
日本グランプリシリーズ 出雲大会 

吉岡隆徳記念 第72 回出雲陸上競技大会 YOSHIOKAスプリント
出場者リスト

YOSHIOKAスプリント　男子100m（2組タイムレース）
氏名（ふりがな） Family name Given Name 所属 都道府県 資格記録 WUレース100m

1 宮本 大輔（みやもと だいすけ） Miyamoto Daisuke 東洋大学 埼玉 10.23 ○
2 女部田 祐(おなぶた ゆう) Onabuta Yu 筑波銀行 茨城 10.29 ○
3 馬場 友也（ばば ともや） Baba Tomoya 北海道ハイテクAC 北海道 10.31 ○
4 長田 拓也（ながた たくや） Nagata Takuya 富士通 東京 10.37 ○
5 野川 大地（のがわ だいち） Nogawa Daichi 住友電工 兵庫 10.39 ○
6 李 在遐(い じぇは） Lee Jaeha 韓国 韓国 10.41 ○
7 呉 京珠(お きょんす） Oh Kyongsoo 韓国 韓国 10.44 ○
8 藤本 峻介（ふじもと しゅんすけ）Fujimoto Shyunsuke 岐阜経済大学 三重 10.44 〇
9 滝澤 龍太（たきざわ りゅうた） Takizawa Ryuta 城西大学 埼玉 10.45 ○

10 竹下 裕希（たけした ゆうき） Takeshita Yuki 住友電工 兵庫 10.47 ○
11 金森 和貴（かなもり かずき） Kanamori Kazuki つくばツインピークス 茨城 10.53 ○
12 大久保 公彦（おおくぼ きみひこ）Okubo Kimihiko 中央大学 神奈川 10.53 ○
13 水久保 漱至（みずくぼ そうし） Mizukubo Soshi 城西大学 宮崎 10.54 ○
14 朴 泰健(ぱく てじょん） Park Taegeon 韓国 韓国 10.62 ○
15 吾郷 陽(あごう よう) Ago Yo 東洋大学 島根 10.64 ○

※左端の数値はレーン順ではありません

YOSHIOKAスプリント　男子300m（2組タイムレース）
氏名（ふりがな） 所属 都道府県 資格記録 WUレース100m

1 木村 和史（きむら かずし） Kimura Kazushi 四電工 香川 45.53 ○
2 ウォルシュ ジュリアン ジャミィ Walsh Julian Jrummi東洋大学 埼玉 45.62 ○
3 藤光 謙司（ふじみつ けんじ） Fujimitsu Kenji ゼンリン 神奈川 20.47 ○
4 佐藤 拳太郎（さとう けんたろう）Sato Kentaro 富士通 埼玉 45.68 ○
5 山下 潤(やました じゅん) Yamashita Jun 筑波大学 福島 20.59 ○
6 金丸 祐三（かねまる ゆうぞう） Kanemaru Yuzo 大塚製薬 徳島 45.76
7 田村 朋也（たむら ともや） Tamura Tomoya 住友電工 兵庫 45.84 ○
8 堀井 浩介（ほりい こうすけ） Horii Kosuke 住友電工 兵庫 45.88 ○
9 東 魁輝(あずま かいき） Azuma Kaiki NTN 三重 20.76 ○

10 若林 康太（わかばやし こうた） Wakabayashi Kota 駿河台大学 新潟 46.03 ○
11 河内 光起 (かわうち みつき) Kawauchi Mitsuki 近畿大学 滋賀 46.06 ○
12 麰 日煥（も いるふぁん） Mo Ilhwan 韓国 韓国 46.22 ○
13 木村 淳（きむら じゅん） Kimura Jun 大阪ガス 大阪 46.42
14 髙橋 祐満 (たかはし ゆうま) Takahashi Yuma 近畿大学 大阪 46.67 ○
15 池田 弘佑(いけだ こうすけ) Ikeda Kosuke 鳥取大学 鳥取 46.67 ○
16 大山 和茂（おおやま かずしげ） Oyama Kazushige 環太平洋大学 宮崎 46.92 ○
17 猶木 雅文（なおき まさふみ） Naoki Masafumi 大阪ガス 大阪 20.97 ○
18 中田 大貴（なかた ひろき） Nakata Hiroki 環太平洋大学 岡山 47.02 ○

※左端の数値はレーン順ではありません

YOSHIOKAスプリント　女子100m（1組）
氏名（ふりがな） 所属 都道府県 資格記録 WUレース100m

1 前山 美優（まえやま みゆ） Maeyama Miyu 新潟アルビレックス RC 新潟 11.51 ○
2 青木 益未（あおき ますみ） Aoki Masumi 七十七銀行 宮城 11.70 ○
3 足立 紗矢香（あだち さやか） Adachi Sayaka 青山学院大学 大分 11.73 ○
4 和田 麻希（わだ まき） Wada Maki ミズノ 京都 11.78 ○
5 渡辺 ひかる（わたなべ ひかる） Watananbe Hikaru 駿河台大学 静岡 11.79 ○
6 島田 沙絵（しまだ さえ） Shimada Sae JMS-United AC 東京 11.83 ○
7 三宅 奈緒香（みやけ なおか） Miyake Naoka 住友電工 兵庫 11.84 ○
8 松本 沙耶子（まつもと さやこ） Matsumoto Sayako 七十七銀行 宮城 11.91 ○
9 松田 優美（まつだ ゆうみ） Matsuda Yumi いちご株式会社 宮崎 11.92 ○

※左端の数値はレーン順ではありません

YOSHIOKAスプリント　女子300m（1組）
氏名（ふりがな） 所属 都道府県 資格記録 WUレース100m

1 青山 聖佳（あおやま せいか） Aoyama Seika 大阪成蹊大学 島根 53.07
2 武石 この実(たけいし このみ) Takeishi Konomi 東邦銀行 福島 53.47 ○
3 岩田 優奈(いわた ゆうな) Iwata Yuna 中央大学 群馬 53.65
4 奥村 ユリ（おくむら ゆり） Okumura Yuri 青山学院大学 群馬 54.11 ○
5 青木 りん（あおき りん） Aoki Rin 東邦銀行 福島 54.49 ○
6 桑原 綾子（くわはら あやこ） Kuwahara Ayako 大阪成蹊大学 大阪 54.71 ○
7 松本 聖華（まつもと ちか） Matsumoto Chika 駿河台大学 埼玉 54.74 ○
8 柳谷 朋美（やなぎや ともみ） Yanagiya Tomomi 大阪成蹊大学 石川 24.36 ○
9 齋藤 真佑（さいとう まゆ） Saito Mayu 七十七銀行 宮城 56.67

※左端の数値はレーン順ではありません


