
男子100m
世界記録(WR)                  9.58     U.Bolt(JAM・ジャマイカ)               2009
アジア記録(AR)                9.91     FEMI OGUNODE(QAT・カタール)           2016
アジア記録(AR)                9.91     Bingtian SU(CHN・中国)                2018
日本記録(NR)                  9.97     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ　ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ(在外・ﾌﾛﾘﾀﾞ大学)  2019 10月1日 15:30 予　選
U20日本記録(NJR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南高)                2013 10月1日 19:30 準決勝
大会記録(CR)                 10.02     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｷｰﾑ(在外・ﾌﾛﾘﾀﾞ大)           2019 10月2日 20:30 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1
ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 群　馬

2 263 栁田　大輝(03) 東京農大二高 10.38
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡

3 182 鈴木　涼太(99) 城西大 10.39
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ ｱｽｶ 東　京

4 15 ケンブリッジ　飛鳥(93) Nike 10.23
ｺｲｹ ﾕｳｷ 大　阪

5 158 小池　祐貴(95) 住友電工 10.28
ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 大　阪

6 159 多田　修平(96) 住友電工 10.23
ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 東　京

7 277 桐生　祥秀(95) 日本生命 10.27
ﾀｹﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 静　岡

8 44 竹田　一平(97) スズキ 10.37
ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 静　岡

9 72 飯塚　翔太(91) ミズノ 10.29



男子200m

世界記録(WR)                 19.19     U.Bolt(JAM・ジャマイカ)               2009
アジア記録(AR)               19.88     Zhenye XIE(CHN・中国)                 2019
日本記録(NR)                 20.03     末續慎吾(神奈川・ミズノ)              2003
U20日本記録(NJR)             20.29     大前祐介(東京・早稲田大)              2001 10月2日 17:05 予　選
大会記録(CR)                 20.03     末續慎吾(神奈川・ミズノ)              2003 10月3日 17:50 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ 三　重 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾔ 福　井

2 17 諏訪　達郎(94) NTN 20.88 2 251 山口　凜也(01) 東海大 20.89
ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ 東　京 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 東　京

3 56 白石　黄良々(96) セレスポ 20.27 3 4 山下　潤(97) ＡＮＡ 20.40
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮　崎 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 静　岡

4 167 木下　裕貴(98) 順天堂大 20.66 4 72 飯塚　翔太(91) ミズノ 20.29
ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 東　京 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 長　野

5 229 安田　圭吾(00) 大東文化大 20.61 5 321 樋口　一馬(99) 法政大 20.68
ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 大　阪 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 三　重

6 113 植本　尚輝(98) 京都産業大 20.72 6 116 上山　紘輝(99) 近畿大 20.72
ﾀｶｾ ｹｲ 千　葉 ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 静　岡

7 305 髙瀬　慧(88) 富士通 20.75 7 46 犬塚　渉(97) スズキ 20.76
ﾐﾔｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 静　岡 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡

8 274 宮城　辰郎(97) 日星電気 20.79 8 182 鈴木　涼太(99) 城西大 20.77

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ﾅｵｷ ﾏｻﾌﾐ 大　阪

2 217 猶木　雅文(93) 大阪ｶﾞｽ 20.85
ｺｲｹ ﾕｳｷ 大　阪

3 158 小池　祐貴(95) 住友電工 20.24
ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 大　阪

4 115 笠谷　洸貴(98) 近畿大 20.65
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 静　岡

5 45 原　翔太(92) スズキ 20.72
ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮　崎

6 183 水久保　漱至(99) 城西大 20.65
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 静　岡

7 237 飯塚　拓巳(98) 中央大 20.80
ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 東　京

8 244 北川　翔(95) 渡辺パイプ 20.74



男子400m

世界記録(WR)                 43.03     Wayde VAN NIEKERK(RSA・南ｱﾌﾘｶ)        2016
アジア記録(AR)               43.93     YOUSEF AHMED MASRAHI(KSA・ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ)  2015
日本記録(NR)                 44.78     高野進(神奈川・東海大クラブ)          1991
U20日本記録(NJR)             45.18     山口有希(京都・東海大)                2003 10月1日 17:00 予　選
大会記録(CR)                 44.78     高野進(神奈川・東海大クラブ)          1991 10月2日 20:15 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1
ｺｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知

2 213 小久保　友裕(98) 早稲田大 46.97
ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 東　京

3 286 井上　大地(99) 日本大 46.91
ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 千　葉

4 212 伊東　利来也(98) 早稲田大 46.20
ﾖｼﾂﾞ ﾀｸﾎ 愛　知

5 267 吉津　拓歩(98) 東洋大 46.84
ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 埼　玉

6 307 佐藤　拳太郎(94) 富士通 46.77
ｵﾌﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 群　馬

7 246 小渕　瑞樹(97) 登利平AC 46.70
ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ 兵　庫

8 252 北谷　直輝(98) 東海大 47.07
ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木

9 273 佐藤　風雅(96) 那須環境 46.86



男子800m

世界記録(WR)               1:40.91     David RUDISHA(KEN・ケニア)            2012
アジア記録(AR)             1:42.79     Yusuf SaadKAMEL(BRN・バーレーン)      2008
日本記録(NR)               1:45.75     川元奨(長野・日本大)                  2014
U20日本記録(NJR)           1:46.59     クレイアーロン竜波(神奈川・相洋高)    2019 10月2日 14:25 予　選
大会記録(CR)               1:46.21     J.L.BARBOSA(BRA・ブラジル)            1993 10月3日 16:45 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾐﾅﾐﾀﾞ ｺｳｷ 大　阪 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 埼　玉

1 232 南田　航希(01) 筑波大 1:49.56 1 288 高山　裕樹(00) 日本大 1:49.49
ｵｵﾂﾔ ｼｮｳｺﾞ 鹿児島 ﾌｸｵｶ ﾖｳﾍｲ 愛　媛

2 156 大津屋　省吾(97) 鹿児島大 1:50.22 2 239 福岡　葉平(97) 中央大 1:50.26
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 東　京 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 東　京

3 41 梅谷　健太(96) サンベルクス 1:48.33 3 53 櫻井　大介(93) セイコー 1:50.24
ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 千　葉 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 熊　本

4 238 金子　魅玖人(01) 中央大 1:47.30 4 146 瀬戸口　大地(98) 山梨学院大 1:47.28
ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ 三　重 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾄ 東　京

5 143 市野　泰地(92) 三重県スポ協 1:47.02 5 22 花村　拓人(98) ＴＡＫＥＯＡＣ 1:48.49
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 新　潟 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川

6 185 林　貴裕(97) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1:48.22 6 231 薄田　健太郎(99) 筑波大 1:48.69
ﾀｶｷ ｼｭﾝｲﾁ 鹿児島 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川

7 154 高木　俊一(97) 鹿児島県体協 1:49.38 7 323 松本　純弥(00) 法政大 1:47.02
ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ 茨　城 ｼｶｲ ｼﾞﾛｳ 東　京

8 88 田母神　一喜(98) 阿見AC 1:49.00 8 42 鹿居　二郎(97) サンベルクス 1:49.00
ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 埼　玉 ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 長　野

9 287 入江　亮輔(99) 日本大 1:49.21 9 203 二見　優輝(02) 諏訪清陵高 1:49.19
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ 埼　玉

10 169 三上　椋平(98) 順天堂大 1:49.43

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾊﾏﾏﾂ ｶｲﾄ 茨　城

1 67 浜松　海斗(97) ドラゴンズ 1:49.93
ﾐﾂｶ ﾀｶﾔ 東　京

2 21 三津家　貴也(95) RSLAB 1:50.11
ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 福　井

3 312 村島　匠(95) 福井県スポ協 1:48.16
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 栃　木

4 168 根本　大輝(99) 順天堂大 1:47.94
ﾐﾀｹ ｼﾞｭﾝ 東　京

5 24 三武　潤(94) TSP太陽 1:48.85
ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ 静　岡

6 47 川元　奨(93) スズキ 1:46.33
ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 埼　玉

7 268 坂本　陸(99) 東洋大 1:49.34
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 兵　庫

8 329 高橋　佑輔(99) 北海道大 1:48.92
ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 大　阪

9 117 三木　秀斗(00) 近畿大 1:49.32

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組



男子1500m

世界記録(WR)               3:26.00     Hicham EL GUERROUJ(MAR・モロッコ)     1998
アジア記録(AR)             3:29.14     Rashid RAMZI(BRN・バーレーン)         2006
日本記録(NR)               3:37.42     小林史和(三重・NTN)                   2004
U20日本記録(NJR)           3:38.49     佐藤清治(長野・佐久長聖高)            1999 10月1日 17:55 予　選
大会記録(CR)               3:38.88     奥山光広(東京・ヤクルト)              1991 10月2日 18:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録
ｸｽ ﾔｽﾅﾘ 茨　城

1 89 楠　康成(93) 阿見AC 3:43.34
ﾏﾄﾉ ﾘｮｳﾀ 長　崎

2 145 的野　遼大(92) 三菱重工 3:44.59
ﾀﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞﾖｼ 茨　城

3 88 田母神　一喜(98) 阿見AC 3:44.14
ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 福　岡

4 125 舟津　彰馬(97) 九電工 3:42.92
ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 東　京

5 211 石塚　陽士(02) 早稲田実業高 3:46.26
ｷﾑﾗ ﾘｸ 愛　知

6 91 木村　理来(97) 愛三工業 3:46.01
ｻｸﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東　京

7 333 佐久間　秀徳(99) 明治大 3:43.56
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 茨　城

8 90 飯島　陸斗(97) 阿見AC 3:43.61
ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛　知

9 63 河村　一輝(97) ﾄｰｴﾈｯｸ 3:45.58
ｻｲｷ ﾏｻﾄ 富　山

10 25 才記　壮人(95) YKK 3:46.06
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 兵　庫

11 329 高橋　佑輔(99) 北海道大 3:43.73
ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 東　京

12 100 館澤　亨次(97) 横浜DeNA 3:43.14

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



男子110mH(1.067m)
世界記録(WR)                 12.80     Aries MERRITT(USA・アメリカ)          2012
アジア記録(AR)               12.88     Xiang LIU(CHN・中国)                  2006
日本記録(NR)                 13.25     高山峻野(神奈川・ゼンリン)            2019
U20日本記録(NJR)             13.19     泉谷駿介(神奈川・順大)                2018 10月2日 15:55 予　選
大会記録(CR)                 13.36     金井　大旺(福井・福井スポーツ協会)    2018 10月2日 18:55 準決勝
大会記録(CR)                 13.36     高山　峻野/泉谷　駿介(東京・ゼンリン/神奈川・順天堂大)2019 10月3日 17:20 決　勝

予　選　4組3着＋4

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 青　森 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 石　川

2 255 吉田　昂央(97) 東海大 13.99 2 27 尾形　晃広(93) アサヒ 13.90
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 新　潟 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 北海道

3 197 近藤　翠月(03) 新潟産業大附高 14.02 3 61 高橋　佑輔(96) ディーエーシ 13.60
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東　京 ｸﾘｷ ｱﾝｿﾆｰ 新　潟

4 181 佐藤　大志(90) 昭和電工 13.76 4 186 栗城　アンソニー(96) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 13.59
ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 東　京 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 東　京

5 308 石川　周平(95) 富士通 13.39 5 57 高山　峻野(94) ゼンリン 13.25
ｲｼﾀﾞﾄｰﾏｽ ﾋｶﾞｼ 千　葉 ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐　阜

6 178 石田トーマス　東(97) 勝浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部 13.45 6 342 和戸　達哉(90) 麗澤瑞浪AC 13.79
ﾖｺﾁ ﾀｲｶﾞ 東　京 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 兵　庫

7 324 横地　大雅(00) 法政大 13.67 7 338 徳岡　凌(99) 立命館大 13.89
ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 大　阪 ﾓﾘﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 千　葉

8 106 清水　功一朗(00) 関西学院大 13.81 8 214 森戸　信陽(99) 早稲田大 13.79
ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾋﾛｷ 群　馬

9 81 札場　大輝(94) ヤマダ 13.83 9

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 ｷﾀｷ ﾕｳﾀ 広　島

2 300 尾﨑　俊祐(95) 日油 13.94 2 280 北木　裕太(99) 日本体育大 13.99
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｼｭ 新　潟 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛　知

3 68 山田　那衆(99) 日本大 14.04 3 327 山本　健太(95) 豊橋市役所 14.02
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 神奈川

4 254 河嶋　亮太(99) 東海大 13.78 4 170 泉谷　駿介(00) 順天堂大 13.36
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 三　重 ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 愛　媛

5 144 藤井　亮汰(96) 三重県スポ協 13.57 5 95 野本　周成(95) 愛媛陸協 13.45
ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ 千　葉 ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ 徳　島

6 171 村竹　ラシッド(02) 順天堂大 13.65 6 224 大室　秀樹(90) 大塚製薬 13.78
ｶﾅｲ ﾀｲｵｳ 福　井 ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ 東　京

7 73 金井　大旺(95) ミズノ 13.27 7 79 増野　元太(93) メイスンワーク 13.62
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ 鹿児島 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 奈　良

8 155 古谷　拓夢(97) 鹿児島県体協 13.80 8 320 樋口　陸人(99) 法政大 13.80
ﾖｼﾏ ｶｲﾄ 大　阪 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

9 325 吉間　海斗(98) 法政大 13.87 9 130 寺田　享平(98) 国際武道大 13.84



男子400mH(0.914m)

世界記録(WR)                 46.78     Kevin YOUNG(USA・アメリカ)            1992
アジア記録(AR)               46.98     Abderrahaman SAMBA(QAT・カタール)     2018
日本記録(NR)                 47.89     為末大(広島・法政大)                  2001
U20日本記録(NJR)             49.09     為末大(広島・広島皆実高)              1996 10月1日 18:35 予　選
大会記録(CR)                 48.08     S.MATETE(ZAM・ザンビア)               1991 10月2日 20:02 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1
ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 山　口

2 326 黒川　和樹(01) 法政大 50.28
ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛　知

3 328 小田　将矢(95) 豊田自動織機 50.27
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 千　葉

4 289 山本　竜大(97) 日本大 50.32
ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 群　馬

5 82 安部　孝駿(91) ヤマダ 49.77
ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 福　島

6 215 山内　大夢(99) 早稲田大 50.04
ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ 埼　玉

7 12 川越　広弥(97) JAWS 50.12
ﾊﾀｳﾗ ﾕｳｽｹ 大　阪

8 269 畑浦　佑亮(98) 同志社大 51.16
ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 東　京

9 309 豊田　将樹(98) 富士通 50.22



男子棒高跳
世界記録(WR)                  6m18     Armand DUPLANTIS(SWE・スウェーデン)   2020
アジア記録(AR)                5m92     IgorPOTAPOVICH(KAZ・カザフスタン)     1998
日本記録(NR)                  5m83     澤野大地(千葉・ニシ・スポーツ)        2005
U20日本記録(NJR)              5m65     江島雅紀(神奈川・日本大)              2017
大会記録(CR)                  5m80     澤野大地(千葉・ニシ・スポーツ)        2005
大会記録(CR)                  5m80     I.POTAPOVICH(URS・ソ連)               1990 10月2日 16:30 決　勝    

決　勝　

ｸﾙﾏ ｺｳｷ 東　京

1 51 来間　弘樹(96) ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞAC 5m42
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 東　京

2 282 尾﨑　駿翔(00) 日本体育大 5m30
ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾐ 千　葉

3 208 堀川　晴海(95) 千葉陸協 5m30
ﾀｹｶﾜ ｺｳｾｲ 静　岡

4 109 竹川　倖生(97) 丸元産業 5m50
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ 愛　媛

5 173 石丸　颯太(98) 順天堂大 5m30
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 東　京

6 260 石川　拓磨(97) 東京海上日動CS 5m50
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 香　川

7 129 山崎　大士(96) 高松市陸協 5m30
ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 東　京

8 36 澤　慎吾(96) きらぼし銀行 5m61
ｵｵｻｷ ﾖｳｽｹ 兵　庫

9 281 大崎　洋介(00) 日本体育大 5m31
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長　野

10 233 内山　朋也(99) 筑波大 5m30
ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ 香　川

11 107 森田　凌世(00) 関西学院大 5m30
ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 千　葉

12 205 石橋　和也(99) 清和大 5m41
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 新　潟

13 192 松澤　ジアン成治(92) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 5m40
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ 東　京

14 55 山本　智貴(92) ゼビオ 5m40
ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 岐　阜

15 14 堀江　勇輝(96) MIX 5m41
ﾍﾝﾐ ｼｭﾝﾀ 三　重

16 303 逸見　俊太(93) 美志摩パール 5m30
ｵｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 香　川

17 76 荻田　大樹(87) ミズノ 5m31
ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 群　馬

18 210 古澤　一生(02) 前橋育英高 5m51
ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ 香　川

19 128 重藤　慶多(98) 香川大 5m40
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ 香　川

20 293 吉田　賢明(99) 日本大 5m30
ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ 愛　知

21 65 山本　聖途(92) ﾄﾖﾀ自動車 5m71
ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 千　葉

22 310 澤野　大地(80) 富士通 5m71
ｴｼﾞﾏ ﾏｻｷ 神奈川

23 292 江島　雅紀(99) 日本大 5m71

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m



男子走幅跳

世界記録(WR)                  8m95     Mike POWELL(USA・アメリカ)            1991
アジア記録(AR)                8m48     Mohamed Salman AL KHUWALIDI(KSA・サウジアラビア)2006
日本記録(NR)                  8m40     城山正太郎(北海道・ゼンリン)          2019
U20日本記録(NJR)              8m12     藤原孝輝(京都・洛南高)                2019
大会記録(CR)                  8m20     寺野伸一(大阪・サンクラブ)            2004 10月2日 18:20 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾄｳ ﾋﾛﾑ 群　馬 m m m m m m m m
1 174 津藤　広夢(00) 順天堂大 7m82 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾃﾋﾞﾗ ﾋﾛｼ 和歌山 m m m m m m m m
2 32 手平　裕士(92) オークワ 7m97 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾄｶﾞﾜ ﾃﾝｼﾞｭ 北海道 m m m m m m m m
3 131 外川　天寿(97) 国際武道大 7m92 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 京　都 m m m m m m m m
4 337 藤原　孝輝(02) 洛南高 8m12 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 群　馬 m m m m m m m m
5 83 小田　大樹(96) ヤマダ 8m03 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾓﾘ ｶｹﾙ 沖　縄 m m m m m m m m
6 334 小森　翔(91) 友睦物流 7m98 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｼｸﾗ ﾐﾅﾄ 三　重 m m m m m m m m
7 18 石倉　南斗(96) NTN 7m83 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ﾘｸ 三　重 m m m m m m m m
8 118 伊藤　陸(01) 近畿大工業高専 7m82 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川 m m m m m m m m
9 101 佐久間　滉大(96) 横浜リテラ 7m84 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 兵　庫 m m m m m m m m
10 340 吉田　弘道(99) 立命館大 7m88 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 大　阪 m m m m m m m m
11 108 足達　一馬(97) 関西学院大 7m91 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 愛　知 m m m m m m m m
12 93 南　晋太郎(92) 愛知陸協 7m93 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ 岐　阜 m m m m m m m m
13 110 松原　瑞貴(92) 岐協大AC 7m82 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ 東　京 m m m m m m m m
14 311 嶺村　鴻汰(92) 富士通 7m94 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 東　京 m m m m m m m m
15 13 深沢　宏之(92) MINT TOKYO 7m81 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾂﾊ ﾋﾋﾞｷ 徳　島 m m m m m m m m
16 225 津波　響樹(98) 大塚製薬 8m23 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾛﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 北海道 m m m m m m m m
17 59 城山　正太郎(95) ｾﾞﾝﾘﾝｻｯﾎﾟﾛ 8m40 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊｼｵｶ ﾕｳｷ 東　京 m m m m m m m m
18 294 橋岡　優輝(99) 日本大 8m32 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



男子ハンマー投(7.260kg)

世界記録(WR)                 86m74     Yuriy SEDYKH(URS・ソ連)               1986
アジア記録(AR)               84m86     室伏広治(愛知・ミズノ)                2003
日本記録(NR)                 84m86     室伏広治(愛知・ミズノ)                2003
U20日本記録(NJR)             71m46     木村友大(福岡・九州共立大)            2015
大会記録(CR)                 83m29     室伏広治(愛知・ミズノ)                2003 10月2日 15:35 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 滋　賀

1 99 奥村　匡由(94) 奥村造園 65m58 m m m m m m m m
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 茨　城

2 177 石川　諒(99) 順天堂大 62m55 m m m m m m m m
ﾎｻｶ ﾕｳｼﾛｳ 埼　玉

3 140 保坂　雄志郎(91) 埼玉医科大学G 68m81 m m m m m m m m
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大　阪

4 298 福田　翔大(00) 日本大 69m61 m m m m m m m m
ｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 福　岡

5 122 小田　航平(99) 九州共立大 65m22 m m m m m m m m
ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 京　都

6 112 木村　太一(94) 京産大AC 62m74 m m m m m m m m
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 京　都

7 120 木村　友大(96) 九州共立大 69m35 m m m m m m m m
ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛　知

8 242 古旗　崇裕(97) 中京大 69m31 m m m m m m m m
ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 静　岡

9 48 植松　直紀(94) スズキ 68m90 m m m m m m m m
ｸﾓﾝ ﾀﾞｲｷ 愛　媛

10 299 久門　大起(01) 日本大 64m13 m m m m m m m m
ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ 茨　城

11 37 根本　太樹(94) ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 65m80 m m m m m m m m
ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥　取

12 71 赤穂　弘樹(90) まなびや園 69m10 m m m m m m m m
ﾀﾑﾗ ｹｲﾄ 京　都

13 332 田村　啓斗(98) 明治国際医療大 62m61 m m m m m m m m
ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大　阪

14 222 吉野　健太朗(95) 大阪陸協 67m52 m m m m m m m m
ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ 愛　知

15 180 墨　訓熙(94) 小林クリエイト 68m99 m m m m m m m m
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 石　川

16 23 遠藤　克弥(91) Team綺羅星 62m63 m m m m m m m m
ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 群　馬

17 84 柏村　亮太(91) ヤマダ 70m79 m m m m m m m m
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾄ 兵　庫

18 121 中川　達斗(98) 九州共立大 65m93 m m m m m m m m



女子100m

世界記録(WR)                 10.49     F.GRIFFITH－JOYNER(USA・アメリカ)     1988
アジア記録(AR)               10.79     XUEMEI LI(CHN・中国)                  1997
日本記録(NR)                 11.21     福島千里(北海道・北海道ハイテクAC)    2010 10月1日 14:40 予　選
U20日本記録(NJR)             11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄高)              2012 10月1日 19:10 準決勝
大会記録(CR)                 11.29     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 10月2日 19:33 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1
ﾕｱｻ ｶﾅｺ 三　重

2 125 湯浅　佳那子(97) 三重県スポ協 11.80
ｲｷ ｱｲｺ 滋　賀

3 316 壹岐　あいこ(00) 立命館大 11.83
ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分

4 290 兒玉　芽生(99) 福岡大 11.53
ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 鹿児島

5 252 鶴田　玲美(97) 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 11.57
ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川

6 186 石川　優(02) 相洋高 11.68
ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 京　都

7 90 安達　茉鈴(03) 京都橘高 11.80
ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪

8 187 青山　華依(02) 大阪高 11.82
ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 北海道

9 315 石堂　陽奈(02) 立命館慶祥高 11.75



女子200m

世界記録(WR)                 21.34     F.GRIFFITH－JOYNER(USA・アメリカ)     1988
アジア記録(AR)               22.01     XUEMEI LI(CHN・中国)                  1997
日本記録(NR)                 22.88     福島千里(北海道・北海道ハイテクAC)    2016
U20日本記録(NJR)             23.45     齋藤愛美(岡山・倉敷中央)              2016 10月2日 16:35 予　選
大会記録(CR)                 22.73     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 10月3日 17:35 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 北海道

2 224 倉橋　美穂(04) 中京大中京高 24.20 2 54 島田　雪菜(98) ﾊｲﾃｸAC 24.14
ﾀｶｼﾏ ｻｷ 神奈川 ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ 愛　知

3 166 髙島　咲季(02) 青山学院大 23.76 3 1 吉田　紗弓(97) AC一宮 24.03
ﾜﾀﾞ ﾏｷ 京　都 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 北海道

4 58 和田　麻希(86) ミズノ 23.70 4 315 石堂　陽奈(02) 立命館慶祥高 23.67
ｻｲﾄｳ ｱﾐ 岡　山 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 千　葉

5 189 齋藤　愛美(99) 大阪成蹊大 23.94 5 201 景山　咲穗(02) 筑波大 23.82
ｵｵｲｼ ｻﾔｶ 東　京 ﾂﾙﾀ ﾚﾐ 鹿児島

6 38 大石　沙也加(91) セレスポ 23.90 6 252 鶴田　玲美(97) 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 23.81
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 岩　手 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川

7 262 山田　美来(99) 日本体育大 24.09 7 186 石川　優(02) 相洋高 24.03
ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 愛　知 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大　阪

8 135 大城　珠莉(01) 至学館大 24.06 8 188 青山　聖佳(96) 大阪成蹊ＡＣ 24.11

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山　形

2 131 青野　朱李(00) 山梨学院大 24.20
ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分

3 290 兒玉　芽生(99) 福岡大 23.68
ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 岐　阜

4 106 井戸アビゲイル　風果(01) 甲南大 23.79
ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ 北海道

5 114 宮園　彩恵(98) 国士舘大 23.89
ﾐﾑﾗ ｶﾅﾐ 神奈川

6 165 三村　香菜実(01) 青山学院大 23.98
ﾕｱｻ ｶﾅｺ 三　重

7 125 湯浅　佳那子(97) 三重県スポ協 24.10
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 兵　庫

8 155 松永　朋子(02) 小野高 24.06



女子400m

世界記録(WR)                 47.60     Marita KOCH(GDR・東ドイツ)            1985
アジア記録(AR)               48.14     Salwa Eid NASER(BRN・バーレーン)      2019
日本記録(NR)                 51.75     丹野麻美(福島・ナチュリル)            2008
U20日本記録(NJR)             52.52     杉浦はる香(静岡・浜松市高)            2013 10月1日 16:35 予　選
大会記録(CR)                 51.93     丹野麻美(福島・福島大)                2005 10月2日 19:20 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1
ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 福　島

2 245 武石　この実(91) 東邦銀行 54.19
ﾏﾂｵ ｷﾅ 兵　庫

3 319 松尾　季奈(00) 立命館大 54.78
ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大　阪

4 188 青山　聖佳(96) 大阪成蹊ＡＣ 53.29
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 東　京

5 7 小林　茉由(96) J.VIC 54.42
ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃　木

6 218 大島　愛梨(00) 中央大 53.96
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 福　島

7 244 松本　奈菜子(96) 東邦銀行 54.24
ﾀｶｼﾏ ｻｷ 神奈川

8 166 髙島　咲季(02) 青山学院大 54.49
ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 大　阪

9 240 川田　朱夏(99) 東大阪大 54.69



女子800m

世界記録(WR)               1:53.28     J.KRATOCHVILOVA(TCN・チェコスロバキア)1985
アジア記録(AR)             1:55.54     Dong LIU(CHN・中国)                   1993
日本記録(NR)               2:00.45     杉森美保(京都・京セラ)                2005
U20日本記録(NJR)           2:02.23     西村美樹(東京・東京学芸大)            2001 10月2日 14:50 予　選
大会記録(CR)               2:00.45     杉森美保(京都・京セラ)                2005 10月3日 16:30 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ 東　京 ﾀｻｶ ｱｷ 広　島

2 79 大森　郁香(92) 奥アンツーカ 2:08.24 1 37 田阪　亜樹(86) せとなみTC 2:09.24
ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 大　阪 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 愛　知

3 241 有廣　璃々香(01) 東大阪大 2:08.20 2 305 川島　実桜(02) 豊橋南高 2:08.09
ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 愛　知 ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡　山

4 104 細井　衿菜(00) 慶應義塾大 2:05.97 3 203 綾野　千優(01) 筑波大 2:08.96
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ 広　島 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

5 153 池崎　愛里(98) 順天堂大 2:05.75 4 172 卜部　蘭(95) 積水化学 2:02.74
ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 京　都 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 新　潟

6 320 塩見　綾乃(99) 立命館大 2:03.73 5 157 広田　有紀(95) 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 2:04.89
ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 兵　庫 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 神奈川

7 307 田中　希実(99) 豊田織機TC 2:04.66 6 25 北村　夢(95) エディオン 2:05.22
ｱﾘﾏ ｷｮｳｶ 埼　玉 ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本

8 265 有馬　京花(98) 日本体育大 2:07.40 7 284 菊地　梨紅(97) 肥後銀行 2:06.14
ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 福　島 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 茨　城

9 302 中村　美宇(99) 福島大 2:07.42 8 83 平野　綾子(95) 関彰商事 2:06.73
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 滋　賀

9 92 河原田　萌(98) 京都教育大 2:08.00

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｼﾑﾗ ﾐｷ 東　京

2 266 志村　美希(98) 日本体育大 2:08.53
ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 愛　知

3 225 青山　理奈(03) 中京大中京高 2:08.74
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ 東　京

4 71 山田　はな(94) わらべや日洋 2:06.06
ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 大　阪

5 240 川田　朱夏(99) 東大阪大 2:03.35
ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 東　京

6 168 ヒリアー　紗璃苗(01) 青山学院大 2:04.73
ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 広　島

7 233 上田　万葵(02) 東京学芸大 2:05.72
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 石　川

8 162 谷口　ゆき(03) 星稜高 2:07.81
ｻﾜｲ ﾕｽﾞﾊ 石　川

9 202 澤井　柚葉(01) 筑波大 2:06.76

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組



女子1500m

世界記録(WR)               3:50.07     Genzebe DIBABA(ETH・エチオピア)       1998
アジア記録(AR)             3:50.46     Yunxia QU(CHN・中国)                  1993
日本記録(NR)               4:05.27     田中希実(兵庫・豊田自動織機TC)        2020
U20日本記録(NJR)           4:07.86     小林祐梨子(兵庫・須磨学園高)          2006 10月1日 17:30 予　選
大会記録(CR)               4:07.77     T.CHIDU(ROU・ルーマニア)              1991 10月2日 19:43 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録
ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 兵　庫

1 308 後藤　夢(00) 豊田織機TC 4:26.44
ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾐﾑｾﾝﾋﾞ 大　阪

2 310 髙松　智美ムセンビ(00) 名城大 4:26.27
ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京

3 314 道下　美槻(01) 立教大 4:26.93
ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 神奈川

4 196 吉村　玲美(00) 大東文化大 4:27.35
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 宮　城

5 173 米澤　奈々香(04) 仙台育英高 4:26.48
ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

6 172 卜部　蘭(95) 積水化学 4:25.92
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長　野

7 311 和田　有菜(99) 名城大 4:26.69
ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 兵　庫

8 307 田中　希実(99) 豊田織機TC 4:25.22
ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ 群　馬

9 63 清水　真帆(95) ヤマダ 4:26.56
ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本

10 284 菊地　梨紅(97) 肥後銀行 4:27.12
ﾌｸﾀﾞ ﾕｲ 愛　知

11 306 福田　有以(95) 豊田自動織機 4:27.01
ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 広　島

12 204 樫原　沙紀(01) 筑波大 4:27.51

ラップ表 400m 800m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



女子100mH(0.838m)

世界記録(WR)                 12.20     Kendra HARRISON(USA・アメリカ)        2016
アジア記録(AR)               12.44     Olga SHISHIGINA(KAZ・カザフスタン)    1995
日本記録(NR)                 12.97     寺田明日香(東京・パソナグループ)      2019 10月2日 15:20 予　選
U20日本記録(NJR)             13.05     寺田明日香(北海道・北海道ハイテクAC)  2009 10月2日 18:30 準決勝
大会記録(CR)                 13.02     柴村仁美(佐賀・佐賀陸協)              2013 10月3日 17:05 決　勝

予　選　4組3着＋4

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｲｵﾛｲ ﾐｷ 高　知 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ 北海道

2 277 五百蔵　美希(00) 日本大 13.74 2 190 藤森　栞菜(99) 大阪成蹊大 13.80
ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾘ 長　崎 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼　玉

3 34 小柳　結莉(93) ジャパネット 13.66 3 132 田中　陽夏莉(98) 山梨学院大 13.64
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 東　京 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 兵　庫

4 255 福部　真子(95) 日本建設工業 13.13 4 150 藤原　未来(92) 住友電工 13.36
ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 神奈川 ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 福　岡

5 226 鈴木　美帆(96) 長谷川体育施設 13.21 5 179 鎌田　咲季(97) 前川整形外科 13.54
ｶﾅｲ ﾏﾙﾐ 東　京 ｼﾏﾉ ﾏｵ 東　京

6 45 金井　まるみ(97) ドトールAC 13.52 6 267 島野　真生(01) 日本体育大 13.36
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 福　井 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 東　京

7 66 大久保　有梨(97) ユティック 13.40 7 56 寺田　明日香(90) パソナグループ 12.97
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 三　重 ｺﾐﾔ ｲﾂｷ 宮　城

8 15 小林　紗矢香(96) NTN 13.62 8 234 小宮　いつき(98) 東京学芸大 13.64
ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨　城 ｵｵﾑﾗ ﾐｶ 鹿児島

9 84 相馬　絵里子(91) 関彰商事 13.60 9 253 大村　美香(95) 南国殖産 13.57

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群　馬 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ 東　京

2 152 田中　きよの(02) 駿河台大 13.72 2 32 熊谷　友花(97) ジーケーライン 13.76
ｲﾄｳ ﾙﾘｱ 愛　知 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 福　岡

3 221 伊藤　瑠莉彩(99) 中京大 13.69 3 171 伊藤　彩香(02) 青豊高 13.65
ﾀﾅｶ ﾕﾐ 大　阪 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ 東　京

4 321 田中　佑美(98) 立命館大 13.18 4 40 藤森　菜那(97) ゼンリン 13.32
ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 福　島 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 兵　庫

5 246 紫村　仁美(90) 東邦銀行 13.20 5 227 中島　ひとみ(95) 長谷川体育施設 13.36
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 千　葉 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 宮　城

6 205 小林　歩未(01) 筑波大 13.47 6 144 青木　益未(94) 七十七銀行 13.08
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 北海道 ｻｻｷ ﾃﾝ 東　京

7 81 芝田　愛花(01) 環太平洋大 13.42 7 68 佐々木　天(97) ユメオミライ 13.54
ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 大　阪 ﾏﾙﾓﾄ ｶﾅｴ 兵　庫

8 257 竹内　真弥(98) 日本女子体育大 13.60 8 248 丸本　佳苗(97) 同志社大 13.58
ｺﾆｼ ｻﾔﾉ 京　都 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ 富　山

9 77 古西　清乃(01) 園田学園女子大 13.62 9 285 手塚　麻衣(01) 富山大 13.64



女子400mH(0.762m) 【訂正】
世界記録(WR)                 52.16     Dalilah MUHAMMAD(USA・アメリカ)       2003
アジア記録(AR)               53.96     Qing HAN(CHN・中国)                   1993
アジア記録(AR)               53.96     Yinglan SONG(CHN・中国)               2001
日本記録(NR)                 55.34     久保倉里美(新潟・新潟アルビレックスRC)2011
U20日本記録(NJR)             56.75     石塚晴子(大阪・東大阪大)              2016 10月2日 13:50 予　選
大会記録(CR)                 55.78     N.CARUTASU(ROM・ルーマニア)           1991 10月3日 16:10 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾂﾊ ｱｲｷ 沖　縄 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 千　葉

2 292 津波　愛樹(00) 福岡大 58.92 2 133 比嘉　和希(98) 山梨学院大 59.03
ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 兵　庫 ﾀﾜ ﾘﾅ 大　阪

3 228 宇都宮　絵莉(93) 長谷川体育施設 57.05 3 107 田和　りな(02) 甲南大 58.09
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 宮　城 ｺﾔﾏ ｶﾅ 神奈川

4 145 齋藤　真佑(95) 七十七銀行 57.88 4 181 小山　佳奈(98) 早稲田大 57.45
ｱｵｷ ﾎﾉｶ 福　岡 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 京　都

5 169 青木　穂花(01) 青山学院大 58.14 5 42 芝田　陽香(91) ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 58.07
ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｱｲｼｬ 神奈川 ｲﾄｳ ｱｷｺ 東　京

6 123 イブラヒム　愛紗(98) 札幌国際大 57.50 6 39 伊藤　明子(95) セレスポ 57.09
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 大　阪 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 長　野

7 242 水口　萌(02) 東大阪大敬愛高 58.64 7 156 川端　涼夏(93) 松本土建 58.53
ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ 大　阪 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 東　京

8 13 王子田　萌(93) ＮＤソフト 58.49 8 184 川村　優佳(01) 早稲田大 58.55

9 9

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 三　重

2 136 奥林　凛(01) 至学館大 58.73
ﾅｶﾉ ﾅﾉ 兵　庫

3 286 中野　菜乃(01) 武庫川女子大 58.18
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 京　都

4 91 山本　亜美(02) 京都橘高 57.77
ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 秋　田

5 180 関本　萌香(00) 早稲田大 56.96
ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ 東　京

6 182 津川　瑠衣(01) 早稲田大 57.85
ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ 兵　庫

7 78 横田　華恋(99) 園田学園女子大 58.40
ｱｵｷ ｻﾔｶ 福　島

8 247 青木　沙弥佳(86) 東邦銀行 58.69

9



女子100mH(0.838m)

世界記録(WR)                 12.20     Kendra HARRISON(USA・アメリカ)        2016
アジア記録(AR)               12.44     Olga SHISHIGINA(KAZ・カザフスタン)    1995
日本記録(NR)                 12.97     寺田明日香(東京・パソナグループ)      2019 10月2日 15:20 予　選
U20日本記録(NJR)             13.05     寺田明日香(北海道・北海道ハイテクAC)  2009 10月2日 18:30 準決勝
大会記録(CR)                 13.02     柴村仁美(佐賀・佐賀陸協)              2013 10月3日 17:05 決　勝

予　選　4組3着＋4

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ｲｵﾛｲ ﾐｷ 高　知 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ 北海道

2 277 五百蔵　美希(00) 日本大 13.74 2 190 藤森　栞菜(99) 大阪成蹊大 13.80
ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾘ 長　崎 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼　玉

3 34 小柳　結莉(93) ジャパネット 13.66 3 132 田中　陽夏莉(98) 山梨学院大 13.64
ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 東　京 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 兵　庫

4 255 福部　真子(95) 日本建設工業 13.13 4 150 藤原　未来(92) 住友電工 13.36
ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 神奈川 ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 福　岡

5 226 鈴木　美帆(96) 長谷川体育施設 13.21 5 179 鎌田　咲季(97) 前川整形外科 13.54
ｶﾅｲ ﾏﾙﾐ 東　京 ｼﾏﾉ ﾏｵ 東　京

6 45 金井　まるみ(97) ドトールAC 13.52 6 267 島野　真生(01) 日本体育大 13.36
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ 福　井 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ 東　京

7 66 大久保　有梨(97) ユティック 13.40 7 56 寺田　明日香(90) パソナグループ 12.97
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 三　重 ｺﾐﾔ ｲﾂｷ 宮　城

8 15 小林　紗矢香(96) NTN 13.62 8 234 小宮　いつき(98) 東京学芸大 13.64
ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨　城 ｵｵﾑﾗ ﾐｶ 鹿児島

9 84 相馬　絵里子(91) 関彰商事 13.60 9 253 大村　美香(95) 南国殖産 13.57

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 群　馬 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ 東　京

2 152 田中　きよの(02) 駿河台大 13.72 2 32 熊谷　友花(97) ジーケーライン 13.76
ｲﾄｳ ﾙﾘｱ 愛　知 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 福　岡

3 221 伊藤　瑠莉彩(99) 中京大 13.69 3 171 伊藤　彩香(02) 青豊高 13.65
ﾀﾅｶ ﾕﾐ 大　阪 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ 東　京

4 321 田中　佑美(98) 立命館大 13.18 4 40 藤森　菜那(97) ゼンリン 13.32
ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 福　島 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 兵　庫

5 246 紫村　仁美(90) 東邦銀行 13.20 5 227 中島　ひとみ(95) 長谷川体育施設 13.36
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 千　葉 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 宮　城

6 205 小林　歩未(01) 筑波大 13.47 6 144 青木　益未(94) 七十七銀行 13.08
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 北海道 ｻｻｷ ﾃﾝ 東　京

7 81 芝田　愛花(01) 環太平洋大 13.42 7 68 佐々木　天(97) ユメオミライ 13.54
ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 大　阪 ﾏﾙﾓﾄ ｶﾅｴ 兵　庫

8 257 竹内　真弥(98) 日本女子体育大 13.60 8 248 丸本　佳苗(97) 同志社大 13.58
ｺﾆｼ ｻﾔﾉ 京　都 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ 富　山

9 77 古西　清乃(01) 園田学園女子大 13.62 9 285 手塚　麻衣(01) 富山大 13.64



女子400mH(0.762m)
世界記録(WR)                 52.16     Dalilah MUHAMMAD(USA・アメリカ)       2003
アジア記録(AR)               53.96     Qing HAN(CHN・中国)                   1993
アジア記録(AR)               53.96     Yinglan SONG(CHN・中国)               2001
日本記録(NR)                 55.34     久保倉里美(新潟・新潟アルビレックスRC)2011
U20日本記録(NJR)             56.75     石塚晴子(大阪・東大阪大)              2016 10月2日 13:50 予　選
大会記録(CR)                 55.78     N.CARUTASU(ROM・ルーマニア)           1991 10月3日 16:10 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾂﾊ ｱｲｷ 沖　縄 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 千　葉

2 292 津波　愛樹(00) 福岡大 58.92 2 133 比嘉　和希(98) 山梨学院大 59.03
ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 兵　庫 ﾀﾜ ﾘﾅ 大　阪

3 228 宇都宮　絵莉(93) 長谷川体育施設 57.05 3 107 田和　りな(02) 甲南大 58.09
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 宮　城 ｺﾔﾏ ｶﾅ 神奈川

4 145 齋藤　真佑(95) 七十七銀行 57.88 4 181 小山　佳奈(98) 早稲田大 57.45
ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 秋　田 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 京　都

5 180 関本　萌香(00) 早稲田大 56.96 5 42 芝田　陽香(91) ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 58.07
ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｱｲｼｬ 神奈川 ｲﾄｳ ｱｷｺ 東　京

6 123 イブラヒム　愛紗(98) 札幌国際大 57.50 6 39 伊藤　明子(95) セレスポ 57.09
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 大　阪 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 長　野

7 242 水口　萌(02) 東大阪大敬愛高 58.64 7 156 川端　涼夏(93) 松本土建 58.53
ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ 大　阪 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 東　京

8 13 王子田　萌(93) ＮＤソフト 58.49 8 184 川村　優佳(01) 早稲田大 58.55

9 9

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 三　重

2 136 奥林　凛(01) 至学館大 58.73
ﾅｶﾉ ﾅﾉ 兵　庫

3 286 中野　菜乃(01) 武庫川女子大 58.18
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 京　都

4 91 山本　亜美(02) 京都橘高 57.77
ｱｵｷ ﾎﾉｶ 福　岡

5 169 青木　穂花(01) 青山学院大 58.14
ﾂｶﾞﾜ ﾙｲ 東　京

6 182 津川　瑠衣(01) 早稲田大 57.85
ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ 兵　庫

7 78 横田　華恋(99) 園田学園女子大 58.40
ｱｵｷ ｻﾔｶ 福　島

8 247 青木　沙弥佳(86) 東邦銀行 58.69

9



女子三段跳

世界記録(WR)                 15m50     Inessa KRAVETS(UKR・ウクライナ)       1995
アジア記録(AR)               15m25     Olga RYPAKOVA(KAZ・カザフスタン)      2010
日本記録(NR)                 14m04     花岡麻帆(千葉・三英社)                1999
U20日本記録(NJR)             13m01     村山梢(大阪・中京大)                  1997
大会記録(CR)                 14m04     花岡麻帆(千葉・三英社)                1999 10月2日 14:20 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大　阪 m m m m m m m m
1 86 北田　莉亜(01) 関西学院大 12m78 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｿﾞｴ ﾁｱｷ 愛　媛 m m m m m m m m
2 258 河添　千秋(00) 日本女子体育大 12m55 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲｷ ﾏｲｺ 長　崎 m m m m m m m m
3 211 佐伯　舞子(02) 筑波大 12m64 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｷﾀﾞ ﾒｲ 大　阪 m m m m m m m m
4 61 喜田　愛以(88) ミライトテクノ 12m60 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 京　都 m m m m m m m m
5 5 宮畑　さくら(95) Gloria 12m75 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｲ ｶﾝﾅ 大　阪 m m m m m m m m
6 62 河合　栞奈(97) メイスンワーク 13m65 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ ｻﾔｶ 愛　知 m m m m m m m m
7 18 浅野　紗弥香(96) TIS 12m63 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾑﾗ ｱﾔﾈ 埼　玉 m m m m m m m m
8 235 奥村　彩音(98) 東京学芸大 12m81 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｼﾏ ﾏｵｺ 兵　庫 m m m m m m m m
9 294 髙島　真織子(99) 福岡大 12m83 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ 東　京 m m m m m m m m
10 250 森本　麻里子(95) 内田建設AC 13m26 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 東　京 m m m m m m m m
11 111 山本　明日香(97) 国士舘ｸﾗﾌﾞ 12m87 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ 福　島 m m m m m m m m
12 212 山下　桐子(99) 筑波大 12m57 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｻﾞﾜ ｷｵ 埼　玉 m m m m m m m m
13 70 中澤　希緒(94) ワセダクラブ 12m55 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山　梨 m m m m m m m m
14 229 剱持　早紀(94) 長谷川体育施設 13m42 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ 東　京 m m m m m m m m
15 239 内山　咲良(97) 東京大 13m00 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾃﾞﾗ ﾊﾉﾝ 愛　知 m m m m m m m m
16 259 小寺　波音(02) 日本女子体育大 12m72 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｴﾗ ｶﾘﾝ 大　阪 m m m m m m m m
17 12 恵良　和鈴(95) MWU Athletics 12m70 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 神奈川 m m m m m m m m
18 53 宮坂　楓(92) ニッパツ 12m95 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｲｺ 石　川 m m m m m m m m
19 273 宮口　愛子(00) 日本体育大 12m73 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 神奈川 m m m m m m m m
20 154 中村　紗華(99) 順天堂大 12m89 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾈｺ ｼｴﾅ 大　分 m m m m m m m m
21 170 金子　史絵奈(99) 青山学院大 12m62 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山　梨 m m m m m m m m
22 10 剱持　クリア(97) ＫＥＮＮＹａｃ 12m83 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 東　京 m m m m m m m m
23 256 坂本　絵梨(90) 日本室内TC 12m70 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾒﾂﾞ ｱﾔｶ 滋　賀 m m m m m m m m
24 57 梅津　彩香(00) びわこｽﾎﾟｰﾂ大 12m73 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾞﾐ ﾋﾅ 大　阪 m m m m m m m m
25 87 田上　陽菜(98) 関西大 13m03 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



女子ハンマー投(4.000kg)

世界記録(WR)                 82m98     Anita W ODARCZYK(POL・ポーランド)     2016
アジア記録(AR)               77m68     Zheng WANG(CHN・中国)                 2014
日本記録(NR)                 67m77     室伏由佳(愛知・ミズノ)                2004
U20日本記録(NJR)             60m49     渡邉ももこ(福井・筑波大)              2019
大会記録(CR)                 66m32     綾真澄(香川・丸善工業)                2011 10月2日 12:50 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格 
記録

1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾞﾃ ﾐﾊﾙ 秋　田

1 322 小舘　充華(98) 流通経済大 61m77 m m m m m m m m
ｻｴｷ ﾀﾏﾐ 滋　賀

2 43 佐伯　珠実(93) チャンピオン 64m44 m m m m m m m m
ｷｸﾁ ﾐｵ 宮　城

3 298 菊池　美緒(00) 福岡大 56m73 m m m m m m m m
ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘﾅ 鹿児島

4 143 濵田　恵理奈(97) 鹿児島県体協 59m68 m m m m m m m m
ｱｻﾀﾞ ｽｽﾞｶ 大　阪

5 6 浅田　鈴佳(87) Goririse 58m40 m m m m m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 福　岡

6 88 渡邊　茜(91) 丸和運輸機関 65m49 m m m m m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 福　井

7 216 渡邉　ももこ(00) 筑波大 60m49 m m m m m m m m
ﾀｶﾊｼ ｻｺ 秋　田

8 192 高橋　沙湖(97) 大阪体育大 57m12 m m m m m m m m
ﾑﾗｶﾐ ﾗｲｶ 青　森

9 105 村上　来花(04) 弘前実高 58m81 m m m m m m m m
ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉ 栃　木

10 249 関口　清乃(97) 栃木スポ協 60m89 m m m m m m m m
ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ 東　京

11 28 勝山　眸美(94) オリコ 60m80 m m m m m m m m
ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ 兵　庫

12 223 藤本　咲良(98) 中京大 59m50 m m m m m m m m
ｱｵﾔｷﾞ ｼｵﾘ 大　阪

13 193 青柳　栞(98) 大阪体育大 57m05 m m m m m m m m
ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 茨　城

14 46 多田　一葉(96) ドラゴンズ 56m82 m m m m m m m m
ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 三　重

15 126 佐藤　若菜(88) 三重県スポ協 57m99 m m m m m m m m


