
ABC男子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
891 大野　雄士 ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ 男子 愛　知 冨士中 75m43 1
777 山城　南海輝 ﾔﾏｼﾛ ﾅﾐｷ 男子 沖　縄 今帰仁中 65m94 2
851 羽田　陸 ﾊﾀﾞ ﾘｸ 男子 新　潟 紫雲寺中 65m48 3
593 巖　　優作 ｲﾜｵ ﾕｳｻｸ 男子 兵　庫 多聞東中 65m18 4
668 中井　博海 ﾅｶｲ ﾋﾛﾐ 男子 福　岡 西福岡中 65m07 5
185 能勢　未夏海 ﾉｾ ﾐﾅﾐ 男子 鹿児島 帖佐中 63m74 6
570 奥野　寿希 ｵｸﾉ ﾄｼｷ 男子 三　重 倉田山中 63m17 7
341 臼井　渓 ｳｽｲ ｹｲ 男子 東　京 秋多中 62m61 8
213 矢田　悠哉 ﾔﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 寝屋川七中 61m03 9
130 湯川　遥翔 ﾕｶﾜ ﾊﾙﾄ 男子 和歌山 南部中 60m43 10
116 小笠原　徹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｵﾙ 男子 高　知 大津中 59m64 11
618 斎藤　優成 ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 男子 北海道 函館亀田中 59m13 12
250 村田　憲翔 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾄ 男子 岩　手 雫石中 58m83 13
534 高田　駿作 ﾀｶﾀﾞ ｼｭﾝｻｸ 男子 福　島 原町一中 58m26 14
369 大石　颯汰 ｵｵｲｼ ｿｳﾀ 男子 静　岡 掛川西中 57m31 15
98 齋藤　啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 男子 埼　玉 蓮田平野中 57m25 16

643 細越　楓斗 ﾎｿｺﾞｴ ﾌｳﾄ 男子 青　森 横浜中 57m19 17
166 内田　凪飛 ｳﾁﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 男子 山　口 三隅中 56m37 18
609 中家　諒 ﾅｶｲｴ ﾘｮｳ 男子 富　山 城端中 56m08 19
386 細江　悠仁 ﾎｿｴ ﾕｳﾄ 男子 岐　阜 岐阜金山中 56m05 20
483 渡邊　成基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｷ 男子 山　梨 下吉田中 55m47 21
758 藤井　優矢 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 男子 秋　田 神代中 55m38 22
864 堀籠　温大 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾙﾄ 男子 宮　城 東華中 55m12 23
501 村尾　大樹 ﾑﾗｵ ﾀﾞｲｷ 男子 愛　媛 中萩中 54m81 24
270 小野　智広 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 長　崎 丸尾中 54m11 25
441 櫻井　真奈斗 ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾄ 男子 広　島 宇品中 53m88 26
78 梶谷　優太 ｶｼﾞﾔ ﾕｳﾀ 男子 宮　崎 都城西中 53m13 27
55 高根　匠人 ﾀｶﾈ ﾀｸﾄ 男子 栃　木 陽南中 52m84 28

467 押山　翔史輝 ｵｼﾔﾏ ﾄｼｷ 男子 神奈川 富士見中 52m43 29
40 森　　大地 ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 男子 滋　賀 志賀中 51m93 30

322 﨑田　銀河 ｻｷﾀ ｶﾅﾀ 男子 鳥　取 美保中 51m85 31
21 山田　貴幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 男子 千　葉 清和中 51m77 32

304 川本　夏己 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 男子 熊　本 不知火中 51m60 33
404 米澤　萌喜 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾓｴｷ 男子 岡　山 八浜中 51m59 34
711 見﨑　遥也 ﾐｻｷ ﾊﾙﾔ 男子 茨　城 土浦二中 51m09 35
827 苗代　凜 ﾅﾜｼﾛ ﾘﾝ 男子 石　川 穴水中 50m79 36
219 荒木　海斗 ｱﾗｷ ｶｲﾄ 男子 奈　良 香芝東中 49m93 37
289 髙野　温人 ﾀｶﾉ ﾊﾙﾄ 男子 大　分 佐伯城南中 49m33 38
148 林　　亮典 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 長　野 野沢中 48m91 39
518 乾　　雄凱 ｲﾇｲ ﾕｳｶﾞ 男子 福　井 勝山北部中 48m80 40
693 阪下　浩一 ｻｶｼﾀ ｺｳｲﾁ 男子 京　都 立命館中 48m68 41
794 櫛木　郁翔 ｸｼｷ ｲｸﾄ 男子 徳　島 牟岐中 48m15 42
424 星野　新之介 ﾎｼﾉ ｼﾝﾉｽｹ 男子 群　馬 古巻中 47m49 43
552 勝部　正樹 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻｷ 男子 島　根 島根大附属中 45m84 44
729 長尾　太道 ﾅｶﾞｵ ﾀｲﾄﾞｳ 男子 香　川 香川大附坂出中 42m30 45



ABC男子共通円盤投(1.500kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
218 小川　典祐 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾏｻ 男子 奈　良 大三輪中 43m32 1
210 杉村　武紀 ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｹﾉﾘ 男子 大　阪 太田中 43m06 2
211 籾谷　憲司 ﾓﾐﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 男子 大　阪 茨木西中 42m57 3
129 井戸　良 ｲﾄﾞ ﾘｮｳ 男子 和歌山 大成中 42m32 4
212 坂口　昇大 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 堀江中 41m79 5
517 ｺﾞﾒｽ　ｴﾝﾋｹ ｺﾞﾒｽ ｴﾝﾋｹ 男子 福　井 武生第一中 41m18 6
368 鈴木　潤壱 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 静　岡 浜松天竜中 40m73 7
403 髙原　大聖 ﾀｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 倉敷北中 40m29 8
229 小掠　太智 ｵｸﾞﾗ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 都祁中 40m28 9
569 正木　晴巳 ﾏｻｷ ﾊﾙﾐ 男子 三　重 三雲中 39m93 10
236 筒井　瑞稀 ﾂﾂｲ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 郡山東中 39m81 11
776 友利　健秀 ﾄﾓﾘ ﾀｹﾋﾃﾞ 男子 沖　縄 伊良波中 38m76 12
340 佐伯　宗哲 ｻｴｷ ﾑﾈｻﾄ 男子 東　京 穎明館中 38m55 13
692 富永　健心 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 京　都 峰山中 37m22 14
890 上村　勇輝 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 愛　知 TSM 36m68 15
850 北原　博企 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ 男子 新　潟 紫雲寺中 35m29 16
592 立岩　武矩 ﾀﾃｲﾜ ﾀｹﾉﾘ 男子 兵　庫 氷丘中 34m77 17
56 嶋田　裕二 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 栃　木 小山城南中 33m75 18

385 林　　竜誠 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 岐　阜 笠原中 33m71 19
642 滝口　大仁 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾄｳ 男子 青　森 泊中 33m45 20
466 永井　大貴 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 男子 神奈川 山王中 33m43 21
710 川村　凌太 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 茨　城 霞ヶ浦中 33m42 22
423 田中　想大 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾞｲ 男子 群　馬 前橋第五中 33m31 23
613 石井　大朗 ｲｼｲ ﾊﾙﾄｷ 男子 北海道 札幌平岡中 33m20 24
20 川口　雄太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 男子 千　葉 旭二中 32m65 25

667 原田　直人 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾄ 男子 福　岡 明星中 32m52 26
826 井村　優 ｲﾑﾗ ﾕｳ 男子 石　川 松任中 32m13 27
39 窪田　雅史 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 男子 滋　賀 能登川中 31m81 28

793 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 徳　島 高浦中 31m09 29
288 中島　光星 ﾅｶｼﾏ ｺｳｾｲ 男子 大　分 蒲江翔南中 30m82 30
533 田崎　和哉 ﾀｻｷ ｶｽﾞﾔ 男子 福　島 本郷中 30m69 31
863 遊佐　和希 ﾕｻ ｶｽﾞｷ 男子 宮　城 玉川中 30m13 32
97 相田　直樹 ｱｲﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 埼　玉 ふじみ野福岡中 29m88 33

293 倉田　真揮 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 男子 熊　本 玉名有明中 28m89 34
165 居原　照高 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 男子 山　口 川中中 28m85 35
269 斉藤　亮雅 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 男子 長　崎 久田中 28m67 36
440 森脇　日向 ﾓﾘﾜｷ ﾋｭｳｶﾞ 男子 広　島 戸山中 28m18 37
184 満永　脩斗 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｭｳﾄ 男子 鹿児島 頴娃中 28m11 38
551 富田　陸斗 ﾄﾐﾀ ﾘｸﾄ 男子 島　根 出雲第三中 27m92 39
77 丸山　竜海 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾐ 男子 宮　崎 三股中 27m89 40

482 丹澤　洸哉 ﾀﾝｻﾞﾜ ｺｳﾔ 男子 山　梨 田富中 27m54 41
251 伊藤　和真 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 男子 岩　手 有住中 27m14 42
728 市橋　栄人 ｲﾁﾊｼ ｴｲﾄ 男子 香　川 本島中 25m56 43
115 門脇　優 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳ 男子 高　知 一宮中 25m43 44
500 木村　駿斗 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 愛　媛 立花中 25m19 45
321 広橋　龍弥 ﾋﾛﾊｼ ﾘｭｳﾔ 男子 鳥　取 久米中 24m48 46
757 永瀬　武人 ﾅｶﾞｾ ﾀｹﾄ 男子 秋　田 横手明峰中 23m95 47



A男子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
346 平野　智也 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 男子 静　岡 磐田第一中 10.77 1
627 鷹　　祥永 ﾀｶ ｼｮｳｴｲ 男子 北海道 由仁中 10.77 1
324 上野　弘貴 ｳｴﾉ ｺｳｷ 男子 東　京 田無四中 10.79 3
830 田原　蓮 ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 男子 新　潟 春日中 10.79 3
57 ﾏﾃﾞﾛ　ｹﾝｼﾞ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 男子 栃　木 佐野城東中 10.8 5

872 浦野　凱瑛 ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ 男子 愛　知 豊岡中 10.8 5
1 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 男子 千　葉 東海大浦安中 10.81 7

186 田村　健直 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞｶ 男子 大　阪 槇尾中 10.85 8
671 長澤　蒼馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 男子 京　都 西ノ岡中 10.85 8
273 田﨑　来夢 ﾀｻｷ ﾗｲﾑ 男子 大　分 大分城南中 10.87 10
672 松浦　大悟 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 精華西中 10.87 10
345 島田　開伸 ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ 男子 静　岡 浜松麁玉中 10.89 12
325 大脇　理雄 ｵｵﾜｷ ﾐﾁｵ 男子 東　京 小山中 10.9 13
715 小出　健太 ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀ 男子 香　川 大野原中 10.95 14
445 岡村　大喜 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 神奈川 大和中 10.97 15
241 髙杉　時史 ﾀｶｽｷﾞ ﾄｷﾌﾐ 男子 岩　手 金ケ崎中 10.98 16
25 須戸　遼 ｽﾄﾞ ﾘｮｳ 男子 滋　賀 双葉中 10.99 17

124 村松　駿 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝ 男子 和歌山 有功中 10.99 17
62 稲岡　廉 ｲﾅｵｶ ﾚﾝ 男子 宮　崎 宮崎土々呂中 11.04 19

572 芝本　悠典 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 猪名川中 11.05 20
468 長田　士 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 男子 山　梨 高根中 11.07 21
779 杉田　侑弥 ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ 男子 徳　島 藍住東中 11.07 21
306 井上　瑞葵 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 男子 鳥　取 倉吉西中 11.09 23
486 松浦　慶太 ﾏﾂｳﾗ ｹｲﾀ 男子 愛　媛 桑原中 11.09 23
553 西山　桐矢 ﾆｼﾔﾏ ﾄｳﾔ 男子 三　重 白子中 11.09 23
852 新山　大翔 ﾆｲﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 宮　城 蒲町中 11.09 23
433 後藤　達樹 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 男子 広　島 五日市中 11.11 27
696 堀　　拓斗 ﾎﾘ ﾀｸﾄ 男子 茨　城 春日学園中 11.13 28
743 黒澤　大希 ｸﾛｻﾜ ﾀｲｷ 男子 秋　田 花輪第一中 11.14 29
80 村田　愛武 ﾑﾗﾀ ｱﾑ 男子 埼　玉 入間藤沢中 11.15 30

133 佐野　希汐 ｻﾉ ｷｾｷ 男子 長　野 茅野東部中 11.17 31
647 牧野　翔太 ﾏｷﾉ ｼｮｳﾀ 男子 福　岡 諏訪中 11.17 31
221 下西　康生 ｼﾓﾆｼ ｺｳｷ 男子 奈　良 桜井中 11.18 33
796 山下　昌峻 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 佐　賀 武雄青陵中 11.18 33
537 門谷　昇星 ﾓﾝﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 男子 島　根 大田第一中 11.21 35
407 藤井　蓮 ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 男子 群　馬 伊勢崎宮郷中 11.24 36
150 後藤　海翔 ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 男子 山　口 桜田中 11.25 37
502 髙間　大晟 ﾀｶﾏ ﾀｲｾｲ 男子 福　井 春江中 11.25 37
255 百田　将馬 ﾓﾓﾀ ｼｮｳﾏ 男子 長　崎 西諫早中 11.26 39
371 田口　大成 ﾀｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 男子 岐　阜 岐阜金山中 11.26 39
178 平藪　慎海 ﾋﾗﾔﾌﾞ ﾏｻﾐ 男子 鹿児島 出水中 11.28 41
389 末友　晴基 ｽｴﾄﾓ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 吉備中 11.31 42
628 松橋　力翔 ﾏﾂﾊｼ ﾘｷﾄ 男子 青　森 車力中 11.31 42
812 東　　亮太 ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ 男子 石　川 川北中 11.32 44
298 岩﨑　克真 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾏ 男子 熊　本 牛深東中 11.33 45
519 田中　露衣 ﾀﾅｶ ﾛｲ 男子 福　島 郡山一中 11.34 46
101 坂本　崇輔 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｽｹ 男子 高　知 土佐中 11.37 47
730 結城　海輝 ﾕｳｷ ｶｲｷ 男子 山　形 天童第一中 11.37 47
595 加藤　悠人 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 富　山 上滝中 11.4 49
762 手登根　永心 ﾃﾄﾞｺﾝ ｴｲｼﾝ 男子 沖　縄 沖縄尚学中 11.64 50



A男子110mJH(0.991m_9.14m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
449 片岡　巧 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾐ 男子 神奈川 塚越中 14.54 1
870 鈴木　大河 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 扇台中 14.68 2
193 仲井　晃士 ﾅｶｲ ｺｳｼ 男子 大　阪 枚方山田中 14.75 3
195 岩本　翔太 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪淀中 14.8 4

4 安達　海渡 ｱﾀﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 千　葉 我孫子湖北中 14.81 5
654 後藤　佑太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 福　岡 粕屋東中 14.82 6
196 大村　一斗 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 大　阪 河南中 14.83 7

5 林　　太一 ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ 男子 千　葉 旭一中 14.84 8
451 小林　真名世 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｾ 男子 神奈川 奈良中 14.84 8
453 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 神奈川 金沢中 14.88 10
677 川浪　涼 ｶﾜﾅﾐ ﾘｮｳ 男子 京　都 桂中 14.88 10
676 丸山　壮 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 男子 京　都 太秦中 14.89 12
675 岩井　章太郎 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 同志社中 14.91 13
197 寺田　能彬 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 男子 大　阪 大阪金岡南中 14.95 14
231 吉川　諒 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 14.95 14
489 二神　翔吾 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 男子 愛　媛 雄新中 14.96 16
194 山内　智希 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 枚方山田中 15.01 17
28 藤原　孝輝 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 男子 滋　賀 高穂中 15.03 18
6 三浦　慶大 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 男子 千　葉 柏豊四季中 15.1 19

538 足立　駿人 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 島　根 出雲第二中 15.11 20
557 長田　一晟 ﾅｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 男子 三　重 ｱｽﾘｰﾄY 15.13 21
137 原　　惇也 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 長　野 浅間中 15.15 22
85 外山　聖悟 ｿﾄﾔﾏ ｾｲｺﾞ 男子 埼　玉 八王子中 15.16 23

392 三宅　廉 ﾐﾔｹ ﾚﾝ 男子 岡　山 倉敷TFC 15.2 24
452 関根　悠佑 ｾｷﾈ ﾕｳｽｹ 男子 神奈川 樽町中 15.2 24
374 清田　渉矢 ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ 男子 岐　阜 小金田中 15.24 26
699 池場　翔 ｲｹﾊﾞ ｼｮｳ 男子 茨　城 結城中 15.24 26
329 寺内　智徳 ﾃﾗｳﾁ ﾄﾓﾉﾘ 男子 東　京 多摩落合中 15.36 28
54 豊後　滉輔 ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 男子 栃　木 若松原中 15.4 29

276 今宮　光貴 ｲﾏﾐﾔ ｺｳｷ 男子 大　分 大分城南中 15.45 30
309 中山　敬太 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 男子 鳥　取 八頭中 15.54 31
522 山田　翔大 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 福　島 若松四中 15.57 32
782 居村　宣孝 ｲﾑﾗ ﾉﾘﾀｶ 男子 徳　島 牟岐中 15.62 33
410 金子　翔音 ｶﾈｺ ｼｮｳﾝ 男子 群　馬 共愛学園中 15.66 34
815 大坂　一世 ｵｵｻｶ ｲｯｾｲ 男子 石　川 ﾓｱSPC加賀 15.69 35
855 菅野　航平 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 男子 宮　城 仙台中田中 15.7 36
244 高林　大 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 男子 岩　手 下小路中 15.71 37
153 中村　隆康 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ 男子 山　口 むつみ中 15.74 38
631 佐藤　亮輔 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 男子 青　森 木造中 15.74 38
181 中川　敢晴 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝｾｲ 男子 鹿児島 国分南中 15.79 40
104 宗石　悠希 ﾑﾈｲｼ ﾕｳｷ 男子 高　知 鏡野中 15.94 41
765 渡口　怜 ﾄｸﾞﾁ ﾚｲ 男子 沖　縄 伊良波中 15.98 42
598 高木　大征 ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 男子 富　山 上滝中 16.17 43
746 佐藤　冬馬 ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 男子 秋　田 八幡平中 16.17 43
471 田原　和輝 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 男子 山　梨 八田中 16.2 45
809 野中　創太 ﾉﾅｶ ｿｳﾀ 男子 佐　賀 千代田中 17 46
66 岩永　俊介 ｲﾜﾅｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 宮　崎 宮崎大附属中 47

127 嶋本　悠 ｼﾏﾓﾄ ﾊﾙ 男子 和歌山 金屋中 47
258 松﨑　蒼士 ﾏﾂｻﾞｷ ｿｳｼ 男子 長　崎 小長井中 47
302 古市　翔大 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾀ 男子 熊　本 西合志南中 47
352 岸　　叶多 ｷｼ ｶﾅﾀ 男子 静　岡 御殿場原里中 47
436 八木　優気 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 男子 広　島 古田中 47
450 米山　大晟 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｲｾｲ 男子 神奈川 茅ケ崎中 47
505 髙間　皐成 ﾀｶﾏ ｺｳｾｲ 男子 福　井 春江中 47
575 飯牟田　空良 ｲﾑﾀ ｿﾗ 男子 兵　庫 播磨中 47
576 柴田　賢太郎 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 荒牧中 47
577 猿渡　善斗 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾖｼﾄ 男子 兵　庫 本庄中 47
610 井澤　真 ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 男子 北海道 新札幌陸上 47
718 八田　晴生 ﾊｯﾀ ﾊﾙｾ 男子 香　川 白峰中 47
733 伊藤　健治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 男子 山　形 鳥海八幡中 47
833 近藤　翠月 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 男子 新　潟 柏崎東中 47
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63 山内　優毅 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 男子 宮　崎 宮崎大附属中 21.93 1

187 井之上　駿太 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 男子 大　阪 茨木平田中 21.94 2
648 重谷　大樹 ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 男子 福　岡 三国中 21.95 3
372 加藤　慎之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 男子 岐　阜 長森中 21.97 4
554 中垣内　太智 ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ 男子 三　重 西郊中 22.07 5
831 青木　遥可 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 男子 新　潟 糸魚川中 22.13 6
64 池下　航和 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 男子 宮　崎 広瀬中 22.2 7

327 山下　佳太 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾀ 男子 東　京 諏訪台中 22.21 8
81 太田　善 ｵｵﾀ ｾﾞﾝ 男子 埼　玉 上尾上平中 22.23 9

673 沼田　和樹 ﾇﾏﾀ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 詳徳中 22.23 9
573 西尾　晃太 ﾆｼｵ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 小野中 22.25 11
190 首藤　大 ｽﾄｳ ﾀﾞｲ 男子 大　阪 大阪金岡南中 22.28 12

2 今井　佑里 ｲﾏｲ ﾕｳﾘ 男子 千　葉 井野中 22.29 13
188 松井　健斗 ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 茨木南中 22.29 13
625 大坂　将平 ｵｵｻｶ ｼｮｳﾍｲ 男子 北海道 幕別忠類中 22.31 15
446 飯田　勝大 ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 男子 神奈川 保土ケ谷中 22.33 16
189 有吉　海斗 ｱﾘﾖｼ ｶｲﾄ 男子 大　阪 大阪大和川中 22.35 17
326 白井　嗣恩 ｼﾗｲ ｼｵﾝ 男子 東　京 田無一中 22.35 17
447 清水　凱斗 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 男子 神奈川 原中 22.35 17
390 島村　仁晟 ｼﾏﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 男子 岡　山 市操山中 22.36 20
649 宮﨑　永久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾜ 男子 福　岡 高牟礼中 22.36 20
82 岩本　康佑 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 埼　玉 吉川中央中 22.37 22
83 布川　隼帆 ﾇﾉｶﾜ ｼｭﾝﾎ 男子 埼　玉 戸田中 22.38 23

191 加藤　旭陽 ｶﾄｳ ｱｻﾋ 男子 大　阪 大阪中野中 22.38 23
555 種村　祐真 ﾀﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 三　重 八風中 22.38 23
650 金子　久 ｶﾈｺ ﾋｻｼ 男子 福　岡 野間中 22.38 23
744 佐藤　朋也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 男子 秋　田 田代中 22.4 27
871 吉田　壮一郎 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 愛　知 扇台中 22.41 28
347 ﾀﾅｶ　ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ ﾀﾅｶ ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ 男子 静　岡 磐田神明中 22.44 29
230 川西　梨恩 ｶﾜﾆｼ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 22.45 30
853 曽根　翔 ｿﾈ ｶｹﾙ 男子 宮　城 仙台向陽台中 22.49 31
307 藤原　樹 ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾂｷ 男子 鳥　取 大山中 22.51 32
434 住田　先 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ 男子 広　島 近畿大福山中 22.55 33
520 齋藤　陸 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 男子 福　島 北信中 22.57 34
26 深田　拓海 ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 滋　賀 老上中 22.6 35

134 村石　稜 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 男子 長　野 三郷中 22.62 36
274 小川　優輝 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 大　分 稙田南中 22.64 37
179 西牟田　駿 ﾆｼﾑﾀ ｼｭﾝ 男子 鹿児島 野田中 22.66 38
487 宇髙　悠貴 ｳﾀﾞｶ ﾕｳｷ 男子 愛　媛 今治日吉中 22.71 39
299 久木田　玄太 ｸｷﾀ ｹﾞﾝﾀ 男子 熊　本 水俣第一中 22.73 40
102 大野　心碧 ｵｵﾉ ｺﾅｰ 男子 高　知 土佐中 22.81 41
716 中村　匡 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳ 男子 香　川 中部中 22.84 42
813 徳田　風人 ﾄｸﾀﾞ ﾌｳﾄ 男子 石　川 松陽中 22.86 43
469 鎌倉　郁弥 ｶﾏｸﾗ ﾌﾐﾔ 男子 山　梨 早川中 22.88 44
408 関口　大登 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲﾄ 男子 群　馬 藤岡小野中 22.89 45
58 石川　翼 ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 男子 栃　木 小山中 22.9 46

256 浦　　歩望 ｳﾗ ｱﾕﾑ 男子 長　崎 小佐々中 22.9 46
731 佐竹　智弘 ｻﾀｹ ﾄﾓﾋﾛ 男子 山　形 米沢第五中 22.93 48
780 吉本　吏玖 ﾖｼﾓﾄ ﾘｸ 男子 徳　島 吉野中 22.93 48
151 山田　春日 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 男子 山　口 桜田中 22.94 50
629 平岡　渉 ﾋﾗｵｶ ｼｮｳ 男子 青　森 船沢中 22.98 51
596 根建　岬大 ﾈﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 男子 富　山 速星中 23.13 52
697 湯原　海斗 ﾕﾊﾗ ｶｲﾄ 男子 茨　城 阿見中 23.13 52
503 山岸　由昂 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾀｶ 男子 福　井 勝山中部中 23.2 54
125 宮本　康成 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 和歌山 貴志中 23.29 55
539 松浦　大雅 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 島　根 松江第四中 23.35 56
242 柏葉　聡太 ｶｼﾜﾊﾞ ｿｳﾀ 男子 岩　手 下小路中 23.37 57
763 大城　碧斗 ｵｵｼﾛ ｱｵﾄ 男子 沖　縄 高嶺中 23.39 58
808 田中　雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 佐　賀 白石中 23.6 59
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651 石田　洸介 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 福　岡 浅川中 08:25.1 1
328 石塚　陽士 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 男子 東　京 町田南中 08:37.6 2
698 五十嵐　喬信 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 男子 茨　城 常陸太田水府中 08:38.5 3
135 伊藤　大志 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 男子 長　野 赤穂中 08:38.7 4
652 神谷　青輝 ｶﾐﾀﾆ ﾊﾙｷ 男子 福　岡 曽根中 08:39.8 5
136 越　　陽汰 ｺｼ ﾊﾙﾀ 男子 長　野 川中島中 08:39.9 6
44 工藤　巧夢 ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ 男子 栃　木 大田原中 08:40.4 7

348 松田　爽 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ 男子 静　岡 富士鷹岡中 08:41.0 8
350 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 男子 静　岡 浜松日体中 08:41.4 9
152 阿部　陽樹 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 男子 山　口 鴻南中 08:42.0 10
126 若林　宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 男子 和歌山 下津第二中 08:42.0 11
574 喜多村　慧 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ 男子 兵　庫 鹿島中 08:42.8 12
349 吉田　響 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 静　岡 御殿場原里中 08:42.8 13
351 三潟　憲人 ﾐｶﾀ ｹﾝﾄ 男子 静　岡 浜松入野中 08:43.8 14

3 藤島　幹大 ﾌｼﾞｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 男子 千　葉 松戸旭町中 08:44.1 15
653 林　　虎大朗 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 男子 福　岡 下山門中 08:44.4 16
308 福本　航太 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 鳥　取 北溟中 08:44.7 17
257 谷口　瞬之介 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ 男子 長　崎 桜が原中 08:45.3 18
435 吉本　真啓 ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 広　島 高屋中 08:45.8 19
84 分須　尊紀 ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ 男子 埼　玉 美里中 08:46.0 20

798 園田　勢 ｿﾉﾀﾞ ｾｲ 男子 佐　賀 多久中央中 08:48.6 21
300 鶴川　正也 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ 男子 熊　本 託麻中 08:49.4 22
874 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 愛　知 竜海中 08:50.0 23
521 林　　晃耀 ﾊﾔｼ ｺｳﾖｳ 男子 福　島 湯本一中 08:50.3 24
254 小原　快都 ｵﾊﾞﾗ ｶｲﾄ 男子 岩　手 遠野中 08:50.9 25
622 辻本　幸翼 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 北海道 士別中 08:51.0 26
448 安倍　立矩 ｱﾍﾞ ﾘｸ 男子 神奈川 小鮎中 08:53.4 27
832 小倉　竜路 ｵｸﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ 男子 新　潟 新津第五中 08:53.5 28
470 橘田　翔 ｷｯﾀ ｼｮｳ 男子 山　梨 笛南中 08:54.9 29
373 岩島　共汰 ｲﾜｼﾏ ｷｮｳﾀ 男子 岐　阜 岐阜中山中 08:55.5 30
674 服部　壮馬 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 男子 京　都 峰山中 08:56.6 31
103 畠中　八起 ﾊﾀｹﾅｶ ﾊﾂｷ 男子 高　知 香長中 08:59.7 32
192 安部　将吾 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 浜寺南中 09:02.2 33
814 吉田　武司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 男子 石　川 津幡南中 09:02.2 34
556 佐藤　榛紀 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 三　重 正和中 09:03.0 35
391 森田　一希 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 井村RC 09:04.1 36
488 原　　秀寿 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 男子 愛　媛 泉川中 09:04.3 37
854 山平　怜生 ﾔﾏﾋﾗ ﾚｲ 男子 宮　城 船岡中 09:04.8 38
409 北村　勇貴 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 群　馬 笠懸南中 09:05.2 39
540 勝部　遼 ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 島　根 出雲第三中 09:07.2 40
275 藍澤　朋来 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 大　分 大分三重中 09:07.6 41
630 青木　洸生 ｱｵｷ ｺｳｾｲ 男子 青　森 津軽中 09:07.8 42
220 小田　圭悟 ｵﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 香芝北中 09:07.8 43
180 西久保雄志郎 ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 鹿児島 吉野中 09:08.4 44
504 田中　悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 福　井 武生第二中 09:08.9 45
65 水野　龍志 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾕｷ 男子 宮　崎 宮崎財光寺中 09:10.0 46

597 稲塚　大祐 ｲﾅﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 富　山 城端中 09:10.1 47
732 関　　碧依 ｾｷ ｱｵｲ 男子 山　形 上山南中 09:11.5 48
27 山中　博生 ﾔﾏｶﾅ ﾋﾛｷ 男子 滋　賀 水口中 09:11.5 49

745 加藤　晴輝 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 秋　田 城東中 09:13.6 50
717 前川　尚紀 ﾏｴｶﾜ ﾅｵｷ 男子 香　川 高瀬中 09:20.7 51
781 大江　柊輔 ｵｵｴ ｼｭｳｽｹ 男子 徳　島 鷲敷中 09:21.0 52
764 幸良　琉海 ｺｳﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 沖　縄 北谷中 09:31.3 53



A男子走高跳

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
353 太田　蒼翔 ｵｵﾀ ｱｵﾄ 男子 静　岡 磐田竜洋中 2m01 1
490 池田　海 ｲｹﾀﾞ ｶｲ 男子 愛　媛 勝山中 1m95 2
599 寺崎　颯葵 ﾃﾗｻｷ ｿｳｷ 男子 富　山 入善中 1m94 3
393 吉冨　聖矢 ﾖｼﾄﾐ ｾｲﾔ 男子 岡　山 芳泉中 1m93 4
198 津田　怜 ﾂﾀﾞ ﾚﾝ 男子 大　阪 咲くやこの花中 1m92 5
277 森　　天克 ﾓﾘ ﾋﾛｶﾂ 男子 大　分 滝尾中 1m92 5

7 西山　望明 ﾆｼﾔﾏ ﾉｱ 男子 千　葉 我孫子湖北中 1m91 7
8 西城　岳流 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｹﾙ 男子 千　葉 柏風早中 1m91 7

29 松井　星涼 ﾏﾂｲ ｼｮｳｽｹ 男子 滋　賀 安曇川中 1m91 7
45 川田　晴之 ｶﾜﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 男子 栃　木 鹿沼西中 1m91 7

199 山中　駿 ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝ 男子 大　阪 堺長尾中 1m91 7
259 吉岡　想太朗 ﾖｼｵｶ ｿｳﾀﾛｳ 男子 長　崎 中里中 1m91 7
437 北野　裕太 ｷﾀﾉ ﾕｳﾀ 男子 広　島 国泰寺中 1m91 7
438 杉原　哲平 ｽｷﾞﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 広　島 古田中 1m91 7
454 麻生　涼馬 ｱｿｳ ﾘｮｳﾏ 男子 神奈川 菅生中 1m91 7
600 能澤　圭輔 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 男子 富　山 富山大附属中 1m91 7
632 斎藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 青　森 中郷中 1m91 7
876 羽根田　遼太 ﾊﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 愛　知 朝日丘中 1m91 7
506 岡田　大暉 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 福　井 足羽第一中 1m90 19
766 渡久地　政睦 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻﾁｶ 男子 沖　縄 名護中 1m89 20
816 山田　いづる ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂﾞﾙ 男子 石　川 高尾台中 1m89 20
411 倉林　航大 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 群　馬 藤岡西中 1m88 22
523 本名　新 ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ 男子 福　島 若松二中 1m88 22
655 小金澤　天眞 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾃﾝﾏ 男子 福　岡 泉中 1m88 22
678 志水　宙斗 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 桃映中 1m88 22
719 利國　碧 ﾄｼｸﾆ ｱｵｲ 男子 香　川 山田中 1m88 22
747 髙久　陽登 ﾀｶｸ ﾊﾙﾄ 男子 秋　田 湯沢北中 1m87 27
235 松井　泰誠 ﾏﾂｲ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 田原本中 1m86 28
245 中山　侑也 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 男子 岩　手 厨川中 1m86 28
86 上野　颯太 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 男子 埼　玉 鶴ヶ島中 1m85 30

303 中山　敬 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 男子 熊　本 京陵中 1m85 30
330 稲田　翔太 ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 東　京 鶴川二中 1m85 30
541 鳥屋尾　優介 ﾄﾔｵ ﾕｳｽｹ 男子 島　根 河南中 1m85 30
614 岩城　心人 ｲﾜｷ ｷﾖﾄ 男子 北海道 伊達光陵中 1m85 30
834 竹内　勇滋 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 男子 新　潟 新潟巻西中 1m85 30
138 片瀬　賢斗 ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 男子 長　野 高瀬中 1m83 36
558 江上　伊吹 ｴｶﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 男子 三　重 多度中 1m82 37
700 大前　遼馬 ｵｵﾏｴ ﾘｮｳﾏ 男子 茨　城 土浦二中 1m82 37
67 鳥尾　隆登 ﾄﾘｵ ﾘｭｳﾄ 男子 宮　崎 宮崎小林中 1m80 39

131 藤本　海人 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｲﾄ 男子 和歌山 湯川中 1m80 39
154 藤井　誠 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 男子 山　口 桜田中 1m80 39
182 横山　遥仁 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾋﾄ 男子 鹿児島 帖佐中 1m80 39
578 武政　壮之助 ﾀｹﾏｻ ｿｳﾉｽｹ 男子 兵　庫 置塩中 1m80 39
856 陳　　立明 ﾁﾝ ﾘｭｳﾒｲ 男子 宮　城 仙台第一中 1m80 39
310 西村　優人 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 鳥　取 河北中 1m76 45
799 川端　夏輝 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 男子 佐　賀 青嶺中 1m75 46
375 西脇　由翔 ﾆｼﾜｷ ﾕｳﾄ 男子 岐　阜 養老東部中 1m73 47
105 岡田　侑大 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 高　知 一宮中 1m70 48
472 小野　智哉 ｵﾉ ﾄﾓﾔ 男子 山　梨 白根御勅使中 1m70 48
783 森北　羽太 ﾓﾘｷﾀ ｳﾀ 男子 徳　島 城東中 1m70 48



A男子砲丸投(5.000kg)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
542 長岡　雅飛 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾄ 男子 島　根 益田東中 16m25 1
394 仁子　晃希 ﾆｺﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 宇野中 16m23 2
656 竹本　蓮 ﾀｹﾓﾄ ﾚﾝ 男子 福　岡 泉中 15m66 3
331 安齊　大志 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲｼ 男子 東　京 谷原中 14m71 4
200 下平　瞬 ｼﾓﾋﾗ ｼｭﾝ 男子 大　阪 大阪楠葉中 14m70 5
491 久門　弘汰 ｸﾓﾝ ｺｳﾀ 男子 愛　媛 小松中 14m62 6
30 木村　圭吾 ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ 男子 滋　賀 守山南中 14m37 7

439 迫田　力哉 ｻｺﾀﾞ ﾘｷﾔ 男子 広　島 瀬野川中 14m19 8
455 政安　和 ﾏｻﾔｽ ﾔﾏﾄ 男子 神奈川 山内中 14m18 9
579 競　　友哉 ｷｿｲ ﾄﾓﾔ 男子 兵　庫 西宮大社中 14m16 10

9 井口　颯太 ｲｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 千　葉 銚子中 14m14 11
249 三田地駿太郎 ﾐﾀﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岩　手 米内中 14m11 12
51 齋藤　永遠 ｻｲﾄｳ ﾄﾜ 男子 栃　木 横川中 14m04 13

376 髙橋　昂将 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 男子 岐　阜 大垣西部中 13m94 14
875 中川　拓真 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 男子 愛　知 豊橋東稜中 13m80 15
507 花田　李樹 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｷ 男子 福　井 粟野中 13m69 16
559 中川　功太 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 男子 三　重 厚生中 13m67 17
857 加藤　祥太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 宮　城 仙台八軒中 13m64 18
183 有村　慎太郎 ｱﾘﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 鹿児島 重富中 13m60 19
784 坂野　翔哉 ｻｶﾉ ｼｮｳﾔ 男子 徳　島 城西中 13m54 20
278 安部　駿亮 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　分 坂ノ市中 13m53 21
128 大前　敬信 ｵｵﾏｴ ｹｲｼﾝ 男子 和歌山 紀之川中 13m50 22
226 垂井　祐志 ﾀﾙｲ ﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 畝傍中 13m41 23
835 前田　瑛藍 ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾝ 男子 新　潟 柏崎第一中 13m35 24
87 土居　闘矢 ﾄﾞｲ ﾄｳﾔ 男子 埼　玉 さいたま岸中 13m28 25

720 白川　翔也 ｼﾗｶﾜ ｼｮｳﾔ 男子 香　川 大野原中 13m13 26
412 嶌田　絢介 ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 群　馬 桐生中央中 13m10 27
524 菅野　隼斗 ｶﾝﾉ ﾊﾔﾄ 男子 福　島 桃陵中 13m03 28
734 多田　直黄 ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 山　形 葉山中 12m91 29
615 桑折　龍真 ｸﾜｵﾘ ﾘｭｳｼﾝ 男子 北海道 上富良野中 12m89 30
354 山本　玲音 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾝ 男子 静　岡 松崎中 12m75 31
633 長瀨　夢虎 ﾅｶﾞｾ ﾕﾒﾄﾗ 男子 青　森 大畑中 12m69 32
817 勝泉　颯人 ｶﾂｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 男子 石　川 津幡中 12m68 33
701 江連　春樹 ｴﾂﾞﾚ ﾊﾙｷ 男子 茨　城 友部中 12m63 34
679 上野　元暉 ｳｴﾉ ﾓﾄｷ 男子 京　都 洛北中 12m48 35
139 永田　智哉 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 男子 長　野 岡谷西部中 12m38 36
155 水谷　壮一朗 ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 山　口 浅江中 12m36 37
260 小西　修司 ｺﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 男子 長　崎 長与第二中 12m27 38
767 當山　諒也 ﾄｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 男子 沖　縄 宮里中 12m07 39
305 後藤　大慧 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 熊　本 あさぎり中 12m05 40
800 太田　泰雅 ｵｵﾀ ﾀｲｶﾞ 男子 佐　賀 田代中 11m95 41
748 堀内　駿 ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝ 男子 秋　田 能代東中 11m94 42
68 池田　恭我 ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｶﾞ 男子 宮　崎 宮崎生目台中 11m81 43

473 鴨井　賢 ｶﾓｲ ｹﾝ 男子 山　梨 櫛形中 11m79 44
601 嶋田　拓真 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 富　山 福光中 11m67 45
311 田口　大三郎 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 男子 鳥　取 鳥取西中 11m27 46
106 髙田　宗度 ﾀｶﾀ ﾑﾈﾉﾘ 男子 高　知 鳶ヶ池中 10m79 47



B男子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
413 栁田　大輝 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 男子 群　馬 館林第一中 11.01 1
621 町井　大城 ﾏﾁｲ ﾀｲｷ 男子 北海道 北斗浜分中 11.05 2
312 山口　大凱 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 鳥　取 鳥取大附属中 11.06 3
201 寺澤　大地 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 吹田一中 11.07 4
414 井上　直紀 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 男子 群　馬 群馬南中 11.07 4
107 森澤　凜久 ﾓﾘｻﾜ ﾘｸ 男子 高　知 高岡中 11.09 6
580 森永　悠斗 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 加古川山手中 11.13 7
140 今井　頼人 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 男子 長　野 辰野中 11.14 8
313 古田　涼介 ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 鳥　取 鳥取西中 11.14 8
355 岩瀬　浩太郎 ｲﾜｾ ｺｳﾀﾛｳ 男子 静　岡 浜松八幡中 11.16 10
581 松尾　悠人 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 青雲中 11.2 11
47 松本　涼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 栃　木 小山三中 11.24 12

279 田村　奏人 ﾀﾑﾗ ｶﾅﾄ 男子 大　分 稙田東中 11.25 13
456 大島　琉偉 ｵｵｼﾏ ﾙｲ 男子 神奈川 すすき野中 11.3 14
120 藤野　大翔 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛﾄ 男子 和歌山 紀見北中 11.31 15
395 光畑　星輝 ﾐﾂﾊﾀ ｼｮｳｷ 男子 岡　山 総社東中 11.31 15
657 鬼塚　朋裕 ｵﾆﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 男子 福　岡 椎田中 11.32 17
223 杉浦　宏我 ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 西大和学園中 11.33 18
332 田畑　隼 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 東　京 日野二中 11.35 19
88 岩浪　巧実 ｲﾜﾅﾐ ﾀｸﾐ 男子 埼　玉 春日部武里中 11.38 20

261 川畑　亮瑛 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｴｲ 男子 長　崎 有川中 11.39 21
428 岡村　元太 ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 男子 広　島 広島七尾中 11.39 21
31 森田　匠 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ 男子 滋　賀 南郷中 11.41 23

877 山下　侑冴 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 愛　知 竜海中 11.41 23
525 渡邊　快 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 男子 福　島 平第一中 11.43 25
69 西吉　栞汰 ﾆｼﾖｼ ｶﾝﾀ 男子 宮　崎 高鍋東中 11.45 26

785 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 徳　島 藍住東中 11.45 26
239 若槻　猛 ﾜｶﾂｷ ﾀｹｼ 男子 岩　手 前沢中 11.46 28
602 髙島　輝 ﾀｶｼﾏ ﾃﾙ 男子 富　山 大門中 11.46 28
702 荒谷　隼輔 ｱﾗﾔ ｼｭﾝｽｹ 男子 茨　城 大洗一中 11.48 30
680 福本　陸晴 ﾌｸﾓﾄ ﾘﾊﾞ 男子 京　都 青葉中 11.49 31
156 浦松　永遠 ｳﾗﾏﾂ ﾄﾜ 男子 山　口 黒石中 11.51 32
508 渡辺　航志郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 男子 福　井 春江中 11.54 33
492 大原　翔 ｵｵﾊﾗ ｼｮｳ 男子 愛　媛 大洲北中 11.56 34
818 宮下　勇成 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｾｲ 男子 石　川 緑丘中 11.56 34
838 千葉　洸太 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ 男子 新　潟 新発田本丸中 11.57 36
10 鳥谷　彰義 ﾄﾔ ｱｷﾖｼ 男子 千　葉 千城台西中 11.58 37

858 金田　康佑 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 宮　城 宮城野中 11.58 37
377 木村　颯太 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 岐　阜 中津川坂本中 11.59 39
721 山木　翼 ﾔﾏｷ ﾂﾊﾞｻ 男子 香　川 大野原中 11.59 39
543 小片　祐希 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ 男子 島　根 平田中 11.6 41
735 瀧口　和寿 ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 男子 山　形 山形第七中 11.6 41
173 内田　弥睦 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 鹿児島 東谷山中 11.61 43
560 大川　祥太 ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 三　重 三雲中 11.66 44
801 竹谷　俊輝 ﾀｹﾔ ﾄｼｷ 男子 佐　賀 鳥栖中 11.7 45
297 中村　理一郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｲﾁﾛｳ 男子 熊　本 河内中 11.74 46
768 當間　秀吾 ﾄｳﾏ ｼｭｳｺﾞ 男子 沖　縄 寄宮中 11.76 47
749 山本　航 ﾔﾏﾓﾄ ﾜﾀﾙ 男子 秋　田 花輪第二中 11.84 48
634 上田　龍信 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 男子 青　森 五所川原第一中 11.88 49
474 飯田　一真 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 山　梨 甲西中 11.91 50



B男子110mH(0.914m_9.14m)

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
583 和田　一晃 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 男子 兵　庫 玉津中 14.52 1
203 原　　稜介 ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 大阪枚方中 14.55 2
562 山田　真大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三　重 三雲中 14.61 3
723 鹿田　真翔 ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 男子 香　川 飯山中 14.65 4
683 木村　友東 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 京　都 東輝中 14.79 5
882 高橋　遼将 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 14.96 6
563 藤田　晃輝 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 男子 三　重 皇學館中 15.16 7
224 今西　一輝 ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝西中 15.17 8
301 村中　洸樹 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 男子 熊　本 八代第一中 15.17 8
397 頼経　真人 ﾖﾘﾂﾈ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 鶴山中 15.18 10
71 山村　息吹 ﾔﾏﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 宮　崎 宮崎大塚中 15.23 11

204 小池　綾 ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪金岡南中 15.24 12
616 北川　広大 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 北海道 札幌北都中 15.28 13
881 小柳津　史也 ｵﾔｲｽﾞ ﾌﾐﾔ 男子 愛　知 石巻中 15.3 14
357 富田　幹斗 ﾄﾐﾀ ｶﾝﾄ 男子 静　岡 相良中 15.33 15
527 伊藤　黛士 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 男子 福　島 信陵中 15.52 16
379 前田　海輝亜 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐　阜 中津川坂本中 15.56 17
90 齋藤　滉太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 埼　玉 越谷富士中 15.58 18

334 麻生　悠斗 ｱｿｳ ﾕｳﾄ 男子 東　京 八王子椚田中 15.58 18
840 大平　龍臣 ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳｼﾞﾝ 男子 新　潟 魚沼湯之谷中 15.69 20
458 矢口　峻慈 ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 男子 神奈川 岡津中 15.82 21
659 真名子　凌成 ﾏﾅｺﾞ ﾘｮｳﾅ 男子 福　岡 篠栗中 15.83 22
636 山﨑　葉王 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊｵ 男子 青　森 田名部中 15.86 23
12 阿部　天馬 ｱﾍﾞ ﾃﾝﾏ 男子 千　葉 御滝中 15.9 24

142 玉城　善多 ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ 男子 長　野 櫻ヶ岡中 15.92 25
263 前　　直希 ﾏｴ ﾅｵｷ 男子 長　崎 長与中 15.92 25
510 渡辺　周 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 福　井 三方中 15.93 27
243 佐倉　瑠之輔 ｻｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岩　手 下小路中 15.99 28
417 加邉　直哉 ｶﾍﾞ ﾅｵﾔ 男子 群　馬 中之条中 16 29
430 岩森　翔 ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 男子 広　島 戸山中 16.18 30
50 片柳　創 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 男子 栃　木 栃木南中 16.2 31

175 三島　魁斗 ﾐｼﾏ ｶｲﾄ 男子 鹿児島 末吉中 16.2 31
751 須田　健斗 ｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 秋　田 秋田桜中 16.26 33
704 岡本　侑也 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 茨　城 土浦四中 16.27 34
494 中上　遥矢 ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西中 16.32 35
770 宜保　駆 ｷﾞﾎﾞ ﾗﾝ 男子 沖　縄 三和中 16.32 35
860 髙橋　快凜 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ 男子 宮　城 仙台長町中 16.32 35
121 長岡　佳希 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｷ 男子 和歌山 明和中 16.42 38
315 山田　遼太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 鳥　取 鳥取大附属中 16.43 39
158 伊藤　陽太 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 男子 山　口 川西中 16.47 40
544 成相　輝瑠 ﾅﾘｱｲ ﾋｶﾙ 男子 島　根 出雲第二中 16.6 41
604 谷口　護 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 男子 富　山 大沢野中 16.64 42
737 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 山　形 上山南中 16.65 43
820 松本　航季 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 男子 石　川 高尾台中 16.71 44
109 栁井　佑太 ﾔﾅｲ ﾕｳﾀ 男子 高　知 香長中 16.72 45
787 日野　夢叶 ﾋﾉ ﾕﾒﾄ 男子 徳　島 不動中 16.73 46
803 野中　裕斗 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾄ 男子 佐　賀 有明中 16.9 47
476 林　　知広 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 男子 山　梨 甲府北東中 17.93 48
33 堤　　尚史 ﾂﾂﾐ ﾋｻｼ 男子 滋　賀 守山南中 18.31 49

281 中橋　優生 ﾅｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 男子 大　分 大在中 50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
415 帰山　侑大 ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 群　馬 桐生清流中 04:03.5 1
878 吉居　駿恭 ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 愛　知 田原東部中 04:04.3 2
880 小倉　謙心 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 愛　知 豊橋南陽中 04:05.7 3
526 藤宮　歩 ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ 男子 福　島 大槻中 04:06.5 4
617 菅原　広希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 男子 北海道 鹿追中 04:06.9 5
879 髙嶋　荘太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 男子 愛　知 弥富中 04:07.1 6
681 宮本　陽叶 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 泉川中 04:08.2 7
682 佐藤　圭汰 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 男子 京　都 蜂ヶ岡中 04:08.3 8
314 信夫　大輝 ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 男子 鳥　取 八頭中 04:08.4 9
11 栗田　隆希 ｸﾘﾀ ﾘｭｳｷ 男子 千　葉 逆井中 04:08.5 10

416 大楢　龍輝 ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 男子 群　馬 利根中 04:09.2 11
157 吉中　祐太 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 山　口 向洋中 04:09.5 12
429 小江　幸人 ｺｴ ﾕｷﾄ 男子 広　島 高屋中 04:09.7 13
262 吉浦　悠 ﾖｼｳﾗ ﾊﾙ 男子 長　崎 志佐中 04:12.3 14
658 林　　新葉 ﾊﾔｼ ｱﾗﾜ 男子 福　岡 壱岐中 04:12.9 15
582 高田　兼成 ﾀｶﾀ ｹﾝｾｲ 男子 兵　庫 三木東中 04:13.0 16
141 山川　拓馬 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 長　野 箕輪中 04:13.1 17
635 阿部　航輝 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 男子 青　森 小湊中 04:13.5 18
174 三坂　佳賞 ﾐｻｶ ﾖｼﾀｶ 男子 鹿児島 大隅中 04:13.5 19
457 牧野　裕一 ﾏｷﾉ ﾕｳｲﾁ 男子 神奈川 宮前平中 04:14.3 20
53 滝澤　愛弥 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ 男子 栃　木 藤原中 04:14.3 21

378 石本　湧大 ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岐　阜 岐阜中山中 04:14.7 22
32 冨田　悠晟 ﾄﾐﾀ ﾕｳｾｲ 男子 滋　賀 長浜北中 04:15.0 23

202 前田　陽向 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 大阪山田東中 04:15.0 24
396 伊加　拓海 ｲｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 邑久中 04:15.1 25
750 錦織　望 ﾆｼｷｵﾘ ﾐﾙｲ 男子 秋　田 外旭川中 04:15.5 26
603 瀬川　翔誠 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 男子 富　山 庄西中 04:15.7 27
839 小山　一太 ｺﾔﾏ ｲｯﾀ 男子 新　潟 新潟月潟中 04:15.9 28
333 川嶋　康駿 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾄｼ 男子 東　京 田無四中 04:16.3 29
89 藤田　大貴 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 埼　玉 所沢南陵中 04:16.8 30

736 半澤　康 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ 男子 山　形 上山南中 04:16.9 31
703 大津　勇人 ｵｵﾂ ﾕｳﾄ 男子 茨　城 東海中 04:17.2 32
228 有方　修斗 ｱﾘｶﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 04:18.1 33
859 神田　大地 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 宮　城 築館中 04:18.3 34
253 若林　夢希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 男子 岩　手 雫石中 04:18.3 35
493 徳永　心 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾝ 男子 愛　媛 北郷中 04:18.7 36
722 山本　雅也 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ 男子 香　川 国分寺中 04:19.6 37
280 鈴木　隆太 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ 男子 大　分 滝尾中 04:19.6 38
545 伊藤　蒼唯 ｲﾄｳ ｱｵｲ 男子 島　根 河南中 04:20.0 39
561 竹野　連 ﾀｹﾉ ﾚﾝ 男子 三　重 大木中 04:20.4 40
786 廣瀬　航 ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 男子 徳　島 鳴門中 04:21.0 41
290 岩下　翔哉 ｲﾜｼﾀ ｼｮｳﾔ 男子 熊　本 一の宮中 04:21.0 42
70 飯干　凌成 ｲｲﾎﾞｼ ﾘｮｳｾｲ 男子 宮　崎 宮崎祝吉中 04:21.8 43

804 山田　基貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｷ 男子 佐　賀 多久東部中 04:21.8 44
356 金原　祥汰 ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｮｳﾀ 男子 静　岡 浜松引佐南部中 04:21.9 45
108 池川　亜路捺 ｲｹｶﾞﾜ ｱﾛﾅ 男子 高　知 宿毛中 04:23.6 46
769 金城　愛翔 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｲﾄ 男子 沖　縄 東風平中 04:23.7 47
509 山口　真聖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 男子 福　井 武生第二中 04:24.3 48
475 秋山　聖人 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾄ 男子 山　梨 櫛形中 04:26.5 49
132 谷本　大祥 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 男子 和歌山 下津第二中 04:27.8 50
819 常光　拓真 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｸﾏ 男子 石　川 中能登中 04:27.9 51
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
511 丸山　陽生良 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 男子 福　井 足羽第一中 6m80 1
294 本村　孝太 ﾓﾄﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 熊　本 荒尾海陽中 6m55 2
459 坂田　生成 ｻｶﾀ ｲｹﾅ 男子 神奈川 春日野中 6m54 3
359 岩渕　翔 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｹﾙ 男子 静　岡 静岡東中 6m48 4
122 宮本　照久 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾙﾋｻ 男子 和歌山 桐蔭中 6m47 5
205 中川　隼登 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 大阪茨木北中 6m44 6
584 長井　遥斗 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾄ 男子 兵　庫 甲南中 6m41 7
13 末廣　元斗 ｽｴﾋﾛ ｹﾞﾝﾄ 男子 千　葉 小林中 6m39 8

380 水野　聡太 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 男子 岐　阜 藍川中 6m39 8
512 下川　玲布 ｼﾓｶﾜ ﾚﾉ 男子 福　井 丸岡中 6m39 8
883 中島　海翔 ﾅｶｼﾏ ｶｲﾄ 男子 愛　知 大府西中 6m36 11
14 西　　修太朗 ﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 千　葉 柏西原 6m35 12

358 富田　颯真 ﾄﾐﾀ ｿｳﾏ 男子 静　岡 長泉中 6m35 12
110 竹内　一歩 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾎ 男子 高　知 高知学芸中 6m28 14
605 川口　飛勇 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 男子 富　山 富山北部中 6m27 15
232 藤川　優斗 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 大正中 6m25 16
495 吉良　龍星 ｷﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 愛　媛 保内中 6m24 17
841 西野　拓志 ﾆｼﾉ ﾀｸｼ 男子 新　潟 新潟坂井輪中 6m24 17
738 駒村　悠太 ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 山　形 米沢第三中 6m22 19
335 岡部　聖希士 ｵｶﾍﾞ ﾐｷﾄ 男子 東　京 由井中 6m21 20
752 杉本　賢真 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 秋　田 将軍野中 6m20 21
771 後間　翔瑚 ｺｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 沖　縄 伊良波中 6m16 22
398 髙橋　快吏 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ 男子 岡　山 総社西中 6m12 23
143 伊藤　司騎 ｲﾄｳ ｼｷ 男子 長　野 望月中 6m10 24
528 菅野　柊生 ｶﾝﾉ ｼｭｳ 男子 福　島 川俣中 6m07 25
660 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 男子 福　岡 下山門中 6m05 26
48 藤平　隼人 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾔﾄ 男子 栃　木 栃木西中 6m03 27

546 高野　翔大 ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 島　根 出雲第二中 6m03 27
637 町屋　慶明 ﾏﾁﾔ ﾖｼｱｷ 男子 青　森 天間林中 6m01 29
684 竹本　利駆太 ﾀｹﾓﾄ ﾘｸﾀ 男子 京　都 東輝中 6m01 29
316 横山　千尋 ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ 男子 鳥　取 赤碕中 6m00 31
264 出口　航基 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 長　崎 三井楽中 5m99 32
246 星野　大晴 ﾎｼﾉ ﾀｲｾｲ 男子 岩　手 花巻北中 5m97 33
564 舘　　琉生 ﾀﾁ ﾘｭｳｾｲ 男子 三　重 川越中 5m95 34
72 中原　佑 ﾅｶﾊﾗ ﾀｽｸ 男子 宮　崎 門川中 5m94 35

431 江口　颯哉 ｴｸﾞﾁ ｿｳﾔ 男子 広　島 江田島中 5m94 35
788 山本　大心 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 徳　島 海陽中 5m90 37
91 藤井　歩 ﾌｼﾞｲ ｱﾕﾑ 男子 埼　玉 松伏中 5m89 38

724 氏家　虎之介 ｳｼﾞｹ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 香　川 善通寺東中 5m87 39
282 小手川　智紀 ｺﾃｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 大　分 坂ノ市中 5m86 40
861 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 宮　城 仙台山田中 5m85 41
418 佐藤　智也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 男子 群　馬 吉井西中 5m79 42
34 石井　裕太 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 男子 滋　賀 守山南中 5m78 43

159 髙木　健志 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼ 男子 山　口 徳地中 5m78 43
176 郷原　拓海 ｺﾞｳﾊﾗ ﾀｸﾐ 男子 鹿児島 第一鹿屋中 5m72 45
477 櫻井　久也 ｻｸﾗｲ ﾋｻﾔ 男子 山　梨 双葉中 5m70 46
810 峯　　凌我 ﾐﾈ ﾘｮｳｶﾞ 男子 佐　賀 小城中 5m67 47
821 吉本　洸希 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 男子 石　川 中能登中 5m59 48
705 佐藤　康征 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 茨　城 佐野中 5m55 49
626 髙坂　豊 ﾀｶｻｶ ﾕﾀｶ 男子 北海道 白糠中 50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
478 小森　直吏 ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 男子 山　梨 早川中 14m67 1
206 菅沼　慶斗 ｽｶﾞﾇﾏ ｹｲﾄ 男子 大　阪 咲くやこの花中 14m62 2
123 小林　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ 男子 和歌山 南部中 14m53 3
59 中郷　成生 ﾅｶｺﾞｳ ﾅｵ 男子 栃　木 片岡中 14m45 4

685 井上　堅斗 ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ 男子 京　都 和束中 14m08 5
585 佐治　優樹 ｻｼﾞ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 神河中 13m42 6
227 谷水　芳紀 ﾀﾆﾐｽﾞ ﾖｼｷ 男子 奈　良 智辯ｶﾚｯｼﾞ中 13m27 7
706 唐澤　孝英 ｶﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ 男子 茨　城 土浦三中 13m26 8
661 宮地　彪流 ﾐﾔｼﾞ ﾀｹﾙ 男子 福　岡 明星中 13m19 9
460 岩城　青空 ｲﾜｷ ｿﾗ 男子 神奈川 浦島丘中 13m14 10
35 寺木　政太朗 ﾃﾗｷ ｾｲﾀﾛｳ 男子 滋　賀 彦根東中 13m11 11

496 柴田　貴裕 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 男子 愛　媛 桑原中 13m02 12
842 村山　雅人 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 男子 新　潟 十日町中条中 13m01 13
381 吉原　颯人 ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 岐　阜 岐阜日新中 12m88 14
884 半田　千空 ﾊﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 男子 愛　知 守山西中 12m86 15
399 宗兼　憂門 ﾑﾈｶﾈ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 宇野中 12m81 16
92 阿南　渉真 ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ 男子 埼　玉 熊谷東中 12m80 17

619 廣田　風吾 ﾋﾛﾀ ﾌｳｺﾞ 男子 北海道 あいの里東中 12m79 18
862 髙橋　涼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 宮　城 寺岡中 12m77 19
822 永下　雄琉 ﾅｶﾞｼﾀ ﾀｹﾙ 男子 石　川 鶴来中 12m65 20
265 稲本　喬弘 ｲﾅﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 男子 長　崎 国見中 12m50 21
111 平井　琉斗 ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾄ 男子 高　知 清水ヶ丘中 12m48 22
638 東出　太陽 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 青　森 佐井中 12m48 22
419 真塩　昌寿 ﾏｼｵ ﾏｻﾄｼ 男子 群　馬 群馬中央中 12m47 24
565 中松　暖弥 ﾅｶﾏﾂ ﾊﾙﾔ 男子 三　重 創徳中 12m27 25
772 瀬長　匠 ｾﾅｶﾞ ｼｮｳ 男子 沖　縄 伊良波中 12m20 26
15 福田　涼太 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 千　葉 旭二中 12m19 27

177 舟ノ川　斗真 ﾌﾈﾉｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 鹿児島 菱刈中 12m05 28
529 遠藤　新 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 男子 福　島 本宮二中 11m99 29
753 榎本　仁夢 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾄﾑ 男子 秋　田 湯沢南中 11m93 30
513 河野　光訓 ｺｳﾉ ﾐﾂｸﾆ 男子 福　井 武生第一中 11m89 31
432 寺口　廉也 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾚﾝﾔ 男子 広　島 古田中 11m82 32
789 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 男子 徳　島 不動中 11m78 33
317 宮田　葵 ﾐﾔﾀ ｱｵｲ 男子 鳥　取 八頭中 11m75 34
336 口丸　優太朗 ｸﾁﾏﾙ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 東　京 八王子四中 11m70 35
73 矢北　魁斗 ﾔｷﾀ ｶｲﾄ 男子 宮　崎 宮崎日向中 11m60 36

160 盛光　冬希 ﾓﾘﾐﾂ ｶｽﾞｷ 男子 山　口 末武中 11m23 37
248 佐藤　楓 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 男子 岩　手 見前南中 11m02 38
144 有村　凌空 ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 男子 長　野 王滝中 11m01 39
283 井上　康大 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　分 挾間中 10m63 40
292 米原　暖哉 ﾖﾈﾊﾗ ﾊﾙﾔ 男子 熊　本 小川中 10m47 41
547 山之内　武威 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹｲ 男子 島　根 出雲第三中 10m20 42
811 野口　輝晟 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 男子 佐　賀 小城中 9m91 43
360 大軒　孝輔 ｵｵﾉｷ ｺｳｽｹ 男子 静　岡 浜松細江中 44
725 芟藪　直登 ｶﾘﾔﾌﾞ ﾅｵﾄ 男子 香　川 大野原中 44
739 板垣　颯馬 ｲﾀｶﾞｷ ｿｳﾏ 男子 山　形 藤島中 44
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
624 山田　楓河 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 北海道 美幌中 11.36 1
363 飯田　遥斗 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 静　岡 静岡AC 11.52 2
620 清水　徹 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂ 男子 北海道 帯広第一中 11.56 3
362 四反田　翔汰 ｼﾀﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 静　岡 函南中 11.59 4
586 藤原　篤弥 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂﾔ 男子 兵　庫 小野南中 11.59 4
587 安保　祐希 ｱﾎﾞ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 兵庫中 11.62 6
588 竹内　璃空弥 ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾔ 男子 兵　庫 小園中 11.62 6
886 池田　駿大 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾞｲ 男子 愛　知 春日井中部中 11.66 8
284 井元　楓 ｲﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 男子 大　分 滝尾中 11.67 9
337 諸星　真優 ﾓﾛﾎｼ ﾏﾋﾛ 男子 東　京 清明学園中 11.71 10
361 秋元　昴 ｱｷﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 男子 静　岡 裾野深良中 11.71 10
589 市耒　慶次 ｲﾁｷ ｹｲｼﾞ 男子 兵　庫 平野中 11.72 12
566 松岡　大夢 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ 男子 三　重 緑ヶ丘中 11.75 13
364 望月　葵生 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 男子 静　岡 静岡西奈中 11.76 14
207 志賀　大虎 ｼｶﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 大　阪 摂津四中 11.77 15
285 狹間　夢翔 ﾊｻﾏ ﾕﾒﾄ 男子 大　分 昭和中 11.77 15
686 高田　秀作 ﾀｶﾀ ｼｭｳｻｸ 男子 京　都 西城陽中 11.78 17
805 川崎　秀智 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾄﾓ 男子 佐　賀 武雄青陵中 11.78 17
93 名取　航輝 ﾅﾄﾘ ｺｳｷ 男子 埼　玉 所沢小手指中 11.8 19

462 山口　竜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳ 男子 神奈川 宮内中 11.81 20
161 松田　祥吾 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 山　口 山口大附山口中 11.82 21
112 溝渕　遼太 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 高　知 香長中 11.83 22
382 片岡　英俊 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 男子 岐　阜 精華中 11.85 23
530 佐藤　己朗 ｻﾄｳ ｺｵ 男子 福　島 北信中 11.85 23
74 滝口　俊人 ﾀｷｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾄ 男子 宮　崎 三松中 11.88 25

823 新藤　千馬 ｼﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 男子 石　川 布水中 11.88 25
606 山本　嶺心 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ 男子 富　山 呉羽中 11.91 27
170 神宮　雄大 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 鹿児島 重富中 11.92 28
117 小坂　力生 ｺｻｶ ﾘｷ 男子 和歌山 富田中 11.93 29
790 仁木　悠人 ﾆｷ ﾕｳﾄ 男子 徳　島 北島中 11.95 30
844 大山　悠希 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 新　潟 城北中 11.96 31
865 早坂　琉亜 ﾊﾔｻｶ ﾘｭｳｱ 男子 宮　城 鳴子中 11.96 31
52 熊倉　直希 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 男子 栃　木 田沼西中 11.97 33

773 呉屋　晴飛 ｺﾞﾔ ﾊﾙﾋ 男子 沖　縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ 11.98 34
497 山本　一葵 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 愛　媛 津島中 12 35
400 坂本　拓望 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 金浦中 12.01 36
514 小池　真生 ｺｲｹ ﾏｵ 男子 福　井 勝山南部中 12.05 37
662 﨑村　侑永 ｻｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 福　岡 照葉中 12.06 38
740 鈴木　皓心 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾝ 男子 山　形 陵東中 12.06 38
36 森　　智紀 ﾓﾘ ﾄﾓｷ 男子 滋　賀 松原中 12.07 40

266 本村　尭臣 ﾓﾄﾑﾗ ﾀｶｵﾐ 男子 長　崎 有家中 12.07 40
16 濁川　優 ﾆｺﾞﾘｶﾜ ﾕｳ 男子 千　葉 小中台中 12.08 42

420 留目　陽輔 ﾄﾄﾞﾒ ﾖｳｽｹ 男子 群　馬 ぐんま国際中 12.08 42
237 石川　康明 ｲｼｶﾜ ﾔｽｱｷ 男子 岩　手 宮野目中 12.11 44
217 金近　碧海 ｶﾈﾁｶ ｱｵｲ 男子 奈　良 天理西中 12.14 45
318 永見　海 ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 男子 鳥　取 境港第二中 12.16 46
145 落合　華七斗 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 男子 長　野 堀金中 12.18 47
425 大中　雅智 ｵｵﾅｶ ﾏｻﾄｼ 男子 広　島 矢野中 12.18 47
707 田上　涼介 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 男子 茨　城 美野里中 12.21 49
726 篠原　佳樹 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼｷ 男子 香　川 大野原中 12.21 49
296 春木　宏亮 ﾊﾙｷ ｺｳｽｹ 男子 熊　本 蘇陽中 12.25 51
754 笠谷　航生 ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 男子 秋　田 山王中 12.28 52
548 岡本　亮太郎 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 島　根 三隅中 12.29 53
479 鶴田　大貴 ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 山　梨 玉幡中 12.44 54
639 草橋　和磨 ｸｻﾊｼ ｶｽﾞﾏ 男子 青　森 青森西中 55
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 性別 個人所属地 所属名 資格記録 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
623 本間　颯 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ 男子 北海道 士別中 04:12.8 1
663 鬼塚　大翔 ｵﾆﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ 男子 福　岡 飯塚第一中 04:13.8 2
665 花本　史龍 ﾊﾅﾓﾄ ｼﾘｭｳ 男子 福　岡 福岡JRC 04:14.2 3
611 櫻井　一夏 ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 男子 北海道 帯広南町中 04:15.0 4
94 小山　翔也 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ 男子 埼　玉 蓮田平野中 04:17.0 5
49 山口　彰太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 栃　木 足利二中 04:18.5 6

887 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 愛　知 逢妻中 04:19.5 7
37 安原　海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 男子 滋　賀 船岡中 04:19.6 8

149 松尾　悠登 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 男子 長　野 下諏訪社中 04:19.9 9
426 中田　透羽 ﾅｶﾀ ﾄﾜ 男子 広　島 高屋中 04:21.0 10
162 吉田　僚 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 山　口 熊毛中 04:21.2 11
146 小坂　悠太 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 男子 長　野 仁科台中 04:21.4 12
567 加世堂　懸 ｶｾﾄﾞｳ ｶｹﾙ 男子 三　重 川越中 04:21.5 13
845 竹石　優 ﾀｹｲｼ ﾕｳ 男子 新　潟 大崎中 04:22.5 14
846 笹川　洸成 ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 新　潟 燕中 04:22.5 15
688 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 桂中 04:22.9 16
664 長谷川　軍治 ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾞﾝｼﾞ 男子 福　岡 本城陸上ｸﾗﾌﾞ 04:23.1 17
366 藍川　颯太 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 男子 静　岡 富士岳陽中 04:23.5 18
365 松下　永明 ﾏﾂｼﾀ ﾄｱ 男子 静　岡 浜松湖東中 04:24.0 19
689 宮村　友也 ﾐﾔﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 京　都 桂中 04:24.2 20
690 尾島　大輝 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 京産大附属中 04:24.3 21
401 杉本　仁 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 岡　山 邑久中 04:24.3 22
888 十河　拓平 ｿｺﾞｳ ﾀｯﾍﾟｲ 男子 愛　知 竜海中 04:24.4 23
319 小林　蒼空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 男子 鳥　取 八頭中 04:24.5 24
95 新井　健斗 ｱﾗｲ ｹﾝﾄ 男子 埼　玉 久喜中 04:24.5 25

791 児島　雄一郎 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 徳　島 羽ノ浦中 04:24.6 26
163 重山　弘徳 ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 男子 山　口 萩東中 04:24.9 27
687 髙木　隆誠 ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 桂中 04:24.9 28
225 近森　遥斗 ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 畝傍中 04:25.0 29
171 吉村　淑秀 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 男子 鹿児島 国分中 04:25.0 30
607 長屋　匡起 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 男子 富　山 雄山中 04:25.5 31
17 髙尾　啓太朗 ﾀｶｵ ｹｲﾀﾛｳ 男子 千　葉 旭二中 04:25.6 32

590 野村　怜 ﾉﾑﾗ ﾚｲ 男子 兵　庫 けやき台中 04:25.9 33
75 瀬治山　夕海 ｾｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾐ 男子 宮　崎 宮崎大淀中 04:27.0 34

463 山本　翔太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 神奈川 田奈中 04:27.3 35
421 村田　幸翼 ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ 男子 群　馬 大泉北中 04:27.9 36
338 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 男子 東　京 東京城北A.C. 04:28.0 37
515 森　　和翔 ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ 男子 福　井 足羽中 04:28.1 38
741 菊地　道登 ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 男子 山　形 大江中 04:28.4 39
866 庄司　晃葉 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾖｳ 男子 宮　城 増田中 04:29.4 40
531 平賀　大貴 ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 福　島 矢吹中 04:29.7 41
755 近藤　海旺 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｵ 男子 秋　田 秋田成章中 04:30.1 42
824 澤井　克樹 ｻﾜｲ ｶﾂｷ 男子 石　川 津幡南中 04:30.7 43
498 岩重　功輝 ｲﾜｼｹﾞ ｺｳｷ 男子 愛　媛 北郷中 04:31.0 44
113 江口　誠悟 ｴｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 男子 高　知 中村中 04:31.1 45
118 植阪　嶺児 ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ 男子 和歌山 古佐田丘中 04:31.2 46
708 鈴木　大翔 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 男子 茨　城 三和東中 04:32.0 47
208 丸岡　春翔 ﾏﾙｵｶ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 大阪佐野中 04:32.3 48
383 柏木　康介 ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｽｹ 男子 岐　阜 共和中 04:32.6 49
295 上野　悠斗 ｳｴﾉ ﾕｳﾄ 男子 熊　本 武蔵ヶ丘中 04:33.4 50
286 谷口　颯太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 大　分 鶴崎中 04:36.7 51
252 欠端　陽翔 ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ 男子 岩　手 福岡中 04:36.9 52
549 下尾　颯大 ｼﾓｵ ｿｳﾀﾞｲ 男子 島　根 青陵中 04:36.9 53
267 黒田　倫飛 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾄ 男子 長　崎 諫早高附属中 04:37.8 54
774 安里　直樹 ｱｻﾄ ﾅｵｷ 男子 沖　縄 北谷中 04:40.4 55
727 石川　優真 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 男子 香　川 大野原中 04:42.5 56
640 山辺　奏太 ﾔﾏﾍﾞ ｶﾅﾀ 男子 青　森 七百中 04:43.1 57
480 赤池　駿 ｱｶｲｹ ｼｭﾝ 男子 山　梨 櫛形中 04:44.0 58
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18 大河　将太郎 ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 千　葉 松戸旭町中 6m04 1

612 井倉　大翔 ｲｸﾗ ﾀﾞｲﾄ 男子 北海道 函館赤川中 6m02 2
367 田内　怜磨 ﾀｳﾁ ﾘｮｳﾏ 男子 静　岡 沼津第二中 5m94 3
847 武井　悠和 ﾀｹｲ ﾕﾜ 男子 新　潟 燕中 5m88 4
19 山口　幸樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 千　葉 中台中 5m85 5

848 渡邉　幸希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 男子 新　潟 上越城東中 5m80 6
291 松下　翔 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳ 男子 熊　本 本渡中 5m76 7
889 田中　瑛一 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾄ 男子 愛　知 田原中 5m73 8
96 千田　和毅 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 埼　玉 川越初雁中 5m72 9

339 片山　大地 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 男子 東　京 杉並和田中 5m68 10
591 中島　一喜 ﾅｶｼﾏ ｲﾂｷ 男子 兵　庫 竜が台中 5m67 11
427 山下　壮太 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 男子 広　島 神辺東中 5m66 12
247 佐々木　悠人 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 男子 岩　手 水沢中 5m65 13
268 小栁　新 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅﾀ 男子 長　崎 小長井中 5m65 13
172 川上　亮磨 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ 男子 鹿児島 高尾野中 5m63 15
807 西村　碧空 ﾆｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 佐　賀 大町中 5m62 16
76 笹岡　海月 ｻｻｵｶ ﾐﾂﾞｷ 男子 宮　崎 本郷中 5m61 17

775 下地　隆貴 ｼﾓｼﾞ ﾘｭｳｷ 男子 沖　縄 Team Crest 5m59 18
532 高橋　琉功 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 男子 福　島 若松四中 5m58 19
691 平岡　泰那 ﾋﾗｵｶ ﾀﾞｲﾅ 男子 京　都 福知山高附属中 5m56 20
464 辻野　直輝 ﾂｼﾞﾉ ﾅｵｷ 男子 神奈川 慶應藤沢中 5m55 21
481 深澤　瑞樹 ﾌｶｻﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 山　梨 早川中 5m53 22
209 竹内　快斗 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 男子 大　阪 盾津中 5m50 23
222 二野　貴仁 ﾆﾉ ﾀｶﾄ 男子 奈　良 王寺南中 5m50 23
666 小黒　大地 ｵｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ 男子 福　岡 柳西中 5m49 25
46 木村　駆 ｷﾑﾗ ｶｹﾙ 男子 栃　木 那須中 5m48 26

550 入澤　疾風 ｲﾘｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 男子 島　根 高津中 5m46 27
384 宮木　龍之介 ﾐﾔｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岐　阜 三輪中 5m43 28
867 寺山　英 ﾃﾗﾔﾏ ﾊﾅﾌﾞｻ 男子 宮　城 仙台郡山中 5m42 29
641 村井　大和 ﾑﾗｲ ﾔﾏﾄ 男子 青　森 南部杉沢中 5m38 30
709 吉田　蒼 ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 男子 茨　城 水戸四中 5m38 30
825 門田　吉平 ﾓﾝﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 男子 石　川 川北中 5m32 32
756 浅石　泰輝 ｱｻｲｼ ﾀｲｷ 男子 秋　田 八幡平中 5m31 33
38 寺井　貴一 ﾃﾗｲ ｷｲﾁ 男子 滋　賀 草津中 5m29 34

402 数原　由大 ｶｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 新見南中 5m29 34
422 原口　剛 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 男子 群　馬 前橋春日中 5m28 36
568 廣垣　凜太郎 ﾋﾛｶﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 三　重 伊勢宮川中 5m21 37
792 吉田　康晟 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 徳　島 羽ノ浦中 5m19 38
287 俵　　颯悟 ﾀﾜﾗ ｿｳｺﾞ 男子 大　分 佐伯城南中 5m17 39
499 米虫　達哉 ｺﾒﾑｼ ﾀﾂﾔ 男子 愛　媛 愛媛大附属中 5m17 39
119 永浜　航佑 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳｽｹ 男子 和歌山 明和中 5m16 41
114 松村　隆暉 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳｷ 男子 高　知 高知大附属中 5m13 42
320 松本　波空 ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 男子 鳥　取 境港第一中 5m12 43
608 鍋島　一星 ﾅﾍﾞｼﾏ ｲｯｾｲ 男子 富　山 速星中 5m11 44
147 南澤　爽太 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 男子 長　野 小諸東中 5m10 45
164 重永　等 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾄｼ 男子 山　口 野田学園中 5m07 46
516 小池　竣也 ｺｲｹ ｼｭﾝﾔ 男子 福　井 勝山南部中 4m99 47


