
種目名 氏名 氏名ｶﾅ 氏名ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 所属 県名 SB
男子200m 招待 飯塚　翔太 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ Shota IIZUKA ミズノ 静岡 20.34
男子200m 招待 藤光　謙司 ﾌｼﾞﾐﾂｹﾝｼﾞ Kenji FUJIMITSU ゼンリン 東京 20.61
男子200m 招待 橋元　晃志 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ Akiyuki HASHIMOTO 富士通 埼玉 20.73
男子200m 招待 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ飛鳥 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ ｱｽｶ Cambridge ASKA Ｎｉｋｅ 東京 20.62(PB)
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 Julian Jrummi WALSH 富士通 埼玉 45.63
男子400m 招待 若林　康太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ Kota WAKABAYASI 駿河台大 新潟 45.81
男子400m 招待 木村　　淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ Jun KIMURA 大阪ガス 大阪 46.08
男子800m 招待 川元　　奨 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ Sho KAWAMOTO スズキ浜松ＡＣ 静岡 1.47.16
男子400mH 招待 安部　孝駿 ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ Takatoshi ABE ヤマダ電機 群馬 48.68
男子400mH 招待 岸本　鷹幸 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ Takayuki KISHIMOTO 富士通 東京 49.30
男子400mH 招待 大林　督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ Masayuki OBAYASHI 石丸製麺 香川 49.75
男子走高跳 招待 衛藤　　昂 ｴﾄｳ ﾀｶｼ Takashi ETO 味の素ＡＧＦ 三重 2.28
男子走高跳 招待 大田　和宏 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ Kazuhiro OTA 日本体育施設 石川 2.22
男子ﾊﾝﾏｰ投 招待 墨　　訓熙 ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ Kunihiro SUMI 小林クリエイト 愛知 70.63
男子ﾊﾝﾏｰ投 招待 柏村　亮太 ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ Ryota KASHIMURA ヤマダ電機 群馬 69.94
男子ﾊﾝﾏｰ投 招待 植松　直紀 ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ Naoki UEMATSU スズキ浜松ＡＣ 静岡 69.45
女子200m 招待 市川　華菜 ｲﾁｶ ﾜｶﾅ Kana ICHIKAWA ミズノ 愛知 23.71
女子200m 招待 前山　美優 ﾏｴﾔﾏ ﾐﾕ Miyu MAEYAMA 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 23.80
女子400m 招待 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ Mae HIROSAWA 日本体育大 東京 53.27
女子400m 招待 岩田　優奈 ｲﾜﾀﾕｳﾅ Yuna IWATA 中央大 群馬 53.37
女子400m 招待 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ Ayaka KAWATA 東大阪大 大阪 53.50
女子800m 招待 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ Ayaka KAWATA 東大阪大 大阪 2.02.71
女子800m 招待 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ Ayano SHIOMI 立命館大 京都 2.02.73
女子400mH 招待 宇都宮絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ Eri UTSUNOMIYA 長谷川体育施設 兵庫 56.84
女子400mH 招待 青木沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ Sayaka AOKI 東邦銀行 福島 57.55
女子三段跳 招待 坂本　絵梨 ｻｶﾓﾄ ｴﾘ Eri SAKAMOTO 日本室内TC 東京 13.09
女子三段跳 招待 森本麻里子 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ Mariko MORIMOTO 内田建設AC 東京 13.07
女子三段跳 招待 中野　　瞳 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ Hitomi NAKANO 和食山口 茨城 13.00
女子ﾊﾝﾏｰ投 招待 勝山　眸美 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ Hitomi KATSUYAMA オリコ 東京 65.32
女子ﾊﾝﾏｰ投 招待 渡邊　　茜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ Akane WATANABE 丸和運輸機関 福岡 65.24
女子ﾊﾝﾏｰ投 招待 佐伯　珠実 ｻｴｷ ﾀﾏﾐ Tamami SAEKI チャンピオン 滋賀 62.45



種目名 氏名 氏名ｶﾅ 氏名ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 所属 県名 SB
男子200m 山下　　潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ Jun YAMASHITA 筑波大 福島 20.46
男子200m 井本　佳伸 ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ Yoshinobu IMOTO 東海大 京都 20.59
男子200m 猶木　雅文 ﾅｵｷ ﾏｻﾌﾐ Masafumi NAOKI 大阪ガス 大阪 20.60
男子200m 染谷　佳大 ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ Yoshihiro SOMEYA中央大 茨城 20.64
男子200m 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ Shota HARA スズキ浜松ＡＣ 静岡 20.65
男子200m 犬塚　　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ Wataru INUZUKA 順天堂大 静岡 20.65
男子200m 高瀬　　慧 ﾀｶｾ ｹｲ Kei TAKASE 富士通 千葉 20.75
男子200m 北川　　翔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ Sho KITAGAWA 順天堂大 埼玉 20.75
男子200m 村瀬　翔太 ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ Shota  MURASE MPandC 東京 20.79
男子200m 川本　怜平 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ Ryohei KAWAMOTOANA新千歳空港 北海道 20.79
男子200m 桑野　拓海 ｸﾜﾉ ﾀｸﾐ Takumi KUWANO 筑波大 宮崎 20.84
男子200m 高木　悠圭 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ Yuki TAKAGI 中央大 静岡 20.86
男子200m 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ Daisuke MIYAMOTO東洋大 埼玉 20.87
男子200m 岩田　　晃 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ Akira IWATA ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 長野 20.87
男子200m 倉部　勇哉 ｸﾗﾍﾞ ﾕｳﾔ Yuya KURABE ユティック 福井 20.87
男子200m 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ Keigo YASUDA 大東文化大 東京 20.88
男子200m 白井　雅弥 ｼﾗｲ ﾏｻﾔ Masaya SHIRAI 近畿大 香川 20.88
男子200m 白石黄良々 ｼﾗｲｼｷﾗﾗ Kirara SHIRAISHI セレスポ 東京 20.88
男子200m 齊藤　勇真 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ Yuma SAITO 筑波大 熊本 20.90
男子200m 伊藤　海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ Kaito ITO 筑波大 愛媛 20.91
男子200m 三浦励央奈 ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ Reona MIURA 早稲田大 神奈川 20.91
男子200m 長田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ Takuya NAGATA 富士通 東京 20.92
男子200m 薬師寺　亮 ﾔｸｼｼﾞ ﾘｮｳ Ryo YAKUSHIJI 筑波大 大阪 20.93
男子200m 塚本ｼﾞｬｽﾃｨﾝ惇平 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｬｽﾃｨﾝｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Jumpei JASUTEIN TSUKAMOTO東洋大 埼玉 20.93
男子200m 上山　紘輝 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ Koki UEYAMA 近畿大 三重 20.94
男子200m 小林　将一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ Shoichi KOBAYASI埼玉陸協 埼玉 20.95
男子200m 澤　　大地 ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ Daichi SAWA 早稲田大 滋賀 20.96
男子200m 土手　啓史 ﾄﾞﾃ ﾋﾛｼ Hiroshi DOTE 住友電工 兵庫 20.98
男子200m 小林　雄一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ Yuuichi KOBAYASHIＮＴＮ 三重 20.99
男子200m 田村　紀樹 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ Kazuki TAMURA 東海大 山口 20.99
男子200m 川瀬　孝則 ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ Takanori KAWASE 奥アンツーカ 東京 21.00
男子200m 木下　裕貴 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ Yuki KINOSHITA 順天堂大 宮崎 21.00
男子200m 樋口　一馬 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ Kazuma HIGUCHI 法政大 長野 21.00
男子200m 芦田　周平 ｱｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ Syuhei ASHIDA 東北大 東京 21.00
男子200m 飯塚　拓巳 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ Takumi IIZUKA 中央大 静岡 21.21推薦
男子200m 小川　拓夢 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ Takumu OGAWA 静岡ＡＣ 静岡 20.89(PB)推薦
男子400m 伊東利来也 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ Rikuya ITO 早稲田大 千葉 45.79
男子400m 河内　光起 ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ Mitsuki KAWAUCHI近畿大 滋賀 45.96
男子400m 北谷　直輝 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ Naoki KITADANI 東海大 兵庫 45.98
男子400m 鈴木　泰地 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ Taichi SUZUKI 日本大 大阪 46.02
男子400m 松清　和希 ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ Kazuki MATSUKIYO福岡大 福岡 46.16
男子400m 板鼻　航平 ｲﾀﾊﾅｺｳﾍｲ Kohei ITAHANA Team Accel 千葉 46.24
男子400m 木村　和史 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ Kazushi KIMURA 四電工 香川 46.26
男子400m 金丸　祐三 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳｿﾞｳ Yuzo KANEMARU 大塚製薬 徳島 46.29
男子400m 野村　勇輝 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ Yuki NOMURA 中京大 宮﨑 46.35
男子400m 堀井　浩介 ﾎﾘｲ ｺｳｽｹ Kosuke HORII 住友電工 兵庫 46.49
男子400m 大山　和茂 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ Kazushige OYAMA鹿児島県体協 鹿児島 46.53
男子400m 田村　朋也 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ Tomoya TAMURA 住友電工 兵庫 46.58
男子400m 佐藤拳太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ Kentaro SATO 富士通 埼玉 46.68
男子400m 小林　直己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ Naoki KOBAYASHIHULFT 東京 46.68
男子400m 東　　魁輝 ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ Kaiki AZUMA ＮＴＮ 三重 46.83
男子400m 池田　弘佑 ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ Kohsuke IKEDA 鳥取大 鳥取 46.85
男子400m 小久保友裕 ｺｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ Tomohiro KOKUBO早稲田大 愛知 46.87
男子400m 荘司　晃佑 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｽｹ Kosuke SYOJI 日本大 千葉 46.88
男子400m 中田　大貴 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｷ Hiroki NAKADA 環太平洋大 岡山 46.89
男子400m 加藤　修也 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ Nobuya KATO HULFT 東京 45.69(PB)推薦
男子800m 花村　拓人 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾄ Takuto HANAMURA関西学院大 大阪 1.47.61
男子800m 新安　直人 ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ Naoto ARAYASU 富士通 千葉 1.47.64
男子800m 梅谷　健太 ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ Kenta UMETANI サンベルクス 東京 1.47.80
男子800m 西久保達也 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ Tatsuya NISHIKUBO早稲田大 埼玉 1.48.13
男子800m 林　　貴裕 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ Takahiro HAYASHI順天堂大 福井 1.48.19
男子800m 市野　泰地 ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ Taichi ICHINO ROBLE 岐阜 1.48.28
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男子800m 田母神一喜 ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ Kazuyoshi TAMOGAMI中央大 福島 1.48.56
男子800m 飯島　陸斗 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ Rikuto IIZIMA 早稲田大 茨城 1.48.65
男子800m 高木　駿一 ﾀｶｷ ｼｭﾝｲﾁ Shunichi TAKAKI 鹿屋体育大 長崎 1.48.80
男子800m 有馬　　龍 ｱﾘﾏ ﾘｭｳ Ryu ARIMA 日本体育大 神奈川 1.49.01
男子800m 坂本　　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ Riku SAKAMOTO 東洋大 埼玉 1.49.02
男子800m 三武　　潤 ﾐﾀｹｼﾞｭﾝ Jun MITAKE ＴＳＰ太陽 東京 1.49.14
男子800m 薄田健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ Kentaro USUDA 筑波大 神奈川 1.49.27
男子800m 鳥居　風樹 ﾄﾘｲ ﾌｳｷ Fuki TORI 中央大 愛知 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
男子400mH 鍜治木　崚 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ Ryo KAJIKI 住友電工 兵庫 49.46
男子400mH 真野悠太郎 ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ Yutaro MANO 名古屋大 愛知 49.50
男子400mH 井上　　駆 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ Kakeru INOUE 順天堂大 岡山 49.54
男子400mH 野澤　啓佑 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ Keisuke NOZAWA ミズノ 山梨 49.59
男子400mH 山本　竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ Tatsuhiro YAMAMOTO日本大 千葉 49.69
男子400mH 松下　祐樹 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ Yuki MATSUSHITA ミズノ 神奈川 49.82
男子400mH 前野　　景 ﾏｴﾉ ｹｲ Kei MAENO ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾏｰ 東京 49.86
男子400mH 岩﨑　崇文 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ Takafumi IWASAKI順天堂大 福島 49.88
男子400mH 渡部　佳朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾛｳ Yoshirou WATANABE新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 50.03
男子400mH 山本　　諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ Ryo YAMAMOTO ユメオミライ 東京 50.08
男子400mH 小田　将矢 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ Masaya ODA 名古屋大 愛知 50.17
男子400mH 宮尾幸太郎 ﾐﾔｵ ｺｳﾀﾛｳ Kotaro MIYAO ゼビオ 東京 50.18
男子400mH 須貝　　充 ｽｶﾞｲ ﾐﾂﾙ Mitsuru SUGAI 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 50.18
男子400mH 石田　裕介 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ Yusuke ISHIDA 日立産機 東京 50.26
男子400mH 小西　勇太 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ Yuta KONISHI 住友電工 兵庫 50.27
男子400mH 高田　一就 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ Kazunari TAKADA 法政大 神奈川 50.33
男子400mH 新城　雄基 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｷ Yuki SHINJO 筑波大 千葉 50.37
男子400mH 野中　渓人 ﾉﾅｶ ｹｲﾄ Keito NONAKA 順天堂大 熊本 50.38
男子400mH 中野　直哉 ﾅｶﾉ  ﾅｵﾔ Naoya NAKANO 飯田病院 長野 50.41
男子400mH 豊田　将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ Masaki TOYODA 法政大 京都 50.44
男子400mH 舘野　哲也 ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ Tetsuya TATENO 日立産機 東京 50.47
男子400mH 白尾　悠祐 ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ Yusuke SHIRAO 順天堂大 群馬 50.52
男子400mH 長谷伸之助 ﾊｾｼﾝﾉｽｹ Shinnosuke HASE 鈴エスクロー 東京 50.54
男子400mH 杉町マハウ ｽｷﾞﾏﾁ ﾏﾊｳ Mahau SUGUIMATI埼玉陸協 埼玉 50.55
男子400mH 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ Atsushi YAMADA 山口ＦＧ 山口 50.59
男子400mH 小原　吏貴 ｵﾊﾗ ﾘｷ Riki OHARA 立命館大 岡山 50.60
男子400mH 都　　康炳 ﾐﾔｺ ｺｳﾍｲ Kouhei MIYAKO 同志社大 京都 50.62
男子400mH 加藤　誠也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ Seiya KATOU 熊谷市役所 埼玉 50.67
男子400mH 尾﨑　雄祐 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ Yusuke OZAKI 広島大 長崎 50.71
男子400mH 伊奈　颯太 ｲﾅ ｿｳﾀ Sota INA 城西大 愛知 50.78
男子400mH 今野　拓磨 ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ Takuma KONNO 酒田市陸協 山形 50.85
男子400mH 野口　友輝 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｷ Yuki  NOGUCHI 城西大 茨城 50.92
男子400mH 田邉将大良 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ Shotaro TANABE ゼンリン 東京 50.93
男子400mH 高橋　　塁 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ Rui TAKAHASHI 筑波大 宮城 50.95
男子400mH 濱村　一輝 ﾊﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ Kazuki HAMAMURA日本大 大阪 50.97
男子400mH 川越　広弥 ｶﾜｺﾞｴﾋﾛﾔ Hiroya KAWAGOE 城西大 宮崎 51.00
男子400mH 大澤　京介 ｵｵｻﾜ ｷｮｳｽｹ Kyousuke OOSAWA 中京大 愛知 51.00
男子走高跳 真野　友博 ｼﾝﾉ  ﾄﾓﾋﾛ Tomohiro SHINNO 九電工 福岡 2.26
男子走高跳 藤田渓太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ Keitaro FUJITA 立命館大 大阪 2.23
男子走高跳 髙張　広海 ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛﾐ Hiromi TAKAHARI 日立ＩＣＴ 神奈川 2.22
男子走高跳 佐藤　　凌 ｻﾄｳ ﾘｮｳ Ryo SATO 東日印刷 東京 2.22
男子走高跳 長谷川直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ Naoto HASEGAWA新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 2.22
男子走高跳 赤松　諒一 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ Ryoichi AKAMATSU岐阜大 岐阜 2.21
男子走高跳 東　　直輝 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ Naoki HIGASHI 立命館大 大阪 2.19
男子走高跳 友利　響平 ﾄﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ Kyohei TOMORI 環太平洋大 岡山 2.19
男子走高跳 角田　滉貴 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ Koki TSUNODA 順天堂大 兵庫 2.16
男子走高跳 野中　廉也 ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ Renya NONAKA 順天堂大 佐賀 2.16
男子ﾊﾝﾏｰ投 木村　友大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ Yudai KIMURA 九州共立大 京都 69.58
男子ﾊﾝﾏｰ投 保坂雄志郎 ﾎｻｶ ﾕｳｼﾛｳ Yushiro HOSAKA 埼玉医科大G 埼玉 68.82
男子ﾊﾝﾏｰ投 奥村　匡由 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ Masayoshi OKUMURA奥村造園 滋賀 67.84
男子ﾊﾝﾏｰ投 赤穂　弘樹 ｱｺｳ ﾋﾛｷ Hiroki AKO まなびや園 鳥取 67.81
男子ﾊﾝﾏｰ投 古旗　崇裕 ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ Takahiro KOBATA中京大 愛知 67.12
男子ﾊﾝﾏｰ投 根本　太樹 ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ Taiki NEMOTO 流経大クラブ 茨城 66.25
男子ﾊﾝﾏｰ投 吉野健太朗 ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ Kentarou YOSHINO大阪体育大 宮崎 64.56



種目名 氏名 氏名ｶﾅ 氏名ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 所属 県名 SB
男子ﾊﾝﾏｰ投 小田　航平 ｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ Kohei ODA 九州共立大 福岡 64.28
男子ﾊﾝﾏｰ投 遠藤　克弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ Katsuya ENDOU Team綺羅星 石川 63.80
男子ﾊﾝﾏｰ投 篠田　大貴 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ Hiroki SHINODA ROBLE 岐阜 63.39
女子200m 青野　朱李 ｱｵﾉ ｼｭﾘ Shuri AONO 山梨学院大 山形 23.61
女子200m 壹岐あいこ ｲｷ ｱｲｺ Aiko IKI 立命館大 滋賀 23.78
女子200m 和田　麻希 ﾜﾀﾞ ﾏｷ Maki WADA ミズノ 京都 23.81
女子200m 広沢　真愛 ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ Mae HIROSAWA 日本体育大 東京 23.86
女子200m 山田　美来 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ Miku YAMADA 日本体育大 岩手 23.91
女子200m 景山　咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ Sakiho KAGEYAMA市立船橋高 千葉 23.93
女子200m 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ Ami SAITO 大阪成蹊大 岡山 24.00
女子200m 山中日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ Hinami YAMANAKAデンソー 三重 24.02
女子200m 湯淺佳那子 ﾕｱｻ ｶﾅｺ Kanako YUASA 日本体育大 広島 24.02
女子200m 齊藤　莉奈 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ Rina SAITO 山梨学院大 山梨 24.04
女子200m 三宅奈緒香 ﾐﾔｹ ﾅｵｶ Naoka MIYAKE 住友電工 兵庫 24.06
女子200m 西尾　香穂 ﾆｼｵ ｶﾎ kaho NISHIO 甲南大 大阪 24.06
女子200m 渡邉ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ Hikaru WATANABEﾏｲﾅﾋﾞｱｽﾘｰﾄｷｬﾘｱ 東京 24.06
女子200m 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果 ｲﾄﾞ ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ Fuka Abigeiru IDO 至学館高 愛知 24.08
女子200m 臼井　文音 ｳｽｲ ｱﾔﾈ Ayane USUI 立命館大 北海道 24.11
女子200m 永野真莉子 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾘｺ Mariko NAGANO デンソー 三重 24.13
女子200m 壹岐いちこ ｲｷ ｲﾁｺ Ichiko IKI 立命館大 滋賀 24.15
女子200m 久保山晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ Haruna KUBOYAMA今村病院 佐賀 24.19
女子200m 柳谷　朋美 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾄﾓﾐ Tomomi YANAGIYA大阪成蹊大 石川 24.25
女子200m 藤沢沙也加 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ Sayaka FUJISAWAセレスポ 東京 24.27
女子200m 森　　美悠 ﾓﾘ ﾐﾕ Miyu MORI 七十七銀行 宮城 24.31
女子200m 柴山沙也香 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ Sayaka SHIBAYAMA大阪成蹊大 愛知 24.32
女子200m 名倉　千晃 ﾅｸﾞﾗ ﾁｱｷ Chiaki NAGURA ＮＴＮ 三重 24.33
女子200m 佐貫　有彩 ｻﾇｷ ｱﾘｻ Arisa SANUKI 東北大 秋田 24.34
女子200m 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ Seika AOYAMA 大阪成蹊AC 大阪 23.68(PB)推薦
女子400m 松本奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ Nanako MATSUMOTO東邦銀行 福島 53.52
女子400m 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ Saki TAKASHIMA 相洋高 神奈川 53.78
女子400m 武石この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ Konomi TAKEISHI 東邦銀行 福島 53.89
女子400m 稲岡　真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ Mayu INAOKA RUN JOURNEY 兵庫 54.07
女子400m 小林　茉由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ Mayu KOBAYASHI茨城陸協 茨城 54.18
女子400m 大西　愛永 ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ Manae ONISHI 東大阪大 大阪 54.20
女子400m 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ Ayano SHIOMI 立命館大 京都 54.32
女子400m 伊谷　栞奈 ｲﾀﾆ ｶﾝﾅ Kanna ITANI 駿河台大 静岡 54.36
女子400m 青木　りん ｱｵｷ ﾘﾝ Rin AOKI 東邦銀行 福島 54.45
女子400m 樫山　　楓 ｶｼﾔﾏ ｶｴﾃﾞ Kaede KASHIYAMAＮＴＮ 三重 54.54
女子400m 新宅　麻未 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ Asami SHINTAKU アットホーム 東京 54.58
女子400m 須藤　美桜 ｽﾄﾞｳ ﾐｵ Mio SUDOU 東京高 東京 54.64
女子400m 桑原　綾子 ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ Ayako KUWAHARA大阪成蹊大 大阪 54.69
女子400m 高島菜都美 ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ Natsumi TAKASHIMA中央大 神奈川 54.98
女子400m 佐貫　有彩 ｻﾇｷ ｱﾘｻ Arisa SANUKI 東北大 秋田 54.98
女子400m 大島　愛梨 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ Airi OOSHIMA 中央大 栃木 55.01
女子400m 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ Seika AOYAMA 大阪成蹊AC 大阪 52.85(PB)推薦
女子400m 藤沢沙也加 ﾌｼﾞｻﾜｻﾔｶ Sayaka FUJISAWAセレスポ 東京 53.14(PB)推薦
女子400m 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果 ｲﾄﾞ ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ Fuka Abigeiru IDO 至学館高 愛知 55.28(PB)推薦
女子800m 広田　有紀 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ Yuuki HIROTA 秋田大 新潟 2.04.33
女子800m 池崎　愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ Airi IKEZAKI 順天堂大 広島 2.05.12
女子800m 細井　衿菜 ﾎｿｲ ｴﾘﾅ Erina HOSOI 慶應義塾大 愛知 2.05.68
女子800m 山田　はな ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ Hana YAMADA わらべや日洋 東京 2.07.23
女子800m 竹内麻里子 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｺ Mariko TAKEUCHI 愛媛銀行 愛媛 2.07.32
女子800m 山口　真実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ Mami YAMAGUHI パナソニック 神奈川 2.07.98
女子800m 平野　綾子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ Ryoko HIRANO 水戸信用金庫 茨城 2.08.05
女子800m 上田　万葵 ｳｴﾀﾞ ﾏｷ Maki UEDA 広島舟入高 広島 2.08.28
女子800m 河原田　萌 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ Moe KAWAHARADA京都教育大 滋賀 2.08.31
女子800m 有廣璃々香 ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ Ririka ARIHIRO 東大阪大敬愛高 大阪 2.08.46
女子800m 新宮　美歩 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ Miho SHINGU フレスコ 京都 2.08.56
女子800m 大森　郁香 ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ Fumika OMORI 奥アンツーカ 東京 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
女子400mH 吉良　愛美 ｷﾗ ﾏﾅﾐ Manami KIRA アットホーム 東京 57.31
女子400mH 小山　佳奈 ｺﾔﾏ ｶﾅ Kana KOYAMA 早稲田大 神奈川 57.80
女子400mH 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ Satsuki UMEHARA住友電工 兵庫 57.81



種目名 氏名 氏名ｶﾅ 氏名ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 所属 県名 SB
女子400mH 齋藤　真佑 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ Mayu SAITO 七十七銀行 宮城 58.38
女子400mH 吉田　佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ Kasumi YOSHIDA 駿河台大 岐阜 58.43
女子400mH 伊藤　明子 ｲﾄｳｱｷｺ Akiko ITO 筑波大 東京 58.60 
女子400mH 比嘉　和希 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ Kazuki HIGA 山梨学院大 千葉 58.76
女子400mH 川端　涼夏 ｶﾜﾊﾞﾀｽｽﾞｶ Suzuka KAWABATA松本土建 長野 58.91
女子400mH 関本　萌香 ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ Moeka SEKIMOTO早稲田大 秋田 58.91
女子400mH 王子田　萌 ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ Moe OSHIDEN NDソフトウェア 大阪 58.92
女子400mH 村上　夏美 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ Natsumi MURAKAMI早稲田大 千葉 58.92
女子400mH 大地彩央里 ｵｵﾁ ｻｵﾘ Saori OOCHI 日本体育大 徳島 59.00
女子400mH 林　　理紗 ﾊﾔｼ ﾘｻ Risa HAYASHI 立命館大 北海道 59.03
女子400mH 徳永　弥栄 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｴ Yae TOKUNAGA 立命館大 大阪 59.03
女子400mH 青木　穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ Honoka AOKI 筑紫女学園高 福岡 59.08
女子400mH 中原みなみ ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ Minami NAKAHARA甲南大 大阪 59.09
女子400mH 北野　有紀 ｷﾀﾉ ﾕｳｷ Yuki KITANO 愛知教育大 愛知 59.12
女子400mH 三藤祐梨子 ﾐﾄｳ ﾕﾘｺ Yuriko MITOU 七十七銀行 宮城 59.18
女子400mH 山本　美紗 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻ Misa YAMAMOTO 青山学院大 大阪府 59.33
女子三段跳 宮坂　　楓 ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ Kaede MIYASAKA ニッパツ 神奈川 13.15
女子三段跳 剱持クリア ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ Kuria KEMMOCHI 筑波大 山梨 13.09
女子三段跳 河添　千秋 ｶﾜｿﾞｴ ﾁｱｷ Chiaki KAWAZOE 日本女子体育大 愛媛 12.96
女子三段跳 剱持　早紀 ｹﾝﾓﾁ ｻｷ Saki KEMMOCHI 長谷川体育施設 山梨 12.95
女子三段跳 中村　紗華 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ Sayaka NAKAMURA順天堂大 神奈川 12.95
女子三段跳 喜田　愛以 ｷﾀﾞ ﾒｲ Mei KIDA ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 大阪 12.86
女子三段跳 齋藤　萌乃 ｻｲﾄｳ ﾓｴﾉ Moeno SAITO サンベルクス 東京 12.80
女子三段跳 宮口　愛子 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｲｺ Aiko MIYAGUCHI 日本体育大 石川 12.78
女子三段跳 糟谷　友里 ｶｽﾔ ﾕﾘ Yuri KASUYA 中京大 愛知 12.76
女子三段跳 宮畑さくら ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ Sakura MIYAHATAGloria‐AC 京都 12.75
女子三段跳 山下　桐子 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ Toko YAMASHITA 筑波大 福島 12.73
女子三段跳 岡野菜穂子 ｵｶﾉ ﾅﾎｺ Nahoko OKANO ユメオミライ 東京 12.71
女子三段跳 橋本　梨沙 ﾊｼﾓﾄ ﾘｻ Risa HASHIMOTO 筑波大 千葉 12.69
女子三段跳 武村　明香 ﾀｹﾑﾗ ｱｶﾘ Akari TAKEMURA 神戸大 京都 12.67
女子三段跳 近藤　祐未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ Yumi KONDOU 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 12.64
女子三段跳 芦田　陽菜 ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ Haruna ASHIDA 横浜国立大 福井 12.59
女子三段跳 浅野紗弥香 ｱｻﾉ ｻﾔｶ Sayaka ASANO ＴＩＳ 愛知 12.59
女子三段跳 桝見咲智子 ﾏｽﾐ  ｻﾁｺ Sachiko MASUMI 九電工 福岡 12.57
女子ﾊﾝﾏｰ投 関口　清乃 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ Kiyono SEKIGUCHI筑波大 埼玉 60.59
女子ﾊﾝﾏｰ投 小舘　充華 ｺﾀﾞﾃ ﾐﾊﾙ Miharu KODATE 流通経済大 秋田 59.28
女子ﾊﾝﾏｰ投 佐藤　若菜 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ Wakana SATO 三重県体協 三重 59.00
女子ﾊﾝﾏｰ投 桑原　　翠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾄﾞﾘ Midori KUWABARA九州共立大 和歌山 58.55
女子ﾊﾝﾏｰ投 メイン桜ケイト ﾒｲﾝ ｻｸﾗ ｹｲﾄ Sakura Kate MAIN 九州共立大 宮崎 58.40
女子ﾊﾝﾏｰ投 濱田恵里奈 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘﾅ Erina HAMADA 九州共立大 三重 57.51
女子ﾊﾝﾏｰ投 藤本　咲良 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ Sara FUJMOTO 中京大 兵庫 56.23
女子ﾊﾝﾏｰ投 多田　一葉 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ Kazuha TADA ｸﾗﾌﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞｲﾝｽﾞ 茨城 55.56
女子ﾊﾝﾏｰ投 菊池　美緒 ｷｸﾁ ﾐｵ Mio KIKUCHI 福岡大 宮城 55.39
女子ﾊﾝﾏｰ投 金子　明奈 ｶﾈｺ ﾒｲﾅ Meina KANEKO 流通経済大 愛知 54.51
女子ﾊﾝﾏｰ投 中島　未歩 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐﾎ Miho NAKAJIMA 飯田病院 長野 54.28
女子ﾊﾝﾏｰ投 中新　美月 ﾅｶｼﾝ ﾐﾂﾞﾞｷ Mizuki NAKASHIN 福岡大 福岡 54.23



種目名 氏名 氏名ｶﾅ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 所属 県名
ﾊﾟﾗ男子100m T６３ 吉田　知樹 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ Tomoki YOSIDA 日本体育大 神奈川
ﾊﾟﾗ男子100m T６３ 山本　　篤 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ Atsusi YAMAMOTO 新日本住設 大阪
ﾊﾟﾗ男子100m T６４ 井谷　俊介 ｲﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ Syunsuke ITANI SMBC日興証券 東京
ﾊﾟﾗ男子100m T６４ 池田　樹生 ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ Mikio IKEDA
ﾊﾟﾗ男子100m T６４ 佐藤　圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ Keita SATO トヨタ自動車 愛知
ﾊﾟﾗ男子100m T４７ 階戸　健太 ｼﾅﾄ ｹﾝﾀ Kenta SINATO ACKITA　 東京
ﾊﾟﾗ男子100m T４７ 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ Yudai SUZUKI 日本体育大 神奈川
ﾊﾟﾗ男子100m T４７ 多川　知希 ﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ Tomoki TAGAWA ACKITA　 東京
ﾊﾟﾗ男子100m T４７ 芦田　　創 ｱｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾑ Hajimu ASHIDA トヨタ自動車 愛知


