
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 四種競技 *
******************************
35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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
27 2720 小池　　綾 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡南 2807 1
23 2406 前田　海輝亜 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐 阜 中津川坂本 2769 2
29 2842 藤川　亜都夢 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 男子 兵　庫 三原 2686 3
28 2820 田　和志 (3) ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 男子 兵　庫 平野 2675 4
33 3807 中上　遥矢 (3) ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西 2675 5
1 110 松井　　聰 (3) ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 男子 北海道 函館潮光 2666 6

11 1402 川　　廉 (3) ﾀﾂｶﾜ ﾚﾝ 男子 神奈川 池上 2663 7
3 412 荻原　颯汰 (3) ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 宮　城 将監 2651 8

10 1209 津山　将汰 (3) ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 千　葉 柏 2639 9
2 411 遊佐　祥太 (3) ﾕｻ ｼｮｳﾀ 男子 宮　城 塩竈玉川 2622 10
5 929 村上　兼太郎 (3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 栃　木 若松原 2613 11

22 2322 下田　晃舗 (3) ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 三 重 厚生 2607 12
24 2501 森　　大喜 (3) ﾓﾘ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 双葉 2603 13
16 1905 辰巳　真心 (3) ﾀﾂﾐ ｼﾝ 男子 石 川 錦城 2600 14
34 4014 白川　　到 (3) ｼﾗｶﾜ ﾄｳ 男子 福　岡 鞍手 2600 15
19 2228 粟原　佑磨 (3) ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 愛 知 高蔵寺 2599 16
6 1009 星野　愛弥 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾅﾔ 男子 群　馬 前橋第七 2590 17

25 2615 中田　陸斗 (3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 太秦 2576 18
17 2207 小幡　岳人 (3) ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ 男子 愛 知 守山 2572 19
4 614 齋藤　兼信 (3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 山　形 小国 2564 20

31 3410 原田　　響 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 安佐 2557 21
15 1713 土屋　海斗 (3) ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 男子 長 野 上田第五 2556 22
12 1423 南部　宏明 (3) ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 神奈川 樽町 2549 23
18 2226 西　　徹朗 (3) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 男子 愛 知 猪高 2547 24
8 1137 大須賀　智紀 (3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 男子 埼　玉 深谷幡羅 2543 25
7 1123 野口　健太 (3) ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 男子 埼　玉 さいたま大成 2540 26

21 2303 山田　真大 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三 重 三雲 2540 27
20 2235 樋口　宗頼 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ 男子 愛 知 守山東 2538 28
26 2714 住田　夢大 (3) ｽﾐﾀ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪三稜 2537 29
14 1618 渡邊　　脩 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 新 潟 十日町川西 2535 30
9 1208 染野　勇也 (3) ｿﾒﾉ ﾕｳﾔ 男子 千　葉 松戸栗ケ沢 2533 31

35 4304 吉村　大地 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 熊　本 長嶺 2532 32
32 3615 安藤　成那 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 男子 香 川 三野津 2514 33
30 2902 大坂　駿平 (3) ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 王寺 2510 34
13 1430 伊賀　航太 (3) ｲｶﾞ ｺｳﾀ 男子 神奈川 松田 2508 35



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 四種競技 中男１１０ｍＨ *
************************************************************
35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 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 2303 山田　真大 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三 重 三雲 14.32 1
27 2720 小池　　綾 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡南 14.73 2
14 1618 渡邊　　脩 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 新 潟 十日町川西 14.77 3
11 1402 川　　廉 (3) ﾀﾂｶﾜ ﾚﾝ 男子 神奈川 池上 14.80 4
1 110 松井　　聰 (3) ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 男子 北海道 函館潮光 14.94 5

18 2226 西　　徹朗 (3) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 男子 愛 知 猪高 14.96 6
3 412 荻原　颯汰 (3) ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 宮　城 将監 15.00 7

23 2406 前田　海輝亜 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐 阜 中津川坂本 15.03 8
29 2842 藤川　亜都夢 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 男子 兵　庫 三原 15.11 9
12 1423 南部　宏明 (3) ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 神奈川 樽町 15.32 10
16 1905 辰巳　真心 (3) ﾀﾂﾐ ｼﾝ 男子 石 川 錦城 15.36 11
31 3410 原田　　響 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 安佐 15.36 12
25 2615 中田　陸斗 (3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 太秦 15.37 13
7 1123 野口　健太 (3) ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 男子 埼　玉 さいたま大成 15.40 14

24 2501 森　　大喜 (3) ﾓﾘ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 双葉 15.40 15
32 3615 安藤　成那 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 男子 香 川 三野津 15.40 16
34 4014 白川　　到 (3) ｼﾗｶﾜ ﾄｳ 男子 福　岡 鞍手 15.40 17
15 1713 土屋　海斗 (3) ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 男子 長 野 上田第五 15.45 18
6 1009 星野　愛弥 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾅﾔ 男子 群　馬 前橋第七 15.53 19

20 2235 樋口　宗頼 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ 男子 愛 知 守山東 15.54 20
35 4304 吉村　大地 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 熊　本 長嶺 15.58 21
17 2207 小幡　岳人 (3) ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ 男子 愛 知 守山 15.61 22
2 411 遊佐　祥太 (3) ﾕｻ ｼｮｳﾀ 男子 宮　城 塩竈玉川 15.62 23
5 929 村上　兼太郎 (3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 栃　木 若松原 15.62 24

19 2228 粟原　佑磨 (3) ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 愛 知 高蔵寺 15.64 25
33 3807 中上　遥矢 (3) ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西 15.64 26
10 1209 津山　将汰 (3) ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 千　葉 柏 15.67 27
4 614 齋藤　兼信 (3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 山　形 小国 15.70 28

22 2322 下田　晃舗 (3) ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 三 重 厚生 15.75 29
13 1430 伊賀　航太 (3) ｲｶﾞ ｺｳﾀ 男子 神奈川 松田 15.86 30
28 2820 田　和志 (3) ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 男子 兵　庫 平野 15.86 31
26 2714 住田　夢大 (3) ｽﾐﾀ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪三稜 15.89 32
30 2902 大坂　駿平 (3) ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 王寺 16.04 33
9 1208 染野　勇也 (3) ｿﾒﾉ ﾕｳﾔ 男子 千　葉 松戸栗ケ沢 16.36 34
8 1137 大須賀　智紀 (3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 男子 埼　玉 深谷幡羅 16.39 35



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 四種競技 中男砲丸投 *
****************************************************
35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 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 2406 前田　海輝亜 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐 阜 中津川坂本 13m13 1
2 411 遊佐　祥太 (3) ﾕｻ ｼｮｳﾀ 男子 宮　城 塩竈玉川 12m94 2

31 3410 原田　　響 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 安佐 12m89 3
26 2714 住田　夢大 (3) ｽﾐﾀ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪三稜 12m68 4
16 1905 辰巳　真心 (3) ﾀﾂﾐ ｼﾝ 男子 石 川 錦城 12m41 5
19 2228 粟原　佑磨 (3) ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 愛 知 高蔵寺 12m40 6
27 2720 小池　　綾 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡南 12m40 7
10 1209 津山　将汰 (3) ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 千　葉 柏 12m36 8
1 110 松井　　聰 (3) ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 男子 北海道 函館潮光 12m19 9

15 1713 土屋　海斗 (3) ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 男子 長 野 上田第五 12m02 10
29 2842 藤川　亜都夢 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 男子 兵　庫 三原 11m97 11
28 2820 田　和志 (3) ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 男子 兵　庫 平野 11m90 12
30 2902 大坂　駿平 (3) ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 王寺 11m81 13
7 1123 野口　健太 (3) ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 男子 埼　玉 さいたま大成 11m79 14

20 2235 樋口　宗頼 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ 男子 愛 知 守山東 11m78 15
25 2615 中田　陸斗 (3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 太秦 11m78 16
11 1402 川　　廉 (3) ﾀﾂｶﾜ ﾚﾝ 男子 神奈川 池上 11m69 17
6 1009 星野　愛弥 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾅﾔ 男子 群　馬 前橋第七 11m64 18

13 1430 伊賀　航太 (3) ｲｶﾞ ｺｳﾀ 男子 神奈川 松田 11m53 19
22 2322 下田　晃舗 (3) ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 三 重 厚生 11m50 20
5 929 村上　兼太郎 (3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 栃　木 若松原 11m39 21

34 4014 白川　　到 (3) ｼﾗｶﾜ ﾄｳ 男子 福　岡 鞍手 11m07 22
8 1137 大須賀　智紀 (3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 男子 埼　玉 深谷幡羅 10m98 23

18 2226 西　　徹朗 (3) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 男子 愛 知 猪高 10m93 24
17 2207 小幡　岳人 (3) ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ 男子 愛 知 守山 10m86 25
35 4304 吉村　大地 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 熊　本 長嶺 10m79 26
9 1208 染野　勇也 (3) ｿﾒﾉ ﾕｳﾔ 男子 千　葉 松戸栗ケ沢 10m68 27

33 3807 中上　遥矢 (3) ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西 10m67 28
14 1618 渡邊　　脩 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 新 潟 十日町川西 10m66 29
4 614 齋藤　兼信 (3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 山　形 小国 10m22 30

12 1423 南部　宏明 (3) ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 神奈川 樽町 10m12 31
3 412 荻原　颯汰 (3) ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 宮　城 将監 10m10 32

24 2501 森　　大喜 (3) ﾓﾘ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 双葉 9m81 33
21 2303 山田　真大 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三 重 三雲 9m55 34
32 3615 安藤　成那 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 男子 香 川 三野津 9m46 35



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 四種競技 走高跳 *
********************************************
35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 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
27 2720 小池　　綾 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡南 1m95 1
8 1137 大須賀　智紀 (3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 男子 埼　玉 深谷幡羅 1m92 2

32 3615 安藤　成那 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 男子 香 川 三野津 1m88 3
35 4304 吉村　大地 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 熊　本 長嶺 1m87 4
28 2820 田　和志 (3) ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 男子 兵　庫 平野 1m85 5
33 3807 中上　遥矢 (3) ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西 1m85 6
5 929 村上　兼太郎 (3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 栃　木 若松原 1m83 7

15 1713 土屋　海斗 (3) ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 男子 長 野 上田第五 1m81 8
12 1423 南部　宏明 (3) ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 神奈川 樽町 1m80 9
24 2501 森　　大喜 (3) ﾓﾘ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 双葉 1m80 10
9 1208 染野　勇也 (3) ｿﾒﾉ ﾕｳﾔ 男子 千　葉 松戸栗ケ沢 1m79 11

10 1209 津山　将汰 (3) ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 千　葉 柏 1m79 12
17 2207 小幡　岳人 (3) ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ 男子 愛 知 守山 1m79 13
18 2226 西　　徹朗 (3) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 男子 愛 知 猪高 1m79 14
2 411 遊佐　祥太 (3) ﾕｻ ｼｮｳﾀ 男子 宮　城 塩竈玉川 1m78 15
3 412 荻原　颯汰 (3) ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 宮　城 将監 1m78 16
4 614 齋藤　兼信 (3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 山　形 小国 1m78 17

34 4014 白川　　到 (3) ｼﾗｶﾜ ﾄｳ 男子 福　岡 鞍手 1m78 18
6 1009 星野　愛弥 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾅﾔ 男子 群　馬 前橋第七 1m76 19

16 1905 辰巳　真心 (3) ﾀﾂﾐ ｼﾝ 男子 石 川 錦城 1m75 20
11 1402 川　　廉 (3) ﾀﾂｶﾜ ﾚﾝ 男子 神奈川 池上 1m74 21
13 1430 伊賀　航太 (3) ｲｶﾞ ｺｳﾀ 男子 神奈川 松田 1m74 22
21 2303 山田　真大 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三 重 三雲 1m74 23
30 2902 大坂　駿平 (3) ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 王寺 1m74 24
19 2228 粟原　佑磨 (3) ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 愛 知 高蔵寺 1m73 25
29 2842 藤川　亜都夢 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 男子 兵　庫 三原 1m72 26
1 110 松井　　聰 (3) ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 男子 北海道 函館潮光 1m70 27

25 2615 中田　陸斗 (3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 太秦 1m70 28
7 1123 野口　健太 (3) ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 男子 埼　玉 さいたま大成 1m68 29

14 1618 渡邊　　脩 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 新 潟 十日町川西 1m68 30
22 2322 下田　晃舗 (3) ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 三 重 厚生 1m68 31
23 2406 前田　海輝亜 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐 阜 中津川坂本 1m68 32
20 2235 樋口　宗頼 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ 男子 愛 知 守山東 1m67 33
26 2714 住田　夢大 (3) ｽﾐﾀ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪三稜 1m65 34
31 3410 原田　　響 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 安佐 1m55 35



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 四種競技 ４００ｍ *
************************************************
35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 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
22 2322 下田　晃舗 (3) ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 三 重 厚生 51.61 1
23 2406 前田　海輝亜 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 男子 岐 阜 中津川坂本 52.10 2
33 3807 中上　遥矢 (3) ﾅｶｳｴ ﾊﾙﾔ 男子 愛　媛 松山城西 52.45 3
24 2501 森　　大喜 (3) ﾓﾘ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 双葉 52.56 4
3 412 荻原　颯汰 (3) ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 宮　城 将監 52.59 5
9 1208 染野　勇也 (3) ｿﾒﾉ ﾕｳﾔ 男子 千　葉 松戸栗ケ沢 52.70 6
4 614 齋藤　兼信 (3) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 山　形 小国 52.84 7

29 2842 藤川　亜都夢 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾄﾑ 男子 兵　庫 三原 52.91 8
31 3410 原田　　響 (3) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 広　島 安佐 53.45 9
28 2820 田　和志 (3) ﾊﾘﾀ ｶｽﾞｼ 男子 兵　庫 平野 53.61 10
1 110 松井　　聰 (3) ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 男子 北海道 函館潮光 53.81 11

20 2235 樋口　宗頼 (3) ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ 男子 愛 知 守山東 53.98 12
26 2714 住田　夢大 (3) ｽﾐﾀ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪三稜 53.98 13
17 2207 小幡　岳人 (3) ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ 男子 愛 知 守山 54.01 14
34 4014 白川　　到 (3) ｼﾗｶﾜ ﾄｳ 男子 福　岡 鞍手 54.05 15
25 2615 中田　陸斗 (3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 太秦 54.13 16
19 2228 粟原　佑磨 (3) ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 愛 知 高蔵寺 54.35 17
6 1009 星野　愛弥 (3) ﾎｼﾉ ﾏﾅﾔ 男子 群　馬 前橋第七 54.36 18

11 1402 川　　廉 (3) ﾀﾂｶﾜ ﾚﾝ 男子 神奈川 池上 54.37 19
10 1209 津山　将汰 (3) ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 千　葉 柏 54.42 20
12 1423 南部　宏明 (3) ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 神奈川 樽町 54.53 21
7 1123 野口　健太 (3) ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 男子 埼　玉 さいたま大成 54.57 22
5 929 村上　兼太郎 (3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 栃　木 若松原 54.60 23

30 2902 大坂　駿平 (3) ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 王寺 54.72 24
13 1430 伊賀　航太 (3) ｲｶﾞ ｺｳﾀ 男子 神奈川 松田 54.87 25
14 1618 渡邊　　脩 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 男子 新 潟 十日町川西 54.88 26
8 1137 大須賀　智紀 (3) ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 男子 埼　玉 深谷幡羅 55.53 27

16 1905 辰巳　真心 (3) ﾀﾂﾐ ｼﾝ 男子 石 川 錦城 55.56 28
2 411 遊佐　祥太 (3) ﾕｻ ｼｮｳﾀ 男子 宮　城 塩竈玉川 55.68 29

21 2303 山田　真大 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 三 重 三雲 55.72 30
32 3615 安藤　成那 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 男子 香 川 三野津 55.91 31
27 2720 小池　　綾 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡南 56.61 32
18 2226 西　　徹朗 (3) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 男子 愛 知 猪高 56.70 33
35 4304 吉村　大地 (3) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 熊　本 長嶺 56.74 34
15 1713 土屋　海斗 (3) ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 男子 長 野 上田第五 57.12 35


