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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/9 平國　雅智   (2) 11.13/+0.2

ﾋﾗｸﾆﾏｻﾉﾘ

長崎・佐中夜部

末綱　昇太郎 (3) 11.16/+0.2

ｽｴﾂﾅ ｼｮｳﾀﾛｳ

大分・爽風館

二子石　元気 (1) 11.40/+0.2

ﾌﾀｺﾞｲｼ ｹﾞﾝｷ

熊本・熊本工

米山　冬馬   (2) 11.46/+0.2

ﾖﾈﾔﾏ ﾄｳﾏ

東京・科技

秋野　雅人   (2) 11.52/+0.2

ｱｷﾉ ﾏｻﾄ

岡山・倉敷市工

中島　　佑   (2) 11.56/+0.2

ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ

兵庫・飾磨工

太田　　元   (3) 11.66/+0.2

ｵｵﾀ ｹﾞﾝ

広島・星槎広島

一ノ瀬　挙也 (3) 11.72/+0.2

ｲﾁﾉｾ ｹﾝﾔ

新潟・荒川

２００ｍ 8/10 末綱　昇太郎 (3) 23.12/-3.2

ｽｴﾂﾅ ｼｮｳﾀﾛｳ

大分・爽風館

平國　雅智   (2) 23.35/-3.2

ﾋﾗｸﾆﾏｻﾉﾘ

長崎・佐中夜部

中島　　佑   (2) 23.43/-3.2

ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ

兵庫・飾磨工

米山　冬馬   (2) 23.72/-3.2

ﾖﾈﾔﾏ ﾄｳﾏ

東京・科技

田中　　悟   (3) 23.90/-3.2

ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ

新潟・高田南城

太田　　元   (3) 23.97/-3.2

ｵｵﾀ ｹﾞﾝ

広島・星槎広島

山本　修平   (2) 24.37/-3.2

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

兵庫・飾磨工

小川　瑞紀   (3) 24.40/-3.2

ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

栃木・学悠館通

４００ｍ 8/8 二子石　元気 (1) 50.13

ﾌﾀｺﾞｲｼ ｹﾞﾝｷ

熊本・熊本工

山下　竜弥   (3) 50.90

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ

兵庫・飾磨工

尾上　晴哉   (2) 52.36

ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾔ

岐阜・ウイッツ青山

広岡　大樹   (3) 52.62

ﾋﾛｵｶ ﾀﾞｲｷ

奈良・山辺山添分

今岡　寛侍   (3) 53.31

ｲﾏｵｶ ｶﾝｼﾞ

大阪・向陽台

石井　伸昂   (2) 53.33

ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾀｶ

東京・ＮＨＫ学園

北山　武志   (3) 53.35

ｷﾀﾔﾏ ﾀｹｼ

埼玉・吹上秋桜

古本　秀則   (4) 54.11

ﾌﾙﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ

福岡・小倉南

８００ｍ 8/10 福村　奨太   (3)  2:06.21

ﾌｸﾑﾗ ｼｮｳﾀ

神奈川・神奈川総合産

松岡　椋太   (1)  2:07.88

ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ

愛知・科技刈谷

伴　　紘輝   (3)  2:07.94

ﾊﾞﾝ ｺｳｷ

愛知・科技刈谷

西野　陽介   (3)  2:11.50

ﾆｼﾉ ﾖｳｽｹ

兵庫・西脇北

三輪　颯平   (2)  2:11.53

ﾐﾜ ﾘｭｳﾍｲ

広島・星槎広島

岩瀬　太粋   (3)  2:13.34

ｲﾜｾ ﾀｲｷ

神奈川・日々輝神奈川

中筋　祥斗   (4)  2:13.55

ﾅｶｽｼﾞ ﾖｼﾄ

京都・桃山

１５００ｍ 8/8 溜池　勇太   (1)  4:14.81

ﾀﾒｲｹ ﾕｳﾀ

栃木・宇都宮

中村　優輔   (4)  4:18.76

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ

奈良・天理

吉居　耀大   (3)  4:20.34

ﾖｼｲ ﾖｳﾀ

埼玉・羽生

安西　飛呂   (2)  4:22.43

ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛ

東京・ＮＨＫ学園

緒方　　諒   (3)  4:23.41

ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳ

東京・世田谷泉

松下　京介   (3)  4:23.46

ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ

神奈川・県川崎

髙橋　　僚   (2)  4:25.56

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

新潟・荒川

谷川　慧慈   (3)  4:27.55

ﾀﾆｶﾜ ｹｲｼﾞ

東京・町田

５０００ｍ 8/10 溜池　勇太   (1) 16:12.28

ﾀﾒｲｹ ﾕｳﾀ

栃木・宇都宮

水越　進一   (3) 16:17.94

ﾐｽﾞｺｼ ﾉﾌﾞｶｽﾞ

神奈川・小田原

佐藤　駿太郎 (2) 16:29.80

ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ

栃木・真岡

岡田　知憲   (4) 16:56.96

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ

岡山・理大附属

浜井　慎也   (2) 16:58.98

ﾊﾏｲ ｼﾝﾔ

富山・志貴野

松下　京介   (3) 17:03.68

ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ

神奈川・県川崎

宮浦　誠人   (4) 17:04.04

ﾐﾔｳﾗ ﾏｺﾄ

福岡・小倉南

奥野　直倖   (2) 17:14.30

ｵｸﾉ ﾅｵﾕｷ

栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

４００ｍＨ

(0.914m)

8/9 山本　修平   (2) 56.17

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

兵庫・飾磨工

古本　秀則   (4) 56.37

ﾌﾙﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ

福岡・小倉南

井川　聖人   (3) 58.38

ｲｶﾞﾜ ｾｲﾄ

新潟・堀之内

山下　竜弥   (3) 58.41

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ

兵庫・飾磨工

川添　達也   (3)  1:02.66

ｶﾜｿﾞｴ ﾀﾂﾔ

愛知・科技刈谷

赤間　隼哉   (3)  1:03.75

ｱｶﾏ ｼｭﾝﾔ

東京・科技日野

前田　丈太朗 (3)  1:05.02

ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

広島・福山工

中澤　海里   (2)  1:06.66

ﾅｶｻﾜ ｶｲﾘ

東京・世田谷泉

３０００ｍＳＣ 8/10 二宮　弘成 10:40.87

ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛﾅﾘ

福岡・ひびき

小森　大暉   (2) 10:54.42

ｺﾓﾘ ﾋﾛｷ

栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

小川　直人   (3) 11:01.40

ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾄ

栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

岸本　昌実   (3) 11:14.49

ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾐ

兵庫・クラーク芦屋

前田　丈太朗 (3) 11:16.00

ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

広島・福山工

小田切　裕仁 (3) 11:25.80

ｺﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ

長野・箕輪進修

坂元　裕二郎 (2) 11:26.81

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ

愛知・科技刈谷

田形　友暉   (4) 11:28.63

ﾀｶﾞﾀ ﾕｳｷ

静岡・科学技術

４×１００ｍ 8/8 兵　庫  44.00

杉本　聖柔   (2) 飾磨工

中島　　佑   (2) 飾磨工

山下　竜弥   (3) 飾磨工

山本　修平   (2) 飾磨工

東　京  44.24

立野　涼吾   (3) 浅草

米山　冬馬   (2) 科技

和田　夏樹   (2) 荻窪

根津　淳平   (3) 荻窪

新　潟  44.26

一ノ瀬　挙也 (3) 荒川

山田　和樹   (3) 高田南城

佐藤　大輝   (3) 高田南城

田中　　悟   (3) 高田南城

神奈川  44.40

石脇　　駿   (4) 市戸塚

多田　広希   (4) 市高津

秋山　雅弥   (3) 市横須賀総合

上地　慎吾   (4) 市戸塚

大　阪  44.62

山崎　　翼   (3) 長尾谷近畿

住田　勇也   (2) 藤井寺工

今岡　寛侍   (3) 向陽台

野路井　裕介 (4) 茨木工

愛　知  45.90

杉下　　慶   (1) 科技刈谷

斎藤　祐真   (1) 市豊橋

田中　ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(4) 市豊橋

赤嶺　マイキ (4) 市豊橋

広　島  46.40

重坪　大地   (2) 三原

太田　　元   (3) 星槎広島

野村　豊大   (3) 福山工

前田　丈太朗 (3) 福山工

 

４×４００ｍ 8/10 東　京   3:36.73

安西　飛呂   (2) ＮＨＫ学園

谷川　慧慈   (3) 町田

和田　夏樹   (2) 荻窪

緒方　　諒   (3) 世田谷泉

大　阪   3:36.77

野路井　裕介 (4) 茨木工

大井　一徳   (3) 三国丘

山口　勝人   (2) 藤井寺工

今岡　寛侍   (3) 向陽台

愛　知   3:40.19

川添　達也   (3) 科技刈谷

伴　　紘輝   (3) 科技刈谷

関　　洋晃   (2) 愛知工

日高　丈貴   (4) 刈谷東夜

奈　良   3:43.02

山田　拓馬   (4) 山辺山添分

中村　優輔   (4) 天理

西川　泰徳   (2) 天理

広岡　大樹   (3) 山辺山添分

新　潟   3:44.21

高野　　颯   (1) 堀之内

井川　聖人   (3) 堀之内

小林　将也   (2) 長岡明徳

髙橋　　守   (2) 長岡明徳

埼　玉   3:44.71

北山　武志   (3) 吹上秋桜

関口　優也   (3) 狭山緑陽

奈良　佳朗   (3) 西武学館

長谷川　賢太 (3) 狭山緑陽

栃　木   3:45.42

鶴田　　涼   (3) 学悠館定

藤田　夏樹   (3) 宇都宮工

溜池　勇太   (1) 宇都宮

髙橋　優斗   (2) ｸﾗｰｸ宇都宮

佐　賀   3:52.73

三好　利宜   (4) 鳥栖工

戸田　慎英   (1) 鳥栖工

犬塚　玄史   (1) 有田工

坂口　龍太   (3) 伊万里商

走高跳 8/9 坂東　源紀   (4) 1m92

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ

兵庫・川西

濱﨑　優祐   (1) 1m78

ﾊﾏｻｷ ﾕｳｽｹ

愛知・科技刈谷

清水　拓海   (2) 1m78

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ

愛知・市豊橋

長谷川　勇次 (4) 1m75

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

静岡・磐田南

藤井　佑樹   (2) 1m75

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ

兵庫・神崎工

森田　宇星   (3) 1m75

ﾓﾘﾀ ｿﾗ

埼玉・吹上秋桜

高橋　　護   (4) 1m70

ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ

千葉・市川工

藤本　千都   (1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ 京都・朱雀定 1m65

松元　孝輔 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 福岡・博多青松定

走幅跳 8/8 安田　丈樹   (1)   6m24/+2.3

ﾔｽﾀ ﾄﾓｷ

東京・小金井工

野々口　勇飛 (2)   6m21/+1.7

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾋ

京都・鳥羽

中川　紘志   (4)   6m19/+1.3

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

茨城・土浦一

河合　俊弥   (2)   6m16/+1.5

ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ

千葉・松戸南

大崎　貴喜   (3)   6m12/+1.5

ｵｵｻｷ ﾀｶﾖｼ

茨城・翔洋学園茨城

佐治　拓磨   (3)   5m98/+1.9

ｻｼﾞ ﾀｸﾏ

神奈川・市川崎商

田中　大樹   (3)   5m98/-0.3

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ

愛知・市豊橋

山田　虹輝   (2)   5m92/+1.8

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

東京・稔ヶ丘

三段跳 8/10 野路井　裕介 (4)  12m94/+4.5

ﾉｼﾞｲ ﾕｳｽｹ

大阪・茨木工

後藤　裕基   (1)  12m85/+4.2

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

埼玉・川越工

安宮　和樹   (3)  12m67/+5.1

ﾔｽﾐﾔ ｶｽﾞｼｹﾞ

兵庫・松陽

黄　　升昶   (3)  12m55/+2.9

ﾜﾝ ｼﾝﾁｬﾝ

東京・立川

山田　虹輝   (2)  12m52/ 4.0

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

東京・稔ヶ丘

國岡　　志  12m45/+2.6

ｸﾆｵｶ ｺｺﾛ

福岡・ひびき

小俣　大樹   (3)  12m34/+5.2

ｵﾏﾀ ﾋﾛｷ

神奈川・市橘

齊藤　　甫   (3)  12m06/+3.6

ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ

埼玉・羽生

砲丸投

(6.000kg)

8/10 柏木　　惇   (4)  12m05

ｶｼﾜｷﾞ ｼﾞｭﾝ

静岡・浜松大平台

石田  光生   (4)  11m43

ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ

群馬・渋川工

山形　　燎   (3)  11m39

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳ

青森・北斗

坂井　智樹   (3)  11m37

ｻｶｲ ﾄﾓｷ

兵庫・阪神昆陽

長谷川　健吾 (1)  11m15

ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ

静岡・鹿島浜松

西　　晃人   (3)  11m01

ﾆｼ ｱｷﾄ

岐阜・関商工

秋葉　宥行   (2)  10m90

ｱｷﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

神奈川・向の岡工

山口　貴久   (3)  10m48

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ

静岡・静岡中央

円盤投

(1.750kg)

8/9 石田  光生   (4)  33m66

ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ

群馬・渋川工

坂井　智樹   (3)  30m86

ｻｶｲ ﾄﾓｷ

兵庫・阪神昆陽

植木　皓太   (4)  30m36

ｳｴｷ ｺｳﾀ

茨城・水海道一

加藤　宏明   (4)  30m33

ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ

愛知・岡崎工

渡邉　亮太   (4)  29m43

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

栃木・大田原東

柏木　　惇   (4)  29m16

ｶｼﾜｷﾞ ｼﾞｭﾝ

静岡・浜松大平台

秋葉　宥行   (2)  28m62

ｱｷﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

神奈川・向の岡工

山本　吉之   (2)  28m45

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

東京・世田谷泉

男子
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/9 吉田　恵子   (4) 13.56/ 0.0

ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ

兵庫・西宮香風

篠原　綾花   (3) 13.88/ 0.0

ｼﾉﾊﾗ ｱﾔｶ

福岡・小倉南

後藤　美穂   (2) 14.03/ 0.0

ｺﾞﾄｳ ﾐﾎ

千葉・松戸南

尾長谷　佳苗 (3) 14.11/ 0.0

ｵﾊﾞｾ ｶﾅｴ

東京・科技日野

春田　玲穂奈 (1) 14.14/ 0.0

ﾊﾙﾀ ﾚｵﾅ

愛知・一宮

坂本　梨沙 14.25/ 0.0

ｻｶﾓﾄ ﾘｻ

福岡・博多青松定

長谷川　彩菜 (2) 14.38/ 0.0

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔﾅ

富山・小矢部園芸

山崎　美歩   (3) 14.76/ 0.0

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ

岐阜・大垣商

２００ｍ 8/8 吉田　恵子   (4) 28.02/-1.7

ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ

兵庫・西宮香風

尾長谷　佳苗 (3) 29.08/-1.7

ｵﾊﾞｾ ｶﾅｴ

東京・科技日野

小川　百十代 (3) 29.19/-1.7

ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾖ

奈良・天理

松屋　　空   (1) 29.20/-1.7

ﾏﾂﾔ ﾊﾙｶ

愛知・科技刈谷

長谷川　彩菜 (2) 29.87/-1.7

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔﾅ

富山・小矢部園芸

山本　　華   (2) 29.92/-1.7

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ

奈良・天理

野本　　幸   (1) 31.47/-1.7

ﾉﾓﾄ ﾕｷ

埼玉・松栄学園

亀山　春奈   (3) 33.32/-1.7

ｶﾒﾔﾏ ﾊﾙﾅ

岡山・倉敷翔南

４００ｍ 8/10 松屋　　空   (1)  1:06.90

ﾏﾂﾔ ﾊﾙｶ

愛知・科技刈谷

山下　真菜   (3)  1:08.16

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ

愛知・科技刈谷

村山　結子   (3)  1:08.47

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ

千葉・ＮＨＫ黎明

平井　梨花   (3)  1:10.06

ﾋﾗｲ ﾘｶ

佐賀・有田工

犬伏　未乃莉 (4)  1:10.25

ｲﾇﾌﾞｾ ﾐﾉﾘ

奈良・山辺山添分

伊東  愛莉   (2)  1:10.63

ｲﾄｳ ｱｲﾘ

愛知・科技刈谷

長崎　飛袈菜 (2)  1:11.00

ﾅｶﾞｻｷ ﾋｶﾅ

静岡・磐田南

石田　　梓   (1)  1:11.67

ｲｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ

東京・世田谷泉

８００ｍ 8/9 村山　結子   (3)  2:34.23

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ

千葉・ＮＨＫ黎明

太田　奈穂花 (2)  2:35.21

ｵｵﾀ ﾅﾎｶ

東京・科技日野

鈴木　彩華   (3)  2:36.62

ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ

埼玉・狭山緑陽

佐藤　　牧   (1)  2:40.08

ｻﾄｳ ﾏｷ

岩手・杜陵

鶴岡　ともか (3)  2:40.12

ﾂﾙｵｶ ﾄﾓｶ

茨城・わせがく茨城

山﨑　結花   (3)  2:43.56

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶ

奈良・天理

岡崎　真帆   (2)  2:48.20

ｵｶｻﾞｷ ﾏﾎ

神奈川・日々輝神奈川

堀池　美森   (1)  2:51.81

ﾎﾘｲｹ ﾐﾓﾘ

静岡・静岡中央

３０００ｍ 8/10 鶴岡　ともか (3) 11:38.96

ﾂﾙｵｶ ﾄﾓｶ

茨城・わせがく茨城

鈴木　彩華   (3) 11:50.79

ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ

埼玉・狭山緑陽

太田　奈穂花 (2) 11:58.73

ｵｵﾀ ﾅﾎｶ

東京・科技日野

神　　　恵   (2) 12:14.72

ｼﾞﾝ ﾒｸﾞﾐ

静岡・富士宮東

関　　弥唯   (2) 12:33.03

ｾｷ ﾔﾖｲ

神奈川・日々輝横浜

濱谷　美晴   (3) 12:34.34

ﾊﾏﾀﾆ ﾐﾊﾙ

大阪・向陽台

山野　歩美   (1) 12:50.40

ﾔﾏﾉ ｱﾕﾐ

福井・丸岡城東

横山　恵美   (4) 12:54.63

ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ

奈良・天理

１００ｍＨ

(0.838m)

8/10 谷口　なつみ 18.97/-5.7

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ

福岡・ひびき

尾身　郁栄   (2) 19.04/-5.7

ｵﾐ ｲｸｴ

奈良・天理

小田桐 優理香(2) 19.27/-5.7

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕﾘｶ

群馬・前橋清陵

井本　夕紀乃 (4) 19.86/-5.7

ｲﾓﾄ ﾕｷﾉ

大阪・二工芸

山口　浩美   (3) 19.89/-5.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

愛知・市豊橋

山田　杏香   (1) 19.94/-5.7

ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ

岡山・片上

春田　玲穂奈 (1) 20.33/-5.7

ﾊﾙﾀ ﾚｵﾅ

愛知・一宮

小川　莉穂   (1) 21.43/-5.7

ｺｶﾞﾜ ﾘﾎ

青森・尾上総

４×１００ｍ 8/10 奈　良  55.70

小川　百十代 (3) 天理

山﨑　結花   (3) 天理

尾身　郁栄   (2) 天理

山本　　華   (2) 天理

愛　知  55.83

古田　有咲   (1) 小牧

日高　麻美   (1) 刈谷東昼

松屋　　空   (1) 科技刈谷

春田　玲穂奈 (1) 一宮

東　京  56.22

穐山　定海   (2) 大智学園

尾長谷　佳苗 (3) 科技日野

石田　　梓   (1) 世田谷泉

柴崎　　幸   (3) 浅草

神奈川  58.01

中　　志織   (3) 市横須賀総合

小田切　れん (1) 平農初声分

鈴木　未来   (2) 平農初声分

中野　愛羅   (2) 横浜翠嵐

岡　山  58.13

亀山　春奈   (3) 倉敷翔南

山田　杏香   (1) 片上

畑本　沙央里 (2) 真備陵南

坂口　実結   (4) 精思

静　岡  58.30

南條　真子   (1) 静岡

瀧澤　映里香 (2) 笹田向陽台

長崎　飛袈菜 (2) 磐田南

下村　　梓   (3) 浜松大平台

岐　阜  58.35

兼村　優希   (2) 華陽Ｆ

浦野　真帆   (2) 華陽Ｆ

小板　舞生子 (1) 東濃Ｆ

山崎　美歩   (3) 大垣商

大　阪  58.63

井本　夕紀乃 (4) 二工芸

島ノ江　優綺 (3) 長尾谷

山本　美沙樹 (1) 大阪中央

伊坂　奈月   (2) 茨木工

走高跳 8/10 山口　浩美   (3) 1m55

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

愛知・市豊橋

菊地　希実 1m44

ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾐ

福岡・博多青松通

畑本　沙央里 (2) 1m44

ﾊﾀﾓﾄ ｻｵﾘ

岡山・真備陵南

宮下　奈南   (3) 1m41

ﾐﾔｼﾀ ﾅﾅ

山梨・ひばりが丘

伊庭　里沙   (2) 1m38

ｲﾊﾞ ﾘｻ

新潟・長岡明徳

高橋　玲華   (3) 1m35

ﾀｶﾊｼ ﾚｲｶ

埼玉・所沢

元井　優穂   (3) 1m30

ﾓﾄｲ ﾕｳﾎ

京都・網野間人分

森下　直美   (3) 1m30

ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾐ

兵庫・網干

走幅跳 8/9 山田　杏香   (1)   4m76/+1.5

ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ

岡山・片上

小野寺　京香 (2)   4m71/+1.1

ｵﾉﾃﾞﾗ ｷｮｳｶ

千葉・長生

穐山　定海   (2)   4m59/-0.9

ｱｷﾔﾏ ｻﾀﾞﾐ

東京・大智学園

石塚　　汐   (3)   4m48/ 0.0

ｲｼｽﾞｶ ｼｵ

福岡・クラーク福岡

百合嶋　澄花 (1)   4m40/+1.2

ﾕﾘｼﾏ ｽﾐｶ

静岡・浜松大平台

工藤　綾望   (3)   4m33/-0.7

ｸﾄﾞｳ ｱﾔﾐ

福岡・八幡中央

藤原　藍子   (4)   4m27/+0.7

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲｺ

岡山・精思

田口　旭穂   (3)   4m15/+1.3

ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾎ

静岡・小山

砲丸投

(4.000kg)

8/9 柴崎　　幸   (3)   9m69

ｼﾊﾞｻｷ ﾕｷ

東京・浅草

南條　真子   (1)   9m53

ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾏｺ

静岡・静岡

ｱﾙｸﾞｴﾚｽ　ﾏﾔﾗ (2)   9m34

ｱﾙｸﾞｴﾚｽ ﾏﾔﾗ

静岡・静岡中央

山家　史織   (3)   9m34

ﾔﾝﾍﾞ ｼｵﾘ

宮城・白石七ヶ宿

小野寺　京香 (2)   9m08

ｵﾉﾃﾞﾗ ｷｮｳｶ

千葉・長生

永津　珠絵吏 (2)   8m81

ﾅｶﾞﾂ ｼﾞｭｴﾘ

愛知・明和

古川　汐夏   (1)   8m78

ﾌﾙｶﾜ ｷﾖｶ

千葉・東葛飾

小澤　　葵   (2)   8m48

ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ

埼玉・戸田翔陽

円盤投

(1.000kg)

8/8 山口　彩乃   (2)  28m70

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ

兵庫・阪神昆陽

小澤　　葵   (2)  26m79

ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ

埼玉・戸田翔陽

ｱﾙｸﾞｴﾚｽ　ﾏﾔﾗ (2)  26m37

ｱﾙｸﾞｴﾚｽ ﾏﾔﾗ

静岡・静岡中央

稲葉　恭子   (4)  25m76

ｲﾅﾊﾞ ｷｮｳｺ

愛知・明和

山家　史織   (3)  24m71

ﾔﾝﾍﾞ ｼｵﾘ

宮城・白石七ヶ宿

玉井　芹菜   (4)  23m75

ﾀﾏｲ ｾﾘﾅ

山口・厚狭

筬島　悠乃  22m19

ｵｻｼﾞﾏ ﾕﾉ

福岡・ひびき

佐藤　萌美   (1)  22m13

ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ

兵庫・摩耶兵庫

女子

グランドコンディション

8/8   10:30  はれ    32.0℃  58%  北      1.2m/s

8/8   11:00  はれ    32.5℃  58%  東南東  0.4m/s

8/8   12:00  くもり  32.0℃  55%  北北東  0.8m/s

8/8   13:00  くもり  31.0℃  60%  南南東  2.1m/s

8/8   14:00  くもり  31.0℃  60%  南南東  1.3m/s

8/8   15:00  くもり  31.0℃  57%  南南東  1.2m/s

8/8   16:00  くもり  30.5℃  57%  南南東  1.4m/s

8/9    9:00  くもり  27.0℃  73%  北北西  1.4m/s

8/9   10:00  くもり  28.0℃  70%  北北東  1.1m/s

8/9   11:00  くもり  27.5℃  73%  南南東  1.4m/s

8/9   12:00  あめ    27.5℃  74%  北      1.1m/s

8/9   13:00  くもり  28.0℃  70%  南東    1.4m/s

8/9   14:00  あめ    26.0℃  90%  東南東  1.2m/s

8/9   15:00  くもり  27.0℃  73%  北      1.1m/s

8/9   16:00  くもり  26.0℃  73%  東南東  1.3m/s

8/9   17:00  あめ    24.0℃  93%  南東    2.2m/s

　

8/10   9:00  くもり  25.5℃  92%  東南東  0.6m/s

8/10  10:00  くもり  28.0℃  81%  南      3.4m/s

8/10  11:00  あめ    28.0℃  81%  南南東  2.6m/s

8/10  12:00  くもり  28.5℃  85%  南      4.1m/s

8/10  13:00  あめ    28.0℃  85%  南東    2.6m/s

8/10  14:00  くもり  29.0℃  82%  南南東  3.4m/s

総務　　　　　　  糸井　一郎

審判長/トラック   潮田　和男

審判長/跳躍       鑓水　正昭

審判長/投てき     鈴木　一弘

審判長/投てき     柳沢　忠俊

審判長/招集所     染谷　　実

記録･情報処理主任 関根　春幸

最優秀選手　　

男子　　　溜池　勇太 (1) 栃木･宇都宮

女子　　　吉田　恵子 (4) 兵庫･西宮香風

優秀選手　　　

男子　　　末綱　昇太郎 (3) 大分･爽風館

女子　　　山口　浩美   (3) 愛知･市豊橋

石沢奨学会賞

男子　　　貝原　幸一(3) 兵庫･神戸工

女子　　　中谷　　薫(3) 大阪･藤井寺工


