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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/12 藤光　謙司 10.46/-1.9

東日本・ゼンリン
川面　聡大 10.55/-1.9
東日本・ミズノ

小谷　優介 10.55/-1.9
関西・住友電工

草野　誓也 10.61/-1.9
東日本・リニアート

野川　大地 10.70/-1.9
関西・住友電工

村田　和哉 10.70/-1.9
北陸・ユティック

馬場　友也 10.71/-1.9
東日本・ＬＡＬＬ

末續　慎吾 10.71/-1.9
東日本・ミズノ

２００ｍ 10/11 藤光　謙司 20.49/ 0.0
東日本・ゼンリン

飯塚　翔太 20.80/ 0.0
東日本・ミズノ

本塩　　遼 20.85/ 0.0
東日本・富士通

村田　和哉 20.97/ 0.0
北陸・ユティック

堀江　新太郎 21.09/ 0.0
関西・住友電工

齋藤　仁志 21.27/ 0.0
東日本・第一酒造

高平　慎士 21.35/ 0.0
東日本・富士通

安孫子　充裕 21.59/ 0.0
東日本・ミズノ

４００ｍ 10/12 石塚　祐輔 46.75
東日本・ミズノ

廣瀬　英行 46.97
東日本・富士通

土手　啓史 47.87
関西・住友電工

松下　祐樹 48.15
東日本・ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ

大岐　亮平 48.23
東日本・リニアート

木村　　淳 48.24
関西・大阪ガス

伊藤　大地 49.58
東日本・郡山市農業協同組合

８００ｍ 10/12 田中　匠瑛  1:51.03
東日本・盛岡市役所

横田　真人  1:51.29
東日本・富士通

中村　康宏  1:51.65
東日本・エボーリュ

柳澤　純希  1:52.24
関西・住友電工

矢部　泰志  1:52.62
中部・富士宮市役所

大西　毅彦  1:54.67
関西・ＲＣＩＫ

田口　裕之  1:59.01
東日本・江戸川区体育会

１５００ｍ 10/11 ｷﾞﾀｳ･ﾀﾞﾆｴﾙ  3:41.42
東日本・富士通

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ  3:42.76
中国・ＪＦＥスチール

村上　康則  3:44.98
東日本・富士通

田中　佳祐  3:45.30
東日本・富士通

楠　　康成  3:45.43
東日本・小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

鎧坂　哲哉  3:45.67
九州・旭化成

大西　毅彦  3:46.39
関西・ＲＣＩＫ

監物　稔浩  3:46.64
関西・ＮＴＴ西日本

５０００ｍ 10/12 ﾎﾟｰﾙ･ﾀﾇｲ 13:22.51
九州・九電工

ﾍﾞﾅｰﾄﾞ･ｷﾏﾆ 13:24.65
東日本・ヤクルト

ｶｰｻ･ﾒｶｼｮ 13:26.07
東日本・八千代工業

ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ｼﾞｭｸﾞﾅ 13:28.70
東日本・ヤクルト

ﾏﾁｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾗﾝｸﾞ 13:31.55
中部・愛知製鋼

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾑﾜｶ 13:35.91
中部・愛三工業

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 13:45.52
中国・ＪＦＥスチール

鎧坂　哲哉 13:47.15
九州・旭化成

１００００ｍ 10/10 ﾎﾟｰﾙ･ﾀﾇｲ 27:17.82
九州・九電工

ﾊﾞﾙｿﾄﾝ･ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 27:20.74
東日本・日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾑﾜｶ 27:37.67
中部・愛三工業

ｼﾞｮｾﾌ･ｶﾏｼ 27:38.18
中部・トヨタ自動車

ﾎﾟｰﾙ･ｸｲﾗ 27:40.43
東日本・コニカミノルタ

ｱｶﾞﾄ･ﾔｼﾝ 27:51.72
中部・中央発條

ﾒﾗｸ･ｱﾍﾞﾗ 27:52.42
九州・黒崎播磨

ｳｨﾘｱﾑ･ﾏﾚﾙ 28:00.75
東日本・Ｈｏｎｄａ

１１０ｍＨ
(1.067m)

10/12 矢澤　　航 13.88/-1.9
東日本・デサント

和戸　達哉 14.04/-1.9
関西・和歌山県教育庁

佐藤　大志 14.08/-1.9
東日本・日立化成

首藤　貴之 14.10/-1.9
東日本・西原小教

西澤　真徳 14.12/-1.9
中国・鳥取県庁

吉永　一行 14.19/-1.9
東日本・佐野高教

岩船　陽一 14.26/-1.9
中部・サンメッセ

村尾　裕紀 14.26/-1.9
北陸・ユティック

４００ｍＨ
(0.914m)

10/11 安部　孝駿 49.81
東日本・デサント

小西　勇太 50.21
関西・住友電工

野澤　啓佑 50.29
東日本・ミズノ

舘野　哲也 50.50
東日本・日立産機ｼｽﾃﾑ

松下　祐樹 50.58
東日本・ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ

前野　　景 50.68
東日本・ドーム

宮尾　幸太郎 50.89
東日本・伊勢整骨院

天野　裕太 55.00
中部・西三河ｴﾘｱﾜﾝ

３０００ｍＳＣ
(0.914m)

10/11 篠藤　　淳  8:34.37
関西・山陽特殊製鋼

松本　　葵  8:38.55
関西・大塚製薬

山下　　洸  8:38.59
中部・ＮＴＮ

梅枝　裕吉  8:38.76
中部・ＮＴＮ

山口　浩勢  8:42.13
中部・愛三工業

天野　正治  8:51.41
中部・ＮＴＮ

難波　祐樹  8:52.05
九州・大分東明高教

末山　貴文  8:53.13
関西・ＮＴＴ西日本

１００００ｍＷ 10/11 鈴木　雄介 38:27.09
NNR NGR東日本・富士通

荒井　広宙 39:17.66
東日本・自衛隊体育学校

藤澤　　勇 39:25.70
東日本・ＡＬＳＯＫ

森岡　紘一朗 40:34.57
東日本・富士通

丸尾　知司 40:39.79
関西・和歌山県教育庁

大隈　武士 40:57.54
九州・ＪＲ九州

吉田　琢哉 42:36.05
東日本・盛岡市役所

樋熊　敬史 42:53.58
東日本・東大スポーツ

４×１００ｍ 10/11 住友電工･関西 39.16
NGR野川　大地

小谷　優介
堀江　新太郎
土手　啓史

ミズノ･東日本 39.37
NGR川面　聡大

石塚　祐輔
安孫子　充裕
飯塚　翔太

ユティック･北陸 39.92
窪田　望都
村田　和哉
小林　　貢
吉田　　開

富士通･東日本 39.93
音部　拓仁
本塩　　遼
高平　慎士
塚原　直貴

ＮＴＮ･中部 41.08
増田　圭一郎
川喜田　剛志
小林　雄一
林　　風汰

ニューモード･東日本 41.30
堀籠　佳宏
能登谷　雄太
金子　　信
平井　健一

リニアート･東日本 41.42
藤田　勝也
草野　誓也
大西　正裕
大岐　亮平

ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･中部 43.11
熊野　卓弥
永井　伸哉
前田　峰尚
押田　友厚

４×４００ｍ 10/12 ミズノ･東日本  3:07.53
野澤　啓佑
飯塚　翔太
安孫子　充裕
石塚　祐輔

富士通･東日本  3:08.38
音部　拓仁
本塩　　遼
横田　真人
廣瀬　英行

住友電工･関西  3:09.20
堀江　新太郎
小西　勇太
土手　啓史
柳澤　純希

ニューモード･東日本  3:10.55
小川　達也
堀籠　佳宏
金子　　信
能登谷　雄太

Ｊ．ＶＩＣ･東日本  3:15.55
水野　龍彦
長島　正憲
松井　一樹
井原　直樹

リニアート･東日本  3:15.90
大岐　亮平
藤田　勝也
草野　誓也
野上　政彦

トヨタ自動車･中部  3:16.25
木屋川内　浩二
長谷川　慎
沼田　拓也
原　　伸次

三菱自動車水島･中国  3:19.10
木村　大輝
徳永　貴昭
佐伯  博嗣
佐藤　　翼

走高跳 10/11 尾又　平朗 2m18
東日本・ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ

髙張　広海 2m18
東日本・日立ＩＣＴ

國本　拓志 2m15
関西・やわらぎ苑

土屋　　光 2m10
東日本・モンテローザ

舟瀬　勇太 2m10
中部・名古屋デジタル

久保田　聡 2m10
東日本・モンテローザ

福良　　翔 2m05
中部・静岡県体育協会

片平　大地 2m05
関西・摂南大職

棒高跳 10/12 荻田　大樹 5m60
東日本・ミズノ

澤野　大地 5m60
東日本・富士通

山本　聖途 5m30
中部・トヨタ自動車

田中　　僚 5m30
関西・和歌山県教育庁

土井　翔太 5m30
関西・飯山高教

川口　直哉 5m20
東日本・つくば特別支援学教

松澤ジアン成治 北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 5m20
田中　　充 東日本・リニアート

走幅跳 10/11 菅井　洋平   7m95/+1.0
東日本・ミズノ

下野　伸一郎   7m69/+1.4
九州・九電工

猿山　力也   7m66/+1.1
東日本・モンテローザ

大岩　雄飛   7m64/+0.7
東日本・モンテローザ

新村　　守   7m56/+0.4
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

出口　義人   7m48/+0.5
中部・伊勢高教

木内　康寛   7m38/+0.5
関西・木内農園

志鎌　秀昭   7m36/+0.1
東日本・阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

三段跳 10/12 石川　和義  16m52/+1.1
中部・長野吉田高教

長谷川　大悟  16m15/+2.1
東日本・日立ＩＣＴ

藤林　献明  16m14/+0.6
関西・立命館大教

花谷　　昴  15m76/+0.9
東日本・ニューモード

岡部　優真  15m67/+1.2
九州・九電工

中本　竜太  15m53/+1.7
九州・佐藤

角山　貴之  15m43/+1.1
東日本・モンテローザ

加藤　　翔  15m41/+1.0
東日本・トーエル

砲丸投
(7.260kg)

10/12 畑瀬　　聡  17m94
東日本・群馬綜合ガード

鈴木　孝尚  16m49
関西・ＯＫＵＷＡ

大橋　忠司  16m26
中国・維新公園

村川　洋平  15m82
関西・太成学院大高教

福島　翔太郎  15m67
中国・益田養護学教

蓬田　和正  15m26
東日本・ザオバ

宮内　　優  14m47
東日本・モンテローザ

小林　志郎  14m14
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

円盤投
(2.000kg)

10/11 堤　　雄司  57m75
東日本・群馬綜合ガード

畑山　茂雄  54m34
東日本・ゼンリン

蓬田　和正  51m82
東日本・ザオバ

知念　　豪  51m27
東日本・ゼンリン

宮内　　優  50m70
東日本・モンテローザ

小林　志郎  50m39
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

宮木　淳平  45m66
関西・南丹高教

関根　昂之  45m51
中国・早鞆高教

ハンマー投
(7.260kg)

10/11 野口　裕史  69m35
東日本・群馬綜合ガード

赤穂　弘樹  66m45
中国・鳥取県庁

柏村　亮太  64m74
東日本・モンテローザ

田中　　透  63m96
中部・岐阜県体育協会

遠藤　克弥  63m10
北陸・七尾東雲高教

久保　浩司  61m78
中部・名古屋大谷高教

大宅　和幸  60m01
関西・宇治市役所

市浦　英樹  57m34
関西・三木東高教

やり投
(0.800kg)

10/12 高力　裕也  75m45
中国・鳥取県体協

池田　康雄  72m47
中国・尾道市役所

山本　一喜  72m08
中国・福山市役所

荒井　　謙  71m12
東日本・七十七銀行

長谷川　鉱平  70m78
関西・大体大職

奥村　浩司  67m69
北陸・大野高教

佐藤　寛大  67m26
東日本・蔵王町役場

桑田　和佳  66m84
中国・広島大職

男子

１５００ｍ 10/11 前田　健太  3:50.99
九州・九電工

林　　辰也  3:52.55
中部・トヨタ自動車

熊橋　弘将  3:53.17
関西・山陽特殊製鋼

畠中　利樹  3:54.69
関西・山陽特殊製鋼

松本　優生  3:55.70
九州・九電工

片平　義貴  3:56.42
九州・ﾄﾖﾀ自動車九州

瀬川　恵太  3:57.95
九州・三菱重工長崎

田辺　一輝  4:03.02
中部・ＮＴＮ

５０００ｍ 10/12 林　　辰也 14:05.61
中部・トヨタ自動車

熊橋　弘将 14:21.90
関西・山陽特殊製鋼

茂木　圭次郎 14:25.09
九州・旭化成

坂本　大志 14:35.52
九州・ﾄﾖﾀ自動車九州

谷山　　誠 14:37.30
中部・ＮＴＮ

松本　優生 14:41.04
九州・九電工

高田　大樹 14:42.91
関西・山陽特殊製鋼

浦川　雅矢 14:43.36
九州・三菱重工長崎

男子
Ｊｒ

団体総合 ミズノ 93点
東日本

富士通 85点
東日本

住友電工 69点
関西

九電工 66点
九州

東邦銀行 66点
東日本

モンテローザ 43点
東日本

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 42.5点
北陸

ゼンリン 30点
東日本

男子総合 富士通 85点
東日本

ミズノ 67点
東日本

住友電工 49点
関　西

モンテローザ 33点
東日本

ゼンリン 30点
東日本

九電工 29点
九　州

群馬綜合ガード 27点
東日本

デサント 18点
東日本

女子総合 東邦銀行 66点
東日本

九電工 37点
九　州

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 33点
北　陸

ミズノ 26点
東日本

七十七銀行 21点
東日本

住友電工 20点
関　西

スターツ 18点
東日本

セレスポ 16点
東日本

対抗
得点

10月10日 18:00 晴れ  24.0℃   71％ 北 0.5m/s
10月10日 19:00 曇り  23.5℃   75％ 北 0.2m/s
10月10日 20:00 曇り  23.0℃   79％ 南西 0.2m/s
10月10日 21:00 曇り  22.0℃   82％ 西 0.5m/s
10月11日 10:35 晴れ  22.0℃   58％ 西 1.1m/s
10月11日 11:00 晴れ  23.5℃   59％ 北西 0.3m/s
10月11日 12:00 晴れ  25.0℃   40％ 北 0.8m/s
10月11日 13:00 晴れ  25.5℃   35％ 北 0.6m/s

10月11日 14:00 晴れ  26.0℃   34％ 東北東 0.2m/s
10月11日 15:00 晴れ  25.5℃   37％ 北東 1.2m/s
10月11日 16:00 晴れ  24.5℃   50％ 北北西 0.2m/s
10月11日 17:00 曇り  22.5℃   54％ 北 1.6m/s
10月11日 18:00 曇り  21.0℃   61％  0.0m/s
10月12日 10:00 曇り  24.0℃   56％ 北東 2.7m/s
10月12日 11:00 曇り  24.5℃   56％ 北 1.0m/s
10月12日 12:00 曇り  25.0℃   54％ 北西 1.0m/s

10月12日 13:00 曇り  25.0℃   54％ 北東 1.5m/s
10月12日 14:00 曇り  25.0℃   57％ 北 1.5m/s
10月12日 15:00 曇り  24.5℃   56％ 北 3.1m/s
10月12日 16:00 曇り  23.5℃   63％ 北 0.6m/s
10月12日 17:00 雨    21.5℃   78％  0.0m/s

総　　　　　務：園田　　隆
トラック審判長：衛藤　憲生
跳　躍　審判長：川本　徹也
投てき　審判長：中嶋　向洋
招集所　審判長：吉永　昌信
記　録　主　任：伊藤　健二

凡例（NNR:日本新記録/ NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/12 渡辺　真弓 11.92/-0.3

東日本・東邦銀行
和田　麻希 11.96/-0.3
東日本・ミズノ

市川　華菜 11.99/-0.3
東日本・ミズノ

伴野　里緒 12.13/-0.3
東日本・七十七銀行

三宅　奈緒香 12.15/-0.3
関西・住友電工

坂内　　睦 12.20/-0.3
東日本・ＮＨＫ学園教

清水　めぐみ 12.27/-0.3
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

田村　友紀 12.37/-0.3
東日本・盛岡市役所

２００ｍ 10/11 市川　華菜 24.11/+0.6
東日本・ミズノ

伴野　里緒 24.12/+0.6
東日本・七十七銀行

渡辺　真弓 24.13/+0.6
東日本・東邦銀行

千葉　麻美 24.15/+0.6
東日本・東邦銀行

和田　麻希 24.25/+0.6
東日本・ミズノ

藤沢　沙也加 24.27/+0.6
東日本・セレスポ

田中　千智 24.47/+0.6
九州・九電工

紫村　仁美 24.74/+0.6
九州・三養基高教

４００ｍ 10/12 青木　沙弥佳 53.34
東日本・東邦銀行

千葉　麻美 54.05
東日本・東邦銀行

武石　この実 54.46
東日本・東邦銀行

田中　千智 54.77
九州・九電工

藤沢　沙也加 55.06
東日本・セレスポ

久保倉　里美 55.06
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

蔭山　　愛 56.16
東日本・小田原市役所

山田　　舞 56.96
東日本・七十七銀行

８００ｍ 10/12 真下　まなみ  2:07.07
東日本・セレスポ

岸川　朱里  2:09.74
東日本・長谷川体育施設

那須野　友美  2:14.81
東日本・ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ

春成　　桃  2:19.14
中国・舟入高教

平岡　知佳  2:20.50
中部・小島プレス

山口　有里沙  2:20.94
九州・ひらまつ病院

諏訪原　鈴華  2:30.98
九州・鹿児島銀行

１５００ｍ 10/11 須永　千尋  4:14.99
東日本・資生堂

陣内　綾子  4:15.40
九州・九電工

望月　晴佳  4:19.07
中部・ユタカ技研

森田　香織  4:19.70
東日本・パナソニック

上田　敏斗美  4:20.96
九州・ＴＯＴＯ

横瀬　彩也香  4:22.59
東日本・ヤマダ電機

村山　麻衣子  4:23.88
九州・ｷﾔﾉﾝAC九州

中川　美香  4:23.98
東日本・ホクレン

５０００ｍ 10/12 ｶﾌﾟﾁｯﾁ･ｾﾘｰ･ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 15:14.45
九州・九電工

鈴木　亜由子 15:14.96
東日本・JP日本郵政ｸﾞﾙｰﾌﾟ

萩原　歩美 15:24.56
東日本・ユニクロ

尾西　美咲 15:24.96
東日本・積水化学

ｸﾞﾚｰｽ･ｷﾏﾝｽﾞｨ 15:26.71
東日本・スターツ

宮崎　悠香 15:27.49
九州・九電工

清水　美穂 15:36.92
東日本・ホクレン

菊池　理沙 15:37.42
東日本・日立

１００００ｍ 10/10 ｶﾌﾟﾁｯﾁ･ｾﾘｰ･ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 31:38.54
九州・九電工

萩原　歩美 31:41.80
東日本・ユニクロ

山崎　里菜 31:56.11
東日本・パナソニック

高島　由香 31:56.81
中部・デンソー

田中　華絵 32:00.15
東日本・第一生命

前田　彩里 32:03.43
関西・ダイハツ

加藤　　岬 32:05.87
九州・九電工

ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ･ｹﾙﾎﾞ 32:25.59
東日本・日立

１００ｍＨ
(0.838m)

10/12 伊藤　愛里 13.53/-0.3
関西・住友電工

紫村　仁美 13.63/-0.3
九州・三養基高教

熊谷　史子 13.71/-0.3
北陸・松陵中教

相馬　絵里子 13.88/-0.3
東日本・スターツ

高橋　麻実 13.88/-0.3
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

桐山　智衣 13.95/-0.3
東日本・モンテローザ

野村　有香 14.00/-0.3
東日本・北海道ハイテク

石野　真美 東日本・長谷川体育施設14.06/-0.3
柴　　梨沙 九州・福岡ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ教

４００ｍＨ
(0.762m)

10/11 久保倉　里美 56.72
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

青木　沙弥佳 57.14
東日本・東邦銀行

吉良　愛美 58.77
東日本・アットホーム

田子　　雅 59.40
東日本・ニシ・スポーツ

芝田　陽香 59.44
東日本・ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ

吉田　真希子 59.50
東日本・東邦銀行

保坂　真衣子  1:01.20
東日本・七十七銀行

矢野　美幸  1:02.41
東日本・長谷川体育施設

３０００ｍＳＣ
(0.762m)

10/11 佐藤　奈々 10:28.63
東日本・スターツ

長井　真由美 10:59.42
中部・小島プレス

小野　優美 11:55.51
関西・ロングライフ

１００００ｍＷ 10/11 岡田　久美子 44:10.29
東日本・ビックカメラ

淺田　千安芸 44:49.84
九州・ＤＮＰ西日本

道口　　愛 45:09.33
東日本・コモディイイダ

渕瀬　真寿美 45:44.89
関西・大塚製薬

前川　知美 46:16.79
中部・三菱自動車岡崎

占部　磨美 46:45.03
中部・三菱自動車岡崎

大和　千秋 48:04.58
中部・飯田病院

桒原　一菜 50:06.55
中部・岐阜市教育文化振興

４×１００ｍ 10/11 東邦銀行･東日本 45.40
武石　この実
千葉　麻美
青木　沙弥佳
渡辺　真弓

住友電工･関西 46.21
高木　志帆
三宅　奈緒香
加藤　亜友美
工藤　真希

七十七銀行･東日本 46.63
保坂　真衣子
伴野　里緒
山田　　舞
佐藤　朝香

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC･北陸 47.33
高橋　麻実
清水　めぐみ
北村　千聖
青島　綾子

小島プレス･中部 48.99
前川　奈央
岸　沙耶香
齋藤　　結
平岡　知佳

トヨタ自動車･中部 49.07
齊藤　早希
大賀　理加
田中　みのり
藤田　真理子

走高跳 10/12 福本　　幸 1m75
関西・甲南大職

楠　　芽衣 東日本・ニューモード 1m70
渡邉　有希 関西・ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

京谷　萌子 1m70
東日本・知内高教

前田　愛純 関西・神戸大学付属中教 1m70
川口　あゆ美 東日本・竜ヶ崎一高教

土田　範子 1m65
北陸・敦賀気比高教

戸谷　真理子 1m65
中部・飯田市立緑ヶ丘中教

棒高跳 10/11 我孫子　智美 4m20
関西・滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ

仲田　　愛 4m10
東日本・茨城ｷﾘｽﾄ教大教

青島　綾子 3m90
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

住石　智子 東日本・新日鐵住金君津 3m80
今野　美穂 東日本・トーエル

饗庭　みずき 3m60
関西・高島市立湖西中教

田中　万智 3m40
東日本・聖学院T&F職

松島　智美 3m00
九州・ＴＡＯＣＡＦＥ

走幅跳 10/11 平加　有梨奈   6m06/-0.2
東日本・北海道ハイテク

桐山　智衣   6m00/+0.6
東日本・モンテローザ

中尾　有沙   5m98/-0.5
九州・祐和會

河村　仁美   5m85/+1.1
中国・周南市役所

吉田　麻佑   5m80/+0.2
中部・岐阜高教

佐藤　芳美   5m77/ 0.0
中国・ヒマラヤ

野澤　美佳   5m72/+0.5
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

高橋　明日香   5m54/-0.7
東日本・ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

三段跳 10/12 吉田　麻佑  13m22/+0.5
中部・岐阜高教

前田　和香  13m14/+2.2
関西・スーパーホテル

吉田　文代  12m99/+1.5
東日本・郡山女子大附属高教

山根　愛以  12m83/+1.0
関西・ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

佐藤　友香  12m69/+1.1
東日本・空工房

中尾　有沙  12m54/+0.5
九州・祐和會

野澤　美佳  12m07/+0.3
北陸・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

三澤　涼子  11m90/+0.4
中部・ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

砲丸投
(4.000kg)

10/11 横溝　千明  15m77
東日本・日女体大職

白井　裕紀子  14m75
関西・滋賀草津養学教

茂山　千尋  14m74
東日本・落合中教

阿原　典子  14m45
関西・大体大職

楢木野　愛理  10m70
九州・五里組

武田　有希子  10m48
中国・岡山県庁

円盤投
(1.000kg)

10/12 東海　茉莉花  46m37
北陸・志貴野高教

小野　祐紀子  45m89
東日本・諏訪中職

敷本　　愛  44m22
東日本・薬師中職

春木　理奈  43m32
関西・生光学園教

北垣　真里  42m04
関西・コンドーテック

森　　千明  39m06
九州・三養基高教

森山　美保  32m92
九州・コマツレンタル

ハンマー投
(4.000kg)

10/12 綾　　真澄  63m98
関西・丸善工業

渡邊　　茜  61m28
九州・桃太郎便

知念　春乃  59m25
九州・日本体育施設

佐藤　若菜  58m50
東日本・東邦銀行

浅田　鈴佳  54m15
関西・武庫川女子大職

弓削　真理子  41m57
東日本・根戸小教

赤嶺　　愛  37m97
中部・豊田自動織機

やり投
(0.600kg)

10/11 宮下　梨沙  56m67
NGR関西・大阪薫英女学院教

的場　葉瑠香  54m65
関西・桃山学院高教

助永　仁美  53m46
関西・ＯＫＵＷＡ

宮本　紀澄  51m45
東日本・Ｊ．ＶＩＣ

吉田　恵美可  49m09
関西・大阪成蹊学園職

島田　稚佳  47m50
関西・大体大職

谷風　夏美  46m94
九州・若松商業高教

松井　麻里弥  46m77
関西・阪南大高教

女子

３０００ｍ 10/11 ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ･ﾓﾆｶ  8:48.44
NIR東日本・スターツ

筒井　咲帆  9:07.43
東日本・ヤマダ電機

上原　美幸  9:08.54
東日本・第一生命

西澤　果穂  9:14.43
東日本・第一生命

豊川　真里奈  9:15.04
東日本・しまむら

伊坂　菜生  9:16.51
東日本・日立

林田　玲奈  9:18.10
東日本・ユニクロ

谷本　観月  9:18.33
中国・天満屋

女子
Ｊｒ

４×４００ｍ 10/12 七十七銀行･東日本  3:50.66
西田　紀子
倉澤　理絵
保坂　真衣子
齋藤　真佑

トヨタ自動車･中部  4:03.02
田中　みのり
大賀　理加
齊藤　早希
藤田　真理子

女子

４×１００ｍ 10/11 周陽中 44.37
有馬　将太  (3)
中谷　駿介  (2)
坂岡　颯太  (3)
宮本　大輔  (3)

川中中 44.53
上野　新太  (3)
志賀　龍斗  (3)
増田　祥大  (2)
田口　裕人  (3)

桑山中 45.23
清水　達也  (3)
上田　聖斗  (3)
二宮　匠海  (3)
藤村　真生  (3)

島田中 45.44
石丸　竣也  (2)
末次　優也  (2)
森田　博也  (3)
樋口　昂杜  (3)

右田中 45.92
川﨑　春樹  (3)
山本　竜暉  (2)
大田　誠一朗(2)
藏永　善輝  (3)

小郡中 46.41
山縣　裕人  (3)
藤村　春輝  (3)
清水　翔伍  (3)
国舛　浩太朗(3)

麻里布中 47.23
山下　翔吾  (3)
長門　晃大  (3)
松井　希夢  (3)
青木　優太  (2)

川西中 47.28
若﨑　大二郎(3)
山村　裕樹  (3)
西村　拓馬  (3)
奥長　拓大  (3)

男子
中学

４×１００ｍ 10/11 小郡中 50.19
杉山　友惟  (3)
倉本　奈緒  (2)
重岡　杏佳  (3)
倉本　美知  (2)

鴻南中 50.58
大村　菜々香(2)
山本　萌々莉(3)
横山　千尋  (2)
田中　香乃  (2)

富田中 51.18
中村　友紀  (2)
高橋　亜子  (3)
長田　成未  (3)
渡辺　実乃里(3)

田布施中 51.51
福田　茉由  (3)
小田　祐佳  (2)
内山　亜美  (2)
水野　優香  (2)

川中中 51.87
桝本いずみ  (2)
山本　詩乃  (3)
佐伯　美奈  (3)
吉浦　杏悠  (2)

岐陽中 52.39
岡田　晴南  (3)
有冨　敦子  (3)
大歳　美空  (1)
佐藤　佑理香(2)

長府中 52.59
藤井　美海  (1)
才原　麻衣  (2)
中尾　柚文  (1)
宮脇　　蘭  (1)

佐波中 52.78
樫本　　結  (2)
井原　果南  (3)
河野　友美  (3)
菊池　瑞葵  (2)

女子
中学

４×１００ｍ 10/11 山口陸スポ 54.12
福田　翔太  (5)
佐藤　竜翔  (6)
古屋　昻大  (6)
田中　悠聖  (5)

ふくっ子陸上 55.03
濱口　　慧  (6)
田村　　蓮  (6)
今岡　拓海  (6)
西田井　裕斗(6)

豊浦陸スポ 55.72
益本　颯斗  (6)
岡村　風吾  (6)
山下　裕也  (6)
林　　佑弥  (6)

光スポ少 57.16
中尾　光騎  (5)
森重　颯太  (6)
森下　瑛仁  (6)
藤田　陽太郎(5)

カツミ陸上 57.36
大浦　篤人  (6)
早川　周吾  (6)
玉利　和己  (5)
増田　陸人  (6)

徳山コネット 58.23
尾上　　蓮  (6)
岡成　　陸  (6)
中山　太陽  (5)
三浦　一生  (6)

山陽レッツ 59.72
越智　陽人  (5)
岩井　寛征  (5)
福永　悠人  (5)
池田　　健  (5)

男子
小学

４×１００ｍ 10/11 山口陸スポ 56.07
本田　芽吹  (6)
梶木　　遥  (6)
藤井　美月  (6)
窪田　なつみ(6)

菊川クラブ 56.70
鳥野　　優  (6)
梶本　玲奈  (6)
国沖　鈴佳  (6)
佐々木　愛歩(6)

光スポ少 58.05
岡田　朋夏  (6)
吉岡　花菜美(6)
土井　咲乃  (6)
高野　桃伽  (6)

平生陸スポ 58.70
西元　穂奈美(6)
伊東　紗耶乃(6)
行田　万夏  (6)
今村　里桜  (6)

小郡陸上少 58.76
秋月　彩子  (6)
長村　海里  (6)
末武　詩織  (6)
末武　香織  (6)

大道陸上教 58.78
岡村　香花  (6)
岡　　千聡  (6)
内田　美空  (6)
林　　真衣  (5)

奇兵隊 59.07
冨田　陽菜  (5)
福重　百絵  (6)
山本　冴弥  (6)
村田　朋佳  (6)

カツミ陸上  1:02.49
松本　ひかり(5)
三村　かおる(6)
長津　青空  (5)
網本　京佳  (5)

女子
小学

凡例（NGR:大会新記録/ NIR:外国人参考記録）


