
2017織田 種目別出場者名簿（ＨＰ用） ４．２４現在

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 所属 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 女 100m メリッサ ブリーン ＡＵＳ オーストラリア 外国人出場者 11.33
可 2 女 100m 福島 千里 フクシマ チサト 札幌陸協 招待選手 11.38 '11.21
可 3 女 100m 世古 和 セコ ノドカ ＣＲＡＮＥ 招待選手 '11.57 '11.57
可 4 女 100m 齋藤 愛美 サイトウ アミ 倉敷中央高 招待選手 '11.57 '11.57
可 5 女 100m 土井 杏南 ドイ アンナ 大東文化大 2017年度陸連登録者 11.60 11.43
可 6 女 100m 前山 美優 マエヤマ ミユ 新潟医療福祉大 2017年度陸連登録者 '11.65 '11.65
可 7 女 100m 松田 優美 マツダ ユウミ いちご 2017年度陸連登録者 11.69 11.69
可 8 女 100m 島田 雪菜 シマダ ユキナ ﾊｲﾃｸAC 2017年度陸連登録者 '11.69 '11.69
可 9 女 100m 市川 華菜 イチカワ カナ ミズノ 2017年度陸連登録者 11.70 '11.43
可 10 女 100m 佐々木 梓 ササキ アズサ 青山学院大 2017年度陸連登録者 '11.74 '11.74
可 11 女 100m 名倉 千晃 ナグラ チアキ ＮＴＮ 2017年度陸連登録者 '11.75 '11.75
可 12 女 100m 藤森 安奈 フジモリ アンナ As-me ESTELLE 2017年度陸連登録者 11"77 11.68
可 13 女 100m 和田 麻希 ワダ マキ ミズノ 2017年度陸連登録者 11.77 '11.60
可 14 女 100m 西尾 香穂 ニシオ カホ 甲南大 2017年度陸連登録者 '11.77 '11.77
可 15 女 100m 伊藤 有那 イトウ ユウナ 青山学院大 2017年度陸連登録者 11.78 11.78
可 16 女 100m 今井 沙緒里 イマイ サオリ 飯田病院 2017年度陸連登録者 11.78 '11.64
可 17 女 100m 中村 水月 ナカムラ ミヅキ 大阪成蹊大 2017年度陸連登録者 11.78 '11.77
可 18 女 100m エドバー イヨバ エドバー イヨバ 日本大 2017年度陸連登録者 11.80 '11.66
可 19 女 100m 三宅 奈緒香 ミヤケ ナオカ 住友電工 2017年度陸連登録者 11.80 '11.76
可 20 女 100m 寺井 美穂 テライ ミホ ユティック 2017年度陸連登録者 '11.81 '11.81
可 21 女 100m 藤沢 沙也加 フジサワ サヤカ セレスポ 2017年度陸連登録者 '11.81 '11.81
可 22 女 100m 永野 真莉子 ナガノ マリコ デンソー 2017年度陸連登録者 11.82 11.82
可 23 女 100m 杉山 美貴 スギヤマ ミキ 中京大 2017年度陸連登録者 11.83 11.81
可 24 女 100m 湯淺 佳那子 ユアサ カナコ 日本体育大 11.94

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 所属 参加資格 16記録 自己ベスト記録備考
可 1 女 100mH カイラ バーバー ＵＳＡ アメリカ 外国人出場者 12.91 12.91
可 2 女 100mH ジェイド バーバー ＵＳＡ アメリカ 外国人出場者 13.00 12.85
可 3 女 100mH 鄭 恵林 KOR 韓国 外国人出場者 13.04 13.04
可 4 女 100mH 木村 文子 キムラ アヤコ エディオン 招待選手 13.22 '13.03
可 5 女 100mH 相馬 絵里子 ソウマ エリコ スターツ 2017年度陸連登録者 13.32 '13.22
可 6 女 100mH 青木 益未 アオキ マスミ 七十七銀行 招待選手 13.33 13.28
可 7 女 100mH ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル メグ 中央大 2017年度陸連登録者 '13.38 '13.38
可 8 女 100mH 中村 有希 ナカムラ ユウキ 関西大 2017年度陸連登録者 '13.46 '13.46
可 9 女 100mH 田中 佑美 タナカ ユミ 立命館大 2017年度陸連登録者 '13.46 '13.46
可 10 女 100mH 清山 ちさと キヨヤマ チサト いちご 2017年度陸連登録者 '13.50 13.44
可 11 女 100mH 小林 紗矢香 コバヤシ サヤカ 愛知教育大 2017年度陸連登録者 '13.50 '13.50
可 12 女 100mH 大久保 有梨 オオクボ ユリ 中央大 2017年度陸連登録者 '13.51 '13.51
可 13 女 100mH 堀池 香穂 ホリイケ カホ 国士舘大 2017年度陸連登録者 '13.54 '13.54
可 14 女 100mH 福部 真子 フクベ マコ 日本体育大 2017年度陸連登録者 '13.56 '13.56
可 15 女 100mH 野村 有香 ノムラ ユカ 福井銀行 2017年度陸連登録者 13.58 '13.21
可 16 女 100mH 中島 ひとみ ナカジマ ヒトミ 園田学園女大 2017年度陸連登録者 '13.62 '13.62
可 17 女 100mH 桐山 智衣 キリヤマ チエ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 13.63 '13.55
可 18 女 100mH 田中 陽夏莉 タナカ ヒカリ 山梨学院大 2017年度陸連登録者 '13.64 '13.64
可 19 女 100mH 高橋 麻実 タカハシ マミ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC2017年度陸連登録者 13.67 13.57
可 20 女 100mH 藤原 瑠衣 フジワラ ユイ 日本体育大 2017年度陸連登録者 13.68 13.68
可 21 女 100mH 藤森 菜那 フジモリ ナナ 明治大 2017年度陸連登録者 13.72 '13.56
可 22 女 100mH 武部 真央 タケベ マオ 金沢星稜大 2017年度陸連登録者 '13.78 '13.78
可 23 女 100mH 佐々木 天 ササキ テン 筑波大 2017年度陸連登録者 '13.80 '13.80
可 24 女 100mH 下谷 奈央 シタダニ ナオ 環太平洋大 2017年度陸連登録者 '13.93 '13.93



2017織田 種目別出場者名簿（ＨＰ用） ４．２４現在

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 所属 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
ＧＰ 1 女 5000m SHURU BULO シュル ブロ ＴＯＴＯ 2017年度陸連登録者 '15.13.07 '15.13.07
ＧＰ 2 女 5000m ROSEMARY　WANJIRUMONICAH ローズメリーワンジル モニカ スターツ 2017年度陸連登録者 '15.15.14 '15.15.14
ＧＰ 3 女 5000m GRACE　MBUTHYE KIMANZI グレースブティエ キマンズィスターツ 2017年度陸連登録者 15.16.44 15.16.44
ＧＰ 4 女 5000m 木村 友香 キムラ トモカ ユニバーサル 招待選手 '15.18.08 '15.18.08
ＧＰ 5 女 5000m フェリスタ ワンジュグ フェリスタ ワンジュグユニバーサル 2017年度陸連登録者 '15.19.47 '15.19.47
ＧＰ 6 女 5000m ムルリマリアム ワイディラ ムルリマリアム ワイディラ 九電工 2017年度陸連登録者 '15.20.94 '15.20.94
ＧＰ 7 女 5000m 堀 優花 ホリ ユウカ パナソニック 2017年度陸連登録者 '15.23.53 '15.23.53
ＧＰ 8 女 5000m スーサン ワイリム スーサン ワイリム デンソー 2017年度陸連登録者 15.25.96 '15.20.49
ＧＰ 9 女 5000m 佐藤 成葉 サトウ ナルハ 立命館大 ユニバ '15.27.83 '15.27.83
ＧＰ 10 女 5000m 小笠原 朱里 オガサワラ シュリ 山梨学院高 2017年度陸連登録者 '15.29.32 '15.29.32
ＧＰ 11 女 5000m 森林 未来 モリバヤシ ミク 諫早高 2017年度陸連登録者 '15.31.62 '15.31.62
ＧＰ 12 女 5000m 岡本 春美 オカモト ハルミ 三井住友海上 2017年度陸連登録者 '15.33.08 '15.33.08
ＧＰ 13 女 5000m 関谷 夏希 大東文化大 ユニバ 15.33.95
ＧＰ 14 女 5000m 田中 希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 西脇工高 2017年度陸連登録者 15.35.72 15.35.72
ＧＰ 15 女 5000m 上田 未奈 ウエダ ミナ 城西大 ユニバ '15.36.27 '15.36.27
ＧＰ 16 女 5000m 西原 加純 ニシハラ カスミ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 15.37.29 '15.20.20
ＧＰ 17 女 5000m 鷲見 梓沙 スミ アズサ ユニバーサル 2017年度陸連登録者 15.37.39 15.17.62
ＧＰ 18 女 5000m 中村 萌乃 ナカムラ モエノ ユニバーサル 2017年度陸連登録者 15.37.85 15.36.10
ＧＰ 19 女 5000m 加世田 梨花 名城大 ユニバ 15.39.66
ＧＰ 20 女 5000m 筒井 咲帆 ツツイ サキホ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '15.39.70 '15.39.70
ＧＰ 21 女 5000m 新井 沙紀枝 アライ サキエ 肥後銀行 2017年度陸連登録者 15.42.29 '15.40.64
ＧＰ 22 女 5000m 小井戸 涼 コイド リョウ 日立 2017年度陸連登録者 '15.43.63 '15.43.63
ＧＰ 23 女 5000m 井上 藍 イノウエ アイ ﾉｰﾘﾂ 2017年度陸連登録者 '15.44.07 '15.44.07
ＧＰ 24 女 5000m 菊池 理沙 キクチ リサ 日立 2017年度陸連登録者 15.44.37 '15.36.28
ＧＰ 25 女 5000m 岡 未友紀 オカ ミユキ デンソー 2017年度陸連登録者 '15.44.55 '15.44.55
ＧＰ 26 女 5000m 青山 瑠衣 アオヤマ ルイ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 2017年度陸連登録者 15.46.16 '15.40.55
ＧＰ 27 女 5000m 野添 佑莉 ノゾエ ユリ 三井住友海上 2017年度陸連登録者 '15.46.50 '15.46.50
ＧＰ 28 女 5000m 宮田 佳菜代 ミヤタ カナヨ ﾕﾀｶ技研 2017年度陸連登録者 '15.46.54 '15.46.54
ＧＰ 29 女 5000m 石澤 ゆかり イシザワ ユカリ ｴﾃﾞｨｵﾝ 2017年度陸連登録者 '15.47.03 '15.47.03
ＧＰ 30 女 5000m 緒方 美咲 松山大 ユニバ 15.49.26
ＧＰ 31 女 5000m 棟久 由貴 東京農大 ユニバ 15.51.28
ＧＰ 32 女 5000m 細田 あい ホソダ アイ 日本体育大 ユニバ '15.52.52 '15.52.52
ＧＰ 33 女 5000m 高見沢 里歩 松山大 ユニバ 15.52.58
ＧＰ 34 女 5000m 花田 咲絵 順天堂大 ユニバ 15.56.15
ＧＰ 35 女 5000m 藤原 あかね 松山大 ユニバ 15.56.72

Ｂ 36 女 5000m 万代 美幸 マンダイ ミユキ トヨタ自動織機 2017年度陸連登録者 '15.50.04 '15.50.04
Ｂ 37 女 5000m 大森 巴菜 オオモリ ハナ TOTO 2017年度陸連登録者 15.55.80 '15.44.05
Ｂ 38 女 5000m 青木 和 名城大 ユニバ 15.56.95
Ｂ 39 女 5000m 光延 友希 ミツノブ ユキ デンソー 2017年度陸連登録者 15.57.22 '15.42.11
Ｂ 40 女 5000m 水口 瞳 大阪学院大 ユニバ 15.57.73
Ｂ 41 女 5000m 橋本 奈津 京都産業大 ユニバ 15.57.88
Ｂ 42 女 5000m 福居 紗希 フクイ サキ 城西大 2017年度陸連登録者 '15.58.00 '15.58.00
Ｂ 43 女 5000m 横瀬 彩也香 ヨコセ アヤカ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '16.01.44 '16.01.44
Ｂ 44 女 5000m 棚池 穂乃香 京都産業大 16.05.79
Ｂ 45 女 5000m 安井 絵理奈 ヤスイ エリナ エディオン 2017年度陸連登録者 16.06.06 '15.50.86
Ｂ 46 女 5000m 市川 珠李 イチカワ ジュリ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '16.08.98 '16.08.98
Ｂ 47 女 5000m 安藤 実来 アンドウ ミク ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '16.09.35 '16.09.35
Ｂ 48 女 5000m 石橋 麻衣 イシバシ マイ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 16.11.91 '15.35.38
Ｂ 49 女 5000m 黒田 純菜 クロダ スミナ ＴＯＴＯ 2017年度陸連登録者 16.12.27 '15.50.21
Ｂ 50 女 5000m 青山 友莉菜 アオヤマ ユリナ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '16.15.29 '16.15.29
Ｂ 51 女 5000m 森本 紗和 モリモト サワ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '16.26.42 '16.26.42
Ｂ 52 女 5000m 一 紋野女 カズ アヤメ ＴＯＴＯ 2017年度陸連登録者 16.31.00 '16.21.71
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可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 所属 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 女 やり投 海老原 有希 エビハラ ユキ スズキ浜松ＡＣ 招待選手 62.13 63.80
可 2 女 やり投 北口 榛花 キタグチ ハルカ 日本大 招待選手 '61.38 '61.38
可 3 女 やり投 宮下 梨沙 ミヤシタ リサ 大体大ＴＣ 招待選手 '60.86 '60.86
可 4 女 やり投 斉藤 真理菜 サイトウ マリナ 国士舘大 2017年度陸連登録者 '58.21 '58.21
可 5 女 やり投 瀧川 寛子 タキガワ ヒロコ 中京大 2017年度陸連登録者 '56.79 '56.79
可 6 女 やり投 森 友佳 モリ ユカ 東大阪市陸協 2017年度陸連登録者 56.57 '59.22
可 7 女 やり投 當間 汐織 トウマ シオリ 九州共立大 2017年度陸連登録者 '56.17 '56.17
可 8 女 やり投 久世 生宝 クゼ キホウ コンドーテック 2017年度陸連登録者 55.94 '58.98
可 9 女 やり投 山内 愛 ヤマウチ アイ 長谷川体育施設 2017年度陸連登録者 55.74 58.76
可 10 女 やり投 岡林 つぐみ オカバヤシ ツグミ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 2017年度陸連登録者 '55.53 '55.53
可 11 女 やり投 助永 仁美 スケナガ ヒトミ オークワ 2017年度陸連登録者 55.53 58.51
可 12 女 やり投 山下 実花子 ヤマシタ ミカコ 九州共立大 2017年度陸連登録者 55.18 58.59
可 13 女 やり投 西村 莉子 ニシムラ リコ 武庫川女大 2017年度陸連登録者 '55.15 '55.15
否 女 やり投 桑添 友花 クワゾエ トモカ 筑波大 2017年度陸連登録者 '54.65 '54.65
否 女 やり投 右代 織江 ウシロ オリエ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC 2017年度陸連登録者 54.20 55.89
否 女 やり投 的場 葉瑠香 マトバ ハルカ ＮＯＢＹ 2017年度陸連登録者 54.00 58.93
否 女 やり投 加藤 瑞生 カトウ ミズキ 京都教育大 2017年度陸連登録者 52.62 '56.54

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 女 棒高跳 我孫子 智美 アビコ トモミ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 招待選手 4.33 '4.40
可 2 女 棒高跳 青島 綾子 アオシマ アヤコ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC招待選手 4.10 4.10
可 3 女 棒高跳 仲田 愛 ナカダ メグミ 水戸信用金庫 2017年度陸連登録者 4.10 4.23
可 4 女 棒高跳 今野 美穂 イマノ ミホ トーエル 招待選手 4.00 '4.20
可 5 女 棒高跳 青柳 有香 アオヤギ ユウカ 東京学芸大学 2017年度陸連登録者 3.95 3.95
可 6 女 棒高跳 青柳 唯 アオヤギ ユイ 鹿屋体育大 2017年度陸連登録者 '3.91 '3.91
可 7 女 棒高跳 那須 眞由 ナス マユ 園田学園女大 2017年度陸連登録者 '3.90 '3.90
可 8 女 棒高跳 間宮 里菜 マミヤ リナ 岐阜陸協 2017年度陸連登録者 '3.90 '3.90
可 9 女 棒高跳 鈴木 里菜 スズキ リナ 日本体育大 2017年度陸連登録者 '3.90 '3.90
可 10 女 棒高跳 根本 智子 ネモト トモコ 新日鉄君津 2017年度陸連登録者 3.83 '4.10
可 11 女 棒高跳 安宅 伽織 アタギ カオリ 日本体育大 2017年度陸連登録者 '3.81 '3.81
可 12 女 棒高跳 稲艸 夏姫 イナグサ ナツキ 環太平洋大 2017年度陸連登録者 '3.80 '3.80
可 13 女 棒高跳 金治 良佳 カナジ ヨシカ 武庫川女大 2017年度陸連登録者 '3.80 '3.80
可 14 女 棒高跳 若園 茜 ワカゾノ アカネ 筑波大 2017年度陸連登録者 '3.80 '3.80
可 15 女 棒高跳 竜田 夏苗 タツタ カナエ ニッパツ 2017年度陸連登録者 3.80 '4.15
可 16 女 棒高跳 久保 愛菜 クボ アイナ 清和大 2017年度陸連登録者 3.80 '3.80
否 17 女 棒高跳 品川 文音 シナガワ アヤネ ＯＵＦ 2017年度陸連登録者 3.70 3.80
否 18 女 棒高跳 田中 伶奈 タナカ レナ 観音寺一高 2017年度陸連登録者 3.70 3.70
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可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 所属 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 100m 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ 東洋大 招待選手 '10.01 '10.01
可 2 男 100m ショーン ﾏｯｸﾘｰﾝ アメリカ 外国人出場者 10.08
可 3 男 100m ﾃﾞｽﾓﾝﾄﾞ ﾛｰﾚﾝｽ アメリカ 外国人出場者 10.08
可 4 男 100m 藤光 謙司 フジミツ ケンジ ｾﾞﾝﾘﾝ 2017年度陸連登録者 '10.24 '10.24
可 5 男 100m 多田 修平 タダ シュウヘイ関西学院大 2017年度陸連登録者 '10.25 '10.25
可 6 男 100m 髙瀬 慧 タカセ ケイ 富士通 2017年度陸連登録者 10.25 '10.09
可 7 男 100m 高橋 周治 タカハシ シュウジ 愛知医科大 2017年度陸連登録者 '10.27 '10.27
可 8 男 100m 竹田 一平 タケダ イッペイ 中央大 2017年度陸連登録者 '10.27 '10.27
可 9 男 100m 魚里 勇介 ウオザト ユウスケ セキショウ 2017年度陸連登録者 '10.29 '10.29
可 10 男 100m 原 翔太 ハラ ショウタ スズキ浜松ＡＣ 2017年度陸連登録者 '10.31 '10.31
可 11 男 100m 竹下 裕希 タケシタ ユウキ 住友電工 2017年度陸連登録者 '10.31 '10.31
可 12 男 100m 平尾 裕希 ヒラオ ユウキ 日本大 2017年度陸連登録者 '10.31 '10.31
可 13 男 100m 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ 洛南高 2017年度陸連登録者 '10.31 '10.31
可 14 男 100m 金 國栄 韓国 外国人出場者 10.32
可 15 男 100m 諏訪 達郎 スワ タツロウ ＮＴＮ 2017年度陸連登録者 '10.33 '10.33
可 16 男 100m 増田 拓巳 マスダ タクミ 東海大 2017年度陸連登録者 '10.33 '10.33
可 17 男 100m 大嶋 健太 オオシマ ケンタ 日本大 2017年度陸連登録者 10.34 '10.29
可 18 男 100m 岩崎 浩太郎 イワサキ コウタロウ東海大 2017年度陸連登録者 '10.34 '10.34
可 19 男 100m 馬場 友也 ババ トモヤ ＬＡＬＬ　ＡＣ 2017年度陸連登録者 10.35 10.34
可 20 男 100m 土手 啓史 ドテ ヒロシ 住友電工 2017年度陸連登録者 '10.35 '10.35
可 21 男 100m 宮﨑 幸辰 ミヤサキ ユキトキ 東北大 2017年度陸連登録者 '10.35 '10.35
可 22 男 100m 川上 拓也 カワカミ タクヤ 中央大 2017年度陸連登録者 10.37 '10.33
可 23 男 100m 小林 雄一 コバヤシ ユウイチ ＮＴＮ 2017年度陸連登録者 '10.38 '10.38
可 24 男 100m 九鬼 巧 クキ タクミ NTN 2017年度陸連登録者 10.39 '10.19 陸連推薦

ＮＯＮGP 25 男 100m 安孫子 充裕 アビコ ミツヒロ 山形市役所 2017年度陸連登録者 10.39 10.30
ＮＯＮGP 26 男 100m 野川 大地 ノガワ ダイチ 住友電工 2017年度陸連登録者 10.39 '10.32
ＮＯＮGP 27 男 100m 齊藤 勇真 サイトウ ユウマ 筑波大 2017年度陸連登録者 10.40 10.40
ＮＯＮGP 28 男 100m 猶木 雅文 ナオキ マサフミ 大阪ガス 2017年度陸連登録者 '10.40 '10.40
ＮＯＮGP 29 男 100m 谷口 耕太郎 タニグチ コウタロウ凸版印刷 2017年度陸連登録者 10.42 '10.37
ＮＯＮGP 30 男 100m 小谷 優介 コタニ ユウスケ 住友電工 2017年度陸連登録者 10.51 10.21

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 110mH 矢澤 航 ヤザワ ワタル デサントＴＣ 招待選手 '13.47 '13.47
可 2 男 110mH 大室 秀樹 オオムロ ヒデキ 大塚製薬 2017年度陸連登録者 '13.52 '13.52
可 3 男 110mH 高山 俊野 タカヤマ シュンヤ ゼンリン 2017年度陸連登録者 '13.58 '13.58
可 4 男 110mH 増野 元太 マスノ ゲンタ ヤマダ電機 招待選手 13.59 '13.58
可 5 男 110mH 金 乗俊 ＫＯＲ 韓国 外国人出場者 13.63
可 6 男 110mH 金井 大旺 カナイ タイオウ 法政大 招待選手 13.71 13.71
可 7 男 110mH 鍵本 真啓 カギモト マサヒロ 立命館大 2017年度陸連登録者 '13.72 '13.72
可 8 男 110mH 古谷 拓夢 フルヤ タクム 早稲田大 2017年度陸連登録者 '13.73 '13.73
可 9 男 110mH 佐藤 大志 サトウ ヒロユキ 日立化成 2017年度陸連登録者 13.75 13.61
可 10 男 110mH 能登谷 雄太 ノトヤ ユウタ 国士舘クラブ 2017年度陸連登録者 13.79 '13.74
可 11 男 110mH 西澤 真徳 ニシザワ マサノリ 鳥取陸協 2017年度陸連登録者 13.80 13.72
可 12 男 110mH 野本 周成 ノモト シュウセイ早稲田大 2017年度陸連登録者 13.80 13.80
可 13 男 110mH 札塲 大輝 フダバ ヒロキ ヤマダ電機 2017年度陸連登録者 '13.81 '13.81
可 14 男 110mH 古川 裕太郎 フルカワ ユウタロウ山形ＴＦＣ 2017年度陸連登録者 13.82 13.65
可 15 男 110mH 栗城 アンソニー クリキ アンソニータイレル国際武道大 2017年度陸連登録者 '13.84 '13.84
可 16 男 110mH 尾形 晃広 オガタ アキヒロ ゴールドジム 2017年度陸連登録者 13.88 13.88
可 17 男 110mH 石川 周平 イシカワ シュウヘイ筑波大 2017年度陸連登録者 '13.88 '13.88
可 18 男 110mH 和戸 達哉 ワド タツヤ 岐阜陸協 2017年度陸連登録者 13.89 '13.71
可 19 男 110mH 岡崎 正樹 オカザキ マサキ 東都熱工業 2017年度陸連登録者 '13.90 '13.90
可 20 男 110mH 古元 翼 フルモト ツバサ 中央大 2017年度陸連登録者 '13.91 '13.91
可 21 男 110mH 山本 健太 ヤマモト ケンタ 中京大 2017年度陸連登録者 '13.91 '13.91
可 22 男 110ｍH 藤井 亮汰 フジイ リョウタ 順天堂大 2017年度陸連登録者 13.92 13.92
可 23 男 110ｍH 降矢 恭兵 フルヤ キョウヘイ順天堂大 2017年度陸連登録者 13.92 13.92
可 24 男 110mH 田中 新也 タナカ シンヤ Ｋｰｐｌｕｓ 2017年度陸連登録者 13.92 '13.89
否 25 男 110mH 平松 パプデンバ ヒラマツ パプデンバ日本大 2017年度陸連登録者 '13.94 '13.94
否 26 男 110mH 岸 一輝 キシ カズキ 青山学院大 2017年度陸連登録者 '13.97 '13.97
否 27 男 110mH 加藤 拓馬 カトウ タクマ 筑波大 2017年度陸連登録者 '13.98 '13.98
否 28 男 110mH 桐山 範大 キリヤマ ノリヒロ 関西電力 2017年度陸連登録者 13.99 '13.88
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可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 所属 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
ＧＰ 1 男 5000m ﾎﾟｰﾙｷﾌﾟﾝｹﾞﾁﾁ タヌイ ポールキプンゲチチタヌイ 九電工 2017年度陸連登録者 13.15.22 '12.58.69
ＧＰ 2 男 5000m ジョン マイナ ジョン マイナ 富士通 2017年度陸連登録者 '13.16.82 '13.16.82
ＧＰ 3 男 5000m ポール カマイシ ポール カマイシ 中国電力 2017年度陸連登録者 '13.17.50 '13.17.50
ＧＰ 4 男 5000m 市川 孝徳 イチカワ タカノリ 日立物流 招待選手 '13.28.91 '13.28.91
ＧＰ 5 男 5000m ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ チャールズ ディランゴ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 13.30.47 13.15.44
ＧＰ 6 男 5000m 上野 裕一郎 ウエノ ユウイチロウＤｅＮＡ 招待選手 13.34.52 '13.21.49
ＧＰ 7 男 5000m 服部 弾馬 ハットリ ハズマ トーエネック 2017年度陸連登録者 '13.34.64 '13.34.64
ＧＰ 8 男 5000m 市田 孝 イチダ タカシ 旭化成 2017年度陸連登録者 '13.35.19 '13.35.19
ＧＰ 9 男 5000m ベケレ ｼｪﾌｪﾗｳ ベケレ シェフェラウマツダ 2017年度陸連登録者 '13.37.41 '13.37.41
ＧＰ 10 男 5000m 松枝 博輝 マツエダ ヒロキ 富士通 2017年度陸連登録者 13.37.84 '13.28.61
ＧＰ 11 男 5000m 平 和真 タイラ カズマ カネボウ 2017年度陸連登録者 '13.38.64 '13.38.64
ＧＰ 12 男 5000m 鎧坂 哲哉 ヨロイザカ テツヤ 旭化成 2017年度陸連登録者 13.38.72 '13.12.63
ＧＰ 13 男 5000m 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ 富士通 2017年度陸連登録者 '13.38.93 '13.38.93
ＧＰ 14 男 5000m 秦 将吾 ハタ ショウゴ 大塚製薬 2017年度陸連登録者 '13.40.79 '13.40.79
ＧＰ 15 男 5000m 戸田 雅稀 トダ マサキ 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本陸連強化委員会推薦 13.46.68 13.36.42
ＧＰ 16 男 5000m 關 颯人 東海大 ユニバ 13.41.28
ＧＰ 17 男 5000m 鬼塚 翔太 東海大 ユニバ(招待) 13.43.61
ＧＰ 18 男 5000m 坂口 裕之 サカグチ ヒロユキ 明治大 ユニバ '13.45.73 '13.45.73
ＧＰ 19 男 5000m 小野田 勇次 青山学院大 ユニバ 13.46.93
ＧＰ 20 男 5000m 舘澤 亨次 東海大 ユニバ 13.48.89
ＧＰ 21 男 5000m 吉永 竜聖 青山学院大 ユニバ 13.49.83
ＧＰ 22 男 5000m 船津 彰馬 中央大 ユニバ 13.50.79
ＧＰ 23 男 5000m 阪口 竜平 東海大 ユニバ 13.51.69
ＧＰ 24 男 5000m 森田 佳祐 筑波大 ユニバ 13.51.97
ＧＰ 25 男 5000m 中村 祐紀 青山学院大 ユニバ 13.52.29

Ｂ 26 男 5000m デービッド グレ デービッド グレ 世羅高 2017年度陸連登録者 13.43.51 13.43.51
Ｂ 27 男 5000m 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケＪＦＥ 2017年度陸連登録者 '13.46.23 '13.46.23
Ｂ 28 男 5000m チャールズ ニジオカ チャールズ ニジオカ 倉敷高 2017年度陸連登録者 13.46.68 13.43.57
Ｂ 29 男 5000m 横川 巧 中高学院大 ユニバ 13.52.45
Ｂ 30 男 5000m 名取 燎太 東海大 ユニバ 13.52.61
Ｂ 31 男 5000m 市谷 龍太郎 山梨学院大 ユニバ 13.52.95 '13.51.46
Ｂ 32 男 5000m 岡本 直己 オカモト ナオキ 中国電力 2017年度陸連登録者 13.53.12 '13.37.71
Ｂ 33 男 5000m 鈴木 塁人 青山学院大 ユニバ 13.53.20
Ｂ 34 男 5000m 吉田 圭太 青山学院大 ユニバ 13.53.53
Ｂ 35 男 5000m 下田 裕太 青山学院大 ユニバ 13.53.96
Ｂ 36 男 5000m 大森 龍之介 東洋大 ユニバ 13.54.25
Ｂ 37 男 5000m 梶谷 瑠哉 カジタニ リュウヤ 青山学院大 2017年度陸連登録者 '13.55.69 '13.55.69
Ｂ 38 男 5000m 米澤 類 ヨネザワ ルイ 中国電力 2017年度陸連登録者 '13.57.37 '13.57.37
Ｂ 39 男 5000m 橋詰 大慧 ハシヅメ タイセイ 青山学院大 2017年度陸連登録者 '13.58.00 '13.58.00
Ｂ 40 男 5000m 森田 歩希 モリタ ホマレ 青山学院大 2017年度陸連登録者 '13.58.18 '13.58.18
Ｂ 41 男 5000m 神林 勇太 カンバヤシ ユウタ 青山学院大 2017年度陸連登録者 '13.59.14 '13.59.14
Ｂ 42 男 5000m 小山 大介 コヤマ ダイスケ 中電工 2017年度陸連登録者 13.59.19 '13.56.29
Ｂ 43 男 5000m 岡本 雄大 オカモト ユウダイ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.02.23 13.38.56
Ｂ 44 男 5000m 松田 佑太 マツダ ユウタ SGHグループ 2017年度陸連登録者 14.04.47 '13.40.68
Ｂ 45 男 5000m 大谷 健太 オオタニ ケンタ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.06.18 13.57.92
Ｂ 46 男 5000m 清谷 匠 キヨタニ タクミ 中国電力 2017年度陸連登録者 14.06.63 '14.02.10
Ｂ 47 男 5000m パトリック キマニ パトリック キマニ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.07.38 14.07.38
Ｂ 48 男 5000m 二岡 康平 フタオカ コウヘイ 中電工 2017年度陸連登録者 '14.08.81 '14.08.81
Ｂ 49 男 5000m 松尾 修治 マツオ シュウジ 中電工 2017年度陸連登録者 14.09.37 '14.03.23
Ｂ 50 男 5000m 松井 智靖 マツイ トモヤス 中国電力 2017年度陸連登録者 14.10.55 '14.05.08
Ｂ 51 男 5000m 藤森 憲秀 フジモリ ノリヒデ 中国電力 2017年度陸連登録者 14.11.94 '13.55.89
Ｂ 52 男 5000m 藤川 拓也 フジカワ タクヤ 中国電力 2017年度陸連登録者 14.12.27 '13.51.40
Ｂ 53 男 5000m 大崎 翔也 オオサキ ショウヤ 中電工 2017年度陸連登録者 '14.13.30 '14.13.30
Ｂ 54 男 5000m 竹内 一輝 タケウチ イッキ 中国電力 2017年度陸連登録者 14.14.86 '13.53.39
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可 55 男 5000m 森本 卓司 モリモト タクジ 中国電力 2017年度陸連登録者 '13.52.18 '13.52.18
可 56 男 5000m 佐藤 孝哉 サトウ タカヤ 中国電力 2017年度陸連登録者 '13.53.15 '13.53.15
可 57 男 5000m 秋山 雄飛 アキヤマ ユウヒ 中国電力 2017年度陸連登録者 '13.53.76 '13.53.76
可 58 男 5000m 山崎 亮平 ヤマサキ リョウヘイ 中国電力 2017年度陸連登録者 '13.54.10 '13.54.10
可 59 男 5000m 竹ノ内 佳樹 タケノウチ ヨシキ ＮＴＴ西日本 2017年度陸連登録者 '13.56.46 '13.56.46
可 60 男 5000m 大須田 優二 オオスダ ユウジ マツダ 2017年度陸連登録者 '13.58.20 '13.58.20
可 61 男 5000m 松村 元輝 マツムラ ゲンキ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 13.59.54
可 62 男 5000m 久保岡 諭司 クボオカ サトシ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 13.59.93
可 63 男 5000m 延藤 潤 ノブトウ ジュン マツダ 2017年度陸連登録者 '14.00.75 '14.00.75
可 64 男 5000m 大谷 康太 オオタニ コウタ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.02.62
可 65 男 5000m 香川 竜一 カガワ リュウイチ中電工 2017年度陸連登録者 '14.06.96 '14.06.96
可 66 男 5000m 田中 瑞穂 タナカ ミズホ マツダ 2017年度陸連登録者 '14.07.43 '14.07.43
可 67 男 5000m 佐野 拓馬 サノ タクマ マツダ 2017年度陸連登録者 '14.08.53 '14.08.53
可 68 男 5000m 村上 優輝 ムラカミ ユウキ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.09.17
可 69 男 5000m 西岡 喬介 ニシオカ キョウスケ中電工 2017年度陸連登録者 '14.09.22 '14.09.22
可 70 男 5000m 名倉 啓太 ナグラ ケイタ マツダ 2017年度陸連登録者 '14.09.27 '14.09.27
可 71 男 5000m 富永 光 トミナガ ヒカル マツダ 2017年度陸連登録者 '14.10.13 '14.10.13
可 72 男 5000m 山本 雄大 ヤマモト ユウダイ マツダ 2017年度陸連登録者 '14.10.87 '14.10.87
可 73 男 5000m 橋間 貴弥 ハシマ タカヤ 青山学院大 2017年度陸連登録者 14.11.48
可 74 男 5000m 藤井 祐希 フジイ ユウキ トクヤマ 2017年度陸連登録者 '14.11.88 '14.11.88
可 75 男 5000m 周防 俊也 スオウ シュンヤ マツダ 2017年度陸連登録者 '14.12.59 '14.12.59
可 76 男 5000m 土久岡 陽祐 トクオカ ヨウスケ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.15.87
可 77 男 5000m 鮫島 紋二郎 サメジマ モンジロウ中電工 2017年度陸連登録者 14.16.89 14.16.85
可 78 男 5000m 寺西 雅俊 テラニシ マサトシ マツダ 2017年度陸連登録者 14.17.81
可 79 男 5000m 堤 悠生 ツツミ ユウセイ ＪＦＥ 2017年度陸連登録者 14.19.02
可 80 男 5000m 大沼 優 オオヌマ マサル 広島経済大 2017年度陸連登録者 14.31.73
可 81 男 5000m 大下 浩平 オオシタ コウヘイ 広島経済大 2017年度陸連登録者 14.33.71
可 82 男 5000m 山本 啓輔 ヤマモト ケイスケ 広島経済大 2017年度陸連登録者 14.37.97
可 83 男 5000m 富田 就斗 トミタ シュウト 中国電力 2017年度陸連登録者 '14.44.17 14.38.75



2017織田 種目別出場者名簿（ＨＰ用） ４．２４現在

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 ハンマー投 柏村 亮太 カシムラ リョウタ ヤマダ電機 招待選手 '70.81 '70.81
可 2 男 ハンマー投 保坂 雄志郎 ホサカ ユウシロウ群馬綜合ガード 2017年度陸連登録者 70.17 '70.46
可 3 男 ハンマー投 植松 直紀 ウエマツ ナオキ スズキ浜松ＡＣ 招待選手 '69.71 '69.71
可 4 男 ハンマー投 田中 透 タナカ トオル チームミズノ 2017年度陸連登録者 67.70 '68.80
可 5 男 ハンマー投 赤穂 弘樹 アコウ ヒロキ 鳥取陸協 招待選手 67.67 '68.96
可 6 男 ハンマー投 墨 訓熙 スミ クニヒロ 中京大 2017年度陸連登録者 67.24 67.24
可 7 男 ハンマー投 内堀 弘樹 ウチボリ ヒロキ 九州共立大 2017年度陸連登録者 '67.15 '67.15
可 8 男 ハンマー投 木村 友大 キムラ ユウダイ 九州共立大 2017年度陸連登録者 '67.14 '67.14
可 9 男 ハンマー投 根本 太樹 ネモト タイキ 流通経済大 2017年度陸連登録者 '66.80 '66.80
可 10 男 ハンマー投 遠藤 克弥 エンドウ カツヤ Team綺羅星 2017年度陸連登録者 '66.33 '66.33
可 11 男 ハンマー投 篠田 大貴 シノダ ヒロキ 岐阜経済大 2017年度陸連登録者 '64.74 '64.74
可 12 男 ハンマー投 奥村 匡由 オクムラ マサヨシ 流通経済大 2017年度陸連登録者 '63.57 '63.57
否 13 男 ハンマー投 加藤 修 カトウ オサム 深谷組 2017年度陸連登録者 '63.28 '63.28
否 14 男 ハンマー投 藤岡 眞也 フジオカ シンヤ 順天堂大 2017年度陸連登録者 63.15 63.15
否 15 男 ハンマー投 東浦 貫太 ヒガシウラ カンタ 中京大 2017年度陸連登録者 62.97 62.97

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 やり投 新井 涼平 アライ リョウヘイ ｽｽﾞｷ浜松AC 招待選手 84.54 86.83
可 2 男 やり投 長谷川 鉱平 ハセガワ コウヘイ 福井陸協 招待選手 '81.55 '81.55
可 3 男 やり投 ディーン・ロドリック 元気 ディーン・ロドリック ゲンキ ミズノ 2017年度陸連登録者 79.59 '84.28
可 4 男 やり投 佐道 隼矢 サドウ ジュンヤ 東海大 2017年度陸連登録者 '77.97 '77.97
可 5 男 やり投 中村 克也 ナカムラ カツヤ 九州共立大 2017年度陸連登録者 '77.89 '77.89
可 6 男 やり投 中西 啄真 ナカニシ タクマ 大阪体育大 2017年度陸連登録者 '77.64 '77.64
可 7 男 やり投 森 秀 モリ シュウ 日本大 2017年度陸連登録者 '76.58 '76.58
可 8 男 やり投 小南 拓人 コミナミ タクト 国士舘大 2017年度陸連登録者 '75.85 '75.85
可 9 男 やり投 小椋 健司 オグラ ケンジ 日本大 2017年度陸連登録者 '75.77 '75.77
可 10 男 やり投 中嶋 善寛 ナカジマ ヨシヒロ 埼玉医大ＡＣ 2017年度陸連登録者 75.24 '76.18
可 11 男 やり投 石坂 力成 イシザカ リキナリ 大阪体育大 2017年度陸連登録者 74.62 74.92
可 12 男 やり投 新垣 暁登 アラガキ アキト 日立ＩＣＴ 2017年度陸連登録者 '73.80 '73.80
否 13 男 やり投 荒井 謙 アライ ケン 七十七銀行 2017年度陸連登録者 73.62 79.90

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 三段跳 長谷川 大悟 ハセガワ ダイゴ 横浜陸協 招待選手 16.88 16.88
可 2 男 三段跳 山下 航平 ヤマシタ コウヘイ 県北陸協 招待選手 '16.85 '16.85
可 3 男 三段跳 山本 凌雅 ヤマモト リョウマ 順天堂大 招待選手 16.68 16.68
可 4 男 三段跳 安部 弘志 アベ ヒロシ 日体大ＡＣ 2017年度陸連登録者 '16.40 '16.40
可 5 男 三段跳 花谷 昂 ハナタニ アキラ ユメオミライ 2017年度陸連登録者 16.23 '16.26
可 6 男 三段跳 鈴木 義啓 スズキ ヨシヒロ ｱｲﾃﾞｱﾙAC 2017年度陸連登録者 '16.22 '16.22
可 7 男 三段跳 斎田 将之介 サイタ ショウノスケCRESCENT A.C 2017年度陸連登録者 '16.17 '16.17
可 8 男 三段跳 原田 睦希 ハラダ ムツキ 立命館大 2017年度陸連登録者 '16.16 '16.16
可 9 男 三段跳 川島 鶴槙 カワシマ タズマ 順天堂大 2017年度陸連登録者 16.12 16.12
可 10 男 三段跳 有松 今日 アリマツ キョウ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC2017年度陸連登録者 16.12 '
可 11 男 三段跳 藤林 献明 フジバヤシ ノブアキ ひわこ成蹊大ＡＣ 2017年度陸連登録者 16.04 '16.51
可 12 男 三段跳 中山 昂平 ナカヤマ コウヘイ 中京大 2017年度陸連登録者 '16.03 '16.03
否 13 男 三段跳 岡部 優真 オカベ ユウマ 九電工 2017年度陸連登録者 15.99 16.54
否 14 男 三段跳 柿埜 涼生 カキノ リョウセイ 国士舘大 2017年度陸連登録者 '15.92 '15.92
否 15 男 三段跳 齋藤 勇太 サイトウ ユウタ 作新学院大 2017年度陸連登録者 '15.92 '15.92
否 16 男 三段跳 岡林 隼矢 オカバヤシ シュヤ びわこｽﾎﾟｰﾂ大 2017年度陸連登録者 15.86 15.86
否 17 男 三段跳 藤内 誠也 トウナイ セイヤ 福岡大 2017年度陸連登録者 '15.86 '15.86
否 18 男 三段跳 犬井 亮介 イヌイ リョウスケ 筑波大 2017年度陸連登録者 '15.85 '15.85

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 走幅跳 城山 正太郎 シロヤマ ショウタロウゼンリン 招待選手 '8.01 '8.01
可 2 男 走幅跳 山川 夏輝 ヤマカワ ナツキ 日本大 2017年度陸連登録者 '8.00 '8.00
可 3 男 走幅跳 嶺村 鴻汰 ミネムラ コウタ 富士通 招待選手 '7.95 '7.95
可 4 男 走幅跳 小田 大樹 オダ ダイキ 日本大 2017年度陸連登録者 7.93 7.93
可 5 男 走幅跳 下野 伸一郎 シモノ シンイチロウ九電工 2017年度陸連登録者 7.93 '8.11
可 6 男 走幅跳 成定 駿介 ナリサダ シュンスケ大阪陸協 2017年度陸連登録者 7.88 7.88
可 7 男 走幅跳 藤原 駿也 フジワラ シュンヤ クラコウＡＣ 2017年度陸連登録者 '7.88 '7.88
可 8 男 走幅跳 中島 貴大 ナカジマ タカヒロ 埼玉陸協 2017年度陸連登録者 '7.85 '7.85
可 9 男 走幅跳 樅山 雅峰 モミヤマ マサミネ 日体大ＡＣ 2017年度陸連登録者 '7.84 '7.84
可 10 男 走幅跳 岡林 隼矢 オカバヤシ シュヤ びわこスポーツ大2017年度陸連登録者 7.80 7.80
可 11 男 走幅跳 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 日本大 日本陸連強化委員会推薦 7.79 7.79
可 12 男 走幅跳 手平 裕士 テビラ ヒロシ オークワ 招待選手 7.75 7.78
否 13 男 走幅跳 松浦 憲吾 マツウラ ケンゴ 鳥取陸協 2017年度陸連登録者 '7.77 '7.77
否 14 男 走幅跳 足達 一馬 アダチ カズマ 関西学院大 2017年度陸連登録者 '7.76 '7.76
否 15 男 走幅跳 遠藤 泰司 エンドウ タイシ 立命館大 2017年度陸連登録者 '7.76 '7.76
否 16 男 走幅跳 坂本 翔太 サカモト ショウタ 至学館大 2017年度陸連登録者 '7.75 '7.75
否 17 男 走幅跳 髙政 侑也 タカマサ ユウヤ 東海大 2017年度陸連登録者 '7.72 '7.72
否 18 男 走幅跳 西岡 春陽 ニシオカ シュンヨウ関西学院大 2017年度陸連登録者 '7.65 '7.65



2017織田 種目別出場者名簿（ＨＰ用） ４．２４現在

可否 № 性別種目 姓 名 セイ メイ 参加資格 資格記録 自己ベスト記録備考
可 1 男 棒高跳 山本 聖途 ヤマモト セイト トヨタ自動車 招待選手 5.77 '5.77
可 2 男 棒高跳 澤野 大地 サワノ ダイチ 富士通 招待選手 5.75 '5.83
可 3 男 棒高跳 荻田 大樹 オギタ ヒロキ ミズノ 招待選手 '5.70 '5.70
可 4 男 棒高跳 鈴木 康太 スズキ コウタ 中京大 2017年度陸連登録者 '5.51 '5.51
可 5 男 棒高跳 笹瀬 弘樹 ササセ ヒロキ スズキ浜松ＡＣ 2017年度陸連登録者 5.50 5.51
可 6 男 棒高跳 江島 雅紀 エジマ マサキ 日本大 2017年度陸連登録者 5.50 '5.50
可 7 男 棒高跳 来間 弘樹 クルマ コウキ 順天堂大 2017年度陸連登録者 5.40 5.40
可 8 男 棒高跳 松澤 ジアン成治 マツザワ ジアンナリハル新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC2017年度陸連登録者 5.40 5.40
可 9 男 棒高跳 山片 諒平 ヤマカタ リョウヘイ 尼崎市陸協 2017年度陸連登録者 '5.40 '5.40
可 10 男 棒高跳 澤 慎吾 サワ シンゴ 日本大 2017年度陸連登録者 '5.40 '5.40
可 11 男 棒高跳 山本 智貴 ヤマモト トモキ 日体大ＡＣ 2017年度陸連登録者 5.40 '5.42
可 12 男 棒高跳 竹川 倖生 タケカワ コウセイ 法政大 2017年度陸連登録者 5.30 5.30
可 13 男 棒高跳 植松 倫理 ウエマツ リンリ 筑波大 2017年度陸連登録者 '5.30 '5.30
否 14 男 棒高跳 逸見 俊太 ヘンミ シュンタ 美志摩パール 2017年度陸連登録者 5.20 5.35
否 15 男 棒高跳 大久保 圭介 オオクボ ケイスケ 関西学院大 2017年度陸連登録者 '5.20 '5.20
否 16 男 棒高跳 石川 明斗 イシカワ ミント 関西学院大 2017年度陸連登録者 '5.20 '5.20
否 17 男 棒高跳 米原 博章 ヨネハラ ヒロアキ 筑波大 2017年度陸連登録者 '5.20 '5.20
否 18 男 棒高跳 髙橋 義貴 タカハシ ヨシキ 東海大 2017年度陸連登録者 '5.20 '5.20


