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日付 種目

桐生　祥秀(3) 10.19 小池　祐貴(3) 10.38 高橋　優(3) 10.55 大嶋　健太(1) 10.57 日吉　克実(3) 10.62 川上　拓也(3) 10.65 佐々木　秀弥(3) 10.65 岡村　幸哉(2) 10.67

京　都・洛南 GR 北海道・立命館慶祥 北海道・北海道栄 東　京・東京 静　岡・韮山 千　葉・東海大浦安 宮　城・仙台育英 高　知・岡豊

桐生　祥秀(3) 20.66 小池　祐貴(3) 20.99 高橋　優(3) 21.04 日吉　克実(3) 21.26 三田　真也(3) 21.43 大嶋　健太(1) 21.47 徳山　黎(3) 21.47 東田　旺洋(3) 21.87

京　都・洛南 GR 北海道・立命館慶祥 北海道・北海道栄 静　岡・韮山 埼　玉・早大本庄 東　京・東京 神奈川・相洋 奈　良・一条

加藤　修也(3) 46.11 油井　快晴(3) 46.79 中川　滋貴(3) 46.97 岩城　拓磨(3) 47.04 小林　英和(3) 47.51 松尾　祐輝(3) 47.54 北川　貴理(2) 47.89 本間　大介(3) 48.79

静　岡・浜名 GR 静　岡・浜松市立 愛　知・豊川 福　岡・八女工 長　野・高遠 福　岡・東福岡 福　井・敦賀 埼　玉・東京農大三

服部　純哉(3) 1:50.90 保坂　拓海(3) 1:51.35 戸澤　文也(3) 1:51.63 前田　恋弥(2) 1:52.14 髙栁　俊隆(2) 1:52.55 三津家　貴也(3) 1:53.91 山田　蒼大(3) 1:54.36 郡山　大樹(3) 1:56.12

埼　玉・坂戸西 千　葉・市立船橋 東　京・城西大城西 千　葉・市立船橋 兵　庫・加古川東 熊　本・玉名 岐　阜・大垣商 鹿児島・鶴翔

村島　匠(3) 3:47.54 中村　祐紀(3) 3:48.76 関　　樹道(3) 3:48.96 碓井　涼太(2) 3:49.50 大山　憲明(3) 3:49.77 森田　佳祐(3) 3:49.87 堀　　龍彦(3) 3:50.96 安井　雄一(3) 3:51.23

富　山・富山商 大　阪・大阪桐蔭 群　馬・東京農大二 長　野・長野日大 福　岡・大牟田 千　葉・柏南 福　岡・大牟田 千　葉・市立船橋

ﾋﾗﾑ ｶﾞﾃﾞｨｱ(3) 13:44.03 ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾄﾞｩﾝｸﾞ(2) 13:54.12 ｼﾞｮﾝ ｶﾞｻｲﾔ(3) 13:58.83 廣末　卓(2) 14:15.79 藤原　滋記(3) 14:15.79 市谷　龍太郎(3) 14:16.18 上田　健太(3) 14:16.29 川端　千都(3) 14:17.08

宮　城・仙台育英 北海道・札幌山の手 広　島・世羅 宮　崎・小林 兵　庫・西脇工 山　梨・山梨学院大附 山　梨・山梨学院大附 京　都・綾部

古谷　拓夢(2) 13.92 川村　直也(2) 14.27 石川　周平(3) 14.28 上野　佑太(3) 14.33 金井　大旺(3) 14.37 金井　直(1) 14.62 矢野　智大(3) 14.66

神奈川・相洋 HR,GR 大　阪・東海大仰星 岩　手・花巻北 福　岡・西南学院 北海道・函館ラサール 神奈川・川崎市立橘 愛　知・中京大中京

古谷　拓夢(2) 51.16 平戸木　公太(3) 51.63 坂本　景(3) 51.63 小林　英和(3) 51.84 中野　竜平(3) 52.07 向井　頌之(3) 52.68 井上　駆(3) 52.73 坂梨　雄亮(3) 53.97

神奈川・相洋 広　島・油木 東　京・東京 長　野・高遠 静　岡・浜松市立 東　京・開成 岡　山・美作 静　岡・浜松西

大山　憲明(3) 8:54.12 矢ノ倉　弘(3) 8:54.47 茂木　洋晃(3) 8:58.20 東　　遊馬(3) 9:01.34 塩尻　和也(2) 9:02.25 村島　匠(3) 9:05.31 大羽　剛司(3) 9:05.32 松本　諒(3) 9:05.67

福　岡・大牟田 山　梨・山梨学院大附 群　馬・東京農大二 熊　本・熊本国府 群　馬・伊勢崎清明 富　山・富山商 徳　島・美馬商 愛　媛・八幡浜

山西　利和(3) 20:55.24 檜田　隆宏(3) 21:02.39 楜澤　湧希(3) 21:11.94 野田　明宏(3) 21:12.35 及川　文隆(3) 21:16.72 山口　壱平(3) 21:25.20 岩松　健太郎(3) 21:38.29 久保田　哲哉(3) 21:44.70

京　都・堀川 GR 兵　庫・飾磨工 GR 埼　玉・所沢西 大　阪・清風 愛　知・愛知 東　京・東京実 神奈川・逗子開成 鹿児島・種子島中央

洛南・京　都 40.21 相洋・神奈川 40.29 仙台育英・宮　城 40.32 八女工・福　岡 40.47 滝川第二・兵　庫 40.73 東海大相模・神奈川 40.74 横手清陵学院・秋　田 40.77 大阪・大　阪 40.80

江川　暢人(1) 今野　恭佑(2) 予選39.97 鹿野　剣之介(3) 予選40.14 江藤　祥汰(3) 水田　健太(2) 岩崎　浩太郎(2) 鈴木　慶一(3) 坂井　隆一郎(1)

池本　祐飛(2) 徳山　黎(3) GR 佐々木　秀弥(3) GR 中村　隼大(2) 平尾　裕希(2) 岸　　蘭平(2) 萩原　和(3) 沖　　佳史(2)

犬井　亮介(3) 中嶌　佑太(3) 今村　相輝(3) 本木　健人(3) 段林　翔希(3) 小泉　優樹(3) 中村　聖(3) 岡　　竜平(3)

桐生　祥秀(3) 林　　大生(3) 横山　龍太郎(3) 岩城　拓磨(3) 大西　絢也(3) 清水　隆太郎(3) 佐藤　修平(2) 寺田 ｸｳｨﾆｨ桂上(3)

浜名・静　岡 3:10.32 相洋・神奈川 3:11.67 浜松市立・静　岡 3:12.10 市立船橋・千　葉 3:12.32 東福岡・福　岡 3:12.82 大阪・大　阪 3:13.26 西武台千葉・千　葉 3:14.78 名古屋・愛　知 3:16.26

浅野　拓馬(3) 古谷　拓夢(2) 中西　大輔(2) 酒井　航太(2) 山下　翔太郎(2) 神達　弘樹(3) 四家　瑛斗(3) 中野　俊助(3)

小城　侑也(3) 林　　大生(3) 中野　竜平(3) 鈴木　健太(2) 原田　研吾(3) 沖　　佳史(2) 市川　颯馬(3) 掛川　真(3)

犬塚　渉(1) 中嶌　佑太(3) 髙橋　直希(2) 澤井　輝(2) 後藤　渉(3) 紺田　俊(3) 西田　卓充(3) 古元　翼(3)

加藤　修也(3) 徳山　黎(3) 油井　快晴(3) 石田　裕介(3) 松尾　祐輝(3) 寺田 ｸｳｨﾆｨ桂上(3) 染谷　翔(1) 三浦　成皓(3)

中島　大輔(3) 2m13 稱原　慎平(3) 2m13 赤松　諒一(3) 2m10 平松　祐司(2) 2m10 竹村　慎之介(3) 2m07 白男川　歩(3) 2m07 中西　佑介(3) 2m04

栃　木・佐野日大 神奈川・川崎市立橘 岐　阜・加納 京　都・西城陽 奈　良・香芝 大　阪・東海大仰星 広　島・神辺旭

佐々木　慎吾(3) 2m04

熊　本・八代

髙木　亮(3) 5m05 金山　周平(3) 5m05 岡本　拓巳(2) 5m00 澤　　慎吾(2) 5m00 三宅　功朔(2) 5m00 来間　弘樹(3) 4m95 山崎　太士(3) 4m90

群　馬・前橋育英 島　根・大社 神奈川・横浜清風 島　根・大社 香　川・観音寺一 島　根・大社 香　川・観音寺中央

石川　明斗(3) 5m00

香　川・観音寺中央

折口　力弥(3) 7m50(-1.6) 中村　亮(3) 7m49(+0.5) 松岡　修平(2) 7m41(+1.3) 山川　夏輝(3) 7m40(+0.4) 山本　凌雅(3) 7m35(+0.9) 三上　良英(3) 7m28(+0.2) 齋藤　克弥(3) 7m22(0.0) 倉本　龍也(3) 7m21(0.0)

長　崎・上五島 静　岡・袋井 三　重・高田 京　都・洛南 長　崎・諫早農 福　岡・筑紫 高　知・岡豊 岡　山・玉野光南

山本　凌雅(3) 15m79(-1.3) 藤内　誠也(3) 15m49(+1.7) 15m48(+1.4) 犬井　亮介(3) 15m43(+0.5) 山川　夏輝(3) 15m40(+2.0) 髙橋　佑悟(3) 15m12(+0.9) 杉岡　優磨(3) 15m07(0.0) 西　　和音(3) 14m91(+0.6)

長　崎・諫早農 GR 福　岡・福岡第一 神奈川・川崎市立橘 京　都・洛南 京　都・洛南 大　阪・桜宮 奈　良・添上 神奈川・希望ヶ丘

石山　歩(2) 17m04 赤間　祐一(3) 16m72 村上　輝(3) 16m39 川口　哲生(2) 16m08 安藤　夢(2) 15m99 北尾　友靖(3) 15m70 岸本　雄介(3) 15m67 大矢　崇明(3) 15m40

京　都・花園 静　岡・浜松城北工 三　重・南伊勢 徳　島・生光学園 東　京・東京 長　崎・口加 大　阪・太成学院 兵　庫・滝川

鈴木　佑弥(3) 50m15 川尻　涼介(3) 49m55 幸長　慎一(1) 49m29 安藤　夢(2) 48m95 吉田　惇(3) 45m65 松井　俊樹(2) 45m42 大友　龍成(3) 45m40 宮入　紳豪(3) 44m89

宮　城・柴田 滋　賀・滋賀学園 徳　島・生光学園 東　京・東京 福　島・平工 神奈川・瀬谷西 宮　城・仙台工 群　馬・高崎

森　　大輝(3) 64m45 藤岡　眞也(3) 64m36 内堀　弘樹(3) 64m00 林　　真暉人(3) 61m70 赤間　祐一(3) 60m27 齋藤　淳平(3) 59m89 梅山　陽介(3) 59m54 北島　巧(3) 59m02

静　岡・浜松城北工 秋　田・能代松陽 茨　城・霞ヶ浦 福　井・敦賀 静　岡・浜松城北工 埼　玉・松山 群　馬・前橋育英 佐　賀・佐賀工

小南　拓人(3) 70m42 佐藤　俊介(3) 68m32 小椋　健司(3) 67m26 相原　大聖(3) 66m01 濱﨑　康平(3) 63m40 福田　涼太郎(3) 63m33 真田　翔也(3) 62m51 山下　晋平(3) 62m09

北海道・札幌第一 群　馬・富岡 鳥　取・倉吉総合産 愛　媛・今治明徳 三　重・宇治山田商 石　川・七尾東雲 京　都・北嵯峨 京　都・府立工

潮﨑　傑(2) 5690点 田辺　純也(3) 5615点 乾　　大輔(3) 5595点 前三盛　敦貴(3) 5588点 長井　晃希(3) 5447点 平林　卓磨(3) 5442点 宮﨑　晃一(3) 5441点 西村　啓佑(3) 5408点

兵　庫・滝川第二 徳　島・城西 京　都・乙訓 沖　縄・八重山 北海道・札幌国際情報 愛　知・名城大附 奈　良・東大寺学園 三　重・近大高専

男子総合 洛南 38点 相洋 32点 東京 23点 浜松城北工 19点 市立船橋 18点 浜松市立 17点 浜名 16点 仙台育英 16点

男子トラック 相洋 32点 洛南 24点 市立船橋 18点 浜松市立 17点 浜名 16点 仙台育英 16点 大牟田 14点 立命館慶祥 14点

男子フィールド 浜松城北工 19点 洛南 14点 大社 13.5点 川崎市立橘 13点 諫早農 12点 生光学園 11点 前橋育英 10点 東京 9点

対抗得点

凡例  HR:日本高校記録 GR:大会記録

11.24(+0.2)-6m37(-0.3)-10m28-52.98

15.14(0.0)-50m90-1m81-4:40.53

11.00(+0.1)-6m33(+1.0)-9m51-52.53

15.16(+0.7)-47m48-1m90-4:41.07

11.26(+0.3)-6m66(-0.6)-10m47-51.25

15.69(0.0)-51m68-1m75-4:42.32

11.40(+0.1)-6m52(+0.5)-12m04-51.87

15.52(-0.3)-50m00-1m75-4:42.67

11.32(+0.3)-6m67(0.0)-12m08-51.33

15.38(+0.7)-56m56-1m70-4:38.56

11.25(+0.1)-6m51(-0.4)-11m93-51.31

15.17(+0.7)-49m06-1m84-4:42.20

11.11(+0.3)-6m72(+0.3)-10m47-52.62

15.51(-0.6)-50m06-2m02-4:54.51

7月30日
男子ハンマー投

(6.000kg)

8月2日 男子やり投(800g)

11.37(-0.9)-6m53(-0.1)-10m06-50.61

15.07(-0.3)-55m48-1m93-4:40.15

7月30日
～31日

男子八種競技

8月3日 男子三段跳

8月1日
男子砲丸投
(6.000kg)

8月3日
男子円盤投
(1.750kg)

7月31日 男子棒高跳

8月1日 男子走幅跳

8月3日 男子4X400mR

8月2日 男子走高跳

8月3日 男子3000mSC

8月1日 男子5000mW

8月1日 男子4X100mR

8月2日 男子5000m

8月3日
男子

110mH(1.067m)
風：+0.4

8月1日
男子

400mH(0.914m)

7月30日 男子400m

8月2日 男子800m

7月31日 男子1500m

8月2日
男子200m
風：-1.4

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月31日
男子100m
風：+0.1
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男子一覧表 


