
 

 

 

 

エントリーリスト 

（2020.09.28） 
＜注意事項＞ 

・大会要項および補足資料に基づき、正式出場者を決定しております。 

・高校：男子 200m において、40 番目の選手が複数名おりましたが、セカンド記録まで同じであり

ましたため全 41名を正式参加者と致します。 

・高校：男子 800m において、40 番目の選手が 2 名おりましたが、予選 5 組のうち 1 組を 8 レー

ンの中で 9選手を出走することとし、全 41名を正式参加者と致します。 

・高校：男子 110mHにおいて、本連盟強化推薦 1名を含め全 41名を正式参加者と致します。 

また、システム不具合により 2名を救済し、全 43名を正式参加者と致します。（※10/2更新） 

・資格記録については、エントリー時の記録となります。 

・出場選手上限（ターゲットナンバー）に正式参加者数が到達していない種目での、追加エントリ

ー（インビテーション）は実施致しませんので、ご了承ください。 

・大会要項や、今後発信を予定しております競技注意事項、コロナ対策に関する注意事項等をご

確認いただき、大会へご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

＜参加料について＞ 

・参加料は、正式参加者の皆様にお支払いいただきます。（10月 5日〆切） 

・参加料は、コンビニ決済・クレジットカードに限ります。理由の如何にかかわらず返金致しません。 

・エントリー確認画面より支払い手続きに進めます。以下資料、参照ください。 

 団体：https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202008/11_234319.pdf 

 個人：https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202008/11_234310.pdf 

・団体エントリーで複数人エントリーしている場合は、確定者の人数分をまとめてのお支払いとなり

ます。 

 

＜問合せ先＞ 

■決済に関するお問合せ  

 日本陸連会員登録サポートセンター 03-6434-1216（平日 10:00～17:00） 

■エントリーに関するお問合せ  

日本陸上競技連盟 koko2020@jaaf.or.jp （担当：肥田埜・吉澤） 

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202008/11_234319.pdf
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202008/11_234310.pdf
mailto:koko2020@jaaf.or.jp


エントリー種目 エントリー エントリー種目 エントリー

男子 100m 40 男子 100m 24

男子 200m 41 男子 200m 21

男子 400m 40 男子 400m 24

男子 800m 41 男子 800m 21

男子 1500m 40 男子 110mH（0.991m） 20

男子 5000m 40 男子 400mH（0.914m） 24

男子 110mH（0.991m） 43 男子 走高跳 12

男子 400mH（0.914m） 34 男子 棒高跳 12

男子 3000m障害物 40 男子 走幅跳 12

男子 5000mW 40 男子 三段跳 13

男子 走高跳 33 男子 砲丸投（6.0kg） 10

男子 棒高跳 30 男子 円盤投（1.75kg） 7

男子 走幅跳 34 男子 ハンマー投（6.0kg） 12

男子 三段跳 30 男子 やり投（800g） 12

男子 砲丸投（6.0kg） 30 女子 100m 17

男子 円盤投（1.75kg） 25 女子 200m 13

男子 ハンマー投（6.0kg） 30 女子 400m 11

男子 やり投（800g） 30 女子 800m 11

男子 八種競技 20 女子 100mH（0.838m） 18

女子 100m 40 女子 400mH（0.762m） 13

女子 200m 40 女子 走高跳 13

女子 400m 32 女子 棒高跳 14

女子 800m 40 女子 走幅跳 12

女子 1500m 37 女子 三段跳 13

女子 3000m 35 女子 砲丸投（4.0kg） 12

女子 100mH（0.838mm） 40 女子 円盤投（1.0kg） 11

女子 400mH（0.762m） 33 女子 ハンマー投（4.0kg） 12

女子 5000mW 40 女子 やり投（600g） 10

女子 走高跳 32 404

女子 棒高跳 31

女子 走幅跳 31

女子 三段跳 31

女子 砲丸投（4.0kg） 30

女子 円盤投（1.0kg） 30

女子 ハンマー投（4.0kg） 30

女子 やり投（600g） 30

女子 七種競技 24

1,267
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Rank エントリー種目 ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録道 団体名略称 学年 生年月日 資格記録
1 男子 100m 74 栁田　大輝 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 群　馬 東京農大二 2 2003/7/25 '10.27
2 男子 100m 251 河田　航典 ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛　知 中京大中京 3 2003/3/22 '10.39
3 男子 100m 4 井澤　真 ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 北海道 立命館慶祥 3 2002/12/2 '10.42
4 男子 100m 5 鷹　祥永 ﾀｶ ｼｮｳｴｲ 北海道 立命館慶祥 3 2002/4/29 '10.43
5 男子 100m 100 三輪　颯太 ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼　玉 西武文理 3 2002/9/26 '10.44
6 男子 100m 31 鵜澤　飛羽 ｳｻﾞﾜ ﾄﾜ 宮　城 築館 3 2002/11/25 '10.45
7 男子 100m 541 重谷　大樹 ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福　岡 九産大付九産 3 2002/9/1 '10.46
7 男子 100m 64 高木　陸 ﾀｶｷﾞ ﾘｸ 茨　城 土浦湖北 3 2002/8/20 '10.46
9 男子 100m 442 井上　瑞葵 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 鳥取中央育英 3 2003/1/31 '10.48
10 男子 100m 71 並木　乃聖 ﾅﾐｷ ﾀﾞｲｾｲ 群　馬 桐生 3 2002/5/9 '10.50
11 男子 100m 295 加藤　慎之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐　阜 岐南工 3 2002/8/27 10.51
11 男子 100m 109 前田　夏輝 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千　葉 松戸六実 3 2002/7/13 '10.51
13 男子 100m 583 池下　航和 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 宮　崎 宮崎工 3 2003/3/14 '10.52
13 男子 100m 95 岩本　康佑 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼　玉 伊奈学園総合 3 2002/7/13 '10.52
15 男子 100m 522 久家　大和 ｸｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 高　知 高知農 3 2002/8/16 '10.53
15 男子 100m 560 田中　翔大 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 佐　賀 佐工 2 2003/12/21 '10.53
15 男子 100m 16 服部　冴汰郎 ﾊｯﾄﾘ ｺﾀﾛｳ 北海道 市立函館 3 2003/1/16 '10.53
18 男子 100m 49 志賀　理望 ｼｶﾞ ﾘﾎﾞｳ 福　島 福島 3 2002/4/11 '10.54
18 男子 100m 224 島田　開伸 ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ 静　岡 浜松湖東 3 2002/11/25 '10.54
20 男子 100m 317 長澤　蒼馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 京　都 乙訓 3 2002/6/10 '10.55
20 男子 100m 123 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千　葉 東海大浦安 3 2003/1/4 '10.55
22 男子 100m 191 田原　蓮 ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 新　潟 東京学館新潟 3 2002/7/24 '10.56
22 男子 100m 67 マデロ　ケンジ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃　木 作新学院 3 2002/10/11 '10.56
22 男子 100m 578 山越　聖矢 ﾔﾏｺﾞｼ ｾｲﾔ 大　分 大分雄城台 2 2003/11/12 '10.56
25 男子 100m 301 青山　昇也 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾔ 岐　阜 岐阜聖徳 3 2002/12/10 10.57
26 男子 100m 129 海老澤　蓮 ｴﾋﾞｻﾜ ﾚﾝ 千　葉 西武台千葉 3 2002/9/25 '10.58
26 男子 100m 473 岡田　寛人 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 広　島 崇徳 3 2002/11/6 '10.58
28 男子 100m 9 中尾　洋翔 ﾅｶｵ ﾋﾛﾄ 北海道 旭川大学 3 2002/6/10 '10.59
28 男子 100m 336 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 京　都 洛南 3 2003/1/28 '10.59
30 男子 100m 505 吉本　吏玖 ﾖｼﾓﾄ ﾘｸ 徳　島 城南 3 2002/10/24 '10.60
30 男子 100m 131 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 東　京 板橋 3 2002/5/25 '10.60
32 男子 100m 575 山本　永遠 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾜ 熊　本 小川工 2 2003/12/19 10.61
32 男子 100m 599 立岡　駿 ﾀﾁｵｶ ｼｭﾝ 鹿児島 川薩清修館 2 2003/4/20 '10.61
32 男子 100m 166 藤井　和寿 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川 法政二 3 2002/8/29 '10.61
32 男子 100m 579 松下　かなう ﾏﾂｼﾀ ｶﾅｳ 大　分 大分東明 3 2002/4/21 '10.61
32 男子 100m 68 松本　涼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 栃　木 白鴎大足利 2 2003/5/8 '10.61
37 男子 100m 157 神戸　毅裕 ｺﾞｳﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ 東　京 明星学園 1 2004/5/1 '10.62
37 男子 100m 474 後藤　達樹 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 広　島 崇徳 3 2002/9/24 '10.62
37 男子 100m 270 中山　智貴 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｷ 三　重 四日市工 1 2004/4/27 '10.62
40 男子 100m 154 中村　仁平 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 東　京 八王子 3 2002/4/2 '10.63

1 男子 200m 31 鵜澤　飛羽 ｳｻﾞﾜ ﾄﾜ 宮　城 築館 3 2002/11/25 '20.83
2 男子 200m 224 島田　開伸 ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ 静　岡 浜松湖東 3 2002/11/25 '21.01
3 男子 200m 411 松田　慎太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 兵　庫 報徳 3 2002/9/2 '21.11
4 男子 200m 295 加藤　慎之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐　阜 岐南工 3 2002/8/27 21.15
4 男子 200m 525 大野　心碧 ｵｵﾉ ｺﾅｰ 高　知 土佐 3 2002/9/3 '21.15
6 男子 200m 131 渡辺　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 東　京 板橋 3 2002/5/25 '21.18
7 男子 200m 391 西尾　晃太 ﾆｼｵ ｺｳﾀ 兵　庫 社 3 2002/4/4 '21.20
8 男子 200m 123 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千　葉 東海大浦安 3 2003/1/4 21.21
9 男子 200m 4 井澤　真 ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 北海道 立命館慶祥 3 2002/12/2 '21.22
9 男子 200m 541 重谷　大樹 ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福　岡 九産大付九産 3 2002/9/1 '21.22
11 男子 200m 191 田原　蓮 ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 新　潟 東京学館新潟 3 2002/7/24 '21.26
12 男子 200m 583 池下　航和 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 宮　崎 宮崎工 3 2003/3/14 '21.27
12 男子 200m 359 濱田　澪 ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ 大　阪 枚方 3 2003/2/10 '21.27
12 男子 200m 100 三輪　颯太 ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼　玉 西武文理 3 2002/9/26 '21.27
15 男子 200m 252 鈴木　大河 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知 中京大中京 3 2002/10/23 '21.28
16 男子 200m 104 中村　光太郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉 市立船橋 3 2002/5/9 21.29
17 男子 200m 338 木下　祐一 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 京　都 洛南 3 2002/9/10 '21.30
18 男子 200m 337 井之上　駿太 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 京　都 洛南 3 2002/7/4 '21.31
19 男子 200m 71 並木　乃聖 ﾅﾐｷ ﾀﾞｲｾｲ 群　馬 桐生 3 2002/5/9 '21.32
20 男子 200m 313 横山　大空 ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ 滋　賀 比叡山 2 2004/3/4 '21.39
21 男子 200m 129 海老澤　蓮 ｴﾋﾞｻﾜ ﾚﾝ 千　葉 西武台千葉 3 2002/9/25 '21.41
22 男子 200m 369 松井　健斗 ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ 大　阪 関大北陽 3 2002/9/9 '21.42
22 男子 200m 506 渡辺　勇輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 徳　島 鳴門 3 2002/8/2 '21.42
24 男子 200m 442 井上　瑞葵 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 鳥取中央育英 3 2003/1/31 '21.44
25 男子 200m 22 髙杉　時史 ﾀｶｽｷﾞ ﾄｷﾌﾐ 岩　手 黒沢尻北 3 2002/4/15 21.45
25 男子 200m 453 藤本　寧生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 岡　山 就実 3 2002/6/7 21.45
25 男子 200m 95 岩本　康佑 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｽｹ 埼　玉 伊奈学園総合 3 2002/7/13 '21.45
25 男子 200m 447 斉藤　樹 ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島　根 開星 3 2003/3/5 '21.45
29 男子 200m 109 前田　夏輝 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千　葉 松戸六実 3 2002/7/13 '21.46
30 男子 200m 111 三田寺　虎琉 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千　葉 幕張総合 3 2002/5/3 21.47
30 男子 200m 368 佐藤　颯 ｻﾄｳ ｿｳ 大　阪 関大北陽 3 2002/11/22 '21.47
30 男子 200m 253 舘野　峻輝 ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ 愛　知 中京大中京 2 2003/8/21 '21.47
30 男子 200m 9 中尾　洋翔 ﾅｶｵ ﾋﾛﾄ 北海道 旭川大学 3 2002/6/10 '21.47
30 男子 200m 158 吉田　順哉 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 東　京 明星学園 3 2002/6/13 '21.47
35 男子 200m 3 大坂　マクマニス将平 ｵｵｻｶ ﾏｸﾏﾆｽｼｮｳﾍｲ 北海道 大樹 3 2002/9/9 '21.48
35 男子 200m 251 河田　航典 ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛　知 中京大中京 3 2003/3/22 '21.48
35 男子 200m 5 鷹　祥永 ﾀｶ ｼｮｳｴｲ 北海道 立命館慶祥 3 2002/4/29 '21.48
35 男子 200m 272 中垣内　太智 ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ 三　重 津西 3 2002/5/26 '21.48
39 男子 200m 235 山本　伸一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 静　岡 東海大翔洋 3 2002/10/15 '21.49
40 男子 200m 319 乾　渉夢 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 京　都 城陽 3 2002/11/16 '21.50
40 男子 200m 16 服部　冴汰郎 ﾊｯﾄﾘ ｺﾀﾛｳ 北海道 市立函館 3 2003/1/16 '21.50

1 男子 400m 338 木下　祐一 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 京　都 洛南 3 2002/9/10 '46.55
2 男子 400m 102 友田　真隆 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 埼　玉 川越東 3 2003/1/10 46.72
3 男子 400m 29 菅野　航平 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 宮　城 仙台一 3 2002/6/20 '46.88
4 男子 400m 561 山下　譲尊 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾀｶ 佐　賀 鳥栖工 3 2002/12/24 '47.21
5 男子 400m 221 平野　友貴 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 静　岡 磐田北 3 2003/1/16 '47.29
6 男子 400m 525 大野　心碧 ｵｵﾉ ｺﾅｰ 高　知 土佐 3 2002/9/3 '47.35
7 男子 400m 58 町田　怜央 ﾏﾁﾀﾞ ﾚｵ 福　島 日大東北 2 2003/6/19 '47.39
8 男子 400m 55 鈴木　竜馬 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 福　島 磐城 3 2002/5/9 '47.46
9 男子 400m 337 井之上　駿太 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 京　都 洛南 3 2002/7/4 '47.69
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10 男子 400m 570 河内　祥吾 ｶﾜｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 長　崎 大村 2 2003/5/8 '47.70
10 男子 400m 409 橋本　太喜 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｷ 兵　庫 高砂南 3 2002/7/1 '47.70
12 男子 400m 267 新垣　颯斗 ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知 桜丘 3 2002/6/2 '47.77
13 男子 400m 254 稲川　慧亮 ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛　知 中京大中京 3 2002/11/2 '47.78
14 男子 400m 302 岩垣　勇司 ｲﾜｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 岐　阜 岐阜聖徳 3 2002/5/19 '47.82
14 男子 400m 112 眞々田　洸大 ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 千　葉 成田 3 2002/7/26 '47.82
16 男子 400m 220 タナカ　エドゥアルド ﾀﾅｶ ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ 静　岡 磐田北 3 2002/7/24 '47.85
17 男子 400m 107 吉木　翼 ﾖｼｷ ﾂﾊﾞｻ 千　葉 東葛飾 2 2003/9/24 47.91
18 男子 400m 97 鹿戸　明鷹 ｶﾉﾄ ﾃﾙﾀｶ 埼　玉 聖望 3 2002/10/24 '47.94
18 男子 400m 228 佐竹　結月 ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 静　岡 日大三島 2 2003/6/27 '47.94
18 男子 400m 280 野呂　仁人 ﾉﾛ ﾖｼﾄ 三　重 皇學館 3 2002/9/27 '47.94
21 男子 400m 192 青木　遥可 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 新　潟 東京学館新潟 3 2002/4/11 '48.01
22 男子 400m 506 渡辺　勇輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 徳　島 鳴門 3 2002/8/2 '48.06
23 男子 400m 467 髙橋　駿介 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 広　島 市立呉 3 2002/6/26 '48.07
24 男子 400m 306 琴寄　晴仁 ｺﾄﾖﾘ ﾊﾙﾄ 滋　賀 彦根翔西館 3 2002/4/9 48.08
24 男子 400m 535 熊木　寿弥 ｸﾏｷ ﾄｼﾔ 福　岡 福岡大附大濠 3 2002/12/18 '48.08
24 男子 400m 544 西山　雄志 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 福　岡 東福岡 2 2003/11/28 '48.08
27 男子 400m 186 鈴木　大翼 ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ 新　潟 新潟明訓 2 2003/4/30 '48.14
28 男子 400m 84 伊藤　俊明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 群　馬 前橋育英 3 2002/5/30 '48.15
29 男子 400m 11 志田原　康太 ｼﾀﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 北海道 北海道栄 3 2003/2/6 '48.15
30 男子 400m 255 桂木　大和 ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ 愛　知 中京大中京 2 2003/5/26 48.19
31 男子 400m 149 臼木　隼哉 ｳｽｷ ｼｭﾝﾔ 東　京 城西 3 2002/12/8 48.24
32 男子 400m 284 瀬古　陸斗 ｾｺ ﾘｸﾄ 三　重 三重 2 2003/8/8 '48.24
33 男子 400m 326 井上　陽登 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 京　都 西京 3 2002/11/10 '48.28
34 男子 400m 171 小田　佳喜 ｵﾀﾞ ﾖｼｷ 神奈川 相洋 3 2002/9/13 48.30
35 男子 400m 180 中山　一心 ﾅｶﾔﾏ ｲｯｻ 新　潟 長岡大手 2 2003/7/30 48.32
35 男子 400m 205 肥後　琉之介 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 長　野 佐久長聖 2 2003/5/6 48.32
35 男子 400m 449 小川　拓人 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾄ 岡　山 津山東 3 2002/5/5 '48.32
35 男子 400m 206 宮崎　日向 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 長　野 佐久長聖 2 2003/4/27 '48.32
39 男子 400m 232 勝澤　颯士 ｶﾂｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 静　岡 常葉大菊川 3 2002/10/27 '48.38
40 男子 400m 576 伊津野　大介 ｲﾂﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 熊　本 九州学院 3 2002/9/17 '48.39

1 男子 800m 199 二見　優輝 ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 長　野 諏訪清陵 3 2002/9/11 1.49.19
2 男子 800m 523 石元　潤樹 ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 高　知 高知小津 3 2002/5/9 '1.50.75
3 男子 800m 125 石井　優吉 ｲｼｲ ﾕｳｷﾁ 千　葉 八千代松陰 3 2002/6/11 '1.50.82
4 男子 800m 581 佐藤　主理 ｻﾄｳ ｼｭﾘ 大　分 藤蔭 3 2003/2/5 '1.51.78
5 男子 800m 236 兵藤　ジュダ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾀﾞ 静　岡 東海大翔洋 2 2003/8/5 '1.52.24
6 男子 800m 293 藤井　穂高 ﾌｼﾞｲ ﾎﾀﾞｶ 岐　阜 県岐阜商 3 2002/10/25 1.52.32
7 男子 800m 256 杉本　仁 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 愛　知 中京大中京 1 2004/4/26 '1.52.44
8 男子 800m 23 吉田　海渡 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 岩　手 一関一 3 2002/10/9 1.52.45
9 男子 800m 237 細川　陸 ﾎｿｶﾜ ﾘｸ 静　岡 東海大翔洋 3 2002/4/27 '1.52.58
10 男子 800m 285 深田　陸斗 ﾌｶﾀ ﾘｸﾄ 三　重 三重 3 2002/8/3 '1.52.60
11 男子 800m 370 片山　拓大 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ 大　阪 関大北陽 3 2003/3/12 '1.52.72
12 男子 800m 339 前田　陽向 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 京　都 洛南 2 2003/9/8 '1.52.74
13 男子 800m 42 堀内　塁 ﾎﾘｳﾁ ﾙｲ 秋　田 秋田中央 3 2002/10/1 '1.52.77
14 男子 800m 122 渡利　健人 ﾜﾀﾘ ｹﾝﾄ 千　葉 東海大望洋 3 2002/6/7 '1.52.78
15 男子 800m 36 髙梨　有仁 ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ 宮　城 利府 3 2002/8/12 '1.53.00
16 男子 800m 413 東　秀太 ｱﾂﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫 三田松聖 2 2003/6/27 '1.53.55
17 男子 800m 257 髙嶋　荘太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知 中京大中京 2 2003/10/1 '1.53.57
18 男子 800m 269 山田　彪斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ 愛　知 豊田大谷 2 2004/3/31 '1.53.58
19 男子 800m 234 鈴木　翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 静　岡 藤枝明誠 3 2002/8/14 '1.53.72
20 男子 800m 573 後田　築 ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ 長　崎 創成館 1 2004/12/14 '1.53.73
21 男子 800m 357 井上　翔大 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 大　阪 北野 3 2003/2/24 '1.53.79
22 男子 800m 18 髙木　凌雅 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ 青　森 弘前中央 3 2002/8/6 '1.53.80
23 男子 800m 103 佐倉　由樹 ｻｸﾗ ﾖｼｷ 埼　玉 川口市立 2 2003/5/16 '1.53.88
24 男子 800m 139 樋口　ワシリー ﾋｸﾞﾁ ﾜｼﾘｰ 東　京 東京 2 2003/8/8 '1.53.90
25 男子 800m 118 吉田　力 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ 千　葉 専修大松戸 3 2002/9/11 '1.53.93
26 男子 800m 121 名波　遼介 ﾅﾅﾐ ﾘｮｳｽｹ 千　葉 東海大望洋 3 2002/8/4 1.53.94
27 男子 800m 40 金　樹 ｺﾝ ｲﾂｷ 宮　城 仙台大明成 2 2003/7/3 '1.53.97
28 男子 800m 530 徳丸　涼大 ﾄｸﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 福　岡 修猷館 3 2003/1/16 '1.54.02
29 男子 800m 398 前川　洋晴 ﾏｴｶﾜ ﾖｳｾｲ 兵　庫 県立農業 3 2002/8/8 '1.54.08
30 男子 800m 46 市川　慶伍 ｲﾁｶﾜ ｹｲｺﾞ 山　形 東海大山形 2 2003/11/1 '1.54.21
31 男子 800m 245 中津　瑛斗 ﾅｶﾂ ｱｷﾄ 愛　知 大府東 2 2004/1/22 '1.54.23
32 男子 800m 53 木村　有希 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 福　島 葵 3 2002/6/8 '1.54.24
33 男子 800m 14 坂井　大和 ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 北海道 札幌日本大学 3 2002/7/15 1.54.25
34 男子 800m 266 深津　希瑠亜 ﾌｶﾂ ｷﾙｱ 愛　知 岡崎城西 3 2003/2/4 '1.54.26
35 男子 800m 367 明神　和弥 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｶｽﾞﾔ 大　阪 履正社 3 2002/6/7 '1.54.27
36 男子 800m 527 中村　陸人 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ 福　岡 小倉工 2 2003/7/3 '1.54.28
37 男子 800m 410 北岸　健吾 ｷﾀｷﾞｼ ｹﾝｺﾞ 兵　庫 灘 3 2002/6/11 '1.54.31
38 男子 800m 416 天野　功太郎 ｱﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ 奈　良 奈良 3 2002/7/3 '1.54.38
38 男子 800m 187 西野　航史 ﾆｼﾉ ｺｳｼ 新　潟 新潟明訓 2 2003/11/5 '1.54.38
40 男子 800m 70 櫻井　勇生 ｻｸﾗｲ ﾕｳｾｲ 栃　木 那須拓陽 3 2002/6/14 '1.54.40
40 男子 800m 242 大塚　光陽 ｵｵﾂｶ ｺｳﾔ 愛　知 旭丘 3 2002/9/9 '1.54.40

1 男子 1500m 150 甲木　康博 ｶﾂｷ ﾔｽﾋﾛ 東　京 城西 3 2002/11/13 '3.44.62
2 男子 1500m 246 片山　宗哉 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ 愛　知 愛知 3 2002/9/25 '3.47.58
3 男子 1500m 564 間瀬田　純平 ﾏｾﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 佐　賀 鳥栖工 2 2004/2/17 '3.47.95
4 男子 1500m 563 園田　勢 ｿﾉﾀﾞ ｾｲ 佐　賀 鳥栖工 3 2002/7/18 '3.49.11
5 男子 1500m 181 関口　友太 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 新　潟 十日町 3 2002/8/31 '3.49.75
6 男子 1500m 487 青木　貴也 ｱｵｷ ﾀｶﾔ 香　川 小豆島中央 2 2004/1/10 3.49.87
7 男子 1500m 562 笠原　大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 佐　賀 鳥栖工 1 2004/7/28 3.49.98
8 男子 1500m 243 稲山　太郎 ｲﾅﾔﾏ ﾀﾛｳ 愛　知 千種 3 2003/3/27 '3.50.41
9 男子 1500m 427 中原　優人 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 奈　良 智辯カレッジ 3 2002/6/21 '3.50.81
10 男子 1500m 340 櫻井　一夏 ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 京　都 洛南 1 2004/8/5 '3.51.05
11 男子 1500m 80 帰山　侑大 ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 群　馬 樹徳 2 2003/6/10 '3.51.26
12 男子 1500m 342 溜池　一太 ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ 京　都 洛南 2 2003/9/23 '3.51.31
13 男子 1500m 425 植阪　嶺児 ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ 奈　良 智辯カレッジ 1 2004/5/27 '3.51.50
14 男子 1500m 426 大森　駿斗 ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ 奈　良 智辯カレッジ 3 2002/7/21 '3.51.70
15 男子 1500m 551 花本　史龍 ﾊﾅﾓﾄ ｼﾘｭｳ 福　岡 大牟田 1 2005/1/5 3.51.78
16 男子 1500m 15 菅原　広希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 北海道 札幌日本大学 2 2003/6/28 '3.52.22
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17 男子 1500m 580 庭瀬　俊輝 ﾆﾜｾ ｼｭﾝｷ 大　分 大分東明 3 2002/12/7 '3.52.32
18 男子 1500m 530 徳丸　涼大 ﾄｸﾏﾙ ﾘｮｳﾀ 福　岡 修猷館 3 2003/1/16 '3.52.73
19 男子 1500m 316 櫻井　晃平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ 京　都 桂 3 2002/8/18 '3.52.77
20 男子 1500m 268 大塚　直哉 ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ 愛　知 豊川 2 2004/2/13 '3.53.13
21 男子 1500m 132 栗原　直央 ｸﾘﾊﾗ ﾅｵ 東　京 野津田 3 2002/10/17 '3.53.27
22 男子 1500m 422 粟井　駿平 ｱﾜｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 奈　良 奈良育英 3 2003/2/10 '3.53.28
23 男子 1500m 203 片桐　悠人 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 長　野 長野日大 3 2002/10/2 '3.53.40
24 男子 1500m 341 佐藤　圭汰 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 京　都 洛南 2 2004/1/22 '3.53.44
25 男子 1500m 167 安澤　駿空 ｱﾝｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 法政二 3 2002/6/22 '3.53.75
26 男子 1500m 428 山下　結 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 奈　良 智辯カレッジ 2 2003/5/17 '3.53.80
27 男子 1500m 398 前川　洋晴 ﾏｴｶﾜ ﾖｳｾｲ 兵　庫 県立農業 3 2002/8/8 '3.53.83
28 男子 1500m 151 槇村　勇伸 ﾏｷﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 東　京 城西 3 2002/11/20 '3.53.83
28 男子 1500m 257 髙嶋　荘太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知 中京大中京 2 2003/10/1 3.53.87
30 男子 1500m 161 鳥塚　健太 ﾄﾘﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 神奈川 市立金沢 3 2002/9/3 '3.54.23
31 男子 1500m 153 鍜治　晃 ｶｼﾞ ﾋｶﾙ 東　京 大東一 3 2002/4/19 '3.54.26
32 男子 1500m 120 篠原　寛 ｼﾉﾊﾗ ｶﾝ 千　葉 中央学院 2 2003/5/27 '3.54.27
33 男子 1500m 56 林　晃耀 ﾊﾔｼ ｺｳﾖｳ 福　島 いわき総合 3 2003/2/10 '3.54.28
34 男子 1500m 573 後田　築 ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ 長　崎 創成館 1 2004/12/14 '3.54.71
35 男子 1500m 14 坂井　大和 ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 北海道 札幌日本大学 3 2002/7/15 '3.54.89
36 男子 1500m 199 二見　優輝 ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 長　野 諏訪清陵 3 2002/9/11 '3.54.90
37 男子 1500m 258 マッキャーン　将人 ﾏｯｷｬｰﾝ ﾏｻﾄ 愛　知 中京大中京 2 2004/4/1 3.55.07
38 男子 1500m 484 小林　海葵 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ 山　口 西京 3 2002/6/30 3.55.21
39 男子 1500m 110 篠原　倖太朗 ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉 富里 3 2002/9/3 '3.55.24
40 男子 1500m 601 千代島　宗汰 ﾁﾖｼﾞﾏ ｿｳﾀ 佐　賀 鳥栖工 3 2003/3/15 3.55.25

1 男子 5000m 75 石田　洸介 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 群　馬 東京農大二 3 2002/8/21 '13.36.89
2 男子 5000m 41 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 秋　田 秋田工 3 2003/3/4 '14.04.93
3 男子 5000m 462 塩出　翔太 ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 広　島 世羅 2 2003/9/11 14.06.91
4 男子 5000m 346 若林　宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 京　都 洛南 3 2002/9/3 '14.07.07
5 男子 5000m 559 山本　歩夢 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 福　岡 自由ケ丘 3 2002/6/24 '14.07.74
6 男子 5000m 515 宮岡　幸大 ﾐﾔｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 愛　媛 宇和島東 3 2003/2/3 14.12.05
7 男子 5000m 463 新谷　紘ノ介 ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ 広　島 世羅 3 2003/1/26 14.12.76
8 男子 5000m 271 佐藤　榛紀 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 三　重 四日市工 3 2002/4/6 '14.13.43
9 男子 5000m 584 倉掛　響 ｸﾗｶｹ ﾋﾋﾞｷ 宮　崎 小林 3 2002/7/23 '14.14.84
10 男子 5000m 586 冨永　昌輝 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｷ 宮　崎 小林 3 2003/3/17 '14.14.87
11 男子 5000m 514 梅崎　蓮 ｳﾒｻﾞｷ ﾚﾝ 愛　媛 宇和島東 3 2002/8/14 '14.14.95
12 男子 5000m 465 吉本　真啓 ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 広　島 世羅 3 2002/5/15 14.14.99
13 男子 5000m 461 吉川　響 ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 広　島 世羅 2 2003/4/23 14.15.09
14 男子 5000m 552 神谷　青輝 ｶﾐﾀﾆ ﾊﾙｷ 福　岡 大牟田 3 2002/11/1 '14.15.33
15 男子 5000m 587 水野　龍志 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾕｷ 宮　崎 小林 3 2002/9/9 '14.16.54
16 男子 5000m 553 田中　廉 ﾀﾅｶ ﾚﾝ 福　岡 大牟田 3 2003/3/31 '14.16.58
17 男子 5000m 138 石塚　陽士 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 東　京 早稲田実 3 2002/4/22 '14.16.76
18 男子 5000m 464 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 広　島 世羅 2 2003/4/10 14.17.09
19 男子 5000m 76 北村　勇貴 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 群　馬 東京農大二 3 2002/6/10 '14.17.60
20 男子 5000m 145 田丸　颯 ﾀﾏﾙ ｿｳ 東　京 駒大 3 2002/7/7 '14.18.38
21 男子 5000m 476 吉田　周 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 広　島 広島国際学院 3 2003/3/12 '14.18.44
22 男子 5000m 343 小牧　波亜斗 ｺﾏｷ ﾊｱﾄ 京　都 洛南 3 2002/10/18 '14.18.93
23 男子 5000m 238 吉田　響 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 静　岡 東海大翔洋 3 2002/8/20 '14.19.52
24 男子 5000m 26 鈴木　天智 ｽｽﾞｷ ｿﾗﾁ 岩　手 一関学院 2 2003/7/20 '14.20.95
25 男子 5000m 428 山下　結 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 奈　良 智辯カレッジ 2 2003/5/17 '14.23.11
26 男子 5000m 485 阿部　陽樹 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 山　口 西京 3 2002/9/30 14.23.13
27 男子 5000m 25 鈴木　健真 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 岩　手 一関学院 2 2003/4/26 '14.23.42
28 男子 5000m 554 林　虎大朗 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 福　岡 大牟田 3 2002/4/13 '14.23.50
29 男子 5000m 20 青木　洸生 ｱｵｷ ｺｳｾｲ 青　森 青森山田 3 2002/8/16 '14.24.85
30 男子 5000m 429 中田　千太郎 ﾅｶﾀ ｾﾝﾀﾛｳ 奈　良 智辯カレッジ 3 2003/3/15 '14.24.90
31 男子 5000m 146 伊東　夢翔 ｲﾄｳ ﾕﾒﾄ 東　京 國學院久我山 2 2003/11/16 '14.25.05
32 男子 5000m 345 内藤　一輝 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 京　都 洛南 3 2002/11/18 '14.25.90
33 男子 5000m 200 山川　拓馬 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 長　野 上伊那農 2 2003/7/30 '14.26.02
34 男子 5000m 314 梶谷　優斗 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 滋　賀 滋賀学園 3 2002/11/22 '14.27.04
35 男子 5000m 594 野村　昭夢 ﾉﾑﾗ ｱｷﾑ 鹿児島 鹿児島城西 3 2002/11/10 '14.27.16
36 男子 5000m 344 佐野　拓実 ｻﾉ ﾀｸﾐ 京　都 洛南 3 2002/11/11 '14.27.94
37 男子 5000m 558 西村　真周 ﾆｼﾑﾗ ﾏｼｭｳ 福　岡 自由ケ丘 2 2003/8/11 '14.28.18
38 男子 5000m 455 南坂　柚汰 ﾐﾅﾐｻｶ ﾕｳﾀ 岡　山 倉敷 1 2005/1/6 14.28.64
39 男子 5000m 585 髙木　晃瑠 ﾀｶｷ ﾋｶﾙ 宮　崎 小林 3 2002/5/7 '14.28.77
40 男子 5000m 565 山田　基貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｷ 佐　賀 鳥栖工 2 2003/12/31 '14.29.19

1 男子 110mH（0.991m） 189 近藤　翠月 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 新　潟 新潟産大附 3 2003/3/28 '13.56
2 男子 110mH（0.991m） 259 高橋　遼将 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 中京大中京 2 2003/6/20 '13.60
3 男子 110mH（0.991m） 303 伊藤　真治 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岐　阜 岐阜聖徳 1 2004/7/16 13.84
3 男子 110mH（0.991m） 286 長田　一晟 ﾅｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 三　重 近大高専 3 2002/5/19 '13.84
5 男子 110mH（0.991m） 512 池田　海 ｲｹﾀﾞ ｶｲ 愛　媛 松山北 3 2002/4/26 '13.92
6 男子 110mH（0.991m） 311 太田　彪真 ｵｵﾀ ﾋｮｳﾏ 滋　賀 石部 3 2002/7/4 13.93

男子 110mH（0.991m） 602 片岡　巧 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾐ 神奈川 川崎市立橘 3 2002/9/17 13.94
7 男子 110mH（0.991m） 318 丸山　壮 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京　都 乙訓 3 2002/9/22 14.03
8 男子 110mH（0.991m） 262 西　徹朗 ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 愛　知 名古屋 2 2004/2/5 '14.04
9 男子 110mH（0.991m） 211 大坂　一世 ｵｵｻｶ ｲｯｾｲ 石　川 星稜 3 2002/6/15 '14.10
9 男子 110mH（0.991m） 349 松本　望 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 京　都 洛南 2 2003/5/3 '14.10
11 男子 110mH（0.991m） 458 八木　優気 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 広　島 広島皆実 3 2002/7/10 '14.11
12 男子 110mH（0.991m） 6 北川　広大 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北海道 立命館慶祥 2 2003/4/3 14.12
13 男子 110mH（0.991m） 304 前田　海輝亜 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 岐　阜 岐阜聖徳 2 2003/8/23 14.14
14 男子 110mH（0.991m） 495 鹿田　真翔 ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 香　川 四学香川西 2 2003/11/5 '14.15
15 男子 110mH（0.991m） 379 大村　一斗 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 大　阪 近大附 3 2002/12/20 '14.16
15 男子 110mH（0.991m） 496 八田　晴生 ﾊｯﾀ ﾊﾙｾ 香　川 四学香川西 3 2002/7/15 '14.16
17 男子 110mH（0.991m） 405 猿渡　善斗 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾖｼﾄ 兵　庫 市尼崎 3 2002/9/22 '14.17
18 男子 110mH（0.991m） 519 二神　翔吾 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛 済美 3 2002/8/30 14.18
18 男子 110mH（0.991m） 423 田原　歩睦 ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 奈　良 奈良育英 1 2004/9/18 '14.18
20 男子 110mH（0.991m） 282 山田　真大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 三　重 皇學館 2 2003/10/1 14.19
20 男子 110mH（0.991m） 363 小池　綾 ｺｲｹ ﾘｮｳ 大　阪 大塚 2 2003/6/27 '14.19
22 男子 110mH（0.991m） 91 樋口　隼人 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 埼　玉 松山 2 2003/7/30 14.20
22 男子 110mH（0.991m） 376 中山　聡太 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 大　阪 大阪 3 2003/2/11 '14.20
24 男子 110mH（0.991m） 45 伊藤　健治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 山　形 酒田光陵 3 2002/9/22 '14.21
24 男子 110mH（0.991m） 69 中里　碧翔 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 栃　木 白鴎大足利 2 2003/4/22 '14.21
26 男子 110mH（0.991m） 218 山田　一稀 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 静　岡 富士宮北 3 2002/9/8 '14.22
27 男子 110mH（0.991m） 182 渡邊　脩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 新　潟 十日町 2 2003/10/15 '14.24
28 男子 110mH（0.991m） 8 髙松　航平 ﾀｶﾏﾂ ｺｳﾍｲ 北海道 東海大札幌 2 2003/5/12 14.26
28 男子 110mH（0.991m） 333 岩井　章太郎 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京　都 同志社 3 2002/7/17 '14.26
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28 男子 110mH（0.991m） 281 打田　快生 ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 三　重 皇學館 1 2004/12/23 '14.26
28 男子 110mH（0.991m） 377 原　稜介 ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 大　阪 大阪 2 2003/6/1 '14.26
28 男子 110mH（0.991m） 545 真名子　凌成 ﾏﾅｺﾞ ﾘｮｳﾅ 福　岡 東福岡 2 2003/4/9 '14.26
33 男子 110mH（0.991m） 588 金丸　真也 ｶﾈﾏﾙ ｼﾝﾔ 宮　崎 宮崎北 2 2003/5/22 '14.27

男子 110mH（0.991m） 603 藤島　慶人 ﾌｼﾞｼﾏ ｹｲﾄ 宮　崎 宮崎西 3 2002/8/19 14.29
34 男子 110mH（0.991m） 529 古野　汰樹 ﾌﾙﾉ ﾀｲｷ 福　岡 東筑 3 2003/1/16 '14.30
35 男子 110mH（0.991m） 593 内野　凜生 ｳﾁﾉ ﾘｵ 鹿児島 鹿児島商 2 2003/8/20 '14.32
35 男子 110mH（0.991m） 347 木村　友東 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 京　都 洛南 2 2003/4/21 '14.32
35 男子 110mH（0.991m） 156 豊田　兼 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 東　京 桐朋 3 2002/10/15 '14.32
38 男子 110mH（0.991m） 392 粟野　聖瑳 ｱﾜﾉ ｾｲｻﾞ 兵　庫 社 3 2002/5/2 '14.34
38 男子 110mH（0.991m） 457 安福　柊汰 ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ 岡　山 金光学園 2 2004/1/18 '14.34
38 男子 110mH（0.991m） 195 渡邉　悠希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 新　潟 開志国際 3 2002/7/25 '14.34

強化指定 男子 110mH（0.991m） 348 藤原　孝輝 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 京　都 洛南 3 2002/5/31 '13.97

1 男子 400mH（0.914m） 29 菅野　航平 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 宮　城 仙台一 3 2002/6/20 '50.67
2 男子 400mH（0.914m） 259 高橋　遼将 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 中京大中京 2 2003/6/20 '50.73
3 男子 400mH（0.914m） 546 大村　東輝 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 福　岡 東福岡 3 2002/4/18 '51.64
4 男子 400mH（0.914m） 393 飯牟田　空良 ｲﾑﾀ ｿﾗ 兵　庫 社 3 2002/9/3 '51.71
5 男子 400mH（0.914m） 252 鈴木　大河 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知 中京大中京 3 2002/10/23 '51.83
6 男子 400mH（0.914m） 267 新垣　颯斗 ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知 桜丘 3 2002/6/2 '52.04
7 男子 400mH（0.914m） 156 豊田　兼 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 東　京 桐朋 3 2002/10/15 '52.34
8 男子 400mH（0.914m） 307 西村　晟太朗 ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 滋　賀 彦根翔西館 3 2002/8/10 '52.49
9 男子 400mH（0.914m） 479 高橋　昂生 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 広　島 県立広島 2 2003/5/28 '52.50
10 男子 400mH（0.914m） 437 古川　樹 ﾌﾙｶﾜ ｲﾂｷ 和歌山 熊野 3 2002/7/1 '52.58
11 男子 400mH（0.914m） 401 幡中　涼太 ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 姫路西 3 2002/7/18 '52.66
12 男子 400mH（0.914m） 412 森髙　颯治朗 ﾓﾘﾀｶ ｿｳｼﾞﾛｳ 兵　庫 報徳 3 2003/1/21 '52.86
13 男子 400mH（0.914m） 443 中山　敬太 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取 鳥取城北 3 2003/2/3 '52.97
14 男子 400mH（0.914m） 160 麻生　悠斗 ｱｿｳ ﾕｳﾄ 東　京 日本工大駒場 2 2003/4/14 '52.99
15 男子 400mH（0.914m） 547 中島　陽基 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 福　岡 東福岡 2 2004/2/13 '53.13
15 男子 400mH（0.914m） 308 福田　海斗 ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 滋　賀 彦根翔西館 3 2002/7/5 '53.13
17 男子 400mH（0.914m） 58 町田　怜央 ﾏﾁﾀﾞ ﾚｵ 福　島 日大東北 2 2003/6/19 '53.23
18 男子 400mH（0.914m） 101 若林　樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 埼　玉 早大本庄 3 2002/6/9 '53.24
19 男子 400mH（0.914m） 228 佐竹　結月 ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 静　岡 日大三島 2 2003/6/27 '53.25
19 男子 400mH（0.914m） 12 馬塀　優介 ﾊﾞﾍｲ ﾕｳｽｹ 北海道 北海道栄 3 2003/1/10 '53.25
21 男子 400mH（0.914m） 10 殿山　凌平 ﾄﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 旭川大学 2 2003/9/14 '53.26
21 男子 400mH（0.914m） 207 宮澤　武流 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 長　野 佐久長聖 3 2002/5/1 '53.26
23 男子 400mH（0.914m） 360 寺田　能彬 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 大　阪 生野 3 2002/5/17 '53.33
24 男子 400mH（0.914m） 179 小池　祥平 ｺｲｹ ｼｮｳﾍｲ 新　潟 長岡 3 2002/4/14 '53.41
25 男子 400mH（0.914m） 193 土田　一馬 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 新　潟 東京学館新潟 3 2002/7/15 '53.42
26 男子 400mH（0.914m） 310 森　大喜 ﾓﾘ ﾀｲｷ 滋　賀 草津東 2 2004/4/1 '53.56
27 男子 400mH（0.914m） 113 林　太一 ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ 千　葉 成田 3 2002/5/25 53.61
28 男子 400mH（0.914m） 98 坂上　幹斗 ｻｶｶﾞﾐ ﾐｷﾄ 埼　玉 埼玉栄 3 2002/10/15 '53.64
28 男子 400mH（0.914m） 384 田中　俊輔 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 大　阪 大体大浪商 3 2002/5/13 '53.64
30 男子 400mH（0.914m） 542 谷　和佳尚 ﾀﾆ ﾅﾅﾄ 福　岡 九産大付九産 3 2002/9/13 '53.73
31 男子 400mH（0.914m） 119 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 千　葉 千葉日大一 3 2002/6/22 '53.74
32 男子 400mH（0.914m） 47 紺野　稜真 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 山　形 九里学園 1 2004/8/29 '53.79
33 男子 400mH（0.914m） 459 原田　響 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 広　島 広島皆実 2 2003/6/23 '53.81
34 男子 400mH（0.914m） 48 齋藤　兼信 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 山　形 九里学園 2 2003/8/25 '53.84

1 男子 3000m障害物 350 服部　壮馬 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 京　都 洛南 3 2003/2/17 '9.08.89
2 男子 3000m障害物 78 分須　尊紀 ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ 群　馬 東京農大二 3 2002/10/4 '9.08.96
3 男子 3000m障害物 332 長原　悠一郎 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 京　都 京都外大西 3 2002/11/6 '9.09.27
4 男子 3000m障害物 325 沖　尚悟 ｵｷ ｼｮｳｺﾞ 京　都 網野・緑風 3 2002/11/29 '9.10.17
5 男子 3000m障害物 21 村上　大樹 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 青　森 青森山田 3 2002/4/2 '9.10.93
6 男子 3000m障害物 534 西垣内　和輝 ﾆｼｶﾞｷｳﾁ ｶｽﾞｷ 福　岡 飯塚 3 2002/8/3 '9.11.35
7 男子 3000m障害物 537 浪口　毅杜 ﾅﾐｸﾞﾁ ﾀｹﾄ 福　岡 純真 2 2004/3/18 '9.13.68
8 男子 3000m障害物 13 中西　人士 ﾅｶﾆｼ ﾋﾄｼ 北海道 白樺学園 3 2003/2/28 '9.13.94
9 男子 3000m障害物 566 高山　匠也 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾔ 佐　賀 鳥栖工 3 2002/5/7 '9.15.18
10 男子 3000m障害物 532 西川　千青 ﾆｼｶﾜ ﾁｵ 福　岡 九州国際大付 3 2002/8/16 '9.15.23
11 男子 3000m障害物 450 黒田　朝日 ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 岡　山 玉野光南 2 2004/3/10 '9.15.98
12 男子 3000m障害物 37 高橋　海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 宮　城 利府 3 2002/12/31 '9.17.39
13 男子 3000m障害物 183 藤ノ木　丈 ﾌｼﾞﾉｷ ｼﾞｮｳ 新　潟 十日町 3 2002/6/15 '9.18.30
14 男子 3000m障害物 327 清水　隼人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 京　都 西京 2 2003/8/1 9.20.24
15 男子 3000m障害物 320 岡田　晃成 ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 京　都 田辺 3 2003/3/25 '9.22.15
16 男子 3000m障害物 51 門馬　海成 ﾓﾝﾏ ｶｲｾｲ 福　島 会津 3 2002/11/22 '9.22.88
17 男子 3000m障害物 62 富永　椋太 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 茨　城 鉾田一 3 2002/9/15 '9.22.98
18 男子 3000m障害物 93 西代　雄豪 ﾆｼﾀﾞｲ ﾕｳｺﾞ 埼　玉 桶川 3 2003/3/14 '9.23.15
19 男子 3000m障害物 77 池原　悠月 ｲｹﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 群　馬 東京農大二 3 2002/9/21 '9.23.39
20 男子 3000m障害物 60 大沼　良太郎 ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨　城 鹿島学園 2 2003/12/24 '9.23.78
21 男子 3000m障害物 309 大谷　翔生 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 滋　賀 立命館守山 3 2002/10/18 '9.24.00
22 男子 3000m障害物 484 小林　海葵 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ 山　口 西京 3 2002/6/30 9.24.75
23 男子 3000m障害物 315 尾島　大輝 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京　都 京産大附 1 2004/7/30 '9.24.76
24 男子 3000m障害物 536 稲森　勇翔 ｲﾅﾓﾘ ﾕｳﾄ 福　岡 純真 3 2002/12/10 '9.24.86
25 男子 3000m障害物 248 樋渡　雄太 ﾋﾜﾀｼ ﾕｳﾀ 愛　知 名経大高蔵 3 2002/10/22 '9.25.11
26 男子 3000m障害物 96 小山　優輝 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 埼　玉 伊奈学園総合 3 2002/6/27 '9.25.18
27 男子 3000m障害物 555 荒木　暉登 ｱﾗｷ ｱｷﾄ 福　岡 大牟田 2 2003/11/5 9.25.49
28 男子 3000m障害物 217 窪田　悠人 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 静　岡 沼津東 2 2003/9/13 '9.25.94
29 男子 3000m障害物 90 草野　洸正 ｸｻﾉ ｺｳｾｲ 埼　玉 浦和 3 2002/10/25 '9.26.11
30 男子 3000m障害物 595 中田　紫音 ﾅｶﾀﾞ ｼｵﾝ 鹿児島 鹿児島城西 3 2003/3/22 '9.26.26
31 男子 3000m障害物 520 千葉　聡理 ﾁﾊﾞ ｻﾄﾘ 愛　媛 松山工 3 2002/7/9 '9.26.28
32 男子 3000m障害物 126 吉田　優太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 千　葉 八千代松陰 3 2002/9/25 '9.26.37
33 男子 3000m障害物 247 長谷川　源 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 愛　知 名経大高蔵 3 2002/10/11 '9.26.64
34 男子 3000m障害物 59 大石　英貴 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞｷ 福　島 いわき秀英 3 2002/12/6 '9.27.18
35 男子 3000m障害物 152 中島　弘太 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 東　京 城西 3 2002/11/8 '9.27.54
36 男子 3000m障害物 589 大園　倫太郎 ｵｵｿﾞﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 鹿児島 鹿児島中央 3 2002/10/20 '9.27.64
37 男子 3000m障害物 147 浦田　優斗 ｳﾗﾀ ﾕｳﾄ 東　京 國學院久我山 3 2002/12/6 '9.27.87
38 男子 3000m障害物 194 本間　将太 ﾎﾝﾏ ｼｮｳﾀ 新　潟 日本文理 3 2002/10/23 '9.29.50
39 男子 3000m障害物 2 長島　響 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 北海道 七飯 2 2003/10/4 '9.29.52
40 男子 3000m障害物 596 芝上　丞乃助 ｼﾊﾞｳｴ ｼﾞｮｳﾉｽｹ 鹿児島 鹿児島 3 2002/8/30 9.30.04

1 男子 5000mW 431 中尾　心哉 ﾅｶｵ ｼﾝﾔ 奈　良 智辯カレッジ 3 2002/12/24 '20.46.11
2 男子 5000mW 432 中谷　知博 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 奈　良 智辯カレッジ 3 2002/8/15 '20.50.08
3 男子 5000mW 567 中垣　遥暉 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙｷ 佐　賀 鳥栖工 3 2002/12/6 '20.53.31
4 男子 5000mW 381 奥野　達 ｵｸﾉ ｻﾄｼ 大　阪 清風 2 2003/8/7 '21.02.41
5 男子 5000mW 165 村越　優汰 ﾑﾗｺｼ ﾕｳﾀ 神奈川 横浜 3 2002/11/29 '21.20.48
6 男子 5000mW 404 辻村　絢平 ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 兵　庫 飾磨工 3 2002/8/25 '21.21.42

高校：男子400mH

高校：男子3000mSC

高校：男子5000mW



7 男子 5000mW 39 狩野　圭祐 ｶﾉ ｹｲｽｹ 宮　城 東北学院 3 2002/9/13 '21.24.49
8 男子 5000mW 533 西村　洸 ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 福　岡 九州国際大付 3 2002/10/2 '21.28.07
9 男子 5000mW 556 古賀　文也 ｺｶﾞ ﾌﾐﾔ 福　岡 大牟田 2 2003/12/13 21.29.31
10 男子 5000mW 184 近藤　岬 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 新　潟 十日町 2 2003/12/24 '21.31.01
11 男子 5000mW 524 川池　友樹 ｶﾜｲｹ ﾄﾓｷ 高　知 高知工 3 2002/10/24 '21.31.89
12 男子 5000mW 321 北村　亘 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 京　都 田辺 2 2003/11/6 '21.39.02
13 男子 5000mW 482 末成　壮司 ｽｴﾅﾘ ｿｳｼ 山　口 萩 3 2002/6/30 '21.40.07
14 男子 5000mW 430 土屋　温希 ﾂﾁﾔ ｱﾂｷ 奈　良 智辯カレッジ 2 2003/8/6 '21.40.38
15 男子 5000mW 538 内場　冬都 ｳﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾄ 福　岡 純真 3 2002/12/14 '21.41.56
16 男子 5000mW 590 折小野　怜旺 ｵﾘｺﾉ ﾚｵ 鹿児島 鹿児島工 3 2002/5/8 '21.42.43
17 男子 5000mW 433 安井　優生 ﾔｽｲ ﾕｳｷ 奈　良 智辯カレッジ 2 2003/8/29 '21.44.11
18 男子 5000mW 198 佐藤　晋太 ｻﾄｳ ｼﾝﾀ 長　野 長野工 2 2003/12/28 21.44.80
19 男子 5000mW 557 福場　仁之甫 ﾌｸﾊﾞ ｼﾞﾝﾉｽｹ 福　岡 大牟田 3 2003/1/8 '21.48.95
20 男子 5000mW 400 湯河　龍平 ﾕｶﾜ ﾀｯﾍﾟｲ 兵　庫 西脇工 2 2003/7/28 '21.49.09
21 男子 5000mW 539 田村　真裟斗 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ 福　岡 純真 2 2004/1/30 '21.49.42
22 男子 5000mW 468 池田　健人 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 広　島 神辺旭 3 2002/9/19 '21.52.49
23 男子 5000mW 516 和家　昂太郎 ﾜｹ ｺｳﾀﾛｳ 愛　媛 宇和島東 3 2002/4/23 '21.53.23
24 男子 5000mW 33 芳賀　崇斗 ﾊｶﾞ ｼｭｳﾄ 宮　城 泉 3 2002/7/16 21.56.00
25 男子 5000mW 52 長谷川　智里 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 福　島 会津 3 2002/11/20 '21.57.59
26 男子 5000mW 597 坂口　虎太郎 ｻｶｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 鹿児島 鹿児島 3 2002/7/27 '22.00.31
27 男子 5000mW 569 中尾　勇太 ﾅｶｵ ﾕｳﾀ 長　崎 佐世保工 3 2002/11/14 '22.00.61
28 男子 5000mW 521 上岡　龍晟 ｳｴｵｶ ﾘｭｳｾｲ 愛　媛 松山工 3 2003/3/11 '22.04.59
29 男子 5000mW 481 秋本　雄一朗 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山　口 萩 2 2003/12/19 '22.06.41
30 男子 5000mW 448 安部　暖人 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島　根 島根中央 3 2002/9/25 '22.08.04
31 男子 5000mW 454 片山　蒼大 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 岡　山 岡山商大附 2 2003/11/5 '22.09.57
32 男子 5000mW 483 福永　伸之介 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 山　口 萩 2 2003/4/10 '22.15.23
33 男子 5000mW 526 中山　歩希 ﾅｶﾔﾏ ｱﾕｷ 高　知 高知中央 2 2004/2/29 '22.15.72
34 男子 5000mW 456 宮澤　侑汰 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 岡　山 倉敷 3 2003/2/28 '22.15.83
35 男子 5000mW 291 安　夏都起 ﾔｽ ﾅﾂｷ 三　重 伊賀白鳳 3 2002/8/5 '22.17.04
36 男子 5000mW 469 本田　央介 ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 広　島 神辺旭 3 2002/6/26 '22.22.01
37 男子 5000mW 399 持田　海勢 ﾓﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 兵　庫 西脇工 2 2003/8/30 '22.23.04
38 男子 5000mW 390 安宅　壱冴 ｱﾀｶ ｲｯｻ 兵　庫 川西緑台 3 2002/5/21 '22.25.50
39 男子 5000mW 299 後藤　誉 ｺﾞﾄｳ ﾎﾏﾚ 岐　阜 美濃加茂 2 2003/4/12 '22.27.44
40 男子 5000mW 204 田口　紫音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 長　野 上田西 2 2003/12/2 22.27.55

1 男子 走高跳 227 太田　蒼翔 ｵｵﾀ ｱｵﾄ 静　岡 浜松市立 3 2002/10/4 '2.14
2 男子 走高跳 361 山中　駿 ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝ 大　阪 三国丘 3 2002/9/26 '2.12
3 男子 走高跳 394 武政　壮之助 ﾀｹﾏｻ ｿｳﾉｽｹ 兵　庫 社 3 2002/4/30 '2.10
3 男子 走高跳 498 桃田　三四朗 ﾓﾓﾀ ｻﾝｼﾛｳ 香　川 四学香川西 2 2003/8/26 2.10
5 男子 走高跳 477 杉原　哲平 ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 広　島 広島工大高 3 2002/10/26 '2.09
5 男子 走高跳 225 塚本　好陽 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 静　岡 浜松商 2 2003/10/29 '2.09
5 男子 走高跳 480 小林　祐大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 福山工 3 2002/6/30 2.09
8 男子 走高跳 528 城崎　滉青 ｼﾛｻｷ ｺｳｾｲ 福　岡 小倉工 2 2003/8/21 '2.06
8 男子 走高跳 383 津田　怜 ﾂﾀﾞ ﾚﾝ 大　阪 咲くやこの花 3 2002/5/8 '2.06
10 男子 走高跳 168 麻生　涼馬 ｱｿｳ ﾘｮｳﾏ 神奈川 法政二 3 2002/8/17 '2.05
10 男子 走高跳 265 伊藤　幹弥 ｲﾄｳ ﾐｷﾔ 愛　知 安城学園 3 2002/11/11 '2.05
10 男子 走高跳 363 小池　綾 ｺｲｹ ﾘｮｳ 大　阪 大塚 2 2003/6/27 '2.05
10 男子 走高跳 445 鳥屋尾　優介 ﾄﾔｵ ﾕｳｽｹ 島　根 大社 3 2003/1/7 '2.05
14 男子 走高跳 395 田　和志 ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 兵　庫 社 2 2003/8/26 '2.04
15 男子 走高跳 543 小金澤　天眞 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾃﾝﾏ 福　岡 九産大付九産 3 2002/8/2 '2.03
15 男子 走高跳 19 斎藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 青　森 弘前実 3 2003/2/23 '2.03
15 男子 走高跳 127 チュクネレ　ジョエル優人 ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙﾕｳﾄ 千　葉 八千代松陰 1 2004/8/13 '2.03
15 男子 走高跳 244 羽根田　僚太 ﾊﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛　知 豊田南 3 2002/7/2 '2.03
15 男子 走高跳 210 山田　いづる ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂﾞﾙ 石　川 金沢 3 2002/7/23 '2.03
20 男子 走高跳 497 佐野　嘉彦 ｻﾉ ﾖｼﾋｺ 香　川 四学香川西 3 2002/12/4 '2.02
20 男子 走高跳 43 森　祥久 ﾓﾘ ﾖｼﾋｻ 山　形 山形南 2 2003/5/26 '2.02
20 男子 走高跳 499 横内　秀太 ﾖｺｳﾁ ｼｭｳﾀ 香　川 四学香川西 2 2003/9/21 '2.02
20 男子 走高跳 99 岡田　望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 埼　玉 昌平 3 2002/4/24 2.02
20 男子 走高跳 489 須﨑　遥也 ｽｻﾞｷ ﾊﾙﾔ 香　川 丸亀 1 2004/6/15 2.02
25 男子 走高跳 114 梅原　優太郎 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 千　葉 成田 1 2004/11/9 '2.01
25 男子 走高跳 414 小西　翔太 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 兵　庫 滝川第二 2 2004/2/25 '2.01
25 男子 走高跳 63 塩畑　陽向 ｼｵﾊﾀ ﾋﾅﾀ 茨　城 水戸桜ノ牧 2 2003/5/5 '2.01
25 男子 走高跳 415 高寺　柊里 ﾀｶﾃﾗ ｼｭﾘ 兵　庫 滝川第二 2 2003/4/3 '2.01
25 男子 走高跳 518 中上　遥矢 ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 愛　媛 新田 2 2003/6/4 '2.01
25 男子 走高跳 488 板東　帝太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｵｳﾀ 香　川 高松工芸 3 2002/6/8 '2.01
25 男子 走高跳 79 福田　壮佑 ﾌｸﾀﾞ ｿｳｽｹ 群　馬 東京農大二 3 2002/9/9 '2.01
25 男子 走高跳 188 杉田　一真 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 新　潟 上越 2 2004/1/5 2.01
25 男子 走高跳 239 平野　海吏 ﾋﾗﾉ ｶｲﾘ 静　岡 東海大翔洋 1 2004/4/9 2.01

1 男子 棒高跳 87 古澤　一生 ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 群　馬 前橋育英 3 2002/7/5 '5.51
2 男子 棒高跳 500 水谷　翼 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 香　川 四学香川西 3 2003/2/12 '5.24
3 男子 棒高跳 513 野本　唯人 ﾉﾓﾄ ﾕｲﾄ 愛　媛 松山北 3 2002/4/13 '5.23
4 男子 棒高跳 159 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東　京 明星学園 3 2002/5/11 '5.11
5 男子 棒高跳 85 柄澤　智哉 ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 群　馬 前橋育英 3 2002/5/17 '5.10
6 男子 棒高跳 82 髙橋　陸人 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 群　馬 樹徳 3 2003/2/17 5.00
6 男子 棒高跳 223 山下　哲也 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾔ 静　岡 浜松南 3 2002/4/22 '5.00
6 男子 棒高跳 115 篠塚　浩斗 ｼﾉﾂｶ ﾋﾛﾄ 千　葉 成田 2 2004/3/14 5.00
9 男子 棒高跳 478 綾　大心 ｱﾔ ﾀﾞｲｼﾝ 広　島 近大東広島 3 2003/3/2 '4.91
10 男子 棒高跳 44 犬飼　匠 ｲﾇｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山　形 山形中央 3 2002/6/11 '4.90
10 男子 棒高跳 424 原口　篤志 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 奈　良 王寺工 2 2003/10/15 4.90
12 男子 棒高跳 287 池上　陽向 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅﾀ 三　重 近大高専 3 2002/11/24 '4.80
12 男子 棒高跳 209 加治　直紘 ｶｼﾞ ﾅｵﾋﾛ 石　川 金沢泉丘 3 2002/9/25 '4.80
12 男子 棒高跳 81 小暮　七斗 ｺｸﾞﾚ ﾅﾅﾄ 群　馬 樹徳 2 2003/9/12 '4.80
12 男子 棒高跳 57 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 福　島 福島成蹊 3 2002/11/7 '4.80
12 男子 棒高跳 226 鈴木　勇輝 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 静　岡 浜松商 3 2002/4/18 '4.80
12 男子 棒高跳 92 宮本　嶺 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 埼　玉 大宮工 3 2002/8/30 4.80
18 男子 棒高跳 140 太田　慎之介 ｵｵﾀ ｼﾝﾉｽｹ 東　京 東京 3 2002/5/16 4.76
19 男子 棒高跳 441 衣笠　瑛一 ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 鳥　取 倉吉東 2 2003/4/3 '4.75
20 男子 棒高跳 32 小泉　宗士 ｺｲｽﾞﾐ ｿｳｼ 宮　城 佐沼 3 2002/5/14 '4.72
20 男子 棒高跳 439 水口　智貴 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 和歌山 近大和歌山 2 2003/4/19 '4.72
22 男子 棒高跳 421 本池　直樹 ﾓﾄｲｹ ﾅｵｷ 奈　良 橿原 3 2002/4/15 '4.71
22 男子 棒高跳 451 小﨑　律稀 ｺｻﾞｷ ﾘﾂｷ 岡　山 玉野光南 3 2002/4/5 4.71
22 男子 棒高跳 260 谷口　柊斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 愛　知 中京大中京 2 2003/12/2 4.71
22 男子 棒高跳 141 長島　紘大 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾀ 東　京 東京 3 2002/12/7 4.71
26 男子 棒高跳 201 有賀　玄太 ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 長　野 高遠 2 2003/5/28 '4.70
26 男子 棒高跳 493 安藤　正紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 香　川 観音寺一 3 2002/5/19 '4.70

高校：男子走高跳

高校：男子棒高跳



26 男子 棒高跳 163 池田　悠人 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川 横浜清風 2 2003/4/18 '4.70
26 男子 棒高跳 86 手島　遼太 ﾃｼﾏ ﾘｮｳﾀ 群　馬 前橋育英 2 2004/3/22 '4.70
26 男子 棒高跳 83 町田　蒼馬 ﾏﾁﾀﾞ ｿｳﾏ 群　馬 樹徳 2 2003/6/4 '4.70

1 男子 走幅跳 348 藤原　孝輝 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 京　都 洛南 3 2002/5/31 '8.12
2 男子 走幅跳 240 北川　凱 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾞｲ 静　岡 東海大翔洋 2 2003/7/21 7.79
3 男子 走幅跳 241 深沢　瑞樹 ﾌｶｻﾜ ﾐｽﾞｷ 静　岡 東海大翔洋 1 2004/11/23 '7.67
4 男子 走幅跳 229 君島　茉那哉 ｷﾐｼﾏ ﾏﾅﾔ 静　岡 日大三島 3 2002/4/2 '7.58
5 男子 走幅跳 358 田中　隆太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大　阪 摂津 3 2002/5/17 '7.52
6 男子 走幅跳 372 舞永　夏稀 ﾏｲﾅｶﾞ ﾅﾂｷ 大　阪 太成学院 2 2003/7/12 '7.51
6 男子 走幅跳 74 栁田　大輝 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 群　馬 東京農大二 2 2003/7/25 '7.51
8 男子 走幅跳 472 末盛　巧 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 広　島 修道 2 2003/6/14 7.50
9 男子 走幅跳 1 佐藤　三太 ｻﾄｳ ｻﾝﾀ 北海道 函館工 3 2002/9/12 '7.45
10 男子 走幅跳 290 村島　佑樹 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ 三　重 高田 3 2003/1/5 '7.44
11 男子 走幅跳 475 井町　慶太郎 ｲﾏﾁ ｹｲﾀﾛｳ 広　島 山陽 3 2002/11/4 '7.40
12 男子 走幅跳 351 イベル　ブランドン ｲﾍﾞﾙ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ 京　都 洛南 3 2003/2/20 '7.37
12 男子 走幅跳 264 中島　海翔 ﾅｶｼﾏ ｶｲﾄ 愛　知 名城大附 2 2003/5/16 '7.37
14 男子 走幅跳 7 植村　哲平 ｳｴﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 北海道 札幌大谷 2 2004/1/31 7.35
15 男子 走幅跳 116 植木　優太 ｳｴｷ ﾕｳﾀ 千　葉 成田 2 2003/8/8 '7.34
16 男子 走幅跳 233 松下　凌晟 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳｾｲ 静　岡 浜松開誠館 3 2002/9/19 '7.33
17 男子 走幅跳 373 松本　力丸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｷﾏﾙ 大　阪 太成学院 2 2003/6/15 '7.30
18 男子 走幅跳 155 片山　大地 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 東　京 八王子 1 2004/11/24 '7.29
18 男子 走幅跳 491 齋藤　諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 香　川 善通寺一 3 2002/6/2 '7.29
20 男子 走幅跳 494 長尾　太道 ﾅｶﾞｵ ﾀｲﾄﾞｳ 香　川 英明 3 2002/8/1 '7.27
21 男子 走幅跳 30 小野　優介 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 宮　城 仙台三 3 2002/8/25 '7.25
21 男子 走幅跳 550 本村　孝太 ﾓﾄﾑﾗ ｺｳﾀ 福　岡 福岡第一 2 2003/8/2 '7.25
21 男子 走幅跳 158 吉田　順哉 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 東　京 明星学園 3 2002/6/13 '7.25
24 男子 走幅跳 592 新留　陸 ｼﾝﾄﾞﾒ ﾘｸ 鹿児島 国分 3 2002/8/7 '7.24
24 男子 走幅跳 548 浜田　聖也 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 福　岡 福岡第一 2 2003/8/22 '7.24
26 男子 走幅跳 492 曽我　宙矢 ｿｶﾞ ﾋﾛﾔ 香　川 高瀬 3 2003/1/15 '7.23
26 男子 走幅跳 169 柾木　拓 ﾏｻｷ ﾀｸ 神奈川 法政二 3 2002/6/17 '7.23
26 男子 走幅跳 35 渡邉　希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 宮　城 仙台西 2 2004/3/25 7.23
29 男子 走幅跳 212 髙辻　雄乃 ﾀｶﾂｼﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 石　川 星稜 3 2002/5/8 '7.22
29 男子 走幅跳 446 永岡　勇次郎 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 島　根 大社 2 2003/12/19 '7.22
29 男子 走幅跳 388 林　倖輝 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 兵　庫 西宮南 3 2002/4/5 '7.22
29 男子 走幅跳 549 松本　汰壱 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 福　岡 福岡第一 3 2002/7/18 '7.22
29 男子 走幅跳 294 三輪　哉太 ﾐﾜ ｶﾅﾀ 岐　阜 県岐阜商 3 2002/10/6 '7.22
29 男子 走幅跳 501 吉岡　悠輝 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 香　川 四学香川西 3 2002/4/15 '7.22

1 男子 三段跳 572 廣田　麟太郎 ﾋﾛﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 長　崎 長崎日本大学 3 2002/6/6 '15.59
2 男子 三段跳 501 吉岡　悠輝 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 香　川 四学香川西 3 2002/4/15 '15.35
3 男子 三段跳 365 栂尾　鷹兵 ﾄｶﾞｵ ﾖｳﾍｲ 大　阪 大塚 3 2002/9/25 '15.30
3 男子 三段跳 240 北川　凱 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾞｲ 静　岡 東海大翔洋 2 2003/7/21 15.30
5 男子 三段跳 472 末盛　巧 ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 広　島 修道 2 2003/6/14 15.24
6 男子 三段跳 598 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 鹿児島 鹿児島 3 2003/3/2 '15.17
7 男子 三段跳 312 西藤　我空 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 滋　賀 石部 3 2003/3/27 '15.15
8 男子 三段跳 351 イベル　ブランドン ｲﾍﾞﾙ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ 京　都 洛南 3 2003/2/20 '15.12
9 男子 三段跳 229 君島　茉那哉 ｷﾐｼﾏ ﾏﾅﾔ 静　岡 日大三島 3 2002/4/2 '15.09
10 男子 三段跳 34 古川　知征 ｺｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 宮　城 仙台二華 2 2003/7/2 '15.06
11 男子 三段跳 105 常泉　光佑 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 千　葉 市立船橋 2 2003/5/16 '15.02
12 男子 三段跳 288 伊藤　渉 ｲﾄｳ ｼｮｳ 三　重 近大高専 3 2002/7/20 '15.01
13 男子 三段跳 353 宮尾　真仁 ﾐﾔｵ ﾏﾅﾄ 京　都 洛南 1 2004/7/16 '14.98
14 男子 三段跳 50 齋藤　優汰 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 福　島 白河旭 3 2002/10/30 '14.96
14 男子 三段跳 130 根本　誉 ﾈﾓﾄ ﾎﾏﾚ 千　葉 東京学館船橋 3 2002/7/6 14.96
16 男子 三段跳 300 山田　駿佑 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜 美濃加茂 2 2003/9/6 14.88
17 男子 三段跳 289 吉田　隆哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾔ 三　重 近大高専 3 2002/11/30 '14.87
18 男子 三段跳 385 篠原　和真 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 大　阪 東海大仰星 3 2002/4/22 '14.85
18 男子 三段跳 396 梅野　真生 ｳﾒﾉ ﾏｻｷ 兵　庫 社 3 2002/10/24 14.85
20 男子 三段跳 417 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 奈　良 添上 3 2002/6/23 '14.84
21 男子 三段跳 214 石黒　竜聖 ｲｼｸﾞﾛ ﾘｭｳｾｲ 福　井 大野 3 2002/12/20 '14.80
21 男子 三段跳 371 佐脇　岳 ｻﾜｷ ｶﾞｸ 大　阪 関大北陽 2 2003/12/13 '14.80
23 男子 三段跳 330 渡辺　多瑠嘉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙｶ 京　都 北稜 2 2003/4/24 '14.76
24 男子 三段跳 352 長井　遥斗 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾄ 京　都 洛南 2 2003/9/9 '14.74
25 男子 三段跳 568 林田　悠吾 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 佐　賀 龍谷 2 2004/3/25 '14.70
26 男子 三段跳 364 末藤　唯人 ｽｴﾄｳ ﾕｲﾄ 大　阪 大塚 2 2004/1/6 '14.68
27 男子 三段跳 380 高　蓮太郎 ｺｳ ﾚﾝﾀﾛｳ 大　阪 近大附 2 2003/10/31 '14.64
27 男子 三段跳 408 中谷　琉来 ﾅｶﾀﾆ ﾙｲｸ 兵　庫 明石商 3 2002/7/28 14.64
29 男子 三段跳 173 田中　翔大 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山　梨 身延 3 2002/7/10 '14.63
29 男子 三段跳 134 山本　智丈 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 東　京 文京 3 2002/10/30 '14.63

1 男子 砲丸投（6.0kg） 382 アツオビン　ジェイソン ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 大　阪 大阪桐蔭 3 2002/4/12 '18.62
2 男子 砲丸投（6.0kg） 334 上野　元暉 ｳｴﾉ ﾓﾄｷ 京　都 花園 3 2002/7/4 '16.98
3 男子 砲丸投（6.0kg） 174 小森　直吏 ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山　梨 身延 2 2003/10/7 '16.20
4 男子 砲丸投（6.0kg） 142 井上　翼 ｲﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ 東　京 東京 3 2003/1/10 '16.11
5 男子 砲丸投（6.0kg） 508 仁子　晃希 ﾆｺﾞ ｺｳｷ 徳　島 生光学園 3 2002/5/7 '16.07
6 男子 砲丸投（6.0kg） 502 上内　達司 ｼﾞｮｳﾅｲ ﾀﾂｼ 香　川 四学香川西 3 2002/6/19 15.99
7 男子 砲丸投（6.0kg） 196 北原　博企 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ 新　潟 開志国際 3 2002/11/20 '15.65
8 男子 砲丸投（6.0kg） 94 阿南　渉真 ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ 埼　玉 羽生実 2 2003/6/13 15.57
9 男子 砲丸投（6.0kg） 540 宮本　晃汰 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ 福　岡 純真 3 2002/12/20 '15.55
10 男子 砲丸投（6.0kg） 215 花田　李樹 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｷ 福　井 敦賀 3 2002/9/8 '15.50
11 男子 砲丸投（6.0kg） 24 三田地　駿太郎 ﾐﾀﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩　手 盛岡南 3 2002/4/20 '15.44
12 男子 砲丸投（6.0kg） 406 競　友哉 ｷｿｲ ﾄﾓﾔ 兵　庫 市尼崎 3 2002/9/21 15.43
13 男子 砲丸投（6.0kg） 197 渡辺　豹冴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｮｳｺﾞ 新　潟 開志国際 1 2004/10/22 '15.37
14 男子 砲丸投（6.0kg） 434 大前　敬信 ｵｵﾏｴ ｹｲｼﾝ 和歌山 和歌山北 3 2002/10/16 15.36
15 男子 砲丸投（6.0kg） 486 長岡　雅飛 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾄ 山　口 早鞆 3 2003/2/14 '15.32
15 男子 砲丸投（6.0kg） 170 山田　斗 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 神奈川 法政二 1 2004/7/23 15.32
17 男子 砲丸投（6.0kg） 355 細見　明也 ﾎｿﾐ ﾒｲﾔ 京　都 京都共栄 3 2002/7/14 '15.25
18 男子 砲丸投（6.0kg） 374 清水　翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 大　阪 太成学院 3 2002/12/28 '15.22
19 男子 砲丸投（6.0kg） 274 前田　響 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 三　重 松阪商 3 2002/6/22 '15.08
20 男子 砲丸投（6.0kg） 435 小林　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ 和歌山 紀央館 2 2003/5/14 '14.92
21 男子 砲丸投（6.0kg） 273 熊川　依吹 ｸﾏｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 三　重 白山 3 2002/11/28 '14.86
22 男子 砲丸投（6.0kg） 124 土居　闘矢 ﾄﾞｲ ﾄｳﾔ 千　葉 東海大浦安 3 2002/12/8 '14.85
23 男子 砲丸投（6.0kg） 507 長瀨　智哉 ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾔ 徳　島 生光学園 2 2003/7/14 '14.84
24 男子 砲丸投（6.0kg） 135 仲宗根　伸 ﾅｶｿﾈ ｼﾝ 東　京 保善 3 2002/6/4 '14.80
25 男子 砲丸投（6.0kg） 117 横尾　樹 ﾖｺｵ ﾀﾂｷ 千　葉 成田 1 2004/8/14 '14.79
26 男子 砲丸投（6.0kg） 17 天間　一希 ﾃﾝﾏ ｶｽﾞｷ 青　森 青森東 3 2002/9/30 '14.78
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27 男子 砲丸投（6.0kg） 27 影田久保　隼人 ｶｹﾞﾀｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 岩　手 水沢一 1 2004/8/14 14.71
28 男子 砲丸投（6.0kg） 362 尾田　力飛 ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 大　阪 桜宮 2 2003/4/22 '14.69
28 男子 砲丸投（6.0kg） 72 神部　雄大 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 群　馬 吉井 3 2002/5/20 '14.69
30 男子 砲丸投（6.0kg） 403 永井　裕斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 兵　庫 姫路商 3 2002/11/12 '14.66

1 男子 円盤投（1.75kg） 196 北原　博企 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ 新　潟 開志国際 3 2002/11/20 '51.16
2 男子 円盤投（1.75kg） 276 濱口　泰河 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 三　重 宇治山田商 3 2003/2/8 '51.06
3 男子 円盤投（1.75kg） 323 富永　健心 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｼﾝ 京　都 峰山 3 2002/6/9 '49.32
4 男子 円盤投（1.75kg） 509 小宮路　大隼 ｺﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭﾝ 徳　島 生光学園 2 2004/3/21 '48.64
5 男子 円盤投（1.75kg） 335 小川　典祐 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾏｻ 京　都 花園 3 2002/8/14 48.58
6 男子 円盤投（1.75kg） 389 鶴﨑　誠 ﾂﾙｻｷ ﾏｺﾄ 兵　庫 宝塚東 3 2002/6/2 48.52
7 男子 円盤投（1.75kg） 162 岩撫　健太郎 ｲﾜﾅﾃﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 川崎市立橘 3 2002/9/12 '47.89
8 男子 円盤投（1.75kg） 366 坂口　昇大 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 大　阪 大塚 3 2002/8/3 '47.75
9 男子 円盤投（1.75kg） 386 下平　瞬 ｼﾓﾋﾗ ｼｭﾝ 大　阪 東海大仰星 3 2002/8/23 '47.69
10 男子 円盤投（1.75kg） 175 小林　真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 山　梨 身延 3 2002/12/6 '47.42
11 男子 円盤投（1.75kg） 452 垣本　竜成 ｶｷﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 岡　山 玉野光南 3 2002/11/28 '46.76
12 男子 円盤投（1.75kg） 502 上内　達司 ｼﾞｮｳﾅｲ ﾀﾂｼ 香　川 四学香川西 3 2002/6/19 46.65
13 男子 円盤投（1.75kg） 434 大前　敬信 ｵｵﾏｴ ｹｲｼﾝ 和歌山 和歌山北 3 2002/10/16 '46.33
14 男子 円盤投（1.75kg） 213 ゴメス　エンヒケ ｺﾞﾒｽ ｴﾝﾋｹ 福　井 足羽 3 2002/5/21 '44.89
15 男子 円盤投（1.75kg） 142 井上　翼 ｲﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ 東　京 東京 3 2003/1/10 '44.76
16 男子 円盤投（1.75kg） 403 永井　裕斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 兵　庫 姫路商 3 2002/11/12 '44.37
17 男子 円盤投（1.75kg） 292 関　翔人 ｾｷ ｻｷﾄ 三　重 伊勢学園 3 2002/8/24 '44.23
18 男子 円盤投（1.75kg） 73 角田　凌翼 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 群　馬 前橋東 3 2002/6/13 '44.18
19 男子 円盤投（1.75kg） 486 長岡　雅飛 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾄ 山　口 早鞆 3 2003/2/14 '44.17
20 男子 円盤投（1.75kg） 591 能勢　未夏海 ﾉｾ ﾐﾅﾐ 鹿児島 鹿児島南 3 2002/8/20 '44.02
21 男子 円盤投（1.75kg） 375 山口　大雅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 大　阪 太成学院 2 2004/2/17 '43.93
22 男子 円盤投（1.75kg） 277 山添　琳玖翔 ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｸﾄ 三　重 稲生 3 2003/2/14 '43.92
23 男子 円盤投（1.75kg） 471 櫻井　真奈斗 ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 広　島 安芸南 3 2003/3/5 43.78
24 男子 円盤投（1.75kg） 356 足立　琉希 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 京　都 京都共栄 3 2002/10/15 '43.57
25 男子 円盤投（1.75kg） 397 山口　翔輝夜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷﾔ 兵　庫 社 1 2004/11/3 '43.55

1 男子 ハンマー投（6.0kg） 460 迫田　力哉 ｻｺﾀﾞ ﾘｷﾔ 広　島 西条農 3 2002/5/22 '64.95
2 男子 ハンマー投（6.0kg） 503 垂井　祐志 ﾀﾙｲ ﾕｳｼﾞ 香　川 四学香川西 3 2002/9/16 '64.94
3 男子 ハンマー投（6.0kg） 222 鈴木　潤壱 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静　岡 浜松北 3 2002/9/19 '62.48
4 男子 ハンマー投（6.0kg） 137 西岡　大騎 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 東　京 保善 3 2002/11/10 '62.18
5 男子 ハンマー投（6.0kg） 600 アルサラン　シャキル ｱﾙｻﾗﾝ ｼｬｷﾙ 沖　縄 中部商 3 2002/10/25 61.95
6 男子 ハンマー投（6.0kg） 279 寺際　幹太 ﾃﾗｷﾞﾜ ｶﾝﾀ 三　重 久居 3 2002/9/14 '60.79
7 男子 ハンマー投（6.0kg） 143 政安　和 ﾏｻﾔｽ ﾔﾏﾄ 東　京 東京 3 2002/7/19 '60.17
8 男子 ハンマー投（6.0kg） 444 富田　陸斗 ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 島　根 松江工 3 2003/3/30 '59.68
9 男子 ハンマー投（6.0kg） 178 佐々木　健介 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 新　潟 新津工 3 2002/12/29 '59.23
10 男子 ハンマー投（6.0kg） 577 坂梨　航琉 ｻｶﾅｼ ﾜﾀﾙ 熊　本 熊本国府 3 2002/12/25 '58.69
11 男子 ハンマー投（6.0kg） 517 久門　弘汰 ｸﾓﾝ ｺｳﾀ 愛　媛 今治明徳 3 2002/12/12 58.52
12 男子 ハンマー投（6.0kg） 133 片倉　悠太 ｶﾀｸﾗ ﾕｳﾀ 東　京 府中工 3 2002/11/10 '58.45
13 男子 ハンマー投（6.0kg） 249 小島　健誠 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｾｲ 愛　知 名古屋大谷 3 2002/5/19 '57.84
14 男子 ハンマー投（6.0kg） 278 小河　彪 ｵｶﾞﾜ ﾋｮｳ 三　重 久居 2 2003/11/29 '57.72
15 男子 ハンマー投（6.0kg） 135 仲宗根　伸 ﾅｶｿﾈ ｼﾝ 東　京 保善 3 2002/6/4 '56.85
16 男子 ハンマー投（6.0kg） 136 今村　天春 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 東　京 保善 2 2003/4/2 '56.70
17 男子 ハンマー投（6.0kg） 88 田中　想大 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾞｲ 群　馬 前橋育英 3 2003/3/18 '56.55
18 男子 ハンマー投（6.0kg） 250 小島　諒大 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 愛　知 名古屋大谷 2 2003/11/11 '56.53
19 男子 ハンマー投（6.0kg） 324 坂根　玄太郎 ｻｶﾈ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 京　都 峰山 2 2003/11/29 56.46
20 男子 ハンマー投（6.0kg） 406 競　友哉 ｷｿｲ ﾄﾓﾔ 兵　庫 市尼崎 3 2002/9/21 56.42
20 男子 ハンマー投（6.0kg） 322 野田　昂汰 ﾉﾀﾞ ｺｳﾀ 京　都 綾部 3 2002/11/18 56.42
22 男子 ハンマー投（6.0kg） 510 喜多　翼 ｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 徳　島 生光学園 2 2003/6/13 '56.32
23 男子 ハンマー投（6.0kg） 297 服部　空 ﾊｯﾄﾘ ｿﾗ 岐　阜 市立岐阜商 3 2003/3/12 '56.29
24 男子 ハンマー投（6.0kg） 531 菊地　龍馬 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾏ 福　岡 筑豊 2 2004/2/9 55.78
25 男子 ハンマー投（6.0kg） 511 吉田　匠 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 徳　島 生光学園 2 2004/2/26 '55.64
26 男子 ハンマー投（6.0kg） 230 齊藤　漢生 ｻｲﾄｳ ｶﾝｾｲ 静　岡 加藤学園 3 2002/10/2 '54.84
27 男子 ハンマー投（6.0kg） 128 井口　颯太 ｲｸﾞﾁ ｿｳﾀ 千　葉 東京学館 3 2002/7/10 '54.59
28 男子 ハンマー投（6.0kg） 28 鎌田　優斗 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩　手 水沢一 3 2002/5/7 54.35
29 男子 ハンマー投（6.0kg） 328 千田　康弘 ｾﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 京　都 塔南 3 2003/1/5 '54.16
30 男子 ハンマー投（6.0kg） 504 寺尾　翔 ﾃﾗｵ ｼｮｳ 香　川 四学香川西 3 2002/8/5 '54.03

1 男子 やり投（800g） 407 巖　優作 ｲﾜｵ ﾕｳｻｸ 兵　庫 市尼崎 3 2002/4/12 74.29
2 男子 やり投（800g） 418 吉野　壱圭 ﾖｼﾉ ｲｯｹｲ 奈　良 添上 3 2003/3/14 '69.39
3 男子 やり投（800g） 177 鈴木　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 山　梨 山梨学院 3 2002/12/13 '67.24
4 男子 やり投（800g） 208 嶋田　拓真 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 富　山 砺波工 3 2002/11/23 65.81
5 男子 やり投（800g） 176 望月　昴 ﾓﾁﾂﾞｷ ｽﾊﾞﾙ 山　梨 身延 3 2002/8/27 '65.15
6 男子 やり投（800g） 215 花田　李樹 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｷ 福　井 敦賀 3 2002/9/8 '64.10
7 男子 やり投（800g） 66 川俣　颯士 ｶﾜﾏﾀ ｿｳｼ 栃　木 小山西 3 2003/3/12 '63.48
8 男子 やり投（800g） 490 小塚　陽介 ｺﾂｶ ﾖｳｽｹ 香　川 丸亀城西 3 2002/12/9 '63.42
9 男子 やり投（800g） 466 村上　蒼輝 ﾑﾗｶﾐ ｿｳｷ 広　島 広島市工 3 2002/6/25 '63.28
10 男子 やり投（800g） 305 山田　隼人 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 滋　賀 大津商 3 2002/12/5 '63.17
11 男子 やり投（800g） 275 中村　竜成 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 三　重 伊勢工 3 2003/2/20 '63.14
12 男子 やり投（800g） 296 朝田　康聖 ｱｻﾀﾞ ｺｳｾｲ 岐　阜 武義 3 2002/10/5 '62.82
13 男子 やり投（800g） 61 中野　玲亜 ﾅｶﾉ ﾚｲｱ 茨　城 日立一 3 2002/6/21 '62.80
14 男子 やり投（800g） 591 能勢　未夏海 ﾉｾ ﾐﾅﾐ 鹿児島 鹿児島南 3 2002/8/20 '62.66
15 男子 やり投（800g） 436 西　隆弥 ﾆｼ ﾘｭｳﾔ 和歌山 神島 3 2002/11/28 '62.53
16 男子 やり投（800g） 216 山本　将大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 静　岡 松崎 2 2003/12/16 '62.51
17 男子 やり投（800g） 144 押山　翔史輝 ｵｼﾔﾏ ﾄｼｷ 東　京 東京 3 2002/6/2 '61.86
18 男子 やり投（800g） 387 片山　拓人 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾄ 大　阪 東海大仰星 3 2002/7/24 61.76
19 男子 やり投（800g） 89 星野　新之介 ﾎｼﾉ ｼﾝﾉｽｹ 群　馬 前橋育英 2 2003/6/26 '61.49
20 男子 やり投（800g） 378 上村　壮吾 ｳｴﾑﾗ ｿｳｺﾞ 大　阪 大阪 3 2002/5/24 '61.20
21 男子 やり投（800g） 329 井上　堅斗 ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ 京　都 久御山 2 2003/9/15 '61.11
22 男子 やり投（800g） 261 横井　太翔 ﾖｺｲ ﾀｲｶﾞ 愛　知 中京大中京 2 2003/4/24 60.99
23 男子 やり投（800g） 202 小平　将斗 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長　野 松本国際 2 2003/10/27 '60.88
24 男子 やり投（800g） 283 仲松　正 ﾅｶﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ 三　重 鈴鹿 3 2002/5/8 '60.86
25 男子 やり投（800g） 402 中野　龍治 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 兵　庫 姫路南 3 2002/10/15 '60.30
26 男子 やり投（800g） 356 足立　琉希 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 京　都 京都共栄 3 2002/10/15 '60.21
27 男子 やり投（800g） 231 東　史音 ｱｽﾞﾏ ｼｵﾝ 静　岡 城南静岡 2 2003/4/2 '60.04
28 男子 やり投（800g） 440 湯川　玲之 ﾕｶﾜ ﾚﾉ 鳥　取 岩美 2 2003/7/8 '59.92
29 男子 やり投（800g） 298 山田　航大 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 岐　阜 市立岐阜商 2 2004/3/5 '59.88
30 男子 やり投（800g） 108 栗城　諒眞 ｸﾘｷ ﾘｮｳﾏ 千　葉 磯辺 2 2003/9/5 '59.77

1 女子 100m 9 石堂　陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 北海道 立命館慶祥 3 2002/4/15 '11.56
2 女子 100m 328 青山　華依 ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪 大阪 3 2002/8/26 '11.61
3 女子 100m 147 石川　優 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川 相洋 3 2002/11/17 '11.72
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4 女子 100m 521 新坂　太佳子 ﾆｲｻｶ ﾀｶｺ 宮　崎 西池AC 2002/7/16 '11.73
5 女子 100m 227 倉橋　美穂 ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知 中京大中京 2 2004/1/14 '11.81
6 女子 100m 110 鷺　麻耶子 ｻｷﾞ ﾏﾔｺ 東　京 八王子東 3 2003/1/3 '11.82
7 女子 100m 403 角　良子 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥　取 倉吉東 2 2003/7/16 '11.83
8 女子 100m 491 永石　小雪 ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ 佐　賀 佐賀北 2 2003/11/19 '11.84
9 女子 100m 226 藏重　みう ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知 中京大中京 1 2004/4/19 '11.86
10 女子 100m 117 滝田　静海 ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 東　京 東京 3 2002/8/5 '11.88
10 女子 100m 172 深澤　あまね ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長　野 佐久長聖 3 2002/10/1 '11.88
12 女子 100m 451 塩出　理子 ｼｵﾃﾞ ﾘｺ 愛　媛 今治北 3 2002/12/20 '11.89
12 女子 100m 513 新名　陽花 ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 大　分 大分雄城台 3 2003/3/29 '11.89
14 女子 100m 283 治武　杏祈 ｼﾞﾌﾞ ｱｽﾞｷ 滋　賀 近江 2 2003/12/8 '11.91
15 女子 100m 329 酒井　日菜美 ｻｶｲ ﾋﾅﾐ 大　阪 大阪 2 2004/3/6 '11.92
16 女子 100m 203 内山　響香 ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 静　岡 浜松市立 2 2003/8/9 '11.93
17 女子 100m 401 尾﨑　星 ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取 八頭 3 2003/3/9 '11.94
17 女子 100m 111 山越　理子 ﾔﾏｺｼ ﾘｺ 東　京 富士 2 2004/3/13 '11.94
19 女子 100m 300 岡根　和奏 ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 京　都 龍谷大平安 2 2003/10/11 '11.95
20 女子 100m 492 原口　舞衣 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｲ 佐　賀 佐賀北 3 2002/8/12 11.97
21 女子 100m 73 土田　涼夏 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳｶ 埼　玉 大宮東 2 2003/7/22 '11.98
22 女子 100m 450 青野　美咲 ｱｵﾉ ﾐｻｷ 愛　媛 今治北 3 2003/3/14 '11.99
22 女子 100m 512 河野　愛莉 ｺｳﾉ ｱｲﾘ 大　分 大分雄城台 3 2002/9/2 '11.99
22 女子 100m 256 世古　綾葉 ｾｺ ｱﾔﾊ 三　重 宇治山田商 1 2004/5/4 '11.99
22 女子 100m 19 納村　琉愛 ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 北海道 北海道栄 1 2004/12/21 '11.99
22 女子 100m 314 前原　ゆい ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ 大　阪 生野 2 2003/11/17 '11.99
22 女子 100m 360 松永　朋子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 兵　庫 小野 3 2002/5/26 '11.99
22 女子 100m 92 黛　来夢 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾗｲﾑ 千　葉 成田 3 2002/5/8 '11.99
29 女子 100m 15 佐藤　志保里 ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 北海道 遺愛女 1 2005/1/4 12.00
29 女子 100m 40 阿部　璃音 ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 山　形 山形中央 3 2002/12/25 '12.00
29 女子 100m 441 岩田　真弥 ｲﾜﾀ ﾏﾔ 徳　島 富岡東 3 2003/1/24 '12.00
29 女子 100m 278 奥野　由萌 ｵｸﾉ ﾕﾒ 滋　賀 彦根翔西館 2 2003/10/27 '12.00
33 女子 100m 34 佐藤　美里 ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮　城 常盤木学園 2 2003/9/4 12.01
33 女子 100m 77 梅宮　悠 ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 埼　玉 埼玉栄 3 2003/1/26 '12.01
33 女子 100m 167 北沢　栞 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 長　野 豊科 3 2002/8/7 '12.01
33 女子 100m 292 丸尾　陽咲 ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 京　都 西城陽 2 2003/12/6 '12.01
33 女子 100m 400 吉田　明香里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取 鳥取商 3 2002/9/15 '12.01
38 女子 100m 414 兼高　心愛 ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 岡　山 倉敷中央 2 2003/10/14 '12.02
38 女子 100m 148 鶴澤　亜里紗 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川 相洋 2 2003/10/22 '12.02
38 女子 100m 55 福田　蒼依 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃　木 白鴎大足利 1 2004/6/16 '12.02

1 女子 200m 9 石堂　陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 北海道 立命館慶祥 3 2002/4/15 '23.67
2 女子 200m 147 石川　優 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川 相洋 3 2002/11/17 '24.03
3 女子 200m 360 松永　朋子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 兵　庫 小野 3 2002/5/26 '24.06
4 女子 200m 227 倉橋　美穂 ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知 中京大中京 2 2004/1/14 '24.20
5 女子 200m 203 内山　響香 ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 静　岡 浜松市立 2 2003/8/9 '24.28
6 女子 200m 117 滝田　静海 ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 東　京 東京 3 2002/8/5 '24.29
7 女子 200m 15 佐藤　志保里 ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 北海道 遺愛女 1 2005/1/4 24.31
8 女子 200m 302 安達　茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 京　都 京都橘 3 2003/1/23 '24.34
9 女子 200m 450 青野　美咲 ｱｵﾉ ﾐｻｷ 愛　媛 今治北 3 2003/3/14 '24.41
10 女子 200m 328 青山　華依 ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪 大阪 3 2002/8/26 '24.44
10 女子 200m 172 深澤　あまね ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長　野 佐久長聖 3 2002/10/1 '24.44
12 女子 200m 513 新名　陽花 ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 大　分 大分雄城台 3 2003/3/29 '24.49
13 女子 200m 195 小林　七菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 静　岡 沼津東 2 2003/7/16 '24.53
14 女子 200m 226 藏重　みう ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知 中京大中京 1 2004/4/19 24.57
15 女子 200m 170 北岡　依生希 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 長　野 東海大諏訪 3 2003/1/22 '24.59
16 女子 200m 474 村岡　芽依 ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 福　岡 中村学園女 3 2002/5/21 24.60
16 女子 200m 441 岩田　真弥 ｲﾜﾀ ﾏﾔ 徳　島 富岡東 3 2003/1/24 '24.60
18 女子 200m 10 水口　爽 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾜ 北海道 立命館慶祥 2 2003/9/17 '24.65
18 女子 200m 212 室月　里莉花 ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ 静　岡 東海大翔洋 3 2002/6/11 '24.65
20 女子 200m 414 兼高　心愛 ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 岡　山 倉敷中央 2 2003/10/14 '24.66
20 女子 200m 140 佐藤　瑠歩 ｻﾄｳ ﾙﾎ 神奈川 法政二 3 2002/4/18 '24.66
22 女子 200m 7 工藤　聖莉奈 ｸﾄﾞｳ ｾﾘﾅ 北海道 北海 3 2002/6/4 '24.67
23 女子 200m 283 治武　杏祈 ｼﾞﾌﾞ ｱｽﾞｷ 滋　賀 近江 2 2003/12/8 '24.72
24 女子 200m 40 阿部　璃音 ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 山　形 山形中央 3 2002/12/25 '24.74
25 女子 200m 287 徳永　倫加子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｶｺ 京　都 西京 3 2002/11/10 '24.75
26 女子 200m 244 沖　美月 ｵｷ ﾐﾂｷ 愛　知 岡崎城西 2 2004/3/18 '24.76
26 女子 200m 204 蒲生　茉鈴 ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 静　岡 浜松市立 2 2003/9/23 '24.76
28 女子 200m 512 河野　愛莉 ｺｳﾉ ｱｲﾘ 大　分 大分雄城台 3 2002/9/2 '24.78
28 女子 200m 154 遠山　侑里 ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ 新　潟 新潟商 3 2003/2/18 '24.78
30 女子 200m 400 吉田　明香里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取 鳥取商 3 2002/9/15 '24.80
31 女子 200m 167 北沢　栞 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 長　野 豊科 3 2002/8/7 '24.83
31 女子 200m 103 松岡　萌絵 ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 千　葉 東海大浦安 3 2003/3/2 '24.83
33 女子 200m 300 岡根　和奏 ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 京　都 龍谷大平安 2 2003/10/11 '24.87
33 女子 200m 102 萱野　夢叶 ｶﾔﾉ ﾕﾒｶ 千　葉 東海大望洋 3 2003/3/9 '24.87
35 女子 200m 330 松田　杏 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝ 大　阪 大阪 1 2004/5/6 '24.88
35 女子 200m 292 丸尾　陽咲 ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 京　都 西城陽 2 2003/12/6 '24.88
37 女子 200m 106 アケンタ　グロリア ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ 千　葉 西武台千葉 1 2004/12/21 '24.89
37 女子 200m 85 梶谷　菜帆 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾎ 千　葉 市立船橋 3 2002/6/27 '24.89
39 女子 200m 281 塩尻　真結 ｼｵｼﾞﾘ ﾏﾕ 滋　賀 草津東 3 2003/1/11 '24.90
40 女子 200m 228 前田　紗希 ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 愛　知 中京大中京 1 2004/9/9 '24.90

1 女子 400m 302 安達　茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 京　都 京都橘 3 2003/1/23 '54.82
2 女子 400m 20 アシィ　しおり ｱｼｨ ｼｵﾘ 北海道 北海道栄 3 2003/2/25 '54.85
3 女子 400m 78 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼　玉 埼玉栄 3 2002/12/9 '54.94
4 女子 400m 103 松岡　萌絵 ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 千　葉 東海大浦安 3 2003/3/2 '54.99
5 女子 400m 361 羽田　有希 ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 兵　庫 小野 3 2002/6/3 '55.09
6 女子 400m 336 水口　萌 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/4/13 '55.20
7 女子 400m 303 山本　亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 京　都 京都橘 3 2002/4/19 '55.34
8 女子 400m 346 工藤　芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 大　阪 咲くやこの花 3 2002/11/18 '55.49
9 女子 400m 118 飯田　景子 ｲｲﾀﾞ ｹｲｺ 東　京 東京 3 2002/6/18 '55.60
10 女子 400m 212 室月　里莉花 ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ 静　岡 東海大翔洋 3 2002/6/11 55.61
11 女子 400m 335 水口　杏 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/4/13 '55.70
12 女子 400m 35 竹内　心良 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ 宮　城 常盤木学園 3 2002/11/30 '55.90
12 女子 400m 192 宮本　さくら ﾐﾔﾓﾄ ｻｸﾗ 福　井 敦賀 3 2002/4/23 '55.90
14 女子 400m 32 菅田　理乃 ｽｶﾞﾀ ﾘﾉ 宮　城 仙台三 3 2002/9/27 '56.11
15 女子 400m 181 干場　萌香 ﾎｼﾊﾞ ﾓｶ 石　川 輪島 3 2002/6/8 '56.15
16 女子 400m 157 岸　玲伽 ｷｼ ﾚｲｶ 新　潟 長岡大手 3 2003/1/8 '56.18
17 女子 400m 79 タネル　舞璃乃 ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 埼　玉 埼玉栄 2 2003/7/26 56.25
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17 女子 400m 223 川島　実桜 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 愛　知 豊橋南 3 2002/4/5 '56.25
17 女子 400m 141 新田　望 ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 神奈川 法政二 2 2003/10/24 '56.25
20 女子 400m 498 小鉢　ひなた ｺﾊﾞﾁ ﾋﾅﾀ 長　崎 諫早 2 2003/9/30 '56.32
21 女子 400m 86 川窪　萌夏 ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 千　葉 市立船橋 3 2002/7/5 '56.36
21 女子 400m 496 渡邊　陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 長　崎 長崎南 1 2004/9/2 '56.36
23 女子 400m 36 守屋　憧里 ﾓﾘﾔ ｼｭﾘ 宮　城 常盤木学園 3 2002/11/7 '56.39
24 女子 400m 402 岸本　百桃 ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取 八頭 3 2003/1/13 '56.49
24 女子 400m 301 長谷川　麻央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 京　都 京都文教 2 2003/4/17 '56.49
26 女子 400m 470 久保井　さくら ｸﾎﾞｲ ｻｸﾗ 福　岡 近大福岡 3 2002/4/5 '56.53
27 女子 400m 316 葉田　結香 ﾊﾀﾞ ﾕｲｶ 大　阪 桜宮 3 2003/2/22 '56.55
28 女子 400m 475 合沢　実玲 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 福　岡 中村学園女 3 2002/11/16 56.62
28 女子 400m 178 藤田　藍 ﾌｼﾞﾀ ｱｲ 富　山 水橋 3 2002/11/9 56.62
28 女子 400m 23 成田　妃那 ﾅﾘﾀ ﾋﾅ 青　森 木造 3 2002/4/26 '56.62
28 女子 400m 271 森　樺音 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 岐　阜 済美 2 2003/11/24 '56.62
32 女子 400m 366 大﨑　由布子 ｵｵｻｷ ﾕｳｺ 兵　庫 姫路商 3 2002/6/13 '56.66

1 女子 800m 184 谷口　ゆき ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 石　川 星稜 2 2003/12/25 '2.07.81
2 女子 800m 223 川島　実桜 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 愛　知 豊橋南 3 2002/4/5 '2.08.09
3 女子 800m 229 青山　理奈 ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 愛　知 中京大中京 2 2003/12/7 '2.08.74
4 女子 800m 301 長谷川　麻央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 京　都 京都文教 2 2003/4/17 '2.09.30
5 女子 800m 241 小山　愛結 ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 愛　知 安城学園 2 2003/8/20 '2.09.45
6 女子 800m 337 河内　瀬桜 ｶﾜﾁ ｾﾅ 大　阪 東大阪大敬愛 2 2003/4/13 '2.09.97
7 女子 800m 335 水口　杏 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/4/13 '2.10.03
8 女子 800m 141 新田　望 ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 神奈川 法政二 2 2003/10/24 '2.10.20
9 女子 800m 215 井上　汐莉 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 静　岡 韮山 2 2003/12/21 '2.10.30
10 女子 800m 230 萩原　さや ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ 愛　知 中京大中京 2 2004/2/13 '2.10.39
11 女子 800m 132 勝　くるみ ｽｸﾞﾚ ｸﾙﾐ 東　京 白梅学園 1 2004/5/9 '2.10.54
12 女子 800m 514 江藤　咲 ｴﾄｳ ｻｷ 大　分 大分雄城台 3 2002/6/19 '2.10.59
13 女子 800m 486 羽江　亜津紗 ﾊﾈｴ ｱﾂﾞｻ 福　岡 自由ケ丘 1 2004/8/28 2.11.00
14 女子 800m 209 土岐　優花 ﾄｷ ﾕｳｶ 静　岡 日大三島 3 2002/10/6 '2.11.13
15 女子 800m 349 貴島　萌夏美 ｷｼﾞﾏ ﾓﾅﾐ 大　阪 大体大浪商 3 2002/8/10 '2.11.28
16 女子 800m 216 佐藤　陽菜 ｻﾄｳ ﾋﾅ 静　岡 韮山 3 2002/11/13 '2.11.36
17 女子 800m 463 田中　美優 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 福　岡 北九州市立 2 2003/12/9 2.11.45
18 女子 800m 183 荒木　瑞帆 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾎ 石　川 星稜 3 2002/10/15 '2.11.61
19 女子 800m 194 下山　菜々子 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾅｺ 静　岡 三島北 2 2003/10/15 '2.11.63
20 女子 800m 367 砂田　芽緯 ｽﾅﾀﾞ ﾒｲ 兵　庫 姫路商 2 2004/2/21 '2.11.84
21 女子 800m 131 奥脇　彩花 ｵｸﾜｷ ｱﾔｶ 東　京 白梅学園 2 2004/1/10 '2.11.88
22 女子 800m 487 山田　春佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 福　岡 自由ケ丘 2 2004/3/27 '2.11.91
23 女子 800m 462 山口　雅美子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 福　岡 筑紫丘 2 2003/11/25 2.12.07
24 女子 800m 471 前田　莉緒 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ 福　岡 近大福岡 3 2003/2/8 '2.12.07
25 女子 800m 171 小林　舞香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 長　野 東海大諏訪 3 2002/6/3 '2.12.12
26 女子 800m 11 上西　彩未 ｼﾞｮｳﾆｼ ｱﾔﾐ 北海道 立命館慶祥 1 2004/8/2 2.12.17
27 女子 800m 31 田中　希歩 ﾀﾅｶ ｷﾎ 岩　手 盛岡誠桜 1 2004/4/28 2.12.18
28 女子 800m 72 小暮　真緒 ｺｸﾞﾚ ﾏｵ 埼　玉 所沢西 3 2002/8/31 2.12.60
29 女子 800m 109 鈴木　美呼 ｽｽﾞｷ ﾐｺ 東　京 板橋 3 2002/11/14 '2.12.64
30 女子 800m 75 浜野　光 ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ 埼　玉 本庄一 2 2003/8/25 2.12.93
31 女子 800m 482 金丸　まりの ｶﾅﾏﾙ ﾏﾘﾉ 福　岡 九産大付九産 2 2003/6/17 '2.13.00
32 女子 800m 412 渡部　鈴夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 島　根 開星 3 2002/5/9 '2.13.05
33 女子 800m 257 澤井　風月 ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 三　重 宇治山田商 1 2004/5/1 '2.13.16
34 女子 800m 344 太農　晴菜 ﾀﾉｳ ﾊﾙﾅ 大　阪 泉陽 2 2003/5/21 '2.13.25
35 女子 800m 311 川尻　萌愛 ｶﾜｼﾞﾘ ﾓｴ 京　都 福知山成美 2 2003/10/21 '2.13.26
36 女子 800m 246 星川　茉鈴 ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ 愛　知 至学館 3 2002/8/5 '2.13.26
37 女子 800m 363 松井　晶 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 兵　庫 西脇工 2 2003/5/12 '2.13.30
38 女子 800m 187 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 石　川 鵬学園 1 2004/4/17 '2.13.42
39 女子 800m 275 坂上　瑠渚 ｻｶｶﾞﾐ ﾙﾅ 岐　阜 美濃加茂 1 2004/9/20 '2.13.53
40 女子 800m 493 稲田　亜衣 ｲﾅﾀﾞ ｱｲ 佐　賀 佐賀北 3 2002/9/27 '2.13.63

1 女子 1500m 309 村松　結 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 京　都 立命館宇治 2 2004/1/11 '4.20.68
2 女子 1500m 307 三原　梓 ﾐﾊﾗ ｱｽﾞｻ 京　都 立命館宇治 3 2003/2/16 '4.22.62
3 女子 1500m 312 橋本　充央 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 京　都 福知山成美 3 2002/9/12 '4.22.67
4 女子 1500m 527 小代﨑　陽向子 ｺﾖｻﾞｷ ﾋﾅｺ 鹿児島 国分中央 3 2002/12/31 '4.22.92
5 女子 1500m 306 細谷　愛子 ﾎｿﾔ ｱｲｺ 京　都 立命館宇治 1 2004/7/22 '4.24.00
6 女子 1500m 116 南　日向 ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 東　京 順天 2 2004/3/5 '4.25.06
7 女子 1500m 114 小川　陽香 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 東　京 順天 1 2004/5/2 '4.25.30
8 女子 1500m 27 伊藤　瑠音 ｲﾄｳ ﾙﾈ 青　森 青森山田 2 2004/1/21 4.25.90
9 女子 1500m 115 須藤　花菜 ｽﾄｳ ﾊﾅ 東　京 順天 2 2004/3/17 '4.25.96
10 女子 1500m 184 谷口　ゆき ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 石　川 星稜 2 2003/12/25 '4.26.06
11 女子 1500m 257 澤井　風月 ｻﾜｲ ﾌﾂﾞｷ 三　重 宇治山田商 1 2004/5/1 '4.26.20
12 女子 1500m 484 藤岡　加梨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾘﾝ 福　岡 東海大福岡 3 2002/11/2 '4.26.55
13 女子 1500m 304 伊藤　美空 ｲﾄｳ ﾐｸ 京　都 立命館宇治 3 2002/12/6 '4.26.66
14 女子 1500m 11 上西　彩未 ｼﾞｮｳﾆｼ ｱﾔﾐ 北海道 立命館慶祥 1 2004/8/2 4.26.97
15 女子 1500m 75 浜野　光 ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ 埼　玉 本庄一 2 2003/8/25 4.27.25
16 女子 1500m 308 村松　灯 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓ 京　都 立命館宇治 3 2002/5/25 '4.27.29
17 女子 1500m 531 田島　愛梨 ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 鹿児島 神村学園 1 2005/1/8 4.27.40
18 女子 1500m 427 谷本　七星 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 広　島 舟入 3 2002/6/2 '4.27.86
19 女子 1500m 419 正司　瑠奈 ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 岡　山 就実 2 2004/3/28 '4.28.62
20 女子 1500m 364 八木　美羽 ﾔｷﾞ ﾐｳ 兵　庫 西脇工 2 2003/9/22 '4.28.74
21 女子 1500m 127 鈴木　日菜子 ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 東　京 城西 3 2002/5/16 '4.29.34
22 女子 1500m 350 伐栗　夢七 ｷﾘｸﾘ ﾕﾒﾅ 大　阪 大体大浪商 3 2002/9/18 '4.29.67
23 女子 1500m 187 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 石　川 鵬学園 1 2004/4/17 '4.29.79
24 女子 1500m 128 萩原　結 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｲ 東　京 城西 3 2003/2/17 '4.29.88
25 女子 1500m 242 磯部　早良 ｲｿﾍﾞ ｻﾗ 愛　知 安城学園 2 2003/12/19 '4.30.18
26 女子 1500m 205 兼子　心晴 ｶﾈｺ ｺﾊﾙ 静　岡 浜松市立 2 2004/1/27 '4.30.39
27 女子 1500m 196 鈴木　優花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 静　岡 磐田南 2 2003/8/4 '4.30.42
28 女子 1500m 276 瀬木　彩花 ｾｷﾞ ｱﾔｶ 岐　阜 美濃加茂 1 2004/5/14 '4.30.87
29 女子 1500m 525 德留　舞 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾏｲ 鹿児島 鹿児島女 3 2002/7/21 '4.30.92
30 女子 1500m 338 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/12/10 '4.30.99
31 女子 1500m 305 瀨川　藍 ｾｶﾞﾜ ｱｲ 京　都 立命館宇治 1 2004/9/19 '4.31.43
32 女子 1500m 266 一ノ瀬　穂南 ｲﾁﾉｾ ﾎﾅﾐ 岐　阜 斐太 2 2003/11/18 4.31.55
33 女子 1500m 183 荒木　瑞帆 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾎ 石　川 星稜 3 2002/10/15 '4.31.61
34 女子 1500m 185 大塚　明実 ｵｵﾂｶ ｱﾐ 石　川 星稜 3 2002/11/6 '4.31.91
35 女子 1500m 61 髙橋　雛乃 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 群　馬 富岡 1 2004/10/11 '4.32.10
36 女子 1500m 464 戸田　彩矢奈 ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ 福　岡 北九州市立 1 2004/9/12 '4.32.19
37 女子 1500m 39 阿部　円海 ｱﾍﾞ ﾏﾙﾐ 秋　田 横手清陵学院 2 2003/7/3 4.32.54

1 女子 3000m 307 三原　梓 ﾐﾊﾗ ｱｽﾞｻ 京　都 立命館宇治 3 2003/2/16 '9.02.86

高校：女子800m

高校：女子1500m

高校：女子3000m



2 女子 3000m 535 黒川　円佳 ｸﾛｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 鹿児島 神村学園 3 2002/5/3 '9.07.09
3 女子 3000m 465 酒井　美玖 ｻｶｲ ﾐｸ 福　岡 北九州市立 3 2002/10/5 '9.07.34
4 女子 3000m 308 村松　灯 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓ 京　都 立命館宇治 3 2002/5/25 '9.09.15
5 女子 3000m 309 村松　結 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 京　都 立命館宇治 2 2004/1/11 '9.09.54
6 女子 3000m 534 久保　心優 ｸﾎﾞ ﾐﾕ 鹿児島 神村学園 2 2004/2/17 '9.11.83
7 女子 3000m 537 中須　瑠菜 ﾅｶｽ ﾙﾅ 鹿児島 神村学園 3 2003/2/24 '9.13.76
8 女子 3000m 93 小坂井　智絵 ｺｻｶｲ ﾁｶ 千　葉 成田 3 2003/1/22 9.13.86
9 女子 3000m 533 木之下　沙椰 ｷﾉｼﾀ ｻﾔ 鹿児島 神村学園 3 2003/3/2 '9.15.07
10 女子 3000m 536 鳥居　華 ﾄﾘｲ ﾊﾅ 鹿児島 神村学園 3 2002/10/30 '9.17.94
11 女子 3000m 94 山﨑　りさ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻ 千　葉 成田 3 2002/8/29 '9.18.96
12 女子 3000m 527 小代﨑　陽向子 ｺﾖｻﾞｷ ﾋﾅｺ 鹿児島 国分中央 3 2002/12/31 '9.19.29
13 女子 3000m 64 不破　聖衣来 ﾌﾜ ｾｲﾗ 群　馬 健大高崎 3 2003/3/25 '9.20.00
14 女子 3000m 304 伊藤　美空 ｲﾄｳ ﾐｸ 京　都 立命館宇治 3 2002/12/6 '9.23.24
15 女子 3000m 434 尾花　ひより ｵﾊﾞﾅ ﾋﾖﾘ 広　島 呉青山 1 2004/10/11 9.24.28
16 女子 3000m 427 谷本　七星 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 広　島 舟入 3 2002/6/2 '9.24.57
17 女子 3000m 119 木島　あすか ｷｼﾞﾏ ｱｽｶ 東　京 東京 3 2002/4/16 '9.24.80
18 女子 3000m 312 橋本　充央 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 京　都 福知山成美 3 2002/9/12 '9.26.00
19 女子 3000m 364 八木　美羽 ﾔｷﾞ ﾐｳ 兵　庫 西脇工 2 2003/9/22 '9.26.37
20 女子 3000m 426 山際　夏芽 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾅﾂﾒ 広　島 世羅 3 2002/7/24 '9.26.96
21 女子 3000m 365 宗佐　菜々実 ｿｳｻ ﾅﾅﾐ 兵　庫 西脇工 2 2003/12/17 '9.26.99
22 女子 3000m 306 細谷　愛子 ﾎｿﾔ ｱｲｺ 京　都 立命館宇治 1 2004/7/22 '9.27.73
23 女子 3000m 305 瀨川　藍 ｾｶﾞﾜ ｱｲ 京　都 立命館宇治 1 2004/9/19 '9.28.09
24 女子 3000m 310 林　美怜 ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 京　都 立命館宇治 2 2003/10/21 '9.28.21
25 女子 3000m 532 上荒磯　利音 ｶﾐｱﾗｲｿ ﾘｵﾝ 鹿児島 神村学園 2 2003/8/1 9.29.13
26 女子 3000m 286 柴田　来夢 ｼﾊﾞﾀ ﾗﾑ 京　都 桂 3 2003/2/12 '9.29.28
27 女子 3000m 168 髙野　美穂 ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長　野 長野日大 3 2003/1/10 '9.29.98
28 女子 3000m 466 柳井　綾音 ﾔﾅｲ ｱﾔﾈ 福　岡 北九州市立 2 2003/12/24 9.30.44
29 女子 3000m 425 加藤　小雪 ｶﾄｳ ｺﾕｷ 広　島 世羅 3 2002/12/1 '9.31.79
30 女子 3000m 180 北村　遥 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 石　川 大聖寺実 3 2002/5/28 '9.33.08
31 女子 3000m 27 伊藤　瑠音 ｲﾄｳ ﾙﾈ 青　森 青森山田 2 2004/1/21 9.33.76
32 女子 3000m 529 三原　加琳 ﾐﾊﾗ ｶﾘﾝ 鹿児島 鳳凰 2 2004/1/21 '9.34.20
33 女子 3000m 213 田代　なのは ﾀｼﾛ ﾅﾉﾊ 静　岡 東海大翔洋 3 2002/12/16 '9.34.28
34 女子 3000m 39 阿部　円海 ｱﾍﾞ ﾏﾙﾐ 秋　田 横手清陵学院 2 2003/7/3 '9.34.83
35 女子 3000m 297 池田　朱里 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾘ 京　都 京都外大西 3 2002/8/25 '9.34.96

1 女子 100mH（0.838mm） 468 伊藤　彩香 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 福　岡 青豊 3 2002/6/4 '13.65
2 女子 100mH（0.838mm） 231 松本　佳音彩 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｱ 愛　知 中京大中京 2 2003/5/17 '13.75
3 女子 100mH（0.838mm） 95 岩佐　茉結子 ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 千　葉 成田 3 2002/7/24 '13.81
4 女子 100mH（0.838mm） 173 中津　晴葉 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 長　野 佐久長聖 3 2003/3/9 '13.84
5 女子 100mH（0.838mm） 415 古屋　敦子 ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ 岡　山 倉敷中央 3 2002/4/2 '13.85
6 女子 100mH（0.838mm） 421 浅木　都紀葉 ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 広　島 広島皆実 2 2003/12/29 '13.89
7 女子 100mH（0.838mm） 42 髙橋　夢華 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 山　形 九里学園 3 2002/5/11 '13.93
8 女子 100mH（0.838mm） 505 松田　果子 ﾏﾂﾀﾞ ｶｺ 熊　本 済々黌 2 2003/5/14 '13.95
9 女子 100mH（0.838mm） 378 廣瀬　瑳姫 ﾋﾛｾ ｻｷ 兵　庫 園田 3 2002/8/1 '13.96
10 女子 100mH（0.838mm） 158 俵山　紗乙 ﾀﾜﾗﾔﾏ ｻｷ 新　潟 十日町 2 2003/12/19 14.03
11 女子 100mH（0.838mm） 12 千葉　桃子 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｺ 北海道 立命館慶祥 3 2002/6/21 '14.04
12 女子 100mH（0.838mm） 1 中山　璃子 ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 北海道 恵庭北 3 2002/6/4 '14.07
13 女子 100mH（0.838mm） 80 菊池　愛華 ｷｸﾁ ﾏﾅｶ 埼　玉 埼玉栄 3 2002/7/7 '14.08
14 女子 100mH（0.838mm） 422 都　咲良 ﾐﾔｺ ｻｸﾗ 広　島 広島皆実 3 2002/8/5 '14.12
15 女子 100mH（0.838mm） 81 田口　真悠 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 埼　玉 埼玉栄 2 2003/5/16 14.14
16 女子 100mH（0.838mm） 406 福嶋　ひなた ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取 鳥取中央育英 1 2004/11/16 '14.16
17 女子 100mH（0.838mm） 508 白石　絢菜 ｼﾗｲｼ ｱﾔﾅ 熊　本 熊本商 3 2002/5/13 '14.17
18 女子 100mH（0.838mm） 382 工藤　美月 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 兵　庫 滝川第二 2 2004/3/28 '14.18
19 女子 100mH（0.838mm） 162 原　知世 ﾊﾗ ﾄﾓﾖ 新　潟 新潟産大附 3 2002/10/14 '14.19
20 女子 100mH（0.838mm） 206 佐藤　莉子 ｻﾄｳ ﾘｺ 静　岡 浜松市立 3 2002/10/14 '14.21
20 女子 100mH（0.838mm） 8 鈴木　里沙 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 北海道 北海 2 2003/10/25 '14.21
20 女子 100mH（0.838mm） 56 中里　百葉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾓﾓﾊ 栃　木 白鴎大足利 1 2004/8/27 '14.21
23 女子 100mH（0.838mm） 294 大菅　紗矢香 ｵｵｽｶﾞ ｻﾔｶ 京　都 鳥羽 3 2002/12/16 '14.22
23 女子 100mH（0.838mm） 473 得能　玲那 ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ 福　岡 西南学院 2 2003/11/3 '14.22
23 女子 100mH（0.838mm） 379 藤原　かれん ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 兵　庫 園田 1 2004/11/1 '14.22
23 女子 100mH（0.838mm） 389 丸山　優空 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ 奈　良 添上 1 2005/1/19 '14.22
27 女子 100mH（0.838mm） 21 能戸　美乃 ﾉﾄ ﾖｼﾉ 北海道 市立函館 2 2003/12/6 '14.25
28 女子 100mH（0.838mm） 458 久古　那妃 ｷｭｳｺ ﾅｷﾞ 福　岡 戸畑 3 2002/12/21 '14.29
29 女子 100mH（0.838mm） 142 内田　菫 ｳﾁﾀﾞ ｽﾐﾚ 神奈川 法政二 3 2002/5/9 '14.30
29 女子 100mH（0.838mm） 155 小林　明留 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒﾙ 新　潟 新潟商 3 2002/6/7 '14.30
31 女子 100mH（0.838mm） 269 坂崎　千帆 ｻｶｻﾞｷ ﾁﾎ 岐　阜 市立岐阜商 3 2002/12/25 14.31
31 女子 100mH（0.838mm） 120 頼安　乃々香 ﾖﾘﾔｽ ﾉﾉｶ 東　京 東京 3 2003/2/12 14.31
31 女子 100mH（0.838mm） 268 市川　紗羅 ｲﾁｶﾜ ｻﾗ 岐　阜 市立岐阜商 2 2004/3/20 '14.31
31 女子 100mH（0.838mm） 214 永井　真滉 ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 静　岡 東海大翔洋 1 2004/8/3 '14.31
31 女子 100mH（0.838mm） 522 満永　朱音 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｶﾈ 鹿児島 鹿児島南 3 2002/4/25 '14.31
36 女子 100mH（0.838mm） 149 川越　美咲 ｶﾜｺﾞｴ ﾐｻｷ 神奈川 東海大相模 3 2003/3/19 '14.32
37 女子 100mH（0.838mm） 502 榎並　陽菜 ｴﾅﾐ ﾊﾙﾅ 長　崎 純心女子 3 2002/4/3 '14.35
37 女子 100mH（0.838mm） 380 吉田　江梨花 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ 兵　庫 園田 1 2004/11/29 '14.35
37 女子 100mH（0.838mm） 134 舘野　晃歩 ﾀﾃﾉ ｱｷﾎ 東　京 明中八王子 2 2003/9/15 '14.35
37 女子 100mH（0.838mm） 404 河本　美祐 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥　取 倉吉東 2 2003/11/17 '14.35

1 女子 400mH（0.762m） 303 山本　亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 京　都 京都橘 3 2002/4/19 '57.77
2 女子 400mH（0.762m） 336 水口　萌 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/4/13 '58.64
3 女子 400mH（0.762m） 78 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼　玉 埼玉栄 3 2002/12/9 58.97
4 女子 400mH（0.762m） 346 工藤　芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 大　阪 咲くやこの花 3 2002/11/18 '59.52
5 女子 400mH（0.762m） 96 塚本　萌乃 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 千　葉 成田 2 2004/2/18 '59.59
6 女子 400mH（0.762m） 337 河内　瀬桜 ｶﾜﾁ ｾﾅ 大　阪 東大阪大敬愛 2 2003/4/13 '59.68
7 女子 400mH（0.762m） 235 神田　彩名 ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ 愛　知 名城大附 2 2003/9/29 '1.00.96
8 女子 400mH（0.762m） 382 工藤　美月 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 兵　庫 滝川第二 2 2004/3/28 '1.01.01
9 女子 400mH（0.762m） 376 松本　美紀 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ 兵　庫 姫路 3 2003/1/13 '1.01.20
9 女子 400mH（0.762m） 483 森　優依花 ﾓﾘ ﾕｲｶ 福　岡 祐誠 3 2002/12/5 '1.01.20
11 女子 400mH（0.762m） 509 別府　理保 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘﾎ 熊　本 熊本商 3 2002/6/5 '1.01.24
12 女子 400mH（0.762m） 317 樋口　綾音 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 大　阪 大塚 2 2004/2/21 '1.01.36
13 女子 400mH（0.762m） 113 大川　寿美香 ｵｵｶﾜ ｽﾐｶ 東　京 三田国際学園 2 2003/11/12 '1.01.40
14 女子 400mH（0.762m） 354 安田　彩乃 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 大　阪 東海大仰星 3 2002/10/18 '1.01.53
15 女子 400mH（0.762m） 38 北嶋　茉智 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏﾁ 秋　田 秋田 3 2002/4/14 '1.01.77
16 女子 400mH（0.762m） 265 後藤　里奈 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 岐　阜 大垣商 2 2003/10/2 1.01.80
17 女子 400mH（0.762m） 433 東　成美 ｱｽﾞﾏ ﾅﾙﾐ 広　島 近大東広島 3 2002/7/19 '1.01.81
18 女子 400mH（0.762m） 33 福嶋　唯花 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｶ 宮　城 古川黎明 2 2003/12/9 1.01.83
19 女子 400mH（0.762m） 108 早野　凜 ﾊﾔﾉ ﾘﾝ 千　葉 印旛明誠 3 2003/1/26 '1.01.95
20 女子 400mH（0.762m） 210 鍋田　妃里 ﾅﾍﾞﾀ ﾕﾘ 静　岡 静岡学園 3 2003/1/5 '1.01.96

高校：女子100mH

高校：女子400mH



21 女子 400mH（0.762m） 37 日下　あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 宮　城 常盤木学園 2 2003/11/10 '1.01.97
21 女子 400mH（0.762m） 436 藤田　真緒 ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 香　川 四学香川西 3 2003/2/7 '1.01.97
23 女子 400mH（0.762m） 413 原　佳奈穂 ﾊﾗ ｶﾅﾎ 岡　山 岡山操山 3 2002/4/13 '1.02.09
24 女子 400mH（0.762m） 247 澤　美羽 ｻﾜ ﾐｳ 愛　知 至学館 3 2002/6/15 '1.02.18
25 女子 400mH（0.762m） 334 中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 大　阪 近大附 3 2002/12/28 '1.02.28
26 女子 400mH（0.762m） 431 鷲頭　一華 ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 広　島 比治山女 2 2004/3/30 '1.02.31
27 女子 400mH（0.762m） 143 武田　小都 ﾀｹﾀﾞ ｺﾄ 神奈川 法政二 3 2002/7/2 '1.02.36
28 女子 400mH（0.762m） 520 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 宮　崎 宮崎商 3 2002/6/6 '1.02.38
29 女子 400mH（0.762m） 370 川上　瑞生 ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｷ 兵　庫 飾磨工 3 2002/9/28 1.02.40
30 女子 400mH（0.762m） 489 大崎　みなみ ｵｵｻｷ ﾐﾅﾐ 福　岡 福大附属若葉 2 2003/9/22 1.02.46
30 女子 400mH（0.762m） 232 服部　明日風 ﾊｯﾄﾘ ｱｽｶ 愛　知 中京大中京 2 2003/11/16 '1.02.46
32 女子 400mH（0.762m） 476 高岡　亜生 ﾀｶｵｶ ｱｵ 福　岡 中村学園女 2 2003/6/5 1.02.50
33 女子 400mH（0.762m） 339 大津　有生 ｵｵﾂ ﾕｲ 大　阪 東大阪大敬愛 2 2004/2/22 '1.02.55

1 女子 5000mW 460 梅野　倖子 ｳﾒﾉ ﾕｷｺ 福　岡 宗像 3 2003/1/8 '22.27.29
2 女子 5000mW 394 小出　佳奈 ｺｲﾃﾞ ｶﾅ 奈　良 智辯カレッジ 3 2002/6/19 '22.57.96
3 女子 5000mW 159 山岸　芽生 ﾔﾏｷﾞｼ ﾒｲ 新　潟 十日町 2 2003/6/6 '23.34.47
4 女子 5000mW 4 永井　優会 ﾅｶﾞｲ ﾕｱ 北海道 北見緑陵 2 2003/12/8 '23.34.93
5 女子 5000mW 435 廣石　那萌 ﾋﾛｲｼ ﾅﾓ 山　口 西京 3 2002/12/11 '23.43.44
6 女子 5000mW 97 藤田　真美加 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｶ 千　葉 成田 2 2003/8/13 '23.51.00
7 女子 5000mW 53 内藤　未唯 ﾅｲﾄｳ ﾐﾕ 栃　木 石橋 3 2002/12/24 23.53.41
8 女子 5000mW 357 秋元　由良 ｱｷﾓﾄ ﾕﾗ 兵　庫 西宮北 3 2002/8/22 '24.01.43
9 女子 5000mW 343 藤野　楓 ﾌｼﾞﾉ ｶｴﾃﾞ 大　阪 大阪桐蔭 3 2003/2/24 '24.02.41
10 女子 5000mW 277 石田　さつき ｲｼﾀﾞ ｻﾂｷ 滋　賀 大津商 1 2004/5/2 '24.08.40
11 女子 5000mW 485 白石　悠 ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 福　岡 東筑紫 3 2003/2/21 '24.21.86
12 女子 5000mW 467 當山　凛子 ﾄｳﾔﾏ ﾘｺ 福　岡 北九州市立 3 2003/2/15 '24.26.48
13 女子 5000mW 182 岩波　知佳 ｲﾜﾅﾐ ﾁｶ 石　川 輪島 3 2002/9/22 '24.31.38
14 女子 5000mW 189 飴山　ねね ｱﾒﾔﾏ ﾈﾈ 石　川 小松大谷 2 2003/4/22 24.32.82
15 女子 5000mW 76 野地　琳々星 ﾉｼﾞ ﾘﾘﾅ 埼　玉 本庄東 2 2004/1/20 '24.34.17
16 女子 5000mW 420 定森　日菜 ｻﾀﾞﾓﾘ ﾊﾙﾅ 岡　山 倉敷翠松 2 2004/1/29 '24.35.14
17 女子 5000mW 530 乾　栞奈 ｲﾇｲ ｶﾝﾅ 鹿児島 鳳凰 3 2002/10/4 '24.41.31
18 女子 5000mW 495 野口　ののか ﾉｸﾞﾁ ﾉﾉｶ 佐　賀 伊万里実 2 2003/6/6 '24.42.68
19 女子 5000mW 440 永井　ひかる ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾙ 徳　島 城北 3 2003/2/10 '24.43.05
20 女子 5000mW 28 成田　桃音 ﾅﾘﾀ ﾓﾓﾈ 青　森 青森山田 3 2002/12/1 '24.46.03
21 女子 5000mW 526 松下　奈津希 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂｷ 鹿児島 鹿児島女 3 2002/11/20 '24.59.09
22 女子 5000mW 408 城本　美結 ｼﾛﾓﾄ ﾐﾕ 鳥　取 鳥取城北 3 2002/4/23 '24.59.53
23 女子 5000mW 358 杉村　日菜子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾅｺ 兵　庫 川西緑台 3 2002/11/12 '25.01.57
24 女子 5000mW 490 築地　麻里亜 ﾂｷｼﾞ ﾏﾘｱ 福　岡 福大附属若葉 3 2003/1/6 '25.02.93
25 女子 5000mW 345 澤　歩優 ｻﾜ ｱﾕｳ 大　阪 泉陽 3 2002/9/17 '25.05.60
26 女子 5000mW 136 渋谷　美月 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 神奈川 二俣川 3 2002/11/24 '25.06.50
27 女子 5000mW 497 松本　友里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 長　崎 佐世保北 3 2003/1/23 '25.10.61
28 女子 5000mW 65 村山　沙耶 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾔ 埼　玉 熊谷女 3 2003/1/31 '25.11.79
29 女子 5000mW 70 高橋　七琉 ﾀｶﾊｼ ﾅﾙ 埼　玉 大宮北 3 2002/9/3 '25.14.01
30 女子 5000mW 395 田中　彩貴 ﾀﾅｶ ｻｷ 奈　良 智辯カレッジ 1 2005/3/29 '25.18.16
31 女子 5000mW 332 東　楓 ﾋｶﾞｼ ｶｴﾃﾞ 大　阪 大阪成蹊女子 3 2003/1/16 25.29.32
32 女子 5000mW 47 数間　あかり ｶｽﾞﾏ ｱｶﾘ 福　島 いわき秀英 3 2002/6/22 '25.29.71
33 女子 5000mW 318 服部　美宙 ﾊｯﾄﾘ ﾐｿﾗ 大　阪 大塚 3 2003/2/25 '25.31.93
34 女子 5000mW 48 片寄　響 ｶﾀﾖｾ ｵﾄ 福　島 いわき秀英 2 2003/6/28 '25.32.66
35 女子 5000mW 219 岩田　華侑 ｲﾜﾀ ﾊﾅﾕ 愛　知 一宮 3 2002/5/11 '25.33.73
36 女子 5000mW 218 片原　未紗音 ｶﾀﾊﾗ ﾐｻﾈ 愛　知 豊明 2 2003/12/22 25.36.00
37 女子 5000mW 472 樋渡　結 ﾋﾜﾀｼ ﾕｲ 福　岡 純真 3 2002/9/19 '25.37.03
38 女子 5000mW 63 高尾　美月 ﾀｶｵ ﾐﾂｷ 群　馬 新島学園 2 2004/3/21 '25.40.46
39 女子 5000mW 59 鈴木　ひかる ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 群　馬 太田女 2 2003/10/3 '25.47.31
40 女子 5000mW 488 園田　楓 ｿﾉﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 福　岡 自由ケ丘 2 2003/10/11 25.49.26

1 女子 走高跳 82 岡野　弥幸 ｵｶﾉ ﾐｻｷ 埼　玉 埼玉栄 2 2003/11/20 '1.76
2 女子 走高跳 30 八重樫　澄佳 ﾔｴｶﾞｼ ｽﾐｶ 岩　手 黒沢尻北 3 2002/6/21 '1.75
3 女子 走高跳 156 山口　悠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 新　潟 新潟商 3 2002/12/13 '1.74
3 女子 走高跳 188 亀田　実咲 ｶﾒﾀﾞ ﾐｻｷ 石　川 鵬学園 3 2002/9/18 1.74
5 女子 走高跳 123 細田　弥々 ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 東　京 東京 3 2002/8/8 '1.73
5 女子 走高跳 191 河村　彩香 ｶﾜﾑﾗ ｻﾔｶ 福　井 鯖江 3 2002/10/18 1.73
7 女子 走高跳 151 安西　彩乃 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾔﾉ 神奈川 SCD 2002/5/6 '1.72
7 女子 走高跳 383 宗澤　ティファニー ﾑﾈｻﾜ ﾃｨﾌｧﾆｰ 兵　庫 滝川第二 3 2002/6/4 '1.72
9 女子 走高跳 208 小林　美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 静　岡 伊豆中央 2 2003/10/7 '1.71
9 女子 走高跳 288 三好　こころ ﾐﾖｼ ｺｺﾛ 京　都 西京 2 2003/9/16 '1.71
9 女子 走高跳 296 林中　櫻 ﾊﾔｼﾅｶ ｻｸﾗ 京　都 鳥羽 3 2002/4/17 1.71
9 女子 走高跳 325 森岡　未優 ﾓﾘｵｶ ﾐﾕ 大　阪 関大北陽 3 2002/4/6 1.71
13 女子 走高跳 57 加藤　海咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 栃　木 那須拓陽 2 2004/3/4 '1.70
13 女子 走高跳 169 小林　弓珠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 長　野 長野日大 2 2004/3/22 '1.70
13 女子 走高跳 295 西田　未玖 ﾆｼﾀﾞ ﾐｸ 京　都 鳥羽 3 2002/11/11 '1.70
13 女子 走高跳 122 兵郷　星名 ﾋｮｳｺﾞｳ ｾｲﾅ 東　京 東京 3 2002/10/29 '1.70
17 女子 走高跳 121 伊藤　楓 ｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 東　京 東京 2 2003/12/15 '1.69
18 女子 走高跳 249 阿部　汐莉 ｱﾍﾞ ｼｵﾘ 三　重 四日市商 3 2003/1/27 '1.68
18 女子 走高跳 60 大澤　凜 ｵｵｻﾜ ﾘﾝ 群　馬 太田女 2 2003/11/29 '1.68
18 女子 走高跳 293 桂田　萌 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾓｴ 京　都 西城陽 2 2003/6/2 '1.68
18 女子 走高跳 291 川邊　美奈 ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ 京　都 北稜 2 2003/8/8 '1.68
18 女子 走高跳 236 齋藤　みゆに ｻｲﾄｳ ﾐﾕﾆ 愛　知 名城大附 3 2002/12/24 '1.68
18 女子 走高跳 198 鈴木　彩亜矢 ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ 静　岡 磐田西 3 2002/9/2 '1.68
18 女子 走高跳 351 筒井　穂乃茄 ﾂﾂｲ ﾎﾉｶ 大　阪 大体大浪商 3 2003/3/26 '1.68
18 女子 走高跳 428 信岡　優那 ﾉﾌﾞｵｶ ﾕﾅ 広　島 市立呉 2 2004/3/25 '1.68
18 女子 走高跳 319 廣池　萌生 ﾋﾛｲｹ ﾒｲ 大　阪 大塚 2 2003/7/1 '1.68
18 女子 走高跳 461 古田　希実 ﾌﾙﾀ ﾉｿﾞﾐ 福　岡 福岡 2 2004/1/15 '1.68
18 女子 走高跳 10 水口　爽 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾜ 北海道 立命館慶祥 2 2003/9/17 '1.68
18 女子 走高跳 510 山下　涼花 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞｶ 熊　本 熊本商 3 2002/9/3 '1.68
18 女子 走高跳 107 与儀　真鈴 ﾖｷﾞ ﾏﾘﾝ 千　葉 東京学館船橋 1 2004/5/7 '1.68
18 女子 走高跳 104 内海　真緒 ｳﾂﾐ ﾏｵ 千　葉 東海大浦安 2 2003/9/29 1.68
18 女子 走高跳 175 中島　花梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 長　野 市立長野 3 2002/8/20 1.68

1 女子 棒高跳 373 古林　愛理 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 兵　庫 明石商 3 2002/12/26 4.03
2 女子 棒高跳 362 大坂谷　明里 ｵｵｻｶﾔ ｱｶﾘ 兵　庫 社 3 2002/4/10 '4.00
3 女子 棒高跳 58 村田　蒼空 ﾑﾗﾀ ｿﾗ 群　馬 前橋女 1 2004/4/30 3.90
4 女子 棒高跳 374 松本　百音 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 兵　庫 明石商 2 2003/4/14 '3.81
5 女子 棒高跳 68 絹村　莉子 ｷﾇﾑﾗ ﾘｺ 埼　玉 羽生一 3 2002/12/21 '3.70
5 女子 棒高跳 211 杉本　彩 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ 静　岡 浜松開誠館 3 2002/6/28 '3.70
5 女子 棒高跳 375 横山　愛華 ﾖｺﾔﾏ ｱｲｶ 兵　庫 明石商 3 2003/1/1 3.70
8 女子 棒高跳 133 小林　美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 東　京 明星学園 1 2005/3/16 '3.63
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9 女子 棒高跳 101 山﨑　柚希 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷ 千　葉 日体大柏 3 2002/12/2 '3.62
10 女子 棒高跳 410 五嶋　美月 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 島　根 大社 3 2002/9/10 '3.61
11 女子 棒高跳 144 相原　ほのか ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 神奈川 法政二 2 2003/6/16 '3.60
11 女子 棒高跳 199 荻野　未悠 ｵｷﾞﾉ ﾐﾕ 静　岡 浜松南 2 2003/12/2 '3.60
11 女子 棒高跳 248 篠崎　稔里 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 愛　知 至学館 3 2002/6/11 '3.60
14 女子 棒高跳 320 坂内　祭莉 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾏﾂﾘ 大　阪 大塚 1 2004/4/13 '3.52
15 女子 棒高跳 290 武久　由佳 ﾀｹﾋｻ ﾕｶ 京　都 西京 3 2002/9/28 '3.50
15 女子 棒高跳 449 土井　架和 ﾄﾞｲ ｶﾅ 愛　媛 川之江 2 2003/11/27 '3.50
15 女子 棒高跳 455 山本　遥花 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 愛　媛 済美 3 2002/8/13 '3.50
18 女子 棒高跳 262 高山　華梨 ﾀｶﾔﾏ ｶﾘﾝ 三　重 皇學館 2 2004/2/4 '3.45
18 女子 棒高跳 390 野田　真杜 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 奈　良 添上 2 2004/3/28 '3.45
20 女子 棒高跳 51 稲葉　茉莉 ｲﾅﾊﾞ ﾏﾘ 茨　城 下妻一 3 2002/6/18 '3.43
21 女子 棒高跳 207 宮﨑　陽子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 静　岡 浜松市立 3 2002/4/16 '3.42
22 女子 棒高跳 66 関口　彩貴 ｾｷｸﾞﾁ ｻｷ 埼　玉 不動岡 2 2003/6/13 3.42
23 女子 棒高跳 24 石森　杏 ｲｼﾓﾘ ｱﾝ 青　森 大湊 3 2002/10/25 '3.41
24 女子 棒高跳 139 阿部　恵梨夏 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 神奈川 横浜清風 2 2003/5/3 '3.40
24 女子 棒高跳 289 伊藤　萌々葉 ｲﾄｳ ﾓﾓﾊ 京　都 西京 3 2003/2/23 '3.40
24 女子 棒高跳 69 小山　桃花 ｺﾔﾏ ﾓﾓｶ 埼　玉 白岡 3 2002/6/14 '3.40
24 女子 棒高跳 407 田中　七海 ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 鳥　取 倉吉総合産 2 2004/1/21 '3.40
24 女子 棒高跳 62 藤井　温日 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾋ 群　馬 共愛学園 2 2003/6/25 '3.40
24 女子 棒高跳 516 若林　人生 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｾ 大　分 大分西 2 2003/8/4 '3.40
24 女子 棒高跳 5 小野寺　萌華 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾓｴｶ 北海道 網走南ケ丘 2 2003/4/15 3.40
24 女子 棒高跳 409 坂口　ジャスミン ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｬｽﾐﾝ 鳥　取 倉吉北 2 2003/10/20 3.40

1 女子 走幅跳 322 中田　茉希 ﾅｶﾀ ﾏﾐ 大　阪 大塚 2 2003/4/11 '6.10
2 女子 走幅跳 201 松尾　瑚捺 ﾏﾂｵ ｺﾅﾂ 静　岡 浜松商 2 2003/6/30 '5.99
3 女子 走幅跳 221 高橋　好波 ﾀｶﾊｼ ｺﾉﾊ 愛　知 三好 3 2003/1/5 '5.95
4 女子 走幅跳 87 岡部　玲奈 ｵｶﾍﾞ ﾚﾅ 千　葉 市立船橋 3 2002/5/11 '5.93
4 女子 走幅跳 347 山根　碧栞 ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 大　阪 咲くやこの花 3 2003/1/22 '5.93
6 女子 走幅跳 84 前野　萌衣 ﾏｴﾉ ﾓｴ 埼　玉 花咲徳栄 3 2003/3/21 '5.92
6 女子 走幅跳 388 松永　理沙ジェニファー ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｻｼﾞｪﾆﾌｧｰ 兵　庫 芦国中等 3 2002/5/20 '5.92
8 女子 走幅跳 135 永井　陽 ﾅｶﾞｲ ﾐﾅﾐ 東　京 日本工大駒場 2 2003/9/20 '5.91
9 女子 走幅跳 313 吉田　花鈴 ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 大　阪 摂津 2 2003/7/7 '5.90
10 女子 走幅跳 177 福島　沙帆 ﾌｸｼﾏ ｻﾎ 富　山 富山商 3 2002/11/24 '5.89
11 女子 走幅跳 477 中尾　優花 ﾅｶｵ ﾕｳｶ 福　岡 中村学園女 2 2003/6/14 '5.88
11 女子 走幅跳 55 福田　蒼依 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 栃　木 白鴎大足利 1 2004/6/16 '5.88
13 女子 走幅跳 77 梅宮　悠 ｳﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 埼　玉 埼玉栄 3 2003/1/26 '5.86
14 女子 走幅跳 129 乙津　美月 ｵﾂ ﾐﾂﾞｷ 東　京 八王子 2 2003/9/30 '5.85
14 女子 走幅跳 448 前川　七海 ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 徳　島 鳴門渦潮 2 2003/9/10 5.85
16 女子 走幅跳 16 大越　梨聖 ｵｵｺｼ ﾘｾ 北海道 遺愛女 3 2002/7/6 '5.84
16 女子 走幅跳 98 白土　茶実 ｼﾗﾄ ﾁｬﾐ 千　葉 成田 3 2003/2/19 '5.84
16 女子 走幅跳 377 内藤　香乃 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 兵　庫 北摂三田 1 2004/6/7 '5.84
16 女子 走幅跳 264 森　彩乃 ﾓﾘ ｱﾔﾉ 岐　阜 県岐阜商 3 2002/12/7 '5.84
20 女子 走幅跳 355 中尾　心春 ﾅｶｵ ﾐﾊﾙ 兵　庫 長田 1 2004/5/31 '5.83
20 女子 走幅跳 378 廣瀬　瑳姫 ﾋﾛｾ ｻｷ 兵　庫 園田 3 2002/8/1 '5.83
22 女子 走幅跳 43 外島　央 ﾄｼﾏ ﾋﾛ 福　島 会津学鳳 2 2003/5/24 '5.82
22 女子 走幅跳 13 松田　奈夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 北海道 立命館慶祥 3 2002/8/16 '5.82
24 女子 走幅跳 503 河俣　明香 ｶﾜﾏﾀ ﾊﾙｶ 長　崎 純心女子 3 2002/12/7 '5.81
24 女子 走幅跳 528 竹元　咲 ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 鹿児島 鹿児島 3 2003/3/30 5.81
26 女子 走幅跳 3 秋山　桜花 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 北海道 函館工 3 2003/2/23 '5.79
26 女子 走幅跳 99 白土　莉紅 ｼﾗﾄ ﾘｺ 千　葉 成田 1 2004/5/17 '5.79
26 女子 走幅跳 423 竹上　琴音 ﾀｹｳｴ ｺﾄﾈ 広　島 西条農 3 2002/10/11 '5.79
29 女子 走幅跳 321 岸下　美月 ｷｼｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 大　阪 大塚 3 2002/5/17 '5.78
29 女子 走幅跳 381 佐藤　琴望 ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 兵　庫 園田 1 2004/9/3 '5.78
29 女子 走幅跳 459 佐藤　愛海 ｻﾄｳ ｱﾐ 福　岡 戸畑 3 2002/5/25 '5.78

1 女子 三段跳 313 吉田　花鈴 ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 大　阪 摂津 2 2003/7/7 '12.38
2 女子 三段跳 87 岡部　玲奈 ｵｶﾍﾞ ﾚﾅ 千　葉 市立船橋 3 2002/5/11 '12.29
3 女子 三段跳 245 浅井　美和 ｱｻｲ ﾐﾜ 愛　知 光ヶ丘女子 3 2002/6/8 '12.26
3 女子 三段跳 391 中野　すず ﾅｶﾉ ｽｽﾞ 奈　良 添上 3 2002/10/3 '12.26
5 女子 三段跳 179 石﨑　こはる ｲｼｻｷ ｺﾊﾙ 富　山 呉羽 3 2002/11/30 '12.25
6 女子 三段跳 279 島田　歩果 ｼﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 滋　賀 彦根翔西館 3 2003/2/20 '12.24
7 女子 三段跳 176 直井　保乃花 ﾅｵｲ ﾎﾉｶ 富　山 富山高専 3 2002/10/8 '12.21
7 女子 三段跳 352 宮繁　愛葉 ﾐﾔｼｹﾞ ｲﾄﾊ 大　阪 大体大浪商 2 2003/6/28 '12.21
9 女子 三段跳 153 萩原　けい奈 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山　梨 駿台甲府 2 2003/5/7 '12.12
10 女子 三段跳 429 山本　萌未 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉﾐ 広　島 高陽東 3 2002/9/20 12.09
11 女子 三段跳 190 酒井　利菜 ｻｶｲ ﾘﾅ 福　井 足羽 3 2002/11/9 '12.07
11 女子 三段跳 326 尾石　陽菜 ｵｲｼ ﾋﾅ 大　阪 関大北陽 3 2002/7/11 12.07
13 女子 三段跳 130 山﨑　麻央 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ 東　京 八王子 3 2002/7/22 '12.06
13 女子 三段跳 396 南方　美羽 ﾐﾅｶﾀ ﾐｳ 和歌山 和歌山北 3 2002/7/25 12.06
15 女子 三段跳 74 大谷　実央 ｵｵﾀﾆ ﾐｵ 埼　玉 聖望 3 2002/6/5 '12.03
16 女子 三段跳 124 岩井　彩澄 ｲﾜｲ ｲｽﾞﾐ 東　京 東京 3 2002/10/5 '12.02
17 女子 三段跳 368 三木　麗菜 ﾐｷ ﾚｲﾅ 兵　庫 姫路商 2 2003/9/4 '11.98
18 女子 三段跳 359 加茂　万由子 ｶﾓ ﾏﾕｺ 兵　庫 加古川西 3 2003/2/12 '11.94
19 女子 三段跳 284 芝　千紗希 ｼﾊﾞ ﾁｻｷ 滋　賀 近江 2 2003/10/13 '11.93
19 女子 三段跳 432 山岡　羽菜 ﾔﾏｵｶ ﾊﾅ 広　島 広島工大高 3 2002/12/13 '11.93
21 女子 三段跳 457 山本　和沙 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 高　知 高知農 2 2003/8/28 '11.92
21 女子 三段跳 186 大塚　葉月 ｵｵﾂｶ ﾊﾂﾞｷ 石　川 星稜 2 2003/8/22 11.92
23 女子 三段跳 452 世良　柚実乃 ｾﾗ ﾕﾐﾉ 愛　媛 松山北 2 2003/5/9 '11.91
23 女子 三段跳 392 村岡　望羽 ﾑﾗｵｶ ﾐｳ 奈　良 添上 3 2002/7/8 '11.91
25 女子 三段跳 100 高橋　花瑠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 千　葉 成田 3 2002/12/14 '11.90
25 女子 三段跳 478 葉マンディ　梨紗 ﾖｳﾏﾝﾃﾞｨ ﾘｻ 福　岡 中村学園女 2 2003/12/18 11.90
27 女子 三段跳 384 栗屋　友佳 ｸﾘﾔ ﾄﾓｶ 兵　庫 滝川第二 1 2005/3/14 '11.87
27 女子 三段跳 416 藤上　ほのか ﾌｼﾞｶﾐ ﾎﾉｶ 岡　山 玉野光南 3 2002/6/17 11.87
29 女子 三段跳 456 秋山　優衣 ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 愛　媛 済美 3 2002/6/4 '11.86
29 女子 三段跳 90 磯　陽奈妙 ｲｿ ﾋﾅﾀ 千　葉 幕張総合 3 2003/1/30 11.86
29 女子 三段跳 528 竹元　咲 ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 鹿児島 鹿児島 3 2003/3/30 11.86

1 女子 砲丸投（4.0kg） 442 奥山　琴未 ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 徳　島 生光学園 1 2004/7/23 '14.44
2 女子 砲丸投（4.0kg） 323 日夏　涼香 ﾋﾅﾂ ﾘｮｳｶ 大　阪 大塚 3 2002/4/2 '13.92
3 女子 砲丸投（4.0kg） 125 高橋　和奏 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 東　京 東京 3 2002/5/20 '13.90
4 女子 砲丸投（4.0kg） 443 川口　由眞 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾏ 徳　島 生光学園 1 2004/10/19 '13.88
5 女子 砲丸投（4.0kg） 260 岩本　乙夏 ｲﾜﾓﾄ ｵﾄｶ 三　重 稲生 3 2002/4/5 '13.70
6 女子 砲丸投（4.0kg） 437 岡本　みなみ ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 香　川 四学香川西 3 2002/7/22 '13.51
7 女子 砲丸投（4.0kg） 393 今西　あかり ｲﾏﾆｼ ｱｶﾘ 奈　良 添上 2 2003/4/10 '13.42
8 女子 砲丸投（4.0kg） 445 安岡　若菜 ﾔｽｵｶ ﾜｶﾅ 徳　島 生光学園 3 2002/5/23 13.29
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9 女子 砲丸投（4.0kg） 444 三田　樹梨香 ｻﾝﾀ ｷﾘｶ 徳　島 生光学園 2 2003/6/11 '13.08
10 女子 砲丸投（4.0kg） 417 有汲　颯妃 ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 岡　山 玉野光南 2 2004/1/27 13.05
11 女子 砲丸投（4.0kg） 22 田中　杏実 ﾀﾅｶ ｱﾐ 青　森 青森北 2 2003/7/29 '12.92
12 女子 砲丸投（4.0kg） 83 相澤　希実 ｱｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 埼　玉 西武台 3 2002/9/26 '12.80
13 女子 砲丸投（4.0kg） 252 谷口　梨瑠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾙ 三　重 松阪商 3 2002/12/26 '12.78
14 女子 砲丸投（4.0kg） 200 村瀬　にこ ﾑﾗｾ ﾆｺ 静　岡 浜松工 1 2005/1/13 12.76
15 女子 砲丸投（4.0kg） 369 永井　桃花 ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ 兵　庫 姫路商 3 2003/1/4 '12.75
16 女子 砲丸投（4.0kg） 54 吉成　美羽 ﾖｼﾅﾘ ﾐｳ 栃　木 青藍泰斗 2 2003/6/23 '12.69
17 女子 砲丸投（4.0kg） 398 垣内　優里 ｶｷｳﾁ ﾕﾘ 和歌山 海南 3 2002/6/24 '12.62
18 女子 砲丸投（4.0kg） 251 竹口　若奈 ﾀｹｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 三　重 松阪商 3 2002/4/6 '12.38
19 女子 砲丸投（4.0kg） 164 高山　陽菜 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾅ 新　潟 東京学館新潟 3 2002/8/9 '12.33
20 女子 砲丸投（4.0kg） 504 俵　芹奈 ﾀﾜﾗ ｾﾘﾅ 長　崎 西海学園 2 2004/2/1 '12.26
21 女子 砲丸投（4.0kg） 518 中山　華子 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅｺ 宮　崎 宮崎工 3 2002/12/12 12.24
22 女子 砲丸投（4.0kg） 469 白金　想 ｼﾗｶﾞﾈ ｺｺﾛ 福　岡 飯塚 2 2004/1/4 12.22
23 女子 砲丸投（4.0kg） 91 山田　彩夏 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅ 千　葉 幕張総合 2 2003/9/1 '12.20
24 女子 砲丸投（4.0kg） 333 岡野　風璃 ｵｶﾉ ﾌｳﾘ 大　阪 関西大倉 1 2004/6/16 '12.13
25 女子 砲丸投（4.0kg） 17 泊澤　まりか ﾄﾏﾘｻﾞﾜ ﾏﾘｶ 北海道 函館大妻 3 2003/2/3 12.11
26 女子 砲丸投（4.0kg） 523 三反田　理央 ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ﾘｵ 鹿児島 鹿児島南 2 2003/5/14 12.10
26 女子 砲丸投（4.0kg） 44 野田　優奈 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ 福　島 福島成蹊 2 2003/4/14 12.10
28 女子 砲丸投（4.0kg） 399 岡室　さくら ｵｶﾑﾛ ｻｸﾗ 和歌山 神島 3 2002/9/12 12.08
29 女子 砲丸投（4.0kg） 424 村上　碧海 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広　島 西条農 2 2004/3/11 '12.07
30 女子 砲丸投（4.0kg） 233 中島　彩瑛 ﾅｶｼﾏ ｻｴ 愛　知 中京大中京 3 2002/6/11 '12.03

1 女子 円盤投（1.0kg） 263 西井　琳音 ﾆｼｲ ﾘｵﾝ 三　重 三重 2 2003/6/23 '43.36
2 女子 円盤投（1.0kg） 438 谷原　礼音 ﾀﾆﾊﾗ ｱﾔﾈ 香　川 四学香川西 3 2002/5/4 '43.03
3 女子 円盤投（1.0kg） 18 加納　弥生 ｶﾉｳ ﾔﾖｲ 北海道 旭川大学 3 2003/3/31 '42.66
4 女子 円盤投（1.0kg） 270 土田　彩加 ﾂﾁﾀﾞ ｱﾔｶ 岐　阜 市立岐阜商 3 2003/1/7 '42.32
5 女子 円盤投（1.0kg） 105 篠塚　美咲 ｼﾉﾂｶ ﾐｻｷ 千　葉 東京学館 3 2003/3/13 '41.94
6 女子 円盤投（1.0kg） 324 金村　響木 ｶﾈﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 大　阪 大塚 3 2002/11/8 '41.87
6 女子 円盤投（1.0kg） 250 吉田　涼奈 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 三　重 神戸 3 2002/10/9 '41.87
8 女子 円盤投（1.0kg） 41 寺崎　真央 ﾃﾗｻｷ ﾏｵ 山　形 山形中央 3 2002/12/19 '41.51
9 女子 円盤投（1.0kg） 539 友利　晟弓 ﾄﾓﾘ ﾅﾙﾐ 沖　縄 那覇西 1 2005/1/4 '41.50
10 女子 円盤投（1.0kg） 353 大西　愛莉 ｵｵﾆｼ ｱｲﾘ 大　阪 大体大浪商 3 2002/11/24 '41.49
11 女子 円盤投（1.0kg） 506 堀田　萌 ﾎﾘﾀ ﾓｴ 熊　本 熊本西 3 2002/10/7 41.37
12 女子 円盤投（1.0kg） 446 藤田　はづき ﾌｼﾞﾀ ﾊﾂﾞｷ 徳　島 生光学園 3 2002/8/14 '41.35
13 女子 円盤投（1.0kg） 161 森川　貴実子 ﾓﾘｶﾜ ｷﾐｺ 新　潟 新潟明訓 3 2003/3/20 '41.15
14 女子 円盤投（1.0kg） 369 永井　桃花 ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ 兵　庫 姫路商 3 2003/1/4 '40.91
15 女子 円盤投（1.0kg） 25 石澤　美菜海 ｲｼｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 青　森 弘前実 2 2003/5/24 '40.68
16 女子 円盤投（1.0kg） 260 岩本　乙夏 ｲﾜﾓﾄ ｵﾄｶ 三　重 稲生 3 2002/4/5 '40.65
17 女子 円盤投（1.0kg） 238 中嶋　日向子 ﾅｶｼﾏ ﾋﾅｺ 愛　知 修文女 3 2002/9/9 40.47
18 女子 円盤投（1.0kg） 411 牛尾　結香 ｳｼｵ ﾕｲｶ 島　根 大社 3 2002/10/22 '40.43
19 女子 円盤投（1.0kg） 500 峰原　舞 ﾐﾈﾊﾗ ﾏｲ 長　崎 五島 3 2002/7/7 '40.36
20 女子 円盤投（1.0kg） 515 櫻井　仁美 ｻｸﾗｲ ﾋﾄﾐ 大　分 大分雄城台 3 2002/11/24 '40.11
21 女子 円盤投（1.0kg） 45 大内　世捺 ｵｵｳﾁ ｾﾅ 福　島 福島成蹊 3 2002/7/24 '39.78
22 女子 円盤投（1.0kg） 348 桑島　弥々 ｸﾜｼﾞﾏ ﾔﾔ 大　阪 咲くやこの花 1 2005/2/18 '39.55
23 女子 円盤投（1.0kg） 444 三田　樹梨香 ｻﾝﾀ ｷﾘｶ 徳　島 生光学園 2 2003/6/11 '39.46
24 女子 円盤投（1.0kg） 298 金　華鈴 ｷﾝ ｶﾘﾝ 京　都 花園 2 2003/9/3 '39.34
25 女子 円盤投（1.0kg） 239 日髙　千鶴 ﾋﾀﾞｶ ﾁﾂﾞﾙ 愛　知 修文女 2 2003/6/22 '39.22
26 女子 円盤投（1.0kg） 272 佐藤　綺海 ｻﾄｳ ｱﾔﾐ 岐　阜 済美 3 2002/8/12 '39.20
27 女子 円盤投（1.0kg） 469 白金　想 ｼﾗｶﾞﾈ ｺｺﾛ 福　岡 飯塚 2 2004/1/4 39.08
28 女子 円盤投（1.0kg） 146 山田　舞優 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ 神奈川 平塚学園 3 2002/8/21 '38.99
29 女子 円盤投（1.0kg） 517 牧野　菜沙 ﾏｷﾉ ﾅｽﾞﾅ 大　分 大分 3 2002/11/25 '38.76
30 女子 円盤投（1.0kg） 258 加納　京果 ｶﾉｳ ｷｮｳｶ 三　重 宇治山田商 3 2002/10/14 '38.65

1 女子 ハンマー投（4.0kg） 26 村上　来花 ﾑﾗｶﾐ ﾗｲｶ 青　森 弘前実 2 2004/1/13 '58.81
2 女子 ハンマー投（4.0kg） 453 尾﨑　琴音 ｵｻﾞｷ ｺﾄﾈ 愛　媛 今治明徳 3 2002/4/9 '54.47
3 女子 ハンマー投（4.0kg） 255 濵口　真幸 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾕｷ 三　重 伊勢工 3 2003/1/1 '54.22
4 女子 ハンマー投（4.0kg） 285 杉野　樹里海 ｽｷﾞﾉ ｼﾞｭﾘｱ 滋　賀 滋賀学園 3 2003/3/1 53.62
5 女子 ハンマー投（4.0kg） 273 大森　彩椰 ｵｵﾓﾘ ｻﾔ 岐　阜 済美 3 2002/10/7 52.05
6 女子 ハンマー投（4.0kg） 371 山本　紗矢 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 兵　庫 市尼崎 3 2002/10/5 '51.71
7 女子 ハンマー投（4.0kg） 112 下村　倫子 ｼﾓﾑﾗ ﾘﾝｺ 東　京 富士 3 2002/10/13 '51.30
8 女子 ハンマー投（4.0kg） 507 大濱　未結 ｵｵﾊﾏ ﾐﾕ 熊　本 熊本西 3 2003/1/27 '50.75
9 女子 ハンマー投（4.0kg） 67 大沢　柚月 ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 埼　玉 進修館 3 2003/2/10 '50.71
10 女子 ハンマー投（4.0kg） 250 吉田　涼奈 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 三　重 神戸 3 2002/10/9 '49.23
11 女子 ハンマー投（4.0kg） 417 有汲　颯妃 ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 岡　山 玉野光南 2 2004/1/27 49.08
12 女子 ハンマー投（4.0kg） 447 上中　ひかる ｶﾐﾅｶ ﾋｶﾙ 徳　島 生光学園 3 2002/10/22 '48.65
13 女子 ハンマー投（4.0kg） 299 高橋　萌々子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 京　都 花園 2 2003/12/6 '48.55
14 女子 ハンマー投（4.0kg） 243 竹内　佑里花 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘｶ 愛　知 安城学園 3 2002/10/10 '48.47
15 女子 ハンマー投（4.0kg） 50 猪腰　麗華 ｲﾉｺｼ ﾚｲｶ 茨　城 水戸工 3 2003/1/25 '48.44
16 女子 ハンマー投（4.0kg） 479 鹿毛　邑嬉乃 ｶｹﾞ ﾕｷﾉ 福　岡 中村学園女 3 2003/3/13 48.30
17 女子 ハンマー投（4.0kg） 540 相田　真央 ｿｳﾀﾞ ﾏｵ 沖　縄 那覇西 3 2002/12/30 48.29
18 女子 ハンマー投（4.0kg） 49 今野　真唯 ｺﾝﾉ ﾏｲ 茨　城 霞ヶ浦 3 2002/11/4 48.17
19 女子 ハンマー投（4.0kg） 331 吉田　想望 ﾖｼﾀﾞ ｿﾉ 大　阪 大阪 3 2003/3/2 '48.11
20 女子 ハンマー投（4.0kg） 217 高孝　美咲 ﾀｶｺｳ ﾐｻｷ 愛　知 旭野 3 2002/7/5 '47.99
21 女子 ハンマー投（4.0kg） 224 小河　遥花 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 愛　知 名古屋大谷 3 2002/4/21 '47.90
22 女子 ハンマー投（4.0kg） 220 岡江　未莉 ｵｶｴ ﾐﾘ 愛　知 大府 3 2003/3/17 '47.54
23 女子 ハンマー投（4.0kg） 519 古川　開理 ﾌﾙｶﾜ ｶｲﾘ 宮　崎 宮崎工 3 2002/10/30 46.02
24 女子 ハンマー投（4.0kg） 524 田中　茉梨萌 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾓ 鹿児島 鹿児島南 2 2003/10/19 '45.91
25 女子 ハンマー投（4.0kg） 274 中村　朋美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 岐　阜 済美 2 2003/5/16 '45.82
26 女子 ハンマー投（4.0kg） 261 釜谷　梨里衣 ｶﾏﾔ ﾘﾘｲ 三　重 稲生 3 2002/4/28 '45.78
27 女子 ハンマー投（4.0kg） 494 藤野　愛奈 ﾌｼﾞﾉ ｱﾕﾅ 佐　賀 佐商 3 2002/12/1 45.76
28 女子 ハンマー投（4.0kg） 439 加藤　萌 ｶﾄｳ ﾓｴ 香　川 四学香川西 3 2002/5/10 '45.74
29 女子 ハンマー投（4.0kg） 240 宮川　萌花 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓｴｶ 愛　知 修文女 2 2003/4/5 '45.48
30 女子 ハンマー投（4.0kg） 71 飯田　遥 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 埼　玉 坂戸西 3 2002/11/17 45.41

1 女子 やり投（600g） 499 寺田　奈津美 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ 長　崎 諫早 3 2002/5/25 '53.68
2 女子 やり投（600g） 315 堀内　律子 ﾎﾘｳﾁ ﾘﾂｺ 大　阪 生野 3 2002/4/28 '52.79
3 女子 やり投（600g） 424 村上　碧海 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広　島 西条農 2 2004/3/11 '52.45
4 女子 やり投（600g） 46 中野　胡桃 ﾅｶﾉ ｸﾙﾐ 福　島 福島成蹊 3 2002/10/20 '52.32
5 女子 やり投（600g） 418 齋藤　乃彩 ｻｲﾄｳ ﾉｱ 岡　山 玉野光南 2 2003/5/29 51.03
6 女子 やり投（600g） 340 中村　怜 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2003/1/9 '50.33
7 女子 やり投（600g） 197 田畑　美羽 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｳ 静　岡 磐田農 3 2002/5/17 '49.94
8 女子 やり投（600g） 225 辻　萌々子 ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 愛　知 名古屋大谷 2 2003/12/5 '49.34
9 女子 やり投（600g） 29 佐々木　雅 ｻｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 岩　手 花北青雲 3 2002/4/4 '49.00
10 女子 やり投（600g） 405 田口　あみか ﾀｸﾞﾁ ｱﾐｶ 鳥　取 倉吉東 2 2003/11/26 48.49
11 女子 やり投（600g） 193 前川　愛里 ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ 福　井 敦賀 2 2003/6/28 '48.18

高校：女子円盤投

高校：女子ハンマー投

高校：女子やり投



12 女子 やり投（600g） 165 倉田　紗優加 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 長　野 伊那北 1 2004/5/22 47.58
13 女子 やり投（600g） 253 中村　胡白 ﾅｶﾑﾗ ｺﾊｸ 三　重 松阪商 3 2002/4/10 '47.20
14 女子 やり投（600g） 282 吉田　遥香 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 滋　賀 草津東 2 2003/7/21 '46.83
15 女子 やり投（600g） 126 三宅　未佑 ﾐｱｹ ﾐﾕ 東　京 東京 2 2003/9/3 46.81
16 女子 やり投（600g） 259 廣　美里 ﾋﾛ ﾐｻﾄ 三　重 宇治山田商 3 2002/11/12 '46.51
17 女子 やり投（600g） 150 菊池　梨名 ｷｸﾁ ﾘﾅ 神奈川 相模原弥栄 3 2002/8/18 46.41
18 女子 やり投（600g） 222 中川　満瑠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁﾙ 愛　知 三好 3 2002/7/20 '46.38
19 女子 やり投（600g） 6 小熊　香凜 ｺｸﾞﾏ ｶﾘﾝ 北海道 苫小牧南 3 2002/8/22 '45.46
20 女子 やり投（600g） 327 高橋　知優子 ﾀｶﾊｼ ﾁｬｺ 大　阪 太成学院 3 2003/4/1 '45.36
21 女子 やり投（600g） 88 吉岡　美初 ﾖｼｵｶ ﾐｳ 千　葉 八千代西 3 2002/8/14 45.33
22 女子 やり投（600g） 501 平松　委穂里 ﾋﾗﾏﾂ ｲｵﾘ 長　崎 長崎北陽台 3 2002/4/6 '45.12
23 女子 やり投（600g） 280 福山　愛 ﾌｸﾔﾏ ｱｲ 滋　賀 彦根翔西館 3 2002/6/12 '45.07
24 女子 やり投（600g） 254 山川　楓 ﾔﾏｶﾜ ｶｴﾃﾞ 三　重 松阪商 2 2003/12/19 '44.94
25 女子 やり投（600g） 372 加藤　りの ｶﾄｳ ﾘﾉ 兵　庫 市伊丹 3 2002/6/11 '44.93
26 女子 やり投（600g） 397 野間　名津巳 ﾉﾏ ﾅﾂﾐ 和歌山 和歌山北 3 2002/8/16 '44.91
27 女子 やり投（600g） 202 馬場　心絢 ﾊﾞﾊﾞ ｺｺｱ 静　岡 浜松商 3 2003/1/6 '44.87
28 女子 やり投（600g） 267 今井　菜月 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 岐　阜 斐太 3 2002/7/14 '44.80
29 女子 やり投（600g） 89 山下　わか菜 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 千　葉 流山南 3 2003/1/30 '44.68
30 女子 やり投（600g） 52 亀谷　采生 ｶﾒﾀﾆ ｱﾐ 茨　城 茨城キリスト 2 2003/5/12 '44.42

1 男子 八種競技 420 松井　泰誠 ﾏﾂｲ ﾀｲｾｲ 奈　良 添上 3 2002/9/23 5762
2 男子 八種競技 308 福田　海斗 ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 滋　賀 彦根翔西館 3 2002/7/5 5670
3 男子 八種競技 354 平井　柊太 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾀ 京　都 洛南 3 2003/1/6 5662
4 男子 八種競技 172 岡　泰我 ｵｶ ﾀｲｶﾞ 神奈川 相洋 3 2002/10/10 5603
5 男子 八種競技 164 山﨑　健太 ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀ 神奈川 武相 3 2002/5/6 5328
6 男子 八種競技 470 信川　瞭 ﾉﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 広　島 神辺旭 3 2002/7/9 5319
7 男子 八種競技 65 大前　遼馬 ｵｵﾏｴ ﾘｮｳﾏ 茨　城 土浦湖北 3 2002/7/24 5295
8 男子 八種競技 38 遊佐　祥太 ﾕｻ ｼｮｳﾀ 宮　城 利府 2 2003/4/9 5267
9 男子 八種競技 574 中山　敬 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 熊　本 熊本西 3 2002/4/4 5262
10 男子 八種競技 571 池田　廉 ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ 長　崎 諫早農 2 2003/4/16 5259
11 男子 八種競技 54 大橋　一輝 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ 福　島 会津学鳳 3 2002/9/11 5256
12 男子 八種競技 419 大坂　駿平 ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 奈　良 添上 2 2004/3/18 5187
13 男子 八種競技 582 友岡　優仁 ﾄﾓｵｶ ﾏｻｷ 大　分 杵築 3 2002/7/31 5186
14 男子 八種競技 331 小林　宏輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 京　都 鳥羽 2 2003/5/15 5184
15 男子 八種競技 106 津山　将汰 ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 千　葉 市立船橋 2 2004/1/6 5179
16 男子 八種競技 190 北原　銀太 ｷﾀﾊﾗ ｷﾞﾝﾀ 新　潟 新潟産大附 3 2003/1/27 5171
17 男子 八種競技 219 浅井　隆 ｱｻｲ ﾀｶｼ 静　岡 小笠 3 2002/5/7 5171
18 男子 八種競技 438 松場　文哉 ﾏﾂﾊﾞ ﾌﾐﾔ 和歌山 熊野 3 2002/6/15 5147
19 男子 八種競技 263 カルーフ　アイマン ｶﾙｰﾌ ｱｲﾏﾝ 愛　知 名古屋 3 2002/4/4 5122
20 男子 八種競技 185 木村　綾人 ｷﾑﾗ ｱﾔﾄ 新　潟 新発田南 3 2002/6/26 5116

1 女子 七種競技 387 松下　美咲 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 兵　庫 滝川第二 3 2002/8/26 5034
2 女子 七種競技 294 大菅　紗矢香 ｵｵｽｶﾞ ｻﾔｶ 京　都 鳥羽 3 2002/12/16 4904
3 女子 七種競技 160 土屋　美晏フラガ ﾂﾁﾔ ﾋﾞｱﾝﾌﾗｶﾞ 新　潟 佐渡 3 2002/12/25 4706
4 女子 七種競技 356 中尾　日香 ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 兵　庫 長田 1 2004/5/31 4670
5 女子 七種競技 237 前田　あすか ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知 名城大附 3 2002/5/23 4647
6 女子 七種競技 134 舘野　晃歩 ﾀﾃﾉ ｱｷﾎ 東　京 明中八王子 2 2003/9/15 4632
7 女子 七種競技 430 山﨑　愛奈 ﾔﾏｻｷ ｱｲﾅ 広　島 高陽東 2 2003/1/6 4627
8 女子 七種競技 174 土屋　ほのか ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 長　野 佐久長聖 2 2004/1/13 4600
9 女子 七種競技 454 越智　心愛 ｵﾁ ｺｺｱ 愛　媛 聖カタリナ 2 2003/9/10 4569
10 女子 七種競技 511 米村　凜 ﾖﾈﾑﾗ ﾘﾝ 熊　本 熊本商 3 2002/7/2 4560
11 女子 七種競技 234 白鳥　百花 ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知 中京大中京 3 2002/6/5 4522
12 女子 七種競技 152 東海林　幸 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山　梨 巨摩 3 2002/6/1 4513
13 女子 七種競技 2 長田　裕香 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｶ 北海道 恵庭北 2 2003/11/29 4490
14 女子 七種競技 138 髙橋　想 ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ 神奈川 川崎市立橘 2 2003/6/13 4425
15 女子 七種競技 14 橋本　優那 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 北海道 立命館慶祥 2 2003/4/9 4419
16 女子 七種競技 341 中地　真菜 ﾅｶﾁﾞ ﾏﾅ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/4/3 4389
17 女子 七種競技 145 山野邊　真佑 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾏﾕ 神奈川 法政二 3 2002/5/1 4389
18 女子 七種競技 480 石井　那奈 ｲｼｲ ﾅﾅ 福　岡 中村学園女 2 2004/3/18 4367
19 女子 七種競技 342 邨田　菜摘 ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ 大　阪 東大阪大敬愛 3 2002/10/28 4350
20 女子 七種競技 385 杉本　美優音 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕﾈ 兵　庫 滝川第二 2 2003/7/17 4277
21 女子 七種競技 481 山下　紗弥 ﾔﾏｼﾀ ｻﾔ 福　岡 中村学園女 2 2003/11/25 4262
22 女子 七種競技 386 髙橋　ひかる ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 兵　庫 滝川第二 2 2004/2/11 4249
23 女子 七種競技 163 金子　碧華 ｶﾈｺ ｱｵﾊ 新　潟 新潟産大附 2 2003/6/30 4243
24 女子 七種競技 166 小林　菜月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 長　野 飯田 2 2003/4/14 4222

高校：男子八種競技

高校：女子七種競技



Rank エントリー種目 ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録道 団体名略称 学年 生年月日 資格記録

1 男子 100m 2039 平野　翔大 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 熊　本 大東文化大 2 2001/3/28 '10.35
2 男子 100m 2038 深川　真平 ﾌｶｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 大　阪 大東文化大 1 2002/1/26 '10.40
3 男子 100m 2078 中村　彰太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 静　岡 東洋大 1 2001/6/1 '10.41
4 男子 100m 2052 池田　成諒 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長　崎 筑波大 1 2002/2/13 '10.45
5 男子 100m 2088 秋山　優希 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 福　島 日本大 1 2001/12/24 '10.50
6 男子 100m 2074 設楽　王我 ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 埼　玉 東洋大 1 2001/4/7 '10.51
7 男子 100m 2026 宇野　勝翔 ｳﾉ ｼｮｳﾄ 福　井 順天堂大 1 2001/5/17 '10.51
8 男子 100m 2115 林　哉太 ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ 三　重 法政大 1 2001/6/19 '10.53
9 男子 100m 2156 宮内　和哉 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ 大　阪 関西大 1 2001/10/30 '10.55
10 男子 100m 2060 熊田　竜也 ｸﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川 東海大 1 2001/4/20 '10.56
11 男子 100m 2094 高橋　哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 東　京 日本大 1 2001/9/5 '10.56
12 男子 100m 2147 竹内　大和 ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ 愛　知 中京大 1 2001/8/7 '10.57
13 男子 100m 2173 遠藤　耕介 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 愛　知 立命館大 1 2001/4/11 '10.57
14 男子 100m 2133 谷口　響 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 富　山 富山高専 4 2001/4/23 '10.58
15 男子 100m 2095 塚口　哲平 ﾂｶｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 東　京 日本大 1 2001/5/14 '10.59
16 男子 100m 2069 下地　駿麻 ｼﾓｼﾞ ｼｭﾝﾏ 沖　縄 東海大 1 2001/4/21 '10.60
17 男子 100m 2018 安田　凌眞 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 北海道 順天堂大 2 2001/1/4 '10.60
18 男子 100m 2002 山田　展之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 相模原市陸協 2001/7/9 '10.61
19 男子 100m 2082 今野　大生 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 千　葉 日本体育大 1 2001/10/27 '10.62
20 男子 100m 2067 山本　陽太 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 熊　本 東海大 1 2002/2/27 '10.63
21 男子 100m 2120 木村　稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 京　都 明治大 1 2001/7/7 '10.63
22 男子 100m 2029 木梨　嘉紀 ｷﾅｼ ﾖｼｷ 岡　山 順天堂大 1 2001/9/28 '10.63
23 男子 100m 2037 堀田　竣斗 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 埼　玉 大東文化大 1 2001/7/11 '10.64
24 男子 100m 2164 神崎　貴仁 ｶﾝｻﾞｷ ﾀｶﾋﾄ 香　川 甲南大 1 2002/3/2 '10.64

1 男子 200m 2063 山口　凜也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾔ 福　井 東海大 1 2001/6/29 '20.89
2 男子 200m 2120 木村　稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 京　都 明治大 1 2001/7/7 '21.02
3 男子 200m 2118 木村　颯太 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 東　京 明治大 1 2001/11/5 '21.03
4 男子 200m 2127 秀島　来 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾗｲ 千　葉 早稲田大 1 2001/9/23 '21.06
5 男子 200m 2094 高橋　哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 東　京 日本大 1 2001/9/5 '21.14
6 男子 200m 2075 鈴木　碧斗 ｽｽﾞｷ ｱｵﾄ 埼　玉 東洋大 1 2001/5/30 '21.18
7 男子 200m 2115 林　哉太 ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ 三　重 法政大 1 2001/6/19 '21.24
8 男子 200m 2179 北浦　稔 ｷﾀｳﾗ ｼﾞﾝ 大　阪 龍谷大 1 2001/6/22 '21.25
9 男子 200m 2039 平野　翔大 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 熊　本 大東文化大 2 2001/3/28 '21.27
10 男子 200m 2156 宮内　和哉 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ 大　阪 関西大 1 2001/10/30 '21.28
11 男子 200m 2052 池田　成諒 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 長　崎 筑波大 1 2002/2/13 '21.31
12 男子 200m 2163 山口　冬馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ 香　川 近畿大 1 2002/3/14 '21.32
13 男子 200m 2040 小宮山　拓 ｺﾐﾔﾏ ﾀｸ 千　葉 中央大 1 2001/11/18 '21.36
14 男子 200m 2026 宇野　勝翔 ｳﾉ ｼｮｳﾄ 福　井 順天堂大 1 2001/5/17 '21.36
15 男子 200m 2042 木下　凜太郎 ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 福　岡 中央大 1 2001/4/10 '21.38
16 男子 200m 2147 竹内　大和 ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ 愛　知 中京大 1 2001/8/7 '21.41
17 男子 200m 2161 濱口　虎汰郎 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 三　重 近畿大 1 2001/8/14 '21.45
18 男子 200m 2130 稲毛　碧 ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ 新　潟 早稲田大 1 2001/4/6 '21.46
19 男子 200m 2089 谷島　大貴 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 茨　城 日本大 1 2001/9/7 '21.48
20 男子 200m 2204 早田　駿斗 ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 佐　賀 福岡大 1 2001/4/21 '21.49
21 男子 200m 2151 寺崎　崇悦 ﾃﾗｻｷ ﾀｶﾖｼ 滋　賀 中京大 1 2002/2/6 '21.50

1 男子 400m 2114 富田　大智 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲﾁ 愛　知 法政大 1 2001/7/8 '46.64
2 男子 400m 2131 藤好　駿太 ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 福　岡 早稲田大 1 2001/11/1 '46.73
3 男子 400m 2044 吉川　崚 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 千　葉 筑波大 1 2001/8/30 '46.87
4 男子 400m 2051 今泉　堅貴 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｷ 福　岡 筑波大 1 2001/9/26 '46.92
5 男子 400m 2174 野瀬　大輝 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 愛　知 立命館大 2 2001/2/5 '46.98
6 男子 400m 2111 地主　直央 ｼﾞﾇｼ ﾅｵﾋﾛ 埼　玉 法政大 1 2001/7/12 '47.23
7 男子 400m 2186 佐藤　恵斗 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 鹿児島 環太平洋大 1 2001/12/2 '47.25
8 男子 400m 2075 鈴木　碧斗 ｽｽﾞｷ ｱｵﾄ 埼　玉 東洋大 1 2001/5/30 '47.27
9 男子 400m 2061 小坂　晃大 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 長　野 東海大 1 2001/10/26 '47.31
10 男子 400m 2030 出口　晴翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 福　岡 順天堂大 1 2001/9/23 '47.59
11 男子 400m 2031 佐々木　翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 茨　城 城西大 1 2001/8/5 47.65
12 男子 400m 2119 宮川　颯太 ﾐﾔｶﾞﾜ ｿｳﾀ 静　岡 明治大 1 2001/11/1 '47.69
13 男子 400m 2178 大橋　怜央 ｵｵﾊｼ ﾚｵ 滋　賀 龍谷大 1 2002/2/7 '47.71
14 男子 400m 2040 小宮山　拓 ｺﾐﾔﾏ ﾀｸ 千　葉 中央大 1 2001/11/18 '47.71
15 男子 400m 2128 新上　健太 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ 東　京 早稲田大 1 2001/8/20 47.73
16 男子 400m 2055 園田　竜治 ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 群　馬 東海大 1 2002/3/13 '47.74
17 男子 400m 2076 川上　聡太 ｶﾜｶﾐ ｿｳﾀ 千　葉 東洋大 2 2001/1/16 '47.81
18 男子 400m 2036 堀越　朝登 ﾎﾘｺｼ ｱｻﾄ 新　潟 駿河台大 1 2001/4/25 47.86
19 男子 400m 2019 葛西　蔵輝 ｶｻｲ ｸﾗｷ 青　森 順天堂大 1 2002/3/5 '47.87
20 男子 400m 2196 松下　翔紀 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｷ 長　崎 九州共立大 1 2001/5/2 47.88
21 男子 400m 2016 石谷　心路 ｲｼﾀﾆ ｺｺﾛ 岡　山 国際武道大 1 2002/2/11 '47.89
22 男子 400m 2004 中村　颯人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長　野 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 2001/11/12 '47.96
23 男子 400m 2112 濱野　兼多 ﾊﾏﾉ ｹﾝﾀ 神奈川 法政大 1 2001/5/21 '47.98
24 男子 400m 2077 中島　佑気ジョセフ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東　京 東洋大 1 2002/3/30 '48.05

1 男子 800m 2125 石川　昌樹 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 神奈川 横浜国立大 2 2001/1/8 '1.49.54
2 男子 800m 2047 南田　航希 ﾐﾅﾐﾀﾞ ｺｳｷ 大　阪 筑波大 1 2001/4/15 '1.49.56
3 男子 800m 2054 安倍　優紀 ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 福　島 東海大 1 2001/7/18 '1.50.49
4 男子 800m 2126 飯濵　友太郎 ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 埼　玉 立教大 1 2001/10/5 '1.50.78
5 男子 800m 2181 齋藤　恵斗 ｻｲﾄｳ ｹｲﾄ 滋　賀 環太平洋大 1 2001/5/10 '1.50.79
6 男子 800m 2188 山﨑　優希 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 広島経済大 2 2001/1/16 '1.51.47
7 男子 800m 2166 篠原　直生 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵ 奈　良 神戸大 1 2001/7/13 '1.52.39
8 男子 800m 2073 藤原　広翔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 栃　木 東洋大 1 2001/10/28 '1.52.40
9 男子 800m 2170 澤田　翔平 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大　阪 同志社大 1 2001/10/15 '1.52.67
10 男子 800m 2022 土屋　勇貴 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 埼　玉 順天堂大 1 2001/6/22 '1.52.67
11 男子 800m 2072 高橋　創 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 東　京 東京大 1 2001/12/19 '1.52.70
12 男子 800m 2148 永井　翔真 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾏ 愛　知 中京大 1 2001/5/30 '1.52.71
13 男子 800m 2079 黒澤　翔 ｸﾛｻﾜ ｶｹﾙ 福　島 日本体育大 1 2001/5/17 '1.52.94
14 男子 800m 2162 田野　雅樹 ﾀﾉ ﾏｻｷ 大　阪 近畿大 1 2001/8/30 1.52.97
15 男子 800m 2152 安井　颯汰 ﾔｽｲ ｿｳﾀ 大　阪 大阪教育大 2 2001/2/20 1.52.99
16 男子 800m 2139 松本　結叶 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 愛　知 岐阜協立大 1 2001/10/21 '1.52.99
17 男子 800m 2123 山田　蒼志郎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼﾛｳ 愛　媛 山梨学院大 1 2001/7/24 '1.53.01
18 男子 800m 2014 林　亮太 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長　野 慶應義塾大 1 2001/4/8 '1.53.02
19 男子 800m 2001 森山　颯 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾔﾃ 愛　知 TTﾗﾝﾅｰｽﾞ 2001/10/17 '1.53.07
20 男子 800m 2113 北野　大輔 ｷﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 法政大 1 2001/8/15 '1.53.12
21 男子 800m 2005 中嶋　光柾 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 青　森 札幌学院大 1 2001/9/23 '1.53.25

U20：男子110mH　※JHの資格記録を優先としランキングを作成の上、番組編成を致します。（※ハイハードルの記録）
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1 男子 110mH（0.991m） 2043 宮﨑　匠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 福　岡 中央大 1 2001/4/7 '13.71
2 男子 110mH（0.991m） 2117 黒川　和樹 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山　口 法政大 1 2001/6/17 '13.73
3 男子 110mH（0.991m） 2168 岩堀　剛己 ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ 愛　知 同志社大 1 2001/10/2 '13.94
4 男子 110mH（0.991m） 2116 笹　敦博 ｻｻ ｱﾂﾋﾛ 京　都 法政大 1 2001/12/14 '14.04
5 男子 110mH（0.991m） 2080 小野　和人 ｵﾉ ｶｽﾞﾄ 福　島 日本体育大 1 2001/8/30 '14.12
6 男子 110mH（0.991m） 2060 熊田　竜也 ｸﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川 東海大 1 2001/4/20 '14.12
7 男子 110mH（0.991m） 2034 中村　奏斗 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 群　馬 駿河台大 1 2001/4/9 '14.14
8 男子 110mH（0.991m） 2157 久保田　倖輔 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 兵　庫 関西学院大 1 2001/9/24 '14.16
9 男子 110mH（0.991m） 2020 吉田　龍生 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 栃　木 順天堂大 1 2001/10/29 '14.18
10 男子 110mH（0.991m） 2024 村竹　ラシッド ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ 千　葉 順天堂大 1 2002/2/6 '13.65 ※
11 男子 110mH（0.991m） 2007 熊谷　魁 ｸﾏｶﾞｲ ｶｲ 秋　田 秋田大 2 2001/1/3 '14.07 ※
12 男子 110mH（0.991m） 2015 町　亮汰 ﾏﾁ ﾘｮｳﾀ 石　川 国際武道大 1 2001/4/30 '14.15 ※
13 男子 110mH（0.991m） 2021 菅谷　拓海 ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ 栃　木 順天堂大 1 2001/7/15 '14.25 ※
14 男子 110mH（0.991m） 2169 杤岡　武奎 ﾄﾁｵｶ ﾀｹｲ 京　都 同志社大 1 2001/6/19 '14.29 ※
15 男子 110mH（0.991m） 2035 作家　真都 ｻｯｶ ﾏﾅﾄ 千　葉 駿河台大 1 2001/9/23 '14.35 ※
16 男子 110mH（0.991m） 2056 髙橋　航平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 千　葉 東海大 1 2001/12/6 '14.38 ※
17 男子 110mH（0.991m） 2193 林田　稜太 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 熊　本 鹿屋体育大 1 2001/4/2 '14.40 ※
18 男子 110mH（0.991m） 2062 林　優雅 ﾊﾔｼ ﾕｳｶﾞ 富　山 東海大 1 2001/5/27 '14.40 ※
19 男子 110mH（0.991m） 2070 菊地　琳太朗 ｷｸﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 岩　手 東京学芸大 1 2001/5/15 '14.40 ※
20 男子 110mH（0.991m） 2107 青木　竣耶 ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 愛　媛 日本大 1 2001/8/4 '14.48 ※

1 男子 400mH（0.914m） 2117 黒川　和樹 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山　口 法政大 1 2001/6/17 '49.19
2 男子 400mH（0.914m） 2030 出口　晴翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 福　岡 順天堂大 1 2001/9/23 '49.90
3 男子 400mH（0.914m） 2085 米田　太陽 ｺﾒﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 熊　本 日本体育大 1 2001/5/26 '50.78
4 男子 400mH（0.914m） 2033 濱田　寛志 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 大　阪 城西大 1 2001/3/8 '51.16
5 男子 400mH（0.914m） 2081 金井　嘉哉 ｶﾅｲ ﾋﾛﾔ 埼　玉 日本体育大 1 2001/4/27 '51.27
6 男子 400mH（0.914m） 2167 山科　真之介 ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山 神戸大 1 2001/12/2 '51.31
7 男子 400mH（0.914m） 2071 岩坂　柊人 ｲﾜｻｶ ｼｭｳﾄ 新　潟 東京学芸大 1 2001/11/6 '51.35
8 男子 400mH（0.914m） 2177 栗林　隼正 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 広　島 立命館大 1 2001/10/19 '51.59
9 男子 400mH（0.914m） 2171 村上　翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 兵　庫 同志社大 1 2001/7/19 '51.78
10 男子 400mH（0.914m） 2165 塚原　啓太 ﾂｶﾊﾗ ｹｲﾀ 兵　庫 神戸大 1 2001/5/18 '51.81
11 男子 400mH（0.914m） 2032 深町　飛太 ﾌｶﾏﾁ ﾋﾀﾞｲ 福　井 城西大 1 2002/1/8 '51.84
12 男子 400mH（0.914m） 2129 新井　公貴 ｱﾗｲ ｺｳｷ 神奈川 早稲田大 1 2001/7/20 '51.88
13 男子 400mH（0.914m） 2132 田中　天智龍 ﾀﾅｶ ﾃﾝｼﾞﾛｳ 鹿児島 早稲田大 1 2001/7/17 '52.00
14 男子 400mH（0.914m） 2109 水口　海 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ 北海道 法政大 1 2001/8/25 '52.01
15 男子 400mH（0.914m） 2122 山岡　竜太朗 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山　口 山梨学院大 2 2001/2/21 '52.03
16 男子 400mH（0.914m） 2153 内藤　源一郎 ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 兵　庫 大阪教育大 1 2002/1/10 52.13
17 男子 400mH（0.914m） 2191 山崎　時弥 ﾔﾏｻｷ ﾄｷﾔ 兵　庫 鹿屋体育大 1 2001/8/30 '52.39
18 男子 400mH（0.914m） 2138 土居　駿斗 ﾄﾞｲ ｼｭﾝﾄ 愛　知 愛知教育大 1 2001/5/7 '52.45
19 男子 400mH（0.914m） 2119 宮川　颯太 ﾐﾔｶﾞﾜ ｿｳﾀ 静　岡 明治大 1 2001/11/1 52.57
20 男子 400mH（0.914m） 2176 細野　颯人 ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ 岐　阜 立命館大 1 2001/1/9 52.58
21 男子 400mH（0.914m） 2175 中村　洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 愛　知 立命館大 1 2002/2/23 '52.61
22 男子 400mH（0.914m） 2012 佐藤　優斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 福　島 福島高専 4 2001/8/6 '52.62
23 男子 400mH（0.914m） 2091 住谷　龍 ｽﾐﾔ ﾘｮｳ 千　葉 日本大 1 2001/6/8 '52.62
24 男子 400mH（0.914m） 2011 一條　美竜夢 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾛﾑ 岩　手 東北福大 1 2001/5/23 '52.79

1 男子 走高跳 2101 江頭　亮 ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳ 大　阪 日本大 1 2001/10/12 '2.18
2 男子 走高跳 2145 本田　基偉 ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｲ 三　重 近畿大工業高専 4 2002/3/31 '2.16
3 男子 走高跳 2066 坂井　宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 大　阪 東海大 1 2001/11/5 '2.16
4 男子 走高跳 2202 永島　将貴 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｷ 福　岡 福岡大 1 2001/6/19 '2.11
5 男子 走高跳 2149 宇野　琳太郎 ｳﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛　知 中京大 1 2001/10/26 '2.11
6 男子 走高跳 2141 小川　エンリケ ｵｶﾞﾜ ｴﾝﾘｹ 三　重 岐阜協立大 1 2001/4/13 2.11
7 男子 走高跳 2096 宮田　風 ﾐﾔﾀ ﾂｸﾞﾙ 東　京 日本大 1 2001/4/6 '2.10
8 男子 走高跳 2057 南雲　優吾 ﾅｸﾞﾓ ﾕｳｺﾞ 東　京 東海大 1 2001/9/21 '2.10
9 男子 走高跳 2197 西山　賢太朗 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 熊　本 九州共立大 1 2001/5/5 2.10
10 男子 走高跳 2010 児玉　綺粋 ｺﾀﾞﾏ ｷｽｲ 福　島 仙台大 2 2001/3/23 '2.08
11 男子 走高跳 2203 田畑　颯覇 ﾀﾊﾞﾀ ｿｳﾊ 福　岡 福岡大 1 2001/9/19 '2.08
12 男子 走高跳 2013 武田　翔太 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 神奈川 慶應義塾大 1 2001/12/16 '2.07
1 男子 棒高跳 2025 中野　隼斗 ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 神奈川 順天堂大 1 2001/5/2 5.12
2 男子 棒高跳 2046 松井　駿斗 ﾏﾂｲ ｼｭﾝﾄ 三　重 筑波大 1 2001/8/20 '5.10
3 男子 棒高跳 2206 小林　拓己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 群　馬 育英大 1 2001/9/2 '5.10
4 男子 棒高跳 2084 佐藤　恭平 ｻﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 新　潟 日本体育大 1 2002/2/10 '5.05
5 男子 棒高跳 2083 山田　直季 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 東　京 日本体育大 1 2001/11/3 '5.03
6 男子 棒高跳 2106 山本　理基 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ 香　川 日本大 1 2001/7/10 '5.03
7 男子 棒高跳 2087 石川　星河 ｲｼｶﾜ ｾｲｶﾞ 山　形 日本大 2 2001/2/27 '5.01
8 男子 棒高跳 2159 中村　徳寿 ﾅｶﾑﾗ ﾄｸﾋｻ 香　川 関西学院大 1 2001/4/2 '5.00
9 男子 棒高跳 2158 𠮷田　肖聡 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾄ 兵　庫 関西学院大 1 2001/7/4 '5.00
10 男子 棒高跳 2009 宮内　敦史 ﾐﾔｳﾁ ｱﾂｼ 山　形 仙台大 2 2001/3/6 '5.00
11 男子 棒高跳 2207 山本　竜也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 群　馬 育英大 1 2001/5/19 5.00
12 男子 棒高跳 2100 小林　陸玖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 新　潟 日本大 1 2001/11/11 '4.90

1 男子 走幅跳 2146 伊藤　陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 三　重 近畿大工業高専 5 2001/1/16 '7.82
2 男子 走幅跳 2092 鳥海　勇斗 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳﾄ 千　葉 日本大 1 2001/10/4 '7.68
3 男子 走幅跳 2124 神谷　翔矢 ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ 愛　知 山梨大 1 2001/5/25 '7.52
4 男子 走幅跳 2187 小川　脩平 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 沖　縄 環太平洋大 1 2001/8/5 '7.49
5 男子 走幅跳 2102 和田　晃輝 ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 大　阪 日本大 1 2001/9/26 '7.48
6 男子 走幅跳 2205 有村　拓巳 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾐ 鹿児島 福岡大 1 2001/8/30 '7.47
7 男子 走幅跳 2121 長尾　行浩 ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 埼　玉 山梨学院大 2 2001/1/20 '7.47
8 男子 走幅跳 2007 熊谷　魁 ｸﾏｶﾞｲ ｶｲ 秋　田 秋田大 2 2001/1/3 '7.46
9 男子 走幅跳 2006 土肥　慧 ﾄﾞｲ ｻﾄﾙ 秋　田 東海大北海道 2 2001/1/10 '7.44
10 男子 走幅跳 2058 井上　晃輔 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 東　京 東海大 1 2001/12/24 '7.43
11 男子 走幅跳 2190 葛西　伊吹 ｶｻｲ ｲﾌﾞｷ 静　岡 鹿屋体育大 1 2001/9/30 '7.40
12 男子 走幅跳 2048 宮下　倫太郎 ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 兵　庫 筑波大 1 2001/10/29 '7.39

1 男子 三段跳 2146 伊藤　陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 三　重 近畿大工業高専 5 2001/1/16 '16.34
2 男子 三段跳 2028 田中　宏祐 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 大　阪 順天堂大 1 2001/4/20 '15.82
3 男子 三段跳 2103 井村　慧士 ｲﾑﾗ ｹｲﾄ 大　阪 日本大 1 2002/2/5 '15.80
4 男子 三段跳 2041 小松　航 ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 京　都 中央大 1 2001/12/22 '15.38
5 男子 三段跳 2192 水野　皓太 ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ 福　岡 鹿屋体育大 1 2001/9/2 '15.37
6 男子 三段跳 2027 森澤　翔尉 ﾓﾘｻﾜ ｼｮｳｲ 愛　知 順天堂大 1 2001/8/22 15.21
7 男子 三段跳 2183 山田　悠斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 広　島 環太平洋大 1 2002/3/6 '15.17
8 男子 三段跳 2182 内海　燎介 ｳﾂﾐ ﾘｮｳｽｹ 岡　山 環太平洋大 2 2001/1/27 '15.16
9 男子 三段跳 2097 麻沼　慎太郎 ｱｻﾇﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東　京 日本大 1 2001/9/18 '15.15
10 男子 三段跳 2144 田口　雄暉 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 三　重 岐阜大 1 2001/4/26 '15.12
11 男子 三段跳 2110 植野　諒豪 ｳｴﾉ ﾘｮｳｺﾞ 岩　手 法政大 1 2001/6/26 15.07
12 男子 三段跳 2086 三ヶ尻　京和 ﾐｶｼﾞﾘ ｷｮｳﾜ 大　分 日本体育大 1 2002/1/28 15.02
12 男子 三段跳 2135 泉井　陸 ﾜｸｲ ﾘｸ 新　潟 新潟医療福祉大 1 2001/8/14 '15.02

U20：男子400mH

U20：男子走高跳

U20：男子走幅跳

U20：男子三段跳

U20：男子砲丸投



1 男子 砲丸投（6.0kg） 2093 井上　光陽 ｲﾉｳｴ ｺｳﾖｳ 千　葉 日本大 1 2001/4/2 17.27
2 男子 砲丸投（6.0kg） 2049 石原　唯斗 ｲｼﾊﾗ ﾕｲﾄ 兵　庫 筑波大 1 2001/11/17 '17.01
3 男子 砲丸投（6.0kg） 2098 鈴木　愛瑾 ｽｽﾞｷ ｱｲｼﾞﾝ 東　京 日本大 1 2001/11/22 '16.77
4 男子 砲丸投（6.0kg） 2053 宮崎　剛瑠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹﾙ 岩　手 東海大 1 2002/2/6 '16.35
5 男子 砲丸投（6.0kg） 2017 井手上　大翔 ｲﾃﾞｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ 熊　本 国際武道大 1 2001/6/1 16.35
6 男子 砲丸投（6.0kg） 2172 田村　星哉 ﾀﾑﾗ ｾｲﾔ 京　都 明治国際医療大 1 2001/4/24 '16.15
7 男子 砲丸投（6.0kg） 2184 大地　智也 ｵｵﾁ ﾄﾓﾔ 広　島 環太平洋大 1 2001/6/19 '16.07
8 男子 砲丸投（6.0kg） 2189 池田　大晟 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 東　京 鹿屋体育大 1 2001/10/20 15.61
9 男子 砲丸投（6.0kg） 2068 甲斐　雄也 ｶｲ ﾕｳﾔ 宮　崎 東海大 1 2001/11/15 '15.47
10 男子 砲丸投（6.0kg） 2003 佐藤　深苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 神奈川 法大II 部 2001/5/24 '15.16

1 男子 円盤投（1.75kg） 2199 藤原　孝史朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾛｳ 沖　縄 九州共立大 1 2001/8/1 '54.13
2 男子 円盤投（1.75kg） 2064 鴨澤　青海 ｶﾓｻﾞﾜ ｵｳﾐ 三　重 東海大 1 2001/7/28 51.78
3 男子 円盤投（1.75kg） 2008 齋　大輝 ｻｲ ﾋﾛｷ 宮　城 仙台大 2 2001/3/9 '50.16
4 男子 円盤投（1.75kg） 2137 中町　真澄 ﾅｶﾏﾁ ﾏｽﾐ 石　川 新潟医療福祉大 1 2002/1/18 49.50
5 男子 円盤投（1.75kg） 2059 薄井　優斗 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 東　京 東海大 1 2001/4/24 '49.47
6 男子 円盤投（1.75kg） 2099 浅倉　穂鷹 ｱｻｸﾗ ﾎﾀｶ 東　京 日本大 1 2001/6/5 '46.99
7 男子 円盤投（1.75kg） 2180 芟藪　広基 ｶﾘﾔﾌﾞ ﾋﾛｷ 香　川 岡山理科大 1 2001/4/4 '46.34

1 男子 ハンマー投（6.0kg） 2142 佐々木　秀斗 ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 岐　阜 岐阜協立大 2 2001/1/6 68.69
2 男子 ハンマー投（6.0kg） 2050 執行　大地 ｼｷﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 兵　庫 筑波大 1 2001/12/25 '68.22
3 男子 ハンマー投（6.0kg） 2065 坂　耀介 ﾊﾞﾝ ﾖｳｽｹ 京　都 東海大 1 2001/4/7 '66.13
4 男子 ハンマー投（6.0kg） 2150 山川　滉心 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｼﾝ 三　重 中京大 1 2001/4/13 '65.44
5 男子 ハンマー投（6.0kg） 2200 宮城　貫太 ﾐﾔｷﾞ ｶﾝﾀ 沖　縄 九州共立大 1 2001/4/27 '63.98
6 男子 ハンマー投（6.0kg） 2201 鈴木　涼真 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 岡　山 福岡大 1 2002/1/31 '63.52
7 男子 ハンマー投（6.0kg） 2023 岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼　玉 順天堂大 1 2001/6/4 63.00
8 男子 ハンマー投（6.0kg） 2198 浦口　凱壱 ｳﾗｸﾞﾁ ｶﾞｲ 鹿児島 九州共立大 1 2001/4/18 '62.05
9 男子 ハンマー投（6.0kg） 2140 中野　峻作 ﾅｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 愛　知 岐阜協立大 2 2001/3/30 '62.01
10 男子 ハンマー投（6.0kg） 2155 森下　海 ﾓﾘｼﾀ ｶｲ 三　重 大阪体育大 1 2002/1/25 '61.69
11 男子 ハンマー投（6.0kg） 2134 舘田　瑛史 ﾀﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ 富　山 富山高専 5 2001/1/20 '61.38
12 男子 ハンマー投（6.0kg） 2108 太﨑　秀隆 ﾀｻｷ ﾎﾀｶ 群　馬 文教大 1 2001/5/16 '60.33

1 男子 やり投（800g） 2104 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾝﾀﾛｳ 大　阪 日本大 1 2001/8/1 71.47
2 男子 やり投（800g） 2045 堤　洸太郎 ﾂﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 愛　知 筑波大 1 2001/6/16 '69.16
3 男子 やり投（800g） 2090 中根　大翔 ﾅｶﾈ ﾋﾛﾄ 茨　城 日本大 1 2001/4/19 '65.88
4 男子 やり投（800g） 2194 浜崎　慎平 ﾊﾏｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 鹿児島 鹿屋体育大 1 2001/11/13 '64.37
5 男子 やり投（800g） 2195 村上　颯太 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 福　岡 九州共立大 1 2001/12/31 '64.14
6 男子 やり投（800g） 2185 栄枝　隼人 ｻｶｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 高　知 環太平洋大 1 2001/10/8 '64.03
7 男子 やり投（800g） 2105 谷川　颯 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 大　阪 日本大 1 2001/9/28 '63.11
8 男子 やり投（800g） 2154 稗田　敦哉 ﾋｴﾀﾞ ｱﾂﾔ 和歌山 大阪教育大 1 2001/12/9 '63.02
9 男子 やり投（800g） 2143 佐野　史社 ｻﾉ ﾌﾐﾔ 岐　阜 岐阜協立大 1 2001/6/16 '62.59
10 男子 やり投（800g） 2208 百田　國光 ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山　梨 甲府工業ＡＣ 2001/8/1 '61.56
11 男子 やり投（800g） 2136 大伴　一志 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｼ 富　山 新潟医療福祉大 2 2001/2/23 '61.52
12 男子 やり投（800g） 2160 塚﨑　晃希 ﾂｶｻﾞｷ ｺｳｷ 大　阪 京都産業大 1 2001/12/13 '61.30

1 女子 100m 2037 三浦　由奈 ﾐｳﾗ ﾕﾅ 宮　城 筑波大 1 2002/3/3 '11.60
2 女子 100m 2038 景山　咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 千　葉 筑波大 1 2002/2/15 '11.65
3 女子 100m 2107 井戸アビゲイル　風果 ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 岐　阜 甲南大 1 2001/6/15 11.73
4 女子 100m 2055 鈴木　くるみ ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ 北海道 日本体育大 1 2001/8/1 '11.78
5 女子 100m 2010 三村　香菜実 ﾐﾑﾗ ｶﾅﾐ 神奈川 青山学院大 1 2001/4/30 '11.80
6 女子 100m 2115 三浦　愛華 ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 奈　良 園田学園女子大 1 2002/2/14 11.81
6 女子 100m 2076 高須　鮎香 ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛　知 山梨学院大 1 2002/2/1 '11.81
8 女子 100m 2090 大城　珠莉 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 愛　知 至学館大 1 2001/6/15 11.82
9 女子 100m 2028 田中　きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群　馬 駿河台大 1 2002/2/22 11.84
10 女子 100m 2112 古西　清乃 ｺﾆｼ ｻﾔﾉ 京　都 園田学園女子大 1 2001/5/23 11.86
10 女子 100m 2046 佐藤　天寧 ｻﾄｳ ｱﾏﾈ 埼　玉 東海大 1 2001/9/27 '11.86
12 女子 100m 2032 田路　遥香 ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 東　京 中央大 1 2002/2/15 '11.87
13 女子 100m 2029 安達　有羽 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 新　潟 駿河台大 1 2002/1/23 11.90
14 女子 100m 2033 加藤　杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 福　井 中央大 1 2002/3/23 '11.91
15 女子 100m 2025 吉井　里々子 ﾖｼｲ ﾘﾘｺ 新　潟 順天堂大 1 2001/10/4 '11.92
15 女子 100m 2021 瀬沼　有咲 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 栃　木 作新学院大 1 2001/5/29 '11.92
17 女子 100m 2148 加藤　汐織 ｶﾄｳ ｼｵﾘ 大　分 福岡大 1 2001/11/12 '11.97

1 女子 200m 2011 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 神奈川 青山学院大 1 2002/2/18 '23.76
2 女子 200m 2107 井戸アビゲイル　風果 ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 岐　阜 甲南大 1 2001/6/15 23.79
3 女子 200m 2038 景山　咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 千　葉 筑波大 1 2002/2/15 '23.82
4 女子 200m 2010 三村　香菜実 ﾐﾑﾗ ｶﾅﾐ 神奈川 青山学院大 1 2001/4/30 '23.98
5 女子 200m 2090 大城　珠莉 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 愛　知 至学館大 1 2001/6/15 24.06
6 女子 200m 2037 三浦　由奈 ﾐｳﾗ ﾕﾅ 宮　城 筑波大 1 2002/3/3 '24.08
7 女子 200m 2057 宮武　アビーダラリー ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 埼　玉 日本体育大 1 2002/1/18 '24.30
8 女子 200m 2148 加藤　汐織 ｶﾄｳ ｼｵﾘ 大　分 福岡大 1 2001/11/12 '24.40
9 女子 200m 2029 安達　有羽 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 新　潟 駿河台大 1 2002/1/23 24.41
10 女子 200m 2115 三浦　愛華 ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 奈　良 園田学園女子大 1 2002/2/14 24.44
11 女子 200m 2012 川崎　夏実 ｶﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 神奈川 青山学院大 1 2001/6/10 '24.48
12 女子 200m 2150 森山　静穂 ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ 宮　崎 福岡大 1 2001/10/25 24.55
13 女子 200m 2050 佐藤　千優 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 静　岡 東京学芸大 1 2002/2/5 '24.59

1 女子 400m 2011 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 神奈川 青山学院大 1 2002/2/18 '53.31
2 女子 400m 2012 川崎　夏実 ｶﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 神奈川 青山学院大 1 2001/6/10 '53.89
3 女子 400m 2060 須藤　美桜 ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 東　京 日本体育大 1 2002/3/6 54.18
4 女子 400m 2122 中野　菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 兵　庫 武庫川女子大 1 2001/6/10 54.34
5 女子 400m 2009 ヒリアー　紗璃苗 ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 東　京 青山学院大 1 2001/5/30 '54.44
6 女子 400m 2008 吉中　日向子 ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 埼　玉 青山学院大 1 2002/1/7 '55.34
7 女子 400m 2066 森山　奈菜絵 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ 長　崎 日本体育大 1 2001/4/9 '55.48
8 女子 400m 2013 金子　ひとみ ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 神奈川 青山学院大 1 2002/3/6 '55.58
9 女子 400m 2127 藤田　英里 ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 岡　山 立命館大 1 2001/9/21 '55.61
10 女子 400m 2150 森山　静穂 ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ 宮　崎 福岡大 1 2001/10/25 55.65
11 女子 400m 2056 菅原　夕七 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ 宮　城 日本体育大 1 2001/7/15 '55.93

1 女子 800m 2009 ヒリアー　紗璃苗 ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 東　京 青山学院大 1 2001/5/30 '2.04.73
2 女子 800m 2051 上田　万葵 ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 広　島 東京学芸大 1 2002/1/9 2.05.72
3 女子 800m 2040 澤井　柚葉 ｻﾜｲ ﾕｽﾞﾊ 石　川 筑波大 1 2001/5/20 '2.06.76
4 女子 800m 2117 有廣　璃々香 ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 大　阪 東大阪大 1 2001/5/3 2.08.20
5 女子 800m 2044 綾野　千優 ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡　山 筑波大 1 2001/12/18 '2.08.96
6 女子 800m 2058 吉田　詩央 ﾖｼﾀﾞ ｼｵ 埼　玉 日本体育大 1 2001/5/17 '2.10.42
7 女子 800m 2118 窪　美咲 ｸﾎﾞ ﾐｻｷ 大　阪 東大阪大 1 2001/9/6 2.10.66
8 女子 800m 2078 福田　舞菜 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲﾅ 埼　玉 立教大 1 2001/12/6 '2.10.88
9 女子 800m 2080 道下　美槻 ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京 立教大 1 2001/8/1 2.10.96

U20：女子800m

U20：男子円盤投

U20：男子ハンマー投

U20：男子やり投

U20：女子100m

U20：女子200m

U20：女子400m



10 女子 800m 2083 廣田　百世 ﾋﾛﾀ ﾓﾓﾖ 富　山 富山大 1 2001/7/2 '2.11.27
11 女子 800m 2022 山口　光 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 青　森 順天堂大 2 2001/1/17 '2.11.31

1 女子 100mH（0.838m） 2061 島野　真生 ｼﾏﾉ ﾏｵ 東　京 日本体育大 1 2001/10/2 13.36
2 女子 100mH（0.838m） 2112 古西　清乃 ｺﾆｼ ｻﾔﾉ 京　都 園田学園女子大 1 2001/5/23 13.62
3 女子 100mH（0.838m） 2084 手塚　麻衣 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ 富　山 富山大 1 2001/4/26 '13.64
4 女子 100mH（0.838m） 2091 安藤　愛未 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 愛　知 至学館大 1 2001/11/16 '13.69
5 女子 100mH（0.838m） 2028 田中　きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群　馬 駿河台大 1 2002/2/22 13.72
6 女子 100mH（0.838m） 2020 山西　桃子 ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 埼　玉 埼玉大 1 2001/5/15 '13.75
7 女子 100mH（0.838m） 2025 吉井　里々子 ﾖｼｲ ﾘﾘｺ 新　潟 順天堂大 1 2001/10/4 '13.77
8 女子 100mH（0.838m） 2063 西川　知沙 ﾆｼｶﾜ ﾁｻ 愛　知 日本体育大 1 2001/5/31 '13.81
9 女子 100mH（0.838m） 2110 岡﨑　汀 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 甲南大 2 2001/2/15 13.84
10 女子 100mH（0.838m） 2079 増田　絢菜 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾅ 千　葉 立教大 1 2002/2/4 '13.84
11 女子 100mH（0.838m） 2016 長﨑　さゆり ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 島　根 青山学院大 1 2001/8/15 '13.84
12 女子 100mH（0.838m） 2023 本田　怜 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲ 茨　城 順天堂大 1 2001/11/25 '13.86
12 女子 100mH（0.838m） 2052 大熊　楓 ｵｵｸﾏ ｶｴﾃﾞ 千　葉 東京女子体育大 1 2001/12/25 '13.86
14 女子 100mH（0.838m） 2015 藤井　このみ ﾌｼﾞｲ ｺﾉﾐ 大　阪 青山学院大 1 2001/11/23 '13.89
15 女子 100mH（0.838m） 2092 木村　加乃 ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知 至学館大 1 2001/11/2 '13.92
16 女子 100mH（0.838m） 2094 奥林　凛 ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 三　重 至学館大 1 2001/8/7 13.95
16 女子 100mH（0.838m） 2006 阪　希望 ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山　形 山形大 1 2001/7/4 '13.95
18 女子 100mH（0.838m） 2131 藤岡　凜来 ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾗｲ 愛　媛 広島経済大 1 2002/3/11 '14.05

1 女子 400mH（0.762m） 2108 田和　りな ﾀﾜ ﾘﾅ 大　阪 甲南大 1 2002/2/7 58.09
2 女子 400mH（0.762m） 2017 青木　穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 福　岡 青山学院大 1 2001/9/24 '58.14
3 女子 400mH（0.762m） 2122 中野　菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 兵　庫 武庫川女子大 1 2001/6/10 58.18
4 女子 400mH（0.762m） 2094 奥林　凛 ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 三　重 至学館大 1 2001/8/7 58.73
5 女子 400mH（0.762m） 2014 有賀　知春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川 青山学院大 1 2001/4/22 '59.37
6 女子 400mH（0.762m） 2006 阪　希望 ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 山　形 山形大 1 2001/7/4 '59.48
7 女子 400mH（0.762m） 2087 真鍋　綾菜 ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 愛　知 愛知教育大 1 2001/12/3 59.72
8 女子 400mH（0.762m） 2088 永野　朱音 ﾅｶﾞﾉ ｱｶﾈ 愛　知 愛知教育大 1 2001/5/10 '1.00.10
9 女子 400mH（0.762m） 2073 石川　小晴 ｲｼｶﾜ ｺﾊﾙ 静　岡 日本大 1 2001/4/18 '1.00.26
10 女子 400mH（0.762m） 2018 大川　なずな ｵｵｶﾜ ﾅｽﾞﾅ 佐　賀 青山学院大 2 2001/1/22 '1.00.41
11 女子 400mH（0.762m） 2049 石澤　麻弥 ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾔ 埼　玉 東京学芸大 1 2001/9/1 '1.00.60
12 女子 400mH（0.762m） 2075 中野　なみち ﾅｶﾉ ﾅﾐﾁ 東　京 法政大 1 2001/8/2 '1.00.62
13 女子 400mH（0.762m） 2005 香川　夢花 ｶｶﾞﾜ ﾕﾒｶ 福　島 福島大 1 2001/11/2 '1.00.67

1 女子 走高跳 2109 松本　万鈴 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘﾝ 和歌山 甲南大 1 2001/12/6 1.77
2 女子 走高跳 2085 蓑輪　夢未 ﾐﾉﾜ ﾕﾒﾐ 福　井 新潟医療福祉大 1 2002/3/13 '1.76
3 女子 走高跳 2106 小笠原　早矢楓 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾔｶ 愛　知 甲南大 2 2001/2/24 1.75
4 女子 走高跳 2069 諸隈　あやね ﾓﾛｸﾏ ｱﾔﾈ 京　都 日本女子体育大 1 2001/8/3 1.73
4 女子 走高跳 2068 小寺　波音 ｺﾃﾞﾗ ﾊﾉﾝ 愛　知 日本女子体育大 1 2002/1/18 '1.73
6 女子 走高跳 2070 岸本　志恵 ｷｼﾓﾄ ﾕｷｴ 沖　縄 日本女子体育大 1 2001/8/3 '1.72
6 女子 走高跳 2026 井上　紗耶加 ｲﾉｳｴ ｻﾔｶ 兵　庫 順天堂大 1 2001/10/29 '1.72
8 女子 走高跳 2100 和田　真琉 ﾜﾀﾞ ﾏｲﾙ 大　阪 大阪体育大 2 2001/1/16 '1.71
9 女子 走高跳 2067 中野　春陽 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾋ 石　川 日本女子体育大 2 2001/3/13 '1.70
10 女子 走高跳 2153 齋藤　優羽 ｻｲﾄｳ ﾕﾊ 栃　木 育英大 1 2001/7/9 '1.69
11 女子 走高跳 2116 石黒　樹子 ｲｼｸﾞﾛ ｷｺ 奈　良 同志社大 1 2001/11/8 1.68
11 女子 走高跳 2124 三好　ひなの ﾐﾖｼ ﾋﾅﾉ 京　都 明治国際医療大 1 2002/1/19 1.68
11 女子 走高跳 2152 山田　歩有子 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｺ 富　山 富山国際大 1 2001/6/12 '1.68

1 女子 棒高跳 2065 台信　愛 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾒｸﾞﾐ 福　岡 日本体育大 1 2001/9/16 '4.00
2 女子 棒高跳 2041 藤家　麻鈴 ﾌｼﾞｲｴ ﾏﾍﾞﾙ 石　川 筑波大 1 2002/1/10 3.90
2 女子 棒高跳 2007 杉沼　凛穂 ｽｷﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山　形 山形大 1 2001/12/3 '3.90
4 女子 棒高跳 2064 渡邊　南月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 愛　知 日本体育大 1 2001/6/24 '3.82
5 女子 棒高跳 2019 浦津　ななの ｳﾗﾂ ﾅﾅﾉ 愛　知 慶應義塾大 1 2001/8/6 '3.80
5 女子 棒高跳 2031 諸田　祐佳 ﾓﾛﾀ ﾕｶ 群　馬 中央大 1 2001/4/23 '3.80
7 女子 棒高跳 2113 三好　結女 ﾐﾖｼ ﾕﾒ 兵　庫 園田学園女子大 1 2001/11/14 3.70
7 女子 棒高跳 2154 岡本　風香 ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ 群　馬 育英大 2 2001/1/6 '3.70
9 女子 棒高跳 2128 橘　泉朱 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｽﾞﾐ 香　川 香川大 2 2001/3/17 3.61
10 女子 棒高跳 2114 森　陽菜 ﾓﾘ ﾋﾅ 兵　庫 園田学園女子大 1 2002/3/10 3.60
10 女子 棒高跳 2121 荻野　紗英 ｵｷﾞﾉ ｻｴ 静　岡 武庫川女子大 1 2001/6/10 3.60
10 女子 棒高跳 2027 木澤　仁海 ｷｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 埼　玉 城西大 1 2001/4/12 '3.60
10 女子 棒高跳 2144 金子　茉央 ｶﾈｺ ﾏｵ 香　川 福岡大 1 2001/5/20 '3.60
10 女子 棒高跳 2111 田畑　奈都希 ﾀﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 和歌山 神戸大 1 2001/7/7 '3.60

1 女子 走幅跳 2043 高良　彩花 ｺｳﾗ ｱﾔｶ 兵　庫 筑波大 2 2001/3/22 '6.35
2 女子 走幅跳 2077 中津川　亜月 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 静　岡 横浜国立大 1 2001/6/28 '6.16
3 女子 走幅跳 2104 北田　莉亜 ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大　阪 関西学院大 1 2001/8/9 6.11
4 女子 走幅跳 2151 神田　あやの ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮　崎 西池AC 2001/10/10 '6.06
5 女子 走幅跳 2062 藤山　有希 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川 日本体育大 1 2001/7/3 '6.03
6 女子 走幅跳 2129 本多　佑莉 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾘ 広　島 環太平洋大 1 2001/5/22 '5.96
7 女子 走幅跳 2030 鞍田　沙耶佳 ｸﾗﾀ ｻﾔｶ 石　川 駿河台大 1 2001/6/13 '5.90
8 女子 走幅跳 2120 有本　吏里 ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 1 2001/4/4 '5.89
9 女子 走幅跳 2123 吉田　真美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾐ 香　川 武庫川女子大 1 2002/3/19 5.87
10 女子 走幅跳 2145 吉田　美優 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 徳　島 福岡大 1 2001/6/22 '5.86
11 女子 走幅跳 2052 大熊　楓 ｵｵｸﾏ ｶｴﾃﾞ 千　葉 東京女子体育大 1 2001/12/25 '5.85
12 女子 走幅跳 2034 𠮷岡　里紗 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 奈　良 中央大 1 2001/10/3 '5.82

1 女子 三段跳 2104 北田　莉亜 ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大　阪 関西学院大 1 2001/8/9 12.78
2 女子 三段跳 2068 小寺　波音 ｺﾃﾞﾗ ﾊﾉﾝ 愛　知 日本女子体育大 1 2002/1/18 '12.72
3 女子 三段跳 2045 佐伯　舞子 ｻｲｷ ﾏｲｺ 長　崎 筑波大 1 2002/3/13 '12.64
4 女子 三段跳 2077 中津川　亜月 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 静　岡 横浜国立大 1 2001/6/28 '12.60
5 女子 三段跳 2004 野﨑　菜優 ﾉｻﾞｷ ﾅﾕ 福　島 県南陸協 2001/4/14 '12.56
6 女子 三段跳 2146 東口　ゆう ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾕｳ 福　岡 福岡大 1 2001/7/27 '12.51
7 女子 三段跳 2024 加藤　綾乃 ｶﾄｳ ｱﾔﾉ 千　葉 順天堂大 1 2001/9/13 '12.50
8 女子 三段跳 2030 鞍田　沙耶佳 ｸﾗﾀ ｻﾔｶ 石　川 駿河台大 1 2001/6/13 '12.48
9 女子 三段跳 2059 鴨下　若菜 ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 埼　玉 日本体育大 1 2001/5/19 '12.47
10 女子 三段跳 2123 吉田　真美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾐ 香　川 武庫川女子大 1 2002/3/19 12.43
11 女子 三段跳 2003 為岡　杏奈 ﾀﾒｵｶ ｱﾝﾅ 兵　庫 Windup 2001/8/1 '12.39
12 女子 三段跳 2126 藤田　詩乃 ﾌｼﾞﾀ ｼﾉ 京　都 立命館大 1 2001/5/3 12.31
12 女子 三段跳 2147 石山　礼菜 ｲｼﾔﾏ ﾚｲﾅ 熊　本 福岡大 1 2001/4/29 '12.31

1 女子 砲丸投（4.0kg） 2074 廣島　愛亜梨 ﾋﾛｼﾏ ﾒｱﾘ 大　阪 日本大 1 2002/2/13 15.17
2 女子 砲丸投（4.0kg） 2143 秋山　愛莉 ｱｷﾔﾏ ｱｲﾘ 静　岡 福岡大 1 2001/4/17 '14.94
3 女子 砲丸投（4.0kg） 2137 久保田　亜由 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ 北海道 九州共立大 1 2001/7/22 '14.36
4 女子 砲丸投（4.0kg） 2036 西山　藍那 ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ 北海道 筑波大 1 2001/7/22 '14.14
5 女子 砲丸投（4.0kg） 2053 鶴見　萌々子 ﾂﾙﾐ ﾓﾓｺ 東　京 東京女子体育大 1 2001/5/31 '13.55
5 女子 砲丸投（4.0kg） 2103 岩本　真波 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 奈　良 大阪体育大 1 2001/8/12 '13.55

U20：女子砲丸投

U20：女子100mH

U20：女子400mH

U20：女子走高跳

U20：女子棒高跳

U20：女子走幅跳

U20：女子三段跳



7 女子 砲丸投（4.0kg） 2071 菊池　聖奈 ｷｸﾁ ｾﾅ 青　森 日本大 1 2002/2/10 '13.51
8 女子 砲丸投（4.0kg） 2101 山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大　阪 大阪体育大 1 2002/1/14 '13.47
9 女子 砲丸投（4.0kg） 2001 鈴木　由羅 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 静　岡 静岡陸協 2001/6/8 '13.27
10 女子 砲丸投（4.0kg） 2135 鳴滝　美咲 ﾅﾙﾀｷ ﾐｻｷ 兵　庫 鹿屋体育大 2 2001/1/12 '13.08
11 女子 砲丸投（4.0kg） 2136 平野　鈴葉 ﾋﾗﾉ ｽｽﾞﾊ 長　崎 鹿屋体育大 1 2001/10/21 '12.93
12 女子 砲丸投（4.0kg） 2082 田原　未唯奈 ﾀﾊﾗ ﾐｲﾅ 静　岡 流通経済大 1 2001/5/11 '12.85

1 女子 円盤投（1.0kg） 2002 近藤　未空 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 愛　知 ﾄﾖﾀ自動車 2001/6/24 '46.50
2 女子 円盤投（1.0kg） 2071 菊池　聖奈 ｷｸﾁ ｾﾅ 青　森 日本大 1 2002/2/10 '45.92
3 女子 円盤投（1.0kg） 2036 西山　藍那 ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ 北海道 筑波大 1 2001/7/22 '44.30
4 女子 円盤投（1.0kg） 2149 奈須　貴子 ﾅｽ ﾀｶｺ 大　分 福岡大 1 2001/5/16 '44.29
5 女子 円盤投（1.0kg） 2074 廣島　愛亜梨 ﾋﾛｼﾏ ﾒｱﾘ 大　阪 日本大 1 2002/2/13 43.44
6 女子 円盤投（1.0kg） 2133 石岡　妃瀬 ｲｼｵｶ ﾋﾅｾ 青　森 鹿屋体育大 1 2001/10/16 '42.93
7 女子 円盤投（1.0kg） 2102 中瀬　綺音 ﾅｶｾ ｱﾔﾈ 大　阪 大阪体育大 1 2001/12/27 '42.64
8 女子 円盤投（1.0kg） 2048 甲斐　涼 ｶｲ ｽｽﾞ 宮　崎 東海大 1 2001/6/28 '41.74
9 女子 円盤投（1.0kg） 2053 鶴見　萌々子 ﾂﾙﾐ ﾓﾓｺ 東　京 東京女子体育大 1 2001/5/31 '41.34
10 女子 円盤投（1.0kg） 2081 森　美優 ﾓﾘ ﾐﾕｳ 茨　城 流通経済大 1 2001/7/9 '41.12
11 女子 円盤投（1.0kg） 2119 木虎　莉奈 ｷﾄﾗ ﾘﾅ 奈　良 東大阪大 2 2001/1/30 40.69

1 女子 ハンマー投（4.0kg） 2139 奥村　梨里佳 ｵｸﾑﾗ ﾘﾘｶ 奈　良 九州共立大 1 2001/7/8 '56.79
2 女子 ハンマー投（4.0kg） 2098 永井　楓花 ﾅｶﾞｲ ﾌｳｶ 兵　庫 中京大 2 2001/1/17 55.05
3 女子 ハンマー投（4.0kg） 2130 吉川　愛莉 ﾖｼｶﾜ ｱｲﾘ 香　川 四国学院大 1 2002/3/25 '53.86
4 女子 ハンマー投（4.0kg） 2047 中務　真衣 ﾅｶﾂｶｻ ﾏｲ 神奈川 東海大 2 2001/2/22 '53.36
5 女子 ハンマー投（4.0kg） 2096 稲垣　愛結 ｲﾅｶﾞｷ ｱﾕ 秋　田 中京大 1 2001/7/13 '53.15
6 女子 ハンマー投（4.0kg） 2089 大久保　春香 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 愛　知 岐阜協立大 2 2001/2/9 '52.85
7 女子 ハンマー投（4.0kg） 2142 中村　ののか ﾅｶﾑﾗ ﾉﾉｶ 大　分 九州共立大 1 2001/8/11 '52.62
8 女子 ハンマー投（4.0kg） 2105 西村　南 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ 京　都 京都産業大 1 2001/6/7 52.36
9 女子 ハンマー投（4.0kg） 2125 中嶋　美羽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ 福　井 立命館大 1 2001/6/8 52.33
10 女子 ハンマー投（4.0kg） 2132 吉田　桃望 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾐ 岡　山 広島大 1 2002/2/24 '52.11
11 女子 ハンマー投（4.0kg） 2140 勝冶　玲海 ｶﾂﾔ ﾚﾐ 広　島 九州共立大 1 2001/6/29 52.10
12 女子 ハンマー投（4.0kg） 2042 平岩　志萌 ﾋﾗｲﾜ ｼﾎ 愛　知 筑波大 1 2001/5/10 '51.93

1 女子 やり投（600g） 2072 奈良岡　翠蘭 ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 青　森 日本大 2 2001/3/4 '55.59
2 女子 やり投（600g） 2086 木村　玲奈 ｷﾑﾗ ﾚｲﾅ 滋　賀 新潟医療福祉大 1 2001/9/7 '52.84
3 女子 やり投（600g） 2138 高橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 兵　庫 九州共立大 1 2001/10/4 52.63
4 女子 やり投（600g） 2097 石垣　綾香 ｲｼｶﾞｷ ｱﾔｶ 愛　知 中京大 2 2001/1/29 '52.04
5 女子 やり投（600g） 2141 中村　結香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲｶ 福　岡 九州共立大 2 2001/2/20 '51.96
6 女子 やり投（600g） 2039 内田　萌奈 ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅ 千　葉 筑波大 1 2001/9/4 '51.55
7 女子 やり投（600g） 2093 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知 至学館大 1 2001/11/15 '50.92
8 女子 やり投（600g） 2095 山形　智香 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄﾓｶ 青　森 中京大 1 2001/4/25 '50.24
9 女子 やり投（600g） 2054 阿部　汐莉 ｱﾍﾞ ｼｵﾘ 東　京 東京女子体育大 1 2001/11/1 '47.71
10 女子 やり投（600g） 2035 亀井　桜 ｶﾒｲ ｻｸﾗ 大　分 中央大 2 2001/3/18 '46.46
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