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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 8/2 倉澤　幹拡   (2) 10.67/-1.8

NGR山梨・日本航空
若竹　　瞬   (2) 10.89/-1.8

NGR静岡・静岡中央
先﨑　　遥   (3) 11.23/-1.8
福島・昌平通

清瀬　大暉   (3) 11.29/-1.8
兵庫・相生学院

判家　悠也   (3) 11.40/-1.8
愛知・豊橋

岡野一　皓稀 (3) 11.47/-1.8
岡山・精華岡山

宮本　景親   (2) 11.57/-1.8
和歌山・きのくに青雲

岡島　永和   (3) 11.60/-1.8
京都・清明

２００ｍ 8/3 倉澤　幹拡   (2) 21.82/-0.9
NGR山梨・日本航空

清瀬　大暉   (3) 22.20/-0.9
兵庫・相生学院

判家　悠也   (3) 22.73/-0.9
愛知・豊橋

岡野一　皓稀 (3) 23.07/-0.9
岡山・精華岡山

三輪　和信   (2) 23.30/-0.9
静岡・鹿島浜松

林　　剛也   (1) 23.47/-0.9
兵庫・松陽

工藤　咲哉   (3) 24.00/-0.9
秋田・大館鳳鳴

中元　遥斗   (3) 24.31/-0.9
大阪・藤井寺工科

４００ｍ 8/1 先﨑　　遥   (3) 50.59
福島・昌平通

三輪　和信   (2) 51.91
静岡・鹿島浜松

日髙　優稀也 (3) 53.34
兵庫・飾磨工

矢島　　楓   (3) 53.69
愛知・飛鳥未来名古屋

今尾　宰人   (3) 54.10
愛知・科技刈谷

西澤　　渉   (3) 54.54
兵庫・飾磨工

牧瀨　凛太郎 54.66
福岡・博多青松定

栗田　仁之介 (3) 56.62
千葉・松戸南

８００ｍ 8/3 岡田　遥人   (4)  1:54.79
NGR長野・松本国際

ﾀﾑﾗ　ｶｴﾀﾉ    (3)  1:57.21
岐阜・啓晴

田村　珀英   (3)  1:58.02
愛知・科技刈谷

木村　優仁   (4)  2:00.20
兵庫・神戸工科

牧瀨　凛太郎  2:09.18
福岡・博多青松定

白崎　佑真   (4)  2:10.84
福井・道守通

高橋　　陽   (1)  2:11.90
栃木・日々輝学園

１５００ｍ 8/1 岡田　遥人   (4)  4:07.23
長野・松本国際

田村　珀英   (3)  4:07.29
愛知・科技刈谷

木村　優仁   (4)  4:09.14
兵庫・神戸工科

通　　悠人   (3)  4:18.91
山口・クラーク山口

栗山　雄成   (3)  4:22.45
愛知・ｸﾗｰｸ名古屋

山崎　優葵   (3)  4:22.84
長野・つくば開成学園

田島　凜汰朗 (3)  4:30.17
愛知・一宮起工科

三木　拓実   (3)  4:33.20
兵庫・西脇北

５０００ｍ 8/3 山崎　優葵   (3) 16:50.55
長野・つくば開成学園

関口　晃毅 16:53.22
群馬・高崎

里山　康太   (2) 17:23.14
兵庫・飾磨工

中島　　航   (3) 17:24.74
兵庫・飾磨工

濱口　靖人   (2) 17:38.73
愛知・科技刈谷

髙岸　　暉   (1) 18:02.09
静岡・鹿島浜松

三木　拓実   (3) 18:20.33
兵庫・西脇北

岩﨑　　潤   (1) 18:22.35
埼玉・西武学館

４００ｍＨ
(0.914m)

8/2 室田　彪斗   (1)  1:00.10
兵庫・飾磨工

西澤　　渉   (3)  1:02.13
兵庫・飾磨工

金子　凌空   (2)  1:02.75
愛知・科技刈谷

三浦　聖司   (2)  1:04.77
愛知・ｸﾗｰｸ名古屋

佐藤　光星   (2)  1:07.17
兵庫・飾磨工

小林　謙信   (2)  1:08.46
東京・葛飾商

櫻井　唯翔   (3)  1:09.14
茨城・高萩

三山　　空   (3)  1:11.38
千葉・あずさ第一

３０００ｍＳＣ 8/2 里山　康太   (2) 10:27.56
兵庫・飾磨工

坪本　慎也   (3) 10:49.39
埼玉・日々輝

中島　　航   (3) 10:54.83
兵庫・飾磨工

石井　晃永   (3) 11:14.03
愛知・科技刈谷

小林　天人   (3) 12:04.40
静岡・鹿島浜松

佐藤　銀二郎 (3) 12:11.53
東京・ＮＨＫ学園

慶井　樹生   (2) 12:28.51
兵庫・飾磨工

田中　風斗   (4) 13:24.61
福岡・浮羽工

４×１００ｍ 8/1 兵　庫 NGR 43.30
林　　剛也   (1) 松陽
梶間　達也   (3) 飾磨工
中村　倖毅   (2) 飾磨工
清瀬　大暉   (3) 相生学院

静　岡  43.47
若竹　　瞬   (2) 静岡中央
大崎　奨真   (2) 静岡中央
遠藤　稟大   (2) 精華清水
三輪　和信   (2) 鹿島浜松

新　潟  45.01
柳　　伊吹   (2) 高田南城
若井　聖彦   (2) 長岡英智
菊田　光一   (3) 出雲崎
金子　裕己   (2) 明鏡

大　阪  45.45
堀北　翔真   (2) 飛鳥未来大阪
中元　遥斗   (3) 藤井寺工科
植田　太一   (3) 二工芸
小松　真斗   (3) 飛鳥未来大阪

山　梨  46.01
清水　基頌   (3) 駿台甲府
谷内　優一   (1) 中央定
青柳　宙虹   (3) 中央定
倉澤　幹拡   (2) 日本航空

埼　玉  46.38
前原　湊斗   (2) 日々輝
桜庭　翔平   (1) 朝霞
石橋　裕樹   (3) 春日部
平岡　佳太   (1) 吹上秋桜

愛　知  49.17
荒谷　綜太   (2) ｸﾗｰｸ名古屋
國枝　南斗   (3) 科技刈谷
井上　貴翔   (3) 科技刈谷
判家　悠也   (3) 豊橋

 

４×４００ｍ 8/3 兵　庫 NGR  3:25.68
山本　楓斗   (3) 飾磨工
日髙　優稀也 (3) 飾磨工
木村　優仁   (4) 神戸工科
清瀬　大暉   (3) 相生学院

愛　知 NGR  3:27.21
今尾　宰人   (3) 科技刈谷
矢島　　楓   (3) 飛鳥未来名古屋
栗山　雄成   (3) ｸﾗｰｸ名古屋
田村　珀英   (3) 科技刈谷

静　岡   3:35.66
木之下　由弥 (2) 鹿島浜松
大崎　奨真   (2) 静岡中央
若竹　　瞬   (2) 静岡中央
三輪　和信   (2) 鹿島浜松

東　京   3:41.96
長内　大義   (4) 稔ヶ丘
中村　有瑠斗 (2) 稔ヶ丘
菅　孝太郎   (1) 星槎東京
小泉　翔瑛   (2) ＮＨＫ学園

福　岡   3:46.54
合庭　大吉   (2) 神村学園福岡
碓井　路流   (2) 神村学園福岡
藤本　　樹   (2) 小倉南
牧瀨　凛太郎 博多青松定

神奈川   3:55.04
宍戸　達哉   (2) 市川崎
山城　要斗   (3) 横浜総合
石川　昴俊   (2) 横浜総合
迫頭　伸行   (3) 日々輝横浜

佐　賀   4:02.25
亀川　　輝   (3) 鳥栖工
吉田　湧誠   (4) 佐賀北通
田中　明希   (2) 佐賀工
小佐々　竜太郎(4) 有田工

 

走高跳 8/1 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｻﾑ    (3) 1m78
静岡・浜名

山本　楓斗   (3) 1m75
兵庫・飾磨工

伊藤　航希   (3) 千葉・匝瑳 1m69
酒井　　善   (2) 新潟・堀之内

WATTALO SAWRAVIT(3) 1m66
群馬・太田ﾌﾚｯｸｽ

東　　拓都   (2) 1m60
石川・金沢泉丘通

田中　明希   (2) 1m60
佐賀・佐賀工

松澤　　聖   (1) 栃木・学悠館定1m55
岩井　瑛汰   (1) 栃木・学悠館定
北井　　匠   (1) 山梨・山梨
中牟田　歩武 (4) 福岡・嘉穂東

走幅跳 8/3 酒井　　善   (2)   6m34/+2.0
新潟・堀之内

松永　俊大   (2)   6m31/+2.3
奈良・天理

森本　一平   (4)   6m27/+2.0
奈良・天理

阿曽　弘泰   (3)   6m18/+1.1
東京・ＮＨＫ学園

片山　　薫   (1)   6m14/+3.4
兵庫・松陽

桒原　宙輝   (3)   6m10/+1.1
東京・一橋

前川　丈太郎 (2)   6m08/+2.4
岐阜・啓晴

米須　清悟   (2)   5m90/+2.1
沖縄・中部農

三段跳 8/2 難波　伶丞   (2)  13m18/+1.2
兵庫・飾磨工

内藤　和八   (4)  13m10/+3.2
福岡・小倉南

阿曽　弘泰   (3)  13m09/+2.5
東京・ＮＨＫ学園

大川　涼輔   (2)  12m53/+2.3
兵庫・琴ノ浦

桒原　宙輝   (3)  12m41/-0.2
東京・一橋

ドミン　カン (2)  12m38/+0.8
兵庫・飾磨工

鈴木　良哉   (2)  11m94/+1.0
埼玉・飯能

泉　　俊輔   (3)  11m78/+2.2
東京・葛飾商

砲丸投
(6.000kg)

8/2 森川　智陽   (3)  11m90
兵庫・飾磨工

藤城　希星   (3)  11m81
兵庫・県農

三浦　雄人   (3)  11m12
秋田・能代

三好　雄太   (4)  10m92
広島・三原

吉田　将隆   (3)  10m90
愛知・熱田

太田　　光   (2)  10m87
栃木・科技宇都宮

三木　穂高   (3)  10m64
静岡・静岡中央

伊藤　けいじ (4)  10m42
静岡・榛原

円盤投
(1.750kg)

8/1 森川　智陽   (3)  38m46
兵庫・飾磨工

三浦　雄人   (3)  33m98
秋田・能代

藤城　希星   (3)  33m58
兵庫・県農

吉田　将隆   (3)  28m44
愛知・熱田

里永　幸一郎 (3)  27m47
広島・賀茂

山本　昂青   (4)  27m08
山口・宇部工

山本　　陸   (3)  25m31
愛知・名古屋工科

島　　敏樹   (3)  25m26
富山・星槎富山

男子

１００ｍ 8/2 長嶺　涼風   (3) 12.87/-1.4
沖縄・ＫＢＣ未来

細野　乙芽   (2) 13.68/-1.4
愛知・城北つばさ

志津　紗弥   (3) 13.81/-1.4
埼玉・日々輝

山下　詩月   (3) 13.94/-1.4
大阪・向陽台

山本　春野   (2) 13.95/-1.4
東京・浅草

橋本　小絵   (2) 14.16/-1.4
福岡・神村学園福岡

山里　ささら 14.23/-1.4
東京・荻窪

鏡園　七海   (2) 14.26/-1.4
兵庫・阪神昆陽

２００ｍ 8/1 長嶺　涼風   (3) 27.04/-3.2
沖縄・ＫＢＣ未来

泉　　知里   (3) 28.73/-3.2
愛知・科技刈谷

山本　春野   (2) 28.73/-3.2
東京・浅草

細野　乙芽   (2) 29.10/-3.2
愛知・城北つばさ

木村　歩実   (1) 29.29/-3.2
長野・松本国際

髙橋　千夏   (3) 29.53/-3.2
静岡・鹿島浜松

小西　菜摘   (3) 30.21/-3.2
富山・となみ野

菊池　美友   (2) 31.69/-3.2
静岡・精華清水

４００ｍ 8/3 泉　　知里   (3)  1:06.43
愛知・科技刈谷

橋本　　碧  1:06.90
愛媛・松山東

熊谷　綾音   (3)  1:09.36
静岡・精華清水

山中　美樹   (1)  1:10.38
神奈川・日々輝神奈川

安田　ｱﾘｼｱ　 (2)  1:10.85
東京・浅草

竹下　茉莉花 (3)  1:10.95
富山・志貴野

福本　優衣   (3)  1:11.35
兵庫・飾磨工

田口　貴子   (2)  1:11.53
愛知・科技刈谷

８００ｍ 8/2 西谷　紀香   (3)  2:20.79
福岡・神村学園福岡

鈴木　結衣   (1)  2:25.48
東京・ＮＨＫ学園

橋本　　碧  2:34.83
愛媛・松山東

山城　　萌   (3)  2:41.00
神奈川・横浜総合

西村　咲来   (3)  2:41.89
東京・大智学園

石黒　志歩   (1)  2:44.59
愛知・科技刈谷

田口　貴子   (2)  2:47.38
愛知・科技刈谷

山中　美樹   (1)  2:50.11
神奈川・日々輝神奈川

３０００ｍ 8/2 西谷　紀香   (3) 10:56.83
福岡・神村学園福岡

岡村　綾香   (3) 12:35.69
大阪・堺定

山城　　萌   (3) 12:35.76
神奈川・横浜総合

石黒　志歩   (1) 12:56.47
愛知・科技刈谷

福本　優衣   (3) 12:58.64
兵庫・飾磨工

佐藤　沙菜   (1) 13:39.52
愛知・豊橋

白澤　美咲   (4) 13:54.57
東京・稔ヶ丘

小松　夢良   (3) 14:08.51
新潟・新潟翠江

１００ｍＨ
(0.838m)

8/1 小嶋　彩愛   (3) 18.17/-0.4
埼玉・狭山緑陽

今泉　花音   (2) 18.90/-0.4
愛知・刈谷東

古木　羽純   (3) 19.20/-0.4
大分・府内

小島　瑠依 19.54/-0.4
福岡・西田川

髙橋　千夏   (3) 20.38/-0.4
静岡・鹿島浜松

田中　奈美   (3) 20.81/-0.4
東京・本所工

松下　瑞希   (2) 21.67/-0.4
兵庫・クラーク姫路

４×１００ｍ 8/3 愛　知  54.41
今泉　花音   (2) 刈谷東
細野　乙芽   (2) 城北つばさ
鈴木　萌生   (3) 科技刈谷
泉　　知里   (3) 科技刈谷

東　京  54.78
山本　春野   (2) 浅草
山里　ささら 荻窪
宇田　有佳莉 桐ヶ丘
鈴木　結衣   (1) ＮＨＫ学園

静　岡  55.20
野中　結月   (3) 浜松大平台
守田　ルナ   (1) 浜松大平台
熊谷　綾音   (3) 精華清水
髙橋　千夏   (3) 鹿島浜松

大　阪  56.28
藪　　藍子   (2) YMCA学院
東　　琉奈   (2) 星槎国際大阪
北條　知紗希 (3) YMCA学院
山下　詩月   (3) 向陽台

兵　庫  57.16
武道　玲奈   (2) 姫路北
鏡園　七海   (2) 阪神昆陽
松下　瑞希   (2) クラーク姫路
福本　優衣   (3) 飾磨工

栃　木  57.21
宮城　奈央   (1) 科技宇都宮
朝日　　凜   (2) 科技宇都宮
大塚　桜夜   (1) ｸﾗｰｸ宇都宮
古谷　奈桜子 (2) 日々輝学園

新　潟  57.46
大野　蓮華   (1) 長岡明徳
佐藤　美優   (1) 長岡明徳
小山　　澪   (3) 新潟翠江
赤川　　凜   (2) 新潟翠江

 

走高跳 8/2 安田　ｱﾘｼｱ　 (2) 1m49
東京・浅草

野中　結月   (3) 静岡・浜松大平台 1m46
大島　優菜   (1) 宮城・名取

朝日　　凜   (2) 1m43
栃木・科技宇都宮

赤川　　凜   (2) 1m43
新潟・新潟翠江

三宅　彩花   (3) 1m43
岡山・玉野備南

森谷　心春   (1) 1m40
岡山・第一学院岡山

鈴木　ももえ (2) 1m31
静岡・クラーク浜松

走幅跳 8/1 鈴木　萌生   (3)   4m76/+3.0
愛知・科技刈谷

小嶋　彩愛   (3)   4m52/+2.6
埼玉・狭山緑陽

簾田　たまみ (1)   4m31/+0.9
長野・松本国際

小野　穂乃香 (2)   4m26/+3.1
宮城・名取

北條　知紗希 (3)   4m25/+1.8
大阪・YMCA学院

大木　茜理   (2)   4m22/+1.9
静岡・クラーク静岡

窪田　百恵   (2)   4m22/+2.8
鳥取・鳥取緑風

西留　陽子   (2)   4m12/+1.0
兵庫・県農

砲丸投
(4.000kg)

8/3 貴田　歩伽   (4)  10m09
福井・道守通

住　　凜華   (4)   9m50
長野・松本筑摩

深川　亜也菜 (3)   8m55
岡山・倉敷翔南

松島　静音   (3)   8m24
静岡・浜松大平台

赤川　　凜   (2)   8m13
新潟・新潟翠江

呉屋　邪悉明 (1)   7m73
愛知・豊橋

橋本　汐那   (3)   7m57
静岡・浜松大平台

梶原　　杏   (3)   7m34
埼玉・ｸﾗｰｸさいたま

円盤投
(1.000kg)

8/2 住　　凜華   (4)  33m01
長野・松本筑摩

鏡園　七海   (2)  30m04
兵庫・阪神昆陽

貴田　歩伽   (4)  28m99
福井・道守通

富丸　乃亜   (3)  22m79
神奈川・小田原

堂元　歌音   (4)  22m63
埼玉・吹上秋桜

宮崎　麗美   (3)  22m40
兵庫・クラーク姫路

押見　野良   (1)  21m27
兵庫・西宮香風

長岡　せな   (4)  20m32
愛知・豊橋

女子

男女総合 兵　庫 189点 愛　知 149点 静　岡 87.5点 東　京 78点 長　野 56点 福　岡 44.25点 埼　玉 40点 新　潟 31.5点

男子総合 兵　庫 163点 愛　知 78点 静　岡 50点 長　野 30点 東　京 30点 山　梨 22.25点 新　潟 20.5点 福　岡 18.25点

男子トラック 兵　庫 104点 愛　知 67点 静　岡 38点 長　野 30点 山　梨 22点 福　島 15点 埼　玉 11点 東　京 11点

男子フィールド 兵　庫 59点 東　京 19点 新　潟 14.5点 秋　田 13点
奈　良

静　岡 12点 愛　知 11点 広　島 9点

女子総合 愛　知 71点 東　京 48点 静　岡 37.5点 埼　玉 27点 福　岡 26点 長　野 26点 兵　庫 26点 神奈川 22点

女子トラック 愛　知 58点 東　京 39点 福　岡 26点 静　岡 20点 沖　縄 18点 大　阪 17点 神奈川 17点 埼　玉 15点

女子フィールド 長　野 22点 静　岡 17.5点 福　井 15点 愛　知 13点 兵　庫 13点 埼　玉 12点 宮　城 11.5点 岡　山 11点

　〇グランドコンディション
　8/1　 9:30　はれ　35.5℃　53%　南東　　0.4m/s　　　8/2　 9:30　はれ　36.0℃　53%　南　　　1.0m/s　　　8/3　 9:30　はれ　36.0℃　53%　北北西　0.8m/s
　8/1　12:00　はれ　37.0℃　51%　南西　　2.2m/s　　　8/2　12:00　はれ　36.5℃　51%　南南西　1.5m/s　　　8/3　12:00　はれ　37.5℃　47%　南西　　1.0m/s
　8/1　14:00　はれ　36.5℃　42%　南西　　1.9m/s　　　8/2　14:00　はれ　37.5℃　49%　南東　　2.1m/s　　　8/3　14:00　はれ　37.5℃　52%　南東　　1.1m/s
　8/1　16:00　はれ　35.0℃　55%　南南東　3.3m/s　　　8/2　17:00　はれ　36.0℃　50%　南南東　1.7m/s
　　　　　〇最優秀選手　　　男子　倉澤　幹拡　山梨・日本航空　　　女子　長嶺　涼風　沖縄・ＫＢＣ未来　　　　　　　　　
　　　　　〇優秀選手　　　　男子　岡田　遥人　長野・松本国際　　　女子　西谷　紀香　福岡・神村学園福岡　　　　　　　　〇石澤奨学会理事長賞　　　男子　中尾　粋己　大阪・三国丘　　　女子　八谷　花梨　栃木・真岡

　　　　〇競技役員
　　　　総務　　　　　　　　深沢　　　泰　　　　審判長／投てき　　　菅野　　利幸
　　　　審判長／トラック　　有沢　　政雄　　　　審判長／スタート　　阿部　　修平
　　　　審判長／トラック　　中深　明日香　　　　審判長／招集所　　　染谷　　　実
　　　　審判長／跳躍　　　　古澤　　幸男　　　　記録主任　　　　　　関根　　春幸

凡例（NGR:大会新記録）


