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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 8/11 坂本　陽斗   (1) 11.46/-0.8

愛知・飛鳥未来名古屋
繁田　茅斗   (2) 11.47/-0.8
大阪・桃谷通

三上　拓人   (1) 11.56/-0.8
東京・ＮＨＫ学園

髙屋　倫太郎 (2) 11.60/-0.8
京都・清明

上野山　翔   (3) 11.62/-0.8
静岡・静岡中央

秋山　峻登 11.64/-0.8
茨城・水戸南通

西村　基宏   (3) 11.74/-0.8
北海道・札幌大通

都丸　有吾   (1) 11.76/-0.8
神奈川・市橘

２００ｍ 8/12 杉本　寿柔   (3) 22.58/-0.5
兵庫・飾磨工

松澤　　龍   (1) 22.90/-0.5
東京・ＮＨＫ学園

繁田　茅斗   (2) 23.32/-0.5
大阪・桃谷通

三上　拓人   (1) 23.46/-0.5
東京・ＮＨＫ学園

髙屋　倫太郎 (2) 23.52/-0.5
京都・清明

笹倉　佑斗   (2) 23.57/-0.5
兵庫・飾磨工

名倉　伊吹   (3) 23.83/-0.5
静岡・クラーク浜松

木谷　優希   (2) 24.13/-0.5
岐阜・啓晴

４００ｍ 8/10 杉本　寿柔   (3) 50.34
兵庫・飾磨工

原田　登生   (3) 52.86
愛知・ルネサンス豊田

綾部　俊哉   (2) 52.90
愛知・科技刈谷

三島　楽人   (2) 53.28
東京・六本木

岡田　遥人   (1) 53.52
長野・松本国際

中島　優太朗 (3) 54.25
山口・長門

片桐　翔哉   (3) 54.69
新潟・長岡英智

久保田　慶造 (2) 55.63
静岡・鹿島浜松

８００ｍ 8/12 岩渕　充貴   (3)  1:55.87
NGR神奈川・伊勢原

金田　隆志   (3)  1:58.28
兵庫・飾磨工

岡田　遥人   (1)  1:58.37
長野・松本国際

ﾏﾙｹｽ　ﾀﾞﾆｰﾛ  (4)  2:03.79
静岡・浜松大平台

中島　優太朗 (3)  2:04.17
山口・長門

作山　幸輝   (3)  2:04.96
茨城・日立工

原田　登生   (3)  2:07.04
愛知・ルネサンス豊田

小山　幸広   (3)  2:07.72
東京・小金井工

１５００ｍ 8/10 岩渕　充貴   (3)  4:08.80
神奈川・伊勢原

木村　優仁   (1)  4:16.43
兵庫・神戸工科

大曽根　魁志 (3)  4:17.28
愛知・科技刈谷

ﾏﾙｹｽ　ﾀﾞﾆｰﾛ  (4)  4:20.94
静岡・浜松大平台

白髪　祥和   (3)  4:21.86
広島・西

山本　　中   (3)  4:24.09
新潟・佐渡

渡邉　　大   (2)  4:26.01
栃木・ｸﾗｰｸ宇都宮

作山　幸輝   (3)  4:26.07
茨城・日立工

５０００ｍ 8/12 山本　空人   (3) 16:23.08
愛知・科技刈谷

倉地　智哉   (3) 16:24.19
埼玉・武蔵野星城

根津　広大   (3) 16:29.06
新潟・長岡英智

山本　　中   (3) 16:32.33
新潟・佐渡

平井　健太郎 (2) 16:46.52
東京・ＮＨＫ学園

荻原　雅也   (4) 16:53.83
福岡・糸島

木村　優仁   (1) 17:08.04
兵庫・神戸工科

川口　竜司   (3) 17:11.00
東京・大智学園

４００ｍＨ
(0.914m)

8/11 橋本　陸馬   (3) 54.70
NGR愛知・科技刈谷

星井　駿佑   (4) 56.38
岐阜・関商工

久保田　慶造 (2)  1:00.54
静岡・鹿島浜松

黒石　唯人   (2)  1:00.75
兵庫・飾磨工

福永　瑠彗   (1)  1:02.19
兵庫・飾磨工

廣瀬　洸汰   (2)  1:03.10
広島・福山工

竹内　智哉   (2)  1:03.62
愛知・科技刈谷

南端　　鴻   (2･YC)  1:03.71
YC 愛知・市豊橋

３０００ｍＳＣ 8/11 高橋　椿太郎 10:01.03
島根・宍道

根津　広大   (3) 10:05.16
新潟・長岡英智

大曽根　魁志 (3) 10:10.43
愛知・科技刈谷

吉元　武道   (4) 10:55.53
東京・稔ヶ丘

淺田　明良   (2) 11:19.56
愛知・科技刈谷

高林　悠聖   (3) 11:30.11
神奈川・向陽台生蘭

菅長　　聖   (1) 11:33.52
兵庫・飾磨工

内山　永一   (2) 11:44.75
静岡・鹿島浜松

４×１００ｍ 8/10 愛知 43.62
伊藤　真優   (3)
坂本　陽斗   (1)
橋本　陸馬   (3)
新實　康生   (2)

兵庫 43.83
崎野　竜太郎 (3)
笹倉　佑斗   (2)
福永　瑠彗   (1)
杉本　寿柔   (3)

大阪 43.96
葉山　丈輝   (2)
福田　丈睦   (3)
玉置　悠太   (2)
繁田　茅斗   (2)

東京 44.21
長内　大義   (1)
松澤　　龍   (1)
鈴木　　涼   (3)
髙屋　伸太朗 (3)

岐阜 44.25
栗田　康平   (2)
木谷　優希   (2)
林　　蒼太   (1)
星井　駿佑   (4)

神奈川 45.54
都丸　有吾   (1)
森　浩志朗   (4)
白井　翔太   (2)
岸　　　希   (3)

京都 45.84
辻　　翔太   (3)
髙屋　倫太郎 (2)
竹内　大基   (3)
関河　龍斗   (4)

埼玉 46.35
紙﨑　陽斗   (1)
吉原　碧人   (3)
平沼　　廉   (4)
後藤　　光   (2)

４×４００ｍ 8/12 愛知  3:28.98
金子　仁哉   (3)
綾部　俊哉   (2)
橋本　陸馬   (3)
原田　登生   (3)

兵庫  3:31.64
福永　瑠彗   (1)
金田　隆志   (3)
永安　昇太郎 (1)
杉本　寿柔   (3)

東京  3:31.86
松澤　　龍   (1)
川又　拓巳   (3)
前原　勇大   (2)
三島　楽人   (2)

静岡  3:34.09
小林　真耀   (2)
久保田　慶造 (2)
ﾀﾝﾜｷｵ　ｼﾞｮｼｭｱ(4)
ﾏﾙｹｽ　ﾀﾞﾆｰﾛ  (4)

福岡  3:43.44
村上　由和   (3)
菩提　楽斗   (3)
ｴﾙｺﾙﾃ　ｻﾐﾙ   (1)
田中　健友   (2)

群馬  3:44.39
遠藤　友貴彦 (4)
工藤　秀一   (3)
今　　優斗   (2)
信澤　秀樹   (3)

岡山  3:48.40
上田　純平   (4)
猪垣　大佑   (3)
西山　優斗   (1)
寺岡　　亮   (2)

島根  3:49.35
加藤　裕真   (4)
高見　俊介   (3)
国本　　実   (3)
古川　将也   (2)

走高跳 8/10 清水　源樹   (2) 1m96
愛知・科技刈谷

石川　丈真   (3) 1m84
愛知・旭陵

千代　悠也   (4) 1m70
静岡・榛原

矢野　琉輝   (2) 1m70
岐阜・東濃Ｆ

山内　竣太郎 (3) 1m70
北海道・札幌大通

永安　昇太郎 (1) 1m70
兵庫・飾磨工

藤井　大河   (3) 1m65
香川・丸亀通

伊藤　政國   (1) 1m65
岐阜・阿木

走幅跳 8/12 清水　源樹   (2)   6m78/+0.9
愛知・科技刈谷

角田　侑哉   (3)   6m74/+1.6
愛知・科技刈谷

秋山　峻登   6m63/+1.8
茨城・水戸南通

島畑　源輝   (3)   6m57/+1.9
熊本・湧心館

林　　蒼太   (1)   6m46/+0.3
岐阜・関商工

圓尾　啓伍   (1)   6m23/+0.3
兵庫・飾磨工

江川　冬弥   (2)   6m18/-1.1
新潟・明鏡

吉野　　潤   (3)   6m18/+1.4
神奈川・厚木清南定

三段跳 8/11 岡　　拓矢   (3)  13m47/+1.6
三重・大橋学園

玉置　悠太   (2)  13m16/+1.7
大阪・向陽台

角田　侑哉   (3)  12m57/+2.8
愛知・科技刈谷

吉野　　潤   (3)  12m50/+0.1
神奈川・厚木清南定

圓尾　啓伍   (1)  12m48/+2.0
兵庫・飾磨工

岸　　　希   (3)  12m41/+0.8
神奈川・追浜

山内　竣太郎 (3)  12m33/+0.6
北海道・札幌大通

丹羽　隼斗   (1)  12m23/+0.2
大阪・西野田工

砲丸投
(6.000kg)

8/11 足立　侑汰   (3)  11m94
静岡・静岡

和田　　仁   (2)  11m92
岐阜・啓晴

秋吉　龍聖   (4)  11m48
福岡・小倉南

瀬戸口　絢世 (3)  10m69
愛知・城北つばさ

姫田　大輝   (3)  10m56
福岡・ありあけ新世

佐々木　優馬 (3)  10m43
神奈川・横浜修悠館

内藤　誠也   (3)  10m42
山梨・甲府工

白鳥　達也   (3)  10m42
青森・北斗

円盤投
(1.750kg)

8/10 本多　　秀   (4)  41m94
兵庫・飾磨工

瀬戸口　絢世 (3)  32m00
愛知・城北つばさ

佐々木　優馬 (3)  31m60
神奈川・横浜修悠館

鈴木　雄貴   (3)  31m25
東京・ＮＨＫ学園

内藤　誠也   (3)  31m01
山梨・甲府工

大澗　由宜   (3)  30m85
青森・青森工業

秋吉　龍聖   (4)  30m71
福岡・小倉南

前野　孝太   (4)  29m71
京都・宮津伊根分

男子

１００ｍ 8/11 大澤　凜花   (2) 13.42/-1.1
福岡・博多青松定

久木野　綾音 (3) 13.85/-1.1
兵庫・阪神昆陽

酒井　晴香   (2) 13.87/-1.1
奈良・天理

紀井　虹穂   (2) 13.87/-1.1
福岡・神村学園福岡

松原　朱伽   (2) 14.00/-1.1
岡山・烏城

ｴｸﾗﾘﾉ　ｼﾞｭｱﾝ (3) 14.22/-1.1
神奈川・神奈川総合産

植本　愛子   (3) 14.28/-1.1
広島・東林館

斉藤　千桜   (4) 14.35/-1.1
山口・防商工

２００ｍ 8/10 大澤　凜花   (2) 27.73/-2.9
福岡・博多青松定

酒井　晴香   (2) 28.40/-2.9
奈良・天理

森　なつ実   (3) 28.40/-2.9
愛知・飛鳥未来名古屋

松原　朱伽   (2) 28.49/-2.9
岡山・烏城

植本　愛子   (3) 29.25/-2.9
広島・東林館

久木野　綾音 (3) 29.61/-2.9
兵庫・阪神昆陽

山下　るり   (2) 29.99/-2.9
福岡・神村学園福岡

川名　利菜   (3) 30.21/-2.9
神奈川・三浦初声

４００ｍ 8/12 森　なつ実   (3)  1:04.06
愛知・飛鳥未来名古屋

岡　　祐希  1:04.37
東京・新宿山吹

今村　海里   (4)  1:06.46
静岡・静岡中央

島田　博慧   (3)  1:06.80
山梨・韮崎

船越　双葉   (2)  1:07.15
東京・ＮＨＫ学園

牧野　こと遥 (3)  1:07.89
大分・府内

平田　亜耶加 (2)  1:07.97
東京・一橋

橋本　幸歩   (4)  1:08.93
兵庫・摩耶兵庫

８００ｍ 8/11 岡　　祐希  2:34.00
東京・新宿山吹

牧野　こと遥 (3)  2:36.96
大分・府内

今村　海里   (4)  2:37.70
静岡・静岡中央

平田　亜耶加 (2)  2:39.58
東京・一橋

尾崎　心花   (3)  2:40.39
愛知・科技刈谷

福島　百合花 (3)  2:41.16
東京・一橋

廣井　美遙   (2)  2:42.97
新潟・長岡英智

杉尾　彩夏   (3)  2:44.90
奈良・天理

３０００ｍ 8/11 ｶﾝﾃﾞﾙ　ｽｳｪﾀ  (3) 12:24.67
神奈川・追浜

杉浦　由依   (3) 13:13.51
愛知・科技刈谷

志賀　怜央奈 (2) 13:31.16
神奈川・市川崎

井上　翔子   (2) 13:43.68
東京・一橋

沖山　千織   (1) 13:46.31
東京・稔ヶ丘

大串　恵里佳 (3) 13:46.50
群馬・前橋清陵

河本　璃心 14:02.98
福岡・ひびき

山本　未来   (3) 14:04.08
広島・大手町商

１００ｍＨ
(0.838m)

8/10 小島　未夕   (3) 16.97/-1.1
兵庫・飾磨工

山下　るり   (2) 17.03/-1.1
福岡・神村学園福岡

八田　彩伽   (3) 17.13/-1.1
愛知・科技刈谷

井上　ｱﾘｻﾏﾘｴ (2) 17.34/-1.1
愛知・旭丘

望月　花緒   (3) 18.06/-1.1
静岡・静岡中央

コスタ　エミ (2) 18.13/-1.1
静岡・磐田南

中里　　静   (3) 18.90/-1.1
東京・八王子拓真

島田　博慧   (3) 20.09/-1.1
山梨・韮崎

４×１００ｍ 8/12 福岡 52.88
NGR鈴木　　華   (3)

大澤　凜花   (2)
山下　るり   (2)
紀井　虹穂   (2)

兵庫 54.81
小島　未夕   (3)
阿嘉　穂佳   (1)
武道　愛華   (2)
久木野　綾音 (3)

神奈川 54.93
近藤　　柚   (3)
ｴｸﾗﾘﾉ　ｼﾞｭｱﾝ (3)
沖山　　柊   (2)
桑田　　奏   (3)

愛知 55.35
八田　彩伽   (3)
土川　千尋   (1)
森　なつ実   (3)
近藤　ひより (3)

静岡 56.66
後藤　　彩   (3)
佐藤　佑夏   (1)
武田　彩花   (2)
望月　花緒   (3)

宮城 58.19
青沼　来夢   (2)
三浦　海咲   (3)
今野　純菜   (3)
佐藤　李香   (3)

山形 59.85
渡部　帆菜   (2)
皆川　詩音   (1)
佐藤　奈々   (2)
樋渡　優香   (3)

東京  1:06.20
中里　　静   (3)
並木　美緒   (3)
小関　莉菜   (1)
船越　双葉   (2)

走高跳 8/11 井上　ｱﾘｻﾏﾘｴ (2) 1m54
愛知・旭丘

石川　玲奈   (2) 1m51
神奈川・市横須賀総合

後藤　　彩   (3) 1m45
静岡・磐田南

川本　知佳   (3) 1m33
広島・東

柴原　一綺   (3) 1m33
東京・ＮＨＫ学園

石井 ききょう(3) 1m30
山梨・中央定

木村　愛美   (2) 群馬・太田ﾌﾚｯｸｽ 1m20
長沼　歩乃花 (3) 福岡・神村学園福岡

走幅跳 8/10 紀井　虹穂   (2)   4m91/+2.3
福岡・神村学園福岡

須藤　　舞   (3)   4m62/+0.2
神奈川・向陽台生蘭

赤川　真白   (3)   4m61/+0.9
愛知・起工

大武　花鈴   (3)   4m52/ 0.0
群馬・前橋清陵

船越　双葉   (2)   4m46/+1.7
東京・ＮＨＫ学園

丸山　花菜   (1)   4m20/+1.0
兵庫・阪神昆陽

桑田　　奏   (3)   4m16/+1.0
神奈川・横浜修悠館

皆川　詩音   (1)   4m13/+0.5
山形・米沢工

砲丸投
(4.000kg)

8/12 野本　若菜   (1)  10m63
京都・京都廣学館

尾畑　ひとみ (3)   9m25
東京・荻窪

濱﨑　心優里 (3)   8m01
京都・伏見工

東　　瑠佳   (3)   7m96
神奈川・科技大和

山田　万里奈 (1)   7m93
福岡・博多青松定

栗田　海果   (2)   7m92
静岡・浜松大平台

平井　春菜   (3)   7m82
富山・雄峰通

北田　　菖   (3)   7m76
兵庫・松陽

円盤投
(1.000kg)

8/11 柴原　一綺   (3)  26m24
東京・ＮＨＫ学園

尾畑　ひとみ (3)  25m36
東京・荻窪

大山　未由季 (1)  22m80
岡山・玉野備南

小田島　沙和 (2)  22m64
東京・世田谷泉

北田　　菖   (3)  22m15
兵庫・松陽

濱﨑　心優里 (3)  20m90
京都・伏見工

金子　　睦   (4)  20m25
群馬・太田ﾌﾚｯｸｽ

山本　ひな   (1)  20m12
兵庫・クラーク芦屋

女子

　8/10（土）  9:30 はれ   34.0℃ 51% ＳＳＥ 1.0m/s
　8/10（土） 10:00 くもり 33.5℃ 56% ＳＥ   1.4m/s
　8/10（土） 11:00 くもり 33.5℃ 58% ＥＳＥ 1.0m/s
　8/10（土） 12:00 くもり 35.0℃ 52% ＳＥ   2.0m/s
　8/10（土） 13:00 くもり 34.0℃ 56% ＳＥ   2.7m/s
　8/10（土） 14:00 くもり 33.0℃ 58% ＳＥ   1.4m/s
　8/10（土） 15:00 はれ   33.5℃ 55% ＳＳＥ 1.8m/s
　8/10（土） 16:00 はれ   32.5℃ 57% Ｓ     3.2m/s

　8/11（日）  9:30 くもり 31.5℃ 65% Ｓ     0.8m/s
　8/11（日） 10:00 はれ   35.5℃ 47% ＳＳＥ 1.5m/s
　8/11（日） 11:00 はれ   35.5℃ 41% ＳＥ   1.1m/s
　8/11（日） 12:00 はれ   35.5℃ 32% Ｅ     1.2m/s
　8/11（日） 13:00 はれ   37.0℃ 35% ＳＥ   1.8m/s
　8/11（日） 14:00 はれ   34.0℃ 52% ＳＳＥ 0.9m/s
　8/11（日） 15:00 はれ   33.5℃ 55% ＳＳＷ 1.7m/s
　8/11（日） 16:00 はれ   32.5℃ 65% ＥＳＥ 0.9m/s

　8/11（日） 17:00 くもり 32.0℃ 67% ＳＳＥ 1.8m/s
　8/12（月）  9:30 くもり 31.5℃ 63% ＳＳＥ 0.2m/s
　8/12（月） 10:00 あめ   32.5℃ 58% Ｓ     0.8m/s
　8/12（月） 11:00 あめ   29.0℃ 80% ＳＳＷ 1.9m/s
　8/12（月） 12:00 はれ   32.0℃ 70% Ｓ     2.1m/s
　8/12（月） 13:00 くもり 32.5℃ 60% ＮＥ   1.1m/s
　8/12（月） 14:00 はれ   33.0℃ 56% ＳＳＥ 1.3m/s

総務　　　　　　　　 小松　　史幸
審判長/トラック　　　茂木　　弘樹
審判長/跳躍　　　　　古澤　　幸男
審判長/投てき　　　　柳沢　　忠俊
審判長/スタート　　　阿部　　修平
審判長/招集所　　　　染谷　　　実
記録･情報処理主任　　関根　　春幸

凡例（NGR:大会新記録/ YC :警告(R125.5)）


