
　　　　平成２２年１０月１日(金)・２日(土)・３日(日)・４日(月)・５日(火) 決勝記録表(男子)

陸協名　 千葉陸上競技協会 第65回国民体育大会陸上競技会 10500242
主催　 (財)日本体育協会　　文部科学省　　千葉県  121010

(財)日本陸上競技連盟　千葉市 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
日付 種目
10/2  成  年  100m 木村　慎太郎［F］ (87) 10.31 江里口　匡史［F］ (88) 10.34 草野　誓也［F］ (88) 10.37 小谷　優介 (89) 10.42 飯塚　翔太［F］ (91) 10.45 宮﨑　久［F］ (81) 10.49 川面　聡大 (89) 10.50 藤光　謙司 (86) 10.61

奈　良:ｱｼｯｸｽ (+1.7) 熊　本:早稲田大 (+1.7) 神奈川:順天堂大 (+1.7) 滋　賀:立命館大 (+1.7) 静　岡:中央大 (+1.7) 福　岡:BWC大倉山藍田学舎 (+1.7) 東　京:中央大 (+1.7) 福　井:ｾｰﾚﾝ (+1.7)
10/4  成  年  400m 金丸　三［F］ (87) 45.55 廣瀨　英行［F］ (89) 46.12 石塚　祐輔 (87) 46.44 高瀬　慧［F］ (88) 46.47 浦野　晃弘［F］ (90) 46.66 中野　弘幸 (88) 46.87 毛利　俊［F］ (91) 47.64 北池　圭悟 (85) 47.69

大　阪:大塚製薬 佐　賀:慶應義塾大 茨　城:ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 静　岡:順天堂大 広　島:早稲田大 愛　知:愛知教育大 岩　手:中京大 香　川:RATTLE
10/3  成  年  1500m 村上　康則 (83) 3:43.80 松本　啓典［F］ (86) 3:44.29 井野　洋［F］ (85) 3:44.39 岡﨑　達郎［F］ (89) 3:44.60 佐藤　大樹［F］ (87) 3:44.95 今﨑　俊樹［F］ (90) 3:46.24 田子　康宏 (83) 3:46.35 滑　和也 (87) 3:47.12

千　葉:富士通 福　井:自衛隊体育学校 熊　本:富士通 岡　山:早稲田大 福　島:日立電線 京　都:立命館大 広　島:中国電力 北海道:作.AC
10/4  成  年  110mH 田野中　輔 (78) 13.93 佐藤　大志 (90) 13.94 モーゼス　夢［F］ (88) 13.95 西澤　真徳 (87) 13.98 大橋　祐二［F］ (83) 14.00 隈元　康太［F］ (83) 14.00 村尾　裕紀［F］ (86) 14.13 森田　俊一［F］ (89) 14.17

 (1.067m_9.14m) 千　葉:富士通 (-0.9) 神奈川:青山学院大 (-0.9) 大　阪:ﾐｷﾊｳｽ (-0.9) 鳥　取:鳥取県教育委員会 (-0.9) 埼　玉:ﾐｽﾞﾉ (-0.9) 三　重:ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ *TK(-0.9) 福　井:ﾕﾃｨｯｸ (-0.9) 群　馬:順天堂大 (-0.9)
10/2  成  年  400mH 杉町　マハウ［F］ (84) 49.47 記野　友晴［F］ (89) 49.58 成迫　健児［F］ (84) 49.63 今関　雄太 (87) 49.88 小西　勇太 (90) 49.93 岸本　鷹幸［F］ (90) 50.06 河北　尚広 (80) 50.33 安部　孝駿［F］ (91) 50.61

      (0.914m) 群　馬:日本ｳｪﾙﾈｽ 福　島:福岡大 大　分: ﾐｽﾞﾉ 千　葉:ﾁｰﾑｱｲﾏ 大　阪:立命館大 青　森:法政大 香　川:石丸製麺 岡　山:中京大
10/3  成年  10000mW 森岡　紘一朗［F］ (85) 39:55.56 鈴木　雄介［F］ (88) 40:18.00 藤澤　勇［F］ (87) 40:32.29 大隈　武士［F］ (83) 41:34.05 明石　顕［F］ (76) 41:57.37 南　雄斗［F］ (90) 42:08.65 青野　大地［F］ (89) 42:12.44 大竹　洋平［F］ (90) 42:34.05

長　崎:富士通 石　川:富士通 長 野:ALSOK綜合警備保障 佐　賀:JR九州 東　京:東大ｸﾗﾌﾞ 滋　賀:順天堂大 北海道:山梨学院大 千　葉:明治大
10/3  成年  棒高跳 笹瀬　弘樹[F] (89) 5m30 小野寺　晃 (80) 5m20 川口　直哉 (87) 5m20 大西　崇司 (85) 5m15 永田　純也［F］ (88) 5m10 原田　尚明［F］ (89) 5m10 柴田　孟也 (84) 5m00

静　岡:早稲田大 宮　城:豊里小･中教 田中　充 (89) 福　岡:ﾏﾘﾝﾎﾟﾘｽ 神奈川:順天堂大 宮　崎:福岡大 山　口:下関市陸協
10/1  成  年  走幅跳 猿山　力也 (84) 7m94 新村　守 (86) 7m87 菅井　洋平［F］ (85) 7m85 品田　直宏 (86) 7m81 濱崎　和幸 (84) 7m67 志鎌　秀昭 (83) 7m61 佐藤　賢一 (84) 7m61 佐々木　秀 (89) 7m55

東　京:ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ *F2(+2.1) 新　潟:新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC (+0.5) 群　馬:ﾐｽﾞﾉ (+1.4) 岐　阜:濃飛倉庫運輸 (+0.2) 奈　良:DEERS (+0.9) 茨　城:阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-0.2) 長　野:明科高教 *F6 *F8(+2.1) 宮 城:東北福祉大 (+0.2)
10/1  成　年　砲丸投 畑瀬　聡 (82) 18m10 山田　壮太郎 (85) 18m04 村川　洋平［F］ (81) 17m21 大橋　忠司 (83) 17m14 宮内　育大［F］ (90) 16m95 田邊　秀将［F］ (89) 16m10 福島　翔太郎［F］ (88) 16m09 豊里　健［F］ (89) 16m03

(7.26kg) 群　馬:群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 千　葉:富士通 大　阪:ｽｽﾞｷ浜松AC 山　口:ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 高　知:日本大 青　森:国士舘大 島　根:九州情報大 沖　縄:鹿屋体育大
10/2  成  年 ハンマー投 土井　宏昭 (78) 71m37 野口　裕史 (83) 69m18 田中　透［F］ (86) 65m56 遠藤　彰［F］ (85) 64m04 中平　圭祐［F］ (87) 63m24 碓井　崇 (77) 62m93 土井田　匡徳 (81) 62m39 赤穂　弘樹［F］ (90) 61m59

(7.26kg) 千　葉:千葉陸協 群　馬:群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 大 阪:鹿屋体育大 栃　木:国際武道大AC 広　島:鹿屋体育大 埼 玉:蓮田市陸協 岡　山:team龍虎 鳥 取:大阪体育大
10/4  成  年  やり投 村上　幸史［F］ (79) 81m82 佐藤　寛大 (88) 77m76 山本　一喜 (83) 73m53 高力　裕也［F］ (89) 72m33 ディーン　元気［F］ (91) 72m21 奥村　浩司 (83) 69m63 池田　康雄 (77) 69m20 種本　祐太朗 (84) 68m62

(800g) 愛 媛:ｽｽﾞｷ浜松AC GR 宮　城:仙台大 東　京:ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ 鳥　取:大阪体育大 兵　庫:早稲田大 福　井:大野高教 広　島:TEAM BIG STONE 山　口:下関市陸協
10/1  少年Ａ  100m 山縣　亮太 (92) 10.34 九鬼　巧 (92) 10.47 竹下　裕希 (92) 10.62 坂　直人 (92) 10.65 中山　泰志 (92) 10.68 坂口　卓也 (92) 10.78 馬場　和樹 (92) 10.84 本間　圭祐 (93) 10.85

広　島:修道高 (0.0) 和歌山:和歌山北高 (0.0) 福　岡:福大附大濠高 (0.0) 京　都:洛南高 (0.0) 鹿児島:甲南高 (0.0) 兵　庫:社高 (0.0) 埼　玉:昌平高 (0.0) 神奈川:橘高 (0.0)
10/4  少年Ａ  400m 伊藤　卓 (92) 47.34 木村　賢太 (93) 47.36 山﨑　謙吾 (92) 47.49 野中　昌之 (92) 47.67 古川　諒 (92) 47.73 福永　拓哉 (94) 47.77 手塚　翔太 (92) 47.96 茅田　昂 (92) 48.01

静　岡:浜名高 大　分:杵築高 埼　玉:埼玉栄高 神奈川:相洋高 新　潟:新潟産大附高 京　都:洛南高 石　川:小松工高 広　島:修道高
10/3 少年男子Ａ5000m タイタス　ワロル (94) 13:39.43 八木沢　元樹 (93) 13:57.37 市田　孝 (92) 13:57.76 中村　匠吾 (92) 13:59.88 今井　憲久 (92) 14:06.98 西池　和人 (93) 14:07.58 村山　謙太 (93) 14:07.91 島田　直輝 (92) 14:12.48

熊　本:鎮西高 栃　木:那須拓陽高 鹿児島:鹿児島実高 三　重:上野工高 福　島:石川高 兵　庫:須磨学園高 宮　城:明成高 静　岡:浜松日体高
10/2  少年Ａ  400mH 加藤　誠也 (92) 51.81 成瀬　元気 (93) 51.87 宮寺　剛 (92) 52.38 永野　佑一 (93) 52.56 清水　充 (92) 52.75 川島　龍一 (92) 53.28 山本　将 (93) 53.34 佐藤　陽太 (93) 54.19

(0.914m) 埼　玉:松山高 神奈川:相洋高 群　馬:東京農大二高 福　岡:育徳館高 宮　城:東北学院高 茨　城:土浦湖北高 岡　山:美作高 北海道:旭川大高
10/2  少年Ａ  走幅跳 嶺村　鴻汰 (92) 7m61 松原　奨 (93) 7m46 手平　裕士 (92) 7m40 間島 麟太朗(93) 7m34 西海　亮 (92) 7m33 松浦　憲吾 (92) 7m33 本多　隆成 (94) 7m27 小川　雅也 (93) 7m14

長 野:大町高 (+1 8) 静 岡 東海大翔洋高 (+1 3) 和歌山:和歌山北高 (+0 7) 新 潟:日本文理高 (+2 0) 大 阪 東大阪大柏原高 (+2 0) 鳥 取:境高 ( ) 熊 本:松島商高 (+1 9) 奈 良:高取国際高 (+1 7)
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長 野:大町高 (+1.8) 静　岡:東海大翔洋高 (+1.3) 和歌山:和歌山北高 (+0.7) 新 潟:日本文理高 (+2.0) 大　阪:東大阪大柏原高 (+2.0) 鳥 取:境高 *F8(+1.2) 熊 本:松島商高 (+1.9) 奈 良:高取国際高 (+1.7)
10/4  少年Ａ  三段跳 米澤　宏明 (93) 15m52 安部　弘志 (92) 15m21 手平　裕士 (92) 15m10 藤嶋　裕介 (93) 15m04 岡田　直之 (93) 15m03 宮澤　亮平 (92) 15m01 岡本 理紀斗(93) 14m76 間島 麟太朗(93) 14m70

京　都:洛南高 (+0.5) 兵　庫:社高 (-0.1) 和歌山:和歌山北高 (+0.1) 秋　田:鷹巣高 (+0.8) 大　阪:太成学院高 (0.0) 埼　玉:大宮南高 (-0.7) 香　川:英明高 (+0.4) 新 潟:日本文理高 (-0.3)
10/1  少年Ａ  円盤投 中村　太地 (93) 51m63 小林　寛雅 (92) 50m99 米沢 茂友樹(93) 49m84 神　大貴 (92) 48m51 翁長　裕太 (92) 46m51 安保　建吾 (94) 45m90 厚見　幸 (93) 45m64 梶川　世紀 (92) 44m98

(1.75kg) 茨　城:笠間高 *1 埼　玉:宮代高 岩　手:福岡高 青　森:木造高 沖　縄:那覇西高 秋　田:花輪高 広　島:安芸高 岡 山:岡山龍谷高
10/2   少年Ａ  ハンマー投 深利　恭兵 (92) 62m20 渡邉　太陽 (92) 62m18 秋場　堅太 (93) 62m07 桐谷　孝司 (92) 61m48 倉田　直人 (93) 61m36 武藤　光志 (92) 60m20 森本　涼太 (92) 59m69 高村　竜麻 (93) 59m04

(6.0kg) 鹿児島:鹿児島商高 京　都:花園高 埼　玉:西武台高 大　阪:東大阪大柏原高 福　岡:戸畑高 岐　阜:市立岐阜商高 三　重:宇治山田商高 静　岡:浜松商高
10/3  少年Ａ  やり投 中嶋　善寛 (93) 69m72 浅田　侑嗣 (92) 66m13 海老原 正樹(93) 65m60 齋藤　文孝 (93) 65m03 田中　翔 (94) 64m94 加藤　拓也 (92) 63m34 笠野　眞樹 (92) 63m32 松谷　昂星 (93) 61m24

(800g) 埼　玉:杉戸高 静　岡:常葉学園菊川高 神奈川:桐蔭学園高 岐　阜:益田清風高 福　岡:九産大付九産高 秋　田:横手高 鹿児島:鹿児島商高 島　根:浜田商高
10/2  少年Ｂ  100m 大瀬戸 一馬(94) 10.47 諏訪　達郎 (94) 10.68 橋元　晃志 (94) 10.69 日吉　克実 (95) 10.76 須田　隼人 (94) 10.81 金森　和貴 (94) 10.82 日沼　凌介 (94) 10.82

福　岡:小倉東高 GR(+1.7) 三　重:四日市工高 (+1.7) 鹿児島:川薩清修館高 (+1.7) 静　岡:修善寺中 (+1.7) 神奈川:橘高 (+1.7) 島　根:松江北高 (+1.7) 魚里　勇介 (94) *TL(+1.7)
10/5  少年Ｂ  3000m 打越　雄允 (94) 8:25.76 西山　雄介 (94) 8:29.31 藤原　匠平 (94) 8:30.05 渡辺　大貴 (94) 8:30.72 鈴木　洋平 (94) 8:30.84 大塚　祥平 (94) 8:31.17 箱田　幸寛 (94) 8:31.18 井戸　浩貴 (94) 8:31.19

東　京:久我山高 三　重:上野工高 鳥　取:鳥取城北高 新　潟:佐渡高 愛　媛:新居浜西高 大　分:大分東明高 広　島:世羅高 兵　庫:龍野高
10/3  少年Ｂ  110mH 江口　悠貴 (94) 14.04 竹吉　大記 (94) 14.17 矢田　弦 (94) 14.29 田辺 将大良(94) 14.34 髙山　峻野 (94) 14.42 市川 響太郎(94) 14.61 角田　涼一 (94) 14.66 鍵本　訓近 (94) 14.70

(0.990_9.14m) 山 形:九里学園高 (+2.5) 千　葉:市立船橋高 (+2.5) 島　根:松江北高 (+2.5) 東　京:東京高 (+2.5) 広　島:広島工大高 (+2.5) 群　馬:高崎高 (+2.5) 愛　知:中京大中京高 (+2.5) 奈　良:添上高 (+2.5)
10/4  少年Ｂ  走幅跳 飯田　旭 (94) 7m21 村上　亮太 (95) 7m07 二宮　聡史 (94) 7m05 渡邉　康裕 (94) 7m01 福永　一毅 (94) 7m00 西村　智宏 (94) 6m96 竹腰　清亮 (94) 6m89 佐々木 祐弥(94) 6m86

福　岡:福岡一高 (+1.3) 静　岡:藤枝明誠高 (-0.2) 愛　知:岡崎北高 (+1.0) 兵　庫:長田高 *F2(+2.3) 石　川:星稜高 (+0.9) 茨　城:土浦一高 (0.0) 大　阪:東大阪大柏原高 (+1.6) 岡　山:岡山工高 (-0.1)
10/2  少年Ｂ  砲丸投 武田　歴次 (95) 17m05 奥野　風摩 (95) 16m75 伊藤　勇吏 (94) 16m15 相場　康平 (95) 15m89 香山　勇輝 (94) 15m77 幸田　和記 (95) 15m75 岸本　雄介 (95) 15m63 阿比留 大地(94) 15m56

(5.0kg) 徳　島:美馬中 JH *1 埼　玉:西武台高 岐　阜:益田清風高 神奈川:荏田高 兵　庫:市立尼崎高 東　京:東京高 大　阪:松虫中 長　崎:口加高
10/2  少年共通  800m 川元　奨 (93) 1:51.41 三武　潤 (94) 1:52.11 増田　優太 (92) 1:52.66 新安　直人 (93) 1:52.68 市川　佑平 (93) 1:53.06 楠　康成 (93) 1:53.25 小栗　良太 (92) 1:53.32 村中　洸輝 (92) 1:53.33

長　野:北佐久農高 東　京:城西大城西高 福　島:会津農林高 兵　庫:神戸科技高 新　潟:高田高 茨　城:東洋大附牛久高 静　岡:浜名高 山　口:下関商高
10/4  少年共通  5000mW 西塔　拓己 (93) 21:04.63 小林　快 (93) 21:04.90 山本　将希 (93) 21:13.21 高橋　英輝 (92) 21:15.97 松﨑　鷹樹 (92) 21:17.79 小林　純平 (92) 21:17.99 浦田　楓馬 (93) 21:26.48 仁和　光一 (92) 21:38.99

広　島:広島商高 秋　田:秋田工高 兵　庫:姫路商高 岩　手:花巻北高 富　山:富山商高 長　野:佐久長聖高 京　都:洛南高 石　川:星稜高
10/3  少年共通  走高跳 高須賀 俊徳(92) 2m06 小島　拓海 (92) 2m06 中村 太一 (94) 2m06 元吉 雄基 (92) 東　京:東京高 2m03 菅原 敬弥 (92) 2m03 山中 亮磨 (93) 2m03

愛 媛:松山北高 千　葉:柏南高 京 都:西京高 糟谷 隆明 (93) 愛　知:中京大中京高 秋 田:秋田西高 鹿児島:鹿児島商高
佐藤 文哉 (92) 大　阪:東大阪大柏原高

10/1  少年共通  棒高跳 川島　優 (92) 5m10 山本　智貴 (92) 5m00 大久保 大輔(93) 5m00 折田　尚也 (92) 4m95 桜井　駿 (92) 4m90 藤居　大喜 (93) 4m90 堤　亮太 (93) 4m80 保木　翔太 (92) 4m80
埼　玉:不動岡高 広　島:西条農高 香　川:観音寺一高 愛　知:三好高 千　葉:柏日体高 大　阪:東大阪大柏原高 群　馬:樹徳高 滋　賀:高島高

10/5  成年少年共通 静　岡 39.83 長　野 40.17 千　葉 40.25 奈　良 40.27 愛　知 40.63 北海道 40.65 島　根 40.74 熊　本 45.99
4X100mR 伊藤　卓 (92) 小西　志朗［F］ (88) 梨本　真輝 (93) 薮内　良介 (94) 掛川　真 (95) 馬場　友也 (90) 木原　博［F］ (87) 瑞慶村　昂生 (95)

高瀬　慧［F］ (88) 原　翔太 (92) 横尾　龍一［F］ (84) 木村　慎太郎［F］ (87) 田口　博崇 (89) 西本　美颯 (93) 土井　尚人 (92) 岩本　慎一郎 (85)
日吉　克実 (95) 樋口　克治 (95) 谷川　鈴扇 (94) 安塚　大 (92) 服部　辰也 (88) 日沼　凌介 (94) 金森　和貴 (94) 冨田　智 (92)
飯塚　翔太［F］ (91) 塚原　直貴［F］ (85) 三原　浩幸 (93) 上田　祐司［F］ (91) 渡辺　将志 (93) 高平　慎士 (84) 石倉　一希 (80) 三宅　勝幸 (83)

凡例 GR：大会記録  JH：日本中学記録　*1：規格変更による大会記録　*TL：着差なし

*F2：2回目が公認最高　*F6：６回目が公認最高　*F8：２番目の記録による順位

  北海道:北海道栄高
  兵　庫:滝川二高

トラック審判長 新 村　浩 章
トラック審判長 中 村　要 一
跳 躍 審 判 長 高 橋 喜志夫
投 擲 審 判 長 吉 原　　 廣

招集所審判長 岡 田　一 彦

録 主 岩 脇

月日 時現在 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10/1 12:00 曇 22.0 74.0 北東 1.8
10/2 12:00 晴 24.0 49.0 北東 2.4
10/3 12:00 曇 24.0 53.0 東北東 1.8
10/4 12:00 曇 22.0 87.0 東北東 0.4

晴 東北東

トラック審判長 新 村　浩 章
トラック審判長 中 村　要 一
跳 躍 審 判 長 高 橋 喜志夫
投 擲 審 判 長 吉 原　　 廣

招集所審判長 岡 田　一 彦

記 録 主 任 岩 脇　充 司

月日 時現在 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10/1 12:00 曇 22.0 74.0 北東 1.8
10/2 12:00 晴 24.0 49.0 北東 2.4
10/3 12:00 曇 24.0 53.0 東北東 1.8
10/4 12:00 曇 22.0 87.0 東北東 0.4
10/5 10:17 晴 24.5 65.0 東北東 1.7



　　　　平成２２年１０月１日(金)・２日(土)・３日(日)・４日(月)・５日(火) 決勝記録表(女子)

陸協名　 千葉陸上競技協会 第65回国民体育大会陸上競技会 10500242
主催　 (財)日本体育協会　　文部科学省　　千葉県  121010

(財)日本陸上競技連盟　千葉市 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
種目

10/2  成  年  100m 福島　千里 (88) 11.26 髙橋　萌木子 (88) 11.61 岡部　奈緒 (88) 11.67 佐野　夢加 (85) 11.76 渡辺　真弓［F］ (83) 11.79 清水　めぐみ (87) 11.96 世古　和［F］ (91) 11.99 亀田　亜美 (89) 12.00
北海道:北海道ﾊｲﾃｸAC GR(+0.5) 埼　玉:平成国際大 (+0.5) 千　葉:筑波大 (+0.5) 山　梨:都留文科大職 (+0.5) 新　潟:ﾅﾁｭﾘﾙ (+0.5) 岐　阜:濃飛倉庫運輸 (+0.5) 三　重:筑波大 (+0.5) 青　森:弘前大 (+0.5)

10/4  成  年  400m 佐藤　真有［F］ (82) 53.65 田中　千智 (88) 53.75 千葉　麻美 (85) 53.83 市川　華菜 (91) 54.15 青木　沙弥佳［F］ (86) 54.31 久保倉　里美 (82) 55.41 佐々木　麗奈 (79) 55.56 永野　麻理 (86) 55.75
北海道:ﾅﾁｭﾘﾙ 福　岡:福岡大 福　島:ﾅﾁｭﾘﾙ 愛　知:中京大 岐　阜:ﾅﾁｭﾘﾙ 新　潟:新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 富　山:藤園学園龍谷富山高教 鹿児島:鹿児島大

10/3  成  年  1500m 吉川　美香 (84) 4:12.38 陣内　綾子［F］ (87) 4:18.22 宗　由香利 (84) 4:18.38 鈴木　亜由子 (91) 4:18.75 若月　一夏 (83) 4:19.83 伊藤　紋［F］ (91) 4:20.58 野村　友香里［F］ (89) 4:20.97 田村　紀薫［F］ (90) 4:21.49
神奈川:ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ GR 佐　賀:九電工 宮　崎:旭化成 愛　知:名古屋大 福　岡:TOTO 京　都:立命館大 埼　玉:中央大 広　島:松山大

10/1  成  年  5000m 稲富　友香［F］ (86) 15:30.34 竹中　理沙 (90) 15:31.12 松岡　範子 (79) 15:34.77 尾崎　好美 (81) 15:35.95 本　ひかり［F］ (90) 15:37.72 鈴木　亜由子 (91) 15:37.83 森　祥子 (84) 15:44.62 小原　怜 (90) 15:45.97
福　岡:ﾜｺｰﾙ 滋　賀:立命館大 静　岡:ｽｽﾞｷ 東　京:第一生命 熊　本:佛教大 愛　知:名古屋大 徳　島:大塚製薬 岡　山:天満屋

10/4  成  年  100mH 寺田　明日香 (90) 13.12 木村　文子［F］ (88) 13.35 石野　真美 (83) 13.48 野村　有香 (87) 13.52 伊藤　愛里［F］ (89) 13.54 城下　麗奈 (86) 13.71 寺田　ゆず (89) 13.75 柴　梨沙 (81) 13.77
(0.840_8.5m) 北海道:北海道ﾊｲﾃｸAC GR(+0.5) 広　島:横浜国立大 (+0.5) 千　葉:長谷川体育施設 (+0.5) 福 井:きらめきAC (+0.5) 愛　媛:関西大 (+0.5) 神奈川:横浜市陸協 (+0.5) 山 梨:都留文科大 (+0.5) 福　岡:SMS-AC (+0.5)

10/4 成年女子10000mW 大利　久美 (85) 44:06.01 岡田　久美子 (91) 44:34.13 川﨑　真裕美［F］ (80) 45:59.95 井上　麗 (91) 46:02.60 大和　千秋［F］ (90) 46:35.55 前田　浩唯 (91) 46:48.69 桐生　文香 (87) 48:08.38 大里　亜梨佐［F］ (90) 49:10.32
千　葉:富士通 埼　玉:立教大 JR 茨　城:富士通 岡　山:天満屋 長　野:中部学院大 京　都:立命館大 大 分:ｷﾔﾉﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ九州 群　馬:城西大

10/2  成  年  棒高跳 錦織　育子［F］ (80) 4m10 中野　真実 (79) 4m00 前田　朋子［F］ (83) 3m95 堀　さやか (84) 3m90 今野　美穂 (90) 3m90 尾上　裕香［F］ (90) 3m80 住石　智子 (89) 3m80
島　根:出雲丸三 仲田　愛［F］(88) 長 野:中京大ｸﾗﾌﾞ 京　都:ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 埼　玉:聖学院大 静 岡:日本体育大 千 葉:日本体育大

10/3  成  年  走幅跳 岡山　沙英子 (82) 6m27 花岡　麻帆 (76) 6m25 濵島　陽子 (83) 6m04 湊　つばさ (83) 5m99 渡邊　千洋［F］ (88) 5m98 中尾　有沙 (87) 5m93 平加　有梨奈 (91) 5m93 宇佐波　良子 (88) 5m89
山 口:下関市陸協 (+1.2) 千　葉:成田国際高教 (+0.8) 鹿児島:ﾊﾟﾃｯｸ･ｻﾌﾟﾗｲ (-0.3) 鳥　取:鳥取県教育委員会 (+1.2) 静　岡:愛知教育大 (+1.6) 熊　本:熊本大 (+0.8) 北海道:北翔大 *F8(+1.4) 福 岡:九州共立大 *F2(+2.4)

10/4  成  年  砲丸投 豊永　陽子 (77) 15m53 白井　裕紀子 (79) 15m39 大谷　優貴乃［F］ (90) 15m00 渡邊　茜［F］ (91) 14m53 茂山　千尋［F］ (89) 14m52 蛭田　伶菜［F］ (88) 14m47 佐藤　あずさ［F］ (88) 14m28 鈴木　梨枝［F］ (90) 14m17
(4.0kg) 徳　島:生光学園高教 滋　賀:草津養護学校教 奈　良:国士舘大 広　島:九州共立大 三　重:国士舘大 兵　庫:筑波大 北海道:筑波大 東　京:九州情報大

10/1  少年Ａ  100m 伊藤　彩 (92) 12.03 山田　朱莉 (92) 12.03 伊藤　瑞希 (94) 12.06 中尾　優里 (92) 12.07 熊﨑　香 (92) 12.13 小川　梨花 (92) 12.15 斉藤 イキリ(93) 12.16 山田　恵里 (93) 12.17
福　島:喜多方高 (+1.5) 京　都:西城陽高 *TK(+1.5) 三 重:四日市商高 (+1.5) 和歌山:和歌山北高 (+1.5) 岐　阜:益田清風高 (+1.5) 宮　城:常盤木学園高 (+1.5) 神奈川:川崎北高 (+1.5) 愛　知:中京大中京高 (+1.5)

10/4  少年Ａ  400m 上山 美紗喜(92) 54.45 長谷川　美里(92) 54.68 齋藤　衿香 (92) 55.43 斎藤　裕花 (92) 55.43 末光　眞子 (93) 56.14 平塚　夢乃 (92) 56.15 水谷　彩乃 (92) 56.25 浦田 真莉子(93) 57.82
大　阪:東大阪大敬愛高 神奈川:荏田高 福　島:会津学鳳高 兵　庫:姫路商高 *TK 島　根:松江北高 秋　田:秋田中央高 京　都:同志社高 愛　媛:松山東高

10/5  少年Ａ  3000m 渋谷　璃沙 (92) 9:08.07 赤松　眞弘 (92) 9:14.49 田山　絵理 (92) 9:16.99 菊池　文茄 (93) 9:17.72 横沢　永奈 (92) 9:20.70 相原　千尋 (92) 9:20.81 小﨑 裕里子(93) 9:21.20 森　智香子 (92) 9:21.89
秋　田:花輪高 岡　山:興譲館高 鹿児島:神村学園高等部 栃　木:那須拓陽高 群　馬:常磐高 広　島:広島高 千　葉:成田高 長　崎:諫早高

10/4  少年Ａ  100mH 伊藤　彩 (92) 13.66 山本　遥 (92) 13.78 辻　彩美 (93) 14.14 羽角　彩恵 (92) 14.18 佐々木　里菜(93) 14.19 中嶋　舞 (93) 14.36 藤原　未来 (92) 14.40 藤本　優未 (93) 14.51
(0.840_8.5m) 福　島:喜多方高 (+0.6) 京　都:京都教育大附高 (+0.6) 三　重:桑名高 (+0.6) 北海道:札幌第一高 (+0.6) 千　葉:千葉黎明高 (+0.6) 石　川:小松商高 (+0.6) 岡 山:倉敷中央高 (+0.6) 熊 本:九州学院高 (+0.6)

10/2  少年Ａ  走幅跳 髙橋　友果 (93) 6m10 木村　綾花 (93) 6m07 宮坂　楓 (92) 6m05 五十嵐 麻央(92) 6m04 中尾　優里 (92) 5m91 東方　彩稀 (92) 5m88 鬼塚 はるな(92) 5m86 山口　英美 (92) 5m82
千　葉:佐原高 (+1.9) 青　森:弘前実高 (+1.5) 長 野:東海大付三 *F1(+2.7) 福 島:会津学鳳高 *F1(+4.0) 和歌山:和歌山北高 (+1.5) 石 川:金沢錦丘高 (+1.9) 長　崎:大村高 (+1.3) 愛　媛:済美高 (+1.6)

10/3  少年Ａ ハンマー投 田中　美花 (92) 49m82 大﨑　かな (92) 48m73 山田 奈々未(93) 48m72 中山　眞依 (92) 47m32 大木　琴未 (93) 47m20 大城　李子 (92) 45m09 中田 恵莉子(92) 44m64 中島　未歩 (92) 44m45
(4.0kg) 大　阪:近畿大附高 和歌山:日高高 京　都:園部高 埼　玉:草加高 三　重:鳥羽高 沖　縄:那覇西高 徳　島:生光学園高 長　野:丸子修学館高

10/2  少年Ｂ  100m 野林　祐実 (95) 11.73 君嶋　愛梨沙(95) 11.90 青木　益未 (94) 11.91 島田　沙絵 (94) 11.95 鈴木　海景 (94) 12.09 本村　優華 (96) 12.11 土橋　智花 (95) 12.22 藤森　安奈 (94) 12.22
熊 本:桜木中 ( ) 山 口:麻里布中 (+1 3) 岡 山:創志学園高 (+1 3) 長 崎:長崎南高 (+1 3) 静 岡:浜松市立高 (+1 3) 鹿児島:舞鶴中 (+1 3) 岩 手:見前中 (+1 3) 東 京:東京高 ( )

-
 
7
 
-

１位 ２位 ７位４位 ５位 ８位６位

　香　川:今治造船
　広　島:鹿屋体育大

３位

熊 本:桜木中 GR(+1.3) 山　口:麻里布中 (+1.3) 岡 山:創志学園高 (+1.3) 長 崎:長崎南高 (+1.3) 静　岡:浜松市立高 (+1.3) 鹿児島:舞鶴中 (+1.3) 岩 手:見前中 (+1.3) 東 京:東京高 *TK(+1.3)

10/2  少年Ｂ  1500m 横江　里沙 (94) 4:16.90 木村　友香 (94) 4:17.93 武田　志帆 (94) 4:23.39 西山 のぞみ(94) 4:25.82 卜部　蘭 (95) 4:26.19 木村 芙有加(95) 4:26.40 池本　愛 (95) 4:26.71 今村　咲織 (96) 4:27.53
兵 庫:須磨学園高 GR 福　岡:筑紫女学園高 GR 群　馬:常磐高 鹿児島:神村学園高等部 東　京:西戸山中 山　形:山形城北高 高　知:中村高 神奈川:上菅田中

10/3  少年Ｂ  100mH 梅原　紗月 (94) 13.75 後藤　美優 (94) 13.83 萩田　梨菜 (95) 14.03 森岡　美紅 (94) 14.09 瀧澤　彩 (94) 14.31 萩原 加奈子(95) 14.38 中島 ひとみ(95) 14.45 清水　咲帆 (95) 14.49
(0.762_8.5m) 京 都:京都文教高 (+0.7) 茨　城:土浦湖北高 (+0.7) 静　岡:浜松工高 (+0.7) 岡 山:岡山操山高 (+0.7) 長　野:長野高 (+0.7) 愛　知:高豊中 (+0.7) 兵　庫:荒牧中 (+0.7) 石　川:芦城中 (+0.7)

10/1  少年Ｂ  走幅跳 末永　成美 (94) 5m83 小山　晶 (94) 5m77 畳野 美古都(94) 5m76 岩崎　幸菜 (96) 5m69 浅井　真子 (94) 5m67 鈴木 美菜子(94) 5m67 剱持　早紀 (94) 5m64 松浦　萌衣 (95) 5m64
鹿児島:鹿児島女高 *F6(+2.2) 徳　島:鳴門高 (+2.0) 石　川:星稜高 *F5(+3.5) 福　井:気比中 *F3(+2.8) 愛　知:光ヶ丘女高 (+0.3) 岩 手:一関第一高 *F8(+1.4) 山　梨:山梨学院大附高 *F1(+2.3) 茨　城:土浦六中 *F8(+0.5)

10/2  少年共通  800m 鈴木　翔子 (93) 2:07.46 福嶋　美和子(93) 2:07.84 細田 友里絵(92) 2:08.92 小野　莉奈 (95) 2:09.33 高橋　満里 (92) 2:09.65 伊藤　美穂 (92) 2:10.36 谷本 有紀菜(93) 2:10.91 中村　美咲 (93) 2:11.37
東　京:白梅学園高 福　岡:筑紫女学園高 岩　手:盛岡第四高 山　形:上山明新館高 大　阪:東大阪大敬愛高 神奈川:川和高 山　口:西京高 富　山:大門高

10/4  少年共通  走高跳 青木　栄美花 (92) 1m72 苅田　萌 (92)   京　都:京都共栄学園高 1m69 高橋　花梨 (94) 1m69 北島　茉璃 (93) 1m66 石井　ゆりこ (94) 1m66 有賀　楓子 (93)   長　野:伊那北高 1m66
北海道:旭川大高 土川　萌子 (93)   栃　木:那須拓陽高 大　阪:大塚高 愛　知:瑞陵高 茨　城:水戸桜ﾉ牧高 岩田　未玲 (93)   滋　賀:草津東高

高島　柚佳 (93)   福　岡:中村学園女高
10/2  少年共通  棒高跳 斉藤 希望花(92) 3m60 山田　真実 (95) 3m50 伊藤 あゆみ(92) 3m40 宮川　海峰 (95) 3m30 竜田　夏苗 (92) 3m30 伊澤　楓 (93) 3m30 髙木　志帆 (94) 3m20

滋　賀:高島高 静　岡:浜松西高 信田　愛樹 (93) 福　井:敦賀気比高 大　阪:近畿大附高 長　野:高遠高 愛　知:中京大中京高
10/1  少年共通　円盤投 中田 恵莉子(92) 45m85 河合　郁実 (93) 44m95 中島　未歩 (92) 44m69 福富 栄莉奈(92) 43m60 浦崎　楓怜 (92) 43m45 森下　緑子 (92) 41m94 友藤　愛深 (92) 40m81 白井　絵梨 (93) 40m61

(1.0kg) 徳　島:生光学園高 神奈川:弥栄高 長　野:丸子修学館高 兵　庫:園田学園高 沖　縄:那覇西高 大　阪:太成学院高 埼　玉:西武台高 香　川:高松北高
10/3  少年共通  やり投 佐藤　友佳 (92) 52m69 島袋　優美 (93) 51m96 山内　愛 (94) 50m81 鈴木　愛弓 (92) 49m15 井戸　梓織 (92) 48m99 松尾　美幸 (92) 48m07 本山　由佳 (93) 47m96 金原　莉沙 (92) 45m03

(600g) 大　阪:東大阪大敬愛高 沖　縄:那覇西高 神奈川:小田原城北工高 茨　城:竜ヶ崎一高 兵　庫:姫路商高 長　崎:口加高 奈　良:添上高 静　岡:袋井高
10/5  成年少年共通 埼　玉 45.72 山　口 45.81 北海道 45.85 京　都 46.13 愛　知 46.18 千　葉 46.25 福　島 46.46 鹿児島 46.51

4X100mR 石田　智子 (77) 佐々木　祐佳 (92) 若林　彩乃 (94) 梅原　紗月 (94) 山田　恵里 (93) 佐々木　里菜 (93) 國井　朋花 (95) 本村　優華 (96)
髙橋　萌木子 (88) 岡山　沙英子 (82) 北風　沙織 (85) 山田　朱莉 (92) 市川　華菜 (91) 岡部　奈緒 (88) 伊藤　彩 (92) 永野　麻理 (86)
赤司　かずみ (92) 信岡　沙希重 (77) 星　沙也加 (92) 伊達　愛美 (93) 松井　香保里 (94) 田代　成美［F］ (91) 渡部　美来 (93) 竹中　ひかる (93)
原賀　祥乃 (94) 君嶋　愛梨沙 (95) 福島　千里 (88) 和田　麻希 (86) 今井　沙緒里 (90) 明石　優理 (94) 千葉　麻美 (85) 立山　紀恵［F］ (90)

凡例 GR：大会記録  JR：Ｊｒ日本記録　*TK:着差あり  *F1：1回目が公認最高　*F3：3回目が公認最高

*F5：5回目が公認最高　*F6：6回目が公認最高　*F8：2番目の記録による順位　

　秋　田:能代商高
　埼　玉:白岡高

トラック審判長 新 村　浩 章
トラック審判長 中 村　要 一
跳 躍 審 判 長 高 橋 喜志夫
投 擲 審 判 長 吉 原　　 廣

招集所審判長 岡 田　一 彦

記 録 主 任 岩 脇　充 司

月日 時現在 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10/1 12:00 曇 22.0 74.0 北東 1.8
10/2 12:00 晴 24.0 49.0 北東 2.4
10/3 12:00 曇 24.0 53.0 東北東 1.8
10/4 12:00 曇 22.0 87.0 東北東 0.4
10/5 10:17 晴 24.5 65.0 東北東 1.7


