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【U20男子　60ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 佐野　　陽 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 立教新座高 埼　玉 10.46
2 宇野　大地 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 桐蔭学園高 神奈川 10.49
3 辰巳　　新 ﾀﾂﾐ ｱﾗﾀ 富山第一高 富  山 10.56
4 藤原　大輝 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取城北高 鳥　取 10.59
5 平良　光勇真 ﾀｲﾗ ﾋｭｳﾏ 石川高 沖　縄 10.60
6 國吉　尭胤 ｸﾆﾖｼ ｱｷﾂｸﾞ 盛岡南高 岩  手 10.61
7 中村　恭輔 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 近江高 滋　賀 10.62
8 假屋　直幹 ｶﾘﾔ ﾅｵｷ 枚方高 大　阪 10.63
9 堀田　竣斗 ﾎｯﾀ ｼｭﾝﾄ 野田中央高 千　葉 10.64

10 梶川　颯太 ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 若狭高 福  井 10.64
11 上山　紘輝 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 宇治山田商業高 三  重 10.64
12 齋藤　諒平 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 九里学園高 山　形 10.65
13 中道　泰貴 ﾅｶﾐﾁ ﾀｲｷ 浜松開誠館高 静  岡 10.65
14 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 日本工大駒場高 東　京 10.66
15 田中　拓海 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 駿台甲府高 山  梨 10.66
16 野上　　翼 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 四学香川西高 香  川 10.66
17 杉本　大騎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 尾北高 愛  知 10.67
18 江幡　風助 ｴﾊﾞﾀ ﾌｳｽｹ 大宮東高 埼　玉 10.68
19 増田　神斗 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾝﾄ 駿河総合高 静  岡 10.68
20 本多　諒平 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 帝塚山泉ヶ丘高 大　阪 10.68
21 樋口　　仁 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 利府高 宮　城 10.69
22 原吉　　龍 ﾊﾗﾖｼ ﾘｭｳ 京都共栄高 京　都 10.69
23 岡崎　隼弥 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 中間高 福　岡 10.70
24 橋本　裕貴 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 天理大 大　阪 10.70
25 西郷　　翔 ｻｲｺﾞｳ ｼｮｳ 大宮東高 埼　玉 10.71
26 西村　遼平 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 幕張総合高 千　葉 10.71
27 中嶋　　謙 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高 長  野 10.71
28 酒井　　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 鳴門渦潮高 徳  島 10.71
29 烏山　恵輔 ｶﾗｽﾔﾏ ｹｲｽｹ 東福岡高 福　岡 10.71
30 佐藤　伸太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 仙台育英高 宮　城 10.72
31 合田　凌斗 ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 野津田高 東　京 10.72
32 西村　陽杜 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高 長  野 10.72
33 松下　楓斗 ﾏﾂｼﾀ ﾌｳﾄ 明石清水高 兵　庫 10.72
34 齊藤　光来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 野田中央高 千　葉 10.73
35 土屋　拓斗 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 駿台甲府高 山  梨 10.73
36 板垣　拓実 ｲﾀｶﾞｷ ﾀｸﾐ 県岐阜商業高 岐  阜 10.73
37 米田　拓海 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 高田高 奈　良 10.73
38 木下　凜太郎 ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 東福岡高 福　岡 10.73
39 黒田　雄太 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 東葛飾高 千　葉 10.74
40 氏田　貴之 ｳｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 岡崎城西高 愛  知 10.74
41 井澤　竜二 ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 広島皆実高 広　島 10.74
42 廣井　謙吾 ﾋﾛｲ ｹﾝｺﾞ 県岐阜商業高 岐  阜 10.75
43 大石　雄也 ｵｵｲｼ ﾕｳﾔ 筑紫高 福　岡 10.75
44 新崎　仁也 ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ 那覇西高 沖　縄 10.75
45 高木　悠圭 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 東海大翔洋高 静  岡 21.06
46 丘田　龍弥 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 社高 兵　庫 21.29
47 門脇　　陸 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｸ 松江北高 島　根 21.31
48 斎藤　寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 野津田高 東　京 21.40
49 福田　皓規 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 藤枝明誠高 静  岡 21.42
50 宮内　魁大 ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 四学香川西高 香  川 21.45
51 髙橋　侃矢 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ 市立福山高 広　島 21.48
52 利田　大紀 ﾄｼﾀﾞ ﾀｲｷ 立教新座高 埼　玉 21.52
53 佐々木　啓輔 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 洛北高 京　都 21.52
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54 山﨑　遥斗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 久美浜高 京　都 21.53
55 山本　未来 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾗｲ 東福岡高 福　岡 21.53
56 林　　拓優 ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 龍谷大平安高 京　都 21.54
57 前田　篤志 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪桐蔭高 大　阪 21.54
58 澤　　大地 ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 草津東高 滋　賀 21.58
59 宮川　昌也 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 東京農大第三高 埼　玉 21.60
60 遠山　亮太 ﾄｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 袋井陸協 静  岡 21.60
61 森岡　大地 ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲﾁ いなべ総合高 三  重 21.62
62 中井　準登 ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝﾄ 石部高 滋　賀 21.62
63 小塚　涼雅 ｺﾂﾞｶ ﾘｮｳｶﾞ 東海大翔洋高 静  岡 21.65
64 池上　　翔 ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳ 龍谷高 佐　賀 21.69
65 清水　僚太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 前橋育英高 群　馬 21.71
66 細井　ブライアン ﾎｿｲ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 前橋育英高 群　馬 21.71
67 中島　澪哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲﾔ 安芸高 高　知 21.71
68 柴田　祥志 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 熊本中央高 熊　本 21.72
69 岩﨑　義起 ｲﾜｻｷ ﾖｼｷ 大商大高 大　阪 21.73
70 篠原　宏輔 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ 愛工大名電高 愛  知 21.75

【U20男子　60ｍＨ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 森戸　信陽 ﾓﾘﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 市立船橋高 千　葉 13.91
2 樋口　陸人 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 奈良育英高 奈　良 14.18
3 徳岡　　凌 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 社高 兵　庫 14.27
4 山村　恵斗 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ 生野高 大　阪 14.35
5 飯塚　魁晟 ｲｲﾂﾞｶ ｶｲｾｲ 日大三島高 静  岡 14.37
6 森田　翔音 ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ 大塚高 大　阪 14.38
7 福本　　廉 ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 広島皆実高 広　島 14.38
8 山下　朋紀 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 金光学園高 岡　山 14.41
9 清水　功一朗 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 大阪桐蔭高 大　阪 14.44

10 川上　明日麻 ｶﾜｶﾐ ｱｽﾏ 荏田高 神奈川 14.46
11 阿部　龍斗 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 福岡大附大濠高 福　岡 14.48
12 本間　一輝 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｷ 明星学園高 東　京 14.53
13 菅谷　拓海 ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾐ さくら清修高 栃　木 14.57
14 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 神辺旭高 広　島 14.58
15 曽我　賢太郎 ｿｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟明訓高 新  潟 14.60
16 北木　裕太 ｷﾀｷ ﾕｳﾀ 広島皆実高 広　島 14.60
17 栄田　竜生 ｴｲﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 諫早農業高 長　崎 14.60
18 工藤　大靖 ｸﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 木造高 青　森 14.61
19 久保田　太一 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲﾁ 社高 兵　庫 14.62
20 小山　晴輝 ｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 倉敷工業高 岡　山 14.64
21 多和田　旭 ﾀﾜﾀﾞ ｱｻﾋ 大垣商業高 岐  阜 14.65
22 古谷　新太 ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 宇治山田商業高 三  重 14.65
23 町　　亮汰 ﾏﾁ ﾘｮｳﾀ 星稜高 石  川 14.68
24 吉田　潤平 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 滝高 愛  知 14.70
25 岩堀　剛己 ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ 名古屋高 愛  知 14.70
26 西岡　　海 ﾆｼｵｶ ｶｲ 豊岡総合高 兵　庫 14.71
27 石崎　浩大 ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 盛岡南高 岩  手 14.74
28 雨宮　大樹 ｱﾒﾐﾔ ﾀｲｷ 柏陽高 神奈川 14.74
29 結城　大地 ﾕｳｷ ﾀﾞｲﾁ 新潟商業高 新  潟 14.75
30 今岡　海斗 ｲﾏｵｶ ｶｲﾄ 大阪桐蔭高 大　阪 14.75
31 山村　景大 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾀ 市尼崎高 兵　庫 14.75
32 宮井　拓夢 ﾐﾔｲ ﾀｸﾑ 大塚高 大　阪 14.78
33 嶋野　一輝 ｼﾏﾉ ｶｽﾞｷ 浜松市立高 静  岡 14.80
34 鈴木　泰広 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 花巻東高 岩  手 14.81
35 堀本　　薫 ﾎﾘﾓﾄ ｶｵﾙ 大阪高 大　阪 14.83
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36 寺町　達也 ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡山工業高 岡　山 14.85
37 西村　亮太 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 四学香川西高 香  川 14.85
38 塩見　健人 ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡山工業高 岡　山 14.87
39 大浦　竜城 ｵｵｳﾗ ﾀﾂｷ 和歌山北高 和歌山 14.88
40 北村　一真 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 昌平高 埼　玉 14.90
41 中澤　航介 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 生野高 大　阪 14.90
42 永山　　諒 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｮｳ 小出高 新  潟 14.92
43 藤原　廉人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝﾄ 東高 大　阪 14.92
44 朝熊　剛康 ｱｻｸﾏ ﾀｹﾔｽ 斐太高 岐  阜 14.94
45 蔭山　竜介 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 一宮高 愛  知 14.94
46 長谷川　迅平 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取西高 鳥　取 14.94
47 岩本　千登 ｲﾜﾓﾄ ｾﾝﾄ 明石高 兵　庫 14.97
48 西谷　美輝 ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥取中央育英高 鳥　取 14.97
49 野志　彪海 ﾉｼ ﾋｭｳｶﾞ 滝川第二高 兵　庫 14.99
50 森西　侑人 ﾓﾘﾆｼ ﾕｳﾄ 鳴門渦潮高 徳  島 15.00
51 大矢　侑樹彦 ｵｵﾔ ﾕｷﾋｺ 三浦学苑高 神奈川 15.01
52 西浦　友貴 ﾆｼｳﾗ ﾄﾓｷ 関西学院大 兵　庫 15.01
53 松谷　晴輝 ﾏﾂﾀﾆ ﾊﾙｷ 近大東広島高 広　島 15.02
54 甲斐　叶夢 ｶｲ ｶﾅﾝ 大分高 大　分 15.02
55 齊藤　佳樹 ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 荏田高 神奈川 15.03
56 中村　奏斗 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 西邑楽高 群　馬 15.04
57 柳父　敢太 ﾔﾅﾌﾞ ｶﾝﾀ 武相高 神奈川 15.05
58 内野　隼杜 ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ 三浦学苑高 神奈川 15.05
59 堂本　昌暉 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｻｷ 大塚高 大　阪 15.06
60 井田　龍之介 ｲﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島高 鹿児島 15.07
61 原　　駿介 ﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 柏崎工業高 新  潟 15.08
62 宮﨑　　匠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 東福岡高 福　岡 15.08
63 猪瀬　蒼生 ｲﾉｾ ｱｵｲ 坂戸西高 埼　玉 15.09
64 岩元　楓磨 ｲﾜﾓﾄ ﾌｳﾏ 東大阪大柏原高 大　阪 15.10
65 高畠　成海 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾅﾙﾐ 高岡商業高 富  山 15.11
66 馬出　晟冶 ｳﾏﾃﾞ ｾｲﾔ 四学香川西高 香  川 15.11
67 岩渕　颯耶 ｲﾜﾌﾞﾁ ｿｳﾔ 仙台育英高 宮　城 15.13
68 井上　雅貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ 関西学院高 兵　庫 15.14
69 弓岡　竜治 ﾕﾐｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 磐田南高 静  岡 15.17
70 森本　悠雅 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾏ 大阪桐蔭高 大　阪 15.17
71 山崎　時弥 ﾔﾏｻｷ ﾄｷﾔ 東播磨高 兵　庫 15.17
72 村上　　翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 西脇高 兵　庫 15.17
73 大田　瑞奎 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 神辺旭高 広　島 15.17
74 眞邉　竜基 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 鹿児島高 鹿児島 15.18
75 横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 脇町高 徳  島 15.19
76 山下　　歩 ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾑ 大阪高 大　阪 15.20

【U20男子　走高跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 友利　響平 ﾄﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 環太平洋大 沖　縄 2m15
2 東　　直輝 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 東海大仰星高 大　阪 2m13
3 渡辺　　尚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 武相高 神奈川 2m12
4 大西　健介 ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 立命館大 大　阪 2m11
5 板東　琉太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀ 高松工芸高 香  川 2m10
6 惠藤　太晟 ｴﾄｳ ﾀｲｾｲ 祐誠高 福　岡 2m09
7 亀田　　瞬 ｶﾒﾀﾞ ｼｭﾝ 祐誠高 福　岡 2m09
8 佐藤　駿平 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東京高 東　京 2m08
9 駒井　斗馬 ｺﾏｲ ﾄｳﾏ 西城陽高 京　都 2m07

10 亀﨑　晃輝 ｶﾒｻﾞｷ ｺｳｷ 伊奈高 茨　城 2m06
11 堀井　遥樹 ﾎﾘｲ ﾊﾙｷ 鯖江高 福  井 2m06
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12 江頭　　亮 ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳ 大塚高 大　阪 2m06
13 高橋　竜輝 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 東京学館船橋高 千　葉 2m05
14 南雲　優吾 ﾅｸﾞﾓ ﾕｳｺﾞ 東京高 東　京 2m05
15 池崎　賢太 ｲｹｻﾞｷ ｹﾝﾀ 福岡第一高 福　岡 2m05
16 竹内　哲大 ﾀｹｳﾁ ﾃｯﾀ 柏高 千　葉 2m04
17 長谷川　龍雅 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｶﾞ 新川高 富  山 2m04
18 榎尾　珠莉 ｴﾉｵ ｼﾞｭﾘ 東海大翔洋高 静  岡 2m04
19 今井　朋樹 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 桂高 京　都 2m04
20 山田　秀勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 滝川第二高 兵　庫 2m04
21 末田　未来 ｽｴﾀ ﾐﾗｲ 飯塚高 福　岡 2m04
22 川越　春来 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 宮崎商業高 宮　崎 2m04

【U20男子　棒高跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 石橋　和也 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 清和大 千　葉 5m20
2 尾崎　駿翔 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ ウェルネス高 東　京 5m10
3 菅　颯一郎 ｶﾝ ｿｳｲﾁﾛｳ 神辺旭高 広　島 5m10
4 直井　一樹 ﾅｵｲ ｶｽﾞｷ 日体大柏高 千　葉 5m02
5 野呂　惇人 ﾉﾛ ｱﾂﾄ 伊勢高 三  重 5m00
6 岡本　江琉 ｵｶﾓﾄ ｴﾙ 神辺旭高 広　島 5m00
7 石川　祐介 ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 観音寺第一高 香  川 5m00
8 森田　凌世 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ 高松第一高 香  川 5m00
9 石川　星河 ｲｼｶﾜ ｾｲｶﾞ 山形中央高 山　形 4m90

10 三輪　凌大 ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾞｲ 樹徳高 群　馬 4m90
11 小俣　伊織 ｺﾏﾀ ｲｵﾘ 新潟産大附属高 新  潟 4m90
12 増田　智也 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 中京大中京高 愛  知 4m90
13 奥　　吏玖 ｵｸ ﾘｸ 北嵯峨高 京　都 4m90
14 宮﨑　　稜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 明石商業高 兵　庫 4m90
15 山本　理基 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ 高松工芸高 香  川 4m90
16 麻生　幹雄 ｱｿｳ ﾐｷｵ 鹿児島南高 鹿児島 4m90
17 林　　要瑠 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 南陽工業高 山　口 4m85

【U20男子　走幅跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 錦織　　岳 ﾆｼｷｵﾘ ﾀｹﾙ 姉崎高 千　葉 7m60
2 神戸　鴻朗希 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ 柏陵高 千　葉 7m53
3 中野　裕仁 ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ 名城大附属高 愛  知 7m45
4 加藤　　楓 ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ 東京高 東　京 7m39
5 日髙　修杜 ﾋﾀﾞｶ ｼｭｳﾄ 熊本中央高 熊　本 7m39
6 近藤　蒼依 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 新潟産大附属高 新  潟 7m34
7 門田　光希 ｶﾄﾞﾀ ﾘｸ 済美高 愛　媛 7m34
8 藤原　陸登 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 福山工業高 広　島 7m33
9 松本　彗佑 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 奈良育英高 奈　良 7m31

10 土肥　　慧 ﾄﾞｲ ｻﾄﾙ 横手城南高 秋　田 7m29
11 小林　正暉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 立教新座高 埼　玉 7m29
12 佐々木　幹斗 ｻｻｷ ﾐｷﾄ 盛岡南高 岩  手 7m25
13 須田　優人 ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 幕張総合高 千　葉 7m25
14 小畠　康成 ｺﾊﾞﾀｹ ﾔｽﾅﾘ 飯田高 石  川 7m25

【U20男子　三段跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 川西　紘生 ｶﾜﾆｼ ｺｳｷ 大阪桐蔭高 大　阪 15m40
2 荒木　　基 ｱﾗｷ ﾊｼﾞﾒ 和歌山北高 和歌山 15m27
3 冨田　健人 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 本庄第一高 埼　玉 15m25
4 岩﨑　孝史 ｲﾜｻｷ ｺｳｼ 鹿児島高 鹿児島 15m19
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5 外所　晴貴 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ 前橋育英高 群　馬 15m17
6 竹井　温巧 ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高 長  野 15m12
7 相馬　奨之介 ｿｳﾏ ｼｮｳﾉｽｹ 福岡第一高 福　岡 15m04
8 市川　翔太 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 巨摩高 山  梨 15m02
9 佐藤　藍輝 ｻﾄｳ ｱｲｷ 聖光学院高 福　島 14m99

10 川上　ヒデル ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞﾙ 鳴尾高 兵　庫 14m97
11 曽根　　颯 ｿﾈ ﾊﾔﾃ 長尾高 大　阪 14m95
12 藤生　セス亘輝 ﾌｼﾞｭｳ ｾｽｺｳｷ 共愛学園高 群　馬 14m90
13 武井　元希 ﾀｹｲ ﾓﾄｷ 東温高 愛　媛 14m84
14 岩崎　匠海 ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 敦賀高 福  井 14m80
15 久保倉　佳吾 ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 宇治山田商業高 三  重 14m76
16 村田　秀太 ﾑﾗﾀ ｼｭｳﾀ 添上高 奈　良 14m76
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