
2016日本ジュニア室内陸上競技大阪大会

【中学生男子　６０ｍ】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 資格記録
1 松本　昂大(3) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 兵庫 神戸上野中 10.78
2 平野　壮太(3) ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 千葉 茂原冨士見中 10.79
3 吉田　昌平(3) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 京都 大成中 10.87
4 乗松　航輔(3) ﾉﾘﾏﾂ ｺｳｽｹ 兵庫 朝霧中 10.89
5 内海　航大(3) ｳﾁﾐ ｺｳﾀﾞｲ 兵庫 西宮瓦木中 10.89
6 服部　匡恭(3) ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 愛知 冨士中 10.90
7 五十嵐　晴紀(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 富山 富山北部中 10.91
8 川嶋　　陸(2) ｶﾜｼﾏ ﾘｸ 静岡 浜松開誠館中 10.93
9 江川　雅人(3) ｴｶﾜ ﾏｻﾄ 京都 精華西中 10.94
10 高卯　健太郎(3) ﾀｶｳ ｹﾝﾀﾛｳ 広島 福山城北中 10.95
11 軸丸　竜輝(3) ｼﾞｸﾏﾙ ﾘｭｳｷ 大阪 茨木天王中 10.96
12 伊藤　大和(3) ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 滋賀 高穂中 10.97
13 小倉　一心(2) ｵｸﾞﾗ ｲｯｼﾝ 愛知 豊橋南陽中 10.99
14 工藤　光平(3) ｸﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 岡山 倉敷第一中 10.99
15 豊嶋　琉久(3) ﾄﾖｼﾏ ﾘｸ 香川 三豊高瀬中 10.99
16 阿部　寛太(3) ｱﾍﾞ ｶﾝﾀ 大阪 東大阪盾津中 11.00
17 木下　凜太郎(2) ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 福岡 筑紫丘中 11.00
18 熊谷　龍之介(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 秋田 御所野学院中 11.02
19 和田　遼(3) ﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 京都 東輝中 11.04
20 原田　涼平(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 京都 勝山中 11.04
21 片山　卓也(3) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 福井 明倫中 11.05
22 田口　竜也(3) ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 兵庫 尼崎園田東中 11.05
23 伊藤　彰海(3) ｲﾄｳ ﾃﾙﾐ 愛知 阿久比中 11.06
24 吉田　龍誠(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 京都 立命館中 11.09
25 假屋　直幹(3) ｶﾘﾔ ﾅｵｷ 大阪 枚方長尾西中 11.09
26 野上　　翼(3) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 兵庫 姫路豊富中 11.09
27 小見山　泰周(3) ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｼｭｳ 三重 倉田山中 11.10
28 溝口　塁生(2) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾙｲｷ 兵庫 明石野々池中 11.10
29 田中　　聡(3) ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 兵庫 太子東中 11.10
30 山下　竜也(3) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 広島 福山神辺東中 11.10
31 稲毛　　碧(2) ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ 新潟 新潟新潟柳都中 11.11
32 小林　拓未(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 兵庫 西脇南中 11.11
33 佐川　竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取 中山中 11.11
34 中谷　駿介(3) ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 山口 周南周陽中 11.11
35 吉田　絃汰(3) ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 千葉 四街道西中 11.13
36 戸田　健太(3) ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知 安城北中 11.13
37 石神　明人(3) ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 静岡 浜松中郡中 11.14
38 村瀬　大輔(3) ﾑﾗｾ ﾀﾞｲｽｹ 東京 足立十四中 11.15
39 仁泉　大樹(3) ﾆｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 広島 福山神辺中 11.16
40 竹内　璃生(3) ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 石川 北陸学院中 11.18
41 秋月　大典(3) ｱｷﾂｷ ﾀﾞｲｽｹ 京都 東輝中 11.18
42 鈴木　翔也(3) ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 静岡 三島南中 11.19
43 森島　尚紀(3) ﾓﾘｼﾏ ﾅｵｷ 広島 福山中 11.19
44 宮本　光翼(3) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 京都 城南中 11.20
45 岡島　勇心(3) ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ 大阪 交野一中 11.21
46 中島　澪哉(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲﾔ 高知 高知安芸中 11.21
47 宮下　　翼(3) ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 長野 三陽中 11.22
48 豕瀬　友徳(3) ｲﾉｾ ﾄﾓﾉﾘ 大阪 羽曳野峰塚中 11.22
49 坂本　一太(3) ｻｶﾓﾄ ｲｯﾀ 広島 福山神辺中 11.23
50 渡邊　千里(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝﾘ 東京 大田大森八中 11.24
51 角田　　龍(3) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ 奈良 天理南中 11.24
52 村田　浩太朗(3) ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ 三重 多気中 11.25
53 岩﨑　海斗(3) ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 大阪 堺南八下中 11.25
54 松本　侑也(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 兵庫 加古川中 11.26
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55 平田　悠海(3) ﾋﾗﾀ ﾕｳ 大阪 吹田片山中 11.27
56 佐竹　竜昌(3) ｻﾀｹ ﾀﾂﾏｻ 熊本 南小国中 11.27
57 松尾　健永(3) ﾏﾂｵ ｹﾝﾄ 愛知 八王子中 11.29
58 藤井　恒輝(2) ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 大阪 摂津三中 11.29
59 小島　翔大(3) ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 大阪 枚方杉中 11.29
60 藤原　尚也(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ 三重 大木中 11.31
61 熊田　青空(3) ｸﾏﾀ ｿﾗ 山形 鶴岡藤島中 11.34
62 森　　亮輔(3) ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 茨城 佐野中 11.34
63 松本　悠希(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 福井 粟野中 11.35
64 五月女　翔(3) ｻｵﾄﾒ ｶｹﾙ 岐阜 羽島中 11.35
65 小河　優玖(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 三重 神戸中 11.35
66 安田　悠生(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 川西中 11.35
67 増田　祥大(3) ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 山口 下関川中 11.35
68 清水　悠斗(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 東京 多摩中 11.36
69 西村　陽杜(3) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 長野 松本信明中 11.36
70 中村　　純(3) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 大阪 大阪夕陽丘中 11.36
71 濵田　優叶(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 長崎 橘中 11.36
72 那須　千晴(2) ﾅｽ ﾁﾊﾙ 熊本 あさぎり中 11.36
73 横谷　悠斗(3) ﾖｺﾀﾆ ﾕｳﾄ 富山 入善西中 11.37
74 島田　健太郎(2) ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 伊勢宮川中 11.37
75 小原　雅史(3) ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ 埼玉 埼玉栄中 21.92
76 沼尻　優月(3) ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ 埼玉 川口上青木中 22.16
77 高木　悠圭(3) ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 静岡 東海大翔洋中 22.29
78 富沢　亮介(3) ﾄﾐｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 千葉 木更津太田中 22.31
79 田中　太基(3) ﾀﾅｶ ﾀｲｷ 大阪 枚方一中 22.36
80 三浦　励央奈(3) ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 神奈川 川崎東橘中 22.46
81 金谷　将伸(3) ｶﾅﾔ ﾏｻﾉﾌﾞ 千葉 旭二中 22.48
82 山﨑　稔侍(3) ﾔﾏｻｷ ﾈﾝｼﾞ 千葉 白井七次台中 22.48
83 白井　遊戯(3) ｼﾗｲ ﾕｳｷﾞ 千葉 君津中 22.53
84 天野　伊織(3) ｱﾏﾉ ｲｵﾘ 広島 府中緑ヶ丘中 22.53
85 門脇　　陸(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 島根 松江第四中 22.58
86 伊藤　大知(3) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岐阜 大垣上石津中 22.59
87 熊井　裕人(3) ｸﾏｲ ﾕｳﾄ 埼玉 川越霞ヶ関東中 22.65
88 濱口　虎汰郎(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 三重 文岡中 22.67
89 明石　昂樹(3) ｱｶｼ ｺｳｷ 埼玉 久喜中 22.71
90 西山　遥斗(3) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 三重 一身田中 22.71
91 谷村　風真(3) ﾀﾆﾑﾗ ﾌｳﾏ 大阪 関西創価中 22.73
92 吉岡　海央(3) ﾖｼｵｶ ｶｲｵｳ 熊本 八代三中 22.78
93 齊藤　栄輝() ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡山 SPE 22.85
94 山本　壱成(3) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 三重 南勢中 22.86
95 笠井　勇飛(2) ｶｻｲ ﾕｳﾋ 静岡 東海大翔洋中 22.87
96 神津　杏輔(3) ｺｳｽﾞ ｷｮｳｽｹ 栃木 高根沢阿久津中 22.91
97 瀬川　竜平(3) ｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 東京 五日市中 22.91
98 竹尾　晃太郎(3) ﾀｹｵ ｺｳﾀﾛｳ 東京 東京成徳大中 22.94
99 石井　皓貴(3) ｲｼｲ ｺｳｷ 京都 同志社中 22.94
100 秋山　海渡(3) ｱｷﾔﾏ ｶｲﾄ 大阪 交野三中 22.94
101 木村　　稜(2) ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 京都 宮津中中 22.96
102 原川　浩太朗(2) ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山口 山口白石中 22.96
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【中学生男子　８００ｍ】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 島﨑　昇汰(3) ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 福岡 前原中 1:56.26
2 藤原　悠帆(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾎ 兵庫 明石衣川中 1:57.18
3 中倉　啓敦(3) ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知 神の倉中 1:57.26
4 鵜澤　葉月(3) ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 千葉 大網白里増穂中 1:57.61
5 大月　勇典(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ 兵庫 尼崎小園中 1:58.00
6 鶴本　大晴(3) ﾂﾙﾓﾄ ﾀｲｾｲ 兵庫 川西中 1:58.30
7 佐々木　塁(2) ｻｻｷ ﾙｲ 岩手 盛岡河南中 1:58.81
8 嘉無木　悟(3) ｶﾑｷ ｻﾄﾙ 愛知 大府中 1:59.05
9 森田　彪我(3) ﾓﾘﾀ ﾋｭｳｶﾞ 京都 東宇治中 1:59.76
10 渡辺　史弥(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 大阪 豊中一中 1:59.84
11 松嶋　　陸(3) ﾏﾂｼﾏ ﾘｸ 兵庫 姫路灘中 2:00.10
12 中島　滉貴(3) ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取 鳥取桜ヶ丘中 2:00.15
13 片井　宏哉(3) ｶﾀｲ ﾋﾛﾔ 兵庫 洲本五色中 2:00.17
14 小瀬　幹大(3) ｺｾ ﾐｷﾋﾛ 埼玉 川口芝東中 2:00.38
15 花井　秀輔(3) ﾊﾅｲ ｼｭｳｽｹ 愛知 吉田方中 2:00.45
16 岡本　楓賀(3) ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶﾞ 兵庫 加古川中 2:00.46
17 庭月野　颯汰(3) ﾆﾜﾂｷﾉ ｿｳﾀ 兵庫 西脇中 2:00.47
18 小林　達哉(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東京 練馬三原台中 2:00.50
19 西川　魁星(3) ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 群馬 太田中 4:00.16
20 鈴木　創士(3) ｽｽﾞｷ ｿｳｼ 静岡 浜松日体中 4:04.92
21 大塚　陸渡(2) ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ 三重 暁中 4:06.29
22 関　　蒼人(3) ｾｷ ｱｵﾄ 群馬 太田中 4:06.75
23 梅谷　康太(3) ｳﾒﾀﾆ ｺｳﾀ 千葉 千葉千城台西中 4:07.68
24 長岡　京汰(3) ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ 山口 萩東中 4:07.76
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【中学生男子　６０ｍH】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 遠所　勇歩(3) ｴﾝｼﾞｮ ﾕｳﾎ 島根 松江第四中 14.21
2 阿部　龍斗(3) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 福岡 下山門中 14.23
3 森田　翔音(3) ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ 大阪 大阪玉出中 14.25
4 吉田　潤平(3) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知 滝中 14.28
5 寺町　達也(3) ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡山 総社ｳｨﾝｸﾞ 14.29
6 天岳　直樹(3) ｱﾏｵｶ ﾅｵｷ 東京 足立十四中 14.35
7 木村　友哉(3) ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 栃木 宇都宮若松原中 14.40
8 嶋野　一輝(3) ｼﾏﾉ ｶｽﾞｷ 静岡 浜松湖東中 14.42
9 重松　凱人(3) ｼｹﾞﾏﾂ ｶｲﾄ 福岡 戸ノ上中 14.43
10 小林　亮太(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 広島 広島観音中 14.44
11 迫田　悠仁(3) ｻｺﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 大阪 茨木養精中 14.45
12 山下　　歩(3) ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾑ 大阪 枚方長尾中 14.55
13 長谷川　迅平(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取 鳥取中ノ郷中 14.57
14 可児　将大(3) ｶﾆ ｼｮｳﾀ 岐阜 向陽中 14.63
15 佐藤　魁星(3) ｻﾄｳ ｶｲｾｲ 大阪 咲くやこの花中 14.69
16 久保田　倖輔(2) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 兵庫 播磨南中 14.69
17 藤原　　誉(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾏﾚ 兵庫 西脇南中 14.70
18 志賀　優晟(3) ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 埼玉 岸中 14.72
19 渋谷　勇斗(3) ｼﾌﾞﾔ ﾊﾔﾄ 宮崎 久峰中 14.72
20 田中　陸登(3) ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ 岡山 味野中 14.73
21 森澤　翔尉(2) ﾓﾘｻﾜ ｼｮｳｲ 岐阜 中津川坂本中 14.77
22 古谷　新太(3) ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 三重 伊勢宮川中 14.78
23 牧　　健斗(3) ﾏｷ ｹﾝﾄ 静岡 浜松曳馬中 14.79
24 弓岡　竜治(3) ﾕﾐｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 静岡 磐田竜洋中 14.80
25 神原　大地(3) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾁ 大阪 茨木東雲中 14.80
26 竹之下　潤(3) ﾀｹﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝ 宮崎 三股中 14.81
27 安井　　弦(3) ﾔｽｲ ｹﾞﾝ 三重 一志中 14.82
28 松森　史晃(3) ﾏﾂﾓﾘ ﾌﾐｱｷ 熊本 天草本渡中 14.84
29 野澤　　宰(3) ﾉｻﾞﾜ ﾂｶｻ 東京 多摩和田中 14.85
30 荒東　佑弥(3) ｱﾗﾄｳ ﾕｳﾔ 兵庫 伊丹荒牧中 14.85
31 塩見　健人(3) ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡山 倉敷東陽中 14.87
32 蔭山　竜介(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 愛知 江南古知野中 14.89
33 山村　恵斗(3) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ 大阪 東大阪石切中 14.91
34 梶谷　正弥(3) ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾔ 福岡 高須中 14.91
35 堀本　　薫(3) ﾎﾘﾓﾄ ｶｵﾙ 大阪 茨木東雲中 14.94
36 宮井　拓夢(2) ﾐﾔｲ ﾀｸﾑ 大阪 大阪我孫子南中 14.96
37 久保田　竜成(3) ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 神奈川 横浜笹下中 14.98
38 浅尾　一成(3) ｱｻｵ ｶｽﾞﾅﾘ 兵庫 加古川平岡中 14.98
39 横山　雄大(3) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 徳島 美馬中 15.03
40 新垣　大輝(3) ｱﾗｶｷ ﾀﾞｲｷ 埼玉 西武学園文理中 15.05
41 小浜　琉聖(3) ｺﾊﾏ ﾘｭｳｾｲ 神奈川 川崎東橘中 15.05
42 大渡　光輝(3) ｵｵﾜﾀﾘ ﾐﾂｷ 東京 滝野川紅葉中 15.06
43 鍋元　慶次(2) ﾅﾍﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ 神奈川 川崎橘中 15.07
44 重倉　海大(3) ｼｹﾞｸﾗ ﾐｸﾄ 大阪 大阪新北野中 15.08
45 藤井　翔太(3) ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 福井 粟野中 15.11
46 中藤　立紀(3) ﾅｶﾌｼﾞ ﾘﾂｷ 大阪 大阪我孫子南中 15.12
47 宮嵜　将之介(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾉｽｹ 千葉 千葉真砂中 15.13
48 山岸　　武(3) ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹﾙ 東京 あきる野西中 15.13
49 渡部　奏人() ﾜﾀﾍﾞ ｶﾅﾄ 東京 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 15.13
50 村本　壮大(3) ﾑﾗﾓﾄ ｿｳﾀ 熊本 熊本東町中 15.16
51 星井　駿佑(3) ﾎｼｲ ｼｭﾝｽｹ 岐阜 美濃加茂西中 15.17
52 田中　稜貴(3) ﾀﾅｶ ｲｽﾞｷ 兵庫 尼崎小田北中 15.18
53 穴井　昇太郎(3) ｱﾅｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡 横代中 15.18
54 渡邉　壮一郎(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡山 岡山藤田中 15.19
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【中学生男子　棒高跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 平川　　巧(3) ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾐ 静岡 森旭が丘中 4m51
2 森本　和也(3) ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 奈良 片塩中 4m40
3 田中　悠貴(3) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 三重 多気中 4m40
4 石川　星河(3) ｲｼｶﾜ ｾｲｶﾞ 山形 村山葉山中 4m35
5 小野　海斗(3) ｵﾉ ｶｲﾄ 岡山 岡山興除中 4m30
6 斉藤　陽斗(3) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 岡山 岡山興除中 4m30
7 德永　優樹(3) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 奈良 郡山南中 4m30
8 菊地　悠太(3) ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 福島 二本松岩代中 4m30
9 鈴木　快生(3) ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ 静岡 浜松南陽中 4m21
10 山口　竜平(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾍｲ 三重 玉城中 4m20
11 小林　拓己(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 群馬 前橋芳賀中 4m20
12 宮内　敦史(3) ﾐﾔｳﾁ ｱﾂｼ 山形 酒田一中 4m20
13 山本　竜也(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 群馬 中之条中 4m20

【中学生男子　走幅跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 藏田　源貴(2) ｸﾗﾀ ｹﾞﾝｷ 愛知 愛教大附名中 7m08
2 野中　　楓(3) ﾉﾅｶ ｶｴﾃﾞ 兵庫 加古川中 6m93
3 近藤　蒼依(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 新潟 柏崎東中 6m88
4 宮﨑　諒也(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾔ 千葉 佐倉東中 6m84
5 加藤　　楓(3) ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ 神奈川 川崎東橘中 6m81
6 長澤　拓輝(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸｷ 三重 城田中 6m80
7 長島　　光(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｶﾙ 岐阜 中津川坂本中 6m76
8 藤本　大輝(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 大阪 枚方さだ中 6m73
9 近藤　大生(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 広島 福山神辺東中 6m71
10 松村　尚輝(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 京都 南城陽中 6m71
11 廣瀬　雅幸(3) ﾋﾛｾ ﾏｻﾕｷ 岐阜 大垣西部中 6m67
12 尾上　泰暉() ｵﾉｴ ﾀｲｷ 奈良 鴻ﾉ池SC中 6m66
13 堀口　龍生(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 滋賀 守山北中 6m66
14 中野　裕仁(3) ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ 愛知 武豊中中 6m64
15 信藤　来也() ﾉﾌﾞﾄｳ ﾗｲﾔ 三重 J&E久居中 6m63
16 松岡　晃輝(3) ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ 東京 板橋志村一中 6m63
17 仲田　貴宣(3) ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 静岡 浜松曳馬中 6m62
18 永瀧　聡士(3) ﾅｶﾞﾀｷ ｻﾄｼ 長崎 長崎大附属中 6m61
19 和田　晃輝(2) ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 大阪 枚方楠葉西中 6m61
20 松本　　陸(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 長野 諏訪上諏訪中 6m61
21 齋藤　優太(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 千葉 船橋芝山中 6m60
22 秋山　航太(3) ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 大阪 交野三中 6m58
23 入江　梓臣(3) ｲﾘｴ ｼｵﾝ 福岡 河東中 6m57
24 荒谷　修平(3) ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 広島 東広島高屋中 6m57
25 福田　竜大(3) ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 奈良 榛原中 6m56
26 御木　太画(3) ﾐｷ ﾀｲｶﾞ 神奈川 浜・田奈中 6m56
27 本多　　龍(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳ 東京 小平三中 6m55
28 江川　公基(3) ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ 埼玉 草加谷塚中 6m55


