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男子 １５００ｍ 女子 １５００ｍ
所　属 所　属

1 ﾛﾅﾙﾄﾞ ｹﾓｲ 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 1 ｱﾝ ｶﾘﾝｼﾞ 豊田自動織機
2 戸田 雅稀 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 飯野 摩耶 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ
3 松枝 博輝 富士通 3 森川 千明 ﾕﾆｸﾛ
4 田母神 一喜 中央大 4 陣内 綾子 九電工
5 ｱﾋﾞﾖｯﾄ ｱﾋﾞﾈｯﾄ 八千代工業 5 田中 希実 西脇工高
6 西岡 喬介 中電工 6 髙橋 ひな NIKE TOKYO TC
7 河村 一輝 明治大 7 後藤 夢 西脇工高
8 冨田 三貴 西鉄 8 上田 未奈 城西大
9 秦 将吾 大塚製薬 9 工藤 杏華 日本体育大
10 岡﨑 達郎 大阪ｶﾞｽ 10 下田平 渚 ﾀﾞｲﾊﾂ
11 鎧坂 哲哉 旭化成 11 和田 有菜 長野東高
12 阪口 竜平 東海大 12 橋本 奈津 京都産業大
13 井上 弘也 上武大 13 須永 千尋 資生堂
14 加藤 光 JR東日本 14 西脇 舞 天満屋
15 前田 恋弥 明治大 15 髙松 智美ﾑｾﾝﾋﾞ 薫英女学院高
16 高田 康暉 住友電工 16 卜部 蘭 東京学芸大
17 仲村 尚毅 ＊ 関西学院大 17 向井 智香 名城大
18 遠藤 日向 ＊住友電工 18 樽本 知夏 ＊ 須磨学園高

男子 １００００ｍ 女子 １００００ｍ
所　属 所　属

1 WILIAM MALEL Honda 1 棟久 由貴 東京農業大
2 ﾆｺﾗｽ ｺｼﾝﾍﾞｲ ﾄﾖﾀ自動車 2 松田 瑞生 ﾀﾞｲﾊﾂ
3 ﾎﾟｰﾙ ﾀﾇｲ 九電工 3 ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
4 ﾃﾞｨｸ ｼﾞｮﾅｻﾝ 日立物流 4 井上 藍 ﾉｰﾘﾂ
5 JAMES MWANGI NTN 5 宮田 佳菜代 ﾕﾀｶ技研
6 ﾏﾐﾖ ﾇｸﾞｾ 安川電機 6 谷本 観月 天満屋
7 村山 紘太 旭化成 7 竹地 志帆 ﾔﾏﾀﾞ電機
8 設楽 悠太 Honda 8 ｵﾊﾞﾚ ﾄﾞﾘｶ 日立
9 市田 孝 旭化成 9 細田 あい 日本体育大
10 大六野 秀畝 旭化成 10 石澤 ゆかり ｴﾃﾞｨｵﾝ
11 浅岡 満憲 日立物流 11 岩出 玲亜 ﾉｰﾘﾂ
12 猪浦 舜 八千代工業 12 田中 花歩 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ
13 上野 裕一郎 DeNA 13 川上 わかば TOTO
14 早川 翼 ﾄﾖﾀ自動車 14 宇都宮 亜依 宮崎銀行
15 寺内 將人 愛知製鋼 15 出水田 眞紀 立教大
16 工藤 有生 駒澤大 16 玉城 かんな 名城大
17 茂木 圭次郎 旭化成 17 唐沢 ゆり 日本体育大
18 永山 博基 早稲田大 18 関 紅葉 立命館大
19 山藤 篤司 U 神奈川大 19 林田 みさき 豊田自動織機
20 鈴木 塁人 U 青山学院大 20 田中 華絵 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ
21 堀尾 謙介 U 中央大 21 和田 優香里 立命館大
22 塩尻 和也 U 順天堂大 22 清水 真帆 大阪学院大
23 栃木 渡 U 順天堂大 23 橋本 奈海 ﾃﾞﾝｿｰ
24 上田 健太 U 山梨学院大 24 今村 咲織 順天堂大
25 中島 公平 U 城西大 25 池満 綾乃 鹿児島銀行
26 梶谷 瑠哉 U 青山学院大 26 光延 友希 ﾃﾞﾝｿｰ
27 高砂 大地 U 中央学院大 27 津崎 紀久代 ﾉｰﾘﾂ
28 下 史典 U 駒澤大 28 古瀬 麻美 京ｾﾗ

29 小﨑 まり ﾉｰﾘﾂ
30 新井 沙紀枝 肥後銀行
31 加藤 麻美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
32 清水 萌衣乃 東京農業大
33 川上 さくら TOTO
34 藤原 あかね 松山大
35 堀江 美里 J ﾉｰﾘﾂ
36 堀 優花 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
37 関谷 夏希 大東文化大
38 加世田 梨花 名城大
39 筒井 咲帆 ﾔﾏﾀﾞ電機
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男子 ３０００ｍＳＣ 女子 ３０００ｍＳＣ
所　属 所　属

1 潰滝 大記 富士通 1 高見澤 安珠 松山大
2 山口 浩勢 愛三工業 2 森 智香子 積水化学
3 松本 葵 大塚製薬 3 三郷 実沙希 ｽｽﾞｷ浜松AC
4 石橋 安孝 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 4 瀬川 帆夏 ｼｽﾒｯｸｽ
5 宮城 壱成 金秀商事 5 岡田 佳子 松山大
6 荻野 太成 神奈川大 6 藪田 裕衣 京都産業大
7 三上 嵩斗 東海大 7 佐藤 奈々 ｽﾀｰﾂ
8 梅枝 裕吉 NTN 8 北本 可奈子 早稲田大
9 矢ノ倉 弘 山梨学院大 9 小池 彩加 ｴﾃﾞｨｵﾝ
10 木村 哲也 住友電工 10 吉川 侑美 資生堂
11 大木 皓太 早稲田大
12 青木 涼真 法政大
13 東 遊馬 J 九電工

男子 円盤投 女子 走高跳
所　属 所　属

1 堤 雄司 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 1 仲野 春花 早稲田大
2 知念 豪 ｾﾞﾝﾘﾝ 2 浅井 さくら 筑波大
3 米沢 茂友樹 ｵﾘｺ 3 徳本 鈴奈 福岡大
4 湯上 剛輝 ﾄﾖﾀ自動車 4 榊原 至佳子 立命館大
5 安藤 夢 東海大 5 京谷 萌子 北海道ﾊｲﾃｸAC
6 前田 奎 S.T.T. 6 石岡 柚季 日本女子体育大
7 幸長 慎一 四国大 7 平山 遥 高稜高校AC
8 吉田 惇 東海大 8 中村 瑠菜 園田学園女子大
9 安保 建吾 愛媛陸協 9 津田 ｼｪﾘｱｲ 東大阪大
10 安部 宏駿 日本大 10 竹内 萌 大東文化大
11 首藤 大輝 日本大 11 福本 幸 甲南学園AC
12 趙 思野 国士舘ｸﾗﾌﾞ 12 岩下 美桜 大阪教育大
13 鈴木　 佑弥 日本大 13 小野 美紗 日本女子体育大

14 神坂 莉子 市立船橋高

女子 走幅跳 女子 円盤投
所　属 所　属

1 中野 瞳 ﾏｸﾞﾉﾘｱ 1 郡 菜々佳 九州共立大
2 末永 成美 鹿児島銀行 2 中田 恵莉子 四国大教職員ｸ
3 清水 珠夏 城北信用金庫 3 藤森 夏美 順天堂大
4 藤山 有希 東海大相模高 4 敷本 愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
5 辻本 愛莉香 大阪成蹊大 5 齋藤 真希 鶴岡工業高
6 桝見 咲智子 九電工 6 辻川 美乃利 筑波大
7 高良 彩花 園田高 7 山本 実果 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ
8 平加 有梨奈 ﾆｯﾊﾟﾂ 8 石井 明日夏 東京女子体育大
9 山下 友佳 立命館大 9 芳賀 鼓 国士舘大
10 山田 優 GOLD'S GYM 10 寺井 沙希 国士舘大
11 福西 穂乃佳 京都教育大 11 塗 真奈美 東京女子体育大
12 天城 帆乃香 中京大 12 清水 麻衣 びわこ学院大
13 椹木 亜美 大阪成蹊大 13 吉留 明夏里 立命館大
14 内之倉 由美 早稲田大 14 春木 理奈 生光学園ｸﾗﾌﾞ
15 原田 彩希 九州共立大 15 半田 水晶 筑波大

16 日下 望美 小美玉ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

J:日本陸連推薦競技者　　　U:学連推薦競技者　　　＊：主催陸協推薦競技者
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2017. 3.31 現在

男子 １５００ｍ 女子 １００００ｍ

順位 所　属 順位 所　属

1 遠藤 清也 NDｿﾌﾄ 1 池田 絵里香 肥後銀行
2 牟田 祐樹 日立物流 2 大蔵 玲乃 ﾎｸﾚﾝ
3 中川 智春 ﾄｰｴﾈｯｸ 3 赤坂 よもぎ 名城大
4 秋本 優紀 山陽特殊製鋼 4 大貫 真実 ｼｽﾒｯｸｽ
5 神谷 天地 関西学院大 5 芦 麻生 九電工
6 今﨑 俊樹 大阪ｶﾞｽ 6 佐藤 有希 東京農業大
7 保坂 拓海 明治大 7 横石 悠貴 九電工
8 館澤 亨次 東海大 8 緒方 美咲 松山大
9 野口 雄大 順天堂大 9 水口 瞳 大阪学院大
10 木村 理来 東海大
11 服部 弾馬 ﾄｰｴﾈｯｸ
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