
NCH男子200m

世界記録(WR)                 19.19     Usain 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11日 16:55 予　選

大会記録(CR)                 20.03     末續慎吾(神奈川・ミズノ)              2003 6月12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

ｸﾜﾀ ﾅﾙﾋﾄ 東　京

1 1 43 桑田 成仁(99) ROOTS 20.84

ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 東　京 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 大　阪

2 7 山下 潤(97) ANA 20.61 2 22 植本 尚輝(98) IxZOQ 20.70

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 兵　庫 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 静　岡

3 220 上山 紘輝(99) 住友電工 20.46 3 122 飯塚 翔太(91) ﾐｽﾞﾉ 20.34

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 東　京 ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ 三　重

4 96 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ(99) ｾｲｺｰ 20.63 4 35 諏訪 達郎(94) NTN 20.68

ﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 埼　玉 ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ 東　京

5 272 西 裕大(00) 早稲田大 20.76 5 299 染谷 佳大(98) 大和ﾊｳｽ 20.48

ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮　崎

6 345 伊藤 孝太郎(98) 東京ｶﾞｽｴｺﾓ 20.45 6 229 木下 裕貴(98) 順天堂大 20.83

ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 大　阪 ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 滋　賀

7 221 伊東 利来也(98) 住友電工 20.81 7 273 澤 大地(00) 早稲田大 20.80

ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡

8 301 水久保 漱至(99) 第一酒造 20.74 8 87 鈴木 涼太(99) ｽｽﾞｷ 20.50

ﾀｶｷﾞ ｺｳ 兵　庫 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 宮　崎

9 169 髙木 恒(00) 近畿大 20.81 9 151 池下 航和(03) 環太平洋大 20.78

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 静　岡

2 90 犬塚 渉(97) ｽｽﾞｷ 20.40

ｺｲｹ ﾕｳｷ 大　阪

3 218 小池 祐貴(95) 住友電工 20.46

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木

4 365 東田 旺洋(95) 栃木ｽﾎﾟ協 20.60

ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 神奈川

5 271 三浦 励央奈(00) 早稲田大 20.64

ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲﾁ 三　重

6 58 森岡 大地(99) T.G.K 20.71

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 東　京

7 30 樋口 一馬(99) MINT TOKYO 20.80

ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 東　京

8 331 北川 翔(95) 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ 20.81

ｳｻﾞﾜ ﾄﾜ 宮　城

9 303 鵜澤 飛羽(02) 筑波大 20.77

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH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

日本記録(NR)               1:45.75     源裕貴(山口・環太平洋大)              2021

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11日 13:00 予　選

大会記録(CR)               1:46.21     J.L.BARBOSA(BRA・ブラジル)            1993 6月12日 16:30 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

ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東　京 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 神奈川

1 45 林 貴裕(97) RSLAB 1:48.71 1 150 石川 昌樹(01) 横浜国立大 1:48.21

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 愛　知 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川

2 323 田中 悠暉(00) 中京大 1:48.70 2 305 薄田 健太郎(99) 筑波大 1:46.17

ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 千　葉 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 佐　賀

3 317 金子 魅玖人(01) 中央大 1:45.85 3 194 瀬戸口 大地(98) 佐賀ｽﾎﾟ協 1:47.62

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川 ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 東　京

4 32 高橋 竜平(96) MORE 1:49.13 4 84 梅谷 健太(96) ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 1:46.89

ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾄ 東　京 ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 福　島

5 59 花村 拓人(98) TAKEOAC 1:48.09 5 337 安倍 優紀(01) 東海大 1:48.75

ｱｽﾞﾏ ｼｭｳﾀ 兵　庫 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 東　京

6 185 東 秀太(03) 広島経済大 1:49.12 6 11 館澤 亨次(97) DeNA 1:48.64

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 東　京

7 431 松本 純弥(00) 法政大 1:47.23 7 350 高橋 創(01) 東京大 1:48.07

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 兵　庫 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾀｹﾛｳ 愛　媛

8 184 山﨑 優希(01) 広島経済大 1:47.56 8 139 一ノ宮 健郎(99) 愛媛陸協 1:49.13

ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 奈　良 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 京　都

9 159 松本 駿(00) 関西大 1:48.12 9 265 戸澤 悠介(01) 摂南大 1:49.05

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 栃　木

2 230 根本 大輝(99) 順天堂大 1:46.73

ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥　取

3 152 中井 啓太(00) 環太平洋大 1:48.95

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 長　野

4 306 二見 優輝(02) 筑波大 1:48.33

ｼｶﾀ ﾕｳｺﾞ 兵　庫

5 425 四方 悠瑚(98) 宝塚市陸協 1:46.49

ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 埼　玉

6 442 飯濵 友太郎(01) 立教大 1:47.75

ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 高　知

7 385 石元 潤樹(02) 日本大 1:48.56

ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ 長　崎

8 269 後田 築(04) 創成館高 1:48.87

ﾏｴｶﾜ ﾕｽﾞｷ 静　岡

9 52 前川 優月(98) SMILEY 1:48.00

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



NCH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 6月11日 12:05 予　選

日本記録(NR)                 13.06     泉谷駿介(神奈川・順天堂大)            2021 6月11日 15:32 準決勝

大会記録(CR)                 13.06     泉谷駿介(神奈川・順天堂大)            2021 6月12日 16:50 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

ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ 千　葉 ｲｼﾀﾞ ﾄｰﾏｽﾋｶﾞｼ 千　葉

2 231 村竹 ﾗｼｯﾄﾞ(02) 順天堂大 13.28 2 241 石田 ﾄｰﾏｽ東(97) 勝浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部 13.70

ﾖｺﾁ ﾀｲｶﾞ 東　京 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 福　岡

3 432 横地 大雅(00) 法政大 13.45 3 321 宮﨑 匠(01) 中央大 13.86

ｴｲﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 長　崎 ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 東　京

4 378 栄田 竜生(00) 日本体育大 13.73 4 408 石川 周平(95) 富士通 13.37

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 北海道 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲﾁ 兵　庫

5 116 髙橋 佑輔(96) ﾊｲﾃｸAC 13.65 5 307 久保田 太一(00) 筑波大 13.95

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 東　京 ｸﾘｷ ｱﾝｿﾆｰ 新　潟

6 183 豊田 兼(02) 慶應義塾大 13.82 6 245 栗城 ｱﾝｿﾆｰ(96) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 13.82

ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 福　岡 ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 愛　媛

7 29 井手 優貴(00) Luster 13.92 7 140 野本 周成(95) 愛媛陸協 13.38

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 大　阪 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東　京

8 339 森口 諒也(98) 東海大 13.94 8 243 佐藤 大志(90) 昭和電工 13.70

9 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

ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 埼　玉 ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 大　阪

2 363 藤原 孝輝(02) 東洋大 13.67 2 224 泉谷 駿介(00) 住友電工 13.06

ｲｹﾀﾞ ｶｲ 愛　媛 ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ 千　葉

3 278 池田 海(02) 早稲田大 13.89 3 86 増野 元太(93) ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC 13.93

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 三　重 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 兵　庫

4 204 藤井 亮汰(96) 三重県ｽﾎﾟ協 13.41 4 26 徳岡 凌(99) KAGOTANI 13.55

ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 京　都 ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ 徳　島

5 146 河嶋 亮太(99) 旭油業 13.71 5 289 大室 秀樹(90) 大塚製薬 13.75

ｲｲﾂﾞｶ ｶｲｾｲ 静　岡 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾍｲ 京　都

6 386 飯塚 魁晟(01) 日本大 13.94 6 167 二ﾉ宮 裕平(99) 極東油業 13.81

ﾖｼﾏ ｶｲﾄ 大　阪 ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 三　重

7 21 吉間 海斗(98) ISA party 13.82 7 187 古谷 新太(00) 国際武道大 13.93

ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 東　京 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 静　岡

8 98 高山 峻野(94) ｾﾞﾝﾘﾝ 13.37 8 89 樋口 陸人(99) ｽｽﾞｷ 13.63

9 9

準決勝　2組3着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9



NCH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 6月11日 12:05 予　選

日本記録(NR)                 13.06     泉谷駿介(神奈川・順天堂大)            2021 6月11日 15:32 準決勝

大会記録(CR)                 13.06     泉谷駿介(神奈川・順天堂大)            2021 6月12日 16:50 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

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH男子400mH(0.914m/35.00m)

世界記録(WR)                 45.94     Karsten WARHOLM(NOR・ノルウェー)      2021

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10日 18:35 予　選

大会記録(CR)                 48.08     S.MATETE(ZAM・ザンビア)               1991 6月11日 16:40 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 東　京

2 387 岡村 州紘(00) 日本大 50.09

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 神奈川

3 123 松下 祐樹(91) ﾐｽﾞﾉ 50.33

ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ 埼　玉

4 24 川越 広弥(97) JAWS 50.03

ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山　口

5 433 黒川 和樹(01) 法政大 49.81

ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 東　京

6 410 岸本 鷹幸(90) 富士通 50.41

ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 北海道

7 233 小野寺 将太(99) 順天堂大 50.09

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 兵　庫

8 261 髙橋 祐満(95) 西宮市陸協 50.50

ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 東　京

9 409 豊田 将樹(98) 富士通 50.28



NCH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)               8:09.92     三浦龍司(島根・順天堂大)              2021

U20日本記録(NJR)           8:09.92     三浦龍司(島根・順天堂大)              2021

大会記録(CR)               8:15.99     三浦龍司(島根・順天堂大)              2021 6月11日 17:42 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｸｽ ﾔｽﾅﾘ 茨　城

1 134 楠 康成(93) 阿見AC 8:28.43

ｵｷﾞﾉ ﾀｲｾｲ 宮　崎

2 145 荻野 太成(97) 旭化成 8:31.51

ﾅｶｼﾏ ｱﾚﾝ 福　岡

3 193 中島 阿廉(02) 黒崎播磨 8:42.74

ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ 千　葉

4 411 潰滝 大記(93) 富士通 8:25.49

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 徳　島

5 290 松本 葵(87) 大塚製薬 8:38.20

ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 島　根

6 234 三浦 龍司(02) 順天堂大 8:09.92

ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｺﾞ 栃　木

7 308 松村 匡悟(00) 筑波大 8:44.57

ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 岡　山

8 262 黒田 朝日(04) 青山学院大 8:39.79

ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 東　京

9 446 内田 賢利(01) 立教大 8:41.72

ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 神奈川

10 244 青木 颯(02) 湘南工科大 8:48.56

ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 山　口

11 279 菖蒲 敦司(01) 早稲田大 8:37.24

ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 埼　玉

12 198 吉田 光汰(99) 埼玉医科大学G 8:46.55

ｼﾞﾝ ﾅｵﾕｷ 北海道

13 436 神 直之(90) 北星病院 8:43.12

ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 埼　玉

14 18 青木 涼真(97) Honda 8:20.70

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 愛　知

15 137 山口 浩勢(91) 愛三工業 8:19.96

ｻﾀｹ ﾕｳｷ 滋　賀

16 298 佐竹 勇樹(02) 大東文化大 8:45.75

ﾆｼｶﾀ ﾀｲｼﾞｭ 愛　知

17 138 西方 大珠(99) 愛三工業 8:38.30



NCH男子棒高跳
世界記録(WR)                  6m20     Armand Duplantis(SWE・スウェーデン)   2022

アジア記録(AR)                5m93     Ernest John OBIENA(PHI・フィリピン)   2021

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11日 14:50 決　勝

決　勝　

ﾀｹｶﾜ ｺｳｾｲ 静　岡

1 160 竹川 倖生(97) 丸元産業 5m70

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 東　京

2 44 尾崎 駿翔(00) ROOTS 5m40

ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 群　馬

3 379 柄澤 智哉(02) 日本体育大 5m55

ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 香　川

4 118 重藤 慶多(98) ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本 5m50

ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 群　馬

5 309 古澤 一生(02) 筑波大 5m52

ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 神奈川

6 236 中野 隼斗(01) 順天堂大 5m30

ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ 香　川

7 202 土井 翔太(90) 三観陸協 5m41

ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ 愛　知

8 112 山本 聖途(92) ﾄﾖﾀ自動車 5m70

ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 東　京

9 80 澤 慎吾(96) きらぼし銀行 5m50

ｵｵｻｷ ﾖｳｽｹ 兵　庫

10 380 大﨑 洋介(00) 日本体育大 5m50

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 新　潟

11 249 松澤 ｼﾞｱﾝ成治(92) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 5m40

ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾐ 千　葉

12 440 堀川 晴海(95) 陸桜会千葉 5m40

ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 東　京

13 348 石川 拓磨(97) 東京海上日動CS 5m70

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 群　馬

14 147 小林 拓己(01) 育英大 5m40

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 香　川

15 186 山崎 太士(96) 高松市陸協 5m40

ｴｼﾞﾏ ﾏｻｷ 東　京

16 412 江島 雅紀(99) 富士通 5m60

ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 神奈川

17 72 石橋 和也(99) ｱﾏｷﾞ 5m40

ｸﾙﾏ ｺｳｷ 東　京

18 95 来間 弘樹(96) ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｰｼｰ 5m40

ｻｻｾ ﾋﾛｷ 静　岡

19 62 笹瀬 弘樹(89) TOMO RUN 5m41

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



NCH女子200m

世界記録(WR)                 21.34     Florence 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11日 16:15 予　選

大会記録(CR)                 22.73     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 6月12日 17:10 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

ｲｷ ｱｲｺ 滋　賀 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大　阪

2 365 壹岐 あいこ(00) 立命館大 23.62 2 224 齋藤 愛美(99) 大阪成蹊AC 23.54

ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 東　京

3 262 藏重 みう(04) 中京大中京高 23.79 3 3 小林 茉由(96) J.VIC 24.27

ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 愛　知 ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 鹿児島

4 162 大城 珠莉(01) 至学館大 23.88 4 292 鶴田 玲美(97) 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 23.65

ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 福　島

5 200 石川 優(02) 青山学院大 24.20 5 282 松本 奈菜子(96) 東邦銀行 23.83

ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪 ﾅｸﾞﾗ ﾁｱｷ 三　重

6 138 青山 華依(02) 甲南大 23.60 6 14 名倉 千晃(93) NTN 23.69

ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛　知 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｲﾊ 熊　本

7 97 吉田 紗弓(97) 愛知高校AC 23.73 7 136 山形 愛羽(05) 熊本中央高 23.88

ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 千　葉 ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 奈　良

8 234 景山 咲穗(02) 筑波大 24.19 8 101 三浦 愛華(02) 園田学園女子大 24.10

ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 福　岡 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 滋　賀

9 340 城戸 優来(01) 福岡大 23.89 9 102 安達 茉鈴(03) 園田学園女子大 23.96

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分

2 79 兒玉 芽生(99) ﾐｽﾞﾉ 23.46

ｻｲﾀ ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾘﾐ 東　京

3 190 税田 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美(06) 城西高 23.67

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 佐　賀

4 149 久保山 晴菜(96) 今村病院 23.86

ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 長　野

5 271 君嶋 愛梨沙(95) 土木管理総合 23.66

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山　形

6 158 青野 朱李(00) 山梨学院大 23.86

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 静　岡

7 270 渡邊 輝(99) 田子重 23.97

ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 埼　玉

8 304 宮武 ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ(02) 日本体育大 24.04

9

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH女子800m

世界記録(WR)               1:53.28     J.KRATOCHVILOVA(TCN・チェコスロバキア)1983

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11日 12:35 予　選

大会記録(CR)               2:00.45     杉森美保(京都・京セラ)                2005 6月12日 16:20 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

ﾑﾄｳ ﾓﾓｶ 神奈川 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

1 364 武藤 桃花(00) 立教大 2:07.49 2 210 卜部 蘭(95) 積水化学 2:03.71

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 神奈川 ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本

2 26 北村 夢(95) ｴﾃﾞｨｵﾝ 2:03.05 3 329 菊地 梨紅(97) 肥後銀行 2:06.37

ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾔｺ 佐　賀 ｴﾄｳ ｻｷ 大　分

3 83 陣内 綾子(87) ﾒﾓﾘｰﾄﾞ 2:07.01 4 113 江藤 咲(02) 環太平洋大 2:07.93

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 京　都 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東　京

4 125 長谷川 麻央(03) 京都教育大 2:07.78 5 21 内山 成実(95) ｱｲ･ｴｽ･ｼｰ 2:07.90

ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 大　阪 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 新　潟

5 121 塩見 綾乃(99) 岩谷産業 2:04.76 6 192 広田 有紀(95) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 2:04.18

ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 福　島

6 363 道下 美槻(01) 立教大 2:06.29 7 284 中村 美宇(99) 東邦銀行 2:07.73

ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 広　島 ｼﾓﾊﾀ ﾌﾐﾉ 岐　阜

7 237 樫原 沙紀(01) 筑波大 2:07.88 8 124 下畑 文乃(00) 京都教育大 2:07.73

ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 愛　知 ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 愛　知

8 137 細井 衿菜(00) 慶應義塾大 2:08.65 9 204 青山 理奈(03) 青山学院大 2:06.62

ｸﾎﾞ ﾐｻｷ 大　阪

9 280 窪 美咲(01) 東大阪大 2:08.56

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 東　京

1 205 ﾋﾘｱｰ 紗璃苗(01) 青山学院大 2:07.86

ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 愛　知

2 236 川島 実桜(02) 筑波大 2:07.83

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 青　森

3 180 山口 光(01) 順天堂大 2:05.81

ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 愛　知

4 351 田中 希実(99) 豊田自動織機 2:02.36

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ 東　京

5 93 山田 はな(94) わらべや日洋 2:07.06

ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 広　島

6 54 池崎 愛里(98) ﾀﾞｲｿｰ 2:07.15

ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 愛　知

7 352 後藤 夢(00) 豊田自動織機 2:05.51

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 石　川

8 238 谷口 ゆき(03) 筑波大 2:08.57

ﾋﾗﾉ ﾘﾎ 愛　知

9 263 平野 里歩(05) 中京大中京高 2:08.64

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



NCH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)                 12.86     青木益未(宮城・七十七銀行)            2022

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10日 16:45 予　選

大会記録(CR)_予選時          13.02     柴村仁美(佐賀・佐賀陸協)/青木益未(宮城・七十七銀行)    2013/ 2020 6月10日 19:33 準決勝

大会記録(CR)                 12.94     青木益未(宮城・七十七銀行)            2022 6月11日 16:02 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

ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群　馬

2 178 田中 きよの(02) 駿河台大 13.25

ﾀﾅｶ ﾕﾐ 東　京

3 335 田中 佑美(98) 富士通 13.28

ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 東　京

4 296 福部 真子(95) 日本建設工業 13.15

ｷﾖﾔﾏ ﾁｻﾄ 宮　崎

5 24 清山 ちさと(91) いちご 13.26

ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 静　岡

6 209 紫村 仁美(90) 静岡陸協 13.09

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 宮　城

7 170 青木 益未(94) 七十七銀行 13.03

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 兵　庫

8 265 中島 ひとみ(95) 長谷川体育施設 13.29

ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 神奈川

9 264 鈴木 美帆(96) 長谷川体育施設 13.20



NCH女子400mH(0.762m/35.00m)
世界記録(WR)                 51.46     Sydney MCLAUGHLIN(USA・アメリカ)      2021

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11日 13:50 予　選

大会記録(CR)                 55.78     N.CARUTASU(ROM・ルーマニア)           1991 6月12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

1 1

ｱｵｷ ﾎﾉｶ 福　岡 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 滋　賀

2 208 青木 穂花(01) 青山学院大 57.96 2 373 山本 亜美(02) 立命館大 57.04

ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 奈　良 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 東　京

3 223 辻井 美緒(00) 大阪教育大 58.90 3 221 川村 優佳(01) 早稲田大 58.20

ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 兵　庫 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｱｲｼｬ 東　京

4 266 宇都宮 絵莉(93) 長谷川体育施設 56.50 4 81 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ 愛紗(98) ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 58.01

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼　玉 ｲﾄｳ ｱｷｺ 東　京

5 159 大野 瑞奈(02) 山梨学院大 58.43 5 49 伊藤 明子(95) ｾﾚｽﾎﾟ 57.74

ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 千　葉 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 長　野

6 254 松岡 萌絵(03) 中央大 57.83 6 187 川端 涼夏(93) 松本土建 58.62

ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ 東　京 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 山　梨

7 222 津川 瑠衣(01) 早稲田大 58.56 7 334 比嘉 和希(98) 富士山の銘水 58.83

ﾅｶﾉ ﾅﾉ 兵　庫 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 宮　城

8 336 中野 菜乃(01) 武庫川女子大 58.93 8 172 齋藤 真佑(95) 七十七銀行 58.99

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

ｶﾜﾁ ｾﾅ 大　阪

3 370 河内 瀬桜(03) 立命館大 58.01

ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ 大　阪

4 13 王子田 萌(93) NDｿﾌﾄ 58.64

ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ 兵　庫

5 9 横田 華恋(99) KAGOTANI 57.72

ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 岐　阜

6 179 吉田 佳純(99) 駿河台大 58.62

ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 大　阪

7 374 工藤 芽衣(02) 立命館大 58.04

ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 兵　庫

8 177 梅原 紗月(94) 住友電工 57.61

9

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH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)               9:41.84     山中柚乃(愛媛・愛媛銀行)              2021 6月11日 17:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾓﾘ ﾁｶｺ 千　葉

1 211 森 智香子(92) 積水化学 9:50.67

ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ 大　阪

2 57 西出 優月(00) ﾀﾞｲﾊﾂ 9:56.85

ﾆｼﾔﾏ ﾏﾅﾐ 東　京

3 156 西山 未奈美(99) 三井住友海上 10:01.67

ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 茨　城

4 328 石澤 ゆかり(88) 日立 9:54.06

ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 愛　媛

5 98 山中 柚乃(00) 愛媛銀行 9:41.84

ｵｷﾑﾗ ﾐｶ 愛　媛

6 99 沖村 美夏(97) 愛媛銀行 10:17.16

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 熊　本

7 330 秋山 祐妃(98) 肥後銀行 10:05.33

ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ 兵　庫

8 42 瀬川 帆夏(94) ｼｽﾒｯｸｽ 10:04.90

ｵｵﾔ ｶｴﾃﾞ 東　京

9 228 大宅 楓(94) 大東建託ﾊﾟｰﾄ 10:10.62

ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 神奈川

10 229 吉村 玲美(00) 大東文化大 9:41.43

ｶｻﾊﾗ ﾅﾂｷ 佐　賀

11 343 笠原 奈月(01) 福岡大 10:19.17



NCH女子三段跳

世界記録(WR)                 15m74     Yulimar ROJAS(VEN・ベネズエラ)        2022

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11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 茨　城 m m m m m m m m

1 60 山下 桐子(99) つくばTP 12m79 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 香　川 m m m m m m m m

2 339 齋藤 遥(00) 武庫川女子大 12m67 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅｴ 福　井 m m m m m m m m

3 301 宮本 佳苗(99) 日本女子体育大 12m71 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山　梨 m m m m m m m m

4 268 剱持 早紀(94) 長谷川体育施設 13m02 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｲｺ 石　川 m m m m m m m m

5 317 宮口 愛子(00) 日本体育大 12m70 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲﾄｳ ﾓｴﾉ 埼　玉 m m m m m m m m

6 38 齋藤 萌乃(96) ｻﾝﾗｲｽﾞ 12m71 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ 東　京 m m m m m m m m

7 76 内山 咲良(97) ﾌﾞﾙｰｿﾞｰﾝ 13m02 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ ｻﾔｶ 愛　知 m m m m m m m m

8 272 浅野 紗弥香(96) 東海学園TC 12m98 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｼﾏ ﾏｵｺ 福　岡 m m m m m m m m

9 135 髙島 真織子(99) 九電工 13m48 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺｳﾗ ｱﾔｶ 兵　庫 m m m m m m m m

10 242 髙良 彩花(01) 筑波大 13m20 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｷｼﾉ ﾐｳ 高　知 m m m m m m m m

11 338 岸野 美雨(00) 武庫川女子大 12m68 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 京　都 m m m m m m m m

12 100 宮畑 さくら(95) 旭油業 12m80 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ 埼　玉 m m m m m m m m

13 186 田中 美憂(04) 松山女高 12m79 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 東　京 m m m m m m m m

14 297 坂本 絵梨(90) 日本室内 13m08 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 神奈川 m m m m m m m m

15 185 中村 紗華(99) 順天堂大 12m83 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ 東　京 m m m m m m m m

16 290 森本 麻里子(95) 内田建設AC 13m56 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 静　岡 m m m m m m m m

17 107 中津川 亜月(01) 横浜国立大 12m90 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 兵　庫 m m m m m m m m

18 337 船田 茜理(00) 武庫川女子大 13m18 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 福　井 m m m m m m m m

19 108 芦田 陽菜(00) 横浜国立大 12m82 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



NCH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11日 15:35 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

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 鹿児島

1 133 山元 祐季(00) 九州共立大 57m75 m m m m m m m m

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 大　阪

2 281 中村 怜(03) 東大阪大 54m16 m m m m m m m m

ﾀﾊﾞﾀ ﾐｳ 静　岡

3 261 田畑 美羽(02) 中京大 54m12 m m m m m m m m

ｲｼｶﾞｷ ｱﾔｶ 愛　知

4 260 石垣 綾香(01) 中京大 54m97 m m m m m m m m

ｵｻ ﾏﾋﾛ 東　京

5 146 長 麻尋(99) 国士舘ｸﾗﾌﾞ 59m37 m m m m m m m m

ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 広　島

6 320 村上 碧海(04) 日本体育大 56m30 m m m m m m m m

ｶﾒﾀﾆ ﾐｵ 茨　城

7 321 亀谷 実生(00) 日本体育大 54m22 m m m m m m m m

ｶﾜﾀ ﾅｵ 福　岡

8 349 河田 菜緒(00) 福岡大 54m50 m m m m m m m m

ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 兵　庫

9 157 西村 莉子(93) 三菱電機 57m70 m m m m m m m m

ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 東　京

10 4 北口 榛花(98) JAL 63m93 m m m m m m m m

ﾀｹﾓﾄ ｻｴ 佐　賀

11 152 武本 紗栄(99) 佐賀ｽﾎﾟ協 62m39 m m m m m m m m

ｳｴﾀﾞ ﾓﾓﾈ 福　岡

12 53 上田 百寧(99) ｾﾞﾝﾘﾝ 61m75 m m m m m m m m

ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ 静　岡

13 47 斉藤 真理菜(95) ｽｽﾞｷ 59m42 m m m m m m m m

ｻﾄｳ ﾕｶ 大　阪

14 66 佐藤 友佳(92) ﾆｺﾆｺのり 61m01 m m m m m m m m

ｷﾑﾗ ﾚｲﾅ 滋　賀

15 199 木村 玲奈(01) 新潟医療福祉大 54m08 m m m m m m m m

ﾔﾏｳﾁ ｱｲ 兵　庫

16 269 山内 愛(94) 長谷川体育施設 54m67 m m m m m m m m

ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 青　森

17 327 奈良岡 翠蘭(01) 日本大 58m87 m m m m m m m m

ｸｾﾞ ｷﾎｳ 兵　庫

18 36 久世 生宝(95) ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ 57m44 m m m m m m m m

ﾅｶﾑﾗ ﾕｲｶ 福　岡

19 134 中村 結香(01) 九州共立大 54m69 m m m m m m m m

ｸﾜｿﾞｴ ﾄﾓｶ 栃　木

20 295 桑添 友花(99) 日本栄養給食協 56m36 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11日 11:20 予　選

大会記録(GR)                 20.29     大前祐介(早稲田大)                    2001 6月12日 14:40 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

ｸﾎﾞｲ ｿｳ 徳　島 ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ 愛　知

2 1149 久保井 颯(03) 筑波大 21.05 2 1180 舘野 峻輝(03) 東洋大 20.98

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ 福　岡 ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛　知

3 1235 冨永 湧平(04) 東福岡高 21.33 3 441 河田 航典(03) 立教大 21.15

ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 新　潟 ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ 大　阪

4 1193 木村 峻也(04) 新潟産大附高 21.17 4 1036 濱田 澪(03) 関西大 21.24

ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 千　葉 ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｲﾄ 愛　知

5 1154 平野 暁大(03) 東海大 21.26 5 1186 谷藤 海友(04) 豊川高 21.30

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 神奈川 ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 大　阪

6 1098 高橋 悠斗(03) 順天堂大 21.22 6 1074 佐々木 祥吾(04) 近大附高 21.35

ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾄ 福　岡 ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ 滋　賀

7 1056 村岡 裕斗(04) 九産大付九産高 20.98 7 1140 横山 大空(04) 中京大 21.17

ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾝ 滋　賀 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 東　京

8 1155 森本 錬(03) 東海大 21.31 8 1209 田畑 隼(03) 日本大 21.31

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 佐　賀 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳ 岐　阜

9 1246 田中 翔大(03) 法政大 21.24 9 1099 矢島 諒(04) 順天堂大 21.23

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ 新　潟

2 1247 鈴木 大翼(03) 法政大 21.32

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千　葉

3 1129 藤原 寛人(03) 中央大 21.25

ｻｷﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ 福　岡

4 1150 先本 貴一朗(03) 筑波大 21.33

ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ 新　潟

5 1191 後藤 真幸(03) 新潟医療福祉大 21.21

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 大　阪

6 1037 山田 雄大(03) 関西大 21.25

ﾓﾘ ﾕｳﾋ 千　葉

7 293 守 祐陽(03) 大東文化大 21.04

ｵｵﾊｼ ｱｷﾄ 岐　阜

8 1045 大橋 明翔(04) 環太平洋大 21.01

ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 広　島

9 1131 檀上 翔多郎(03) 中央大 21.21

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



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11日 10:40 予　選

大会記録(GR)               1:48.87     後田築(創成館高)                      2021 6月12日 14:00 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

ｵｵﾀｹ ﾆｷ 東　京 ｵｸ ﾀｲｷ 神奈川

2 1278 大竹 爾喜(04) 立教池袋高 1:52.45 2 1077 奥 泰貴(03) 慶應義塾大 1:52.12

ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ 山　口 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋ 広　島

3 1151 平本 光紀(04) 筑波大 1:52.30 3 1048 西川 正飛(03) 環太平洋大 1:51.82

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 愛　知 ﾀﾁｻﾞｺ ﾋﾛﾉﾘ 鹿児島

4 1148 山田 直希(04) 中京大中京高 1:51.32 4 1027 立迫 大徳(05) 鹿児島城西高 1:51.43

ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ 福　岡 ﾀﾝｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 滋　賀

5 1021 青木 龍翔(04) 大牟田高 1:50.70 5 1067 丹治 光太郎(04) 九州大 1:52.02

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川 ｵｵﾉ ｷﾖﾄ 秋　田

6 1111 岩下 和史(04) 神大附高高 1:51.89 6 1008 大野 聖登(04) 秋田工高 1:50.42

ｲﾀｸﾗ ﾏﾅﾄ 愛　知 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 愛　知

7 1142 板倉 愛翔(03) 中京大 1:52.02 7 1147 杉本 仁(04) 中京大中京高 1:50.30

ｷﾀﾑﾗ ｶｲｼ 千　葉 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 大　阪

8 1271 北村 魁士(03) 山梨学院大 1:49.40 8 1046 前田 陽向(03) 環太平洋大 1:49.34

ｻﾄｳ ｼｭﾘ 大　分

9 1031 佐藤 主理(03) 鹿屋体育大 1:50.30

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ 愛　知

2 1051 山田 彪斗(04) 関東学院大 1:51.20

ｵｻﾞｷ ｶﾅﾀ 愛　媛

3 1016 尾崎 哉太(04) 今治精華高 1:52.01

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知

4 1047 高嶋 荘太(03) 環太平洋大 1:50.01

ｵｶﾍﾞ ｹｲﾀ 福　井

5 1081 岡部 恵大(03) 神戸大 1:52.30

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾄ 東　京

6 1196 長沢 匠人(03) 日本体育大 1:50.87

ｱﾘｶﾀ ｼｭｳﾄ 奈　良

7 1071 有方 修斗(03) 近畿大 1:52.02

ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 群　馬

8 1100 大楢 龍輝(03) 順天堂大 1:50.14

ﾜｼｵｶ ｹﾝ 愛　知

9 1229 鷲岡 謙(03) 日本福祉大 1:52.44

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



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11日 11:45 予　選

大会記録(GR)                 13.19     泉谷駿介(順天堂大)                    2018 6月12日 14:15 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

ｻｻｷ ｹｲﾄ 静　岡

2 2 1200 佐々木 啓人(03) 日本体育大 14.36

ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ 千　葉 ﾏﾅｺﾞ ﾘｮｳﾅ 福　岡

3 1101 阿部 竜希(03) 順天堂大 13.79 3 1239 真名子 凌成(03) 福岡大 13.71

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 三　重 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 愛　知

4 1161 山田 真大(03) 東海大 13.70 4 1251 髙橋 遼将(03) 法政大 14.19

ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 愛　知 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 京　都

5 1284 田原 佳悟(03) 立命館大 13.91 5 1250 松本 望(03) 法政大 13.77

ｷｸﾁ ｺｳｼ 宮　城 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 新　潟

6 1243 菊池 航志(03) 福島大 13.95 6 1160 近藤 翠月(03) 東海大 13.54

ｺｲｹ ﾘｮｳ 大　阪 ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 香　川

7 1249 小池 綾(03) 法政大 13.70 7 1097 鹿田 真翔(03) 順天堂大 13.82

ｸﾘﾓﾄ ﾊﾙｷ 岐　阜 ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 奈　良

8 1283 栗本 遥生(03) 立命館大 13.78 8 1190 田原 歩睦(04) 奈良育英高 13.87

9 9

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

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10日 15:30 予　選

大会記録(GR)                 49.86     岸本鷹幸(法政大)                      2009 6月11日 14:15 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 福　岡

2 1236 渕上 翔太(05) 東福岡高 51.30

ﾑﾄｳ ﾕｳﾋ 北海道

3 1253 武藤 優飛(04) 北海高 51.56

ｷｮｳﾀｹ ﾀｲｶﾞ 大　阪

4 1038 京竹 泰雅(03) 関西大 51.22

ﾓﾘｵｶ ﾕｳｷ 千　葉

5 1292 盛岡 優喜(03) 早稲田大 51.00

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 愛　知

6 1251 髙橋 遼将(03) 法政大 51.02

ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 愛　知

7 1182 小川 大輝(03) 東洋大 50.50

ﾓﾘﾀｶ ｿｳｼﾞﾛｳ 兵　庫

8 1072 森髙 颯治朗(03) 近畿大 51.08

ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾏ 山　形

9 1075 紺野 稜真(04) 九里学園高 50.86



U20男子3000mSC(0.914m)

U20日本記録(NJR)           8:09.92     三浦龍司(島根・順天堂大)              2021

大会記録(GR)               8:39.19     服部壮馬(順天堂大)                    2021 6月11日 14:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾊﾛ 京　都

1 1274 西澤 ﾏﾊﾛ(04) 洛南高 8:57.62

ﾆｼｻﾞｶ ﾀｽｸ 佐　賀

2 1202 西坂 侑(04) 日本体育大 9:00.86

ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨　城

3 1109 大沼 良太郎(03) 城西大 8:49.50

ﾂｼﾞﾓﾄ ｵｳｼﾞｭ 静　岡

4 1232 辻本 桜寿(05) 浜松開誠館高 9:02.82

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 京　都

5 1277 髙木 崚平(05) 洛南高 9:09.80

ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ 京　都

6 1276 原田 颯大(05) 洛南高 9:08.35

ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 京　都

7 1275 柴田 大地(04) 洛南高 9:01.47

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 静　岡

8 1268 窪田 悠人(03) 明治大 8:59.39

ﾔﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 東　京

9 1174 矢原 功大(04) 東京高 9:09.58

ｵｶﾞﾀ ｶｲ 熊　本

10 1052 緒方 快(03) 関東学院大 9:04.81

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 京　都

11 1273 浅川 侑大(05) 洛南高 14:22.21

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 三　重

12 1009 小林 周太郎(04) 伊賀白鳳高 9:08.41

ｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 滋　賀

13 1286 尾林 恒星(03) 立命館大 9:08.72

ﾐﾔｻﾞﾄ ｺｳ 沖　縄

14 1025 宮里 洸(03) 沖縄国際大 14:24.83

ﾈｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 静　岡

15 1087 根上 和樹(04) 御殿場西高 9:09.45

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 鳥　取

16 1216 山口 月暉(03) 日本大 9:02.41

ｸﾛｷ ﾋﾅﾀ 熊　本

17 1120 黒木 陽向(03) 創価大 8:53.82

ｱﾗｷ ｱｷﾄ 福　岡

18 1127 荒木 暉登(03) 拓殖大 8:58.66

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 鳥　取

19 1119 中村 拳士郎(03) 創価大 14:23.00

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 京　都

20 1285 清水 隼人(03) 立命館大 9:08.04



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(GR)                  5m41     江島雅紀(荏田高)                      2016 6月11日 10:45 決　勝

決　勝　

ｵｵﾀ ﾘｮｳﾔ 東　京

1 1218 太田 凌也(03) 日本大 4m90

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

2 1241 水谷 翼(03) 福岡大 5m20

ﾐﾔｼﾞ ｷﾂﾞｸ 香　川

3 1043 宮地 築(04) 関西学院大 5m10

ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 群　馬

4 1011 髙橋 陸人(03) 育英大 5m00

ｼﾉﾂｶ ﾋﾛﾄ 千　葉

5 1010 篠塚 浩斗(04) 育英大 5m02

ｶｲ ﾓﾄﾐ 滋　賀

6 1237 甲斐 楽海(03) びわこｽﾎﾟｰﾂ大 4m90

ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 奈　良

7 1234 原口 篤志(03) 東大阪大 5m35

ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 奈　良

8 1017 吉田 陸哉(05) 王寺工高 4m90

ｺｸﾞﾚ ﾅﾅﾄ 群　馬

9 1164 小暮 七斗(03) 東海大 5m00

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 京　都

10 1206 杉本 遼(03) 日本体育大 4m90

ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 鳥　取

11 1184 衣笠 瑛一(03) 鳥取大 4m90

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200m

U20日本記録(NJR)             23.45     齋藤愛美(岡山・倉敷中央)              2016 6月11日 11:05 予　選

大会記録(GR)                 23.68     青山聖佳(大阪成蹊大)                  2015 6月12日 14:30 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

ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ 大　阪 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅ 広　島

2 1095 栃尾 陽菜(03) 園田学園女子大 24.68 2 1179 山本 千菜(03) 福岡大 24.41

ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 宮　城 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

3 1106 佐藤 美里(03) 中央大 24.08 3 1109 鶴澤 亜里紗(03) 中央大 24.57

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 福　岡 ｺﾏﾂ ｺﾉﾐ 愛　知

4 1043 渡辺 梨央(03) 九州共立大 24.70 4 1011 小松 このみ(04) 安城学園高 24.12

ﾔﾏｺｼ ﾘｺ 東　京 ｻｻｷ ﾅｵ 北海道

5 1226 山越 理子(04) 早稲田大 24.60 5 1196 佐々木 菜緒(05) 北海高 24.67

ﾔﾏｳﾁ ｿﾖ 埼　玉 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕ 福　岡

6 1022 山内 そよ(04) 大宮東高 24.61 6 1048 谷本 実優(06) 九州国際大付高 24.65

ｻｷﾞ ﾏﾔｺ 東　京 ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 徳　島

7 220 鷺 麻耶子(03) 早稲田大 24.45 7 1036 前川 七海(03) 環太平洋大 24.70

ｶﾞﾓｳ ﾏﾘﾝ 静　岡 ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 岡　山

8 1108 蒲生 茉鈴(03) 中央大 24.55 8 1055 島田 柚葉(04) 倉敷商高 24.60

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

2

ﾓﾘ ｶﾉﾝ 岐　阜

3 235 森 樺音(03) 筑波大 24.19

ｵｸﾉ ﾕﾒ 滋　賀

4 139 奥野 由萌(03) 甲南大 24.59

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾊﾙ 福　岡

5 1180 田島 美春(03) 福岡大 24.65

ｸﾎﾞﾀ ﾏｺ 静　岡

6 1107 久保田 真子(03) 中央大 24.66

ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知

7 202 倉橋 美穂(04) 青山学院大 24.31

ﾌﾛﾚｽ ｱﾘｴ 静　岡

8 1132 ﾌﾛﾚｽ ｱﾘｴ(04) 東海大翔洋高 24.58

9

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



U20女子800m

U20日本記録(NJR)           2:02.23     西村美樹(東京・東京学芸大)            2001 6月11日 10:15 予　選

大会記録(GR)               2:04.92     塩見綾乃(立命館大)                    2018 6月12日 13:50 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

ﾆｼﾀﾞ ﾕﾘ 滋　賀 ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ 愛　知

2 1054 西田 有里(05) 草津東高 2:10.47 1 1024 林 彩夢(06) 岡崎城西高 2:10.83

ﾀﾅｶ ｷﾎ 岩　手 ｵｵﾉ ﾕｲ 埼　玉

3 1213 田中 希歩(04) 盛岡誠桜高 2:09.63 2 1120 大野 結以(03) 筑波大 2:10.78

ｵｸﾜｷ ｱﾔｶ 東　京 ｶﾜｼﾞﾘ ﾓｴ 兵　庫

4 1112 奥脇 彩花(04) 中央大 2:10.21 3 1103 川尻 萌愛(03) 但馬AC 2:11.37

ｴﾄｳ ｱﾝﾘ 福　岡 ｽｸﾞﾚ ｸﾙﾐ 東　京

5 1040 江藤 杏梨(06) 北九州市立高 2:08.83 4 1082 勝 くるみ(04) 白梅学園高 2:09.93

ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 神奈川 ﾀｼﾞﾏ ｱｲﾘ 静　岡

6 1110 服部 咲季(04) 中央大 2:09.75 5 1067 田島 愛理(04) ｻﾚｼﾞｵ高 2:09.17

ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 大　阪 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 静　岡

7 1174 小沢 有希乃(05) 東大阪大敬愛高 2:11.23 6 1158 武田 亜子(05) 日大三島高 2:09.48

ｼｵﾊﾗ ｷﾘ 大　阪 ﾆﾜ ﾊﾙﾅ 埼　玉

8 1020 塩原 希梨(05) 大塚高 2:11.15 7 1217 丹羽 遥奈(03) 立教大 2:08.12

ﾓﾘ ｾﾝﾘ 愛　知 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 三　重

9 1144 森 千莉(06) 豊田大谷高 2:09.01 8 1084 松本 未空(05) 鈴鹿高 2:11.25

ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ 福　井

9 1076 野村 いちご(03) 順天堂大 2:09.94

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｼﾝﾃﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 神奈川

2 1227 新田 望(03) 早稲田大 2:08.66

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲ 栃　木

3 1212 長島 結衣(05) 真岡女子高 2:09.76

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ 愛　知

4 1218 萩原 さや(04) 立教大 2:09.04

ｵｻﾞｷ ﾏｲ 大　阪

5 1019 尾崎 真衣(05) 大阪桐蔭高 2:10.63

ﾐﾔｶﾜ ｻﾔ 大　分

6 1016 宮川 紗耶(04) 大分西高 2:10.90

ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 千　葉

7 1111 南 日向(04) 中央大 2:09.60

ｵｵﾀｶﾞｷ ﾌｳｶ 兵　庫

8 1215 太田垣 楓華(04) 八鹿高 2:10.10

ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙ 愛　知

9 1189 北村 はる(05) 福祉大付高 2:11.24

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



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 6月10日 16:25 予　選

大会記録(GR)                 13.45     芝田愛花(環太平洋大)                  2019 6月11日 15:50 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

ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 兵　庫

2 1195 内藤 香乃(04) 北摂三田高 13.95

ﾀｶｷﾞ ｱｶﾘ 愛　知

3 1117 髙木 茜里(04) 中京大中京高 13.89

ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知

4 1116 林 美希(05) 中京大中京高 13.65

ﾉｳﾑﾗ ﾙﾅ 北海道

5 1199 納村 琉愛(04) 北海道栄高 13.88

ｶﾜｺﾞｴ ﾐｻｷ 神奈川

6 1192 川越 美咲(03) 法政大 13.79

ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ 静　岡

7 1133 永井 真滉(04) 東海大翔洋高 14.08

ﾎｼﾊﾞ ｳﾙﾊ 石　川

8 1130 星場 麗羽(03) 天理大 13.94

ｵﾁ ｺｺｱ 兵　庫

9 1096 越智 心愛(03) 園田学園女子大 14.11



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11日 13:30 予　選

大会記録(GR)                 58.14     青木穂花(筑紫女学園高)                2019 6月12日 13:35 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

ﾜｼｽﾞ ｲﾁｶ 広　島 ｸｻｶ ｱﾔﾅ 宮　城

1 1178 鷲頭 一華(04) 広島経済大 1:01.07 1 1220 日下 あやな(03) 立命館大 1:00.11

ﾊｯｻﾝ ﾘﾅ 兵　庫 ﾏｴﾀﾞ ﾘｺ 大　阪

2 1186 ﾊｯｻﾝ ﾘﾅ(03) 福岡大 1:01.07 2 1037 前田 理湖(05) 関大北陽高 1:01.01

ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ 愛　知 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 兵　庫

3 1118 和佐田 真広(04) 中京大中京高 1:00.68 3 1195 内藤 香乃(04) 北摂三田高 59.09

ﾊﾏﾁﾖ ﾘﾝｶ 三　重 ﾅﾂﾒ ｻｱﾔ 愛　知

4 1061 濱千代 琳香(03) 国士舘大 1:00.24 4 1143 夏目 紗彩(04) 豊川高 1:00.21

ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ 千　葉 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾘｻ 福　岡

5 1162 塚本 萌乃(04) 日本体育大 1:00.55 5 1105 小笠原 光咲(04) 筑紫台高 1:00.67

ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 兵　庫 ｵｵｶﾜ ｽﾐｶ 東　京

6 1005 工藤 美月(04) 青山学院大 59.69 6 1228 大川 寿美香(03) 早稲田大 59.22

ﾊｯﾄﾘ ﾘﾗ 三　重 ｵｵﾂ ﾕｲ 大　阪

7 1085 服部 りら(04) 鈴鹿高 1:00.81 7 1007 大津 有生(04) 青山学院大 1:00.55

ﾏｽｺ ﾒﾘ 東　京 ﾀﾊﾞｼ ﾕｷﾉ 神奈川

8 1114 益子 芽里(03) 中央大 59.60 8 1193 田橋 柚希乃(03) 法政大 1:00.83

ﾀﾈﾙ ﾏﾘﾉ 千　葉 ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ 愛　知

9 1135 ﾀﾈﾙ 舞璃乃(03) 東京学芸大 57.98 9 1119 中島 明香(04) 中京大中京高 1:01.26

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

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(GR)              10:13.49     谷本七星(名城大)                      2021 6月11日 15:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅ 神奈川

1 1203 松浦 陽菜(05) 三浦学苑高 11:00.21

ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾐｵ 埼　玉

2 1033 札場 美桜(03) 関西外国語大 10:49.42

ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ 大　阪

3 1021 白川 朝陽(05) 大塚高 11:01.64

ﾜｶｻ ﾅﾅｺ 千　葉

4 1151 若狹 那々子(05) 流山南高 10:59.71

ｶﾒｵｶ ｶﾘﾝ 福　島

5 1102 亀岡 花凜(03) 拓殖大 10:33.73

ﾎｼ ﾐﾂﾞｷ 山　形

6 1156 星 美月(03) 新潟医療福祉大 11:00.54

ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 宮　城

7 1009 髙橋 華瑠亜(03) 亜細亜大 10:59.91



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(GR)                 12m83     河添千秋(松山北高)                    2018 6月11日 12:40 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 1027 片野坂 唯月(04) 鹿児島高 12m41 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳｴﾀﾞ ﾒｲ 静　岡 m m m m m m m m

2 1134 上田 愛依(04) 東海大翔洋高 12m22 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｼｹﾞ ｲﾄﾊ 大　阪 m m m m m m m m

3 1206 宮繁 愛葉(03) 武庫川女子大 12m68 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾂｶ ﾊﾂﾞｷ 石　川 m m m m m m m m

4 1008 大塚 葉月(03) 青山学院大 12m37 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱｵｷ ﾕﾅ 山　口 m m m m m m m m

5 1025 青木 優奈(03) 岡山大 12m21 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｸﾏ ﾘｵ 東　京 m m m m m m m m

6 1081 佐久間 理緒(04) 城東高 12m20 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｾﾗ ﾕﾐﾉ 愛　媛 m m m m m m m m

7 1017 世良 柚実乃(03) 大阪教育大 12m42 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶｲﾄｳ ﾅﾂｷ 埼　玉 m m m m m m m m

8 1137 海藤 夏姫(03) 東京学芸大 12m59 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ 宮　崎 m m m m m m m m

9 1029 山本 華(04) 鹿屋体育大 12m21 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



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(GR)                 58m90     北口榛花(旭川東高)                    2015 6月11日 12:40 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

ﾂﾂﾐ ﾋﾅ 愛　知

1 1152 堤 陽菜(05) 名古屋大谷高 49m18 m m m m m m m m

ｻｸﾗｲ ﾉｿﾞﾐ 岐　阜

2 1090 櫻井 希美(05) 済美高 52m73 m m m m m m m m

ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 長　野

3 1013 倉田 紗優加(04) 伊那北高 52m71 m m m m m m m m

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｶ 北海道

4 1198 長田 祐香(03) 北教大岩見沢 49m21 m m m m m m m m

ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 愛　知

5 1047 辻 萌々子(03) 九州共立大 57m22 m m m m m m m m

ｻｲﾄｳ ﾉｱ 岡　山

6 1125 齋藤 乃彩(03) 筑波大 52m40 m m m m m m m m

ｿﾉ ﾐﾔﾋﾞ 三　重

7 1201 曽野 雅(05) 松阪商高 49m59 m m m m m m m m


