
【男子十種競技】

SB PB

3 辻井 亮太 ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ アラキスポーツ 京都 7600 7600

4 東中 陽太郎 ﾋｶﾞｼﾅｶ ﾖｳﾀﾛｳ 中京大クラブ 愛知 7315 7330

5 染谷 幸喜 ｿﾒﾔ ｺｳｷ Team Accel 千葉 7292 7520

6 村田 龍 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳ チームミズノアスレティック 神奈川 7264 7485

7 音部 拓仁 ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ 富士通 埼玉 7222 7600

8 能登谷 雄太 ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ ニューモード 東京 7212 7212

9 川﨑 和也 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ 順天堂大 兵庫 7205 7205

10 二枚田 一平 ﾆﾏｲﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 石川陸協 石川 7188 7206

11 谷 浩二朗 ﾀﾆ ｺｳｼﾞﾛｳ 筑波大 兵庫 7109 7109

12 清水 剛士 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 近大工高専 三重 7093 7093

13 平松 忠浩 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾀﾞﾋﾛ アルプロン製薬 島根 7077 7359

14 相澤 翔 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ 筑波大 岐阜 7056 7056

15 篠原 貴好 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 関西学院大 兵庫 7017 7270

16 宮澤 陸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸ 中京大クラブ 愛知 6933 7056

17 金子 信 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ニューモード 東京 6985 7123

18 三村 瑞樹 ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 東京学芸大 長野 6583 6583 長野陸協推薦

【女子七種競技】

SB PB

1 竹原 史恵 ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ 長谷川体育施設 茨城 5384 5491

2 桐山 智衣 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 中京大 岐阜 5430 5463

3 冨山 朝代 ﾄﾐﾔﾏ ｱｻﾖ 東大阪市陸協 大阪 5315 5315

5 横田 美帆 ﾖｺﾀ ﾐﾎ J.VIC 東京 5136 5270

6 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 田園調布学園高 東京 5129 5129

7 谷口 紗和子 ﾀﾆｸﾞﾁｻﾜｺ 園田学園女子大 兵庫 5097 5097

8 春田 亜沙美 ﾊﾙﾀ ｱｻﾐ 筑波大 神奈川 5076 5076

9 髙瀬 怜奈 ﾀｶｾ ﾚﾅ 熊本大 熊本 5039 5039

10 木村 実希子 ｷﾑﾗ ﾐｷｺ 国際武道大 埼玉 5014 5014

11 河﨑 梓穂璃 ｶﾜｻｷ ｼｵﾘ 中京大 愛知 4963 4963

12 大関 奏 ｵｵｾｷ ｶﾅ 新潟医療福祉大 新潟 4830 4830

13 諏訪間 恵美 ｽﾜﾏ ｴﾐ 国士舘大 神奈川 4657 5040

14 青野 杏子 ｱｵﾉ ｷｮｳｺ 千葉大クラブ 千葉 4557 4726

15 村上 結花 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 東京女子体育大AC 東京 4239 4773

16 宮澤 七夕子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信州大 長野 4145 4459 長野陸協推薦
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愛知

右代 啓祐 ｳｼﾛ ｹｲｽｹ スズキ浜松ＡＣ 静岡1

2 中村 明彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ スズキ浜松ＡＣ 静岡



【ジュニア男子十種競技】

SB PB

1 右代 啓欣 ｳｼﾛ ﾋﾛﾖｼ 国士舘大 東京 6233 6233

2 牧 大智 ﾏｷ ﾀﾞｲﾁ 中京大 鳥取 6153 6153

3 栗原 彰理 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾏｻ 日本大 東京 6123 6123

4 臼杵 將悟 ｳｽｷ ｼｮｳｺﾞ 天理大 兵庫 6034 6034

5 荒谷 亘彦 ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京学芸大 千葉 5913 5913

6 城野 有希 ｼﾛﾉ ﾕｳｷ 国際武道大 京都 5887 5887

7 東井 大明 ｱｽﾞﾏｲ ﾋﾛｱｷ 国際武道大 岩手 5861 5861

8 武本 泰漢 ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾝ 国際武道大 千葉 5835 5835

9 稲葉 礼史 ｲﾅﾊﾞ ﾚｲｼﾞ 国際武道大 千葉 5792 5792

10 佐々木 尚紀 ｻｻｷ ﾅｵｷ 日本体育大 岩手 5771 5771

11 下司 剛久 ｹﾞｼ ﾀｹﾋｻ 関西学院大 兵庫 5768 5768

12 坂本 憲哉 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾔ 中京大 愛知 5765 5765

13 柏倉 飛鳥 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｱｽｶ 東京学芸大 山形 5693 5693

14 平林 卓磨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 名城大附高 愛知 5438 5438

【ジュニア女子七種競技】

SB PB

1 松岡 絵里 ﾏﾂｵｶ ｴﾘ 大阪成蹊大 兵庫 4938 4938

2 澤田 珠里 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 白梅学園高 東京 4906 4906

3 豊田 梓 ﾄﾖﾀﾞ ｱｽﾞｻ 中央大 静岡 4874 4874

4 岩井 彩華 ｲﾜｲ ｱﾔｶ 武庫川女子大 奈良 4867 4867

5 山岡 未与 ﾔﾏｵｶ ﾐﾄ 東大阪大 大阪 4837 4837

6 福井 葵 ﾌｸｲ ｱｵｲ 関西大 大阪 4787 4787

7 松原 恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 筑波大 奈良 4747 4747

8 佐藤 有沙 ｻﾄｳ ｱﾘｻ 大阪府立大塚高 大阪 4735 4735

9 高橋 このか ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 白梅学園高 東京 4698 4698

10 平元 香葉 ﾋﾗﾓﾄ ｶﾖ 大阪府立東淀川高 大阪 4685 4685

11 速水 舞 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾏｲ 東京都立駒場高 東京 4662 4662

12 貫井 茜 ﾇｷｲ ｱｶﾈ 明和高 愛知 4567 4567

13 平手 佑佳 ﾋﾗﾃ ﾕｶ 中京大 愛知 4558 4558

14 大日方 紗愛 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大 長野 4438 4438 長野陸協推薦

15 佐藤 静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医療福祉大 長野 4316 4316 長野陸協推薦

16 川上 美葉 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 国士舘大 長野 3951 3951 長野陸協推薦
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