
男子 １５００ｍ 女子 １５００ｍ
所　属 所　属

1 館澤 亨次 DeNA 1 田中 希実 豊田自動織機TC
2 的野 遼大 三菱重工 2 卜部 蘭 積水化学

3 木村 理来 愛三工業 3 後藤 夢 豊田自動織機TC
4 舟津 彰馬 九電工 4 道清 愛紗 須磨学園高
5 高橋 佑輔 札幌市陸協 5 髙松 智美ムセンビ 名城大
6 河村 一輝 ﾄｰｴﾈｯｸ 6 陣内 綾子 九電工
7 飯島 陸斗 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ PM 細井 衿菜 J 慶應大

8 山田 俊輝 中央大
9 戸田 雅稀 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
10 田母神 一喜 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 女子 １００００ｍ
11 千葉 直輝 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 所　属

12 大竹 康平 ﾚﾃﾞｲ薬局 1 前田 穂南 天満屋
13 GUEM Abraham H 南ｽｰﾀﾞﾝ 2 松下 菜摘 天満屋

14 飯澤 千翔 J 東海大 3 JEROTICH Winnie 九電工
4 逸木 和香菜 九電工

5 上田 雪菜 ﾀﾞｲﾊﾂ

男子 １００００ｍ 6 唐沢 ゆり 九電工
所　属 7 大東 優奈 天満屋

1 KIMUNNYAN Richard 日立物流 8 森田 香織 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
2 NDIKU Jonathan 日立物流 9 渡邊 菜々美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

3 KIBET Benard 九電工 10 小井戸 涼 日立

4 WANJIKU Charles 武蔵野学院大 11 上杉 真穂 ｽﾀｰﾂ

5 LOROT Andrew SUBARU 12 KIPKEMOI Joan 九電工
6 MBURU Waithaka ﾔｸﾙﾄ 13 谷口 真菜 ﾜｺｰﾙ
7 鈴木 祐希 ｶﾈﾎﾞｳ 14 兼重 志帆 GRlab関東
8 照井 明人 SUBARU

9 天野 誠也 自衛隊体育学校
10 浅岡 満憲 日立物流 女子 ２０００ｍＳＣ
11 鈴木 洋平 愛三工業 所　属

12 古賀 淳紫 安川電機 1 石澤 ゆかり ｴﾃﾞｨｵﾝ
13 今井 崇人 旭化成 2 吉村 玲美 大東文化大

14 山藤 篤司 ﾄﾖﾀ自動車 3 山中 柚乃 愛媛銀行

15 白鳥 哲汰 駒澤大 4 藪田 裕衣 大塚製薬

16 菊池 賢人 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 5 西出 優月 関西外国語大
17 手嶋 杏丞 明治大 6 𠮷川 侑美 ﾕﾆｸﾛ
18 櫛田 佳希 明治大 7 秋山 祐妃 肥後銀行
19 青柿 響 駒澤大 8 瀬川 帆夏 ｼｽﾒｯｸｽ
20 太田 智樹 ﾄﾖﾀ自動車 9 西山 未奈美 松山大

21 児玉 真輝 明治大 10 森 智香子 積水化学
22 鈴木 芽吹 駒澤大 11 沖村 美夏 愛媛銀行
23 砂岡 拓磨 城西大 12 堀尾 咲月 京都産業大
24 村本 一樹 住友電工 13 小池 彩加 大和田住宅仙台
25 河東 寛大 西鉄

26 横井 裕仁 NTN
27 田村 友佑 黒崎播磨

28 藤本 珠輝 日本体育大
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男子 ２０００ｍＳＣ 女子 棒高跳
名　　前 所　属 所　属

1 三浦 龍司 順天堂大 1 諸田 実咲 栃木県ｽﾎﾟｰﾂ協会
2 山口 浩勢 愛三工業 2 那須 眞由 籠谷
3 青木 涼真 Honda 3 古林 愛理 園田学園女大
4 楠 康成 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 4 竜田 夏苗 ﾆｯﾊﾟﾂ

5 滋野 聖也 ﾌﾟﾚｽ工業 5 台信 愛 日本体育大
6 塩尻 和也 富士通 6 前川 淳 日本体育大

7 篠藤 淳 山陽特殊製鋼 7 大坂谷 明里 園田学園女大
8 潰滝 大記 富士通 8 逸見 綾子 SMILEY ANGEL
9 神 直之 北星病院 9 村田 蒼空 前橋女子高
10 阪口 竜平 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 10 野志 侑希 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ

11 北村 光 早稲田大 11 柳川 美空 前橋育英高
12 諸冨 湧 早稲田大
13 分須 尊紀 日本体育大
PM Philemon Kiplagat J 愛三工業 女子 走幅跳

名　　前 所　属

1 秦 澄美鈴 ｼﾊﾞﾀ工業

男子 円盤投 2 髙良 彩花 筑波大
名　　前 所　属 3 山本 渚 長谷川体育施設

1 堤 雄司 ALSOK群馬 4 中野 瞳 和食山口
2 湯上 剛輝 ﾄﾖﾀ自動車 5 小玉 葵水 東海大北海道
3 幸長 慎一 四国大 6 嶺村 優 ｵﾘｺ

4 蓬田 和正 GOLD'S GYM 7 松田 奈夏 青山学院大
5 山下 航生 九州共立大
6 安藤 夢 みはる矯正歯科AC

7 高倉 星也 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 女子 円盤投
8 米沢 茂友樹 ｵﾘｺ 名　　前 所　属

9 飛川 龍雅 東海大 1 齋藤 真希 東京女子体育大

10 安保 建吾 鹿角市陸協 2 郡 菜々佳 九州共立大

3 辻川 美乃利 内田洋行AC
4 山本 実果 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ

男子 やり投 5 藤森 夏美 福井県ｽﾎﾟｰﾂ協会
名　　前 所　属 6 清水 麻衣 ｱｻｲ

1 デイーン 元気 ﾐｽﾞﾉ 7 川口 紅音 第一学院高教
2 新井 涼平 ｽｽﾞｷ 8 半田 水晶 筑波大

3 小椋 健司 栃木県ｽﾎﾟｰﾂ協会 9 城間 歩和 九州共立大
4 長沼 元 ｽｽﾞｷ 10 中田 恵莉子 四国大ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
5 鈴木 文人 九州共立大
6 巖 優作 筑波大

7 横堀　 雅孝 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

J：日本陸連推薦競技者　　H：主催陸協推薦･承認競技者　　PM：ペースメーカー

名　　前


