
 男子100m 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 10.68 162 藤井　清雅 ﾌｼﾞｲ ｾｲｶﾞ 男子 3 06 千　葉 君津

2 10.71 28 千田　海人 ﾁﾀﾞ ｶｲﾄ 男子 3 05 岩　手 花巻

3 10.77 20 水野　琉之介 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 3 05 青　森 青森浦町

4 10.85 344 中川　敬貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｷ 男子 3 05 滋　賀 中主

5 10.88 36 星　　颯人 ﾎｼ ﾌｳﾄ 男子 3 05 宮　城 仙台宮城野

6 10.90 570 阿部　廉 ｱﾍﾞ ﾚﾝ 男子 3 06 大　分 碩田学園

7 10.91 552 中川　穂泉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾎｽﾞﾐ 男子 3 05 長　崎 吉井

8 10.94 284 森川　皓喜 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｷ 男子 3 05 静　岡 浜松北浜

8 10.94 553 達木　英弥 ﾀﾂｷ ﾋﾃﾞﾔ 男子 3 05 長　崎 桜馬場

10 10.98 137 大野　俊介 ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 男子 3 05 埼　玉 日高高萩

10 10.98 419 松宮　武蔵 ﾏﾂﾐﾔ ﾑｻｼ 男子 3 05 奈　良 片塩

12 10.99 138 細矢　大翔 ﾎｿﾔ ﾄﾜ 男子 3 05 埼　玉 越谷栄進

12 10.99 139 秋谷　優斗 ｱｷﾔ ﾕｳﾄ 男子 3 05 埼　玉 宮代百間

12 10.99 380 徳廣　匡祇 ﾄｸﾋﾛ ﾏｻｼ 男子 3 05 大　阪 大阪蒲生

15 11.00 226 岩舩　遙信 ｲﾜﾌﾈ ﾊﾙﾉﾌﾞ 男子 3 05 新　潟 上越教育大附

16 11.01 8 山内　翔馬 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾏ 男子 3 05 北海道 旭川緑が丘

16 11.01 359 甲斐　日翔 ｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 京　都 東輝

16 11.01 449 岩﨑　鵬春 ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 男子 3 05 島　根 出雲三

19 11.02 140 滝澤　悠貴 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 3 05 埼　玉 川口領家

19 11.02 194 中村　千博 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ 男子 3 06 神奈川 鎌倉手広

19 11.02 381 依岡　燎平 ﾖﾘｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 男子 3 05 大　阪 泉南一丘

19 11.02 400 年綱　晃広 ﾄｼﾂﾅ ｱｷﾋﾛ 男子 2 06 兵　庫 塩瀬

19 11.02 401 妻鹿　匠 ﾒｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 3 05 兵　庫 西宮大社

19 11.02 534 棚町　建太 ﾀﾅﾏﾁ ｹﾝﾀ 男子 3 05 福　岡 小郡

25 11.05 382 堀　　泰将 ﾎﾘ ﾔｽﾏｻ 男子 3 05 大　阪 枚方長尾西

25 11.05 420 濱口　亮太 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 3 05 奈　良 香芝北

27 11.06 141 上原　逞雅 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾏｻ 男子 3 05 埼　玉 草加栄

27 11.06 345 細見　昂輝 ﾎｿﾐ ｺｳｷ 男子 3 05 滋　賀 県立守山

27 11.06 591 中窪　日向 ﾅｶｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ 男子 3 05 鹿児島 高山

30 11.07 47 井上　蒼梧 ｲﾉｳｴ ｿｳｺﾞ 男子 3 05 山　形 山形四

30 11.07 142 木村　陽路 ｷﾑﾗ ﾋﾛ 男子 3 05 埼　玉 三芳東

32 11.08 240 鈴木　慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 男子 3 05 長　野 松川

32 11.08 576 種子田　涼摩 ﾀﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 3 05 宮　崎 宮崎広瀬

34 11.09 181 栗原　主玖 ｸﾘﾊﾗ ﾁｶﾋｻ 男子 J3 06 東　京 ゆめおりAC

34 11.09 431 松村　泰知 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 3 05 和歌山 和歌山向陽

36 11.10 182 藤原　駿成 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｾｲ 男子 2 06 東　京 練馬光が丘三

36 11.10 383 岡本　隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 3 06 大　阪 豊中五

36 11.10 554 吉村　優輝 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 3 05 長　崎 佐世保北

36 11.10 571 河合　敏斗 ｶﾜｲ ﾊﾔﾄ 男子 3 05 大　分 佐伯昭和

40 11.11 402 野村　謙心 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 3 05 兵　庫 姫路増位
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1 22.09 257 津田　伊万 ﾂﾀﾞ ｲｳﾞｧﾝ 男子 3 05 石　川 金石

2 22.17 128 森本　宗介 ﾓﾘﾓﾄ ｿｳｽｹ 男子 3 05 埼　玉 川口西

3 22.20 220 渡邉　慧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 男子 3 05 新　潟 糸魚川

4 22.28 448 藤原　琉成 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 3 05 島　根 奥出雲仁多

5 22.29 397 和田　純弥 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 3 05 兵　庫 塩瀬

5 22.29 524 吉田　隼翔 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 3 05 福　岡 河東

7 22.30 221 石黒　陸 ｲｼｸﾞﾛ ﾘｸ 男子 3 05 新　潟 長岡旭岡

8 22.38 9 工藤　翔大 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 J3 06 北海道 ﾊｲﾃｸACA

8 22.38 375 濵田　明日翔 ﾊﾏﾀﾞ ｱｽｶ 男子 3 05 大　阪 美原

10 22.39 222 池田　晴飛 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 新　潟 新潟東石山

11 22.41 398 島瀬　裕次 ｼﾏｾ ﾕｳｼﾞ 男子 3 05 兵　庫 尼崎小園

12 22.42 281 菊田　麗羽 ｷｸﾀ ｳﾙﾊ 男子 3 05 静　岡 静岡清水飯田

12 22.42 438 岩井　光大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 男子 3 05 鳥　取 高草

14 22.44 223 長谷川　輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾘ 男子 3 05 新　潟 新発田一

15 22.47 267 高木　稜太 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 05 福　井 万葉

16 22.51 525 松本　陽太 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾀ 男子 3 05 福　岡 福間

17 22.52 63 菅野　凌平 ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾍｲ 男子 3 05 福　島 いわき泉

17 22.52 540 佐取　裕翔 ｻﾄﾘ ﾕｳﾄ 男子 3 05 佐　賀 早稲田佐賀

19 22.54 73 佐々木　悠士 ｻｻｷ ﾕｳｼ 男子 J3 05 茨　城 阿見AC

20 22.55 248 澤木　翔陽 ｻﾜｷ ｼｮｳﾖｳ 男子 3 05 富　山 富山北部

20 22.55 549 植松　康太 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 男子 3 06 長　崎 深江

22 22.56 476 田中　昊慈 ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ 男子 3 05 山　口 防府桑山

23 22.57 203 保坂　凜 ﾎｻｶ ﾘﾝ 男子 3 06 山　梨 六郷中

24 22.58 322 吉田　有輝 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 3 05 三　重 鼓ヶ浦

24 22.58 343 森　　泰成 ﾓﾘ ﾀｲｾｲ 男子 3 05 滋　賀 朝桜

26 22.59 335 宮﨑　翔琉 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｹﾙ 男子 3 05 岐　阜 岐阜長森
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1 49.54 548 竹下　紘夢 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾑ 男子 3 05 長　崎 郷ﾉ浦

2 50.17 597 平川　慧 ﾋﾗｶﾜ ｷﾗ 男子 3 05 沖　縄 あげな

3 50.20 302 久田　凌大 ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 05 愛　知 田原福江

4 50.27 303 竹森　斗渉 ﾀｹﾓﾘ ﾄﾜ 男子 J3 05 愛　知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ

5 50.41 560 古庄　優斗 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳﾄ 男子 3 05 熊　本 住吉

6 50.44 266 森川　琉斗 ﾓﾘｶﾜ ﾘｭｳﾄ 男子 3 05 福　井 福井足羽第一

7 50.46 154 久保田　航生 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ 男子 3 05 千　葉 我孫子

8 50.50 354 藤原　和真 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 3 05 京　都 男山三

9 50.62 46 白畑　健太郎 ｼﾗﾊﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 06 山　形 酒田四

10 50.63 394 澤田　緯 ｻﾜﾀﾞ ﾂｶﾈ 男子 3 05 兵　庫 福崎東

11 50.65 333 浅野　晃輝 ｱｻﾉ ｺｳｷ 男子 3 05 岐　阜 不破

12 50.91 278 植田　壮太 ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 3 05 静　岡 吉原北

13 50.95 373 堀田　陽樹 ﾎﾘﾀ ﾊﾙｷ 男子 3 05 大　阪 大阪蒲生

14 50.99 517 小幡　心優 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝﾕｳ 男子 3 05 福　岡 中原

15 51.05 215 角本　駿介 ｶｸﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 3 05 新　潟 南魚沼六日町

16 51.09 5 福村　優大 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 2 06 北海道 千歳

16 51.09 235 山崎　聡一朗 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 3 06 長　野 中野平

18 51.12 518 小幡　天優 ｵﾊﾞﾀ ﾃﾝﾕｳ 男子 3 05 福　岡 中原

19 51.13 519 庄籠　大翔 ｼｮｳｺﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 福　岡 春日野

20 51.15 176 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 男子 3 05 東　京 江戸川鹿骨

20 51.15 304 永田　敦也 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 男子 J3 05 愛　知 TSM

22 51.20 216 渡邊　蓮音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵﾝ 男子 3 05 新　潟 新潟木戸

22 51.20 416 天羽　蓮 ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 3 05 奈　良 二名

24 51.29 321 藤原　光汰 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 男子 3 05 三　重 多気

25 51.30 118 藤井　隼矢 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾔ 男子 3 05 埼　玉 川口芝東

26 51.40 61 根本　悠矢 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 3 05 福　島 いわき内郷一

27 51.42 569 坂本　一樹 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 J3 05 大　分 佐伯わくわく

28 51.44 155 太田　瑞渉 ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ 男子 3 05 千　葉 千葉土気南

29 51.51 355 武本　翔聖 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｾｲ 男子 3 06 京　都 木津
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1 1:54.74 586 坂元　龍晟 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 3 06 鹿児島 舞鶴

2 1:57.34 174 吉澤　登吾 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 男子 2 06 東　京 桐朋

3 1:57.41 457 川口　峻太朗 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 2 07 岡　山 京山

4 1:57.58 59 増子　風希 ﾏｼｺ ﾌｳｷ 男子 3 05 福　島 郡山富田

5 1:57.64 100 大久保　綾 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 男子 3 05 群　馬 高崎塚沢

6 1:58.05 447 布野　新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 3 05 島　根 出雲河南

7 1:58.14 320 谷岡　雄太 ﾀﾆｵｶ ﾕｳﾀ 男子 3 05 三　重 文岡

8 1:58.41 429 福島　直樹 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ 男子 3 06 和歌山 和歌山河北

9 1:58.58 587 立迫　大徳 ﾀﾁｻﾞｺ ﾋﾛﾉﾘ 男子 3 05 鹿児島 天保山

10 1:58.62 2 宮澤　朝凪 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾅｷﾞ 男子 J3 05 北海道 とんでんRC

11 1:58.99 547 山田　孝駿 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 男子 3 05 長　崎 西大村

12 1:59.04 35 山田　悠人 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 3 06 宮　城 仙台南中山

13 1:59.40 60 齋藤　一筋 ｻｲﾄｳ ｲﾁｽﾞ 男子 3 05 福　島 浅川

14 1:59.44 3 澤村　昇利 ｻﾜﾑﾗ ｼｮｳﾘ 男子 3 05 北海道 あいの里東

15 1:59.46 4 佐藤　遙斗 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 北海道 厚真

16 1:59.48 101 桐渕　大翼 ｷﾘﾌﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 群　馬 太田藪塚本町

17 1:59.59 115 若林　隼杜 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 男子 3 06 埼　玉 草加栄

18 1:59.60 515 藤野　雅大 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 3 05 福　岡 河東

19 1:59.66 437 大下　智也 ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾔ 男子 J2 06 鳥　取 ｱｽﾘｰﾄﾖﾅｺﾞ

20 1:59.79 516 井本　遥生 ｲﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 3 05 福　岡 古賀

21 1:59.85 415 福田　海末 ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ 男子 3 05 奈　良 天理西

22 1:59.94 610 飯田　匠哉 ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 3 05 群　馬 太田

23 2:00.02 116 市村　瞭太郎 ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 05 埼　玉 川越霞ヶ関

23 2:00.02 153 広松　大和 ﾋﾛﾏﾂ ﾔﾏﾄ 男子 3 05 千　葉 柏豊四季

23 2:00.02 175 山﨑　悠貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 男子 3 05 東　京 大田東蒲

26 2:00.04 301 富田　学将 ﾄﾐﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 3 05 愛　知 守山東

27 2:00.17 117 立嶋　大輝 ﾀﾃｼﾏ ﾋﾛｷ 男子 3 05 埼　玉 上尾原市
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1 4:02.67 129 吉倉ﾅﾔﾌﾞ直希 ﾖｼｸﾗ ﾅﾔﾌﾞﾅｵｷ 男子 3 05 埼　玉 草加

2 4:02.68 177 寺田　向希 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 男子 3 05 東　京 立川五

3 4:03.10 238 大場　崇義 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 男子 3 05 長　野 箕輪

4 4:04.46 193 鈴木　愛音 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ 男子 3 05 神奈川 横浜豊田

5 4:04.62 102 吉村　虎乃輔 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 3 05 群　馬 太田城西

6 4:04.85 6 関　　雄也 ｾｷ ﾕｳﾔ 男子 3 05 北海道 音更緑南

7 4:05.07 130 佐野　生樹 ｻﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 3 05 埼　玉 さいたま宮前

8 4:05.21 484 柳生　琥珀 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ 男子 J3 05 香　川 香川RT

9 4:05.85 131 酒井　忠久 ｻｶｲ ﾀｸ 男子 3 06 埼　玉 新座五

10 4:06.07 282 辻本　桜寿 ﾂｼﾞﾓﾄ ｵｳｼﾞｭ 男子 3 05 静　岡 浜松開誠館

11 4:06.19 550 川原　琉人 ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 3 06 長　崎 三井楽

12 4:06.39 323 木内　桜澄 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 2 06 三　重 平田野

13 4:06.46 258 野崎　健太朗 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 05 石　川 七尾

14 4:06.54 126 千葉　一輝 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 J3 05 埼　玉 SSAC

15 4:06.80 305 杉田　晃大 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 3 05 愛　知 竜海

16 4:06.83 159 吉岡　龍一 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 男子 3 05 千　葉 柏田中

17 4:07.06 160 中村　伸太朗 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 3 05 千　葉 海神

18 4:07.08 439 山本　暖 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 男子 3 05 鳥　取 八頭

19 4:07.12 7 佐藤　広人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 3 06 北海道 北教大附釧路

20 4:07.24 324 青木　丈侑 ｱｵｷ ｼﾞｮｳ 男子 J3 05 三　重 J&E久居

21 4:07.26 526 松永　拓己 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 3 06 福　岡 平尾

22 4:07.41 82 宮川　秀成 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 男子 3 05 栃　木 宇都宮若松原

23 4:07.45 399 奥村　俊太 ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 男子 3 05 兵　庫 神戸大池

24 4:07.46 527 佐藤　恵伍 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 3 05 福　岡 霧丘

25 4:07.88 64 山口　千皓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 男子 3 05 福　島 会津若松五

26 4:08.00 132 小山　和生 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 男子 3 05 埼　玉 所沢

27 4:08.35 528 野見山　貴圭 ﾉﾐﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 男子 2 06 福　岡 熊西

28 4:08.42 529 田中　愛士 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾄ 男子 3 05 福　岡 和白

29 4:08.48 178 飯國　新太 ｲｲｸﾞﾆ ｱﾗﾀ 男子 3 05 東　京 荒川南千住二

30 4:08.49 65 添田　祥平 ｿｴﾀ ｼｮｳﾍｲ 男子 3 05 福　島 玉川

31 4:08.74 283 千葉　仁人 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ 男子 2 06 静　岡 小山須走

32 4:08.84 603 原田　望睦 ﾊﾗﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 男子 3 05 群　馬 高崎箕郷

33 4:08.90 179 中村　柊一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 男子 3 05 東　京 大田東蒲

34 4:08.95 325 中辻　健斗 ﾅｶﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 男子 3 06 三　重 桜浜

35 4:08.96 133 冨田　洋輔 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ 男子 3 05 埼　玉 二東

36 4:09.12 239 梅原　悠良 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 男子 3 05 長　野 飯田旭ヶ丘

37 4:09.14 224 張戸　大雅 ﾊﾘﾄ ﾀｲｶﾞ 男子 3 05 新　潟 見附南

38 4:09.22 562 浦川　栞伍 ｳﾗｶﾜ ｶﾝｺﾞ 男子 3 05 熊　本 江原

39 4:09.24 530 山上　勇希 ﾔﾏｶﾐ ﾕｳｷ 男子 3 05 福　岡 下山門

40 4:09.49 134 渡辺　大雅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 3 05 埼　玉 八潮大原

41 4:09.54 135 松井　海斗 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 男子 3 06 埼　玉 毛呂山

41 4:09.54 136 土田　隼司 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 男子 3 05 埼　玉 川口芝東
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 男子3000m 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名 PB SB

1 8:35.75 588 玉目　陸 ﾀﾏﾒ ﾘｸ 男子 3 05 鹿児島 出水

2 8:40.98 236 永原　颯磨 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 男子 3 05 長　野 長野川中島

3 8:42.85 474 谷本　昂士郎 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 男子 3 05 山　口 田布施

4 8:43.23 520 久保　茉潤 ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ 男子 2 06 福　岡 曽根

5 8:46.66 156 平山　櫂吏 ﾋﾗﾔﾏ ｶｲﾘ 男子 3 05 千　葉 八日市場第二

6 8:47.54 157 宮崎　優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ 男子 3 05 千　葉 大津ケ丘

7 8:47.74 237 牧島　涼也 ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 男子 3 05 長　野 伊那東部

8 8:48.32 279 山内　真潤 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾋﾛ 男子 3 05 静　岡 浜松開誠館

9 8:48.36 280 杉浦　蒼太 ｽｷﾞｳﾗ ｿｳﾀ 男子 3 06 静　岡 浜松北浜

10 8:48.38 589 知念　優斗 ﾁﾈﾝ ﾕｳﾄ 男子 3 06 鹿児島 中種子

11 8:49.01 334 髙木　崚平 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 3 05 岐　阜 大垣北

12 8:49.13 395 髙田　滉翔 ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 兵　庫 神戸有野

13 8:49.31 119 大島　拓人 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 男子 3 05 埼　玉 川口南

14 8:49.83 120 德本　陽 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ 男子 3 05 埼　玉 飯能加治

15 8:50.07 158 遠藤　大成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 男子 3 05 千　葉 野田岩名

16 8:50.18 217 佐野　鈴太 ｻﾉ ﾘﾝﾀ 男子 3 05 新　潟 十日町

17 8:50.22 467 松浦　大起 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 3 05 広　島 広島牛田

18 8:50.75 121 大濵　逞真 ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ 男子 3 05 埼　玉 桶川東

19 8:50.76 396 橋本　昊太 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 3 05 兵　庫 神戸星陵台

20 8:50.97 590 松下　俊海 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼｳﾐ 男子 3 06 鹿児島 帖佐

21 8:51.07 356 東　　悠太 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 男子 3 05 京　都 蜂ヶ岡

22 8:51.30 357 橋本　颯人 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 J2 06 京　都 HAC

23 8:52.15 608 三浦　彰太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 男子 3 05 兵　庫 たつの龍野西

24 8:52.37 122 倉本　倫太郎 ｸﾗﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 3 05 埼　玉 埼玉大附

25 8:52.53 202 内堀　勇 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 男子 3 05 山　梨 城南

26 8:52.57 374 岡田　開成 ｵｶﾀﾞ ｶｲｾｲ 男子 3 05 大　阪 高槻芝谷

27 8:52.72 123 侭田　宇生 ﾏﾏﾀﾞ ｳｲ 男子 3 05 埼　玉 本庄東

28 8:52.73 218 小海　颯太 ｺｶｲ ｿｳﾀ 男子 3 05 新　潟 十日町川西

29 8:53.09 124 小島　光稀 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 男子 3 05 埼　玉 川島

30 8:53.21 125 磯谷　虎樹 ｲｿﾔ ｺｳｷ 男子 3 05 埼　玉 加須北

31 8:53.38 475 山口　翔輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 男子 3 05 山　口 光浅江

32 8:53.51 458 八百原　隼大 ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 J3 05 岡　山 井村RC

33 8:53.60 521 伊津野　志 ｲﾂﾞﾉ ｻﾄｼ 男子 3 05 福　岡 当仁

34 8:53.74 219 阿部　涼大 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ 男子 3 05 新　潟 南魚沼塩沢

35 8:54.44 561 山瀬　美大 ﾔﾏｾ ﾖｼｷ 男子 3 05 熊　本 玉南

36 8:54.92 62 植村　真登 ｳｴﾑﾗ ﾏﾅﾄ 男子 3 05 福　島 中央台南

37 8:55.00 127 中澤　真大 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ 男子 3 05 埼　玉 川越富士見

38 8:55.08 522 石川　蒼大 ｲｼｶﾜ ｱｵ 男子 2 06 福　岡 中京

39 8:55.43 523 大川　翔雅 ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾏ 男子 3 05 福　岡 中京

40 8:55.56 256 山口　竣平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 J3 06 石　川 OPT
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 男子110mH(0.914m_9.14m) 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 13.90 531 渕上　翔太 ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 男子 3 05 福　岡 八屋

2 14.12 430 須佐見　容平 ｽｻﾐ ﾖｳﾍｲ 男子 3 06 和歌山 吉備

3 14.18 306 下田　隼人 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 3 05 愛　知 豊橋牟呂

4 14.36 83 渡辺　伸吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 男子 3 05 栃　木 佐野城東

5 14.38 26 田村　太樹 ﾀﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 3 05 岩　手 盛岡下小路

5 14.38 180 北條　友葵 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 男子 3 05 東　京 三田国際

7 14.42 376 尾形　成梧 ｵｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 男子 3 05 大　阪 茨木南

8 14.45 358 寺内　亨志郎 ﾃﾗｳﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 3 05 京　都 桂

9 14.46 573 永井　侑太 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 3 05 宮　崎 小林

10 14.47 225 大久保　然 ｵｵｸﾎﾞ ｾﾞﾝ 男子 3 05 新　潟 長岡中之島

11 14.51 417 福本　陽己 ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 3 05 奈　良 橿原八木

12 14.52 259 駒井　菖瑛 ｺﾏｲ ｼｮｳｴｲ 男子 3 05 石　川 布水

13 14.54 268 齊藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 3 05 福　井 芦原

14 14.55 607 髙山　慧清 ﾀｶﾔﾏ ｹｲｼｮｳ 男子 3 05 神奈川 相模原小山

15 14.57 377 山内　政成 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾅﾘ 男子 3 06 大　阪 堺三国丘

16 14.59 336 小屋　翔一朗 ｺﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 男子 3 05 岐　阜 高山日枝

17 14.60 74 関　　倖汰 ｾｷ ｺｳﾀ 男子 3 05 茨　城 筑西下館西

18 14.62 532 井手　悠太 ｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 男子 3 05 福　岡 梅林

19 14.64 66 紺野　奥翔 ｺﾝﾉ ｵｸﾄ 男子 3 05 福　島 信陵

20 14.65 269 白崎　要 ｼﾗｻｷ ｶﾅﾒ 男子 3 05 福　井 福井市進明

21 14.67 574 吉岡　侑星 ﾖｼｵｶ ﾕｳｾｲ 男子 3 05 宮　崎 宮崎西

22 14.68 307 天野　友貴 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ 男子 J3 05 愛　知 TSM

22 14.68 378 山田　明空 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｸ 男子 3 06 大　阪 上野芝

24 14.69 551 谷川　稀人 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 男子 3 05 長　崎 福江

25 14.71 308 横山　将也 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ 男子 J3 05 愛　知 TSM

25 14.71 533 山下　創三 ﾔﾏｼﾀ ｿｳｿﾞｳ 男子 3 05 福　岡 三宅

27 14.72 459 福井　研登 ﾌｸｲ ｹﾝﾄ 男子 3 05 岡　山 津山東

28 14.74 161 山中　恭介 ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｽｹ 男子 3 05 千　葉 松戸六

28 14.74 575 西ヶ野　聖太 ｻｲｶﾞﾉ ｾｲﾀ 男子 3 05 宮　崎 都城沖水

30 14.77 379 金田　壮平 ｶﾅﾀﾞ ｿｳﾍｲ 男子 3 06 大　阪 池田

31 14.79 418 濱田　新大 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾗﾀ 男子 J3 06 奈　良 鴻ﾉ池SC

32 14.80 27 中野　隼駆 ﾅｶﾉ ﾊｲｸ 男子 3 05 岩　手 二戸福岡

32 14.80 84 石井　遙 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 男子 3 06 栃　木 高根沢阿久津
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 男子走高跳 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 1m92 265 笠原　彰紘 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 男子 3 05 福　井 鯖江市中央

2 1m91 173 福士　湊 ﾌｸｼ ﾐﾅﾄ 男子 3 05 東　京 八王子二

3 1m90 58 髙橋　光貴 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 3 05 福　島 白河中央

3 1m90 99 田口　明樹 ﾀｸﾞﾁ ｱｷ 男子 3 05 群　馬 前橋木瀬

3 1m90 214 星　　泰成 ﾎｼ ﾀｲｾｲ 男子 3 05 新　潟 魚沼湯之谷

3 1m90 414 小西　翔大 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 3 06 奈　良 田原本

7 1m89 456 中本　由宇斗 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 3 05 岡　山 津山西

8 1m88 114 王　　知己 ｵｳ ﾄﾓﾔ 男子 3 05 埼　玉 草加新栄

8 1m88 213 相澤　翔生 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 男子 3 05 新　潟 十日町松代

8 1m88 319 石井　光稀 ｲｼｲ ﾐﾂｷ 男子 3 06 三　重 平田野

8 1m88 609 佐藤　卓巳 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 3 05 群　馬 渋川古巻

12 1m87 112 山下　優人 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ 男子 3 05 埼　玉 草加新栄

12 1m87 113 深川　直人 ﾌｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 男子 3 05 埼　玉 久喜太東

12 1m87 300 加古　彩人 ｶｺ ｱﾔﾄ 男子 3 05 愛　知 知多

12 1m87 393 三田　健太朗 ｻﾝﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 3 05 兵　庫 姫路四郷

16 1m86 14 加藤　諒 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 男子 3 05 青　森 むつ大平

16 1m86 372 新山　創大 ﾆｲﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 3 05 大　阪 大阪西

18 1m85 56 鈴木　瑛人 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 男子 3 05 福　島 会津若松一箕

18 1m85 57 佐藤　雷安 ｻﾄｳ ﾗｲｱﾝ 男子 3 05 福　島 福島会津学鳳

18 1m85 299 松本　浩幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 男子 J3 05 愛　知 AC一宮J

18 1m85 332 棚瀬　唯人 ﾀﾅｾ ﾕｲﾄ 男子 3 05 岐　阜 穂積

18 1m85 371 遠藤　航 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 男子 3 05 大　阪 池田北豊島

18 1m85 413 井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男子 3 06 奈　良 天理南

24 1m84 25 千葉　崇多 ﾁﾊﾞ ｿｳﾀ 男子 3 06 岩　手 盛岡黒石野

24 1m84 98 髙橋　咲良 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 男子 3 05 群　馬 高崎群馬南

24 1m84 513 小金澤　凰眞 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｵｳﾏ 男子 3 05 福　岡 泉

24 1m84 514 森本　至音 ﾓﾘﾓﾄ ｼｱﾝ 男子 3 05 福　岡 飯塚第一

28 1m83 34 佐々木　雄大 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 男子 3 05 宮　城 仙台台原

28 1m83 212 灰野　寧緒 ﾊｲﾉ ﾈｵ 男子 3 05 新　潟 柏崎鏡が沖

28 1m83 298 高木　魁里 ﾀｶｷﾞ ｶｲﾘ 男子 3 05 愛　知 岡崎北

28 1m83 446 田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 3 06 島　根 浜田第三
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 男子棒高跳 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 4m56 149 牧野　友哉 ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ 男子 3 05 千　葉 四街道西

2 4m55 96 原口　顕次朗 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 男子 3 06 群　馬 前橋春日

3 4m40 483 岸本　都夢 ｷｼﾓﾄ ﾄﾑ 男子 2 06 香　川 玉藻

4 4m31 482 佐々木　秀晟 ｻｻｷ ｼｭｳｾｲ 男子 3 05 香　川 木太

5 4m20 109 髙橋　涼哉 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 男子 2 06 埼　玉 片柳

5 4m20 148 宮嵜　裕大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 3 05 千　葉 香取佐原

7 4m12 481 矢野　真一 ﾔﾉ ｼﾝｲﾁ 男子 3 06 香　川 観音寺

8 4m11 293 久世　優空 ｸｾﾞ ﾕﾗ 男子 J3 05 愛　知 大須AC

9 4m10 72 大関　柊士 ｵｵｾﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 男子 3 06 茨　城 総和南

9 4m10 110 長谷川　史温 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 男子 3 05 埼　玉 加須騎西

9 4m10 147 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 男子 3 05 千　葉 香取佐原

12 4m05 95 丸山　豹駕 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｮｳｶﾞ 男子 3 05 群　馬 みどり笠懸

12 4m05 351 伊藤　暁乃 ｲﾄｳ ｷﾅｲ 男子 3 05 京　都 洛南

14 4m02 170 本郷　達也 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀﾂﾔ 男子 3 05 東　京 北十条富士見

15 4m00 191 鈴木　大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ 男子 3 05 神奈川 上菅田

15 4m00 583 大内山　莉玖 ｵｵｳﾁﾔﾏ ﾘｸ 男子 3 05 鹿児島 吉野

17 3m96 169 金子　凌慈 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾔ 男子 3 06 東　京 八王子二

18 3m91 255 杉林　一輝 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 男子 J3 05 石　川 石井棒高ｸﾗﾌﾞ

18 3m91 291 真島　陸 ﾏｼﾞﾏ ﾘｸ 男子 3 06 愛　知 江南宮田

18 3m91 292 谷口　海斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 2 07 愛　知 猿投

18 3m91 410 中村　陸来 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 3 05 奈　良 都祁

22 3m90 21 山内　裕太 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾀ 男子 3 05 岩　手 盛岡下小路

22 3m90 94 飯塚　光優 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳﾔ 男子 3 05 群　馬 高崎群馬中央

22 3m90 604 坂本　陽亮 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男子 3 05 埼　玉 加須騎西

22 3m90 606 桐生　陽向 ｷﾘｭｳ ﾋﾅﾀ 男子 3 05 神奈川 横浜保土ケ谷
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 男子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 7m39 490 元木　涼介 ﾓﾄｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 05 徳　島 三加茂

2 7m21 55 箭内　洸斗 ﾔﾅｲ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 福　島 田村船引

3 6m85 370 植村　亮太 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 3 06 大　阪 堺五箇荘

4 6m83 412 大西　勧也 ｵｵﾆｼ ﾕｷﾔ 男子 3 06 奈　良 白鳳

5 6m82 54 曲山　純平 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 3 05 福　島 福島大附属

6 6m78 512 嶋田　直弥 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 男子 3 05 福　岡 福間

7 6m75 45 殿岡　稟太郎 ﾄﾉｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 3 05 山　形 南陽沖郷

8 6m73 211 柿崎　皓介 ｶｷｻﾞｷ ｺｳｽｹ 男子 3 05 新　潟 三条本成寺

9 6m70 152 日開　弘喜 ﾋｶﾞｲ ﾋﾛｷ 男子 3 05 千　葉 船橋葛飾

9 6m70 369 亀之園　新 ｶﾒﾉｿﾉ ｱﾗﾀ 男子 3 05 大　阪 守口一

11 6m69 44 早藤　海音 ﾊﾔﾌｼﾞ ｱｵﾄ 男子 3 05 山　形 酒田六

12 6m67 277 山城　海来 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾗｲ 男子 3 05 静　岡 浜松曳馬

13 6m65 546 辻　　嘉奈人 ﾂｼﾞ ｶﾅﾄ 男子 3 05 長　崎 西諫早

13 6m65 572 村北　一心 ﾑﾗｷﾀ ｲｯｼﾝ 男子 3 05 宮　崎 本郷

15 6m64 1 金澤　世凪 ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ 男子 3 05 北海道 斜里

15 6m64 585 福留　聖翔 ﾌｸﾄﾞﾒ ｾｲﾄ 男子 3 05 鹿児島 帖佐

17 6m63 192 宇都宮りょう ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳ 男子 3 05 神奈川 横浜橘

18 6m61 353 浦川　尚樹 ｳﾗｶﾜ ﾅｵｷ 男子 3 05 京　都 城北

18 6m61 368 岡本　茂靖 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾔｽ 男子 3 05 大　阪 池田北豊島

20 6m59 172 武田　知己 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 3 05 東　京 筑波大附駒場

21 6m58 247 本田　聖人 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖﾄ 男子 3 06 富　山 富山和合

21 6m58 276 土屋　充慶 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾁｶ 男子 3 05 静　岡 御殿場富士岡

23 6m57 511 黒木　海翔 ｸﾛｷ ｶｲﾄ 男子 3 05 福　岡 姪浜

24 6m56 151 浅田　亮太 ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 3 05 千　葉 印西原山

24 6m56 234 佐藤　駿也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 男子 3 06 長　野 信濃小

24 6m56 584 永吉　悠人 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 男子 3 05 鹿児島 東谷山

27 6m55 24 佐藤　璃苑 ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 男子 3 05 岩　手 花巻北

27 6m55 210 深森　博英 ﾌｶﾓﾘ ﾊｸｴｲ 男子 3 05 新　潟 長岡旭岡

29 6m54 111 木住野　幸大 ｷｼﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 05 埼　玉 所沢美原

29 6m54 275 山城　碧生 ﾔﾏｼﾛ ｱｵｲ 男子 3 05 静　岡 浜松曳馬

29 6m54 497 田村　湧生 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 男子 3 06 愛　媛 宇和島城東
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 男子砲丸投(5.000kg) 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 15m42 428 桑添　喬偉 ｸﾜｿﾞｴ ｷｮｳｲ 男子 3 05 和歌山 和歌山西脇

2 14m84 392 須田　旺来 ｽﾀﾞ ｵｳﾗ 男子 3 05 兵　庫 洲本由良

3 14m44 496 久門　奨弥 ｸﾓﾝ ｼｮｳﾔ 男子 3 05 愛　媛 西条小松

4 14m23 97 大島　脩太 ｵｵｼﾏ ｼｭｳﾀ 男子 3 05 群　馬 前橋五

4 14m23 297 松田　流輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 男子 3 06 愛　知 岡崎福岡

6 14m20 43 細谷　大智 ﾎｿﾔ ﾀﾞｲﾁ 男子 3 05 山　形 村山葉山

7 14m02 296 兵藤　拓郎 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ 男子 3 05 愛　知 御幸山

8 14m01 23 上野　天空翔 ｳｴﾉ ｱｱﾄ 男子 3 05 岩　手 北上江釣子

9 13m95 455 伊加　海璃 ｲｶﾞ ｶｲﾘ 男子 3 05 岡　山 瀬戸内邑久

10 13m64 605 橋本　空楽 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 3 05 埼　玉 さいたま土屋

11 13m60 318 中村　旭樹 ﾅｶﾑﾗ ｱｻｷﾞ 男子 3 05 三　重 小俣

12 13m53 22 村守　壮太 ﾑﾗﾓﾘ ｿｳﾀ 男子 3 05 岩　手 上田

13 13m47 367 藤原　大心 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾑﾈ 男子 3 05 大　阪 岸和田山滝

14 13m43 317 ｵｿﾘｵ　ﾕｳｷ ｵｿﾘｵ ﾕｳｷ 男子 3 05 三　重 殿町

15 13m37 201 亀井　翔 ｶﾒｲ ｼｮｳ 男子 3 05 山　梨 小菅

15 13m37 510 古荘　蒼咲 ﾌﾙｼｮｳ ｱｻｷﾞ 男子 3 06 福　岡 元岡

17 13m35 411 森川　陽介 ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ 男子 3 05 奈　良 王寺

18 13m34 316 松岡　佳和 ﾏﾂｵｶ ｹｲﾄ 男子 3 05 三　重 正和

18 13m34 391 木下　仁 ｷﾉｼﾀ ｼﾞﾝ 男子 3 06 兵　庫 丹波市島

20 13m32 264 板谷　輝星 ｲﾀﾔ ﾋｶﾙ 男子 3 05 福　井 粟野

21 13m25 427 藤田　和希 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 男子 3 05 和歌山 吉備

22 13m24 171 前田　一樹 ﾏｴﾀﾞ ｲｯｷ 男子 3 05 東　京 江戸川小岩三

23 13m11 295 尾崎　凉 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳ 男子 3 05 愛　知 名古屋大高

24 13m06 150 野村　航太 ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 3 05 千　葉 四街道西

24 13m06 294 渡邊　隼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 3 05 愛　知 大府

26 13m02 454 藤原　晟 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｮｳ 男子 3 05 岡　山 岡山香和

27 13m01 352 永田　大和 ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 男子 3 05 京　都 城陽
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 男子四種競技 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 2987 183 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 3 05 東　京 桐朋

2 2949 48 高橋　大史 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｼ 男子 3 05 山　形 上山南

3 2937 185 島野　楓真 ｼﾏﾉ ﾌｳﾏ 男子 3 05 東　京 北十条富士見

4 2774 37 丸山　智禄 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖ 男子 3 05 宮　城 仙台将監

5 2722 421 石黒　太陽 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 男子 3 05 奈　良 三郷

6 2646 384 竹内　大和 ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ 男子 3 05 大　阪 堺金岡南

7 2633 184 鮎川　大輝 ｱﾕｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 3 05 東　京 調布三

8 2609 87 川田　健斗 ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 男子 3 05 栃　木 宇都宮横川

9 2596 405 粕谷　陽樹 ｶｽﾀﾆ ﾊﾙｷ 男子 3 05 兵　庫 姫路飾磨西

10 2589 242 菊池　優介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 男子 J3 05 長　野 軽井沢A&AC

10 2589 406 橋本　圭汰 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 3 05 兵　庫 姫路夢前

12 2567 461 河原　怜音 ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ 男子 3 06 岡　山 吉備

13 2560 75 竹村　光晴 ﾀｹﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 3 05 茨　城 土浦四

14 2546 403 谷　　一輝 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ 男子 3 05 兵　庫 神戸押部谷

15 2533 85 磯島　有椰人 ｲｿｼﾏ ｱﾔﾄ 男子 3 05 栃　木 宇都宮清原

16 2521 10 三好　慶悟 ﾐﾖｼ ｹｲｺﾞ 男子 3 05 北海道 清水

17 2513 241 降幡　諒成 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 男子 3 05 長　野 上田五

18 2509 86 井上　元輝 ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝｷ 男子 3 06 栃　木 宇都宮若松原

19 2493 404 蓮香　颯 ﾊｽｶ ﾊﾔﾃ 男子 3 05 兵　庫 加古川中部

20 2481 360 福知　邑介 ﾌｸﾁ ｵｳｽｹ 男子 3 05 京　都 加茂川

1 / 1



 男子4X100mR エントリーリスト（競技別）
No ﾁｰﾑ正式名 略称 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

13601011 斜里 ｼｬﾘ 1 金澤　世凪 ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾅ 男子 3 05 斜里 北海道

斜里 斜里 11 中村　孝徳 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 男子 3 05 斜里 北海道

12 髙野　京弥 ﾀｶﾉ ｷｮｳﾔ 男子 3 05 斜里 北海道

13 川島　歩結夢 ｶﾜｼﾏ ｱﾕﾑ 男子 3 06 斜里 北海道

13601021 青森浦町 ｱｵﾓﾘｳﾗﾏﾁ 15 夏堀　響生 ﾅﾂﾎﾞﾘ ﾋﾋﾞｷ 男子 3 05 青森浦町 青　森

青森浦町 青森浦町 16 外崎　京 ﾄﾉｻｷ ﾘｮｳ 男子 3 05 青森浦町 青　森

17 小野　太一 ｵﾉ ﾀｲﾁ 男子 3 06 青森浦町 青　森

18 沼田　陽翔 ﾇﾏﾀ ﾋｶﾙ 男子 3 06 青森浦町 青　森

19 千葉　大翔 ﾁﾊﾞ ﾀｲﾄ 男子 3 05 青森浦町 青　森

20 水野　琉之介 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 3 05 青森浦町 青　森

13601031 盛岡厨川 ﾓﾘｵｶｸﾘﾔｶﾞﾜ 29 及川　海翔 ｵｲｶﾜ ｶｲ 男子 3 06 盛岡厨川 岩　手

盛岡厨川 盛岡厨川 30 杉田　楓都 ｽｷﾞﾀ ﾌｳﾄ 男子 3 05 盛岡厨川 岩　手

31 田中　珀 ﾀﾅｶ ﾊｸ 男子 3 05 盛岡厨川 岩　手

32 藤倉　嘉人 ﾌｼﾞｸﾗ ﾖｼﾄ 男子 3 05 盛岡厨川 岩　手

33 吉川　颯 ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 男子 3 05 盛岡厨川 岩　手

13601041 仙台宮城野 ｾﾝﾀﾞｲﾐﾔｷﾞﾉ 36 星　　颯人 ﾎｼ ﾌｳﾄ 男子 3 05 仙台宮城野 宮　城

仙台宮城野 仙台宮城野 38 佐々木　康介 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 男子 2 06 仙台宮城野 宮　城

39 上田　歩夢 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 2 06 仙台宮城野 宮　城

40 藤田　琉紀 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｷ 男子 3 05 仙台宮城野 宮　城

41 髙橋　将輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 男子 3 05 仙台宮城野 宮　城

42 白石　創 ｼﾗｲｼ ｿｳ 男子 3 05 仙台宮城野 宮　城

13601061 上山南 ｶﾐﾉﾔﾏﾐﾅﾐ 48 高橋　大史 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｼ 男子 3 05 上山南 山　形

上山南 上山南 49 佐藤　徹平 ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 2 06 上山南 山　形

50 酒井　美鳳 ｻｶｲ ﾐﾀｶ 男子 3 06 上山南 山　形

51 田澤　蒼太 ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 男子 3 05 上山南 山　形

52 里見　幸紀 ｻﾄﾐ ｺｳｷ 男子 2 06 上山南 山　形

53 山口　耕平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 男子 3 05 上山南 山　形

13601071 いわき内郷一 ｲﾜｷｳﾁｺﾞｳﾊｼﾞﾒ 61 根本　悠矢 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 3 05 いわき内郷一 福　島

いわき内郷一 いわき内郷一 67 小島　瑞紀 ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 男子 3 05 いわき内郷一 福　島

68 菅野　大清 ｶﾝﾉ ﾀｲｼﾝ 男子 3 05 いわき内郷一 福　島

69 田口　英新 ﾀｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 男子 3 05 いわき内郷一 福　島

70 緑川　巧 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 3 05 いわき内郷一 福　島

71 中山　翔太 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 3 05 いわき内郷一 福　島

13601081 牛久一 ｳｼｸﾊｼﾞﾒ 76 吉田　想 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 男子 3 05 牛久一 茨　城

牛久一 牛久一 77 久保田　真陸 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｸ 男子 3 05 牛久一 茨　城

78 松本　陵磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 男子 3 05 牛久一 茨　城

79 椎名　啓多 ｼｲﾅ ｹｲﾀ 男子 3 06 牛久一 茨　城

80 塚原　陸斗 ﾂｶﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 3 05 牛久一 茨　城

81 岡野　利琥 ｵｶﾉ ﾘｸ 男子 2 06 牛久一 茨　城

13601091 黒磯北 ｸﾛｲｿｷﾀ 88 櫻井　アノン ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 男子 3 05 黒磯北 栃　木

黒磯北 黒磯北 89 磯　　琉空 ｲｿ ﾙｱ 男子 3 06 黒磯北 栃　木

90 佐藤　煌鷹 ｻﾄｳ ｺｳﾖｳ 男子 3 05 黒磯北 栃　木

91 時庭　駿真 ﾄｷﾆﾜ ｼｭｳﾏ 男子 3 06 黒磯北 栃　木

92 深澤　凌 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 男子 3 05 黒磯北 栃　木

93 齋藤　大豊 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 黒磯北 栃　木

13601101 伊勢崎一 ｲｾｻﾞｷﾀﾞｲｲﾁ 103 宮坂　潤 ﾐﾔｻｶ ｼﾞｭﾝ 男子 3 05 伊勢崎一 群　馬

伊勢崎一 伊勢崎一 104 児島　惣和 ｺｼﾞﾏ ｿｳﾜ 男子 3 05 伊勢崎一 群　馬

105 森田　歩夢 ﾓﾘﾀ ｱﾕﾑ 男子 3 05 伊勢崎一 群　馬

106 中澤　海翔 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 男子 2 06 伊勢崎一 群　馬

107 日下　哲也 ｸｻｶ ﾃﾂﾔ 男子 3 05 伊勢崎一 群　馬

108 赤石　多空海 ｱｶｲｼ ﾀｸﾐ 男子 3 05 伊勢崎一 群　馬

13601111 三芳東 ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ 142 木村　陽路 ｷﾑﾗ ﾋﾛ 男子 3 05 三芳東 埼　玉

三芳東 三芳東 143 佐久間　拓希 ｻｸﾏ ﾋﾛｷ 男子 3 05 三芳東 埼　玉

144 山崎　達矢 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 男子 3 05 三芳東 埼　玉

145 大谷　祐希 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 男子 2 06 三芳東 埼　玉

146 阿保　昊太 ｱﾎﾞ ｺｳﾀ 男子 3 05 三芳東 埼　玉

13601121 白井大山口 ｼﾛｲｵｵﾔﾏｸﾞﾁ 163 斎藤　優登 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 3 05 白井大山口 千　葉

白井大山口 白井大山口 164 西銘　洋斗 ﾆｼﾒ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 白井大山口 千　葉

165 相原　結和 ｱｲﾊﾗ ﾕｳﾜ 男子 3 05 白井大山口 千　葉

166 渡邊　想来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 男子 3 05 白井大山口 千　葉

167 藤橋　亮太郎 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 3 05 白井大山口 千　葉

168 萩原　翔希 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｷ 男子 3 05 白井大山口 千　葉
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13601131 桐朋 ﾄｳﾎｳ 183 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 3 05 桐朋 東　京

桐朋 桐朋 186 細萱　颯生 ﾎｿｶﾞﾔ ｻﾂｷ 男子 3 05 桐朋 東　京

187 奥平　大星 ｵｸﾋﾗ ﾀﾞｲｾｲ 男子 3 05 桐朋 東　京

188 月岡　遼 ﾂｷｵｶ ﾘｮｳ 男子 3 05 桐朋 東　京

189 柳田　俊 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 3 05 桐朋 東　京

190 北村　駿 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 3 05 桐朋 東　京

13601141 白鳥 ｼﾗﾄﾘ 195 岡田　隼季 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｷ 男子 3 05 白鳥 神奈川

白鳥 白鳥 196 原　　空大 ﾊﾗ ｿﾗﾄ 男子 3 05 白鳥 神奈川

197 小嶋　奏汰 ｺｼﾞﾏ ｶﾅﾀ 男子 3 06 白鳥 神奈川

198 鈴木　優太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 2 06 白鳥 神奈川

199 齋藤　笙士 ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 3 05 白鳥 神奈川

200 岡本　曜 ｵｶﾓﾄ ﾖｳ 男子 3 05 白鳥 神奈川

13601151 石和 ｲｻﾜ 204 雨宮　暖杜 ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 石和 山　梨

石和 石和 205 梶山　佑生 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 3 06 石和 山　梨

206 古屋　晴人 ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 石和 山　梨

207 坂本　隆汰 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 男子 3 05 石和 山　梨

208 蘇我　涼介 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 3 06 石和 山　梨

209 半田　一路 ﾊﾝﾀﾞ ｲﾁﾛ 男子 3 05 石和 山　梨

13601161 長岡大島 ﾅｶﾞｵｶｵｵｼﾞﾏ 227 佐藤　衞人 ｻﾄｳ ｴｲﾄ 男子 3 05 長岡大島 新　潟

長岡大島 長岡大島 228 布川　琉翔 ﾇﾉｶﾜ ﾘｭｳﾄ 男子 3 05 長岡大島 新　潟

229 峰村　倖太 ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 3 05 長岡大島 新　潟

230 木村　隼也 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 3 06 長岡大島 新　潟

231 鈴木　祐太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 3 05 長岡大島 新　潟

232 白井　煌弥 ｼﾗｲ ｺｳﾔ 男子 3 05 長岡大島 新　潟

13601171 小諸東 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ 243 佐々木隆之介 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 3 05 小諸東 長　野

小諸東 小諸東 244 榊原　歩 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 男子 3 05 小諸東 長　野

245 山本　赳瑠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 3 05 小諸東 長　野

246 伊藤　壮一郎 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 3 05 小諸東 長　野

13601181 高岡志貴野 ﾀｶｵｶｼｷﾉ 249 手塚　悠斗 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 男子 3 05 高岡志貴野 富　山

高岡志貴野 高岡志貴野 250 二塚　郁弥 ﾌﾀﾂﾞｶ ﾌﾐﾔ 男子 3 06 高岡志貴野 富　山

251 樋上　凜久 ﾋｶﾞﾐ ﾘｸ 男子 3 05 高岡志貴野 富　山

252 武田　輝 ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 男子 3 06 高岡志貴野 富　山

253 淵　　椋斗 ﾌﾁ ﾘｮｳﾄ 男子 3 05 高岡志貴野 富　山

254 日下　悠汰 ｸｻｶ ﾕｳﾀ 男子 3 05 高岡志貴野 富　山

13601191 清泉 ｾｲｾﾝ 260 佐藤　優羽 ｻﾄｳ ﾕｳﾜ 男子 3 05 清泉 石　川

清泉 清泉 261 上里　陸人 ｳｴｻﾄ ﾘｸﾄ 男子 3 05 清泉 石　川

262 南　　泰輔 ﾐﾅﾐ ﾀｲｽｹ 男子 3 05 清泉 石　川

263 福嶋　奏太 ﾌｸｼﾏ ｿｳﾀ 男子 3 05 清泉 石　川

13601201 坂井市春江 ｻｶｲｼﾊﾙｴ 270 上野　優利 ｳｴﾉ ﾕｳﾄ 男子 3 05 坂井市春江 福　井

坂井市春江 坂井市春江 271 西端　大和 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ 男子 3 05 坂井市春江 福　井

272 本吉　海斗 ﾓﾄﾖｼ ｶｲﾄ 男子 3 05 坂井市春江 福　井

273 柳田　寛大 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶﾝﾀ 男子 3 05 坂井市春江 福　井

274 堂野　暖翔 ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ 男子 2 06 坂井市春江 福　井

13601211 伊東南 ｲﾄｳﾐﾅﾐ 285 佐々木　孝太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 男子 3 06 伊東南 静　岡

伊東南 伊東南 286 上原　優翔 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 3 05 伊東南 静　岡

287 大野　優誠 ｵｵﾉ ﾕｳｾｲ 男子 3 05 伊東南 静　岡

288 鈴木　暢 ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 男子 2 06 伊東南 静　岡

289 鈴木　悠大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 2 06 伊東南 静　岡

290 増田　陽斗 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 伊東南 静　岡

13601221 東浦北部 ﾋｶﾞｼｳﾗﾎｸﾌﾞ 310 戸田　源大 ﾄﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 男子 3 05 東浦北部 愛　知

東浦北部 東浦北部 311 三井　楓 ﾐﾂｲ ｶｴﾃﾞ 男子 3 05 東浦北部 愛　知

312 中山　二千翔 ﾅｶﾔﾏ ﾆﾁｶ 男子 3 06 東浦北部 愛　知

313 内藤　稜央 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 男子 3 05 東浦北部 愛　知

314 尾方　晃正 ｵｶﾞﾀ ｺｳｾｲ 男子 3 06 東浦北部 愛　知

315 水野　成皓 ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 男子 3 06 東浦北部 愛　知

13601231 小俣 ｵﾊﾞﾀ 326 吉村　一歩 ﾖｼﾑﾗ ｲｯﾎﾟ 男子 2 06 小俣 三　重

小俣 小俣 327 山本　悠生 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 男子 3 05 小俣 三　重

328 西山　空良 ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ 男子 2 06 小俣 三　重

329 中村　彰人 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 3 06 小俣 三　重

330 土井根　慶 ﾄﾞｲﾈ ｹｲ 男子 3 05 小俣 三　重

331 西田　陸人 ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 3 05 小俣 三　重

13601241 羽島 ﾊｼﾏ 337 伊藤　圭汰 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 男子 2 06 羽島 岐　阜

羽島 羽島 338 横幕　和希 ﾖｺﾏｸ ｶｽﾞｷ 男子 3 05 羽島 岐　阜

339 光野　浩矢 ｺｳﾉ ﾋﾛﾔ 男子 3 05 羽島 岐　阜

340 渡邉　皇寿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾞｭ 男子 3 05 羽島 岐　阜

341 林　　幸誠 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 男子 2 06 羽島 岐　阜

342 五月女　皓 ｻｵﾄﾒ ﾋｶﾙ 男子 3 06 羽島 岐　阜
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13601251 中主 ﾁｭｳｽﾞ 344 中川　敬貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｷ 男子 3 05 中主 滋　賀

中主 中主 346 井上　健士郎 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾛｳ 男子 3 05 中主 滋　賀

347 谷澤　海翔 ﾀﾆｻﾞﾜ ｶｲﾄ 男子 2 06 中主 滋　賀

348 田中　蓮仁 ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 男子 2 06 中主 滋　賀

349 堀井　絢太 ﾎﾘｲ ｹﾝﾀ 男子 3 05 中主 滋　賀

350 箕田　朔太郎 ﾐﾉﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ 男子 3 05 中主 滋　賀

13601261 男山三 ｵﾄｺﾔﾏｻﾝ 361 岡村　幸拓 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 3 05 男山三 京　都

男山三 男山三 362 小川　巧翔 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾄ 男子 3 05 男山三 京　都

363 板倉　由和 ｲﾀｸﾗ ﾕｳﾄ 男子 3 06 男山三 京　都

364 平山　凌大 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 3 05 男山三 京　都

365 北村　翔太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 2 06 男山三 京　都

366 成田　天馬 ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 3 05 男山三 京　都

13601271 咲くやこの花 ｻｸﾔｺﾉﾊﾅ 385 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ健太 ｵｿﾞｲﾆｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅｹﾝﾀ 男子 3 05 咲くやこの花 大　阪

咲くやこの花 咲くやこの花 386 笹尾　俊介 ｻｻｵ ｼｭﾝｽｹ 男子 3 06 咲くやこの花 大　阪

387 中瀬　太一 ﾅｶｾ ﾀｲﾁ 男子 2 06 咲くやこの花 大　阪

388 津田　慎 ﾂﾀﾞ ｼﾝ 男子 3 05 咲くやこの花 大　阪

389 本橋　悠輝 ﾓﾄﾊｼ ﾕｳｷ 男子 2 06 咲くやこの花 大　阪

390 井町　翔太 ｲﾏﾁ ｼｮｳﾀ 男子 3 05 咲くやこの花 大　阪

13601281 塩瀬 ｼｵｾ 397 和田　純弥 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 3 05 塩瀬 兵　庫

塩瀬 塩瀬 400 年綱　晃広 ﾄｼﾂﾅ ｱｷﾋﾛ 男子 2 06 塩瀬 兵　庫

407 小楠　覇夢 ｵｸﾞｽ ﾊﾙﾑ 男子 3 05 塩瀬 兵　庫

408 松村　侑汰 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 3 05 塩瀬 兵　庫

409 伊藤　太輔 ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ 男子 3 05 塩瀬 兵　庫

13601291 富雄南 ﾄﾐｵﾐﾅﾐ 422 松井　勇翔 ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 3 05 富雄南 奈　良

富雄南 富雄南 423 松本　悠佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 2 06 富雄南 奈　良

424 村山　和駿 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 男子 2 06 富雄南 奈　良

425 冨田　雅晴 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾊﾙ 男子 3 05 富雄南 奈　良

426 櫻井　湊 ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾄ 男子 3 05 富雄南 奈　良

13601301 和歌山向陽 ﾜｶﾔﾏｺｳﾖｳ 431 松村　泰知 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 3 05 和歌山向陽 和歌山

和歌山向陽 和歌山向陽 432 岸田　時尚 ｷｼﾀﾞ ﾄｷﾋｻ 男子 3 05 和歌山向陽 和歌山

433 市川　志穏 ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 男子 2 07 和歌山向陽 和歌山

434 水本　智 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾄﾓ 男子 3 05 和歌山向陽 和歌山

435 前川　璃空 ﾏｴｶﾜ ﾘｸ 男子 2 06 和歌山向陽 和歌山

436 林　　彰哉 ﾊﾔｼ ｱｷﾔ 男子 3 06 和歌山向陽 和歌山

13601311 岸本 ｷｼﾓﾄ 440 安藤　快翔 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 男子 2 06 岸本 鳥　取

岸本 岸本 441 伊澤　健斗 ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 男子 2 06 岸本 鳥　取

442 西村　和輝 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 3 05 岸本 鳥　取

443 中村　崇汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 3 05 岸本 鳥　取

444 長谷　裕一郎 ﾊｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 3 05 岸本 鳥　取

445 吉原　絆貴 ﾖｼﾊﾗ ｷｽﾞｷ 男子 3 05 岸本 鳥　取

13601321 出雲三 ｲｽﾞﾓﾐ 449 岩﨑　鵬春 ｲﾜｻｷ ﾕｷﾊﾙ 男子 3 05 出雲三 島　根

出雲三 出雲三 450 永田　裕暉 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 男子 3 05 出雲三 島　根

451 岡　　亮汰 ｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 2 06 出雲三 島　根

452 中島　晶翔 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 男子 3 05 出雲三 島　根

453 登川　天 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾃﾝ 男子 3 05 出雲三 島　根

13601331 岡山旭東 ｵｶﾔﾏｷｮｸﾄｳ 462 伊丹　理人 ｲﾀﾐ ｱﾔﾄ 男子 3 05 岡山旭東 岡　山

岡山旭東 岡山旭東 463 岸本　琉煌 ｷｼﾓﾄ ﾙｷ 男子 2 06 岡山旭東 岡　山

464 佐藤　旭 ｻﾄｳ ｱｻﾋ 男子 3 05 岡山旭東 岡　山

465 在本　開智 ｱﾘﾓﾄ ｶｲﾁ 男子 3 05 岡山旭東 岡　山

466 坂井　澪介 ｻｶｲ ﾚｲｽｹ 男子 3 05 岡山旭東 岡　山

13601341 広島安佐 ﾋﾛｼﾏｱｻ 468 弘中　拓実 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾐ 男子 3 06 広島安佐 広　島

広島安佐 広島安佐 469 山田　修弥 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 2 06 広島安佐 広　島

470 森　　海斗 ﾓﾘ ｶｲﾄ 男子 3 05 広島安佐 広　島

471 水戸　建佑 ﾐﾄ ｹﾝｽｹ 男子 3 05 広島安佐 広　島

472 櫻井　俊輔 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 06 広島安佐 広　島

473 田中　裕作 ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 男子 3 06 広島安佐 広　島

13601351 防府桑山 ﾎｳﾌｸﾜﾉﾔﾏ 476 田中　昊慈 ﾀﾅｶ ｿﾗｼﾞ 男子 3 05 防府桑山 山　口

防府桑山 防府桑山 477 伊藤　大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 男子 3 05 防府桑山 山　口

478 遠藤　廉昂 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾀｶ 男子 3 05 防府桑山 山　口

479 吉松　凜乃介 ﾖｼﾏﾂ ﾘﾝﾉｽｹ 男子 3 05 防府桑山 山　口

480 友景　哲平 ﾄﾓｶｹﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 3 05 防府桑山 山　口

13601361 木太 ｷﾀ 482 佐々木　秀晟 ｻｻｷ ｼｭｳｾｲ 男子 3 05 木太 香　川

木太 木太 485 内田　哲太 ｳﾁﾀﾞ ﾃｯﾀ 男子 2 07 木太 香　川

486 日浦　魁 ﾋｳﾗ ｶｲ 男子 3 05 木太 香　川

487 平井　夏輝 ﾋﾗｲ ﾅﾂｷ 男子 3 05 木太 香　川

488 麻田　詢 ｱｻﾀﾞ ｼｭｳ 男子 3 05 木太 香　川

489 森澤　祐太 ﾓﾘｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 3 05 木太 香　川
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 男子4X100mR エントリーリスト（競技別）
No ﾁｰﾑ正式名 略称 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

13601371 阿南 ｱﾅﾝ 491 中村　龍青 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 2 06 阿南 徳　島

阿南 阿南 492 朝川　恵達 ｱｻｶﾜ ｹｲﾀﾂ 男子 3 05 阿南 徳　島

493 東　　恭巧 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾖｼ 男子 3 05 阿南 徳　島

494 萩野　智洋 ﾊｷﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 2 06 阿南 徳　島

495 中原　將道 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 男子 3 05 阿南 徳　島

13601381 川之江南 ｶﾜﾉｴﾐﾅﾐ 498 吉岡　知希 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ 男子 2 06 川之江南 愛　媛

川之江南 川之江南 499 山岡　勲名 ﾔﾏｵｶ ｲｻﾅ 男子 2 06 川之江南 愛　媛

500 山田　暖音 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 川之江南 愛　媛

501 森實　倖大 ﾓﾘｻﾞﾈ ｺｳﾀﾞｲ 男子 2 07 川之江南 愛　媛

502 村上　海翔 ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾄ 男子 3 06 川之江南 愛　媛

503 伊藤　琉成 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 3 05 川之江南 愛　媛

13601391 香長 ｶﾁｮｳ 504 近藤　玄騎 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 男子 3 05 香長 高　知

香長 香長 505 原田　結仁 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 2 06 香長 高　知

506 坂田　陽大 ｻｶﾀ ﾋﾅﾀ 男子 3 05 香長 高　知

507 前田　応太朗 ﾏｴﾀ ｵｳﾀﾛｳ 男子 2 06 香長 高　知

508 大野　碧俐 ｵｵﾉ ｶｲﾘ 男子 3 05 香長 高　知

509 久武　航大 ﾋｻﾀｹ ｺｳﾀﾞｲ 男子 3 06 香長 高　知

13601401 河東 ｶﾄｳ 524 吉田　隼翔 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 3 05 河東 福　岡

河東 河東 535 園田　虹輝 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 3 05 河東 福　岡

536 丸林　元 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 男子 2 06 河東 福　岡

537 神谷　秀 ｺｳﾔ ｼｭｳ 男子 2 06 河東 福　岡

538 田中　治 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 男子 3 05 河東 福　岡

539 栁　　開斗 ﾔﾅｷﾞ ｶｲﾄ 男子 3 05 河東 福　岡

13601411 武雄青陵 ﾀｹｵｾｲﾘｮｳ 541 古賀　孝太朗 ｺｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 3 06 武雄青陵 佐　賀

武雄青陵 武雄青陵 542 石内　琉介 ｲｼｳﾁ ﾘｭｳｽｹ 男子 3 05 武雄青陵 佐　賀

543 大宅　峻介 ｵｵﾔ ｼｭﾝｽｹ 男子 2 06 武雄青陵 佐　賀

544 鶴田　悠力 ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳﾘ 男子 1 07 武雄青陵 佐　賀

545 百﨑　智輝 ﾓﾓｻｷ ﾄﾓｷ 男子 3 06 武雄青陵 佐　賀

13601421 桜馬場 ｻｸﾗﾊﾞﾊﾞ 553 達木　英弥 ﾀﾂｷ ﾋﾃﾞﾔ 男子 3 05 桜馬場 長　崎

桜馬場 桜馬場 555 若松　豊人 ﾜｶﾏﾂ ﾄﾖﾋﾄ 男子 2 06 桜馬場 長　崎

556 神近　友邑 ｶﾐﾁｶ ﾕｷﾑﾗ 男子 3 05 桜馬場 長　崎

557 徳永　遥輝 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 男子 2 06 桜馬場 長　崎

558 富田谷　健太 ﾄﾐﾀﾔ ｹﾝﾀ 男子 2 06 桜馬場 長　崎

559 林　　雄哉 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 男子 3 06 桜馬場 長　崎

13601431 大津北 ｵｵﾂﾞｷﾀ 563 稲益　昂宏 ｲﾅﾏｽ ｱｷﾋﾛ 男子 3 05 大津北 熊　本

大津北 大津北 564 三池　桔平 ﾐｲｹ ｷｯﾍﾟｲ 男子 3 06 大津北 熊　本

565 太田　大斗 ｵｵﾀ ﾋﾛﾄ 男子 3 05 大津北 熊　本

566 堀　　柊太 ﾎﾘ ｼｭｳﾀ 男子 3 05 大津北 熊　本

567 木下　夢叶 ｷﾉｼﾀ ﾕﾒﾄ 男子 3 05 大津北 熊　本

568 加茂田　隆智 ｶﾓﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 3 05 大津北 熊　本

13601451 都城西 ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳﾆｼ 577 猿山　匠誠 ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 男子 3 05 都城西 宮　崎

都城西 都城西 578 横山　響 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 3 05 都城西 宮　崎

579 上森　匠馬 ｶﾐﾓﾘ ｼｮｳﾏ 男子 3 05 都城西 宮　崎

580 富森　陽音 ﾄﾐﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 3 05 都城西 宮　崎

581 立和田　誠龍 ﾀﾁﾜﾀﾞ ｼﾘｭｳ 男子 3 05 都城西 宮　崎

582 津曲　俊 ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｭﾝ 男子 3 05 都城西 宮　崎

13601461 東谷山 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏ 584 永吉　悠人 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 男子 3 05 東谷山 鹿児島

東谷山 東谷山 592 花田　琥太郎 ﾊﾅﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 3 05 東谷山 鹿児島

593 岩切　楓真 ｲﾜｷﾘ ﾌｳﾏ 男子 2 06 東谷山 鹿児島

594 恒吉　優大 ﾂﾈﾖｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 3 05 東谷山 鹿児島

595 馬場　海吏 ﾊﾞﾊﾞ ｶｲﾘ 男子 2 06 東谷山 鹿児島

596 岩元　敦史 ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 3 05 東谷山 鹿児島

13601471 石垣二 ｲｼｶﾞｷﾀﾞｲ 598 櫛引　琉星 ｸｼﾋﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 3 05 石垣二 沖　縄

石垣二 石垣二 599 上地　星矢 ｳｴﾁ ｾｲﾔ 男子 3 05 石垣二 沖　縄

600 大浜　凌空 ｵｵﾊﾏ ﾘｸ 男子 3 05 石垣二 沖　縄

601 南　　龍之輔 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 2 06 石垣二 沖　縄

602 平良　勇翔 ﾀｲﾗ ﾕｳﾄ 男子 3 05 石垣二 沖　縄
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 女子100m 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 11.89 388 先村　若奈 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 3 05 山　口 高川学園

2 11.98 337 南　　こはる ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 女子 3 05 奈　良 奈学登美ヶ丘

3 12.05 234 佐藤　俐有 ｻﾄｳ ﾘｱ 女子 2 06 愛　知 田原東部

4 12.08 460 山形　愛羽 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｲﾊ 女子 3 05 熊　本 八代一

5 12.12 349 坂本　実南 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 3 06 和歌山 和歌山貴志

6 12.15 49 谷口　紗菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅ 女子 3 06 福　島 福島三

7 12.16 212 小針　陽葉 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 女子 2 06 静　岡 沼津原

8 12.17 113 森澤　優佳 ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｶ 女子 3 05 千　葉 船橋葛飾

9 12.18 50 成田　朱里 ﾅﾘﾀ ｱｶﾘ 女子 3 05 福　島 須賀川一

9 12.18 129 ﾛｽ瑚花ｱﾃﾞｨｱ ﾛｽ ｺﾊﾅｱﾃﾞｨｱ 女子 2 06 東　京 世田谷駒沢

9 12.18 323 加田　実優 ｶﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 3 05 兵　庫 洲本由良

12 12.19 324 宗野　華楓 ｿｳﾉ ﾊﾙｶ 女子 3 05 兵　庫 山陽

13 12.23 213 木村　美結 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 女子 3 05 静　岡 掛川西

14 12.24 325 西藤　杏純 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞﾐ 女子 3 05 兵　庫 神戸多聞東

15 12.25 174 宮澤　けい ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 女子 3 05 長　野 駒ヶ根赤穂

15 12.25 258 秋月　涼子 ｱｷﾂﾞｷ ﾘｮｳｺ 女子 3 05 岐　阜 岐阜三輪

17 12.27 253 北尾　心映 ｷﾀｵ ｺﾊﾙ 女子 1 07 三　重 厚生

17 12.27 372 田尻　真子 ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 女子 3 05 岡　山 京山

19 12.31 435 伊藤　珠奈 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾅ 女子 3 05 福　岡 思永

20 12.32 326 香西　万桜 ｺｳｻﾞｲ ﾏｵ 女子 3 05 兵　庫 港島学園

21 12.33 214 鈴木　音羽 ｽｽﾞｷ ｵﾄﾊ 女子 3 05 静　岡 浜松浜北北部

22 12.34 69 二宮　音彩 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 女子 3 06 栃　木 栃木西

22 12.34 305 田中　美羽 ﾀﾅｶ ﾐｳ 女子 3 05 大　阪 堺登美丘

24 12.36 5 土谷　花織 ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 女子 2 06 北海道 北斗上磯

24 12.36 215 大嶽　眞子 ｵｵﾀﾞｹ ﾏｺ 女子 2 06 静　岡 沼津四

24 12.36 348 成川　咲菜 ﾅﾘｶﾜ ｻﾅ 女子 3 05 和歌山 海南下津二

24 12.36 495 日高　桜佳 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙｶ 女子 3 06 神奈川 海西

28 12.37 470 堀尾　朱音 ﾎﾘｵ ｱｶﾈ 女子 3 05 大　分 大分坂ﾉ市

29 12.38 150 岩間　彩芽 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 女子 J2 06 山　梨 Type-R

30 12.39 188 明正　佑奈 ﾐｮｳｼｮｳ ﾕﾅ 女子 3 06 石　川 松陽

31 12.41 327 光安　しずく ﾐﾂﾔｽ ｼｽﾞｸ 女子 3 05 兵　庫 加古川平岡

32 12.42 401 深田　晴花 ﾌｶﾀ ﾊﾙｶ 女子 3 05 香　川 国分寺

33 12.43 306 森本　海咲希 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ 女子 3 05 大　阪 守口一

33 12.43 473 中富　優依 ﾅｶﾄﾐ ﾕｲ 女子 3 05 宮　崎 日向財光寺

33 12.43 482 坂元　瑠菜 ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ 女子 3 05 鹿児島 阿久根
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 女子200m 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 24.56 319 好井　愛結 ﾖｼｲ ｱﾕ 女子 3 05 兵　庫 加古川氷丘

2 24.74 207 磯貝　唯菜 ｲｿｶﾞｲ ﾕｲﾅ 女子 3 05 静　岡 浜松笠井

3 24.88 140 税田ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美 ｻｲﾀ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ﾘﾐ 女子 3 06 神奈川 横須賀大津

4 24.95 275 瀧野　未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ 女子 3 05 京　都 男山東

5 25.03 297 島田　幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 女子 2 06 大　阪 咲くやこの花

6 25.06 159 中倉　茉咲 ﾅｶｸﾗ ﾏｻｷ 女子 3 05 新　潟 新発田紫雲寺

7 25.14 34 三浦　夏恋 ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ 女子 3 05 秋　田 秋田泉

8 25.35 75 石川　佑実 ｲｼｶﾜ ﾕﾐ 女子 3 05 群　馬 太田生品

9 25.37 160 佐藤　瑠海 ｻﾄｳ ﾙﾐ 女子 3 05 新　潟 南魚沼六日町

10 25.47 250 清水　彩加 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 女子 3 05 三　重 白子

10 25.47 298 浅田　真子 ｱｻﾀﾞ ﾏｺ 女子 3 06 大　阪 大阪天王寺

10 25.47 380 江原　美月優 ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ 女子 3 05 広　島 福山鷹取

13 25.48 46 深谷　瑞葵 ﾌｶﾔ ﾐｽﾞｷ 女子 J3 05 福　島 g3

14 25.50 208 小林　樹里 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 女子 3 06 静　岡 浜松積志

15 25.51 126 ﾇﾜｴﾒ　ｸﾞﾚｰｽ ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ 女子 2 06 東　京 世田谷駒沢

15 25.51 127 福西　和香子 ﾌｸﾆｼ ﾜｶｺ 女子 2 06 東　京 府中六

17 25.53 276 長鴫　海凪 ﾅｶﾞｼｷﾞ ﾐﾅｷﾞ 女子 2 07 京　都 京都光華

17 25.53 431 井手口陽菜里 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾅﾘ 女子 3 05 福　岡 穂波東

19 25.59 168 福田　笑未 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 女子 J3 05 長　野 安曇野AC

20 25.64 251 中川　真友 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ 女子 3 05 三　重 明和

21 25.68 35 竹田　彩花 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 3 05 山　形 東根大富

21 25.68 370 正木　紗 ﾏｻｷ ｻﾗ 女子 3 05 岡　山 京山

23 25.69 6 堀下　結愛 ﾎﾘｼﾀ ﾕｱ 女子 3 05 北海道 苫小牧緑陵
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 女子800m 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 2:10.38 206 武田　亜子 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 女子 3 05 静　岡 三島南

2 2:10.56 429 下森　美咲 ｼﾀﾓﾘ ﾐｻｷ 女子 3 05 福　岡 熊西

3 2:11.28 63 長島　結衣 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 女子 3 05 栃　木 真岡

4 2:12.13 248 松本　未空 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 女子 3 05 三　重 平田野

5 2:12.57 226 森　　千莉 ﾓﾘ ｾﾝﾘ 女子 3 06 愛　知 浄水

6 2:13.08 318 好井　万結 ﾖｼｲ ﾏﾕ 女子 3 05 兵　庫 加古川氷丘

7 2:13.38 479 田中　優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 女子 3 05 宮　崎 宮崎大淀

8 2:13.64 74 中村　愛花 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 女子 2 06 群　馬 中央中等

9 2:13.97 369 神谷　沙希 ﾐﾀﾆ ｻｷ 女子 3 05 岡　山 津山久米

10 2:14.05 45 佐藤　美空 ｻﾄｳ ﾐｸ 女子 3 05 福　島 福島四

11 2:14.27 64 大竹　音々 ｵｵﾀｹ ﾈﾈ 女子 2 06 栃　木 足利二

12 2:14.63 3 石川　蘭 ｲｼｶﾜ ﾗﾝ 女子 2 06 北海道 小樽西陵

13 2:14.82 296 白濱　桜花 ｼﾗﾊﾏ ｻｸﾗ 女子 3 05 大　阪 柏原

14 2:14.93 448 船木　歌 ﾌﾅｷ ｳﾀ 女子 2 06 長　崎 玖島

15 2:14.94 468 福山　友菜 ﾌｸﾔﾏ ﾕﾅ 女子 2 06 大　分 大分滝尾

16 2:15.05 65 岡本　可蓮 ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ 女子 3 05 栃　木 栃木西

17 2:15.13 33 小林　望迪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾋﾗ 女子 3 05 秋　田 秋田桜

18 2:15.19 249 平野　里歩 ﾋﾗﾉ ﾘﾎ 女子 3 05 三　重 多度

19 2:15.26 430 江藤　杏梨 ｴﾄｳ ｱﾝﾘ 女子 3 06 福　岡 穂波東

20 2:15.71 90 松野　心春 ﾏﾂﾉ ｺﾊﾙ 女子 3 05 埼　玉 原山

21 2:15.75 421 下總　彩夏 ｼﾓﾌｻ ｱﾔｶ 女子 3 05 高　知 香長

22 2:16.03 481 本坊　あこ ﾎﾝﾎﾞｳ ｱｺ 女子 3 05 鹿児島 東谷山
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 女子1500m 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 4:27.28 320 新　　楓菜 ﾆｲ ﾌｳﾅ 女子 3 05 兵　庫 姫路飾磨西

2 4:27.57 227 小嶋　聖來 ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 女子 3 05 愛　知 六ﾂ美北

3 4:29.21 91 水越　麻衣 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｲ 女子 3 05 埼　玉 草加

4 4:29.57 469 山本　釉未 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ 女子 3 05 大　分 大分城東

5 4:29.95 108 今西　紗世 ｲﾏﾆｼ ｻﾖ 女子 2 06 千　葉 八木

6 4:30.51 228 壁谷　衿奈 ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ 女子 3 06 愛　知 竜海

7 4:31.21 229 柴田　桃花 ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 女子 3 05 愛　知 弥富

8 4:31.93 148 橘山　莉乃 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 女子 J3 05 山　梨 GONSPORTS

9 4:32.40 230 中馬　蘭奈 ﾁｭｳﾏ ﾗﾝﾅ 女子 3 05 愛　知 逢妻

10 4:32.64 4 鈴木　瑠夏 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 女子 3 05 北海道 旭川神居東

11 4:32.83 321 安田　瑠捺 ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ 女子 3 05 兵　庫 尼崎小田北

12 4:32.86 169 名和　夏乃子 ﾅﾜ ｶﾉｺ 女子 3 05 長　野 岡谷南部

13 4:33.33 458 石川　美沙希 ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 女子 2 06 熊　本 山鹿

14 4:33.58 66 渡邉　来愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾚｱ 女子 3 05 栃　木 栃木東陽

15 4:34.03 277 深田　望友 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾕ 女子 3 05 京　都 樫原

16 4:34.17 381 森安　桃風 ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ 女子 3 06 広　島 三原第五

17 4:34.54 265 森谷　心美 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾐ 女子 2 06 滋　賀 立命館守山

18 4:34.56 47 馬場　理奈 ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ 女子 3 05 福　島 若松第一

19 4:34.67 48 田子　明花莉 ﾀｺﾞ ｱｶﾘ 女子 3 06 福　島 石川

20 4:35.16 231 鈴村　愛菜 ｽｽﾞﾑﾗ ｱｲﾅ 女子 3 05 愛　知 六ﾂ美北

21 4:35.44 232 林　　彩夢 ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ 女子 2 06 愛　知 西尾鶴

22 4:35.56 432 川西　みち ｶﾜﾆｼ ﾐﾁ 女子 2 07 福　岡 永犬丸

23 4:35.90 92 須郷　柚菜 ｽｺﾞｳ ﾕｽﾞﾅ 女子 3 06 埼　玉 三郷北

24 4:36.33 93 成瀬　結菜 ﾅﾙｾ ﾕﾅ 女子 2 06 埼　玉 鶴ヶ島藤

25 4:36.53 382 板岡　侑花 ｲﾀｵｶ ﾕｳｶ 女子 3 05 広　島 呉仁方

26 4:36.81 109 澤井　美結 ｻﾜｲ ﾐﾕ 女子 3 05 千　葉 西の原

27 4:37.35 94 赤羽　優苗 ｱｶﾊﾞ ﾕｳﾅ 女子 2 06 埼　玉 東松山南

28 4:37.40 399 香川　莉々 ｶｶﾞﾜ ﾘﾘ 女子 3 05 香　川 多度津

29 4:37.59 209 澤田　結弥 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾔ 女子 3 06 静　岡 浜松細江

30 4:37.92 299 白川　朝陽 ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ 女子 3 05 大　阪 枚方一

31 4:37.94 128 茂野　葉湖 ｼｹﾞﾉ ﾊｺ 女子 J3 05 東　京 KJR･L

32 4:37.99 67 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子 3 06 栃　木 宇都宮若松原
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 女子100mH(0.762m_8.00m) 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 13.75 449 宮﨑　叶和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾜ 女子 3 06 長　崎 長崎日大

2 14.05 210 小早川　心暖 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｺﾊﾙ 女子 3 05 静　岡 伊豆修善寺

3 14.06 300 岸本　礼菜 ｷｼﾓﾄ ﾚﾅ 女子 2 06 大　阪 咲くやこの花

4 14.09 68 野村　美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 女子 3 05 栃　木 小山城南

5 14.22 170 唐澤　さくら ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 女子 3 05 長　野 箕輪

6 14.24 345 福井　有香 ﾌｸｲ ﾕｶ 女子 3 05 和歌山 和歌山桐蔭

7 14.28 110 梅澤　李心 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｺ 女子 3 06 千　葉 酒々井

7 14.28 171 佐伯　風帆 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 女子 J3 06 長　野 軽井沢A&AC

9 14.29 111 志水　芹菜 ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ 女子 3 05 千　葉 茂原南

9 14.29 433 福島　さくら ﾌｸｼﾏ ｻｸﾗ 女子 3 05 福　岡 霧丘

11 14.34 434 谷中　天架 ﾀﾆﾅｶ ﾃﾝｶ 女子 2 06 福　岡 八屋

12 14.37 400 豊田　ひなた ﾄﾖﾀ ﾋﾅﾀ 女子 3 05 香　川 観音寺

13 14.39 112 星野　美優 ﾎｼﾉ ﾐﾕ 女子 3 06 千　葉 我孫子白山

13 14.39 233 片山　心菜 ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ 女子 3 05 愛　知 城北

13 14.39 459 鳥丸　沙葵 ﾄﾘﾏﾙ ｻｷ 女子 3 05 熊　本 熊本帯山

16 14.41 172 小林　柑南 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 女子 3 05 長　野 三郷

16 14.41 322 佐岡　沙都紀 ｻｵｶ ｻﾂｷ 女子 3 05 兵　庫 加古川平岡

16 14.41 362 石橋　望美 ｲｼﾊﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 女子 3 05 島　根 浜山

19 14.42 252 小林　祐希穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾎ 女子 3 06 三　重 多気

20 14.44 197 石田　奈瑞菜 ｲｼﾀﾞ ﾅｽﾞﾅ 女子 3 05 福　井 福井市成和

20 14.44 346 川端　美珠生 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 女子 3 05 和歌山 和歌山東和

22 14.47 363 松原　しほり ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 女子 3 05 島　根 出雲河南

23 14.50 301 前田　理湖 ﾏｴﾀﾞ ﾘｺ 女子 3 05 大　阪 茨木南

24 14.53 278 伊佐　乃亜 ｲｻ ﾉｱ 女子 3 05 京　都 木津

24 14.53 302 妹尾　千里 ｾﾉｵ ﾁｻﾄ 女子 2 06 大　阪 豊中十五

26 14.54 95 山本　佳那 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 女子 3 05 埼　玉 大宮北

27 14.55 211 篠原　柚葉 ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 女子 2 06 静　岡 三島北上

28 14.56 161 山賀　凪 ﾔﾏｶﾞ ﾅｷﾞ 女子 2 06 新　潟 十日町松代

28 14.56 279 ｲﾍﾞﾙ　聖羅 ｲﾍﾞﾙ ｾﾗ 女子 3 05 京　都 洛北

30 14.57 149 丸山　星乃 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 女子 3 05 山　梨 櫛形

30 14.57 303 井上　南々花 ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾊ 女子 3 05 大　阪 豊中九

32 14.58 139 佐藤　優李迦 ｻﾄｳ ﾕﾘｶ 女子 3 05 神奈川 横浜中川西

32 14.58 304 村岡　美咲 ﾑﾗｵｶ ﾐｻｷ 女子 3 05 大　阪 豊中三

32 14.58 347 南方　麻央 ﾐﾅｶﾀ ﾏｵ 女子 3 05 和歌山 和歌山東和

35 14.59 383 綾目　ひなの ｱﾔﾒ ﾋﾅﾉ 女子 3 06 広　島 尾道高西

36 14.60 76 飯塚　佳音 ｲｲﾂﾞｶ ｶﾉﾝ 女子 3 05 群　馬 前橋東

36 14.60 173 並木　彩華 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 女子 J1 07 長　野 軽井沢A&AC

36 14.60 371 沖田　万由子 ｵｷﾀ ﾏﾕｺ 女子 3 05 岡　山 西大寺
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 女子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 5m80 223 松村　琴都 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ 女子 J3 05 愛　知 TSM

2 5m70 336 釣本　陽香 ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 3 05 奈　良 郡山南

3 5m66 419 結城　心優 ﾕｳｷ ﾐﾋﾛ 女子 3 05 高　知 春野

4 5m65 87 田口　侑楽 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ 女子 3 05 埼　玉 熊谷富士見

5 5m61 457 一森　真緒 ｲﾁﾓﾘ ﾏｵ 女子 3 06 熊　本 荒尾四

6 5m58 121 宮本　里乃亜 ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾉｱ 女子 3 06 東　京 渋谷松濤

6 5m58 353 谷口　陽向 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 女子 3 06 鳥　取 鳥取北

8 5m56 180 吉尾　彩 ﾖｼｵ ｱﾔ 女子 3 05 富　山 南砺福光

8 5m56 394 安藤　桃子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 女子 3 05 香　川 桜町

10 5m54 2 神田　琉杏 ｶﾝﾀﾞ ﾙｱﾝ 女子 J3 05 北海道 AAA

11 5m52 86 近藤　いおん ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ 女子 2 06 埼　玉 三郷彦成

11 5m52 273 津田　実花 ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 3 05 京　都 梅津

11 5m52 316 舛永　心音 ﾏｽﾅｶﾞ ｺｺﾈ 女子 3 06 兵　庫 筒井台

14 5m50 203 橋本　詩音 ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾝ 女子 2 06 静　岡 静岡雙葉

15 5m48 42 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 女子 3 05 福　島 福島松陵

15 5m48 106 山本　澪 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ 女子 3 05 千　葉 君津

15 5m48 120 中村　彩良 ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 3 05 東　京 府中八

15 5m48 136 中村　咲良 ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ 女子 3 05 神奈川 北陽

19 5m47 187 西　　桃花 ﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 3 05 石　川 野々市

19 5m47 222 河合　くるみ ｶﾜｲ ｸﾙﾐ 女子 3 05 愛　知 豊川東部

19 5m47 467 佐藤　なな ｻﾄｳ ﾅﾅ 女子 3 05 大　分 大分豊府

19 5m47 471 松尾　寧久 ﾏﾂｵ ｼｽﾞｸ 女子 3 05 宮　崎 宮崎西

23 5m46 105 林　　杏朱 ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 女子 3 05 千　葉 東庄

23 5m46 315 小山　さくら ｺﾔﾏ ｻｸﾗ 女子 3 06 兵　庫 別府

23 5m46 412 上野　心華 ｳｴﾉ ｺﾊﾙ 女子 3 05 愛　媛 大洲北

23 5m46 489 相田　未央 ｿｳﾀﾞ ﾐｵ 女子 J3 05 沖　縄 Team Crest

27 5m45 103 小出　姫花 ｺｲﾃﾞ ﾋﾒｶ 女子 3 05 千　葉 旭二

27 5m45 104 長谷川　愛良 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾗ 女子 1 07 千　葉 千葉県旭干潟

27 5m45 246 石田　怜 ｲｼﾀﾞ ﾚｲ 女子 3 05 三　重 多気

30 5m44 119 椎名　ひまり ｼｲﾅ ﾋﾏﾘ 女子 3 05 東　京 武蔵野東
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 女子走高跳 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 1m67 44 三宅　花音 ﾐﾔｹ ｶﾉﾝ 女子 3 05 福　島 郡山四

2 1m66 490 比嘉　桃花 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ 女子 J3 05 沖　縄 石垣島ｱｽﾘｰﾄ

3 1m65 125 森崎　優希 ﾓﾘｻｷ ﾕｷ 女子 3 05 東　京 八王子六

4 1m64 158 川瀬　仁香 ｶﾜｾ ﾆｺ 女子 3 05 新　潟 新潟大附新潟

5 1m63 56 谷口　愛弥子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｺ 女子 3 05 茨　城 みどりの学園

5 1m63 89 中村　仁胡 ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 女子 3 05 埼　玉 所沢東

7 1m62 196 中田　和那 ﾅｶﾀ ﾜｶﾅ 女子 3 05 福　井 明道

8 1m61 107 村田　楓夏 ﾑﾗﾀ ﾌｳｶ 女子 3 05 千　葉 白井

8 1m61 138 髙木　くるみ ﾀｶｷﾞ ｸﾙﾐ 女子 3 05 神奈川 横須賀池上

8 1m61 274 佐々木　菜摘 ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 女子 3 05 京　都 桃映

8 1m61 295 中原　苺娃 ﾅｶﾊﾗ ﾃｨｱ 女子 3 05 大　阪 みなはつ学園

8 1m61 344 前西　咲良 ﾏｴﾆｼ ｻｸﾗ 女子 3 06 和歌山 和歌山紀之川

8 1m61 361 池田　紗季 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 女子 3 05 島　根 松江二

8 1m61 398 中村　紫里 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 女子 3 05 香　川 中部

8 1m61 420 恒石　望乃 ﾂﾈｲｼ ﾉﾉ 女子 3 06 高　知 高知

16 1m60 26 山口　葵 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 女子 3 05 宮　城 石巻

16 1m60 43 佐藤　遥 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 3 05 福　島 郡山四

16 1m60 88 町田　瑠璃華 ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ 女子 3 05 埼　玉 久喜太東

16 1m60 124 宮澤　美桜 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｵ 女子 2 06 東　京 八王子二

16 1m60 225 澤　　実伶 ｻﾜ ﾐﾚｲ 女子 3 06 愛　知 西尾平坂

16 1m60 247 井ﾉ口　世菜 ｲﾉｸﾞﾁ ｾﾅ 女子 2 06 三　重 豊里

16 1m60 294 山ﾉ井　綾音 ﾔﾏﾉｲ ｱﾔﾈ 女子 3 06 大　阪 吹田一

16 1m60 368 木村　珠久 ｷﾑﾗ ﾐｸ 女子 3 06 岡　山 石井

16 1m60 480 早瀬　葵 ﾊﾔｾ ｱｵｲ 女子 3 05 鹿児島 伊集院

25 1m59 123 佐藤　沙弥花 ｻﾄｳ ｻﾔｶ 女子 3 05 東　京 府中六

25 1m59 137 福田　桃芭 ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓﾊ 女子 3 05 神奈川 藤沢鵠沼

25 1m59 205 加藤　那奈美 ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ 女子 2 06 静　岡 浜松笠井

25 1m59 472 山田　祈世 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖ 女子 3 05 宮　崎 えびの飯野

29 1m58 12 斎藤　心音 ｻｲﾄｳ ｺｺﾈ 女子 3 05 青　森 板柳

29 1m58 25 山根　希乃風 ﾔﾏﾈ ﾉﾉｶ 女子 2 06 宮　城 仙台二華

29 1m58 122 中山　幸来 ﾅｶﾔﾏ ｻﾗ 女子 3 05 東　京 福生一

29 1m58 204 鈴木　優芽 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 女子 3 05 静　岡 袋井浅羽

29 1m58 224 鰐部　茜 ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ 女子 3 05 愛　知 八幡

29 1m58 317 原田　梨子 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｺ 女子 3 05 兵　庫 神戸向洋

29 1m58 354 井東　結 ｲﾄｳ ﾕｲ 女子 3 05 鳥　取 境港二

29 1m58 395 郷田　みつき ｺﾞｳﾀﾞ ﾐﾂｷ 女子 3 05 香　川 高瀬

29 1m58 396 谷本　那津 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾂ 女子 3 05 香　川 高松一

29 1m58 397 田中　陶子 ﾀﾅｶ ﾄｳｺ 女子 3 05 香　川 屋島
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 女子砲丸投(2.721kg) 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 14m62 245 坂山　成 ｻｶﾔﾏ ﾅﾘｶ 女子 3 05 三　重 多気

2 14m15 428 濵田　桃子 ﾊﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子 3 06 福　岡 和白

3 14m13 102 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ衣乃帆 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ ｴﾉﾎ 女子 3 05 千　葉 酒々井

4 14m03 221 山田　真央 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 女子 3 05 愛　知 御幸山

5 14m00 85 堀野　遥 ﾎﾘﾉ ﾊﾙｶ 女子 3 05 埼　玉 本庄南

6 13m78 379 迫田　明華 ｻｺﾀﾞ ﾒｲｶ 女子 2 06 広　島 広島瀬野川

7 13m67 293 徳永　さくら ﾄｸﾅｶﾞ ｻｸﾗ 女子 3 05 大　阪 咲くやこの花

8 13m57 335 嶋本　美海 ｼﾏﾓﾄ ﾐﾐ 女子 3 05 奈　良 斑鳩南

9 13m54 167 松林　彩 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 女子 3 06 長　野 七二会

9 13m54 292 山口　嘉夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ 女子 2 06 大　阪 墨江丘

11 13m47 272 野本　菜々 ﾉﾓﾄ ﾅﾅ 女子 2 06 京　都 大住

12 13m44 18 浅水　心結 ｱｻﾐｽﾞ ｺﾘﾝ 女子 3 06 岩　手 久慈

13 13m41 291 前園　奈那 ﾏｴｿﾞﾉ ﾅﾅ 女子 3 05 大　阪 大阪三稜

14 13m40 135 桑原　安那 ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 女子 3 05 神奈川 土沢

14 13m40 194 手塚　理央 ﾃﾂﾞｶ ﾘｵ 女子 3 05 福　井 坂井市春江

16 13m33 290 坂　　ちはる ｻｶ ﾁﾊﾙ 女子 2 06 大　阪 富田林二

17 13m26 1 鈴木　心絆 ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ 女子 3 05 北海道 せたな大成

18 13m25 289 大黒　恋華 ｵｵｸﾞﾛ ﾚﾝｶ 女子 2 06 大　阪 堺金岡南

19 13m20 456 山里　椿華 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾊﾙｶ 女子 3 05 熊　本 河浦

20 13m03 447 近藤　湊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ 女子 2 06 長　崎 南有馬

21 12m99 157 土屋　友梨恵 ﾂﾁﾔ ﾕﾘｴ 女子 3 05 新　潟 佐渡両津

22 12m95 314 永井　彩花 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 女子 3 06 兵　庫 加古川浜の宮

22 12m95 334 矢野　結衣 ﾔﾉ ﾕｲ 女子 2 06 奈　良 畝傍

24 12m93 446 草野　美夕 ｸｻﾉ ﾐﾕｳ 女子 3 06 長　崎 桜馬場

25 12m88 288 日高　菜生 ﾋﾀﾞｶ ﾅｵ 女子 3 05 大　阪 大阪今市

26 12m82 287 上野　心海 ｳｴﾉ ｺｺﾐ 女子 3 05 大　阪 大阪友渕

27 12m80 244 曽野　雅 ｿﾉ ﾐﾔﾋﾞ 女子 3 05 三　重 小俣

27 12m80 286 乾　　奈子 ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 3 05 大　阪 十三
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 女子四種競技 競技者一覧（競技別）

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属地 所属名

1 3191 235 林　　美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 女子 3 05 愛　知 岡崎翔南

2 3059 130 下元　香凜 ｼﾓﾓﾄ ｶﾘﾝ 女子 3 05 東　京 あきる野御堂

3 2975 236 田島　七里香 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 J3 05 愛　知 TSM

4 2809 96 赤堀　空来 ｱｶﾎﾞﾘ ｿﾗ 女子 3 05 埼　玉 大原

5 2702 329 中川　朔那 ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾅ 女子 3 05 兵　庫 小野

6 2677 307 庄田　羽菜 ｼｮｳﾀﾞ ﾊﾅ 女子 3 06 大　阪 大阪夕陽丘

7 2650 77 宮﨑　真心 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺ 女子 3 05 群　馬 嬬恋

8 2644 308 木村　優来 ｷﾑﾗ ﾕﾗ 女子 3 05 大　阪 咲くやこの花

9 2643 27 千葉　史織 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 女子 3 05 宮　城 古川黎明

10 2640 70 平子　遙夏 ﾋﾗｺ ﾊﾙｶ 女子 3 06 栃　木 宇都宮瑞穂野

11 2630 78 阿久戸　南美 ｱｸﾄ ﾐﾅﾐ 女子 3 05 群　馬 桐生清流

12 2617 237 太田　結愛 ｵｵﾀ ﾕｱ 女子 J3 05 愛　知 TSM

13 2604 141 及川　理子 ｵｲｶﾜ ﾘｺ 女子 3 05 神奈川 横浜西本郷

14 2585 328 杉森　結衣 ｽｷﾞﾓﾘ ﾕｲ 女子 3 05 兵　庫 加古川平岡南

15 2558 36 齋藤　姫奈 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 3 06 山　形 小国

15 2558 266 石川　優空 ｲｼｶﾜ ﾕﾗ 女子 3 05 滋　賀 聖徳
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 女子4X100mR エントリーリスト（競技別）
No ﾁｰﾑ正式名 略称 資格記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 学年 生年 個人所属 所属地

23601011 北斗上磯 ﾎｸﾄｶﾐｲｿ 5 土谷　花織 ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 女子 2 06 北斗上磯 北海道

北斗上磯 北斗上磯 7 横山　詩 ﾖｺﾔﾏ ｳﾀ 女子 3 05 北斗上磯 北海道

8 丸山　彩華 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 1 07 北斗上磯 北海道

9 橋本　飛香 ﾊｼﾓﾄ ｱｽｶ 女子 2 06 北斗上磯 北海道

10 古藤　沙輝 ﾌﾙﾌｼﾞ ｻｷ 女子 3 05 北斗上磯 北海道

11 山内　綺羅妃 ﾔﾏｳﾁ ｷﾗﾋﾞ 女子 3 05 北斗上磯 北海道

23601021 中里 ﾅｶｻﾄ 13 古川　郁子 ｺｶﾞﾜ ｲｸｺ 女子 2 06 中里 青　森

中里 中里 14 坂田　一華 ｻｶﾀ ｲﾁｶ 女子 2 07 中里 青　森

15 三上　音羽 ﾐｶﾐ ｵﾄﾊ 女子 3 05 中里 青　森

16 鈴木　和咲 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｻ 女子 2 06 中里 青　森

17 中畑　里穂 ﾅｶﾊﾀ ﾘﾎ 女子 3 05 中里 青　森

23601031 北上 ｷﾀｶﾐ 19 宇夫方　和 ｳﾌﾞｶﾀ ﾅｺﾞﾐ 女子 3 05 北上 岩　手

北上 北上 20 菊池　冬湖 ｷｸﾁ ﾄｳｺ 女子 1 07 北上 岩　手

21 新田　里穂子 ﾆｯﾀ ﾘﾎｺ 女子 1 07 北上 岩　手

22 泉　　瑠七 ｲｽﾞﾐ ﾙﾅ 女子 2 06 北上 岩　手

23 多田　心春 ﾀﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 2 07 北上 岩　手

24 齋藤　沙羅 ｻｲﾄｳ ｻﾗ 女子 3 05 北上 岩　手

23601041 仙台長町 ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾏﾁ 28 宮本　夏希 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 3 05 仙台長町 宮　城

仙台長町 仙台長町 29 佐藤　結芽 ｻﾄｳ ﾕﾒ 女子 2 06 仙台長町 宮　城

30 山本　麻夏 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 女子 1 07 仙台長町 宮　城

31 布屋　希恵果 ﾇﾉﾔ ｷｴｶ 女子 2 06 仙台長町 宮　城

32 倉田　あかり ｸﾗﾀ ｱｶﾘ 女子 3 05 仙台長町 宮　城

23601061 小国 ｵｸﾞﾆ 36 齋藤　姫奈 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 3 06 小国 山　形

小国 小国 37 穴沢　咲良 ｱﾅｻﾞﾜ ｻｸﾗ 女子 2 07 小国 山　形

38 五十嵐　琉星 ｲｶﾞﾗｼ ﾙﾅ 女子 2 06 小国 山　形

39 佐藤　ミリア ｻﾄｳ ﾐﾘｱ 女子 2 06 小国 山　形

40 佐藤　有 ｻﾄｳ ﾕｳ 女子 2 06 小国 山　形

41 難波　俐音 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｵﾝ 女子 3 05 小国 山　形

23601071 福島三 ﾌｸｼﾏｻﾝ 49 谷口　紗菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅ 女子 3 06 福島三 福　島

福島三 福島三 51 今野　桃花 ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ 女子 3 05 福島三 福　島

52 室井　清花 ﾑﾛｲ ｻﾔｶ 女子 3 05 福島三 福　島

53 清水　くらら ｼﾐｽﾞ ｸﾗﾗ 女子 3 05 福島三 福　島

54 平山　鈴奈 ﾋﾗﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 女子 3 05 福島三 福　島

55 木村　夏七葉 ｷﾑﾗ ﾅﾅﾊ 女子 3 05 福島三 福　島

23601081 水戸笠原 ﾐﾄｶｻﾊﾗ 57 宇佐美　乃彩 ｳｻﾐ ﾉｱ 女子 3 05 水戸笠原 茨　城

水戸笠原 水戸笠原 58 宮地　綾乃 ﾐﾔﾁ ｱﾔﾉ 女子 2 06 水戸笠原 茨　城

59 大槻　真優 ｵｵﾂｷ ﾏﾕ 女子 3 05 水戸笠原 茨　城

60 飛田　彩音 ﾄﾋﾞﾀ ｱﾔﾈ 女子 3 05 水戸笠原 茨　城

61 飛田　翠 ﾄﾋﾞﾀ ﾐﾄﾞﾘ 女子 3 05 水戸笠原 茨　城

62 中澤　早紀 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷ 女子 2 06 水戸笠原 茨　城

23601091 栃木西 ﾄﾁｷﾞﾆｼ 69 二宮　音彩 ﾆﾉﾐﾔ ﾈｲﾛ 女子 3 06 栃木西 栃　木

栃木西 栃木西 71 森　　さあや ﾓﾘ ｻｱﾔ 女子 2 06 栃木西 栃　木

72 大塚　唯加 ｵｵﾂｶ ﾕｲｶ 女子 3 05 栃木西 栃　木

73 藤田　実優 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ 女子 2 06 栃木西 栃　木

23601101 太田南 ｵｵﾀﾐﾅﾐ 79 柴崎　愛弓 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｱﾕﾐ 女子 3 05 太田南 群　馬

太田南 太田南 80 松本　美月 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 女子 3 05 太田南 群　馬

81 松本　優月 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 05 太田南 群　馬

82 大澤　杏莉 ｵｵｻﾜ ｱﾝﾘ 女子 3 05 太田南 群　馬

83 齋藤　いつみ ｻｲﾄｳ ｲﾂﾐ 女子 3 06 太田南 群　馬

84 見供　咲茅 ﾐﾄﾓ ｻﾁ 女子 3 05 太田南 群　馬

23601111 熊谷富士見 ｸﾏｶﾞﾔﾌｼﾞﾐ 87 田口　侑楽 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾗ 女子 3 05 熊谷富士見 埼　玉

熊谷富士見 熊谷富士見 97 岡田　夢菜 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 女子 3 05 熊谷富士見 埼　玉

98 加藤　有純 ｶﾄｳ ｱｽﾐ 女子 3 06 熊谷富士見 埼　玉

99 新木　水姫 ｱﾗｷ ﾐｽﾞｷ 女子 2 06 熊谷富士見 埼　玉

100 清水　菜々美 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅﾐ 女子 2 06 熊谷富士見 埼　玉

101 栁田　愛莉 ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｲﾘ 女子 3 06 熊谷富士見 埼　玉

23601121 酒々井 ｼｽｲ 110 梅澤　李心 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｺ 女子 3 06 酒々井 千　葉

酒々井 酒々井 114 西山　由佳里 ﾆｼﾔﾏ ﾕｶﾘ 女子 3 05 酒々井 千　葉

115 前田　巴那 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ 女子 2 07 酒々井 千　葉

116 飯田　結衣名 ｲｲﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 3 05 酒々井 千　葉

117 里吉　遥香 ｻﾄﾖｼ ﾊﾙｶ 女子 2 06 酒々井 千　葉

118 髙橋　莉杏 ﾀｶﾊｼ ﾘｱﾝ 女子 3 05 酒々井 千　葉
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23601131 世田谷駒沢 ｾﾀｶﾞﾔｺﾏｻﾞﾜ 126 ﾇﾜｴﾒ　ｸﾞﾚｰｽ ﾇﾜｴﾒ ｸﾞﾚｰｽ 女子 2 06 世田谷駒沢 東　京

世田谷駒沢 世田谷駒沢 129 ﾛｽ瑚花ｱﾃﾞｨｱ ﾛｽ ｺﾊﾅｱﾃﾞｨｱ 女子 2 06 世田谷駒沢 東　京

131 山中　ゆうな ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 3 06 世田谷駒沢 東　京

132 田沼　今日子 ﾀﾇﾏ ｷｮｳｺ 女子 3 06 世田谷駒沢 東　京

133 門石　更紗 ｶﾄﾞｲｼ ｻﾗｻ 女子 3 06 世田谷駒沢 東　京

134 伊藤　実生 ｲﾄｳ ﾐｳ 女子 3 05 世田谷駒沢 東　京

23601141 藤沢鵠沼 ﾌｼﾞｻﾜｸｹﾞﾇﾏ 142 杉本　らら ｽｷﾞﾓﾄ ﾗﾗ 女子 3 06 藤沢鵠沼 神奈川

藤沢鵠沼 藤沢鵠沼 143 正本　紅 ﾏｻﾓﾄ ｺｳ 女子 3 05 藤沢鵠沼 神奈川

144 大﨑　茉祐 ｵｵｻｷ ﾏﾋﾛ 女子 3 05 藤沢鵠沼 神奈川

145 馬場　美織 ﾊﾞﾊﾞ ﾐｵﾘ 女子 3 05 藤沢鵠沼 神奈川

146 平本　亜実 ﾋﾗﾓﾄ ｱﾐ 女子 2 06 藤沢鵠沼 神奈川

147 石井　香奈 ｲｼｲ ｶﾅ 女子 3 05 藤沢鵠沼 神奈川

23601151 玉穂 ﾀﾏﾎ 151 小林　歩夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 女子 3 05 玉穂 山　梨

玉穂 玉穂 152 杉井　咲心 ｽｷﾞｲ ｻｺ 女子 3 05 玉穂 山　梨

153 野澤　虹遥 ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ 女子 3 05 玉穂 山　梨

154 有泉　咲希 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｻｷ 女子 3 05 玉穂 山　梨

155 落合　倫 ｵﾁｱｲ ﾘﾝ 女子 3 05 玉穂 山　梨

156 野澤　空遥 ﾉｻﾞﾜ ｿﾗﾊ 女子 3 05 玉穂 山　梨

23601161 南魚沼六日町 ﾐﾅﾐｳｵﾇﾏﾑｲｶﾏﾁ 160 佐藤　瑠海 ｻﾄｳ ﾙﾐ 女子 3 05 南魚沼六日町 新　潟

南魚沼六日町 南魚沼六日町 162 今成　真菜 ｲﾏﾅﾘ ﾏﾅ 女子 2 06 南魚沼六日町 新　潟

163 小宮山　莉央 ｺﾐﾔﾏ ﾘｵ 女子 3 05 南魚沼六日町 新　潟

164 青木　仁菜 ｱｵｷ ﾆｲﾅ 女子 2 07 南魚沼六日町 新　潟

165 内山　花香 ｳﾁﾔﾏ ｶｺ 女子 2 06 南魚沼六日町 新　潟

166 髙橋　澪 ﾀｶﾊｼ ﾚｲ 女子 3 05 南魚沼六日町 新　潟

23601171 駒ヶ根赤穂 ｺﾏｶﾞﾈｱｶﾎ 174 宮澤　けい ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 女子 3 05 駒ヶ根赤穂 長　野

駒ヶ根赤穂 駒ヶ根赤穂 175 佐野　涼楓 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 女子 3 05 駒ヶ根赤穂 長　野

176 石曽根　葵 ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 女子 2 06 駒ヶ根赤穂 長　野

177 柏原　美緒 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ 女子 1 07 駒ヶ根赤穂 長　野

178 木ノ島　夏生 ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 女子 2 06 駒ヶ根赤穂 長　野

179 鈴木　翠央 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 女子 1 08 駒ヶ根赤穂 長　野

23601181 富山堀川 ﾄﾔﾏﾎﾘｶﾜ 181 ﾝﾊﾞﾏ　紗良 ﾝﾊﾞﾏ ｻﾗ 女子 2 06 富山堀川 富　山

富山堀川 富山堀川 182 吉崎　夢叶 ﾖｼｻﾞｷ ﾕﾒｶ 女子 3 05 富山堀川 富　山

183 三ヶ島　遥香 ﾐｶｼﾏ ﾊﾙｶ 女子 1 07 富山堀川 富　山

184 踏江　凜 ﾌﾐｴ ﾘﾝ 女子 3 06 富山堀川 富　山

185 柳川　美月 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 女子 2 07 富山堀川 富　山

186 齊藤　千空 ｻｲﾄｳ ﾁｱ 女子 3 05 富山堀川 富　山

23601191 北星 ﾎｸｾｲ 189 下濱　莉子 ｼﾓﾊﾏ ﾘｺ 女子 3 05 北星 石　川

北星 北星 190 喜多　陽香 ｷﾀ ﾊﾙｶ 女子 2 06 北星 石　川

191 田中　心唯 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 女子 3 05 北星 石　川

192 堀　　さくら ﾎﾘ ｻｸﾗ 女子 3 05 北星 石　川

193 寺田　千夏 ﾃﾗﾀﾞ ﾁﾅﾂ 女子 3 05 北星 石　川

23601201 鯖江市中央 ｻﾊﾞｴｼﾁｭｳｵｳ 198 吉村　夢月 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 06 鯖江市中央 福　井

鯖江市中央 鯖江市中央 199 渡邉　望友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 女子 2 06 鯖江市中央 福　井

200 内田　里菜 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 女子 2 06 鯖江市中央 福　井

201 齋藤　可恋 ｻｲﾄｳ ｶﾚﾝ 女子 3 05 鯖江市中央 福　井

202 藏元　真莉奈 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ 女子 3 05 鯖江市中央 福　井

23601211 浜松積志 ﾊﾏﾏﾂｾｷｼ 208 小林　樹里 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 女子 3 06 浜松積志 静　岡

浜松積志 浜松積志 216 安立　晴香 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 2 06 浜松積志 静　岡

217 井下　音央 ｲﾉｼﾀ ﾈｵ 女子 2 06 浜松積志 静　岡

218 小池　雛 ｺｲｹ ﾋﾅ 女子 1 07 浜松積志 静　岡

219 西村　ほの夏 ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 女子 2 06 浜松積志 静　岡

220 野末　優月 ﾉｽﾞｴ ﾕﾂﾞｷ 女子 3 05 浜松積志 静　岡

23601221 御幸山 ﾐﾕｷﾔﾏ 238 磯村　怜佳 ｲｿﾑﾗ ｻﾄｶ 女子 2 06 御幸山 愛　知

御幸山 御幸山 239 栗本　彩良 ｸﾘﾓﾄ ｻﾗ 女子 2 06 御幸山 愛　知

240 合田　亜舞 ｺﾞｳﾀﾞ ｱﾑ 女子 3 06 御幸山 愛　知

241 松浦　紗良 ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ 女子 3 05 御幸山 愛　知

242 藤原　杏優 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕ 女子 2 06 御幸山 愛　知

243 森田　真暢 ﾓﾘﾀ ﾏﾉﾝ 女子 3 06 御幸山 愛　知

23601231 白子 ｼﾛｺ 250 清水　彩加 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 女子 3 05 白子 三　重

白子 白子 254 岩田　紗和 ｲﾜﾀ ｻﾜ 女子 2 06 白子 三　重

255 宮元　彩花 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 3 06 白子 三　重

256 村上　流唯 ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 女子 2 07 白子 三　重

257 徳山　叶愛 ﾄｸﾔﾏ ﾄｱ 女子 3 05 白子 三　重
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23601241 大垣西部 ｵｵｶﾞｷｾｲﾌﾞ 259 細井　咲希 ﾎｿｲ ｻｷ 女子 2 06 大垣西部 岐　阜

大垣西部 大垣西部 260 水谷　優希 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｷ 女子 2 06 大垣西部 岐　阜

261 西脇　莉里 ﾆｼﾜｷ ﾘﾘ 女子 3 05 大垣西部 岐　阜

262 大橋　歩佳 ｵｵﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 2 06 大垣西部 岐　阜

263 藤井　菜緒 ﾌｼﾞｲ ﾅｵ 女子 2 06 大垣西部 岐　阜

264 伊藤　花香 ｲﾄｳ ﾊﾅｶ 女子 3 05 大垣西部 岐　阜

23601251 聖徳 ｾｲﾄｸ 266 石川　優空 ｲｼｶﾜ ﾕﾗ 女子 3 05 聖徳 滋　賀

聖徳 聖徳 267 加藤　晴菜 ｶﾄｳ ﾊﾙﾅ 女子 3 05 聖徳 滋　賀

268 若狭　柚花 ﾜｶｻ ﾕｳｶ 女子 2 06 聖徳 滋　賀

269 田中　瑛美莉 ﾀﾅｶ ｴﾐﾘ 女子 2 06 聖徳 滋　賀

270 冨田　桃那 ﾄﾐﾀﾞ ﾓﾓﾅ 女子 2 07 聖徳 滋　賀

271 布施　結衣子 ﾌｾ ﾕｲｺ 女子 3 05 聖徳 滋　賀

23601261 男山東 ｵﾄｺﾔﾏﾋｶﾞｼ 280 安井　華暖 ﾔｽｲ ｶﾉﾝ 女子 1 07 男山東 京　都

男山東 男山東 281 吉村　野々華 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾉｶ 女子 2 06 男山東 京　都

282 山﨑　琴葉 ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾄﾊ 女子 2 06 男山東 京　都

283 神木　咲花 ｶﾐｷ ｼｮｳｶ 女子 1 07 男山東 京　都

284 北山　恵理 ｷﾀﾔﾏ ｴﾘ 女子 2 06 男山東 京　都

285 有川　夏芽 ｱﾘｶﾜ ﾅﾂﾒ 女子 2 06 男山東 京　都

23601271 咲くやこの花 ｻｸﾔｺﾉﾊﾅ 297 島田　幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 女子 2 06 咲くやこの花 大　阪

咲くやこの花 咲くやこの花 309 吉田　果由 ﾖｼﾀﾞ ｶﾕ 女子 3 05 咲くやこの花 大　阪

310 今岡　澄香 ｲﾏｵｶ ﾄｳｺ 女子 2 06 咲くやこの花 大　阪

311 上村　凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 女子 2 06 咲くやこの花 大　阪

312 中道　ゆず ﾅｶﾐﾁ ﾕｽﾞ 女子 3 05 咲くやこの花 大　阪

313 國松　日向葵 ｸﾆﾏﾂ ﾋﾅｷ 女子 3 05 咲くやこの花 大　阪

23601281 加古川平岡 ｶｺｶﾞﾜﾋﾗｵｶ 322 佐岡　沙都紀 ｻｵｶ ｻﾂｷ 女子 3 05 加古川平岡 兵　庫

加古川平岡 加古川平岡 327 光安　しずく ﾐﾂﾔｽ ｼｽﾞｸ 女子 3 05 加古川平岡 兵　庫

330 原田　陽菜 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 女子 2 07 加古川平岡 兵　庫

331 上田　梨央 ｳｴﾀﾞ ﾘｵ 女子 2 06 加古川平岡 兵　庫

332 谷口　亜実 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾐ 女子 3 05 加古川平岡 兵　庫

333 木原　美苗 ｷﾊﾗ ﾐﾅｴ 女子 3 05 加古川平岡 兵　庫

23601291 式下 ｼｷｹﾞ 338 吉田　小晏 ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ 女子 2 06 式下 奈　良

式下 式下 339 吉田　美優 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 3 05 式下 奈　良

340 池﨑　愛菜 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 女子 2 06 式下 奈　良

341 田中　あかり ﾀﾅｶ ｱｶﾘ 女子 1 07 式下 奈　良

342 梅本　有利 ｳﾒﾓﾄ ﾕﾘ 女子 1 07 式下 奈　良

343 藤田　愛花 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 女子 3 05 式下 奈　良

23601301 和歌山貴志 ﾜｶﾔﾏｷｼ 349 坂本　実南 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 3 06 和歌山貴志 和歌山

和歌山貴志 和歌山貴志 350 関　　智遥 ｾｷ ﾁﾊﾙ 女子 2 06 和歌山貴志 和歌山

351 吉永　玲希 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 女子 3 05 和歌山貴志 和歌山

352 駒木　李音 ｺﾏｷ ﾘﾈ 女子 2 06 和歌山貴志 和歌山

23601311 倉吉西 ｸﾗﾖｼﾆｼ 355 岩野　真南 ｲﾜﾉ ﾏﾅ 女子 2 07 倉吉西 鳥　取

倉吉西 倉吉西 356 山中　奈々美 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 女子 2 06 倉吉西 鳥　取

357 川嶋　凛華 ｶﾜｼﾏ ﾘﾝｶ 女子 2 06 倉吉西 鳥　取

358 谷口　佳奈美 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅﾐ 女子 2 06 倉吉西 鳥　取

359 保田　芹葉 ﾔｽﾀﾞ ｾﾘﾊ 女子 2 06 倉吉西 鳥　取

360 中尾　萌々果 ﾅｶｵ ﾓﾓｶ 女子 2 06 倉吉西 鳥　取

23601321 出雲河南 ｲｽﾞﾓｶﾅﾝ 363 松原　しほり ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾎﾘ 女子 3 05 出雲河南 島　根

出雲河南 出雲河南 364 岸　　美穏 ｷｼ ﾐｵﾝ 女子 3 05 出雲河南 島　根

365 吉田　凪佐 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 女子 3 05 出雲河南 島　根

366 江角　菜子 ｴｽﾐ ﾅｺ 女子 2 06 出雲河南 島　根

367 江角　和華 ｴｽﾐ ﾜｶ 女子 1 07 出雲河南 島　根

23601331 京山 ｷｭﾔﾏ 373 上原　萌 ｳｴﾊﾗ ﾓｴ 女子 3 06 京山 岡　山

京山 京山 374 青木　陽香 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 女子 2 06 京山 岡　山

375 草野　沙月 ｸｻﾉ ｻﾂｷ 女子 3 05 京山 岡　山

376 直井　和佳奈 ﾅｵｲ ﾜｶﾅ 女子 3 05 京山 岡　山

377 國定　那奈 ｸﾆｻﾀﾞ ﾅﾅ 女子 3 05 京山 岡　山

378 堀内　ひかり ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 女子 2 06 京山 岡　山

23601341 福山鷹取 ﾌｸﾔﾏﾀｶﾄﾘ 380 江原　美月優 ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ 女子 3 05 福山鷹取 広　島

福山鷹取 福山鷹取 384 甲斐　心彩 ｶｲ ｺｺｱ 女子 3 05 福山鷹取 広　島

385 仁井　彩望華 ﾆｲ ｱﾐｶ 女子 3 05 福山鷹取 広　島

386 日野　愛菜 ﾋﾉ ｱｲﾅ 女子 3 05 福山鷹取 広　島

387 木内　志穂 ｷｳﾁ ｼﾎ 女子 3 05 福山鷹取 広　島
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23601351 高川学園 ﾀｶｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝ 388 先村　若奈 ｻｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 3 05 高川学園 山　口

高川学園 高川学園 389 磯﨑　ひかり ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾘ 女子 1 07 高川学園 山　口

390 上田　逢 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 女子 2 06 高川学園 山　口

391 西村　萌衣 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 女子 3 05 高川学園 山　口

392 藤本　翔子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｺ 女子 3 05 高川学園 山　口

393 廣　　紗希 ﾋﾛ ｻｷ 女子 3 05 高川学園 山　口

23601361 観音寺 ｶﾝｵﾝｼﾞ 400 豊田　ひなた ﾄﾖﾀ ﾋﾅﾀ 女子 3 05 観音寺 香　川

観音寺 観音寺 402 高橋　花音 ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 女子 3 05 観音寺 香　川

403 高橋　侑莉愛 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｱ 女子 3 05 観音寺 香　川

404 中田　真緒 ﾅｶﾀ ﾏｵ 女子 2 07 観音寺 香　川

405 東　　花織 ｱｽﾞﾏ ｶｵﾘ 女子 1 07 観音寺 香　川

406 大久保　聖菜 ｵｵｸﾎﾞ ｾﾅ 女子 3 05 観音寺 香　川

23601371 松茂 ﾏﾂｼｹﾞ 407 井上　琉花 ｲﾉｳｴ ﾙｶ 女子 2 06 松茂 徳　島

松茂 松茂 408 宮本　和佳 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 女子 2 06 松茂 徳　島

409 高井　菜名 ﾀｶｲ ﾅﾅ 女子 3 05 松茂 徳　島

410 板東　美結 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 女子 2 07 松茂 徳　島

411 有井　暖乃 ｱﾘｲ ﾊﾙﾉ 女子 3 05 松茂 徳　島

23601381 新居浜中萩 ﾆｲﾊﾏﾅｶﾊｷﾞ 413 永易　聖 ﾅｶﾞﾔｽ ﾋｼﾞﾘ 女子 1 07 新居浜中萩 愛　媛

新居浜中萩 新居浜中萩 414 原　　杏菜 ﾊﾗ ｱﾝﾅ 女子 2 06 新居浜中萩 愛　媛

415 高尾　明紗 ﾀｶｵ ｱｻ 女子 3 05 新居浜中萩 愛　媛

416 手嶋　璃雪 ﾃｼﾏ ﾘｾ 女子 3 06 新居浜中萩 愛　媛

417 松島　理乃 ﾏﾂｼﾏ ﾘﾉ 女子 2 06 新居浜中萩 愛　媛

418 永易　桜 ﾅｶﾞﾔｽ ｻｸﾗ 女子 3 05 新居浜中萩 愛　媛

23601391 県立安芸 ｹﾝﾘﾂｱｷ 422 岡林　沙季 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ 女子 1 07 県立安芸 高　知

県立安芸 県立安芸 423 坂口　みなみ ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 女子 2 06 県立安芸 高　知

424 大石　夕月 ｵｵｲｼ ﾕﾂﾞｷ 女子 2 07 県立安芸 高　知

425 中島　夢乃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾉ 女子 3 06 県立安芸 高　知

426 野島　梨花 ﾉｼﾞﾏ ﾘﾝｶ 女子 3 05 県立安芸 高　知

427 大石　梨華子 ｵｵｲｼ ﾘｶｺ 女子 3 05 県立安芸 高　知

23601401 中村学園女子 ﾅｶﾑﾗｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼ 436 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｼｬﾏｰﾔ美杏 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｼｬﾏｰﾔﾐｱﾝ 女子 1 07 中村学園女子 福　岡

中村学園女子 中村学園女子 437 古川　凛 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝ 女子 3 05 中村学園女子 福　岡

438 瀧本　柚月歌 ﾀｷﾓﾄ ﾕｽﾞｶ 女子 3 05 中村学園女子 福　岡

439 藤田　紗英 ﾌｼﾞﾀ ｻｴ 女子 1 07 中村学園女子 福　岡

440 濱口　舞 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 女子 1 07 中村学園女子 福　岡

441 香山　もえぎ ｺｳﾔﾏ ﾓｴｷﾞ 女子 3 05 中村学園女子 福　岡

23601411 田代 ﾀｼﾛ 442 古賀　葵 ｺｶﾞ ｱｵｲ 女子 3 05 田代 佐　賀

田代 田代 443 古賀　菜々美 ｺｶﾞ ﾅﾅﾐ 女子 2 06 田代 佐　賀

444 佐古　涼美 ｻｺ ｽｽﾞﾐ 女子 2 06 田代 佐　賀

445 津村　凪 ﾂﾑﾗ ﾅｷﾞ 女子 3 05 田代 佐　賀

23601421 長崎大附属 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 450 河俣　さくら ｶﾜﾏﾀ ｻｸﾗ 女子 2 06 長崎大附属 長　崎

長崎大附属 長崎大附属 451 中尾　結 ﾅｶｵ ﾕｲ 女子 2 06 長崎大附属 長　崎

452 平野　百葉 ﾋﾗﾉ ﾓﾓﾊ 女子 2 06 長崎大附属 長　崎

453 林田　咲良 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｸﾗ 女子 2 06 長崎大附属 長　崎

454 林　　悠海 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 女子 2 06 長崎大附属 長　崎

455 武藤　蓮奈 ﾑﾄｳ ﾚﾝﾅ 女子 3 05 長崎大附属 長　崎

23601431 八代一 ﾔｼﾛｲﾁ 461 角田　若葉 ﾂﾉﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 女子 3 05 八代一 熊　本

八代一 八代一 462 山元　結愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｱ 女子 3 05 八代一 熊　本

463 志水　杏 ｼﾐｽﾞ ｱﾝ 女子 3 06 八代一 熊　本

464 樋口　愛実華 ﾋｸﾞﾁ ｱﾐｶ 女子 2 06 八代一 熊　本

465 髙口　彩乃 ｺｳｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 女子 3 05 八代一 熊　本

466 松本　祈星 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗﾘ 女子 3 05 八代一 熊　本

23601451 宮崎大淀 ﾐﾔｻﾞｷｵｵﾖﾄﾞ 474 安藤　紗英 ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 女子 3 05 宮崎大淀 宮　崎

宮崎大淀 宮崎大淀 475 下瀨　彩音 ｼﾓｾ ｱﾔﾈ 女子 3 05 宮崎大淀 宮　崎

476 西山　亜衣梨 ﾆｼﾔﾏ ｱｲﾘ 女子 1 07 宮崎大淀 宮　崎

477 長澤　涼華 ﾅｶﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 女子 2 06 宮崎大淀 宮　崎

478 片岡　美桜 ｶﾀｵｶ ﾐｵ 女子 3 06 宮崎大淀 宮　崎

479 田中　優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 女子 3 05 宮崎大淀 宮　崎

23601461 頴娃 ｴｲ 483 三宅　咲菜 ﾐﾔｹ ｻｷﾅ 女子 3 05 頴娃 鹿児島

頴娃 頴娃 484 信太　葵 ｼﾀﾞ ｱｵｲ 女子 3 05 頴娃 鹿児島

485 盛迫　桜奈 ﾓﾘｻｺ ﾊﾙﾅ 女子 2 06 頴娃 鹿児島

486 西迫　蘭 ﾆｼｻﾞｺ ﾗﾝ 女子 3 05 頴娃 鹿児島

487 田之脇　菜月 ﾀﾉﾜｷ ﾅﾂｷ 女子 2 06 頴娃 鹿児島

488 田之脇いな穂 ﾀﾉﾜｷ ｲﾅﾎ 女子 3 05 頴娃 鹿児島

23601471 玉城 ﾀﾏｸﾞｽｸ 491 糸数　天音 ｲﾄｶｽﾞ ｱﾏﾈ 女子 3 05 玉城 沖　縄

玉城 玉城 492 城間　咲穂 ｼﾛﾏ ｻｷﾎ 女子 3 05 玉城 沖　縄

493 大城　明依 ｵｵｼﾛ ﾒｲ 女子 3 05 玉城 沖　縄

494 當眞　紗南 ﾄｳﾏ ｻﾅ 女子 3 05 玉城 沖　縄
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