
ト ラ ッ ク 審 判 長 奥田 二三夫・黒川 和要

ス タ ー ト 審 判 長 伊藤 裕康・大松 敬子

跳 躍 審 判 長 葛城 裕也・宮崎 晋吾

招 集 所 審 判 長 倉光 勇生

記 録 主 任 飯沼　信輝

日付 種目

青山 華依(02) 7.41 三浦 由奈(02) 7.44 三浦 愛華(02) 7.44 君嶋 愛梨沙(95) 7.45 鶴田 玲美(97) 7.51 細谷 優美(95) 7.51 壹岐 いちこ(97) 7.52 景山 咲穗(02) 7.63
大　阪・甲南大 宮　城・筑波大 奈　良・園田学園女子大 長　野・土木管理総合 鹿児島・南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 茨　城・阿見AC 福　井・ﾕﾃｨｯｸ 千　葉・筑波大
久保田 真子(03) 7.53 宮武 アビーダラリー(02) 7.58 名倉 千晃(93) 7.60 岩田 乃映(03) 7.62 園宮 璃子(99) 7.63 佐久田 侑咲(99) 7.72 小松 このみ(04) 7.73
静　岡・東海大翔洋高 埼　玉・日本体育大 三　重・NTN 兵　庫・山手高 静　岡・日本体育大 埼　玉・東京女子体育大 愛　知・安城学園高
青木 益未(94) 8.07 岡崎 汀(01) 8.16 田中 佑美(98) 8.22 藤森 菜那(97) 8.28 玉置 菜々子(00) 8.29 鈴木 美帆(96) 8.32 中島 ひとみ(95) 8.34
宮　城・七十七銀行 鳥　取・甲南大 東　京・富士通 東　京・ｾﾞﾝﾘﾝ 北海道・国士舘大 神奈川・長谷川体育施設 兵　庫・長谷川体育施設
鎌田 咲季(97) 8.43 清山 ちさと(91) 8.46 安藤 愛未(01) 8.47 相馬 絵里子(91) 8.49 大松 由季(96) 8.50 岩佐 茉結子(02) 8.50 西垣 朱音(99) 8.50 中尾 あゆみ(00) 8.63
福　岡・ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽ 宮　崎・いちご 愛　知・至学館大 茨　城・関彰商事 愛　知・愛教大ｸﾗﾌﾞ名古屋 千　葉・東京学芸大 三　重・国士舘大 京　都・青山学院大
高橋 渚(00) 1m80 武山 玲奈(00) 1m74 大玉 華鈴(99) 1m74 青山 夏実(97) 1m71 徳本 鈴奈(96) 1m71 川邊 美奈(03) 1m68
東　京・日本大 CR 高　知・環太平洋大 山　口・日本体育大 神奈川・ﾀﾞｲﾃｯｸｽ.AT 沖　縄・友睦物流 京　都・北稜高

伊藤 楓(03) 1m74 竹内 萌(98) 1m71
東　京・東京高 栃　木・栃木ｽﾎﾟ協

諸田 実咲(98) 4m21 那須 眞由(96) 4m00 古林 愛理(02) 4m00 安宅 伽織(98) 4m00 南部 珠璃(98) 3m90 所 杏子(96) 3m80
栃　木・栃木ｽﾎﾟ協 CR 兵　庫・籠谷 兵　庫・園田学園女子大 香　川・REAC 滋　賀・中京大 愛　知・ﾗﾌｨﾈ陸上部

前川 淳(99) 3m80
大　阪・日本体育大
田中 伶奈(00) 3m80
香　川・香川大
竜田 夏苗(92) 3m80
神奈川・ﾆｯﾊﾟﾂ

秦 澄美鈴(96) 6m52 嶺村 優(94) 6m06 竹内 真弥(98) 6m00 小玉 葵水(00) 5m99 中野 瞳(90) 5m99 北田 莉亜(01) 5m85 松永 理沙ジェニファー(02) 5m85 吉田 花鈴(03) 5m83
兵　庫・ｼﾊﾞﾀ工業 CR 東　京・ｵﾘｺ 大　阪・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 北海道・東海大北海道 茨　城・つくば分析ｾﾝﾀｰ 大　阪・関西学院大 兵　庫・関西学院大 大　阪・摂津高
森本 麻里子(95) 13m31 髙島 真織子(99) 13m14 船田 茜理(00) 13m07 浅野 紗弥香(96) 12m85 中村 紗華(99) 12m31 内山 咲良(97) 12m17 坂本 絵梨(90) 11m94 宮畑 さくら(95) 11m08
東　京・内田建設AC NIR,CR 兵　庫・福岡大 兵　庫・武庫川女子大 愛　知・東海学園TC 神奈川・順天堂大 東　京・東京大 東　京・日本室内 大　阪・旭油業
樋口 七海(04) 7.48 角 良子(03) 7.51 佐藤 葵唯(04) 7.51 有村 実寿々(04) 7.54 藏重 みう(04) 7.57 佐藤 美里(03) 7.59 奥野 由萌(03) 7.61 エネ ジェニファー(04) 7.65
三　重・四日市商高 鳥　取・倉吉東高 千　葉・市立船橋高 東　京・筑波大附高 愛　知・中京大中京高 宮　城・常盤木学園高 滋　賀・彦根翔西館高 宮　城・仙台育英高
小林 七菜(03) 7.64 濵部 莉帆(04) 7.66 濵野 美咲(04) 7.70 世古 綾葉(04) 7.72 福田 七海(03) 7.81 岩井 樹梨亜(03) 7.82 杉本 奈津希(04) 7.84 宮本 紗弥(04) 7.87
静　岡・沼津東高 佐　賀・伊万里実高 千　葉・八千代高 三　重・宇治山田商高 大　阪・大塚高 静　岡・磐田北高 静　岡・駿河総合高 広　島・福山葦陽高
山田 裕未(04) 8.47 白土 莉紅(04) 8.54 益子 芽里(03) 8.63 髙木 茜里(04) 8.66 榊原 詠美(04) 8.70 松村 佳帆(04) 8.71 田口 真悠(03) 8.84
千　葉・市立船橋高 千　葉・成田高 東　京・東京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高 岡　山・玉野光南高 埼　玉・埼玉栄高
前田 光希(04) 8.47
滋　賀・立命館守山高
恩田 未來(04) 8.82 田邊 葵(04) 8.84 森脇 叶美(04) 8.90 市川 真也子(04) 8.91 中尾 日香(04) 8.93 土橋 胡桃実(04) 9.00 ハッサン リナ(03) 9.04 多賀野 晴(04) 9.10
群　馬・共愛学園高 京　都・京都西山高 広　島・神辺旭高 山　梨・甲府南高 兵　庫・長田高 大　阪・大阪高 兵　庫・滝川第二高 京　都・宮･加･天橋高
村田 蒼空(04) 4m00 柳川 美空(06) 3m90 松本 百音(03) 3m90 荻野 未悠(03) 3m80 小林 美月(05) 3m70 渡邊 冴璃(05) 3m60
群　馬・前橋女高 群　馬・前橋育英高 兵　庫・明石商高 静　岡・浜松南高 東　京・明星学園高 埼　玉・大宮東高

今井 葉月(05) 3m70
群　馬・樹徳高

乙津 美月(03) 5m98 佐々木 千翔(04) 5m87 中尾 心春(04) 5m69 橋本 結空(04) 5m58 永井 陽(03) 5m53 中尾 優花(03) 5m50 前川 七海(03) 5m32
東　京・八王子高 千　葉・市立船橋高 兵　庫・長田高 埼　玉・国際学院高 東　京・日本工大駒場高 福　岡・中村学園女子高 徳　島・鳴門渦潮高
田中 美憂(04) 12m47 宮繁 愛葉(03) 12m45 大塚 葉月(03) 12m03 中村 和花(05) 11m87 山本 華(04) 11m82 片野坂 唯月(04) 11m69 海藤 夏姫(03) 11m37
埼　玉・松山女高 GR 大　阪・大体大浪商高 GR 石　川・星稜高 大　阪・大塚高 宮　崎・宮崎南高 鹿児島・鹿児島高 埼　玉・昌平高
小針 陽葉(06) 7.55 南 こはる(05) 7.57 佐藤 俐有(06) 7.58 清水 彩加(05) 7.59 林 柚寿(05) 7.63 山形 愛羽(05) 7.70 赤坂 珠香(06) 7.78 樋口 葵(05) 7.93
静　岡・沼津原中 奈　良・奈良学園登美ヶ丘高 愛　知・田原東部中 三　重・四日市商高 大　阪・大阪高 熊　本・熊本中央高 大　阪・大阪高 千　葉・市立船橋高
谷口 紗菜(06) 7.70 供田 柚香(05) 7.71 長谷部 可蓮(05) 7.72 保楊枝 琴乃(06) 7.79 東名 明紅(05) 7.81 德永 心奈(06) 7.82 成田 朱里(05) 7.83 嶋 結菜(06) 7.97
福　島・福島成蹊高 千　葉・市立船橋高 東　京・明星学園高 福　岡・筑紫野南中 岐　阜・済美高 佐　賀・唐津鏡中 福　島・郡山高 愛　知・豊橋南高
林 美希(05) 8.27 谷中 天架(06) 8.34 宮﨑 叶和(06) 8.34 志水 芹菜(05) 8.48 中村 真琴(05) 8.48 小寺 彩貴(05) 8.53 綾目 ひなの(06) 8.67
愛　知・中京大中京高 GR 福　岡・八屋中 =GR 長　崎・長崎日本大学高 =GR 千　葉・市立船橋高 山　口・光高 石　川・北陸学院高 広　島・神辺旭高
横山 涼葉(06) 8.72 木梨 光菜(06) 8.72 上山 莉奈(06) 8.76 後藤 杏実(06) 8.80 山本 佳那(05) 8.80 野村 美月(05) 8.82 小林 祐希穂(06) 8.88 岸本 礼菜(06) 8.92
群　馬・桂萱中 岡　山・津山中道中 京　都・西城陽高 三　重・ｱｽﾘｰﾄY 東　京・東京高 栃　木・石橋高 三　重・松阪商高 大　阪・咲くやこの花中
秦 くるみ(05) 5m77 近藤 いおん(06) 5m76 松村 琴都(05) 5m74 松田 晏奈(06) 5m56 宮本 里乃亜(06) 5m52 谷口 陽向(06) 5m51 釣本 陽香(05) 5m47 舛永 心音(06) 5m02
静　岡・伊豆中央高 GR 千　葉・流山ﾎｰｸｱｲ GR 愛　知・瑞陵高 GR 長　崎・長崎日大中 東　京・東京高 鳥　取・鳥取城北高校 大　阪・大阪桐蔭高 兵　庫・葺合高
寺平 祈愛(07) 7.77 原田 美來(07) 7.86 ウィリアムズ シャマーヤ美杏(07) 7.87 佐美三 ひなた(07) 7.89 伊藤 優亜(08) 7.90 福岡 梓音(07) 7.92 陣野 莉心(07) 8.03
長　野・木祖中 岡　山・Aster 福　岡・中村学園女子中 熊　本・First Step 千　葉・旭二中 福　岡・柏原中 福　島・白河第二中

津川 愛依(07) 7.89
愛　知・豊橋東陵中

森 なつみ(08) 7.95 増原 優羽(07) 7.96 清水 あさみ(07) 7.97 佐竹 愛琉(07) 7.99 山田 姫蘭(07) 8.00 岡林 沙季(07) 8.03 藤原 千櫻(07) 8.11 小野寺 優奈(07) 8.16
福　岡・ｼｭﾌﾞｽﾀﾝｽ 広　島・野坂中 石　川・南部中 愛　知・豊川西部中 千　葉・千葉県旭一中 高　知・県立安芸中 大　分・別府朝日中 東　京・八王子由木中
別所 みゆ(07) 8.65 井 千夏(08) 8.66 本多 七(07) 8.69 蒲 凛香(07) 8.74 並木 彩華(07) 8.78 香取 奈摘(08) 8.87 坂田 涼音(07) 8.88 大和 令奈(07) 9.61
島　根・出雲大社中 福　岡・宮ﾉ陣中 石　川・松任中 岐　阜・高山日枝中 長　野・軽井沢A&AC 茨　城・三和中 千　葉・木更津太田中 愛　知・TSM岡崎
石原 南菜(08) 8.84 峯岸 美來(08) 8.90 竹堂 ゆうみ(07) 8.93 坂下 茉優(07) 9.04 永井 遼(07) 9.09 佐藤 柚希(07) 9.17 宮内 綾花(07) 9.21 大森 玲花(07) 9.24
栃　木・足利二中 北海道・旭川神居東中 広　島・神辺西中 静　岡・静岡東中 兵　庫・甲武中 宮　城・仙台八乙女中 兵　庫・福崎西中 長　野・軽井沢A&AC
成澤 柚日(07) 5m48 杉本 紗菜(07) 5m31 藤田 紗英(07) 5m29 喜久里 彩吹(07) 5m28 佐藤 地央(08) 4m92
群　馬・藪塚本町中 静　岡・静岡吉田AC 福　岡・中村学園女子中 沖　縄・八重瀬東風平中 岡　山・金光学園中
薬師寺 愛葉(09) 8.07 福田 花奏(09) 8.18 久松 来虹(09) 8.18 木戸 理央音(09) 8.25 玉木 愛真(09) 8.36 服部 結(09) 8.45 岡西 世莉(09) 8.47 田中 凜々夏(09) 8.57
滋　賀・草津JAC 兵　庫・寺前小学校 奈　良・里風SC上牧 和歌山・和歌山陸上ｸﾗﾌﾞ 大　阪・Jumping Gate 奈　良・ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 奈　良・ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 滋　賀・東近江陸上
森崎 茉依(09) 8.56 愛宕 花梨(09) 8.62 榮藤 さくら(09) 8.64 吉岡 桜香(09) 8.65 向井 瑠海(10) 8.73 平松 明莉(09) 8.77 西川 あず(09) 8.80 小川 笑凜(10) 8.88
京　都・ｱｽﾚﾁｶ京都 和歌山・海南ｱｽﾘｰﾄ 兵　庫・相生陸上教室 大　阪・泉州ｱｯﾌﾟﾙ 滋　賀・東近江陸上 兵　庫・淡路陸上教室 大　阪・高槻JAC 和歌山・のかみAC
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60mH(0.838m/8.50m)

3月12日 U18女子60m

3月12日 U18女子60m　B決勝

3月12日
U18女子

60mH(0.762m/8.50m)

3月12日
NCH女子

60mH(0.838m/8.50m)　B決勝

3月13日 NCH女子走高跳

3月13日 小学女子60m

3月12日 U16女子60m

3月12日 U16女子60m　B決勝

3月12日 U16女子走幅跳

3月12日
U18女子

60mH(0.762m/8.50m)　B決勝

3月12日 U18女子走幅跳

3月12日 NCH女子棒高跳

3月12日 U20女子三段跳

3月13日 小学女子60m　B決勝

3月12日
U16女子

60mH(0.762m/8.00m)

3月12日
U16女子

60mH(0.762m/8.00m)　B決勝

3月13日 U20女子60m

3月13日 U20女子60m　B決勝

3月12日
U20女子

60mH(0.838m/8.50m)

3月13日 NCH女子走幅跳

3月12日 NCH女子三段跳

3月13日 U20女子走幅跳

3月12日
U20女子

60mH(0.838m/8.50m)　B決勝

3月12日 U20女子棒高跳


