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日付 種目

飯塚  翔太 20.38 ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・ﾊｷｰﾑ 20.54 原    翔太 20.73 長田  拓也 20.86 小林  雄一 20.94 高平  慎士 20.97 森    雅治 21.02 川瀬  孝則 21.14
静　岡・ミズノ 東　京・城西高 静　岡・スズキ浜松ＡＣ 愛　知・法政大 三　重・NTN 千　葉・富士通 神奈川・大東文化大 三　重・日本体育大
kuk Young KIM 21.45 東田  旺洋 21.50 渡邊  壮史 21.56 犬塚    渉 21.62 猪口  悠太 21.67 小池  祐貴 21.73 Fredy MAIDANA 21.78
KOR 奈　良・筑波大 岡　山・東海大 静　岡・順天堂大 東　京・BASE 北海道・慶應義塾大 PAR
ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ 46.06 魚里  勇介 46.65 佐藤拳太郎 46.77 東    魁輝 47.00 小渕  瑞樹 47.00 油井  快晴 47.07 Bonggo PARK 47.07 木村  和史 47.07
埼　玉・東洋大 兵　庫・筑波大 埼　玉・城西大 三　重・NTN 群　馬・東海大 静　岡・順天堂大 KOR 香　川・四電工
横田  真人 1:49.03 三武    潤 1:49.20 田中  匠瑛 1:49.32 James GURR 1:50.30 村上  昂輝 1:51.04 竹中    惇 1:52.37 野村  直己 1:52.59 田中  智則 1:52.95
東　京・富士通 東　京・日本大 岩　手・盛岡市役所 AUS 兵　庫・慶應義塾大 京　都・関西学院大 山　口・山口大 三　重・味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰﾂﾞ
野澤  啓佑 49.07 Mahau SUGUIMATI 50.00 Leford GREEN 50.12 松下  祐樹 50.30 小西  勇太 50.42 須貝    充 50.51 中野  直哉 50.76 安部  孝駿 50.81
山　梨・ミズノ BRA JAM 神奈川・ミズノ 兵　庫・住友電工 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ 長　野・早稲田大 東　京・ﾃﾞｻﾝﾄﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ
松本  修一 2m23 衛藤    昂 2m23 Brandon Starc 2m23 髙張  広海 2m20 平松  祐司 2m20 真野  友博 2m15 赤松  諒一 2m15 大田  和宏 2m10
長　崎・福岡大 三　重・味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰﾂﾞ AUS 神奈川・日立ＩＣＴ 京　都・筑波大 広　島・福岡大 岐　阜・岐阜大 石　川・金沢星稜大

佐藤    凌 2m10
神奈川・東海大

宮内  育大 17m76 畑瀬    聡 17m64 武田  歴次 17m17 中村  太地 17m05 鈴木  孝尚 16m93 森下  大地 16m63 佐藤  征平 16m47 大坂  将央 16m36
東　京・桜門陸友会 GR 群　馬・総合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ GR 徳　島・日本大 =GR 茨　城・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 和歌山・オークワ 兵　庫・筑波大 東　京・国士舘クラブ 神奈川・ＴＡＣ
齋藤  愛美 23.96(+0.5) Barbarra PIERRE 23.99(-1.5) Melissa BREEN 24.15(-1.5) Monica BRENNAN 24.15(-1.5) 市川  華菜 24.28(-1.5) 永野真莉子 24.30(+0.1) 今井沙緒里 24.47(+0.5) 伴野  里緒 24.63(+0.1)
岡　山・倉敷中央高 USA AUS AUS 愛　知・ミズノ 岡　山・甲南大 長　野・飯田病院 宮　城・七十七銀行
Jessica GULLI NANCE 54.20 石塚  晴子 54.79 樫山    楓 54.91 松本奈菜子 55.34 岩田  優奈 55.37 吉見  美咲 55.77 小田垣亜樹 55.80 田中  千智 55.97
AUS 大　阪・東大阪大 愛　知・至学館大 静　岡・筑波大 群　馬・中央大 京　都・大阪成蹊大 兵　庫・明石市陸協 福　岡・九電工
Brittany McGowan 2:02.83 Angela Petty 2:03.27 大森  郁香 2:06.57 Abbey de la MOTTE 2:06.87 卜部    蘭 2:07.81 平野  綾子 2:08.31 池崎  愛里 2:08.39 山田  はな 2:09.53
AUS GR NZL GR 東　京・ロッテ AUS 東　京・東京学芸大 神奈川・筑波大 広　島・舟入高 新　潟・東京学芸大
Lauren WELLS 57.23 久保倉里美 57.91 吉良  愛美 58.85 田子    雅 59.44 川端  涼夏 59.47 石塚  晴子 59.63 藤原  未来 59.69 Lyndsay Pekin 59.86
AUS 新　潟・新潟アルビレックスRC 東　京・アットホーム 東　京・ニシ・スポーツAC 埼　玉・法政大大学院 大　阪・東大阪大 兵　庫・住友電工 AUS
　・JPN A 45.11 　・AUS 45.31
北風  沙織 GRAF. Elly
土井  杏南 BEAHAN. Brianna
世古    和 TADDEO. Abbie
エドバー イヨバ WEARNE. Christine
　・JPN 3:34.58 　・AUS 3:36.81
青山  聖佳 Monica BRENNAN
市川  華菜 Jessica GULLI NANCE
千葉  麻美 Lyndsay Pekin
吉良  愛美 LIND. Samantha
仲野  春花 1m79 渡邉  有希 1m75 秦  澄美鈴 1m75 福本    幸 1m75 石岡  柚季 1m75 寺谷  諭美 1m70
福　岡・早稲田大 大　阪・ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 大　阪・武庫川女子大 兵　庫・甲南学園ＡＣ 宮　城・日本女子体育大 鳥　取・筑波大　

京谷  萌子 1m70
北海道・北海道ハイテクAC
相馬  由佳 1m70
新　潟・十日町陸協

太田  亜矢 15m55 郡  菜々佳 15m48 松田  昌己 14m75 茂山  千尋 14m68 吉野  千明 14m65 長沼    瞳 14m51 西川チカコ 14m35 齋藤  早希 13m70
福　岡・福岡大 大　阪・九州共立大 新　潟・新潟アルビレックスRC 東　京・国士舘クラブ 埼　玉・埼玉陸協 東　京・国士舘大 徳　島・福岡大 山　形・東京女子体育大
渡邊    茜 66m79 勝山  眸美 62m30 知念  春乃 59m42 佐藤  若菜 58m50 浅田  鈴佳 58m32 本村  夏鈴 56m27 佐伯  珠実 55m50 佐々木千佳 54m13
福　岡・丸和運輸機関 GR 埼　玉・筑波大 福　岡・日本体育施設 福　島・東邦銀行 大　阪・武庫川女子大クラブ 沖　縄・九州共立大 滋　賀・ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 大　阪・九州共立大
Jarryd Wallace　T44 10.83 多川  知希　T47 11.31 芦田    創　T47 11.80 佐藤  圭太　T44 11.82 池田  樹生　T44 12.50 春田    純　T44 12.55
USA 神奈川・AC KITA 愛　知・TOYOTA 愛　知・TOYOTA AR 愛　知・中京大 静　岡・ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ
山本    篤　T42 12.94 小須田潤太　T42 15.03 眞野  雄輝　T42 16.52 手塚  圭太　T42 16.66
静　岡・スズキ浜松ＡＣ 埼　玉・関東パラ陸連 東　京・古賀オール 埼　玉・ﾍﾙｽｴﾝｼﾞｪﾙｽ

5位 6位 7位 8位

5月3日
男子パラ(T44・47)100m

風：+1.6

5月3日
男子パラ(T42)100m

風：+0.6

1位 2位 3位 4位

5月3日
男子200m
風：+1.0

5月3日
男子200m
風：-0.8

5月3日 男子400m

5月3日 男子800m

5月3日 男子400mH(0.914m)

5月3日 男子走高跳

女子400mH(0.762m)

5月3日 男子砲丸投(7.260kg)

5月3日 女子200m

5月3日 女子400m

特別女子4X100mR

5月3日 女子800m

5月3日

5月3日 特別女子4X400mR

第３２回静岡国際陸上競技大会

平成２８年５月３日（火）

エコパスタジアム

5月3日 女子走高跳

5月3日

5月3日 女子砲丸投(4.000kg)

5月3日 女子ハンマー投(4.000kg)



日付 種目

松下  永明 4:52.47 柘植  貫太 4:52.86 藍川  颯太 4:55.21 生子  一茶 4:55.26 源馬  功大 4:56.49 増井  大翔 4:56.73 須田  光星 4:56.90 山室  陽太 5:02.46
静　岡・チーム細江 静　岡・チーム細江 静　岡・ＦUJI R.C 静　岡・１９０SRC 静　岡・細江ＲＣ 静　岡・湖西ＪＡＣ 静　岡・チーム細江 静　岡・伊東陸上
　・富士陸上 1:00.02 　・精華清水ＲＣ 1:01.50 　・三島陸上ＪＣ 1:01.83 　・沼津陸上 1:02.16 　・三島ＡＣ 1:02.53 　・裾野市陸上教室 1:02.61 　・静岡葵ＡＣ 1:02.75 　・東伊豆ＴＦＣ 1:03.21
臼井  友耶 青木  脩純 安藤  颯真 遠藤虎次朗 今川  稜太 畠山    漣 阿部  倖大 遠藤  琉季
望月  結夢 石代  岳士 坪井  和希 宇津木樺一 山内  大和 田邉    響 杉田  伊織 鈴木    尚
鈴木  利玖 志田  英祐 有村  泰虎 土田    輝 岩崎駿一朗 平石  柊羽 望月  雄太 田村  晃己
杉山  達哉 杉村  健太 江島  定芳 加藤  朱南 西島  陽友 太田    星 杉田  統醐 秋永  雄司
　・掛川陸上 56.87 　・伊東陸上 57.62 　・浜松陸上 58.54 　・清水ＡＣ 59.40 　・沼津陸上 59.54 　・富士陸上 1:00.04 　・裾野市陸上教室 1:00.06 　・静岡吉田ＡＣ 1:00.65
平尾  拓煌 加来  優斗 柴田  英志 宮城島秀埜 古瀬太玖斗 岡本  康平 勝又  爽来 増田  歩嘉
堀内  紳伍 山本  拓海 髙木  智樹 岩崎  心人 岩崎    陸 田邉  樹季 土屋  充慶 長谷川大翔
鈴木  聖那 佐々木孝太 原田隆之介 遠藤  蒼弥 好岡直次朗 宮本    櫂 篠原  蒼太 村上  翔星
杉山    礼 増田  陽斗 後藤  啓介 稲名功大郎 下山  智大 加藤  悠斗 沖  夏里武 大塚  楓人
　・浜松陸上 53.19 　・静岡吉田ＡＣ 53.36 　・千本港T･S･C 54.16 　・浜松河輪ＡＣ 55.02 　・浜北ＡＣ 55.62 　・富士陸上 56.01 　・伊東陸上 56.11 　・千代田ＡＣ 56.91
大村浩太朗 斉藤  涼馬 長田  悠希 鈴木  登羽 竹内  一希 村松    暁 長田  陽向 深井  栄希
蜂須賀  翼 田村  莉樹 岩田  和真 津ヶ谷航貴 村松  晃成 菊池  倭斗 西島光汰朗 高野    翔
揚張  颯真 内屋  翔太 田内  怜磨 成田    旭 伊藤  遼河 秋山    翔 杉本  圭吾 大橋    廉
鈴木  智也 大石  凌功 廣瀬  亘洋 中道  大貴 山下    然 望月  瑠偉 尾崎  夏樹 菊本  羽琉
　・清水第二 44.61 　・吉原第一 44.90 　・浜松入野 45.03 　・浜松積志 45.03 　・沼津第三 45.15 　・磐田第一 45.32 　・沼津第五 46.32 　・浜松三方原 47.91
大畑  賢祐 鈴木  堅裕 大井  吏月 藤原  彰斗 石井  唯翔 ｱﾚﾝｽﾞｴﾗ ﾏｰﾛﾝ 齋藤  瑠偉 石橋    隼
田中  健太 宮川  智也 河合信太朗 世古宗祐真 後藤  竜志 平野  智也 久松  千宝 堀部  涼真
末永  真成 佐藤  拓実 川本  駿斗 鈴木  悠我 大河  勇斗 平野  友貴 大澤  健人 松井  佑征
松井  駿弥 宮川  颯太 中村  彰太 木藤  智也 山本  新太 藤本  隼那 葛西  伊吹 水野  涼雅
　・静岡観山 3:37.87 　・沼津第五 3:39.23 　・富士南 3:39.96 　・静岡東 3:40.82 　・菊川西 3:43.18 　・静岡東豊田 3:44.43 　・袋井浅羽 3:45.84 　・浜松三方原 3:46.61
宮島  裕也 久松  千宝 増田  晃大 白井    康 浅井    隆 滝田  空良 太田  琉偉 大場  翔矢
神坂龍之介 杉山  大波 小泉  優太 池谷幸一郎 大森  陽斗 影山    匠 渡邉  航来 松井  佑征
高橋  孝樹 細川    陸 加藤  綾真 平井  良樹 仲屋  和真 青木  一馬 土井  勇輝 堀部  涼真
牧田  良介 葛西  伊吹 望月  遥平 三浦  亨介 松下直於人 山際  雅彦 髙橋  稜賀 鈴木  颯斗
鈴木愛呂花 2:20.82 細谷  愛子 2:21.63 藤田  咲良 2:25.66 内山瑠姫愛 2:28.72 番場  愛華 2:29.68 加藤  佳怜 2:29.70 杉森  心音 2:31.46 三宅  凜果 2:33.60
静　岡・伊東陸上 静　岡・千代田ＡＣ 静　岡・富士宮ＪＣ 静　岡・チーム細江 静　岡・裾野市陸上教室 静　岡・函南ＲＣ 静　岡・浜北ＡＣ 静　岡・長泉陸上
　・富士陸上 1:00.97 　・浜松陸上 1:03.10 　・三島陸上ＪＣ 1:04.25 　・小笠ＡＣ 1:04.70 　・長泉陸上 1:05.69 　・静岡PHOENIX 1:06.47 　・裾野市陸上教室 1:06.54 　・沼津第三陸上 1:07.12
大友萌々佳 鈴木菜の花 世古  凪沙 山崎  早莉 山口  紗英 上井  彩世 杉本  佑奈 小松﨑瑠來
土屋  優香 伊藤  芽蕗 篠原  柚葉 櫻井  夢歩 関口  楓花 上田  茉奈 大月  花織 水品    花
浅田  結衣 伊藤  遥奈 今村  好夏 西川  優羽 岡部  優奈 間宮  衣咲 伊東  千織 浅見  瑠華
小林  夢花 榊原  心美 野田明日香 片桐  明星 稲見瀬梨菜 加藤  千帆 植川  柚季 川村ひなた
　・掛川陸上 57.70 　・伊東陸上 58.07 　・沼津陸上 58.85 　・浜松河輪ＡＣ 59.13 　・三島陸上ＪＣ 59.95 　・長泉陸上 1:00.81 　・浜北ＡＣ 1:00.94 　・由比陸上ｸﾗﾌﾞ 1:01.04
山田  美優 中井七菜美 小針  陽葉 加藤菜々子 鈴木レイラ 内田  早紀 髙橋  紗菜 曽根田菜月
木村  美結 小松  愛美 水口琥ハル 磯貝  唯菜 斎藤  香乃 矢島  沙和 竹内沙里唯 坂口  日向
新田  羽那 長田  彩夏 土屋  果蓮 嶌  利里香 武士  涼花 宮下  彩菜 米倉  南実 渡邉実羽香
永野    凛 藤田  紗和 櫻庭  寿乃 尾上    楓 武田  亜子 宮下  唯菜 鈴木  梨瑚 杉浦凛々花
　・伊東陸上 55.24 　・沼津陸上 55.88 　・浜北ＡＣ 56.98 　・浜松陸上 57.18 　・静岡葵ＡＣ 57.35 　・千代田ＡＣ 57.45 　・静岡吉田ＡＣ 57.55 　・東伊豆ＴＦＣ 57.79
渡邉かなえ 関    碧波 皆木    琴 中村  心春 水野  まゆ 永井  真滉 野中  梨琉 鈴木  広依
磯川    優 大竹  真鈴 中村日花里 町田  笑花 松永  藍衣 藤田愛以花 小林  美月 井原  叶夢
鈴木愛呂花 杉澤  未帆 石田爽乃佳 西田  綺音 増田  歩実 平塚  心南 川野  茉依 山口  璃莉
大川ゆらり 市川  舞衣 松本  蒼良 岡本  奈桜 内田小百合 細谷  愛子 岩倉  七海 鈴木さくら
　・沼津第三 50.46 　・清水第二 50.65 　・吉田 50.89 　・東海大翔洋 51.03 　・ＳＴＦＣ 51.26 　・藤枝ＡＣ Ｂ 51.72 　・伊東南 52.15 　・浜松与進 52.30
山本  万智 榊原  心優 三堂  和華 川原ゆりか 眞田  愛里 坂本  琴美 市川  瑠菜 小出  結菜
山本  千智 藤田  琴葉 ｱｷｵ ジｪイサ 室月里莉花 杉山  彩香 尾崎ひかる 柳    咲良 田中  涼香
鈴木  愛唯 宇多  葉月 久保田菜央 三谷  朱音 眞田茉佑子 杉山  真奈 黒須  梨江 森下  歩夢
高田  結菜 稲垣    怜 田村  瑠那 笠井  彩愛 小林  七菜 伏見  千香 成生    茜 ネベスアスカ

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 AR:アジア記録

5月3日 小学生6年男子4X100mR

5月3日 小学生5･6年男子1500m

5月3日 小学生3･4年男子4X100mR

5月3日 小学生5年男子4X100mR

5月3日 小学生3･4年女子4X100mR

5月3日 小学生5年女子4X100mR

5月3日 小学生5･6年女子800m

5月3日 小学生6年女子4X100mR

5月3日 中学生女子4X100mR

5月3日 中学生男子4X100mR

5月3日 中学生男子4X400mR
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