
中学＆高校部門（対象：中学生・高校生）

青木丈侑（久居東中） 通信陸上1位 男子1500m
大場崇義（箕輪中） 通信陸上1位 男子３０００ｍ
笠原彰紘（鯖江市中央中） 通信陸上1位 男子走高跳

上山南中
（山口耕平、田澤蒼太、酒井美鳳、高橋大史）

中学陸上優勝 男子4×100mR

桑添喬偉（和歌山西脇中）
中学陸上優勝
通信陸上１位

男子砲丸投

坂元龍晟（舞鶴中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

男子800m

塩瀬中 通信陸上1位 男子4×１００ｍＲ
杉田晃大（竜海中） 中学陸上優勝 男子1500ｍ
須佐見容平（吉備中） 通信陸上1位 男子110ｍＨ

高橋大史（上山南中）

中学陸上優勝

中学陸上最優秀選手
日本中学記録

男子四種競技
男子4×１00ｍＲ

男子四種競技

高橋諒（桐朋中） 通信陸上1位 男子四種競技
竹下紘夢（郷ノ浦中） 通信陸上1位 男子400m

津田伊万（金石中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

男子200ｍ

年綱晃広（塩瀬中） 通信陸上1位 男子100ｍ（2年）
原口顕次朗（前橋春日中） 通信陸上1位 男子棒高跳
平川慧（あげな中） 中学陸上優勝 男子400ｍ
福士湊（八王子二中） 中学陸上優勝 男子走高跳
藤井清雅（君津中） 中学陸上優勝 男子100m
渕上翔太（八屋中） 中学陸上優勝 男子110ｍＨ
前田拓輝（酒々井中） 通信陸上1位 男子100m（1年）
牧島涼也（伊那東部中） 中学陸上優勝 男子3000ｍ
牧野友哉（四街道西中） 中学陸上優勝 男子棒高跳

水野琉之介（青森浦町中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

男子100m
男子100ｍ（3年）

元木涼介（三加茂中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

男子走幅跳

渡辺敦紀（岩出第二中） 通信陸上1位 男子1500ｍ（１年）

磯貝唯菜（浜松笠井中） 中学陸上優勝 女子200ｍ
奥山琴未（生光学園高）　※上道中（記録更新時） 日本中学記録 女子砲丸投

岸本礼菜（咲くやこの花中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

女子100mH
女子4×100ｍＲ
女子１００ｍＨ

北尾心映（厚生中） 通信陸上1位 女子100ｍ（1年）

小嶋聖來（六ツ美北中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

女子1500m

坂本実南（貴志中） 通信陸上1位 女子100ｍ（3年）

坂山成（多気中）
中学陸上優勝
通信陸上1位

女子砲丸投

咲くやこの花中
（岸本礼菜、國松日向葵、中道ゆず、島田幸羽）

中学陸上優勝 女子4×100ｍＲ

佐藤俐有（田原東部中） 通信陸上1位 女子１００ｍ（2年）
下森美咲（熊西中） 中学陸上優勝 女子800m
釣本陽香（郡山南中） 中学陸上優勝 女子走幅跳

林美希（岡崎翔南中）

中学陸上優勝
中学陸上最優秀選手
日本中学記録
通信陸上1位

女子四種競技

比嘉桃花（石垣中） 通信陸上1位 女子走高跳
平岡中 通信陸上1位 女子4×１００ｍＲ
松村琴都（TSM） 通信陸上1位 女子走幅跳
松本未空（平田野中） 通信陸上1位 女子800m
南こはる（奈学登美ヶ丘中） 中学陸上優勝 女子100m
森崎優希（八王子六中） 中学陸上優勝 女子走高跳
柳川美空（前橋南橘中） 日本中学記録 女子棒高跳
好井愛結（加古川氷丘中） 通信陸上1位 女子２００ｍ

選考内容
中　　学

女子

男子



アツオビンジェイソン（大阪桐蔭高）

高校陸上優勝
高校陸上最優秀選手
日本高校記録
U20日本記録
リモート陸上１位

男子砲丸投

池田海（松山北高） リモート陸上1位 男子１１０ｍH
石井優吉（八千代松陰高） 高校陸上優勝 男子800ｍ
石田洸介（東京農大二高） 日本高校記録 男子5000m

巖優作（市尼崎高）
高校陸上優勝
リモート陸上1位

男子やり投

鵜澤飛羽（築館高） リモート陸上1位 男子200m
太田蒼翔（浜松市立高） リモート陸上1位 男子走高跳

大塚直哉（豊川高） 高校陸上優勝 男子1500m

岡泰我（相洋高） 高校陸上優勝 男子八種競技

菅野航平（仙台一高）
高校陸上優勝
リモート陸上1位

男子400mH
男子400m

北原博企（開志国際高） リモート陸上1位 男子円盤投

倉掛響（小林高） リモート陸上1位 男子５０００ｍ

小林直樹（明星学園高） 高校陸上優勝 男子棒高跳
近藤翠月（新潟産大附高） 高校陸上優勝 男子110mH
迫田力哉（西条農業高） リモート陸上1位 男子ハンマー投

ジョーキアリエ（青森山田高） リモート陸上1位 男子3000ｍＳＣ

高橋遼将（中京大中京高）
高校陸上優勝
リモート陸上1位

男子4×400ｍＲ
男子４００ｍH

垂井祐志（四学香川西高） 高校陸上優勝 男子ハンマー投

中京大中京高
（香山勇輝、舘野峻輝、鈴木大河、河田航典）

高校陸上優勝 男子4×100ｍＲ

中京大中京高
（桂木大和、鈴木大河、高橋遼将、稲川慧亮）

高校陸上優勝 男子４×400ｍＲ

津田怜（咲くやこの花高） 高校陸上優勝 男子走高跳
富永健心（峰山高） 高校陸上優勝 男子円盤投
冨永昌輝（小林高） リモート陸上1位 男子５０００ｍ
友田真隆（川越東高） 高校陸上優勝 男子400ｍ
西村洸（九州国際大付属高） 高校陸上優勝 男子5000mW
野村昭夢（鹿児島城西高） 高校陸上優勝 男子5000ｍ
服部悠平（西脇工行高） リモート陸上1位 男子5000ｍＷ

兵藤ジュダ（東海大翔洋高） リモート陸上1位 男子800m

廣田麟太郎（長崎日本大学高）
高校陸上優勝
リモート陸上1位

男子三段跳

深沢瑞樹（東海大翔洋高） リモート陸上1位 男子走幅跳

古澤一生（前橋育英高）
日本高校記録
リモート陸上1位

男子棒高跳

舞永夏稀（太成学院高） 高校陸上優勝 男子走幅跳
間瀬田純平（鳥栖工業高） リモート陸上1位 男子1500m
松井泰誠（添上高） リモート陸上1位 男子八種競技

三輪颯太（西部文理高） 高校陸上優勝 男子100m・200ｍ

柳田大輝（東京農大二高） リモート陸上1位 男子１００ｍ
分須尊紀（東京農大二高） 高校陸上優勝 男子3000ｍＳＣ

青野美咲（今治北高） リモート陸上1位 女子200m

安達茉鈴（京都橘高） リモート陸上1位
女子100m
女子４００ｍ

石川優（相洋高）
高校陸上優勝
高校陸上最優秀選手

女子100ｍ・200ｍ

伊藤彩香(青豊高） 高校陸上優勝 女子100ｍＨ
梅野倖子（宗像高） リモート陸上1位 女子５０００ｍＷ

大菅紗矢香（鳥羽高）
高校陸上優勝
リモート陸上1位

女子七種競技

大塚葉月（星陵高） 高校陸上優勝 女子三段跳
大野瑞奈（埼玉栄高） 高校陸上優勝 女子400ｍ
尾﨑琴音（今治明徳高） 高校陸上優勝 女子ハンマー投
亀田実咲（鶴学園高） 高校陸上優勝 女子走高跳
川口由眞（生光学園高） 高校陸上優勝 女子砲丸投
河内瀬桜（東大阪大敬愛高） 高校陸上優勝 女子800ｍ
髙橋夢華（九里学園高） リモート陸上1位 女子１００ｍＨ
高橋和奏（東京高） リモート陸上1位 女子砲丸投
谷原礼音（四学香川西高） リモート陸上1位 女子円盤投

高　　校
男子

女子



中学＆高校部門（対象：中学生・高校生）

中京大中京高
（岸本優花、倉橋美穂、須崎心優、藏重みう）

高校陸上優勝 女子4×100ｍR

寺田奈津美（諌早高） リモート陸上1位 女子やり投
友利晟弓（那覇西高） 高校陸上優勝 女子円盤投
中田茉希（大塚高） 高校陸上優勝 女子走幅跳

長谷川麻央（京都文教高） リモート陸上1位 女子８００ｍ

東大阪大敬愛高
(水口萌、水口杏、大津有生、河内瀬桜）

高校陸上優勝 女子4×400mR

古林愛理（明石商高）
高校陸上優勝
日本高校記録
リモート陸上1位

女子棒高跳

マーガレットアキドル（開志国際高） リモート陸上1位
女子1500ｍ
女子3000ｍ

松永理沙ジェニファー（芦国中等） リモート陸上1位 女子走幅跳
三原梓（立命館宇治高） 高校陸上優勝 女子1500ｍ・3000ｍ
村上碧海（西条農業高） 高校陸上優勝 女子やり投

村上来花（弘前実高）

U20 日本記録
U18日本記録
日本高校記録
リモート陸上1位

女子ハンマー投

山﨑麻央（八王子高） リモート陸上1位 女子三段跳
山岸芽生（十日町高） 高校陸上優勝 女子5000ｍＷ
山口悠（新潟商業高） リモート陸上1位 女子走高跳

山本亜美（京都橘高）
高校陸上優勝
リモート陸上１位

女子400ｍＨ

※五十音順
※記録は2020年12月16日現在　日本陸連承認済みのもの

選考内容


