
男子200m

世界記録(WR)                 19.19     U.Bolt(JAM・ジャマイカ)               2009

アジア記録(AR)               19.88     Xie Zhenye(CHN・中国)                 2019

日本記録(NR)                 20.03     末續慎吾(神奈川・ミズノ)              2003

U20日本記録(NJR)             20.29     大前祐介(東京・早稲田大)              2001 6月26日 17:25 予　選

大会記録(CR)                 20.03     末續慎吾(神奈川・ミズノ)              2003 6月27日 17:50 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ｺｲｹ ﾕｳｷ 大　阪

1 177 小池 祐貴(95) 住友電工 20.24 1

ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 東　京 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 東　京

2 4 山下 潤(97) ＡＮＡ 20.40 2 261 北川 翔(95) 渡辺パイプ 20.81

ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 滋　賀 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ 埼　玉

3 223 澤 大地(00) 早稲田大 20.80 3 322 橋元 晃志(94) 富士通 20.81

ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 東　京 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 静　岡

4 245 安田 圭吾(00) 大東文化大 20.61 4 99 飯塚 翔太(91) ミズノ 20.29

ｸﾜﾀ ﾅﾙﾋﾄ 愛　媛 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木

5 343 桑田 成仁(99) 法政大 20.84 5 247 水久保 漱至(99) 第一酒造 20.65

ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 静　岡 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ 東　京

6 64 犬塚 渉(97) スズキ 20.77 6 74 白石 黄良々(96) セレスポ 20.27

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 東　京 ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 神奈川

7 19 樋口 一馬(99) MINT TOKYO 20.68 7 220 三浦 励央奈(00) 早稲田大 20.77

ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 京　都 ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 香　川

8 267 井本 佳伸(99) 東海大 20.75 8 169 笠谷 洸貴(98) 四国学院クラブ 20.65

ﾀｶｷﾞ ｺｳ 兵　庫 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡

9 143 高木 恒(00) 近畿大 20.81 9 202 鈴木 涼太(99) 城西大 20.77

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東　京

1 106 田中 佑典(98) メイスンワーク 20.83

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 長　野

2 265 デーデー ブルーノ(99) 東海大 20.77

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 20.08

ﾅｵｷ ﾏｻﾌﾐ 大　阪

4 69 猶木 雅文(93) スターヒルズ 20.82

ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 広　島

5 305 井澤 竜二(01) 日本体育大 20.80

ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 大　阪

6 139 植本 尚輝(98) 京都産業大 20.74

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 三　重

7 142 上山 紘輝(99) 近畿大 20.72

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 福　岡

8 222 松本 朗(99) 早稲田大 20.57

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木

9 295 東田 旺洋(95) 栃木スポ協 20.60



男子800m

世界記録(WR)               1:40.91     David RUDISHA(KEN・ケニア)            2012

アジア記録(AR)             1:42.79     Yusuf SaadKAMEL(BRN・バーレーン)      2008

日本記録(NR)               1:45.75     川元奨(長野・日本大)                  2014

U20日本記録(NJR)           1:46.59     クレイ アーロン 竜波(神奈川・相洋高)  2019 6月26日 14:20 予　選

大会記録(CR)               1:46.21     J.L.BARBOSA(BRA・ブラジル)            1993 6月27日 16:05 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

ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 福　井 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川

1 338 村島 匠(95) 福井県スポ協 1:48.16 1 248 薄田 健太郎(99) 筑波大 1:48.19

ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 千　葉 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 山　口

2 252 金子 魅玖人(01) 中央大 1:47.30 2 130 源 裕貴(99) 環太平洋大 1:46.50

ｲﾁﾉﾐﾔ ﾀｹﾛｳ 愛　媛 ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ 茨　城

3 134 一ノ宮 健郎(99) 関西学院大 1:48.04 3 115 田母神 一喜(98) 阿見AC 1:47.68

ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 埼　玉 ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 埼　玉

4 290 坂本 陸(99) 東洋大 1:49.28 4 361 飯濵 友太郎(01) 立教大 1:47.98

ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ 静　岡 ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ 三　重

5 65 川元 奨(93) スズキ 1:46.33 5 164 市野 泰地(92) 三重県スポ協 1:47.02

ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥　取 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ 埼　玉

6 131 中井 啓太(00) 環太平洋大 1:48.95 6 189 三上 椋平(98) 順天堂大 1:49.43

ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 東　京 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 兵　庫

7 72 櫻井 大介(93) セイコー 1:48.71 7 350 高橋 佑輔(99) 北海道大 1:48.92

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 大　阪

8 154 山﨑 優希(01) 広島経済大 1:48.69 8 144 三木 秀斗(00) 近畿大 1:48.73

ｾﾄｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 佐　賀 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 東　京

9 46 瀬戸口 大地(98) アースグロー 1:47.28 9 8 館澤 亨次(97) DeNA 1:48.64

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 福　島

1 268 安倍 優紀(01) 東海大 1:48.75

ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 栃　木

2 188 根本 大輝(99) 順天堂大 1:47.94

ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 新　潟

3 203 林 貴裕(97) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1:48.22

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾀﾞ 静　岡

4 276 兵藤 ジュダ(03) 東海大翔洋高 1:48.91

ｸﾚｲ ｱｰﾛﾝﾀﾂﾅﾐ 在　外

5 39 クレイ アーロン竜波(02) Texas A&M 1:46.59

ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾄ 東　京

6 38 花村 拓人(98) ＴＡＫＥＯＡＣ 1:48.49

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川

7 345 松本 純弥(00) 法政大 1:47.02

ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 東　京

8 58 梅谷 健太(96) サンベルクス 1:47.97

ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 神奈川

9 129 石川 昌樹(01) 横浜国立大 1:49.48

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組



男子110mH(1.067m/9.14m)

世界記録(WR)                 12.80     Aries MERRITT(USA・アメリカ)          2012

アジア記録(AR)               12.88     Xiang LIU(CHN・中国)                  2006

日本記録(NR)                 13.16     金井大旺(福井・ミズノ)                2021

大会記録(CR)                 13.36     金井大旺(福井・福井スポーツ協会)      2020 6月26日 16:45 予　選

大会記録(CR)                 13.36     泉谷駿介/高山峻野(神奈川・順天堂大/神奈川・ゼンリン)2019 6月27日 17:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ﾔｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 東　京 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 東　京

2 78 矢澤 航(91) ﾃﾞｻﾝﾄTC 13.51 2 75 高山 峻野(94) ゼンリン 13.25

ｶﾅｲ ﾀｲｵｳ 福　井 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 大　阪

3 100 金井 大旺(95) ミズノ 13.16 3 135 清水 功一朗(00) 関西学院大 13.72

ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東　京 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 兵　庫

4 201 佐藤 大志(90) 昭和電工 13.70 4 368 徳岡 凌(99) 立命館大 13.55

ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 奈　良 ﾖｼﾏ ｶｲﾄ 大　阪

5 347 樋口 陸人(99) 法政大 13.86 5 14 吉間 海斗(98) ISA party 13.82

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 北海道 ｲｹﾀﾞ ｶｲ 愛　媛

6 370 高橋 佑輔(96) ディーエーシ 13.60 6 228 池田 海(02) 早稲田大 13.89

ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 愛　媛 ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ 千　葉

7 120 野本 周成(95) 愛媛陸協 13.45 7 191 村竹 ラシッド(02) 順天堂大 13.35

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｼｭ 新　潟 ﾖｺﾁ ﾀｲｶﾞ 東　京

8 313 山田 那衆(99) 日本大 13.87 8 346 横地 大雅(00) 法政大 13.60

9 9

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 福　岡

2 255 宮﨑 匠(01) 中央大 13.90

ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ 千　葉

3 61 増野 元太(93) ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC 13.59

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 三　重

4 165 藤井 亮汰(96) 三重県スポ協 13.57

ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 神奈川

5 190 泉谷 駿介(00) 順天堂大 13.30

ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ 徳　島

6 240 大室 秀樹(90) 大塚製薬 13.75

ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 東　京

7 330 石川 周平(95) 富士通 13.39

ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 大　阪

8 127 河嶋 亮太(99) 旭油業 13.77

9



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)              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

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾂﾂｴ ｶｲﾄ 福　岡

2 342 筒江 海斗(98) ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ和広 50.07

ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ 埼　玉

3 18 川越 広弥(97) JAWS 50.16

ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 東　京

4 331 豊田 将樹(98) 富士通 49.94

ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 群　馬

5 108 安部 孝駿(91) ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 49.59

ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 福　島

6 229 山内 大夢(99) 早稲田大 49.52

ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山　口

7 348 黒川 和樹(01) 法政大 49.73

ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 東　京

8 332 岸本 鷹幸(90) 富士通 50.00

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 千　葉

9 314 山本 竜大(97) 日本大 50.05



男子3000mSC(0.914m)

世界記録(WR)               7:53.63     Saif Saaeed SHAHEEN(QAT・カタール)    2004

アジア記録(AR)             7:53.63     Saif Saaeed SHAHEEN(QAT・カタール)    2004

日本記録(NR)               8:17.46     三浦龍司(京都・順天堂大)              2021

U20日本記録(NJR)           8:17.46     三浦龍司(京都・順天堂大)              2021

大会記録(CR)               8:19.21     D.NJENGA(宮城・仙台育英高)            1994 6月26日 16:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 埼　玉

1 12 青木 涼真(97) Honda 8:25.85

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 愛　知

2 119 山口 浩勢(91) 愛三工業 8:22.39

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 京　都

3 36 阪口 竜平(97) SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8:23.93

ｼﾉﾄｳ ｼﾞｭﾝ 兵　庫

4 168 篠藤 淳(85) 山陽特殊製鋼 8:37.36

ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 島　根

5 193 三浦 龍司(02) 順天堂大 8:17.46

ﾓﾛﾄﾐ ﾜｸ 京　都

6 230 諸冨 湧(01) 早稲田大 8:45.74

ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 千　葉

7 333 塩尻 和也(96) 富士通 8:27.25

ｼｹﾞﾉ ｾｲﾔ 神奈川

8 93 滋野 聖也(96) プレス工業 8:31.88

ｳﾁｺｼ ﾕｳｽｹ 徳　島

9 241 打越 雄允(94) 大塚製薬 8:35.39

ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 宮　城

10 214 小原 響(01) 青山学院大 8:40.38

ｸｽ ﾔｽﾅﾘ 茨　城

11 117 楠 康成(93) 阿見AC 8:28.01

ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ 千　葉

12 334 潰滝 大記(93) 富士通 8:35.21

ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 東　京

13 364 内田 賢利(01) 立教大 8:47.79

ｵｷﾞﾉ ﾀｲｾｲ 宮　崎

14 126 荻野 太成(97) 旭化成 8:34.11

ｼﾞﾝ ﾅｵﾕｷ 北海道

15 94 神 直之(90) 北星病院 8:47.16

ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 山　口

16 231 菖蒲 敦司(01) 早稲田大 8:45.95

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 徳　島

17 242 松本 葵(87) 大塚製薬 8:43.37

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



男子棒高跳
世界記録(WR)                  6m18     Armand Duplantis(SWE・スウェーデン)   2020

アジア記録(AR)                5m92     IgorPOTAPOVICH(KAZ・カザフスタン)     1998

日本記録(NR)                  5m83     澤野大地(千葉・ニシ・スポーツ)        2005

U20日本記録(NJR)              5m65     江島雅紀(神奈川・日本大)              2017

大会記録(CR)                  5m80     澤野大地(千葉・ニシ・スポーツ)        2005

大会記録(CR)                  5m80     I.POTAPOVICH(URS・ソ連)               1990 6月26日 14:45 決　勝

決　勝　

ｵｵｻｷ ﾖｳｽｹ 兵　庫

1 307 大崎 洋介(00) 日本体育大 5m50

ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 香　川

2 161 土井 翔太(90) 三観陸協 5m32

ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾐ 千　葉

3 359 堀川 晴海(95) 陸桜会千葉 5m32

ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ 愛　媛

4 195 石丸 颯太(98) 順天堂大 5m35

ｻｻｾ ﾋﾛｷ 静　岡

5 40 笹瀬 弘樹(89) TOMO　RUN 5m41

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ 東　京

6 73 山本 智貴(92) ゼビオ 5m32

ｵｸ ﾘｸ 京　都

7 194 奥 吏玖(99) 順天堂大 5m40

ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 神奈川

8 48 石橋 和也(99) アマギ 5m34

ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 千　葉

9 335 澤野 大地(80) 富士通 5m71

ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 東　京

10 278 石川 拓磨(97) 東京海上日動CS 5m70

ﾀｹｶﾜ ｺｳｾｲ 静　岡

11 136 竹川 倖生(97) 丸元産業 5m65

ｸﾙﾏ ｺｳｷ 東　京

12 70 来間 弘樹(96) ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｰｼｰ 5m60

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 東　京

13 308 尾﨑 駿翔(00) 日本体育大 5m40

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 香　川

14 155 山崎 大士(96) 高松市陸協 5m32

ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 香　川

15 95 重藤 慶多(98) ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本 5m42

ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 東　京

16 54 澤 慎吾(96) きらぼし銀行 5m61

ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 群　馬

17 249 古澤 一生(02) 筑波大 5m51

ｴｼﾞﾏ ﾏｻｷ 東　京

18 336 江島 雅紀(99) 富士通 5m71

ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ 愛　知

19 87 山本 聖途(92) ﾄﾖﾀ自動車 5m71

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



男子ハンマー投(7.260kg)

世界記録(WR)                 86m74     Yuriy SEDYKH(URS・ソ連)               1986

アジア記録(AR)               84m86     室伏広治(愛知・ミズノ)                2003

日本記録(NR)                 84m86     室伏広治(愛知・ミズノ)                2003

大会記録(CR)                 83m29     室伏広治(愛知・ミズノ)                2003 6月26日 16:15 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

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 東　京

1 77 木村 友大(96) ゼンリン 71m21 m m m m m m m m

ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 岐　阜

2 137 佐々木 秀斗(01) 岐阜協立大 65m18 m m m m m m m m

ｸﾓﾝ ﾀﾞｲｷ 愛　媛

3 319 久門 大起(01) 日本大 64m13 m m m m m m m m

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 静　岡

4 66 植松 直紀(94) スズキ 70m46 m m m m m m m m

ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 宮　崎

5 138 吉野 健太朗(95) 宮崎陸協 63m92 m m m m m m m m

ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛　知

6 97 古旗 崇裕(97) みかん山 70m23 m m m m m m m m

ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 群　馬

7 110 柏村 亮太(91) ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 71m50 m m m m m m m m

ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ 愛　知

8 200 墨 訓熙(94) 小林クリエイト 68m73 m m m m m m m m

ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥　取

9 96 赤穂 弘樹(90) まなびや園 68m49 m m m m m m m m

ｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 福　岡

10 150 小田 航平(99) 九州共立大 68m44 m m m m m m m m

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大　阪

11 318 福田 翔大(00) 日本大 69m61 m m m m m m m m

ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 滋　賀

12 128 奥村 匡由(94) 奥村造園 64m08 m m m m m m m m

ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ 東　京

13 196 石坂 奨真(00) 順天堂大 65m43 m m m m m m m m

ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ 三　重

14 197 川合 隆誠(00) 順天堂大 65m27 m m m m m m m m

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾄ 兵　庫

15 149 中川 達斗(98) 九州共立大 71m10 m m m m m m m m

ﾎｻｶ ﾕｳｼﾛｳ 埼　玉

16 160 保坂 雄志郎(91) 埼玉医科大学G 69m62 m m m m m m m m



女子200m

世界記録(WR)                 21.34     F.GRIFFITH－JOYNER(USA・アメリカ)     1988

アジア記録(AR)               22.01     XUEMEI LI(CHN・中国)                  1997

日本記録(NR)                 22.88     福島千里(北海道・北海道ハイテクAC)    2016

U20日本記録(NJR)             23.45     齋藤愛美(岡山・倉敷中央)              2016 6月26日 16:25 予　選

大会記録(CR)                 22.73     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 6月27日 17:38 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ 東　京 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 北海道

2 257 藤田 涼子(99) 日本体育大 24.14 2 104 石堂 陽奈(02) 環太平洋大 23.67

ﾜﾀﾞ ﾏｷ 京　都 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡　山

3 69 和田 麻希(86) ミズノ 23.70 3 202 齋藤 愛美(99) 大阪成蹊大 23.62

ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川 ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 岐　阜

4 179 石川 優(02) 青山学院大 24.03 4 131 井戸アビゲイル 風果(01) 甲南大 23.79

ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分 ﾕｱｻ ｶﾅｺ 三　重

5 286 兒玉 芽生(99) 福岡大 23.44 5 148 湯淺 佳那子(97) 三重県スポ協 24.21

ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 千　葉 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大　阪

6 212 景山 咲穗(02) 筑波大 23.82 6 201 青山 聖佳(96) 大阪成蹊ＡＣ 23.95

ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛　知 ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛　知

7 88 吉田 紗弓(97) 愛知高校AC 23.73 7 70 市川 華菜(91) ミズノ 24.14

ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 東　京 ﾀｷﾀ ｲｽﾞﾐ 東　京

8 223 田路 遥香(02) 中央大 23.88 8 259 滝田 静海(02) 日本体育大 23.99

ｵｵｲｼ ｻﾔｶ 東　京

9 9 47 大石 沙也加(91) セレスポ 23.78

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ﾎｿﾔ ﾕﾐ 茨　城

2 86 細谷 優美(95) 阿見AC 23.88

ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 鹿児島

3 251 鶴田 玲美(97) 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 23.17

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 長　崎

4 287 渡邊 輝(99) 福岡大 24.13

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 佐　賀

5 141 久保山 晴菜(96) 今村病院 23.86

ｲｷ ｱｲｺ 滋　賀

6 305 壹岐 あいこ(00) 立命館大 23.71

ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 埼　玉

7 258 宮武 アビーダラリー(02) 日本体育大 24.05

ﾀｶｼﾏ ｻｷ 神奈川

8 180 髙島 咲季(02) 青山学院大 23.76

9



女子800m

世界記録(WR)               1:53.28     J.KRATOCHVILOVA(TCN・チェコスロバキア)1985

アジア記録(AR)             1:55.54     Dong LIU(CHN・中国)                   1993

日本記録(NR)               2:00.45     杉森美保(京都・京セラ)                2005

U20日本記録(NJR)           2:02.23     西村美樹(東京・東京学芸大)            2001 6月26日 13:20 予　選

大会記録(CR)               2:00.45     杉森美保(京都・京セラ)                2005 6月27日 16:15 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

ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 京　都 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 兵　庫

2 308 塩見 綾乃(99) 立命館大 2:03.73 2 296 田中 希実(99) 豊田織機TC 2:03.19

ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 兵　庫 ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 愛　知

3 297 後藤 夢(00) 豊田織機TC 2:07.10 3 128 細井 衿菜(00) 慶應義塾大 2:05.97

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 石　川 ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ 東　京

4 176 谷口 ゆき(03) 星稜高 2:08.22 4 98 大森 郁香(92) 奥アンツーカ 2:06.16

ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 大　阪

5 278 菊地 梨紅(97) 肥後銀行 2:06.37 5 241 川田 朱夏(99) 東大阪大 2:03.35

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 神奈川 ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 愛　知

6 22 北村 夢(95) エディオン 2:03.05 6 228 青山 理奈(03) 中京大中京高 2:07.34

ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 三　重 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 滋　賀

7 149 池崎 愛里(98) 三重県スポ協 2:05.75 7 277 河原田 萌(98) 比叡山高陸友会 2:08.92

ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 愛　知 ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京

8 91 小山 愛結(03) 安城学園高 2:08.88 8 303 道下 美槻(01) 立教大 2:07.28

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 茨　城

2 107 平野 綾子(95) 関彰商事 2:08.34

ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 新　潟

3 171 広田 有紀(95) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 2:04.48

ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

4 185 卜部 蘭(95) 積水化学 2:02.74

ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 福　島

5 293 中村 美宇(99) 福島大 2:06.80

ｶﾜﾁ ｾﾅ 大　阪

6 242 河内 瀬桜(03) 東大阪大敬愛高 2:08.29

ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 東　京

7 182 ヒリアー 紗璃苗(01) 青山学院大 2:04.73

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ 東　京

8 85 山田 はな(94) わらべや日洋 2:07.06

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組



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

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 兵　庫

2 164 藤原 未来(92) 住友電工 13.36

ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 北海道

3 105 芝田 愛花(01) 環太平洋大 13.35

ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 神奈川

4 229 鈴木 美帆(96) 長谷川体育施設 13.22

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 福　井

5 78 大久保 有梨(97) ﾕﾃｨｯｸ 13.25

ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 大　阪

6 40 寺田 明日香(90) ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾘｴｲﾄ 13.06

ｷﾖﾔﾏ ﾁｻﾄ 宮　崎

7 21 清山 ちさと(91) いちご 13.17

ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 大　阪

8 53 竹内 真弥(98) ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 13.30

ﾀﾅｶ ﾕﾐ 東　京

9 282 田中 佑美(98) 富士通 13.37



女子400mH(0.762m/35.00m)
世界記録(WR)                 52.16     Dalilah MUHAMMAD(USA・アメリカ)       2019

アジア記録(AR)               53.96     Qing HAN(CHN・中国)                   1993

アジア記録(AR)               53.96     Yinglan SONG(CHN・中国)               2001

日本記録(NR)                 55.34     久保倉里美(新潟・新潟アルビレックスRC)2011

U20日本記録(NJR)             56.75     石塚晴子(大阪・東大阪大)              2016 6月26日 13:50 予　選

大会記録(CR)                 55.78     N.CARUTASU(ROM・ルーマニア)           1991 6月27日 16:35 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

2 2

ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 長　野 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 兵　庫

3 170 川端 涼夏(93) 松本土建 58.87 3 283 中野 菜乃(01) 武庫川女子大 58.94

ｲﾄｳ ｱｷｺ 東　京 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 兵　庫

4 48 伊藤 明子(95) セレスポ 57.09 4 165 梅原 紗月(94) 住友電工 57.70

ｸｷ ﾕﾘｴ 愛　知 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 千　葉

5 102 九鬼 友梨恵(93) 加藤建設 58.93 5 175 塚本 萌乃(04) 成田高 58.84

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 滋　賀 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 福　岡

6 310 山本 亜美(02) 立命館大 57.43 6 183 青木 穂花(01) 青山学院大 58.77

ﾂﾊ ｱｲｷ 沖　縄 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｱｲｼｬ 東　京

7 288 津波 愛樹(00) 福岡大 58.37 7 72 イブラヒム 愛紗(98) メイスンワーク 56.50

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 東　京 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ 兵　庫

8 199 川村 優佳(01) 早稲田大 58.38 8 313 横田 華恋(99) 籠谷 58.00

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

2

ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 兵　庫

3 231 宇都宮 絵莉(93) 長谷川体育施設 56.50

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 千　葉

4 200 村上 夏美(99) 早稲田大 58.79

ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 宮　城

5 161 齋藤 真佑(95) 七十七銀行 57.88

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼　玉

6 152 大野 瑞奈(02) 山梨学院大 57.73

ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 山　梨

7 281 比嘉 和希(98) 富士山の銘水 58.83

8

9



女子3000mSC(0.762m)

世界記録(WR)               8:44.32     Beatrice CHEPKOECH(KEN・ケニア)       2018

アジア記録(AR)             8:52.78     Ruth JEBET(BRN・バーレーン)           2016

日本記録(NR)               9:33.93     早狩実紀(京都・京都光華AC)            2008

U20日本記録(NJR)           9:49.30     吉村玲美(神奈川・大東文化大)          2019

大会記録(CR)               9:44.22     高見澤安珠(愛媛・松山大)              2016 6月26日 15:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 愛　媛

1 89 山中 柚乃(00) 愛媛銀行 9:46.72

ｱｶﾎﾘ ｶﾘﾝ 静　岡

2 262 赤堀 かりん(00) 日本体育大 10:25.84

ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 東　京

3 79 吉川 侑美(90) ユニクロ 9:58.12

ﾐﾔｳﾁ ﾕｷｶ 茨　城

4 261 宮内 志佳(02) 日本体育大 10:22.30

ﾓﾘ ﾁｶｺ 千　葉

5 188 森 智香子(92) 積水化学 9:50.67

ｲｹｳﾁ ｱﾔﾉ 三　重

6 57 池内 彩乃(94) デンソー 10:21.79

ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 大　阪

7 25 石澤 ゆかり(88) エディオン 9:48.76

ｵｷﾑﾗ ﾐｶ 愛　媛

8 90 沖村 美夏(97) 愛媛銀行 10:19.02

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 熊　本

9 279 秋山 祐妃(98) 肥後銀行 9:58.31

ﾎﾘｵ ｻﾂｷ 奈　良

10 114 堀尾 咲月(00) 京都産業大 10:27.03

ｺｲｹ ｱﾔｶ 宮　城

11 209 小池 彩加(93) 大和田住宅仙台 10:06.06

ﾆｼﾔﾏ ﾏﾅﾐ 愛　媛

12 169 西山 未奈美(99) 松山大 10:07.05

ｵｵﾔ ｶｴﾃﾞ 東　京

13 207 大宅 楓(94) 大東建託パート 10:18.40

ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ 大　阪

14 109 西出 優月(00) 関西外国語大 9:55.01

ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 神奈川

15 208 吉村 玲美(00) 大東文化大 9:49.30

ﾔﾌﾞﾀ ﾕｲ 徳　島

16 206 藪田 裕衣(96) 大塚製薬 9:52.19

ｻﾄｳ ﾅﾅ 千　葉

17 45 佐藤 奈々(89) ｽﾀｰﾂ 10:05.34

ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ 兵　庫

18 37 瀬川 帆夏(94) ｼｽﾒｯｸｽ 10:01.08

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



女子三段跳

世界記録(WR)                 15m50     Inessa KRAVETS(UKR・ウクライナ)       1995

アジア記録(AR)               15m25     Olga RYPAKOVA(KAZ・カザフスタン)      2010

日本記録(NR)                 14m04     花岡麻帆(千葉・三英社)                1999

U20日本記録(NJR)             13m01     村山梢(大阪・中京大)                  1997

大会記録(CR)                 14m04     花岡麻帆(千葉・三英社)                1999 6月26日 16:00 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

ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ 福　島 m m m m m m m m

1 219 山下 桐子(99) 筑波大 12m79 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 東　京 m m m m m m m m

2 255 坂本 絵梨(90) 日本室内 12m92 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｷﾀﾞ ﾒｲ 兵　庫 m m m m m m m m

3 71 喜田 愛以(88) ミライトテクノ 12m70 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｼﾏ ﾏｵｺ 兵　庫 m m m m m m m m

4 289 髙島 真織子(99) 福岡大 13m04 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ 東　京 m m m m m m m m

5 240 内山 咲良(97) 東京大 13m00 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 兵　庫 m m m m m m m m

6 284 船田 茜理(00) 武庫川女子大 12m99 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 静　岡 m m m m m m m m

7 100 中津川 亜月(01) 横浜国立大 12m90 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 茨　城 m m m m m m m m

8 311 中野 瞳(90) 和食山口 12m96 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ ｻﾔｶ 愛　知 m m m m m m m m

9 58 浅野 紗弥香(96) とうがくTC 12m66 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 神奈川 m m m m m m m m

10 65 宮坂 楓(92) ニッパツ 12m95 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾞﾐ ﾋﾅ 大　阪 m m m m m m m m

11 59 田上 陽菜(98) ﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂ 13m03 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｲ ｶﾝﾅ 東　京 m m m m m m m m

12 73 河合 栞奈(97) メイスンワーク 13m65 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山　梨 m m m m m m m m

13 233 剱持 早紀(94) 長谷川体育施設 13m42 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ 東　京 m m m m m m m m

14 249 森本 麻里子(95) 内田建設AC 13m32 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺｳﾗ ｱﾔｶ 兵　庫 m m m m m m m m

15 216 髙良 彩花(01) 筑波大 12m93 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



女子ハンマー投(4.000kg)

世界記録(WR)                 82m98     Anita W ODARCZYK(POL・ポーランド)     2016

アジア記録(AR)               77m68     Zheng WANG(CHN・中国)                 2014

日本記録(NR)                 67m77     室伏由佳(愛知・ミズノ)                2004

U20日本記録(NJR)             62m88     村上来花(青森・弘前実業高)            2021

大会記録(CR)                 66m32     綾真澄(香川・丸善工業)                2011 6月26日 13:55 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

ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ 東　京

1 28 勝山 眸美(94) オリコ 62m47 m m m m m m m m

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 福　井

2 222 渡邉 ももこ(00) 筑波大 59m21 m m m m m m m m

ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 三　重

3 150 佐藤 若菜(88) 三重県スポ協 57m99 m m m m m m m m

ｴﾊﾟｻｶ ﾃﾚｻ 兵　庫

4 173 エパサカ テレサ(00) 新潟医療福祉大 58m05 m m m m m m m m

ｵｸﾑﾗ ﾘﾘｶ 奈　良

5 123 奥村 梨里佳(01) 九州共立大 57m23 m m m m m m m m

ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ 兵　庫

6 32 藤本 咲良(98) コンドーテック 59m25 m m m m m m m m

ｺﾀﾞﾃ ﾐﾊﾙ 茨　城

7 192 小舘 充華(98) 染めQ 61m87 m m m m m m m m

ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘﾅ 鹿児島

8 41 濱田 恵里奈(97) スカイ　ワン 56m90 m m m m m m m m

ﾑﾗｶﾐ ﾗｲｶ 青　森

9 129 村上 来花(04) 弘前実業高 62m88 m m m m m m m m

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 福　岡

10 110 渡邊 茜(91) 丸和運輸機関 65m49 m m m m m m m m

ﾀﾆｳﾁ ｶﾅ 兵　庫

11 122 谷内 佳那(99) 九州共立大 57m64 m m m m m m m m

ﾏﾂｼﾏ ﾅﾙﾐ 静　岡

12 136 松島 成美(00) 国際武道大 59m43 m m m m m m m m

ﾀｶﾊｼ ｻｺ 秋　田

13 204 高橋 沙湖(97) 大阪体育大 58m65 m m m m m m m m

ｶﾂﾔ ﾚﾐ 広　島

14 121 勝冶 玲海(01) 九州共立大 58m05 m m m m m m m m

ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 栃　木

15 248 関口 清乃(97) 栃木スポ協 58m41 m m m m m m m m

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 鳥　取

16 68 多田 一葉(96) まなびや園 56m82 m m m m m m m m



U20男子200m

U20日本記録(NJR)             20.29     大前祐介(東京・早稲田大)              2001 6月26日 11:35 予　選

大会記録(GR)                 20.29     大前祐介(早稲田大)                    2001 6月27日 14:55 決　勝

予　選　3組2着＋2

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

ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ 愛　知 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 京　都

2 1186 舘野 峻輝(03) 中京大中京高 21.32 2 1255 井之上 駿太(02) 法政大 21.31

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 大　阪 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾔ 千　葉

3 1156 山田 雄大(03) 大阪高 21.35 3 1068 山下 遥也(05) 市立船橋高 21.19

ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐　阜 ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 新　潟

4 1189 加藤 慎之介(02) 東海大 21.15 4 1253 田原 蓮(02) 法政大 20.86

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 京　都 ﾆｼｵ ｺｳﾀ 兵　庫

5 1254 木下 祐一(02) 法政大 21.13 5 1035 西尾 晃太(02) 近畿大 21.13

ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福　岡 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千　葉

6 287 重谷 大樹(02) 東洋大 20.85 6 1220 三田寺 虎琉(02) 日本大 21.08

ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 宮　崎

7 1221 鈴木 大河(02) 日本大 21.18 7 1014 池下 航和(03) 環太平洋大 21.20

ｴﾋﾞｻﾜ ﾚﾝ 千　葉 ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｲﾄ 愛　知

8 1091 海老澤 蓮(02) 順天堂大 21.30 8 1261 谷藤 海友(04) 豊川高 21.30

ﾓﾘ ﾕｳﾋ 千　葉

9 1067 守 祐陽(03) 市立船橋高 21.21 9

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ 大　阪

2 1023 濱田 澪(03) 関西大 21.35

ﾀｶｽｷﾞ ﾄｷﾌﾐ 岩　手

3 1222 高杉 時史(02) 日本大 21.33

ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ 静　岡

4 1149 島田 開伸(02) 早稲田大 21.01

ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼　玉

5 1044 三輪 颯太(02) 慶應義塾大 20.88

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千　葉

6 1275 前田 夏輝(02) 立教大 21.15

ﾀｶｽ ﾌｳﾄ 千　葉

7 1120 髙須 楓翔(04) 成田高 21.18

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千　葉

8 1176 藤原 寛人(03) 中央大 21.21

ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 千　葉

9 1200 平野 暁大(03) 東海大望洋高 21.26



U20男子800m

U20日本記録(NJR)           1:46.59     クレイ　アーロン　竜波(神奈川・相洋高)2019 6月26日 12:40 予　選

大会記録(CR)               1:49.01     K・サリバン(カナダ)                   1993 6月27日 14:10 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

ﾎｿｶﾜ ﾘｸ 静　岡 ｻｸﾗ ﾖｼｷ 埼　玉

2 1224 細川 陸(02) 日本大 1:52.58 2 1143 佐倉 由樹(03) 川口市立高 1:52.60

ﾋｻﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 大　阪 ﾌｶﾀ ﾘｸﾄ 三　重

3 1061 久田 朔(03) 桜宮高 1:51.57 3 1184 深田 陸斗(02) 中京大 1:52.60

ｺｾ ｹﾝﾀ 埼　玉 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｼ 千　葉

4 1142 小瀬 堅大(04) 川口市立高 1:51.31 4 1071 北村 魁士(03) 市立柏高 1:51.94

ｻﾄｳ ｼｭﾘ 大　分 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 京　都

5 1073 佐藤 主理(03) 鹿屋体育大 1:50.24 5 1272 前田 陽向(03) 洛南高 1:50.97

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知 ｱﾂﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫

6 1187 髙嶋 荘太(03) 中京大中京高 1:51.97 6 1062 東 秀太(03) 三田松聖高 1:50.82

ﾌｼﾞｲ ﾎﾀﾞｶ 岐　阜 ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 群　馬

7 1025 藤井 穂高(02) 岐阜協立大 1:52.32 7 1048 大楢 龍輝(03) 健大高崎高 1:51.62

ﾜｼｵｶ ｹﾝ 愛　知 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 神奈川

8 1005 鷲岡 謙(03) 渥美農高 1:52.44 8 1257 服部 由弥(04) 法政二高 1:52.42

ｽｴﾄﾒ ｿﾗ 奈　良

9 1166 末留 颯楽(03) 智辯カレッジ高 1:52.40

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾝｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 滋　賀

2 1251 丹治 光太郎(04) 米原高 1:52.51

ﾅｶﾂ ｱｷﾄ 愛　知

3 1162 中津 瑛斗(04) 大府東高 1:52.10

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 長　野

4 1169 二見 優輝(02) 筑波大 1:49.19

ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ 長　崎

5 1148 後田 築(04) 創成館高 1:51.51

ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 高　知

6 1223 石元 潤樹(02) 日本大 1:51.31

ｵｵﾀｹ ﾆｷ 東　京

7 1276 大竹 爾喜(04) 立教池袋高 1:52.49

ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 茨　城

8 1079 野口 遥斗(04) 鹿島学園高 1:52.27



U20男子110mH(0.991m/9.14m)

U20日本記録(NJR)             13.19     泉谷駿介(神奈川・順天堂大)            2018 6月26日 11:00 予　選

大会記録(CR)                 13.19     泉谷駿介(順天堂大)                    2018 6月27日 14:30 決　勝

予　選　2組3着＋2

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

2 2

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 新　潟 ｺｲｹ ﾘｮｳ 大　阪

3 1195 近藤 翠月(03) 東海大 13.85 3 1161 小池 綾(03) 大塚高 14.18

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 東　京 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京　都

4 1045 豊田 兼(02) 慶應義塾大 13.91 4 1046 岩井 章太郎(02) 慶應義塾大 14.21

ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 愛　知 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京　都

5 1263 西 徹朗(04) 名古屋高高 13.68 5 1171 丸山 壮(02) 筑波大 13.72

ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 大　阪 ﾅｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 三　重

6 1018 大村 一斗(02) 関西学院大 14.26 6 1037 長田 一晟(02) 近畿大工業高専 13.77

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 京　都 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 静　岡

7 1274 松本 望(03) 洛南高 14.35 7 1054 山田 一稀(02) 国際武道大 14.34

ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 香　川 ｵｵﾀ ﾋｮｳﾏ 滋　賀

8 1065 鹿田 真翔(03) 四学香川西高 14.32 8 1001 太田 彪真(02) びわこｽﾎﾟｰﾂ大 14.33

9 9



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(GR)                 49.86     岸本鷹幸(法政大)                      2009 6月26日 12:20 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾄﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 北海道

2 1006 殿山 凌平(03) 旭川大学高 51.38

ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知

3 1221 鈴木 大河(02) 日本大 51.23

ﾌｶﾏﾁ ﾋﾀﾞｲ 福　井

4 1107 深町 飛太(02) 城西大 50.95

ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 福　岡

5 1040 大村 東輝(02) 九州共立大 50.80

ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 兵　庫

6 1155 内藤 源一郎(02) 大阪教育大 51.85

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 福　岡

7 1206 中島 陽基(04) 東福岡高 50.96

ｵﾀﾞ ｱﾂﾔ 大　阪

8 1039 織田 篤也(03) 近大附高 51.99

ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 宮　城

9 1168 菅野 航平(02) 筑波大 51.08



U20男子3000mSC(0.914m)

U20日本記録(NJR)           8:17.46     三浦龍司(京都・順天堂大)              2021

大会記録(CR)               8:50.09     櫛部静二(早稲田大)                    1990 6月26日 14:50 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾗｷ ｱｷﾄ 福　岡

1 1164 荒木 暉登(03) 大牟田高 9:10.89

ﾅｶｼﾏ ｱﾚﾝ 福　岡

2 1057 中島 阿廉(02) 黒崎播磨 8:59.62

ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾄ 福　岡

3 1165 馬場 賢人(03) 大牟田高 14:24.95

ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 岡　山

4 1034 黒田 朝日(04) 玉野光南高 8:57.33

ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 長　野

5 1098 花岡 寿哉(03) 上田西高高 14:13.71

ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 京　都

6 1093 服部 壮馬(03) 順天堂大 8:48.85

ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ 埼　玉

7 1213 分須 尊紀(02) 日本体育大 8:51.31

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山　梨

8 1064 村上 大樹(02) 山梨学院大 9:04.08

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 山　口

9 1125 山口 翔平(03) 西京高 9:03.04

ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨　城

10 1080 大沼 良太郎(03) 鹿島学園高 9:05.57

ｵｵﾀｹ ｺｳｼ 静　岡

11 1009 大嶽 昂士(03) 伊豆中央高 9:05.89

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 茨　城

12 1214 富永 椋太(02) 日本体育大 9:04.95

ｺﾀﾞﾏ ｺｳｽｹ 千　葉

13 1234 児玉 康介(04) 八千代松陰高 9:12.36

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 長　崎

14 1052 佐藤 光(02) 皇學館大 9:09.83

ﾜｷ ﾀｹﾄ 香　川

15 1015 脇 健斗(02) 環太平洋大 14:24.40

ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀ 静　岡

16 1209 水野 健太(04) 藤枝明誠高 9:13.60

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲﾄ 岐　阜

17 1147 山下 唯心(02) 創価大 9:09.32

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 静　岡

18 1096 窪田 悠人(03) 沼津東高 8:59.39

ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 青　森

19 1133 中山 拓真(03) 青森山田高 8:56.90

ﾅﾐｸﾞﾁ ﾀｹﾄ 福　岡

20 1088 浪口 毅杜(04) 純真高 9:13.68



U20男子棒高跳

U20日本記録(NJR)              5m65     江島雅紀(神奈川・日本大)              2017

大会記録(CR)                  5m41     江島雅紀(荏田高)                      2016 6月26日 10:50 決　勝

決　勝　

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東　京

1 1216 小林 直樹(02) 日本体育大 5m11

ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 群　馬

2 1010 髙橋 陸人(03) 育英大 5m10

ｺｸﾞﾚ ﾅﾅﾄ 群　馬

3 1083 小暮 七斗(03) 樹徳高 5m00

ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾔ 静　岡

4 1226 山下 哲也(02) 日本大 5m05

ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 静　岡

5 1056 鈴木 勇輝(02) 国士舘大 5m00

ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 埼　玉

6 1060 宮本 嶺(02) 埼玉陸協 5m01

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 香　川

7 1246 水谷 翼(03) 福岡大 5m24

ｼﾉﾂｶ ﾋﾛﾄ 千　葉

8 1121 篠塚 浩斗(04) 成田高高 5m02

ﾏﾂｲ ﾌｳｶﾞ 山　口

9 1210 松井 楓雅(03) 南陽工高 5m01

ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 群　馬

10 1215 柄澤 智哉(02) 日本体育大 5m30

ﾉﾛ ﾖｼﾄ 三　重

11 1019 野呂 仁人(02) 関西学院大 5m00

ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 奈　良

12 1011 原口 篤志(03) 王寺工高 5m21

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男子ハンマー投(6.000kg)

U20日本記録(NJR)             71m46     木村友大(福岡・九州共立大)            2015

大会記録(CR)                 69m70     木村友大(九州共立大)                  2015 6月26日 11:55 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

ｵｶﾞﾜ ﾋｮｳ 三　重

1 1029 小河 彪(03) 久居高 65m21 m m m m m m m m

ﾓﾘｼﾀ ｶｲ 三　重

2 1159 森下 海(02) 大阪体育大 64m38 m m m m m m m m

ﾏｻﾔｽ ﾔﾏﾄ 神奈川

3 1218 政安 和(02) 日本体育大 62m35 m m m m m m m m

ﾀﾙｲ ﾕｳｼﾞ 香　川

4 1230 垂井 祐志(02) 日本大 68m25 m m m m m m m m

ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 東　京

5 1199 西岡 大騎(02) 東海大 62m56 m m m m m m m m

ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 愛　知

6 1264 小島 諒大(03) 名古屋大谷高 62m60 m m m m m m m m

ｻｺﾀ ﾘｷﾔ 広　島

7 1231 迫田 力哉(02) 日本大 67m22 m m m m m m m m

ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 新　潟

8 1110 佐々木 健介(02) 新潟医療福祉大 60m87 m m m m m m m m

ﾊｯﾄﾘ ｿﾗ 岐　阜

9 1028 服部 空(03) 岐阜協立大 61m91 m m m m m m m m

ｺｼﾞﾏ ｹﾝｾｲ 愛　知

10 1278 小島 健誠(02) 立命館大 63m42 m m m m m m m m

ﾉﾀﾞ ｺｳﾀ 京　都

11 1265 野田 昂汰(02) 明治国際医療大 60m86 m m m m m m m m

ﾅｶﾀ ｱﾄﾞﾘｱﾝﾏｻﾙ 大　阪

12 1158 中田 ｱﾄﾞﾘｱﾝ勝(03) 大阪高 60m72 m m m m m m m m



U20女子100mH(0.838m/8.50m)

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

大会記録(CR)                 13.45     芝田愛花(環太平洋大)                  2019 6月26日 13:05 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 山　形

1 1040 髙橋 夢華(02) 山形大 13.93

ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 埼　玉

2 1036 田口 真悠(03) 埼玉栄高 13.99

ｱｻｷﾞ ﾂｷﾊ 広　島

3 1026 浅木 都紀葉(03) 広島皆実高 13.97

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 兵　庫

4 1011 藤原 かれん(04) 園田高 13.86

ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 千　葉

5 1117 岩佐 茉結子(02) 東京学芸大 13.51

ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 長　野

6 1069 中津 晴葉(03) 青山学院大 13.81

ｵｵﾀﾆ ｽﾐﾚ 神奈川

7 1153 大谷 すみれ(05) 法政二高 13.71

ｲﾄｳ ｱﾔｶ 福　岡

8 1148 伊藤 彩香(02) 福岡大 13.90

ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ 兵　庫

9 1012 吉田 江梨花(04) 園田高 13.90



U20女子200m

U20日本記録(NJR)             23.45     齋藤愛美(岡山・倉敷中央)              2016 6月26日 11:20 予　選

大会記録(CR)                 23.68     青山聖佳(大阪成蹊大)                  2015 6月27日 14:45 決　勝

予　選　2組3着＋2

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

ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 北海道 ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 福　岡

2 1009 佐藤 志保里(05) 遺愛女子高 24.58 2 1147 村岡 芽依(02) 福岡大 24.60

ﾓﾘ ｶﾉﾝ 岐　阜 ｱｵﾉ ﾐｻｷ 愛　媛

3 1032 森 樺音(03) 済美高 24.39 3 1028 青野 美咲(03) 甲南大 24.42

ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

4 130 青山 華依(02) 甲南大 24.22 4 1076 鶴澤 亜里紗(03) 相洋高 24.48

ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知 ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知

5 227 藏重 みう(04) 中京大中京高 24.45 5 1108 倉橋 美穂(04) 中京大中京高 24.32

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長　野 ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｶ 静　岡

6 1100 深澤 あまね(02) 中央大 24.44 6 1144 内山 響香(03) 浜松市立高 24.36

ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮　城 ﾖｼｲ ｱﾕ 兵　庫

7 1059 佐藤 美里(03) 常盤木学園高 24.56 7 1041 好井 愛結(05) 山手高 24.56

ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 静　岡 ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ 大　分

8 1145 蒲生 茉鈴(03) 浜松市立高 24.55 8 1169 新名 陽花(03) 立命館大 24.54

9 9



U20女子400mH(0.762m/35.00m)

U20日本記録(NJR)             56.75     石塚晴子(大阪・東大阪大)              2016 6月26日 12:00 予　選

大会記録(CR)                 58.14     青木穂花(筑紫女学園高)                2019 6月27日 13:45 決　勝

予　選　2組3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

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘﾎ 熊　本 ﾓﾘ ﾕｲｶ 福　岡

2 1129 別府 理保(02) 日本体育大 1:01.24 2 1022 森 優依花(02) 九州共立大 1:01.20

ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ 三　重 ｵｵｶﾜ ｽﾐｶ 東　京

3 1178 服部 りら(04) 鈴鹿高 1:01.39 3 1039 大川 寿美香(03) 三田国際学園高 58.89

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 埼　玉 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 大　阪

4 1035 タネル 舞璃乃(03) 埼玉栄高 1:00.32 4 1170 工藤 芽衣(02) 立命館大 1:00.48

ｶｼﾞﾉ ﾏﾕ 静　岡 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 兵　庫

5 1141 梶野 眞由(04) 磐田北高 1:00.70 5 1159 内藤 香乃(04) 北摂三田高 1:00.86

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 大　阪 ｸｻｶ ｱﾔﾅ 宮　城

6 1070 水口 萌(02) 青山学院大 59.16 6 1060 日下 あやな(03) 常盤木学園高 1:00.60

ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 大　阪 ﾅﾂﾒ ｻｱﾔ 愛　知

7 1085 樋口 綾音(04) 大塚高 1:00.84 7 1155 夏目 紗彩(04) 豊川高 1:01.11

ﾊﾏﾁﾖ ﾘﾝｶ 三　重 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 兵　庫

8 1056 濱千代 琳香(03) 松阪商高 1:00.95 8 1088 工藤 美月(04) 滝川第二高 1:00.91

ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ 愛　知

9 1163 神田 彩名(03) 名城大附高 1:01.11 9



U20女子3000mSC(0.762m)

U20日本記録(NJR)           9:49.30     吉村玲美(神奈川・大東文化大)          2019

大会記録(CR)              10:40.64     山岡礼奈(松山大)                      2011 6月26日 15:15 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾎ 宮　城

1 1090 門脇 奈穂(02) 拓殖大 10:51.29

ｵｵﾂｶ ｱﾐ 石　川

2 1103 大塚 明実(02) 中央大 10:52.44

ｲﾉﾊ ﾘｵ 沖　縄

3 1130 伊野波 理桜(02) 日本体育大 10:32.03

ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾐｵ 宮　城

4 1074 札場 美桜(03) 仙台育英高 9:23.99

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ 栃　木

5 1087 藤原 唯奈(03) 大東文化大 10:56.56

ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 広　島

6 1162 谷本 七星(02) 名城大 10:44.92



U20女子三段跳

U20日本記録(NJR)             13m01     村山梢(大阪・中京大)                  1997

大会記録(CR)                 12m83     河添千秋(松山北高)                    2018 6月26日 12:25 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

ｶﾀﾉｻｶ ﾕﾂﾞｷ 鹿児島 m m m m m m m m

1 1050 片野坂 唯月(04) 鹿児島高 12m41 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾂｶ ﾊﾂﾞｷ 石　川 m m m m m m m m

2 1065 大塚 葉月(03) 星稜高 12m51 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 大　阪 m m m m m m m m

3 189 吉田 花鈴(03) 摂津高 12m43 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲｷ ﾏｲｺ 長　崎 m m m m m m m m

4 1097 佐伯 舞子(02) 筑波大 12m34 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐｷ ﾚｲﾅ 兵　庫 m m m m m m m m

5 1143 三木 麗菜(03) 姫路商高 12m28 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾃﾞﾗ ﾊﾉﾝ 愛　知 m m m m m m m m

6 1127 小寺 波音(02) 日本女子体育大 12m51 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｼｻｷ ｺﾊﾙ 富　山 m m m m m m m m

7 1019 石﨑 こはる(02) 関西学院大 12m25 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾗﾄ ﾁｬﾐ 千　葉 m m m m m m m m

8 99 白土 茶実(03) 横浜国立大 12m44 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｼｹﾞ ｲﾄﾊ 大　阪 m m m m m m m m

9 1083 宮繁 愛葉(03) 大体大浪商高 12m29 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 千　葉 m m m m m m m m

10 1134 高橋 花瑠(02) 日本大 12m25 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾍﾞ ﾚﾅ 千　葉 m m m m m m m m

11 1118 岡部 玲奈(02) 東京学芸大 12m29 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



U20女子ハンマー投(4.000kg)

U20日本記録(NJR)             62m88     村上来花(青森・弘前実業高)            2021

大会記録(CR)                 57m98     勝山眸美(筑波大)                      2013 6月26日 09:35 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

ﾆｼｲ ﾘｵﾝ 三　重

1 1038 西井 琳音(03) 三重高高 50m40 m m m m m m m m

ｵｻﾞｷ ｺﾄﾈ 愛　媛

2 1136 尾﨑 琴音(02) 日本大 54m47 m m m m m m m m

ｵｵﾊﾏ ﾐﾕ 熊　本

3 1082 大濱 未結(03) 大阪体育大 52m33 m m m m m m m m

ﾖｼｶﾜ ｱｲﾘ 香　川

4 1043 吉川 愛莉(02) 四国学院大 53m86 m m m m m m m m

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 愛　知

5 1106 小河 遥花(02) 中京大 49m85 m m m m m m m m

ｿｳﾀﾞ ﾏｵ 沖　縄

6 1048 相田 真央(02) 鹿屋体育大 51m14 m m m m m m m m

ｵｵﾓﾘ ｻﾔ 岐　阜

7 1111 大森 彩椰(02) 中部学院大 52m05 m m m m m m m m

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 兵　庫

8 1174 山本 紗矢(02) 立命館大 50m70 m m m m m m m m

ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 埼　玉

9 1175 大沢 柚月(03) 流通経済大 52m96 m m m m m m m m

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾕｷ 三　重

10 1165 濱口 真幸(03) 明治国際医療大 55m90 m m m m m m m m

ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 京　都

11 1015 高橋 萌々子(03) 花園高 50m51 m m m m m m m m

ｼﾓﾑﾗ ﾘﾝｺ 東　京

12 1119 下村 倫子(02) 東京女子体育大 51m30 m m m m m m m m

ﾀｹﾀﾆ ﾑﾂﾐ 大　阪

13 1081 竹谷 陸(02) 大阪体育大 53m06 m m m m m m m m

ｽｷﾞﾉ ｼﾞｭﾘｱ 滋　賀

14 1166 杉野 樹里海(03) 明治国際医療大 53m80 m m m m m m m m

ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 岡　山

15 1020 有汲 颯妃(04) 玉野光南高 54m29 m m m m m m m m


