
【中学男子　60ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 溝口　塁生(3) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾙｲｷ 明石野々池中 兵庫県 10.83
2 稲毛　碧(3) ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ 新潟新潟柳都中 新潟県 10.88
3 宇野　勝翔(3) ｳﾉ ｼｮｳﾄ 福井市社中 福井県 10.89
4 川嶋　陸(3) ｶﾜｼﾏ ﾘｸ 浜松開誠館中 静岡県 10.90
5 平野　智也(2) ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 磐田一中 静岡県 10.90
6 川口　修平(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 長森南中 岐阜県 10.95
7 秋山　優希(3) ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 西郷一中 福島県 10.99
8 関根　功織(2) ｾｷﾈ ｲｵﾘ 栃木南中 栃木県 10.99
9 山﨑　智晴(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 新潟柏崎翔洋中 新潟県 10.99
10 山口　凜也(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾔ 坂井市丸岡南中 福井県 11.00
11 山西　勇介(3) ﾔﾏﾆｼ ﾕｳｽｹ 飛鳥中 三重県 11.00
12 土居　采暉(3) ﾄﾞｲ ｺﾄｷ 洲本青雲中 兵庫県 11.00
13 行田　篤弘(3) ｺｳﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 柏崎二中 新潟県 11.04
14 吉田　有佑(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 流山東深井中 千葉県 11.06
15 藤井　恒輝(3) ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 摂津三中 大阪府 11.06
16 鈴木　宥翔(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｼｮｳ 共愛学園中 群馬県 11.07
17 坂本　俊介(3) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 東大阪花園中 大阪府 11.07
18 深川　真平(3) ﾌｶｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 大阪玉出中 大阪府 11.07
19 白神　優一(3) ｼﾗｶﾞ ﾕｳｲﾁ OSIT&F 岡山県 11.08
20 坂東　日向(3) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 東大阪花園中 大阪府 11.09
21 島田　健太郎(3) ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 伊勢宮川中 三重県 11.10
22 伊庭　海哉(3) ｲﾊﾞ ｶｲﾔ 河南中 大阪府 11.11
23 重谷　大樹(2) ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 三国中 福岡県 11.11
24 矢崎　稜典(3) ﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 川崎宮前平中 神奈川県 11.12
25 馬淵　拓海(3) ﾏﾌﾞﾁ ﾀｸﾐ 浜松北浜中 静岡県 11.13
26 下村　翔太(3) ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 福米中 鳥取県 11.14
27 原　巧(3) ﾊﾗ ﾀｸﾐ 御前崎中 静岡県 11.15
28 中垣内　太智(2) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ 西郊中 三重県 11.15
29 那須　千晴(3) ﾅｽ ﾁﾊﾙ あさぎり中 熊本県 11.16
30 木梨　嘉紀(3) ｷﾅｼ ﾖｼｷ 津山中道中 岡山県 11.18
31 清水　貴保(3) ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾔｽ MAC 茨城県 11.19
32 番　一真(3) ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾏ 羽島竹鼻中 岐阜県 11.20
33 木藤　智也(3) ｷﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 浜松積志中 静岡県 11.20
34 樋口　航生(3) ﾋｸﾞﾁ ｺｳｷ 立命館中中 京都府 11.20
35 田村　嘉啓(3) ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 山口ＦＳＬ 山口県 11.20
36 日下部　晴人(3) ｸｻｶﾍﾞ ﾊﾙﾄ ＫＡＷ 熊本県 11.20
37 吉田　誠(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 茂原冨士見中 千葉県 11.21
38 筒井　健人(2) ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ 岡崎福岡中 愛知県 11.21
39 上原　広慈(3) ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 宜野湾普天間中 沖縄県 11.21
40 楠　亮太(3) ｸｽﾉｷ ﾘｮｳﾀ 立川一中 東京都 11.23
41 坂東　泰基(3) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 弥富中 愛知県 11.23
42 笠井　勇飛(3) ｶｻｲ ﾕｳﾋ 東海大翔洋中 静岡県 11.24
43 西山　樹(2) ﾆｼﾔﾏ ﾀﾂｷ 咲くやこの花中 大阪府 11.24
44 小林　拓未(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 西脇南中 兵庫県 11.24
45 大村　優斗(3) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾄ 石井中 徳島県 11.24
46 浅海　慎之助(3) ｱｻｳﾐ ｼﾝﾉｽｹ 船橋御滝中 千葉県 11.25
47 富澤　宏太(3) ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀ 中央銀座中 東京都 11.25
48 染井　真佑希(3) ｿﾒｲ ﾏﾕｷ 五十鈴中 三重県 11.25
49 岩井　誠大(3) ｲﾜｲ ｾｲﾀﾞｲ 西ノ岡中 京都府 11.25
50 相生　敦海(3) ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 三朝中 鳥取県 11.25
51 中澤　新(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中 長野県 11.26
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52 宮本　温志(3) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥取県鳥取西中 鳥取県 11.26
53 大見　剛正(3) ｵｵﾐ ｺｳｾｲ 同志社中 京都府 11.27
54 戸塚　諒(3) ﾄﾂﾞｶ ﾘｮｳ ｽﾎﾟｳｴﾙAC 静岡県 11.28
55 枝川　尚輝(3) ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾅｵｷ 神戸押部谷中 兵庫県 11.28
56 亀井　遼平(3) ｶﾒｲ ﾘｮｳﾍｲ 鴻ﾉ池SC 奈良県 11.28
57 竹内　大和(3) ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ 名塚中 愛知県 11.29
58 奥田　愛斗(3) ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ 香美香住一中 兵庫県 11.29
59 田淵　悠大(3) ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 香美香住一中 兵庫県 11.29
60 藤田　嵐(3) ﾌｼﾞﾀ ﾗﾝ 三豊三野津中 香川県 11.29
61 山本　開斗(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 西南学院中 福岡県 11.29
62 数野　大樹(3) ｶｽﾞﾉ ﾋﾛｷ 東京農業大一中 東京都 11.30
63 白邦　勇樹(3) ｼﾗｸﾆ ﾖﾝｽ 大垣西部中 岐阜県 11.30
64 藤原　和樹(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 浜松三方原中 静岡県 11.30
65 伊藤　太一(3) ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 多度中 三重県 11.30
66 細見　大樹(2) ﾎｿﾐ ﾀﾞｲｷ 丹波春日中 兵庫県 11.30
67 圓尾　優斗(2) ﾏﾙｵ ﾕｳﾄ 赤穂東中 兵庫県 11.30
68 藤原　寛人(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 東海大浦安中 千葉県 11.31
69 久住　蓮(3) ｸｽﾐ ﾚﾝ 新潟木崎中 新潟県 11.31
70 吉田　星矢(3) ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾔ 枚方桜丘中 大阪府 11.31
71 二井　悠太(3) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ 東大阪縄手南中 大阪府 11.31
72 結城　克海(3) ﾕｳｷ ｶﾂﾐ 御影中 兵庫県 11.31
73 阪口　颯良(3) ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 畝傍中 奈良県 11.31
74 塩田　響(3) ｼｵﾀ ﾋﾋﾞｷ 香芝中 奈良県 11.31
75 伊藤　聡志(3) ｲﾄｳ ｿｳｼ 高松北中 香川県 11.31
76 林　哉太(3) ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ 白子中 三重県 11.32
77 遠藤　祥彰(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 創徳中 三重県 11.32
78 福山　斗偉(3) ﾌｸﾔﾏ ﾄｲ 和歌山明和中 和歌山県 11.32
79 飯村　太一(3) ｲｲﾑﾗ ﾀｲﾁ 和歌山西脇中 和歌山県 11.32
80 税所　宏斗(3) ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 津山東中 岡山県 11.32
81 杉田　侑弥(2) ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ 藍住東中 徳島県 11.32
82 柴坂　磨拓(3) ｼﾊﾞｻｶ ﾏﾋﾛ 観音寺大野原中 香川県 11.32
83 木村　稜(3) ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 宮津中 京都府 21.91
84 木村　颯太(3) ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 新座二中 埼玉県 22.17
85 嘉奈　宏造(3) ｶﾅ ｺｳｿﾞｳ 福井市成和中 福井県 22.20
86 石田　健人(3) ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 郡山富田中 福島県 22.26
87 濱口　虎汰郎(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 文岡中 三重県 22.32
88 森田　大毅(3) ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ ﾐｳﾗSC 東京都 22.50
89 西村　鴻生(3) ﾆｼﾑﾗ ｺｳ 城南中 京都府 22.62
90 雀部　凌平(3) ｻｻﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 枚方楠葉中 大阪府 22.62
91 鈴木　基弘(3) ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 久喜中 埼玉県 22.69
92 安藤　光輝(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 土岐駄知中 岐阜県 22.75
93 安藤　慶祐(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 川崎宮前平中 神奈川県 22.79

【中学男子　800ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 澤田　翔平(3) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 枚方二中 大阪府 1:55.89
2 小林　駿介(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 横浜笹下中 神奈川県 1:57.79
3 大岩　歩夢(3) ｵｵｲﾜ ｱﾕﾑ 名古屋東港中 愛知県 1:58.01
4 石田　達大(3) ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 美浜中 福井県 1:58.08
5 大塚　陸渡(3) ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ 暁中 三重県 1:58.50
6 谷口　賢(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝ 青陵中 愛知県 1:58.77
7 南田　航希(3) ﾐﾅﾐﾀﾞ ｺｳｷ 泉佐野佐野中 大阪府 1:58.86
8 安達　理陽(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｵ 新潟光晴中 新潟県 1:59.10
9 松本　結叶(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 尾西二中 愛知県 1:59.84
10 荒堀　太一郎(3) ｱﾗﾎﾘ ﾀｲﾁﾛｳ 鴻ﾉ池SC 奈良県 1:59.84
11 藤原　広翔(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 上三川中 栃木県 1:59.89
12 新井　俊祐(3) ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 日進中 埼玉県 1:59.90
13 福字　涼太郎(3) ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 光室積中 山口県 1:59.99
14 山村　敏弥(3) ﾔﾏﾑﾗ ﾄｼﾔ 大阪狭山南中 大阪府 2:00.12



15 原田　愛星(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾄ 川口在家中 埼玉県 4:06.16
16 関口　絢太(3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京都 4:06.72
17 岩島　共汰(2) ｲﾜｼﾏ ｷｮｳﾀ 高山中山中 岐阜県 4:06.77

【中学男子　60ｍH】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 久保田　倖輔(3) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 播磨南中 兵庫県 13.85
2 宮井　拓夢(3) ﾐﾔｲ ﾀｸﾑ 大阪我孫子南中 大阪府 14.19
3 村上　翔(3) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 西脇南中 兵庫県 14.29
4 笹　敦博(3) ｻｻ ｱﾂﾋﾛ 城陽中 京都府 14.32
5 森澤　翔尉(3) ﾓﾘｻﾜ ｼｮｳｲ 中津川坂本中 岐阜県 14.34
6 米田　太陽(3) ｺﾒﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 下益城城南中 熊本県 14.47
7 森　誠也(3) ﾓﾘ ﾏｻﾔ 上大久保中 埼玉県 14.48
8 池田　唯人(3) ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾄ 東温重信中 愛媛県 14.51
9 古賀　翔吾(3) ｺｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 藤沢秋葉台中 神奈川県 14.55
10 新出　理羽人(3) ﾆｲﾃﾞ ﾘｳﾄ 咲くやこの花中 大阪府 14.55
11 近藤　翠月(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 柏崎東中 新潟県 14.56
12 周　嘉康(3) ｼｭｳ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪新北野中 大阪府 14.61
13 岸　海地(3) ｷｼ ｶｲﾁ 大阪白鷺中 大阪府 14.66
14 井手　浩貴(3) ｲﾃﾞ ﾋﾛｷ 修道中 広島県 14.68
15 山下　夏輝(3) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ 三豊高瀬中 香川県 14.72
16 川元　莉々輝(3) ｶﾜﾓﾄ ﾘﾘｷ 西宮学文中 兵庫県 14.80
17 松尾　結世(3) ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 厚生中 三重県 14.81
18 柏原　武流(3) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ ｽﾎﾟｳｴﾙAC 静岡県 14.84
19 山下　玲人(3) ﾔﾏｼﾀ ﾚｲﾄ 堺金岡南中 大阪府 14.84
20 〆田　航太(3) ｼﾒﾀﾞ ｺｳﾀ 西ノ岡中 京都府 14.86
21 赤松　幸祐(3) ｱｶﾏﾂ ｺｳｽｹ 三木東中 兵庫県 14.87
22 杉信　光(3) ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 久米中 鳥取県 14.89
23 高津　陸羽(3) ﾀｶﾂ ﾘｸﾊ 中央銀座中 東京都 14.91
24 原　惇也(2) ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久浅間中 長野県 14.96
25 田中　光(3) ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 倉吉鴨川中 鳥取県 14.99
26 原　稜介(1) ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 枚方中 大阪府 15.00
27 川上　優太(3) ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ SPE 岡山県 15.00
28 庵前　宥斗(3) ｱﾝﾉﾏｴ ﾕｳﾄ 飛鳥中 三重県 15.05
29 磯貝　幸翼(3) ｲｿｶﾞｲ ｺｳｽｹ 尼崎小田北中 兵庫県 15.07
30 河合　俊哉(3) ｶﾜｲ ﾄｼﾔ 巣鴨中 東京都 15.08
31 中村　翔馬(3) ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ 浜松江西中 静岡県 15.08
32 中西　創太(3) ﾅｶﾆｼ ｿｳﾀ 玉城中 三重県 15.10
33 土谷　遥輝(3) ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 木更津太田中 千葉県 15.11
34 鎮西　吟之丈(3) ﾁﾝｾﾞｲ ｷﾞﾝﾉｼﾞｮｳ 与野東中 埼玉県 15.12
35 小林　真名世(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｾ 横浜奈良中 神奈川県 15.12
36 玉村　燿士(3) ﾀﾏﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 西小倉中 京都府 15.12
37 竹之内　孝祐(3) ﾀｹﾉｳﾁ ｺｳｽｹ 東大阪石切中 大阪府 15.13
38 中戸　大樹(3) ﾅｶﾄ ﾀﾞｲｷ 明石衣川中 兵庫県 15.14
39 安達　海渡(2) ｱﾀﾞﾁ ｶｲﾄ 我孫子湖北中 千葉県 15.18
40 和田　凜(3) ﾜﾀﾞ ﾘﾝ 畝傍中 奈良県 15.18
41 江頭　亮(3) ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳ 堺金岡南中 大阪府 15.20
42 望月　結斗(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲﾄ 川西清和台中 兵庫県 15.20

【中学男子　棒高跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 古澤　一生(2) ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 高崎新町中 群馬県 4m75
2 山本　竜也(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 中之条中 群馬県 4m60
3 山下　哲也(2) ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾔ 浜松春野中 静岡県 4m50
4 小林　拓己(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 前橋芳賀中 群馬県 4m40
5 市川　歩(3) ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ 浜松春野中 静岡県 4m30
6 山川　爽(3) ﾔﾏｶﾜ ｿｳ 小俣中 三重県 4m30
7 白井　颯斗(3) ｼﾗｲ ｿｳﾄ 玉城中 三重県 4m30
8 増井　晶(3) ﾏｽｲ ｱｷﾗ 玉城中 三重県 4m30



9 森本　竜二(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 君津中 千葉県 4m21
10 杉浦　陽悠(3) ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾕｳ 西尾鶴城中 愛知県 4m21
11 安部　公士郎(3) ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中 長野県 4m20
12 松井　駿斗(3) ﾏﾂｲ ｼｭﾝﾄ 小俣中 三重県 4m20
13 吉田　肖聡(3) ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾄ 加古川氷丘中 兵庫県 4m20
14 井辺　敬太(3) ｲﾝﾍﾞ ｹｲﾀ 近大附和歌山中 和歌山県 4m20
15 中村　徳寿(3) ﾅｶﾑﾗ ﾄｸﾋｻ 高松木太中 香川県 4m20
16 石川　天斗(3) ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄ 観音寺大野原中 香川県 4m20
17 篠原　蓮(3) ｼﾉﾊﾗ ﾚﾝ 三豊高瀬中 香川県 4m20

【中学男子　走幅跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 和田　晃輝(3) ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 枚方楠葉西中 大阪府 7m40
2 森　愛基(3) ﾓﾘ ｱｲｷ 大柿中 広島県 7m01
3 藤本　大輝(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 一身田中 三重県 6m94
4 麻沼　慎太郎(3) ｱｻﾇﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 桐朋中 東京都 6m92
5 宮瀬　巧斗(3) ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 宇部上宇部中 山口県 6m92
6 宮　惇十(3) ﾐﾔ ｱﾂﾄ 練馬谷原中 東京都 6m90
7 小川　脩平(3) ｵｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 南城大里中 沖縄県 6m90
8 江田　拓斗(3) ｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 加須北川辺中 埼玉県 6m87
9 小川　雄人(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 咲くやこの花中 大阪府 6m86
10 京角　遥都(3) ｷｮｳｶｸ ﾊﾙﾄ 八王子五中 東京都 6m85
11 小畑　葵(3) ｵﾊﾞﾀ ｱｵｲ 佐伯鶴谷中 大分県 6m84
12 神谷　翔矢(3) ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ 長良中 愛知県 6m71
13 安田　悠生(3) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 川西中 兵庫県 6m71
14 岡田　太一(3) ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ 愛媛大附属中 愛媛県 6m71
15 深井　敦央(3) ﾌｶｲ ｱﾂﾋﾛ 竜南中 熊本県 6m70
16 中島　陽輝(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ おおたｽﾎﾟｰﾂ 群馬県 6m67
17 熊田　統弥(3) ｸﾏﾀﾞ ﾄｳﾔ 福島四中 福島県 6m66
18 大岩　聖汰(3) ｵｵｲﾜ ｼｮｳﾀ 滝中 愛知県 6m66
19 濱﨑　諒也(3) ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳﾔ 豊橋豊岡中 愛知県 6m65
20 有村　拓巳(3) ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾐ 鹿児島Jr 鹿児島県 6m65
21 堀口　大輔(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 町田南大谷中 東京都 6m62
22 田中　宏祐(3) ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 交野二中 大阪府 6m62
23 中嶋　樹(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾂｷ 西宮上甲子園中 兵庫県 6m61
24 神橋　拓真(3) ｶﾝﾊﾞｼ ﾀｸﾏ 畝傍中 奈良県 6m61


