
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 走高跳 *
**************************
62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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
30 2121 塚本　好陽 (3) ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 男子 静 岡 浜松富塚 2m01 1
41 2720 小池　　綾 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡南 2m00 2
52 3307 周藤　　尊 (3) ｽﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 男子 岡　山 石井 1m95 3
1 109 中島　　凌 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 北海道 札幌信濃 1m94 4

14 1122 渡邊　一輝 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｷ 男子 埼　玉 越谷南 1m94 5
58 3807 中上　遥矢 (3) ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西 1m92 6
15 1128 角田　リコ (3) ﾂﾉﾀﾞ ﾘｺ 男子 埼　玉 草加川柳 1m91 7
48 2820 田　和志 (3) ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 男子 兵　庫 平野 1m91 8
49 2824 小西　翔太 (3) ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 神戸大原 1m91 9
31 2122 飯田　　匠 (3) ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 静 岡 湖西鷲津 1m90 10
9 806 塩畑　陽向 (3) ｼｵﾊﾀ ﾋﾅﾀ 男子 茨　城 水戸四 1m88 11

17 1131 横田　空羽太 (3) ﾖｺﾀ ｿｳﾀ 男子 埼　玉 所沢東 1m88 12
19 1213 惠　　和將 (3) ﾒｸﾞﾐ ｶｽﾞﾏｻ 男子 千　葉 幕張西 1m88 13
21 1215 小林　諒太 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 千　葉 習志野六 1m88 14
26 1712 小口　伸太郎 (3) ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 長 野 岡谷東部 1m88 15
32 2205 今井　　駆 (3) ｲﾏｲ ｶｹﾙ 男子 愛 知 古知野 1m88 16
34 2237 田中　馬 (3) ﾀﾅｶ ﾃﾂﾏ 男子 愛 知 城北 1m88 17
47 2815 高寺　柊里 (3) ﾀｶﾃﾗ ｼｭﾘ 男子 兵　庫 荒牧 1m88 18
51 2902 大坂　駿平 (3) ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 王寺 1m88 19
55 3605 須﨑　遥也 (2) ｽｻﾞｷ ﾊﾙﾔ 男子 香 川 丸亀西 1m88 20
56 3607 桃田　三四朗 (3) ﾓﾓﾀ ｻﾝｼﾛｳ 男子 香 川 丸亀南 1m88 21
22 1403 倉田　智徳 (3) ｸﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ 男子 神奈川 伊勢原 1m87 22
2 112 奥林　元気 (3) ｵｸﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 男子 北海道 札幌東栄 1m85 23
3 304 照井　勇人 (3) ﾃﾙｲ ﾊﾔﾄ 男子 岩 手 盛岡河南 1m85 24
4 612 森　　祥久 (3) ﾓﾘ ﾖｼﾋｻ 男子 山　形 河北 1m85 25
5 709 牧野　　陸 (3) ﾏｷﾉ ﾘｸ 男子 福　島 いわき泉 1m85 26
6 712 佐藤　祐基 (3) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 男子 福　島 平一 1m85 27
7 731 須永　哲史 (3) ｽﾅｶﾞ ｻﾄｼ 男子 福　島 郡山四 1m85 28
8 805 安藤　拓海 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 男子 茨　城 日立泉丘 1m85 29

10 921 阿見　凜人 (3) ｱﾐ ﾘﾄﾅ 男子 栃　木 西那須野 1m85 30
11 1018 長谷川　契 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲ 男子 群　馬 伊勢崎境西 1m85 31
12 1021 横山　　剛 (3) ﾖｺﾔﾏ ﾂﾖｼ 男子 群　馬 群馬南 1m85 32
13 1121 上原　達哉 (3) ｳｴﾊﾗ ﾀﾂﾔ 男子 埼　玉 越谷富士 1m85 33
16 1130 堀田　颯大 (3) ﾎｯﾀ ﾊﾔﾄ 男子 埼　玉 所沢狭山ヶ丘 1m85 34
18 1137 大須賀　智紀 (3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 男子 埼　玉 深谷幡羅 1m85 35
20 1214 加瀬　　塁 (3) ｶｾ ﾙｲ 男子 千　葉 旭二 1m85 36
23 1503 橘田　幸成 (3) ｷｯﾀ ｺｳｾｲ 男子 山 梨 甲府西 1m85 37
24 1710 関本　遊大 (3) ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 長 野 鎌田 1m85 38
25 1711 山本　敦稀 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ 男子 長 野 更北 1m85 39
27 1904 下出　謙辰 (3) ｼﾓﾃﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 石 川 東和 1m85 40
28 2006 西岡　勇翔 (3) ﾆｼｵｶ ﾕｳﾄ 男子 福 井 武生第一 1m85 41
29 2120 寺田　大和 (3) ﾃﾗﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 静 岡 磐田福田 1m85 42
33 2208 影山　敬祐 (3) ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ 男子 愛 知 守山 1m85 43
35 2239 安井　竣亮 (3) ﾔｽｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 愛 知 佐織西 1m85 44
36 2242 西田　和哉 (3) ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 愛 知 岩倉 1m85 45
37 2315 楠　凜太郎 (3) ｸｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 三 重 御薗 1m85 46
38 2316 川端　優太 (3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 男子 三 重 殿町 1m85 47
39 2319 小河　　彪 (3) ｵｶﾞﾜ ﾋｮｳ 男子 三 重 橋南 1m85 48
40 2512 片又　大輔 (3) ｶﾀﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 滋　賀 市立守山 1m85 49
42 2734 勝山　陽仁 (3) ｶﾂﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 高槻十 1m85 50
43 2735 後藤　虹希 (3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 男子 大　阪 盾津 1m85 51
44 2748 若松　　怜 (3) ﾜｶﾏﾂ ﾚｲ 男子 大　阪 枚方第四 1m85 52
45 2749 藤井　蓮也 (3) ﾌｼﾞｲ ﾚﾝﾔ 男子 大　阪 枚方長尾 1m85 53
46 2754 前田　斎心 (3) ﾏｴﾀﾞ ｲｯｼﾝ 男子 大　阪 文の里 1m85 54
50 2838 西本　貴光 (3) ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 男子 兵　庫 夢前 1m85 55
54 3412 末盛　　巧 (3) ｽｴﾓﾘ ﾀｸ 男子 広　島 修道 1m85 56
57 3615 安藤　成那 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 男子 香 川 三野津 1m85 57
59 4002 城崎　滉青 (3) ｼﾛｻｷ ｺｳｾｲ 男子 福　岡 守恒 1m85 58
60 4003 尾花　遼太 (3) ｵﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾀ 男子 福　岡 朝倉甘木 1m85 59
61 4202 岩松　椋祐 (3) ｲﾜﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 男子 長　崎 北諫早 1m85 60
62 4304 吉村　大地 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 熊　本 長嶺 1m85 61
53 3309 岡本　　譲 (3) ｵｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 男子 岡　山 宇野 1m82 62



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 棒高跳 *
**************************
45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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
12 1012 小暮　七斗 (3) ｺｸﾞﾚ ﾅﾅﾄ 男子 群　馬 太田南 4m30 1
18 1206 篠塚　浩斗 (3) ｼﾉﾂｶ ﾋﾛﾄ 男子 千　葉 小見川 4m30 2
22 1417 池田　悠人 (3) ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 神奈川 上菅田 4m30 3
5 807 岩沢　優真 (3) ｲﾜｻﾜ ﾕｳﾏ 男子 茨　城 豊里 4m21 4
4 706 森　　　光 (3) ﾓﾘ ﾋｶﾙ 男子 福　島 白河二 4m20 5

10 1010 手島　遼太 (3) ﾃｼﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 群　馬 前橋第七 4m20 6
27 2116 髙岡　奏斗 (3) ﾀｶｵｶ ｶﾅﾄ 男子 静 岡 浜松八幡 4m20 7
40 3003 水口　智貴 (3) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 男子 和歌山 近大和歌山 4m20 8
11 1011 町田　蒼馬 (3) ﾏﾁﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 群　馬 南橘 4m10 9
14 1107 沼澤　拓未 (2) ﾇﾏｻﾜ ﾀｸﾐ 男子 埼　玉 加須大利根 4m10 10
15 1108 新井　瑛斗 (3) ｱﾗｲ ｱｷﾄ 男子 埼　玉 加須騎西 4m10 11
26 1717 有賀　玄太 (3) ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 男子 長 野 南箕輪 4m10 12
29 2127 鈴木　天我 (3) ｽｽﾞｷ ﾃﾝｶﾞ 男子 静 岡 浜松清竜 4m10 13
34 2312 大西　健介 (3) ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 男子 三 重 伊勢宮川 4m10 14
39 2918 松岡　純也 (3) ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 奈　良 郡山南 4m10 15
44 3613 秋山　絋一郎 (3) ｱｷﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 香 川 観音寺 4m10 16
1 115 小河　大介 (3) ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男子 北海道 網走第四 4m00 17
2 306 箱崎　翔大 (3) ﾊｺｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 岩 手 北上 4m00 18
3 410 後藤　琉希 (3) ｺﾞﾄｳ ﾙｲ 男子 宮　城 南方 4m00 19
6 808 伊藤　　颯 (3) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 男子 茨　城 土浦第二 4m00 20
7 809 後藤　凌空 (3) ｺﾞﾄｳ ﾘｸ 男子 茨　城 総和南 4m00 21
8 810 福地　海斗 (3) ﾌｸﾁ ｶｲﾄ 男子 茨　城 総和南 4m00 22
9 922 小笠原　涼介 (3) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 栃　木 上三川 4m00 23

13 1017 原口　　剛 (2) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 男子 群　馬 前橋春日 4m00 24
16 1110 堀田　優之介 (2) ﾎｯﾀ ﾕｳﾉｽｹ 男子 埼　玉 加須昭和 4m00 25
17 1145 倉田　恒輝 (2) ｸﾗﾀ ｺｳｷ 男子 埼　玉 八潮八幡 4m00 26
19 1207 加瀬　遼大 (3) ｶｾ ﾘｮｳｽｹ 男子 千　葉 嶺南 4m00 27
20 1220 山本　飛和 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾋｭｳﾅ 男子 千　葉 船穂 4m00 28
21 1314 島村　涼太 (3) ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 東　京 立川第四 4m00 29
23 1429 青木　悠一郎 (3) ｱｵｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 神奈川 保土ケ谷 4m00 30
24 1433 麻野　大成 (3) ｱｻﾉ ﾀｲｾｲ 男子 神奈川 横浜田奈 4m00 31
25 1716 安部　桂史郎 (2) ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 男子 長 野 原 4m00 32
28 2124 鈴木　健路 (3) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾛ 男子 静 岡 浜松南陽 4m00 33
30 2203 加藤　旭敏 (3) ｶﾄｳ ｱｻﾄ 男子 愛 知 豊川南部 4m00 34
31 2204 布目　悠真 (3) ﾇﾉﾒ ﾕﾏ 男子 愛 知 阿久比 4m00 35
32 2309 坂本　乃也 (3) ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 男子 三 重 玉城 4m00 36
33 2310 池端　紘成 (3) ｲｹﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ 男子 三 重 玉城 4m00 37
35 2313 筒井　優太 (3) ﾂﾂｲ ﾕｳﾀ 男子 三 重 多気 4m00 38
36 2314 橋爪　蒼葉 (3) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｵﾊﾞ 男子 三 重 多気 4m00 39
37 2719 後藤　蒼空 (3) ｺﾞﾄｳ ｿﾗ 男子 大　阪 金岡南 4m00 40
38 2724 竹内　　蓮 (3) ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ 男子 大　阪 五箇荘 4m00 41
42 3413 山本　大貴 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 広　島 近大東広島 4m00 42
43 3602 橋本　璃旺 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 男子 香 川 木太 4m00 43
45 4104 川久保　賢斗 (3) ｶﾜｸﾎﾞ ｹﾝﾄ 男子 佐　賀 小城 3m80 44
41 3324 住井　　翼 (3) ｽﾐｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 岡　山 総社西 3m30 45



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 走幅跳 *
**************************
63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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 1205 植木　優太 (3) ｳｴｷ ﾕｳﾀ 男子 千　葉 本埜 7m09 1
10 1008 栁田　大輝 (3) ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 男子 群　馬 館林第一 7m02 2
29 2002 丸山　陽生良 (3) ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 男子 福 井 足羽第一 7m00 3
21 1416 坂田　生成 (3) ｻｶﾀ ｲｹﾅ 男子 神奈川 春日野 6m98 4
55 3902 竹内　一歩 (3) ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾎ 男子 高　知 高知学芸 6m91 5
5 509 杉本　賢真 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 秋　田 将軍野 6m85 6
1 209 町屋　慶明 (3) ﾏﾁﾔ ﾖｼｱｷ 男子 青　森 天間林 6m80 7

34 2216 中島　海翔 (3) ﾅｶｼﾏ ｶｲﾄ 男子 愛 知 大府西 6m80 8
60 4303 本村　孝太 (3) ﾓﾄﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 熊　本 荒尾海陽 6m79 9
27 1813 川口　飛勇 (3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 男子 富 山 富山北部 6m76 10
50 3004 宮本　照久 (3) ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾙﾋｻ 男子 和歌山 県立桐蔭 6m76 11
4 409 古川　知征 (3) ｺｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 男子 宮　城 仙台二華 6m74 12

30 2004 下川　玲布 (3) ｼﾓｶﾜ ﾚﾉ 男子 福 井 丸岡 6m72 13
44 2739 松本　力丸 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｷﾏﾙ 男子 大　阪 玉川 6m72 14
22 1432 鯉渕　貴成 (3) ｺｲﾌﾞﾁ ﾀｶﾅﾘ 男子 神奈川 横浜田奈 6m71 15
33 2113 北川　　凱 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾞｲ 男子 静 岡 清水第六 6m71 16
13 1225 西　修太朗 (3) ﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 千　葉 西原 6m70 17
15 1227 伊藤　隼人 (3) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 千　葉 西の原 6m70 18
3 407 渡邉　　希 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 男子 宮　城 仙台中田 6m69 19

51 3204 福田　　翼 (3) ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 男子 島　根 河南 6m69 20
54 3814 吉良　龍星 (3) ｷﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 愛　媛 保内 6m68 21
62 4704 後間　翔瑚 (3) ｺｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 沖　縄 伊良波 6m68 22
38 2408 水野　聡太 (3) ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 男子 岐 阜 藍川 6m67 23
46 2752 舞永　夏稀 (3) ﾏｲﾅｶﾞ ﾅﾂｷ 男子 大　阪 深井中央 6m67 24
31 2104 富田　颯真 (3) ﾄﾐﾀ ｿｳﾏ 男子 静 岡 長泉 6m66 25
23 1502 深沢　瑞樹 (2) ﾌｶｻﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 山 梨 早川 6m65 26
41 2710 中川　隼登 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 茨木北 6m65 27
43 2736 澄川　潤宇 (3) ｽﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｳ 男子 大　阪 盾津 6m65 28
47 2810 長井　遥斗 (3) ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾄ 男子 兵　庫 甲南 6m65 29
56 3903 今城　希怜 (3) ｲﾏｼﾞｮｳ ﾏﾚｲ 男子 高　知 窪川 6m65 30
18 1311 片山　大地 (2) ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 男子 東　京 杉並和田 6m64 31
61 4606 田中　寿琉 (3) ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 男子 鹿児島 米ノ津 6m64 32
36 2241 鈴木　空也 (3) ｽｽﾞｷ ｸｳﾔ 男子 愛 知 六ツ美 6m62 33
49 2917 藤田　脩斗 (3) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園 6m62 34
58 3905 井上　晴陽 (3) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾋ 男子 高　知 芸西 6m62 35
9 923 松木　悠眞 (3) ﾏﾂｷ ﾕｳﾀ 男子 栃　木 旭 6m61 36

12 1224 松村　匠真 (3) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾏ 男子 千　葉 七林 6m61 37
40 2510 幸田　稔也 (3) ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾔ 男子 滋　賀 信楽 6m61 38
25 1621 飯塚　大斗 (3) ｲｲﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ 男子 新 潟 新潟巻西 6m60 39
48 2901 藤川　優斗 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 大正 6m60 40
52 3205 永岡　勇次郎 (3) ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 島　根 浜山 6m60 41
57 3904 柿内　　達 (3) ｶｷｳﾁ ﾄｵﾙ 男子 高　知 城西 6m60 42
37 2305 山本　拓実 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 三 重 菰野 6m59 43
6 613 駒村　悠太 (3) ｺﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 山　形 米沢第三 6m58 44

28 1903 薮野　　航 (3) ﾔﾌﾞﾉ ﾜﾀﾙ 男子 石 川 緑 6m58 45
45 2744 古城　昇太郎 (3) ｺｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 東香里 6m58 46
59 4209 門　　大喜 (3) ｶﾄﾞ ﾀｲｷ 男子 長　崎 鷹島 6m58 47
7 705 古川　航聖 (3) ﾌﾙｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 福　島 白河二 6m57 48

14 1226 常泉　光佑 (3) ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 男子 千　葉 船橋旭 6m57 49
17 1308 岡部　聖希士 (3) ｵｶﾍﾞ ﾐｷﾄ 男子 東　京 八王子由井 6m57 50
39 2409 山田　駿佑 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 岐 阜 関緑ヶ丘 6m57 51
2 303 滝澤　遵併 (3) ﾀｷｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 岩 手 大宮 6m56 52
8 732 菅野　柊生 (3) ｶﾝﾉ ｼｭｳ 男子 福　島 川俣 6m56 53

20 1407 陣立　智弘 (3) ｼﾞﾝﾀﾞﾃ ﾁﾋﾛ 男子 神奈川 大津 6m56 54
32 2112 岩渕　　翔 (3) ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｹﾙ 男子 静 岡 静岡東 6m56 55
35 2227 加藤　隼輝 (3) ｶﾄｳ ﾄｼｷ 男子 愛 知 長久手北 6m56 56
16 1228 末廣　元斗 (3) ｽｴﾋﾛ ｹﾞﾝﾄ 男子 千　葉 小林 6m55 57
19 1316 福澤　悠斗 (3) ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 男子 東　京 府中一 6m55 58
26 1622 西野　拓志 (3) ﾆｼﾉ ﾀｸｼ 男子 新 潟 新潟坂井輪 6m55 59
42 2718 杉本　悠大 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 大阪淀 6m55 60
53 3325 北村　嘉得 (3) ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 上道 6m53 61
24 1504 川窪　康生 (3) ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 男子 山 梨 櫛形 6m51 62
63 4708 與那嶺　諒 (3) ﾖﾅﾐﾈ ﾘｮｳ 男子 沖　縄 嘉手納 6m27 63



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 砲丸投(5.000kg) *
********************************************
59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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
19 1501 小森　直吏 (3) ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 男子 山 梨 早川 15m64 1
44 2837 佐治　優樹 (3) ｻｼﾞ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 神河 14m71 2
48 3013 小林　　聖 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ 男子 和歌山 南部 14m55 3
4 811 唐澤　孝英 (3) ｶﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ 男子 茨　城 土浦三 14m47 4

35 2702 菅沼　慶斗 (3) ｽｶﾞﾇﾏ ｹｲﾄ 男子 大　阪 咲くやこの花 14m45 5
25 2125 大軒　孝輔 (3) ｵｵﾉｷ ｺｳｽｹ 男子 静 岡 浜松細江 14m43 6
32 2612 井上　堅斗 (3) ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ 男子 京　都 和束 14m42 7
37 2713 平松　幸恭 (3) ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 大阪三稜 14m28 8
52 3411 中村　一達 (3) ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾀﾂ 男子 広　島 安佐 14m27 9
46 3005 大島　ﾌﾞﾙｰｽﾘｰ (2) ｵｵｼﾏ ﾌﾞﾙｰｽﾘｰ 男子 和歌山 和歌山城東 13m98 10
12 1117 阿南　渉真 (3) ｱﾅﾝ ｼｮｳﾏ 男子 埼　玉 熊谷東 13m92 11
7 924 関山　洸哉 (3) ｾｷﾔﾏ ｺｳﾔ 男子 栃　木 小山城南 13m85 12

23 2114 東　　史音 (3) ｱｽﾞﾏ ｼｵﾝ 男子 静 岡 静岡豊田 13m81 13
49 3014 嶋本　藍聖 (3) ｼﾏﾓﾄ ｱｲﾄ 男子 和歌山 御坊 13m77 14
47 3006 奥村　夏生 (3) ｵｸﾑﾗ ﾅｵ 男子 和歌山 高積 13m72 15
58 4207 稲本　喬弘 (3) ｲﾅﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 男子 長　崎 国見 13m71 16
26 2126 山本　一輝 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 静 岡 湖西 13m69 17
38 2715 尾田　力飛 (3) ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 大阪墨江丘 13m63 18
45 2905 谷水　芳紀 (3) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾖｼｷ 男子 奈　良 智辯カレッジ 13m61 19
20 1623 村山　雅人 (3) ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 男子 新 潟 十日町中条 13m58 20
8 925 石川　ジン (3) ｲｼｶﾜ ｼﾞﾝ 男子 栃　木 姿川 13m48 21

54 3806 柴田　貴裕 (3) ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 男子 愛　媛 桑原 13m48 22
13 1211 飯塚　京介 (3) ｲｲﾂﾞｶ ｷｮｳｽｹ 男子 千　葉 神崎 13m45 23
17 1405 岩城　青空 (3) ｲﾜｷ ｿﾗ 男子 神奈川 浦島丘 13m43 24
15 1305 今村　天春 (3) ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 男子 東　京 神谷 13m42 25
9 926 中郷　成生 (3) ﾅｶｺﾞｳ ﾅｵ 男子 栃　木 片岡 13m39 26

21 1624 宮﨑　咲羽 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 新 潟 直江津 13m35 27
3 728 遠藤　　新 (3) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 男子 福　島 本宮二 13m34 28

28 2229 長嶋　流万 (3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾙﾏﾝ 男子 愛 知 高蔵寺 13m34 29
2 210 東出　太陽 (3) ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 青　森 佐井 13m33 30

33 2613 西川　勝之 (3) ﾆｼｶﾜ ﾏｻｼ 男子 京　都 西小倉 13m32 31
59 4503 矢北　魁斗 (3) ﾔｷﾀ ｶｲﾄ 男子 宮　崎 宮崎日向 13m32 32
30 2410 吉原　颯人 (3) ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 岐 阜 岐阜日新 13m31 33
57 4206 﨑村　謙信 (3) ｻｷﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 長　崎 青島 13m29 34
43 2832 原田　優飛 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾋ 男子 兵　庫 播磨 13m26 35
27 2221 半田　千空 (3) ﾊﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 男子 愛 知 守山西 13m25 36
56 4015 菊池　龍馬 (3) ｷｸﾁ ﾘｮｳﾏ 男子 福　岡 飯塚第一 13m25 37
53 3804 濱田　守良 (3) ﾊﾏﾀﾞ ｼｭﾗ 男子 愛　媛 道後 13m22 38
24 2123 石田　歩夢 (3) ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 静 岡 浜松南陽 13m19 39
34 2614 渡邊　泰生 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 男子 京　都 勝山 13m18 40
42 2818 小宮路　大隼 (3) ｺﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭﾝ 男子 兵　庫 押部谷 13m17 41
36 2703 河野　純太 (3) ｺｳﾉ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 大　阪 咲くやこの花 13m16 42
10 927 橋本　拓真 (3) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 男子 栃　木 鹿沼西 13m15 43
50 3308 宗兼　憂門 (3) ﾑﾈｶﾈ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 宇野 13m15 44
22 2005 河野　光訓 (3) ｺｳﾉ ﾐﾂｸﾆ 男子 福 井 武生第一 13m13 45
29 2311 中松　暖弥 (3) ﾅｶﾏﾂ ﾊﾙﾔ 男子 三 重 創徳 13m13 46
18 1424 近藤　耀大 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀﾞｲ 男子 神奈川 塚越 13m11 47
55 3901 杉村　　一 (3) ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 男子 高　知 大津 13m10 48
31 2411 永冶　彰梧 (3) ﾅｶﾞﾔ ｼｮｳｺﾞ 男子 岐 阜 中津川坂本 13m09 49
14 1212 川奈　優叶 (3) ｶﾜﾅ ﾕｳﾄ 男子 千　葉 佐原 13m07 50
39 2716 長瀬　智哉 (3) ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾔ 男子 大　阪 大阪墨江丘 13m07 51
16 1309 小川　育大 (3) ｵｶﾞﾜ ｲｸﾀ 男子 東　京 深川五 13m05 52
5 812 久保　祐斗 (3) ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 男子 茨　城 美野里 13m04 53

41 2731 大園　律月 (3) ｵｵｿﾞﾉ ﾘﾂｷ 男子 大　阪 吹田第六 13m04 54
1 203 松原　大和 (3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 男子 青　森 風間浦 13m03 55
6 813 張替　拓実 (2) ﾊﾘｶﾞｴ ﾀｸﾐ 男子 茨　城 茨城古河中等 13m03 56

11 928 梅山　純音 (3) ｳﾒﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾄ 男子 栃　木 小山城南 13m01 57
40 2726 山岸　健太 (3) ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 堺陵南 13m00 58
51 3323 中塚　玄起 (3) ﾅｶﾂｶ ｹﾞﾝｷ 男子 岡　山 味野 12m75 59


