第94回 日本陸上競技選手権大会 10500100
兼 第16回アジア競技大会（2010／広州）代表選手選考競技会
種別

種目名

日付

１位

２位

１００ｍ

6/6 江里口 匡史 (88) 10.26/+0.0 塚原 直貴 (85)

２００ｍ

6/5 藤光 謙司 (86)

熊本・早稲田大

４００ｍ

神奈川・富士通

6/6 金丸 祐三 (87)

1:47.25 粟津 良介 (89)

東京・富士通
１５００ｍ

6/5 村上 康則 (83)

6/6 松岡 佑起 (86)

28:43.08 北村 聡 (86)

東京・エスビー食品
１１０ｍＨ
(1.067m)
男子

４００ｍＨ
(0.914m)
３０００ｍＳＣ
(0.914m)
走高跳

6/5 田野中 輔 (78)

13.58/+1.8 青木 悠人 (84)

49.01 河北 尚広 (80)

茨城・ミズノ

香川・石丸製麺

6/5 武田 毅 (87)

8:47.61 篠藤 淳 (85)

静岡・スズキ浜松AC

兵庫・山陽特殊製鋼

6/6 高張 広海 (87)

2m21 久保田 聡 (82)

神奈川・日立ICT
棒高跳

東京・モンテローザ

6/5 鈴木 崇文 (87)

5m50 笹瀬 弘樹 (89)

静岡・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ
走幅跳

6/5 菅井 洋平 (85)

8m10/+1.8 猿山 力也 (84)

群馬・ミズノ
三段跳

6/4 鈴木 義啓 (86)

東京・モンテローザ
16m17/+0.8 梶川 洋平 (83)

静岡・スズキ浜松AC
砲丸投
(7.260kg)
円盤投
(2.000kg)
ハンマー投
(7.260kg)
やり投
(800g)

6/6 畑瀬 聡 (82)
群馬・群馬綜合ガード
6/4 畑山 茂雄 (77)
神奈川・ゼンリン
6/5 室伏 広治 (74)
愛知・ミズノ
6/6 村上 幸史 (97)
静岡・スズキ浜松AC

静岡・早稲田大

東京・M&K
17m96 村川 洋平 (81)
静岡・スズキ浜松AC
58m90 堤 雄司 (89)
北海道・国士舘大
77m35 土井 宏昭 (78)
千葉・千葉陸協
80m60 佐藤 寛大 (88)
宮城・仙台大

愛知・小島プレス

8:50.93 牧 良輔 (86)

三重・ＮＴＮ
2m18 醍醐 直幸 (81)

2m18 土屋 光 (86)

東京・富士通

7m87/+1.2 品田 直宏 (86)
岐阜・濃飛倉庫運輸

茨城・阿見AC
15m96/ 0.0 稲葉 広幸 (82)

東京・国士舘クラブ
17m92 山田 壮太郎 (85)
千葉・富士通
55m75 蓬田 和正 (87)
三重・日本陸送
71m33 野口 裕史 (83)
群馬・群馬綜合ガード

兵庫・早稲田大

7m76/+2.0 皆川 澄人 (90)
北海道・東海大
15m90/+1.1 堀内 敬鷹 (86)

神奈川・T.A.C
17m88 大橋 忠司 (83)
山口・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ
54m21 宮内 優 (84)
東京・モンテローザ
67m88 田中 透 (86)
大阪・鹿屋体育大
74m06 池田 龍生 (85)
東京・国士舘クラブ

7m68/+2.4 荒川 大輔 (81)
大阪・NOBYT&FC
15m86/+0.9 松下 翔一 (89)

福岡・マリンポリス
17m68 鈴木 孝尚 (86)
大阪・大体大Ｔ．Ｃ
53m60 秋本 啓太 (83)
東京・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ
64m73 土井田 匡徳 (81)
岡山・ｔｅａｍ龍虎
73m18 池田 康雄 (77)
広島・TeamBIGSTONE

兵庫・筑波大

8:55.01 松本 葵 (87)

8:56.97 加藤 聡 (80)

徳島・大塚製薬

16m30 宮内 育大 (90)
高知・日本大
51m15 犬伏 拓巳 (91)
北海道・日本大
62m73 碓井 崇 (77)
埼玉・蓮田市陸協
72m88 山本 一喜 (83)
東京・モンテローザ

5m20 小野 真二 (83) 静岡・スズキ浜松AC 5m00
土井 翔太 (90) 香川・早稲田大

7m64/+2.0 新村 守 (86)

7m57/+0.9 堀池 靖幸 (87)

新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

16m28 南 幸裕 (87)
三重・三重県教クラブ

62m31 久保 浩司 (85)
愛知・中京大クラブ
72m37 高力 裕也 (89)
鳥取・大阪体育大

7m56/+1.0

千葉・富士通

15m74/+0.6 塩見 将輔 (88)

愛知・小島プレス

群馬・国際武道大

2m10

千葉・東海大

山口・下関市陸協

50m72 町田 慎 (86)

8:59.56

愛知・トヨタ自動車
2m10 尾又 平朗 (89)

15m82/+0.6 山本 雄介 (81)

51.16

岡山・中京大

5m20 柴田 孟也 (84)

永田 純也 (88) 神奈川・順天堂大

7m83/ 0.0 志鎌 秀昭 (83)

50.78 安部 孝駿 (91)

東京・モンテローザ

國本 拓志 (87) 滋賀・ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙ

5m30 小野寺 晃 (80) 宮城・佐沼PVC

東京・モンテローザ

13.96/+1.8

山口・下関市陸協

2m15 衛藤 昂 (91) 三重・鈴鹿工高専

千葉・筑波大

5m30 川口 直哉 (87)

香川・関西学院大

13.95/+1.8 吉永 一行 (84)

50.44 井原 直樹 (82)

広島・中電工

2m15 戸邉 直人 (92)

東京・モンテローザ

5m50 有明 侑哉 (89)

8:52.52 佐々木 徹也 (86)

静岡・スズキ浜松AC

28:48.37

東京・コニカミノルタ

岐阜・中京大

新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

8:51.27 中川 智博 (82)

大阪・大阪ガス

13.94/+1.8 和戸 達哉 (90)

50.28 矢野 秀樹 (85)

千葉・チームアイマ

28:47.11 宇賀地 強 (87)

東京・カネボウ

鳥取・鳥取県教委

49.81 秋本 真吾 (82)

千葉・チームアイマ

8:50.02 梅枝 裕吉 (84)

13.82/+1.8 西澤 真徳 (87)

13:46.81

長野・東海大

28:46.34 真壁 剛 (82)

東京・カネボウ

愛知・ミズノ

49.76 今関 雄太 (87)

兵庫・ミズノ

76m49 ディーン 元気 (91)

13.73/+1.8 内藤 真人 (80)

13:42.96 村澤 明伸 (91)

宮崎・旭化成

28:46.23 清水 大輔 (82)

3:47.34

長崎・三菱重工長崎

13:42.69 深津 卓也 (87)

愛知・トヨタ紡織

宮崎・旭化成

埼玉・ミズノ

49.63 小池 崇之 (84)

16m09/+1.0 角山 貴之 (85)

28:45.94 大西 智也 (87)

京都・佐川急便

13.66/+1.8 古川 裕太郎 (85) 13.72/+1.8 大橋 祐二 (83)

徳島・ＭＥＳＳＩＡＳ

6/5 成迫 健児 (84)

28:44.59 山本 亮 (84)

東京・日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3:47.24 山口 祐也 (84)

三重・ＮＴＮ

13:42.68 中尾 勇生 (84)

東京・日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1:51.47

埼玉・自衛隊体育学校

3:46.95 大西 毅彦 (84)

広島・中国電力

13:42.63 北村 聡 (86)

東京・日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

28:44.16 佐藤 悠基 (86)

東京・日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

千葉・富士通

13:41.73 佐藤 悠基 (86)

東京・エスビー食品

1:50.51 宮崎 輝 (86)

東京・WAC

3:46.77 田子 康宏 (83)

兵庫・山陽特殊製鋼

54.47

神奈川・富士通

1:50.45 下平 芳弘 (85)

鹿児島・鹿児島大

3:46.56 渡辺 和也 (87)

千葉・富士通

13:40.52 竹澤 健介 (86)

宮崎・旭化成

6/4 竹澤 健介 (86)

3:46.15 井野 洋 (85)

東京・エスビー食品

13:40.11 大西 智也 (87)

徳島・大塚製薬
１００００ｍ

3:45.81 上野 裕一郎 (85)

東京・JR東日本

47.08 堀籠 佳宏 (81)

京都・立命館大

1:50.36 原田 英世 (87)

22.87/+1.2

福島・東海大

46.78 小野 利明 (89)

広島・早稲田大

北海道・順天堂大

兵庫・アシックス
21.52/+1.2 田嶋 和也 (90)

沖縄・福岡大

46.46 浦野 晃弘 (90)

1:50.35 岡 昇平 (90)

神奈川・ランニング振興

８位
10.59/+0.0 木村 慎太郎 (88) 11.04/+0.0

埼玉・慶應義塾大
21.27/+1.2 當眞 裕樹 (87)

岐阜・サンメッセ

静岡・順天堂大

1:50.16 服部 直 (87)

福井・順天堂大

3:45.76 高谷 将弘 (86)

千葉・富士通
５０００ｍ

1:48.88 牧野 康博 (88)

愛知・明治大

46.43 高瀬 慧 (88)

静岡・東海大

７位
10.53/+0.0 後藤 乃毅 (88)

愛知・中京大
20.91/+1.2 齋藤 仁志 (86)

新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

46.05 袴田 千尋 (88)

佐賀・慶應義塾大

６位

宮城・あぶくまＡＣ
20.83/+1.2 長谷川 充 (84)

秋田・順天堂大

46.03 廣瀬 英行 (89)

茨城・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ

５位

10.48/+0.0 佐久間 康太 (85) 10.48/+0.0 杉本 隆 (89)

神奈川・BWC
20.80/+1.2 秋元 延大 (87)

北海道・富士通

45.56 石塚 祐輔 (87)

6/6 横田 真人 (87)

４位
10.47/+0.0 宮﨑 久 (81)

愛知・中京大

山形・筑波大

徳島・大塚製薬
８００ｍ

３位
10.45/+0.0 田口 博崇 (89)

20.38/+1.2 安孫子 充裕 (88) 20.74/+1.2 高平 慎士 (84)

福井・セーレン

決勝一覧表
香川県立丸亀競技場 371020

15m66/+0.8

岡山・東海大
16m02 秋本 壯樹 (91)

15m70

東京・慶應義塾大
50m27 大山 祐史 (88)

49m71

三重・国士舘大
62m15 知念 雄 (90)

62m10

沖縄・順天堂大
72m01 荒井 謙 (81)
宮城・七十七銀行

71m85
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種別

種目名
１００ｍ

日付

１位

6/5 福島 千里 (88)

２位

２００ｍ

埼玉・平成国際大

6/6 髙橋 萌木子 (88) 23.56/-1.4 福島 千里 (88)
埼玉・平成国際大

４００ｍ

6/5 田中 千智 (88)

１５００ｍ

6/5 吉川 美香 (84)

５０００ｍ

6/6 福士 加代子 (82)

6/4 福士 加代子 (82)

１００ｍＨ
(0.840m)
女子

４００ｍＨ
(0.762m)
３０００ｍＳＣ
(0.762m)
走高跳

6/6 寺田 明日香 (90) 13.32/-2.0 城下 麗奈 (86)
北海道・北海道ﾊｲﾃｸAC
6/6 久保倉 里美 (82)

6/5 早狩 実紀 (72)

6/4 藤沢 潔香 (82)

(4.000kg)
円盤投
(1.000kg)
ハンマー投
(4.000kg)
やり投
(600g)

1m77 三村 有希 (88)

茨城・筑波大

大阪・関西大

4m25 近藤 高代 (75)

4m20 中野 真実 (79)

滋賀・長谷川体育施設

6/6 井村 久美子 (81)

6m31/-1.4 桝見 咲智子 (84)
福岡・九電工
13m24/+2.2 前田 和香 (90)

千葉・成田空港
砲丸投

京都・ワコール

1m77 森 あゆ美 (87)

6/4 我孫子 智美 (88)

6/5 吉田 文代 (81)

10:04.37 橋本 真依 (87)

広島・デオデオ

三重・iDEAR
三段跳

福島・ナチュリル

9:56.25 荒井 悦加 (82)

京都・京都光華ＡＣ

滋賀・光泉AC
走幅跳

56.31 青木 沙弥佳 (86)

埼玉・中央大

6/5 豊永 陽子 (77)
徳島・生光学園クラブ
6/6 室伏 由佳 (77)
愛知・ミズノ
6/4 室伏 由佳 (77)
愛知・ミズノ
6/5 海老原 有希 (85)
静岡・スズキ浜松AC
凡例（NJR:Jr日本新記録）

奈良・筑波大
15m79 蛭田 伶菜 (88)
兵庫・筑波大
53m64 敷本 愛 (83)
東京・アーベント
63m50 綾 真澄 (80)
香川・丸善工業
59m01 吉田 恵美可 (85)
奈良・大和ガス

香川・今治造船
6m23/-0.8 髙武 華子 (90)
福岡・福岡大

13m05/+1.1 本多 綾 (88)
千葉・順天堂大
14m95 白井 裕紀子 (79)
滋賀・滋賀陸協
51m51 本田 綾花 (87)
茨城・茨城茗友ク
62m96 武川 美香 (85)
静岡・スズキ浜松AC
56m46 宮下 梨沙 (84)
大阪・大体大Ｔ．Ｃ

32:38.43 松岡 範子 (79)

京都・京セラ
13.58/-2.0 木村 文子 (88)

千葉・長谷川体育施設

55.83 田子 雅 (88)

新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

千葉・鎌ヶ谷みちるAC
棒高跳

13.57/-2.0 石野 真美 (83)

兵庫・ノーリツ

32:36.32 宮内 宏子 (83)

東京・ホクレン

神奈川・横浜市陸協

15:46.19 小﨑 まり (75)

岡山・天満屋

32:31.64 赤羽 有紀子 (79)

大阪・ダイハツ

宮崎・旭化成

15:41.96 中村 友梨香 (86)

東京・ホクレン

31:47.56 木﨑 良子 (85)

京都・ワコール

4:21.97 宗 由香利 (84)

兵庫・立命館大

15:41.40 赤羽 有紀子 (79)

大阪・ダイハツ

東京・白梅学園高

4:20.98 籔下 明音 (91)

埼玉・中央大

15:29.80 木﨑 良子 (85)

京都・ワコール
１００００ｍ

4:19.91 野村 友香里 (89)

北海道・ホクレン

2:09.02 鈴木 翔子 (93)

埼玉・中央大

静岡・スズキ浜松AC
13.80/-2.0 紫村 仁美 (90)

広島・横浜国立大

福岡・早稲田大

56.90 三木 汐莉 (91)

57.53 澤田 実希 (86)

大阪・東大阪大

NJR 大分・福岡大

10:13.37 山口 麻衣子 (82)

10:17.79 堀江 美里 (87)

新潟・ヤマダ電機

兵庫・ノーリツ

1m74 松本 明日美 (85)

1m71 今城 瞳 (87)

愛知・中京大クラブ

東京・東京高クラブ

4m10 錦織 育子 (80)

4m00 仲田 愛 (88)

島根・出雲丸三

広島・鹿屋体育大

5m99/+0.4 宇佐波 良子 (88)

5m94/-0.9 湊 つばさ (83)

福岡・九州共立大
12m88/+0.5 中尾 有沙 (87)

鳥取・鳥取県教委
12m84/+0.4 三澤 涼子 (78)

熊本・熊本大
14m92 大谷 優貴乃 (90)
奈良・国士舘大
49m19 徳岡 沙織 (89)
徳島・中京大
59m27 山城 美貴 (86)
福岡・九共大クラブ
53m76 佐藤 友佳 (92)
大阪・東大阪大敬愛高

長野・SPヤマトヤ
14m78 茂山 千尋 (89)
三重・国士舘大
49m00 鈴木 鶴代 (86)
東京・国士舘クラブ
57m80 野田 奈央 (85)
愛知・エヴァクラブ
53m52 的場 葉瑠香 (87)
大阪・大体大Ｔ．Ｃ

千葉・筑波大

55.00 池田 有希 (88)

大阪・東大阪大

2:09.60 長沢 清佳 (88)

埼玉・筑波大

4:22.06 小倉 久美 (85)

千葉・ユニバーサル

15:50.29 吉本 ひかり (90)

千葉・豊田自動織機

33:08.38 吉本 ひかり (90)

徳島・大塚製薬

13.96/-2.0 伊藤 愛里 (89)

57.57 野村 有香 (87)
福井・きらめきA.C
10:18.05 泉 知世 (85)
北海道・ホクレン
1m71 新宅 麻未 (86)
福岡・マリンポリス
3m90 榎本 優子 (91)
千葉・筑波大
5m88/+0.4 平加 有梨奈 (91)
北海道・北翔大

10:32.12 石山 真紀子 (89)

北海道・北海道教育大
14m43 佐藤 友佳 (92)
大阪・東大阪大敬愛高

富山・陸想会
51m78 延味 由起 (88)
宮城・宮城教員ク

4:22.83

兵庫・須磨学園高
15:54.00 稲富 友香 (86)

15:57.76

京都・ワコール
33:19.59 小﨑 まり (75)

33:23.60

兵庫・ノーリツ
13.99/-2.0 岸 沙耶香 (85)

14.20/-2.0

愛知・小島プレス
58.02 宮原 綾 (88)

大阪・中央大

58.17

石川・ツエーゲン金沢
10:43.96 徳田 夕佳 (88)

山形・東北福祉大

10:48.69

大阪・大阪体育大

1m68 金井 瞳 (92) 群馬・筑波大

1m68

辻 七都子 (91) 静岡・中京大
3m90 多久 優麗花 (90)
東京・日本大
5m86/+0.4 渡邊 千洋 (88)
静岡・愛知教育大

12m83/+0.6 竹田 小百合 (89) 12m80/+0.3 山根 愛以 (88)

57m09 金子 泰子 (79)

4:22.66 池田 睦美 (92)

愛媛・関西大
57.71 米田 知美 (90)

2:10.20

大阪・東大阪大

熊本・佛教大

福岡・SMSアスリート

徳島・生光学園高

2:10.06 横瀬 彩也香 (91)

熊本・佛教大

32:56.44 伊藤 舞 (84)

55.65

三重・M&K

香川・四国電力

15:49.97 小島 一恵 (87)

48m71 中田 恵莉子 (92)

55.37 堀江 真由 (83)

山形・福島大

4:22.01 谷 奈美 (87)

24.88/-1.4

三重・筑波大

埼玉・青山学院大

2:09.14 真下 まなみ (91)

11.91/+0.9

三重・筑波大

茨城・阿見AC

54.76 新宮 美歩 (91)

13.87/-2.0 柴 梨沙 (81)

８位
11.81/+0.9 世古 和 (91)

24.32/-1.4 荒川 万里絵 (83) 24.65/-1.4 世古 和 (91)

福島・ナチュリル

大阪・東大阪大敬愛高

2:07.60 野村 友香里 (89)

７位
11.76/+0.9 岡部 奈緒 (88)

北海道・北海道ﾊｲﾃｸAC

24.23/-1.4 渡辺 真弓 (83)

愛知・中京大
54.74 上山 美紗喜 (92)

福島・ナチュリル

福岡・九電工

4:18.68 山下 沙織 (83)

神奈川・パナソニック

24.20/-1.4 市川 華菜 (91)

54.64 佐藤 真有 (82)

2:06.47 陣内 綾子 (87)

広島・デオデオ

６位
11.74/+0.9 北風 沙織 (85)

京都・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ

京都・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ

福島・ナチュリル

2:05.22 久保 瑠里子 (89)

神奈川・ＳＴＣＩ

愛知・至学館大
54.56 千葉 麻美 (85)

福島・ナチュリル

５位
11.69/+0.9 和田 麻希 (86)

山梨・都留文科大職

23.57/-1.4 今井 沙緒里 (90) 24.15/-1.4 和田 麻希 (86)

54.46 青木 沙弥佳 (86)

6/6 岸川 朱里 (85)

４位
11.66/+0.9 佐野 夢加 (85)

福島・ナチュリル

北海道・北海道ﾊｲﾃｸAC

福岡・福岡大
８００ｍ

３位

11.30/+0.9 髙橋 萌木子 (88) 11.39/+0.9 渡辺 真弓 (83)

北海道・北海道ﾊｲﾃｸAC

決勝一覧表
香川県立丸亀競技場 371020

兵庫・関西大
14m19 保平 加奈絵 (90)
奈良・京都産業大
48m38 日下 望美 (90)
茨城・筑波大
54m17 浅田 鈴佳 (87)
大阪・大阪教育大
51m75 宮本 理陽子 (89)
茨城・筑波大

3m90 住石 智子 (89)

3m80

千葉・日本体育大
5m84/+0.3 濵島 陽子 (83)

5m79/+0.5

鹿児島・ﾊﾟﾃｯｸｻﾌﾟﾗｲ
12m74/+0.2 清瀬 静佳 (86)

12m73/+0.8

大阪・原田教研
14m10 鈴木 梨枝 (90)

14m04

東京・九州情報大
48m12 糸満 みや (91)

46m68

沖縄・筑波大
53m65 知念 春乃 (90)

53m25

沖縄・九州共立大
51m03 右代 織江 (90)
北海道・国士舘大

50m56

