
 男子  少年少女 Ａ 決勝 10 月 08 日    

 

1 14.06 +0.0 中村 仁 高_ 洛南高 京都府 大会新

2 14.51 +0.0 大室 秀樹 高_ 松山高 埼玉県 

3 14.57 +0.0 川内 裕太 高_ 堀越高 東京都 

4 14.59 +0.0 今関 真悟 高_ 東海大望洋高 千葉県 

5 14.77 +0.0 森田 俊一 高_ 太田商高 群馬県 

6 14.86 +0.0 村田 悠伎 高_ 高島高 滋賀県 

7 14.89 +0.0 和戸 達哉 高_ 中津商高 岐阜県 

8 15.10 +0.0 遠藤 隼斗 高_ 柴田高 宮城県 

 

 男子  少年少女 Ａ 準決勝 1 組 10 月 08 日    

 

1 14.28 +0.0 中村 仁 高_ 洛南高 京都府 

2 14.72 +0.0 川内 裕太 高_ 堀越高 東京都 

3 14.91 +0.0 村田 悠伎 高_ 高島高 滋賀県 

4 14.96 +0.0 和戸 達哉 高_ 中津商高 岐阜県 

5 14.98 +0.0 水野 龍彦 高_ 桐蔭学園高 神奈川 

6 15.00 +0.0 秋山 大輔 高_ 城ノ内高 徳島県 

7 15.05 +0.0 田槇 佑吏生 高_ 倉敷工高 岡山県 

8 15.12 +0.0 濱脇 栄俊 高_ 佐伯豊南高 大分県 

 

 男子  少年少女 Ａ 準決勝 2 組 10 月 08 日    

 

1 14.71 +0.0 大室 秀樹 高_ 松山高 埼玉県 

2 14.74 +0.0 森田 俊一 高_ 太田商高 群馬県 

3 14.76 +0.0 遠藤 隼斗 高_ 柴田高 宮城県 

4 14.81 +0.0 今関 真悟 高_ 東海大望洋高 千葉県 

5 14.97 +0.0 桑田 洸輔 高_ 近大付高 大阪府 

6 15.04 +0.0 貝瀬 健太 高_ 小出高 新潟県 

7 15.13 +0.0 永岡 大 高_ 邇摩高 島根県 

8 15.23 +0.0 山部 達磨 高_ 熊本工高 熊本県 

 

 男子  少年少女 Ａ 予選 1 組 10 月 08 日    

 

1 14.84 +0.0 大室 秀樹 高_ 松山高 埼玉県 

2 14.90 +0.0 貝瀬 健太 高_ 小出高 新潟県 

3 15.00 +0.0 水野 龍彦 高_ 桐蔭学園高 神奈川 

4 15.02 +0.0 山部 達磨 高_ 熊本工高 熊本県 

5 15.14 +0.0 田槇 佑吏生 高_ 倉敷工高 岡山県 

6 15.30 +0.0 宍戸 竜二 高_ 福島工高 福島県 
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7 15.76 +0.0 仲本 幸平 高_ 中部商高 沖縄県 

8 15.87 +0.0 倉永 忠文 高_ 宮崎工高 宮崎県 

 

 男子  少年少女 Ａ 予選 2 組 10 月 08 日    

 

1 14.76 +0.0 森田 俊一 高_ 太田商高 群馬県 

2 14.97 +0.0 和戸 達哉 高_ 中津商高 岐阜県 

3 14.99 +0.0 永岡 大 高_ 邇摩高 島根県 

4 15.00 +0.0 濱脇 栄俊 高_ 佐伯豊南高 大分県 

5 15.24 +0.0 西尾 知也 高_ 沼田高 広島県 

6 15.34 +0.0 柳沢 翔 高_ 大館国際情報学院高 秋田県 

7 15.54 +0.0 佐藤 現平 高_ 土浦工高 茨城県 

 

 男子  少年少女 Ａ 予選 3 組 10 月 08 日    

 

1 14.95 +0.0 秋山 大輔 高_ 城ノ内高 徳島県 

2 14.97 +0.0 今関 真悟 高_ 東海大望洋高 千葉県 

3 14.99 +0.0 桑田 洸輔 高_ 近大付高 大阪府 

4 15.05 +0.0 遠藤 隼斗 高_ 柴田高 宮城県 

5 15.53 +0.0 会津 秀馬 高_ 長野吉田高 長野県 

6 15.54 +0.0 岡田 慧 高_ 高松高 香川県 

7 16.41 +0.0 堀江 優来 高_ 今治工高 愛媛県 

8 16.43 +0.0 竹中 航 高_ 四日市高 三重県 

 

 男子  少年少女 Ａ 予選 4 組 10 月 08 日    

 

1 14.27 +0.0 中村 仁 高_ 洛南高 京都府 

2 14.67 +0.0 川内 裕太 高_ 堀越高 東京都 

3 14.94 +0.0 村田 悠伎 高_ 高島高 滋賀県 

4 15.16 +0.0 金子 正志 高_ 山形中央高 山形県 

5 15.26 +0.0 佐藤 慎也 高_ 札幌丘珠高 北海道 

5 15.26 +0.0 井戸端 昂介 高_ 大湊高 青森県 

7 15.94 +0.0 今野 拓也 高_ 盛岡南高 岩手県 

8 16.35 +0.0 椋本 光志 高_ 岡豊高 高知県 
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