１日目

学生審判(“は午前のみ、*は午後のみ)

記録

鈴木 香琳(宇都宮) 山田 一慶(宇都宮) 山口 千尋*(学芸)

アナウンサー

清水 康太(一橋) 笹木 晴菜(一橋) 佐々木 嵩(学芸) 石井 翔太(千葉)

競技者係

岡本 優毅(高経) 中野ヤマト(高経) 金井

菜々(高経) 松野下大智(高経)

伊藤 颯吾(東工) 今井 恭祐(東工) 岡田

雄司(東工)

出淵 文也(高経) 小川 孝代(高経) 嶺岸

祐斗(高経) 古溝 尚嘉(東工)

写真判定

宍倉 一輝(東工) 箱崎 直喜(東工)
風力

長谷川 奨(東工) 宮城 孔明(東工) 森 基哉(東工) 井上 広貴(農工)

用器具

岩瀬 奈緒(群馬) 井上 湧斗(群馬) 落合

竜士(群馬)

監察

田中 力蔵(高経) 生方 利樹(高経) 石塚

一大(高経) 谷川 円望(高経)

渡邉 建太(高経) 藤井 信介(高経) 本多

倖基(信州) 大島 宏輝(信州)

スターター

田畑 俊樹(新潟) 林 拓征(新潟) 結城 優(新潟) 大島 涼香(信州)
沼田 尚路*(信州)

出発
跳躍

小林 樹生(金沢) 石崎 孟(金沢) 三宅 航平(信州) 佐藤 悠杜(福島)
佐藤 未歩(福島) 高橋 桃華(福島) 千葉

桃香(福島)

小林 秀輔(埼玉) 町田 勢芽(埼玉) 鹿島

光平(埼玉) 内山 凌(埼玉)

辻井 茉希*(金沢) 藤本 一樹(金沢) 簗瀬
櫻井 洋貴(金沢) 三輪 将崇(金沢) 笠原

高志(金沢) 上田 俊希*(学芸)
渓介*(金沢) 桶田 翔陽(金沢)

菊地 泰生(東工) 竹岡 大(東工) 山崎 柾也(東工) 湯本 崇大朗(山形)
村上 裕之(山形) 鈴木 圭介(山形) 坂本

るみ(福島) 茂田井みさと(福島)

高橋 瑞希(福島) 春田 裕輝(電通)
投擲

関根 健(高経) 水田 遼亮(高経) 後藤 公嘉(高経) 小林 昇市*(金沢)
伊藤 隆志(金沢)

周回

遠藤 健次(福島) 及川 貴史(福島) 長内

孝悦(福島) 小山 和人(福島)

杉山沙巴羅(福島)二ノ神 遼(東北) 大阪 天心(東北) 酒井 健(東北)
マーシャル

高橋 秀明(東北) 諸田 直樹(東北)

競歩

川﨑 史奈(学芸) 前山 智世”(金沢) 増田
望月 滉洋(静岡)

知大(宇都宮) 福井 達也(静岡)

2 日目
記録

学生審判(“は午前のみ、*は午後のみ)
岡田 工平(宇都宮) 鈴木 香琳(宇都宮) 山田 一慶(宇都宮)
飯田 真至(宇都宮) 佐々木颯季(宇都宮)

アナウンサー

鵜沢 美奈(千葉) 小野あかね(千葉) 萱原

亮太(一橋) 尾山 智沙(一橋)

競技者係

金井 菜々(高経) 伊藤 俊太(高経) 田崎健太郎(高経) 松野下 大智(高経)
浦崎 耕右(高経) 梅澤 陽希(東工) 久保田哲矢(東工) 中村 奨(東工)
富沢 恭子(学芸) 山口 千尋(学芸)

写真判定

出淵 文也(高経) 嶺岸 祐斗(高経) 宍倉

一輝(東工) 梶原 健渡(東工)

本田 峻(茨城) 牧原 大信(茨城)
風力

宮下 和也(東工) 宮路 克弘(東工) 川﨑

史奈(学芸) 上田 俊希(学芸)

用器具

星野 未歩(群馬) 高橋 上総(群馬) 島崎

尋睦(信州)

監察

田中 力蔵(高経) 谷川 円望(高経) 森 淳弘(高経) 丸山 達広(高経)

スターター

竹川 里穂(高経) 本多 倖基(信州) 井川

遥菜(信州) 伊藤 佑一(信州)

伊勢 隼人(新潟) 鈴木駿太郎(新潟) 布川

大地(新潟) 大島 涼香(信州)

澁谷 郁磨(信州) 鈴木 丈太(信州)
出発

小林 樹生*(金沢) 石原 龍太(信州) 栗山
橘

跳躍

昌希(信州) 成田 大遥(信州) 林 大輔(信州) 林 徹郎(信州)

小林 秀輔(埼玉) 鹿島 光平(埼玉) 鈴木
村

新世(信州) 高田 遼(信州)
大翔(埼玉) 松田 海輝(金沢)

正樹(金沢) 中野 聖樹(金沢) 青山 由佳(金沢) 藤本 一樹(金沢)

簗瀬 高志(金沢) 榧森 悠介(金沢) 駒田光太朗(金沢) 三輪 将崇(金沢)
向井 神武(金沢) 林 京汰”(金沢) 竹岡 大(東工) 佐久間孝太(東工)
高橋 麗男(東工) 山本 遼子(東工) 小野

歩(東工) 久保 匠平(山形)

湯本崇大朗(山形) 田中 優帆(静岡)
投擲

関根 健(高経) 水田 遼亮(高経) 幸田 蓮(高経) 小林 昇市*(金沢)
亀澤 亜衣(金沢)

周回

品田 大樹(福島) 佐藤 悠杜(福島) 能戸

泰行(福島) 福島 采美(福島)

佐藤 未歩(福島) 小杉 恵理(福島) 神原

純也(福島) 谷中田健太(福島)

松本 和幸(名市) 清水 夏波(名市)
マーシャル

金田 大輝(東北) 諸田 直樹(東北)

３日目
記録

学生審判(“は午前のみ、*は午後のみ)
佐久間史穂(宇都宮) 岡田 工平(宇都宮) 飯田 真至(宇都宮)
山田 一慶(宇都宮)

アナウンサー

小野あかね(千葉) 渡邉 涼花(千葉) 萱原

亮太(一橋) 富沢 恭子(学芸)

山口 千尋(学芸)上田 俊希*(学芸)
競技者係
写真判定

金井 菜々(高経) 浦崎 耕右(高経) 中野ヤマト(高経) 今井 恭祐(東工)
久保 匠平(山形) 丹羽 優大(山形) 宗安

修(山形)

嶺岸 祐斗(高経) 古溝 尚嘉(東工) 本田

峻(茨城) 牧原 大信(茨城)

草間 拓海(信州) 島崎 尋睦(信州)
風力

長谷川 奨(東工) 宮城 孔明(東工) 伊藤

裕紀(茨城) 山内 聡史(農工)

用器具

齋藤茉由子(群馬) 岩田 晏治(群馬) 和田

剛輔(静岡)

監察

田中 力蔵(高経) 谷川 円望(高経) 窪田

ふれあ(高経) 石原 龍太(信州)

上原 優太(信州) 栗山 新世(信州) 高田

遼(信州) 成田 大遥(信州)

矢部 龍憲(新潟) 馬場 大地(新潟) 高根

一輝(新潟) 佐藤 大斗(東北)

スターター

菅野 輝広(東北) 大阪 天心(東北)
出発
跳躍

小林 樹生*(金沢) 松浦すみれ(静岡) 佐藤

未歩(福島) 芦野 純也(福島)

高橋 瑞希(福島) 杉山沙巴羅(福島) 遠藤

健次(福島) 及川 貴史(福島)

小林 秀輔(埼玉) 鈴木 大翔(埼玉) 内山

凌(埼玉) 鹿島 光平*(埼玉)

中西 潤(金沢) 松田 海輝(金沢) 村 正樹(金沢) 中野 聖樹(金沢)
青山 由佳(金沢) 藤本 一樹(金沢) 福井
投擲

聖人(金沢) 簗瀬 高志(金沢)

駒田光太朗”(金沢) 向井 神武(金沢) 鎌戸

隆行(東工) 広瀬 雄也(東工)

後藤 公嘉(高経) 柳沼 慎吾(高経) 小林

昇市”(金沢) 亀澤 亜衣(金沢)

伊藤 隆志(金沢)
周回

斎藤 知樹(横国) 吉田 宗谷(横国) 品田

大樹(福島) 能戸 泰行(福島)

神原 純也(福島) 谷中田健太(福島) 鈴木

光仁(福島) 吉村 衣未(福島)

岡村 優太(千葉) 松本 和幸(名市)
マーシャル

金田 大輝(東北) 諸田 直樹(東北)

１日目
記録

補助員(“は午前のみ、*は午後のみ)
高山 旭(東工) 田代 克樹(東工) 原田 直紀(東工)
向田 修大(東工)

競技者係

中原 凪歩(静岡) 山口 理生(静岡) 森岡

夏生(千葉)

馬杉 芽依*(千葉) 巌 翔真”(学芸)
写真判定

土井 颯馬(学芸) 村手 光樹*(学芸) 村上

雄大(横市)

笹口 直也(横市) 高橋 みく(都留)
風力
用器具

小栗 七海(学芸) 木村 玲菜(学芸) 岩田

芽生(学芸)

松島 亜実(学芸) 中野 龍星(学芸) 朝霧

純稀*(学芸)

高橋 碧衣(一橋) 牧 花恵(一橋) 高橋 梨帆(一橋)
濱道 健(学芸) 大芝 健人(学芸) 岩本 峻(学芸)
恩地 隆平”(東外) 上杉 健登*(東外)

監察

前田 柚花(金沢) 小玉 陽平(新潟) 宮崎

仁(農工)

スターター

久保田雄也(新潟) 阿部 太輝(新潟) 岡本

昌也(新潟)

畑山 潤介(新潟)

蛭田 翔太(新潟)

出発

國井 太陽(山形) 矢作 大輔(山形) 新谷

一樹(名市)

跳躍

小林 俊介(首都大) 藤田 裕介(首都大) 松本 勇生(首都大)
三浦 和希(首都大) 岡本 修明(首都大) 内藤 海音*(東外)
川又 彰人(福島) 黒崎 遥斗(福島) 佐藤

蓮(福島)

佐々木夢奈(福島) 星 佳奈(福島) 吉田 陸人*(東北)

投擲

阿部 柚佳*(東北) 松本みなみ(一橋) 戸髙

裕太(一橋)

平塚 奎輝(新潟) 高井 隼大(千葉) 高崎

蒼生”(学芸)

上田ファーティマさくら”(東外) 中園 涼花*(東外)
内山 響生(信州) 大江 陽菜(信州) 金川

朋輝(信州)

山本 海琴(信州) 長澤 妙(信州) 石原 龍太(信州)
亀井 瞭(電通) 佐藤 史孝(電通) 鈴木 篤(電通)
マーシャル

小野瀬一樹(茨城) 秋山 航(東北)

2 日目
記録

補助員(“は午前のみ、*は午後のみ)
梅田 弘紀(東工) 萩野 新(東工) 木内 涼(東工)
霜鳥 義仁(東工) 内藤 航平(東工)

競技者係

山崎 駆(静岡) 尾川 知也(静岡) 馬杉 芽依(千葉)
川口 健人(千葉) 上口 隆豊(千葉) 原 舞奈*(学芸)

写真判定
風力

土井 颯馬(学芸) 村手 光樹(学芸) 大原健太郎*(学芸)
西條 友博(茨城) 小林 未知(茨城) 蒲生

弘毅(横国)

小栗 七海(学芸) 岩田 芽生(学芸) 朝霧

純稀(学芸)

筧田 涼介(学芸) 豊嶋 琉久(学芸午前) 助川 健太*(東外)
用器具

宮本 力(一橋) 金川 亮太(一橋) 佐々木

恩愛(一橋)

明石 りか(一橋) 寺田倖太朗(一橋) 千葉

俊紀(学芸)

伊藤 魁文*(学芸) 新田英理子(学芸) 古明地綾音”(東外)
武井 浩人*(東外)
監察

松井祐太朗(農工) 中里 彪馬(農工) 野村

建太(農工)

スターター

横山昇太郎(新潟) 山田 凌大(新潟) 本間

大輝(新潟)

野呂 嶺祐(新潟) 徳本 一輝(新潟) 舟山

俊希(新潟)

出発

小野塚宏平”(山形) 飯田 幹起(山形) 井上

大樹(山形)

新谷 一樹(名市)
跳躍

高橋 海輝(首都大) 堀健 一朗(首都大) 小島 輝竜(首都大)
坂本 幹太(首都大) 中根 春樹(首都大) 柴 僚輔(首都大)
市川 大翔(首都大) 永島 佑真(東外午後)

中島 伶(横国)

伊藤 陽(横国) 大峽 和(横国) 山崎 璃央(学芸)
好永 雄統*(学芸) 山本 雄大(横市) 野々瀬明日香(横市)
内山 響生(信州) 金川 朋輝(信州) 嶋本

友樹(信州)

傳田 聖弥(信州)氷見 敬太(信州)
投擲

石飛 朝陽(埼玉) 長江 竜也(埼玉) 佐々木康祐(埼玉)
中尾 蒼矢*(埼玉) 大谷 菜月*(埼玉) 麓 陽介(埼玉)

マーシャル

大野 史佳(埼玉) 稲葉 一希(埼玉) 中田

健太(学芸)

和泉 飛鳥(学芸) 各務 奨”(東外) 松野下

凌”(東外)

小野瀬 樹(茨城) 小滝 丈慈(茨城)

3 日目
記録

補助員(“は午前のみ、*は午後のみ)
一條 敦弘(東工) 小林 将吾(東工) 梅田

弘紀(東工)

霜鳥 義仁(東工)
アナウンサー

飯田 礼美子(横市) 田中 僚一(横市)

競技者係

金井 香瑠(静岡) 町田 直人(静岡) 有本

琴里(名市)

山崎 璃央*(学芸) 梅津 裕義(福島) 前川紗希奈(福島)
写真判定

土井 颯馬(学芸) 村手 光樹*(学芸) 中田
望月 知葉(学芸) 柴崎 朝紀(福島) 板井

風力
用器具

健太(学芸)
赳磨(福島)

朝霧 純稀*(学芸) 小栗 七海(学芸) 岩田

芽生(学芸)

府馬健太郎”(東外) 大江 陽菜(信州) 武田

優介(信州)

関

菜々子(一橋) 関 茉莉那(一橋) 堀江

松本みなみ(一橋) 水谷 優希(一橋) 大芝

葵衣(一橋)
健人*(学芸)

千葉 俊紀(学芸) 筧田 涼介*(学芸) 新田英理子(学芸)
吉田 紗弥”(東外)
観察

松本 陸(信州) 吉岡 篤史(信州) 伊藤 魁文(学芸)

スターター

斎藤 叶夢(新潟) 原 駿介(新潟) 下村 春(新潟)
五十嵐俊彦(新潟) 三好 生(新潟) 大野倫太郎(新潟)

出発

飯田 幹起(山形) 井上 大樹(山形) 安田

直輝(山形)

竹村 智恵(山形)
跳躍

増田慶太郎(首都大) 板垣 諭史(首都大) 橘川 颯斗(首都大)
渡邉 響(首都大) 桑原 瑳雪(首都大) 竹中 友麻(首都大)
植田 葵”(東外) 小柳津 瑛斗(横国) 渡邊
鐙

薫(横国)

康晃(横国) 芦澤 伊織(信州) 蟻川 喬生(信州)

内山 響生(信州) 金川 朋輝(信州) 毛見

竹杜(信州)

嶋本 友樹(信州) 中村 文哉＊(学芸) 中野 龍星*(学芸)
投擲

高山 旭(東工) 田代 克樹(東工) 内藤 航平(東工)
石飛 朝陽(埼玉) 岡田 一真(埼玉) 長江

竜也(埼玉)

佐々木康祐(埼玉) 麓 陽介(埼玉) 稲葉 一希(埼玉)
古屋 祐樹”(東外) 岩本 峻*(学芸) 和泉
マーシャル

小滝 丈慈(茨城) 西條 友博(茨城)

飛鳥*(学芸)

