
日付 種目

戸邉　直人  2.19 衛藤　昂  2.16 尾又　平朗  2.11 片平　大地  2.11 平　龍彦  2.06 元吉　雄基  2.06

千葉陸協・千葉 筑波大・三重 チームミズノアスレティック・千葉 W.A.S・和歌山 筑波大・静岡 東海大・東京

江戸　祥彦  2.06

札幌陸協・北海道

岡山　優樹  2.06

（株）オオタニ・奈良

鈴木　真悟  2.06

福島大・静岡

佐藤　凌  2.06

東海大・新潟

堤　雄司  56.33 知念　豪  55.00 宮内　優  52.28 秋場　堅太  52.04 小林　志郎  51.84 畑山　茂雄  51.18 犬伏　拓巳  51.04 小林　寛雅  50.06

群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ群馬 ゼンリン・神奈川 モンテローザ・東京 日本大・埼玉 新潟アルビレックスＲＣ・新潟 ゼンリン・神奈川 日本大・北海道 順天堂大・埼玉

赤穂　弘樹  68.96 野口　裕史  68.86 田中　透  68.59 墨　訓熙  63.95 保坂　雄志郎  63.13 土井　宏昭  62.89 柏村　亮太  61.85 倉田　直人  61.42

鳥取陸協・鳥取 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ･群馬 チームミズノアスレティック・岐阜 中京大・愛知 筑波大・埼玉 流通経済大クラブ・茨城 モンテローザ・東京 九州共立大・福岡

右代　啓祐  8143 中村　明彦  7794 音部　拓仁  7246 染谷　幸喜  7216 村田　龍  w6960 川﨑　和也  6907 清水　剛士  6863 平松　忠浩  6726

スズキ浜松ＡC・静岡 日本新・大会新 スズキ浜松ＡC・静岡 富士通・埼玉 TeamAccel・千葉 チームミズノアスレティック・神奈川 順天堂大・兵庫 中京大・三重 アルプロン製薬・島根

4月26日 100m

4月26日 走幅跳

4月26日 砲丸投

4月26日 走高跳

4月26日 400m

4月27日 110mH

4月27日 円盤投

4月27日 棒高跳

4月27日 やり投

4月27日 1500m

中川　智春  14:27.25 濵野　健  14:36.78 谷山　誠  14:41.79 佐嘉田　和外  14:48.83 須崎　大輝  15:03.31 井上　一紫  15:46.32 古井　雅也  16:19.65

トーエネック・愛知 中京学院大ＡＣ・岐阜 NTN・三重 大阪府警・大阪 トーエネック・愛知 和歌山北・和歌山 和歌山北・和歌山

平加　有梨奈  w6.34 (+2.2) 五十嵐　麻央  w6.09 (+2.4) 宮坂　楓  w6.00 (+4.1) 中川　秋奈  w5.92 (+2.5) 早坂　知華  w5.87 (+2.8) 東方　彩稀  w5.79 (+3.9) 淺野　えりな  5.77 (+0.1) 田中　美沙  5.63 (+1.7)

北海道ハイテクＡＣ・北海道 福島大・福島 横浜国立大・長野 九州共立大・福岡 筑波大・岡山 中京大・石川 中央大・埼玉 中京大・長野

綾　真澄  64.11 渡邊　茜  59.96 武川　美香  59.91 知念　春乃  59.88 佐藤　若菜  59.29 浅田　鈴佳  57.92 福島　美沙希  53.16 大﨑　かな  52.78

丸善工業・香川 大会新 丸和運輸機関・福岡 スズキ浜松ＡC・静岡 日本体育施設・福岡 東邦銀行・福島 武庫川女大クラブ・大阪 九州共立大・広島 筑波大・和歌山

桐山　智衣  5327 ヘンプヒル　恵  5298 竹原　史恵  5200 冨山　朝代  5107 南野　智美  5063 山岡　未与  4872 松原　恵  4844 木村　実希子  4836

モンテローザ・東京 京都文教高・京都 長谷川体育施設・茨城 東大阪市陸協・大阪 西京高・山口 東大阪大・大阪 筑波大・奈良 国際武道大・埼玉

4月26日 100mH

4月26日 走高跳

4月26日 砲丸投

4月26日 200m

4月27日 走幅跳

4月27日 やり投

4月27日 800m

桑原　彩  15:53.12 堀江　美里  15:58.75 後藤　みのり  16:07.02 中野　円花  16:07.83 新井　沙紀枝  16:11.50 大山　香織  16:18.43 井上　藍  16:21.33 小口　雪音  16:25.42

佛教大・滋賀 ノーリツ・兵庫 大阪学院大・大分 ノーリツ・兵庫 大阪学院大・山口 ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 長野東高・長野

ナショナルチームＡ  44.10 ナショナルチームＢ  44.96 園田学園女子大・兵庫  46.20 大阪成蹊大  46.63 中京大  46.86 東大阪大敬愛高  47.12 東大阪大  48.17 和歌山選抜  48.28

北風　沙織 藤森　安奈 荒木　希実 武本　知紘 伊達　愛美 佐々木　梓 稲本　望花 柏木　優伽

土井　杏南 木村　茜 名倉　千晃 中村　水月 村上　香菜子 石塚　晴子 岡本　佑菜 堅田　悠希

渡辺　真弓 世古　和 久貝　瞳 酒井　里桂 名倉　彩夏 逢坂　友利子 正垣　知保里 森田　安耶

福島　千里 市川　華菜 丹羽野　祐菜 柴崎　玲香 杉山　美貴 木本　彩葉 山中　亜耶 森本　名美

ナショナルチームＡ  3:36.26 ナショナルチームＢ  3:38.63 東大阪大敬愛高  3:44.70 東大阪大  3:46.64 園田学園女子大・兵庫  3:47.83 和歌山陸協  3:52.58

神保　祐希 藤沢　沙也加 逢坂　友利子 稲本　望花 森本　友紀子 宮﨑　さくら

千葉　麻美 市川　華菜 石塚　晴子 正垣　知保里 伊藤　冴香 堅田　悠希

杉浦　はる香 名倉　彩夏 木本　彩葉 山田　実沙 岸田　真穂 森田　安耶

青木　沙弥佳 田村　友紀 橘　歩未 高橋　満里 古指　伊織 坂本　奈穂

GP男子 4月27日 走高跳

2位

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会

4月27日 円盤投

1位 7位 8位

w 7.03 (+2.1)  6.70 (+1.0) w 6.96 (+3.6)  7.05 (-0.6)

4月26日 ﾊﾝﾏｰ投

4/26～4/27 十種競技

 7.25 (+1.5)  7.47 (+1.0)

審判長

競技場名 紀三井寺陸上競技場 記録主任 出羽　靖弘
競技会名 日本ＧＰ第2戦　2014日本選抜陸上和歌山大会

期日・時刻 2014/4/27

 11.00 (+1.6)  10.89 (+1.6)

3位 4位 5位 6位

 11.14 (-0.5)  10.69 (+1.6)  10.57 (+1.6)  11.31 (-0.5)  11.14 (+1.6)  11.08 (-0.5)

w 7.23 (+2.4) w 6.94 (+2.1)

 15.35  11.53  11.54  12.41  10.56  11.42

 2.02  1.96  1.93  1.84

 51.15  56.08

 1.90  2.02  1.84  1.81

 12.19  11.40

 49.84  47.79  49.75  49.80  49.40  50.50

 14.95 (0.0)  14.23 (+1.0)  14.74 (+1.0)  14.93 (+1.0)  15.10 (+1.0)  15.43 (0.0)

 4.20  4.20

 15.13 (0.0)  15.90 (0.0)

 48.09  34.01  36.67  36.82  32.06  33.14 37.64  35.68

 64.26  46.38  46.49  53.99

 4.80  4.80  4.40  4.60

 4:57.34  4:41.99  5:11.92  4:49.44

 4.20  4.30

 46.39  49.02 49.51  49.27

 4:53.97  5:03.88

NonGP男子 4月26日 5000m

GP女子 4月27日 走幅跳

 4:45.53  4:21.84

 1.57  1.57  1.51  1.60

4月26日 ﾊﾝﾏｰ投

4/26～4/27 七種競技

 14.34 (+1.4)  15.15 (+1.6) 13.80 (+0.6)  13.76 (+0.6)  13.87 (+0.6)  14.42 (+1.4)

 9.52  9.50 9.49  12.86

 14.84 (+0.6)  14.25 (+0.6)

 1.57  1.45  1.57  1.54

 25.38 (+1.9) w 26.15 (+3.2) w 26.68 (+3.2)  26.60 (+1.1)  25.98 (+1.1)

 11.83  11.09  11.45  11.91

w 25.31 (+3.2)  25.56 (+1.9)

 39.72

w 5.93 (+2.1)  5.45 (-0.3)  5.58 (+1.0)  5.48 (+1.2)  5.61 (+1.3)  5.13 (-0.3)

 25.20 (+1.9)

 5.64 (0.0)  5.32 (0.0)

 35.75  38.28  38.78  42.46  37.36  35.89  28.47

4月26日 4x100mR

 2:30.56  2:26.78  2:39.05

NonGP女子 4月26日 5000m

 2:20.92  2:22.12  2:33.60  2:18.75  2:23.02

4月26日 4x400mR

w (wind assist) : 追風参考


