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[ 1組]
1m80 1m85 1m90

村山 太郎(3) 東  京 o o o   1.90 Q
ﾑﾗﾔﾏ  ﾀﾛｳ 学習院
長野 斗哉(3) 鹿児島 o o xo   1.90 Q
ﾅｶﾞﾉ  ﾄｳﾔ 帖佐
中尾 鼓太朗(3) 京  都 xo xo xo   1.90 Q
ﾅｶｵ  ｺﾀﾛｳ 南桑
井上 史隆(3) 神奈川 o o xxo   1.90 Q
ｲﾉｳｴ  ﾌﾐﾀｶ 万騎が原
五十嵐 晴人(3) 新  潟 xo o xxo   1.90 Q
ｲｶﾗｼ  ﾊﾙﾄ 新津第五
南雲 優吾(3) 神奈川 o xxo xxo   1.90 Q
ﾅｸﾞﾓ  ﾕｳｺﾞ 浦賀
持田 優太(3) 群  馬 o o xxx   1.85 q
ﾓﾁﾀﾞ  ﾕｳﾀ 玉村
志水 宙斗(2) 京  都 o o xxx   1.85 q
ｼﾐｽﾞ  ﾋﾛﾄ 桃映
山田 勇二(3) 群  馬 o o xxx   1.85 q
ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳｼﾞ 群馬南
風山 瑠希亜(3) 新  潟 xo o xxx   1.85 
ｶｻﾞﾔﾏ  ﾙｷｱ 胎内中条
蛯澤 快斗(3) 北海道 xo xo xxx   1.85 
ｴﾋﾞｻﾜ  ﾊﾙﾄ 札幌清田
小川 エンリケ(3) 三  重 o xxo xxx   1.85 
ｵｶﾞﾜ  ｴﾝﾘｹ 平田野
榎本 太一(3) 和歌山 o xxo xxx   1.85 
ｴﾉﾓﾄ  ﾀｲﾁ 西脇
小池 友輝(3) 茨  城 xo xxo xxx   1.85 
ｺｲｹ  ﾕｳｷ 水戸第三
小鳥居 勇太(3) 長  崎 o xxx   1.80 
ｺﾄﾘｲ  ﾕｳﾀ 大瀬戸
鳥海 勇斗(3) 千  葉 o xxx   1.80 
ﾄﾘｳﾐ  ﾕｳﾄ 久寺家
幡谷 優喜(3) 千  葉 o xxx   1.80 
ﾊﾀﾔ  ﾕｳｷ 船橋行田
吉田 凌(3) 千  葉 xo xxx   1.80 
ﾖｼﾀﾞ  ﾘｮｳ 鴨川
角 啓汰(3) 鳥  取 xo xxx   1.80 
ｽﾐ  ｹｲﾀ 境港第二
畑 昴(3) 岩  手 xxo xxx   1.80 
ﾊﾀ  ｽﾊﾞﾙ 盛岡河南
會田 峻修(3) 茨  城 xxo xxx   1.80 
ｱｲﾀ  ﾘｮｳｽｹ 並木
茨木 建伍(3) 大  阪 xxo xxx   1.80 
ｲﾊﾞﾗｷ  ｹﾝｺﾞ 淀川
藤木 大嗣(3) 山  梨 xxx 記録なし
ﾌｼﾞｷ  ﾀﾞｲｼ 小菅
林 力輝(3) 長  野 xxx 記録なし
ﾊﾔｼ  ﾘｷ 高森
田中 日向(3) 愛  知 xxx 記録なし
ﾀﾅｶ  ﾋｭｳｶﾞ 古知野
寺田 裕真(3) 大  阪 xxx 記録なし
ﾃﾗﾀﾞ  ﾕｳﾏ 茨木西
原田 真紘(3) 島  根 xxx 記録なし
ﾊﾗﾀﾞ  ﾏﾋﾛ 向陽
山内 翔太(3) 新  潟 xxx 記録なし
ﾔﾏｳﾁ  ｼｮｳﾀ 新潟湯之谷
松井 泰誠(2) 奈  良 xxx 記録なし
ﾏﾂｲ  ﾀｲｾｲ 田原本
三原 彰真(3) 兵  庫 xxx 記録なし
ﾐﾊﾗ  ｼｮｳﾏ 北神戸
東郷 孝亮(3) 滋  賀 xxx 記録なし
ﾄｳｺﾞｳ  ﾀｶｱｷ 明富
鈴木 智也(3) 静  岡 xxx 記録なし
ｽｽﾞｷ  ﾄﾓﾔ 御殿場南
荒牧 伸哉(3) 福  岡 欠場
ｱﾗﾏｷ  ｼﾝﾔ 宮若西
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11 2525  1317 1317
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22 3030  4605 4605
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44 2626  1446 1446
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66 3131  1405 1405

77 33  1015 1015
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1010 1212  1620 1620
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1515 1010  4204 4204

1515 1313  1220 1220

1515 3232  1216 1216

1818 55  1202 1202

1818 2222  3114 3114

2020 1111   304  304

2020 1717   815  815

2020 2020  2740 2740

11  1502 1502

44  1725 1725

66  2229 2229
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2323  2506 2506
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大平 海史(3) 群  馬 o xo xo   1.90 Q
ｵｵﾋﾗ  ｶｲｼ 群馬南
小松澤 祥太(3) 茨  城 o o xxo   1.90 Q
ｺﾏﾂｻﾞﾜ  ｼｮｳﾀ 牛久南
江頭 亮(3) 大  阪 xo o xxo   1.90 Q
ｴｶﾞｼﾗ  ﾘｮｳ 金岡南
本田 基偉(3) 奈  良 o o xxx   1.85 q
ﾎﾝﾀﾞ  ﾓﾄｲ 高田
青沼 徳大(3) 千  葉 o o xxx   1.85 q
ｱｵﾇﾏ  ﾉﾘﾋﾛ 松戸河原塚
葛野 和人(3) 宮  城 xo o xxx   1.85 
ｸｽﾞﾉ  ﾜﾋﾄ 南中山
遠矢 浩気(3) 東  京 o xo xxx   1.85 
ﾄｵﾔ  ﾋﾛｷ 足立第九
小山 晴主(3) 神奈川 xo xo xxx   1.85 
ｺﾔﾏ  ﾊﾙｶｽﾞ 松本
倉林 雄大(3) 埼  玉 xo xo xxx   1.85 
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 川本
五十嵐 悠斗(3) 群  馬 o xxx   1.80 
ｲｶﾞﾗｼ  ﾊﾙﾄ 前橋東
市川 拓海(3) 愛  知 o xxx   1.80 
ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾐ 福岡
永井 綜太(3) 千  葉 o xxx   1.80 
ﾅｶﾞｲ  ｿｳﾀ 四街道西
富田 惇史(3) 滋  賀 o xxx   1.80 
ﾄﾐﾀ  ｱﾂｼ 八幡
佐藤 拓仁(3) 愛  知 xo xxx   1.80 
ｻﾄｳ  ﾀｸﾄ 大府北
佐藤 碧(3) 北海道 xo xxx   1.80 
ｻﾄｳ  ｱｵｲ 北見小泉
佐藤 隆生(3) 山  形 xo xxx   1.80 
ｻﾄｳ  ﾘｭｳｾｲ 酒田第四
牧田 良介(3) 静  岡 xxo xxx   1.80 
ﾏｷﾀ  ﾘｮｳｽｹ 静岡観山
宮田 風(3) 神奈川 xxo xxx   1.80 
ﾐﾔﾀ  ﾂｸﾞﾙ 湘洋
中山 敬(2) 熊  本 xxx 記録なし
ﾅｶﾔﾏ  ﾀｶｼ 熊本京陵
亀川 巧(3) 宮  崎 xxx 記録なし
ｶﾒｶﾜ  ﾀｸﾐ 小松原
佐野 龍聖(3) 愛  知 xxx 記録なし
ｻﾉ  ﾘｭｳｾｲ 鶴城
髙木 陸(3) 千  葉 xxx 記録なし
ﾀｶｷﾞ  ﾘｸ 浦安堀江
菅原 海輝(3) 宮  城 xxx 記録なし
ｽｶﾞﾜﾗ  ｶｲｷ 玉川
杤岡 武奎(3) 京  都 xxx 記録なし
ﾄﾁｵｶ  ﾀｹｲ 長岡第三
晄 眞空(3) 和歌山 xxx 記録なし
ﾋｶﾘ  ﾏｱｸ 高雄
手島 一好(3) 千  葉 xxx 記録なし
ﾃｼﾏ  ｶｽﾞﾖｼ 東庄
鈴木 将太朗(3) 香  川 xxx 記録なし
ｽｽﾞｷ  ｼｮｳﾀﾛｳ 坂出
金子 柊也(3) 埼  玉 xxx 記録なし
ｶﾈｺ  ｼｭｳﾔ 三郷早稲田
鈴木 貫太郎(3) 静  岡 xxx 記録なし
ｽｽﾞｷ  ｶﾝﾀﾛｳ 静岡豊田
永島 将貴(3) 福  岡 xxx 記録なし
ﾅｶﾞｼﾏ  ｼｮｳｷ 飯塚第一
髙田 幸之介(3) 長  野 xxx 記録なし
ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ 旭町
下村 翔英(3) 鹿児島 xxx 記録なし
ｼﾓﾑﾗ  ｼｮｳｴｲ 鹿児島南
山崎 時弥(3) 兵  庫 欠場
ﾔﾏｻｷ  ﾄｷﾔ 播磨

試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 所属名所属名 記録記録

男子男子

走高跳走高跳
順位順位 備考備考

11 2929  1007 1007
氏  名氏  名

22 2525   814  814

33 3030  2709 2709

44 2424  2909 2909

44 3131  1222 1222

66 22   409  409

77 2828  1318 1318

88 2323  1447 1447

88 3333  1110 1110

1010 77  1020 1020

1010 1212  2233 2233

1010 2222  1217 1217

1010 2626  2505 2505

1414 66  2204 2204

1414 1515   116  116

1414 2727   605  605

1717 1010  2121 2121

1717 1111  1419 1419

11  4314 4314

33  4504 4504

44  2231 2231

55  1218 1218

88   414  414

99  2618 2618

1313  3010 3010

1414  1219 1219

1717  3606 3606

1818  1135 1135

1919  2120 2120

2020  4011 4011

2121  1719 1719

3232  4602 4602

1616  2825 2825


