
ト ラ ッ ク 審 判 長 小針 敏明

ス タ ー ト 審 判 長 三村 達也

跳 躍 審 判 長 江田 守

投 て き 審 判 長 前田 芳久

招 集 所 審 判 長 前野 耕造

記 録 主 任 渡辺 伸夫

日付 種目

長谷川 翔大(1) 11.36 冨永 幸佑(1) 11.37 齋藤 史明(3) 11.42 田中 蓮人(1) 11.49 小林 大祐(3) 11.59 中谷 颯太(3) 11.71 久保 寿瑳(3) 11.81 竹之内 政磨(1) 11.83
宮城・宮城 熊本・熊本 宮城・宮城 兵庫・姫路 三重・三重 滋賀・滋賀 岩手・盛岡 千葉・筑波
冨永 幸佑(1) 23.53 新田 崚人(2) 23.94 田中 蓮人(1) 24.01 小林 大祐(3) 24.09 齋藤 史明(3) 24.16 長谷川 翔大(1) 24.62 齋藤 光貴(2) 24.90 伊藤 俊貴(3) 25.65
熊本・熊本 石川・石川 兵庫・姫路 三重・三重 宮城・宮城 宮城・宮城 千葉・筑波 愛知・名古屋
齋藤 光貴(2) 52.37 新田 崚人(2) 53.44 正岡 樹(2) 54.87 小倉 楓雅(2) 55.29 柳 久遠(1) 57.88 田中 史龍(3) 59.45 町田 龍司(3) 1:00.40 堀川 来夢(2) 1:00.50
千葉・筑波 石川・石川 大阪・だいせん 栃木・栃木 千葉・筑波 埼玉・大宮 長野・長野 東京・立川
宇田 旬佑(3) 2:04.72 三宅 聖太(3) 2:14.65 町田 龍司(3) 2:17.88 阪口 大心(3) 2:18.50 新井 陸(3) 2:25.45 中村 宙(1) 2:27.60 荒川 太陽(2) 2:30.09 今野 和幸(1) 2:35.06
千葉・筑波 愛知・名古屋 長野・長野 京都・京都 埼玉・大宮 岩手・盛岡 秋田・秋田 宮城・宮城
宇田 旬佑(3) 4:26.56 渡辺 遥輝(3) 4:40.68 古谷 亮太(3) 4:42.13 佐々木 智哉(1) 4:47.94 仲井 真大(1) 4:51.60 阪口 大心(3) 4:52.05 酒井 颯来(3) 4:52.19 三宅 聖太(3) 4:54.46
千葉・筑波 埼玉・大宮 千葉・筑波 埼玉・大宮 栃木・栃木 京都・京都 大阪・大阪中央 愛知・名古屋
古谷 亮太(3) 18:16.68 石井 詠起(2) 18:30.62 仲井 真大(1) 18:37.48 渡辺 遥輝(3) 19:07.82 田中 快治(2) 19:18.69 三部 快(1) 19:26.54 窪田 翔(2) 19:36.86 坪井 雅也(3) 19:40.93
千葉・筑波 栃木・栃木 栃木・栃木 埼玉・大宮 東京・東京中央 栃木・栃木 東京・葛飾 愛知・名古屋
宮城・宮城 45.63 千葉・筑波 45.85 愛知・名古屋 46.92 埼玉・大宮 47.53 岩手・盛岡 47.81 京都・京都 48.90 東京・葛飾 51.96
吉城 唯翔(2) 川合 涼太(2) 渡邊 将真(2) 齋藤 優太(1) 黒沼 雅(3) 宮崎 凌介(3) 中川 太陽(1)
長谷川 翔大(1) 竹之内 政磨(1) 伊藤 俊貴(3) 河野 心(1) 黒沼 蓮(3) 油利 峻也(3) 安藤 悟志(2)
中村 和輝(3) 仲野 名乃(1) 三宅 聖太(3) 新井 陸(3) 水嶋 貴一(2) 市川 温仁(3) 小童谷 優真(1)
齋藤 史明(3) 齋藤 光貴(2) 坪井 雅也(3) 若宮 英健(3) 久保 寿瑳(3) 平原 凌丞(2) 佐藤 渉(3)
伊藤 俊貴(3) 1m62 石井 詠起(2) 1m56 杉江 望(3) 1m50 池山 翔大(2) 1m45 中村 和輝(3) 1m40 松永 和真(1) 1m35
愛知・名古屋 栃木・栃木 宮城・宮城 愛知・一宮 宮城・宮城 埼玉・大宮
中谷 颯太(3) 6m06(-0.2) 新宅 雄音(2) 5m79(+0.2) 鈴木 祐輝(2) 5m70(+0.8) 川合 涼太(2) 5m66(+2.0) 千原 浩平(3) 5m63(+2.6) 仲野 名乃(1) 5m43(+1.3) 福井 拓人(3) 5m40(-0.1) 吉城 唯翔(2) 5m40(-0.5)
滋賀・滋賀 徳島・徳島 群馬・群馬 千葉・筑波 静岡・沼津 公認5m56(-2.1) 千葉・筑波 愛知・豊橋 宮城・宮城
新宅 雄音(2) 11m19(+2.1) 千原 浩平(3) 11m16(+2.8) 増田 優輝(2) 10m62(+3.0)
徳島・徳島 公認11m18(+1.2) 静岡・沼津 公認10m62(+1.8) 群馬・群馬 公認10m50(+1.8)

水谷 颯(2) 10m62 月田 翔詠(3) 10m18 杉江 望(3) 9m49 渡邊 将真(2) 9m33 荒井 天志(3) 8m56 梅原 透真(3) 8m33 河野 心(1) 8m19 佐野 颯太(1) 8m04
青森・青森 宮城・宮城 宮城・宮城 愛知・名古屋 栃木・栃木 三重・三重 埼玉・大宮 和歌山・和歌山
川村 翔(3) 46m95 河野 心(1) 45m03 水谷 颯(2) 43m31 竹内 拓斗(2) 40m20 原 英司(2) 38m97 荒井 天志(3) 37m01 小童谷 優真(1) 36m82 助川 陽俊(3) 35m30
滋賀・滋賀 埼玉・大宮 青森・青森 兵庫・姫路 東京・東京中央 栃木・栃木 東京・葛飾 栃木・栃木
原田 莉央(2) 34m49
東京・葛飾
三浦 麻椰(3) 13.22 竹元 愛梨(1) 13.97 大曽根 理子(2) 14.03 内藤 愛兼(2) 14.04 塩澤 真菜(3) 14.80 前田 結香(3) 14.84 植田 愛(2) 14.88 山口 美晴(1) 15.06
奈良・奈良 愛知・名古屋 神奈川・横浜 島根・松江 岐阜・岐阜 静岡・沼津 広島・広島南 神奈川・横浜
三浦 麻椰(3) 27.50 長友 愛莉(3) 28.96 竹元 愛梨(1) 29.07 大曽根 理子(2) 29.18 内藤 愛兼(2) 30.28 伊藤 瑛巳佳(3) 30.82 堂口 彩花(1) 31.08
奈良・奈良 神奈川・横浜 愛知・名古屋 神奈川・横浜 島根・松江 愛知・名古屋 石川・石川
長友 愛莉(3) 1:05.25 権田 陽向(1) 1:07.83 近藤 実優(1) 1:09.16 村上 菜々(3) 1:10.61 西田 涼華(2) 1:11.98 山田 小遥(2) 1:12.83 吉田 琉那(2) 1:13.88 入谷 那々花(1) 1:16.51
神奈川・横浜 千葉・筑波 愛知・名古屋 奈良・奈良 兵庫・姫路 広島・広島南 愛知・一宮 香川・香川
三反田 愛紗(2) 2:26.52 権田 陽向(1) 2:41.95 近藤 実優(1) 2:54.51 村上 菜々(3) 2:56.69 横田 なぎさ(3) 2:56.72 入谷 那々花(1) 2:59.00 平山 結琳(1) 3:01.47 星野 萌(1) 3:02.85
千葉・筑波 千葉・筑波 愛知・名古屋 奈良・奈良 奈良・奈良 香川・香川 愛知・豊橋 茨城・水戸
三反田 愛紗(2) 5:09.53 松戸 七海(3) 5:56.06 砂田 ルツ(3) 5:57.64 横田 なぎさ(3) 6:03.60 平山 結琳(1) 6:17.08 小池 仁智香(2) 7:50.16
千葉・筑波 埼玉・大宮 広島・広島南 奈良・奈良 愛知・豊橋 東京・立川
砂田 ルツ(3) 13:15.37 松戸 七海(3) 13:18.11 山口 美晴(1) 14:34.45 小池 仁智香(2) 17:25.43
広島・広島南 埼玉・大宮 神奈川・横浜 東京・立川
千葉・筑波 54.83 奈良・奈良 55.73 愛知・名古屋 56.30 神奈川・横浜 57.96 石川・石川 58.58 広島・広島南 59.86 岐阜・岐阜 59.94 静岡・沼津 1:02.23
朝香 七海(1) 中山 空美(1) 石垣 旭海(3) 中田 美音(2) 酒井 愛香(1) 砂田 ルツ(3) 塩澤 真菜(3) 渋田 美月(3)
三反田 愛紗(2) 横田 なぎさ(3) 竹元 愛梨(1) 山口 美晴(1) 山本 凪紗(3) 山田 小遥(2) 渡邉 彩(3) 末吉 怜央(3)
権田 陽向(1) 村上 菜々(3) 近藤 実優(1) 長友 愛莉(3) 金子 瑠奈(3) 植田 愛(2) 翠尾 朋奈(3) 杉山 実沙(2)
宮城 美月(3) 三浦 麻椰(3) 伊藤 瑛巳佳(3) 大曽根 理子(2) 堂口 彩花(1) 御﨑 菜央(3) 神谷 栞里(2) 前田 結香(3)
宮城 美月(3) 1m44 朝香 七海(1) 1m41 堂口 彩花(1) 1m05
千葉・筑波 千葉・筑波 石川・石川
宮城 美月(3) 4m69(+1.0) 朝香 七海(1) 4m62(+2.3) 吉田 琉那(2) 4m21(+0.1) 奥田 桂世(1) 4m14(+1.8) 吉開 くるめ(2) 4m03(+0.9) 山根 しずほ(1) 3m82(+1.2) 山中 聖奈(3) 3m73(+3.6) 星野 萌(1) 3m14(+0.7)
千葉・筑波 千葉・筑波 公認4m61(+2.0) 愛知・一宮 千葉・筑波 埼玉・大宮 岩手・盛岡 茨城・水戸 公認3m67(+0.9) 茨城・水戸
堀田 那都美(3) 7m90 奥田 桂世(1) 7m65 鈴木 りお(3) 7m52 関谷 涼香(3) 6m76 藤木 雪凪(3) 6m62 西戸 湖乃華(3) 6m48 八島 遥月(1) 6m03 湯澤 葵(1) 5m85
東京・立川 千葉・筑波 千葉・千葉 栃木・栃木 愛知・一宮 福島・福島 福島・福島 東京・葛飾
堀田 那都美(3) 33m05 西戸 湖乃華(3) 32m18 阿部 衣吹(3) 25m15 越野 杏樹(3) 24m96 関谷 涼香(3) 24m36 鈴木 りお(3) 23m29 湯澤 葵(1) 21m34 石垣 旭海(3) 21m06
東京・立川 福島・福島 岩手・盛岡 神奈川・横浜 栃木・栃木 千葉・千葉 東京・葛飾 愛知・名古屋

対抗得点 一部男子 筑波 60点 宮城 54点 大宮 41点 栃木 40点 名古屋 29点 滋賀 19点 姫路 16点 徳島/熊本 15点
対抗得点 一部女子 筑波 80点 横浜 43点 奈良 42点 名古屋 35点 立川 24点 広島南 22点 大宮 18点 福島 12点

凡例 

9月28日 男子400m

第56回全国聾学校陸上競技大会栃木大会
栃木県総合運動公園陸上競技場 【92050】
2019/09/28 ～ 2019/09/29

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月28日
男子100m
風：+0.8

9月29日
男子200m
風：+0.7

9月29日 男子800m

9月28日 男子1500m

9月29日 男子5000m

9月29日 男子4×100mR

9月28日 男子走高跳

9月29日 男子走幅跳

9月28日 男子三段跳

9月29日 男子砲丸投(6.0kg)

9月28日 一部男子やり投(800g)

9月28日 二部男子やり投(800g)

9月28日
女子100m
風：+1.9

9月29日
女子200m
風：+3.2

9月28日 女子400m

9月29日 女子800m

9月28日 女子1500m

9月29日 女子3000m

9月29日 女子4×100mR

9月28日 女子走高跳

9月29日 女子走幅跳

9月28日 女子砲丸投(4.0kg)

9月29日 女子やり投(600g)



コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2019/09/28 09:30 曇 23.5 79.0 北東 0.7

10:00 晴 24.5 71.0 北北東 0.2
11:00 曇 25.5 72.0 西南西 1.3
12:00 晴 26.0 69.0 南南西 0.8
13:00 曇 26.0 69.0 南西 1.0
14:00 曇 26.0 69.0 西南西 1.1
15:00 曇 25.5 68.0 北 0.6

2019/09/29 09:30 晴 25.0 74.0 南西 0.4
10:00 曇 25.0 76.0 東北東 0.7
11:00 晴 27.0 63.0 南南西 0.5
12:00 晴 27.5 70.0 西南西 1.4
13:00 晴 28.5 64.0 西南西 1.1

測定場所
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男子100m

大会記録(GR)                 11.15     広川 公義(神奈川・川崎)               1992

大会記録(GR)                 11.15     榊原 裕一郎(愛知・名古屋)             2002

大会記録(GR)                  10.9     堀内 吉弘(山形・山形)                 1984

予　選　5組2着＋6

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城 ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 兵庫

1 4 16 長谷川 翔大(1) 宮城 11.60 Q 1 6 159 田中 蓮人(1) 姫路 11.73 Q
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 千葉 ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀ 滋賀

2 7 65 竹之内 政磨(1) 筑波 11.92 Q 2 4 144 中谷 颯太(3) 滋賀 12.13 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 愛知 ﾌｸｲ ﾀｸﾄ 愛知

3 6 123 渡邊 将真(2) 名古屋 12.12 q 3 7 129 福井 拓人(3) 豊橋 12.24 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 長野 ﾕﾘ ｼｭﾝﾔ 京都

4 5 109 近藤 元気(3) 長野 12.37 4 9 149 油利 峻也(3) 京都 12.69
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 東京 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 埼玉

5 9 83 中川 太陽(1) 葛飾 12.60 5 5 49 齋藤 優太(1) 大宮 12.70
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 秋田 ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ 岩手

6 2 27 小川 優士(3) 秋田 12.84 6 8 8 黒沼 蓮(3) 盛岡 12.98
ｲﾅﾊﾞ ｾｲｺﾞ 和歌山 ﾃｼﾏ ｱｲﾄ 群馬

7 1 170 稲葉 清悟(2) 和歌山 12.95 7 3 44 手島 愛斗(2) 群馬 13.26
ｼﾞｭﾌｸ ﾘﾝﾀﾛｳ 大阪 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀ 秋田

8 8 154 壽福 厘太朗(2) だいせん 13.06 8 2 25 内山 健太(2) 秋田 13.97
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 石川

9 3 115 坂口 真介(1) 石川 13.59

3組 (風:+0.9) 4組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 三重 ｸﾎ ｶｽﾞｻ 岩手

1 7 140 小林 大祐(3) 三重 11.83 Q 1 5 6 久保 寿瑳(3) 盛岡 11.82 Q
ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 熊本 ﾜｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ 埼玉

2 5 184 冨永 幸佑(1) 熊本 11.84 Q 2 7 48 若宮 英健(3) 大宮 12.01 Q
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 京都 ﾀﾏｷ ﾄﾑ 奈良

3 4 146 市川 温仁(3) 京都 12.62 3 6 163 玉置 斗夢(1) 奈良 12.17 q
ﾏﾝﾀﾞ ｺｳﾀ 石川 ﾅｶﾉ ﾒｲﾀﾞｲ 千葉

4 2 114 萬田 航大(1) 石川 12.96 4 9 64 仲野 名乃(1) 筑波 12.29 q
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 東京 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮城

5 9 86 佐藤 渉(3) 葛飾 13.05 5 4 23 中村 和輝(3) 宮城 12.35 q
ﾀﾆ ﾄｳﾏ 千葉 ﾋﾗｲ ｱﾂﾔ 香川

6 3 62 谷 斗雅(1) 千葉 13.08 6 8 182 平井 敦也(2) 香川 13.47
ｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 岩手 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 京都

7 1 2 久保 朋也(1) 盛岡 13.16 7 3 148 宮崎 凌介(3) 京都 13.53
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 福島 ｼﾛｻｷ ﾕｳｼﾞ 石川

8 8 29 栁沼 大地(2) 福島 15.16 8 1 113 城崎 雄二(1) 石川 13.70
ﾅｶﾔﾏ ｶｲﾄ 奈良 ｲﾄｳ ｺｳｷ 長野

6 165 中山 海人(3) 奈良 DNS 9 2 111 伊藤 幸紀(3) 松本 14.70

5組 (風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城

1 5 20 齋藤 史明(3) 宮城 11.82 Q
ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ 千葉

2 6 68 川合 涼太(2) 筑波 12.12 Q
ﾊﾗ ｴｲｼﾞ 東京

3 4 77 原 英司(2) 東京中央 12.25 q
ﾑｸﾉｷ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知

4 7 132 椋木 佑太朗(3) 一宮 12.45
ｺﾀﾞﾏ ﾋｭｳｶﾞ 秋田

5 8 26 小玉 彪雅(2) 秋田 13.17
ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾄ 島根

6 3 172 池田 陸翔(1) 松江 13.17
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾄ 奈良

7 2 164 坂本 拓登(2) 奈良 13.51
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大阪

8 9 157 山本 和矢(2) だいせん 13.55

凡例  DNS:欠場



男子100m

大会記録(GR)                 11.15     広川 公義(神奈川・川崎)               1992

大会記録(GR)                 11.15     榊原 裕一郎(愛知・名古屋)             2002

大会記録(GR)                  10.9     堀内 吉弘(山形・山形)                 1984

準決勝　2組3着＋2

1組 (風:+2.1) 2組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 熊本 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城

1 5 184 冨永 幸佑(1) 熊本 11.34 Q 1 7 16 長谷川 翔大(1) 宮城 11.41 Q
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 兵庫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 三重

2 4 159 田中 蓮人(1) 姫路 11.42 Q 2 6 140 小林 大祐(3) 三重 11.55 Q
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城 ｸﾎ ｶｽﾞｻ 岩手

3 6 20 齋藤 史明(3) 宮城 11.54 Q 3 4 6 久保 寿瑳(3) 盛岡 11.77 Q
ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀ 滋賀 ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ 千葉

4 9 144 中谷 颯太(3) 滋賀 11.69 q 4 8 68 川合 涼太(2) 筑波 11.93
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 千葉 ﾜｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ 埼玉

5 7 65 竹之内 政磨(1) 筑波 11.77 q 5 5 48 若宮 英健(3) 大宮 12.06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 愛知 ﾌｸｲ ﾀｸﾄ 愛知

6 8 123 渡邊 将真(2) 名古屋 11.98 6 2 129 福井 拓人(3) 豊橋 12.06
ﾅｶﾉ ﾒｲﾀﾞｲ 千葉 ﾀﾏｷ ﾄﾑ 奈良

7 3 64 仲野 名乃(1) 筑波 12.21 7 9 163 玉置 斗夢(1) 奈良 12.06
ﾊﾗ ｴｲｼﾞ 東京 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮城

8 2 77 原 英司(2) 東京中央 12.26 8 3 23 中村 和輝(3) 宮城 12.26

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城

1 4 16 長谷川 翔大(1) 宮城 11.36
ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 熊本

2 5 184 冨永 幸佑(1) 熊本 11.37
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城

3 8 20 齋藤 史明(3) 宮城 11.42
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 兵庫

4 7 159 田中 蓮人(1) 姫路 11.49
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 三重

5 6 140 小林 大祐(3) 三重 11.59
ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀ 滋賀

6 3 144 中谷 颯太(3) 滋賀 11.71
ｸﾎ ｶｽﾞｻ 岩手

7 9 6 久保 寿瑳(3) 盛岡 11.81
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 千葉

8 2 65 竹之内 政磨(1) 筑波 11.83

凡例  DNS:欠場



男子200m

大会記録(GR)                 22.12     山田 真樹(東京・東京中央)             2014

予　選　4組3着＋4

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城

1 6 20 齋藤 史明(3) 宮城 25.07 Q 1 6 16 長谷川 翔大(1) 宮城 24.96 Q
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 千葉 ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ 岩手

2 5 67 齋藤 光貴(2) 筑波 25.24 Q 2 8 5 水嶋 貴一(2) 盛岡 25.22 Q
ﾏｻｵｶ ｲﾂｷ 大阪 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 栃木

3 4 155 正岡 樹(2) だいせん 25.35 Q 3 7 40 助川 陽俊(3) 栃木 25.53 Q
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 埼玉 ﾑｸﾉｷ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知

4 8 49 齋藤 優太(1) 大宮 25.75 q 4 9 132 椋木 佑太朗(3) 一宮 25.67 q
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 京都 ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 埼玉

5 7 146 市川 温仁(3) 京都 25.94 5 2 50 田中 史龍(3) 大宮 26.25
ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾂﾐ 島根 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大阪

6 2 173 山縣 克海(1) 松江 26.77 6 3 157 山本 和矢(2) だいせん 27.60
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 東京 ﾀｹﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 千葉

7 3 86 佐藤 渉(3) 葛飾 27.39 4 65 竹之内 政磨(1) 筑波 DNS
ﾐｷ ﾘｭｳﾀ 愛知 ﾅｶﾔﾏ ｶｲﾄ 奈良

8 9 128 三木 竜太(2) 岡崎 27.63 5 165 中山 海人(3) 奈良 DNS

3組 (風:-0.8) 4組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾄ 石川 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 熊本

1 7 112 新田 崚人(2) 石川 24.36 Q 1 5 184 冨永 幸佑(1) 熊本 24.15 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 三重 ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 兵庫

2 5 140 小林 大祐(3) 三重 24.40 Q 2 6 159 田中 蓮人(1) 姫路 24.17 Q
ﾜｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ 埼玉 ｲﾄｳ ﾄｼｷ 愛知

3 4 48 若宮 英健(3) 大宮 24.95 Q 3 7 120 伊藤 俊貴(3) 名古屋 24.32 Q
ﾀﾏｷ ﾄﾑ 奈良 ｸﾎ ｶｽﾞｻ 岩手

4 6 163 玉置 斗夢(1) 奈良 25.24 q 4 4 6 久保 寿瑳(3) 盛岡 24.50 q
ﾃｼﾏ ｱｲﾄ 群馬 ﾏﾝﾀﾞ ｺｳﾀ 石川

5 2 44 手島 愛斗(2) 群馬 27.66 5 8 114 萬田 航大(1) 石川 27.22
ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾄ 島根 ｼﾞｭﾌｸ ﾘﾝﾀﾛｳ 大阪

6 3 172 池田 陸翔(1) 松江 28.25 6 3 154 壽福 厘太朗(2) だいせん 27.67
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 兵庫 ｲﾅﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 茨城

8 158 西村 隆(3) 神戸 DNS 7 2 32 稲田 竜斗(2) 水戸 29.64
ﾖｼｷ ﾕｲﾄ 宮城 ﾔﾅｷﾞ ｸｵﾝ 千葉

9 18 吉城 唯翔(2) 宮城 DNS 9 66 柳 久遠(1) 筑波 DNS

準決勝　2組3着＋2

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 熊本 ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾄ 石川

1 5 184 冨永 幸佑(1) 熊本 23.62 Q 1 5 112 新田 崚人(2) 石川 23.85 Q
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 兵庫 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城

2 4 159 田中 蓮人(1) 姫路 23.66 Q 2 7 16 長谷川 翔大(1) 宮城 24.11 Q
ｲﾄｳ ﾄｼｷ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 三重

3 8 120 伊藤 俊貴(3) 名古屋 23.74 Q 3 4 140 小林 大祐(3) 三重 24.14 Q
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 千葉 ﾏｻｵｶ ｲﾂｷ 大阪

4 7 67 齋藤 光貴(2) 筑波 23.77 q 4 9 155 正岡 樹(2) だいせん 24.65
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城 ﾜｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ 埼玉

5 6 20 齋藤 史明(3) 宮城 23.77 q 5 8 48 若宮 英健(3) 大宮 25.06
ｸﾎ ｶｽﾞｻ 岩手 ﾀﾏｷ ﾄﾑ 奈良

6 2 6 久保 寿瑳(3) 盛岡 24.62 6 2 163 玉置 斗夢(1) 奈良 25.08
ｽｹｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 栃木 ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ 岩手

7 9 40 助川 陽俊(3) 栃木 25.60 7 6 5 水嶋 貴一(2) 盛岡 25.26
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 埼玉 ﾑｸﾉｷ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知

8 3 49 齋藤 優太(1) 大宮 25.63 8 3 132 椋木 佑太朗(3) 一宮 25.38

凡例  DNS:欠場



男子200m

大会記録(GR)                 22.12     山田 真樹(東京・東京中央)             2014

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 熊本

1 5 184 冨永 幸佑(1) 熊本 23.53
ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾄ 石川

2 7 112 新田 崚人(2) 石川 23.94
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 兵庫

3 6 159 田中 蓮人(1) 姫路 24.01
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 三重

4 8 140 小林 大祐(3) 三重 24.09
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城

5 2 20 齋藤 史明(3) 宮城 24.16
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城

6 4 16 長谷川 翔大(1) 宮城 24.62
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 千葉

7 3 67 齋藤 光貴(2) 筑波 24.90
ｲﾄｳ ﾄｼｷ 愛知

8 9 120 伊藤 俊貴(3) 名古屋 25.65

凡例  DNS:欠場



男子400m

大会記録(GR)                 49.34     佐久間 幸久(群馬・群馬)               2003

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｻｵｶ ｲﾂｷ 大阪 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 千葉

1 7 155 正岡 樹(2) だいせん 59.65 Q 1 7 67 齋藤 光貴(2) 筑波 54.20 Q
ﾎﾘｶﾜ ﾗｲﾑ 東京 ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶﾞ 栃木

2 6 89 堀川 来夢(2) 立川 1:00.06 Q 2 5 38 小倉 楓雅(2) 栃木 55.66 Q
ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ 秋田 ｱﾗｲ ﾘｸ 埼玉

3 5 24 荒川 太陽(2) 秋田 1:00.35 3 6 52 新井 陸(3) 大宮 59.51
ｲﾅﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 茨城 ﾐｷ ﾘｭｳﾀ 愛知

4 8 32 稲田 竜斗(2) 水戸 1:10.07 4 8 128 三木 竜太(2) 岡崎 1:01.66
ｵｲｶﾜ ｹｲﾀ 埼玉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 岩手

4 51 及川 慶太(1) 大宮 DNS 5 9 4 中村 輝月(1) 盛岡 1:02.28
ｻﾙﾊｼ ﾘｷ 宮城 ﾄﾐｻﾞﾜﾀｸﾏ 静岡

9 15 猿橋 璃綺(1) 宮城 DNS 6 3 99 冨澤 拓真(1) 沼津 1:05.97
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 宮城

7 4 17 齋藤 和樹(2) 宮城 1:07.13

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾄ 石川

1 7 112 新田 崚人(2) 石川 54.61 Q
ﾔﾅｷﾞ ｸｵﾝ 千葉

2 4 66 柳 久遠(1) 筑波 57.96 Q
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 長野

3 8 110 町田 龍司(3) 長野 59.08 q
ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 埼玉

4 6 50 田中 史龍(3) 大宮 59.17 q
ｶｲﾏｽ ｶｽﾞｷ 三重

5 9 142 貝増 和暉(2) 三重 1:01.64
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 宮城

5 13 阿部 裕人(1) 宮城 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 千葉

1 4 67 齋藤 光貴(2) 筑波 52.37
ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾄ 石川

2 5 112 新田 崚人(2) 石川 53.44
ﾏｻｵｶ ｲﾂｷ 大阪

3 7 155 正岡 樹(2) だいせん 54.87
ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶﾞ 栃木

4 6 38 小倉 楓雅(2) 栃木 55.29
ﾔﾅｷﾞ ｸｵﾝ 千葉

5 8 66 柳 久遠(1) 筑波 57.88
ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 埼玉

6 3 50 田中 史龍(3) 大宮 59.45
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 長野

7 2 110 町田 龍司(3) 長野 1:00.40
ﾎﾘｶﾜ ﾗｲﾑ 東京

8 9 89 堀川 来夢(2) 立川 1:00.50

凡例  DNS:欠場



男子800m

大会記録(GR)               2:00.56     北田 明広(奈良・奈良)                 2008

大会記録(GR)                2:00.5     福嶋 真吾(埼玉・大宮)                 1987

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｹ ｾｲﾀ 愛知 ｳﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉

1 5 122 三宅 聖太(3) 名古屋 2:25.73 Q 1 5 70 宇田 旬佑(3) 筑波 2:14.67 Q
ｱﾗｲ ﾘｸ 埼玉 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 長野

2 6 52 新井 陸(3) 大宮 2:28.07 Q 2 4 110 町田 龍司(3) 長野 2:24.39 Q
ｵｵﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 岩手

3 8 61 大竹 晋之介(1) 千葉 2:30.27 3 8 3 中村 宙(1) 盛岡 2:26.70 q
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 宮城 ﾀﾆ ﾄｳﾏ 千葉

4 7 17 齋藤 和樹(2) 宮城 2:33.27 4 9 62 谷 斗雅(1) 千葉 2:29.08
ｻｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 群馬 ﾋﾗｲ ｱﾂﾔ 香川

5 4 45 佐久間 捷伍(2) 群馬 2:42.63 5 6 182 平井 敦也(2) 香川 2:30.71
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 福島 ﾅｶｵ ｳﾐ 大阪

6 9 29 栁沼 大地(2) 福島 2:50.74 6 7 153 中尾 大海(1) だいせん 2:31.65
ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 宮城

7 3 19 松山 拓樹(3) 宮城 3:12.27

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｼ 京都

1 4 147 阪口 大心(3) 京都 2:26.03 Q
ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 宮城

2 8 14 今野 和幸(1) 宮城 2:27.23 Q
ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ 秋田

3 6 24 荒川 太陽(2) 秋田 2:27.78 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京

4 9 84 安藤 悟志(2) 葛飾 2:28.08
ﾄﾐｻﾞﾜﾀｸﾏ 静岡

5 5 99 冨澤 拓真(1) 沼津 2:29.47
ｵｲｶﾜ ｹｲﾀ 埼玉

7 51 及川 慶太(1) 大宮 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉

1 5 70 宇田 旬佑(3) 筑波 2:04.72
ﾐﾔｹ ｾｲﾀ 愛知

2 4 122 三宅 聖太(3) 名古屋 2:14.65
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 長野

3 7 110 町田 龍司(3) 長野 2:17.88
ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｼ 京都

4 6 147 阪口 大心(3) 京都 2:18.50
ｱﾗｲ ﾘｸ 埼玉

5 8 52 新井 陸(3) 大宮 2:25.45
ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 岩手

6 3 3 中村 宙(1) 盛岡 2:27.60
ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ 秋田

7 2 24 荒川 太陽(2) 秋田 2:30.09
ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 宮城

8 9 14 今野 和幸(1) 宮城 2:35.06

凡例  DNS:欠場



男子1500m

大会記録(GR)               4:09.75     森光 佑矢(高知・高知)                 2012

予　選　2組4着＋4

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 埼玉 ｳﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉

1 3 57 渡辺 遥輝(3) 大宮 4:51.38 Q 1 9 70 宇田 旬佑(3) 筑波 4:34.02 Q
ﾌﾙﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 千葉 ﾅｶｲ ﾏﾋﾛ 栃木

2 7 69 古谷 亮太(3) 筑波 4:51.91 Q 2 7 35 仲井 真大(1) 栃木 4:53.16 Q
ｺﾊﾞﾘ ｱｻﾐ 神奈川 ｵｵﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ 千葉

3 1 98 小針 麻未(2) 平塚 4:52.11 Q 3 3 61 大竹 晋之介(1) 千葉 4:53.42 Q
ﾐﾔｹ ｾｲﾀ 愛知 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾔ 愛知

4 4 122 三宅 聖太(3) 名古屋 4:52.13 Q 4 10 121 坪井 雅也(3) 名古屋 4:56.06 Q
ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｼ 京都 ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 埼玉

5 8 147 阪口 大心(3) 京都 4:52.15 q 5 11 56 佐々木 智哉(1) 大宮 4:58.51 q
ｻｶｲ ｻﾂｷ 大阪 ｸﾎﾞﾘ ﾊﾙｷ 大阪

6 6 152 酒井 颯来(3) 大阪中央 4:56.08 q 6 8 156 久堀 榛奎 (2) だいせん 5:08.20
ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 東京 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾂﾐ 島根

7 11 78 田中 快治(2) 東京中央 4:56.92 q 7 4 173 山縣 克海(1) 松江 5:24.38
ｻﾝﾍﾞ ｶｲ 栃木 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｷ 京都

8 5 36 三部 快(1) 栃木 5:00.96 8 2 151 小川 温輝(1) 京都 5:31.13
ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京 ｻｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 群馬

9 9 84 安藤 悟志(2) 葛飾 5:13.10 9 5 45 佐久間 捷伍(2) 群馬 5:31.16
ﾅｶｵ ｳﾐ 大阪 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 東京

10 10 153 中尾 大海(1) だいせん 5:15.89 1 85 窪田 翔(2) 葛飾 DNS
ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 宮城 ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 宮城

2 19 松山 拓樹(3) 宮城 DNS 6 14 今野 和幸(1) 宮城 DNS

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉

1 12 70 宇田 旬佑(3) 筑波 4:26.56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 埼玉

2 4 57 渡辺 遥輝(3) 大宮 4:40.68
ﾌﾙﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 千葉

3 3 69 古谷 亮太(3) 筑波 4:42.13
ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 埼玉

4 6 56 佐々木 智哉(1) 大宮 4:47.94
ﾅｶｲ ﾏﾋﾛ 栃木

5 9 35 仲井 真大(1) 栃木 4:51.60
ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｼ 京都

6 10 147 阪口 大心(3) 京都 4:52.05
ｻｶｲ ｻﾂｷ 大阪

7 8 152 酒井 颯来(3) 大阪中央 4:52.19
ﾐﾔｹ ｾｲﾀ 愛知

8 5 122 三宅 聖太(3) 名古屋 4:54.46
ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾔ 愛知

9 2 121 坪井 雅也(3) 名古屋 4:56.92
ｺﾊﾞﾘ ｱｻﾐ 神奈川

10 7 98 小針 麻未(2) 平塚 4:57.81
ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 東京

11 11 78 田中 快治(2) 東京中央 4:59.44
ｵｵﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ 千葉

12 1 61 大竹 晋之介(1) 千葉 5:07.36

凡例  DNS:欠場



男子5000m

大会記録(GR)              16:20.04     神田 祐太郎(千葉・筑波)               2009

大会記録(GR)               15:56.1     佐藤 淳(千葉・筑波)                   1977

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 千葉

1 7 69 古谷 亮太(3) 筑波 18:16.68

ｲｼｲ ｴｲｷ 栃木

2 2 37 石井 詠起(2) 栃木 18:30.62

ﾅｶｲ ﾏﾋﾛ 栃木

3 11 35 仲井 真大(1) 栃木 18:37.48

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 埼玉

4 14 57 渡辺 遥輝(3) 大宮 19:07.82

ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 東京

5 15 78 田中 快治(2) 東京中央 19:18.69

ｻﾝﾍﾞ ｶｲ 栃木

6 6 36 三部 快(1) 栃木 19:26.54

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 東京

7 13 85 窪田 翔(2) 葛飾 19:36.86

ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾔ 愛知

8 5 121 坪井 雅也(3) 名古屋 19:40.93

ﾕﾘ ｼｭﾝﾔ 京都

9 4 149 油利 峻也(3) 京都 19:42.96

ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 埼玉

10 10 56 佐々木 智哉(1) 大宮 19:50.42

ｸﾎﾞﾘ ﾊﾙｷ 大阪

11 9 156 久堀 榛奎 (2) だいせん 19:53.54

ﾋﾗﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 京都

12 12 150 平原 凌丞(2) 京都 20:10.99

ｵｶﾞﾜ ｱﾂｷ 京都

13 1 151 小川 温輝(1) 京都 23:54.94

ｶﾐﾔﾏ ﾗﾝﾄ 神奈川

14 3 97 神山 嵐翔(1) 川崎 25:25.07

ﾅｶﾆｼ ﾀｲﾗ 三重

8 143 中西 平(2) 三重 DNF

凡例  DNF:途中棄権



男子4×100mR

大会記録(GR)                 44.60     吉田･佐久間･高橋･石塚(群馬・群馬)     2002

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 名古屋 123 渡邊 将真(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 46.40 1 7 宮城 15 猿橋 璃綺(1) ｻﾙﾊｼ ﾘｷ 46.20
(愛知) 120 伊藤 俊貴(3) ｲﾄｳ ﾄｼｷ Q (宮城) 16 長谷川 翔大(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ Q

122 三宅 聖太(3) ﾐﾔｹ ｾｲﾀ 13 阿部 裕人(1) ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ
121 坪井 雅也(3) ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾔ 18 吉城 唯翔(2) ﾖｼｷ ﾕｲﾄ

2 5 大宮 49 齋藤 優太(1) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 47.23 2 6 筑波 68 川合 涼太(2) ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ 46.51
(埼玉) 53 河野 心(1) ｺｳﾉ ｼﾝ Q (千葉) 66 柳 久遠(1) ﾔﾅｷﾞ ｸｵﾝ Q

52 新井 陸(3) ｱﾗｲ ﾘｸ 64 仲野 名乃(1) ﾅｶﾉ ﾒｲﾀﾞｲ
48 若宮 英健(3) ﾜｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ 67 齋藤 光貴(2) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

3 9 盛岡 7 黒沼 雅(3) ｸﾛﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 47.70 3 4 葛飾 83 中川 太陽(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 48.71
(岩手) 8 黒沼 蓮(3) ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ Q (東京) 84 安藤 悟志(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ Q

5 水嶋 貴一(2) ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ 85 窪田 翔(2) ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ
6 久保 寿瑳(3) ｸﾎ ｶｽﾞｻ 86 佐藤 渉(3) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

4 6 京都 148 宮崎 凌介(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 47.99 4 9 群馬 44 手島 愛斗(2) ﾃｼﾏ ｱｲﾄ 50.54
(京都) 149 油利 峻也(3) ﾕﾘ ｼｭﾝﾔ q (群馬) 47 鈴木 祐輝(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ

146 市川 温仁(3) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 46 増田 優輝(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
150 平原 凌丞(2) ﾋﾗﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 45 佐久間 捷伍(2) ｻｸﾏ ｼｮｳｺﾞ

5 3 東京中央 80 川島 琉武(1) ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳﾀ 48.45 5 3 秋田 27 小川 優士(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 50.78
(東京) 77 原 英司(2) ﾊﾗ ｴｲｼﾞ q (秋田) 26 小玉 彪雅(2) ｺﾀﾞﾏ ﾋｭｳｶﾞ

78 田中 快治(2) ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 25 内山 健太(2) ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀ
81 遠山 莉生(1) ﾄｵﾔﾏ ﾘｷ 24 荒川 太陽(2) ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ

6 7 栃木 40 助川 陽俊(3) ｽｹｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 48.64 6 8 だいせん 154 壽福 厘太朗(2) ｼﾞｭﾌｸ ﾘﾝﾀﾛｳ 51.89
(栃木) 35 仲井 真大(1) ﾅｶｲ ﾏﾋﾛ (大阪) 157 山本 和矢(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

37 石井 詠起(2) ｲｼｲ ｴｲｷ 155 正岡 樹(2) ﾏｻｵｶ ｲﾂｷ
38 小倉 楓雅(2) ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶﾞ 153 中尾 大海(1) ﾅｶｵ ｳﾐ

8 石川 113 城崎 雄二(1) ｼﾛｻｷ ﾕｳｼﾞ DNF 5 三重 DNS
(石川) 112 新田 崚人(2) ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾄ (三重)

114 萬田 航大(1) ﾏﾝﾀﾞ ｺｳﾀ
115 坂口 真介(1) ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 宮城 18 吉城 唯翔(2) ﾖｼｷ ﾕｲﾄ 45.63
(宮城) 16 長谷川 翔大(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

23 中村 和輝(3) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ
20 齋藤 史明(3) ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ

2 7 筑波 68 川合 涼太(2) ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ 45.85
(千葉) 65 竹之内 政磨(1) ﾀｹﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ

64 仲野 名乃(1) ﾅｶﾉ ﾒｲﾀﾞｲ
67 齋藤 光貴(2) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

3 6 名古屋 123 渡邊 将真(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 46.92
(愛知) 120 伊藤 俊貴(3) ｲﾄｳ ﾄｼｷ

122 三宅 聖太(3) ﾐﾔｹ ｾｲﾀ
121 坪井 雅也(3) ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾔ

4 4 大宮 49 齋藤 優太(1) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 47.53
(埼玉) 53 河野 心(1) ｺｳﾉ ｼﾝ

52 新井 陸(3) ｱﾗｲ ﾘｸ
48 若宮 英健(3) ﾜｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ

5 9 盛岡 7 黒沼 雅(3) ｸﾛﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 47.81
(岩手) 8 黒沼 蓮(3) ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ

5 水嶋 貴一(2) ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ
6 久保 寿瑳(3) ｸﾎ ｶｽﾞｻ

6 2 京都 148 宮崎 凌介(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 48.90
(京都) 149 油利 峻也(3) ﾕﾘ ｼｭﾝﾔ

146 市川 温仁(3) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ
150 平原 凌丞(2) ﾋﾗﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

7 8 葛飾 83 中川 太陽(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 51.96
(東京) 84 安藤 悟志(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

82 小童谷 優真(1) ﾋｼﾞﾔ ﾕｳﾏ
86 佐藤 渉(3) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

3 東京中央 80 川島 琉武(1) ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳﾀ DQ,R2

(東京) 77 原 英司(2) ﾊﾗ ｴｲｼﾞ
78 田中 快治(2) ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ
81 遠山 莉生(1) ﾄｵﾔﾏ ﾘｷ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子走高跳

大会記録(GR)                  1m98     前島 博之(鳥取・鳥取)                 2006

決　勝　

ｲﾄｳ ﾄｼｷ 愛知 － － ○ ○ ○ ○ × ○ ○

1 7 120 伊藤 俊貴(3) 名古屋 × × × 1m62
ｲｼｲ ｴｲｷ 栃木 － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

2 2 37 石井 詠起(2) 栃木 1m56
ｽｷﾞｴ ﾉｿﾞﾐ 宮城 ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

3 5 21 杉江 望(3) 宮城 1m50
ｲｹﾔﾏ ｼｮｳﾀ 愛知 × ○ × ○ × ○ × × ×

4 4 131 池山 翔大(2) 一宮 1m45
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮城 ○ ○ － － × × ×

5 1 23 中村 和輝(3) 宮城 1m40
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 埼玉 ○ × × ×

6 6 55 松永 和真(1) 大宮 1m35
ｲﾄｳ ｺｳｷ 長野 × × ×

3 111 伊藤 幸紀(3) 松本 NM
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 群馬

8 47 鈴木 祐輝(2) 群馬 DNS

1m35

1m65

1m62
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

大会記録(GR)                  6m65     八重樫 隆久(岩手・盛岡)               1979

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀ 滋賀 5m86 × × 5m81 6m06 × 6m06
1 11 144 中谷 颯太(3) 滋賀 -1.1 -1.1 -0.2 -0.2

ｼﾝﾀｸ ｼｵﾝ 徳島 5m47 5m51 × × 5m79 × 5m79
2 16 181 新宅 雄音(2) 徳島 -0.7 -0.4 +0.2 +0.2

ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 群馬 5m15 5m12 5m70 5m19 5m13 5m63 5m70
3 21 47 鈴木 祐輝(2) 群馬 -1.0 -0.4 +0.8 -0.9 +1.0 +0.8 +0.8

ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ 千葉 4m09 5m09 5m49 5m18 5m24 5m66 5m66
4 20 68 川合 涼太(2) 筑波 -0.9 +0.5 +0.3 -1.5 +0.3 +2.0 +2.0

ﾁﾊﾗ ｺｳﾍｲ 静岡 5m26 5m39 5m33 5m13 5m56 5m63 5m63
5 3 102 千原 浩平(3) 沼津 +0.4 -1.3 -0.1 -0.2 -2.1 +2.6 +2.6

ﾅｶﾉ ﾒｲﾀﾞｲ 千葉 5m27 5m29 5m22 5m19 5m03 5m43 5m43
6 7 64 仲野 名乃(1) 筑波 -0.3 -0.7 -0.7 -0.3 -1.0 +1.3 +1.3

ﾌｸｲ ﾀｸﾄ 愛知 × 5m27 5m40 5m20 × 5m40 5m40
7 14 129 福井 拓人(3) 豊橋 -0.1 -0.1 +0.2 +2.4 -0.1

ﾖｼｷ ﾕｲﾄ 宮城 5m40 4m23 4m42 5m31 4m97 × 5m40
8 8 18 吉城 唯翔(2) 宮城 -0.5 -0.4 -0.2 +1.1 -2.1 -0.5

ｲﾅﾊﾞ ｾｲｺﾞ 和歌山 4m88 5m01 5m28 5m28
9 15 170 稲葉 清悟(2) 和歌山 -0.4 -0.1 0.0 0.0

ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ 岩手 × 4m78 5m07 5m07
10 17 5 水嶋 貴一(2) 盛岡 -0.3 +0.4 +0.4

ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾄ 兵庫 4m80 5m02 4m99 5m02
11 5 160 竹内 拓斗(2) 姫路 -0.2 -0.7 +0.4 -0.7

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 東京 × 4m96 4m73 4m96
12 22 83 中川 太陽(1) 葛飾 +0.1 +1.5 +0.1

ﾎﾘｶﾜ ﾗｲﾑ 東京 4m50 4m92 4m77 4m92
13 13 89 堀川 来夢(2) 立川 -0.9 +0.4 -0.3 +0.4

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 埼玉 4m57 4m59 4m87 4m87
14 12 55 松永 和真(1) 大宮 -0.8 +0.4 -0.1 -0.1

ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 秋田 4m64 4m81 4m72 4m81
15 10 27 小川 優士(3) 秋田 -0.6 -0.1 +0.6 -0.1

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳﾀ 愛知 4m68 4m71 4m62 4m71
16 4 131 池山 翔大(2) 一宮 -0.5 -1.2 +0.8 -1.2

ｻﾙﾊｼ ﾘｷ 宮城 3m90 4m20 4m68 4m68
17 23 15 猿橋 璃綺(1) 宮城 -1.0 +0.2 +0.6 +0.6

ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 長野 × 4m54 4m61 4m61
18 19 109 近藤 元気(3) 長野 +0.6 -0.1 -0.1

ｼﾛｻｷ ﾕｳｼﾞ 石川 4m34 4m37 4m36 4m37
19 18 113 城崎 雄二(1) 石川 -0.6 +0.2 0.0 +0.2

ｺﾓﾘ ｹﾝﾀ 栃木 4m08 3m97 3m87 4m08
20 6 39 古森 健太(2) 栃木 -0.1 0.0 -0.8 -0.1

ﾀﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木 × 3m76 4m08 4m08
21 1 42 多田 健悟(3) 栃木 -1.4 -0.1 -0.1

ｺﾀﾞﾏ ﾋｭｳｶﾞ 秋田

2 26 小玉 彪雅(2) 秋田 DNS
ｶﾝﾏﾃ ﾋﾋﾞｷ 静岡

9 100 上當 響(2) 沼津 DNS

凡例  DNS:欠場



男子三段跳

大会記録(GR)                 14m23     和田 善洋(奈良・奈良)                 1985

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾀｸ ｼｵﾝ 徳島 10m92 × 11m18 11m19 × 11m09 11m19
1 4 181 新宅 雄音(2) 徳島 +1.6 +1.2 +2.1 +1.0 +2.1

ﾁﾊﾗ ｺｳﾍｲ 静岡 11m16 × 10m94 10m62 10m29 10m52 11m16
2 5 102 千原 浩平(3) 沼津 +2.8 +2.1 +1.8 +1.4 +0.4 +2.8

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 群馬 × 10m62 10m47 × × 10m50 10m62
3 1 46 増田 優輝(2) 群馬 +3.0 +1.4 +1.8 +3.0

ｶﾝﾏﾃ ﾋﾋﾞｷ 静岡

3 100 上當 響(2) 沼津 DNS
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 兵庫

2 158 西村 隆(3) 神戸 DNS

凡例  DNS:欠場



男子砲丸投(6.0kg)

大会記録(GR)                 13m06     野田 健太(宮城・宮城)                 2006

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ 青森

1 11 1 水谷 颯(2) 青森 10m46 10m54 10m23 10m54 8 10m49 10m61 10m62 10m62

ﾂｷﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 宮城

2 8 22 月田 翔詠(3) 宮城 10m18 × － 10m18 7 × × 9m84 10m18

ｽｷﾞｴ ﾉｿﾞﾐ 宮城

3 13 21 杉江 望(3) 宮城 9m23 9m49 8m16 9m49 6 8m69 × 9m02 9m49

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 愛知

4 10 123 渡邊 将真(2) 名古屋 9m21 8m84 9m33 9m33 5 9m33 8m72 8m85 9m33

ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 栃木

5 9 41 荒井 天志(3) 栃木 8m09 8m56 8m28 8m56 4 7m73 8m53 7m58 8m56

ｳﾒﾊﾗ ﾄｳﾏ 三重

6 4 141 梅原 透真(3) 三重 7m81 7m70 8m22 8m22 3 8m22 8m33 8m29 8m33

ｺｳﾉ ｼﾝ 埼玉

7 15 53 河野 心(1) 大宮 7m16 8m19 8m17 8m19 2 8m13 7m23 7m38 8m19

ｻﾉ ｿｳﾀ 和歌山

8 3 171 佐野 颯太(1) 和歌山 7m79 7m59 8m04 8m04 1 7m71 7m73 7m92 8m04

ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾄ 奈良

9 6 164 坂本 拓登(2) 奈良 7m73 7m57 7m54 7m73 7m73

ｻﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ 埼玉

10 2 54 澤邉 拓海(3) 大宮 5m90 5m96 6m79 6m79 6m79

ｺﾓﾘ ｹﾝﾀ 栃木

11 7 39 古森 健太(2) 栃木 6m76 6m40 6m58 6m76 6m76

ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 静岡

12 1 101 田中 航平(2) 沼津 5m83 5m82 6m05 6m05 6m05

ﾀﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木

13 12 42 多田 健悟(3) 栃木 5m55 5m92 6m03 6m03 6m03

ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀ 秋田

14 5 25 内山 健太(2) 秋田 5m90 5m95 4m85 5m95 5m95

ｶﾐﾔﾏ ﾗﾝﾄ 神奈川

15 14 97 神山 嵐翔(1) 川崎 5m78 5m62 5m61 5m78 5m78



一部男子やり投(800g)

大会記録(GR)                 55m36     福島 広幸(鹿児島・鹿児島)             1988

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾑﾗ ﾊﾊﾞﾀｷ 滋賀

1 17 145 川村 翔(3) 滋賀 × 44m17 42m36 44m17 × 36m77 46m95 46m95

ｺｳﾉ ｼﾝ 埼玉

2 13 53 河野 心(1) 大宮 40m41 35m58 29m96 40m41 42m31 39m42 45m03 45m03

ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ 青森

3 14 1 水谷 颯(2) 青森 42m93 43m29 36m67 43m29 43m31 × × 43m31

ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾄ 兵庫

4 15 160 竹内 拓斗(2) 姫路 39m56 40m20 34m48 40m20 35m92 31m26 30m87 40m20

ﾊﾗ ｴｲｼﾞ 東京

5 16 77 原 英司(2) 東京中央 37m91 34m32 － 37m91 38m97 36m30 35m61 38m97

ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 栃木

6 10 41 荒井 天志(3) 栃木 33m17 33m71 31m95 33m71 32m74 31m19 37m01 37m01

ﾋｼﾞﾔ ﾕｳﾏ 東京

7 9 82 小童谷 優真(1) 葛飾 31m27 × 36m82 36m82 35m51 35m58 32m05 36m82

ｽｹｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 栃木

8 12 40 助川 陽俊(3) 栃木 35m30 32m10 × 35m30 × 28m70 32m88 35m30

ｵｸﾞﾗ ﾌｳｶﾞ 栃木

9 8 38 小倉 楓雅(2) 栃木 × 31m87 33m20 33m20 33m20

ｸﾛﾇﾏ ﾐﾔﾋﾞ 岩手

10 3 7 黒沼 雅(3) 盛岡 30m35 30m39 31m11 31m11 31m11

ﾂｷﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 宮城

11 11 22 月田 翔詠(3) 宮城 30m53 29m04 30m22 30m53 30m53

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 宮城

12 7 13 阿部 裕人(1) 宮城 28m26 26m86 × 28m26 28m26

ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ 岩手

13 6 8 黒沼 蓮(3) 盛岡 22m25 24m23 22m70 24m23 24m23

ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 静岡

14 1 101 田中 航平(2) 沼津 17m86 22m48 22m01 22m48 22m48

ｻﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ 埼玉

15 4 54 澤邉 拓海(3) 大宮 22m05 21m62 20m85 22m05 22m05

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 群馬

5 46 増田 優輝(2) 群馬 × × × NM
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 石川

2 115 坂口 真介(1) 石川 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



二部男子やり投(800g)

大会記録(GR)                 59m70     福島 広幸(鹿児島・鹿児島)             1989

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｵ 東京

1 1 88 原田 莉央(2) 葛飾 × 34m36 33m76 34m36 30m59 31m05 34m49 34m49



女子100m

大会記録(GR)                 13.00     玉置 夢愛(奈良・奈良)                 2018

大会記録(GR)                  12.9     荒井 恵子(群馬・群馬)                 1989

予　選　3組2着＋2

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｲﾄｳ ｱｶﾈ 島根 ｵｵｿﾈ ﾘｺ 神奈川

1 6 175 内藤 愛兼(2) 松江 14.18 Q 1 4 93 大曽根 理子(2) 横浜 14.29 Q
ﾏｴﾀﾞﾕｶ 静岡 ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾅ 岐阜

2 8 106 前田 結香(3) 沼津 14.97 Q 2 6 136 塩澤 真菜(3) 岐阜 14.85 Q
ﾖｼｶﾞｲ ｸﾙﾒ 埼玉 ﾀｶﾀ ﾋﾅ 兵庫

3 5 59 吉開 くるめ(2) 大宮 15.12 3 5 161 髙田 ひな(3) 姫路 15.05
ｲｼﾔﾏ ﾐｸ 山形 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 石川

4 3 28 石山 美紅(3) 山形 15.54 4 7 116 山本 凪紗(3) 石川 15.27
ｶﾈｺ ﾙﾅ 石川 ｽｴﾖｼ ﾚｵ 静岡

5 7 117 金子 瑠奈(3) 石川 15.56 5 9 108 末吉 怜央(3) 沼津 15.51
ﾅｶﾔﾏ ｿﾗﾐ 奈良 ｵﾑﾗ ﾐﾁﾙ 島根

6 9 166 中山 空美(1) 奈良 15.59 6 3 174 小村 充(1) 松江 16.15
ﾄﾘｺﾞｼ ﾕｳﾘ 広島 ｵｸﾑﾗ ﾚﾅ 岩手

4 179 鳥越 侑莉(2) 広島南 DNS 8 11 奥村 玲奈(3) 盛岡 DNS

3組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐｳﾗ ﾏﾔ 奈良

1 5 169 三浦 麻椰(3) 奈良 13.64 Q
ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ 愛知

2 7 127 竹元 愛梨(1) 名古屋 14.02 Q
ｳｴﾀﾞ ｱｲ 広島

3 9 178 植田 愛(2) 広島南 14.94 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ 神奈川

4 8 92 山口 美晴(1) 横浜 15.00 q
ｻｶｲ ﾏﾅｶ 石川

5 6 119 酒井 愛香(1) 石川 15.01
ﾔﾏﾈ ｼｽﾞﾎ 岩手

6 3 9 山根 しずほ(1) 盛岡 15.57
ﾔﾏﾅｶ ｾｲﾅ 茨城

7 4 34 山中 聖奈(3) 水戸 16.11
ｼﾌﾞﾀﾐﾂｷ 静岡

8 2 107 渋田 美月(3) 沼津 17.17

決　勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾏﾔ 奈良

1 5 169 三浦 麻椰(3) 奈良 13.22
ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ 愛知

2 7 127 竹元 愛梨(1) 名古屋 13.97
ｵｵｿﾈ ﾘｺ 神奈川

3 6 93 大曽根 理子(2) 横浜 14.03
ﾅｲﾄｳ ｱｶﾈ 島根

4 4 175 内藤 愛兼(2) 松江 14.04
ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾅ 岐阜

5 9 136 塩澤 真菜(3) 岐阜 14.80
ﾏｴﾀﾞﾕｶ 静岡

6 8 106 前田 結香(3) 沼津 14.84
ｳｴﾀﾞ ｱｲ 広島

7 3 178 植田 愛(2) 広島南 14.88
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ 神奈川

8 2 92 山口 美晴(1) 横浜 15.06

凡例  DNS:欠場



女子200m

大会記録(GR)                 26.41     小松 彩香(秋田・秋田)                 2010

予　選　3組2着＋2

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵｿﾈ ﾘｺ 神奈川 ﾐｳﾗ ﾏﾔ 奈良

1 5 93 大曽根 理子(2) 横浜 29.37 Q 1 5 169 三浦 麻椰(3) 奈良 27.79 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 広島 ｲﾄｳ ｴﾐｶ 愛知

2 4 180 山田 小遥(2) 広島南 31.47 Q 2 4 124 伊藤 瑛巳佳(3) 名古屋 31.17 Q
ﾅｶﾔﾏ ｿﾗﾐ 奈良 ﾏｴﾀﾞﾕｶ 静岡

3 8 166 中山 空美(1) 奈良 31.99 3 9 106 前田 結香(3) 沼津 31.37
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 石川 ｻｶｲ ﾏﾅｶ 石川

4 7 116 山本 凪紗(3) 石川 32.31 4 7 119 酒井 愛香(1) 石川 31.75
ｼﾌﾞﾀﾐﾂｷ 静岡 ｲｼﾔﾏ ﾐｸ 山形

5 9 107 渋田 美月(3) 沼津 37.31 5 8 28 石山 美紅(3) 山形 32.24
ｵｸﾑﾗ ﾚﾅ 岩手 ﾄﾘｺﾞｼ ﾕｳﾘ 広島

6 11 奥村 玲奈(3) 盛岡 DNS 6 6 179 鳥越 侑莉(2) 広島南 33.14

3組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ 愛知

1 4 127 竹元 愛梨(1) 名古屋 29.08 Q
ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｲﾘ 神奈川

2 6 95 長友 愛莉(3) 横浜 29.54 Q
ﾅｲﾄｳ ｱｶﾈ 島根

3 5 175 内藤 愛兼(2) 松江 29.67 q
ﾄﾞｳｸﾞﾁ ｱﾔｶ 石川

4 7 118 堂口 彩花(1) 石川 31.37 q
ﾀｶﾀ ﾋﾅ 兵庫

5 9 161 髙田 ひな(3) 姫路 31.70
ｽｴﾖｼ ﾚｵ 静岡

6 8 108 末吉 怜央(3) 沼津 33.55

決　勝　

(風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾏﾔ 奈良

1 5 169 三浦 麻椰(3) 奈良 27.50
ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｲﾘ 神奈川

2 4 95 長友 愛莉(3) 横浜 28.96
ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ 愛知

3 7 127 竹元 愛梨(1) 名古屋 29.07
ｵｵｿﾈ ﾘｺ 神奈川

4 6 93 大曽根 理子(2) 横浜 29.18
ﾅｲﾄｳ ｱｶﾈ 島根

5 3 175 内藤 愛兼(2) 松江 30.28
ｲﾄｳ ｴﾐｶ 愛知

6 8 124 伊藤 瑛巳佳(3) 名古屋 30.82
ﾄﾞｳｸﾞﾁ ｱﾔｶ 石川

7 2 118 堂口 彩花(1) 石川 31.08
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 広島

9 180 山田 小遥(2) 広島南 DQ,FS1

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



女子400m

大会記録(GR)               1:00.44     小松 彩香(秋田・秋田)                 2010

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｲﾘ 神奈川

1 6 95 長友 愛莉(3) 横浜 1:05.25
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 千葉

2 9 71 権田 陽向(1) 筑波 1:07.83
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ 愛知

3 7 126 近藤 実優(1) 名古屋 1:09.16
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 奈良

4 8 168 村上 菜々(3) 奈良 1:10.61
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 兵庫

5 4 162 西田 涼華(2) 姫路 1:11.98
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 広島

6 3 180 山田 小遥(2) 広島南 1:12.83
ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 愛知

7 5 133 吉田 琉那(2) 一宮 1:13.88
ｲﾘﾀﾆ ﾅﾅｶ 香川

8 2 183 入谷 那々花(1) 香川 1:16.51



女子800m

大会記録(GR)               2:26.22     戸石 鈴(千葉・筑波)                   2008

予　選　2組3着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｱｲｻ 千葉 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 千葉

1 6 74 三反田 愛紗(2) 筑波 2:43.12 Q 1 5 71 権田 陽向(1) 筑波 2:59.39 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ 愛知 ｲﾘﾀﾆ ﾅﾅｶ 香川

2 9 126 近藤 実優(1) 名古屋 3:01.11 Q 2 9 183 入谷 那々花(1) 香川 3:02.02 Q
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 奈良 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 奈良

3 5 167 横田 なぎさ(3) 奈良 3:03.45 Q 3 6 168 村上 菜々(3) 奈良 3:03.00 Q
ﾎｼﾉ ﾓｴ 茨城 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｲﾘ 愛知

4 4 33 星野 萌(1) 水戸 3:04.55 q 4 8 130 平山 結琳(1) 豊橋 3:07.74 q
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 兵庫 ﾐｽｵ ﾄﾓﾅ 岐阜

5 7 162 西田 涼華(2) 姫路 3:12.52 5 4 135 翠尾 朋奈(3) 岐阜 3:14.03
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾐ 岩手 ｶｷｳﾁ ﾐｵ 千葉

6 8 10 熊谷 愛美(2) 盛岡 3:16.87 7 76 垣内 美音(3) 筑波 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｱｲｻ 千葉

1 6 74 三反田 愛紗(2) 筑波 2:26.52
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 千葉

2 4 71 権田 陽向(1) 筑波 2:41.95
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ 愛知

3 7 126 近藤 実優(1) 名古屋 2:54.51
ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 奈良

4 8 168 村上 菜々(3) 奈良 2:56.69
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 奈良

5 9 167 横田 なぎさ(3) 奈良 2:56.72
ｲﾘﾀﾆ ﾅﾅｶ 香川

6 5 183 入谷 那々花(1) 香川 2:59.00
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｲﾘ 愛知

7 2 130 平山 結琳(1) 豊橋 3:01.47
ﾎｼﾉ ﾓｴ 茨城

8 3 33 星野 萌(1) 水戸 3:02.85

凡例  DNS:欠場



女子1500m

大会記録(GR)               5:02.53     岡田 海緒(東京・東京中央)             2014

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｱｲｻ 千葉

1 3 74 三反田 愛紗(2) 筑波 5:09.53
ﾏﾂﾄﾞ ﾅﾅﾐ 埼玉

2 1 58 松戸 七海(3) 大宮 5:56.06
ｽﾅﾀﾞ ﾙﾂ 広島

3 6 176 砂田 ルツ(3) 広島南 5:57.64
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 奈良

4 4 167 横田 なぎさ(3) 奈良 6:03.60
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｲﾘ 愛知

5 2 130 平山 結琳(1) 豊橋 6:17.08
ｺｲｹ ﾆﾁｶ 東京

6 5 91 小池 仁智香(2) 立川 7:50.16
ｶｷｳﾁ ﾐｵ 千葉

7 76 垣内 美音(3) 筑波 DNS

凡例  DNS:欠場



女子3000m

大会記録(GR)              11:02.97     安本 真紀子(静岡・沼津)               2005

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾅﾀﾞ ﾙﾂ 広島

1 2 176 砂田 ルツ(3) 広島南 13:15.37

ﾏﾂﾄﾞ ﾅﾅﾐ 埼玉

2 4 58 松戸 七海(3) 大宮 13:18.11

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ 神奈川

3 1 92 山口 美晴(1) 横浜 14:34.45

ｺｲｹ ﾆﾁｶ 東京

4 3 91 小池 仁智香(2) 立川 17:25.43



女子4×100mR

大会記録(GR)                 52.53     中西･大田･三浦･玉置(奈良・奈良)       2017

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 筑波 73 朝香 七海(1) ｱｻｶ ﾅﾅﾐ 54.83
(千葉) 74 三反田 愛紗(2) ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｱｲｻ

71 権田 陽向(1) ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ
75 宮城 美月(3) ﾐﾔｷﾞ ﾐﾂﾞｷ

2 6 奈良 166 中山 空美(1) ﾅｶﾔﾏ ｿﾗﾐ 55.73
(奈良) 167 横田 なぎさ(3) ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ

168 村上 菜々(3) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ
169 三浦 麻椰(3) ﾐｳﾗ ﾏﾔ

3 4 名古屋 125 石垣 旭海(3) ｲｼｶﾞｷ ｱｷﾐ 56.30
(愛知) 127 竹元 愛梨(1) ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ

126 近藤 実優(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ
124 伊藤 瑛巳佳(3) ｲﾄｳ ｴﾐｶ

4 7 横浜 94 中田 美音(2) ﾅｶﾀﾞ ﾐｵﾝ 57.96
(神奈川) 92 山口 美晴(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ

95 長友 愛莉(3) ﾅｶﾞﾄﾓ ｱｲﾘ
93 大曽根 理子(2) ｵｵｿﾈ ﾘｺ

5 9 石川 119 酒井 愛香(1) ｻｶｲ ﾏﾅｶ 58.58
(石川) 116 山本 凪紗(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ

117 金子 瑠奈(3) ｶﾈｺ ﾙﾅ
118 堂口 彩花(1) ﾄﾞｳｸﾞﾁ ｱﾔｶ

6 3 広島南 176 砂田 ルツ(3) ｽﾅﾀﾞ ﾙﾂ 59.86
(広島) 180 山田 小遥(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ

178 植田 愛(2) ｳｴﾀﾞ ｱｲ
177 御﨑 菜央(3) ﾐｻｷ ﾅｵ

7 8 岐阜 136 塩澤 真菜(3) ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾅ 59.94
(岐阜) 137 渡邉 彩(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ

135 翠尾 朋奈(3) ﾐｽｵ ﾄﾓﾅ
138 神谷 栞里(2) ｶﾐﾔ ｼｵﾘ

8 2 沼津 107 渋田 美月(3) ｼﾌﾞﾀﾐﾂｷ 1:02.23

(静岡) 108 末吉 怜央(3) ｽｴﾖｼ ﾚｵ
105 杉山 実沙(2) ｽｷﾞﾔﾏﾐｻ
106 前田 結香(3) ﾏｴﾀﾞﾕｶ



女子走高跳

大会記録(GR)                  1m56     中井 和代(滋賀・滋賀)                 1976

決　勝　

ﾐﾔｷﾞ ﾐﾂﾞｷ 千葉 － － － － － ○ ○ × × ×

1 1 75 宮城 美月(3) 筑波 1m44
ｱｻｶ ﾅﾅﾐ 千葉 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 3 73 朝香 七海(1) 筑波 1m41
ﾄﾞｳｸﾞﾁ ｱﾔｶ 石川 ○ × × ×

3 2 118 堂口 彩花(1) 石川 1m05

1m05
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m47
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m10 1m32 1m35 1m38 1m41 1m44



女子走幅跳

大会記録(GR)                  5m25     桃原 恵(鹿児島・鹿児島)               1998

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｷﾞ ﾐﾂﾞｷ 千葉 4m54 4m69 4m51 × × 4m51 4m69
1 5 75 宮城 美月(3) 筑波 +0.8 +1.0 +0.3 +1.8 +1.0

ｱｻｶ ﾅﾅﾐ 千葉 4m30 4m62 4m57 4m47 4m35 4m61 4m62
2 7 73 朝香 七海(1) 筑波 +1.1 +2.3 +0.7 +0.6 +2.4 +2.0 +2.3

ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 愛知 4m21 3m94 4m17 3m93 3m84 3m95 4m21
3 4 133 吉田 琉那(2) 一宮 +0.1 +0.6 +0.2 -0.3 +0.6 +1.9 +0.1

ｵｸﾀﾞ ｹｲﾖ 千葉 4m07 3m98 4m12 4m08 4m14 4m14 4m14
4 3 72 奥田 桂世(1) 筑波 0.0 +0.6 +0.5 -0.1 +1.8 +0.2 +1.8

ﾖｼｶﾞｲ ｸﾙﾒ 埼玉 3m94 4m03 3m94 3m82 3m74 3m99 4m03
5 8 59 吉開 くるめ(2) 大宮 +2.3 +0.9 +0.3 +0.9 +1.6 +1.1 +0.9

ﾔﾏﾈ ｼｽﾞﾎ 岩手 3m57 3m82 3m79 3m74 3m78 × 3m82
6 1 9 山根 しずほ(1) 盛岡 +1.3 +1.2 +2.4 +2.4 +1.4 +1.2

ﾔﾏﾅｶ ｾｲﾅ 茨城 3m67 3m64 3m38 3m54 3m73 3m66 3m73
7 9 34 山中 聖奈(3) 水戸 +0.9 +1.8 -0.2 +3.0 +3.6 +1.4 +3.6

ﾎｼﾉ ﾓｴ 茨城 × 2m94 × 3m00 3m14 3m11 3m14
8 6 33 星野 萌(1) 水戸 +1.3 +1.3 +0.7 +1.7 +0.7

ﾅｶﾀﾞ ﾐｵﾝ 神奈川 2m46 × 2m16 2m46
9 2 94 中田 美音(2) 横浜 0.0 +1.9 0.0



女子砲丸投(4.0kg)

大会記録(GR)                 13m16     村尾 茉優(徳島・徳島)                 2013

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｯﾀ ﾅﾂﾐ 東京

1 8 90 堀田 那都美(3) 立川 7m90 7m83 7m83 7m90 7m54 7m56 7m83 7m90

ｵｸﾀﾞ ｹｲﾖ 千葉

2 3 72 奥田 桂世(1) 筑波 6m39 6m81 7m26 7m26 7m09 7m65 7m21 7m65

ｽｽﾞｷ ﾘｵ 千葉

3 4 63 鈴木 りお(3) 千葉 6m84 6m97 7m42 7m42 6m97 7m52 7m36 7m52

ｾｷﾔ ｽｽﾞｶ 栃木

4 11 43 関谷 涼香(3) 栃木 6m28 6m58 6m42 6m58 6m33 6m76 6m61 6m76

ﾌｼﾞｷ ﾕｷﾅ 愛知

5 2 134 藤木 雪凪(3) 一宮 5m79 6m24 6m24 6m24 5m16 6m48 6m62 6m62

ﾆｼﾄﾞ ｺﾉｶ 福島

6 12 31 西戸 湖乃華(3) 福島 5m87 6m42 6m24 6m42 5m87 5m55 6m48 6m48

ﾔｼﾏ ﾊﾂﾞｷ 福島

7 5 30 八島 遥月(1) 福島 6m03 5m69 × 6m03 5m31 5m65 5m63 6m03

ﾕｻﾞﾜ ｱｵｲ 東京

8 13 87 湯澤 葵(1) 葛飾 4m86 5m00 5m85 5m85 4m77 5m78 5m51 5m85

ｲｹﾔﾏｷ 静岡

9 6 103 池谷 麻妃(1) 沼津 5m69 × 5m81 5m81 5m81

ｺｼﾉ ｱﾝｼﾞｭ 神奈川

10 1 96 越野 杏樹(3) 横浜 5m72 5m71 5m62 5m72 5m72

ﾅｶﾀﾞ ﾐｵﾝ 神奈川

11 10 94 中田 美音(2) 横浜 5m27 5m12 5m13 5m27 5m27

ｽｷﾞﾔﾏﾐｻ 静岡

12 14 105 杉山 実沙(2) 沼津 4m94 4m52 4m95 4m95 4m95

ﾉｸﾞﾁ ｻﾔｶ 埼玉

7 60 野口 紗楓(3) 大宮 DNS
ﾐｻｷ ﾅｵ 広島

9 177 御﨑 菜央(3) 広島南 DNS
ﾊﾏｼﾏ ﾕｷｺ 東京

15 79 濵島 祐貴子(3) 東京中央 DNS

凡例  DNS:欠場



女子やり投(600g)

大会記録(GR)                 40m94     佐々木 まなみ(新潟・長岡)             2006

大会記録(GR)                 40m94     川口 穂菜美(神奈川・横浜)             2015

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｯﾀ ﾅﾂﾐ 東京

1 16 90 堀田 那都美(3) 立川 30m96 33m05 31m30 33m05 30m42 32m54 24m19 33m05

ﾆｼﾄﾞ ｺﾉｶ 福島

2 15 31 西戸 湖乃華(3) 福島 29m24 31m76 27m00 31m76 29m62 29m56 32m18 32m18

ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ 岩手

3 12 12 阿部 衣吹(3) 盛岡 23m82 23m76 25m15 25m15 21m64 23m39 23m90 25m15

ｺｼﾉ ｱﾝｼﾞｭ 神奈川

4 10 96 越野 杏樹(3) 横浜 20m23 24m96 24m81 24m96 23m14 21m76 23m84 24m96

ｾｷﾔ ｽｽﾞｶ 栃木

5 9 43 関谷 涼香(3) 栃木 × 22m43 20m63 22m43 22m67 24m36 23m61 24m36

ｽｽﾞｷ ﾘｵ 千葉

6 8 63 鈴木 りお(3) 千葉 22m05 23m29 21m67 23m29 21m15 20m56 20m70 23m29

ﾕｻﾞﾜ ｱｵｲ 東京

7 7 87 湯澤 葵(1) 葛飾 18m07 21m34 × 21m34 × 17m02 20m88 21m34

ｲｼｶﾞｷ ｱｷﾐ 愛知

8 2 125 石垣 旭海(3) 名古屋 21m06 17m79 20m33 21m06 18m02 × 19m44 21m06

ﾔｼﾏ ﾊﾂﾞｷ 福島

9 11 30 八島 遥月(1) 福島 × × 20m30 20m30 20m30

ｽｷﾞﾔﾏﾐｻ 静岡

10 5 105 杉山 実沙(2) 沼津 16m95 18m52 17m62 18m52 18m52

ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾐ 岩手

11 6 10 熊谷 愛美(2) 盛岡 × 16m42 13m90 16m42 16m42

ｲｹﾔﾏｷ 静岡

12 1 103 池谷 麻妃(1) 沼津 × × 15m48 15m48 15m48

ﾌｼﾞｷ ﾕｷﾅ 愛知

13 4 134 藤木 雪凪(3) 一宮 13m62 12m68 12m33 13m62 13m62

ﾉｸﾞﾁ ｻﾔｶ 埼玉

3 60 野口 紗楓(3) 大宮 DNS
ﾐｻｷ ﾅｵ 広島

13 177 御﨑 菜央(3) 広島南 DNS
ﾊﾏｼﾏ ﾕｷｺ 東京

14 79 濵島 祐貴子(3) 東京中央 DNS

凡例  DNS:欠場
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1 筑波 千葉 60 1 2 12 8 14 8 7 8
2 宮城 宮城 54 14 7 1 8 10 1 13
3 大宮 埼玉 41 3 4 12 5 5 3 2 7
4 栃木 栃木 40 5 4 16 7 4 4
5 名古屋 愛知 29 1 7 1 1 6 8 5
6 滋賀 滋賀 19 3 8 8
7 姫路 兵庫 16 5 6 5
8 徳島 徳島 15 7 8
8 熊本 熊本 15 7 8

10 青森 青森 14 8 6
11 石川 石川 14 7 7
12 群馬 群馬 12 6 6
13 三重 三重 12 4 5 3
14 沼津 静岡 11 4 7
15 京都 京都 11 5 3 3
16 盛岡 岩手 9 2 3 4
17 長野 長野 8 2 6
18 東京中央 東京 8 4 4
19 だいせん 大阪 6 6
20 葛飾 東京 6 2 2 2
21 一宮 愛知 5 5
22 秋田 秋田 2 2
22 豊橋 愛知 2 2
22 大阪中央 大阪 2 2
25 立川 東京 1 1
25 和歌山 和歌山 1 1
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1 筑波 千葉 80 7 15 8 8 15 20 7
2 横浜 神奈川 43 7 12 8 6 5 5
3 奈良 奈良 42 8 8 5 9 5 7
4 名古屋 愛知 35 7 9 6 6 6 1
5 立川 東京 24 3 5 8 8
6 広島南 広島 22 2 3 6 8 3
7 大宮 埼玉 18 7 7 4
8 福島 福島 12 5 7
9 石川 石川 12 2 4 6
9 一宮 愛知 12 2 6 4

11 盛岡 岩手 9 3 6
11 千葉 千葉 9 6 3
13 松江 島根 9 5 4
13 栃木 栃木 9 5 4
15 豊橋 愛知 6 2 4
15 岐阜 岐阜 6 4 2
17 姫路 兵庫 4 4
18 沼津 静岡 4 3 1
18 香川 香川 4 1 3
20 水戸 茨城 4 1 3
21 葛飾 東京 3 1 2


