
種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

1 村岡　裕斗 ムラオカ　ユウト 福岡県 九産大付九産 2 高校 10.51

2 由井　響 ユイ　ヒビキ 山梨県 都留 2 高校 10.54

3 大橋　明翔 オオハシ　アキト 岐阜県 大垣工 3 高校 10.56

4 杉田　博紀 スギタ　ヒロキ 宮崎県 宮崎工 2 高校 10.58

4 田邉　隼門 タナベ　ハヤト 愛知県 中京大中京 2 高校 10.58

6 富樫　竜輝 トガシ　リュウキ 埼玉県 武南 2 高校 10.59

7 成島　陽紀 ナルシマ　ハルキ 茨城県 東洋大牛久 3 高校 10.61

7 神戸　毅裕 ゴウド　タケヒロ 東京都 明星学園 2 高校 10.61

9 香山　勇輝 カヤマ　ユウキ 愛知県 中京大中京 2 高校 10.64

9 宮武　サリームラリー ミヤタケ　サリームラリー 埼玉県 朝霞西 3 高校 10.64

11 奥野　楓馬 オクノ　フウマ 石川県 星稜 2 高校 10.66 10.76

11 三辻　友哉 ミツジ　トモヤ 千葉県 東海大望洋 2 高校 10.66 10.80

11 千田　海人 チダ　カイト 岩手県 花巻東 1 高校 10.66 10.85

11 木村　峻也 キムラ　シュンヤ 新潟県 新潟産大附 2 高校 10.66 10.87

15 エケ　ジュニア瑠音 エケ　ジュニアルオ 北海道 北海道栄 2 高校 10.67

15 谷藤　海友 タニフジ　カイト 愛知県 豊川 2 高校 10.67

15 中川　雅樂 ナカガワ　ウタ 兵庫県 川西緑台 2 高校 10.67

18 桒名　正道 クワナ　マサミチ 宮城県 仙台育英 2 高校 10.68

19 児玉　瑛貴 コダマ　エイキ 和歌山県 和歌山北 2 高校 10.69

19 髙見　陸亜 タカミ　リクア 兵庫県 姫路 2 高校 10.69

19 坂本　拓望 サカモト　タクミ 岡山県 岡山商大附 2 高校 10.69

19 水野　琉之介 ミズノ　リュウノスケ 北海道 立命館慶祥 1 高校 10.69

23 川口　大輝 カワグチ　ダイキ 奈良県 五條 3 高校 10.70

23 岡本　悠弥 オカモト　ユウヤ 和歌山県 和歌山工 2 高校 10.70

25 深山　創希 フカヤマ　ソウキ 長崎県 口加 2 高校 10.71

25 齊藤　歩 サイトウ　アユム 静岡県 知徳 3 高校 10.71

25 山下　遥也 ヤマシタ　ハルヤ 千葉県 市立船橋 2 高校 10.71

25 中峰　航 ナカミネ　コウ 宮崎県 宮崎北 2 高校 10.71

25 小島　拓真 コジマ　タクマ 愛知県 名古屋大谷 2 高校 10.71

30 大石　凌功 オオイシ　リク 京都府 洛南 2 高校 10.72

31 柴田　怜人 シバタ　レイト 滋賀県 草津東 2 高校 10.73

31 津田　伊万 ツダ　イバン 京都府 洛南 1 高校 10.73

33 池嶋　公清 イケジマ　コウセイ 茨城県 つくば秀英 3 高校 10.74

33 松宮　武蔵 マツミヤ　ムサシ 奈良県 奈良育英 1 高校 10.74

33 松下　烈 マツシタ　レツ 静岡県 静岡 2 高校 10.74

36 片原　一輝 カタハラ　カズキ 富山県 富山商 2 高校 10.75

37 万前　瑞葵 マンゼン　ミズキ 愛知県 安城学園 2 高校 10.76

38 臼木　大悟 ウスキ　ダイゴ 長崎県 希望が丘高等 2 高校 10.77

39 植松　瑞希 ウエマツ　ミズキ 鳥取県 鳥取中央育英 2 高校 10.78

40 高柳　唯人 タカヤナギ　ユイト 茨城県 水戸工 3 高校 10.79 10.79-10.81
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1 髙須　楓翔 タカス　フウト 千葉県 成田 2 高校 33.54

2 平川　慧 ヒラカワ　キラ 沖縄県 コザ高 1 高校 33.67

3 冨永　湧平 トミナガ　ユウヘイ 福岡県 東福岡 2 高校 33.73

3 矢島　諒 ヤジマ　リョウ 岐阜県 市立岐阜商 3 高校 33.73

5 川崎　秀智 カワサキ　ヒデトモ 佐賀県 武雄 2 高校 33.88

6 西岡　蓮太郎 ニシオカ　レンタロウ 香川県 四学香川西 2 高校 33.95

7 森川　葉月 モリカワ　ハヅキ 岡山県 玉野光南 2 高校 34.05

8 髙橋　大地 タカハシ　ダイチ 愛知県 中京大中京 2 高校 34.10

9 石田　大河 イシダ　タイガ 岐阜県 岐阜聖徳 2 高校 34.12

10 留目　陽輔 トドメ　ヨウスケ 群馬県 GKA 2 高校 34.15

11 山本　嶺心 ヤマモト　レイシン 京都府 洛南 2 高校 34.20

12 渋谷　寛也 シブタニ　ヒロヤ 青森県 木造 3 高校 34.23

13 清水　壮 シミズ　タケル 東京都 東京 2 高校 34.25

13 清水　徹 シミズ　テツ 北海道 北海道栄 2 高校 34.25

15 西森　天飛 ニシモリ　ヒロト 宮崎県 延岡星雲 2 高校 34.26

16 櫻井　凪人 サクライ　ナギト 群馬県 前橋育英 2 高校 34.28

17 榊原　聡真 サカキバラ　ソウマ 愛知県 豊川 2 高校 34.30

17 林　申雅 ハヤシ　シンヤ 大阪府 大塚 2 高校 34.30

19 青西　勇樹 アオニシ　ユウキ 滋賀県 比叡山 2 高校 34.31

20 齋藤　慧舟 サイトウ　ケイシュウ 福島県 日大東北 2 高校 34.32

21 鷹羽　柊弥 タカバ　シュウヤ 岩手県 盛岡四 3 高校 34.33

22 佐藤　鈴音 サトウ　レオン 千葉県 松戸六実 3 高校 34.45

23 間渕　秀康 マブチ　ヒデヤス 京都府 洛南 2 高校 34.46

24 渡辺　蓮音 ワタナベ　レオン 新潟県 新潟明訓 1 高校 34.47

25 村田　真一朗 ムラタ　シンイチロウ 徳島県 鳴門渦潮 2 高校 34.49

26 川又　碧仁 カワマタ　アオト 大阪府 関大北陽 2 高校 34.50

27 西元　鈴之進 ニシモト　スズノシン 鹿児島県 楠隼 2 高校 34.62

28 小池　真生 コイケ　マオ 福井県 北陸 2 高校 34.63

29 塩味　奏来 シオミ　ソラ 埼玉県 立教新座 2 高校 34.69

30 森田　陽樹 モリタ　ハルキ 埼玉県 早大本庄 2 高校 34.70

30 門野　大智 カドノ　ダイチ 埼玉県 聖望 3 高校 34.70

32 藤山　健伸 フジヤマ　ケンシン 岡山県 玉野光南 2 高校 34.74

33 奥谷　拓征 オクタニ　タクセイ 奈良県 奈良育英 2 高校 34.75

34 照屋　尚大 テルヤ　タカヒロ 茨城県 東洋大牛久 3 高校 34.77

35 牧野　光晟 マキノ　コウセイ 岐阜県 大垣商 3 高校 34.82

36 河合　敏斗 カワイ　ハヤト 大分県 大分東明 1 高校 34.84

37 島戸　心 シマト　シン 福岡県 東筑紫 2 高校 34.85

38 高倉　昂生 タカクラ　コウキ 愛知県 岡崎城西 2 高校 34.86

39 古賀　蒼空 コガ　ソラ 長崎県 長崎日本大学 2 高校 34.92

40 小島　颯太 コジマ　ソウタ 愛知県 岡崎城西 2 高校 34.95
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1 服部　由弥 ハットリ　ユウヤ 神奈川県 法政二 2 高校 1:51.14

2 小瀬　堅大 コセ　ケンタ 埼玉県 川口市立 2 高校 1:51.31

3 中津　瑛斗 ナカツ　アキト 愛知県 大府東 3 高校 1:51.50

4 杉本　仁 スギモト　ジン 愛知県 中京大中京 2 高校 1:51.72

5 尾﨑　哉太 オザキ　カナタ 愛媛県 今治北 2 高校 1:52.01

6 丹治　光太郎 タンジ　コウタロウ 滋賀県 米原 3 高校 1:52.02

7 大竹　爾喜 オオタケ　ニキ 東京都 立教池袋 2 高校 1:52.45

8 平本　光紀 ヒラモト　コウキ 山口県 下関中等 3 高校 1:52.50

9 岩野　史弥 イワノ　フミヤ 大阪府 履正社 2 高校 1:52.79

10 加世堂　懸 カセドウ　カケル 宮城県 仙台育英 2 高校 1:52.96

11 盛　耕太朗 モリ　コウタロウ 愛知県 岡崎城西 2 高校 1:53.08

12 林　愛斗 ハヤシ　アイト 千葉県 船橋芝山 2 高校 1:53.17

13 鈴木　奥介 スズキ　オウスケ 千葉県 東海大浦安 2 高校 1:53.49

14 松本　圭吾 マツモト　ケイゴ 兵庫県 滝川第二 2 高校 1:53.53

15 廣田　奏 ヒロタ　カナデ 奈良県 添上 2 高校 1:54.02

16 山田　直希 ヤマダ　ナオキ 愛知県 中京大中京 2 高校 1:54.23

17 水嶋　優斗 ミズシマ　ユウト 東京都 高輪 2 高校 1:54.45

18 北村　隆之介 キタムラ　リュウノスケ 長野県 佐久長聖 3 高校 1:54.54

19 渋江　翔太 シブエ　ショウタ 神奈川県 法政二 2 高校 1:54.55

20 宗安　幸誠 ムネヤス　コウセイ 大分県 杵築 2 高校 1:54.78

21 高橋　コウ タカハシ　コウ 静岡県 韮山高校 3 高校 1:54.87

22 吉山　誠 ヨシヤマ　マコト 大阪府 大塚 2 高校 1:55.20

23 後藤　遼河 ゴトウ　リョウガ 岐阜県 麗澤瑞浪 2 高校 1:55.54

24 宮村　友也 ミヤムラ　トモヤ 京都府 京都文教 2 高校 1:55.73

25 武藤　旺太朗 ムトウ　オウタロウ 神奈川県 川崎市立橘 2 高校 1:55.87

1 大濱　逞真 オオハマ　タクマ 宮城県 仙台育英 1 高校 8:18.56

2 山本　悠 ヤマモト　ハルカ 広島県 鶴学園クラブ 0 一般 8:20.72

3 野沢　悠真 ノザワ　ユウマ 宮城県 利府 3 高校 8:21.19

4 黒田　朝日 クロダ　アサヒ 岡山県 玉野光南 3 高校 8:21.35

5 間瀬田　純平 マセダ　ジュンペイ 佐賀県 鳥栖工 3 高校 8:22.03

6 植阪　嶺児 ウエサカ　レイジ 奈良県 智辯カレッジ 2 高校 8:22.98

7 滝本　朗史 タキモト　アキフミ 奈良県 智辯カレッジ 2 高校 8:23.55

8 マッキャーン　将人 マッキャーン　マサト 愛知県 中京大中京 3 高校 8:24.26

9 工藤　信太朗 クドウ　シンタロウ 岩手県 一関学院 2 高校 8:24.27

10 森　稜真 モリ　リョウマ 福井県 敦賀気比 2 高校 8:27.10

11 笠原　大輔 カサハラ　ダイスケ 佐賀県 鳥栖工 2 高校 8:27.76

12 大西　柊太朗 オオニシ　シュウタロウ 宮城県 仙台育英 2 高校 8:28.16

13 新田　涼晴 アラタ　リョウセイ 岐阜県 中京 2 高校 8:28.40

14 谷口　颯太 タニグチ　ソウタ 佐賀県 鳥栖工 2 高校 8:28.66
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1 西　徹朗 ニシ　テツロウ 愛知県 名古屋高 3 高校 13.57

2 田原　歩睦 タハラ　アユム 奈良県 奈良育英 2 高校 13.87

3 打田　快生 ウチダ　カイセイ 三重県 皇學館 2 高校 13.99

4 紺野　稜真 コンノ　リョウマ 山形県 九里学園 2 高校 14.09

5 高橋　良 タカハシ　リョウ 神奈川県 東海大相模 2 高校 14.12

6 富田　幹斗 トミタ　カント 静岡県 小笠 3 高校 14.15

7 廣冨　葵士 ヒロトミ　アト 北海道 広尾 2 高校 14.21

8 山田　晃誠 ヤマダ　コウセイ 東京都 東京 2 高校 14.22

9 藤本　竜飛 フジモト　リュウヒ 福岡県 東福岡 2 高校 14.23

9 蔭地　正平 オンヂ　ショウヘイ 長崎県 長崎南山 3 高校 14.24

9 南本　陸斗 ミナミモト　リクト 京都府 洛南 2 高校 14.24

12 瀬戸　玲史 セト　レイジ 大阪府 春日丘 2 高校 14.27

12 濱﨑　達哉 ハマサキ　タツヤ 熊本県 熊本工 3 高校 14.27

12 牧　俊佑 マキ　シュンスケ 大阪府 近大附 2 高校 14.27

15 竹内　洸貴 タケウチ　コウキ 茨城県 茨城キリスト 3 高校 14.28

15 中井　翔太 ナカイ　ショウタ 兵庫県 姫路南 2 高校 14.28

17 木村　烈 キムラ　レツ 兵庫県 豊岡総合 3 高校 14.31

18 西山　兼人 ニシヤマ　ケント 埼玉県 昌平 2 高校 14.32

18 宮田　龍昇 ミヤタ　リュウセイ 北海道 函大有斗 2 高校 14.32

20 工藤　晴斗 クドウ　ハルト 埼玉県 花咲徳栄 2 高校 14.35

21 竹内　智輝 タケウチ　トモキ 千葉県 国分 2 高校 14.44

22 奥野　圭佑 オクノ　ケイスケ 福岡県 福岡魁誠 3 高校 14.45

22 西田　英史 ニシダ　ヒデフミ 兵庫県 社 2 高校 14.45

24 高橋　諒 タカハシ　リョウ 東京都 桐朋 1 高校 14.47

24 見山　大翔 ミヤマ　ヒロト 新潟県 新潟明訓 2 高校 14.47

26 嶋渡　涼太 シマド　リョウタ 滋賀県 比叡山 2 高校 14.50

27 高橋　大史 タカハシ　タイシ 山形県 山形中央 1 高校 14.51

28 岸岡　龍生 キシオカ　リュウ 京都府 花園 2 高校 14.52

29 河北　柊真 カワキタ　トウマ 三重県 皇學館 2 高校 14.58

29 村元　大翔 ムラモト　ダイト 青森県 青森北 2 高校 14.58

31 滝内　翔太 タキウチ　ショウタ 福島県 いわき光洋 2 高校 14.59

32 田中　洸希 タナカ　コウキ 大阪府 関大北陽 2 高校 14.60

32 梅田　空 ウメダ　ソラ 京都府 峰山 2 高校 14.60

34 谷口　聡汰 タニグチ　ソウタ 福井県 北陸 2 高校 14.61

35 宜保　駆 ギボ　ラン 沖縄県 那覇西 3 高校 14.64

36 藤下　海里 フジシタ　カイリ 鹿児島県 鹿児島 2 高校 14.66

37 松岡　大夢 マツオカ　ダイム 三重県 津西 2 高校 14.70

38 永井　侑太 ナガイ　ユウタ 宮崎県 宮崎第一 1 高校 14.75

39 長井　颯馬 ナガイ　フウマ 群馬県 前橋 2 高校 14.80

40 内藤　恭祐 ナイトウ　キョウスケ 山梨県 都留 2 高校 14.82
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1 中島　陽基 ナカシマ　ハルキ 福岡県 東福岡 3 高校 36.30

2 今西　亮太 イマニシ　リョウタ 福島県 葵 2 高校 36.87

3 川尻　太一 カワシリ　タイチ 埼玉県 川口市立 2 高校 37.27

4 渕上　翔太 フチガミ　ショウタ 福岡県 東福岡 1 高校 37.34

5 森　大喜 モリ　タイキ 滋賀県 草津東 3 高校 37.65

6 小栁　新 コヤナギ　カナタ 長崎県 長崎日本大学 2 高校 37.73

7 増井　幸輝 マスイ　コウキ 石川県 星稜 3 高校 37.86

8 佐藤　唯 サトウ　ユイ 福島県 日大東北 2 高校 38.12

9 酒井　春名 サカイ　ハルナ 兵庫県 社 2 高校 38.25

10 三柳　遥暉 ミツヤナギ　ハルキ 石川県 鵬学園 2 高校 38.29

11 油谷　陽輝 アブラタニ　ハルキ 香川県 四学香川西 3 高校 38.41

12 菊永　拓夢 キクナガ　タクム 三重県 伊勢 2 高校 38.54 38.87

12 五島　陸 ゴトウ　リク 愛知県 岡崎学園 3 高校 38.54 39.54

14 松丸　健太朗 マツマル　ケンタロウ 群馬県 前橋育英 2 高校 38.56

15 大川内　一真 オオカワチ　カズマ 佐賀県 致遠館 2 高校 38.61

16 戸島　千駿 トシマ　チハヤ 秋田県 大曲 2 高校 38.68

17 鈴木　彰吾 スズキ　ショウゴ 新潟県 新潟明訓 2 高校 38.73

18 村上　諒 ムラカミ　リョウ 広島県 広島なぎさ 2 高校 38.89

19 梅原　巧 ウメハラ　タクミ 静岡県 知徳 3 高校 38.90

20 平田　和 ヒラタ　アイ 鹿児島県 松陽 2 高校 38.97

21 木菱　翔太 キビシ　ショウタ 新潟県 長岡大手 3 高校 39.11

22 武藤　優飛 ムトウ　ユウヒ 北海道 北海 2 高校 39.54

23 中道　大貴 ナカミチ　ダイキ 静岡県 東海大翔洋 2 高校 39.61

24 津田　恭兵 ツダ　キョウヘイ 福岡県 九産大付九産 2 高校 39.63

25 堤　大翔 ツツミ　ヒロト 埼玉県 春日部東 2 高校 39.88

26 冨山　詞央 トミヤマ　シオウ 愛知県 豊川 2 高校 39.96

27 福田　航大 フクタ　コウダイ 岐阜県 済美 2 高校 40.27

1 田村　真裟斗 タムラ　マサト 福岡県 純真 3 高校 20:50.42

2 下池　将多郎 シモイケ　ショウタロウ 鹿児島県 鹿児島工 2 高校 20:50.81

3 森田　龍道 モリタ　リュウドウ 高知県 高知工 3 高校 21:22.73

4 谷脇　涼太 タニワキ　リョウタ 高知県 高知工 3 高校 21:44.59

5 石田　力也 イシダ　リキヤ 鹿児島県 鹿児島 3 高校 21:52.61

6 長田　悠吾 ナガタ　ユウゴ 奈良県 智辯カレッジ 2 高校 21:56.11

7 森岡　寛 モリオカ　ヒロシ 奈良県 智辯カレッジ 2 高校 21:58.46

8 那須　智太 ナス　トモヒロ 千葉県 我孫子 3 高校 21:59.36

9 高橋　優喜 タカハシ　ユウキ 静岡県 浜松北 2 高校 22:07.70

10 梅田　和宏 ウメダ　カズヒロ 大阪府 大体大浪商 2 高校 22:17.72

11 津田　翔太郎 ツダ　ショウタロウ 高知県 高知工 2 高校 22:51.82

12 山下　結人 ヤマシタ　ユウト 兵庫県 西脇工 2 高校 22:53.95

男子300mH
(91.4cm_35.0m)

男子3000mW



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 チュクネレ　ジョエル優人 チュクネレ　ジョエルユウト 千葉県 八千代松陰 2 高校 2.14

2 佐藤　卓巳 サトウ　タクミ 群馬県 市立前橋 1 高校 2.07

2 梅原　優太郎 ウメハラ　ユウタロウ 千葉県 成田 2 高校 2.07

2 原口　颯太 ハラグチ　ソウタ 宮崎県 宮崎農 2 高校 2.07

5 須﨑　遥也 スザキ　ハルヤ 香川県 丸亀 2 高校 2.06

5 伊藤　碧生 イトウ　アオイ 静岡県 浜松開誠館 2 高校 2.06

7 中田　陽 ナカダ　ハル 埼玉県 武南 2 高校 2.05

8 髙田　遼雅 タカダ　リョウガ 栃木県 宇都宮北 3 高校 2.04

8 小西　翔太 コニシ　ショウタ 兵庫県 滝川第二 3 高校 2.04

10 吉田　優歌 ヨシダ　ユタ 宮城県 宮城一 2 高校 2.03 2.01-1.97-1.94-1.93

10 古澤　侑也 フルサワ　ユウヤ 滋賀県 彦根翔西館 2 高校 2.03 1.98-1.97-1.96

10 出口　裕人 デグチ　ユウト 三重県 伊勢工 2 高校 2.03 1.98-1.95-1.92

10 新山　創大 ニイヤマ　ソウタ 大阪府 関大北陽 1 高校 2.03 1.92-1.88-1.75-1.75

14 堀切　聡馬 ホリキリ　ソウマ 東京都 足立 3 高校 2.02

14 福士　湊 フクシ　ミナト 東京都 明星学園 1 高校 2.02

16 永井　隆斗 ナガイ　リュウト 秋田県 秋田西 3 高校 2.01

16 内野　秀喜 ウチノ　ヒデキ 東京都 明星学園 2 高校 2.01

18 山中　健太 ヤマナカ　ケンタ 神奈川県 旭丘 2 高校 2.00

19 小野澤　佑 オノザワ　ユウ 埼玉県 昌平 2 高校 1.99

19 中村　楓馬 ナカムラ　フウマ 埼玉県 昌平 1 高校 1.99

21 杉山　丈一郎 スギヤマ　ジョウイチロウ 熊本県 熊本西 2 高校 1.98

22 東島　礼治 トウジマ　レイジ 千葉県 敬愛学園 2 高校 1.97

22 山口　貴也 ヤマグチ　タカヤ 京都府 堀川 2 高校 1.97

24 平野　海吏 ヒラノ　カイリ 静岡県 東海大翔洋 2 高校 1.96

1 渡邉　瑛斗 ワタナベ　エイト 大阪府 大塚 2 高校 5.05

2 篠塚　浩斗 シノツカ　ヒロト 千葉県 成田 3 高校 5.02

3 宮地　築 ミヤジ　キヅク 香川県 高松工芸 3 高校 5.00

3 菅野　航太 スガノ　コウタ 岩手県 黒沢尻工 2 高校 5.00

5 三浦　温隼 ミウラ　ハルト 静岡県 磐田南 2 高校 4.80

5 鈴木　天我 スズキ　テンガ 静岡県 浜松商 3 高校 4.80

5 手島　遼太 テシマ　リョウタ 群馬県 前橋育英 3 高校 4.80

8 吉内　渉 ヨシウチ　ワタル 鹿児島県 鹿児島南 3 高校 4.71

9 吉田　陸哉 ヨシダ　リクヤ 奈良県 王寺工 2 高校 4.70 4.70-4.70-4.65-4.60-4.60-4.60

9 原田　隼斗 ハラダ　ハヤト 香川県 観音寺一 2 高校 4.70 4.70-4.70-4.60-4.60-4.60-4.52

9 大竹　礼士 オオタケ　レイジ 福島県 福島成蹊 2 高校 4.70 4.70-4.60-4.60-4.60-4.50-4.50

9 渡部　佳澄 ワタナベ　ケイト 愛媛県 松山北 2 高校 4.70 4.70-4.60-4.60-3.30

9 大西　健介 オオニシ　ケンスケ 三重県 皇學館 3 高校 4.70 4.70-4.60-4.50-4.50-4.40-4.40

9 北田　琉偉 キタダ　ルイ 大阪府 大塚 2 高校 4.70 4.70-4.50-4.40-4.20

15 中島　迅帝 ナカジマ　ハヤテ 三重県 皇學館 2 高校 4.60

15 林本　匠平 ハヤシモト　シュウヘイ 愛知県 中京大中京 2 高校 4.60

男子走高跳

男子棒高跳



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 深沢　瑞樹 フカサワ　ミズキ 静岡県 東海大翔洋 2 高校 7.72

2 田中　瑛一 タナカ　アキヒト 愛知県 豊橋南 2 高校 7.53

2 川上　亮磨 カワカミ　リョウマ 鹿児島県 鹿児島南 2 高校 7.53

4 吉田　正道 ヨシダ　マサミチ 兵庫県 姫路商 2 高校 7.45

5 渡邉　希 ワタナベ　ノゾミ 宮城県 仙台西 3 高校 7.43

6 平岡　泰那 ヒラオカ　ダイナ 京都府 福知山 2 高校 7.35

7 福本　雅樹 フクモト　マサキ 三重県 亀山 3 高校 7.34

8 曲山　純平 マガリヤマ　ジュンペイ 福島県 日大東北 1 高校 7.30

9 片山　大地 カタヤマ　ダイチ 東京都 八王子 2 高校 7.29

10 津田　葵音 ツダ　アオト 石川県 金沢 3 高校 7.22

11 中村　大空 ナカムラ　ソラ 群馬県 東京農大二 2 高校 7.20

12 井倉　大翔 イクラ　ダイト 北海道 函館工 2 高校 7.19

13 細萱　颯生 ホソガヤ　サツキ 東京都 桐朋 1 高校 7.18

14 西迫　篤志 ニシサコ　アツシ 北海道 北見緑陵 2 高校 7.15

14 古賀　司 コガ　ツカサ 岡山県 岡山商大附 2 高校 7.15

14 脇本　誠也 ワキモト　セイヤ 奈良県 添上 2 高校 7.15

17 元木　涼介 モトキ　リョウスケ 京都府 洛南 1 高校 7.12

17 神　眞翔 ジン　マナト 青森県 青森北 2 高校 7.12

19 山下　壮太 ヤマシタ　ソウタ 広島県 神辺旭 2 高校 7.10

19 北原　大雅 キタハラ　タイガ 熊本県 熊本工 2 高校 7.10

21 針ヶ谷　昴汰 ハリガヤ　コウタ 群馬県 共愛学園 2 高校 7.09

22 上井　翼 ウワイ　ツバサ 鹿児島県 鹿児島 2 高校 7.08

22 樋野　絢真 ヒノ　ケンシン 広島県 神辺旭 2 高校 7.08

24 須藤　広征 ストウ　コウセイ 島根県 石見智翠館 2 高校 7.05

25 中村　駿介 ナカムラ　シュンスケ 山口県 南陽工 3 高校 7.02

26 森屋　裕生 モリヤ　ヒロキ 東京都 城東 2 高校 7.01

男子走幅跳



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 宮尾　真仁 ミヤオ　マナト 京都府 洛南 2 高校 15.73

2 吉田　康晟 ヨシダ　コウセイ 徳島県 富岡東 2 高校 15.10

3 河田　桐也 カワタ　トウヤ 岡山県 玉野光南 3 高校 15.03

4 俵　颯悟 タワラ　ソウゴ 大分県 佐伯鶴城 2 高校 14.95

5 堤　拓斗 ツツミ　タクト 三重県 伊勢 2 高校 14.88

6 磯本　楓太 イソモト　フウタ 大阪府 泉北高 2 高校 14.85

7 礒井　亮輔 イソイ　リョウスケ 三重県 伊勢 2 高校 14.83

8 末藤　唯人 スエトウ　ユイト 大阪府 大塚 3 高校 14.78

9 藤田　都我 フジタ　トワ 静岡県 浜松商 3 高校 14.75

10 藤野　晃志 フジノ　コウシ 愛知県 岡崎 3 高校 14.73

11 太田　芳栄 オオタ　ヨシエイ 鹿児島県 鹿児島南 2 高校 14.64

12 菅野　翔太 スガノ　ショウタ 山口県 田部 3 高校 14.60

13 井上　晴陽 イノウエ　ハルヒ 高知県 高知農 3 高校 14.53

14 林田　悠吾 ハヤシダ　ユウゴ 佐賀県 龍谷 3 高校 14.52

15 藤田　憩 フジタ　ケイ 宮城県 仙台育英 2 高校 14.51

15 吉岡　涼夏 ヨシオカ　スズカ 京都府 西城陽 2 高校 14.51

17 宮田　晴人 ミヤタ　ハルト 兵庫県 北摂三田 3 高校 14.43

18 山下　然 ヤマシタ　ゼン 静岡県 浜松西 2 高校 14.33

19 谷口　陽斗 タニグチ　アキト 宮崎県 宮崎工 2 高校 14.33

20 谷野　優大 タニノ　ユウダイ 大阪府 咲くやこの花 2 高校 14.20

21 藤原　寧大 フジワラ　ネオ 兵庫県 姫路商 2 高校 14.19

22 德田　直斗 トクダ　ナオト 大阪府 大体大浪商 2 高校 14.16

22 中田　凱斗 ナカタ　カイト 京都府 北稜 1 高校 14.16

22 横井　大智 ヨコイ　ダイチ 愛知県 一宮 2 高校 14.16

25 植田　大貴 ウエダ　タイキ 長崎県 諫早農 3 高校 14.15

25 伊藤　陽楼斗 イトウ　ヒロト 北海道 北海道栄 2 高校 14.15

27 藤家　尚平 フジイエ　ショウヘイ 長崎県 長崎北陽台 2 高校 14.14

28 田中　康太郎 タナカ　コウタロウ 兵庫県 社 2 高校 14.13

29 藤本　謙伸 フジモト　ケンシン 兵庫県 社 1 高校 14.11 14.10

29 工藤　匠真 クドウ　ショウマ 京都府 乙訓 1 高校 14.11 13.92

男子三段跳



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 渡辺　豹冴 ワタナベ　ヒョウゴ 新潟県 開志国際 2 高校 16.56

2 山田　睴斗 ヤマダ　アキト 神奈川県 法政二 2 高校 16.31

3 東海林　慎也 トウカイリン　シンヤ 山形県 山形中央 2 高校 16.00

4 川田　悠貴 カワタ　ハルキ 京都府 久御山 3 高校 15.87

5 影田久保　隼人 カゲタクボ　ハヤト 岩手県 水沢第一 2 高校 15.73

6 山田　晃生 ヤマダ　コウセイ 新潟県 開志国際 3 高校 15.66

7 柴田　大二郎 シバタ　ダイジロウ 大阪府 太成学院 2 高校 15.53

8 泊　瑶平 トマリ　ヨウヘイ 大阪府 大阪 2 高校 15.38

9 大島　ブルースリー オオシマ　ブルースリー 和歌山県 海南 2 高校 15.28

10 阪本　健斗 サカモト　ケント 岐阜県 中津川工 2 高校 15.10

11 横尾　樹 ヨコオ　タツキ 千葉県 成田 2 高校 15.07

12 大浦　宏文 オオウラ　ヒロフミ 長崎県 長崎日本大学 2 高校 15.01

13 中松　暖弥 ナカマツ　ハルヤ 三重県 亀山 3 高校 14.98

14 木島　暖斗 キジマ　ハルト 埼玉県 坂戸西 3 高校 14.87

15 後籐　大晴 ゴトウ　タイセイ 北海道 恵庭南 2 高校 14.61

16 大野　祐介 オオノ　ユウスケ 大阪府 大体大浪商 2 高校 14.49

17 立田　弥 タテダ　ワタル 大阪府 大体大浪商 2 高校 14.38

18 水野　敬翔 ミズノ　ケイショウ 熊本県 熊本西 2 高校 14.24

19 岩城　結太 イワキ　ユウタ 和歌山県 紀央館 2 高校 14.21

1 小宮路　大隼 コミヤジ　ダイジュン 徳島県 生光学園 3 高校 50.94

2 山口　翔輝夜 ヤマグチ　トキヤ 兵庫県 社 2 高校 49.52

3 川上　蓮太郎 カワカミ　レンタロウ 大阪府 大塚 2 高校 46.29

4 益井　晴輝 マスイ　ハルキ 埼玉県 西武台 2 高校 46.28

5 原田　優飛 ハラダ　ユウヒ 兵庫県 明石商 3 高校 46.01

6 武井　夢叶 タケイ　ユウト 大阪府 咲くやこの花 2 高校 45.76

7 大原　颯太 オオハラ　ソウタ 鹿児島県 鹿児島南 2 高校 44.68

8 工藤　壮太 クドウ　ソウタ 福岡県 自由ケ丘 3 高校 44.57

9 豊原　健二郎 トヨハラ　ケンジロウ 茨城県 八千代 2 高校 44.42

10 山口　大雅 ヤマグチ　タイガ 大阪府 太成学院 3 高校 44.37

11 照屋　瑠亜 テルヤ　ルア 沖縄県 那覇西 2 高校 44.35

12 藤下　勇真 フジシタ　ユウマ 京都府 花園 2 高校 44.13

13 仁木　星之介 ニキ　セイノスケ 徳島県 生光学園 2 高校 44.00

14 池川　一哲 イケガワ　イッテツ 兵庫県 滝川第二 2 高校 43.93

15 門田　大樹 カドタ　ダイキ 奈良県 添上 2 高校 43.92

16 藤岡　広樹 フジオカ　ヒロキ 静岡県 浜松商 2 高校 43.68

17 内田　勘太 ウチダ　カンタ 北海道 北海道栄 2 高校 43.11

18 吉田　そら ヨシダ　ソラ 大阪府 大体大浪商 2 高校 43.06

19 兜森　琉 カブトモリ　リュウ 宮城県 柴田 2 高校 43.03

20 板山　光太朗 イタヤマ　コウタロウ 東京都 東京 2 高校 42.77

21 前田　佳穂 マエダ　ヨシオ 高知県 高知農 3 高校 42.66

22 難波　聖司 ナンバ　セイジ 岡山県 玉野光南 2 高校 41.89

23 安永　壮汰 ヤスナガ　ソウタ 福岡県 飯　塚 2 高校 41.83

24 大和田　健太 オオワダ　ケンタ 茨城県 東洋大牛久 2 高校 40.95

25 亀井　翔 カメイ　ショウ 山梨県 上野原 1 高校 40.14

男子砲丸投
(6.00kg)

男子円盤投
(1.75kg)



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 吉田　匠 ヨシダ　タクミ 徳島県 生光学園 3 高校 61.47

2 秋山　玲二郎 アキヤマ　レイジロウ 香川県 四学香川西 2 高校 60.92

3 菊地　龍馬 キクチ　リョウマ 福岡県 筑豊 3 高校 59.91

4 赤松　大地 アカマツ　ダイチ 山形県 創学館 3 高校 58.93

5 佐藤　大和 サトウ　ヤマト 岩手県 水沢第一 3 高校 57.02

6 日渡　陸斗 ヒワタシ　リクト 栃木県 真岡 2 高校 55.13

7 松園　拳真 マツゾノ　ケンシン 滋賀県 滋賀学園 2 高校 55.00

8 井上　康大 イノウエ　コウダイ 大分県 大分雄城台 3 高校 54.79

9 大澤　宙也 オオサワ　チュウヤ 東京都 府中工 3 高校 54.61

10 城代　三四郎 ジョウダイ　サンシロウ 福岡県 筑紫 2 高校 53.79

11 神戸　良介 カンベ　リョウスケ 愛知県 三好 2 高校 53.57

12 松田　太一 マツダ　タイチ 茨城県 霞ヶ浦 2 高校 53.24

13 中林　朋大 ナカバヤシ　トモヒロ 滋賀県 滋賀学園 2 高校 52.62

14 加藤　翔 カトウ　ショウ 宮城県 柴田 2 高校 52.16

15 宜野座　康生 ギノザ　コウセイ 沖縄県 中部商 2 高校 52.08

16 浅倉　龍風 アサクラ　リュウカ 東京都 保善 2 高校 51.29

17 菅原　将人 スガワラ　マサト 北海道 恵庭南 2 高校 50.45

1 宮田　陸翔 ミヤタ　リクト 千葉県 西武台千葉 2 高校 66.64

2 清野　康介 セイノ　コウスケ 山形県 山形市立商 2 高校 62.51

3 藥師寺　新 ヤクシジ　アラタ 大分県 大分雄城台 2 高校 62.46

4 青木　朋矢 アオキ　トモヤ 石川県 鵬学園 3 高校 62.24

5 山田　航大 ヤマダ　コウタ 岐阜県 市立岐阜商 3 高校 61.08

6 川口　翔 カワグチ　ショウ 和歌山県 紀央館 3 高校 60.48

7 高橋　祥 タカハシ　ショウ 秋田県 横手 2 高校 59.45

8 角野　陽一 カドノ　ヨウイチ 山口県 田部 3 高校 59.19

9 秋田　琉希 アキタ　リュウキ 三重県 稲生 2 高校 58.40

10 髙坂　蓮 タカサカ　レン 高知県 高知農 2 高校 58.06

11 久門　奨弥 クモン　ショウヤ 愛媛県 今治明徳 1 高校 57.93

12 坂田　陽 サカタ　ハル 青森県 弘前実業 2 高校 57.86

13 竹下　斗真 タケシタ　トウマ 長崎県 口加 2 高校 56.72

14 難波　颯太 ナンバ　ソウタ 香川県 四学香川西 3 高校 56.55

男子ハンマー投
(6.000kg)

男子やり投
(800g)



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 倉橋　美穂 クラハシ　ミホ 愛知県 中京大中京 3 高校 11.76

2 藏重　みう クラシゲ　ミウ 愛知県 中京大中京 2 高校 11.80

3 小松　このみ コマツ　コノミ 愛知県 安城学園 2 高校 11.81

4 山形　愛羽 ヤマガタ　アイハ 熊本県 熊本中央 1 高校 11.82

5 佐藤　葵唯 サトウ　アオイ 千葉県 市立船橋 2 高校 11.86

5 樋口　七海 ヒグチ　ナナミ 三重県 四日市商 2 高校 11.86

7 南　こはる ミナミ　コハル 奈良県 奈登美 1 高校 11.87

8 宮本　紗弥 ミヤモト　サヤ 広島県 福山葦陽 2 高校 11.88

9 エネ　ジェニファー エネ　ジェニファー 宮城県 仙台育英 2 高校 11.89

10 世古　綾葉 セコ　アヤハ 三重県 宇治山田商 2 高校 11.91

11 先村　若奈 サキムラ　ワカナ 山口県 高川学園 1 高校 11.93

12 沖　美月 オキ　ミツキ 愛知県 岡崎城西 3 高校 11.95 12.02

12 長澤　小雪 ナガサワ　コユキ 京都府 龍谷大平安 3 高校 11.95 12.16

14 森田　万稀 モリタ　マキ 千葉県 市立船橋 3 高校 11.96

14 長谷部　可蓮 ハセベ　カレン 東京都 明星学園 1 高校 11.96

16 中富　優依 ナカトミ　ユイ 宮崎県 延岡 1 高校 11.99

17 成田　朱里 ナリタ　アカリ 福島県 郡山 1 高校 12.03

18 島田　柚葉 シマダ　ユズハ 岡山県 倉敷商 2 高校 12.05

18 杉本　奈津希 スギモト　ナツキ 静岡県 駿河総合 2 高校 12.05

20 西藤　杏純 サイトウ　アズミ 兵庫県 滝川第二 1 高校 12.08

20 樋口　葵 ヒグチ　アオイ 千葉県 市立船橋 1 高校 12.08

22 供田　柚香 トモダ　ユカ 千葉県 市立船橋 2 高校 12.11

23 澤村　愛花 サワムラ　アイカ 北海道 白樺学園 2 高校 12.12

23 木村　美結 キムラ　ミユ 静岡県 東海大翔洋 1 高校 12.12

23 福田　桃子 フクダ　モモコ 群馬県 共愛学園 2 高校 12.12

26 東名　明紅 トウミョウ　アコ 岐阜県 済美 2 高校 12.15

27 濵部　莉帆 ハマベ　リホ 佐賀県 伊万里実 2 高校 12.16

27 藤木　志保 フジキ　シホ 和歌山県 桐蔭 2 高校 12.16

29 飛鷹　愛 ヒダカ　マナ 山口県 光 2 高校 12.17

30 國松　日向葵 クニマツ　ヒナキ 大阪府 咲くやこの花 1 高校 12.19

31 石渡　クリスティーナ京香 イシワタリ　クリスティーナケイカ 京都府 龍谷大平安 3 高校 12.20

女子100m



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 フロレス　アリエ フロレス　アリエ 静岡県 東海大翔洋 2 高校 38.93

2 赤坂　美玲 アカサカ　ミレイ 山形県 山形中央 2 高校 39.36

3 アケンタ　グロリア アケンタ　グロリア 千葉県 西武台千葉 2 高校 39.56

4 山内　そよ ヤマウチ　ソヨ 埼玉県 大宮東 2 高校 39.59

5 篠原　美咲 シノハラ　ミサキ 千葉県 市立船橋 2 高校 39.62

6 丹澤　来羽 タンザワ　ライハ 静岡県 日大三島 2 高校 39.63

7 後藤　夏凜 ゴトウ　カリン 愛媛県 八幡浜 2 高校 39.73

8 児島　柚月 コジマ　ユヅキ 京都府 西京 2 高校 39.75

9 渡邊　陽 ワタナベ　ミナミ 長崎県 長崎南 2 高校 39.80

10 明日山　結月 アケビヤマ　ユヅキ 福岡県 中村学園女子 2 高校 39.82

11 佐藤　志保里 サトウ　シホリ 北海道 遺愛女子 2 高校 39.86

12 岸本　冬羽 キシモト　フウ 京都府 京都橘 3 高校 39.94

13 三浦　夏恋 ミウラ　カレン 秋田県 秋田令和 1 高校 39.95

14 谷口　璃奈 タニグチ　リナ 兵庫県 園田 2 高校 40.03

15 上島　周子 ウエシマ　チカコ 東京都 富士 2 高校 40.06

16 三澤　百佳 ミサワ　モモカ 長野県 東海大諏訪 2 高校 40.11

17 橋本　羽奈 ハシモト　ハナ 福島県 日大東北 2 高校 40.13

18 佐々木　菜緒 ササキ　ナオ 北海道 北海 2 高校 40.18

19 中澤　愛菜 ナカザワ　マナ 愛知県 中京大中京 1 高校 40.19

20 瀧野　未来 タキノ　ミク 京都府 京都橘 1 高校 40.23

21 中倉　茉咲 ナカクラ　マサキ 新潟県 東京学館新潟 1 高校 40.28

22 中根　葵 ナカネ　アオイ 愛知県 安城学園 3 高校 40.29

23 上嶋　夏希 ウエジマ　ナツキ 福岡県 筑紫女学園 2 高校 40.30

23 山本　真菜 ヤマモト　マナ 三重県 伊勢 2 高校 40.30

25 中尾　柚希 ナカオ　ユズキ 兵庫県 園田 2 高校 40.38

26 吉永　葉月 ヨシナガ　ハヅキ 埼玉県 豊岡 2 高校 40.39

26 長島　ありさ ナガシマ　アリサ 埼玉県 大宮東 2 高校 40.39

28 平木　陽 ヒラキ　ハル 青森県 青森山田 2 高校 40.46

29 井手口　陽菜里 イデグチ　ヒナリ 福岡県 筑紫女学園 1 高校 40.52

30 磯貝　唯菜 イソガイ　ユイナ 静岡県 浜松市立 1 高校 40.53

31 中野　知咲 ナカノ　チサキ 愛知県 中京大中京 2 高校 40.59

31 髙野　綾乃 タカノ　アヤノ 千葉県 西武台千葉 2 高校 40.59

33 村田　明梨 ムラタ　アカリ 石川県 小松商 2 高校 40.60

34 宮澤　けい ミヤザワ　ケイ 長野県 市立長野 1 高校 40.65

35 浅本　涼香 アサモト　スズカ 大阪府 生野 2 高校 40.71

36 佐伯　典香 サイキ　テンカ 大分県 大分雄城台 2 高校 40.77

37 小川　由愛 オガワ　ユア 長崎県 長崎日本大学 2 高校 40.79

37 金田　萌 カネダ　モエ 岩手県 盛岡南 3 高校 40.79

39 杉村　実優 スギムラ　ミユウ 香川県 四学香川西 1 高校 40.83

40 加藤　涼音 カトウ　スズネ 愛知県 至学館 2 高校 40.84

女子300m



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 平野　里歩 ヒラノ　リホ 愛知県 中京大中京 1 高校 2:08.64

2 萩原　さや ハギハラ　サヤ 愛知県 中京大中京 3 高校 2:09.04

3 鈴木　結菜 スズキ　ユイナ 新潟県 新潟第一 2 高校 2:09.18

4 服部　咲季 ハットリ　サキ 神奈川県 相洋 3 高校 2:09.75

5 長島　結衣 ナガシマ　ユイ 栃木県 真岡女子 1 高校 2:09.76

6 武田　亜子 タケダ　アコ 静岡県 日大三島 1 高校 2:09.90

7 勝　くるみ スグレ　クルミ 東京都 白梅学園 2 高校 2:09.93

8 田中　希歩 タナカ　キホ 岩手県 盛岡誠桜 2 高校 2:10.05

9 奥脇　彩花 オクワキ　アヤカ 東京都 白梅学園 3 高校 2:10.21

10 尾崎　真衣 オザキ　マイ 大阪府 大阪桐蔭 2 高校 2:10.63

11 西田　有里 ニシダ　ユリ 滋賀県 草津東 1 高校 2:10.65

12 高木　なるみ タカギ　ナルミ 群馬県 新島学園 2 高校 2:10.74

13 塩原　希梨 シオハラ　キリ 大阪府 大塚 2 高校 2:11.15

14 小沢　有希乃 オザワ　ユキノ 大阪府 東大阪大敬愛 1 高校 2:11.23

15 太田垣　楓華 オオタガキ　フウカ 兵庫県 八鹿 2 高校 2:12.07

16 渡邉　陽乃 ワタナベ　ヒノ 長野県 佐久長聖 2 高校 2:12.11

17 加来　さくら カク　サクラ 福岡県 近大福岡 2 高校 2:12.23

18 白濵　桜花 シラハマ　サクラ 大阪府 東大阪大敬愛 1 高校 2:12.72

19 神谷　沙希 ミタニ　サキ 岡山県 倉敷 1 高校 2:12.73

20 好井　万結 ヨシイ　マユ 兵庫県 園田 1 高校 2:12.94

21 有光　葉月 アリミツ　ハヅキ 広島県 広島皆実 2 高校 2:13.30

22 居城　日向 イジロ　ヒナタ 新潟県 新発田商 2 高校 2:13.39

1 正司　瑠奈 ショウジ　ルナ 岡山県 就実 3 高校 4:20.96

2 小園　怜華 コゾノ　レイカ 鹿児島県 鹿児島女 2 高校 4:23.87

3 藤元　あみ フジモト　アミ 鹿児島県 鹿児島 2 高校 4:28.10

4 山下　瑞月 ヤマシタ　ミヅキ 京都府 京都外大西 2 高校 4:29.04

5 白木　ひなの シロキ　ヒナノ 高知県 山田 2 高校 4:29.77

6 野上　菜那 ノガミ　ナナ 大阪府 東大阪大敬愛 1 高校 4:29.95

7 上村　琴 ウエムラ　コト 京都府 京都外大西 1 高校 4:30.13

8 瀬木　彩花 セギ　アヤカ 岐阜県 美濃加茂 2 高校 4:30.17

9 今　絵里南 コン　エリナ 青森県 青森山田 2 高校 4:30.44

10 今　美里 コン　ミサト 群馬県 太田女 2 高校 4:30.62

11 田島　愛理 タジマ　アイリ 静岡県 サレジオ 2 高校 4:31.03

12 保楊枝　乃綾 ホヨシ　ノア 佐賀県 佐賀清和 2 高校 4:31.07

13 原田　みのり ハラダ　ミノリ 福岡県 九産大付九州 2 高校 4:31.43

14 白川　朝陽 シラカワ　アサヒ 大阪府 大塚 1 高校 4:31.56

女子800m

女子1500m



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 吉田　江梨花 ヨシダ　エリカ 兵庫県 園田 2 高校 13.60

2 藤原　かれん フジワラ　カレン 兵庫県 園田 2 高校 13.68

3 山田　裕未 ヤマダ　ヒロミ 千葉県 市立船橋 2 高校 13.75

4 松本　愛美 マツモト　マナミ 新潟県 新潟産大附 3 高校 13.81

4 丸山　優空 マルヤマ　ユラ 奈良県 添上 2 高校 13.81

6 松村　佳帆 マツムラ　カホ 岡山県 玉野光南 2 高校 13.88

7 髙見　冬羽 タカミ　トワ 宮崎県 宮崎商 3 高校 13.90

8 田邊　葵 タナベ　アオイ 京都府 京都西山 2 高校 13.92

9 小寺　彩貴 コデラ　サキ 石川県 北陸学院 1 高校 14.00

10 福井　有香 フクイ　ユカ 和歌山県 桐蔭 1 高校 14.01

11 志水　芹菜 シミズ　セリナ 千葉県 市立船橋 1 高校 14.02

11 前田　光希 マエダ　ミツキ 滋賀県 立命館守山 2 高校 14.02

13 森脇　叶美 モリワキ　カナミ 広島県 神辺旭 2 高校 14.04

14 恩田　未來 オンダ　ミライ 群馬県 共愛学園 2 高校 14.05

15 山本　佳那 ヤマモト　カナ 東京都 東京 1 高校 14.09

16 宮﨑　美咲 ミヤザキ　ミサキ 福岡県 筑紫女学園 3 高校 14.12

17 宮松　志希 ミヤマツ　シキ 福井県 敦賀 2 高校 14.16

18 中村　真琴 ナカムラ　マコト 山口県 光 2 高校 14.20

19 赤堀　空来 アカボリ　ソラ 埼玉県 昌平 1 高校 14.21

20 池田　咲希 イケダ　サキ 大阪府 関大一 2 高校 14.22

21 吉田　知香 ヨシダ　チカ 京都府 西城陽 2 高校 14.23

21 坂井　寿々 サカイ　スズ 愛知県 至学館 2 高校 14.23

23 榎本　妃ノ香 エノモト　ノノカ 千葉県 八千代松陰 3 高校 14.24

24 出口　綾乃 デグチ　アヤノ 岡山県 玉野光南 3 高校 14.31

24 髙木　茜里 タカギ　アカリ 愛知県 中京大中京 2 高校 14.31

26 榊原　詠美 サカキバラ　エイミ 愛知県 安城学園 2 高校 14.34

27 萩野　瑠衣 ハギノ　ルイ 京都府 向陽 2 高校 14.36

28 谷野　梨乃愛 タニノ　リノア 京都府 京都橘 2 高校 14.37

29 和田　咲良 ワダ　サクラ 神奈川県 東海大相模 1 高校 14.45

30 及川　心暖 オイカワ　ココロ 茨城県 茨城キリスト 1 高校 14.48

31 片山　心菜 カタヤマ　ココナ 愛知県 中京大中京 1 高校 14.50

32 大谷　すみれ オオタニ　スミレ 神奈川県 法政二 2 高校 13.69 83.8cm

33 髙橋　亜珠 タカハシ　アミ 山形県 山形市立商 2 高校 13.75 83.8cm

34 福嶋　ひなた フクシマ　ヒナタ 鳥取県 鳥取中央育英 2 高校 13.87 83.8cm

35 豊口　菜月 トヨグチ　ナツキ 茨城県 土浦湖北 3 高校 14.04 83.8cm

36 市川　真也子 イチカワ　マヤコ 山梨県 甲府南 3 高校 14.22 83.8cm

37 白濵　陽奈 シラハマ　ヒナ 東京都 駒大 3 高校 14.26 83.8cm

38 中里　百葉 ナカザト　モモハ 栃木県 白鴎大足利 2 高校 14.29 83.8cm

39 津田　みずき ツダ　ミズキ 福岡県 中村学園女子 2 高校 14.32 83.8cm

40 佐々木　凛來 ササキ　リンク 北海道 市立函館 2 高校 14.41 83.8cm

女子100mH
(76.2cm_8.5m)



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 内藤　香乃 ナイトウ　カノ 兵庫県 北摂三田 2 高校 42.33

2 塚本　萌乃 ツカモト　モエノ 千葉県 成田 3 高校 42.89

3 夏目　紗彩 ナツメ　サアヤ 愛知県 豊川 2 高校 43.33

4 柏倉　うみ カシワグラ　ウミ 山形県 山形中央 2 高校 43.45

5 小笠原　光咲 オガサワラ　アリサ 福岡県 筑紫台 2 高校 43.64

6 大津　有生 オオツ　ユイ 大阪府 東大阪大敬愛 3 高校 43.87

7 吉村　心 ヨシムラ　ココロ 兵庫県 園田 2 高校 44.11

8 谷　青夏 タニ　アオナ 高知県 安芸 2 高校 44.12

9 宮田　杏衣 ミヤタ　アイ 滋賀県 草津東 2 高校 44.27

10 前出　心美 マエデ　ココミ 岐阜県 済美 2 高校 44.34

11 樋口　綾音 ヒグチ　アヤネ 大阪府 大塚 3 高校 44.38

12 鷲頭　一華 ワシズ　イチカ 広島県 比治山女子 3 高校 44.41

13 塩田　葉那 シオタ　ハナ 福島県 白河旭 2 高校 44.51

14 阿部　友 アベ　ユウ 埼玉県 松山女 2 高校 44.55

15 服部　りら ハットリ　リラ 三重県 鈴鹿 2 高校 44.68

16 工藤　美月 クドウ　ミツキ 兵庫県 滝川第二 3 高校 44.70

17 髙嵜　桃花 タカサキ　モモカ 愛知県 中京大中京 3 高校 44.81

18 政野　志歩 マサノ　シホ 愛知県 中京大中京 3 高校 44.84

19 前底　希果 マエソコ　ノノカ 兵庫県 滝川第二 2 高校 44.85

20 前田　理湖 マエダ　リコ 大阪府 関大北陽 1 高校 44.86

21 中西　桃美 ナカニシ　モモミ 香川県 四学香川西 2 高校 44.88

22 大鹿　愛和 オオシカ　マナ 長野県 佐久長聖 2 高校 45.12

23 田屋　優夢 タヤ　ユメ 岩手県 盛岡市立 2 高校 45.14

24 畑田　知里 ハタダ　チサト 宮崎県 宮崎北 2 高校 45.25

25 納村　琉愛 ノウムラ　ルナ 北海道 北海道栄 2 高校 45.32

26 石井　那奈 イシイ　ナナ 福岡県 中村学園女子 3 高校 45.35

27 江口　蘭琉 エグチ　ランル 佐賀県 佐賀清和 2 高校 45.36

28 池田　來瞳 イケダ　クルミ 山口県 野田学園 2 高校 45.40

29 和佐田　真広 ワサダ　マヒロ 愛知県 中京大中京 2 高校 45.57

30 森田　琉水 モリタ　ルミナ 愛知県 光ヶ丘女子高 2 高校 45.66

31 中島　明香 ナカシマ　サヤカ 愛知県 中京大中京 2 高校 45.72

32 小島　陽 コジマ　ヒナタ 京都府 京都文教 3 高校 45.76

33 横木　美悠 ヨコキ　ミチカ 新潟県 新津 2 高校 45.80

34 高山　咲輝 タカヤマ　サキ 宮崎県 宮崎南 3 高校 45.86

35 菊川　咲良 キクガワ　サクラ 愛媛県 今治東中等 3 高校 46.13

36 田中　ひなの タナカ　ヒナノ 福岡県 中間 2 高校 46.16

36 岡田　麻鈴 オカダ　マリン 岐阜県 済美 2 高校 46.16

37 鶴谷　凜 ツルヤ　リン 滋賀県 大津商 2 高校 46.18

39 伊藤　美梨愛 イトウ　ミリア 岩手県 盛岡南 2 高校 46.34

40 斉藤　莉穂 サイトウ　リホ 神奈川県 横浜清風 2 高校 46.81

女子300mH
(76.2cm_35.0m)



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 石田　さつき イシダ　サツキ 滋賀県 大津商 2 高校 23:12.96

2 野地　琳々星 ノジ　リリナ 埼玉県 本庄東 3 高校 23:49.12

3 田中　彩貴 タナカ　サキ 奈良県 智辯カレッジ 2 高校 23:57.82

4 高尾　美月 タカオ　ミツキ 群馬県 新島学園 3 高校 24:28.69

5 小島　恵奈 コジマ　エナ 埼玉県 本庄東 2 高校 24:33.83

6 水谷　夏綺 ミズタニ　ナツキ 滋賀県 彦根翔西館 2 高校 24:56.78

7 豊田　優蘭 トヨタ　ユラ 岡山県 玉野光南 3 高校 25:04.90

8 久保山　聖奈 クボヤマ　セイナ 福岡県 東筑紫 3 高校 25:08.96

9 柏原　優花 カシワバラ　ユウカ 埼玉県 熊谷女 2 高校 25:12.89

10 田村　楽 タムラ　ラク 東京都 富士 2 高校 25:30.5

11 阿部田　莉月 アベタ　リヅキ 群馬県 新島学園 3 高校 25:35.37

12 樋口　里桜 ヒグチ　リオ 群馬県 新島学園 2 高校 25:52.26

女子3000mW



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 森﨑　優希 モリサキ　ユキ 東京都 明星学園 1 高校 1.76

2 山下　愛生 ヤマシタ　メイ 兵庫県 北摂三田 2 高校 1.75

3 那須　美咲 ナス　ミサキ 宮崎県 宮崎商 2 高校 1.70

4 向井　柚稀 ムカイ　ユズキ 岩手県 盛岡市立 2 高校 1.69

4 原田　梨子 ハラダ　リコ 兵庫県 滝川第二 1 高校 1.69

4 上野山　真白 ウエノヤマ　マシロ 和歌山県 和歌山北 2 高校 1.69

7 谷本　那津 タニモト　ナツ 香川県 高松商 1 高校 1.68

8 下元　香凜 シモモト　カリン 東京都 白梅学園 1 高校 1.67 1.67-1.66

8 古田　希実 フルタ　ノゾミ 福岡県 福岡 3 高校 1.67 1.66-1.64-1.63-1.63

8 佐藤　安里紗 サトウ　アリサ 徳島県 鳴門 2 高校 1.67 1.65-1.64-1.62-1.59

8 加藤　海咲 カトウ　ミサキ 栃木県 那須拓陽 3 高校 1.67 1.65-1.64-1.61-1.60

8 与儀　真鈴 ヨギ　マリン 千葉県 東京学館船橋 2 高校 1.67 1.64-1.64-1.62-1.62

13 中尾　日香 ナカオ　ハルカ 兵庫県 長田 2 高校 1.66

13 鈴木　菜美 スズキ　ナミ 愛知県 岡崎北 2 高校 1.66

1 村田　蒼空 ムラタ　ソラ 群馬県 前橋女 2 高校 4.00

2 今井　葉月 イマイ　ハヅキ 群馬県 樹徳 1 高校 3.85

3 小林　美月 コバヤシ　ミツキ 東京都 明星学園 2 高校 3.80

3 豊田　ひなた トヨタ　ヒナタ 香川県 観音寺一 1 高校 3.80

5 上山　友美恵 ウエヤマ　ユミエ 大阪府 大塚 2 高校 3.61

5 鈴木　彩生 スズキ　アヤミ 千葉県 安房 1 高校 3.61

7 岡田　莉歩 オカダ　リホ 長野県 佐久長聖 1 高校 3.60

7 新田　奈菜子 ニッタ　ナナコ 岩手県 黒沢尻北 2 高校 3.60

9 片岡　菜乃華 カタオカ　ナノカ 大阪府 大塚 2 高校 3.51

9 渡邊　冴璃 ワタナベ　サイリ 埼玉県 大宮東 1 高校 3.51

11 高橋　侑莉愛 タカハシ　ユリア 香川県 観音寺総合 1 高校 3.50

11 野田　真杜 ノダ　マコト 奈良県 添上 3 高校 3.50

13 坂内　祭莉 バンナイ　マツリ 香川県 三本松 2 高校 3.42

14 吉澤　珠理 ヨシザワ　シュリ 千葉県 日体大柏 1 高校 3.41

15 大内山　朱莉 オオウチヤマ　アカリ 鹿児島県 甲南 3 高校 3.40

16 前田　冬優花 マエダ　フユハ 奈良県 添上 2 高校 3.35

17 井元　彩 イノモト　アヤ 香川県 高瀬 2 高校 3.30

17 山口　真依 ヤマグチ　マイ 兵庫県 園田 2 高校 3.30

17 鈴木　里桜 スズキ　リオ 神奈川県 法政二 3 高校 3.30

17 清水　琴美 シミズ　コトミ 石川県 星稜 2 高校 3.30

17 岩本　聖菜 イワモト　セナ 兵庫県 明石商 2 高校 3.30

17 新田　陽菜 ニッタ　ヒナ 奈良県 高取国際 2 高校 3.30

17 則包　那琉 ノリカネ　ナル 香川県 観音寺一 2 高校 3.30

女子走高跳

女子棒高跳



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 佐藤　琴望 サトウ　コトミ 兵庫県 園田 2 高校 6.04

2 橋本　結空 ハシモト　ユラ 埼玉県 国際学院 2 高校 5.96

3 松村　琴都 マツムラ　コト 愛知県 瑞陵 1 高校 5.94

3 佐々木　千翔 ササキ　チカ 千葉県 市立船橋 2 高校 5.94

5 中尾　心春 ナカオ　ミハル 兵庫県 長田 2 高校 5.86

6 宮田　稜子 ミヤタ　リョウコ 東京都 八王子 2 高校 5.77

7 白土　莉紅 シラト　リコ 千葉県 成田 2 高校 5.76

8 信岡　優那 ノブオカ　ユナ 広島県 市立呉 3 高校 5.75

8 釣本　陽香 ツリモト　ハルカ 大阪府 大阪桐蔭 1 高校 5.75

10 渡邊　菜穂 ワタナベ　ナオ 岡山県 倉敷青陵 2 高校 5.74

11 福田　蒼依 フクダ　アオイ 栃木県 白鴎大足利 2 高校 5.71

11 住吉　璃音 スミヨシ　リン 鹿児島県 鹿児島 2 高校 5.71

13 丸田　紬月 マルタ　ツムギ 岡山県 倉敷中央 2 高校 5.70

14 内田　実咲 ウチダ　ミサキ 埼玉県 伊奈学園総合 2 高校 5.69

15 結城　心優 ユウキ　ミヒロ 福岡県 中村学園女子 1 高校 5.67

15 小関　舞姫 コセキ　マリン 東京都 駒場 1 高校 5.67

1 片野坂　唯月 カタノサカ　ユヅキ 鹿児島県 鹿児島 2 高校 12.41

2 山本　華 ヤマモト　ハナ 宮崎県 宮崎南 3 高校 12.21

3 田中　美憂 タナカ　ミユウ 埼玉県 松山女 2 高校 12.18

4 水谷　結花 ミズタニ　ユウカ 大阪府 大塚 3 高校 12.16

5 栗田　葉音 クリタ　ハノン 静岡県 磐田北 2 高校 11.94

6 齋藤　愛香 サイトウ　アイカ 山形県 山形市立商 2 高校 11.89

7 牧内　愛実 マキウチ　アミ 長野県 市立長野 2 高校 11.86

8 西坂　瑠花 ニシザカ　ルカ 千葉県 東京学館 2 高校 11.81

9 佐久間　理緒 サクマ　リオ 東京都 城東 2 高校 11.75

10 石川　凜 イシカワ　リン 愛知県 安城学園 2 高校 11.73 11.71-11.59

10 紋谷　実沙 モンヤ　ミサ 群馬県 高崎経済大附 2 高校 11.73 11.40-11.03

12 髙内　結菜 タカウチ　ユイナ 徳島県 鳴門 1 高校 11.72

12 亀田　紘花 カメダ　ヒロカ 千葉県 市立船橋 2 高校 11.72

14 田中　彩夏 タナカ　アヤカ 兵庫県 滝川第二 2 高校 11.66

15 大前　友乃 オオマエ　ユウノ 大阪府 関大北陽 2 高校 11.63

16 田中　結子 タナカ　ユイコ 千葉県 幕張総合 2 高校 11.61

16 澁井　舞香 シブイ　マイカ 静岡県 浜松商 2 高校 11.61

18 栗屋　友佳 クリヤ　トモカ 兵庫県 滝川第二 2 高校 11.58

19 前川　実怜 マエカワ　ミレイ 広島県 比治山女子 3 高校 11.56

19 神　ともみ コウ　トモミ 京都府 鳥羽 1 高校 11.56

19 石田　寧 イシダ　ネイ 京都府 西城陽 2 高校 11.56

22 塚本　舞 ツカモト　マイ 兵庫県 姫路西 2 高校 11.53

23 吉森　あかり ヨシモリ　アカリ 兵庫県 山手 1 高校 11.52

24 緒方　彩乃 オガタ　アヤノ 長崎県 長崎日本大学 2 高校 11.46

25 佐藤　愛夕 サトウ　アユ 北海道 網走南ケ丘 2 高校 11.44

25 髙比良　歩奈 タカヒラ　アユナ 岡山県 倉敷中央 2 高校 11.44

女子走幅跳

女子三段跳



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 奥山　琴未 オクヤマ　コトミ 岡山県 岡山商大附 2 高校 14.54

2 村瀬　にこ ムラセ　ニコ 静岡県 浜松工 2 高校 13.92

3 川口　由眞 カワグチ　ユマ 徳島県 生光学園 2 高校 13.63

4 武田　光里 タケダ　ヒカリ 奈良県 添上 2 高校 13.47

5 中原　鈴 ナカハラ　スズ 大阪府 東大阪大敬愛 2 高校 13.22

6 吉沢　花菜 ヨシザワ　ハナ 神奈川県 川崎市立橘 2 高校 12.92

7 小松原　菜南 コマツバラ　ナナミ 千葉県 幕張総合 2 高校 12.87

8 山田　真央 ヤマダ　マオ 愛知県 安城学園 1 高校 12.71

9 オボルディ　衣乃帆 オボルディ　エノホ 千葉県 成田 1 高校 12.61

10 小島　怜 コジマ　レイ 大阪府 大阪桐蔭 2 高校 12.58

11 辻　茉侑 ツジ　マユ 北海道 函館大妻 2 高校 12.43

12 松田　凜々子 マツダ　リリコ 京都府 京都西山 3 高校 12.33

13 加藤　杏菜 カトウ　アンナ 宮城県 常盤木学園 2 高校 11.75

14 鈴木　心絆 スズキ　ココナ 北海道 市立函館 1 高校 11.67

15 岸　海弥 キシ　ミイヤ 大阪府 東大阪大敬愛 2 高校 11.58

16 富田　桃樺 トミタ　モモカ 富山県 高岡商 2 高校 11.57

1 友利　晟弓 トモリ　ナルミ 沖縄県 那覇西 2 高校 45.40

2 阪本　海月華 サカモト　カルナ 和歌山県 紀央館 2 高校 43.48

3 桑島　弥々 クワジマ　ヤヤ 大阪府 咲くやこの花 2 高校 43.36

4 白金　想 シラガネ　ココロ 福岡県 飯　塚 3 高校 41.64

5 伊藤　圭菜 イトウ　ケイナ 愛知県 至学館 2 高校 41.57

6 外間　結希乃 ホカマ　ユキノ 沖縄県 与勝 2 高校 41.07

7 朝長　菜乃 トモナガ　ナノ 大分県 大分雄城台 2 高校 40.34

8 浅妻　ひなた アサツマ　ヒナタ 新潟県 新潟明訓 3 高校 39.11

9 島村　友朱可 シマムラ　ユズカ 千葉県 西武台千葉 3 高校 37.87

10 氏家　遥香 ウジイエ　ハルカ 宮城県 利府 2 高校 37.43

11 菅野　和加 カンノ　ノドカ 東京都 東京 2 高校 36.68

12 粟津　凛佳 アワツ　リンカ 岩手県 水沢第一 2 高校 36.52

13 水谷　碧那 ミズタニ　アオナ 京都府 乙訓 2 高校 36.30

女子砲丸投
(4.00kg)

女子円盤投
(1.00kg)



種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24　21:00

1 村上　来花 ムラカミ　ライカ 青森県 弘前実業 3 高校 62.88

2 有汲　颯妃 アリクミ　サツキ 岡山県 玉野光南 3 高校 54.29

3 佐野　陽菜 サノ　ヒナ 島根県 松江工 2 高校 50.43

4 岩城　雛乃 イワキ　ヒナノ 新潟県 新発田南 3 高校 50.40

5 鈴木　芽生 スズキ　メイ 北海道 帯広農 3 高校 48.13

6 長谷川　美涼 ハセガワ　ミスズ 兵庫県 加古川西 2 高校 47.58

7 押部　唯愛 オシベ　ユア 兵庫県 日ノ本 2 高校 47.45

8 早野　美咲 ハヤノ　ミサキ 愛媛県 今治明徳 2 高校 47.19

9 三村　啓恵 ミムラ　ヒロエ 福井県 敦賀 2 高校 47.04

10 岡野　風璃 オカノ　フウリ 大阪府 関西大倉 2 高校 46.91

11 小寺　妃華莉 コデラ　ヒカリ 岡山県 玉野光南 3 高校 46.21

12 川島　空 カワシマ　ソラ 大阪府 大体大浪商 2 高校 46.02

13 小原　恵 オバラ　メグミ 愛知県 名古屋大谷 2 高校 45.65

14 宮﨑　梨緒 ミヤザキ　リオ 千葉県 東京学館 2 高校 45.06

15 角井　けせら カクイ　ケセラ 鹿児島県 鹿児島南 2 高校 44.29

16 土井　心侑叶 ドイ　ミユカ 香川県 四学香川西 2 高校 44.21

17 酒井　喜与 サカイ　キヨ 和歌山県 紀央館 2 高校 43.98

18 住谷　春歌 スミタニ　ハルカ 京都府 久御山 2 高校 43.96

19 平谷　めるも ヒラヤ　メルモ 大阪府 北野 3 高校 43.61

20 岡田　彩音 オカダ　アヤネ 福井県 敦賀 2 高校 43.28

21 嶋本　美海 シマモト　ミミ 奈良県 添上 1 高校 43.21

22 松隈　晴美 マツグマ　ハルミ 福岡県 近大福岡 2 高校 43.17

23 佐藤　真耶 サトウ　マヤ 群馬県 吾中央 3 高校 42.78

24 池田　紗弥香 イケダ　サヤカ 東京都 富士 2 高校 42.68

25 尾迫　沙耶 オサコ　サヤ 大阪府 関西大倉 2 高校 41.34

26 真鍋　奈都萌 マナベ　ナツメ 岡山県 玉野光南 2 高校 40.71

1 村上　碧海 ムラカミ　アオイ 広島県 西条農 3 高校 53.07

2 堤　陽菜 ツツミ　ヒナ 愛知県 名古屋大谷 2 高校 48.59

3 飯田　華鈴 イイダ　カリン 熊本県 熊本西 2 高校 46.61

4 入江　遥菜 イリエ　ハルナ 茨城県 茨城キリスト 2 高校 46.19

5 櫻井　希美 サクライ　ノゾミ 岐阜県 済美 1 高校 45.01

6 中田　真瑚 ナカタ　マコ 佐賀県 佐商 2 高校 44.72

7 下釜　麻椰 シモガマ　マヤ 福岡県 福大若葉 3 高校 44.51

8 山川　さくら ヤマカワ　サクラ 福岡県 中村学園女子 2 高校 43.88

9 勝見　風李 カツミ　フウリ 長崎県 対馬 1 高校 43.34

10 池田　瑛瑠 イケダ　エル 京都府 久御山 2 高校 43.19

11 根本　穂波 ネモト　ホナミ 福島県 日大東北 2 高校 43.07

12 鈴木　広依 スズキ　ヒロイ 静岡県 東海大翔洋 2 高校 41.38

13 鈴木　珊瑚 スズキ　サンゴ 青森県 弘前実業 2 高校 41.02

女子やり投
(600g)

女子ハンマー投
(4.00kg)



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

1 年綱　晃広 トシツナ　アキヒロ 兵庫県 西宮塩瀬 3 中学校 10.61

2 藤井　清雅 フジイ　セイガ 千葉県 渋谷学園幕張 1 高校 10.65

3 小室　歩久斗 コムロ　フクト 茨城県 霞ヶ浦 3 中学校 10.81

4 藤原　駿成 フジワラ　シュンセイ 東京都 練馬光が丘三 3 中学校 10.86

5 會田　聖也 アイタ　セイヤ 茨城県 大穂 3 中学校 10.87

6 村松　悦基 ムラマツ　ヨシキ 大阪府 茨木養精 3 中学校 10.88

6 中村　千博 ナカムラ　チヒロ 神奈川県 法政二 1 高校 10.88

6 馬原　浩志郎 マハラ　コウジロウ 千葉県 土気南 3 中学校 10.88

9 栗原　主玖 クリハラ　チカヒサ 東京都 城西 1 高校 10.89

10 石黒　敬浩 イシグロ　ユキヒロ 新潟県 ネクストAC 0 一般 10.92 10.95

10 安藤　翔和 アンドウ　トワ 静岡県 御殿場西高 1 高校 10.92 11.03

12 石原　大雅 イシハラ　タイガ 静岡県 浜松開成 3 中学校 10.93 10.97-10.97

12 寺下　頼檜 テラシタ　ライヒ 愛知県 豊川 1 高校 10.93 11.17

14 土屋　太陽 ツチヤ　タイヨウ 静岡県 富士吉原一 3 中学校 10.96

15 畠中　寧樹 ハタケナカ　ネイジュ 愛媛県 LODESTAR AC 0 一般 10.97

16 山田　空駕 ヤマダ　クウガ 埼玉県 ﾃﾞｶｷｯｽﾞ AC 0 一般 10.98

16 齋藤　隆太朗 サイトウ　リュウタロウ 埼玉県 所沢小手指 3 中学校 10.98

16 本田　聖人 ホンダ　キヨト 富山県 富山高専 1 高校 10.98

19 森木　幹太 モリキ　カンタ 兵庫県 神戸玉津 3 中学校 11.00

19 臼井　泰斗 ウスイ　タイト 埼玉県 鶴ヶ島 3 中学校 11.00

19 竹田　怜央 タケダ　レオ 和歌山県 近大和歌山 3 中学校 11.00

22 大橋　聖哉 オオハシ　セイヤ 岐阜県 養老高田 3 中学校 11.02

23 中村　友紀 ナカムラ　ユウキ 山口県 萩西 3 中学校 11.03

24 三浦　朋来 ミウラ　トモキ 新潟県 上越板倉 3 中学校 11.04

24 山本　紘気 ヤマモト　コウキ 福岡県 大牟田甘木 3 中学校 11.04

26 境　亮陽 サカイ　リョウヤ 岐阜県 大垣西部 3 中学校 11.06

26 山本　聖陽 ヤマモト　セナ 福岡県 門司学園 3 中学校 11.06

28 齋藤　葵 サイトウ　アオイ 山形県 酒田一 3 中学校 11.07

28 浦野　了 ウラノ　リョウ 東京都 六月 3 中学校 11.07

30 野間　隼人 ノマ　ハヤト 東京都 都富士中 3 中学校 11.08

30 柳川　瑛太 ヤナガワ　エイタ 広島県 広島国泰寺 3 中学校 11.08

32 鈴木　暢 スズキ　ノン 静岡県 伊東南 3 中学校 11.11

32 中島　悠成 ナカシマ　ユウセイ 大阪府 北野 1 高校 11.11

32 星山　海燕 ホシヤマ　カイエン 新潟県 新潟藤見 3 中学校 11.11

32 田中　孝樹 タナカ　コウキ 宮崎県 尚学館 3 中学校 11.11

32 髙水　明 タカミズ　メイ 福島県 富田 3 中学校 11.11

37 恵面　伊吹 エヅラ　イブキ 埼玉県 鶴ヶ島西 3 中学校 11.12

38 塩谷　友陽 シオヤ　トモハル 新潟県 新潟関屋 3 中学校 11.14

39 鳥谷部　陽向 トリヤベ　ヒナタ 青森県 天間林中 3 中学校 11.15 11.19

39 小林　温眞 コバヤシ　ハルマ 兵庫県 向洋 3 中学校 11.15 11.37

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

男子100m



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）
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1 井上　翔太 イノウエ　ショウタ 奈良県 一条 1 高校 1.97

2 千葉　崇多 チバ　ソウタ 岩手県 盛岡南 1 高校 1.96

3 大柄　武史 オオツカ　タケシ 福島県 本宮第二 3 中学校 1.95

3 黒田　琥央佑 クロダ　コウスケ 大阪府 四條畷 1 高校 1.95

5 清水　情太郎 シミズ　ジョウタロウ 埼玉県 上尾大石南 3 中学校 1.94

5 山代　壱意 ヤマシロ　イチイ 京都府 上京中 3 中学校 1.94

7 井川　稜斗 イカワ　リクト 三重県 厚生 3 中学校 1.93

7 関崎　至流 セキザキ　イタル 新潟県 長岡西 3 中学校 1.93

9 上田　優空 ウエダ　ユラ 奈良県 田原本北 3 中学校 1.92

10 周世原　春玖 スセハラ　ハク 岡山県 岡山商大附 1 高校 1.91 1.88-1.85-1.85-1.85

10 野内　優太郎 ノウチ　ユウタロウ 新潟県 新潟白根一 3 中学校 1.91 1.86-1.85-1.85

12 髙橋　海吏 タカハシ　カイリ 神奈川県 綾瀬北の台 3 中学校 1.90

12 小西　翔大 コニシ　ショウタ 奈良県 橿原 1 高校 1.90

12 服部　暖大 ハットリ　ハルト 大阪府 墨江丘 3 中学校 1.90

12 藤木　俊治 フジキ　トシハル 岡山県 GEMSTAR 0 一般 1.90

16 小俣　尋人 オマタ　ヒロト 福井県 気比中 3 中学校 1.89

17 森田　大智 モリタ　ダイチ 群馬県 宮郷 3 中学校 1.88

17 神崎　隼人 カンザキ　ハヤト 兵庫県 西脇 3 中学校 1.88

17 稲垣　公生 イナガキ　コウセイ 石川県 金沢高岡 3 中学校 1.88

20 鈴木　斗大 スズキ　トウタ 福島県 大槻 3 中学校 1.87

20 大森　祥多 オオモリ　ショウタ 岡山県 岡山香和 3 中学校 1.87

20 工藤　翼 クドウ　ツバサ 山形県 山形学院 1 高校 1.87

20 坂本　頼武 サカモト　ライム 北海道 士幌町中央 3 中学校 1.87

24 石井　光稀 イシイ　ミツキ 三重県 亀山 1 高校 1.86

24 館　海斗 タチ　カイト 群馬県 高崎並榎 3 中学校 1.86

26 小林　優介 コバヤシ　ユウスケ 愛媛県 伊予港南 3 中学校 1.85 1.85-1.85-1.85-1.85-1.82

26 沓名　修吾 クツナ　シュウゴ 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 0 一般 1.85 1.85-1.83-1.82

26 中本　飛羽 ナカモト　トワ 兵庫県 尼崎武庫東 3 中学校 1.85 1.85-1.77-1.76

26 髙田　真平 タカダ　シンペイ 長野県 松本県ヶ丘 1 高校 1.85 1.83-1.80-1.80

26 鵜澤　光佑 ウザワ　コウスケ 千葉県 船橋大穴 3 中学校 1.85 1.82-1.82-1.81

男子走高跳



※都道府県代表選手については記載していません。
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1 岸本　都夢 キシモト　トム 香川県 玉藻 3 中学校 4.78

2 原口　顕次朗 ハラグチ　ケンジロウ 群馬県 前橋育英 1 高校 4.70

3 髙橋　涼哉 タカハシ　リョウヤ 埼玉県 片柳 3 中学校 4.45

4 矢野　真一 ヤノ　シンイチ 香川県 観音寺総合 1 高校 4.42

5 谷口　海斗 タニグチ　カイト 愛知県 猿投 3 中学校 4.40

5 山本　時来光 ヤマモト　トキミツ 石川県 石井棒高クラブ 0 一般 4.40

7 結城　咲翔 ユウキ　サクト 宮崎県 宮崎木花 3 中学校 4.37

8 田中　大智 タナカ　ダイチ 三重県 多気 3 中学校 4.30 4.30-4.20-4.20-4.10-4.01

8 倉井　星碧 クライ　セイア 三重県 城田 3 中学校 4.30 4.30-4.20-4.10-4.05

8 村田　宇哉 ムラタ　ノキヤ 三重県 多気 3 中学校 4.30 4.30-4.10-4.00-3.80-3.80

8 橋爪　蓮翔 ハシヅメ　レント 三重県 多気 3 中学校 4.30 4.20-4.20-4.11-4.00-3.90

8 西谷　綾真 ニシタニ　リョウマ 三重県 多気 3 中学校 4.30 4.20-4.10-4.01-4.00

8 中村　晴音 ナカムラ　ハルト 三重県 厚生 3 中学校 4.30 4.20-4.10-4.00-4.00-3.90

14 前中　颯斗 マエナカ　ハヤト 和歌山県 近大和歌山 3 中学校 4.20

14 野呂　大和 ノロ　ヤマト 三重県 伊勢宮川 3 中学校 4.20

16 村山　昊生 ムラヤマ　コウキ 徳島県 高浦 3 中学校 4.12

17 水野　頌大 ミズノ　ショウダイ 愛知県 東浦北部中 3 中学校 4.10

17 森　佑聖 モリ　ユウセイ 三重県 桜浜 3 中学校 4.10

17 羽川　拓希 ハガワ　ヒロキ 群馬県 樹徳 3 中学校 4.10

17 保科　心斗 ホシナ　シント 山形県 村山葉山 3 中学校 4.10

17 田中　悠貴 タナカ　ユウキ 大阪府 池田 3 中学校 4.10

22 木下　凱斗 キノシタ　カイト 香川県 三豊 3 中学校 4.00 4.00-4.00

22 五味　駿太 ゴミ　シュンタ 長野県 原 3 中学校 4.00 4.00-3.90-3.80-3.80-3.80

22 長野　董也 ナガノ　トウヤ 奈良県 田原本北 3 中学校 4.00 4.00-3.90-3.80-3.80-3.70

22 真島　陸 マジマ　リク 愛知県 中京大中京 1 高校 4.00 3.81-3.40

22 衣笠　慎一 キヌガサ　シンイチ 鳥取県 倉吉鴨川 3 中学校 4.00 3.80-3.80

男子棒高跳



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

1 坂田　有弥 サカタ　ユウヤ 千葉県 畑沢 3 中学校 7.02

2 奥澤　真 オクザワ　マコト 静岡県 浜松東陽 3 中学校 6.95

3 栁田　聖大 ヤナギタ　アキヒロ 群馬県 館林第一 3 中学校 6.94

4 大西　勧也 オオニシ　ユキヤ 福岡県 福岡第一 1 高校 6.93

5 田中　秀虎 タナカ　ヒデトラ 福岡県 三潴 3 中学校 6.91

6 牛島　壮司朗 ウシジマ　ソウシロウ 佐賀県 城北 3 中学校 6.90

7 植村　亮太 ウエムラ　リョウタ 大阪府 大体大浪商 1 高校 6.89

8 篠田　浩己 シノダ　ヒロキ 千葉県 小見川 3 中学校 6.88

9 村田　陽音 ムラタ　ハルト 三重県 二見 3 中学校 6.87

10 清水　俊輝 シミズ　トシキ 京都府 西京 1 高校 6.84

11 上河内　理来 カミゴウチ　リク 東京都 府中八 3 中学校 6.80

12 中野　完 ナカノ　カン 静岡県 伊豆の国韮山 3 中学校 6.79

13 藤本　涼哉 フジモト　リョウヤ 兵庫県 北条 3 中学校 6.76

13 長谷川　侑輝 ハセガワ　ユウキ 兵庫県 香美香住一 3 中学校 6.76

15 佐藤　遥生 サトウ　ハルキ 大分県 大分滝尾 3 中学校 6.75

16 岡西　璃輝 オカニシ　リキ 奈良県 王寺南 3 中学校 6.70

16 大石田　青空 オオイシダ　ソラ 福島県 三春 3 中学校 6.70

18 山岩　賢太郎 ヤマイワ　ケンタロウ 石川県 星稜 1 高校 6.69

19 武岡　世航 タケオカ　セイコウ 千葉県 浦安 3 中学校 6.66

19 木下　朔良 キノシタ　サクラ 京都府 東山 1 高校 6.66

21 橋本　浩太朗 ハシモト　コウタロウ 大阪府 大阪友渕 3 中学校 6.65

21 小栗　昇大 オグリ　ショウタ 東京都 江戸川西葛西 3 中学校 6.65

23 鈴木　瑛翔 スズキ　エイト 長野県 駒ヶ根赤穂 3 中学校 6.62

24 渡邊　瞬 ワタナベ　シュン 静岡県 磐田豊田 3 中学校 6.61

24 林　謙太朗 ハヤシ　ケンタロウ 広島県 広島翠町 3 中学校 6.61

26 木村　凪冴 キムラ　ナギサ 福島県 郡山第三 3 中学校 6.60

男子走幅跳



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

1 永江　翔太朗 ナガエ　ショウタロウ 和歌山県 大成中 3 中学校 15.40

2 菅野　颯輝 スガノ　ソウキ 東京都 八王子二 3 中学校 15.36

3 平井　貴士 ヒライ　タカシ 広島県 東広島豊栄 3 中学校 15.29

4 渡邉　拓実 ワタナベ　タクミ 福島県 岩代 3 中学校 14.29

5 古莊　蒼咲 フルショウ　アサギ 福岡県 筑前 1 高校 14.24

6 星　慶君 ホシ　ヨシキミ 埼玉県 西武台 1 高校 14.15

7 田村　凪 タムラ　ナギ 新潟県 新潟上山中 3 中学校 14.01

8 東端　流意 トウバタ　ルイ 三重県 厚生 3 中学校 13.94

9 野口　晴也 ノグチ　セイヤ 栃木県 若松原 3 中学校 13.88

10 アツオビン　アンドリュウ アツオビン　アンドリュウ 大阪府 墨江丘 3 中学校 13.70

11 長谷川　雄琉 ハセガワ　タケル 大阪府 上野芝 3 中学校 13.61

12 村上　翔太 ムラカミ　ショウタ 大阪府 大阪今市 3 中学校 13.52

13 野中　豊仁 ノナカ　トヨヒト 高知県 大津 3 中学校 13.49

14 入船　太一 イリフネ　タイチ 群馬県 富士見 3 中学校 13.42

15 今村　桂也 イマムラ　ケイヤ 愛知県 鎌倉台中 3 中学校 13.40

16 後藤　璃久 ゴトウ　リク 兵庫県 明石大蔵 3 中学校 13.34

17 石井　健資 イシイ　ケンスケ 秋田県 秋田御野場 3 中学校 13.32

18 石井　敏斗 イシイ　ハヤト 埼玉県 新座二中 3 中学校 13.29

19 石川　潮早 イシカワ　ウサ 岐阜県 蘇南 3 中学校 13.28

19 海蓋　恋大 ウミフタ　レオ 埼玉県 さいたま宮原 3 中学校 13.28

19 小林　巧弥 コバヤシ　タクヤ 静岡県 浜松東陽 3 中学校 13.28

22 髙橋　雄大 タカハシ　ユウダイ 大阪府 東大阪石切 3 中学校 13.26

23 志手　奏太 シテ　ソウタ 大阪府 月州 3 中学校 13.20

23 松本　蒔人 マツモト　マキト 東京都 世田谷用賀 3 中学校 13.20

男子砲丸投
(5.000kg)



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

1 坂本　実南 サカモト　ミナミ 和歌山県 和歌山北 1 高校 11.83

2 ロス　瑚花アディア ロス　コハナアディア 東京都 世田谷駒沢 3 中学校 11.86

2 佐藤　俐有 サトウ　リア 愛知県 田原東部 3 中学校 11.86

4 小針　陽葉 コバリ　アキハ 静岡県 沼津原 3 中学校 11.89

5 保楊枝　琴乃 ホヨシ　コトノ 福岡県 筑紫野南中 3 中学校 11.95

6 秋澤　理沙 アキザワ　リサ 新潟県 燕吉田 2 中学校 11.96

7 寺平　祈愛 テラダイラ　イノリ 長野県 木祖 2 中学校 11.98

8 德永　心奈 トクナガ　ココナ 佐賀県 唐津鏡 3 中学校 12.09

8 谷口　紗菜 タニグチ　サナ 福島県 福島成蹊 1 高校 12.09

10 谷本　実優 タニモト　ミユ 福岡県 苅田 3 中学校 12.10

11 仲埜　心葉 ナカノ　コトハ 兵庫県 関西学院 3 中学校 12.12

12 吉屋　優希乃 ヨシヤ　ユキノ 鹿児島県 国分南 2 中学校 12.14

13 河野　桃々 コウノ　モモ 大阪府 蒲生 3 中学校 12.15

14 大橋　凜 オオハシ　リン 鳥取県 三朝 3 中学校 12.17

15 嶋　結菜 シマ　ユイナ 愛知県 豊橋南 1 高校 12.22

16 北尾　心映 キタオ　コハル 三重県 厚生 2 中学校 12.23

16 福西　和香子 フクニシ　ワカコ 東京都 府中六中 3 中学校 12.23

18 久保　瑞乃 クボ　ミズノ 山口県 萩旭 3 中学校 12.24

19 伊藤　優亜 イトウ　ユア 千葉県 旭二 1 中学校 12.27

19 ヌワエメ　グレース ヌワエメ　グレース 東京都 世田谷駒沢 3 中学校 12.27

21 ワジェロ　リサ ワジェロ　リサ 埼玉県 桶川東 3 中学校 12.28

22 藤井　南月子 フジイ　ナツコ 東京都 鴎友学園女 3 中学校 12.29

23 杉本　心結 スギモト　ミウ 千葉県 幕張西 3 中学校 12.30

24 清水　あさみ シミズ　アサミ 石川県 南部 2 中学校 12.31

24 日高　桜佳 ヒダカ　ハルカ 東京都 城西 1 高校 12.31

24 丸山　彩華 マルヤマ　アヤカ 北海道 北斗上磯 2 中学校 12.31

27 二宮　音彩 ニノミヤ　ネイロ 栃木県 白鴎大足利 1 高校 12.32

28 榊原　心美 サカキバラ　ココミ 静岡県 浜松丸塚 3 中学校 12.33

28 山崎　心愛 ヤマザキ　ココア 北海道 音更共栄 2 中学校 12.33

28 小松崎　妃紅 コマツザキ　ヒイロ 茨城県 ﾐﾄｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 0 一般 12.33

31 陣野　莉心 ジンノ　リコ 福島県 白河第二 3 中学校 12.35

31 長門　美佑 ナガト　ミウ 広島県 東広島中央 3 中学校 12.35

33 岩間　彩芽 イワマ　アヤメ 山梨県 Type-R 0 一般 12.36

34 石本　桜子 イシモト　サクラコ 福岡県 中原 3 中学校 12.37

35 原田　美來 ハラダ　ミク 岡山県 Ａｓｔｅｒ 0 一般 12.38

35 楠田　ゆうな クスダ　ユウナ 鹿児島県 阿久根 1 中学校 12.38

37 小西　流月 コニシ　ルナ 大阪府 堺五箇荘 3 中学校 12.40

37 内田　愛里 ウチダ　ヒカリ 富山県 富山北部 1 高校 12.40

39 ウィリアムズ　シャマーヤ美杏 ウィリアムズ　シャマーヤミアン 福岡県 中村学園女子 2 中学校 12.41 12.41

39 宇山　理央 ウヤマ　リオ 千葉県 みちるAC 0 一般 12.41 12.46

女子100m



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

1 髙橋　美月 タカハシ　ミヅキ 岩手県 盛岡城西中 3 中学校 1.72

2 山根　希乃風 ヤマネ　ノノカ 宮城県 仙台二華 3 中学校 1.71

3 前西　咲良 マエニシ　サクラ 和歌山県 近大和歌山 1 高校 1.70

4 手島　花奈 テシマ　カナ 東京都 八王子椚田 3 中学校 1.69

5 宮澤　美桜 ミヤザワ　ミオ 東京都 八王子二 3 中学校 1.67

6 高田　知佳 タカタ　チカ 大阪府 吹田一 3 中学校 1.65

6 加藤　那奈美 カトウ　ナナミ 静岡県 浜松笠井 3 中学校 1.65

8 井東　紗弓 イトウ　サユミ 兵庫県 瓦木 3 中学校 1.64

9 山賀　凪 ヤマガ　ナギ 新潟県 十日町松代 3 中学校 1.63 1.61

9 菊池　彩文 キクチ　サヤ 神奈川県 横浜南が丘 3 中学校 1.63 1.60-1.60-1.60

9 山岸　由理 ヤマギシ　ユリ 石川県 錦城中 3 中学校 1.63 1.60

12 若尾　奏来 ワカオ　ソラ 鹿児島県 城西 3 中学校 1.62

12 日夏　愛恵 ヒナツ　マナエ 奈良県 上 3 中学校 1.62

12 井上　凪紗 イノウエ　ナギサ 兵庫県 神戸北神戸 2 中学校 1.62

15 佐野　奏歩 サノ　カナホ 埼玉県 ふじみ野福岡 3 中学校 1.61

15 日尾　芽愛 ヒオ　メイア 富山県 富山北部 3 中学校 1.61

17 神永　日向 カミナガ　ヒナタ 茨城県 結城 3 中学校 1.60

17 亀山　ひかり カメヤマ　ヒカリ 福島県 郡山第五 3 中学校 1.60

17 中山　鈴菜 ナカヤマ　リンナ 岐阜県 恵那東中 3 中学校 1.60

17 山ノ井　綾音 ヤマノイ　アヤネ 大阪府 春日丘 1 高校 1.60

17 戸田　向日葵 トダ　ヒマリ 兵庫県 神戸平野 3 中学校 1.60

17 西山　美桜 ニシヤマ　ミオ 大阪府 堺長尾 3 中学校 1.60

17 西川　雛羽 ニシカワ　ヒナワ 鹿児島県 ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 0 一般 1.60

17 倉田　心夏 クラタ　ココナ 千葉県 坪井 2 中学校 1.60

17 村山　羽乃 ムラヤマ　ウノ 埼玉県 三郷北 3 中学校 1.60

17 石原　真咲 イシハラ　マサキ 神奈川県 相　麻溝台中 3 中学校 1.60

17 渡邊　紗希 ワタナベ　サキ 愛知県 TSM 0 一般 1.60

17 大久保　結菜 オオクボ　ユナ 茨城県 古河二中 3 中学校 1.60

女子走高跳



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

1 成澤　柚日 ナリサワ　ユウヒ 群馬県 藪塚本町 2 中学校 5.91

2 松田　晏奈 マツダ　アンナ 長崎県 長崎日大 3 中学校 5.83

3 近藤　いおん コンドウ　イオン 埼玉県 三郷彦成 3 中学校 5.81

4 舛永　心音 マスナガ　ココネ 兵庫県 葺合 1 高校 5.75

5 宮本　里乃亜 ミヤモト　リノア 東京都 東京 1 高校 5.74

6 橋本　詩音 ハシモト　シオン 静岡県 静岡雙葉 3 中学校 5.67

6 池﨑　愛菜 イケザキ　アイナ 奈良県 式下 3 中学校 5.67

8 飯島　香撫 イイジマ　カナデ 千葉県 旭二 3 中学校 5.65

9 峠田　夏希 タオタ　ナツキ 千葉県 千葉真砂 3 中学校 5.64

10 原　琉心 ハラ　ルコ 福岡県 和白 3 中学校 5.61

11 喜久里　彩吹 キクザト　イブキ 沖縄県 八重瀬東風平 3 中学校 5.60

11 金子　亜瑠 カネコ　アル 長野県 坂城中 3 中学校 5.60

11 鈴木　亜虹 スズキ　アコ 岡山県 倉敷TFC 0 一般 5.60

11 大月　花織 オオツキ　カオリ 静岡県 御殿場富士岡 3 中学校 5.60

15 池上　瑠依 イケガミ　ルイ 埼玉県 ﾃﾞｶｷｯｽﾞ AC 0 一般 5.59

16 橋本　侑奈 ハシモト　ユウナ 大阪府 咲くやこの花 3 中学校 5.58

17 山﨑　りりや ヤマサキ　リリヤ 兵庫県 洲本五色 3 中学校 5.57

17 下田　奈津美 シモダ　ナツミ 熊本県 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 0 一般 5.57

19 谷口　陽向 タニグチ　ヒナタ 鳥取県 鳥取城北高校 1 高校 5.56

19 篠山　那弥子 シノヤマ　ナミコ 神奈川県 横浜十日市場 3 中学校 5.56

19 水野　文由里 ミズノ　アユリ 愛知県 TSM 0 一般 5.56

22 森田　紗矢 モリタ　サヤ 和歌山県 和歌山北 1 高校 5.55

23 寺島　慶 テラシマ　ケイ 愛知県 TSM 0 一般 5.54

24 冨士盛　智咲 フジモリ　チサキ 静岡県 浜松曳馬 3 中学校 5.53

24 宮原　紫乃 ミヤハラ　シノ 東京都 慶應義塾 3 中学校 5.53

26 庄村　花菜 ショウムラ　ハナ 徳島県 山川中 3 中学校 5.52

26 小山　さくら コヤマ　サクラ 兵庫県 園田 1 高校 5.52

28 松田　ココ マツダ　ココ 佐賀県 佐賀大附属 3 中学校 5.51

29 磯山　優来 イソヤマ　ユラ 埼玉県 聖望 1 高校 5.50

29 山田　南 ヤマダ　ミナミ 東京都 立石 3 中学校 5.50

女子走幅跳



※都道府県代表選手については記載していません。

種目 氏名 カナ 登録県 所属 学年 区分 記録 備考（セカンド以降の記録と規格）

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　エントリーリスト

2021.9.24  21:00

1 坂　ちはる サカ　チハル 大阪府 富田林二 3 中学校 15.58

2 山口　嘉夢 ヤマグチ　カノン 大阪府 墨江丘 3 中学校 15.16

3 近藤　湊 コンドウ　ミナト 長崎県 南有馬 3 中学校 14.75

4 迫田　明華 サコダ　メイカ 広島県 広島瀬野川 3 中学校 14.17

5 澤野　玲奈 サワノ　レイナ 大阪府 東大阪枚岡 3 中学校 14.16

6 野本　菜々 ノモト　ナナ 京都府 大住中 3 中学校 14.02

7 西堂　心菜 ニシドウ　ココナ 大阪府 月州 3 中学校 13.92

8 翁長　華夢 オナガ　カミ 大阪府 大阪三稜 3 中学校 13.71

9 大黒　恋華 オオグロ　レンカ 大阪府 堺金岡南 3 中学校 13.68

10 平岩　里彩 ヒライワ　リサ 愛知県 守山中 3 中学校 13.65

11 黛　香帆 マユズミ　カホ 東京都 三田国際学園 3 中学校 13.47

12 松林　彩 マツバヤシ　アヤ 長野県 長野東 1 高校 13.43

13 西野　晴夏 ニシノ　ハルカ 大阪府 堺金岡南 3 中学校 13.38

14 川浦　もえ カワウラ　モエ 群馬県 群馬南 2 中学校 13.33

15 馬場　莉乙 ババ　リノ 福岡県 湯川 3 中学校 13.09

16 工藤　実幸乃 クドウ　ミユノ 福岡県 石峯 3 中学校 13.06

17 原田　詩音 ハラダ　ウタネ 京都府 京都光華中 2 中学校 12.95

18 川上　風花 カワカミ　フウカ 埼玉県 SSAC 0 一般 12.90

女子砲丸投
(2.721kg)



種目 氏名 カナ 登録 所属 学年 区分 備考

1 土谷　花織 ツチヤ　カオリ 北海道 北斗上磯 3 中学

2 伊瀬谷　茜 イセヤ　アカネ 青森 青森筒井 3 中学

3 矢羽々　苺 ヤハバ　マイ 岩手 盛岡下小路 3 中学

4 石川　愛怜 イシカワ　エレン 宮城 古川黎明 2 中学

5 成田　芽暖 ナリタ　メイア 秋田 秋田城南 2 中学

6 赤坂　美結 アカサカ　ミユウ 山形 山形中央 1 高校

7 渡邉　春菜 ワタナベ　ハルナ 福島 河東学園 3 中学

8 山根　優梨耶 ヤマネ　ユリヤ 栃木 赤見 3 中学

9 須賀　結暖 スガ　ユノン 群馬 荒砥 3 中学

10 シラ　ファンタ恵理加 シラ　ファンタエリカ 埼玉 埼玉栄中 3 中学

11 坂本　渚咲 サカモト　ナギサ 千葉 野田南部 3 中学

12 税田　ジェニファー璃美 サイタ　ジェニファーリミ 東京 城西 1 高校

13 瀬田　陽菜 セタ　ハルナ 神奈川 東海大相模 1 高校

14 村松　璃香 ムラマツ　リコ 山梨 山梨学院 1 高校

15 大熊　杏美 オオクマ　アミ 長野 坂城中 2 中学

16 ンバマ　紗良 ンバマ　サラ 富山 富山堀川 3 中学

17 板谷　心子 イタヤ　ココ 石川 緑 3 中学

18 宇野　恵愛 ウノ　メア 福井 武生一 3 中学

19 小池　雛 コイケ　ヒナ 静岡 浜松積志 2 中学

20 眞田　あこ サナダ　アコ 愛知 豊橋章南 3 中学

21 木嶋　鈴 キジマ　リン 三重 一志 3 中学

22 樹山　由來 キヤマ　ユラ 岐阜 美濃加茂西 3 中学

23 津本　瑛夏 ツモト　エイカ 滋賀 南郷 2 中学

24 長鴫　海凪 ナガシギ　ミナギ 京都 京都光華中 3 中学

25 島田　幸羽 シマダ　コハネ 大阪 咲くやこの花 3 中学

26 小林　侑加 コバヤシ　ユウカ 兵庫 神戸長坂 3 中学

27 井関　梨乃 イセキ　リノ 奈良 生駒 3 中学

28 船渡　真羽 フナト　マハ 和歌山 初芝橋本 1 高校

29 中本　唯愛 ナカモト　イチカ 鳥取 岩美 3 中学

30 野田　一葉 ノダ　ヒトハ 島根 邑南瑞穂 3 中学

31 吉本　佐和子 ヨシモト　サワコ 岡山 Ａｓｔｅｒ 一般

32 坂井　実夢 サカイ　ミユウ 広島 尾道長江 3 中学

33 烏田　歩美 カラスダ　アユミ 山口 勝山 3 中学

34 前川　虹羽 マエカワ　コハネ 香川 坂出東部 3 中学

35 大塚　百々花 オオツカ　モモカ 徳島 阿波吉野 2 中学

36 菅　野乃花 スガ　ノノカ 愛媛 西条 1 高校

37 中島　夢乃 ナカジマ　ユノ 高知 安芸 1 高校

38 福岡　梓音 フクオカ　シオン 福岡 柏原 3 中学

39 前川　帆乃 マエカワ　ホノ 佐賀 浜玉 3 中学

40 井上　みさき イノウエ　ミサキ 長崎 長崎日大 3 中学

41 佐美三　ひなた サミソ　ヒナタ 熊本 First　Step 一般

42 佐藤　梨央 サトウ　リオ 大分 大分大在 2 中学

43 木原　万里花 キハラ　マリナ 宮崎 住吉 3 中学

44 濵田　彩華 ハマダ　アヤカ 鹿児島 舞鶴 2 中学

45 今村　香保 イマムラ　カホ 沖縄 skyｱｽﾘｰﾄ 一般

女子150m
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1 長谷川　采花 ハセガワ　アヤカ 北海道 千代台ｽｸｰﾙ 一般

2 立花　來星々 タチバナ　クララ 岩手 矢巾北 3 中学

3 伊藤　夕梛 イトウ　ユナ 宮城 しらかし台 3 中学

4 佐藤　杏 サトウ　アン 秋田 男鹿東 3 中学

5 柏倉　四季 カシワグラ　シキ 山形 中山 3 中学

6 木戸　望乃実 キド　ノノミ 福島 石川 2 中学

7 田邉　風歌 タナベ　フウカ 栃木 栃木西 3 中学

8 清水　りの シミズ　リノ 群馬 古巻 2 中学

9 松本　美澄 マツモト　ミズミ 埼玉 寄居男衾 3 中学

10 大圖　希々 オオズ　キキ 千葉 佐倉根郷 3 中学

11 一兜　咲子 ヒトツカブト　サキコ 東京 杉並大宮中 1 中学

12 井上　穗奏 イノウエ　ホノカ 神奈川 山内 1 中学

13 戸澤　瑠南 トザワ　ルナ 山梨 学院中 1 中学

14 阪　千都 サカ　チヒロ 長野 塩尻広陵中 3 中学

15 柴田　美冴 シバタ　ミサエ 富山 富山新庄 3 中学

16 松岡　さくら マツオカ　サクラ 石川 津幡 3 中学

17 黒原　さつき クロハラ　サツキ 福井 勝山中部中 2 中学

18 長田　彩沙 オサダ　アヤサ 静岡 御殿場 3 中学

19 森　千莉 モリ　センリ 愛知 豊田大谷 1 高校

20 林　里音 ハヤシ　リオン 三重 亀山 3 中学

21 宇納　杏莉 ウノウ　アンリ 岐阜 大垣西部 3 中学

22 森谷　心美 モリタニ　ミミ 滋賀 立命館守山 3 中学

23 川上　春歩 カワカミ　ハルホ 京都 京都御池中 3 中学

24 亀井　咲里 カメイ　サリ 大阪 東大阪大敬愛 1 高校

25 塚本　夕藍 ツカモト　ユア 兵庫 荒井 3 中学

26 仁賀　あかり ニガ　アカリ 奈良 富雄南 2 中学

27 久保　凛 クボ　リン 和歌山 潮岬中 2 中学

28 金子　りん カネコ　リン 鳥取 鳥取桜ヶ丘 3 中学

29 蒲生　悠桜 ガモウ　ユラ 島根 出雲三 2 中学

30 岡﨑　芽依 オカザキ　メイ 岡山 山南 3 中学

31 岡藤　美音 オカフジ　ミオ 広島 廿日市七尾 3 中学

32 佐々木　凜 ササキ　リン 山口 萩東 3 中学

33 大西　由菜 オオニシ　ユナ 香川 中部 3 中学

34 立石　里央菜 タテイシ　リオナ 徳島 鳴門教育大附 1 中学

35 山本　祐希 ヤマモト　ユウキ 愛媛 宇和島城南 3 中学

36 穂岐山　芽衣 ホキヤマ　メイ 高知 香長 3 中学

37 岡本　彩希 オカモト　サキ 福岡 青嵐陸上クラブ 一般

38 増丸　奈央 マスマル　ナオ 長崎 大村 3 中学

39 角銅　菜々 カクドウ　ナナ 熊本 出水 3 中学

40 福山　友菜 フクヤマ　ユナ 大分 大分滝尾 3 中学

41 河野　咲羽 カワノ　サワ 宮崎 住吉 3 中学

42 野口　紗喜音 ノグチ　サキネ 鹿児島 東谷山 2 中学

43 親川　杏花 オヤカワ　キョウカ 沖縄 南星中 3 中学

女子1000m



種目 氏名 カナ 登録 所属 学年 区分 備考

2021.10.1

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　都道府県代表選手エントリーリスト

1 小笠原　優楽 オガサワラ　ユラ 北海道 厚岸真龍 3 中学

2 渡邉　えな ワタナベ　エナ 青森 青森北 1 高校

3 小長根　心桜 コナガネ　ミオ 岩手 盛岡大宮 3 中学

4 佐藤　柚希 サトウ　ユズキ 宮城 仙台八乙女 2 中学

5 三浦　千佳 ミウラ　チカ 秋田 外旭川 3 中学

6 佐藤　美咲 サトウ　ミサキ 山形 酒田三 2 中学

7 三浦　真央香 ミウラ　マオカ 福島 植田東 3 中学

8 横山　涼葉 ヨコヤマ　スズハ 群馬 桂萱 3 中学

9 春木　伶菜 ハルキ　レナ 埼玉 朝霞第二 3 中学

10 清水　望生 シミズ　ミウ 千葉 野田南部 3 中学

11 仮屋　愛優 カリヤ　アユ 東京 ゆめおりＡＣ 一般

12 横瀬　姫由 ヨコセ　ヒヨリ 神奈川 秦野北 3 中学

13 妻木　恵恋 ツマキ　エレン 山梨 中村塾 一般

14 並木　彩華 ナミキ　アヤカ 長野 軽井沢A&AC 一般

15 松木　愛結 マツキ　アイ 富山 大沢野 3 中学

16 本多　七 ホンダ　ナツ 石川 松任 2 中学

17 印牧　仁菜 カネマキ　ニナ 福井 勝山南部 3 中学

18 篠原　柚葉 シノハラ　ユズハ 静岡 三島北上 3 中学

19 大和　令奈 ヤマト　レイナ 愛知 矢作北 3 中学

20 後藤　杏実 ゴトウ　アミ 三重 ｱｽﾘｰﾄY 一般

21 山本　琉凪 ヤマモト　ルナ 岐阜 美濃加茂 1 高校

22 楠　奈那 クスノキ　ナナ 滋賀 高穂 3 中学

23 上山　莉奈 ウエヤマ　リナ 京都 西城陽 1 高校

24 岸本　礼菜 キシモト　レナ 大阪 咲くやこの花 3 中学

25 林　花鈴 ハヤシ　カリン 兵庫 神戸本多聞 3 中学

26 木村　真子 キムラ　マコ 奈良 片塩 2 中学

27 片山　恵 カタヤマ　メグミ 和歌山 近大和歌山 2 中学

28 平井　美優 ヒライ　ミユ 鳥取 箕蚊屋 3 中学

29 別所　みゆ ベッショ　ミユ 島根 出雲大社 3 中学

30 木梨　光菜 キナシ　ヒナ 岡山 津山中道 3 中学

31 綾目　ひなの アヤメ　ヒナノ 広島 神辺旭 1 高校

32 北本　愛果莉 キタモト　アカリ 山口 防府右田 3 中学

33 中田　真緒 ナカタ　マオ 香川 観音寺 3 中学

34 島田　夏芽 シマダ　ナツメ 徳島 羽ノ浦 3 中学

35 二宮　緋愛 ニノミヤ　ヒヨリ 愛媛 愛南御荘 3 中学

36 岡村　彩花 オカムラ　サイカ 高知 橋上 3 中学

37 谷中　天架 タニナカ　テンカ 福岡 八屋 3 中学

38 宮﨑　叶和 ミヤザキ　トワ 長崎 長崎日本大学 1 高校

39 今田　朱音 イマダ　アヤネ 熊本 KURS 一般

40 後藤　若奈 ゴトウ　ワカナ 大分 大分上野ヶ丘 3 中学

41 大槻　桃子 オオツキ　トウコ 宮崎 宮崎大附中 3 中学

42 有川　実花 アリカワ　ミカ 鹿児島 鹿児島南 1 高校

女子100mYH
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1 今井　咲那 イマイ　サナ 北海道 札幌琴似 3 中学

2 下山　海優 シモヤマ　ミユウ 青森 弘前第一 2 中学

3 新田　里穂子 ニッタ　リホコ 岩手 北上 2 中学

4 津田　望尋 ツダ　ミヒロ 宮城 仙台中野 2 中学

5 今井　颯希 イマイ　サツキ 山形 山形第五 3 中学

6 齋藤　琴音 サイトウ　コトネ 福島 福島第三 3 中学

7 水口　ゆあ ミズグチ　ユア 栃木 大田原 2 中学

8 柳川　美空 ヤナガワ　ミクウ 群馬 前橋育英 1 高校

9 渡邊　紗萊 ワタナベ　サエラ 埼玉 川口幸並 2 中学

10 齊藤　佳子 サイトウ　カコ 千葉 佐原 3 中学

11 加藤　優空 カトウ　ユア 東京 五日市 3 中学

12 坂口　楓 サカグチ　カエデ 神奈川 川崎柿生 1 中学

13 清水　遥菜 シミズ　ハルナ 山梨 玉幡中 3 中学

14 菅野　日向実 カンノ　ヒナミ 新潟 新潟東新潟 3 中学

15 小林　ひより コバヤシ　ヒヨリ 長野 東御東部 3 中学

16 藤田　歩佳 フジタ　アユカ 富山 出町 3 中学

17 廣田　百香 ヒロタ　モモカ 静岡 浜松清竜 2 中学

18 岡部　陽奈 オカベ　ヒナ 愛知 逢妻 3 中学

19 海老原　有緯子 エビハラ　アイコ 三重 皇學館 1 高校

20 塚口　舞海 ツカグチ　マイミ 岐阜 大垣西部 2 中学

21 勝間　純鈴 カツマ　スミレ 滋賀 葉山 1 中学

22 供川　陽葵 トモカワ　ヒナタ 京都 太秦中 2 中学

23 松井　愛果 マツイ　マナカ 大阪 太子 3 中学

24 口丸　陽菜 クチマル　ヒナ 兵庫 尼崎小田 1 高校

25 西前　瑶 ニシマエ　ハルカ 奈良 田原本 3 中学

26 中田　妃奈里 ナカタ　ヒナリ 和歌山 近大和歌山 3 中学

27 清水　葵 シミズ　アオイ 鳥取 気高中 3 中学

28 大國　千夏 オオグニ　チナツ 島根 出雲平田 3 中学

29 瀬尾　智子 セオ　トモコ 岡山 総社西 1 中学

30 田村　哩菜 タムラ　リナ 広島 近大東広島 3 中学

31 山本　明佳 ヤマモト　ハルカ 山口 防府佐波 3 中学

32 森島　心咲 モリシマ　ミサキ 香川 中部 2 中学

33 倉橋　花奏 クラハシ　カナデ 愛媛 松山桑原 3 中学

34 鈴木　夢桜 スズキ　ミオウ 高知 高知 2 中学

35 安永　莉子 ヤスナガ　リコ 福岡 中間 1 高校

36 中村　莉璃 ナカムラ　リリ 長崎 国見 3 中学

37 富永　結衣 トミナガ　ユイ 熊本 長嶺 3 中学

38 結城　桜羽 ユウキ　サワ 宮崎 宮崎木花 1 中学

39 田原　夕愛 タハラ　ユウア 鹿児島 鹿児島 1 高校

女子棒高跳
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1 坂下　琉菜 サカシタ　ルナ 北海道 手稲鉄北 一般

2 宮野　涼叶 ミヤノ　リョウカ 岩手 盛岡大宮 3 中学

3 加藤　湖子 カトウ　ココ 宮城 仙台八乙女 3 中学

4 伊藤　那月 イトウ　ナツキ 秋田 秋田山王 3 中学

5 滝口　萌恵 タキグチ　モエ 山形 東根第二 2 中学

6 齋藤　優朱 サイトウ　ユア 福島 福島第三 3 中学

7 髙山　優葉 タカヤマ　ユウハ 栃木 石橋 2 中学

8 中島　希愛流 ナカジマ　ノエル 群馬 富士見 3 中学

9 香川　恵愛シポーラハヴィリ カガワ　メアシポーラハヴィリ 埼玉 さいたま三室 3 中学

10 土屋　美潤 ツチヤ　ミウ 千葉 東庄 3 中学

11 村松　瑠奈 ムラマツ　ルナ 東京 武蔵野東 3 中学

12 橋本　魅音 ハシモト　ミオ 神奈川 横須賀学院 3 中学

13 萩原　千乃和 ハギハラ　チノワ 山梨 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 一般

14 大森　玲花 オオモリ　レイカ 長野 軽井沢A&AC 一般

15 岡田　一花 オカダ　イチカ 富山 立山雄山 2 中学

16 安田　心 ヤスダ　ココロ 石川 金沢西南部 3 中学

17 齊藤　真子 サイトウ　マコ 福井 北陸 1 高校

18 山本　侑奈 ヤマモト　ユキナ 静岡 裾野 1 高校

19 岩田　祐香 イワタ　ユウカ 愛知 西尾平坂 3 中学

20 淺井　琥桃 アサイ　コモモ 三重 伊勢宮川 3 中学

21 田中　榛那 タナカ　ハルナ 岐阜 大垣商 1 高校

22 北村　優羽 キタムラ　ユウ 滋賀 双葉 3 中学

23 西村　玲奈 ニシムラ　レナ 京都 加茂川中 2 中学

24 小川　優里 オガワ　ユリ 大阪 枚方四 2 中学

25 中嶋　彩音 ナカシマ　アヤネ 兵庫 香美香住一 3 中学

26 川口　愛央 カワグチ　マオ 奈良 奈学登美ヶ丘 3 中学

27 堀井　琉杏 ホリイ　ラン 和歌山 楠見 2 中学

28 岩野　真南 イワノ　マナ 鳥取 倉吉西 3 中学

29 大野　涼 オオノ　リョウ 島根 出雲第二 3 中学

30 小野　芽衣果 オノ　メイカ 岡山 福南 1 中学

31 横濱　早桜 ヨコハマ　サオ 広島 廿日市中 3 中学

32 安田　雛 ヤスダ　ヒナノ 山口 下関東部 3 中学

33 福家　梓 フケ　アズサ 香川 三木 1 中学

34 元木　陽菜 モトキ　ヒナ 徳島 三加茂 3 中学

35 吉良　光咲 キラ　ミサキ 愛媛 八幡浜保内 3 中学

36 恒石　望乃 ツネイシ　ノノ 高知 高知 1 高校

37 藤田　紗英 フジタ　サエ 福岡 中村学園女子 2 中学

38 中尾　結 ナカオ　ユイ 長崎 長崎大附属 3 中学

39 那須　日向子 ナス　ヒナコ 熊本 人吉第一 3 中学

40 三橋　小桜 ミツハシ　コハル 大分 大分城東 3 中学

41 平島　悠理 ヒラシマ　ユウリ 宮崎 本郷 3 中学

42 井上　ハルカ イノウエ　ハルカ 鹿児島 国分南 3 中学

43 牧﨑　百花 マキザキ　モモカ 沖縄 沖縄尚学 1 高校

女子三段跳



種目 氏名 カナ 登録 所属 学年 区分 備考

2021.10.1

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　都道府県代表選手エントリーリスト

1 前畑　星奈 マエハタ　セイナ 北海道 厚岸真龍 3 中学

2 杉山　侑愛 スギヤマ　ユノ 青森 田名部 1 高校

3 佐々木　舞子 ササキ　マイコ 岩手 遠野東 3 中学

4 鈴木　明華 スズキ　アスカ 宮城 古川黎明 3 中学

5 伊藤　優良 イトウ　ユラ 秋田 大仙大曲 3 中学

6 田中　あおい タナカ　アオイ 山形 山形金井 2 中学

7 大橋　美羽 オオハシ　ミウ 福島 会津若松第一 2 中学

8 中山　真緒 ナカヤマ　マオ 栃木 瑞穂野 3 中学

9 太田　琴音 オオタ　コトネ 群馬 高崎吉井中央 2 中学

10 橋本　佳歩 ハシモト　カホ 埼玉 所沢西 1 高校

11 山下　春花 ヤマシタ　ハルカ 千葉 新松戸南 3 中学

12 大竹　莉美子 オオタケ　リミコ 東京 足立十四 3 中学

13 佐藤　奏 サトウ　カナデ 神奈川 川崎宮崎 3 中学

14 三部　伶音 サンベ　レノン 山梨 早川中 3 中学

15 大久保　優衣 オオクボ　ユイ 長野 松本山辺 3 中学

16 大橋　愛莉 オオハシ　アイリ 富山 高岡西部 2 中学

17 工藤　七海 クドウ　ナナミ 石川 根上 3 中学

18 田中　瑞穂 タナカ　ミズホ 福井 明道 3 中学

19 大嶋　那以瑠 オオシマ　ナイル 静岡 浜松湖東 3 中学

20 岩田　明樺梨 イワタ　アカリ 愛知 TSM 一般

21 世古　櫻紗 セコ　ロウサ 三重 紀北 3 中学

22 大島　寛奈 オオシマ　カンナ 岐阜 瑞浪南 3 中学

23 木谷　茉央 キタニ　マオ 滋賀 双葉 3 中学

24 丸山　澪 マルヤマ　ミオ 京都 亀岡中 3 中学

25 阪井　聖佳 サカイ　キヨカ 大阪 高槻一 3 中学

26 永井　彩花 ナガイ　アヤカ 兵庫 姫路女学院 1 高校

27 矢野　結衣 ヤノ　ユイ 奈良 畝傍 3 中学

28 濵野　彩寧 ハマノ　アヤネ 和歌山 衣笠中 3 中学

29 有村　日万里 アリムラ　ヒマリ 鳥取 鳥取西中 3 中学

30 安田　円佳 ヤスダ　マドカ 島根 浜山 3 中学

31 今脇　そら イマワキ　ソラ 岡山 瀬戸内邑久 2 中学

32 小林　香音 コバヤシ　カノ 広島 広島翠町 3 中学

33 高橋　美妃 タカハシ　ミキ 香川 中部 2 中学

34 佐藤　安姫里 サトウ　アメリ 徳島 徳島市加茂名 3 中学

35 近藤　真巳子 コンドウ　マミコ 愛媛 新居浜川東 3 中学

36 岡崎　真紀乃 オカザキ　マキノ 高知 芸西 3 中学

37 濵田　桃子 ハマダ　モモコ 福岡 福大若葉 1 高校

38 草野　美夕 クサノ　ミユウ 長崎 長崎南 1 高校

39 山田　あゆ美 ヤマダ　アユミ 熊本 本渡 2 中学

40 由利　凛 ユリ　リン 大分 大分稙田南 3 中学

41 三賢　李華 ミカタ　モモカ 宮崎 日南飫肥 3 中学

42 松元　美春 マツモト　ミハル 鹿児島 大川内 2 中学

43 玉城　璃音 タマキ　リノン 沖縄 糸満中 3 中学

女子円盤投

(1.00kg)



種目 氏名 カナ 登録 所属 学年 区分 備考

2021.10.1

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　都道府県代表選手エントリーリスト

1 白土　春花 シラト　ハルカ 北海道 函館亀田 3 中学

2 鈴木　和咲 スズキ　カズサ 青森 中里 3 中学

3 吉田　芽生 ヨシダ　メイ 岩手 見前南 3 中学

4 遠藤　陽菜 エンドウ　ヒナ 宮城 仙台東華 2 中学

5 安藤　美空 アンドウ　ミウ 秋田 大仙大曲 3 中学

6 鈴木　ひより スズキ　ヒヨリ 山形 上山南 3 中学

7 神山　沙羅 カミヤマ　サラ 福島 植田 3 中学

8 江原　莉央 エバラ　リオ 群馬 高崎吉井中央 2 中学

9 松永　成美 マツナガ　ナルミ 埼玉 久喜中 3 中学

10 三浦　栞奈 ミウラ　カンナ 千葉 浦安堀江 3 中学

11 青沼　キララ アオヌマ　キララ 東京 江東三亀戸 3 中学

12 後藤　千里 ゴトウ　チサト 神奈川 HappinessAC 一般

13 三井　陽里 ミツイ　ヒラリ 山梨 GONSPORTS 一般

14 日達　美心 ヒタチ　ミコ 長野 原 3 中学

15 田中　結衣 タナカ　ユイ 富山 朝日 2 中学

16 浜崎　せな ハマザキ　セナ 石川 輪島 2 中学

17 金谷　美由姫 カナヤ　ミユキ 福井 三国 2 中学

18 河上　由奈 カワカミ　ユナ 静岡 伊豆長岡ＡＣ 一般

19 成田　沙穂 ナリタ　サホ 愛知 桜田中 3 中学

20 中田　陽菜 ナカタ　ヒナ 三重 五十鈴中学校 2 中学

21 眞武　里帆 マタケ　リホ 岐阜 多治見 2 中学

22 松井　唯 マツイ　ユイ 滋賀 皇子山 3 中学

23 山田　未音 ヤマダ　メイ 京都 四条中 2 中学

24 清水　優衣 シミズ　ユイ 大阪 峰塚 1 中学

25 永宮　来夢 ナガミヤ　ラム 兵庫 尼崎小田 3 中学

26 中西　遥香 ナカニシ　ハルカ 奈良 山添中 3 中学

27 岡田　未来 オカダ　ミライ 和歌山 御坊 3 中学

28 鋤崎　希歩 スキザキ　ノア 鳥取 倉吉東 3 中学

29 布野　里海 フノ　リミ 島根 出雲第二 3 中学

30 近藤　優奈 コンドウ　ユナ 岡山 Ａｓｔｅｒ 一般

31 北原　倖帆 キタハラ　ユキホ 広島 広島安西 3 中学

32 高橋　椛 タカハシ　モミジ 山口 萩西 3 中学

33 田村　早紀 タムラ　サキ 香川 豊中 3 中学

34 平岡　未羽 ヒラオカ　ミウ 徳島 美馬 3 中学

35 山戸　風音 ヤマト　カノン 愛媛 松山城西 3 中学

36 池上　林檎 イケウエ　リンゴ 高知 中村中学校 3 中学

37 永田　良枝 ナガタ　ヨシエ 福岡 中村学園女子 1 高校

38 尾方　夢歩 オガタ　ユア 長崎 口之津 3 中学

39 日置　澪 ヒオキ　ミオ 熊本 西合志南 3 中学

40 東　音羽 ヒガシ　オトハ 大分 中津 3 中学

41 河野　円 カワノ　マドカ 宮崎 唐瀬原 2 中学

42 内田　瑚乃夏 ウチダ　コノカ 鹿児島 東谷山 3 中学

43 久志　結羽 クシ　ユウハ 沖縄 宮里中 3 中学

女子ジャベリック

スロー（300g）



種目 氏名 カナ 登録 所属 学年 区分 備考

2021.10.1

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　都道府県代表選手エントリーリスト

1 池田　優夢 イケダ　ヒロム 北海道 旭川大学 1 高校

2 木村　健之朗 キムラ　ケンシロウ 青森 黒石中 3 中学

3 坂本　京太郎 サカモト　キョウタロウ 岩手 滝沢 3 中学

4 山田　旭飛 ヤマダ　アサヒ 宮城 仙台沖野 3 中学

5 川崎　尚人 カワサキ　ナオト 秋田 能代第一 3 中学

6 白畑　健太郎 シラハタ　ケンタロウ 山形 米沢中央 1 高校

7 吉田　笙 ヨシダ　ショウ 福島 東日大昌平 1 高校

8 若菜　敬 ワカナ　ケイ 栃木 大平 3 中学

9 渡辺　諒 ワタナベ　リョウ 群馬 中央中等 3 中学

10 佐藤　孔明 サトウ　コウメイ 埼玉 大原 3 中学

11 對馬　玲 ツシマ　レイ 千葉 常盤平 3 中学

12 長谷川　滉 ハセガワ　コウ 東京 駒場 1 高校

13 岡村　滉大 オカムラ　コウダイ 神奈川 日大中 3 中学

14 有井　謙成 アリイ　ケンセイ 山梨 韮崎東中 3 中学

15 渡辺　直弥 ワタナベ　ナオヤ 長野 穂高東 3 中学

16 渡辺　佑希 ワタナベ　ユウキ 富山 南砺福光 2 中学

17 尾村　尚人 オムラ　ナオト 石川 金沢 1 高校

18 堂野　暖翔 ドウノ　ハルカ 福井 春江中 3 中学

19 杉山　礼 スギヤマ　レイ 静岡 掛川西 3 中学

20 足立　光太郎 アダチ　コウタロウ 愛知 豊川小坂井 3 中学

21 上田　涼平 ウエダ　リョウヘイ 三重 久居 2 中学

22 佐々木　琉羽 ササキ　リュウ 岐阜 海津日新 3 中学

23 鍋島　航太朗 ナベシマ　コウタロウ 滋賀 双葉 3 中学

24 山神　祐葵 ヤマガミ　ユウキ 京都 男山東中 3 中学

25 内田　大翔 ウチダ　ハルト 大阪 縄手 3 中学

26 上治　大琉 ウエジ　ハル 兵庫 豊岡南 3 中学

27 マルティネス　ブランドン　ボイド マルティネス　ブランドンボイド 奈良 河合二 3 中学

28 藤井　佑典 フジイ　ユウスケ 和歌山 和歌山東 3 中学

29 井上　詩倭 イノウエ　コトワ 鳥取 鳥取中央育英 1 高校

30 枝木　蓮 エダギ　レン 島根 湖南 3 中学

31 庭山　晴希 ニワヤマ　ハルキ 岡山 芳泉 3 中学

32 中西　謙至郎 ナカニシ　ケンシロウ 広島 修大協創 3 中学

33 中村　遥斗 ナカムラ　ハルト 山口 萩福栄 3 中学

34 杉本　拓斗 スギモト　タクト 香川 豊中 3 中学

35 日比生　壮太 ヒビウ　ソウタ 徳島 鳴門市大麻 3 中学

36 山本　幸永 ヤマモト　ユキナガ 愛媛 余土 3 中学

37 平田　稜賀 ヒラタ　リョウガ 高知 高知学芸 3 中学

38 松田　弥文 マツダ　ヒロアキ 福岡 菅生 3 中学

39 松本　悠斗 マツモト　ユウト 佐賀 諸富 3 中学

40 植松　康太 ウエマツ　コウタ 長崎 長崎南 1 高校

41 宮田　鉄平 ミヤタ　テッペイ 熊本 南阿蘇 3 中学

42 阿部　廉 アベ　レン 大分 大分東明 1 高校

43 日吉　志優汰 ヒヨシ　シュウタ 宮崎 延岡南 3 中学

44 馬場　海吏 ババ　カイリ 鹿児島 東谷山 3 中学

45 池田　澪 イケダ　レイ 沖縄 那覇西 1 高校

男子150m



種目 氏名 カナ 登録 所属 学年 区分 備考

2021.10.1

JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　都道府県代表選手エントリーリスト

1 大橋　史空 オオハシ　フミタカ 北海道 とんでんＲＣ 一般

2 三上　尊雅 ミカミ　トウガ 青森 弘前第一 3 中学

3 石川　虎太朗 イシカワ　コタロウ 岩手 胆沢 3 中学

4 山田　悠人 ヤマダ　ユウト 宮城 聖和学園 1 高校

5 黒澤　海羽音 クロサワ　ミウト 秋田 大館第一 3 中学

6 吉田　太士 ヨシダ　タイシ 山形 東根第一 3 中学

7 三瓶　友也 サンペイ　トモヤ 福島 川内小中学園 3 中学

8 梅原　俊太 ウメハラ　シュンタ 栃木 間々田 2 中学

9 田村　虎太郎 タムラ　コタロウ 群馬 富士見 3 中学

10 三井　翔太 ミツイ　ショウタ 埼玉 坂戸 3 中学

11 鈴木　琉胤 スズキ　ルイ 千葉 小金北 3 中学

12 石井　優佑 イシイ　ユウスケ 東京 明星学園 1 高校

13 貝原　悠里 カイハラ　ユウリ 神奈川 塚越 2 中学

14 浅川　叶和 アサカワ　トワ 山梨 韮崎西 3 中学

15 濱野　大輝 ハマノ　ダイキ 長野 筑摩野 3 中学

16 堀田　礼人 ホリタ　ライト 富山 速星 3 中学

17 新出　純汰 シンデ　ジュンタ 石川 金沢北鳴 3 中学

18 青山　泰樹 アオヤマ　タイキ 福井 高志 1 高校

19 千葉　仁人 チバ　マサト 静岡 小山須走 3 中学

20 佐々木　哲 ササキ　テツ 愛知 TSM 一般

21 松山　優太 マツヤマ　ユウタ 三重 名張Jr 一般

22 渡邊　颯汰 ワタナベ　ソウタ 岐阜 麗澤瑞浪 3 中学

23 落合　晃 オチアイ　コウ 滋賀 今津 3 中学

24 小池　千樹 コイケ　センジュ 京都 江陽中 3 中学

25 上田　悠輔 ウエダ　ユウスケ 大阪 佐野 3 中学

26 新妻　遼己 ニイヅマ　ハルキ 兵庫 平岡 2 中学

27 山本　聖琉 ヤマモト　ヒカル 奈良 吉野中 3 中学

28 渡辺　敦紀 ワタナベ　アツキ 和歌山 岩出二 2 中学

29 大下　智矢 オオシタ　トモヤ 鳥取 ｱｽﾘｰﾄ米子 一般

30 石飛　翔悟 イシトビ　ショウゴ 島根 浜山 3 中学

31 川口　峻太朗 カワグチ　シュンタロウ 岡山 京山中 3 中学

32 小田　翔太 オダ　ショウタ 広島 広島五日市南 3 中学

33 松井　維吹 マツイ　イブキ 山口 桜田 3 中学

34 夏見　虹郎 ナツミ　ニジロウ 香川 紫雲 3 中学

35 濵口　大和 ハマグチ　ヤマト 徳島 羽ノ浦 3 中学

36 泉田　陸斗 イズミダ　リクト 愛媛 松山南二 3 中学

37 辻　信希 ツジ　ノブキ 高知 香我美 3 中学

38 鬼嶽　悠斗 オニタケ　ハルト 福岡 穂波東中 3 中学

39 松下　健心 マツシタ　ケンシン 長崎 ＭＲＣ 一般

40 塩﨑　響 シオサキ　ヒビキ 熊本 鶴城 3 中学

41 清田　知希 キヨタ　トモキ 大分 大分大東 3 中学

42 井手　健慎 イデ　ケンシン 宮崎 宮崎大淀 3 中学

43 窪田　健聖 クボタ　ケンセイ 鹿児島 星峯 3 中学

44 森田　駿太 モリタ　シュンタ 沖縄 石垣島ｱｽﾘｰﾄ 一般
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1 田辺　峻 タナベ　シュン 北海道 北見柏陽 1 高校

2 緒方　翔聖 オガタ　ショウセイ 青森 三沢堀口 3 中学

3 阿部　凪生 アベ　ナオ 岩手 盛岡見前 3 中学

4 小倉　悠 オグラ　ユウ 宮城 名取増田 3 中学

5 佐藤　将 サトウ　ショウ 秋田 秋田山王 3 中学

6 紺野　永護 コンノ　トウゴ 山形 白鷹中 3 中学

7 高橋　駿士 タカハシ　ハヤト 福島 会津若松第一 3 中学

8 石井　遙 イシイ　ハルキ 栃木 宇都宮 1 高校

9 西　智大 ニシ　トモヒロ 群馬 富岡南 3 中学

10 橋本　悠 ハシモト　ユウ 埼玉 熊谷三尻中 3 中学

11 八木澤　透 ヤギサワ　トウル 千葉 松戸六 3 中学

12 小野　浬空 オノ　リク 東京 KMC陸上ｸ 一般

13 熊谷　エグゼイヴィア叶海琉 クマガイ　エグゼイヴィアカミル 神奈川 横須賀大津 3 中学

14 今住　天哉 イマズミ　タカヤ 山梨 石和 3 中学

15 中村　駿汰 ナカムラ　シュンタ 長野 Mt.Rex TC 一般

16 佐竹　智英 サタケ　トモヒデ 富山 南砺井波 3 中学

17 奈良本　圭亮 ナラモト　ケイスケ 石川 山代 3 中学

18 小林　駿介 コバヤシ　シュンスケ 福井 春江中 3 中学

19 浅井　惺流 アサイ　セイラ 静岡 静岡観山 3 中学

20 西垣　俐玖 ニシガキ　リク 愛知 扇台中 3 中学

21 北井　千景 キタイ　チヒロ 三重 二見 3 中学

22 日下部　寛斗 クサカベ　ヒロト 岐阜 下呂萩原北 3 中学

23 澤　雅樹 サワ　マサキ 滋賀 河南 3 中学

24 田崎　天柊 タサキ　アシュウ 京都 樫原中 3 中学

25 山内　政成 ヤマウチ　マサナリ 大阪 大体大浪商 1 高校

26 足立　英士 アダチ　エイジ 兵庫 神河 3 中学

27 秋野　樹輝 アキノ　ジュキ 奈良 立商業 1 高校

28 須佐見　容平 スサミ　ヨウヘイ 和歌山 海南 1 高校

29 山中　梛斗 ヤマナカ　ナギト 鳥取 境港二 3 中学

30 高橋　快仁 タカハシ　カイト 島根 出雲平田 3 中学

31 河原　怜音 カワハラ　レン 岡山 岡山商大附 1 高校

32 鷲頭　慶士 ワシズ　ケイシ 広島 崇徳 1 高校

33 冨永　諒太朗 トミナガ　リョウタロウ 山口 下関向洋 3 中学

34 金澤　祐人 カナザワ　ユウト 香川 白峰中 3 中学

35 萩野　智洋 ハギノ　トモヒロ 徳島 阿南 3 中学

36 高平　晃成 タカヒラ　コウセイ 愛媛 八幡浜ｱｽﾘｰﾄ 一般

37 栁井　敦志 ヤナイ　アツシ 高知 附属中学校 3 中学

38 宇山　隼太 ウヤマ　シュンタ 福岡 小倉工 1 高校

39 有川　陽琉 アリカワ　ヒカル 長崎 時津 3 中学

40 西村　侑哉 ニシムラ　ユウヤ 熊本 武蔵ヶ丘 3 中学

41 伊東　大翔 イトウ　ヒロト 大分 大分城東 3 中学

42 村上　悠翔 ムラカミ　ユウト 宮崎 延岡東海 3 中学

43 木下　聖太 キシタ　ショウタ 鹿児島 東谷山 3 中学

44 戸谷　浩徳 トヤ　ヒロノリ 沖縄 うるま具志川 3 中学
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1 佐藤　考樹 サトウ　コウキ 北海道 札幌手稲 3 中学

2 奥崎　綾太 オクザキ　リョウタ 青森 青森浦町 3 中学

3 滝澤　徹併 タキサワ　テッペイ 岩手 盛岡大宮 3 中学

4 浅妻　丈人 アサヅマ　タケト 宮城 STARTLINE 一般

5 苫米地　永登 トマベチ　エイト 秋田 十文字 3 中学

6 後藤　崇仁 ゴトウ　タカヒト 山形 庄内余目 3 中学

7 江尻　羚真 エジリ　レイマ 福島 磐城 1 高校

8 桐渕　晃輔 キリブチ　コウスケ 群馬 健大高崎 1 高校

9 岡平　知大 オカヒラ　チヒロ 埼玉 鶴ヶ島西 3 中学

10 白井　勘太郎 シライ　カンタロウ 千葉 市川四 3 中学

11 藤原　多文 フジワラ　タモン 東京 明大中野中 3 中学

12 井上　陽斗 イノウエ　ハルト 神奈川 市場 3 中学

13 大芝　優槻 オオシバ　ユヅキ 山梨 八田 3 中学

14 佐藤　駿也 サトウ　シュンヤ 長野 飯山 1 高校

15 田部　日南太 タナベ　ヒナタ 富山 速星 3 中学

16 大浦　一揮 オオウラ　カズキ 石川 美川 3 中学

17 高橋　佳大 タカハシ　ケイダイ 福井 きらめきAC 一般

18 成川　倭士 ナルカワ　ワクシ 静岡 静岡東 3 中学

19 中村　光希 ナカムラ　ミツキ 愛知 名古屋萩山 3 中学

20 橋本　早右 ハシモト　ソウスケ 三重 倉田山 3 中学

21 山田　健翔 ヤマダ　ケント 岐阜 不破中 3 中学

22 小林　奏斗 コバヤシ　カナト 滋賀 日野 3 中学

23 藤井　飛和 フジイ　トワ 京都 田辺中 3 中学

24 水津　陸人 スイヅ　リクト 大阪 東 1 高校

25 坂口　彰良 サカグチ　アキラ 兵庫 尼崎小田 1 高校

26 小山　海 コヤマ　カイ 奈良 榛原 3 中学

27 奥村　莉生 オクムラ　リオ 和歌山 高積 3 中学

28 玉木　來輝 タマキ　ライキ 鳥取 境港第三 3 中学

29 道前　佑史朗 ドウゼン　ユウジロウ 島根 出雲平田 3 中学

30 吉田　智 ヨシダ　トモ 岡山 岡山操南 3 中学

31 松本　陽汰 マツモト　ヒナタ 広島 尾道長江 3 中学

32 河野　倭士 カワノ　ヤマト 山口 下関向洋 3 中学

33 合田　蓮翔 ゴウダ　レント 香川 豊浜 3 中学

34 板東　知希 バンドウ　トモキ 徳島 板野中 3 中学

35 林　泰輝 ハヤシ　ヒロキ 愛媛 東温重信 3 中学

36 結城　匠輝 ユウキ　ナルキ 高知 春野中学校 3 中学

37 河井　大夢 カワイ　タイム 福岡 福岡第一 1 高校

38 永渕　凱都 ナガフチ　カイト 佐賀 西部 3 中学

39 木谷　虎二郎 キダニ　コジロウ 長崎 鷹島 3 中学

40 松下　拓朗 マツシタ　タクロウ 熊本 本渡 3 中学

41 麻生　貫太 アソウ　カンタ 大分 大分大在 3 中学

42 三森　咲大朗 ミツモリ　サクタロウ 宮崎 延岡南 3 中学

43 元田　葉月 モトダ　ハヅキ 鹿児島 加治木工 1 高校

44 富盛　陽 トミモリ　ハル 沖縄 浦西中 3 中学
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1 久米　漣斗 クメ　レント 北海道 厚真スロー 一般

2 大畑　歩斗 オオハタ　アユト 青森 佐井 3 中学

3 藤井　李成 フジイ　リセイ 岩手 住田有住 3 中学

4 佐々木　晴琉 ササキ　ハル 宮城 古川黎明 3 中学

5 三森　善勝 ミツモリ　ヨシマサ 秋田 大館鳳鳴 1 高校

6 草名木　悠人 クサナギ　ユウト 山形 高畠 3 中学

7 若松　瑛汰 ワカマツ　エイタ 福島 平工業 1 高校

8 壹岐　翼 イキ　ツバサ 栃木 瑞穂野 3 中学

9 チャイチャリー　ナッタサック チャイチャリー　ナッタサック 群馬 高崎片岡 3 中学

10 富田　凉桜 トミタ　リオ 埼玉 深谷花園 3 中学

11 石田　琉晟 イシダ　リュウセイ 千葉 泉谷 3 中学

12 石田　大都 イシダ　ヒロト 東京 八王子二 2 中学

13 泉谷　知貴 イズミタニ　トモキ 神奈川 綾瀬北の台 3 中学

14 井澤　眞成 イザワ　マサナリ 長野 安曇野堀金 3 中学

15 早借　海斗 ハヤカシ　カイト 富山 高岡西部 3 中学

16 長浦　蓮太 ナガウラ　レンタ 石川 七尾中 3 中学

17 仲野　奏人 ナカノ　カナト 福井 進明中 3 中学

18 杉本　紘一朗 スギモト　コウイチロウ 静岡 静岡清水飯田 3 中学

19 中村　俊郎 ナカムラ　トシロウ 愛知 西尾平坂 3 中学

20 伊藤　晴久 イトウ　ハルク 三重 小俣 3 中学

21 松田　流輝 マツダ　リク 岐阜 市立岐阜商 1 高校

22 土田　大雅 ツチダ　タイガ 滋賀 河南 3 中学

23 波部　拓真 ハベ　タクマ 京都 下京中 3 中学

24 大野　和晴 オオノ　カズハル 大阪 墨江丘 3 中学

25 高瀬　蒼太 タカセ　ソウタ 兵庫 明石大蔵 3 中学

26 大住　槙月 オオスミ　マツキ 奈良 上牧 3 中学

27 加藤　希歩 カトウ　ノア 和歌山 和歌山河西 3 中学

28 影井　海斗 カゲイ　カイト 鳥取 日南 3 中学

29 松本　祐太朗 マツモト　ユウタロウ 島根 松江工 1 高校

30 松本　侑己 マツモト　ユウキ 岡山 児島中 2 中学

31 丸井　一樹 マルイ　カズキ 広島 尾道長江 3 中学

32 森野　湧成 モリノ　ユウセイ 山口 桜田 3 中学

33 今中　蓮都 イマナカ　レント 香川 豊中 3 中学

34 小林　勇登 コバヤシ　ユウト 徳島 高浦 3 中学

35 田窪　一翔 タクボ　イット 愛媛 今治立花 3 中学

36 稲倉　陽斗 イナクラ　ハルト 高知 北陵 2 中学

37 田中　亮 タナカ　リョウ 福岡 中京 3 中学

38 本多　恵丞 ホンダ　ケイジ 長崎 南有馬 2 中学

39 岩永　大輝 イワナガ　タイキ 熊本 熊本国府 1 高校

40 中村　海 ナカムラ　カイ 大分 東雲 3 中学

41 山口　憂真 ヤマグチ　ユウマ 宮崎 祝吉 3 中学

42 濱部　新 ハマベ　アラタ 鹿児島 上市来 3 中学

43 外間　勝結 ホカマ　カツキ 沖縄 与勝中 3 中学
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1 中西　悠太 ナカニシ　ユウタ 北海道 札幌柏丘 3 中学

2 藤原　想太 フジワラ　ソウタ 岩手 大迫 3 中学

3 庄子　輝 ショウジ　キラ 宮城 塩竈二 3 中学

4 大信田　凌生 オオシダ　リク 秋田 横手平鹿 3 中学

5 坂本　奨悟 サカモト　ショウゴ 福島 白河南 3 中学

6 青木　大河 アオキ　タイガ 栃木 瑞穂野 3 中学

7 星野　智哉 ホシノ　トモヤ 群馬 古巻 1 中学

8 保谷　真宏 ホタニ　マヒロ 埼玉 坂戸西 1 高校

9 宮下　輝一 ミヤシタ　キイチ 千葉 八日市場一 2 中学

10 畠山　允弥 ハタケヤマ　マサヤ 東京 立石 3 中学

11 中務　史也 ナカツカサ　フミヤ 神奈川 鎌倉大船 3 中学

12 花輪　奏磨 ハナワ　ソウマ 山梨 GONSPORTS 一般

13 玉井　雄飛 タマイ　ユウヒ 長野 長野若穂 3 中学

14 坂口　恵生 サカグチ　ケイセイ 富山 清明 3 中学

15 簾　翼 ミス　ツバサ 石川 山中 3 中学

16 山本　倖希 ヤマモト　コウキ 福井 粟野中 3 中学

17 小林　大真 コバヤシ　ダイシン 静岡 静岡安東 3 中学

18 鹿間　大聖 シカマ　タイセイ 愛知 北山 2 中学

19 奥野　泰希 オクノ　タイキ 三重 倉田山 3 中学

20 鬼頭　涼王 キトウ　リョオ 岐阜 大垣西部 3 中学

21 津田　和輝 ツダ　カズキ 滋賀 新堂 3 中学

22 市川　稜真 イチカワ　リョウマ 京都 加茂川中 3 中学

23 福井　文太 フクイ　ブンタ 大阪 枚方四 3 中学

24 菅野　晴心 カンノ　セイシン 兵庫 西宮山口 3 中学

25 帶刀　永輝 タテワキ　トキ 奈良 下市 3 中学

26 長澤　飛成 ナガサワ　ヒナリ 和歌山 和歌山東和 3 中学

27 山根　幸輝 ヤマネ　コウキ 鳥取 若桜学園 3 中学

28 牛尾　壮太 ウシオ　ソウタ 島根 浜田一中 3 中学

29 松嶋　祥斗 マツシマ　ショウト 岡山 倉敷福田中 3 中学

30 有田　成望 アリタ　ナルミ 広島 広島大野東 3 中学

31 烏田　凛太朗 カラスダ　リンタロウ 山口 萩東 3 中学

32 村尾　透和 ムラオ　トワ 香川 国分寺 2 中学

33 川原　玄 カワハラ　ゲン 徳島 羽ノ浦 3 中学

34 岡田　櫂斗 オカダ　カイト 愛媛 松山道後 3 中学

35 田中　千洋 タナカ　チヒロ 高知 大津 3 中学

36 榎本　禮斗 エノモト　レイト 福岡 下山門 3 中学

37 福山　暁介 フクヤマ　キョウスケ 長崎 東長崎 3 中学

38 岩本　颯斗 イワモト　ハヤト 熊本 住吉 3 中学

39 工藤　大介 クドウ　ダイスケ 大分 佐伯昭和 3 中学

40 齋藤　瑛 サイトウ　アキラ 宮崎 木脇 3 中学

41 田邉　奏侍 タナベ　ソウシ 鹿児島 吉野 3 中学

42 赤嶺　勝永 アカミネ　ショウエイ 沖縄 球美中学校 3 中学
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