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男子 男子200m 1 飯塚　翔太 ｲｲｽﾞｶ ｼｮｳﾀ ミズノ ﾐｽﾞﾉ 静岡 20.11 20.47 IIZUKA Syota
男子 男子200m 2 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 大東文化大学 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ 東京 20.61 20.61 YASUDA Keigo
男子 男子200m 3 水久保漱至 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 第一酒造 ﾀﾞｲｲﾁｼｭｿﾞｳ 栃木 20.65 20.65 MIZUKUBO Soushi

男子 男子200m 4 樋口　一馬 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO ﾐﾝﾄ ﾄｳｷｮｳ 東京 20.68 20.68 HIGUCHI Kazuma

男子 男子200m 5 小池　祐貴 ｺｲｹ ﾕｳｷ 住友電工 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳ 大阪 20.24 20.76 KOIKE Yuki
男子 男子200m 6 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 静岡 20.77 20.77 SUZUKI Ryota
男子 男子200m 7 田中　佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ メイスンワーク ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 埼玉 20.62 20.83 TANAKA Yusuke

男子 男子200m 8 染谷　佳大 ｿﾒﾔ  ﾖｼﾋﾛ 大和ハウス ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ 茨城 20.64 20.86 SOMEYA Yoshihiro

男子 男子200m 9 山下　　潤 ﾔﾏｼﾀｼﾞｭﾝ ANA ｴｰｴﾇｴｰ 東京 20.40 20.89 YAMASHITA Jun

男子 男子200m 10 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ スズキ ｽｽﾞｷ 静岡 20.33 20.91 HARA Shota
男子 男子200m 11 三浦励央奈 ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 神奈川 20.91 20.92 MIURA Reona
男子 男子200m 12 松本　　朗 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 福岡 20.93 20.93 MATSUMOTO Akira

男子 男子200m 13 高橋　謙介 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 秋田 20.95 20.95 TAKAHASHI Kensuke

男子 男子200m 14 高瀬　　慧 ﾀｶｾ ｹｲ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 千葉 20.14 20.95 TAKASE Kei
男子 男子200m 15 木村　和史 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 四電工 ﾖﾝﾃﾞﾝｺ 香川 20.85 20.96 KIMURA Kazushi

男子 男子200m 16 樋口　翔大 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 九州共立大 ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ 福岡 20.98 20.98 HIGUCHI Shouta

男子 男子200m 17 小林　将一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ ﾋﾞﾙｽｺｰﾌﾟ ﾋﾞﾙｽｺｰﾌﾟ 埼玉 28.85 20.99 KOBAYASHI Shoichi

男子 男子200m 18 佐々木啓輔 ｻｻｷｹｲｽｹ 立命館大  ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 京都 21.00 21.00 SASAKI Keisuke

男子 男子200m 19 島田　開伸 ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 静岡 21.01 21.01 SHIMADA Kaishin

男子 男子200m 20 木村　　稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 京都 21.02 21.02 KIMURA Ryo
男子 男子200m 21 髙木　　恒 ﾀｶｷﾞ ｺｳ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 兵庫 21.04 21.04 TAKAGI Koh
男子 男子200m 22 澤　　大地 ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 滋賀 20.96 21.07 SAWA Daichi
男子 男子200m 23 北川 　　翔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 渡辺パイプ ﾜﾀﾅﾍﾞﾊﾟｲﾌﾟ 東京 20.69 21.08 KITAGAWA Sho

男子 男子200m 24 三田寺虎琉 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 千葉 21.08 21.08 MITADERA Takeru

男子 男子200m 25 犬塚　　渉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ スズキ ｽｽﾞｷ 静岡 20.65 21.13(推薦) INUZUKA Wataru

男子 男子200m 26 藤光　謙司 ﾌｼﾞﾐﾂｹﾝｼﾞ ﾆｭｰﾈｯｸｽ ﾆｭｰﾈｯｸｽ 東京 20.13 21.24(推薦) FUJIMITSU Kenji

男子 男子200m 27 橋元　晃志 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 埼玉 20.35 21.36(推薦) HASHIMOTO Akiyuki
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男子 男子400m 28 小渕　瑞樹 ｵﾌﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 登利平AC ﾄﾘﾍｲｴｰｼｰ 群馬 45.78 45.78 OBUCHI Mizuki

男子 男子400m 29 伊東利来也 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 三菱マテリアル ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙ 千葉 45.79 45.83 ITO Rikuya
男子 男子400m 30 川端　魁人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 三重県教員AC ﾐｴｷｮｳｲﾝ 三重 46.03 46.03 KAWABATA Kaito

男子 男子400m 31 佐藤　風雅 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 那須環境技術センター ﾅｽｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 栃木 45.99 46.15 SATO Fuga
男子 男子400m 32 加藤　修也 ｶﾉｳ ﾉﾌﾞﾔ HULFT Pte ﾊﾙﾌﾄﾋﾟｰﾃｨｲｰ 東京 45.69 46.26 KATO Nobuya
男子 男子400m 33 佐藤拳太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 埼玉 45.58 46.35 SATO Kentaro
男子 男子400m 34 井本　佳伸 ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 京都 45.82 46.53 IMOTO Yoshinobu

男子 男子400m 35 吉津　拓歩 ﾖｼﾂﾞ ﾀｸﾎ アースグロー ｱｰｽｸﾞﾛｰ 佐賀 46.57 46.57 YOSHIZU Takuho

男子 男子400m 36 岩崎　立来 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 大阪体育大 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 奈良 46.78 46.78 IWASAKI Ryuki
男子 男子400m 37 板鼻　航平 ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ Accel Track Club ｱｸｾﾙﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 千葉 46.24 46.86 ITAHANA Kouhei

男子 男子400m 38 東　　魁輝 ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ NTN ｴﾇﾃｨｴﾇ 三重 46.33 46.88 AZUMA Kaiki
男子 男子400m 39 山木　伝説 ﾔﾏｷ ｶｹﾙ RUDOLF ﾙﾄﾞﾙﾌ 千葉 46.87 46.91 YAMAMOTO KAKERU

男子 男子400m 40 池田　弘佑 ｲｹﾀﾞｺｳｽｹ あすなろ会 ｱｽﾅﾛｶｲ 鳥取 46.53 46.91 IKEDA Kohsuke

男子 男子400m 41 大崎　健太 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ T&F.net KOBE ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌﾄﾞｯﾄﾈｯﾄｺｳﾍﾞ 兵庫 46.86 46.92 OSAKI Kenta
男子 男子400m 42 小林　直己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ HULFT Pte. ﾊﾙﾌﾄﾋﾟｰﾃｨｲｰ 東京 45.79 46.98 KOBAYASHI Naoki

男子 男子400m 43 野瀬　大輝 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 滋賀 46.98 46.98 NOSE Daiki
男子 男子400m 44 北川　貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 千葉 45.48 47.06 KITAGAWA Takamasa

男子 男子400m 45 北谷　直輝 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ 東京陸協 ﾄｳｷｮｳﾘｯｷｮｳ 東京 45.98 47.07 KITADANI Naoki

男子 男子400m 46 藤好　駿太 ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 福岡 46.73 47.11 FUJIYOSHI Shunta

男子 男子400m 47 稲川　慧亮 ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 愛知 47.16 47.16 INAGAWA Keisuke

男子 男子400m 48 ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 埼玉 45.13 32.44(300m) WALSH Julian Jrummi 

男子 男子400m 49 鈴木　碧斗 ｽｽﾞｷ ｱｵﾄ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 埼玉 33.19(300m) 33.19(300m) SUZUKI Aoto
男子 男子400m 15 木村　和史 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 四電工 ﾖﾝﾃﾞﾝｺ 香川 45.53 47.28(推薦) KIMURAKazushi

男子 男子400m 50 河内　光起 ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 大阪ガス ｵｵｻｶｶﾞｽ 大阪 45.96 47.29(推薦) KAWAUCHI Mitsuki

男子 男子400m 51 若林　康太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ HULFT Pte ﾊﾙﾌﾄﾋﾟｰﾃｨｲｰ 東京 45.81 47.33(推薦) Wakabayashi Kota
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男子 男子800m 52 松本　純弥 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 神奈川 1.47.02 1.47.02 MATSUMOTO Junya

男子 男子800m 53 瀬戸口大地 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ アースグロー ｱｰｽｸﾞﾛｰ 佐賀 1.47.28 1.47.28 SETOGUCHI Daichi

男子 男子800m 54 川元　　奨 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ スズキ ｽｽﾞｷ 静岡 1.45.75 1.47.30 KAWAMOTO Sho

男子 男子800m 55 金子魅玖人 ｶﾈｺﾐｸﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 千葉 1.47.30 1.47.30 KANEKO Mikuto

男子 男子800m 56 根本　大輝 ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 栃木 1.47.94 1.47.94 NEMOTO Daiki
男子 男子800m 57 一ノ宮健郎 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾀｹﾛｳ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 愛媛 1.48.04 1.48.04 ICHINOMIYA Takero

男子 男子800m 58 梅谷　健太 ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ サンベルクス ｻﾝﾍﾞﾙｸｽ 東京 1.47.80 1.48.08 UMETANI Kenta

男子 男子800m 59 薄田 健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 神奈川 1.48.19 1.48.19 USUDA Kentaro

男子 男子800m 60 源　　裕貴 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 環太平洋大 ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ 山口 1.49.64 1.48.52 MINAMOTO Hiroki

男子 男子800m 61 市野　泰地 ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ 三重県スポーツ協会 ﾐｴｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 三重 1.47.02 1.48.62 ICHINO Taichi
男子 男子800m 62 櫻井　大介 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ セイコーＡＣ ｾｲｺｰｴｰｼｰ 東京 1.48.48 1.48.71 SAKURAI Daisuke

男子 男子800m 63 飯濵友太郎 ｲｲﾊﾏﾕｳﾀﾛｳ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 埼玉 1.48.81 1.48.81 Iihama Yutaro
男子 男子800m 64 坂本　　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 埼玉 1.49.02 1.49.28 SAKAMOTO Riku

男子 男子800m 65 村島　　匠 ﾑﾗｼﾏﾀｸﾐ 福井県ｽﾎﾟｰﾂ協会 ﾌｸｲｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 福井 1.47.01 1.49.30 MURASHIMA Takumi

男子 男子800m 66 鹿居　二郎 ｼｶｲ ｼﾞﾛｳ GSAC ｼﾞｰｴｽｴｰｼｰ 愛知 1.48.80 1.49.73 SIKAI Jiro
男子 男子800m 67 田口　雄貴 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 千葉 1.49.83 1.49.83 TAGUCHI Yuki
男子 男子800m 68 中井　啓太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 環太平洋大 ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ 鳥取 1.49.9 1.49.9 NAKAI Keita
男子 男子800m 69 花村　拓人 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾄ TAKEOｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ ﾀｹｵｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 東京 1.48.49 1.50.46(推薦) HANMURA Takuto
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男子 男子400mH 70 山本　竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 千葉 49.12 49.12 YAMAMOTO Tatsuhiro

男子 男子400mH 71 黒川　和樹 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 山口 49.19 49.19 KUROKAWA Kazuki

男子 男子400mH 72 安部　孝駿 ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ ヤマダHD ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 群馬 48.68 49.31 ABE Takatoshi
男子 男子400mH 73 吉田　京平 ﾖｼﾀﾞｷｮｳﾍｲ 東京学芸大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲ 岡山 49.40 49.40 YOSHIDA Kyohei 

男子 男子400mH 74 豊田　将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 東京 49.05 49.63 TOYODA Masaki

男子 男子400mH 75 小田　将矢 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 豊田自動織機 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｮｯｷ 愛知 49.40 49.79 ODA Masaya
男子 男子400mH 76 山内　大夢 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 福島 49.89 49.89 YAMAUCHI Hiromu

男子 男子400mH 77 長谷伸之助 ﾊｾ ｼﾝﾉｽｹ 中大クラブ ﾁｭｳﾀﾞｲｸﾗﾌﾞ 東京 50.00 50.00 HASE Shinnosuke

男子 男子400mH 78 川越　広弥 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ JAWS ｼﾞｮｰｽﾞ 埼玉 49.90 50.12 KAWAGOE Hiroya

男子 男子400mH 79 大林　督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 石丸製麺 ｲｼﾏﾙｾｲﾒﾝ 香川 49.67 50.22 OBAYASHI Masayuki

男子 男子400mH 80 宮尾幸太郎 ﾐﾔｵ ｺｳﾀﾛｳ Ise A. Lab. ｲｾ ｴｰ ﾗﾎﾞ 東京 49.67 50.25 MIYAO Kotaro
男子 男子400mH 81 岸本　鷹幸 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 東京 48.41 50.25 KISHIMOTO Takayuki

男子 男子400mH 82 野澤　啓佑 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ミズノ ﾐｽﾞﾉ 山梨 48.62 50.26 NOZAWA Keisuke

男子 男子400mH 83 松下　祐樹 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ ミズノ ﾐｽﾞﾉ 神奈川 49.10 50.27 MATSUSHITA Yuki

男子 男子400mH 84 井上　　駆 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 東京海上日動CS ﾄｳｷｮｳｶｲｼﾞｮｳﾆﾁﾄﾞｳｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ 東京 49.54 50.35 INOUE Kakeru
男子 男子400mH 85 杉町マハウ ｽｷﾞﾏﾁ ﾏﾊｳ 日本ｳｪﾙﾈｽ職(BRA） 二ﾎﾝｳｪﾙﾈｽｼｮｸ 埼玉 48.67 50.48 SUGUIMATI Mahau

男子 男子400mH 86 山田　淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 山口FG ﾔﾏｸﾞﾁﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 山口 49.68 50.49 YAMADA Atsushi

男子 男子400mH 87 岩﨑　崇文 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新潟 49.88 50.49 IWASAKI Takahumi

男子 男子400mH 88 高田　一就 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ ユメオミライ ﾕﾒｵﾐﾗｲ 東京 49.58 50.53 TAKADA Kazunari

男子 男子400mH 89 石田　裕介 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 日立産機 ﾋﾀﾁｻﾝｷ 東京 49.35 50.53 ISHIDA Yusuke
男子 男子400mH 90 三好　　蓮 ﾐﾖｼ ﾚﾝ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 愛媛 50.54 50.54 MIYOSHI Ren
男子 男子400mH 91 真野悠太郎 ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛ NSTC ｴﾇｴｽﾃｨｰｼｰ 愛知 50.58 50.58 MANO Yutaro
男子 男子400mH 92 尾﨑　雄祐 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ PEACEｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 広島 50.30 50.63 OZAKI Yusuke
男子 男子400mH 93 黒田　佳祐 ｸﾛﾀ ﾞｹｲｽｹ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 山口 50.56 50.65 KURODA Keisuke

男子 男子400mH 94 舘野　哲也 ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ Criacao Shinjuku RC ｸﾘｱｿﾝ ｼﾝｼﾞｭｸ ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 東京 49.49 50.66 TATENO Tetssuya

男子 男子400mH 95 伊奈　颯太 ｲﾅ ｿｳﾀ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 愛知 50.64 50.67 INA Sota
男子 男子400mH 96 菅野　航平 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 宮城 50.67 50.67 KANNO Kouhei
男子 男子400mH 97 山本　　諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 鶴学園クラブ ﾂﾙｶﾞｸｴﾝｸﾗﾌﾞ 広島 50.08 50.79 YAMAMOTO Ryo

男子 男子400mH 98 ｱｸｰﾝ･ｱｸｰﾝ ｱｸｰﾝ･ｱｸｰﾝ 南ｽｰﾀﾞﾝ共和国(SSU) ﾐﾅﾐｽｰﾀﾞﾝ 54.08 54.08 AKOON Akoon
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男子 男子走高跳 99 戸邉　直人 ﾄﾍﾞ ﾅｵﾄ JAL ｼﾞｬﾙ 東京 2.35 2.31 TOBE Naoto
男子 男子走高跳 100 真野　友博 ｼﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 九電工 ｷｭｳﾃﾞﾝｺｳ 福岡 2.31 2.31 SHINNO Tomohiro

男子 男子走高跳 101 赤松　諒一 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ アワーズ ｱﾜｰｽﾞ 岐阜 2.28 2.28 AKAMATSU Ryoichi

男子 男子走高跳 102 藤田 渓太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 佐竹食品 ｻﾀｹｼｮｸﾋﾝ 大阪 2.28 2.28 FUJITA Keitaro

男子 男子走高跳 103 衛藤　　昂 ｴﾄｳ ﾀｶｼ 味の素AGF ｱｼﾞﾉﾓﾄｴｰｼﾞｰｴﾌ 三重 2.30 2.27 ETO Takashi
男子 男子走高跳 104 長谷川直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新潟 2.25 2.25 HASEGAWA Naoto

男子 男子走高跳 105 瀬古　優斗 ｾｺ ﾕｳﾄ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ ｼｶﾞﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 滋賀 2.21 2.21 SEKO Yuto
男子 男子走高跳 106 佐藤　　凌 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新潟 2.27 2.20 SATO Ryo 
男子 男子走高跳 107 大田　和宏 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 日本体育施設 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 石川 2.22 2.20 OTA Kazuhiro
男子 男子走高跳 108 蛭子屋雄一 ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ陸上競技部 ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ 東京 2.21 2.18 EBISUYA Yuichi

男子 男子走高跳 109 本田　基偉 ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｲ 近大高専 ｷﾝﾀﾞｲｺｳｾﾝ 三重 2.18 2.18 HONDA Motoi
男子 男子走高跳 110 堀井　遥樹 ﾎﾘｲ ﾊﾙｷ 新潟医療福祉大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾘｮｳﾌｸｼﾀﾞｲ 福井 2.17 2.17 HORII Haruki
男子 男子走高跳 111 坂井　宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大阪 2.17 2.16 SAKAI Hirokazu

男子 男子走高跳 112 勝田　　将 ｶﾂﾀﾞ ｼｮｳ 三重陸協 ﾐｴﾘｸｷｮｳ 三重 2.17 2.15 KATSUDA  Sho

男子 男子走高跳 113 渡辺　　尚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 神奈川 2.14 2.14 WATANABE Syo
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男子 男子砲丸投 114 森下　大地 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 第一学院高教 ﾀﾞｲｲﾁｶﾞｸｲﾝｺｳｷｮｳ 東京 18.29 18.29 MORISHITA Daichi

男子 男子砲丸投 115 佐藤　征平 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾗ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新潟 18.20 18.20 SATO Masahira

男子 男子砲丸投 116 村上　　輝 ﾑﾗｶﾐﾋｶﾙ 日本体育施設 二ﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 三重 18.03 18.03 MURAKAMI Hikaru

男子 男子砲丸投 117 武田　歴次 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 栃木県ｽﾎﾟｰﾂ協 ﾄﾁｷﾞｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 栃木 17.78 17.58 TAKEDA Reiji
男子 男子砲丸投 118 岩佐　隆時 ｲﾜｻ ﾘｭｳｼﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 福井 17.63 17.52 IWASA Ryuji
男子 男子砲丸投 119 奥村　仁志 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 福井 17.36 17.36 OKUMURA Hitoshi

男子 男子砲丸投 120 中村　太地 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ミズノ ﾐｽﾞﾉ 茨城 18.85 17.28 NAKAMURA Daichi

男子 男子砲丸投 121 夏井　勇輝 ﾅﾂｲ ﾕｳｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 岩手 17.21 17.21 NATSUI Yuki
男子 男子砲丸投 122 戸辺　誠也 ﾄﾍﾞｾｲﾔ 国士舘クラブ ｺｸｼｶﾝｸﾗﾌﾞ 東京 16.93 16.93 TOBE Seiya
男子 男子砲丸投 123 ｱﾂｵﾋﾞﾝｼﾞｪｲｿﾝ ｱﾂｵﾋﾞﾝｼﾞｪｲｿﾝ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大阪 16.79 16.79 ATUOBENG Jason

男子 男子砲丸投 124 米倉　朋輝 ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 協栄電気興業 ｷｮｳｴｲﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 長野 16.29 16.29 YONEKURA Tomoki

男子 男子砲丸投 125 氏家　豪留 ｳｼﾞｲｴ ﾀｹﾙ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 宮城 16.24 16.24 UJIIE Takeru
男子 男子砲丸投 126 甲斐　達也 ｶｲ ﾀﾂﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 宮崎 16.23 16.23 KAI Tatsuya
男子 男子砲丸投 127 別所　竜守 ﾍﾞｯｼｮ ﾘｮｳﾏ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 三重 16.22 16.22 BESSHO Ryouma

男子 男子砲丸投 128 宮崎　剛瑠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹﾙ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 岩手 16.14 16.14 MIYAZAKI Takeru
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男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 129 柏村　亮太 ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ヤマダHD ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 群馬 71.36 71.03 KASHIMURA Ryota

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 130 植松　直紀 ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ スズキ ｽｽﾞｷ 静岡 70.46 70.46 UEMATSU Naoki

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 131 古旗　崇裕 ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ みかん山 ﾐｶﾝﾔﾏ 愛知 70.23 70.23 KOBATA Takahiro

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 132 木村　友大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ゼンリン ｾﾞﾝﾘﾝ 東京 70.06 70.04 KIMURA Yudai
男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 133 中川　達斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾄ 九州共立大 ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ 兵庫 69.61 69.61 NAKAGAWA Tatsuto

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 134 福田　翔大 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大阪 69.61 69.61 FUKUDA Shota

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 135 保坂雄志郎 ﾎｻｶ ﾕｳｼﾛｳ 埼玉医科大グループ ｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 埼玉 70.46 68.81 HOSAKA yushiro

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 136 墨　　訓熙 ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ 小林クリエイト ｺﾊﾞﾔｼｸﾘｴｲﾄ 愛知 70.63 68.73 SUMI Kunihiro
男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 137 赤穂　弘樹 ｱｺｳ ﾋﾛｷ まなびや園 ﾏﾅﾋﾞﾔｴﾝ 鳥取 69.10 67.85 AKO Hiroki
男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 138 小田　航平 ｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 九州共立大 ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ 福岡 67.69 67.69 ODA Kouhei
男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 139 川合　隆誠 ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 三重 65.27 65.27 KAWAI Ryusei
男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 140 久門　大起 ｸﾓﾝ ﾀﾞｲｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 愛媛 64.13 64.13 KUMON Daiki
男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 141 吉野健太朗 ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 宮崎陸協 ﾐﾔｻﾞｷﾘｸｷｮｳ 宮崎 67.52 63.92 YOSHINO Kentarou

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 142 奥村　匡由 ｵｸﾑﾗﾏｻﾖｼ 奥村造園 ｵｸﾑﾗｿﾞｳｴﾝ 滋賀 67.84 63.79 OKUMURA Masayoshi

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 143 遠藤　克弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ Team綺羅星 Teamｷﾗﾎｼ 石川 66.33 62.71 ENDOU Katsuya

男子 男子ﾊﾝﾏｰ投 144 石川　　諒 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 茨城 62.55 62.55 ISHIKAWA Makoto
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女子 女子200m 1 鶴田　玲美 ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 鹿児島 23.17 23.17 TSURUTA Remi

女子 女子200m 2 兒玉　芽生 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大分 23.44 23.44 KODAMA Mei
女子 女子200m 3 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大阪成蹊大 ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ 岡山 23.45 23.62 SAITO Ami
女子 女子200m 4 大石沙也加 ｵｵｲｼ ｻﾔｶ セレスポ ｾﾚｽﾎﾟ 岩手 23.78 23.78 OOISHI Sayaka

女子 女子200m 5 吉田　紗弓 ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛知学院高教AC ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝｺｳｷｮｳｴｰｼｰ 愛知 24.03 24.03 YOSHIDA Sayumi

女子 女子200m 6 石川　　優 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 神奈川 24.03 24.03 ISHIKAWA Yu
女子 女子200m 7 渡邊　　輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 長崎 24.13 24.13 WATANABE Kirari

女子 女子200m 8 壹岐 あいこ ｲｷ ｱｲｺ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 滋賀 23.78 24.14 IKI Aiko
女子 女子200m 9 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果 ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙﾌｳｶ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 岐阜 23.79 24.15 IDO Abbygailfuka

女子 女子200m 10 細谷　優美 ﾎｿﾔ ﾕﾐ 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｱﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 茨城 24.16 24.16 HOSOYA Yumi
女子 女子200m 12 和田　麻希 ﾜﾀﾞ ﾏｷ ミズノ ﾐｽﾞﾉ 京都 23.67 24.20 WADA Maki
女子 女子200m 13 湯淺佳那子 ﾕｱｻ ｶﾅｺ 三重県スポーツ協会 ﾐｴｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 三重 24.02 24.21 YUASA Kanako

女子 女子200m 14 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 神奈川 23.76 24.22 TAKASHIMA Saki

女子 女子200m 15 宮園　彩恵 ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ 染めQﾃｸﾉﾛｼﾞｨ ｼｬｿﾒｷｭｳﾃｸﾉﾛｼﾞｨ 茨城 23.89 24.29 MIYAZONO Sae

女子 女子200m 16 宮武ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 埼玉 24.29 24.29 MIYATAKE Abidahlarry

女子 女子200m 17 景山　咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 千葉 23.82 24.30 KAGEYAMA Sakiho

女子 女子200m 18 久保山晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 今村病院 ｲﾏﾑﾗﾋﾞｮｳｲﾝ 佐賀 24.19 24.39 KUBOYAMA Haruna

女子 女子200m 19 青野　美咲 ｱｵﾉ ﾐｻｷ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 愛媛 24.41 24.42 AONO Misaki
女子 女子200m 20 ﾓﾘｽ･ﾙｼｱ ﾓﾘｽ･ﾙｼｱ 南ｽｰﾀﾞﾝ共和国(SSU) ﾐﾅﾐｽｰﾀﾞﾝ 25.23 25.23 MORIS Lucia
女子 女子200m 21 市川　華菜 ｲﾁｶﾜ ｶﾅ ミズノ ﾐｽﾞﾉ 愛知 23.39 24.64(推薦) ICHIKAWA Kana
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女子 女子400m 22 松本奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 東邦銀行 ﾄｳﾎｳｷﾞﾝｺｳ 福島 53.31 53.31 MATSUMOTO Nanako

女子 女子400m 14 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 神奈川 53.31 53.81 TAKASHIMA Saki

女子 女子400m 23 大島　愛梨 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 栃木 53.96 53.96 OSHIMA Airi
女子 女子400m 24 武石この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 東邦銀行 ﾄｳﾎｳｷﾞﾝｺｳ 福島 53.47 54.19 TAKEISHI Konomi

女子 女子400m 18 久保山晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 今村病院 ｲﾏﾑﾗﾋﾞｮｳｲﾝ 佐賀 54.41 54.41 KUBOYAMA Haruna

女子 女子400m 25 安達　茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 園田学園女子大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ 滋賀 54.57 54.57 ADACHI Marin
女子 女子400m 26 室月里莉花 ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 静岡 54.74 54.74 MUROZUKI Ririka

女子 女子400m 27 松尾　季奈 ﾏﾂｵ ｷﾅ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 兵庫 54.05 54.78 MATSUO Kina
女子 女子400m 28 稲岡　真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ 籠谷 ｶｺﾞﾀﾆ 兵庫 54.07 55.04 INAOKA Mayu
女子 女子400m 29 中野　菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ 兵庫 54.34 55.05 NAKANO Nano
女子 女子400m 30 須藤　美桜 ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 東京 54.18 55.07 SUDO Mio
女子 女子400m 31 岩田　優奈 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ スズキ ｽｽﾞｷ 静岡 53.37 55.14 IWATA Yuna
女子 女子400m 32 安定紗也香 ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 岡山 55.18 55.18 ANJO sayaka
女子 女子400m 33 河内　瀬桜 ｶﾜﾁ ｾﾅ 東大阪大敬愛高 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳ 大阪 55.23 55.23 KAWACHI Sena

女子 女子400m 34 藤沼　朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ ｽｷﾝｽﾄﾚｯﾁﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ ｽｷﾝｽﾄﾚｯﾁﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 神奈川 54.75 55.42 FUJINUMA Akane

女子 女子400m 35 吉中日向子 ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 埼玉 55.34 55.43 YOSHINAKA Hinako

女子 女子400m 36 後野詩衣菜 ｺﾞﾉ ｼｲﾅ 駿河台大 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲ 京都 55.13 55.48 GONO Shina
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女子 女子800m 37 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 東大阪大 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ 大阪 2.02.71 2.03.54 KAWATA Ayaka

女子 女子800m 38 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 京都 2.02.57 2.04.24 SHIOMI Ayano
女子 女子800m 39 田中　希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 豊田自動織機TC ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｮｯｷﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 兵庫 2.04.66. 2.04.66. TANAKA Nozomi

女子 女子800m 40 北村　　夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ エディオン ｴﾃﾞｨｵﾝ 神奈川 2.00.92 2.04.99 KITAMURA Yume

女子 女子800m 41 中村　美宇 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 福島大 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ 福島 2.06.80 2.06.80 NAKAMURA Miu

女子 女子800m 42 広田　有紀 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC ﾆｲｶﾞﾀｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新潟 2.04.33 2.06.86 HIROTA Yuki
女子 女子800m 43 菊地　梨紅 ｷｸﾁ ﾘｸ 肥後銀行 ﾋｺﾞｷﾞﾝｺｳ 熊本 2.06.14 2.07.17 KIKUCHI Riku
女子 女子800m 44 山田　はな ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ わらべや日洋 ﾜﾗﾍﾞﾔﾆﾁﾖｳ 東京 2.05.46 2.07.48 YAMADA Hana
女子 女子800m 45 武藤　桃花 ﾑﾄｳ ﾓﾓｶ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 神奈川 2.07.72 2.07.72 MUTO Momoka

女子 女子800m 46 池崎　愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 三重県スポーツ協会 ﾐｴｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 三重 2.04.85 2.08.26 IKEZAKI Airi
女子 女子800m 33 河内　瀬桜 ｶﾜﾁ ｾﾅ 東大阪大敬愛高 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳ 大阪 2.08.29 2.08.29 KAWACHI Sena

女子 女子800m 47 後藤　　夢 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 豊田自動織機ＴＣ ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｮｯｷﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 兵庫 2.07.20. 2.08.29. GOTO Yume
女子 女子800m 48 平野　綾子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 関彰商事 ｾｷｼｮｳｼｮｳｼﾞ 茨城 2.05.16 2.08.34 HIRANO Ryoko

女子 女子800m 49 青山　理奈 ｵｵﾔﾏ ﾘﾅ 中京大中京高 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮｳｺｳ 愛知 2.08.53 2.08.53 AOYAMA Rina
女子 女子800m 50 細井　衿菜 ﾎｿｲ   ｴﾘﾅ 慶應義塾大 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲ 愛知 2.05.68 2.08.74 HOSOI Erina
女子 女子800m 51 大森　郁香 ｵｵﾓﾘ ﾌｳｶ 奥アンツーカ ｵｸｱﾝﾂｰｶ 東京 2.03.96 2.08.89 OMORI Fumika
女子 女子800m 52 長谷川麻央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ 京都 2.09.01 2.09.01 HASEGAWA Mahiro

女子 女子800m 53 有廣璃々香 ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 東大阪大 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ 大阪 2.08.20 2.09.47 ARIHIRO Ririka

女子 女子800m 54 神薗芽衣子 ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ 東大阪大 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ 大阪 2.09.85 2.09.85 KAMIZONO Meiko

女子 女子800m 55 ﾋﾘｱｰ 紗璃苗 ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 東京 2.04.73 2.09.96 HILLIER Salina
女子 女子800m 56 仲子　綾乃 ﾅｶｺ ｱﾔﾉ 慶應義塾大 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲ 静岡 2.07.09 2.13.21(推薦) NAKAKO Ayano
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女子 女子400mH 57 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ愛紗 ｲﾌﾞﾗﾋﾑｱｲｼｬ メイスンワーク ﾒｲｽﾝﾜｰｸ 東京 56.50 56.50 IBURAHIM Aisya

女子 女子400mH 58 関本　萌香 ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 秋田 56.96 56.96 SEKIMOTO Moeka

女子 女子400mH 59 宇都宮絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 長谷川体育施設 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 兵庫 56.84 57.09 UTSUNOMIYA Eri

女子 女子400mH 60 伊藤　明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ セレスポ ｾﾚｽﾎﾟ 東京 57.09 57.34 ITO Akiko
女子 女子400mH 61 大野　瑞奈  ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 埼玉 57.73 57.73 ONO Mizuna
女子 女子400mH 62 津川　瑠衣 ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 東京 57.85 57.85 TSUGAWA Rui
女子 女子400mH 63 川村　優佳 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 東京 58.38 58.38 KAWAMURA Yuka

女子 女子400mH 64 川端　涼夏 ｶﾜﾊﾞﾀｽｽﾞｶ 松本土建 ﾏﾂﾓﾄﾄﾞｹﾝ 長野 58.53 58.87 KAWABATA Suzuka

女子 女子400mH 65 津波　愛樹 ﾂﾊ ｱｲｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 沖縄 58.90 58.90 TSUHA Aiki
女子 女子400mH 66 九鬼友梨恵 ｸｷ ﾕﾘｴ 加藤建設 ｶﾄｳｹﾝｾﾂ 愛知 58.93 58.93 KUKI Yurie
女子 女子400mH 67 青木　穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 福岡 58.14 59.02 AOKI Honoka
女子 女子400mH 68 横田　華恋 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ 籠谷 ｶｺﾞﾀﾆ 兵庫 58.40 59.35 YOKOTA Karen

女子 女子400mH 69 比嘉　和希 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 富士山の銘水 ﾌｼﾞｻﾝﾉﾒｲｽｲ 山梨 58.76 59.43 HIGA Kazuki
女子 女子400mH 70 三藤祐梨子 ﾐﾄｳ ﾕﾘｺ 七十七銀行 ｼﾁｼﾞｭｳｼﾁｷﾞﾝｺｳ 宮城 59.18 59.92 MITO Yuriko
女子 女子400mH 71 齋藤　真佑 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 七十七銀行 ｼﾁｼﾞｭｳｼﾁｷﾞﾝｺｳ 宮城 57.88 59.97 SAITO Mayu
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女子 女子三段跳 72 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 ｳﾁﾀﾞｹﾝｾﾂｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東京 13.27 13.27 MORIMOTO Mariko

女子 女子三段跳 73 剱持　早紀 ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 長谷川体育施設 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 山梨 13.42 13.03 KEMMOCHI Saki

女子 女子三段跳 74 髙島真織子 ﾀｶｼﾏ ﾏｵｺ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 兵庫 12.95 12.95 TAKASHIMA Maoko

女子 女子三段跳 75 坂本　絵梨 ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 日本室内トラッククラブ ﾆﾎﾝｼﾂﾅｲﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 東京 13.17 12.92 SAKAMOTO Eri

女子 女子三段跳 76 河合　栞奈 ｶﾜｲｶﾝﾅ メイスンワークAC ﾒｲｽﾝﾜｰｸAC 東京 13.65 12.8 KAWAI Kanna
女子 女子三段跳 77 中津川 亜月 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾂﾞｷ 横浜国立大 ﾖｺﾊﾏｺｸﾘﾂﾀﾞｲ 静岡 12.73 12.73 NAKATSUGAWA Azuki

女子 女子三段跳 78 鞍田沙耶佳 ｸﾗﾀ ｻﾔｶ 駿河台大 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲ 石川 12.73 12.73 KURATA Sayaka

女子 女子三段跳 79 喜田　愛以 ｷﾀﾞ ﾒｲ ミライト・テクノロジーズ ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 兵庫 13.07 12.70 KIDA Mei
女子 女子三段跳 80 田上　陽菜 ﾀｶﾞﾐ  ﾋﾅ 大阪陸協 ｵｵｻｶﾘｯｷｮｳ 大阪 13.03 12.66 TAGAMI Hina
女子 女子三段跳 81 浅野紗弥香  ｱｻﾉ ｻﾔｶ 東海学園TC ﾄｳｶｲｶﾞｸｴﾝﾃｨｰｼｰ 愛知 12.66 12.66 ASANO Sayaka

女子 女子三段跳 82 内山　咲良 ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 東京 13.00 12.65 UCHIYAMA Sakura

女子 女子三段跳 83 八田　真奈 ﾊｯﾀ ﾏﾅ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 京都 12.62 12.62 HATTA Mana
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女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 84 渡邊　　茜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 丸和運輸機関 ﾏﾙﾜｳﾝﾕｷｶﾝ 福岡 66.79 65.22 WATANABE Akane

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 85 勝山　眸美 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ オリコ ｵﾘｺ 東京 65.32 62.47 KATSUYAMA Hitomi

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 86 小舘　充華 ｺﾀﾞﾃ ﾐﾊﾙ 染めQﾃｸﾉﾛｼﾞｨ ｿﾒｷｭｳﾃｸﾉﾛｼﾞｨ 茨城 61.87 61.87 KODATE Miharu

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 87 藤本　咲良 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ コンドーテック ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ 兵庫 59.5 59.25 FUJIMOTO Sara

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 88 渡邉ももこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 福井 60.49 59.21 WATANABE Momoko

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 89 髙橋　沙湖 ﾀｶﾊｼ ｻｺ 大阪体育大 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 秋田 58.51 58.51 TAKAHASHI Sako

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 90 関口　清乃 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 栃木県ｽﾎﾟｰﾂ協会 ﾄﾁｷﾞｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 栃木 60.08 58.28  SEKIGUCHI Kiyono

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 91 佐藤　若菜 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 三重県スポーツ協会 ﾐｴｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 三重 61.07 57.99 SATO Wakana
女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 92 多田　一葉 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ まなびや園　 ﾏﾅﾋﾞﾔｴﾝ 鳥取 56.82 56.82 tada kazuha
女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 93 菊池　美緒 ｷｸﾁ ﾐｵ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 宮城 56.73 56.73 KIKUCHI Mio
女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 94 谷内　佳那 ﾀﾆｳﾁ ｶﾅ 九州共立大 ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ 兵庫 56.73 56.66 TANIUCHI Kana

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 95 松島　成美 ﾏﾂｼﾏ ﾅﾙﾐ 国際武道大 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 静岡 56.41 56.41 MATSUSHIMA Narumi

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 96 濵田恵里奈 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘﾅ Sky ONE ｽｶｲﾜﾝ 鹿児島 59.68 56.32 HAMADA Erina

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 97 東　　　澪 ﾋｶﾞｼ ﾐｵ ろけっと団 ﾛｹｯﾄﾀﾞﾝ 三重 56.10 56.10 HIGASHI Mio
女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 98 奥井　小晴 ｵｸｲ ｺﾊﾙ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 大阪 55.21 55.21 OKUI Koharu
女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 99 奥村梨里佳 ｵｸﾑﾗ ﾘﾘｶ 九州共立大 ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ 奈良 56.79 54.55 OKUMURA Ririka

女子 女子ﾊﾝﾏｰ投 100 原田　陽美 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 九州共立大 ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ 福井 55.45 54.54 HARADA Harumi


