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男子 １５００ｍ 女子 １５００ｍ
氏　　名 所　属 氏　　名 所　属

1 Ronald Kwemoi 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 1 ｱﾝ ｶﾘﾝｼﾞ 豊田自動織機
2 ｱﾋﾞﾖｯﾄ ｱﾋﾞﾈｯﾄ 八千代工業 2 田中 希実 西脇工高
3 戸田 雅樹 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 陣内 綾子 九電工
4 廣瀨 大貴 大阪ガス 4 須永 千尋 資生堂
5 監物 稔浩 ＮＴＴ西日本 5 渋谷 璃沙 ヤマダ電機
6 岡﨑 達郎 大阪ガス 6 向井 智香 名城大
7 鎧坂 哲哉 旭化成 7 上田 未奈 城西大
8 楠   康成 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 8 森田 香織 パナソニック
9 荒井 七海 東海大 9 小枝 理奈 大東文化大
10 安齋   宰 順天堂大 10 西脇   舞 天満屋
11 今﨑 俊樹 大阪ガス 11 出水田 眞紀 立教大
12 秋本 優紀 山陽特殊製鋼 12 内山 千夏 玉川大
13 高谷 将弘 ＪＲ東日本 13 和田 有菜 長野東高
14 井上 弘也 上武大 14 ﾘﾝｽﾞｨｰ ﾍﾚﾅ 芽衣 金沢高
15 加藤   光 ＪＲ東日本 15 樺沢 和佳奈 常磐高
16 神谷 天地 関西学院大 16 森 智香子 積水化学
PM 田中 智則 AGF ＊ 樽本 知夏 須磨学園高
PM 大西 毅彦 ｱﾗﾀﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ PM 平野 綾子 筑波大

男子 １００００ｍ 女子 １００００ｍ
氏　　名 所　属 氏　　名 所　属

1 ﾎﾟｰﾙ ﾀﾇｲ 九電工 1 清田 真央 スズキ浜松ＡＣ
2 ﾋﾞﾀﾞﾝ ｶﾛｷ DeNA 2 牧川 恵莉 スズキ浜松ＡＣ
3 ﾍﾞﾅｰﾄﾞ ｷﾏﾆ ヤクルト 3 小原 怜 天満屋
4 ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ 日立物流 4 ｵﾊﾞﾚ ﾄﾞﾘｶ 日立
5 MAMIYO NUGUSE 安川電機 5 沼田 未知 豊田自動織機
6 ﾛｼﾞｬｰｽ ﾁｭﾓ ｹﾓｲ 愛三工業 6 安藤 友香 スズキ浜松ＡＣ
7 宇賀地 強 コニカミノルタ 7 日髙 侑紀 三井住友海上
8 設楽 啓太 コニカミノルタ 8 山崎 里菜 パナソニック
9 早川 翼 トヨタ自動車 9 岩出 玲亜 ノーリツ
10 上野 裕一郎 DeNA 10 横江 里沙 豊田自動織機
11 井上 大仁 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ長崎 11 籔下 明音 豊田自動織機
12 市田 孝 旭化成 12 清水 美穂 ホクレン
13 中谷 圭佑 駒澤大 13 上原 美幸 第一生命
14 山本 修平 トヨタ自動車 14 田中 華絵 第一生命
15 出口 和也 旭化成 15 上原 明悠美 松山大
16 馬場 圭太 Honda 16 田中 花歩 第一生命
17 村澤 明伸 日清食品グループ 17 井上 藍 ノーリツ
18 三輪 晋大朗 NTN 18 唐沢 ゆり 日本体育大
19 圓井 彰彦 マツダ 19 石澤 ゆかり エディオン
20 木滑 良 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ長崎 20 細田 あい 日本体育大
21 工藤 有生 駒澤大 21 宮田 佳菜代 ユタカ技研
22 菊地 賢人 コニカミノルタ 22 福居 紗希 城西大
23 岡本 雄大 ＪＦＥスチール 23 奥野 有紀子 資生堂
24 松本 賢太 トヨタ自動車 24 中村 仁美 パナソニック

25 伊坂 菜生 日立
26 永岡 真衣 シスメックス
27 高山 琴海 シスメックス
28 鈴木 千晴 日立
29 古谷 奏 松山大
30 新井 沙紀枝 大阪学院大
31 野田 沙織 三井住友海上
32 菅野 七虹 立命館大
33 宇都宮 亜依 宮崎銀行
34 ﾏｼｬﾘｱ ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ユニバーサルエンターテインメント

35 阿部 有香里 しまむら
36 田邉 美咲 三井住友海上
37 湯澤 ほのか 名城大
38 渋井 陽子 三井住友海上

最終エントリーリスト

４月１１日をもってウェイティング期間は終了しました。最終エントリーリストは下記の通りです。



男子 ３０００ｍＳＣ 女子 ３０００ｍＳＣ
氏　　名 所　属 氏　　名 所　属

1 潰滝 大記 富士通 1 高見澤 安珠 松山大
2 松本 葵 大塚製薬 2 三島 美咲 松山大
3 篠藤 淳 山陽特殊製鋼 3 清水 萌衣乃 東京農業大
4 山下 洸 NTN 4 三郷 実沙希 スズキ浜松ＡＣ
5 塩尻 和也 順天堂大 5 佐藤 奈々 スターツ
6 山口 浩勢 愛三工業 6 小池 彩加 エディオン
7 津田 修也 山口陸協 7 北本 可奈子 名城大
8 梅枝 裕吉 NTN 8 瀬川 帆夏 大東文化大
9 木村 哲也 住友電工 9 宇都宮 恵理 日本郵政
10 藤岡 勇貴 関西学院大 10 中村 真悠子 セレスポ
11 石橋 安孝 東海大 11 吉川 侑美 資生堂
12 神 直之 北星病院 12 岸本 由佳 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
13 乾 拓馬 関西学院大 ＊ 藪田 裕衣 京都産業大
14 大野 雄揮 長野市陸協

男子 円盤投 女子 円盤投
氏　　名 所　属 氏　　名 所　属

1 堤 雄司 群馬綜合ガードシステム 1 坂口 亜弓 S.T.T.
2 知念 豪 ゼンリン 2 藤森 夏美 順天堂大
3 米沢 茂友樹 東海大 3 中田 恵莉子 四国大教職員ク
4 畑山 茂雄 ゼンリン 4 敷本 愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ
5 湯上 剛輝 トヨタ自動車 5 郡 菜々佳 九州共立大
6 幸長 慎一 四国大 6 日下 望美 小美玉スポーツクラブ

7 安藤 夢 東海大 7 辻川 美乃利 筑波大
8 安部 宏駿 日本大 8 河合 郁実 筑波大
9 宮内 優 モンテローザ 9 石井 明日夏 東京女子体育大
10 小林 寛雅 順天堂大 10 中村 枝理子 鹿屋体育大
11 吉田 惇 東海大 11 塗 真奈美 東京女子体育大
12 小岩 晴樹 順天堂大 12 春木 理奈 生光学園クラブ
13 大山 祐史 ＲＫＴＤ
14 前田 奎 S.T.T.

＊：主催陸協推薦競技者　　PM：ペースメーカー


