
【ジュニア男子　60ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 坂田　育斗(3) ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取中央育英高 鳥取県 10.45
2 黒木　心貴(2) ｸﾛｷ ﾓﾄｷ 東京高 東京都 10.49
3 南山　義輝(3) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 小倉東高 福岡県 10.50
4 中村　僚真(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 龍谷大平安高 京都府 10.51
5 中道　泰貴(2) ﾅｶﾐﾁ ﾀｲｷ 浜松開誠館高 静岡県 10.53
6 佐野　由羽(3) ｻﾉ ﾕｳ 関大北陽高 大阪府 10.60
7 下里　尚輝(3) ｼﾓｻﾄ ﾅｵｷ 坂戸西高 埼玉県 10.62
8 中澤　悠哉(3) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 豊川高 愛知県 10.63
9 田中　宏季(3) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 前橋育英高 群馬県 10.64
10 山﨑　海(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲ 姉崎高 千葉県 10.64
11 宇野　大地(2) ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 桐蔭学園高 神奈川県 10.65
12 齋藤　諒平(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 九里学園高 山形県 10.66
13 樋口　一馬(3) ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高 長野県 10.66
14 江川　雅人(1) ｴｶﾜ ﾏｻﾄ 乙訓高 京都府 10.66
15 五十嵐　祐人(2) ｲｶﾗｼ ﾕｳﾄ 鶴岡工高 山形県 10.67
16 平良　光勇真(1) ﾀｲﾗ ﾋｭｳﾏ 石川高 沖縄県 10.67
17 津田　庸兵(3) ﾂﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 仙台育英高 宮城県 10.68
18 田中　応治(3) ﾀﾅｶ ﾏｻﾊﾙ 栗橋北彩高 埼玉県 10.69
19 淺利　玖朗人(2) ｱｻﾘ ｸﾛｳﾄﾞ 幡多農高 高知県 10.69
20 新崎　仁也(2) ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ 那覇西高 沖縄県 10.70
21 伴野　雄高(3) ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 甲府工高 山梨県 10.71
22 渡邉　陵(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 駿台甲府高 山梨県 10.71
23 滝本　勇仁(2) ﾀｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 関大北陽高 大阪府 10.71
24 菅田　悠仁(3) ｽｶﾞﾀ ﾕｳﾄ ｅＡ東京 東京都 10.72
25 藤堂　誉志(3) ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 安芸高 高知県 10.72
26 前田　拓夢(1) ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾑ 自由ケ丘高 福岡県 10.72
27 市根井　翔(3) ｲﾁﾈｲ ｼｮｳ 大宮東高 埼玉県 10.73
28 天野　快聖(3) ｱﾏﾉ ｶｲｾｲ 岡崎城西高 愛知県 10.73
29 山本　陣(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ 広島皆実高 広島県 10.73
30 土屋　拓斗(2) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 駿台甲府高 山梨県 10.74
31 増田　神斗(2) ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾝﾄ 駿河総合高 静岡県 10.74
32 佐野　斗和(3) ｻﾉ ﾄﾜ 岡崎城西高 愛知県 10.74
33 小倉　朱右(3) ｵｸﾞﾗ ｼｭｳ 鳴尾高 兵庫県 10.74
34 関根　響(3) ｾｷﾈ ｷｮｳ 郡山商高 福島県 10.75
35 鈴木　涼太(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浜松工高 静岡県 10.75
36 和田　瑞輝(3) ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 豊川高 愛知県 10.75
37 松尾　隆雅(3) ﾏﾂｵ ﾘｭｳｶﾞ 神辺旭高 広島県 21.09
38 笠谷　洸貴(3) ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 近大附高 大阪府 21.10
39 長尾　隆太郎(3) ﾅｶﾞｵ ﾘｭｳﾀﾛｳ 仙台育英高 宮城県 21.37
40 根本　万大(3) ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ 金井高 神奈川県 21.46
41 畑浦　秀哉(3) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ 生野高 大阪府 21.48
42 船越　翔太(3) ﾌﾅｺｼ ｼｮｳﾀ 新潟商高 新潟県 21.49
43 飯塚　拓巳(3) ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 藤枝明誠高 静岡県 21.49
44 樋口　優人(3) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 洛南高 京都府 21.49
45 井上　大地(2) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 東京高 東京都 21.50
46 丘田　龍弥(2) ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 社高 兵庫県 21.50
47 中井　準登(2) ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝﾄ 石部高 滋賀県 21.51
48 柴崎　悠斗(2) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳﾄ 米沢中央高 山形県 21.55
49 西沢　隆汰(3) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 近大高専 三重県 21.61
50 和西　玲旺(3) ﾜﾆｼ ﾚｵ 市立船橋高 千葉県 21.66
51 佐藤　玄主(2) ｻﾄｳ ｸﾛｽ 市尼崎高 兵庫県 21.66
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52 林　拓優(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 龍谷大平安高 京都府 21.68
53 和藤　一真(2) ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮崎工高 宮崎県 21.69
54 勝原　大輔(3) ｶﾂﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 太成学院高 大阪府 21.70
55 新居　裕大(2) ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 国際大和田高 大阪府 21.71
56 烏山　恵輔(2) ｶﾗｽﾔﾏ ｹｲｽｹ 東福岡高 福岡県 21.71
57 花田　シオン(2) ﾊﾅﾀ ｼｵﾝ 東海大浦安高 千葉県 21.72
58 佐藤　大樹(2) ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 雪谷高 東京都 21.72
59 小高　弘樹(2) ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 埼玉栄高 埼玉県 21.73
60 安田　圭吾(2) ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 日本工大駒場高 東京都 21.73
61 酒井　翼(2) ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 鳴門渦潮高 徳島県 21.74
62 山本　祐士(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 大阪桐蔭高 大阪府 21.75
63 白形　優充(2) ｼﾗｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 済美高 愛媛県 21.75

【ジュニア男子　1500ｍ】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 山田　翔雅(3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｶﾞ 愛知高 愛知県 1:50.55
2 加藤　健吾(3) ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 楊志館高 大分県 1:50.93
3 伊藤　壮太(3) ｲﾄｳ ｿｳﾀ 中京大中京高 愛知県 1:51.28
4 鳥居　風樹(1) ﾄﾘｲ ﾌｳｷ 中京大中京高 愛知県 1:52.25
5 鵜澤　葉月(1) ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 東海大望洋高 千葉県 1:52.26
6 本多　慶紀(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 磐田農高 静岡県 1:52.29
7 田口　雄貴(2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 東海大浦安高 千葉県 1:52.36
8 入江　亮輔(2) ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 春日部共栄高 埼玉県 1:52.54
9 大月　海世(3) ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大諏訪高 長野県 1:52.61
10 佐藤　駿太(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 九里学園高 山形県 1:52.62
11 松本　駿(1) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 智辯カレッジ高 奈良県 1:52.71
12 柴田　隆平(3) ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾍｲ 東大和高 東京都 1:52.76
13 齋藤　和希(3) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 広島皆実高 広島県 1:53.26
14 伊藤　理久也(2) ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 愛知黎明高 愛知県 1:53.29
15 宇野　佑亮(2) ｳﾉ ﾕｳｽｹ 岡崎城西高 愛知県 1:53.40
16 高山　裕樹(2) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 埼玉栄高 埼玉県 1:53.42
17 岩本　淳平(3) ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 枚方高 大阪府 1:53.62
18 久保田　飛翔(2) ｸﾎﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 関大北陽高 大阪府 1:53.69
19 中川　楓太(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 野津田高 東京都 1:53.89
20 岡田　太一(3) ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ 日大高 神奈川県 1:53.94
21 深澤　柊也(2) ﾌｶｻﾜ ｼｭｳﾔ 西和賀高 岩手県 1:53.96
22 髙谷　正義(3) ﾀｶﾔ ﾏｻﾖｼ 土浦湖北高 茨城県 1:54.16
23 野村　昂生(3) ﾉﾑﾗ ﾀｶｷ 知立東高 愛知県 1:54.20
24 鈴木　風春(3) ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 岡崎城西高 愛知県 1:54.22
25 藤原　悠帆(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾎ 須磨学園高 兵庫県 1:54.36
26 齊藤　晃生(2) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 小出高 新潟県 1:54.44
27 一瀬　泰大(3) ｲﾁﾉｾ ﾔｽﾋﾛ 九州国際大付高 福岡県 1:54.52
28 北　和慶(2) ｷﾀ ｶｽﾞﾖｼ 智辯カレッジ高 奈良県 1:54.54
29 中野　裕翔(3) ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 越谷西高 埼玉県 1:54.68
30 長明　泰成(3) ﾅｶﾞｱｷ ﾀｲｾｲ 桐蔭学園高 神奈川県 1:54.68
31 潮田　航大(3) ｳｼｵﾀﾞ ｺｳｷ 鹿島高 茨城県 1:54.71
32 今井　桜日(2) ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 鶴見高 神奈川県 1:54.92
33 依田　祥吾(3) ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 広島観音高 広島県 1:54.96
34 藤本　浩太郎(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 清風高 大阪府 3:54.57
35 沖田　龍誠(3) ｵｷﾀ ﾘｭｳｾｲ 岡崎城西高 愛知県 3:54.61
36 米山　健太 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾀ 専修走好会 神奈川県 3:55.07
37 三浦　隆寛(3) ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 大阪桐蔭高 大阪府 3:55.32
38 近藤　亨(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 愛知高 愛知県 3:55.88
39 川瀬　翔矢(3) ｶﾜｾ ｼｮｳﾔ 近大高専 三重県 3:56.04
40 清松　拓真(3) ｷﾖﾏﾂ ﾀｸﾏ 楊志館高 大分県 3:56.22
41 瀬戸　祐希(3) ｾﾄ ﾕｳｷ 興國高 大阪府 3:56.36
42 西田　雄飛(3) ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾋ 興國高 大阪府 3:56.73
43 前田　颯真(2) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾏ 関大北陽高 大阪府 3:57.29
44 田村　健人(2) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 大阪桐蔭高 大阪府 3:57.39



45 中倉　啓敦(1) ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知高 愛知県 3:57.50
46 坂元　祐喜(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 須磨学園高 兵庫県 3:57.51
47 能島　翼(2) ﾉｳｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 興國高 大阪府 3:57.68

【ジュニア男子　60ｍH】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 吉間　海斗(3) ﾖｼﾏ ｶｲﾄ 大塚高 大阪府 14.20
2 樋口　陸人(2) ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 奈良育英高 奈良県 14.25
3 髙田　奨太(3) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 塔南高 京都府 14.27
4 寺田　享平(3) ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥取中央育英高 鳥取県 14.40
5 丸山　優真(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 信太高 大阪府 14.41
6 井上　翔遥(3) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 西京高 山口県 14.47
7 植草　雄貴(2) ｳｴｸｻ ﾕｳｷ 磯辺高 千葉県 14.56
8 山口　大我(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 諫早農高 長崎県 14.60
9 西森　龍馬(3) ﾆｼﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 加古川西高 兵庫県 14.62
10 森口　諒也(3) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 東海大仰星高 大阪府 14.63
11 山崎　利洋(3) ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 倉吉西高 鳥取県 14.64
12 成澤　優雅(3) ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｶﾞ 東京高 東京都 14.65
13 徳岡　凌(2) ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 社高 兵庫県 14.66
14 川上　明日麻(2) ｶﾜｶﾐ ｱｽﾏ 荏田高 神奈川県 14.67
15 桑原　俊貴(3) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｼｷ 清水桜が丘高 静岡県 14.69
16 田川　渚(3) ﾀｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 咲くやこの花高 大阪府 14.70
17 谷　駿輔(3) ﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 関大北陽高 大阪府 14.70
18 山田　那衆(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｼｭ 日本文理高 新潟県 14.71
19 福本　廉(1) ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ 広島皆実高 広島県 14.71
20 丸山　哲平(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 清水桜が丘高 静岡県 14.74
21 清水　功一朗(2) ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 大阪桐蔭高 大阪府 14.74
22 阿部　龍斗(1) ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 福岡大附大濠高 福岡県 14.76
23 田中　廉人(3) ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 川崎市立橘高 神奈川県 14.78
24 久保田　太一(1) ｸﾎﾞﾀ ﾀｲﾁ 社高 兵庫県 14.80
25 永松　大弥(2) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲﾔ 小倉東高 福岡県 14.80
26 小林　亮太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 神辺旭高 広島県 14.81
27 大浦　竜城(2) ｵｵｳﾗ ﾀﾂｷ 和歌山北高 和歌山県 14.91
28 小堤　章誠(3) ｺﾂﾞﾂﾐ ｱｷﾖｼ 自由ケ丘高 福岡県 14.91
29 安齋　秀斗(3) ｱﾝｻﾞｲ ｼｭｳﾄ 荏田高 神奈川県 14.92
30 吉田　潤平(1) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 滝高 愛知県 14.92
31 南雲　優作(3) ﾅｸﾞﾓ ﾕｳｻｸ 関大北陽高 大阪府 14.93
32 二ノ宮　裕平(2) ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾍｲ 京都文教高 京都府 14.95
33 前田　篤志(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪桐蔭高 大阪府 14.95
34 矢野　智大(3) ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大阪桐蔭高 大阪府 14.97
35 安里　晃也(2) ｱｻﾄ ｺｳﾔ 中部商高 沖縄県 14.97
36 三宅　浩生(3) ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高 長野県 15.01
37 堂本　昌暉(2) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｻｷ 大塚高 大阪府 15.01
38 青葉　瞭(2) ｱｵﾊﾞ ﾘｮｳ 浜松商高 静岡県 15.02
39 難波　寛(2) ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 玉野光南高 岡山県 15.02
40 佐藤　史音(2) ｻﾄｳ ｼｵﾝ 酒田南高 山形県 15.03
41 北木　裕太(2) ｷﾀｷ ﾕｳﾀ 広島皆実高 広島県 15.03
42 寺木　慎一朗(3) ﾃﾗｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 敦賀高 福井県 15.04
43 三宅　航平(2) ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 山手学院高 神奈川県 15.06
44 森田　翔音(1) ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ 大塚高 大阪府 15.07
45 山内　樹(2) ﾔﾏｳﾁ ｲﾂｷ 関大北陽高 大阪府 15.07
46 中島　涼(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大阪桐蔭高 大阪府 15.08
47 高橋　郁斗(2) ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ 南多摩中等高 東京都 15.09
48 金井　駿賢(2) ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ 中京大中京高 愛知県 15.09
49 松村　哲平(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 立命館高 京都府 15.09
50 田中　尊之(2) ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 大塚高 大阪府 15.11
51 嶋野　一輝(1) ｼﾏﾉ ｶｽﾞｷ 浜松市立高 静岡県 15.13
52 福野　陸(2) ﾌｸﾉ ﾘｸ 宮崎工高 宮崎県 15.13
53 林　史也(2) ﾊﾔｼ ﾌﾐﾔ 一宮高 愛知県 15.14



54 山村　恵斗(1) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ 生野高 大阪府 15.14
55 森西　一希(2) ﾓﾘﾆｼ ｶｽﾞｷ 城南高 徳島県 15.14
56 栄田　竜生(1) ｴｲﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 諫早農高 長崎県 15.15
57 中村　祐貴(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 富山高 富山県 15.16
58 天岳　直樹(1) ｱﾏｵｶ ﾅｵｷ 東海大浦安高 千葉県 15.17
59 寺町　達也(1) ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡山工高 岡山県 15.17
60 定平　瑞希(3) ｻﾀﾞﾋﾗ ﾐｽﾞｷ 楊志館高 大分県 15.17
61 土田　雅徳(3) ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 酒田南高 山形県 15.19
62 長内　孝悦(2) ｵｻﾅｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 弘前南高 青森県 15.20
63 井手　優貴(2) ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 崇徳高 広島県 15.20

【ジュニア男子　走高跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 奥濱　練真(3) ｵｸﾊﾏ ﾚﾝﾏ 中部商高 沖縄県 2m13
2 金子　大貴(3) ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 日本文理高 新潟県 2m10
3 板東　琉太(2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀ 高松工芸高 香川県 2m10
4 小川　隼平(3) ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 塔南高 京都府 2m09
5 岩本　知樹(3) ｲﾜﾓﾄ ﾄｼｷ 大阪桐蔭高 大阪府 2m09
6 柴﨑　健司(3) ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 川崎市立橘高 神奈川県 2m07
7 小野　寛貴(3) ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高 長野県 2m07
8 大西　健介(3) ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 大塚高 大阪府 2m07
9 野中　廉也(3) ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ 龍谷高 佐賀県 2m07
10 亀﨑　晃輝(1) ｶﾒｻﾞｷ ｺｳｷ 伊奈高 茨城県 2m06
11 髙橋　竜輝(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 東京学館船橋高 千葉県 2m06
12 渡辺　尚(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 武相高 神奈川県 2m06
13 飯野　公紀(3) ｲｲﾉ ｺｳｷ 東京高 東京都 2m05
14 杉本　康拓(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 安城学園高 愛知県 2m05
15 森山　健太(2) ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝﾀ 武南高 埼玉県 2m04
16 濱崎　優祐(3) ﾊﾏｻｷ ﾕｳｽｹ 科技刈谷高 愛知県 2m04
17 東　直輝(2) ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 東海大仰星高 大阪府 2m04
18 片野　雄太(2) ｶﾀﾉ ﾕｳﾀ 観音寺一高 香川県 2m04
19 久保木　春佑(2) ｸﾎﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 鹿児島高 鹿児島県 2m04

【ジュニア男子　棒高跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 江島　雅紀(3) ｴｼﾞﾏ ﾏｻｷ 荏田高 神奈川県 5m46
2 吉田　賢明(3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ 観音寺中央高 香川県 5m15
3 石橋　和也(3) ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 木更津総合高 千葉県 5m10
4 重藤　慶多(3) ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 高松一高 香川県 5m10
5 宮川　泰明(3) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲﾒｲ 敦賀気比高 福井県 5m00
6 窪田　大輝(3) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｷ 浜松工高 静岡県 4m95
7 菅　颯一郎(2) ｶﾝ ｿｳｲﾁﾛｳ 神辺旭高 広島県 4m95
8 西波照間　匠(3) ﾆｼﾊﾃﾙﾏ ﾀｸﾐ 中部商高 沖縄県 4m95
9 小池　祐馬(3) ｺｲｹ ﾕｳﾏ 前橋育英高 群馬県 4m90
10 尾﨑　駿翔(2) ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 日体大柏高 千葉県 4m90
11 井上　貴明(3) ｲﾉｳｴ ﾀｶｱｷ 大塚高 大阪府 4m90
12 岡本　江琉(2) ｵｶﾓﾄ ｴﾙ 神辺旭高 広島県 4m90
13 山木　涼(2) ﾔﾏｷ ﾘｮｳ 観音寺中央高 香川県 4m90
14 森田　凌世(2) ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ 高松一高 香川県 4m90

【ジュニア男子　走幅跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録
1 小田　大雅(3) ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 桐蔭学園高 神奈川県 7m59
2 小林　大起(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西城陽高 京都府 7m46
3 米森　亮(3) ﾖﾈﾓﾘ ﾘｮｳ 鹿児島高 鹿児島県 7m45
4 酒井　由吾(2) ｻｶｲ ﾕｳｺﾞ 南多摩中等高 東京都 7m39
5 早坂　明(3) ﾊﾔｻｶ ｱｷﾗ 東京高 東京都 7m36
6 千吉良　一輝(3) ﾁｷﾞﾗ ﾋｶﾙ 前橋育英高 群馬県 7m34
7 髙橋　来唯(3) ﾀｶﾊｼ ﾗｲ 荏田高 神奈川県 7m34



8 畑中　慎也(3) ﾊﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 夕陽丘学園高 大阪府 7m30
9 日髙　修杜(2) ﾋﾀﾞｶ ｼｭｳﾄ 熊本中央高 熊本県 7m29
10 中野　裕仁(1) ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ 名城大附高 愛知県 7m28
11 松本　彗佑(2) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 奈良育英高 奈良県 7m28
12 上村　侑矢(2) ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾔ 敦賀高 福井県 7m25
13 三宅　諒亨(3) ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡山工高 岡山県 7m25
14 齋藤　隼(3) ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 武南高 埼玉県 7m20

【ジュニア男子　三段跳】
No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県 資格記録

1 竹之内　優汰(3) ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾀ 鹿児島南高 鹿児島県 15m59
2 横森　友朗(3) ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 韮崎高 山梨県 15m46
3 西村　恒太(3) ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀ 洛南高 京都府 15m35
4 岡本　健(3) ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 三原東高 広島県 15m33
5 泉谷　駿介(2) ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 武相高 神奈川県 15m20
6 河出　壱貫(3) ｶﾜﾃﾞ ｲｯｶﾝ 近大高専 三重県 15m10
7 瀧谷　京輔(3) ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ 洛南高 京都府 15m06
8 一戸　和成(3) ｲﾁﾉﾍ ｶｽﾞﾅﾘ 市立船橋高 千葉県 15m05
9 相馬　奨之介(2) ｿｳﾏ ｼｮｳﾉｽｹ 福岡第一高 福岡県 14m92

10 竹井　温巧(2) ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高 長野県 14m89
11 荒賀　崇碩(3) ｱﾗｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 西城陽高 京都府 14m86
12 吉川　光(3) ﾖｼｶﾜ ﾋｶﾙ 本庄一高 埼玉県 14m83
13 吉田　智也(3) ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 大宮東高 埼玉県 14m79
14 平野　涼太(2) ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾀ 筑紫高 福岡県 14m73
15 冨田　健人(2) ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 本庄一高 埼玉県 14m71
16 中澤　峻也(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 敦賀高 福井県 14m71
17 岩﨑　孝史(2) ｲﾜｻｷ ｺｳｼ 鹿児島高 鹿児島県 14m69
18 川西　紘生(2) ｶﾜﾆｼ ｺｳｷ 大阪桐蔭高 大阪府 14m67
19 島崎　慎太朗(3) ｼﾏｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 東福岡高 福岡県 14m66


