
2016日本ジュニア室内陸上競技大阪大会

【ジュニア男子　60m】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 勝瀬　健大(3) ｶﾂｾ ｹﾝﾀﾞｲ 大阪 咲くやこの花高 10.43
2 坂井　隆一郎(3) ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大阪 大阪高 10.50
3 藤本　峻介(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 三重 伊勢工高 10.51
4 田村　直也(3) ﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ 新潟 新潟商高 10.58
5 坂田　育斗(2) ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取 鳥取中央育英高 10.58
6 南山　義輝(2) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 福岡 小倉東高 10.58
7 中村　僚真(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 京都 龍谷大平安高 10.61
8 小川　太郎(3) ｵｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 愛知 名古屋高 10.62
9 青木　滋音(3) ｱｵｷ ｼﾞｵﾝ 愛知 名古屋高 10.62
10 本郷　汰樹(2) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ 愛知 瑞陵高 10.63
11 高橋　　頼(2) ﾀｶﾊｼ ﾗｲ 大阪 生野高 10.63
12 渡邉　　陵(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨 駿台甲府高 10.65
13 種村　隼介(3) ﾀﾈﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 大阪 大阪高 10.65
14 松橋　大夢(3) ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野 長野日大高 10.67
15 中澤　悠哉(2) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 愛知 豊川高 10.67
16 花田　達也(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ 島根 大社高 10.67
17 水久保　漱至(2) ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮崎 宮崎工高 10.67
18 齋藤　諒平(1) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 山形 九里学園高 10.69
19 堀場　　廉(2) ﾎﾘﾊﾞ ﾚﾝ 愛知 名古屋高 10.69
20 中隠居　一輝(2) ﾅｶｲﾝｷｮ ｶｽﾞｷ 島根 明誠高 10.69
21 松尾　隆雅(2) ﾏﾂｵ ﾘｭｳｶﾞ 広島 神辺旭高 10.69
22 杉尾　海飛(2) ｽｷﾞｵ ｶｲﾄ 宮崎 宮崎西高 10.69
23 小川　桂史(3) ｵｶﾞﾜ ｹｲｼ 愛知 阿久比高 10.70
24 堤　　　剛(3) ﾂﾂﾐ ﾂﾖｼ 大阪 摂津高 10.70
25 三宅　諒亨(2) ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡山 岡山工高 10.71
26 大野　裕貴(3) ｵｵﾉ ﾕｳｷ 東京 立教池袋高 10.72
27 飯野　明彦(3) ｲｲﾉ ｱｷﾋｺ 福岡 九州国際大付高 10.72
28 瀬川　湧馬(2) ｾｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 熊本 熊本中央高 10.72
29 盛川　祐太(3) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 千葉 東海大浦安高 10.73
30 和田　瑞輝(2) ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知 豊川高 10.73
31 桒原　拓也(2) ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 兵庫 加古川東高 10.73
32 松橋　采音斗(3) ﾏﾂﾊｼ ｻﾈﾄ 岐阜 岐阜商高 10.74
33 天野　広大(3) ｱﾏﾉ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 豊川高 10.74
34 向山　理一朗(1) ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲﾁﾛｳ 滋賀 膳所高 10.74
35 森　　佑貴(3) ﾓﾘ ﾕｳｷ 福岡 小倉東高 10.74
36 下平　健正(2) ｼﾓﾀｲ ｹﾝｾｲ 青森 八戸高 10.75
37 千田　勇司(3) ﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜 大垣工高 10.76
38 水野　駿佑(2) ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 愛知 中京大中京高 10.76
39 淺利　玖朗人(1) ｱｻﾘ ｸﾛｳﾄﾞ 高知 幡多農高 10.76
40 奥田　信太郎(2) ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岡山 岡山工高 10.77
41 小野原　優(3) ｵﾉﾊﾗ ﾕｳ 東京 岩倉高 21.32
42 亀井　直弥(2) ｶﾒｲ ﾅｵﾔ 埼玉 埼玉栄高 21.33
43 船越　翔太(2) ﾌﾅｺｼ ｼｮｳﾀ 新潟 新潟商高 21.33
44 橋本　正太(3) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 広島 福山明王台高 21.41
45 三浦　　歩(3) ﾐｳﾗ ｽｽﾑ 福岡 純真高 21.45
46 伊里　洋海(3) ｲﾘ ﾋﾛﾐ 愛知 名古屋高 21.49
47 木原　　舜(3) ｷﾊﾗ ｼｭﾝ 大阪 大阪桐蔭高 21.50
48 高橋　侃矢(1) ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ 広島 市立福山高 21.57
49 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎 宮崎工高 21.59
50 古田　真也(2) ﾌﾙﾀ ｼﾝﾔ 愛知 大府高 21.61
51 岡﨑　雅也(3) ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾔ 岡山 玉野光南高 21.61
52 黒田　拓臣(3) ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 大阪 関大北陽高 21.64
53 小林　大航(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 大阪 生野高 21.65
54 落合　大智(3) ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲﾁ 大阪 関西創価高 21.65
55 横山　　聡(2) ﾖｺﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪 東大阪大柏原高 21.65
56 和西　玲旺(2) ﾜﾆｼ ﾚｵ 千葉 市立船橋高 21.67
57 小原　吏貴(3) ｵﾊﾗ ﾘｷ 岡山 倉敷工高 21.67
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58 高橋　健太(3) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 静岡 浜松工高 21.68
59 藤堂　誉志(2) ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 高知 安芸高 21.68
60 北原　涼太(2) ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 静岡 東海大翔洋高 21.69
61 小泉　佑真(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 富山 富山高 21.71
62 野田　悠斗(3) ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 広島 盈進高 21.73
63 前田　　凌(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ 兵庫 滝川第二高 21.74
64 姫野　涼介(3) ﾋﾒﾉ ﾘｮｳｽｹ 大阪 大阪桐蔭高 21.75
65 毛利　貫汰(3) ﾓｳﾘ ｶﾝﾀ 兵庫 伊川谷北高 21.75
66 服部　正嗣(3) ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾂｸﾞ 大阪 大阪桐蔭高 21.76
67 武部　正樹(3) ﾀｹﾍﾞ ﾏｻｷ 滋賀 水口高 21.79
68 平島　春信(3) ﾋﾗｼﾏ ﾊﾙﾉﾌﾞ 千葉 東海大望洋高 21.80
69 畑浦　秀哉(2) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ 大阪 生野高 21.81
70 下司　玲央奈(1) ｹﾞｼ ﾚｵﾅ 三重 宇治山田商高 21.82
71 梶原　凌也(2) ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 滋賀 草津東高 21.83
72 川井　崇史(2) ｶﾜｲ ﾀｶｼ 神奈川 桐蔭学園中等高 21.84
73 山口　聖人(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 福井 北陸高 21.86
74 鈴木　寿希也(2) ｽｽﾞｷ ｼﾞｭｷﾔ 静岡 清水桜が丘高 21.86
75 川端　魁人(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 三重 宇治山田商高 21.86
76 杉原　隆太(3) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 京都 西京高 21.86
77 南渕　康平(3) ﾅﾌﾞﾁ ｺｳﾍｲ 大阪 大阪高 21.87
78 黒木　竜樹(3) ｸﾛｷ ﾀﾂｷ 奈良 橿原高 21.88
79 佐々　隼都(3) ｻｻ ﾊﾔﾄ 岡山 美作高 21.88
80 金子　弘樹(3) ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 大阪 大阪高 21.89
81 野村　勇輝(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮崎 宮崎工高 21.89
82 天野　規朝(2) ｱﾏﾉ ﾉﾘﾄﾓ 東京 岩倉高 21.90
83 中村　哲也(3) ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 愛知 小坂井高 21.90
84 中　　夏良(3) ｱﾀﾘ ﾅﾂﾖｼ 愛知 豊橋西高 21.90
85 丘田　龍弥(1) ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 兵庫 社高 21.90
86 山中　悠人(2) ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ 滋賀 草津東高 21.91
87 笠谷　洸貴(2) ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 大阪 近大附高 21.91
88 市橋　直也(2) ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾔ 愛知 名古屋西高 21.92
89 濱島　　隼(3) ﾊﾏｼﾏ ｼｭﾝ 大阪 摂津高 21.93
90 菊地原　悠太(3) ｷｸﾁﾊﾗ ﾕｳﾀ 神奈川 光明相模原高 21.94
91 西島　亮哉(3) ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 静岡 富士宮北高 21.94
92 大谷　直矢(3) ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ 京都 洛南高 21.94
93 佐藤　玄主(1) ｻﾄｳ ｸﾛｽ 兵庫 市尼崎高 21.94
94 梅川　　峻(1) ｳﾒｶﾜ ｼｭﾝ 兵庫 滝川第二高 21.94
95 内藤　洸太(3) ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 香川 香川西高 21.94
96 浅倉　卓斗(2) ｱｻｸﾗ ﾀｸﾄ 千葉 東海大浦安高 21.95
97 黒田　玲央(3) ｸﾛﾀﾞ ﾚｵ 愛知 桜丘高 21.95
98 小林　勇太朗(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 東京 創価高 21.96
99 岸田　朋也(2) ｷｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東京 つばさ総合高 21.96
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【ジュニア男子　１５００ｍ】　
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 澤田　宗一郎(3) ｻﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪 関大北陽高 1:50.62
2 花村　拓人(3) ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾄ 大阪 東高 1:51.15
3 本多　慶紀(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 静岡 磐田農高 1:52.72
4 加藤　健吾(2) ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 大分 楊志館高 1:52.93
5 和仁　崇浩(3) ﾜﾆ ﾀｶﾋﾛ 大阪 大阪桐蔭高 1:53.23
6 伊藤　貴彦(3) ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ 山形 九里学園高 1:53.65
7 西園　颯斗(2) ﾆｼｿﾞﾉ ﾊﾔﾄ 兵庫 西脇工高 1:53.75
8 柴田　隆平(2) ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾍｲ 東京 東大和高 1:53.76
9 伊東　翔吾(2) ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 愛媛 新居浜西高 1:53.85
10 尻屋　友誠(2) ｼﾘﾔ ﾕｳｾｲ 千葉 東海大浦安高 1:53.89
11 佐藤　友怜(3) ｻﾄｳ ﾕｳﾘ 福岡 純真高 1:54.10
12 上野　雄大(3) ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木 真岡高 1:54.11
13 矢野　竜佑(3) ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 三重 いなべ総合高 1:54.28
14 島貫　耕太朗(2) ｼﾏﾇｷ ｺｳﾀﾛｳ 山形 東海大山形高 1:54.41
15 泉田　新也(2) ｲｽﾞﾀ ｼﾝﾔ 神奈川 横須賀総合高 1:54.59
16 徳永　　翼(3) ﾄｸﾅｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 岡山 岡山操山高 1:54.64
17 大江　郁弥(3) ｵｵｴ ﾌﾐﾔ 兵庫 三田祥雲館高 1:54.68
18 太田　雄也(2) ｵｵﾀ ﾕｳﾔ 千葉 市立船橋高 1:54.72
19 清松　拓真(2) ｷﾖﾏﾂ ﾀｸﾏ 大分 楊志館高 1:54.75
20 川島　滉平(2) ｶﾜｼﾏ ｺｳﾍｲ 茨城 茨城高 1:54.82
21 山根　康太(1) ﾔﾏﾈ ｺｳﾀ 愛知 成蹊大 1:54.99
22 中村　友哉(3) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 大阪 大阪桐蔭高 3:49.01
23 齋藤　雅英(3) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京 早稲田実高 3:49.07
24 西村　陽貴(3) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 兵庫 西脇工高 3:51.03
25 有松　　憧(2) ｱﾘﾏﾂ ｼｮｳ 和歌山 桐蔭高 3:51.17
26 石井　優樹(3) ｲｼｲ ﾕｳｷ 大阪 布施高 3:51.26
27 鹿居　二郎(3) ｼｶｲ ｼﾞﾛｳ 愛知 中京大中京高 3:53.23
28 眞田　　翼(2) ｻﾅﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 静岡 浜松商高 3:54.18
29 山口　智也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 大阪 関大北陽高 3:54.35
30 宍倉　健浩(2) ｼｼｸﾗ ﾀｹﾋﾛ 東京 早稲田実高 3:54.71
31 三浦　隆寛(2) ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 大阪 大阪桐蔭高 3:54.71
32 川島　貴哉(3) ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ 滋賀 草津東高 3:55.30
33 池田　　親(3) ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 兵庫 西脇工高 3:55.78
34 五郎丸　真翔(3) ｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾏｻﾄ 福岡 九州国際大付高 3:56.20
35 小倉　知也(2) ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾔ 静岡 浜松商高 3:56.29
36 米山　　遼(3) ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 愛知 岡崎城西高 3:56.46
37 前川　優月(2) ﾏｴｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 静岡 浜松商高 3:56.94
38 一瀬　泰大(2) ｲﾁﾉｾ ﾔｽﾋﾛ 福岡 九州国際大付高 3:57.05
39 住田　勇樹(3) ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 専修大松戸高 3:57.25
40 小沼　優生(3) ｵﾇﾏ ﾕｳ 山形 九里学園高 3:57.78
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【ジュニア男子　６０ｍH】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 亀山　裕二(3) ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 岐阜 長良高 14.19
2 五十嵐　礼(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾗｲ 福島 会津学鳳高 14.27
3 西尾　拓巳(3) ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 岐阜 中津商高 14.43
4 成澤　優雅(2) ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｶﾞ 東京 東京高 14.45
5 富山　弘貴(2) ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 広島 神辺旭高 14.49
6 児玉　健太(3) ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ 大分 楊志館高 14.49
7 髙田　奨太(2) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 京都 塔南高 14.55
8 吉間　海斗(2) ﾖｼﾏ ｶｲﾄ 大阪 大塚高 14.55
9 渡瀬　友斗(3) ﾜﾀｾ ﾕｳﾄ 大阪 佐野高 14.61
10 清水　滉平(3) ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 福岡 小倉工高 14.62
11 榎本　恵介(3) ｴﾉﾓﾄ ｹｲｽｹ 大阪 関大北陽高 14.68
12 佐々木　嵩(2) ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手 盛岡一高 14.72
13 井上　稜祐(3) ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｽｹ 大阪 大塚高 14.72
14 岩切　亨生(2) ｲﾜｷﾘ ｺｳｷ 鹿児島 国分中央高 14.72
15 森戸　信陽(1) ﾓﾘﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉 市立船橋高 14.74
16 山尾　昇也(3) ﾔﾏｵ ｼｮｳﾔ 三重 鈴鹿工高専 14.75
17 永松　大弥(1) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲﾔ 福岡 小倉東高 14.75
18 田中　　響(2) ﾀﾅｶ ｷｮｳ 長崎 諫早農高 14.77
19 村田　勇樹(3) ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 静岡 浜松工高 14.78
20 金田　　拓(2) ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京 岩倉高 14.81
21 野間　敬司(3) ﾉﾏ ｹｲｼ 兵庫 市尼崎高 14.81
22 南　　功朔(3) ﾐﾅﾐ ｺｳｻｸ 奈良 平城高 14.86
23 小堤　章誠(2) ｺﾂﾞﾂﾐ ｱｷﾖｼ 福岡 自由ケ丘高 14.86
24 山口　大我(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 長崎 諫早農高 14.86
25 谷　　駿輔(2) ﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 大阪 関大北陽高 14.90
26 岡本　壮太(3) ｵｶﾓﾄ ｿｳﾀ 兵庫 関学高 14.90
27 田邉　大輔(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 岡山工高 14.90
28 鈴木　勝也(2) ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 滋賀 東大津高 14.91
29 三浦　祥人(3) ﾐｳﾗ ﾖｼﾄ 兵庫 滝川第二高 14.91
30 阿南　純也(3) ｱﾅﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 福岡 筑陽学園高 14.93
31 石田　トーマス東(3) ｲｼﾀﾞ ﾄｰﾏｽﾋｶﾞｼ 静岡 熱海高 14.94
32 前田　喬紀(3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 大阪 大阪桐蔭高 14.94
33 渡邊　　成(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 山形 九里学園高 14.95
34 田中　匡昭(3) ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 富山 高岡商高 14.96
35 樋口　陸人(1) ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 奈良 奈良育英高 14.96
36 遠藤　泰彦(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｺ 神奈川 横浜清風高 14.98
37 大西　健介(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 大阪 大塚高 14.98
38 小沼　　翔(2) ｺﾇﾏ ｼｮｳ 千葉 東海大浦安高 15.00
39 佐竹　　章(3) ｻﾀｹ ｱｷﾗ 広島 近大東広島高 15.02
40 久保　海斗(3) ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 大阪 生野高 15.04
41 三好　　蓮(2) ﾐﾖｼ ﾚﾝ 愛媛 済美高 15.04
42 西森　龍馬(2) ﾆｼﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 兵庫 加古川西高 15.05
43 山崎　利洋(2) ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取 倉吉西高 15.05
44 馬越　　響(3) ｳﾏｺｼ ﾋﾋﾞｷ 岡山 美作高 15.06
45 柿原　仁一郎(3) ｶｷﾊﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 東京 日体荏原高 15.07
46 佐藤　史音(1) ｻﾄｳ ｼｵﾝ 山形 酒田南高 15.08
47 大橋　直也(2) ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ 栃木 さくら清修高 15.10
48 三代川　誠(2) ﾐﾖｶﾜ ﾏｺﾄ 千葉 船橋法典高 15.10
49 田川　　渚(2) ﾀｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 大阪 咲くやこの花高 15.10
50 丹羽　雄太(3) ﾆﾜ ﾕｳﾀ 愛知 尾北高 15.14
51 才藤　　魁(3) ｻｲﾄｳ ｶｲ 京都 西京高 15.15
52 寺田　享平(2) ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥取 鳥取中央育英高 15.17
53 松尾　一希(3) ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 神奈川 七里ガ浜高 15.18
54 谷垣　遼介(3) ﾀﾆｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 東京 工学院高 15.19
55 近藤　佑樹(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 愛知 知立東高 15.19
56 高畑　大輝(2) ﾀｶﾊﾀ ﾀﾞｲｷ 島根 大社高 15.19
57 林　　海里(2) ﾊﾔｼ ｶｲﾘ 岡山 玉野光南高 15.20
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【ジュニア男子　走高跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 藤田　渓太郎(3) ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 大阪 関大北陽高 2m16
2 瀬古　優斗(3) ｾｺ ﾕｳﾄ 滋賀 草津東高 2m13
3 鈴木　雅貴(3) ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 愛知 鶴城丘高 2m13
4 下元　龍也(3) ｼﾓﾓﾄ ﾀﾂﾔ 大阪 大阪桐蔭高 2m12
5 橋本　　陸(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 神奈川 市立橘高 2m12
6 角田　滉貴(3) ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ 兵庫 社高 2m10
7 北川　温矩(3) ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂﾉﾘ 福井 敦賀気比高 2m10
8 上鍵　政隆(2) ｼﾞｮｳｶｷﾞ ﾏｻﾀｶ 兵庫 龍野高 2m08
9 矢嶋　隼也(3) ﾔｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 兵庫 明石西高 2m07
10 澤田　奬汰(3) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 北海道 函館工高専 2m07
11 久家　俊希(3) ｸﾔ ﾄｼｷ 京都 鳥羽高 2m06
12 石川　　遼(3) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 東京 桐朋高 2m06
13 飯野　公紀(2) ｲｲﾉ ｺｳｷ 東京 東京高 2m06
14 高橋　佳五(2) ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 岩手 盛岡南高 2m06
15 岡部　　圭(3) ｵｶﾍﾞ ｹｲ 新潟 新発田中央高 2m05
16 奧濱　練真(2) ｵｸﾊﾏ ﾚﾝﾏ 沖縄 中部商高 2m04
17 杉本　康拓(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 愛知 安城学園高 2m04

【ジュニア男子　棒高跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 江島　雅紀(2) ｴｼﾞﾏ ﾏｻｷ 神奈川 荏田高 5m36
2 新井　拓磨(3) ｱﾗｲ ﾀｸﾏ 千葉 柏日体高 5m21
3 竹川　倖生(3) ﾀｹｶﾜ ｺｳｾｲ 静岡 富士宮北高 5m20
4 大久保　圭介(3) ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 香川 観音寺一高 5m15
5 吉田　賢明(2) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ 香川 観音寺中央高 5m11
6 上原　　響(3) ｳｴﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 群馬 市立前橋高 5m10
7 重藤　慶多(2) ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 香川 高松一高 5m03
8 小木曽　光(3) ｺｷﾞｿ ｺｳ 愛知 中京大中京高 5m00
9 石川　拓磨(3) ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 愛知 岡崎城西高 5m00
10 高橋　翔大(3) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 神奈川 横浜清風高 5m00
11 内田　涼太(3) ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 茨城 境高 5m00
12 佐藤　啓太(3) ｻﾄｳ ｹｲﾀ 福島 福島成蹊高 5m00
13 林　　大樹(3) ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 石川 石川県工高 4m96
14 荻田　比呂(3) ｵｷﾞﾀ ﾋﾛ 香川 香川高専宅間 4m91
15 蔵田　雅典(3) ｸﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 広島 近大東広島高 4m90
16 石橋　和也(2) ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 木更津総合高 4m90
17 南條　　稜(3) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳ 岡山 岡山商大附高 4m87
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【ジュニア男子　走幅跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 足達　一馬(3) ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 大阪 大阪桐蔭高 7m74
2 遠藤　泰司(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 大阪 大阪桐蔭高 7m62
3 小森　貴仁(3) ｺﾓﾘ ﾀｶﾋﾄ 佐賀 龍谷高 7m55
4 小田　大雅(2) ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 神奈川 桐蔭学園高 7m50
5 酒井　由吾(1) ｻｶｲ ﾕｳｺﾞ 東京 南多摩中等高 7m50
6 野本　祐成(3) ﾉﾓﾄ ﾕｳｾｲ 愛媛 八幡浜高 7m43
7 松兼　央八(2) ﾏﾂｶﾈ ﾋﾛﾔ 大阪 太成学院高 7m40
8 村上　　豪(3) ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 静岡 菊川南陵高 7m36
9 相川　心平(3) ｱｲｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 新潟 新潟商高 7m36
10 古橋　侑季(3) ﾌﾙﾊｼ ﾕｳｷ 岐阜 斐太高 7m33
11 西川　悠真(2) ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ 三重 宇治山田商高 7m32
12 毛利　亮太(3) ﾓｳﾘ ﾘｮｳﾀ 福岡 福岡一高 7m31
13 市田　雄大(2) ｲﾁﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 石川 小松工高 7m23
14 阿曽　彩登(3) ｱｿ ｱﾔﾄ 岡山 就実高 7m22
15 趙　　　振(2) ﾁｮｳ ｼﾝ 大阪 東大阪大柏原高 7m22
16 小野　武蔵(3) ｵﾉ ﾑｻｼ 大阪 高槻北高 7m21
17 米森　　亮(2) ﾖﾈﾓﾘ ﾘｮｳ 鹿児島 鹿児島高 7m20
18 藤澤　陽介(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｽｹ 福井 北陸高 7m20

【ジュニア男子　三段跳】
NO, 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録
1 水谷　　司(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂｶｻ 北海道 帯広農高 15m75
2 羽實　壮里(3) ﾊｼﾞﾂ ｿｳﾘ 岐阜 岐阜商高 15m19
3 加藤　準也(3) ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知 豊川高 15m00
4 保坂　翔也(4) ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ 三重 鈴鹿工高専 14m97
5 古賀　幹也(3) ｺｶﾞ ﾐｷﾔ 大阪 摂津高 14m90
6 佐々木　拓海(3) ｻｻｷ ﾀｸﾐ 岡山 岡山工高 14m81
7 田中　勝貴(3) ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 京都 西城陽高 14m81
8 平川　雄大(3) ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾀ 東京 片倉高 14m78
9 一戸　和成(2) ｲﾁﾉﾍ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉 市立船橋高 14m74
10 香坂　俊光(2) ｺｳｻｶ ﾄｼﾐﾂ 東京 三鷹中等高 14m73
11 横森　友朗(2) ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 韮崎高 14m69
12 相馬　奨之介(1) ｿｳﾏ ｼｮｳﾉｽｹ 福岡 福岡一高 14m66
13 三浦　崇太郎(2) ﾐｳﾗ ｿｳﾀﾛｳ 大分 大分舞鶴高 14m65


