
トラック審判長 中野　　繁 投 て き 審 判 長 坂本　憲司

スタート審判長 濱村　祥水 招 集 所 審 判 長 沖野　秀昭

JOCオリンピックカップ　　　男子：出口　晴翔（東福岡高）　400mH優勝　49.90 跳 躍 審 判 長 濱岡　靖治 記 録 主 任 秋山　定之

JOCオリンピックカップ　　　女子：高良　彩花（筑波大）　　走幅跳優勝　6m35(-0.2)

日付 種目

鵜澤　飛羽(2) 10.51 平野　翔大(1) 10.52 三浦　励央奈(1) 10.55 和田　遼(1) 10.59 中村　彰太(3) 10.62 山本　未来(1) 10.66 伊藤　大和(1) 10.66 江川　雅人(1) 10.84
宮　城(JPN)・築館高 熊　本(JPN)・大東文化大 神奈川(JPN)・早稲田大 京　都(JPN)・東洋大 静　岡(JPN)・浜松工高 福　岡(JPN)・中央大 滋　賀(JPN)・同志社大 京　都(JPN)・中央大
鵜澤　飛羽(2) 21.00 三浦　励央奈(1) 21.27 高橋　哲也(3) 21.40 木村　颯太(3) 21.47 北浦　稔(3) 21.50 山路　康太郎(1) 21.61 山口　凜也(3) 21.63 木村　稜(3) 21.67
宮　城(JPN)・築館高 神奈川(JPN)・早稲田大 東　京(JPN)・八王子高 東　京(JPN)・明星学園高 大　阪(JPN)・大産大附高 三　重(JPN)・法政大 福　井(JPN)・北陸高 京　都(JPN)・乙訓高
富田　大智(3) 46.64 クレイアーロン　竜波(3) 47.12 鈴木　碧斗(3) 47.69 小清水　悠介(2) 47.98 藤好　駿太(3) 48.00 松岡　知紀(1) 48.27 森　周志(1) 49.41 木立　夢優人(1) 49.56
愛　知(JPN)・中京大中京高 神奈川(JPN)・相洋高 埼　玉(JPN)・大宮北高 愛　知(JPN)・駿河台大 福　岡(JPN)・修猷館高 宮　崎(JPN)・順天堂大 北海道(JPN)・中央大 青　森(JPN)・東洋大
金子　魅玖人(3) 1 50.78 飯濵　友太郎(3) 1 50.78 中井　啓太(1) 1 50.97 橋本　大輝(1) 1 51.76 松本　駿(1) 1 51.99 藤原　広翔(3) 1 52.75 南田　航希(3) 1 53.56 山崎　優希(1) 1 55.87
千　葉(JPN)・鎌ヶ谷高 埼　玉(JPN)・立教新座高 鳥　取(JPN)・環太平洋大 静　岡(JPN)・近畿大 奈　良(JPN)・関西大 栃　木(JPN)・作新学院高 大　阪(JPN)・大塚高 兵　庫(JPN)・広島経済大
村竹　ラシッド(3) 13.54 黒川　和樹(3) 13.73 古谷　新太(1) 13.79 横地　大雅(1) 13.85 阿部　龍斗(1) 13.93 岩堀　剛己(3) 13.94 森田　翔音(1) 13.97 緒方　陽也(1) 14.04
千　葉(JPN)・松戸国際高 山　口(JPN)・田部高 三　重(JPN)・国際武道大 東　京(JPN)・法政大 福　岡(JPN)・筑波大 愛　知(JPN)・名古屋高 大　阪(JPN)・順天堂大 北海道(JPN)・法政大
出口　晴翔(3) 49.90 伊奈　颯太(1) 50.64 山村　恵斗(1) 50.74 米田　太陽(3) 50.78 黒川　和樹(3) 51.96 児玉　悠作(1) 52.08 宮﨑　匠(3) 52.30 金井　嘉哉(3) 52.53
福　岡(JPN)・東福岡高 愛　知(JPN)・城西大 大　阪(JPN)・同志社大 熊　本(JPN)・九州学院高 山　口(JPN)・田部高 長　野(JPN)・法政大 福　岡(JPN)・東福岡高 埼　玉(JPN)・昌平高
江頭　亮(3) 2m14 坂井　宏和(3) 2m11 土井　颯馬(1) 2m08 永島　将貴(3) 2m08 宮田　風(3) 2m04 長谷川　龍雅(0) 2m04 亀田　瞬(1) 2m04 南雲　優吾(3) 2m00
大　阪(JPN)・大塚高 大　阪(JPN)・東海大仰星高 新　潟(JPN)・東京学芸大 福　岡(JPN)・飯塚高 東　京(JPN)・東京高 新　潟(JPN)・ｱｯﾌﾟﾙSC 福　岡(JPN)・福岡大 東　京(JPN)・東京高

柴田　涼太郎(1) 2m00
兵　庫(JPN)・筑波大

尾﨑　駿翔(2) 5m20 大崎　洋介(1) 5m10 三戸田　湧司(1) 5m10 森田　凌世(2) 5m00 中野　隼斗(3) 5m00 豊田　翼(1) 5m00 吉田　肖聡(3) 4m90
東　京(JPN)・日本体育大 兵　庫(JPN)・日本体育大 兵　庫(JPN)・関西学院大 香　川(JPN)・関西学院大 神奈川(JPN)・金井高 東　京(JPN)・日本大 兵　庫(JPN)・社高

渡邊　宥磨(1) 5m00 野村　元将(1) 4m90
大　阪(JPN)・日本大 香　川(JPN)・大阪国際大

伊藤　陸(4) 7m83(+2.1) 海鋒　泰輝(1) 7m67(+0.9) 小畠　康成(1) 7m59(+2.0) 津藤　広夢(1) 7m54(+2.0) 和田　晃輝(3) 7m48(0.0) 鳥海　勇斗(3) 7m42(-1.2) 藤原　陸登(1) 7m41(+1.3) 一瀬　輝星(1) 7m34(+0.5)
三　重(JPN)・近畿大工業高専 公認7m81(+1.1) 千　葉(JPN)・日本大 石　川(JPN)・鹿屋体育大 群　馬(JPN)・順天堂大 大　阪(JPN)・太成学院高 千　葉(JPN)・東京学館船橋高 広　島(JPN)・環太平洋大 東　京(JPN)・日本大
安立　雄斗(1) 15m67(+1.2) 秋山　裕樹(1) 15m35(+1.3) 森澤　翔尉(3) 15m21(+0.2) 田中　宏祐(3) 15m13(+0.8) 松下　悠太郎(1) 15m11(+0.5) 水野　皓太(3) 14m91(+0.4) 小松　航(3) 14m84(+0.5) 外所　晴貴(1) 14m79(+0.8)
広　島(JPN)・福岡大 神奈川(JPN)・法政大 愛　知(JPN)・中京大中京高 大　阪(JPN)・摂津高 鹿児島(JPN)・福岡大 福　岡(JPN)・三池高 京　都(JPN)・西城陽高 群　馬(JPN)・順天堂大
松田　貫汰(1) 16m93 稻福　颯(1) 16m86 夏井　勇輝(1) 16m83 草野　恒広(1) 16m47 井上　光陽(3) 16m39 井手上　大翔(3) 16m22 宮崎　剛瑠(3) 16m07 山下　航生(1) 15m88
大　阪(JPN)・筑波大 岐　阜(JPN)・中京大 岩　手(JPN)・東海大 長　崎(JPN)・同志社大 千　葉(JPN)・東京学館船橋高 熊　本(JPN)・熊本西高 岩　手(JPN)・盛岡南高 岐　阜(JPN)・九州共立大
鴨澤　青海(3) 51m78 稻福　颯(1) 51m48 山下　航生(1) 50m40 三田　穂貴(1) 49m67 藤原　孝史朗(3) 49m09 久保田　健斗(1) 49m01 望月　翔太(1) 48m92 今井　慎太朗(1) 48m78
三　重(JPN)・宇治山田商高 岐　阜(JPN)・中京大 岐　阜(JPN)・九州共立大 徳　島(JPN)・四国大 沖　縄(JPN)・沖カトリック高 宮　崎(JPN)・日本体育大 兵　庫(JPN)・九州共立大 茨　城(JPN)・日本体育大
久門　大起(1) 69m15 執行　大地(3) 68m22 佐々木　秀斗(1) 67m26 福田　翔大(1) 66m27 山川　滉心(3) 64m35 川合　隆誠(1) 64m09 中安　琢登(1) 62m90 坂　耀介(3) 62m18
愛　媛(JPN)・日本大 兵　庫(JPN)・市尼崎高 愛　知(JPN)・岐阜協立大 大　阪(JPN)・日本大 三　重(JPN)・伊勢工高 三　重(JPN)・順天堂大 兵　庫(JPN)・京都産業大 京　都(JPN)・花園高
秦　康太(1) 66m71 末次　仁志(1) 66m39 疋田　直輝(1) 65m21 小野　悟(1) 61m82 牧野　快士(2) 61m82 中根　大翔(3) 59m60 松田　貫汰(1) 58m82 福岡　駿(1) 55m65
兵　庫(JPN)・大阪体育大 京　都(JPN)・大阪体育大 大　分(JPN)・福岡大 大　阪(JPN)・東大阪大 愛　知(JPN)・日本体育大 茨　城(JPN)・鉾田二高 大　阪(JPN)・筑波大 静　岡(JPN)・順天堂大
景山　咲穗(3) 11.90 三浦　由奈(3) 11.92 三村　香菜実(3) 12.01 髙橋　真由(1) 12.10 鈴木　くるみ(3) 12.12 加藤　汐織(3) 12.14 安達　有羽(3) 12.18 大城　珠莉(3) 12.26
千　葉(JPN)・市立船橋高 宮　城(JPN)・柴田高 神奈川(JPN)・東海大相模高 東　京(JPN)・日本体育大 北海道(JPN)・旭川龍谷高 大　分(JPN)・大分雄城台高 新　潟(JPN)・中越高 愛　知(JPN)・至学館高
三村　香菜実(3) 23.98 景山　咲穗(3) 24.20 壹岐　あいこ(1) 24.50 須藤　美桜(3) 24.52 大城　珠莉(3) 24.61 安達　有羽(3) 24.77 加藤　汐織(3) 25.09 森山　奈菜絵(3) 25.30
神奈川(JPN)・東海大相模高 千　葉(JPN)・市立船橋高 滋　賀(JPN)・立命館大 東　京(JPN)・東京高 愛　知(JPN)・至学館高 新　潟(JPN)・中越高 大　分(JPN)・大分雄城台高 長　崎(JPN)・純心女子高
髙島　咲季(3) 54.63 須藤　美桜(3) 54.73 吉岡　里奈(3) 55.14 川崎　夏実(3) 55.50 アシィ　しおり(2) 55.60 金子　ひとみ(3) 56.36 中野　菜乃(3) 56.38 桑原　綾子(2) 56.87
神奈川(JPN)・相洋高 東　京(JPN)・東京高 京　都(JPN)・西京高 神奈川(JPN)・相洋高 北海道(JPN)・北海道栄高 神奈川(JPN)・相洋高 兵　庫(JPN)・姫路商高 大　阪(JPN)・大阪成蹊大
有廣　璃々香(3) 2 08.20 窪　美咲(3) 2 10.66 井上　莉里加(3) 2 10.96 神薗　芽衣子(2) 2 11.02 西澤　汐梨(3) 2 11.75 武藤　桃花(1) 2 12.03 川島　琴美(3) 2 12.31 池田　朱桜(3) 2 21.25
大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 東　京(JPN)・東大和高 大　阪(JPN)・東大阪大 北海道(JPN)・札幌月寒高 神奈川(JPN)・立教大 東　京(JPN)・白梅学園高 北海道(JPN)・旭川大高
芝田　愛花(1) 13.45 島野　真生(3) 13.78 小林　歩未(1) 13.79 長﨑　さゆり(3) 13.95 古西　清乃(3) 13.97 岡崎　汀(1) 14.10 中尾　あゆみ(1) 14.15 山西　桃子(3) 14.18
北海道(JPN)・環太平洋大 東　京(JPN)・東京高 千　葉(JPN)・筑波大 島　根(JPN)・大社高 京　都(JPN)・京都橘高 鳥　取(JPN)・甲南大 京　都(JPN)・青山学院大 東　京(JPN)・白梅学園高
青木　穂花(3) 58.14 清水　羽菜(3) 58.35 田和　りな(3) 58.76 中野　菜乃(3) 59.45 津波　愛樹(2) 59.56 中尾　あゆみ(1) 59.95 川村　優佳(3) 59.99 津川　瑠衣(3) 1 01.90
福　岡(JPN)・筑紫女学園高 東　京(JPN)・白梅学園高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 兵　庫(JPN)・姫路商高 沖　縄(JPN)・福岡大 京　都(JPN)・青山学院大 東　京(JPN)・日大櫻丘高 東　京(JPN)・八王子高
梅原　遥奈(1) 1m73 蓑輪　夢未(3) 1m69 和田　真琉(1) 1m69 小笠原　早矢楓(1) 1m69 山田　るな(1) 1m65 岸本　志恵(3) 1m65 小野　恵蓮(1) 1m60
千　葉(JPN)・日本大 福　井(JPN)・北陸高 大　阪(JPN)・大阪体育大 愛　知(JPN)・甲南大 埼　玉(JPN)・東京女子体育大 沖　縄(JPN)・中部商高 東　京(JPN)・東海大

奥沢　海砂(1) 1m60
青　森(JPN)・九州共立大
井上　紗耶加(3) 1m60
兵　庫(JPN)・北摂三田高

台信　愛(3) 3m90 山本　亜希(1) 3m80 藤家　麻鈴(3) 3m80 浦津　ななの(3) 3m70 友松　日南(1) 3m70 平田　美和(2) 3m70 渡邊　南月(3) 3m70 田中　伶奈(1) 3m60
福　岡(JPN)・中間高 大　分(JPN)・大分大 石　川(JPN)・星稜高 愛　知(JPN)・中京大中京高 兵　庫(JPN)・園田学園女子大 兵　庫(JPN)・園田学園女子大 愛　知(JPN)・岡崎城西高 香　川(JPN)・香川大
高良　彩花(1) 6m35(-0.2) 藤山　有希(3) 6m05(+2.9) 中津川　亜月(3) 5m99(+2.6) 吉田　美優(3) 5m86(+0.9) 五百蔵　美希(2) 5m84(+3.3) 木村　美海(1) 5m81(+2.2) 有本　吏里(3) 5m80(+0.1) 榎本　樹羅(3) 5m74(-1.4)
兵　庫(JPN)・筑波大 神奈川(JPN)・東海大相模高 公認6m03(+0.9) 静　岡(JPN)・浜松市立高 公認5m93(-0.4) 徳　島(JPN)・鳴門渦潮高 高　知(JPN)・日本大 公認5m75(-1.0) 徳　島(JPN)・四国大 公認5m68(+1.2) 鳥　取(JPN)・倉吉東高 香　川(JPN)・四学香川西高
北田　莉亜イルマ澄江(3) 12m78(-0.5) 加藤　綾乃(3) 12m50(-0.8) 中津川　亜月(3) 12m39(-1.4) 小寺　波音(3) 12m35(+0.1) 鴨下　若菜(3) 12m26(-1.0) 鞍田　沙耶佳(3) 12m11(+3.8) 東口　ゆう(3) 12m01(+0.2) 平松　紗季(1) 11m97(+1.8)
大　阪(JPN)・摂津高 千　葉(JPN)・幕張総合高 静　岡(JPN)・浜松市立高 愛　知(JPN)・安城学園高 埼　玉(JPN)・武南高 石　川(JPN)・星稜高 公認12m00(-0.5) 福　岡(JPN)・九産大付九産高 愛　知(JPN)・中央大
大野　史佳(1) 14m79 秋山　愛莉(3) 14m62 久保田　亜由(3) 14m36 小山田　芙由子(1) 14m16 床辺　彩乃(3) 13m59 西山　藍那(3) 13m41 岩本　真波(3) 13m36 大谷　夏稀(1) 13m27
埼　玉(JPN)・埼玉大 静　岡(JPN)・城南静岡高 北海道(JPN)・帯広農高 東　京(JPN)・日本大 三　重(JPN)・松阪商高 北海道(JPN)・帯広農高 奈　良(JPN)・添上高 大　分(JPN)・福岡大
齋藤　真希(1) 49m97 西山　藍那(3) 43m01 城間　歩和(1) 42m74 小松　真琴(1) 42m51 宮森　優羽(1) 42m24 中瀬　綺音(3) 42m18 岡本　光生(1) 41m98 新井　真理彩(1) 41m37
山　形(JPN)・東京女子体育大 北海道(JPN)・帯広農高 沖　縄(JPN)・九州共立大 茨　城(JPN)・筑波大 埼　玉(JPN)・東京女子体育大 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 宮　崎(JPN)・東京女子体育大 新　潟(JPN)・九州共立大
渡邉　ももこ(1) 56m26 奥村　梨里佳(3) 55m66 松島　成美(2) 54m41 勝冶　玲海(3) 53m48 真鍋　綾萌(1) 53m04 池江　葉奈(1) 52m33 稲垣　愛結(3) 52m02 平岩　志萌(3) 51m79
福　井(JPN)・筑波大 奈　良(JPN)・添上高 静　岡(JPN)・国際武道大 広　島(JPN)・安芸高 岡　山(JPN)・筑波大 大　阪(JPN)・九州共立大 秋　田(JPN)・花輪高 愛　知(JPN)・旭野高
山元　祐季(1) 53m35 奈良岡　翠蘭(1) 53m22 内田　萌奈(3) 51m55 木村　玲奈(3) 51m16 髙橋　奈々(3) 50m45 中村　結香(1) 49m32 亀谷　実生(1) 49m09 河田　菜緒(1) 49m03
鹿児島(JPN)・九州共立大 青　森(JPN)・日本大 千　葉(JPN)・西武台千葉高 滋　賀(JPN)・近江高 兵　庫(JPN)・滝川第二高 福　岡(JPN)・九州共立大 茨　城(JPN)・日本体育大 福　岡(JPN)・福岡大

1位 2位 3位 4位 5位 8位6位 7位

10月19日
U20男子100m 

風：-0.6

10月20日
U20男子200m 

風：-1.2

10月18日
U20男子110mH(0.991m) 

風：-0.6

10月20日 U20男子400mH(0.914m)

10月18日 U20男子400m

10月19日 U20男子800m

10月19日 U20男子棒高跳

10月20日 U20男子走幅跳

10月20日 U20男子走高跳

10月19日 U20男子三段跳

10月19日 U20男子砲丸投(6.000kg)

10月20日 U20男子円盤投(1.750kg)

10月19日U20男子ハンマー投(6.000kg)

10月18日 U20男子やり投(800g)

10月19日
U20女子100m 

風：-1.3

10月20日
U20女子200m 

風：+0.8

10月18日 U20女子400m

10月20日 U20女子400mH(0.762m)

10月19日 U20女子走高跳

10月19日 U20女子800m

10月18日
U20女子100mH(0.838m) 

風：-0.5

10月20日 U20女子円盤投(1.000kg)

10月19日U20女子ハンマー投(4.000kg)

10月18日 U20女子棒高跳

10月20日 U20女子走幅跳

10月19日 U20女子三段跳

10月18日 U20女子やり投(600g)

10月20日 U20女子砲丸投(4.000kg)



日付 種目

井上　 (2) 10.56 井澤　真(2) 10.64 井　大城(1) 10.75 島田　 (2) 10.79 岩本　康 (2) 10.83 鈴木　大河(2) 10.85
鳥　取(JPN)・鳥取中央育 高 北海道(JPN)・立命館 祥高 北海道(JPN)・北海道栄高 静　岡(JPN)・浜松 東高 埼　玉(JPN)・伊奈学園総合高 愛　知(JPN)・中京大中京高

河田　航 (2) 10.75
愛　知(JPN)・中京大中京高

井澤　真(2) 21.32 木下　祐一(2) 21.41 加藤　慎之介(2) 21.49 島田　 (2) 21.53 中尾　洋翔(2) 21.67 井之上　駿太(2) 21.71 渡辺　勇輝(2) 21.76 松本　 河(2) 21.89
北海道(JPN)・立命館 祥高 京　都(JPN)・ 南高 岐　阜(JPN)・岐南工高 静　岡(JPN)・浜松 東高 北海道(JPN)・旭川大高 京　都(JPN)・ 南高 徳　島(JPN)・鳴門高 福　岡(JPN)・九産大付九州高
木下　祐一(2) 33.07 井之上　駿太(2) 33.46 平野　友貴(2) 33.87 々田　 大(2) 34.00 平井　 人(3) 34.25 岩垣　勇司(2) 34.79 山田　 央(3) 35.28 中島　 ﾌ(3) 35.70
京　都(JPN)・ 南高 京　都(JPN)・ 南高 静　岡(JPN)・ 田北高 千　葉(JPN)・成田高 神奈川(JPN)・ 岡高 岐　阜(JPN)・岐阜 徳高 滋　賀(JPN)・米原高 東　京(JPN)・城西高
二 　優輝(2) 1 50.31 石元　 樹(2) 1 51.72 渡 　健人(2) 1 52.78 城井　 哉(3) 1 54.10 佐々木　 (3) 1 55.35 　玲央(2) 1 56.99 鈴木　竜馬(2) 1 57.52 大村　東輝(2) 2 00.06
長　野(JPN)・ 清 高 高　知(JPN)・高知小津高 千　葉(JPN)・東海大望洋高 香　川(JPN)・ 寺一高 京　都(JPN)・福知山高 愛　知(JPN)・豊橋東高 福　島(JPN)・ 城高 福　岡(JPN)・東福岡高
高橋　遼将(1) 13.60 近藤　翠月(2) 13.60 岡　 (2) 13.94 丸山　 (2) 14.09 鈴木　大河(2) 14.11 大坂　一世(2) 14.12 岩井　 太郎(2) 14.26 渡　 斗(2) 14.34
愛　知(JPN)・中京大中京高 新　潟(JPN)・新潟産大附高 神奈川(JPN)・川崎市立橘高 京　都(JPN)・乙訓高 愛　知(JPN)・中京大中京高 石　川(JPN)・星稜高 京　都(JPN)・同志社高 兵　庫(JPN)・市尼崎高
高橋　遼将(1) 36.57 野　航平(2) 36.98 岩永　 介(2) 37.27 岩井　 太郎(2) 37.53 内藤　 一郎(3) 37.78 森髙　颯治朗(2) 37.95 西村　 太朗(2) 38.39 中　涼太(2) 38.41
愛　知(JPN)・中京大中京高 宮　城(JPN)・ 台一高 宮　崎(JPN)・宮崎大宮高 京　都(JPN)・同志社高 兵　庫(JPN)・北摂三田高 兵　庫(JPN)・ 徳高 滋　賀(JPN)・ 根翔西館高 兵　庫(JPN)・姫路西高
関大北陽高 40.57 南高 40.62 八王子高 40.79 東京学館新潟高 41.03 中京大中京高 41.10 法政二高 41.15 明星学園高 41.48 鳥取中央育 高 41.73
堀口　 貴(2) 平野　智也(2) 中村　仁平(2) 立村　海晴(2) 野　 輝(1) 鈴木　 (2) 寺内　智徳(2) 上田　 矢(2)
松井　健斗(2) 寺澤　大地(1) 上野　 貴(2) 青木　遥 (2) 西垣　 音(1) 村上　優馬(2) 江上　 星(1) 井上　 (2)
佐藤　颯(2) 木下　祐一(2) 村田　愛武(2) 行方　大介(2) 鈴木　大河(2) 藤井　和 (2) 大 　理雄(2) 井之上　匠(2)
金原　 (2) 藤原　孝輝(2) 江上　大知(2) 田原　蓮(2) 河田　航 (2) 木　 (2) 吉田　順哉(2) 宮本　一樹(1)
本田　 (3) 2m08 太田　 翔(2) 2m05 武政　 之 (2) 2m05 小池　綾(1) 2m02 原　哲平(2) 1m99 城崎　滉青(1) 1m99 山中　駿(2) 1m95
三　重(JPN)・近大高専高 静　岡(JPN)・浜松市立高 兵　庫(JPN)・社高 大　阪(JPN)・大塚高 広　島(JPN)・広島工大高 福　岡(JPN)・小倉工高 大　阪(JPN)・三国丘高

畠田　 大(3) 1m95
三　重(JPN)・鳥羽商船高

古澤　一生(2) 5m10 野本　 人(2) 4m95 澤　智哉(2) 4m90 小林　直樹(2) 4m80 髙橋　陸人(2) 4m70 綾　大心(2) 4m70 池上　陽 (2) 4m70 山下　哲也(2) 4m70
群　馬(JPN)・ 橋育 高 愛　媛(JPN)・松山北高 群　馬(JPN)・ 橋育 高 東　京(JPN)・明星学園高 群　馬(JPN)・樹徳高 広　島(JPN)・近大東広島高 三　重(JPN)・近大高専高 静　岡(JPN)・浜松南高
藤原　孝輝(2) 7m66(-0.3) 北川　 (1) 7m29(+0.5) 伊藤　駿(3) 7m28(-0.4) 田中　隆太郎(2) 7m22(-0.2) 田　大輝(1) 7m22(-0.7) 島　 那哉(2) 7m19(+0.1) 佐藤　三太(2) 7m13(-0.1) 三輪　哉太(2) 7m05(+0.3)
京　都(JPN)・ 南高 静　岡(JPN)・東海大翔洋高 北海道(JPN)・恵 南高 大　阪(JPN)・摂津高 群　馬(JPN)・東京農大二高 静　岡(JPN)・日大三島高 北海道(JPN)・ 館工高 岐　阜(JPN)・ 岐阜商高
井村　 士(3) 15m40(-0.7) 山田　悠斗(3) 15m17(+0.5) 廣田　 太郎(2) 15m06(+0.1) 尾　 兵(2) 14m76(-0.3) 木　雄大(3) 14m73(+1.0) 齋藤　優汰(2) 14m69(+0.9) 吉岡　悠輝(2) 14m67(-0.3) 梅野　真生(2) 14m43(-0.4)
大　阪(JPN)・太成学院高 広　島(JPN)・広 高 長　崎(JPN)・長崎日本大学高 大　阪(JPN)・大塚高 大　阪(JPN)・ 日丘高 福　島(JPN)・白河旭高 香　川(JPN)・四学香川西高 兵　庫(JPN)・社高
ア オ ン　 イ ン(2) 16m87 上内　達司(2) 15m99 仁子　晃希(2) 15m91 花田　 樹(2) 15m47 小森　直吏(1) 15m45 井上　翼(2) 15m30 上野　元 (2) 15m25 竹本　蓮(2) 14m69
大　阪(JPN)・大阪 高 香　川(JPN)・四学香川西高 徳　島(JPN)・生光学園高 福　井(JPN)・ 賀高 山　梨(JPN)・ 高 東　京(JPN)・東京高 京　都(JPN)・花園高 福　岡(JPN)・祐誠高
中 　真澄(3) 48m47 﨑　誠(2) 47m32 北原　 (2) 47m32 濱口　泰河(2) 46m51 坂口　 大(2) 45m91 垣本　竜成(2) 45m53 岩 　健太郎(2) 45m25 小川　 祐(2) 45m12
石　川(JPN)・ 登高 兵　庫(JPN)・ 塚東高 新　潟(JPN)・ 志国際高 三　重(JPN)・宇治山田商高 大　阪(JPN)・大塚高 岡　山(JPN)・玉野光南高 神奈川(JPN)・川崎市立橘高 京　都(JPN)・花園高
鈴木　涼真(3) 63m52 佐々木　健介(2) 58m49 鈴木　 (2) 58m39 アル ラン　シ ル(2) 57m47 井　祐志(2) 57m20 倉　悠太(2) 56m55 大西　龍武(3) 56m54 　友哉(2) 55m96
岡　山(JPN)・玉野光南高 新　潟(JPN)・新津工高 静　岡(JPN)・浜松北高 沖　縄(JPN)・中部商高 香　川(JPN)・四学香川西高 東　京(JPN)・ 中工高 奈　良(JPN)・大和広 高 兵　庫(JPN)・市尼崎高

　優作(2) 65m48 花田　 樹(2) 64m10 鈴木　凜(2) 62m30 吉野　 (2) 62m29 松本　大和(3) 61m44 中村　竜成(2) 60m20 水 　 吾(3) 58m98 井上　 斗(1) 58m17
兵　庫(JPN)・市尼崎高 福　井(JPN)・ 賀高 山　梨(JPN)・山梨学院高 奈　良(JPN)・添上高 山　形(JPN)・ 田光 高 三　重(JPN)・伊勢工高 新　潟(JPN)・ 日 高 京　都(JPN)・久 山高
青山　 (2) 11.66 石川　優(2) 11.81 新坂　太佳子(0) 11.87 石堂　陽奈(2) 11.95 　麻耶子(2) 11.99 新名　陽花(2) 11.99 三浦　愛 (3) 12.04 出　理子(2) 12.23
大　阪(JPN)・大阪高 神奈川(JPN)・相洋高 宮　崎(JPN)・西池 C 北海道(JPN)・立命館 祥高 東　京(JPN)・八王子東高 大　分(JPN)・大分雄城台高 奈　良(JPN)・添上高 愛　媛(JPN)・今治北高
石川　優(2) 24.25 滝田　静海(2) 24.29 新坂　太佳子(0) 24.36 内山　 香(1) 24.44 青野　美咲(2) 24.74 安達　 鈴(2) 24.78 佐藤　千優(3) 24.90 宮武　ア ー ラリー(3) 25.09
神奈川(JPN)・相洋高 東　京(JPN)・東京高 宮　崎(JPN)・西池 C 静　岡(JPN)・浜松市立高 愛　媛(JPN)・今治北高 京　都(JPN)・京都橘高 静　岡(JPN)・ 津東高 埼　玉(JPN)・大宮東高
工藤　芽衣(2) 39.22 松岡　萌絵(2) 39.41 大野　 奈(2) 39.52 水口　萌(2) 39.53 飯田　景子(2) 40.07 竹内　心良(2) 40.13 葉田　結香(2) 40.18 　瑠花(3) 40.82
大　阪(JPN)・咲くやこの花高 千　葉(JPN)・東海大浦安高 埼　玉(JPN)・埼玉栄高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 東　京(JPN)・東京高 宮　城(JPN)・ 盤木学園高 大　阪(JPN)・桜宮高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高

子　綾乃(2) 2 09.60 青山　理奈(1) 2 09.91 河内　瀬桜(1) 2 10.43 川島　実桜(2) 2 10.82 新田　望(1) 2 10.99 土岐　優花(2) 2 11.13 江藤　咲(2) 2 12.59 水口　 (2) 2 14.27
静　岡(JPN)・浜松西高 愛　知(JPN)・中京大中京高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 愛　知(JPN)・豊橋南高 神奈川(JPN)・法政二高 静　岡(JPN)・日大三島高 大　分(JPN)・大分雄城台高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高
伊藤　彩香(2) 13.56 池　愛 (2) 13.73 黒川　翔音(2) 13.83 木　都紀葉(1) 13.90 越智　心愛(1) 13.90 藤岡　 来(3) 14.06 中津　晴葉(2) 14.22 安　乃々香(2) 14.27
福　岡(JPN)・青豊高 埼　玉(JPN)・埼玉栄高 兵　庫(JPN)・ 原高 広　島(JPN)・広島 実高 愛　媛(JPN)・ カタリ 高 愛　媛(JPN)・済美高 長　野(JPN)・佐久長 高 東　京(JPN)・東京高
工藤　芽衣(2) 41.98 水口　萌(2) 42.58 大川　 美香(1) 42.80 神田　彩名(1) 43.00 子　綾乃(2) 43.20 松本　美紀(2) 43.86 尾崎　未悠(3) 44.08 北 　 智(2) 45.09
大　阪(JPN)・咲くやこの花高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 東　京(JPN)・三田国際学園高 愛　知(JPN)・名城大附高 静　岡(JPN)・浜松西高 兵　庫(JPN)・姫路高 京　都(JPN)・同志社高 秋　田(JPN)・秋田高
埼玉栄高 46.17 相洋高 46.23 京都橘高 46.72 山形中央高 46.74 浜松市立高 46.97 盤木学園高 47.01 大分雄城台高 47.49 東京高 47.74
梅宮　悠(2) 二宮　綾音(1) 白金　愛沙海(1) 岡田　悠(3) 佐藤　莉子(2) 近　美優(1) 吉賀　文音(1) ﾙ　 ﾙ (2)
タ ル　 璃乃(1) 石川　優(2) 安達　 鈴(2) 阿部　璃音(2) 内山　 香(1) 佐藤　美里(1) 河野　愛莉(2) 滝田　静海(2)

池　愛 (2) 安井　麻里花(1) 井上　晴稀(2) 原　伶奈(3) 田　 子(2) 屋　 里(2) 神徳　美咲(2) 子　芽里(1)
大野　 奈(2) 澤　亜里紗(1) 岩井　千波(2) 青野　心音(3) 生　 鈴(1) 竹内　心良(2) 新名　陽花(2) 飯田　景子(2)
岡野　 (1) 1m76 河村　彩香(2) 1m71 澤　 ィ ー(2) 1m71 田　 々(2) 1m68 八重 　澄佳(2) 1m68 兵 　星名(2) 1m64 三好　ひなの(3) 1m64
埼　玉(JPN)・埼玉栄高 福　井(JPN)・ 江高 兵　庫(JPN)・滝川第二高 東　京(JPN)・東京高 岩　手(JPN)・黒沢 北高 東　京(JPN)・東京高 京　都(JPN)・西城陽高

水口　 (1) 1m68
北海道(JPN)・立命館 祥高

古林　愛理(2) 3m86 小 　碧(3) 3m60 鈴木　 (3) 3m60 野　未悠(1) 3m50 村　莉子(2) 3m50 山﨑　 希(2) 3m30
兵　庫(JPN)・明石商高 兵　庫(JPN)・明石商高 静　岡(JPN)・ 田南高 静　岡(JPN)・浜松南高 埼　玉(JPN)・羽生一高 千　葉(JPN)・日体大 高

木下　 都(3) 3m30
京　都(JPN)・加 谷高

本　彩(2) 3m30
静　岡(JPN)・浜松 誠館高
武久　由佳(2) 3m30
京　都(JPN)・西京高

白土　 実(2) 5m84(-0.1) 松田　奈夏(2) 5m82(-1.0) 松尾　 (1) 5m76(+1.3) 乙津　美月(1) 5m68(+0.3) 福島　沙 (2) 5m66(-0.8) 廣瀬　 姫(2) 5m64(+0.4) 外島　央(1) 5m63(+1.0) 野　萌衣(2) 5m56(-0.4)
千　葉(JPN)・成田高 北海道(JPN)・立命館 祥高 静　岡(JPN)・浜松商高 東　京(JPN)・八王子高 富　山(JPN)・富山商高 兵　庫(JPN)・園田高 福　島(JPN)・ 津学 高 埼　玉(JPN)・花咲徳栄高
佐 　 子(3) 12m29(-0.4) 島田　歩 (2) 12m14(+0.2) 岡部　玲奈(2) 12m08(-0.1) 三好　ひなの(3) 12m05(+1.5) 山田　 子(3) 11m97(-1.6) 大塚　葉月(1) 11m88(+0.5) 大谷　実央(2) 11m85(-0.3) 原　 い奈(1) 11m77(-0.2)
長　崎(JPN)・純心女子高 滋　賀(JPN)・ 根翔西館高 千　葉(JPN)・市立船橋高 京　都(JPN)・西城陽高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 石　川(JPN)・星稜高 埼　玉(JPN)・ 望高 山　梨(JPN)・駿台甲 高
廣島　愛亜梨(3) 14m63 日夏　涼香(2) 13m87 山本　佳奈(3) 13m47 池　 奈(3) 13m46 高橋　和 (2) 13m40 岡本　みなみ(2) 13m19 岩本　乙夏(2) 12m97 塚　美咲(2) 12m57
大　阪(JPN)・大阪高 大　阪(JPN)・大塚高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 青　森(JPN)・田名部高 東　京(JPN)・東京高 香　川(JPN)・四学香川西高 三　重(JPN)・稲生高 千　葉(JPN)・東京学館高

池　 奈(3) 44m97 神本　真衣音(2) 44m07 谷原　 音(2) 43m03 西井　 音(1) 42m58 加 　 生(2) 41m61 寺崎　真央(2) 41m02 廣島　愛亜梨(3) 39m98 永井　桃花(2) 39m36
青　森(JPN)・田名部高 兵　庫(JPN)・市尼崎高 香　川(JPN)・四学香川西高 三　重(JPN)・三重高 北海道(JPN)・旭川大高 山　形(JPN)・山形中央高 大　阪(JPN)・大阪高 兵　庫(JPN)・姫路商高
吉田　桃望(3) 52m11 山本　紗矢(2) 50m12 木下　 海(3) 49m47 大濱　未結(2) 48m82 尾﨑　琴音(2) 48m02 小河　遥花(2) 47m90 吉田　涼奈(2) 47m75 　 (2) 47m71
岡　山(JPN)・玉野光南高 兵　庫(JPN)・市尼崎高 愛　知(JPN)・旭野高 熊　本(JPN)・熊本西高 愛　媛(JPN)・今治明徳高 愛　知(JPN)・名古屋大谷高 三　重(JPN)・神戸高 茨　城(JPN)・水戸工高
寺田　奈津美(2) 50m87 中村　 (2) 48m50 　萌々子(1) 46m27 中野　 桃(2) 45m70 池　梨名(2) 44m84 中川　 瑠(2) 44m52 水上　結貴(3) 43m28 山根　 稀(3) 42m98
長　崎(JPN)・ 早高 大　阪(JPN)・東大阪大敬愛高 愛　知(JPN)・名古屋大谷高 福　島(JPN)・福島成蹊高 神奈川(JPN)・ 栄高 愛　知(JPN)・三好高 石　川(JPN)・寺井高 大　阪(JPN)・太成学院高

10月19日

10月18日

10月19日
U18男子100m 

風：-0.4

10月18日 U18男子走幅跳

10月19日 U18男子三段跳

U18男子棒高跳

10月18日
U18男子110mH(0.991m) 

風：-0.4

10月19日 U18男子4 100m

U18男子300m

10月20日 U18男子300mH(0.914m)

10月20日
U18男子200m 

風：-0.5

10月19日 U18男子800m

10月18日 U18男子やり投(800g)

10月20日 U18男子砲丸投(6.000kg)

10月19日
U18女子100m 

風：+0.6

10月19日 U18女子走高跳

10月19日 U18女子800m

10月19日U18女子ハンマー投(4.000kg)

10月18日 U18女子やり投(600g)

10月18日 U18女子走幅跳

10月19日 U18女子三段跳

10月20日 U18女子300mH(0.762m)

10月18日
U18女子100mH(0.762m) 

風：-0.8

10月19日 U18女子円盤投(1.000kg)

10月18日 U18女子棒高跳

10月19日 U18女子4 100m

10月20日 U18女子砲丸投(4.000kg)

10月18日 U18女子300m

10月20日
U18女子200m 

風：-1.3

10月20日 U18男子走高跳

10月20日 U18男子円盤投(1.750kg)

10月19日U18男子ハンマー投(6.000kg)

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



日付 種目

宮島工業高 48.39 広島 実高 48.71 治山女子高 49.08 市立 高 50.19 西 農業高 50.32 高 50.87 安田女子高 51.05 広島国際学院高 51.15
　美咲(2) 藤　菜々美(1) 川　実 (1) 大門　 香(1) 松本　那々海(1) 上　 み (1) 馬 　乙実(2) 下　藍花(2)

山本　千菜(1) 木　都紀葉(1) 野 　ここ (2) 信岡　優那(1) 竹上　琴音(2) 畠本　夏鈴(2) 髙山　真悠子(2) 中下　実玲(1)
黒川　星 (1) 山　姫 (3) 頭　一 (1) 周藤　百花(1) 久保　奈月(3) 金島　成美(2) 月城　沙愛(2) 野村　芽生(2)
山根　千歩(1) 岩元　 希(3) 坂　里桜(1) 小倉　 (1) 久保　 奈(1) 早瀬　彩夏(1) 城河内　涼佳(2) 原田　美桜(2)
国泰寺中 50.97 広島三和中 51.29 八本松中 51.91 東広島中央中 52.18 古田中 52.83 部中 52.88 立広島中 52.93 神辺中 53.21

田　 月(3) 平田　 乃(1) 藤田実優(2) 愛甲　結 (3) 生 彩水(3) 那須　 海(3) 古 　あい(2) 生田　彩 (3)
玉谷　光里(3) 山根　知紗(2) 原早希(2) 石中　裕美(3) 島本 明日美(3) 田中　梨緒(3) 合　 衣(2) 沖中　友佳(3)

吉　莉奈(3) 川 　日和(1) 海　 羽(2) 平本　 子(3) 岡村 一花(3) 野村　夏希(1) 福井　芽衣(3) 高垣　知里(3)
長谷川　沙良(2) 中西　彩(3) 髙田　 子(1) 河野　さやな(3) 島本 優美香(1) 新 　沙月(1) 武田志央里(3) 佐藤　陽菜(3)

54.99 広島 アオリンピアクラ 55.69 竹 アスリート 56.98 石内南S C 57.25 坂 ア陸上 57.41 野陸上クラ 58.99 アックさいき 59.49 中 城 59.52
原　心 (5) 佐々木　遥菜(5) 馬越　彩奈(6) 田崎　 奈(5) 大平　 実(6) 古木　珠莉(5) 尾崎　 南(5) 田　 乃(5)

松島　花 (6) 伊達　友萌(6) 三好　菜々美(6) 河村　 希(5) 桑原　 (6) 土 　ゆうみ(6) 崎　智央(6) 坂　 桜(6)
本　愛珠(6) 田 　さく (6) 渡部　花璃(6) 柴田　珠羽(6) 竹 　朱音(6) 羽　 菜(6) 寺岡　咲 (6) 田山　貴 (6)

上田　優希(6) 青井　莉子(5) 岡田　 里佳(6) 山崎　実和(6) 小島　桜子(6) 本　 奈(6) 髙橋　百花(6) 佐 　和香(6)
西 農業高 42.18 神辺旭高 42.62 市立 高 43.09 広島国際学院高 43.19 宮島工業高 43.68 高 43.80 広島翔洋高 43.81 園北高 44.06
西田　千孝(2) 信川　 (2) 田村　駿介(2) 石本　涼太(1) 上本　和輝(2) 木川　孝 (2) 井口　歩夢(2) 福 　涼平(2)

上　翔 郎(1) 山本　 (2) 村上　 希(3) 山中　 己(1) 松村　 輝(1) 中川　祐哉(2) 伊藤　晃大(2) 山根　 輝(3)
中村　光希(1) 平　二郎(1) 田　泰 (1) 西川　 真(3) 田　 雄(2) 伊木　颯志朗(2) 　泰希(2) 奥　 樹(3)
山口　純平(2) 谷尾　匠(2) 髙橋　駿介(2) 西川　 飛(1) 岡田　翼(1) 部　貴輝(1) 久保　湧人(2) 田　晴吉(2)
昭和北中 44.41 安佐中 45.13 横路中 45.54 長江中 46.06 新市中央中 46.16 広島な さ中 46.23 部中 46.61 口田中 47.15
藤井　永 (3) 鈴川　千 (3) 加藤　 成(3) 田　 翼(3) 原　滉平(3) 古中　 人(2) 高 　 翔(2) 古森　 望(2)
平澤　 (2) 大石　 輝(3) 石川　颯太郎(2) 　祐輝(3) 原　 吾(3) 司　 人(2) 門　明 (3) 友　 青(2)
小山　 (3) 今岡　陽稀(3) 田中　 (2) 森生　 太(3) 藤本　 (3) 村上　 (3) 玉川　 仁(3) 田尾　 人(2)

　 (3) 森　海斗(2) 井　智哉(3) 原　海悠(3) 阪本　悠真(3) 美藤　 汰(3) 佐野　理生(3) 伊藤　 季(2)
野陸上クラ 52.71 高須子 も 55.20 広島 アオリンピアクラ 55.94 ラン ー 広島 56.67 神辺走 う 57.01 57.28 熊野陸上 57.49 織田 雄 58.41

長田　晴輝(6) 高橋　 二(5) 川手　皓生(6) 日　健志(5) 三 　 信(6) 井分　悠希(6) 宮本　健生(6) 藤 　 (5)
藤井　亮太(6) 高橋　 (6) 坂井　優大(6) 来山　和裕(5) 尾　優心(6) 藤原　颯大(6) 石田　航朗(5) 山　 士(6)

下　蓮音(6) 柴野　雅隆(6) 井 　翔太(6) 山下　 一(5) 田　 玖(6) 中村　匠(6) 本　健琉(6) 小谷　知輝(5)
佐藤　 太(6) 渡辺　航士(6) 原　 太(6) 岩谷　一樹(6) 岡田　真輝(6) 加藤　遼大(6) 原　凜太朗(6) 長光　遼樹(6)
三原陸上クラ 53.98 中 城 55.81 広島 アオリンピアクラ 55.98 石内南S C 57.01 高須子 も 58.30 中野東陸上 58.33 59.37 神辺走 う 1 00.43
岡野央都(6) 地　 々(6) 阿部　 (5) 道 　慎太(6) 山口　心 (6) 高橋　凜門(6) 森田　 生(6) 川　珠 (5)
井上莉生(6) 岩崎　 士(6) 鈴木　美南(5) 　紗良(5) 谷　心(6) 戸 　香織(6) 平島　亜 (6) 波　和真(5)
中元姫花(6) 島田　 (6) 地　加那(6) 田 　朱莉(5) 藤　直大(6) 宮川　紗乙(6) 小原　直也(6) 安田　愛菜(5)
清水璃 (6) 高橋　輝(6) 古川　 貴(5) 中谷　隼人(6) 平松　大和(6) 濵本　秀馬(6) 本　有莉亜(6) 吉村　 佐(5)

  大 記録 大 タイ記録

10月19日 小学男子4 100m

3位 4位 5位

10月19日 高 男子4 100m

10月19日 中学男子4 100m

10月19日 高 女子4 100m

10月19日 中学女子4 100m

10月19日 小学女子4 100m

10月19日 小学 合4 100m

1位 2位 6位 7位 8位


