50 5m50
13 27 12011 峠田　夏希(3) 千葉真砂 +3.5 +6.0 +3.7 +6.0 +6.0

ﾔﾏｻｷ ﾘﾘﾔ 兵　庫 5m42 5m46 5m45 5m46 5m46
14 18 28021 山﨑　りりや(3) 洲本五色 +4.0 +3.3 +3.6 +3.3 +3.3

ｽｶﾞﾉ ﾎﾉ 山　形 × 5m45 × 5m45 5m45
15 15 6002 菅野　穂乃(2) 天童第二 +2.0 +2.0 +2.0

ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 長　崎 5m44 × 5m31 5m44 5m44
16 5 42004 松田　晏奈(3) 長崎日大 +3.1 +0.1 +3.1 +3.1

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 東　京 × 5m39 5m40 5m40 5m40
17 10 13011 山田　南(3) 立石 +2.9 +3.7 +3.7 +3.7

ｱﾗｲ ｻﾔｶ 愛　知 5m39 5m36 5m22 5m39 5m39
18 13 22001 新井　沙也加(3) 滝ノ水 +3.1 +3.3 +6.0 +3.1 +3.1

ｶﾈｺ ｱﾙ 長　野 × 5m29 5m25 5m29 5m29
19 16 17005 金子　亜瑠(3) 坂城 +2.7 +2.4 +2.7 +2.7

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁｻｷ 静　岡 × 5m28 × 5m28 5m28
20 4 21018 冨士盛　智咲(3) 浜松曳馬 +5.0 +5.0 +5.0

ｵｷﾞﾉ ﾕｳ 新　潟 5m22 × 4m90 5m22 5m22
21 11 16005 荻野　由侑(2) 小千谷 +2.8 +3.4 +2.8 +2.8

ﾅｶﾉ ﾊﾅﾐ 島　根 × × 5m20 5m20 5m20
22 8 32004 中野　花美(2) 浜田第一 +1.7 +1.7 +1.7

ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 愛　知 5m12 5m15 × 5m15 5m15
23 29 22017 水野　文由里(3) 志段味 +3.8 +2.8 +2.8 +2.8

ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷ 茨　城 × 5m09 5m09 5m09 5m09
24 3 8013 中澤　早紀(3) 水戸笠原 +3.1 +1.6 +3.1 +1.6

ﾏﾂﾀﾞ ｺｺ 佐　賀 4m99 × 5m08 5m08 5m08
25 2 41005 松田　ココ(3) 佐賀大附属 +4.6 +2.6 +2.6 +2.6

ｸﾛｷ ﾅｷﾞｻ 大　分 5m06 5m04 4m99 5m06 5m06
26 14 44004 黒木　凪沙(3) 佐伯鶴谷 +5.7 +1.8 +0.5 +5.7 +5.7

ﾃﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ 福　井 4m54 5m03 × 5m03 5m03
27 25 20010 寺本　栞那(2) 小浜二 +2.8 +3.4 +3.4 +3.4

ﾋｶﾞ ﾁﾋﾛ 沖　縄 × 4m78 4m99 4m99 4m99
28 22 47003 比嘉　千尋(3) 嘉手納 +4.8 +5.7 +5.7 +5.7

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾅ 大　阪 4m61 × × 4m61 4m61
29 9 27005 橋本　侑奈(3) 咲くやこの花 +0.8 +0.8 +0.8

ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ 静　岡 × 3m77 × 3m77 3m77
30 23 21016 大月　花織(3) 御殿場富士岡 +5.1 +5.1 +5.1

ﾂｷｵｶ ｷﾗﾗ 佐　賀

20 41004 月岡　輝楽々(3) 小城 DNS

凡例  DNS:欠場



女子　砲丸投(2.721kg)

日本中学記録(JH)             17m45     奥山　琴未(岡山・上道)                2019

大会記録(GR)                 17m27     奥山　琴未(岡山・上道)                2019

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ 大　阪

1 1 27022 山口　嘉夢(3) 墨江丘 14m24 14m85 14m51 14m85 8 14m61 14m75 13m96 14m85

ｻｶ ﾁﾊﾙ 大　阪

2 23 27028 坂　ちはる(3) 富田林二 14m62 10m73 × 14m62 7 9m17 × 14m67 14m67

ﾉﾓﾄ ﾅﾅ 京　都

3 13 26012 野本　菜々(3) 大住 13m34 13m47 12m87 13m47 5 12m79 12m81 14m02 14m02

ｻｺﾀﾞ ﾒｲｶ 広　島

4 5 34005 迫田　明華(3) 広島瀬野川 13m68 13m50 13m53 13m68 6 13m95 13m40 13m67 13m95

ｵｵｸﾞﾛ ﾚﾝｶ 大　阪

5 6 27017 大黒　恋華(3) 堺金岡南 12m41 13m38 12m56 13m38 3 12m09 13m42 13m25 13m42

ﾏﾕｽﾞﾐ ｶﾎ 東　京

6 18 13013 黛　香帆(3) 三田国際学園 13m05 13m40 12m84 13m40 4 × 12m57 13m15 13m40

ﾆｼﾉ ﾊﾙｶ 大　阪

7 12 27018 西野　晴夏(3) 堺金岡南 13m28 12m04 × 13m28 2 13m07 13m38 12m70 13m38

ﾋﾗｲﾜ ﾘｻ 愛　知

8 24 22018 平岩　里彩(3) 守山 11m89 13m24 12m76 13m24 1 11m76 12m32 12m57 13m24

ｾｺ ﾛｳｻ 三　重

9 15 23004 世古　櫻紗(3) 紀北 13m22 13m14 12m60 13m22 13m22

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ 長　崎

10 30 42005 近藤　湊(3) 南有馬 13m21 × 12m33 13m21 13m21

ﾔﾉ ﾕｲ 奈　良

11 21 29011 矢野　結衣(3) 畝傍 11m39 13m02 13m10 13m10 13m10

ｵﾅｶﾞ ｶﾐ 大　阪

12 16 27013 翁長　華夢(3) 大阪三稜 12m27 13m09 12m96 13m09 13m09

ﾆｼﾄﾞｳ ｺｺﾅ 大　阪

13 26 27024 西堂　心菜(3) 月州 12m84 13m06 × 13m06 13m06

ｶﾜｳﾗ ﾓｴ 群　馬

14 14 10003 川浦　もえ(2) 群馬南 12m20 12m90 × 12m90 12m90

ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ 埼　玉

15 10 11013 川上　風花(3) 富士見台 11m48 12m26 12m72 12m72 12m72

ｸﾄﾞｳ ﾐﾕﾉ 福　岡

16 19 40022 工藤　実幸乃(3) 石峯 12m34 12m70 12m36 12m70 12m70

ｻﾜﾉ ﾚｲﾅ 大　阪

17 28 27029 澤野　玲奈(3) 東大阪枚岡 12m39 12m61 12m26 12m61 12m61

ｲﾄｳ ﾁｲｺ 栃　木

18 7 9011 伊藤　知以子(3) 旭 12m12 12m32 12m22 12m32 12m32

ｵｵﾊｼ ｱｲﾘ 富　山

19 29 18006 大橋　愛莉(2) 高岡西部 12m24 11m46 × 12m24 12m24

ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 大　阪

20 11 27010 鈴木　彩夏(2) 泉ヶ丘東 12m22 11m40 10m82 12m22 12m22

ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘﾝ 愛　知

21 4 22029 川村　茉凛(3) 守山東 12m17 12m03 11m82 12m17 12m17

ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾉ 福　岡

22 27 40023 馬場　莉乙(3) 湯川 12m12 11m95 10m94 12m12 12m12

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 兵　庫

23 3 28013 長谷川　有(2) 志方 × 12m12 11m55 12m12 12m12

ｶﾐﾃﾞ ｾｲｶ 愛　知

24 2 22019 上出　聖華(3) 高蔵寺 11m93 × 12m02 12m02 12m02

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 千　葉

25 9 12009 山下　春花(3) 新松戸南 × 11m11 11m91 11m91 11m91

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾙ 鹿児島

26 20 46005 松元　美春(2) 大川内 11m49 11m88 11m10 11m88 11m88

ｻｸﾗｲ ﾁﾋﾛ 茨　城

27 17 8006 櫻井　千啓(3) 桜・桜川 11m50 11m57 11m87 11m87 11m87

ｲｶﾞﾗｼ ｱｷ 群　馬

28 31 10004 五十嵐　瑛(3) 富士見 11m76 × 11m44 11m76 11m76

ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 奈　良

29 8 29010 桝田　瑛奈(3) 二名 9m86 11m73 × 11m73 11m73

ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 大　阪

30 25 27019 田中　美彩妃(2) 堺金岡南 10m48 11m32 10m12 11m32 11m32

ｵｶﾞﾜ ﾈﾈ 茨　城

31 22 8014 小川　寧々(3) 金砂郷中 10m21 10m02 10m44 10m44 10m44



女子　四種競技 100mH(0.762m)

1組 (風:-4.4) 2組 (風:-3.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾞ ﾅｷﾞ 新　潟 0.138 ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ 大　阪 0.156

1 3 16006 山賀　凪(3) 新潟松代 14.65 888 1 7 27025 福村　和海(3) 月州 14.92 852
ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 愛　知 0.146 ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木 0.157

2 6 22015 寺島　慶(3) 汐路 15.23 811 2 6 9012 石原　南菜(1) 足利二 14.92 852
ｱｶｼ ﾕｳﾅ 東　京 0.200 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂ 石　川 0.138

3 2 13015 明石　侑奈(3) 調布第三 15.36 795 3 9 19003 本多　七(2) 松任 15.13 825
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 岩　手 0.148 ｶｶﾞﾜ ﾒｱｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ 埼　玉 0.154

4 5 3002 吉田　芽生(3) 見前南 15.76 744 4 8 11001 香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) さいたま三室 15.24 810
ｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ 栃　木 0.149 ｻﾉ ｶﾅﾎ 埼　玉 0.254

5 9 9014 清水　忍(3) 若松原 15.83 735 CFS 5 5 11015 佐野　奏歩(3) ふじみ野福岡 15.40 790
ﾕｱｻ ｴﾅ 富　山 0.152 ﾋｻｶ ﾐｻｷ 兵　庫 0.152

6 4 18007 湯浅　咲渚(3) 福光 16.18 692 6 4 28018 日坂　美咲(3) 網干 15.69 753
ｵｶﾀﾞ ｲﾁｶ 富　山 0.157 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 奈　良 0.152

7 8 18002 岡田　一花(2) 雄山 16.44 661 7 3 29012 松田　結菜(3) 桜井西 16.00 714
ﾀﾆｶﾜ ﾊﾙｶ 富　山 0.162 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾉ 京　都 0.197

8 7 18001 谷川　晴香(3) 滑川 16.45 660 8 2 26003 松本　葉音(3) 洛北 16.06 707

3組 (風:-1.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 長　崎 0.121

1 4 42003 井上　みさき(3) 長崎日大 15.28 805
ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ 愛　知 0.140

2 3 22020 髙塚　虹百(3) 岡崎南 15.44 784
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 長　野 0.157

3 5 17004 大森　玲花(2) 芦原 15.73 748
ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ 兵　庫 0.169

4 2 28009 井上　凪紗(2) 神戸北神戸 15.82 736
ｲｻｶ ﾕﾘ 愛　知 0.164

5 8 22027 井坂　優里(2) 長久手南 15.89 728
ﾄﾞﾛﾊﾞｯﾄ ｻﾎ 兵　庫 0.163

6 6 28017 ドロバット　さほ(3) 播磨南 16.51 653
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 茨　城 0.149

7 7 8015 大久保　結菜(3) 古河第二 17.59 532

凡例  CFS:混成競技で１回目に不正ｽﾀｰﾄ



女子　四種競技 走高跳

1組

ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木 － － － － － ○ ○ ○

1 11 9012 石原　南菜(1) 足利二 × ○ ○ × ○ × ○ × × × 1m60 736

ｻﾉ ｶﾅﾎ 埼　玉 － － － － － － － －

2 10 11015 佐野　奏歩(3) ふじみ野福岡 ○ ○ ○ × × × 1m57 701

ｲｻｶ ﾕﾘ 愛　知 － － － ○ ○ ○ ○ ○

3 5 22027 井坂　優里(2) 長久手南 × × ○ ○ × ○ × × × 1m57 701

ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 愛　知 － － － ○ ○ ○ ○ × ○

4 9 22015 寺島　慶(3) 汐路 × ○ × ○ × × × 1m54 666

ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ 大　阪 － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

5 12 27025 福村　和海(3) 月州 × ○ × × × 1m51 632

ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂ 石　川 － － － － ○ ○ × × ○ × × ○

6 7 19003 本多　七(2) 松任 × × ○ × × × 1m51 632

ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 長　崎 － － － ○ ○ ○ ○ ○

7 1 42003 井上　みさき(3) 長崎日大 × × × 1m48 599

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾉ 京　都 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

8 4 26003 松本　葉音(3) 洛北 1m45 566

ﾋｻｶ ﾐｻｷ 兵　庫 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

9 3 28018 日坂　美咲(3) 網干 1m45 566

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 長　野 － － ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

10 6 17004 大森　玲花(2) 芦原 1m42 534

ﾄﾞﾛﾊﾞｯﾄ ｻﾎ 兵　庫 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

11 8 28017 ドロバット　さほ(3) 播磨南 1m39 502

ｵｶﾀﾞ ｲﾁｶ 富　山 × ○ × × ×

12 2 18002 岡田　一花(2) 雄山 1m27 379

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m27

1m51

1m30

1m54

1m33

1m57

1m36

1m60
得点 ｺﾒﾝﾄ

1m39

1m63

1m42 1m45 1m48
記録



女子　四種競技 走高跳

2組

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 茨　城 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 3 8015 大久保　結菜(3) 古河第二 ○ × × ○ × ○ × ○ × × × 1m60 736

ﾔﾏｶﾞ ﾅｷﾞ 新　潟 － － － － － － － －

2 8 16006 山賀　凪(3) 新潟松代 ○ ○ × × ○ × × × 1m57 701

ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ 兵　庫 － － － － － － ○ ○

3 6 28009 井上　凪紗(2) 神戸北神戸 ○ ○ × × × 1m54 666

ｶｶﾞﾜ ﾒｱｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ 埼　玉 － － － － － ○ － ○

4 7 11001 香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) さいたま三室 － × × ○ × × × 1m54 666

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 岩　手 － － － ○ ○ ○ ○ × × ○

5 5 3002 吉田　芽生(3) 見前南 ○ × × × 1m51 632

ｱｶｼ ﾕｳﾅ 東　京 － － － － － × ○ ○ × ○

6 4 13015 明石　侑奈(3) 調布第三 × ○ × × × 1m51 632

ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ 愛　知 － － － ○ ○ ○ × ○ × ○

7 10 22020 髙塚　虹百(3) 岡崎南 × × ○ × × × 1m51 632

ｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ 栃　木 － － － － ○ ○ ○ × × ○

8 2 9014 清水　忍(3) 若松原 × × × 1m48 599

ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 奈　良 － － － ○ ○ × ○ × ○ × × ○

9 1 29012 松田　結菜(3) 桜井西 × × × 1m48 599

ﾀﾆｶﾜ ﾊﾙｶ 富　山 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ×

10 9 18001 谷川　晴香(3) 滑川 1m45 566

ﾕｱｻ ｴﾅ 富　山 ○ × × ×

11 11 18007 湯浅　咲渚(3) 福光 1m27 379

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m27

1m51

1m30

1m54

1m33

1m57

1m36

1m60
得点 ｺﾒﾝﾄ

1m39

1m63

1m42 1m45 1m48
記録



女子　四種競技 砲丸投(2.721kg)

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶｶﾞﾜ ﾒｱｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ 埼　玉

1 4 11001 香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) さいたま三室
ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ 大　阪

2 12 27025 福村　和海(3) 月州
ｱｶｼ ﾕｳﾅ 東　京

3 9 13015 明石　侑奈(3) 調布第三
ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ 愛　知

4 6 22020 髙塚　虹百(3) 岡崎南
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂ 石　川

5 5 19003 本多　七(2) 松任
ｻﾉ ｶﾅﾎ 埼　玉

6 8 11015 佐野　奏歩(3) ふじみ野福岡
ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 長　崎

7 7 42003 井上　みさき(3) 長崎日大
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 茨　城

8 10 8015 大久保　結菜(3) 古河第二
ﾀﾆｶﾜ ﾊﾙｶ 富　山

9 3 18001 谷川　晴香(3) 滑川
ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 奈　良

10 2 29012 松田　結菜(3) 桜井西
ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ 兵　庫

11 1 28009 井上　凪紗(2) 神戸北神戸
ﾔﾏｶﾞ ﾅｷﾞ 新　潟

12 11 16006 山賀　凪(3) 新潟松代 360

374

7m39 6m71 6m68 7m39

421

6m98 7m60 6m81 7m60

495

7m82 8m34 × 8m34

507

9m26 9m48 9m13 9m48

539

8m17 9m36 9m65 9m65

543

10m15 9m42 9m32 10m15

573

10m13 10m20 10m14 10m20

575

9m00 9m72 10m67 10m67

575

10m61 10m70 10m57 10m70

629

10m70 10m64 × 10m70

639

11m01 10m98 11m51 11m51

× × 11m66 11m66

1回目 2回目 3回目 記録 得点



女子　四種競技 砲丸投(2.721kg)

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾞﾛﾊﾞｯﾄ ｻﾎ 兵　庫

1 8 28017 ドロバット　さほ(3) 播磨南
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 岩　手

2 9 3002 吉田　芽生(3) 見前南
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木

3 1 9012 石原　南菜(1) 足利二
ｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ 栃　木

4 6 9014 清水　忍(3) 若松原
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾉ 京　都

5 3 26003 松本　葉音(3) 洛北
ﾋｻｶ ﾐｻｷ 兵　庫

6 2 28018 日坂　美咲(3) 網干
ｲｻｶ ﾕﾘ 愛　知

7 4 22027 井坂　優里(2) 長久手南
ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 愛　知

8 7 22015 寺島　慶(3) 汐路
ｵｶﾀﾞ ｲﾁｶ 富　山

9 11 18002 岡田　一花(2) 雄山
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 長　野

10 5 17004 大森　玲花(2) 芦原
ﾕｱｻ ｴﾅ 富　山

11 10 18007 湯浅　咲渚(3) 福光 424

436

7m40 7m97 8m38 8m38

440

8m57 8m50 8m57 8m57

479

8m63 7m85 8m21 8m63

529

7m99 9m22 8m91 9m22

541

9m93 9m34 10m00 10m00

546

9m82 10m17 9m56 10m17

599

10m06 10m26 9m86 10m26

624

10m87 11m05 11m06 11m06

649

10m99 11m44 11m38 11m44

709

11m42 11m81 10m28 11m81

10m43 12m66 12m73 12m73

1回目 2回目 3回目 記録 得点



女子　四種競技 200m

1組 (風:-2.5) 2組 (風:-1.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ 兵　庫 0.208 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 長　崎 0.160

1 4 28009 井上　凪紗(2) 神戸北神戸 27.37 681 1 5 42003 井上　みさき(3) 長崎日大 25.94 802
ﾕｱｻ ｴﾅ 富　山 0.196 ﾔﾏｶﾞ ﾅｷﾞ 新　潟 0.177

2 8 18007 湯浅　咲渚(3) 福光 28.34 604 2 7 16006 山賀　凪(3) 新潟松代 26.59 746
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 長　野 0.180 ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 愛　知 0.167

3 9 17004 大森　玲花(2) 芦原 28.45 596 3 6 22015 寺島　慶(3) 汐路 27.17 698
ﾀﾆｶﾜ ﾊﾙｶ 富　山 0.241 ﾄﾞﾛﾊﾞｯﾄ ｻﾎ 兵　庫 0.186

4 5 18001 谷川　晴香(3) 滑川 28.63 582 4 9 28017 ドロバット　さほ(3) 播磨南 27.43 676
ｵｶﾀﾞ ｲﾁｶ 富　山 0.207 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾉ 京　都 0.221

5 3 18002 岡田　一花(2) 雄山 28.64 581 5 3 26003 松本　葉音(3) 洛北 27.80 647
ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 奈　良 0.173 ﾋｻｶ ﾐｻｷ 兵　庫 0.177

6 7 29012 松田　結菜(3) 桜井西 28.74 574 6 2 28018 日坂　美咲(3) 網干 28.07 625
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 茨　城 0.157 ｲｻｶ ﾕﾘ 愛　知 0.213

7 6 8015 大久保　結菜(3) 古河第二 29.66 506 7 4 22027 井坂　優里(2) 長久手南 28.36 603
ｼﾐｽﾞ ｼﾉﾌﾞ 栃　木 0.191

8 8 9014 清水　忍(3) 若松原 28.77 571

3組 (風:-3.0)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ 大　阪 0.166

1 5 27025 福村　和海(3) 月州 26.33 769
ｱｶｼ ﾕｳﾅ 東　京 0.222

2 2 13015 明石　侑奈(3) 調布第三 26.66 740
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅ 栃　木 0.169

3 6 9012 石原　南菜(1) 足利二 26.97 714
ｶｶﾞﾜ ﾒｱｼﾎﾟｰﾗﾊｳﾞｨﾘ 埼　玉 0.217

4 7 11001 香川　恵愛シポーラハヴィリ(3) さいたま三室 27.42 677
ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ 愛　知 0.203

5 3 22020 髙塚　虹百(3) 岡崎南 27.42 677
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂ 石　川 0.164

6 8 19003 本多　七(2) 松任 27.99 632
ｻﾉ ｶﾅﾎ 埼　玉 0.290

7 4 11015 佐野　奏歩(3) ふじみ野福岡 28.48 594
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 岩　手 0.170

8 9 3002 吉田　芽生(3) 見前南 29.15 543



女子　100mH(0.762/8.0m)

日本中学記録(JH)             13.56     澤田イレーネ・オギモンギ(東京・調布四)2012

大会記録(GR)                 13.64     中山　璃子(北海道・岩見沢明成)        2017

予　選　9組0着＋8

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島　根 0.141 ﾔﾏﾄ ﾚｲﾅ 愛　知 0.169

1 7 32001 別所　みゆ(3) 出雲大社 14.06 q 1 2 22013 大和　令奈(3) 矢作北 14.32 q
ﾏﾂｷ ｱｲ 富　山 0.144 ﾑﾗﾏﾂ ﾙﾅ 東　京 0.150

2 8 18003 松木　愛結(3) 大沢野 14.50 q 2 7 13006 村松　瑠奈(3) 武蔵野東 14.74
ｺﾅｶﾞﾈ ﾐｵ 岩　手 0.153 ﾐﾉﾜ ｱﾔｾ 千　葉 0.166

3 5 3003 小長根　心桜(3) 大宮 14.59 3 4 12015 箕輪　彩星(3) 東庄 14.94
ｵｶﾓﾄ ｻﾔ 茨　城 0.150 ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静　岡 0.193

4 4 8003 岡本　紗弥(3) 牛久南 15.05 4 9 21013 坂下　茉優(2) 静岡東 15.10
ｷｸﾀ ｱﾔ 愛　知 0.156 ﾀｶﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 広　島 0.136

5 6 22016 菊田　彩(3) 高針台 15.14 5 6 34003 高山　奏(3) 広島五日市 15.15
ｳｴﾆｼ ｸﾙﾐ 大　阪 0.170 ｺｶﾜ ｱｵｲ 三　重 0.140

6 3 27011 植西　くるみ(2) 茨木南 15.34 6 8 23003 粉川　あおい(3) 桜浜 15.16
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長　野 0.146 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｶ 兵　庫 0.178

7 2 17002 矢島　柚那(2) 長峰 15.46 7 5 28002 永井　遼(2) 甲武 15.27
ﾎﾘｴ ｱﾝｼﾞｭ 神奈川 0.213 ﾀｹｳﾁ ｸﾚﾊ 兵　庫 0.152

8 9 14008 堀江　杏樹(3) 川崎西中原 15.61 8 3 28019 竹内　紅葉(3) 神河 16.05

3組 (風:-3.1) 4組 (風:-3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 群　馬 0.124 ﾀﾆﾅｶ ﾃﾝｶ 福　岡 0.144

1 9 10011 横山　涼葉(3) 桂萱 14.56 q 1 9 40018 谷中　天架(3) 八屋 14.15 q
ｵｵｸﾎﾞ ｱｵｲ 大　阪 0.155 ｼﾐｽﾞ ﾐｳ 千　葉 0.152

2 7 27014 大久保　碧(2) 大阪女学院 14.75 2 3 12019 清水　望生(3) 野田南部 14.58
ｸﾛｶﾜ ﾘﾅ 茨　城 0.131 ｷﾅｼ ﾋﾅ 岡　山 0.136

3 4 8002 黒川　莉那(3) 三和 15.10 3 5 33003 木梨　光菜(3) 津山中道 14.68
ﾖｺﾔﾏ ｲﾁｶ 大　阪 0.158 ｶﾄﾘ ﾅﾂﾐ 茨　城 0.150

4 5 27012 横山　一華(3) 大阪生野 15.17 4 8 8004 香取　奈摘(1) 三和 14.77
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 長　野 0.143 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 三　重 0.139

5 6 17006 山口　莉央(2) 裾花 15.36 5 7 23002 増田　優月(3) 緑ヶ丘 15.34
ｽｷﾞﾄｳ ｱｵｲ 愛　知 0.136 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 鹿児島 0.164

6 8 22014 杉藤　葵(3) 美和 15.41 6 2 46002 井上　ハルカ(3) 国分南 15.42
ｱｲﾀﾞ ｴﾘｶ 大　阪 0.144 ｻﾄｳ ﾙｶ 茨　城 0.165

7 2 27015 相田　瑛梨香(3) 大阪西淀 15.67 7 4 8011 佐藤　瑠香(2) 阿見中 15.60
ｶﾄｳ ﾐｻﾄ 神奈川 0.154 ﾜｼﾂﾞｶ ｻﾔ 福　岡 0.176

8 3 14007 加藤　美都(2) 緑が丘中 15.86 8 6 40020 鷲塚　沙耶(3) 大野東 15.78

5組 (風:-2.1) 6組 (風:-2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷｼﾓﾄ ﾚﾅ 大　阪 0.160 ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 静　岡 0.170

1 4 27001 岸本　礼菜(3) 咲くやこの花 14.26 q 1 2 21014 西村　ほの夏(3) 浜松積志 14.13 q
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 北海道 0.162 ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 静　岡 0.142

2 7 1004 丸山　彩華(2) 北斗上磯 14.61 2 5 21011 篠原　柚葉(3) 三島北上 14.15 q
ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 三　重 0.160 ｲ ﾁﾅﾂ 福　岡 0.127

3 3 23001 後藤　杏実(3) 笹川 15.16 3 7 40017 井　千夏(1) 宮ノ陣 14.82
ｺﾆｼ ｻｴ 大　阪 0.145 ｵｵﾓﾄ ﾏﾘ 群　馬 0.152

4 6 27020 小西　沙英(3) 晴美台 15.42 4 8 10012 大本　鞠(3) 前橋東 15.37
ｺｳﾉ ﾀﾏｷ 埼　玉 0.171 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 長　崎 0.127

5 8 11005 河野　珠季(3) 鴻巣赤見台 15.44 5 9 42006 宮﨑　葵唯(3) 島原第一 15.38
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ 静　岡 0.177 ﾀｹｳﾁ ｱｻｶ 奈　良 0.162

6 2 21012 小林　夢花(3) 富士田子浦 15.50 6 4 29008 竹内　朝華(3) 河合第二 15.41
ｸｽﾉｷ ﾅﾅ 滋　賀 0.169 ｳｼｵ ﾋﾛｺ 兵　庫 0.199

7 5 25010 楠　奈那(3) 高穂 15.62 7 3 28020 牛尾　紘子(3) 姫路安室 15.44
ﾋﾗｲ ﾐﾕ 鳥　取 0.137 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ 兵　庫 0.181

8 9 31003 平井　美優(3) 箕蚊屋 15.84 8 6 28008 宮本　愛美(3) 神戸原田 16.42

凡例  DQ:失格 S4:(TR22.6.2)手や体、振り上げ脚の上側でﾊｰﾄﾞﾙを倒した・移動させた



女子　100mH(0.762/8.0m)

日本中学記録(JH)             13.56     澤田イレーネ・オギモンギ(東京・調布四)2012

大会記録(GR)                 13.64     中山　璃子(北海道・岩見沢明成)        2017

予　選　9組0着＋8

7組 (風:-2.7) 8組 (風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｾﾉｵ ﾁｻﾄ 大　阪 0.135 ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾅ 大　分 0.143

1 4 27026 妹尾　千里(3) 豊中十五 14.92 1 7 44003 後藤　若奈(3) 大分上野ヶ丘 14.63
ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾅ 岡　山 0.149 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 長　野 0.137

2 3 33004 高橋　佑奈(2) 竜操 15.26 2 4 17008 並木　彩華(2) 野沢 14.78
ﾖｺｲ ｶｴﾃﾞ 大　阪 0.156 ｲｹ ｸﾙﾐ 新　潟 0.144

3 8 27009 横井　楓(3) 青山台 15.31 3 9 16004 池　来実(2) 小千谷 15.00
ﾋﾀﾞｶ ｱﾔﾊ 埼　玉 0.195 ｵｶﾑﾗ ｻｲｶ 高　知 0.157

4 5 11009 日髙　彩葉(3) 新座第三 15.34 4 6 39010 岡村　彩花(3) 橋上 15.01
ｼﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 広　島 0.151 ﾖｺｾ ﾋﾖﾘ 神奈川 0.160

5 9 34004 島本　優美香(3) 広島古田 15.38 5 2 14006 横瀬　姫由(3) 秦野北 15.23
ｼﾓﾑﾗ ﾏｱｺ 福　岡 0.167 ﾊﾔｼ ｶﾘﾝ 兵　庫 0.172

6 7 40019 下村　麻亜子(3) 宇美 15.52 6 8 28010 林　花鈴(3) 神戸本多聞 15.36
ﾀﾅｶ ﾐｳ 東　京 0.151 ｲﾄｳ ﾘｺ 兵　庫 0.155

7 6 13007 田中　美優(3) 渋谷本町学園 15.69 7 3 28001 伊藤　里子(3) 西宮甲陵 15.46
ﾏｷﾑﾗ ｾｲｱ 東　京 0.152 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾕ 宮　崎 0.135

2 13008 槇村　せいあ(2) 神代 DQ,S4 8 5 45002 神保　美有(3) 吾田 15.52

9組 (風:-2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾘﾔ ｱﾕ 東　京 0.140

1 2 13014 仮屋　愛優(3) 稲城三 14.71
ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 岡　山 0.130

2 6 33002 堀内　ひかり(3) 京山 14.72
ｸｽﾀﾞ ﾕｳﾅ 鹿児島 0.169

3 9 46006 楠田　ゆうな(1) 阿久根 14.83
ｻｶﾀ ﾘﾝ 千　葉 未検出

4 5 12016 坂田　涼音(2) 太田 14.97
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 栃　木 0.157

5 7 9013 山本　実希(3) 足利二 15.37
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 千　葉 0.159

6 4 12005 髙橋　結愛(2) 海上 15.56
ﾐｳﾗ ﾏｵｶ 福　島 0.184

7 8 7010 三浦　真央香(3) 植田東 15.71
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 長　野 0.161

8 3 17007 吉田　彩葉(3) 野沢 15.81

A決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾏﾂｷ ｱｲ 富　山

2 18003 松木　愛結(3) 大沢野
ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 群　馬

3 10011 横山　涼葉(3) 桂萱
ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 静　岡

4 21011 篠原　柚葉(3) 三島北上
ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 島　根

5 32001 別所　みゆ(3) 出雲大社
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 静　岡

6 21014 西村　ほの夏(3) 浜松積志
ﾀﾆﾅｶ ﾃﾝｶ 福　岡

7 40018 谷中　天架(3) 八屋
ﾔﾏﾄ ﾚｲﾅ 愛　知

8 22013 大和　令奈(3) 矢作北
ｷｼﾓﾄ ﾚﾅ 大　阪

9 27001 岸本　礼菜(3) 咲くやこの花

記録

凡例  DQ:失格 S4:(TR22.6.2)手や体、振り上げ脚の上側でﾊｰﾄﾞﾙを倒した・移動させた



＜B決勝＞女子　100m

B決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺｱ 北海道

2 1003 山崎　心愛(2) 音更共栄
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｼｬﾏｰﾔﾐｱﾝ 福　岡

3 40002 ウィリアムズ　シャマーヤ美杏(2) 中村学園女子

ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 長　野

4 17001 寺平　祈愛(2) 木祖
ｲﾄｳ ﾕｱ 千　葉

5 12003 伊藤　優亜(1) 旭二
ｼﾐｽﾞ ｱｻﾐ 石　川

6 19001 清水　あさみ(2) 南部
ｺｳﾉ ﾓﾓ 大　阪

7 27016 河野　桃々(3) 蒲生
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋｲﾛ 茨　城

8 8001 小松崎　妃紅(3) 鉾田南
ｼﾞﾝﾉ ﾘｺ 福　島

9 7011 陣野　莉心(3) 白河第二

記録



＜B決勝＞女子　200m

B決勝　

(風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ 福　岡 0.171

1 6 40008 保楊枝　琴乃(3) 筑紫野南 25.41
ｸﾎﾞ ﾐｽﾞﾉ 山　口 0.166

2 4 35001 久保　瑞乃(3) 萩旭 25.71
ｷﾀｵ ｺﾊﾙ 三　重 0.227

3 2 23005 北尾　心映(2) 厚生 25.73
ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ 東　京 0.208

4 7 13016 ヌワエメ　グレース(3) 世田谷駒沢 25.86
ｲﾄｳ ｱｻ 千　葉 0.220

5 9 12002 伊藤　麻紗(3) 旭二 26.28
ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 大　阪 0.176

6 3 27003 上村　凛子(3) 咲くやこの花 26.39
ｻﾄｳ ｷｺ 神奈川 0.152

7 5 14004 佐藤　玖子(3) 海西中 26.40
ﾊﾙｷ ﾚﾅ 埼　玉 0.173

8 8 11007 春木　伶菜(3) 朝霞第二 26.58



＜B決勝＞女子　800m

B決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 熊　本

1 2 43002 角銅　菜々(3) 熊本出水 2:14.08
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾎ 京　都

2 9 26001 川上　春歩(3) 京都御池 2:14.21
ｸﾎﾞ ﾘﾝ 和歌山

3 5 30002 久保　凛(2) 潮岬中 2:14.31
ﾅｶﾑﾗ ｺｺ 京　都

4 6 26005 中村　瑚子(2) 向島秀蓮 2:14.35
ｵｶﾀﾞ ﾄｵｺ 埼　玉

5 3 11003 岡田　透桜子(3) 川口幸並 2:15.94
ｻｶ ﾁﾋﾛ 長　野

6 4 17003 阪　千都(3) 塩尻広陵 2:16.74
ｶﾈｺ ﾘﾝ 鳥　取

7 8 31002 金子　りん(3) 鳥取桜ヶ丘 2:17.79
ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ 愛　知

8 7 22012 内田　詩乃(3) 矢作北 2:18.68

ラップ表 400m

ナンバー 3002

記録 1:04
B決勝



＜B決勝＞女子　100mH(0.762/8.0m)

B決勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾑﾗﾏﾂ ﾙﾅ 東　京

2 13006 村松　瑠奈(3) 武蔵野東
ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 岡　山

3 33002 堀内　ひかり(3) 京山
ｺﾅｶﾞﾈ ﾐｵ 岩　手

4 3003 小長根　心桜(3) 大宮
ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾅ 大　分

5 44003 後藤　若奈(3) 大分上野ヶ丘

ｼﾐｽﾞ ﾐｳ 千　葉

6 12019 清水　望生(3) 野田南部
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 北海道

7 1004 丸山　彩華(2) 北斗上磯
ｷﾅｼ ﾋﾅ 岡　山

8 33003 木梨　光菜(3) 津山中道
ｶﾘﾔ ｱﾕ 東　京

9 13014 仮屋　愛優(3) 稲城三

記録



＜B決勝＞女子　4X100mR

B決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 栃木西
(栃　木)

3 京都光華
(京　都)

4 和田山
(兵　庫)

5 住吉
(宮　崎)

6 燕吉田
(新　潟)

7 北斗上磯
(北海道)

8 筑紫野南
(福　岡)

9 広島古田
(広　島)


