
ﾄﾗｯｸ審判長 吉田　秀志
跳躍審判長 平本　　徹
投擲審判長 平本　　徹

【開催日】 2012年8月25日 記録主任： 高橋　　靖
【主催団体】 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/25 5年男子  -0.7 小出  大(5) 12.95 矢口  航大(5) 13.37 流石  皐太郎(5) 13.51 服部  元軌(5) 13.55 宇野  隼輝(5) 岡  山･五福AC 13.70 中島  大輔(5) 13.79 根路銘  太希(5) 13.80

１００ｍ 神奈川･横浜AC 北海道･美幌陸上少年団 千  葉･八積AC 福  岡･福岡ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 加藤  伊織(5) 秋  田･JAC-A 和歌山･GOBOｸﾗﾌﾞ 沖  縄･伊江ｽﾎﾟ少
 8/25 6年男子  -0.1 筧田  涼介(6) 12.23 吉岡  海央(6) 12.42 五十嵐  晴紀(6) 12.43 平野  壮太(6) 12.47 佐々木  琉人(6) 12.51 石橋  光輝(6) 12.56 丸子  聖矢(6) 12.64 森本  颯太(6) 12.68

１００ｍ 埼  玉･春日部陸友少年 熊  本･Maedaｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 富  山･豊田ｸﾗﾌﾞ 千  葉･豊田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 秋  田･西目ｱｽﾘｰﾄ 長  崎･真崎小DK 山  形･山五ﾁｰﾀｰｸﾗﾌﾞ 福  島･白河第一
 8/25 男子   0.0 寺町  達也(6) 12.01 森    辰好(6) 12.18 南保  陸駆(6) 12.25 吉田  潤平(6) 12.27 岩泉  拓真(6) 12.38 中川  賢斗(6) 12.63 宮島  良斗(6) 12.71 古見  飛博(6) 12.94

８０ｍＨ 岡  山･岡山市Jr陸上ｸ 三  重･川越町陸上少年 富  山･針原AC 岐  阜･美濃加茂Jr陸上 茨  城･城西ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 香  川･神田ｸﾗﾌﾞ 静  岡･千代田AC 沖  縄･豊見城JRC
 8/25 荒内  大知(6) 1.48 大関  克歩(6) 栃  木･佐野SAC 1.45 堀江  利治(6) 福  井･味真野 1.40 佐藤  碩生(6) 1.40 斉藤  結太(6) 1.40

走高跳 青  森･致遠ｸﾗﾌﾞ 根岸  琉冴(6) 群  馬･高崎市陸上競技 恒石  楓太(6) 高  知･野市JAC 千  葉･白井ｱｽﾚﾁｯｸ 福  島･高坂かやの木
土井  幹太(6) 秋  田･子吉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 中村  陵太(6)

北海道･黒松内陸上少年

 8/25 福地  貴斗(6) 5.33(+0.3) 宮﨑  諒也(6) 5.31(-1.0) 千田  優真(6) 5.28(+0.3) 小藤  嵐(6) 5.24(+0.7) 四方  大介(6) 5.18(-0.7) 野口  航平(6) 5.18(+0.7) 加納  楓斗(6) 4.99(-0.4) 竹之内  智貴(6) 4.96(-0.8)

走幅跳 沖  縄･石垣島AC 千  葉･白銀陸上ｸﾗﾌﾞ 岩  手･飯豊ｸﾗﾌﾞ 岡  山･本郷ｸﾗﾌﾞ 京  都･豊里ｸﾗﾌﾞ 徳  島･鳴門KACｽﾎﾟ少 高  知･野市JAC 鹿児島･かのやFSCｼﾞｭﾆｱ
 8/25 田島  大輝(6) 80.04 上原  敦己(6) 78.58 梶原  輝史(6) 78.32 宍戸  満(6) 77.95 横井内  祐生(6) 75.72 勝田  海斗(6) 74.63 佐藤  優(6) 73.67 藤井  駿介(6) 73.63

ソフトボール投 長  野･日義TFC 沖  縄･城岳ｸﾗﾌﾞ 岡  山･芳泉SK 島  根･頓原ｸﾗﾌﾞ 岩  手･軽米ｸﾗﾌﾞ 香  川･観音寺南ｸﾗﾌﾞ 福  島･醸芳TC 熊  本･三ﾂ川AC
 8/25 千  葉･船橋陸上ｸﾗﾌﾞ      49.10 愛  知･安城Jr陸上ｸﾗﾌﾞ      50.14 北海道･函館CRS       50.53 岡  山･倉敷Jr陸上ｸ      50.66 大  阪･ひらかたKSC      50.76 新  潟･上越はねうまｸ      50.93 島  根･出雲陸上教室      51.41 滋  賀･長浜市陸上教室      51.75

４×１００ｍ 岩崎  隼也(6) 朝倉  拓海(6) 田澤  琉(6) 飯田  隼人(5) 富野  翔大(6) 柴山  光(6) 中島  竜紀(6) 宮本  拓哉(6)
福田  岬(6) 松下  隆之介(6) 菅井  慧(6) 中田  龍馬(6) 小島  翔大(6) 徳永  真人(6) 平岡  紀彦(6) 児玉  龍樹(6)
安永  雄貴(6) 戸田  健太(6) 札内  航(6) 塩見  健人(6) 上原  拓馬(6) 和久井  駿也(6) 三原  康平(6) 澤    大地(6)
川嶋  丈遥(6) ﾀﾞﾆｴﾙ河内(6) 森    周志(6) 工藤  光平(6) 松永  侑樹(6) 南雲  大地(6) 今岡  爽(6) 大森  悠矢(6)

※ 男子80mH予選での大会記録 　寺町  達也(岡  山･岡山市Jr陸上ｸ)     11.71(+0.3)

(GR:大会新) 女  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/25 5年女子  +1.5 田村  純菜(5) 13.37 町井  愛海(5) 13.49 浅井  咲来(5) 13.74 竹崎  郁乃(5) 13.76 山内  七海(5) 13.81 下田  稚奈(5) 14.06 清水  羽菜(5) 14.09 河合  紅瑠美(5) 14.19

１００ｍ 長  野･坂城JAC GR 北海道･北斗浜分陸上 秋  田･釈迦内AC 愛  知･安城Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 宮  城･宮崎ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島･ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 東  京･KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 福  島･白河第二
 8/25 6年女子  -0.7 錦織  彩夢(6) 13.11 成田  萌(6) 13.14 玉置  菜々子(6) 13.19 鈴木  聖菜(6) 13.23 米重  美紅(6) 13.36 吉川  理香子(6) 13.37 加藤  萌々花(6) 13.53 鈴木  麻悠香(6) 13.54

１００ｍ 島  根･出雲陸上教室 秋  田･綴子ﾗﾝﾅｰｽﾞ 北海道･札幌TAC 静  岡･浜松河輪AC 愛  知･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 三  重･ゆめが丘RC 香  川･大野原ｸﾗﾌﾞ 東  京･武蔵野東AC
 8/25 女子  +1.0 西尾  明日香(6) 12.48 馬場  彩帆(6) 12.62 四村  かなで(6) 12.78 梶木  菜々香(6) 12.79 蜷川  真未(6) 12.80 永瀬  彩(6) 12.86 久米  杏奈(6) 13.10 佐藤  りな(6) 13.15

８０ｍＨ 岐  阜･恵峰Jr陸上ｸﾗﾌﾞ 静  岡･三島陸上Jrｸﾗﾌﾞ 北海道･函館深堀陸上ｸ 栃  木･TOJ 愛  知･成岩SC陸上 東  京･ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 徳  島･藍ﾗﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 宮  城･登米ｸﾗﾌﾞ
 8/25 新保  伽奈(6) 1.41 池知  朋美(6) 1.38 片山  真希(6) 1.38 熊谷  奈保(6) 1.35 吉村  麻希(6) 1.35 片山  知佳(6) 山  形･千歳ﾊﾞﾚｰｽﾎﾟ少 1.30 中澤  梨南(5) 1.30

走高跳 新  潟･上越はねうまｸ 高  知･野市JAC 岡  山･荏原ｸﾗﾌﾞ 岩  手･江釣子ｸﾗﾌﾞ 栃  木･那須陸上ｸﾗﾌﾞ 川口  遥(6) 千  葉･白山陸上ｸﾗﾌﾞ 埼  玉･藤塚陸上ｸﾗﾌﾞ
天野  由惟(6)
兵  庫･南大津ｸﾗﾌﾞ

 8/25 山崎  百華(6) 5.15(+1.3) 河上  葵(6) 4.80(+2.1) 田中  杏奈(6) 4.79(-0.9) 宮崎  沙弥香(6) 4.77(+0.7) 奥村  ほのか(6) 4.67(0.0) 髙橋  萌(6) 4.65(+1.3) 大橋  会莉(5) 4.60(+0.5) 松浦  優花(6) 4.56(+1.6)

走幅跳 長  崎･村松陸上ｸﾗﾌﾞ GR 岡  山･中山一心 大  阪･ひらかたKSC 北海道･松前陸上少年団 静  岡･千代田AC 栃  木･東光ｽﾎﾟ少 埼  玉･上尾ｼﾞｭﾆｱ陸上 兵  庫･大部ｸﾗﾌﾞ
 8/25 髙重  映理(6) 68.72 岩井  芹菜(6) 66.61 髙田  爽矢(6) 65.68 今井  明日香(6) 65.44 間地  里緒奈(6) 63.92 内藤  なつ美(6) 62.61 飯島  澄香(6) 60.51 小松  聖華(6) 59.96

ソフトボール投 福  岡･福岡ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 京  都･下鳥羽ｸﾗﾌﾞ 愛  知･成岩SC陸上 新  潟･魚沼JTFC 岡  山･荏原ｸﾗﾌﾞ 千  葉･浦安ｼﾞｭﾆｱAC 長  野･城北陸上ｸﾗﾌﾞ 石  川･高浜ｸﾗﾌﾞ
 8/25 東  京･府中AC       52.53 北海道･十勝陸上ｸﾗﾌﾞ      52.58 静  岡･下田敷根JC      52.76 栃  木･TOJ       52.96 宮  崎･延岡ｼﾞｭﾆｱ      52.98 愛  知･安城Jr陸上ｸﾗﾌﾞ      53.01 大  阪･玉島白川陸上部      53.41 岡  山･岡山市Jr陸上ｸ      53.91

４×１００ｍ 土屋  生吹(6) 菊地  ひかり(6) 村山  愛果(6) 吉見  彩花(6) 柳田  芽亜(6) 宮川  愛海(6) 山本  光菜里(6) 蓮井  玲乃(6)
吉野  里奈(6) 小玉  葵水(6) 村山  鈴果(6) 福田  奈央(6) 川崎  有彩(6) 浅岡  陽名(6) 山田  真由(6) 森元  瑠菜(6)
篠    亜矢奈(6) 長﨑  叶和子(6) 木村  凪沙(6) 川井  利恵(6) 北林  爽(6) 池田  美琴(6) 早川  佑奈(6) 木下  夢奈(6)
広沢  優美(6) 臼井  文音(6) 中村  舞(6) 鈴木  ありさ(6) 甲斐  菜奈(6) 成瀬  汐七(6) 大山  ゆりか(6) 楢崎  桃花(6)

※ 5年女子１００ｍ予選での大会記録 　町井  愛海(北海道･北斗浜分陸上)     13.32(+0.8)


