
5年男子100m

8月20日 12:50 予　選
大会記録(GR) 12.48     服部　蓮太郎(奈　良・桜井AC) 2017 8月20日 15:55 決　勝

予　選　6組0着＋24

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 愛　知 ﾃﾙｲ ﾋﾋﾞｷ 秋　田

1 7 22 二村 奏颯(5) あつみｸﾗﾌﾞ 13.11 q 1 8 5 照井 日々喜(5) 旭小 13.09 q
ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾛｾ 三　重 ﾏﾀﾉ ｿｳﾏ 鹿児島

2 9 23 島尻 啓成(5) 北勢RC 13.44 q 2 2 46 又野 颯真(5) 高山ｼﾞｭﾆｱ 13.67 q
ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 石　川 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 和歌山

3 3 19 土居 春輝(5) 津幡JrAC 13.59 q 3 3 30 保田 雄規(5) 藤並小 13.84 q
ﾉｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 佐　賀 ｵｵﾆｼ ｶｲﾄ 奈　良

4 6 41 野口 應介(5) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 13.60 q 4 7 29 大西 魁途(5) 三宅陸上ｸﾗﾌﾞ 13.87 q
ﾎﾘ ｱﾔﾄ 山　形 ｼﾄﾄﾐ ﾋｶﾙ 岩　手

5 8 6 堀 絢登(5) 松陵学区ｽﾎﾟ少 13.94 q 5 4 3 志土富 輝(5) 釜石小 13.94 q
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾏ 福　井 ﾀｹﾌｼﾞ ﾊﾔﾄ 福　岡

6 2 20 吉川 悠真(5) 勝山RC 14.11 6 6 40 竹藤 勇人(5) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 14.06
ｶﾈﾐﾂ ﾋﾋﾞﾄ 山　口 ｲｼﾑﾗ ﾊﾙ 宮　崎

7 5 35 金光 日々人(5) 下松東陽ｸﾗﾌﾞ 14.33 7 5 45 石村 悠琉(5) 西池ｼﾞｭﾆｱ 14.71
ｶﾜﾉ ﾚﾝ 栃　木 ﾐﾂｲｼ ｹｲｽｹ 徳　島

4 9 河野 蓮(5) 宇大附属ｸﾗﾌﾞ DNS 8 9 37 三石 恵介(5) さくらRC 14.75

3組 (風:-1.2) 4組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙ 長　野 ﾀﾅｶ ﾘｱﾝ 青　森

1 4 17 村上 悠(5) 波田小 13.41 q 1 7 2 田中 凜晏(5) 金木ｸﾗﾌﾞ 13.24 q
ﾐﾈｶﾜ ﾕｳﾀ 東　京 ﾅｶｼﾞ ﾊﾙﾏ 滋　賀

2 5 13 峯川 裕太(5) R-ｷｯｽﾞ 14.04 2 2 25 中路 遙万(5) 守山陸上教室 13.39 q
ﾖｼﾓﾄ ｲﾂｷ 長　崎 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ 岐　阜

3 8 42 吉本 一貴(5) 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 14.18 3 4 24 山田 結士(5) 南濃SC 13.78 q
ｲｶﾜ ﾘﾀ 京　都 ﾊﾏ ｼｭｳｾｲ 熊　本

4 9 26 井川 理太(5) ｱｽﾚﾁｶ京都 14.40 4 3 43 濱 秀精(5) 松島陸上ｸﾗﾌﾞ 13.80 q
ｲｲﾂｶ ﾕｳ 島　根 ｲｶﾞﾘ ｾｲｺﾞ 千　葉

5 6 32 飯塚 優(5) 平田陸上教室 14.53 5 5 12 猪狩 惺吾(5) AccelTC 13.94 q
ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ 山　梨 ﾅｶﾀ ﾋｭｳｶﾞ 岡　山

2 15 古屋 佑樹(5) 南ｱﾙﾌﾟｽAC DNS 6 9 33 中田 彪雅(5) 城南小 14.10
ｸﾛｷ ｺｳｼﾞ 兵　庫 ｵｵﾉ ﾕｳﾜ 高　知

3 28 黒木 康司(5) A&C ASHIYA DNS 7 8 39 大野 勇羽(5) 山田ｸﾗﾌﾞ 14.19
ｵﾁ ﾕｳｾｲ 愛　媛 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 香　川

7 38 越智 裕惺(5) 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC DNS 6 36 野口 滉太(5) YKSS DNS

5組 (風:+0.4) 6組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ 群　馬 ｼﾓｼﾞ ｺｳﾔ 沖　縄

1 5 10 佐藤 憲吾(5) どりかむ太田 13.26 q 1 3 47 下地 広純(5) ｱｽﾘｰﾄ工房 13.14 q
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 静　岡 ｻｸﾏ ｲﾏﾙ 福　島

2 7 21 鈴木 岳留(5) 静岡吉田AC 13.67 q 2 9 7 佐久間 未琉(5) 沢石AC 13.66 q
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾏ 神奈川 ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｺﾞ 大　分

3 2 14 吉川 悠真(5) ちはやAC 13.68 q 3 4 44 徳永 成吾(5) 大分中央陸上 13.77 q
ｻｻｷ ﾖｳﾀ 埼　玉 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 北海道

4 4 11 佐々木 陽太(5) RUN.jp 13.71 q 4 5 1 佐々木 陽斗(5) 沼ノ端RSC 13.78 q
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵ 新　潟 ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 茨　城

5 6 16 山田 詩桜(5) 十日町AC 13.99 5 6 8 石澤 柊生(5) 那珂TC 14.22
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 大　阪 ｵｵｼｹﾞ ﾘｷﾏﾙ 広　島

6 8 27 小林 亮太(5) Jumping Gate 14.21 6 8 34 大繁 力丸(5) 東広島TFC 14.25
ﾔﾏｳﾁ ｱﾗﾀ 鳥　取 ﾁﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 宮　城

7 9 31 山内 新大(5) 米子陸上ｸﾗﾌﾞ 14.35 7 4 千葉 太陽(5) 古川第二小 DNS
ﾋﾛｶﾐ ﾕｳｷ 富　山

8 3 18 廣上 結己(5) 西条小 14.36

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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5年男子100m

8月20日 12:50 予　選
大会記録(GR) 12.48     服部　蓮太郎(奈　良・桜井AC) 2017 8月20日 15:55 決　勝

決　勝　3組

C決勝 (風:+0.1) B決勝 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 北海道 ﾏﾀﾉ ｿｳﾏ 鹿児島

1 4 1 佐々木 陽斗(5) 沼ノ端RSC 13.81 1 8 46 又野 颯真(5) 高山ｼﾞｭﾆｱ 13.52
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ 岐　阜 ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 石　川

2 6 24 山田 結士(5) 南濃SC 13.88 2 4 19 土居 春輝(5) 津幡JrAC 13.68
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 和歌山 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 静　岡

3 5 30 保田 雄規(5) 藤並小 13.88 3 6 21 鈴木 岳留(5) 静岡吉田AC 13.74
ﾊﾏ ｼｭｳｾｲ 熊　本 ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｺﾞ 大　分

4 7 43 濱 秀精(5) 松島陸上ｸﾗﾌﾞ 13.94 4 2 44 徳永 成吾(5) 大分中央陸上 13.83
ｵｵﾆｼ ｶｲﾄ 奈　良 ﾉｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 佐　賀

5 9 29 大西 魁途(5) 三宅陸上ｸﾗﾌﾞ 13.97 5 5 41 野口 應介(5) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 13.84
ｲｶﾞﾘ ｾｲｺﾞ 千　葉 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾏ 神奈川

6 3 12 猪狩 惺吾(5) AccelTC 14.02 6 9 14 吉川 悠真(5) ちはやAC 13.87
ｼﾄﾄﾐ ﾋｶﾙ 岩　手 ｻｻｷ ﾖｳﾀ 埼　玉

7 2 3 志土富 輝(5) 釜石小 14.04 7 3 11 佐々木 陽太(5) RUN.jp 13.97
ﾎﾘ ｱﾔﾄ 山　形 ｻｸﾏ ｲﾏﾙ 福　島

8 8 6 堀 絢登(5) 松陵学区ｽﾎﾟ少 14.10 8 7 7 佐久間 未琉(5) 沢石AC 14.00

A決勝 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓｼﾞ ｺｳﾔ 沖　縄

1 4 47 下地 広純(5) ｱｽﾘｰﾄ工房 12.93
ﾃﾙｲ ﾋﾋﾞｷ 秋　田

2 7 5 照井 日々喜(5) 旭小 12.98
ﾆﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 愛　知

3 6 22 二村 奏颯(5) あつみｸﾗﾌﾞ 13.02
ﾀﾅｶ ﾘｱﾝ 青　森

4 5 2 田中 凜晏(5) 金木ｸﾗﾌﾞ 13.31
ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ 群　馬

5 9 10 佐藤 憲吾(5) どりかむ太田 13.40
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙ 長　野

6 3 17 村上 悠(5) 波田小 13.42
ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾛｾ 三　重

7 2 23 島尻 啓成(5) 北勢RC 13.57
ﾅｶｼﾞ ﾊﾙﾏ 滋　賀

8 8 25 中路 遙万(5) 守山陸上教室 13.60

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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6年男子100m

8月20日 13:50 予　選
大会記録(GR) 11.72     服部　蓮太郎(奈　良・桜井AC) 2018 8月20日 16:30 決　勝

予　選　6組0着＋24

1組 (風:+0.2) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｳﾉ ﾁﾊﾔ 大　阪 ﾋｶﾞｼｻｶ ﾕｳ 岡　山

1 2 27 河野 千颯(6) 大阪ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 12.65 q 1 5 33 東坂 侑(6) 倉敷ｼﾞｭﾆｱ 12.14 q
ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾄ 熊　本 ﾐﾉﾍﾞ ｵｳｽｹ 高　知

2 6 43 中村 一斗(6) あみつｼﾞｭﾆｱ 12.78 q 2 4 39 美濃部 桜介(6) 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ 12.52 q
ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 富　山 ｱﾗｶｷ ﾀｲｾｲ 沖　縄

3 8 18 秋元 優汰(6) 能町小 12.88 q 3 3 47 新垣 大成(6) skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 12.76 q
ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 兵　庫 ﾎｿﾔﾏ ﾊﾙﾄ 鹿児島

4 5 28 安井 瑞輝(6) 英賀保小 12.94 4 6 46 細山 遥斗(6) 鹿大附属小 12.83 q
ｲｷ ﾊﾔﾄ 宮　城 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 千　葉

5 7 4 壱岐 颯仁(6) ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ 13.00 5 8 12 西川 翔真(6) 西志津小 12.84 q
ﾀｶﾊｼ ﾖｳ 大　分 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 京　都

6 9 44 髙橋 陽(6) 臼杵Jr陸上 13.06 6 7 26 土田 智也(6) DOSHISHAHEROES 13.24
ｵｵｼﾀ ｺﾀﾛｳ 山　口 ﾌｸﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 奈　良

7 4 35 大下 心太郎(6) 菊川AC 13.51 7 2 29 福山 和真(6) しきしまSC 13.36
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 徳　島 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 山　梨

8 3 37 藤本 悠大(6) 東みよしTF 13.94 8 9 15 清水 壽泰(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 13.82

3組 (風:-0.7) 4組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 北海道 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 岩　手

1 2 1 松田 大和(6) ﾊｲﾃｸACA 12.49 q 1 6 3 佐々木 将人(6) ｻﾝﾋﾞﾚRC 12.49 q
ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 茨　城 ｼｵﾉﾔ ｺｳｷ 福　島

2 6 8 大和田 潤(6) 友部小 12.67 q 2 4 7 塩野谷 輝樹(6) 勿来陸上ｸﾗﾌﾞ 12.66 q
ﾔｽﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 東　京 ｾﾘｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 福　井

3 4 13 安波 慎二(6) ゆめおりAC 12.70 q 3 7 20 芹川 颯大朗(6) A-1Jr 12.73 q
ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｾﾞ 埼　玉 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｼ 滋　賀

4 8 11 武田 澄風(6) しらこばと 12.72 q 4 2 25 藤川 勇士(6) 長浜市陸上教室 12.90
ﾀﾞｲﾎﾞｳ ｺｳｷ 神奈川 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｷ 愛　媛

5 9 14 大坊 洸生(6) ﾁｰﾑかもめ 12.94 5 3 38 小川 竜輝(6) 垣生JAC 13.00
ﾄｶﾞｼ ﾘｮｳ 山　形 ﾋｷﾀ ﾚｲ 福　岡

6 7 6 富樫 亮(6) 平田陸上教室 13.10 6 8 40 疋田 怜(6) ｱﾛｰｻﾞﾙ 13.09
ｵｵﾓﾘ ﾋｻｼ 秋　田 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 石　川

7 3 5 大森 悠司(6) 旭小 13.14 7 9 19 松本 泰知(6) ｽﾀｰﾀｽ 13.33
ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ 佐　賀 ｵﾉ ｿｳﾏ 長　野

5 41 増田 羽航(6) Team Rising DNS 5 17 小野 颯馬(6) 両小野小 DNS

5組 (風:-0.2) 6組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀｵ ｺﾀﾛｳ 三　重 ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 栃　木

1 6 23 北尾 琥太郎(6) いすずUK 12.36 q 1 3 9 小森 裕一朗(6) 茂木小 11.98 q
ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭｷﾔ 新　潟 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島

2 7 16 岡田 寿希也(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 12.60 q 2 6 34 坂本 勇太(6) 福山ｼﾞｭﾆｱ 12.81 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ 静　岡 ﾂﾁﾊｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 和歌山

3 4 21 山田 理生(6) 寺子屋陸上 12.73 q 3 8 30 土橋 照由(6) 和陸ｸﾗﾌﾞ 12.88 q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ 宮　崎 ﾁﾊﾞ ﾔﾏﾄ 青　森

4 3 45 中村 健蔵(6) 西池ｼﾞｭﾆｱ 12.80 q 4 4 2 千葉 大翔(6) 向陽SC 12.89 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾔ 香　川 ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ 島　根

5 2 36 高橋 迪哉(6) 山本小 12.96 5 7 32 長﨑 大汰(6) 平田陸上教室 12.89 q
ｽｽﾞｷ ｶｲｵｳ 愛　知 ｲﾘｰｻ ﾉｱﾘﾝ 群　馬

6 9 22 鈴木 快旺(6) 知立ｼﾞｭﾆｱ 13.04 6 5 10 イリーサ ノア凛(6) どりかむ太田 13.23
ｺｶﾞ ｲｯﾄ 長　崎 ｱｶｵ ｶｲﾄ 岐　阜

7 5 42 古賀 一斗(6) 長与北小 13.13 9 24 赤尾 海友(6) はしまﾓｱAC DNS
ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝ 鳥　取

8 8 31 西尾 潤(6) KY鳥取 13.30

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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6年男子100m

8月20日 13:50 予　選
大会記録(GR)                 11.72     服部　蓮太郎(奈　良・桜井AC)          2018 8月20日 16:30 決　勝

決　勝　3組

C決勝 (風:0.0) B決勝 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ 宮　崎 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 茨　城

1 6 45 中村 健蔵(6) 西池ｼﾞｭﾆｱ 12.76 1 5 8 大和田 潤(6) 友部小 12.64
ﾎｿﾔﾏ ﾊﾙﾄ 鹿児島 ｼｵﾉﾔ ｺｳｷ 福　島

2 4 46 細山 遥斗(6) 鹿大附属小 12.88 2 7 7 塩野谷 輝樹(6) 勿来陸上ｸﾗﾌﾞ 12.75
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 広　島 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ 静　岡

3 7 34 坂本 勇太(6) 福山ｼﾞｭﾆｱ 12.90 3 8 21 山田 理生(6) 寺子屋陸上 12.80
ﾂﾁﾊｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 和歌山 ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾄ 熊　本

4 9 30 土橋 照由(6) 和陸ｸﾗﾌﾞ 12.91 4 2 43 中村 一斗(6) あみつｼﾞｭﾆｱ 12.95
ﾁﾊﾞ ﾔﾏﾄ 青　森 ｾﾘｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 福　井

5 3 2 千葉 大翔(6) 向陽SC 12.94 5 9 20 芹川 颯大朗(6) A-1Jr 12.99
ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 千　葉 ｱﾗｶｷ ﾀｲｾｲ 沖　縄

6 5 12 西川 翔真(6) 西志津小 12.95 6 3 47 新垣 大成(6) skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 13.04
ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 富　山 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｾﾞ 埼　玉

7 8 18 秋元 優汰(6) 能町小 13.11 7 4 11 武田 澄風(6) しらこばと 13.06
ﾅｶﾞｻｷ ｵｵﾀ 島　根 ﾔｽﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 東　京

8 2 32 長﨑 大汰(6) 平田陸上教室 13.11 6 13 安波 慎二(6) ゆめおりAC DNS

A決勝 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 栃　木

1 7 9 小森 裕一朗(6) 茂木小 11.94
ﾋｶﾞｼｻｶ ﾕｳ 岡　山

2 6 33 東坂 侑(6) 倉敷ｼﾞｭﾆｱ 12.11
ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 北海道

3 4 1 松田 大和(6) ﾊｲﾃｸACA 12.28
ｻｻｷ ﾏｻﾄ 岩　手

4 8 3 佐々木 将人(6) ｻﾝﾋﾞﾚRC 12.42
ｷﾀｵ ｺﾀﾛｳ 三　重

5 5 23 北尾 琥太郎(6) いすずUK 12.43
ﾐﾉﾍﾞ ｵｳｽｹ 高　知

6 9 39 美濃部 桜介(6) 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ 12.66
ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭｷﾔ 新　潟

7 3 16 岡田 寿希也(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 12.68
ｺｳﾉ ﾁﾊﾔ 大　阪

8 2 27 河野 千颯(6) 大阪ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 12.82

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

大会記録(GR)                  2445     中村　祐友(兵　庫・神崎小)            2021 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄ

1 15 2494 GR

2 10 2478 GR

3 37 2372

4 22 2340

5 34 2325

6 28 2303

7 19 2279

8 31 2240

9 43 2220

10 8 2200

11 12 2191

12 33 2181

13 41 2173

14 16 2154

15 47 2148

16 17 2147

17 4 2144

18 29 2133

19 2 2118

20 21 2106

21 11 2096

22 27 2086

23 14 2079

24 3 2067
(1034)

(976)
1m25

(976)
1m30

(1092)
1m38

(1126)
1m25

(1092)
1m30

(1034)
1m35

(1034)
1m30

(1034)
1m35

(1092)
1m41

(1161)
1m30

(1092)
1m35

(1092)
1m35

(1092)
1m35

(1092)
1m35

(1161)
1m38

(1126)
1m35

(1034)
1m35

(1092)
1m41

(1092)
1m35

(1092)
1m30

(1334)
1m38

(1126)
1m35

走高跳

1m47

(1230)
1m56

(1033)

(1110)
13.10
-0.5

(1103)
13.51
-0.5

(1014)
13.88
+0.4
(970)
13.06
+0.1

(1041)
13.21
+0.1

(1084)
13.62
-0.8

(1113)
13.06
-0.8

(1110)
13.46
-0.5

(1062)
13.78
+0.1
(987)
13.04
-0.8

(1089)
13.23
+0.1

(1081)
13.34
+0.1

(1108)
13.12
+0.1

(1099)
13.18
+0.4

(1079)
13.15
+0.3

(1094)
13.07
-0.8

(1269)
12.61
-0.8

(1187)
13.24
-0.5

(1248)
12.34
+0.2

(1233)
12.13
+0.3

(1144)
12.26
+0.4

(1246)
12.25
+0.2

80mH

12.16
-0.5

(1264)
12.86
+0.3

氏名 所属

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 山　梨

鈴木 宏武 桃太郎SC

(6)
ﾐﾅﾐ ｿｳ 群　馬

南 湊 渋川ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾀｶｳﾁ ｶﾅﾄ 徳　島

髙内 奏叶 鳴門KAC

(6)
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾄ 愛　知

山根 拓士 大須AC

(6)
ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島

岩森 遼 CHASKI

(6)
ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾄ 兵　庫

宮永 浬叶 神崎小

(6)
ｵｵｻﾜ ｿｳ 石　川

大澤 奏央 鹿島AC

(6)
ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ 鳥　取

倉光 颯人 布勢TC

(6)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 熊　本

松本 倫太朗 KURS

(6)
ｶｹﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 茨　城

影沢 悠惺 いなしきA･I

(6)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 千　葉

松本 隼 新木小

(6)
ｻｲﾄｳ ﾚｵ 岡　山

斉藤 玲旺 Aster

(6)
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ 佐　賀

山﨑 大河 白石ｱｽﾘｰﾄ

(6)
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 新　潟

後藤 彰汰 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

(6)
ｱｶﾐﾈ ｼｭﾝﾀ 沖　縄

赤嶺 舜太 あわせJRC

(6)
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 長　野

長峰 和真 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

(6)
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 宮　城

佐藤 颯真 河北陸上ｽﾎﾟ少

(6)
ﾄﾞｩｰｽﾃｨ ﾌﾐﾔ 奈　良

ドゥースティ 史也 河合第二ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｺﾞ 青　森

小田桐 悠吾 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾐﾓﾘ ﾗﾝﾏﾙ 静　岡

御守 蘭丸 沼津金岡陸上

(6)
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 埼　玉

藤山 湊士 Eifer AC

(6)
ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 大　阪

村田 兼太郎 ひらかたKSC

(6)
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 神奈川

杉山 汐遠 VIRDS陸上

(6)
ｱﾍﾞ ﾄｳｲ 岩　手

阿部 桃依 黒北ｸﾗﾌﾞ

(6)

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

大会記録(GR)                  2445     中村　祐友(兵　庫・神崎小)            2021 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄ走高跳80mH氏名 所属

25 1 2062

25 42 2062

27 45 2053

28 40 2043

29 26 2036

30 5 2032

31 20 2029

32 46 2027

33 24 2025

34 44 2017

35 39 2014

36 36 2010

37 23 2007

38 7 1989

39 13 1981

40 18 1979

41 32 1976

42 35 1946

43 30 1909

44 6 1819

45 25 1675

46 38 976

9 DNS

(976)
DNS

(976)
1m20

(919)
1m25

(976)
1m20

(919)
1m25

(919)
1m30

(1034)
1m25

(919)
1m38

(1126)
1m20

(1034)
1m20

(919)
1m20

(976)
1m30

(1034)
1m30

(1034)
1m20

(919)
1m25

(1196)
1m30

(1034)
1m30

(1034)
1m30

(1034)
1m44

(1092)
1m30

(1034)
1m30

1m30

(1034)
1m35

DNS

(843)
15.13
-0.5
(756)
DQ

(970)
13.76
-0.5
(990)
14.62
+0.4

(1060)
14.04
+0.2
(942)
13.88
+0.3

(1070)
14.55
+0.4
(855)
13.35
-0.8

(976)
13.19
+0.3

(1088)
13.29
+0.3

(1041)
13.82
-0.8
(980)
13.84
+0.3

(993)
13.08
+0.2

(1106)
13.46
+0.4

(836)
13.73
+0.2
(995)
13.74
-0.5

(1009)
13.69
+0.2

(1002)
14.66
+0.4

(970)
13.59
+0.1

(1019)
13.65
+0.4

13.54
-0.8

(1028)
13.88
+0.3

ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 北海道

吉田 恵吾 美幌RC

(6)
ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾅﾀ 長　崎

谷川 華夏太 福江ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｼﾝﾔ ﾀｲｶﾞ 宮　崎

新屋 大河 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

(6)
ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 福　岡

出田 隆之助 新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ

(6)
ｺｳｼ ﾕｳﾉｽｹ 京　都

合志 侑乃輔 京小陸

(6)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 秋　田

髙橋 春馬 十文字小

(6)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 福　井

岡本 悠大 大石陸上

(6)
ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鹿児島

橋口 太賀 高山ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾆｼｻﾞｷ ｿｳｼ 岐　阜

西﨑 颯志 中津川Jr

(6)
ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 大　分

髙橋 朝陽 別府市陸上

(6)
ｻｶﾀ ｶｲ 高　知

坂田 櫂 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾔﾏﾈ ﾄｱ 香　川

山根 翔空 柞田小

(6)
ﾏｴﾀﾞ ﾊｸ 三　重

前田 珀 志摩陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｵｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 福　島

小澤 親太郎 いわきFｽﾎﾟｰﾂAC

(6)
ﾊｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東　京

芳賀 淳平 ゆめおりAC

(6)
ｵｺﾝ ﾕｳﾀ 富　山

尾近 優太 黒部名水

(6)
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛ 島　根

竹村 比呂 浜田JAS

(6)
ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 山　口

中野 雄介 平生陸ｽﾎﾟ

(6)
ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ 和歌山

中山 暁翔 紀の国AC

(6)
ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 山　形

阿部 清太朗 尾花沢小

(6)
ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ 滋　賀

古川 颯馬 信楽陸上

(6)
ｾｲｹ ｿﾗ 愛　媛

清家 爽良 宇和島T&F

(6)

(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｵ 栃　木

宮下 凛音 烏山小

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 80mH

前回大会までの 高記録(参考)     11.71     寺町　達也(岡　山・岡山市Jr陸上ｸ)     2012 8月20日 14:30 決　勝

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｻﾜ ｿｳ 石　川 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 山　梨

1 2 19 大澤 奏央(6) 鹿島AC 12.61 1187 1 7 15 鈴木 宏武(6) 桃太郎SC 12.16 1264
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 長　野 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 神奈川

2 8 17 長峰 和真(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 13.04 1113 2 5 14 杉山 汐遠(6) VIRDS陸上 13.10 1103
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 宮　城 ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ 鳥　取

3 3 4 佐藤 颯真(6) 河北陸上ｽﾎﾟ少 13.06 1110 3 6 31 倉光 颯人(6) 布勢TC 13.24 1079
ｶｹﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 茨　城 ﾄﾞｩｰｽﾃｨ ﾌﾐﾔ 奈　良

4 7 8 影沢 悠惺(6) いなしきA･I 13.07 1108 4 8 29 ドゥースティ 史也(6) 河合第二ｸﾗﾌﾞ 13.46 1041
ｵｺﾝ ﾕｳﾀ 富　山 ｱﾍﾞ ﾄｳｲ 岩　手

5 9 18 尾近 優太(6) 黒部名水 13.35 1060 5 2 3 阿部 桃依(6) 黒北ｸﾗﾌﾞ 13.51 1033
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 北海道 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鹿児島

6 5 1 吉田 恵吾(6) 美幌RC 13.54 1028 6 3 46 橋口 太賀(6) 高山ｼﾞｭﾆｱ 13.74 993
ﾐﾓﾘ ﾗﾝﾏﾙ 静　岡 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ 和歌山

7 4 21 御守 蘭丸(6) 沼津金岡陸上 13.62 1014 7 4 30 中山 暁翔(6) 紀の国AC 13.76 990
ｻｶﾀ ｶｲ 高　知 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ 滋　賀

8 6 39 坂田 櫂(6) 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ 13.82 980 8 9 25 古川 颯馬(6) 信楽陸上 15.13 756

3組 (風:+0.1) 4組 (風:+0.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 大　阪 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾄ 兵　庫

1 6 27 村田 兼太郎(6) ひらかたKSC 13.06 1110 1 2 28 宮永 浬叶(6) 神崎小 12.13 1269
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 千　葉 ﾐﾅﾐ ｿｳ 群　馬

2 4 12 松本 隼(6) 新木小 13.12 1099 2 9 10 南 湊(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 12.86 1144
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｺﾞ 青　森 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 熊　本

3 8 2 小田桐 悠吾(6) 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ 13.21 1084 3 4 43 松本 倫太朗(6) KURS 13.15 1094
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ 佐　賀 ﾏｴﾀﾞ ﾊｸ 三　重

4 3 41 山﨑 大河(6) 白石ｱｽﾘｰﾄ 13.23 1081 4 6 23 前田 珀(6) 志摩陸上ｸﾗﾌﾞ 13.19 1088
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 新　潟 ｵｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 福　島

5 9 16 後藤 彰汰(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 13.34 1062 5 5 7 小澤 親太郎(6) いわきFｽﾎﾟｰﾂAC 13.29 1070
ｼﾝﾔ ﾀｲｶﾞ 宮　崎 ﾔﾏﾈ ﾄｱ 香　川

6 5 45 新屋 大河(6) 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 13.59 1019 6 3 36 山根 翔空(6) 柞田小 13.84 976
ｱｶﾐﾈ ｼｭﾝﾀ 沖　縄 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾅﾀ 長　崎

7 2 47 赤嶺 舜太(6) あわせJRC 13.78 987 7 7 42 谷川 華夏太(6) 福江ｸﾗﾌﾞ 13.88 970
ﾐﾔｼﾀ ﾘｵ 栃　木 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 山　口

7 9 宮下 凛音(6) 烏山小 DNS 8 8 35 中野 雄介(6) 平生陸ｽﾎﾟ 13.88 970

5組 (風:+0.4) 6組 (風:+0.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｳﾁ ｶﾅﾄ 徳　島 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾄ 愛　知

1 2 37 髙内 奏叶(6) 鳴門KAC 12.26 1246 1 6 22 山根 拓士(6) 大須AC 12.25 1248
ｻｲﾄｳ ﾚｵ 岡　山 ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島

2 6 33 斉藤 玲旺(6) Aster 13.18 1089 2 7 34 岩森 遼(6) CHASKI 12.34 1233
ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 大　分 ﾆｼｻﾞｷ ｿｳｼ 岐　阜

3 7 44 髙橋 朝陽(6) 別府市陸上 13.46 1041 3 3 24 西﨑 颯志(6) 中津川Jr 13.08 1106
ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 福　岡 ｺｳｼ ﾕｳﾉｽｹ 京　都

4 5 40 出田 隆之助(6) 新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ 13.65 1009 4 9 26 合志 侑乃輔(6) 京小陸 13.69 1002
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 埼　玉 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 福　井

5 8 11 藤山 湊士(6) Eifer AC 13.88 970 5 8 20 岡本 悠大(6) 大石陸上 13.73 995
ﾊｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東　京 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛ 島　根

6 9 13 芳賀 淳平(6) ゆめおりAC 14.55 855 6 4 32 竹村 比呂(6) 浜田JAS 14.04 942
ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 山　形 ｾｲｹ ｿﾗ 愛　媛

7 3 6 阿部 清太朗(6) 尾花沢小 14.62 843 5 38 清家 爽良(6) 宇和島T&F 0 DQ,S5

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 秋　田

8 4 5 髙橋 春馬(6) 十文字小 14.66 836

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 S5:(TR22.6.3)ハードルを倒したり移動させて妨害した
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 走高跳

前回大会までの 高記録(参考)      1m58     中村　亮輔(北海道・臼尻ｽﾎﾟｰﾂ少年)     2001 8月20日 10:15  

1組

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 山　梨 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 4 15 鈴木 宏武(6) 桃太郎SC ○ ○ × × 1m47 1230
ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ 鳥　取 － － － ○ ○ ○ × ○ × ○

2 1 31 倉光 颯人(6) 布勢TC × × 1m41 1161
ﾊｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東　京 － － ○ ○ ○ ○ ○ × ×

3 14 13 芳賀 淳平(6) ゆめおりAC 1m38 1126
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 熊　本 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

3 23 43 松本 倫太朗(6) KURS 1m38 1126
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 埼　玉 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

5 18 11 藤山 湊士(6) Eifer AC 1m38 1126
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾄ 愛　知 － － ○ ○ ○ ○ × ×

6 7 22 山根 拓士(6) 大須AC 1m35 1092
ﾐﾓﾘ ﾗﾝﾏﾙ 静　岡 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

7 2 21 御守 蘭丸(6) 沼津金岡陸上 1m35 1092
ｲﾜﾓﾘ ﾘｮｳ 広　島 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

7 5 34 岩森 遼(6) CHASKI 1m35 1092
ｵｵｻﾜ ｿｳ 石　川 － ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

7 12 19 大澤 奏央(6) 鹿島AC 1m35 1092
ﾄﾞｩｰｽﾃｨ ﾌﾐﾔ 奈　良 － ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

7 17 29 ドゥースティ 史也(6) 河合第二ｸﾗﾌﾞ 1m35 1092
ｻｶﾀ ｶｲ 高　知 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 3 39 坂田 櫂(6) 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ 1m30 1034
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛ 島　根 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 8 32 竹村 比呂(6) 浜田JAS 1m30 1034
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｺﾞ 青　森 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 9 2 小田桐 悠吾(6) 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ 1m30 1034
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 福　井 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 22 20 岡本 悠大(6) 大石陸上 1m30 1034
ｼﾝﾔ ﾀｲｶﾞ 宮　崎 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 24 45 新屋 大河(6) 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 1m30 1034
ｺｳｼ ﾕｳﾉｽｹ 京　都 ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

16 21 26 合志 侑乃輔(6) 京小陸 1m30 1034
ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 大　阪 ○ ○ ○ ○ × ×

17 11 27 村田 兼太郎(6) ひらかたKSC 1m25 976
ｾｲｹ ｿﾗ 愛　媛 ○ ○ ○ ○ × ×

17 13 38 清家 爽良(6) 宇和島T&F 1m25 976
ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 山　口 ○ ○ ○ ○ × ×

17 15 35 中野 雄介(6) 平生陸ｽﾎﾟ 1m25 976
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 神奈川 － ○ ○ ○ × ×

17 19 14 杉山 汐遠(6) VIRDS陸上 1m25 976
ﾏｴﾀﾞ ﾊｸ 三　重 ○ ○ ○ × ×

21 6 23 前田 珀(6) 志摩陸上ｸﾗﾌﾞ 1m20 919
ｵｺﾝ ﾕｳﾀ 富　山 ○ ○ ○ × ×

21 10 18 尾近 優太(6) 黒部名水 1m20 919
ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ 和歌山 ○ × ○ ○ × ×

23 16 30 中山 暁翔(6) 紀の国AC 1m20 919
ﾐﾔｼﾀ ﾘｵ 栃　木

20 9 宮下 凛音(6) 烏山小 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

1m44

1m15

1m47

1m20

1m50

1m25

1m53
得点 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m56

1m35 1m38 1m41
記録

凡例  DNS:欠場
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 走高跳

前回大会までの 高記録(参考)      1m58     中村　亮輔(北海道・臼尻ｽﾎﾟｰﾂ少年)     2001 8月20日 10:15  

2組

ﾐﾅﾐ ｿｳ 群　馬 － － － － ○ ○ ○ ○

1 17 10 南 湊(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ × × 1m56 1334
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 秋　田 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

2 3 5 髙橋 春馬(6) 十文字小 × ○ × × 1m44 1196
ｱｶﾐﾈ ｼｭﾝﾀ 沖　縄 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○

3 23 47 赤嶺 舜太(6) あわせJRC × × 1m41 1161
ﾀｶｳﾁ ｶﾅﾄ 徳　島 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

4 22 37 髙内 奏叶(6) 鳴門KAC 1m38 1126
ｶｹﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 茨　城 － ○ ○ ○ ○ ○ × ×

5 4 8 影沢 悠惺(6) いなしきA･I 1m35 1092
ｻｲﾄｳ ﾚｵ 岡　山 － － ○ ○ ○ ○ × ×

5 9 33 斉藤 玲旺(6) Aster 1m35 1092
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 新　潟 － ○ ○ ○ ○ ○ × ×

5 18 16 後藤 彰汰(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1m35 1092
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 千　葉 － － ○ ○ ○ ○ × ×

5 19 12 松本 隼(6) 新木小 1m35 1092
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｶﾞ 佐　賀 － － ○ ○ × ○ ○ × ×

9 16 41 山﨑 大河(6) 白石ｱｽﾘｰﾄ 1m35 1092
ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾅﾀ 長　崎 － － － － ○ × ○ × ×

10 12 42 谷川 華夏太(6) 福江ｸﾗﾌﾞ 1m35 1092
ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾄ 兵　庫 － ○ ○ ○ ○ × ×

11 6 28 宮永 浬叶(6) 神崎小 1m30 1034
ｲﾃﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 福　岡 － ○ ○ ○ ○ × ×

11 15 40 出田 隆之助(6) 新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1m30 1034
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 長　野 － － － ○ ○ × ×

11 21 17 長峰 和真(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 1m30 1034
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 北海道 － ○ ○ ○ × ○ × ×

14 1 1 吉田 恵吾(6) 美幌RC 1m30 1034
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 宮　城 － － － ○ × ○ × ×

14 2 4 佐藤 颯真(6) 河北陸上ｽﾎﾟ少 1m30 1034
ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鹿児島 － － ○ ○ × ○ × ×

14 5 46 橋口 太賀(6) 高山ｼﾞｭﾆｱ 1m30 1034
ｱﾍﾞ ﾄｳｲ 岩　手 ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

14 7 3 阿部 桃依(6) 黒北ｸﾗﾌﾞ 1m30 1034
ﾔﾏﾈ ﾄｱ 香　川 － － ○ × ○ × ○ × ×

18 11 36 山根 翔空(6) 柞田小 1m30 1034
ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 山　形 － ○ ○ ○ × ×

19 8 6 阿部 清太朗(6) 尾花沢小 1m25 976
ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 大　分 ○ ○ ○ ○ × ×

19 14 44 髙橋 朝陽(6) 別府市陸上 1m25 976
ﾆｼｻﾞｷ ｿｳｼ 岐　阜 ○ ○ ○ × ×

21 10 24 西﨑 颯志(6) 中津川Jr 1m20 919
ｵｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 福　島 － ○ ○ × ×

21 20 7 小澤 親太郎(6) いわきFｽﾎﾟｰﾂAC 1m20 919
ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ 滋　賀 ○ ○ × ○ × ×

23 13 25 古川 颯馬(6) 信楽陸上 1m20 919

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

1m44

1m15

1m47

1m20

1m50

1m25

1m53
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m56

1m35

1m59

1m38 1m41
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

大会記録(GR)                  2390     椿　真拓(千　葉・桜田小)              2019 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄ

1 34 2393 GR

2 22 2392 GR

3 19 2361

4 40 2314

5 21 2284

6 23 2243

7 3 2215

8 17 2214

9 28 2205

10 14 2189

11 9 2143

12 47 2137

13 29 2114

14 10 2093

15 20 2076

16 44 2075

17 41 2072

18 1 2070

19 7 2043

20 33 2008

21 11 2004

22 6 2000

23 16 1999

24 45 1987
(987)

(989)
52m72

(1131)
45m65

(955)
46m09

(996)
45m74

(1059)
49m74

(1071)
44m07

(1039)
48m95

(1055)
49m19

(973)
48m64

(1048)
48m19

(1140)
46m11

(997)
44m92

(1111)
49m16

(1059)
53m15

(1097)
59m42

(1267)
51m73

(1120)
59m34

(1266)
51m02

(1289)
52m12

(1119)
52m19

(1233)
54m14

(1160)
60m46

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

55m40

(1186)
57m71

(1000)

(1011)
3m91
-3.0
(868)
4m38
-0.1

(1053)
4m41
-0.5

(1008)
4m42
-0.7

(1011)
4m28
-0.6
(972)
4m57
-2.3

(1036)
4m44
-1.1

(1017)
4m42
+2.4

(1120)
4m48
-2.0

(1028)
4m51
-0.6

(997)
4m80
-1.3

(1117)
4m81
+0.4

(1078)
4m68
-1.1

(1084)
4m37
-0.7

(1117)
4m16
-2.4
(938)
4m66
+0.4

(1123)
4m20
+0.9
(949)
4m80
+0.4

(1025)
4m97
-0.2

(1165)
4m82
-0.6

(1159)
5m10
-1.6

(1201)
4m47
-0.9

走幅跳

5m12
+0.4

(1207)
4m95
-1.2

(6)

(6)
ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 宮　崎

山下 弘将 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ

(6)
ｲﾏｲ ﾘｸﾄ 新　潟

今井 陸翔 聖籠RC

(6)
ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ 山　形

菅井 遊詩 大塚小

(6)
ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 埼　玉

兼子 弦輝 加須ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 岡　山

津田 幸汰 Globe

(6)
ﾎﾘ ｶｽﾞﾄ 福　島

堀 一翔 旭田小

(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 北海道

渡部 俊太 釧路JRC

(6)
ｻﾈﾏﾂ ﾀｸﾎ 佐　賀

實松 拓穂 川副陸上

(6)
ｱﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 大　分

穴井 亮成 玖珠Jr

(6)
ｱﾗｶﾜ ﾕｳｷ 福　井

荒川 裕貴 福井ﾌｪﾆｯｸｽ

(6)
ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 群　馬

石井 潤 金古RC

(6)
ﾅｶｲ ﾂﾊﾞｻ 奈　良

中井 翼 五條AC

(6)
ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛﾋﾄ 沖　縄

天願 博仁 あわせJRC

(6)
ｸﾏｻｶ ﾕｳｶﾞ 栃　木

熊坂 悠我 中村小

(6)
ｲﾃﾞｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 神奈川

井手上 陽祐 横浜AC

(5)
ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 兵　庫

小嶋 颯斗 英賀保小

(6)
ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 長　野

佐藤 秀瑚 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

(6)
ﾍﾞｲｶｰ ｼﾞﾝ 岩　手

ベイカー 慈韻 宮古TC

(6)
ｷﾉｼﾀ ｶﾅﾄ 三　重

木下 奏人 一志Beast

(6)
ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 静　岡

増田 龍之助 千代田AC

(6)
ﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ 福　岡

冨山 颯真 朝倉陸上

(6)
ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 石　川

和田 一真 志賀ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ｱﾉ ｲｺｳ 愛　知

阿野 射己 ﾄﾗｲﾙAC

氏名 所属

ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ 広　島

筑後 蒼人 竹尋AC

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

大会記録(GR)                  2390     椿　真拓(千　葉・桜田小)              2019 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投走幅跳氏名 所属

25 12 1980

26 4 1956

27 36 1945

27 42 1945

29 24 1940

30 35 1938

31 27 1911

31 39 1911

33 15 1890

34 30 1876

35 13 1829

36 2 1806

37 18 1789

38 31 1779

39 8 1774

40 38 1767

41 26 1763

42 46 1746

43 32 1698

44 5 1267

45 37 1073

46 43 1032

47 25 930

(1032)
NM

(0)

(1267)
NM

(0)
47m85

(839)
32m78

(726)
59m40

(932)
39m86

(870)
38m35

(832)
41m50

(903)
42m93

(887)
42m36

(921)
37m98

(966)
39m75

(868)
40m69

(948)
43m75

(949)
44m60

(1070)
40m36

(880)
43m69

(1007)
43m17

(937)
49m70

(1040)
53m09

(1139)
46m62

48m71

(1050)
48m25

(0)
4m13
-0.8
(930)

(0)
4m64
-1.2

(1073)
NM

(907)
4m28
-0.7
(972)
NM

(835)
4m00
+0.4
(893)
4m05
-1.9

(947)
3m92
-0.2
(871)
3m79
-2.4

(919)
3m91
-0.2
(868)
4m19
-1.7

(910)
4m24
-2.0
(961)
4m09
-2.8

(963)
4m17
-1.3
(941)
4m06
+0.8

(868)
4m49
-2.0

(1031)
4m25
-2.5

(938)
4m39
-1.0

(1003)
3m91
-0.3

(916)
3m69
-1.3
(806)
4m16
-2.3

4m13
-0.2
(930)
4m08
-2.1

(6)

(6)
ｲﾉｳｴ ﾂｷﾀ 滋　賀

井上 槻太 草津JAC

(6)
ﾀﾉｳｴ ｷｼｮｳ 熊　本

田上 貴翔 あいあいたらぎ

(6)
ｲｸﾉ ﾘｮｳ 徳　島

生野 諒 あなん走走

(6)
ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ 秋　田

茂木 孝哉 高梨小

(6)
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾏ 島　根

岩本 遙真 出雲陸上教室

(6)
ﾀﾉｳｴ ｼﾞﾝ 鹿児島

田之上 仁 栗ケ窪Jr

(6)
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 京　都

柴田 貴俊 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ

(6)
ﾅｶﾞﾉ ｹﾝﾄ 愛　媛

長野 賢斗 桑の実ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾊﾘｶﾞｴ ﾊﾔﾄ 茨　城

張替 駿仁 七重小

(6)
ﾉﾐ ﾙｲ 鳥　取

野見 琉偉 TF倉吉

(6)
ｶﾅﾔﾏ ﾐﾝﾄ 富　山

金山 民人 釜ヶ渕小

(6)
ﾉﾐﾔ ﾘｲﾄﾞ 青　森

野宮 利偉努 中央陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾏﾉ ｱﾂﾑ 東　京

真野 纂 ﾊﾞﾃﾞｨ陸上

(6)
ｵｶﾅｶ ｱｷﾖｼ 和歌山

岡中 亮祥 紀の国AC

(6)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 山　梨

上林 敬人 大国陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾓﾘ ｵｳﾀﾛｳ 高　知

森 鷹太朗 ﾀｶｷﾞﾌｧｲﾄCLUB

(6)
ｶﾝﾉ ﾚﾝ 大　阪

菅野 連 ど根性ひらかた

(6)
ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 山　口

佐々木 南斗 徳山ｺﾈｯﾄ

(6)
ﾎｶﾘ ｵｳｽｹ 岐　阜

穂苅 旺祐 大垣陸少

(6)
ｲｼﾏﾂ ﾋﾗｸ 長　崎

石松 啓 長崎ACJ

(6)
ﾐﾉ ﾕｳﾄ 香　川

三野 優斗 宇多津小

(6)
ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 宮　城

熊谷 倫 南方小

ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾄ 千　葉

村田 寛仁 ｱﾋﾞｺUA

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 走幅跳

前回大会までの 高記録(参考)      5m74     山形　昌平(岡　山・津山陸上教室)      1990 8月20日 11:00  

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ 広　島

1 24 34 筑後 蒼人(6) 竹尋AC
ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 石　川

2 6 19 和田 一真(6) 志賀ｼﾞｭﾆｱ
ｱﾉ ｲｺｳ 愛　知

3 14 22 阿野 射己(6) ﾄﾗｲﾙAC
ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 群　馬

4 12 10 石井 潤(6) 金古RC
ﾅｶｲ ﾂﾊﾞｻ 奈　良

5 8 29 中井 翼(6) 五條AC
ｲﾃﾞｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 神奈川

6 21 14 井手上 陽祐(6) 横浜AC
ｱﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 大　分

7 4 44 穴井 亮成(6) 玖珠Jr
ｱﾗｶﾜ ﾕｳｷ 福　井

8 20 20 荒川 裕貴(6) 福井ﾌｪﾆｯｸｽ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 北海道

9 5 1 渡部 俊太(6) 釧路JRC
ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ 山　形

10 11 6 菅井 遊詩(6) 大塚小
ﾎｶﾘ ｵｳｽｹ 岐　阜

11 1 24 穂苅 旺祐(6) 大垣陸少
ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 宮　崎

12 2 45 山下 弘将(6) 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ
ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛﾋﾄ 沖　縄

13 10 47 天願 博仁(6) あわせJRC
ﾎﾘ ｶｽﾞﾄ 福　島

14 3 7 堀 一翔(6) 旭田小
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾏ 島　根

15 22 32 岩本 遙真(6) 出雲陸上教室
ﾓﾘ ｵｳﾀﾛｳ 高　知

16 23 39 森 鷹太朗(6) ﾀｶｷﾞﾌｧｲﾄCLUB
ﾍﾞｲｶｰ ｼﾞﾝ 岩　手

17 13 3 ベイカー 慈韻(6) 宮古TC
ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 兵　庫

18 7 28 小嶋 颯斗(6) 英賀保小
ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾄ 千　葉

19 17 12 村田 寛仁(6) ｱﾋﾞｺUA
ｲﾉｳｴ ﾂｷﾀ 滋　賀

20 9 25 井上 槻太(6) 草津JAC
ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 宮　城

21 15 4 熊谷 倫(6) 南方小
ｵｶﾅｶ ｱｷﾖｼ 和歌山

22 18 30 岡中 亮祥(6) 紀の国AC
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 京　都

23 19 26 柴田 貴俊(6) 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 山　口

24 16 35 佐々木 南斗(6) 徳山ｺﾈｯﾄ

4m65 4m66 4m66

4m43 4m51 4m51

× 4m80 4m80

4m04 4m48 4m48

4m81 × 4m81

4m42 4m37 4m42

4m84 4m95 4m95

4m42 4m36 4m42

5m10 4m88 5m10

4m39 4m11 4m39

5m12 5m12 5m12

4m31 4m38 4m38

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m34 4m37 4m37

+0.4 -0.7 +0.4 1207

4m28 3m27 4m28

-1.6 -2.1 -1.6 1201

4m28 × 4m28

-1.8 -1.2 -1.2 1159

4m15 4m25 4m25

+0.4 +0.4 1120

4m20 3m87 4m20

-1.3 -1.3 1117

4m16 4m10 4m16

0.0 +0.4 +0.4 1078

4m08 4m13 4m13

-0.3 -0.6 -0.6 1036

3m90 4m13 4m13

+0.4 -2.0 -2.0 1028

4m08 × 4m08

+2.4 -2.1 +2.4 1011

4m06 4m00 4m06

-0.7 -1.5 -0.7 1011

4m00 3m84 4m00

-1.0 -0.6 -1.0 1003

3m91 3m75 3m91

-0.1 -0.1 -0.1 1000

-0.3 -1.7 -0.3 868

-2.8 -0.7 -0.7 997

+0.4 -0.7 +0.4 893

-0.6 -1.3 -0.6 972

+0.8 -2.4 +0.8 910

-0.7 -0.7 972

-2.1 -2.1 916

+0.3 -2.5 -2.5 963

-0.4 -0.8 -0.8 930

+0.9 -0.6 +0.9 949

-0.2 -0.2 -0.2 930

-2.4 -1.9 -2.4 938
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 走幅跳

前回大会までの 高記録(参考)      5m74     山形　昌平(岡　山・津山陸上教室)      1990 8月20日 11:00  

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 静　岡

1 5 21 増田 龍之助(6) 千代田AC
ｷﾉｼﾀ ｶﾅﾄ 三　重

2 16 23 木下 奏人(6) 一志Beast
ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 長　野

3 13 17 佐藤 秀瑚(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
ｸﾏｻｶ ﾕｳｶﾞ 栃　木

4 9 9 熊坂 悠我(6) 中村小
ｲｸﾉ ﾘｮｳ 徳　島

5 3 37 生野 諒(6) あなん走走
ﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 岡　山

6 19 33 津田 幸汰(6) Globe
ｶﾝﾉ ﾚﾝ 大　阪

7 10 27 菅野 連(6) ど根性ひらかた
ﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ 福　岡

8 14 40 冨山 颯真(6) 朝倉陸上
ｻﾈﾏﾂ ﾀｸﾎ 佐　賀

9 17 41 實松 拓穂(6) 川副陸上
ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 埼　玉

10 22 11 兼子 弦輝(6) 加須ｼﾞｭﾆｱ
ﾏﾉ ｱﾂﾑ 東　京

11 12 13 真野 纂(6) ﾊﾞﾃﾞｨ陸上
ﾉﾐ ﾙｲ 鳥　取

12 21 31 野見 琉偉(6) TF倉吉
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 山　梨

13 7 15 上林 敬人(6) 大国陸上ｸﾗﾌﾞ
ｲｼﾏﾂ ﾋﾗｸ 長　崎

14 4 42 石松 啓(6) 長崎ACJ
ﾉﾐﾔ ﾘｲﾄﾞ 青　森

15 8 2 野宮 利偉努(6) 中央陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾀﾉｳｴ ｼﾞﾝ 鹿児島

16 11 46 田之上 仁(6) 栗ケ窪Jr
ﾊﾘｶﾞｴ ﾊﾔﾄ 茨　城

17 18 8 張替 駿仁(6) 七重小
ｲﾏｲ ﾘｸﾄ 新　潟

18 20 16 今井 陸翔(6) 聖籠RC
ｶﾅﾔﾏ ﾐﾝﾄ 富　山

19 1 18 金山 民人(6) 釜ヶ渕小
ﾅｶﾞﾉ ｹﾝﾄ 愛　媛

20 6 38 長野 賢斗(6) 桑の実ｸﾗﾌﾞ
ﾐﾉ ﾕｳﾄ 香　川

21 2 36 三野 優斗(6) 宇多津小
ﾀﾉｳｴ ｷｼｮｳ 熊　本

15 43 田上 貴翔(6) あいあいたらぎ
ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ 秋　田

23 5 茂木 孝哉(6) 高梨小

× 4m57 4m57

4m37 4m49 4m49

× 4m64 4m64

× 4m47 4m47

× 4m68 4m68

× 4m44 4m44

4m80 4m73 4m80

× 4m41 4m41

4m72 4m82 4m82

× 4m24 4m24

4m97 4m32 4m97

× 4m19 4m19

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m17 × 4m17

-0.2 -0.8 -0.2 1165

4m16 × 4m16

-1.0 -0.6 -0.6 1123

4m09 3m86 4m09

+0.4 +0.7 +0.4 1117

4m01 4m05 4m05

-1.1 -1.1 1084

3m92 3m85 3m92

-1.2 -1.2 1073

3m72 3m91 3m91

-2.3 -2.3 1053

× 3m91 3m91

-1.0 -2.0 -2.0 1031

3m79 3m55 3m79

-0.9 -0.9 1025

3m69 3m60 3m69

-1.1 -1.1 1017

× ×

-0.5 -0.5 1008

× ×

-2.0 -2.0 961

0 NM

-1.7 -1.7 947

0 NM

-1.3 -1.3 941

-1.3 -0.3 -1.3 806

-2.3 -2.3 938

-2.4 -0.9 -2.4 835

-2.8 -0.9 -2.8 919

-0.2 -0.2 868

-1.7 -1.9 -1.9 907

+0.1 -3.0 -3.0 868

-0.2 -1.5 -0.2 871

凡例  NM:記録なし

- 15 -



男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

前回大会までの 高記録(参考)     68m40     樋笠　六星(香　川・大見小)            2018 8月20日 14:40  

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄﾐﾔﾏ ｿｳﾏ 福　岡

1 41 40 冨山 颯真(6) 朝倉陸上
ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 兵　庫

2 31 28 小嶋 颯斗(6) 英賀保小
ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ 秋　田

3 5 5 茂木 孝哉(6) 高梨小
ﾍﾞｲｶｰ ｼﾞﾝ 岩　手

4 28 3 ベイカー 慈韻(6) 宮古TC
ｱﾉ ｲｺｳ 愛　知

5 22 22 阿野 射己(6) ﾄﾗｲﾙAC
ﾁｸｺﾞ ｱｵﾄ 広　島

6 6 34 筑後 蒼人(6) 竹尋AC
ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 石　川

7 27 19 和田 一真(6) 志賀ｼﾞｭﾆｱ
ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛﾋﾄ 沖　縄

8 30 47 天願 博仁(6) あわせJRC
ﾐﾉ ﾕｳﾄ 香　川

9 37 36 三野 優斗(6) 宇多津小
ｲﾏｲ ﾘｸﾄ 新　潟

10 44 16 今井 陸翔(6) 聖籠RC
ｷﾉｼﾀ ｶﾅﾄ 三　重

11 19 23 木下 奏人(6) 一志Beast
ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 静　岡

12 7 21 増田 龍之助(6) 千代田AC
ｲﾃﾞｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 神奈川

13 18 14 井手上 陽祐(6) 横浜AC
ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 長　野

14 4 17 佐藤 秀瑚(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
ﾎﾘ ｶｽﾞﾄ 福　島

15 23 7 堀 一翔(6) 旭田小
ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 山　口

16 17 35 佐々木 南斗(6) 徳山ｺﾈｯﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 北海道

17 24 1 渡部 俊太(6) 釧路JRC
ｸﾏｻｶ ﾕｳｶﾞ 栃　木

18 46 9 熊坂 悠我(6) 中村小
ｻﾈﾏﾂ ﾀｸﾎ 佐　賀

19 40 41 實松 拓穂(6) 川副陸上
ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾄ 千　葉

20 8 12 村田 寛仁(6) ｱﾋﾞｺUA
ｱﾗｶﾜ ﾕｳｷ 福　井

21 3 20 荒川 裕貴(6) 福井ﾌｪﾆｯｸｽ
ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 宮　城

22 15 4 熊谷 倫(6) 南方小
ｱﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 大　分

23 13 44 穴井 亮成(6) 玖珠Jr
ﾀﾉｳｴ ｷｼｮｳ 熊　本

24 36 43 田上 貴翔(6) あいあいたらぎ
ｲｼﾏﾂ ﾋﾗｸ 長　崎

25 42 42 石松 啓(6) 長崎ACJ
ﾅｶｲ ﾂﾊﾞｻ 奈　良

26 38 29 中井 翼(6) 五條AC
ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 埼　玉

27 11 11 兼子 弦輝(6) 加須ｼﾞｭﾆｱ
ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ 山　形

28 26 6 菅井 遊詩(6) 大塚小
ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 宮　崎

29 35 45 山下 弘将(6) 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ
ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 群　馬

30 10 10 石井 潤(6) 金古RC
ｵｶﾅｶ ｱｷﾖｼ 和歌山

31 25 30 岡中 亮祥(6) 紀の国AC
ﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 岡　山

32 34 33 津田 幸汰(6) Globe
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 山　梨

33 16 15 上林 敬人(6) 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 43m75 42m19 43m75 949

40m27 44m07 44m07 955

44m60 43m79 44m60 966

42m86 44m92 44m92 973

45m65 41m68 45m65 987

40m25 45m74 45m74 989

46m09 × 46m09 996

44m38 46m11 46m11 997

46m62 37m95 46m62 1007

47m85 38m68 47m85 1032

44m45 48m19 48m19 1039

48m25 39m09 48m25 1040

38m52 48m64 48m64 1048

× 48m71 48m71 1050

48m95 48m81 48m95 1055

49m16 46m93 49m16 1059

49m19 44m69 49m19 1059

49m70 46m47 49m70 1070

42m60 49m74 49m74 1071

49m42 51m02 51m02 1097

49m05 51m73 51m73 1111

50m21 52m12 52m12 1119

52m19 46m31 52m19 1120

52m72 50m93 52m72 1131

53m09 50m24 53m09 1139

53m15 52m19 53m15 1140

51m36 54m14 54m14 1160

51m84 55m40 55m40 1186

57m71 53m79 57m71 1233

50m02 59m34 59m34 1266

55m00 59m40 59m40 1267

59m42 55m06 59m42 1267

60m46 53m33 60m46 1289

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

凡例  NM:記録なし
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男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

前回大会までの 高記録(参考)     68m40     樋笠　六星(香　川・大見小)            2018 8月20日 14:40  

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ｵｳﾀﾛｳ 高　知

34 39 39 森 鷹太朗(6) ﾀｶｷﾞﾌｧｲﾄCLUB
ﾎｶﾘ ｵｳｽｹ 岐　阜

35 29 24 穂苅 旺祐(6) 大垣陸少
ﾅｶﾞﾉ ｹﾝﾄ 愛　媛

36 9 38 長野 賢斗(6) 桑の実ｸﾗﾌﾞ
ｶﾅﾔﾏ ﾐﾝﾄ 富　山

37 45 18 金山 民人(6) 釜ヶ渕小
ﾊﾘｶﾞｴ ﾊﾔﾄ 茨　城

38 20 8 張替 駿仁(6) 七重小
ﾉﾐﾔ ﾘｲﾄﾞ 青　森

39 14 2 野宮 利偉努(6) 中央陸上ｸﾗﾌﾞ
ｶﾝﾉ ﾚﾝ 大　阪

40 33 27 菅野 連(6) ど根性ひらかた
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 京　都

41 21 26 柴田 貴俊(6) 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ﾏﾉ ｱﾂﾑ 東　京

42 12 13 真野 纂(6) ﾊﾞﾃﾞｨ陸上
ﾀﾉｳｴ ｼﾞﾝ 鹿児島

43 47 46 田之上 仁(6) 栗ケ窪Jr
ﾉﾐ ﾙｲ 鳥　取

44 1 31 野見 琉偉(6) TF倉吉
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾏ 島　根

45 32 32 岩本 遙真(6) 出雲陸上教室
ｲﾉｳｴ ﾂｷﾀ 滋　賀

2 25 井上 槻太(6) 草津JAC
ｲｸﾉ ﾘｮｳ 徳　島

43 37 生野 諒(6) あなん走走 NM

NM

× × 0

× × 0

29m37 32m78 32m78 726

37m98 36m47 37m98 832

38m35 37m37 38m35 839

34m59 39m75 39m75 868

39m86 39m62 39m86 870

39m72 40m36 40m36 880

40m69 35m93 40m69 887

× 41m50 41m50 903

42m31 42m36 42m36 921

42m18 42m93 42m93 932

× 43m17 43m17 937

39m70 43m69 43m69 948

凡例  NM:記録なし
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友好男子100m

8月20日 11:15 

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾞｳﾏｴ ｱﾔﾄ 愛　知 ｵｵｼﾛ ﾀｶｷ 沖　縄

1 6 22 堂前 絢仁(5) 豊川AC 13.30 1 7 47 大城 陽輝(6) ｱｽﾘｰﾄ工房 13.81
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ 埼　玉 ﾉｻﾞｷ ｶﾝﾀ 長　崎

2 9 11 松元 翔海(6) RUN.jp 13.75 2 9 42 野﨑 幹太(6) 明峰ｼﾞｭﾆｱ 14.11
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｱ 栃　木 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾘ 富　山

3 4 9 小林 凉空(6) 佐野SAC 14.35 3 2 18 福島 彰里(6) MT.ｽﾎﾟﾗ 14.16
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 奈　良 ﾆｼｵ ﾀｶﾏｻ 岐　阜

4 7 29 池田 拓叶(5) ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 14.48 4 4 24 西尾 空真(5) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 14.23
ｲﾜｻ ｺｳﾀﾛｳ 岡　山 ｵｷﾓﾄ ｼｮｳﾏ 高　知

5 8 33 岩佐 浩太郎(6) 倉敷ｼﾞｭﾆｱ 14.50 5 5 39 沖本 翔夢(5) 中村JAC 14.40
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 静　岡 ﾌｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 茨　城

6 5 21 小林 琉音(6) 富士陸上 14.51 6 3 8 藤野 盾(6) 水戸AC 14.41
ｺﾞｳﾀﾞ ｼｵﾝ 京　都 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 山　形

7 3 26 合田 志音(6) 京都AC.Jr 15.90 7 6 6 佐藤 陽斗(5) SRKｼﾞｭﾆｱ 14.43
ｵｵｾﾞｷ ｺｳﾀ 福　島 ｺｳﾀﾞ ﾘﾖｳ 東　京

8 2 7 大関 甲汰(6) 本宮まゆみ小 16.41 8 8 13 国府田 亮(6) ﾌｫﾙﾃ世田谷 14.62
ﾅｶﾞﾌﾁ ﾄｷ 佐　賀

1 41 永渕 仁稀(6) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ DNS

3組 (風:+0.5) 4組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 岡　山 ｳﾒﾀﾆ ﾊﾙﾏ 岡　山

1 7 33 秋山 翔星(6) 倉敷ｼﾞｭﾆｱ 13.09 1 8 33 梅谷 陽真(6) 倉敷ｼﾞｭﾆｱ 13.63
ｶｲ ｲﾘｱ 宮　崎 ﾑｶｲﾅｶﾉ ﾖｼﾅﾘ 富　山

2 6 45 甲斐 海亜(6) 宮崎西陸上 13.71 2 7 18 向中野 芳成(6) MT.ｽﾎﾟﾗ 14.10
ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 山　梨 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 秋　田

3 2 15 岡田 舟右(6) 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 13.82 3 6 5 髙橋 拓隼(6) JAC-A 14.30
ｶﾈｺ ｼｭｳﾔ 石　川 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 鹿児島

4 5 19 金子 修也(5) 金沢市陸上教室 14.00 4 3 46 原口 奨真(5) 太陽SC忍者 14.70
ﾊﾔｼ ｼｭｳｾｲ 兵　庫 ﾐﾔｹ ｾﾞﾝ 大　阪

5 4 28 林 秀成(6) 但馬AC 14.18 5 4 27 三宅 然(5) 島本ｼﾞｭﾆｱ 14.79
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 宮　城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｼ 岩　手

6 8 4 柴田 悠馬(6) ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 14.41 6 9 3 藤原 大志(5) 盛岡ｸﾗﾌﾞ 15.13
ｳﾒｶﾄﾞ ｱｵｲ 熊　本 ｼﾐｽﾞ ﾗｲ 福　井

7 3 43 梅門 蒼依(5) ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 14.80 7 2 20 清水 徠生(6) 東郷陸上 15.29
ﾓﾘ ｼｽﾞｸ 北海道 ﾓﾄｵｶ ｼｮｳﾏ 山　口

8 9 1 森 穏月(6) 函館CRS 15.00 8 5 35 本岡 翔真(6) 山口FSL 15.41

5組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ 群　馬

1 6 10 林 快星(6) 前橋市陸協 13.68
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾀ 神奈川

2 4 14 森川 陽名多(6) 横浜AC 14.24
ﾀｶﾉ ｿﾗﾄ 愛　媛

3 3 38 髙野 宙翔(6) 桑の実ｸﾗﾌﾞ 14.37
ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ 滋　賀

4 5 25 田中 秀侍(6) 守山陸上教室 14.45
ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 和歌山

5 7 30 田渕 佑樹(6) のかみAC 15.11
ﾅﾗｻﾞｷ ｺｳｾｲ 福　岡

6 8 40 楢﨑 功盛(5) ｱﾛｰｻﾞﾙ 15.25
ﾏｽﾀﾞ ｵｳﾀﾞｲ 香　川

7 2 36 増田 桜大(6) 城西小 15.71
ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾜ 千　葉

8 9 12 遠藤 都和(6) 水の江小 16.77

凡例  DNS:欠場
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5年女子100m

8月20日 12:20 予　選
大会記録(GR)                 13.04     渡辺　幸穂(埼　玉・RUN.jp)            2018 8月20日 15:40 決　勝

予　選　6組0着＋24

1組 (風:-0.3) 2組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 栃　木 ﾔﾏｳﾁ ｲﾄﾊ 熊　本

1 4 9 村上 なな(5) さくら市陸上 13.96 q 1 7 43 山内 愛琶(5) あみつｼﾞｭﾆｱ 13.44 q
ﾐﾔｵ ﾕﾗ 兵　庫 ｽｴｵｶ ﾐﾘｾﾝﾄｼｵﾏ 静　岡

2 9 28 宮尾 幸来(5) 西郷小 14.15 q 2 5 21 末岡 ﾐﾘｾﾝﾄ志央麻(5) 沼津陸上 13.65 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ 広　島 ｶｶﾞﾜ ｱｵｲ 香　川

3 6 34 中澤 心菜(5) 東広島TFC 14.18 q 3 3 36 香川 葵泉(5) 麻小 13.96 q
ｺﾓﾘ ﾐｵ 岩　手 ｱｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 福　井

4 5 3 小森 美緒(5) ｻﾝﾋﾞﾚRC 14.20 q 4 2 20 間 遥花(5) 福井ﾌｪﾆｯｸｽ 13.98 q
ｷﾀ ﾋﾅﾉ 福　島 ｷﾀｼﾏ ﾔｴ 秋　田

5 3 7 喜多 陽菜(5) 三河台小 14.38 5 6 5 北嶋 耶絵(5) 長木小 13.99 q
ﾅｶｵｶ ﾘﾘﾅ 奈　良 ｳｷｶﾞｲ ｻﾁﾎ 千　葉

6 7 29 中岡 莉里愛(5) ﾐﾙｷｰｳｪｲ 14.45 6 9 12 浮貝 幸歩(5) ima kids 14.22 q
ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ 山　形 ﾊﾗ ﾉｱ 高　知

7 2 6 渋谷 杏俐(5) SRKｼﾞｭﾆｱ 14.54 7 8 39 原 望愛(5) 宿毛JAC 14.53
ｶﾅﾀﾞ ｱﾉﾝ 滋　賀 ﾊﾔｼ ｳﾐｶ 新　潟

8 25 金田 彩暖(5) 甲賀JAC DNS 8 4 16 林 海伽(5) 阿賀野AC 14.76

3組 (風:+0.7) 4組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾗｲ ﾘﾝｾ 東　京 ﾐｳﾗ ﾐｸ 北海道

1 5 13 新井 凛生(5) ﾍﾟﾝﾀｽAC 13.21 q 1 3 1 三浦 美空(5) NASS 13.57 q
ﾀﾑﾗ ﾕﾒ 愛　知 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾐ 宮　崎

2 9 22 田村 優芽(5) なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 13.93 q 2 4 45 吉田 玲心(5) 西池ｼﾞｭﾆｱ 13.90 q
ｳｴﾊﾗ ﾆｲﾅ 沖　縄 ｻｲﾄｳ ﾌｱﾘ 青　森

3 7 47 上原 新奈(5) 金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 14.00 q 3 5 2 齊藤 雪愛(5) 大畑RC 14.06 q
ｲｼｸﾗ ﾋﾅﾀ 富　山 ｱｵｷ ﾙｶ 島　根

4 3 18 石倉 ひなた(5) MT.ｽﾎﾟﾗ 14.09 q 4 8 32 青木 琉輝(5) 益田陸上教室 14.24 q
ﾑﾗﾀ ﾏﾅｲｼﾞｬ 鹿児島 ｷｸﾁ ﾏﾋﾙ 宮　城

5 2 46 村田 愛衣紗(5) ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞ 14.38 5 6 4 菊池 真陽春(5) ﾗﾝﾅｰｽﾞﾊｲ 14.33
ｵｸﾑﾗ ﾕｱ 京　都 ﾏｽｲ ｱｲﾅ 三　重

6 4 26 奥村 結愛(5) 宇治城陽陸上 14.47 6 2 23 増井 愛奈(5) いすずUK 14.56
ﾊﾏﾓﾄ ﾐｵ 長　崎 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾉ 石　川

7 8 42 濵本 望桜(5) 明峰ｼﾞｭﾆｱ 14.62 7 9 19 中川 倖乃(5) ｽﾀｰﾀｽ 14.80
ｺｲﾃﾞ ﾚﾐﾅ 茨　城 ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 山　梨

8 6 8 小出 麗美菜(5) ﾋﾞｰｲﾝｸﾞjr 14.67 8 7 15 澤邊 ゆかり(5) 南ｱﾙﾌﾟｽAC 15.10

5組 (風:+0.5) 6組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾀﾞ ｱｺ 徳　島 ｶﾜﾔﾏ ｱｵｲ 埼　玉

1 8 37 福田 杏心(5) あわっこｸﾗﾌﾞ 13.87 q 1 6 11 川山 葵(5) RUN.jp 13.27 q
ﾔｽﾅｶﾞ ﾙﾐﾅ 大　阪 ｶﾜｲ ﾘﾝﾅ 岐　阜

2 6 27 安永 留美奈(5) Jumping Gate 13.99 q 2 8 24 川合 凜奈(5) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 13.88 q
ｼﾏﾂﾞ ｱｷﾎ 神奈川 ﾁﾊﾞ ｱﾝｶ 佐　賀

3 3 14 島津 明穂(5) ちはやAC 14.26 3 3 41 千葉 杏華(5) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 14.08 q
ｵｵﾊｼ ｻﾅ 群　馬 ﾋﾗﾊﾞﾙ ﾐｸ 大　分

4 4 10 大橋 彩那(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 14.36 4 9 44 平原 美空(5) くにさき 14.23 q
ｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ 岡　山 ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ 長　野

5 7 33 香川 楓花(5) 上南AC 14.38 5 5 17 角田 桜子(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 14.33
ﾀﾂﾉ ｺﾄﾈ 愛　媛 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂｷ 鳥　取

6 2 38 辰野 允音(5) 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 14.45 6 4 31 山中 那月(5) 布勢TC 14.35
ﾌｸｼﾏ ﾖﾂﾊﾞ 福　岡 ｲｻ ﾋｶﾘ 山　口

7 9 40 福島 よつば(5) LAC 14.61 7 7 35 伊佐 日花梨(5) ふくっ子陸上 14.82
ﾐﾂｻﾀﾞ ﾂﾊﾞｷ 和歌山

8 5 30 光定 椿季(5) 野崎T&F 14.84

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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5年女子100m

8月20日 12:20 予　選
大会記録(GR)                 13.04     渡辺　幸穂(埼　玉・RUN.jp)            2018 8月20日 15:40 決　勝

決　勝　3組

C決勝 (風:+0.2) B決勝 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｺﾅ 広　島 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 栃　木

1 7 34 中澤 心菜(5) 東広島TFC 14.20 1 6 9 村上 なな(5) さくら市陸上 13.96
ﾋﾗﾊﾞﾙ ﾐｸ 大　分 ｳｴﾊﾗ ﾆｲﾅ 沖　縄

2 3 44 平原 美空(5) くにさき 14.22 2 3 47 上原 新奈(5) 金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 14.06
ｱｵｷ ﾙｶ 島　根 ﾔｽﾅｶﾞ ﾙﾐﾅ 大　阪

3 2 32 青木 琉輝(5) 益田陸上教室 14.24 3 8 27 安永 留美奈(5) Jumping Gate 14.10
ｲｼｸﾗ ﾋﾅﾀ 富　山 ｷﾀｼﾏ ﾔｴ 秋　田

4 6 18 石倉 ひなた(5) MT.ｽﾎﾟﾗ 14.25 4 9 5 北嶋 耶絵(5) 長木小 14.11
ﾁﾊﾞ ｱﾝｶ 佐　賀 ﾀﾑﾗ ﾕﾒ 愛　知

5 5 41 千葉 杏華(5) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 14.28 5 7 22 田村 優芽(5) なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 14.12
ｳｷｶﾞｲ ｻﾁﾎ 千　葉 ｶｶﾞﾜ ｱｵｲ 香　川

6 9 12 浮貝 幸歩(5) ima kids 14.28 6 4 36 香川 葵泉(5) 麻小 14.18
ﾐﾔｵ ﾕﾗ 兵　庫 ｱｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 福　井

7 4 28 宮尾 幸来(5) 西郷小 14.46 7 5 20 間 遥花(5) 福井ﾌｪﾆｯｸｽ 14.23
ｺﾓﾘ ﾐｵ 岩　手 ｻｲﾄｳ ﾌｱﾘ 青　森

8 8 3 小森 美緒(5) ｻﾝﾋﾞﾚRC 14.47 8 2 2 齊藤 雪愛(5) 大畑RC 14.32

A決勝 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾔﾏ ｱｵｲ 埼　玉

1 7 11 川山 葵(5) RUN.jp 13.14
ｱﾗｲ ﾘﾝｾ 東　京

2 4 13 新井 凛生(5) ﾍﾟﾝﾀｽAC 13.23
ﾔﾏｳﾁ ｲﾄﾊ 熊　本

3 5 43 山内 愛琶(5) あみつｼﾞｭﾆｱ 13.52
ｽｴｵｶ ﾐﾘｾﾝﾄｼｵﾏ 静　岡

4 8 21 末岡 ﾐﾘｾﾝﾄ志央麻(5) 沼津陸上 13.81
ﾌｸﾀﾞ ｱｺ 徳　島

5 9 37 福田 杏心(5) あわっこｸﾗﾌﾞ 13.97
ﾖｼﾀﾞ ﾚﾐ 宮　崎

6 3 45 吉田 玲心(5) 西池ｼﾞｭﾆｱ 13.97
ﾐｳﾗ ﾐｸ 北海道

7 6 1 三浦 美空(5) NASS 14.01
ｶﾜｲ ﾘﾝﾅ 岐　阜

8 2 24 川合 凜奈(5) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 14.02

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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6年女子100m

8月20日 13:20 予　選
大会記録(GR)                 12.56     岡林　結衣(高　知・まほろば南国)      2021 8月20日 16:15 決　勝

予　選　6組0着＋24

1組 (風:-0.5) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾉ 兵　庫 ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 福　岡

1 6 28 藤原 瞭希(6) 加古川RC 13.18 q 1 2 40 今村 好花(6) ｱﾛｰｻﾞﾙ 13.38 q
ｲｹﾊﾗ ｱﾔｾ 沖　縄 ﾊﾀ ﾕｳｶ 千　葉

2 2 47 池原 綺声(6) 金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 13.46 q 2 9 12 秦 悠華(6) いんばｼﾞｭﾆｱ 13.65 q
ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 宮　崎 ｺｽﾞｶ ﾕｲﾅ 大　阪

3 4 45 藤田 華凪(6) WAVE宮崎 13.69 q 3 3 27 小柄 由依菜(6) Jumping Gate 13.74 q
ﾏﾂｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 岩　手 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｶ 埼　玉

4 8 3 松崎 楓(6) 盛岡KTC 13.91 4 7 11 橋本 彩花(6) 所沢走学校 13.74 q
ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 島　根 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱ 宮　城

5 9 32 古田 瑞季(6) KAZ's AC 14.33 5 5 4 菅原 結愛(6) 金成小 13.91
ﾖｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 福　井 ｳｴﾀﾞ ｲﾁｶ 熊　本

6 5 20 横河 希(6) 北日野小 14.55 6 8 43 上田 初華(6) 高田陸上ｸﾗﾌﾞ 13.92
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ 群　馬 ｽｷﾞﾀﾆ ｻﾜ 鳥　取

7 3 10 松本 由那(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 14.75 7 6 31 杉谷 咲和(6) KRCｼﾞｭﾆｱ 14.36
ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 新　潟 ｼﾝ ｱｶﾘ 大　分

7 16 齊藤 さくら(6) しばたTFC DNS 4 44 秦 あかり(6) 別府市陸上 DNS

3組 (風:+0.7) 4組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾛｸｻｶ ﾚｲｷﾞﾌﾄ 静　岡 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾅ 石　川

1 9 21 六坂 レイギフト(6) SAC 12.92 q 1 4 19 谷口 聖夏(6) SPIRIT 13.58 q
ｾｷ ﾅﾀﾘｰ 東　京 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋｶﾘ 長　崎

2 4 13 関 奈夕莉(6) A.F.T.C. 13.46 q 2 3 42 中里 ひかり(6) SC東彼杵 13.69 q
ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 長　野 ﾐﾔﾉ ﾏﾅｶ 山　口

3 7 17 高木 穂菜実(6) 伊那AC 13.74 q 3 2 35 宮野 愛花(6) ｺｳﾋﾞﾝ陸上 13.73 q
ｶﾀｵｶ ﾐﾂﾞｷ 高　知 ﾆｼﾅ ｼﾎ 岡　山

4 8 39 片岡 美月(6) 香我美JAC 13.79 q 4 6 33 仁科 志帆(6) 笠岡ｼﾞｭﾆｱ 13.87 q
ｾｷ ﾕｳｷ 奈　良 ｼﾌﾞﾔ ｸﾙﾐ 富　山

5 5 29 積 友希(6) kawai走愛RC 13.93 5 5 18 渋谷 くるみ(6) A.C.TOYAMA Jr. 13.89 q
ﾀﾂﾓﾄ ﾐｸﾙ 広　島 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ 青　森

6 2 34 辰本 心徠(6) 竹尋AC 14.03 6 7 2 髙橋 茉夏(6) 岩木ｱｽﾘｰﾄ 14.13
ｾｷｻﾞｷ ﾁﾅ 山　形 ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲ 山　梨

7 3 6 関崎 千那(6) 白鷹ｼﾞｭﾆｱ 15.28 7 9 15 向山 李依(6) ﾁｰﾑ塩山 14.61
ﾏｴｶﾜ ﾕﾅﾉ 京　都 ﾀｹｲ ﾋﾅ 愛　知

6 26 前川 結菜乃(6) 宇治城陽陸上 DNS 8 22 武井 陽南(6) なごや陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

5組 (風:-0.5) 6組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾃｼﾞﾏ ﾘﾅ 神奈川 ﾋﾄﾐ ﾆﾅ 北海道

1 7 14 手嶋 莉菜(6) YNUS 13.42 q 1 8 1 人見 仁菜(6) 足寄陸上少年団 12.80 q
ﾑｶｲ ﾙｶ 滋　賀 ﾃﾗｻｶ ﾘﾝｶ 三　重

2 3 25 向井 瑠海(6) 東近江陸上 13.44 q 2 4 23 寺坂 梨花(6) 尾陸ｽﾎﾟ少 13.28 q
ﾃﾂｶ ﾐﾕ 栃　木 ｱｻｸﾗ ﾜｶﾅ 香　川

3 6 9 手塚 心結(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.70 q 3 5 36 朝倉 和奏(6) 附属坂出小 13.68 q
ｼﾝﾐｮｳ ﾐﾕ 福　島 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｺ 秋　田

4 5 7 新明 美結(6) 一箕小 14.12 4 9 5 近藤 里胡(6) 大館Jr.ｱｽﾘｰﾄ 13.70 q
ﾎﾘｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ 鹿児島 ｺｴﾀﾞ ｽｱ 愛　媛

5 2 46 堀内 杏樹(6) 国分ｼﾞｭﾆｱ 14.13 5 7 38 小枝 涼杏(6) 四国中央AC 13.90 q
ｶﾜﾏﾂ ﾙﾏ 茨　城 ｻｶﾓﾄ ﾕﾒ 徳　島

6 9 8 川松 瑠麻(6) 日立陸上ｸﾗﾌﾞ 14.19 6 6 37 坂本 柚恵(6) 阿波市陸上 14.18
ｲﾜｲ ﾕｳﾅ 和歌山 ﾊﾅﾀﾞ ｺｺﾅ 佐　賀

7 4 30 岩井 優奈(6) 紀の国AC 17.88 7 3 41 花田 心奈(6) 鳥栖陸上教室 14.27
ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ 岐　阜

8 24 中川 咲良(6) 益田陸上 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者
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6年女子100m

8月20日 13:20 予　選
大会記録(GR)                 12.56     岡林　結衣(高　知・まほろば南国)      2021 8月20日 16:15 決　勝

決　勝　3組

C決勝 (風:-0.7) B決勝 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 長　野 ｲｹﾊﾗ ｱﾔｾ 沖　縄

1 5 17 高木 穂菜実(6) 伊那AC 13.79 1 6 47 池原 綺声(6) 金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 13.50
ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｶ 埼　玉 ﾊﾀ ﾕｳｶ 千　葉

2 4 11 橋本 彩花(6) 所沢走学校 13.92 2 7 12 秦 悠華(6) いんばｼﾞｭﾆｱ 13.53
ｶﾀｵｶ ﾐﾂﾞｷ 高　知 ﾃﾂｶ ﾐﾕ 栃　木

3 9 39 片岡 美月(6) 香我美JAC 13.92 3 3 9 手塚 心結(6) 那須陸上ｸﾗﾌﾞ 13.67
ｺｽﾞｶ ﾕｲﾅ 大　阪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｺ 秋　田

4 7 27 小柄 由依菜(6) Jumping Gate 13.95 4 2 5 近藤 里胡(6) 大館Jr.ｱｽﾘｰﾄ 13.73
ﾆｼﾅ ｼﾎ 岡　山 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 宮　崎

5 8 33 仁科 志帆(6) 笠岡ｼﾞｭﾆｱ 14.01 5 9 45 藤田 華凪(6) WAVE宮崎 13.74
ｺｴﾀﾞ ｽｱ 愛　媛 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾅ 石　川

6 3 38 小枝 涼杏(6) 四国中央AC 14.07 6 4 19 谷口 聖夏(6) SPIRIT 13.77
ﾐﾔﾉ ﾏﾅｶ 山　口 ｱｻｸﾗ ﾜｶﾅ 香　川

7 6 35 宮野 愛花(6) ｺｳﾋﾞﾝ陸上 14.10 7 5 36 朝倉 和奏(6) 附属坂出小 13.83
ｼﾌﾞﾔ ｸﾙﾐ 富　山 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋｶﾘ 長　崎

8 2 18 渋谷 くるみ(6) A.C.TOYAMA Jr. 14.20 8 8 42 中里 ひかり(6) SC東彼杵 13.88

A決勝 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾛｸｻｶ ﾚｲｷﾞﾌﾄ 静　岡

1 7 21 六坂 レイギフト(6) SAC 12.69
ﾋﾄﾐ ﾆﾅ 北海道

2 6 1 人見 仁菜(6) 足寄陸上少年団 13.05
ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 福　岡

3 9 40 今村 好花(6) ｱﾛｰｻﾞﾙ 13.24
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾉ 兵　庫

4 4 28 藤原 瞭希(6) 加古川RC 13.28
ﾃｼﾞﾏ ﾘﾅ 神奈川

5 8 14 手嶋 莉菜(6) YNUS 13.36
ﾑｶｲ ﾙｶ 滋　賀

6 3 25 向井 瑠海(6) 東近江陸上 13.42
ｾｷ ﾅﾀﾘｰ 東　京

7 2 13 関 奈夕莉(6) A.F.T.C. 13.48
ﾃﾗｻｶ ﾘﾝｶ 三　重

8 5 23 寺坂 梨花(6) 尾陸ｽﾎﾟ少 13.52

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者

- 22 -



女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

大会記録(GR)                  2379     瀧口　瀬奈(静　岡・千代田AC)          2021 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄ

1 21 2227

2 34 2169

3 11 2151

4 28 2147

5 1 2143

6 22 2124

7 13 2120

8 17 2118

9 27 2089

10 31 2085

11 12 2080

12 46 2077

13 33 2048

14 47 2014

15 14 2000

16 4 1985

17 3 1981

18 2 1971

18 7 1971

20 18 1960

21 45 1945

22 29 1941

23 42 1935

24 16 1887
(976)

(1011)
1m15

(861)
1m25

(919)
1m28

(1011)
1m28

(919)
1m20

(919)
1m20

(1046)
1m25

(976)
1m20

(1080)
1m31

(1046)
1m31

(1046)
1m25

(976)
1m34

(919)
1m34

(1080)
1m31

(976)
1m31

(1046)
1m20

(1011)
1m34

(1080)
1m25

(1046)
1m28

(1011)
1m28

(976)
1m37

(1115)
1m31

走高跳

1m34

(1080)
1m25

(911)

(930)
13.27
+0.3

(1074)
14.22
+0.4

(1041)
14.09
+0.4
(934)
14.11
-0.6

(1052)
13.40
+0.3

(1052)
13.46
-0.6

(939)
13.67
-0.7

(1005)
13.40
+0.4

(934)
13.97
-0.7
(954)
14.06
-0.8

(1031)
13.28
-0.7

(1072)
14.09
-0.8

(1166)
13.70
+0.4

(1000)
13.52
-0.6

(1142)
13.45
-0.8

(1043)
12.73
+0.4

(1113)
13.47
-0.6

(1040)
12.87
+0.3

(1101)
12.93
+0.4

(1132)
13.04
+0.4

(1193)
13.49
-0.8

(1036)
13.11
-0.7

80mH

12.84
-0.6

(1147)
12.57
-0.7

(6)

(6)
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾖﾘ 新　潟

古川 ひより 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

(5)
ｳﾗﾀ ﾉﾄﾞｶ 長　崎

浦田 和佳 明峰ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ｺﾆｼ ｲﾁｶ 奈　良

小西 苺果 ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ

(6)
ｶﾜｼﾏ ﾂﾊﾞｷ 宮　崎

河島 椿 小林Jrｱｽﾘｰﾄ

(6)
ﾊｸﾞﾛ ﾏｵ 富　山

羽黒 麻央 ひばり野小

(5)
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐｳ 福　島

堀金 心結 会津ACｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾑﾗｶﾐ ﾘｾｱ 青　森

村上 莉世愛 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｷｸﾁ ﾘｵ 岩　手

菊地 莉緒 陸上塾ZERO

(6)
ﾀｶﾊｼ ｶｵ 宮　城

髙橋 花百 白百合AC

(6)
ｸｻｶﾘ ｷﾎ 神奈川

草苅 綺穂 逗子文十郎'S

(6)
ｶﾞｷﾔ ﾘｺ 沖　縄

我喜屋 りこ 名護陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｻｶｲ ﾏﾎ 岡　山

酒井 麻帆 井原陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 鹿児島

中村 優心 高山ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 千　葉

佐藤 妃莉 いんばｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 鳥　取

西山 美咲 布勢TC

(6)
ﾐﾔﾉ ｺｺ 大　阪

宮野 心 ひらかたKSC

(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 長　野

中嶋 優佳 軽井沢A&AC

(6)
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 東　京

田中 柚南 清新JAC

(6)
ﾊﾏﾓﾄ ｴﾙ 愛　知

浜本 恵瑠 TSM

(6)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 北海道

山田 莉瑚 AAA

(6)
ｱｵｷ ｺﾑｷﾞ 兵　庫

青木 胡麦 寺前小

(6)
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 埼　玉

宮本 愛加 所沢走学校

(6)
ｴﾊﾗ ｱﾂﾞﾊ 広　島

江原 杏月芭 竹尋AC

氏名 所属

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 静　岡

中澤 美緒 千代田AC

凡例  DQ:失格

- 23 -



女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

大会記録(GR)                  2379     瀧口　瀬奈(静　岡・千代田AC)          2021 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄ走高跳80mH氏名 所属

24 26 1887

26 9 1883

27 6 1882

28 43 1878

29 40 1873

30 25 1870

31 23 1860

32 36 1853

33 38 1836

34 35 1818

35 32 1812

36 24 1796

37 10 1789

38 44 1772

39 37 1695

40 19 1660

41 30 1659

42 5 1643

43 8 1509

44 20 1478

45 39 1320

46 41 919

47 15 907

(919)
1m05

(746)

(861)
1m10

(803)
1m20

(861)
1m20

(919)
1m15

(861)
1m05

(746)
1m15

(919)
1m20

(919)
1m15

(861)
1m20

(919)
1m20

(919)
1m20

(919)
1m15

(861)
1m15

(861)
1m20

(919)
1m15

(861)
1m15

(919)
1m20

(919)
1m20

(919)
1m20

(919)
1m20

1m20

(919)
1m20

18.61
+0.3
(161)

(617)
16.53
+0.4
(517)
DQ

(782)
16.10
-0.8
(590)
15.94
+0.4

(799)
14.21
-0.8
(913)
14.98
+0.3

(853)
15.01
-0.8
(776)
14.88
+0.4

(935)
14.46
-0.7
(870)
14.56
-0.8

(899)
14.33
+0.4
(893)
14.08
-0.7

(992)
13.85
+0.4
(975)
14.29
-0.6

(951)
13.71
-0.7
(999)
13.75
-0.6

(959)
13.97
+0.4
(954)
13.99
+0.4

(964)
13.92
+0.3
(963)
13.94
+0.3

13.89
+0.3
(968)
13.91
-0.6

(6)

(6)
ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 山　梨

鈴木 萌花 ﾁｰﾑ塩山

(6)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐　賀

林田 彩葉 ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ

(6)
ﾖｺｲ ｶﾉﾝ 高　知

横井 花音 大方JAC

(6)
ﾋﾛｾ ｶﾘﾝ 福　井

廣瀬 香綾 鯖江ﾗﾝｷｯｽﾞ

(6)
ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕﾅ 茨　城

万代 由奈 いなしきA･I

(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽﾐ 秋　田

遠藤 亜純 浅舞ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

(6)
ﾐﾅｶﾀ ﾓｱ 和歌山

南方 萌愛 紀の国AC

(6)
ｶﾐｵ ｻﾁﾎ 石　川

神尾 幸歩 志賀ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ｵﾉ ﾊﾅ 徳　島

小野 羽菜 さくらRC

(6)
ｶｼﾞﾔﾏ ｴﾏ 大　分

梶山 恵麻 別府市陸上

(6)
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 群　馬

鈴木 心結 前橋市陸協

(6)
ｲﾜﾀ ﾁｾ 岐　阜

岩田 千聖 各務原陸上

(6)
ﾋﾉﾔﾏ ﾕｺ 島　根

日野山 結心 邑智JTS

(6)
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 山　口

原田 桃羽 豊浦陸上

(6)
ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 愛　媛

鎌田 悠里 LODESTAR AC

(6)
ｺｲﾃﾞ ｼｭﾘ 香　川

小出 朱莉 大野原小

(6)
ﾂｼﾞ ﾁｻ 三　重

辻 知沙 一志Beast

(6)
ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾅ 滋　賀

森口 紗那 ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝ

(6)
ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ 福　岡

海東 寿珠 苅田与原RC

(6)
ｶｻﾏﾂ ﾊﾙｶ 熊　本

笠松 悠花 GTR

(6)
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 山　形

髙橋 梨桜 白鷹ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ｽﾄｳ ｺﾊﾙ 栃　木

須藤 心晴 TOJ

ｵﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 京　都

小幡 桃花 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ

凡例  DQ:失格
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女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 80mH

前回大会までの 高記録(参考)     12.17     岸本　礼菜(兵　庫・明峰小)            2018 8月20日 09:30 決　勝

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-0.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 長　野 ｴﾊﾗ ｱﾂﾞﾊ 広　島

1 4 17 中嶋 優佳(6) 軽井沢A&AC 12.87 1142 1 8 34 江原 杏月芭(6) 竹尋AC 12.57 1193
ｳﾗﾀ ﾉﾄﾞｶ 長　崎 ｱｵｷ ｺﾑｷﾞ 兵　庫

2 3 42 浦田 和佳(6) 明峰ｼﾞｭﾆｱ 13.27 1074 2 3 28 青木 胡麦(6) 寺前小 13.11 1101
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐｳ 福　島 ｻｶｲ ﾏﾎ 岡　山

3 6 7 堀金 心結(6) 会津ACｼﾞｭﾆｱ 13.40 1052 3 6 33 酒井 麻帆(6) 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 13.28 1072
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 京　都 ｷｸﾁ ﾘｵ 岩　手

4 7 26 小幡 桃花(6) 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 13.89 968 4 4 3 菊地 莉緒(6) 陸上塾ZERO 13.67 1005
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 山　形 ﾂｼﾞ ﾁｻ 三　重

5 8 6 髙橋 梨桜(6) 白鷹ｼﾞｭﾆｱ 13.92 963 5 2 23 辻 知沙(6) 一志Beast 13.71 999
ｶｻﾏﾂ ﾊﾙｶ 熊　本 ｸｻｶﾘ ｷﾎ 神奈川

6 5 43 笠松 悠花(6) GTR 13.94 959 6 7 14 草苅 綺穂(6) 逗子文十郎'S 13.97 954
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽﾐ 秋　田 ｲﾜﾀ ﾁｾ 岐　阜

7 2 5 遠藤 亜純(6) 浅舞ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 14.98 782 7 5 24 岩田 千聖(6) 各務原陸上 14.08 935
ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 山　梨 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 群　馬

8 9 15 鈴木 萌花(6) ﾁｰﾑ塩山 18.61 161 8 9 10 鈴木 心結(6) 前橋市陸協 14.46 870

3組 (風:-0.6) 4組 (風:+0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 静　岡 ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 鳥　取

1 3 21 中澤 美緒(6) 千代田AC 12.84 1147 1 2 31 西山 美咲(6) 布勢TC 12.73 1166
ﾊｸﾞﾛ ﾏｵ 富　山 ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 千　葉

2 7 18 羽黒 麻央(6) ひばり野小 13.46 1041 2 9 12 佐藤 妃莉(6) いんばｼﾞｭﾆｱ 13.70 1000
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 東　京 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 愛　媛

3 8 13 田中 柚南(6) 清新JAC 13.47 1040 3 5 38 鎌田 悠里(6) LODESTAR AC 13.85 975
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 鹿児島 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾖﾘ 新　潟

4 5 46 中村 優心(6) 高山ｼﾞｭﾆｱ 13.52 1031 4 3 16 古川 ひより(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 14.22 911
ｺｲﾃﾞ ｼｭﾘ 香　川 ﾋﾉﾔﾏ ﾕｺ 島　根

5 9 36 小出 朱莉(6) 大野原小 13.75 992 5 7 32 日野山 結心(6) 邑智JTS 14.33 893
ｽﾄｳ ｺﾊﾙ 栃　木 ﾋﾛｾ ｶﾘﾝ 福　井

6 6 9 須藤 心晴(6) TOJ 13.91 964 6 6 20 廣瀬 香綾(6) 鯖江ﾗﾝｷｯｽﾞ 15.94 617
ｺﾆｼ ｲﾁｶ 奈　良 ﾖｺｲ ｶﾉﾝ 高　知

7 2 29 小西 苺果(5) ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 14.11 930 7 8 39 横井 花音(6) 大方JAC 16.53 517
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 山　口 ﾊﾔｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐　賀

8 4 35 原田 桃羽(6) 豊浦陸上 14.29 899 4 41 林田 彩葉(6) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 0 DQ,S4

5組 (風:-0.8) 6組 (風:+0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔﾉ ｺｺ 大　阪 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 北海道

1 7 27 宮野 心(6) ひらかたKSC 13.45 1043 1 8 1 山田 莉瑚(6) AAA 12.93 1132
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 埼　玉 ﾊﾏﾓﾄ ｴﾙ 愛　知

2 5 11 宮本 愛加(6) 所沢走学校 13.49 1036 2 9 22 浜本 恵瑠(6) TSM 13.04 1113
ﾀｶﾊｼ ｶｵ 宮　城 ﾑﾗｶﾐ ﾘｾｱ 青　森

3 6 4 髙橋 花百(6) 白百合AC 14.06 939 3 4 2 村上 莉世愛(5) 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ 13.40 1052
ｶﾞｷﾔ ﾘｺ 沖　縄 ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ 福　岡

4 9 47 我喜屋 りこ(6) 名護陸上ｸﾗﾌﾞ 14.09 934 4 6 40 海東 寿珠(6) 苅田与原RC 13.97 954
ﾐﾅｶﾀ ﾓｱ 和歌山 ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾅ 滋　賀

5 4 30 南方 萌愛(5) 紀の国AC 14.21 913 5 7 25 森口 紗那(6) ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝ 13.99 951
ｶｼﾞﾔﾏ ｴﾏ 大　分 ｶﾜｼﾏ ﾂﾊﾞｷ 宮　崎

6 3 44 梶山 恵麻(6) 別府市陸上 14.56 853 6 5 45 河島 椿(6) 小林Jrｱｽﾘｰﾄ 14.09 934
ｵﾉ ﾊﾅ 徳　島 ｶﾐｵ ｻﾁﾎ 石　川

7 2 37 小野 羽菜(6) さくらRC 15.01 776 7 3 19 神尾 幸歩(6) 志賀ｼﾞｭﾆｱ 14.88 799
ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕﾅ 茨　城

8 8 8 万代 由奈(6) いなしきA･I 16.10 590

凡例  DQ:失格 S4:(TR22.6.2)手や体、振り上げ脚の上側でﾊｰﾄﾞﾙを倒すか移動させた
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女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 走高跳

前回大会までの 高記録(参考)      1m47     中澤　梨南(埼　玉・春日部陸友少年)    2013 8月20日 13:20  

1組

ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 埼　玉 － － － － ○ ○ ○ ○

1 6 11 宮本 愛加(6) 所沢走学校 ○ ○ × × 1m37 1115
ｶﾞｷﾔ ﾘｺ 沖　縄 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 3 47 我喜屋 りこ(6) 名護陸上ｸﾗﾌﾞ ○ × × 1m34 1080
ﾀｶﾊｼ ｶｵ 宮　城 － － － ○ ○ ○ ○ ○

3 24 4 髙橋 花百(6) 白百合AC × × 1m31 1046
ｱｵｷ ｺﾑｷﾞ 兵　庫 － － － ○ ○ ○ × ○ × ○

4 1 28 青木 胡麦(6) 寺前小 × × 1m31 1046
ﾐﾔﾉ ｺｺ 大　阪 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○

4 19 27 宮野 心(6) ひらかたKSC × × 1m31 1046
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 鹿児島 － － × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○

6 7 46 中村 優心(6) 高山ｼﾞｭﾆｱ × × 1m31 1046
ﾊﾏﾓﾄ ｴﾙ 愛　知 － － － ○ ○ ○ ○ × ×

7 13 22 浜本 恵瑠(6) TSM 1m28 1011
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾖﾘ 新　潟 － － ○ ○ ○ ○ × ×

8 8 16 古川 ひより(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1m25 976
ｻｶｲ ﾏﾎ 岡　山 － － ○ ○ ○ ○ × ×

8 17 33 酒井 麻帆(6) 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 1m25 976
ｷｸﾁ ﾘｵ 岩　手 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

10 11 3 菊地 莉緒(6) 陸上塾ZERO 1m25 976
ﾊｸﾞﾛ ﾏｵ 富　山 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 12 18 羽黒 麻央(6) ひばり野小 1m20 919
ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕﾅ 茨　城 － ○ ○ ○ ○ × ×

11 14 8 万代 由奈(6) いなしきA･I 1m20 919
ｵﾉ ﾊﾅ 徳　島 － － ○ ○ ○ × ×

11 20 37 小野 羽菜(6) さくらRC 1m20 919
ｽﾄｳ ｺﾊﾙ 栃　木 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

11 22 9 須藤 心晴(6) TOJ 1m20 919
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 山　形 ○ ○ ○ × ○ ○ × ×

15 23 6 髙橋 梨桜(6) 白鷹ｼﾞｭﾆｱ 1m20 919
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐｳ 福　島 － － ○ ○ × ○ × ×

16 4 7 堀金 心結(6) 会津ACｼﾞｭﾆｱ 1m20 919
ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 鳥　取 － － ○ ○ × ○ × ×

16 9 31 西山 美咲(6) 布勢TC 1m20 919
ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾅ 滋　賀 － ○ ○ ○ × ○ × ×

16 21 25 森口 紗那(6) ｳｲﾝﾄﾞﾗﾝ 1m20 919
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 京　都 － ○ × ○ ○ × ○ × ×

19 10 26 小幡 桃花(6) 弥栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1m20 919
ﾂｼﾞ ﾁｻ 三　重 ○ ○ ○ ○ × ×

20 15 23 辻 知沙(6) 一志Beast 1m15 861
ﾋﾛｾ ｶﾘﾝ 福　井 ○ ○ ○ ○ × ×

20 16 20 廣瀬 香綾(6) 鯖江ﾗﾝｷｯｽﾞ 1m15 861
ｳﾗﾀ ﾉﾄﾞｶ 長　崎 － － － ○ × ×

20 18 42 浦田 和佳(6) 明峰ｼﾞｭﾆｱ 1m15 861
ﾖｺｲ ｶﾉﾝ 高　知 ○ ○ ○ × ×

23 2 39 横井 花音(6) 大方JAC 1m10 803
ﾐﾅｶﾀ ﾓｱ 和歌山 ○ × ○ × ×

24 5 30 南方 萌愛(5) 紀の国AC 1m05 746

得点 ｺﾒﾝﾄ
1m20

1m46

1m25 1m28 1m31
記録

1m05

1m37

1m10

1m40

1m15

1m43
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m00

1m34
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女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 走高跳

前回大会までの 高記録(参考)      1m47     中澤　梨南(埼　玉・春日部陸友少年)    2013 8月20日 13:20  

2組

ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 千　葉 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 10 12 佐藤 妃莉(6) いんばｼﾞｭﾆｱ ○ × × 1m34 1080
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 静　岡 － － － ○ ○ ○ ○ ○

2 14 21 中澤 美緒(6) 千代田AC × ○ × × 1m34 1080
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 東　京 － － － ○ ○ ○ ○ ○

2 15 13 田中 柚南(6) 清新JAC × ○ × × 1m34 1080
ｸｻｶﾘ ｷﾎ 神奈川 － － － ○ ○ ○ ○ ○

4 7 14 草苅 綺穂(6) 逗子文十郎'S × × 1m31 1046
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 北海道 － － － － ○ ○ ○ × ×

5 12 1 山田 莉瑚(6) AAA 1m28 1011
ｶﾜｼﾏ ﾂﾊﾞｷ 宮　崎 － － － ○ ○ ○ × ○ × ×

6 13 45 河島 椿(6) 小林Jrｱｽﾘｰﾄ 1m28 1011
ｺﾆｼ ｲﾁｶ 奈　良 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ×

7 17 29 小西 苺果(5) ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 1m28 1011
ｴﾊﾗ ｱﾂﾞﾊ 広　島 － － － ○ ○ ○ × ×

8 8 34 江原 杏月芭(6) 竹尋AC 1m25 976
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 長　野 － － － ○ ○ × ○ × ×

9 9 17 中嶋 優佳(6) 軽井沢A&AC 1m25 976
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 群　馬 － － ○ ○ ○ × ×

10 1 10 鈴木 心結(6) 前橋市陸協 1m20 919
ｶｻﾏﾂ ﾊﾙｶ 熊　本 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

10 3 43 笠松 悠花(6) GTR 1m20 919
ﾋﾉﾔﾏ ﾕｺ 島　根 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

10 6 32 日野山 結心(6) 邑智JTS 1m20 919
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 山　口 － － ○ ○ ○ × ×

10 16 35 原田 桃羽(6) 豊浦陸上 1m20 919
ｶｲﾄｳ ｽｽﾞ 福　岡 － － － ○ ○ × ×

10 19 40 海東 寿珠(6) 苅田与原RC 1m20 919
ﾑﾗｶﾐ ﾘｾｱ 青　森 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

10 20 2 村上 莉世愛(5) 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ 1m20 919
ｶｼﾞﾔﾏ ｴﾏ 大　分 ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

16 2 44 梶山 恵麻(6) 別府市陸上 1m20 919
ﾊﾔｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐　賀 ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

16 21 41 林田 彩葉(6) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 1m20 919
ｺｲﾃﾞ ｼｭﾘ 香　川 ○ ○ ○ ○ × ×

18 4 36 小出 朱莉(6) 大野原小 1m15 861
ｶﾐｵ ｻﾁﾎ 石　川 － － ○ ○ × ×

18 11 19 神尾 幸歩(6) 志賀ｼﾞｭﾆｱ 1m15 861
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽﾐ 秋　田 ○ ○ ○ ○ × ×

18 22 5 遠藤 亜純(6) 浅舞ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1m15 861
ｲﾜﾀ ﾁｾ 岐　阜 － － ○ ○ × ×

18 23 24 岩田 千聖(6) 各務原陸上 1m15 861
ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 愛　媛 × ○ ○ ○ ○ × ×

22 5 38 鎌田 悠里(6) LODESTAR AC 1m15 861
ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 山　梨 ○ ○ × ×

23 18 15 鈴木 萌花(6) ﾁｰﾑ塩山 1m05 746

1m28 1m31
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m05

1m37

1m10 1m15 1m20 1m25
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m00

1m34
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大会記録(GR)                  2145     藤本　茉優(石　川・かなざわ総合SC)    2021 8月20日 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄ

1 29 2116

2 28 2078

3 17 1977

4 32 1945

5 12 1931

6 34 1919

7 22 1875

8 21 1865

9 23 1857

10 1 1856

11 3 1827

12 5 1820

13 9 1812

14 10 1782

15 11 1762

16 40 1746

17 43 1744

18 27 1742

19 26 1740

20 7 1736

21 14 1730

22 18 1714

23 35 1711

24 13 1705
(887)

(781)
31m88

(708)
40m70

(731)
41m80

(909)
35m47

(807)
38m99

(852)
33m05

(839)
37m28

(817)
36m79

(866)
34m57

(762)
38m35

(826)
38m84

(849)
39m68

(898)
44m42

(962)
37m72

(941)
47m95

(1034)
41m25

(908)
44m81

(970)
43m35

(903)
43m42

(942)
41m72

(983)
49m71

(1070)
41m49

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

47m69

(1029)
45m41

(818)

(933)
4m39
-0.3

(1003)
3m73
+1.0

(1005)
3m74
-0.3
(821)
4m14
+0.7

(935)
3m98
0.3

(888)
4m40
+0.4

(907)
4m12
+0.4
(927)
4m15
0.0

(916)
4m38
0.0

(1000)
4m05
+0.8

(994)
4m25
0.0

(963)
4m08
-0.3

(958)
3m90
+0.6
(865)
4m36
+0.9

(924)
3m75
+2.0
(823)
4m23
+1.0

(1011)
4m04
+1.5
(905)
4m11
+1.0

(1042)
4m34
+0.4
(989)
4m42
0.0

(1095)
4m05
-1.6
(907)
4m53
+2.0

走幅跳

4m69
-0.5

(1087)
4m72
-0.1

氏名 所属

ﾂﾙﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 奈　良

鶴長 桃花 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｼﾐｽﾞ ﾘｱﾗ 兵　庫

清水 莉愛 桜が丘小

(6)
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 長　野

小野澤 比奈矢 軽井沢A&AC

(6)
ｼﾝﾀ ﾄﾓｶ 島　根

新田 朋華 浜田JAS

(6)
ｵﾀﾞｶ ﾊﾅ 千　葉

小高 花菜 いんばｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾊﾀ ﾅﾂﾞｷ 広　島

秦 愛月 竹尋AC

(6)
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 愛　知

安藤 心美 刈谷AC

(6)
ｱｷﾓﾄ ｺﾕﾒ 静　岡

秋元 心夢 静岡葵AC

(6)
ﾔﾏｼﾀ ﾉｱ 三　重

山下 乃愛 度会ｴﾝﾍﾟﾗｰｽﾞ

(6)
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 北海道

坂口 優海 室蘭陸上少年団

(6)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 岩　手

松田 夏輝 ｻﾝﾋﾞﾚRC

(6)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 秋　田

藤原 葵衣 上川沿TFC

(6)
ｱﾂｷ ｱﾔｻ 栃　木

厚木 彩佐 足利陸上教室

(6)
ｵﾅｲ ﾕﾗ 群　馬

尾内 結来 どりかむ太田

(6)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｶｺ 埼　玉

藤本 美佳子 上尾ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ 福　岡

右田 恵都 ｱﾛｰｻﾞﾙ

(6)
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ 熊　本

原田 結衣 荒尾JAC

(6)
ｶﾒﾀﾞ ﾐｵ 大　阪

亀田 望央 ど根性ひらかた

(6)
ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 京　都

竹中 珠央 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ

(6)
ｺｲｹ ｱﾔﾈ 福　島

小池 彩音 河東学園小

(6)
ﾐﾄ ｶﾅ 神奈川

美登 香那 ちがさきﾘﾄﾙ

(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 富　山

中村 真緒 川原小

(6)
ﾀﾑﾗ ﾏｲ 山　口

田村 麻衣 周陽体振

(6)
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 東　京

髙橋 彩夢 TRAC

(6)

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 総合 ｺﾒﾝﾄｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投走幅跳氏名 所属

25 24 1697

26 42 1684

27 6 1678

28 19 1665

29 2 1659

30 20 1654

31 37 1653

32 16 1650

33 30 1642

34 15 1637

35 44 1626

36 8 1615

37 31 1604

38 38 1598

39 39 1582

40 4 1549

41 46 1476

42 25 1436

43 47 1408

44 45 1389

45 33 1288

46 41 748

36 DNS

(748)
DNS

(403)
15m11

(367)
33m86

(543)
23m34

(534)
16m87

(815)
37m02

(812)
23m79

(567)
33m56

(742)
37m18

(797)
32m45

(719)
24m96

(738)
34m06

(752)
36m27

(731)
40m35

(880)
33m38

(794)
35m94

(790)
33m01

(861)
33m79

(746)
36m12

(861)
35m11

(773)
39m41

32m88

(728)
39m42

(0)
DNS

(986)
4m10
+0.5
(921)
NM

(893)
3m93
+0.4
(874)
4m33
-1.2

(734)
3m18
+1.3
(664)
4m00
-1.9

(1031)
3m81
-1.2
(840)
3m43
+3.0

(818)
3m97
-0.2
(885)
4m49
+0.7

(899)
3m93
-0.2
(874)
3m73
+0.6

(919)
3m53
-0.7
(762)
4m02
+0.5

(860)
3m89
-0.7
(863)
4m09
+0.3

(804)
4m07
+0.4
(913)
3m88
+1.7

(823)
4m04
+1.0
(905)
3m68
0.0

4m27
+1.3
(969)
3m75
-0.6

ｼﾐｽﾞ ﾚｱ 岐　阜

清水 琉愛 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ﾅｶﾞﾀ ｶﾎ 長　崎

永田 花歩 MJC

(6)
ｶﾜﾏﾀ ｻﾗ 山　形

川又 紗空 真室川小

(6)
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 石　川

中川 栞那 金沢ACJr

(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 青　森

中村 陽菜 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ

(5)
ﾔﾏﾓﾘ ｱｲｶ 福　井

山森 愛華 越前AC

(6)
ﾊﾔｼ ｱﾕ 徳　島

林 愛結 阿波市陸上

(6)
ｻｲﾄｳ ｻｼﾞ 新　潟

齋藤 紗慈 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

(6)
ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 和歌山

小嶋 瑞希 田辺AC

(6)
ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山　梨

廣瀬 姫乃 中村塾

(5)
ｱﾘﾄｸ ﾚﾉﾝ 大　分

有徳 蓮恩 きつきJr.

(6)
ｵｸｻﾞﾜ ﾓﾓﾈ 茨　城

奥澤 萌々音 結城小

(6)
ﾔﾏﾈ ﾐﾁ 鳥　取

山根 実知 赤碕小

(6)
ﾔﾉ ﾎﾉｶ 愛　媛

矢野 帆香 LODESTAR AC

(6)
ｴﾋﾞｶﾜ ｲﾁｶ 高　知

海老川 苺花 むろとJAC

(6)
ｱｶﾏ ｱｵｲ 宮　城

赤間 葵 瀬峰小

(6)
ﾆﾚｲ ﾐﾅﾐ 鹿児島

仁禮 みなみ 種子島RISE

(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾕ 滋　賀

山田 結々 らんｸﾗﾌﾞ

(6)
ｺｳｷ ﾘｸ 沖　縄

幸喜 理玖 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

(5)
ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ 宮　崎

山中 綾夏 西池ｼﾞｭﾆｱ

(6)
ｶﾈﾐﾂ ﾚﾅ 岡　山

金光 礼奈 Aster

(5)
ｷﾀｼﾞﾏ ｲﾛﾊ 佐　賀

北島 彩葉 立石ﾗﾝﾅｰｽﾞ基山

(6)

(6)
ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 香　川

森田 明香理 宇多津小

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし
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前回大会までの 高記録(参考)      5m15     山崎　百華(長　崎・村松陸上ｸﾗﾌﾞ)      2012 8月20日 14:10  

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾂﾙﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 奈　良

1 22 29 鶴長 桃花(6) 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾔﾉ ﾎﾉｶ 愛　媛

2 1 38 矢野 帆香(6) LODESTAR AC
ﾊﾀ ﾅﾂﾞｷ 広　島

3 6 34 秦 愛月(6) 竹尋AC
ﾀﾑﾗ ﾏｲ 山　口

4 15 35 田村 麻衣(6) 周陽体振
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｶｺ 埼　玉

5 5 11 藤本 美佳子(6) 上尾ｼﾞｭﾆｱ
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 秋　田

6 8 5 藤原 葵衣(6) 上川沿TFC
ｵﾀﾞｶ ﾊﾅ 千　葉

7 24 12 小高 花菜(6) いんばｼﾞｭﾆｱ
ｼﾐｽﾞ ﾚｱ 岐　阜

8 9 24 清水 琉愛(6) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 富　山

9 11 18 中村 真緒(6) 川原小
ｱｷﾓﾄ ｺﾕﾒ 静　岡

10 16 21 秋元 心夢(6) 静岡葵AC
ｶﾈﾐﾂ ﾚﾅ 岡　山

11 17 33 金光 礼奈(5) Aster
ｻｲﾄｳ ｻｼﾞ 新　潟

12 4 16 齋藤 紗慈(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 青　森

13 7 2 中村 陽菜(5) 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 愛　知

14 3 22 安藤 心美(6) 刈谷AC
ﾔﾏﾈ ﾐﾁ 鳥　取

15 23 31 山根 実知(6) 赤碕小
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 岩　手

16 10 3 松田 夏輝(6) ｻﾝﾋﾞﾚRC
ｴﾋﾞｶﾜ ｲﾁｶ 高　知

17 14 39 海老川 苺花(6) むろとJAC
ﾅｶﾞﾀ ｶﾎ 長　崎

18 2 42 永田 花歩(6) MJC
ﾔﾏｼﾀ ﾉｱ 三　重

19 18 23 山下 乃愛(6) 度会ｴﾝﾍﾟﾗｰｽﾞ
ﾐﾄ ｶﾅ 神奈川

20 21 14 美登 香那(6) ちがさきﾘﾄﾙ
ｵｸｻﾞﾜ ﾓﾓﾈ 茨　城

21 13 8 奥澤 萌々音(6) 結城小
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 石　川

22 20 19 中川 栞那(5) 金沢ACJr
ﾆﾚｲ ﾐﾅﾐ 鹿児島

23 19 46 仁禮 みなみ(5) 種子島RISE
ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 香　川

12 36 森田 明香理(6) 宇多津小

+1.3 +0.1 +1.3 664

0.0 0.0 804

DNS

+0.3 +0.6 +0.6 818

-0.3 -0.3 821

3m18 3m08 3m18

-1.3 +2.0 +2.0 823

× 3m68 3m68

-0.6 -1.7 -0.6 823

3m64 3m73 3m73

-1.2 -0.4 -1.2 840

× 3m74 3m74

+0.6 +0.6 865

3m60 3m75 3m75

-1.3 -0.2 -0.2 885

3m75 3m70 3m75

+1.5 +2.0 +1.5 905

3m81 3m59 3m81

+0.4 +0.4 913

× 3m90 3m90

-0.5 +0.3 +0.3 919

3m88 3m97 3m97

+0.5 +0.1 +0.5 921

4m04 3m91 4m04

+1.0 +1.1 +1.0 924

× 4m07 4m07

+0.7 +0.7 +0.7 933

3m98 4m09 4m09

+1.3 +0.5 +1.3 969

4m10 3m97 4m10

+0.4 -1.5 +0.4 989

4m11 4m04 4m11

+0.9 +0.7 +0.9 994

4m09 4m14 4m14

0.0 0.0 1000

4m27 4m25 4m27

-0.3 -0.4 -0.3 1003

4m34 4m27 4m34

0.0 -2.5 0.0 1011

4m36 4m09 4m36

+0.7 +0.7 +0.7 1031

× 4m38 4m38

-0.5 +0.4 -0.5 1087

4m39 4m16 4m39

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m42 4m28 4m42

4m69 4m47 4m69

4m49 4m40 4m49

凡例  DNS:欠場
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2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾐｽﾞ ﾘｱﾗ 兵　庫

1 16 28 清水 莉愛(6) 桜が丘小
ｼﾝﾀ ﾄﾓｶ 島　根

2 19 32 新田 朋華(6) 浜田JAS
ｺｲｹ ｱﾔﾈ 福　島

3 1 7 小池 彩音(6) 河東学園小
ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ 宮　崎

4 2 45 山中 綾夏(6) 西池ｼﾞｭﾆｱ
ｱﾂｷ ｱﾔｻ 栃　木

5 6 9 厚木 彩佐(6) 足利陸上教室
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 北海道

6 4 1 坂口 優海(6) 室蘭陸上少年団
ｶﾒﾀﾞ ﾐｵ 大　阪

7 3 27 亀田 望央(6) ど根性ひらかた
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ 熊　本

8 8 43 原田 結衣(6) 荒尾JAC
ｵﾅｲ ﾕﾗ 群　馬

9 11 10 尾内 結来(6) どりかむ太田
ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ 福　岡

10 18 40 右田 恵都(6) ｱﾛｰｻﾞﾙ
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 長　野

11 7 17 小野澤 比奈矢(6) 軽井沢A&AC
ｶﾜﾏﾀ ｻﾗ 山　形

12 14 6 川又 紗空(6) 真室川小
ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山　梨

13 15 15 廣瀬 姫乃(5) 中村塾
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾕ 滋　賀

14 23 25 山田 結々(6) らんｸﾗﾌﾞ
ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 京　都

15 9 26 竹中 珠央(6) ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ
ｱﾘﾄｸ ﾚﾉﾝ 大　分

16 10 44 有徳 蓮恩(6) きつきJr.
ｺｳｷ ﾘｸ 沖　縄

17 22 47 幸喜 理玖(5) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾊﾔｼ ｱﾕ 徳　島

18 12 37 林 愛結(6) 阿波市陸上
ﾔﾏﾓﾘ ｱｲｶ 福　井

19 5 20 山森 愛華(6) 越前AC
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 東　京

20 21 13 髙橋 彩夢(6) TRAC
ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 和歌山

21 13 30 小嶋 瑞希(6) 田辺AC
ｱｶﾏ ｱｵｲ 宮　城

22 17 4 赤間 葵(6) 瀬峰小
ｷﾀｼﾞﾏ ｲﾛﾊ 佐　賀

20 41 北島 彩葉(6) 立石ﾗﾝﾅｰｽﾞ基山

+3.0 +3.0 734

-0.7 -0.2 -0.7 762

0 NM

+1.0 +1.0 818

× ×

+1.7 +1.7 860

× 3m43 3m43

-0.7 -0.7 863

3m53 3m21 3m53

+0.4 -0.5 +0.4 874

3m73 × 3m73

-0.2 +0.1 -0.2 874

× 3m88 3m88

+0.4 0.3 0.3 888

3m89 × 3m89

-1.9 0.0 -1.9 893

3m93 3m62 3m93

+0.5 +0.5 +0.5 899

3m93 3m85 3m93

+1.0 +1.1 +1.0 905

3m85 3m98 3m98

-1.6 -1.6 907

4m00 3m92 4m00

+0.8 -0.6 +0.8 907

3m96 4m02 4m02

-0.4 -0.3 -0.3 916

4m04 3m75 4m04

+0.4 +0.7 +0.4 927

× 4m05 4m05

+1.1 0.0 0.0 935

4m05 3m86 4m05

+1.0 +1.0 958

4m05 4m08 4m08

0.0 0.0 963

4m12 4m04 4m12

+2.8 -1.2 -1.2 986

4m08 4m15 4m15

+0.4 -1.5 +0.4 1005

× 4m23 4m23

+2.0 +0.1 +2.0 1042

4m25 × 4m25

-3.5 -0.1 -0.1 1095

4m28 4m33 4m33

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m40 4m02 4m40

4m58 4m72 4m72

4m53 4m24 4m53

凡例  NM:記録なし
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女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

前回大会までの 高記録(参考)     54m83     千葉　春花(岩　手・萩荘小)            2016 8月20日 10:30  

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 長　野

1 17 17 小野澤 比奈矢(6) 軽井沢A&AC
ﾔﾏｼﾀ ﾉｱ 三　重

2 40 23 山下 乃愛(6) 度会ｴﾝﾍﾟﾗｰｽﾞ
ﾂﾙﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 奈　良

3 37 29 鶴長 桃花(6) 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ
ｼﾐｽﾞ ﾘｱﾗ 兵　庫

4 38 28 清水 莉愛(6) 桜が丘小
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 愛　知

5 41 22 安藤 心美(6) 刈谷AC
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 岩　手

6 23 3 松田 夏輝(6) ｻﾝﾋﾞﾚRC
ｵﾀﾞｶ ﾊﾅ 千　葉

7 32 12 小高 花菜(6) いんばｼﾞｭﾆｱ
ｱｷﾓﾄ ｺﾕﾒ 静　岡

8 39 21 秋元 心夢(6) 静岡葵AC
ﾐﾄ ｶﾅ 神奈川

9 27 14 美登 香那(6) ちがさきﾘﾄﾙ
ﾊﾀ ﾅﾂﾞｷ 広　島

10 5 34 秦 愛月(6) 竹尋AC
ｼﾝﾀ ﾄﾓｶ 島　根

11 22 32 新田 朋華(6) 浜田JAS
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 北海道

12 35 1 坂口 優海(6) 室蘭陸上少年団
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 東　京

13 8 13 髙橋 彩夢(6) TRAC
ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 和歌山

14 31 30 小嶋 瑞希(6) 田辺AC
ｵﾅｲ ﾕﾗ 群　馬

15 34 10 尾内 結来(6) どりかむ太田
ﾅｶﾞﾀ ｶﾎ 長　崎

16 20 42 永田 花歩(6) MJC
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 石　川

17 2 19 中川 栞那(5) 金沢ACJr
ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 京　都

18 4 26 竹中 珠央(6) ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ
ｱﾂｷ ｱﾔｻ 栃　木

19 14 9 厚木 彩佐(6) 足利陸上教室
ﾐｷﾞﾀ ｹｲﾄ 福　岡

20 29 40 右田 恵都(6) ｱﾛｰｻﾞﾙ
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 秋　田

21 7 5 藤原 葵衣(6) 上川沿TFC
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ 熊　本

22 24 43 原田 結衣(6) 荒尾JAC
ｱｶﾏ ｱｵｲ 宮　城

23 1 4 赤間 葵(6) 瀬峰小
ﾆﾚｲ ﾐﾅﾐ 鹿児島

24 43 46 仁禮 みなみ(5) 種子島RISE
ｶﾒﾀﾞ ﾐｵ 大　阪

25 9 27 亀田 望央(6) ど根性ひらかた
ｵｸｻﾞﾜ ﾓﾓﾈ 茨　城

26 21 8 奥澤 萌々音(6) 結城小
ﾔﾏﾓﾘ ｱｲｶ 福　井

27 30 20 山森 愛華(6) 越前AC
ﾊﾔｼ ｱﾕ 徳　島

28 46 37 林 愛結(6) 阿波市陸上
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 富　山

29 33 18 中村 真緒(6) 川原小
ｶﾜﾏﾀ ｻﾗ 山　形

30 36 6 川又 紗空(6) 真室川小
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｶｺ 埼　玉

31 26 11 藤本 美佳子(6) 上尾ｼﾞｭﾆｱ
ｱﾘﾄｸ ﾚﾉﾝ 大　分

32 13 44 有徳 蓮恩(6) きつきJr.
ｷﾀｼﾞﾏ ｲﾛﾊ 佐　賀

33 12 41 北島 彩葉(6) 立石ﾗﾝﾅｰｽﾞ基山

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

49m71 46m79 49m71 1070

47m95 46m59 47m95 1034

42m86 47m69 47m69 1029

44m66 45m41 45m41 983

44m81 42m74 44m81 970

39m60 44m42 44m42 962

42m16 43m42 43m42 942

43m35 43m11 43m35 941

41m80 37m16 41m80 909

41m72 40m31 41m72 908

41m49 38m48 41m49 903

× 41m25 41m25 898

40m70 38m76 40m70 887

37m49 40m35 40m35 880

39m68 39m45 39m68 866

39m42 38m38 39m42 861

39m41 32m70 39m41 861

31m84 38m99 38m99 852

38m84 38m20 38m84 849

38m35 × 38m35 839

28m81 37m72 37m72 826

37m28 36m11 37m28 817

37m01 37m18 37m18 815

32m50 37m02 37m02 812

36m70 36m79 36m79 807

35m04 36m27 36m27 797

32m39 36m12 36m12 794

35m94 35m10 35m94 790

35m26 35m47 35m47 781

34m94 35m11 35m11 773

34m57 32m55 34m57 762

34m06 31m87 34m06 752

32m79 33m86 33m86 748

凡例  DNS:欠場
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女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

前回大会までの 高記録(参考)     54m83     千葉　春花(岩　手・萩荘小)            2016 8月20日 10:30  

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 青　森

34 16 2 中村 陽菜(5) 藤崎陸上ｸﾗﾌﾞ
ｴﾋﾞｶﾜ ｲﾁｶ 高　知

35 11 39 海老川 苺花(6) むろとJAC
ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山　梨

36 44 15 廣瀬 姫乃(5) 中村塾
ｺｲｹ ｱﾔﾈ 福　島

37 19 7 小池 彩音(6) 河東学園小
ｻｲﾄｳ ｻｼﾞ 新　潟

38 47 16 齋藤 紗慈(6) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
ｼﾐｽﾞ ﾚｱ 岐　阜

39 42 24 清水 琉愛(6) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ
ﾔﾏﾈ ﾐﾁ 鳥　取

40 18 31 山根 実知(6) 赤碕小
ﾀﾑﾗ ﾏｲ 山　口

41 25 35 田村 麻衣(6) 周陽体振
ﾔﾉ ﾎﾉｶ 愛　媛

42 10 38 矢野 帆香(6) LODESTAR AC
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾕ 滋　賀

43 3 25 山田 結々(6) らんｸﾗﾌﾞ
ｺｳｷ ﾘｸ 沖　縄

44 45 47 幸喜 理玖(5) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ 宮　崎

45 15 45 山中 綾夏(6) 西池ｼﾞｭﾆｱ
ｶﾈﾐﾂ ﾚﾅ 岡　山

46 28 33 金光 礼奈(5) Aster
ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 香　川

6 36 森田 明香理(6) 宇多津小

30m73 33m79 33m79 746

33m56 29m87 33m56 742

33m38 29m98 33m38 738

33m05 × 33m05 731

33m01 32m41 33m01 731

29m85 32m88 32m88 728

31m28 32m45 32m45 719

31m88 31m57 31m88 708

24m96 × 24m96 567

20m16 23m79 23m79 543

× 23m34 23m34 534

16m87 12m97 16m87 403

× 15m11 15m11 367

DNS

凡例  DNS:欠場
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友好女子100m

8月20日 10:45 

1組 (風:-0.4) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗﾉ ｾｲﾅ 佐　賀 ｱﾀｶ ﾓﾓｶ 北海道

1 5 41 平野 聖奈(6) ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 14.91 1 6 1 安宅 百香(6) 函館CRS 13.68
ｱｶﾈ ﾏﾅﾐ 愛　媛 ｼﾝﾀﾆ ｻｱﾔ 愛　知

2 4 38 赤根 愛深(6) 桑の実ｸﾗﾌﾞ 15.12 2 4 22 新谷 紗彩(6) 豊川AC 13.95
ｿﾀ ｴﾐﾘ 山　口 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾅ 茨　城

3 3 35 曽田 笑鈴(6) 山口FSL 15.12 3 2 8 澁谷 倖菜(6) 水戸AC 14.85
ﾅｶﾊﾗ ﾓﾈ 鳥　取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 神奈川

4 6 31 中原 萌音(5) TF倉吉 15.51 4 3 14 山口 真衣(6) 横浜AC 15.09
ﾀｹﾏｻ ｱｵｲ 高　知 ﾊﾗ ﾒｲｶ 山　梨

5 2 39 武政 あおい(6) 中村JAC 15.55 5 9 15 原 芽伽(6) 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 15.44
ｺﾞｳﾀﾞ ﾘﾉﾝ 京　都 ｵｶﾞﾜ ﾌｳｱ 栃　木

6 9 26 合田 利音(6) 京都AC.Jr 16.47 6 5 9 小川 楓愛(5) 佐野SAC 15.67
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 福　井 ﾂﾅﾜｷ ﾓﾓｺ 福　岡

7 8 20 小林 菜桜(6) 東郷陸上 16.52 7 8 40 綱脇 桃子(6) ｱﾛｰｻﾞﾙ 15.87
ｵｺﾞｼ ﾘｺ 大　阪 ﾂﾀﾞ ﾓﾓｶ 滋　賀

8 7 27 生越 莉子(6) 島本ｼﾞｭﾆｱ 16.67 8 7 25 津田 百花(6) 守山陸上教室 16.02

3組 (風:+1.5) 4組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 山　形 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕﾅ 沖　縄

1 6 6 小田 桃子(6) SRKｼﾞｭﾆｱ 14.40 1 5 47 瀬戸口 結奈(6) ｱｽﾘｰﾄ工房 14.35
ｶﾄｳ ｱﾝ 熊　本 ｶﾄｳ ﾉﾉｶ 富　山

2 4 43 加藤 杏子(6) ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 14.50 2 9 18 加藤 埜乃果(6) MT.ｽﾎﾟﾗ 14.47
ｶﾐﾅｶ ﾐｸ 岡　山 ｻﾄｳ ｱﾂﾞｷ 大　分

3 8 33 上中 美空(6) 倉敷ｼﾞｭﾆｱ 14.69 3 8 44 佐藤 あづ希(5) 大分中央陸上 14.62
ｻｺﾊﾀ ｷﾎ 島　根 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾁｶ 東　京

4 3 32 﨏畑 稀帆(6) 益田陸上教室 14.71 4 4 13 大窪 幸花(6) ﾌｫﾙﾃ世田谷 14.73
ｻｻｷ ｱｲﾅ 秋　田 ﾎﾘｷﾀ ﾅﾅ 徳　島

5 9 5 佐々木 愛奈(6) JAC-A 14.81 5 7 37 堀北 奈那(6) 阿波市陸上 14.80
ｲｹｸﾎﾞ ﾘｴ 広　島 ﾀﾅｶ ｲﾁｶ 宮　崎

6 7 34 池久保 里笑(6) 広島JrOC 15.16 6 3 45 田中 一花(6) 宮崎西陸上 14.98
ﾋﾉﾓﾄ ﾅﾙﾐ 香　川 ﾁﾊﾞ ﾐﾚｲ 宮　城

7 5 36 樋本 なるみ(6) 城西小 15.24 7 6 4 千葉 実怜(6) ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 15.63
ﾐﾔｹ ﾉｿﾞﾐ 和歌山 ﾂｼﾏ ｿﾗ 青　森

8 2 30 三宅 望未(5) のかみAC 16.69 8 2 2 對馬 天(5) 平川ｼﾞｭﾆｱ 15.85

5組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾆﾜ ﾕｲ 群　馬

1 4 10 蟹和 由衣(5) 前橋市陸協 13.98
ｷｻﾞﾜ ﾘｵ 岐　阜

2 6 24 木澤 莉央(6) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 14.00
ｱﾂｶﾜ ﾏﾅ 埼　玉

3 3 11 厚川 茉那(5) RUN.jp 14.22
ｺｲｽﾞﾐ ｲﾛﾊ 千　葉

4 5 12 小泉 彩芭(5) 水の江小 14.97
ｲﾃﾞ ﾙﾅ 静　岡

5 8 21 井出 瑠菜(6) 富士陸上 15.37
ﾀﾅｶ ﾏｺ 石　川

6 7 19 田中 まこ(5) 金沢市陸上教室 15.84
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 福　島

7 9 7 吉田 美月(6) 本宮まゆみ小 16.10
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男女混合4x100mR

8月20日 10:05 予　選
大会記録(GR)                  50.4     安城JAC(愛　知・山本 遥･神谷 朱里･小野 真大･山内 達平)2019 8月20日 15:05 決　勝

予　選　6組0着＋24

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 ﾌｫﾙﾃ世田谷 13 鎌田 健矢(6) ｶﾏﾀ ｹﾝﾔ 51.06 1 2 RUN.jp 11 日景 レイチェル(5) ﾋｶｹﾞ ﾚｲﾁｪﾙ 51.42
(東　京) 13 早瀬 舜(6) ﾊﾔｾ ｼｭﾝ q (埼　玉) 11 木村 昊希(6) ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ q

13 山本 二瑚(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ 11 矢野 透麻(6) ﾔﾉ ﾄｳﾏ
13 沼田 志都(6) ﾇﾏﾀ ｼﾄﾞ 11 池畑 優月(6) ｲｹﾊﾀ ﾕｽﾞｷ

2 8 金沢市陸上教室 19 今西 美友(6) ｲﾏﾆｼ ﾐﾕ 52.23 2 6 前橋市陸協 10 小林 侑楽(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 51.94
(石　川) 19 石野 蒼生(6) ｲｼﾉ ｱｵｲ q (群　馬) 10 髙野 裕真(6) ﾀｶﾉ ﾕﾏ q

19 松居 由乃(5) ﾏﾂｲ ﾕﾉ 10 髙橋 愛理(6) ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ
19 上里 咲人(6) ｳｴｻﾄ ｻｸﾄ 10 石黒 大地(6) ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ

3 6 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 43 村田 凛(5) ﾑﾗﾀ ﾘﾝ 52.42 3 4 ｱｽﾘｰﾄ工房 47 宮里 虹子(6) ﾐﾔｻﾞﾄ ﾆｺ 53.14
(熊　本) 43 西本 青空(6) ﾆｼﾓﾄ ｿﾗ q (沖　縄) 47 玉城 和(6) ﾀﾏｷ ﾅｺﾞﾐ q

43 伊牟田 陽花(5) ｲﾑﾀ ﾋﾅ 47 吉永 一晴(6) ﾖｼﾅｶﾞ ｲｯｾｲ
43 黒木 聖将(6) ｸﾛｷ ｱｷﾄ 47 安慶名 梨音(6) ｱｹﾞﾅ ﾘｵﾝ

4 7 守山陸上教室 25 二村 沙紀(6) ﾌﾀﾑﾗ ｻｷ 53.09 4 8 岡谷田中小 17 北川 愛果(6) ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 53.23
(滋　賀) 25 森 玄親(6) ﾓﾘ ｹﾞﾝｼﾝ q (長　野) 17 大森 琥明(6) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ q

25 山中 七海(6) ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 17 田中 海羽(6) ﾀﾅｶ ﾐｳ
25 廣瀬 宗成(6) ﾋﾛｾ ﾑﾈﾅﾘ 17 佐藤 叶寅(6) ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ

5 5 益田陸上教室 32 松本 響希(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 53.18 5 9 桑の実ｸﾗﾌﾞ 38 山口 紗弥(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔ 53.88
(島　根) 32 梶谷 優伍(5) ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｺﾞ q (愛　媛) 38 清水 倖多(5) ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ

32 島田 望未(6) ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 38 島部 心優(6) ｼﾏﾍﾞ ﾐﾕ
32 桐田 朱花(6) ｷﾘﾀ ｱﾔｶ 38 村上 諒(6) ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ

6 2 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 24 渡邉 湊(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 54.03 6 5 中村JAC 39 徳田 星愛(6) ﾄｸﾀﾞ ｾﾅ 54.37
(岐　阜) 24 伊藤 詩麻(6) ｲﾄｳ ｼﾏ (高　知) 39 小川 萌心(5) ｵｶﾞﾜ ﾓｺ

24 黒川 夏希(6) ｸﾛｶﾜ ﾅﾂｷ 39 川波 颯介(6) ｶﾜﾅﾐ ｿｳｽｹ
24 桑下 暖生(6) ｸﾜｼﾀ ﾊﾙｷ 39 新改 聡惇(6) ｼﾝｶﾞｲ ｿｳﾏ

7 3 城西小 36 林 和奏(6) ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 55.24 7 7 ｱｽﾘｰﾄﾘﾝｸ 41 藤渡 柚朱(6) ﾌｼﾞﾄ ﾕｽﾞ 54.48
(香　川) 36 岡崎 公太(6) ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀ (佐　賀) 41 牟田 汐織(6) ﾑﾀ ｼｵﾘ

36 吉田 瑞花(6) ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｶ 41 勝田 悠真(6) ｶﾂﾀ ﾕｳﾏ
36 竹本 虎鉄(6) ﾀｹﾓﾄ ｺﾃﾂ 41 永渕 仁稀(6) ﾅｶﾞﾌﾁ ﾄｷ

8 9 盛岡ｸﾗﾌﾞ 3 下山 碧泉(6) ｼﾓﾔﾏ ｱｵｲ 56.15 8 3 東郷陸上 20 作川 粋(6) ｻｸｶﾞﾜ ｽｲ 55.55
(岩　手) 3 飛田 桜來里(6) ﾋﾀﾞ ｷﾗﾘ (福　井) 20 宮越 喜叡(6) ﾐﾔｺﾞｼ ｷｴｲ

3 大塚 智洋(5) ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ 20 高倉 晴子(6) ﾀｶｸﾗ ﾊﾙｺ
3 若澤 優乃(5) ﾜｶｻﾜ ﾕﾉ 20 奥野 瑛大(6) ｵｸﾉ ｴｲﾄ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 横浜AC 14 ｼｭｯﾂｪ 弥亜(6) ｼｭｯﾂｪ ﾐｱ 52.33 1 5 函館CRS 1 若松 瑞(6) ﾜｶﾏﾂ ｽｲ 51.08
(神奈川) 14 甲 真之介(6) ｷﾉｴ ｼﾝﾉｽｹ q (北海道) 1 河本 怜愛(6) ｶﾜﾓﾄ ﾚｱ q

14 松田 花乃(6) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉ 1 東谷 勇輝(6) ｱｽﾞﾏﾔ ﾕｳｷ
14 飯塚 洵平(6) ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 1 北 琉聖(6) ｷﾀ ﾘｭｳｾｲ

2 5 太陽SC忍者 46 脇元 麻央(6) ﾜｷﾓﾄ ﾏｵ 52.66 2 7 JAC-A 5 鈴木 里彩(6) ｽｽﾞｷ ﾘｻ 52.38
(鹿児島) 46 山本 修誠(6) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ q (秋　田) 5 中村 颯斗(6) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ q

46 谷山 蒼空(6) ﾀﾆﾔﾏ ｿﾗ 5 和田 姫怜(6) ﾜﾀﾞ ﾐﾚｲ
46 福﨑 心遥(6) ﾌｸｻﾞｷ ﾐﾊﾙ 5 加賀谷 陽(6) ｶｶﾞﾔ ﾊﾙ

3 2 佐野SAC 9 清水 紗奈(5) ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ 52.94 3 9 但馬AC 28 橋本 結菜(6) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 52.39
(栃　木) 9 日向野 瑛介(6) ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ q (兵　庫) 28 川見 光(6) ｶﾜﾐ ﾋｶﾙ q

9 松尾 咲良(6) ﾏﾂｵ ｻｸﾗ 28 岡本 千佳(6) ｵｶﾓﾄ ﾁｶ
9 赤坂 優光(6) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 28 木村 壱咲(6) ｷﾑﾗ ｲｯｻ

4 7 大分中央陸上 44 岡野 志菜(6) ｵｶﾉ ｺｺﾅ 54.14 4 6 水戸AC 8 菊池 央雅(6) ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 53.38
(大　分) 44 内田 也継(6) ｳﾁﾀﾞ ﾅﾘﾂｸﾞ (茨　城) 8 檜山 明音(6) ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ q

44 諌山 美虹(6) ｲｻﾔﾏ ﾐｺ 8 羽田 琉美香(6) ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ
44 三浦 綾斗(6) ﾐｳﾗ ｱﾔﾄ 8 飛田 環(6) ﾄﾋﾞﾀ ﾀﾏｷ

5 6 のかみAC 30 前中 大輝(6) ﾏｴﾅｶ ﾀｲｷ 54.60 5 8 SRKｼﾞｭﾆｱ 6 石堂 榛馬(6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 53.52
(和歌山) 30 山口 隼人(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ (山　形) 6 櫻井 翔(6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ q

30 辻村 季咲(6) ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｻｷ 6 菅原 りさ(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ
30 小川 笑凜(6) ｵｶﾞﾜ ｴﾘﾝ 6 佐々木 愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ

6 4 ｱﾛｰｻﾞﾙ 40 中野 椋太(6) ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 55.12 6 4 阿波市陸上 37 篠本 伯孔(6) ｼﾉﾓﾄ ﾊｸ 53.91
(福　岡) 40 石松 永都(6) ｲｼﾏﾂ ｴｲﾄ (徳　島) 37 谷木 咲希(6) ﾀﾆｷ ｻｷ

40 渡邊 嘉志(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾕｷ 37 水村 芽生(6) ﾐｽﾞﾑﾗ ﾒｲ
40 園田 このみ(6) ｿﾉﾀﾞ ｺﾉﾐ 37 山田 遥大(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ

7 3 本宮まゆみ小 7 大橋 巧真(6) ｵｵﾊｼ ﾀｸﾏ 56.27 7 2 TF倉吉 31 髙岡 すず音(6) ﾀｶｵｶ ｽｽﾞﾈ 54.91
(福　島) 7 菅田 心響(6) ｽｶﾞﾀ ｼｵﾝ (鳥　取) 31 近池 慶士(5) ﾁｶｲｹ ｹｲｼﾞ

7 菊田 芽衣(6) ｷｸﾀ ﾒｲ 31 岡本 彩那(6) ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ
7 伊藤 らん子(6) ｲﾄｳ ﾗﾝｺ 31 長田 塁(6) ﾅｶﾞﾀ ﾙｲ

9 MT.ｽﾎﾟﾗ DNS 8 3 京都AC.Jr 26 新山 大地(6) ﾆｲﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 55.07
(富　山) (京　都) 26 奥村 彩月(6) ｵｸﾑﾗ ｻﾂｷ

26 立木 愛華(6) ﾀﾁｷ ﾏﾅﾊ
26 綾川 大翔(6) ｱﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(TR24.7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった q:記録による通過者
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8月20日 10:05 予　選
大会記録(GR)                  50.4     安城JAC(愛　知・山本 遥･神谷 朱里･小野 真大･山内 達平)2019 8月20日 15:05 決　勝

予　選　6組0着＋24

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 豊川AC 22 伊藤 桜良(6) ｲﾄｳ ｻｸﾗ 51.66 1 6 宮崎西陸上 45 髙橋 心遙(6) ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 52.23
(愛　知) 22 中島 貫汰(6) ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ q (宮　崎) 45 下屋 勇斗(6) ｼﾀﾔ ﾊﾔﾄ q

22 宮道 菜々美(6) ﾐﾔﾐﾁ ﾅﾅﾐ 45 菊地 絢乃(6) ｷｸﾁ ｱﾔﾉ
22 鈴木 陽仁(6) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 45 足立 航太郎(6) ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

2 6 ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 4 櫻本 涼華(6) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 51.85 2 8 富士陸上 21 清 穂乃花(6) ｾｲ ﾎﾉｶ 52.83
(宮　城) 4 渋谷 心麗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ q (静　岡) 21 武田 健聖(6) ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｾｲ q

4 玉川 陽(6) ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ 21 塩川 桃(6) ｼｵｶﾜ ﾓﾓ
4 菊池 丈琉(6) ｷｸﾁ ﾀｹﾙ 21 高田 健吾(6) ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

3 4 島本ｼﾞｭﾆｱ 27 西谷 昭太朗(6) ﾆｼﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ 51.96 3 4 広島JrOC 34 朝山 更来(6) ｱｻﾔﾏ ｻﾗ 53.51
(大　阪) 27 虎谷 莉依(6) ﾄﾗﾀﾆ ﾚｲ q (広　島) 34 濱中 穂乃花(6) ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ q

27 難波 咲歩(6) ﾅﾝﾊﾞ ｻﾎ 34 嶋田 莞大(6) ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ
27 宮岡 駿(6) ﾐﾔｵｶ ｼｭﾝ 34 浪速 彪翔(6) ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ

4 7 平川ｼﾞｭﾆｱ 2 伊藤 沙綾(6) ｲﾄｳ ｻｱﾔ 53.51 4 9 しばたTFC 16 中川 愛唯(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 53.56
(青　森) 2 古川 未來(6) ｺｶﾞﾜ ﾐﾗｲ q (新　潟) 16 齋藤 真広(6) ｻｲﾄｳ ﾏﾋﾛ

2 八木橋 瑛太(6) ﾔｷﾞﾊｼ ｴｲﾀ 16 林 陽向(6) ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ
2 葛西 禅(6) ｶｻｲ ｾﾞﾝ 16 渡辺 湊斗(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ

5 2 水の江小 12 櫻井 あすな(6) ｻｸﾗｲ ｱｽﾅ 53.81 5 3 山口FSL 35 前薗 紀沙(6) ﾏｴｿﾞﾉ ｷｽﾞﾅ 53.64
(千　葉) 12 辻 啓志郎(6) ﾂｼﾞ ｹｲｼﾛｳ (山　口) 35 柏田 琉依(6) ｶｼﾜﾀﾞ ﾙｲ

12 竹沢 明音羽(5) ﾀｹｻﾞﾜ ｱｵﾊﾞ 35 園田 虎太朗(6) ｿﾉﾀﾞ ｺﾀﾛｳ
12 金田 旬平(6) ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 35 長谷川 碧(6) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ

6 3 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 15 井出 早栄(6) ｲﾃﾞ ｻｴ 54.12 6 7 明峰ｼﾞｭﾆｱ 42 中瀬 昊(6) ﾅｶｾ ｺｳ 54.38
(山　梨) 15 武田 紗葉(6) ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ (長　崎) 42 土井 和輝(6) ﾄﾞｲ ｶｽﾞｷ

15 中田 幹太郎(6) ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 42 池田 梗香(6) ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｶ
15 遠藤 靖治(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ 42 稲田 望来(6) ｲﾅﾀﾞ ﾐｸﾙ

9 内城田SC 23 浦田 壮真(6) ｳﾗﾀ ｿｳﾏ DQ,R2 7 5 ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 29 北野 琥太郎(6) ｷﾀﾉ ｺﾀﾛｳ 54.65
(三　重) 23 柳生 勇誠(6) ﾔｷﾞｭｳ ﾕｳｾｲ (奈　良) 29 藤岡 奏磨(6) ﾌｼﾞｵｶ ｿｳﾏ

23 西村 心花(6) ﾆｼﾑﾗ ｺｺﾅ 29 藤山 咲来(5) ﾌｼﾞﾔﾏ ｻｷ
23 石井 唯愛(6) ｲｼｲ ﾕｱ 29 美田村 咲花(6) ﾐﾀﾑﾗ ｻﾜﾅ

5 倉敷ｼﾞｭﾆｱ DNS
(岡　山)

決　勝　3組

C決勝 B決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 ｱｽﾘｰﾄ工房 47 宮里 虹子(6) ﾐﾔｻﾞﾄ ﾆｺ 53.45 1 7 横浜AC 14 ｼｭｯﾂｪ 弥亜(6) ｼｭｯﾂｪ ﾐｱ 52.17
(沖　縄) 47 玉城 和(6) ﾀﾏｷ ﾅｺﾞﾐ (神奈川) 14 甲 真之介(6) ｷﾉｴ ｼﾝﾉｽｹ

47 吉永 一晴(6) ﾖｼﾅｶﾞ ｲｯｾｲ 14 松田 花乃(6) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉ
47 安慶名 梨音(6) ｱｹﾞﾅ ﾘｵﾝ 14 飯塚 洵平(6) ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ

2 8 水戸AC 8 菊池 央雅(6) ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ 53.63 2 5 金沢市陸上教室 19 今西 美友(6) ｲﾏﾆｼ ﾐﾕ 52.51
(茨　城) 8 檜山 明音(6) ﾋﾔﾏ ｱﾉﾝ (石　川) 19 石野 蒼生(6) ｲｼﾉ ｱｵｲ

8 羽田 琉美香(6) ﾊﾈﾀﾞ ﾙﾐｶ 19 松居 由乃(5) ﾏﾂｲ ﾕﾉ
8 飛田 環(6) ﾄﾋﾞﾀ ﾀﾏｷ 19 上里 咲人(6) ｳｴｻﾄ ｻｸﾄ

3 4 岡谷田中小 17 北川 愛果(6) ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 53.65 3 6 但馬AC 28 橋本 結菜(6) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 52.55
(長　野) 17 大森 琥明(6) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ (兵　庫) 28 川見 光(6) ｶﾜﾐ ﾋｶﾙ

17 田中 海羽(6) ﾀﾅｶ ﾐｳ 28 岡本 千佳(6) ｵｶﾓﾄ ﾁｶ
17 佐藤 叶寅(6) ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ 28 木村 壱咲(6) ｷﾑﾗ ｲｯｻ

4 9 広島JrOC 34 朝山 更来(6) ｱｻﾔﾏ ｻﾗ 53.75 4 9 太陽SC忍者 46 脇元 麻央(6) ﾜｷﾓﾄ ﾏｵ 52.67
(広　島) 34 濱中 穂乃花(6) ﾊﾏﾅｶ ﾎﾉｶ (鹿児島) 46 山本 修誠(6) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ

34 嶋田 莞大(6) ｼﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ 46 谷山 蒼空(6) ﾀﾆﾔﾏ ｿﾗ
34 浪速 彪翔(6) ﾅﾆﾜ ｱﾔﾄ 46 福﨑 心遥(6) ﾌｸｻﾞｷ ﾐﾊﾙ

5 5 守山陸上教室 25 二村 沙紀(6) ﾌﾀﾑﾗ ｻｷ 53.78 5 4 JAC-A 5 鈴木 里彩(6) ｽｽﾞｷ ﾘｻ 52.81
(滋　賀) 25 森 玄親(6) ﾓﾘ ｹﾞﾝｼﾝ (秋　田) 5 中村 颯斗(6) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ

25 山中 七海(6) ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 5 和田 姫怜(6) ﾜﾀﾞ ﾐﾚｲ
25 廣瀬 宗成(6) ﾋﾛｾ ﾑﾈﾅﾘ 5 加賀谷 陽(6) ｶｶﾞﾔ ﾊﾙ

6 6 益田陸上教室 32 松本 響希(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 54.01 6 8 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 43 村田 凛(5) ﾑﾗﾀ ﾘﾝ 52.82
(島　根) 32 梶谷 優伍(5) ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｺﾞ (熊　本) 43 西本 青空(6) ﾆｼﾓﾄ ｿﾗ

32 島田 望未(6) ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 43 伊牟田 陽花(5) ｲﾑﾀ ﾋﾅ
32 桐田 朱花(6) ｷﾘﾀ ｱﾔｶ 43 黒木 聖将(6) ｸﾛｷ ｱｷﾄ

7 3 SRKｼﾞｭﾆｱ 6 石堂 榛馬(6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 54.26 7 2 佐野SAC 9 清水 紗奈(5) ｼﾐｽﾞ ｿﾖﾅ 52.91
(山　形) 6 櫻井 翔(6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ (栃　木) 9 日向野 瑛介(6) ﾋｶﾞﾉ ｴｲｽｹ

6 菅原 りさ(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 9 松尾 咲良(6) ﾏﾂｵ ｻｸﾗ
6 佐々木 愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ 9 赤坂 優光(6) ｱｶｻｶ ﾕｳｷ

8 2 平川ｼﾞｭﾆｱ 2 伊藤 沙綾(6) ｲﾄｳ ｻｱﾔ 54.43 8 3 富士陸上 21 清 穂乃花(6) ｾｲ ﾎﾉｶ 53.20
(青　森) 2 古川 未來(6) ｺｶﾞﾜ ﾐﾗｲ (静　岡) 21 武田 健聖(6) ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｾｲ

2 八木橋 瑛太(6) ﾔｷﾞﾊｼ ｴｲﾀ 21 塩川 桃(6) ｼｵｶﾜ ﾓﾓ
2 葛西 禅(6) ｶｻｲ ｾﾞﾝ 21 高田 健吾(6) ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
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8月20日 10:05 予　選
大会記録(GR)                  50.4     安城JAC(愛　知・山本 遥･神谷 朱里･小野 真大･山内 達平)2019 8月20日 15:05 決　勝

決　勝　3組

A決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 函館CRS 1 若松 瑞(6) ﾜｶﾏﾂ ｽｲ 50.80
(北海道) 1 河本 怜愛(6) ｶﾜﾓﾄ ﾚｱ

1 東谷 勇輝(6) ｱｽﾞﾏﾔ ﾕｳｷ
1 北 琉聖(6) ｷﾀ ﾘｭｳｾｲ

2 4 ﾌｫﾙﾃ世田谷 13 鎌田 健矢(6) ｶﾏﾀ ｹﾝﾔ 51.02
(東　京) 13 早瀬 舜(6) ﾊﾔｾ ｼｭﾝ

13 山本 二瑚(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ
13 沼田 志都(6) ﾇﾏﾀ ｼﾄﾞ

3 7 RUN.jp 11 日景 レイチェル(5) ﾋｶｹﾞ ﾚｲﾁｪﾙ 51.44
(埼　玉) 11 木村 昊希(6) ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ

11 矢野 透麻(6) ﾔﾉ ﾄｳﾏ
11 池畑 優月(6) ｲｹﾊﾀ ﾕｽﾞｷ

4 5 豊川AC 22 伊藤 桜良(6) ｲﾄｳ ｻｸﾗ 51.49
(愛　知) 22 中島 貫汰(6) ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ

22 宮道 菜々美(6) ﾐﾔﾐﾁ ﾅﾅﾐ
22 鈴木 陽仁(6) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ

5 3 宮崎西陸上 45 髙橋 心遙(6) ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 51.96
(宮　崎) 45 下屋 勇斗(6) ｼﾀﾔ ﾊﾔﾄ

45 菊地 絢乃(6) ｷｸﾁ ｱﾔﾉ
45 足立 航太郎(6) ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

6 8 ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 4 櫻本 涼華(6) ｻｸﾗﾓﾄ ｽｽﾞｶ 51.98
(宮　城) 4 渋谷 心麗(6) ｼﾌﾞﾔ ﾐﾚｲ

4 玉川 陽(6) ﾀﾏｶﾜ ﾋﾅﾀ
4 菊池 丈琉(6) ｷｸﾁ ﾀｹﾙ

7 2 島本ｼﾞｭﾆｱ 27 西谷 昭太朗(6) ﾆｼﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ 52.01
(大　阪) 27 虎谷 莉依(6) ﾄﾗﾀﾆ ﾚｲ

27 難波 咲歩(6) ﾅﾝﾊﾞ ｻﾎ
27 宮岡 駿(6) ﾐﾔｵｶ ｼｭﾝ

8 9 前橋市陸協 10 小林 侑楽(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 52.49
(群　馬) 10 髙野 裕真(6) ﾀｶﾉ ﾕﾏ

10 髙橋 愛理(6) ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ
10 石黒 大地(6) ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ
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