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種目名 招待 氏名 氏名ｶﾅ 所属 県名 最高記録 参加記録
男子200m 外国 Sean McLEAN ｼｮｰﾝ・ﾏｯｸﾘｰﾝ USA 20.24 20.24
男子200m 外国 Desmond LAWRENCE ﾃﾞｽﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰﾚﾝｽ USA 10.08(100m) 10.08(100m)

男子200m 招待 飯塚　翔太 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ミズノ 静岡 20.11 20.11
男子200m 招待 高瀬　　慧 ﾀｶｾ ｹｲ 富士通 千葉 20.14 20.31
男子200m 招待 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ スズキ浜松ＡＣ 静岡 20.33 20.33
男子200m 招待 藤光　謙司 ﾌｼﾞﾐﾂｹﾝｼﾞ ゼンリン 神奈川 20.13 20.49
男子200m 招待 桐生　祥秀 ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 東洋大 埼玉 20.41 20.60
男子200m 川瀬　孝則 ｶﾜｾﾀｶﾉﾘ 奥アンツーカ 東京 20.65 20.65
男子200m 小林　雄一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ NTN 三重 20.46 20.65
男子200m 山下　　潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 筑波大 福島 20.67 20.67
男子200m 小池　祐貴 ｺｲｹﾕｳｷ 慶應大 北海道 20.61 20.69
男子200m 長田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 富士通 東京 20.57 20.77
男子200m 清水隆太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東海大 神奈川 20.77 20.77
男子200m 染谷　佳大 ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ 中央大 茨城 20.77 20.77
男子200m 谷口耕太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 凸版印刷 東京 20.45 20.81
男子200m 猶木　雅文 ﾅｵｷ ﾏｻﾌﾐ 大阪ガス 大阪 20.44 20.81
男子200m 諏訪　達郎 ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ NTN 三重 20.81 20.81
男子200m 堀江新太郎 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ 住電ランニングクラブ 兵庫 20.81 20.84
男子200m 井本　佳伸 ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 洛南高 京都 20.84 20.84
男子200m 森　　雅治 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ 味の素ゼネラルフーヅ 三重 20.71 20.85
男子200m 小川　拓夢 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ 常葉大 静岡 20.89 20.89
男子200m 安孫子充裕 ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ 山形市役所 山形 20.48 20.89
男子200m 村田　和哉 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾔ ユティック 福井 20.38 20.91
男子200m 川辺　隼也 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 法政大 神奈川 20.96 20.96
男子200m 齊藤　勇真 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 筑波大 熊本 20.96 20.96
男子200m 高平　慎士 ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ 富士通 千葉 20.22 20.97
男子200m 今野　恭佑 ｺﾝﾉ ｷｮｳｽｹ 東海大 神奈川 20.97 20.97
男子200m 犬塚　　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 順天堂大 静岡 20.87 21.00
男子200m 日吉　克実 ﾋﾖｼ ｶﾂﾐ 中央大 静岡 20.91 21.15
男子400m 招待 ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 東洋大 埼玉 45.35 45.35
男子400m 招待 加藤　修也 ｶﾄｳﾉﾌﾞﾔ 早稲田大 静岡 45.69 45.71
男子400m 招待 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 順天堂大 福井 45.52 45.93
男子400m 招待 田村　朋也 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 住友電工 兵庫 46.07 46.15
男子400m 招待 金丸　祐三 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ 大塚製薬 徳島 45.16 47.96
男子400m 藤原　　武 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ ユメオミライ 東京 45.44 45.44
男子400m 佐藤拳太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 富士通 埼玉 45.58 46.30
男子400m 北谷　直輝 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ 東海大 兵庫 46.41 46.41
男子400m 堀井　浩介 ﾎﾘｲ ｺｳｽｹ 住友電工 兵庫 45.85 46.52
男子400m 酢崎　充洋 ｽｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 日本大 千葉 46.58 46.58
男子400m 木村　　淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 大阪ガス 大阪 46.00 46.58
男子400m 鵜池　優至 ｳｲｹ ﾕｳｼﾞ 日本大 京都 46.59 46.59
男子400m 廣瀬　英行 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 富士通 神奈川 45.85 46.64
男子400m 魚里　勇介 ｳｵｻﾞﾄﾕｳｽｹ 関彰商事 茨城 46.65 46.65
男子400m 小久保友裕 ｺｸﾎﾞﾄﾓﾋﾛ 早稲田大 愛知 46.67 46.67
男子400m 三原　泰起 ﾐﾊﾗ ﾀｲｷ 甲南大 徳島 46.68 46.68
男子400m 松清　和希 ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ 福岡大 大分 46.69 46.69
男子400m 屋貝　博文 ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知陸協 愛知 46.73 46.73
男子400m 中島　雅達 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾐﾁ クレーマーT.C. 埼玉 46.72 46.73
男子400m 東　　魁輝 ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ NTN 三重 46.57 46.75
男子400m 片山　雄斗 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 法政大 大阪 46.76 46.76
男子400m 木村　和史 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 四電工 香川 45.96 46.81
男子400m 油井　快晴 ﾕｲ ｶｲｾｲ 順天堂大 静岡 46.36 46.87
男子400m 山木　伝説 ﾔﾏｷ ｶｹﾙ 日本大 山形 46.87 46.87
男子400m 佐藤　風雅 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 作新学院大 栃木 46.88 46.88
男子400m 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 東京高 東京 46.91 46.91
男子800m 招待 川元　　奨 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ スズキ浜松ＡＣ 静岡 1.45.75 1.45.97
男子800m 招待 西久保達也 ﾆｼｸﾎﾞﾀﾂﾔ 早稲田大 埼玉 1.48.40 1.48.40
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男子800m 招待 三武　　潤 ﾐﾀｹｼﾞｭﾝ TSP太陽 東京 1.48.56 1.48.99
男子800m 村島　　匠 ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 順天堂大 富山 1.47.82 1.47.82
男子800m 市野　泰地 ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ 新潟アルビレックスRC 新潟 1.48.62 1.48.62
男子800m 新安　直人 ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ 富士通 千葉 1.48.32 1.48.76
男子800m 大木  　学 ｵｵｷ  ﾏﾅﾌﾞ 茨城陸協 茨城 1.49.02 1.49.02
男子800m 齋藤　未藍 ｻｲﾄｳ ﾐﾗﾝ 青山学院大 神奈川 1.49.04 1.49.04
男子800m 田中　匠瑛 ﾀﾅｶ ｼｮｳｴｲ 盛岡市役所 岩手 1.49.32 1.49.32
男子800m 牧野　康博 ﾏｷﾉ ﾔｽﾋﾛ 箸蔵まつかん 福井 1.47.78 1.49.50
男子800m マロン航太 ﾏﾛﾝｺｳﾀ 内田治療院AC 東京 1.48.91 1.49.60
男子800m 戸澤　文也 ﾄｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 日本大 千葉 1.49.68 1.49.68
男子800m 白石　浩之 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ 順天堂大 東京 1.49.72 1.49.72
男子800m 中谷　浩崇 ﾅｶﾀﾆﾋﾛﾀｶ 慶應大 神奈川 1.49.91 1.49.91
男子800m 高橋　竜平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 城西大 神奈川 1.49.99 1.49.99
男子400mH 外国 Leford GREEN ﾚﾌｫｰﾄﾞ・ｸﾞﾘｰﾝ JAM 48.47 49.90
男子400mH 外国 Mahau SUGUIMATI 杉町マハウ BRA 48.67 48.96
男子400mH 招待 野澤　啓佑 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ミズノ 山梨 48.62 48.62
男子400mH 招待 松下　祐樹 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ ミズノ 神奈川 49.10 49.10
男子400mH 招待 小西　勇太 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ 住友電工 兵庫 49.41 49.44
男子400mH 中野　直哉 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院 長野 49.51 49.51
男子400mH 田邉将大良 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ゼンリン 東京 49.64 49.64
男子400mH 宮尾幸太郎 ﾐﾔｵ ｺｳﾀﾛｳ Ise A. Lab. 東京 49.67 49.67
男子400mH 上野　晃平 ｳｴﾉｺｳﾍｲ 同志社大 群馬 49.69 49.69
男子400mH 野口　直人 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 東京陸協 東京 49.77 49.77
男子400mH 吉田　和晃 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 大阪ガス 大阪 49.45 49.78
男子400mH 岸本　鷹幸 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 富士通 東京 48.41 49.89
男子400mH 渡部　佳朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾛｳ 城西大学 福島 49.96 49.96
男子400mH 記野　友晴 ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ 東邦銀行 福島 49.57 49.98
男子400mH 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ 山口 49.96 50.01
男子400mH 大林　督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 近畿大 香川 50.15 50.15
男子400mH 濱井　涼介 ﾊﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 法政クラブ 東京 50.16 50.16
男子400mH 石田　裕介 ｲｼﾀﾞﾕｳｽｹ 早稲田大 千葉 50.33 50.33
男子400mH 山本　竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 日本大 千葉 50.36 50.36
男子400mH 前野　　景 ﾏｴﾉ ｹｲ ドーム 東京 50.27 50.41
男子400mH 安部　孝駿 ｱﾍﾞﾀｶﾄｼ デサント　トラッククラブ 東京 49.46 50.42
男子400mH 須貝　　充 ｽｶﾞｲ ﾐﾂﾙ 新潟アルビレックスRC 新潟 50.43 50.43
男子400mH 加藤　誠也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 熊谷市役所 埼玉 50.34 50.54
男子400mH 髙橋　祐満 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 近畿大 大阪 50.59 50.59
男子400mH 高田　一就 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 法政大 神奈川 50.27 50.67
男子400mH 坂梨　雄亮 ｻｶﾅｼ ﾕｳｽｹ 中央大 静岡 50.67 50.67
男子400mH 山本　　諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 関西学院大 広島 50.68 50.68
男子400mH 鍜治木　崚 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 城西大学 鳥取 50.71 50.71
男子400mH 勝元　森羅 ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ 順天堂大 福岡 50.82 50.82
男子400mH 笛木　靖宏 ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ Team Accel 千葉県 49.31 50.85
男子400mH 井上　　駆 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 立命館大 岡山 50.64 50.88
男子400mH 長谷伸之助 ﾊｾ ｼﾝﾉｽｹ 中央大 東京 50.84 50.91
男子400mH 橋本　伊織 ﾊｼﾓﾄ ｲｵﾘ COO&RIKU 福岡 50.81 50.98
男子走高跳 外国 Brandon STARC ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ・ｽﾀｰｸ AUS 2.31 2.29
男子走高跳 外国 Nauraj Singh RANDHAWA ﾅｳﾗｼﾞ・ｼﾝ・ﾗﾝﾀﾞﾜ MAS 2.29 2.29
男子走高跳 外国 Nik BOJIC ﾆｯｸ・ﾎﾞｲｯｸ AUS 2.28 2.21
男子走高跳 招待 衛藤　　昂 ｴﾄｳ ﾀｶｼ 味の素ゼネラルフーヅ 三重 2.29 2.29
男子走高跳 招待 髙張　広海 ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛﾐ 日立ICT 神奈川 2.28 2.26
男子走高跳 招待 佐藤　　凌 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東日印刷 神奈川 2.25 2.25
男子走高跳 戸邉　直人 ﾄﾍﾞ ﾅｵﾄ つくばツインピークス 千葉 2.31 2.26
男子走高跳 松本　修一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 福岡大 長崎 2.24 2.24
男子走高跳 平松　祐司 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 筑波大 京都 2.28 2.22
男子走高跳 中島　大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 日本大 栃木 2.21 2.21
男子走高跳 真野　友博 ｼﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 福岡大 広島 2.21 2.21
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男子走高跳 赤松　諒一 ｱｶﾏﾂﾘｮｳｲﾁ 岐阜大 岐阜 2.25 2.20
男子走高跳 尾又　平朗 ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ チームミズノ 神奈川 2.22 2.20
男子走高跳 水谷　　來 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾗｲ 中京大 愛知 2.20 2.20
男子走高跳 長谷川直人 ﾊｾｶﾞﾜﾅｵﾄ 新潟医療福祉大 新潟 2.20 2.20
男子走高跳 小池　　輝 ｺｲｹ ｱｷﾗ 順天堂大 静岡 2.18 2.18
男子砲丸投 招待 畑瀬　　聡 ﾊﾀｾ ｻﾄｼ 群馬総合ガード 群馬 18.78 18.53
男子砲丸投 招待 中村　太地 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ チームミズノ 東京 17.90 17.90
男子砲丸投 招待 武田　歴次 ﾀｹﾀﾞ　ﾚｲｼﾞ 日本大 千葉 17.60 17.60
男子砲丸投 宮内　育大 ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾋﾛ 桜門陸友会 東京 17.82 17.76
男子砲丸投 山元　　隼 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ フクビ化学 福井 17.88 17.76
男子砲丸投 森下　大地 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 筑波大 兵庫 17.54 17.54
男子砲丸投 佐藤　征平 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾗ 国士館クラブ 東京 17.4 17.40
男子砲丸投 鈴木　愛勇 ｽｽﾞｷ ｱｲﾕ 日本大 千葉 17.28 17.28
男子砲丸投 鈴木　孝尚 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ オークワ 和歌山 17.25 16.93
男子砲丸投 村上　　輝 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 国士舘大 三重 16.84 16.84
男子砲丸投 北尾　友靖 ｷﾀｵ ﾄﾓﾔｽ 福岡大 長崎 16.73 16.73
男子砲丸投 赤間　祐一 ｱｶﾏﾕｳｲﾁ 筑波大 静岡 16.73 16.71
男子砲丸投 大坂　将央 ｵｵｻｶ ﾏｻｵ Ｔ．Ａ．Ｃ 神奈川 16.70 16.70
男子砲丸投 飛松　　功 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｲｻｵ 福岡大 福岡 16.08 16.08
男子砲丸投 川口　哲生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 日本大 徳島 16.04 16.04
女子200m 外国 Melissa BREEN ﾒﾘｯｻ・ﾌﾞﾘｰﾝ AUS 11.31(100m) 11.33(100m)

女子200m 外国 Jade BARBER ｼﾞｪｲﾄﾞ・ﾊﾞｰﾊﾞｰ USA 12.85(100mH) 13.00(100mH)

女子200m 招待 福島　千里 ﾌｸｼﾏﾁｻﾄ 札幌陸協 北海道 22.88 22.88
女子200m 招待 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡山倉敷中央高 岡山 23.45 23.45
女子200m 招待 市川　華菜 ｲﾁｶﾜ ｶﾅ ミズノ 愛知 23.51 23.86
女子200m 今井沙緒里 ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院 長野 23.68 23.85
女子200m 永野真莉子 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ デンソー 三重 23.96 23.96
女子200m 佐々木　梓 ｻｻｷｱｽﾞｻ 青山学院大 大阪 24.00 24.00
女子200m 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大阪成蹊大 島根 23.68 24.00
女子200m 松田　優美 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾐ いちご 宮崎 24.03 24.03
女子200m 三宅奈緒香 ﾐﾔｹ ﾅｵｶ 住友電工 兵庫 24.03 24.03
女子200m 伴野　里緒 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ 七十七銀行 宮城 23.92 24.04
女子200m 重永乃理子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾉﾘｺ 福岡大 福岡 24.11 24.11
女子200m 名倉　千晃 ﾅｸﾞﾗ ﾁｱｷ NTN 三重 24.11 24.11
女子200m 藤沢沙也加 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ セレスポ 東京 23.81 24.12
女子200m 和田　麻希 ﾜﾀﾞ ﾏｷ ミズノ 京都 23.67 24.14
女子200m 島田　雪菜 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 北海道ハイテクAC 北海道 24.17 24.17
女子200m 前山　美優 ﾏｴﾔﾏ ﾐﾕ 新潟医療福祉大 新潟 24.19 24.19
女子200m 木村　瑞穂 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 甲南大 大阪 24.24 24.24
女子200m 土井　杏南 ﾄﾞｲｱﾝﾅ 大東文化大 埼玉 23.63 24.30
女子200m 細谷　優美 ﾎｿﾔﾕﾐ 大東文化大 茨城 24.3 24.30
女子200m 芝田　望笑 ｼﾊﾞﾀﾉｴ 山梨学院大 埼玉 24.31 24.31
女子200m 佐藤日奈子 ｻﾄｳﾋﾅｺ 大東文化大 山形 24.22 24.31
女子200m 鈴木　塔子 ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ 甲南大 三重 24.33 24.33
女子400m 招待 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大阪成蹊大 島根 52.85 52.85
女子400m 招待 青木　りん ｱｵｷ ﾘﾝ 東邦銀行 福島 53.44 53.44
女子400m 招待 樫山　　楓 ｶｼﾔﾏ ｶｴﾃﾞ NTN 三重 53.76 53.76
女子400m 武石この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 東邦銀行 福島 53.58 54.09
女子400m 藤沢沙也加 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ セレスポ 東京 53.14 54.16
女子400m 岩田　優奈 ｲﾜﾀﾕｳﾅ 中央大 群馬 53.79 54.17
女子400m 秦野　南美 ﾊﾀﾉﾐﾅﾐ 山梨学院大 千葉 54.21 54.21
女子400m 松本奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 筑波大 静岡 53..59 54.22
女子400m 伴野　里緒 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ 七十七銀行 宮城 54.41 54.41
女子400m 新宅　麻未 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ アットホーム 東京 53.78 54.57
女子400m 椎谷佳奈子 ｼｲﾔｶﾅｺ 新潟医療福祉大 新潟 54.67 54.67
女子400m 上杉　悠菜 ｳｴｽｷﾞ ﾕｳﾅ 大阪成蹊大 大阪 54.78 54.78
女子400m 藤井　彩乃 ﾌｼﾞｲｱﾔﾉ 青山学院大 千葉 54.91 54.91
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女子400m 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 東大阪大敬愛高 大阪 54.91 54.91
女子400m 芝田　望笑 ｼﾊﾞﾀﾉｴ 山梨学院大 埼玉 54.97 54.97
女子800m 招待 福田　翔子 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 島根大 島根 2.04.29 2.04.29
女子800m 招待 山田　はな ﾔﾏﾀﾞﾊﾅ わらべや日洋 東京 2.05.46 2.05.46
女子800m 北村　　夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 日本体育大 東京 2.04.57 2.04.57
女子800m 池崎　愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 順天堂大 広島 2.04.85 2.04.85
女子800m 卜部　　蘭 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東京学芸大 東京 2.04.86 2.04.86
女子800m 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 東大阪大敬愛高 大阪 2.05.03 2.05.03
女子800m 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 京都文教高等学校 京都 2.05.36 2.05.36
女子800m 平野　綾子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 水戸信用金庫 茨城 2.05.16 2.06.13
女子800m 戸谷　温海 ﾄﾀﾆｱﾂﾐ 山梨学院大 大阪 2.06.93 2.06.93
女子800m 後藤　　夢 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 西脇工高 兵庫 2.07.20 2.07.20
女子800m 新宮　美歩 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ 東邦銀行 福島 2.05.47 2.07.31
女子800m 沖田真理子 ｵｷﾀ  ﾏﾘｺ 新潟アルビレックスRC 新潟 2.06.71 2.07.40
女子800m 内山　成実 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東京学芸大 長野 2.08.29 2.08.29
女子800m 細井　衿菜 ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 中京大中京高 愛知 2.08.89 2.08.89
女子800m 小野　莉奈 ｵﾉ ﾘﾅ 東邦銀行 福島 2.07.56 2.08.96
女子800m 竹内麻里子 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｺ 愛媛銀行 愛媛 2.06.21 2.10.09
女子400mH 外国 Kaila BARBER ｶｲﾗ・ﾊﾞｰﾊﾞｰ USA 55.53 55.53
女子400mH 招待 石塚　晴子 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｺ 大阪陸協 大阪 56.75 56.75
女子400mH 招待 吉良　愛美 ｷﾗ ﾏﾅﾐ アットホーム 東京 56.63 57.04
女子400mH 招待 王子田　萌 ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ 立命館大 大阪  57.89 57.89
女子400mH 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 住友電工 兵庫 56.79 56.79
女子400mH 青木沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ 東邦銀行 福島 55.94 56.85
女子400mH 宇都宮絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 長谷川体育施設 兵庫 58.02 58.02
女子400mH 芝田　陽香 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ チームミズノ 京都 57.68 58.02
女子400mH 小山　佳奈 ｺﾔﾏｶﾅ 早稲田大 神奈川 58.03 58.03
女子400mH 福部　真子 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 日本体育大 福岡 58.26 58.26
女子400mH 南野　智美 ﾉｳﾉﾄﾓﾐ 早稲田大 山口 58.58 58.58
女子400mH 伊藤　明子 ｲﾄｳｱｷｺ 筑波大 東京 57.81 58.63
女子400mH 兒玉　彩希 ｺﾀﾞﾏｻｷ 早稲田大 大分 58.65 58.65
女子400mH 村上　瑞季 ﾑﾗｶﾐﾐｽﾞｷ 青山学院大 大阪 58.87 58.92
女子400mH 川端　涼夏 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 法政大大学院 埼玉 58.83 59.02
女子400mH 中原みなみ ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ 甲南大 大阪 59.04 59.04
女子400mH 比嘉　和希 ﾋｶﾞｶｽﾞｷ 山梨学院大 千葉 59.10 59.10
女子400mH 村上　夏美 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 成田高 千葉 59.16 59.16
女子400mH 栗谷　瑞希 ｸﾘﾔ ﾐｽﾞｷ 園田学園女子大 兵庫 59.32 59.32
女子400mH 安達　眞咲 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ 園田学園女子大 兵庫 59.56 59.56
女子三段跳 外国 Silvana SEGURA ｼﾙﾊﾞﾅ・ｾｸﾞﾗ PRU 13.49 13.39
女子三段跳 招待 宮坂　　楓 ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ ニッパツ 神奈川 13.52 13.52
女子三段跳 招待 岡野菜穂子 ｵｶﾉ ﾅﾎｺ ユメオミライ 東京 12.92 12.92
女子三段跳 坂本　絵梨 ｻｶﾓﾄｴﾘ 法政クラブ 東京 13.17 13.05
女子三段跳 桝見咲智子 ﾏｽﾐ ｻﾁｺ 九電工 福岡 13.34 12.96
女子三段跳 森本麻里子 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ 内田建設ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東京 12.91 12.91
女子三段跳 喜田　愛以 ｷﾀﾞ ﾒｲ ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 大阪 13.07 12.90
女子三段跳 河合　栞奈 ｶﾜｲ ｶﾝﾅ 大阪成蹊大 大阪 12.83 12.83
女子三段跳 剱持　早紀 ｹﾝﾓﾁｻｷ 長谷川体育施設 山梨 12.95 12.67
女子三段跳 中澤　希緒 ﾅｶｻﾞﾜｷｵ 埼玉陸協 埼玉 12.60 12.60
女子三段跳 宮畑さくら ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 園田学園女子大 京都 12.58 12.58
女子三段跳 剱持クリア ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 筑波大 山梨 12.57 12.57
女子三段跳 河瀬　真央 ｶﾜｾ ﾏｵ 大阪成蹊大 岐阜 12.55 12.55
女子砲丸投 招待 郡　菜々佳 ｺｵﾘ ﾅﾅｶ 九州共立大 大阪 16.24 16.24
女子砲丸投 招待 太田　亜矢 ｵｵﾀ ｱﾔ 福岡大 福岡 16.12 16.12
女子砲丸投 招待 吉野　千明 ﾖｼﾉ ﾁｱｷ 埼玉陸協 埼玉 15.77 15.42
女子砲丸投 長沼　　瞳 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾄﾐ 国士舘大 東京 15.52 15.52
女子砲丸投 尾山　和華 ｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 福岡大 兵庫 15.11 15.11
女子砲丸投 茂山　千尋 ｼｹﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ 国士館クラブ 東京 15.29 15.09
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女子砲丸投 松田　昌己 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺ 新潟アルビレックスRC 新潟 15.43 14.98
女子砲丸投 西川チカコ ﾆｼｶﾜ ﾁｶｺ 福岡大 徳島 14.72 14.72
女子砲丸投 齋藤　早希 ｻｲﾄｳｻｷ 東女体AC 山形 14.70 14.70
女子砲丸投 山本　　遥 ﾔﾏﾓﾄﾊﾙｶ 大阪体育大 香川 14.69 14.69
女子砲丸投 齋藤　友里 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 筑波大 高知 14.45 14.45
女子砲丸投 阿原　典子 ｱﾊﾗ ﾉﾘｺ 桜門陸友会 東京 14.88 14.15
女子砲丸投 内田千香子 ｳﾁﾀﾞ ﾁｶｺ 園田学園女子大 兵庫 14.12 14.12
女子砲丸投 伊知地千奈 ｲｼﾞﾁ ﾁﾅ 筑波大 宮崎 14.09 14.05
女子砲丸投 髙橋　由華 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 九州共立大 新潟 13.85 13.85
女子砲丸投 石丸　来未 ｲｼﾏﾙ ｸﾙﾐ 福岡大 福岡 13.88 13.82
女子砲丸投 海老原佑香 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｶ 日本女子体育大 茨城 14.05 13.81
女子ﾊﾝﾏｰ投 外国 Fatima RAMOS ﾌｧﾃｨﾏ・ﾗﾓｽ PRU 63.13 63.13
女子ﾊﾝﾏｰ投 招待 渡邊　　茜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 丸和運輸機関 福岡 66.79 66.79
女子ﾊﾝﾏｰ投 招待 勝山　眸美 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ オリコ 東京 63.82 63.82
女子ﾊﾝﾏｰ投 知念　春乃 ﾁﾈﾝ ﾊﾙﾉ 日本体育施設 福岡 61.52 59.42
女子ﾊﾝﾏｰ投 佐藤　若菜 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 東邦銀行 福島 60.12 59.18
女子ﾊﾝﾏｰ投 浅田　鈴佳 ｱｻﾀﾞｽｽﾞｶ 武庫川女子大ｸﾗﾌﾞ 大阪 58.71 58.32
女子ﾊﾝﾏｰ投 本村　夏鈴 ﾓﾄﾑﾗ ｶﾘﾝ 九州共立大 沖縄 58.22 58.22
女子ﾊﾝﾏｰ投 江原　宇宙 ｴﾊﾗ ｺｽﾓ 筑波大 埼玉 57.75 57.75
女子ﾊﾝﾏｰ投 吉川　奈緒 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 福岡大 奈良 57.56 57.56
女子ﾊﾝﾏｰ投 関口　清乃 ｾｷｸﾞﾁｷﾖﾉ 筑波大 埼玉 57.35 57.35
女子ﾊﾝﾏｰ投 佐伯　珠実 ｻｴｷﾀﾏﾐ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 滋賀 59.04 57.30
女子ﾊﾝﾏｰ投 福島美沙希 ﾌｸｼﾏ ﾐｻｷ 愛媛陸協 愛媛 59.89 57.25
女子ﾊﾝﾏｰ投 武川　美香 ﾀｹｶﾜ ﾐｶ スズキ浜松ＡＣ 静岡 60.63 56.44
男子ﾊﾟﾗ100m 山本　　篤 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ スズキ浜松AC 静岡 T４２
男子ﾊﾟﾗ100m 池田　樹生 ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ 中京大 愛知 T４４
男子ﾊﾟﾗ100m 春田　　純 ﾊﾙﾀ ｼﾞｭﾝ Xiborg 静岡 T４４
男子ﾊﾟﾗ100m 佐藤　圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ トヨタ自動車 愛知 T４４
男子ﾊﾟﾗ100m 芦田　　創 ｱｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾑ トヨタ自動車 愛知 T４７
男子ﾊﾟﾗ100m 多川　知希 ﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ AC KITA 神奈川 T４７


