
第6回　全国高校選抜　エントリーリスト 2018/08/11掲載

エントリー種目 氏名(学年) カナ 所属 都道府県 資格記録
1 男子 3000m 安井　遥祐(3) ﾔｽｲ ﾖｳｽｹ 北野高 大阪 1:52.73
2 男子 3000m 花牟礼　隆太(3) ﾊﾅﾑﾚ ﾘｭｳﾀ 日体大柏高 千葉 1:52.80
3 男子 3000m 飯濵　友太郎(2) ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 立教新座高 埼玉 1:53.10
4 男子 3000m 大塚　陸渡(2) ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ 日体大柏高 千葉 1:53.21
5 男子 3000m 平松　昂龍(3) ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾘｭｳ 岡崎城西高 愛知 1:53.47
6 男子 3000m 中野　裕太(3) ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 大阪桐蔭高 大阪 1:53.95
7 男子 3000m 飯澤　千翔(3) ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 山梨学院高 山梨 3:48.20
8 男子 3000m 石田　洸介(1) ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京農大二高 群馬 3:49.72
9 男子 3000m 杉本　龍陽(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 札幌日本大学高 北海道 3:49.96

10 男子 3000m 中倉　啓敦(3) ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知高 愛知 3:49.99
11 男子 3000m 小林　竜也(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 水城高 茨城 3:50.71
12 男子 3000m 西川　魁星(3) ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 市立太田高 群馬 3:51.45
13 男子 3000m 伊豫田　達弥(3) ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 舟入高 広島 3:51.70
14 男子 3000m 家吉　新大(2) ｲｴﾖｼ ｱﾗﾀ 和歌山北高 和歌山 3:51.71
15 男子 3000m 山谷　昌也(3) ﾔﾏﾀﾆ ﾏｻﾔ 水城高 茨城 3:51.88
16 男子 3000m 近藤　亨(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 愛知高 愛知 3:52.38
17 男子 3000m 前田　陸(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 愛知高 愛知 3:53.39
18 男子 3000m 平　駿介(3) ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 白石高 佐賀 3:53.41
19 男子 3000m 松本　康汰(3) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 愛知高 愛知 3:53.50
20 男子 3000m 靏本　大晴(3) ﾂﾙﾓﾄ ﾀｲｾｲ 履正社高 大阪 3:53.68
21 男子 3000m 松嶋　陸(3) ﾏﾂｼﾏ ﾘｸ 須磨学園高 兵庫 3:53.73
22 男子 3000m 近藤　幸太郎(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 豊川工高 愛知 3:53.78
23 男子 110mMH 大亀　詩門(2) ｵｵｶﾒ ｼﾓﾝ 就実高 岡山 6.97
24 男子 110mMH 塩嶋　璃央(2) ｼｵｼﾞﾏ ﾘｵｳ 横須賀学院高 神奈川 6.98
25 男子 110mMH 山本　麟太郎(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 美濃加茂高 岐阜 6.99
26 男子 110mMH 河合　優作(3) ｶﾜｲ ﾕｳｻｸ 岡崎城西高 愛知 7.01
27 男子 110mMH 伊藤　千洸(2) ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 盛岡南高 岩手 7.03
28 男子 110mMH 吉野　俊介(3) ﾖｼﾉ ｼｭﾝｽｹ 姉崎高 千葉 7.07
29 男子 110mMH 千田　優真(3) ﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ 盛岡南高 岩手 7.13
30 男子 110mMH 田中　宏祐(2) ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 摂津高 大阪 7.36
31 男子 110mMH 錦織　岳(3) ﾆｼｷｵﾘ ﾀｹﾙ 姉崎高 千葉 7.60
32 男子 110mMH 秋山　裕樹(3) ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 川崎市立橘高 神奈川 7.62
33 男子 110mMH 木梨　嘉紀(2) ｷﾅｼ ﾖｼｷ 津山高 岡山 10.69
34 男子 110mMH 森田　翔音(3) ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ 大塚高 大阪 10.72
35 男子 110mMH 武内　秀斗(2) ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾄ 八幡浜高 愛媛 10.80
36 男子 110mMH 増本　大吾(3) ﾏｽﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 検見川高 千葉 10.85
37 男子 110mMH 小藤　嵐(3) ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 倉敷工業高 岡山 10.86
38 男子 110mMH 椎野　稜也(3) ｼｲﾉ ﾘｸﾔ 川崎市立橘高 神奈川 10.87
39 男子 110mMH 西　陸斗(2) ﾆｼ ﾘｸﾄ 倉敷工業高 岡山 10.90
40 男子 110mMH 原川　浩太朗(2) ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 西京高 山口 10.90
41 男子 300mH 西谷　美輝(3) ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥取中央育英高 鳥取 14.44
42 男子 300mH 柴崎　駿希(2) ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｷ 米沢中央高 山形 14.47
43 男子 300mH 石崎　浩大(3) ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 盛岡南高 岩手 14.64
44 男子 300mH 宮井　拓夢(2) ﾐﾔｲ ﾀｸﾑ 大塚高 大阪 14.64
45 男子 300mH 中澤　航介(2) ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 生野高 大阪 14.66
46 男子 300mH 乙武　祐輝(3) ｵﾄﾀｹ ﾕｳｷ 高松北高 香川 14.69
47 男子 300mH 森西　侑人(3) ﾓﾘﾆｼ ﾕｳﾄ 鳴門渦潮高 徳島 14.71
48 男子 300mH 鍋元　慶次(2) ﾅﾍﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ 川崎市立橘高 神奈川 14.73
49 男子 300mH 榎本　光輝(3) ｴﾉﾓﾄ ﾐﾂｷ 文京高 東京 14.75
50 男子 300mH 片岡　巧(1) ｶﾀｵｶ ﾀｸﾐ 川崎市立橘高 神奈川 14.75
51 男子 300mH 宮﨑　匠(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 東福岡高 福岡 14.75
52 男子 300mH 太細　龍人(3) ﾀﾞｻｲ ﾀﾂﾄ 東北学院榴岡高 宮城 14.76
53 男子 300mH 岩元　楓磨(2) ｲﾜﾓﾄ ﾌｳﾏ 東大阪大柏原高 大阪 14.76
54 男子 300mH 池田　海(1) ｲｹﾀﾞ ｶｲ 松山北高 愛媛 14.78
55 男子 300mH 辻　日向(2) ﾂｼﾞ ﾋｭｳｶﾞ 岡崎高 愛知 14.82
56 男子 300mH 迫田　悠仁(3) ｻｺﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 関大北陽高 大阪 14.82
57 男子 300mH 村上　翔(2) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 西脇高 兵庫 14.83
58 男子 300mH 野志　彪(3) ﾉｼ ﾋｭｳｶﾞ 滝川第二高 兵庫 14.85
59 男子 300mH 境　悠也(2) ｻｶｲ ﾕｳﾔ 宗像高 福岡 14.86
60 男子 300mH 豊田　颯(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾔﾃ 日立工高 茨城 21.65
61 男子 300mH 小笹　龍世(3) ｺｻﾞｻ ﾘｭｳｾｲ 福翔高 福岡 21.97
62 男子 300mH 宮本　光樹(3) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 龍野北高 兵庫 21.99
63 男子 300mH 酒井　和馬(3) ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高 長野 22.03
64 男子 300mH 石田　蒼万(3) ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ 浜名高 静岡 22.05
65 男子 300mH 柴山　倫太朗(3) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 名古屋西高 愛知 22.05
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66 男子 300mH 米沢　匠(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 大宮南高 埼玉 22.09
67 男子 300mH 松浦　隆尚(2) ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾏｻ 横浜清風高 神奈川 48.71
68 男子 300mH 高橋　竜成(3) ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾅﾘ つくば秀英高 茨城 48.76
69 男子 300mH 中谷　竜麻(3) ﾅｶﾀﾞﾆ ﾘｭｳﾏ 岡崎城西高 愛知 48.94
70 男子 300mH 平田　悠一郎(3) ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 土佐高 高知 48.94
71 男子 300mH 佐々木　将哉(3) ｻｻｷ ﾏｻﾔ 東北学院榴岡高 宮城 49.04
72 男子 300mH 馬出　晟冶(3) ｳﾏﾃﾞ ｾｲﾔ 四学香川西高 香川 49.06
73 男子 300mH 水口　海(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｲ 立命館慶祥高 北海道 49.14
74 男子 300mH 田村　光(3) ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 日立工高 茨城 49.20
75 男子 300mH 田中　宏祐(2) ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 摂津高 大阪 49.22
76 男子 300mH 常住　優太(3) ﾂﾈｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 木更津総合高 千葉 49.24
77 男子 300mH 石丸　竣也(3) ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 光高 山口 49.35
78 男子 300mH 内藤　源一郎(2) ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 北摂三田高 兵庫 49.39
79 男子 300mH 三村　剛輝(3) ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 姫路東高 兵庫 49.43
80 男子 300mH 成瀬　朝日(2) ﾅﾙｾ ｱｻﾋ 茨木高 大阪 49.44
81 男子 300mH 松下　祐也(3) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 日体大荏原高 東京 49.48
82 男子 300mH 伊奈　颯太(3) ｲﾅ ｿｳﾀ 豊川高 愛知 51.32
83 男子 300mH 花岡　一摩(3) ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞﾏ 東福岡高 福岡 51.34
84 男子 300mH 後藤　颯汰(3) ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾀ 五島高 長崎 51.37
85 男子 300mH 山　彩大(3) ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾔﾀ 逗子高 神奈川 51.46
86 男子 300mH 藤原　誉(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾏﾚ 社高 兵庫 51.94
87 男子 300mH 出口　晴翔(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 東福岡高 福岡 52.03
88 男子 300mH 山村　恵斗(3) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ 生野高 大阪 52.09
89 男子 300mH モーティマー　悟(3) ﾓｰﾃｨﾏｰ ｻﾄﾙ 大塚高 大阪 52.15
90 男子 300mH 吉盛　大樹(3) ﾖｼﾓﾘ ﾀｲｷ 姫路飾西高 兵庫 52.18
91 男子 300mH 河野　彰真(3) ｺｳﾉ ｼｮｳﾏ 生野高 大阪 52.19
92 男子 300mH 濵田　寛志(2) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 汎愛高 大阪 52.20
93 男子 600m 白井　一央(3) ｼﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台西高 宮城 47.08
94 男子 600m 吉川　崚(2) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 千葉東高 千葉 47.60
95 男子 600m 小倉　大貴(3) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取西高 鳥取 47.65
96 男子 600m 中川　諒(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 滝川第二高 兵庫 47.84
97 男子 600m 西山　遥斗(3) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 宇治山田商高 三重 48.14
98 男子 600m 笹田　仁(3) ｻｻﾀﾞ ｼﾞﾝ 大阪高 大阪 48.18
99 男子 600m 前川　翔(3) ﾏｴｶﾜ ｼｮｳ 三田松聖高 兵庫 48.18

100 男子 600m 田口　竜也(3) ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 市尼崎高 兵庫 48.19
101 男子 600m 山﨑　優希(3) ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 東播工高 兵庫 48.21
102 男子 600m 遠近　正陽(2) ﾄｵﾁｶ ﾏｻﾊﾙ 三田高 兵庫 48.24
103 男子 600m 明石　昂樹(3) ｱｶｼ ｺｳｷ 武南高 埼玉 48.36
104 男子 600m 中道　一紗(2) ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ 仙台高専広瀬高 宮城 48.49
105 男子 600m 河野　彰真(3) ｺｳﾉ ｼｮｳﾏ 生野高 大阪 48.61
106 男子 600m 松浦　隆尚(2) ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾏｻ 横浜清風高 神奈川 48.71
107 男子 600m 橋本　大輝(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 藤枝明誠高 静岡 48.72
108 男子 600m 森田　大毅(2) ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 日大豊山高 東京 48.92
109 男子 600m 阪本　育(3) ｻｶﾓﾄ ｲｸ 摂津高 大阪 48.95
110 男子 600m 濱野　兼多(2) ﾊﾏﾉ ｹﾝﾀ 希望ヶ丘高 神奈川 49.00
111 男子 600m 北村　祐人(3) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 横須賀23高 愛知 49.03
112 男子 600m 佐々木　将哉(3) ｻｻｷ ﾏｻﾔ 東北学院榴岡高 宮城 49.04
113 男子 600m 田村　光(3) ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 日立工高 茨城 49.20
114 男子 600m 矢野　正也(3) ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡山学芸館高 岡山 49.22
115 男子 600m 柴田　龍海(2) ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 大分東明高 大分 49.24
116 男子 600m 花田　雄飛(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾋ 時習館高 愛知 49.25
117 男子 600m 出口　星翔(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾎｼﾄ 乙訓高 京都 49.27
118 男子 600m 森　英寿(3) ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 港北高 神奈川 49.32
119 男子 600m 岡野　太一(2) ｵｶﾉ ﾀｲﾁ 下妻一高 茨城 49.39
120 男子 600m 坂本　龍星(3) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 興國高 大阪 49.42
121 男子 600m 平原　昌平(3) ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 尼崎西高 兵庫 49.43
122 男子 600m 池田　翔紀(3) ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野高 長野 49.44
123 男子 600m 福字　涼太郎(2) ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 光高 山口 49.44
124 男子 600m 鵜澤　葉月(3) ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 東海大望洋高 千葉 49.47
125 男子 600m 税所　宏斗(2) ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 美作高 岡山 49.47
126 男子 600m 佐藤　佑樹(2) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 桐蔭学園高 神奈川 49.49
127 男子 600m 日尾　悠人(3) ﾋｵ ﾕｳﾄ 水橋高 富山 49.49
128 男子 600m 杉町　匠海(3) ｽｷﾞﾏﾁ ﾀｸﾐ 龍野北高 兵庫 49.49
129 男子 600m 高山　翔悟(3) ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 塔南高 京都 49.50
130 男子 600m 児玉　悠作(3) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高 長野 52.96
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131 男子 600m 末木　拓生(3) ｽｴｷ ﾋﾛｷ 鳴門渦潮高 徳島 53.21
132 男子 600m 神徳　元太(3) ｺｳﾄｸ ｹﾞﾝﾀ 大分雄城台高 大分 53.53
133 男子 600m 田中　塁(3) ﾀﾅｶ ﾙｲ 出雲高 島根 53.60
134 男子 600m 新垣　颯斗(1) ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 桜丘23高 愛知 53.82
135 男子 600m 西山　翔(3) ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳ 網野高 京都 53.93
136 男子 2000m障害 南田　航希(2) ﾐﾅﾐﾀﾞ ｺｳｷ 大塚高 大阪 1:51.91
137 男子 2000m障害 永井　翔真(2) ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾏ 岡崎城西高 愛知 1:53.52
138 男子 2000m障害 五十嵐　堅太郎(2) ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ 聖望高 埼玉 1:54.02
139 男子 2000m障害 中山　健介(3) ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｽｹ 下館一高 茨城 1:54.05
140 男子 2000m障害 村田　航輝(2) ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 修猷館高 福岡 1:54.09
141 男子 2000m障害 津田　竜太朗(3) ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大塚高 大阪 1:54.39
142 男子 2000m障害 笠羽　秀輝(3) ｶｻﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 日大高 神奈川 1:54.61
143 男子 2000m障害 髙橋　悠斗(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 利府高 宮城 1:55.38
144 男子 2000m障害 野口　光盛(3) ﾉｸﾞﾁ ｺｳｾｲ だいせん支援高 大阪 1:55.44
145 男子 2000m障害 岡本　楓賀(3) ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶﾞ 小野高 兵庫 1:55.69
146 男子 2000m障害 増本　一真(3) ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 神戸鈴蘭台高 兵庫 1:55.72
147 男子 2000m障害 髙梨　陸(3) ﾀｶﾅｼ ﾘｸ 柴田高 宮城 1:55.75
148 男子 2000m障害 柴田　快飛(2) ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 岡崎城西高 愛知 1:55.79
149 男子 2000m障害 茅森　志温(3) ｶﾔﾓﾘ ｼｵﾝ 土浦湖北高 茨城 1:55.88
150 男子 2000m障害 松本　康汰(3) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 愛知高 愛知 3:53.50
151 男子 2000m障害 漆畑　瑠人(3) ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 鹿児島城西高 鹿児島 3:54.39
152 男子 3000m競歩 竹内　滉一(3) ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高 長野 1:56.85
153 男子 3000m競歩 和田　輝(3) ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 松本国際高 長野 1:59.11
154 男子 3000m競歩 山名　燿平(3) ﾔﾏﾅ ﾖｳﾍｲ 雪谷高 東京 1:59.27
155 男子 3000m競歩 畑村　恵太(2) ﾊﾀﾑﾗ ｹｲﾀ 盛岡市立高 岩手 1:59.29
156 男子 3000m競歩 入江　和輝(2) ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 春日部共栄高 埼玉 1:59.55
157 男子 3000m競歩 岡　健悟(2) ｵｶ ｹﾝｺﾞ 春日部東高 埼玉 1:59.66
158 男子 3000m競歩 谷　颯人(2) ﾀﾆ ﾊﾔﾄ 赤穂高 兵庫 1:59.66
159 男子 3000m競歩 高木　晴彦(2) ﾀｶｷ ﾊﾙﾋｺ 新見高 岡山 2:00.12
160 男子 3000m競歩 伊藤　夢希斗(3) ｲﾄｳ ﾕｷﾄ 笠田高 香川 2:00.93
161 男子 3000m競歩 安東　才超(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｻｲｷ 夕陽丘学園高 大阪 2:01.30
162 男子 3000m競歩 波部　倫大郎(3) ﾊﾍﾞ ﾐﾁﾀﾛｳ 三田松聖高 兵庫 2:01.37
163 男子 3000m競歩 小森　宝(3) ｺﾓﾘ ﾀｶﾗ 三田松聖高 兵庫 2:01.42
164 男子 3000m競歩 瀬理　次元(2) ｾﾘ ｼﾞｹﾞﾝ 履正社高 大阪 2:01.52
165 男子 3000m競歩 若林　一沙(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｯｻ 八王子高 東京 2:01.57
166 男子 3000m競歩 杉本　翔(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｶｹﾙ 春日部東高 埼玉 2:01.66
167 男子 3000m競歩 明神　和弥(1) ﾐｮｳｼﾞﾝ ｶｽﾞﾔ 履正社高 大阪 2:01.92
168 男子 3000m競歩 平野　佑磨(2) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾏ 西宮南高 兵庫 2:02.04
169 男子 3000m競歩 姫野　稀央(2) ﾋﾒﾉ ｷｵ 鳥栖工高 佐賀 2:02.13
170 男子 3000m競歩 野村　大輝(2) ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 川越高 三重 2:02.17
171 男子 3000m競歩 服部　正季(3) ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 教育ｾﾝﾀｰ附高 大阪 2:02.33
172 男子 3000m競歩 仙波　祐太(1) ｾﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 江戸川取手高 茨城 2:02.48
173 男子 3000m競歩 大内　優治(3) ｵｵｳﾁ ﾏｻﾊﾙ 笠間高 茨城 2:02.70
174 男子 3000m競歩 柳下　智史(2) ﾔｷﾞｼﾀ ﾄﾓｼ 茨木高 大阪 2:02.86
175 男子 3000m競歩 丸山　隼矢(1) ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 四ツ葉学園高 群馬 2:02.90
176 男子 3000m競歩 鳥井　直人(3) ﾄﾘｲ ﾅｵﾄ 春日部共栄高 埼玉 2:03.00
177 男子 3000m競歩 松川　雅虎(3) ﾏﾂｶﾜ ﾐﾔﾄ 花巻東高 岩手 3:57.43
178 男子 3000m競歩 上林　大地(3) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 飾磨工高 兵庫 4:00.66
179 男子 3000m競歩 北條　雄士(3) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 飾磨工高 兵庫 4:04.58
180 男子 3000m競歩 市川　浩希(2) ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ 春日部東高 埼玉 4:05.55
181 男子 3000m競歩 菊川　真之(2) ｷｸｶﾜ ﾏｻﾕｷ 飾磨工高 兵庫 4:06.95
182 男子 3000m競歩 海老澤　幸太(3) ｴﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 春日部東高 埼玉 4:09.33
183 男子 3000m競歩 小出　橘平(1) ｺｲﾃﾞ ｷｯﾍﾟｲ 高知中央高 高知 4:09.33
184 男子 3000m競歩 松本　直樹(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 名古屋高 愛知 4:09.39
185 男子 3000m競歩 安田　慎太郎(3) ﾔｽﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 横浜高 神奈川 4:09.57
186 男子 3000m競歩 古谷野　智洋(2) ｺﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 岡山操山高 岡山 4:09.81
187 男子 3000m競歩 白髭　一生(3) ｼﾗﾋｹﾞ ｲｯｾｲ 飾磨工高 兵庫 15:11.45
188 男子 3000m競歩 西本　将(3) ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳ 飾磨工高 兵庫 15:18.87
189 男子 砲丸投 関　竜冴(3) ｾｷ ﾘｭｳｶﾞ 市尼崎高 兵庫 15.08
190 男子 砲丸投 谷﨑　良樹(3) ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｼｷ 敦賀高 福井 15.58
191 男子 砲丸投 加島　辰哉(3) ｶｼﾏ ﾀﾂﾔ 市尼崎高 兵庫 16.05
192 男子 砲丸投 杉野　斗夢(3) ｽｷﾞﾉ ﾄﾑ 大体大浪商高 大阪 16.29
193 男子 砲丸投 内海　祐樹(3) ｳﾂﾐ ﾕｳｷ 花園高 京都 16.37
194 男子 砲丸投 松田　貫汰(3) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ 咲くやこの花高 大阪 17.08
195 男子 砲丸投 山下　航生(3) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 市立岐阜商高 岐阜 17.29
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196 男子 砲丸投 長瀬　樹(3) ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 名古屋大谷高 愛知 40.04
197 男子 砲丸投 佐藤　滉徳(2) ｻﾄｳ ｺｳﾄｸ 札幌啓成高 北海道 40.05
198 男子 砲丸投 木村　桜輝(2) ｷﾑﾗ ｵｳｷ 彦根翔西館高 滋賀 40.06
199 男子 砲丸投 増田　有真(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾏ 市尼崎高 兵庫 40.18
200 男子 砲丸投 齋藤　祥太郎(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 綾瀬高 神奈川 40.33
201 男子 砲丸投 山根　大輝(2) ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 田辺高 京都 40.72
202 男子 砲丸投 矢野　大輔(3) ﾔﾉ ﾀﾞｲｽｹ 滝川高 兵庫 40.83
203 男子 砲丸投 石崎　大輔(3) ｲｼｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京成徳高 東京 41.16
204 男子 砲丸投 大石　晃嗣(2) ｵｵｲｼ ｺｳｼﾞ 玉野光南高 岡山 42.05
205 男子 砲丸投 坂口　昇大(1) ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 大塚高 大阪 42.13
206 男子 砲丸投 杉山　潤(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 東海大相模高 神奈川 42.21
207 男子 砲丸投 大村　悠真(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 神戸高専高 兵庫 42.74
208 男子 砲丸投 小林　大成(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 神戸第一高 兵庫 43.58
209 男子 砲丸投 水谷　勇斗(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 就実高 岡山 45.39
210 男子 砲丸投 瓜生島　甫(3) ｳﾘｭｳｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 大塚高 大阪 46.00
211 男子 砲丸投 齋　大輝(3) ｻｲ ﾋﾛｷ 塩釜高 宮城 46.03
212 男子 砲丸投 永井　千啓(3) ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 明石西高 兵庫 47.46
213 男子 砲丸投 三井　康平(2) ﾐﾂｲ ｺｳﾍｲ 稲生高 三重 47.53
214 男子 砲丸投 執行　大地(2) ｼｷﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 市尼崎高 兵庫 50.48
215 男子 スプリントトライアスロン 堀口　龍生(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 彦根翔西館高 滋賀 706
216 男子 スプリントトライアスロン 川上　琢豊(3) ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾄ 和歌山北高 和歌山 706
217 男子 スプリントトライアスロン 野中　楓(3) ﾉﾅｶ ｶｴﾃﾞ 滝川第二高 兵庫 709
218 男子 スプリントトライアスロン 藤田　匠海(3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 津島高 愛知 711
219 男子 スプリントトライアスロン 井上　竜誓(3) ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 神港学園高 兵庫 711
220 男子 スプリントトライアスロン 田中　隆太郎(1) ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 摂津高 大阪 726
221 男子 スプリントトライアスロン 堤　友希(2) ﾂﾂﾐ ﾄﾓｷ 鳥栖工高 佐賀 727
222 男子 スプリントトライアスロン 梅谷　太紀(2) ｳﾒﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 名古屋西高 愛知 729
223 男子 スプリントトライアスロン 宮下　倫太郎(2) ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 長田高 兵庫 733
224 男子 スプリントトライアスロン 江川　雅人(3) ｴｶﾜ ﾏｻﾄ 乙訓高 京都 1052
225 男子 スプリントトライアスロン 山本　未来(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾗｲ 東福岡高 福岡 1053
226 男子 スプリントトライアスロン 桑野　拓海(3) ｸﾜﾉ ﾀｸﾐ 宮崎北高 宮崎 1054
227 男子 スプリントトライアスロン 野上　翼(3) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 四学香川西高 香川 1056
228 男子 スプリントトライアスロン 安田　凌眞(3) ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 北海高 北海道 1057
229 男子 スプリントトライアスロン 合田　凌斗(3) ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 野津田高 東京 1059
230 男子 スプリントトライアスロン 筧田　涼介(3) ｶｹｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 昌平高 埼玉 1061
231 男子 スプリントトライアスロン 池上　翔(3) ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳ 龍谷高 佐賀 1061
232 男子 スプリントトライアスロン 中村　恭輔(3) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 近江高 滋賀 1062
233 男子 スプリントトライアスロン 服部　匡恭(3) ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 中京大中京高 愛知 1064
234 男子 スプリントトライアスロン 滝本　康生(3) ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ 水海道一高 茨城 1066
235 男子 スプリントトライアスロン 田原　晴斗(3) ﾀﾊﾞﾙ ﾊﾙﾄ 四学香川西高 香川 1066
236 男子 スプリントトライアスロン 河野　航大(3) ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾞｲ 東福岡高 福岡 1066
237 男子 スプリントトライアスロン 田中　健太(2) ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 浜松市立高 静岡 1067
238 男子 スプリントトライアスロン 木下　凜太郎(2) ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 東福岡高 福岡 1068
239 男子 スプリントトライアスロン 岡本　祥(3) ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 済美高 愛媛 1069
240 男子 スプリントトライアスロン 串田　幹士(3) ｸｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 富山南高 富山 1070
241 男子 スプリントトライアスロン 瀬川　竜平(3) ｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 明星学園高 東京 1071
242 男子 スプリントトライアスロン 川嶋　陸(2) ｶﾜｼﾏ ﾘｸ 浜松開誠館高 静岡 1071
243 男子 スプリントトライアスロン 射場　遼太(1) ｲﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 豊橋東高 愛知 1071
244 男子 スプリントトライアスロン 安田　隼人(2) ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 市立金沢高 神奈川 1073
245 男子 スプリントトライアスロン 浦野　凱瑛(1) ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ 桜丘23高 愛知 1073
246 男子 スプリントトライアスロン 濵村　颯太(3) ﾊﾏﾑﾗ ｿｳﾀ 東大阪大柏原高 大阪 1073
247 男子 スプリントトライアスロン 長澤　蒼馬(1) ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 乙訓高 京都 1074
248 男子 スプリントトライアスロン 宮内　和哉(2) ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ 大商大高 大阪 1074
249 男子 スプリントトライアスロン 髙木　恒(3) ﾀｶｷﾞ ｺｳ 宝塚高 兵庫 1074
250 男子 スプリントトライアスロン 髙須　涼太(3) ﾀｶｽ ﾘｮｳﾀ 関大北陽高 大阪 1075
251 男子 スプリントトライアスロン 龍　ミライ(3) ﾘｭｳ ﾐﾗｲ 鹿児島南高 鹿児島 1075
252 男子 スプリントトライアスロン 木村　稜(2) ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 乙訓高 京都 2115
253 男子 スプリントトライアスロン 木立　夢優人(3) ｷﾀﾞﾁ ﾑｳﾄ 弘前実高 青森 2124
254 男子 スプリントトライアスロン 柴田　賢吾(3) ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 駒大高 東京 2132
255 男子 スプリントトライアスロン 富沢　亮介(3) ﾄﾐｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東海大望洋高 千葉 2133
256 男子 スプリントトライアスロン 平松　慧士(3) ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｼ 豊川高 愛知 2143
257 男子 スプリントトライアスロン 山岸　優(3) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳ 長岡商高 新潟 2144
258 男子 スプリントトライアスロン 宮下　翼(3) ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高 長野 2148
259 男子 スプリントトライアスロン 杉林　大地(3) ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 東海大札幌高 北海道 2152
260 男子 スプリントトライアスロン 田中　太基(3) ﾀﾅｶ ﾀｲｷ 北野高 大阪 2156

10



第6回　全国高校選抜　エントリーリスト 2018/08/11掲載

エントリー種目 氏名(学年) カナ 所属 都道府県 資格記録
261 男子 スプリントトライアスロン 豊田　颯(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾔﾃ 日立工高 茨城 2165
262 男子 スプリントトライアスロン 岩﨑　航大(3) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 日大豊山高 東京 2165
263 男子 スプリントトライアスロン 佐々木　裕大(3) ｻｻｷ ﾕｳﾀ 神戸高塚高 兵庫 2168
264 男子 スプリントトライアスロン 小坂　晃大(2) ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高 長野 2170
265 男子 スプリントトライアスロン 横山　修大(2) ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾀ 関学高 兵庫 2171
266 男子 スプリントトライアスロン 中島　澪哉(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲﾔ 安芸高 高知 2171
267 男子 スプリントトライアスロン 浅原　峻(3) ｱｻﾊﾗ ｼｭﾝ 新潟産大附高 新潟 2172
268 男子 スプリントトライアスロン 村上　海吏(3) ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾘ 乙訓高 京都 2174
269 男子 スプリントトライアスロン 近藤　伸也(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 就実高 岡山 2174
270 男子 スプリントトライアスロン 山﨑　智晴(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 柏崎高 新潟 2176
271 男子 スプリントトライアスロン 竹尾　晃太郎(3) ﾀｹｵ ｺｳﾀﾛｳ 東京成徳高 東京 2180
272 男子 スプリントトライアスロン 白井　一央(3) ｼﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台西高 宮城 4708
273 男子 スプリントトライアスロン 村石　怜司(3) ﾑﾗｲｼ ﾚｲｼﾞ 横浜隼人高 神奈川 4757
274 男子 スプリントトライアスロン 今仲　輝(3) ｲﾏﾅｶ ﾋｶﾙ 智辯カレッジ高 奈良 4765
275 男子 スプリントトライアスロン 西山　遥斗(3) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 宇治山田商高 三重 4814
276 男子 スプリントトライアスロン 前川　翔(3) ﾏｴｶﾜ ｼｮｳ 三田松聖高 兵庫 4818
277 男子 スプリントトライアスロン 田口　竜也(3) ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 市尼崎高 兵庫 4819
278 男子 スプリントトライアスロン 平井　聖人(2) ﾋﾗｲ ﾏｻﾄ 舞岡高 神奈川 4823
279 男子 スプリントトライアスロン 大野　心碧(1) ｵｵﾉ ｺﾅｰ 土佐高 高知 4825
280 男子 スプリントトライアスロン 出口　晴翔(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 東福岡高 福岡 4828
281 男子 スプリントトライアスロン 眞鍋　裕成(3) ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ 筑陽学園高 福岡 4833
282 男子 スプリントトライアスロン 明石　昂樹(3) ｱｶｼ ｺｳｷ 武南高 埼玉 4836
283 男子 スプリントトライアスロン 山本　浩平(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 蕨高 埼玉 4841
284 男子 スプリントトライアスロン 北野　耀次郎(3) ｷﾀﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ 大分高 大分 4841
285 男子 スプリントトライアスロン 安永　雄貴(3) ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 幕張総合高 千葉 4842
286 男子 スプリントトライアスロン 末長　智幸(2) ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 摂津高 大阪 4846
287 男子 スプリントトライアスロン 中道　一紗(2) ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｻ 仙台高専広瀬高 宮城 4849
288 男子 スプリントトライアスロン 岩崎　立来(3) ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 奈良情報商高 奈良 4850
289 男子５種競技 柏原　武流(2) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 日大三島高 静岡 2357
290 男子５種競技 織田　英訓(3) ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 村上高 新潟 2359
291 男子５種競技 松山　友人(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾄ 浜名高 静岡 2359
292 男子５種競技 本木　廉音(3) ﾓﾄｷ ﾚﾝ 西彼農業高 長崎 2364
293 男子５種競技 武久　翔(3) ﾀｹﾋｻ ｼｮｳ 岡山商大附高 岡山 2365
294 男子５種競技 針　泰輝(3) ﾊﾘ ﾀｲｷ 明秀学園日立高 茨城 2376
295 男子５種競技 平澤　佑太郎(3) ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 桜丘高 神奈川 2377
296 男子５種競技 功刀　友貴(2) ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 甲府西高 山梨 2389
297 男子５種競技 田中　亮伍(3) ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 西宮南高 兵庫 2399
298 男子５種競技 川元　莉々輝(2) ｶﾜﾓﾄ ﾘﾘｷ 滝川第二高 兵庫 2401
299 男子５種競技 山岡　竜太朗(3) ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 野田学園高 山口 2404
300 男子５種競技 姫宮　柊弥(3) ﾋﾒﾐﾔ ｼｭｳﾔ 大津緑洋高 山口 2405
301 男子５種競技 寺本　喬祐(3) ﾃﾗﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 小倉工業高 福岡 2407
302 男子５種競技 佐田　征義(3) ｻﾀ ｾｲｷﾞ 鹿児島南高 鹿児島 2410
303 男子５種競技 久保　勇貴(3) ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 宇都宮南高 栃木 2413
304 男子５種競技 加藤　樹(3) ｶﾄｳ ﾀﾂｷ 乙訓高 京都 2414
305 男子５種競技 松井　泰誠(1) ﾏﾂｲ ﾀｲｾｲ 添上高 奈良 2415
306 男子５種競技 時光　佑輔(3) ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 倉敷工業高 岡山 2416
307 男子５種競技 河本　祐偉斗(3) ｺｳﾓﾄ ﾕｲﾄ 岡山商大附高 岡山 2426
308 男子５種競技 山本　麟太郎(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 美濃加茂高 岐阜 2434
309 男子５種競技 梅田　朔也(3) ｳﾒﾀﾞ ｻｸﾔ 添上高 奈良 2497
310 男子５種競技 江頭　亮(2) ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳ 大塚高 大阪 2547
311 男子５種競技 駒井　斗馬(3) ｺﾏｲ ﾄｳﾏ 西城陽高 京都 2555
312 男子５種競技 山下　朋紀(3) ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 金光学園高 岡山 2582
313 男子 二段跳 君島　茉那哉(1) ｷﾐｼﾏ ﾏﾅﾔ 日大三島高 静岡 7.10
314 男子 二段跳 井上　竜誓(3) ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 神港学園高 兵庫 7.11
315 男子 二段跳 小藤　嵐(3) ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 倉敷工業高 岡山 7.15
316 男子 二段跳 中尾　廉(2) ﾅｶｵ ﾚﾝ 東大阪大柏原高 大阪 7.18
317 男子 二段跳 谷野　光琉(3) ﾀﾆﾉ ﾋｶﾙ 金光学園高 岡山 7.23
318 男子 二段跳 谷口　卓(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 北稜高 京都 7.26
319 男子 二段跳 小川　雄人(2) ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 咲くやこの花高 大阪 7.29
320 男子 二段跳 永岡　宗一郎(3) ﾅｶﾞｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 出雲高 島根 7.37
321 男子 二段跳 佐貫　源紀(3) ｻﾇｷ ｹﾞﾝｷ 滝川第二高 兵庫 7.40
322 男子 二段跳 吉川　隆太(3) ﾖｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ 奈良大附属高 奈良 7.45
323 男子 二段跳 中島　先覚(3) ﾅｶｼﾏ ﾕｷｻﾄ 西南学院高 福岡 14.83
324 男子 二段跳 北岡　翔(3) ｷﾀｵｶ ｼｮｳ 西城陽高 京都 14.84
325 男子 二段跳 内海　燎介(3) ｳﾂﾐ ﾘｮｳｽｹ 倉敷翠松高 岡山 14.84
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326 男子 二段跳 加藤　雅樹(3) ｶﾄｳ ﾏｻｷ 荏田高 神奈川 14.95
327 男子 二段跳 荒木　基(3) ｱﾗｷ ﾊｼﾞﾒ 和歌山北高 和歌山 15.27
328 男子 二段跳 大六　拓海(3) ﾀﾞｲﾛｸ ﾀｸﾐ 神戸鈴蘭台高 兵庫 15.41
329 男子 二段跳 秋山　裕樹(3) ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 川崎市立橘高 神奈川 15.74

1 女子 2000m 山口　真実(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 北九州市立高 福岡 2:06.99
2 女子 2000m 徳重　夢乃(3) ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾒﾉ 舟入高 広島 2:09.15
3 女子 2000m 藤岡　緩奈(3) ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高 長野 2:10.77
4 女子 2000m 愛須　茉耶(2) ｱｲｽ ﾏﾔ 京都文教高 京都 2:12.98
5 女子 2000m 中村　朱里(3) ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高 長野 2:12.99
6 女子 2000m 沢田　菜摘(3) ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 舟入高 広島 2:13.22
7 女子 2000m 吉田　果恋(2) ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ 八尾高 大阪 2:13.35
8 女子 2000m 中尾　真依(3) ﾅｶｵ ﾏｲ 伊商高 佐賀 2:13.44
9 女子 2000m 小野　汐音(3) ｵﾉ ｼｵﾝ 八千代松陰高 千葉 2:13.77

10 女子 2000m 福西　里桜(3) ﾌｸﾆｼ ﾘｵ 柏原高 兵庫 2:13.96
11 女子 2000m 小笠原　朱里(3) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭﾘ 山梨学院高 山梨 4:21.52
12 女子 2000m 樫原　沙紀(2) ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 呉三津田高 広島 4:21.88
13 女子 2000m 萩谷　楓(3) ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高 長野 4:22.90
14 女子 2000m 平岡　美帆(3) ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ 舟入高 広島 4:23.51
15 女子 2000m 高松　いずみ(2) ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高 長野 4:23.86
16 女子 2000m マーシャ　ヴェロニカ(3) ﾏｰｼｬ ヴｪﾛﾆｶ 新潟産大附高 新潟 4:25.45
17 女子 2000m 眞田　ひまり(3) ｻﾅﾀﾞ ﾋﾏﾘ 山梨学院高 山梨 4:26.20
18 女子 2000m 中村　優希(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 八幡浜高 愛媛 4:26.24
19 女子 2000m 道下　美槻(2) ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 順天高 東京 4:26.42
20 女子 2000m 小林　成美(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長野東高 長野 4:28.37
21 女子 2000m 柴田　彩花(2) ｼﾊﾞﾀ ｱｲｶ 旭川龍谷高 北海道 4:28.38
22 女子 2000m 日吉　鈴菜(3) ﾋﾖｼ ｽｽﾞﾅ 北九州市立高 福岡 4:29.01
23 女子 2000m 長山　優愛(2) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｱ 順天高 東京 4:29.13
24 女子 2000m 高安　結衣(3) ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高 長野 4:29.28
25 女子 2000m 下妻　真帆呂(3) ｼﾓﾂﾞﾏ ﾏﾎﾛ 川崎市立橘高 神奈川 4:29.44
26 女子 100mYH 鴨下　若菜(2) ｶﾓｼﾀ ﾜｶﾅ 武南高 埼玉 5.55
27 女子 100mYH 竹村　清子(2) ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｺ 園田高 兵庫 5.55
28 女子 100mYH 田崎　莉乃(2) ﾀｻｷ ﾘﾉ 伊志田高 神奈川 5.63
29 女子 100mYH 松澤　李夏(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 鹿児島高 鹿児島 5.70
30 女子 100mYH 片山　和奈(3) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ 宇治山田商高 三重 5.74
31 女子 100mYH 森川　澪(3) ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳ 山手女高 兵庫 5.78
32 女子 100mYH 有本　吏里(2) ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 倉吉東高 鳥取 5.83
33 女子 100mYH 吉岡　里紗(2) ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大阪成蹊女子高 大阪 5.90
34 女子 100mYH 杉村　美緒(3) ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｵ 摂津高 大阪 12.20
35 女子 100mYH 深澤　あまね(1) ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 長野 12.27
36 女子 100mYH 福原　夏実(3) ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾐ 立命館高 京都 12.27
37 女子 100mYH 佐藤　美憂(3) ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎女高 長崎 12.27
38 女子 300mH 中尾　あゆみ(3) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 西城陽高 京都 13.66
39 女子 300mH 山西　桃子(2) ﾔﾏﾆｼ ﾓﾓｺ 白梅学園高 東京 13.78
40 女子 300mH 三吉　南緒(3) ﾐﾖｼ ﾅｵ 巨摩高 山梨 13.87
41 女子 300mH 玉井　奈那(3) ﾀﾏｲ ﾅﾅ 松山北高 愛媛 13.92
42 女子 300mH 藤井　このみ(2) ﾌｼﾞｲ ｺﾉﾐ 大塚高 大阪 13.96
43 女子 300mH 佐藤　美憂(3) ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎女高 長崎 13.96
44 女子 300mH 圓城寺　祐穂(3) ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾕｳﾎ 塔南高 京都 13.99
45 女子 300mH 藤岡　凛来(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾗｲ 済美高 愛媛 25.20
46 女子 300mH 水口　萌(1) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 東大阪大敬愛高 大阪 25.24
47 女子 300mH 三和　瑠夏(2) ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高 長野 25.38
48 女子 300mH 奥山　小冬(3) ｵｸﾔﾏ ｺﾄ 古川高 宮城 56.34
49 女子 300mH 青木　穂花(2) ｱｵｷ ﾎﾉｶ 筑紫女学園高 福岡 56.96
50 女子 300mH 辻井　美緒(3) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 平城高 奈良 57.25
51 女子 300mH 工藤　芽衣(1) ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 咲くやこの花高 大阪 57.28
52 女子 300mH 德永　弥栄(3) ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｴ 東大阪大敬愛高 大阪 59.03
53 女子 300mH 大川　なずな(3) ｵｵｶﾜ ﾅｽﾞﾅ 清和高 佐賀 59.17
54 女子 300mH 宮出　彩花(3) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ 東大阪大敬愛高 大阪 59.67
55 女子 300mH 有田　安紗季(3) ｱﾘﾀ ｱｻｷ 滝川第二高 兵庫 59.67
56 女子 300mH 清水　羽菜(2) ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 白梅学園高 東京 59.81
57 女子 300mH 藤本　優希(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 倉敷中央高 岡山 1:00.12
58 女子 300mH 有賀　知春(2) ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 川崎市立橘高 神奈川 1:00.29
59 女子 300mH 本多　美沙(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｻ 川崎市立橘高 神奈川 1:00.30
60 女子 300mH 田和　りな(2) ﾀﾜ ﾘﾅ 東大阪大敬愛高 大阪 1:00.33
61 女子 300mH 才原　麻衣(3) ｻｲﾊﾗ ﾏｲ 西京高 山口 1:00.34
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62 女子 300mH 樋口　夏美(3) ﾋｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 佐賀北高 佐賀 1:00.35
63 女子 300mH 山本　美紗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻ 摂津高 大阪 1:00.49
64 女子 600m 大西　愛永(3) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 東大阪大敬愛高 大阪 54.20
65 女子 600m 髙島　寿莉亜(3) ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾘｱ 滝川第二高 兵庫 55.37
66 女子 600m 松元　菜笑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ 八尾高 大阪 55.98
67 女子 600m 上田　万葵(2) ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 舟入高 広島 56.26
68 女子 600m 原瀬　優花(3) ﾊﾗｾ ﾕｳｶ 玉野光南高 岡山 56.27
69 女子 600m 髙田　真菜(3) ﾀｶﾀ ﾏﾅ 早稲田実高 東京 56.39
70 女子 600m 木下　慶乃(2) ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉ 愛知高 愛知 56.40
71 女子 600m 小出　彩音(3) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 東大阪大敬愛高 大阪 56.74
72 女子 600m 大塚　琳(3) ｵｵﾂｶ ﾘﾝ 駒大高 東京 56.82
73 女子 600m 土岐　優花(1) ﾄｷ ﾕｳｶ 日大三島高 静岡 56.95
74 女子 600m 稲田　亜衣(1) ｲﾅﾀﾞ ｱｲ 佐賀北高 佐賀 56.96
75 女子 600m 本岡　真悠(2) ﾓﾄｵｶ ﾏﾕｳ 済美高 愛媛 57.00
76 女子 600m 有廣　璃々香(2) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 東大阪大敬愛高 大阪 57.05
77 女子 600m 綾野　千優(2) ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡山芳泉高 岡山 57.07
78 女子 600m 安藤　百夏(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 山田高 大阪 57.09
79 女子 600m 德田　絢子(3) ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥取西高 鳥取 57.13
80 女子 600m 山田　千詠(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 旭川大学高 北海道 57.23
81 女子 600m 小出　若菜(3) ｺｲﾃﾞ ﾜｶﾅ 東大阪大敬愛高 大阪 57.23
82 女子 600m 田和　りな(2) ﾀﾜ ﾘﾅ 東大阪大敬愛高 大阪 1:00.33
83 女子 600m 佐竹　里野(2) ｻﾀｹ ﾘﾉ 明和高 愛知 1:00.63
84 女子 600m 渡辺　美黎亜(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ 東大阪大敬愛高 大阪 1:00.89
85 女子 600m 池高　花(2) ｲｹﾀﾞｶ ﾊﾅ 白梅学園高 東京 1:01.03
86 女子 600m 与田　高子(3) ﾖﾀﾞ ﾀｶｺ 中村学園女高 福岡 1:01.29
87 女子 600m 和田　麻央実(3) ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 桜宮高 大阪 1:01.45
88 女子 600m 勝冶　奈央(2) ｶﾂﾔ ﾅｵ 西京26高 京都 1:01.67
89 女子 600m 上月　亜美(3) ｺｳﾂﾞｷ ｱﾐ 神戸高塚高 兵庫 1:01.95
90 女子 600m 遠山　奈月(3) ﾄｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊川高 愛知 1:02.03
91 女子 600m 外山　桃(2) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ 大塚高 大阪 1:02.11
92 女子 600m 中澤　春香(2) ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 長田高 兵庫 1:02.38
93 女子 600m 萬谷　呂稀(3) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 東大阪大敬愛高 大阪 1:02.50
94 女子 600m 松崎　百華(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾓﾓｶ 松山北高 愛媛 1:02.72
95 女子 600m 冨永　莉沙(3) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｻ 鹿児島高 鹿児島 1:02.78
96 女子 600m 池田　佳菜子(3) ｲｹﾀﾞ ｶﾅｺ 土佐女高 高知 1:02.97
97 女子 2000m障害 宮出　彩花(3) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ 東大阪大敬愛高 大阪 2:06.79
98 女子 2000m障害 有廣　璃々香(2) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 東大阪大敬愛高 大阪 2:09.81
99 女子 2000m障害 原　華澄(2) ﾊﾗ ｶｽﾐ 大体大浪商高 大阪 2:10.45

100 女子 2000m障害 鈴木　玲海(3) ｽｽﾞｷ ﾚﾐ 坂戸西高 埼玉 2:11.72
101 女子 2000m障害 森崎　綾乃(3) ﾓﾘｻｷ ｱﾔﾉ 豊明高 愛知 2:14.20
102 女子 2000m障害 水口　杏(1) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ 東大阪大敬愛高 大阪 2:14.36
103 女子 2000m障害 中本　香(2) ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾘ 宝塚高 兵庫 2:14.44
104 女子 2000m障害 西村　明(3) ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 横須賀高 神奈川 2:14.58
105 女子 2000m障害 村上　弓月(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕﾂﾞｷ 豊明高 愛知 2:14.82
106 女子 2000m障害 山中　柚乃(3) ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 大塚高 大阪 2:14.86
107 女子 2000m障害 樫原　沙紀(2) ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 呉三津田高 広島 4:21.88
108 女子 2000m障害 野末　侑花(3) ﾉｽｴ ﾕｶ 北九州市立高 福岡 4:26.77
109 女子 2000m障害 奥山　瑞希(3) ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 利府高 宮城 4:30.20
110 女子 2000m障害 福田　幸来(3) ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ 藤村女高 東京 4:31.94
111 女子 2000m障害 谷本　七星(1) ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 舟入高 広島 4:31.99
112 女子 2000m障害 伊藤　夢(2) ｲﾄｳ ﾕﾒ 山梨学院高 山梨 4:32.16
113 女子 3000m競歩 西山　未来(3) ﾆｼﾔﾏ ﾐｸ 横須賀学院高 神奈川 2:17.56
114 女子 3000m競歩 上野　未唯(3) ｳｴﾉ ﾐﾕ 横須賀学院高 神奈川 2:19.43
115 女子 3000m競歩 戸井田　美空(2) ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ 札幌啓成高 北海道 2:19.93
116 女子 3000m競歩 矢治　璃瑞奈(3) ﾔｼﾞ ﾘｽﾞﾅ 東大和高 東京 2:20.00
117 女子 3000m競歩 貴島　萌夏美(1) ｷｼﾞﾏ ﾓﾅﾐ 大体大浪商高 大阪 2:20.41
118 女子 3000m競歩 角谷　姫佳(2) ｶﾄﾞﾔ ﾋﾒｶ セントヨゼフ高 三重 2:20.65
119 女子 3000m競歩 和田　彩花(2) ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 山手女高 兵庫 2:20.80
120 女子 3000m競歩 本庄　悠紀奈(3) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾅ 大手前高 大阪 2:21.07
121 女子 3000m競歩 國澤　亜希(2) ｸﾆｻﾜ ｱｷ 江戸川取手高 茨城 2:21.28
122 女子 3000m競歩 西川　千晴(3) ﾆｼｶﾜ ﾁﾊﾙ 関西大倉高 大阪 2:21.37
123 女子 3000m競歩 永塚　渚美(3) ｴｲﾂｶ ﾅﾂﾐ 常盤木学園高 宮城 2:21.66
124 女子 3000m競歩 内田　七海(3) ｳﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ 所沢西高 埼玉 2:22.27
125 女子 3000m競歩 池田　桃子(2) ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｺ 茨木高 大阪 2:22.28
126 女子 3000m競歩 吉永　菜月(2) ﾖｼﾅｶﾞ ﾅﾂｷ 日新高 大阪 2:22.34
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127 女子 3000m競歩 辻澤　未来(3) ﾂｼﾞｻﾜ ﾐｸ 交野高 大阪 2:22.38
128 女子 3000m競歩 中込　奈都(2) ﾅｶｺﾞﾒ ﾅﾂ 泉陽高 大阪 2:22.43
129 女子 3000m競歩 中本　春花(3) ﾅｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 泉陽高 大阪 2:22.43
130 女子 3000m競歩 三井　咲(2) ﾐﾂｲ ｻｷ 愛知高 愛知 2:22.70
131 女子 3000m競歩 渡部　知優(3) ﾜﾀﾍﾞ ﾁﾋﾛ 日体大桜華高 東京 2:22.71
132 女子 3000m競歩 大友　春花(3) ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｶ 利府高 宮城 2:22.83
133 女子 3000m競歩 中野　紗希(2) ﾅｶﾉ ｻｷ 茨木高 大阪 2:22.96
134 女子 3000m競歩 相原　萌(1) ｱｲﾊﾗ ﾓｴ 東京成徳高 東京 2:22.99
135 女子 3000m競歩 上野　日菜子(2) ｳｴﾉ ﾋﾅｺ 大体大浪商高 大阪 4:36.58
136 女子 3000m競歩 田村　麻衣(2) ﾀﾑﾗ ﾏｲ 大体大浪商高 大阪 4:39.13
137 女子 3000m競歩 下岡　仁美(2) ｼﾓｵｶ ﾋﾄﾐ 泉陽高 大阪 4:43.93
138 女子 3000m競歩 山田　莉里花(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ 大体大浪商高 大阪 4:44.50
139 女子 3000m競歩 吉村　唯(3) ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 北九州市立高 福岡 9:40.74
140 女子 3000m競歩 吉井　美咲(2) ﾖｼｲ ﾐｻｷ 本庄東高 埼玉 9:47.83
141 女子 3000m競歩 夏目　彩(2) ﾅﾂﾒ ｱﾔ 本庄東高 埼玉 9:49.64
142 女子 3000m競歩 石丸　莉那(3) ｲｼﾏﾙ ﾘﾅ 柳川高 福岡 9:59.50
143 女子 砲丸投 岩本　乙夏(1) ｲﾜﾓﾄ ｵﾄｶ 稲生高 三重 12.77
144 女子 砲丸投 成松　小聖(3) ﾅﾘﾏﾂ ｺﾐﾅ 宮崎工業高 宮崎 13.45
145 女子 砲丸投 日夏　涼香(1) ﾋﾅﾂ ﾘｮｳｶ 大塚高 大阪 13.60
146 女子 砲丸投 大谷　夏稀(3) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 大分雄城台高 大分 13.63
147 女子 砲丸投 久保田　亜由(2) ｸﾎﾞﾀ ｱﾕ 帯広農高 北海道 13.68
148 女子 砲丸投 別所　真衣(2) ﾍﾞｯｼｮ ﾏｲ 稲生高 三重 38.12
149 女子 砲丸投 大西　愛莉(1) ｵｵﾆｼ ｱｲﾘ 大体大浪商高 大阪 38.42
150 女子 砲丸投 木虎　莉奈(3) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 東大阪大敬愛高 大阪 38.83
151 女子 砲丸投 種田　楓子(3) ﾀﾈﾀﾞ ｶｺ 高知追手前高 高知 39.25
152 女子 砲丸投 西山　藍那(2) ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ 帯広農高 北海道 39.56
153 女子 砲丸投 金村　響木(1) ｶﾈﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 大塚高 大阪 40.17
154 女子 砲丸投 中瀬　綺音(2) ﾅｶｾ ｱﾔﾈ 東大阪大敬愛高 大阪 41.31
155 女子 ハンマー投 黒田　佳代(3) ｸﾛﾀﾞ ｶﾖ 関西大倉高 大阪 45.19
156 女子 ハンマー投 佐藤　はるか(3) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 利府高 宮城 45.32
157 女子 ハンマー投 岡本　光生(3) ｵｶﾓﾄ ﾐｳ 宮崎工業高 宮崎 45.88
158 女子 ハンマー投 田中　瑠那(3) ﾀﾅｶ ﾙﾅ 鞍手竜徳高 福岡 47.88
159 女子 ハンマー投 永井　楓花(3) ﾅｶﾞｲ ﾌｳｶ 姫路商高 兵庫 48.02
160 女子 ハンマー投 飯沼　裕美(3) ｲｲﾇﾏ ﾕﾐ 霞ヶ浦高 茨城 48.07
161 女子 スプリントトライアスロン 浅倉　里帆(3) ｱｻｸﾗ ﾘﾎ 東海大望洋高 千葉 5.65
162 女子 スプリントトライアスロン 德永　弥栄(3) ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｴ 東大阪大敬愛高 大阪 5.67
163 女子 スプリントトライアスロン 龍山　芽生(2) ﾀﾂﾔﾏ ﾒｲ 八幡浜高 愛媛 5.71
164 女子 スプリントトライアスロン 岸下　美月(1) ｷｼｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 大塚高 大阪 5.75
165 女子 スプリントトライアスロン 山根　碧栞(1) ﾔﾏﾈ ｱｵｲ 咲くやこの花高 大阪 5.75
166 女子 スプリントトライアスロン 冨塚　日南々(3) ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 中京大中京高 愛知 5.84
167 女子 スプリントトライアスロン 北田　莉亜(2) ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 摂津高 大阪 6.17
168 女子 スプリントトライアスロン 前川　梨花(3) ﾏｴｶﾜ ﾘﾝｶ 川崎市立橘高 神奈川 11.79
169 女子 スプリントトライアスロン 川中　葵琳(2) ｶﾜﾅｶ ｱｵﾘ 松山東高 愛媛 11.85
170 女子 スプリントトライアスロン 臼井　文音(3) ｳｽｲ ｱﾔﾈ 立命館慶祥高 北海道 11.86
171 女子 スプリントトライアスロン 佃　光紗(2) ﾂｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 山手女高 兵庫 11.89
172 女子 スプリントトライアスロン 安達　有羽(2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 中越高 新潟 12.01
173 女子 スプリントトライアスロン 鈴木　聖菜(3) ｽｽﾞｷ ｾﾅ 浜松市立高 静岡 12.04
174 女子 スプリントトライアスロン 三浦　愛華(2) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 添上高 奈良 12.06
175 女子 スプリントトライアスロン 榎本　樹羅(2) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ 四学香川西高 香川 12.09
176 女子 スプリントトライアスロン 河北　歩実(3) ｶﾜｷﾀ ｱﾕﾐ 八幡南高 福岡 12.10
177 女子 スプリントトライアスロン 山田　笑実(3) ﾔﾏﾀﾞ ｴﾐ 佐賀北高 佐賀 12.10
178 女子 スプリントトライアスロン 峯松　甘夏(3) ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 大宮東高 埼玉 12.11
179 女子 スプリントトライアスロン 藤原　采音(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄﾈ 山手女高 兵庫 12.14
180 女子 スプリントトライアスロン 加藤　汐織(2) ｶﾄｳ ｼｵﾘ 大分雄城台高 大分 12.15
181 女子 スプリントトライアスロン 谷口　琴音(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 岡崎高 愛知 12.16
182 女子 スプリントトライアスロン 原田　菜摘(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ 九州国際大付高 福岡 12.16
183 女子 スプリントトライアスロン 福本　瑞季(2) ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 東温高 愛媛 12.18
184 女子 スプリントトライアスロン 柴田　絹子(3) ｼﾊﾞﾀ ｷﾇｺ 多治見北高 岐阜 12.20
185 女子 スプリントトライアスロン 田村　瑠那(1) ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 浜松市立高 静岡 12.20
186 女子 スプリントトライアスロン 河原林　桃音(2) ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ 乙訓高 京都 12.20
187 女子 スプリントトライアスロン 塩出　理子(1) ｼｵﾃﾞ ﾘｺ 今治北高 愛媛 12.20
188 女子 スプリントトライアスロン 清水　玲那(3) ｼﾐｽﾞ ﾚﾅ 幕張総合高 千葉 12.21
189 女子 スプリントトライアスロン 千葉　菜生(3) ﾁﾊﾞ ﾅｵ 山手女高 兵庫 12.23
190 女子 スプリントトライアスロン 成原　沙羅(3) ﾅﾘﾊﾗ ｻﾗ 市立岐阜商高 岐阜 12.24
191 女子 スプリントトライアスロン 竹内　栞里(3) ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 佐賀北高 佐賀 12.25
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192 女子 スプリントトライアスロン 手塚　麻衣(2) ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ 高岡南高 富山 24.44
193 女子 スプリントトライアスロン 吉岡　里奈(2) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 西京26高 京都 24.52
194 女子 スプリントトライアスロン 加茂　明華(3) ｶﾓ ﾊﾙｶ 佐賀北高 佐賀 24.56
195 女子 スプリントトライアスロン 中尾　あゆみ(3) ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 西城陽高 京都 24.69
196 女子 スプリントトライアスロン 石原　未鈴(3) ｲｼﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 滝川第二高 兵庫 24.78
197 女子 スプリントトライアスロン 山口　莉穂(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾎ 天王寺高 大阪 24.79
198 女子 スプリントトライアスロン 橋本　実紅(3) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ 小野高 兵庫 24.84
199 女子 スプリントトライアスロン 菅原　璃々花(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾘｶ 青森北高 青森 24.87
200 女子 スプリントトライアスロン 舩曵　瑠花(2) ﾌﾅﾋﾞｷ ﾙｶ 東大阪大敬愛高 大阪 24.97
201 女子 スプリントトライアスロン 藤田　英里(2) ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 岡山操山高 岡山 25.01
202 女子 スプリントトライアスロン 田中　ノフィー(2) ﾀﾅｶ ﾉﾌｨｰ 鳥羽高 京都 25.04
203 女子 スプリントトライアスロン 青野　美咲(1) ｱｵﾉ ﾐｻｷ 今治北高 愛媛 25.04
204 女子 スプリントトライアスロン 松尾　季奈(3) ﾏﾂｵ ｷﾅ 須磨東高 兵庫 54.05
205 女子 スプリントトライアスロン 大西　愛永(3) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 東大阪大敬愛高 大阪 54.20
206 女子 スプリントトライアスロン 入江　明歩(2) ｲﾘｴ ｱｷﾎ 湘南高 神奈川 55.27
207 女子 スプリントトライアスロン 佐藤　安彩(2) ｻﾄｳ ｱｻ 近大附高 大阪 55.58
208 女子 スプリントトライアスロン 松元　菜笑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ 八尾高 大阪 55.98
209 女子 スプリントトライアスロン 山本　早留香(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 小野高 兵庫 56.03
210 女子 スプリントトライアスロン 高橋　ゆうき(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 近大附高 大阪 56.34
211 女子 スプリントトライアスロン 髙田　真菜(3) ﾀｶﾀ ﾏﾅ 早稲田実高 東京 56.39
212 女子 スプリントトライアスロン 鈴木　真子(3) ｽｽﾞｷ ﾏｺ 浜松市立高 静岡 56.39
213 女子 スプリントトライアスロン 木下　慶乃(2) ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉ 愛知高 愛知 56.40
214 女子 スプリントトライアスロン 藤本　優希(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 倉敷中央高 岡山 56.58
215 女子 スプリントトライアスロン 梅本　怜奈(3) ｳﾒﾓﾄ ﾚｲﾅ 立命館高 京都 56.60
216 女子 スプリントトライアスロン 生田　奈緒子(3) ｲｸﾀ ﾅｵｺ 中京大中京高 愛知 56.61
217 女子 スプリントトライアスロン 小出　彩音(3) ｺｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 東大阪大敬愛高 大阪 56.74
218 女子 スプリントトライアスロン ネベス　アスカ(2) ﾈﾍﾞｽ ｱｽｶ 浜松開誠館高 静岡 56.78
219 女子４種競技 竹松　瑠美(3) ﾀｹﾏﾂ ﾙﾐ 鳴門渦潮高 徳島 2324
220 女子４種競技 池川　葉月(2) ｲｹｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 星陵高 兵庫 2327
221 女子４種競技 福田　栄里(2) ﾌｸﾀﾞ ｴﾘ 盛岡市立高 岩手 2335
222 女子４種競技 熱田　心(2) ｱﾂﾀ ｺｺﾛ 倉敷中央高 岡山 2344
223 女子４種競技 工藤　音花(2) ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡山朝日高 岡山 2354
224 女子４種競技 藤本　千愛(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｱﾅ 鳴門渦潮高 徳島 2357
225 女子４種競技 和田　真琉(3) ﾜﾀﾞ ﾏｲﾙ 大阪市立高 大阪 2367
226 女子４種競技 鈴木　さくら(3) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 東大阪大敬愛高 大阪 2372
227 女子４種競技 明上　桐子(3) ｱｹｶﾞﾐ ｷﾘｺ 明和高 愛知 2383
228 女子４種競技 岡部　華鈴(2) ｵｶﾍﾞ ｶﾘﾝ 白梅学園高 東京 2398
229 女子４種競技 藤原　めい(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 西条農高 広島 2422
230 女子４種競技 太田　朋華(1) ｵｵﾀ ﾄﾓｶ 神戸山手女子高 兵庫 2429
231 女子４種競技 松下　美咲(1) ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｷ 滝川第二高 兵庫 2431
232 女子４種競技 梶木　菜々香(3) ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 國學院栃木高 栃木 2437
233 女子４種競技 伊藤　桃子(2) ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 中京大中京高 愛知 2465
234 女子４種競技 清水　彩妃(3) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 京都文教高 京都 2473
235 女子４種競技 竜門　千佳(3) ﾘｭｳﾓﾝ ﾁｶ 倉敷中央高 岡山 2487
236 女子４種競技 岡﨑　汀(3) ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 倉吉東高 鳥取 2497
237 女子４種競技 玉置　菜々子(3) ﾀﾏｵｷ ﾅﾅｺ 札幌啓成高 北海道 2523
238 女子４種競技 三吉　南緒(3) ﾐﾖｼ ﾅｵ 巨摩高 山梨 2554
239 女子４種競技 堂本　鈴華(2) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘﾝｶ 大塚高 大阪 2556
240 女子４種競技 水谷　佳歩(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ 大塚高 大阪 2562
241 女子４種競技 池田　涼香(3) ｲｹﾀﾞ ｽｽﾞｶ 鳥羽高 京都 2571

242 女子４種競技 本多　美沙(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｻ 川崎市立橘高 神奈川 2608

243 女子 四段跳 松澤　李夏(2) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 鹿児島高 鹿児島 5.70
244 女子 四段跳 鈴木　初菜(3) ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 幕張総合高 千葉 5.74
245 女子 四段跳 片山　和奈(3) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ 宇治山田商高 三重 5.74
246 女子 四段跳 堀内　瑠奈(3) ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ 白梅学園高 東京 5.80
247 女子 四段跳 兼本　季依(3) ｶﾈﾓﾄ ｷｴ 中央中等高 群馬 5.81
248 女子 四段跳 冨塚　日南々(3) ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾅﾅ 中京大中京高 愛知 5.84
249 女子 四段跳 北田　莉亜(2) ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 摂津高 大阪 6.17
250 女子 四段跳 中津川　亜月(2) ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 浜松市立高 静岡 6.23
251 女子 四段跳 及川　真由(3) ｵｲｶﾜ ﾏﾕ 文京高 東京 12.16
252 女子 四段跳 岸野　美雨(3) ｷｼﾉ ﾐｳ 高知農高 高知 12.17
253 女子 四段跳 古川　由季(3) ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ 浜松北高 静岡 12.18
254 女子 四段跳 中山　実優(3) ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 三重高 三重 12.18
255 女子 四段跳 草水　楓乃(3) ｸｻﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 大塚高 大阪 12.23
256 女子 四段跳 中野　千菜津(3) ﾅｶﾉ ﾁﾅﾂ 関大北陽高 大阪 12.27
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257 女子 四段跳 八田　真奈(3) ﾊｯﾀ ﾏﾅ 京都文教高 京都 12.33
258 女子 四段跳 河添　千秋(3) ｶﾜｿﾞｴ ﾁｱｷ 松山北高 愛媛 12.96
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