
種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

100m 決勝 寺奥 太一(2) 1 11.19 -0.6  

 予選   11.12 +0.2  

 決勝 濱田 光貴(2) 2 11.20 -0.6  

 予選   11.46 -2.6  

 決勝 正田 陽一(1) 3 11.31 -0.6  

 予選   11.37 -1.5  

 決勝 細田 修平(3) 4 11.32 -0.6  

 予選   11.34 -0.3  

 決勝 首藤  大(1) 6 11.46 -0.6  

 予選   11.47 -0.3  

  予選 内山 竜清(1)  11.75 -3.8  

 予選 吉永 篤生(1)  11.79 -3.8  

  予選 鈴木  悟(3)  12.32 -3.8  

 予選 小西 巧海(1)  11.81 -3.5  

 予選 水野 翔真(2)  11.97 -3.5  

 予選 添島 将太(3)  11.99 -3.5  

 予選 山後 裕輔(3)  13.03 -3.5  

 予選 凪 翔太郎(2)  12.23 -2.4  

 予選 山下  歩(2)  11.77 -2.6  

 予選 中山 聡太(1)  12.33 -2.6  

 予選 坂本 俊介(2)  11.16 -1.4  

 予選 二井 悠太(2)  11.51 -1.4  

 予選 柴田 龍希(3)  11.97 -1.4  

 予選 杉原 琉来(1)  11.98 -1.4  

 予選 吉田 星矢(2)  11.62 -1.1  

 予選 福岡 由基(3)  11.68 -1.1  

 予選 熊谷 元汰(1)  11.82 -1.1  

 予選 畑中 涼聖(2)  11.58 -1.5  

 予選 以倉 俊貴(3)  11.58 -1.5  

 予選 西村 恒輝(3)  11.64 +0.9  

 予選 木下 雄斗(1)  11.89 +0.9  

 予選 森  貫太(1)  11.95 +0.9  

200m タイムレース 坂本 俊介(2) 1 22.16 -0.6  

 タイムレース 寺奥 太一(2) 3 23.06 -2.1  



種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

200m タイムレース 小西 巧海(1) 4 23.09 -2.1  

 タイムレース 青木  渉(3) 7 23.32 -1.3  

 タイムレース 奥野 芽来(3) 8 23.38 -0.6  

 タイムレース 柴田 龍希(3)  24.32 -1.3  

 タイムレース 吉永 篤生(1)  24.37 -2.1  

 タイムレース 福岡 由基(3)  23.67 -2.1  

 タイムレース 今堀 拳吾(3)  23.90 -2.1  

 タイムレース 西村 恒輝(3)  23.41 -0.6  

 タイムレース 杉原 琉来(1)  23.92 -0.6  

 タイムレース 森  貫太(1)  24.14 -0.6  

400m タイムレース 芦田 唯真(1) 1 51.31   

 タイムレース 豊原健太郎(3) 2 51.84   

 タイムレース 喜代田悠輝(1) 4 53.44   

 タイムレース 佐保 優希(1) 6 53.86   

 タイムレース 岸  海地(2) 7 54.78   

 タイムレース 山田 栄佑(1) 8 54.94   

800m タイムレース 田中 雅揮(3) 4 2:02.84   

 タイムレース 藤井 諒真(2) 5 2:03.71   

 タイムレース 清水 龍樹(3) 7 2:05.09   

 タイムレース 鍋野 涼雅(1)  2:10.83   

 タイムレース 星野 拓歩(1)  2:13.35   

 タイムレース 藤村 晴夫(1)  2:23.16   

1500m タイムレース 新家裕太郎(3) 1 4:08.81   

 タイムレース 田村 一智(1) 2 4:11.47   

 タイムレース 福島弦太郎(2) 3 4:12.10   

 タイムレース 中平祐太郎(2) 4 4:15.73   

 タイムレース 平野 幸季(1) 8 4:17.64   

 タイムレース 柳原 大輝(1)  4:19:59   

 タイムレース 富山 大智(1)  4:26.71   

 タイムレース 藤村 雅紀(1)  4:30.71   

 タイムレース 水本 祐大(1)  4:18.03   

 タイムレース 東原 豪輝(1)  4:25.27   

5000m 決勝 上野 南翔(2) 2 15:52.46   

 決勝 有田伊歩希(2) 4 16:16.46   



種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

5000m 決勝 植田 雅貴(3) 6     16:43.17   

 決勝 山村 綜大(3) 12 17:33.27   

 決勝 上田 茜利(2) 14 17:37.50   

110mH 決勝 中山 聡太(1) 1 16.08 -0.4  

 決勝 木下 雄斗(1) 2 16.34 -0.4  

 決勝 周  嘉康(2) 3 18.31 -0.4  

走幅跳 決勝 小林 龍凱(3) 5 5m55 +0.6  

砲丸投 決勝 上村 壮吾(1) 2 12m55   

 決勝 山﨑 崇嗣(2) 3 12m01   

 決勝 那須 聖拓(1) 4 10m27   

円盤投 決勝 阪上 孝峻(1) 1 32m02   

 決勝 酒井   瞭(1) 2 28m39   

 決勝 松宮 翔平(2) 4 26m22   

やり投 決勝 上村 壮吾(1) 2 40m29   

 決勝 山﨑 崇嗣(2) 4 38m70   

 決勝 酒井   瞭(1) 6 35m87   

 決勝 阪上 孝峻(1) 7 31m90   

 決勝 松宮 翔平(2) 9 25m81   

4×100mR タイムレース 杉原 琉来(1) 3 44.41   

  芦田 唯真(1)     

  熊谷 元汰(1)     

  森  貫太(1)     

 タイムレース 福岡 由基(3) 4 44.44   

  豊原健太郎(3)     

  竹内 聖太(3)     

  柴田 龍希(3)     

 タイムレース 喜代田悠輝(1) 8 45.11   

  木下 雄斗(1)     

  那須 聖拓(1)     

  内山 竜清(1)     

       

       

       

       



種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

100m 決勝 関口 弥桜(3) 1 12.80 -0.1  

 予選   13.04 -2.0  

 決勝 吉田 悠莉(2) 2 12.88 -0.1  

 予選   12.97 -1.3  

 決勝 安達 小春(3) 3 13.01 -0.1  

 予選   13.24 -1.3  

 決勝 大谷 亜美(1) 4 13.07 -0.1  

 予選   13.35 -2.0  

 予選 角田 風香(3)  14.56 -1.4  

 予選 小山くるみ(1)  13.64 -1.5  

 予選 徳田 桃香(2)  13.69 -1.5  

 予選 関屋 来瞳(1)  13.79 -1.6  

 予選 前川 歩夢(2)  13.91 -2.0  

200m タイムレース 水越 青空(1) 1 26.76 -3.2  

 タイムレース 辻村 陽南(2) 2 27.59 -4.7  

 タイムレース 前川 歩夢(2) 4 28.50 -3.2  

 タイムレース 徳田 桃香(2) 5 29.03 -4.7  

 タイムレース 横山 玲奈(2) 6 29.26 -3.2  

 タイムレース 井上公美子(3)  31.26 -3.2  

400m 決勝 横山 玲奈(2) 3 1:08.59   

100mH 決勝 岐部あみか(1) 1 15.55 -0.1  

 決勝 國本 美柚(1) 2 15.73 -0.1  

砲丸投 決勝 廣島 愛亜梨(2) 1 12m35   

 決勝 村上  嘉奈(2) 3 10m81   

 決勝 和田さくら(3) 4 8m89   

 決勝 細田  美咲(3) 6 7m75   

円板投 決勝 吉田 想望(1) 2 22m69   

 


