
第100回日本陸上競技選手権大会（混成競技）
第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会（混成競技）
出場選手リスト

【日本選手権　男子】

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 資格記録 自己記録 備考

1 右代 啓祐 ｳｼﾛ ｹｲｽｹ スズキ浜松AC 静岡 8160 8308

2 中村 明彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ スズキ浜松AC 静岡 8043 8043

3 音部 拓仁 ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ 富士通 埼玉 7725 7725

4 清水 剛士 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ NTN 三重 7697 7697

5 川﨑 和也 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ 順天堂大 兵庫 7679 7679

6 武内 勇一 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲﾁ D-mon 富山 7382 7382

7 小倉 希望 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ つくばツインピークス 茨城 7351 7351

8 坂本 都志記 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｷ 鹿屋体育大 福岡 7304 7304

9 二枚田 一平 ﾆﾏｲﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ Team綺羅星 石川 7294 7294

10 右代 啓欣 ｳｼﾛ ﾋﾛﾖｼ 国士舘大 東京 7222 7234

11 森本 公人 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾐﾄ 大阪教育大 京都 7111 7171

12 村中 智彦 ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 順天堂大 長野 7042 7042

13 武本 泰漢 ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾝ 国際武道大 千葉 7029 7029

14 片山 和也 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 中京大 岡山 7026 7026

15 中村 泰輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ 関西学院大 和歌山 7015 7015

16 柏倉 飛鳥 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｱｽｶ 東京学芸大 山形 7009 7038

17 下司 剛久 ｹﾞｼ ﾀｹﾋｻ 関西学院大 兵庫 7003 7003

18 臼杵 將悟 ｳｽｷ ｼｮｳｺﾞ 天理大 兵庫 6920 6920

19 稲葉 礼史 ｲﾅﾊﾞ ﾚｲｼﾞ 国際武道大 千葉 6916 6916

※資格記録はエントリー申し込み時点のもの。



第100回日本陸上競技選手権大会（混成競技）
第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会（混成競技）
出場選手リスト

【日本選手権　女子】

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録 資格記録 自己記録 備考

1 ヘンプヒル 恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 中央大 京都 5730 5730

2 宇都宮 絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 長谷川体育施設 兵庫 5668 5668

3 桐山 智衣 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ モンテローザ 東京 5536 5564

4 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 筑波大 東京 5389 5389

5 西村 莉子 ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 武庫川女子大 兵庫 5345 5345

6 澤田 珠里 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 東京学芸大 東京 5302 5302

7 中田 有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 日本保育サービス 愛知 5297 5962

8 山﨑 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 九州共立大 長崎 5173 5751

9 松原 恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 筑波大 奈良 5114 5302

10 松岡 絵里 ﾏﾂｵｶ ｴﾘ 環太平洋大 兵庫 5094 5094

11 高橋 このか ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 東京学芸大 東京 5070 5338

12 藤沼 朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 中央大 神奈川 5070 5070

13 諏訪間 恵美 ｽﾜﾏ ｴﾐ 国士舘クラブ 神奈川 4948 5047

14 遠山 実希 ﾄｵﾔﾏ ﾐｷ トヨタ自動車 愛知 4946 4946

15 渡辺 歩佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕｶ 日本体育大 北海道 4922 5090

16 大野 優衣 ｵｵﾉ ﾕｲ 白梅学園高 東京 4916 5070

17 川上 美葉 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 国士舘大 長野 4895 4895 ＊長野陸協推薦

18 大日方 紗愛 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大 長野 4824 4824 ＊長野陸協推薦

19 萬 玲奈 ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 京都教育大 滋賀 4816 4850

※資格記録はエントリー申し込み時点のもの。


