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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 6/10 多田　修平 (3) 10.08/+1.9

関西学院大・大阪

田中　佑典 (2) 10.30/+1.9

日本ｳｪﾙﾈｽ大・茨城

平尾　裕希 (3) 10.31/+1.9

日本大・兵庫

川上　拓也 (4) 10.34/+1.9

中央大・千葉

高橋　周治 (4) 10.35/+1.9

愛知医科大・愛知

西村　顕志 (4) 10.39/+1.9

富山大・富山

竹田　一平 (3) 10.39/+1.9

中央大・埼玉

岩崎浩太郎 (3) 10.51/+1.9

東海大・神奈川

２００ｍ 6/11 山下　　潤 (2) 20.59/+0.9

NGR筑波大・福島

田中　佑典 (2) 20.63/+0.9

NGR日本ｳｪﾙﾈｽ大・茨城

北川　　翔 (4) 20.71/+0.9

順天堂大・埼玉

徳山　　黎 (4) 21.05/+0.9

早稲田大・神奈川

小池　祐貴 (4) 21.08/+0.9

慶應義塾大・北海道

清水隆太郎 (4) 21.24/+0.9

東海大・神奈川

染谷　佳大 (1) 21.29/+0.9

中央大・茨城

伊里　洋海 (2) 21.59/+0.9

関西学院大・愛知

４００ｍ 6/10 若林　康太 (2) 46.66

駿河台大・新潟

佐藤　風雅 (3) 46.88

作新学院大・栃木

楊　　隆翔 47.07

台湾師範大・ＴＰＥ

三原　泰起 (4) 47.59

甲南大・徳島

祖父江　巧 (2) 47.77

中京大・愛知

池田　弘佑 (4) 48.06

鳥取大・鳥取

好岡　郁弥 (4) 48.12

福岡大・愛媛

小渕　瑞樹 (3) 48.20

東海大・群馬

８００ｍ 6/11 高木　駿一 (2)  1:49.21

NGR鹿屋体育大・長崎

高橋　竜平 (4)  1:49.33

NGR城西大・神奈川

梅谷　健太 (3)  1:49.46

NGR順天堂大・千葉

花村　拓人 (2)  1:49.73

NGR関西学院大・大阪

瀬戸口大地 (1)  1:50.01

山梨学院大・熊本

鹿居　二郎 (2)  1:51.35

亜細亜大・愛知

谷原　知己 (3)  1:52.79

早稲田大・神奈川

鍋島　　基 (3)  1:57.37

関西学院大・京都

１５００ｍ 6/9 館澤　亨次 (2)  3:47.18

東海大・神奈川

木村　理来 (2)  3:47.66

東海大・栃木

河村　一輝 (2)  3:48.15

明治大・岐阜

神谷　天地 (4)  3:49.68

関西学院大・兵庫

阪口　竜平 (2)  3:50.89

東海大・京都

齋藤　　槙 (3)  3:51.13

帝京大・群馬

物江　雄利 (3)  3:51.31

駒澤大・福島

清水　鐘平 (3)  3:51.37

山梨学院大・山梨

５０００ｍ 6/10 阪口　竜平 (2) 14:02.64

東海大・京都

橋詰　大慧 (3) 14:03.37

青山学院大・和歌山

小野田勇次 (3) 14:04.54

青山学院大・愛知

館澤　亨次 (2) 14:08.62

東海大・神奈川

田村　和希 (4) 14:11.84

青山学院大・山口

森田　歩希 (3) 14:16.90

青山学院大・茨城

中村　　駆 (2) 14:18.13

東洋大・山口

松井　将器(M2) 14:19.12

東京工業大・長野

１１０ｍＨ

(1.067m)

6/9 野本　周成 (4) 13.63/+1.6

早稲田大・愛媛

金井　大旺 (4) 13.64/+1.6

法政大・北海道

栗城アンソニー(3) 13.68/+1.6

国際武道大・東京

陳　　奎儒 13.77/+1.6

国立体育大・ＴＰＥ

石川　周平 (4) 13.79/+1.6

筑波大・岩手

鍵本　真啓 (4) 13.83/+1.6

立命館大・奈良

楊　　尉廷 13.90/+1.6

台湾師範大・ＴＰＥ

降矢　恭兵 (4) 13.96/+1.6

順天堂大・栃木

４００ｍＨ

(0.914m)

6/11 陳　　　傑 49.92

台湾体育大・ＴＰＥ

鍜治木　崚 (4) 50.52

城西大・鳥取

石田　裕介 (4) 50.89

早稲田大・千葉

余　　嘉軒 51.07

台湾体育大・ＴＰＥ

井上　　駆 (4) 51.38

立命館大・岡山

有田　英憲 (4) 51.85

環太平洋大・鹿児島

豊田　将樹 (2) 52.23

法政大・京都

渡部　佳朗 (3) 52.42

城西大・福島

３０００ｍＳＣ 6/11 藤崎　真伍 (3)  8:53.20

流通経済大・鹿児島

海老沢太郎 (3)  8:53.75

駒澤大・千葉

滋野　聖也 (3)  8:55.73

道都大・神奈川

田村　丈哉 (2)  8:59.73

帝京大・千葉

比夫見将吾 (4)  9:03.35

山梨学院大・山梨

吉野　駆流 (3)  9:03.97

大阪体育大・石川

續木　悠也 (3)  9:04.23

順天堂大・秋田

太田　裕也 (2)  9:05.84

山梨学院大・山梨

１００００ｍＷ 6/9 河岸　良祐 (3) 41:13.16

東洋大・兵庫

髙橋　和生 (3) 41:16.82

早稲田大・岩手

大楽　享平 (3) 41:29.10

明治大・滋賀

楜澤　湧希 (4) 41:32.22

国士舘大・埼玉

斎藤　駿太 (2) 41:37.92

明治大・神奈川

檜田　隆宏 (4) 41:42.64

福井工業大・福井

森田　　靖 (2) 41:44.05

龍谷大・大阪

中　　優介 (1) 41:44.27

福井工業大・福井

走高跳 6/11 長谷川直人 (3) 2m21

NGR新潟医療福祉大・新潟

赤松　諒一 (4) 2m21

NGR岐阜大・岐阜

大田　和宏 (4) 2m18

金沢星稜大・石川

向　　俊賢 2m18

台湾体育大・ＴＰＥ

藤田渓太郎 (2) 2m15

立命館大・大阪

蛭子屋雄一 (3) 2m15

中京大・福岡

境内　　航 (4) 2m15

同志社大・奈良

水谷　　來 (3) 2m10

中京大・愛知

棒高跳 6/10 江島　雅紀 (1) 5m50

日本大・神奈川

澤　　慎吾 (3) 5m30

日本大・島根

下野　祐征 (3) 九州共立大・鹿児島 5m20

石川　拓磨 (2) 中京大・愛知

大久保圭介 (2) 5m20

関西学院大・香川

堀川　晴海 (4) 5m20

日本体育大・千葉

鈴木　康太 (4) 5m20

中京大・愛知

榎　　将太(M2) 中京大・愛知 5m00

植松　倫理(M1) 筑波大・静岡

石橋　和也 (1) 清和大・千葉

走幅跳 6/10 林　　鴻敏   8m10/+0.4

NGR台湾体育大・ＴＰＥ

橋岡　優輝 (1)   7m95/+1.0

NGR日本大・東京

山川　夏輝 (4)   7m92/+1.8

NGR日本大・京都

野村　智也 (3)   7m84/+1.6

NGR東海大・三重

遠藤　泰司 (2)   7m79/+1.0

立命館大・滋賀

小田　大樹 (4)   7m70/+3.2

日本大・山口

足達　一馬 (2)   7m68/+1.8

関西学院大・大阪

髙政　侑也 (4)   7m66/+0.8

東海大・千葉

三段跳 6/9 山本　凌雅 (4)  16m66/+1.7

NGR順天堂大・長崎

許田　悠貴 (3)  16m23/+2.1

鹿屋体育大・佐賀

山下　祐樹 (4)  16m14/+1.3

国士舘大・神奈川

竹之内優汰 (1)  16m04/+1.6

順天堂大・鹿児島

原田　睦希 (3)  16m00/+1.9

立命館大・大阪

田坂　裕輝 (2)  15m66/+1.4

鹿児島大・鹿児島

伊知地優弥 (4)  15m54/+3.1

九州共立大・宮崎

岡林　隼矢(M1)  15m53/+0.4

びわこｽﾎﾟｰﾂ大・高知

砲丸投

(7.260kg)

6/9 森下　大地 (5)  17m90

NGR筑波大・兵庫

武田　歴次 (4)  17m61

NGR日本大・徳島

幸長　慎一 (2)  17m37

四国大・徳島

村上　　輝 (4)  17m26

国士舘大・三重

鈴木　愛勇(M2)  16m97

日本大・東京

川口　哲生 (3)  16m96

日本大・徳島

林　　祐霆  16m74

台北市立大・ＴＰＥ

赤間　祐一 (4)  15m64

筑波大・静岡

円盤投

(2.000kg)

6/11 安藤　　夢 (3)  52m12

東海大・東京

高倉　星也 (3)  51m38

新潟医療福祉大・新潟

首藤　大輝 (4)  51m29

日本大・大分

川尻　涼介 (4)  51m10

中京大・滋賀

幸長　慎一 (2)  50m66

四国大・徳島

湯川　椋盛 (3)  50m60

国士舘大・和歌山

松井　俊樹 (3)  49m06

国士舘大・神奈川

名嘉　哉門 (4)  48m72

九州共立大・福岡

ハンマー投

(7.260kg)

6/10 墨　　訓煕(M2)  70m05

NGR中京大・愛知

木村　友大 (3)  68m71

NGR九州共立大・京都

内堀　弘樹 (4)  67m46

九州共立大・茨城

根本　太樹(M2)  66m21

流通経済大・茨城

東浦　貫太 (3)  64m73

中京大・三重

松原　拓矢(M1)  64m13

日本大・大阪

中浴　孝哉 (4)  62m25

東海大・和歌山

篠田　大貴(M1)  61m10

岐阜経済大・岐阜

やり投

(0.800kg)

6/9 鄭　　兆村  79m42

NGR私立輔仁大・ＴＰＥ

小南　拓人 (4)  79m17

NGR国士舘大・北海道

　　士峰  77m33

NGR台北市立大・ＴＰＥ

小椋　健司 (4)  76m08

NGR日本大・鳥取

森　　　秀 (3)  75m79

NGR日本大・愛媛

石山　　歩 (3)  71m56

中京大・京都

長沼　　元 (2)  71m45

国士舘大・岩手

田中優之介 (3)  70m15

九州共立大・岐阜

男子

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 6/10 前山　美優 (4) 11.59/+1.2

NGR新潟医療福祉大・新潟

中村　水月 (4) 11.70/+1.2

大阪成蹊大・石川

壹岐いちこ (2) 11.79/+1.2

立命館大・滋賀

星野　　楓 (3) 11.81/+1.2

中央大・埼玉

君嶋愛梨沙 (4) 11.83/+1.2

日本体育大・神奈川

竹内　爽香 (4) 11.83/+1.2

慶應義塾大・埼玉

杉山　美貴 (4) 11.83/+1.2

中京大・愛知

エドバーイヨバ(2) 11.93/+1.2

日本大・東京

２００ｍ 6/11 中村　水月 (4) 23.95/+0.9

大阪成蹊大・石川

竹内　爽香 (4) 24.01/+0.9

慶應義塾大・埼玉

前山　美優 (4) 24.05/+0.9

新潟医療福祉大・新潟

渡邉ひかる (3) 24.10/+0.9

駿河台大・静岡

江口　琴美 (3) 24.39/+0.9

埼玉大・埼玉

中島ひとみ (4) 24.49/+0.9

園田学園女子大・兵庫

広沢　真愛 (2) 24.60/+0.9

日本体育大・東京

西尾　香穂 (2) 24.75/+0.9

甲南大・大阪

４００ｍ 6/10 岩田　優奈 (2) 54.05

中央大・群馬

松本　聖華 (3) 54.92

駿河台大・埼玉

椎谷佳奈子 (3) 55.14

新潟医療福祉大・新潟

稲岡　真由 (3) 55.21

園田学園女子大・兵庫

青山　聖佳 (3) 55.42

大阪成蹊大・島根

広沢　真愛 (2) 55.84

日本体育大・東京

吉田　紗弓 (2) 55.93

立命館大・愛知

秦野　南美 (1) 56.31

山梨学院大・千葉

８００ｍ 6/11 北村　　夢 (4)  2:04.69

NGR日本体育大・東京

池崎　愛里 (1)  2:08.32

順天堂大・広島

塚中　彩海 (4)  2:10.29

名城大・愛知

戸谷　温海 (1)  2:10.52

山梨学院大・大阪

高橋　郁乃 (2)  2:11.51

中京大・愛知

河原田　萌 (2)  2:12.76

京都教育大・滋賀

犬童　純怜 (3)  2:13.04

日本体育大・熊本

長屋　美月 (1)  2:15.38

中京大・愛知

１５００ｍ 6/9 上田　未奈 (3)  4:22.24

城西大・千葉

工藤　杏華 (1)  4:22.75

日本体育大・大分

青木　　和 (3)  4:23.21

名城大・岐阜

樺沢和佳奈 (1)  4:23.84

慶應義塾大・群馬

出水田眞紀 (4)  4:24.88

立教大・神奈川

清水　真帆 (4)  4:25.40

大阪学院大・大阪

土田　佳奈 (2)  4:28.33

東京農業大・新潟

藤原　瑠奈 (1)  4:28.50

松山大・愛媛

５０００ｍ 6/10 加世田梨花 (1) 16:00.39

名城大・千葉

棚池穂乃香 (3) 16:06.84

京都産業大・滋賀

青木　　和 (3) 16:12.04

名城大・岐阜

今村　咲織 (4) 16:15.98

順天堂大・神奈川

五島　莉乃 (2) 16:16.08

中央大・石川

福居　紗希 (4) 16:17.33

城西大・富山

清水　真帆 (4) 16:21.78

大阪学院大・大阪

北脇　亮子 (2) 16:22.42

大東文化大・鳥取

１００ｍＨ

(0.838m)

6/9 中村　有希 (4) 13.48/+1.1

関西大・京都

福部　真子 (4) 13.48/+1.1

日本体育大・広島

堀池　香穂 (3) 13.54/+1.1

国士舘大・神奈川

小林紗矢香 (3) 13.55/+1.1

愛知教育大・愛知

藤森　菜那 (2) 13.74/+1.1

明治大・静岡

鎌田　咲季 (2) 13.75/+1.1

福岡大・福岡

大神田南海 (4) 都留文科大・山梨 13.76/+1.1

中島ひとみ (4) 園田学園女子大・兵庫

４００ｍＨ

(0.762m)

6/11 小山　佳奈 (1) 58.56

早稲田大・神奈川

王子田　萌(M2) 58.80

立命館大・大阪

片山　晴日 (4) 59.66

福岡大・佐賀

六反田実優 (2)  1:00.01

同志社大・石川

比嘉　和希 (1)  1:00.30

山梨学院大・千葉

紙谷　涼花 (4)  1:00.39

九州共立大・山口

大久保有梨 (3)  1:00.67

中央大・福井

川端　涼夏(M2)  1:02.22

法政大・埼玉

３０００ｍＳＣ 6/11 高見澤安珠 (4) 10:01.21

松山大・愛媛

岡田　佳子 (2) 10:14.03

松山大・愛媛

信岡　桃英 (2) 10:15.41

京都産業大・京都

佐藤　由依 (4) 10:25.74

順天堂大・東京

金杉　侑香 (2) 10:27.92

日本体育大・東京

藪田　裕衣 (4) 10:28.39

京都産業大・兵庫

沖村　美夏 (2) 10:29.80

佛教大・京都

高野　涼夏 (3) 10:31.32

関西大・神奈川

１００００ｍＷ 6/10 河添　香織 (4) 47:03.19

立命館大・京都

園田世玲奈 (3) 47:23.60

中京大・滋賀

五藤　怜奈 (4) 47:27.43

中部学院大・岐阜

熊谷　菜美 (3) 48:15.46

国士舘大・岩手

外所　知紗 (1) 48:40.41

同志社女子大・群馬

杉山　智香 (2) 48:58.15

同志社大・岐阜

則本菜々子 (1) 49:19.23

東京学芸大・岡山

山田　千花 (4) 49:35.54

広島大・広島

走高跳 6/9 仲野　春花 (3) 1m78

早稲田大・福岡

寺谷　諭美 (3) 1m75

筑波大・鳥取

津田シェリアイ(3) 1m75

東大阪大・大阪

徳本　鈴奈 (3) 福岡大・沖縄 1m70

原　香菜子 (4) 関西学院大・兵庫

秦　澄美鈴 (3) 武庫川女子大・大阪

辻　　　愛 (4) 甲南大・奈良 1m70

青山　夏実 (2) 日本女子体育大・神奈川

棒高跳 6/9 金治　良佳 (3) 3m90

武庫川女子大・京都

鈴木　里菜 (4) 3m80

日本体育大・静岡

那須　眞由 (3) 3m80

園田学園女子大・兵庫

久保　愛菜 (2) 3m80

清和大・群馬

若園　　茜 (3) 3m70

筑波大・岐阜

中林　麻奈 (3) 3m70

日本体育大・三重

諸田　実咲 (1) 3m70

中央大・群馬

稲艸　夏姫 (4) 3m70

環太平洋大・岡山

走幅跳 6/11 辻本愛莉香 (4)   6m21/+2.1

大阪成蹊大・京都

劉　　亞君   6m11/+0.7

台湾体育大・ＴＰＥ

原田　彩希 (3)   6m11/+1.2

九州共立大・福岡

秦　澄美鈴 (3)   6m08/+0.5

武庫川女子大・大阪

石原　薫子 (4)   5m97/ 0.0

中京大・愛知

鈴木　利佳 (4)   5m94/+2.6

日本大・神奈川

謝　　喜恩   5m82/+0.6

台湾師範大・ＴＰＥ

朝妻　優萌 (4)   5m78/+1.1

中央大・埼玉

三段跳 6/10 齋藤　萌乃 (3)  12m95/+3.4

日本女子体育大・埼玉

河合　栞奈 (2)  12m77/+3.9

大阪成蹊大・大阪

太田万致子 (4)  12m68/+2.7

日本大・宮城

恵良　和鈴 (4)  12m65/+4.3

武庫川女子大・大阪

宮畑さくら (4)  12m58/+4.1

園田学園女子大・京都

谷澤　春香 (3)  12m55/+2.5

日本女子体育大・香川

武村　明香 (2)  12m36/+0.8

神戸大・京都

上梨ライム (2)  12m25/+3.7

大阪成蹊大・岐阜

砲丸投

(4.000kg)

6/9 太田　亜矢 (4)  16m23

NGR福岡大・福岡

郡　菜々佳 (2)  15m47

九州共立大・大阪

尾山　和華 (1)  14m86

福岡大・兵庫

西川チカコ (3)  14m75

福岡大・徳島

長沼　　瞳 (4)  14m49

国士舘大・東京

髙橋　由華 (2)  14m36

九州共立大・新潟

山本　　遥 (3)  14m32

大阪体育大・香川

海老原佑香 (2)  13m80

日本女子体育大・茨城

円盤投

(1.000kg)

6/11 李　　采懌  53m75

NGR国立体育大・ＴＰＥ

郡　菜々佳 (2)  52m37

九州共立大・大阪

辻川美乃利 (4)  50m67

筑波大・茨城

藤森　夏美 (4)  50m00

順天堂大・東京

芳賀　　鼓 (4)  47m75

国士舘大・神奈川

石井明日夏 (3)  47m58

東京女子体育大・茨城

半田　水晶 (2)  46m10

筑波大・群馬

塗　真奈美 (4)  45m89

東京女子体育大・埼玉

ハンマー投

(4.000kg)

6/10 江原　宇宙 (3)  58m75

筑波大・埼玉

本村　夏鈴 (4)  57m94

九州共立大・沖縄

川　奈緒 (4)  57m36

福岡大・奈良

メイン　桜 (2)  56m83

九州共立大・宮崎

東　　　澪 (3)  55m88

大阪体育大・三重

黒岩　美怜 (4)  54m28

筑波大・長野

関口　清乃 (2)  54m25

筑波大・埼玉

高橋　沙湖 (2)  54m05

大阪体育大・秋田

やり投

(0.600kg)

6/9 斉藤真理菜 (4)  59m63

NGR国士舘大・茨城

北口　榛花 (2)  59m08

NGR日本大・北海道

瀧川　寛子(M1)  56m31

中京大・大阪

山下実花子 (2)  55m08

九州共立大・京都

小山あかね (3)  53m14

大阪成蹊大・奈良

當間　汐織 (4)  52m70

九州共立大・沖縄

井口　華穂 (4)  51m89

新潟医療福祉大・長野

大城　まゆ (3)  51m72

九州共立大・沖縄

女子

凡例（NGR:大会新記録）
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