
対校男子100m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:55 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ

1 400 松橋　大夢(3) 国士大
ﾐﾅﾐ ﾕｳﾀ

2 401 南　雄太(3) 国士大
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ

3 301 近藤　旭(4) 日体大
ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ

4 117 デーデー　ブルーノ(1) 東海大
ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ

5 200 佐川　オタビオ(4) 順大
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ

6 116 岩崎　浩太郎(4) 東海大
ｱｿ ﾀｸﾐ

7 300 阿蘓　匠(4) 日体大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ

8 201 中村　僚真(1) 順大
ｵ ｷﾞｮﾝｽ

9 1 OH GYEONG SOO KOR

ｵｰﾌﾟﾝ男子100m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:50 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1 242 佐藤　惇平(4) 順大
ｻﾉ ｺｳﾍｲ

2 401 佐野　航平(2) 国士大
ｻｶﾀ ｲｸﾄ

3 301 坂田　育斗(2) 日体大
ｻｲﾄｳ ｱｷﾄ

4 136 齋藤　瑛斗(4) 東海大
ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ

5 300 野田　悠斗(3) 日体大
ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ

6 241 原永　貴之(1) 順大院
ﾀｹｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

7 137 武井　順一(4) 東海大
ﾏﾝﾅﾐ ﾏｺﾄ

8 400 万波　真琴(4) 国士大
ｲ ｼﾞｪﾊ

9 3 LEE JAE HA KOR

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

268 片山　雄太（4） 順大

270 室橋　健太郎（3） 順大

138 増田　拓巳（4） 東海大

139 永山　雄登（4） 東海大

302 作華　陸（4） 日体大

303 山本　陣（1） 日体大

402 角田　航平（4） 国士大

403 上坂　樹稀（3） 国士大

記録

記録



対校男子200m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:05 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｵﾉ ｼｮｳﾀ

1 303 大野　翔太(4) 日体大
ｺｻﾜ ﾕｳｼﾞ

2 405 小澤　祐志(3) 国士大
ﾀｶﾏﾂ ﾕﾀｶ

3 119 髙松　祐孝(3) 東海大
ｺﾝﾉ ｷｮｳｽｹ

4 118 今野　恭佑(4) 東海大
ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ

5 402 深澤　拓己(4) 国士大
ﾈﾓﾄ　ﾏﾋﾛ

6 243 根本　万大(2) 順大
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ

7 203 木下　裕貴(2) 順大
ﾋﾗｵｶ ﾀｶﾋﾛ

8 302 平岡　誠大(3) 日体大
ｲ ｼﾞｪﾊ

9 3 LEE JAE HA KOR

ｵｰﾌﾟﾝ男子200m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀﾅｶ ｱｷﾄ

1 404 田中　亮斗(4) 国士大
ﾀﾑﾗ　ｶｽﾞｷ

2 142 田村　紀樹（2） 東海大
ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

3 403 石田　泰啓(4) 国士大
ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ

4 305 林　拓優(1) 日体大
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ

5 244 髙橋　侃矢(1) 順大
ﾁﾝ ｲﾝﾘﾝ

6 140 陳　胤霖(3) 東海大
ﾂﾁﾔ　ｼﾞｭﾝﾔ

7 288 土屋　順哉(4) 順大
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ

8 304 大久保　雄平(2) 日体大
ﾊﾟｸ ﾃｺﾞﾝ

9 4 PARK TAE KUN KOR

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

269 最上　功己（4） 順大

143 菊地　宏汰（2） 東海大

141 與坂　幸平(4) 東海大

306 佐藤　知樹（3） 日体大

307 山村　直人（1） 日体大

406 茂田井　隆太（4） 国士大

407 村松　俊介（3） 国士大

202 小澤　優太（3） 順大

記録

記録



対校男子400m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:10 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ

1 404 鈴木　健太(4) 国士大
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2 405 中川　雄一朗(3) 国士大
ｶｸﾓﾄ ﾕｳｷ

3 305 角本　勇樹(3) 日体大
ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ

4 204 岩本　武(4) 順大
ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ

5 120 北谷　直輝(2) 東海大
ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

6 304 山下　翔太郎(4) 日体大
ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ

7 121 井本　佳伸(1) 東海大
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ

8 205 佐々木　愛斗(3) 順大
ﾓ ｲﾙﾌｧﾝ

9 5 MO IL HWAN KOR

ｵｰﾌﾟﾝ男子400m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:05 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀ

2 410 五十嵐　健太(4) 国士大
ﾌﾅﾄ ﾀﾞｲｽｹ

3 309 船戸　大輔(3) 日体大
ｿﾒﾔ ｼｮｳ

4 231 染谷　翔(3) 順大
ﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ

5 144 大良　浩輝(3) 東海大
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ ｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ

6 245 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大
ﾅｵｴ ｺｳﾍｲ

7 145 直江　航平(3) 東海大
ｵｶﾓﾄ ﾚｲﾄ

8 409 岡本　怜登(4) 国士大
ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ

9 308 中島　孝輔(3) 日体大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

232 村冨　浩太朗（2） 順大

288 土屋　順哉（4） 順大

146 小渕　瑞樹（4） 東海大

147 梅谷　穗志亜（1） 東海大

310 西角　隼人（3） 日体大

311 奥川　魁斗（3） 日体大

412 内山　虎ノ介（3） 国士大

414 清水　開登（2） 国士大

記録

記録



対校男子800m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｳﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ

2 407 宇野澤　光輝(3) 国士大
ｼﾘﾔ ﾕｳｾｲ

3 122 尻屋　友誠(2) 東海大
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

4 206 林　貴裕(3) 順大
ｱﾘﾏ ﾘｭｳ

5 320 有馬　龍(3) 日体大
ﾅｶﾞｲ ｻﾄｼ

6 416 永井　聡(4) 国士大
ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｷ

7 319 本多　慶紀(2) 日体大
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

8 207 塩田　哲平(2) 順大
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ

9 123 大窪　琢弥(2) 東海大

ｵｰﾌﾟﾝ男子800m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:45 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ

2 149 大竹　航平(2) 東海大
ﾊﾗｸﾞﾁ　ﾘﾝ

3 418 原口　凛（1） 国士大
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ

4 247 丸山　脩太(1) 順大
ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ

5 415 川﨑　椋太(1) 国士大院
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

6 246 根本　大輝(1) 順大
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ

7 337 佐藤　駿太(1) 日体大
ﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ

8 148 戸田　健二郎(2) 東海大
ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

9 338 永田　一真(1) 日体大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

246 中山　理生（4） 順大

247 三上　椋平（2） 順大

150 北島　稜也（3） 東海大

339 稲葉　尚哉（4） 日体大

340 新美　颯　（2） 日体大

417 藤田　俊輝（3） 国士大

406 大川　隼平（4） 国士大

記録

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子1500m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

1 100 館澤　亨次(3) 東海大
ｻｺｳ ｲｸﾐ

2 311 酒匂　郁海(4) 日体大
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

3 208 野口　雄大(2) 順大
ｼｶﾞ ｺｳﾀ

4 312 志賀　康太(4) 日体大
ｷﾑﾗ ﾘｸ

5 101 木村　理来(3) 東海大
ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ

6 408 石川　大和(4) 国士大
ﾎﾟｰﾙ ｷﾞﾄﾝｶﾞ

7 409 ポール・ギトンガ(2) 国士大
ｻｻﾔ ﾘｮｳﾀ

8 209 笹谷　亮太(3) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ男子1500m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ

9 100 東　優汰(4) 東海大
ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

10 326 池田　耀平(2) 日体大
ﾏｴﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ

11 249 前田　智広（2） 順大
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

12 248 塩尻　和也(4) 順大
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ

13 421 清水　拓斗(1) 国士大
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｻｷ

14 419 堂本　将希(2) 国士大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ

15 327 菅沼　隆佑(2) 日体大
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ

16 101 上野　遼太(3) 東海大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

249 出口　航輝（1） 順大

248 森　優太(3) 順大

記録

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子5000m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:45 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓｷ

1 103 市村　朋樹(1) 東海大
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ

2 102 河野　遥伎(3) 東海大
ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

3 210 野田　一輝(2) 順大
ﾐﾊﾗ ﾀｸﾐ

4 313 三原　卓巳(4) 日体大
ﾀｶﾀ ﾅｵﾔ

5 410 高田　直也(4) 国士大
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

6 316 中川　翔太(3) 日体大
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

7 211 橋本　龍一(3) 順大
ﾗｲﾓｲ ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ

8 411 ライモイ・ヴィンセント(1) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ男子5000m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:45 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ

9 103 松﨑　健悟(1) 東海大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

10 330 山口　和也(3) 日体大
ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

11 255 多久和　能広(2) 順大
ﾓﾘｻｷ ﾀｸﾐ

12 329 森崎　拓海(4) 日体大
ﾎｼﾉ ﾏｻｷ

13 424 星野　全輝(4) 国士大
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ

14 425 大野　力(4) 国士大
ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾔ

15 102 中嶋　貴哉(1) 東海大
ﾄｻﾜ ｼｮｳ

16 423 戸澤　奨(4) 国士大
ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｮｳ

17 328 大泉　奨(4) 日体大
ﾊﾞﾊﾞｽﾀﾝ ｹｲ

18 252 馬場スタン　恵(4) 順大
ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ

19 100 東　優汰(4) 東海大
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ

20 101 上野　遼太(3) 東海大
ﾀｷﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

21 422 多喜端　夕貴(4) 国士大
ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

22 250 江口　智耶(4) 順大
ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ

23 254 藤曲　寛人(3) 順大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

426 曽根　雅文（2） 国士大

記録

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子10000m 審 判 長：石田　省二

記録主任：早船 弘美

4月14日 16:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾑﾛﾌｼ ﾎﾀｶ

1 315 室伏　穂高(4) 日体大
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2 213 小畠　隆太郎(3) 順大
ﾖｼｵｶ ｺｳｷ

3 212 吉岡　幸輝(4) 順大
ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ

4 105 郡司　陽大(3) 東海大
ﾌｼﾞｴ ﾁﾋﾛ

5 413 藤江　千紘(4) 国士大
ｳﾁﾔﾏ ﾀｹﾙ

6 427 内山　武(4) 国士大
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ

7 104 湯澤　舜(4) 東海大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼｮｳ

8 314 宮﨑　勇将(4) 日体大

ｵｰﾌﾟﾝ男子10000m 審 判 長：石田　省二

記録主任：早船 弘美

4月14日 16:20 決　勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

9 256 小林　聖(4) 順大
ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ

10 106 米田　智哉(2) 東海大
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ

11 107 名取　燎太(2) 東海大
ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ

12 412 住吉　秀昭(4) 国士大
ﾄﾐﾀ ｼﾝｽｹ

13 332 冨田　真佑(3) 日体大
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

14 257 山田　航(4) 順大
ｶﾒﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

15 334 亀田　優太朗(2) 日体大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

16 105 鈴木　雄太(2) 東海大
ﾈｽﾞﾐﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

17 428 鼡田　章宏(3) 国士大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

18 258 髙橋　遼哉(3) 順大
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾏ

19 431 福田　有馬(3) 国士大
ﾀｶﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

20 104 髙田　凜太郎(3) 東海大
ｲﾜﾑﾛ ﾀｶｷ

21 333 岩室　天輝(2) 日体大
ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ

22 429 大西　彰(3) 国士大
ｽｽﾞｷ ﾚﾂｺﾞ

23 331 鈴木　烈剛(3) 日体大
ﾔﾉ ﾅｵｷ

24 259 矢野　直幹(2) 順大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

256 鈴木　雄人（3） 順大

257 井上　昂明（2） 順大

記録

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子110mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:45 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾄﾔﾐﾈ ﾕｳﾔ

2 414 鳥谷峯　裕也(4) 国士大
ｳｴｸｻ ﾕｳｷ

3 307 植草　雄貴(1) 日体大
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ

4 125 河嶋　亮太(2) 東海大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

5 217 泉谷　駿介(1) 順大
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

6 124 吉田　昂央(3) 東海大
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ

7 216 藤井　亮汰(4) 順大
ﾊﾔｻｶ ｱｷﾗ

8 415 早坂　明(2) 国士大
ｽｽﾞｶﾜ ﾏｻﾄ

9 306 鈴川　雅人(4) 日体大

ｵｰﾌﾟﾝ男子110mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:40 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳﾏ

2 432 篠原　頌実(3) 国士大
ｷﾀｷ ﾕｳﾀ

3 313 北木　裕太(1) 日体大
ﾔｼﾛ ｺｳｷ

4 262 八代　貢輝(2) 順大
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ

5 152 森口　諒也(2) 東海大
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

6 263 中田　英駿(1) 順大
ｶﾜｶﾐ ｱｽﾏ

7 151 川上　明日麻(1) 東海大
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ

8 314 田中　廉人(2) 日体大
ｳｼﾛ　ﾋﾛﾖｼ

9 446 右代　啓欣（2） 国士大院

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

263 山口　大我（2） 順大
262 玉置　将吾（4） 順大
153 鈴木　祐成（1） 東海大
315 堤　健太朗（1） 日体大
316 森　勇人（2） 日体大
433 西田　健修(3) 国士大

記録

記録



対校男子400mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:25 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾄｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ

2 417 時本　秀彦(3) 国士大
ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｼ

3 308 北村　貴嗣(4) 日体大
ｷﾀﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ

4 416 北山　亮介(3) 国士大
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ

5 218 岩﨑　崇文(3) 順大
ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ

6 219 白尾　悠祐(1) 順大
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ

7 127 藤原　功規(2) 東海大
ｵﾉ ｺｳｽｹ

8 309 小野　浩介(2) 日体大
ｿｳﾏ ﾋﾛﾀｶ

9 126 相馬　大賞(3) 東海大

ｵｰﾌﾟﾝ男子400mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:20 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔﾏﾍﾞ ｺｳｼﾞ

2 318 山辺　功志(3) 日体大
ﾌﾅｷ ﾕｳｼ

3 435 舟木　雄史(2) 国士大
ﾄｶﾞｼ　ﾏｵ

4 156 富樫　真生（1） 東海大
ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ

5 265 有田　英憲(1) 順大院
ﾐﾔﾉ ｶｽﾞｷ

6 155 宮野　一輝(3) 東海大
ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ

7 264 井上　駆(1) 順大院
ﾔｻｶ ﾅｵ

8 434 八坂　尚(3) 国士大
ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ

9 317 影山　好佑(4) 日体大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

274 勝元　森羅（4） 順大

289 三好　蓮（2） 順大

319 小杉　大（3） 日体大

320 藤村　祥太（2） 日体大

436 加藤　優尚（2） 国士大

437 油谷　恒佑（1） 国士大

154 武居　颯(3) 東海大

記録

記録



対校男子3000mSC
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 16:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｺﾏﾂ ﾘｷﾎ

1 317 小松　力歩(3) 日体大
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

2 419 鈴木　大介(2) 国士大
ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾔ

3 108 足立　直哉(4) 東海大
ｸﾄﾞｳ ｶｲﾗ

4 418 工藤　海良(4) 国士大
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

5 318 濵田　諒(3) 日体大
ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ

6 215 榎本　大倭(1) 順大
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

7 106 鈴木　恒介(2) 東海大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

8 214 森下　舜也(2) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ男子3000mSC
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 16:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｽｻﾞｷ ﾉｲ

9 111 須崎　乃亥(1) 東海大
ｸﾜﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ

10 339 桑山　寛隆(2) 国士大
ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

11 261 原田　宗広(2) 順大
ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ

12 110 西田　壮志(2) 東海大
ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

13 335 岩村　稔大(3) 日体大
ﾌｸｽﾞﾐ ｹﾝｼｮｳ

14 336 福住　賢翔(2) 日体大
ﾖｼﾉ ｶｹﾙ

15 438 吉野　翔(2) 国士大
ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾙｷﾞ

16 109 丸山　剣(4) 東海大
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

17 260 續木　悠也(4) 順大
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

18 440 長谷川　潤(1) 国士大
ﾇﾉｶﾜ ﾘｷｵ

19 107 布川　理稀雄(2) 東海大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

記録

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子10000mW
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:15 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾊﾂｶﾘ ﾅｵﾄ

1 220 初雁　直人(4) 順大
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ

2 421 竹内　佑介(3) 国士大
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

3 221 村山　裕太郎(2) 順大
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ

4 420 井上　稜(4) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ男子10000mW
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:15 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾀｶ

5 443 宮下　正尊(3) 国士大
ｽｶﾞﾅﾐ ﾕｳﾔ

6 266 菅浪　裕也(1) 順大院
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

7 441 若林　亮太(4) 国士大
ﾄﾄﾞﾘ ｶｽﾞｷ

8 267 都鳥　一樹(2) 順大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

記録

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝



男子4X100mR
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 日体大OP 303 山本　陣（1） ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝ 5 国士大 400 松橋　大夢（3） ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
304 大久保　雄平（2） ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 401 南　雄太（3） ﾐﾅﾐ ﾕｳﾀ
305 林　拓優（1） ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 402 深澤　拓己（4） ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ
307 山村　直人（1） ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵﾄ 405 中川　雄一朗（3）ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ
312 飯野　明彦（3） ｲｲﾉ ｱｷﾋｺ 422 佐野　航平（2） ｻﾉ ｺｳﾍｲ

2 順大OP 241 原永　貴之（M1） ﾊﾗﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 6 順大 200 佐川　オタビオ（4） ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ
242 佐藤　惇平（4） ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 202 小澤　優太（3） ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
244 髙橋　侃矢（1） ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ 203 木下　裕貴（2） ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ
268 片山　雄太（4） ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 216 藤井　亮汰（4） ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ
269 最上　功己（4） ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ 222 北川　貴理（4） ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ
270 室橋　健太郎（3） ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 230 犬塚　渉（3） ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

3 国士大OP 400 万波　真琴（4） ﾏﾝﾅﾐ ﾏｺﾄ 7 東海大 116 岩崎　浩太郎（4） ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ
403 上坂　樹稀（3） ｶﾐｻｶ ｲﾂｷ 117 デーデー　ブルーノ（1） ﾃﾞｰﾃｰ ﾌﾞﾙｰﾉ
404 田中　亮斗（4） ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 118 今野　恭佑（4） ｺﾝﾉ ｷｮｳｽｹ
405 小澤　祐志（3） ｺｻﾜ ﾕｳｼﾞ 136 齋藤　瑛斗（4） ｻｲﾄｳ ｱｷﾄ
444 石田　泰啓（4） ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 142 田村　紀樹（2） ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

157 小島　匡人（1） ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄ

4 東海大OP 119 髙松　祐孝（3） ﾀｶﾏﾂ ﾕﾀｶ 8 日体大 300 阿蘇　匠（4） ｱｿ ﾀｸﾐ

137 武井　順一（4） ﾀｹｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 300 野田　悠斗（3） ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ

139 永山　雄登（4） ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 301 坂田　育斗（2） ｻｶﾀ ｲｸﾄ

140 陳　胤霖（3） ﾁﾝ ｲﾝｿﾝ 302 平岡　誠大（3） ﾋﾗｵｶ ﾀｶﾋﾛ
158 稲垣　晃隆（3） ｲﾅｶﾞｷ ｱｷﾀｶ 302 作華　陸（4） ｻｯｶ ﾘｸ

310 田中　壮一郎（2） ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ

OP 9 KOR 1 OH GYEONG SOO ｵ ｷﾞｮﾝｽ
2 LEE JI WOO ｲ ｼﾞｳ
3 LEE JAE HA ｲ ｼﾞｪﾊ
4 PARK TAE KUN ﾊﾟｸ ﾃｺﾞﾝ
5 MO IL HWAN ﾓ ｲﾙﾌｧﾝ



男子4X400mR
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 17:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 東海大OP 147 梅谷　穗志亜（1） ｳﾒﾀﾆ ﾎｼｱ 6 国士大 404 鈴木　健太（4） ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ
155 宮野　一輝（3） ﾐﾔﾉ ｶｽﾞｷ 405 中川　雄一朗（3） ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ
160 西山　幸佑（4） ﾆｼﾔﾏ ｺｳｽｹ 416 北山　亮介（3） ｷﾀﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ
161 北原　涼太（2） ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 417 時本　秀彦（3） ﾄｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ
162 海老原　拓哉（1） ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 423 岡本　怜登（4） ｵｶﾓﾄ ﾚｲﾄ

3 順大OP 264 井上　駆（M1） ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 7 東海大 120 北谷　直輝（2） ｷﾀﾀﾞﾆ ﾅｵｷ
265 有田　英憲（M1） ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 121 井本　佳伸（1） ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ
271 大村　涼（M2） ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳ 142 田村　紀樹（2） ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ
272 白石　浩之（M2） ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ 144 大良　浩輝（3） ﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ
273 油井　快晴（M1） ﾕｲ ｶｲｾｲ 145 直江　航平（3） ﾅｵｴ ｺｳﾍｲ
274 勝元　森羅（4） ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ 159 花田　シオン（1） ﾊﾅﾀﾞ ｼｵﾝ

4 国士大OP 410 五十嵐　健太（4） ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀ 8 順大 204 岩本　武（4） ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ
412 内山　虎ノ介（3） ｳﾁﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 205 佐々木　愛斗（3） ｻｻｷ ﾏﾅﾄ
414 清水　開登（2） ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 219 白尾　悠祐（1） ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ
418 原口　凛（1） ﾊﾗｸﾞﾁ ﾘﾝ 222 北川　貴理（4） ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ
435 舟木　雄史（2） ﾌﾅｷ ﾕｳｼ 231 染谷 翔（3） ｿﾒﾔ ｼｮｳ
445 宇野澤　光輝（3） ｳﾉｻﾜ ｺｳｷ 232 村冨　浩太朗（2） ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

5 日体大OP 306 佐藤　知樹（3） ｻﾉ ｶｽﾞｷ 9 日体大 303 大野　翔太（4） ｵｵﾉ ｼｮｳﾀ
321 水野　辰之助（3） ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾉｽｹ 304 山下　翔太郎（4） ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
322 岡勢　悠生（3） ｵｶｾ ﾕｳｷ 305 角本　勇樹（3） ｶｸﾓﾄ ﾕｳｷ
323 堤　馨太（2） ﾂﾂﾐ ｹｲﾀ 308 中島　孝輔（3） ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ
324 姫野　英星（2） ﾋﾒﾉ ｴｲｾｲ 309 船戸　大輔（3） ﾌﾅﾄ ﾀﾞｲｽｹ
325 的場　翔太（1） ﾏﾄﾊﾞ ｼｮｳﾀ 310 西角　隼人（3） ﾆｼｶﾄﾞ ﾊﾔﾄ



対校男子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾐｼﾅ ﾘｸ

1 425 三品　陸(2) 国士大
ｵｶﾍﾞ ｹｲ

2 424 岡部　圭(3) 国士大
ﾔﾏｳﾁ ｲｸﾔ

3 223 山内　郁哉(4) 順大
ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ

4 224 野中　廉也(2) 順大
ｲｲﾉ ｺｳｷ

5 324 飯野　公紀(2) 日体大
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

6 344 山田　大貴(2) 日体大
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ

7 108 中澤　優(4) 東海大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

8 109 渡辺　尚(1) 東海大

ｵｰﾌﾟﾝ男子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:30 決　勝

決　勝　

ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

9 447 想田　賢太朗(3) 国士大
ｳｼﾛ ﾋﾛﾖｼ

10 446 右代　啓欣(2) 国士大院
ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾏｺﾄ

11 347 宮川　誠（2） 日体大
ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ

12 113 高橋　佳五(2) 東海大
ｵｵﾀ ｿｳ

13 112 太田　蒼(3) 東海大
ｿｴﾀ ｹｲｺﾞ

14 345 添田　恵悟(4) 日体大
ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ

15 275 角田　滉貴(3) 順大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

346 針谷　隆男（4） 日体大

347 宮川　誠（2） 日体大

432 篠原　頌実（3） 国士大

323 榎尾　珠莉(1) 日体大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



対校男子棒高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:20 決　勝

決　勝　

ﾓﾘﾀ ｶｲﾄ

1 111 森田　海斗(2) 東海大
ｲｼｾﾞｷ ﾀｶﾋﾄ

2 426 石関　崇人(4) 国士大
ｻｶｸﾞﾁ ﾋｻﾀｶ

3 427 坂口　久太(2) 国士大
ｵｸ ﾘｸ

4 227 奥　吏玖(1) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

5 225 内田　涼太(3) 順大
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

6 110 高橋　翔大(3) 東海大
ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ

7 321 林　大樹(3) 日体大
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ

8 322 尾崎　駿翔(1) 日体大

ｵｰﾌﾟﾝ男子棒高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:20 決　勝

決　勝　

ﾓﾘ ﾘｮｳｶﾞ

9 448 森　遼河(4) 国士大
ｼﾗﾄ ﾋｼﾞﾘ

10 449 白土　聖(3) 国士大
ｺﾐﾔ ﾀｸﾛｳ

11 115 小宮　拓郎(2) 東海大
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｸ

12 114 原田　陸(3) 東海大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

13 276 石丸　颯太(2) 順大
ﾅﾐｵｶ ﾏｻｷ

14 341 並岡　真生(2) 日体大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

15 277 麻生　幹雄(1) 順大
ﾉﾛ ｱﾂﾄ

16 342 野呂　惇人(1) 日体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

276 中川　暁博（2） 順大

343 宮川　泰明（2） 日体大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



対校男子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:00 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾑﾗ ｻﾜﾄ

1 348 植村　五輪人(2) 日体大
ﾊﾔｻｶ ｱｷﾗ

2 415 早坂　明(2) 国士大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

3 229 稲川　尚汰(3) 順大
ｶｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ

4 428 角田　航平(4) 国士大
ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛｵﾐ

5 112 川越　宏臣(4) 東海大
ｻﾉ ﾕｳﾀ

6 325 佐野　悠太(3) 日体大
ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾔ

7 113 野村　智也(4) 東海大
ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

8 228 川島　鶴槙(4) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ男子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:00 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｾ

9 450 武田　七世(4) 国士大
ﾁｷﾞﾗ ﾋｶﾙ

10 326 千吉良　一輝(2) 日体大
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ

11 452 橋本　裕太(3) 国士大
ｽｺﾞｳ ｺｳﾍｲ

12 349 須合　紘平(2) 日体大
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

13 278 中邨　一希(4) 順大
ﾖﾈﾓﾘ ﾘｮｳ

14 117 米森　亮(2) 東海大
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

15 116 伊藤　孝太郎(2) 東海大
ｲﾄｳ　ﾀｲｽｹ

16 279 伊藤　泰佑（3） 順大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

279 佐野　功貴（3） 順大

279 小林　大起（1） 順大

453 小川　宏海（4） 国士大



対校男子三段跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:30 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｿｳﾏ ｼｮｳﾉｽｹ

1 327 相馬　奨之介(1) 日体大
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2 430 小川　宏海(4) 国士大
ｶﾐｻｶ ｲﾂｷ

3 431 上坂　樹稀(3) 国士大
ﾀｹｲｼ ｹﾝﾄ

4 115 竹石　賢人(2) 東海大
ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

5 228 川島　鶴槙(4) 順大
ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

6 253 辻田　達也(4) 順大
ﾅｶﾆｼ ｼｭｳﾍｲ

7 114 中西　修平(3) 東海大

ｵｰﾌﾟﾝ男子三段跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:30 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｵｲｶﾜ ﾁﾋﾛ

8 455 及川　知浩(3) 国士大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

9 280 大坂　智哉(2) 順大
ﾀｼﾛ ｶｽﾞｷ

10 456 田代　一樹(2) 国士大
ﾌｸｼﾏ ｹﾞﾝﾔ

11 119 福島　弦也(3) 東海大
ｲﾁﾉﾍ ｶｽﾞﾅﾘ

12 118 一戸　和成(2) 東海大
ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾀ

13 281 竹之内　優汰(2) 順大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

280 小俣　洋（2） 順大

281 小原　大輝（2） 順大

457 山本　太一（2） 国士大

450 武田　七世（4） 国士大



対校男子砲丸投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:50 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｻｷﾀﾆ ﾖｳｲﾁ

1 329 崎谷　陽一(1) 日体大
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ

2 328 山崎　拓真(3) 日体大
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾛｳ

3 128 井上　拳史郎(4) 東海大
ｶｲ ﾀﾂﾔ

4 129 甲斐　達也(1) 東海大
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

5 234 伊藤　大悟(4) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

6 233 田中　光(4) 順大
ｶｻﾞﾊﾘ ｺﾀﾛｳ

7 433 風張　鼓太郎(3) 国士大
ﾄﾍﾞ ｾｲﾔ

8 432 戸辺　誠也(4) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ男子砲丸投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:50 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｳｼﾞｲｴ　ﾀｹﾙ

9 460 氏家　豪留（1） 国士大
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ

10 120 仲村　治岐(2) 東海大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

11 283 髙野　一路(2) 順大
ｺﾔﾏ ｺｳｷ

12 121 小山　幸樹(3) 東海大
ｵｵﾀ ｶﾝｼﾞ

13 458 太田　幹二(2) 国士大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

14 282 田代　寛治(3) 順大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

459 別所　竜守(1) 国士大



対校男子円盤投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 09:30 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ

1 331 山下　直紀(2) 日体大
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

2 285 石塚　恒祐(3) 順大
ｽｷﾞﾀ ﾊﾔﾄ

3 330 杉田　駿斗(4) 日体大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

4 284 寒河江　翼(3) 順大
ｷｸﾁ ｿｳﾀ

5 131 菊池　颯太(2) 東海大
ﾕｶﾜ ﾘｮｳｾｲ

6 435 湯川　椋盛(4) 国士大
ﾏﾂｲ ﾄｼｷ

7 434 松井　俊樹(4) 国士大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ

8 130 安藤　夢(4) 東海大

ｵｰﾌﾟﾝ男子円盤投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 09:30 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾂｲ ﾕｳﾄ

9 350 筒井　悠斗(2) 日体大
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

10 351 鈴木　恒太(4) 日体大
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ

11 462 岩瀬　拓実(3) 国士大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

12 235 松本　行矢(4) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

13 236 田村　勇太(3) 順大
ﾅｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ

14 123 中本　地洋(3) 東海大
ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ

15 461 金子　渉(4) 国士大
ﾄﾋﾞｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ

16 122 飛川　龍雅(1) 東海大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

284 篠﨑　亮介（1） 順大

463 井上　智也（2） 国士大



対校男子ハンマー投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:20 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾉ ｶｲ

1 437 水野　快(2) 国士大
ｻｶｲ ｶｲﾄ

2 436 坂井　海斗(4) 国士大
ｶﾜｻｷ ｼｮｳｺﾞ

3 333 河崎　省吾(3) 日体大
ﾊﾅﾜ ﾔﾏﾄ

4 332 塙　大和(4) 日体大
ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ

5 237 伊東　優成(3) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ

6 124 高橋　智哉(3) 東海大
ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ

7 132 岩﨑　瑞生(3) 東海大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

8 238 藤本　圭吾(2) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ男子ハンマー投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:20 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

9 287 三浦　琢磨(1) 順大
ﾋﾄﾐ ｻﾄｼ

10 125 人見　哲史(3) 東海大
ｽﾔﾏ ﾕｳﾀ

11 133 陶山　雄太(2) 東海大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

12 286 石川　諒(1) 順大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

286 岡野　敬史（2） 順大院



対校男子やり投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:50 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

1 240 猪瀬　和希(2) 順大
ｶﾒﾔﾏ ﾅｵﾕｷ

2 438 亀山　直幸(4) 国士大
ｿｳﾀﾞ ﾘｮｳ

3 335 宗田　龍生(3) 日体大
ﾏｷﾉ ﾐｽﾞｷ

4 334 牧野　瑞樹(4) 日体大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ

5 127 山口　智弘(1) 東海大
ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾞﾝ

6 439 長沼　元(3) 国士大
ｵｵﾊﾀ ﾐｽﾞｷ

7 126 大畑　瑞照(1) 東海大

ｵｰﾌﾟﾝ男子やり投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:50 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ

8 465 塚本　淳司(3) 国士大
ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ

9 135 工藤　辰郎(4) 東海大
ｶﾝﾀﾞ　ﾓﾄｷ

10 354 神田　基樹（4） 日体大
ｻﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ

11 134 佐道　隼矢(4) 東海大
ﾏﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

12 464 間山　優大(3) 国士大
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ

13 352 山田　舜(4) 日体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

466 濱登　柚希（4） 国士大

467 蝶名林　宏樹（1） 国士大

353 紺野　岬(1) 日体大



対校女子100m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:45 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

2 402 中嶋　彩画(2) 順大
ｷﾑﾗ ﾊﾅ

3 301 木村　英(3) 国士大
ｻｲﾀ ｶﾎ

4 232 斉田　果歩(2) 日体大
ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ

5 200 福田　真衣(2) 日体大
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

6 400 栗田　舞尋(4) 順大
ﾀﾑﾗ ｻﾗ

7 101 田村　沙良(2) 日女体大
ﾊﾀ ﾕｲｶ

8 300 畑　結花(4) 国士大
ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ

9 102 門田　彩乃(2) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子100m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:40 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｽｹｶﾞﾜ ｱﾔﾅ

2 180 介川　絢菜(2) 日女体大
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

3 415 西尾　夏波(3) 順大
ﾓﾘ　ﾐﾕ

4 234 森　美悠（4） 日体大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ

5 233 渡邊　明日香(4) 日体大
ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ

6 87 喜田　奈南子(2) 東海大
ﾀｹｳﾁ　ｶﾘﾝ

7 302 竹内　花梨（1） 国士大
ｼﾐｽﾞ　ﾐｻ

8 303 清水　美沙（1） 国士大
ｶﾜｶﾐ ﾁﾋﾛ

9 179 川上　千尋(4) 日女体大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

235 野中　柚紀（4） 日体大

300 池口　風音(3) 国士大

301 山岸　佑香(2) 国士大

201 井越　朱梨(1) 日体大

記録

記録



対校女子200m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 09:55 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

2 400 栗田　舞尋(4) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

3 402 中嶋　彩画(2) 順大
ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ

4 302 宮園　彩恵(2) 国士大
ﾕｱｻ ｶﾅｺ

5 203 湯淺　佳那子(3) 日体大
ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ

6 103 神田　遥夏(4) 日女体大
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ

7 202 山田　未来(1) 日体大
ﾊﾀ ﾕｲｶ

8 300 畑　結花(4) 国士大
ｿｶﾞ ﾐｸ

9 104 曽我　実来(3) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子200m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 09:50 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｸﾆｼｵ ﾘﾅ

2 181 國塩　里奈(1) 日女体大
ﾀﾏｷ ﾅﾅｶ

3 304 玉木　七果(2) 国士大
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ

4 89 中島　茉凜(4) 東海大
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾏｷ

5 238 中川　茉樹（3） 日体大
ﾓﾘ ﾐﾕ

6 234 森　美悠(4) 日体大
ｼﾐｽﾞ ﾐｻ

7 303 清水　美沙(1) 国士大
ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ

8 88 福島　里菜(4) 東海大
ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ

9 102 門田　彩乃(2) 日女体大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

237 広沢　真愛（3） 日体大

305 東　美奈（1） 国士大

236 園宮　璃子(1) 日体大

記録

記録



対校女子400m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

2 403 杉山　香南(4) 順大
ﾓﾉｴ ﾗｲﾑ

3 304 物江　来夢(3) 国士大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ

4 204 小林　茉由(4) 日体大
ｷｸﾁ ﾘｸ

5 416 菊地　梨紅(3) 順大
ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ

6 237 広沢　真愛(3) 日体大
ｵﾇｷ ﾕｳ

7 105 小貫　夢海(1) 日女体大
ｵﾊﾞﾗ ﾚﾝ

8 303 小原　れん(4) 国士大
ﾀｶﾊｼ ｲｵﾅ

9 106 髙橋　衣緒菜(3) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子400m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｸﾆｼｵ ﾘﾅ

1 181 國塩　里奈(1) 日女体大
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ

2 404 池崎　愛里(2) 順大
ﾀｹｲ ﾕｳｶ

3 306 武井　優夏(2) 国士大
ﾀｹﾅｶ ﾐｷ

4 90 武中　未来(2) 東海大
ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ

5 240 中村　美紅(2) 日体大
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ

6 432 儀藤　梨乃(1) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ

7 239 中島　沙弥香(1) 日体大
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ

8 91 吉田　薫(2) 東海大
ﾀﾏｷ ﾅﾅｶ

9 304 玉木　七果(2) 国士大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

411 中村　栞里（3） 順大

241 村　友佳（3） 日体大

242 銭谷　紗矢香（2） 日体大

記録

記録



対校女子800m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:40 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔｷﾞ ｶﾅｺ

2 305 八木　果奈子(4) 国士大
ｶﾄｳ ﾏｲｺ

3 118 加藤　舞子(3) 日女体大
ｷｸﾁ ﾘｸ

4 416 菊地　梨紅(3) 順大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

5 403 杉山　香南(4) 順大
ｲﾇﾄﾞｳ ｽﾐﾚ

6 214 犬童　純怜(4) 日体大
ｼﾑﾗ ﾐｷ

7 215 志村　美希(2) 日体大
ｵｶﾀﾞ ﾐｵ

8 117 岡田　海緒(3) 日女体大
ﾓﾘ ﾏｺﾄ

9 306 森　真琴(3) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ女子800m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:35 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｸﾞﾗ ﾋﾄﾐ

2 92 名倉　瞳(2) 東海大
ｱｻﾋ ﾊﾙﾙ

3 259 朝日　春瑠(1) 日体大
ｼﾞﾝｻﾞｲ ﾎﾉｶ

4 258 陣在　ほのか(2) 日体大
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ

5 405 白鳥　さゆり(4) 順大
ｻﾄｳ　ﾐﾅﾐ

6 406 佐藤　みな実（3） 順大
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ

7 308 那須野　綺音(2) 国士大
ｶﾈｺ ﾕｳﾅ

8 307 金子　優菜(3) 国士大

9

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

432 儀藤　梨乃（1） 順大

260 有馬　京花（2） 日体大

404 池崎　愛里 (2) 順大

記録

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



対校女子1500m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ

1 211 村上　愛華(2) 日体大
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

2 406 佐藤　みな実(3) 順大
ｲｼﾊﾗ ﾁｶ

3 307 石原　知華(4) 国士大
ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｶ

4 210 工藤　杏華(2) 日体大
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ

5 405 白鳥　さゆり(4) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

6 308 田中　ひかる(1) 国士大
ｲｲﾀﾞ ｶﾎ

7 116 飯田　夏帆(3) 日女体大
ｸﾚﾊﾞﾔｼ  ﾏﾕｺ

8 115 榑林　万由子(4) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子1500m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｱｻﾋﾅ ｱｷﾉ

9 310 朝比奈　亜妃乃(1) 国士大
ﾉｶﾞﾓﾄ ｱﾂｺ

10 309 野ヶ本　敦子(2) 国士大
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

11 443 垣屋　琴美（3） 順大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

12 433 髙橋　優菜(2) 順大
ｾｷ ﾕｳﾘ

13 252 磧　結里(2) 日体大
ｸﾘｻｷ ｼｭﾘ

14 253 栗崎　珠李(1) 日体大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

444 小宮山　悠（3） 順大

434 花田　咲絵(2) 順大

記録

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



対校女子5000m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾖｼﾀｹ ﾎﾉ

1 114 吉武　穂乃(1) 日女体大
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

2 407 西川　真由(4) 順大
ﾊﾅﾉ ﾓﾓｺ

3 257 花野　桃子(2) 日体大
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

4 408 松本　奈々(1) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ

5 310 渡邉　唯(2) 国士大
ﾋﾗﾉ ｱﾔﾐ

6 213 平野　文珠(3) 日体大
ｳｴﾓﾄ ｱﾕﾐ

7 113 上本　歩実(3) 日女体大
ﾎｼｶﾜ ｴﾐ

8 309 干川　瑛美(4) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ女子5000m
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 12:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

9 435 白石　由佳子(2) 順大
ｵﾉ ｻｷｺ

10 311 小野　咲子(2) 国士大
ｷﾇﾉ ｻﾂｷ

11 256 絹野　紗月(3) 日体大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

12 436 宮﨑　友里花(2) 順大
ｵｶｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

13 212 岡島　楓(1) 日体大
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ

14 255 川上　綾香(4) 日体大
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

15 438 座間　栞(1) 順大
ﾖｼﾓﾄ ﾐﾜ

16 254 吉本　美和(4) 日体大
ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

17 437 甲本　まお(1) 順大
ｵｸﾑﾗ ｻﾎ

18 80 奥村　紗帆(2) 東海大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

記録

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



対校女子100mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ

2 409 安孫子　奈々(4) 順大
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

3 410 山本　唯弥(3) 順大
ﾎﾘｲｹ ｶﾎ

4 311 堀池　香穂(4) 国士大
ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ

5 312 西垣　朱音(1) 国士大
ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ

6 107 竹内　真弥(2) 日女体大
ﾌｼﾞｲ ﾘｻ

7 206 藤井　理抄(3) 日体大
ｵｵｸﾎﾞ ﾋｶﾘ

8 205 大久保　光(3) 日体大
ﾉﾐﾔ ｱﾔｶ

9 108 野宮　綾華(4) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子100mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:25 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｶﾜｶﾐ ﾁﾋﾛ

2 179 川上　千尋(4) 日女体大
ﾀｸﾏ ｷﾗﾗ

3 313 宅間　きらら(1) 国士大
ﾅﾙｶﾜ ｱﾐ

4 312 鳴川　亜美(3) 国士大
ﾕﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

5 93 湯原　美月(4) 東海大
ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ

6 244 大玉　華鈴(1) 日体大
ｲｹﾀﾞ ｶﾖ

7 101 池田　佳代(2) 日女体大
ｸｻﾏ ﾒｸﾞﾐ

8 243 草間　恵海(3) 日体大

9

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

245 鈴木　美羽（4） 日体大

246 久保田　桃加（1） 日体大

315 田島　梨紗乃（3） 国士大

記録

記録



対校女子400mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:10 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ

2 411 中村　栞里(3) 順大
ﾔﾊｷﾞ ｱﾂﾞﾐ

3 110 矢作　杏美(3) 日女体大
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

4 109 瀧澤　瑞季(1) 日女体大
ﾄﾋ ﾕｳｷ

5 207 土肥　愛基(2) 日体大
ﾓﾉｴ ﾗｲﾑ

6 304 物江　来夢(3) 国士大
ｵﾊﾞﾗ ﾚﾝ

7 303 小原　れん(4) 国士大
ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

8 208 木村　優希(3) 日体大
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

9 410 山本　唯弥(3) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ女子400mH
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 14:05 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

2
ﾀｼﾞﾏ ﾘｻﾉ

3 315 田島　梨紗乃(3) 国士大
ﾏﾂｲ ﾉﾄﾞｶ

4 247 松井　和(4) 日体大
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ

5 182 小山　綾菜(4) 日女体大
ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ

6 314 吉岡　瑞貴(3) 国士大
ｺｻﾞｷ　ﾊﾙｶ

7 249 小﨑　遥（1） 日体大
ｶﾈｶﾜ ﾉｲ

8 186 兼川　乃衣(3) 日女体大

9

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

205 大久保　光（3） 日体大

321 八木　果奈子（4） 国士大

248 野口　幸奈(1) 日体大

記録

記録



対校女子5000mW
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖﾘ

1 412 松本　紗依(4) 順大
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾘ

2 314 横山　ひろり(4) 国士大
ｺﾝ ｶｴﾃﾞ

3 317 今　かえで(1) 国士大
ｶﾄｳ ﾕﾗ

4 413 加藤　優良(1) 順大
ｵﾅｲ ﾅﾂｷ

5 112 尾内　夏輝(1) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子5000mW
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ

6 313 熊谷　菜美(4) 国士大
ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾈ

7 318 矢吹　彩音(1) 国士大
ﾊﾔｼ ﾕｶｺ

8 316 林　優花子(3) 国士大
ｶﾜｻｷ ｱｽｶ

9 439 川﨑　明日香(1) 順大

補欠ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

記録

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



女子4X100mR
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 国士大OP 302 竹内　花梨（1） ﾀｹｳﾁ ｶﾘﾝ 5 日女体大 101 田村　沙良（2） ﾀﾑﾗ ｻﾗ
303 清水　美沙（1） ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 102 門田　彩乃（2） ｶﾄﾞﾀ ｱﾔﾉ
305 東　美奈（1） ｱｽﾞﾏ ﾐﾅ 103 神田　遥夏（4） ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ
313 宅間　きらら（1） ﾀｸﾏ ｷﾗﾗ 104 曽我　実来（3） ｿｶﾞ ﾐｸ
319 鈴木　結夏（2） ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 107 竹内　真弥（2） ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ
320 西垣　朱音（1） ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ 111 和喜田　美咲（2） ﾜｷﾀ ﾐｻｷ

3 東海大OP 87 喜田　奈南子（2） ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ 6 順大 400 栗田　舞尋（4） ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ
88 福島　里菜（4） ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ 402 中嶋　彩画（2） ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
89 中島　茉澟（4） ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ 409 安孫子　奈々（4） ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ
91 吉田　薫（2） ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 411 中村　栞里（3） ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ
93 湯原　美月（4） ﾕﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 414 木村　ひかり（4） ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ

415 西尾　夏波（3） ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

4 日体大OP 201 井越　朱梨（1） ｲｺﾞｼ ｱｶﾘ 7 国士大 300 畑　結花（4） ﾊﾀ ﾕｲｶ
202 山田　未来（1） ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 301 木村　英（3） ｷﾑﾗ ﾊﾅ
232 斉田　果歩（2） ｻｲﾀ ｶﾎ 302 宮園　彩恵（2） ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ
239 中島　沙弥香（1） ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 311 堀池　香穂（4） ﾎﾘｲｹ ｶﾎ
250 髙橋　美悠（1） ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ 315 山岸　佑香（2） ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ
251 磯谷　友里（1） ｲｿｶﾞｲ ﾕｳﾘ 321 池口　風音（3） ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ

8 日体大 200 福田　真衣（2） ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ
203 湯浅　佳那子（3） ﾕｱｻ ｶﾅｺ
233 渡邊　明日香（4） ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ
234 森　美悠（4） ﾓﾘ ﾐﾕ
237 広沢　真愛（3） ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ
238 中川　茉樹（3） ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｷ



女子4X400mR
審 判 長：石田　省二
記録主任：早船 弘美

4月14日 17:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 国士大OP 301 山岸　佑香（2） ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ 5 日女体大 103 神田　遥夏（4） ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ
304 玉木　七果（2） ﾀﾏｷ ﾅﾅｶ 104 曽我　実来（3） ｿｶﾞ ﾐｸ
306 武井　優夏（2） ﾀｹｲ ﾕｳｶ 105 小貫　夢海（1） ｵﾇｷ ﾕｳ
312 鳴川　亜美（3） ﾅﾙｶﾜ ｱﾐ 106 髙橋　衣緒菜（3） ﾀｶﾊｼ ｲｵﾅ
321 八木　果奈子（4） ﾔｷﾞ ｶﾅｺ 109 瀧澤　瑞季（2） ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
322 森　真琴（3） ﾓﾘ ﾏｺﾄ 130 川上　千尋（4） ｶﾜｶﾐ ﾁﾋﾛ

3 東海大OP 87 喜田　奈南子（2） ｷﾀﾞ ﾅﾅｺ 6 日体大 203 湯淺　佳那子（3） ﾕｱｻ ｶﾅｺ
88 福島　里菜（4） ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ 204 小林　茉由（4） ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
90 武中　未来（2） ﾀｹﾅｶ ﾐｷ 209 山本　早姫（2） ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ
91 吉田　薫（2） ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 234 森　美悠（4） ﾓﾘ ﾐﾕ
93 湯原　美月（4） ﾕﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 237 広沢　真愛（3） ﾋﾛｻﾜ ﾏｴ
95 三木　華月（4） ﾐｷ ｶﾂﾞｷ 241 村　友佳（3） ﾑﾗ ﾕｳｶ

4 日体大OP 200 福田　真衣（2） ﾌｸﾀﾞ ﾏｲ 7 順大 403 杉山　香南（4） ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ
201 井越　朱梨（1） ｲｺﾞｼ ｱｶﾘ 404 池崎　愛里（2） ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ
202 山田　未来（1） ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 410 山本　唯弥（3） ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ
239 中島　沙弥香（1） ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 411 中村　栞里（3） ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ
240 中村　美紅（2） ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 416 菊地　梨紅（3） ｷｸﾁ ﾘｸ
242 銭谷　紗矢香（2） ｾﾞﾆﾔ ｻﾔｶ 417 中村　紗華（1） ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

8 国士大 300 畑　結花（4） ﾊﾀ ﾕｲｶ
302 宮園　彩恵（2） ﾐﾔｿﾞﾉ ｻｴ
303 小原　れん（4） ｵﾊﾞﾗ ﾚﾝ
304 物江　来夢（3） ﾓﾉｴ ﾗｲﾑ
316 吉岡　瑞貴（3） ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ



対校女子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:40 決　勝

決　勝　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ

1 317 渡邊　野乃(2) 国士大
ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

2 418 廣中　三春(2) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾘ

3 219 松元　珠凜(3) 日体大
ｽｽﾀ ｶﾎ

4 218 須々田　佳穂(4) 日体大
ｵﾉ ﾐｻ

5 119 小野　美紗(4) 日女体大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

6 417 中村　紗華(1) 順大
ｲｼｵｶ ﾕｽﾞｷ

7 120 石岡　柚季(3) 日女体大
ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾒ

8 318 小川　あやめ(1) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ女子走高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:40 決　勝

決　勝　

ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ

9 440 鈴木　小街(2) 順大
ｶﾉｳ ｻｷ

10 85 加納　沙季(4) 東海大
ﾜﾀﾍﾞ ﾐﾅ

11 86 渡部　美奈(4) 東海大
ｲﾅｶﾞｷ ﾁﾋﾛ

12 266 稲垣　千潤(2) 日体大
ﾌﾙﾔ ﾏｲﾊ

13 265 古谷　舞羽(2) 日体大
ｺｶﾞﾜ ｻﾄﾐ

14 185 古川　聡美(4) 日女体大
ｶﾈｶﾜ ﾉｲ

15 186 兼川　乃衣(3) 日女体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

183 青山　夏実（3） 日女体大
184 中西　美早（3） 日女体大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



対校女子棒高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ

1 419 笠原　奈菜(2) 順大
ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ

2 420 塩田　日海(2) 順大
ｻﾄｳ ｶﾅ

3 121 佐藤　加菜(4) 日女体大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ

4 317 渡邊　野乃(2) 国士大
ﾀｼﾞﾏ ﾘｻﾉ

5 319 田島　梨紗乃(3) 国士大
ｻｻｷ ｱﾔ

6 122 佐々木　絢(2) 日女体大
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ

7 216 中林　麻奈(4) 日体大
ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ

8 217 前川　淳(1) 日体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子棒高跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:00 決　勝

決　勝　

ｻﾄｳ ｴﾘｶ

9 323 佐藤　江里華(2) 国士大
ﾘｭｳ ﾋﾖﾘ

10 187 龍　陽愛(2) 日女体大
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ

11 188 小林　奏(1) 日女体大
ﾎﾘﾀ ｺﾕｷ

12 81 堀田　小雪(4) 東海大
ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ

13 261 安宅　伽織(2) 日体大
ﾊｼﾓﾄ ｽﾅｵ

14 262 橋本　直(1) 日体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

263 和田　沙也夏（1） 日体大

264 椎葉　実生（1） 日体大

189 藤井　瑞紀 日女体大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



対校女子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:40 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾄﾞｳ ｱﾔ

1 324 工藤　彩(2) 国士大
ﾖｺﾀ ﾅﾂｺ

2 421 横田　菜都子(4) 順大
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ

3 320 山本　明日香(4) 国士大
ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾈ

4 123 藤田　和音(2) 日女体大
ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ

5 414 木村　ひかり(4) 順大
ｽｽﾞｷ ﾘｺ

6 268 鈴木　莉琴(1) 日体大
ﾀｹｳﾁ ﾏﾔ

7 107 竹内　真弥(2) 日女体大
ｶﾐﾔﾏ ｱﾔﾈ

8 220 神山　綾音(4) 日体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:40 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀﾞ ｷﾎ

9 441 中田　嬉歩(1) 順大
ｲｹｸﾞﾁ ｶｻﾞﾈ

10 321 池口　風音(3) 国士大
ｶﾏﾀ ｱｷﾗｺ

11 83 釜田　燦子(3) 東海大
ﾀｶｷﾞ ﾐﾅﾐ

12 82 高木　南(4) 東海大
ｲﾏｲ ﾏﾕﾐ

13 429 今井　真優美(4) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾂﾞｷ

14 267 内山　葉月(2) 日体大
ﾜｷﾀ ﾐｻｷ

15 103 和喜田　美咲(2) 日女体大
ｻｲﾄｳ ﾓｴﾉ

16 190 齋藤　萌乃(4) 日女体大
ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ

17 221 東　祐希(1) 日体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

191 菊池　萌花（4） 日女体大

104 石岡　柚季（3） 日女体大



対校女子三段跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:40 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

1 269 近藤　祐未(4) 日体大
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ

2 320 山本　明日香(4) 国士大
ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾒ

3 325 小川　あやめ(1) 国士大
ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ

4 414 木村　ひかり(4) 順大
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

5 124 谷澤　春香(4) 日女体大
ｼｲﾊﾞ ﾐｳ

6 222 椎葉　実生(1) 日体大
ｻｲﾄｳ ﾓｴﾉ

7 131 齋藤　萌乃(4) 日女体大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

8 417 中村　紗華(1) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ女子三段跳
審 判 長：阿部　和夫
記録主任：早船 弘美

4月14日 15:40 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾄﾞｳ ｱﾔ

9 324 工藤　彩(2) 国士大
ｶｲ ﾅﾂｷ

10 442 甲斐　夏輝(3) 順大
ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾐ

11 84 市川　南美(4) 東海大
ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳｺ

12 322 松村　恭子(4) 国士大
ｶﾜｼﾏ ｱｽﾞﾐ

13 193 川島　安純(1) 日女体大
ｻﾉ ｺﾄﾐ

14 270 佐野　琴美(2) 日体大
ｺｲﾃﾞ　ﾋｶﾘ

15 194 小出　ひかり（4） 日女体大
ﾜｶｽｷﾞ ﾈﾈ

16 223 若杉　寧々(3) 日体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

271 石田　詩織（3） 日体大

272 小林　ひろな（3） 日体大

195 神居　雛（3） 日女体大

192 宮本　佳苗(1) 日女体大



対校女子砲丸投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 09:30 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ

1 225 吉田　結花(2) 日体大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

2 423 阿部　冬彩(2) 順大
ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾚﾐ

3 224 中鉢　玲美(4) 日体大
ﾂﾁﾔ ｱｽｶ

4 422 土屋　明日香(4) 順大
ｷｼ ﾅﾂｷ

5 126 岸　夏希(4) 日女体大
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏｺ

6 326 横山　珠子(2) 国士大
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ

7 323 澤登　裕佳(4) 国士大
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｶ

8 125 海老原　佑香(3) 日女体大

ｵｰﾌﾟﾝ女子砲丸投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 09:30 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾉ ﾅﾙﾐ

9 197 池野　成美(1) 日女体大
ﾀｶﾀﾞ ﾏｷ

10 94 髙田　茉希(4) 東海大
ｻｸﾗﾀﾞ ｼｮｳｺ

11 196 櫻田　翔子(1) 日女体大
ﾏﾂｼﾀ ﾁﾋﾛ

12 324 松下　ちひろ(1) 国士大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



対校女子円盤投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:10 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾗﾉ ﾕｷﾎ

1 226 荒野　幸帆(1) 日体大
ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

2 425 井上　紅(1) 順大
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏｺ

3 326 横山　珠子(2) 国士大
ｷﾐﾔﾏ ｱﾔｺ

4 127 君山　絢子(2) 日女体大
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｶ

5 125 海老原　佑香(3) 日女体大
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ

6 325 藤原　千春(2) 国士大
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ

7 227 川口　紅音(2) 日体大
ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ

8 424 杉田　実咲(3) 順大

ｵｰﾌﾟﾝ女子円盤投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 11:10 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｾ ﾕｳｶ

9 198 柳瀬　優香(4) 日女体大
ﾐﾅﾐ ｻﾂｷ

10 199 南　さつき　(1) 日女体大
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

11 327 安藤　和祈(2) 国士大
ﾏﾂｼﾀ ﾁﾋﾛ

12 328 松下　ちひろ(1) 国士大
ｻﾄｳ ｻｸﾗ

13 274 佐藤　さくら(3) 日体大
ﾁｭｳﾊﾞﾁ　ﾚﾐ

14 224 中鉢　玲美（4） 日体大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

273 平野　優花(1) 日体大



対校女子ハンマー投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:20 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ

1 325 藤原　千春(2) 国士大
ﾓﾘﾀ ｶｴﾃﾞ

2 228 森田　楓(1) 日体大
ｱｻｸﾗ ﾗｲｱ

3 229 朝倉　礼歩(1) 日体大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

4 423 阿部　冬彩(2) 順大
ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

5 428 磯田　実華(1) 順大
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

6 327 安藤　和祈(2) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ女子ハンマー投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 10:20 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

7 427 髙橋　七海(1) 順大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



対校女子やり投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:10 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏｲ ﾏﾕﾐ

1 429 今井　真優美(4) 順大
ｼｷﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ

2 431 鴫原　佳蓮(2) 順大
ｻﾄｳ ｱｷﾅ

3 230 佐藤　明菜(3) 日体大
ﾈｷﾞｼ ｱｲﾅ

4 129 根岸　愛奈(1) 日女体大
ｸｻｶﾍﾞ ｶﾅｺ

5 231 日下部　可奈子(4) 日体大
ﾀｲﾗ ﾋﾄﾐ

6 121 平　ひと美(2) 日女体大
ﾐﾔｼﾞ ﾏｵ

7 328 宮地　真緒(4) 国士大
ｵｻ ﾏﾋﾛ

8 329 長　麻尋(1) 国士大

ｵｰﾌﾟﾝ女子やり投
審 判 長：尾形　邦美
記録主任：早船 弘美

4月14日 13:10 決　勝

決　勝

順位 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 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾉﾊﾗ ﾋｶﾙ

9 100 篠原　ひかる(3) 日女体大
ｳｴﾀﾞ ﾐｷ

10 128 上田　美貴(3) 日女体大
ｶﾝﾉ ﾓﾓｺ

11 329 菅野　杏子(2) 国士大
ｵｸﾀﾞ ﾏﾅｶ

12 330 奥田　愛華(1) 国士大

補欠 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

331 郡司　美奈子（1） 国士大

332 松澤　知佳（1） 国士大


