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 男子100m

rank NC 氏名 氏名カナ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 1055 増田　拓巳 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 咲くやこの花 10.53 +1.2 大　阪 近　畿

2 319 大野　晃祥 ｵｵﾉ ｱｷﾖｼ 3 東洋大牛久 10.54 0.0 茨　城 北関東

2 1559 永田　駿斗 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾄ 3 諫早 10.54 0.0 長　崎 北九州

4 662 横川　康佑 ﾖｺｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 3 長岡商 10.59 +1.7 新　潟 北信越

5 719 中野　涼介 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 3 松本深志 10.60 +1.7 長　野 北信越

5 1143 米井　健人 ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 3 鳥取城北 10.60 +0.8 鳥　取 中　国

7 1395 渡部　寛人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 3 松山北 10.64 +0.9 愛　媛 四　国

7 1514 里村　幸紀 ｻﾄﾑﾗ ｺｳｷ 3 武蔵台 10.64 0.0 福　岡 北九州

9 536 大嶋　健太 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 2 東京 10.65 +0.6 東　京 南関東

9 713 松下　優太 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 2 松川 10.65 +1.7 長　野 北信越

9 846 近藤　晃 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 3 愛工大名電 10.65 -1.3 愛　知 東　海

9 1283 作華　陸 ｻｯｶ ﾘｸ 3 山口 10.65 +1.9 山　口 中　国

13 224 井上　貴博 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 3 仙台二華 10.66 +0.1 宮　城 東　北

13 690 小林　圭介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 3 巻 10.66 +1.7 新　潟 北信越

15 699 池田　彪我 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 3 須坂東 10.68 +1.7 長　野 北信越

15 944 矢橋　寛明 ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 3 県岐阜商 10.68 -0.1 岐　阜 東　海

17 250 佐藤　修平 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 3 横手清陵学院 10.69 +0.3 秋　田 東　北

17 385 佐川　オタビオ ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ 3 前橋育英 10.69 +1.5 群　馬 北関東

19 629 小林　史智佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾁｶ 3 柏崎工 10.70 +1.7 新　潟 北信越

20 1181 竹元　敦也 ﾀｹﾓﾄ ｱﾂﾔ 3 美作 10.71 +0.1 岡　山 中　国

21 919 浦井　崚自 ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 3 宇治山田商 10.72 +0.1 三　重 東　海

21 1158 吾郷　陽 ｱｺﾞｳ ﾖｳ 3 松江北 10.72 +0.8 島　根 中　国

21 1225 中次　良明 ﾅｶﾂｷﾞ ﾖｼｱｷ 3 神辺旭 10.72 +0.8 広　島 中　国

24 533 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 3 成城 10.74 +0.7 東　京 南関東

25 1219 野田　悠斗 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 2 盈進 10.75 +0.8 広　島 中　国

26 1457 飯野　明彦 ｲｲﾉ ｱｷﾋｺ 2 九州国際大付 10.77 +1.7 福　岡 北九州

26 1520 大津　英介 ｵｵﾂ ｴｲｽｹ 3 八女工 10.77 0.0 福　岡 北九州

28 890 黒木　省悟 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 3 豊川 10.78 -2.2 愛　知 東　海

29 595 今野　恭佑 ｺﾝﾉ ｷｮｳｽｹ 3 相洋 10.79 -1.1 神奈川 南関東

29 807 犬塚　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 2 浜名 10.79 -2.6 静　岡 東　海

29 1019 多田　修平 ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 3 大阪桐蔭 10.79 -0.1 大　阪 近　畿

29 1048 滝内　誠 ﾀｷｳﾁ ﾏｺﾄ 3 近大附 10.79 -1.4 大　阪 近　畿

33 445 竹田　一平 ﾀｹﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 3 不動岡 10.80 -0.4 埼　玉 北関東

33 1482 牛田　匠海 ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 筑前 10.80 +1.7 福　岡 北九州

35 171 下澤田　貴也 ｼﾓｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾔ 3 盛岡工 10.81 +0.3 岩　手 東　北

35 285 山下　潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 2 福島 10.81 0.0 福　島 東　北

35 598 岩崎　浩太郎 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 3 東海大相模 10.81 -1.3 神奈川 南関東

38 1713 前田　一誠 ﾏｴﾀﾞ ｲｯｾｲ 3 鹿児島商 10.82 +1.7 鹿児島 南九州

39 284 金澤　洸輝 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｷ 3 日大東北 10.83 +0.1 福　島 東　北

39 343 長部　雅基 ｵｻﾍﾞ ﾏｻｷ 3 作新学院 10.83 -0.5 栃　木 北関東

41 1008 坂井　隆一郎 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 2 大阪 10.84 +1.3 大　阪 近　畿

41 1695 白石　黄良々 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ 3 出水商 10.84 -0.6 鹿児島 南九州

43 505 平山　裕太 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀ 3 成田 10.85 -1.6 千　葉 南関東

43 1740 当真　大智 ﾄｳﾏ ﾀﾞｲﾁ 3 中部商 10.85 +0.8 沖　縄 南九州

45 403 渡辺　烈志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 3 春日部東 10.86 -1.0 埼　玉 北関東

45 1448 辻　隼人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 2 九産大付九産 10.86 0.0 福　岡 北九州

47 108 髙松　祐孝 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾀｶ 2 北海道栄 10.87 -1.0 北海道 北海道

47 1075 西端　公志 ﾆｼﾊﾀ ｺｳｼﾞ 3 関学 10.87 -1.5 兵　庫 近　畿

47 1442 澤田　隆成 ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 3 土佐 10.87 +1.3 高　知 四　国

47 1686 桑原　雄輝 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｷ 3 宮崎工 10.87 +0.4 宮　崎 南九州

51 82 與坂　幸平 ﾖｻｶ ｺｳﾍｲ 3 東海大四 10.88 -1.0 北海道 北海道

51 1669 川野　孝一 ｶﾜﾉ ｺｳｲﾁ 2 延岡 10.88 -0.6 宮　崎 南九州

53 152 千葉　翔陽 ﾁﾊﾞ ｼｮｳﾖｳ 3 青森山田 10.89 +0.1 青　森 東　北

53 619 松岡　龍之介 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 横浜清陵総合 10.89 -2.1 神奈川 南関東

53 880 渡邉　圭一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 3 中京大中京 10.89 -2.6 愛　知 東　海

53 1417 冨岡　凌平 ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 2 南宇和 10.89 +0.9 愛　媛 四　国

53 1707 中俣　朋也 ﾅｶﾏﾀ ﾄﾓﾔ 3 鹿児島高専 10.89 +0.4 鹿児島 南九州

58 127 和嶋　大征 ﾜｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 2 八雲 10.90 -0.1 北海道 北海道

58 959 宮川　拓巳 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 3 伊吹 10.90 -0.9 滋　賀 近　畿

60 398 山田　寛大 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 3 春日部東 10.93 -2.4 埼　玉 北関東

60 1314 久米　悠介 ｸﾒ ﾕｳｽｹ 2 高松 10.93 +1.3 香　川 四　国

62 23 竹山　将太 ﾀｹﾔﾏ ｼｮｳﾀ 3 帯広農 10.95 +0.7 北海道 北海道

63 1296 國包　新 ｸﾆｶﾈ ｱﾗﾀ 3 香川西 10.96 +1.3 香　川 四　国

64 1352 徳永　翔太 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 3 鳴門渦潮 11.01 +1.2 徳　島 四　国

65 134 富山　大夢 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾑ 2 立命館慶祥 11.08 -1.0 北海道 北海道

66 109 高山　倭 ﾀｶﾔﾏ ﾔﾏﾄ 2 北海道栄 11.17 -1.0 北海道 北海道
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rank NC 氏名 氏名カナ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 1055 増田　拓巳 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 咲くやこの花 20.96 +1.4 大　阪 近　畿

2 595 今野　恭佑 ｺﾝﾉ ｷｮｳｽｹ 3 相洋 21.02 +0.2 神奈川 南関東

3 525 サニブラウン・A　ハキーム ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙ ﾊｷｰﾑ 1 城西大城西 21.24 +1.9 東　京 南関東

3 608 川辺　隼也 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 3 法政二 21.24 +0.2 神奈川 南関東

5 807 犬塚　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 2 浜名 21.25 -0.5 静　岡 東　海

6 806 太田　和希 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 3 沼津東 21.27 -0.3 静　岡 東　海

7 536 大嶋　健太 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 2 東京 21.30 +1.9 東　京 南関東

7 1075 西端　公志 ﾆｼﾊﾀ ｺｳｼﾞ 3 関学 21.30 +1.4 兵　庫 近　畿

9 1680 野村　一輝 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ 3 宮崎工 21.33 +0.5 宮　崎 南九州

10 1514 里村　幸紀 ｻﾄﾑﾗ ｺｳｷ 3 武蔵台 21.35 0.0 福　岡 北九州

11 879 村瀨　翔太 ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ 3 中京大中京 21.38 +0.7 愛　知 東　海

11 1095 平尾　裕希 ﾋﾗｵ ﾕｳｷ 3 滝川第二 21.38 +1.4 兵　庫 近　畿

13 1395 渡部　寛人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 3 松山北 21.42 -1.1 愛　媛 四　国

14 598 岩崎　浩太郎 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 3 東海大相模 21.43 -1.8 神奈川 南関東

14 1559 永田　駿斗 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾄ 3 諫早 21.43 0.0 長　崎 北九州

16 1606 山本　賢志 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 2 天草工 21.46 -1.0 熊　本 南九州

17 285 山下　潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 2 福島 21.47 -0.1 福　島 東　北

18 1074 谷下　潤 ﾀﾆｼﾀ ｼﾞｭﾝ 3 明石南 21.50 +1.3 兵　庫 近　畿

19 878 遠藤　侑汰 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 3 中京大中京 21.55 -0.5 愛　知 東　海

20 889 天野　広大 ｱﾏﾉ ｺｳﾀﾞｲ 2 豊川 21.56 +0.7 愛　知 東　海

21 690 小林　圭介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 3 巻 21.57 +0.8 新　潟 北信越

21 1080 文山　知之 ﾌﾐﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 3 三田祥雲館 21.57 +1.4 兵　庫 近　畿

23 1048 滝内　誠 ﾀｷｳﾁ ﾏｺﾄ 3 近大附 21.58 +1.4 大　阪 近　畿

24 866 渡会　元貴 ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ 3 時習館 21.60 -0.5 愛　知 東　海

25 442 ウォルシュ　ジュリアン ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 3 東野 21.63 -1.9 埼　玉 北関東

25 1321 佐藤　源 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 2 高松第一 21.63 +1.0 香　川 四　国

27 183 佐々木　愛斗 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ 2 盛岡南 21.66 -0.1 岩　手 東　北

27 533 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 3 成城 21.66 +1.9 東　京 南関東

29 187 最上　功己 ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ 3 盛岡南 21.67 -0.1 岩　手 東　北

30 1543 中島　祐市 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ 3 武雄 21.68 0.0 佐　賀 北九州

31 1275 田中　亮斗 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 3 西京 21.70 +0.1 山　口 中　国

32 1349 旭　拳汰 ｱｻﾋ ｹﾝﾀ 3 鳴門 21.72 +0.6 徳　島 四　国

33 108 髙松　祐孝 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾀｶ 2 北海道栄 21.73 -1.2 北海道 北海道

33 1158 吾郷　陽 ｱｺﾞｳ ﾖｳ 3 松江北 21.73 +0.1 島　根 中　国

35 229 雲村　寛太 ｸﾓﾑﾗ ｶﾝﾀ 3 東北 21.74 -0.1 宮　城 東　北

35 316 澤田　尚人 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾄ 3 土浦湖北 21.74 +1.6 茨　城 北関東

37 662 横川　康佑 ﾖｺｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 3 長岡商 21.76 +0.8 新　潟 北信越

38 287 古和口　廉 ｺﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 3 福島高専 21.77 -0.3 福　島 東　北

39 1463 森　佑貴 ﾓﾘ ﾕｳｷ 2 小倉東 21.78 0.0 福　岡 北九州

40 423 金子　将基 ｶﾈｺ ﾏｻｷ 3 昌平 21.79 -1.9 埼　玉 北関東

40 718 樋口　一馬 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 1 松商学園 21.79 +0.8 長　野 北信越

42 703 浅川　優人 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 3 県長野 21.80 +1.0 長　野 北信越

42 719 中野　涼介 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 3 松本深志 21.80 +0.8 長　野 北信越

44 370 栗原　公平 ｸﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ 3 東京農大二 21.81 +1.9 群　馬 北関東

45 445 竹田　一平 ﾀｹﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 3 不動岡 21.82 -1.9 埼　玉 北関東

45 1482 牛田　匠海 ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 筑前 21.82 +0.6 福　岡 北九州

47 159 村岡　尚弥 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 3 弘前実 21.83 -0.1 青　森 東　北

48 1695 白石　黄良々 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ 3 出水商 21.84 -1.0 鹿児島 南九州

49 347 小堀　良星 ｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳｾｲ 2 佐野 21.86 +1.9 栃　木 北関東

50 647 北村　柊也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ 3 東京学館新潟 21.87 -0.7 新　潟 北信越

51 1572 鬼塚　和利 ｵﾆﾂﾞｶ ｶｽﾞﾄｼ 3 西海学園 21.88 0.0 長　崎 北九州

52 115 松久　新 ﾏﾂﾋｻ ｱﾗﾀ 3 北海道栄 21.89 +0.1 北海道 北海道

53 1247 田川　日々紀 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 3 広島井口 21.91 +0.1 広　島 中　国

54 1619 中村　拓都 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 2 九州学院 21.92 -0.6 熊　本 南九州

55 1277 田村　紀樹 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 1 下関商 21.93 +0.9 山　口 中　国

55 1289 内藤　洸太 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 2 香川西 21.93 +1.0 香　川 四　国

57 82 與坂　幸平 ﾖｻｶ ｺｳﾍｲ 3 東海大四 21.95 +0.1 北海道 北海道

58 1686 桑原　雄輝 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｷ 3 宮崎工 21.99 +0.5 宮　崎 南九州

59 1181 竹元　敦也 ﾀｹﾓﾄ ｱﾂﾔ 3 美作 22.00 +0.1 岡　山 中　国

60 1620 江藤　拓都 ｴﾄｳ ﾀｸﾄ 2 九州学院 22.02 -1.0 熊　本 南九州

61 1263 橋本　正太 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 2 福山明王台 22.03 +0.1 広　島 中　国

62 1417 冨岡　凌平 ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 2 南宇和 22.04 +0.6 愛　媛 四　国

63 110 中山　峻太 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 2 北海道栄 22.05 +0.6 北海道 北海道

64 57 類家　大樹 ﾙｲｹ ﾋﾛｷ 2 白樺学園 22.12 +1.0 北海道 北海道

65 1430 菊池　航矢 ｷｸﾁ ｺｳﾔ 3 八幡浜 22.15 +0.6 愛　媛 四　国

66 134 富山　大夢 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾑ 2 立命館慶祥 22.17 +0.6 北海道 北海道
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 男子400m

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 806 太田　和希 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 3 沼津東 46.94 静　岡 東　海

2 442 ウォルシュ　ジュリアン ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 3 東野 46.98 埼　玉 北関東

3 769 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 3 敦賀 47.16 福　井 北信越

4 1606 山本　賢志 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 2 天草工 47.21 熊　本 南九州

5 183 佐々木　愛斗 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ 2 盛岡南 47.26 岩　手 東　北

6 978 岩本　武 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ 3 京都両洋 47.35 京　都 近　畿

7 363 小渕　瑞樹 ｵﾌﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 3 勢多農林 47.40 群　馬 北関東

8 1680 野村　一輝 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ 3 宮崎工 47.53 宮　崎 南九州

9 832 中西　大輔 ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ 3 浜松市立 47.56 静　岡 東　海

10 1059 椋下　弦矢 ﾑｸｼﾀ ｹﾞﾝﾔ 3 桜宮 47.66 大　阪 近　畿

11 423 金子　将基 ｶﾈｺ ﾏｻｷ 3 昌平 47.70 埼　玉 北関東

11 653 関原　真 ｾｷﾊﾗ ｼﾝ 3 長岡 47.70 新　潟 北信越

13 804 土屋　順哉 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ 3 韮山 47.72 静　岡 東　海

14 646 魚野　翔太 ｳｵﾉ ｼｮｳﾀ 3 東京学館新潟 47.74 新　潟 北信越

15 703 浅川　優人 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 3 県長野 47.80 長　野 北信越

16 489 八代　力 ﾔｼﾛ ﾘｷ 3 東京学館 47.81 千　葉 南関東

17 615 西山　幸佑 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｽｹ 3 弥栄 47.87 神奈川 南関東

18 240 兎澤　航平 ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 3 大館国際情報 47.89 秋　田 東　北

19 287 古和口　廉 ｺﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 3 福島高専 47.93 福　島 東　北

19 685 古川　慶次 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｼﾞ 3 日本文理 47.93 新　潟 北信越

21 864 祖父江　巧 ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 2 江南 47.95 愛　知 東　海

21 1480 清田　薫 ｷﾖﾀ ｶｵﾙ 3 筑紫丘 47.95 福　岡 北九州

23 469 松永　康太朗 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 2 検見川 47.96 千　葉 南関東

23 1497 山下　翔太郎 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 3 東福岡 47.96 福　岡 北九州

25 1560 寺井　翔太 ﾃﾗｲ ｼｮｳﾀ 3 諫早 47.98 長　崎 北九州

26 1012 沖　佳史 ｵｷ ﾖｼﾌﾐ 3 大阪 48.01 大　阪 近　畿

27 194 渡辺　類 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 3 石巻 48.12 宮　城 東　北

28 297 佐藤　稜 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 3 福島成蹊 48.14 福　島 東　北

29 478 小林　廉太朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 2 東海大浦安 48.17 千　葉 南関東

30 915 直江　航平 ﾅｵｴ ｺｳﾍｲ 2 宇治山田商 48.18 三　重 東　海

31 755 中山　雄介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 3 大聖寺 48.19 石　川 北信越

32 508 前山　陽軌 ﾏｴﾔﾏ ﾊﾙｷ 3 成田 48.20 千　葉 南関東

33 447 白幡　大輝 ｼﾗﾊﾀ ﾀﾞｲｷ 3 武南 48.24 埼　玉 北関東

34 1754 川満　健太 ｶﾜﾐﾂ ｹﾝﾀ 3 那覇西 48.26 沖　縄 南九州

35 1603 松清　和希 ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ 2 楊志館 48.27 大　分 北九州

35 1620 江藤　拓都 ｴﾄｳ ﾀｸﾄ 2 九州学院 48.27 熊　本 南九州

37 1642 門東　幸誠 ﾓﾝﾄｳ ｺｳｾｲ 3 熊本工 48.32 熊　本 南九州

38 1115 高松　知史 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 3 和歌山北 48.33 和歌山 近　畿

39 1202 林　高春 ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 3 倉敷工 48.36 岡　山 中　国

40 1071 片山　雄斗 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 3 桃山学院 48.38 大　阪 近　畿

40 1449 田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 2 九産大付九産 48.38 福　岡 北九州

42 202 太細　裕斗 ﾀﾞｻｲ ﾕｳﾄ 3 泉 48.42 宮　城 東　北

42 903 市川　雄太 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 3 南山男子 48.42 愛　知 東　海

42 1060 瀬戸　亮太 ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 3 清風 48.42 大　阪 近　畿

45 1668 大山　和茂 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 3 高鍋 48.46 宮　崎 南九州

46 548 尾﨑　正大 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 2 桐朋 48.47 東　京 南関東

47 1204 吉田　崇智 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 3 倉敷工 48.53 岡　山 中　国

48 1321 佐藤　源 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 2 高松第一 48.54 香　川 四　国

49 448 荒木　孝一 ｱﾗｷ ｺｳｲﾁ 3 武南 48.56 埼　玉 北関東

50 353 尾崎　天佑 ｵｻﾞｷ ﾃﾝﾕｳ 3 白鴎大足利 48.64 栃　木 北関東

51 1470 三浦　歩 ﾐｳﾗ ｽｽﾑ 2 純真 48.70 福　岡 北九州

52 1256 角本　勇樹 ｶｸﾓﾄ ﾕｳｷ 2 広島皆実 48.75 広　島 中　国

53 101 菅　英登 ｽｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 3 浦河 48.96 北海道 北海道

53 1411 大舘　柊太 ｵｵﾀﾞﾃ ｼｭｳﾀ 3 松山東 48.96 愛　媛 四　国

55 1207 吉田　京平 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 2 倉敷青陵 49.08 岡　山 中　国

56 1435 谷崎　吉泰 ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｼﾔｽ 3 岡豊 49.10 高　知 四　国

57 1132 住谷　俊亮 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 1 鳥取商 49.13 鳥　取 中　国

58 1166 山﨑　定将 ﾔﾏｻｷ ｻﾀﾞﾏｻ 3 明誠 49.16 島　根 中　国

59 57 類家　大樹 ﾙｲｹ ﾋﾛｷ 2 白樺学園 49.35 北海道 北海道

60 124 星　汰一 ﾎｼ ﾀｲﾁ 3 苫小牧南 49.38 北海道 北海道

61 1330 井上　普人 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 1 城南 49.41 徳　島 四　国

62 1388 下平　泰之 ｼﾀﾋﾗ ﾀｲｼ 3 新田 49.54 愛　媛 四　国

63 129 吉田　光洋 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 2 八雲 49.57 北海道 北海道

64 1338 中内　洸希 ﾅｶｳﾁ ｺｳｷ 2 徳島北 49.65 徳　島 四　国

65 115 松久　新 ﾏﾂﾋｻ ｱﾗﾀ 3 北海道栄 49.66 北海道 北海道

66 11 奥泉　星哉 ｵｸｲｽﾞﾐ ｾｲﾔ 3 石狩南 49.95 北海道 北海道
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 男子800m

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 975 鍋島　基 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓﾄｲ 3 桂 1:51.75 京　都 近　畿

2 513 前田　恋弥 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝﾔ 3 市立船橋 1:51.86 千　葉 南関東

3 1098 西村　陽貴 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 2 西脇工 1:52.38 兵　庫 近　畿

4 485 梅谷　健太 ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 3 東海大望洋 1:52.47 千　葉 南関東

5 588 小川　智也 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 2 相洋 1:52.65 神奈川 南関東

6 789 増田　健人 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 3 北陸 1:52.70 福　井 北信越

7 599 名田　篤史 ﾅﾀﾞ ｱﾂﾌﾐ 3 日大 1:52.72 神奈川 南関東

8 697 中島　大智 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 3 木曽青峰 1:52.80 長　野 北信越

9 1000 上田　啓太 ｳｴﾀﾞ ｹｲﾀ 3 生野 1:52.95 大　阪 近　畿

10 1568 高木　駿一 ﾀｶｷ ｼｭﾝｲﾁ 2 口加 1:53.01 長　崎 北九州

11 676 花岡　一臣 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞｵﾐ 2 新潟明訓 1:53.26 新　潟 北信越

12 526 長尾　俊希 ﾅｶﾞｵ ﾄｼｷ 3 城西大城西 1:53.30 東　京 南関東

13 377 横川　巧 ﾖｺｶﾜ ﾀｸﾐ 2 中之条 1:53.33 群　馬 北関東

13 1067 矢守　志穏 ﾔﾓﾘ ｼｵﾝ 3 天王寺 1:53.33 大　阪 近　畿

15 474 大野　祥嵩 ｵｵﾉ ﾖｼﾀｶ 3 船橋啓明 1:53.42 千　葉 南関東

15 1654 太田黒　卓 ｵｵﾀｸﾞﾛ ｽｸﾞﾙ 3 多良木 1:53.42 熊　本 南九州

17 1072 藤原　伸哉 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 3 明石城西 1:53.52 兵　庫 近　畿

18 702 手塚　将弥 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 3 東海大三 1:53.53 長　野 北信越

19 730 北尾　崇郎 ｷﾀｵ ﾀｶｵ 2 入善 1:53.65 富　山 北信越

20 649 富井　寿大 ﾄﾐｲ ﾄｼﾋﾛ 3 東京学館新潟 1:53.81 新　潟 北信越

21 970 内田　弦大 ｳﾁﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 3 高島 1:53.89 滋　賀 近　畿

22 1567 小川　真生 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｷ 3 諫早東 1:54.08 長　崎 北九州

23 205 高橋　廉 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 3 塩釜 1:54.10 宮　城 東　北

24 184 櫻岡　流星 ｻｸﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ 2 盛岡南 1:54.11 岩　手 東　北

25 320 小林　航央 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｵｳ 3 東洋大牛久 1:54.12 茨　城 北関東

26 1528 松尾　大樹 ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｷ 3 敬徳 1:54.18 佐　賀 北九州

27 1471 佐藤　友怜 ｻﾄｳ ﾕｳﾘ 2 純真 1:54.26 福　岡 北九州

28 1527 田﨑　諒 ﾀｻｷ ﾘｮｳ 3 唐津南 1:54.28 佐　賀 北九州

29 1485 岩元　拓斗 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾄ 3 筑陽学園 1:54.33 福　岡 北九州

30 338 飯島　陸斗 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 2 緑岡 1:54.47 茨　城 北関東

31 404 諸岡　尚大 ﾓﾛｵｶ ﾅｵﾋﾛ 3 川口北 1:54.54 埼　玉 北関東

32 273 田母神　一喜 ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ 2 学法石川 1:54.63 福　島 東　北

33 387 中條　龍 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｭｳ 3 前橋育英 1:54.77 群　馬 北関東

34 432 西久保　達也 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 2 聖望 1:54.89 埼　玉 北関東

35 263 奥村　翼 ｵｸﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 3 山形中央 1:55.03 山　形 東　北

36 1760 山城　興平 ﾔﾏｼﾛ ｺｳﾍｲ 3 前原 1:55.11 沖　縄 南九州

37 1659 硴野　魁星 ｶｷﾉ ｶｲｾｲ 3 八代工 1:55.13 熊　本 南九州

38 147 小川　颯也 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾔ 3 青森 1:55.24 青　森 東　北

39 902 斉藤　好輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ 3 名古屋南 1:55.25 愛　知 東　海

40 180 村上　諄 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 3 盛岡四 1:55.28 岩　手 東　北

41 1264 安田　理人 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾄ 3 府中 1:55.33 広　島 中　国

42 867 浅井　良 ｱｻｲ ﾘｮｳ 2 瑞陵 1:55.34 愛　知 東　海

43 1360 村上　一誠 ﾑﾗｶﾐ ｲｯｾｲ 2 今治西 1:55.44 愛　媛 四　国

44 1424 飯尾　亮平 ｲｲｵ ﾘｮｳﾍｲ 1 八幡浜 1:55.52 愛　媛 四　国

45 1384 清村　恒大 ｷﾖﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 3 新居浜西 1:55.63 愛　媛 四　国

46 1268 松尾　周京 ﾏﾂｵ ｼｭｳｹｲ 3 慶進 1:55.93 山　口 中　国

47 869 梅村　一輝 ｳﾒﾑﾗ ｶｽﾞｷ 3 千種 1:56.03 愛　知 東　海

48 1607 瀬戸口　大地 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 1 開新 1:56.08 熊　本 南九州

49 862 山根　康太 ﾔﾏﾈ ｺｳﾀ 3 岡崎西 1:56.11 愛　知 東　海

50 1657 内田　翼 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 3 水俣 1:56.22 熊　本 南九州

51 1648 中神　大幸 ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 2 熊本千原台 1:56.29 熊　本 南九州

52 1266 藤本　大樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 2 岩国工 1:56.56 山　口 中　国

53 72 中川　雄介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 3 滝川西 1:56.68 北海道 北海道

54 1350 桝田　涼 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 2 鳴門 1:56.72 徳　島 四　国

55 11 奥泉　星哉 ｵｸｲｽﾞﾐ ｾｲﾔ 3 石狩南 1:56.85 北海道 北海道

56 824 袴田　駿 ﾊｶﾏﾀ ｼｭﾝ 3 浜松湖南 1:56.86 静　岡 東　海

57 1189 徳永　翼 ﾄｸﾅｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 2 岡山操山 1:56.93 岡　山 中　国

58 1316 原岡　昇平 ﾊﾗｵｶ ｼｮｳﾍｲ 3 高松工芸 1:56.95 香　川 四　国

59 101 菅　英登 ｽｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 3 浦河 1:57.04 北海道 北海道

60 936 河村　一輝 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 2 大垣日大 1:57.11 岐　阜 東　海

61 1220 守田　空礼 ﾓﾘﾀ ｿﾗ 3 尾道 1:57.15 広　島 中　国

62 1168 熊谷　篤弥 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂﾔ 3 明誠 1:57.17 島　根 中　国

63 75 羽澤　雄大 ﾊｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 3 千歳 1:57.52 北海道 北海道

64 63 古閑　新大 ｺｶﾞ ｱﾗﾀ 3 市立函館 1:57.58 北海道 北海道

65 91 島津　孝紀 ｼﾏｽﾞ ｺｳｷ 3 函大付有斗 1:57.59 北海道 北海道

66 1337 稲岡　絵晴 ｲﾅｵｶ ｶｲｾｲ 2 つるぎ 1:57.68 徳　島 四　国
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 967 小澤　直人 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 3 草津東 3:49.95 滋　賀 近　畿

2 151 ジョン　カリウキ ｼﾞｮﾝ ｶﾘｳｷ 2 青森山田 3:50.03 青　森 東　北

3 1098 西村　陽貴 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 2 西脇工 3:50.87 兵　庫 近　畿

4 1097 坂東　悠汰 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 3 津名 3:50.91 兵　庫 近　畿

5 975 鍋島　基 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓﾄｲ 3 桂 3:51.05 京　都 近　畿

6 1117 橋詰　大慧 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ 3 和歌山北 3:51.45 和歌山 近　畿

7 1076 廣　佳樹 ﾋﾛ ﾖｼｷ 3 県西宮 3:51.67 兵　庫 近　畿

8 267 遠藤　陽太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 3 山形南 3:52.48 山　形 東　北

9 275 林　尚範 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 3 学法石川 3:52.53 福　島 東　北

10 218 小室　翼 ｺﾑﾛ ﾂﾊﾞｻ 2 仙台育英 3:53.02 宮　城 東　北

11 277 物江　雄利 ﾓﾉｴ ｶﾂﾄｼ 3 喜多方 3:53.22 福　島 東　北

12 255 森　優太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 2 東海大山形 3:53.55 山　形 東　北

13 1663 廣末　卓 ﾋﾛｽｴ ｽｸﾞﾙ 3 小林 3:53.65 宮　崎 南九州

14 513 前田　恋弥 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝﾔ 3 市立船橋 3:53.68 千　葉 南関東

15 485 梅谷　健太 ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 3 東海大望洋 3:53.69 千　葉 南関東

16 626 mbuguruisaac　nduro ﾑﾌﾞｸﾞﾙｱｲｻﾞｯｸ ﾇﾄﾞｩﾛ 1 開志国際 3:54.78 新　潟 北信越

17 357 齋藤　槙 ｻｲﾄｳ ｼﾝ 3 伊勢崎商 3:55.23 群　馬 北関東

18 382 秋間　正輝 ｱｷﾏ ﾏｻｷ 3 前橋育英 3:55.56 群　馬 北関東

19 1708 田中　龍太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 3 鹿児島実 3:55.57 鹿児島 南九州

20 839 大石　波輝 ｵｵｲｼ ﾅﾐｷ 3 藤枝明誠 3:55.96 静　岡 東　海

21 1504 舟津　彰馬 ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 2 福岡大附大濠 3:56.20 福　岡 北九州

22 1614 神林　勇太 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 1 九州学院 3:56.26 熊　本 南九州

23 1310 冨原　拓 ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ 2 尽誠学園 3:56.28 香　川 四　国

24 1444 鬼塚　翔太 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 2 大牟田 3:56.30 福　岡 北九州

25 701 湯澤　舜 ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 3 東海大三 3:56.40 長　野 北信越

26 1654 太田黒　卓 ｵｵﾀｸﾞﾛ ｽｸﾞﾙ 3 多良木 3:56.64 熊　本 南九州

27 472 島田　匠海 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 専修大松戸 3:56.70 千　葉 南関東

28 1661 山村　凱斗 ﾔﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 2 小林 3:56.72 宮　崎 南九州

29 759 山本　修二 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 3 遊学館 3:56.77 石　川 北信越

30 849 多和田　涼介 ﾀﾜﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 3 愛知 3:56.79 愛　知 東　海

31 951 細江　勇吾 ﾎｿｴ ﾕｳｺﾞ 3 益田清風 3:57.08 岐　阜 東　海

32 649 富井　寿大 ﾄﾐｲ ﾄｼﾋﾛ 3 東京学館新潟 3:57.09 新　潟 北信越

33 847 青木　祐人 ｱｵｷ ﾕｳﾄ 2 愛知 3:57.21 愛　知 東　海

34 910 外岡　拓磨 ﾄﾉｵｶ ﾀｸﾏ 3 伊賀白鳳 3:57.23 三　重 東　海

35 936 河村　一輝 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 2 大垣日大 3:57.42 岐　阜 東　海

36 762 松田　岳大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 3 鯖江 3:57.64 福　井 北信越

37 705 石澤　崇紀 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 2 長野日大 3:57.73 長　野 北信越

38 1347 西條　功一 ｻｲｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ 3 富岡東 3:57.74 徳　島 四　国

39 523 岡田　健 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 3 久我山 3:57.91 東　京 南関東

40 1311 香川　慎吾 ｶｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 3 尽誠学園 3:57.94 香　川 四　国

41 623 高橋　将平 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 3 韮崎 3:58.00 山　梨 南関東

42 1348 金森　博至 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 2 鳴門 3:58.20 徳　島 四　国

43 1431 和家　睦昌 ﾜｹ ﾄﾓｱｷ 3 八幡浜 3:58.54 愛　媛 四　国

44 1437 武市　大輝 ﾀｹﾁ ﾀﾞｲｷ 3 高知工 3:58.56 高　知 四　国

45 1721 千田　怜央 ｾﾝﾀﾞ ﾚｵ 3 国分 3:58.64 鹿児島 南九州

46 563 齋藤　雅英 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 2 早稲田実 3:58.68 東　京 南関東

47 77 小松　陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 2 東海大四 3:58.95 北海道 北海道

48 48 新関　友基 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳｷ 3 札幌山の手 3:59.00 北海道 北海道

49 1460 岡部　誉広 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 3 小倉工 3:59.05 福　岡 北九州

50 1515 杉　優一郎 ｽｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 3 柳川 3:59.44 福　岡 北九州

51 1542 副島　孝輝 ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｷ 3 白石 3:59.77 佐　賀 北九州

52 1582 井手　優太 ｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 3 鎮西学院 3:59.81 長　崎 北九州

53 1215 小松　直生 ｺﾏﾂ ﾅｵｷ 1 水島工 4:00.13 岡　山 中　国

54 81 河上　遼太郎 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 東海大四 4:00.48 北海道 北海道

55 1269 中村　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 2 西京 4:00.51 山　口 中　国

56 320 小林　航央 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｵｳ 3 東洋大牛久 4:00.56 茨　城 北関東

57 33 金綱　航平 ｶﾅﾂﾅ ｺｳﾍｲ 3 札幌第一 4:00.57 北海道 北海道

58 349 生方　敦也 ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾂﾔ 2 佐野日大 4:00.61 栃　木 北関東

59 1281 富田　就斗 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 3 徳山高専 4:01.12 山　口 中　国

60 49 佐賀　悠希 ｻｶﾞ ﾕｳｷ 3 札幌山の手 4:01.36 北海道 北海道

61 1279 原田　建史朗 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 2 高川学園 4:01.40 山　口 中　国

62 1192 森崎　拓海 ﾓﾘｻｷ ﾀｸﾐ 3 倉敷 4:01.44 岡　山 中　国

63 391 新井　康平 ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 3 浦和実 4:01.70 埼　玉 北関東

64 354 梶谷　瑠哉 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 3 白鴎大足利 4:01.93 栃　木 北関東

65 46 八重樫　一也 ﾔｴｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ 1 札幌山の手 4:02.36 北海道 北海道

66 1270 福本　真大 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 2 西京 4:02.80 山　口 中　国
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 男子5000m

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 219 サイラス　キンゴリ ｻｲﾗｽ ｷﾝｺﾞﾘ 2 仙台育英 13:56.55 宮　城 東　北

2 1244 ポール　カマイシ ﾎﾟｰﾙ ｶﾏｲｼ 2 世羅 14:09.83 広　島 中　国

3 50 チャールズ　ドゥング ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾄﾞｩﾝｸﾞ 3 札幌山の手 14:12.89 北海道 北海道

4 228 三浦　洋希 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 3 東北 14:13.67 宮　城 東　北

5 151 ジョン　カリウキ ｼﾞｮﾝ ｶﾘｳｷ 2 青森山田 14:14.62 青　森 東　北

6 517 羽生　拓矢 ﾊﾆｭｳ ﾀｸﾔ 2 八千代松陰 14:16.42 千　葉 南関東

7 276 車田　颯 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 3 学法石川 14:18.02 福　島 東　北

8 354 梶谷　瑠哉 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 3 白鴎大足利 14:19.42 栃　木 北関東

9 366 清水　歓太 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 3 中央中等 14:20.18 群　馬 北関東

10 234 湊谷　春紀 ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ 3 秋田工 14:21.64 秋　田 東　北

11 226 中村　大成 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 2 東北 14:22.83 宮　城 東　北

12 305 中島　公平 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 3 水城 14:23.63 茨　城 北関東

13 410 館澤　亨次 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 2 埼玉栄 14:25.19 埼　玉 北関東

14 1246 新迫　志希 ｼﾝｻｺ ｼｷ 2 世羅 14:25.87 広　島 中　国

15 906 下　史典 ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ 3 伊賀白鳳 14:29.25 三　重 東　海

16 967 小澤　直人 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 3 草津東 14:29.34 滋　賀 近　畿

17 626 mbuguruisaac　nduro ﾑﾌﾞｸﾞﾙｱｲｻﾞｯｸ ﾇﾄﾞｩﾛ 1 開志国際 14:29.94 新　潟 北信越

18 1099 森田　智哉 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ 3 東播磨 14:31.60 兵　庫 近　畿

19 848 山藤　篤司 ﾔﾏﾄｳ ｱﾂｼ 3 愛知 14:31.98 愛　知 東　海

20 1557 坂口　裕之 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 3 諫早 14:32.75 長　崎 北九州

21 1245 中島　大就 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｼﾞｭ 2 世羅 14:33.13 広　島 中　国

22 795 大畑　和真 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 3 島田 14:33.28 静　岡 東　海

23 360 塩尻　和也 ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 3 伊勢崎清明 14:33.54 群　馬 北関東

24 512 伊勢　翔吾 ｲｾ ｼｮｳｺﾞ 3 市立船橋 14:33.67 千　葉 南関東

25 892 小畠　宏友 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄﾓ 3 豊川工 14:33.69 愛　知 東　海

26 1086 堀尾　謙介 ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ 3 須磨学園 14:34.02 兵　庫 近　畿

27 907 角出　龍哉 ｽﾐﾃﾞ ﾀﾂﾔ 3 伊賀白鳳 14:34.10 三　重 東　海

28 510 加藤　拓海 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 3 成田 14:34.54 千　葉 南関東

29 1085 西川　雄一朗 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2 須磨学園 14:34.93 兵　庫 近　畿

30 1444 鬼塚　翔太 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 2 大牟田 14:35.22 福　岡 北九州

31 1117 橋詰　大慧 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ 3 和歌山北 14:36.79 和歌山 近　畿

32 471 難波　皓平 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ 2 専修大松戸 14:36.97 千　葉 南関東

33 796 茂川　聖真 ﾓｶﾞﾜ ｾｲﾏ 3 島田 14:37.63 静　岡 東　海

34 1546 古賀　淳紫 ｺｶﾞ ｷﾖｼ 3 鳥栖工 14:39.99 佐　賀 北九州

35 1030 高砂　大地 ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ 2 関大北陽 14:40.07 大　阪 近　畿

36 1708 田中　龍太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 3 鹿児島実 14:40.13 鹿児島 南九州

37 1542 副島　孝輝 ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｷ 3 白石 14:40.26 佐　賀 北九州

38 1544 大坪　桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 2 鳥栖工 14:41.25 佐　賀 北九州

39 514 矢嶋　謙悟 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 3 市立船橋 14:41.45 千　葉 南関東

40 367 西山　和弥 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 1 東京農大二 14:41.57 群　馬 北関東

41 1663 廣末　卓 ﾋﾛｽｴ ｽｸﾞﾙ 3 小林 14:41.89 宮　崎 南九州

42 1515 杉　優一郎 ｽｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 3 柳川 14:42.24 福　岡 北九州

43 701 湯澤　舜 ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 3 東海大三 14:42.82 長　野 北信越

44 1149 東島　清純 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 3 米子松蔭 14:43.49 鳥　取 中　国

45 1269 中村　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 2 西京 14:44.72 山　口 中　国

46 763 堀井　貴裕 ﾎﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 3 鯖江 14:44.88 福　井 北信越

47 520 斉藤　寛明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 2 久我山 14:46.52 東　京 南関東

48 635 畔上　和弥 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 3 関根学園 14:47.07 新　潟 北信越

49 708 山﨑　光 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 3 長野日大 14:49.07 長　野 北信越

50 698 長沼　大智 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 3 佐久長聖 14:49.36 長　野 北信越

51 1649 宮﨑　勇将 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼｮｳ 3 熊本千原台 14:49.75 熊　本 南九州

52 1271 花田　凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 2 西京 14:50.03 山　口 中　国

53 1662 今西　駿介 ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 2 小林 14:50.37 宮　崎 南九州

54 1650 古場　京介 ｺﾊﾞ ｷｮｳｽｹ 3 熊本千原台 14:51.82 熊　本 南九州

55 1709 永山　博基 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ 3 鹿児島実 14:52.06 鹿児島 南九州

56 48 新関　友基 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳｷ 3 札幌山の手 15:04.85 北海道 北海道

57 1431 和家　睦昌 ﾜｹ ﾄﾓｱｷ 3 八幡浜 15:05.07 愛　媛 四　国

58 51 野田　克哉 ﾉﾀﾞ ｶﾂﾔ 3 札幌山の手 15:05.41 北海道 北海道

59 1355 青井　晃生 ｱｵｲ ｺｳｷ 2 今治北 15:06.10 愛　媛 四　国

60 37 桂川　直也 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 3 札幌日本大学 15:06.58 北海道 北海道

61 77 小松　陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 2 東海大四 15:07.67 北海道 北海道

62 1400 竹内　真 ﾀｹｳﾁ ｼﾝ 3 松山工 15:09.97 愛　媛 四　国

63 1310 冨原　拓 ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ 2 尽誠学園 15:11.06 香　川 四　国

64 1348 金森　博至 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 2 鳴門 15:13.61 徳　島 四　国

65 1357 西山　勝貴 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 2 今治北 15:13.80 愛　媛 四　国

66 81 河上　遼太郎 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 東海大四 15:15.17 北海道 北海道
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 男子110mH(1.067m)

rank NC 氏名 氏名カナ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 1068 川村　直也 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ 3 東海大仰星 13.99 +1.6 大　阪 近　畿

2 597 古谷　拓夢 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ 3 相洋 14.21 -0.7 神奈川 南関東

3 567 金井　直 ｶﾅｲ ﾅｵ 2 川崎市立橘 14.45 +1.1 神奈川 南関東

3 990 田上　駿 ﾀｳｴ ｼｭﾝ 2 洛南 14.45 +1.6 京　都 近　畿

3 1023 上村　竜司 ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 3 大阪桐蔭 14.45 +1.6 大　阪 近　畿

6 1714 前田　紘毅 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 3 鹿児島商 14.47 +0.7 鹿児島 南九州

6 1755 﨑本　和誠 ｻｷﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 3 那覇西 14.47 +0.7 沖　縄 南九州

8 556 栗城　アンソニータイレル ｸﾘｷ ｱﾝｿﾆｰﾀｲﾚﾙ 3 八王子 14.48 -2.7 東　京 南関東

8 569 井口　貴文 ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 3 川崎市立橘 14.48 +1.4 神奈川 南関東

10 1116 玉置　将吾 ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ 3 和歌山北 14.51 +1.6 和歌山 近　畿

11 562 平松　パプデンバ ﾋﾗﾏﾂ ﾊﾟﾌﾟﾃﾞﾝﾊﾞ 2 芦花 14.52 -1.8 東　京 南関東

11 991 豊田　将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 2 洛南 14.52 +1.6 京　都 近　畿

13 1687 河野　凌太 ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 3 宮崎工 14.55 +0.7 宮　崎 南九州

14 1121 藤井　亮汰 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 3 倉吉総合産 14.59 +0.9 鳥　取 中　国

15 726 堀井　直樹 ﾎﾘｲ ﾅｵｷ 2 富山高専 14.62 +1.1 富　山 北信越

15 753 谷口　祥太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 3 星稜 14.62 -0.3 石　川 北信越

17 1167 石田　龍星 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 3 明誠 14.65 +0.9 島　根 中　国

18 747 梅村　太一 ｳﾒﾑﾗ ﾀｲﾁ 3 金沢大附 14.67 +0.6 石　川 北信越

18 947 西尾　拓巳 ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 2 中津商 14.67 +0.8 岐　阜 東　海

20 856 近藤　雅哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 3 岡崎城西 14.68 +0.4 愛　知 東　海

21 1087 小林　隼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 3 宝塚北 14.71 -1.6 兵　庫 近　畿

22 825 鈴木　翔也 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 3 浜松商 14.72 +0.3 静　岡 東　海

23 663 安立　悠紀 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｷ 2 新潟 14.75 -1.0 新　潟 北信越

24 610 鈴川　雅人 ｽｽﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 3 法政二 14.76 -1.8 神奈川 南関東

24 672 大矢　航輔 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 3 新潟商 14.76 -1.0 新　潟 北信越

24 1705 安栖　遼太郎 ﾔｽｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 鹿児島 14.76 0.0 鹿児島 南九州

27 1459 藤井　琉成 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 2 小倉工 14.77 +0.8 福　岡 北九州

28 937 春木　滉司 ﾊﾙｷ ｺｳｼﾞ 3 大垣日大 14.79 +0.8 岐　阜 東　海

29 950 亀山　裕二 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 2 長良 14.80 +0.8 岐　阜 東　海

30 792 増田　耕平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 3 科学技術 14.81 +0.3 静　岡 東　海

31 1461 田仲　寿季 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 3 小倉工 14.82 +1.5 福　岡 北九州

32 95 大澤　啓太 ｵｵｻﾜ ｹｲﾀ 3 函大付有斗 14.84 +1.3 北海道 北海道

33 630 種岡　幹大 ﾀﾈｵｶ ﾐｷﾋﾛ 3 柏崎翔洋中等 14.86 +0.8 新　潟 北信越

34 179 田代　優仁 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋﾄ 2 盛岡四 14.89 -1.8 岩　手 東　北

34 1759 屋宜　孝志 ﾔｷﾞ ﾀｶｼ 3 南風原 14.89 +0.7 沖　縄 南九州

36 42 髙橋　佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 3 札幌東 14.90 +1.3 北海道 北海道

37 1477 植村　祐太 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 3 筑紫 14.95 +1.5 福　岡 北九州

38 247 佐藤　竜次 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 3 湯沢翔北 14.96 -1.8 秋　田 東　北

39 269 五十嵐　礼 ｲｶﾞﾗｼ ﾗｲ 2 会津学鳳 14.97 +1.4 福　島 東　北

39 1226 宇坪　駿介 ｳﾂﾎﾞ ｼｭﾝｽｹ 3 神辺旭 14.97 +2.0 広　島 中　国

41 1221 富山　弘貴 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 1 神辺旭 14.98 +2.0 広　島 中　国

41 1476 勝元　森羅 ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ 3 西南学院 14.98 +0.2 福　岡 北九州

43 76 松尾　渉 ﾏﾂｵ ﾜﾀﾙ 3 千歳 15.00 +1.0 北海道 北海道

43 315 大久保　拓磨 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 3 土浦湖北 15.00 -2.5 茨　城 北関東

45 209 高橋　塁 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 2 柴田 15.01 -1.8 宮　城 東　北

46 1588 一瀬　傑 ｲﾁﾉｾ ｽｸﾞﾙ 2 長崎南 15.02 +0.3 長　崎 北九州

47 1178 馬越　響 ｳﾏｺｼ ﾋﾋﾞｷ 2 美作 15.10 +1.3 岡　山 中　国

48 1412 向井　美哉 ﾑｶｲ ﾖｼﾔ 3 松山東 15.13 +0.8 愛　媛 四　国

49 1301 大久保　圭介 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 2 観音寺一 15.15 +0.8 香　川 四　国

49 1604 児玉　健太 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ 2 楊志館 15.15 0.0 大　分 北九州

51 1691 髙橋　聖矢 ﾀｶﾊｼ ｾｲﾔ 3 宮崎商 15.16 -1.5 宮　崎 南九州

52 1227 角田　祥基 ｶｸﾀﾞ ﾖｼｷ 3 神辺旭 15.17 +2.0 広　島 中　国

53 1375 大龍　拓弥 ﾀﾞｲﾘｭｳ ﾀｸﾔ 3 済美 15.22 +0.3 愛　媛 四　国

54 1126 加藤　研三 ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 3 倉吉東 15.23 +0.5 鳥　取 中　国

55 188 佐々木　良太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 3 盛岡南 15.26 -1.8 岩　手 東　北

55 358 清水　拓実 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 3 伊勢崎商 15.26 +1.3 群　馬 北関東

57 352 岩上　琢光 ｲﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 3 栃木 15.30 -1.3 栃　木 北関東

58 1367 鈴木　佑悟 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 3 川之江 15.32 +0.3 愛　媛 四　国

59 149 吉田　昂央 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 2 青森南 15.33 -1.8 青　森 東　北

60 26 笠原　直哉 ｶｻﾊﾗ ﾅｵﾔ 3 北広島 15.34 +1.3 北海道 北海道

61 388 上原　響 ｳｴﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 2 市立前橋 15.36 -2.5 群　馬 北関東

62 1371 真鍋　諒大 ﾏﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 2 済美 15.37 +0.8 愛　媛 四　国

63 443 塩田　クフィー ｼｵﾀ ｸﾌｨｰ 1 ふじみ野 15.43 -2.7 埼　玉 北関東

64 304 藤本　聖也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 3 牛久 15.48 -0.5 茨　城 北関東

65 1339 田中　春紀 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 2 徳島北 15.55 +0.8 徳　島 四　国

66 97 近藤　拓馬 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 3 函館中部 15.76 +1.3 北海道 北海道

67 30 青羽　剣太郎 ｱｵﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 3 札幌国際情報 15.84 +1.3 北海道 北海道
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 男子400mH(0.914m)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 1476 勝元　森羅 ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ 3 西南学院 51.44 福　岡 北九州

2 971 北川　玄 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 3 彦根翔陽 51.69 滋　賀 近　畿

3 556 栗城　アンソニータイレル ｸﾘｷ ｱﾝｿﾆｰﾀｲﾚﾙ 3 八王子 51.88 東　京 南関東

4 1459 藤井　琉成 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 2 小倉工 51.90 福　岡 北九州

5 597 古谷　拓夢 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ 3 相洋 52.03 神奈川 南関東

6 827 平松　優弥 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾔ 3 浜松商 52.06 静　岡 東　海

7 417 長谷　伸之助 ﾊｾ ｼﾝﾉｽｹ 3 埼玉栄 52.08 埼　玉 北関東

8 1023 上村　竜司 ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 3 大阪桐蔭 52.25 大　阪 近　畿

9 593 片桐　翼 ｶﾀｷﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 3 相洋 52.29 神奈川 南関東

10 978 岩本　武 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ 3 京都両洋 52.36 京　都 近　畿

11 1107 志摩　有哉 ｼﾏ ﾄﾓﾔ 3 姫路商 52.52 兵　庫 近　畿

12 508 前山　陽軌 ﾏｴﾔﾏ ﾊﾙｷ 3 成田 52.54 千　葉 南関東

13 731 大賀　一諒 ｵｵｶﾞ ｶｽﾞｱｷ 3 氷見 52.56 富　山 北信越

14 1643 米村　竜星 ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 3 熊本工 52.60 熊　本 南九州

15 995 道下　幸平 ﾐﾁｼﾀ ｺｳﾍｲ 3 洛南 52.74 京　都 近　畿

16 498 山本　竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 2 成田 52.75 千　葉 南関東

16 991 豊田　将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 2 洛南 52.75 京　都 近　畿

18 1121 藤井　亮汰 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 3 倉吉総合産 52.78 鳥　取 中　国

19 868 真野　悠太郎 ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 3 滝 52.84 愛　知 東　海

20 752 叶井　賢太 ｶﾉｲ ｹﾝﾀ 3 星稜 52.91 石　川 北信越

21 473 新城　雄基 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 3 専修大松戸 52.93 千　葉 南関東

22 315 大久保　拓磨 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 3 土浦湖北 52.94 茨　城 北関東

23 726 堀井　直樹 ﾎﾘｲ ﾅｵｷ 2 富山高専 53.10 富　山 北信越

24 652 庭野　勇吾 ﾆﾜﾉ ﾕｳｺﾞ 3 十日町総合 53.17 新　潟 北信越

25 298 北村　貴嗣 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 3 福島成蹊 53.19 福　島 東　北

25 428 川原　直之 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 3 杉戸 53.19 埼　玉 北関東

25 728 松井　瑞季 ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ 3 富山高専 53.19 富　山 北信越

28 280 岩﨑　崇文 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ 2 郡山東 53.20 福　島 東　北

29 1692 藤島　廉 ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝ 3 宮崎西 53.24 宮　崎 南九州

30 757 宮越　裕太 ﾐﾔｺｼ ﾕｳﾀ 3 大聖寺 53.25 石　川 北信越

31 1755 﨑本　和誠 ｻｷﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 3 那覇西 53.33 沖　縄 南九州

32 1656 藤原　秀朗 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 3 人吉 53.40 熊　本 南九州

33 1703 松下　凌 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ 3 鹿児島 53.42 鹿児島 南九州

34 392 角野　拓 ｶﾄﾞﾉ ﾀｸﾔ 3 大宮東 53.43 埼　玉 北関東

34 935 小林　慶哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾔ 3 四日市工 53.43 三　重 東　海

36 111 平村　太幹 ﾋﾗﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 2 北海道栄 53.57 北海道 北海道

36 926 中谷　航也 ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 3 近大高専 53.57 三　重 東　海

38 1251 尾川　翔一 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 3 広島工大 53.58 広　島 中　国

39 1626 野中　渓人 ﾉﾅｶ ｹｲﾄ 3 九州学院 53.59 熊　本 南九州

40 441 吉田　慶次郎 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 3 飯能南 53.61 埼　玉 北関東

41 209 高橋　塁 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 2 柴田 53.66 宮　城 東　北

42 307 相澤　一弥 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 3 つくば秀英 53.69 茨　城 北関東

43 230 相澤　一輝 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 2 富谷 53.70 宮　城 東　北

44 1475 河野　優也 ｶﾜﾉ ﾕｳﾔ 2 誠修 53.76 福　岡 北九州

45 931 樫谷　大 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 3 高田 53.83 三　重 東　海

46 903 市川　雄太 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 3 南山男子 53.89 愛　知 東　海

47 179 田代　優仁 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋﾄ 2 盛岡四 54.03 岩　手 東　北

47 1469 田代　龍太郎 ﾀｼﾛ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3 修猷館 54.03 福　岡 北九州

49 1481 坂本　匡輔 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 3 筑紫台 54.11 福　岡 北九州

49 1575 馬場　康平 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 2 佐世保西 54.11 長　崎 北九州

51 1313 山本　研司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 2 善通寺一 54.38 香　川 四　国

52 1267 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 3 宇部 54.45 山　口 中　国

53 1207 吉田　京平 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 2 倉敷青陵 54.52 岡　山 中　国

54 150 川野　奨也 ｶﾜﾉ ｼｮｳﾔ 3 青森南 54.58 青　森 東　北

55 128 小笠原　走 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｹﾙ 2 八雲 54.64 北海道 北海道

56 10 佐々木　稜佳 ｻｻｷ ﾀｶﾖｼ 2 網走南ケ丘 54.65 北海道 北海道

57 1430 菊池　航矢 ｷｸﾁ ｺｳﾔ 3 八幡浜 54.83 愛　媛 四　国

58 44 富樫　直斗 ﾄｶﾞｼ ﾅｵﾄ 3 札幌南 54.84 北海道 北海道

59 1239 影山　好佑 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 3 西条農 54.86 広　島 中　国

60 1366 高月　大輔 ﾀｶﾂｷ ﾀﾞｲｽｹ 3 川之石 55.03 愛　媛 四　国

61 1351 大内　謙吾 ｵｵｳﾁ ｹﾝｺﾞ 3 鳴門渦潮 55.05 徳　島 四　国

62 1401 松本　聖一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 2 松山商 55.22 愛　媛 四　国

63 1258 園部　翔平 ｿﾉﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 3 広島皆実 55.25 広　島 中　国

64 42 髙橋　佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 3 札幌東 55.41 北海道 北海道

65 90 小平　将太 ｺﾋﾗ ｼｮｳﾀ 3 函大付有斗 55.44 北海道 北海道

66 1375 大龍　拓弥 ﾀﾞｲﾘｭｳ ﾀｸﾔ 3 済美 55.75 愛　媛 四　国
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 360 塩尻　和也 ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 3 伊勢崎清明 8:49.07 群　馬 北関東

2 1108 藤岡　勇貴 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 3 姫路商 8:56.10 兵　庫 近　畿

3 979 大森　樹 ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ 3 久御山 8:59.36 京　都 近　畿

4 1076 廣　佳樹 ﾋﾛ ﾖｼｷ 3 県西宮 9:00.27 兵　庫 近　畿

5 1110 船井　魁晟 ﾌﾅｲ ｶｲｾｲ 3 智辯学園 9:00.61 奈　良 近　畿

6 1061 小嶋　一魁 ｺｼﾞﾏ ｲｯｶｲ 3 清風 9:02.39 大　阪 近　畿

7 908 近藤　聖志 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 3 伊賀白鳳 9:04.02 三　重 東　海

8 1069 坂東　剛 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 3 花園 9:04.66 大　阪 近　畿

9 382 秋間　正輝 ｱｷﾏ ﾏｻｷ 3 前橋育英 9:07.15 群　馬 北関東

10 955 下　拓斗 ﾊｹﾞｼﾀ ﾀｸﾄ 3 中京 9:07.74 岐　阜 東　海

11 420 平間　裕太 ﾋﾗﾏ ﾕｳﾀ 3 埼玉栄 9:09.43 埼　玉 北関東

12 617 滋野　聖也 ｼｹﾞﾉ ｾｲﾔ 3 横浜 9:09.83 神奈川 南関東

12 1274 神崎　裕 ｺｳｻﾞｷ ﾋﾛｼ 3 西京 9:09.83 山　口 中　国

14 518 海老沢　太郎 ｴﾋﾞｻﾜ ﾀﾛｳ 3 八千代松陰 9:10.58 千　葉 南関東

15 1359 求　大地 ﾓﾄﾒ ﾀﾞｲﾁ 3 今治北 9:11.25 愛　媛 四　国

16 1140 岩村　稔大 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 2 鳥取城北 9:11.29 鳥　取 中　国

17 1149 東島　清純 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 3 米子松蔭 9:11.69 鳥　取 中　国

18 521 遠藤　宏夢 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 2 久我山 9:11.73 東　京 南関東

19 524 岡田　望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 3 久我山 9:11.89 東　京 南関東

20 502 大木　皓太 ｵｵｷ ｺｳﾀ 2 成田 9:12.05 千　葉 南関東

21 235 續木　悠也 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 3 秋田工 9:12.41 秋　田 東　北

22 522 打越　晃汰 ｳﾁｺｼ ｺｳﾀ 2 久我山 9:12.50 東　京 南関東

23 1272 野田　一輝 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 2 西京 9:12.67 山　口 中　国

24 1191 中島　怜利 ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ 2 倉敷 9:13.50 岡　山 中　国

25 793 荻野　太成 ｵｷﾞﾉ ﾀｲｾｲ 2 加藤学園 9:13.81 静　岡 東　海

26 1281 富田　就斗 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 3 徳山高専 9:14.53 山　口 中　国

27 1629 木村　光佑 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 3 九州学院 9:14.57 熊　本 南九州

28 351 森　柊斗 ﾓﾘ ｼｭｳﾄ 3 佐野日大 9:15.00 栃　木 北関東

29 1627 中神　文弘 ﾅｶｶﾞﾐ ﾌﾐﾋﾛ 3 九州学院 9:15.46 熊　本 南九州

30 909 北村　祥 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 3 伊賀白鳳 9:15.51 三　重 東　海

31 883 横井　裕仁 ﾖｺｲ ﾋﾛﾋﾄ 3 津島 9:15.52 愛　知 東　海

32 350 木村　理来 ｷﾑﾗ ﾘｸ 2 佐野日大 9:15.70 栃　木 北関東

33 1628 梅本　祥太 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳﾀ 3 九州学院 9:15.85 熊　本 南九州

34 401 古川　舜 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ 3 春日部東 9:15.97 埼　玉 北関東

35 1546 古賀　淳紫 ｺｶﾞ ｷﾖｼ 3 鳥栖工 9:16.39 佐　賀 北九州

36 850 水野　晃良 ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾗ 3 愛知 9:16.45 愛　知 東　海

37 1602 河野　龍也 ｶﾜﾉ ﾀﾂﾔ 3 日本文理大附 9:16.51 大　分 北九州

38 1472 上土井　雅大 ｶﾐﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 2 純真 9:17.37 福　岡 北九州

39 173 阿部　飛雄馬 ｱﾍﾞ ﾋｭｳﾏ 3 盛岡一 9:17.67 岩　手 東　北

40 1660 西川　優樹 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 3 八代東 9:19.01 熊　本 南九州

41 1361 新宮　大貴 ｼﾝｸﾞｳ ﾀｲｷ 3 今治西 9:19.20 愛　媛 四　国

42 274 小松　力歩 ｺﾏﾂ ﾘｷﾎ 2 学法石川 9:20.01 福　島 東　北

43 1664 松元　平河 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｮｳｶﾞ 3 小林 9:20.18 宮　崎 南九州

44 252 鈴木　亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 3 酒田南 9:20.33 山　形 東　北

45 1445 石井　幸喜 ｲｼｲ ｺｳｷ 3 大牟田 9:20.53 福　岡 北九州

46 1446 渡辺　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 3 大牟田 9:20.75 福　岡 北九州

47 1710 藤崎　真伍 ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ 3 鹿児島実 9:21.09 鹿児島 南九州

48 271 五十嵐　拓也 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾔ 3 会津学鳳 9:22.64 福　島 東　北

49 1548 諸泉　翔也 ﾓﾛｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 3 鳥栖工 9:23.43 佐　賀 北九州

50 233 伊藤　篤也 ｲﾄｳ ｱﾂﾔ 3 秋田工 9:23.61 秋　田 東　北

51 707 大野　力 ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 3 長野日大 9:25.31 長　野 北信越

52 754 吉野　駆流 ﾖｼﾉ ｶｹﾙ 3 星稜 9:25.41 石　川 北信越

53 636 志賀　達哉 ｼｶﾞ ﾀﾂﾔ 3 中越 9:26.03 新　潟 北信越

54 1312 多喜端　夕貴 ﾀｷﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 3 尽誠学園 9:26.16 香　川 四　国

55 761 平内　幹太 ﾋﾗｳﾁ ｶﾝﾀ 3 勝山 9:26.81 福　井 北信越

56 694 宮坂　響 ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 3 上田染谷丘 9:27.13 長　野 北信越

57 724 水野　航希 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ 3 高岡向陵 9:28.74 富　山 北信越

58 1365 鎌田　滉 ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 3 宇和 9:31.74 愛　媛 四　国

59 1317 岡田　大治 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 3 高松工芸 9:32.42 香　川 四　国

60 1336 木下　颯 ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾃ 2 つるぎ 9:33.05 徳　島 四　国

61 64 桂川　知也 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 3 市立函館 9:37.75 北海道 北海道

62 32 東谷　和時 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ 3 札幌創成 9:38.33 北海道 北海道

63 14 山田　光希 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 2 岩見沢東 9:38.86 北海道 北海道

64 104 堀澤　拓磨 ﾎﾘｻﾜ ﾀｸﾏ 3 北見北斗 9:39.23 北海道 北海道

65 116 工藤　拳大 ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 3 北海道栄 9:39.97 北海道 北海道

66 47 成田　悠汰 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾀ 2 札幌山の手 9:41.53 北海道 北海道
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rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 503 永原　秀人 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 2 成田 20:30.75 千　葉 南関東

2 1084 河岸　良祐 ｶﾜｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 3 飾磨工 20:33.24 兵　庫 近　畿

3 476 島田　尚輝 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 3 銚子商 20:46.13 千　葉 南関東

4 396 滝沢　大賀 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 2 春日部東 20:52.69 埼　玉 北関東

5 546 小野川　稔 ｵﾉｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 2 東京実 20:54.46 東　京 南関東

6 616 石川　昌弥 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 2 横浜 20:54.95 神奈川 南関東

7 968 牧谷　大樹 ﾏｷﾀﾆ ﾋﾛｷ 3 滋賀学園 21:25.16 滋　賀 近　畿

8 450 初雁　直人 ﾊﾂｶﾘ ﾅｵﾄ 3 松山 21:27.19 埼　玉 北関東

9 361 神澤　俊史 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 3 桐生 21:27.62 群　馬 北関東

10 364 小林　建一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 3 勢多農林 21:34.07 群　馬 北関東

11 969 大楽　享平 ﾀﾞｲﾗｸ ｷｮｳﾍｲ 3 滋賀学園 21:37.01 滋　賀 近　畿

12 924 倉田　直哉 ｸﾗﾀ ﾅｵﾔ 2 相可 21:37.21 三　重 東　海

13 1051 森田　靖 ﾓﾘﾀ ﾔｽｼ 2 興國 21:37.44 大　阪 近　畿

14 805 青山　福泉 ｱｵﾔﾏ ﾌｸﾐ 3 韮山 21:40.31 静　岡 東　海

15 1211 三浦　慧 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 3 玉野光南 21:44.21 岡　山 中　国

16 170 髙橋　和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 3 花巻北 21:57.51 岩　手 東　北

17 1206 遠山　航平 ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 1 倉敷翠松 21:59.27 岡　山 中　国

18 1218 山岡　祥悟 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳｺﾞ 3 安芸南 22:01.33 広　島 中　国

19 1415 井上　浩輔 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 2 三瓶 22:03.39 愛　媛 四　国

20 1651 境　慎太郎 ｻｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ 3 熊本中央 22:06.99 熊　本 南九州

21 928 丹羽　良彰 ﾆﾜ ﾖｼｱｷ 3 桑名西 22:09.88 三　重 東　海

21 1652 大串　義宣 ｵｵｸｼ ﾖｼﾉﾘ 3 熊本中央 22:09.88 熊　本 南九州

23 1157 秋本　啓太 ｱｷﾓﾄ ｹｲﾀ 3 松江北 22:11.06 島　根 中　国

24 894 浅見　風太 ｱｻﾐ ﾌｳﾀ 3 長久手 22:12.68 愛　知 東　海

25 655 恩田　祐希 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 3 長岡大手 22:13.39 新　潟 北信越

26 1645 蔀　和樹 ｼﾄﾐ ｶｽﾞｷ 3 熊本工 22:14.94 熊　本 南九州

27 256 安孫子　辰哉 ｱﾋﾞｺ ﾀﾂﾔ 3 東海大山形 22:21.61 山　形 東　北

28 696 安藤　拓真 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 3 上伊那農 22:22.67 長　野 北信越

29 268 松田　滉平 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 3 山形南 22:23.95 山　形 東　北

30 232 幕田　周太郎 ﾏｸﾀ ｼｭｳﾀﾛｳ 3 利府 22:25.28 宮　城 東　北

31 704 石井　克弥 ｲｼｲ ｶﾂﾔ 2 長野日大 22:30.17 長　野 北信越

32 1474 武宮　舜 ﾀｹﾐﾔ ｼｭﾝ 3 純真 22:32.58 福　岡 北九州

33 725 高田　隼斗 ﾀｶﾀ ﾊﾔﾄ 3 高岡向陵 22:39.82 富　山 北信越

34 1566 山口　力也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｷﾔ 3 諫早農 22:41.60 長　崎 北九州

35 1547 野中　輝人 ﾉﾅｶ ﾃﾙﾄ 3 鳥栖工 22:42.05 佐　賀 北九州

36 103 森田　崇寛 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾋﾛ 3 北見北斗 22:42.35 北海道 北海道

37 1545 大野　滉斗 ｵｵﾉ ﾋﾛﾄ 3 鳥栖工 22:44.78 佐　賀 北九州

38 1432 河野　樹 ｺｳﾉ ﾀﾂｷ 3 八幡浜 22:47.79 愛　媛 四　国

39 1356 﨑山　蓮 ｻｷﾔﾏ ﾚﾝ 2 今治北 22:52.00 愛　媛 四　国

40 45 山本　高太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 3 札幌南 22:53.86 北海道 北海道

41 102 大嶌　知弥 ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾔ 3 浦河 22:56.65 北海道 北海道

42 73 馬川　圭祐 ｳﾏｶﾜ ｹｲｽｹ 3 滝川西 23:01.86 北海道 北海道

43 1644 奥村　圭介 ｵｸﾑﾗ ｹｲｽｹ 3 熊本工 23:04.93 熊　本 南九州

44 1416 大野　虎貴 ｵｵﾉ ｺﾀｶ 2 南宇和 23:17.62 愛　媛 四　国
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rank 学校名 ﾌﾙｶﾞﾅ 記録 都道府県 地区

1 相洋 ｿｳﾖｳ 40.38 神奈川 南関東

2 法政二 ﾎｳｾｲﾆ 40.44 神奈川 南関東

3 城西大城西 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲｼﾞｮｳｻｲ 40.45 東　京 南関東

4 豊川 ﾄﾖｶﾜ 40.49 愛　知 東海

5 咲くやこの花 ｻｸﾔｺﾉﾊﾅ 40.58 大　阪 近畿

6 県岐阜商 ｷﾞﾌｼｮｳｷﾞｮｳ 40.65 岐　阜 東海

7 作新学院 ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝ 40.66 栃　木 北関東

8 諫早 ｲｻﾊﾔ 40.67 長　崎 北九州

9 中京大中京 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮｳ 40.71 愛　知 東海

10 岡崎城西 ｵｶｻﾞｷｼﾞｮｳｾｲ 40.77 愛　知 東海

11 東京 ﾄｳｷｮｳ 40.78 東　京 南関東

11 近大附 ｷﾝﾀﾞｲﾌ 40.78 大　阪 近畿

13 滝川第二 ﾀｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾆ 40.84 兵　庫 近畿

14 宮崎工 ﾐﾔｻﾞｷｺｳｷﾞｮｳ 40.89 宮　崎 南九州

15 菅 ｽｹﾞ 40.96 神奈川 南関東

15 浜名 ﾊﾏﾅ 40.96 静　岡 東海

17 名古屋大谷 ﾅｺﾞﾔｵｵﾀﾆ 40.97 愛　知 東海

18 成田 ﾅﾘﾀ 41.04 千　葉 南関東

19 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 41.08 埼　玉 北関東

20 大津商 ｵｵﾂｼｮｳｷﾞｮｳ 41.16 滋　賀 近畿

20 九州学院 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 41.16 熊　本 南九州

22 弘前実 ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ 41.18 青　森 東北

22 大阪 ｵｵｻｶ 41.18 大　阪 近畿

24 福島成蹊 ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 41.22 福　島 東北

25 三田祥雲館 ｻﾝﾀﾞｼｮｳｳﾝｶﾝ 41.26 兵　庫 近畿

26 東京学館新潟 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝﾆｲｶﾞﾀ 41.33 新　潟 北信越

26 香川西 ｶｶﾞﾜﾆｼ 41.33 香　川 四国

28 新潟商 ﾆｲｶﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 41.34 新　潟 北信越

28 長岡商 ﾅｶﾞｵｶｼｮｳｷﾞｮｳ 41.34 新　潟 北信越

30 北海道栄 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｻｶｴ 41.35 北海道 北海道

31 石巻好文館 ｲｼﾉﾏｷｺｳﾌﾞﾝｶﾝ 41.36 宮　城 東北

32 前橋育英 ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲ 41.39 群　馬 北関東

33 藤島 ﾌｼﾞｼﾏ 41.44 福　井 北信越

34 盛岡南 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 41.46 岩　手 東北

35 東京農大二 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾀﾞｲﾆ 41.50 群　馬 北関東

35 立教新座 ﾘｯｷｮｳﾆｲｻﾞ 41.50 埼　玉 北関東

37 盛岡一 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁ 41.54 岩　手 東北

38 新潟明訓 ﾆｲｶﾞﾀﾒｲｸﾝ 41.57 新　潟 北信越

39 柴田 ｼﾊﾞﾀ 41.59 宮　城 東北

39 倉敷工 ｸﾗｼｷｺｳｷﾞｮｳ 41.59 岡　山 中国

41 長崎南 ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾐ 41.63 長　崎 北九州

42 水戸桜ノ牧 ﾐﾄｻｸﾗﾉﾏｷ 41.65 茨　城 北関東

42 熊本工 ｸﾏﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 41.65 熊　本 南九州

44 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 41.69 石　川 北信越

44 鳥取城北 ﾄｯﾄﾘｼﾞｮｳﾎｸ 41.69 鳥　取 中国

46 佐工 ｻｶﾞｺｳｷﾞｮｳ 41.77 佐　賀 北九州

47 三池 ﾐｲｹ 41.78 福　岡 北九州

48 神辺旭 ｶﾝﾅﾍﾞｱｻﾋ 41.79 広　島 中国

48 佐賀北 ｻｶﾞｷﾀ 41.79 佐　賀 北九州

50 松江北 ﾏﾂｴｷﾀ 41.81 島　根 中国

51 中部商 ﾁｭｳﾌﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 41.82 沖　縄 南九州

52 八女工 ﾔﾒｺｳｷﾞｮｳ 41.90 福　岡 北九州

53 倉吉東 ｸﾗﾖｼﾋｶﾞｼ 41.93 鳥　取 中国

54 美作 ﾐﾏｻｶ 41.99 岡　山 中国

55 松山北 ﾏﾂﾔﾏｷﾀ 42.01 愛　媛 四国

55 那覇西 ﾅﾊﾆｼ 42.01 沖　縄 南九州

57 立命館慶祥 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 42.02 北海道 北海道

57 南宇和 ﾐﾅﾐｳﾜ 42.02 愛　媛 四国

59 高松第一 ﾀｶﾏﾂﾀﾞｲｲﾁ 42.11 香　川 四国

59 川薩清修館 ｾﾝｻﾂｾｲｼｭｳｶﾝ 42.11 鹿児島 南九州

61 東海大四 ﾄｳｶｲﾀﾞｲﾀﾞｲﾖﾝ 42.17 北海道 北海道

62 松山東 ﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼ 42.27 愛　媛 四国

63 徳島北 ﾄｸｼﾏｷﾀ 42.44 徳　島 四国

64 函大付有斗 ﾊｺﾀﾞﾃﾀﾞｲﾕｳﾄ 42.47 北海道 北海道

65 白樺学園 ｼﾗｶﾊﾞｶﾞｸｴﾝ 42.55 北海道 北海道

66 八雲 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾔｸﾓ 42.78 北海道 北海道
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rank 学校名 ﾌﾙｶﾞﾅ 記録 都道府県 地区

1 東京学館 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝ 3:11.58 千　葉 南関東

2 法政二 ﾎｳｾｲﾆ 3:12.00 神奈川 南関東

3 成田 ﾅﾘﾀ 3:12.12 千　葉 南関東

3 相洋 ｿｳﾖｳ 3:12.12 神奈川 南関東

5 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ 3:12.63 東　京 南関東

6 宇治山田商 ｳｼﾞﾔﾏﾀﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 3:12.68 三　重 東海

7 九州学院 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 3:12.75 熊　本 南九州

8 東海大浦安 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽ 3:13.06 千　葉 南関東

9 浜松市立 ﾊﾏﾏﾂｼﾘﾂ 3:13.10 静　岡 東海

10 諫早 ｲｻﾊﾔ 3:13.13 長　崎 北九州

11 東福岡 ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 3:13.84 福　岡 北九州

12 関大北陽 ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖｳ 3:14.06 大　阪 近畿

13 洛南 ﾗｸﾅﾝ 3:14.19 京　都 近畿

14 敦賀 ﾂﾙｶﾞ 3:14.48 福　井 北信越

15 宮崎工 ﾐﾔｻﾞｷｺｳｷﾞｮｳ 3:14.67 宮　崎 南九州

16 中京大中京 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮｳ 3:14.84 愛　知 東海

17 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 3:14.85 埼　玉 北関東

18 近大附 ｷﾝﾀﾞｲﾌ 3:14.99 大　阪 近畿

18 姫路商 ﾋﾒｼﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 3:14.99 兵　庫 近畿

20 茨木 ｲﾊﾞﾗｷ 3:15.10 大　阪 近畿

21 倉敷工 ｸﾗｼｷｺｳｷﾞｮｳ 3:15.25 岡　山 中国

21 熊本工 ｸﾏﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 3:15.25 熊　本 南九州

23 九産大付九産 ｷｭｳｻﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳ 3:15.28 福　岡 北九州

24 東京学館新潟 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝﾆｲｶﾞﾀ 3:15.30 新　潟 北信越

25 鹿児島 ｶｺﾞｼﾏ 3:15.31 鹿児島 南九州

26 藤枝明誠 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾒｲｾｲ 3:15.37 静　岡 東海

27 浜松開誠館 ﾊﾏﾏﾂｶｲｾｲｶﾝ 3:15.52 静　岡 東海

28 広島皆実 ﾋﾛｼﾏﾐﾅﾐ 3:15.61 広　島 中国

29 北陸 ﾎｸﾘｸ 3:15.64 福　井 北信越

30 大阪桐蔭 ｵｵｻｶﾄｳｲﾝ 3:15.70 大　阪 近畿

31 長崎南 ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾐ 3:15.72 長　崎 北九州

32 日大三島 ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾐｼﾏ 3:15.86 静　岡 東海

33 鹿本 ｶﾓﾄ 3:15.89 熊　本 南九州

34 盛岡南 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 3:15.92 岩　手 東北

35 松川 ﾏﾂｶﾜ 3:16.08 長　野 北信越

36 筑陽学園 ﾁｸﾖｳｶﾞｸｴﾝ 3:16.17 福　岡 北九州

37 龍谷富山 ﾘｭｳｺｸﾄﾔﾏ 3:16.44 富　山 北信越

38 大館国際情報 ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳ 3:16.60 秋　田 東北

39 那覇西 ﾅﾊﾆｼ 3:16.62 沖　縄 南九州

40 佐世保西 ｻｾﾎﾞﾆｼ 3:16.65 長　崎 北九州

41 水戸桜ノ牧 ﾐﾄｻｸﾗﾉﾏｷ 3:16.68 茨　城 北関東

41 土浦湖北 ﾂﾁｳﾗｺﾎｸ 3:16.68 茨　城 北関東

43 日本文理 ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 3:16.98 新　潟 北信越

44 柴田 ｼﾊﾞﾀ 3:17.15 宮　城 東北

45 春日部東 ｶｽｶﾍﾞﾋｶﾞｼ 3:17.39 埼　玉 北関東

46 早大本庄 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾎﾝｼﾞｮｳ 3:17.49 埼　玉 北関東

47 北海道栄 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｻｶｴ 3:17.51 北海道 北海道

48 東京農大三 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ 3:17.62 埼　玉 北関東

49 香川西 ｶｶﾞﾜﾆｼ 3:17.76 香　川 四国

50 山形中央 ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 3:18.01 山　形 東北

51 福島成蹊 ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 3:18.60 福　島 東北

52 松山北 ﾏﾂﾔﾏｷﾀ 3:19.24 愛　媛 四国

53 弘前実 ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ 3:19.47 青　森 東北

54 高陽東 ｺｳﾖｳﾋｶﾞｼ 3:19.66 広　島 中国

55 八幡浜 ﾔﾜﾀﾊﾏ 3:19.68 愛　媛 四国

56 岡山一宮 ｵｶﾔﾏｲﾁﾉﾐﾔ 3:19.73 岡　山 中国

57 広島工大 ﾋﾛｼﾏｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ 3:20.05 広　島 中国

58 明誠 ﾒｲｾｲ 3:20.35 島　根 中国

59 立命館慶祥 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 3:20.52 北海道 北海道

60 済美平成 ｻｲﾋﾞﾍｲｾｲ 3:20.71 愛　媛 四国

61 松山東 ﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼ 3:20.98 愛　媛 四国

62 函大付有斗 ﾊｺﾀﾞﾃﾀﾞｲﾕｳﾄ 3:21.42 北海道 北海道

63 済美 ｻｲﾋﾞ 3:21.97 愛　媛 四国

64 滝川西 ﾀｷｶﾜﾆｼ 3:22.56 北海道 北海道

65 札幌日本大学 ｻｯﾎﾟﾛﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 3:23.12 北海道 北海道

66 旭川凌雲 ｱｻﾋｶﾜﾘｮｳｳﾝ 3:23.27 北海道 北海道
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 男子走高跳

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 729 中澤　優 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 3 富山商 2m16 富　山 北信越

2 833 山内　郁哉 ﾔﾏｳﾁ ｲｸﾔ 3 浜松市立 2m13 静　岡 東　海

3 852 中島　恭佑 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｽｹ 3 安城学園 2m10 愛　知 東　海

3 930 加藤　健太郎 ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 3 鈴鹿高専 2m10 三　重 東　海

5 982 平松　祐司 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 3 西城陽 2m09 京　都 近　畿

5 1031 藤田　渓太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 2 関大北陽 2m09 大　阪 近　畿

7 12 久我　洸士郎 ｸｶﾞ ｺｳｼﾛｳ 3 石狩南 2m06 北海道 北海道

7 632 長谷川　直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 3 新発田中央 2m06 新　潟 北信越

7 972 荻野　海翔 ｵｷﾞﾉ ｶｲﾄ 3 彦根西 2m06 滋　賀 近　畿

7 980 田中　勇悟 ﾀﾅｶ ﾕｳｺﾞ 3 西京 2m06 京　都 近　畿

7 1499 松永　大聖 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 2 福岡第一 2m06 福　岡 北九州

7 1565 松本　修一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 3 諫早農 2m06 長　崎 北九州

13 424 平山　健一 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 3 昌平 2m05 埼　玉 北関東

13 1240 真野　友博 ｼﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 3 山陽 2m05 広　島 中　国

15 609 佐久間　滉大 ｻｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 3 法政二 2m04 神奈川 南関東

15 1386 徳永　和馬 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 3 新居浜東 2m04 愛　媛 四　国

15 1387 秋山　弘樹 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｷ 3 新居浜東 2m04 愛　媛 四　国

18 258 石山　太一 ｲｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 2 山形中央 2m03 山　形 東　北

18 465 池田　直貴 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 2 市原八幡 2m03 千　葉 南関東

18 893 後藤　昂 ｺﾞﾄｳ ｺｳ 3 豊田高専 2m03 愛　知 東　海

18 987 藤林　寛也 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ 3 花園 2m03 京　都 近　畿

18 1073 矢嶋　隼也 ﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 2 明石西 2m03 兵　庫 近　畿

18 1186 廣田　勇一 ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 3 岡山工 2m03 岡　山 中　国

24 425 阿部　大樹 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 3 昌平 2m02 埼　玉 北関東

24 446 横山　隆也 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 2 武南 2m02 埼　玉 北関東

24 1746 高良　留佳 ﾀｶﾗ ﾙｶ 2 那覇西 2m02 沖　縄 南九州

24 1758 津波　大樹 ﾂﾊ ﾀｲｷ 3 南風原 2m02 沖　縄 南九州

28 549 石川　遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 2 桐朋 2m01 東　京 南関東

28 568 橋本　陸 ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 2 川崎市立橘 2m01 神奈川 南関東

28 829 太田　蒼 ｵｵﾀ ｿｳ 2 浜松市立 2m01 静　岡 東　海

28 851 杉本　康拓 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 1 安城学園 2m01 愛　知 東　海

32 665 冨士田　ケアリー大夢 ﾌｼﾞﾀ ｹｱﾘｰﾀﾞｲﾑ 3 新潟産大附 2m00 新　潟 北信越

32 706 内山　貴仁 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 3 長野日大 2m00 長　野 北信越

32 709 芋川　駿 ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 3 長野吉田 2m00 長　野 北信越

32 773 北川　温矩 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂﾉﾘ 2 敦賀気比 2m00 福　井 北信越

32 1130 藤井　丈 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 3 境 2m00 鳥　取 中　国

32 1210 濱中　良樹 ﾊﾏﾅｶ ﾖｼｷ 3 玉野光南 2m00 岡　山 中　国

32 1443 松尾　祐輝 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 3 朝倉 2m00 福　岡 北九州

32 1526 東島　圭 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｹｲ 3 鹿島 2m00 佐　賀 北九州

40 435 篠原　楓雅 ｼﾉﾊﾗ ﾌｳｶﾞ 3 東京農大三 1m99 埼　玉 北関東

40 1712 上別府　剛志 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｹｼ 3 鹿児島商 1m99 鹿児島 南九州

42 620 水越　海 ﾐｽﾞｺｼ ｶｲ 3 上野原 1m98 山　梨 南関東

42 1305 大賀　春輝 ｵｵｶﾞ ﾊﾙｷ 3 観音寺一 1m98 香　川 四　国

44 28 馬場　亮汰 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 2 北見緑陵 1m97 北海道 北海道

44 130 倉地　史也 ｸﾗﾁ ﾌﾐﾔ 3 八雲 1m97 北海道 北海道

44 148 米谷　連太郎 ﾖﾈﾔ ﾚﾝﾀﾛｳ 3 青森北 1m97 青　森 東　北

44 254 丸山　暢 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞ 3 鶴岡工 1m97 山　形 東　北

44 278 鈴木　智成 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ 1 郡山 1m97 福　島 東　北

44 281 鈴木　敦也 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 2 白河 1m97 福　島 東　北

44 1434 大西　悠太 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 2 岡豊 1m97 高　知 四　国

44 1506 蛭子屋　雄一 ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ 3 福翔 1m97 福　岡 北九州

52 337 佐藤　克海 ｻﾄｳ ｶﾂﾐ 3 水戸商 1m95 茨　城 北関東

52 356 菊地　健太 ｷｸﾁ ｹﾝﾀ 3 伊勢崎 1m95 群　馬 北関東

52 560 鈴木　海平 ｽｽﾞｷ ｶｲﾍｲ 2 堀越 1m95 東　京 南関東

52 1735 金城　侑樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 3 開邦 1m95 沖　縄 南九州

56 87 澤田　奬汰 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 2 函館高専 1m94 北海道 北海道

56 223 鈴木　琢斗 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 2 仙台二 1m94 宮　城 東　北

56 1208 女鹿田　匠 ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 倉敷青陵 1m94 岡　山 中　国

56 1467 北嶋　諒太郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2 修猷館 1m94 福　岡 北九州

60 99 川口　真司 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 3 函館ラサール 1m93 北海道 北海道

60 1720 園中　杏汰 ｿﾉﾅｶ ｷｮｳﾀ 2 甲南 1m93 鹿児島 南九州

60 1722 大上　拓海 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 1 国分中央 1m93 鹿児島 南九州

63 1385 横山　巧 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 2 新居浜東 1m92 愛　媛 四　国

64 38 中村　亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 3 札幌日本大学 1m91 北海道 北海道

64 1190 奥田　昌樹 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ 2 笠岡商 1m91 岡　山 中　国

66 1287 木南　雄希 ｷﾅﾐ ﾕｳｷ 1 香川西 1m89 香　川 四　国
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 男子棒高跳

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 1303 三宅　功朔 ﾐﾔｹ ｺｳｻｸ 3 観音寺一 5m13 香　川 四　国

2 1150 澤　慎吾 ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 3 大社 5m10 島　根 中　国

3 466 新井　拓磨 ｱﾗｲ ﾀｸﾏ 2 柏日体 5m00 千　葉 南関東

3 572 髙須　莉喜 ﾀｶｽ ﾘｷ 3 希望ヶ丘 5m00 神奈川 南関東

3 618 岡本　拓巳 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 3 横浜清風 5m00 神奈川 南関東

3 845 竹川　倖生 ﾀｹｶﾜ ｺｳｾｲ 2 富士宮北 5m00 静　岡 東　海

3 957 堀江　勇輝 ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 3 美濃加茂 5m00 岐　阜 東　海

3 960 松澤　勝治 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 3 近江 5m00 滋　賀 近　畿

3 1301 大久保　圭介 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 2 観音寺一 5m00 香　川 四　国

3 1318 中森　一 ﾅｶﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 3 高松工芸 5m00 香　川 四　国

11 388 上原　響 ｳｴﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 2 市立前橋 4m90 群　馬 北関東

11 440 末吉　龍太 ｽｴﾖｼ ﾘｭｳﾀ 3 羽生一 4m90 埼　玉 北関東

11 542 田代　丈 ﾀｼﾛ ｼﾞｮｳ 3 東京 4m90 東　京 南関東

11 1159 錦織　実 ﾆｼｺﾘ ﾐﾉﾙ 3 松江農 4m90 島　根 中　国

11 1621 中村　仁 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 2 九州学院 4m90 熊　本 南九州

16 204 渡邊　壮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 3 佐沼 4m80 宮　城 東　北

16 500 徳間　俊介 ﾄｸﾏ ｼｭﾝｽｹ 2 成田 4m80 千　葉 南関東

16 564 神崎　紘生 ｶﾝｻﾞｷ ｺｳｾｲ 2 荏田 4m80 神奈川 南関東

16 821 植松　海理 ｳｴﾏﾂ ｶｲﾘ 2 浜松北 4m80 静　岡 東　海

16 977 廣瀬　卓 ﾋﾛｾ ﾀｸ 3 北嵯峨 4m80 京　都 近　畿

16 1024 渡辺　隆太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3 大阪桐蔭 4m80 大　阪 近　畿

16 1307 川上　翔大 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀ 3 観音寺中央 4m80 香　川 四　国

23 738 林　大樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 2 石川工 4m76 石　川 北信越

24 20 西田　翔 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ 3 大麻 4m70 北海道 北海道

24 293 佐藤　啓太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 2 福島成蹊 4m70 福　島 東　北

24 378 今成　駿 ｲﾏﾅﾘ ｼｭﾝ 3 前橋 4m70 群　馬 北関東

24 444 白石　拓視 ｼﾗｲｼ ﾀｸﾐ 2 不動岡 4m70 埼　玉 北関東

24 666 山本　聖哉 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 3 新潟産大附 4m70 新　潟 北信越

24 854 石川　拓磨 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 2 岡崎城西 4m70 愛　知 東　海

24 976 渡邉　蒼磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 3 北嵯峨 4m70 京　都 近　畿

24 1231 蔵田　雅典 ｸﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 2 近大東広島 4m70 広　島 中　国

24 1306 西山　伶央 ﾆｼﾔﾏ ﾚｵ 2 観音寺中央 4m70 香　川 四　国

24 1694 村﨑　秀 ﾑﾗｻｷ ｼｭｳ 3 宮崎第一 4m70 宮　崎 南九州

34 390 野村　翔太 ﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀ 2 樹徳 4m60 群　馬 北関東

34 426 舛屋　津羽紗 ﾏｽﾔ ﾂﾊﾞｻ 3 白岡 4m60 埼　玉 北関東

34 627 伊勢　直人 ｲｾ ﾅｵﾄ 3 柏崎 4m60 新　潟 北信越

34 822 窪田　大輝 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｷ 1 浜松工 4m60 静　岡 東　海

34 876 小木曽　光 ｺｷﾞｿ ｺｳ 2 中京大中京 4m60 愛　知 東　海

34 1113 橋崎　晃平 ﾊｼｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 3 桐蔭 4m60 和歌山 近　畿

34 1228 山本　優希 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 3 神辺旭 4m60 広　島 中　国

34 1252 佐野　恵史 ｻﾉ ｹｲｼ 3 広島工大 4m60 広　島 中　国

34 1319 重藤　慶多 ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 1 高松第一 4m60 香　川 四　国

43 1070 吉田　拓馬 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 2 東大阪大柏原 4m50 大　阪 近　畿

43 1213 小西　龍太 ｺﾆｼ ﾘｭｳﾀ 3 玉野光南 4m50 岡　山 中　国

43 1670 髙井　晶 ﾀｶｲ ｱｷﾗ 3 本庄 4m50 宮　崎 南九州

46 3 玉置　広伸 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1 旭川大学 4m40 北海道 北海道

46 153 林下　晃城 ﾊﾔｼﾀ ｺｳｷ 3 大湊 4m40 青　森 東　北

46 168 並岡　真生 ﾅﾐｵｶ ﾏｻｷ 1 黒沢尻北 4m40 岩　手 東　北

46 692 合津　伊織 ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 3 赤穂 4m40 長　野 北信越

46 1501 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 3 福岡第一 4m40 福　岡 北九州

51 43 石崎　智也 ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 2 札幌南 4m30 北海道 北海道

51 100 日根　大樹 ﾋﾈ ﾀﾞｲｷ 3 網走桂陽 4m30 北海道 北海道

51 125 森重　幹広 ﾓﾘｼｹﾞ ﾐｷﾋﾛ 2 中標津 4m30 北海道 北海道

51 141 前田　智教 ﾏｴﾀﾞ ﾁｷｮｳ 2 立命館慶祥 4m30 北海道 北海道

51 154 松橋　亮太 ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ 3 大湊 4m30 青　森 東　北

51 195 遠藤　亮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 3 石巻 4m30 宮　城 東　北

51 628 加納　恭平 ｶﾉｳ ｷｮｳﾍｲ 3 柏崎工 4m30 新　潟 北信越

51 1490 碓木　凌 ｳｽｷ ﾘｮｳ 3 戸畑 4m30 福　岡 北九州

51 1573 中庭　晃大 ﾅｶﾆﾜ ｺｳﾀﾞｲ 3 佐世保工 4m30 長　崎 北九州

51 1600 黒熊　郁也 ｸﾛｸﾏ ｲｸﾔ 3 佐伯鶴城 4m30 大　分 北九州

51 1717 下野　祐征 ｼﾓﾉ ﾕｳｾｲ 3 鹿児島南 4m30 鹿児島 南九州

51 1732 新垣　太詞 ｱﾗｶｷ ﾀｲｼ 2 浦添工 4m30 沖　縄 南九州

51 1757 石新　航洋 ｲｼｱﾗ ｺｳﾖｳ 3 南風原 4m30 沖　縄 南九州

64 739 岡本　善貴 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 3 石川工 4m20 石　川 北信越

64 1502 中村　久弥 ﾅｶﾑﾗ ｷｭｳﾔ 3 福岡第一 4m20 福　岡 北九州

64 1525 野口　大吾朗 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 3 有田工 4m20 佐　賀 北九州
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 男子走幅跳

rank NC 氏名 氏名カナ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 609 佐久間　滉大 ｻｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 3 法政二 7m67 +1.3 神奈川 南関東

2 880 渡邉　圭一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 3 中京大中京 7m49 +0.5 愛　知 東　海

3 65 内久保　貴人 ｳﾁｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 3 砂川 7m46 +0.6 北海道 北海道

4 600 松添　基理 ﾏﾂｿﾞｴ ｷﾘｲ 3 藤沢西 7m40 +1.4 神奈川 南関東

5 729 中澤　優 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 3 富山商 7m37 -0.6 富　山 北信越

6 664 稲川　尚汰 ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 2 新潟 7m34 -0.1 新　潟 北信越

7 1513 浦　公蔵 ｳﾗ ｺｳｿﾞｳ 3 三潴 7m33 +1.9 福　岡 北九州

8 920 野村　智也 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾔ 3 宇治山田商 7m32 +2.0 三　重 東　海

9 938 三宅　將督 ﾐﾔｹ ﾏｻﾖｼ 3 恵那 7m31 +1.9 岐　阜 東　海

10 719 中野　涼介 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 3 松本深志 7m30 +0.4 長　野 北信越

11 1018 遠藤　泰司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 2 大阪桐蔭 7m29 +1.2 大　阪 近　畿

12 865 伊藤　裕也 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 3 時習館 7m27 +1.8 愛　知 東　海

12 1346 喜多　恭介 ｷﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 3 徳島市立 7m27 +2.0 徳　島 四　国

14 120 外川　天寿 ﾄｶﾞﾜ ﾃﾝｼﾞｭ 3 斜里 7m24 +1.7 北海道 北海道

14 794 村上　豪 ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 2 菊川南陵 7m24 +0.6 静　岡 東　海

14 1066 辻本　嘉和 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 3 太成学院 7m24 +1.7 大　阪 近　畿

17 59 上山　竜平 ｳｴﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 3 白樺学園 7m21 +0.4 北海道 北海道

17 992 野﨑　千皓 ﾉｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 2 洛南 7m21 +1.4 京　都 近　畿

19 236 清水　航己 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 2 秋田西 7m20 +0.8 秋　田 東　北

20 1462 黄檗　快斗 ｷﾜﾀﾞ ｶｲﾄ 3 小倉工 7m19 +0.9 福　岡 北九州

21 1063 大川　亮 ｵｵｶﾜ ﾘｮｳ 3 摂津 7m18 +1.2 大　阪 近　畿

22 251 宮内　勝史 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻｼ 2 酒田西 7m16 +0.6 山　形 東　北

22 393 菅原　悠太郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 3 大宮南 7m16 +1.7 埼　玉 北関東

24 1248 倉田　匠 ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 2 広島工大 7m14 +1.1 広　島 中　国

24 1436 清遠　隆介 ｷﾖﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 3 高知追手前 7m14 +0.6 高　知 四　国

26 109 高山　倭 ﾀｶﾔﾏ ﾔﾏﾄ 2 北海道栄 7m12 +1.7 北海道 北海道

27 1740 当真　大智 ﾄｳﾏ ﾀﾞｲﾁ 3 中部商 7m11 +1.0 沖　縄 南九州

28 384 川島　鶴槙 ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ 3 前橋育英 7m10 0.0 群　馬 北関東

28 1468 飛永　諒一郎 ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 2 修猷館 7m10 +1.9 福　岡 北九州

30 667 石倉　南斗 ｲｼｸﾗ ﾐﾅﾄ 3 新潟産大附 7m09 +0.9 新　潟 北信越

30 983 織田　海斗 ｵﾘﾀ ｶｲﾄ 3 西城陽 7m09 +1.3 京　都 近　畿

30 1304 真鍋　比呂 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 3 観音寺一 7m09 +1.1 香　川 四　国

33 722 山本　拓海 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 3 高岡 7m08 +0.5 富　山 北信越

33 1028 大橋　廉 ｵｵﾊｼ ﾚﾝ 3 大塚 7m08 +0.8 大　阪 近　畿

33 1560 寺井　翔太 ﾃﾗｲ ｼｮｳﾀ 3 諫早 7m08 0.0 長　崎 北九州

36 1129 森山　大成 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 3 境 7m07 +1.6 鳥　取 中　国

37 1402 東　寛都 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾄ 3 松山中央 7m05 +1.5 愛　媛 四　国

38 550 間中　太亮 ﾏﾅｶ ﾋﾛｱｷ 3 日大豊山 7m04 +0.6 東　京 南関東

39 220 鈴木　良太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 3 仙台育英 7m03 +1.7 宮　城 東　北

39 932 松岡　修平 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 3 高田 7m03 -1.3 三　重 東　海

41 249 高橋　貴大 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 3 横手清陵学院 7m02 +0.7 秋　田 東　北

41 748 市田　雄大 ｲﾁﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 1 小松工 7m02 +1.4 石　川 北信越

41 1730 田坂　裕輝 ﾀｻｶ ﾕｳｷ 2 鶴丸 7m02 +0.7 鹿児島 南九州

44 286 伊藤　丈晃 ｲﾄｳ ﾀｹｱｷ 3 福島 6m99 +1.6 福　島 東　北

44 1687 河野　凌太 ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 3 宮崎工 6m99 +0.1 宮　崎 南九州

46 1672 西田　航大 ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 3 宮崎大宮 6m93 +1.2 宮　崎 南九州

47 16 小林　ジュン・オマードゥ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ･ｵﾏｰﾄﾞｩ 1 恵庭南 6m92 +1.3 北海道 北海道

47 430 金子　建男 ｶﾈｺ ﾀｹｵ 3 西武文理 6m92 +1.1 埼　玉 北関東

47 1368 田坂　雅人 ﾀｻｶ ﾏｻﾄ 3 西条農 6m92 +1.5 愛　媛 四　国

50 1136 新田　遼 ﾆｯﾀ ﾘｮｳ 3 八頭 6m91 +0.6 鳥　取 中　国

51 515 中邨　一希 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 3 船橋東 6m90 +1.7 千　葉 南関東

52 1684 内村　颯太 ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 3 宮崎工 6m88 0.0 宮　崎 南九州

53 1134 松尾　直樹 ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 3 鳥取中央育英 6m86 +1.1 鳥　取 中　国

53 1539 許田　悠貴 ｷｮﾀﾞ ﾕｳｷ 3 佐賀工 6m86 -1.1 佐　賀 北九州

55 253 柏倉　康平 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ 2 楯岡 6m85 +0.3 山　形 東　北

55 1282 沖　厚範 ｵｷ ｱﾂﾉﾘ 3 野田学園 6m85 +1.2 山　口 中　国

57 1599 髙橋　祥希 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 3 佐伯鶴城 6m82 +1.7 大　分 北九州

58 452 鈴木　力斗 ｽｽﾞｷ ﾘｷﾄ 3 八潮 6m81 -0.4 埼　玉 北関東

58 1697 米森　亮 ﾖﾈﾓﾘ ﾘｮｳ 1 鹿児島 6m81 +1.2 鹿児島 南九州

60 565 石井　裕人 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 3 海老名 6m78 +2.0 神奈川 南関東

61 58 竹村　柾人 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾄ 2 白樺学園 6m75 +0.6 北海道 北海道

62 1426 野本　祐成 ﾉﾓﾄ ﾕｳｾｲ 2 八幡浜 6m60 -1.3 愛　媛 四　国

63 348 長竹　芳紘 ﾅｶﾞﾀｹ ﾖｼﾋﾛ 3 佐野 6m52 -3.3 栃　木 北関東

63 1185 田口　世成 ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ 3 岡山工 6m52 +0.6 岡　山 中　国

追参 534 中村　健士 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 2 調布北 7m38 +6.0 東　京 南関東

追参 336 伊勢山　龍太 ｲｾﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 3 水戸商 7m37 +4.9 茨　城 北関東
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 男子三段跳

rank NC 氏名 氏名カナ 学年 学校名 記録 風 都道府県 地区

1 983 織田　海斗 ｵﾘﾀ ｶｲﾄ 3 西城陽 15m59 +1.9 京　都 近　畿

2 811 大澄　敦也 ｵｵｽﾐ ｱﾂﾔ 3 浜名 15m37 +1.5 静　岡 東　海

3 992 野﨑　千皓 ﾉｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 2 洛南 15m26 +1.6 京　都 近　畿

4 791 加藤　真生 ｶﾄｳ ﾏｵ 3 新居 15m25 +1.4 静　岡 東　海

5 982 平松　祐司 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 3 西城陽 15m20 +0.2 京　都 近　畿

6 543 井関　慶人 ｲｾｷ ﾖｼﾄ 3 東京 15m10 +2.0 東　京 南関東

7 376 武田　七世 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｾ 3 富岡 15m07 +1.9 群　馬 北関東

8 570 辻田　達也 ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 3 川崎市立橘 15m01 +1.4 神奈川 南関東

9 1704 松田　敬佑 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 3 鹿児島 14m97 -0.1 鹿児島 南九州

10 999 原田　睦希 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾂｷ 3 阿倍野 14m96 0.0 大　阪 近　畿

11 407 伴　拓朗 ﾊﾞﾝ ﾀｸﾛｳ 3 熊谷商 14m95 -0.3 埼　玉 北関東

12 943 羽實　壮里 ﾊｼﾞﾂ ｿｳﾘ 2 県岐阜商 14m84 +1.5 岐　阜 東　海

13 1503 稲付　武士 ｲﾅﾂｷ ﾀｹｼ 3 福岡第一 14m79 +1.1 福　岡 北九州

14 1062 古賀　幹也 ｺｶﾞ ﾐｷﾔ 2 摂津 14m78 +0.7 大　阪 近　畿

15 920 野村　智也 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾔ 3 宇治山田商 14m76 0.0 三　重 東　海

15 1184 佐々木　拓海 ｻｻｷ ﾀｸﾐ 2 岡山工 14m76 +0.4 岡　山 中　国

17 384 川島　鶴槙 ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ 3 前橋育英 14m73 0.0 群　馬 北関東

18 551 金子　諒 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 3 練馬工 14m71 +1.8 東　京 南関東

18 852 中島　恭佑 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｽｹ 3 安城学園 14m71 +1.9 愛　知 東　海

20 65 内久保　貴人 ｳﾁｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 3 砂川 14m69 +1.4 北海道 北海道

21 467 小笹　大樹 ｺｻﾞｻ ﾋﾛｷ 3 柏日体 14m66 +1.3 千　葉 南関東

22 486 小川　宏海 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 3 東金 14m65 +1.1 千　葉 南関東

23 1500 毛利　亮太 ﾓｳﾘ ﾘｮｳﾀ 2 福岡第一 14m62 +1.1 福　岡 北九州

24 834 吉田　周生 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 3 浜松市立 14m61 +1.3 静　岡 東　海

25 664 稲川　尚汰 ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 2 新潟 14m58 +0.7 新　潟 北信越

26 249 高橋　貴大 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 3 横手清陵学院 14m57 +2.0 秋　田 東　北

27 1083 大柿　泰知 ｵｵｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 3 明石商 14m56 +0.9 兵　庫 近　畿

28 1354 武林　仁 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾝ 2 鳴門渦潮 14m55 +1.3 徳　島 四　国

29 1719 宮田　銀河 ﾐﾔﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 3 加治木 14m54 +2.0 鹿児島 南九州

30 1372 村上　大雅 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｶﾞ 2 済美 14m51 +1.7 愛　媛 四　国

31 1387 秋山　弘樹 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｷ 3 新居浜東 14m50 +1.2 愛　媛 四　国

32 751 林　冴唯正 ﾊﾔｼ ｻｲｾｲ 2 星稜 14m46 +1.3 石　川 北信越

33 574 佐藤　承之介 ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾉｽｹ 3 鵠沼 14m44 +0.8 神奈川 南関東

34 299 木村　朋也 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 3 福島成蹊 14m41 +1.3 福　島 東　北

34 303 柳田　侑希 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｷ 3 伊奈 14m41 +2.0 茨　城 北関東

34 729 中澤　優 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 3 富山商 14m41 +0.2 富　山 北信越

37 1694 村﨑　秀 ﾑﾗｻｷ ｼｭｳ 3 宮崎第一 14m38 -0.6 宮　崎 南九州

38 1304 真鍋　比呂 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 3 観音寺一 14m37 +1.6 香　川 四　国

39 1693 鎌田　啓豊 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 3 宮崎西 14m36 -0.4 宮　崎 南九州

40 1589 楢林　佳明 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 2 長崎南 14m35 +0.8 長　崎 北九州

40 1718 戸越　正孝 ﾄｺﾞｼ ﾏｻﾀｶ 3 鹿児島南 14m35 +0.9 鹿児島 南九州

42 1138 神戸　力斗 ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 3 八頭 14m34 +0.5 鳥　取 中　国

43 1539 許田　悠貴 ｷｮﾀﾞ ﾕｳｷ 3 佐賀工 14m33 +0.9 佐　賀 北九州

44 222 齋藤　優太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 2 仙台青陵 14m25 +1.8 宮　城 東　北

45 251 宮内　勝史 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻｼ 2 酒田西 14m24 -0.3 山　形 東　北

45 279 箭内　直樹 ﾔﾅｲ ﾅｵｷ 3 郡山商 14m24 +0.9 福　島 東　北

47 227 廣谷　淑輝 ﾋﾛﾀﾆ ﾄｼｷ 2 東北 14m21 +1.9 宮　城 東　北

48 1665 濱田　諒太朗 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 延岡商 14m20 +0.5 宮　崎 南九州

49 700 窪田　章吾 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 3 諏訪清陵 14m18 +1.2 長　野 北信越

49 710 小野澤　達也 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 3 穂高商 14m18 +0.7 長　野 北信越

49 1329 中島　志広 ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾋﾛ 3 海部 14m18 +0.8 徳　島 四　国

52 21 水谷　司 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂｶｻ 1 帯広農 14m16 +0.4 北海道 北海道

52 371 清水　圭二 ｼﾐｽﾞ ｹｲｼﾞ 3 東京農大二 14m16 +2.0 群　馬 北関東

54 1464 芳賀　聡一郎 ﾊｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 3 小倉東 14m15 0.0 福　岡 北九州

55 1187 末石　有人 ｽｴｲｼ ﾕｳﾄ 3 岡山工 14m11 +0.3 岡　山 中　国

56 1596 水野　登生 ﾐｽﾞﾉ ﾄｳｲ 3 大分高専 14m10 0.0 大　分 北九州

57 746 木下　秀明 ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 3 金沢泉丘 14m09 +0.5 石　川 北信越

58 1209 鐘ヶ江　優樹 ｶﾈｶﾞｴ ﾕｳｷ 3 倉敷南 14m06 +0.3 岡　山 中　国

58 1278 久保　椋太郎 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 下関西 14m06 +0.8 山　口 中　国

60 1188 河合　優樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 3 岡山城東 14m04 +1.0 岡　山 中　国

61 1438 内山　悠也 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾔ 3 高知農 13m98 +0.5 高　知 四　国

62 86 佐藤　嵩矩 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 2 函館工 13m75 +1.3 北海道 北海道

63 58 竹村　柾人 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾄ 2 白樺学園 13m69 +0.2 北海道 北海道

64 451 本間　謙 ﾎﾝﾏ ｹﾝ 3 松山 13m57 -0.5 埼　玉 北関東

65 31 杉野　貴之 ｽｷﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 3 札幌白石 13m46 0.0 北海道 北海道

66 13 中嶋　俊明 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 3 石狩南 13m42 +1.9 北海道 北海道
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 男子砲丸投(6.000kg)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 986 石山　歩 ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 3 花園 17m80 京　都 近　畿

2 544 安藤　夢 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ 3 東京 16m84 東　京 南関東

3 1332 川口　哲生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 3 生光学園 16m70 徳　島 四　国

4 494 戸辺　誠也 ﾄﾍﾞ ｾｲﾔ 3 東京学館船橋 16m58 千　葉 南関東

5 1334 幸長　慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 2 生光学園 16m17 徳　島 四　国

6 1056 井上　拳史郎 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾛｳ 3 咲くやこの花 15m95 大　阪 近　畿

7 1452 飛松　功 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｲｻｵ 3 九産大付九産 15m76 福　岡 北九州

8 1025 田中　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 3 大阪桐蔭 15m56 大　阪 近　畿

9 678 菊池　圭平 ｷｸﾁ ｹｲﾍｲ 3 新潟明訓 15m54 新　潟 北信越

10 362 本木　一成 ﾓﾄｷ ｲｯｾｲ 3 桐生第一 15m42 群　馬 北関東

11 283 天野　光汰 ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 2 日大東北 15m38 福　島 東　北

11 912 野瀨　嵩慶志 ﾉｾ ﾀｶﾖｼ 3 伊勢工 15m38 三　重 東　海

13 405 伊藤　大悟 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 3 川口総合 15m33 埼　玉 北関東

14 583 岩見　椋太 ｲﾜﾐ ﾘｮｳﾀ 3 瀬谷西 15m26 神奈川 南関東

15 1111 北亦　雄成 ｷﾀﾏﾀ ﾕｳｾｲ 3 紀央館 15m20 和歌山 近　畿

16 1308 武下　賢人 ﾀｹｼﾀ ｹﾝﾄ 3 観音寺中央 15m19 香　川 四　国

17 953 松岡　晋乃介 ﾏﾂｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 3 市岐阜商 15m15 岐　阜 東　海

18 1523 稲葉　悠晟 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｾｲ 3 祐誠 15m02 福　岡 北九州

19 621 雨宮　巧 ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾐ 2 巨摩 15m01 山　梨 南関東

20 244 米森　心悟 ﾖﾈﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 3 能代松陽 15m00 秋　田 東　北

21 770 佐藤　楓也 ｻﾄｳ ﾌｳﾔ 3 敦賀 14m98 福　井 北信越

21 1333 佐々木　祐弥 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 3 生光学園 14m98 徳　島 四　国

23 1088 池川　博史 ｲｹｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 1 滝川第二 14m95 兵　庫 近　畿

24 1273 中川　大志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 3 西京 14m93 山　口 中　国

25 911 井豫　規人 ｲﾖ ﾉﾘﾄ 2 伊勢工 14m90 三　重 東　海

26 270 村澤　雄平 ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾍｲ 3 会津学鳳 14m85 福　島 東　北

27 584 松井　俊樹 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 3 瀬谷西 14m81 神奈川 南関東

28 1465 鈴木　蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 3 自由ケ丘 14m80 福　岡 北九州

29 406 遠藤　誠也 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 3 川口総合 14m79 埼　玉 北関東

29 475 玉野　芳樹 ﾀﾏﾉ ﾖｼｷ 3 千葉黎明 14m79 千　葉 南関東

31 245 金子　渉 ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ 3 能代松陽 14m71 秋　田 東　北

32 823 寺田　和寿 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 2 浜松工 14m70 静　岡 東　海

33 24 松本　陸玖 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 3 帯広農 14m69 北海道 北海道

34 1160 平井　龍 ﾋﾗｲ ﾘｭｳ 3 松江工 14m67 島　根 中　国

34 1666 柳生　恭平 ﾔｷﾞｭｳ ｷｮｳﾍｲ 3 延岡商 14m67 宮　崎 南九州

36 1026 菅原　大幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 3 大阪桐蔭 14m61 大　阪 近　畿

37 1450 飛松　聡 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｻﾄｼ 2 九産大付九産 14m56 福　岡 北九州

38 1569 幾度　涼太 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 3 口加 14m55 長　崎 北九州

39 431 秋場　康太 ｱｷﾊﾞ ｺｳﾀ 2 西武台 14m54 埼　玉 北関東

39 1679 伊東　聖那 ｲﾄｳ ｾﾅ 2 宮崎工 14m54 宮　崎 南九州

41 1284 伊藤　武尊 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 2 桜ケ丘 14m53 山　口 中　国

42 123 西田　健修 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｼｭ 2 弟子屈 14m48 北海道 北海道

42 837 谷中　宏太朗 ﾔﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 2 藤枝東 14m48 静　岡 東　海

44 314 神野　匡人 ｶﾐﾉ ﾏｻﾄ 3 土浦湖北 14m43 茨　城 北関東

45 1364 森　秀 ﾓﾘ ｼｭｳ 3 今治明徳 14m41 愛　媛 四　国

46 167 菊池　樹 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 3 一関二 14m35 岩　手 東　北

46 863 清水　和樹 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 3 春日井工 14m35 愛　知 東　海

48 1597 有村　秀充 ｱﾘﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐﾂ 2 大分豊府 14m34 大　分 北九州

49 783 岩佐　隆時 ｲﾜｻ ﾘｭｳｼﾞ 1 北陸 14m30 福　井 北信越

50 118 五十嵐　宣弘 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘﾋﾛ 2 静内 14m16 北海道 北海道

51 161 川嶋　雄太 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ 3 弘前実 14m12 青　森 東　北

52 311 塩畑　亮佑 ｼｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 2 土浦湖北 14m03 茨　城 北関東

53 105 福田　嵐 ﾌｸﾀﾞ ｱﾗｼ 3 釧路江南 13m99 北海道 北海道

54 1302 曽我　歩希 ｿｶﾞ ｱﾕｷ 2 観音寺一 13m92 香　川 四　国

55 132 永嶺　竣矢 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｭﾝﾔ 3 八雲 13m84 北海道 北海道

56 146 小関　永一郎 ｺｾｷ ｴｲｲﾁﾛｳ 3 留萌 13m80 北海道 北海道

57 1653 塚本　昇竜 ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾘｭｳ 3 熊本西 13m74 熊　本 南九州

58 790 宮下　洸大 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 3 北陸 13m73 福　井 北信越

59 1690 黒木　隆汰 ｸﾛｷﾞ ﾘｭｳﾀ 3 宮崎工 13m51 宮　崎 南九州

60 749 土江　瑛 ﾂﾁｴ ﾃﾙ 2 小松工 13m48 石　川 北信越

61 750 手塚　智大 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 3 小松工 13m36 石　川 北信越

62 1229 森田　健一郎 ﾓﾘﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 3 神辺旭 13m34 広　島 中　国

63 1234 甲斐　公耀 ｶｲ ｷﾐｱｷ 3 高陽東 13m32 広　島 中　国

64 1605 山下　朗央 ﾔﾏｼﾀ ｱｷｵ 3 天草 13m26 熊　本 南九州

65 1135 松村　恭汰 ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾀ 2 八頭 13m11 鳥　取 中　国

66 1632 境目　力也 ｻｶｲﾒ ﾁｶﾔ 3 球磨工 12m94 熊　本 南九州
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 男子円盤投(1.750kg)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 584 松井　俊樹 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 3 瀬谷西 50m35 神奈川 南関東

2 986 石山　歩 ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 3 花園 50m30 京　都 近　畿

3 544 安藤　夢 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ 3 東京 50m29 東　京 南関東

4 1334 幸長　慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 2 生光学園 49m74 徳　島 四　国

5 634 高倉　星也 ﾀｶｸﾗ ｾｲﾔ 3 上越総合技術 47m11 新　潟 北信越

6 1064 日下　隆晃 ｸｻｶ ﾀｶｱｷ 3 太成学院 46m16 大　阪 近　畿

7 494 戸辺　誠也 ﾄﾍﾞ ｾｲﾔ 3 東京学館船橋 45m73 千　葉 南関東

8 1364 森　秀 ﾓﾘ ｼｭｳ 3 今治明徳 45m37 愛　媛 四　国

9 575 榎本　健二 ｴﾉﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 3 相模原 45m27 神奈川 南関東

10 723 石附　寛太 ｲｼﾂﾞｷ ｶﾝﾀ 3 高岡工芸 45m08 富　山 北信越

11 1027 沖見　拓真 ｵｷﾐ ﾀｸﾏ 3 大阪桐蔭 44m91 大　阪 近　畿

12 1114 湯川　椋盛 ﾕｶﾜ ﾘｮｳｾｲ 3 箕島 44m67 和歌山 近　畿

13 1111 北亦　雄成 ｷﾀﾏﾀ ﾕｳｾｲ 3 紀央館 44m62 和歌山 近　畿

14 245 金子　渉 ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ 3 能代松陽 44m42 秋　田 東　北

15 17 五十嵐　大弥 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾔ 3 恵庭南 44m30 北海道 北海道

16 1102 廣田　歩夢 ﾋﾛﾀ ｱﾕﾑ 1 姫路商 43m71 兵　庫 近　畿

17 566 山崎　マーク龍也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｰｸﾀﾂﾔ 3 小田原城北工 43m53 神奈川 南関東

18 1452 飛松　功 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｲｻｵ 3 九産大付九産 43m30 福　岡 北九州

19 160 工藤　辰郎 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ 3 弘前実 43m29 青　森 東　北

20 537 福留　大成 ﾌｸﾄﾒ ﾀｲｾｲ 2 東京 43m10 東　京 南関東

21 221 林　雅晶 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ 3 仙台育英 43m06 宮　城 東　北

21 905 西尾　篤史 ﾆｼｵ ｱﾂｼ 3 守山 43m06 愛　知 東　海

23 1734 松川　司 ﾏﾂｶﾞﾜ ﾂｶｻ 3 沖縄工 42m52 沖　縄 南九州

24 1302 曽我　歩希 ｿｶﾞ ｱﾕｷ 2 観音寺一 42m17 香　川 四　国

25 362 本木　一成 ﾓﾄｷ ｲｯｾｲ 3 桐生第一 42m11 群　馬 北関東

25 431 秋場　康太 ｱｷﾊﾞ ｺｳﾀ 2 西武台 42m11 埼　玉 北関東

27 18 田中　晃聖 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 3 恵庭南 41m99 北海道 北海道

28 1574 堤　一馬 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾏ 3 佐世保工 41m89 長　崎 北九州

29 1335 小松　将弘 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 1 生光学園 41m88 徳　島 四　国

30 105 福田　嵐 ﾌｸﾀﾞ ｱﾗｼ 3 釧路江南 41m86 北海道 北海道

31 1683 杉田　駿斗 ｽｷﾞﾀ ﾊﾔﾄ 3 宮崎工 41m81 宮　崎 南九州

32 1491 野村　陽平 ﾉﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 2 博多工 41m60 福　岡 北九州

33 306 萩島　駿貴 ﾊｷﾞｼﾏ ﾄｼｷ 2 総和工 41m52 茨　城 北関東

34 166 杉山　舜亮 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 2 むつ工 41m51 青　森 東　北

35 282 植田　紗綾人 ｳｴﾀﾞ ｻﾔﾄ 3 平工 41m23 福　島 東　北

36 1598 森永　太一郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｲﾁﾛｳ 3 国東 41m14 大　分 北九州

37 853 坂本　達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 3 一宮南 40m91 愛　知 東　海

38 954 田中　優之介 ﾀﾅｶ ﾕｳﾉｽｹ 3 市岐阜商 40m89 岐　阜 東　海

39 1450 飛松　聡 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｻﾄｼ 2 九産大付九産 40m82 福　岡 北九州

40 1569 幾度　涼太 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 3 口加 40m81 長　崎 北九州

41 1403 木室　仁太 ｷﾑﾛ ｼﾞﾝﾀ 3 松山西中等 40m70 愛　媛 四　国

42 774 行方　真紀 ﾅﾒｶﾀ ﾏｻｷ 3 敦賀気比 40m63 福　井 北信越

43 952 大森　德幸 ｵｵﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 3 益田清風 40m58 岐　阜 東　海

44 122 西谷　公輔 ﾆｼﾔ ｺｳｽｹ 3 伊達緑丘 40m48 北海道 北海道

45 1291 竹村　勇二 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 2 香川西 40m43 香　川 四　国

46 406 遠藤　誠也 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 3 川口総合 40m33 埼　玉 北関東

47 322 小島　宙大 ｺｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 3 水海道一 40m22 茨　城 北関東

48 934 中村　光希 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 2 三重 40m02 三　重 東　海

49 1214 大原　大亮 ｵｵﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 3 新見 39m75 岡　山 中　国

50 1723 寺脇　武流 ﾃﾗﾜｷ ﾀｹﾙ 3 国分中央 39m72 鹿児島 南九州

51 1736 平良　主将 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾏｻ 2 久米島 39m70 沖　縄 南九州

52 27 横田　達哉 ﾖｺﾀ ﾀﾂﾔ 3 北広島 39m69 北海道 北海道

53 283 天野　光汰 ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 2 日大東北 39m68 福　島 東　北

54 311 塩畑　亮佑 ｼｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 2 土浦湖北 39m63 茨　城 北関東

55 904 岩野　祐希 ｲﾜﾉ ﾕｳｷ 3 守山 39m55 愛　知 東　海

56 721 立花　翔太 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳﾀ 2 桜井 39m52 富　山 北信越

57 693 大庭　直也 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 3 飯山北･飯山 39m51 長　野 北信越

58 1139 橋本　瞭 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 3 八頭 39m37 鳥　取 中　国

59 695 林　滉介 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 3 上伊那農 39m30 長　野 北信越

60 1715 松尾　将太 ﾏﾂｵ ｼｮｳﾀ 3 鹿児島商 39m13 鹿児島 南九州

61 1243 荒谷　達也 ｱﾗﾀﾆ ﾀﾂﾔ 3 如水館 39m07 広　島 中　国

62 1285 諏訪　雄山 ｽﾜ ﾕｳｻﾞﾝ 2 桜ケ丘 39m03 山　口 中　国

63 118 五十嵐　宣弘 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘﾋﾛ 2 静内 38m79 北海道 北海道

64 1671 德留　勇之介 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾕｳﾉｽｹ 2 都城泉ケ丘 38m64 宮　崎 南九州

65 1160 平井　龍 ﾋﾗｲ ﾘｭｳ 3 松江工 38m32 島　根 中　国

66 1199 栗山　大志 ｸﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ 3 倉敷工 38m17 岡　山 中　国
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 男子ハンマー投(6.000kg)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 973 木村　友大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 3 乙訓 65m18 京　都 近　畿

2 355 小島　奨生 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｷ 3 真岡工 64m98 栃　木 北関東

3 921 東浦　貫太 ﾋｶﾞｼｳﾗ ｶﾝﾀ 3 宇治山田商 62m39 三　重 東　海

4 984 清水　樹 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ 3 花園 61m21 京　都 近　畿

5 985 川勝　崇弘 ｶﾜｶﾂ ﾀｶﾋﾛ 3 花園 59m47 京　都 近　畿

6 933 村木　亮太 ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾀ 2 久居 57m57 三　重 東　海

7 468 小野　翼 ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ 2 木更津総合 57m24 千　葉 南関東

8 1109 田村　朋輝 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 3 八鹿 56m91 兵　庫 近　畿

9 1362 渡邉　克己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 3 今治東中等 56m81 愛　媛 四　国

10 750 手塚　智大 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 3 小松工 56m46 石　川 北信越

11 1601 長谷川　武 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 3 双国校 56m32 大　分 北九州

12 559 大谷　健也 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾔ 3 府中工 56m13 東　京 南関東

13 901 古旗　崇裕 ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 3 名古屋大谷 56m01 愛　知 東　海

14 1478 勝野　仰 ｶﾂﾉ ｱｵｸﾞ 3 筑紫 55m99 福　岡 北九州

15 1112 北亦　将成 ｷﾀﾏﾀ ｼｮｳｾｲ 3 紀央館 55m98 和歌山 近　畿

16 633 佐藤　裕也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 2 新発田南 55m84 新　潟 北信越

17 1118 宮崎　慧二 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 2 和歌山工 55m68 和歌山 近　畿

18 1212 奥山　舜貴 ｵｸﾔﾏ ﾐﾂｷ 3 玉野光南 55m64 岡　山 中　国

19 863 清水　和樹 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 3 春日井工 55m15 愛　知 東　海

20 161 川嶋　雄太 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ 3 弘前実 55m08 青　森 東　北

21 797 大坪　瑛貴 ｵｵﾂﾎﾞ ｴｲｷ 3 島田樟誠 54m96 静　岡 東　海

22 582 八鍬　泰行 ﾔｸﾜ ﾔｽﾕｷ 3 逗葉 54m85 神奈川 南関東

23 1333 佐々木　祐弥 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 3 生光学園 54m82 徳　島 四　国

24 561 印田　怜司 ｲﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 3 堀越 54m78 東　京 南関東

25 720 瀧本　高博 ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 3 松本美須々丘 54m63 長　野 北信越

26 339 山口　航輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 3 國學院栃木 54m60 栃　木 北関東

27 244 米森　心悟 ﾖﾈﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 3 能代松陽 54m28 秋　田 東　北

28 449 伊東　優成 ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ 2 松山 53m94 埼　玉 北関東

29 1120 藤井　陽介 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 3 倉吉総合産 53m78 鳥　取 中　国

30 826 髙林　巧 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 3 浜松商 53m70 静　岡 東　海

31 1571 酒井　優希 ｻｶｲ ﾕｳｷ 3 口加 53m03 長　崎 北九州

32 243 千葉　康平 ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ 3 大曲農 52m95 秋　田 東　北

33 624 栄野比　ホセ ｴﾉﾋﾞ ﾎｾ 2 山梨農林 52m93 山　梨 南関東

34 516 内村　文也 ｳﾁﾑﾗ ﾌﾐﾔ 3 茂原 52m92 千　葉 南関東

35 1363 大林　聖弥 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 2 今治明徳 52m83 愛　媛 四　国

36 1711 湯之上　蓮 ﾕﾉｶﾞﾐ ﾚﾝ 2 鹿児島商 52m77 鹿児島 南九州

37 1133 伊藤　剛史 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 3 鳥取中央育英 52m76 鳥　取 中　国

38 691 樋口　碧 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 3 村上桜ヶ丘 52m66 新　潟 北信越

39 22 越智　健太 ｵﾁ ｹﾝﾀ 3 帯広農 52m59 北海道 北海道

40 203 鈴木　慎二 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 3 黒川 52m01 宮　城 東　北

41 1131 門脇　昭憲 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 2 倉吉北 51m86 鳥　取 中　国

42 648 五十嵐　渓斗 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲﾄ 3 東京学館新潟 51m69 新　潟 北信越

43 1638 角田　遼馬 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 3 熊本工 51m63 熊　本 南九州

44 365 中嶋　龍也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾔ 3 勢多農林 51m54 群　馬 北関東

45 1658 山﨑　功博 ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾋﾛ 2 八代工 51m52 熊　本 南九州

46 1479 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 3 筑紫 51m43 福　岡 北九州

47 427 猪又　真輝 ｲﾉﾏﾀ ﾏｻｷ 3 進修館 51m35 埼　玉 北関東

48 246 柳原　稜太 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 2 花輪 51m11 秋　田 東　北

48 257 栗原　航大 ｸﾘﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 3 山形商 51m11 山　形 東　北

50 1217 寄貞　翔大 ﾖﾘｻﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 3 安芸 50m99 広　島 中　国

51 1280 細森　康平 ﾎｿﾓﾘ ｺｳﾍｲ 3 田部 50m90 山　口 中　国

52 1505 笠　大介 ﾘｭｳ ﾀﾞｲｽｹ 2 福翔 50m83 福　岡 北九州

53 422 坂井　海斗 ｻｶｲ ｶｲﾄ 3 坂戸西 50m72 埼　玉 北関東

54 723 石附　寛太 ｲｼﾂﾞｷ ｶﾝﾀ 3 高岡工芸 50m47 富　山 北信越

55 1458 太田　智也 ｵｵﾀ ﾄﾓﾔ 3 鞍手竜徳 50m40 福　岡 北九州

56 1358 篠原　巧 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 3 今治北 50m30 愛　媛 四　国

57 1667 河野　大吾 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 2 都城さくら 49m44 宮　崎 南九州

58 1331 尾形　和也 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 3 生光学園 49m36 徳　島 四　国

59 119 福岡　凌 ﾌｸｵｶ ﾘｮｳ 3 標津 49m08 北海道 北海道

60 2 蜂谷　奎人 ﾊﾁﾔ ｹｲﾄ 3 旭川商 48m81 北海道 北海道

61 1327 岩田　英之 ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 3 農業経営 48m72 香　川 四　国

62 1731 中園　天汰 ﾅｶｿﾞﾉ ﾃﾝﾀ 3 隼人工 48m56 鹿児島 南九州

63 25 平山　涼太 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 2 上磯 47m98 北海道 北海道

64 1745 崎元　貴文 ｻｷﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 2 那覇国際 47m69 沖　縄 南九州

65 52 鎌田　聖也 ｶﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 3 士別翔雲 47m25 北海道 北海道

66 71 石井　敦也 ｲｼｲ ｱﾂﾔ 3 滝川西 45m60 北海道 北海道
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 男子やり投(800g)

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 1364 森　秀 ﾓﾘ ｼｭｳ 3 今治明徳 71m24 愛　媛 四　国

2 160 工藤　辰郎 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ 3 弘前実 69m62 青　森 東　北

3 986 石山　歩 ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 3 花園 69m37 京　都 近　畿

4 1466 花田　研聖 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝｾｲ 3 自由ケ丘 68m86 福　岡 北九州

5 853 坂本　達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 3 一宮南 67m57 愛　知 東　海

6 1014 井澤　良治 ｲｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 3 大阪 66m50 大　阪 近　畿

7 1681 河野　充志 ｶﾜﾉ ｱﾂｼ 3 宮崎工 66m02 宮　崎 南九州

8 1447 山本　俊介 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 2 嘉穂 64m28 福　岡 北九州

9 231 武者　慶士 ﾑｼｬ ｹｲｼ 3 名取 64m24 宮　城 東　北

10 974 猿渡　裕貴 ｴﾝﾄﾞ ﾕｳｷ 3 乙訓 64m21 京　都 近　畿

11 954 田中　優之介 ﾀﾅｶ ﾕｳﾉｽｹ 3 市岐阜商 64m19 岐　阜 東　海

12 321 栗　優人 ｸﾘ ﾕｳﾄ 3 鉾田一 63m91 茨　城 北関東

13 511 高田　崚平 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 3 東葛飾 63m79 千　葉 南関東

14 1706 恵島　卓海 ｴｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 3 鹿児島玉龍 63m34 鹿児島 南九州

15 927 飯田　瞭河 ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 3 桑名西 63m15 三　重 東　海

16 310 塚本　淳司 ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ 2 土浦湖北 62m98 茨　城 北関東

17 270 村澤　雄平 ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾍｲ 3 会津学鳳 62m40 福　島 東　北

18 547 山田　舜 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 3 東京成徳 62m30 東　京 南関東

19 272 渡部　善秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 3 会津農林 62m17 福　島 東　北

20 625 青沼　李軌 ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 3 山梨学院大附 61m77 山　梨 南関東

21 1744 新垣　篤哉 ｱﾗｶｷ ｱﾂﾔ 3 豊見城 61m70 沖　縄 南九州

22 248 髙橋　巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 3 横手 61m66 秋　田 東　北

23 948 浅野　克弥 ｱｻﾉ ｶﾂﾔ 2 中津商 61m38 岐　阜 東　海

24 949 尾関　謙太 ｵｾﾞｷ ｹﾝﾀ 3 中津商 61m34 岐　阜 東　海

25 1353 美鳥　尚 ﾐﾄﾞﾘ ﾅｵ 3 鳴門渦潮 61m06 徳　島 四　国

26 335 雨谷　諒 ｱﾏｶﾞｲ ﾘｮｳ 3 水戸商 60m79 茨　城 北関東

27 929 藤田　祐規 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 3 桑名西 60m57 三　重 東　海

28 760 河渕　拡利 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾄｼ 3 輪島 60m54 石　川 北信越

28 1241 大林　智哉 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 3 修道 60m54 広　島 中　国

30 470 唐川　泰成 ｶﾗｶﾜ ﾀｲｾｲ 3 西武台千葉 60m51 千　葉 南関東

31 1682 蛯原　佑貴 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 3 宮崎工 60m48 宮　崎 南九州

32 1655 原田　直紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ 3 多良木 60m42 熊　本 南九州

33 1441 亀山　直幸 ｶﾒﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 3 宿毛 60m39 高　知 四　国

34 169 長沼　元 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾞﾝ 2 高田 60m31 岩　手 東　北

35 322 小島　宙大 ｺｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 3 水海道一 60m12 茨　城 北関東

36 1473 小手川　貴紀 ｺﾃｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 2 純真 60m11 福　岡 北九州

37 1733 新垣　精史郎 ｱﾗｶｷ ｾｲｼﾛｳ 3 沖縄工 60m06 沖　縄 南九州

38 1216 岡田　拓巳 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 3 水島工 59m89 岡　山 中　国

39 359 栗原　尚輝 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾅｵｷ 3 伊勢崎清明 59m75 群　馬 北関東

40 1328 麻植　一輝 ｵｴ ｶｽﾞｷ 3 阿南高専 59m71 徳　島 四　国

41 429 遠藤　嘉章 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 3 西武文理 59m59 埼　玉 北関東

42 1137 山本　謙信 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 3 八頭 59m55 鳥　取 中　国

43 1029 﨑山　雄太 ｻｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 3 関西創価 59m50 大　阪 近　畿

44 727 清水　彬央 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋｻ 3 富山高専 59m46 富　山 北信越

45 958 北田　幸久 ｷﾀﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 3 石部 59m39 滋　賀 近　畿

46 1524 松藤　圭汰 ﾏﾂﾌｼﾞ ｹｲﾀ 3 祐誠 59m25 福　岡 北九州

47 1439 三石　将史 ﾐﾂｲｼ ﾏｻﾌﾐ 3 高知農 59m18 高　知 四　国

48 1148 多賀　駿平 ﾀｶﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 3 米子工 58m96 鳥　取 中　国

49 1570 林田　竜歩 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾘｭｳﾎ 3 口加 58m70 長　崎 北九州

50 988 小牧　豊和 ｺﾏｷ ﾄﾖｶｽﾞ 3 峰山 58m59 京　都 近　畿

51 756 堀川　耀生 ﾎﾘｶﾜ ﾖｳｾｲ 3 大聖寺 58m57 石　川 北信越

52 1119 石坂　力成 ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 2 倉吉総合産 58m51 鳥　取 中　国

53 689 渡辺　和輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 3 八海 58m50 新　潟 北信越

54 98 木村　省 ｷﾑﾗ ｼｮｳ 3 函館ラサール 58m11 北海道 北海道

55 1309 加藤　翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 3 観音寺中央 57m86 香　川 四　国

56 764 上木　隆幸 ｳｴｷ ﾀｶﾕｷ 3 武生 57m56 福　井 北信越

57 71 石井　敦也 ｲｼｲ ｱﾂﾔ 3 滝川西 57m43 北海道 北海道

58 631 相澤　孝輔 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 3 柏崎常盤 57m23 新　潟 北信越

59 583 岩見　椋太 ｲﾜﾐ ﾘｮｳﾀ 3 瀬谷西 57m10 神奈川 南関東

60 1558 江頭　壱成 ｴｶﾞｼﾗ ｲｯｾｲ 3 諫早 56m22 長　崎 北九州

61 1276 中野　廉 ﾅｶﾉ ﾚﾝ 2 下関工 56m06 山　口 中　国

62 121 老久保　望夢 ｵｲｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾑ 3 伊達緑丘 54m89 北海道 北海道

63 60 松尾　隼斗 ﾏﾂｵ ﾊﾔﾄ 3 白樺学園 54m78 北海道 北海道

64 519 高橋　智樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 3 穎明館 54m70 東　京 南関東

65 19 中嶋　一捺 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅ 3 大麻 53m74 北海道 北海道

66 15 伊藤　力矩 ｲﾄｳ ﾘｸ 3 岩見沢緑陵 50m07 北海道 北海道
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 男子八種競技

rank NC 氏名 ｶﾅ 学年 学校名 記録 都道府県 地区

1 990 田上　駿 ﾀｳｴ ｼｭﾝ 2 洛南 5795 京　都 近　畿

2 1094 潮﨑　傑 ｼｵｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 3 滝川第二 5738 兵　庫 近　畿

3 922 乾　颯人 ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ 3 宇治山田商 5698 三　重 東　海

4 1583 岸川　勇 ｷｼｶﾜ ﾕｳ 3 長崎日本大学 5687 長　崎 北九州

5 925 川畑　夏唯 ｶﾜﾊﾀ ｶｲ 3 近大高専 5616 三　重 東　海

6 1065 大岡　健 ｵｵｵｶ ﾀｹｼ 3 太成学院 5613 大　阪 近　畿

7 622 山下　黎 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 3 駿台甲府 5531 山　梨 南関東

8 1705 安栖　遼太郎 ﾔｽｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 鹿児島 5504 鹿児島 南九州

9 573 松岡　優介 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ 3 希望ヶ丘 5488 神奈川 南関東

10 856 近藤　雅哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 3 岡崎城西 5443 愛　知 東　海

11 571 中臣　貴英 ﾅｶﾄﾐ ﾀｶﾋﾃﾞ 3 川崎市立橘 5442 神奈川 南関東

12 947 西尾　拓巳 ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 2 中津商 5409 岐　阜 東　海

13 1461 田仲　寿季 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 3 小倉工 5403 福　岡 北九州

14 1412 向井　美哉 ﾑｶｲ ﾖｼﾔ 3 松山東 5368 愛　媛 四　国

15 1242 真鍋　渉 ﾏﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 3 修道 5365 広　島 中　国

16 1210 濱中　良樹 ﾊﾏﾅｶ ﾖｼｷ 3 玉野光南 5356 岡　山 中　国

17 956 奥村　拓実 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾐ 2 美濃加茂 5334 岐　阜 東　海

18 884 浅岡　駿佑 ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 3 天白 5318 愛　知 東　海

18 981 久家　俊希 ｸﾔ ﾄｼｷ 2 鳥羽 5318 京　都 近　畿

20 386 清水　陽春 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾊﾙ 3 前橋育英 5312 群　馬 北関東

21 477 二井　俊也 ﾆｲ ｼｭﾝﾔ 3 長生 5284 千　葉 南関東

22 1265 陶山　帆昂 ｽﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 3 宮島工 5253 広　島 中　国

23 758 釜谷　智貴 ｶﾏﾀﾆ ﾄﾓｷ 3 羽咋 5246 石　川 北信越

24 259 岡﨑　拓朗 ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 2 山形中央 5225 山　形 東　北

25 155 八城　樹羅 ﾔｼﾛ ｼﾞｭﾗ 3 東奥学園 5203 青　森 東　北

26 1716 矢崎　佳輝 ﾔｻｷ ﾖｼｷ 3 鹿児島商 5133 鹿児島 南九州

26 225 相原　隼耶 ｱｲﾊﾗ ｼｭﾝﾔ 3 仙台西 5133 宮　城 東　北

28 389 別宮　拓実 ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ 2 前橋南 5113 群　馬 北関東

29 778 小寺　大介 ｺﾃﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 3 藤島 5101 福　井 北信越

30 1564 西村　倫太朗 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 3 諫早農 5090 長　崎 北九州

31 421 熊倉　悠起 ｸﾏｸﾗ ﾕｳｷ 3 坂戸西 5086 埼　玉 北関東

31 1742 比嘉　海輝 ﾋｶﾞ ｶｲｷ 3 中部商 5086 沖　縄 南九州

33 1315 朝比奈　好希 ｱｻﾋﾅ ｺｳｷ 3 高松北 5071 香　川 四　国

34 1440 多和　元基 ﾀﾜ ｹﾞﾝｷ 3 高知農 5065 高　知 四　国

35 1 加藤　学希 ｶﾄｳ ﾀｶｷ 3 旭川工 5047 北海道 北海道

36 654 目黑　誉之 ﾒｸﾞﾛ ﾀｶﾕｷ 3 長岡 5041 新　潟 北信越

37 123 西田　健修 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｼｭ 2 弟子屈 4731 北海道 北海道

38 29 桑原　啓太 ｸﾜﾊﾗ ｹｲﾀ 3 札幌国際情報 4523 北海道 北海道
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