
エントリー選手一覧

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 高砂　大地(3) ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ 大阪 関大北陽
2 三輪　軌道(3) ﾐﾜ ﾉﾘﾐﾁ 愛知 愛知
3 關　颯人(3) ｾｷ ﾊﾔﾄ 長野 佐久長聖
4 サイモン　ムワンギ(3) ｻｲﾓﾝ ﾑﾜﾝｷﾞ 愛知 豊川
5 中村　駆(3) ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 山口 西京
6 鈴木　塁人(3) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 千葉 流経大付柏
7 神林　勇太(2) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 熊本 九州学院
8 今西　　駿介(3) ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 宮崎 小林
9 加藤　淳(2) ｶﾄｳ ｱﾂｼ 兵庫 西脇工
10 福本　真大(3) ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 山口 西京
11 飯島　康介(3) ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 愛知 愛知
12 山村　　凱斗(3) ﾔﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 宮崎 小林
13 佐々木　大輔(3) ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 八千代松陰
14 稲田　峻大(3) ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 愛知 豊川工
15 井上　錬(3) ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 長野 佐久長聖
16 青木　祐人(3) ｱｵｷ ﾕｳﾄ 愛知 愛知
17 阪口　竜平(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 京都 洛南
18 渡邉　奏太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 静岡 吉原工
19 花田　凌一(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 山口 西京
20 西川　雄一朗(3) ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 兵庫 須磨学園
21 舟津　彰馬(3) ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 福岡 福岡大附大濠
22 中川　翔太(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 熊本 九州学院
23 亀鷹　雄輝(2) ｶﾒﾀｶ ﾕｳｷ 熊本 九州学院
24 牧野　光留(3) ﾏｷﾉ ﾋｶﾙ 宮崎 小林
25 飯島　圭吾(2) ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 山梨 山梨学院大附
26 中島　怜利(3) ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ 岡山 倉敷
27 太田　智樹(3) ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 静岡 浜松日体
28 岩見　秀哉(2) ｲﾜﾐ ｼｭｳﾔ 兵庫 須磨学園
29 中根　滉稀(3) ﾅｶﾈ ｺｳｷ 千葉 流経大付柏
30 安田　一平(3) ﾔｽﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 兵庫 西脇工
31 寺前　友喜(2) ﾃﾗﾏｴ ﾕｳｷ 兵庫 西脇工
32 松木　之衣(3) ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野 長野日大
33 伊東　颯汰(2) ｲﾄｳ ｿｳﾀ 大分 大分東明
34 築舘　陽介(3) ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 長野 佐久長聖
35 日野　志朗(3) ﾋﾉ ｼﾛｳ 長野 佐久長聖
36 橋立　旋(3) ﾊｼﾀﾞﾃ ﾒｸﾞﾙ 新潟 中越
37 丸山　和輝(3) ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 長野 佐久長聖
38 越川　堅太(3) ｺｼｶﾜ ｹﾝﾀ 東京 東京実
39 赤澤　健太(3) ｱｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 兵庫 西脇工
40 原澤　一徳(2) ﾊﾗｻﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟 中越

【男子10000m】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 鹿居　二郎(3) ｼｶｲ ｼﾞﾛｳ 愛知 中京大中京
2 石澤　崇紀(3) ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野 長野日大
3 野田　一輝(3) ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山口 西京
4 西田　壮志(2) ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ 熊本 九州学院
5 川上　瑠美梨(2) ｶﾜｶﾐ ﾙﾐﾅ 大阪 関大北陽
6 山城　ケイン(2) ﾔﾏｼﾛ ｹｲﾝ 熊本 九州学院
7 大木　皓太(3) ｵｵｷ ｺｳﾀ 千葉 成田
8 本橋　佳樹(3) ﾓﾄﾊｼ ﾖｼｷ 東京 立教池袋
9 中田　大雅(3) ﾅｶﾀ ﾀｲｶﾞ 神奈川 麻溝台
10 中村　黎(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 静岡 浜松商
11 小嶋　慶伸(2) ｵｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 大阪 山田
12 田辺　佑典(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 三重 伊賀白鳳
13 齋藤　零司(3) ｻｲﾄｳ ﾚｲｼﾞ 栃木 佐野日大
14 青木　涼真(3) ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 埼玉 春日部

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 山田　翔雅(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｶﾞ 愛知 愛知
2 吉村　崇明(3) ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大阪 生野
3 西田　翔(3) ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ 大阪 履正社
4 奥野　凱(1) ｵｸﾉ ｶｲ 愛知 愛知
5 伊藤　明登(3) ｲﾄｳ ｱｷﾄ 愛知 中京大中京
6 平尾　海渡(2) ﾋﾗｵ ｶｲﾄ 大阪 清教学園
7 月橋　俊(3) ﾂｷﾊｼ ｼｭﾝ 新潟 新潟産大附
8 古川　勝也(2) ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾔ 東京 堀越
9 三浦　恭誠(2) ﾐｳﾗ ｷｮｳｾｲ 大阪 今宮工科
10 石橋　薫(2) ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾙ 大阪 履正社
11 須川　友樹(2) ｽｶﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知 長久手
12 袋井　俊平(1) ﾌｸﾛｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大阪 履正社
13 元田　洸之郎(3) ﾓﾄﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 大阪 貝塚
14 北出　嵩人(1) ｷﾀﾃﾞ ﾀｶﾄ 大阪 泉陽
15 松原　恭祐(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ 大阪 履正社
16 石川　昌弥(3) ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 神奈川 横浜
17 小柳　太郎(3) ｵﾔﾅｷﾞ ﾀﾛｳ 大阪 清教学園
18 山田　直樹(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉 聖望
19 植田　雅弘(1) ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知 愛知
20 林　拓樹(2) ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 大阪 履正社
21 平塚　翔太(2) ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳﾀ 愛知 愛知
22 石井　克弥(3) ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野 長野日大
23 吉田　公洋(3) ﾖｼﾀﾞ ｷﾐﾋﾛ 愛知 愛産大三河

【男子2000m障害物】

【男子3000m競歩】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 井上　大地(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 東京 東京
2 堤　剛(3) ﾂﾂﾐ ﾂﾖｼ 大阪 摂津
3 本郷　汰樹(2) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ 愛知 瑞陵
4 吉田　大夢(3) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾑ 埼玉 越谷西
5 漣　和留(3) ｻｻﾞﾅﾐ ｶｽﾞﾙ 千葉 市立松戸
6 染谷　佳大(2) ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ 茨城 つくば秀英
7 天野　広大(3) ｱﾏﾉ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 豊川
8 中谷　駿介(3) ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 大阪 履正社
9 中村　僚真(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 京都 龍谷大平安
10 増田　健吾(3) ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木 佐野
11 横山　聡(2) ﾖｺﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪 東大阪大柏原
12 小堀　良星(3) ｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳｾｲ 栃木 佐野
13 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎 宮崎工
14 小原　吏貴(3) ｵﾊﾗ ﾘｷ 岡山 倉敷工
15 中村　拓都(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 熊本 九州学院
16 船戸　大輔(3) ﾌﾅﾄ ﾀﾞｲｽｹ 福岡 東福岡
17 小林　 廉太朗(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 千葉 東海大浦安
18 大良　浩輝(3) ﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ 兵庫 三田松聖
19 松清　和希(3) ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ 大分 楊志館
20 北原　涼太(2) ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 静岡 東海大翔洋
21 江藤　拓都(3) ｴﾄｳ ﾀｸﾄ 熊本 九州学院
22 平島　翼(3) ﾋﾗｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 福岡 東海大五
23 黒田　拓臣(3) ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 大阪 関大北陽
24 三浦　歩(3) ﾐｳﾗ ｽｽﾑ 福岡 純真
25 松原　秀一郎(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 熊本 九州学院
26 祖父江　巧(3) ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛知 江南
27 伊東　利来也(2) ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 千葉 成田
28 奥川　魁斗(3) ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ 三重 宇治山田商
29 秦　弘樹(3) ﾊﾀ ﾋﾛｷ 千葉 成田
30 松本　倫太朗(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 大阪 関大北陽
31 武居　颯(3) ﾀｹｽｴ ﾊﾔﾃ 神奈川 相模原総合
32 松永　康太朗(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 検見川
33 宮川　智安(3) ﾐﾔｶﾜ ﾄﾓﾔｽ 埼玉 早大本庄
34 佐田　連太郎(3) ｻﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 大阪 摂津
35 バドマス　健(3) ﾊﾞﾄﾞﾏｽ ｹﾝ 栃木 佐野日大
36 福留　隆一(3) ﾌｸﾄﾒ ﾘｭｳｲﾁ 千葉 姉崎
37 畑浦　秀哉(2) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ 大阪 生野
38 河合　亜季(3) ｶﾜｲ ｱｷ 奈良 五條
39 小林　大航(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 大阪 生野
40 佐藤　知樹(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 茨城 古河三

【男子300m】



No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 相馬　大賞(3) ｿｳﾏ ﾋﾛﾀｶ 大阪 東海大仰星
2 豊田　将樹(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 京都 洛南
3 高橋　塁(3) ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 宮城 柴田
4 山本　竜大(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 千葉 成田
5 小原　吏貴(3) ｵﾊﾗ ﾘｷ 岡山 倉敷工
6 港　大空(3) ﾐﾅﾄ ﾋﾛﾀｶ 大阪 大阪

No 氏名 フリガナ 登録都道府県 所属
1 田上　駿(3) ﾀｳｴ ｼｭﾝ 京都 洛南
2 篠原　頌実(3) ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三重 伊賀白鳳
3 久家　俊希(3) ｸﾔ ﾄｼｷ 京都 鳥羽
4 桒原　拓也(2) ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 兵庫 加古川東
5 山浦　貫人(3) ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 長野 岩村田
6 佐藤　光一郎(3) ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 埼玉 伊奈学園総合
7 高野　克哉(3) ﾀｶﾉ ｶﾂﾔ 石川 七尾東雲
8 大澤　聖也(3) ｵｵｻﾜ ｾｲﾔ 東京 堀越
9 濱村　一輝(3) ﾊﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 大阪 大阪桐蔭
10 小畑　賢斗(3) ｺﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 石川 七尾東雲
11 土田　千弘(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ 神奈川 東海大相模
12 ムーア　アレクサンダー海(2) ﾑｰｱ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰｶｲ 埼玉 昌平
13 築野　凌(3) ﾂｸﾉ ﾘｮｳ 山梨 巨摩
14 西尾　拓巳(3) ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 岐阜 中津商
15 早坂　明(2) ﾊﾔｻｶ ｱｷﾗ 東京 東京
16 海野　智輝(3) ｳﾝﾉ ﾄﾓｷ 静岡 東海大翔洋
17 東　直樹(3) ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 三重 桑名
18 渡辺　悠太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 新潟 糸魚川白嶺
19 荻野　龍斗(3) ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡 日大三島
20 広野　翔大(3) ﾋﾛﾉ ｼｮｳﾀ 京都 洛南
21 西田　健修(3) ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｼｭ 北海道 弟子屈
22 丸山　優真(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 大阪 信太
23 甲羽　ウィルソン　貴士(2) ｺｳﾊ ｳｨﾙｿﾝ ﾀｶｼ 宮城 柴田
24 山本　研司(3) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 香川 善通寺一
25 奥村　拓実(3) ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾐ 岐阜 美濃加茂
26 谷垣　遼介(3) ﾀﾆｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 東京 工学院
27 小林　俊(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 兵庫 小野工
28 森口　諒也(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 大阪 東海大仰星
29 山口　大我(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 長崎 諫早農
30 シャープ　宣(3) ｼｬｰﾌﾟ ｾﾝ 沖縄 那覇西
31 中島　大我(2) ﾅｶｼﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知 鶴城丘
32 寺田　昂大(3) ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 千葉 成田
33 谷藤　克樹(2) ﾀﾆﾌｼﾞ ｶﾂｷ 千葉 成田
34 柴田　一瞬(2) ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛知 豊川
35 大浦　優汰(3) ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ 愛知 安城学園
36 福島　龍二(3) ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ 富山 高岡商業

【男子八種競技】

【男子300mH】


