
【男　子】 【女　子】
種　　目 氏　名 　学年 出身校 有効期間内記録 自己記録 種　　目 氏　名 　学年 出身校 有効期間内記録 自己記録
100m 佐川オタビオ② 前橋育英 10″78 10″54 800m 白鳥さゆり② 佐原 2′12″89 2′11″64

犬塚　　　渉① 浜名 10″28 10″28 杉山　 香南② 白鵬女子 2′11″77 2′10″37
小澤　 優太① 千葉南 10″56 10″56 菊地　 梨紅① 市立船橋 2′09″27 2′09″27

200m 北川　　　翔③ 松山 20″94 20″94 1500m 西野　 まほ④ 水城 4′28″82 4′28″82
犬塚　　　渉① 浜名 20″87 20″87 白鳥さゆり② 佐原 4′23″12 4′23″12
小澤　 優太① 千葉南 21″18 21″14 佐藤みな実① 順天 4′29″05 4′26″63

400m 板鼻　 航平④ 敬愛学園 46″46 46″46 5000m 今村　 咲織③ 希望ヶ丘 16′08″29 16′08″29
油井　 快晴③ 浜松市立 46″36 46″36 西野　 まほ④ 水城 16′46″36 16′44″77
北川　 貴理② 敦賀 45″52 45″52 佐藤みな実① 順天 16′24″10 16′17″31

800m 白石　 浩之④ 立教池袋 1′49″92 1′49″92 10000m 今村　 咲織③ 希望ヶ丘 34′18″29 34′18″29
村島　　　匠③ 富山商業 1′50″98 1′50″98 大島　 里穂② 常盤 34′32″64 34′32″64
湯崎　 容生③ 星林 1′51″71 1′51″71 3000mSC 佐藤　 由依③ 南多摩 11′02″89 11′02″89

1500m 安齋　　　宰④ 光明学園相模原 3′43″58 3′43″58 10000mW 松本　 紗依② 奈良育英 48′31″24 48′11″95
村島　　　匠③ 富山商業 3′48″92 3′47″54 走高跳 依田友希奈④ 富岡東 1m71 1m71
梅谷　 健太② 東海大望洋 3′53″00 3′53″00 棒高跳 笠原　 奈菜① 佐沼 3m65 3m65

5000m 花澤　 賢人② 八千代松陰 13′57″40 13′57″40 走幅跳 宇都宮礼慈③ 江戸川女子 5m82 5m82
江口　 智耶② 大牟田 14′16″30 14′15″45 砲丸投 藤森　 夏美③ つばさ総合 13m45 13m45
橋本　 龍一① 法政二 14′08″44 14′08″44 土屋明日香② 葵 12m61 12m61

10000m 西澤　 卓弥④ 浜松湖東 29′17″78 29′17″78 円盤投 清水　 麻実④ 土浦湖北 44m37 44m37
森　　　湧暉④ 小林 29′10″26 29′10″26 藤森　 夏美③ つばさ総合 52m97 52m97
塩尻　 和也② 伊勢崎清明 28′32″85 28′32″85 杉田　 実咲① 西武台 42m09 42m09

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 聞谷　 賢人④ 愛知 65′39 63′49 ハンマー投 清水　 麻実④ 土浦湖北 43m16 43m16
作田　 直也④ 長生 64′10 64′10 藤森　 夏美③ つばさ総合 45m53 45ｍ53
栃木　　　渡③ 佐野日大 63′00 63′00 杉田　 実咲① 西武台 37m87 37m87

110mH 降矢　 恭兵③ 國學院栃木 14″19 14″19 4×400mR 二平 　真実④ 白河旭 3′54″07 －
玉置　 将吾② 和歌山北 14″56 14″56 松家　 綾乃④ 北広島
藤井　 亮汰② 倉吉総合産業 14″17 14″17 横沢　 舞莉④ 吾妻

400mH 野口　 直人④ 西武台千葉 50″06 49″77 栗田　 舞尋② 宝仙学園
勝元　 森羅② 西南学院 52″28 51″44 杉山　 香南② 白鵬女子
岩﨑　 崇文① 郡山東 51″68 51″68 菊地　 梨紅① 市立船橋

3000mSC 塩尻　 和也② 伊勢崎清明 8′39″10 8′39″10
續木　 悠也② 秋田工業 8′59″98 8′55″53 【男子3部】
野田　 一輝① 西京 8′59″18 8′59″18 種　　目 氏　名　　学年 出身校 有効期間内記録 自己記録

10000mW 山田　 康太④ 愛知 40′21″41 40′21″41 200m 田中　 智也M1 鳥栖工業 21″93 21″93
髙橋　 涼太③ 豊科 42′55″27 42′24″44 400m 新安　 直人M1 神戸科技 49″11 49″11

4×100mR 北風　 優貴④ 洛南 田中　 智也M1 鳥栖工業 47″75 47″75
北川　　　翔③ 松山 800m 新安　 直人M1 神戸科技 1′48″32 1′48″32
降矢　 恭兵③ 國學院栃木 田中　 智也M1 鳥栖工業 1′54″38 1′54″38
佐川オタビオ② 前橋育英 400mH 田中　 智也M1 鳥栖工業 55″30 53″83
犬塚　　　渉① 浜名 10000mW 後藤　 秀斗M2 洛南 41′24″45 41′24″45
小澤　 優太① 千葉南 走高跳 小池　　　輝M1 浜松市立 2m16 2m16

4×400mR 板鼻　 航平④ 敬愛学園 走幅跳 小池　　　輝M1 浜松市立 7m27 7m27
油井　 快晴③ 浜松市立 髙政　 知也M1 東海大浦安 8m03 8m03
岩本　　　武② 京都両洋 三段跳 小池　　　輝M1 浜松市立 14m74 14m74
北川　 貴理② 敦賀 円盤投 小岩　 晴樹M2 新潟明訓 51m55 51m55
佐々木愛斗① 盛岡南 小林　 寛雅M2 宮代 51m67 52m94
染谷　　　翔① 西武台千葉 十種競技 川﨑　 和也M2 姫路 7679点 7679点

走高跳 長谷川裕貴④ 秋田 2m03 2m10 村中　 智彦M1 松商学園 7042点 7042点
角田　 滉貴① 社 2m11 2m11 村山　 凌一M1 法政二 6515点 6515点

棒高跳 来間　 弘樹③ 大社 5m30 5m30
渡邊　　　壮② 佐沼 4m80 4m90
内田　 涼太① 境 5m00 5m00

走幅跳 毛呂　 泰紘④ 柏日体 7m77 7m84
山本　 凌雅③ 諫早農業 7ｍ61 7ｍ61
稲川　 尚汰① 新潟 7m58 7m58

三段跳 青野　 祐也④ 松山西 15m80 15m80
山本　 凌雅③ 諫早農業 16m40 16m40
川島　 鶴槙② 前橋育英 15ｍ77 15ｍ77

砲丸投 近藤　　　廉④ 川口総合 15m41 15m41
伊藤　 大悟② 川口総合 14m59 14m59
田中　　　光② 大阪桐蔭 14m44 14m44

円盤投 大庭　 達也④ 飯山北 45m10 45m10
近藤　　　廉④ 川口総合 49m53 49m53
篠﨑　 拓郎③ 前橋育英 47m19 47m19

ハンマー投 岡野　 敬史④ 松山 61m81 61m81
梅山　 陽介③ 前橋育英 57m80 57m80
藤岡　 眞也③ 能代松陽 63m15 63m15

やり投 佐藤　 俊介③ 富岡 67m02 68m32
森田　 祥天③ 高崎工業 67m60 67m60

十種競技 富田　 佳輝③ 成東 6653点 6653点
髙瀬　 維宣② 昌平 6089点 6089点

第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
＜代表選手一覧＞
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