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エントリー種目 競技者名 競技者名カナ 所属 生年 都道府県 資格記録 自己ベスト 備考

1 男子 100m 山縣 亮太 ヤマガタ リョウタ セイコー 1992 東京都 9.95 9.95

2 男子 100m サニブラウン アブデルハキーム サニブラウン アブデルハキーム TumbleweedTC 1999 在外 9.97 9.97

3 男子 100m 小池 祐貴 コイケ ユウキ 住友電工 1995 大阪府 9.98 9.98

4 男子 100m 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ 日本生命 1995 東京都 10.01 9.98

5 男子 100m 多田 修平 タダ シュウヘイ 住友電工 1996 大阪府 10.01 10.01

6 男子 100m ケンブリッジ 飛鳥 ケンブリッジ アスカ Nike 1993 東京都 10.03 10.03

7 男子 100m 坂井 隆一郎 サカイ リュウイチロウ 大阪ガス 1998 大阪府 10.12 10.12

8 男子 100m 水久保 漱至 ミズクボ ソウシ 第一酒造 1999 栃木県 10.14 10.14

9 男子 100m 東田 旺洋 ヒガシダ アキヒロ 栃木スポ協 1995 栃木県 10.18 10.18

男子 100m 白石 黄良々 シライシ キララ セレスポ 1996 東京都 10.19 10.19 6/15欠場届

10 男子 100m デーデー ブルーノ デーデー ブルーノ 東海大 1999 長野県 10.20 10.20

11 男子 100m 川上 拓也 カワカミ タクヤ 大阪ガス 1995 大阪府 10.22 10.22

12 男子 100m 鈴木 涼太 スズキ リョウタ 城西大 1999 静岡県 10.22 10.22

13 男子 100m 永田 駿斗 ナガタ シュント 住友電工 1996 兵庫県 10.22 10.22

14 男子 100m 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ 東洋大 1999 埼玉県 10.24 10.23

15 男子 100m 宮城 辰郎 ミヤギ タツロウ 日星電気 1997 静岡県 10.25 10.25

16 男子 100m 竹田 一平 タケダ イッペイ スズキ 1997 静岡県 10.25 10.25

17 男子 100m 犬塚 渉 イヌヅカ ワタル スズキ 1997 静岡県 10.25 10.25

18 男子 100m 栁田 大輝 ヤナギタ ヒロキ 東京農大二高 2003 群馬県 10.27 10.27

19 男子 100m 草野 誓也 クサノ セイヤ Accel 1988 千葉県 10.28 10.28

20 男子 100m 岩崎 浩太郎 イワサキ コウタロウ ﾕﾃｨｯｸ 1996 福井県 10.30 10.30

21 男子 100m 桒原 拓也 クワハラ タクヤ 関西学院大 1998 兵庫県 10.30 10.30

22 男子 100m 遠藤 泰司 エンドウ タイシ 新日本住設 1997 滋賀県 10.33 10.32

23 男子 100m 桑田 成仁 クワタ ナルヒト 法政大 1999 愛媛県 10.34 10.34

24 男子 100m 平野 翔大 ヒラノ ショウダイ 大東文化大 2001 熊本県 10.35 10.35

25 男子 100m 山下 潤 ヤマシタ ジュン ＡＮＡ 1997 東京都 10.37 10.28

26 男子 100m 勢力 奎 セイリキ ケイ ASﾌｸﾔﾏ 1994 広島県 10.37 10.37

27 男子 100m 梶川 颯太 カジカワ ソウタ 立命館大 1999 福井県 10.38 10.38

28 男子 100m 三浦 励央奈 ミウラ レオナ 早稲田大 2000 神奈川県 10.38 10.38

29 男子 100m 九鬼 巧 クキ タクミ NTN 1992 三重県 10.39 10.19

30 男子 100m 田中 佑典 タナカ ユウスケ メイスンワーク 1998 東京都 10.39 10.30

31 男子 100m 瀬尾 英明 セオ ヒデアキ 順天堂大 2000 千葉県 10.39 10.39

32 男子 100m 河田 航典 カワタ コウスケ 立教大 2003 愛知県 10.39 10.39

33 男子 100m 斎藤 大介 サイトウ ダイスケ NK track 1997 新潟県 10.39 10.39

34 男子 100m 佐々木 啓輔 ササキ ケイスケ 立命館大 1999 京都府 10.40 10.40

35 男子 100m 大上 直起 オオカミ ナオキ 仙台大 2000 岩手県 10.40 10.40

36 男子 100m 林 拓優 ハヤシ タクマ 日本体育大 1999 滋賀県 10.40 10.40

37 男子 100m 渡辺 隼斗 ワタナベ ハヤト 日本大 2002 東京都 10.40 10.40

38 男子 100m 矢橋 寛明 ヤバシ ヒロアキ ヴィアティン 1996 三重県 10.41 10.30

39 男子 100m 小林 将一 コバヤシ ショウイチ ﾋﾞﾙｽｺｰﾌﾟ 1993 埼玉県 10.41 10.41

40 男子 100m 林 哉太 ハヤシ カナタ 法政大 2001 三重県 10.41 10.41

41 男子 100m 中村 彰太 ナカムラ ショウタ 東洋大 2001 静岡県 10.41 10.41

42 男子 100m 和田 遼 ワダ リョウ 東洋大 2000 京都府 10.42 10.42

43 男子 100m 本郷 汰樹 ホンゴウ タジュ 名古屋大 1999 愛知県 10.42 10.42

44 男子 100m 川西 裕太 カワニシ ユウタ 近畿大 1997 大阪府 10.42 10.42

男子 100m 松尾 隆雅 マツオ リュウガ ＴＯＹＯ ＴＣ 1998 埼玉県 10.43 10.36 6/15欠場届

45 男子 100m 新崎 仁也 アラサキ マサヤ 九州共立大 1999 沖縄県 10.43 10.37

46 男子 100m 福島 聖 フクシマ サトル 富山大 2000 富山県 10.43 10.33

47 男子 100m 植本 尚輝 ウエモト ナオキ 京都産業大 1998 大阪府 10.43 10.43

48 男子 100m 佐野 陽 サノ ヒナタ 早稲田大 1999 埼玉県 10.43 10.43

49 男子 100m 塚口 哲平 ツカグチ テッペイ 日本大 2001 東京都 10.43 10.43

■ターゲットナンバーについて

・空きレーンを考慮し、一部種目のターゲットナンバー数を増やしました。

・6月15日(火)11時00分までに欠場届を提出した競技者がいた場合はターゲットナンバーを基準にウェイティング競技者の中から出場を繰り上げます。

・エントリーリストは下記の2回更新し、ターゲットナンバーの繰り上げを行います。

　1回目：6月12日（土）16時00分までに提出された欠場届・・・6月12日（土）17時以降に更新

　2回目：6月15日（火）11時00分までに提出された欠場届・・・6月15日（火）12時以降に更新

■欠場届

ターゲットナンバーの繰り上げがあるため、欠場が決定している場合は早急に欠場届をご提出ください。

様式は大会ページ参照　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1556/

提出先は大阪陸上競技協会へ FAX（06-6697-8766）
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50 男子 100m 重谷 大樹 シゲタニ ヒロキ 東洋大 2002 福岡県 10.44 10.44

男子 100m 安田 圭吾 ヤスダ ケイゴ 大東文化大 2000 東京都 10.44 10.44 6/12欠場届

51 男子 100m 伊藤 弘大 イトウ コウタ 至学館大 1998 愛知県 10.45 10.45

52 男子 100m 岡本 祥 オカモト ショウ 東海大 2000 愛媛県 10.45 10.45

1 男子 200m サニブラウン アブデルハキーム サニブラウン アブデルハキーム TumbleweedTC 1999 在外 20.08 20.08

2 男子 200m 小池 祐貴 コイケ ユウキ 住友電工 1995 大阪府 20.24 20.23

3 男子 200m 白石 黄良々 シライシ キララ セレスポ 1996 東京都 20.27 20.27

4 男子 200m 飯塚 翔太 イイヅカ ショウタ ミズノ 1991 静岡県 20.29 20.11

5 男子 200m 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ 日本生命 1995 東京都 20.39 20.39

6 男子 200m 山下 潤 ヤマシタ ジュン ＡＮＡ 1997 東京都 20.40 20.40

7 男子 200m 松本 朗 マツモト アキラ 早稲田大 1999 福岡県 20.57 20.57

8 男子 200m 東田 旺洋 ヒガシダ アキヒロ 栃木スポ協 1995 栃木県 20.60 20.60

9 男子 200m 安田 圭吾 ヤスダ ケイゴ 大東文化大 2000 東京都 20.61 20.61

10 男子 200m 笠谷 洸貴 カサタニ コウキ 四国学院クラブ 1998 香川県 20.65 20.65

11 男子 200m 水久保 漱至 ミズクボ ソウシ 第一酒造 1999 栃木県 20.65 20.65

12 男子 200m 樋口 一馬 ヒグチ カズマ MINT TOKYO 1999 東京都 20.68 20.68

13 男子 200m 上山 紘輝 ウエヤマ コウキ 近畿大 1999 三重県 20.72 20.72

14 男子 200m 植本 尚輝 ウエモト ナオキ 京都産業大 1998 大阪府 20.74 20.72

15 男子 200m 井本 佳伸 イモト ヨシノブ 東海大 1999 京都府 20.75 20.59

16 男子 200m 鈴木 涼太 スズキ リョウタ 城西大 1999 静岡県 20.77 20.77

17 男子 200m デーデー ブルーノ デーデー ブルーノ 東海大 1999 長野県 20.77 20.77

18 男子 200m 三浦 励央奈 ミウラ レオナ 早稲田大 2000 神奈川県 20.77 20.77

19 男子 200m 犬塚 渉 イヌヅカ ワタル スズキ 1997 静岡県 20.77 20.65

20 男子 200m 井澤 竜二 イザワ リョウジ 日本体育大 2001 広島県 20.80 20.80

21 男子 200m 澤 大地 サワ ダイチ 早稲田大 2000 滋賀県 20.80 20.80

22 男子 200m 高木 恒 タカギ コウ 近畿大 2000 兵庫県 20.81 20.81

23 男子 200m 北川 翔 キタガワ ショウ 渡辺パイプ 1995 東京都 20.81 20.69

24 男子 200m 橋元 晃志 ハシモト アキユキ 富士通 1994 埼玉県 20.81 20.35

25 男子 200m 猶木 雅文 ナオキ マサフミ スターヒルズ 1993 大阪府 20.82 20.44

26 男子 200m 田中 佑典 タナカ ユウスケ メイスンワーク 1998 東京都 20.83 20.62

27 男子 200m 桑田 成仁 クワタ ナルヒト 法政大 1999 愛媛県 20.84 20.84

28 男子 200m 重谷 大樹 シゲタニ ヒロキ 東洋大 2002 福岡県 20.85 20.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

男子 200m 佐々木 啓輔 ササキ ケイスケ 立命館大 1999 京都府 20.85 20.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

男子 200m 山路 康太郎 ヤマジ コウタロウ 法政大 2000 三重県 20.85 20.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

31 男子 200m 小林 将一 コバヤシ ショウイチ ﾋﾞﾙｽｺｰﾌﾟ 1993 埼玉県 20.86 20.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

男子 200m 田原 蓮 タハラ レン 法政大 2002 新潟県 20.86 20.86 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

男子 200m 染谷 佳大 ソメヤ ヨシヒロ 大和ハウス 1998 東京都 20.86 20.64 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

34 男子 200m 林 拓優 ハヤシ タクマ 日本体育大 1999 滋賀県 20.90 20.90 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

35 男子 200m 原 翔太 ハラ ショウタ スズキ 1992 静岡県 20.91 20.33 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

36 男子 200m 藤光 謙司 フジミツ ケンジ 東京陸協 1986 東京都 20.92 20.13 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

37 男子 200m 髙瀬 慧 タカセ ケイ 富士通 1988 千葉県 20.95 20.14 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

男子 200m 高橋 謙介 タカハシ ケンスケ 日本大 1999 秋田県 20.95 20.95 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

39 男子 200m 樋口 翔大 ヒグチ ショウタ 九州共立大 1999 福岡県 20.98 20.98 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 400m ウォルシュ ジュリアン ウォルシュ ジュリアン 富士通 1996 埼玉県 45.13 45.13

2 男子 400m 佐藤 拳太郎 サトウ ケンタロウ 富士通 1994 埼玉県 45.61 45.58

3 男子 400m 山木 伝説 ヤマキ カケル RUDOLF 1996 千葉県 45.69 45.69

4 男子 400m 小渕 瑞樹 オブチ ミズキ 登利平AC 1997 群馬県 45.78 45.78

5 男子 400m 伊東 利来也 イトウ リクヤ 三菱マテリアル 1998 千葉県 45.83 45.79

6 男子 400m 井上 大地 イノウエ ダイチ 日本大 1999 東京都 45.83 45.83

7 男子 400m 鈴木 碧斗 スズキ アオト 東洋大 2001 埼玉県 45.94 45.94

8 男子 400m 木村 和史 キムラ カズシ 四電工 1993 香川県 45.96 45.53

9 男子 400m 川端 魁人 カワバタ カイト 三重教員AC 1998 三重県 46.03 46.03

10 男子 400m 佐藤 風雅 サトウ フウガ 那須環境 1996 栃木県 46.04 45.99

11 男子 400m 中島 佑気ジョセフ ナカジマ ユウキジョセフ 東洋大 2002 東京都 46.09 46.09

12 男子 400m 河内 光起 カワウチ ミツキ 大阪ガス 1997 大阪府 46.10 45.96

13 男子 400m 加藤 修也 カトウ ノブヤ HULFT 1995 東京都 46.26 45.69

14 男子 400m 岩崎 立来 イワサキ リュウキ 大阪体育大 2000 奈良県 46.26 46.26

15 男子 400m 野瀬 大輝 ノセ ダイキ 立命館大 2001 滋賀県 46.35 46.35

16 男子 400m 吉津 拓歩 ヨシヅ タクホ アースグロー 1998 佐賀県 46.42 46.42

17 男子 400m 片山 雄斗 カタヤマ ユウト ユメオミライ 1997 東京都 46.44 46.44

18 男子 400m 池田 弘佑 イケダ コウスケ あすなろ会 1995 鳥取県 46.45 46.45

19 男子 400m 藤好 駿太 フジヨシ シュンタ 早稲田大 2001 福岡県 46.50 46.50

20 男子 400m 友田 真隆 トモダ マサタカ 東京理科大 2003 埼玉県 46.51 46.51

21 男子 400m 藤原 武サルヴァドル フジワラ タケシサルヴァドル ＴＷＯＬＡＰＳ 1985 東京都 46.53 45.44
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22 男子 400m 板鼻 航平 イタハナ コウヘイ Accel 1994 千葉県 46.56 46.24

23 男子 400m 大崎 健太 オオサキ ケンタ T&F.net KOBE 1995 兵庫県 46.59 46.59

24 男子 400m 北川 貴理 キタガワ タカマサ 富士通 1996 千葉県 46.74 45.48

25 男子 400m 堀井 浩介 ホリイ コウスケ 住友電工 1994 兵庫県 46.76 45.85

26 男子 400m 東 魁輝 アズマ カイキ NTN 1993 三重県 46.78 46.33

27 男子 400m 中野 直哉 ナカノ ナオヤ 飯田病院 1994 長野県 46.90 46.76

28 男子 400m 小竹 理恩 コタケ リオン 早稲田大 1999 栃木県 46.92 46.92 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

29 男子 400m 北谷 直輝 キタダニ ナオキ P2M 1998 東京都 46.94 45.98 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

30 男子 400m 小林 直己 コバヤシ ナオキ HULFT 1990 東京都 46.98 45.79 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 800m 川元 奨 カワモト ショウ スズキ 1993 静岡県 1.46.33 1.45.75

2 男子 800m 源 裕貴 ミナモト ヒロキ 環太平洋大 1999 山口県 1.46.50 1.46.50

3 男子 800m クレイ アーロン竜波 クレイ アーロンタツナミ Texas A&M 2002 在外 1.46.59 1.46.59

4 男子 800m 市野 泰地 イチノ タイチ 三重県スポ協 1992 三重県 1.47.02 1.47.02

5 男子 800m 松本 純弥 マツモト ジュンヤ 法政大 2000 神奈川県 1.47.02 1.47.02

6 男子 800m 瀬戸口 大地 セトグチ ダイチ アースグロー 1998 佐賀県 1.47.28 1.47.28

7 男子 800m 金子 魅玖人 カネコ ミクト 中央大 2001 千葉県 1.47.30 1.47.30

8 男子 800m 田母神 一喜 タモガミ カズヨシ 阿見AC 1998 茨城県 1.47.68 1.47.68

9 男子 800m 根本 大輝 ネモト ダイキ 順天堂大 1999 栃木県 1.47.94 1.47.94

10 男子 800m 梅谷 健太 ウメタニ ケンタ サンベルクス 1996 東京都 1.47.97 1.47.80

11 男子 800m 飯濵 友太郎 イイハマ ユウタロウ 立教大 2001 埼玉県 1.47.98 1.47.98

12 男子 800m 一ノ宮 健郎 イチノミヤ タケロウ 関西学院大 1999 愛媛県 1.48.04 1.48.04

13 男子 800m 村島 匠 ムラシマ タクミ 福井県スポ協 1995 福井県 1.48.16 1.47.01

14 男子 800m 薄田 健太郎 ウスダ ケンタロウ 筑波大 1999 神奈川県 1.48.19 1.48.19

15 男子 800m 林 貴裕 ハヤシ タカヒロ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1997 新潟県 1.48.22 1.48.19

16 男子 800m 花村 拓人 ハナムラ タクト ＴＡＫＥＯＡＣ 1998 東京都 1.48.49 1.47.61

17 男子 800m 館澤 亨次 タテザワ リョウジ DeNA 1997 東京都 1.48.64 1.48.64

18 男子 800m 山﨑 優希 ヤマサキ ユウキ 広島経済大 2001 兵庫県 1.48.69 1.48.69

19 男子 800m 櫻井 大介 サクライ ダイスケ セイコー 1993 東京都 1.48.71 1.48.48

20 男子 800m 三木 秀斗 ミキ ヒデト 近畿大 2000 大阪府 1.48.73 1.48.73

21 男子 800m 安倍 優紀 アンバイ マサノリ 東海大 2001 福島県 1.48.75 1.48.75

22 男子 800m 兵藤 ジュダ ヒョウドウ ジュダ 東海大翔洋高 2003 静岡県 1.48.91 1.48.91

23 男子 800m 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ 北海道大 1999 兵庫県 1.48.92 1.48.92

24 男子 800m 中井 啓太 ナカイ ケイタ 環太平洋大 2000 鳥取県 1.48.95 1.48.95

25 男子 800m 坂本 陸 サカモト リク 東洋大 1999 埼玉県 1.49.28 1.49.02

26 男子 800m 三上 椋平 ミカミ リョウヘイ 順天堂大 1998 埼玉県 1.49.43 1.49.43

27 男子 800m 石川 昌樹 イシカワ マサキ 横浜国立大 2001 神奈川県 1.49.48 1.49.48

1 男子 1500m 戸田 雅稀 トダ マサキ SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1993 京都府 3.37.90 3.37.90

2 男子 1500m 荒井 七海 アライ ナナミ Honda 1994 埼玉県 3.38.18 3.38.18

3 男子 1500m 河村 一輝 カワムラ カズキ ﾄｰｴﾈｯｸ 1997 愛知県 3.38.83 3.38.83

4 男子 1500m 飯澤 千翔 イイザワ カズト 東海大 2001 神奈川県 3.38.94 3.38.94

5 男子 1500m 森田 佳祐 モリタ ケイスケ 小森ｺｰﾎﾟ 1995 茨城県 3.39.37 3.39.37

6 男子 1500m 佐藤 圭汰 サトウ ケイタ 洛南高 2004 京都府 3.40.36 3.40.36

7 男子 1500m 館澤 亨次 タテザワ リョウジ DeNA 1997 東京都 3.40.73 3.40.49

8 男子 1500m 舟津 彰馬 フナツ ショウマ 九電工 1997 福岡県 3.41.11 3.38.65

男子 1500m 田母神 一喜 タモガミ カズヨシ 阿見AC 1998 茨城県 3.41.36 3.40.66 6/15欠場届

9 男子 1500m 飯島 陸斗 イイジマ リクト 阿見AC 1997 茨城県 3.41.54 3.41.54

男子 1500m 的野 遼大 マトノ リョウタ 三菱重工 1992 長崎県 3.41.82 3.41.82 6/15欠場届

10 男子 1500m 木村 理来 キムラ リク 愛三工業 1997 愛知県 3.41.85 3.41.85

11 男子 1500m 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ 北海道大 1999 兵庫県 3.42.33 3.42.33

12 男子 1500m 竹内 大地 タケウチ ダイチ ﾄｰｴﾈｯｸ 1996 愛知県 3.42.52 3.42.52

13 男子 1500m 佐久間 秀徳 サクマ ヒデノリ 明治大 1999 東京都 3.42.57 3.42.57

男子 1500m 野口 雄大 ノグチ ユウダイ 小森ｺｰﾎﾟ 1998 茨城県 3.42.69 3.42.69 6/12欠場届

14 男子 1500m 才記 壮人 サイキ マサト 関彰商事 1995 茨城県 3.43.45 3.42.69

15 男子 1500m 山田 俊輝 ヤマダ トシキ 中央大 2001 神奈川県 3.43.73 3.43.73

16 男子 1500m 千葉 直輝 チバ ナオキ SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1998 京都府 3.44.16 3.44.16

17 男子 1500m 森谷 公亮 モリタニ コウスケ Santen 1995 奈良県 3.44.22 3.44.22

18 男子 1500m 大竹 康平 オオタケ コウヘイ レデイ薬局 1998 愛媛県 3.44.27 3.44.27

19 男子 1500m ミラー千本 真章 ミラーチモト マックス 立教大 2000 埼玉県 3.44.30 3.44.30

20 男子 1500m 岩﨑 祐也 イワサキ ユウヤ 大阪ガス 1995 大阪府 3.44.33 3.44.33

21 男子 1500m 前田 恋弥 マエダ レンヤ カネボウ 1996 東京都 3.44.42 3.43.04

22 男子 1500m 中井 啓太 ナカイ ケイタ 環太平洋大 2000 鳥取県 3.44.49 3.44.49

23 男子 1500m 甲木 康博 カツキ ヤスヒロ 東洋大 2002 東京都 3.44.62 3.44.62

24 男子 1500m 石塚 陽士 イシヅカ ハルト 早稲田大 2002 東京都 3.44.62 3.44.62

25 男子 1500m 石川 昌樹 イシカワ マサキ 横浜国立大 2001 神奈川県 3.44.71 3.44.71
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26 男子 1500m 馬場 勇一郎 ババ ユウイチロウ 明治大 2001 愛知県 3.44.82 3.44.82

27 男子 1500m 秦 将吾 ハタ ショウゴ 大塚製薬 1995 徳島県 3.44.92 3.42.01

28 男子 1500m 茂木 亮太 モテギ リョウタ 住友電工 1994 兵庫県 3.45.00 3.43.04

29 男子 1500m 溝口 仁 ミゾグチ ジン 東海大 2001 長崎県 3.45.16 3.45.16

30 男子 1500m 石井 優樹 イシイ ユウキ NTT西日本 1997 大阪府 3.45.30 3.45.30

31 男子 1500m 服部 凱杏 ハットリ カイシン 立教大 2001 愛知県 3.45.88 3.45.88

1 男子 5000m 坂東 悠汰 バンドウ ユウタ 富士通 1996 千葉県 13.18.49 13.18.49

2 男子 5000m 遠藤 日向 エンドウ ヒュウガ 住友電工 1998 兵庫県 13.18.99 13.18.99

3 男子 5000m アモス クルガト アモス クルガト 中電工 1992 広島県 13.21.39 13.21.39 オープン

4 男子 5000m ジャクソン カベサ ジャクソン カベサ Honda 2001 埼玉県 13.22.58 13.22.58 オープン

5 男子 5000m 田中 秀幸 タナカ ヒデユキ ﾄﾖﾀ自動車 1990 愛知県 13.22.72 13.22.72

6 男子 5000m 松枝 博輝 マツエダ ヒロキ 富士通 1993 千葉県 13.24.29 13.24.29

7 男子 5000m 吉居 大和 ヨシイ ヤマト 中央大 2002 宮城県 13.25.87 13.25.87

8 男子 5000m 藤本 拓 フジモト タク ﾄﾖﾀ自動車 1989 愛知県 13.27.34 13.27.34

9 男子 5000m 市田 孝 イチダ タカシ 旭化成 1992 宮崎県 13.27.73 13.27.73

10 男子 5000m 相澤 晃 アイザワ アキラ 旭化成 1997 宮崎県 13.29.47 13.29.47

11 男子 5000m 服部 弾馬 ハットリ ハズマ ﾄｰｴﾈｯｸ 1995 愛知県 13.29.65 13.29.65

12 男子 5000m 浦野 雄平 ウラノ ユウヘイ 富士通 1997 千葉県 13.30.41 13.30.41

13 男子 5000m 石原 翔太郎 イシハラ ショウタロウ 東海大 2002 岡山県 13.30.98 13.30.98

14 男子 5000m 茂木 圭次郎 モギ ケイジロウ 旭化成 1995 宮崎県 13.31.08 13.31.08

15 男子 5000m 手嶋 杏丞 テシマ キョウスケ 明治大 1999 宮崎県 13.31.52 13.31.52

16 男子 5000m 千明 龍之佑 チギラ リュウノスケ 早稲田大 2000 群馬県 13.31.52 13.31.52

17 男子 5000m 竹内 颯 タケウチ ハヤテ 中央発條 1996 愛知県 13.31.73 13.31.73

18 男子 5000m 塩澤 稀夕 シオザワ キセキ 富士通 1998 千葉県 13.33.44 13.33.44

19 男子 5000m 鎧坂 哲哉 ヨロイザカ テツヤ 旭化成 1990 宮崎県 13.33.53 13.12.63

20 男子 5000m 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケ ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 1995 東京都 13.34.53 13.34.53

21 男子 5000m 佐藤 悠基 サトウ ユウキ SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1986 京都府 13.34.71 13.13.60

22 男子 5000m 石田 洸介 イシダ コウスケ 東洋大 2002 群馬県 13.34.74 13.34.74

23 男子 5000m 鈴木 聖人 スズキ キヨト 明治大 1999 茨城県 13.34.91 13.34.91

24 男子 5000m 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 1988 佐賀県 13.35.24 13.35.24

25 男子 5000m 的野 遼大 マトノ リョウタ 三菱重工 1992 長崎県 13.35.63 13.35.63

26 男子 5000m 太田 智樹 オオタ トモキ ﾄﾖﾀ自動車 1997 愛知県 13.35.70 13.35.70

27 男子 5000m 藤本 珠輝 フジモト タマキ 日本体育大 2001 兵庫県 13.36.39 13.36.39

28 男子 5000m 高田 康暉 タカダ コウキ 住友電工 1993 兵庫県 13.36.55 13.36.55

29 男子 5000m 伊藤 大志 イトウ タイシ 早稲田大 2003 長野県 13.36.57 13.36.57

30 男子 5000m 鈴木 塁人 スズキ タカト SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1997 京都府 13.37.06 13.37.06

男子 5000m 田澤 廉 タザワ レン 駒澤大 2000 青森県 13.37.28 13.37.28 6/12欠場届

31 男子 5000m 吉田 圭太 ヨシダ ケイタ 住友電工 1998 兵庫県 13.37.34 13.37.34

32 男子 5000m 河合 代二 カワイ ダイジ ﾄｰｴﾈｯｸ 1991 愛知県 13.37.37 13.37.37 6/12追加

33 男子 5000m 小林 歩 コバヤシ アユム NTT西日本 1998 大阪府 13.37.99 13.37.99 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

34 男子 5000m 浅岡 満憲 アサオカ ミツノリ 日立物流 1993 千葉県 13.38.05 13.38.05 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

35 男子 5000m 市川 孝徳 イチカワ タカノリ 日立物流 1990 千葉県 13.38.36 13.28.91 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

36 男子 5000m 中西 亮貴 ナカニシ リキ ﾄｰｴﾈｯｸ 1995 愛知県 13.38.48 13.38.48 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

37 男子 5000m 村山 紘太 ムラヤマ コウタ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1993 東京都 13.38.63 13.19.62 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

38 男子 5000m 小山 直城 コヤマ ナオキ Honda 1996 埼玉県 13.38.81 13.38.81 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

39 男子 5000m 梶谷 瑠哉 カジタニ リュウヤ SUBARU 1996 群馬県 13.38.94 13.38.94 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

40 男子 5000m 古賀 淳紫 コガ キヨシ 安川電機 1996 福岡県 13.39.70 13.39.70 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

41 男子 5000m 倉田 翔平 クラタ ショウヘイ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1992 東京都 13.39.71 13.39.71 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

42 男子 5000m 高橋 流星 タカハシ リュウセイ 愛知製鋼 1995 愛知県 13.39.73 13.39.73 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

43 男子 5000m 田村 友佑 タムラ ユウスケ 黒崎播磨 1998 福岡県 13.39.76 13.39.76 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 110mH 金井 大旺 カナイ タイオウ ミズノ 1995 福井県 13.16 13.16

2 男子 110mH 高山 峻野 タカヤマ シュンヤ ゼンリン 1994 東京都 13.25 13.25

3 男子 110mH 泉谷 駿介 イズミヤ シュンスケ 順天堂大 2000 神奈川県 13.30 13.30

4 男子 110mH 村竹 ラシッド ムラタケ ラシッド 順天堂大 2002 千葉県 13.35 13.35

5 男子 110mH 石川 周平 イシカワ シュウヘイ 富士通 1995 東京都 13.39 13.39

6 男子 110mH 野本 周成 ノモト シュウセイ 愛媛陸協 1995 愛媛県 13.45 13.45

7 男子 110mH 矢澤 航 ヤザワ ワタル ﾃﾞｻﾝﾄTC 1991 東京都 13.51 13.47

8 男子 110mH 徳岡 凌 トクオカ リョウ 立命館大 1999 兵庫県 13.55 13.55

9 男子 110mH 藤井 亮汰 フジイ リョウタ 三重県スポ協 1996 三重県 13.57 13.57

10 男子 110mH 増野 元太 マスノ ゲンタ ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC 1993 千葉県 13.59 13.40

11 男子 110mH 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ ディーエーシ 1996 北海道 13.60 13.60

12 男子 110mH 横地 大雅 ヨコチ タイガ 法政大 2000 東京都 13.60 13.60

13 男子 110mH 石田トーマス 東 イシダトーマス ヒガシ 勝浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部 1997 千葉県 13.61 13.45

14 男子 110mH 佐藤 大志 サトウ ヒロユキ 昭和電工 1990 東京都 13.70 13.59
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15 男子 110mH 清水 功一朗 シミズ コウイチロウ 関西学院大 2000 大阪府 13.72 13.72

16 男子 110mH 大室 秀樹 オオムロ ヒデキ 大塚製薬 1990 徳島県 13.75 13.48

17 男子 110mH 河嶋 亮太 カワシマ リョウタ 旭油業 1999 大阪府 13.77 13.77

18 男子 110mH 吉間 海斗 ヨシマ カイト ISA party 1998 大阪府 13.82 13.82

19 男子 110mH 樋口 陸人 ヒグチ リクト 法政大 1999 奈良県 13.86 13.80

20 男子 110mH 山田 那衆 ヤマダ ナシュ 日本大 1999 新潟県 13.87 13.87

21 男子 110mH 池田 海 イケダ カイ 早稲田大 2002 愛媛県 13.89 13.89

22 男子 110mH 宮﨑 匠 ミヤザキ タクミ 中央大 2001 福岡県 13.90 13.90

1 男子 400mH 黒川 和樹 クロカワ カズキ 法政大 2001 山口県 48.68 48.68

2 男子 400mH 安部 孝駿 アベ タカトシ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1991 群馬県 48.80 48.68

3 男子 400mH 山内 大夢 ヤマウチ ヒロム 早稲田大 1999 福島県 48.84 48.84

4 男子 400mH 豊田 将樹 トヨダ マサキ 富士通 1998 東京都 48.87 48.87

5 男子 400mH 鍜治木 崚 カジキ リョウ 住友電工 1995 兵庫県 48.92 48.92

6 男子 400mH 野澤 啓佑 ノザワ ケイスケ ミズノ 1991 山梨県 49.08 48.62

7 男子 400mH 山本 竜大 ヤマモト タツヒロ 日本大 1997 千葉県 49.12 49.12

8 男子 400mH 松下 祐樹 マツシタ ユウキ ミズノ 1991 神奈川県 49.23 49.10

9 男子 400mH 岸本 鷹幸 キシモト タカユキ 富士通 1990 東京都 49.38 48.41

10 男子 400mH 吉田 京平 ヨシダ キョウヘイ 東京学芸大 1997 岡山県 49.40 49.40

11 男子 400mH 高田 一就 タカダ カズナリ ユメオミライ 1997 東京都 49.58 49.58

12 男子 400mH 岩﨑 崇文 イワサキ タカフミ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1997 新潟県 49.64 49.64

13 男子 400mH 大林 督享 オオバヤシ マサユキ 石丸製麺 1996 香川県 49.67 49.67

14 男子 400mH 山田 淳史 ヤマダ アツシ ＹＭＦＧ 1991 山口県 49.68 49.68

15 男子 400mH 前野 景 マエノ ケイ メイスンワーク 1991 東京都 49.70 49.06

16 男子 400mH 都 康炳 ミヤコ コウヘイ NSTC 1997 愛知県 49.71 49.71

17 男子 400mH 川越 広弥 カワゴエ ヒロヤ JAWS 1997 埼玉県 49.76 49.76

18 男子 400mH 小田 将矢 オダ マサヤ 豊田自動織機 1995 愛知県 49.79 49.42

19 男子 400mH 井上 駆 イノウエ カケル 東京海上日動CS 1996 東京都 49.80 49.54

20 男子 400mH 出口 晴翔 デグチ ハルト 順天堂大 2001 福岡県 49.90 49.90

21 男子 400mH 真野 悠太郎 マノ ユウタロウ NSTC 1996 愛知県 49.93 49.50

22 男子 400mH 村上 翔 ムラカミ ショウ 同志社大 2001 兵庫県 49.96 49.96

23 男子 400mH 筒江 海斗 ツツエ カイト 福岡陸協 1998 福岡県 49.98 49.98

24 男子 400mH 長谷 伸之助 ハセ シンノスケ 中大ｸﾗﾌﾞ 1996 東京都 50.00 50.00

25 男子 400mH 宮尾 幸太郎 ミヤオ コウタロウ Ise A.Lab. 1991 東京都 50.25 49.67

26 男子 400mH 尾﨑 雄祐 オザキ ユウスケ PEACE AC 1994 広島県 50.30 50.30

27 男子 400mH 山本 諒 ヤマモト リョウ 鶴学園クラブ 1995 広島県 50.45 50.08

1 男子 3000mSC 三浦 龍司 ミウラ リュウジ 順天堂大 2002 島根県 8.17.46 8.17.46

2 男子 3000mSC 山口 浩勢 ヤマグチ コウセイ 愛三工業 1991 愛知県 8.22.39 8.22.39

3 男子 3000mSC 阪口 竜平 サカグチ リョウヘイ SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1997 京都府 8.23.93 8.23.93

4 男子 3000mSC 青木 涼真 アオキ リョウマ Honda 1997 埼玉県 8.25.85 8.25.85

5 男子 3000mSC 塩尻 和也 シオジリ カズヤ 富士通 1996 千葉県 8.27.25 8.27.25

6 男子 3000mSC 楠 康成 クス ヤスナリ 阿見AC 1993 茨城県 8.28.01 8.28.01

男子 3000mSC 高橋 流星 タカハシ リュウセイ 愛知製鋼 1995 愛知県 8.31.82 8.31.82 6/15欠場

7 男子 3000mSC 滋野 聖也 シゲノ セイヤ プレス工業 1996 神奈川県 8.31.88 8.31.88

8 男子 3000mSC 荻野 太成 オギノ タイセイ 旭化成 1997 宮崎県 8.34.11 8.34.11

9 男子 3000mSC 潰滝 大記 ツエタキ ヒロノリ 富士通 1993 千葉県 8.35.21 8.29.05

10 男子 3000mSC 打越 雄允 ウチコシ ユウスケ 大塚製薬 1994 徳島県 8.35.39 8.35.39

11 男子 3000mSC 篠藤 淳 シノトウ ジュン 山陽特殊製鋼 1985 兵庫県 8.37.36 8.32.89

12 男子 3000mSC 小原 響 オバラ ヒビキ 青山学院大 2001 宮城県 8.40.38 8.40.38

13 男子 3000mSC 松本 葵 マツモト アオイ 大塚製薬 1987 徳島県 8.43.37 8.30.49

14 男子 3000mSC 諸冨 湧 モロトミ ワク 早稲田大 2001 京都府 8.45.74 8.45.74

15 男子 3000mSC 菖蒲 敦司 ショウブ アツシ 早稲田大 2001 山口県 8.45.95 8.45.95

16 男子 3000mSC 吉田 光汰 ヨシダ コウタ 中央学院大 1999 千葉県 8.46.55 8.46.55

17 男子 3000mSC 神 直之 ジン ナオユキ 北星病院 1990 北海道 8.47.16 8.47.16

18 男子 3000mSC 内田 賢利 ウチダ ケント 立教大 2001 東京都 8.47.79 8.47.79 6/15追加

19 男子 3000mSC 服部 壮馬 ハットリ ソウマ 順天堂大 2003 京都府 8.48.85 8.48.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 男子 3000mSC 小田部 真也 コタベ シンヤ 黒崎播磨 1999 福岡県 8.52.11 8.52.11 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

21 男子 3000mSC 中込 空 ナカゴミ ソラ 山梨学院大 2001 山梨県 8.52.13 8.52.13 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

22 男子 3000mSC 川瀬 宙夢 カワセ ヒロム 筑波ウィンド 1995 茨城県 8.52.74 8.52.7 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

23 男子 3000mSC 九嶋 大雅 クシマ タイガ 日本体育大 2000 三重県 8.52.99 8.52.99 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

24 男子 3000mSC 佐藤 颯 サトウ ハヤテ 亜細亜大 2001 北海道 8.53.22 8.53.22 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 走高跳 戸邉 直人 トベ ナオト JAL 1992 東京都 2.35 2.35

2 男子 走高跳 真野 友博 シンノ トモヒロ 九電工 1996 福岡県 2.31 2.31

3 男子 走高跳 衛藤 昂 エトウ タカシ 味の素ＡＧＦ 1991 三重県 2.30 2.30

4 男子 走高跳 赤松 諒一 アカマツ リョウイチ アワーズ 1995 岐阜県 2.28 2.28
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5 男子 走高跳 藤田 渓太郎 フジタ ケイタロウ 佐竹食品陸上部 1997 大阪府 2.28 2.28

6 男子 走高跳 瀬古 優斗 セコ ユウト 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 1998 滋賀県 2.27 2.27

7 男子 走高跳 佐藤 凌 サトウ リョウ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1994 新潟県 2.27 2.27

8 男子 走高跳 長谷川 直人 ハセガワ ナオト 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1996 新潟県 2.25 2.25

9 男子 走高跳 堀井 遥樹 ホリイ ハルキ 新潟医療福祉大 2000 福井県 2.24 2.24

10 男子 走高跳 大田 和宏 オオタ カズヒロ 日本体育施設 1995 石川県 2.20 2.22

11 男子 走高跳 勝田 将 カツダ ショウ 三重教員AC 1994 三重県 2.20 2.20

12 男子 走高跳 蛭子屋 雄一 エビスヤ ユウイチ ジーケーライン 1996 東京都 2.18 2.21

13 男子 走高跳 久保木 春佑 クボキ シュンスケ 東京学芸大 1999 鹿児島県 2.18 2.18

14 男子 走高跳 坂井 宏和 サカイ ヒロカズ 東海大 2001 大阪府 2.17 2.17

15 男子 走高跳 平塚 玄空 ヒラツカ ゲンクウ 日本大 1997 東京都 2.17 2.17

1 男子 棒高跳 山本 聖途 ヤマモト セイト ﾄﾖﾀ自動車 1992 愛知県 5.71 5.77

2 男子 棒高跳 澤野 大地 サワノ ダイチ 富士通 1980 千葉県 5.71 5.83

3 男子 棒高跳 江島 雅紀 エジマ マサキ 富士通 1999 東京都 5.71 5.71

4 男子 棒高跳 石川 拓磨 イシカワ タクマ 東京海上日動CS 1997 東京都 5.70 5.70

5 男子 棒高跳 竹川 倖生 タケカワ コウセイ 丸元産業 1997 静岡県 5.65 5.65

6 男子 棒高跳 澤 慎吾 サワ シンゴ きらぼし銀行 1996 東京都 5.61 5.61

7 男子 棒高跳 来間 弘樹 クルマ コウキ ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｰｼｰ 1996 東京都 5.60 5.60

8 男子 棒高跳 古澤 一生 フルサワ カズキ 筑波大 2002 群馬県 5.51 5.51

9 男子 棒高跳 大崎 洋介 オオサキ ヨウスケ 日本体育大 2000 兵庫県 5.50 5.50

10 男子 棒高跳 重藤 慶多 シゲトウ ケイタ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本 1998 香川県 5.42 5.42

11 男子 棒高跳 笹瀬 弘樹 ササセ ヒロキ TOMO　RUN 1989 静岡県 5.41 5.51

12 男子 棒高跳 尾﨑 駿翔 オザキ シュント 日本体育大 2000 東京都 5.40 5.40

13 男子 棒高跳 奥 吏玖 オク リク 順天堂大 1999 京都府 5.40 5.40

14 男子 棒高跳 石丸 颯太 イシマル ソウタ 順天堂大 1998 愛媛県 5.35 5.35

15 男子 棒高跳 石橋 和也 イシバシ カズヤ アマギ 1999 神奈川県 5.34 5.41

16 男子 棒高跳 山崎 大士 ヤマサキ タイシ 高松市陸協 1996 香川県 5.32 5.32

17 男子 棒高跳 堀川 晴海 ホリカワ ハルミ 陸桜会千葉 1995 千葉県 5.32 5.32

18 男子 棒高跳 土井 翔太 ドイ ショウタ 三観陸協 1990 香川県 5.32 5.50

19 男子 棒高跳 山本 智貴 ヤマモト トモキ ゼビオ 1992 東京都 5.32 5.42

20 男子 棒高跳 柄澤 智哉 カラサワ トモヤ 日本体育大 2002 群馬県 5.30 5.30 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

男子 棒高跳 小林 拓己 コバヤシ タクミ 育英大 2001 群馬県 5.30 5.30 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 走幅跳 城山 正太郎 シロヤマ ショウタロウ ゼンリン 1995 北海道 8.40 8.40

2 男子 走幅跳 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 富士通 1999 東京都 8.32 8.32

3 男子 走幅跳 津波 響樹 ツハ ヒビキ 大塚製薬 1998 徳島県 8.23 8.23

4 男子 走幅跳 藤原 孝輝 フジハラ コウキ 東洋大 2002 京都府 8.12 8.12

5 男子 走幅跳 山川 夏輝 ヤマカワ ナツキ 東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ 1995 東京都 8.04 8.06

6 男子 走幅跳 小田 大樹 オダ ダイキ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1996 群馬県 8.03 8.04

7 男子 走幅跳 舞永 夏稀 マイナガ ナツキ 太成学院高 2003 大阪府 7.89 7.89

8 男子 走幅跳 外川 天寿 トガワ テンジュ ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC 1997 千葉県 7.92 8.00

9 男子 走幅跳 鳥海 勇斗 トリウミ ユウト 日本大 2001 千葉県 7.88 7.88

10 男子 走幅跳 安立 雄斗 アダチ ユウト 福岡大 2000 広島県 7.87 7.87

11 男子 走幅跳 吉田 弘道 ヨシダ ヒロミチ 立命館大 1999 兵庫県 7.86 7.88

12 男子 走幅跳 伊藤 陸 イトウ リク 近畿大工業高専 2001 三重県 7.85 7.85

13 男子 走幅跳 深沢 宏之 フカサワ ヒロユキ MINT TOKYO 1992 東京都 7.81 7.88

1 男子 三段跳 山本 凌雅 ヤマモト リョウマ JAL 1995 東京都 16.85 16.87

2 男子 三段跳 池畠 旭佳瑠 イケハタ ヒカル 駿大AC 1994 埼玉県 16.75 16.75

3 男子 三段跳 山下 祐樹 ヤマシタ ユウキ Break Parking 1995 神奈川県 16.57 16.57

4 男子 三段跳 山下 航平 ヤマシタ コウヘイ ＡＮＡ 1994 東京都 16.45 16.85

5 男子 三段跳 伊藤 陸 イトウ リク 近畿大工業高専 2001 三重県 16.35 16.35

6 男子 三段跳 藤内 誠也 トウナイ セイヤ 日経大AC 1995 福岡県 16.35 16.35

7 男子 三段跳 原田 睦希 ハラダ ムツキ 清川株式会社 1997 大阪府 16.09 16.27

8 男子 三段跳 安立 雄斗 アダチ ユウト 福岡大 2000 広島県 16.07 16.07

9 男子 三段跳 田代 一樹 タシロ カズキ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1998 新潟県 16.07 16.07

10 男子 三段跳 中山 昂平 ナカヤマ コウヘイ 渡辺パイプ 1994 東京都 16.05 16.53

11 男子 三段跳 黒木 雄太朗 クロギ ユウタロウ 東海AC 1992 宮崎県 15.98 15.98

12 男子 三段跳 小田 大雅 オダ タイガ 福岡大 1999 神奈川県 15.88 15.89

13 男子 三段跳 楠本 政明 クスモト マサアキ ジーケーライン 1995 東京都 15.87 15.95

14 男子 三段跳 千葉 樹 チバ イツキ 盛岡クラブ 1999 岩手県 15.85 15.85

15 男子 三段跳 相馬 奨之介 ソウマ ショウノスケ 日本体育大 1999 福岡県 15.85 15.94

16 男子 三段跳 屋良 太章 ヤラ タカノリ 友睦物流 1992 沖縄県 15.85 15.85

17 男子 三段跳 對馬 勇斗 ツシマ ハヤト 仙台大 1999 青森県 15.82 15.82

18 男子 三段跳 岩﨑 孝史 イワサキ コウシ 鹿屋体育大 2000 鹿児島県 15.81 15.81

19 男子 三段跳 石川 和義 イシカワ カズヨシ いーやま 1982 長野県 15.80 16.98
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1 男子 砲丸投 森下 大地 モリシタ ダイチ 第一学院高教 1994 東京都 18.29 18.29

2 男子 砲丸投 中村 太地 ナカムラ ダイチ ミズノ 1993 茨城県 18.20 18.85

3 男子 砲丸投 佐藤 征平 サトウ マサヒラ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1992 新潟県 18.20 18.20

4 男子 砲丸投 村上 輝 ムラカミ ヒカル 日本体育施設 1996 三重県 18.03 18.03

5 男子 砲丸投 幸長 慎一 ユキナガ シンイチ 四国大 1997 徳島県 17.85 17.85

6 男子 砲丸投 武田 歴次 タケダ レイジ 栃木スポ協 1995 栃木県 17.78 17.78

7 男子 砲丸投 山元 隼 ヤマモト ハヤト ROBLE 1991 岐阜県 17.70 18.07

8 男子 砲丸投 岩佐 隆時 イワサ リュウジ 東海大 1998 福井県 17.52 17.63

9 男子 砲丸投 奥村 仁志 オクムラ ヒトシ 国士舘大 2000 福井県 17.36 17.36

10 男子 砲丸投 夏井 勇輝 ナツイ ユウキ 東海大 2000 岩手県 17.21 16.93

11 男子 砲丸投 戸辺 誠也 トベ セイヤ 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1996 東京都 17.13 17.13

12 男子 砲丸投 阿部 敏明 アベ トシアキ 日本大 1999 新潟県 16.91 16.91

13 男子 砲丸投 須田 裕太郎 スダ ユウタロウ 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1994 東京都 16.85 16.88

14 男子 砲丸投 金城 海斗 キンジョウ カイト 鹿屋体育大 1999 沖縄県 16.81 16.81

15 男子 砲丸投 羽生田 智 ハニュウダ サトシ 川越市陸協 1999 埼玉県 16.79 16.79

16 男子 砲丸投 稻福 颯 イナフク ハヤテ 中京大 2000 岐阜県 16.78 16.78

17 男子 砲丸投 佐藤 皓人 サトウ ヒロト 日本大 1999 福島県 16.60 16.60 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

18 男子 砲丸投 國司 裕通 クニシ ヒロユキ 日本大 1999 東京都 16.59 16.59 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

19 男子 砲丸投 氏家 豪留 ウジイエ タケル 国士舘大 1999 宮城県 16.51 16.51 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 男子 砲丸投 赤間 祐一 アカマ ユウイチ つくばTP 1995 茨城県 16.41 17.35 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 円盤投 堤 雄司 ツツミ ユウジ ALSOK群馬 1989 群馬県 62.59 62.59

2 男子 円盤投 幸長 慎一 ユキナガ シンイチ 四国大 1997 徳島県 60.69 60.69

3 男子 円盤投 湯上 剛輝 ユガミ マサテル ﾄﾖﾀ自動車 1993 愛知県 59.69 62.16

4 男子 円盤投 米沢 茂友樹 マイサワ シゲユキ オリコ 1993 東京都 56.88 58.53

5 男子 円盤投 山下 航生 ヤマシタ コウセイ 九州共立大 2000 岐阜県 55.33 55.33

6 男子 円盤投 蓬田 和正 ヨモギダ カズマサ ゴールド　ジム 1987 東京都 55.33 56.83

7 男子 円盤投 安藤 夢 アンドウ ユメ みはる矯正AC 1997 東京都 55.24 56.40

8 男子 円盤投 高倉 星也 タカクラ セイヤ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1996 新潟県 54.53 54.53

9 男子 円盤投 阿部 敏明 アベ トシアキ 日本大 1999 新潟県 53.17 53.17

10 男子 円盤投 飛川 龍雅 トビカワ リョウガ 東海大 2000 滋賀県 52.30 52.30

11 男子 円盤投 飛松 聡 トビマツ サトシ 共立クラブ 1998 福岡県 51.75 52.32

12 男子 円盤投 藤原 孝史朗 フジワラ コウシロウ 九州共立大 2001 沖縄県 51.14 51.14

13 男子 円盤投 安保 建吾 アンボ ケンゴ 鹿角陸協 1994 秋田県 51.03 55.79

1 男子 ハンマー投 柏村 亮太 カシムラ リョウタ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1991 群馬県 71.50 71.50

2 男子 ハンマー投 木村 友大 キムラ ユウダイ ゼンリン 1996 東京都 71.21 71.21

3 男子 ハンマー投 中川 達斗 ナカガワ タツト 九州共立大 1998 兵庫県 71.10 71.10

4 男子 ハンマー投 植松 直紀 ウエマツ ナオキ スズキ 1994 静岡県 70.46 70.46

5 男子 ハンマー投 古旗 崇裕 コバタ タカヒロ みかん山 1997 愛知県 70.23 70.23

6 男子 ハンマー投 保坂 雄志郎 ホサカ ユウシロウ 埼玉医科大学G 1991 埼玉県 69.62 70.46

7 男子 ハンマー投 福田 翔大 フクダ ショウタ 日本大 2000 大阪府 69.61 69.61

8 男子 ハンマー投 墨 訓熙 スミ クニヒロ 小林クリエイト 1994 愛知県 68.73 70.63

9 男子 ハンマー投 赤穂 弘樹 アコウ ヒロキ まなびや園 1990 鳥取県 68.49 69.10

10 男子 ハンマー投 小田 航平 オダ コウヘイ 九州共立大 1999 福岡県 68.44 68.44

11 男子 ハンマー投 石坂 奨真 イシザカ ショウマ 順天堂大 2000 東京都 65.43 65.43

12 男子 ハンマー投 川合 隆誠 カワイ リュウセイ 順天堂大 2000 三重県 65.27 65.27

13 男子 ハンマー投 佐々木 秀斗 ササキ シュウト 岐阜協立大 2001 岐阜県 65.18 65.18

14 男子 ハンマー投 久門 大起 クモン ダイキ 日本大 2001 愛媛県 64.13 64.13

15 男子 ハンマー投 奥村 匡由 オクムラ マサヨシ 奥村造園 1994 滋賀県 64.08 67.84

16 男子 ハンマー投 吉野 健太朗 ヨシノ ケンタロウ 宮崎陸協 1995 宮崎県 63.92 67.52

17 男子 ハンマー投 藤本 智大 フジモト トモヒロ 九州共立大 1999 兵庫県 63.39 63.39 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

18 男子 ハンマー投 遠藤 克弥 エンドウ カツヤ Team綺羅星 1991 石川県 62.71 66.33 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

19 男子 ハンマー投 石川 諒 イシカワ マコト 順天堂大 1999 茨城県 62.55 62.55 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 男子 ハンマー投 レンドンエノビ ホセリカルド レンドンエノビ ホセリカルド 上武大 1997 群馬県 62.40 62.40 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 男子 やり投 ディーン 元気 ディーン ゲンキ ミズノ 1991 兵庫県 84.05 84.28

2 男子 やり投 小南 拓人 コミナミ タクト 染めQ 1995 茨城県 82.52 82.52

3 男子 やり投 新井 涼平 アライ リョウヘイ スズキ 1991 静岡県 82.03 86.83

4 男子 やり投 寒川 建之介 ソウガワ ケンノスケ GRAND STONE 1994 兵庫県 81.73 81.73

5 男子 やり投 小椋 健司 オグラ ケンジ 栃木スポ協 1995 栃木県 81.53 81.53

6 男子 やり投 﨑山 雄太 サキヤマ ユウタ 愛媛陸協 1996 愛媛県 80.14 80.14

7 男子 やり投 長沼 元 ナガヌマ ゲン スズキ 1998 静岡県 79.49 79.99

8 男子 やり投 石坂 力成 イシザカ リキナリ 鳥取スポ協 1997 鳥取県 78.13 78.13

9 男子 やり投 長谷川 鉱平 ハセガワ コウヘイ 福井県スポ協 1990 福井県 78.12 81.55

10 男子 やり投 坂本 達哉 サカモト タツヤ なげるラボ 1996 愛知県 78.07 78.07

11 男子 やり投 中西 啄真 ナカニシ タクマ 大体大T.C 1994 大阪府 77.50 78.77
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12 男子 やり投 鈴木 文人 スズキ フミヒト 九州共立大 1999 福岡県 77.05 77.05

13 男子 やり投 巖 優作 イワオ ユウサク 筑波大 2002 兵庫県 76.41 76.41

14 男子 やり投 八木 一憲 ヤギ カズノリ みかん山 1994 愛知県 76.37 77.02

15 男子 やり投 亀井 綾介 カメイ リョウスケ ニコニコのり 1997 大阪府 76.36 76.36

16 男子 やり投 角田 直之 カクタ ナオユキ ゴールド　ジム 1994 東京都 76.14 76.14

17 男子 やり投 中嶋 善寛 ナカジマ ヨシヒロ 埼玉医科大学G 1993 埼玉県 76.13 76.67 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

18 男子 やり投 増田 悠悟 マスダ ユウゴ 福井県スポ協 1998 福井県 75.54 75.54 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

19 男子 やり投 横堀 雅孝 ヨコボリ マサタカ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1997 新潟県 74.72 75.05 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 男子 やり投 金川 伸一郎 カネガワ シンイチロウ 尾道市陸協 1998 広島県 74.06 74.06 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

21 男子 やり投 比嘉 遥 ヒガ ハルカ 九州共立大 1998 沖縄県 73.65 73.65 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

22 男子 やり投 石山 歩 イシヤマ アユム ティラド 1996 愛知県 73.40 79.44 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

23 男子 やり投 相原 大聖 アイバラ タイセイ 日大桜門陸友会 1995 東京都 73.39 77.41 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 100m 兒玉 芽生 コダマ メイ 福岡大 1999 大分県 11.35 11.35

2 女子 100m 御家瀬 緑 ミカセ ミドリ 住友電工 2001 大阪府 11.46 11.46

3 女子 100m 鶴田 玲美 ツルタ レミ 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 1997 鹿児島県 11.48 11.48

4 女子 100m 土井 杏南 ドイ アンナ JAL 1995 東京都 11.52 11.43

5 女子 100m 名倉 千晃 ナグラ チアキ NTN 1993 三重県 11.53 11.53

6 女子 100m 石川 優 イシカワ ユウ 青山学院大 2002 神奈川県 11.56 11.56

7 女子 100m 青山 華依 アオヤマ ハナエ 甲南大 2002 大阪府 11.56 11.56

8 女子 100m 石堂 陽奈 イシドウ ヒナ 環太平洋大 2002 北海道 11.56 11.56

9 女子 100m 和田 麻希 ワダ マキ ミズノ 1986 京都府 11.57 11.53

10 女子 100m 前川 梨花 マエカワ リンカ 日本体育大 2000 神奈川県 11.58 11.58

11 女子 100m 齋藤 愛美 サイトウ アミ 大阪成蹊大 1999 岡山県 11.58 11.57

12 女子 100m 三浦 由奈 ミウラ ユナ 筑波大 2002 宮城県 11.60 11.60

13 女子 100m 世古 和 セコ ノドカ ＣＲＡＮＥ 1991 三重県 11.60 11.50

14 女子 100m 君嶋 愛梨沙 キミシマ アリサ 土木管理総合 1995 長野県 11.60 11.60

15 女子 100m 壹岐 あいこ イキ アイコ 立命館大 2000 滋賀県 11.62 11.62

16 女子 100m 湯淺 佳那子 ユアサ カナコ 三重県スポ協 1997 三重県 11.65 11.62

17 女子 100m 吉田 紗弓 ヨシダ サユミ 愛知高校AC 1997 愛知県 11.66 11.66

18 女子 100m 壹岐 いちこ イキ イチコ ﾕﾃｨｯｸ 1997 福井県 11.66 11.66

19 女子 100m 三浦 愛華 ミウラ マナカ 園田学園女子大 2002 奈良県 11.67 11.67

20 女子 100m 高橋 明日香 タカハシ アスカ ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 1991 神奈川県 11.70 11.70

21 女子 100m 田路 遥香 タジ ハルカ 中央大 2002 東京都 11.70 11.70

22 女子 100m 藤田 涼子 フジタ リョウコ 日本体育大 1999 東京都 11.71 11.71

23 女子 100m 安達 茉鈴 アダチ マリン 園田学園女子大 2003 滋賀県 11.72 11.72

24 女子 100m 佐久田 侑咲 サクダ ユウサ 東京女子体育大 1999 埼玉県 11.75 11.75

25 女子 100m 鷺 麻耶子 サギ マヤコ 早稲田大 2003 東京都 11.75 11.75

26 女子 100m 渡邊 輝 ワタナベ キラリ 福岡大 1999 長崎県 11.78 11.78

27 女子 100m 福島 千里 フクシマ チサト セイコー 1988 東京都 11.78 11.21

28 女子 100m 宮武 アビーダラリー ミヤタケ アビーダラリー 日本体育大 2002 埼玉県 11.79 11.79

女子 100m 細谷 優美 ホソヤ ユミ 阿見AC 1995 茨城県 11.80 11.80 6/15欠場届

29 女子 100m 三宅 奈緒香 ミヤケ ナオカ 住友電工 1991 兵庫県 11.81 11.76

30 女子 100m 大城 珠莉 オオシロ ジュリ 至学館大 2001 愛知県 11.81 11.81

31 女子 100m 藏重 みう クラシゲ ミウ 中京大中京高 2004 愛知県 11.82 11.82

32 女子 100m 市川 華菜 イチカワ カナ ミズノ 1991 愛知県 11.82 11.43

33 女子 100m 角 良子 スミ リョウコ 倉吉東高 2003 鳥取県 11.83 11.83

34 女子 100m 柴山 沙也香 シバヤマ サヤカ NTN 1997 三重県 11.83 11.73

35 女子 100m 島田 沙絵 シマダ サエ チョープロ 1994 長崎県 11.83 11.81

36 女子 100m 松本 沙耶子 マツモト サヤコ 七十七銀行 1995 宮城県 11.84 11.77

1 女子 200m 鶴田 玲美 ツルタ レミ 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 1997 鹿児島県 23.17 23.17

2 女子 200m 兒玉 芽生 コダマ メイ 福岡大 1999 大分県 23.44 23.44

3 女子 200m 齋藤 愛美 サイトウ アミ 大阪成蹊大 1999 岡山県 23.62 23.45

4 女子 200m 石堂 陽奈 イシドウ ヒナ 環太平洋大 2002 北海道 23.67 23.67

5 女子 200m 和田 麻希 ワダ マキ ミズノ 1986 京都府 23.70 23.67

6 女子 200m 壹岐 あいこ イキ アイコ 立命館大 2000 滋賀県 23.71 23.71

7 女子 200m 吉田 紗弓 ヨシダ サユミ 愛知高校AC 1997 愛知県 23.73 23.73

8 女子 200m 髙島 咲季 タカシマ サキ 青山学院大 2002 神奈川県 23.76 23.76

9 女子 200m 大石 沙也加 オオイシ サヤカ セレスポ 1991 東京都 23.78 23.78

10 女子 200m 井戸アビゲイル 風果 イドアビゲイル フウカ 甲南大 2001 岐阜県 23.79 23.79

11 女子 200m 景山 咲穗 カゲヤマ サキホ 筑波大 2002 千葉県 23.82 23.82

12 女子 200m 久保山 晴菜 クボヤマ ハルナ 今村病院 1996 佐賀県 23.86 23.86

13 女子 200m 田路 遥香 タジ ハルカ 中央大 2002 東京都 23.88 23.88

14 女子 200m 細谷 優美 ホソヤ ユミ 阿見AC 1995 茨城県 23.88 23.88

15 女子 200m 青山 聖佳 アオヤマ セイカ 大阪成蹊ＡＣ 1996 大阪府 23.95 23.68
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16 女子 200m 滝田 静海 タキタ イズミ 日本体育大 2002 東京都 23.99 23.99

17 女子 200m 石川 優 イシカワ ユウ 青山学院大 2002 神奈川県 24.03 24.03

18 女子 200m 宮武 アビーダラリー ミヤタケ アビーダラリー 日本体育大 2002 埼玉県 24.05 24.05

19 女子 200m 渡邊 輝 ワタナベ キラリ 福岡大 1999 長崎県 24.13 24.13

20 女子 200m 市川 華菜 イチカワ カナ ミズノ 1991 愛知県 24.14 23.39

21 女子 200m 藤田 涼子 フジタ リョウコ 日本体育大 1999 東京都 24.14 24.14

22 女子 200m 湯淺 佳那子 ユアサ カナコ 三重県スポ協 1997 三重県 24.21 24.02

1 女子 400m 青山 聖佳 アオヤマ セイカ 大阪成蹊ＡＣ 1996 大阪府 52.38 52.38

2 女子 400m 髙島 咲季 タカシマ サキ 青山学院大 2002 神奈川県 53.31 53.31

3 女子 400m 松本 奈菜子 マツモト ナナコ 東邦銀行 1996 福島県 53.31 53.31

4 女子 400m 小林 茉由 コバヤシ マユ J.VIC 1996 東京都 53.55 53.55

5 女子 400m 川田 朱夏 カワタ アヤカ 東大阪大 1999 大阪府 53.61 53.50

6 女子 400m 川崎 夏実 カワサキ ナツミ 青山学院大 2001 神奈川県 53.89 53.89

7 女子 400m 久保山 晴菜 クボヤマ ハルナ 今村病院 1996 佐賀県 53.94 53.94

8 女子 400m 大島 愛梨 オオシマ アイリ 中央大 2000 栃木県 53.96 53.96

9 女子 400m 岩田 優奈 イワタ ユウナ スズキ 1997 静岡県 53.97 53.37

10 女子 400m 武石 この実 タケイシ コノミ 東邦銀行 1991 福島県 53.97 53.47

11 女子 400m 吉田 紗弓 ヨシダ サユミ 愛知高校AC 1997 愛知県 54.24 54.24

12 女子 400m 松尾 季奈 マツオ キナ 立命館大 2000 兵庫県 54.45 54.05

13 女子 400m 大野 瑞奈 オオノ ミズナ 山梨学院大 2002 埼玉県 54.48 54.48

14 女子 400m 後野 詩衣菜 ゴノ シイナ 駿河台大 1999 京都府 54.54 54.54

15 女子 400m 室月 里莉花 ムロヅキ リリカ 立命館大 2002 静岡県 54.74 54.74

16 女子 400m 稲岡 真由 イナオカ マユ 籠谷 1996 兵庫県 54.75 54.07

17 女子 400m 藤沼 朱音 フジヌマ アカネ ｽｷﾝｽﾄﾚｯﾁ 1996 神奈川県 54.79 54.79

18 女子 400m 新宅 麻未 シンタク アサミ アットホーム 1994 東京都 54.79 53.78

19 女子 400m 浜田 真衣 ハマダ マイ ＥｉｔｅｒＡＣ 1998 埼玉県 54.99 54.99

1 女子 800m 卜部 蘭 ウラベ ラン 積水化学 1995 東京都 2.02.74 2.02.74

2 女子 800m 北村 夢 キタムラ ユメ エディオン 1995 神奈川県 2.03.05 2.00.92

3 女子 800m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田織機TC 1999 兵庫県 2.03.19 2.03.19

4 女子 800m 川田 朱夏 カワタ アヤカ 東大阪大 1999 大阪府 2.03.35 2.02.71

5 女子 800m 塩見 綾乃 シオミ アヤノ 立命館大 1999 京都府 2.03.73 2.02.57

6 女子 800m 広田 有紀 ヒロタ ユウキ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1995 新潟県 2.04.48 2.04.33

7 女子 800m ヒリアー 紗璃苗 ヒリアー サリナ 青山学院大 2001 東京都 2.04.73 2.04.73

8 女子 800m 池崎 愛里 イケザキ アイリ 三重県スポ協 1998 三重県 2.05.75 2.04.85

9 女子 800m 細井 衿菜 ホソイ エリナ 慶應義塾大 2000 愛知県 2.05.97 2.05.68

10 女子 800m 大森 郁香 オオモリ フミカ 奥アンツーカ 1992 東京都 2.06.16 2.03.96

11 女子 800m 菊地 梨紅 キクチ リク 肥後銀行 1997 熊本県 2.06.37 2.06.14

12 女子 800m 中村 美宇 ナカムラ ミウ 福島大 1999 福島県 2.06.80 2.06.80

13 女子 800m 山田 はな ヤマダ ハナ わらべや日洋 1994 東京都 2.07.06 2.05.46

14 女子 800m 後藤 夢 ゴトウ ユメ 豊田織機TC 2000 兵庫県 2.07.10 2.07.10

15 女子 800m 道下 美槻 ミチシタ ミヅキ 立教大 2001 東京都 2.07.28 2.07.28

16 女子 800m 青山 理奈 アオヤマ リナ 中京大中京高 2003 愛知県 2.07.34 2.07.34

17 女子 800m 武藤 桃花 ムトウ モモカ 立教大 2000 神奈川県 2.07.49 2.07.49

18 女子 800m 谷口 ゆき タニグチ ユキ 星稜高 2003 石川県 2.08.22 2.07.81

19 女子 800m 河内 瀬桜 カワチ セナ 東大阪大敬愛高 2003 大阪府 2.08.29 2.08.29

20 女子 800m 平野 綾子 ヒラノ リョウコ 関彰商事 1995 茨城県 2.08.34 2.05.16

21 女子 800m 長谷川 麻央 ハセガワ マヒロ 京都文教高 2003 京都府 2.08.37 2.08.37

22 女子 800m 小山 愛結 コヤマ アユウ 安城学園高 2003 愛知県 2.08.88 2.08.88

23 女子 800m 河原田 萌 カワハラダ モエ 比叡山高陸友会 1998 滋賀県 2.08.92 2.08.00

1 女子 1500m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田織機TC 1999 兵庫県 4.05.27 4.05.27

2 女子 1500m 卜部 蘭 ウラベ ラン 積水化学 1995 東京都 4.11.75 4.11.75

3 女子 1500m 後藤 夢 ゴトウ ユメ 豊田織機TC 2000 兵庫県 4.13.24 4.13.24

4 女子 1500m 樫原 沙紀 カタギハラ サキ 筑波大 2001 広島県 4.13.82 4.13.82

5 女子 1500m 道下 美槻 ミチシタ ミヅキ 立教大 2001 東京都 4.15.33 4.15.33

6 女子 1500m 米澤 奈々香 ヨネザワ ナナカ 仙台育英高 2004 宮城県 4.15.62 4.15.62

7 女子 1500m 髙松 智美ムセンビ タカマツ トモミムセンビ 名城大 2000 大阪府 4.16.52 4.16.52

8 女子 1500m 道清 愛紗 ドウセイ アイーシャ 須磨学園高 2003 兵庫県 4.17.81 4.17.81

9 女子 1500m 籔下 明音 ヤブシタ アカネ 豊田自動織機 1991 愛知県 4.17.88 4.17.35

10 女子 1500m 飯野 摩耶 イイノ マヤ 埼玉医科大学G 1988 埼玉県 4.18.02 4.12.41

11 女子 1500m 山本 有真 ヤマモト ユマ 名城大 2000 愛知県 4.18.88 4.18.88

12 女子 1500m 平野 綾子 ヒラノ リョウコ 関彰商事 1995 茨城県 4.19.15 4.19.15

13 女子 1500m 菊地 梨紅 キクチ リク 肥後銀行 1997 熊本県 4.19.55 4.19.55

14 女子 1500m 陣内 綾子 ジンノウチ アヤコ 九電工 1987 福岡県 4.19.84 4.10.08

15 女子 1500m 坂尻 有花 サカジリ ユウカ 立命館大 1999 茨城県 4.20.12 4.20.12
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16 女子 1500m 井手 彩乃 イデ アヤノ ワコール 1999 京都府 4.20.40 4.20.40

17 女子 1500m 杉森 心音 スギモリ ココネ 仙台育英高 2004 宮城県 4.20.82 4.20.82

18 女子 1500m 西出 優月 ニシデ ユズ 関西外国語大 2000 大阪府 4.22.01 4.22.01

1 女子 5000m 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ 積水化学 1988 東京都 14.55.83 14.55.83

2 女子 5000m 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ ＪＰ日本郵政Ｇ 2000 東京都 14.59.37 14.59.37

3 女子 5000m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田織機TC 1999 兵庫県 15.00.01 15.00.01

女子 5000m ヘレン エカラレ ヘレン エカラレ 豊田自動織機 1999 愛知県 15.03.09 15.03.09 6/12欠場届

4 女子 5000m 萩谷 楓 ハギタニ カエデ エディオン 2000 大阪府 15.05.78 15.05.78

5 女子 5000m バイレ シンシア バイレ シンシア 日立 2002 茨城県 15.07.13 15.07.13 オープン

6 女子 5000m カリウキ ナオミムッソーニ カリウキ ナオミムッソーニ ユニバーサル 1998 千葉県 15.08.07 15.08.07 ｵｰﾌﾟﾝ 6/12追加

7 女子 5000m 佐藤 早也伽 サトウ サヤカ 積水化学 1994 千葉県 15.16.52 15.16.52

8 女子 5000m 矢田 みくに ヤダ ミクニ デンソー 1999 三重県 15.19.67 15.19.67

9 女子 5000m 木村 友香 キムラ トモカ 資生堂 1994 東京都 15.19.99 15.12.47

女子 5000m 鍋島 莉奈 ナベシマ リナ ＪＰ日本郵政Ｇ 1993 東京都 15.21.40 15.10.91 6/12欠場届

10 女子 5000m 山ノ内 みなみ ヤマノウチ ミナミ 京セラ 1992 鹿児島県 15.23.01 15.21.31

11 女子 5000m 西原 加純 ニシハラ カスミ ｼｽﾒｯｸｽ 1989 兵庫県 15.23.88 15.20.20

12 女子 5000m 川口 桃佳 カワグチ モモカ 豊田自動織機 1998 愛知県 15.24.24 15.24.24

13 女子 5000m 田﨑 優理 タサキ ユウリ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2001 群馬県 15.24.61 15.24.61

14 女子 5000m 和田 有菜 ワダ ユナ 名城大 1999 長野県 15.25.14 15.25.14

15 女子 5000m 矢野 栞理 ヤノ シオリ デンソー 1995 三重県 15.25.94 15.25.94

16 女子 5000m 五島 莉乃 ゴシマ リノ 資生堂 1997 東京都 15.29.03 15.29.03

17 女子 5000m 中原 海鈴 ナカハラ ミスズ 京セラ 1994 鹿児島県 15.29.91 15.29.91

18 女子 5000m 清水 真帆 シミズ マホ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1995 群馬県 15.30.04 15.30.04

19 女子 5000m 菅田 雅香 スガタ ミヤカ ＪＰ日本郵政Ｇ 2001 東京都 15.31.60 15.30.64

女子 5000m 岡本 春美 オカモト ハルミ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1998 群馬県 15.32.46 15.20.56 6/15欠場届

20 女子 5000m 加世田 梨花 カセダ リカ ダイハツ 1999 大阪府 15.32.77 15.32.77

21 女子 5000m 筒井 咲帆 ツツイ サキホ ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1996 群馬県 15.32.96 15.32.96

22 女子 5000m 中村 優希 ナカムラ ユウキ パナソニック 2000 神奈川県 15.33.54 15.33.54

23 女子 5000m 山口 遥 ヤマグチ ハルカ AC･KITA 1987 東京都 15.34.02 15.34.02

24 女子 5000m 宮田 梨奈 ミヤタ リナ 九電工 2000 福岡県 15.34.22 15.34.22

25 女子 5000m 細田 あい ホソダ アイ エディオン 1995 大阪府 15.35.79 15.52.52

26 女子 5000m 田邉 美咲 タナベ ミサキ 三井住友海上 1995 東京都 15.36.47 15.31.03

27 女子 5000m 谷口 真菜 タニグチ マナ ワコール 1999 京都府 15.38.27 15.38.27

女子 5000m 森林 未来 モリバヤシ ミク デンソー 1999 三重県 15.39.57 15.31.62 6/15欠場届

28 女子 5000m 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab関東 1989 東京都 15.39.63 15.39.63

女子 5000m 江口 美咲 エグチ ミサキ エディオン 1995 大阪府 15.39.85 15.39.85 6/12欠場届

29 女子 5000m 下田平 渚 シモタビラ ナギサ ダイハツ 1998 大阪府 15.40.30 15.40.30 6/12追加

女子 5000m カマウ タビタジェリ カマウ タビタジェリ 三井住友海上 2000 東京都 15.08.77 15.08.77 ｵｰﾌﾟﾝ　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

女子 5000m アグネス ムカリ アグネス ムカリ 京セラ 2002 鹿児島県 15.09.32 15.09.32 ｵｰﾌﾟﾝ　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 100mH 寺田 明日香 テラダ アスカ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾘｴｲﾄ 1990 大阪府 12.87 12.87

2 女子 100mH 青木 益未 アオキ マスミ 七十七銀行 1994 宮城県 12.87 12.87

3 女子 100mH 鈴木 美帆 スズキ ミホ 長谷川体育施設 1996 神奈川県 13.00 13.00

4 女子 100mH 木村 文子 キムラ アヤコ ｴﾃﾞｨｵﾝ 1988 広島県 13.11 13.03

5 女子 100mH 清山 ちさと キヨヤマ チサト いちご 1991 宮崎県 13.13 13.13

6 女子 100mH 福部 真子 フクベ マコ 日本建設工業 1995 東京都 13.13 13.13

7 女子 100mH 田中 佑美 タナカ ユミ 富士通 1998 東京都 13.18 13.18

8 女子 100mH 紫村 仁美 シムラ ヒトミ 東邦銀行 1990 福島県 13.20 13.02

9 女子 100mH 中島 ひとみ ナカジマ ヒトミ 長谷川体育施設 1995 兵庫県 13.20 13.20

10 女子 100mH 大久保 有梨 オオクボ ユリ ﾕﾃｨｯｸ 1997 福井県 13.21 13.21

11 女子 100mH 藤原 未来 フジワラ ミク 住友電工 1992 兵庫県 13.24 13.24

12 女子 100mH 藤森 菜那 フジモリ ナナ ゼンリン 1997 東京都 13.26 13.26

13 女子 100mH 島野 真生 シマノ マオ 日本体育大 2001 東京都 13.36 13.36

14 女子 100mH ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル メグ アトレ 1996 東京都 13.37 13.37

15 女子 100mH 金井 まるみ カナイ マルミ ドトールAC 1997 東京都 13.46 13.46

16 女子 100mH 相馬 絵里子 ソウマ エリコ 関彰商事 1991 茨城県 13.47 13.22

17 女子 100mH 岡崎 汀 オカザキ ナギサ 甲南大 2001 鳥取県 13.49 13.49

18 女子 100mH 田中 きよの タナカ キヨノ 駿河台大 2002 群馬県 13.49 13.49

19 女子 100mH 竹内 真弥 タケウチ マヤ ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 1998 大阪府 13.52 13.52

20 女子 100mH 玉置 菜々子 タマオキ ナナコ 国士舘大 2000 北海道 13.52 13.52

21 女子 100mH 芝田 愛花 シバタ マナカ 環太平洋大 2001 北海道 13.54 13.42

22 女子 100mH 田中 陽夏莉 タナカ ヒカリ 富士山の銘水 1998 山梨県 13.55 13.35

23 女子 100mH 安藤 愛未 アンドウ アミ 至学館大 2001 愛知県 13.56 13.56

24 女子 100mH 西垣 朱音 ニシガキ アカネ 国士舘大 1999 三重県 13.56 13.56

25 女子 100mH 大村 美香 オオムラ ミカ 南国殖産 1995 鹿児島県 13.57 13.57
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26 女子 100mH 大松 由季 オオマツ ユキ 愛教大ク名古屋 1996 愛知県 13.57 13.57

27 女子 100mH 小林 歩未 コバヤシ アユミ 筑波大 2001 千葉県 13.57 13.34

28 女子 100mH 小柳 結莉 コヤナギ ユリ ジャパネット 1993 長崎県 13.61 13.61

29 女子 100mH 小宮 いつき コミヤ イツキ ジーケーライン 1998 東京都 13.63 13.63

30 女子 100mH 佐々木 天 ササキ テン ユメオミライ 1997 東京都 13.64 13.54

31 女子 100mH 鎌田 咲季 カマダ サキ グリーンクロス 1997 福岡県 13.67 13.54

1 女子 400mH イブラヒム 愛紗 イブラヒム アイシャ メイスンワーク 1998 東京都 56.50 56.50

2 女子 400mH 宇都宮 絵莉 ウツノミヤ エリ 長谷川体育施設 1993 兵庫県 56.50 56.50

3 女子 400mH 関本 萌香 セキモト モエカ 早稲田大 2000 秋田県 56.96 56.96

4 女子 400mH 伊藤 明子 イトウ アキコ セレスポ 1995 東京都 57.09 57.09

5 女子 400mH 山本 亜美 ヤマモト アミ 立命館大 2002 滋賀県 57.43 57.43

6 女子 400mH 梅原 紗月 ウメハラ サツキ 住友電工 1994 兵庫県 57.70 56.79

7 女子 400mH 大野 瑞奈 オオノ ミズナ 山梨学院大 2002 埼玉県 57.73 57.73

8 女子 400mH 津川 瑠衣 ツガワ ルイ 早稲田大 2001 東京都 57.85 57.85

9 女子 400mH 齋藤 真佑 サイトウ マユ 七十七銀行 1995 宮城県 57.88 57.88

10 女子 400mH 横田 華恋 ヨコタ カレン 籠谷 1999 兵庫県 58.00 58.00

11 女子 400mH 津波 愛樹 ツハ アイキ 福岡大 2000 沖縄県 58.37 58.37

12 女子 400mH 川村 優佳 カワムラ ユウカ 早稲田大 2001 東京都 58.38 58.38

13 女子 400mH 青木 穂花 アオキ ホノカ 青山学院大 2001 福岡県 58.77 58.14

14 女子 400mH 村上 夏美 ムラカミ ナツミ 早稲田大 1999 千葉県 58.79 58.79

15 女子 400mH 比嘉 和希 ヒガ カズキ 富士山の銘水 1998 山梨県 58.83 58.76

16 女子 400mH 塚本 萌乃 ツカモト モエノ 成田高高 2004 千葉県 58.84 58.84

17 女子 400mH 川端 涼夏 カワバタ スズカ 松本土建 1993 長野県 58.87 58.53

18 女子 400mH 九鬼 友梨恵 クキ ユリエ 加藤建設 1993 愛知県 58.93 58.93

19 女子 400mH 中野 菜乃 ナカノ ナノ 武庫川女子大 2001 兵庫県 58.94 58.18

1 女子 3000mSC 山中 柚乃 ヤマナカ ユノ 愛媛銀行 2000 愛媛県 9.46.72 9.46.72

2 女子 3000mSC 石澤 ゆかり イシザワ ユカリ エディオン 1988 大阪府 9.48.76 9.48.76

3 女子 3000mSC 吉村 玲美 ヨシムラ レイミ 大東文化大 2000 神奈川県 9.49.30 9.49.30

4 女子 3000mSC 森 智香子 モリ チカコ 積水化学 1992 千葉県 9.50.67 9.45.27

5 女子 3000mSC 藪田 裕衣 ヤブタ ユイ 大塚製薬 1996 徳島県 9.52.19 9.52.19

6 女子 3000mSC 西出 優月 ニシデ ユズ 関西外国語大 2000 大阪府 9.55.01 9.55.01

7 女子 3000mSC 吉川 侑美 ヨシカワ ユミ ユニクロ 1990 東京都 9.58.12 9.58.12

8 女子 3000mSC 秋山 祐妃 アキヤマ ユウキ 肥後銀行 1998 熊本県 9.58.31 9.58.31

9 女子 3000mSC 瀬川 帆夏 セガワ ソヨカ ｼｽﾒｯｸｽ 1994 兵庫県 10.01.08 9.58.81

10 女子 3000mSC 佐藤 奈々 サトウ ナナ ｽﾀｰﾂ 1989 千葉県 10.05.34 9.56.95

11 女子 3000mSC 小池 彩加 コイケ アヤカ 大和田住宅仙台 1993 宮城県 10.06.06 10.04.73

12 女子 3000mSC 西山 未奈美 ニシヤマ マナミ 松山大 1999 愛媛県 10.07.05 10.00.49

13 女子 3000mSC 大宅 楓 オオヤ カエデ 大東建託パート 1994 東京都 10.18.40 10.18.40

14 女子 3000mSC 沖村 美夏 オキムラ ミカ 愛媛銀行 1997 愛媛県 10.19.02 10.14.26

15 女子 3000mSC 池内 彩乃 イケウチ アヤノ デンソー 1994 三重県 10.21.79 10.21.79

16 女子 3000mSC 宮内 志佳 ミヤウチ ユキカ 日本体育大 2002 茨城県 10.22.30 10.22.30

17 女子 3000mSC 赤堀 かりん アカホリ カリン 日本体育大 2000 静岡県 10.25.84 10.20.47

18 女子 3000mSC 堀尾 咲月 ホリオ サツキ 京都産業大 2000 奈良県 10.27.03 10.23.23

19 女子 3000mSC 笠原 奈月 カサハラ ナツキ 福岡大 2001 佐賀県 10.33.24 10.33.24 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 女子 3000mSC 早狩 実紀 ハヤカリ ミノリ ﾁｰﾑemda 1972 東京都 10.42.34 9.33.93 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

21 女子 3000mSC 原 舞奈 ハラ マイナ 東京学芸大 1999 愛知県 10.44.90 10.42.80 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 走高跳 青山 夏実 アオヤマ ナツミ ﾀﾞｲﾃｯｸｽ.AT 1997 神奈川県 1.78 1.78

2 女子 走高跳 浅井 さくら アサイ サクラ 伊勢学園教員 1998 三重県 1.78 1.81

3 女子 走高跳 神田 菜摘 カンダ ナツミ 福岡大学クラブ 1998 福岡県 1.78 1.78

4 女子 走高跳 竹内 萌 タケウチ モエ 栃木スポ協 1998 栃木県 1.78 1.78

5 女子 走高跳 武山 玲奈 タケヤマ レイナ 環太平洋大 2000 高知県 1.78 1.78

6 女子 走高跳 高橋 渚 タカハシ ナギサ 日本大 2000 東京都 1.78 1.80

7 女子 走高跳 京谷 萌子 キョウヤ モエコ ﾊｲﾃｸAC 1991 北海道 1.78 1.78

8 女子 走高跳 徳本 鈴奈 トクモト スズナ 友睦物流 1996 沖縄県 1.78 1.80

9 女子 走高跳 大玉 華鈴 オオダマ カリン 日本体育大 1999 山口県 1.78 1.78

10 女子 走高跳 鐡丸 美由紀 テツマル ミユキ 鹿児島銀行 1997 鹿児島県 1.77 1.77

11 女子 走高跳 松本 万鈴 マツモト マリン 甲南大 2001 和歌山県 1.77 1.77

12 女子 走高跳 仲野 春花 ナカノ ハルカ ニッパツ 1996 福岡県 1.76 1.83

13 女子 走高跳 山田 るな ヤマダ ルナ 東京女子体育大 2000 埼玉県 1.76 1.76

14 女子 走高跳 岡野 弥幸 オカノ ミサキ 埼玉栄高 2003 埼玉県 1.76 1.76

1 女子 棒高跳 諸田 実咲 モロタ ミサキ 栃木スポ協 1998 栃木県 4.30 4.30

2 女子 棒高跳 竜田 夏苗 タツタ カナエ ニッパツ 1992 神奈川県 4.30 4.30

3 女子 棒高跳 那須 眞由 ナス マユ 籠谷 1996 兵庫県 4.25 4.25

4 女子 棒高跳 田中 伶奈 タナカ レナ 香川大 2000 香川県 4.15 4.15
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5 女子 棒高跳 逸見 綾子 ヘンミ アヤコ SMILEY 1990 静岡県 4.15 4.15

6 女子 棒高跳 古林 愛理 フルバヤシ エリ 園田学園女子大 2002 兵庫県 4.13 4.13

7 女子 棒高跳 前川 淳 マエカワ ジュン 日本体育大 1999 大阪府 4.05 4.05

8 女子 棒高跳 大坂谷 明里 オオサカヤ アカリ 園田学園女子大 2002 兵庫県 4.03 4.03

9 女子 棒高跳 安宅 伽織 アタギ カオリ REAC 1998 香川県 4.00 4.00

10 女子 棒高跳 塩崎 泉 シオザキ イズミ 筑波大 2000 愛知県 4.00 4.00

11 女子 棒高跳 台信 愛 ダイノブ メグミ 日本体育大 2001 福岡県 4.00 4.00

12 女子 棒高跳 村田 蒼空 ムラタ ソラ 前橋女高 2004 群馬県 4.00 4.00

13 女子 棒高跳 柳川 美空 ヤナガワ ミクウ 前橋育英高 2006 群馬県 4.00 4.00

14 女子 棒高跳 松本 百音 マツモト モネ 明石商高 2003 兵庫県 3.94 3.94

15 女子 棒高跳 南部 珠璃 ナンブ ジュリ 中京大 1998 滋賀県 3.93 4.09

女子 棒高跳 山本 亜希 ヤマモト アキ 大分大 2000 大分県 3.90 3.90 6/12欠場届

16 女子 棒高跳 森田 彩 モリタ アヤ MWU Athletics 1996 大阪府 3.90 3.90

17 女子 棒高跳 所 杏子 トコロ キョウコ ラフィネ陸上部 1996 愛知県 3.90 3.90

18 女子 棒高跳 野志 侑希 ノシ ユウキ コンドーテック 1999 兵庫県 3.90 3.90

19 女子 棒高跳 青柳 唯 アオヤギ ユイ NIFS・SC 1993 鹿児島県 3.90 4.00

20 女子 棒高跳 和田 沙也夏 ワダ サヤカ 日本体育大 1999 埼玉県 3.85 3.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

女子 棒高跳 諸田 祐佳 モロタ ユカ 中央大 2001 群馬県 3.85 3.85 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

女子 棒高跳 水上 真里 ミズカミ マリ 中央大 1999 愛知県 3.85 3.90 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

23 女子 棒高跳 渡邊 南月 ワタナベ ナツキ 日本体育大 2001 愛知県 3.83 3.83 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

女子 棒高跳 杉沼 凜穂 スギヌマ リホ 山形大 2001 山形県 3.83 3.90 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 走幅跳 秦 澄美鈴 ハタ スミレ シバタ工業 1996 兵庫県 6.65 6.65

2 女子 走幅跳 中野 瞳 ナカノ ヒトミ 和食山口 1990 茨城県 6.42 6.44

3 女子 走幅跳 東 祐希 アズマ ユウキ 日本体育大 1999 東京都 6.41 6.41

4 女子 走幅跳 髙良 彩花 コウラ アヤカ 筑波大 2001 兵庫県 6.35 6.44

5 女子 走幅跳 山本 渚 ヤマモト ナギサ 長谷川体育施設 1998 徳島県 6.31 6.31

6 女子 走幅跳 平加 有梨奈 ヒラカ ユリナ ニッパツ 1991 神奈川県 6.29 6.45

7 女子 走幅跳 竹内 真弥 タケウチ マヤ ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 1998 大阪府 6.28 6.28

8 女子 走幅跳 甲斐 好美 カイ コノミ 浦安陸協 1993 千葉県 6.25 6.84

9 女子 走幅跳 嶺村 優 ミネムラ ユウ オリコ 1994 東京都 6.25 6.25

10 女子 走幅跳 小玉 葵水 コダマ アミ 東海大北海道 2000 北海道 6.18 6.18

11 女子 走幅跳 小林 聖 コバヤシ アキラ 岐阜協立大 1999 岐阜県 6.16 6.16

12 女子 走幅跳 白土 茶実 シラト チャミ 横浜国立大 2003 千葉県 6.14 6.14

13 女子 走幅跳 ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル メグ アトレ 1996 東京都 6.11 6.28

14 女子 走幅跳 松田 奈夏 マツダ ナナ 青山学院大 2002 北海道 6.11 6.11

15 女子 走幅跳 吉田 花鈴 ヨシダ カリン 摂津高 2003 大阪府 6.10 6.10

16 女子 走幅跳 村上 南帆 ムラカミ ミナホ HCS 1998 福岡県 6.10 6.16

17 女子 走幅跳 吉岡 美玲 ヨシオカ ミレイ 筑波大 2000 石川県 6.10 6.11

18 女子 走幅跳 藤山 有希 フジヤマ ユウキ 日本体育大 2001 神奈川県 6.10 6.20

19 女子 走幅跳 竹元 咲 タケモト サキ 筑波大 2003 鹿児島県 6.09 6.09

20 女子 走幅跳 栗原 理沙 クリハラ リサ 日本大 1998 東京都 6.06 6.06

21 女子 走幅跳 末永 成美 スエナガ ナルミ 鹿児島銀行 1994 鹿児島県 6.05 6.24 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

女子 走幅跳 五百蔵 美希 イオロイ ミキ 日本大 2000 高知県 6.05 6.05 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 三段跳 河合 栞奈 カワイ カンナ メイスンワーク 1997 東京都 13.65 13.65

2 女子 三段跳 剱持 早紀 ケンモチ サキ 長谷川体育施設 1994 山梨県 13.42 13.42

3 女子 三段跳 森本 麻里子 モリモト マリコ 内田建設AC 1995 東京都 13.32 13.32

4 女子 三段跳 髙島 真織子 タカシマ マオコ 福岡大 1999 兵庫県 13.04 13.04

5 女子 三段跳 田上 陽菜 タガミ ヒナ ﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂ 1998 大阪府 13.03 13.03

6 女子 三段跳 内山 咲良 ウチヤマ サクラ 東京大 1997 東京都 13.00 13.00

7 女子 三段跳 船田 茜理 フナダ アカリ 武庫川女子大 2000 兵庫県 12.99 12.99

8 女子 三段跳 中野 瞳 ナカノ ヒトミ 和食山口 1990 茨城県 12.96 13.00

9 女子 三段跳 宮坂 楓 ミヤサカ カエデ ニッパツ 1992 神奈川県 12.95 13.52

10 女子 三段跳 髙良 彩花 コウラ アヤカ 筑波大 2001 兵庫県 12.93 12.93

11 女子 三段跳 坂本 絵梨 サカモト エリ 日本室内 1990 東京都 12.92 13.17

12 女子 三段跳 中津川 亜月 ナカツガワ アヅキ 横浜国立大 2001 静岡県 12.90 12.90

13 女子 三段跳 山下 桐子 ヤマシタ トウコ 筑波大 1999 福島県 12.79 12.79

14 女子 三段跳 鞍田 沙耶佳 クラタ サヤカ 駿河台大 2001 石川県 12.73 12.73

15 女子 三段跳 喜田 愛以 キダ メイ ミライトテクノ 1988 兵庫県 12.70 13.07

16 女子 三段跳 浅野 紗弥香 アサノ サヤカ とうがくTC 1996 愛知県 12.66 12.66

1 女子 砲丸投 郡 菜々佳 コオリ ナナカ 九州共立大 1997 大阪府 16.23 16.57

2 女子 砲丸投 大野 史佳 オオノ フミカ 埼玉大 2000 埼玉県 16.04 16.04

3 女子 砲丸投 尾山 和華 オヤマ ホノカ 今村病院 1999 佐賀県 15.51 15.78

4 女子 砲丸投 髙橋 由華 タカハシ ユカ 九州共立大 1997 新潟県 15.47 15.47

5 女子 砲丸投 小山田 芙由子 オヤマダ フユコ 日本大 2001 東京都 15.46 15.46
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6 女子 砲丸投 廣島 愛亜梨 ヒロシマ メアリ 日本大 2002 大阪府 14.76 15.17

7 女子 砲丸投 久保田 亜由 クボタ アユ 九州共立大 2001 北海道 14.75 14.75

8 女子 砲丸投 大迫 晴香 オオサコ ハルカ 国士舘大 2001 神奈川県 14.64 14.64

9 女子 砲丸投 進堂 りか シンドウ リカ 九州共立大 1999 大阪府 14.61 15.21

10 女子 砲丸投 秋田 茜 アキタ アカネ 鴻ﾉ池SC 1998 奈良県 14.58 14.58

11 女子 砲丸投 山本 遥 ヤマモト ハルカ 三観陸協 1996 香川県 14.50 14.69

12 女子 砲丸投 奥山 琴未 オクヤマ コトミ 岡山商大附高 2004 岡山県 14.44 14.44

13 女子 砲丸投 川口 由眞 カワグチ ユマ 生光学園高 2004 徳島県 14.37 14.37

14 女子 砲丸投 岩本 真波 イワモト マナミ 大阪体育大 2001 奈良県 14.31 14.31

15 女子 砲丸投 秋山 愛莉 アキヤマ アイリ 福岡大 2001 静岡県 14.30 14.94

16 女子 砲丸投 齋藤 友里 サイトウ ユリ サンヨーホーム 1997 茨城県 14.21 15.18

17 女子 砲丸投 大谷 夏稀 オオタニ ナツキ 福岡大 2000 大分県 14.13 14.23 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

18 女子 砲丸投 大知里 歩美 オオチリ アユミ 新潟医療福祉大 2000 福島県 14.08 14.08 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

19 女子 砲丸投 松下 ちひろ マツシタ チヒロ 国士舘大 1999 埼玉県 14.01 14.01 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 円盤投 郡 菜々佳 コオリ ナナカ 九州共立大 1997 大阪府 59.03 59.03

2 女子 円盤投 齋藤 真希 サイトウ マキ 東京女子体育大 2001 山形県 55.53 55.53

3 女子 円盤投 辻川 美乃利 ツジカワ ミノリ 内田洋行AC 1995 東京都 54.46 54.46

4 女子 円盤投 川口 紅音 カワグチ アカネ 第一学院高教 1998 東京都 52.30 52.30

5 女子 円盤投 藤森 夏美 フジモリ ナツミ 福井県スポ協 1995 福井県 51.62 52.97

6 女子 円盤投 半田 水晶 ハンダ ミズキ 筑波大 1997 群馬県 51.30 51.30

7 女子 円盤投 荒野 幸帆 アラノ ユキホ 日本体育大 1999 富山県 51.00 51.00

8 女子 円盤投 山本 実果 ヤマモト ミカ コンドーテック 1994 兵庫県 50.51 50.51

9 女子 円盤投 清水 麻衣 シミズ マイ 株式会社アサイ 1996 滋賀県 49.69 49.69

10 女子 円盤投 平野 優花 ヒラノ ユウカ 日本体育大 1999 愛知県 49.21 49.21

11 女子 円盤投 アヒンバレ ティナ アヒンバレ ティナ 筑波大 1999 兵庫県 48.28 48.28

12 女子 円盤投 安達 芽衣 アダチ メイ 日本体育大 2000 埼玉県 48.20 48.20

13 女子 円盤投 城間 歩和 シロマ ホノカ 九州共立大 2000 沖縄県 48.10 48.10

14 女子 円盤投 中田 恵莉子 ナカタ エリコ 四国大AC 1992 徳島県 47.91 53.21

15 女子 円盤投 大迫 晴香 オオサコ ハルカ 国士舘大 2001 神奈川県 47.73 47.73

16 女子 円盤投 近藤 沙南 コンドウ サナ 中京大 1999 愛知県 47.51 47.51

17 女子 円盤投 川勝 彩矢 カワカツ サヤ 九州共立大 2000 京都府 47.48 47.48 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

18 女子 円盤投 岡本 光生 オカモト ミウ 東京女子体育大 2000 宮崎県 46.75 48.41 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

19 女子 円盤投 新井 真理彩 アライ マリア 九州共立大 2000 新潟県 46.69 46.69 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 女子 円盤投 西山 藍那 ニシヤマ ランナ 筑波大 2001 北海道 46.58 46.58 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

21 女子 円盤投 垣立 麻帆 カキダチ マホ 九州共立大 2000 滋賀県 46.33 46.33 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

22 女子 円盤投 敷本 愛 シキモト アイ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1983 新潟県 46.29 46.29 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

23 女子 円盤投 髙木 智帆 タカキ チホ 四国大 1999 徳島県 46.27 46.27 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 ハンマー投 渡邊 茜 ワタナベ アカネ 丸和運輸機関 1991 福岡県 65.49 66.79

2 女子 ハンマー投 村上 来花 ムラカミ ライカ 弘前実業高 2004 青森県 62.88 62.88

3 女子 ハンマー投 勝山 眸美 カツヤマ ヒトミ オリコ 1994 東京都 62.47 65.32

4 女子 ハンマー投 小舘 充華 コダテ ミハル 染めQ 1998 茨城県 61.87 61.87

5 女子 ハンマー投 松島 成美 マツシマ ナルミ 国際武道大 2000 静岡県 59.43 59.43

6 女子 ハンマー投 藤本 咲良 フジモト サラ コンドーテック 1998 兵庫県 59.25 59.50

7 女子 ハンマー投 渡邉 ももこ ワタナベ モモコ 筑波大 2000 福井県 59.21 60.49

8 女子 ハンマー投 高橋 沙湖 タカハシ サコ 大阪体育大 1997 秋田県 58.65 58.65

9 女子 ハンマー投 関口 清乃 セキグチ キヨノ 栃木スポ協 1997 栃木県 58.41 60.89

10 女子 ハンマー投 勝冶 玲海 カツヤ レミ 九州共立大 2001 広島県 58.05 58.05

11 女子 ハンマー投 エパサカ テレサ エパサカ テレサ 新潟医療福祉大 2000 兵庫県 58.05 58.05

12 女子 ハンマー投 佐藤 若菜 サトウ ワカナ 三重県スポ協 1988 三重県 57.99 61.07

13 女子 ハンマー投 谷内 佳那 タニウチ カナ 九州共立大 1999 兵庫県 57.64 57.64

14 女子 ハンマー投 奥村 梨里佳 オクムラ リリカ 九州共立大 2001 奈良県 57.23 57.23

15 女子 ハンマー投 濱田 恵里奈 ハマダ エリナ スカイ　ワン 1997 鹿児島県 56.90 59.68

16 女子 ハンマー投 多田 一葉 タダ カズハ まなびや園 1996 鳥取県 56.82 56.82

17 女子 ハンマー投 菊池 美緒 キクチ ミオ 福岡大 2000 宮城県 56.73 56.73 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

18 女子 ハンマー投 吉川 奈緒 ヨシカワ ナオ 奈良陸協 1995 奈良県 56.61 58.28 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

19 女子 ハンマー投 白木 七星 シラキ ナナセ 岐阜協立大 1999 岐阜県 56.19 56.19 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

20 女子 ハンマー投 東 澪 ヒガシ ミオ ろけっと団 1996 三重県 56.10 56.10 出場不可　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

1 女子 やり投 北口 榛花 キタグチ ハルカ JAL 1998 東京都 66.00 66.00

2 女子 やり投 佐藤 友佳 サトウ ユカ ニコニコのり 1992 大阪府 62.88 62.88

3 女子 やり投 上田 百寧 ウエダ モモネ 福岡大 1999 福岡県 61.75 61.75

4 女子 やり投 山下 実花子 ヤマシタ ミカコ 九州共立大 1997 京都府 59.30 59.94

5 女子 やり投 右代 織江 ウシロ オリエ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1990 新潟県 59.16 59.16

6 女子 やり投 奈良岡 翠蘭 ナラオカ ミラン 日本大 2001 青森県 58.87 58.87

7 女子 やり投 斉藤 真理菜 サイトウ マリナ スズキ 1995 静岡県 58.68 62.37



第105回日本陸上競技選手権大会　エントリーリスト 公益財団法人日本陸上競技連盟

2021年6月15日時点　2回目の更新後

エントリー種目 競技者名 競技者名カナ 所属 生年 都道府県 資格記録 自己ベスト 備考

8 女子 やり投 長 麻尋 オサ マヒロ 国士舘大 1999 和歌山県 58.57 58.57

9 女子 やり投 武本 紗栄 タケモト サエ 大阪体育大 1999 兵庫県 58.98 58.98

10 女子 やり投 宮下 梨沙 ミヤシタ リサ Y-TORE 1984 長崎県 57.91 60.86

11 女子 やり投 山元 祐季 ヤマモト ユウキ 九州共立大 2000 鹿児島県 57.47 57.47

12 女子 やり投 西村 莉子 ニシムラ リコ 三菱電機 1993 兵庫県 56.75 56.75

13 女子 やり投 久世 生宝 クゼ キホウ コンドーテック 1995 兵庫県 56.34 58.98

14 女子 やり投 村上 碧海 ムラカミ アオイ 西条農高 2004 広島県 54.72 54.72

15 女子 やり投 山内 愛 ヤマウチ アイ 長谷川体育施設 1994 兵庫県 54.67 58.76

16 女子 やり投 桑添 友花 クワゾエ トモカ 日本栄養給食協 1999 栃木県 54.35 56.86



第105回日本陸上競技選手権大会

パラ種目　4×100mユニバーサルリレー　※オープン種目

ユニバーサルリレーとは

日本記録

48.14 2019年

JAPAN　A

BibNo. クラス 性別 競技者名 競技者名カナ 所属

澤田　優蘭 サワダ　ウラン マッシュスポーツラボ

401 T64 男子 大島　健吾 オオシマ　ケンゴ 名古屋学院大

402 T64 女子 井谷　俊介 イタニ　シュンスケ SMBC日興証券

403 T38 男子 高松　佑圭 タカマツ　ユカ ローソン

404 T54 男子 生馬　知季 イコマ　トモキ WORLD AC

405 T54 男子 鈴木　朋樹 スズキ　トモキ トヨタ自動車

JAPAN B

BibNo. クラス 性別 競技者名 競技者名カナ 所属

406 T12 男子 山路　竣哉 ヤマジ　シュンヤ LINE

407 T47 女子 辻　沙絵 ツジ　サエ 日本体育大

408 T36 男子 松本　武尊 マツモト　タケル AC KITA

409 T54 女子 村岡　桃佳 ムラオカ　モモカ トヨタ自動車

障がいの種類が異なる４名の選手がバトンではなくタッチで次の走者につなぐ。

男女２名ずつでメンバーを構成。各カテゴリーで最も障がいの軽いクラスの選手は最大２

名まで。走順ごとに該当クラスが決まっており、走第１走者は視覚障がい、第２走者は切

断・機能障がい、第３走者は立位の脳性まひ、第４走者は車いす。

男女の走順などチームによって異なる戦術も見どころ。

澤田　優蘭・井谷俊介・高松　佑圭・生馬知季(日本)

ガイドランナー：塩川竜平
女子T12400



第37回U20日本陸上競技選手権大会　エントリーリスト 公益財団法人日本陸上競技連盟

2021年6月15日時点

エントリー種目 競技者名 競技者名カナ 所属 生年 都道府県 資格記録 自己ベスト 備考

1 男子 100m 守 祐陽 モリ ユウヒ 市立船橋高 2003 千葉県 10.38 10.38

2 男子 100m 三輪 颯太 ミワ ソウタ 慶應義塾大 2002 埼玉県 10.39 10.39

3 男子 100m マデロ ケンジ マデロ ケンジ 城西大 2002 栃木県 10.42 10.42

4 男子 100m 岡田 寛人 オカダ ヒロト 関西大 2002 広島県 10.43 10.43

5 男子 100m 高木 陸 タカギ リク 順天堂大 2002 茨城県 10.46 10.46

6 男子 100m 三井 一輝 ミツイ カズキ 春日部高 2003 埼玉県 10.47 10.47

7 男子 100m 山下 昌峻 ヤマシタ マサタカ 鹿屋体育大 2002 佐賀県 10.48 10.48

8 男子 100m 井上 瑞葵 イノウエ ミズキ 順天堂大 2003 鳥取県 10.48 10.48

9 男子 100m 藤井 和寿 フジイ カズトシ 中央大 2002 神奈川県 10.49 10.49

10 男子 100m 藤原 寛人 フジワラ ヒロト 中央大 2003 千葉県 10.49 10.49

11 男子 100m 並木 乃聖 ナミキ ダイセイ 法政大 2002 群馬県 10.50 10.50

12 男子 100m 加藤 慎之介 カトウ シンノスケ 東海大 2002 岐阜県 10.51 10.51

13 男子 100m 前田 夏輝 マエダ ナツキ 立教大 2002 千葉県 10.51 10.51

14 男子 100m 島田 開伸 シマダ カイシン 早稲田大 2002 静岡県 10.51 10.51

15 男子 100m 池下 航和 イケシタ コウワ 環太平洋大 2003 宮崎県 10.52 10.52

16 男子 100m 田中 翔大 タナカ ショウタ 佐賀工高 2003 佐賀県 10.53 10.53

17 男子 100m 寺澤 大地 テラサワ ダイチ 洛南高 2003 京都府 10.53 10.53

18 男子 100m 鷹 祥永 タカ ショウエイ 中央大 2002 北海道 10.53 10.43

19 男子 100m 服部 冴汰郎 ハットリ コタロウ 東洋大 2003 北海道 10.53 10.53

20 男子 100m 久家 大和 クゲ ヒロカズ 日本大 2002 高知県 10.53 10.53

21 男子 100m 田原 蓮 タハラ レン 法政大 2002 新潟県 10.54 10.54

22 男子 100m 立岡 駿 タチオカ シュン 川薩清修館高 2003 鹿児島県 10.55 10.55

23 男子 100m 長澤 蒼馬 ナガサワ ソウマ 城西大 2002 京都府 10.55 10.55

24 男子 100m 大木 祥太朗 オオキ ショウタロウ 千葉黎明高 2003 千葉県 10.55 10.55

1 男子 200m 重谷 大樹 シゲタニ ヒロキ 東洋大 2002 福岡県 20.85 20.85 ｼﾆｱ　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

2 男子 200m 田原 蓮 タハラ レン 法政大 2002 新潟県 20.86 20.86 ｼﾆｱ　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

3 男子 200m 三輪 颯太 ミワ ソウタ 慶應義塾大 2002 埼玉県 20.88 20.88

4 男子 200m 島田 開伸 シマダ カイシン 早稲田大 2002 静岡県 21.01 21.01

5 男子 200m 三田寺 虎琉 ミタデラ タケル 日本大 2002 千葉県 21.08 21.08

6 男子 200m 西尾 晃太 ニシオ コウタ 近畿大 2002 兵庫県 21.13 21.13

7 男子 200m 木下 祐一 キノシタ ユウイチ 法政大 2002 京都府 21.13 21.13

8 男子 200m 加藤 慎之介 カトウ シンノスケ 東海大 2002 岐阜県 21.15 21.15

9 男子 200m 前田 夏輝 マエダ ナツキ 立教大 2002 千葉県 21.15 21.15

10 男子 200m 鈴木 大河 スズキ タイガ 日本大 2002 愛知県 21.18 21.18

11 男子 200m 髙須 楓翔 タカス フウト 成田高高 2004 千葉県 21.18 21.18

12 男子 200m 山下 遥也 ヤマシタ ハルヤ 市立船橋高 2005 千葉県 21.19 21.19

13 男子 200m 池下 航和 イケシタ コウワ 環太平洋大 2003 宮崎県 21.20 21.20

14 男子 200m 守 祐陽 モリ ユウヒ 市立船橋高 2003 千葉県 21.21 21.21

15 男子 200m 藤原 寛人 フジワラ ヒロト 中央大 2003 千葉県 21.21 21.21

16 男子 200m 平野 暁大 ヒラノ アキヒロ 東海大望洋高 2003 千葉県 21.26 21.26

男子 200m 中村 光太郎 ナカムラ コウタロウ 城西大 2002 千葉県 21.29 21.29 6/15欠場届

17 男子 200m 谷藤 海友 タニフジ カイト 豊川高 2004 愛知県 21.30 21.30

18 男子 200m 海老澤 蓮 エビサワ レン 順天堂大 2002 千葉県 21.30 21.30

19 男子 200m 井之上 駿太 イノウエ シュンタ 法政大 2002 京都府 21.31 21.31

20 男子 200m 舘野 峻輝 タテノ シュンキ 中京大中京高 2003 愛知県 21.32 21.32

21 男子 200m 高杉 時史 タカスギ トキフミ 日本大 2002 岩手県 21.33 21.33

22 男子 200m 濱田 澪 ハマダ レイ 関西大 2003 大阪府 21.35 21.27

23 男子 200m 山田 雄大 ヤマダ ユウダイ 大阪高 2003 大阪府 21.35 21.35

1 男子 400m 菅野 航平 カンノ コウヘイ 筑波大 2002 宮城県 46.88 46.88

2 男子 400m 稲川 慧亮 イナガワ ケイスケ 中央大 2002 愛知県 47.16 47.16

3 男子 400m 山下 譲尊 ヤマシタ マサタカ 福岡大 2002 佐賀県 47.21 47.21

4 男子 400m 石谷 心路 イシタニ ココロ 国際武道大 2002 岡山県 47.21 47.21

5 男子 400m 木下 祐一 キノシタ ユウイチ 法政大 2002 京都府 47.24 46.55

6 男子 400m 鈴木 大翼 スズキ オオスケ 新潟明訓高 2003 新潟県 47.26 47.26

7 男子 400m 町田 怜央 マチダ レオ 日大東北高 2003 福島県 47.39 47.39

8 男子 400m 新垣 颯斗 シンガキ ハヤト 東洋大 2002 愛知県 47.48 47.48

9 男子 400m 吉木 翼 ヨシキ ツバサ 東葛飾高 2003 千葉県 47.50 47.50

10 男子 400m 西山 雄志 ニシヤマ ユウシ 東福岡高 2003 福岡県 47.58 47.58

11 男子 400m 葛西 蔵輝 カサイ クラキ 順天堂大 2002 青森県 47.60 47.60

12 男子 400m 喜代田 悠輝 キヨタ ユウキ 龍谷大 2002 大阪府 47.62 47.62

13 男子 400m 日高 裕喜人 ヒダカ ユキト 城西高 2003 東京都 47.63 47.63

14 男子 400m 森本 錬 モリモト レン 比叡山高 2003 滋賀県 47.63 47.63

15 男子 400m 松井 健斗 マツイ ケント 関西大 2002 大阪府 47.66 47.66



第37回U20日本陸上競技選手権大会　エントリーリスト 公益財団法人日本陸上競技連盟

2021年6月15日時点

エントリー種目 競技者名 競技者名カナ 所属 生年 都道府県 資格記録 自己ベスト 備考

16 男子 400m 眞々田 洸大 ママダ コウダイ 早稲田大 2002 千葉県 47.69 47.69

1 男子 800m 二見 優輝 フタミ ユウキ 筑波大 2002 長野県 1.49.19 1.49.19

2 男子 800m 佐藤 主理 サトウ シュリ 鹿屋体育大 2003 大分県 1.50.24 1.50.24

3 男子 800m 東 秀太 アヅマ シュウタ 三田松聖高 2003 兵庫県 1.50.82 1.50.82

4 男子 800m 前田 陽向 マエダ ヒナタ 洛南高 2003 京都府 1.50.97 1.50.97

5 男子 800m 小瀬 堅大 コセ ケンタ 川口市立高 2004 埼玉県 1.51.31 1.51.31

6 男子 800m 石元 潤樹 イシモト ジュンキ 日本大 2002 高知県 1.51.31 1.50.75

7 男子 800m 後田 築 ウシロダ キズク 創成館高 2004 長崎県 1.51.51 1.51.51

8 男子 800m 久田 朔 ヒサダ ハジメ 桜宮高 2003 大阪府 1.51.57 1.51.57

9 男子 800m 大楢 龍輝 オオナラ リュウキ 健大高崎高 2003 群馬県 1.51.62 1.51.62

10 男子 800m 北村 魁士 キタムラ カイシ 市立柏高 2003 千葉県 1.51.94 1.51.94

11 男子 800m 髙嶋 荘太 タカシマ ソウタ 中京大中京高 2003 愛知県 1.51.97 1.51.97

12 男子 800m 中津 瑛斗 ナカツ アキト 大府東高 2004 愛知県 1.52.10 1.52.10

13 男子 800m 野口 遥斗 ノグチ ハルト 鹿島学園高 2004 茨城県 1.52.27 1.52.27

14 男子 800m 藤井 穂高 フジイ ホダカ 岐阜協立大 2002 岐阜県 1.52.32 1.52.32

15 男子 800m 末留 颯楽 スエトメ ソラ 智辯カレッジ高 2003 奈良県 1.52.40 1.52.40

16 男子 800m 服部 由弥 ハットリ ユウヤ 法政二高 2004 神奈川県 1.52.42 1.52.42

17 男子 800m 鷲岡 謙 ワシオカ ケン 渥美農高 2003 愛知県 1.52.44 1.52.44

18 男子 800m 大竹 爾喜 オオタケ ニキ 立教池袋高 2004 東京都 1.52.49 1.52.49

19 男子 800m 丹治 光太郎 タンジ コウタロウ 米原高 2004 滋賀県 1.52.51 1.52.51

20 男子 800m 細川 陸 ホソカワ リク 日本大 2002 静岡県 1.52.58 1.52.58

21 男子 800m 深田 陸斗 フカタ リクト 中京大 2002 三重県 1.52.60 1.52.60

22 男子 800m 佐倉 由樹 サクラ ヨシキ 川口市立高 2003 埼玉県 1.52.60 1.52.60

1 男子 1500m 山林 レオ ヤマバヤシ レオ 上武大 2002 東京都 3.45.88 3.45.88

2 男子 1500m 新井 晴文 アライ ハルフミ 明治大 2002 東京都 3.47.08 3.47.08

3 男子 1500m 吉居 駿恭 ヨシイ シュンスケ 仙台育英高 2003 宮城県 3.47.35 3.47.35

4 男子 1500m 片山 宗哉 カタヤマ ソウヤ 青山学院大 2002 愛知県 3.47.58 3.47.58

5 男子 1500m 中野 倫希 ナカノ トモキ 中央大 2002 愛知県 3.47.90 3.47.90

6 男子 1500m 山口 智規 ヤマグチ トモノリ 学法石川高 2003 福島県 3.48.06 3.48.06

7 男子 1500m 大島 史也 オオシマ フミヤ 専修大松戸高 2003 千葉県 3.48.28 3.48.28

8 男子 1500m 栗原 直央 クリハラ ナオ 城西大 2002 東京都 3.48.57 3.48.57

9 男子 1500m 栁本 匡哉 ヤナギモト マサヤ 早稲田大 2002 愛知県 3.48.62 3.46.23

10 男子 1500m 三潟 憲人 ミカタ ケント 國學院大 2002 静岡県 3.48.74 3.48.74

11 男子 1500m 堀 颯介 ホリ ソウスケ 仙台育英高 2003 宮城県 3.49.57 3.49.57

12 男子 1500m 後田 築 ウシロダ キズク 創成館高 2004 長崎県 3.49.62 3.49.62

13 男子 1500m 青木 瑠郁 アオキ ルイ 健大高崎高 2004 群馬県 3.49.74 3.49.74

14 男子 1500m 髙嶋 荘太 タカシマ ソウタ 中京大中京高 2003 愛知県 3.50.17 3.50.17

15 男子 1500m 稲山 太郎 イナヤマ タロウ 関西学院大 2003 兵庫県 3.50.41 3.50.41

16 男子 1500m 松本 颯真 マツモト ソウマ 伊賀白鳳高 2003 三重県 3.50.54 3.50.54

17 男子 1500m 林 晃耀 ハヤシ コウヨウ 城西大 2003 福島県 3.50.62 3.50.62

18 男子 1500m 塩原 匠 シオバラ タクミ 東京農大二高 2004 群馬県 3.50.94 3.50.94

19 男子 1500m 大場 崇義 オオバ タカヨシ 上伊那農高 2005 長野県 3.51.02 3.51.02

20 男子 1500m 櫻井 一夏 サクライ ヒトカ 洛南高 2004 京都府 3.51.05 3.51.05

21 男子 1500m 吉田 海渡 ヨシダ カイト 筑波大 2002 岩手県 3.51.20 3.51.20

22 男子 1500m 兵藤 ジュダ ヒョウドウ ジュダ 東海大翔洋高 2003 静岡県 3.51.24 3.51.24

23 男子 1500m 久田 朔 ヒサダ ハジメ 桜宮高 2003 大阪府 3.51.25 3.51.25

24 男子 1500m 帰山 侑大 キヤマ ユウダイ 樹徳高 2003 群馬県 3.51.26 3.51.26

1 男子 3000m 石原 翔太郎 イシハラ ショウタロウ 東海大 2002 岡山県 7.58.26 7.58.26

2 男子 3000m 喜早 駿介 キソウ シュンスケ 東海大 2002 宮城県 8.08.22 8.08.22

3 男子 3000m 阿部 陽樹 アベ ハルキ 中央大 2002 山口県 8.10.06 8.10.06

4 男子 3000m 篠原 寛 シノハラ カン 中央学院高 2003 千葉県 8.10.92 8.10.92

5 男子 3000m 植阪 嶺児 ウエサカ レイジ 智辯カレッジ高 2004 奈良県 8.15.01 8.15.01

6 男子 3000m 梶谷 優斗 カジタニ ユウト 東海大 2002 滋賀県 8.18.78 8.18.78

7 男子 3000m 佐藤 蓮 サトウ レン 仙台育英高 2005 宮城県 8.19.09 8.19.09

8 男子 3000m 大島 史也 オオシマ フミヤ 専修大松戸高 2003 千葉県 8.19.27 8.19.27

9 男子 3000m 東原 豪輝 ヒガシハラ ゴウキ 明治大 2002 大阪府 8.19.82 8.19.82

10 男子 3000m 大内 瞬 オオウチ シュン 水城高 2003 茨城県 8.20.40 8.20.40

11 男子 3000m 井坂 佳亮 イサカ ケイスケ 水城高 2004 茨城県 8.20.9 8.20.9

12 男子 3000m 田中 純 タナカ ジュン 城西高 2004 東京都 8.21.25 8.21.25

13 男子 3000m 平島 龍斗 ヒラシマ リュウト 相洋高 2003 神奈川県 8.21.37 8.21.37

14 男子 3000m 水野 龍志 ミズノ タツユキ 東海大 2002 宮崎県 8.21.74 8.21.74

15 男子 3000m 石岡 大侑 イシオカ ヒロユキ 出水中央高 2003 鹿児島県 8.21.85 8.21.85

16 男子 3000m 鈴木 耕太郎 スズキ コウタロウ 國學院久我山高 2004 東京都 8.21.96 8.21.96
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17 男子 3000m 根本 憲佑 ネモト ケンスケ 水城高 2005 茨城県 8.22.04 8.22.04

18 男子 3000m 重山 弘徳 シゲヤマ ヒロノリ 西京高 2004 山口県 8.22.47 8.22.47

19 男子 3000m 大津 勇人 オオツ ユウト 水城高 2003 茨城県 8.22.54 8.22.54

20 男子 3000m 須山 向陽 スヤマ ヒナタ 鹿児島城西高 2003 鹿児島県 8.22.55 8.22.55

21 男子 3000m 脇 健斗 ワキ タケト 環太平洋大 2002 香川県 8.23.0 8.23.0

22 男子 3000m 樫村 将矢 カシムラ マサヤ 水城高 2003 茨城県 8.23.1 8.23.1

23 男子 3000m 越 陽汰 コシ ハルタ 東海大 2002 長野県 8.23.26 8.23.26

24 男子 3000m 山本 樹 ヤマモト イツキ 専修大松戸高 2003 千葉県 8.23.30 8.23.30

25 男子 3000m 佐野 拓実 サノ タクミ 中央大 2002 京都府 8.23.45 8.23.45

26 男子 3000m 木島 陸 キジマ リク 相洋高 2004 神奈川県 8.23.55 8.23.55

27 男子 3000m 松本 颯真 マツモト ソウマ 伊賀白鳳高 2003 三重県 8.23.66 8.23.66

28 男子 3000m 倉本 晃羽 クラモト コウハ 伊賀白鳳高 2004 三重県 8.23.75 8.23.75

29 男子 3000m 髙橋 海童 タカハシ ミドウ 仙台育英高 2004 宮城県 8.23.76 8.23.76

30 男子 3000m 森田 健伸 モリタ ケンシン 武蔵越生高 2004 埼玉県 8.23.91 8.23.91

31 男子 3000m 帰山 侑大 キヤマ ユウダイ 樹徳高 2003 群馬県 8.23.93 8.23.93

32 男子 3000m 島田 拓 シマダ タク 明治大 2002 北海道 8.24.26 8.24.26

33 男子 3000m 黒岩 勇禅 クロイワ ユウゼン 武蔵越生高 2003 埼玉県 8.24.54 8.24.54

1 男子 5000m 若林 宏樹 ワカバヤシ ヒロキ 青山学院大 2002 京都府 13.41.32 13.41.32

2 男子 5000m 鶴川 正也 ツルカワ マサヤ 青山学院大 2002 熊本県 13.43.96 13.43.96

3 男子 5000m 徳丸 寛太 トクマル カンタ 東海大 2003 神奈川県 13.48.59 13.48.59

4 男子 5000m 野村 昭夢 ノムラ アキム 青山学院大 2002 鹿児島県 13.48.83 13.48.83

5 男子 5000m 山本 歩夢 ヤマモト アユム 國學院大 2002 福岡県 13.48.89 13.48.89

6 男子 5000m 辻 文哉 ツジ フミヤ 早稲田大 2002 東京都 13.49.31 13.49.31

7 男子 5000m 喜早 駿介 キソウ シュンスケ 東海大 2002 宮城県 13.53.42 13.53.42

8 男子 5000m 越 陽汰 コシ ハルタ 東海大 2002 長野県 13.53.77 13.53.77

9 男子 5000m 太田 蒼生 オオタ アオイ 青山学院大 2002 福岡県 13.55.74 13.55.74

男子 5000m 上原 琉翔 ウエハラ リュウト 北山高 2003 沖縄県 13.56.84 13.56.84 6/15欠場

10 男子 5000m 甲斐 涼介 カイ リョウスケ 明治大 2002 宮崎県 13.58.86 13.58.86

11 男子 5000m 緒方 澪那斗 オガタ レナト 市立船橋高 2004 千葉県 13.59.31 13.59.31

12 男子 5000m 新谷 紘ノ介 シンタニ コウノスケ 明治大 2003 広島県 13.59.32 13.59.32

13 男子 5000m 荒巻 朋煕 アラマキ トモキ 大牟田高 2003 福岡県 14.01.46 14.01.46

14 男子 5000m 東海林 宏一 ショウジ コウイチ 中央大 2002 山形県 14.01.97 14.01.97

15 男子 5000m 島田 拓 シマダ タク 明治大 2002 北海道 14.02.41 14.02.41

16 男子 5000m 新本 駿 シンモト シュン 山梨学院大 2002 山梨県 14.02.46 14.02.46

17 男子 5000m 西 優斗 ニシ ユウト 宮崎日大高 2003 宮崎県 14.03.11 14.03.11

18 男子 5000m 白石 光星 シライシ コウセイ 青山学院大 2002 東京都 14.03.59 14.03.59

19 男子 5000m 東原 豪輝 ヒガシハラ ゴウキ 明治大 2002 大阪府 14.03.73 14.03.73

20 男子 5000m 山平 怜生 ヤマヒラ レイ 中央大 2002 宮城県 14.04.18 14.04.18

21 男子 5000m 綾 一輝 アヤ カズキ 八千代松陰高 2004 千葉県 14.04.99 14.04.99

1 男子 110mJH 西 徹朗 ニシ テツロウ 名古屋高高 2004 愛知県 13.68 13.68

2 男子 110mJH 丸山 壮 マルヤマ ソウ 筑波大 2002 京都府 13.72 13.72

3 男子 110mJH 長田 一晟 ナガタ イッセイ 近畿大工業高専 2002 三重県 13.77 13.77

4 男子 110mJH 近藤 翠月 コンドウ ミヅキ 東海大 2003 新潟県 13.85 13.85

5 男子 110mJH 豊田 兼 トヨダ ケン 慶應義塾大 2002 東京都 13.91 13.91

6 男子 110mJH 小池 綾 コイケ リョウ 大塚高 2003 大阪府 14.18 14.18

7 男子 110mJH 岩井 章太郎 イワイ ショウタロウ 慶應義塾大 2002 京都府 14.21 14.21

8 男子 110mJH 大村 一斗 オオムラ カズト 関西学院大 2002 大阪府 14.26 14.26

9 男子 110mJH 鹿田 真翔 シカタ マコト 四学香川西高 2003 香川県 14.32 14.32

10 男子 110mJH 太田 彪真 オオタ ヒョウマ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 2002 滋賀県 14.33 14.33

11 男子 110mJH 山田 一稀 ヤマダ カズキ 国際武道大 2002 静岡県 14.34 14.34

12 男子 110mJH 松本 望 マツモト ノゾム 洛南高 2003 京都府 14.35 14.35

1 男子 400mH 大村 東輝 オオムラ ハルキ 九州共立大 2002 福岡県 50.60 50.60

2 男子 400mH 菅野 航平 カンノ コウヘイ 筑波大 2002 宮城県 50.67 50.67

3 男子 400mH 内藤 源一郎 ナイトウ ゲンイチロウ 大阪教育大 2002 兵庫県 50.95 50.95

4 男子 400mH 豊田 兼 トヨダ ケン 慶應義塾大 2002 東京都 51.61 51.61

5 男子 400mH 中島 陽基 ナカシマ ハルキ 東福岡高 2004 福岡県 51.67 51.67

6 男子 400mH 鈴木 大河 スズキ タイガ 日本大 2002 愛知県 51.69 51.69

7 男子 400mH 飯牟田 空良 イムタ ソラ 法政大 2002 兵庫県 51.82 51.71

8 男子 400mH 中山 敬太 ナカヤマ ケイタ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 2003 鳥取県 51.86 51.86

9 男子 400mH 新垣 颯斗 シンガキ ハヤト 東洋大 2002 愛知県 52.04 52.04

10 男子 400mH 町田 怜央 マチダ レオ 日大東北高 2003 福島県 52.10 52.10

11 男子 400mH 渡邊 脩 ワタナベ シュウ 十日町高 2003 新潟県 52.18 52.18

12 男子 400mH 森髙 颯治朗 モリタカ ソウジロウ 近畿大 2003 兵庫県 52.24 52.24
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13 男子 400mH 殿山 凌平 トノヤマ リョウヘイ 旭川大学高 2003 北海道 52.29 52.29

14 男子 400mH 織田 篤也 オダ アツヤ 近大附高 2003 大阪府 52.38 52.38

15 男子 400mH 高橋 昂生 タカハシ コウセイ 県立広島高 2003 広島県 52.50 52.50

16 男子 400mH 京竹 泰雅 キョウタケ タイガ 摂津高 2003 大阪府 52.53 52.53

17 男子 400mH 佐竹 結月 サタケ ユヅキ 日大三島高 2003 静岡県 52.60 52.60

18 男子 400mH 幡中 涼太 ハタナカ リョウタ 神戸大 2002 兵庫県 52.66 52.66

19 男子 400mH 原田 響 ハラダ ヒビキ 広島皆実高 2003 広島県 52.68 52.68

20 男子 400mH 小川 大輝 オガワ ダイキ 豊橋南高 2003 愛知県 52.72 52.72

21 男子 400mH 深町 飛太 フカマチ ヒダイ 城西大 2002 福井県 52.18 51.84

1 男子 3000mSC 服部 壮馬 ハットリ ソウマ 順天堂大 2003 京都府 8.48.85 8.48.85 ｼﾆｱ　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

2 男子 3000mSC 分須 尊紀 ワケス タカノリ 日本体育大 2002 埼玉県 8.51.31 8.51.31

3 男子 3000mSC 中山 拓真 ナカヤマ タクマ 青森山田高 2003 青森県 8.56.90 8.56.90

4 男子 3000mSC 黒田 朝日 クロダ アサヒ 玉野光南高 2004 岡山県 8.57.33 8.57.33

5 男子 3000mSC 窪田 悠人 クボタ ユウト 沼津東高 2003 静岡県 8.59.39 8.59.39

6 男子 3000mSC 中島 阿廉 ナカシマ アレン 黒崎播磨 2002 福岡県 8.59.62 8.59.62

7 男子 3000mSC 山口 翔平 ヤマグチ ショウヘイ 西京高 2003 山口県 9.03.04 9.03.04

8 男子 3000mSC 村上 大樹 ムラカミ ダイキ 山梨学院大 2002 山梨県 9.04.08 9.04.08

9 男子 3000mSC 富永 椋太 トミナガ リョウタ 日本体育大 2002 茨城県 9.04.95 9.04.95

10 男子 3000mSC 大沼 良太郎 オオヌマ リョウタロウ 鹿島学園高 2003 茨城県 9.05.57 9.05.57

11 男子 3000mSC 大嶽 昂士 オオタケ コウシ 伊豆中央高 2003 静岡県 9.05.89 9.05.89

12 男子 3000mSC 山下 唯心 ヤマシタ ユイト 創価大 2002 岐阜県 9.09.32 9.09.32

13 男子 3000mSC 佐藤 光 サトウ ヒカル 皇學館大 2002 長崎県 9.09.83 9.09.83

14 男子 3000mSC 荒木 暉登 アラキ アキト 大牟田高 2003 福岡県 9.10.89 9.10.89

15 男子 3000mSC 児玉 康介 コダマ コウスケ 八千代松陰高 2004 千葉県 9.12.36 9.12.36

16 男子 3000mSC 水野 健太 ミズノ ケンタ 藤枝明誠高 2004 静岡県 9.13.60 9.13.60

17 男子 3000mSC 浪口 毅杜 ナミグチ タケト 純真高 2004 福岡県 9.13.68 9.13.68

18 男子 3000mSC 花岡 寿哉 ハナオカ ヒサヤ 上田西高高 2003 長野県 14.13.71 14.13.71

19 男子 3000mSC 脇 健斗 ワキ タケト 環太平洋大 2002 香川県 14.24.40 14.24.40

20 男子 3000mSC 馬場 賢人 ババ ケント 大牟田高 2003 福岡県 14.24.95 14.24.95

1 男子 走高跳 本田 基偉 ホンダ モトイ 近畿大工業高専 2002 三重県 2.18 2.18

2 男子 走高跳 小林 祐大 コバヤシ ユウダイ 福山平成大 2002 広島県 2.14 2.14

3 男子 走高跳 太田 蒼翔 オオタ アオト 中京大 2002 静岡県 2.14 2.14

4 男子 走高跳 チュクネレ ジョエル優人 チュクネレ ジョエルユウト 八千代松陰高 2004 千葉県 2.14 2.14

5 男子 走高跳 津田 怜 ツダ レン 日本大 2002 大阪府 2.14 2.14

6 男子 走高跳 山中 駿 ヤマナカ シュン 京都大 2002 大阪府 2.12 2.12

7 男子 走高跳 桃田 三四朗 モモタ サンシロウ 四学香川西高 2003 香川県 2.11 2.11

8 男子 走高跳 武政 壮之助 タケマサ ソウノスケ 筑波大 2002 兵庫県 2.10 2.10

9 男子 走高跳 塚本 好陽 ツカモト ヨシハル 浜松商高 2003 静岡県 2.09 2.09

10 男子 走高跳 杉原 哲平 スギハラ テッペイ 福岡大 2002 広島県 2.09 2.09

1 男子 棒高跳 柄澤 智哉 カラサワ トモヤ 日本体育大 2002 群馬県 5.30 5.30 ｼﾆｱ　ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

2 男子 棒高跳 水谷 翼 ミズタニ ツバサ 福岡大 2003 香川県 5.24 5.24

男子 棒高跳 野本 唯人 ノモト ユイト 順天堂大 2002 愛媛県 5.23 5.23 6/12欠場届

3 男子 棒高跳 原口 篤志 ハラグチ アツシ 王寺工高 2003 奈良県 5.21 5.21

4 男子 棒高跳 小林 直樹 コバヤシ ナオキ 日本体育大 2002 東京都 5.11 5.11

5 男子 棒高跳 髙橋 陸人 タカハシ リクト 育英大 2003 群馬県 5.10 5.10

6 男子 棒高跳 山下 哲也 ヤマシタ テツヤ 日本大 2002 静岡県 5.05 5.05

7 男子 棒高跳 篠塚 浩斗 シノツカ ヒロト 成田高高 2004 千葉県 5.02 5.02

8 男子 棒高跳 松井 楓雅 マツイ フウガ 南陽工高 2003 山口県 5.01 5.01

9 男子 棒高跳 宮本 嶺 ミヤモト レイ 埼玉陸協 2002 埼玉県 5.01 5.01

10 男子 棒高跳 野呂 仁人 ノロ ヨシト 関西学院大 2002 三重県 5.00 5.00

11 男子 棒高跳 小暮 七斗 コグレ ナナト 樹徳高 2003 群馬県 5.00 5.00

12 男子 棒高跳 鈴木 勇輝 スズキ ユウキ 国士舘大 2002 静岡県 5.00 5.00

1 男子 走幅跳 北川 凱 キタガワ ガイ 東海大翔洋高 2003 静岡県 7.81 7.81

2 男子 走幅跳 深沢 瑞樹 フカサワ ミズキ 東海大翔洋高 2004 静岡県 7.67 7.67

3 男子 走幅跳 吉良 龍星 キラ リュウセイ 八幡浜高 2003 愛媛県 7.64 7.64

4 男子 走幅跳 浜田 聖也 ハマダ セイヤ 福岡第一高 2003 福岡県 7.59 7.59

5 男子 走幅跳 君島 茉那哉 キミシマ マナヤ 日本大 2002 静岡県 7.58 7.58

6 男子 走幅跳 田中 隆太郎 タナカ リュウタロウ 順天堂大 2002 大阪府 7.53 7.53

7 男子 走幅跳 末盛 巧 スエモリ タク 修道高 2003 広島県 7.50 7.50

8 男子 走幅跳 滝澤 遵併 タキサワ ジュンペイ 盛岡南高 2003 岩手県 7.49 7.49

9 男子 走幅跳 新留 陸 シンドメ リク 国際武道大 2002 鹿児島県 7.49 7.49

10 男子 走幅跳 植木 優太 ウエキ ユウタ 成田高高 2003 千葉県 7.47 7.47

11 男子 走幅跳 吉田 正道 ヨシダ マサミチ 姫路商高 2004 兵庫県 7.45 7.45
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12 男子 走幅跳 村島 佑樹 ムラシマ ユウキ 立命館大 2003 三重県 7.44 7.44

13 男子 走幅跳 戸上 優真 トガミ ユウマ 岐阜協立大 2002 静岡県 7.42 7.42

14 男子 走幅跳 川上 亮磨 カワカミ リョウマ 鹿児島南高校高 2004 鹿児島県 7.41 7.41

15 男子 走幅跳 田中 瑛一 タナカ アキヒト 豊橋南高 2004 愛知県 7.40 7.40

16 男子 走幅跳 松下 凌晟 マツシタ リョウセイ 岐阜協立大 2002 静岡県 7.40 7.40

1 男子 三段跳 廣田 麟太郎 ヒロタ リンタロウ 日本大 2002 長崎県 15.84 15.84

2 男子 三段跳 北川 凱 キタガワ ガイ 東海大翔洋高 2003 静岡県 15.41 15.41

3 男子 三段跳 中村 勇斗 ナカムラ ユウト 鹿屋体育大 2003 鹿児島県 15.31 15.31

4 男子 三段跳 栂尾 鷹兵 トガオ ヨウヘイ 関西学院大 2002 大阪府 15.30 15.30

5 男子 三段跳 末盛 巧 スエモリ タク 修道高 2003 広島県 15.26 15.26

6 男子 三段跳 郷原 拓海 ゴウハラ タクミ 鹿児島南高校高 2003 鹿児島県 15.25 15.25

7 男子 三段跳 常泉 光佑 ツネイズミ コウスケ 市立船橋高 2003 千葉県 15.22 15.22

8 男子 三段跳 イベル ブランドン イベル ブランドン 慶應義塾大 2003 京都府 15.21 15.21

9 男子 三段跳 白濱 稔也 シラハマ トシヤ 板橋高 2003 東京都 15.16 15.16

10 男子 三段跳 島田 ｼﾞｪｲﾁｰﾏ シマダ ジェイチーマ 大阪高 2004 大阪府 15.16 15.16

11 男子 三段跳 西藤 我空 サイトウ ガク びわこｽﾎﾟｰﾂ大 2003 滋賀県 15.15 15.15

1 男子 砲丸投（6.0kg） アツオビン ジェイソン アツオビン ジェイソン 福岡大 2002 大阪府 19.28 19.28

2 男子 砲丸投（6.0kg） 上野 元暉 ウエノ モトキ 日本大 2002 京都府 16.98 16.98

3 男子 砲丸投（6.0kg） 宮崎 剛瑠 ミヤザキ タケル 東海大 2002 岩手県 16.93 16.93

4 男子 砲丸投（6.0kg） 小森 直吏 コモリ スグリ 身延高 2003 山梨県 16.62 16.62

5 男子 砲丸投（6.0kg） 井上 翼 イノウエ ツバサ 東海大 2003 東京都 16.11 16.11

6 男子 砲丸投（6.0kg） 上内 達司 ジョウナイ タツシ 筑波大 2002 香川県 16.07 16.07

7 男子 砲丸投（6.0kg） 山田 斗 ヤマダ アキト 法政二高 2004 神奈川県 15.96 15.96

8 男子 砲丸投（6.0kg） 渡辺 豹冴 ワタナベ ヒョウゴ 開志国際高 2004 新潟県 15.86 15.86

9 男子 砲丸投（6.0kg） 菅沼 慶斗 スガヌマ ケイト 咲くやこの花高 2003 大阪府 15.82 15.82

10 男子 砲丸投（6.0kg） 影田久保 隼人 カゲタクボ ハヤト 水沢第一高 2004 岩手県 15.73 15.73

11 男子 砲丸投（6.0kg） 永井 裕斗 ナガイ ユウト 環太平洋大 2002 兵庫県 15.72 15.72

1 男子 円盤投（1.75kg） 中町 真澄 ナカマチ マスミ 新潟医療福祉大 2002 石川県 53.31 53.31

2 男子 円盤投（1.75kg） 北原 博企 キタハラ ヒロキ 新潟医療福祉大 2002 新潟県 51.93 51.93

3 男子 円盤投（1.75kg） 濱口 泰河 ハマグチ タイガ 日本体育大 2003 三重県 51.06 51.06

4 男子 円盤投（1.75kg） 富永 健心 トミナガ ケンシン 京都産業大 2002 京都府 51.03 51.03

5 男子 円盤投（1.75kg） 森戸 純 モリト ジュン 鉾田二高 2003 茨城県 49.38 49.38

6 男子 円盤投（1.75kg） 坂口 昇大 サカグチ ショウタ 京都産業大 2002 大阪府 49.04 49.04

7 男子 円盤投（1.75kg） 山口 翔輝夜 ヤマグチ トキヤ 社高 2004 兵庫県 48.98 48.98

8 男子 円盤投（1.75kg） 鶴崎 誠 ツルサキ マコト 関西学院大 2002 兵庫県 48.52 48.52

9 男子 円盤投（1.75kg） 足立 琉希 アダチ リュウキ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 2002 京都府 48.28 48.28

10 男子 円盤投（1.75kg） 井上 翼 イノウエ ツバサ 東海大 2003 東京都 48.03 48.03

11 男子 円盤投（1.75kg） 垣本 竜成 カキモト リュウセイ 東海大 2002 岡山県 47.81 47.81

1 男子 ハンマー投（6.0kg） 垂井 祐志 タルイ ユウジ 日本大 2002 香川県 68.25 68.25

2 男子 ハンマー投（6.0kg） 迫田 力哉 サコタ リキヤ 日本大 2002 広島県 67.22 67.22

3 男子 ハンマー投（6.0kg） 小河 彪 オガワ ヒョウ 久居高 2003 三重県 65.21 65.21

4 男子 ハンマー投（6.0kg） 森下 海 モリシタ カイ 大阪体育大 2002 三重県 64.38 64.38

5 男子 ハンマー投（6.0kg） 小島 健誠 コジマ ケンセイ 立命館大 2002 愛知県 63.42 63.42

6 男子 ハンマー投（6.0kg） 小島 諒大 コジマ リョウダイ 名古屋大谷高 2003 愛知県 62.60 62.60

7 男子 ハンマー投（6.0kg） 西岡 大騎 ニシオカ ダイキ 東海大 2002 東京都 62.56 62.56

8 男子 ハンマー投（6.0kg） 政安 和 マサヤス ヤマト 日本体育大 2002 神奈川県 62.35 62.35

9 男子 ハンマー投（6.0kg） 服部 空 ハットリ ソラ 岐阜協立大 2003 岐阜県 61.91 61.91

10 男子 ハンマー投（6.0kg） 佐々木 健介 ササキ ケンスケ 新潟医療福祉大 2002 新潟県 60.87 60.87

11 男子 ハンマー投（6.0kg） 野田 昂汰 ノダ コウタ 明治国際医療大 2002 京都府 60.86 60.86

12 男子 ハンマー投（6.0kg） 中田 ｱﾄﾞﾘｱﾝ勝 ナカタ アドリアンマサル 大阪高 2003 大阪府 60.72 60.72

1 男子 やり投 鈴木 凜 スズキ リン 九州共立大 2002 山梨県 72.79 72.79

2 男子 やり投 吉野 壱圭 ヨシノ イッケイ 九州共立大 2003 奈良県 70.14 70.14

3 男子 やり投 山田 隼人 ヤマダ ハヤト 九州共立大 2002 滋賀県 67.85 67.85

4 男子 やり投 宮田 陸翔 ミヤタ リクト 西武台千葉高 2004 千葉県 66.64 66.64

5 男子 やり投 嶋田 拓真 シマダ タクマ 福岡大 2002 富山県 65.81 65.81

6 男子 やり投 須藤 勇大 ストウ ユウダイ 前橋育英高 2004 群馬県 65.24 65.24

7 男子 やり投 望月 昴 モチヅキ スバル 上武大 2002 群馬県 65.15 65.15

8 男子 やり投 横井 太翔 ヨコイ タイガ 中京大中京高 2003 愛知県 64.71 64.71

9 男子 やり投 竹村 蒼汰 タケムラ ソウタ 鹿児島南高校高 2003 鹿児島県 64.29 64.29

10 男子 やり投 川俣 颯士 カワマタ ソウシ 日本大 2003 栃木県 63.48 63.48

11 男子 やり投 小塚 陽介 コツカ ヨウスケ 大阪体育大 2002 香川県 63.42 63.42

12 男子 やり投 小平 将斗 コダイラ マサト 松本国際高 2003 長野県 63.41 63.41

13 男子 やり投 出路 仁斗 デジ ジント 八幡高 2003 滋賀県 63.17 63.17
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14 男子 やり投 星野 新之介 ホシノ シンノスケ 前橋育英高 2003 群馬県 63.03 63.03

1 女子 100m 久保田 真子 クボタ マコ 東海大翔洋高 2003 静岡県 11.81 11.81

2 女子 100m 永石 小雪 ナガイシ コユキ 佐賀北高 2003 佐賀県 11.84 11.84

3 女子 100m 景山 咲穗 カゲヤマ サキホ 筑波大 2002 千葉県 11.85 11.65

4 女子 100m 樋口 七海 ヒグチ ナナミ 四日市商高 2004 三重県 11.86 11.86

5 女子 100m 滝田 静海 タキタ イズミ 日本体育大 2002 東京都 11.86 11.86

6 女子 100m 鶴澤 亜里紗 ツルザワ アリサ 相洋高 2003 神奈川県 11.87 11.87

7 女子 100m 岩井 樹梨亜 イワイ ジュリア 磐田北高 2003 静岡県 11.88 11.88

8 女子 100m 深澤 あまね フカサワ アマネ 中央大 2002 長野県 11.88 11.88

9 女子 100m 新名 陽花 ニイナ ハルカ 立命館大 2003 大分県 11.89 11.89

10 女子 100m 先村 若奈 サキムラ ワカナ 高川学園高 2005 山口県 11.89 11.89

11 女子 100m 佐藤 美里 サトウ ミサト 常盤木学園高 2003 宮城県 11.91 11.91

12 女子 100m 大谷 くる美 オオタニ クルミ 埼玉栄高 2003 埼玉県 11.91 11.91

13 女子 100m 世古 綾葉 セコ アヤハ 宇治山田商高 2004 三重県 11.91 11.91

14 女子 100m 中本 葵 ナカモト アオイ 埼玉栄高 2003 埼玉県 11.92 11.92

15 女子 100m 小林 七菜 コバヤシ ナナ 沼津東高 2003 静岡県 11.93 11.93

16 女子 100m 岡根 和奏 オカネ ワカナ 龍谷大平安高 2003 京都府 11.94 11.94

17 女子 100m 阿部 璃音 アベ リオン 山梨学院大 2002 山形県 11.95 11.95

18 女子 100m 倉橋 美穂 クラハシ ミホ 中京大中京高 2004 愛知県 11.95 11.81

1 女子 200m 青山 華依 アオヤマ ハナエ 甲南大 2002 大阪府 24.22 24.22

2 女子 200m 倉橋 美穂 クラハシ ミホ 中京大中京高 2004 愛知県 24.32 24.20

3 女子 200m 内山 響香 ウチヤマ キョウカ 浜松市立高 2003 静岡県 24.36 24.28

4 女子 200m 森 樺音 モリ カノン 済美高 2003 岐阜県 24.39 24.39

5 女子 200m 青野 美咲 アオノ ミサキ 甲南大 2003 愛媛県 24.42 24.41

6 女子 200m 深澤 あまね フカサワ アマネ 中央大 2002 長野県 24.44 24.44

7 女子 200m 藏重 みう クラシゲ ミウ 中京大中京高 2004 愛知県 24.45 24.45

8 女子 200m 鶴澤 亜里紗 ツルザワ アリサ 相洋高 2003 神奈川県 24.48 24.48

9 女子 200m 新名 陽花 ニイナ ハルカ 立命館大 2003 大分県 24.54 24.49

10 女子 200m 蒲生 茉鈴 ガモウ マリン 浜松市立高 2003 静岡県 24.55 24.55

11 女子 200m 好井 愛結 ヨシイ アユ 山手高 2005 兵庫県 24.56 24.56

12 女子 200m 佐藤 美里 サトウ ミサト 常盤木学園高 2003 宮城県 24.56 24.56

13 女子 200m 佐藤 志保里 サトウ シホリ 遺愛女子高 2005 北海道 24.58 24.58

14 女子 200m 村岡 芽依 ムラオカ メイ 福岡大 2002 福岡県 24.60 24.60

1 女子 400m 河内 瀬桜 カワチ セナ 東大阪大敬愛高 2003 大阪府 54.27 54.27

2 女子 400m 須藤 美桜 スドウ ミオ 日本体育大 2002 東京都 55.07 54.18

3 女子 400m タネル 舞璃乃 タネル マリノ 埼玉栄高 2003 埼玉県 55.07 55.07

4 女子 400m 松岡 萌絵 マツオカ モエ 中央大 2003 千葉県 55.18 54.99

5 女子 400m 飯田 景子 イイダ ケイコ 中央大 2002 東京都 55.26 55.26

6 女子 400m 工藤 芽衣 クドウ メイ 立命館大 2002 大阪府 55.41 55.41

7 女子 400m 吉中 日向子 ヨシナカ ヒナコ 青山学院大 2002 埼玉県 55.43 55.34

8 女子 400m 新田 望 シンデン ノゾミ 法政二高 2003 神奈川県 55.57 55.57

9 女子 400m 森 樺音 モリ カノン 済美高 2003 岐阜県 55.60 55.60

10 女子 400m アシィ しおりパメラ アシィ シオリパメラ 大阪成蹊大 2003 北海道 55.61 54.85

11 女子 400m 三澤 百佳 ミサワ モモカ 東海大諏訪高 2004 長野県 55.73 55.73

12 女子 400m 岸 玲伽 キシ レイカ 東京学芸大 2003 新潟県 55.80 55.80

1 女子 800m 川島 実桜 カワシマ ミオ 筑波大 2002 愛知県 2.08.09 2.08.09

2 女子 800m 南 日向 ミナミ ヒナタ 順天高 2004 東京都 2.09.60 2.09.60

3 女子 800m 江藤 咲 エトウ サキ 環太平洋大 2002 大分県 2.10.11 2.10.11

4 女子 800m 奥脇 彩花 オクワキ アヤカ 白梅学園高 2004 東京都 2.10.31 2.10.31

5 女子 800m 武田 亜子 タケダ アコ 日大三島高 2005 静岡県 2.10.38 2.10.38

6 女子 800m 萩原 さや ハギハラ サヤ 中京大中京高 2004 愛知県 2.10.39 2.10.39

7 女子 800m 水口 杏 ミズグチ アン 青山学院大 2002 大阪府 2.10.42 2.10.03

8 女子 800m 砂田 芽緯 スナダ メイ 姫路商高 2004 兵庫県 2.10.73 2.10.73

9 女子 800m 勝 くるみ スグレ クルミ 白梅学園高 2004 東京都 2.10.81 2.10.54

10 女子 800m 下森 美咲 シタモリ ミサキ 北九州市立高 2005 福岡県 2.10.81 2.10.56

1 女子 1500m 柳楽 あずみ ナギラ アズミ 筑紫女学園高 2003 福岡県 4.21.07 4.20.23

2 女子 1500m 伊藤 瑠音 イトウ ルネ 青森山田高 2004 青森県 4.23.48 4.23.48

3 女子 1500m 吉原 あかり ヨシハラ アカリ 仙台育英高 2003 宮城県 4.23.82 4.23.82

4 女子 1500m 松本 明莉 マツモト アカリ 筑紫女学園高 2005 福岡県 4.24.24 4.24.24

5 女子 1500m 大河原 萌花 オオカワラ モエカ 学法石川高 2003 福島県 4.24.62 4.24.62

6 女子 1500m 田島 愛梨 タシマ アイリ 神村学園高 2005 鹿児島県 4.24.72 4.24.72

7 女子 1500m 谷本 七星 タニモト ナナセ 名城大 2002 広島県 4.24.94 4.24.94

8 女子 1500m 戸田 彩矢奈 トダ アヤナ 北九州市立高 2004 福岡県 4.25.00 4.25.00
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9 女子 1500m 溝上 加菜 ミゾガミ カナ ルーテル学院高 2004 熊本県 4.25.64 4.25.64

10 女子 1500m 須藤 花菜 ストウ ハナ 順天高 2004 東京都 4.25.96 4.25.96

1 女子 3000m 三原 梓 ミハラ アズサ ＪＰ日本郵政Ｇ 2003 東京都 9.02.86 9.02.86

2 女子 3000m 米澤 奈々香 ヨネザワ ナナカ 仙台育英高 2004 宮城県 9.03.60 9.03.60

3 女子 3000m 杉森 心音 スギモリ ココネ 仙台育英高 2004 宮城県 9.05.17 9.05.17

4 女子 3000m 久保 心優 クボ ミユ 神村学園高 2004 鹿児島県 9.06.22 9.06.22

5 女子 3000m 黒川 円佳 クロカワ マドカ 三井住友海上 2002 東京都 9.07.09 9.07.09

6 女子 3000m 中須 瑠菜 ナカス ルナ 九電工 2003 福岡県 9.08.61 9.08.61

7 女子 3000m 木之下 沙椰 キノシタ サヤ 資生堂 2003 東京都 9.10.70 9.10.70

8 女子 3000m 小坂井 智絵 コサカイ チカ ＪＰ日本郵政Ｇ 2003 東京都 9.13.86 9.13.86

9 女子 3000m 柳楽 あずみ ナギラ アズミ 筑紫女学園高 2003 福岡県 9.14.76 9.14.76

10 女子 3000m 野田 真理耶 ノダ マリヤ 北九州市立高 2004 福岡県 9.16.05 9.16.05

11 女子 3000m 酒井 美玖 サカイ ミク デンソー 2002 三重県 9.18.55 9.07.34

12 女子 3000m 伊藤 瑠音 イトウ ルネ 青森山田高 2004 青森県 9.18.58 9.18.58

13 女子 3000m 松本 明莉 マツモト アカリ 筑紫女学園高 2005 福岡県 9.18.83 9.18.83

14 女子 3000m 中地 こころ ナカチ ココロ 立命館大 2002 京都府 9.19.66 9.19.66

1 女子 5000m 不破 聖衣来 フワ セイラ 拓殖大 2003 群馬県 15.37.44 15.37.44

2 女子 5000m 小坂井 智絵 コサカイ チカ ＪＰ日本郵政Ｇ 2003 東京都 15.41.51 15.41.51

3 女子 5000m 黒川 円佳 クロカワ マドカ 三井住友海上 2002 東京都 15.41.52 15.41.52

4 女子 5000m 三原 梓 ミハラ アズサ ＪＰ日本郵政Ｇ 2003 東京都 15.44.36 15.44.36

5 女子 5000m 木之下 沙椰 キノシタ サヤ 資生堂 2003 東京都 15.57.70 15.57.70

6 女子 5000m 星野 輝麗 ホシノ ルル ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2002 群馬県 16.14.41 16.14.41

7 女子 5000m 土井 葉月 ドイ ハヅキ ＪＰ日本郵政Ｇ 2002 東京都 16.14.41 16.14.41

8 女子 5000m 柴田 来夢 シバタ ラム ワコール 2003 京都府 16.18.00 16.18.00

9 女子 5000m 西原 愛華 ニシハラ アイカ 立命館大 2002 愛媛県 16.19.36 16.19.36

10 女子 5000m 村松 灯 ムラマツ トモ 立命館大 2002 京都府 16.19.82 16.19.82

11 女子 5000m 酒井 美玖 サカイ ミク デンソー 2002 三重県 16.20.66 16.15.91

12 女子 5000m 山際 夏芽 ヤマギワ ナツメ 順天堂大 2002 広島県 16.24.69 16.24.69

1 女子 100mH 岩佐 茉結子 イワサ マユコ 東京学芸大 2002 千葉県 13.51 13.51

2 女子 100mH 大谷 すみれ オオタニ スミレ 法政二高 2005 神奈川県 13.71 13.71

3 女子 100mH 中津 晴葉 ナカツ ハルハ 青山学院大 2003 長野県 13.81 13.81

4 女子 100mH 藤原 かれん フジワラ カレン 園田高 2004 兵庫県 13.86 13.86

5 女子 100mH 伊藤 彩香 イトウ アヤカ 福岡大 2002 福岡県 13.90 13.65

6 女子 100mH 吉田 江梨花 ヨシダ エリカ 園田高 2004 兵庫県 13.90 13.90

7 女子 100mH 髙橋 夢華 タカハシ ユメカ 山形大 2002 山形県 13.93 13.93

8 女子 100mH 浅木 都紀葉 アサギ ツキハ 広島皆実高 2003 広島県 13.97 13.89

9 女子 100mH 田口 真悠 タグチ マユ 埼玉栄高 2003 埼玉県 13.99 13.99

1 女子 400mH 大川 寿美香 オオカワ スミカ 三田国際学園高 2003 東京都 58.89 58.89

2 女子 400mH 水口 萌 ミズグチ モエ 青山学院大 2002 大阪府 59.16 58.64

3 女子 400mH タネル 舞璃乃 タネル マリノ 埼玉栄高 2003 埼玉県 1.00.32 1.00.32

4 女子 400mH 工藤 芽衣 クドウ メイ 立命館大 2002 大阪府 1.00.48 59.52

5 女子 400mH 日下 あやな クサカ アヤナ 常盤木学園高 2003 宮城県 1.00.60 1.00.60

6 女子 400mH 梶野 眞由 カジノ マユ 磐田北高 2004 静岡県 1.00.70 1.00.70

7 女子 400mH 樋口 綾音 ヒグチ アヤネ 大塚高 2004 大阪府 1.00.84 1.00.84

8 女子 400mH 内藤 香乃 ナイトウ カノ 北摂三田高 2004 兵庫県 1.00.86 1.00.86

9 女子 400mH 工藤 美月 クドウ ミツキ 滝川第二高 2004 兵庫県 1.00.91 1.00.91

10 女子 400mH 濱千代 琳香 ハマチヨ リンカ 松阪商高 2003 三重県 1.00.95 1.00.95

11 女子 400mH 夏目 紗彩 ナツメ サアヤ 豊川高 2004 愛知県 1.01.11 1.01.11

12 女子 400mH 神田 彩名 カンダ アヤナ 名城大附高 2003 愛知県 1.01.11 1.01.11

13 女子 400mH 森 優依花 モリ ユイカ 九州共立大 2002 福岡県 1.01.20 1.01.20

14 女子 400mH 別府 理保 ベップ リホ 日本体育大 2002 熊本県 1.01.24 1.01.24

15 女子 400mH 服部 りら ハットリ リラ 鈴鹿高 2004 三重県 1.01.39 1.01.39

1 女子 3000mSC 札場 美桜 フダバ ミオ 仙台育英高 2003 宮城県 9.23.99 9.23.99

女子 3000mSC 吉原 あかり ヨシハラ アカリ 仙台育英高 2003 宮城県 9.33.87 9.33.87 6/12欠場届

2 女子 3000mSC 伊野波 理桜 イノハ リオ 日本体育大 2002 沖縄県 10.32.03 10.32.03

3 女子 3000mSC 谷本 七星 タニモト ナナセ 名城大 2002 広島県 10.44.92 10.44.92

4 女子 3000mSC 門脇 奈穂 カドワキ ナホ 拓殖大 2002 宮城県 10.51.29 10.51.29

5 女子 3000mSC 大塚 明実 オオツカ アミ 中央大 2002 石川県 10.52.44 10.52.44

6 女子 3000mSC 藤原 唯奈 フジワラ ユナ 大東文化大 2003 栃木県 10.56.56 10.56.56

女子 3000mSC 髙橋 華瑠亜 タカハシ カルア 仙台育英高 2003 宮城県 11.07.10 11.07.10 6/12欠場届

1 女子 走高跳 森﨑 優希 モリサキ ユキ 明星学園高 2005 東京都 1.76 1.76

2 女子 走高跳 亀田 実咲 カメダ ミサキ 福岡大 2002 石川県 1.75 1.75

3 女子 走高跳 山口 悠 ヤマグチ ユウナ 日本女子体育大 2002 新潟県 1.74 1.74
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4 女子 走高跳 河村 彩香 カワムラ サヤカ 甲南大 2002 福井県 1.74 1.74

5 女子 走高跳 細田 弥々 ホソダ ヤヤ 日本体育大 2002 山梨県 1.74 1.74

6 女子 走高跳 宗澤 ティファニー ムネサワ ティファニー 筑波大 2002 兵庫県 1.73 1.73

7 女子 走高跳 八重樫 澄佳 ヤエガシ スミカ 筑波大 2002 岩手県 1.73 1.75

8 女子 走高跳 山下 愛生 ヤマシタ メイ 北摂三田高 2004 兵庫県 1.72 1.72

9 女子 走高跳 安西 彩乃 アンザイ アヤノ 日本女子体育大 2002 神奈川県 1.72 1.72

10 女子 走高跳 森岡 未優 モリオカ ミユ 大阪体育大 2002 大阪府 1.72 1.72

1 女子 棒高跳 今井 葉月 イマイ ハヅキ 樹徳高 2005 群馬県 3.80 3.80

2 女子 棒高跳 杉本 彩 スギモト アヤ 常葉大 2002 静岡県 3.80 3.80

3 女子 棒高跳 小林 美月 コバヤシ ミツキ 明星学園高 2005 東京都 3.80 3.80

4 女子 棒高跳 藤家 麻鈴 フジイエ マベル 筑波大 2002 石川県 3.80 3.90

5 女子 棒高跳 荻野 未悠 オギノ ミユ 浜松南高 2003 静岡県 3.72 3.72

6 女子 棒高跳 相原 ほのか アイハラ ホノカ 法政二高 2003 神奈川県 3.71 3.71

7 女子 棒高跳 絹村 莉子 キヌムラ リコ 順天堂大 2002 埼玉県 3.70 3.70

1 女子 走幅跳 中田 茉希 ナカタ マミ 大塚高 2003 大阪府 6.12 6.12

2 女子 走幅跳 中尾 優花 ナカオ ユウカ 中村学園女子高 2003 福岡県 6.11 6.11

3 女子 走幅跳 松村 琴都 マツムラ コト 瑞陵高 2005 愛知県 5.99 5.99

4 女子 走幅跳 乙津 美月 オツ ミヅキ 八王子高 2003 東京都 5.97 5.97

5 女子 走幅跳 佐々木 千翔 ササキ チカ 市立船橋高 2004 千葉県 5.94 5.94

6 女子 走幅跳 岡部 玲奈 オカベ レナ 東京学芸大 2002 千葉県 5.93 5.93

7 女子 走幅跳 松永 理沙ジェニファー マツナガ リサジェニファー 関西学院大 2002 兵庫県 5.92 5.92

8 女子 走幅跳 永井 陽 ナガイ ミナミ 日本工大駒場高 2003 東京都 5.91 5.91

9 女子 走幅跳 佐藤 琴望 サトウ コトミ 園田高 2004 兵庫県 5.91 5.91

10 女子 走幅跳 三木 麗菜 ミキ レイナ 姫路商高 2003 兵庫県 5.90 5.90

1 女子 三段跳 小寺 波音 コデラ ハノン 日本女子体育大 2002 愛知県 12.51 12.72

2 女子 三段跳 大塚 葉月 オオツカ ハヅキ 星稜高 2003 石川県 12.51 12.51

3 女子 三段跳 白土 茶実 シラト チャミ 横浜国立大 2003 千葉県 12.44 12.44

4 女子 三段跳 吉田 花鈴 ヨシダ カリン 摂津高 2003 大阪府 12.43 12.43

5 女子 三段跳 片野坂 唯月 カタノサカ ユヅキ 鹿児島高 2004 鹿児島県 12.41 12.41

6 女子 三段跳 佐伯 舞子 サイキ マイコ 筑波大 2002 長崎県 12.34 12.64

7 女子 三段跳 宮繁 愛葉 ミヤシゲ イトハ 大体大浪商高 2003 大阪府 12.29 12.29

8 女子 三段跳 岡部 玲奈 オカベ レナ 東京学芸大 2002 千葉県 12.29 12.29

9 女子 三段跳 三木 麗菜 ミキ レイナ 姫路商高 2003 兵庫県 12.28 12.28

10 女子 三段跳 石﨑 こはる イシサキ コハル 関西学院大 2002 富山県 12.25 12.25

11 女子 三段跳 高橋 花瑠 タカハシ ハル 日本大 2002 千葉県 12.25 12.25

1 女子 砲丸投（4.0kg） 山本 佳奈 ヤマモト カナ 大阪体育大 2002 大阪府 14.16 14.16

2 女子 砲丸投（4.0kg） 今西 あかり イマニシ アカリ 添上高 2003 奈良県 14.06 13.95

3 女子 砲丸投（4.0kg） 岩本 乙夏 イワモト オトカ 中京大 2002 三重県 13.92 13.92

4 女子 砲丸投（4.0kg） 高橋 和奏 タカハシ ワカナ 福岡大 2002 東京都 13.86 13.90

5 女子 砲丸投（4.0kg） 菊池 聖奈 キクチ セナ 日本大 2002 青森県 13.67 13.67

6 女子 砲丸投（4.0kg） 日夏 涼香 ヒナツ リョウカ 福岡大 2002 大阪府 13.62 13.92

7 女子 砲丸投（4.0kg） 田中 杏実 タナカ アミ 青森北高 2003 青森県 13.58 13.58

8 女子 砲丸投（4.0kg） 有汲 颯妃 アリクミ サツキ 玉野光南高 2004 岡山県 13.52 13.52

9 女子 砲丸投（4.0kg） 谷口 梨瑠 タニグチ リル 日本体育大 2002 三重県 13.51 13.51

10 女子 砲丸投（4.0kg） 三田 樹梨香 サンタ キリカ 生光学園高 2003 徳島県 13.41 13.41

1 女子 円盤投（1.0kg） 篠塚 美咲 シノツカ ミサキ 日本体育大 2003 千葉県 46.20 46.20

2 女子 円盤投（1.0kg） 西井 琳音 ニシイ リオン 三重高高 2003 三重県 45.05 45.05

3 女子 円盤投（1.0kg） 菊池 聖奈 キクチ セナ 日本大 2002 青森県 44.84 45.92

4 女子 円盤投（1.0kg） 寺崎 真央 テラサキ マオ 筑波大 2002 山形県 43.04 43.04

5 女子 円盤投（1.0kg） 山道 萌衣 サンドウ メイ 太田女高 2003 群馬県 42.66 42.66

6 女子 円盤投（1.0kg） 石澤 美菜海 イシザワ ミナミ 弘前実業高 2003 青森県 42.57 42.57

7 女子 円盤投（1.0kg） 梛野 響木 ナギノ ヒビキ 明治国際医療大 2002 大阪府 42.20 42.20

8 女子 円盤投（1.0kg） 金 華鈴 キン カリン 花園高 2003 京都府 42.12 42.12

9 女子 円盤投（1.0kg） 萩本 莉帆 ハギモト リホ 光高 2003 山口県 42.08 42.08

10 女子 円盤投（1.0kg） 松田 彩夢 マツダ アユメ 東海大 2002 沖縄県 42.02 42.02

11 女子 円盤投（1.0kg） 西込 珠輝来 ニシゴミ ステラ 大体大浪商高 2003 大阪府 41.83 41.83

12 女子 円盤投（1.0kg） 伊藤 圭菜 イトウ ケイナ 至学館高 2004 愛知県 41.57 41.57

13 女子 円盤投（1.0kg） 堀田 萌 ホリタ モエ 中京大 2002 熊本県 41.37 41.37

14 女子 円盤投（1.0kg） 藤田 はづき フジタ ハヅキ 徳島大 2002 徳島県 41.35 41.35

1 女子 ハンマー投（4.0kg） 濱口 真幸 ハマグチ マユキ 明治国際医療大 2003 三重県 55.90 55.90

2 女子 ハンマー投（4.0kg） 尾﨑 琴音 オザキ コトネ 日本大 2002 愛媛県 54.47 54.47

3 女子 ハンマー投（4.0kg） 有汲 颯妃 アリクミ サツキ 玉野光南高 2004 岡山県 54.29 54.29

4 女子 ハンマー投（4.0kg） 吉川 愛莉 ヨシカワ アイリ 四国学院大 2002 香川県 53.86 53.86
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5 女子 ハンマー投（4.0kg） 杉野 樹里海 スギノ ジュリア 明治国際医療大 2003 滋賀県 53.80 53.80

6 女子 ハンマー投（4.0kg） 竹谷 陸 タケタニ ムツミ 大阪体育大 2002 大阪府 53.06 53.06

7 女子 ハンマー投（4.0kg） 大沢 柚月 オオサワ ユヅキ 流通経済大 2003 埼玉県 52.96 52.96

8 女子 ハンマー投（4.0kg） 大濱 未結 オオハマ ミユ 大阪体育大 2003 熊本県 52.33 52.33

9 女子 ハンマー投（4.0kg） 大森 彩椰 オオモリ サヤ 中部学院大 2002 岐阜県 52.05 52.05

10 女子 ハンマー投（4.0kg） 下村 倫子 シモムラ リンコ 東京女子体育大 2002 東京都 51.30 51.30

11 女子 ハンマー投（4.0kg） 相田 真央 ソウダ マオ 鹿屋体育大 2002 沖縄県 51.14 51.14

12 女子 ハンマー投（4.0kg） 山本 紗矢 ヤマモト サヤ 立命館大 2002 兵庫県 50.70 51.71

13 女子 ハンマー投（4.0kg） 高橋 萌々子 タカハシ モモコ 花園高 2003 京都府 50.51 50.51

14 女子 ハンマー投（4.0kg） 西井 琳音 ニシイ リオン 三重高高 2003 三重県 50.40 50.40

15 女子 ハンマー投（4.0kg） 小河 遥花 オガワ ハルカ 中京大 2002 愛知県 49.85 49.85

1 女子 やり投 寺田 奈津美 テラダ ナツミ 九州共立大 2002 長崎県 53.68 53.68

2 女子 やり投 堀内 律子 ホリウチ リツコ 筑波大 2002 大阪府 52.79 52.79

3 女子 やり投 齋藤 乃彩 サイトウ ノア 玉野光南高 2003 岡山県 52.40 52.40

4 女子 やり投 辻 萌々子 ツジ モモコ 名古屋大谷高 2003 愛知県 51.74 51.74

5 女子 やり投 倉田 紗優加 クラタ サユカ 伊那北高 2004 長野県 51.33 51.33

6 女子 やり投 平松 委穂里 ヒラマツ イオリ 鹿屋体育大 2002 長崎県 50.84 50.84

7 女子 やり投 山川 楓 ヤマカワ カエデ 松阪商高 2003 三重県 50.78 50.78

8 女子 やり投 田畑 美羽 タバタ ミウ 中京大 2002 静岡県 50.60 50.60

9 女子 やり投 中村 怜 ナカムラ レイ 東大阪大 2003 大阪府 50.33 50.33

10 女子 やり投 前川 愛里 マエカワ アイリ 敦賀高 2003 福井県 49.59 49.59

11 女子 やり投 山下 わか菜 ヤマシタ ワカナ 流通経済大 2003 千葉県 49.28 49.28

12 女子 やり投 田口 あみか タグチ アミカ 倉吉東高 2003 鳥取県 48.49 48.49


