
2019 日本室内陸上競技大阪大会　エントリーリスト
開催日：2019年2月2日（土）～3日（日）

2019/1/14時点
No. エントリー種目 氏名 フリガナ 所属 カテゴリ 学年 都道府県 資格記録

1 U16の部 女子 60m 酒井 日菜美 サカイ ヒナミ ｴﾝｼﾞｪﾙｱﾋﾞﾘﾃｨAC 中学 大阪府 11.97
2 U16の部 女子 60m ハッサン ナワール ハッサン ナワール 松戸五中 中学 2 千葉県 12.00
3 U16の部 女子 60m 倉橋 美穂 クラハシ ミホ 上郷中 中学 3 愛知県 12.18
4 U16の部 女子 60m 吉島 ゆい ヨシジマ ユイ 高砂中 中学 2 兵庫県 12.23
5 U16の部 女子 60m 長澤 小雪 ナガサワ コユキ 西ノ岡中 中学 3 京都府 12.23
6 U16の部 女子 60m 世古 綾葉 セコ アヤハ 伊勢港中 中学 2 三重県 12.24
7 U16の部 女子 60m 柴田 博冬菜 シバタ ヒトナ 下京中 中学 3 京都府 12.30
8 U16の部 女子 60m 佐々木 真歩 ササキ マホ 東山中 中学 2 鳥取県 12.34
9 U16の部 女子 60m 岸本 冬羽 キシモト フウ 松原中 中学 3 滋賀県 12.34

10 U16の部 女子 60m 佐藤 葵唯 サトウ アオイ 旭二中 中学 2 千葉県 12.35
11 U16の部 女子 60m 沖 美月 オキ ミツキ 上郷中 中学 3 愛知県 12.36
12 U16の部 女子 60m 谷口 紗菜 タニグチ サナ 福島三中 中学 1 福島県 12.38
13 U16の部 女子 60m 伊藤 真優 イトウ マユ 立命館守山中 中学 2 滋賀県 12.39
14 U16の部 女子 60m 横山 恵理菜 ヨコヤマ エリナ 武生一中 中学 2 福井県 12.40
15 U16の部 女子 60m 関田 結穂 セキタ ユイホ 武蔵野東中 中学 2 東京都 12.42
16 U16の部 女子 60m 前田 紗希 マエダ サキ 陵成中 中学 2 三重県 12.44
17 U16の部 女子 60m 三木 日和梨 ミキ ヒヨリ 都立南多摩中 中学 3 東京都 12.45
18 U16の部 女子 60m 岩永 彩萌 イワナガ アヤメ 姫路灘中 中学 2 兵庫県 12.47
19 U16の部 女子 60m 田中 凜葵 タナカ リア 郡山一中 中学 2 福島県 12.48
20 U16の部 女子 60m 先村 若奈 サキムラ ワカナ 高川学園中 中学 1 山口県 12.49
21 U16の部 女子 60m 小倉 侑奈 コクラ ユナ 滝沢中 中学 2 岩手県 12.49
22 U16の部 女子 60m 嘉納 由唯 カノウ ユイ 網干中 中学 3 兵庫県 12.50
23 U16の部 女子 60m 田中 雪乃 タナカ ユキノ 豊中十一中 中学 3 大阪府 12.51
24 U16の部 女子 60m 川内 ひかり カワウチ ヒカリ 人吉一中 中学 2 熊本県 12.51
25 U16の部 女子 60m 濵部 莉帆 ハマベ リホ 高峰中 中学 2 佐賀県 12.53
26 U16の部 女子 60m 栃澤 里奈 トチザワ リナ 盛岡土淵中 中学 2 岩手県 12.54
27 U16の部 女子 60m 福谷 結月 フクタニ ユヅキ 高槻芝谷中 中学 2 大阪府 12.54
28 U16の部 女子 60m 植山 真心 ウエヤマ ココロ 席田中 中学 2 福岡県 12.54
29 U16の部 女子 60m 大木 詩織 オオキ シオリ 八日市場一中 中学 2 千葉県 12.55
30 U16の部 女子 60m 藤木 志保 フジキ シホ 和歌山桐蔭中 中学 2 和歌山県 12.55
31 U16の部 女子 60m 森田 羽音 モリタ ハネ 西諫早中 中学 3 長崎県 12.55
32 U16の部 女子 60m 林 美希 ハヤシ ミキ TSM岡崎 中学 愛知県 12.55
33 U16の部 女子 60m 森田 万稀 モリタ マキ 千葉稲毛中 中学 3 千葉県 12.56
34 U16の部 女子 60m 樋口 七海 ヒグチ ナナミ 美杉中 中学 2 三重県 12.57
35 U16の部 女子 60m 山本 佳弥 ヤマモト カヤ 諫早中 中学 2 長崎県 12.57
36 U16の部 女子 60m 加田 実優 カダ ミユウ 洲本由良中 中学 1 兵庫県 12.58
37 U16の部 女子 60m 松島 穂佳 マツシマ ホノカ 新居浜中萩中 中学 3 愛媛県 12.59
38 U16の部 女子 60m 藏重 みう クラシゲ ミウ 山口大附光中 中学 2 山口県 12.59
39 U16の部 女子 60m 鮫澤 聖香 サメザワ セイカ 札幌前田中 中学 2 北海道 12.60
40 U16の部 女子 60m 中根 葵 ナカネ アオイ 岡崎矢作中 中学 3 愛知県 25.43
41 U16の部 女子 60m 高道 友愛 タカミチ ユウア 山口鴻南中 中学 2 山口県 25.63
42 U16の部 女子 60m 小林 杏海 コバヤシ アミ 加須北川辺中 中学 2 埼玉県 25.85
43 U16の部 女子 60m 菅原 真桜 スガワラ マオ 仙台東華中 中学 3 宮城県 25.86
44 U16の部 女子 60m中学H 塚本 萌乃 ツカモト モエノ ちはら台南中 中学 3 千葉県 13.90
45 U16の部 女子 60m中学H 土屋 ほのか ツチヤ ホノカ 軽井沢A&AC 中学 長野県 14.05
46 U16の部 女子 60m中学H 藤原 かれん フジワラ カレン 神河中 中学 2 兵庫県 14.15
47 U16の部 女子 60m中学H 松本 愛美 マツモト マナミ 柏崎鏡が沖中 中学 3 新潟県 14.21
48 U16の部 女子 60m中学H 水谷 結花 ミズタニ ユウカ 堺登美丘中 中学 3 大阪府 14.27
49 U16の部 女子 60m中学H 坂口 由花 サカグチ ユウカ TSM 中学 愛知県 14.29
50 U16の部 女子 60m中学H 樋口 綾音 ヒグチ アヤネ 堺金岡南中 中学 3 大阪府 14.31
51 U16の部 女子 60m中学H 中西 百萌佳 ナカニシ モモカ TSM 中学 愛知県 14.33
52 U16の部 女子 60m中学H 福嶋 ひなた フクシマ ヒナタ 米子福生中 中学 2 鳥取県 14.36
53 U16の部 女子 60m中学H 髙嵜 桃花 タカサキ モモカ TSM 中学 愛知県 14.38
54 U16の部 女子 60m中学H 田島 七里香 タジマ ナリカ 千種台中 中学 1 愛知県 14.43
55 U16の部 女子 60m中学H 吉田 江梨花 ヨシダ エリカ 上野芝中 中学 2 大阪府 14.43
56 U16の部 女子 60m中学H 谷野 梨乃愛 タニノ リノア 大和郡山郡山中 中学 2 奈良県 14.49
57 U16の部 女子 60m中学H 坂井 寿々 サカイ スズ TSM 中学 愛知県 14.55
58 U16の部 女子 60m中学H 市川 紗羅 イチカワ サラ 岐阜島中 中学 3 岐阜県 14.56
59 U16の部 女子 60m中学H 永井 真滉 ナガイ マヒロ 東海大翔洋中 中学 2 静岡県 14.61
60 U16の部 女子 60m中学H 白濵 陽奈 シラハマ ヒナ あきる野東中 中学 3 東京都 14.62
61 U16の部 女子 60m中学H 宮﨑 叶和 ミヤザキ トワ 長崎日大中 中学 1 長崎県 14.63
62 U16の部 女子 60m中学H 野本 愛華 ノモト アイナ 泉中 中学 2 福岡県 14.63
63 U16の部 女子 60m中学H 佐野 萌々春 サノ モモハ 豊川西部中 中学 2 愛知県 14.68
64 U16の部 女子 60m中学H 桐井 瑞季 キリイ ミズキ KMC陸上ｸ 中学 東京都 14.68
65 U16の部 女子 60m中学H 戸田 瑠菜 トダ ルナ 畝傍中 中学 2 奈良県 14.71
66 U16の部 女子 60m中学H 荻原 希乃愛 オギワラ ノノア 軽井沢A&AC 中学 長野県 14.73
67 U16の部 女子 60m中学H 徳橋 美咲 トクハシ ミサ 鯖江中 中学 2 福井県 14.76
68 U16の部 女子 60m中学H 藤井 美結 フジイ ミユ 豊中市立第十六中 中学 3 大阪府 14.82
69 U16の部 女子 60m中学H 宮嶋 菜羽 ミヤジマ ナノハ 見附中 中学 2 新潟県 14.84
70 U16の部 女子 60m中学H 大野 華奈 オオノ カナ 足立十一中 中学 2 東京都 14.86
71 U16の部 女子 60m中学H 佐原 早耶香 サハラ サヤカ 豊橋南陽中 中学 3 愛知県 14.86
72 U16の部 女子 60m中学H 大森 里香 オオモリ サトカ 軽井沢A&AC 中学 長野県 14.87
73 U16の部 女子 走幅跳 瀬賀 風花 セガ フウカ みちるAC 中学 千葉県 5.41
74 U16の部 女子 走幅跳 古里 梨乃 フルサト リノ 泉中 中学 2 福岡県 5.41
75 U16の部 女子 走幅跳 佐藤 菜々 サトウ ナナ 福大附属中 中学 2 福島県 5.46
76 U16の部 女子 走幅跳 内藤 香乃 ナイトウ カノ 神戸有野中 中学 2 兵庫県 5.51
77 U16の部 女子 走幅跳 結城 心優 ユウキ ミヒロ 高知中 中学 1 高知県 5.53
78 U16の部 女子 走幅跳 佐藤 琴望 サトウ コトミ 加古川中部中 中学 2 兵庫県 5.57
79 U16の部 女子 走幅跳 山中 柚花 ヤマナカ ユズ 高知中 中学 2 高知県 5.60
80 U16の部 女子 走幅跳 佐々木 千翔 ササキ チカ 千葉大椎中 中学 2 千葉県 5.71
81 U16の部 男子 60m 竹内 璃空弥 タケウチ リクヤ 尼崎小園中 中学 2 兵庫県 10.92
82 U16の部 男子 60m 松田 璃央 マツダ リオ 慈恩寺中 中学 3 埼玉県 11.05
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83 U16の部 男子 60m 四反田 翔汰 シタンダ ショウタ ｽﾎﾟｳｴﾙAC 中学 静岡県 11.09
84 U16の部 男子 60m 成島 陽紀 ナルシマ ハルキ 谷田部東中 中学 3 茨城県 11.10
85 U16の部 男子 60m 牧野 光晟 マキノ コウセイ 大垣東中 中学 3 岐阜県 11.11
86 U16の部 男子 60m 山下 椋生 ヤマシタ リョウセイ 東輝中 中学 3 京都府 11.14
87 U16の部 男子 60m 中村 勇斗 ナカムラ ハヤト 藍住東中 中学 3 徳島県 11.20
88 U16の部 男子 60m 中山 智貴 ナカヤマ トモキ 亀山中部中 中学 2 三重県 11.20
89 U16の部 男子 60m 亀井 啓人 カメイ ケイト 鴻ﾉ池SC 中学 奈良県 11.21
90 U16の部 男子 60m 田中 亜周 タナカ アシュウ 音羽中 中学 3 京都府 11.21
91 U16の部 男子 60m 安保 祐希 アボ ユウキ 兵庫中 中学 2 兵庫県 11.22
92 U16の部 男子 60m 片岡 英俊 カタオカ ヒデトシ 岐阜精華中 中学 2 岐阜県 11.22
93 U16の部 男子 60m 森 智紀 モリ トモキ 松原中 中学 2 滋賀県 11.23
94 U16の部 男子 60m 藤原 篤弥 フジワラ アツヤ 小野南中 中学 2 兵庫県 11.24
95 U16の部 男子 60m 松岡 大夢 マツオカ ダイム 緑ヶ丘中 中学 2 三重県 11.25
96 U16の部 男子 60m 石丸 行志 イシマル コウシ 大阪茨田中 中学 2 大阪府 11.26
97 U16の部 男子 60m 稲澤 柊哉 イナザワ シュウヤ 上郷中 中学 3 愛知県 11.26
98 U16の部 男子 60m 八尾 藍麻 ヤオ ランマ 塩瀬中 中学 2 兵庫県 11.26
99 U16の部 男子 60m 白石 征也 シライシ セイヤ 咲くやこの花中 中学 2 大阪府 11.26

100 U16の部 男子 60m 青山 凌 アオヤマ リョウ 咲くやこの花中 中学 2 大阪府 11.27
101 U16の部 男子 60m 香山 勇輝 カヤマ ユウキ 東郷AC 中学 愛知県 11.28
102 U16の部 男子 60m 伊藤 大翔 イトウ ヤマト 扇台中 中学 2 愛知県 11.29
103 U16の部 男子 60m 田村 莉樹 タムラ リキ 静岡吉田AC 中学 静岡県 11.29
104 U16の部 男子 60m 山崎 亮太 ヤマザキ リョウタ 長岡越路中 中学 3 新潟県 11.30
105 U16の部 男子 60m 坂本 拓望 サカモト タクミ ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 中学 岡山県 11.31
106 U16の部 男子 60m 池田 駿大 イケダ シュンダイ 春日井中部中 中学 2 愛知県 11.33
107 U16の部 男子 60m 齋木 勝太郎 サイキ カツタロウ 多治見中 中学 3 岐阜県 11.33
108 U16の部 男子 60m 諸星 真優 モロホシ マヒロ 清明学園中 中学 2 東京都 11.34
109 U16の部 男子 60m 落合 華七斗 オチアイ カナト 安曇野堀金中 中学 2 長野県 11.35
110 U16の部 男子 60m 丸野 巧剛 マルノ キョウゴ 枚方津田中 中学 2 大阪府 11.35
111 U16の部 男子 60m 伊東 拓海 イトウ タクミ 長野裾花中 中学 3 長野県 11.35
112 U16の部 男子 60m 藤本 陽紀 フジモト ハルキ 西宮瓦木中 中学 3 兵庫県 11.36
113 U16の部 男子 60m 堀 圭佑 ホリ ケイスケ 大宮中 中学 2 京都府 11.36
114 U16の部 男子 60m 谷本 琳 タニモト リン 高槻十中 中学 2 大阪府 11.38
115 U16の部 男子 60m 河野 樹粋 コウノ ジュキ 呉白岳中 中学 2 広島県 11.38
116 U16の部 男子 60m 春木 宏亮 ハルキ コウスケ 蘇陽中 中学 2 熊本県 11.38
117 U16の部 男子 60m 大坂 駿平 オオサカ シュンペイ 王寺中 中学 3 奈良県 11.39
118 U16の部 男子 60m 岩﨑 拓生 イワサキ タクミ 和泉北池田中 中学 3 大阪府 22.09
119 U16の部 男子 60m 松嶋 飛希 マツシマ タカキ 柏中原中 中学 3 千葉県 22.57
120 U16の部 男子 60m 水本 琢斗 ミズモト タクト 白子中 中学 3 三重県 22.62
121 U16の部 男子 60m 加藤 健斗 カトウ ケント 江南古知野中 中学 3 愛知県 22.87
122 U16の部 男子 60m 添田 勇翔 ソエダ ユウト 足立千寿桜堤中 中学 2 東京都 22.99
123 U16の部 男子 60mYH 木村 烈 キムラ レツ 豊岡日高東中 中学 3 兵庫県 14.31
124 U16の部 男子 60mYH 安福 柊汰 アブク シュウタ 金光学園中 中学 3 岡山県 14.45
125 U16の部 男子 60mYH 田原 歩睦 タハラ アユム 鴻ﾉ池SC 中学 奈良県 14.52
126 U16の部 男子 60mYH 西 徹朗 ニシ テツロウ TSM 中学 愛知県 14.53
127 U16の部 男子 60mYH 二宮 光二 ニノミヤ コウジ 大阪夕陽丘中 中学 3 大阪府 14.58
128 U16の部 男子 60mYH サクロ アイバン サクロ アイバン 上越城西中 中学 2 新潟県 14.79
129 U16の部 男子 60mYH 酒井 春名 サカイ ハルナ 神戸星陵台中 中学 2 兵庫県 14.80
130 U16の部 男子 60mYH 牧 俊佑 マキ シュンスケ 河南中 中学 2 大阪府 14.84
131 U16の部 男子 60mYH 野中 瑛心 ノナカ エイシン 日進中 中学 2 埼玉県 14.95
132 U16の部 男子 60mYH 内海 亮平 ウツミ リョウヘイ 上田一中 中学 2 長野県 14.96
133 U16の部 男子 60mYH 武藤 隼太 ムトウ シュンタ 八王子六中 中学 3 東京都 14.97
134 U16の部 男子 60mYH 見山 大翔 ミヤマ ヒロト 新潟坂井輪中 中学 2 新潟県 14.98
135 U16の部 男子 60mYH 森 大喜 モリ タイキ 双葉中 中学 3 滋賀県 15.05
136 U16の部 男子 60mYH 津山 将汰 ツヤマ ショウタ 柏柏中 中学 3 千葉県 15.07
137 U16の部 男子 60mYH 櫻井 陽生 サクライ ハルキ 柏崎鏡が沖中 中学 2 新潟県 15.14
138 U16の部 男子 60mYH 加納 柊史郎 カノウ シュウジロウ 前橋桂萱中 中学 3 群馬県 15.14
139 U16の部 男子 60mYH 田口 祐一朗 タグチ ユウイチロウ 加須北川辺中 中学 2 埼玉県 15.18
140 U16の部 男子 60mYH 橋本 碧一 ハシモト アオイ 堺月州中 中学 2 大阪府 15.19
141 U16の部 男子 60mYH 小池 集万 コイケ シュウマ 長野犀陵中 中学 2 長野県 15.21
142 U16の部 男子 60mYH 石関 佑一朗 イシゼキ ユウイチロウ 堺月州中 中学 2 大阪府 15.22
143 U16の部 男子 60mYH 海原 紬希 カイバラ ツムギ 王寺中 中学 3 奈良県 15.28
144 U16の部 男子 60mYH 加茂 真光 カモ マヒロ 姫路広畑中 中学 2 兵庫県 15.33
145 U16の部 男子 60mYH 今田 航世 イマダ コウセイ 堺金岡南中 中学 2 大阪府 15.35
146 U16の部 男子 60mYH 古村 拓海 フルムラ タクミ 軽井沢A&AC 中学 長野県 15.37
147 U16の部 男子 60mYH 大谷 優斗 オオタニ ユウト 多摩落合中 中学 2 東京都 15.38
148 U16の部 男子 60mYH 黒田 結斗 クロダ ユイト 楠葉西中 中学 3 大阪府 15.43
149 U16の部 男子 60mYH 鈴木 彰吾 スズキ ショウゴ 新潟木戸中 中学 2 新潟県 15.46
150 U16の部 男子 60mYH 加藤 信太 カトウ シンタ TSM 中学 愛知県 15.52
151 U16の部 男子 60mYH 中川 快斗 ナカガワ カイト 松茂中 中学 2 徳島県 15.54
152 U16の部 男子 60mYH 三和 龍之介 ミワ リュウノスケ 山陽中 中学 2 兵庫県 15.56
153 U16の部 男子 60mYH 斉藤 丈 サイトウ ジョウ 北十条富士見中 中学 2 東京都 15.58
154 U16の部 男子 60mYH 永石 雄大 ナガイシ ユウタ あきる野東中 中学 2 東京都 15.60
155 U16の部 男子 走幅跳 田川 永和 タガワ トワ 日大二中 中学 2 東京都 6.36
156 U16の部 男子 走幅跳 藤森 功志 フジモリ コウシ 湖西新居中 中学 3 静岡県 6.37
157 U16の部 男子 走幅跳 渡邊 耀介 ワタナベ ヨウスケ 船橋前原中 中学 2 千葉県 6.38
158 U16の部 男子 走幅跳 平岡 泰那 ヒラオカ ダイナ 福高附属中 中学 2 京都府 6.40
159 U16の部 男子 走幅跳 渡邉 幸希 ワタナベ コウキ 上越城東中 中学 2 新潟県 6.40
160 U16の部 男子 走幅跳 大河 将太郎 オオカワ ショウタロウ みちるAC 中学 千葉県 6.42
161 U16の部 男子 走幅跳 福本 雅樹 フクモト マサキ 鈴峰中 中学 3 三重県 6.45
162 U16の部 男子 走幅跳 加瀬 龍生 カセ リュウセイ 旭二中 中学 3 千葉県 6.52
163 U16の部 男子 走幅跳 田中 瑛一 タナカ アキヒト 田原中 中学 2 愛知県 6.56
164 U16の部 男子 走幅跳 山口 幸樹 ヤマグチ コウキ 成田中台中 中学 2 千葉県 6.57
165 U16の部 男子 走幅跳 井上 晴陽 イノウエ ハルヒ 芸西中 中学 3 高知県 6.62
166 U16の部 男子 走幅跳 中島 一喜 ナカシマ イツキ 竜が台中 中学 2 兵庫県 6.69
167 U16の部 男子 走幅跳 片山 大地 カタヤマ ダイチ 杉並和田中 中学 2 東京都 6.69
168 U18の部 女子 60m 三浦 由奈 ミウラ ユナ 柴田高 高校 2 宮城県 11.79
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169 U18の部 女子 60m 青山 華依 アオヤマ ハナエ 大阪高 高校 1 大阪府 11.80
170 U18の部 女子 60m 髙須 鮎香 タカス アユカ 中京大中京高 高校 2 愛知県 11.81
171 U18の部 女子 60m 角 良子 スミ リョウコ 美保中 中学 3 鳥取県 11.92
172 U18の部 女子 60m 内山 響香 ウチヤマ キョウカ 浜松北浜中 中学 3 静岡県 11.97
173 U18の部 女子 60m 安達 有羽 アダチ ユウ 中越高 高校 2 新潟県 11.99
174 U18の部 女子 60m 滝田 静海 タキタ イズミ 東京高 高校 1 東京都 12.05
175 U18の部 女子 60m 三浦 愛華 ミウラ マナカ 添上高 高校 2 奈良県 12.06
176 U18の部 女子 60m 加藤 杏奈 カトウ アンナ 敦賀高 高校 2 福井県 12.07
177 U18の部 女子 60m 濵山 瑞希 ハマヤマ ミズキ 安城学園高 高校 1 愛知県 12.10
178 U18の部 女子 60m 北沢 栞 キタザワ シオリ 豊科高 高校 1 長野県 12.10
179 U18の部 女子 60m 大谷 くる美 オオタニ クルミ 武蔵野東中 中学 3 東京都 12.11
180 U18の部 女子 60m 塩尻 真結 シオジリ マユ 草津東高 高校 1 滋賀県 12.11
181 U18の部 女子 60m 池松 杏香 イケマツ キョウカ 石部高 高校 1 滋賀県 12.12
182 U18の部 女子 60m 大野 瑞奈 オオノ ミズナ 埼玉栄高 高校 1 埼玉県 12.14
183 U18の部 女子 60m 田中 きよの タナカ キヨノ 共愛学園高 高校 2 群馬県 12.14
184 U18の部 女子 60m 加河 鈴菜 カガワ レイナ 米子後藤ヶ丘中 中学 3 鳥取県 12.14
185 U18の部 女子 60m 髙橋 侑希 タカハシ ユウキ 幸手西中 中学 3 埼玉県 12.15
186 U18の部 女子 60m 谷口 琴音 タニグチ コトネ 岡崎高 高校 1 愛知県 12.16
187 U18の部 女子 60m 山本 千菜 ヤマモト チナ 府中緑ヶ丘中 中学 3 広島県 12.17
188 U18の部 女子 60m 田中 ノフィー タナカ ノフィー 鳥羽高 高校 2 京都府 12.17
189 U18の部 女子 60m 吉田 明香里 ヨシダ アカリ 鳥取商高 高校 1 鳥取県 12.18
190 U18の部 女子 60m 岡根 和奏 オカネ ワカナ 精華中 中学 3 京都府 12.19
191 U18の部 女子 60m 林 愛純 ハヤシ アズミ 東海大望洋高 高校 1 千葉県 12.19
192 U18の部 女子 60m 田村 瑠那 タムラ ルナ 浜松市立高 高校 1 静岡県 12.20
193 U18の部 女子 60m 西村 愛 ニシムラ アイ 宇治山田商高 高校 1 三重県 12.20
194 U18の部 女子 60m 兼高 心愛 カネタカ ココア 倉敷南中 中学 3 岡山県 12.21
195 U18の部 女子 60m 東野 琴音 ヒガシノ コトネ 大阪松虫中 中学 3 大阪府 12.22
196 U18の部 女子 60m 室月 里莉花 ムロヅキ リリカ 東海大翔洋高 高校 1 静岡県 12.22
197 U18の部 女子 60m 須崎 心優 スザキ ミウ 御幸山中 中学 3 愛知県 12.23
198 U18の部 女子 60m 深澤 あまね フカサワ アマネ 佐久長聖高 高校 1 長野県 12.23
199 U18の部 女子 60m 清水 鈴奈 シミズ リンナ 福山幸千中 中学 3 広島県 12.24
200 U18の部 女子 60m 植村 莉子 ウエムラ リコ 南千里中 中学 3 大阪府 12.26
201 U18の部 女子 60m 遠山 侑里 トオヤマ ユリ 新潟商高 高校 1 新潟県 12.27
202 U18の部 女子 60m 新名 陽花 ニイナ ハルカ 大分雄城台高 高校 1 大分県 12.27
203 U18の部 女子 60m 河野 愛莉 コウノ アイリ 大分雄城台高 高校 1 大分県 12.27
204 U18の部 女子 60m 諸橋 未桜 モロハシ ミオ 新潟商高 高校 1 新潟県 12.29
205 U18の部 女子 60m 治武 杏祈 ジブ アズキ 城山中 中学 3 滋賀県 12.29
206 U18の部 女子 60m 寺世 美優 テラセ ミユ 生野高 高校 2 大阪府 12.30
207 U18の部 女子 60m 吉行 梨乃 ヨシユキ リノ 倉敷中央高 高校 1 岡山県 12.31
208 U18の部 女子 60m 佐藤 美里 サトウ ミサト 石巻中 中学 3 宮城県 12.33
209 U18の部 女子 60m 奥野 由萌 オクノ ユメ 水口中 中学 3 滋賀県 12.34
210 U18の部 女子 60m 福本 萌菜 フクモト モナ 名古屋城山中 中学 3 愛知県 12.35
211 U18の部 女子 60m 宮武 アビーダラリー ミヤタケ アビーダラリー 大宮東高 高校 2 埼玉県 24.85
212 U18の部 女子 60m 竹川 綾乃 タケカワ アヤノ 豊橋南高 高校 1 愛知県 24.95
213 U18の部 女子 60m 舩曵 瑠花 フナビキ ルカ 東大阪大敬愛高 高校 2 大阪府 24.96
214 U18の部 女子 60m 魚住 るり ウオズミ ルリ 津高 高校 1 三重県 24.98
215 U18の部 女子 60m 中條 結月 チュウジョウ ユヅキ 共愛学園高 高校 1 群馬県 25.04
216 U18の部 女子 60m 本岡 真悠 モトオカ マユウ 済美高 高校 2 愛媛県 25.07
217 U18の部 女子 60m 水口 萌 ミズグチ モエ 東大阪大敬愛高 高校 1 大阪府 25.08
218 U18の部 女子 60m 綿貫 真尋 ワタヌキ マヒロ 新座三中 中学 3 埼玉県 25.14
219 U18の部 女子 60m 飯田 真衣 イイダ マイ 名古屋大高中 中学 3 愛知県 25.14
220 U18の部 女子 60m 藤岡 凛来 フジオカ リライ 済美高 高校 2 愛媛県 25.20
221 U18の部 女子 60m 山本 早留香 ヤマモト ハルカ 小野高 高校 2 兵庫県 25.29
222 U18の部 女子 60m 栃尾 陽菜 トチオ ヒナタ 高槻二中 中学 3 大阪府 25.31
223 U18の部 女子 60m 森 樺音 モリ カノン 岐阜藍川中 中学 3 岐阜県 25.31
224 U18の部 女子 60m 竹内 心良 タケノウチ ココロ 常盤木学園高 高校 1 宮城県 25.37
225 U18の部 女子 60m 佐々木 綾乃 ササキ アヤノ 霞ヶ浦高 高校 1 茨城県 25.39
226 U18の部 女子 60m 荒井 涼香 アライ リョウカ 星稜高 高校 1 石川県 25.39
227 U18の部 女子 60mYH 松本 佳音彩 マツモト カノア TSM 中学 愛知県 13.80
228 U18の部 女子 60mYH 岩田 乃映 イワタ ノア 苦楽園中 中学 3 兵庫県 13.98
229 U18の部 女子 60mYH 関口 美桜 セキグチ ミオ 相模原相原中 中学 3 神奈川県 14.02
230 U18の部 女子 60mYH 得能 玲那 トクノウ レイナ 西南学院中 中学 3 福岡県 14.18
231 U18の部 女子 60mYH 内山 花 ウチヤマ ハナ 西宮学文中 中学 3 兵庫県 14.24
232 U18の部 女子 60mYH 頼安 乃々香 ヨリヤス ノノカ 東京高 高校 1 東京都 14.24
233 U18の部 女子 60mYH 太田 朋華 オオタ トモカ 山手女高 高校 1 兵庫県 14.24
234 U18の部 女子 60mYH 手塚 向日葵 テヅカ ヒマリ 川崎有馬中 中学 3 神奈川県 14.33
235 U18の部 女子 60mYH 黒川 翔音 クロカワ サネ 柏原高 高校 1 兵庫県 14.34
236 U18の部 女子 60mYH 髙橋 想 タカハシ ココロ 横浜宮田中 中学 3 神奈川県 14.34
237 U18の部 女子 60mYH 藤田 結菜 フジタ ユイナ 西条北中 中学 3 愛媛県 14.34
238 U18の部 女子 60mYH 島村 青空 シマムラ セイラ 県立中村中 中学 3 高知県 14.35
239 U18の部 女子 60mYH 金子 栞里 カネコ シオリ 昌平高 高校 1 埼玉県 14.36
240 U18の部 女子 60mYH 渡口 舞 トグチ マイ 豊見城伊良波中 中学 3 沖縄県 14.36
241 U18の部 女子 60mYH 中津 晴葉 ナカツ ハルハ 佐久長聖高 高校 1 長野県 14.37
242 U18の部 女子 60mYH 古屋 敦子 フルヤ アツコ 倉敷中央高 高校 1 岡山県 14.38
243 U18の部 女子 60mYH 鳥羽 千晴 トバ チハル 伊丹荒牧中 中学 3 兵庫県 14.38
244 U18の部 女子 60mYH 渡邊 結音 ワタナベ ユノン 西宮浜中 中学 3 兵庫県 14.38
245 U18の部 女子 60mYH 金田 莉那 カネダ リナ 南中野中 中学 3 東京都 14.39
246 U18の部 女子 60mYH 吉村 美咲 ヨシムラ ミサキ 山手女高 高校 2 兵庫県 14.39
247 U18の部 女子 60mYH 大川 寿美香 オオカワ スミカ 三田国際中 中学 3 東京都 14.40
248 U18の部 女子 60mYH 菊池 愛華 キクチ マナカ 埼玉栄高 高校 1 埼玉県 14.47
249 U18の部 女子 60mYH 益子 芽里 マスコ メリ 練馬大泉中 中学 3 東京都 14.52
250 U18の部 女子 60mYH 定池 弥音 サダイケ ミネ 塔南高 高校 1 京都府 14.53
251 U18の部 女子 60mYH 正田 実瑠 ショウダ ミノル 共愛学園高 高校 2 群馬県 14.54
252 U18の部 女子 60mYH 大菅 紗矢香 オオスガ サヤカ 鳥羽高 高校 1 京都府 14.56
253 U18の部 女子 60mYH 眞田 茉佑子 サナダ マユコ 浜松市立高 高校 1 静岡県 14.61
254 U18の部 女子 60mYH 城 まなみ タチ マナミ 那賀高 高校 1 和歌山県 14.69
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255 U18の部 女子 60mYH 原 知世 ハラ トモヨ 新潟産大附高 高校 1 新潟県 14.72
256 U18の部 女子 60mYH 長田 杏音 オサダ アン 園田高 高校 1 兵庫県 14.72
257 U18の部 女子 60mYH 今田 涼花 イマダ スズカ 浜松湖東高 高校 1 静岡県 14.73
258 U18の部 女子 60mYH 瀨山 結菜 セヤマ ユイナ 膳所高 高校 1 滋賀県 14.74
259 U18の部 女子 60mYH 前畑 凜 マエハタ リン 鳥羽高 高校 1 京都府 14.74
260 U18の部 女子 60mYH 小林 明留 コバヤシ メル 新潟商高 高校 1 新潟県 14.75
261 U18の部 女子 60mYH 松下 里帆 マツシタ リホ 磐田南高 高校 1 静岡県 14.78
262 U18の部 女子 60mYH 竹村 清子 タケムラ サヤコ 園田高 高校 2 兵庫県 14.78
263 U18の部 女子 60mYH 菅原 理子 スガワラ リコ 暁の星女高 高校 1 広島県 14.78
264 U18の部 女子 60mYH 佐藤 莉子 サトウ リコ 浜松市立高 高校 1 静岡県 14.80
265 U18の部 女子 60mYH 廣瀬 瑳姫 ヒロセ サキ 園田高 高校 1 兵庫県 14.82
266 U18の部 女子 60mYH 直井 保乃花 ナオイ ホノカ 富山高専 高校 1 富山県 14.83
267 U18の部 女子 60mYH 都 咲良 ミヤコ サクラ 広島皆実高 高校 1 広島県 14.83
268 U18の部 女子 60mYH 松下 美咲 マツシタ ミサキ 滝川第二高 高校 1 兵庫県 14.83
269 U18の部 女子 60mYH 塚田 菜々 ツカダ ナナ 佐久長聖高 高校 1 長野県 14.84
270 U18の部 女子 60mYH 細澤 しのん ホソザワ シノン 駿河総合高 高校 1 静岡県 14.85
271 U18の部 女子 60mYH 國本 美柚 クニモト ミユ 大阪高 高校 1 大阪府 14.85
272 U18の部 女子 60mYH 後藤 紗衣 ゴトウ サエ 西南学院高 高校 1 福岡県 14.86
273 U18の部 女子 60mYH 岐部 あみか キベ アミカ 大阪高 高校 1 大阪府 14.87
274 U18の部 女子 60mYH 寺下 萌絵 テラシタ モエ 藤森中 中学 3 京都府 14.87
275 U18の部 女子 60mYH 杉本 鈴夏 スギモト リンカ 倉吉東高 高校 1 鳥取県 14.88
276 U18の部 女子 60mYH 伊東 紗耶乃 イトウ サヤノ 西京高 高校 1 山口県 14.89
277 U18の部 女子 走幅跳 笠井 彩愛 カサイ キアリ 東海大翔洋中 中学 3 静岡県 5.70
278 U18の部 女子 走幅跳 吉田 花鈴 ヨシダ カリン 大阪夕陽丘中 中学 3 大阪府 5.71
279 U18の部 女子 走幅跳 小柳 奈々美 コヤナギ ナナミ 浦和南高 高校 2 埼玉県 5.72
280 U18の部 女子 走幅跳 内山 花 ウチヤマ ハナ 西宮学文中 中学 3 兵庫県 5.73
281 U18の部 女子 走幅跳 竹元 咲 タケモト サキ 鹿児島高 高校 1 鹿児島県 5.76
282 U18の部 女子 走幅跳 岸下 美月 キシシタ ミヅキ 大塚高 高校 1 大阪府 5.87
283 U18の部 男子 60m マデロ ケンジ マデロ ケンジ 作新学院高 高校 1 栃木県 10.59
284 U18の部 男子 60m 河田 航典 カワタ コウスケ 中京大中京高 高校 1 愛知県 10.62
285 U18の部 男子 60m 深川 真平 フカガワ シンペイ 大阪高 高校 2 大阪府 10.64
286 U18の部 男子 60m 坂本 俊介 サカモト シュンスケ 大阪高 高校 2 大阪府 10.64
287 U18の部 男子 60m 重谷 大樹 シゲタニ ヒロキ 九産大付九産高 高校 1 福岡県 10.64
288 U18の部 男子 60m 井上 瑞葵 イノウエ ミズキ 鳥取中央育英高 高校 1 鳥取県 10.66
289 U18の部 男子 60m 射場 遼太 イバ リョウタ 豊橋東高 高校 1 愛知県 10.71
290 U18の部 男子 60m 寺澤 大地 テラサワ ダイチ 吹田一中 中学 3 大阪府 10.74
291 U18の部 男子 60m 大越 隆聖 オオコシ リュウセイ 附属函館 中学 北海道 10.75
292 U18の部 男子 60m 夏目 理玖 ナツメ リク 浜松商高 高校 2 静岡県 10.77
293 U18の部 男子 60m 後藤 達樹 ゴトウ タツキ 崇徳高 高校 1 広島県 10.81
294 U18の部 男子 60m 高木 陸 タカギ リク 土浦湖北高 高校 1 茨城県 10.81
295 U18の部 男子 60m 首藤 大 ストウ ダイ 大阪高 高校 1 大阪府 10.83
296 U18の部 男子 60m 福本 陸晴 フクモト リバ 青葉中 中学 3 京都府 10.83
297 U18の部 男子 60m 河内 颯太 カワウチ ソウタ 近江高 高校 2 滋賀県 10.84
298 U18の部 男子 60m 島田 開伸 シマダ カイシン 浜松湖東高 高校 1 静岡県 10.84
299 U18の部 男子 60m 妻澤 篤志 ツマザワ アツシ 広島皆実高 高校 2 広島県 10.85
300 U18の部 男子 60m 山下 康真 ヤマシタ コオマ 大津高 高校 2 熊本県 10.85
301 U18の部 男子 60m 廣瀬 翔 ヒロセ カケル 八千代高 高校 2 千葉県 10.85
302 U18の部 男子 60m 千田 杜真寿 チダ トマス 茨城キリスト高 高校 1 茨城県 10.85
303 U18の部 男子 60m 福山 斗偉 フクヤマ トイ 星林高 高校 2 和歌山県 10.86
304 U18の部 男子 60m 平野 颯人 ヒラノ ハヤト 早大本庄高 高校 2 埼玉県 10.86
305 U18の部 男子 60m 宮﨑 永久 ミヤザキ トワ 祐誠高 高校 1 福岡県 10.87
306 U18の部 男子 60m 小西 拓斗 コニシ タクト 伊丹荒牧中 中学 3 兵庫県 10.87
307 U18の部 男子 60m 松下 かなう マツシタ カナウ 大分東明高 高校 1 大分県 10.87
308 U18の部 男子 60m 杉浦 宏我 スギウラ コウガ 西大和学園中 中学 3 奈良県 10.89
309 U18の部 男子 60m 三田寺 虎琉 ミタデラ タケル 幕張総合高 高校 1 千葉県 10.89
310 U18の部 男子 60m 川西 梨恩 カワニシ リオン 奈良育英高 高校 1 奈良県 10.90
311 U18の部 男子 60m 村松 駿 ムラマツ シュン 星林高 高校 1 和歌山県 10.91
312 U18の部 男子 60m 藤原 巧成 フジワラ コウセイ 桐光学園高 高校 2 神奈川県 10.92
313 U18の部 男子 60m 吉田 亮介 ヨシダ リョウスケ 下関中等高 高校 2 山口県 10.92
314 U18の部 男子 60m 佐野 希汐 サノ キセキ 佐久長聖高 高校 1 長野県 10.92
315 U18の部 男子 60m 山元 隆吾 ヤマモト リュウゴ 京都共栄高 高校 2 京都府 10.93
316 U18の部 男子 60m 清水 海斗 シミズ カイト 鳥取中央育英高 高校 2 鳥取県 10.93
317 U18の部 男子 60m 牧野 翔太 マキノ ショウタ 祐誠高 高校 1 福岡県 10.94
318 U18の部 男子 60m 佐藤 颯 サトウ ソウ 関大北陽高 高校 1 大阪府 10.94
319 U18の部 男子 60m 則貞 魁 ノリサダ カイ 石部高 高校 2 滋賀県 10.94
320 U18の部 男子 60m 野澤 武琉 ノザワ タケル 越谷西高 高校 2 埼玉県 10.94
321 U18の部 男子 60m 森永 悠斗 モリナガ ユウト 加古川山手中 中学 3 兵庫県 10.95
322 U18の部 男子 60m 松浦 大悟 マツウラ ダイゴ 龍谷大平安高 高校 1 京都府 10.95
323 U18の部 男子 60m 岡本 宰 オカモト ツカサ 津西高 高校 1 三重県 10.96
324 U18の部 男子 60m 前田 夏輝 マエダ ナツキ 松戸六実高 高校 1 千葉県 10.96
325 U18の部 男子 60m 砂原 佑二 スナハラ ユウジ 木更津総合高 高校 2 千葉県 10.96
326 U18の部 男子 60m 上村 駿介 カミムラ シュンスケ 比叡山高 高校 2 滋賀県 10.97
327 U18の部 男子 60m 水崎 翔 ミズサキ ショウ 新潟小針中 中学 3 新潟県 10.97
328 U18の部 男子 60m 藤野 大翔 フジノ ヒロト 橋本紀見北中 中学 3 和歌山県 10.97
329 U18の部 男子 60m 田村 奏人 タムラ カナト 大分稙田東中 中学 3 大分県 10.97
330 U18の部 男子 60m 加瀬 空 カセ ソラ 銚子六中 中学 3 千葉県 10.98
331 U18の部 男子 60m 神﨑 貴仁 カンザキ タカヒト 四学香川西高 高校 2 香川県 10.98
332 U18の部 男子 60m 岡田 翼 オカダ ツバサ 廿日市大野東中 中学 3 広島県 10.98
333 U18の部 男子 60m 杉本 侑也 スギモト ユウヤ 高瀬中 中学 3 香川県 10.98
334 U18の部 男子 60m 土居 采暉 ドイ コトキ 社高 高校 2 兵庫県 10.98
335 U18の部 男子 60m 中西 一冴 ナカニシ イッサ 玉城中 中学 3 三重県 10.99
336 U18の部 男子 60m 田﨑 来夢 タサキ ライム 大分高 高校 1 大分県 11.00
337 U18の部 男子 60m 山口 凌央 ヤマグチ リョウ 菰野中 中学 3 三重県 11.00
338 U18の部 男子 60m 佐野 尊 サノ タケル 愛知高 高校 1 愛知県 11.00
339 U18の部 男子 60m 寺崎 崇悦 テラサキ タカヨシ 比叡山高 高校 2 滋賀県 21.67
340 U18の部 男子 60m 松井 健斗 マツイ ケント 関大北陽高 高校 1 大阪府 21.77
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341 U18の部 男子 60m 村井 奎斗 ムライ ケイト 皇學館高 高校 2 三重県 21.78
342 U18の部 男子 60m 濱田 澪 ハマダ レイ 枚方高 高校 1 大阪府 21.82
343 U18の部 男子 60m 河野 統徳 コウノ ムネノリ 才教学園中 中学 3 長野県 22.02
344 U18の部 男子 60m 中垣内 太智 ナカガイト タイチ 津西高 高校 1 三重県 22.12
345 U18の部 男子 60m 近藤 工雅 コンドウ コウガ 岡崎城西高 高校 1 愛知県 22.13
346 U18の部 男子 60m 寺田 陽士郎 テラダ ヨウジロウ 大津商高 高校 1 滋賀県 22.14
347 U18の部 男子 60m 美濃部 康誓 ミノベ コウセイ 清水中 中学 3 静岡県 22.17
348 U18の部 男子 60m 柳田 知洋 ヤナギダ トモヒロ 日体大荏原高 高校 2 東京都 22.18
349 U18の部 男子 60m 島村 仁晟 シマムラ ジンセイ 岡山城東高 高校 1 岡山県 22.19
350 U18の部 男子 60m 泊 依吹 トマリ イブキ 北陸学院高 高校 1 石川県 22.20
351 U18の部 男子 60mJH 曽我 賢太郎 ソガ ケンタロウ 新潟明訓高 高校 2 新潟県 13.79
352 U18の部 男子 60mJH 山中 大輝 ヤマナカ ダイキ 咲くやこの花中 中学 3 大阪府 13.98
353 U18の部 男子 60mJH 鹿田 真翔 シカタ マコト 飯山中 中学 3 香川県 14.03
354 U18の部 男子 60mJH 山田 真大 ヤマダ マサヒロ 三雲中 中学 3 三重県 14.15
355 U18の部 男子 60mJH 吉川 諒 ヨシカワ リョウ 奈良育英高 高校 1 奈良県 14.19
356 U18の部 男子 60mJH 藤田 晃輝 フジタ コウキ 皇學館中 中学 3 三重県 14.20
357 U18の部 男子 60mJH 小池 綾 コイケ リョウ 堺金岡南中 中学 3 大阪府 14.27
358 U18の部 男子 60mJH 原 稜介 ハラ リョウスケ 枚方中 中学 3 大阪府 14.29
359 U18の部 男子 60mJH 宮野 和優 ミヤノ カズマサ 池田中 中学 3 大阪府 14.31
360 U18の部 男子 60mJH 近藤 翠月 コンドウ ミヅキ 新潟産大附高 高校 1 新潟県 14.32
361 U18の部 男子 60mJH 木村 友東 キムラ ユウト 東輝中 中学 3 京都府 14.33
362 U18の部 男子 60mJH 松本 望 マツモト ノゾム 東輝中 中学 3 京都府 14.35
363 U18の部 男子 60mJH 光弘 航太郎 ミツヒロ コウタロウ 堺月州中 中学 3 大阪府 14.37
364 U18の部 男子 60mJH 村竹 ラシッド ムラタケ ラシッド 松戸国際高 高校 2 千葉県 14.43
365 U18の部 男子 60mJH 岩本 翔太 イワモト ショウタ 大阪高 高校 1 大阪府 14.58
366 U18の部 男子 60mJH 高橋 遼将 タカハシ リョウスケ TSM 中学 愛知県 14.58
367 U18の部 男子 60mJH 大坂 一世 オオサカ イッセイ 星稜高 高校 1 石川県 14.59
368 U18の部 男子 60mJH 中山 聡太 ナカヤマ ソウタ 大阪高 高校 1 大阪府 14.61
369 U18の部 男子 60mJH 片多 永遠 カタタ トワ 自由ケ丘高 高校 2 福岡県 14.62
370 U18の部 男子 60mJH 矢口 峻慈 ヤグチ シュンジ 横浜岡津中 中学 3 神奈川県 14.65
371 U18の部 男子 60mJH 前田 海輝亜 マエダ ミキア 中津川坂本中 中学 3 岐阜県 14.69
372 U18の部 男子 60mJH 和田 一晃 ワダ カズアキ 神戸玉津中 中学 3 兵庫県 14.69
373 U18の部 男子 60mJH 仲井 晃士 ナカイ コウシ 東海大仰星高 高校 1 大阪府 14.86
374 U18の部 男子 60mJH 岩井 章太郎 イワイ ショウタロウ 同志社高 高校 1 京都府 14.88
375 U18の部 男子 60mJH 麻生 悠斗 アソウ ユウト 八王子椚田中 中学 3 東京都 14.93
376 U18の部 男子 60mJH 猿渡 善斗 サルワタリ ヨシト 市尼崎高 高校 1 兵庫県 14.96
377 U18の部 男子 60mJH 古田 響 フルタ ヒビキ 関緑ヶ丘中 中学 3 岐阜県 14.96
378 U18の部 男子 60mJH 木下 陽斗 キノシタ アキト 大阪高 高校 1 大阪府 14.98
379 U18の部 男子 60mJH 小池 颯 コイケ ソウ 新潟明訓高 高校 1 新潟県 14.98
380 U18の部 男子 60mJH 康 瀚民 カン ハンミン 大阪文の里中 中学 3 大阪府 14.99
381 U18の部 男子 60mJH 栢本 尚輝 カヤモト ナオキ 武南高 高校 1 埼玉県 15.01
382 U18の部 男子 60mJH 八田 晴生 ハッタ ハルセ 四学香川西高 高校 1 香川県 15.02
383 U18の部 男子 60mJH 鈴木 大河 スズキ タイガ 中京大中京高 高校 1 愛知県 15.08
384 U18の部 男子 60mJH 斎藤 海貴 サイトウ カイキ 宇治山田商高 高校 1 三重県 15.11
385 U18の部 男子 60mJH 中村 洋介 ナカムラ ヨウスケ 横須賀高 高校 2 愛知県 15.12
386 U18の部 男子 60mJH 八木 優気 ヤギ ユウキ 広島皆実高 高校 1 広島県 15.15
387 U18の部 男子 60mJH 山田 一稀 ヤマダ カズキ 富士宮北高 高校 1 静岡県 15.16
388 U18の部 男子 60mJH 粟野 聖瑳 アワノ セイザ 社高 高校 1 兵庫県 15.17
389 U18の部 男子 60mJH 飯牟田 空良 イムタ ソラ 社高 高校 1 兵庫県 15.19
390 U18の部 男子 60mJH 大村 一斗 オオムラ カズト 近大附高 高校 1 大阪府 15.24
391 U18の部 男子 60mJH 小林 恒方 コバヤシ ツネマサ 県西宮高 高校 2 兵庫県 15.29
392 U18の部 男子 60mJH 西村 晟太朗 ニシムラ セイタロウ 彦根翔西館高 高校 1 滋賀県 15.35
393 U18の部 男子 60mJH 杉本 陸 スギモト リク 中越高 高校 1 新潟県 15.37
394 U18の部 男子 60mJH 二神 翔吾 フタガミ ショウゴ 済美高 高校 1 愛媛県 15.37
395 U18の部 男子 60mJH 居村 宣孝 イムラ ノリタカ 鳴門渦潮高 高校 1 徳島県 15.39
396 U18の部 男子 60mJH 木下 博翔 キノシタ ヒロト 塔南高 高校 1 京都府 15.40
397 U18の部 男子 60mJH 藤嶋 凌大 フジシマ リョウタ 富士高 高校 1 東京都 15.44
398 U18の部 男子 60mJH 豊田 兼 トヨダ ケン 桐朋高 高校 1 東京都 15.45
399 U18の部 男子 60mJH 牧野 晃大 マキノ アキヒロ 鳥取中央育英高 高校 1 鳥取県 15.46
400 U18の部 男子 60mJH 長田 一晟 ナガタ イッセイ 近大高専 高校 1 三重県 15.48
401 U18の部 男子 60mJH 金子 柊也 カネコ シュウヤ 昌平高 高校 2 埼玉県 15.49
402 U18の部 男子 60mJH 鈴木 玖琉 スズキ クリュウ 昌平高 高校 1 埼玉県 15.50
403 U18の部 男子 走幅跳 小野澤 永遠 オノザワ トワ 野津田高 高校 1 東京都 7.00
404 U18の部 男子 走幅跳 松本 汰壱 マツモト タイチ 福岡第一高 高校 1 福岡県 7.02
405 U18の部 男子 走幅跳 中島 陽輝 ナカジマ ハルキ 市立太田高 高校 2 群馬県 7.03
406 U18の部 男子 走幅跳 君島 茉那哉 キミシマ マナヤ 日大三島高 高校 1 静岡県 7.14
407 U18の部 男子 走幅跳 島田 拓実 シマダ タクミ 社高 高校 1 兵庫県 7.14
408 U18の部 男子 走幅跳 丸山 陽生良 マルヤマ ヒイロ 福井市足羽一中 中学 3 福井県 7.21
409 U18の部 男子 走幅跳 山田 悠斗 ヤマダ ハルト 広陵高 高校 2 広島県 7.24
410 U18の部 男子 走幅跳 田中 隆太郎 タナカ リュウタロウ 摂津高 高校 1 大阪府 7.26
411 U18の部 男子 走幅跳 中尾 廉 ナカオ レン 東大阪大柏原高 高校 2 大阪府 7.28
412 U18の部 男子 棒高跳 安藤 正紀 アンドウ マサキ 観音寺一高 高校 1 香川県 4.35
413 U18の部 男子 棒高跳 池田 悠人 イケダ ユウト 上菅田中 中学 3 神奈川県 4.35
414 U18の部 男子 棒高跳 小暮 七斗 コグレ ナナト おおたｽﾎﾟｰﾂ 中学 群馬県 4.40
415 U18の部 男子 棒高跳 有賀 玄太 アルガ ゲンタ 南箕輪中 中学 3 長野県 4.40
416 U18の部 男子 棒高跳 綾 大心 アヤ ダイシン 近大東広島高 高校 1 広島県 4.40
417 U18の部 男子 棒高跳 猪原 渓 イハラ ケイ 横浜清風高 高校 1 神奈川県 4.40
418 U18の部 男子 棒高跳 黒田 翔貴弥 クロダ トキヤ 四学香川西高 高校 1 香川県 4.40
419 U18の部 男子 棒高跳 佐藤 翔太 サトウ ショウタ 福島成蹊高 高校 1 福島県 4.40
420 U18の部 男子 棒高跳 鈴木 健礼 スズキ タケヒロ 水戸商高 高校 2 茨城県 4.40
421 U18の部 男子 棒高跳 上田 光一 ウエダ コウイチ 近大高専 高校 1 三重県 4.40
422 U18の部 男子 棒高跳 犬飼 匠 イヌガイ タクミ 山形中央高 高校 1 山形県 4.40
423 U18の部 男子 棒高跳 中沢 実夢 ナカザワ ミユ 北嵯峨高 高校 1 京都府 4.40
424 U18の部 男子 棒高跳 小泉 宗士 コイズミ ソウシ 佐沼高 高校 1 宮城県 4.40
425 U18の部 男子 棒高跳 橋本 樹 ハシモト イツキ 越谷南高 高校 2 埼玉県 4.40
426 U18の部 男子 棒高跳 大倉 一輝 オオクラ カズキ 白河旭高 高校 2 福島県 4.50
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427 U18の部 男子 棒高跳 鈴木 勇輝 スズキ ユウキ 浜松商高 高校 1 静岡県 4.50
428 U18の部 男子 棒高跳 佐藤 矩藍 サトウ クラン 駿河総合高 高校 2 静岡県 4.50
429 U18の部 男子 棒高跳 水谷 翼 ミズタニ ツバサ 四学香川西高 高校 1 香川県 4.50
430 U18の部 男子 棒高跳 井辺 敬太 インベ ケイタ 近大和歌山高 高校 2 和歌山県 4.50
431 U18の部 男子 棒高跳 齋藤 丈 サイトウ ジョウ 日体大柏高 高校 2 千葉県 4.50
432 U18の部 男子 棒高跳 加治 直紘 カジ ナオヒロ 金沢泉丘高 高校 1 石川県 4.60
433 U18の部 男子 棒高跳 高橋 海舟 タカハシ カイシュウ 洛東高 高校 1 京都府 4.60
434 U18の部 男子 棒高跳 合田 悠馬 ゴウダ ユウマ 観音寺総合高 高校 2 香川県 4.60
435 U18の部 男子 棒高跳 石塚 隼人 イシツカ ハヤト 木更津総合高 高校 2 千葉県 4.60
436 U18の部 男子 棒高跳 伊藤 頼 イトウ ライ 木更津総合高 高校 1 千葉県 4.65
437 U18の部 男子 棒高跳 山下 哲也 ヤマシタ テツヤ 浜松南高 高校 1 静岡県 4.70
438 U18の部 男子 棒高跳 木村 海 キムラ カイ 洛東高 高校 2 京都府 4.71
439 U18の部 男子 棒高跳 源田 駿祐 ゲンダ シュンスケ 明石商高 高校 2 兵庫県 4.75
440 U18の部 男子 棒高跳 池上 陽向 イケガミ ヒナタ 近大高専 高校 1 三重県 4.80
441 U18の部 男子 棒高跳 野呂 仁人 ノロ ヨシト 皇學館高 高校 1 三重県 4.90
442 U18の部 男子 棒高跳 髙橋 陸人 タカハシ リクト 樹徳高 高校 1 群馬県 4.90
443 U18の部 男子 棒高跳 野本 唯人 ノモト ユイト 松山北高 高校 1 愛媛県 4.91
444 U18の部 男子 棒高跳 柄澤 智哉 カラサワ トモヤ 前橋育英高 高校 1 群馬県 5.00
445 U18の部 男子 棒高跳 古澤 一生 フルサワ カズキ 前橋育英高 高校 1 群馬県 5.22
446 U20の部 女子 60m 臼井 文音 ウスイ アヤネ 立命館慶祥高 高校 3 北海道 11.67
447 U20の部 女子 60m 福田 奈央 フクダ ナオ 作新学院高 高校 3 栃木県 11.79
448 U20の部 女子 60m 髙橋 真由 タカハシ マユ 東京高 高校 3 東京都 11.85
449 U20の部 女子 60m 田中 更紗 タナカ サラサ 新潟商高 高校 3 新潟県 11.88
450 U20の部 女子 60m 廣瀬 未翔 ヒロセ ミカ 龍谷大平安高 高校 2 京都府 11.88
451 U20の部 女子 60m 佃 光紗 ツクダ ミスズ 山手女高 高校 2 兵庫県 11.89
452 U20の部 女子 60m 井戸アビゲイル 風果 イドアビゲイル フウカ 至学館高 高校 2 愛知県 11.90
453 U20の部 女子 60m 橋爪 優佳 ハシヅメ ユカ 大阪桐蔭高 高校 3 大阪府 11.93
454 U20の部 女子 60m 大城 珠莉 オオシロ ジュリ 至学館高 高校 2 愛知県 11.95
455 U20の部 女子 60m 天神 綾音 テンジン アヤネ 中京大中京高 高校 3 愛知県 12.05
456 U20の部 女子 60m 坂野 七海 サカノ ナナミ 大体大浪商高 高校 3 大阪府 12.07
457 U20の部 女子 60m 塩田 夏鈴 シオダ カリン 共愛学園高 高校 3 群馬県 12.07
458 U20の部 女子 60m 柳澤 祐衣 ヤナギサワ ユイ 星稜高 高校 3 石川県 12.09
459 U20の部 女子 60m 塩本 歩 シオモト アユム 星稜高 高校 2 石川県 12.09
460 U20の部 女子 60m 小針 涼葉 コバリ スズハ 富士市立高 高校 3 静岡県 12.11
461 U20の部 女子 60m 熊谷 遥未 クマガエ ハルミ 田園調布学園高 高校 2 東京都 12.12
462 U20の部 女子 60m 前川 梨花 マエカワ リンカ 川崎市立橘高 高校 3 神奈川県 12.13
463 U20の部 女子 60m 藤本 彩花 フジモト アヤカ 城南学園高 高校 3 大阪府 12.14
464 U20の部 女子 60m 村木 未澪 ムラキ ミレイ 安城学園高 高校 2 愛知県 12.14
465 U20の部 女子 60m 小倉 梨央 オグラ リオ 東洋大牛久高 高校 3 茨城県 12.14
466 U20の部 女子 60m 上田 理湖 ウエタ リコ 鳥取城北高 高校 2 鳥取県 12.14
467 U20の部 女子 60m 加藤 汐織 カトウ シオリ 大分雄城台高 高校 2 大分県 12.15
468 U20の部 女子 60m 外園 愛梨 ホカゾノ アイリ 中京大中京高 高校 2 愛知県 12.17
469 U20の部 女子 60m 福本 瑞季 フクモト ミズキ 東温高 高校 2 愛媛県 12.18
470 U20の部 女子 60m 杉村 美緒 スギムラ ミオ 摂津高 高校 3 大阪府 12.20
471 U20の部 女子 60m 市川 亜澄 イチカワ アズミ 作新学院高 高校 2 栃木県 12.20
472 U20の部 女子 60m 柴田 絹子 シバタ キヌコ 多治見北高 高校 3 岐阜県 12.20
473 U20の部 女子 60m 前田 夏美 マエタ ナツミ 鳥取城北高 高校 3 鳥取県 12.20
474 U20の部 女子 60m 吉村 優里奈 ヨシムラ ユリナ 大津緑洋高 高校 2 山口県 12.21
475 U20の部 女子 60m 勝又 日菜多 カツマタ ヒナタ 富士宮西高 高校 2 静岡県 12.21
476 U20の部 女子 60m 瀬沼 有咲 セヌマ アリサ 野田中央高 高校 2 千葉県 12.21
477 U20の部 女子 60m 橋本 紗希 ハシモト サキ 諫早高 高校 2 長崎県 12.24
478 U20の部 女子 60m 阿南 真奈 アナミ マナ 九産大付九産高 高校 3 福岡県 12.24
479 U20の部 女子 60m 伊藤 すずほ イトウ スズホ 日本工大駒場高 高校 2 東京都 12.25
480 U20の部 女子 60m 佐々木 慧 ササキ ケイ 花巻東高 高校 2 岩手県 24.74
481 U20の部 女子 60m 加畑 美湖 カバタ ミコ 敦賀高 高校 2 福井県 24.87
482 U20の部 女子 60m 峯松 甘夏 ミネマツ アマナ 大宮東高 高校 3 埼玉県 24.98
483 U20の部 女子 60m 佐藤 安彩 サトウ アサ 近大附高 高校 2 大阪府 24.99
484 U20の部 女子 60m 藤田 英里 フジタ エリ 岡山操山高 高校 2 岡山県 25.01
485 U20の部 女子 60m 神藤 未弥 シンドウ ミヤ 共愛学園高 高校 2 群馬県 25.04
486 U20の部 女子 60m 田中 海来 タナカ ミク 至学館高 高校 2 愛知県 25.06
487 U20の部 女子 60m 大島 愛梨 オオシマ アイリ 宇都宮中央女高 高校 3 栃木県 25.09
488 U20の部 女子 60m 川村 ひかる カワムラ ヒカル 草津東高 高校 2 滋賀県 25.09
489 U20の部 女子 60m 長井 未吹 ナガイ ミブキ 新潟商高 高校 3 新潟県 25.12
490 U20の部 女子 60m 髙島 寿莉亜 タカシマ ジュリア 滝川第二高 高校 3 兵庫県 25.17
491 U20の部 女子 60m 吉田 美玖 ヨシダ ミク 駿河総合高 高校 2 静岡県 25.18
492 U20の部 女子 60m 結城 夏実 ユウキ ナツミ 伊志田高 高校 3 神奈川県 25.18
493 U20の部 女子 60m 赤石 純 アカイシ ジュン 市立呉高 高校 3 広島県 25.18
494 U20の部 女子 60m ネベス アスカ ネベス アスカ 浜松開誠館高 高校 2 静岡県 25.19
495 U20の部 女子 60m 水野 真冴 ミズノ マコ 玉野光南高 高校 2 岡山県 25.20
496 U20の部 女子 60mH 芝田 愛花 シバタ マナカ 恵庭南高 高校 3 北海道 13.42
497 U20の部 女子 60mH 山西 桃子 ヤマニシ モモコ 白梅学園高 高校 2 東京都 13.61
498 U20の部 女子 60mH 安達 楓恋 アダチ カレン 中京大中京高 高校 2 愛知県 13.64
499 U20の部 女子 60mH 中尾 あゆみ ナカオ アユミ 西城陽高 高校 3 京都府 13.66
500 U20の部 女子 60mH 安藤 愛未 アンドウ アミ 至学館高 高校 2 愛知県 13.69
501 U20の部 女子 60mH 宍戸 梨瑚 シシド リコ 敦賀高 高校 3 福井県 13.75
502 U20の部 女子 60mH 手塚 麻衣 テヅカ マイ 高岡南高 高校 2 富山県 13.84
503 U20の部 女子 60mH 吉井 里々子 ヨシイ リリコ 新潟商高 高校 2 新潟県 13.85
504 U20の部 女子 60mH 島野 真生 シマノ マオ 東京高 高校 2 東京都 13.86
505 U20の部 女子 60mH 藤井 このみ フジイ コノミ 大塚高 高校 2 大阪府 13.96
506 U20の部 女子 60mH 池田 涼香 イケダ スズカ 鳥羽高 高校 3 京都府 13.96
507 U20の部 女子 60mH 麻野 涼葉 アサノ スズハ 大阪高 高校 2 大阪府 13.98
508 U20の部 女子 60mH 圓城寺 祐穂 エンジョウジ ユウホ 塔南高 高校 3 京都府 13.99
509 U20の部 女子 60mH 倉石 珠倖 クライシ ミユキ 新潟明訓高 高校 2 新潟県 13.99
510 U20の部 女子 60mH 東谷 美都 ヒガシタニ ミト 関大一高 高校 2 大阪府 14.00
511 U20の部 女子 60mH 三吉 南緒 ミヨシ ナオ 巨摩高 高校 3 山梨県 14.04
512 U20の部 女子 60mH 西川 知沙 ニシカワ チサ 豊橋南高 高校 2 愛知県 14.07
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513 U20の部 女子 60mH 稲田 楓 イナダ カエデ 津商高 高校 3 三重県 14.09
514 U20の部 女子 60mH 小山田 環 オヤマダ タマキ 昌平高 高校 3 埼玉県 14.10
515 U20の部 女子 60mH 清水 羽菜 シミズ ハナ 白梅学園高 高校 2 東京都 14.10
516 U20の部 女子 60mH 髙木 玲奈 タカギ レナ 龍谷富山高 高校 3 富山県 14.12
517 U20の部 女子 60mH 田中 文菜 タナカ フミナ 小野高 高校 3 兵庫県 14.16
518 U20の部 女子 60mH 奥林 凜 オクバヤシ リン 四日市商高 高校 2 三重県 14.17
519 U20の部 女子 60mH 岡﨑 汀 オカザキ ナギサ 倉吉東高 高校 3 鳥取県 14.18
520 U20の部 女子 60mH 金谷 葵 カネタニ アオイ 埼玉栄高 高校 3 埼玉県 14.22
521 U20の部 女子 60mH 中川 紅瑠実 ナカガワ クルミ 浜松市立高 高校 2 静岡県 14.22
522 U20の部 女子 60mH 木村 加乃 キムラ カノ 至学館高 高校 2 愛知県 14.26
523 U20の部 女子 60mH 駒木 遥 コマキ ハルカ 名古屋西高 高校 3 愛知県 14.27
524 U20の部 女子 60mH 岡部 華鈴 オカベ カリン 白梅学園高 高校 2 東京都 14.27
525 U20の部 女子 60mH 田中 千尋 タナカ チヒロ 岡崎城西高 高校 2 愛知県 14.30
526 U20の部 女子 60mH 本多 美沙 ホンダ ミサ 川崎市立橘高 高校 3 神奈川県 14.30
527 U20の部 女子 60mH 寺本 朱那 テラモト ジュナ 皇學館高 高校 2 三重県 14.31
528 U20の部 女子 60mH 熱田 心 アツタ ココロ 倉敷中央高 高校 2 岡山県 14.33
529 U20の部 女子 60mH 萬谷 呂稀 マンタニ ロキ 東大阪大敬愛高 高校 3 大阪府 14.33
530 U20の部 女子 60mH 竜門 千佳 リュウモン チカ 倉敷中央高 高校 3 岡山県 14.36
531 U20の部 女子 60mH 堂本 鈴華 ドウモト リンカ 大塚高 高校 2 大阪府 14.36
532 U20の部 女子 60mH 清水 彩妃 シミズ サキ 京都文教高 高校 3 京都府 14.37
533 U20の部 女子 60mH 浅野 咲希 アサノ サキ 所沢北高 高校 2 埼玉県 14.39
534 U20の部 女子 60mH 吉岡 里紗 ヨシオカ リサ 大阪成蹊女子高 高校 2 大阪府 14.42
535 U20の部 女子 60mH 江國 怜奈 エクニ レナ 時習館高 高校 2 愛知県 14.42
536 U20の部 女子 60mH 藤本 千愛 フジモト チアナ 鳴門渦潮高 高校 2 徳島県 14.42
537 U20の部 女子 60mH 鈴木 舞乙 スズキ マオ 川和高 高校 2 神奈川県 14.50
538 U20の部 女子 60mH 有賀 知春 アルガ チハル 川崎市立橘高 高校 2 神奈川県 14.50
539 U20の部 女子 60mH 髙橋 美帆 タカハシ ミホ 橘高 高校 2 福島県 14.50
540 U20の部 女子 60mH 北尾 友梨 キタオ ユリ 鳥羽高 高校 2 京都府 14.52
541 U20の部 女子 60mH 島田 有彩 シマダ アリサ 敦賀高 高校 2 福井県 14.55
542 U20の部 女子 60mH 鈴木 さくら スズキ サクラ 伊豆中央高 高校 2 静岡県 14.56
543 U20の部 女子 60mH 檜垣 真由 ヒガキ マユ 啓明学院高 高校 2 兵庫県 14.57
544 U20の部 女子 60mH 冨永 莉沙 トミナガ リサ 鹿児島高 高校 3 鹿児島県 14.58
545 U20の部 女子 60mH 高 夕梨夏 タカ ユリカ 東海大相模高 高校 3 神奈川県 14.59
546 U20の部 女子 60mH 中野 藍 ナカノ ラン 四日市商高 高校 3 三重県 14.60
547 U20の部 女子 三段跳 為岡 杏奈 タメオカ アンナ 加古川東高 高校 2 兵庫県 11.90
548 U20の部 女子 三段跳 西村 純夏 ニシムラ スミカ 東大津高 高校 2 滋賀県 11.94
549 U20の部 女子 三段跳 東口 ゆう ヒガシグチ ユウ 九産大付九産高 高校 2 福岡県 11.94
550 U20の部 女子 三段跳 荒谷 弥希 アラタニ ミツキ 神辺旭高 高校 2 広島県 11.94
551 U20の部 女子 三段跳 岸野 美雨 キシノ ミウ 高知農高 高校 3 高知県 11.97
552 U20の部 女子 三段跳 竹田 有香里 タケダ アカリ 京都教育大 大学 1 大阪府 12.01
553 U20の部 女子 三段跳 山中 愛仁果 ヤマナカ アニカ 盛岡一高 高校 2 岩手県 12.02
554 U20の部 女子 三段跳 中山 瑠奈 ナカヤマ ルナ 宇治山田商高 高校 2 三重県 12.03
555 U20の部 女子 三段跳 鞍田 沙耶佳 クラタ サヤカ 星稜高 高校 2 石川県 12.06
556 U20の部 女子 三段跳 鴨下 若菜 カモシタ ワカナ 武南高 高校 2 埼玉県 12.08
557 U20の部 女子 三段跳 関戸 夏未 セキド ナツミ 長崎南高 高校 3 長崎県 12.09
558 U20の部 女子 三段跳 菊地 ひかり キクチ ヒカリ 白樺学園高 高校 3 北海道 12.09
559 U20の部 女子 三段跳 石山 礼菜 イシヤマ レイナ 熊本中央高 高校 2 熊本県 12.12
560 U20の部 女子 三段跳 加藤 綾乃 カトウ アヤノ 幕張総合高 高校 2 千葉県 12.15
561 U20の部 女子 三段跳 都築 陽奈 ツヅキ ヒナ 三好高 高校 3 愛知県 12.17
562 U20の部 女子 三段跳 古川 由季 フルカワ ユキ 浜松北高 高校 3 静岡県 12.18
563 U20の部 女子 三段跳 中山 実優 ナカヤマ ミユ 三重高 高校 3 三重県 12.18
564 U20の部 女子 三段跳 草水 楓乃 クサミズ カノン 大塚高 高校 3 大阪府 12.23
565 U20の部 女子 三段跳 中野 千菜津 ナカノ チナツ 関大北陽高 高校 3 大阪府 12.27
566 U20の部 女子 三段跳 藤田 詩乃 フジタ シノ 西城陽高 高校 2 京都府 12.30
567 U20の部 女子 三段跳 柳川 かれん ヤナガワ カレン 立命館大 大学 1 京都府 12.31
568 U20の部 女子 三段跳 八田 真奈 ハッタ マナ 京都文教高 高校 3 京都府 12.33
569 U20の部 女子 三段跳 宮澤 歩 ミヤザワ アユミ 諏訪二葉高 高校 3 長野県 12.34
570 U20の部 女子 三段跳 梅津 彩香 ウメヅ アヤカ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 大学 1 滋賀県 12.40
571 U20の部 女子 三段跳 平松 紗季 ヒラマツ サキ 中京大中京高 高校 3 愛知県 12.45
572 U20の部 女子 三段跳 北田 莉亜 キタダ リア 摂津高 高校 2 大阪府 12.57
573 U20の部 女子 三段跳 宮口 愛子 ミヤグチ アイコ 星稜高 高校 3 石川県 12.78
574 U20の部 女子 三段跳 小寺 波音 コデラ ハノン 安城学園高 高校 2 愛知県 11.97
575 U20の部 女子 三段跳 三好 ひなの ミヨシ ヒナノ 西城陽高 高校 2 京都府 11.97
576 U20の部 女子 三段跳 白石 光音 シライシ ミオン 京都文教高 高校 2 京都府 11.99
577 U20の部 女子 三段跳 佐伯 舞子 サイキ マイコ 純心女子高 高校 2 長崎県 12.09
578 U20の部 女子 走高跳 中野 春陽 ナカノ ハルヒ 小松商高 高校 3 石川県 1.70
579 U20の部 女子 走高跳 梅原 遥奈 ウメハラ ハルナ 成田高 高校 3 千葉県 1.70
580 U20の部 女子 走高跳 清野 かな子 セイノ カナコ 市立船橋高 高校 3 千葉県 1.70
581 U20の部 女子 走高跳 藤田 紗江 フジタ サエ 松阪商高 高校 3 三重県 1.70
582 U20の部 女子 走高跳 井上 紗耶加 イノウエ サヤカ 北摂三田高 高校 2 兵庫県 1.72
583 U20の部 女子 走高跳 武田 萌伽 タケダ モカ 山形大 大学 1 山形県 1.72
584 U20の部 女子 走高跳 岸本 志恵 キシモト ユキエ 中部商高 高校 2 沖縄県 1.73
585 U20の部 女子 走高跳 樋口 愛莉 ヒグチ アイリ 中村学園女高 高校 3 福岡県 1.73
586 U20の部 女子 走高跳 小野 恵蓮 オノ エレン 創価高 高校 3 東京都 1.73
587 U20の部 女子 走高跳 松本 万鈴 マツモト マリン 和歌山北高 高校 2 和歌山県 1.74
588 U20の部 女子 走高跳 小笠原 早矢楓 オガサワラ サヤカ 安城学園高 高校 3 愛知県 1.76
589 U20の部 女子 走高跳 小川 琉生 オガワ ルウ 南葛飾高 高校 1 東京都 1.70
590 U20の部 女子 走高跳 亀田 実咲 カメダ ミサキ 鵬学園高 高校 1 石川県 1.70
591 U20の部 女子 走高跳 河村 彩香 カワムラ サヤカ 鯖江高 高校 1 福井県 1.71
592 U20の部 女子 走高跳 伊藤 桃子 イトウ モモコ 中京大中京高 高校 2 愛知県 1.73
593 U20の部 女子 走高跳 岡野 弥幸 オカノ ミサキ おおたｽﾎﾟｰﾂ 中学 群馬県 1.75
594 U20の部 女子 走幅跳 藤山 有希 フジヤマ ユウキ 東海大相模高 高校 2 神奈川県 5.85
595 U20の部 女子 走幅跳 高橋 美夢 タカハシ ミユ 玉野光南高 高校 3 岡山県 5.89
596 U20の部 女子 走幅跳 渡辺 紀里 ワタナベ コトリ 埼玉栄高 高校 3 埼玉県 5.90
597 U20の部 女子 走幅跳 大西 愛永 オオニシ マナエ 東大阪大敬愛高 高校 3 大阪府 5.90
598 U20の部 女子 走幅跳 有本 吏里 アリモト リリ 倉吉東高 高校 2 鳥取県 5.91
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599 U20の部 女子 走幅跳 榎本 樹羅 エノモト ジュラ 四学香川西高 高校 2 香川県 5.92
600 U20の部 女子 走幅跳 伊藤 芽彩 イトウ メイ 九産大付九州高 高校 2 福岡県 5.92
601 U20の部 女子 走幅跳 古川 由季 フルカワ ユキ 浜松北高 高校 3 静岡県 5.96
602 U20の部 女子 走幅跳 廣瀬 理紗子 ヒロセ リサコ 鳥羽高 高校 3 京都府 5.96
603 U20の部 女子 走幅跳 小玉 葵水 コダマ アミ 白樺学園高 高校 3 北海道 5.99
604 U20の部 女子 走幅跳 芦田 陽菜 アシダ ハルナ 敦賀高 高校 3 福井県 6.00
605 U20の部 女子 走幅跳 吉田 梨緒 ヨシダ リオ 立命館慶祥高 高校 3 北海道 6.10
606 U20の部 女子 走幅跳 中津川 亜月 ナカツガワ アヅキ 浜松市立高 高校 2 静岡県 6.23
607 U20の部 女子 走幅跳 高良 彩花 コウラ アヤカ 園田高 高校 3 兵庫県 6.44
608 U20の部 女子 棒高跳 須山 深琉 スヤマ ミル 浜松南高 高校 3 静岡県 3.60
609 U20の部 女子 棒高跳 諸田 祐佳 モロタ ユカ 太田女高 高校 2 群馬県 3.60
610 U20の部 女子 棒高跳 田畑 奈都希 タバタ ナツキ 桐蔭高 高校 2 和歌山県 3.60
611 U20の部 女子 棒高跳 平田 美和 ヒラタ ミワ 園田学園女子大 大学 1 兵庫県 3.60
612 U20の部 女子 棒高跳 浦津 ななの ウラツ ナナノ 中京大中京高 高校 2 愛知県 3.61
613 U20の部 女子 棒高跳 荻野 紗英 オギノ サエ 浜松南高 高校 2 静岡県 3.70
614 U20の部 女子 棒高跳 淵上 智晶 フチガミ チアキ 大塚高 高校 3 大阪府 3.70
615 U20の部 女子 棒高跳 熊谷 芙美子 クマガイ フミコ 北稜高 高校 3 京都府 3.70
616 U20の部 女子 棒高跳 杉沼 凜穂 スギヌマ リホ 山形商高 高校 2 山形県 3.80
617 U20の部 女子 棒高跳 渡邊 南月 ワタナベ ナツキ 岡崎城西高 高校 2 愛知県 3.80
618 U20の部 女子 棒高跳 友松 日南 トモマツ ヒナ 明石商高 高校 3 兵庫県 3.80
619 U20の部 女子 棒高跳 橋本 直 ハシモト スナオ 日本体育大 大学 1 埼玉県 3.80
620 U20の部 女子 棒高跳 山地 里奈 ヤマヂ リナ 観音寺一高 高校 3 香川県 3.90
621 U20の部 女子 棒高跳 台信 愛 ダイノブ メグミ 中間高 高校 2 福岡県 3.90
622 U20の部 女子 棒高跳 塩崎 泉 シオザキ イズミ 至学館高 高校 3 愛知県 3.90
623 U20の部 女子 棒高跳 岡本 風香 オカモト フウカ 前橋育英高 高校 3 群馬県 3.91
624 U20の部 女子 棒高跳 田中 伶奈 タナカ レナ 観音寺一高 高校 3 香川県 4.12
625 U20の部 女子 棒高跳 村田 蒼空 ムラタ ソラ 渋川北中 中学 2 群馬県 3.60
626 U20の部 女子 棒高跳 古林 愛理 フルバヤシ エリ 明石商高 高校 1 兵庫県 3.60
627 U20の部 女子 棒高跳 鈴木 舞雪 スズキ マユ 磐田南高 高校 2 静岡県 3.61
628 U20の部 女子 棒高跳 金子 絵美里 カネコ エミリ 大分西高 高校 2 大分県 3.70
629 U20の部 女子 棒高跳 藤家 麻鈴 フジイエ マベル 星稜高 高校 2 石川県 3.80
630 U20の部 男子 60m 桑野 拓海 クワノ タクミ 宮崎北高 高校 3 宮崎県 10.35
631 U20の部 男子 60m 山本 未来 ヤマモト ミライ 東福岡高 高校 3 福岡県 10.51
632 U20の部 男子 60m 前田 拓夢 マエダ タクム 自由ケ丘高 高校 3 福岡県 10.53
633 U20の部 男子 60m 堀田 竣斗 ホッタ シュント 野田中央高 高校 2 千葉県 10.53
634 U20の部 男子 60m 西村 陽杜 ニシムラ ハルト 松商学園高 高校 3 長野県 10.53
635 U20の部 男子 60m 佐藤 育空 サトウ ナルタカ 太成学院高 高校 3 大阪府 10.54
636 U20の部 男子 60m 秋山 優希 アキヤマ ユウキ 日大東北高 高校 2 福島県 10.55
637 U20の部 男子 60m 阿部 一輝 アベ カズキ 立教新座高 高校 3 埼玉県 10.55
638 U20の部 男子 60m 野上 翼 ノガミ ツバサ 四学香川西高 高校 3 香川県 10.56
639 U20の部 男子 60m 井澤 竜二 イザワ リョウジ 広島皆実高 高校 3 広島県 10.56
640 U20の部 男子 60m 小谷 捷人 コタニ ハヤト 帝塚山泉ヶ丘高 高校 3 大阪府 10.58
641 U20の部 男子 60m 合田 凌斗 ゴウダ リョウト 野津田高 高校 3 東京都 10.59
642 U20の部 男子 60m 大石 雄也 オオイシ ユウヤ 筑紫高 高校 3 福岡県 10.60
643 U20の部 男子 60m 森 皓平 モリ コウヘイ 名古屋大谷高 高校 3 愛知県 10.60
644 U20の部 男子 60m 酒井 翼 サカイ ツバサ 近畿大 大学 1 徳島県 10.62
645 U20の部 男子 60m 佐藤 伸太郎 サトウ シンタロウ 仙台育英高 高校 3 宮城県 10.62
646 U20の部 男子 60m 假屋 直幹 カリヤ ナオキ 枚方高 高校 3 大阪府 10.63
647 U20の部 男子 60m 服部 匡恭 ハットリ マサヨシ 中京大中京高 高校 3 愛知県 10.64
648 U20の部 男子 60m 原田 暁 ハラダ アキラ 戸畑高 高校 3 福岡県 10.64
649 U20の部 男子 60m 遠藤 耕介 エンドウ コウスケ 刈谷北高 高校 2 愛知県 10.64
650 U20の部 男子 60m 竹内 璃生 タケウチ リオ 金沢高 高校 3 石川県 10.64
651 U20の部 男子 60m 髙木 恒 タカギ コウ 宝塚高 高校 3 兵庫県 10.64
652 U20の部 男子 60m 茂呂 柊汰 モロ シュウタ 作新学院大 大学 1 栃木県 10.65
653 U20の部 男子 60m 桃﨑 優平 モモザキ ユウヘイ 九産大付九産高 高校 3 福岡県 10.65
654 U20の部 男子 60m 田原 晴斗 タバル ハルト 四学香川西高 高校 3 香川県 10.66
655 U20の部 男子 60m 原吉 龍 ハラヨシ リュウ 京都共栄高 高校 3 京都府 10.66
656 U20の部 男子 60m 宮内 和哉 ミヤウチ カズヤ 大商大高 高校 2 大阪府 10.66
657 U20の部 男子 60m 河野 航大 カワノ コウダイ 東福岡高 高校 3 福岡県 10.66
658 U20の部 男子 60m 田中 健太 タナカ ケンタ 浜松市立高 高校 2 静岡県 10.67
659 U20の部 男子 60m 菅原 巧 スガワラ タクミ 磐田北高 高校 3 静岡県 10.67
660 U20の部 男子 60m 藤井 恒輝 フジイ コウキ 大阪高 高校 2 大阪府 10.67
661 U20の部 男子 60m 齊藤 光来 サイトウ ミライ 野田中央高 高校 3 千葉県 10.67
662 U20の部 男子 60m 中村 恭輔 ナカムラ キョウスケ 近江高 高校 3 滋賀県 10.68
663 U20の部 男子 60m 志賀 優晟 シガ ユウセイ 埼玉栄高 高校 3 埼玉県 10.68
664 U20の部 男子 60m 豊嶋 琉久 トヨシマ リク 四学香川西高 高校 3 香川県 10.68
665 U20の部 男子 60m 伊奈 颯太 イナ ソウタ 豊川高 高校 3 愛知県 10.68
666 U20の部 男子 60m 金田 理希 カネダ リキ 金沢高 高校 3 石川県 10.68
667 U20の部 男子 60m 木下 凜太郎 キノシタ リンタロウ 東福岡高 高校 2 福岡県 10.68
668 U20の部 男子 60m 伊藤 大知 イトウ ダイチ 岐阜聖徳高 高校 3 岐阜県 10.68
669 U20の部 男子 60m 木梨 嘉紀 キナシ ヨシキ 津山高 高校 2 岡山県 10.69
670 U20の部 男子 60m 岩下 千馬 イワシタ カズマ 駿台甲府高 高校 3 山梨県 10.69
671 U20の部 男子 60m 下地 駿麻 シモジ シュンマ 八重山高 高校 2 沖縄県 10.70
672 U20の部 男子 60m 郷 太壱 ゴウ タイチ 大垣工高 高校 3 岐阜県 10.70
673 U20の部 男子 60m 島田 颯希 シマダ ソウキ 入善高 高校 3 富山県 10.70
674 U20の部 男子 60m 飯田 煕 イイダ ヒカル 進修館高 高校 3 埼玉県 10.71
675 U20の部 男子 60m 内山 響生 ウチヤマ ヒビキ 掛川工高 高校 3 静岡県 10.71
676 U20の部 男子 60m 川嶋 陸 カワシマ リク 浜松開誠館高 高校 2 静岡県 10.71
677 U20の部 男子 60m 片山 卓也 カタヤマ タクヤ 敦賀高 高校 3 福井県 10.71
678 U20の部 男子 60m 鈴木 健靖 スズキ ケンセイ 磐田南高 高校 2 静岡県 10.72
679 U20の部 男子 60m 濵村 颯太 ハマムラ ソウタ 東大阪大柏原高 高校 3 大阪府 10.73
680 U20の部 男子 60m 高木 悠圭 タカギ ユウキ 東海大翔洋高 高校 3 静岡県 20.86
681 U20の部 男子 60m 澤 大地 サワ ダイチ 草津東高 高校 3 滋賀県 20.96
682 U20の部 男子 60m 熊井 裕人 クマイ ユウト 立教新座高 高校 3 埼玉県 21.26
683 U20の部 男子 60m 富沢 亮介 トミザワ リョウスケ 東海大望洋高 高校 3 千葉県 21.33
684 U20の部 男子 60m 平松 慧士 ヒラマツ ケイシ 豊川高 高校 3 愛知県 21.40
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685 U20の部 男子 60m 山下 竜也 ヤマシタ タツヤ 神辺旭高 高校 3 広島県 21.43
686 U20の部 男子 60m 濱口 虎汰郎 ハマグチ コタロウ 宇治山田商高 高校 2 三重県 21.47
687 U20の部 男子 60m 宮下 翼 ミヤシタ ツバサ 市立長野高 高校 3 長野県 21.48
688 U20の部 男子 60m 岡本 祥 オカモト ショウ 済美高 高校 3 愛媛県 21.48
689 U20の部 男子 60m 的場 奏太 マトバ ソウタ 近畿大 大学 1 三重県 21.53
690 U20の部 男子 60m 西山 遥斗 ニシヤマ ハルト 宇治山田商高 高校 3 三重県 21.60
691 U20の部 男子 60m 近藤 伸也 コンドウ シンヤ 就実高 高校 2 岡山県 21.61
692 U20の部 男子 60m 柴田 優太郎 シバタ ユウタロウ 滝川第二高 高校 3 兵庫県 21.65
693 U20の部 男子 60m 岩﨑 航大 イワサキ コウタ 日大豊山高 高校 3 東京都 21.65
694 U20の部 男子 60m 瀬河 颯 セガワ ソウ 石部高 高校 3 滋賀県 21.67
695 U20の部 男子 60m 小野寺 潤 オノデラ ジュン 東京高 高校 2 東京都 21.67
696 U20の部 男子 60m 中川 貴仁 ナカガワ カズヒト 伊吹高 高校 3 滋賀県 21.69
697 U20の部 男子 60m 村松 康生 ムラマツ コウセイ 埼玉栄高 高校 2 埼玉県 21.70
698 U20の部 男子 60m 小坂 晃大 コサカ アキヒロ 東海大諏訪高 高校 2 長野県 21.70
699 U20の部 男子 60mJH 多和田 旭 タワダ アサヒ 大垣商高 高校 3 岐阜県 13.31
700 U20の部 男子 60mJH 森田 翔音 モリタ カノン 大塚高 高校 3 大阪府 13.60
701 U20の部 男子 60mJH 山下 朋紀 ヤマシタ トモキ 金光学園高 高校 3 岡山県 13.71
702 U20の部 男子 60mJH 可児 将大 カニ ショウタ 岐阜聖徳高 高校 3 岐阜県 14.01
703 U20の部 男子 60mJH 飯塚 魁晟 イイヅカ カイセイ 日大三島高 高校 3 静岡県 14.04
704 U20の部 男子 60mJH 阿部 龍斗 アベ リュウト 福岡大附大濠高 高校 3 福岡県 14.09
705 U20の部 男子 60mJH 久保田 太一 クボタ タイチ 社高 高校 3 兵庫県 14.12
706 U20の部 男子 60mJH 古谷 新太 コタニ アラタ 宇治山田商高 高校 3 三重県 14.15
707 U20の部 男子 60mJH 西谷 美輝 ニシタニ ミキ 鳥取中央育英高 高校 3 鳥取県 14.17
708 U20の部 男子 60mJH 山村 恵斗 ヤマムラ ケイト 生野高 高校 3 大阪府 14.22
709 U20の部 男子 60mJH 迫田 悠仁 サコダ ユウジン 関大北陽高 高校 3 大阪府 14.23
710 U20の部 男子 60mJH 福本 廉 フクモト レン 広島皆実高 高校 3 広島県 14.24
711 U20の部 男子 60mJH 眞邉 竜基 マナベ リュウト 鹿児島高 高校 3 鹿児島県 14.24
712 U20の部 男子 60mJH 熊田 竜也 クマダ タツヤ 川崎市立橘高 高校 2 神奈川県 14.30
713 U20の部 男子 60mJH 宮井 拓夢 ミヤイ タクム 大塚高 高校 2 大阪府 14.34
714 U20の部 男子 60mJH 甲斐 叶夢 カイ カナン 大分高 高校 3 大分県 14.35
715 U20の部 男子 60mJH 森上 慧 モリカミ ケイ 湘南高 高校 2 神奈川県 14.40
716 U20の部 男子 60mJH 梶谷 正弥 カジタニ マサヤ 自由ケ丘高 高校 3 福岡県 14.46
717 U20の部 男子 60mJH 柏原 武流 カシワバラ タケル 日大三島高 高校 2 静岡県 14.46
718 U20の部 男子 60mJH 又多 弥羽 マタダ ミツハ 星稜高 高校 2 石川県 14.47
719 U20の部 男子 60mJH 塩見 健人 シオミ ケント 岡山工高 高校 3 岡山県 14.48
720 U20の部 男子 60mJH 町 亮汰 マチ リョウタ 星稜高 高校 2 石川県 14.52
721 U20の部 男子 60mJH 寺町 達也 テラマチ タツヤ 岡山工高 高校 3 岡山県 14.54
722 U20の部 男子 60mJH 小林 亮太 コバヤシ リョウタ 神辺旭高 高校 3 広島県 14.56
723 U20の部 男子 60mJH 野志 彪 ノシ ヒュウガ 滝川第二高 高校 3 兵庫県 14.59
724 U20の部 男子 60mJH 宮﨑 匠 ミヤザキ タクミ 東福岡高 高校 2 福岡県 14.59
725 U20の部 男子 60mJH 山下 歩 ヤマシタ アユム 大阪高 高校 3 大阪府 14.60
726 U20の部 男子 60mJH 中澤 航介 ナカザワ コウスケ 生野高 高校 2 大阪府 14.66
727 U20の部 男子 60mJH 岩本 千登 イワモト セント 明石高 高校 3 兵庫県 14.67
728 U20の部 男子 60mJH 森西 侑人 モリニシ ユウト 鳴門渦潮高 高校 3 徳島県 14.68
729 U20の部 男子 60mJH 乙武 祐輝 オトタケ ユウキ 高松北高 高校 3 香川県 14.69
730 U20の部 男子 60mJH 久保田 竜成 クボタ リュウセイ 相洋高 高校 3 神奈川県 14.69
731 U20の部 男子 60mJH 久保田 倖輔 クボタ コウスケ 社高 高校 2 兵庫県 14.70
732 U20の部 男子 60mJH 中村 奏斗 ナカムラ カナト 西邑楽高 高校 2 群馬県 14.74
733 U20の部 男子 60mJH 岩元 楓磨 イワモト フウマ 東大阪大柏原高 高校 2 大阪府 14.76
734 U20の部 男子 60mJH 岩堀 剛己 イワホリ ゴウキ 名古屋高 高校 2 愛知県 14.78
735 U20の部 男子 60mJH 齊藤 佳樹 サイトウ ヨシキ 荏田高 高校 2 神奈川県 14.78
736 U20の部 男子 60mJH 堀本 薫 ホリモト カオル 大阪高 高校 3 大阪府 14.80
737 U20の部 男子 60mJH 辻 日向 ツジ ヒュウガ 岡崎高 高校 2 愛知県 14.82
738 U20の部 男子 60mJH 大井 悠 オオイ ハルカ 皇學館高 高校 2 三重県 14.82
739 U20の部 男子 60mJH 森本 悠雅 モリモト ユウマ 大阪桐蔭高 高校 2 大阪府 14.82
740 U20の部 男子 60mJH 高橋 遼平 タカハシ リョウヘイ 基町高 高校 2 広島県 14.83
741 U20の部 男子 60mJH 村上 翔 ムラカミ ショウ 西脇高 高校 2 兵庫県 14.83
742 U20の部 男子 60mJH 土屋 翔栄 ツチヤ ショウエイ 安城学園高 高校 2 愛知県 14.85
743 U20の部 男子 60mJH 出口 晴翔 デグチ ハルト 東福岡高 高校 2 福岡県 -
744 U20の部 男子 三段跳 森澤 翔尉 モリサワ ショウイ 中京大中京高 高校 2 愛知県 14.91
745 U20の部 男子 三段跳 加藤 雅樹 カトウ マサキ 荏田高 高校 3 神奈川県 14.95
746 U20の部 男子 三段跳 外村 直之 トノムラ ナオユキ 高崎経済大附高 高校 3 群馬県 15.05
747 U20の部 男子 三段跳 松下 悠太郎 マツシタ ユウタロウ 鹿児島高 高校 3 鹿児島県 15.12
748 U20の部 男子 三段跳 麻沼 慎太郎 アサヌマ シンタロウ 桐朋高 高校 2 東京都 15.20
749 U20の部 男子 三段跳 安立 雄斗 アダチ ユウト 広島工大高高 高校 3 広島県 15.25
750 U20の部 男子 三段跳 外所 晴貴 トドコロ ハルキ 前橋育英高 高校 3 群馬県 15.49
751 U20の部 男子 三段跳 田中 宏祐 タナカ コウスケ 摂津高 高校 2 大阪府 15.54
752 U20の部 男子 三段跳 伊藤 陸 イトウ リク 近大高専 高校 3 三重県 15.61
753 U20の部 男子 三段跳 秋山 裕樹 アキヤマ ユウキ 川崎市立橘高 高校 3 神奈川県 15.74
754 U20の部 男子 三段跳 荒木 基 アラキ ハジメ 和歌山北高 高校 3 和歌山県 16.04
755 U20の部 男子 三段跳 井村 慧士 イムラ ケイト 太成学院高 高校 2 大阪府 15.37
756 U20の部 男子 走高跳 駒井 斗馬 コマイ トウマ 西城陽高 高校 3 京都府 2.07
757 U20の部 男子 走高跳 市田 晃成 イチダ コウセイ 大塚高 高校 3 大阪府 2.08
758 U20の部 男子 走高跳 青沼 徳大 アオヌマ ノリヒロ 小金高 高校 2 千葉県 2.08
759 U20の部 男子 走高跳 柴田 涼太郎 シバタ リョウタロウ 社高 高校 3 兵庫県 2.09
760 U20の部 男子 走高跳 江頭 亮 エガシラ リョウ 大塚高 高校 2 大阪府 2.10
761 U20の部 男子 走高跳 亀田 瞬 カメダ シュン 祐誠高 高校 3 福岡県 2.10
762 U20の部 男子 走高跳 惠藤 太晟 エトウ タイセイ 祐誠高 高校 3 福岡県 2.10
763 U20の部 男子 走高跳 大平 海史 オオヒラ カイシ 高崎高 高校 2 群馬県 2.10
764 U20の部 男子 走高跳 土井 颯馬 ドイ ソウマ 新潟南高 高校 3 新潟県 2.10
765 U20の部 男子 走高跳 宇野 琳太郎 ウノ リンタロウ 安城学園高 高校 2 愛知県 2.10
766 U20の部 男子 走高跳 藤崎 太来 フジサキ タク 東大阪大柏原高 高校 2 大阪府 2.10
767 U20の部 男子 走高跳 竹内 哲大 タケウチ テッタ 柏高 高校 3 千葉県 2.10
768 U20の部 男子 走高跳 今井 朋樹 イマイ トモキ 桂高 高校 3 京都府 2.11
769 U20の部 男子 走高跳 宮田 風 ミヤタ ツグル 東京高 高校 2 東京都 2.11
770 U20の部 男子 走高跳 南雲 優吾 ナグモ ユウゴ 東京高 高校 2 東京都 2.13
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No. エントリー種目 氏名 フリガナ 所属 カテゴリ 学年 都道府県 資格記録
771 U20の部 男子 走高跳 坂井 宏和 サカイ ヒロカズ 東海大仰星高 高校 2 大阪府 2.17
772 U20の部 男子 走高跳 本田 基偉 ホンダ モトイ 近大高専 高校 2 三重県 2.07
773 U20の部 男子 走幅跳 谷口 卓 タニグチ スグル 北稜高 高校 3 京都府 7.32
774 U20の部 男子 走幅跳 吉野 俊介 ヨシノ シュンスケ 姉崎高 高校 3 千葉県 7.32
775 U20の部 男子 走幅跳 梅谷 太紀 ウメタニ ダイキ 名古屋西高 高校 2 愛知県 7.37
776 U20の部 男子 走幅跳 近藤 蒼依 コンドウ アオイ 新潟産大附高 高校 3 新潟県 7.37
777 U20の部 男子 走幅跳 山浦 渓斗 ヤマウラ ケイト 小諸高 高校 3 長野県 7.42
778 U20の部 男子 走幅跳 小川 脩平 オガワ シュウヘイ 中部商高 高校 2 沖縄県 7.43
779 U20の部 男子 走幅跳 川﨑 海渡 カワサキ カイト 東海大仰星高 高校 3 大阪府 7.44
780 U20の部 男子 走幅跳 永岡 宗一郎 ナガオカ ソウイチロウ 出雲高 高校 3 島根県 7.44
781 U20の部 男子 走幅跳 小藤 嵐 コフジ ラン 倉敷工高 高校 3 岡山県 7.45
782 U20の部 男子 走幅跳 築地 由貴 ツキジ ヨシキ 磐田西高 高校 3 静岡県 7.48
783 U20の部 男子 走幅跳 小畠 康成 コバタケ ヤスナリ 飯田高 高校 3 石川県 7.48
784 U20の部 男子 走幅跳 和田 晃輝 ワダ コウキ 太成学院高 高校 2 大阪府 7.58
785 U20の部 男子 走幅跳 馬場 優純 ババ ユウト 龍谷富山高 高校 2 富山県 7.62
786 U20の部 男子 走幅跳 中野 裕仁 ナカノ ユウト 名城大附高 高校 3 愛知県 7.63
787 U20の部 男子 走幅跳 藤原 陸登 フジワラ リクト 福山工高 高校 3 広島県 7.73
788 U20の部 男子 棒高跳 渡邊 宥磨 ワタナベ ユウマ 大阪桐蔭高 高校 3 大阪府 4.85
789 U20の部 男子 棒高跳 海藤 崚二 カイトウ リョウジ 山形商高 高校 3 山形県 4.90
790 U20の部 男子 棒高跳 宮川 開成 ミヤガワ カイセイ 敦賀気比高 高校 3 福井県 4.90
791 U20の部 男子 棒高跳 平川 巧 ヒラカワ タクミ 磐田南高 高校 3 静岡県 4.90
792 U20の部 男子 棒高跳 田中 悠貴 タナカ ユウキ 皇學館高 高校 3 三重県 4.90
793 U20の部 男子 棒高跳 松井 駿斗 マツイ シュント 伊勢高 高校 2 三重県 4.90
794 U20の部 男子 棒高跳 小林 拓己 コバヤシ タクミ 市立前橋高 高校 2 群馬県 4.90
795 U20の部 男子 棒高跳 宮内 敦史 ミヤウチ アツシ 酒田光陵高 高校 3 山形県 4.90
796 U20の部 男子 棒高跳 吉田 肖聡 ヨシダ アユト 社高 高校 2 兵庫県 4.90
797 U20の部 男子 棒高跳 野村 元将 ノムラ モトマサ 四学香川西高 高校 3 香川県 4.95
798 U20の部 男子 棒高跳 豊田 翼 トヨダ ツバサ 東京高 高校 3 東京都 4.95
799 U20の部 男子 棒高跳 三戸田 湧司 ミトダ ユウシ 明石商高 高校 3 兵庫県 5.00
800 U20の部 男子 棒高跳 増田 智也 マスダ トモヤ 中京大中京高 高校 3 愛知県 5.01
801 U20の部 男子 棒高跳 石川 星河 イシカワ セイガ 山形中央高 高校 3 山形県 5.01
802 U20の部 男子 棒高跳 榊原 圭悟 サカキバラ ケイゴ 岡崎城西高 高校 3 愛知県 5.10
803 U20の部 男子 棒高跳 大﨑 洋介 オオサキ ヨウスケ 明石商高 高校 3 兵庫県 5.10
804 シニアの部 男子 60m 多田 修平 タダ シュウヘイ 関西学院大 大学 大阪府 10.07
805 シニアの部 男子 60m 丘田 龍弥 オカダ リュウヤ 関西学院大 大学 兵庫県 10.45
806 シニアの部 男子 60m 勝瀬 健大 カツセ ケンダイ 法政大 大学 大阪府 10.43
807 シニアの部 男子 60m 猶木 雅文 ナオキ マサフミ 大阪ガス シニア 大阪府 10.37
808 シニアの部 男子 60m 川上 拓也 カワカミ タクヤ 大阪ガス シニア 大阪府 10.30
809 シニアの部 男子 60m 中村 大地 ナカムラ ダイチ 大阪国際大 大学 大阪府 10.42
810 シニアの部 男子 60m 遠藤 泰司 エンドウ タイシ 立命館大 大学 滋賀県 10.46
811 シニアの部 男子 60mH 鍵本 真啓 カギモト マサヒロ 立命館大 大学 奈良県 13.66
812 シニアの部 男子 60mH 髙田 奨太 タカダ ショウタ 立命館大 大学 京都県 13.97
813 シニアの部 男子 60mH 徳岡 凌 トクオカ リョウ 立命館大 大学 兵庫県 13.91
814 シニアの部 男子 60mH 畑中　悠志 ハタナカ ユウシ 大阪体育大 大学 大阪府 14.02
815 シニアの部 男子 三段跳 山本 凌雅 ヤマモト リョウマ JAL シニア 東京都 16.87
816 シニアの部 男子 三段跳 許田 悠貴 キョダ ユウキ 鹿屋体育大 大学 佐賀県 16.21
817 シニアの部 男子 三段跳 原田 睦希 ハラダ ムツキ 立命館大 大学 大阪府 16.27
818 シニアの部 男子 三段跳 中山 昂平 ナカヤマ コウヘイ 中京大 大学 長野県 16.53
819 シニアの部 女子 60mH 紫村 仁美 シムラ ヒトミ 東邦銀行 シニア 福島県 13.03
820 シニアの部 女子 60mH 青木 益未 アオキ マスミ 七十七銀行 シニア 宮城県 13.17
821 シニアの部 女子 60mH 清山 ちさと キヨヤマ チサト いちご シニア 宮崎県 13.30
822 シニアの部 女子 60mH 小林 歩未 コバヤシ アユミ 市立船橋高 高校 千葉県 13.34
823 シニアの部 女子 走高跳 髙橋 渚 タカハシ ナギサ 日本大 大学 東京都 1.80
824 シニアの部 女子 棒高跳 南部 珠璃 ナンブ ジュリ 中京大 大学 滋賀県 4.09
825 シニアの部 女子 棒高跳 間宮 里菜 マミヤ リナ アクトス シニア 岐阜県 4.10
826 シニアの部 女子 棒高跳 青島 綾子 アオシマ アヤコ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC シニア 新潟県 4.10
827 シニアの部 女子 棒高跳 諸田 実咲 モロタ ミサキ 中央大 大学 群馬県 4.02
828 シニアの部 女子 棒高跳 若園 茜 ワカゾノ アカネ 筑波大 大学 岐阜県 3.90
829 シニアの部 女子 棒高跳 那須 眞由 ナス マユ 園田学園女大 大学 兵庫県 4.00
830 シニアの部 女子 走幅跳 甲斐 好美 カイ コノミ JOKER シニア 千葉県 6.58
831 シニアの部 女子 走幅跳 平加 有梨奈 ヒラカ ユリナ ニッパツ シニア 神奈川県 6.28
832 シニアの部 女子 走幅跳 秦 澄美鈴 ハタ スミレ 武庫川女子大 大学 大阪府 6.24
833 シニアの部 女子 走幅跳 辻本 愛莉香 ツジモト エリカ 京都陸協 シニア 京都府 6.27
834 シニアの部 女子 走幅跳 山田 優 ヤマダ ユウ オリコ シニア 東京都 6.13
835 シニアの部 女子 走幅跳 清水 珠夏 シミズ タマカ 城北信用金庫 シニア 千葉県 6.21
836 シニアの部 女子 走幅跳 末永 成美 スエナガ ナルミ 鹿児島銀行 シニア 鹿児島県 6.02
837 シニアの部 女子 走幅跳 坂本 絵梨 サカモト エリカ 日本室内TC シニア 東京都 5.79
838 シニアの部 女子 走幅跳 ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル メグミ 中央大 大学 京都府 6.16
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