
ウォームアップレース男子100m

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  2021

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南高)              2013 4月24日 11:20 決　勝

決　勝　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 千葉 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ 高知

1 45 板鼻　　航平 AccelTC 1 58 好岡　　郁弥 Stark

ｶﾜｶﾐ ｿｳﾀ 千葉 ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福岡

2 59 川上　　聡太 東洋大学 2 42 重谷　　大樹 東洋大学

ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 神奈川 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 滋賀

3 39 井本　　佳伸 東京ガスエコモ 3 43 野瀬　　大輝 立命館大学

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 北海道

4 60 山口　　純平 福岡大学 4 54 森　　　周志 中央大学

ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 奈良 ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 佐賀

5 37 岩崎　　立来 大阪体育大学 5 57 早田　　駿斗 福岡大学

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 東京

6 35 佐藤　拳太郎 富士通 6 52 加藤　　修也 HULFT

ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛知 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 千葉

7 53 稲川　　慧亮 中央大学 7 48 北川　　貴理 富士通

ｺｻﾞｻ ﾘｭｳｾｲ 福岡 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 愛知

8 56 小笹　　龍世 東洋大学 8 36 川端　　魁人 中京大クラブ

ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ 東京 ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ 東京

9 51 北谷　　直輝 P2M AC 9 50 三好　　涼太 中央大学



ウォームアップレース女子100m

日本記録(NR)                 11.21     福島　千里(北海道・北海道ハイテクAC)  2010

U20日本記録(NJR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄高)            2012 4月24日 11:15 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

ﾎｿﾔ ﾕﾐ 茨城

3 90 細谷　　優美 阿見アスリートクラブ

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 佐賀

4 97 久保山　晴菜 今村病院

ﾀｷﾉ ﾐｸ 京都

5 92 瀧野　　未来 京都橘高等学校

ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 静岡

6 96 岩田　　優奈 スズキ

ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛知

7 89 吉田　　紗弓 愛知高校AC



GP YOSHIOKAスプリント男子100m

日本記録(NR)                  9.95     山縣　亮太(セイコー)                  2021

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生　祥秀(京都・洛南高)              2013 4月24日 11:55 予　選

大会記録(GR)                 10.08     桐生　祥秀(東洋大)                    2017 4月24日 14:00 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾑ 福岡

2 100 藤原　　琉成(2) 開星高 10.82 2 28 前田　　拓夢 東洋大学 10.47

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 千葉 ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 島根

3 27 藤原　　寛人 中央大学 10.46 3 99 斉藤　　　樹(2) 東洋大学 10.70

ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 大阪 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 三重

4 1 多田　　修平 住友電工 10.01 4 14 藤本　　峻介 南部自動車学校 10.40

ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 福井 ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 東京

5 13 岩崎　浩太郎 ユティック 10.39 5 2 桐生　　祥秀 日本生命 10.12

ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ 愛知 ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 栃木

6 11 本郷　　汰樹 名古屋大学 10.37 6 16 マデロケンジ 城西大学 10.42

ｸｻﾉ ｾｲﾔ 千葉 ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 三重

7 20 草野　　誓也 AccelTC 10.44 7 8 矢橋　　寛明 ヴィアティン三重RC 10.33

ｴｶﾜ ﾏｻﾄ 京都 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 愛媛

8 21 江川　　雅人 中央大学 10.44 8 26 岡本　　　祥 東海大学 10.45

ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 大阪 ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 香川

9 24 川上　　拓也 大阪ガス 10.45 9 19 宮内　　魁大 四国学院クラブ 10.44

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 島根

1 98 須藤　　広征(3) 石見智翠館高 10.95

ｸﾘｶﾜ ﾖｼｱｷ 静岡

2 34 栗川　　克章 常葉大学 10.50

ﾇﾏﾀ ﾐﾂﾋﾛ 京都

3 32 沼田　　充広 城西大学 10.50

ｵﾔﾏ ﾀｲｷ 熊本

4 18 小山　　泰輝 九州共立大学 10.42

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 東京

5 3 デーデーブルーノ SEIKO 10.19

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山口

6 6 宮本　　大輔 山口フィナンシャルグループ 10.29

ｸｷ ﾀｸﾐ 三重

7 17 九鬼　　　巧 NTN 10.42

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 静岡

8 23 中村　　彰太 東洋大学 10.45

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾗｲ 福岡

9 25 山本　　未来 中央大学 10.45



GP YOSHIOKAスプリント女子100m

日本記録(NR)                 11.21     福島　千里(北海道・北海道ハイテクAC)  2010

U20日本記録(NJR)             11.43     土井　杏南(埼玉・埼玉栄高)            2012 4月24日 11:40 予　選

大会記録(GR)                 11.52     Sally Pearson(AUS)                    2019 4月24日 13:45 決　勝

予　選　2組3着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ 神奈川 ｵｶﾈ ﾜｶﾅ 京都

2 86 喜田　奈南子 大松運輸 11.98 2 83 岡根　　和奏 甲南大学 11.94

ｲｷ ｲﾁｺ 福井 ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛知

3 69 壹岐　いちこ ユティック 11.66 3 67 藏重　　みう 中京大学附属中京高等学校 11.58

ｼﾏﾀﾞ ｻｴ 長崎 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 東京

4 76 島田　　沙絵 チョープロ 11.83 4 71 髙橋　明日香 バリュエンス 11.70

ｵｸﾉ ﾕﾒ 滋賀 ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 鹿児島

5 77 奥野　　由萌 甲南大学 11.83 5 74 鶴田　　玲美 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 11.76

ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 奈良 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 宮城

6 68 三浦　　愛華 園田学園女子大学 11.61 6 78 松本　沙耶子 七十七銀行 11.84

ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群馬 ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 奈良

7 81 田中　きよの 駿河台大学 11.90 7 79 南　　こはる 奈良学園登美ヶ丘高校 11.87

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 静岡 ｲﾄﾞ ｱﾋﾞｹﾞｲﾙﾌｳｶ 岐阜

8 80 渡邊　　　輝 田子重 11.89 8 82 井戸アビゲイル風果 甲南大学 11.92



GP YOSHIOKAスプリント男子300m

日本記録(NR)                 32.21     藤光　謙司(東京・ゼンリン)            2015

大会記録(GR)                 32.21     藤光　謙司(ゼンリン)                  2015

U20日本最高記録(NJR)         32.81     金丸　祐三(大阪・法政大)              2006 4月24日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東京

2 2 55 小林　　直己 HULFT

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 東京 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 北海道

3 62 若林　　康太 HULFT 3 54 森　　　周志 中央大学

ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ 高知 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 千葉

4 58 好岡　　郁弥 Stark 4 48 北川　　貴理 富士通

ｶﾜｶﾐ ｿｳﾀ 千葉 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ 東京

5 59 川上　　聡太 東洋大学 5 51 北谷　　直輝 P2M AC

ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 佐賀 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ 兵庫

6 57 早田　　駿斗 福岡大学 6 46 大崎　　健太 T&F.net KOBE

ｺｻﾞｻ ﾘｭｳｾｲ 福岡 ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ 東京

7 56 小笹　　龍世 東洋大学 7 50 三好　　涼太 中央大学

ﾏﾂｵ ｼｭｳﾍｲ 佐賀 ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛知

8 61 松尾　　脩平 アスリートリンク 8 53 稲川　　慧亮 中央大学

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 東京

9 60 山口　　純平 福岡大学 9 52 加藤　　修也 HULFT

3組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 千葉

2 45 板鼻　　航平 AccelTC 2

ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 滋賀

3 43 野瀬　　大輝 立命館大学 3

ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 愛知

4 36 川端　　魁人 中京大クラブ 4

ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 奈良

5 37 岩崎　　立来 大阪体育大学 5

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉

6 35 佐藤　拳太郎 富士通 6

ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 大阪

7 38 河内　　光起 大阪ガス 7

ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 神奈川

8 39 井本　　佳伸 東京ガスエコモ 8

ｼｹﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 福岡

9 42 重谷　　大樹 東洋大学



GP YOSHIOKAスプリント女子300m
審 判 長：赤木　正英

記録主任：松本　浩介

日本記録(NR)                 37.08     青山　聖佳(大阪・大阪成蹊AC)          2020

大会記録(GR)                 37.19     齋藤　愛美(岡山・大阪成蹊大)          2021

U20日本最高記録(NJR)         37.89     青山　聖佳(島根・松江商高)            2013 4月24日 13:10 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

ﾀｷﾉ ﾐｸ 京都

2 92 瀧野　　未来 京都橘高等学校

ｱｵｷ ﾘﾝ 福島

3 93 青木　　りん 東邦銀行

ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛知

4 89 吉田　　紗弓 愛知高校AC

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 佐賀

5 97 久保山　晴菜 今村病院

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 東京

6 88 小林　　茉由 J.VIC

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 福島

7 87 松本　奈菜子 東邦銀行

ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 静岡

8 96 岩田　　優奈 スズキ

ﾎｿﾔ ﾕﾐ 茨城

9 90 細谷　　優美 阿見アスリートクラブ

記録
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