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【中学生男子　60ｍ】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 田原　　蓮 ﾀﾊﾗ ﾚﾝ 新  潟 上越春日中 10.79
2 浦野　凱瑛 ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ 愛  知 豊橋豊岡中 10.80
3 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千　葉 東海大浦安中 10.81
4 長澤　蒼馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 京　都 西ノ岡中 10.85
5 田村　健直 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞｶ 大　阪 和泉槇尾中 10.85
6 田﨑　来夢 ﾀｻｷ ﾗｲﾑ 大　分 大分城南中 10.87
7 大脇　理雄 ｵｵﾜｷ ﾐﾁｵ 東　京 町田小山中 10.90
8 重谷　大樹 ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福　岡 三国中 10.93
9 宮﨑　永久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾜ 福　岡 高牟礼中 10.93

10 千田　杜真寿 ﾁﾀﾞ ﾄﾏｽ 茨　城 日立陸上C 10.97
11 西山　　樹 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾂｷ 大　阪 咲くやこの花中 10.97
12 須戸　　遼 ｽﾄﾞ ﾘｮｳ 滋　賀 双葉中 10.99
13 首藤　　大 ｽﾄｳ ﾀﾞｲ 大　阪 堺金岡南中 11.01
14 今井　佑里 ｲﾏｲ ﾕｳﾘ 千　葉 佐倉井野中 11.04
15 藤隅　　慧 ﾌｼﾞｽﾐ ｹｲ 東　京 葛飾金町中 11.04
16 井上　瑞葵 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 倉吉西中 11.04
17 山口　大凱 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥　取 鳥取大附中 11.06
18 寺澤　大地 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 大　阪 吹田第一中 11.07
19 杉田　侑弥 ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ 徳  島 藍住東中 11.07
20 日野　功崇 ﾋﾉ ｺｳﾀｶ 東　京 町田薬師中 11.09
21 西山　桐矢 ﾆｼﾔﾏ ﾄｳﾔ 三  重 白子中 11.09
22 松浦　慶太 ﾏﾂｳﾗ ｹｲﾀ 愛　媛 松山桑原中 11.09
23 松下　かなう ﾏﾂｼﾀ ｶﾅｳ 大　分 大分南大分中 11.10
24 種村　祐真 ﾀﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 三  重 八風中 11.11
25 後藤　達樹 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｷ 広　島 広島五日市中 11.11
26 齊藤　舜太郎 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 長  野 長野北部中 11.13
27 射場　遼太 ｲﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 愛  知 豊橋東陵中 11.13
28 近川　恵来 ﾁｶｶﾞﾜ ｹｲﾅ 大　阪 堺南八下中 11.13
29 吉本　吏玖 ﾖｼﾓﾄ ﾘｸ 徳  島 阿波吉野中 11.14
30 筒井　健人 ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ 愛  知 岡崎福岡中 11.15
31 都築　奨一 ﾂﾂﾞｷ ｼｮｳｲ 愛  知 羽田中 11.15
32 松田　慎太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 兵　庫 鳴尾南中 11.15
33 柳　　拓己 ﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 栃　木 宇都宮瑞穂野中 11.16
34 石井　航平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 東　京 あきる野東中 11.16
35 中田　翼沙 ﾅｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 石  川 根上中 11.16
36 仲里　真悟 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝｺﾞ 京　都 東輝中 11.16
37 山本　多聞 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 広　島 広島五日市南中 11.16
38 澤　　孝輔 ｻﾜ ｺｳｽｹ 愛  知 愛知陸協 11.17
39 吉田　壮一郎 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛  知 扇台中 11.17
40 宇佐美　瑛久 ｳｻﾐ ﾃﾙﾋｻ 愛  知 神の倉中 11.17
41 山本　秀成 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 兵　庫 明石衣川中 11.17
42 平野　渚生 ﾋﾗﾉ ｼｮｳ 兵　庫 加古川中 11.17
43 佐藤　　隼 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 兵　庫 神戸押部谷中 11.17
44 牧野　翔太 ﾏｷﾉ ｼｮｳﾀ 福　岡 諏訪中 11.17
45 山下　昌峻 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾀｶ 佐　賀 武雄青陵中 11.18
46 河合　晴志郎 ｶﾜｲ ｾｲｼﾛｳ 静  岡 浜松北浜中 11.20
47 冨山　瑛斗 ﾄﾐﾔﾏ ｴｲﾄ 三  重 富田中 11.20
48 松尾　悠人 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 兵　庫 洲本青雲中 11.20
49 中村　　匡 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳ 香  川 観音寺中部中 11.20
50 宇高　悠貴 ｳﾀﾞｶ ﾕｳｷ 愛　媛 今治日吉中 11.20
51 小池　素輝 ｺｲｹ ﾓﾄｷ 千　葉 佐倉井野中 11.22
52 小松　健太郎 ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 愛  知 冨士中 11.22
53 寺田　陽士郎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 滋　賀 瀬田中 11.22
54 清水　輝祥 ｼﾐｽﾞ ﾃﾙﾖｼ 京　都 共栄中 11.22
55 梅田　光太朗 ｳﾒﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 兵　庫 西宮真砂中 11.22
56 藤原　　樹 ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾂｷ 鳥　取 大山中 11.22
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57 奥村　悠大 ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 大　阪 高槻第二中 11.24
58 上田　嵩矢 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 兵　庫 香美香住第一中 11.24
59 渡邊　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 兵　庫 姫路香寺中 11.24
60 阿河　孝樹 ｱｶﾞ ｺｳｷ 香  川 丸亀飯山中 11.24
61 岩﨑　克真 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾏ 熊　本 天草牛深東中 11.24
62 近田　　亘 ｺﾝﾀﾞ ﾜﾀﾙ 愛  知 豊川中部中 11.25
63 中村　仁平 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 東　京 八王子椚田中 11.26
64 大島　琉偉 ｵｵｼﾏ ﾙｲ 神奈川 横浜すすき野中 11.26
65 稲川　慧亮 ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛  知 冨士中 11.26
66 井上　　駿 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ 三  重 多気中 11.26
67 岡林　功大 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 兵　庫 小野旭丘中 11.26
68 川西　梨恩 ｶﾜﾆｼ ﾘｵﾝ 奈　良 鴻ﾉ池SC 11.26
69 百田　将馬 ﾓﾓﾀ ｼｮｳﾏ 長　崎 西諫早中 11.26
70 吉田　明太 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 三  重 神戸中 11.27
71 赤堀　　眞 ｱｶﾎﾘ ﾏﾅﾘ 静  岡 菊川岳洋中 11.28
72 亀井　啓人 ｶﾒｲ ｹｲﾄ 京　都 山城中 11.28
73 森田　兼至 ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 京　都 勝山中 11.28
74 日野　陽斗 ﾋﾉ ｱｷﾄ 東　京 新宿西早稲田中 11.29
75 土屋　勇太 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 神奈川 藤沢秋葉台中 11.29
76 山岸　由昂 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾀｶ 福  井 勝山中部中 11.29
77 佐野　　尊 ｻﾉ ﾀｹﾙ 愛  知 大須AC 11.29
78 オコーリ　オビンナ来渡ウィズダム ｵｺｰﾘ ｵﾋﾞﾝﾅﾗｲﾄｳｨｽﾞﾀﾞﾑ 大　阪 咲くやこの花中 11.29
79 三輪　颯太 ﾐﾜ ｿｳﾀ 埼　玉 西武学園文理中 11.30
80 杉山　航平 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳﾍｲ 静  岡 掛川栄川中 11.30
81 増田　大斗 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 静  岡 静岡竜爪中 11.30
82 下境　文也 ｼﾓｻｶｲ ﾌﾐﾔ 大　阪 茨木西中 11.30
83 井之上　駿太 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ 大　阪 茨木平田中 21.94
84 青木　遥可 ｱｵｷ ﾊﾙｶ 新  潟 糸魚川中 22.13
85 加藤　旭陽 ｶﾄｳ ｱｻﾋ 大　阪 大阪中野中 22.38
86 金子　　久 ｶﾈｺ ﾋｻｼ 福　岡 野間中 22.38
87 安田　直人 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵﾄ 福　岡 大谷中 22.48
88 伊藤　俊明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 群　馬 伊勢崎第三中 22.50
89 長田　隆佑 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳﾕｳ 静  岡 裾野東中 22.55
90 住田　　先 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛ 広　島 近大福山中 22.55
91 渡辺　壮貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｷ 三  重 鼓ヶ浦中 22.56
92 吉橋　孝維 ﾖｼﾊｼ ﾓﾄﾌｻ 千　葉 四街道西中 22.60
93 深田　拓海 ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 滋　賀 老上中 22.60
94 加藤　大樹 ｶﾄｳ ﾀｲｷ 愛  知 青陵中 22.62
95 深瀬　京佑 ﾌｶｾ ｷｮｳｽｹ 愛  知 岡崎東海中 22.65
96 河田　航典 ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛  知 江南古知野中 22.66
97 鹿戸　明鷹 ｶﾉﾄ ﾃﾙﾀｶ 埼　玉 飯能原市場中 22.68
98 山本　伸一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 静  岡 静岡清水第二中 22.72
99 萩原　拓斗 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 愛  知 愛知陸協 22.73

100 久木田　玄太 ｸｷﾀ ｹﾞﾝﾀ 熊　本 水俣第一中 22.73
101 茶園　裕希 ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 大　阪 富田林第二中 22.74
102 辻井　翔珠馬 ﾂｼﾞｲ ｶｽﾞﾏ 京　都 東輝中 22.75
103 佐藤　　颯 ｻﾄｳ ｿｳ 大　阪 茨木平田中 22.75

【中学生男子　60mH】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 飯牟田　空良 ｲﾑﾀ ｿﾗ 兵　庫 播磨中 14.01
2 鈴木　大河 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛  知 扇台中 14.02
3 近藤　翠月 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 新  潟 柏崎東中 14.09
4 仲井　晃士 ﾅｶｲ ｺｳｼ 大　阪 枚方山田中 14.09
5 吉川　　諒 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 奈　良 鴻ﾉ池SC 14.11
6 藤原　孝輝 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 滋　賀 高穂中 14.16
7 岩本　翔太 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大　阪 大阪淀中 14.19
8 小林　真名世 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｾ 神奈川 横浜奈良中 14.22
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9 安達　海渡 ｱﾀﾞﾁ ｶｲﾄ 千　葉 我孫子湖北中 14.30
10 林　　太一 ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ 千　葉 千葉県旭第一中 14.38
11 西村　晟太朗 ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 滋　賀 双葉中 14.42
12 長田　一晟 ﾅｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 三  重 ｱｽﾘｰﾄY 14.44
13 木下　陽斗 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾄ 大　阪 14.45
14 中山　聡太 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 大　阪 堺五箇荘中 14.46
15 丸山　　壮 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 京　都 太秦中 14.47
16 土田　一馬 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 新  潟 新潟東新潟中 14.48
17 渡邉　悠希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 新  潟 妙高新井中 14.48
18 原　　稜介 ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 大　阪 枚方中 14.49
19 鹿田　真翔 ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 香  川 丸亀飯山中 14.50
20 松原　伊吹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 大　阪 堺美木多中 14.57
21 八木　優気 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 広　島 広島古田中 14.57
22 山内　智希 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｷ 大　阪 枚方山田中 14.58
23 栢本　尚輝 ｶﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 埼　玉 坂戸若宮中 14.60
24 山田　真大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 三  重 三雲中 14.61
25 岩井　章太郎 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 京　都 同志社中 14.63
26 二神　翔吾 ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 愛　媛 松山雄新中 14.64
27 岡　　泰我 ｵｶ ﾀｲｶﾞ 神奈川 藤沢秋葉台中 14.65
28 荒木　海優羽 ｱﾗｷ ﾐﾕｳ 兵　庫 尼崎園田中 14.66
29 古川　紘規 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 大　阪 河南中 14.67
30 池田　航大 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 大　阪 羽曳野峰塚中 14.67
31 山口　拓哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 静  岡 浜松湖東中 14.68
32 新免　大河 ｼﾝﾒﾝ ﾀｲｶﾞ 京　都 西ノ岡中 14.71
33 清田　渉矢 ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ 岐  阜 小金田中 14.73
34 斎藤　海貴 ｻｲﾄｳ ｶｲｷ 三  重 久保中 14.73
35 竹岡　燎汰 ﾀｹｵｶ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 丹波市島中 14.74
36 山中　大輝 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ 大　阪 咲くやこの花中 14.76
37 森川　敬友 ﾓﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 兵　庫 神大附住吉 14.76
38 三浦　慶大 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 千　葉 柏豊四季中 14.78
39 寺内　智徳 ﾃﾗｳﾁ ﾄﾓﾉﾘ 東　京 多摩落合中 14.78
40 村中　洸樹 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 熊　本 八代第一中 14.78
41 木村　友東 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 京　都 東輝中 14.79
42 占部　　武 ｳﾗﾍﾞ ﾀｹﾙ 福　岡 湯川中 14.79
43 粟野　聖瑳 ｱﾜﾉ ｾｲｻﾞ 兵　庫 篠山東中 14.81
44 松崎　蒼士 ﾏﾂｻﾞｷ ｿｳｼ 長　崎 小長井中 14.84
45 光弘　航太郎 ﾐﾂﾋﾛ ｺｳﾀﾛｳ 大　阪 堺月州中 14.86
46 安達　　匠 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 大　阪 茨木平田中 14.87
47 白井　舜也 ｼﾗｲ ｼｭﾝﾔ 静  岡 静岡観山中 14.89
48 大村　一斗 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 大　阪 河南中 14.89
49 中村　隆康 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ 山　口 萩むつみ中 14.93
50 平井　柊太 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾀ 京　都 桂中 14.97
51 馬塀　優介 ﾊﾞﾍｲ ﾕｳｽｹ 北海道 函館桔梗中 14.99
52 村田　大和 ﾑﾗﾀ ﾔﾏﾄ 新  潟 柏崎第一中 14.99
53 足立　駿人 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾔﾄ 島　根 出雲第二中 14.99
54 豊後　滉輔 ﾌﾞﾝｺﾞ ｺｳｽｹ 栃　木 宇都宮若松原中 15.00
55 前川　千寛 ﾏｴｶﾜ ﾁﾋﾛ 千　葉 おゆみ野南中 15.00
56 松井　泰誠 ﾏﾂｲ ﾀｲｾｲ 奈　良 田原本中 15.01
57 出口　優那 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 福　岡 江南中 15.02
58 新田　恒大 ﾆｯﾀ ｺｳﾀ 兵　庫 常陽中 15.03
59 山内　寛太朗 ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀﾛｳ 千　葉 千葉稲毛中 15.05
60 藤田　晃輝 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 三  重 皇學館中 15.05
61 牧野　晃大 ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ 鳥　取 湯梨浜北溟中 15.05
62 佐藤　　宝 ｻﾄｳ ﾀｶﾗ 新  潟 新潟宮浦中 15.08

【中学生男子　棒高跳】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 古澤　一生 ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 群　馬 高崎新町中 4m93
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2 野呂　仁人 ﾉﾛ ﾖｼﾄ 三  重 玉城中 4m80
3 髙橋　陸人 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 群　馬 吉岡中 4m60
4 山下　哲也 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾔ 静  岡 浜松春野中 4m51
5 野本　唯人 ﾉﾓﾄ ﾕｲﾄ 愛　媛 松山桑原中 4m50
6 伊藤　　頼 ｲﾄｳ ﾗｲ 千　葉 嶺南中 4m42
7 柄澤　智哉 ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 群　馬 高崎群馬南中 4m40
8 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東　京 練馬開進一中 4m40
9 池上　陽向 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅﾀ 三  重 多気中 4m40

10 松本　詢真 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾏ 香  川 香川大附高松中 4m40
11 有働　温人 ｳﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 東　京 北十条富士見中 4m30
12 上田　光一 ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 三  重 多気中 4m30
13 長島　紘大 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾀ 神奈川 横須賀長沢中 4m25
14 飯田　晃也 ｲｲﾀﾞ ﾃﾙﾔ 愛　媛 川之江南中 4m22
15 村田　凱飛 ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ 群　馬 高崎群馬中央中 4m20
16 平原　蒼汰 ﾋﾗﾊﾗ ｿｳﾀ 千　葉 香取佐原中 4m20
17 南　　涼雅 ﾐﾅﾐ ﾘｮｳｶﾞ 三  重 玉城中 4m20
18 綾　　大心 ｱﾔ ﾀﾞｲｼﾝ 広　島 近大東広島中 4m20
19 安藤　正紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 香  川 観音寺中部中 4m20
20 杉山　侑奨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 香  川 観音寺中部中 4m20
21 黒田　翔貴弥 ｸﾛﾀﾞ ﾄｷﾔ 香  川 三豊高瀬中 4m20

【中学生男子　走幅跳】
No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属 資格記録

1 田中　隆太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大　阪 豊中十一中 7m09
2 酒井　雷熙 ｻｶｲ ﾗｲｷ 千　葉 柏田中中 6m87
3 坂田　生成 ｻｶﾀ ｲｹﾅ 神奈川 平塚春日野中 6m87
4 浅井　夏輝 ｱｻｲ ﾅﾂｷ 愛  知 河合中 6m83
5 丸山　陽生良 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 福  井 福井市足羽一中 6m80
6 田村　和大 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｵ 東　京 都立南多摩 6m78
7 松本　汰壱 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 長　崎 郷ノ浦中 6m78
8 島田　拓実 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 兵　庫 三原中 6m77
9 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 奈　良 奈良教育大附中 6m76

10 大橋　一輝 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ 福　島 会津若松一箕中 6m75
11 柾木　　拓 ﾏｻｷ ﾀｸ 神奈川 川崎宮前平中 6m75
12 手登根　永心 ﾃﾄﾞｺﾝ ｴｲｼﾝ 沖　縄 沖縄尚学中 6m75
13 安田　雄咲 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｻｸ 愛  知 東浦北部中 6m71
14 廣田　麟太郎 ﾋﾛﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 長　崎 長与第二中 6m70
15 中川　隼登 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 大　阪 茨木北中 6m69
16 常田　龍輝 ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ 長  野 長野北部中 6m68
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