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グランド・コンディション
日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所

04/08/23  9:30 曇り 20.5 86.0 北北西 1.7 群馬県立敷島公園陸
10:30 曇り 21.0 78.0 北  2.1
11:30 曇り 22.0 70.0 北  2.7
12:30 曇り 22.5 70.0 北北東 2.8
13:30 曇り 23.0 63.0 北  2.5
14:30 曇り 22.5 66.0 北北東 2.1
15:30 曇り 22.5 71.0 北北東 0.6
16:30 雨 21.5 73.0 南東 0.6
17:30 曇り 21.5 78.0 北  1.4

04/08/24 10:00 曇り 25.5 73.0 南南西 0.3
11:00 曇り 26.0 69.0 北北西 0.2
12:00 曇り 27.5 67.0 北  0.6
13:00 曇り 27.0 67.0 北東 1.1
14:00 曇り 28.0 64.0 北東 0.3
15:00 晴れ 29.0 58.0 北西 0.5
16:00 曇り 28.5 67.0 北北東 3.4
16:00 曇り 28.5 67.0 北北東 3.4

04/08/25 10:00 晴れ 29.5 68.0 南南東 1.4
11:00 晴れ 30.0 59.0 南  1.5
12:00 曇り 30.0 53.0 東南東 0.5
13:00 晴れ 29.5 58.0 南東 1.3
14:00 曇り 28.5 54.0 北北東 2.0
15:00 晴れ 27.0 70.0 南東 2.1
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   １００ｍ 予　選(9-2+6)        8月24日 12:15

日本中学記録(NJR)　　　10"68　　　池上　洋二郎(熊本･山鹿)　　　1989
　　　　　　　　　　　　　　　　　楊井　佑輝緒(兵庫･長峰)　　　2001
                       10"4       桑田　隆史(大阪･寝屋川)　　  1988
大会記録（GR)　　　　　10"69　　  太田　貴裕(山形･山形大附属)　1995　

予　選(9組2着+6)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3 1組

  1   9  707 田嶋  和也(2)   白河第二  ･福　島 11.05 Q
ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       

  2   5 1209 肥後  昌樹(3)   茂原東    ･千　葉 11.23 Q
ﾋｺﾞ ﾏｻｷ         

  3   6  901 栗原  貴徳(3)   田沼西    ･栃　木 11.29 q
ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾄ        

  4   8 2859 柳川  裕介(3)   本山南    ･兵　庫 11.49
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ      

  5   2 1628 澁谷  勇佑(3)   本丸      ･新　潟 11.51
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｽｹ       

  6   3 2819 前田    健(3)   長田      ･兵　庫 11.64
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝ         

  7   4 2114 杉山  大典(3)   榛原      ･静　岡 11.65
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ      

  8   7 1132 齋藤  隼也(2)   大井西    ･埼　玉 11.65
ｻｲﾄｳ ﾄｼﾔ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3 2組

  1   3 2842 中山  雄平(3)   鹿島      ･兵　庫 11.20 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ       

  2   7 2839 椎葉  栄太(3)   荒井      ･兵　庫 11.32 Q
ｼｲﾊﾞ ｴｲﾀ        

  3   4  801 加久  統之(3)   牛久第一  ･茨　城 11.33 q
ｶｸ ﾉﾘﾕｷ         

  4   8 2501 近藤  英二(3)   彦根中央  ･滋　賀 11.39
ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ      

  5   2 2120 石本  貴一(3)   浜松曳馬  ･静　岡 11.41
ｲｼﾓﾄ ｷｲﾁ        

  6   5 3701 板東  宏記(3)   大麻      ･徳　島 11.53
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ      

  7   1 1138 八木  翔也(3)   鳩山      ･埼　玉 11.65
ﾔｷﾞ ｼｮｳﾔ        

  8   6 4202 川口  洸佑(3)   西諫早    ･長　崎 11.73
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ      

  9   9 1206 平野  友樹(3)   大貫      ･千　葉 11.75
ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6 3組

  1   2 4004 森    晃司(3)   高須      ･福　岡 11.34 Q
ﾓﾘ ｺｳｼﾞ         

  2   3 1208 阿久津陽介(3)   船橋      ･千　葉 11.35 Q
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ        

  3   4 3001 能城  直希(3)   衣笠      ･和歌山 11.42
ﾉｷﾞ ﾅｵｷ         

  4   6 2845 宇佐見隼人(3)   上ヶ原    ･兵　庫 11.56
ｳｻﾐ ﾊﾔﾄ         

  5   9 2836 小林  広平(3)   魚住      ･兵　庫 11.60
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ      

  6   7 2402 土井  友裕(2)   恵那西    ･岐　阜 11.74
ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ        

  7   5 1302 三浦  洋平(3)   三原台    ･東　京 11.80
ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ        

  8   1 1702 穂刈賢一郎(3)   柳町      ･長　野 11.80
ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ      

  9   8 1403 小玉  雄介(3)   鴨宮      ･神奈川 11.81
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7 4組

  1   6  114 乾辺  明宏(3)   室蘭東明  ･北海道 11.29 Q
ｲﾇﾍﾞ ｱｷﾋﾛ       

  2   9 2707 牧瀬  仁祐(3)   高鷲南    ･大　阪 11.33 Q
ﾏｷｾ ｷﾐｽｹ        

  3   1 2105 稲葉  裕樹(3)   河津      ･静　岡 11.35 q
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｷ        

  4   5 2838 山本  哲也(3)   狭間      ･兵　庫 11.41
ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ        

  5   2 1314 川上  成人(3)   町田第一  ･東　京 11.49
ｶﾜｶﾐ ﾅﾙﾄ        

  6   7 4302 川路  龍世(3)   龍田      ･熊　本 11.53
ｶﾜｼﾞ ﾘｭｳｾｲ      

  7   4  508 石川慎太郎(3)   秋大附属  ･秋　田 11.54
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ      

  8   8 2830 福井  謙太(3)   本庄      ･兵　庫 11.59
ﾌｸｲ ｹﾝﾀ         

  9   3 1106 栗原  佳祐(3)   吉見      ･埼　玉 11.62
ｸﾘﾊﾗ ｹｲｽｹ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1 5組

  1   6 1210 小田原大介(3)   四街道西  ･千　葉 11.31 Q
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ     

  2   4 1119 新井  寿則(3)   小川東    ･埼　玉 11.38 Q
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾘ        

  3   2 2210 森田  真規(3)   保見      ･愛　知 11.38
ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ         

  4   3 1614 阿部    匠(3)   黒埼      ･新　潟 11.42
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ         

  5   5 2401 水野  宣典(3)   松倉      ･岐　阜 11.44
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ       

  6   7 1304 長澤    諒(3)   足立十四  ･東　京 11.51
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ       

  7   8  501 佐藤  大志(3)   泉        ･秋　田 11.67
ｻﾄｳ ﾀｲｼ         

  8   1 2810 森澤  祐介(3)   山陽      ･兵　庫 11.69
ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｽｹ       

  9   9 2607 藤本  正平(3)   精華      ･京　都 11.80
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 6組

  1   4 1624 渡辺  興治(3)   西蒲吉田  ･新　潟 11.12 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ      

  2   1  116 九嶋  大樹(3)   七飯      ･北海道 11.23 Q
ｸｼﾏ ﾀｲｷ         

  3   2 3401 道路  大成(3)   新市中央  ･広　島 11.27 q
ﾄﾞｳﾛ ﾀｲｾｲ       

  4   6 2802 田中  弘一(3)   伊川谷    ･兵　庫 11.42
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋﾄ        

  5   3 2814 川内谷祐介(3)   青雲      ･兵　庫 11.56
ｶﾜｳﾁﾔ ﾕｳｽｹ      

  6   8 2132 小林  辰也(3)   浜松高台  ･静　岡 11.67
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ       

  7   5 1404 石川  裕介(3)   岡津      ･神奈川 11.67
ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ       

  8   7 2601 若宮  啓太(3)   木幡      ･京　都 11.68
ﾜｶﾐﾔ ｹｲﾀ        

  9   9 1701 武田    康(3)   松島      ･長　野 11.73
ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｼ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9 7組

  1   1 3101 三浦    隆(3)   後藤ヶ丘  ･鳥　取 11.39 Q
ﾐｳﾗ ﾀｶｼ         

  2   8 2704 大西  新悟(3)   三稜      ･大　阪 11.41 Q
ｵｵﾆｼ ｼﾝｺﾞ       

  3   5 4201 臼井  祐太(3)   南串      ･長　崎 11.45
ｳｽｲ ﾕｳﾀ         

  4   2 2837 田中  佑治(3)   狭間      ･兵　庫 11.48
ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ        

  5   3 1301 稲垣  直哉(3)   天沼      ･東　京 11.52
ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾔ       

  6   6 1125 大久保皓太(3)   杉戸      ･埼　玉 11.63
ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ       

  7   7 2001 川村  卓也(3)   敦賀市松陵 ･福　井 11.64
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ        

  8   9 2803 泉    直毅(3)   猪名川    ･兵　庫 11.69
ｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ        

  9   4 4403 脇田  貴大(3)   鶴見      ･大　分 11.69
ﾜｷﾀ ﾀｶﾋﾛ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8 8組

  1   3 1502 堀内  貫平(2)   都留第二  ･山　梨 11.30 Q
ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ      

  2   5 4101 高山健一郎(3)   武雄      ･佐　賀 11.34 Q
ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ     

  3   9 1402 新村  勇人(3)   岡村      ･神奈川 11.34 q
ﾆｲﾑﾗ ﾊﾔﾄ        

  4   6 2102 村尾  宏樹(3)   富士宮第一 ･静　岡 11.37
ﾑﾗｵ ﾋﾛｷ         

  5   2 4301 鈴木    祥(3)   本渡      ･熊　本 11.50
ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ        

  6   7  509 佐々木大真(3)   横手南    ･秋　田 11.55
ｻｻｷ ﾀﾞｲｼﾝ       

  7   4 1303 作井  啓介(3)   府中第四  ･東　京 11.63
ｻｸｲ ｹｲｽｹ        

  8   1 2834 吉田  裕亮(3)   加古川中部 ･兵　庫 11.67
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

  8 2809 菊池  典晃(3)   神戸灘    ･兵　庫 DNS 
ｷｸﾁ ﾉﾘｱｷ        

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   １００ｍ 予　選(9-2+6)        8月24日 11:35
準決勝(3-2+2)        8月25日 12:50
決　勝               8月25日 14:30

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 9組

  1   3 1401 寺尾  俊祐(3)   領家      ･神奈川 11.23 Q
ﾃﾗｵ ｼｭﾝｽｹ       

  2   2 1018 津布子拓弥(3)   城東      ･群　馬 11.30 Q
ﾂﾌﾞｺ ﾀｸﾔ        

  3   1  601 髙橋    尚(3)   東根第一  ･山　形 11.35 q
ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ        

  4   9 1146 瓶子  翔平(3)   宮原      ･埼　玉 11.42
ﾍｲｼ ｼｮｳﾍｲ       

  5   7 4204 三浦    良(2)   岩屋      ･長　崎 11.46
ﾐｳﾗ ﾘｮｳ         

  6   5 2817 山路  翔平(3)   豊岡北    ･兵　庫 11.53
ﾔﾏｼﾞ ｼｮｳﾍｲ      

  7   8 1207 牧野  弘堯(3)   茂原南    ･千　葉 11.55
ﾏｷﾉ ﾋﾛｱｷ        

  8   6  507 菅原  渉伸(3)   大館東    ･秋　田 11.55
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ     

  9   4 3606 澤井  克明(2)   古高松    ･香　川 11.65
ｻﾜｲ ｶﾂｱｷ        

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2 1組

  1   4  707 田嶋  和也(2)   白河第二  ･福　島 11.14 Q
ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       

  2   6 1502 堀内  貫平(2)   都留第二  ･山　梨 11.34 Q
ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ      

  3   7 1018 津布子拓弥(3)   城東      ･群　馬 11.35
ﾂﾌﾞｺ ﾀｸﾔ        

  4   5 1210 小田原大介(3)   四街道西  ･千　葉 11.35
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ     

  5   3 2704 大西  新悟(3)   三稜      ･大　阪 11.37
ｵｵﾆｼ ｼﾝｺﾞ       

  6   2 3401 道路  大成(3)   新市中央  ･広　島 11.39
ﾄﾞｳﾛ ﾀｲｾｲ       

  7   9 2105 稲葉  裕樹(3)   河津      ･静　岡 11.53
ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｷ        

  8   8 2839 椎葉  栄太(3)   荒井      ･兵　庫 11.54
ｼｲﾊﾞ ｴｲﾀ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.0 2組

  1   6 1209 肥後  昌樹(3)   茂原東    ･千　葉 10.99 Q
ﾋｺﾞ ﾏｻｷ         

  2   7 1624 渡辺  興治(3)   西蒲吉田  ･新　潟 11.00 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ      

  3   5 4004 森    晃司(3)   高須      ･福　岡 11.16 q
ﾓﾘ ｺｳｼﾞ         

  4   3 2707 牧瀬  仁祐(3)   高鷲南    ･大　阪 11.16 q
ﾏｷｾ ｷﾐｽｹ        

  5   8 1119 新井  寿則(3)   小川東    ･埼　玉 11.29
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾘ        

  6   4  114 乾辺  明宏(3)   室蘭東明  ･北海道 11.29
ｲﾇﾍﾞ ｱｷﾋﾛ       

  7   9  601 髙橋    尚(3)   東根第一  ･山　形 11.30
ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ        

  2  901 栗原  貴徳(3)   田沼西    ･栃　木 DNS 
ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾄ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9 3組

  1   6  116 九嶋  大樹(3)   七飯      ･北海道 11.23 Q
ｸｼﾏ ﾀｲｷ         

  2   3 1208 阿久津陽介(3)   船橋      ･千　葉 11.24 Q
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ        

  3   7 1401 寺尾  俊祐(3)   領家      ･神奈川 11.27
ﾃﾗｵ ｼｭﾝｽｹ       

  4   5 3101 三浦    隆(3)   後藤ヶ丘  ･鳥　取 11.34
ﾐｳﾗ ﾀｶｼ         

  5   4 2842 中山  雄平(3)   鹿島      ･兵　庫 11.34
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ       

  6   8 4101 高山健一郎(3)   武雄      ･佐　賀 11.38
ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ     

  7   2  801 加久  統之(3)   牛久第一  ･茨　城 11.39
ｶｸ ﾉﾘﾕｷ         

  8   9 1402 新村  勇人(3)   岡村      ･神奈川 11.44
ﾆｲﾑﾗ ﾊﾔﾄ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.9

  1   3 1208 阿久津陽介(3)   船橋      ･千　葉 10.89
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ        

  2   7  707 田嶋  和也(2)   白河第二  ･福　島 10.90
ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       

  3   5 1209 肥後  昌樹(3)   茂原東    ･千　葉 10.90
ﾋｺﾞ ﾏｻｷ         

  4   6  116 九嶋  大樹(3)   七飯      ･北海道 11.06
ｸｼﾏ ﾀｲｷ         

  5   4 1624 渡辺  興治(3)   西蒲吉田  ･新　潟 11.07
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ      

  6   8 4004 森    晃司(3)   高須      ･福　岡 11.18
ﾓﾘ ｺｳｼﾞ         

  7   9 2707 牧瀬  仁祐(3)   高鷲南    ･大　阪 11.19
ﾏｷｾ ｷﾐｽｹ        

  8   2 1502 堀内  貫平(2)   都留第二  ･山　梨 11.20
ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ      

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ２００ｍ 予　選(7-3+3)        8月23日 11:15

日本中学記録(NJR)　　　　21"36　　為末　　大(広島･五日市)　  1993
大会記録(GR)　　　　　　 21"58    桑田　隆史(大阪･寝屋川)　  1988　

予　選(7組3着+3)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.6 1組

  1   3 1401 寺尾  俊祐(3)   領家      ･神奈川 22.62 Q
ﾃﾗｵ ｼｭﾝｽｹ       

  2   6 1217 勝井  健介(3)   蔵波      ･千　葉 22.75 Q
ｶﾂｲ ｹﾝｽｹ        

  3   4 2109 羽根  聖也(3)   静岡高松  ･静　岡 22.92 Q
ﾊﾈ ｾｲﾔ          

  4   5 2603 後藤  慶行(3)   西賀茂    ･京　都 23.05
ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾕｷ       

  5   9 2834 吉田  裕亮(3)   加古川中部 ･兵　庫 23.12
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

  6   8 4201 臼井  祐太(3)   南串      ･長　崎 23.13
ｳｽｲ ﾕｳﾀ         

  7   2 2837 田中  佑治(3)   狭間      ･兵　庫 23.17
ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ        

  8   7 2003 竹村  貴史(3)   気比      ･福　井 23.84
ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.7 2組

  1   7 2809 菊池  典晃(3)   神戸灘    ･兵　庫 22.66 Q
ｷｸﾁ ﾉﾘｱｷ        

  2   6 1219 白水  直基(3)   四街道西  ･千　葉 22.69 Q
ｼﾗﾐｽﾞ ﾅｵｷ       

  3   3 2403 高木  雄基(3)   池田      ･岐　阜 22.71 Q
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ        

  4   5 3103 足立  龍太(3)   境港一    ･鳥　取 22.82 q
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ       

  5   8 1119 新井  寿則(3)   小川東    ･埼　玉 22.82 q
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾘ        

  6   9 1304 長澤    諒(3)   足立十四  ･東　京 23.29
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ       

  7   2 2826 西川  晋司(3)   宝殿      ･兵　庫 23.36
ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ       

  8   4 1405 山形  光一(3)   西谷      ･神奈川 23.42
ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.2 3組

  1   7  707 田嶋  和也(2)   白河第二  ･福　島 22.38 Q
ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       

  2   5 1208 阿久津陽介(3)   船橋      ･千　葉 22.72 Q
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ        

  3   3 1302 三浦  洋平(3)   三原台    ･東　京 23.00 Q
ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ        

  4   8 2505 坂  亮平(3)   安曇川    ･滋　賀 23.24
ﾋﾛｻｶ ﾘｮｳﾍｲ      

  5   6 4601 鮫島  俊輔(3)   阿久根    ･鹿児島 23.37
ｻﾒｼﾏ ｼｭﾝｽｹ      

  6   4 2836 小林  広平(3)   魚住      ･兵　庫 23.40
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ      

  7   2 2102 村尾  宏樹(3)   富士宮第一 ･静　岡 23.88
ﾑﾗｵ ﾋﾛｷ         

  8   9 2859 柳川  裕介(3)   本山南    ･兵　庫 23.94
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.3 4組

  1   9 1001 上原  稔広(3)   安中第一  ･群　馬 22.99 Q
ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ       

  2   6 2842 中山  雄平(3)   鹿島      ･兵　庫 23.01 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ       

  3   4 3606 澤井  克明(2)   古高松    ･香　川 23.02 Q
ｻﾜｲ ｶﾂｱｷ        

  4   8 1132 齋藤  隼也(2)   大井西    ･埼　玉 23.31
ｻｲﾄｳ ﾄｼﾔ        

  5   3 1301 稲垣  直哉(3)   天沼      ･東　京 23.38
ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾔ       

  6   7 1702 穂刈賢一郎(3)   柳町      ･長　野 23.45
ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ      

  7   2 2814 川内谷祐介(3)   青雲      ･兵　庫 23.71
ｶﾜｳﾁﾔ ﾕｳｽｹ      

  8   5 3702 立石  雄大(3)   鳴門市第二 ･徳　島 25.80
ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4 5組

  1   9  801 加久  統之(3)   牛久第一  ･茨　城 22.68 Q
ｶｸ ﾉﾘﾕｷ         

  2   8 2845 宇佐見隼人(3)   上ヶ原    ･兵　庫 22.83 Q
ｳｻﾐ ﾊﾔﾄ         

  3   2 1211 久保田裕是(3)   臼井      ･千　葉 22.99 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ       

  4   6 2002 仲埜  弘祐(3)   粟野      ･福　井 23.03 q
ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ        

  5   3 4602 濵元  庄吾(3)   桜島      ･鹿児島 23.29
ﾊﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ      

  6   5  507 菅原  渉伸(3)   大館東    ･秋　田 23.39
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ     

  7   7 1801 大島  弘之(3)   出町      ･富　山 23.50
ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾕｷ       

  8   4 2301 小倉  大義(3)   尾鷲      ･三　重 23.52
ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾖｼ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.3 6組

  1   5  601 髙橋    尚(3)   東根第一  ･山　形 22.41 Q
ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ        

  2   8 1303 作井  啓介(3)   府中第四  ･東　京 23.01 Q
ｻｸｲ ｹｲｽｹ        

  3   7  101 清水  大樹(3)   札幌平岡  ･北海道 23.01 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ        

  4   2 3401 道路  大成(3)   新市中央  ･広　島 23.04
ﾄﾞｳﾛ ﾀｲｾｲ       

  5   1 2833 木村  俊介(3)   加古川中部 ･兵　庫 23.21
ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ       

  6   4 1406 吉田  洸平(3)   生麦      ･神奈川 23.29
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ       

  7   6 1003 八木原大道(3)   鎌倉      ･群　馬 23.47
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐﾁ      

  8   3 2829 森野  健樹(3)   北淡      ･兵　庫 23.52
ﾓﾘﾉ ﾀﾃｷ         

  9   9 4401 中島  将宏(3)   戸山      ･大　分 23.52
ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.2 7組

  1   9 2839 椎葉  栄太(3)   荒井      ･兵　庫 22.50 Q
ｼｲﾊﾞ ｴｲﾀ        

  2   6  901 栗原  貴徳(3)   田沼西    ･栃　木 22.78 Q
ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾄ        

  3   8 1124 星    一輝(3)   新座第三  ･埼　玉 22.82 Q
ﾎｼ ｶｽﾞｷ         

  4   4 2001 川村  卓也(3)   敦賀市松陵 ･福　井 23.31
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ        

  5   5 2838 山本  哲也(3)   狭間      ･兵　庫 23.34
ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ        

  6   7 2131 川﨑  卓也(3)   三ヶ日    ･静　岡 23.37
ｶﾜｻｷ ﾀｸﾔ        

  7   3 4502 大迫  祐希(3)   三股      ･宮　崎 23.40
ｵｵｻｺ ﾕｳｷ        

  8   2 1703 宮澤  佳祐(3)   長野東部  ･長　野 23.42
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲｽｹ      
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ２００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月23日 13:45
決　勝               8月24日 14:50

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9 1組

  1   6  707 田嶋  和也(2)   白河第二  ･福　島 22.30 Q
ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       

  2   4  801 加久  統之(3)   牛久第一  ･茨　城 22.56 Q
ｶｸ ﾉﾘﾕｷ         

  3   8 1302 三浦  洋平(3)   三原台    ･東　京 22.68 q
ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ        

  4   9 1211 久保田裕是(3)   臼井      ･千　葉 22.83
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ       

  5   5 1001 上原  稔広(3)   安中第一  ･群　馬 22.97
ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ       

  6   7 2845 宇佐見隼人(3)   上ヶ原    ･兵　庫 23.00
ｳｻﾐ ﾊﾔﾄ         

  7   3 2002 仲埜  弘祐(3)   粟野      ･福　井 23.03
ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ        

  8   2 1303 作井  啓介(3)   府中第四  ･東　京 23.16
ｻｸｲ ｹｲｽｹ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.7 2組

  1   6  901 栗原  貴徳(3)   田沼西    ･栃　木 22.36 Q
ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾄ        

  2   7  601 髙橋    尚(3)   東根第一  ･山　形 22.42 Q
ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ        

  3   5 2809 菊池  典晃(3)   神戸灘    ･兵　庫 22.74
ｷｸﾁ ﾉﾘｱｷ        

  4   4 1219 白水  直基(3)   四街道西  ･千　葉 22.85
ｼﾗﾐｽﾞ ﾅｵｷ       

  5   2 1119 新井  寿則(3)   小川東    ･埼　玉 22.92
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾘ        

  6   3  101 清水  大樹(3)   札幌平岡  ･北海道 23.18
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ        

  7   8 2109 羽根  聖也(3)   静岡高松  ･静　岡 23.23
ﾊﾈ ｾｲﾔ          

  9 2842 中山  雄平(3)   鹿島      ･兵　庫       DSQ *T2 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.7 3組

  1   6 1208 阿久津陽介(3)   船橋      ･千　葉 22.33 Q
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ        

  2   7 2839 椎葉  栄太(3)   荒井      ･兵　庫 22.38 Q
ｼｲﾊﾞ ｴｲﾀ        

  3   5 1401 寺尾  俊祐(3)   領家      ･神奈川 22.39 q
ﾃﾗｵ ｼｭﾝｽｹ       

  4   9 2403 高木  雄基(3)   池田      ･岐　阜 22.72
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ        

  5   4 1217 勝井  健介(3)   蔵波      ･千　葉 22.77
ｶﾂｲ ｹﾝｽｹ        

  6   3 3606 澤井  克明(2)   古高松    ･香　川 22.77
ｻﾜｲ ｶﾂｱｷ        

  7   8 1124 星    一輝(3)   新座第三  ･埼　玉 22.93
ﾎｼ ｶｽﾞｷ         

  8   2 3103 足立  龍太(3)   境港一    ･鳥　取 23.11
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0

  1   5  707 田嶋  和也(2)   白河第二  ･福　島 22.06
ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       

  2   7 1208 阿久津陽介(3)   船橋      ･千　葉 22.24
ｱｸﾂ ﾖｳｽｹ        

  3   3 1401 寺尾  俊祐(3)   領家      ･神奈川 22.56
ﾃﾗｵ ｼｭﾝｽｹ       

  3   4 2839 椎葉  栄太(3)   荒井      ･兵　庫 22.56
ｼｲﾊﾞ ｴｲﾀ        

  5   9  601 髙橋    尚(3)   東根第一  ･山　形 22.68
ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ        

  6   8  801 加久  統之(3)   牛久第一  ･茨　城 22.80
ｶｸ ﾉﾘﾕｷ         

  7   2 1302 三浦  洋平(3)   三原台    ･東　京 22.97
ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ        

  6  901 栗原  貴徳(3)   田沼西    ･栃　木 DNS 
ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾄ        
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ４００ｍ 予　選(5-4+4)        8月24日 10:00

日本中学記録(NJR)　　　　48"37　　岩崎　万知(新潟･糸魚川)　  1992
                   　(手)48"2　　 西畑　　匡(愛知･竜南)　　  1990
大会記録(GR)　　　 　　　48"37　　岩崎　万知(新潟･糸魚川)　  1992

予　選(5組4着+4)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   7  301 高橋  佑輔(3)   有住      ･岩  手 50.00 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ       

  2   6 1802 中田  大介(3)   速星      ･富　山 50.15 Q
ﾅｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ      

  3   8 1113 関    慎吾(3)   芝東      ･埼　玉 50.58 Q
ｾｷ ｼﾝｺﾞ         

  4   3 1205 澤本    優(3)   柏市立中原 ･千　葉 50.94 Q
ｻﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ        

  5   2 1405 山形  光一(3)   西谷      ･神奈川 51.46 q
ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ      

  6   5 3501 平原  達也(3)   勝山      ･山　口 51.46 q
ﾋﾗﾊﾗ ﾀﾂﾔ        

  7   4 2112 小松  直人(3)   静大附静岡 ･静　岡 54.00
ｺﾏﾂ ﾅｵﾄ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   7 3903 西村  三郎(3)   高知学芸  ･高　知 50.44 Q
ﾆｼﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ      

  2   9 1603 柳澤  崇宏(3)   大潟町    ･新　潟 50.84 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ     

  3   4 2708 梅田  祐輝(3)   蹉       ･大　阪 50.97 Q
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ        

  4   6 1005 嶋田  琢磨(3)   群大附属  ･群　馬 51.07 Q
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ        

  5   3 1409 大村  尚輝(3)   六角橋    ･神奈川 51.48 q
ｵｵﾑﾗ ﾅｵｷ        

  6   2 1704 佐藤  孝久(3)   茅野東部  ･長　野 51.48 q
ｻﾄｳ ﾀｶﾋｻ        

  7   8  909 秦    拓郎(3)   葛生      ･栃　木 51.90
ﾊﾀ ﾀｸﾛｳ         

  8   5 1111 須見  尚斗(3)   高麗川    ･埼　玉 52.52
ｽﾐ ﾅｵﾄ          

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   8 1002 八木原俊道(3)   鎌倉      ･群　馬 50.19 Q
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾐﾁ      

  2   5  907 最上  幸成(3)   栃木西    ･栃　木 50.93 Q
ﾓｶﾞﾐ ﾕｷﾅﾘ       

  3   3  802 茂木裕次郎(3)   中郷      ･茨　城 51.33 Q
ﾓｷﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ      

  4   7 1124 星    一輝(3)   新座第三  ･埼　玉 51.55 Q
ﾎｼ ｶｽﾞｷ         

  5   9 2908 真辻  侑也(3)   伏見      ･奈　良 51.82
ﾏﾂｼﾞ ﾕｳﾔ        

  6   2 4402 利根  正明(3)   城東      ･大　分 51.95
ﾄﾈ ｷﾐﾊﾙ         

  7   4 2824 前田  裕介(3)   宝殿      ･兵　庫 51.95
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

  8   6 1408 田村  修平(3)   横浜橘    ･神奈川 52.92
ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 4組

  1   5 1003 八木原大道(3)   鎌倉      ･群　馬 50.57 Q
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐﾁ      

  2   4 1605 関    修人(3)   上山      ･新　潟 51.20 Q
ｾｷ ｼｭｳﾄ         

  3   6 1201 中井  誠也(3)   臼井南    ･千　葉 51.50 Q
ﾅｶｲ ｾｲﾔ         

  4   7  608 齋藤  美成(3)   楯岡      ･山　形 51.90 Q
ｻｲﾄｳ ﾖｼﾅﾘ       

  5   3 2128 渡邉    諒(3)   浜松富塚  ･静　岡 51.98
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ       

  6   9 1407 福田  悠介(3)   金旭      ･神奈川 52.14
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

  7   8  103 西森  順平(3)   札幌星置  ･北海道 52.22
ﾆｼﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ    

  8   2 1130 新井  雅也(3)   川越東    ･埼　玉 53.55
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 5組

  1   3 1801 大島  弘之(3)   出町      ･富　山 51.02 Q
ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾕｷ       

  2   5 1004 新井  俊祐(3)   大間々東  ･群　馬 51.41 Q
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ       

  3   6 1107 佐々木光彦(3)   吉見      ･埼　玉 51.78 Q
ｻｻｷ ﾐﾂﾋｺ        

  4   4 1623 宮本  郁弥(3)   中郷      ･新　潟 52.47 Q
ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾐﾔ        

  5   2 2131 川﨑  卓也(3)   三ヶ日    ･静　岡 52.72
ｶﾜｻｷ ﾀｸﾔ        

  6   8 2502 平岡  裕平(3)   瀬田      ･滋　賀 53.05
ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾍｲ       

  7   9 3502 関谷  修平(3)   山の田    ･山　口 54.15
ｾｷﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ      

  8   7 1410 武田  竜介(3)   松林      ･神奈川 54.16
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ      
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ４００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月25日 12:00
決　勝               8月25日 14:10

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   7  301 高橋  佑輔(3)   有住      ･岩  手 49.37 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ       

  2   6 1603 柳澤  崇宏(3)   大潟町    ･新　潟 49.99 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ     

  3   4 1802 中田  大介(3)   速星      ･富　山 50.16 q
ﾅｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ      

  4   2  802 茂木裕次郎(3)   中郷      ･茨　城 51.03
ﾓｷﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ      

  5   8 1704 佐藤  孝久(3)   茅野東部  ･長　野 51.12
ｻﾄｳ ﾀｶﾋｻ        

  6   5 2708 梅田  祐輝(3)   蹉       ･大　阪 51.37
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ        

  7   3  608 齋藤  美成(3)   楯岡      ･山　形 51.63
ｻｲﾄｳ ﾖｼﾅﾘ       

  8   9 1124 星    一輝(3)   新座第三  ･埼　玉 52.61
ﾎｼ ｶｽﾞｷ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   5 3903 西村  三郎(3)   高知学芸  ･高　知 49.87 Q
ﾆｼﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ      

  2   4 1003 八木原大道(3)   鎌倉      ･群　馬 49.92 Q
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐﾁ      

  3   6 1605 関    修人(3)   上山      ･新　潟 50.74
ｾｷ ｼｭｳﾄ         

  4   7 1004 新井  俊祐(3)   大間々東  ･群　馬 51.08
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ       

  5   8 1107 佐々木光彦(3)   吉見      ･埼　玉 51.17
ｻｻｷ ﾐﾂﾋｺ        

  6   9 1205 澤本    優(3)   柏市立中原 ･千　葉 51.35
ｻﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ        

  7   2 3501 平原  達也(3)   勝山      ･山　口 51.64
ﾋﾗﾊﾗ ﾀﾂﾔ        

  8   3 1405 山形  光一(3)   西谷      ･神奈川 53.20
ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   5 1002 八木原俊道(3)   鎌倉      ･群　馬 50.07 Q
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾐﾁ      

  2   6 1801 大島  弘之(3)   出町      ･富　山 50.15 Q
ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾕｷ       

  3   7  907 最上  幸成(3)   栃木西    ･栃　木 50.55 q
ﾓｶﾞﾐ ﾕｷﾅﾘ       

  4   8 1201 中井  誠也(3)   臼井南    ･千　葉 50.64
ﾅｶｲ ｾｲﾔ         

  5   4 1113 関    慎吾(3)   芝東      ･埼　玉 50.78
ｾｷ ｼﾝｺﾞ         

  6   9 1005 嶋田  琢磨(3)   群大附属  ･群　馬 51.45
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ        

  7   3 1623 宮本  郁弥(3)   中郷      ･新　潟 51.82
ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾐﾔ        

  8   2 1409 大村  尚輝(3)   六角橋    ･神奈川 52.13
ｵｵﾑﾗ ﾅｵｷ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7  301 高橋  佑輔(3)   有住      ･岩  手 49.67

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ       
  2   4 1003 八木原大道(3)   鎌倉      ･群　馬 49.90

ﾔｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐﾁ      
  3   6 1002 八木原俊道(3)   鎌倉      ･群　馬 49.94

ﾔｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾐﾁ      
  4   3 1603 柳澤  崇宏(3)   大潟町    ･新　潟 50.10

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ     
  5   5 3903 西村  三郎(3)   高知学芸  ･高　知 50.32

ﾆｼﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ      
  6   2 1802 中田  大介(3)   速星      ･富　山 50.63

ﾅｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ      
  7   9  907 最上  幸成(3)   栃木西    ･栃　木 51.00

ﾓｶﾞﾐ ﾕｷﾅﾘ       
  8   8 1801 大島  弘之(3)   出町      ･富　山 51.99

ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾕｷ       
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ８００ｍ 予　選(5-4+4)        8月23日 12:50

日本中学記録(NJR)　　　1'53"15　　和田　仁志(長野･赤穂)　　  1983　
大会記録(GR)　　 　　　1'53"15　　和田　仁志(長野･赤穂)　　  1983　

予　選(5組4着+4)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4 1108 瀬山  直人(3)   熊谷富士見 ･埼　玉  2:00.22 Q
ｾﾔﾏ ﾅｵﾄ         

  2   2  910 谷原  達也(3)   都賀      ･栃　木  2:00.41 Q
ﾔﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ        

  3   3 1603 柳澤  崇宏(3)   大潟町    ･新　潟  2:00.63 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ     

  4   1 1137 登山  達至(3)   八潮      ･埼　玉  2:00.72 Q
ﾄﾔﾏ ﾀﾂｼ         

  5   8 3503 佐々木  進(3)   萩東      ･山　口  2:01.92 q
ｻｻｷ ｽｽﾑ         

  6   6 1411 栁川  英輝(3)   市場      ･神奈川  2:03.04
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ      

  7   5  708 塩田  直也(3)   中央台北  ･福　島  2:04.84
ｼｵﾀ ﾅｵﾔ         

  8   9 4702 金城  聡大(3)   今帰仁    ･沖　縄  2:07.44
ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾋﾛ     

  9   7 2103 齊藤    光(3)   富士岳陽  ･静　岡  2:08.17
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ        

  400m

  組

予　選

 1

予　選

 2

予　選

 3

予　選

 4

予　選

 5

 1603

   56.9

 2113

   59.5

 3703

   57.3

 2004

   58.8

 3802

   60.3

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   8  115 森    信輔(3)   遠軽      ･北海道  2:02.16 Q
ﾓﾘ ｼﾝｽｹ         

  2   3 2709 橋川  亮介(3)   旭陽      ･大　阪  2:02.55 Q
ﾊｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ      

  3   5 2215 斉藤    卓(3)   安祥      ･愛　知  2:02.61 Q
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ       

  4   6  803 鈴木  友也(3)   八千代第一 ･茨　城  2:02.69 Q
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ        

  5   4 1007 高橋  亮一(3)   殖蓮      ･群　馬  2:03.08
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ      

  6   1 2113 和氣  猛史(3)   静岡籠上  ･静　岡  2:03.12
ﾜｷ ﾀｹｼ          

  7   7 1130 新井  雅也(3)   川越東    ･埼　玉  2:03.92
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ         

  8   2 2503 池野    毅(3)   大東      ･滋　賀  2:04.22
ｲｹﾉ ﾀｶ          

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   1 1006 長谷川  寛(3)   入野      ･群　馬  2:00.08 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ       

  2   7 3703 谷下  駿貴(3)   阿南第一  ･徳　島  2:00.80 Q
ﾀﾆｼﾀ ｼｭﾝｷ       

  3   2 1412 月野  雄一(3)   公郷      ･神奈川  2:01.00 Q
ﾂｷﾉ ﾕｳｲﾁ        

  4   6 1140 根本  和弥(3)   豊春      ･埼　玉  2:01.56 Q
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾔ        

  5   5 4002 小栁    輝(3)   比良松    ･福　岡  2:01.81 q
ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ       

  6   3 1105 島田  優希(2)   寄居城南  ･埼　玉  2:02.36
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        

  7   8 2303 山岡  卓弥(3)   伊勢港    ･三　重  2:02.46
ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾔ        

  8   4 3102 山根  慎也(3)   智頭      ･鳥　取  2:02.76
ﾔﾏﾈ ｼﾝﾔ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 4組

  1   8 2608 林    知輝(3)   維孝館    ･京　都  2:01.52 Q
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ         

  2   4 2004 蟻塚  泰仁(3)   明倫      ･福　井  2:01.61 Q
ｱﾘﾂﾞｶ ﾀｲｼﾞ      

  3   2 3801 小野  開之(3)   川東      ･愛　媛  2:01.66 Q
ｵﾉ ﾊﾙﾕｷ         

  4   6 3504 植木  良介(3)   名陵      ･山　口  2:01.66 Q
ｳｴｷ ﾘｮｳｽｹ       

  5   5 1110 荒井  智博(2)   庄和江戸川 ･埼　玉  2:02.18 q
ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ        

  6   7 1133 竹内  勝信(3)   大宮八幡  ･埼　玉  2:03.15
ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ      

  7   1 2711 三浦  竜平(3)   峰塚      ･大　阪  2:03.21
ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾍｲ       

  8   3 1232 宇田川佐武(3)   堀江      ･千　葉  2:19.24
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾌﾞ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 5組

  1   6 1619 川上  遼平(3)   村立妙高  ･新　潟  2:00.70 Q
ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ      

  2   3  303 欠畑  太志(3)   吉浜      ･岩  手  2:00.75 Q
ｶｹﾊﾀ ﾀｲｼ        

  3   5  112 斉藤  翔夢(2)   白糠      ･北海道  2:00.87 Q
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾑ       

  4   2 1202 若林    徹(3)   海上      ･千　葉  2:00.98 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ      

  5   8  701 大平  駿介(3)   泉        ･福　島  2:01.12 q
ｵｵﾋﾗ ｼｭﾝｽｹ      

  6   7 3802 成瀬  英樹(3)   今治日吉  ･愛　媛  2:03.79
ﾅﾙｾ ﾋﾃﾞｷ        

  7   4 1102 小林  優史(3)   加須昭和  ･埼　玉  2:04.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ       

  8   1 2710 西田  将平(3)   寝屋川第十 ･大　阪  2:05.18
ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ      
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ８００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月23日 16:50
決　勝               8月24日 14:30

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   5 1619 川上  遼平(3)   村立妙高  ･新　潟  1:58.11 Q
ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ      

  2   6 2608 林    知輝(3)   維孝館    ･京　都  1:59.25 Q
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ         

  3   8 1137 登山  達至(3)   八潮      ･埼　玉  1:59.41
ﾄﾔﾏ ﾀﾂｼ         

  4   7 2215 斉藤    卓(3)   安祥      ･愛　知  1:59.63
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ       

  5   1  701 大平  駿介(3)   泉        ･福　島  1:59.66
ｵｵﾋﾗ ｼｭﾝｽｹ      

  6   3 2709 橋川  亮介(3)   旭陽      ･大　阪  2:00.75
ﾊｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ      

  7   4 2004 蟻塚  泰仁(3)   明倫      ･福　井  2:01.61
ｱﾘﾂﾞｶ ﾀｲｼﾞ      

  8   2 4002 小栁    輝(3)   比良松    ･福　岡  2:05.27
ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ       

  400m

  組

準決勝

 1

準決勝

 2

準決勝

 3

決　勝

  701

   57.0

 1006

   57.0

 3703

   55.6

 1603

   54.2

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   6 1006 長谷川  寛(3)   入野      ･群　馬  1:56.89 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ       

  2   4  303 欠畑  太志(3)   吉浜      ･岩  手  1:57.92 Q
ｶｹﾊﾀ ﾀｲｼ        

  3   3  910 谷原  達也(3)   都賀      ･栃　木  1:58.85 q
ﾔﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ        

  4   5  112 斉藤  翔夢(2)   白糠      ･北海道  1:59.46
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾑ       

  5   7 1140 根本  和弥(3)   豊春      ･埼　玉  2:01.07
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾔ        

  6   8 3504 植木  良介(3)   名陵      ･山　口  2:01.48
ｳｴｷ ﾘｮｳｽｹ       

  7   1 1412 月野  雄一(3)   公郷      ･神奈川  2:01.64
ﾂｷﾉ ﾕｳｲﾁ        

  8   2 1110 荒井  智博(2)   庄和江戸川 ･埼　玉  2:05.96
ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   3 1603 柳澤  崇宏(3)   大潟町    ･新　潟  1:55.63 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ     

  2   6 3703 谷下  駿貴(3)   阿南第一  ･徳　島  1:56.18 Q
ﾀﾆｼﾀ ｼｭﾝｷ       

  3   8 3801 小野  開之(3)   川東      ･愛　媛  1:58.69 q
ｵﾉ ﾊﾙﾕｷ         

  4   2 1202 若林    徹(3)   海上      ･千　葉  1:59.24
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ      

  5   4  115 森    信輔(3)   遠軽      ･北海道  2:00.49
ﾓﾘ ｼﾝｽｹ         

  6   7  803 鈴木  友也(3)   八千代第一 ･茨　城  2:01.24
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ        

  7   5 1108 瀬山  直人(3)   熊谷富士見 ･埼　玉  2:02.64
ｾﾔﾏ ﾅｵﾄ         

  8   1 3503 佐々木  進(3)   萩東      ･山　口  2:06.89
ｻｻｷ ｽｽﾑ         

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   3 3703 谷下  駿貴(3)   阿南第一  ･徳　島  1:53.98

ﾀﾆｼﾀ ｼｭﾝｷ       
  2   5 1603 柳澤  崇宏(3)   大潟町    ･新　潟  1:54.04

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ     
  3   4 1006 長谷川  寛(3)   入野      ･群　馬  1:54.55

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ       
  4   6 1619 川上  遼平(3)   村立妙高  ･新　潟  1:55.07

ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ      
  5   1  910 谷原  達也(3)   都賀      ･栃　木  1:58.43

ﾔﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ        
  6   7 3801 小野  開之(3)   川東      ･愛　媛  1:59.02

ｵﾉ ﾊﾙﾕｷ         
  7   2 2608 林    知輝(3)   維孝館    ･京　都  1:59.14

ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ         
  8   8  303 欠畑  太志(3)   吉浜      ･岩  手  2:00.99

ｶｹﾊﾀ ﾀｲｼ        
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   １５００ｍ 予　選(5-2+5)        8月25日 10:00

日本中学記録(NJR)　　　3'56"2　　和田　仁志(長野･赤穂)　　  1983
大会記録(GR)　　　　　 3'59"08   山崎　成人(滋賀･水口) 　　 1993

予　選(5組2着+5)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  13 1006 長谷川  寛(3)   入野      ･群　馬  4:06.97 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ       

  2   7 3801 小野  開之(3)   川東      ･愛　媛  4:07.33 Q
ｵﾉ ﾊﾙﾕｷ         

  3   1 3402 久保翔太郎(3)   海田      ･広　島  4:07.87 q
ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ      

  4  14 1114 山川  祐輝(3)   住吉      ･埼　玉  4:09.05
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳｷ        

  5  11 1615 阿部  将吾(3)   下条      ･新　潟  4:11.18
ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ       

  6  10 1224 玉澤  悠輝(3)   山田      ･千　葉  4:11.21
ﾀﾏｻﾞﾜ ﾕｳｷ       

  7   9 1418 森    嵩志(3)   浜須賀    ･神奈川  4:11.48
ﾓﾘ ﾀｶｼ          

  8  12 1120 太田  裕之(3)   小川東    ･埼　玉  4:12.11
ｵｵﾀ ﾋﾛﾕｷ        

  9   6 2863 望月  慎也(3)   陵南      ･兵　庫  4:12.38
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾔ       

 10   5 3508 笹井    豊(3)   俵山      ･山　口  4:14.41
ｻｻｲ ﾕﾀｶ         

 11   3 2850 高橋  亮平(2)   大池      ･兵　庫  4:17.79
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ      

 12   4 1707 清沢  創一(3)   鉢盛      ･長　野  4:19.26
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ       

 13   2 1905 宮崎    光(3)   宇ノ気    ･石　川  4:26.93
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ       

 14   8 2004 蟻塚  泰仁(3)   明倫      ･福　井  4:36.39
ｱﾘﾂﾞｶ ﾀｲｼﾞ      

  400m

  800m

 1200m

  組

予　選

 1

予　選

 2

予　選

 3

予　選

 4

予　選

 5

 1006

   64.4

 1006

 2:12.7

 1114

 3:18.5

 1115

   64.3

 1115

 2:13.8

 2847

 3:22.3

 1108

   63.8

 1135

 2:11.5

 1705

 3:17.1

 1121

   63.3

  403

 2:11.6

  403

 3:19.2

 1413

   62.3

 1413

 2:08.8

 1413

 3:18.0

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  11 2847 中山  卓也(3)   須磨北    ･兵　庫  4:11.87 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾔ        

  2   6  108 木村  隼人(3)   下音更    ･北海道  4:12.13 Q
ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ         

  3  10 2104 小林  竜弥(2)   御殿場    ･静　岡  4:12.41
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ       

  4   9  804 大串  顕史(3)   大宮      ･茨　城  4:13.68
ｵｵｸｼ ｱｷﾌﾐ       

  5   3 1227 黒﨑  鉄馬(3)   古ヶ崎    ･千　葉  4:13.84
ｸﾛｻｷ ﾃﾂﾏ        

  6   2 4023 宮崎    渡(3)   小竹      ･福　岡  4:14.28
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ       

  7   5  401 嶋田  拓洋(3)   寺岡      ･宮　城  4:14.72
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ        

  8  14 2851 瀨  良祐(3)   中谷      ･兵　庫  4:15.20
ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ       

  9  13 1501 田     献(3)   八田      ･山　梨  4:15.37
ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ         

 10  15 1123 木ノ内  望(3)   上尾東    ･埼　玉  4:15.63
ｷﾉｳﾁ ﾉｿﾞﾐ       

 11   4 1709 佐々木健太(2)   広徳      ･長　野  4:15.85
ｻｻｷ ｹﾝﾀ         

 12   8 1626 佐治    賢(3)   東小千谷  ･新　潟  4:17.58
ｻｼﾞ ｽｸﾞﾙ        

 13  12 1414 久米    薫(3)   初声      ･神奈川  4:18.90
ｸﾒ ｶｵﾙ          

 14   1 1115 山﨑  康隆(3)   住吉      ･埼　玉  4:19.03
ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾀｶ      

 15   7  908 青木  良太(3)   栃木西    ･栃　木  4:19.23
ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ        

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1  10 1705 唐澤  充樹(3)   伊那      ･長　野  4:05.39 Q
ｶﾗｻﾜ ﾐﾂｷ        

  2   2  911 皆川  雄太(3)   国分寺    ･栃　木  4:06.02 Q
ﾐﾅｶﾜ ﾕｳﾀ        

  3   1 1619 川上  遼平(3)   村立妙高  ･新　潟  4:06.34 q
ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ      

  4   6 1230 金田    央(3)   酒井根    ･千　葉  4:09.11
ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾄ        

  5  14 3803 井上  太郎(3)   大洲南    ･愛　媛  4:09.61
ｲﾉｳｴ ﾀﾛｳ        

  6   8 2822 松井  友我(3)   八景      ･兵　庫  4:10.89
ﾏﾂｲ ﾕｳｶﾞ        

  7   3 4001 上野    渉(2)   日の里    ･福　岡  4:11.41
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ         

  8  11  710 板倉  健悟(3)   原町第一  ･福　島  4:12.12
ｲﾀｸﾗ ｹﾝｺﾞ       

  9   7 1417 中里  大紀(3)   愛川      ･神奈川  4:15.08
ﾅｶｻﾞﾄ ﾀﾞｲｷ      

 10  12 2832 八木  勇樹(3)   桃山台    ･兵　庫  4:15.70
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ         

 11   4 1135 川尻  卓矢(3)   東松山東  ･埼　玉  4:17.42
ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｸﾔ       

 12  13 1108 瀬山  直人(3)   熊谷富士見 ･埼　玉  4:18.23
ｾﾔﾏ ﾅｵﾄ         

 13   5  615 星  隆太郎(3)   米沢第二  ･山　形  4:18.62
ﾎｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ       

 14   9 3505 木村    亨(3)   垢田      ･山　口  4:18.87
ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ         

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 4組

  1   9 2122 井口  惠太(3)   浜松曳馬  ･静　岡  4:06.29 Q
ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ        

  2   6 2840 松本  大地(3)   高丘      ･兵　庫  4:06.87 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       

  3  13  702 橋本  隆光(3)   本宮第一  ･福　島  4:07.64 q
ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ       

  4   3 2202 鶸田  雅哉(3)   石巻      ･愛　知  4:10.90
ﾋﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ        

  5  12 1415 金子  光則(3)   鵠沼      ･神奈川  4:11.34
ｶﾈｺ ﾐﾂﾉﾘ        

  6   2 1121 小林  剛寛(3)   松伏      ･埼　玉  4:11.40
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ      

  7   8 1710 細尾  哲史(3)   川中島    ･長　野  4:11.84
ﾎｿｵ ｻﾄｼ         

  8  11 2808 大江  啓貴(2)   けやき台  ･兵　庫  4:12.46
ｵｵｴ ﾋﾛｷ         

  9   1  403 大門  卓矢(3)   宮城白石東 ･宮　城  4:15.94
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾀｸﾔ       

 10  14 3507 池永  将成(3)   俵山      ･山　口  4:16.17
ｲｹﾅｶﾞ ﾏｻﾅﾘ      

 11  10 1228 薄田  駿一(3)   旭第一    ･千　葉  4:20.60
ｳｽﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ      

 12   4 1128 平松  直己(3)   杉戸      ･埼　玉  4:31.06
ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵｷ        

 13   7 1416 藤澤  秀臣(3)   山北      ･神奈川  4:53.88
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾄﾐ     

  5 1708 原    真悟(3)   赤穂      ･長　野 DNS 
ﾊﾗ ｼﾝｺﾞ         

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   １５００ｍ 決　勝               8月25日 15:00

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  10 1006 長谷川  寛(3)   入野      ･群　馬  4:04.40

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ       
  2   1 2840 松本  大地(3)   高丘      ･兵　庫  4:05.60

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       
  3  13 1705 唐澤  充樹(3)   伊那      ･長　野  4:05.76

ｶﾗｻﾜ ﾐﾂｷ        
  4   2 2122 井口  惠太(3)   浜松曳馬  ･静　岡  4:07.23

ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ        
  5   8 1619 川上  遼平(3)   村立妙高  ･新　潟  4:08.07

ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ      
  6   4 2847 中山  卓也(3)   須磨北    ･兵　庫  4:08.64

ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾔ        
  7   7  702 橋本  隆光(3)   本宮第一  ･福　島  4:08.65

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ       
  8  14 1118 長瀬  貴幸(3)   所沢中央  ･埼　玉  4:09.14

ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾕｷ       
  9  15 3801 小野  開之(3)   川東      ･愛　媛  4:09.33

ｵﾉ ﾊﾙﾕｷ         
 10   9  911 皆川  雄太(3)   国分寺    ･栃　木  4:10.08

ﾐﾅｶﾜ ﾕｳﾀ        
 11   5  108 木村  隼人(3)   下音更    ･北海道  4:11.92

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ         
 12   3  106 大住    和(2)   函館大川  ･北海道  4:12.79

ｵｵｽﾐ ﾋﾄｼ        
 13  11 2106 福士優太朗(2)   裾野深良  ･静　岡  4:14.74

ﾌｸｼ ﾕｳﾀﾛｳ       
 14   6 3402 久保翔太郎(3)   海田      ･広　島  4:15.96

ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ      
 15  12 1413 酒井  優佑(3)   泉        ･神奈川  4:17.23

ｻｶｲ ﾕｳｽｹ        

  400m   800m  1200m 組

決　勝  2122

   67.2

 2847

 2:17.4

 1705

 3:20.5

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 5組

  1   6 1118 長瀬  貴幸(3)   所沢中央  ･埼　玉  4:06.77 Q
ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾕｷ       

  2  13 2106 福士優太朗(2)   裾野深良  ･静　岡  4:07.26 Q
ﾌｸｼ ﾕｳﾀﾛｳ       

  3   1 1413 酒井  優佑(3)   泉        ･神奈川  4:07.36 q
ｻｶｲ ﾕｳｽｹ        

  4  10  106 大住    和(2)   函館大川  ･北海道  4:07.48 q
ｵｵｽﾐ ﾋﾄｼ        

  5   8 2848 細川  勇介(3)   太山寺    ･兵　庫  4:08.83
ﾎｿｶﾜ ﾕｳｽｹ       

  6   5  405 佐々木進也(3)   米山      ･宮　城  4:09.34
ｻｻｷ ｼﾝﾔ         

  7  14 3506 再東  勇亮(3)   厚南      ･山　口  4:11.36
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ       

  8   7 1622 川邊    公(3)   長岡西    ･新　潟  4:13.17
ｶﾜﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ       

  9  12 1706 臼居    優(3)   穂高東    ･長　野  4:13.31
ｳｽｲ ﾕｳ          

 10   3 2807 成瀬    篤(3)   琴陵      ･兵　庫  4:13.89
ﾅﾙｾ ｱﾂｼ         

 11  11 4002 小栁    輝(3)   比良松    ･福　岡  4:15.32
ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ       

 12   9 1305 大野    純(3)   千歳      ･東　京  4:15.94
ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ        

 13   4 1229 佐々木寛文(2)   西原      ･千　葉  4:16.06
ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ        

 14   2 1137 登山  達至(3)   八潮      ･埼　玉  4:25.65
ﾄﾔﾏ ﾀﾂｼ         
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ３０００ｍ 予　選(3-4+6)        8月23日 14:05
決　勝               8月24日 15:55

日本中学記録(NJR)　　　8'24"24　佐藤　悠基(静岡･清水南)　　2001
大会記録(GR)　　　　　 8'31"99  山崎　成人(滋賀･水口)　　　1993

予　選(3組4着+6)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  15 2122 井口  惠太(3)   浜松曳馬  ･静　岡  8:45.04 Q
ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ        

  2  18 1709 佐々木健太(2)   広徳      ･長　野  8:47.20 Q
ｻｻｷ ｹﾝﾀ         

  3   3 1121 小林  剛寛(3)   松伏      ･埼　玉  8:47.26 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ      

  4  11  108 木村  隼人(3)   下音更    ･北海道  8:47.40 Q
ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ         

  5  22 2848 細川  勇介(3)   太山寺    ･兵　庫  8:47.44 q
ﾎｿｶﾜ ﾕｳｽｹ       

  6   9 2808 大江  啓貴(2)   けやき台  ･兵　庫  8:48.76 q
ｵｵｴ ﾋﾛｷ         

  7   4  804 大串  顕史(3)   大宮      ･茨　城  8:50.35 q
ｵｵｸｼ ｱｷﾌﾐ       

  8   2 2604 鈴木  翔大(3)   西賀茂    ･京　都  8:52.06
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ       

  9   5 4008 砥綿  勇輔(3)   柏原      ･福　岡  8:55.00
ﾄﾜﾀ ﾕｳｽｹ        

 10  13 2712 折部  友介(3)   茨木西    ･大　阪  8:56.23
ｵﾘﾍﾞ ﾕｳｽｹ       

 11  25 1420 中戸川季史(3)   平塚中原  ･神奈川  8:56.29
ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ     

 12  21 4305 蓮池  龍顕(3)   小川      ･熊　本  8:56.81
ﾊｽｲｹ ﾀﾂｱｷ       

 13   6 1306 殿岡  秀斗(3)   多摩落合  ･東　京  8:57.83
ﾄﾉｵｶ ｼｭｳﾄ       

 14  14 1413 酒井  優佑(3)   泉        ･神奈川  8:58.15
ｻｶｲ ﾕｳｽｹ        

 15  12 1123 木ノ内  望(3)   上尾東    ･埼　玉  8:58.36
ｷﾉｳﾁ ﾉｿﾞﾐ       

 16  19 3509 刀祢健太郎(3)   萩西      ･山　口  8:58.43
ﾄﾈ ｹﾝﾀﾛｳ        

 17  16 1223 山下  陽平(3)   逆井      ･千　葉  8:58.83
ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾍｲ       

 18  23 1220 鈴木  貴大(3)   山田      ･千　葉  8:58.92
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ       

 19  10 2206 長坂  公靖(3)   豊橋東部  ･愛　知  9:02.57
ﾅｶﾞｻｶ ｷﾐﾔｽ      

 20  20 1601 出﨑龍太郎(3)   相川      ･新　潟  9:06.66
ﾃﾞｻﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ    

 21   8 1615 阿部  将吾(3)   下条      ･新　潟  9:16.97
ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ       

 22   1 2205 中村  秀樹(3)   石巻      ･愛　知  9:20.12
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ       

 23  17 4307 堀    拓人(3)   北部      ･熊　本  9:29.68
ﾎﾘ ﾋﾛﾄ          

 24  24  404 菅原  安正(3)   亘理      ･宮　城  9:34.59
ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽﾏｻ      

  7 1905 宮崎    光(3)   宇ノ気    ･石　川 DNS 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ       

 1000m

 2000m

  組

予　選

 1

予　選
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予　選
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決　勝

 1123

 2:55.2

 1121

 5:57.0

 1114

 3:00.0

 1114

 5:58.9

  402

 2:52.5

 2847

 5:53.6

 2847

 2:50.6

 2122

 5:51.1

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  14 4001 上野    渉(2)   日の里    ･福　岡  8:48.21 Q
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ         

  2   1 1118 長瀬  貴幸(3)   所沢中央  ･埼　玉  8:48.39 Q
ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾕｷ       

  3  17 4006 工藤悠太郎(3)   元岡      ･福　岡  8:49.21 Q
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ      

  4   7 2840 松本  大地(3)   高丘      ･兵　庫  8:49.57 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       

  5   3  702 橋本  隆光(3)   本宮第一  ･福　島  8:49.99 q
ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ       

  6  22 1629 藤森    裕(3)   宮内      ･新　潟  8:50.01 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾀｶ       

  7   2 2832 八木  勇樹(3)   桃山台    ･兵　庫  8:54.87
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ         

  8   6 1904 南出  ﾖｳｷﾞ(3)   緑        ･石　川  8:54.95
ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾖｳｷﾞ      

  9   9 3803 井上  太郎(3)   大洲南    ･愛　媛  8:55.48
ｲﾉｳｴ ﾀﾛｳ        

 10  23 1114 山川  祐輝(3)   住吉      ･埼　玉  8:58.07
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳｷ        

 11  18 2202 鶸田  雅哉(3)   石巻      ･愛　知  8:59.38
ﾋﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ        

 12   5  106 大住    和(2)   函館大川  ･北海道  9:00.27
ｵｵｽﾐ ﾋﾄｼ        

 13  25  606 柴田    翔(3)   飛鳥      ･山　形  9:01.32
ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ        

 14  16 4309 久井原  歩(3)   三加和    ･熊　本  9:02.33
ﾋｻｲﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ      

 15  20  805 山崎  晃裕(3)   鉾田南    ･茨　城  9:02.46
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ      

 16  11 2909 丹治  史弥(3)   奈良学園  ･奈　良  9:02.88
ﾀﾝｼﾞ ﾌﾐﾔ        

 17  24 2851 瀨  良祐(3)   中谷      ･兵　庫  9:02.88
ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ       

 18  10 4102 木下  潤哉(3)   福富      ･佐　賀  9:03.22
ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ      

 19  13 2204 相澤  京佑(2)   西尾      ･愛　知  9:03.50
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ      

 20   4 1224 玉澤  悠輝(3)   山田      ･千　葉  9:03.51
ﾀﾏｻﾞﾜ ﾕｳｷ       

 21   8 1221 深津  伸輔(2)   逆井      ･千　葉  9:04.67
ﾌｶﾂ ｼﾝｽｹ        

 22  19 3002 川    元(3)   松洋      ･和歌山  9:07.87
ﾖｼｶﾜ ｹﾞﾝ        

 23  12 1711 廣澤  貴行(3)   広徳      ･長　野  9:08.91
ﾋﾛｻﾜ ﾀｶﾕｷ       

 24  26 4308 竹﨑  光希(3)   新和      ･熊　本  9:11.49
ﾀｹｻﾞｷ ｺｳｷ       

 25  21 1415 金子  光則(3)   鵠沼      ･神奈川  9:13.05
ｶﾈｺ ﾐﾂﾉﾘ        

 26  15 1626 佐治    賢(3)   東小千谷  ･新　潟  9:21.76
ｻｼﾞ ｽｸﾞﾙ        

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ３０００ｍ 予　選(3-4+6)        8月23日 14:05
決　勝               8月24日 15:55

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1  11 2203 三田  裕介(3)   形原      ･愛　知  8:44.56 Q
ﾐﾀ ﾕｳｽｹ         

  2  24 1705 唐澤  充樹(3)   伊那      ･長　野  8:44.71 Q
ｶﾗｻﾜ ﾐﾂｷ        

  3   5 2207 藤井  延幸(3)   岡崎東海  ･愛　知  8:45.31 Q
ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ      

  4  22 2101 堂本  尚寛(3)   沼津第三  ･静　岡  8:45.38 Q
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ      

  5   7 2847 中山  卓也(3)   須磨北    ･兵　庫  8:45.97 q
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾔ        

  6   1  616 佐藤  寛才(3)   酒田第六  ･山　形  8:50.48
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ        

  7  23 3201 松原  健太(3)   仁多      ･島　根  8:55.73
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ       

  8   6 1307 濵﨑  皓介(3)   早稲田実業 ･東　京  8:56.31
ﾊﾏｻｷ ｺｳｽｹ       

  9  14  110 棟方  雄己(3)   大中山    ･北海道  8:56.50
ﾑﾅｶﾀ ﾕｳｷ        

 10   3  402 千葉  史典(3)   将監      ･宮　城  8:57.42
ﾁﾊﾞ ﾌﾐﾉﾘ        

 11  20 1008 渡辺  圭介(3)   倉賀野    ･群　馬  8:58.63
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ      

 12  17 4005 小南  直輝(3)   本城      ･福　岡  8:59.49
ｺﾐﾅﾐ ﾅｵｷ        

 13  10 1419 田澤  博幸(3)   六ツ川    ･神奈川  9:00.02
ﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ       

 14  13 4306 川島慎太郎(3)   松橋      ･熊　本  9:03.75
ｶﾜｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ      

 15   9 4007 井上  俊平(3)   柳西      ･福　岡  9:03.79
ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾍﾟｲ     

 16  12 2862 賀上  弘基(2)   陵南      ･兵　庫  9:05.46
ｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ        

 17  25  703 柏原  竜二(3)   内郷第一  ･福　島  9:06.86
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ    

 18   4 1222 渡   克則(3)   松戸第一  ･千　葉  9:08.96
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ      

 19   2 1134 田倍  憲人(2)   鶴ヶ島    ･埼　玉  9:09.23
ﾀﾍﾞ ｹﾝﾄ         

 20  16 1627 鈴木  康祐(3)   堀之内    ･新　潟  9:09.52
ｽｽﾞｷ ﾔｽﾖｼ       

 21  15 2605 林    宏憲(3)   蜂ヶ岡    ･京　都  9:09.64
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ        

 22  18 4304 酒井  拓弥(3)   腹栄      ･熊　本  9:14.39
ｻｶｲ ﾀｸﾔ         

 23   8 4303 栗原    俊(3)   七滝      ･熊　本  9:15.17
ｸﾘﾊﾗ ｼｭﾝ        

 24  21 3510 林    直樹(3)   萩東      ･山　口  9:24.83
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ         

 25  19 1128 平松  直己(3)   杉戸      ･埼　玉  9:35.98
ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵｷ        

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  13 2122 井口  惠太(3)   浜松曳馬  ･静　岡  8:37.97

ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ        
  2   7 4001 上野    渉(2)   日の里    ･福　岡  8:40.01

ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ         
  3   2 1705 唐澤  充樹(3)   伊那      ･長　野  8:43.56

ｶﾗｻﾜ ﾐﾂｷ        
  4   8 1118 長瀬  貴幸(3)   所沢中央  ･埼　玉  8:44.52

ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾕｷ       
  5  15 2203 三田  裕介(3)   形原      ･愛　知  8:48.48

ﾐﾀ ﾕｳｽｹ         
  6  17 1121 小林  剛寛(3)   松伏      ･埼　玉  8:48.57

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ      
  7   1 2207 藤井  延幸(3)   岡崎東海  ･愛　知  8:49.66

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ      
  8  11 2847 中山  卓也(3)   須磨北    ･兵　庫  8:50.56

ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾔ        
  9   4 2808 大江  啓貴(2)   けやき台  ･兵　庫  8:51.83

ｵｵｴ ﾋﾛｷ         
 10  16 2101 堂本  尚寛(3)   沼津第三  ･静　岡  8:52.39

ﾄﾞｳﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ      
 11   6 4006 工藤悠太郎(3)   元岡      ･福　岡  8:55.25

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ      
 12   5 1629 藤森    裕(3)   宮内      ･新　潟  8:56.68

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾀｶ       
 13  10  804 大串  顕史(3)   大宮      ･茨　城  8:58.08

ｵｵｸｼ ｱｷﾌﾐ       
 14  12  702 橋本  隆光(3)   本宮第一  ･福　島  9:00.35

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ       
 15   3 2848 細川  勇介(3)   太山寺    ･兵　庫  9:01.06

ﾎｿｶﾜ ﾕｳｽｹ       
 16  18  108 木村  隼人(3)   下音更    ･北海道  9:01.85

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ         
 17   9 2840 松本  大地(3)   高丘      ･兵　庫  9:02.07

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       
 18  14 1709 佐々木健太(2)   広徳      ･長　野  9:02.11

ｻｻｷ ｹﾝﾀ         
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   １１０ｍＨ 予　選(7-3+3)        8月24日 13:40

日本中学記録(NJR)　　　 13"85  芳賀　智文(東京･東陽)　　2003
大会記録(GR)　　　　　　13"99　倉林　和宏(群馬･高南)　　2000

予　選(7組3着+3)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2 1組

  1   3 3301 田槇佑吏生(3)   桑田      ･岡　山 14.67 Q
ﾀﾏｷ ｲﾂｵ         

  2   9 2854 松本    悟(3)   福崎西    ･兵　庫 14.88 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ        

  3   8 1617 貝瀬  健太(2)   塩沢      ･新　潟 15.12 Q
ｶｲｾ ｹﾝﾀ         

  4   4  408 佐藤  慎二(3)   船岡      ･宮　城 15.24
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ        

  5   7 1421 野口    徹(3)   中山      ･神奈川 15.51
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ        

  6   5 2815 池田  祐介(3)   増位      ･兵　庫 15.59
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

  7   6 4012 原口  賢大(3)   花尾      ･福　岡 15.74
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ      

  8   2 3104 佐々木亮輔(3)   智頭      ･鳥　取 16.04
ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1 2組

  1   6  704 記野  友晴(3)   若松第三  ･福　島 14.69 Q
ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ         

  2   1 1616 藤田  英司(3)   紫雲寺    ･新　潟 14.91 Q
ﾌｼﾞﾀ ｴｲｼﾞ       

  3   2 2805 広野  雄大(3)   学文      ･兵　庫 15.27 Q
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       

  4   3 4013 井形健太朗(3)   城南      ･福　岡 15.52
ｲｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ      

  5   5 3403 西尾  知也(3)   広島城南  ･広　島 15.52
ﾆｼｵ ﾄﾓﾔ         

  6   8 2602 多田  泰典(3)   木幡      ･京　都 15.57
ﾀﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ        

  7   7  912 亀山  裕二(3)   田沼東    ･栃　木 15.65
ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｼﾞ       

  8   9 2816 織部孝士郎(3)   立花      ･兵　庫 16.28
ｵﾘﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ      

  9   4  602 粟野  祐弥(3)   山形第四  ･山　形 17.82
ｱﾜﾉ ﾕｳﾔ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 3組

  1   2 1901 日野  勇輝(3)   松陵      ･石　川 14.36 Q
ﾋﾉ ﾕｳｷ          

  2   6 2713 桑田  洸輔(3)   金岡南    ･大　阪 14.83 Q
ｸﾜﾀ ｺｳｽｹ        

  3   3 2853 松田  浩平(3)   播磨南    ･兵　庫 15.13 Q
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       

  4   9 1127 太田  裕志(3)   杉戸      ･埼　玉 15.20
ｵｵﾀ ﾋﾛｼ         

  5   5  806 小沼  慶祐(3)   霞ヶ浦南  ･茨　城 15.24
ｵﾇﾏ ｹｲｽｹ        

  6   1 1422 石渕  大樹(3)   金沢      ･神奈川 15.27
ｲｼﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ       

  7   8  603 足達  公平(3)   余目      ･山　形 15.38
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ       

  8   4 4501 大坪  智哉(3)   加納      ･宮　崎 15.40
ｵｵﾂﾎﾞ ﾄﾓﾔ       

  9   7 1621 住田  正幾(3)   燕        ･新　潟 15.41
ｽﾐﾀﾞ ﾏｻｷ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3 4組

  1   2 1620 大原  伊澄(3)   燕        ･新　潟 14.50 Q
ｵｵﾊﾗ ｲｽﾞﾐ       

  2   4 4310 山部  達磨(3)   一の宮    ･熊　本 14.70 Q
ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾂﾏ        

  3   3 2606 山中  裕太(3)   旭丘      ･京　都 14.85 Q
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾀ        

  4   6 1213 染谷  康太(3)   柏第五    ･千　葉 14.87 q
ｿﾒﾔ ｺｳﾀ         

  5   5 2213 中尾  貴大(3)   大府南    ･愛　知 15.05 q
ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ        

  6   7 2849 池本  真吾(3)   大池      ･兵　庫 15.29
ｲｹﾓﾄ ｼﾝｺﾞ       

  7   1 1424 三浦  翔太(3)   久里浜    ･神奈川 15.56
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ        

  8   9 2843 石野  玲央(3)   出石      ･兵　庫 15.62
ｲｼﾉ ﾚｵ          

  9   8 4010 三浦  啓祐(3)   高須      ･福　岡 16.28
ﾐｳﾗ ｹｲｽｹ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1 5組

  1   4 2861 森本  隆太(3)   龍野東    ･兵　庫 14.66 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾀ       

  2   6 1607 内藤  智大(3)   上山      ･新　潟 14.85 Q
ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ       

  3   5 1136 長島  貴之(3)   内谷      ･埼　玉 15.23 Q
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶﾕｷ      

  4   2 2208 海老    真(3)   古知野    ･愛　知 15.29
ｴﾋﾞ ﾏｺﾄ         

  5   1 2005 山東  紘也(3)   敦賀市松陵 ･福　井 15.31
ｻﾝﾄｳ ﾋﾛﾔ        

  6   9 2856 竹中  将悟(3)   平岡      ･兵　庫 15.33
ﾀｹﾅｶ ｼｮｳｺﾞ      

  7   8 1212 平山  光一(3)   銚子第五  ･千　葉 15.71
ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ       

  8   7 1423 畑野  卓哉(3)   名瀬      ･神奈川 15.82
ﾊﾀﾉ ﾀｸﾔ         

  9   3 3607 松岡  大地(3)   多度津    ･香　川 17.98
ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾁ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7 6組

  1   5 1126 今    佑太(3)   杉戸      ･埼　玉 14.51 Q
ｺﾝ ﾕｳﾀ          

  2   9 4009 高瀬    瑶(3)   比良松    ･福　岡 14.77 Q
ﾀｶｾ ﾖｳ          

  3   4 2860 赤木  大介(3)   網干      ･兵　庫 14.92 Q
ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ      

  4   8 2714 原田  佳輔(3)   片山      ･大　阪 15.03 q
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ       

  5   3 1013 摩庭  克弥(3)   前橋第五  ･群　馬 15.17
ﾏﾆﾜ ｶﾂﾔ         

  6   6 2857 佐野  昭太(3)   別府      ･兵　庫 15.19
ｻﾉ ｼｮｳﾀ         

  7   7 2121 守口  真史(3)   浜松曳馬  ･静　岡 15.49
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻｼ       

  2 4311 貞永  健剛(3)   八代第五  ･熊　本 DNS 
ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 7組

  1   4 2852 中村    仁(3)   播磨南    ･兵　庫 14.27 Q
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        

  2   5 2209 丹羽  宏朗(3)   守山      ･愛　知 14.97 Q
ﾆﾜ ﾋﾛｵ          

  3   8  302 今野  拓也(3)   水沢南    ･岩  手 15.06 Q
ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ         

  4   9 2110 伏見  嘉恭(3)   静岡長田西 ･静　岡 15.08
ﾌｼﾐ ﾖｼﾔｽ        

  5   7 1218 花沢  将人(3)   花園      ･千　葉 15.41
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾄ       

  6   1 2813 加茂  晴信(3)   青雲      ･兵　庫 15.46
ｶﾓ ﾊﾙﾉﾌﾞ        

  7   3 1308 岩下  成美(3)   第二亀戸  ･東　京 15.60
ｲﾜｼﾀ ﾅﾙﾐ        

  8   2  502 桑原  大樹(3)   泉        ･秋　田 15.76
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ       

  9   6  411 髙   健悟(3)   中山      ･宮　城 15.90
ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ       

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   １１０ｍＨ 準決勝(3-2+2)        8月25日 11:30
決　勝               8月25日 13:55

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 1組

  1   5 1620 大原  伊澄(3)   燕        ･新　潟 14.33 Q
ｵｵﾊﾗ ｲｽﾞﾐ       

  2   6 1126 今    佑太(3)   杉戸      ･埼　玉 14.51 Q
ｺﾝ ﾕｳﾀ          

  3   9 1213 染谷  康太(3)   柏第五    ･千　葉 14.57 q
ｿﾒﾔ ｺｳﾀ         

  4   4 4009 高瀬    瑶(3)   比良松    ･福　岡 14.69
ﾀｶｾ ﾖｳ          

  5   7 2713 桑田  洸輔(3)   金岡南    ･大　阪 14.74
ｸﾜﾀ ｺｳｽｹ        

  6   8 2860 赤木  大介(3)   網干      ･兵　庫 14.81
ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ      

  7   2 2805 広野  雄大(3)   学文      ･兵　庫 14.93
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       

  8   3 2606 山中  裕太(3)   旭丘      ･京　都 15.10
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾀ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5 2組

  1   5 2852 中村    仁(3)   播磨南    ･兵　庫 14.34 Q
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        

  2   6 3301 田槇佑吏生(3)   桑田      ･岡　山 14.53 Q
ﾀﾏｷ ｲﾂｵ         

  3   4  704 記野  友晴(3)   若松第三  ･福　島 14.65 q
ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ         

  4   2 1616 藤田  英司(3)   紫雲寺    ･新　潟 15.05
ﾌｼﾞﾀ ｴｲｼﾞ       

  5   7 2854 松本    悟(3)   福崎西    ･兵　庫 15.12
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ        

  6   3 1136 長島  貴之(3)   内谷      ･埼　玉 15.24
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶﾕｷ      

  7   9 1617 貝瀬  健太(2)   塩沢      ･新　潟 15.56
ｶｲｾ ｹﾝﾀ         

  8   8 2213 中尾  貴大(3)   大府南    ･愛　知 15.70
ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2 3組

  1   4 1901 日野  勇輝(3)   松陵      ･石　川 14.33 Q
ﾋﾉ ﾕｳｷ          

  2   5 4310 山部  達磨(3)   一の宮    ･熊　本 14.78 Q
ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾂﾏ        

  3   9  302 今野  拓也(3)   水沢南    ･岩  手 14.88
ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ         

  4   7 1607 内藤  智大(3)   上山      ･新　潟 14.97
ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ       

  5   6 2861 森本  隆太(3)   龍野東    ･兵　庫 15.00
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾀ       

  6   8 2853 松田  浩平(3)   播磨南    ･兵　庫 15.01
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       

  7   2 2209 丹羽  宏朗(3)   守山      ･愛　知 15.07
ﾆﾜ ﾋﾛｵ          

  8   3 2714 原田  佳輔(3)   片山      ･大　阪 15.46
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ       

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+3.0

  1   7 2852 中村    仁(3)   播磨南    ･兵　庫 13.92
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        

  2   5 1901 日野  勇輝(3)   松陵      ･石　川 13.96
ﾋﾉ ﾕｳｷ          

  3   4 1620 大原  伊澄(3)   燕        ･新　潟 14.00
ｵｵﾊﾗ ｲｽﾞﾐ       

  4   8 3301 田槇佑吏生(3)   桑田      ･岡　山 14.18
ﾀﾏｷ ｲﾂｵ         

  5   6 1126 今    佑太(3)   杉戸      ･埼　玉 14.28
ｺﾝ ﾕｳﾀ          

  6   2  704 記野  友晴(3)   若松第三  ･福　島 14.41
ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ         

  7   3 1213 染谷  康太(3)   柏第五    ･千　葉 14.47
ｿﾒﾔ ｺｳﾀ         

  8   9 4310 山部  達磨(3)   一の宮    ･熊　本 14.62
ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾂﾏ        
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ４×１００ｍ 予　選(6-3+6)        8月23日 15:40

日本中学記録(NJR)　　　 42"46(寺尾･野口･田中･鈴木)　神奈川選抜　 2003
           　　　　　　 43"13(渡部･佐藤･対馬･九嶋)（北海道･七飯) 2003
大会記録(GR)　　　　　　43"13(渡部･佐藤･対馬･九嶋)（北海道･七飯) 2003

予　選(6組3着+6)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 宮原            1143 飯島  秀基(3)   ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ      43.94 Q

ﾐﾔﾊﾗ            1144 浅野  大輔(3)   ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ       
埼　玉 1145 原      渉(3)   ﾊﾗ ﾜﾀﾙ          

1146 瓶子  翔平(3)   ﾍｲｼ ｼｮｳﾍｲ       
  2   8 下小路           308 赤澤  圭太(3)   ｱｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ       44.38 Q

ｼﾀｺｳｼﾞ           305 赤澤  雅啓(3)   ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ      
岩  手  306 澤口    翼(3)   ｻﾜｸﾞﾁ ﾀｽｸ       

 304 平野慎太郎(3)   ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ       
  3   7 敦賀市松陵      2010 山田  啓太(3)   ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ        44.64 Q

ﾂﾙｶﾞｼｼｮｳﾘｮｳ     2001 川村  卓也(3)   ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ        
福　井 2005 山東  紘也(3)   ｻﾝﾄｳ ﾋﾛﾔ        

2011 河合    亮(2)   ｶﾜｲ ﾘｮｳ         
  4   9 七飯             120 松本  瑞生(3)   ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ       44.90 q

ﾅﾅｴ              116 九嶋  大樹(3)   ｸｼﾏ ﾀｲｷ         
北海道  117 赤石  健一(2)   ｱｶｲｼ ｹﾝｲﾁ       

 119 堂田  恭平(2)   ﾄﾞｳﾀ ｷｮｳﾍｲ      
  5   6 町田一          1316 森    聖悟(3)   ﾓﾘ ｾｲｺﾞ         44.92 q

ﾏﾁﾀﾞｲﾁ          1313 氏川  雄介(3)   ｳｼﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ      
東　京 1315 島田  智彰(3)   ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ       

1314 川上  成人(3)   ｶﾜｶﾐ ﾅﾙﾄ        
  6   3 河南            3203 木村  愛樹(3)   ｷﾑﾗ ｱｲｷ         46.26

ｶﾅﾝ             3204 布野  隆也(3)   ﾌﾉ ﾀｶﾔ          
島　根 3205 今岡  紀満(3)   ｲﾏｵｶ ﾉﾘﾐﾂ       

3206 勝部  康太(3)   ｶﾂﾍﾞ ｺｳﾀ        
  7   2 南風原          4703 仲里    陽(3)   ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾙｷ       46.82

ﾊｴﾊﾞﾙ           4704 仲里    樹(3)   ﾅｶｻﾞﾄ ﾀﾂｷ       
沖　縄 4705 上里  雄太(3)   ｳｴｻﾞﾄ ﾕｳﾀ       

4706 宮城    涼(3)   ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳ        
  4 稙田東          4404 伊東  裕基(3)   ｲﾄｳ ﾋﾛｷ               DNF 

ﾜｻﾀﾞﾋｶﾞｼ        4405 徳永  卓也(3)   ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ       
大　分 4406 五十嵐雄貴(3)   ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ       

4407 矢北  裕也(3)   ﾔｷﾞﾀ ﾕｳﾔ        

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   8 白河第二         711 金内  平良(2)   ｶﾈｳﾁ ﾀｲﾗ        43.37 Q

ｼﾗｶﾜﾀﾞｲﾆ         707 田嶋  和也(2)   ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       
福　島  712 梶    将徳(2)   ｶｼﾞ ﾏｻﾉﾘ        

 713 深谷  幸亮(3)   ﾌｶﾔ ｺｳｽｹ        
  2   7 城東            1020 若林  正人(2)   ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ      44.67 Q

ｼﾞｮｳﾄｳ          1019 渡辺  剛史(3)   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ       
群　馬 1021 奥苑    将(3)   ｵｸｿﾞﾉ ｼｮｳ       

1018 津布子拓弥(3)   ﾂﾌﾞｺ ﾀｸﾔ        
  3   6 明和            3005 本谷  大地(3)   ﾎﾝﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ       45.06 Q

ﾒｲﾜ             3008 中西  正弥(3)   ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾔ        
和歌山 3007 山田  裕揮(3)   ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ        

3006 平井  優太(2)   ﾋﾗｲ ﾕｳﾀ         
  4   3 度会            2310 中井  一磨(2)   ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ        45.22 q

ﾜﾀﾗｲ            2311 小林  弘明(3)   ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ      
三　重 2312 松月  慎二(3)   ﾏﾂﾂﾞｷ ｼﾝｼﾞ      

2313 中山  慎哉(3)   ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾔ        
  5   5 領家            1431 鈴木伸一郎(3)   ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ     45.43

ﾘｮｳｹ            1430 金子  浩之(3)   ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ        
神奈川 1432 村田  真吾(3)   ﾑﾗﾀ ｼﾝｺﾞ        

1401 寺尾  俊祐(3)   ﾃﾗｵ ｼｭﾝｽｹ       
  6   2 高尾野          4607 海江田敏彦(2)   ｶｲｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ      45.90

ﾀｶｵﾉ            4605 下田  拓馬(3)   ｼﾓﾀ ﾀｸﾏ         
鹿児島 4603 谷村  武彦(3)   ﾀﾆﾑﾗ ﾀｹﾋｺ       

4604 北園  貴志(3)   ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｶｼ       
  4 勝山            3511 佐々部  駿(2)   ｻｻﾍﾞ ｼｭﾝ              DSQ *R2 

ｶﾂﾔﾏ            3512 岡  利弥(3)   ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾔ        
山　口 3514 今村  惇哉(3)   ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ      

3501 平原  達也(3)   ﾋﾗﾊﾗ ﾀﾂﾔ        

凡例: DNF:途中棄権 ／ DSQ:失    格 ／ *R2:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ２→３
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男子   ４×１００ｍ

 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   9 四街道西        1233 岡本  誠也(3)   ｵｶﾓﾄ ｾｲﾔ        43.81 Q

ﾖﾂｶｲﾄﾞｳﾆｼ       1210 小田原大介(3)   ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ     
千　葉 1234 笠井祐之介(3)   ｶｻｲ ﾕｳﾉｽｹ       

1219 白水  直基(3)   ｼﾗﾐｽﾞ ﾅｵｷ       
  2   5 安曇川          2504 中江  卓也(2)   ﾅｶｴ ﾀｸﾔ         44.51 Q

ｱﾄﾞｶﾞﾜ          2505 坂  亮平(3)   ﾋﾛｻｶ ﾘｮｳﾍｲ      
滋　賀 2506 井上    亮(3)   ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ        

2507 生田  桂太(3)   ｲｸﾀ ｹｲﾀ         
  3   8 中里             208 松谷  修至(3)   ﾏﾂﾀﾆ ｼｭｳｼ       44.83 Q

ﾅｶｻﾄ             206 赤石  樹哉(3)   ｱｶｲｼ ﾀﾂﾔ        
青　森  207 石川  功大(3)   ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ      

 209 小野  僚太(3)   ｵﾉ ﾘｮｳﾀ         
  4   2 高須            4016 石井  孝典(3)   ｲｼｲ ﾀｶﾉﾘ        45.12 q

ﾀｶｽ             4017 荻迫  勇太(3)   ｵｷﾞｻｺ ﾕｳﾀ       
福　岡 4010 三浦  啓祐(3)   ﾐｳﾗ ｹｲｽｹ        

4004 森    晃司(3)   ﾓﾘ ｺｳｼﾞ         
  5   3 泉               503 福井  敏志(3)   ﾌｸｲ ｻﾄｼ         45.54

ｲｽﾞﾐ             502 桑原  大樹(3)   ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ       
秋　田  504 遠藤  朋史(3)   ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾌﾐ      

 501 佐藤  大志(3)   ｻﾄｳ ﾀｲｼ         
  6   6 柳町            1713 真山紘太郎(3)   ｻﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ      45.95

ﾔﾊｷﾞﾏﾁ          1702 穂刈賢一郎(3)   ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ      
長　野 1714 金井  貴紀(3)   ｶﾅｲ ﾀｶﾉﾘ        

1712 湯本  与貴(3)   ﾕﾓﾄ ﾖｼｷ         
  7   7 三股            4504 時任  宏輝(2)   ﾄｷﾄｳ ﾋﾛｷ        46.44

ﾐﾏﾀ             4503 中西  成彬(3)   ﾅｶﾆｼ ﾅﾘｱｷ       
宮　崎 4505 内    弘貴(2)   ｳﾁ ﾋﾛﾀｶ         

4502 大迫  祐希(3)   ｵｵｻｺ ﾕｳｷ        
  4 古高松          3605 桑島  克幸(2)   ｸﾜｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ            DNF 

ﾌﾙﾀｶﾏﾂ          3602 青木  真一(3)   ｱｵｷ ｼﾝｲﾁ        
香　川 3603 中村  伊裕(3)   ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ       

3606 澤井  克明(2)   ｻﾜｲ ｶﾂｱｷ        

 4組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   8 久米            3811 玉田  裕也(3)   ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ        44.56 Q

ｸﾒ              3808 城戸  克仁(3)   ｷﾄﾞ ｶﾂﾋﾄ        
愛　媛 3809 永山  裕也(3)   ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛﾔ       

3810 高市  尚享(3)   ﾀｶｲﾁ ﾅｵﾀｶ       
  2   7 上山            1604 大田    奨(2)   ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ         44.58 Q

ｶﾐﾔﾏ            1605 関    修人(3)   ｾｷ ｼｭｳﾄ         
新　潟 1606 村田  祐希(3)   ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ         

1607 内藤  智大(3)   ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ       
  3   4 赤塚             808 佐久間裕紀(3)   ｻｸﾏ ﾕｳｷ         45.03 Q

ｱｶﾂｶ             809 清水  俊彦(2)   ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋｺ       
茨　城  810 鈴木  義朝(3)   ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ       

 811 山口  大輔(3)   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ     
  4   6 御船            4312 寺守  俊人(1)   ﾃﾗﾓﾘ ﾄｼﾋﾄ       45.40

ﾐﾌﾈ             4313 緒方  健太(3)   ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀ        
熊　本 4314 森田  真規(3)   ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ         

4315 緒方  章太(3)   ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ       
  5   5 邑久            3303 高原  英彰(2)   ﾀｶﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ      45.47

ｵｸ              3304 友浦  淳成(3)   ﾄﾓｳﾗ ｱﾂｼｹﾞ      
岡　山 3305 太田  一正(3)   ｵｵﾀ ｶｽﾞﾏｻ       

3306 川野  直人(3)   ｶﾜﾉ ﾅｵﾄ         
  6   3 富大附属        1808 八島  悠至(3)   ﾔｼﾏ ﾕｳｼ         46.09

ﾄﾐﾀﾞｲﾌｿﾞｸ       1805 松井    悠(3)   ﾏﾂｲ ﾕｳ          
富　山 1807 石黒  聖也(3)   ｲｼｸﾞﾛ ｾｲﾔ       

1806 中野  翔太(3)   ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ        
  7   2 甲府南          1505 込山  修平(3)   ｺﾐﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ      47.44

ｺｳﾌﾐﾅﾐ          1504 熊田  吾一(3)   ｸﾏﾀﾞ ｺﾞｲﾁ       
山　梨 1507 堀内  敬太(3)   ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ        

1506 名取  純希(3)   ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝｷ       
  9 後藤ヶ丘        3107 山根  将弘(3)   ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ              DSQ *R1 

ｺﾞﾄｳｶﾞｵｶ        3109 新  憲太郎(1)   ｱﾀﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ      
鳥　取 3108 坂根慎一朗(3)   ｻｶﾈ ｼﾝｲﾁﾛｳ      

3101 三浦    隆(3)   ﾐｳﾗ ﾀｶｼ         

凡例: DNF:途中棄権 ／ DSQ:失    格 ／ *R1:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ １→２
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ４×１００ｍ

 5組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   2 伏見            2903 辻本  賢司(3)   ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ      44.06 Q

ﾌｼﾐ             2904 中西  晃一(3)   ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ       
奈　良 2905 藤井  一喜(3)   ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ       

2908 真辻  侑也(3)   ﾏﾂｼﾞ ﾕｳﾔ        
  2   9 宝殿            2823 石野  吉秀(3)   ｲｼﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ       44.41 Q

ﾎｳﾃﾞﾝ           2824 前田  裕介(3)   ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ       
兵　庫 2825 塩田  竜佑(3)   ｼｵﾀ ﾘｭｳｽｹ       

2826 西川  晋司(3)   ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ       
  3   6 遊佐             612 本間  大翔(3)   ﾎﾝﾏ ﾋﾛｶ         45.42 Q

ﾕｻﾞ              610 梶原    悠(3)   ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳ        
山　形  611 金子  隼人(3)   ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ         

 609 時田  大輝(3)   ﾄｷﾀ ﾀﾞｲｷ        
  4   5 田沼西           904 橋本  直人(3)   ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ        45.56

ﾀﾇﾏﾆｼ            902 栗原  大彰(3)   ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｱｷ       
栃　木  903 長    智也(3)   ﾁｮｳ ﾄﾓﾔ         

 901 栗原  貴徳(3)   ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾄ        
  5   7 岩屋            4205 赤山  大地(3)   ｱｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ       45.84

ｲﾜﾔ             4206 北岡  政明(3)   ｷﾀｵｶ ﾏｻｱｷ       
長　崎 4207 長田    豊(3)   ﾅｶﾞﾀ ﾕﾀｶ        

4204 三浦    良(2)   ﾐｳﾗ ﾘｮｳ         
  6   4 福富            4103 中野  誠也(3)   ﾅｶﾉ  ｾｲﾔ        46.45

ﾌｸﾄﾐ            4104 江頭  和敏(3)   ｴｶﾞｼﾗ ｶｽﾞﾄｼ     
佐　賀 4106 梶原  慎司(2)   ｶｼﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ      

4105 巻  勝昭(3)   ｱﾗﾏｷ ｶﾂｱｷ       
  3 阿南第一        3709 山下  耕平(3)   ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ             DNF 

ｱﾅﾝﾝﾀﾞｲｲﾁ       3710 中村  文哉(3)   ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ        
徳　島 3711 笠原  一真(3)   ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾏ       

3708 浅野  友樹(3)   ｱｻﾉ ﾄﾓｷ         
  8 緑              1906 古田  直人(3)   ﾌﾙﾀ ﾅｵﾄ               DSQ *R2 

ﾐﾄﾞﾘ            1907 石崎    豪(3)   ｲｼｻﾞｷ ｺﾞｳ       
石　川 1908 中川  和哉(3)   ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ      

1909 梅田  貴之(3)   ｳﾒﾀﾞ ﾀｶﾕｷ       

 6組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 三稜            2701 中村    命(3)   ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ        44.03 Q

ｻﾝﾘｮｳ           2702 今井  亮佑(3)   ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ       
大　阪 2703 木戸  大輔(2)   ｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ       

2704 大西  新悟(3)   ｵｵﾆｼ ｼﾝｺﾞ       
  2   9 安佐            3410 白神  聖也(2)   ｼﾗｶﾞﾐ ｾｲﾔ       44.55 Q

ｱｻ              3409 宗田  英之(2)   ﾑﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ      
広　島 3408 久保  雄哉(3)   ｸﾎﾞ ﾕｳﾔ         

3411 畑賀  良平(2)   ﾊﾀｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ      
  3   5 北陵            2218 杉浦  栄二(3)   ｽｷﾞｳﾗ ｴｲｼﾞ      44.82 Q

ﾎｸﾘｮｳ           2219 服部圭一郎(3)   ﾊｯﾄﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ     
愛　知 2220 竹内  俊介(3)   ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ      

2221 後藤  佑紀(2)   ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ        
  4   3 不破            2407 井戸坂亮一(3)   ｲﾄｻｶ ﾘｮｳｲﾁ      45.22 q

ﾌﾜ              2406 尾上  源二(3)   ｵﾉｳｴ ｹﾞﾝｼﾞ      
岐　阜 2408 山田  剛史(3)   ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ        

2409 三田    尚(2)   ｻﾝﾀﾞ ﾋｻｼ        
  5   7 中山             412 門間  正人(3)   ﾓﾝﾏ ﾏｻﾄ         45.37 q

ﾅｶﾔﾏ             409 松浦  大貴(3)   ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ       
宮　城  411 髙   健悟(3)   ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ       

 410 高橋  広訓(3)   ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ       
  6   2 城南            2610 新谷  太基(3)   ｼﾝﾀﾆ ﾀﾞｲｷ       45.94

ｼﾞｮｳﾅﾝ          2611 小西  良平(3)   ｺﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ       
京　都 2612 福原  健一(3)   ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ       

2609 松尾  和紀(3)   ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾉﾘ       
  6 高知学芸        3902 佐藤    将(3)   ｻﾄｳ ｽｽﾑ               DSQ *R2 

ｺｳﾁｶﾞｸｹﾞｲ       3903 西村  三郎(3)   ﾆｼﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ      
高　知 3904 辻      孝(3)   ﾂｼﾞ ｺｳ          

3905 上田  祐也(1)   ｳｴﾀ ﾕｳﾔ         
  8 榛原            2117 加藤    僚(3)   ｶﾄｳ ﾘｮｳ               DSQ *R2 

ﾊｲﾊﾞﾗ           2115 石井  淳善(3)   ｲｼｲ ｱﾂﾖｼ        
静　岡 2116 藤田    翔(3)   ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ        

2114 杉山  大典(3)   ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ      

凡例: DNF:途中棄権 ／ DSQ:失    格 ／ *R2:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ２→３
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ４×１００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月24日 16:55

準決勝(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 白河第二         711 金内  平良(2)   ｶﾈｳﾁ ﾀｲﾗ        43.17 Q

ｼﾗｶﾜﾀﾞｲﾆ         707 田嶋  和也(2)   ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       
福　島  712 梶    将徳(2)   ｶｼﾞ ﾏｻﾉﾘ        

 713 深谷  幸亮(3)   ﾌｶﾔ ｺｳｽｹ        
  2   5 下小路           308 赤澤  圭太(3)   ｱｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ       44.12 Q

ｼﾀｺｳｼﾞ           305 赤澤  雅啓(3)   ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ      
岩  手  306 澤口    翼(3)   ｻﾜｸﾞﾁ ﾀｽｸ       

 304 平野慎太郎(3)   ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ       
  3   6 久米            3811 玉田  裕也(3)   ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ        44.32

ｸﾒ              3808 城戸  克仁(3)   ｷﾄﾞ ｶﾂﾋﾄ        
愛　媛 3809 永山  裕也(3)   ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛﾔ       

3810 高市  尚享(3)   ﾀｶｲﾁ ﾅｵﾀｶ       
  4   7 城東            1022 春山  貴央(3)   ﾊﾙﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ       44.41

ｼﾞｮｳﾄｳ          1019 渡辺  剛史(3)   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ       
群　馬 1021 奥苑    将(3)   ｵｸｿﾞﾉ ｼｮｳ       

1018 津布子拓弥(3)   ﾂﾌﾞｺ ﾀｸﾔ        
  5   3 敦賀市松陵      2010 山田  啓太(3)   ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ        44.85

ﾂﾙｶﾞｼｼｮｳﾘｮｳ     2001 川村  卓也(3)   ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ        
福　井 2005 山東  紘也(3)   ｻﾝﾄｳ ﾋﾛﾔ        

2011 河合    亮(2)   ｶﾜｲ ﾘｮｳ         
  6   2 七飯             120 松本  瑞生(3)   ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ       44.95

ﾅﾅｴ              116 九嶋  大樹(3)   ｸｼﾏ ﾀｲｷ         
北海道  117 赤石  健一(2)   ｱｶｲｼ ｹﾝｲﾁ       

 119 堂田  恭平(2)   ﾄﾞｳﾀ ｷｮｳﾍｲ      
  7   9 遊佐             613 菅原  達矢(3)   ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾔ       45.11

ﾕｻﾞ              610 梶原    悠(3)   ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳ        
山　形  611 金子  隼人(3)   ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ         

 609 時田  大輝(3)   ﾄｷﾀ ﾀﾞｲｷ        
  8   8 中山             412 門間  正人(3)   ﾓﾝﾏ ﾏｻﾄ         45.54

ﾅｶﾔﾏ             409 松浦  大貴(3)   ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ       
宮　城  411 髙   健悟(3)   ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ       

 410 高橋  広訓(3)   ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ       

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 宮原            1143 飯島  秀基(3)   ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ      43.87 Q

ﾐﾔﾊﾗ            1144 浅野  大輔(3)   ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ       
埼　玉 1145 原      渉(3)   ﾊﾗ ﾜﾀﾙ          

1146 瓶子  翔平(3)   ﾍｲｼ ｼｮｳﾍｲ       
  2   9 中里             208 松谷  修至(3)   ﾏﾂﾀﾆ ｼｭｳｼ       43.98 Q

ﾅｶｻﾄ             206 赤石  樹哉(3)   ｱｶｲｼ ﾀﾂﾔ        
青　森  207 石川  功大(3)   ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ      

 209 小野  僚太(3)   ｵﾉ ﾘｮｳﾀ         
  3   6 三稜            2701 中村    命(3)   ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ        44.11

ｻﾝﾘｮｳ           2702 今井  亮佑(3)   ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ       
大　阪 2703 木戸  大輔(2)   ｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ       

2704 大西  新悟(3)   ｵｵﾆｼ ｼﾝｺﾞ       
  4   7 安曇川          2504 中江  卓也(2)   ﾅｶｴ ﾀｸﾔ         44.35

ｱﾄﾞｶﾞﾜ          2505 坂  亮平(3)   ﾋﾛｻｶ ﾘｮｳﾍｲ      
滋　賀 2506 井上    亮(3)   ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ        

2507 生田  桂太(3)   ｲｸﾀ ｹｲﾀ         
  5   8 度会            2310 中井  一磨(2)   ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ        44.56

ﾜﾀﾗｲ            2311 小林  弘明(3)   ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ      
三　重 2312 松月  慎二(3)   ﾏﾂﾂﾞｷ ｼﾝｼﾞ      

2313 中山  慎哉(3)   ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾔ        
  6   2 赤塚             808 佐久間裕紀(3)   ｻｸﾏ ﾕｳｷ         44.58

ｱｶﾂｶ             809 清水  俊彦(2)   ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋｺ       
茨　城  810 鈴木  義朝(3)   ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ       

 811 山口  大輔(3)   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ     
  7   4 安佐            3410 白神  聖也(2)   ｼﾗｶﾞﾐ ｾｲﾔ       44.79

ｱｻ              3409 宗田  英之(2)   ﾑﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ      
広　島 3408 久保  雄哉(3)   ｸﾎﾞ ﾕｳﾔ         

3411 畑賀  良平(2)   ﾊﾀｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ      
  8   3 高須            4016 石井  孝典(3)   ｲｼｲ ﾀｶﾉﾘ        45.74

ﾀｶｽ             4017 荻迫  勇太(3)   ｵｷﾞｻｺ ﾕｳﾀ       
福　岡 4010 三浦  啓祐(3)   ﾐｳﾗ ｹｲｽｹ        

4004 森    晃司(3)   ﾓﾘ ｺｳｼﾞ         
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   ４×１００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月24日 16:40
決　勝               8月25日 15:30

 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 四街道西        1233 岡本  誠也(3)   ｵｶﾓﾄ ｾｲﾔ        43.26 Q

ﾖﾂｶｲﾄﾞｳﾆｼ       1210 小田原大介(3)   ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ     
千　葉 1234 笠井祐之介(3)   ｶｻｲ ﾕｳﾉｽｹ       

1219 白水  直基(3)   ｼﾗﾐｽﾞ ﾅｵｷ       
  2   7 宝殿            2823 石野  吉秀(3)   ｲｼﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ       43.66 Q

ﾎｳﾃﾞﾝ           2824 前田  裕介(3)   ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ       
兵　庫 2825 塩田  竜佑(3)   ｼｵﾀ ﾘｭｳｽｹ       

2826 西川  晋司(3)   ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ       
  3   5 上山            1604 大田    奨(2)   ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ         43.74 q

ｶﾐﾔﾏ            1605 関    修人(3)   ｾｷ ｼｭｳﾄ         
新　潟 1606 村田  祐希(3)   ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ         

1607 内藤  智大(3)   ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ       
  4   4 伏見            2903 辻本  賢司(3)   ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ      43.86 q

ﾌｼﾐ             2904 中西  晃一(3)   ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ       
奈　良 2905 藤井  一喜(3)   ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ       

2906 更西  貴充(3)   ｻﾗﾆｼ ﾀｶﾐﾂ       
  5   3 北陵            2218 杉浦  栄二(3)   ｽｷﾞｳﾗ ｴｲｼﾞ      44.32

ﾎｸﾘｮｳ           2219 服部圭一郎(3)   ﾊｯﾄﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ     
愛　知 2220 竹内  俊介(3)   ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ      

2221 後藤  佑紀(2)   ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ        
  6   8 町田一          1316 森    聖悟(3)   ﾓﾘ ｾｲｺﾞ         44.64

ﾏﾁﾀﾞｲﾁ          1313 氏川  雄介(3)   ｳｼﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ      
東　京 1315 島田  智彰(3)   ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ       

1314 川上  成人(3)   ｶﾜｶﾐ ﾅﾙﾄ        
  2 不破            2407 井戸坂亮一(3)   ｲﾄｻｶ ﾘｮｳｲﾁ            DSQ *R1 

ﾌﾜ              2406 尾上  源二(3)   ｵﾉｳｴ ｹﾞﾝｼﾞ      
岐　阜 2408 山田  剛史(3)   ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ        

2409 三田    尚(2)   ｻﾝﾀﾞ ﾋｻｼ        
  9 明和            3005 本谷  大地(3)   ﾎﾝﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ             DSQ *R2 

ﾒｲﾜ             3008 中西  正弥(3)   ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾔ        
和歌山 3007 山田  裕揮(3)   ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ        

3006 平井  優太(2)   ﾋﾗｲ ﾕｳﾀ         

決　勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5 白河第二         711 金内  平良(2)   ｶﾈｳﾁ ﾀｲﾗ        42.77 NJH NGR 

ｼﾗｶﾜﾀﾞｲﾆ         707 田嶋  和也(2)   ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ       
福　島  712 梶    将徳(2)   ｶｼﾞ ﾏｻﾉﾘ        

 713 深谷  幸亮(3)   ﾌｶﾔ ｺｳｽｹ        
  2   7 宮原            1143 飯島  秀基(3)   ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ      43.54

ﾐﾔﾊﾗ            1144 浅野  大輔(3)   ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ       
埼　玉 1145 原      渉(3)   ﾊﾗ ﾜﾀﾙ          

1146 瓶子  翔平(3)   ﾍｲｼ ｼｮｳﾍｲ       
  3   9 伏見            2907 岩松  卓哉(3)   ｲﾜﾏﾂ ﾀｸﾔ        43.78

ﾌｼﾐ             2904 中西  晃一(3)   ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ       
奈　良 2905 藤井  一喜(3)   ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ       

2903 辻本  賢司(3)   ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ      
  4   8 中里             208 松谷  修至(3)   ﾏﾂﾀﾆ ｼｭｳｼ       43.86

ﾅｶｻﾄ             206 赤石  樹哉(3)   ｱｶｲｼ ﾀﾂﾔ        
青　森  207 石川  功大(3)   ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ      

 209 小野  僚太(3)   ｵﾉ ﾘｮｳﾀ         
  5   4 宝殿            2823 石野  吉秀(3)   ｲｼﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ       43.98

ﾎｳﾃﾞﾝ           2824 前田  裕介(3)   ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ       
兵　庫 2825 塩田  竜佑(3)   ｼｵﾀ ﾘｭｳｽｹ       

2826 西川  晋司(3)   ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ       
  6   3 下小路           308 赤澤  圭太(3)   ｱｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ       43.99

ｼﾀｺｳｼﾞ           305 赤澤  雅啓(3)   ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ      
岩  手  306 澤口    翼(3)   ｻﾜｸﾞﾁ ﾀｽｸ       

 304 平野慎太郎(3)   ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ       
  7   2 上山            1604 大田    奨(2)   ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ         44.04

ｶﾐﾔﾏ            1605 関    修人(3)   ｾｷ ｼｭｳﾄ         
新　潟 1606 村田  祐希(3)   ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ         

1607 内藤  智大(3)   ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ       
  6 四街道西        1233 岡本  誠也(3)   ｵｶﾓﾄ ｾｲﾔ              DSQ *R3 

ﾖﾂｶｲﾄﾞｳﾆｼ       1210 小田原大介(3)   ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ     
千　葉 1234 笠井祐之介(3)   ｶｻｲ ﾕｳﾉｽｹ       

1219 白水  直基(3)   ｼﾗﾐｽﾞ ﾅｵｷ       

凡例: DSQ:失    格 ／ *R1:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ １→２ ／ *R2:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ２→３ ／ NJH:日本中学新記録 ／ NGR:大会新記録 ／ *R3:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ３→４
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   走高跳 決　勝               8月24日　10:00

日本中学記録(NJR)　　　 2m10　境田　裕之(北海道･春光台)　　1986
大会記録(GR)　　　　　　2m05　大橋　清隆(北海道･花川北)　　1990

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 1m77 1m80 1m83 1m86 1m89 1m92 1m95 1m98 2m01 2m06 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  16 1309須藤  勇輝(3)   東大和第一 -  -  -  xo o  o  o  xo o  xxx 2m01

ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ        東　京
  2 19  104熊木  隆規(3)   新川西    -  -  o  o  o  o  o  o  xxx 1m98

ｸﾏｷ ﾀｶﾉﾘ        北海道
  3 18 2902寺地  研人(3)   式下      -  o  o  o  o  xxo xxx 1m92

ﾃﾗﾁﾞ ｹﾝﾄ        奈　良
  4 14 1215尾又  平朗(3)   西の原    -  o  o  xxo xo xxo xxx 1m92

ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ         千　葉
  5 21  607佐藤    俊(3)   東根第一  -  o  o  xo xo xxx 1m89

ｻﾄｳ ｼｭﾝ         山　形
  6 12 1214家鍋  健太(3)   海上      -  o  xo xo xo xxx 1m89

ﾔﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ        千　葉
  6 20 2831松下  翔一(3)   桃山台    -  o  -  xxo xo xxx 1m89

ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｲﾁ      兵　庫
  8 10 1216川野亜希斗(3)   光        -  o  -  o  xxo xxx 1m89

ｶﾜﾉ ｱｷﾄ         千　葉
  9 13  407佐藤    翼(3)   万石浦    o  o  xo o  xxo xxx 1m89

ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ        宮　城
 10 23  406櫻井  伸行(3)   米山      o  xo xo o  xxx 1m86

ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ      宮　城
 11  6 2007早川  育男(3)   東陽      o  o  xo xo xxx 1m86

ﾊﾔｶﾜ ｲｸｵ        福　井
 12  4 1425立谷  雅巳(3)   久里浜    o  xo o  xxo xxx 1m86

ﾀﾁﾔ ﾏｻﾐ         神奈川
 13 17 1122山岸  亮太(3)   菖蒲      xxo o  o  xxo xxx 1m86

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ      埼　玉
 14 24 1226大藤  昌宏(3)   松尾      o  -  o  xxx 1m83

ｵｵﾄｳ ﾏｻﾋﾛ       千　葉
 15 15 2006金粕  直人(3)   東陽      o  xxo o  xxx 1m83

ｶﾈｶｽ ﾅｵﾄ        福　井
 15 22 1112中島  諒介(3)   桜山      xo xo o  xxx 1m83

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ     埼　玉
 17  2 3901久寿  明成(3)   清水      o  -  xxo xxx 1m83

ｸｽ ｱｷﾅﾘ         高　知
 17  5 2216舟瀬  勇太(3)   豊国      o  o  xxo xxx 1m83

ﾌﾅｾ ﾕｳﾀ         愛　知
 19  7 1625関根    惣(3)   白根白南  o  o  xxx 1m80

ｾｷﾈ ｿｳ          新　潟
 20  9 2715岩谷  洸希(3)   枚方長尾  o  xo xxx 1m80

ｲﾜﾀﾆ ｺｳｷ        大　阪
 21  8 1426宇都宮健佑(3)   戸塚      xo xo xxx 1m80

ｳﾂﾉﾐﾔ ｹﾝｽｹ      神奈川
 22  1 1014田村  延大(3)   甘楽三    xo xxo xxx 1m80

ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ       群　馬
  3 2849池本  真吾(3)   大池      xxx NR  

ｲｹﾓﾄ ｼﾝｺﾞ       兵　庫
 11  201高森  大樹(3)   北辰      xxx NR  

ﾀｶﾓﾘ ﾀﾞｲｷ       青　森

凡例: NR :記録なし
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   棒高跳 予　選1組(4m20)      8月23日　11:00
予　選2組(4m20)      8月23日　11:00
決　勝               8月24日　11:30

日本中学記録(NJR)　　　 4m91  笹瀬　弘樹(静岡･新居)　　　　2004
大会記録(GR)　　　　　　4m75  岡田　祐司(兵庫･神戸長坂)　　1997

予　選 (通過標準記録:4m20)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 4m00 4m10 4m20 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  16 2129笹瀬  弘樹(3)   新居      -  -  o  4m20 Q ◎  
ｻｻｾ ﾋﾛｷ         静　岡

  2  10 2111手老    輝(3)   静岡長田西 xxo o  o  4m20 Q ◎  
ﾃﾛｳ ｱｷﾗ         静　岡

  3  11 3404増金  慎也(3)   福富      xo o  xo 4m20 Q ◎  
ﾏｽｶﾈ ｼﾝﾔ        広　島

  4  13  102能登谷雄太(3)   札幌真栄  o  o  xxo 4m20 Q ◎  
ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ         北海道

  5   5 1012下田  和弥(3)   佐野      o  o  xxx 4m10 q
ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾔ       群　馬

  6   3 2404江﨑  文哉(3)   精華      o  xxx 4m00
ｴｻｷ ﾌﾐﾔ         岐　阜

  6   4 2125西柳  敬太(3)   浜松天竜  o  xxx 4m00
ﾆｼﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ      静　岡

  1 4011進    智朗(3)   附属小倉  xxx NR  
ｼﾝ ﾄﾓｱｷ         福　岡

  2 3405奈良  一郎(3)   福富      xxx NR  
ﾅﾗ ｲﾁﾛｳ         広　島

  6 1612吉田  匠吾(3)   刈羽      xxx NR  
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ      新　潟

  7 2124鈴木  惇也(2)   浜松天竜  xxx NR  
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ      静　岡

  8 2806宮崎  秀穂(3)   神吉      xxx NR  
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾎ      兵　庫

  9 3003橋本  帆巨(3)   上富田    xxx NR  
ﾊｼﾓﾄ ﾎﾅﾐ        和歌山

 12 1011河原田和紀(3)   中之条    xxx NR  
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ     群　馬

 14 1611猪浦  直人(3)   鏡が沖    xxx NR  
ｲﾉｳﾗ ﾅｵﾄ        新　潟

 15 1225三浦    優(2)   磯辺第二  xxx NR  
ﾐｳﾗ ﾕｳ          千　葉

順位 試順 No. 氏　名 所　属 4m00 4m10 4m20 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   3 3609 有明  侑哉(3)   大野原    o  o  o  4m20 Q ◎  
ｱﾘｱｹ ﾕｳﾔ        香　川

  1  12 1903 佐小田孝一(3)   柳田      o  -  o  4m20 Q ◎  
ｻｺﾀﾞ ｺｳｲﾁ       石　川

  3   6 1310 志村  光斗(3)   板橋第一  -  o  xo 4m20 Q ◎  
ｼﾑﾗ ｺｳﾄ         東　京

  3  10  807 磯﨑    光(3)   明光      o  o  xo 4m20 Q ◎  
ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾙ       茨　城

  3  14 2701 中村    命(3)   三稜      o  o  xo 4m20 Q ◎  
ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ        大　阪

  6   5 2123 山下  大豪(3)   浜松東部  o  xo xo 4m20 Q ◎  
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ      静　岡

  7  16 2130 横山  貴春(3)   新居      -  o  xxo 4m20 Q ◎  
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾊﾙ       静　岡

  8   7  109 櫻庭  良佑(3)   網走第四  xxo xo xxx 4m10
ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ     北海道

  9  17 3610 土井  翔太(2)   豊浜      o  xxx 4m00
ﾄﾞｲ ｼｮｳﾀ        香　川

 10   2  111 長谷川秀平(3)   網走第五  xxo xxx 4m00
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ     北海道

 10  11 1139 弓削  武蔵(3)   彦糸      xxo xxx 4m00
ﾕｹﾞ ﾑｻｼ         埼　玉

 10  13 3612 豊田  隼斗(3)   詫間      xxo xxx 4m00
ﾄﾖﾀ ﾊﾔﾄ         香　川

  1 4203 梅田  卓朗(3)   長田      xxx NR  
ｳﾒﾀﾞ ﾀｸﾛｳ       長　崎

  4 1131 新鷲  壮美(3)   瀬崎      xxx NR  
ｼﾝﾜｼ ﾀｹﾐ        埼　玉

  8  709 渡   祐馬(3)   福島第四  xxx NR  
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ      福　島

  9 1613 伊賀健太朗(3)   北蒲中条  xxx NR  
ｲｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ       新　潟

 15 2804 佐々木麗也(3)   小田北    xxx NR  
ｻｻｷ ﾘﾔ          兵　庫

凡例: ◎ :標準記録突破 ／ NR :記録なし

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 4m10 4m20 4m30 4m35 4m40 4m45 4m50 4m60 4m76 4m92 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   4 2129笹瀬  弘樹(3)   新居      -  xo -  -  xo -  o  o  xo xxx 4m76 NGR 

ｻｻｾ ﾋﾛｷ         静　岡
  2 10 3404増金  慎也(3)   福富      o  xxo xo xxo xo xxx 4m40

ﾏｽｶﾈ ｼﾝﾔ        広　島
  3  3 3609有明  侑哉(3)   大野原    o  o  o  o  xxx 4m35

ｱﾘｱｹ ﾕｳﾔ        香　川
  4  7 2130横山  貴春(3)   新居      o  o  xo xo xxx 4m35

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾊﾙ       静　岡
  5  9 2111手老    輝(3)   静岡長田西 o  o  o  xxx 4m30

ﾃﾛｳ ｱｷﾗ         静　岡
  6  6 1903佐小田孝一(3)   柳田      o  xxo xo xxx 4m30

ｻｺﾀﾞ ｺｳｲﾁ       石　川
  7  2  807磯﨑    光(3)   明光      o  o  xxo xxx 4m30

ｲｿｻﾞｷ ﾋｶﾙ       茨　城
  8 11 1310志村  光斗(3)   板橋第一  o  o  xxx 4m20

ｼﾑﾗ ｺｳﾄ         東　京
  9 12 2123山下  大豪(3)   浜松東部  o  xxo xxx 4m20

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ      静　岡
 10  8 2701中村    命(3)   三稜      o  xxx 4m10

ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ        大　阪
  1  102能登谷雄太(3)   札幌真栄  xxx NR  

ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ         北海道
  5 1012下田  和弥(3)   佐野      xxx NR  

ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾔ       群　馬
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   走幅跳 予　選1組(6m60)      8月23日　13:00
予　選2組(6m60)      8月23日　13:00
決　勝               8月24日　14:00

日本中学記録(NJR)　　　 7m32  佐々木　勝利(秋田･大曲南)　　　1992
大会記録(GR)　　　　　　7m00  中山　智弘(徳島･不動)　　　　　1998

予　選 (通過標準記録:6m60)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  12 2211西    航司(3)   甲山        6m73   6m73 Q ◎  
ﾆｼ ｺｳｼﾞ         愛　知 +1.3 +1.3

  2   5 1141戸谷  隼人(3)   本庄南      6m63   6m63 Q ◎  
ﾄﾔ ﾊﾔﾄ          埼　玉 +1.8 +1.8

  3   9 2302松井  悠樹(3)   伊勢港      6m22   6m47   6m54   6m54 q
ﾏﾂｲ ﾕｳｷ         三　重 +1.6 +2.2 +1.4 +1.4

  4  13 2810森澤  祐介(3)   山陽        6m40   6m28   6m39   6m40 q
ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｽｹ       兵　庫 +2.1 +0.8 +1.8 +2.1

  5   8 1017橋本  佳典(3)   境南        6m18   6m40   6m36   6m40 q
ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ       群　馬 +1.6 +3.0 +1.9 +3.0

  6   2 1109嘉山  大介(2)   熊谷富士見   6m30   6m04   6m27   6m30
ﾖｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ      埼　玉 +1.0 +1.8 +1.4 +1.0

  7  10 2108若井  薫浩(3)   伊東南      ×   6m24   6m30   6m30
ﾜｶｲ ﾕｷﾋﾛ        静　岡 +1.9 +1.6 +1.6

  8   3 2812榊原  大介(3)   新宮        6m29   6m18   6m23   6m29
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ    兵　庫 +0.8 +1.4 +1.2 +0.8

  9  11 4601鮫島  俊輔(3)   阿久根      ×   6m28   ×   6m28
ｻﾒｼﾏ ｼｭﾝｽｹ      鹿児島 +2.1 +2.1

 10   1  511加藤  琢磨(3)   大曲        ×   6m25   5m94   6m25
ｶﾄｳ ﾀｸﾏ         秋　田 +2.5 +1.1 +2.5

 11  15 2008有田  壮志(3)   三国        ×   6m10   5m64   6m10
ｱﾘﾀ ｿｳｼ         福　井 +0.8 +2.1 +0.8

 12   4 1311相﨑    陸(3)   三沢        ×   5m95   6m00   6m00
ｱｲｻﾞｷ ﾘｸ        東　京 +1.8 +1.7 +1.7

 13   6  202鹿内  雄太(3)   油川        5m95   5m97   5m96   5m97
ｼｶﾅｲ ﾕｳﾀ        青　森 +1.4 +2.0 +2.3 +2.0

 14   7 1427髙野  直人(3)   高浜        ×   ×   5m88   5m88
ﾀｶﾉ ﾅｵﾄ         神奈川 +1.6 +1.6

 14 1231梅田  勇希(3)   貝塚      DNS 
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ        千　葉

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  14 1803 杉本    光(3)   伏木        6m74   6m74 Q ◎  
ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｶﾙ       富　山 +1.3 +1.3

  2   6 1016 永井  雄馬(3)   太田南      6m65   6m65 Q ◎  
ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾏ        群　馬 +2.5 +2.5

  3   3 4003 堀    聡志(3)   比良松      6m50   6m40   6m45   6m50 q
ﾎﾘ ｻﾄｼ          福　岡 +1.9 +1.8 +0.8 +1.9

  4  11 2009 明全  海斗(3)   小浜        6m48   6m48   6m17   6m48 q
ﾐｮｳｾﾞﾝ ｶｲﾄ      福　井 +2.1 +2.8 +2.1 +2.1

  5   4 1117 齋藤  裕一(3)   初雁        6m48   6m26   6m11   6m48 q
ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ       埼　玉 +2.3 +1.7 +1.7 +2.3

  6  13  605 田井治孝介(3)   米沢第三    ×   ×   6m40   6m40 q
ﾀｲｼﾞ ｺｳｽｹ       山　形 +1.7 +1.7

  7   9 1310 志村  光斗(3)   板橋第一    6m19   6m35   6m34   6m35 q
ｼﾑﾗ ｺｳﾄ         東　京 +2.2 +3.6 +1.3 +3.6

  8   2 2833 木村  俊介(3)   加古川中部   6m27   5m60   6m11   6m27
ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ       兵　庫 +1.9 +1.9 +1.9 +1.9

  9   7 1116 辻    将也(3)   住吉        6m22   6m24   6m14   6m24
ﾂｼﾞ ﾏｻﾔ         埼　玉 +2.0 +2.4 +1.6 +2.4

 10  15 2127 山﨑  幸太(3)   浜松三方原   ×   6m22   ×   6m22
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ       静　岡 +0.9 +0.9

 11   5 2821 有田  雄貴(3)   西脇        6m06   ×   6m15   6m15
ｱﾘﾀ ﾕｳｷ         兵　庫 +1.4 +2.3 +2.3

 12  10  510 成田  健太(3)   市立十和田   ×   ×   6m15   6m15
ﾅﾘﾀ ｹﾝﾀ         秋　田 +1.7 +1.7

 13  12 1009 相前  有哉(3)   箕郷        ×   ×   6m07   6m07
ｿｳｾﾞﾝ ﾕｳﾔ       群　馬 +1.6 +1.6

 14   1 3804 山崎幸二郎(3)   中山        5m40   6m04   5m87   6m04
ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ     愛　媛 +1.8 +2.5 +1.4 +2.5

 15   8 2217 土井    洋(3)   宮田        5m88   6m03   5m60   6m03
ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ         愛　知 +2.0 +1.9 +0.8 +1.9

 16  16 2212 加藤  雄大(3)   弥富        ×   5m69   6m03   6m03
ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ       愛　知 +2.2 +2.0 +2.0

凡例: ◎ :標準記録突破 ／ DNS:欠    場

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5 1016永井  雄馬(3)   太田南      ×   6m21   6m47   6m82   6m45   6m25   6m82

ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾏ        群　馬 +0.5 +1.1 -0.2 -0.4 -1.8 -0.2
  2  10 1117齋藤  裕一(3)   初雁        6m55   6m26   6m64   6m22   ×   6m23   6m64

ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ       埼　玉 +0.9 +0.0 +1.0 +0.0 -2.3 +1.0
  3   4 1803杉本    光(3)   伏木        ×   6m57   ×   ×   6m34   6m39   6m57

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｶﾙ       富　山 +1.1 -1.4 -2.9 +1.1
  4   7 2211西    航司(3)   甲山        6m33   6m56   ×   ×   ×   ×   6m56

ﾆｼ ｺｳｼﾞ         愛　知 -1.1 +0.5 +0.5
  5   1 1017橋本  佳典(3)   境南        6m44   6m35   6m31   6m50   6m02   ×   6m50

ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ       群　馬 -0.5 +0.7 -0.1 -1.0 -0.9 -1.0
  6   2 2009明全  海斗(3)   小浜        ×   6m41   6m38   6m48   ×   ×   6m48

ﾐｮｳｾﾞﾝ ｶｲﾄ      福　井 +1.5 +0.2 +0.9 +0.9
  7   6  605田井治孝介(3)   米沢第三    ×   6m26   6m44   6m27   6m37   6m33   6m44

ﾀｲｼﾞ ｺｳｽｹ       山　形 +0.6 +0.3 +1.0 -0.0 -1.5 +0.3
  8  12 1141戸谷  隼人(3)   本庄南      ×   6m35   6m41   6m32   6m23   ×   6m41

ﾄﾔ ﾊﾔﾄ          埼　玉 -0.1 +0.2 +0.1 +0.2 +0.2
  9   9 2810森澤  祐介(3)   山陽        ×   6m38   6m36   6m38

ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｽｹ       兵　庫 +0.2 -0.0 +0.2
 10   3 1310志村  光斗(3)   板橋第一    6m20   6m27   6m38   6m38

ｼﾑﾗ ｺｳﾄ         東　京 +0.2 +1.2 +0.8 +0.8
 11  11 2302松井  悠樹(3)   伊勢港      6m36   6m37   6m35   6m37

ﾏﾂｲ ﾕｳｷ         三　重 +1.0 -0.5 +0.5 -0.5
 12   8 4003堀    聡志(3)   比良松      6m02   6m31   ×   6m31

ﾎﾘ ｻﾄｼ          福　岡 -1.0 +0.0 +0.0
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

男子   砲丸投 予　選1組(15m90)     8月24日　10:15
予　選2組(15m90)     8月24日　10:15

日本中学記録(NJR)　　　 19m41 高久保　雄介(滋賀･明富)　　　　2001
大会記録(GR)　　　　　　19m41 高久保　雄介(滋賀･明富)　　　　2001

予　選 (通過標準記録:15m90)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  30 3805水野  裕輔(3)   宇和島城東  14m85  16m50  16m50 Q ◎  
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ       愛　媛

  2  32 3004今北  雄太(3)   美山       15m82  15m83  16m46  16m46 Q ◎  
ｲﾏｷﾀ ﾕｳﾀ        和歌山

  3  27  913弓田  倫也(3)   若松原      ×  16m46  16m46 Q ◎  
ﾕﾐﾀ ﾄﾓﾔ         栃　木

  4  31 2846西守  貴弘(3)   上郡       15m55  16m43  16m43 Q ◎  
ﾆｼﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ       兵　庫

  5  29 2304鳥羽瀬貴仁(3)   赤目       15m31  16m16  16m16 Q ◎  
ﾄﾊﾞｾ ﾀｶﾖｼ       三　重

  6  28 3611古市  裕磨(2)   高瀬        ×  15m62  16m14  16m14 Q ◎  
ﾌﾙｲﾁ ﾕｳﾏ        香　川

  7  26 2841中尾  侑平(3)   志方       15m72  15m84  15m73  15m84 q
ﾅｶｵ ﾕｳﾍｲ        兵　庫

  8   9 2305大山  耕平(3)   小俣        ×   ×  15m63  15m63
ｵｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ       三　重

  9  10 3705 山  恭平(3)   穴吹       15m59  13m80  14m30  15m59
ｶｹﾞﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ     徳　島

 10  16 4701豊里    健(3)   具志頭     14m38  14m52  15m58  15m58
ﾄﾖｻﾄ ｹﾝ         沖　縄

 11   7 2801中村    昇(3)   安倉       15m51   ×   ×  15m51
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ        兵　庫

 12   4 1203佐藤  拓児(3)   松戸第一   15m28  15m41   ×  15m41
ｻﾄｳ ﾀｸｼﾞ        千　葉

 13  24 2901西    裕毅(3)   山添       15m37  14m56  14m12  15m37
ﾆｼ ﾕｳｷ          奈　良

 14  25  205秋田    翔(3)   五所川原一  14m55   ×  15m23  15m23
ｱｷﾀ ｶｹﾙ         青　森

 15  17  604横山  哲史(3)   小国       15m12  15m21  15m03  15m21
ﾖｺﾔﾏ ｻﾄｼ        山　形

 16  19 2858森    孔明(3)   宝殿       14m82   ×  14m88  14m88
ﾓﾘ ｺｳﾒｲ         兵　庫

 17  21 2818奥野  勇太(3)   鳴尾       14m66  14m46  14m82  14m82
ｵｸﾉ ﾕｳﾀ         兵　庫

 18  11 2811上田  隼史(3)   飾磨西     14m71  14m81  14m17  14m81
ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ     兵　庫

 19  20  706管家  成也(3)   三島       14m39  14m81  12m40  14m81
ｶﾝｹ ｾｲﾔ         福　島

 20  15 4020桑野  貴文(3)   姪浜        ×  14m67   ×  14m67
ｸﾜﾉ ﾀｶﾌﾐ        福　岡

 21  35 2717酒井一之助(3)   松虫       14m64  14m50   ×  14m64
ｻｶｲ ｲﾁﾉｽｹ       大　阪

 22   1 4022廣瀬  健一(3)   長丘       14m25  14m07  14m62  14m62
ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ        福　岡

 23  23 2307三浦    康(3)   南島西     14m60  14m32  12m74  14m60
ﾐｳﾗ ｺｳ          三　重

 24  33  107寺端  佑騎(3)   幌呂       14m47  14m21  13m52  14m47
ﾃﾗﾊﾀ ﾕｳｷ        北海道

 25  14 1804東福寺一貴(3)   富山東部   14m43  14m27  14m28  14m43
ﾄｳﾌｸｼﾞ ｶｽﾞｷ     富　山

 26   8 4021濵地    優(3)   玄洋       14m31  14m12  14m29  14m31
ﾊﾏﾁ ﾕｳ          福　岡

 27   6 1104斉藤  彰吾(3)   庄和葛飾   13m89  12m65  14m20  14m20
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ      埼　玉

 28   5 2722前村  健太(3)   島本第一   13m60  13m40  14m19  14m19
ﾏｴﾑﾗ ｹﾝﾀ        大　阪

 29  18 3608今井  太一(3)   観音寺      ×  14m12   ×  14m12
ｲﾏｲ ﾀｲﾁ         香　川

 30  34 2820髙田  聖志(3)   西宮浜     13m47  14m11  13m90  14m11
ﾀｶﾀ ｾｲｼ         兵　庫

 31   3 1010岩谷  将司(3)   旭         12m18  12m70  14m08  14m08
ｲﾜﾔ ﾏｻｼ         群　馬

 32   2 1129海老原  剛(3)   千間台      ×  13m56  13m87  13m87
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺﾞｳ       埼　玉

 33  22 2716山川  修平(3)   庭代台     13m82   ×   ×  13m82
ﾔﾏｶﾜ ｼｭｳﾍｲ      大　阪

 34  12 2405佐橋  涼輔(2)   多治見     13m55   ×  13m22  13m55
ｻﾊｼ ﾘｮｳｽｹ       岐　阜

 35  13 2214土井  春亮(3)   宮田        ×   ×  11m14  11m14
ﾄﾞｲ ﾊﾙｽｹ        愛　知

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  29  705 大沢  周平(3)   船引南     16m53  16m53 Q ◎  
ｵｵｻﾜ ｼｭｳﾍｲ      福　島

  2  25 4014 澤水  亮太(3)   牟田山     16m45  16m45 Q ◎  
ｻﾜﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ      福　岡

  3  27 1602 高橋  大樹(3)   糸魚川東   15m96  15m96 Q ◎  
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ        新　潟

  4  31 1902 宮  幸太郎(3)   松東       15m67  15m45  15m46  15m67 q
ﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ        石　川

  5  18 3406 藤原    誠(3)   一ツ橋     15m65   ×  15m20  15m65 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ       広　島

  6  26 2855 細川    悟(3)   福田       15m24  15m30  15m62  15m62
ﾎｿｶﾜ ｻﾄﾙ        兵　庫

  7  28  203 田邊  秀将(3)   佃         15m37  14m75   ×  15m37
ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ      青　森

  8  30 1618 玉木  勝弘(3)   下山       15m23  14m69  15m33  15m33
ﾀﾏｷ ｶﾂﾋﾛ        新　潟

  9  33  113 堤    雄司(3)   札幌陵北   14m71  15m25   ×  15m25
ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ        北海道

 10  16 3105 宍戸    輝(3)   久米       15m20  14m46  14m48  15m20
ｼｼﾄﾞ ﾋｶﾙ        鳥　取

 11  32 3704 久次米裕介(3)   不動       14m71  15m12  15m17  15m17
ｸｼﾞﾒ ﾕｳｽｹ       徳　島

 12  23  105 福澤  孝昇(3)   大麻東      ×  15m10  14m84  15m10
ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ      北海道

 13   2 1142 竹田  一文(3)   本太       13m56  15m02   ×  15m02
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ      埼　玉

 14  20 1101 長島  史興(3)   羽生西     14m52  14m44  14m88  14m88
ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾐｵｷ      埼　玉

 15  22 1103 谷口  裕亮(3)   加須西     14m87  14m21   ×  14m87
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ      埼　玉

 16   1 3202 景山  輝久(3)   仁多       12m94  14m84   ×  14m84
ｶｹﾞﾔﾏ ﾃﾙﾋｻ      島　根

 17   5 1429 谷口    誠(3)   深沢       14m81  14m17  14m62  14m81
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ       神奈川

 18  17 2107 小林  由英(3)   裾野深良   14m40  14m58  14m76  14m76
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾋﾃﾞ     静　岡

 19   9 1312 藤本  深平(3)   山崎       13m93  14m58  13m72  14m58
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ     東　京

 20  13 1428 小野  翔大(3)   潮田       14m56  13m32  13m54  14m56
ｵﾉ ｼｮｳﾀ         神奈川

 21  35 2718 山口  祐生(3)   槇尾       14m36  14m02   ×  14m36
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ       大　阪

 22  12 2719 瀧    俊也(3)   貝塚第四   14m17  14m34  13m84  14m34
ﾀｷ ﾄｼﾔ          大　阪

 23   4 2308 小野  真弘(3)   久居       14m34  13m88  13m56  14m34
ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ         三　重

 24  24 1204 間宮  啓太(3)   和田       14m31  13m81  14m26  14m31
ﾏﾐﾔ ｹｲﾀ         千　葉

 25  15 3806 月     聡(3)   今治桜井   14m26  14m29  12m51  14m29
ﾂｷﾊﾗ ｻﾄｼ        愛　媛

 26  21 2126 河合  慎弥(3)   浜松三方原  14m11  12m06  14m09  14m11
ｶﾜｲ ｼﾝﾔ         静　岡

 27   8 2720 西田  昌史(3)   貝塚第二   12m94  13m50  14m06  14m06
ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｼ        大　阪

 28  34 2835 渡 利真央(3)   学文       14m02  13m86   ×  14m02
ﾄﾏﾘ ﾏｵ          兵　庫

 29  14 2844 荒木    伶(3)   小田北      ×   ×  13m89  13m89
ｱﾗｷ ﾚｲ          兵　庫

 30  10 2721 横田  佳祐(3)   新豊崎      ×  13m76  13m36  13m76
ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ        大　阪

 31   6 1610 田村    亮(3)   亀田       13m61  13m56  12m97  13m61
ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ         新　潟

 32  19 4015 藤川  成紀(3)   横手       12m49  13m14  13m35  13m35
ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻﾕｷ      福　岡

 33   3  204 工藤    崇(3)   六郷       12m42   ×  12m72  12m72
ｸﾄﾞｳ ﾂｶｻ        青　森

 34  11 2306 長谷川春輝(3)   倉田山      ×   ×  10m65  10m65
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ       三　重

  7 2309 田中  宏昴(3)   度会        ×   ×   ×
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ        三　重

凡例: ◎ :標準記録突破
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男子   砲丸投 決　勝               8月24日　14:15

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7 3611古市  裕磨(2)   高瀬       15m29  17m05   ×  16m62  16m26  17m81  17m81

ﾌﾙｲﾁ ﾕｳﾏ        香　川
  2  2 3805水野  裕輔(3)   宇和島城東  16m88  17m74  17m77  16m50   ×  17m44  17m77

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ       愛　媛
  3  6  913弓田  倫也(3)   若松原     17m11  17m02  17m14  17m05  16m87  16m95  17m14

ﾕﾐﾀ ﾄﾓﾔ         栃　木
  4 12 4014澤水  亮太(3)   牟田山     16m86  16m18  16m58  16m08  16m26  16m52  16m86

ｻﾜﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ      福　岡
  5  3 3004今北  雄太(3)   美山       16m05  15m91  15m59  15m37  16m11  16m58  16m58

ｲﾏｷﾀ ﾕｳﾀ        和歌山
  6  4  705大沢  周平(3)   船引南     16m08  16m10  15m88   ×  15m16  16m34  16m34

ｵｵｻﾜ ｼｭｳﾍｲ      福　島
  7 11 2846西守  貴弘(3)   上郡       15m39  16m27  16m27   ×   ×  15m71  16m27

ﾆｼﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ       兵　庫
  8  1 2841中尾  侑平(3)   志方       15m71  15m70  16m03  15m90  15m56  15m60  16m03

ﾅｶｵ ﾕｳﾍｲ        兵　庫
  9  8 1602高橋  大樹(3)   糸魚川東   15m48  15m81  15m26  15m81

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ        新　潟
 10  9 1902宮  幸太郎(3)   松東       15m50  15m16  15m64  15m64

ﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ        石　川
 11  5 2304鳥羽瀬貴仁(3)   赤目       15m58   ×  15m04  15m58

ﾄﾊﾞｾ ﾀｶﾖｼ       三　重
 12 10 3406藤原    誠(3)   一ツ橋     14m71  14m00  14m80  14m80

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ       広　島
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男子   四種競技
日本中学記録(NJR)　　　　　 本年度より実施
大会記録(GR)　　　　　　　　本年度より実施

順位ﾅﾝﾊﾞｰ氏　名 所　属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 2852
中村    仁(3)   
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        

播磨南    
兵　庫

14.13
+2.5
(958)

 13m82

(717)

  1m85

(670)

52.37

(709)
 3054

  2 1618
玉木  勝弘(3)   
ﾀﾏｷ ｶﾂﾋﾛ        

下山      
新　潟

14.87
+2.5
(865)

 16m26

(867)

  1m70

(544)

56.15

(553)
 2829

  3 2805
広野  雄大(3)   
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       

学文      
兵　庫

14.83
+2.3
(870)

 12m52

(638)

  1m79

(619)

52.77

(691)
 2818

  4 2853
松田  浩平(3)   
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       

播磨南    
兵　庫

14.77
+2.3
(878)

 13m52

(699)

  1m70

(544)

53.01

(681)
 2802

  5  104
熊木  隆規(3)   
ｸﾏｷ ﾀｶﾉﾘ        

新川西    
北海道

15.37
+2.5
(805)

 11m47

(574)

  1m97

(776)

55.05

(597)
 2752

  6 3407
溝上    翼(3)   
ﾐｿﾞｶﾐ ﾂﾊﾞｻ      

井口      
広　島

15.27
+2.5
(817)

 14m39

(752)

  1m70

(544)

54.19

(632)
 2745

  7 1421
野口    徹(3)   
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ        

中山      
神奈川

15.13
+2.5
(834)

 13m44

(694)

  1m76

(593)

54.80

(607)
 2728

  8 2201
加藤  善大(3)   
ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ        

沓掛      
愛　知

15.55
+2.3
(784)

 13m96

(726)

  1m65

(504)

53.05

(679)
 2693

  9 1129
海老原  剛(3)   
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺﾞｳ       

千間台    
埼　玉

15.80
+2.3
(755)

 12m86

(659)

  1m73

(569)

52.38

(708)
 2691

 10 3302
野崎  雄介(3)   
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ       

笠岡西    
岡　山

15.89
+2.3
(745)

 13m50

(698)

  1m50

(389)

57.26

(511)
 2343

 11 1015
小山    亮(3)   
ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ         

桐生北    
群　馬

18.33
+2.3
(493)

 10m34

(506)

  1m55

(426)

57.04

(519)
 1944

4003
堀    聡志(3)   
ﾎﾘ ｻﾄｼ          

比良松    
福　岡

16.12
+2.5
(719)

 13m16

(677)

  1m65

(504)

DNF

凡例: DNF:途中棄権

男子   四種１１０ｍＨ 2組  8月23日 10:15

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.5 1組

  1   6 2852 中村    仁(3)   播磨南    ･兵　庫 14.13
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        ( 958)

  2   7 1618 玉木  勝弘(3)   下山      ･新　潟 14.87
ﾀﾏｷ ｶﾂﾋﾛ        ( 865)

  3   2 1421 野口    徹(3)   中山      ･神奈川 15.13
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ        ( 834)

  4   5 3407 溝上    翼(3)   井口      ･広　島 15.27
ﾐｿﾞｶﾐ ﾂﾊﾞｻ      ( 817)

  5   4  104 熊木  隆規(3)   新川西    ･北海道 15.37
ｸﾏｷ ﾀｶﾉﾘ        ( 805)

  6   3 4003 堀    聡志(3)   比良松    ･福　岡 16.12
ﾎﾘ ｻﾄｼ          ( 719)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.3 2組

  1   6 2853 松田  浩平(3)   播磨南    ･兵　庫 14.77
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       ( 878)

  2   3 2805 広野  雄大(3)   学文      ･兵　庫 14.83
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       ( 870)

  3   4 2201 加藤  善大(3)   沓掛      ･愛　知 15.55
ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ        ( 784)

  4   7 1129 海老原  剛(3)   千間台    ･埼　玉 15.80
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺﾞｳ       ( 755)

  5   5 3302 野崎  雄介(3)   笠岡西    ･岡　山 15.89
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ       ( 745)

  6   2 1015 小山    亮(3)   桐生北    ･群　馬 18.33
ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ         ( 493)
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男子   四種砲丸投 1組       8月23日　11:30

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   7 1618 玉木  勝弘(3)   下山       16m08  16m26  15m87  16m26
ﾀﾏｷ ｶﾂﾋﾛ        新　潟 (867)

  2   6 3407 溝上    翼(3)   井口       13m64  14m39  13m99  14m39
ﾐｿﾞｶﾐ ﾂﾊﾞｻ      広　島 (752)

  3   4 2201 加藤  善大(3)   沓掛       11m82  12m49  13m96  13m96
ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ        愛　知 (726)

  4  10 2852 中村    仁(3)   播磨南     13m82  12m56  13m00  13m82
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        兵　庫 (717)

  5   1 2853 松田  浩平(3)   播磨南     12m96  13m50  13m52  13m52
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       兵　庫 (699)

  6   9 3302 野崎  雄介(3)   笠岡西     13m50  12m05  13m03  13m50
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ       岡　山 (698)

  7   8 1421 野口    徹(3)   中山       12m96  13m44  12m99  13m44
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ        神奈川 (694)

  8   3 4003 堀    聡志(3)   比良松      ×  11m60  13m16  13m16
ﾎﾘ ｻﾄｼ          福　岡 (677)

  9   2 1129 海老原  剛(3)   千間台     12m53  12m86  12m71  12m86
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺﾞｳ       埼　玉 (659)

 10  12 2805 広野  雄大(3)   学文       12m52  11m18   ×  12m52
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       兵　庫 (638)

 11  11  104 熊木  隆規(3)   新川西      ×  10m97  11m47  11m47
ｸﾏｷ ﾀｶﾉﾘ        北海道 (574)

 12   5 1015 小山    亮(3)   桐生北     10m34  10m16   9m87  10m34
ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ         群　馬 (506)

男子   四種走高跳 1組       8月23日　14:00

順位試順No. 氏　名 所　属 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73 1m76 1m79 記録 ｺﾒﾝﾄ
1m82 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97 2m00

 1組

  1   5  104熊木  隆規(3)   新川西    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1m97
ｸﾏｷ ﾀｶﾉﾘ        北海道 o  o  o  o  xxo xo xxx (776)

  2   2 2852中村    仁(3)   播磨南    -  -  -  -  o  o  xo o  xo xo 1m85
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        兵　庫 o  o  xxx (670)

  3   6 2805広野  雄大(3)   学文      -  -  -  -  -  o  o  xxo xo xxo 1m79
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       兵　庫 xxx (619)

  4  10 1421野口    徹(3)   中山      -  -  -  o  o  o  o  o  xo xxx 1m76
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ        神奈川 (593)

  5   7 1129海老原  剛(3)   千間台    -  -  -  o  o  xxo xxo xo xxx 1m73
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺﾞｳ       埼　玉 (569)

  6   4 3407溝上    翼(3)   井口      -  -  o  o  o  xo xo xxx 1m70
ﾐｿﾞｶﾐ ﾂﾊﾞｻ      広　島 (544)

  7   1 1618玉木  勝弘(3)   下山      -  -  -  o  xxo o  xo xxx 1m70
ﾀﾏｷ ｶﾂﾋﾛ        新　潟 (544)

  8  11 2853松田  浩平(3)   播磨南    -  -  -  o  o  xo xxo xxx 1m70
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       兵　庫 (544)

  9   9 4003堀    聡志(3)   比良松    -  -  o  o  o  o  xxx 1m65
ﾎﾘ ｻﾄｼ          福　岡 (504)

 10  12 2201加藤  善大(3)   沓掛      -  o  o  o  xo xo xxx 1m65
ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ        愛　知 (504)

 11   3 1015小山    亮(3)   桐生北    -  -  xo o  xxx 1m55
ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ         群　馬 (426)

 12   8 3302野崎  雄介(3)   笠岡西    o  o  o  xxx 1m50
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ       岡　山 (389)

男子   四種４００ｍ 2組  8月23日 17:50

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   6 1129 海老原  剛(3)   千間台    ･埼　玉 52.38
ｴﾋﾞﾊﾗ ｺﾞｳ       ( 708)

  2   3 2201 加藤  善大(3)   沓掛      ･愛　知 53.05
ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ        ( 679)

  3   4 3407 溝上    翼(3)   井口      ･広　島 54.19
ﾐｿﾞｶﾐ ﾂﾊﾞｻ      ( 632)

  4   7 1015 小山    亮(3)   桐生北    ･群　馬 57.04
ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ         ( 519)

  5   2 3302 野崎  雄介(3)   笠岡西    ･岡　山 57.26
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ       ( 511)

  5 4003 堀    聡志(3)   比良松    ･福　岡 DNS 
ﾎﾘ ｻﾄｼ          (   0)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   4 2852 中村    仁(3)   播磨南    ･兵　庫 52.37
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ        ( 709)

  2   6 2805 広野  雄大(3)   学文      ･兵　庫 52.77
ﾋﾛﾉ ﾕｳﾀﾞｲ       ( 691)

  3   7 2853 松田  浩平(3)   播磨南    ･兵　庫 53.01
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ       ( 681)

  4   2 1421 野口    徹(3)   中山      ･神奈川 54.80
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ        ( 607)

  5   3  104 熊木  隆規(3)   新川西    ･北海道 55.05
ｸﾏｷ ﾀｶﾉﾘ        ( 597)

  6   5 1618 玉木  勝弘(3)   下山      ･新　潟 56.15
ﾀﾏｷ ｶﾂﾋﾛ        ( 553)

凡例: DNS:欠    場
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女子   １００ｍ 予　選(11-2+10)      8月24日 10:35

日本中学記録(NJR)　　　11"79　金子　朋未(埼玉･大谷)　　　　　1991　　
　　　　　　　　　 (手)11"7　 茂木　麻子(山形･河北)　　　　　1989
大会記録(GR)　　 　　　11"79　金子　朋未(埼玉･大谷)　　　　　1991　　

予　選(11組2着+10)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 1組

  1   2  702 村上  雪菜(3)   小名浜第二 ･福　島 12.39 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ        

  2   6 2911 前田  和香(2)   春日      ･奈　良 12.45 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ         

  3   3  907 橋本奈央子(3)   小山第二  ･栃　木 12.62 q
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ        

  4   4 2703 人見  麻那(3)   三稜      ･大　阪 12.83
ﾋﾄﾐ ﾏﾅ          

  5   5 2812 島田  陽子(3)   小田北    ･兵　庫 12.88
ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ        

  6   9 2127 多田    瞳(3)   細江      ･静　岡 12.90
ﾀﾀﾞ ﾋﾄﾐ         

  7   1  110 五十嵐  友(3)   幕別      ･北海道 13.01
ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓ        

  8   7 1302 中山ひかる(3)   十条      ･東　京 13.12
ﾅｶﾔﾏ ﾋｶﾙ        

  8 1802 飛弾あかり(3)   堀川      ･富　山 DNS 
ﾋﾀﾞ ｱｶﾘ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 2組

  1   3 2132 肥田  愛美(3)   北浜東部  ･静　岡 12.73 Q
ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾐ         

  2   9 1214 山口  花菜(3)   前原      ･千　葉 12.74 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅﾅ       

  3   8 1115 山崎真友子(2)   上尾南    ･埼　玉 12.77 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕｺ       

  4   2 2904 福井  仁美(3)   河合第二  ･奈　良 12.80 q
ﾌｸｲ ﾋﾄﾐ         

  5   1 2852 長谷川  舞(3)   別府      ･兵　庫 12.81
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ        

  6   4 4602 西郷  智香(3)   星峯      ･鹿児島 12.82
ｻｲｺﾞｳ ﾁｶ        

  7   5 2305 堤    真千(3)   伊勢宮川  ･三　重 12.88
ﾂﾂﾐ ﾏﾁ          

  8   6 1901 石山今日子(2)   高岡      ･石　川 12.89
ｲｼﾔﾏ ｷｮｳｺ       

  7 3501 吉冨なぎさ(3)   長成      ･山　口 DNS 
ﾖｼﾄﾞﾐ ﾅｷﾞｻ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 3組

  1   2  103 吉田百里香(3)   札幌陵北  ･北海道 12.65 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｶ        

  2   9 1217 松満里奈(2)   花園      ･千　葉 12.67 Q
ｸﾚﾏﾂ ﾏﾘﾅ        

  3   7 3701 高尾  真由(2)   藍住東    ･徳　島 12.70 q
ﾀｶｵ ﾏﾕ          

  4   1 2401 吉田  麻佑(3)   藍川東    ･岐　阜 12.87
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ         

  5   3 2834 東原  直美(3)   西宮浜    ･兵　庫 12.97
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾅｵﾐ      

  6   5 4301 毛利  仁美(3)   本渡      ･熊　本 13.01
ﾓｳﾘ ﾋﾄﾐ         

  7   8 4210 楠本  恵理(2)   時津      ･長　崎 13.04
ｸｽﾓﾄ ｴﾘ         

  8   4 2114 加藤  彩樹(2)   浜松東部  ･静　岡 13.12
ｶﾄｳ ｻｷ          

  9   6  508 越後    茜(2)   土崎      ･秋　田 13.16
ｴﾁｺﾞ ｱｶﾈ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6 4組

  1   2 2856 竹内  彩華(2)   御影      ･兵　庫 12.28 Q
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ        

  2   1 1119 伊藤  友里(3)   土合      ･埼　玉 12.73 Q
ｲﾄｳ ﾕﾘ          

  3   3 2133 小杉衣里奈(2)   浜北北浜  ･静　岡 12.78 q
ｺｽｷﾞ ｴﾘﾅ        

  4   4 2501 山本  文音(3)   朝桜      ･滋　賀 12.79 q
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾈ        

  5   9  509 石田あかね(1)   増田      ･秋　田 12.81
ｲｼﾀﾞ ｱｶﾈ        

  6   6 1210 蜂谷  真世(2)   千城台西  ･千　葉 13.09
ﾊﾁﾔ ﾏﾖ          

  7   8 4020 青井  里奈(3)   甘木      ･福　岡 13.10
ｱｵｲ ﾘﾅ          

  8   5 1606 兒玉奈央美(3)   月潟      ･新　潟 13.15
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵﾐ        

  9   7 2003 清水  浩実(3)   明倫      ･福　井 13.30
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3 5組

  1   9 4101 池田亜沙香(3)   西有田    ･佐　賀 12.56 Q
ｲｹﾀﾞ ｱｽｶ        

  2   5 4208 平野  友季(3)   小野      ･長　崎 12.66 Q
ﾋﾗﾉ ﾕｷ          

  3   8  501 佐藤  晴香(3)   秋田西    ･秋　田 12.74 q
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ         

  4   4  101 池田亜由美(3)   江別野幌  ･北海道 12.80 q
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ        

  5   3 3402 片山  佳菜(3)   栗原      ･広　島 12.83
ｶﾀﾔﾏ ｶﾅ         

  6   2 2814 野口明日美(3)   小田北    ･兵　庫 12.89
ﾉｸﾞﾁ ｱｻﾐ        

  7   6 4403 浜野  諒子(3)   鶴谷      ･大　分 13.00
ﾊﾏﾉ ﾘｮｳｺ        

  8   7 1211 松尾美来穂(2)   我孫子    ･千　葉 13.19
ﾏﾂｵ ﾐｸﾎ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5 6組

  1   1  507 小澤はるか(3)   大曲      ･秋　田 12.50 Q
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｶ        

  2   3 3102 池田  香澄(3)   河北      ･鳥　取 12.73 Q
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ        

  3   9 2002 瀬  静香(3)   美浜      ･福　井 12.80 q
ﾋﾛｾ ｼｽﾞｶ        

  4   4 2819 友田あかね(3)   加古川中部 ･兵　庫 12.83
ﾄﾓﾀﾞ ｱｶﾈ        

  5   8 4402 右田真衣子(3)   王子      ･大　分 12.83
ﾐｷﾞﾀ ﾏｲｺ        

  6   2 4021 矢野  尚子(3)   古賀      ･福　岡 12.85
ﾔﾉ ｼｮｳｺ         

  7   6 1701 宮澤  有紀(2)   更埴西    ･長　野 12.86
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ        

  8   7  707 小林  美咲(2)   福島第三  ･福　島 12.92
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ       

  9   5 1212 君塚  詩帆(2)   中郷      ･千　葉 13.19
ｷﾐﾂﾞｶ ｼﾎ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 7組

  1   3  801 都筑いくみ(3)   那珂第四  ･茨　城 12.55 Q
ﾂﾂﾞｸ ｲｸﾐ        

  2   2 1215 髙橋  亜里(3)   国分寺台  ･千　葉 12.74 Q
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ       

  3   1 2101 渡   美里(2)   吉原北    ･静　岡 12.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ       

  4   7 3401 上田  知沙(3)   高屋      ･広　島 12.90
ｳｴﾀﾞ ﾁｻ         

  5   5 2701 神田実喜子(2)   西陵      ･大　阪 13.05
ｶﾝﾀﾞ ﾐｷｺ        

  6   4 1009 高橋  佑果(2)   新島学園  ･群　馬 13.07
ﾀｶﾊｼ ﾕｶ         

  7   6 2833 豊岡  舞子(3)   鳴尾南    ･兵　庫 13.09
ﾄﾖｵｶ ﾏｲｺ        

  8   9 1317 平塚友美子(2)   東綾瀬    ･東　京 13.15
ﾋﾗﾂｶ ﾕﾐｺ        

  9   8 4401 野上  紗生(2)   大神      ･大　分 13.16
ﾉｶﾞﾐ ｻｷ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2 8組

  1   5 4019 矢野    茜(3)   浅川      ･福　岡 12.62 Q
ﾔﾉ ｱｶﾈ          

  2   1  102 加藤  もも(2)   札幌宮の森 ･北海道 12.69 Q
ｶﾄｳ ﾓﾓ          

  3   6 1608 江原  彩子(3)   燕        ･新　潟 12.88
ｴﾊﾗ ｻｴｺ         

  4   3 2102 佐野布由実(3)   富士岩松  ･静　岡 12.91
ｻﾉ ﾌﾕﾐ          

  5   2 2809 加藤亜友美(2)   大原      ･兵　庫 12.93
ｶﾄｳ ｱﾕﾐ         

  6   7 2851 駒場  沙紀(3)   別府      ･兵　庫 12.94
ｺﾏﾊﾞ ｻｷ         

  7   8 3608 国広  茉菜(1)   木太      ･香　川 12.95
ｸﾆﾋﾛ ﾏﾅ         

  8   9 3103 平井    咲(3)   鳥取西    ･鳥　取 13.17
ﾋﾗｲ ｻｷ          

  4 1801 木村  涼子(3)   堀川      ･富　山 DNS 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        

凡例: DNS:欠    場
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順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5 9組

  1   7  910 野口  沙希(1)   足利第一  ･栃　木 12.68 Q
ﾉｸﾞﾁ ｻｷ         

  2   4 1401 大橋    遥(3)   横須賀鴨居 ･神奈川 12.73 Q
ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ        

  3   2 3609 大北  恵美(3)   多度津    ･香　川 12.75 q
ｵｵｷﾀ ｴﾐ         

  4   8 1614 曾根  瑞希(3)   十日町中条 ･新　潟 12.85
ｿﾈ ﾐｽﾞｷ         

  5   9 2918 本田  愛美(2)   光陽      ･奈　良 12.89
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ         

  6   6 1213 小平  典子(2)   八街      ･千　葉 12.97
ｺﾋﾗ ﾉﾘｺ         

  7   3 4209 今村  智美(3)   福江      ･長　崎 12.99
ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾐ        

  8   5 2829 藤永  舞夏(2)   松陽      ･兵　庫 13.12
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏｲｶ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.610組

  1   8 2124 伴野  里緒(2)   浜松西部  ･静　岡 12.82 Q
ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ         

  2   7 1127 赤司このみ(3)   千間台    ･埼　玉 12.82 Q
ｱｶｼ ｺﾉﾐ         

  3   5 2828 田中  吾子(3)   松陽      ･兵　庫 12.92
ﾀﾅｶ ﾜｺ          

  4   2 2306 入山  怜紗(3)   伊勢港    ･三　重 12.97
ｲﾘﾔﾏ ﾚｲｻ        

  5   4 1301 小山由莉子(3)   立花      ･東　京 12.99
ｵﾔﾏ ﾕﾘｺ         

  6   3 2502 田有希子(3)   双葉      ･滋　賀 13.16
ﾋﾛﾀ ﾕｷｺ         

  7   9  601 髙野  未来(3)   山形第十  ･山　形 13.19
ﾀｶﾉ ﾐｸ          

  8   1 2206 近藤  希実(3)   大府      ･愛　知 13.20
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ      

  9   6 2702 松澤  瑠衣(3)   細河      ･大　阪 13.24
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾙｲ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.211組

  1   5 1216 永田  栞菜(2)   高根台    ･千　葉 12.73 Q
ﾅｶﾞﾀ ｶﾝﾅ        

  2   9 2001 小尾  麻菜(3)   進明      ･福　井 12.79 Q
ｺｵ ｱｻﾅ          

  3   2 3502 佐藤加奈子(3)   牟礼      ･山　口 12.86
ｻﾄｳ ｶﾅｺ         

  4   3 3101 磯江  南那(3)   東郷      ･鳥　取 12.87
ｲｿｴ ﾅﾅ          

  5   7 2110 長倉    翠(3)   静岡籠上  ･静　岡 12.89
ﾅｶﾞｸﾗ ﾐﾄﾞﾘ      

  6   4 4302 村上ちひろ(3)   阿蘇      ･熊　本 12.98
ﾑﾗｶﾐ ﾁﾋﾛ        

  7   8 2813 柳井  美里(2)   小田北    ･兵　庫 13.15
ﾔﾅｲ ﾐｻﾄ         

  8   6 2608 辻    千恵(2)   精華西    ･京　都 13.15
ﾂｼﾞ ﾁｴ          
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準決勝(4組1着+4)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3 1組

  1   2  907 橋本奈央子(3)   小山第二  ･栃　木 12.58 Q
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ        

  2   6  702 村上  雪菜(3)   小名浜第二 ･福　島 12.65
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ        

  3   9 3609 大北  恵美(3)   多度津    ･香　川 12.89
ｵｵｷﾀ ｴﾐ         

  4   8 3102 池田  香澄(3)   河北      ･鳥　取 12.90
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ        

  5   7  102 加藤  もも(2)   札幌宮の森 ･北海道 12.90
ｶﾄｳ ﾓﾓ          

  6   3 2002 瀬  静香(3)   美浜      ･福　井 12.91
ﾋﾛｾ ｼｽﾞｶ        

  7   5  103 吉田百里香(3)   札幌陵北  ･北海道 13.02
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｶ        

  4 2132 肥田  愛美(3)   北浜東部  ･静　岡 DNS 
ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾐ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3 2組

  1   4 2856 竹内  彩華(2)   御影      ･兵　庫 12.36 Q
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ        

  2   6  910 野口  沙希(1)   足利第一  ･栃　木 12.63 q
ﾉｸﾞﾁ ｻｷ         

  3   5 1119 伊藤  友里(3)   土合      ･埼　玉 12.67
ｲﾄｳ ﾕﾘ          

  4   8 2904 福井  仁美(3)   河合第二  ･奈　良 12.78
ﾌｸｲ ﾋﾄﾐ         

  5   2 1401 大橋    遥(3)   横須賀鴨居 ･神奈川 12.82
ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ        

  6   9 3701 高尾  真由(2)   藍住東    ･徳　島 12.87
ﾀｶｵ ﾏﾕ          

  7   7 1216 永田  栞菜(2)   高根台    ･千　葉 12.93
ﾅｶﾞﾀ ｶﾝﾅ        

  8   3  501 佐藤  晴香(3)   秋田西    ･秋　田 12.97
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9 3組

  1   7 2911 前田  和香(2)   春日      ･奈　良 12.53 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ         

  2   4 4101 池田亜沙香(3)   西有田    ･佐　賀 12.55 q
ｲｹﾀﾞ ｱｽｶ        

  3   5  801 都筑いくみ(3)   那珂第四  ･茨　城 12.62 q
ﾂﾂﾞｸ ｲｸﾐ        

  4   6 4208 平野  友季(3)   小野      ･長　崎 12.72
ﾋﾗﾉ ﾕｷ          

  5   9 2501 山本  文音(3)   朝桜      ･滋　賀 12.80
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾈ        

  6   8 1215 髙橋  亜里(3)   国分寺台  ･千　葉 12.86
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ       

  7   3 2001 小尾  麻菜(3)   進明      ･福　井 12.89
ｺｵ ｱｻﾅ          

  8   2 2133 小杉衣里奈(2)   浜北北浜  ･静　岡 13.01
ｺｽｷﾞ ｴﾘﾅ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7 4組

  1   7  507 小澤はるか(3)   大曲      ･秋　田 12.39 Q
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｶ        

  2   4 1217 松満里奈(2)   花園      ･千　葉 12.64 q
ｸﾚﾏﾂ ﾏﾘﾅ        

  3   6 4019 矢野    茜(3)   浅川      ･福　岡 12.69
ﾔﾉ ｱｶﾈ          

  4   9 1214 山口  花菜(3)   前原      ･千　葉 12.73
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅﾅ       

  5   8 1127 赤司このみ(3)   千間台    ･埼　玉 12.78
ｱｶｼ ｺﾉﾐ         

  6   5 2124 伴野  里緒(2)   浜松西部  ･静　岡 12.79
ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ         

  7   2 1115 山崎真友子(2)   上尾南    ･埼　玉 12.81
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕｺ       

  8   3  101 池田亜由美(3)   江別野幌  ･北海道 12.86
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3

  1   6 2856 竹内  彩華(2)   御影      ･兵　庫 12.06
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ        

  2   5  907 橋本奈央子(3)   小山第二  ･栃　木 12.22
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ        

  3   4  507 小澤はるか(3)   大曲      ･秋　田 12.29
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｶ        

  4   9  910 野口  沙希(1)   足利第一  ･栃　木 12.40
ﾉｸﾞﾁ ｻｷ         

  5   7 2911 前田  和香(2)   春日      ･奈　良 12.43
ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ         

  6   8 4101 池田亜沙香(3)   西有田    ･佐　賀 12.44
ｲｹﾀﾞ ｱｽｶ        

  7   3 1217 松満里奈(2)   花園      ･千　葉 12.49
ｸﾚﾏﾂ ﾏﾘﾅ        

  8   2  801 都筑いくみ(3)   那珂第四  ･茨　城 12.49
ﾂﾂﾞｸ ｲｸﾐ        

凡例: DNS:欠    場
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日本中学記録(NJR)　　　24"51　茂木　麻子(山形･河北)　　　　　1989
　　　　　　　　　 (手)24"0   奥埜　めぐみ(兵庫･竜山)　　　  1992
大会記録(GR)　　　　　 24"61  熊田　恭子(埼玉･藤久保)　　　　1987

予　選(7組3着+3)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.1 1組

  1   8  102 加藤  もも(2)   札幌宮の森 ･北海道 25.57 Q
ｶﾄｳ ﾓﾓ          

  2   2 2124 伴野  里緒(2)   浜松西部  ･静　岡 25.80 Q
ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ         

  3   7 2401 吉田  麻佑(3)   藍川東    ･岐　阜 25.98 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ         

  4   6 1301 小山由莉子(3)   立花      ･東　京 26.02 q
ｵﾔﾏ ﾕﾘｺ         

  5   3 2825 石本  麻衣(3)   塩瀬      ･兵　庫 26.30
ｲｼﾓﾄ ﾏｲ         

  6   4 1102 松永  瑞希(3)   加須昭和  ･埼　玉 26.30
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ      

  7   9 2852 長谷川  舞(3)   別府      ･兵　庫 26.76
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ        

  5 1802 飛弾あかり(3)   堀川      ･富　山 DNS 
ﾋﾀﾞ ｱｶﾘ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9 2組

  1   6 1801 木村  涼子(3)   堀川      ･富　山 25.55 Q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        

  2   8 4208 平野  友季(3)   小野      ･長　崎 25.73 Q
ﾋﾗﾉ ﾕｷ          

  3   4  907 橋本奈央子(3)   小山第二  ･栃　木 25.91 Q
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ        

  4   5  606 山田    茜(2)   松山      ･山　形 26.18 q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾈ        

  5   7 2102 佐野布由実(3)   富士岩松  ･静　岡 26.19 q
ｻﾉ ﾌﾕﾐ          

  6   3 2501 山本  文音(3)   朝桜      ･滋　賀 26.39
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾈ        

  7   9 2801 木下  未来(3)   藍        ･兵　庫 26.48
ｷﾉｼﾀ ﾐｸ         

  8   2 3401 上田  知沙(3)   高屋      ･広　島 26.76
ｳｴﾀﾞ ﾁｻ         

  9   1 1104 斉藤    恵(2)   加須西    ･埼　玉 27.31
ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1 3組

  1   5 1127 赤司このみ(3)   千間台    ･埼　玉 25.94 Q
ｱｶｼ ｺﾉﾐ         

  2   2  708 阿部かすみ(3)   野田      ･福　島 25.99 Q
ｱﾍﾞ ｶｽﾐ         

  3   8 1701 宮澤  有紀(2)   更埴西    ･長　野 26.08 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ        

  4   4 2819 友田あかね(3)   加古川中部 ･兵　庫 26.27
ﾄﾓﾀﾞ ｱｶﾈ        

  5   7 2821 原    涼子(3)   鹿島      ･兵　庫 26.31
ﾊﾗ ﾘｮｳｺ         

  6   1 4604 鶴田  聖奈(2)   大口明光  ･鹿児島 26.34
ﾂﾙﾀﾞ ｾﾅ         

  7   3 2131 田口みずほ(2)   北浜東部  ･静　岡 27.18
ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ       

  8   9 1209 高崎  愛菜(2)   下総      ･千　葉 27.45
ﾀｶｻｷ ｱｲﾅ        

  9   6 1403 菅  優里亜(3)   常葉      ･神奈川 28.23
ｽｶﾞ ﾕﾘｱ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+3.6 4組

  1   5 1402 飯塚    綾(2)   鵠沼      ･神奈川 26.02 Q
ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔ        

  2   8 2003 清水  浩実(3)   明倫      ･福　井 26.15 Q
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ        

  3   3 4301 毛利  仁美(3)   本渡      ･熊　本 26.22 Q
ﾓｳﾘ ﾋﾄﾐ         

  4   7 1302 中山ひかる(3)   十条      ･東　京 26.33
ﾅｶﾔﾏ ﾋｶﾙ        

  5   4  908 関口    慧(3)   栃木西    ･栃　木 26.57
ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｲ       

  6   2 2854 菅田  玲奈(2)   宝殿      ･兵　庫 26.65
ｽｶﾞﾀ  ﾚﾅ        

  7   6 2210 柘植  早織(3)   前林      ･愛　知 26.70
ﾂｹﾞ ｻｵﾘ         

  8   1 2110 長倉    翠(3)   静岡籠上  ･静　岡 26.83
ﾅｶﾞｸﾗ ﾐﾄﾞﾘ      

  9  801 都筑いくみ(3)   那珂第四  ･茨　城 DNS 
ﾂﾂﾞｸ ｲｸﾐ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.5 5組

  1   2 3102 池田  香澄(3)   河北      ･鳥　取 26.18 Q
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ        

  2   8  601 髙野  未来(3)   山形第十  ･山　形 26.22 Q
ﾀｶﾉ ﾐｸ          

  3   9 1119 伊藤  友里(3)   土合      ･埼　玉 26.29 Q
ｲﾄｳ ﾕﾘ          

  4   5 2828 田中  吾子(3)   松陽      ･兵　庫 26.34
ﾀﾅｶ ﾜｺ          

  5   1 1010 岩瀬優梨花(3)   佐野      ･群　馬 26.64
ｲﾜｾ ﾕﾘｶ         

  6   6  901 山中  麻理(3)   国分寺    ･栃　木 26.64
ﾔﾏﾅｶ ﾏﾘ         

  7   7 2840 笹井  俊江(3)   姫路大津  ･兵　庫 26.87
ｻｻｲ ﾄｼｴ         

  8   3 4501 川越    新(3)   大宮      ･宮　崎 26.95
ｶﾜｺﾞｴ ｱﾗﾀ       

  9   4 2301 中村  奈央(2)   厚生      ･三　重 27.05
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.7 6組

  1   9  702 村上  雪菜(3)   小名浜第二 ･福　島 25.14 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ        

  2   3 2002 瀬  静香(3)   美浜      ･福　井 25.87 Q
ﾋﾛｾ ｼｽﾞｶ        

  3   2 1401 大橋    遥(3)   横須賀鴨居 ･神奈川 26.19 Q
ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ        

  4   8 2829 藤永  舞夏(2)   松陽      ･兵　庫 26.31
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾏｲｶ      

  5   4 2101 渡   美里(2)   吉原北    ･静　岡 26.40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ       

  6   1 2809 加藤亜友美(2)   大原      ･兵　庫 26.51
ｶﾄｳ ｱﾕﾐ         

  7   7 2209 成田  幸代(3)   大府      ･愛　知 26.55
ﾅﾘﾀ ｻﾁﾖ         

  8   6 1219 奥山真由子(2)   松戸第一  ･千　葉 27.01
ｵｸﾔﾏ ﾏﾕｺ        

  9   5 4603 岩坪  由紀(2)   清水      ･鹿児島 29.28
ｲﾜﾂﾎﾞ ﾕｷ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1 7組

  1   3 2856 竹内  彩華(2)   御影      ･兵　庫 25.94 Q
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ        

  2   1 3609 大北  恵美(3)   多度津    ･香　川 26.12 Q
ｵｵｷﾀ ｴﾐ         

  3   8 4302 村上ちひろ(3)   阿蘇      ･熊　本 26.34 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾁﾋﾛ        

  4   6 2402 髙田麻記子(3)   大垣北    ･岐　阜 26.37
ﾀｶﾀﾞ ﾏｷｺ        

  5   7 1303 岩楯  英枝(2)   松江第五  ･東　京 26.47
ｲﾜﾀﾞﾃ ﾊﾅｴ       

  6   9 2812 島田  陽子(3)   小田北    ･兵　庫 26.55
ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ        

  7   5 2502 田有希子(3)   双葉      ･滋　賀 26.89
ﾋﾛﾀ ﾕｷｺ         

  8   4 1123 井上  知里(3)   富士見西  ･埼　玉 26.94
ｲﾉｳｴ ﾁｻﾄ        

  9   2  608 池田    瞳(3)   余目      ･山　形 27.38
ｲｹﾀﾞ ﾋﾄﾐ        

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   ２００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月23日 13:30
決　勝               8月24日 14:40

日本中学記録(NJR)　　　24"51　茂木　麻子(山形･河北)　　　　　1989
　　　　　　　　　 (手)24"0   奥埜　めぐみ(兵庫･竜山)　　　  1992
大会記録(GR)　　　　　 24"61  熊田　恭子(埼玉･藤久保)　　　　1987

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3 1組

  1   6 4208 平野  友季(3)   小野      ･長　崎 25.48 Q
ﾋﾗﾉ ﾕｷ          

  2   4 2856 竹内  彩華(2)   御影      ･兵　庫 25.50 Q
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ        

  3   5 1801 木村  涼子(3)   堀川      ･富　山 25.60 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        

  4   7  708 阿部かすみ(3)   野田      ･福　島 25.67
ｱﾍﾞ ｶｽﾐ         

  5   3 1119 伊藤  友里(3)   土合      ･埼　玉 25.74
ｲﾄｳ ﾕﾘ          

  6   9 1701 宮澤  有紀(2)   更埴西    ･長　野 25.99
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ        

  7   2  606 山田    茜(2)   松山      ･山　形 26.28
ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾈ        

  8   8  601 髙野  未来(3)   山形第十  ･山　形 26.37
ﾀｶﾉ ﾐｸ          

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.9 2組

  1   5 2124 伴野  里緒(2)   浜松西部  ･静　岡 25.36 Q
ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ         

  2   4  102 加藤  もも(2)   札幌宮の森 ･北海道 25.48 Q
ｶﾄｳ ﾓﾓ          

  3   7 1127 赤司このみ(3)   千間台    ･埼　玉 25.65 q
ｱｶｼ ｺﾉﾐ         

  4   6 2002 瀬  静香(3)   美浜      ･福　井 25.74
ﾋﾛｾ ｼｽﾞｶ        

  5   9 1301 小山由莉子(3)   立花      ･東　京 25.88
ｵﾔﾏ ﾕﾘｺ         

  6   3 4302 村上ちひろ(3)   阿蘇      ･熊　本 26.14
ﾑﾗｶﾐ ﾁﾋﾛ        

  7   8 2401 吉田  麻佑(3)   藍川東    ･岐　阜 26.59
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ         

  2  907 橋本奈央子(3)   小山第二  ･栃　木 DNS 
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3 3組

  1   6  702 村上  雪菜(3)   小名浜第二 ･福　島 25.41 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ        

  2   2 1401 大橋    遥(3)   横須賀鴨居 ･神奈川 25.78 Q
ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ        

  3   4 3102 池田  香澄(3)   河北      ･鳥　取 25.99
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ        

  4   5 1402 飯塚    綾(2)   鵠沼      ･神奈川 26.11
ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔ        

  5   9 4301 毛利  仁美(3)   本渡      ･熊　本 26.26
ﾓｳﾘ ﾋﾄﾐ         

  6   8 2102 佐野布由実(3)   富士岩松  ･静　岡 26.29
ｻﾉ ﾌﾕﾐ          

  7   3 2003 清水  浩実(3)   明倫      ･福　井 26.30
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ        

  8   7 3609 大北  恵美(3)   多度津    ･香　川 26.35
ｵｵｷﾀ ｴﾐ         

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1

  1   5  702 村上  雪菜(3)   小名浜第二 ･福　島 25.10
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ        

  2   7 4208 平野  友季(3)   小野      ･長　崎 25.35
ﾋﾗﾉ ﾕｷ          

  3   4 2124 伴野  里緒(2)   浜松西部  ･静　岡 25.42
ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ         

  4   8 2856 竹内  彩華(2)   御影      ･兵　庫 25.53
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ        

  5   6  102 加藤  もも(2)   札幌宮の森 ･北海道 25.63
ｶﾄｳ ﾓﾓ          

  6   9 1401 大橋    遥(3)   横須賀鴨居 ･神奈川 25.66
ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ        

  7   2 1127 赤司このみ(3)   千間台    ･埼　玉 25.92
ｱｶｼ ｺﾉﾐ         

  8   3 1801 木村  涼子(3)   堀川      ･富　山 26.10
ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        

凡例: DNS:欠    場



- 32 -

第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   ８００ｍ 予　選(7-3+3)        8月23日 11:55

日本中学記録(NJR)　　2'07"81 市川　良子(山口･浅江)　　　　　 1991
大会記録(GR)　　　　 2'10"32 小島　一恵(奈良･田原本)　　　　 2002

予　選(7組3着+3)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   6 4022 深堀  未央(3)   原中央    ･福　岡  2:17.44 Q
ﾌｶﾎﾘ ﾐｵ         

  2   8  909 大塚奈央子(2)   栃木西    ･栃　木  2:17.68 Q
ｵｵﾂｶ ﾅｵｺ        

  3   5 1304 平田  瀬奈(3)   深川第三  ･東　京  2:17.72 Q
ﾋﾗﾀ ｾﾅ          

  4   4 1601 井  佑紀(3)   小千谷南  ･新　潟  2:17.74
ﾋﾛｲ ﾕｷ          

  5   1 3001 西垣  賀純(3)   松洋      ･和歌山  2:18.09
ﾆｼｶﾞｷ ｶｽﾐ       

  6   2 1105 丸山  阿弓(3)   花園      ･埼　玉  2:21.06
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾐ        

  7   3 4605 立元  玲夏(3)   東谷山    ･鹿児島  2:23.13
ﾀﾁﾓﾄ ﾚｲｶ        

  8   7  607 鑓水  沙織(2)   神町      ･山　形  2:24.44
ﾔﾘﾐｽﾞ ｻｵﾘ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   9 2818 新畑志保里(3)   学文      ･兵　庫  2:14.41 Q
ｼﾝﾊﾞﾀ ｼﾎﾘ       

  2   8  701 蛭田ちな美(3)   植田東    ･福　島  2:14.92 Q
ﾋﾙﾀ ﾁﾅﾐ         

  3   3 1617 西川    茜(3)   舟栄      ･新　潟  2:15.15 Q
ﾆｼｶﾜ ｱｶﾈ        

  4   6 3406 在川    和(3)   高屋      ･広　島  2:16.54 q
ｱﾘｶﾜ ｲｽﾞﾐ       

  5   7  802 高木  麻子(3)   八千代第一 ･茨　城  2:16.78 q
ﾀｶｷﾞ ｱｻｺ        

  6   2 1108 土谷あゆみ(3)   熊谷富士見 ･埼　玉  2:18.20
ﾂﾁﾔ ｱﾕﾐ         

  7   4 4004 友池美耶子(3)   元岡      ･福　岡  2:19.10
ﾄﾓｲｹ ﾐﾔｺ        

  8   1 3902 岡部優友子(3)   春野      ･高　知  2:24.42
ｵｶﾍﾞ ﾏﾕｺ        

  9   5 4308 松田  亘代(3)   菊池南    ･熊　本  2:30.10
ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   8  705 栁沼  志帆(3)   鏡石      ･福　島  2:19.01 Q
ﾔｷﾞﾇﾏ ｼﾎ        

  2   3 4003 田中  華絵(3)   守恒      ･福　岡  2:19.11 Q
ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ         

  3   5 1124 山崎  千裕(3)   北坂戸    ･埼　玉  2:19.23 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ       

  4   2 1002 絹川    愛(3)   中尾      ･群　馬  2:19.41
ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ       

  5   4 3405 田村  紀薫(2)   五日市    ･広　島  2:21.27
ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ         

  6   6 1223 鹿野  彩夏(3)   二宮      ･千　葉  2:21.42
ｼｶﾉ ｻﾔｶ         

  7   1 1613 相場  耶絵(3)   燕北      ･新　潟  2:21.58
ｱｲﾊﾞ ﾔｴ         

  7 4312 江藤佑香子(3)   出水      ･熊　本 DNS 
ｴﾄｳ ﾕｶｺ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 4組

  1   9 2820 駒井  直美(3)   鹿島      ･兵　庫  2:19.66 Q
ｺﾏｲ ﾅｵﾐ         

  2   5 3002 若林  有香(2)   海南第三  ･和歌山  2:19.85 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ       

  3   2 3404 福永  真子(3)   高屋      ･広　島  2:20.23 Q
ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺ        

  4   1 1702 藤森佳世子(3)   山辺      ･長　野  2:20.65
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾖｺ       

  5   3 4007 木戸  美里(3)   沼        ･福　岡  2:20.77
ｷﾄﾞ ﾐｻﾄ         

  6   4 2130 田中  利奈(3)   浜北浜名  ･静　岡  2:21.38
ﾀﾅｶ ﾘﾅ          

  7   7 1616 星野  智子(3)   西蒲吉田  ･新　潟  2:21.95
ﾎｼﾉ ﾄﾓｺ         

  8   8 4310 井上  智世(2)   岱明      ･熊　本  2:23.16
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾖ        

  9   6 1116 本田さやか(3)   新座第四  ･埼　玉  2:25.54
ﾎﾝﾀﾞ ｻﾔｶ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 5組

  1   4 2912 広田  愛子(3)   三笠      ･奈　良  2:15.89 Q
ﾋﾛﾀ ｱｲｺ         

  2   5 4002 永田  あや(3)   日の里    ･福　岡  2:16.46 Q
ﾅｶﾞﾀ ｱﾔ         

  3   1 2201 鈴木亜由子(1)   豊城      ･愛　知  2:16.97 Q
ｽｽﾞｷ ｱﾕｺ        

  4   8 1222 山本江梨香(3)   逆井      ･千　葉  2:17.25 q
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ        

  5   7  510 藤原  礼佳(3)   仙北      ･秋　田  2:19.13
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔｶ       

  6   2 1404 青山  瑠衣(3)   初声      ･神奈川  2:19.16
ｱｵﾔﾏ ﾙｲ         

  7   3 1120 森永  千晶(3)   入間藤沢  ･埼　玉  2:19.92
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾁｱｷ       

  8   6 2126 柴田  理奈(2)   新居      ･静　岡  2:23.01
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾅ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 6組

  1   7 3403 春成    桃(3)   三原第三  ･広　島  2:16.36 Q
ﾊﾙﾅﾘ ﾓﾓ         

  2   9 1224 永尾    薫(3)   市川二    ･千　葉  2:16.59 Q
ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ        

  3   6 1618 斉藤  由香(2)   舟栄      ･新　潟  2:16.83 Q
ｻｲﾄｳ ﾕｶ         

  4   3 2202 奥田和佳奈(2)   富貴      ･愛　知  2:17.52
ｵｸﾀﾞ ﾜｶﾅ        

  5   2 4001 三谷  麻実(3)   菅生      ･福　岡  2:17.79
ﾐﾀﾆ ｱｻﾐ         

  6   8 1003 武    彩乃(3)   粕川      ･群　馬  2:18.19
ﾀｹ ｱﾔﾉ          

  7   5 1114 山鹿  由莉(3)   上尾東    ･埼　玉  2:18.53
ﾔﾏｶﾞ ﾕﾘ         

  8   1 4311 濵﨑奈都美(3)   北部      ･熊　本  2:19.76
ﾊﾏｻｷ ﾅﾂﾐ        

  9   4 1502 有泉  千佳(1)   櫛形      ･山　梨  2:20.18
ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾁｶ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 7組

  1   7 1001 三膳  由果(3)   城西      ･群　馬  2:16.47 Q
ｻﾝｾﾞﾝ ﾕｶ        

  2   1  107 清水  美穂(2)   足寄      ･北海道  2:16.71 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ         

  3   2 4005 友枝  美里(3)   高須      ･福　岡  2:17.67 Q
ﾄﾓｴﾀﾞ ﾐｻﾄ       

  4   3 1605 清水麻由美(3)   佐和田    ･新　潟  2:18.87
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ        

  5   5 4309 小野  彩織(3)   小国      ･熊　本  2:19.04
ｵﾉ ｻｵﾘ          

  6   8 3201 山吹  愛子(2)   蔵木      ･島　根  2:19.17
ﾔﾏﾌﾞｷ ｱｲｺ       

  7   4 1106 栗原  千明(2)   騎西      ･埼　玉  2:22.45
ｸﾘﾊﾗ ﾁｱｷ        

  6 2802 中道  早紀(2)   荒井      ･兵　庫 DNS 
ﾅｶﾐﾁ ｻｷ         

  400m

  組

予　選

 1

予　選

 2

予　選

 3

予　選

 4

予　選

 5

予　選

 6

予　選
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 1601

   66.3

 2818

   63.1

 1002

   66.8

 3404

   67.8

 4002

   64.5

 3403

   65.9

  107

   65.7
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   ８００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月23日 16:25
決　勝               8月24日 12:25

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   5 2912 広田  愛子(3)   三笠      ･奈　良  2:13.32 Q
ﾋﾛﾀ ｱｲｺ         

  2   6  701 蛭田ちな美(3)   植田東    ･福　島  2:13.65 Q
ﾋﾙﾀ ﾁﾅﾐ         

  3   1 1617 西川    茜(3)   舟栄      ･新　潟  2:13.88 q
ﾆｼｶﾜ ｱｶﾈ        

  4   4  107 清水  美穂(2)   足寄      ･北海道  2:14.18 q
ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ         

  5   7 2201 鈴木亜由子(1)   豊城      ･愛　知  2:14.97
ｽｽﾞｷ ｱﾕｺ        

  6   3 4022 深堀  未央(3)   原中央    ･福　岡  2:19.77
ﾌｶﾎﾘ ﾐｵ         

  7   2 3406 在川    和(3)   高屋      ･広　島  2:19.78
ｱﾘｶﾜ ｲｽﾞﾐ       

  8   8 1124 山崎  千裕(3)   北坂戸    ･埼　玉  2:20.22
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ       

  400m

  組

準決勝

 1

準決勝

 2

準決勝

 3

決　勝

 1617

   64.7

 1618

   64.6

 2818

   62.9

 2818

   60.0

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   4 1224 永尾    薫(3)   市川二    ･千　葉  2:14.23 Q
ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ        

  2   6 3403 春成    桃(3)   三原第三  ･広　島  2:14.34 Q
ﾊﾙﾅﾘ ﾓﾓ         

  3   5 1001 三膳  由果(3)   城西      ･群　馬  2:14.51
ｻﾝｾﾞﾝ ﾕｶ        

  4   3 4002 永田  あや(3)   日の里    ･福　岡  2:15.55
ﾅｶﾞﾀ ｱﾔ         

  5   1 3002 若林  有香(2)   海南第三  ･和歌山  2:16.39
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ       

  6   8 1618 斉藤  由香(2)   舟栄      ･新　潟  2:16.64
ｻｲﾄｳ ﾕｶ         

  7   7  802 高木  麻子(3)   八千代第一 ･茨　城  2:17.26
ﾀｶｷﾞ ｱｻｺ        

  8   2 3404 福永  真子(3)   高屋      ･広　島  2:18.61
ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   5 2818 新畑志保里(3)   学文      ･兵　庫  2:13.10 Q
ｼﾝﾊﾞﾀ ｼﾎﾘ       

  2   6  705 栁沼  志帆(3)   鏡石      ･福　島  2:14.50 Q
ﾔｷﾞﾇﾏ ｼﾎ        

  3   2 1222 山本江梨香(3)   逆井      ･千　葉  2:15.63
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ        

  4   1 4003 田中  華絵(3)   守恒      ･福　岡  2:17.97
ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ         

  5   7 1304 平田  瀬奈(3)   深川第三  ･東　京  2:18.21
ﾋﾗﾀ ｾﾅ          

  6   8 4005 友枝  美里(3)   高須      ･福　岡  2:18.94
ﾄﾓｴﾀﾞ ﾐｻﾄ       

  7   3 2820 駒井  直美(3)   鹿島      ･兵　庫  2:19.37
ｺﾏｲ ﾅｵﾐ         

  8   4  909 大塚奈央子(2)   栃木西    ･栃　木  2:19.64
ｵｵﾂｶ ﾅｵｺ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   3 2912 広田  愛子(3)   三笠      ･奈　良  2:09.70 NGR 

ﾋﾛﾀ ｱｲｺ         
  2   8  705 栁沼  志帆(3)   鏡石      ･福　島  2:12.88

ﾔｷﾞﾇﾏ ｼﾎ        
  3   1 1617 西川    茜(3)   舟栄      ･新　潟  2:13.74

ﾆｼｶﾜ ｱｶﾈ        
  4   4  701 蛭田ちな美(3)   植田東    ･福　島  2:13.85

ﾋﾙﾀ ﾁﾅﾐ         
  5   5 2818 新畑志保里(3)   学文      ･兵　庫  2:14.77

ｼﾝﾊﾞﾀ ｼﾎﾘ       
  6   2  107 清水  美穂(2)   足寄      ･北海道  2:14.99

ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ         
  7   7 3403 春成    桃(3)   三原第三  ･広　島  2:15.08

ﾊﾙﾅﾘ ﾓﾓ         
  8   6 1224 永尾    薫(3)   市川二    ･千　葉  2:21.84

ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ        

凡例: NGR:大会新記録
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   １５００ｍ 予　選(5-2+5)        8月24日 15:00

日本中学記録(NJR)　　4'21"41　宮崎　安澄(熊本･湖東)　　　　　1989
大会記録(GR)　　　　 4'24"83  小林祐梨子(兵庫･旭丘)   　　　 2003

予　選(5組2着+5)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   4 3403 春成    桃(3)   三原第三  ･広　島  4:34.06 Q
ﾊﾙﾅﾘ ﾓﾓ         

  2   8 1601 井  佑紀(3)   小千谷南  ･新　潟  4:34.18 Q
ﾋﾛｲ ﾕｷ          

  3   7 4006 松田  梨恵(3)   元岡      ･福　岡  4:36.03
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｴ         

  4   5 1222 山本江梨香(3)   逆井      ･千　葉  4:37.61
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ        

  5   1 4312 江藤佑香子(3)   出水      ･熊　本  4:40.75
ｴﾄｳ ﾕｶｺ         

  6  11 1125 成田  浩視(3)   鷲宮      ･埼　玉  4:41.64
ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾐ         

  7  10 3202 田中  美穂(3)   旭丘      ･島　根  4:42.77
ﾀﾅｶ ﾐﾎ          

  8   2 3503 松村  雪絵(2)   島田      ･山　口  4:42.95
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷｴ        

  9   9 2104 佐藤  愛子(3)   芝川      ･静　岡  4:43.49
ｻﾄｳ ｱｲｺ         

 10   3 4003 田中  華絵(3)   守恒      ･福　岡  4:46.23
ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ         

 11  14 1020 須貝  倫子(3)   月夜野    ･群　馬  4:46.92
ｽｶﾞｲ ﾐﾁｺ        

 12   6 2818 新畑志保里(3)   学文      ･兵　庫  4:51.28
ｼﾝﾊﾞﾀ ｼﾎﾘ       

 13  12 1903 奥村  麻由(3)   津幡南    ･石　川  4:55.82
ｵｸﾑﾗ ﾏﾕ         

 14  13 2111 藪野  愛美(3)   静岡豊田  ･静　岡  5:04.27
ﾔﾌﾞﾉ ﾒｸﾞﾐ       

  400m

  800m

 1200m

  組

予　選

 1

予　選

 2

予　選

 3

予　選

 4

予　選

 5

 1020

   70.0

 1020

 2:27.5

 1601

 3:41.8

 4001

   69.8

 4001

 2:25.3

 4001

 3:40.7

 4002

   66.4

 4002

 2:21.0

 1404

 3:37.6

 4314

   67.0

 4004

 2:22.5

 4004

 3:40.1

 1002

   67.5

 4022

 2:22.1

 1002

 3:36.0

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   2  603 阿部有香里(3)   飛鳥      ･山　形  4:32.80 Q
ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ         

  2   5 1001 三膳  由果(3)   城西      ･群　馬  4:33.67 Q
ｻﾝｾﾞﾝ ﾕｶ        

  3  11 4001 三谷  麻実(3)   菅生      ･福　岡  4:33.93 q
ﾐﾀﾆ ｱｻﾐ         

  4   1 3504 佐々木裕見(2)   湯田      ･山　口  4:34.18 q
ｻｻｷ ﾕﾐ          

  5  14 4311 濵﨑奈都美(3)   北部      ･熊　本  4:38.03
ﾊﾏｻｷ ﾅﾂﾐ        

  6   8 3201 山吹  愛子(2)   蔵木      ･島　根  4:39.43
ﾔﾏﾌﾞｷ ｱｲｺ       

  7  13 1605 清水麻由美(3)   佐和田    ･新　潟  4:41.42
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ        

  8   6 1113 山鹿  友華(3)   上尾東    ･埼　玉  4:41.51
ﾔﾏｶﾞ ﾕｶ         

  9   3 3408 工藤  亜美(2)   高屋      ･広　島  4:43.70
ｸﾄﾞｳ ﾂｸﾞﾐ       

 10   4 4103 馬場  詩代(3)   西部      ･佐　賀  4:44.05
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾖﾘ        

 11   7 2503 竹中  理沙(3)   彦根西    ･滋　賀  4:44.83
ﾀｹﾅｶ ﾘｻ         

 12  10 2107 黒田  真央(3)   韮山      ･静　岡  4:51.55
ｸﾛﾀﾞ ﾏｵ         

 13   9 2802 中道  早紀(2)   荒井      ･兵　庫  5:00.92
ﾅｶﾐﾁ ｻｷ         

 14  12 2103 松尾  和美(3)   御殿場    ･静　岡  5:25.01
ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ        

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 3組

  1   6 1404 青山  瑠衣(3)   初声      ･神奈川  4:32.64 Q
ｱｵﾔﾏ ﾙｲ         

  2  11 4002 永田  あや(3)   日の里    ･福　岡  4:33.78 Q
ﾅｶﾞﾀ ｱﾔ         

  3   1 1231 小山  千華(3)   松戸第一  ･千　葉  4:37.58
ｺﾔﾏ ﾁｶ          

  4   5  802 高木  麻子(3)   八千代第一 ･茨　城  4:37.89
ﾀｶｷﾞ ｱｻｺ        

  5   7 3405 田村  紀薫(2)   五日市    ･広　島  4:38.27
ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ         

  6  13 2004 平井    恵(3)   小浜第二  ･福　井  4:38.37
ﾋﾗｲ ﾒｸﾞﾐ        

  7  12 2857 川上  夏紀(2)   緑が丘    ･兵　庫  4:38.54
ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｷ        

  8   9 3407 岡  佐智恵(3)   三原第五  ･広　島  4:39.78
ｵｶ ｻﾁｴ          

  9  14 4315 指原  千穂(2)   武蔵ヶ丘  ･熊　本  4:39.86
ｻｼﾊﾗ ﾁﾎ         

 10   4 1114 山鹿  由莉(3)   上尾東    ･埼　玉  4:40.34
ﾔﾏｶﾞ ﾕﾘ         

 11   8 1005 矢部    瞳(2)   中之条    ･群　馬  4:40.74
ﾔﾍﾞ ﾋﾄﾐ         

 12  10 1904 岡本  美鈴(3)   津幡南    ･石　川  4:42.29
ｵｶﾓﾄ ﾐｽｽﾞ       

 13   2 2208 中條  宏美(3)   保見      ･愛　知  4:46.18
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾐ     

 14   3 2130 田中  利奈(3)   浜北浜名  ･静　岡  4:59.53
ﾀﾅｶ ﾘﾅ          

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 4組

  1   7 2601 池本かいり(2)   洛西      ･京　都  4:34.92 Q
ｲｹﾓﾄ ｶｲﾘ        

  2   6 1204 菅谷  恵美(3)   東庄      ･千　葉  4:35.00 Q
ｽｶﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ       

  3  13 4314 宮嵜久美子(2)   松橋      ･熊　本  4:35.02
ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾐｺ       

  4  12 1702 藤森佳世子(3)   山辺      ･長　野  4:35.67
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾖｺ       

  5   4 4004 友池美耶子(3)   元岡      ･福　岡  4:38.91
ﾄﾓｲｹ ﾐﾔｺ        

  6   9 4005 友枝  美里(3)   高須      ･福　岡  4:41.08
ﾄﾓｴﾀﾞ ﾐｻﾄ       

  7   2  604 岩川真知子(3)   米沢第七  ･山　形  4:41.58
ｲﾜｶﾜ ﾏﾁｺ        

  8   1 2126 柴田  理奈(2)   新居      ･静　岡  4:41.92
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾅ         

  9   5 2820 駒井  直美(3)   鹿島      ･兵　庫  4:42.73
ｺﾏｲ ﾅｵﾐ         

 10  11 1004 金子  由貴(3)   粕川      ･群　馬  4:47.31
ｶﾈｺ ﾕｷ          

 11   8 1617 西川    茜(3)   舟栄      ･新　潟  4:49.74
ﾆｼｶﾜ ｱｶﾈ        

 12  10 1804 田中  美里(3)   速星      ･富　山  4:58.00
ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ         

  3 3404 福永  真子(3)   高屋      ･広　島 DNS 
ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺ        

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 5組

  1   7 4022 深堀  未央(3)   原中央    ･福　岡  4:30.14 Q
ﾌｶﾎﾘ ﾐｵ         

  2  10 1002 絹川    愛(3)   中尾      ･群　馬  4:30.20 Q
ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ       

  3  12 2912 広田  愛子(3)   三笠      ･奈　良  4:30.20 q
ﾋﾛﾀ ｱｲｺ         

  4   6  107 清水  美穂(2)   足寄      ･北海道  4:31.25 q
ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ         

  5   5 3002 若林  有香(2)   海南第三  ･和歌山  4:34.90 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ       

  6   3 2830 森元  麻帆(2)   千種      ･兵　庫  4:35.35
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾎ         

  7  13 1224 永尾    薫(3)   市川二    ･千　葉  4:40.00
ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ        

  8  11  701 蛭田ちな美(3)   植田東    ･福　島  4:42.83
ﾋﾙﾀ ﾁﾅﾐ         

  9   2 1618 斉藤  由香(2)   舟栄      ･新　潟  4:44.88
ｻｲﾄｳ ﾕｶ         

 10   8 4313 秋岡  汐吏(3)   松橋      ･熊　本  4:51.67
ｱｷｵｶ ｼｵﾘ        

 11   9 1109 小澤なつ美(2)   幸手      ･埼　玉  4:55.77
ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ        

 12   1 2108 早野  瑞穂(2)   長泉北    ･静　岡  4:57.37
ﾊﾔﾉ ﾐｽﾞﾎ        

 13   4 3409 中村環歌子(3)   熊野      ･広　島  5:04.86
ﾅｶﾑﾗ ﾜｶｺ        

女子   １５００ｍ 決　勝               8月25日 15:00

決　勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   8 4002 永田  あや(3)   日の里    ･福　岡  4:29.92

ﾅｶﾞﾀ ｱﾔ         
  2   1 1002 絹川    愛(3)   中尾      ･群　馬  4:29.95

ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ       
  3   7  107 清水  美穂(2)   足寄      ･北海道  4:30.57

ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ         
  4   9 3403 春成    桃(3)   三原第三  ･広　島  4:31.33

ﾊﾙﾅﾘ ﾓﾓ         
  5   2 4001 三谷  麻実(3)   菅生      ･福　岡  4:32.12

ﾐﾀﾆ ｱｻﾐ         
  6  14  603 阿部有香里(3)   飛鳥      ･山　形  4:32.52

ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ         
  7  11 1601 井  佑紀(3)   小千谷南  ･新　潟  4:32.74

ﾋﾛｲ ﾕｷ          
  8   6 1204 菅谷  恵美(3)   東庄      ･千　葉  4:33.21

ｽｶﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ       
  9   4 2912 広田  愛子(3)   三笠      ･奈　良  4:35.04

ﾋﾛﾀ ｱｲｺ         
 10  10 3002 若林  有香(2)   海南第三  ･和歌山  4:35.16

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ       
 11   3 2601 池本かいり(2)   洛西      ･京　都  4:35.41

ｲｹﾓﾄ ｶｲﾘ        
 12   5 3504 佐々木裕見(2)   湯田      ･山　口  4:39.95

ｻｻｷ ﾕﾐ          
 13  15 1404 青山  瑠衣(3)   初声      ･神奈川  4:41.00

ｱｵﾔﾏ ﾙｲ         
 14  13 1001 三膳  由果(3)   城西      ･群　馬  4:50.43

ｻﾝｾﾞﾝ ﾕｶ        
 15  12 4022 深堀  未央(3)   原中央    ･福　岡  4:50.45

ﾌｶﾎﾘ ﾐｵ         

  400m   800m  1200m 組

決　勝  1002

   67.0

 1002

 2:21.5

 4001

 3:36.3
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   １００ｍＨ 予　選(9-2+6)        8月24日 12:40

日本中学記録(NJR)　　13"78　池田　久美子(山形･酒田三)　　　 1995
　　　　　　　　（手)13"7　 東田　　望(奈良･郡山南)　　　　 1987
大会記録(GR)　　　　13"97   福田　裕子(埼玉･常盤)　　　　　 1981　　

予　選(9組2着+6)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 1組

  1   1 2914 島田沙矢佳(2)   八木      ･奈　良 14.63 Q
ｼﾏﾀﾞ ｻﾔｶ        

  2   7 1107 横瀬  友里(3)   宮原      ･埼　玉 14.82 Q
ﾖｺｾ ﾕﾘ          

  3   9 3003 矢野  優子(3)   串本      ･和歌山 14.84 q
ﾔﾉ ﾕｳｺ          

  4   2 1405 山本梨花子(3)   市場      ･神奈川 15.01 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶｺ        

  5   3 2858 尾崎  礼華(3)   港島      ･兵　庫 15.11
ｵｻﾞｷ ｱﾔｶ        

  6   4 2106 橋本裕美子(3)   三島山田  ･静　岡 15.13
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐｺ        

  7   6 4502 淺川  成実(3)   生目台    ･宮　崎 15.16
ｱｻｶﾜ ﾅﾙﾐ        

  8   8 4303 日田  恵理(3)   阿蘇      ･熊　本 15.61
ﾋﾀﾞ ｴﾘ          

  9   5 4212 荒木    渚(2)   長与第二  ･長　崎 16.92
ｱﾗｷ ﾅｷﾞｻ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7 2組

  1   7 2115 小林  由季(3)   浜松東部  ･静　岡 14.91 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ        

  2   5 2846 黒江  春香(3)   平野      ･兵　庫 15.11 Q
ｸﾛｴ ﾊﾙｶ         

  3   9 2704 江口  千夏(3)   吹田第五  ･大　阪 15.14
ｴｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ        

  4   6 1225 黒須  友美(3)   多古      ･千　葉 15.20
ｸﾛｽ ﾄﾓﾐ         

  5   2 2504 清水  香澄(3)   安曇川    ･滋　賀 15.26
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ        

  6   8 2835 永杉  麻貴(2)   野ノ池    ･兵　庫 15.65
ﾅｶﾞｽｷﾞ ﾏｷ       

  7   3 3308 大澤  由希(3)   桑田      ･岡　山 15.90
ｵｵｻﾜ ﾕｷ         

  8   4 1305 森田  晃代(3)   三鷹第七  ･東　京 16.41
ﾓﾘﾀ ｱｷﾖ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1 3組

  1   8 2908 板垣  瑛子(3)   田原本    ･奈　良 15.05 Q
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       

  2   2 2843 近澤  沙希(3)   兵教大附属 ･兵　庫 15.05 Q
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        

  3   9 1406 滝口    雅(3)   港南      ･神奈川 15.25
ﾀｷｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ      

  4   7 2113 鈴木  章子(3)   島田第一  ･静　岡 15.46
ｽｽﾞｷ ｱｷｺ        

  5   1 1226 小川  直子(3)   多古      ･千　葉 15.56
ｵｶﾞﾜ ﾅｵｺ        

  6   3 3801 真鍋  美弥(3)   小松      ･愛　媛 15.70
ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾔ         

  7   6 2849 神田  早妃(2)   福田      ･兵　庫 15.73
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ         

  8   4 1112 大前  智寿(2)   小川東    ･埼　玉 15.97
ｵｵﾏｴ ﾁﾋﾛ        

  9   5 1011 堀口  千春(3)   佐野      ･群　馬 16.02
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4 4組

  1   5 1228 鈴木  智絵(3)   佐原      ･千　葉 14.44 Q
ｽｽﾞｷ ﾁｴ         

  2   4 1407 千葉あずさ(3)   市場      ･神奈川 15.08 Q
ﾁﾊﾞ ｱｽﾞｻ        

  3   6 2827 中本    彩(2)   飾磨西    ･兵　庫 15.12
ﾅｶﾓﾄ ｱﾔ         

  4   3  602 菊地    綾(2)   山形第九  ･山　形 15.26
ｷｸﾁ ｱﾔ          

  5   9 2839 川原  未希(2)   東谷      ･兵　庫 15.29
ｶﾜﾊﾗ ﾐｷ         

  6   8 2114 加藤  彩樹(2)   浜松東部  ･静　岡 15.37
ｶﾄｳ ｻｷ          

  7   1 3410 藤本  彩夏(2)   五日市    ･広　島 15.41
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ       

  8   2 2604 小野寺智実(3)   南桑      ･京　都 15.65
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾐ       

  7 3702 宮﨑二美加(2)   鳴門市第二 ･徳　島       DSQ *T6 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｶ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4 5組

  1   4  301 金子沙耶香(3)   花巻      ･岩  手 14.90 Q
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         

  2   5 1126 中嶋はるみ(3)   千間台    ･埼　玉 15.10 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ       

  3   8 2847 松浦  里紗(3)   平野      ･兵　庫 15.23
ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ         

  4   6 2105 鈴木  紗世(3)   三島山田  ･静　岡 15.24
ｽｽﾞｷ ｻﾖ         

  5   9 2205 中川  佳美(3)   守山西    ･愛　知 15.28
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ       

  6   2 1603 大矢香緒里(3)   北蒲中条  ･新　潟 15.38
ｵｵﾔ ｶｵﾘ         

  7   7 1218 髙宮あゆみ(3)   八木      ･千　葉 15.87
ﾀｶﾐﾔ ｱﾕﾐ        

  8   3 2810 竹内めぐみ(3)   小園      ･兵　庫 15.96
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 6組

  1   6 2129 小林  実央(3)   磐田向陽  ･静　岡 14.63 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ        

  2   7 2837 安立  理香(3)   播磨南    ･兵　庫 15.04 Q
ｱﾀﾞﾁ ﾘｶ         

  3   1 4602 西郷  智香(3)   星峯      ･鹿児島 15.09
ｻｲｺﾞｳ ﾁｶ        

  4   2 1408 鈴木  彩香(3)   寛政      ･神奈川 15.13
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ        

  5   5 1221 木下めぐみ(3)   柏第四    ･千　葉 15.14
ｷﾉｼﾀ ﾒｸﾞﾐ       

  6   9 1111 清水由香理(2)   小川東    ･埼　玉 15.35
ｼﾐｽﾞ ﾕｶﾘ        

  7   3 2603 古谷菜々子(3)   亀岡      ･京　都 15.56
ﾌﾙﾀﾆ ﾅﾅｺ        

  8   8 4010 福島なつ美(2)   平野      ･福　岡 15.71
ﾌｸｼﾏ ﾅﾂﾐ        

  9   4 2817 片山  千波(3)   学文      ･兵　庫 15.81
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾅﾐ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8 7組

  1   7  803 征矢茉莉子(3)   並木      ･茨　城 14.71 Q
ｿﾔ ﾏﾘｺ          

  2   6 3610 平井  美咲(3)   大野原    ･香　川 15.01 Q
ﾋﾗｲ ﾐｻｷ         

  3   3 3501 吉冨なぎさ(3)   長成      ･山　口 15.02 q
ﾖｼﾄﾞﾐ ﾅｷﾞｻ      

  4   4 1118 増田  里美(3)   谷塚      ･埼　玉 15.28
ﾏｽﾀﾞ ｻﾄﾐ        

  5   2  709 栗城  里佳(2)   一箕      ･福　島 15.41
ｸﾘｷ ﾘｶ          

  6   8 2906 岩本  麻理(3)   式下      ･奈　良 15.52
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘ         

  7   5 2807 竹内  亜喜(3)   上ヶ原    ･兵　庫 15.55
ﾀｹｳﾁ ｱｷ         

  7   9 1220 高山  春奈(2)   有吉      ･千　葉 15.55
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ        

  9   1 2125 天野  早紀(2)   浜西中等部 ･静　岡 15.60
ｱﾏﾉ ｻｷ          

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 8組

  1   8 2132 肥田  愛美(3)   北浜東部  ･静　岡 14.60 Q
ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾐ         

  2   9 1501 小林  悠香(3)   甲府南    ･山　梨 14.66 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ        

  3   7  108 佐藤  彩香(3)   音更駒場  ･北海道 14.83 q
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         

  4   4 1615 村山  未有(3)   十日町中条 ･新　潟 15.06 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         

  5   2 1227 大野末也美(2)   手賀      ･千　葉 15.08
ｵｵﾉ ﾏﾅﾐ         

  6   5 2211 安藤由加里(3)   港南      ･愛　知 15.09
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ       

  7   6 2803 清田絵里加(3)   井吹台    ･兵　庫 15.27
ｷﾖﾀ ｴﾘｶ         

  8   3  511 工藤なぎさ(3)   合川      ･秋　田 15.41
ｸﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ       

  9   1 2822 髙濵祐梨奈(3)   琴陵      ･兵　庫 15.46
ﾀｶﾊﾏ ﾕﾘﾅ        

凡例: DSQ:失    格 ／ *T6:ﾊｰﾄﾞﾙ不通過
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   １００ｍＨ 予　選(9-2+6)        8月24日 12:40
準決勝(3-2+2)        8月25日 11:00
決　勝               8月25日 13:20

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風: 0.0 9組

  1   6 1205 星野ゆり恵(3)   東庄      ･千　葉 14.74 Q
ﾎｼﾉ ﾕﾘｴ         

  2   4 3104 山脇衣美香(3)   淀江      ･鳥　取 14.95 Q
ﾔﾏﾜｷ ｴﾐｶ        

  3   9  106 酒井  美紀(3)   函館旭岡  ･北海道 15.02 q
ｻｶｲ ﾐｷ          

  4   1 4102 紫村  仁美(2)   鳥栖      ･佐　賀 15.08
ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ         

  5   3 3301 岡本  侑子(3)   西大寺    ･岡　山 15.14
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺ        

  6   5 2005 上田  美鈴(2)   小浜      ･福　井 15.32
ｳｴﾀ ﾐｽｽﾞ        

  7   7 2801 木下  未来(3)   藍        ･兵　庫 15.41
ｷﾉｼﾀ ﾐｸ         

  8   8 2905 石西佑美奈(3)   河合第二  ･奈　良 15.43
ｲｿﾆｼ ﾕﾐﾅ        

  9   2 4011 中川  美幸(2)   平野      ･福　岡 15.45
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕｷ       

準決勝(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8 1組

  1   6 2132 肥田  愛美(3)   北浜東部  ･静　岡 14.60 Q
ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾐ         

  2   5  803 征矢茉莉子(3)   並木      ･茨　城 14.66 Q
ｿﾔ ﾏﾘｺ          

  3   9 3003 矢野  優子(3)   串本      ･和歌山 14.78 q
ﾔﾉ ﾕｳｺ          

  4   4 2115 小林  由季(3)   浜松東部  ･静　岡 15.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ        

  5   7 1107 横瀬  友里(3)   宮原      ･埼　玉 15.22
ﾖｺｾ ﾕﾘ          

  6   3 2837 安立  理香(3)   播磨南    ･兵　庫 15.25
ｱﾀﾞﾁ ﾘｶ         

  6   8 1405 山本梨花子(3)   市場      ･神奈川 15.25
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶｺ        

  8   2 1126 中嶋はるみ(3)   千間台    ･埼　玉 15.45
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2 2組

  1   4 1228 鈴木  智絵(3)   佐原      ･千　葉 14.41 Q
ｽｽﾞｷ ﾁｴ         

  2   8  108 佐藤  彩香(3)   音更駒場  ･北海道 14.77 Q
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         

  3   5  301 金子沙耶香(3)   花巻      ･岩  手 14.85
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         

  4   6 1205 星野ゆり恵(3)   東庄      ･千　葉 14.96
ﾎｼﾉ ﾕﾘｴ         

  5   9 3610 平井  美咲(3)   大野原    ･香　川 14.99
ﾋﾗｲ ﾐｻｷ         

  6   3 1615 村山  未有(3)   十日町中条 ･新　潟 15.04
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         

  7   7 3104 山脇衣美香(3)   淀江      ･鳥　取 15.15
ﾔﾏﾜｷ ｴﾐｶ        

  8   2 2846 黒江  春香(3)   平野      ･兵　庫 15.18
ｸﾛｴ ﾊﾙｶ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5 3組

  1   4 2129 小林  実央(3)   磐田向陽  ･静　岡 14.30 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ        

  2   6 1501 小林  悠香(3)   甲府南    ･山　梨 14.54 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ        

  3   8 2843 近澤  沙希(3)   兵教大附属 ･兵　庫 14.82 q
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        

  4   7 2914 島田沙矢佳(2)   八木      ･奈　良 14.86
ｼﾏﾀﾞ ｻﾔｶ        

  5   5 2908 板垣  瑛子(3)   田原本    ･奈　良 15.02
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       

  6   3  106 酒井  美紀(3)   函館旭岡  ･北海道 15.02
ｻｶｲ ﾐｷ          

  7   2 3501 吉冨なぎさ(3)   長成      ･山　口 15.06
ﾖｼﾄﾞﾐ ﾅｷﾞｻ      

  8   9 1407 千葉あずさ(3)   市場      ･神奈川 15.40
ﾁﾊﾞ ｱｽﾞｻ        

決　勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1

  1   8  803 征矢茉莉子(3)   並木      ･茨　城 14.00
ｿﾔ ﾏﾘｺ          

  2   6 2129 小林  実央(3)   磐田向陽  ･静　岡 14.08
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ        

  3   4 2132 肥田  愛美(3)   北浜東部  ･静　岡 14.28
ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾐ         

  4   7 1228 鈴木  智絵(3)   佐原      ･千　葉 14.54
ｽｽﾞｷ ﾁｴ         

  5   5 1501 小林  悠香(3)   甲府南    ･山　梨 14.60
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ        

  6   2  108 佐藤  彩香(3)   音更駒場  ･北海道 14.63
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         

  7   9 3003 矢野  優子(3)   串本      ･和歌山 14.65
ﾔﾉ ﾕｳｺ          

  8   3 2843 近澤  沙希(3)   兵教大附属 ･兵　庫 14.69
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        
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日本中学記録(NJR)　　47"73(後藤･山本恵･山本久･熊田)　埼玉選抜　 1987
　　　　　　　　　　 47"86(猪股･城島･笹川･滝瀬)　   (埼玉･常盤) 1983　
大会記録(GR)　　　　 47"95(横溝･前田･桜井･西村)   　(兵庫･宝殿) 1998

予　選(6組3着+6)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   7 佐原            1234 浜田  麻衣(3)   ﾊﾏﾀﾞ ﾏｲ         50.24 Q

ｻﾜﾗ             1228 鈴木  智絵(3)   ｽｽﾞｷ ﾁｴ         
千　葉 1235 廣瀬  千鶴(3)   ﾋﾛｾ ﾁﾂﾞﾙ        

1236 香取  春奈(2)   ｶﾄﾘ ﾊﾙﾅ         
  2   3 光陽            2917 森岡咲千子(3)   ﾓﾘｵｶ ｻﾁｺ        50.29 Q

ｺｳﾖｳ            2916 梅本  菜未(3)   ｳﾒﾓﾄ ﾅﾐ         
奈　良 2915 喜多ひとみ(3)   ｷﾀ ﾋﾄﾐ          

2918 本田  愛美(2)   ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ         
  3   4 古知野          2215 浅野  杏奈(3)   ｱｻﾉ ｱﾝﾅ         50.82 Q

ｺﾁﾉ             2216 森    祐佳(3)   ﾓﾘ ﾕｶ           
愛　知 2217 青山  奈央(2)   ｱｵﾔﾏ ﾅｵ         

2218 加藤  里紗(3)   ｶﾄｳ ﾘｻ          
  4   6 更埴西          1705 石坂  佳奈(2)   ｲｼｻﾞｶ ｶﾅ        51.32

ｺｳｼｮｸﾆｼ         1707 金井  未来(3)   ｶﾅｲ ﾐｸ          
長　野 1708 杉山  知佳(1)   ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｶ        

1701 宮澤  有紀(2)   ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ        
  5   8 福島            4505 岩下  奈奈(2)   ｲﾜｼﾀ ﾅﾅ         51.41

ﾌｸｼﾏ            4506 武田  孝子(3)   ﾀｹﾀﾞ ｺｳｺ        
宮　崎 4507 金川まどか(2)   ｷﾝｶﾜ ﾏﾄﾞｶ       

4508 山下  裕未(3)   ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾐ        
  6   2 板柳             208 對馬亜耶乃(1)   ﾂｼﾏ ｱﾔﾉ         51.74

ｲﾀﾔﾅｷﾞ           206 工藤  翔子(3)   ｸﾄﾞｳ ｼｮｳｺ       
青　森  207 石田  友香(2)   ｲｼﾀﾞ ﾕｶ         

 205 米谷  美紀(3)   ﾖﾈﾔ ﾐｷ          
  7   9 皇徳寺          4609 村岡  聡子(2)   ﾑﾗｵｶ ｻﾄｺ        51.79

ｺｳﾄｸｼﾞ          4607 中村  結菜(3)   ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ        
鹿児島 4608 室田    泉(3)   ﾑﾛﾀ ｲｽﾞﾐ        

4606 中赤  聡美(3)   ﾅｶｱｶ ｻﾄﾐ        
  5 南第二          3804 河内  菜央(3)   ｺｳﾁ ﾅｵ                DSQ *R2 

ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾆ         3803 井門さとみ(3)   ｲﾄﾞ ｻﾄﾐ         
愛　媛 3805 岡    愛那(3)   ｵｶ ｱｲﾅ          

3802 橘    香住(3)   ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾐ       

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 浜松東部        2116 大沼  千夏(3)   ｵｵﾇﾏ ﾁﾅﾂ        50.11 Q

ﾊﾏﾏﾂﾄｳﾌﾞ        2114 加藤  彩樹(2)   ｶﾄｳ ｻｷ          
静　岡 2117 齊藤  優季(2)   ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ        

2115 小林  由季(3)   ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ        
  2   3 明倫            2013 石橋  洋子(2)   ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｺ       50.25 Q

ﾒｲﾘﾝ            2012 小澤  茉由(2)   ｵｻﾞﾜ ﾏﾕ         
福　井 2011 米野  緑夏(3)   ｺﾒﾉ ﾘｶ          

2003 清水  浩実(3)   ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ        
  3   8 港南            1415 田 愛里香(3)   ﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｶ        50.49 Q

ｺｳﾅﾝ            1406 滝口    雅(3)   ﾀｷｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ      
神奈川 1416 岡村  未来(3)   ｵｶﾑﾗ ﾐｸ         

1417 北見  麻衣(3)   ｷﾀﾐ ﾏｲ          
  4   5 島田            3507 勝井  美都(3)   ｶﾂｲ ﾐﾄ          50.72 q

ｼﾏﾀ             3508 ｸﾘｽﾁｬﾝ静香(3)   ｸﾘｽﾁｬﾝ ｼｽﾞｶ     
山　口 3505 守川  美穂(3)   ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         

3509 藤本    玲(2)   ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ       
  5   4 群大附属        1014 房内まどか(2)   ﾌｻｳﾁ ﾏﾄﾞｶ       51.06 q

ｸﾞﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ      1015 岩木  綾子(3)   ｲﾜｷ ｱﾔｺ         
群　馬 1016 尾澤奈実佳(1)   ｵｻﾞﾜ ﾅﾐｶ        

1017 綿貫  未来(2)   ﾜﾀﾇｷ ﾐｸ         
  6   2 秋田西           503 金平  真緒(3)   ｶﾈﾋﾗ ﾏｵ         51.17 q

ｱｷﾀﾆｼ            502 鈴木ちなみ(3)   ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾐ        
秋　田  505 阿部  宏美(3)   ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ         

 501 佐藤  晴香(3)   ｻﾄｳ ﾊﾙｶ         
  7   7 山田            3604 稲澤めぐみ(2)   ｲﾅｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ      51.70

ﾔﾏﾀﾞ            3602 金盛みなみ(3)   ｶﾅﾓﾘ ﾐﾅﾐ        
香　川 3603 大山小侑里(2)   ｵｵﾔﾏ ｻﾕﾘ        

3601 中村    舞(3)   ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ         
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   9 小田北          2811 下村  愛美(3)   ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        49.95 Q

ｵﾀﾞｷﾀ           2812 島田  陽子(3)   ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ        
兵　庫 2813 柳井  美里(2)   ﾔﾅｲ ﾐｻﾄ         

2814 野口明日美(3)   ﾉｸﾞﾁ ｱｻﾐ        
  2   4 千間台          1126 中嶋はるみ(3)   ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ       50.17 Q

ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ        1127 赤司このみ(3)   ｱｶｼ ｺﾉﾐ         
埼　玉 1128 得居    彩(2)   ﾄｸｲ ｱﾔ          

1129 黒川  恵梨(3)   ｸﾛｶﾜ ｴﾘ         
  3   5 明和            3005 北山  知絵(3)   ｷﾀﾔﾏ ﾁｴ         50.37 Q

ﾒｲﾜ             3006 塩谷  千尋(3)   ｼｵﾀﾆ ﾁﾋﾛ        
和歌山 3007 瀬藤なお子(3)   ｾﾄｳ ﾅｵｺ         

3008 山崎知菜未(3)   ﾔﾏｻｷ ﾁﾅﾐ        
  4   2 天童第四         609 最上恵理香(3)   ﾓｶﾞﾐ ｴﾘｶ        51.08 q

ﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲﾖﾝ       611 國井  千織(2)   ｸﾆｲ ﾁｵﾘ         
山　形  610 鈴木さやか(3)   ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ        

 612 滝口  彩稀(2)   ﾀｷｸﾞﾁ ｻｷ        
  5   3 度会            2310 山本  知豊(3)   ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾎ         51.12 q

ﾜﾀﾗｲ            2307 森本  詞織(2)   ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        
三　重 2309 河村  紗希(3)   ｶﾜﾑﾗ ｻｷ         

2308 山本ひかる(2)   ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ        
  6   7 浜田第三        3204 西野  有紀(3)   ﾆｼﾉ ﾕｷ          52.23

ﾊﾏﾀﾞﾀﾞｲｻﾝ       3205 水津  杏里(3)   ｽｲﾂﾞ ｱﾝﾘ        
島　根 3207 岩町  由梨(3)   ｲﾜﾏﾁ ﾕﾘ         

3209 大羽里加子(1)   ｵｵﾊﾞ ﾘｶｺ        
  7   8 喜々津          4205 中村  朱理(3)   ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ        55.83

ｷｷﾂ             4203 内野  香苗(3)   ｳﾁﾉ ｶﾅｴ         
長　崎 4206 林    裕子(3)   ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ         

4202 松尾  智美(3)   ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ         
  6 川副            4105 大坪  由紀(2)   ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｷ              DSQ *R1 

ｶﾜｿｴ            4106 内田  美瑠(2)   ｳﾁﾀﾞ ﾐﾙ         
佐　賀 4107 山口  彩華(3)   ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ       

4108 矢ヶ部千尋(3)   ﾔｶﾍﾞ ﾁﾋﾛ        

 4組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   3 福島第三         712 佐川紗央里(3)   ｻｶﾞﾜ ｻｵﾘ        50.43 Q

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲｻﾝ        704 三浦  茉莉(3)   ﾐｳﾗ ﾏﾘ          
福　島  711   啓愛(3)   ｻｲﾄｳ ﾋﾛｴ        

 707 小林  美咲(2)   ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ       
  2   2 境港二          3108 森脇  優衣(3)   ﾓﾘﾜｷ ﾕｲ         50.66 Q

ｻｶｲﾐﾅﾄﾆ         3109 坂本  陽子(3)   ｻｶﾓﾄ ﾖｳｺ        
鳥　取 3110 杵築  小夏(1)   ｷﾂﾞｷ ｺﾅﾂ        

3111 田中    泉(3)   ﾀﾅｶ ｲｽﾞﾐ        
  3   9 浅川            4014 河田  涼子(3)   ｶﾜﾀ ﾘｮｳｺ        50.73 Q

ｱｻｶﾜ            4017 白石亜沙美(2)   ｼﾗｲｼ ｱｻﾐ        
福　岡 4015 奥田千佳子(3)   ｵｸﾀﾞ ﾁｶｺ        

4019 矢野    茜(3)   ﾔﾉ ｱｶﾈ          
  4   5 志賀            2507 植野  真梨(3)   ｳｴﾉ ﾏﾘ          50.92 q

ｼｶﾞ             2508 北村  香菜(2)   ｷﾀﾑﾗ ｶﾅ         
滋　賀 2509 平畑草野子(3)   ﾋﾗﾊﾀ ｿﾉｺ        

2510 植野  真美(3)   ｳｴﾉ ﾏﾐ          
  5   7 茨木西          2711 澤田  美奈(3)   ｻﾜﾀﾞ ﾐﾅ         51.20

ｲﾊﾞﾗｷﾆｼ         2712 黒田  茉莉(3)   ｸﾛﾀﾞ ﾏﾘ         
大　阪 2713 真見由梨絵(3)   ﾏﾅﾐ ﾕﾘｴ         

2714 倉内  恵子(3)   ｸﾗｳﾁ ｹｲｺ        
  6   8 中山             403 伊藤  夏子(3)   ｲﾄｳ ﾅﾂｺ         51.53

ﾅｶﾔﾏ             402 石井  美有(3)   ｲｼｲ ﾐｳ          
宮　城  405 高野    優(3)   ﾀｶﾉ ﾕｳ          

 404 澁澤  妙子(3)   ｼﾌﾞｻﾜ ﾀｴｺ       
  7   4 東綾瀬          1312 山本  由樹(3)   ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ         52.01

ﾋｶﾞｼｱﾔｾ         1317 平塚友美子(2)   ﾋﾗﾂｶ ﾕﾐｺ        
東　京 1313 野田安由美(3)   ﾉﾀﾞ ｱﾕﾐ         

1316 並木  美穂(2)   ﾅﾐｷ ﾐﾎ          
  8   6 県立安芸        3903 吉本  彩乃(3)   ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾉ        52.41

ｹﾝﾘﾂｱｷ          3904 瀧本  実奈(3)   ﾀｷﾓﾄ ﾐﾅ         
高　知 3905 清藤真理子(3)   ｷﾖﾄｳ ﾏﾘｺ        

3906 小松    愛(3)   ｺﾏﾂ ﾏﾅﾐ         

凡例: DSQ:失    格 ／ *R1:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ １→２
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 5組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 堀川            1809 荒谷  早織(2)   ｱﾗﾀﾆ ｻｵﾘ        49.31 Q

ﾎﾘｶﾜ            1806 高橋  奈々(3)   ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         
富　山 1802 飛弾あかり(3)   ﾋﾀﾞ ｱｶﾘ         

1801 木村  涼子(3)   ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        
  2   6 函館本通         117 太田かや乃(2)   ｵｵﾀ ｶﾔﾉ         51.06 Q

ﾊｺﾀﾞﾃﾎﾝﾄﾞｵﾘ      113 奥田  祥予(2)   ｵｸﾀﾞ ｻﾁﾖ        
北海道  112 佐藤  夏海(2)   ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ         

 114 笠原亜梨沙(1)   ｶｻﾊﾗ ｱﾘｻ        
  3   3 阿蘇            4304 山本  幸江(3)   ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｴ        51.07 Q

ｱｿ              4302 村上ちひろ(3)   ﾑﾗｶﾐ ﾁﾋﾛ        
熊　本 4305 日田  早耶(3)   ﾋﾀﾞ ｻﾔ          

4303 日田  恵理(3)   ﾋﾀﾞ ｴﾘ          
  4   8 精華西          2605 三浦  静香(3)   ﾐｳﾗ ｼｽﾞｶ        51.54

ｾｲｶﾆｼ           2608 辻    千恵(2)   ﾂｼﾞ ﾁｴ          
京　都 2610 磯部  真里(2)   ｲｿﾍﾞ ﾏﾘ         

2609 上杉  陽子(2)   ｳｴｽｷﾞ ｱｷｺ       
  5   9 青山            4406 大津留康代(3)   ｵｵﾂﾙ ﾔｽﾖ        51.85

ｱｵﾔﾏ            4408 村武  由香(2)   ﾑﾗﾀｹ ﾕｶ         
大　分 4405 川野  由貴(3)   ｶﾜﾉ ﾕｷ          

4404 鎌田  沙和(3)   ｶﾏﾀ ｻﾜ          
  6   2 櫛形            1506 長澤    優(2)   ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ        51.97

ｸｼｶﾞﾀ           1503 中込  由香(3)   ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｶ        
山　梨 1504 勝  麻里那(3)   ｶﾂ ﾏﾘﾅ          

1507 甘利    望(2)   ｱﾏﾘ ﾉｿﾞﾐ        
  7   7 桑田            3307 吉武由佳子(3)   ﾖｼﾀｹ ﾕｶｺ        53.27

ｸﾜﾀﾞ            3308 大澤  由希(3)   ｵｵｻﾜ ﾕｷ         
岡　山 3309 小室麻衣子(3)   ｺﾑﾛ ﾏｲｺ         

3310 分島真理子(3)   ﾜｹｼﾞﾏ ﾏﾘｺ       
  4 国分寺           904 小川美由紀(3)   ｵｶﾞﾜ ﾐﾕｷ              DSQ *R1 

ｺｸﾌﾞﾝｼﾞ          901 山中  麻理(3)   ﾔﾏﾅｶ ﾏﾘ         
栃　木  903 稲葉  千明(2)   ｲﾅﾊﾞ ﾁｱｷ        

 902 小平  恭子(1)   ｺﾀﾞｲﾗ ｷｮｳｺ      

 6組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   2 燕              1611 丸山祐美子(2)   ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾐｺ        49.43 Q

ﾂﾊﾞﾒ            1607 大橋  萌美(3)   ｵｵﾊｼ ﾓｴﾐ        
新　潟 1609 桑原小百合(3)   ｸﾜﾊﾞﾗ ｻﾕﾘ       

1608 江原  彩子(3)   ｴﾊﾗ ｻｴｺ         
  2   9 見前南           306 藤原  美穂(2)   ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ        50.38 Q

ﾐﾙﾏｴﾐﾅﾐ          305 久保  友咲(2)   ｸﾎﾞ ﾐｻｷ         
岩  手  303 鳩    一葉(3)   ﾊﾄ ｶｽﾞﾊ         

 304 菊池  友理(3)   ｷｸﾁ ﾕﾘ          
  3   7 多治見          2406 笠井  悠加(3)   ｶｻｲ ﾕｶ          50.90 Q

ﾀｼﾞﾐ            2409 早野  綾夏(2)   ﾊﾔﾉ ｱﾔｶ         
岐　阜 2408 伊波あずさ(2)   ｲﾅﾐ ｱｽﾞｻ        

2405 木澤  成美(3)   ｷｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ        
  4   6 高松            1906 山口  杏梨(2)   ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾘ       51.35

ﾀｶﾏﾂ            1907 山本  晃子(3)   ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ        
石　川 1908 西田  祐子(2)   ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｺ        

1909 水上明寿香(3)   ﾐｽﾞｶﾐ ｱｽｶ       
  5   8 高屋            3412 高垣  美穂(2)   ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾎ        51.75

ﾀｶﾔ             3401 上田  知沙(3)   ｳｴﾀﾞ ﾁｻ         
広　島 3414 新庄  美香(1)   ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐｶ       

3406 在川    和(3)   ｱﾘｶﾜ ｲｽﾞﾐ       
  6   3 並木             806 柴    奏子(2)   ｼﾊﾞ ｶﾅｺ         52.31

ﾅﾐｷ              807 中村祐貴子(2)   ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ        
茨　城  804 杉田  あき(3)   ｽｷﾞﾀ ｱｷ         

 805 雨谷  葉月(2)   ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾂﾞｷ      
  7   5 沖縄東          4705 浦崎  祐奈(3)   ｳﾗｻｷ ﾕｳﾅ        54.36

ｵｷﾅﾜﾋｶﾞｼ        4703 仲村  彩菜(3)   ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ        
沖　縄 4706 小渡  愛子(3)   ｵﾄﾞ ｱｲｺ         

4704 澤幡  翔子(3)   ｻﾜﾊﾀ ｼｮｳｺ       
  4 鳴門市第一      3703 宮﨑    愛(3)   ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ              DSQ *R2 

ﾅﾙﾄｼﾀﾞｲｲﾁ       3707 建本  徳子(2)   ﾀﾃﾓﾄ ﾉﾘｺ        
徳　島 3708 西尾亜耶乃(3)   ﾆｼｵ ｱﾔﾉ         

3709 西内    栞(2)   ﾆｼｳﾁ ｼｵﾘ        

凡例: DSQ:失    格 ／ *R1:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ １→２ ／ *R2:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ２→３
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   ４×１００ｍ 準決勝(3-2+2)        8月24日 16:30

準決勝(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 小田北          2811 下村  愛美(3)   ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        49.93 Q

ｵﾀﾞｷﾀ           2812 島田  陽子(3)   ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ        
兵　庫 2813 柳井  美里(2)   ﾔﾅｲ ﾐｻﾄ         

2814 野口明日美(3)   ﾉｸﾞﾁ ｱｻﾐ        
  2   6 光陽            2917 森岡咲千子(3)   ﾓﾘｵｶ ｻﾁｺ        50.14 Q

ｺｳﾖｳ            2916 梅本  菜未(3)   ｳﾒﾓﾄ ﾅﾐ         
奈　良 2915 喜多ひとみ(3)   ｷﾀ ﾋﾄﾐ          

2918 本田  愛美(2)   ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ         
  3   4 見前南           306 藤原  美穂(2)   ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ        50.49

ﾐﾙﾏｴﾐﾅﾐ          305 久保  友咲(2)   ｸﾎﾞ ﾐｻｷ         
岩  手  303 鳩    一葉(3)   ﾊﾄ ｶｽﾞﾊ         

 304 菊池  友理(3)   ｷｸﾁ ﾕﾘ          
  4   7 浜松東部        2116 大沼  千夏(3)   ｵｵﾇﾏ ﾁﾅﾂ        50.51

ﾊﾏﾏﾂﾄｳﾌﾞ        2114 加藤  彩樹(2)   ｶﾄｳ ｻｷ          
静　岡 2117 齊藤  優季(2)   ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ        

2115 小林  由季(3)   ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ        
  5   9 古知野          2215 浅野  杏奈(3)   ｱｻﾉ ｱﾝﾅ         50.87

ｺﾁﾉ             2216 森    祐佳(3)   ﾓﾘ ﾕｶ           
愛　知 2217 青山  奈央(2)   ｱｵﾔﾏ ﾅｵ         

2218 加藤  里紗(3)   ｶﾄｳ ﾘｻ          
  6   2 浅川            4014 河田  涼子(3)   ｶﾜﾀ ﾘｮｳｺ        51.00

ｱｻｶﾜ            4017 白石亜沙美(2)   ｼﾗｲｼ ｱｻﾐ        
福　岡 4015 奥田千佳子(3)   ｵｸﾀﾞ ﾁｶｺ        

4019 矢野    茜(3)   ﾔﾉ ｱｶﾈ          
  7   3 群大附属        1014 房内まどか(2)   ﾌｻｳﾁ ﾏﾄﾞｶ       51.28

ｸﾞﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ      1015 岩木  綾子(3)   ｲﾜｷ ｱﾔｺ         
群　馬 1016 尾澤奈実佳(1)   ｵｻﾞﾜ ﾅﾐｶ        

1017 綿貫  未来(2)   ﾜﾀﾇｷ ﾐｸ         
  8   8 天童第四         609 最上恵理香(3)   ﾓｶﾞﾐ ｴﾘｶ        51.44

ﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲﾖﾝ       611 國井  千織(2)   ｸﾆｲ ﾁｵﾘ         
山　形  610 鈴木さやか(3)   ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ        

 612 滝口  彩稀(2)   ﾀｷｸﾞﾁ ｻｷ        

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   7 堀川            1809 荒谷  早織(2)   ｱﾗﾀﾆ ｻｵﾘ        49.85 Q

ﾎﾘｶﾜ            1806 高橋  奈々(3)   ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         
富　山 1802 飛弾あかり(3)   ﾋﾀﾞ ｱｶﾘ         

1801 木村  涼子(3)   ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        
  2   6 千間台          1126 中嶋はるみ(3)   ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ       50.23 Q

ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ        1127 赤司このみ(3)   ｱｶｼ ｺﾉﾐ         
埼　玉 1128 得居    彩(2)   ﾄｸｲ ｱﾔ          

1129 黒川  恵梨(3)   ｸﾛｶﾜ ｴﾘ         
  3   2 明和            3005 北山  知絵(3)   ｷﾀﾔﾏ ﾁｴ         50.30 q

ﾒｲﾜ             3006 塩谷  千尋(3)   ｼｵﾀﾆ ﾁﾋﾛ        
和歌山 3007 瀬藤なお子(3)   ｾﾄｳ ﾅｵｺ         

3008 山崎知菜未(3)   ﾔﾏｻｷ ﾁﾅﾐ        
  4   4 福島第三         712 佐川紗央里(3)   ｻｶﾞﾜ ｻｵﾘ        50.56

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲｻﾝ        704 三浦  茉莉(3)   ﾐｳﾗ ﾏﾘ          
福　島  711   啓愛(3)   ｻｲﾄｳ ﾋﾛｴ        

 707 小林  美咲(2)   ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ       
  5   5 函館本通         117 太田かや乃(2)   ｵｵﾀ ｶﾔﾉ         51.04

ﾊｺﾀﾞﾃﾎﾝﾄﾞｵﾘ      113 奥田  祥予(2)   ｵｸﾀﾞ ｻﾁﾖ        
北海道  112 佐藤  夏海(2)   ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ         

 114 笠原亜梨沙(1)   ｶｻﾊﾗ ｱﾘｻ        
  6   3 阿蘇            4304 山本  幸江(3)   ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｴ        51.20

ｱｿ              4302 村上ちひろ(3)   ﾑﾗｶﾐ ﾁﾋﾛ        
熊　本 4305 日田  早耶(3)   ﾋﾀﾞ ｻﾔ          

4303 日田  恵理(3)   ﾋﾀﾞ ｴﾘ          
  7   9 島田            3507 勝井  美都(3)   ｶﾂｲ ﾐﾄ          51.26

ｼﾏﾀ             3508 ｸﾘｽﾁｬﾝ静香(3)   ｸﾘｽﾁｬﾝ ｼｽﾞｶ     
山　口 3505 守川  美穂(3)   ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         

3509 藤本    玲(2)   ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ       
  8   8 秋田西           503 金平  真緒(3)   ｶﾈﾋﾗ ﾏｵ         51.32

ｱｷﾀﾆｼ            502 鈴木ちなみ(3)   ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾐ        
秋　田  505 阿部  宏美(3)   ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ         

 501 佐藤  晴香(3)   ｻﾄｳ ﾊﾙｶ         
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   7 明倫            2013 石橋  洋子(2)   ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｺ       49.86 Q

ﾒｲﾘﾝ            2012 小澤  茉由(2)   ｵｻﾞﾜ ﾏﾕ         
福　井 2011 米野  緑夏(3)   ｺﾒﾉ ﾘｶ          

2003 清水  浩実(3)   ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ        
  2   8 港南            1415 田 愛里香(3)   ﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｶ        49.88 Q

ｺｳﾅﾝ            1406 滝口    雅(3)   ﾀｷｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ      
神奈川 1416 岡村  未来(3)   ｵｶﾑﾗ ﾐｸ         

1417 北見  麻衣(3)   ｷﾀﾐ ﾏｲ          
  3   4 佐原            1234 浜田  麻衣(3)   ﾊﾏﾀﾞ ﾏｲ         50.03 q

ｻﾜﾗ             1228 鈴木  智絵(3)   ｽｽﾞｷ ﾁｴ         
千　葉 1235 廣瀬  千鶴(3)   ﾋﾛｾ ﾁﾂﾞﾙ        

1236 香取  春奈(2)   ｶﾄﾘ ﾊﾙﾅ         
  4   2 度会            2310 山本  知豊(3)   ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾎ         50.57

ﾜﾀﾗｲ            2307 森本  詞織(2)   ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        
三　重 2309 河村  紗希(3)   ｶﾜﾑﾗ ｻｷ         

2308 山本ひかる(2)   ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ        
  5   6 境港二          3108 森脇  優衣(3)   ﾓﾘﾜｷ ﾕｲ         50.61

ｻｶｲﾐﾅﾄﾆ         3109 坂本  陽子(3)   ｻｶﾓﾄ ﾖｳｺ        
鳥　取 3110 杵築  小夏(1)   ｷﾂﾞｷ ｺﾅﾂ        

3111 田中    泉(3)   ﾀﾅｶ ｲｽﾞﾐ        
  6   3 志賀            2507 植野  真梨(3)   ｳｴﾉ ﾏﾘ          51.12

ｼｶﾞ             2508 北村  香菜(2)   ｷﾀﾑﾗ ｶﾅ         
滋　賀 2509 平畑草野子(3)   ﾋﾗﾊﾀ ｿﾉｺ        

2510 植野  真美(3)   ｳｴﾉ ﾏﾐ          
  7   9 多治見          2406 笠井  悠加(3)   ｶｻｲ ﾕｶ          51.29

ﾀｼﾞﾐ            2409 早野  綾夏(2)   ﾊﾔﾉ ｱﾔｶ         
岐　阜 2408 伊波あずさ(2)   ｲﾅﾐ ｱｽﾞｻ        

2405 木澤  成美(3)   ｷｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ        
  5 燕              1611 丸山祐美子(2)   ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾐｺ              DSQ *R2 

ﾂﾊﾞﾒ            1607 大橋  萌美(3)   ｵｵﾊｼ ﾓｴﾐ        
新　潟 1609 桑原小百合(3)   ｸﾜﾊﾞﾗ ｻﾕﾘ       

1608 江原  彩子(3)   ｴﾊﾗ ｻｴｺ         

決　勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7 堀川            1809 荒谷  早織(2)   ｱﾗﾀﾆ ｻｵﾘ        49.39

ﾎﾘｶﾜ            1806 高橋  奈々(3)   ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         
富　山 1802 飛弾あかり(3)   ﾋﾀﾞ ｱｶﾘ         

1801 木村  涼子(3)   ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ        
  2   5 小田北          2811 下村  愛美(3)   ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        49.65

ｵﾀﾞｷﾀ           2812 島田  陽子(3)   ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ        
兵　庫 2813 柳井  美里(2)   ﾔﾅｲ ﾐｻﾄ         

2814 野口明日美(3)   ﾉｸﾞﾁ ｱｻﾐ        
  3   3 光陽            2917 森岡咲千子(3)   ﾓﾘｵｶ ｻﾁｺ        49.84

ｺｳﾖｳ            2916 梅本  菜未(3)   ｳﾒﾓﾄ ﾅﾐ         
奈　良 2915 喜多ひとみ(3)   ｷﾀ ﾋﾄﾐ          

2918 本田  愛美(2)   ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ         
  4   2 明和            3005 北山  知絵(3)   ｷﾀﾔﾏ ﾁｴ         49.91

ﾒｲﾜ             3006 塩谷  千尋(3)   ｼｵﾀﾆ ﾁﾋﾛ        
和歌山 3007 瀬藤なお子(3)   ｾﾄｳ ﾅｵｺ         

3008 山崎知菜未(3)   ﾔﾏｻｷ ﾁﾅﾐ        
  5   6 港南            1415 田 愛里香(3)   ﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｶ        50.03

ｺｳﾅﾝ            1406 滝口    雅(3)   ﾀｷｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ      
神奈川 1416 岡村  未来(3)   ｵｶﾑﾗ ﾐｸ         

1417 北見  麻衣(3)   ｷﾀﾐ ﾏｲ          
  6   9 佐原            1234 浜田  麻衣(3)   ﾊﾏﾀﾞ ﾏｲ         50.09

ｻﾜﾗ             1228 鈴木  智絵(3)   ｽｽﾞｷ ﾁｴ         
千　葉 1235 廣瀬  千鶴(3)   ﾋﾛｾ ﾁﾂﾞﾙ        

1236 香取  春奈(2)   ｶﾄﾘ ﾊﾙﾅ         
  7   8 千間台          1126 中嶋はるみ(3)   ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ       50.11

ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ        1127 赤司このみ(3)   ｱｶｼ ｺﾉﾐ         
埼　玉 1128 得居    彩(2)   ﾄｸｲ ｱﾔ          

1129 黒川  恵梨(3)   ｸﾛｶﾜ ｴﾘ         
  8   4 明倫            2013 石橋  洋子(2)   ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｺ       50.59

ﾒｲﾘﾝ            2012 小澤  茉由(2)   ｵｻﾞﾜ ﾏﾕ         
福　井 2011 米野  緑夏(3)   ｺﾒﾉ ﾘｶ          

2003 清水  浩実(3)   ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐ        

凡例: DSQ:失    格 ／ *R2:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ２→３
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   走高跳 予　選1組(1m60)      8月24日　13:30
予　選2組(1m60)      8月24日　13:30
決　勝               8月25日　11:00

日本中学記録(NJR)　　1m87　佐藤　　恵(新潟･木戸)　　　　　　1981
大会記録(GR)　　　　 1m76  佐藤　　恵(新潟･木戸)　　　　　　1980
大会記録(GR)　　　　 1m76　青葉　幸紀(埼玉･東松山南)　　　　1985予　選 (通過標準記録:1m60)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 1m54 1m57 1m60 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   9 4012谷    美枝(3)   原中央    o  o  o  1m60 Q ◎  
ﾀﾆ ﾖｼｴ          福　岡

  1  17 3105駒場  萌美(3)   中ノ郷    o  o  o  1m60 Q ◎  
ｺﾏﾊﾞ ﾓｴﾐ        鳥　取

  3  22 1410東    歩美(3)   菅        o  xo o  1m60 Q ◎  
ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾐ        神奈川

  4  12 1602古俣  優子(3)   上山      o  o  xo 1m60 Q ◎  
ｺﾏﾀ ﾕｳｺ         新　潟

  5   5 3203梅津  友香(2)   弥栄      o  xxo xo 1m60 Q ◎  
ｳﾒﾂﾞ ﾕｶ         島　根

  6   3 4013木上明日香(3)   宮田      xo xxo xo 1m60 Q ◎  
ｷｶﾞﾐ ｱｽｶ        福　岡

  7  11 1902高橋  ルミ(3)   板津      o  o  xxx 1m57 q
ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ         石　川

  7  13 1307坂本  絵梨(2)   町田第二  o  o  xxx 1m57 q
ｻｶﾓﾄ ｴﾘ         東　京

  9  20 4201渕上  真帆(3)   国見      xo xxo xxx 1m57
ﾌﾁｶﾐ ﾏﾎ         長　崎

 10   4 2213佐藤ゆりあ(3)   萩山      o  xxx 1m54
ｻﾄｳ ﾕﾘｱ         愛　知

 10   7 2808大驛  美帆(3)   大久保北  o  xxx 1m54
ｵｵｴｷ ﾐﾎ         兵　庫

 10  21 1202佐々木麻衣(3)   館山第三  o  xxx 1m54
ｻｻｷ ﾏｲ          千　葉

 13   1 1012坂爪  美祐(2)   大胡      xo xxx 1m54
ｻｶﾂﾞﾒ ﾐﾕ        群　馬

 13  19 1232鈴木紗和子(3)   和田      xo xxx 1m54
ｽｽﾞｷ ｻﾜｺ        千　葉

  2 4503守部    蘭(3)   木城      xxx NR  
ﾓﾘﾍﾞ ﾗﾝ         宮　崎

  6 2907米田    和(3)   田原本    xxx NR  
ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ       奈　良

  8 1233駒田  亜弥(3)   東庄      xxx NR  
ｺﾏﾀ ｱﾐ          千　葉

 10 2204稲葉生恭子(3)   岡崎東海  xxx NR  
ｲﾅﾊﾞ ｲｸｺ        愛　知

 14 2806畠山  涼子(2)   揖保川    xxx NR  
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳｺ      兵　庫

 15 1306長  明日香(3)   東村山第七 xxx NR  
ﾁｮｳ ｱｽｶ         東　京

 16 1122飯野  智子(3)   彦糸      xxx NR  
ｲｲﾉ ﾄﾓｺ         埼　玉

 18  809山本  貴子(3)   霞ヶ浦南  xxx NR  
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ        茨　城

順位 試順 No. 氏　名 所　属 1m54 1m57 1m60 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  19 1409 奥寺  美保(3)   釜利谷    o  o  o  1m60 Q ◎  
ｵｸﾃﾞﾗ ﾐﾎ        神奈川

  2  18 3004 玉置  りさ(3)   虎東      o  o  xxo 1m60 Q ◎  
ﾀﾏｷ ﾘｻ          和歌山

  3   5 3303 三浦    彩(3)   旭東      o  o  xxx 1m57 q
ﾐｳﾗ ｱﾔ          岡　山

  3  14 1201 大竹あすみ(3)   木間ヶ瀬  o  o  xxx 1m57 q
ｵｵﾀｹ ｱｽﾐ        千　葉

  5   3 4104 松谷沙也加(3)   成章      xo o  xxx 1m57
ﾏﾂﾔ ｻﾔｶ         佐　賀

  6  15 2804 古賀しのぶ(3)   揖保川    o  xo xxx 1m57
ｺｶﾞ ｼﾉﾌﾞ        兵　庫

  6  16 2902 三好  七奈(3)   都祁      o  xo xxx 1m57
ﾐﾖｼ ﾅﾅ          奈　良

  8   9 4202 松尾  智美(3)   喜々津    xxo xo xxx 1m57
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ         長　崎

  9  17  201 西谷瑠利子(3)   福地      o  xxo xxx 1m57
ﾆｼﾀﾆ ﾙﾘｺ        青　森

 10  20 2860 横本  涼子(3)   ゆりのき台 xo xxo xxx 1m57
ﾖｺﾓﾄ ﾘｮｳｺ       兵　庫

 11  21 3302 松本真由子(3)   中山      o  xxx 1m54
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕｺ        岡　山

 12  10 2203 竹内  梨里(3)   滝ノ水    xo xxx 1m54
ﾀｹｳﾁ ﾘﾘ         愛　知

 13   6 1308 池田麻里奈(3)   深川第五  xxo xxx 1m54
ｲｹﾀﾞ ﾏﾘﾅ        東　京

 13   8 2505 羽田  美香(3)   野洲      xxo xxx 1m54
ﾊﾈﾀﾞ ﾐｶ         滋　賀

 13  22 2859 藤原  亜紀(3)   南ひばり丘 xxo xxx 1m54
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷ        兵　庫

  1 4702 内原  沙紀(3)   白保      xxx NR  
ｳﾁﾊﾗ ｻｷ         沖　縄

  2 2214 川澄  絵莉(3)   朝日丘    xxx NR  
ｶﾜｽﾐ ｴﾘ         愛　知

  4 3611 藤川    舞(3)   大野原    xxx NR  
ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｲ        香　川

  7 2824 氏家  綾花(2)   山陽      xxx NR  
ｳｼﾞｲｴ ﾘｮｳｶ      兵　庫

 11 1905 中出  千尋(2)   山代      xxx NR  
ﾅｶﾃﾞ ﾁﾋﾛ        石　川

 12 1411 田中  美帆(2)   深沢      xxx NR  
ﾀﾅｶ ﾐﾎ          神奈川

 13 2832 山口  真由(3)   鳴尾      xxx NR  
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ        兵　庫

凡例: ◎ :標準記録突破 ／ NR :記録なし

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 1m57 1m60 1m63 1m66 1m69 1m72 1m75 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   9 3105駒場  萌美(3)   中ノ郷    o  o  o  o  xxo xo xxx 1m72

ｺﾏﾊﾞ ﾓｴﾐ        鳥　取
  2  6 3004玉置  りさ(3)   虎東      o  o  o  xo o  xxx 1m69

ﾀﾏｷ ﾘｻ          和歌山
  3  1 1307坂本  絵梨(2)   町田第二  o  o  xxx 1m60

ｻｶﾓﾄ ｴﾘ         東　京
  3  5 4012谷    美枝(3)   原中央    o  o  xxx 1m60

ﾀﾆ ﾖｼｴ          福　岡
  3 11 1902高橋  ルミ(3)   板津      o  o  xxx 1m60

ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ         石　川
  6  4 1409奥寺  美保(3)   釜利谷    xo o  xxx 1m60

ｵｸﾃﾞﾗ ﾐﾎ        神奈川
  7  8 3203梅津  友香(2)   弥栄      xxo xo xxx 1m60

ｳﾒﾂﾞ ﾕｶ         島　根
  8  2 1602古俣  優子(3)   上山      xo xxo xxx 1m60

ｺﾏﾀ ﾕｳｺ         新　潟
  8 10 1201大竹あすみ(3)   木間ヶ瀬  xo xxo xxx 1m60

ｵｵﾀｹ ｱｽﾐ        千　葉
 10  7 3303三浦    彩(3)   旭東      o  xxx 1m57

ﾐｳﾗ ｱﾔ          岡　山
 11 12 1410東    歩美(3)   菅        xo xxx 1m57

ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾐ        神奈川
  3 4013木上明日香(3)   宮田      xxx NR  

ｷｶﾞﾐ ｱｽｶ        福　岡
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   走幅跳 予　選1組(5m45)      8月24日　10:30
予　選2組(5m45)      8月24日　10:30
決　勝               8月25日　12:00

日本中学記録(NJR)　　 6m19 池田　久美子(山形･酒田三)　　　　　1995
大会記録(GR)　　　　　6m12 池田　久美子(山形･酒田三)　　　　　1995

予　選 (通過標準記録:5m45)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  19 3802橘    香住(3)   南第二      5m15   5m27   5m26   5m27 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾐ       愛　媛 -0.3 +0.0 -1.5 +0.0

  2   2 1412大竹  智美(3)   平塚中原    4m89   5m24   ×   5m24 q
ｵｵﾀｹ ﾄﾓﾐ        神奈川 -0.1 +0.7 +0.7

  3  22 1703細貝  麻美(3)   箕輪        5m23   4m93   5m21   5m23
ﾎｿｶﾞｲ ｱｻﾐ       長　野 +0.5 +0.3 +0.1 +0.5

  4  13  104海野  未来(3)   大野        5m22   5m21   ×   5m22
ｳﾝﾉ ﾐｸ          北海道 +0.1 -0.7 +0.1

  5  10 2207八木    希(3)   知多        ×   5m19   5m10   5m19
ﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ        愛　知 -0.1 +0.3 -0.1

  6   6  911鈴木    茜(3)   栃木東陽    5m12   5m09   ×   5m12
ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ        栃　木 -0.1 +2.3 -0.1

  7   7 1309下山  友里(3)   川口        5m08   5m08   ×   5m08
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ         東　京 -0.9 +0.7 -0.9

  8  21 1206渡 真奈美(3)   南山        ×   5m04   4m72   5m04
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ       千　葉 -0.4 -0.6 -0.4

  9  11  811牧野    優(2)   茨城        5m03   4m88   4m95   5m03
ﾏｷﾉ ﾕｳ          茨　城 +0.2 -0.6 +0.7 +0.2

 10   8 2305堤    真千(3)   伊勢宮川    5m02   4m82   4m84   5m02
ﾂﾂﾐ ﾏﾁ          三　重 -0.0 +1.0 +0.4 -0.0

 11  25 2128小川  睦代(3)   三ヶ日      5m00   ×   ×   5m00
ｵｶﾞﾜ ﾑﾂﾖ        静　岡 -0.0 -0.0

 12  16  704三浦  茉莉(3)   福島第三    4m98   ×   ×   4m98
ﾐｳﾗ ﾏﾘ          福　島 -0.3 -0.3

 13  12 1803田中  菜穂(3)   堀川        4m74   4m86   4m95   4m95
ﾀﾅｶ ﾅﾎ          富　山 +0.0 +0.7 +1.3 +1.3

 14  15 3305林  有希子(3)   吉備        4m37   4m91   4m94   4m94
ﾊﾔｼ ﾕｷｺ         岡　山 -0.1 -0.8 +0.4 +0.4

 15  18 1117小島  綾華(2)   川島西      4m94   ×   ×   4m94
ｵｼﾞﾏ ｱﾔｶ        埼　玉 -0.5 -0.5

 16  24 2823清水あや美(3)   篠山        4m91   4m75   4m79   4m91
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾐ        兵　庫 +0.0 +1.9 +0.1 +0.0

 17   1 2123山田  奈保(2)   浜松東陽    4m89   4m88   4m87   4m89
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾎ         静　岡 -0.0 +0.1 +0.7 -0.0

 18   4 3703宮﨑    愛(3)   鳴門市第一   ×   ×   4m87   4m87
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ        徳　島 -0.6 -0.6

 18  20 1007中村絵美子(3)   高松        ×   ×   4m87   4m87
ﾅｶﾑﾗ ｴﾐｺ        群　馬 -0.4 -0.4

 20   3 1017綿貫  未来(2)   群大附属    ×   4m70   4m86   4m86
ﾜﾀﾇｷ ﾐｸ         群　馬 -0.2 +0.0 +0.0

 21   9 1230水川真梨恵(3)   習志野台    ×   3m16   4m73   4m73
ﾐｽﾞｶﾜ ﾏﾘｴ       千　葉 +0.0 +1.0 +1.0

 22  23 2911前田  和香(2)   春日        ×   ×   4m36   4m36
ﾏｴﾀﾞ ﾜｶ         奈　良 +0.1 +0.1

  5  112佐藤  夏海(2)   函館本通    ×   ×   × NR  
ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ         北海道

 14 1208溝口  理紗(3)   光          ×   ×   × NR  
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｻ       千　葉

 17 3106横山  早紀(3)   倉吉東      ×   ×   × NR  
ﾖｺﾔﾏ ｻｷ         鳥　取

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  17 4210 楠本  恵理(2)   時津        5m33   5m18   5m55   5m55 Q ◎  
ｸｽﾓﾄ ｴﾘ         長　崎 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0

  2  10 4601 羽田野真理(3)   大口明光    5m14   5m21   5m53   5m53 Q ◎  
ﾊﾀﾉ ｼﾝﾘ         鹿児島 +1.0 -0.3 +0.7 +0.7

  3  18 1501 小林  悠香(3)   甲府南      ×   4m96   5m52   5m52 Q ◎  
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ        山　梨 -0.8 -0.4 -0.4

  4  20  105 竹田小百合(3)   遺愛女子    5m37   ×   5m33   5m37 q
ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ        北海道 -0.3 -1.1 -0.3

  5  21 1006 篠原  未有(3)   館林三      5m32   5m17   5m18   5m32 q
ｼﾉﾊﾗ ﾐﾕ         群　馬 +0.1 +0.0 -0.4 +0.1

  6  19 3304 尾崎  友美(3)   操南        5m13   5m27   5m31   5m31 q
ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾐ        岡　山 -1.4 -0.5 -0.8 -0.8

  7  23 2307 森本  詞織(2)   度会        5m31   5m25   ×   5m31 q
ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        三　重 +0.5 +0.3 +0.5

  8   7  113 奥田  祥予(2)   函館本通    ×   5m29   ×   5m29 q
ｵｸﾀﾞ ｻﾁﾖ        北海道 +0.2 +0.2

  9   6  912 平井  優季(2)   佐野北      ×   ×   5m26   5m26 q
ﾋﾗｲ ﾕｷ          栃　木 +0.7 +0.7

 10  14 1229 広瀬さつき(2)   南山        ×   5m16   5m24   5m24 q
ﾋﾛｾ ｻﾂｷ         千　葉 -0.5 +0.8 +0.8

 11  22 1207 角田  みか(3)   多古        ×   5m11   5m19   5m19
ｶｸﾀ ﾐｶ          千　葉 +0.7 -0.0 -0.0

 12  16 1103 福田  悦子(3)   加須昭和    4m75   5m19   ×   5m19
ﾌｸﾀﾞ ｴﾂｺ        埼　玉 -0.0 -0.4 -0.4

 13  13 2109 浅賀  友紀(3)   賀茂        4m95   5m17   5m06   5m17
ｱｻｶ ﾕｷ          静　岡 +0.0 +0.1 +0.8 +0.1

 14  25  703 武田  瑠南(3)   若松第五    4m68   5m02   5m14   5m14
ﾀｹﾀﾞ ﾙﾅ         福　島 -0.5 +1.1 +0.1 +0.1

 15  24 4304 山本  幸江(3)   阿蘇        5m14   ×   4m97   5m14
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｴ        熊　本 +0.5 -0.0 +0.5

 16   4 1129 黒川  恵梨(3)   千間台      ×   5m08   5m13   5m13
ｸﾛｶﾜ ｴﾘ         埼　玉 -1.0 +0.0 +0.0

 17   1 2212 岩川  歩美(3)   武豊        ×   5m11   ×   5m11
ｲﾜｶﾜ ｱﾕﾐ        愛　知 +0.4 +0.4

 18   9 3107 入江    遥(3)   赤碕        5m06   5m09   5m06   5m09
ｲﾘｴ ﾊﾙｶ         鳥　取 -0.0 +0.1 +1.2 +0.1

 19   5  810 小園井  睦(3)   明光        4m90   4m75   5m00   5m00
ｵｿﾉｲ ﾑﾂﾐ        茨　城 +0.1 +0.2 -0.6 -0.6

 20  15  114 笠原亜梨沙(1)   函館本通    ×   ×   4m99   4m99
ｶｻﾊﾗ ｱﾘｻ        北海道 +1.4 +1.4

 21   2 1310 多久優麗花(2)   明豊        4m96   4m87   ×   4m96
ﾀｸ ﾕﾘｶ          東　京 -0.3 +0.8 -0.3

 22  11 2855 桑田知可子(3)   御影        4m94   ×   4m87   4m94
ｸﾜﾀﾞ ﾁｶｺ        兵　庫 +0.0 +1.4 +0.0

 23   8 1019 赤石    笑(3)   前橋第三    ×   ×   4m91   4m91
ｱｶｲｼ ｴﾐ         群　馬 -0.7 -0.7

 24   3 1214 山口  花菜(3)   前原        4m72   4m68   4m86   4m86
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅﾅ       千　葉 +0.2 +1.4 +0.0 +0.0

 25  12  710 栁沼    希(2)   船引南      ×   4m61   4m78   4m78
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ      福　島 -0.2 +0.7 +0.7

凡例: NR :記録なし ／ ◎ :標準記録突破

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  10 1501小林  悠香(3)   甲府南      5m55   5m59   ×   5m20   5m36   5m16   5m59

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ        山　梨 +2.9 +1.6 +1.8 -0.9 -1.3 +1.6
  2   1 4210楠本  恵理(2)   時津        5m36   5m46   ×   5m59   5m44   ×   5m59

ｸｽﾓﾄ ｴﾘ         長　崎 -0.1 +1.1 +0.7 -0.6 +0.7
  3   8 1006篠原  未有(3)   館林三      5m55   5m19   5m37   5m32   5m04   ×   5m55

ｼﾉﾊﾗ ﾐﾕ         群　馬 +1.9 -0.2 -0.8 +0.3 -1.7 +1.9
  4   6 3802橘    香住(3)   南第二      5m40   5m46   5m24   5m38   5m17   5m21   5m46

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾐ       愛　媛 +0.2 +2.4 +0.0 -0.2 -0.0 -0.4 +2.4
  5   9  113奥田  祥予(2)   函館本通    5m44   ×   5m21   ×   ×   5m15   5m44

ｵｸﾀﾞ ｻﾁﾖ        北海道 +1.0 -3.3 -1.1 +1.0
  6   5 2307森本  詞織(2)   度会        5m40   ×   5m23   5m17   ×   4m74   5m40

ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        三　重 +2.7 +0.8 -0.0 -1.2 +2.7
  7  12 1412大竹  智美(3)   平塚中原    ×   4m61   5m30   5m24   5m07   5m10   5m30

ｵｵﾀｹ ﾄﾓﾐ        神奈川 +0.2 +2.1 -0.5 -0.5 -1.9 +2.1
  8  11 4601羽田野真理(3)   大口明光    5m16   5m09   5m27   5m13   5m23   5m21   5m27

ﾊﾀﾉ ｼﾝﾘ         鹿児島 +1.4 -0.0 -1.0 +0.6 +1.1 -2.8 -1.0
  9   7  912平井  優季(2)   佐野北      5m24   3m51   ×   5m24

ﾋﾗｲ ﾕｷ          栃　木 -0.2 +0.8 -0.2
 10   2  105竹田小百合(3)   遺愛女子    ×   5m21   5m17   5m21

ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ        北海道 +0.8 -0.7 +0.8
 11   3 1229広瀬さつき(2)   南山        5m15   5m09   5m17   5m17

ﾋﾛｾ ｻﾂｷ         千　葉 -0.3 -0.3 +1.5 +1.5
 12   4 3304尾崎  友美(3)   操南        5m16   ×   5m00   5m16

ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾐ        岡　山 +0.8 +2.3 +0.8
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女子   砲丸投 予　選1組(13m70)     8月25日　10:00
予　選2組(13m70)     8月25日　10:00
決　勝               8月25日　13:45

日本中学記録(NJR）　　16m16　林　香代子(熊本･長洲)　　　　　 1967
大会記録(GR)　　　　　16m00　鈴木　　文(静岡･天竜)　　　　　 1982

予　選 (通過標準記録:13m70)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  22 2006渡辺  希実(3)   美浜       12m96  12m40  14m24  14m24 Q ◎  
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ      福　井

  2  23 2705馬野  裕子(3)   田尻       13m97  13m97 Q ◎  
ｳﾏﾉ ﾋﾛｺ         大　阪

  3  19 2841中西  咲子(3)   姫路大津   12m64  13m49  13m91  13m91 Q ◎  
ﾅｶﾆｼ ｻｷｺ        兵　庫

  4   2 2122山本  綾香(3)   浜松東陽   13m90  13m90 Q ◎  
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ        静　岡

  5  26 3307吉武由佳子(3)   桑田        ×  13m56  13m39  13m56 q
ﾖｼﾀｹ ﾕｶｺ        岡　山

  6  21 2903片嶋  佑果(3)   河合第二   12m79  12m69  13m54  13m54
ｶﾀｼﾏ ﾕｶ         奈　良

  7  20 2303長田  智栄(3)   久居       13m52  12m03  12m36  13m52
ﾅｶﾞﾀ ﾁｴ         三　重

  8  27 4211滝川  真紀(3)   桜馬場     12m71  12m69  13m18  13m18
ﾀｷｶﾞﾜ ﾏｷ        長　崎

  9  15 2845北垣  真里(3)   平野       12m93  12m56  13m14  13m14
ｷﾀｶﾞｷ ﾏﾘ        兵　庫

 10  25  202吉見  真希(3)   浪岡       12m71  13m02  12m63  13m02
ﾖｼﾐ ﾏｷ          青　森

 11  24 2838大西菜津美(3)   播磨南     12m94  12m17   ×  12m94
ｵｵﾆｼ ﾅﾂﾐ        兵　庫

 12  11 2707原田  麻子(3)   阪南       12m47  12m69  12m73  12m73
ﾊﾗﾀﾞ ｱｻｺ        大　阪

 13   9 3901松村友里香(3)   県立高知南   ×  12m67   ×  12m67
ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘｶ        高　知

 14  18 1413西村  彩美(3)   深沢       12m57  12m50  12m31  12m57
ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾐ        神奈川

 15   6 1203高橋  優奈(3)   印西       12m50  11m52  11m85  12m50
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        千　葉

 16  14 2913保平加奈絵(2)   郡山       12m04  12m44  10m68  12m44
ﾔｽﾋﾗ ｶﾅｴ        奈　良

 17   7 4008古川  温湖(3)   穴生       12m16  11m53  10m47  12m16
ﾌﾙｶﾜ ｱﾂｺ        福　岡

 18  13 2831上坂  千春(2)   鳴尾       10m78   ×  12m16  12m16
ｳｴｻｶ ﾁﾊﾙ        兵　庫

 19   1 1008小野里七恵(3)   高松       11m89  11m78  12m03  12m03
ｵﾉｻﾞﾄ ﾅﾅｴ       群　馬

 20  16 2304伊川  綾子(3)   鼓ヶ浦     11m70   ×  11m96  11m96
ｲｶﾞﾜ ｱﾔｺ        三　重

 21  17  706佐久間夕夏(3)   矢吹       11m87  11m93  11m25  11m93
ｻｸﾏ ﾕｶ          福　島

 22  10 1121船津くるみ(3)   入間藤沢   11m86   9m91  11m63  11m86
ﾌﾅﾂ ｸﾙﾐ         埼　玉

 23   3 2709高田  春奈(3)   赤坂台     11m03   ×  11m70  11m70
ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ        大　阪

 24  12 2007島田  稚佳(2)   東陽       10m97  11m69  10m73  11m69
ｼﾏﾀﾞ ﾁｶ         福　井

 25   8  812日下  望美(2)   美野里     11m13  11m51   ×  11m51
ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ        茨　城

 26   4  605松浦  絵湖(3)   余目        ×  10m79  11m23  11m23
ﾏﾂｳﾗ ｴｺ         山　形

  5 2112神尾こはる(3)   静岡豊田    ×   ×   × NR  
ｶﾐｵ ｺﾊﾙ         静　岡

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  23  913 鈴木  梨枝(3)   宮の原      ×  14m24  14m24 Q ◎  
ｽｽﾞｷ ﾘｴ         栃　木

  2  19  302 東井  美歌(3)   小川       13m49  14m08  14m08 Q ◎  
ｱｽﾞﾏｲ ﾐｶ        岩  手

  3  22 2901 大谷優貴乃(3)   洞川        ×  13m54  13m94  13m94 Q ◎  
ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾉ        奈　良

  4  20 3704 徳岡  沙織(3)   宍喰        ×  13m51  13m89  13m89 Q ◎  
ﾄｸｵｶ ｻｵﾘ        徳　島

  5  18 2708 植田祐紀子(3)   赤坂台     13m63  13m70  13m70 Q ◎  
ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        大　阪

  6  21 2302 茂山  千尋(3)   一志       12m73  12m79  13m66  13m66 q
ｼｹﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ       三　重

  7  25 2805 勢納  美和(2)   揖保川     12m66  13m30  13m62  13m62 q
ｾﾉｳ ﾐﾜ          兵　庫

  8  26  401 髙橋  亜弓(3)   荒浜       13m35  13m47  13m21  13m47
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ        宮　城

  9  13 2506 中川  さよ(2)   県立守山    ×  13m17  11m22  13m17
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾖ        滋　賀

 10   5 4009 宇髙さつき(3)   八児       13m05   ×  12m03  13m05
ｳﾀﾞｶ ｻﾂｷ        福　岡

 11   8 1101 中山    藍(3)   安行東     12m14  11m80  12m87  12m87
ﾅｶﾔﾏ ｱｲ         埼　玉

 12  16 2121 成瀬  鮎美(3)   浜松三方原  12m08  12m26  12m86  12m86
ﾅﾙｾ ｱﾕﾐ         静　岡

 13   6 4504 湯浅    瞳(3)   酒谷       12m81  12m84  12m76  12m84
ﾕｱｻ ﾋﾄﾐ         宮　崎

 14  15 2850 黒田  麻友(3)   福田       12m79  12m66  12m09  12m79
ｸﾛﾀﾞ ﾏﾕ         兵　庫

 15   9 1311 進藤    瞳(3)   成城学園   12m63  11m95   ×  12m63
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ       東　京

 16  12 2120 竹山  知佳(2)   浜松天竜   12m35  11m87  12m62  12m62
ﾀｹﾔﾏ ﾁｶ         静　岡

 17   7 2842 中村麻理奈(3)   姫路大津    ×  12m48  12m26  12m48
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾅ        兵　庫

 18   2 2710 成井なつ美(2)   金岡南     12m37  11m99  12m47  12m47
ﾅﾘｲ ﾅﾂﾐ         大　阪

 19   1 2403 熊﨑  萌野(3)   萩原南     12m42  12m39  12m35  12m42
ｸﾏｻﾞｷ ﾓｴﾉ       岐　阜

 20  17  204 新保あかな(3)   弘前第三    ×  12m16  12m03  12m16
ｼﾝﾎﾟ ｱｶﾅ        青　森

 21   3  512 伊藤  彩香(3)   西仙北西   11m68  12m14  11m46  12m14
ｲﾄｳ ｱﾔｶ         秋　田

 22  14  203 赤石  里美(3)   泊         12m12  11m90  11m88  12m12
ｱｶｲｼ ｻﾄﾐ        青　森

 23  24 2706 中浴あかね(3)   石尾        ×   ×  12m12  12m12
ﾅｶｻｺ ｱｶﾈ        大　阪

 24   4 2008 上道  沙織(3)   美浜       10m41  11m83  11m66  11m83
ｳｴﾐﾁ ｻｵﾘ        福　井

 25  10  109 山本  春香(3)   女満別      ×  11m77   ×  11m77
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ        北海道

 26  11 1110 福島さゆり(3)   鴻巣西     11m04  11m08  11m19  11m19
ﾌｸｼﾏ ｻﾕﾘ        埼　玉

凡例: ◎ :標準記録突破 ／ NR :記録なし

決　勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  12  913鈴木  梨枝(3)   宮の原     15m16  14m71  15m04  14m51  14m70  14m11  15m16

ｽｽﾞｷ ﾘｴ         栃　木
  2 11 2901大谷優貴乃(3)   洞川       13m81  13m85  13m85  13m43  14m54  13m77  14m54

ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾉ        奈　良
  3  7 2705馬野  裕子(3)   田尻       13m74  13m19  13m44  14m19  13m97  13m86  14m19

ｳﾏﾉ ﾋﾛｺ         大　阪
  4  3  302東井  美歌(3)   小川       14m07  13m50  13m69  12m94  14m01  13m32  14m07

ｱｽﾞﾏｲ ﾐｶ        岩  手
  5  9 2302茂山  千尋(3)   一志       13m31  13m58  14m04  13m51  13m89  13m11  14m04

ｼｹﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ       三　重
  6  6 3307吉武由佳子(3)   桑田       13m39  13m96  13m46  13m06  13m51  14m02  14m02

ﾖｼﾀｹ ﾕｶｺ        岡　山
  7 10 2708植田祐紀子(3)   赤坂台     13m58  12m58  13m59  12m99  13m69  14m01  14m01

ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        大　阪
  8  1 2841中西  咲子(3)   姫路大津   13m05  13m12  13m38  13m07  13m46  13m18  13m46

ﾅｶﾆｼ ｻｷｺ        兵　庫
  9  5 2805勢納  美和(2)   揖保川     13m32  13m01  13m13  13m32

ｾﾉｳ ﾐﾜ          兵　庫
 10  4 2122山本  綾香(3)   浜松東陽   13m26  13m06   ×  13m26

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ        静　岡
 11  8 3704徳岡  沙織(3)   宍喰        ×   ×  13m18  13m18

ﾄｸｵｶ ｻｵﾘ        徳　島
 12  2 2006渡辺  希実(3)   美浜       13m13  12m92  11m83  13m13

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ      福　井



- 46 -

第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   四種競技
日本中学記録(NJR)　　　　　 本年度より実施
大会記録(GR)　　　　　　　　本年度より実施

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  108
佐藤  彩香(3)   
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         

音更駒場  
北海道

14.54
+2.2
(903)

  1m50

(621)

 12m08

(666)

26.78
+0.6
(730)

 2920

  2  803
征矢茉莉子(3)   
ｿﾔ ﾏﾘｺ          

並木      
茨　城

14.96
+2.3
(847)

  1m53

(655)

 11m15

(605)

26.22
+0.6
(778)

 2885

  3 1309
下山  友里(3)   
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ         

川口      
東　京

14.94
+1.5
(850)

  1m59

(724)

 10m93

(591)

27.15
+0.6
(699)

 2864

  4  301
金子沙耶香(3)   
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         

花巻      
岩  手

14.86
+2.2
(860)

  1m56

(689)

  9m93

(525)

27.11
+0.6
(703)

 2777

  5 2708
植田祐紀子(3)   
ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        

赤坂台    
大　阪

14.94
+2.3
(850)

  1m40

(512)

 13m63

(769)

27.93
+0.6
(636)

 2767

  6 2009
浜野  りえ(2)   
ﾊﾏﾉ ﾘｴ          

美浜      
福　井

15.33
+0.9
(799)

  1m62

(759)

 10m50

(562)

27.90
+0.6
(639)

 2759

  7 2907
米田    和(3)   
ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ       

田原本    
奈　良

15.47
+1.5
(781)

  1m53

(655)

 10m97

(593)

27.18
+0.6
(697)

 2726

  8 1615
村山  未有(3)   
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         

十日町中条
新　潟

15.02
+1.4
(839)

  1m50

(621)

 10m71

(576)

27.41
+0.6
(678)

 2714

  9 2908
板垣  瑛子(3)   
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       

田原本    
奈　良

14.95
+2.0
(848)

  1m40

(512)

 10m73

(577)

26.64
+0.8
(742)

 2679

 10 2404
中村  有希(3)   
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        

小坂      
岐　阜

14.99
+1.4
(843)

  1m40

(512)

 10m87

(587)

26.75
+0.8
(733)

 2675

 11 1122
飯野  智子(3)   
ｲｲﾉ ﾄﾓｺ         

彦糸      
埼　玉

15.47
+2.0
(781)

  1m56

(689)

  9m99

(529)

28.01
+0.8
(630)

 2629

 12 2807
竹内  亜喜(3)   
ﾀｹｳﾁ ｱｷ         

上ヶ原    
兵　庫

15.15
+0.9
(822)

  1m45

(566)

 10m91

(589)

27.84
+0.8
(643)

 2620

 13 3705
西林  朋子(3)   
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ      

鳴門市第一
徳　島

15.29
+0.9
(804)

  1m35

(460)

 11m61

(635)

27.17
+0.8
(698)

 2597

 14 2836
吉田  桃子(2)   
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ        

浜脇      
兵　庫

15.75
+2.0
(745)

  1m45

(566)

 11m00

(595)

27.43
+0.8
(676)

 2582

 15 2843
近澤  沙希(3)   
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        

兵教大附属
兵　庫

15.11
+2.3
(827)

  1m50

(621)

  8m47

(430)

27.32
+0.8
(685)

 2563

 16 3308
大澤  由希(3)   
ｵｵｻﾜ ﾕｷ         

桑田      
岡　山

15.19
+2.0
(817)

  1m45

(566)

  9m40

(490)

27.30
+0.5
(687)

 2560

 17 1414
上野  瑞穂(3)   
ｳｴﾉ ﾐｽﾞﾎ        

横浜橘    
神奈川

15.48
+1.5
(779)

  1m50

(621)

  9m96

(527)

28.07
+0.8
(625)

 2552

 18 2909
﨑山  綾華(3)   
ｻｷﾔﾏ ｱﾔｶ        

伏見      
奈　良

15.45
+2.3
(783)

  1m40

(512)

  9m50

(497)

26.47
+0.6
(757)

 2549

 19 2817
片山  千波(3)   
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾅﾐ        

学文      
兵　庫

15.35
+2.2
(796)

  1m35

(460)

  9m51

(497)

26.84
+0.6
(725)

 2478

 20 1805
藤田真美子(3)   
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｺ        

速星      
富　山

15.49
+2.3
(778)

  1m40

(512)

  9m21

(478)

27.03
+0.6
(709)

 2477

 21 3306
片山    恵(3)   
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ       

香和      
岡　山

16.01
+2.3
(713)

  1m45

(566)

 10m32

(550)

27.79
+0.5
(647)

 2476

 22 3505
守川  美穂(3)   
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         

島田      
山　口

16.55
+1.4
(648)

  1m35

(460)

 12m42

(689)

27.41
+0.5
(678)

 2475

 23 2853
森  絵莉子(3)   
ﾓﾘ ｴﾘｺ          

別府      
兵　庫

16.18
+1.5
(692)

  1m35

(460)

 10m95

(592)

26.96
+0.6
(715)

 2459

 24 2826
濱谷  真帆(3)   
ﾊﾏﾀﾆ ﾏﾎ         

志方      
兵　庫

15.79
+2.2
(740)

  1m45

(566)

  9m44

(493)

27.77
+0.5
(649)

 2448

 25 2910
伊田  鈴香(3)   
ｲﾀﾞ ｽｽﾞｶ        

伏見      
奈　良

15.36
+2.2
(795)

  1m40

(512)

  9m31

(484)

27.68
+0.6
(656)

 2447

 26 2811
下村  愛美(3)   
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        

小田北    
兵　庫

15.55
+0.9
(770)

  1m45

(566)

  9m90

(523)

28.55
+0.5
(588)

 2447
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 記録 ｺﾒﾝﾄ

 27 1704
田澤    愛(3)   
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ       

筑摩野    
長　野

15.29
+2.2
(804)

  1m40

(512)

  9m43

(492)

28.04
+0.5
(628)

 2436

 28 2848
石井  由有(3)   
ｲｼｲ ﾕｳ          

福田      
兵　庫

16.03
+2.3
(711)

  1m40

(512)

 10m56

(566)

27.95
+0.6
(635)

 2424

 29  111
田渕さくら(2)   
ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ        

菁園      
北海道

15.71
+1.4
(750)

  1m50

(621)

  8m19

(412)

27.98
+0.6
(632)

 2415

 30 2504
清水  香澄(3)   
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ        

安曇川    
滋　賀

15.01
+1.5
(840)

  1m30

(409)

  9m36

(488)

27.53
+1.2
(668)

 2405

 31 2010
河原  真弥(3)   
ｶﾜﾊﾗ ﾏﾔ         

美浜      
福　井

15.38
+1.5
(792)

  1m35

(460)

 10m33

(551)

28.52
+0.5
(590)

 2393

 32 3506
東野    彩(2)   
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ        

萩東      
山　口

15.90
+2.0
(727)

  1m35

(460)

  9m88

(522)

27.36
+1.2
(682)

 2391

 33 3607
桑城侑紀子(3)   
ｸﾜｼﾛ ｳｷｺ        

古高松    
香　川

15.54
+1.4
(772)

  1m40

(512)

  7m49

(366)

26.71
+1.1
(736)

 2386

 34 2849
神田  早妃(2)   
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ         

福田      
兵　庫

15.40
+1.4
(790)

  1m35

(460)

 10m24

(545)

28.80
+0.6
(569)

 2364

 35 2906
岩本  麻理(3)   
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘ         

式下      
奈　良

15.40
+1.4
(790)

  1m30

(409)

  8m45

(428)

26.99
+1.1
(713)

 2340

 36  914
福田  昌恵(3)   
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｴ        

今市      
栃　木

16.39
+2.2
(667)

  1m45

(566)

  9m32

(485)

28.16
+1.2
(618)

 2336

 37 3411
加藤  由貴(2)   
ｶﾄｳ ﾕｷ          

府中緑ヶ丘
広　島

16.03
+2.0
(711)

  1m45

(566)

  8m59

(438)

28.47
+1.2
(594)

 2309

 38 1206
渡 真奈美(3)   
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ       

南山      
千　葉

15.59
+2.0
(765)

  1m35

(460)

  8m46

(429)

27.70
+1.2
(655)

 2309

 39  805
雨谷  葉月(2)   
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾂﾞｷ      

並木      
茨　城

15.42
+2.0
(787)

  1m30

(409)

  9m37

(488)

28.32
+1.2
(606)

 2290

 40 2602
道祖彩有希(3)   
ﾄﾞｳｿ ｻﾕｷ        

詳徳      
京　都

15.83
+0.9
(735)

  1m45

(566)

  7m09

(341)

27.78
+1.1
(648)

 2290

 41 1203
高橋  優奈(3)   
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        

印西      
千　葉

16.10
+2.2
(702)

  1m20

(312)

 11m66

(639)

27.94
+1.1
(636)

 2289

 42 1604
大地  優美(3)   
ｵｵﾁ ﾕｳﾐ         

佐和田    
新　潟

16.26
+0.9
(683)

  1m45

(566)

  8m76

(449)

28.61
+1.2
(584)

 2282

 43  915
福田亜沙美(2)   
ﾌｸﾀﾞ ｱｻﾐ        

今市      
栃　木

16.55
+2.3
(648)

  1m35

(460)

 10m01

(530)

28.37
+1.1
(602)

 2240

 44 2844
大塚  麻由(2)   
ｵｵﾂｶ ﾏﾕ         

平野      
兵　庫

16.79
+1.5
(620)

  1m40

(512)

 11m07

(600)

30.02
+1.2
(481)

 2213

 45 1013
小林  輝子(2)   
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ       

新島学園  
群　馬

16.46
+0.9
(659)

  1m30

(409)

  8m82

(452)

27.64
+1.1
(659)

 2179

 46  408
菅原    南(3)   
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ       

将監      
宮　城

16.38
+2.3
(668)

  1m50

(621)

  6m80

(322)

28.85
+1.1
(565)

 2176

 47 4701
玉那覇美樹(3)   
ﾀﾏﾅﾊ ﾐｷ         

カトリック
沖　縄

17.03
+1.5
(593)

  1m25

(359)

  7m89

(392)

28.73
+1.1
(574)

 1918

2307
森本  詞織(2)   
ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        

度会      
三　重

15.65
+2.0
(758)

DNF

2860
横本  涼子(3)   
ﾖｺﾓﾄ ﾘｮｳｺ       

ゆりのき台
兵　庫

16.88
+1.4
(610)

  1m59

(724)

  9m07

(469)

DNF

2116
大沼  千夏(3)   
ｵｵﾇﾏ ﾁﾅﾂ        

浜松東部  
静　岡

DNS

2902
三好  七奈(3)   
ﾐﾖｼ ﾅﾅ          

都祁      
奈　良

DNS

3004
玉置  りさ(3)   
ﾀﾏｷ ﾘｻ          

虎東      
和歌山

DNS

3610
平井  美咲(3)   
ﾋﾗｲ ﾐｻｷ         

大野原    
香　川

DNS

凡例: DNF:途中棄権 ／ DNS:欠    場

女子   四種競技
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   四種１００ｍＨ 6組  8月23日  9:30

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.5 1組

  1   4 1309 下山  友里(3)   川口      ･東　京 14.94
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ         ( 850)

  2   6 2504 清水  香澄(3)   安曇川    ･滋　賀 15.01
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ        ( 840)

  3   9 2010 河原  真弥(3)   美浜      ･福　井 15.38
ｶﾜﾊﾗ ﾏﾔ         ( 792)

  4   1 2907 米田    和(3)   田原本    ･奈　良 15.47
ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ       ( 781)

  5   2 1414 上野  瑞穂(3)   横浜橘    ･神奈川 15.48
ｳｴﾉ ﾐｽﾞﾎ        ( 779)

  6   8 2853 森  絵莉子(3)   別府      ･兵　庫 16.18
ﾓﾘ ｴﾘｺ          ( 692)

  7   5 2844 大塚  麻由(2)   平野      ･兵　庫 16.79
ｵｵﾂｶ ﾏﾕ         ( 620)

  8   3 4701 玉那覇美樹(3)   カトリック ･沖　縄 17.03
ﾀﾏﾅﾊ ﾐｷ         ( 593)

  7 2116 大沼  千夏(3)   浜松東部  ･静　岡 DNS 
ｵｵﾇﾏ ﾁﾅﾂ        (   0)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 2組

  1   4 2807 竹内  亜喜(3)   上ヶ原    ･兵　庫 15.15
ﾀｹｳﾁ ｱｷ         ( 822)

  2   9 3705 西林  朋子(3)   鳴門市第一 ･徳　島 15.29
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ      ( 804)

  3   2 2009 浜野  りえ(2)   美浜      ･福　井 15.33
ﾊﾏﾉ ﾘｴ          ( 799)

  4   7 2811 下村  愛美(3)   小田北    ･兵　庫 15.55
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        ( 770)

  5   6 2602 道祖彩有希(3)   詳徳      ･京　都 15.83
ﾄﾞｳｿ ｻﾕｷ        ( 735)

  6   5 1604 大地  優美(3)   佐和田    ･新　潟 16.26
ｵｵﾁ ﾕｳﾐ         ( 683)

  7   3 1013 小林  輝子(2)   新島学園  ･群　馬 16.46
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ       ( 659)

  8 2902 三好  七奈(3)   都祁      ･奈　良 DNS 
ﾐﾖｼ ﾅﾅ          (   0)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.3 3組

  1   4 2708 植田祐紀子(3)   赤坂台    ･大　阪 14.94
ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        ( 850)

  2   3  803 征矢茉莉子(3)   並木      ･茨　城 14.96
ｿﾔ ﾏﾘｺ          ( 847)

  3   1 2843 近澤  沙希(3)   兵教大附属 ･兵　庫 15.11
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        ( 827)

  4   5 2909 﨑山  綾華(3)   伏見      ･奈　良 15.45
ｻｷﾔﾏ ｱﾔｶ        ( 783)

  5   8 1805 藤田真美子(3)   速星      ･富　山 15.49
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｺ        ( 778)

  6   2 3306 片山    恵(3)   香和      ･岡　山 16.01
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ       ( 713)

  7   9 2848 石井  由有(3)   福田      ･兵　庫 16.03
ｲｼｲ ﾕｳ          ( 711)

  8   6  408 菅原    南(3)   将監      ･宮　城 16.38
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ       ( 668)

  9   7  915 福田亜沙美(2)   今市      ･栃　木 16.55
ﾌｸﾀﾞ ｱｻﾐ        ( 648)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4 4組

  1   6 2404 中村  有希(3)   小坂      ･岐　阜 14.99
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        ( 843)

  2   7 1615 村山  未有(3)   十日町中条 ･新　潟 15.02
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         ( 839)

  3   5 2849 神田  早妃(2)   福田      ･兵　庫 15.40
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ         ( 790)

  4   3 2906 岩本  麻理(3)   式下      ･奈　良 15.40
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘ         ( 790)

  5   1 3607 桑城侑紀子(3)   古高松    ･香　川 15.54
ｸﾜｼﾛ ｳｷｺ        ( 772)

  6   2  111 田渕さくら(2)   菁園      ･北海道 15.71
ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ        ( 750)

  7   9 3505 守川  美穂(3)   島田      ･山　口 16.55
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         ( 648)

  8   8 2860 横本  涼子(3)   ゆりのき台 ･兵　庫 16.88
ﾖｺﾓﾄ ﾘｮｳｺ       ( 610)

  4 3004 玉置  りさ(3)   虎東      ･和歌山 DNS 
ﾀﾏｷ ﾘｻ          (   0)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0 5組

  1   2 2908 板垣  瑛子(3)   田原本    ･奈　良 14.95
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       ( 848)

  2   3 3308 大澤  由希(3)   桑田      ･岡　山 15.19
ｵｵｻﾜ ﾕｷ         ( 817)

  3   5  805 雨谷  葉月(2)   並木      ･茨　城 15.42
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾂﾞｷ      ( 787)

  4   7 1122 飯野  智子(3)   彦糸      ･埼　玉 15.47
ｲｲﾉ ﾄﾓｺ         ( 781)

  5   4 1206 渡 真奈美(3)   南山      ･千　葉 15.59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ       ( 765)

  6   8 2307 森本  詞織(2)   度会      ･三　重 15.65
ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        ( 758)

  7   1 2836 吉田  桃子(2)   浜脇      ･兵　庫 15.75
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ        ( 745)

  8   9 3506 東野    彩(2)   萩東      ･山　口 15.90
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ        ( 727)

  9   6 3411 加藤  由貴(2)   府中緑ヶ丘 ･広　島 16.03
ｶﾄｳ ﾕｷ          ( 711)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.2 6組

  1   3  108 佐藤  彩香(3)   音更駒場  ･北海道 14.54
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         ( 903)

  2   4  301 金子沙耶香(3)   花巻      ･岩  手 14.86
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         ( 860)

  3   7 1704 田澤    愛(3)   筑摩野    ･長　野 15.29
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ       ( 804)

  4   5 2817 片山  千波(3)   学文      ･兵　庫 15.35
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾅﾐ        ( 796)

  5   1 2910 伊田  鈴香(3)   伏見      ･奈　良 15.36
ｲﾀﾞ ｽｽﾞｶ        ( 795)

  6   2 2826 濱谷  真帆(3)   志方      ･兵　庫 15.79
ﾊﾏﾀﾆ ﾏﾎ         ( 740)

  7   6 1203 高橋  優奈(3)   印西      ･千　葉 16.10
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        ( 702)

  8   9  914 福田  昌恵(3)   今市      ･栃　木 16.39
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｴ        ( 667)

  8 3610 平井  美咲(3)   大野原    ･香　川 DNS 
ﾋﾗｲ ﾐｻｷ         (   0)

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   四種走高跳 1組       8月23日　11:25
2組       8月23日　11:25

順位試順No. 氏　名 所　属 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1   3  301金子沙耶香(3)   花巻      -  -  -  -  o  o  o  xxo o  xxx 1m56
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         岩  手 (689)

  2  18  111田渕さくら(2)   菁園      -  -  -  o  o  o  o  xxx 1m50
ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ        北海道 (621)

  3  22 1414上野  瑞穂(3)   横浜橘    -  -  xo o  xo o  xo xxx 1m50
ｳｴﾉ ﾐｽﾞﾎ        神奈川 (621)

  4  11 3306片山    恵(3)   香和      o  o  o  o  o  o  xxx 1m45
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ       岡　山 (566)

  4  28 2826濱谷  真帆(3)   志方      -  -  o  o  o  o  xxx 1m45
ﾊﾏﾀﾆ ﾏﾎ         兵　庫 (566)

  4  29  914福田  昌恵(3)   今市      -  -  -  o  o  o  xxx 1m45
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｴ        栃　木 (566)

  4  30 2811下村  愛美(3)   小田北    -  -  o  o  o  o  xxx 1m45
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        兵　庫 (566)

  8  15 3308大澤  由希(3)   桑田      o  o  o  o  o  xo xxx 1m45
ｵｵｻﾜ ﾕｷ         岡　山 (566)

  9   1 2807竹内  亜喜(3)   上ヶ原    o  o  o  o  xo xo xxx 1m45
ﾀｹｳﾁ ｱｷ         兵　庫 (566)

 10  31 2602道祖彩有希(3)   詳徳      -  -  -  o  o  xxo xxx 1m45
ﾄﾞｳｿ ｻﾕｷ        京　都 (566)

 10  33 2836吉田  桃子(2)   浜脇      -  -  o  o  o  xxo xxx 1m45
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ        兵　庫 (566)

 12  20 3607桑城侑紀子(3)   古高松    o  o  o  o  o  xxx 1m40
ｸﾜｼﾛ ｳｷｺ        香　川 (512)

 12  24 2909﨑山  綾華(3)   伏見      -  o  o  o  o  xxx 1m40
ｻｷﾔﾏ ｱﾔｶ        奈　良 (512)

 12  32 2404中村  有希(3)   小坂      -  -  o  o  o  xxx 1m40
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        岐　阜 (512)

 15  17 2708植田祐紀子(3)   赤坂台    -  -  -  xo o  xxx 1m40
ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        大　阪 (512)

 16  23 1805藤田真美子(3)   速星      o  o  o  xxo o  xxx 1m40
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｺ        富　山 (512)

 16  36 2844大塚  麻由(2)   平野      -  -  o  xxo o  xxx 1m40
ｵｵﾂｶ ﾏﾕ         兵　庫 (512)

 18  21 1704田澤    愛(3)   筑摩野    -  -  o  o  xo xxx 1m40
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ       長　野 (512)

 18  35 2908板垣  瑛子(3)   田原本    -  -  o  o  xo xxx 1m40
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       奈　良 (512)

 20  16 2910伊田  鈴香(3)   伏見      -  o  o  o  xxo xxx 1m40
ｲﾀﾞ ｽｽﾞｶ        奈　良 (512)

 21  14 3705西林  朋子(3)   鳴門市第一 -  o  o  o  xxx 1m35
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ      徳　島 (460)

 21  37 3506東野    彩(2)   萩東      -  -  o  o  xxx 1m35
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ        山　口 (460)

 23  34 1206渡 真奈美(3)   南山      -  -  xo o  xxx 1m35
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ       千　葉 (460)

 24   7 2853森  絵莉子(3)   別府      o  o  xxo o  xxx 1m35
ﾓﾘ ｴﾘｺ          兵　庫 (460)

 25   4 2849神田  早妃(2)   福田      o  xo xxo o  xxx 1m35
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ         兵　庫 (460)

 26   5 2010河原  真弥(3)   美浜      -  o  o  xo xxx 1m35
ｶﾜﾊﾗ ﾏﾔ         福　井 (460)

 26   9 3505守川  美穂(3)   島田      -  -  o  xo xxx 1m35
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         山　口 (460)

 26  10 2817片山  千波(3)   学文      o  o  o  xo xxx 1m35
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾅﾐ        兵　庫 (460)

 26  25  915福田亜沙美(2)   今市      o  o  o  xo xxx 1m35
ﾌｸﾀﾞ ｱｻﾐ        栃　木 (460)

 30   8 2504清水  香澄(3)   安曇川    -  o  o  xxx 1m30
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ        滋　賀 (409)

 30  12 1013小林  輝子(2)   新島学園  -  o  o  xxx 1m30
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ       群　馬 (409)

 32  27 2906岩本  麻理(3)   式下      o  xo o  xxx 1m30
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘ         奈　良 (409)

 33  19  805雨谷  葉月(2)   並木      -  -  xxo xxx 1m30
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾂﾞｷ      茨　城 (409)

 34   6 4701玉那覇美樹(3)   カトリック o  xo xxx 1m25
ﾀﾏﾅﾊ ﾐｷ         沖　縄 (359)

 35  13 1203高橋  優奈(3)   印西      o  xxx 1m20
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        千　葉 (312)

  2 2116大沼  千夏(3)   浜松東部  o  xxx DNS 
ｵｵﾇﾏ ﾁﾅﾂ        静　岡 (0)

 26 3610平井  美咲(3)   大野原    o  xxx DNS 
ﾋﾗｲ ﾐｻｷ         香　川 (0)

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   四種走高跳

順位試順No. 氏　名 所　属 1m40 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59 1m62 1m65 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1   9 2009浜野  りえ(2)   美浜      o  o  o  o  xo o  xo xxx 1m62
ﾊﾏﾉ ﾘｴ          福　井 (759)

  2  13 2860横本  涼子(3)   ゆりのき台 -  -  -  o  o  xo xxx 1m59
ﾖｺﾓﾄ ﾘｮｳｺ       兵　庫 (724)

  3  11 1309下山  友里(3)   川口      o  o  o  o  xxo xo xxx 1m59
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ         東　京 (724)

  4   8 1122飯野  智子(3)   彦糸      o  o  o  xo xo xxx 1m56
ｲｲﾉ ﾄﾓｺ         埼　玉 (689)

  5   3 2907米田    和(3)   田原本    o  o  o  o  xxx 1m53
ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ       奈　良 (655)

  6   2  803征矢茉莉子(3)   並木      xo o  o  xxo xxx 1m53
ｿﾔ ﾏﾘｺ          茨　城 (655)

  7  16  408菅原    南(3)   将監      o  o  o  xxx 1m50
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ       宮　城 (621)

  8  10 1615村山  未有(3)   十日町中条 o  o  xo xxx 1m50
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         新　潟 (621)

  9   4 2843近澤  沙希(3)   兵教大附属 o  xo xxo xxx 1m50
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        兵　庫 (621)

  9   7  108佐藤  彩香(3)   音更駒場  o  xo xxo xxx 1m50
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         北海道 (621)

 11   6 1604大地  優美(3)   佐和田    o  o  xxx 1m45
ｵｵﾁ ﾕｳﾐ         新　潟 (566)

 12   1 3411加藤  由貴(2)   府中緑ヶ丘 xo xxo xxx 1m45
ｶﾄｳ ﾕｷ          広　島 (566)

 13   5 2848石井  由有(3)   福田      o  xxx 1m40
ｲｼｲ ﾕｳ          兵　庫 (512)

 12 3004玉置  りさ(3)   虎東      DNS 
ﾀﾏｷ ﾘｻ          和歌山 (0)

 14 2902三好  七奈(3)   都祁      DNS 
ﾐﾖｼ ﾅﾅ          奈　良 (0)

 15 2307森本  詞織(2)   度会      DNS 
ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        三　重 (0)

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   四種砲丸投 1組       8月23日　15:00
2組       8月23日　15:00

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1組

  1  2 2836吉田  桃子(2)   浜脇       11m00  10m48  10m78  11m00
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ        兵　庫 (595)

  2 16 2853森  絵莉子(3)   別府       10m27  10m49  10m95  10m95
ﾓﾘ ｴﾘｺ          兵　庫 (592)

  3  3 1309下山  友里(3)   川口       10m35  10m52  10m93  10m93
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ         東　京 (591)

  4 24 2807竹内  亜喜(3)   上ヶ原     10m91  10m60   9m16  10m91
ﾀｹｳﾁ ｱｷ         兵　庫 (589)

  5  4 2404中村  有希(3)   小坂        9m92  10m87  10m85  10m87
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        岐　阜 (587)

  6  5 2908板垣  瑛子(3)   田原本     10m73  10m17  10m38  10m73
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       奈　良 (577)

  7  1 2009浜野  りえ(2)   美浜       10m37  10m08  10m50  10m50
ﾊﾏﾉ ﾘｴ          福　井 (562)

  8  9 3306片山    恵(3)   香和       10m06   9m46  10m32  10m32
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ       岡　山 (550)

  9 20 2849神田  早妃(2)   福田        9m54   8m26  10m24  10m24
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ         兵　庫 (545)

 10 11  915福田亜沙美(2)   今市       10m01   9m47   9m55  10m01
ﾌｸﾀﾞ ｱｻﾐ        栃　木 (530)

 11  6 1414上野  瑞穂(3)   横浜橘      9m10   9m96   9m19   9m96
ｳｴﾉ ﾐｽﾞﾎ        神奈川 (527)

 12  7 2811下村  愛美(3)   小田北      －   8m12   9m90   9m90
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        兵　庫 (523)

 13 21 3506東野    彩(2)   萩東        9m53   9m88   9m87   9m88
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ        山　口 (522)

 14 14 2909﨑山  綾華(3)   伏見        9m34   9m50   9m00   9m50
ｻｷﾔﾏ ｱﾔｶ        奈　良 (497)

 15 12 2826濱谷  真帆(3)   志方        9m44   9m14   8m74   9m44
ﾊﾏﾀﾆ ﾏﾎ         兵　庫 (493)

 16 18 3308大澤  由希(3)   桑田        8m74   9m28   9m40   9m40
ｵｵｻﾜ ﾕｷ         岡　山 (490)

 17 22  805雨谷  葉月(2)   並木        9m37   －   ×   9m37
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾂﾞｷ      茨　城 (488)

 18 10 1805藤田真美子(3)   速星        ×   9m21   7m77   9m21
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｺ        富　山 (478)

 19 17 1013小林  輝子(2)   新島学園    7m37   8m74   8m82   8m82
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ       群　馬 (452)

 20  8 1604大地  優美(3)   佐和田      8m76   8m51   7m82   8m76
ｵｵﾁ ﾕｳﾐ         新　潟 (449)

 21 25 1206渡 真奈美(3)   南山        7m78   8m46   7m63   8m46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ       千　葉 (429)

 22 19  111田渕さくら(2)   菁園        8m19   7m78   ×   8m19
ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ        北海道 (412)

 23 23 3607桑城侑紀子(3)   古高松      7m37   7m49   7m28   7m49
ｸﾜｼﾛ ｳｷｺ        香　川 (366)

 24 13  408菅原    南(3)   将監        6m44   6m16   6m80   6m80
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ       宮　城 (322)

 15 2116大沼  千夏(3)   浜松東部  DNS 
ｵｵﾇﾏ ﾁﾅﾂ        静　岡 (0)

 26 2902三好  七奈(3)   都祁      DNS 
ﾐﾖｼ ﾅﾅ          奈　良 (0)

順位 試順 No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ 記録 ｺﾒﾝﾄ

 2組

  1  172708植田祐紀子(3)   赤坂台     12m63  13m63  12m71  13m63
ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        大　阪 (769)

  2  253505守川  美穂(3)   島田       12m42  11m43  12m01  12m42
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         山　口 (689)

  3  15 108佐藤  彩香(3)   音更駒場   12m08  11m06  11m57  12m08
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         北海道 (666)

  4   91203高橋  優奈(3)   印西       11m66  11m05  11m42  11m66
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        千　葉 (639)

  5  203705西林  朋子(3)   鳴門市第一   ×  11m07  11m61  11m61
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ      徳　島 (635)

  6  16 803征矢茉莉子(3)   並木       10m72   ×  11m15  11m15
ｿﾔ ﾏﾘｺ          茨　城 (605)

  7   42844大塚  麻由(2)   平野       11m07   9m83   9m79  11m07
ｵｵﾂｶ ﾏﾕ         兵　庫 (600)

  8  242907米田    和(3)   田原本     10m48  10m97   8m52  10m97
ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ       奈　良 (593)

  9  181615村山  未有(3)   十日町中条  10m34  10m71  10m03  10m71
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         新　潟 (576)

 10  122848石井  由有(3)   福田       10m56   9m78  10m03  10m56
ｲｼｲ ﾕｳ          兵　庫 (566)

 11   52010河原  真弥(3)   美浜       10m10  10m01  10m33  10m33
ｶﾜﾊﾗ ﾏﾔ         福　井 (551)

 12  221122飯野  智子(3)   彦糸        9m94   8m78   9m99   9m99
ｲｲﾉ ﾄﾓｺ         埼　玉 (529)

 13  26 301金子沙耶香(3)   花巻        9m74   9m93   9m93   9m93
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         岩  手 (525)

 14   82817片山  千波(3)   学文        9m44   9m41   9m51   9m51
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾅﾐ        兵　庫 (497)

 15   71704田澤    愛(3)   筑摩野      9m43   8m39   9m25   9m43
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ       長　野 (492)

 16  272504清水  香澄(3)   安曇川      ×   9m36   8m63   9m36
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ        滋　賀 (488)

 17  13 914福田  昌恵(3)   今市        ×   9m32   9m05   9m32
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｴ        栃　木 (485)

 18   62910伊田  鈴香(3)   伏見        9m31   9m31   9m26   9m31
ｲﾀﾞ ｽｽﾞｶ        奈　良 (484)

 19   12860横本  涼子(3)   ゆりのき台   7m97   8m30   9m07   9m07
ﾖｺﾓﾄ ﾘｮｳｺ       兵　庫 (469)

 20  233411加藤  由貴(2)   府中緑ヶ丘   8m03   8m59   8m01   8m59
ｶﾄｳ ﾕｷ          広　島 (438)

 21  212843近澤  沙希(3)   兵教大附属   8m29   8m47   8m09   8m47
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        兵　庫 (430)

 22  142906岩本  麻理(3)   式下        8m08   8m26   8m45   8m45
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘ         奈　良 (428)

 23  114701玉那覇美樹(3)   カトリック   7m32   7m89   7m54   7m89
ﾀﾏﾅﾊ ﾐｷ         沖　縄 (392)

 24  102602道祖彩有希(3)   詳徳        6m94   7m09   6m88   7m09
ﾄﾞｳｿ ｻﾕｷ        京　都 (341)

  23610平井  美咲(3)   大野原    DNS 
ﾋﾗｲ ﾐｻｷ         香　川 (0)

  33004玉置  りさ(3)   虎東      DNS 
ﾀﾏｷ ﾘｻ          和歌山 (0)

 192307森本  詞織(2)   度会      DNS 
ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ        三　重 (0)

凡例: DNS:欠    場
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第31回　全日本中学校陸上競技選手権大会

女子   四種２００ｍ 6組  8月23日 17:15

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1 1組

  1   5 3607 桑城侑紀子(3)   古高松    ･香　川 26.71
ｸﾜｼﾛ ｳｷｺ        ( 736)

  2   9 2906 岩本  麻理(3)   式下      ･奈　良 26.99
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘ         ( 713)

  3   8 1013 小林  輝子(2)   新島学園  ･群　馬 27.64
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ       ( 659)

  4   6 2602 道祖彩有希(3)   詳徳      ･京　都 27.78
ﾄﾞｳｿ ｻﾕｷ        ( 648)

  5   4 1203 高橋  優奈(3)   印西      ･千　葉 27.94
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        ( 636)

  6   7  915 福田亜沙美(2)   今市      ･栃　木 28.37
ﾌｸﾀﾞ ｱｻﾐ        ( 602)

  7   2 4701 玉那覇美樹(3)   カトリック ･沖　縄 28.73
ﾀﾏﾅﾊ ﾐｷ         ( 574)

  8   3  408 菅原    南(3)   将監      ･宮　城 28.85
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ       ( 565)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.2 2組

  1   8 3506 東野    彩(2)   萩東      ･山　口 27.36
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾔ        ( 682)

  2   4 2504 清水  香澄(3)   安曇川    ･滋　賀 27.53
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ        ( 668)

  3   2 1206 渡 真奈美(3)   南山      ･千　葉 27.70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ       ( 655)

  4   5  914 福田  昌恵(3)   今市      ･栃　木 28.16
ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｴ        ( 618)

  5   3  805 雨谷  葉月(2)   並木      ･茨　城 28.32
ｱﾏｶﾞｲ ﾊﾂﾞｷ      ( 606)

  6   6 3411 加藤  由貴(2)   府中緑ヶ丘 ･広　島 28.47
ｶﾄｳ ﾕｷ          ( 594)

  7   9 1604 大地  優美(3)   佐和田    ･新　潟 28.61
ｵｵﾁ ﾕｳﾐ         ( 584)

  8   7 2844 大塚  麻由(2)   平野      ･兵　庫 30.02
ｵｵﾂｶ ﾏﾕ         ( 481)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6 3組

  1   6 2909 﨑山  綾華(3)   伏見      ･奈　良 26.47
ｻｷﾔﾏ ｱﾔｶ        ( 757)

  2   2 2817 片山  千波(3)   学文      ･兵　庫 26.84
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾅﾐ        ( 725)

  3   9 2853 森  絵莉子(3)   別府      ･兵　庫 26.96
ﾓﾘ ｴﾘｺ          ( 715)

  4   3 1805 藤田真美子(3)   速星      ･富　山 27.03
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾐｺ        ( 709)

  5   4 2910 伊田  鈴香(3)   伏見      ･奈　良 27.68
ｲﾀﾞ ｽｽﾞｶ        ( 656)

  6   5 2848 石井  由有(3)   福田      ･兵　庫 27.95
ｲｼｲ ﾕｳ          ( 635)

  7   8  111 田渕さくら(2)   菁園      ･北海道 27.98
ﾀﾌﾞﾁ ｻｸﾗ        ( 632)

  8   7 2849 神田  早妃(2)   福田      ･兵　庫 28.80
ｶﾝﾀﾞ ｻｷ         ( 569)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5 4組

  1   4 3308 大澤  由希(3)   桑田      ･岡　山 27.30
ｵｵｻﾜ ﾕｷ         ( 687)

  2   8 3505 守川  美穂(3)   島田      ･山　口 27.41
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ         ( 678)

  3   9 2826 濱谷  真帆(3)   志方      ･兵　庫 27.77
ﾊﾏﾀﾆ ﾏﾎ         ( 649)

  4   6 3306 片山    恵(3)   香和      ･岡　山 27.79
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ       ( 647)

  5   7 1704 田澤    愛(3)   筑摩野    ･長　野 28.04
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ       ( 628)

  6   3 2010 河原  真弥(3)   美浜      ･福　井 28.52
ｶﾜﾊﾗ ﾏﾔ         ( 590)

  7   5 2811 下村  愛美(3)   小田北    ･兵　庫 28.55
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ        ( 588)

  2 2860 横本  涼子(3)   ゆりのき台 ･兵　庫 DNS 
ﾖｺﾓﾄ ﾘｮｳｺ       (   0)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8 5組

  1   5 2908 板垣  瑛子(3)   田原本    ･奈　良 26.64
ｲﾀｶﾞｷ ｴｲｺ       ( 742)

  2   7 2404 中村  有希(3)   小坂      ･岐　阜 26.75
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        ( 733)

  3   3 3705 西林  朋子(3)   鳴門市第一 ･徳　島 27.17
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ      ( 698)

  4   9 2843 近澤  沙希(3)   兵教大附属 ･兵　庫 27.32
ﾁｶｻﾞﾜ ｻｷ        ( 685)

  5   8 2836 吉田  桃子(2)   浜脇      ･兵　庫 27.43
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ        ( 676)

  6   4 2807 竹内  亜喜(3)   上ヶ原    ･兵　庫 27.84
ﾀｹｳﾁ ｱｷ         ( 643)

  7   6 1122 飯野  智子(3)   彦糸      ･埼　玉 28.01
ｲｲﾉ ﾄﾓｺ         ( 630)

  8   2 1414 上野  瑞穂(3)   横浜橘    ･神奈川 28.07
ｳｴﾉ ﾐｽﾞﾎ        ( 625)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6 6組

  1   3  803 征矢茉莉子(3)   並木      ･茨　城 26.22
ｿﾔ ﾏﾘｺ          ( 778)

  2   7  108 佐藤  彩香(3)   音更駒場  ･北海道 26.78
ｻﾄｳ ｱﾔｶ         ( 730)

  3   9  301 金子沙耶香(3)   花巻      ･岩  手 27.11
ｶﾈｺ ｻﾔｶ         ( 703)

  4   6 1309 下山  友里(3)   川口      ･東　京 27.15
ｼﾓﾔﾏ ﾕﾘ         ( 699)

  5   8 2907 米田    和(3)   田原本    ･奈　良 27.18
ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ       ( 697)

  6   2 1615 村山  未有(3)   十日町中条 ･新　潟 27.41
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｳ         ( 678)

  7   5 2009 浜野  りえ(2)   美浜      ･福　井 27.90
ﾊﾏﾉ ﾘｴ          ( 639)

  8   4 2708 植田祐紀子(3)   赤坂台    ･大　阪 27.93
ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ        ( 636)

凡例: DNS:欠    場


