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【開催日】 2013年8月24日 記録主任： 沼澤　功

男  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/24 5年男子  01赤石  健(5) 1315 川畑  侑大(5) 1323 中垣内  太智(5) 1324 中山  琉唯(5) 1325 関根  功織(5) 1328 越後  瀬那(5) 1334 友岡  優仁(5) 1335 西尾  晃太(5) 1344

１００ｍ 群  馬･伊勢崎市陸上 島  根･浜田JAS 三  重･一志Beast 茨  城･江北ｸﾗﾌﾞ 栃  木･TOJ 秋  田･第四ｸﾗﾌﾞ 大  分･大分中央陸上 兵  庫･小野ｸﾗﾌﾞ
 8/24 6年男子   00市原  涼雅(6) 1230 田﨑  義規(6) 1264 服部  元軌(6) 1266 小出  大(6) 126 熊田  清琉(6) 120 大見  剛正(6) 120 流石  皐太郎(6) 121 小野  滉太(6) 128

１００ｍ 香  川･円座ｸﾗﾌﾞ 栃  木･塩谷陸上ｸﾗﾌﾞ 福  岡･福岡ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 神奈川･横浜AC 秋  田･有浦ｸﾗﾌﾞ 京  都･第2向陽ｸﾗﾌﾞ 千  葉･八積AC 福  島･錦AC
 8/24 男子  04中澤  航介(6) 1231 森澤  翔尉(6) 123 那須  千晴(6) 1260 亀井  遼平(6) 1281 足利  隆晃(6) 1282 木村  裕亮(6) 1283 小川  脩平(6) 135 半田  陸(6) 14

８０ｍＨ 静  岡･千代田AC 岐  阜･中津川ｼﾞｭﾆｱ 熊  本･免田ｸﾗﾌﾞ 京  都･上狛ｸﾗﾌﾞ 群  馬･碓氷陸上競技 奈  良･三宅陸上ｸﾗﾌﾞ 沖  縄･大里南ｸﾗﾌﾞ 山  形･上山南AC
 8/24 伊藤  聡志(6) 148 小松澤  祥太(6) 茨  城･向台ｸﾗﾌﾞ 145 髙木  陸(6) 145 鈴木  智也(6) 145 村西  一真(6) 145 田村  賢志朗(6) 140 角    啓汰(6) 140

走高跳 香  川･屋島ｸﾗﾌﾞ 中村  滉希(6) 鹿児島･鹿児島Jr陸上 千  葉･浦安ｼﾞｭﾆｱAC 静  岡･御殿場南 三  重･楠陸上ｼﾞｭﾆｱ 山  形･西郷ｽﾎﾟ少 鳥  取･境港ｼﾞｭﾆｱ
 8/24 福田  真夢(6)518(08) 岡田  太一(6)502(08) 髙橋  和夢(6)42(10) 仁平  優宙(6)40(06) 吉田  航大(6)486(06) 熊田  統弥(6)480(22) 千葉  晃誠(6)4(0 ) 谷口  元文(6)46(08)

走幅跳 栃  木･宇都宮陸上教室 愛  媛･桑の実ｸﾗﾌﾞ 北海道･札幌JRC 広  島･竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千  葉･船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 福  島･森合 岩  手･水沢ｸﾗﾌﾞ 京  都･亀岡市ｼﾞｭﾆｱ
 8/24 小泉  龍之介(6) 8086 友村  晃大(6)840 野原  志武綺(6)818 前田  響(6) 636 渡辺  夏希(6)435 髙坂  虎楠(6)426 青木  陸斗(6)241 梅元  直哉(6)164

ソフトボール投 福  井･武生南 島  根･温泉津小ｸﾗﾌﾞ 沖  縄･瀬喜田ｸﾗﾌﾞ 石  川･中島ｸﾗﾌﾞ 福  島･白河第一ｽﾎﾟ小 秋  田･鷹巣西ｸﾗﾌﾞ 群  馬･吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 奈  良･七条西ｾﾌﾞﾝF
 8/24 浜松河輪AC       448 CRS       45 盛岡ｸﾗﾌﾞ       5033 安城ｼﾞｭﾆｱ陸上      5153 大分中央陸上      5156 倉敷JC       515 JACA       55

４×１００ｍ 加茂  賢季(6) 佐々木  貴史(6) 齋藤  拓太(6) 丸山  大智(6) 千原  凱也(6) 田村  健(6) 工藤  楓斗(6)
河合  信太朗(6) 小山  裕生(6) 松坂  俊翔(6) 鳥居  洋介(6) 村瀬  怜(6) 石井  郁(6) 原田  拓武(6)
川本  駿斗(6) 久保田  聖斗(6) 薄井  正知(6) 増田  和紀(6) 宮﨑  魁舟(6) 飯田  隼人(6) 佐藤  直央(6)
川嶋  陸(6) 山田  翔大(6) 大島  祐人(6) 太田  雄斗(6) 木良  武蔵(6) 上杉  直輝(6) 加藤  伊織(6)

(GR:大会新) 女  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録
 8/24 5年女子  01須川  真衣(5) 1346 新庄  理子(5) 136 上村  恵梨(5) 132 ｱｼｨ しおり(5) 134 櫨山  ﾐｷﾊ(5) 135 安達  茉鈴(5) 138 関野  来瞳(5) 140 篠山  結夏(5) 1411

１００ｍ 三  重･一志Beast 愛  知･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 宮  崎･日向ｱｽﾘｰﾄ 北海道･室蘭陸上少年団 熊  本･熊本JAC 滋  賀･びわこRUNNERS大  阪･吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上 東  京･ﾊﾞﾃﾞｨ陸上
 8/24 6年女子  05町井  愛海(6) 123 浅井  咲来(6) 131 田村  純菜(6) 132 下田  稚奈(6) 1343 佐々木  雅(6) 1346 山内  七海(6) 1353 加藤  杏奈(6) 1358 小畑  真稀(6) 134

１００ｍ 北海道･TEAM北斗浜分 秋  田･釈迦内AC 長  野･坂城JAC 鹿児島･ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 岩  手･盛岡KTC 宮  城･宮崎ｼﾞｭﾆｱ陸上 福  井･みのり陸上 京  都･宮小ｸﾗﾌﾞ
 8/24 女子   00安達  楓恋(6) 1234 清水  羽菜(6) 1266 大橋  萌加(6) 126 落合  凪琉(6) 128 三好  あい菜(6) 12福山  凛音(6) 1302 村上  朋華(6) 1305 小野寺  彩花(6) 1342

８０ｍＨ 岐  阜･美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 東  京･KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 静  岡･千代田AC 愛  知･TSM 北海道･清水陸上少年団 熊  本･松高陸上ｸﾗﾌﾞ 高  知･中村JAC 岩  手･萩荘ｸﾗﾌﾞ
 8/24 中澤  梨南(6) 14 池田  遥香(6) 135 齋藤  優羽(6) 栃  木･那須陸上ｸﾗﾌﾞ 130 熊谷  百華(6) 宮  城･栗原市陸上競技 130

走高跳 埼  玉･春日部陸友少年GR 千  葉･市原ｸﾗﾌﾞ 高橋  瑠美音(6) 神奈川･葉山ｷｯｽﾞT&F 野口  愛梨(6) 山  口･美祢陸上ｽﾎﾟｰﾂ
稲葉  桃(6) 新  潟･糸魚川ひすい 島内  結希(6) 高  知･野市JAC
倉品  愛美(6) 長  野･岡谷AC 鈴木  玲奈(6) 茨  城･結城ｸﾗﾌﾞ

 8/24 御家瀬  緑(6)4(02) 植木  希衣(6)41(04) 西尾  有紗(6)46(03) 三輪  未来(6)466(0 ) 吉田  美優(6)460(01) 中野  恭伽(6)455(06) 川原  ゆりか(6)454(02) 島津  七望(6)453(04)
走幅跳 北海道･SJAC 長  崎･口之津JC 島  根･隠岐ｼﾞｭﾆｱ陸上 愛  知･なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 徳  島･阿南JAC 山  口･下松東陽ｸﾗﾌﾞ 静  岡･千代田AC 東  京･世田谷陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/24 相澤  ありさ(6) 6365 菊池  優希(6) 6336 片木  愛海(5) 6140 松井  麻耶(6) 611 津久井  夢(6) 58佐柄  怜音(6) 583 中野  花季(6) 5805 藤原  明日菜(6) 583
ソフトボール投 千  葉･湖北台東AC 岩  手･東和AC 群  馬･安中市陸上競技 山  口･豊田下ﾗﾝﾅｰｽﾞ 栃  木･佐野SAC 山  形･楯山AC 三  重･度会ｴﾝﾍﾟﾗｰｽﾞ 福  島･梅友陸上

 8/24 安城ｼﾞｭﾆｱ陸上      5145 盛岡KTC       5246 白井ｱｽﾚﾁｯｸ       5285 TOJ       5324 益田陸上教室      5341 大分中央陸上      5402 浜松河輪AC       5425 石垣島AC       5452
４×１００ｍ 石川  真菜(6) 齋藤  祐美(6) 中島  菜摘(6) 新藤  和奏(6) 熊谷  亜美雅(6) 河野  愛莉(5) 森下  奈々(6) 金城  あいら(6)

石川  留菜(6) 工藤  涼(6) 矢野  百夏(6) 須田  茉緒南(6) 大下  愛梨(6) 山村  紗也佳(6) 木下  慶乃(6) 下地  美桜(6)
倉山  捺希(6) 山中  愛仁果(6) 小浜  冴月(6) 永澤  芽衣(6) 山下  桃佳(6) 仁田脇  志歩(6) 藤田  奈津子(6) 仲地  由熙(6)
竹崎  郁乃(6) 吉田  有里(6) 稲葉  志穂(6) 荒川  優衣(6) 河井  奈南(6) 辻井  花音(6) 松島  采音(6) 玉城  茉歩(6)


