
第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 男子 １００ｍ *
******************************
112人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

2 102 大越　隆聖 (3) ｵｵｺｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 北海道 北教大函館 10.75 1
1 101 町井　大城 (3) ﾏﾁｲ ﾀｲｷ 男子 北海道 北斗浜分 10.80 2

58 2115 岩瀬　浩太郎 (3) ｲﾜｾ ｺｳﾀﾛｳ 男子 静 岡 浜松八幡 10.80 3
19 1020 井上　直紀 (3) ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 男子 群　馬 群馬南 10.87 4
89 3101 山口　大凱 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 鳥　取 鳥取大附属 10.87 5
43 1601 鈴木　大翼 (3) ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ 男子 新 潟 新潟西蒲弥彦 10.88 6
41 1422 大島　琉偉 (3) ｵｵｼﾏ ﾙｲ 男子 神奈川 すすき野 10.89 7
64 2601 福本　陸晴 (3) ﾌｸﾓﾄ ﾘﾊﾞ 男子 京　都 青葉 10.89 8
84 2904 杉浦　宏我 (3) ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 西大和学園 10.89 9
80 2827 古山　陽太郎 (3) ｺﾔﾏ ﾖｳﾀﾛｳ 男子 兵　庫 衣川 10.91 10
20 1103 簗瀬　結斗 (3) ﾔﾅｾ ﾕｲﾄ 男子 埼　玉 入間東金子 10.94 11
71 2730 寺澤　大地 (3) ﾃﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 吹田一 10.94 12
81 2829 森永　悠斗 (3) ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 加古川山手 10.95 13
44 1602 水崎　　翔 (3) ﾐｽﾞｻｷ ｼｮｳ 男子 新 潟 新潟小針 10.97 14
76 2814 小西　拓斗 (3) ｺﾆｼ ﾀｸﾄ 男子 兵　庫 荒牧 10.97 15
52 1906 髙井　克真 (3) ﾀｶｲ ｶﾂﾏ 男子 石 川 内灘 10.98 16
93 3401 岡田　　翼 (3) ｵｶﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 男子 広　島 大野東 10.98 17
99 3614 杉本　侑也 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 香 川 高瀬 10.98 18
18 1008 栁田　大輝 (3) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 男子 群　馬 館林第一 10.99 19
42 1428 髙橋　悠斗 (3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 神奈川 名瀬 10.99 20
24 1125 白石　柚樹 (3) ｼﾗｲｼ ﾕｽﾞｷ 男子 埼　玉 坂戸住吉 11.00 21
29 1223 加瀬　　空 (3) ｶｾ ｿﾗ 男子 千　葉 銚子六 11.00 22
88 3001 藤野　大翔 (3) ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛﾄ 男子 和歌山 紀見北 11.00 23
61 2401 野村　治平 (3) ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋﾗ 男子 岐 阜 岐阜金山 11.01 24

111 4401 田村　奏人 (3) ﾀﾑﾗ ｶﾅﾄ 男子 大　分 稙田東 11.02 25
108 4024 近藤　晴斗 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 男子 福　岡 春日 11.03 26
35 1313 佐野　勝哉 (3) ｻﾉ ﾏｻﾔ 男子 東　京 江戸川東葛西 11.04 27
77 2819 和田　一晃 (3) ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 男子 兵　庫 玉津 11.04 28
94 3402 岡村　元太 (3) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 男子 広　島 七尾 11.04 29
55 2103 美濃部　康誓 (3) ﾐﾉﾍﾞ ｺｳｾｲ 男子 静 岡 町立清水 11.05 30
60 2308 中西　一冴 (3) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ 男子 三 重 玉城 11.05 31
74 2802 竹内　璃空弥 (2) ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾔ 男子 兵　庫 小園 11.05 32
27 1221 宮地　康太朗 (3) ﾐﾔﾁ ｺｳﾀﾛｳ 男子 千　葉 木更津第二 11.06 33
45 1603 瀧本　悠一朗 (3) ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 新 潟 上越城東 11.06 34

110 4210 川畑　亮瑛 (3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｴｲ 男子 長　崎 有川 11.06 35
82 2830 下山　　翼 (3) ｼﾓﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 男子 兵　庫 北条 11.07 36

106 4022 北原　竜之介 (3) ｷﾀﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 福　岡 高取 11.07 37
9 601 瀧口　和寿 (3) ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 男子 山　形 山形第七 11.08 38

15 901 松本　　涼 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 栃　木 小山三 11.08 39
23 1115 八柳　拓磨 (3) ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾏ 男子 埼　玉 北本宮内 11.08 40
57 2109 大石　幹太 (3) ｵｵｲｼ ｶﾝﾀ 男子 静 岡 牧之原榛原 11.08 41
69 2723 岩﨑　拓生 (3) ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 北池田 11.08 42
53 2101 四反田　翔汰 (2) ｼﾀﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 静 岡 函南 11.09 43
65 2602 中嶋　太紀 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ 男子 京　都 南陵 11.09 44
98 3604 阿河　孝樹 (3) ｱｶﾞ ｺｳｷ 男子 香 川 飯山 11.09 45
28 1222 和賀　弘志 (3) ﾜｶﾞ ｺｳｼ 男子 千　葉 本納 11.10 46
31 1302 逸見　空広 (3) ﾍﾝﾐ ｿﾗ 男子 東　京 八王子椚田 11.10 47
79 2823 目黒　雄大 (3) ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 兵　庫 滝川 11.10 48
95 3403 壇上　翔多郎 (3) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 広　島 大成館 11.10 49
16 907 土谷　歩夢 (3) ﾂﾁﾔ ｱﾙﾑ 男子 栃　木 三島 11.11 50
46 1604 千葉　洸太 (3) ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ 男子 新 潟 新発田本丸 11.11 51
96 3501 長門　　諒 (3) ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳ 男子 山　口 麻里布 11.11 52
8 401 松山　　永 (3) ﾏﾂﾔﾏ ﾋｻｼ 男子 宮　城 仙台富沢 11.12 53

21 1105 岩浪　巧実 (3) ｲﾜﾅﾐ ﾀｸﾐ 男子 埼　玉 春日部武里 11.12 54
34 1310 影山　雄翔 (3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 東　京 拝島 11.12 55
54 2102 稲田　昂将 (3) ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 静 岡 御殿場原里 11.12 56
75 2812 牧野　大輝 (3) ﾏｷﾉ ﾀｲｷ 男子 兵　庫 緑台 11.12 57

102 3805 小川　泰輝 (3) ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ 男子 愛　媛 三津浜 11.12 58
105 4016 齋藤　那生 (3) ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞ 男子 福　岡 穴生 11.12 59

3 103 小林　生承 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 男子 北海道 北教大函館 11.13 60
38 1411 橋本　結生 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 神奈川 岡津 11.13 61
47 1605 牛根　雄大 (3) ｳｼﾈ ﾕｳﾀ 男子 新 潟 新潟巻西 11.13 62
56 2108 永井　俊輔 (3) ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 静 岡 東海大翔洋 11.13 63
70 2728 中田　泰聖 (3) ﾅｶﾀ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 信太 11.13 64
85 2906 梅本　宜広 (3) ｳﾒﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 式下 11.13 65
50 1705 河野　統徳 (3) ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 男子 長 野 才教学園 11.14 66
51 1801 髙島　　輝 (3) ﾀｶｼﾏ ﾃﾙ 男子 富 山 大門 11.14 67
66 2603 山下　椋生 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ 男子 京　都 東輝 11.14 68
78 2821 藤江　琉雅 (3) ﾌｼﾞｴ ﾘｭｳｶﾞ 男子 兵　庫 灘 11.14 69
87 2921 古井　大貴 (3) ﾌﾙｲ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 桜井 11.14 70
32 1306 岩井　佑太郎 (3) ｲﾜｲ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 東　京 亀戸 11.15 71
33 1307 江上　開星 (3) ｴｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 男子 東　京 松沢 11.15 72
63 2504 森田　　匠 (3) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ 男子 滋　賀 南郷 11.15 73
83 2841 松尾　悠人 (3) ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 青雲 11.15 74

109 4201 秦　　秀音 (3) ﾊﾀ ｼｭｵﾝ 男子 長　崎 北諫早 11.15 75
11 711 新妻　拓巳 (2) ﾆｲﾂﾏ ﾀｸﾐ 男子 福　島 平一 11.16 76
14 801 成島　陽紀 (3) ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 茨　城 谷田部東 11.16 77
26 1201 鳥谷　彰義 (3) ﾄﾔ ｱｷﾖｼ 男子 千　葉 千城台西 11.16 78
40 1420 芹田　光希 (3) ｾﾘﾀ ｺｳｷ 男子 神奈川 白鳥 11.16 79

104 4008 大迫　頌太 (3) ｵｵｻｺ ｼｮｳﾀ 男子 福　岡 吉田 11.16 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 男子 １００ｍ *
******************************
112人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

5 201 森　　裕理 (3) ﾓﾘ ﾕｳﾘ 男子 青　森 浦町 11.17 81
7 307 鎌田　悠瑚 (3) ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 岩 手 花巻 11.17 82

12 716 鈴木　　颯 (3) ｽｽﾞｷ ｻﾂｷ 男子 福　島 平三 11.17 83
30 1238 大木　祥太朗 (3) ｵｵｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 千　葉 光 11.17 84
48 1606 桃井　誠仁 (3) ﾓﾓｲ ﾏｻﾋﾄ 男子 新 潟 上越城東 11.17 85

103 3913 森澤　凜久 (3) ﾓﾘｻﾜ ﾘｸ 男子 高　知 高岡 11.17 86
4 113 殿山　凌平 (3) ﾄﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 北海道 富良野東 11.18 87

10 710 渡邊　　快 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 男子 福　島 平一 11.18 88
13 724 寺門　嵐士 (3) ﾃﾗｶﾄﾞ ｱﾗｼ 男子 福　島 白河中央 11.18 89
37 1404 近藤　里玖 (2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 男子 神奈川 稲田 11.18 90
49 1607 山之内　優斗 (3) ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 新 潟 魚沼小出 11.18 91
67 2704 ｵｺｰﾘ　ｵﾋﾞﾝﾅ (3) ｵｺｰﾘ ｵﾋﾞﾝﾅ 男子 大　阪 咲くやこの花 11.18 92
73 2742 田畑　慧太 (3) ﾀﾊﾞﾀ ｹｲﾀ 男子 大　阪 豊中十七 11.18 93
86 2915 大田　直樹 (3) ｵｵﾀ ﾅｵｷ 男子 奈　良 奈良市立富雄 11.18 94
97 3603 鹿田　真翔 (3) ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 男子 香 川 飯山 11.18 95

112 4601 堀之内　陽なた (3) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 西陵 11.18 96
17 908 小林　翔大 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 男子 栃　木 豊郷 11.19 97
25 1132 安藤　李空 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 男子 埼　玉 所沢美原 11.19 98
39 1416 坂田　生成 (3) ｻｶﾀ ｲｹﾅ 男子 神奈川 春日野 11.19 99
68 2712 山田　悠月 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 上野芝 11.19 100

107 4023 長沼　　俊 (3) ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭﾝ 男子 福　岡 北野 11.19 101
6 202 佐賀　　陽 (3) ｻｶﾞ ｱｷ 男子 青　森 風間浦 11.20 102

22 1106 山崎　颯太 (3) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 埼　玉 春日部中野 11.20 103
36 1401 髙村　優太 (3) ﾀｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 神奈川 浅野 11.20 104
59 2240 山下　侑冴 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 愛 知 竜海 11.20 105
62 2502 椎野　翔太 (3) ｼｲﾉ ｼｮｳﾀ 男子 滋　賀 甲賀 11.20 106
72 2737 森原　蓮斗 (3) ﾓﾘﾊﾗ ﾚﾝﾄ 男子 大　阪 玉川 11.20 107

100 3701 中村　勇斗 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 徳 島 藍住東 11.20 108
91 3201 高野　翔大 (3) ｺｳﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 島　根 出雲第二 11.23 109
90 3106 宮本　一樹 (3) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 鳥　取 河北 11.29 110

101 3707 大野　嵩介 (3) ｵｵﾉ ｺｳｽｹ 男子 徳 島 神山 11.43 111
92 3318 坂本　拓望 (2) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 金浦 11.44 112



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 男子 ２００ｍ *
******************************
100人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
83 3101 山口　大凱 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 鳥　取 鳥取大附属 21.75 1
33 1428 髙橋　悠斗 (3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 神奈川 名瀬 22.07 2
68 2723 岩﨑　拓生 (3) ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 北池田 22.09 3
34 1601 鈴木　大翼 (3) ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ 男子 新 潟 新潟西蒲弥彦 22.10 4
16 1020 井上　直紀 (3) ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 男子 群　馬 群馬南 22.12 5
49 2115 岩瀬　浩太郎 (3) ｲﾜｾ ｺｳﾀﾛｳ 男子 静 岡 浜松八幡 22.15 6
69 2730 寺澤　大地 (3) ﾃﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 吹田一 22.16 7
48 2103 美濃部　康誓 (3) ﾐﾉﾍﾞ ｺｳｾｲ 男子 静 岡 町立清水 22.17 8
32 1422 大島　琉偉 (3) ｵｵｼﾏ ﾙｲ 男子 神奈川 すすき野 22.18 9
30 1411 橋本　結生 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 神奈川 岡津 22.19 10
60 2401 野村　治平 (3) ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋﾗ 男子 岐 阜 岐阜金山 22.23 11
1 101 町井　大城 (3) ﾏﾁｲ ﾀｲｷ 男子 北海道 北斗浜分 22.24 12

27 1313 佐野　勝哉 (3) ｻﾉ ﾏｻﾔ 男子 東　京 江戸川東葛西 22.24 13
50 2209 西垣　拓音 (3) ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾄ 男子 愛 知 扇台 22.28 14
6 716 鈴木　　颯 (3) ｽｽﾞｷ ｻﾂｷ 男子 福　島 平三 22.29 15

13 1014 佐藤　智也 (3) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 男子 群　馬 吉井西 22.30 16
96 4401 田村　奏人 (3) ﾀﾑﾗ ｶﾅﾄ 男子 大　分 稙田東 22.33 17
89 3614 杉本　侑也 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 香 川 高瀬 22.34 18
5 711 新妻　拓巳 (2) ﾆｲﾂﾏ ﾀｸﾐ 男子 福　島 平一 22.35 19

93 4016 齋藤　那生 (3) ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞ 男子 福　岡 穴生 22.36 20
17 1132 安藤　李空 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 男子 埼　玉 所沢美原 22.37 21
88 3604 阿河　孝樹 (3) ｱｶﾞ ｺｳｷ 男子 香 川 飯山 22.37 22
11 908 小林　翔大 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 男子 栃　木 豊郷 22.41 23
26 1310 影山　雄翔 (3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 東　京 拝島 22.41 24
51 2217 奥村　雄也 (3) ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 愛 知 大府西 22.43 25
10 907 土谷　歩夢 (3) ﾂﾁﾔ ｱﾙﾑ 男子 栃　木 三島 22.44 26
65 2509 横山　大空 (3) ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ 男子 滋　賀 粟津 22.44 27
2 102 大越　隆聖 (3) ｵｵｺｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 北海道 北教大函館 22.45 28

64 2508 森本　　錬 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾝ 男子 滋　賀 皇子山 22.45 29
37 1704 宮崎　日向 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 男子 長 野 佐久長聖 22.46 30
70 2738 垣内　慶紀 (3) ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 男子 大　阪 玉川 22.46 31
92 4004 鬼塚　朋裕 (3) ｵﾆﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 男子 福　岡 椎田 22.46 32
20 1234 吉木　　翼 (3) ﾖｼｷ ﾂﾊﾞｻ 男子 千　葉 柏第二 22.47 33
18 1231 長谷川　巧光 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 千　葉 八街南 22.50 34
21 1235 髙根　凜門 (3) ﾀｶﾈ ﾚｲﾓﾝ 男子 千　葉 松戸栗ケ沢 22.50 35
44 1902 小林　研太 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 男子 石 川 緑 22.50 36
8 802 和田　大輝 (3) ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 茨　城 古河三和北 22.52 37

19 1232 守　　祐陽 (3) ﾓﾘ ﾕｳﾋ 男子 千　葉 七次台 22.52 38
31 1419 土田　　心 (3) ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝ 男子 神奈川 相模原田名 22.53 39
77 2829 森永　悠斗 (3) ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 加古川山手 22.53 40

100 4505 山村　息吹 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 宮　崎 宮崎大塚 22.53 41
52 2219 大木　一真 (3) ｵｵｷﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 愛 知 石巻 22.55 42
61 2402 牧野　光晟 (3) ﾏｷﾉ ｺｳｾｲ 男子 岐 阜 大垣東 22.55 43
14 1015 宮﨑　大和 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 男子 群　馬 嬬恋 22.56 44
38 1705 河野　統徳 (3) ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 男子 長 野 才教学園 22.56 45
87 3502 藤田　陽太郎 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀﾛｳ 男子 山　口 浅江 22.56 46
22 1236 松嶋　飛希 (3) ﾏﾂｼﾏ ﾀｶｷ 男子 千　葉 中原 22.57 47
54 2223 判家　悠也 (3) ﾊﾝｹ ﾕｳﾔ 男子 愛 知 豊川東部 22.58 48
23 1237 古賀　誠也 (3) ｺｶﾞ ｾｲﾔ 男子 千　葉 大網 22.59 49
24 1302 逸見　空広 (3) ﾍﾝﾐ ｿﾗ 男子 東　京 八王子椚田 22.59 50
45 1906 髙井　克真 (3) ﾀｶｲ ｶﾂﾏ 男子 石 川 内灘 22.59 51
40 1714 今井　頼人 (3) ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 男子 長 野 辰野 22.60 52
56 2302 大川　祥太 (3) ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 三 重 三雲 22.60 53
97 4402 山越　聖矢 (3) ﾔﾏｺﾞｼ ｾｲﾔ 男子 大　分 大分大東 22.60 54
7 801 成島　陽紀 (3) ﾅﾙｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 茨　城 谷田部東 22.61 55

25 1303 五十嵐　真優 (3) ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾋﾛ 男子 東　京 府中五 22.61 56
53 2222 桂木　大和 (3) ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ 男子 愛 知 守山西 22.61 57
59 2308 中西　一冴 (3) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ 男子 三 重 玉城 22.61 58
79 2906 梅本　宜広 (3) ｳﾒﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 式下 22.61 59
81 2919 西口　優斗 (3) ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 光陽 22.61 60
98 4403 佐田　龍昇 (3) ｻﾀ ﾘｭｳﾄ 男子 大　分 碩田学園 22.61 61
94 4023 長沼　　俊 (3) ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭﾝ 男子 福　岡 北野 22.62 62
95 4101 田中　翔大 (3) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 佐　賀 鳥栖西 22.62 63
3 104 清水　　徹 (2) ｼﾐｽﾞ ﾃﾂ 男子 北海道 帯広第一 22.63 64

76 2823 目黒　雄大 (3) ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 兵　庫 滝川 22.63 65
78 2904 杉浦　宏我 (3) ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 西大和学園 22.63 66
82 3001 藤野　大翔 (3) ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛﾄ 男子 和歌山 紀見北 22.63 67
91 4001 西山　雄志 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 男子 福　岡 原中央 22.63 68
58 2307 大野　雅生 (3) ｵｵﾉ ﾏｻﾐ 男子 三 重 四日市港 22.64 69
66 2601 福本　陸晴 (3) ﾌｸﾓﾄ ﾘﾊﾞ 男子 京　都 青葉 22.65 70
74 2757 川井　慎太郎 (3) ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 養精 22.65 71
42 1802 山本　嶺心 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾝ 男子 富 山 呉羽 22.66 72
71 2741 川上　諒太 (3) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 豊中十一 22.66 73
72 2742 田畑　慧太 (3) ﾀﾊﾞﾀ ｹｲﾀ 男子 大　阪 豊中十七 22.66 74
99 4502 西　栞汰 (3) ﾆｼﾖｼ ｶﾝﾀ 男子 宮　崎 高鍋東 22.66 75
35 1604 千葉　洸太 (3) ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ 男子 新 潟 新発田本丸 22.67 76
39 1709 曽根　康太 (3) ｿﾈ ｺｳﾀ 男子 長 野 櫻ヶ岡 22.67 77
62 2502 椎野　翔太 (3) ｼｲﾉ ｼｮｳﾀ 男子 滋　賀 甲賀 22.67 78
9 902 松嶋　伶弥 (3) ﾏﾂｼﾏ ﾚｲﾔ 男子 栃　木 小山三 22.68 79

15 1019 高橋　　玄 (3) ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 男子 群　馬 前橋みずき 22.69 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 男子 ２００ｍ *
******************************
100人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
41 1801 髙島　　輝 (3) ﾀｶｼﾏ ﾃﾙ 男子 富 山 大門 22.69 81
4 305 後藤　大亮 (3) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岩 手 東水沢 22.70 82

12 909 ﾌﾞﾙｶﾞ　ｱﾘｴﾙ (3) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 男子 栃　木 城東 22.70 83
28 1317 牧　　功大 (3) ﾏｷ ｺｳﾀﾞｲ 男子 東　京 用賀 22.70 84
46 2008 大家　希武 (3) ｵｵﾔ ﾉｿﾞﾑ 男子 福 井 粟野 22.71 85
67 2602 中嶋　太紀 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ 男子 京　都 南陵 22.71 86
57 2306 山口　凌央 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 三 重 菰野 22.72 87
63 2504 森田　　匠 (3) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ 男子 滋　賀 南郷 22.72 88
73 2743 陶　　康平 (3) ｽｴ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 東香里 22.72 89
75 2821 藤江　琉雅 (3) ﾌｼﾞｴ ﾘｭｳｶﾞ 男子 兵　庫 灘 22.72 90
36 1608 小山　智也 (3) ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 男子 新 潟 鏡が沖 22.74 91
55 2301 水本　琢斗 (3) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ 男子 三 重 白子 22.74 92
80 2912 岡田　亮太 (3) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈学登美ヶ丘 22.74 93
86 3403 壇上　翔多郎 (3) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 広　島 大成館 22.74 94
29 1409 渡邉　幹太 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ 男子 神奈川 大野台 22.75 95
43 1901 山下　大輝 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 石 川 高岡 22.75 96
47 2009 坪川　颯斗 (3) ﾂﾎﾞｶﾜ ﾊﾔﾄ 男子 福 井 金津 22.75 97
85 3402 岡村　元太 (3) ｵｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 男子 広　島 七尾 22.75 98
84 3319 岡　　滉貴 (3) ｵｶ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷西 22.91 99
90 3703 和田　亜慧 (3) ﾜﾀﾞ ｱｻﾄ 男子 徳 島 城東 23.10 100



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 男子 ４００ｍ *
******************************
64人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

7 909 ﾌﾞﾙｶﾞ　ｱﾘｴﾙ (3) ﾌﾞﾙｶﾞ ｱﾘｴﾙ 男子 栃　木 城東 49.37 1
62 4208 河内　祥吾 (3) ｶﾜｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 男子 長　崎 郡 49.90 2
25 1609 中山　一心 (3) ﾅｶﾔﾏ ｲｯｻ 男子 新 潟 長岡大島 50.18 3
4 704 町田　怜央 (3) ﾏﾁﾀﾞ ﾚｵ 男子 福　島 白河二 50.36 4

26 1610 富永　瞬汰 (3) ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 新 潟 魚沼小出 50.36 5
32 2105 佐竹　結月 (3) ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 男子 静 岡 沼津第三 50.36 6
15 1202 酒匂　康輝 (3) ｻｺｳ ｺｳｷ 男子 千　葉 久寺家 50.38 7
16 1203 吉留　龍之介 (3) ﾖｼﾄﾒ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 千　葉 朝日ケ丘 50.51 8
17 1204 白石　雄大 (3) ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 千　葉 高津 50.51 9
9 1001 大楢　龍輝 (3) ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 男子 群　馬 利根 50.53 10

57 3302 原　　太陽 (3) ﾊﾗ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 西大寺 50.66 11
5 707 馬場　優斗 (3) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾄ 男子 福　島 若松二 50.71 12

11 1101 　　来琉 (3) ｽﾐ ﾗｲﾙ 男子 埼　玉 朝霞第三 50.71 13
39 2224 髙橋　遼将 (3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛 知 柏原 50.73 14
40 2234 伊藤　圭吾 (3) ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 愛 知 矢作 50.83 15
47 2809 藤井　　蓮 (3) ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 男子 兵　庫 西宮山口 50.83 16
56 3301 中田　昂宏 (3) ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 岡　山 庄 50.90 17
30 1703 安坂　丈瑠 (2) ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 男子 長 野 開成 50.91 18
31 1715 岡田　遥人 (3) ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 長 野 諏訪 50.91 19
21 1406 日髙　裕喜人 (3) ﾋﾀﾞｶ ﾕｷﾄ 男子 神奈川 荏田南 50.92 20
28 1612 西野　航史 (3) ﾆｼﾉ ｺｳｼ 男子 新 潟 新潟坂井輪 50.99 21
27 1611 野内　優義 (3) ﾉｳﾁ ﾏｻﾖｼ 男子 新 潟 新潟柳都 51.01 22
63 4301 中村　理一郎 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｲﾁﾛｳ 男子 熊　本 河内 51.01 23
14 1126 豊嶋　一琉 (3) ﾄﾖｼﾏ ｲｽﾞﾙ 男子 埼　玉 幸手西 51.04 24
33 2117 桑原　祥弥 (3) ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳﾔ 男子 静 岡 磐田第一 51.05 25
29 1702 肥後　琉之介 (3) ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 長 野 旭ヶ丘 51.07 26
24 1608 小山　智也 (3) ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 男子 新 潟 鏡が沖 51.08 27
42 2403 土井　瑞月 (3) ﾄﾞｲ ﾐﾂﾞｷ 男子 岐 阜 日枝 51.09 28
55 2916 松浦　航平 (3) ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良教育大附 51.09 29
52 2834 澤田　龍輝 (3) ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 男子 兵　庫 福崎東 51.15 30
6 803 中村　航星 (3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 茨　城 城ノ内 51.16 31

34 2118 藤田　雅紀 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 男子 静 岡 浜松南部 51.19 32
35 2206 髙田　圭士郎 (3) ﾀｶﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 男子 愛 知 古知野 51.19 33
53 2839 三浦　康生 (3) ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ 男子 兵　庫 太子東 51.19 34
60 3503 山田　彩翔 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 男子 山　口 彦島 51.19 35
18 1210 畔柳　颯斗 (3) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾔﾄ 男子 千　葉 新松戸南 51.20 36
58 3304 杉本　　仁 (2) ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 岡　山 邑久 51.22 37
54 2843 石原　慎也 (3) ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ 男子 兵　庫 三原 51.27 38
36 2209 西垣　拓音 (3) ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾄ 男子 愛 知 扇台 51.30 39
43 2507 平尾　栞史郎 (3) ﾋﾗｵ ｶﾝｼﾞﾛｳ 男子 滋　賀 彦根南 51.30 40
38 2220 小川　大輝 (3) ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 愛 知 石巻 51.32 41
8 910 犬飼　侑樹 (3) ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 男子 栃　木 国分寺 51.35 42

37 2218 池田　翔哉 (3) ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 愛 知 大府西 51.35 43
61 4009 冨永　湧平 (2) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 福　岡 羽犬塚 51.36 44
45 2751 松田　康佑 (3) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 枚方山田 51.39 45
49 2816 森　　遼介 (3) ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 山田 51.39 46
48 2813 藤本　　亮 (3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 伊丹南 51.41 47
50 2822 施　　開人 (3) ｼ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 灘 51.41 48
1 106 橋本　凌弥 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 男子 北海道 芽室 51.46 49

22 1408 岩瀬　　航 (3) ｲﾜｾ ﾜﾀﾙ 男子 神奈川 大綱 51.46 50
13 1119 佐倉　由樹 (3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ 男子 埼　玉 越谷大相模 51.47 51
20 1304 井上　賢志 (3) ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 男子 東　京 駒場東邦 51.47 52
10 1002 神澤　昂輝 (3) ｶﾝｻﾞﾜ ｺｳｷ 男子 群　馬 前橋荒砥 51.50 53
12 1114 髙林　賢伸 (3) ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 男子 埼　玉 川越初雁 51.50 54
23 1426 清水　大地 (3) ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 神奈川 手広 51.51 55
19 1239 馬場　聖也 (3) ﾊﾞﾊﾞ ｾｲﾔ 男子 千　葉 富里 51.52 56
41 2304 瀬古　陸斗 (3) ｾｺ ﾘｸﾄ 男子 三 重 三雲 51.52 57
2 302 斎藤　修吾 (3) ｻｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 男子 岩 手 滝沢 51.57 58

46 2801 小池　翔太 (3) ｺｲｹ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 武庫東 51.57 59
44 2604 松下　　葉 (3) ﾏﾂｼﾀ ﾖｳ 男子 京　都 木津第二 51.58 60
51 2831 藤本　真生 (3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅｾ 男子 兵　庫 社 51.60 61
3 512 鈴木　迪啓 (3) ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾀｶ 男子 秋　田 平鹿 51.92 62

59 3326 岩崎　幹矢 (3) ｲﾜｻｷ ﾐｷﾔ 男子 岡　山 岡大附属 52.03 63
64 4709 伊志嶺　光海 (3) ｲｼﾐﾈ ﾋｭｳｶﾞ 男子 沖　縄 琉大附属 52.37 64



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 男子 ８００ｍ *
******************************
81人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
50 2404 石本　湧大 (3) ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岐 阜 岐阜中山 1:56.26 1
74 3506 吉中　祐太 (3) ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 山　口 向洋 1:56.99 2
33 1312 川嶋　康駿 (3) ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾄｼ 男子 東　京 田無第四 1:57.61 3
62 2756 前田　陽向 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 山田東 1:57.68 4
17 1001 大楢　龍輝 (3) ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 男子 群　馬 利根 1:57.97 5
46 2230 髙嶋　荘太 (3) ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 男子 愛 知 弥富 1:58.01 6
2 107 菅原　広希 (3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 男子 北海道 鹿追 1:58.06 7
3 108 櫻井　一夏 (2) ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 男子 北海道 帯広南町 1:58.39 8

22 1116 日髙　志允 (3) ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ 男子 埼　玉 久喜 1:58.43 9
47 2231 藤井　智己 (3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｷ 男子 愛 知 吉良 1:58.54 10
39 1613 佐藤　優大 (3) ｻﾄｳ ﾏｵ 男子 新 潟 新潟早通 1:58.62 11
14 729 伊藤　圭介 (3) ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 男子 福　島 郡山三 1:58.63 12
64 2825 磯﨑　　丈 (3) ｲｿｻﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 兵　庫 神戸大原 1:58.71 13
30 1217 中村　貴浩 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 男子 千　葉 岬 1:58.78 14
35 1421 樋口　ワシリー (3) ﾋｸﾞﾁ ﾜｼﾘｰ 男子 神奈川 末吉 1:58.79 15
13 708 富岡　晃世 (3) ﾄﾐｵｶ ｺｳｾｲ 男子 福　島 いわき泉 1:58.83 16
57 2729 澤田　　将 (3) ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 男子 大　阪 東雲 1:58.91 17
52 2505 丹治　光太郎 (3) ﾀﾝｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 滋　賀 彦根西 1:58.95 18
73 3505 平本　光紀 (3) ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ 男子 山　口 下関中等 1:59.00 19
65 2833 林田　蒼生 (3) ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ 男子 兵　庫 姫路広嶺 1:59.08 20
38 1612 西野　航史 (3) ﾆｼﾉ ｺｳｼ 男子 新 潟 新潟坂井輪 1:59.20 21
10 701 佐藤　　諒 (3) ｻﾄｳ ﾘｮｳ 男子 福　島 会津学鳳 1:59.28 22
55 2711 山城　嘉人 (3) ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾄ 男子 大　阪 茨木三島 1:59.28 23
75 3508 青森　　駿 (3) ｱｵﾓﾘ ｼｭﾝ 男子 山　口 川中 1:59.29 24
48 2232 渡辺　大星 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 男子 愛 知 南稜 1:59.32 25
7 606 武口　昴瑠 (3) ﾀｹｸﾞﾁ ｽﾊﾞﾙ 男子 山　形 山形第二 1:59.33 26

79 3803 村上　晋平 (3) ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 愛　媛 大西 1:59.33 27
72 3504 重山　弘徳 (2) ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 男子 山　口 萩東 1:59.37 28
63 2811 山尾　知慶 (3) ﾔﾏｵ ｶｽﾞﾖｼ 男子 兵　庫 東谷 1:59.41 29
15 730 大和田　貴治 (3) ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 男子 福　島 四倉 1:59.43 30
54 2511 中野　　俊 (3) ﾅｶﾉ ｼｭﾝ 男子 滋　賀 市立守山 1:59.45 31
5 403 山田　瑞貴 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 男子 宮　城 南中山 1:59.46 32

23 1118 金澤　良太 (3) ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 埼　玉 鴻巣赤見台 1:59.49 33
60 2745 原口　照規 (3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾃﾙｷ 男子 大　阪 日根野 1:59.51 34
4 114 齊藤　有哉 (3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 男子 北海道 北広島東部 1:59.54 35

40 1706 小坂　悠太 (2) ｺｻｶ ﾕｳﾀ 男子 長 野 仁科台 1:59.56 36
8 607 荒木　日成 (3) ｱﾗｷ ﾋﾅﾙ 男子 山　形 川西 1:59.58 37

43 2111 兵藤　ジュダ (3) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾀﾞ 男子 静 岡 清水飯田 1:59.61 38
1 105 永井　雅樹 (3) ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ 男子 北海道 芽室 1:59.63 39

67 2844 清水　敬晶 (3) ｼﾐｽﾞ ｹｲｼｮｳ 男子 兵　庫 五色 1:59.65 40
41 2106 中村　郭斗 (3) ﾅｶﾑﾗ ｶｸﾄ 男子 静 岡 三島中郷西 1:59.71 41
24 1119 佐倉　由樹 (3) ｻｸﾗ ﾖｼｷ 男子 埼　玉 越谷大相模 1:59.76 42
9 608 佐藤　伶音 (3) ｻﾄｳ ﾚｵ 男子 山　形 陵南 1:59.82 43

42 2107 宮﨑　泉光 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 男子 静 岡 静岡長田南 1:59.82 44
21 1111 原　　悠貴 (2) ﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 埼　玉 川口芝東 1:59.89 45
11 702 西牧　琉石 (3) ﾆｼﾏｷ ｻｽｶﾞ 男子 福　島 平二 1:59.95 46
16 804 中山　和海 (3) ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｳﾐ 男子 茨　城 八千代東 1:59.99 47
18 1006 杉森　星彦 (3) ｽｷﾞﾓﾘ ﾎｼﾋｺ 男子 群　馬 中央中等 2:00.00 48
26 1127 上野　隼弥 (3) ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ 男子 埼　玉 杉戸 2:00.01 49
29 1216 入江　大士 (3) ｲﾘｴ ﾀｲｼ 男子 千　葉 西初石 2:00.02 50
20 1104 元山　　怜 (3) ﾓﾄﾔﾏ ｻﾄﾙ 男子 埼　玉 大谷口 2:00.04 51
37 1431 牧野　裕一 (3) ﾏｷﾉ ﾕｳｲﾁ 男子 神奈川 宮前平 2:00.05 52
6 511 杉本　真弥 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 秋　田 大曲 2:00.07 53

70 3304 杉本　　仁 (2) ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 岡　山 邑久 2:00.08 54
31 1240 加藤　優弥 (3) ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 男子 千　葉 根木内 2:00.11 55
32 1241 村中　大河 (3) ﾑﾗﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 千　葉 法田 2:00.11 56
68 2920 有方　修斗 (3) ｱﾘｶﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 橿原 2:00.11 57
19 1013 古原　朋樹 (3) ｺﾊﾗ ﾄﾓｷ 男子 群　馬 榛名 2:00.23 58
56 2722 園田　真大 (3) ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 大　阪 川西 2:00.26 59
36 1425 服部　由弥 (3) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 男子 神奈川 塚越 2:00.27 60
51 2405 後藤　遼河 (2) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 男子 岐 阜 山岡 2:00.27 61
59 2733 筒井　翔星 (3) ﾂﾂｲ ｼｮｳｾｲ 男子 大　阪 千里丘 2:00.33 62
66 2840 野村　　怜 (2) ﾉﾑﾗ ﾚｲ 男子 兵　庫 けやき台 2:00.34 63
61 2750 市川　侑生 (3) ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 枚方二 2:00.35 64
34 1320 門間　結乃進 (3) ﾓﾝﾏ ﾕｲﾉｼﾝ 男子 東　京 八王子四 2:00.39 65
27 1133 小野　　透 (3) ｵﾉ ﾄｵﾙ 男子 埼　玉 戸田 2:00.40 66
58 2732 岸本　琉生 (3) ｷｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 西陵 2:00.41 67
53 2506 冨田　悠晟 (3) ﾄﾐﾀ ﾕｳｾｲ 男子 滋　賀 長浜北 2:00.42 68
12 703 荒明　航也 (3) ｱﾗｱｷ ｺｳﾔ 男子 福　島 郡山二 2:00.45 69
25 1124 渡辺　　諒 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 埼　玉 さいたま常盤 2:00.45 70
49 2233 津崎　隆次 (3) ﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 男子 愛 知 田光 2:00.45 71
45 2225 青山　　崇 (3) ｱｵﾔﾏ ｼｭｳ 男子 愛 知 猪高 2:00.47 72
28 1134 小山　翔也 (2) ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ 男子 埼　玉 蓮田平野 2:00.48 73
44 2119 伊藤　聡平 (3) ｲﾄｳ ｿｳﾍｲ 男子 静 岡 袋井 2:00.50 74
80 4306 徳永　光涼 (3) ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳﾘｮｳ 男子 熊　本 熊本西原 2:00.54 75
69 3202 松崎　寧生 (3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾈｵ 男子 島　根 浜山 2:01.05 76
76 3601 下原　士侑 (3) ｼﾓﾊﾗ ｼｭｳ 男子 香 川 桜町 2:01.75 77
71 3320 桑村　太陽 (3) ｸﾜﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 加賀 2:02.18 78
77 3704 井田　敦士 (3) ｲﾀ ｱﾂｼ 男子 徳 島 富岡東 2:02.47 79
78 3708 坂井　杏輔 (3) ｻｶｲ ｷｮｳｽｹ 男子 徳 島 板野 2:03.08 80
81 4710 金城　愛翔 (3) ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｲﾄ 男子 沖　縄 東風平 2:05.08 81



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**********************************
* 男子 １５００ｍ *
**********************************
64人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
37 2201 吉居　駿恭 (3) ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 愛 知 田原東部 4:01.26 1
39 2238 小倉　謙心 (3) ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 愛 知 豊橋南陽 4:01.93 2
44 2605 佐藤　圭汰 (3) ｻﾄｳ ｹｲﾀ 男子 京　都 蜂ヶ岡 4:02.06 3
45 2606 宮本　陽叶 (3) ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 泉川 4:02.59 4
19 1003 帰山　侑大 (3) ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 群　馬 桐生清流 4:03.13 5
11 714 藤宮　　歩 (3) ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ 男子 福　島 大槻 4:03.68 6
20 1004 塩原　　匠 (3) ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 群　馬 中之条 4:03.81 7
21 1005 堀口　花道 (3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾅﾐﾁ 男子 群　馬 甘楽 4:04.16 8
14 911 滝澤　愛弥 (3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ 男子 栃　木 藤原 4:04.30 9
22 1006 杉森　星彦 (3) ｽｷﾞﾓﾘ ﾎｼﾋｺ 男子 群　馬 中央中等 4:04.43 10
36 1812 瀬川　翔誠 (3) ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 男子 富 山 庄西 4:04.46 11
49 3303 伊加　拓海 (3) ｲｶﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 邑久 4:04.50 12
26 1116 日髙　志允 (3) ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ 男子 埼　玉 久喜 4:04.64 13
35 1805 二村　昇太朗 (3) ﾌﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 富 山 大沢野 4:04.87 14
62 4602 石岡　大侑 (3) ｲｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ 男子 鹿児島 出水 4:04.88 15
15 912 山口　彰太 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 栃　木 足利第二 4:04.99 16
53 3506 吉中　祐太 (3) ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 男子 山　口 向洋 4:05.18 17
52 3404 小江　幸人 (3) ｺｴ ﾕｷﾄ 男子 広　島 高屋 4:05.37 18
60 4203 吉浦　　悠 (3) ﾖｼｳﾗ ﾊﾙ 男子 長　崎 志佐 4:05.44 19
63 4603 須山　向陽 (3) ｽﾔﾏ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 田崎 4:05.76 20
55 4005 花本　史龍 (2) ﾊﾅﾓﾄ ｼﾘｭｳ 男子 福　岡 姪浜 4:06.04 21
16 913 大森　悠生 (3) ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 栃　木 若松原 4:06.05 22
27 1124 渡辺　　諒 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 埼　玉 さいたま常盤 4:06.37 23
17 914 手塚　太一 (3) ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 男子 栃　木 氏家 4:06.45 24
64 4604 三坂　佳賞 (3) ﾐｻｶ ﾖｼﾀｶ 男子 鹿児島 大隅 4:06.47 25
23 1007 青木　瑠郁 (3) ｱｵｷ ﾙｲ 男子 群　馬 伊勢崎第四 4:06.57 26
33 1146 生駒　直幸 (3) ｲｺﾏ ﾅｵﾕｷ 男子 埼　玉 吉川南 4:06.77 27
25 1112 岡田　涼斗 (3) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 埼　玉 川口芝東 4:06.91 28
28 1127 上野　隼弥 (3) ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ 男子 埼　玉 杉戸 4:06.91 29
1 107 菅原　広希 (3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 男子 北海道 鹿追 4:07.12 30

43 2503 溜池　一太 (3) ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ 男子 滋　賀 野洲北 4:07.13 31
40 2320 金尾　凌太 (3) ｶﾅｵ ﾘｮｳﾀ 男子 三 重 亀山中部 4:07.20 32
46 2607 村尾　雄己 (3) ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 男子 京　都 桂 4:07.24 33
32 1144 板橋　将吾 (3) ｲﾀﾊﾞｼ ｼｮｳｺﾞ 男子 埼　玉 ふじみ野福岡 4:07.38 34
41 2321 竹野　　連 (3) ﾀｹﾉ ﾚﾝ 男子 三 重 大木 4:07.39 35
10 713 星　　那宥 (3) ﾎｼ ﾄﾓﾋﾛ 男子 福　島 高田 4:07.41 36
3 111 本間　　颯 (2) ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ 男子 北海道 士別 4:07.59 37
5 510 髙橋　海童 (3) ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞｳ 男子 秋　田 横手南 4:07.59 38

57 4025 間瀬田　純平 (3) ﾏｾﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 福　岡 春日 4:07.66 39
12 726 圓谷　吏生 (3) ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ 男子 福　島 浅川 4:07.67 40
47 2828 國安　広人 (3) ｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 大久保 4:07.67 41
48 2833 林田　蒼生 (3) ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ 男子 兵　庫 姫路広嶺 4:07.69 42
9 708 富岡　晃世 (3) ﾄﾐｵｶ ｺｳｾｲ 男子 福　島 いわき泉 4:07.72 43

13 727 宍戸　結紀 (3) ｼｼﾄ ﾕｳｷ 男子 福　島 東和 4:07.74 44
58 4026 阪東　巧翔 (3) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 男子 福　岡 志徳 4:07.78 45
29 1134 小山　翔也 (2) ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ 男子 埼　玉 蓮田平野 4:07.79 46
18 915 加藤　拓海 (3) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 栃　木 阿久津 4:07.95 47
50 3305 大塚　直哉 (3) ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 吉備 4:07.95 48
8 610 半澤　　康 (3) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ 男子 山　形 上山南 4:07.96 49

38 2202 鈴木　将矢 (3) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 男子 愛 知 逢妻 4:08.05 50
42 2324 高橋　颯真 (3) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 男子 三 重 平田野 4:08.10 51
61 4305 岩下　翔哉 (3) ｲﾜｼﾀ ｼｮｳﾔ 男子 熊　本 一の宮 4:08.12 52
2 108 櫻井　一夏 (2) ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ 男子 北海道 帯広南町 4:08.19 53

31 1136 笹井　紘汰 (3) ｻｻｲ ｺｳﾀ 男子 埼　玉 深谷明戸 4:08.33 54
30 1135 丹野　暁翔 (2) ﾀﾝﾉ ｱｷﾄ 男子 埼　玉 東松山松山 4:08.35 55
24 1109 飯山　　翔 (3) ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ 男子 埼　玉 加須騎西 4:08.42 56
34 1707 山川　拓馬 (3) ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 長 野 箕輪 4:08.45 57
4 404 神田　大地 (3) ｶﾝﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 宮　城 築館 4:08.46 58

56 4006 本河　里玖斗 (3) ﾎﾝｶﾜ ﾘｸﾄ 男子 福　岡 宮若東 4:08.47 59
59 4027 柴戸　遼太 (3) ｼﾊﾞｺ ﾘｮｳﾀ 男子 福　岡 那珂 4:08.50 60
7 514 片山　侑風 (3) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳ 男子 秋　田 大館東 4:08.76 61

51 3321 森下　翔太 (3) ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 井原 4:09.74 62
6 513 錦織　　望 (3) ﾆｼｷｵﾘ ﾐﾙｲ 男子 秋　田 外旭川 4:09.99 63

54 3706 折上　泰生 (3) ｵﾘｶﾐ ﾀｲｷ 男子 徳 島 小松島南 4:13.28 64



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**********************************
* 男子 ３０００ｍ *
**********************************
49人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

2 714 藤宮　　歩 (3) ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ 男子 福　島 大槻 8:37.34 1
25 2605 佐藤　圭汰 (3) ｻﾄｳ ｹｲﾀ 男子 京　都 蜂ヶ岡 8:40.22 2
46 4203 吉浦　　悠 (3) ﾖｼｳﾗ ﾊﾙ 男子 長　崎 志佐 8:43.09 3
48 4602 石岡　大侑 (3) ｲｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ 男子 鹿児島 出水 8:44.48 4
5 911 滝澤　愛弥 (3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ 男子 栃　木 藤原 8:46.19 5

11 1005 堀口　花道 (3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾅﾐﾁ 男子 群　馬 甘楽 8:47.33 6
49 4603 須山　向陽 (3) ｽﾔﾏ ﾋﾅﾀ 男子 鹿児島 田崎 8:48.59 7
8 916 永島　陽介 (3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳｽｹ 男子 栃　木 真岡東 8:49.61 8

24 2503 溜池　一太 (3) ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ 男子 滋　賀 野洲北 8:49.66 9
9 917 東泉　大河 (3) ﾄｳｾﾝ ﾀｲｶﾞ 男子 栃　木 三島 8:49.69 10

17 1707 山川　拓馬 (3) ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 長 野 箕輪 8:50.11 11
10 1004 塩原　　匠 (3) ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 群　馬 中之条 8:50.39 12
47 4204 山下　　蓮 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ 男子 長　崎 桜が原 8:50.72 13
6 912 山口　彰太 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 栃　木 足利第二 8:50.83 14

21 1805 二村　昇太朗 (3) ﾌﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 富 山 大沢野 8:52.73 15
32 3306 山田　修人 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 琴浦 8:52.73 16
22 2201 吉居　駿恭 (3) ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 愛 知 田原東部 8:53.00 17
3 726 圓谷　吏生 (3) ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ 男子 福　島 浅川 8:53.24 18

26 2606 宮本　陽叶 (3) ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 泉川 8:53.58 19
27 2607 村尾　雄己 (3) ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 男子 京　都 桂 8:53.77 20
7 914 手塚　太一 (3) ﾃﾂｶ ﾀｲﾁ 男子 栃　木 氏家 8:54.24 21

35 3405 森　　祥真 (3) ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 男子 広　島 県立広島 8:54.35 22
23 2202 鈴木　将矢 (3) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 男子 愛 知 逢妻 8:54.57 23
28 2608 柴田　大地 (2) ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 桂 8:54.62 24
14 1614 渡邉　駿太朗 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 新 潟 佐渡佐和田 8:54.67 25
1 611 細谷　建斗 (3) ﾎｿﾔ ｹﾝﾄ 男子 山　形 山形第一 8:54.68 26

12 1242 栗田　隆希 (3) ｸﾘﾀ ﾘｭｳｷ 男子 千　葉 逆井 8:55.09 27
15 1615 村上　日向葵 (3) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ 男子 新 潟 新潟上山 8:55.18 28
19 1803 高森　そら (2) ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ 男子 富 山 魚津西部 8:55.42 29
18 1718 吉岡　大翔 (2) ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 男子 長 野 川中島 8:55.48 30
16 1616 山崎　　丞 (3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｽｸ 男子 新 潟 糸魚川 8:55.56 31
41 3801 津本　優真 (3) ﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 愛　媛 西条北 8:55.61 32
4 727 宍戸　結紀 (3) ｼｼﾄ ﾕｳｷ 男子 福　島 東和 8:55.71 33

42 3802 矢原　倖瑛 (3) ﾔﾊﾗ ｺｳｴｲ 男子 愛　媛 今治日吉 8:55.80 34
34 3404 小江　幸人 (3) ｺｴ ﾕｷﾄ 男子 広　島 高屋 8:55.81 35
43 4005 花本　史龍 (2) ﾊﾅﾓﾄ ｼﾘｭｳ 男子 福　岡 姪浜 8:55.96 36
29 2914 山下　　結 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 男子 奈　良 富雄南 8:56.10 37
36 3406 塩出　翔太 (3) ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ 男子 広　島 栗原 8:56.40 38
37 3407 吉川　　響 (3) ｷｯｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 栗原 8:56.46 39
30 3107 信夫　大輝 (3) ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 男子 鳥　取 八頭 8:56.73 40
44 4007 塩川　啓太 (3) ｼｵｶﾜ ｹｲﾀ 男子 福　岡 宮若東 8:56.79 41
20 1804 長屋　匡起 (2) ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 男子 富 山 雄山 8:56.84 42
13 1512 鶴田　　拓 (3) ﾂﾙﾀﾞ ﾀｸ 男子 山 梨 塩山 8:59.60 43
45 4102 山田　基貴 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｷ 男子 佐　賀 東原庠舎東部 9:00.45 44
39 3702 田岡　信一 (3) ﾀｵｶ ｼﾝｲﾁ 男子 徳 島 半田 9:04.10 45
38 3507 吉村　拓樹 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ 男子 山　口 柳井 9:04.56 46
40 3705 廣瀬　　航 (3) ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 男子 徳 島 鳴門 9:07.11 47
31 3203 伊藤　蒼唯 (3) ｲﾄｳ ｱｵｲ 男子 島　根 河南 9:09.42 48
33 3322 大西　柊太朗 (2) ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 早島 9:09.81 49



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**************************************************
* 男子 １１０ｍＨ(0.914m) *
**************************************************
108人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
56 2303 山田　真大 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三 重 三雲 13.89 1
94 3603 鹿田　真翔 (3) ｼｶﾀ ﾏｺﾄ 男子 香 川 飯山 13.95 2
62 2609 松本　　望 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 男子 京　都 東輝 14.09 3
13 715 伊藤　黛士 (3) ｲﾄｳ ﾀｲｼ 男子 福　島 信陵 14.11 4
65 2701 山中　大輝 (3) ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 咲くやこの花 14.12 5
63 2610 木村　友東 (3) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 京　都 東輝 14.27 6
53 2224 髙橋　遼将 (3) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛 知 柏原 14.33 7
57 2317 藤田　晃輝 (3) ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 男子 三 重 皇學館 14.33 8

106 4505 山村　息吹 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 宮　崎 宮崎大塚 14.35 9
77 2819 和田　一晃 (3) ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 男子 兵　庫 玉津 14.36 10
38 1412 矢口　峻慈 (3) ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 男子 神奈川 岡津 14.39 11
52 2110 富田　幹斗 (3) ﾄﾐﾀ ｶﾝﾄ 男子 静 岡 牧之原相良 14.40 12
3 116 髙松　航平 (3) ﾀｶﾏﾂ ｺｳﾍｲ 男子 北海道 札幌北都 14.47 13

17 918 中里　碧翔 (3) ﾅｶｻﾞﾄ ｱｵﾄ 男子 栃　木 大谷 14.47 14
72 2746 原　　稜介 (3) ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 枚方 14.48 15
4 117 北川　広大 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 北海道 札幌北都 14.50 16

84 2913 田原　歩睦 (2) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 平城東 14.52 17
98 4012 船倉　涼磨 (3) ﾌﾅｸﾗ ﾘｮｳﾏ 男子 福　岡 柳西 14.52 18
50 2003 八十嶋　玲央 (3) ﾔｿｼﾏ ﾚｵ 男子 福 井 坂井 14.54 19
71 2740 光弘　航太郎 (3) ﾐﾂﾋﾛ ｺｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 月州 14.54 20
32 1315 竹尾　和真 (3) ﾀｹｵ ｶｽﾞﾏ 男子 東　京 鶴川 14.55 21
97 4011 真名子　凌成 (3) ﾏﾅｺﾞ ﾘｮｳﾅ 男子 福　岡 篠栗 14.55 22
37 1402 川　　廉 (3) ﾀﾂｶﾜ ﾚﾝ 男子 神奈川 池上 14.56 23
36 1322 安藤　晴輝 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 男子 東　京 本郷 14.58 24
67 2717 二宮　光二 (3) ﾆﾉﾐﾔ ｺｳｼﾞ 男子 大　阪 大阪夕陽丘 14.58 25

104 4501 金丸　真也 (3) ｶﾈﾏﾙ ｼﾝﾔ 男子 宮　崎 宮崎大宮 14.59 26
83 2903 今西　一輝 (3) ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝西 14.63 27
7 405 菊池　航志 (3) ｷｸﾁ ｺｳｼ 男子 宮　城 七郷 14.66 28

42 1617 大平　龍臣 (3) ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳｼﾞﾝ 男子 新 潟 新潟湯之谷 14.66 29
43 1618 渡邊　　脩 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 新 潟 十日町川西 14.67 30
33 1318 松田　直弥 (3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 男子 東　京 小金井南 14.68 31
39 1418 佐藤　歩海 (3) ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 男子 神奈川 小田 14.68 32
66 2709 宮野　和優 (3) ﾐﾔﾉ ｶｽﾞﾏｻ 男子 大　阪 池田 14.68 33
70 2727 柏原　一仁 (3) ｶｼﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ 男子 大　阪 狭山南 14.68 34
47 1708 森　　遼己 (3) ﾓﾘ ﾊﾙｷ 男子 長 野 信明 14.69 35
54 2226 西　　徹朗 (3) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 男子 愛 知 猪高 14.69 36
60 2406 前田　海輝亜 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐 阜 中津川坂本 14.70 37
22 1113 小川　　輝 (3) ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 男子 埼　玉 川越高階 14.72 38

103 4302 村中　洸樹 (3) ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 男子 熊　本 八代第一 14.73 39
64 2611 山中　颯大 (3) ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾀ 男子 京　都 東城陽 14.74 40
85 3002 長岡　佳希 (3) ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｷ 男子 和歌山 明和 14.75 41

102 4205 久木山　晴紀 (3) ｸｷﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 長　崎 桜が原 14.75 42
91 3408 粟野　宙歩 (3) ｱﾜﾉ ﾋﾛﾑ 男子 広　島 宇品 14.76 43
99 4013 樋口　友哉 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 男子 福　岡 槻田 14.76 44
23 1120 齋藤　滉太 (3) ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 埼　玉 越谷富士 14.77 45
27 1219 阿部　天馬 (3) ｱﾍﾞ ﾃﾝﾏ 男子 千　葉 船橋御滝 14.77 46

100 4028 中島　陽基 (3) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ 男子 福　岡 元岡 14.77 47
51 2007 工藤　和莞 (3) ｸﾄﾞｳ ｶｲ 男子 福 井 粟野 14.78 48
31 1301 麻生　悠斗 (3) ｱｿｳ ﾕｳﾄ 男子 東　京 八王子椚田 14.79 49
21 1102 伊藤　慎太郎 (3) ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 埼　玉 伊奈小針 14.80 50
46 1701 漆原　奏哉 (3) ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 男子 長 野 芦原 14.80 51
2 113 殿山　凌平 (3) ﾄﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 北海道 富良野東 14.81 52

26 1218 白井　伶欧 (3) ｼﾗｲ ﾚｵ 男子 千　葉 野田二川 14.81 53
92 3409 岩森　　翔 (3) ｲﾜﾓﾘ ｼｮｳ 男子 広　島 戸山 14.81 54
93 3410 原田　　響 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 安佐 14.83 55

107 4605 内野　凜生 (3) ｳﾁﾉ ﾘｵ 男子 鹿児島 米ノ津 14.83 56
6 402 江渕　　創 (3) ｴﾌﾞﾁ ｿｳ 男子 宮　城 仙台富沢 14.84 57

68 2721 牧　　俊佑 (2) ﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 河南 14.84 58
79 2835 高橋　孝太朗 (3) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 兵　庫 香寺 14.84 59
89 3311 頼経　真人 (3) ﾖﾘﾂﾈ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 鶴山 14.85 60
12 609 山口　雄大 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 山　形 上山南 14.86 61
49 2001 渡辺　　周 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 福 井 三方 14.86 62
96 4010 濱　　和輝 (3) ﾊﾏ ｶｽﾞｷ 男子 福　岡 板櫃 14.86 63
9 408 髙橋　快凜 (3) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ 男子 宮　城 仙台長町 14.87 64

58 2318 榊原　駿太 (3) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾀ 男子 三 重 朝日 14.87 65
75 2755 京竹　泰雅 (3) ｷｮｳﾀｹ ﾀｲｶﾞ 男子 大　阪 箕面五 14.87 66
81 2842 藤川　亜都夢 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 男子 兵　庫 三原 14.87 67
20 1016 鈴木　悠元 (3) ｽｽﾞｷ ﾋｻﾖｼ 男子 群　馬 富岡南 14.88 68
69 2725 菊野　泰生 (3) ｷｸﾉ ﾀｲｷ 男子 大　阪 堺陵南 14.88 69
74 2753 康　　瀚民 (3) ｶﾝ ﾊﾝﾐﾝ 男子 大　阪 文の里 14.88 70
14 722 箱﨑　優大 (3) ﾊｺｻﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 福　島 磐崎 14.89 71
35 1321 山崎　舞央 (3) ﾔﾏｻｷ ﾏｵ 男子 東　京 町田第二 14.89 72
86 3102 山田　遼太郎 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 鳥　取 鳥取大附属 14.89 73
28 1229 橋田　　翔 (3) ﾊｼﾀﾞ ｼｮｳ 男子 千　葉 久寺家 14.91 74
87 3206 園山　天志 (3) ｿﾉﾔﾏ ﾀｶｼ 男子 島　根 河南 14.91 75
8 406 菅野　倫太朗 (3) ｶﾝﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 宮　城 仙台中田 14.93 76

18 919 伊藤　優眞 (3) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 男子 栃　木 小山城南 14.94 77
24 1129 樋口　隼人 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 埼　玉 鶴ヶ島 14.94 78
30 1233 池嶋　　翔 (3) ｲｹｼﾞﾏ ｶｹﾙ 男子 千　葉 酒井根 14.94 79
44 1619 太刀川　慧 (3) ﾀﾁｶﾜ ｱｷﾗ 男子 新 潟 長岡東 14.94 80



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**************************************************
* 男子 １１０ｍＨ(0.914m) *
**************************************************
108人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
45 1620 ｻｸﾛ　ｱｲﾊﾞﾝ (2) ｻｸﾛ ｱｲﾊﾞﾝ 男子 新 潟 上越城西 14.94 81
59 2323 川添　蒼慎 (3) ｶﾜｿﾞｴ ｿｳﾏ 男子 三 重 緑ヶ丘 14.94 82
11 502 須田　健斗 (3) ｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 秋　田 桜 14.95 83
55 2236 佐川　博也 (3) ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 男子 愛 知 六ツ美北 14.95 84
61 2407 古田　　響 (3) ﾌﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ 男子 岐 阜 関緑ヶ丘 14.95 85
16 725 佐藤　　唯 (2) ｻﾄｳ ﾕｲ 男子 福　島 白河中央 14.96 86
48 1719 内海　亮平 (2) ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 男子 長 野 上田第一 14.96 87
78 2826 酒井　春名 (2) ｻｶｲ ﾊﾙﾅ 男子 兵　庫 神戸星陵台 14.96 88
95 3906 柳井　佑太 (3) ﾔﾅｲ ﾕｳﾀ 男子 高　知 香長 14.96 89
34 1319 武藤　隼太 (3) ﾑﾄｳ ｼｭﾝﾀ 男子 東　京 八王子六 14.97 90
90 3317 安福　柊汰 (3) ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ 男子 岡　山 金光学園 14.97 91
1 110 松井　　聰 (3) ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 男子 北海道 函館潮光 14.98 92

15 723 緑川　　翼 (3) ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 男子 福　島 植田東 14.98 93
19 920 永井　誠也 (3) ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ 男子 栃　木 鹿沼北 14.98 94
40 1427 齋　祐覇 (3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾊ 男子 神奈川 寺尾 14.98 95
76 2817 小島　知真 (3) ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 男子 兵　庫 神戸長坂 14.98 96
82 2845 木村　　烈 (3) ｷﾑﾗ ﾚﾂ 男子 兵　庫 日高東 14.98 97
5 301 佐倉　瑠之輔 (3) ｻｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岩 手 下小路 14.99 98

29 1230 伊藤　楓偲 (3) ｲﾄｳ ﾌｳｻｲ 男子 千　葉 鎌ケ谷 14.99 99
80 2836 堀口　智貴 (3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 男子 兵　庫 神河 14.99 100
10 501 今　　拓海 (3) ｺﾝ ﾀｸﾐ 男子 秋　田 山王 15.00 101
25 1138 田中　京太郎 (3) ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ 男子 埼　玉 深谷幡羅 15.00 102
41 1505 石原　秀星 (3) ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 男子 山 梨 甲西 15.00 103
73 2747 廣畑　玖人 (3) ﾋﾛﾊﾀ ﾋｻﾄ 男子 大　阪 枚方 15.00 104

105 4504 熊岡　侑紀 (3) ｸﾏｵｶ ﾕｳｷ 男子 宮　崎 赤江 15.09 105
108 4707 宜保　　駆 (3) ｷﾞﾎﾞ ﾗﾝ 男子 沖　縄 沖縄三和 15.13 106
101 4103 野中　裕斗 (3) ﾉﾅｶ ﾋﾛﾄ 男子 佐　賀 佐賀有明 15.28 107
88 3310 山下　　蒼 (3) ﾔﾏｼﾀ ｿｳ 男子 岡　山 宇野 16.00 108



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
**************************************
* 男子 ４×１００ｍ *
**************************************
48チーム 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 資格記録　自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
27 0 咲くやこの花 ｻｸﾔｺﾉﾊﾅ 大　阪 42.78 1
28 0 小園 ｵｿﾞﾉ 兵　庫 43.14 2
11 0 深谷幡羅 ﾌｶﾔﾊﾀﾗ 埼　玉 43.16 3
10 0 群馬南 ｸﾞﾝﾏﾐﾅﾐ 群　馬 43.29 4
22 0 扇台 ｵｳｷﾞﾀﾞｲ 愛 知 43.30 5
14 0 岡津 ｵｶﾂﾞ 神奈川 43.44 6
23 0 五十鈴 ｲｽｽﾞ 三 重 43.44 7
19 0 内灘 ｳﾁﾅﾀﾞ 石 川 43.46 8
26 0 東輝 ﾄｳｷ 京　都 43.47 9
13 0 本郷 ﾎﾝｺﾞｳ 東　京 43.49 10
16 0 魚沼小出 ｳｵﾇﾏｺｲﾃﾞ 新 潟 43.51 11
24 0 岐大附属 ｷﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 岐 阜 43.56 12
21 0 吉田 ﾖｼﾀﾞ 静 岡 43.82 13
36 0 丸亀南 ﾏﾙｶﾞﾒﾐﾅﾐ 香 川 43.88 14
18 0 大沢野 ｵｵｻﾜﾉ 富 山 43.89 15
9 0 小山三 ｵﾔﾏｻﾝ 栃　木 43.91 16
1 0 札幌北都 ｻｯﾎﾟﾛﾎｸﾄ 北海道 43.96 17

29 0 式下 ｼｷｹﾞ 奈　良 44.01 18
31 0 鳥取大附属 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 鳥　取 44.10 19
8 0 下館南 ｼﾓﾀﾞﾃﾐﾅﾐ 茨　城 44.22 20

48 0 旭東 ｷｮｸﾄｳ 岡　山 44.23 21
46 0 東谷山 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏ 鹿児島 44.24 22
40 0 穴生 ｱﾉｵ 福　岡 44.25 23
25 0 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ 滋　賀 44.27 24
7 0 平三 ﾀｲﾗｻﾝ 福　島 44.33 25

17 0 堀金 ﾎﾘｶﾞﾈ 長 野 44.36 26
12 0 松戸栗ケ沢 ﾏﾂﾄﾞｸﾘｶﾞｻﾜ 千　葉 44.37 27
42 0 日宇 ﾋｳ 長　崎 44.37 28
45 0 宮崎大塚 ﾐﾔｻﾞｷｵｵﾂｶ 宮　崎 44.40 29
15 0 韮崎西 ﾆﾗｻｷﾆｼ 山 梨 44.44 30
33 0 鶴山 ｶｸｻﾞﾝ 岡　山 44.50 31
44 0 滝尾 ﾀｷｵ 大　分 44.56 32
6 0 山形第七 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｼﾁ 山　形 44.57 33

30 0 有功 ｲｻｵ 和歌山 44.57 34
20 0 灯明寺 ﾄｳﾐｮｳｼﾞ 福 井 44.60 35
41 0 鳥栖 ﾄｽ 佐　賀 44.61 36
43 0 錦 ﾆｼｷ 熊　本 44.61 37
35 0 川中 ｶﾜﾅｶ 山　口 44.62 38
37 0 徳島 ﾄｸｼﾏ 徳 島 44.71 39
4 0 宮城野 ﾐﾔｷﾞﾉ 宮　城 44.75 40

32 0 出雲第二 ｲｽﾞﾓﾀﾞｲﾆ 島　根 44.82 41
2 0 五所川原第一 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｲﾁ 青　森 44.88 42

39 0 香長 ｶﾁｮｳ 高　知 45.09 43
34 0 広島三和 ﾋﾛｼﾏｻﾝﾜ 広　島 45.12 44
3 0 見前南 ﾐﾙﾏｴﾐﾅﾐ 岩 手 45.29 45
5 0 御所野 ｺﾞｼｮﾉ 秋　田 45.34 46

38 0 大洲北 ｵｵｽﾞｷﾀ 愛　媛 45.47 47
47 0 伊良波 ｲﾗﾊ 沖　縄 45.54 48


