
男⼦⾛⾼跳 (50⼈)

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

14 宮⽥ ⾵ ⽇本⼤ 2.11
15 後藤 昂 東京陸協 2.10
16 松平 佑介 ⿓⾕⼤ 2.10
17 ⾓⽥ 滉貴 ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝ 2.10
18 岡井 ⼤靖 中京⼤ 2.07
19 松下 陸 名古屋⼤ 2.07
20 ⻄⽥ 涼平 びわ学⼤ 2.06
21 ⼩森 翔太 OCOSITEI 2.05
22 ⼩池 綾＊ ⼤塚⾼ 2.05
23 浦⼭ 和也 駿⼤AC 2.05
24 岡⽥ 雅之 天理⼤ 2.05
25 能⼿ 俊充 第⼀酒造 2.03
26 松村 ⽂太 ⿓⾕⼤ 2.03

記録会
1組

27 松本 良太 姫路市陸協 2.00
28 嵯峨 颯 ⼤阪陸協 2.00
29 江頭 亮 ⽇本⼤ 2.00
30 佐々⽊ 祐弥 天理⼤ 2.00
31 市⽥ 晃成 天理⼤ 2.00
32 阿部 悠 SPARK 1.97
33 斎藤 歩＊ ⼤塚⾼ 1.96
34 ⼤橋 駿⾳ 流通経済⼤ 1.95
35 稲垣 敬⼤ 筑波⼤ 1.95
36 岡﨑 稜汰 鈴⿅⾼専 1.90
37 ⻄川 輝 Live.fas 1.90
38 伊藤 瀬奈＊ ⼤塚⾼ 1.90

記録会
2組

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

39 恩地 隆平 東京外国語⼤ 1.85
40 ⻄川 廉 兵庫県⽴⼤ 1.85
41 寺⽥ 裕真 関⻄⼤ 1.85
42 滝⽥ 和也 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞAC 1.80
43 真鍋 周平 トヨタ⾃動⾞ 1.80
44 關 憲⾏ ⼤阪⼤ 1.80
45 荻野 ⻁太郎 関⻄学院⼤ 1.80
46 ⽮野 成秀 神奈川Ｍ 1.80
47 野村 正 ユキテックB&K 1.75
48 佐々⽊ 綱 OLYMPIA PLUS 1.65
49 牧野 卓也 ⻄宮市陸協 1.65
50 中村 裕之 TEAM奈良 1.65

記録会
3組

* 協⼒校として主催者推薦



男⼦⾛幅跳 (60⼈)

* 協⼒校として主催者推薦

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 舞永 夏稀＊ 太成学院⾼ 7.89
2 藤原 陸登 環太平洋⼤ 7.84
3 ⽥中 隆太郎 順天堂⼤ 7.79
4 藤原 駿也 レデイ薬局 7.74
5 ⾕⼝ 祐 新⽇本住設 7.74
6 酒井 由吾 慶應義塾⼤ 7.67
7 ⽯倉 南⽃ NTN 7.63
8 畑中 慎也 トータルスポーツ 7.57
9 遠藤 泰司 新⽇本住設 7.57
10 ⽊下 諒 ⽇本⼤ 7.37
11 ⻲⽥ 靖⽂ 福岡⼤ 7.35
12 難波 隆輝 びわこ成蹊AC 7.31
13 松本 ⼒丸＊ 太成学院⾼ 7.30
14 ⾼瀬 ⼀晟＊ ⼤塚⾼ 7.26
15 ⾕⼝ 卓 関⻄学院⼤ 7.25
16 和⽥ 晃輝 ⽇本⼤ 7.23

選⼿権

17 ⻑岡 泰成 追⼿⾨学院⼤ 7.19
18 島⽥ 拓実 ⼤阪教育⼤ 7.14
19 増⽥ 健太 ⽴命館⼤ 7.09
20 ⻄⽥ 拓展 川崎重⼯ 7.06
21 本⼭ 遼 佐賀陸協 7.00
22 桑⽥ 岳杜 KINDAI RC 6.97
23 村上 詢太郎 摂南⼤ 6.97
24 池崎 賢太 福岡⼤ 6.97
25 仲村 快太 京都⼤ 6.95
26 福⾒ ⼀城 ⼤阪体育⼤ 6.95
27 中⾕ 賢太朗 関⻄学院⼤ 6.91
28 原 和史 愛知教育⼤ 6.88
29 濱本 ⻯多 摂南⼤ 6.88
30 ⽔⼾ 義晶 摂南⼤ 6.87
31 阿左美 守彦 TEAM・K 6.79

記録会
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32 ⾼岡 秀次 関⻄⼤ 6.75
33 釣 俊⼀ ⼤阪体育⼤ 6.75
34 安⽥ 悠⽣ 関⻄学院⼤ 6.74
35 中村 遼太郎 天理⼤ 6.71
36 森 亮太朗 関⻄⼤ 6.69
37 堀⼝ ⿓⽣ びわ学⼤ 6.68
38 芦⽥ 創 トヨタ⾃動⾞ 6.64
39 吉井 圭太 天理⼤ 6.59
40 渡瀬 孔明 ⼤阪⼤ 6.55
41 坂部 海太 関⻄⼤ 6.55
42 加藤 隆彦 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞ名 6.48
43 森⽥ 拓也 N.C.C 6.40
44 ⽯井 亮多 ⼤阪教育⼤ 6.40
45 保⽥ 篤希 N.C.C 6.38
46 ⽥中 俊樹 ⼤阪国際⼤AC 6.33

記録会
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47 ⼜吉 康⼗ 東京陸協 6.24
48 坂本 璃⽉ 京都⼤ 6.20
49 沖 昌 関⻄電⼒ 6.17
50 松原 憲治 AC⼀宮 6.07
51 菊地 玲 ⽴命館⼤ 6.05
52 新村 築磨 ⼤阪府⽴⼤ 6.03
53 ⼟橋 哉仁 MDPV 6.02
54 吉⾨ 宏祐 ⼤阪教育⼤ 5.97
55 ⼋代 好司 王⼦コーエンズ 5.95
56 中家 啓暉 ⼤阪⼤ 5.91
57 ⼩川 裕之 AC⼀宮 5.80
58 安井 誠⼀郎 鳩印G&T 5.69
59 岡本 ⼀⼈ 凌霜AC 5.16
60 浅井耕⼀郎 K+RC 0.00

記録会
3組



男⼦三段跳 (35⼈)

* 協⼒校として主催者推薦

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 ⽥代 ⼀樹 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 16.07
2 ⼩⽥ ⼤雅 福岡⼤ 15.88
3 平松 祐司 ⾠野 15.72
4 荒⽊ 基 千葉商科⼤ 15.70
5 ⾹嶋 隼⽃ ⼤阪陸協 15.69
6 武井 元希 福岡⼤ 15.67
7 ⼩松 航 中央⼤ 15.44
8 市川 翔太 福岡⼤ 15.41
9 源 識之相 ⽣野AC 15.39
10 栂尾 鷹兵 関⻄学院⼤ 15.30
11 外村 祐輔 福岡⼤ 15.24
12 寺本 樹 ⼤阪教育⼤ 15.23
13 菅原 慎平 京都教育⼤ 15.17
14 畚野 翔太 天理⼤ 15.14
15 後藤 厚⼈ Met Life 15.06
16 植⽊ 雄⼤ ⼤阪市⽴⼤ 14.99

選⼿権
(13m板)

17 板⻄ 佑介 ⼤教⼤AC 14.98
18 稲川 優駿＊ 太成学院⾼ 14.93
19 ⻄井 海⽃ 鳩印G&T 14.88
20 杉岡 優磨 iMARe 14.87
21 堀 修典 摂南⼤ 14.74
22 藤林 献明 愛知陸協 14.60
23 平野 達也 天理⼤ 14.36
24 岩井 響平 京都⼤ 14.35
25 百濃 隼⼤ ⼤阪⼤ 14.21
26 井上 裕介 京都⼤ 14.13
27 富⽥ 和宏 天理⼤ 14.03
28 濱⽥ 将吾 関⻄学院⼤ 13.97
29 ⽵内 快⽃＊ ⼤塚⾼ 13.90
30 磯⽥ 敬幸 関⻄⼤ 13.71
31 幅⽥ 真史 ⼤阪府⽴⼤ 13.69
32 佐藤 耀介 ⼤阪⼤ 13.58
33 吉本 達⽮ 関⻄⼤ 12.86
34 ⼩原 有季⽃ 追⼿⾨学院⼤ 12.21
35 ⿊川 雄太 滋賀⼤ 0.00

記録会
(11m板)

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権



⼥⼦⾛⾼跳 (17⼈)

* 協⼒校として主催者推薦

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 武⼭ 玲奈 環太平洋⼤ 1.78
2 ⽵内 萌 栃⽊スポ協 1.78
3 松本 万鈴 甲南⼤ 1.77
4 仲野 春花 ニッパツ 1.76
5 渡川 和華 武庫川⼥⼦⼤ 1.75
6 岸本 志恵 ⽇本⼥⼦体育⼤ 1.74
7 渡邉 深友 愛知教育⼤ 1.73
8 鎌⽥ ほのか ⽇本⼥⼦体育⼤ 1.73
9 廣池 萌⽣＊ ⼤塚⾼ 1.70
10 松下 美咲 中央⼤ 1.70
11 諸隈 あやね ⽇本⼥⼦体育⼤ 1.70
12 ⼭本 莉帆 天理⼤ 1.65
13 平野 由夏 ⼤阪教育⼤ 1.60
14 釜 純⼦ AC⼀宮 1.50
15 ⽥中 瑠⾳ 愛知教育⼤ 1.45
16 ⾼橋 祐⼦ 京都マスターズ 1.41
17 岩崎 莉⼦ ⼤阪教育⼤ 1.30

選⼿権



⼥⼦⾛幅跳 (20⼈)

* 協⼒校として主催者推薦

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
2 中⽥ 茉希＊ ⼤塚⾼ 6.12
3 松⽥ 奈夏 ⻘⼭学院⼤ 6.11
4 ⽊村 美海 四国⼤ 6.08
5 ⼭下 友佳 ヴィアティン 6.05
6 ⼩⼭ 春⾹ ⻘⼭学院⼤ 6.01
7 ⽔野 舞⾳ SMILEY 6.01
8 ⼭根 碧栞 中京⼤ 5.95
9 吉岡 ⾥紗 中央⼤ 5.92
10 吉村 ⽉乃 愛知教育⼤ 5.92
11 佐々⽊ 明⽇⾹ 七⼗七銀⾏ 5.90
12 平加 有梨奈 ニッパツ 5.87
13 森川 澪 武庫川⼥⼦⼤ 5.61
14 三藤 祐梨⼦ 七⼗七銀⾏ 5.47
15 ⽩⽥ 江梨奈 武庫川⼥⼦⼤ 5.23
16 ⼩村 愛 ⼤阪教育⼤ 5.20
17 ⽟⽥ 若菜 武庫川⼥⼦⼤ 5.16
18 濱⽥ 真帆 東⼤阪⼤ 4.83
19 ⼟井 ⾹織⾥ 武庫川⼥⼦⼤ 4.73
20 井上 和奏 武庫川⼥⼦⼤ 4.61
21 ⾦光 萌恵 滋賀⼤ 4.33

選⼿権



⼥⼦三段跳 (21⼈)

* 協⼒校として主催者推薦

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 髙島 真織⼦ 福岡⼤ 13.19
2 中野 瞳 和⾷⼭⼝ 12.97
3 中津川 亜⽉ 横浜国⽴⼤ 12.90
4 中村 紗華 順天堂⼤ 12.83
5 河合 栞奈 メイスンワーク 12.80
6 ⾦⼦ 史絵奈 ⻘⼭学院⼤ 12.80
7 中⼭ 実優 中京⼤ 12.51
8 ⼩寺 波⾳ ⽇本⼥⼦体育⼤ 12.51
9 宮坂 楓 ニッパツ 12.41
10 都築 陽奈 中京⼤ 12.29
11 ⼤崎 美都 ⼤阪教育⼤ 12.25
12 ⽊村 莉⼦ 愛知教育⼤ 12.24

選⼿権
(10m板)

部⾨ ビブスNo. ⽒名 所属 申込記録
1 衛藤 昂 味の素AGF 2.30
2 藤⽥ 渓太郎 佐⽵⾷品陸上部 2.28
3 ⾚松 諒⼀ アワーズ 2.27
4 瀬古 優⽃ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2.27
5 勝⽥ 将 三重教員AC 2.22
6 ⼤⽥ 和宏 ⽇本体育施設 2.20
7 平塚 ⽞空 ⽇本⼤ 2.18
8 久保⽊ 春佑 東京学芸⼤ 2.18
9 本⽥ 基偉 近⼤⾼専 2.18
10 ⼤⻄ 健介 関⻄電⼒ 2.13
11 牧⽥ 崚⽮ 静岡陸協 2.12
12 荻野 海翔 滋賀陸協 2.12
13 ⼤津 瑛 宮崎ｱｽﾘｰﾄ 2.12

選⼿権

13 下野 紗希 京都教育⼤ 12.13
14 中村 和花＊ ⼤塚⾼ 11.88
15 萬 玲奈 滋賀陸協 11.81
16 為岡 杏奈 BORY TC 11.75
17 酒井 利菜 中京⼤ 11.73
18 ⽶澤 江桜＊ ⼤塚⾼ 11.58
19 ⼤津 裕貴野 ⼤阪教育⼤ 11.52
20 佐野 杏花 関⻄⼤ 10.84
21 ⾼井 知沙 ⼤阪⼤ 10.18

記録会
(9m板)


