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＜男子 1500ｍ＞ ＜男子 3000ｍSC＞
ﾛﾅﾙﾄﾞ　ｹﾓｲ 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 松本　葵 大塚製薬
ｴﾉｯｸ　ｵﾑﾜﾝﾊﾞ 山梨学院大 篠藤　淳 山陽特殊製鋼
楠　康成 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 山下　洸 NTN
田中　佳祐 富士通 潰滝　大記 中央学院大
廣瀨　大貴 大阪ｶﾞｽ 山口　浩勢 愛三工業
監物　稔浩 NTT西日本 塩尻　和也 順天堂大
松田　佑太 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 津田　修也 筑波大
大西　毅彦 京都陸協 武田　毅 ｽｽﾞｷ浜松AC
ﾗｻﾞﾗｽ　ﾓﾀﾝﾔ 桜美林大 天野　正治 NTN
安齋　宰 順天堂大 矢ノ倉　弘 山梨学院大
的野　遼大 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ長崎 末山　貴文 NTT西日本
戸田　雅稀 東京農業大 村島　匠 順天堂大
油布　郁人 富士通 松藤　仁 武田薬品
武藤　健太 国士舘大 棟方　雄己 ｶﾈﾎﾞｳ
平塚　祐介 城西大
ﾏﾛﾝｱｼﾞｨｽﾞ　航太 自衛隊体育学校
今﨑　俊樹 大阪ｶﾞｽ ＜男子 走幅跳＞

菅井　洋平 ﾐｽﾞﾉ
嶺村　鴻汰 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ

＜男子 10000ｍ＞ 大岩　雄飛 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ
ﾎﾟｰﾙ　ﾀﾇｲ 九電工 木村　友紀 愛知陸協
ﾋﾞﾀﾞﾝ　ｶﾛｷ DeNA 毛呂　泰紘 順天堂大
ﾊﾞﾙｿﾄﾝ　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 品田　直宏 岐阜経済大AC
ｼﾞｪｰﾑｽ　ﾑﾜﾝｷﾞ NTN 佐久間　滉大 法政大
ｳｨﾘｱﾑ　ﾏﾚﾙ Honda 松原　瑞貴 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ
ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ　ﾜｳｴﾙ NTN 髙政　知也 順天堂大
村山　謙太 旭化成 南　晋太郎 中京大ｸﾗﾌﾞ
設楽　啓太 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 猿山　力也 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ
上野　裕一郎 DeNA 城山　正太郎 東海大北海道
早川　翼 ﾄﾖﾀ自動車 小田　大樹 日本大
山田　直弘 YKK
石川　卓哉 中国電力
井上　大仁 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ長崎 ＜男子 円盤投＞
宮脇　千博 ﾄﾖﾀ自動車 堤　雄司 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ
馬場　圭太 Honda 安保　建吾 東海大
山本　浩之 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 米沢　茂友樹 東海大
堂本　尚寛 JR東日本 小林　志郎 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ
山崎　敦史 SUBARU 知念　豪 ｾﾞﾝﾘﾝ
竹澤　健介 住友電工 畑山　茂雄 ｾﾞﾝﾘﾝ
服部　翔大 Honda 湯上　剛輝 中京大
三輪　晋大朗 NTN 宮内　優 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ
中谷　圭佑 駒澤大 小林　寛雅 順天堂大
的場　亮太 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 前田　奎 S.T.T.
一色　恭志 青山学院大 越　寛将 中京大

堀江　省太 立命館大
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＜女子 1500ｍ＞ ＜女子 3000ｍSC＞
ｱﾝ　ｶﾘﾝｼﾞ 豊田自動織機 三郷　実沙希 ｽｽﾞｷ浜松AC
須永　千尋 資生堂 中村　真悠子 ｾﾚｽﾎﾟ
飯野　摩耶 東京農業大 高見澤　安珠 松山大
髙松　望ﾑｾﾝﾋﾞ 薫英女学院高 北本　可奈子 名城大
望月　晴佳 小島ﾌﾟﾚｽ 佐藤　奈々 ｽﾀｰﾂ
森田　香織 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 三島　美咲 松山大
樺沢　和佳奈 常磐高 丹羽　七海 中央大
鷲見　梓沙 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 加来　華奈 愛知電機
猿見田　裕香 豊川高 清水　萌衣乃 東京農業大
田中　希実 西脇工高 小林　美貴 順天堂大
由水　沙季 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 藪田　裕衣 京都産業大
池満　綾乃 鹿児島銀行 平井　涼子 佛教大
陣内　綾子 九電工 磯口　晴南 武庫川女子大
大森　郁香 東京陸協 川嶋　はるか 京都産業大
横瀬　彩也香 ﾔﾏﾀﾞ電機 児玉　実咲 大阪体育大
福田　有以 豊田自動織機
加藤　美菜 立教大

＜女子 走幅跳＞
水口　怜 東京学芸大

＜女子 10000ｍ＞ 平加　有梨奈 北海道ﾊｲﾃｸAC
城戸　智恵子 ｷﾔﾉﾝAC九州 内之倉　由美 早稲田大
高山　琴海 ｼｽﾒｯｸｽ 中野　瞳 神戸市陸協
ｸﾞﾚｰｽ ﾌﾞﾃｨｴ　ｷﾏﾝｽﾞｨ ｽﾀｰﾂ 利藤　野乃花 東京学芸大
岩出　玲亜 ﾉｰﾘﾂ 永井　佳織 長谷川体育施設
土井　友里永 ｽﾀｰﾂ 原田　彩希 九州共立大
平井　恵 ｷﾔﾉﾝAC九州 宮坂　楓 横浜国大AC
堀江　美里 ﾉｰﾘﾂ 福西　穂乃佳 京都教育大
阿部　有香里 しまむら 中尾　有沙 祐和會
黒田　真央 ﾜｺｰﾙ 山田　優 筑波大
石澤　ゆかり ｴﾃﾞｨｵﾝ 中川　秋奈 九州共立大
宮田　佳菜代 ﾕﾀｶ技研
野上　恵子 十八銀行
井上　彩花 大塚製薬 ＜女子 円盤投＞
新宅　里香 しまむら 坂口　亜弓 S.T.T.
大貫　真実 ｼｽﾒｯｸｽ 敷本　愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ
青木　優子 ｷﾔﾉﾝAC九州 中田　恵莉子 四国大教職員ｸ
箱山　侑香 ﾜｺｰﾙ 東海　茉莉花 I most
橋本　富美子 しまむら 藤森　夏美 順天堂大
竹本　由佳 ｷﾔﾉﾝAC九州 小野　祐紀子 国士舘ｸﾗﾌﾞ
井上　藍 ﾉｰﾘﾂ 知念　莉子 筑波大
津田　真衣 ﾕﾆｸﾛ 辻川　美乃利 筑波大
沼田　未知 豊田自動織機 石井　明日夏 東京女子体育大
ﾌｪﾘｽﾀ　ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 河合　郁実 筑波大
日髙　侑紀 三井住友海上 清水　麻衣 びわこ学院大
野田　沙織 三井住友海上
関根　花観 日本郵政
林田　みさき 豊田自動織機
片貝　洋美 しまむら
仲間　千華 愛知電機
榊原　美希 ｽｽﾞｷ浜松AC


