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第44回全日本中学校陸上競技選手権大会 2017年8月20日(日)～22日(火)

決勝一覧表
熊本県民総合運動公園陸上競技場　えがお健康スタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 8/22 １００ｍ 藤原　寛人(3) 10.93 鷹　祥永(3) 10.96 平野　智也(3) 10.97 上野　弘貴(3) 10.99 浦野　凱瑛(3) 11.02 髙杉　時史(3) 11.05 重谷　大樹(3) 11.06 吉田　誠(3) 11.06

東海大浦安･千葉 -0.9 由仁･北海道 -0.9 磐田第一･静岡 -0.9 田無四･東京 -0.9 豊岡･愛知 -0.9 金ケ崎･岩手 -0.9 三国･福岡 -0.9 冨士見･千葉 -0.9 

男子 8/21 ２００ｍ マデロ　ケンジ(3) 21.66 鷹　祥永(3) 21.74 山内　優毅(3) 21.93 平野　智也(3) 21.99 重谷　大樹(3) 22.05 青木　遥可(3) 22.13 上野　弘貴(3) 22.27 大脇　理雄(3) 22.38

城東･栃木 +0.2 由仁･北海道 +0.2 宮大附属･宮崎 +0.2 磐田第一･静岡 +0.2 三国･福岡 +0.2 糸魚川･新潟 +0.2 田無四･東京 +0.2 小山･東京 +0.2 

男子 8/22 ４００ｍ 岩垣　勇司(3) 49.07 大野　心碧(3) 49.44 成沢　秀人(3) 49.93 橋本　太喜(3) 49.95 伊藤　俊明(3) 50.37 渡邊　隼斗(3) 51.15 岩永　俊介(3) 51.19 鹿戸　明鷹(3) 53.95

神岡･岐阜 土佐･高知 船橋･千葉 荒井･兵庫 伊勢崎第三･群馬 香寺･兵庫 宮大附属･宮崎 原市場･埼玉

男子 8/21 ８００ｍ 細川　陸(3)  1:57.24 片山　宗哉(3)  1:57.59 中山　遥稀(3)  1:57.69 鈴木　翼(3)  1:57.70 甲木　康博(3)  1:59.25 間瀬　維温(3)  1:59.69 深津　希瑠亜(3)  2:02.42 油谷　航亮(3)  2:02.89

沼津第五･静岡 城北･愛知 小金北･千葉 静岡長田南･静岡 大砂土･埼玉 神丘･愛知 末野原･愛知 打瀬･千葉

男子 8/22 １５００ｍ 石田　洸介(3)  3:54.34 後藤　謙昌(3)  3:57.81 分須　尊紀(3)  3:58.53 石塚　陽士(3)  3:58.89 鍜治　晃(3)  3:59.02 藤島　幹大(3)  3:59.95 工藤　巧夢(3)  4:00.09 福本　航太(3)  4:02.95

浅川･福岡 NGR 翔南･愛知 美里･埼玉 町田南･東京 足立十一･東京 松戸旭町･千葉 大田原･栃木 北溟･鳥取

男子 8/21 ３０００ｍ 石田　洸介(3)  8:32.50 野島　健太(3)  8:37.21 石塚　陽士(3)  8:37.64 五十嵐　喬信(3)  8:38.45 伊藤　大志(3)  8:38.71 時山　青輝(3)  8:39.84 工藤　巧夢(3)  8:40.40 松田　爽(3)  8:41.01

浅川･福岡 白山･千葉 町田南･東京 水府･茨城 赤穂･長野 曽根･福岡 大田原･栃木 富士鷹岡･静岡

男子 8/22 １１０ｍＨ 鈴木　大河(3) 14.02 片岡　巧(3) 14.04 飯牟田　空良(3) 14.07 近藤　翠月(3) 14.09 藤原　孝輝(3) 14.16 吉川　諒(3) 14.31 岸　叶多(3) 14.35 菅野　航平(3) 14.53

(0.914m) 扇台･愛知 +0.8 塚越･神奈川 +0.8 播磨･兵庫 +0.8 柏崎東･新潟 +0.8 高穂･滋賀 +0.8 都跡･奈良 +0.8 御殿場原里･静岡 +0.8 仙台中田･宮城 +0.8 

男子 8/22 ４×１００ｍリレー 双葉･ 42.40 東輝･ 42.75 扇台･ 42.78 咲くやこの花･ 42.91 栄進･ 43.01 茅ケ崎･ 43.24 総社西･ 43.30 八王子椚田･ 43.59

  鍋島　聡一朗(3) NJR NGR   辻井　翔珠馬(3) NJR NGR   小島　秀斗(3)   ｵｺｰﾘ　ｵﾋﾞﾝﾅ(2)   柴崎　畝那(3)   原田　友翔(3)   松田　陸(3)   仁宮　陸(3)

  西村　晟太朗(3)   仲里　真悟(3)   西垣　拓音(2)   山中　大輝(2)   細矢　大帝斗(3)   山﨑　健太(3)   平松　康(3)   中村　仁平(3)

  西野　開(3)   木村　友東(2)   鈴木　大河(3)   栗田　優河(2)   上原　颯太(3)   富田　隆太(3)   小﨑　律稀(3)   渡邉　理英(3)

  須戸　遼(3)   關口　洋輔(3)   吉田　壮一郎(3)   西山　樹(3)   黒沼　尚生(3)   米山　大晟(3)   木口　響(3)   西田　光樹(3)

男子 8/21 走高跳 太田　蒼翔(3) 1m96 麻生　涼馬(3) 1m90 岡田　大暉(3) 1m90 吉冨　聖矢(3) 1m87 同順：北野　裕太(3) 1m87

磐田竜洋･静岡 菅生･神奈川 足羽第一･福井 芳泉･岡山 国泰寺･広島

男子 8/21 棒高跳 古澤　一生(3) 4m77 野呂　仁人(3) 4m50 山下　哲也(3) 4m40 池上　陽向(3) 4m40 柄澤　智哉(3) 4m40 小泉　宗士(3) 4m30 同順：伊藤　頼(3) 4m30 野本　唯人(3) 4m30
新町･群馬 NGR 玉城･三重 浜松春野･静岡 多気･三重 群馬南･群馬 米山･宮城 嶺南･千葉 桑原･愛媛

男子 8/22 走幅跳 田中　隆太郎(3) 7m09 吉田　順哉(3) 6m93 松本　汰壱(3) 6m78 三輪　哉太(3) 6m74 君島　茉那哉(3) 6m71 宮部　灯哉(3) 6m68 大橋　一輝(3) 6m67 塩澤　仁康(3) 6m61
大阪豊中十一･大阪 +0.2 谷原･東京 -0.7 郷ノ浦･長崎 -0.5 美濃加茂西･岐阜 +1.7 湯河原･神奈川 +1.2 習志野二･千葉 +1.7 一箕･福島 +0.5 谷田部東･茨城 +0.8 

男子 8/21 砲丸投 仁子　晃希(3)  15m99 竹本　蓮(3)  15m66 長岡　雅飛(3)  15m52 鈴木　潤壱(3)  15m46 井戸　良(3)  14m69 下平　瞬(3)  14m52 久門　弘汰(3)  14m36 北原　博企(3)  14m15

(5.000kg) 宇野･岡山 泉･福岡 益田東･島根 浜松天竜･静岡 大成･和歌山 大阪楠葉･大阪 小松･愛媛 紫雲寺･新潟

男子 8/20 ４種総合得点 米山　大晟(3)  2977 松井　泰誠(3)  2845 平井　柊太(3)  2822 岡　泰我(3)  2795 大前　遼馬(3)  2736 松場　文哉(3)  2689 友岡　優仁(3)  2686 中山　敬太(3)  2669
8/21 茅ケ崎･神奈川 田原本･奈良 桂･京都 秋葉台･神奈川 土浦第二･茨城 上芳養･和歌山 山香･大分 八頭･鳥取

14.47/+0.3-15m03-1m80-53.91 15.01/+0.9-13m21-1m86-54.03 15.21/+0.1-12m94-1m83-53.02 15.08/+0.9-13m45-1m80-54.15 15.19/+0.9-12m44-1m80-53.78 15.44/+0.9-11m78-1m71-51.49 15.08/+0.9-12m99-1m62-52.59 15.10/+0.3-11m52-1m74-53.09

女子 8/22 １００ｍ 石堂　陽奈(3) 12.05 ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ(1) 12.29 12.30 梅宮　悠(3) 12.32 尾﨑　星(3) 12.34 青山　華依(3) 12.41 12.41 滝田　静海(3) 12.50
八雲･北海道 -0.5 松戸第五･千葉 -0.5 美保･鳥取 -0.5 川口幸並･埼玉 -0.5 鳥取西･鳥取 -0.5 大阪高津･大阪 -0.5 河原･鳥取 -0.5 足立十三･東京 -0.5 

女子 8/21 ２００ｍ ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ(1) 25.18 滝田　静海(3) 25.21 尾﨑　星(3) 25.35 25.40 川窪　萌夏(3) 25.46 寺本　葵(2) 25.47 佐藤　瑠歩(3) 25.78 魚住　るり(3) 25.92
松戸第五･千葉 -2.3 足立十三･東京 -2.3 鳥取西･鳥取 -2.3 河原･鳥取 -2.3 幕張本郷･千葉 -2.3 夢前･兵庫 -2.3 羽鳥･神奈川 -2.3 西橋内･三重 -2.3 

女子 8/21 ８００ｍ 大山　桜花(2)  2:11.09 大河原　萌花(2)  2:11.36 稲田　亜衣(3)  2:13.14 岸本　百桃(3)  2:14.32 平山　萌花(3)  2:14.40 千葉　彩良(3)  2:14.68 石松　愛朱加(2)  2:17.65 片山　希美香(3)  2:24.66
香川第一･香川 矢吹･福島 松原･福岡 鳥取西･鳥取 若松原･栃木 大田原･栃木 浜の宮･兵庫 高屋･岡山

女子 8/22 １５００ｍ 不破　聖衣来(3)  4:25.07 杉山　明沙(3)  4:26.45 南　日向(2)  4:27.33 橋本　充央(3)  4:27.79 石松　愛朱加(2)  4:28.05 横道　亜未(3)  4:28.36 原田　まりん(3)  4:28.62 松室　真優(3)  4:29.31

大類･群馬 鎌ケ谷第二･千葉 船橋葛飾･千葉 大住･京都 浜の宮･兵庫 浜松都田･静岡 田崎･鹿児島 桂･京都

女子 8/22 １００ｍＨ 中山　璃子(3) 13.64 伊藤　彩香(3) 13.72 岩佐　茉結子(3) 13.80 松永　朋子(3) 13.98 伍井　沙耶香(3) 14.09 頼安　乃々香(3) 14.10 深澤　あまね(3) 14.31 松本　佳音彩(2) 14.35
(0.762m) 岩見沢明成･北海道 -0.3 NGR 霧丘･福岡 -0.3 NGR 七次台･千葉 -0.3 小野･兵庫 -0.3 四街道北･千葉 -0.3 塚越･神奈川 -0.3 旭町･長野 -0.3 上社･愛知 -0.3 

女子 8/22 ４×１００ｍリレー 竜海･ 48.69 小野･ 48.72 船橋葛飾･ 48.72 咲くやこの花･ 48.84 三郷･ 49.02 成和･ 49.51 新座第六･ 49.65 粟津･ 49.75

  高野　景子(3)   大伏　可純(3)   大内　紅葉(2)   松本　麗央奈(3)   柳澤　結月(3)   大森　愛夏(3)   水野　桃花(3)   上田　陽(3)

  土居　心愛(2)   藤原　采音(3)   春日　優依里(3)   工藤　芽衣(3)   伏見　怜奈(3)   松田　夏美(3)   綿貫　真尋(2)   木村　智乃(3)

  手島　美咲(2)   岩本　佳歩(3)   青木　紫音(3)   山根　碧栞(3)   丸山　来美(3)   酒井　利菜(3)   桜庭　美月(3)   瀬山　結菜(3)

  土居　幸愛(1)   松永　朋子(3)   森澤　佳菜(3)   江戸　玲来(3)   北沢　栞(3)   吉本　椎捺(3)   髙澤　恵里菜(3)   安達　茉鈴(3)

女子 8/22 走高跳 渡邉　里咲(3) 1m75 1m66 宗澤　ﾃｨﾌｧﾆｰ(3) 1m63 同順：河村　彩香(3) 1m63 安西　彩乃(3) 1m63 細田　弥々(3) 1m63 梅田　羽舞(3) 1m63 同順：横山　こころ(3) 1m63

一条･栃木 斑鳩南･奈良 港島学園･兵庫 鯖江･福井 厚木玉川･神奈川 山梨南･山梨 高美が丘･広島 高師台･愛知

女子 8/20 走幅跳 白土　茶実(3) 5m87 竹元　咲(3) 5m83 梅宮　悠(3) 5m77 山根　碧栞(3) 5m68 石堂　陽奈(3) 5m68 河俣　明香(3) 5m59 岸下　美月(3) 5m51 岡田　麻奈(2) 5m50

八日市場第二･千葉 +1.5 高尾野･鹿児島 +1.8 川口幸並･埼玉 +2.1 咲くやこの花･大阪 +0.6 八雲･北海道  0.0 長崎大学附属･長崎 +0.3 庭代台･大阪 +0.9 高西･広島 +2.2 

女子 8/22 砲丸投 日夏　涼香(3)  15m98 奥山　琴未(1)  14m96 永井　桃花(3)  14m82 今西　あかり(2)  14m70 岩本　乙夏(3)  14m65 岡本　みなみ(3)  14m17 下田　莉未(3)  13m99 河野　凜(3)  13m85

(2.721kg) 大阪三稜･大阪 上道･岡山 浜の宮･兵庫 天理南･奈良 城田･三重 飾磨西･兵庫 富士見･群馬 大分東雲･大分

女子 8/20 ４種総合得点 松下　美咲(3)  3089 伊藤　彩香(3)  2895 黒川　翔音(3)  2881 高橋　和奏(3)  2799 工藤　芽衣(3)  2793 土屋　ほのか(2)  2777 池田　汐李(3)  2774 齋藤　みゆに(3)  2760

8/21 ゆりのき台･兵庫 霧丘･福岡 市島･兵庫 鹿骨･東京 咲くやこの花･大阪 軽井沢･長野 柏原･愛知 北陵･愛知

14.38/-0.6-1m66-11m10-26.48/-1.8 14.12/-0.6-1m39-11m45-25.89/-1.8 14.60/-0.9-1m48-11m96-26.80/-1.8 15.78/-0.9-1m54-13m11-27.67/-1.8 14.79/-0.6-1m45-10m59-26.09/-1.6 14.58/-0.9-1m57-9m61-27.46/-1.8 14.46/-0.9-1m54-9m76-27.39/-1.8 15.19/-0.6-1m57-9m95-26.95/-1.8

110mH-砲丸投-走高跳-400m

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（NJR:日本中学新記録/ NGR:大会新記録）


