
NCH男子100m

世界記録(WR)                  9.58     Usain BOLT(JAM・ジャマイカ)           2009

アジア記録(AR)                9.83     Bingtian SU(CHN・中国)                2021

日本記録(NR)                  9.95     山縣亮太(東京・セイコー)              2021 6月9日 15:20 予　選

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南高)                2013 6月9日 19:05 準決勝

大会記録(CR)                 10.02     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ(在外・フロリダ大)  2019 6月10日 20:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

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

ｻｻｷ ｹｲｽｹ 大　阪 ｸｻﾉ ｾｲﾔ 千　葉

1 53 佐々木 啓輔 Steam 10.28 1 2 草野 誓也 Accel 10.33

ｳｴｸｻ ﾕｳｷ 東　京 ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲﾁ 三　重

2 81 植草 雄貴 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｼﾞﾑ 10.38 2 58 森岡 大地 T.G.K 10.39

ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ 佐　賀 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 福　井

3 70 新崎 仁也 ｱｽﾘ-ﾄﾘﾝｸ 10.41 3 130 岩崎 浩太郎 ﾕﾃｨｯｸ 10.33

ﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 京　都 ﾂｶﾊﾗ ｾﾗ 岐　阜

4 356 和田 遼 東洋大 10.28 4 161 塚原 星来 岐阜協立大 10.42

ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 滋　賀 ｼﾀﾗ ｵｳｶﾞ 埼　玉

5 376 林 拓優 日本体育大 10.33 5 357 設楽 王我 東洋大 10.38

ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 大　阪 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山　口

6 217 多田 修平 住友電工 10.01 6 68 宮本 大輔 YMFG 10.29

ﾓﾘ ﾕｳﾋ 千　葉 ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ 三　重

7 293 守 祐陽 大東文化大 10.38 7 426 林 哉太 法政大 10.41

ﾐﾔｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 静　岡 ｷﾘｭｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 東　京

8 371 宮城 辰郎 日星電気 10.33 8 373 桐生 祥秀 日本生命 10.12

ｳﾉ ｼｮｳﾄ 福　井 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川

9 228 宇野 勝翔 順天堂大 10.41 9 345 伊藤 孝太郎 東京ｶﾞｽｴｺﾓ 10.23

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

ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛　知

1 210 伊藤 弘大 至学館大 10.40 1

ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 大　阪 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ 大　阪

2 281 川上 拓也 大阪ｶﾞｽ 10.34 2 158 宮内 和哉 関西大 10.32

ｸﾜﾀ ﾅﾙﾋﾄ 東　京 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 三　重

3 43 桑田 成仁 ROOTS 10.36 3 369 藤本 峻介 南部自動車学校 10.40

ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大　阪 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋﾛｷ 群　馬

4 280 坂井 隆一郎 大阪ｶﾞｽ 10.16 4 355 柳田 大輝 東洋大 10.19

ｲﾅｹﾞ ｱｵｲ 新　潟 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 栃　木

5 270 稲毛 碧 早稲田大 10.32 5 365 東田 旺洋 栃木ｽﾎﾟ協 10.18

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千　葉 ﾖﾅﾊﾗ ﾘｮｳｷ 沖　縄

6 3 本多 諒平 Accel 10.41 6 69 与那原 良貴 ｱｽﾘｰﾄ工房 10.35

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 滋　賀 ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 福　井

7 256 遠藤 泰司 新日本住設 10.20 7 447 梶川 颯太 立命館大 10.32

ﾂｶｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 東　京 ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛　知

8 383 塚口 哲平 日本大 10.42 8 441 河田 航典 立教大 10.41

ｳｻﾞﾜ ﾄﾜ 宮　城 ｵｵｶﾐ ﾅｵｷ 岩　手

9 303 鵜澤 飛羽 筑波大 10.30 9 266 大上 直起 仙台大 10.35

5組 風(+/-    ) 6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

ﾀｹﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 静　岡 ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 三　重

1 88 竹田 一平 ｽｽﾞｷ 10.32 1 75 矢橋 寛明 ヴｨｱﾃｨﾝ 10.33

ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山　形 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡

2 121 伊藤 輝 ﾐｸﾛﾝ精密 10.39 2 87 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ 10.22

ﾖﾈｸﾗ ﾕｳｷ 静　岡 ﾊｲﾀﾏﾀﾞｲﾗ ﾕｳｺﾞ 青　森

3 399 米倉 祐貴 富士市役所 10.41 3 397 灰玉平 侑吾 八戸学大 10.39

ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 東　京 ｼﾗｲｼ ｷﾗﾗ 東　京

4 7 山下 潤 ANA 10.37 4 97 白石 黄良々 ｾﾚｽﾎﾟ 10.37

ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ 在　外 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 大　阪

5 64 ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ TumbleweedTC 10.15 5 22 植本 尚輝 IxZOQ 10.30

ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾄ 兵　庫 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 栃　木

6 219 永田 駿斗 住友電工 10.22 6 301 水久保 漱至 第一酒造 10.33

ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 千　葉 ｷﾉｼﾀ ﾅｵ 福　井

7 1 桒原 拓也 Accel 10.30 7 414 木下 直 福井工業大 10.41

ﾌｶｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 大　阪 ｸｷ ﾀｸﾐ 三　重

8 292 深川 真平 大東文化大 10.34 8 34 九鬼 巧 NTN 10.42

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 静　岡 ｺｲｹ ﾕｳｷ 大　阪

9 358 中村 彰太 東洋大 10.42 9 218 小池 祐貴 住友電工 10.13



NCH男子100m

世界記録(WR)                  9.58     Usain BOLT(JAM・ジャマイカ)           2009

アジア記録(AR)                9.83     Bingtian SU(CHN・中国)                2021

日本記録(NR)                  9.95     山縣亮太(東京・セイコー)              2021 6月9日 15:20 予　選

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南高)                2013 6月9日 19:05 準決勝

大会記録(CR)                 10.02     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ(在外・フロリダ大)  2019 6月10日 20:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ 富　山

1 398 福島 聖 富山銀行 10.17

ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 兵　庫

2 297 安田 圭吾 住友電工 10.43

ｶﾜﾑﾗ ﾅｵ 静　岡

3 25 河村 尚 JJJ 10.41

ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ 大　阪

4 14 川西 裕太 Gollirab 10.32

ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 愛　媛

5 334 岡本 祥 東海大 10.35

ｾｵ ﾋﾃﾞｱｷ 千　葉

6 227 瀬尾 英明 順天堂大 10.36

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 東　京

7 96 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ ｾｲｺｰ 10.19

ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 熊　本

8 294 平野 翔大 大東文化大 10.40

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 山　口

9 39 上田 和志 OPC 10.32

準決勝　3組2着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH男子100m

世界記録(WR)                  9.58     Usain BOLT(JAM・ジャマイカ)           2009

アジア記録(AR)                9.83     Bingtian SU(CHN・中国)                2021

日本記録(NR)                  9.95     山縣亮太(東京・セイコー)              2021 6月9日 15:20 予　選

U20日本記録(NJR)             10.01     桐生祥秀(京都・洛南高)                2013 6月9日 19:05 準決勝

大会記録(CR)                 10.02     ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ(在外・フロリダ大)  2019 6月10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

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH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・サウジアラビア)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 6月9日 18:25 予　選

大会記録(CR)                 44.78     高野進(神奈川・東海大クラブ)          1991 6月10日 19:15 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

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 栃　木 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 埼　玉

1 201 中里 将基 作新学院大 46.87 1 353 友田 真隆 東京理科大 46.35

ﾖｼﾂﾞ ﾀｸﾎ 埼　玉 ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 佐　賀

2 63 吉津 拓歩 TOYO TC 46.29 2 416 早田 駿斗 福岡大 46.76

ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 福　岡 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 奈　良

3 274 藤好 駿太 早稲田大 46.50 3 285 岩崎 立来 大阪体育大 46.09

ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 愛　知 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 大　阪

4 327 川端 魁人 中京大ｸﾗﾌﾞ 45.75 4 221 伊東 利来也 住友電工 45.85

ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 千　葉 ｻﾄｳ ﾌｳｶﾞ 栃　木

5 5 板鼻 航平 Accel 46.56 5 368 佐藤 風雅 那須環境 45.40

ﾔﾏｷ ｶｹﾙ 千　葉 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 滋　賀

6 46 山木 伝説 RUDOLF 45.69 6 449 野瀬 大輝 立命館大 46.35

ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 大　阪 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 京　都

7 282 河内 光起 大阪ｶﾞｽ 46.10 7 430 木下 祐一 法政大 46.74

ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｷ 福　岡

8 258 山科 真之介 神戸大 46.64 8 304 今泉 堅貴 筑波大 46.60

ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 東　京 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 北海道

9 19 加藤 修也 HULFT 46.63 9 314 森 周志 中央大 46.61

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 三　重

1 36 東 魁輝 NTN 46.78

ｼﾞﾇｼ ﾅｵﾋﾛ 埼　玉

2 429 地主 直央 法政大 46.62

ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 千　葉

3 47 片山 雄斗 RUDOLF 46.44

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 埼　玉

4 400 佐藤 拳太郎 富士通 45.61

ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 神奈川

5 352 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 東京農業大 46.30

ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ 兵　庫

6 57 大崎 健太 T&F.net KOBE 46.59

ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 埼　玉

7 401 ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 富士通 45.80

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東　京

8 361 中島 佑気ｼﾞｮｾﾌ 東洋大 46.09

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 埼　玉

9 402 北川 貴理 富士通 46.74

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH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)               3:35.42     河村一輝(岐阜・トーエネック)          2021

U20日本記録(NJR)           3:37.18     佐藤圭汰(京都・洛南高)                2021 6月9日 14:10 予　選

大会記録(CR)               3:38.88     奥山光広(東京・ヤクルト)              1991 6月10日 19:45 決　勝

予　選　2組5着＋2

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

ﾏｾﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 佐　賀 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｵｳ 埼　玉

1 275 間瀬田 純平 早稲田大 3:42.22 1 255 小林 航央 新電元 3:41.28

ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ 岡　山 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 埼　玉

2 450 大塚 直哉 立教大 3:44.47 2 16 荒井 七海 Honda 3:37.05

ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 愛　媛 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 東　京

3 131 大竹 康平 ﾚﾃﾞｲ薬局 3:42.82 3 11 館澤 亨次 DeNA 3:39.73

ｷﾑﾗ ﾘｸ 愛　知 ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 山　梨

4 136 木村 理来 愛三工業 3:40.48 4 338 飯澤 千翔 東海大 3:38.55

ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 群　馬 ﾑﾀ ﾕｳｷ 千　葉

5 55 森田 佳祐 SUBARU 3:39.37 5 395 牟田 祐樹 日立物流 3:41.98

ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 福　島 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知

6 337 安倍 優紀 東海大 3:44.23 6 107 野口 雄大 ﾄｰｴﾈｯｸ 3:42.69

ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 愛　知 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾀﾞ 静　岡

7 319 中野 倫希 中央大 3:44.11 7 336 兵藤 ｼﾞｭﾀﾞ 東海大 3:41.86

ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 徳　島 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ 大　阪

8 288 秦 将吾 大塚製薬 3:42.51 8 283 岩﨑 祐也 大阪ｶﾞｽ 3:44.33

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 茨　城 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

9 133 飯島 陸斗 阿見AC 3:41.48 9 106 竹内 大地 ﾄｰｴﾈｯｸ 3:42.52

ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛　知 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ 広　島

10 105 河村 一輝 ﾄｰｴﾈｯｸ 3:35.42 10 153 片山 直人 環太平洋大 3:40.90

ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 長　野 ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 福　岡

11 443 服部 凱杏 立教大 3:43.02 11 179 舟津 彰馬 九電工 3:39.99

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 兵　庫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 愛　知

12 435 高橋 佑輔 北海道大 3:40.14 12 438 近藤 亨 明治大 3:44.01

ﾏﾄﾉ ﾘｮｳﾀ 長　崎 ﾐﾗｰﾁﾓﾄ ﾏｯｸｽ 埼　玉

13 205 的野 遼大 三菱重工 3:39.35 13 444 ﾐﾗｰ千本 真章 立教大 3:44.30

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 神奈川 ｻｲｷ ﾏｻﾄ 茨　城

14 318 山田 俊輝 中央大 3:41.56 14 155 才記 壮人 関彰商事 3:43.45

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



NCH男子5000m[改訂]

世界記録(WR)              12:35.36     Joshua CHEPTEGEI(UGA・ウガンダ)       2020

アジア記録(AR)            12:51.96     Albert ROP(BRU・ブルネイ)             2013

日本記録(NR)              13:08.40     大迫傑(東京・NIKE ORPJT )             2015

U20日本記録(NJR)          13:22.91     佐藤圭汰(京都・駒澤大)                2022

大会記録(CR)              13:14.18     S.MAINA MUNYI(愛知・トヨタ自動車)     1998 6月9日 19:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 兵　庫

1 223 阿部 弘輝(97) 住友電工 13:33.74

ﾖｺﾃ ｹﾝ 千　葉

2 407 横手 健(93) 富士通 13:31.59

ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉

3 182 篠原 倖太朗(02) 駒澤大 13:34.28

ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｼｭｳﾎ 宮　崎

4 142 大六野 秀畝(92) 旭化成 13:31.02

ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ 埼　玉

5 17 小袖 英人(98) Honda 13:23.94

ﾉﾅｶ ﾏｻｼ 大　阪

6 284 野中 優志(95) 大阪ｶﾞｽ 13:35.94

ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 東　京

7 13 千明 龍之佑(00) GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 13:31.51

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 兵　庫

8 222 遠藤 日向(98) 住友電工 13:10.69

ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 群　馬

9 56 清水 歓太(96) SUBARU 13:22.25

ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 宮　崎

10 143 茂木 圭次郎(95) 旭化成 13:31.08

ﾊﾆｭｳ ﾀｸﾔ 愛　知

11 114 羽生 拓矢(97) ﾄﾖﾀ紡織 13:28.82

ｲﾄｳ ﾀｲｼ 長　野

12 277 伊藤 大志(03) 早稲田大 13:35.70

ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 富　山

13 67 森山 真伍(98) YKK 13:35.90

ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 東　京

14 79 池田 耀平(98) ｶﾈﾎﾞｳ 13:33.67

ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 愛　知

15 322 竹内 颯(96) 中央発條(株) 13:31.73

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 千　葉

16 406 坂東 悠汰(96) 富士通 13:31.46

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 京　都

17 50 鈴木 塁人(97) SGH 13:29.80

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 千　葉

18 276 山口 智規(03) 早稲田大 13:35.16

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ 愛　知

19 115 服部 大暉(99) ﾄﾖﾀ紡織 13:32.98

ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ 千　葉

20 405 塩澤 稀夕(98) 富士通 13:31.31

ｻﾄｳ ｹｲﾀ 京　都

21 181 佐藤 圭汰(04) 駒澤大 13:22.91

ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 千　葉

22 403 塩尻 和也(96) 富士通 13:16.53

ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 千　葉

24 404 松枝 博輝(93) 富士通 13:28.26

ｽﾅｵｶ ﾀｸﾏ 東　京

25 83 砂岡 拓磨(00) ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 13:19.96

ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ 愛　知

26 108 服部 弾馬(95) ﾄｰｴﾈｯｸ 13:29.65

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛　知

27 111 丸山 竜也(94) ﾄﾖﾀ自動車 13:31.59

ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 宮　崎

28 144 鈴木 聖人(99) 旭化成 13:34.91

ｷﾞﾃﾞｵﾝ ﾛﾉ 東　京

29 12 ｷﾞﾃﾞｵﾝ ﾛﾉ(03) GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 13:16.51 OP

ｷｻｲｻ ﾚﾀﾞﾏ 東　京

30 78 ｷｻｲｻ ﾚﾀﾞﾏ(98) ｶﾈﾎﾞｳ 13:25.00 OP

【お詫びと訂正】
6月8日（水）に発表いたしました、第1日目（6月9日）のスタートリストに関しまして、6月7日の指定時刻までに欠場届を提出されていました、男子5000mの藤本珠輝選
手（日本体育大）、が、主催者の手違いによりスタートリストに掲載されたままになっておりました。
それに伴い、男子5000mのスタートリストを変更いたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。
レース当日のスタートリスト変更となり、出場選手及び関係者の皆様にご迷惑おかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。



NCH男子走高跳

世界記録(WR)                  2m45     Javier SOTOMAYOR(CUB・キューバ)       1993

アジア記録(AR)                2m43     Mutaz EssaBARSHIM(QAT・カタール)      2014

日本記録(NR)                  2m35     戸邉直人(茨城・つくばツインピークス)  2019

U20日本記録(NJR)              2m29     君野貴弘(東京・順天堂大)              1992

大会記録(CR)                  2m33     醍醐直幸(東京・富士通)                2006 6月9日 16:25 決　勝

決　勝　

ｶﾂﾀﾞ ｼｮｳ 三　重

1 203 勝田 将 三重教員AC 2m22

ﾄﾍﾞ ﾅｵﾄ 東　京

2 23 戸邉 直人 JAL 2m30

ｻﾄｳ ﾘｮｳ 福　井

3 102 佐藤 凌 ﾀｶﾄﾐ 2m23

ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 大　阪

4 197 藤田 渓太郎 佐竹食品陸上部 2m24

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 新　潟

5 248 長谷川 直人 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 2m26

ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 岐　阜

6 73 赤松 諒一 ｱﾜｰｽﾞ 2m27

ｼﾌﾞﾔ ｿｳ 新　潟

7 60 澁谷 蒼 team猿魂 2m20

ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｲ 三　重

8 164 本田 基偉 岐阜大 2m18

ｼﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 福　岡

9 180 真野 友博 九電工 2m30

ｴﾄｳ ﾀｲｾｲ 福　岡

10 417 惠藤 太晟 福岡大 2m19

ﾎﾘｲ ﾊﾙｷ 富　山

11 101 堀井 遥樹 ﾀﾞｲｼﾝ 2m24

ﾋﾗﾂｶ ｹﾞﾝｸｳ 東　京

12 51 平塚 玄空 SMARTS 2m19

ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 石　川

13 374 大田 和宏 日本体育施設 2m19

ｾｺ ﾕｳﾄ 滋　賀

14 211 瀬古 優斗 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 2m27

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｷ 福　岡

15 418 永島 将貴 福岡大 2m18

ｸﾎﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 鹿児島

16 216 久保木 春佑 鹿児島陸協 2m18

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

資格 
記録

m



NCH男子円盤投(2.000kg)

世界記録(WR)                 74m08     Jurgen SCHULT(GDR・東ドイツ)          1986

アジア記録(AR)               69m32     Ehsan HADADI(IRI・イラン)             2008

日本記録(NR)                 62m59     堤雄司(群馬・ALSOK群馬)               2020

大会記録(CR)                 64m20     A.Olukoju(NGR・ナイジェリア)          1993 6月9日 18:15 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

ｻﾝﾀ ﾎﾀｶ 徳　島

1 208 三田 穂貴 四国大 50m25 m m m m m m m m

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 兵　庫

2 175 望月 翔太 九州共立大 50m72 m m m m m m m m

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾛｳ 沖　縄

3 174 藤原 孝史朗 九州共立大 51m14 m m m m m m m m

ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 徳　島

4 209 幸長 慎一 四国大AC 60m69 m m m m m m m m

ﾕｶﾞﾐ ﾏｻﾃﾙ 愛　知

5 113 湯上 剛輝 ﾄﾖﾀ自動車 58m72 m m m m m m m m

ﾏｲｻﾜ ｼｹﾞﾕｷ 東　京

6 77 米沢 茂友樹 ｵﾘｺ 55m63 m m m m m m m m

ﾄﾋﾞｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 滋　賀

7 344 飛川 龍雅 東海大 54m29 m m m m m m m m

ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 大　阪

8 392 冨永 翔太 日本大 50m48 m m m m m m m m

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ 新　潟

9 253 北原 博企 新潟医療福祉大 51m64 m m m m m m m m

ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ 群　馬

10 6 堤 雄司 ALSOK群馬 60m62 m m m m m m m m

ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ 千　葉

11 74 山瀬 貴雅 いんば学舎 50m44 m m m m m m m m

ｲﾅﾌｸ ﾊﾔﾃ 岐　阜

12 325 稻福 颯 中京大 50m58 m m m m m m m m

ﾅｶﾏﾁ ﾏｽﾐ 石　川

13 252 中町 真澄 新潟医療福祉大 53m00 m m m m m m m m

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 岐　阜

14 173 山下 航生 九州共立大 53m15 m m m m m m m m



NCH女子100m

世界記録(WR)                 10.49     Florence 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 6月9日 14:40 予　選

U20日本記録(NJR)             11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄高)              2012 6月9日 18:50 準決勝

大会記録(CR)                 11.29     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 6月10日 20:15 決　勝

予　選　5組2着＋6

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

ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 大　分 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 滋　賀

2 79 兒玉 芽生 ﾐｽﾞﾉ 11.46 2 102 安達 茉鈴 園田学園女子大 11.76

ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ 滋　賀 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾊ 埼　玉

3 168 山中 日菜美 滋賀陸協 11.67 3 188 鈴木 一葉 上智大 11.80

ﾐｳﾗ ﾕﾅ 宮　城 ｲｷ ｱｲｺ 滋　賀

4 233 三浦 由奈 筑波大 11.58 4 365 壹岐 あいこ 立命館大 11.58

ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 三　重 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥　取

5 77 柴山 沙也香 ﾏﾂｵｶ建機 11.78 5 367 角 良子 立命館大 11.66

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 宮　城 ｵｸﾉ ﾕﾒ 滋　賀

6 170 青木 益未 七十七銀行 11.60 6 139 奥野 由萌 甲南大 11.83

ﾛｽ ｺﾊﾅｱﾃﾞｨｱ 東　京 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川

7 189 ﾛｽ 瑚花ｱﾃﾞｨｱ 城西高 11.77 7 200 石川 優 青山学院大 11.48

ｻｷﾞ ﾏﾔｺ 東　京 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大　阪

8 220 鷺 麻耶子 早稲田大 11.67 8 224 齋藤 愛美 大阪成蹊AC 11.61

ﾐﾑﾗ ｶﾅﾐ 神奈川

9 9 201 三村 香菜実 青山学院大 11.72

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

ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 北海道 ﾐﾔｹ ﾅｵｶ 兵　庫

2 112 石堂 陽奈 環太平洋大 11.65 2 175 三宅 奈緒香 住友電工 11.74

ｻｸﾀﾞ ﾕｳｻ 東　京 ｲｷ ｲﾁｺ 福　井

3 279 佐久田 侑咲 東女体大A･C 11.75 3 85 壹岐 いちこ ﾕﾃｨｯｸ 11.66

ﾐｶｾ ﾐﾄﾞﾘ 大　阪 ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ 佐　賀

4 174 御家瀬 緑 住友電工 11.53 4 366 永石 小雪 立命館大 11.65

ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 千　葉 ﾅｸﾞﾗ ﾁｱｷ 三　重

5 234 景山 咲穗 筑波大 11.74 5 14 名倉 千晃 NTN 11.53

ｼﾏﾀﾞ ｻｴ 長　崎 ｷﾐｼﾏ ｱﾘｻ 長　野

6 58 島田 沙絵 ﾁｮｰﾌﾟﾛ 11.82 6 271 君嶋 愛梨沙 土木管理総合 11.51

ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 福　岡 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 愛　知

7 340 城戸 優来 福岡大 11.66 7 162 大城 珠莉 至学館大 11.76

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山　形 ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ 新　潟

8 158 青野 朱李 山梨学院大 11.53 8 195 穴澤 沙也可 新潟医療福祉大 11.80

ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 宮　城 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 和歌山

9 171 松本 沙耶子 七十七銀行 11.82 9 376 坂本 実南 和歌山北高 11.83

5組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知

2 202 倉橋 美穂 青山学院大 11.76

ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知

3 262 藏重 みう 中京大中京高 11.58

ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 奈　良

4 101 三浦 愛華 園田学園女子大 11.61

ｳｽｲ ｱﾔﾈ 北海道

5 368 臼井 文音 立命館大 11.67

ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 東　京

6 75 髙橋 明日香 ﾊﾞﾘｭｴﾝｽ 11.70

ｱﾘﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 東　京

7 248 有村 実寿々 筑波大附高 11.83

ﾐﾔﾀｹ ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 埼　玉

8 304 宮武 ｱﾋﾞｰﾀﾞﾗﾘｰ 日本体育大 11.79

ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 大　阪

9 138 青山 華依 甲南大 11.47



NCH女子100m

世界記録(WR)                 10.49     Florence 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 6月9日 14:40 予　選

U20日本記録(NJR)             11.43     土井杏南(埼玉・埼玉栄高)              2012 6月9日 18:50 準決勝

大会記録(CR)                 11.29     P.DAVIS-THOMPSON(BAH・バハマ)         1991 6月10日 20:15 決　勝

準決勝　2組3着＋2

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH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 6月9日 18:05 予　選

大会記録(CR)                 51.93     丹野麻美(福島・福島大)                2005 6月10日 19:05 決　勝

予　選　2組3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

ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 栃　木

1 1 251 大島 愛梨 中央大 54.25

ﾓﾘﾔﾏ ｼｽﾞﾎ 宮　崎 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾊﾙﾅ 佐　賀

2 341 森山 静穂 福岡大 54.56 2 149 久保山 晴菜 今村病院 53.59

ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ 静　岡 ｶﾜﾁ ｾﾅ 大　阪

3 46 岩田 優奈 ｽｽﾞｷ 54.09 3 370 河内 瀬桜 立命館大 54.27

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 福　島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 東　京

4 282 松本 奈菜子 東邦銀行 53.02 4 3 小林 茉由 J.VIC 52.86

ﾏﾂｵ ｷﾅ 兵　庫 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ 長　崎

5 369 松尾 季奈 立命館大 53.59 5 306 森山 奈菜絵 日本体育大 55.07

ﾀｶｼﾏ ｻｷ 神奈川 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ 兵　庫

6 203 髙島 咲季 青山学院大 54.33 6 8 稲岡 真由 KAGOTANI 54.66

ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ 東　京 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 神奈川

7 22 新宅 麻未 ｱｯﾄﾎｰﾑ 54.24 7 45 藤沼 朱音 ｽｷﾝｽﾄﾚｯﾁ TC 54.66

ｱｵｷ ﾘﾝ 福　島 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 岐　阜

8 283 青木 りん 東邦銀行 54.95 8 235 森 樺音 筑波大 55.00

ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 東　京 ｲｲﾀﾞ ｹｲｺ 東　京

9 305 須藤 美桜 日本体育大 54.92 9 250 飯田 景子 中央大 53.84

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9



NCH女子1500m [改訂]

世界記録(WR)               3:50.07     Genzebe DIBABA(ETH・エチオピア)       2015

アジア記録(AR)             3:50.46     Yunxia QU(CHN・中国)                  1993

日本記録(NR)               3:59.19     田中希実(兵庫・豊田自動織機TC)        2021

U20日本記録(NJR)           4:07.86     小林祐梨子(兵庫・須磨学園高)          2006 6月9日 13:50 予　選

大会記録(CR)               4:07.77     T.CHIDU(ROU・ルーマニア)              1991 6月10日 19:55 決　勝

予　選　2組5着＋2

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

ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 愛　知 ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 富　山

1 351 田中 希実(99) 豊田自動織機 3:59.19 1 359 柳樂 あずみ(03) 名城大 4:15.71

ｺｸﾞﾚ ﾏｵ 埼　玉 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 東　京

2 181 小暮 真緒(02) 順天堂大 4:16.87 2 210 卜部 蘭(95) 積水化学 4:07.90

ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ 埼　玉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 愛　知

3 252 木下 紗那(03) 中央大 4:21.84 3 360 山本 有真(00) 名城大 4:17.17

ﾐﾁｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 東　京 ﾓﾘ ﾁｶｺ 千　葉

4 363 道下 美槻(01) 立教大 4:12.72 4 211 森 智香子(92) 積水化学 4:14.97

ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 東　京 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｷ 東　京

5 87 吉川 侑美(90) ﾕﾆｸﾛ 4:15.07 5 232 出水田 眞紀(96) 第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4:21.96

ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 埼　玉 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 愛　知

6 70 鈴木 葵(00) ﾆﾄﾘ 4:20.16 6 352 後藤 夢(00) 豊田自動織機 4:11.95

ｻﾜﾀﾞ ﾕﾔ 静　岡 ｼﾉｻﾞｸﾗ ｿﾗ 神奈川

7 331 澤田 結弥(06) 浜松市立高 4:16.90 7 73 信櫻 空(01) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 4:21.22

ﾎｻｶ ﾊﾙｺ 東　京 ｶﾈｺ ｺﾊﾙ 静　岡

8 309 保坂 晴子(01) 日本体育大 4:17.25 8 191 兼子 心晴(04) 城西大 4:17.20

ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 京　都 ｷｸﾁ ﾘｸ 熊　本

9 90 井手 彩乃(99) ﾜｺｰﾙ 4:13.49 9 329 菊地 梨紅(97) 肥後銀行 4:15.88

ｲｲﾉ ﾏﾔ 山　梨 ﾀｻｷ ﾕｳﾘ 兵　庫

10 18 飯野 摩耶(88) SNOW 4:15.03 10 39 田﨑 優理(01) ｼｽﾒｯｸｽ 4:17.89

ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 岡　山 ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 広　島

11 114 正司 瑠奈(04) 環太平洋大 4:20.96 11 237 樫原 沙紀(01) 筑波大 4:13.82

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｲ 東　京 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 京　都

12 285 萩原 結(03) 東洋大 4:21.51 12 371 村松 結(04) 立命館大 4:21.23

ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ 千　葉 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ 滋　賀

13 212 道清 愛紗(03) 積水化学 4:17.52 13 50 下田平 渚(98) ｾﾝｺｰ 4:20.03

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

【お詫びと訂正】
6月8日（水）に発表いたしました、第1日目（6月9日）のスタートリストに関しまして、6月7日の指定時刻までに欠場届を提出されていました、女子1500mの
山﨑りさ選手（日本体育大）、が、主催者の手違いによりスタートリストに掲載されたままになっておりました。
それに伴い、女子1500mのスタートリストを変更いたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。
レース当日のスタートリスト変更となり、出場選手及び関係者の皆様にご迷惑おかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。



NCH女子走幅跳
世界記録(WR)                  7m52     GalinaCHISTYAKOVA(URS・ソ連)          1988

アジア記録(AR)                7m01     Weili YAO(CHN・中国)                  1993

日本記録(NR)                  6m86     池田久美子(静岡・スズキ)              2006

U20日本記録(NJR)              6m44     中野瞳(兵庫・長田高)                  2007

U20日本記録(NJR)              6m44     高良彩花(兵庫・園田高)                2018

大会記録(CR)                  7m03     L.BEREZHNAYA(URS・ソ連)               1990 6月9日 17:40 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

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 静　岡 m m m m m m m m

1 16 小林 聖 SMILEY 6m16 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 三　重 m m m m m m m m

2 25 山下 友佳 ヴｨｱﾃｨﾝ 6m05 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾖｼｵｶ ﾐﾚｲ 茨　城 m m m m m m m m

3 59 吉岡 美玲 つくばTP 6m13 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 m m m m m m m m

4 316 下田 有希 日本体育大 6m10 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾀﾞﾏ ｱﾐ 北海道 m m m m m m m m

5 275 小玉 葵水 東海大北海道 6m24 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾝ 千　葉 m m m m m m m m

6 375 近藤 いおん 流山ﾎｰｸｱｲ 6m13 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 兵　庫 m m m m m m m m

7 61 中野 瞳 つくば分析ｾﾝﾀｰ 6m29 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾞﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ 新　潟 m m m m m m m m

8 1 権瓶 明日夏 ALSOK新潟 6m15 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 東　京 m m m m m m m m

9 31 嶺村 優 ｵﾘｺ 6m25 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ ﾐｳ 徳　島 m m m m m m m m

10 160 木村 美海 四国大 6m21 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｻｼﾞｪﾆﾌｧｰ 兵　庫 m m m m m m m m

11 119 松永 理沙ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 関西学院大 6m12 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗｶ ﾕﾘﾅ 神奈川 m m m m m m m m

12 69 平加 有梨奈 ﾆｯﾊﾟﾂ 6m03 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 大　阪 m m m m m m m m

13 118 北田 莉亜 関西学院大 6m18 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶｲ ｺﾉﾐ 埼　玉 m m m m m m m m

14 153 甲斐 好美 埼玉ﾏｽﾀ-ｽﾞ 6m02 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｵ ﾕｳｶ 福　岡 m m m m m m m m

15 345 中尾 優花 福岡大 6m16 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 徳　島 m m m m m m m m

16 267 山本 渚 長谷川体育施設 6m09 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ 大　阪 m m m m m m m m

17 80 竹内 真弥 ﾐｽﾞﾉ 6m15 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵﾂ ﾐﾂﾞｷ 東　京 m m m m m m m m

18 300 乙津 美月 日本女子体育大 6m03 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺｳﾗ ｱﾔｶ 兵　庫 m m m m m m m m

19 242 髙良 彩花 筑波大 6m38 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊﾀ ｽﾐﾚ 兵　庫 m m m m m m m m

20 43 秦 澄美鈴 ｼﾊﾞﾀ工業 6m65 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



NCH女子円盤投(1.000kg)

世界記録(WR)                 76m80     Gabriele REINSCH(GDR・東ドイツ)       1988

アジア記録(AR)               71m68     Yanling XIAO(CHN・中国)               1992

日本記録(NR)                 59m03     郡菜々佳(大阪・九州共立大)            2019

U20日本記録(NJR)             55m53     齋藤真希(東京女子体育大学)            2020

大会記録(CR)                 59m94     CHUNFENG MIN(CHN・中国)               1991 6月9日 15:45 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

ﾆｼﾔﾏ ﾗﾝﾅ 北海道

1 244 西山 藍那 筑波大 47m23 m m m m m m m m

ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾉﾘ 東　京

2 291 辻川 美乃利 内田洋行AC 53m91 m m m m m m m m

ｱﾋﾝﾊﾞﾚ ﾃｨﾅ 兵　庫

3 243 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ ﾃｨﾅ 筑波大 48m28 m m m m m m m m

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 兵　庫

4 34 山本 実果 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ 49m77 m m m m m m m m

ｼﾛﾏ ﾎﾉｶ 沖　縄

5 129 城間 歩和 九州共立大 50m68 m m m m m m m m

ｱﾗﾉ ﾕｷﾎ 富　山

6 318 荒野 幸帆 日本体育大 51m00 m m m m m m m m

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 福　岡

7 355 宮本 優香 北九州RiC 46m47 m m m m m m m m

ｺｵﾘ ﾅﾅｶ 新　潟

8 193 郡 菜々佳 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 57m87 m m m m m m m m

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ 東　京

9 231 川口 紅音 第一学院高教 54m05 m m m m m m m m

ﾊﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 茨　城

10 215 半田 水晶 染めQ 50m27 m m m m m m m m

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾂﾐ 東　京

11 19 藤森 夏美 STAC 49m96 m m m m m m m m

ﾅｶﾀ ｴﾘｺ 徳　島

12 161 中田 恵莉子 四国大AC 48m57 m m m m m m m m

ｻｲﾄｳ ﾏｷ 山　形

13 277 齋藤 真希 東京女子体育大 56m58 m m m m m m m m

ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 神奈川

14 148 大迫 晴香 国士舘大 49m86 m m m m m m m m

ｱﾀﾞﾁ ﾒｲ 埼　玉

15 319 安達 芽衣 日本体育大 48m20 m m m m m m m m

ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 滋　賀

16 111 清水 麻衣 株式会社ｱｻｲ 49m46 m m m m m m m m

ｶﾜｶﾂ ｻﾔ 京　都

17 130 川勝 彩矢 九州共立大 47m48 m m m m m m m m

ｵｶﾓﾄ ﾐｳ 宮　崎

18 278 岡本 光生 東京女子体育大 47m55 m m m m m m m m


