
男子 200m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 山下 潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ ＡＮＡ 東京 2061
2 LAW  Calab AUS 2067
3 植本 尚輝 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ IxZOQ 大阪 2070
4 染谷 佳大 ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ 大和ハウス 東京 2077
5 池下 航和 ｲｹｼﾀ ｺｳﾜ 環太平洋大 宮崎 2078
6 北川 翔 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳ 渡辺パイプ 東京 2081
7 熊井 裕人 ｸﾏｲ ﾕｳﾄ 立大 埼玉 2091
8 木村 颯太 ｷﾑﾗ ﾌｳﾀ 明大 東京 2092
9 大橋 明翔 ｵｵﾊｼ ｱｷﾄ 環太平洋大 岐阜 2101

10 木村 稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 明大 京都 2101
11 本多 諒平 ﾎﾝﾀﾞﾘｮｳﾍｲ AccelTrackClub 千葉 2103
12 宮内 魁大 ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 四国学院クラブ 香川 2103
13 笠谷 洸貴 ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 四国学院クラブ 香川 2105
14 越山 遥斗 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大 長野 2106
15 佐野 尊 ｻﾉﾀｹﾙ 中京大 愛知 2109

男子 400m   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 佐藤 拳太郞 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 富士通 埼玉 4561
2 山木 伝説 ﾔﾏｷ ｶｹﾙ RUDOLF 千葉 4569
3 川端 魁人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 中京大クラブ 愛知 4575
4 W・J・ジュリアン W･J･ｼﾞｭﾘｱﾝ 富士通 埼玉 4580
5 佐藤 風雅 ｻﾄｳﾌｳｶﾞ 那須環境 栃木 4584
6 伊東 利来也 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 住友電工 大阪 4585
7 岩崎 立来 ｲﾜｻｷﾘｭｳｷ 大阪体育大 奈良 4609
8 中島 佑気ジョセフ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 東洋大 東京 4609
9 河内 光起 ｶﾜｳﾁﾐﾂｷ 大阪ガス 大阪 4610

10 池田 弘佑 ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ あすなろ会 鳥取 4620
11 吉津 拓歩 ﾖｼﾂﾞ ﾀｸﾎ TOYOTC 埼玉 4629
12 友田 真隆 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 東京理科大 埼玉 4635
13 野瀬 大輝 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 立命館大 滋賀 4635
14 片山 雄斗 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ RUDOLF 千葉 4644
15 板鼻 航平 ｲﾀﾊﾅｺｳﾍｲ AccelTrackClub 千葉 4656
16 大崎 健太 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ T&F.netKOBE 兵庫 4659
17 鈴木 大翼 ｽｽﾞｷ ｵｵｽｹ 法政大 新潟 4667
18 北川 貴理 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 富士通 埼玉 4674
19 木下 祐一 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 法政大 京都 4674
20 中里 将基  ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 作新学院大 栃木 4687
21 加藤 修也 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ HULFT 東京 4695
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22 小林 直己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ HULFT 東京 4699
23 佐藤 恵斗 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 環太平洋大 鹿児島 4699
24 早田 駿斗 ｿｳﾀﾞｼｭﾝﾄ 福岡大 佐賀 4717
25 森本 錬 ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾝ 東海大 滋賀 4719
26 余 晨逸 YU  Chen-Yi TPE 4725
27 楊 隆翔 YANG  Lung-Hsiang TPE 4739

男子 800m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 源 裕貴 ﾐﾅﾓﾄ ﾕｳｷ ＮＴＮ 三重 14575
2 川元 奨 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ スズキ 静岡 14583
3 金子 魅玖人 ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 中央大 千葉 14585
4 MATHAS Brad NZL 14614
5 根本 大輝 ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 順天堂大 栃木 14752
6 四方 悠瑚 ｼｶﾀ ﾕｳｺﾞ 宝塚市陸協 兵庫 14789
7 飯濵 友太郎 ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 立大 埼玉 14798
8 花村 拓人 ﾊﾅﾑﾗﾀｸﾄ TAKEOAC 東京 14809
9 山﨑 優希 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 広島経済大 兵庫 14869

10 林 貴裕 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ RSLAB 東京 14871
11 高橋 創 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 東京大 東京 14885
12 松本 駿 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 関西大 奈良 14898
13 戸澤 悠介 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 摂南大 京都 14905
14 前田 陽向 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 環太平洋大 大阪 14935
15 津田 竜太朗 ﾂﾀﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 大体大 大阪 14939
16 伊藤 眞紘 ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 日大 岐阜 14948
17 石元 潤樹 ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 日大 高知 14958
18 中山 健介 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｽｹ 順天堂大 茨城 14962
19 島田 達 ｼﾏﾀﾞ ｲﾀﾙ 住友電工伊丹 兵庫 14980
20 鵜澤 葉月 ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 順天堂大 千葉 14983
21 村島 匠 ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ ＴＷＯＬＡＰＳ 東京 PM
22 濱田 兼輔 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 環太平洋大 宮崎 PM
23 藤原 悠帆 ﾌｼﾞﾜﾗﾕｳﾎ 関西大学 兵庫 PM
24 富岡 紋人 ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾄ 関西大学 大阪 PM

※PM：ペースメーカー
男子 1500m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 河村 一輝 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ トーエネック 愛知 33542
2 荒井 七海 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ Ｈｏｎｄａ 埼玉 33705
3 森田 佳祐 ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 茨城陸協 茨城 33937
4 舟津 彰馬 ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 九電工 福岡 33999
5 飯澤 千翔 ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 東海大 神奈川 34028
6 高橋 佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 北海道大 兵庫 34034
7 片山 直人 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ 環太平洋大 広島 34090



8 飯島 陸斗 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 阿見AC 茨城 34148
9 山田 俊輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 中央大 神奈川 34156

10 館澤 亨次 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ DeNA 東京 34164
11 兵藤 ジュダ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾀﾞ 東海大 静岡 34186
12 木村 理来 ｷﾑﾗ ﾘｸ 愛三工業 愛知 34201
13 溝口 仁 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 東海大 長崎 34224
14 竹内 大地 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ トーエネック 愛知 34252
15 大竹 康平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ レデイ薬局 愛媛 34282
16 才記 壮人 ｻｲｷ ﾏｻﾄ 関彰商事 茨城 34345
17 中野 倫希 ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 中央大 愛知 34411
18 森谷 公亮 ﾓﾘﾀﾆ ｺｳｽｹ Santen 奈良 34422
19 井内 優輔 ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ 筑波大 徳島 34557
20 比夫見 将吾 ﾋﾌﾐ ｼｮｳｺﾞ 大阪府警 大阪 34571
21 安倍 優紀 ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 東海大 福島 PM
22 花牟礼 隆太 ﾊﾅﾑﾚ ﾘｭｳﾀ 東海大 千葉 PM

※PM：ペースメーカー
男子 110mH
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 石川 周平 ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 富士通 東京 1337
2 藤井 亮汰 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 三重県スポ協 三重 1341
3 横地 大雅 ﾖｺﾁ ﾀｲｶﾞ 法政大 東京 1345
4 陳 奎儒 CHEN  Kuei-Ru TPE 1350
5 ANDREWS  Nicholas AUS 1359
6 樋口 陸人 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ スズキ 静岡 1363
7 佐藤 大志 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 昭和電工マテリアルズ 東京 1370
8 HOUGH  Nick AUS 1375
9 二ノ宮 裕平 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾍｲ 極東油業株式会社 京都 1381

10 宮﨑 匠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 中央大 福岡 1386
11 McCORRY  Jacob AUS 1389
12 小池 綾 ｺｲｹ ﾘｮｳ 法政大 大阪 1393
13 古谷 新太 ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 国際武道 三重 1395
14 久保田 太一 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲﾁ 筑波大 兵庫 1399
15 大村 一斗 ｵｵﾑﾗｶｽﾞﾄ 関西学院大 大阪 1404
16 松本 望 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 法政大 京都 1405
17 緒方 陽也 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾔ 法政大 北海道 1408
18 香取 直樹 ｶﾄﾘ ﾅｵｷ AccelTrackClub 千葉 1408
19 塩川 大輔 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 筑波大 山口 1409
20 西尾 拓巳 ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 岐阜陸協 岐阜 1409
21 清水 滉平 ｼﾐｽﾞｺｳﾍｲ 北九州RiC 福岡 1410



男子 400mH   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 黒川 和樹 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 法政大 山口 4868
2 山内 大夢 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 東邦銀行 福島 4884
3 安部 孝駿 ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ ヤマダホールディングス 群馬 4887
4 豊田 将樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 富士通 東京 4887
5 岸本 鷹幸 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 富士通 東京 4929
6 岩﨑 崇文 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 4964
7 山本 竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ SEKI A.C. 千葉 4970
8 彭 名揚 PENG  Ming-Yang TPE 4972
9 川越 広弥 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ JAWS 埼玉 4976

10 井上 駆 ｲﾉｳｴｶｹﾙ 東京海上日動CS 東京 4980
11 HALL-SMITH  Shakeem BAH 4982
12 陳 傑 CHEN  Chieh TPE 4984
13 松下 祐樹 ﾏﾂｼﾀﾕｳｷ ミズノ 神奈川 4988
14 大林 督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 石丸製麺 香川 4993
15 村上 翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 同志社大 兵庫 4996
16 筒江 海斗 ﾂﾂｴ ｶｲﾄ スポーツテクノ和広 福岡 4998
17 出口 晴翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 順天堂大 福岡 5005
18 鍜治木 崚 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 住友電工 兵庫 5016
19 児玉 悠作 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法政大 長野 5016
20 髙橋 祐満 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 西宮市陸協 兵庫 5026
21 大村 東輝 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 九州共立大 福岡 5027
22 時本 秀彦 ﾄｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟 5032
23 野澤 啓佑 ﾉｻﾞﾜｹｲｽｹ チームミズノ 山梨 5032
24 山田  淳史 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ＯＰＣ 山口 5033
25 小田 将矢 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 豊田自動織機 愛知 5042
26 舘野 哲也 ﾀﾃﾉﾃﾂﾔ クリアソン 東京 5043
27 山本 諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 鶴学園クラブ 広島 5045

男子 Pole Vault（AS）
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 石川 拓磨 ｲｼｶﾜﾀｸﾏ 東京海上日動CS 東京 570
2 竹川 倖生 ﾀｹｶﾜｺｳｾｲ 丸元産業株式会社 静岡 570
3 山本 聖途 ﾔﾏﾓﾄ トヨタ自動車 愛知 570
4 江島 雅紀 ｴｼﾞﾏ 富士通 東京 560
5 古澤 一生 ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 筑波大 群馬 552
6 重藤 慶多 ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本 香川 550
7 石橋 和也 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ アマギ 神奈川 540
8 来間 弘樹 ｸﾙﾏｺｳｷ ストライダーズAC 東京 540
9 澤 慎吾 ｻﾜ ｼﾝｺﾞ きらぼし銀行 東京 540

10 石丸 颯太 ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ 順天堂大 愛媛 535
11 原口 篤志 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 東大阪大 奈良 535



男子 Long Jump   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 橋岡 優輝 ﾊｼｵｶ ﾕｳｷ 富士通 東京 836
2 吉田 弘道 ﾖｼﾀﾞﾋﾛﾐﾁ 神崎郡陸協 兵庫 814
3 MITREVSKI   Christopher AUS 811
4 伊藤 陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 近畿大高専 三重 805
5 手平 裕士 ﾃﾋﾞﾗ ﾋﾛｼ 阿部商事 鹿児島 797
6 山川 夏輝 ﾔﾏｶﾜﾅﾂｷ 佐賀県スポーツ協会 佐賀 794
7 安立 雄斗 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 福岡大 広島 792
8 津波 響樹 ﾂﾅﾐ ﾋﾋﾞｷ 大塚製薬 徳島 791
9 城山 正太郎 ｼﾛﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ゼンリン 北海道 790

10 鳥海 勇斗 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳﾄ 日大 千葉 788
11 小田 大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ヤマダホールディングス 群馬 787
12 津藤 広夢 ﾂﾄｳ ﾋﾛﾑ 順天堂大 群馬 787

男子 JavelinThrow (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 小南 拓人 ｺﾐﾅﾐ ﾀｸﾄ 染めＱ 茨城 8252
2 ディーン 元気 ﾃﾞｨｰﾝｹﾞﾝｷ ミズノ 兵庫 8215
3 小椋 健司 ｵｸﾞﾗｹﾝｼﾞ 栃木スポ協 栃木 8163
4 長沼 元 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾞﾝ スズキ 静岡 7949
5 新井 涼平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ スズキ 静岡 7920
6 石坂 力成 ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥取スポ協会 鳥取 7813
7 中西 啄真 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ 大体大T.C 大阪 7750
8 﨑山 雄太 ｻｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛媛陸協 愛媛 7733
9 鈴木 文人 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋﾄ 佐賀県スポーツ協会 佐賀 7705

10 角田 直之 ｶｸﾀ ﾅｵﾕｷ ゴールドジム 東京 7614
11 中嶋 善寛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 埼玉医大Ｇ 埼玉 7613
12 八木 一憲 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ みかん山 愛知 7572

男子 Decathlon   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 中村 明彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ スズキＡＣ 静岡 7833
2 右代 啓祐 ｳｼﾛ ｹｲｽｹ 国士舘クラブ 東京 7816
3 奥田 啓祐 ｵｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 第一学院高教 東京 7768
4 田上 駿 ﾀｳｴ ｼｭﾝ 陸上物語 兵庫 7764
5 丸山 優真 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 住友電工 大阪 7484
6 森口 諒也 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 東海大 大阪 7253
7 川元 莉々輝 ｶﾜﾓﾄ ﾘﾘｷ 立命館大 兵庫 7250
8 片山 和也 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 烏城塗装工業 岡山 7164
9 前川 斉幸 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 中京大 三重 7081

10 別宮 拓実 ﾍﾞｯｸ ﾀｸﾐ ビッグツリー 栃木 7060



11 右代 啓欣 ｳｼﾛ ﾋﾛﾖｼ NAKAIAC 東京 7040
12 伊佐 嘉矩 ｲｻ ﾖｼﾉﾘ イサパーティー 大阪 6919
13 北川 嵩人 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾄ 国士舘大 京都 6905
14 柴田 一瞬 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 順天堂大 愛知 6862
15 高須賀 蓮 ﾀｶｽｶﾞ ﾚﾝ 同志社大 京都 6860

パラ 1500ｍ
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 十川 裕次 ﾄｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 大分陸協 大分 35547
2 和田 伸也 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 長瀬産業 大阪 40527
3 唐澤 剣也 ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾔ SUBARU 群馬 40772

パラ Long Jump
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 山路 喬哉 ﾔﾏｼﾞ ﾀｶﾔ 岐障AC 岐阜 627

女子 200m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 兒玉 芽生 ｺﾀﾞﾏﾒｲ ミズノ 大分 2346
2 井戸 アビゲイル風果 ｲﾄﾞ ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 甲南大 岐阜 2373
3 吉田 紗弓 ﾖｼﾀﾞｻﾕﾐ 愛知高校AC 愛知 2373
4 大城 珠莉 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 至学館大 愛知 2388
5 城戸 優来 ｷﾄﾞﾕｳｷ 福岡大 福岡 2389
6 渡邊 輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 田子重 静岡 2428
7 山中 日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ 滋賀陸協 滋賀 2439
8 石堂 陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 環太平洋大 北海道 2443
9 鶴澤 亜里紗 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 中央大 神奈川 2457

10 奥野 由萌 ｵｸﾉ ﾕﾒ 甲南大 滋賀 2459
11 島田 柚葉 ｼﾏﾀﾞﾕｽﾞﾊ 倉敷商業高 岡山 2460

女子 400m   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 小林 茉由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ J.VIC 東京 5286
2 松本 奈菜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ 東邦銀行 福島 5302
3 久保山 晴菜 ｸﾎﾞﾔﾏﾊﾙﾅ 今村病院 佐賀 5359
4 松尾 季奈 ﾏﾂｵ ｷﾅ 立命館大 兵庫 5359
5 THORNTON  Jessica AUS 5380
6 岩田 優奈 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ スズキ 静岡 5409
7 新宅 麻未 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ アットホーム 東京 5424
8 大島 愛梨 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 中央大 栃木 5425
9 河内 瀬桜 ｶﾜﾁ ｾﾅ 立命館大 大阪 5427



10 髙島 咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 青学大 神奈川 5433
11 稲岡 真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ KAGOTANI 兵庫 5466
12 青木 りん ｱｵｷ ﾘﾝ 東邦銀行 福島 5495
13 金子 ひとみ ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 青学大 神奈川 5533
14 森山 静穂 ﾓﾘﾔﾏｼｽﾞﾎ 福岡大 宮崎 5581
15 政野 志歩 ﾏｻﾉ ｼﾎ 青学大 愛知 5582
16 安田 明日翔 ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ KAGOTANI 兵庫 5598

女子 800m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 田中 希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 豊田自動織機 愛知 20236
2 塩見 綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 岩谷産業 大阪 20523
3 山口 真実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 九州共立大 福岡 20571
4 青山 理奈 ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 青学大 愛知 20662
5 小山 愛結 ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 岩谷産業 大阪 20683
6 山田 はな ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ わらべや日洋 東京 20706
7 池崎 愛里 ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ダイソー 広島 20715
8 武藤 桃花 ﾑﾄｳ ﾓﾓｶ 立大 神奈川 20749
9 下畑 文乃 ｼﾓﾊﾀ ﾌﾐﾉ 京教大 岐阜 20773

10 中村 美宇 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 東邦銀行 福島 20773
11 長谷川 麻央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 京教大 京都 20778
12 内山 成実 ｳﾁﾔﾏﾅﾙﾐ アイエスシー 東京 20790
13 窪 美咲 ｸﾎﾞ ﾐｻｷ 東大阪大 大阪 20856
14 谷口 ゆき ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 筑波大 石川 20857
15 平野 綾子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 関彰商事 茨城 20881
16 渡辺 愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 園田女子大 大阪 20912
17 安藤 百夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 園田女子大 大阪 20929
18 松元 菜笑 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ 大阪教育大 大阪 20939
19 和田 彩花 ﾜﾀﾞｱﾔｶ 鹿屋体育大 兵庫 20939
20 南 日向 ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 中央大 千葉 20960
21 田中 那奈 ﾀﾅｶ ﾅﾅ 小林高 宮崎 20969
22 服部 咲季 ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 中央大 神奈川 20975
23 若月 優実 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 青学大 千葉 21018
24 綾野 千優 ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 筑波大 岡山 21039
25 稲田 亜衣 ｲﾅﾀﾞ ｱｲ 青学大 佐賀 21071
26 渡部 鈴夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞｶ 鹿屋体育大 島根 21092
27 細井 衿菜 ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 慶應義塾大 愛知 PM

※PM：ペースメーカー



女子 1500m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 HELLEN EKALALE ﾍﾚﾝ ｴｶﾗﾚ 豊田自動織機＜ケニア＞ 愛知 40638
2 卜部 蘭 ｳﾗﾍﾞ ﾗﾝ 積水化学 東京 40790
3 後藤 夢 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 豊田自動織機 愛知 41245
4 樫原 沙紀 ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 筑波大 広島 41382
5 道清 愛紗 ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ 積水化学 千葉 41752
6 正司 瑠奈 ｼｮｳｼﾞ ﾙﾅ 環太平洋大 岡山 42096
7 尾方 唯莉 ｵｶﾞﾀ ﾕｲﾘ 日体大 熊本 42406
8 江藤  咲 ｴﾄｳ ｻｷ 環太平洋大 大分 PM

※PM：ペースメーカー
女子 3000m
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 田中 希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 豊田自動織機 愛知 84084
2 米澤 奈々香 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 名城大 宮城 85957
3 山本 有真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 名城大 愛知 90510
4 増渕 祐香 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 名城大 東京 90988
5 弟子丸 小春 ﾃﾞｼﾏﾙ ｺﾊﾙ 積水化学 千葉 91021
6 水本 佳菜 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ 薫英女学院高 大阪 91050
7 明貝 菜乃羽 ﾐｮｳｶｲ ﾅﾉﾊ 名城大 大阪 91295
8 西澤 茉鈴 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ 薫英女学院高 大阪 91424
9 長澤 日桜里 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｵﾘ 積水化学 千葉 91610

10 大河原 萌花 ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ 名城大 福島 91696
11 柳樂 あずみ ﾅｷﾞﾗ ｱｽﾞﾐ 名城大 富山 91780
12 薮谷 奈瑠 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ 薫英女学院高 大阪 91831
13 五味 叶花 ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 名城大 長野 92274

女子 100mH
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 MUCCI Celeste AUS 1299
2 鈴木 美帆 ｽｽﾞｷﾐﾎ 長谷川体育施設 神奈川 1300
3 中島 ひとみ ﾅｶｼﾞﾏﾋﾄﾐ 長谷川体育施設 兵庫 1320
4 大久保 有梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾘ ユティック 福井 1321
5 芝田 愛花 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 環太平洋大 北海道 1323
6 田中 佑美 ﾀﾅｶ ﾕﾐ 富士通 東京 1323
7 藤原 未来 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 住友電工 兵庫 1324
8 玉置 菜々子 ﾀﾏｵｷ ﾅﾅｺ 国士舘大 北海道 1326
9 紫村 仁美 ｼﾑﾗﾋﾄﾐ 静岡陸協 静岡 1329

10 中尾 あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 青学大 京都 1335
11 村岡 柊有 ﾑﾗｵｶ ｼｭｳ ハイテクAC 北海道 1337
12 田中 きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 駿河台大 群馬 1338
13 鎌田 咲季 ｶﾏﾀﾞｻｷ グリーンクロス 福岡 1339
14 相馬 絵里子 ｿｳﾏ ｴﾘｺ 関彰商事 茨城 1347



15 大松 由季 ｵｵﾏﾂ ﾕｷ 愛教大ク名古屋 愛知 1353
16 安藤 愛未 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 至学館大 愛知 1356
17 上之園 結子 ｳｴﾉｿﾉ ﾕｲｺ 順天堂大 宮崎 1358
18 伊藤 彩香 ｲﾄｳｱﾔｶ 福岡大 福岡 1360
19 大村 美香 ｵｵﾑﾗ ﾐｶ 南国殖産 鹿児島 1360
20 長﨑 さゆり ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 青学大 島根 1375
21 本田 怜 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲ 順天堂大 茨城 1375
22 有田 安紗季 ｱﾘﾀ ｱｻｷ 青学大 兵庫 1376
23 宍戸 梨瑚 ｼｼﾄﾞ ﾘｺ 立命館大 福井 1377

女子 400mH
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 BARBER  Kaila USA 5637
2 宇都宮 絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 長谷川体育施設 兵庫 5650
3 山本 亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 立命館大 滋賀 5704
4 横田 華恋 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ KAGOTANI 兵庫 5772
5 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ セレスポ 東京 5774
6 梅原 紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 住友電工 兵庫 5774
7 イブラヒム 愛紗 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｱｲｼｬ メイスンワーク 東京 5801
8 工藤 芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 立命館大 大阪 5834
9 大野 瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 山梨学院大 埼玉 5843

10 川端 涼夏 ｶﾜﾊﾞﾀｽｽﾞｶ 松本土建 長野 5862
11 吉田 佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 駿河台大 岐阜 5862
12 王子田 萌 ｵｵｼﾃﾞﾝ ﾓｴ NDソフト 大阪 5864
13 青木 穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 青学大 福岡 5875
14 中野 菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 武庫川女子大 兵庫 5893
15 齋藤 真佑 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 七十七銀行 宮城 5899
16 内藤 香乃 ﾅｲﾄｳ ｶﾉ 北摂三田高 兵庫 5909
17 南澤 明音 ﾐﾅﾐｻﾜｱｶﾈ 松本土建 長野 5945
18 有賀 知春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 青学大 神奈川 5969
19 工藤 美月 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 青学大 兵庫 5969
20 齊藤 朋佳 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 園田女子大 兵庫 5986
21 辻井 美緒 ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 大阪教育大 奈良 10003
22 日下 あやな ｸｻｶ ｱﾔﾅ 立命館大 宮城 10011
23 上村 未来 ｶﾐﾑﾗ ﾐｸ 福島大 宮城 10040
24 大津 有生 ｵｵﾂ ﾕｲ 青学大 大阪 10055
25 奥林 凜 ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 至学館大 三重 10062
26 樋口 綾音 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 甲南大 大阪 10067
27 髙野 七海 ﾀｶﾉﾅﾅﾐ 福岡大 大分 10088



女子 Pole Vault（AS）
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 諸田 実咲 ﾓﾛﾀﾐｻｷ 栃木スポ協 栃木 421
2 那須 眞由 ﾅｽ ﾏﾕ KAGOTANI 兵庫 420
3 竜田 夏苗 ﾀﾂﾀｶﾅｴ ﾆｯﾊﾟﾂ 神奈川 415
4 大坂谷 明里 ｵｵｻｶﾔ ｱｶﾘ 園田女子大 兵庫 410
5 田中 伶奈 ﾀﾅｶﾚﾅ 香川大 香川 410
6 古林 愛理 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 園田女子大 兵庫 410
7 前川 淳 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ EKOC 石川 405
8 柳川 美空 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐｸｳ 前橋育英高 群馬 401
9 安宅 伽織 ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ YONDENKO 香川 400

10 塩崎 泉 ｼｵｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 筑波大 愛知 400
11 所 杏子 ﾄｺﾛｷｮｳｺ ラフィネ 愛知 400
12 南部 珠璃 ﾅﾝﾌﾞｼﾞｭﾘ 中京大 滋賀 400
13 村田 蒼空 ﾑﾗﾀ ｿﾗ 前橋女高 群馬 400

女子 Long Jump   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 秦 澄美鈴 ﾊﾀ ｽﾐﾚ シバタ工業 兵庫 665
2 髙良 彩花 ｺｳﾗ ｱﾔｶ 筑波大 兵庫 633
3 中野 瞳 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ つくば分析ｾﾝﾀｰ 兵庫 629
4 嶺村 優 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ オリコ 東京 625
5 小玉 葵水 ｺﾀﾞﾏｱﾐ 東海大北海道 北海道 624
6 木村 美海 ｷﾑﾗ ﾐｳ 四国大 徳島 621
7 北田 莉亜 ｷﾀﾀﾞﾘｱ 関西学院大 大阪 618
8 小林 聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ SMILEY 静岡 616
9 中尾 優花 ﾅｶｵ ﾕｳｶ 福岡大 福岡 616

10 権瓶 明日夏 ｺﾞﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ ALSOK新潟 新潟 615
11 竹内 真弥 ﾀｹｳﾁﾏﾔ ミズノ 大阪 615
12 松永 理沙ジェニファー ﾏﾂﾅｶﾞﾘｻｼﾞｪﾆﾌｧｰ 関西学院大 兵庫 612

女子 JavelinThrow (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 武本 紗栄 ﾀｹﾓﾄ ｻｴ 佐賀県スポーツ協会 佐賀 6239
2 北口 榛花 ｷﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ＪＡＬ 東京 6206
3 上田 百寧 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓﾈ ゼンリン 福岡 6175
4 佐藤 友佳 ｻﾄｳﾕｶ ニコニコのり 大阪 6101
5 斉藤 真理菜 ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ スズキ 静岡 5910
6 奈良岡 翠蘭 ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 日大 青森 5887
7 長 麻尋 ｵｻ ﾏﾋﾛ 国士舘クラブ 東京 5857
8 山元 祐季 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 九州共立大 鹿児島 5747
9 久世 生宝 ｸｾﾞｷﾎｳ コンドーテック 兵庫 5744

10 辻 萌々子 ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 九州共立大 愛知 5525



11 中村 怜 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 東大阪大 大阪 5416
12 田畑 美羽 ﾀﾊﾞﾀﾐｳ 中京大 静岡 5412

女子 Heptathlon   (AS)
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 山崎 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ スズキＡＣ 静岡 5975
2 ヘンプヒル 恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙﾒｸﾞ アトレ 東京 5578
3 利藤 野乃花 ﾘﾄｳ ﾉﾉｶ わらべや日洋 東京 5364
4 萩原 このか ﾊｷﾞﾜﾗｺﾉｶ とらふぐ亭 東京 5260
5 猪岡 真帆 ｲｵｶ ﾏﾎ 小島プレス 愛知 5232
6 田中 友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 至学館大 愛知 5201
7 中村 雪乃 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 東女体大A・C 東京 5194
8 水谷 佳歩 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ 中京大 大阪 5156
9 藤本 瑠奈 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾙﾅ SecondAC 石川 5038

10 泉谷 莉子 ｲｽﾞﾀﾆ ﾘｺ PlayS 大阪 5024
11 熱田 心 ｱﾂﾀ ｺｺﾛ 岡山陸協 岡山 4993
12 安達 杏香 ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｶ 武庫川女子大 兵庫 4985
13 清水 真帆 ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ サクラサク 神奈川 4977
14 濱口 実玖 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｸ 国士舘大 東京 4884
15 上野山 真白 ｳｴﾉﾔﾏ ﾏｼﾛ 和歌山北高 和歌山 4878
16 林 美希 ﾊﾔｼﾐｷ 中京大中京高 愛知 4845

パラ Long Jump
No. 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 エントリー記録

1 澤田 優蘭 ｻﾜﾀﾞ ｳﾗﾝ エントリー 東京 532
1 水澤 奈音 ﾐｽﾞｻﾜ ﾅｵ SRC 千葉 349


