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出場種目 ふりがな 所属団体 申込カテゴリー 種別NO 標準突破記録 自己最高記録 出場　可否

女子１００ｍ 福島 千里 ふくしま　ちさと 北海道ハイテクAC 招待競技者 1 1123 1121 出

女子１００ｍ ＡＵＳ 外国人出場者 2 1126 1111 出

女子１００ｍ 土井 杏南 どいあんな 大東文化大学 招待競技者 3 1156 1143 出

女子１００ｍ 宮澤 有紀 みやざわゆき 富山大学 招待競技者 4 1156 1156 出

女子１００ｍ 北風 沙織 きたかぜ　さおり 北海道ハイテクAC 申込標準記録突破者 5 1160 1142 出

女子１００ｍ 世古 和 せこ　のどか CRAME 申込標準記録突破者 6 1160 1160 出

女子１００ｍ 壹岐 いちこ いきいちこ 立命館大学 申込標準記録突破者 7 1166 1166 出

女子１００ｍ エドバー イヨバ えどばー　いよば 日本大学 申込標準記録突破者 8 1166 1166 出

女子１００ｍ 柴山 沙也香 しばやまさやか 大阪成蹊大学 申込標準記録突破者 9 1174 1174 出

女子１００ｍ 中野 真琴 なかの　まこと 駿河台大学 申込標準記録突破者 10 1174 1174 出

女子１００ｍ 市川 華菜 いちかわかな ミズノ 申込標準記録突破者 11 1176 1143 出

女子１００ｍ 三宅 奈緒香 みやけ　なおか 住友電工 申込標準記録突破者 12 1176 1176 出

女子１００ｍ 和田 麻希 わだまき ミズノ 申込標準記録突破者 13 1177 1160 出

女子１００ｍ 清水 めぐみ しみず　めぐみ 新潟アルビレックスＲＣ 申込標準記録突破者 14 1177 1174 出

女子１００ｍ 沖 佳織 おき かおり 愛知教育大学 申込標準記録突破者 15 1177 1177 出

女子１００ｍ 中村 水月 なかむら　みづき 大阪成蹊大学 申込標準記録突破者 16 1177 1177 出

女子１００ｍ KOR 外国人出場者 欠場 1169 1178 欠場

女子１００ｍ 福田 真衣 ふくだ　まい 東京高等学校 申込標準記録突破者 18 1179 1179 出

女子１００ｍ 齋藤 愛美 さいとうあみ 倉敷中央高校 申込標準記録突破者 19 1181 1181 出

女子１００ｍ 西尾 香穂 にしおかほ 甲南大学 申込標準記録突破者 20 1181 1181 出

女子１００ｍ 藤森 安奈 ふじもりあんな 青山学院大学 申込標準記録突破者 21 1182 1168 出

女子１００ｍ 宮崎 亜美香 みやざき　あみか 必由館高校 申込標準記録突破者 22 1182 1182 出

女子１００ｍ 永野 真莉子 ながのまりこ 甲南大学 申込標準記録突破者 23 1182 1182 出

女子１００ｍ 足立 紗矢香 あだちさやか 青山学院大学 申込標準記録突破者 24 1183 1166 出

女子１００ｍ 小山 晶 こやまあきら 立命館大学 申込標準記録突破者 25ＮＧ　　Ｗ1 1183 1183 出

女子１００ｍ 深川 恵充 ふかがわ　えみ 環太平洋大学 申込標準記録突破者 25ＮＧ　　Ｗ1 1183 1183 出

女子１００ｍ 三宅 真理奈 みやけまりな 甲南大学 申込標準記録突破者 27ＮＧ　　Ｗ3 1184 1184 出

女子１００ｍ 小尾 麻菜 こお　あさな ピースAC 申込標準記録突破者 28ＮＧ　　Ｗ3 1184 1184 出

女子１００ｍ 島田 沙絵 しまださえ 青山学院大学 申込標準記録突破者 29ＮＧ　　Ｗ5 1188 1183 出

女子１００ｍ 重永 乃理子 しげなが　のりこ 福岡大学 申込標準記録突破者 30ＮＧ　　Ｗ6 1190 1180 出

女子５０００m MACHARIA FELISTA WANJUGU ましゃりあ　ふぇりすた　わんじゅぐ ユニバーサルエンターテインメント 申込標準記録突破者 1 153169 150228 出

女子５０００m Mariam Waithira まりあむわいでぃら 九電工 申込標準記録突破者 2 153253 153253 出

女子５０００m 安藤 友香 あんどうゆか スズキ 招待競技者 3 153267 153267 出

女子５０００m アン カリンジ あんかりんじ 豊田自動織機 申込標準記録突破者 4 153280 153280 出

女子５０００m パウリン カムル ぱうりん　かむる ルートインホテルズ 申込標準記録突破者 欠場 153307 152900 欠場

女子５０００m 山本 菜緒 やまもとなお 豊田自動織機 申込標準記録突破者 6 153534 153534 出

女子５０００m 小泉 直子 こいずみ なおこ デンソー 申込標準記録突破者 7 153600 153600 出

女子５０００m 中村 萌乃 なかむら　もえの ユニバーサルエンターテインメント 申込標準記録突破者 8 153610 153610 出

女子５０００m オバレ ドリカ おばれどりか 日立ビルシステムＢＵ 申込標準記録突破者 9 153672 152108 出

女子５０００m 後藤 奈津子 ごとう　なつこ ユニバーサルエンターテインメント 申込標準記録突破者 10 153758 153485 出

女子５０００m 野田 沙織 のだ　さおり 三井住友海上 申込標準記録突破者 欠場 153764 153764 欠場

女子５０００m 菊池 理沙 きくちりさ 日立ビルシステムＢＵ 申込標準記録突破者 12 153768 153628 出

女子５０００m 福田 有以 ふくだゆい 豊田自動織機 申込標準記録突破者 13 153783 153783 出

女子５０００m 清田 真央 きよたまお スズキ 招待競技者 14 153853 153377 出

女子５０００m 新井 沙紀枝 あらい　さきえ 大阪学院大学 申込標準記録突破者 15 154064 154064 出

女子５０００m ローズメリー　ワンジル モニカ ローズメリー　ワンジル　モニカ スターツ 申込標準記録突破者 16 151542 151542 出

女子５０００m 日髙 侑紀 ひだか　ゆき 三井住友海上 招待競技者 欠場 154218 153568 欠場

女子５０００m 島田 美穂 しまだみほ 豊田自動織機 申込標準記録突破者 18 154335 154335 出

女子５０００m 木村 友香 きむら　ともか ユニバーサルエンターテインメント 申込標準記録突破者 19 154407 154402 出

女子５０００m 田邉 美咲 たなべ　みさき 三井住友海上 申込標準記録突破者 20 154429 154429 出

女子５０００m 青山 瑠衣 あおやま　るい ユニバーサルエンターテインメント 申込標準記録突破者 21 154438 154055 出

女子５０００m 廣瀬 亜美 ひろせあみ 関西大学 申込標準記録突破者 22 154538 154369 出

女子５０００m 寺内 希 てらうち　のぞみ 日本郵政 申込標準記録突破者 23 154659 154659 出

女子５０００m 岡 未友紀 おか みゆき デンソー 申込標準記録突破者 24 154661 154551 出

女子５０００m 菊地 優子 きくち　ゆうこ ホクレン 申込標準記録突破者 25 154797 153953 出

女子５０００m 井上 藍 いのうえ　あい ノーリツ 申込標準記録突破者 26 154823 154407 出

女子５０００m 林田 みさき はやしだみさき 豊田自動織機 申込標準記録突破者 27 154942 154512 出

女子５０００m 牧川 恵莉 まきかわえり スズキ 招待競技者 28 155264 153942 出

女子５０００m グレース　ブティエ キマンズィ グレース　ブティエ　キマンズィ スターツ 申込標準記録突破者 29 154082 151743 出

女子５０００m スーサン ワイリム すーさん わいりむ デンソー 申込標準記録突破者 30NG　外Ｗ2 154137 152049 出

女子５０００m 黒田 純菜 くろだすみな TOTO 一般競技者 31NG 155021 155021 出

女子５０００m 谷本 観月 たにもと　みづき 天満屋 一般競技者 32NG 155647 154640 出

女子５０００m 川上 わかば かわかみわかば TOTO 一般競技者 欠場 155940 155940 欠場

女子５０００m 岡本 茶貴 おかもと　ちゃき 天満屋 一般競技者 34NG 160044 160044 出

女子５０００m 石澤 ゆかり いしざわゆかり エディオン 一般競技者 35NG 160147 155445 出

女子５０００m 藤井 純菜 ふじい　じゅんな 天満屋 一般競技者 36NG 161597 161597 出

女子５０００m 内山 千夏 うちやまちなつ 玉川大学 一般競技者 37NG 162404 162404 出

女子５０００m 棚池 穂乃香 たないけ　ほのか 京都産業大学 一般競技者 38NG − 161064 出

女子５０００m 薮田 裕衣 やぶた　ゆい 京都産業大学 一般競技者 39NG − 161564 出
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女子１００mＨ 木村 文子 きむらあやこ エディオン 招待競技者 1 1324 1303 出

女子１００mＨ 紫村 仁美 しむらひとみ 東邦銀行 招待競技者 2 1327 1302 出

女子１００mＨ KOR 外国人出場者 3 1327 1306 出

女子１００mＨ 青木 益未 あおき　ますみ 環太平洋大学 招待競技者 4 1328 1328 出

女子１００mＨ 田中 杏梨 たなかあんり 甲南大学 招待競技者 5 1330 1330 出

女子１００mＨ 伊藤 愛里 いとう　あいり 住友電工 申込標準記録突破者 欠場 1334 1327 欠場

女子１００mＨ 藤原 未来 ふじわら　みく 住友電工 申込標準記録突破者 7 1345 1345 出

女子１００mＨ 清山 ちさと きよやまちさと 宮交シティ 申込標準記録突破者 8 1348 1344 出

女子１００mＨ 古川 沙耶香 ふるかわさやか 山形ＴＦＣ 申込標準記録突破者 9 1350 1350 出

女子１００mＨ 福部 真子 ふくべ　まこ 日本体育大学 申込標準記録突破者 10 1358 1357 出

女子１００mＨ 梅原 紗月 うめはらさつき 立命館大学 申込標準記録突破者 11 1361 1361 出

女子１００mＨ 宮崎 紗希 みやざきさき 中央大学 申込標準記録突破者 12 1362 1362 出

女子１００mＨ 高橋 麻実 たかはし　まみ 新潟アルビレックスＲＣ 申込標準記録突破者 13 1365 1357 出

女子１００mＨ 小林 紗矢香 こばやしさやか 愛知教育大学 申込標準記録突破者 14 1366 1366 出

女子１００mＨ 川村 涼伽 かわむらすずか 中央大学 申込標準記録突破者 15 1367 1367 出

女子１００mＨ 中島 ひとみ なかじまひとみ 園田学園女子大学 申込標準記録突破者 16 1368 1368 出

女子１００mＨ 田中 佑美 たなか　ゆみ 関西大学第一高校 申込標準記録突破者 17 1374 1374 出

女子１００mＨ 松尾 実香 まつおみか 大阪成蹊大学 申込標準記録突破者 欠場 1379 1379 欠場

女子１００mＨ 藤森 菜那 ふじもり　なな 明治大学 申込標準記録突破者 19 1380 1356 出

女子棒高跳 我孫子 智美 あびこ　ともみ 滋賀レイクスターズ 招待競技者 1 430 440 出

女子棒高跳 仲田 愛 なかだめぐみ 水戸信用金庫 招待競技者 2 420 423 出

女子棒高跳 今野 美穂 いまの　みほ トーエル 申込標準記録突破者 3 420 420 出

女子棒高跳 竜田 夏苗 たつた　かなえ モンテローザ 招待競技者 4 415 415 出

女子棒高跳 青島 綾子 あおしま　あやこ 新潟アルビレックスＲＣ 申込標準記録突破者 5 400 410 出

女子棒高跳 榎本 優子 えのもとゆうこ 京都Ｔ＆Ｆ 申込標準記録突破者 6 390 400 出

女子棒高跳 角田 ルアニィ つのだ　るあにぃ 不動岡高校 申込標準記録突破者 7 382 382 出

女子棒高跳 青柳 有香 あおやぎ ゆうか 雪谷高校 申込標準記録突破者 8 381 381 出

女子棒高跳 鈴木 里菜 すずき　りな 日本体育大学 申込標準記録突破者 9 380 380 出

女子棒高跳 那須 眞由 なすまゆ 園田学園女子大学 申込標準記録突破者 10 380 380 出

女子棒高跳 間宮 里菜 まみや　りな 中京大学 申込標準記録突破者 11 380 380 出

女子棒高跳 青柳 唯 あおやぎ ゆい 鹿屋体育大学 申込標準記録突破者 12 380 380 出

女子棒高跳 斉藤 希望花 さいとう　きみか 中京大学 申込標準記録突破者 13 370 380 出

女子棒高跳 品川 文音 しながわ あやね ＯＵＦ 申込標準記録突破者 14　　　　Ｗ１ 370 375 否

女子棒高跳 稲艸　 夏姫 いなぐさ　なつき 環太平洋大学 申込標準記録突破者 15 370 370 否

女子棒高跳 大川 楓 おおかわ かえで 東京学芸大学 申込標準記録突破者 15 370 370 否

女子棒高跳 佐原 幸奈 さはらゆきな 磐田農業高校 申込標準記録突破者 15 370 370 否

女子棒高跳 金治 良佳 かなじよしか 武庫川女子大学 申込標準記録突破者 15 370 370 否

女子棒高跳 宮川 海峰 みやがわみほ 武庫川女子大学 申込標準記録突破者 15 370 370 否

女子やり投 海老原 有希 えびはらゆき スズキ浜松ＡＣ 招待競技者 1 6380 6380 出

女子やり投 北口 榛花 きたぐち　はるか 日本大学 申込標準記録突破者 2 5890 5890 出

女子やり投 山内 愛 やまうちあい 大阪成蹊大学 申込標準記録突破者 欠場 5876 5876 欠場

女子やり投 山下 実花子 やました　みかこ 九州共立大学 申込標準記録突破者 4 5859 5859 出

女子やり投 助永 仁美 すけなが　ひとみ オークワ 招待競技者 5 5851 5851 出

女子やり投 宮下 梨沙 みやしたりさ 大体大ＴＣ 申込標準記録突破者 6 5791 6008 出

女子やり投 斉藤 真理菜 さいとうまりな 国士舘大学 招待競技者 7 5790 5790 出

女子やり投 的場 葉瑠香 まとばはるか NOBY T&F CLUB 申込標準記録突破者 8 5735 5735 出

女子やり投 佐藤 友佳 さとうゆか 東大阪市陸協 申込標準記録突破者 9 5657 5922 出

女子やり投 當間 汐織 とうましおり 九州共立大学 申込標準記録突破者 10 5590 5590 出

女子やり投 瀧川 寛子 たきがわひろこ 東大阪大学 申込標準記録突破者 11 5551 5551 出

女子やり投 久世 生宝 くぜきほう 筑波大学 申込標準記録突破者 12 5525 5898 出

女子やり投 宮本 紀澄 みやもときすみ J.VIC 申込標準記録突破者 13 5404 5477 出

女子やり投 森 凪紗 もりなぎさ 慶應義塾大学 申込標準記録突破者 14         Ｗ１ 5374 5374 否

女子やり投 右代 織江 うしろ　おりえ 新潟アルビレックスＲＣ 申込標準記録突破者 15　       Ｗ２ 5275 5589 否

女子やり投 西山 育未 にしやま　いくみ 岩手県体育協会 申込標準記録突破者 16         Ｗ３ 5263 5263 否

女子やり投 坂倉 杏奈 さかくら あんな 鹿屋体育大学 申込標準記録突破者 17         Ｗ４ 5258 5326 否
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出場種目 ふりがな 所属団体 申込カテゴリー 種別NO 標準突破記録 自己最高記録 出場　可否

男子１００ｍ KOR 外国人出場者 1 1016 1016 出

男子１００ｍ 長田 拓也 ながた　たくや 法政大学 招待競技者 2 1019 1019 出

男子１００ｍ ケンブリッジ 飛鳥 けんぶりっじ　あすか ドーム 申込標準記録突破者 3 1032 1021 出

男子１００ｍ 多田 修平 ただ しゅうへい 関西学院大学 申込標準記録突破者 4 1027 1027 出

男子１００ｍ 大瀬戸 一馬 おおせと　かずま 法政大学 招待競技者 5 1028 1023 出

男子１００ｍ 犬塚 渉 いぬづか　わたる 順天堂大学 申込標準記録突破者 6 1028 1028 出

男子１００ｍ 大嶋 健太 おおしま　けんた 日本大学 申込標準記録突破者 7 1029 1029 出

男子１００ｍ 小谷 優介 こたに　ゆうすけ 住友電工 申込標準記録突破者 欠場 1031 1021 欠場

男子１００ｍ 川面 聡大 かわつらそうた ミズノ 招待競技者 9 1031 1022 出

男子１００ｍ 野川 大地 のがわ　だいち 住友電工 申込標準記録突破者 10 1032 1032 出

男子１００ｍ 川上 拓也 かわかみたくや 中央大学 申込標準記録突破者 欠場 1033 1033 欠場

男子１００ｍ 増田 拓巳 ますだ　たくみ 東海大学 申込標準記録突破者 12 1033 1033 出

男子１００ｍ 小池 祐貴 こいけゆうき 慶應義塾大学 申込標準記録突破者 欠場 1034 1032 欠場

男子１００ｍ 高橋 周治 たかはし しゅうじ 愛知医科大学 申込標準記録突破者 14 1034 1034 出

男子１００ｍ 平岡 誠大 ひらおか　たかひろ 日本体育大学 申込標準記録突破者 欠場 1034 1034 欠場

男子１００ｍ 竹下 裕希 たけした　ゆうき 住友電工 申込標準記録突破者 16 1034 1034 出

男子１００ｍ 渡邊 壮史 わたなべ　そうし 東海大学 申込標準記録突破者 17 1034 1034 出

男子１００ｍ 土手 啓史 どて　ひろし 住友電工 申込標準記録突破者 18 1035 1035 出

男子１００ｍ 山縣 亮太 やまがたりょうた セイコーホールディングスＡＣ 申込標準記録突破者 19 1036 1007 出

男子１００ｍ 村田 和哉 むらたかずや ユティック 申込標準記録突破者 20 1036 1029 出

男子１００ｍ 竹島 大喜 たけしまたいき 大分大学 申込標準記録突破者 21 1036 1033 出

男子１００ｍ 馬場 友也 ばば　ともや LALL AC 申込標準記録突破者 22 1036 1034 出

男子１００ｍ 女部田 祐 おなぶたゆう 筑波銀行 申込標準記録突破者 欠場 1039 1025 欠場

男子１００ｍ 須田 隼人 すだ　はやと 早稲田大学 申込標準記録突破者 24 1039 1027 出

男子１００ｍ 諏訪 達郎 すわたつろう 中央大学 申込標準記録突破者 25 1039 1037 出

男子１００ｍ 山本 悠史 やまもと　ゆうじ 日本体育大学 申込標準記録突破者 26 1039 1039 出

男子１００ｍ 山口 竜哉 やまくちたつや 山口農園 申込標準記録突破者 27 1040 1028 出

男子１００ｍ 草野 誓也 くさの　せいや TEAM ACCEL 申込標準記録突破者 28 1040 1033 出

男子１００ｍ 徳永 大地 とくなが　だいち 岡山ＡＣ 申込標準記録突破者 29 1040 1040 出

男子１００ｍ 大町 蓮 おおまち　れん 日立ICT 一般競技者 30ＮＧ 1049 1049 出

男子１００ｍ 堀江 新太郎 ほりえ　しんたろう 住友電工 一般競技者 31ＮＧ 1054 1043 出

男子１００ｍ 高平 慎士 たかひら　しんじ 富士通 一般競技者 32ＮＧ 1073 1020 出

男子１００ｍ USA 外国人出場者 33ＮＧ 1095 1063 出

男子５０００ｍ paul Tanui ぽーるたぬい 九電工 申込標準記録突破者 1 125869 125800 出

男子５０００ｍ 鎧坂 哲哉 よろいざか　てるや 旭化成 招待競技者 2 131263 131263 出

男子５０００ｍ ヒラム ガディア ひらむがでぃあ トヨタ自動車 申込標準記録突破者 3 131366 131366 出

男子５０００ｍ ビダン カロキ びだん　かろき ＤｅＮＡ 申込標準記録突破者 欠場 132100 131525 欠場

男子５０００ｍ ＰＡＵＬ ＫＡＭＡＩＳ ぽーる　かまいし 中国電力 申込標準記録突破者 5 132152 132152 出

男子５０００ｍ テレッサ ニャコラ てれっさ　にゃこら マツダ 申込標準記録突破者 6 132572 132572 出

男子５０００ｍ 大六野 秀畝 だいろくの　しゅうほ 旭化成 招待競技者 7 132861 132861 出

男子５０００ｍ CHARLES NDIRANGU ちゃーるず　でぃらんご JFEスチール 申込標準記録突破者 8 133364 131544 出

男子５０００ｍ 上野 裕一郎 うえの　ゆういちろう ＤｅＮＡ 申込標準記録突破者 9 133402 132149 出

男子５０００ｍ 市田 孝 いちだ　たかし 旭化成 招待競技者 10 133609 133609 出

男子５０００ｍ 岡本 雄大 おかもと　ゆうだい JFEスチール 申込標準記録突破者 11 133856 133856 出

男子５０００ｍ 北 魁道 きた　かいどう 中国電力 申込標準記録突破者 12 133860 133860 出

男子５０００ｍ 出口 和也 でぐち　かずや 旭化成 招待競技者 13 133952 133940 出

男子５０００ｍ 松田 佑太 まつだ　ゆうた ＳＧホールディングスグループ 申込標準記録突破者 14 134068 134068 出

男子５０００ｍ 高谷 将弘 たかや　まさひろ ＪＲ東日本 申込標準記録突破者 15 134132 134132 出

男子５０００ｍ 田中 秀幸 たなかひでゆき トヨタ自動車 申込標準記録突破者 16 134178 134178 出

男子５０００ｍ 廣瀬 大貴 ひろせ　だいき 大阪ガス 申込標準記録突破者 17 134259 134259 出

男子５０００ｍ 藤本 拓 ふじもとたく トヨタ自動車 申込標準記録突破者 18 134279 133868 出

男子５０００ｍ ジョセフ カマシ じょせふかまし トヨタ自動車 一般競技者 19 134190 132861 出

男子５０００ｍ デービッド グレ でいびっど　ぐれ 世羅高校 一般競技者 20ＮＧ 134391 134319 出

男子５０００ｍ ジョエル ムァゥラ じょえる　むぁぅら 倉敷高校 一般競技者 21ＮＧ 135103 135103 出

男子５０００ｍ チャールズ ニジオカ ちゃーるず　にじおか 倉敷高校 一般競技者 22ＮＧ 135349 135349 出

男子５０００ｍ 竹内 一輝 たけうち　いっき 中国電力 一般競技者 23ＮＧ 135649 135339 出

男子５０００ｍ 米澤 類 よねざわ　るい 中国電力 一般競技者 24ＮＧ 135779 135779 出

男子５０００ｍ 渡邉 心 わたなべ　こころ 中国電力 一般競技者 25ＮＧ 135899 135899 出

男子５０００ｍ 藤森 憲秀 ふじもり　のりひで 中国電力 一般競技者 26ＮＧ 140101 135589 出

男子５０００ｍ 岡本 直己 おかもと　なおき 中国電力 一般競技者 27ＮＧ 140157 133771 出

男子５０００ｍ 清谷 匠 きよたに　たくみ 中国電力 一般競技者 28ＮＧ 140802 140210 出

男子５０００ｍ 山崎 亮平 やまさき　りょうへい 中国電力 一般競技者 29ＮＧ 140886 135410 出

男子５０００ｍ 森本 卓司 もりもと　たくじ 中国電力 一般競技者 30ＮＧ 140966 135218 出

男子５０００ｍ 平賀 喜裕 ひらが　よしひろ 駿河台大学 一般競技者 31ＮＧ 140988 140988 出

男子５０００ｍ 藤井 祐希 ふじい　ゆうき トクヤマ 一般競技者 32ＮＧ 141188 141188 出

男子５０００ｍ 松井 智靖 まつい　ともやす 中国電力 一般競技者 33ＮＧ 141665 140508 出

男子５０００ｍ 鮫島 紋二郎 さめじま　もんじろう 中電工 一般競技者 34ＮＧ 141915 141915 出

男子５０００ｍ 兼実 省伍 かねざね　しょうご 中国電力 一般競技者 35ＮＧ 142161 140958 出

男子５０００ｍ 大下 浩平 おおした　こうへい 広島経済大学 一般競技者 36ＮＧ 143371 143371 出

男子５０００ｍ 木邑 駿 きむら　しゅん 広島経済大学 一般競技者 37ＮＧ 143857 143857 出

男子５０００ｍ ベケレ シフェラウ ベケレ　シフェラウ マツダ 一般競技者 38ＮＧ − 132800 出

男子５０００ｍ JOSEPH GITAU じょせふ　ぎたう JFEスチール 一般競技者 欠場 − 134198 欠場

男子５０００ｍ 益田 賢太朗 ますだ　けんたろう ＮＴＴ西日本 一般競技者 40ＮＧ − 135520 出

男子５０００ｍ 大西 亮 おおにし　りょう プレス工業 一般競技者 41ＮＧ − 135564 出

男子５０００ｍ 小山 大介 こやま　だいすけ 中電工 一般競技者 42ＮＧ − 135629 出

男子５０００ｍ 馬場 翔大 ばば　しょうた ＮＴＴ西日本 一般競技者 43ＮＧ − 135725 出

男子５０００ｍ 住本 雅仁 すみもと　まさひと マツダ 一般競技者 44ＮＧ − 135734 出

男子５０００ｍ 大谷 健太 おおたに　けんた JFEスチール 一般競技者 45ＮＧ − 135792 出

男子５０００ｍ 森脇 佑紀 もりわき　ゆうき JFEスチール 一般競技者 欠場 − 135874 欠場

男子５０００ｍ 濱本 栄太 はまもと　えいた 武田薬品 一般競技者 欠場 − 135896 欠場

男子５０００ｍ 松村 元輝 まつむら　げんき JFEスチール 一般競技者 欠場 − 135954 欠場

男子５０００ｍ 久保岡 諭司 くぼおか　さとし JFEスチール 一般競技者 49ＮＧ − 135993 出

男子５０００ｍ 松岡 紘司 まつおか　こうじ マツダ 一般競技者 50ＮＧ − 140030 出

男子５０００ｍ 延藤 潤 のぶとう　じゅん マツダ 一般競技者 51ＮＧ − 140075 出

男子５０００ｍ 山田 翔太 やまだ　しょうた プレス工業 一般競技者 52ＮＧ − 140098 出

男子５０００ｍ 大谷 康太 おおたに　こうた JFEスチール 一般競技者 53ＮＧ − 140262 出

男子５０００ｍ 池田 紀保 いけだ　のりやす プレス工業 一般競技者 54ＮＧ − 140300 出

男子５０００ｍ 松尾 修治 まつお　しゅうじ 中電工 一般競技者 55ＮＧ − 140323 出

男子５０００ｍ 佐々木 徹也 ささき　てつや 中電工 一般競技者 56ＮＧ − 140415 出

男子５０００ｍ 香川 竜一 かがわ　りゅういち 中電工 一般競技者 57ＮＧ − 140696 出

男子５０００ｍ 田中 瑞穂 たなか　みずほ マツダ 一般競技者 58ＮＧ − 140743 出
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男子５０００ｍ 牧野 俊紀 まきの　としき 中電工 一般競技者 欠場 − 140910 欠場

男子５０００ｍ 富永 光 とみなが　ひかる マツダ 一般競技者 60ＮＧ − 141013 出

男子５０００ｍ 周防 俊也 すおう　しゅんや マツダ 一般競技者 61ＮＧ − 141259 出

男子５０００ｍ 大貫 陽嵩 おおぬき　ひたか 京都産業大学 一般競技者 62ＮＧ − 141580 出

男子５０００ｍ 土久岡 陽祐 とくおか　ようすけ JFEスチール 一般競技者 63ＮＧ − 141587 出

男子５０００ｍ 大崎 翔也 おおさき　しょうや 中電工 一般競技者 64ＮＧ − 142206 出

男子５０００ｍ 室田 祐司 むろた　ゆうじ JFEスチール 一般競技者 欠場 − 142269 欠場

男子５０００ｍ 小原 延之 おばら　のぶゆき JFEスチール 一般競技者 欠場 − 142375 欠場

男子５０００ｍ 吉良 充人 きら　みつと マツダ 一般競技者 67ＮＧ − 142429 出

男子５０００ｍ 堤 悠生 つつみ　ゆうせい JFEスチール 一般競技者 68ＮＧ − 142460 出

男子５０００ｍ 山田 侑紀 やまだ　ゆうき JFEスチール 一般競技者 欠場 − 142941 欠場



男子１１０ｍＨ 大室 秀樹 おおむろ　ひでき 大塚製薬 招待競技者 1 1354 1354 出

男子１１０ｍＨ ＡＵＳ 外国人出場者 欠場 1354 1354 欠場

男子１１０ｍＨ ＡＵＳ 外国人出場者 3 1355 出

男子１１０ｍＨ 増野 元太 ますの　げんた モンテローザ 招待競技者 4 1364 1358 出

男子１１０ｍＨ 能登谷 雄太 のとやゆうた 国士舘大学 申込標準記録突破者 5 1374 1374 出

男子１１０ｍＨ 和戸 達哉 わどたつや 岐阜陸協 申込標準記録突破者 6 1375 1371 出

男子１１０ｍＨ 高山 峻野 たかやま　しゅんや 明治大学 招待競技者 7 1376 1376 出

男子１１０ｍＨ 古谷　 拓夢 ふるや　たくむ 早稲田大学 招待競技者 8 1379 1379 出

男子１１０ｍＨ 札場 大輝 ふだば　ひろき モンテローザ 申込標準記録突破者 9 1381 1381 出

男子１１０ｍＨ 矢澤 航 やざわ　わたる デサント 申込標準記録突破者 10 1379 1359 出

男子１１０ｍＨ 佐藤 大志 さとう　ひろゆき 日立化成 申込標準記録突破者 11 1383 1361 出

男子１１０ｍＨ 西澤 真徳 にしざわまさのり 鳥取陸協 申込標準記録突破者 12 1383 1372 出

男子１１０ｍＨ 金井 直 かない　なお 早稲田大学 申込標準記録突破者 13 1385 1385 出

男子１１０ｍＨ 古川 裕太郎 ふるかわゆうたろう 山形ＴＦＣ 申込標準記録突破者 14 1386 1365 出

男子１１０ｍＨ 桐山 範大 きりやま　のりひろ 関西電力 申込標準記録突破者 15 1388 1388 出

男子１１０ｍＨ 小林 文人 こばやし　ふみひと 京都教育大学 申込標準記録突破者 16 1388 1388 出

男子１１０ｍＨ 尾形 晃広 おがたあきひろ ゴールドジム 申込標準記録突破者 17 1388 1388 出

男子１１０ｍＨ 金井 大旺 かない　たいおう 法政大学 申込標準記録突破者 18 1389 1389 出

男子１１０ｍＨ KOR 外国人出場者 19 1390 1348 出

男子１１０ｍＨ 鍵本 真啓 かぎもとまさひろ 立命館大学 申込標準記録突破者 20 1394 1394 出

男子１１０ｍＨ 矢田 弦 やだ げん 東京学芸大学 申込標準記録突破者 21 1394 1394 出

男子１１０ｍＨ 國分 徹 こくぶ　とおる 柳井市陸協 申込標準記録突破者 22 1395 1395 出

男子１１０ｍＨ 岩船 陽一 いわふねよういち サンメッセ 申込標準記録突破者 23 1397 1369 出

男子１１０ｍＨ 栗城 ｱﾝｿﾆｰ くりき　あんそにー 国際武道大学 申込標準記録突破者 24 1397 1397 出

棒高跳 山本 聖途 やまもと せいと トヨタ自動車 招待競技者 1 570 575 出

棒高跳 荻田 大樹 おぎたひろき ミズノ 招待競技者 2 565 570 出

棒高跳 笹瀬 弘樹 ささせひろき スズキ 申込標準記録突破者 3 551 551 出

棒高跳 山本 智貴 やまもと　ともき 日本体育大学 申込標準記録突破者 4 542 542 出

棒高跳 田中 僚 たなか　りょう 和歌山陸協 申込標準記録突破者 5 541 541 出

棒高跳 土井 翔太 どいしょうた 三観陸協 招待競技者 6 540 550 出

棒高跳 松澤 ジアン成治 まつざわ　じあん　なりはる 新潟アルビレックスＲＣ 申込標準記録突破者 7 540 540 出

棒高跳 澤野 大地 さわの　だいち 富士通 申込標準記録突破者 8 535 583 出

棒高跳 逸見 俊太 へんみしゅんた 京都TFC 申込標準記録突破者 9 535 535 出

棒高跳 永田 純也 ながたじゅんや 横浜市陸協 申込標準記録突破者 10 530 540 出

棒高跳 船本 稜矢 ふなもと　りょうや 日本体育大学 申込標準記録突破者 11 530 530 出

棒高跳 来間 弘樹 くるま　こうき 順天堂大学 申込標準記録突破者 12 530 530 出

棒高跳 榎 将太 えのき しょうた 中京大学 申込標準記録突破者 13 530 530 出

棒高跳 山方 諒平 やまかた りょうへい 大阪教育大学 申込標準記録突破者 14 530 530 出

棒高跳 桃原 傑 とうばる　すぐれ 福岡大学 申込標準記録突破者 15         Ｗ１ 525 525 否

走幅跳 菅井 洋平 すがいようへい ミズノ 招待競技者 欠場 818 818 欠場

走幅跳 下野 伸一郎 しものしんいちろう 九電工 招待競技者 2 811 811 出

走幅跳 高政 知也 たかまさ　ともや 順天堂大学 申込標準記録突破者 3 803 803 出

走幅跳 嶺村 鴻汰 みねむら　こうた モンテローザ 招待競技者 4 795 795 出

走幅跳 大岩 雄飛 おおいわ　ゆうひ モンテローザ 申込標準記録突破者 5 791 791 出

走幅跳 ＡＵＳ 外国人出場者 6 790 790 出

走幅跳 深沢 宏之 ふかさわ　ひろゆき 新居浜高校 申込標準記録突破者 7 788 788 出

走幅跳 小田 大樹 おだ　だいき 日本大学 招待競技者 8 787 787 出

走幅跳 猿山 力也 さるやま　りきや モンテローザ 申込標準記録突破者 9 782 805 出

走幅跳 佐久間 滉大 さくま　こうだい 法政大学 申込標準記録突破者 10 782 782 出

走幅跳 松原 奨 まつばら　しょう 東海大学 申込標準記録突破者 11 782 782 出

走幅跳 山川 夏輝 やまかわ　なつき 日本大学 申込標準記録突破者 12 781 781 出

走幅跳 中村 優斗 なかむら　まさと 九州共立大学 申込標準記録突破者 13 779 779 出

走幅跳 松原 瑞貴 まつばら　みずき 新潟アルビレックスＲＣ 申込標準記録突破者 14         Ｗ２ 778 780 否

走幅跳 手平 裕士 てびらひろし オークワ 申込標準記録突破者 15         Ｗ３ 778 778 否

走幅跳 品田 直宏 しなだなおひろ 岐阜経済大学 申込標準記録突破者 16 776 793 否

走幅跳 松浦 憲吾 まつうら　けんご 鳥取陸協 申込標準記録突破者 17 775 775 否

走幅跳 成定 駿介 なりさだしゅんすけ 関西学院大学 申込標準記録突破者 17 775 775 否

走幅跳 中島　 貴大 なかじま　たかひろ 中央労働金庫 申込標準記録突破者 19 774 774 否

走幅跳 松添 基理 まつぞえ　きりい 法政大学 申込標準記録突破者 19 774 774 否

走幅跳 佐藤 駿 さとう　しゅん 福岡大学 申込標準記録突破者 21 770 770 否

走幅跳 高政 侑也 たかまさ　ゆうや 東海大学 申込標準記録突破者 22 769 769 否

走幅跳 二宮 聡史 にのみやさとし 都留文科大学 申込標準記録突破者 23 768 768 否

三段跳 長谷川 大悟 はせがわだいご 日立ICT 招待競技者 1 1649 1649 出

三段跳 岡部 優真 おかべゆうま 九電工 申込標準記録突破者 2 1641 1641 出

三段跳 石川 和義 いしかわ 和義 長野吉田高校AC 招待競技者 3 1635 1698 出

三段跳 山本 凌雅 やまもと　りょうま 順天堂大学 招待競技者 4 1624 1628 出

三段跳 池畠 旭佳瑠 いけはた　ひかる 東海大学 申込標準記録突破者 5 1620 1620 出

三段跳 杉岡 優磨 すぎおかゆうま 中央大学 申込標準記録突破者 6 1611 1611 出

三段跳 髙橋 佑悟 たかはしゆうご 立命館大学 申込標準記録突破者 7 1606 1621 出

三段跳 山下 航平 やましたこうへい 筑波大学 申込標準記録突破者 8 1606 1606 出

三段跳 松下 翔一 まつした　しょういち 神戸市陸協 申込標準記録突破者 9 1602 1625 出

三段跳 花谷 昂 はなたに　あきら ユメオミライ 申込標準記録突破者 10 1597 1626 出

三段跳 児島 有伸 こじまありのぶ 慶應義塾大学 申込標準記録突破者 11 1596 1596 出

三段跳 藤林 献明 ふじばやし のぶあき びわこ成蹊スポーツ大学 招待競技者 12 1593 1651 出

三段跳 水谷 司 みずたにつかさ 帯広農業高校 申込標準記録突破者 13　育成枠ＯＰ 1575 1575 出

三段跳 中山 昂平 なかやまこうへい 中京大学 申込標準記録突破者 14         Ｗ１ 1592 1592 否

三段跳 屋良 太章 やら　たかのり 沖縄市役所 申込標準記録突破者 15         Ｗ２ 1581 1581 否

三段跳 川島 鶴槙 かわしま　たづま 順天堂大学 申込標準記録突破者 16         Ｗ３ 1577 1577 否

やり投 新井 涼平 あらいりょうへい スズキ浜松ＡＣ 招待競技者 1 8466 8683 出

やり投 ＡＵＳ 外国人出場者 2 8331 出

やり投 NZL 外国人出場者 3 8275 8631 出

やり投 村上 幸史 むらかみゆきふみ スズキ浜松ＡＣ 招待競技者 4 7905 8595 出

やり投 ディーン 元気 でぃーんげんき ミズノ 招待競技者 5 7751 8428 出

やり投 相原 大聖 あいばら　たいせい 日本大学 申込標準記録突破者 6 7740 7740 出

やり投 高力 裕也 こうりきゆうや 鳥取陸協 招待競技者 7 7625 7784 出

やり投 森 秀 もり　しゅう 日本大学 申込標準記録突破者 8 7612 7612 出

やり投 河野 充志 かわのあつし 九州共立大学 申込標準記録突破者 欠場 7583 7583 欠場

やり投 NZL 外国人出場者 10 7555 7555 出

やり投 佐道 隼也 さどう　じゅんや 東海大学 申込標準記録突破者 11 7545 7545 出

やり投 長谷川 鉱平 はせがわ　こうへい 福井陸協 申込標準記録突破者 12 7536 7675 出
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やり投 小南 拓人 こみなみたくと 国士舘大学 申込標準記録突破者 13 7529 7529 出

やり投 柿島 裕 かきしま　ゆたか 東海大学 申込標準記録突破者 14         Ｗ１ 7528 7528 否

やり投 恵良 友也 えら　ともや 日本体育大学大学院 申込標準記録突破者 15         Ｗ２ 7484 7504 否

やり投 荒井 謙 あらい　けん 七十七銀行 申込標準記録突破者 16         Ｗ３ 7474 7990 否

やり投 齋藤 文孝 さいとう　ふみたか 下呂特別支援学校 申込標準記録突破者 17 7455 7455 否

やり投 小椋 健司 おぐら　けんじ 日本大学 申込標準記録突破者 18 7442 7442 否

やり投 松谷 昂星 まつたに　こうせい 鹿児島銀行 申込標準記録突破者 19 7439 7439 否

やり投 中嶋 善寛 なかじまよしひろ 埼玉医科大学AC 申込標準記録突破者 20 7331 7618 否


