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【開催日】 2011年8月27日 記録主任： 高橋　靖
【主催団体】 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/27 5年男子  -0.1 野口  航平(5) 13.28 筧田  涼介(5) 13.36 石橋  光輝(5) 13.44 岩崎  隼也(5) 13.60 根尾  昂(5) 13.65 土岐  和也(5) 13.66 森本  颯太(5) 13.69 前田  琉希(5) 13.73

１００ｍ 徳  島･鳴門KACｽﾎﾟ少 埼  玉･春日部牛島ｸﾗﾌﾞ 長  崎･真崎小DKｸﾗﾌﾞ 千  葉･船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 岐  阜･河合陸上ｽﾎﾟ少 愛  知･作野AC 福  島･白河第一 沖  縄･宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ
 8/27 6年男子  +0.1 大原  康平(6) 12.15 加藤  寛悠(6) 12.33 松前  哲(6) 12.35 鈴木  卓真(6) 12.46 岩井  将光(6) 12.53 中原  隆希(6) 12.57 宮本  大輔(6) 12.57 福島  聖(6) 12.61

１００ｍ 愛  知･なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 埼  玉･さとえ陸上ｸﾗﾌﾞ 岩  手･久慈ｸﾗﾌﾞ 栃  木･那須陸上ｸﾗﾌﾞ 千  葉･白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞ 兵  庫･成徳ｸﾗﾌﾞ 山  口･徳山RCｺﾈｯﾄ 富  山･堀川ｸﾗﾌﾞ
 8/27 男子  -1.6 伊瀬  海斗(6) 12.34 木村  隼人(6) 12.48 川島  俊平(6) 12.69 山下  和毅(6) 12.71 中村  大晟(6) 12.75 柳井  光一朗(6) 12.78 堀越  敦(6) 12.96 野村  洸太(6) 13.04

８０ｍＨ 新  潟･東山の下陸上部 千  葉･滝野ｸﾗﾌﾞ 福  岡･新田原ﾗﾝﾅｰｽﾞ 香  川･勝間ｸﾗﾌﾞ 北海道･厚岸床潭陸上ｸ 岡  山･津山ｼﾞｭﾆｱ陸上 福  島･白河第四 高  知･ｸﾗﾌﾞとさ
 8/27 関    涼平(6) 1.51 高橋  岳大(6) 1.51 足立  悠旗(6) 1.45 東    直輝(6) 大  阪･ひらかたKSC 1.40 山田  秀勝(6) 1.40 福井  貫汰(6) 1.40

走高跳 栃  木･佐野SAC 秋  田･ﾁｰﾑ豊岡 島  根･出雲陸上教室 佐野  稜(6) 千  葉･船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 兵  庫･市場ｸﾗﾌﾞ 愛  知･TSM
岡田  伊策(6) 茨  城･七郷ｸﾗﾌﾞ

 8/27 網干  汰一(6) 5.57(+0.7) 松下  修也(6) 5.23(+1.1) 川村  朋弘(6) 5.19(+0.6) 藏永  善輝(6) 5.14(-1.1) 瓜田  蒼(6) 4.87(+0.2) 好永  雄統(6) 4.85(-0.2) 田鎖  亘(6) 4.85(-0.3) 黒野  敬斗(6) 4.83(+0.5)

走幅跳 岡  山･総社TFCJr 京  都･吉原ｸﾗﾌﾞ 群  馬･太田市陸協 山  口･防府陸上ｽﾎﾟ少 鹿児島･かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 香  川･城東ｸﾗﾌﾞ 岩  手･宮古ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 愛  知･いっしき陸上ｸ
 8/27 白井  伶欧(6) 79.24 武隈  陽平(6) 77.32 川﨑  圭(6) 75.36 知花  昌志(6) 75.10 塚本  翼(6) 74.71 今井  瑠熙斗(6) 71.91 中山  宏平(6) 71.21 今井  景二朗(6) 70.86

ソフトボール投 福  島･北沢又RC 富  山･魚津ｼﾞｭﾆｱ 岡  山･二藤ｸﾗﾌﾞ 沖  縄･大里南ｸﾗﾌﾞ 千  葉･洗心ｸﾗﾌﾞ 秋  田･朴小ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾅｰｽ 石  川･粟ﾉ保ｸﾗﾌﾞ 愛  媛･西条ｸﾗﾌﾞ
 8/27 栃木･足利陸上教室      50.65 新潟･上越はね馬ｸﾗﾌﾞ      51.30 愛知･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ      51.43 島根･出雲陸上教室      51.51 高知･宿毛JAC       51.99 長野･松川陸上ｸﾗﾌﾞ      52.08 兵庫･下東条ｸﾗﾌ  ゙     52.13 千葉･船橋陸上ｸﾗﾌﾞ      52.32

４×１００ｍR 石井  海斗(6) 丸山  央熙(6) 髙橋  舞羽(6) 岡田  大輝(6) 坂本  省吾(6) 寺澤  龍吾(6) 肥田  海翔(6) 林    宏大(6)
奥村  聖矢(6) 丸山  匠磨(6) 筒井  幹太(6) 門脇  裕太(6) 吉田  智拓(6) 米澤  和真(6) 田阪  我夢(6) 吉田  有伯(6)
岡田  天斗(6) 関川  湧也(6) 外山  零(6) 矢野  優雅(6) 山崎  海斗(6) 松﨑  健悟(6) 久後  健太(6) 関口  凌平(6)
石岩  仁(6) 三田村  陽太(6) 杉山  尚槻(6) 高木ﾋﾃﾞｷ(6) 花尾  康哉(6) 近藤  雅哉(6) 井上  創太(6) 長岡  辰真(6)

 8/27 友好男子 広橋  聖哉(6) 12.71(-0.5) 佐々木  翼(6) 13.60(+0.7) 小池  夏都(6) 13.70(+0.7) 能戸  孝介(6) 13.86(+0.7) 鈴木  理玖(5) 14.05(+0.7) 加納  基晴(6) 14.09(-0.5) 金丸  祐太(6) 14.26(+0.7) 谷口  飛翔(6) 14.32(+0.9)
１００ｍ 佐  賀･福富ﾗﾝﾅｰｽﾞ 千  葉･船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 栃  木･足利陸上教室 北海道･千代台陸上ｽｸｰﾙ 青  森･金沢ｸﾗﾌﾞ 新  潟･上越はね馬ｸﾗﾌﾞ 神奈川･横須賀陸上ﾘﾄﾙ 鳥  取･布勢TC

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/27 5年女子  -0.7 米重  美紅(5) 13.85 加藤  望玖(5) 13.92 成田  萌(5) 14.06 成毛  詩織(5) 14.06 錦織  彩夢(5) 14.14 広沢  優美(5) 14.16 村山  鈴果(5) 14.19 白山  穂翔(5) 14.36

１００ｍ 愛  知･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 三  重･三重南勢陸上ｸ 秋  田･綴子ﾗﾝﾅｰｽﾞ 千  葉･ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 島  根･出雲陸上教室 東  京･府中AC 静  岡･下田敷根JC 富  山･となみAC
 8/27 6年女子  +1.3 兒玉  芽生(6) 12.94 西村  琴葉(6) 12.96 磯谷  友里(6) 13.14 吉野  史織(6) 13.38 長谷川  愛樹(6) 13.40 山下  萌(6) 13.41 田口  真帆(6) 13.43 森本  知隼(6) 13.51

１００ｍ 大  分･臼杵ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 東  京･武蔵野東AC 岐  阜･美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ 滋  賀･びわこRUNNERSｸ 愛  知･なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島･かのやFSCｼﾞｭﾆｱ 秋  田･能代第五ｸﾗﾌﾞ 長  野･塩尻西陸上ｸﾗﾌﾞ
 8/27 女子  -0.4 武川  日和(6) 12.22 村岡  柊有(6) 12.48 斉藤  安里(6) 12.58 佐藤  和(6) 12.89 金井  仁美(6) 13.03 宇野  来美(6) 13.36 藤掛  友里花(6) 13.39 原田  萌花(6) 13.63

８０ｍＨ 岡  山･津山ｼﾞｭﾆｱ陸上 GR 北海道･釧路AC GR 東  京･KMC陸上ｸﾗﾌﾞ GR 山  形･宮内ﾊﾞｽｹ 新  潟･新潟ｱﾙﾋﾞRCOJAS 兵  庫･白浜ｸﾗﾌﾞ 栃  木･佐野SAC 茨  城･深芝ｸﾗﾌﾞ
 8/27 武田  ひすい(6) 1.41 大石  遥菜(6) 1.38 平山  ゆりあ(6) 青  森･牛潟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1.35 石賀  早紀(6) 1.35 前村  絢音(6) 1.30 永田  佳子(6) 1.30 蓑輪  好未(6) 1.30

走高跳 東  京･BESTSPORTS 京  都･稗田野ｸﾗﾌﾞ 藤井  美紀(6) 島  根･弥栄陸上教室 鳥  取･八橋ｸﾗﾌﾞ 三  重･三重南勢陸上ｸ 愛  知･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 福  井･鯖江鳥羽
 8/27 小野田 吏紗(6) 4.96(-0.8) 杉山 菜々子(6) 4.95(-0.3) 杉村  奏笑(6) 4.88(+0.7) 吉村  月乃(6) 4.84(-0.1) 森木 あかり(6) 4.70(-0.5) 大倉  ゆい(6) 4.66(-0.4) 内田  夏生(6) 4.60(+0.8) 本田  夏子(6) 4.50(+1.1)

走幅跳 静  岡･千代田AC 兵  庫･加古川RC 千  葉･東総旭ｸﾗﾌﾞ 愛  知･東浦ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 熊  本･荒尾JAC 北海道･伊達西少年団 埼  玉･岩槻ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 福  島･関本
 8/27 川村  莉沙(6) 63.47 石井  澪(6) 63.03 中川  未悠(6) 62.54 宮田  樹莉亜(6) 62.33 林    瑠里奈(6) 61.83 武本  紗栄(6) 61.72 古賀  梨予(6) 61.26 宇原  綾菜(6) 61.17

ソフトボール投 岡  山･陵南ｸﾗﾌﾞ 香  川･大野ｸﾗﾌﾞ 石  川･山中ｸﾗﾌﾞ 北海道･白老竹浦ｽﾎﾟ少 富  山･金山 兵  庫･白川ｸﾗﾌﾞ 福  岡･福岡ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 島  根･出雲陸上教室
 8/27 栃木･下都賀TOJ       51.79 静岡･裾野市陸上教室      52.55 愛知･安城ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ      52.72 沖縄･沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸ｸ      52.74 宮崎･宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄｸ      53.53 岡山･岡山市ｼﾞｭﾆｱ陸      53.56 香川･屋島ｸﾗﾌﾞ       53.84 東京･ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ      54.00

４×１００ｍR 巻島  美久(6) 根岸  茉子(6) 鳥居  夏帆(6) 知念  未悠(6) 谷口  愛弥(6) 澤田  美奈(6) 太田  穂乃香(6) 永瀬  彩(5)
小野  真由(6) 根岸  莉子(6) 川端  真奈(6) 花城  里代(6) 髙妻  美里(6) 御船  乃愛(6) 冨尾  見怜(6) 高野  裕香(6)
青木  李穏(6) 松山  由奈(6) 森    みくる(6) 岩永  留奈(6) 鈴木  梨子(6) 大西  美衣奈(6) 中野  葉月(6) 中村  咲野(6)
南部  千尋(6) 池谷  真蓬(6) 野村  梨紗(6) 玉城  萌華(6) 三雲  唯(6) 澤谷  柚花(6) 雁木  知華子(6) 水上  莉穂(6)

 8/27 友好女子 片山 栞里(6) 14.18(-0.6) 辻  穂花(6) 14.42(+0.7) 高橋 真由(5) 14.45(-0.9) 川合 玲菜(6) 14.58(-0.9) 藤川 梨那(6) 14.60(+0.7) 野崎 楓子(6) 14.68(-0.9) 石田 愛(5) 14.72(+0.3) 菊池 栞奈(6) 14.73(+0.7)

１００ｍ 愛  知･安城ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸ 香  川･屋島ｸﾗﾌﾞ 東  京･ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ 神奈川･横須賀陸上ﾘﾄﾙ 岡  山･岡山市ｼﾞｭﾆｱ陸 栃  木･下都賀TOJ 宮  崎･宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄｸ 福  岡･みやこJAC


