
男子100m
世界記録(WR)                  9.58     U.Bolt(JAM・ジャマイカ)               2009

アジア記録(AR)                9.91     FEMI OGUNODE(QAT・カタール)           2016

アジア記録(AR)                9.91     Bingtian SU(CHN・中国)                2018

日本記録(NR)                  9.95     山縣亮太(東京・セイコー)              2021 6月24日 15:40 予　選

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南高)                2013 6月24日 19:32 準決勝

大会記録(CR)                 10.02     サニブラウン アブデルハキーム(在外・フロリダ大)2019 6月25日 20:30 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木

2 295 東田 旺洋(95) 栃木スポ協 10.35

ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ 在　外

3 42 サニブラウン アブデルハキーム(99) TumbleweedTC 10.30

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 東　京

4 71 山縣 亮太(92) セイコー 10.16

ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 東　京

5 301 桐生 祥秀(95) 日本生命 10.28

ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 大　阪

6 178 多田 修平(96) 住友電工 10.17

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 長　野

7 265 デーデー ブルーノ(99) 東海大 10.21

ｺｲｹ ﾕｳｷ 大　阪

8 177 小池 祐貴(95) 住友電工 10.30

ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 群　馬

9 281 栁田 大輝(03) 東京農大二高 10.22



男子400m

世界記録(WR)                 43.03     Wayde VAN NIEKERK(RSA・南アフリカ)    2016

アジア記録(AR)               43.93     YOUSEF AHMED MASRAHI(KSA・サウジアラビア)2015

日本記録(NR)                 44.78     高野進(神奈川・東海大クラブ)          1991

U20日本記録(NJR)             45.18     山口有希(京都・東海大)                2003 6月24日 18:30 予　選

大会記録(CR)                 44.78     高野進(神奈川・東海大クラブ)          1991 6月25日 19:35 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ｽｽﾞｷ ｱｵﾄ 埼　玉

2 288 鈴木 碧斗(01) 東洋大 46.91

ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木

3 298 佐藤 風雅(96) 那須環境 46.74

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 埼　玉

4 324 佐藤 拳太郎(94) 富士通 46.11

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東　京

5 289 中島 佑気ジョセフ(02) 東洋大 46.36

ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 三　重

6 162 川端 魁人(98) 三重教員AC 46.42

ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 千　葉

7 166 伊東 利来也(98) 三菱マテリアル 46.19

ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥　取

8 47 池田 弘佑(95) あすなろ会 46.77

ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 奈　良

9 237 岩崎 立来(00) 大阪体育大 46.42



男子1500m

世界記録(WR)               3:26.00     Hicham EL GUERROUJ(MAR・モロッコ)     1998

アジア記録(AR)             3:29.14     Rashid RAMZI(BRN・バーレーン)         2006

日本記録(NR)               3:37.05     荒井七海(埼玉･Honda)                  2021

U20日本記録(NJR)           3:38.49     佐藤清治(長野・佐久長聖高)            1999 6月24日 14:35 予　選

大会記録(CR)               3:38.88     奥山光広(東京・ヤクルト)              1991 6月25日 19:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 兵　庫

1 350 高橋 佑輔(99) 北海道大 3:43.95

ｷﾑﾗ ﾘｸ 愛　知

2 118 木村 理来(97) 愛三工業 3:42.70

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 埼　玉

3 10 荒井 七海(94) Honda 3:42.46

ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛　知

4 79 河村 一輝(97) ﾄｰｴﾈｯｸ 3:43.03

ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 東　京

5 8 館澤 亨次(97) DeNA 3:42.07

ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 茨　城

6 199 森田 佳祐(95) 小森ｺｰﾎﾟ 3:52.39

ｻﾄｳ ｹｲﾀ 京　都

7 358 佐藤 圭汰(04) 洛南高 3:43.13

ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 福　岡

8 152 舟津 彰馬(97) 九電工 3:52.28

ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 愛　知

9 363 服部 凱杏(01) 立教大 3:43.39

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 長　崎

10 270 溝口 仁(01) 東海大 3:52.13

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 茨　城

11 116 飯島 陸斗(97) 阿見AC 3:52.43

ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 神奈川

12 269 飯澤 千翔(01) 東海大 3:52.47

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



男子400mH(0.914m/35.00m)

世界記録(WR)                 46.78     Kevin YOUNG(USA・アメリカ)            1992

アジア記録(AR)               46.98     Abderrahaman SAMBA(QAT・カタール)     2018

日本記録(NR)                 47.89     為末大(広島・法政大)                  2001

U20日本記録(NJR)             49.09     為末大(広島・広島皆実高914mm)         1996 6月25日 18:35 予　選

大会記録(CR)                 48.08     S.MATETE(ZAM・ザンビア)               1991 6月26日 17:50 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 東　京 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 広　島

1 331 豊田 将樹(98) 富士通 48.87 1 28 尾﨑 雄祐(94) PEACE AC 50.30

ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 岡　山 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山　口

2 279 吉田 京平(97) 東京学芸大 49.40 2 44 山田 淳史(91) ＹＭＦＧ 49.68

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 広　島 ﾂﾂｴ ｶｲﾄ 福　岡

3 260 山本 諒(95) 鶴学園クラブ 50.45 3 342 筒江 海斗(98) ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ和広 49.98

ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ 埼　玉 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 福　岡

4 18 川越 広弥(97) JAWS 49.76 4 192 出口 晴翔(01) 順天堂大 49.90

ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 福　島 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 兵　庫

5 229 山内 大夢(99) 早稲田大 48.84 5 185 鍜治木 崚(95) 住友電工 48.92

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 兵　庫 ﾐﾔｺ ｺｳﾍｲ 愛　知

6 294 村上 翔(01) 同志社大 49.96 6 23 都 康炳(97) NSTC 49.71

ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 愛　知 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 東　京

7 24 真野 悠太郎(96) NSTC 49.93 7 113 高田 一就(97) ユメオミライ 49.58

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 神奈川 ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 群　馬

8 102 松下 祐樹(91) ミズノ 49.23 8 108 安部 孝駿(91) ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 48.80

ﾏｴﾉ ｹｲ 東　京 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 東　京

9 107 前野 景(91) メイスンワーク 49.70 9 332 岸本 鷹幸(90) 富士通 49.38

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 香　川

1 215 大林 督享(96) 石丸製麺 49.67

ﾊｾ ｼﾝﾉｽｹ 東　京

2 258 長谷 伸之助(96) 中大ｸﾗﾌﾞ 50.00

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 千　葉

3 314 山本 竜大(97) 日本大 49.12

ﾐﾔｵ ｺｳﾀﾛｳ 東　京

4 15 宮尾 幸太郎(91) Ise A.Lab. 50.25

ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 東　京

5 277 井上 駆(96) 東京海上日動CS 49.80

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛　知

6 349 小田 将矢(95) 豊田自動織機 49.79

ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山　口

7 348 黒川 和樹(01) 法政大 48.68

ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ 新　潟

8 204 岩﨑 崇文(97) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 49.64

ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 山　梨

9 101 野澤 啓佑(91) ミズノ 49.08



男子三段跳

世界記録(WR)                 18m29     JonathanEDWARDS(GBR・イギリス)        1995

アジア記録(AR)               17m59     Yanxi LI(CHN・中国)                   2009

日本記録(NR)                 17m15     山下訓史(東京・日本電気)              1986

U20日本記録(NJR)             16m35     伊藤陸(近大高専)                      2020

大会記録(CR)                 17m15     山下訓史(東京・日本電気)              1986 6月25日 18:15 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 東　京 m m m m m m m m

1 17 山本 凌雅(95) JAL 16m85 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 東　京 m m m m m m m m

2 5 山下 航平(94) ＡＮＡ 16m45 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾊﾀ ﾋｶﾙ 埼　玉 m m m m m m m m

3 186 池畠 旭佳瑠(94) 駿大AC 16m75 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｼﾛ ｶｽﾞｷ 新　潟 m m m m m m m m

4 207 田代 一樹(98) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 16m07 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾗ ﾀｶﾉﾘ 沖　縄 m m m m m m m m

5 357 屋良 太章(92) 友睦物流 15m85 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 東　京 m m m m m m m m

6 262 中山 昂平(94) 渡辺パイプ 16m05 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 広　島 m m m m m m m m

7 340 安立 雄斗(00) 福岡大 16m07 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾜｻｷ ｺｳｼ 鹿児島 m m m m m m m m

8 174 岩﨑 孝史(00) 鹿屋体育大 15m81 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｿｳﾏ ｼｮｳﾉｽｹ 福　岡 m m m m m m m m

9 309 相馬 奨之介(99) 日本体育大 15m85 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 神奈川 m m m m m m m m

10 7 山下 祐樹(95) Break Parking 16m57 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 神奈川 m m m m m m m m

11 341 小田 大雅(99) 福岡大 15m88 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ 岩　手 m m m m m m m m

12 213 千葉 樹(99) 盛岡クラブ 15m85 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾛｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 宮　崎 m m m m m m m m

13 264 黒木 雄太朗(92) 東海AC 15m98 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾄｳﾅｲ ｾｲﾔ 福　岡 m m m m m m m m

14 299 藤内 誠也(95) 日経大AC 16m35 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸｽﾓﾄ ﾏｻｱｷ 東　京 m m m m m m m m

15 60 楠本 政明(95) ジーケーライン 15m87 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾂｼﾏ ﾊﾔﾄ 青　森 m m m m m m m m

16 217 對馬 勇斗(99) 仙台大 15m82 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



女子100m

世界記録(WR)                 10.49     F.GRIFFITH－JOYNER(USA・アメリカ)     1988

アジア記録(AR)               10.79     XUEMEI LI(CHN・中国)                  1997

日本記録(NR)                 11.21     福島千里(北海道・北海道ハイテクAC)    2010 6月24日 15:00 予　選

U20日本記録(NJR)             11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄高)              2012 6月24日 19:20 準決勝

大会記録(CR)                 11.29     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 6月25日 20:15 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三　重

2 2 世古 和(91) ＣＲＡＮＥ 11.74

ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡　山

3 202 齋藤 愛美(99) 大阪成蹊大 11.75

ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分

4 286 兒玉 芽生(99) 福岡大 11.46

ｲｷ ｱｲｺ 滋　賀

5 305 壹岐 あいこ(00) 立命館大 11.60

ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川

6 179 石川 優(02) 青山学院大 11.62

ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 長　野

7 235 君嶋 愛梨沙(95) 土木管理総合 11.70

ﾅｸﾞﾗ ﾁｱｷ 三　重

8 13 名倉 千晃(93) NTN 11.62

ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪

9 130 青山 華依(02) 甲南大 11.72



女子400m

世界記録(WR)                 47.60     Marita KOCH(GDR・東ドイツ)            1985

アジア記録(AR)               48.14     Salwa Eid NASER(BRN・バーレーン)      2019

日本記録(NR)                 51.75     丹野麻美(福島・ナチュリル)            2008

U20日本記録(NJR)             52.52     杉浦はる香(静岡・浜松市高)            2013 6月24日 18:05 予　選

大会記録(CR)                 51.93     丹野麻美(福島・福島大)                2005 6月25日 19:25 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾏﾂｵ ｷﾅ 兵　庫

2 306 松尾 季奈(00) 立命館大 53.59

ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃　木

3 224 大島 愛梨(00) 中央大 54.62

ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大　阪

4 201 青山 聖佳(96) 大阪成蹊ＡＣ 53.20

ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 静　岡

5 43 岩田 優奈(97) スズキ 55.23

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 福　島

6 243 松本 奈菜子(96) 東邦銀行 54.13

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 佐　賀

7 141 久保山 晴菜(96) 今村病院 53.59

ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛　知

8 88 吉田 紗弓(97) 愛知高校AC 54.25

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 東　京

9 6 小林 茉由(96) J.VIC 55.29



女子1500m

世界記録(WR)               3:50.07     Genzebe DIBABA(ETH・エチオピア)       1998

アジア記録(AR)             3:50.46     Yunxia QU(CHN・中国)                  1993

日本記録(NR)               4:05.27     田中希実(兵庫・豊田自動織機TC)        2020

U20日本記録(NJR)           4:07.86     小林祐梨子(兵庫・須磨学園高)          2006

大会記録(CR)               4:07.77     T.CHIDU(ROU・ルーマニア)              1991 6月25日 19:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ 兵　庫

1 174 道清 愛紗(03) 須磨学園高 4:17.81

ｲｲﾉ ﾏﾔ 埼　玉

2 143 飯野 摩耶(88) 埼玉医科大学G 4:18.02

ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾔｺ 福　岡

3 126 陣内 綾子(87) 九電工 4:19.84

ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 兵　庫

4 296 田中 希実(99) 豊田織機TC 4:05.27

ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 茨　城

5 107 平野 綾子(95) 関彰商事 4:19.15

ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ 大　阪

6 109 西出 優月(00) 関西外国語大 4:22.01

ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾐﾑｾﾝﾋﾞ 大　阪

7 298 髙松 智美ムセンビ(00) 名城大 4:16.52

ｻｶｼﾞﾘ ﾕｳｶ 茨　城

8 309 坂尻 有花(99) 立命館大 4:20.12

ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本

9 278 菊地 梨紅(97) 肥後銀行 4:19.55

ﾔﾌﾞｼﾀ ｱｶﾈ 愛　知

10 294 籔下 明音(91) 豊田自動織機 4:17.88

ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

11 185 卜部 蘭(95) 積水化学 4:11.75

ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 兵　庫

12 297 後藤 夢(00) 豊田織機TC 4:13.24

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 宮　城

13 190 米澤 奈々香(04) 仙台育英高 4:15.62

ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 広　島

14 213 樫原 沙紀(01) 筑波大 4:13.82

ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 京　都

15 83 井手 彩乃(99) ワコール 4:20.40

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 愛　知

16 299 山本 有真(00) 名城大 4:18.88

ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京

17 303 道下 美槻(01) 立教大 4:15.33

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



女子100mH(0.838m/8.50m)
世界記録(WR)                 12.20     Kendra HARRISON(USA・アメリカ)        2016

アジア記録(AR)               12.44     Olga SHISHIGINA(KAZ・カザフスタン)    1995

日本記録(NR)                 12.87     寺田明日香(大阪・ジャパンクリエイト)  2021

日本記録(NR)                 12.87     青木益未(宮城・七十七銀行)            2021 6月25日 17:15 予　選

U20日本記録(NJR)             13.05     寺田明日香(北海道・北海道ハイテクAC)  2009 6月25日 19:50 準決勝

大会記録(CR)                 13.02     柴村仁美(佐賀・佐賀陸協)              2013 6月26日 17:15 決　勝

予　選　4組3着＋4

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｷﾖﾔﾏ ﾁｻﾄ 宮　崎 ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群　馬

2 21 清山 ちさと(91) いちご 13.13 2 167 田中 きよの(02) 駿河台大 13.49

ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 東　京 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 福　井

3 254 福部 真子(95) 日本建設工業 13.13 3 78 大久保 有梨(97) ﾕﾃｨｯｸ 13.21

ｻｻｷ ﾃﾝ 東　京 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 兵　庫

4 81 佐々木 天(97) ユメオミライ 13.64 4 230 中島 ひとみ(95) 長谷川体育施設 13.20

ｼﾏﾉ ﾏｵ 東　京 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 大　阪

5 260 島野 真生(01) 日本体育大 13.36 5 40 寺田 明日香(90) ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾘｴｲﾄ 12.87

ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ 三　重 ｵｵﾏﾂ ﾕｷ 愛　知

6 138 西垣 朱音(99) 国士舘大 13.56 6 87 大松 由季(96) 愛教大ク名古屋 13.57

ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 東　京 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 千　葉

7 20 ヘンプヒル 恵(96) アトレ 13.37 7 214 小林 歩未(01) 筑波大 13.57

ｺﾐﾔ ｲﾂｷ 東　京 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取

8 35 小宮 いつき(98) ジーケーライン 13.63 8 132 岡崎 汀(01) 甲南大 13.49

ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 北海道

9 105 芝田 愛花(01) 環太平洋大 13.54 9

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 愛　知 ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 福　岡

2 155 安藤 愛未(01) 至学館大 13.56 2 29 鎌田 咲季(97) グリーンクロス 13.67

ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨　城 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾘ 長　崎

3 108 相馬 絵里子(91) 関彰商事 13.47 3 39 小柳 結莉(93) ジャパネット 13.61

ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 神奈川 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ 東　京

4 229 鈴木 美帆(96) 長谷川体育施設 13.00 4 49 藤森 菜那(97) ゼンリン 13.26

ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 大　阪 ﾀﾅｶ ﾕﾐ 東　京

5 53 竹内 真弥(98) ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 13.52 5 282 田中 佑美(98) 富士通 13.18

ｵｵﾑﾗ ﾐｶ 鹿児島 ｶﾅｲ ﾏﾙﾐ 東　京

6 252 大村 美香(95) 南国殖産 13.57 6 60 金井 まるみ(97) ドトールAC 13.46

ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 福　島 ｷﾑﾗ ｱﾔｺ 広　島

7 245 紫村 仁美(90) 東邦銀行 13.20 7 26 木村 文子(88) ｴﾃﾞｨｵﾝ 13.11

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 兵　庫 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山　梨

8 164 藤原 未来(92) 住友電工 13.24 8 280 田中 陽夏莉(98) 富士山の銘水 13.55

ﾀﾏｵｷ ﾅﾅｺ 北海道

9 9 137 玉置 菜々子(00) 国士舘大 13.52



女子棒高跳

世界記録(WR)                  5m06     Elena ISINBAEVA(RUS・ロシア)          2009

アジア記録(AR)                4m72     Ling LI(CHN・中国)                    2019

日本記録(NR)                  4m40     我孫子智美(滋賀・滋賀レイクスターズ)  2012

U20日本記録(NJR)              4m15     田中伶奈(香川・観音寺高)              2019

大会記録(CR)                  4m40     我孫子智美(滋賀・滋賀レイクスターズ)  2012 6月25日 17:50 決　勝

決　勝　

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 兵　庫

1 96 古林 愛理(02) 園田学園女子大 4m13

ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ 滋　賀

2 225 南部 珠璃(98) 中京大 3m93

ｵｵｻｶﾔ ｱｶﾘ 兵　庫

3 97 大坂谷 明里(02) 園田学園女子大 4m03

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐｸｳ 群　馬

4 193 柳川 美空(06) 前橋育英高 4m00

ﾍﾝﾐ ｱﾔｺ 静　岡

5 16 逸見 綾子(90) SMILEY 4m15

ｱｵﾔｷﾞ ﾕｲ 鹿児島

6 12 青柳 唯(93) NIFS・SC 3m90

ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 兵　庫

7 301 松本 百音(03) 明石商高 3m94

ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ 香　川

8 15 安宅 伽織(98) REAC 4m00

ﾅｽ ﾏﾕ 兵　庫

9 314 那須 眞由(96) 籠谷 4m25

ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ 栃　木

10 247 諸田 実咲(98) 栃木スポ協 4m30

ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾒｸﾞﾐ 福　岡

11 265 台信 愛(01) 日本体育大 4m00

ﾉｼ ﾕｳｷ 兵　庫

12 30 野志 侑希(99) コンドーテック 3m90

ﾑﾗﾀ ｿﾗ 群　馬

13 194 村田 蒼空(04) 前橋女高 4m00

ﾀﾅｶ ﾚﾅ 香　川

14 134 田中 伶奈(00) 香川大 4m15

ﾓﾘﾀ ｱﾔ 大　阪

15 11 森田 彩(96) MWU Athletics 3m90

ｼｵｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 愛　知

16 215 塩崎 泉(00) 筑波大 4m00

ﾄｺﾛ ｷｮｳｺ 愛　知

17 82 所 杏子(96) ラフィネ陸上部 3m90

ﾀﾂﾀ ｶﾅｴ 神奈川

18 63 竜田 夏苗(92) ニッパツ 4m30

ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 大　阪

19 264 前川 淳(99) 日本体育大 4m05

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



女子やり投(600g)

世界記録(WR)                 72m28     B.SPOTAKOVA(CZE・チェコ)              2008

アジア記録(AR)               67m98     Huihui LYU(CHN・中国)                 2019

日本記録(NR)                 66m00     北口榛花(北海道・日本大)              2019

U20日本記録(NJR)             61m38     北口榛花(北海道・日本大)              2016

大会記録(CR)                 63m68     北口榛花(北海道・日本大)              2019 6月25日 18:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 青　森

1 275 奈良岡 翠蘭(01) 日本大 58m87 m m m m m m m m

ｳｼﾛ ｵﾘｴ 新　潟

2 172 右代 織江(90) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 59m16 m m m m m m m m

ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ 静　岡

3 44 斉藤 真理菜(95) スズキ 58m68 m m m m m m m m

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 鹿児島

4 125 山元 祐季(00) 九州共立大 57m47 m m m m m m m m

ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 兵　庫

5 151 西村 莉子(93) 三菱電機 56m75 m m m m m m m m

ﾔﾏｳﾁ ｱｲ 兵　庫

6 234 山内 愛(94) 長谷川体育施設 54m67 m m m m m m m m

ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広　島

7 178 村上 碧海(04) 西条農高 54m72 m m m m m m m m

ｵｻ ﾏﾋﾛ 和歌山

8 140 長 麻尋(99) 国士舘大 58m57 m m m m m m m m

ｸｾﾞ ｷﾎｳ 兵　庫

9 33 久世 生宝(95) コンドーテック 56m34 m m m m m m m m

ﾐﾔｼﾀ ﾘｻ 長　崎

10 17 宮下 梨沙(84) Y-TORE 57m91 m m m m m m m m

ﾔﾏｼﾀ ﾐｶｺ 京　都

11 124 山下 実花子(97) 九州共立大 59m30 m m m m m m m m

ｳｴﾀﾞ ﾓﾓﾈ 福　岡

12 291 上田 百寧(99) 福岡大 61m75 m m m m m m m m

ﾀｹﾓﾄ ｻｴ 兵　庫

13 205 武本 紗栄(99) 大阪体育大 58m98 m m m m m m m m

ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 東　京

14 8 北口 榛花(98) JAL 66m00 m m m m m m m m

ｻﾄｳ ﾕｶ 大　阪

15 61 佐藤 友佳(92) ニコニコのり 62m88 m m m m m m m m



U20男子100m

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南高)                2013 6月24日 16:45 予　選

大会記録(GR)                 10.28     宮本大輔(洛南高)                      2017 6月25日 18:20 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾓﾘ ﾕｳﾋ 千　葉

2 1067 守 祐陽(03) 市立船橋高 10.58

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千　葉

3 1275 前田 夏輝(02) 立教大 10.55

ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃　木

4 1103 マデロ ケンジ(02) 城西大 10.58

ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 新　潟

5 1253 田原 蓮(02) 法政大 10.50

ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川

6 1175 藤井 和寿(02) 中央大 10.63

ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ 静　岡

7 1149 島田 開伸(02) 早稲田大 10.51

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千　葉

8 1176 藤原 寛人(03) 中央大 10.65

ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐　阜

9 1189 加藤 慎之介(02) 東海大 10.70



U20男子400m

U20日本記録(NJR)             45.18     山口有希(京都・東海大)                2003 6月24日 13:45 予　選

大会記録(GR)                 46.54     ｳｫﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝ(東洋大)                   2015 6月25日 17:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾝ 滋　賀

2 1239 森本 錬(03) 比叡山高 47.69

ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 千　葉

3 1150 眞々田 洸大(02) 早稲田大 47.73

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 京　都

4 1254 木下 祐一(02) 法政大 47.65

ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ 新　潟

5 1111 鈴木 大翼(03) 新潟明訓高 47.87

ﾖｼｷ ﾂﾊﾞｻ 千　葉

6 1203 吉木 翼(03) 東葛飾高 46.79

ｶｻｲ ｸﾗｷ 青　森

7 1092 葛西 蔵輝(02) 順天堂大 47.87

ｷﾖﾀ ﾕｳｷ 大　阪

8 1279 喜代田 悠輝(02) 龍谷大 47.65

ﾏﾁﾀﾞ ﾚｵ 福　島

9 1212 町田 怜央(03) 日大東北高 47.89



U20男子1500m

U20日本記録(NJR)           3:38.49     佐藤清治(長野・佐久長聖高)            1999 6月24日 14:10 予　選

大会記録(GR)               3:46.14     巽博和(埼玉栄高)                      1987 6月25日 16:55 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 東　京

1 1099 山林 レオ(02) 上武大 3:49.70

ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾏ 三　重

2 1007 松本 颯真(03) 伊賀白鳳高 3:48.91

ｱｵｷ ﾙｲ 群　馬

3 1049 青木 瑠郁(04) 健大高崎高 3:53.28

ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 岩　手

4 1170 吉田 海渡(02) 筑波大 3:50.23

ﾐｶﾀ ｹﾝﾄ 静　岡

5 1281 三潟 憲人(02) 國學院大 4:06.65

ﾋｻﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 大　阪

6 1061 久田 朔(03) 桜宮高 4:06.70

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知

7 1187 髙嶋 荘太(03) 中京大中京高 4:06.40

ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 愛　知

8 1179 中野 倫希(02) 中央大 3:52.84

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾔ 愛　知

9 1151 栁本 匡哉(02) 早稲田大 3:49.39

ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ 長　崎

10 1148 後田 築(04) 創成館高 4:06.77

ｸﾘﾊﾗ ﾅｵ 東　京

11 1105 栗原 直央(02) 城西大 3:49.97

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾀﾞ 静　岡

12 276 兵藤 ジュダ(03) 東海大翔洋高 4:06.06

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



U20男子400mH(0.914m/35.00m)

U20日本記録(NJR)             49.09     為末大(広島・広島皆実高)              1996 6月25日 16:10 予　選

大会記録(CR)                 49.86     岸本鷹幸(法政大)                      2009 6月26日 12:20 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 広　島

2 1112 幡中 涼太(02) 神戸大 52.66 2 1051 原田 響(03) 広島皆実高 52.68

ﾌｶﾏﾁ ﾋﾀﾞｲ 福　井 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取

3 1107 深町 飛太(02) 城西大 52.18 3 1002 中山 敬太(03) びわこｽﾎﾟｰﾂ大 51.86

ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 新　潟

4 1221 鈴木 大河(02) 日本大 51.69 4 1085 渡邊 脩(03) 十日町高 52.18

ｲﾑﾀ ｿﾗ 兵　庫 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 福　岡

5 1256 飯牟田 空良(02) 法政大 51.82 5 1206 中島 陽基(04) 東福岡高 51.67

ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 福　岡 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 宮　城

6 1040 大村 東輝(02) 九州共立大 50.60 6 1168 菅野 航平(02) 筑波大 50.67

ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 静　岡 ﾄﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 北海道

7 1211 佐竹 結月(03) 日大三島高 52.60 7 1006 殿山 凌平(03) 旭川大学高 52.29

ﾓﾘﾀｶ ｿｳｼﾞﾛｳ 兵　庫 ｷｮｳﾀｹ ﾀｲｶﾞ 大　阪

8 1036 森髙 颯治朗(03) 近畿大 52.24 8 1134 京竹 泰雅(03) 摂津高 52.53

9 9

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 愛　知

2 1259 小川 大輝(03) 豊橋南高 52.72

ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 兵　庫

3 1155 内藤 源一郎(02) 大阪教育大 50.95

ﾏﾁﾀﾞ ﾚｵ 福　島

4 1212 町田 怜央(03) 日大東北高 52.10

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 東　京

5 1045 豊田 兼(02) 慶應義塾大 51.61

ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知

6 1208 新垣 颯斗(02) 東洋大 52.04

ｵﾀﾞ ｱﾂﾔ 大　阪

7 1039 織田 篤也(03) 近大附高 52.38

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 広　島

8 1050 高橋 昂生(03) 県立広島高 52.50

9



U20男子三段跳

U20日本記録(NJR)             16m35     伊藤陸(近大高専)                      2020

大会記録(CR)                 16m21     髙橋佑悟(立命館大)                    2014 6月25日 15:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾞｲ 静　岡 m m m m m m m m

1 1201 北川 凱(03) 東海大翔洋高 15m41 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 広　島 m m m m m m m m

2 1084 末盛 巧(03) 修道高 15m26 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 鹿児島 m m m m m m m m

3 1074 中村 勇斗(03) 鹿屋体育大 15m31 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾗﾊﾏ ﾄｼﾔ 東　京 m m m m m m m m

4 1238 白濱 稔也(03) 板橋高 15m16 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｪｲﾁｰﾏ 大　阪 m m m m m m m m

5 1157 島田 ｼﾞｪｲﾁｰﾏ(04) 大阪高 15m16 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 滋　賀 m m m m m m m m

6 1003 西藤 我空(03) びわこｽﾎﾟｰﾂ大 15m15 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾄｶﾞｵ ﾖｳﾍｲ 大　阪 m m m m m m m m

7 1020 栂尾 鷹兵(02) 関西学院大 15m30 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾞｳﾊﾗ ﾀｸﾐ 鹿児島 m m m m m m m m

8 1077 郷原 拓海(03) 鹿児島南高 15m25 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾋﾛﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 長　崎 m m m m m m m m

9 1228 廣田 麟太郎(02) 日本大 15m84 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 千　葉 m m m m m m m m

10 1070 常泉 光佑(03) 市立船橋高 15m22 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾍﾞﾙ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ 京　都 m m m m m m m m

11 1047 イベル ブランドン(03) 慶應義塾大 15m21 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



U20女子100m

U20日本記録(NJR)             11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄高)              2012 6月24日 16:25 予　選

大会記録(GR)                 11.65     青野朱李(山形中央高)                  2018 6月25日 18:10 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 静　岡

2 1115 久保田 真子(03) 東海大翔洋高 12.07

ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 山　形

3 1042 阿部 璃音(02) 山梨学院大 12.02

ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

4 1076 鶴澤 亜里紗(03) 相洋高 11.92

ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ 佐　賀

5 1031 永石 小雪(03) 佐賀北高 11.71

ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 東　京

6 259 滝田 静海(02) 日本体育大 11.85

ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知

7 1108 倉橋 美穂(04) 中京大中京高 11.95

ｲﾜｲ ｼﾞｭﾘｱ 静　岡

8 1140 岩井 樹梨亜(03) 磐田北高 11.97

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 静　岡

9 1058 小林 七菜(03) 沼津東高 12.22



U20女子400m

U20日本記録(NJR)             52.52     杉浦はる香(静岡・浜松市高)            2013 6月24日 13:30 予　選

大会記録(GR)                 53.69     大木彩夏(新島学園高)                  2013 6月25日 17:45 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 大　阪

2 1170 工藤 芽衣(02) 立命館大 56.05

ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 神奈川

3 1152 新田 望(03) 法政二高 56.02

ｲｲﾀﾞ ｹｲｺ 東　京

4 1102 飯田 景子(02) 中央大 55.73

ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 東　京

5 1128 須藤 美桜(02) 日本体育大 55.38

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 埼　玉

6 1035 タネル 舞璃乃(03) 埼玉栄高 55.66

ｶﾜﾁ ｾﾅ 大　阪

7 242 河内 瀬桜(03) 東大阪大敬愛高 55.33

ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 千　葉

8 1101 松岡 萌絵(03) 中央大 55.74

ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 埼　玉

9 1067 吉中 日向子(02) 青山学院大 55.98



U20女子1500m

U20日本記録(NJR)           4:07.86     小林祐梨子(兵庫・須磨学園高)          2006

大会記録(CR)               2:16.95     杉村奈美(リクルート)                  1992 6月25日 16:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 鹿児島

1 1062 田島 愛梨(05) 神村学園高 4:24.72

ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 福　岡

2 1091 柳楽 あずみ(03) 筑紫女学園高 4:21.07

ﾖｼﾊﾗ ｱｶﾘ 宮　城

3 1073 吉原 あかり(03) 仙台育英高 4:23.82

ﾐｿﾞｶﾞﾐ ｶﾅ 熊　本

4 1006 溝上 加菜(04) ルーテル学院高 4:25.64

ｲﾄｳ ﾙﾈ 青　森

5 1071 伊藤 瑠音(04) 青森山田高 4:23.48

ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ 福　島

6 1016 大河原 萌花(03) 学法石川高 4:24.62

ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 広　島

7 1162 谷本 七星(02) 名城大 4:24.94

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ 福　岡

8 1092 松本 明莉(05) 筑紫女学園高 4:24.24

ｽﾄｳ ﾊﾅ 東　京

9 1053 須藤 花菜(04) 順天高 4:25.96

ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ 福　岡

10 1157 戸田 彩矢奈(04) 北九州市立高 4:25.00



U20女子棒高跳

U20日本記録(NJR)              4m15     田中伶奈(香川・観音寺高)              2019

大会記録(CR)                  4m11     田中伶奈(観音寺一高)                  2018 6月25日 15:00 決　勝

決　勝　

ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ 神奈川

1 1154 相原 ほのか(03) 法政二高 3m71

ｲﾏｲ ﾊﾂﾞｷ 群　馬

2 1051 今井 葉月(05) 樹徳高 3m80

ｵｷﾞﾉ ﾐﾕ 静　岡

3 1146 荻野 未悠(03) 浜松南高 3m72

ﾌｼﾞｲｴ ﾏﾍﾞﾙ 石　川

4 1096 藤家 麻鈴(02) 筑波大 3m80

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ 静　岡

5 1061 杉本 彩(02) 常葉大 3m80

ｷﾇﾑﾗ ﾘｺ 埼　玉

6 1055 絹村 莉子(02) 順天堂大 3m70

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 東　京

7 1168 小林 美月(05) 明星学園高 3m80

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



U20女子やり投(600g)

U20日本記録(NJR)             61m38     北口榛花(北海道・日本大)              2016

大会記録(CR)                 58m90     北口榛花(旭川東高)                    2015 6月25日 16:05 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｳﾁ ﾘﾂｺ 大　阪

1 1099 堀内 律子(02) 筑波大 52m79 m m m m m m m m

ﾋﾗﾏﾂ ｲｵﾘ 長　崎

2 1049 平松 委穂里(02) 鹿屋体育大 50m84 m m m m m m m m

ｻｲﾄｳ ﾉｱ 岡　山

3 1021 齋藤 乃彩(03) 玉野光南高 52m40 m m m m m m m m

ﾀﾊﾞﾀ ﾐｳ 静　岡

4 1107 田畑 美羽(02) 中京大 50m60 m m m m m m m m

ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 長　野

5 1008 倉田 紗優加(04) 伊那北高 51m33 m m m m m m m m

ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 愛　知

6 1161 辻 萌々子(03) 名古屋大谷高 51m74 m m m m m m m m

ﾔﾏｶﾜ ｶｴﾃﾞ 三　重

7 1057 山川 楓(03) 松阪商高 50m78 m m m m m m m m

ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ 福　井

8 1122 前川 愛里(03) 敦賀高 49m59 m m m m m m m m

ﾀｸﾞﾁ ｱﾐｶ 鳥　取

9 1075 田口 あみか(03) 倉吉東高 48m49 m m m m m m m m

ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 千　葉

10 1176 山下 わか菜(03) 流通経済大 49m28 m m m m m m m m

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 大　阪

11 1120 中村 怜(03) 東大阪大 50m33 m m m m m m m m

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ 長　崎

12 1023 寺田 奈津美(02) 九州共立大 53m68 m m m m m m m m


