
 男子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録

12 ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ 神奈川 10.24

藤光　謙司 ゼンリン

315 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 10.25

長田　拓也 富士通

479 ｳｵｻﾞﾄ ﾕｳｽｹ 10.29

魚里　勇介 関彰商事

348 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ 北海道 10.35

馬場　友也 LALL

153 ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ 山形 10.39

安孫子　充裕 山形市役所

39 ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ 東京 10.42

川面　聡大 ミズノ

454 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 10.43

谷口　耕太郎 凸版印刷

333 ｸｻﾉ ｾｲﾔ 千葉 10.45

草野　聖也 リニアート

514 ｸﾗﾍﾞ ﾕｳﾔ 新潟 10.46

倉部　勇哉 マイナビ

350 ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 神奈川 10.55

本間　圭祐 アキレス

371 ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 茨城 10.55

伊藤　太一 水戸市役所

263 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋﾛ 東京 10.57

岩見　隆裕 東京海上日動

395 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉 10.61

竹内　優太 埼玉医科大職

396 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 北海道 10.63

佐々木　悠亮 さっぽろ健康スポ

435 ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 10.64

廣田　翔平 新和製作所

340 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 10.67

渡辺　一希 リニアート

175 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 福島 10.69

田嶋　和也 東邦銀行

44 ｵｵﾏﾁ ﾚﾝ 神奈川 10.71

大町　蓮 日立ＩＣＴ

499 ｱﾝｻｲ ｼｮｳｺﾞ 宮城 10.71

安齋　彰悟 多賀城高教

338 ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 千葉 10.75

根岸　紀仁 リニアート

383 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬 10.75

大石　浩貴 群馬県立精神医療

429 ｵﾅﾌﾞﾀ ﾕｳ 茨城 10.75

女部田　祐 筑波銀行

501 ｻｻｷ ﾀｸﾏ 宮城 10.75

佐々木　琢磨 仙台大職

483 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 神奈川 10.76

吉田　知央 日本精工

63 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 群馬 10.77

石川　直人 SVS

419 ｺｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 神奈川 10.77
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小坂元　雄斗 トヨタL&F

344 ｼｵﾐ ﾊﾔﾃ 10.79

塩見　颯 J.VIC

418 ｵｵｶﾜ ﾉﾘﾋｺ 茨城 10.80

大川　憲彦 旅館　三笠山

463 ｶｼﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 栃木 10.80

橿淵　京平 環境整備

356 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬 10.82

小倉　篤人 明和県央高教

512 ｵｸﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川 10.83

奥原　尚之 ライフウェル

376 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｱｷ 埼玉 10.89

飯塚　高槻 熊谷市役所

1 ﾂｶｺｼ ｹﾝﾀﾛｳ 10.90

塚越　健太郎 成蹊中教

46 ﾐﾉﾜ ｻﾄｼ 10.90

箕輪　哲志 東京都庁

472 ｲﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ 北海道 10.92

伊丸岡　亮太 身体開発研究機構

385 ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京 10.94

大内　恵吏也 SMARTS

337 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉 10.95

小池　雄作 リニアート

475 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 10.95

伊藤　純一 群馬県警

566 ｵｵｸﾎﾞ ｶｵﾙ 10.98

大久保　薫 ワールウインド

517 ﾄﾐｵｶ ｼﾝｺﾞ 岩手 11.00

富岡　真吾 ベアレン陸上部

352 ﾀｸﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 神奈川 11.02

田栗　輝洋 アキレス

473 ｱﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 北海道 11.02

阿部　史明 身体開発研究機構

480 ｳｴﾉ ﾋﾛﾀｶ 東京 11.02

上埜　大空 スクールA.I.M

7 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 11.03

塚本　和明 日立産機

335 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉 11.05

小嶋　和磨 リニアート

425 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 千葉 11.06

田中　進悟 シンコースポーツ

261 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 東京 11.07

山上　紘幸 東京海上日動

503 ﾏﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 11.07

眞武　俊輔 大林組

569 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 11.08

清水　瑛裕 ワールウインド

384 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 東京 11.10

小林　大樹 SMARTS

537 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 11.11

高橋　利紀 テストゥード
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51 ｲﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 埼玉 11.12

井盛　雅 レフア

272 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 東京 11.17

松本　泰洋 皇漢薬品研究所

535 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 11.17

斉藤　優太 テストゥード

381 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 11.18

橋本　章吾 群大附属病院

397 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｷ 北海道 11.23

五十嵐　大輝 さっぽろ健康スポ

290 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 千葉 11.24

石井　達哉 東金商高教

55 ｶﾜｼﾞﾘ ｱﾝｼﾞｪﾛ 11.26

川尻　アンジェロ ワールドブリッジ

557 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 11.29

中村　悠希 UNITE

449 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 静岡 11.31

伊藤　卓 NONSTOP

380 ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ 群馬 11.32

岩野　康平 みどり市役所

534 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾄ 11.36

岡部　瑛仁 テストゥード

530 ﾎﾘ ﾅﾙﾋｺ 11.49

堀　愛彦 庄内ＡＣ

368 ｼﾝﾔｼｷ ﾘｭｳﾀ 11.55

新屋敷　竜太 ユメオミライ

387 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 東京 11.62

吉川　翔 SMARTS

424 ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 東京 11.67

北原　拓朗 明電舎

273 ｺﾞ ﾂﾙｼﾞﾛｳ 東京 11.74

呉　鶴治郎 皇漢薬品研究所

571 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ 11.89

平川　陽一 ワールウインド

560 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 11.91

佐藤　秀明 福島県教育庁

277 ｱﾏｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ 東京 12.00

天方　洋介 皇漢薬品研究所

428 ﾔﾍﾞ ﾊﾔﾃ 埼玉 12.23

矢部　颯 シンコースポーツ

278 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 東京 12.34

中村　悠人 皇漢薬品研究所

565 ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ 12.45

我妻　明慶 MinatoAC

549 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 12.63

溝口　勇将 SMARTSAC

53 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 12.76

小林　貫太 ワールドブリッジ

57 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 東京

山下　修平 三井住友銀行
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12 ﾌｼﾞﾐﾂ ｹﾝｼﾞ 神奈川 20.13

藤光　謙司 ゼンリン

433 ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ 東京 20.65

川瀬　孝則 奥アンツーカ

315 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 20.77

長田　拓也 富士通

454 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 20.81

谷口　耕太郎 凸版印刷

153 ｱﾋﾞｺ ﾐﾂﾋﾛ 山形 20.89

安孫子　充裕 山形市役所

307 ﾀｶﾋﾗ ｼﾝｼﾞ 20.97

高平　慎士 富士通

316 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ 21.01

橋元　晃志 富士通

479 ｳｵｻﾞﾄ ﾕｳｽｹ 21.02

魚里　勇介 関彰商事

340 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 21.07

渡辺　一希 リニアート

336 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 千葉 21.38

中村　圭佑 リニアート

173 ﾑｸｼﾀ ｷｮｳｽｹ 大阪府 21.39

椋下　響介 資生堂

483 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 神奈川 21.44

吉田　知央 日本精工

451 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 静岡 21.45

鈴木　啓太 NONSTOP

175 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 福島 21.48

田嶋　和也 東邦銀行

338 ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 千葉 21.52

根岸　紀仁 リニアート

63 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 群馬 21.61

石川　直人 SVS

329 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京 21.73

佐藤　大志 日立化成

395 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉 21.75

竹内　優太 埼玉医科大職

482 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 東京 21.84

泉　悠太 富士フイルム

459 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 21.85

相山　慶太郎 KAIFACT

39 ｶﾜﾂﾗ ｿｳﾀ 東京 21.90

川面　聡大 ミズノ

473 ｱﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 北海道 21.93

阿部　史明 身体開発研究機構

435 ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 21.94

廣田　翔平 新和製作所

351 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞﾝ 神奈川 21.95

加藤　龍尋 アキレス

396 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 北海道 21.95

佐々木　悠亮 さっぽろ健康スポ

381 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 群馬 22.08
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橋本　章吾 群大附属病院

425 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 千葉 22.11

田中　進悟 シンコースポーツ

356 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ 群馬 22.13

小倉　篤人 明和県央高教

450 ｵﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡 22.20

小田　雅士 NONSTOP

54 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 22.24

渡辺　潤一 ワールドブリッジ

335 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉 22.30

小嶋　和磨 リニアート

449 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 静岡 22.30

伊藤　卓 NONSTOP

79 ｽｹﾞﾉ ﾀｶﾖｼ 茨城 22.32

菅野　孝義 旭製作所

167 ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 茨城 22.34

佐藤　慧太郎 阿見アスリート

569 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 22.37

清水　瑛裕 ワールウインド

383 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 群馬 22.42

大石　浩貴 群馬県立精神医療

7 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 22.46

塚本　和明 日立産機

501 ｻｻｷ ﾀｸﾏ 宮城 22.52

佐々木　琢磨 仙台大職

352 ﾀｸﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 神奈川 22.63

田栗　輝洋 アキレス

350 ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 神奈川 22.66

本間　圭祐 アキレス

567 ｻｻｷ ｶｽﾞｾ 22.71

佐々木　一誠 ワールウインド

384 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 東京 22.73

小林　大樹 SMARTS

562 ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ 22.75

前川　政人 岩手陸上競技協会

376 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｱｷ 埼玉 22.77

飯塚　高槻 熊谷市役所

61 ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ 福島 22.81

金子　祥大 会津オリンパス

290 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 千葉 22.82

石井　達哉 東金商高教

418 ｵｵｶﾜ ﾉﾘﾋｺ 茨城 22.90

大川　憲彦 旅館　三笠山

472 ｲﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ 北海道 23.03

伊丸岡　亮太 身体開発研究機構

226 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 栃木 23.05

佐藤　正淑 小山北桜高教

426 ｶﾀｵｶ ﾖｼｶﾂ 千葉 23.10

片岡　佳功 シンコースポーツ

332 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 千葉 23.11

大西　正裕 リニアート
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269 ﾅｶﾑﾗ ｽﾅｵ 東京 23.15

中村　直 皇漢薬品研究所

271 ﾐﾔﾀｹ ｺｳｷ 東京 23.38

宮武　光樹 皇漢薬品研究所

55 ｶﾜｼﾞﾘ ｱﾝｼﾞｪﾛ 23.56

川尻　アンジェロ ワールドブリッジ

470 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾀ 23.60

藤崎　雄太 不動岡高教

387 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ 東京 25.65

吉川　翔 SMARTS

478 ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ 千葉

長内　智 パンチ工業
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367 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 45.44

藤原　武 ユメオミライ

457 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東京 46.04

小林　直己 HULFT

317 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 46.30

佐藤　拳太郎 富士通

308 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 46.64

廣瀬　英行 富士通

33 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾐﾁ 埼玉 46.73

中島　雅達 クレーマー

339 ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 千葉 46.90

板鼻　航平 リニアート

75 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｺﾞ 群馬 46.97

山﨑　謙吾 ヤマダ電機

174 ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ 福島 47.04

記野　友晴 東邦銀行

157 ﾔﾉ ﾀｸﾄ 高知 47.45

矢野　琢斗 法政クラブ

427 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 埼玉 47.47

佐藤　拓也 シンコースポーツ

173 ﾑｸｼﾀ ｷｮｳｽｹ 大阪府 47.48

椋下　響介 資生堂

540 ﾏﾙｲｹ ﾕｳﾀ 47.54

丸池　優太 テストゥード

460 ﾐﾀｹ ｼﾞｭﾝ 東京 47.68

三武　潤 TSP太陽

351 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞﾝ 神奈川 47.71

加藤　龍尋 アキレス

345 ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉 48.08

笛木　靖宏 千葉市立養護学校

167 ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 茨城 48.10

佐藤　慧太郎 阿見アスリート

432 ｳｽｲ ﾘｮｳ 東京 48.76

碓井　涼 トランスコスモス

361 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ 東京 49.06

金子　信 ユメオミライ

357 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 49.80

足立　亮祐 ＴＯＡ

478 ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ 千葉 49.91

長内　智 パンチ工業

414 ﾂｷﾉ ﾕｳｲﾁ 神奈川 50.56

月野　雄一 月野ランニングS

364 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京 50.65

遠藤　幸一郎 ユメオミライ

171 ｻﾜﾊﾀ ﾓﾄｷ 茨城 50.70

澤幡　幹 阿見アスリート

455 ﾖｺﾔ ﾏｻﾋﾄ 北海道 51.00

横谷　政一 道スポ専門職

365 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川 51.24

岡部　祐介 ユメオミライ

405 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 埼玉 52.12

7 / 60



 男子400m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

小島　俊紀 アイセイ薬局

262 ﾃﾙｲ ｷﾖﾋｺ 東京 52.68

照井　紀誉彦 東京海上日動

264 ﾎﾘｺｼ ｺｳﾀﾛｳ 52.78

堀越　光太郎 東京海上日動

176 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 神奈川 52.93

荒井　慧 伊藤超短波

66 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 千葉 53.44

高橋　優介 ＪＲ東日本　千葉

533 ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｼﾛｳ 54.12

永野　恭志郎 永野恭志郎

70 ﾊﾔｼ ﾖｳｽｹ 55.48

林　陽介 ＪＲ東日本　千葉

433 ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ 東京

川瀬　孝則 奥アンツーカ

8 / 60



 男子800m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

318 ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ 1:48.76

新安　直人 富士通

460 ﾐﾀｹ ｼﾞｭﾝ 東京 1:48.99

三武　潤 TSP太陽

11 ﾀﾅｶ ｼｮｳｴｲ 岩手 1:49.32

田中　匠瑛 盛岡市役所

522 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 1:50.66

福永　拓哉 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ

219 ｸｽ ﾔｽﾅﾘ 茨城 1:50.97

楠　康成 小森コーポ

93 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京 1:51.69

田口　裕之 江戸川区体育会

288 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 山形 1:51.77

渡辺　光 新庄市役所

58 ｶﾙﾍﾞ ｻﾄｼ 東京 1:51.81

軽部　智 三井住友銀行

353 ﾀｶﾐ ｻﾄｼ 東京 1:52.17

鷹見　聡 ルネサンス

474 ﾊｯﾄﾘ ｽﾅｵ 神奈川 1:52.54

服部　直 自修館教

48 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 1:52.64

斉藤　和輝 東京都庁

349 ｵｶ ｼｮｳﾍｲ 北海道 1:52.69

岡　昇平 LALL

491 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳ 東京 1:53.13

出口　翔 都立産業高専職

553 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 1:53.21

佐藤　俊也 神町自衛隊

369 ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ 1:54.00

糸川　航太 オキHD

59 ｶﾄｳ ﾅｲｷ 群馬 1:54.02

加藤　騎貴 三井住友銀行

430 ｲﾑｷ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉 1:54.07

井向　晋太郎 NECネッツエス

60 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 栃木 1:54.30

渡邉　拓也 鉄道総研

420 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川 1:54.57

竹下　雅之 横浜緑ヶ丘高教

443 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 1:55.36

山本　直也 共同ネットワーク

546 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 1:55.71

佐藤　渉 秋田市役所

182 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ 神奈川 1:56.22

和泉　憲昌 防衛大学校

25 ｾｷ ﾘｭｳﾀ 神奈川 1:56.94

関　竜大 プレス工業

382 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 福島 1:57.40

鈴木　智仁 エヌケーテック

452 ｷﾑﾗ ﾖｼﾏｻ 茨城 1:57.61

木村　良将 神奈川県庁

377 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城 1:57.95
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 男子800m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

菅野　辰也 宮城トヨタ

552 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 1:59.43

伊藤　祐樹 Ａ・Ｉ・Ｒ

260 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 東京 2:00.84

石井　雄一 東京海上日動

414 ﾂｷﾉ ﾕｳｲﾁ 神奈川 2:01.31

月野　雄一 月野ランニングS

445 ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川 2:05.81

入江　和義 ff片野

550 ｾｷﾔﾏ ｹﾝｿﾞｳ 2:08.23

関山　健蔵 SMARTSAC

24 ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾔ 神奈川

大谷　卓也 プレス工業

10 / 60



 男子1500m

予　選　3組4着＋4

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾃﾞﾋﾞｯﾄ ｼﾞｭｸﾞﾅ ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ

1 246 DAVIDN　JUGUNA ヤクルト 1 108 石川　颯真 カネボウ
ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ ﾜﾀｸﾀｲﾀｽ ﾜﾛﾙ

2 377 菅野　辰也 宮城トヨタ 2 127 ワタクタイタス　ワロル コモディイイダ
ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｷ ｱｶﾋﾗ ﾀﾞｲｽｹ

3 229 大西　淳貴 サンベルクス 3 29 赤平　大輔 プレス工業
ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲ ﾀﾅｶ ｼｮｳｴｲ

4 284 長谷川　令 コニカミノルタ 4 11 田中　匠瑛 盛岡市役所
ｼﾗｷ ﾄｼﾏｻ ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

5 142 白木　利昌 新日鐵住金君津 5 86 遠藤　清也 NDソフト
ｲﾅｹﾞ ﾕｳﾀ ｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ

6 28 稲毛　悠太 プレス工業 6 182 和泉　憲昌 防衛大学校
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ ﾎｼ ｿｳﾀ

7 538 田口　将平 テストゥード 7 302 星　創太 富士通
ﾐﾔｹ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ

8 194 三宅　一輝 Ｈｏｎｄａ 8 553 佐藤　俊也 神町自衛隊
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ ｸﾁﾏﾁ ﾘｮｳ

9 442 北原　弘司 Builder Japan 9 327 口町　亮 SUBARU
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ ﾀｶﾐ ｻﾄｼ

10 406 山岸　塁 ラフィネグループ 10 353 鷹見　聡 ルネサンス
ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

11 207 武藤　健太 日清食品グループ 11 190 田口　雅也 Ｈｏｎｄａ
ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ ﾂｼﾀﾞ ｼｽﾞﾔ

12 447 金塚　洋輔 上山市役所 12 238 津志田　静也 サンベルクス
ﾆｼｿﾞﾉ ﾊﾔﾄ ｹﾞﾉ ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ

13 30 西園　颯斗 プレス工業 13 209 NGENO　ALFRED 日清食品グループ

ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ ﾛﾅﾙﾄﾞ ｹﾓｲ

14 114 中野　正人 日立（男子） 14 222 Ronald　Kwemoi 小森コーポ
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ｳｴﾏﾂ ﾚﾝ

15 196 荒井　七海 Ｈｏｎｄａ 15 26 植松　蓮 プレス工業
ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ ｾｷ ﾘｭｳﾀ

16 551 野上　善弘 MKPJT 16 25 関　竜大 プレス工業
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ

17 197 加藤　光 ＪＲ東日本 17 180 中里　綾介 JP日本郵政G東京

ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ

18 328 廣田　雄希 SUBARU



 男子1500m

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱﾝｻﾞｲ ﾂｶｻ

1 392 安齋　宰 埼玉医科大職
ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ

2 89 小針　旭人 NDソフト
ｲﾄｳ ｺｳｷ

3 358 伊藤　弘毅 アサヒGHD
ﾏｴﾉ ﾀｶﾕｷ

4 311 前野　貴行 富士通
ｳｨﾘｱﾑ ﾏﾚﾙ

5 195 Wiliam　Malel Ｈｏｎｄａ
ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｹﾝｽｹ

6 251 後藤田　健介 DeNA
ｶﾅｵ ｹｲｽｹ

7 237 金尾　圭祐 サンベルクス
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

8 546 佐藤　渉 秋田市役所
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

9 324 小林　光二 SUBARU
ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

10 326 上村　純也 SUBARU
ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ

11 201 若松　儀裕 日清食品グループ

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾔ

12 24 大谷　卓也 プレス工業
ｸｽ ﾔｽﾅﾘ

13 219 楠　康成 小森コーポ
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭｳ

14 166 小笠原　柊 日立物流
ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

15 47 神田　靖彦 東京都庁
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ

16 558 杉本　悠太 皇居スプリントC

ｱｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

17 27 赤澤　健太 プレス工業
ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾔ

18 575 唐澤　剣也 JBMA



 男子5000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｵﾇｷ ﾋﾀｶ ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1 16 大貫　陽嵩 パナソニック 1 111 合田　佳功 ＮＴＴ東京
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ ｵｵﾊｼ ｼｭｳｾｲ

2 212 佐藤　寛才 小森コーポ 2 408 大橋　秀星 ラフィネグループ

ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ ﾓﾘﾊｼ ｶﾝｽｹ

3 447 金塚　洋輔 上山市役所 3 407 森橋　完介 ラフィネグループ

ﾐﾄ ｼｭｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ

4 230 水戸　周平 サンベルクス 4 184 佐藤　辰準 警視庁
ﾂｼﾀﾞ ｼｽﾞﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ

5 238 津志田　静也 サンベルクス 5 80 渡邉　清紘 NDソフト
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾅｹﾞ ﾕｳﾀ

6 293 小原　大輔 新電元工業 6 28 稲毛　悠太 プレス工業
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ ｶﾅｵ ｹｲｽｹ

7 228 大蔵　孝典 サンベルクス 7 237 金尾　圭祐 サンベルクス
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｺﾄ ｶﾄﾞﾀ ﾋﾛｷ

8 389 畔柳　揮 埼玉医科大職 8 100 門田　浩樹 カネボウ
ﾌﾙｶﾜ ｹｲｽｹ ｱｵｷ ﾀﾂﾔ

9 208 古川　敬祐 日清食品グループ 9 81 青木　達哉 NDソフト
ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ ﾀｶｷ ﾄｼｵ

10 323 牧　良輔 SUBARU 10 253 髙木　登志夫 DeNA
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳ ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

11 206 徳永　照 日清食品グループ 11 91 工藤　隼人 NDソフト
ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

12 113 山崎　泰弘 ＮＴＴ東京 12 86 遠藤　清也 NDソフト
ｻﾄｳ ﾃﾙｱｷ ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

13 120 佐藤　晃章 コモディイイダ 13 119 木田　貴大 コモディイイダ
ﾔｷﾞｻﾜ ﾅｵﾔ ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｷ

14 292 八木沢　直也 新電元工業 14 229 大西　淳貴 サンベルクス
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｱﾍﾞ ﾀﾂﾐ

15 236 山本　航平 サンベルクス 15 217 阿部　竜巳 小森コーポ
ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾋﾛｽｴ ｽｸﾞﾙ

16 231 荒川　諒丞 サンベルクス 16 203 廣末　卓 日清食品グループ

ｺｲﾂﾞｶ ﾄｷ ﾂｷｻﾜ ｼｮｳ

17 287 恋塚　斗貴 ホクレン 17 183 槻澤　翔 警視庁
ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ ｼﾞﾝ ﾅｵﾕｷ

18 124 金子　晃裕 コモディイイダ 18 37 神　直之 北星病院
ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ

19 122 土田　純 コモディイイダ 19 128 宮本　甲斐 コモディイイダ
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｻｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ

20 137 髙木　祐作 自衛隊体育学校 20 296 渡辺　瑠偉 新電元工業
ｱｶﾋﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲ

21 29 赤平　大輔 プレス工業 21 284 長谷川　令 コニカミノルタ
ﾆｼｿﾞﾉ ﾊﾔﾄ ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

22 30 西園　颯斗 プレス工業 22 326 上村　純也 SUBARU
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ

23 126 山田　雄喜 コモディイイダ 23 121 児玉　雄介 コモディイイダ
ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

24 114 中野　正人 日立（男子） 24 214 的場　亮太 小森コーポ
ｺｳﾉ ﾀｶｼ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

25 155 河野　孝志 ルートイン 25 295 松本　流星 新電元工業
ﾏﾙｵ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

26 90 丸尾　尚史 NDソフト 26 391 山口　弘晃 埼玉医科大職
ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ ｶﾐﾃ ｹｲ

27 180 中里　綾介 JP日本郵政G東京 27 88 上手　慶 NDソフト
ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾄﾞ ｱｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

28 117 杉山　阿土 日立（男子） 28 27 赤澤　健太 プレス工業
ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ

29 67 大谷　宗平 ＪＲ東日本　千葉 29 89 小針　旭人 NDソフト
ｵｵﾜｸ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

30 68 大和久　貴裕 ＪＲ東日本　千葉 30 102 川上　遼平 カネボウ
ｷﾝﾉ ﾋﾄｼ ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ

31 548 金野　人史 吉崎倶楽部 31 152 森谷　修平 山形市役所
ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ ｳｴﾏﾂ ﾚﾝ

32 69 座間　保成 ＪＲ東日本　千葉 32 26 植松　蓮 プレス工業
ｶﾐﾔﾏ ﾜﾀﾙ ﾄｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

33 559 神山　航 第三企画 33 390 鴇澤　駿介 埼玉医科大職
ｻﾝｺﾞｳ ｶｽﾞｷ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ

34 421 三郷　一輝 佐倉AC 34 227 山下　侑哉 サンベルクス
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ ｺﾞﾛｳﾀﾆ ｼｭﾝ

35 324 小林　光二 SUBARU 35 125 五郎谷　俊 コモディイイダ
ｱﾏﾉ ｾｲﾔ ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶｲﾄ

36 141 天野　誠也 自衛隊体育学校 36 283 小板橋　海渡 コニカミノルタ
ｼﾗﾖｼ ﾘｮｳ

37 314 白吉　凌 富士通



 男子5000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ

1 161 Jonathan　Ndiku 日立物流
ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ

2 313 ジョン　マイナ 富士通
ｳｨﾘｱﾑ ﾏﾚﾙ

3 195 Wiliam　Malel Ｈｏｎｄａ
ﾚﾀﾞﾏ ｳｪｽﾞﾚｲ

4 325 LEDAMA　WESLEY SUBARU
ﾃﾞﾋﾞｯﾄ ｼﾞｭｸﾞﾅ

5 246 DAVIDN　JUGUNA ヤクルト
ｻﾑｴﾙ ﾑﾜﾝｷﾞ

6 285 サムエル　ムワンギ コニカミノルタ
ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ

7 187 設楽　悠太 Ｈｏｎｄａ
ｳｲﾘｰ ｷﾌﾟｾﾚﾑ

8 164 Wllly　Kipserem 日立物流
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

9 312 中村　匠吾 富士通
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

10 250 髙橋　優太 DeNA
ｷﾑﾗ ｼﾝ

11 192 木村　慎 Ｈｏｎｄａ
ﾀｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ

12 305 田井　慎一郎 富士通
ｷｸﾁ ﾏｻﾄ

13 282 菊地　賢人 コニカミノルタ
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

14 281 山本　浩之 コニカミノルタ
ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ

15 108 石川　颯真 カネボウ
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ

16 191 松村　優樹 Ｈｏｎｄａ
ｸﾁﾏﾁ ﾘｮｳ

17 327 口町　亮 SUBARU
ｼﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ

18 189 新庄　翔太 Ｈｏｎｄａ
ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ

19 185 佐藤　達也 警視庁
ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ

20 101 大西　一輝 カネボウ
ｵﾘｲ ﾀｸﾔ

21 235 折居　卓哉 サンベルクス
ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ

22 204 三浦　洋希 日清食品グループ

ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

23 319 石井　秀昂 富士通
ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ

24 233 川崎　友輝 サンベルクス
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ

25 321 山﨑　敦史 SUBARU
ﾎｼ ｿｳﾀ

26 302 星　創太 富士通
ﾅｶﾀﾆ ｹｲｽｹ

27 210 中谷　圭佑 日清食品グループ

ｻｺﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

28 135 迫田　祐二 自衛隊体育学校
ﾏﾁｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

29 211 町澤　大雅 日清食品グループ

ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ

30 328 廣田　雄希 SUBARU
ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ

31 249 小椋　裕介 ヤクルト
ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

32 255 北村　一摩 DeNA
ｵｵｽﾐ ﾕｳｽｹ

33 199 大隅　裕介 ＪＲ東日本
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ

34 193 山中　秀仁 Ｈｏｎｄａ
ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

35 112 安藤　健太 ＮＴＴ東京
ﾜﾀｸﾀｲﾀｽ ﾜﾛﾙ

36 127 ワタクタイタス　ワロル コモディイイダ
ｵﾁ ﾌﾐﾔ

37 393 越智　文弥 埼玉医科大職
ﾑﾀｲ ﾋﾞｸﾀｰ

38 109 Ｍｕｔａｉ　Ｖｉｃｔｏｒ カネボウ



 男子10000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ

1 146 千葉　一慶 八千代工業 1 98 森田　知行 カネボウ
ｶｲ ｼｮｳﾀ ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ

2 145 甲斐　翔太 八千代工業 2 313 ジョン　マイナ 富士通
ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ﾑﾃｨｿ

3 218 西澤　佳洋 小森コーポ 3 87 alexander　mutiso NDソフト
ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾄ ｱﾋﾞﾖｯﾄ ｱﾋﾞﾈｯﾄ

4 220 金森　寛人 小森コーポ 4 149 ABIYOT　ABINET 八千代工業
ｶﾞﾅﾊ ｶｽﾞﾏ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾑｲﾊﾞｷﾄﾆｰ

5 205 我那覇　和真 日清食品グループ 5 107 Ｄａｎｉｅｌ　ＭｕｉｖａＫｉｔｏｎｙｉ カネボウ
ｶﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ ﾍﾞﾅｰﾄﾞ ｷﾏﾆ

6 240 加藤　德一 ヤクルト 6 247 BENARD　KIMANI ヤクルト
ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾄﾞｩﾝｸﾞ

7 22 大西　亮 プレス工業 7 223 Charles　Ndungu 小森コーポ
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｷｸﾁ ﾏｻﾄ

8 21 内田　昌寛 プレス工業 8 282 菊地　賢人 コニカミノルタ

ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ

9 85 櫻井　一樹 NDソフト 9 252 永井　秀篤 DeNA
ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ ｱｵｷ ﾏｻﾙ

10 152 森谷　修平 山形市役所 10 103 青木　優 カネボウ
ﾌｸｼ ﾕｳﾀﾛｳ ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ

11 245 福士　優太朗 ヤクルト 11 188 服部　翔大 Ｈｏｎｄａ
ｻｸﾏ ｼｮｳ ﾀｶｸ ﾘｭｳ

12 221 佐久間　祥 小森コーポ 12 248 髙久　龍 ヤクルト
ｶﾈｺ ﾕｳﾀ ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ

13 83 兼子　侑大 NDソフト 13 198 其田　健也 ＪＲ東日本
ｶﾄﾞﾀ ﾋﾛｷ ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ

14 100 門田　浩樹 カネボウ 14 213 橋本　隆光 小森コーポ
ﾓﾘ ﾕｳｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉﾘｵ

15 150 森　湧暉 八千代工業 15 234 上條　記男 サンベルクス

ｱﾍﾞ ﾀﾂﾐ ﾀｶﾐﾔ ﾕｳｷ

16 217 阿部　竜巳 小森コーポ 16 242 高宮　祐樹 ヤクルト
ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾋﾛ

17 119 木田　貴大 コモディイイダ 17 138 平賀　喜裕 自衛隊体育学校

ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ

18 212 佐藤　寛才 小森コーポ 18 82 鈴木　駿 NDソフト
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ

19 244 山﨑　翔太 ヤクルト 19 99 松藤　大輔 カネボウ
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ ﾌﾐﾓﾄ ｹｲ

20 136 宮本　潤 自衛隊体育学校 20 105 文元　慧 カネボウ
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

21 121 児玉　雄介 コモディイイダ 21 147 柳原　貴大 八千代工業
ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾋﾛ ｸｶﾞ ｶｽﾞﾔ

22 216 郡司　貴大 小森コーポ 22 304 久我　和弥 富士通
ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏ ｶﾐﾃ ｹｲ

23 163 田代　一馬 日立物流 23 88 上手　慶 NDソフト
ﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｸｻｶ ｹｲｽｹ

24 159 千田　洋輔 日立物流 24 160 日下　佳祐 日立物流
ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ ｲｼﾀ ﾘｮｳ

25 124 金子　晃裕 コモディイイダ 25 133 石田　亮 自衛隊体育学校

ｻﾄｳ ﾃﾙｱｷ ｲｹﾀﾞ ｿｳｼﾞ

26 120 佐藤　晃章 コモディイイダ 26 241 池田　宗司 ヤクルト
ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳｲ ﾃﾙｲ ｱｷﾄ

27 410 稲田　翔威 コトブキヤ 27 92 照井　明人 NDソフト
ｺﾞﾛｳﾀﾆ ｼｭﾝ ｻｸﾏ ﾀｹﾙ

28 125 五郎谷　俊 コモディイイダ 28 134 佐久間　建 自衛隊体育学校

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ｼﾛﾀ ｼｭｳﾍｲ

29 126 山田　雄喜 コモディイイダ 29 104 代田　修平 カネボウ



 男子10000m

ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ ﾀｶｾ ﾑﾘｮｳ

30 202 佐々木　寛文 日清食品グループ 30 200 高瀬　無量 日清食品グループ

ｲｼﾊﾗ ﾀｹﾙ ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ

31 291 石原　洸 新電元工業 31 303 田中　佳祐 富士通
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ ﾊﾁｽｶ ｹﾞﾝ

32 123 渡邉　克則 コモディイイダ 32 286 蜂須賀　源 コニカミノルタ

ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ

33 215 蛯名　聡勝 小森コーポ 33 128 宮本　甲斐 コモディイイダ

ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

34 122 土田　純 コモディイイダ 34 162 田口　大貴 日立物流
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ ｲﾊﾗ ﾅｵﾄ

35 239 松原　啓介 サンベルクス 35 165 伊原　直斗 日立物流
ｲｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ

36 181 石村　英幸 JP日本郵政G東京 36 322 吉田　憲正 SUBARU
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾅｵ ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

37 243 西村　知修 ヤクルト 37 144 北澤　健太 八千代工業
ｲﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾀﾅｶ ｺｳｷ

38 139 今枝　光 自衛隊体育学校 38 106 田中　孝貴 カネボウ
ｶｷﾓﾄ ｼｮｳｱﾂ ｷﾂﾞ ﾏｻｵ

39 140 柿本　昇忠 自衛隊体育学校 39 254 木津　晶夫 DeNA
ﾕﾌ ｲｸﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

40 306 油布　郁人 富士通 40 148 山田　稜 八千代工業
ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ

41 23 池田　紀保 プレス工業 41 84 近並　郷 NDソフト
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ

42 20 川村　駿吾 プレス工業 42 224 柴田　拓真 小森コーポ
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｵｵﾊｼ ｼｭｳｾｲ

43 19 山田　翔太 プレス工業 43 408 大橋　秀星 ラフィネグループ

ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ ｶﾞﾝﾄﾞｩ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ

44 18 坂本　智史 プレス工業 44 581 ガンドゥ　ベンジャミン 富士通
ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ

45 143 村山　徳宏 八千代工業



 男子110mH

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

14 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 神奈川 13.58

高山　峻野 ゼンリン

76 ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ 群馬 13.59

増野　元太 ヤマダ電機

329 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京 13.75

佐藤　大志 日立化成

373 ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ 13.79

能登谷　雄太 国士舘大教

77 ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾋﾛｷ 群馬 13.81

札塲　大輝 ヤマダ電機

496 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 山形 13.82

古川　裕太郎 山形北高職

399 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 東京 13.88

尾形　晃広 ゴールドジム

448 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 茨城 13.89

田中　新也 K-plus

509 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｷ 神奈川 13.90

岡崎　正樹 東都熱工業

401 ﾃﾂｸﾞﾁ ﾚﾝ 東京 14.15

鐵口　蓮 ゴールドジム

8 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川 14.18

森田　俊一 ｱｽﾚﾃｨｸｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

341 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞｱｷ 東京 14.29

古田　和彰 バディ陸上

34 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川 14.32

阿部　洋文 クマヒラ

151 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾍｲ 14.34

久保田　孝平 上磯中教

416 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 14.35

渡邊　和敏 由紀精密

466 ｼｭﾄｳ ﾀｶﾕｷ 14.37

首藤　貴之 市野沢小教

444 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 14.53

加藤　秀彬 朝日新聞

450 ｵﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡 14.55

小田　雅士 NONSTOP

343 ｱﾜﾉ ﾕｳﾔ 14.57

粟野　裕弥 J.VIC

440 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾏｻ 神奈川 14.63

松永　晃雅 富士通エフサス

342 ﾀｶﾊﾀ ﾀｸﾐ 東京 14.67

高畑　匠 バディ陸上

500 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 東京 14.73

鈴木　幹太 日大理工学部職

470 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾀ 14.74

藤崎　雄太 不動岡高教

96 ﾌｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 14.83

深川　貴司 城北特別支援学

497 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 15.12

本間　大輔 三菱スペースS

423 ﾖｼｵｶ ﾄｼｷ 静岡 15.16

吉岡　駿貴 明電舎

168 ｲﾜｼﾅ ﾘｮｳ 茨城 15.22

岩科　伶 阿見アスリート

541 ﾉﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 15.23

野村　泰之 ドリームステージ

17 / 60



 男子400mH

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

158 ｽｷﾞﾏﾁ ﾏﾊｳ 埼玉 48.96

杉町　マハウ 日本ウェルネス

15 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川 49.64

田邉　将大良 ゼンリン

505 ﾐﾔｵ ｺｳﾀﾛｳ 49.67

宮尾　幸太郎 XEBIO 

174 ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ 福島 49.98

記野　友晴 東邦銀行

156 ﾊﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 東京 50.16

濱井　涼介 法政クラブ

154 ﾏｴﾉ ｹｲ 東京 50.41

前野　景 ドーム

225 ｱﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 岡山 50.42

安部　孝駿 デサント

375 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 埼玉 50.54

加藤　誠也 熊谷市役所

345 ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉 50.85

笛木　靖宏 千葉市立養護学校

2 ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ 51.55

舘野　哲也 日立産機

366 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 神奈川 51.82

小川　達也 ユメオミライ

35 ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ 千葉 52.08

平井　健一 流山高教

169 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 茨城 53.21

木村　知博 阿見アスリート

380 ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ 群馬 53.56

岩野　康平 みどり市役所

568 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 57.42

佐藤　智哉 ワールウインド

168 ｲﾜｼﾅ ﾘｮｳ 茨城

岩科　伶 阿見アスリート

18 / 60



 男子3000mSC

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｺｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 東京

1 458 小口　圭祐 高翔企画
ｼﾞﾝ ﾅｵﾕｷ

2 37 神　直之 北星病院
ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ

3 409 熊谷　光 ラフィネグループ

ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 福島

4 72 野村　顕弘 三春町役場
ｵｵﾉ ﾋﾛﾀｶ 東京

5 331 大野　紘崇 東京消防庁
ｱｶﾋﾗ ｺｳ

6 532 赤平　航 湯沢雄勝陸協

ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ

7 551 野上　善弘 MKPJT
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ

8 442 北原　弘司 Builder Japan

ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｿﾞｳ

9 294 平塚　祐三 新電元工業
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 茨城

10 115 渡邉　翔太 日立（男子）

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川

11 504 齋藤　雄太郎 信金中央金庫

ｲﾄｳ ｺｳｷ 東京

12 358 伊藤　弘毅 アサヒGHD



 男子5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾌｼﾞｻﾜ ｲｻﾑ 東京

1 97 藤澤　勇 ALSOK
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 岩手

2 10 吉田　琢哉 盛岡市役所
ﾌｸｵｶ ﾋｶﾙ 神奈川

3 297 福岡　光 平塚市役所
ﾎｯﾀ ﾐｷｵ 東京

4 520 堀田　樹生 鹿島建設東京建築

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

5 320 松永　大介 富士通
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 埼玉

6 130 山﨑　勇喜 自衛隊体育学校

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 東京

7 45 小林　快 ビックカメラ

ﾓﾘｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ

8 301 森岡　紘一朗 富士通
ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾋﾛ 山形

9 515 高橋　憲弘 山形県社会福祉事業団

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 兵庫

10 94 山本　徹 両備グループ東京

ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 東京

11 413 早川　晃司 AMT
ｶﾂｷ ﾊﾔﾄ 埼玉

12 132 勝木　隼人 自衛隊体育学校

ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 山形

13 453 三澤　凌 JAやまがた
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

14 461 山田　康太 高畠町役場
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟

15 489 宮島　秀明 MS＆AD S.
ｲﾄｳ ﾕｳｷ

16 431 伊藤　佑樹 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

ﾀｶﾊｼ ｴｲｷ

17 310 高橋　英輝 富士通
ﾀﾆｲ ﾀｶﾕｷ 埼玉

18 129 谷井　孝行 自衛隊体育学校

ｱﾗｲ ﾋﾛｵｷ 埼玉

19 131 荒井　広宙 自衛隊体育学校

ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 奈良

20 378 田中　達也 江東区役所
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 東京

21 412 山口　正洋 村田機械





 男子4X100mR

日本記録(NR)            37.60     山縣・飯塚・桐生・ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ(日本)      2016
大会新記録(GR)          39.89     近藤・吉野・奥迫・對島(ラスポート)    2005

予　選　2組3着＋2

1組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 資格記録 45.36 5ﾚｰﾝ 資格記録 42.74

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
東京

(   ) (   ) 257 東京海上日動 (   ) 534 テストゥード
東京

(   ) (   ) 258 東京海上日動 (   ) 535 テストゥード
東京

(   ) (   ) 261 東京海上日動 (   ) 536 テストゥード
東京

(   ) (   ) 262 東京海上日動 (   ) 537 テストゥード
東京

(   ) (   ) 263 東京海上日動 (   ) 539 テストゥード

(   ) (   ) 265 東京海上日動 (   ) 540 テストゥード

6ﾚｰﾝ 資格記録 41.85 7ﾚｰﾝ 資格記録 41.99 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

東京 東京

(   ) 361 ユメオミライ (   ) 384 SMARTS (   ) 2 日立産機
東京 東京

(   ) 362 ユメオミライ (   ) 385 SMARTS (   ) 3 日立産機
東京 東京

(   ) 363 ユメオミライ (   ) 386 SMARTS (   ) 4 日立産機
東京 東京

(   ) 364 ユメオミライ (   ) 387 SMARTS (   ) 5 日立産機

(   ) 367 ユメオミライ (   ) (   ) 6 日立産機

(   ) 368 ユメオミライ (   ) (   ) 7 日立産機

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

2組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 資格記録 42.35 5ﾚｰﾝ 資格記録 42.17

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
東京

(   ) (   ) 269 皇漢薬品研究所 (   ) 566 ワールウインド

東京

(   ) (   ) 270 皇漢薬品研究所 (   ) 567 ワールウインド

東京

(   ) (   ) 272 皇漢薬品研究所 (   ) 568 ワールウインド

東京

(   ) (   ) 273 皇漢薬品研究所 (   ) 569 ワールウインド

東京

(   ) (   ) 274 皇漢薬品研究所 (   ) 570 ワールウインド

東京

(   ) (   ) 276 皇漢薬品研究所 (   ) 572 ワールウインド

6ﾚｰﾝ 資格記録 46.37 7ﾚｰﾝ 資格記録 40.53 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

神奈川 千葉 千葉

(   ) 176 伊藤超短波 (   ) 333 リニアート (   ) 426 UNITE
神奈川 千葉 埼玉

(   ) 177 伊藤超短波 (   ) 335 リニアート (   ) 428 UNITE
神奈川 千葉

(   ) 178 伊藤超短波 (   ) 336 リニアート (   ) 555 UNITE
神奈川 千葉

(   ) 179 伊藤超短波 (   ) 337 リニアート (   ) 556 UNITE
千葉

(   ) (   ) 338 リニアート (   ) 557 UNITE
千葉

(   ) (   ) 340 リニアート (   )

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4

2 5

3

田中　進悟
ｻﾄｳ ﾀｸﾔ

佐藤　拓也
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

中村　悠希根岸　紀仁

小池　雄作

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

渡辺　一希

UNITE(実業団)

ｶﾀｵｶ ﾖｼｶﾂ

片岡　佳功
ﾔﾍﾞ ﾊﾔﾃ

矢部　颯
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ

ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ

草野　聖也
ｱﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ

粟野　優久路
ｸﾜﾊﾗ ﾄﾓｱｷ

桑原　朋亮
ｶﾈｺ ﾀｶﾗ

ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ

小嶋　和磨
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

中村　圭佑
ｺｲｹ ﾕｳｻｸ

ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ

田子　政昌

金子　財

ﾏﾂﾓﾄ ｵﾘｴ

松元　織衛

伊藤超短波(実業団)

ｱﾗｲ ｻﾄｼ

荒井　慧

リニアート(実業団)

ｸｻﾉ ｾｲﾔ

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ

村上　健二
ｻﾄｳ ﾏｻﾙ

佐藤　賢

ワールウインド(実業団)

ｵｵｸﾎﾞ ｶｵﾙ

大久保　薫
ｻｻｷ ｶｽﾞｾ

佐々木　一誠
ｲﾏｲ ﾄｼｱｷ

今井　俊影
ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

松本　泰洋
ｺﾞ ﾂﾙｼﾞﾛｳ

呉　鶴治郎

塚本　和明

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

佐藤　智哉
ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ

清水　瑛裕

皇漢薬品研究所(実業団)

ﾅｶﾑﾗ ｽﾅｵ

中村　直

荒井　優介
ｲﾊﾗ ﾅｵｷ

井原　直樹
ｵｳｷﾞ ｺﾀﾛｳ

扇　小太郎
ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

石見　源太郎
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳ

吉川　翔

日立産機(実業団)

ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ

舘野　哲也
ｶﾈｺ ﾀｸﾔ

金子　卓哉
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ

藤原　武
ｼﾝﾔｼｷ ﾘｭｳﾀ

新屋敷　竜太

SMARTS(実業団)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ

小林　大樹
ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ

大内　恵吏也
ｲﾜﾐ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

花谷　昂
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ

堀籠　佳宏
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

遠藤　幸一郎
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

丸池　優太

ユメオミライ(実業団)

ｶﾈｺ ﾏｺﾄ

金子　信
ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ

佐々浦　陽史
ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ

高橋　利紀
ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ

松尾　勇汰
ﾏﾙｲｹ ﾕｳﾀ

岩見　隆裕
ｶﾜｲ ｹﾞﾝｷ

河合　元紀

テストゥード(実業団)

ｵｶﾍﾞ ｱｷﾄ

岡部　瑛仁
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

斉藤　優太
ｻｻｳﾗ ｱｷﾌﾐ

茂原　哲也
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

山上　紘幸
ﾃﾙｲ ｷﾖﾋｺ

照井　紀誉彦
ｲﾜﾐ ﾀｶﾋﾛ

東京海上日動(実業団)

ｸﾘﾀ ﾃﾂｼ

栗田　徹士
ｼｹﾞﾊﾗ ﾃﾂﾔ



 男子4X400mR

日本記録(NR)            3:00.76   苅部・伊東・小坂田・大森(日本)        1996
大会新記録(GR)          3:06.42   簡・苅部・林・熊谷(富士通)            1998

決　勝　

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

茨城

(   ) (   ) (   ) 167 阿見アスリート

茨城

(   ) (   ) (   ) 168 阿見アスリート

茨城

(   ) (   ) (   ) 169 阿見アスリート

茨城

(   ) (   ) (   ) 171 阿見アスリート

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

4ﾚｰﾝ 資格記録 3:21.88 5ﾚｰﾝ 資格記録 3:17.64 6ﾚｰﾝ 資格記録 3:13.55

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
神奈川 東京

(   ) 566 ワールウインド (   ) 420 レジェンズ (   ) 361 ユメオミライ
東京 東京

(   ) 567 ワールウインド (   ) 432 レジェンズ (   ) 363 ユメオミライ
東京

(   ) 568 ワールウインド (   ) 543 レジェンズ (   ) 364 ユメオミライ
神奈川

(   ) 569 ワールウインド (   ) 544 レジェンズ (   ) 365 ユメオミライ
神奈川

(   ) 570 ワールウインド (   ) 545 レジェンズ (   ) 366 ユメオミライ

(   ) 572 ワールウインド (   ) (   ) 367 ユメオミライ

7ﾚｰﾝ 資格記録 3:15.49 8ﾚｰﾝ 資格記録 3:28.86 9ﾚｰﾝ 資格記録 3:31.95

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
千葉 東京 東京

(   ) 332 リニアート (   ) 268 皇漢薬品研究所 (   ) 256 東京海上日動
千葉 東京 東京

(   ) 333 リニアート (   ) 269 皇漢薬品研究所 (   ) 259 東京海上日動
千葉 東京 東京

(   ) 336 リニアート (   ) 271 皇漢薬品研究所 (   ) 260 東京海上日動
千葉 東京 東京

(   ) 338 リニアート (   ) 275 皇漢薬品研究所 (   ) 261 東京海上日動
千葉 東京 東京

(   ) 339 リニアート (   ) 276 皇漢薬品研究所 (   ) 262 東京海上日動
千葉 東京

(   ) 340 リニアート (   ) 280 皇漢薬品研究所 (   ) 264 東京海上日動

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

阿見アスリート(実業団)

ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ

佐藤　慧太郎
ｲﾜｼﾅ ﾘｮｳ

岩科　伶
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

木村　知博
ｻﾜﾊﾀ ﾓﾄｷ

澤幡　幹

佐藤　智哉
ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ

清水　瑛裕
ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ

田子　政昌

ワールウインド(実業団)

ｵｵｸﾎﾞ ｶｵﾙ

大久保　薫
ｻｻｷ ｶｽﾞｾ

佐々木　一誠

ﾏﾂﾓﾄ ｵﾘｴ

松元　織瑛

レジェンズ(実業団)

ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾕｷ

竹下　雅之
ｳｽｲ ﾘｮｳ

碓井　涼
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ

松本　竜彦
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

小川　達也

ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ

菊池　祐一
ﾀｹｲ ｹﾝｺﾞ

竹井　健吾

ユメオミライ(実業団)

ｶﾈｺ ﾏｺﾄ

金子　信
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ

堀籠　佳宏

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

藤原　武

リニアート(実業団)

ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ

大西　正裕

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

遠藤　幸一郎
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｽｹ

岡部　祐介
ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

渡辺　一希

皇漢薬品研究所(実業団)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

中島　祐基
ﾅｶﾑﾗ ｽﾅｵ

中村　直
ｸｻﾉ ｾｲﾔ

草野　聖也
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

宮武　光樹
ｾﾝｻﾞｷ ﾜﾀﾙ

先崎　航
ｻﾄｳ ﾏｻﾙ

佐藤　賢
ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ

板鼻　航平

中村　圭佑
ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ

根岸　紀仁

ｱﾗｷ ﾄﾓｷ

荒木　智貴

東京海上日動(実業団)

ｱｻｲ ｶﾂﾋﾛ

浅井　克弘
ｸﾆｼﾏ ﾀｲｶﾞ

國島　大河
ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ

石井　雄一
ﾐﾔﾀｹ ｺｳｷ

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

山上　紘幸
ﾃﾙｲ ｷﾖﾋｺ

照井　紀誉彦
ﾎﾘｺｼ ｺｳﾀﾛｳ

堀越　光太郎



 男子走高跳

日本記録(NR)            2m33      醍醐　直幸(富士通)                    2006
大会新記録(GR)          2m25      髙張 広海(日立ITC)                    2015

決　勝　

ﾏﾂﾓﾄ ｵﾘｴ

1 572 松元　織衛 ワールウインド
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 東京

2 279 小林　亮 皇漢薬品研究所
ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｷ

3 370 元吉　雄基 NHK学園教
ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ

4 469 石橋　健 極東技工C
ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 埼玉

5 494 横山　隆也 早稲田ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｼ

6 355 川上　匡大 新潟市消防局
ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ

7 437 尾又　平朗 XSPO
ﾉﾃ ﾄｼﾐﾂ 栃木

8 465 能手　俊充 環境整備
ｵｲｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京

9 495 及川　昂宏 別所中教
ｾﾝｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 東京

10 275 先崎　航 皇漢薬品研究所
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨

11 374 外川　巧 山梨大職
ｲﾁﾑﾗ ｼｭｳﾄ 茨城

12 172 市村　脩人 阿見アスリート
ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ

13 542 藤田　光 ドリームステージ

ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川

14 41 髙張　広海 日立ＩＣＴ
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 東京

15 422 松田　和成 明電舎
ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ 埼玉

16 267 田端　和輝 深谷幡羅中教
ﾏﾂｳ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ

17 438 松鵜　竜次郎 XSPO
ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾄｼﾔ 神奈川

18 404 南田　隼也 港南台第一小教

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
m m



 男子棒高跳

日本記録(NR)            5m83      澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005
大会新記録(GR)          5m65      澤野　大地(ニシ・スポーツ)            2005

決　勝　

ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾀｶ 茨城

1 170 石川　文貴 阿見アスリート
ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 群馬

2 31 田中　充 ラクスポ
ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

3 477 永田　純也 東京ﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝﾗﾎﾞ

ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳ 埼玉

4 32 南條　裕 ラクスポ
ｵｵﾔﾏ ﾌﾞﾝﾀ

5 232 大山　文太 サンベルクス

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



 男子走幅跳

日本記録(NR)            8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
大会新記録(GR)          7m92      猿山 力也(モンテローザ)               2011

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 m m m m m m m m
1 17 中島　貴大 中央労働金庫 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳ 千葉 m m m m m m m m
2 484 下村　諒 岡村製作所 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾏｲ ﾄｼｱｷ 東京 m m m m m m m m
3 270 今井　俊影 皇漢薬品研究所 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 m m m m m m m m
4 330 久保　淳平 東京消防庁 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀ m m m m m m m m
5 493 岡村　健太 ふたば未来学園職 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｼﾏ ｶｵﾙ 埼玉 m m m m m m m m
6 498 長島　薫 平成国際大教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀﾆ ﾋﾛﾑ 群馬 m m m m m m m m
7 485 谷　洋武 境采女小教　 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉 m m m m m m m m
8 359 田口　宣幸 五運 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ m m m m m m m m
9 309 音部　拓仁 富士通 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京 m m m m m m m m
10 56 藤田　靖浩 三井住友銀行 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺﾆｼ ﾔｽﾐﾁ 北海道 m m m m m m m m
11 360 小西　康道 白樺学園高教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾏｴｶﾜ ｼｮｳﾄ m m m m m m m m
12 562 前川　政人 岩手陸上競技協会 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳ 東京 m m m m m m m m
13 346 栗原　諒 王子小教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾁﾀﾞ ｼﾓﾝ 岩手 m m m m m m m m
14 506 内田　梓文 大衆酒場宮 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ m m m m m m m m
15 437 尾又　平朗 XSPO +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｽｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 群馬 m m m m m m m m
16 38 菅井　洋平 ミズノ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾜﾐ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 東京 m m m m m m m m
17 386 石見　源太郎 SMARTS +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｻｳﾗ ｱｷﾌﾐ m m m m m m m m
18 536 佐々浦　陽史 テストゥード +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 茨城 m m m m m m m m
19 95 長山　淳 みどりや +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



 男子三段跳

日本記録(NR)            17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986
大会新記録(GR)          16m72     山下　訓史(日本電気)                  1991

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 岩手 m m m m m m m m
1 507 斉藤　大輔 大衆酒場宮 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 栃木 m m m m m m m m
2 464 海老原　侑也 環境整備 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京 m m m m m m m m
3 56 藤田　靖浩 三井住友銀行 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｿｳｾﾞﾝ ﾕｳﾔ m m m m m m m m
4 334 相前　有哉 リニアート +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾆｲﾂ ﾕｳﾀ 神奈川 m m m m m m m m
5 411 新津　裕大 新津事務所 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 m m m m m m m m
6 36 稲葉　広幸 大井町役場 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川 m m m m m m m m
7 43 黒田　寛亮 日立ＩＣＴ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳ 神奈川 m m m m m m m m
8 417 笠松　諒 藤沢養護職 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ 東京 m m m m m m m m
9 347 中川　篤志 TOMEAT +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊﾚﾔﾏ ｶｵﾙ m m m m m m m m
10 564 晴山　薫 青森県立田子高教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川 m m m m m m m m
11 436 長谷川　大悟 XSPO +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾕｷ m m m m m m m m
12 439 川上　博之 三協フロンテア +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 茨城 m m m m m m m m
13 95 長山　淳 みどりや +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲﾀ ｼｮｳﾉｽｹ 大阪府 m m m m m m m m
14 518 斎田　将之介 明治安田生命 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊｯﾄﾘ ﾏｺﾄ 神奈川 m m m m m m m m
15 492 服部　誠 追浜高教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 福島 m m m m m m m m
16 516 羽田　友哉 塙町役場 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ 東京 m m m m m m m m
17 362 花谷　昂 ユメオミライ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ m m m m m m m m
18 64 島田　喜文 ＪＲ東日本　千葉 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻﾘｲｼ ﾏｻｷ 岩手 m m m m m m m m
19 508 去石　匡樹 大衆酒場宮 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 宮城 m m m m m m m m
20 490 石川　真也 みやぎ生協 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾄﾘｺｼ ﾖｳｽｹ 神奈川 m m m m m m m m
21 40 鳥越　陽介 共和中教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾊﾀ ﾋｶﾙ 埼玉 m m m m m m m m
22 486 池畠　旭佳瑠 駿河台大非常勤 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川 m m m m m m m m
23 441 重村　有亮 富士通エフサス +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾏｲ ﾄｼｱｷ 東京 m m m m m m m m
24 270 今井　俊影 皇漢薬品研究所 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ m m m m m m m m
25 570 田子　政昌 ワールウインド +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾏｻﾞﾜ ｻﾄｼ 宮城 m m m m m m m m
26 73 熊沢　聡史 白石高教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



 男子砲丸投(7.260kg)

日本記録(NR)            18m78     畑瀬　聡(群馬綜合ガード)              2009
大会新記録(GR)          17m96     畑瀬　聡(群馬綜合ガードシステム)      2008

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 栃木

1 266 永山　透 茨城キリスト大教 m m m m m m m m
ｵｸﾉ ﾌｳﾏ 埼玉

2 394 奥野　風摩 埼玉医科大職 m m m m m m m m
ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ

3 309 音部　拓仁 富士通 m m m m m m m m
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾗ 東京

4 49 佐藤　征平 落合中教 m m m m m m m m
ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東京

5 513 須田　裕太郎 町田の丘学園ＣＳ m m m m m m m m
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 東京

6 50 中村　太地 落合中教 m m m m m m m m
ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 神奈川

7 467 木村　研太 三井不動産レジ m m m m m m m m
ﾊﾀｾ ｻﾄｼ 群馬

8 299 畑瀬　聡 群馬綜合ガード m m m m m m m m
ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾋﾛ 東京

9 476 宮内　育大 日大スポ科教職 m m m m m m m m
ｵｵｻｶ ﾏｻｵ 神奈川

10 118 大坂　将央 東海大職 m m m m m m m m



 男子円盤投(2.000kg)

日本記録(NR)            60m22     川崎　清貴(大昭和)                    1979
大会新記録(GR)          58m00     畑山　茂雄(ゼンリン)                  2005

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 福島

1 62 高橋　浩司 会津オリンパス m m m m m m m m
ﾁｮｳ ｽｰｴｲ 東京

2 481 趙　思野 鶴牧中教 m m m m m m m m
ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｷ

3 372 神　大貴 忠生中職 m m m m m m m m
ｵｵｼﾏ ｼﾞﾝ 茨城

4 456 大島　陣 ヤハギ緑化 m m m m m m m m
ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ 群馬

5 298 堤　雄司 群馬綜合ガード m m m m m m m m
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 東京

6 398 蓬田　和正 ゴールドジム m m m m m m m m
ﾏｲｻﾜ ｼｹﾞﾕｷ 東京

7 434 米沢　茂友樹 オリコ m m m m m m m m
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 東京

8 50 中村　太地 落合中教 m m m m m m m m
ﾁﾈﾝ ｺﾞｳ 神奈川

9 13 知念　豪 ゼンリン m m m m m m m m
ﾊﾔｼ ﾅｵｱｷ 茨城

10 289 林　直明 茨城県庁 m m m m m m m m
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ

11 531 高橋　一成 湯沢雄勝陸協 m m m m m m m m



 男子ハンマー投(7.260kg)

日本記録(NR)            84m86     室伏　広治(ミズノ)                    2003
大会新記録(GR)          73m48     土井　宏昭(ファイテン)                2007

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾋﾜﾀｼ ｶﾂﾉﾘ 栃木

1 186 日渡　勝則 真岡工高教 m m m m m m m m
ﾎｻｶ ﾕｳｼﾛｳ 群馬

2 300 保坂　雄志郎 群馬綜合ガード m m m m m m m m
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ

3 531 高橋　一成 湯沢雄勝陸協 m m m m m m m m
ﾋｻｼﾞ ﾕｳｷ

4 519 久治　佑樹 横浜市役所 m m m m m m m m
ｸﾄﾞｳ ｼｮｳ 青森

5 502 工藤　翔 弘前中央高教 m m m m m m m m
ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 滋賀

6 354 西脇　博之 TOMONE信州豊科 m m m m m m m m
ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 群馬

7 74 柏村　亮太 ヤマダ電機 m m m m m m m m
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

8 446 茶園　彬 日本ピュアフード m m m m m m m m
ｶﾄｳ ｵｻﾑ 埼玉

9 9 加藤　修 深谷組 m m m m m m m m
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 千葉

10 110 遠藤　彰 国際武道大職 m m m m m m m m
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾘｮｳﾍｲ 宮城

11 415 柳谷　怜兵 七ヶ宿中教 m m m m m m m m



 男子やり投(800g)

日本記録(NR)            87m60     溝口　和洋(ゴールドウイン)            1989
大会新記録(GR)          78m86     荒井 謙(七十七銀行)                   2011

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾄ 宮城

1 379 金野　延人 金野工業 m m m m m m m m
ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ

2 468 千葉　遼平 ハート引越 m m m m m m m m
ﾋﾉ ﾘｮｳﾍｲ

3 510 飛野　涼平 桜台中教 m m m m m m m m
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ 千葉

4 521 山瀬　貴雅 いんば学舎 m m m m m m m m
ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ 東京

5 400 関　和紀 ゴールドジム m m m m m m m m
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 埼玉

6 388 中嶋　善寛 埼玉医科大職 m m m m m m m m
ﾄｵｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 栃木

7 471 遠島　隆行 日本化薬 m m m m m m m m
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 岩手

8 511 高橋　政宏 北日本銀行 m m m m m m m m
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 大阪府

9 487 高橋　輝 弥栄 m m m m m m m m
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 神奈川

10 71 中嶋　亮太 みどり養護学校教 m m m m m m m m
ｶｸﾀ ﾅｵﾕｷ 東京

11 403 角田　直之 ゴールドジム m m m m m m m m
ｱﾗｲ ｹﾝ 宮城

12 52 荒井　謙 七十七銀行 m m m m m m m m
ｱﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ 神奈川

13 177 粟野　優久路 伊藤超短波 m m m m m m m m
ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 栃木

14 488 安田　淳 天明小教 m m m m m m m m
ｱﾗｶﾞｷ ｱｷﾄ 神奈川

15 42 新垣　暁登 日立ＩＣＴ m m m m m m m m
ﾐﾁｳｴ ﾏｻｱｷ 東京

16 402 道上　雅晃 ゴールドジム m m m m m m m m
ｺｲｹ ﾖｳ 千葉

17 65 小池　陽 ＪＲ東日本　千葉 m m m m m m m m



シニア男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1

2 2

3 3
ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川

4 574 加藤　裕一 宮城マスターズ 4 445 入江　和義 ff片野
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾋﾛ 東京

5 543 松本　竜彦 レジェンズ 5 363 堀籠　佳宏 ユメオミライ

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ

6 475 伊藤　純一 群馬県警 6 554 馬場　達也 東京都庁クラブ

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ﾎﾘ ﾅﾙﾋｺ

7 560 佐藤　秀明 福島県教育庁 7 530 堀　愛彦 庄内ＡＣ
ｲﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 埼玉 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 埼玉

8 51 井盛　雅 レフア 8 405 小島　俊紀 アイセイ薬局

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

9 565 我妻　明慶 MinatoAC 9 547 木村　貴宏 S.A.C.



シニア男子1500m

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1 561 後口　洋史 ルート８４６

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉

2 78 中村　悠希 スターツ
ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 福島

3 72 野村　顕弘 三春町役場
ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ

4 69 座間　保成 ＪＲ東日本　千葉

ﾅｶﾀ ﾀｶｼ

5 563 中田　崇志 関東ＲＣ
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 茨城

6 116 鈴木　嘉次 日立（男子）



シニア男子砲丸投(7.260kg)

大会新記録(GR)          13m75     富岡　真広(皇漢薬品研究所)            2012

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ

1 565 我妻　明慶 MinatoAC m m m m m m m m
ｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ 神奈川

2 182 和泉　憲昌 防衛大学校 m m m m m m m m
ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 秋田

3 462 佐藤　弘典 わたなべ整形 m m m m m m m m
ｸﾗﾀ ﾖｼｱｷ

4 573 倉田　佳明 武蔵野市 m m m m m m m m



視覚障害男子5000m

大会新記録(GR)          17:59.95  高橋　勇市(JBMA)                      2016

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾀｶ

1 576 熊谷　豊 JBMA
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

2 577 谷口　真大 JBMA
ﾌｸﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ

3 578 福原　良英 JBMA
ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ

4 579 山下　慎治 JBMA
ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾔ

5 575 唐澤　剣也 JBMA
ﾖﾈｵｶ ｻﾄﾙ

6 580 米岡　聡 JBMA



 女子100m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

2 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 11.57

世古　和 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ

10 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 北海道 11.69

島田　雪菜 北海道ハイテク

209 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ 11.77

藤森　安奈 エステール

126 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ 東京 11.81

藤沢　沙也加 セレスポ

214 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 茨城 11.86

中野　瞳 マグノリア

50 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ 宮城 11.87

伴野　里緒 七十七銀行

9 ﾜﾀﾞ ｻｵﾘ 北海道 11.88

和田　沙織 北海道ハイテク

210 ｼﾏﾀﾞ ｻｴ 東京 11.88

島田　沙絵 日本ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ

1 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 神奈川 12.16

高橋　明日香 ｱｽﾚﾃｨｸｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

220 ﾀｹﾅｶ ﾐｻﾄ 北海道 12.18

竹中　弥里 タケレイ

57 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 神奈川 12.37

小松　彩香 横須賀ろう学校

56 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾐ 神奈川 12.51

菅原　聡美 三井住友銀行

125 ﾊﾞﾝ ｶｴ 神奈川 12.52

伴　佳恵 グランサイズ

205 ﾉｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 12.54

野口　裕香里 XSPO

194 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 12.70

山本　芽依 とらふぐ亭

5 ﾅｶﾞｲ ｶｵﾘ 新潟 12.74

永井　佳織 長谷川体育施設

37 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ 埼玉 12.90

山口　香織 レフア

206 ｽｽﾞｷ ﾒｵ 13.07

鈴木　夢桜 XSPO

212 ﾁｬﾝ ﾘﾅ 東京 14.88

CHAN　LINA あらぐさ

202 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺ

福田　景子 ライフクラフト

36 / 60



 女子200m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

50 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ 宮城 24.04

伴野　里緒 七十七銀行

121 ｱｵｷ ﾘﾝ 福島 24.10

青木　りん 東邦銀行

126 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔｶ 東京 24.12

藤沢　沙也加 セレスポ

10 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 北海道 24.17

島田　雪菜 北海道ハイテク

209 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ 24.27

藤森　安奈 エステール

194 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 24.30

山本　芽依 とらふぐ亭

118 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 福島 24.36

武石　この実 東邦銀行

122 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ 東京 24.82

新宅　麻未 アットホーム

2 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重 24.84

世古　和 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ

51 ｻﾄｳ ﾄﾓｶ 宮城 25.50

佐藤　朝香 七十七銀行

214 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 茨城 25.57

中野　瞳 マグノリア

210 ｼﾏﾀﾞ ｻｴ 東京 25.59

島田　沙絵 日本ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ

53 ｸﾗｻﾜ ﾘｴ 宮城 26.56

倉澤　理絵 七十七銀行

37 / 60



 女子400m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

116 ｱｵｷ ｻﾔｶ 福島 53.38

青木　沙弥佳 東邦銀行

121 ｱｵｷ ﾘﾝ 福島 53.44

青木　りん 東邦銀行

123 ｷﾗ ﾏﾅﾐ 東京 53.83

吉良　愛美 アットホーム

118 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 福島 54.09

武石　この実 東邦銀行

50 ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ 宮城 54.41

伴野　里緒 七十七銀行

122 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ 東京 54.57

新宅　麻未 アットホーム

119 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ 福島 55.68

新宮　美歩 東邦銀行

211 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ 東京 56.36

山田　はな わらべや日洋

54 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 宮城 57.75

伊藤　愛海 七十七銀行

53 ｸﾗｻﾜ ﾘｴ 宮城 58.31

倉澤　理絵 七十七銀行

55 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘ 宮城 58.61

松田　絵梨 七十七銀行
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 女子800m

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属名 資格記録

211 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅ 東京 2:05.46

山田　はな わらべや日洋

156 ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ 東京 2:05.54

大森　郁香 ロッテ

182 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 茨城 2:06.75

平野　綾子 水戸信用金庫

119 ｼﾝｸﾞｳ ﾐﾎ 福島 2:07.31

新宮　美歩 東邦銀行

229 ｵｷﾀ ﾏﾘｺ 2:07.40

沖田　真理子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ

192 ｵｵﾔ ｶｴﾃﾞ 2:08.23

大宅　楓 大東建託ﾊﾟｰﾄ

120 ｵﾉ ﾘﾅ 福島 2:08.96

小野　莉奈 東邦銀行

122 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ 東京 2:12.28

新宅　麻未 アットホーム

135 ｲﾁﾊﾗ ﾜｶ 東京 2:12.87

市原　和佳 ユニクロ

191 ｵｵﾇﾏ ﾂﾐｷ 2:13.39

大沼　月美貴 オキHD

124 ﾅｽﾉ ﾄﾓﾐ 神奈川 2:13.48

那須野　友美 ベネッセスタイル

208 ﾖｼﾀｹ ﾚﾐ 2:17.96

吉武　怜実 XSPO

134 ﾅｶﾉ ﾏｲ 東京 2:18.85

中野　舞 ユニクロ
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 女子1500m

予　選　3組4着＋4

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘ ﾁｶｺ ｼﾌﾞﾔ ﾘｻ

1 58 森　智香子 積水化学 1 72 渋谷　璃沙 ヤマダ電機
ﾏｶﾗ ｱｵｲ ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ

2 114 真柄　碧 資生堂 2 59 松﨑　璃子 積水化学
ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ ｻﾙﾐﾀﾞ ﾕｶ

3 156 大森　郁香 ロッテ 3 47 猿見田　裕香 ユニバーサル

ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ ﾅｲﾄｳ ｻｷｺ

4 23 戸部　千晶 パナソニック 4 16 内藤　早紀子 パナソニック

ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ ｳﾁﾔﾏ ﾁﾅﾂ

5 111 吉川　侑美 資生堂 5 145 内山　千夏 ホクレン
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ ﾅｶﾓﾘ ｻﾅ

6 61 中川　文華 積水化学 6 34 中森　紗南 しまむら
ﾕﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ ｵﾉ ﾘﾅ

7 108 湯田　向日葵 第一生命グループ 7 120 小野　莉奈 東邦銀行
ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ

8 49 秋山　桃子 ユニバーサル 8 182 平野　綾子 水戸信用金庫

ﾆｼｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ ﾏｴｶﾜ ﾕｷ

9 84 西口　千尋 スターツ 9 115 前川　祐紀 資生堂
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾄﾐ ｼﾏﾑﾗ ﾐﾅﾐ

10 137 稲垣　仁美 ユニクロ 10 92 島村　南実 コモディイイダ

ｷｼﾀﾞ ﾐｶ ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ

11 89 岸田　美香 コモディイイダ 11 18 森田　詩織 パナソニック

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ ｲﾁﾊﾗ ﾜｶ

12 22 渡邊　菜々美 パナソニック 12 135 市原　和佳 ユニクロ
ｵﾘｶｻ ｱﾘｻ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

13 32 折笠　有彩 しまむら 13 91 小林　悠華 コモディイイダ

ﾓﾘｶﾜ ﾁｱｷ ﾋﾛﾀ ﾏｲ

14 133 森川　千明 ユニクロ 14 65 廣田　麻衣 積水化学

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾄｳ ﾏﾐ

1 93 佐藤　真弥 コモディイイダ

ｻﾄｳ ｻﾔｶ

2 64 佐藤　早也伽 積水化学
ｽﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ

3 110 須永　千尋 資生堂
ﾅｶﾉ ﾏｲ

4 134 中野　舞 ユニクロ
ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

5 26 阿部　有香里 しまむら
ﾖｼﾐｽﾞ ｻｷ

6 42 由水　沙季 ユニバーサル

ｶﾜｼﾞ ﾒｲ

7 21 川路　芽生 パナソニック

ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ

8 17 森田　香織 パナソニック

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾘ

9 109 原田　紋里 第一生命グループ

ﾀｷ ｱﾔﾅ

10 45 瀧　紋奈 ユニバーサル

ｳｴﾑﾗ ﾊﾅｴ

11 143 上村　英恵 ホクレン
ﾆｼｳﾐ ﾊﾅ

12 85 西海　花 スターツ
ｼﾓﾑﾗ ｼｵﾘ

13 90 下村　紫織 コモディイイダ

ﾖｺｾ ｱﾔｶ

14 68 横瀬　彩也香 ヤマダ電機
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾖ

15 240 松本　光代 JBMA



 女子3000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ

1 110 須永　千尋 資生堂 1 17 森田　香織 パナソニック

ｱﾍﾞ ﾕｳｶ ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｺ

2 87 阿部　優花 スターツ 2 59 松﨑　璃子 積水化学
ｱｵﾔﾏ ﾕﾘﾅ ｷｸﾁ ﾘｻ

3 78 青山　友莉菜 ヤマダ電機 3 168 菊池　理沙 日立
ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘﾉ ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

4 31 横山　友里乃 しまむら 4 26 阿部　有香里 しまむら
ﾅｶﾓﾘ ｻﾅ ﾐｶﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

5 34 中森　紗南 しまむら 5 107 三ヶ田　楓 第一生命グループ

ﾎｼ ﾘｶ ﾕﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ

6 33 星　梨佳 しまむら 6 108 湯田　向日葵 第一生命グループ

ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ ｺｲﾄﾞ ﾘｮｳ

7 101 石川　涼音 ルートイン 7 175 小井戸　涼 日立
ﾆｼｳﾐ ﾊﾅ ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾘ

8 85 西海　花 スターツ 8 74 市川　珠李 ヤマダ電機
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ｶﾜﾍﾞ ﾕｲ

9 91 小林　悠華 コモディイイダ 9 147 河辺　友依 ホクレン
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ ﾒﾉ ﾘﾖｳｶ

10 88 小川　香澄 スターツ 10 167 目野　良佳 三井住友海上

ｵｸﾉ ﾕｷｺ ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ

11 113 奥野　有紀子 資生堂 11 146 加藤　凪紗 ホクレン
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾄﾐ ｼﾓｶﾄﾞ ﾐﾊﾙ

12 137 稲垣　仁美 ユニクロ 12 27 下門　美春 しまむら
ｼﾓﾑﾗ ｼｵﾘ ﾖｼﾐｽﾞ ｻｷ

13 90 下村　紫織 コモディイイダ 13 42 由水　沙季 ユニバーサル

ｵﾘｶｻ ｱﾘｻ ﾐｼﾏ ﾐｻｷ

14 32 折笠　有彩 しまむら 14 48 三島　美咲 ユニバーサル

ｶﾄｳ ｱﾏﾈ ﾃﾗｳﾁ ﾉｿﾞﾐ

15 104 加藤　海音 ルートイン 15 149 寺内　希 JP日本郵政G
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ ｱﾗﾀｹ ｼｵﾘ

16 103 遠藤　優梨 ルートイン 16 105 荒武　志織 ルートイン
ﾆｼｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ ﾏｶﾗ ｱｵｲ

17 84 西口　千尋 スターツ 17 114 真柄　碧 資生堂
ﾏｴｶﾜ ﾕｷ ｻﾜｸﾞﾁ ﾏﾐｴ

18 115 前川　祐紀 資生堂 18 155 澤口　真美絵 JP日本郵政G
ｷｼﾀﾞ ﾐｶ ﾅﾍﾞｼﾏ ﾘﾅ

19 89 岸田　美香 コモディイイダ 19 152 鍋島　莉奈 JP日本郵政G
ｼﾏﾑﾗ ﾐﾅﾐ ｵｵﾂｶ ﾘｵ

20 92 島村　南実 コモディイイダ 20 178 大塚　理央 日立
ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ ﾐｿﾞｴ ｱｲｶ

21 176 藤田　愛香里 日立 21 166 溝江　愛花 三井住友海上

ｶﾜｼﾞ ﾒｲ ﾋﾛｾ ｱﾐ

22 21 川路　芽生 パナソニック 22 154 廣瀬　亜美 JP日本郵政G
ﾔﾏｼﾀ ﾏｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ

23 174 山下　真生 日立 23 22 渡邊　菜々美 パナソニック

ｲﾄｳ ﾋｶﾘ ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ

24 136 伊藤　ひかり ユニクロ 24 49 秋山　桃子 ユニバーサル

ﾓﾘﾓﾄ ｻﾜ ﾋﾛﾀ ﾏｲ

25 75 森本　紗和 ヤマダ電機 25 65 廣田　麻衣 積水化学
ﾄﾍﾞ ﾁｱｷ ｻﾄｳ ｻﾔｶ

26 23 戸部　千晶 パナソニック 26 64 佐藤　早也伽 積水化学
ﾓﾘ ﾁｶｺ

27 58 森　智香子 積水化学



 女子5000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾕ ｻﾙﾐﾀﾞ ﾕｶ

1 73 畠山　実弓 ヤマダ電機 1 47 猿見田　裕香 ユニバーサル

ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｻｷｺ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

2 150 東出　早紀子 JP日本郵政G 2 63 湯澤　ほのか 積水化学
ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ｲｹｶﾞﾒ ｻﾔｶ

3 184 絹川　愛 太陽工業 3 144 池亀　彩花 ホクレン
ﾐｳﾗ ﾅﾅ ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ

4 30 三浦　奈々 しまむら 4 177 小澤　夏美 日立
ﾌｼﾞｲｼ ｶﾅｺ ｸﾞﾚｰｽﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｨ

5 28 藤石　佳奈子 しまむら 5 81 グレースブティエ　キマンズィ スターツ
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ﾎﾘ ﾕｳｶ

6 71 安藤　実来 ヤマダ電機 6 20 堀　優花 パナソニック

ｲｼﾊﾞｼ ﾏｲ ﾊﾟｳﾘﾝ ｶﾑﾙ

7 76 石橋　麻衣 ヤマダ電機 7 100 パウリン　カムル ルートイン
ﾀﾔﾏ ﾏﾘ ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ

8 173 田山　満理 日立 8 165 岡本　春美 三井住友海上

ﾅｲﾄｳ ｻｷｺ ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ

9 16 内藤　早紀子 パナソニック 9 66 西原　加純 ヤマダ電機
ｸﾎﾞ ｱﾔﾉ ﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ

10 131 久保　彩乃 ユニクロ 10 161 田邉　美咲 三井住友海上

ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ ｽﾐ ｱｽﾞｻ

11 170 鈴木　千晴 日立 11 44 鷲見　梓沙 ユニバーサル

ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ﾓｴﾉ

12 157 日髙　侑紀 三井住友海上 12 39 中村　萌乃 ユニバーサル

ﾀﾝﾉ ｸﾐｺ ﾂﾂｲ ｻｷﾎ

13 215 丹野　久美子 ニトリ 13 70 筒井　咲帆 ヤマダ電機
ｱｸﾂ ﾅｵｶ ｺｲﾄﾞ ﾘｮｳ

14 158 阿久津　有加 三井住友海上 14 175 小井戸　涼 日立
ｳｴｽｷﾞ ﾏｵ ｸﾜﾊﾗ ｻﾔｶ

15 80 上杉　真穂 スターツ 15 60 桑原　彩 積水化学
ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ ｱｵﾔﾏ ﾙｲ

16 151 宇都宮　恵理 JP日本郵政G 16 38 青山　瑠衣 ユニバーサル

ﾀﾔﾏ ｴﾘ ﾉｿﾞｴ ﾕﾘ

17 172 田山　絵理 日立 17 164 野添　佑莉 三井住友海上

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ ｻｻｷ ﾌﾐｶ

18 160 中島　葵 三井住友海上 18 106 佐々木　文華 第一生命グループ

ｵｵｸﾗ ﾚﾉ ｷｸﾁ ﾕｳｺ

19 142 大蔵　玲乃 ホクレン 19 140 菊地　優子 ホクレン
ﾀｹｳﾁ ｱｻﾋ ﾉﾀﾞ ｻｵﾘ

20 130 竹内　あさひ ユニクロ 20 163 野田　沙織 三井住友海上

ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｲ ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ

21 41 篠塚　麻衣 ユニバーサル 21 18 森田　詩織 パナソニック

ﾆｼﾉ ﾏﾎ ﾄｸﾞﾁ ﾘｶ

22 86 西野　まほ スターツ 22 96 渡久地　利佳 ルートイン
ｲﾏｲ ﾕｳ ﾀｸﾞﾁ ﾘｻ

23 99 今井　優 ルートイン 23 97 田口　理沙 ルートイン
ﾓﾘ ｷｮｳｶ ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ

24 62 森　京香 積水化学 24 111 吉川　侑美 資生堂
ｲｹﾀﾞ ﾑﾂﾐ ｻﾄｳ ﾅﾅ

25 112 池田　睦美 資生堂 25 79 佐藤　奈々 スターツ
ﾜｸ ﾐﾗｲ ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ

26 43 和久　夢来 ユニバーサル 26 139 清水　美穂 ホクレン
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ

27 217 吉田　香澄 ニトリ 27 129 田村　紀薫 ユニクロ
ｵﾘﾉ ｶﾅ ｲﾜﾀｶ ﾘﾅ

28 159 折野　加奈 三井住友海上 28 148 岩髙　莉奈 JP日本郵政G
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾕﾐ ﾄﾖｶﾜ ﾏﾘﾅ

29 216 内山　真由美 ニトリ 29 29 豊川　真里奈 しまむら
ﾔｻｸ ｶﾅｺ ﾀｸﾞﾁ ﾅｵ

30 102 矢作　佳南子 ルートイン 30 98 田口　奈緒 ルートイン
ｱﾗﾀｹ ｼｵﾘ ｸｼﾏ ﾏｲｺ

31 105 荒武　志織 ルートイン 31 162 九島　麻衣子 三井住友海上



 女子10000m

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳｶ 東京

1 153 中川　京香 JP日本郵政G
ﾀﾝﾉ ｸﾐｺ 埼玉

2 215 丹野　久美子 ニトリ
ｲｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 千葉

3 40 伊澤　菜々花 ユニバーサル

ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 神奈川

4 19 鈴木　ひとみ パナソニック

ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 埼玉

5 184 絹川　愛 太陽工業
ｲｼｲ ﾋｻﾐ 群馬

6 69 石井　寿美 ヤマダ電機
ﾊﾟｳﾘﾝ ｶﾑﾙ 東京

7 100 パウリン　カムル ルートイン
ﾅｶﾑﾗ ﾓｴﾉ 千葉

8 39 中村　萌乃 ユニバーサル

ﾏｼｬﾘｱ ﾌｪﾘｽﾀﾜﾝｼﾞｭｸﾞ 千葉

9 46 マシャリア　フェリスタワンジュグ ユニバーサル

ﾀｹﾁ ｼﾎ 群馬

10 67 竹地　志帆 ヤマダ電機
ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 北海道

11 139 清水　美穂 ホクレン
ｵﾊﾞﾚ ﾄﾞﾘｶ 茨城

12 169 オバレ　ドリカ 日立
ﾉﾑﾗ ｻﾖ 東京

13 128 野村　沙世 ユニクロ
ﾀｸﾞﾁ ﾘｻ 東京

14 97 田口　理沙 ルートイン
ｶﾄｳ ｱｻﾐ 神奈川

15 15 加藤　麻美 パナソニック

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 東京

16 132 林田　玲奈 ユニクロ
ｲｻｶ ﾅｵ 茨城

17 171 伊坂　菜生 日立
ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ 東京

18 129 田村　紀薫 ユニクロ
ｲｹﾀﾞ ﾑﾂﾐ 東京

19 112 池田　睦美 資生堂
ｸｼﾏ ﾏｲｺ 東京

20 162 九島　麻衣子 三井住友海上

ｲﾜﾀｶ ﾘﾅ 東京

21 148 岩髙　莉奈 JP日本郵政G
ﾄｸﾞﾁ ﾘｶ 東京

22 96 渡久地　利佳 ルートイン
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 埼玉

23 217 吉田　香澄 ニトリ
ﾀｸﾞﾁ ﾅｵ 東京

24 98 田口　奈緒 ルートイン
ﾛｰｽﾞﾒﾘｰﾜﾝｼﾞﾙ ﾓﾆｶ 千葉

25 82 ローズメリーワンジル　モニカ スターツ
ﾉｿﾞｴ ﾕﾘ 東京

26 164 野添　佑莉 三井住友海上



 女子100mH(0.838m)

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 宮城

1 52 齋藤　真佑 七十七銀行
ﾀｷｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ 神奈川

2 3 滝口　雅 ｳｲｯﾂｺﾐｭﾆﾃｨ
ｵｵﾊｼ ﾕﾐｺ 千葉

3 12 大橋　優美子 千葉商大付属教

ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 群馬

4 77 桐山　智衣 ヤマダ電機
ﾔﾏﾃ ﾐｸﾘ 東京

5 36 山手　美久莉 落合中教
ｿｳﾏ ｴﾘｺ 千葉

6 83 相馬　絵里子 スターツ
ﾌﾙｶﾜ ｻﾔｶ 山形

7 225 古川　沙耶香 斗南会のぞみ

ﾆｼﾉ ｱｲﾘ 東京

8 200 西野　愛梨 帝京科学大職

ｳｴﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 茨城

9 193 上田　美鈴 土浦日大高教



 女子400mH

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 宮城

2 54 伊藤　愛海 七十七銀行
ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘ 宮城

3 55 松田　絵梨 七十七銀行
ｱｵｷ ｻﾔｶ 福島

4 116 青木　沙弥佳 東邦銀行
ｷﾗ ﾏﾅﾐ 東京

5 123 吉良　愛美 アットホーム

ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 宮城

6 52 齋藤　真佑 七十七銀行
ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 兵庫

7 6 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設

ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

8 180 高橋　美帆 J.VIC
ﾆｼﾉ ｱｲﾘ 東京

9 200 西野　愛梨 帝京科学大職



 女子3000mSC

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｵｶﾀﾞ ﾒｲ 北海道

1 141 岡田　芽 ホクレン
ﾓﾘ ﾁｶｺ 千葉

2 58 森　智香子 積水化学
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 東京

3 127 中村　真悠子 セレスポ
ｻﾄｳ ﾏﾐ 宮城

4 93 佐藤　真弥 コモディイイダ

ﾖｼｶﾜ ﾕﾐ 東京

5 111 吉川　侑美 資生堂
ｱｶｼ ｲｵ

6 199 明石　伊央 ラフィネグループ



 女子5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾐﾁｸﾞﾁ ｱｲ 埼玉

1 94 道口　愛 自衛隊体育学校

ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 東京

2 196 松本　彩映 ゴールドジム

ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ 東京

3 25 岡田　久美子 ビックカメラ



 女子4X100mR

決　勝　

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 資格記録 49.30 6ﾚｰﾝ 資格記録 46.94

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
神奈川 宮城

(   ) 205 XSPO (   ) 56 レジェンズ (   ) 50 七十七銀行
神奈川 宮城

(   ) 206 XSPO (   ) 57 レジェンズ (   ) 51 七十七銀行
神奈川 宮城

(   ) 207 XSPO (   ) 124 レジェンズ (   ) 52 七十七銀行
神奈川 宮城

(   ) 208 XSPO (   ) 125 レジェンズ (   ) 53 七十七銀行
宮城

(   ) (   ) (   ) 54 七十七銀行
宮城

(   ) (   ) (   ) 55 七十七銀行

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

2

3

XSPO(実業団)

ﾉｸﾞﾁ ﾕｶﾘ

ﾊﾞﾝ ｶｴ

野口　裕香里
ｽｽﾞｷ ﾒｵ

鈴木　夢桜
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

田中　ひかる
ﾖｼﾀｹ ﾚﾐ

齋藤　真佑
ｸﾗｻﾜ ﾘｴ

吉武　怜実

レジェンズ(実業団)

ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾐ

菅原　聡美
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ

小松　彩香
ﾅｽﾉ ﾄﾓﾐ

那須野　友美

七十七銀行(実業団)

ﾊﾞﾝﾉ ﾘｵ

伴野　里緒
ｻﾄｳ ﾄﾓｶ

佐藤　朝香
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ

倉澤　理絵
ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ

伊藤　愛海
ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘ

松田　絵梨

伴　佳恵



 女子走高跳

日本記録(NR)            1m96      今井　美希(ミズノ)                    2001
大会新記録(GR)          1m83      太田　陽子(ミキハウス)                1997

決　勝　

ｷﾑﾗ ﾏﾘｴ 宮城

1 204 木村　麻里絵 グランスポール
ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 神奈川

2 13 加藤　玲奈 小田原市役所
ｻﾄｳ ｱﾔｶ

3 201 佐藤　綾香 鹿島台商業高教
ｷｮｳﾔ ﾓｴｺ 北海道

4 11 京谷　萌子 知内高教
ﾃﾙｲ ﾊﾙｶ 埼玉

5 224 照井　はるか ANSINーLINK
ｲｼｸﾞﾛ ﾘｴ 神奈川

6 219 石黒　りえ ホテルビスタ

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
m m



 女子棒高跳

日本記録(NR)            4m40      我孫子　智美(滋賀レイクスターズ)      2012
大会新記録(GR)          4m12      仲田　愛(水戸信用金庫)                2015

決　勝　

ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 茨城

1 181 仲田　愛 水戸信用金庫
ｲﾏﾉ ﾐﾎ 埼玉

2 24 今野　美穂 トーエル
ﾌｸｼﾏ ｻﾜｺ 東京

3 228 福島　沙和子 淑徳巣鴨高教
ﾀﾂﾀ ｶﾅｴ 神奈川

4 188 竜田　夏苗 ニッパツ
ﾔﾏｳﾁ ﾕｶ 埼玉

5 4 山内　裕香 深谷組
ﾈﾓﾄ ﾄﾓｺ 千葉

6 95 根本　智子 新日鐵住金君津

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



 女子走幅跳

日本記録(NR)            6m86      池田　久美子(スズキ)                  2006
大会新記録(GR)          6m54      佐々木　あゆみ(大京)                  1991

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｲｼｸﾞﾛ ﾘｴ 神奈川 m m m m m m m m
1 219 石黒　りえ ホテルビスタ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 神奈川 m m m m m m m m
2 186 宮坂　楓 ニッパツ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 兵庫 m m m m m m m m
3 6 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 m m m m m m m m
4 8 剱持　早紀 長谷川体育施設 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 群馬 m m m m m m m m
5 77 桐山　智衣 ヤマダ電機 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗｶ ﾕﾘﾅ 神奈川 m m m m m m m m
6 187 平加　有梨奈 ニッパツ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾐｽﾞ ﾀﾏｶ 千葉 m m m m m m m m
7 185 清水　珠夏 城北信用金庫 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｲ ｶｵﾘ 新潟 m m m m m m m m
8 5 永井　佳織 長谷川体育施設 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾊﾗ ﾕﾘ 北海道 m m m m m m m m
9 227 吉原　友理 萩野小教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 神奈川 m m m m m m m m
10 1 高橋　明日香 ｱｽﾚﾃｨｸｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵｶ 東京 m m m m m m m m
11 190 大窪　海音香 ユメオミライ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ 東京 m m m m m m m m
12 197 山田　優 ゴールドジム +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻﾄｳ ﾄﾓｶ 宮城 m m m m m m m m
13 51 佐藤　朝香 七十七銀行 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



 女子三段跳

日本記録(NR)            14m04     花岡　麻帆(三英社)                    1999
大会新記録(GR)          13m23     吉田　文代(秋田ゼロックス)            2005

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾖｼﾊﾗ ﾕﾘ 北海道 m m m m m m m m
1 227 吉原　友理 萩野小教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ 東京 m m m m m m m m
2 222 森本　麻里子 内田建設 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 神奈川 m m m m m m m m
3 186 宮坂　楓 ニッパツ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 m m m m m m m m
4 8 剱持　早紀 長谷川体育施設 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ 青森 m m m m m m m m
5 213 竹田　小百合 登別青嶺高教 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾊﾗ ﾏﾕｺ 東京 m m m m m m m m
6 198 吉原　麻優子 ゴールドジム +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 茨城 m m m m m m m m
7 214 中野　瞳 マグノリア +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 東京 m m m m m m m m
8 223 宮崎　優季 日本スポーツ振興 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾉ ﾅﾎｺ 東京 m m m m m m m m
9 189 岡野　菜穂子 ユメオミライ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-



 女子砲丸投(4.000kg)

日本記録(NR)            18m22     森　　千夏(スズキ)                    2004
大会新記録(GR)          16m66     市岡　寿実(国士舘大職員)              2003

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｱﾊﾗ ﾉﾘｺ 東京

1 218 阿原　典子 日大スポ科教職 m m m m m m m m
ｼｹﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ 東京

2 35 茂山　千尋 落合中教 m m m m m m m m
ｻｲﾄｳ ｻｷ 東京

3 221 齋藤　早希 東女体職 m m m m m m m m
ﾖｼﾉ ﾁｱｷ 埼玉

4 14 吉野　千明 日女体大職 m m m m m m m m



 女子円盤投(1.000kg)

日本記録(NR)            58m62     室伏　由佳(ミズノ)                    2007
大会新記録(GR)          53m54     小山　裕子(ゼンリン)                  1994

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾀﾅｶ ﾘｵ 東京

1 195 田中　梨穂 ゴールドジム m m m m m m m m
ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ

2 138 日下　望美 小美玉SC m m m m m m m m
ｻｲﾄｳ ｻｷ 東京

3 221 齋藤　早希 東女体職 m m m m m m m m



 女子ハンマー投(4.000kg)

日本記録(NR)            67m77     室伏　由佳(ミズノ)                    2004
大会新記録(GR)          59m76     佐藤　若菜(船岡支援学校教)            2014

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 福島

1 117 佐藤　若菜 東邦銀行 m m m m m m m m
ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄﾐ 東京

2 203 勝山　眸美 オリコ m m m m m m m m



 女子やり投(600g)

日本記録(NR)            63m80     海老原　有希(スズキ浜松ＡＣ)          2015
大会新記録(GR)          53m98     小島　裕子(白梅学園高)                2002

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ｵｵﾀ ﾕｳ 北海道

1 226 太田　優 陸自岩見沢 m m m m m m m m
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｶﾘ

2 231 米澤　裕香里 千葉県警 m m m m m m m m
ｲｼｸﾞﾛ ﾘｴ 神奈川

3 219 石黒　りえ ホテルビスタ m m m m m m m m
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 神奈川

4 183 塩島　絵未 日体大職 m m m m m m m m
ﾐﾔﾓﾄ ｷｽﾐ 東京

5 179 宮本　紀澄 J.VIC m m m m m m m m
ﾔﾏｳﾁ ｱｲ 大阪府

6 7 山内　愛 長谷川体育施設 m m m m m m m m



シニア女子100m

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3
ｼﾓﾔﾏ ｱｽｶ

4 230 下山　明日香 ハラダ
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ 埼玉

5 37 山口　香織 レフア
ﾅｶﾀ ﾒｸﾞﾐ

6 232 中田　恵美 関東ＲＣ
ﾊﾞﾝ ｶｴ 神奈川

7 125 伴　佳恵 グランサイズ



シニア女子1500m

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾅｶﾀ ﾒｸﾞﾐ

1 232 中田　恵美 関東ＲＣ
ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ

2 233 高橋　典子 MinatoAC



シニア女子砲丸投(4.000kg)

大会新記録(GR)          4m63      中田　恵美(関東RC)                    2013

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 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

ﾅｶﾀ ﾒｸﾞﾐ

1 232 中田　恵美 関東ＲＣ m m m m m m m m
ｸｻﾉ ﾌﾐｺ

2 234 草野　文子 埼玉陸協 m m m m m m m m



視覚障害女子5000m

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｱﾍﾞ ﾅｵﾐ

1 236 安部　直美 JBMA
ｺﾝﾉ ﾕﾐｺ

2 237 金野　由美子 JBMA
ﾐﾁｼﾀ ﾐｻﾄ

3 241 道下　美里 JBMA
ｲﾉｳﾁ ﾅﾂﾐ

4 239 井内　菜津美 JBMA
ｱｵｷ ﾖｳｺ

5 238 青木　洋子 JBMA
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ

6 235 近藤　寛子 JBMA


