


コンディション情報

大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 半田　昌一

跳躍審判長 小俣　宏記 投てき審判長 矢崎　文博

招集所審判長 植松　嘉宏

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2011/07/03 09:00 晴 31.0 60.0 南南西 0.4 競技場

10:00 晴 32.0 55.0 南 1.0

11:00 晴 32.5 52.0 南東 1.1

12:00 晴 33.0 56.0 南 2.4

13:00 晴 33.0 56.0 東北東 0.6

14:00 晴 34.0 51.0 南西 2.5

15:00 晴 33.5 53.0 南南東 1.0

16:00 晴 33.0 53.0 南南西 1.8

16:20 晴 32.0 58.0 南南西 1.2
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第６５回　全関東医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会 決勝一覧表
山梨中銀スタジアム 平成２３年７月３日(日)

種目

１００ｍ 鳥光　拓人(4) 11.23 竹内　優太(1) 11.28 遠藤　瑞樹(1) 11.34 池洲　諒(2) 11.43 石井　聡(5) 11.49 吉田　寛(4) 11.65 世良　泰(6) 11.66 渡邊　敬康(1) 11.92

風：-0.8 神奈川・慶応三四会 埼玉・埼玉医科 関東学連・群馬 東京・東京 東京・東京 関東学連・東京医科歯科 神奈川・慶応三四会 東京・順天堂

２００ｍ 中山　雄太(1) 22.48 船橋　洋人(6) 22.58 鳥光　拓人(4) 22.71 村田　哲(3) 23.21 石井　聡(5) 23.41 萩原　秀一(3) 23.87 倉永　勇希(2) 25.47

風：-2.4 埼玉・埼玉医科 関東学連・山梨 神奈川・慶応三四会 東京・日大医学部 東京・東京 神奈川・慶応薬学部 栃木・国際医療

４００ｍ 宮脇　敦士(5) 51.25 池田　有(3) 51.36 塩見　真一郎(4) 51.82 田村　大地(4) 52.14 金本　嘉久(3) 52.52 苅谷　英紀(2) 52.67 澁澤　裕史(6) 53.23

東京・東京 関東学連・山梨 東京・東京 栃木・自治医科 関東学連・埼玉医科 神奈川・北里 関東学連・山梨

８００ｍ 山本　祐資(2) 1:58.33 上田　元(4) 1:58.54 稲川　優太(5) 1:59.42 熊谷　拓磨(5) 2:00.78 須田　遊人(6) 2:01.07 塩見　真一郎(4) 2:02.14 久野　瑞貴(2) 2:10.09

東京・杏林 東京・東京医科 関東学連・山梨 関東学連・山梨 神奈川・東京 東京・東京 東京・昭和

１５００ｍ 高森　一(4) 4:19.80 須貝　秀平(3) 4:21.53 柴田　曉(1) 4:21.79 青木　亮(4) 4:22.46 山下　将平(4) 4:23.81 大島　和輝(6) 4:26.61 吉原　雅大(1) 4:27.73 亀樋　尚人(1) 4:28.75

奈良・東京 東京・東京 神奈川・北里 関東学連・山梨 東京・東京医科歯科 埼玉・慶応三四会 茨城・筑波 東京・昭和

５０００ｍ 山下　博司(4) 16:22.47 大島　和輝(6) 16:28.21 田中　健一(2) 16:33.87 福田　壮馬(2) 16:34.40 横倉　智行(3) 16:46.35 福原　伸彦(6) 16:48.17 高石　拓(3) 16:57.26 佐野　康徳(6) 17:10.52

東京・東京 埼玉・慶応三四会 神奈川・北里 茨城・筑波 東京・東京医科 栃木・自治医科 東京・東京 関東陸学・慶応三四会

１１０ｍＨ 岩崎　司(5) 15.71(-1.2) 萩澤　宏樹(4) 15.77(-3.1) 橋本　涼太(3) 15.90(-3.1) 秋山　智志(1) 17.23(-1.2) 橋山　卓弘(3) 17.25(-3.1) 佐々木　貴紀(6) 17.75(-3.1) 結城　将明(4) 18.15(-1.2) 渡邊　敬康(1) 20.12(-1.2)

東京・順天堂 茨城・筑波 栃木・獨協医科 東京・昭和 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 東京・東京 東京・順天堂

４００ｍＨ 遠藤　瑞樹(1) 55.04 田村　大地(4) 56.21 山本　千博(3) 58.13 松原　佑太(2) 59.17 梶尾　暢彦(4) 1:00.24 松尾　裕一郎(5) 1:00.28 廣田　湧(1) 1:05.12 栗林　俊輝(1) 1:05.25

関東学連・群馬 栃木・自治医科 千葉・日大松戸 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 東京・東京 登録中・群馬 栃木・国際医療

３０００ｍＳＣ 福原　伸彦(6) 10:03.71 山下　博司(4) 10:15.34 浅川　陽平(4) 10:23.95 山ノ内　拓実(4) 10:26.71 長徳　将幸(1) 10:27.12 佐々木　裕明(3) 10:39.68 杉田　智樹(2) 10:43.57 中西　恭輔(2) 10:59.97

栃木・自治医科 東京・東京 神奈川・北里 関東学連・群馬 栃木・国際医療 埼玉・防衛医科 神奈川・鶴見 神奈川・北里

４×１００ｍＲ 慶応大三四会 43.41 埼玉医科 43.86 東京 43.93 筑波 44.15 順天堂 44.43 東京医科歯科 44.61 北里 44.84 東邦 45.82

小林　研太(4) 串田　好宏(5) 池洲　諒(2) 川越　亮承(1) 渡邊　敬康(1) 北村　拓也(1) 瀬下　幸彦(1) 富田　匡彦(4)

世良　泰(6) 竹内　優太(1) 石井　聡(5) 中川　隆嶺(2) 岩崎　司(5) 徳永　佳紀(2) 馬場　章人(2) 岩井　達則(3)

鳥光　拓人(4) 金本　嘉久(3) 宮脇　敦士(5) 萩澤　宏樹(4) 黒田　清隆(1) 松尾　一樹(2) 苅谷　英紀(2) 齋藤　孝太(2)

加藤　英生(2) 中山　雄太(1) 入江　翔一(5) 蒲田　久典(5) 小田　遼馬(1) 吉田　寛(4) 後藤　啓吾(2) 渡辺　大地(6)

４×４００ｍＲ 東京 3:28.33 北里 3:30.07 慶応大三四会 3:33.85 筑波 3:35.02 昭和大学 3:35.89 東京医科歯科 3:36.55 日大歯学部 3:37.49 東京医科 3:37.68

宮脇　敦士(5) 馬場　章人(2) 松原　佑太(2) 萩澤　宏樹(4) 久野　瑞貴(2) 徳永　佳紀(2) 小林　秀太朗(1) 植松　望武(4)

池洲　諒(2) 苅谷　英紀(2) 加藤　英生(2) 蒲田　久典(5) 栗山　翔司(6) 吉田　寛(4) 高川　遼祐(1) 小森　悠矢(4)

岸谷　達史朗(2) 原　義尚(2) 世良　泰(6) 多田村　明弘(1) 山川　正博(5) 松尾　一樹(2) 津谷　充宏(2) 上田　元(4)

高森　一(4) 後藤　啓吾(2) 鳥光　拓人(4) 中川　隆嶺(2) 山田　貴志(4) 山下　将平(4) 横山　宗典(2) 高橋　篤史(3)

走高跳 萩田　大地(4) 2m01 宇賀神　裕(2) 1m92 橋山　卓弘(3) 1m80 佐藤　純也(1) 1m70 岩田　賢太郎(2) 1m70 緒方　善政(2) 1m65 瀬田　康弘(6) 1m65 久保　伸貴(2) 1m55

関東学連・防衛医科　　　　=GR 栃木・国際医療 神奈川・慶応三四会 栃木・国際医療 神奈川・慶応三四会　無効試技差 東京・東京 東京・慈恵会医科　　無効試技差 東京・順天堂

走幅跳 中川　隆嶺(2) 6m70(+1.6) 竜崎　俊亘(4) 6m67(+1.4) 橋山　卓弘(3) 6m58(+2.2) 蛭間　貴司(1) 6m52(+2.1) 蒲田　久典(5) 6m51(+0.6) 西郷　智貴(1) 6m48(+3.0) 萩田　大地(4) 6m24(+2.1) 新井　絢也(4) 6m19(+2.7)

茨城・筑波 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 関東学連・群馬 茨城・筑波 神奈川・北里 関東学連・防衛医科 東京・東京

三段跳 菅　裕亮(3) 13m96(+0.9) 蒲田　久典(5) 13m81(+1.5) 松崎 和磨(3) 13m78(+0.4) 西郷　智貴(1) 13m69(+1.1) 萩田　大地(4) 13m45(+2.3) 宇賀神　裕(2) 13m11(+0.8) 村田　俊介(2) 13m07(+1.6) 西本　真章(6) 13m02(+2.3)

群馬県・明治薬科 茨城・筑波 東京・東京歯科 神奈川・北里 関東学連・防衛医科 栃木・国際医療 神奈川・麻布 神奈川・慶応三四会

砲丸投 宮野　涼至(2) 11m01 保浦　修裕(3) 10m50 高山　和樹(1) 10m42 桐野　創(5) 10m02 見澤　大輔(2) 9m68 原　湖楠(5) 9m53 小川　悠(2) 9m41 関口　敬一朗(5) 9m19

7.26kg 東京・東京 関東学連・東京医科歯科 東京・杏林 神奈川・慶応三四会 東京・日大医学部 神奈川・東京 東京・順天堂 関東学連・群馬

円盤投 保浦　修裕(3) 31m07 高山　和樹(1) 29m79 緒方　善政(2) 29m73 原　湖楠(5) 28m96 久保　伸貴(2) 28m12 酒井　貴央(3) 27m38 矢口　知征(3) 25m82 桐野　創(5) 25m22

2.0kg 関東学連・東京医科歯科 東京・杏林 東京・東京 神奈川・東京 東京・順天堂 栃木・自治医科 関東学連・群馬 神奈川・慶応三四会

やり投 緒方　善政(2) 53m22 後藤　啓吾(2) 49m53 清水　崇紘(5) 49m42 世良　泰(6) 44m37 三枝　晋(2) 44m06 萩澤　宏樹(4) 41m13 矢口　知征(3) 41m11 遊木　一成(3) 39m87

800g 東京・東京 神奈川・北里 東京・東京 神奈川・慶応三四会 栃木・国際医療 茨城・筑波 関東学連・群馬 神奈川・慶応三四会
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[ GR:大会記録／=GR：大会タイ記録／TK:着差あり ]
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第６５回　全関東医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会 決勝一覧表
山梨中銀スタジアム 平成２３年７月３日(日)

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 吹野　恵子(4) 13.59 竹山　千晶(2) 13.92 新井　礼(3) 13.96 松浦　みなみ(4) 13.97 田中　美帆(3) 14.08 吉津　亜矢帆(3) 14.09

風：-3.1 東京・東京医科歯科 東京・昭和 関東学連・埼玉医科 東京・慶応薬学部 神奈川・北里 神奈川・慶応三四会

２００ｍ 工藤　裕実(3) 26.59 吹野　恵子(4) 27.29 竹山　千晶(2) 28.06 吉津　亜矢帆(3) 28.27 川野　亜也奈(2) 28.32 枝松　真紀(2) 28.62 高瀬　晶子(5) 28.91 外崎　万里(3) 30.49

風：-0.7 神奈川・慶応三四会 東京・東京医科歯科 東京・昭和 神奈川・慶応三四会 東京・東京医科歯科 栃木・自治医科 東京・東京医科 東京・順天堂

４００ｍ 松井　法恵(4) 1:03.25 北村　瑶子(4) 1:04.49 川口　真由子(3) 1:05.37 武藤　晴南(1) 1:06.93 工藤　裕実(3) 1:07.00 岩部　佳穂(1) 1:07.52 稲垣　有美(2) 1:08.73

東京・杏林 東京・東京医科歯科 栃木・獨協医科 東京・昭和 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 東京・東京医科歯科

８００ｍ 平野　朝子(6) 2:28.71 松尾　はるか(4) 2:31.16 阿部　小百合(3) 2:32.33 岩部　佳穂(1) 2:36.64 川上　直美(1) 2:39.19 田中　麻里(2) 2:41.21 岡村　みずき(2) 2:46.52 冨澤　洋子(2) 2:56.01

東京・昭和 東京・東京医科歯科 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 栃木・自治医科 東京・順天堂 山梨・山梨 栃木・自治医科

１５００ｍ 後藤　塁(4) 5:07.91 松尾　はるか(4) 5:12.92 増田　英莉(4) 5:12.99 阿部　小百合(3) 5:13.05 中田　千穂(1) 5:22.89 山本　真帆(1) 5:30.35 吉田　千紗(6) 5:31.68 仲田　真依子(5) 5:36.66

茨城・筑波 東京・東京医科歯科 関東学連・群馬 神奈川・慶応三四会 神奈川・聖マリアンナ 神奈川・北里 東京・順天堂 栃木・自治医科

３０００ｍ 後藤　塁(4) 10:48.61 木村　奈々恵(2) 11:18.43 仲田　真依子(5) 11:37.49 矢崎　香菜(1) 11:45.20 佐藤　美紀(3) 11:59.92 中沢　美帆(4) 12:01.96 小林　有彩(1) 12:09.84 星野　咲季(3) 12:26.25

茨城・筑波 東京・順天堂 栃木・自治医科 神奈川・北里 東京・北里 東京・順天堂 茨城・筑波 東京・昭和薬科

１００ｍＨ 阿久津　瑞季(1) 16.68(-1.6) 松浦　みなみ(4) 17.92(-1.6) 長　比佐子(4) 18.31(-1.6) 中小路　絢子(6) 18.65(-1.6) 内木場　紗奈(4) 18.74(-2.4) 稲木　瑞花(2) 18.76(-2.4) 近兼　絵里香(2) 18.90(-1.6) 冨澤　洋子(2) 19.51(-2.4)

栃木・国際医療 東京・慶応薬学部 栃木・獨協医科 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 東京・順天堂 東京・東京医科 栃木・自治医科

４×１００ｍＲ 東京医科歯科 52.63 慶応大三四会 53.61 獨協医科 54.28 国際医療福祉 54.40 自治医科 54.52 順天堂 55.00 筑波 56.15 北里 57.41

川野　亜也奈(2) 柳澤　奈々(2) 宇津木　景子(2) 木嶋　麻樹(2) 冨澤　洋子(2) 稲木　瑞花(2) 大貫　結華(5) 有馬　和奈(1)

北村　瑶子(4) 内木場　紗奈(4) 川口　真由子(3) 磯　絢香(1) 枝松　真紀(2) 土佐　翠(4) 川口　安珠(3) 田中　美帆(3)

宮原　琴美(2) 岩部　佳穂(1) 栗山　安里子(5) 宇梶　瑠美(1) 中川　彩子(2) 山口　奈苗(6) 間野　智子(1) 河相　ゆた香(1)

吹野　恵子(4) 吉津　亜矢帆(3) 長　比佐子(4) 阿久津　瑞季(1) 杉山　捺希(1) 外崎　万里(3) 小野　綾花(4) 安田　千穂(1)

走高跳 田中　美帆(3) 1m59 柳澤　奈々(2) 1m59 高橋　恵美(2) 1m30 小島　聖美　(4) 1m25

神奈川・北里 GR 神奈川・慶応三四会　GR 無効試技差東京・明治薬科 東京・東京医科歯科

山本　遥菜(2) 1m30 安田　千穂(1) 1m25

関東学連・埼玉医科 神奈川・北里

走幅跳 松浦　みなみ(4) 4m99(+3.5) 坂本　奈津季(2) 4m85(+0.6) 田中　美帆(3) 4m82(+0.7) 柳澤　奈々(2) 4m73(+2.3) 高橋　夏澄(1) 4m68(+2.4) 中谷　貴恵(3) 4m62(+2.3) 會澤　真緒(3) 4m55(+3.6) 宇津木　景子(2) 4m36(+2.9)

東京・慶応薬学部 東京・東京医科歯科 神奈川・北里 神奈川・慶応三四会 栃木・自治医科 高知・昭和 神奈川・聖マリアンナ 栃木・獨協医科

砲丸投 河相　ゆた香(1) 9m19 山本　遥菜(2) 8m46 會澤　真緒(3) 7m71 吉津　亜矢帆(3) 7m55 跡部　かおり(5) 6m99 平松　香菜恵(1) 6m59 東浦　瑞生(1) 6m26 野津　八千代(2) 5m85

4.0kg 神奈川・北里 GR 関東学連・埼玉医科 神奈川・聖マリアンナ 神奈川・慶応三四会 神奈川・慶応三四会 神奈川・北里 神奈川・聖マリアンナ 東京・東京医科歯科

円盤投 河相　ゆた香(1) 24m93 跡部　かおり(5) 22m60 川口　安珠(3) 20m58 内木場　紗奈(4) 20m05 金子　茉莉(4) 16m87 辻畑　志帆子(1) 13m90 山本　真央(1) 13m60 益子　有美(2) 13m54

1.0kg 神奈川・北里 神奈川・慶応三四会 茨城・筑波 神奈川・慶応三四会 東京・日大歯学部 東京・東京医科歯科 東京・東京医科歯科 東京・東京医科

やり投 河相　ゆた香(1) 37m04 山本　遥菜(2) 31m29 安島　千咲(3) 23m67 内木場　紗奈(4) 23m60 平松　香菜恵(1) 23m51 川口　安珠(3) 22m50 安倍　慧(4) 20m43 岩瀬　奈津子(6) 18m86

600g 神奈川・北里 関東学連・埼玉医科 山梨・山梨 神奈川・慶応三四会 神奈川・北里 茨城・筑波 千葉・日大松戸 東京・東京医科歯科
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麻布
北里 1 4 4 4 5 18 1 3 5 9 27

杏林 6 6 ４ 5 9 15

群馬 4 6 3 13 3 3 16

慶応三四会 6 4 1 5 3 5 6 4 34 2 6 9 ３ 3 21 2 55 2

慶応薬学部 1 1 1

国際医療 2 2 8 1 2 11 5 13

埼玉医科 5 6 2 5 18 18

自治医科 3 1 5 6 15 1 1 16

順天堂 6 2 8 2 2 10

昭和 3 2 5 5

昭和薬科 0

信州 0

聖マリアンナ 0

筑波 3 5 3 3 14 8 5 1 14 3 28 3

鶴見 0

東京医科歯科 1 2 1 1 5 ５ 6 11 4 16

東京医科 5 2 7 7

東京歯科 4 4 4

慈恵会医科 0

東京 5 2 10 3 11 6 1 5 4 6 53 1 1 ７ 7 10 25 1 78 1

東邦 0

獨協医科 4 4 4

日本医科 0

日大医学部 3 3 ２ 2 5

日大歯学部 0

日大松戸 4 4 4

防衛医科 1 1 6 2 8 9

明治薬科 6 6 6

山梨 5 5 7 3 20 3 20

1 / 1
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麻布
北里 2 1 5 8 3 4 3 ６ 8 24 32 3

杏林 6 6 6

群馬 4 4 4

慶応三四会 1 9 3 7 3 5 5 33 2 2 3 ８ 3 16 49 1

慶応薬学部 3 5 8 6 6 14

国際医療 6 3 9 9

埼玉医科 ４ 4 0.5 2 5 7,5 11,5

自治医科 1 2 4 2 9 2 2 11

順天堂 1 6 1 1 9 9

昭和 ５ 4 3 6 18 3 1 1 19

昭和薬科 0

信州 0

聖マリアンナ 2 2 1 1 3

筑波 6 6 12 ４ 1 5 17

東京医科歯科 ６ 7 5 5 5 6 33 1 5 １ 6 39 2

東京医科 0

東京歯科 0

東京 0

東邦 0

獨協医科 4 4 4 12 12

日本歯科 ２ 2 2

日大医学部 0

日大松戸 0

防衛医科 0

明治薬科 0.5 0,5 1

山梨 4 4 4

1 / 1



一般男子100m

大会記録(GR)            10.8      高野　克己(富士吉田市・筑波大)        第４４回

大会記録(GR)            11.07     橋本　章吾(多摩市立・山梨大)          第６３回

予選 6組1着＋2

1組 風:-0.9 2組 風:-1.4

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ 東京 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 関東学連
1 2 115 渡邊　敬康(1) 順天堂 11.80 Q 1 6 39 遠藤　瑞樹(1) 群馬 11.15 Q

ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 栃木 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉
2 6 87 佐藤　充(3) 国際医療 12.00 2 8 90 竹内　優太(1) 埼玉医科 11.18 q

ﾀﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 東京 ｲｹｽ ﾘｮｳ 東京
3 5 135 玉田　啓太(4) 昭和 12.14 3 5 233 池洲　諒(2) 東京 11.36 q

ｳｴﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 東京 ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川
4 8 204 植松　望武(4) 東京医科 12.15 4 1 26 後藤　啓吾(2) 北里 11.51

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 神奈川
5 7 224 高橋　潤次(3) 慈恵会医科 12.41 5 7 107 小田　遼馬(1) 順天堂 11.81

ﾋﾙﾏ ﾀｶｼ 関東学連 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲﾁ 神奈川
3 41 蛭間　貴司(1) 群馬 DNS 6 4 16 山口　貴一(5) 麻布 12.23

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ 栃木 ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ 東京
4 103 田中　一哉(5) 自治医科 DNS 2 276 小山　瑛司(1) 日大医学部 DNS

ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 東京
3 216 河合　章太(5) 東京歯科 DNS

3組 風:+0.8 4組 風:+0.5

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京 ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川
1 4 249 石井　聡(5) 東京 11.43 Q 1 4 69 世良　泰(6) 慶応三四会 11.49 Q

ﾀﾀﾞﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 茨城 ｶﾜｺﾞｴ ﾘｮｳｽｹ 茨城
2 3 161 多田村　明弘(1) 筑波 11.50 2 3 160 川越　亮承(1) 筑波 11.75

ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 埼玉 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｷ 東京
3 5 297 伊藤　翼(2) 防衛医科 11.85 3 5 182 徳永　佳紀(2) 東京医科歯科 11.78

ﾖｺｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京 ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東京
4 7 258 横井　佑一郎(2) 東邦 12.84 4 6 141 栗山　翔司(6) 昭和 11.99

ﾂｶﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 栃木 ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 関東学連
5 8 269 塚原　恭平(4) 獨協医科 13.37 5 7 93 串田　好宏(5) 埼玉医科 12.74

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 長野 ｱｻｶｹﾞ ﾏｻｷ 東京
OP 6 151 竹田　裕(4) 信州 11.89 6 8 197 朝蔭　正樹(3) 東京医科 13.02

ｻﾄｳ ﾋｻｱｷ 東京都 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼﾐﾁ 東京
1 305 佐藤　久顕(2) 明治薬科 DNS 7 2 287 永島　利通(1) 日大歯学部 13.39

ｲｼｲ ｱﾂﾖｼ 東京
2 34 石井　淳善(1) 杏林 DNS

5組 風:+1.3 6組 風:-0.4

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連 ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川
1 5 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科 11.39 Q 1 3 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会 11.34 Q

ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾋﾄ 神奈川 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ 神奈川
2 3 29 馬場　章人(2) 北里 11.60 2 5 73 萩原　秀一(3) 慶応薬学部 11.60

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾄ 栃木 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾉﾌﾞﾔｽ 神奈川
3 2 78 藤井　智仁(1) 国際医療 12.03 3 8 7 轟木　伸安(2) 麻布 11.78

ｵﾉ ﾏｻﾉﾘ 千葉 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾛ 山梨
4 4 294 小野　仁徳(4) 日大松戸 12.20 4 6 308 井上　康浩(2) 山梨 12.54

ﾂﾁﾔ ﾅｵﾄ 東京 ﾖｼｽﾞﾐ ｺｳ 埼玉
5 7 257 土屋　尚人(2) 東邦 12.77 5 7 296 吉住　航(1) 防衛医科 13.06

ﾌﾀﾐ ｶｽﾞｵﾐ 東京 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾔｽ 長野
6 1 211 二見　和臣(2) 東京歯科 13.32 OP 4 149 野口　昌靖(3) 信州 11.99

ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 東京 ｶｲﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ 東京
7 8 274 石沢　大基(1) 日大医学部 13.64 1 272 貝沼　駿介(2) 日本医科 DNS

ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 山梨 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京
6 307 大山　晃司(1) 山梨 DNS 2 36 柳下　康博(1) 杏林 DNS

決勝 
風:-0.8

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川
1 6 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会 11.23

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉
2 2 90 竹内　優太(1) 埼玉医科 11.28

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 関東学連
3 5 39 遠藤　瑞樹(1) 群馬 11.34

ｲｹｽ ﾘｮｳ 東京
4 1 233 池洲　諒(2) 東京 11.43

ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京
5 3 249 石井　聡(5) 東京 11.49

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連
6 4 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科 11.65

ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川
7 7 69 世良　泰(6) 慶応三四会 11.66

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ 東京
8 8 115 渡邊　敬康(1) 順天堂 11.92

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 10:45 予選

7月3日 15:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子200m

大会記録(GR)            22.0      里　誠(東京歯科大)                    

大会記録(GR)            21.95     橋本　章吾(上柚木・山梨大)            第６１回

予選 6組1着＋2

1組 風:0.0 2組 風:-2.4

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾗﾅｶﾞ ﾕｳｷ 栃木 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 関東学連
1 8 84 倉永　勇希(2) 国際医療 25.22 Q 1 3 318 船橋　洋人(6) 山梨 22.95 Q

ｻｸﾗｲ  ｺｳｽｹ 長野 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 東京
OP 7 144 櫻井　孝相　(1) 信州 25.54 2 5 185 松尾　一樹(2) 東京医科歯科 23.74

ｶｲﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ 東京 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京
2 272 貝沼　駿介(2) 日本医科 DNS 3 2 140 山川　正博(5) 昭和 24.38

ｲﾜｻｷ ﾂｶｻ 東京 ｲﾜｲ ﾀﾂﾉﾘ 東京
3 123 岩崎　司(5) 順天堂 DNS 4 6 259 岩井　達則(3) 東邦 24.94

ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東京 ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄｼ 栃木
4 141 栗山　翔司(6) 昭和 DNS 5 4 82 石塚　吏(2) 国際医療 25.48

ｺﾀﾆ ﾋﾛﾋﾄ 山梨 ｺｲｹ ﾀｶﾄ 関東学連
5 309 小谷　紘史(2) 山梨 DNS 6 8 47 小池　隆登(6) 群馬 28.18

ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾀｶ 東京 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼﾐﾁ 東京
6 223 白石　朋敬(3) 慈恵会医科 DNS 7 287 永島　利通(1) 日大歯学部 DNS

3組 風:-1.6 4組 風:-2.3

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京 ﾑﾗﾀ ｻﾄﾙ 東京
1 3 249 石井　聡(5) 東京 23.30 Q 1 3 281 村田　哲(3) 日大医学部 23.22 Q

ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川 ｲｹｽ ﾘｮｳ 東京
2 6 69 世良　泰(6) 慶応三四会 23.39 2 6 233 池洲　諒(2) 東京 23.56

ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｮｳ 茨城 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 神奈川
3 5 162 寺嶋　祥(1) 筑波 25.23 3 2 12 濱元　俊輔(3) 麻布 24.23

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 東京
4 8 224 高橋　潤次(3) 慈恵会医科 25.38 4 5 217 木村 翔馬(5) 東京歯科 24.86

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾏ 神奈川 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉
5 4 24 石川　凌馬(2) 北里 25.54 5 7 295 鈴木　崇文(1) 防衛医科 27.32

ｲﾏｲ ｶｽﾞｵ 埼玉 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 長野
2 303 今井　一男(5) 防衛医科 DNS OP 4 151 竹田　裕(4) 信州 24.32

ｱｵｷ ｼﾝｺﾞ 東京 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋｺ 東京
7 290 青木　伸悟(4) 日大歯学部 DNS 8 262 富田　匡彦(4) 東邦 DNS

5組 風:-1.7 6組 風:-2.1

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼玉
1 3 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会 23.05 Q 1 3 91 中山　雄太(1) 埼玉医科 23.12 Q

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ 神奈川 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連
2 5 73 萩原　秀一(3) 慶応薬学部 23.27 q 2 5 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科 23.22 q

ﾀﾅｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 東京
3 6 6 田中　善久(2) 麻布 23.91 3 8 108 黒田　清隆(1) 順天堂 23.98

ﾋﾛﾀ ﾕｳ 登録中 ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 東京
4 4 42 廣田　湧(1) 群馬 25.11 4 4 207 小森　悠矢(4) 東京医科 24.77

ｾﾄ ﾋﾛｷ 東京 ﾀﾀﾞﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 茨城
5 2 284 瀬戸　比呂木(5) 日大医学部 25.14 6 161 多田村　明弘(1) 筑波 DNS

ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ 栃木
6 7 17 伊藤　慶一(1) 北里 25.36 7 103 田中　一哉(5) 自治医科 DNS

ﾊﾀｹﾅｶ ｼﾞｭﾝ 東京
7 8 192 畠中　淳(1) 東京医科 25.93

決勝 

風:-2.4

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼玉
1 3 91 中山　雄太(1) 埼玉医科 22.48

ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 関東学連
2 5 318 船橋　洋人(6) 山梨 22.58

ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川
3 6 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会 22.71

ﾑﾗﾀ ｻﾄﾙ 東京
4 4 281 村田　哲(3) 日大医学部 23.21

ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京
5 8 249 石井　聡(5) 東京 23.41

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ 神奈川
6 1 73 萩原　秀一(3) 慶応薬学部 23.87

ｸﾗﾅｶﾞ ﾕｳｷ 栃木
7 7 84 倉永　勇希(2) 国際医療 25.47

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連
2 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科 DNF

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 12:10 予選

7月3日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子400m

大会記録(GR)            49.21     橋本　章吾(上柚木・山梨大)            第６１回

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼｵﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京 ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 東京

1 3 243 塩見　真一郎(4) 東京 52.37 Q 1 5 254 宮脇　敦士(5) 東京 51.14 Q
ｶﾅﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 関東学連 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 栃木

2 6 92 金本　嘉久(3) 埼玉医科 52.74 q 2 4 100 田村　大地(4) 自治医科 51.80 q
ｶｸﾗｲ ﾕｳ 東京 ｶﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川

3 7 134 加倉井　優(4) 昭和 55.19 3 8 25 苅谷　英紀(2) 北里 52.39 q
ﾎﾘｸﾞﾁ ｹｲｼﾞﾛｳ 栃木 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

4 4 79 堀口　慶次郎(1) 国際医療 57.11 4 2 304 石山博一(1) 明治薬科 53.75
ｶﾂﾏﾀ ﾖｼﾄ 神奈川 ｳｼﾔﾏ ｻﾄｼ 神奈川

5 1 19 勝亦　義人(1) 北里 57.39 5 1 10 牛山　聡(3) 麻布 55.49
ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 東京 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵｷ 東京

6 8 181 田辺　健児(2) 東京医科歯科 57.44 3 230 田所　直樹(6) 慈恵会医科 DNS
ｵｵｷ ﾘｮｳｽｹ 東京 ｵｵｶﾜ ｼｭﾝﾔ 東京

2 124 大木　遼祐(5) 順天堂 DNS 6 142 大川　俊弥(2) 昭和薬科 DNS
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 茨城 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 東京

5 171 原　優太(4) 筑波 DNS 7 126 小島　一樹(5) 順天堂 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾔ ﾐﾂﾋﾛ 東京 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 関東学連

1 1 288 津谷　充宏(2) 日大歯学部 52.93 Q 1 5 310 池田　有(3) 山梨 52.06 Q
ｼﾌﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 関東学連 ﾔﾅｲ ﾖｼﾉﾘ 神奈川

2 3 317 澁澤　裕史(6) 山梨 53.73 q 2 4 71 楊井　祥典(6) 慶応三四会 53.75
ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 東京

3 8 140 山川　正博(5) 昭和 54.42 3 1 256 齋藤　孝太(2) 東邦 54.26
ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 栃木 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｮｳ 茨城

4 6 270 石塚　紀行(5) 獨協医科 54.90 4 6 162 寺嶋　祥(1) 筑波 55.39
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾓﾝ 東京 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 東京

5 7 196 松本　龍門(2) 東京医科 1:05.24 5 8 199 高橋　篤史(3) 東京医科 55.42
ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾀｶ 東京 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 長野

2 223 白石　朋敬(3) 慈恵会医科 DNS OP 3 146 北川　幹太(2) 信州 52.37
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 神奈川 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京

4 55 松原　佑太(2) 慶応三四会 DNS 2 285 小林　秀太朗(1) 日大歯学部 DNS
ﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 東京

5 156 八木　慎太郎(4) 聖マリアンナ DNS 7 220 中村　祐輔(2) 慈恵会医科 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 東京
1 5 254 宮脇　敦士(5) 東京 51.25

ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 関東学連
2 4 310 池田　有(3) 山梨 51.36

ｼｵﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京
3 3 243 塩見　真一郎(4) 東京 51.82

ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 栃木
4 8 100 田村　大地(4) 自治医科 52.14

ｶﾅﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 関東学連
5 2 92 金本　嘉久(3) 埼玉医科 52.52

ｶﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川
6 7 25 苅谷　英紀(2) 北里 52.67

ｼﾌﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 関東学連
7 1 317 澁澤　裕史(6) 山梨 53.23

ﾂﾔ ﾐﾂﾋﾛ 東京
6 288 津谷　充宏(2) 日大歯学部 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:10 予選

7月3日 15:15 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

大会記録(GR)            1:56.20   津布久　義人(大井埠頭・東邦大)        第５０回

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 関東学連

1 3 156 八木　慎太郎(4) 聖マリアンナ 2:05.08 Q 1 3 315 熊谷　拓磨(5) 山梨 2:03.82 Q
ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 栃木 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾅﾘ 栃木

2 8 266 橋本　昌也(3) 獨協医科 2:08.12 2 6 85 小島　弘誠(2) 国際医療 2:06.81
ﾊﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京

3 6 30 原　義尚(2) 北里 2:09.24 3 5 137 久保　大二郎(5) 昭和 2:09.52
ｳｻﾐ ﾘｮｳﾀ 埼玉 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 東京

4 5 299 宇佐美　龍太(3) 防衛医科 2:10.98 4 8 279 清水　諭(3) 日大医学部 2:20.45
ﾆｲｻｶ ﾏｻﾋﾛ 茨城 ｲﾄｼﾏ ﾘｮｳ 長野

5 2 163 新坂　真広(1) 筑波 2:15.89 OP 4 154 糸島　亮(6) 信州 2:10.97
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 東京 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 神奈川

6 7 201 山崎　純(3) 東京医科 2:18.01 2 51 山下　修平(1) 慶応三四会 DNS
ｲﾜｲﾀ ﾕｳｷ 神奈川 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

7 4 48 祝田　勇輝(1) 慶応三四会 2:19.31 7 304 石山博一(1) 明治薬科 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京 ｼｵﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京

1 3 203 上田　元(4) 東京医科 2:03.27 Q 1 4 243 塩見　真一郎(4) 東京 2:04.77 Q
ﾋｻﾉ ﾐｽﾞｷ 東京 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京

2 5 130 久野　瑞貴(2) 昭和 2:04.20 q 2 2 210 谷口 修一朗(2) 東京歯科 2:05.10
ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 栃木 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ 茨城

3 6 80 本山　広貴(1) 国際医療 2:07.34 3 5 169 鈴木　一史(4) 筑波 2:06.18
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 東京 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京

4 2 220 中村　祐輔(2) 慈恵会医科 2:08.02 4 3 225 村山　大輔(4) 慈恵会医科 2:09.54
ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳ 東京 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾋﾄ 東京

5 8 112 中谷　諒(1) 順天堂 2:13.40 5 7 260 柏木　克仁(3) 東邦 2:13.59
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀｸ 関東学連 ｸﾛｻｷ ﾀｶﾋｻ 東京

6 4 45 木村　友沢(5) 群馬 2:14.74 6 125 黒崎　貴久(5) 順天堂 DNS
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 ｶｷﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川

7 177 北村　拓也(1) 東京医科歯科 DNS 8 157 柿沼　一隆(6) 聖マリアンナ DNS

5組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京

1 5 38 山本　祐資(2) 杏林 2:03.19 Q
ｲﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 関東学連

2 6 314 稲川　優太(5) 山梨 2:03.52 q
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川

3 4 255 須田　遊人(6) 東京 2:03.54 q
ﾀｺﾅｲ ﾄﾞｳﾃﾂ 東京

4 7 190 田子内　道徹(5) 東京医科歯科 2:09.51
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 神奈川

3 2 水野　雄貴(1) 麻布 DNS
ﾐﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川

8 31 三田村　純(2) 北里 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京
1 4 38 山本　祐資(2) 杏林 1:58.33

ｳｴﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京
2 6 203 上田　元(4) 東京医科 1:58.54

ｲﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 関東学連
3 8 314 稲川　優太(5) 山梨 1:59.42

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 関東学連
4 5 315 熊谷　拓磨(5) 山梨 2:00.78

ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川
5 1 255 須田　遊人(6) 東京 2:01.07

ｼｵﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京
6 3 243 塩見　真一郎(4) 東京 2:02.14

ﾋｻﾉ ﾐｽﾞｷ 東京
7 2 130 久野　瑞貴(2) 昭和 2:10.09

ﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川
7 156 八木　慎太郎(4) 聖マリアンナ DNF

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 09:50 予選

7月3日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子1500m

大会記録(GR)            4:02.14   斉藤　竜助(上柚木・筑波大)            第６１回

予選 3組4着＋4

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾔ ｷｮｳﾀﾛｳ 東京 ｽｶﾞｲ ｼｭｳﾍｲ 東京

1 13 215 大矢 恭太郎(5) 東京歯科 4:35.17 Q 1 13 240 須貝　秀平(3) 東京 4:30.58 Q

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 神奈川 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 東京

2 1 22 柴田　曉(1) 北里 4:37.01 Q 2 6 188 山下　将平(4) 東京医科歯科 4:30.94 Q

ｶﾅﾀｹ ﾀｶﾋﾃﾞ 埼玉 ｻﾉ ﾔｽﾉﾘ 関東陸学

3 4 298 金武　嵩英(2) 防衛医科 4:37.37 Q 3 2 68 佐野　康徳(6) 慶応三四会 4:30.95 Q

ｱｵｷ ﾘｮｳ 関東学連 ｼﾞｮｳﾉ ﾋｻｼ 関東学連

4 15 312 青木　亮(4) 山梨 4:38.05 Q 4 14 311 城野　悠志(3) 山梨 4:30.97 Q

ｲﾅﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 東京 ﾅｶﾞﾄﾓ ｶｽﾞｷ 茨城

5 11 186 稲葉　俊介(3) 東京医科歯科 4:39.77 5 4 166 長友　一樹(2) 筑波 4:31.04 q

ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 神奈川 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 栃木

6 6 14 森山　純(3) 麻布 4:40.28 6 3 99 佐藤　光(3) 自治医科 4:38.59 q

ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳ 関東学連 ｶﾉｳﾀﾞ ﾌﾐﾋｻ 千葉

7 14 40 関口　奨(1) 群馬 4:46.28 7 11 292 叶多　史尚(2) 日大松戸 4:41.15

ﾄﾐｻﾜ ｿｳ 東京 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾛ 東京

8 5 227 富沢　想(5) 慈恵会医科 4:57.19 8 7 133 鈴木　統大(3) 昭和 4:43.25

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 栃木 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 神奈川

9 12 95 清水　大(1) 自治医科 4:58.25 9 9 4 川口　知晃(2) 麻布 4:43.43

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 栃木 ｱｵﾉ ﾀﾞｲﾁ 東京

10 10 271 福田　翔(6) 獨協医科 5:05.43 10 10 116 青野　大地(2) 順天堂 4:51.93

ｵｵｻﾜ ﾔﾏﾄ 東京 ﾌﾜ ﾏｻﾕｷ 東京

11 8 275 大澤　大和(1) 日大医学部 5:45.77 11 8 209 不破　雅之(5) 東京医科 5:00.61

ﾉﾅｶ ﾀｹｻﾄ 長野 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京

OP 3 145 野中　赳聡(1) 信州 4:49.41 12 12 221 安田　健一(2) 慈恵会医科 5:04.67

ﾎﾝﾏ ｾｲｼﾞｭﾝ 東京 ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ 東京

2 121 本間　誠淳(3) 順天堂 DNS 1 276 小山　瑛司(1) 日大医学部 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京 ｳｻﾐ ﾘｮｳﾀ 埼玉

7 38 山本　祐資(2) 杏林 DNS 5 299 宇佐美　龍太(3) 防衛医科 DNS

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

9 89 松本　大典(3) 国際医療 DNS

3組
カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 奈良

1 2 245 高森　一(4) 東京 4:24.48 Q

ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 茨城

2 13 164 吉原　雅大(1) 筑波 4:25.19 Q

ｶﾒﾋ ﾅｵﾄ 東京

3 14 128 亀樋　尚人(1) 昭和 4:27.93 Q

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉

4 5 66 大島　和輝(6) 慶応三四会 4:28.39 Q

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京

5 10 291 鈴木　崇之(6) 日大歯学部 4:31.61 q

ﾎｿﾔ ﾀｹﾋﾛ 栃木

6 11 265 細谷　雄大(2) 獨協医科 4:34.97 q

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀｸ 関東学連

7 4 45 木村　友沢(5) 群馬 4:55.70

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 東京

8 6 263 小林　優(5) 東邦 5:12.68

ﾀｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京

9 1 191 田崎　晃一郎(1) 東京医科 5:26.43

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 東京

3 273 渡辺　祐介(2) 日本医科 DNS

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ

7 72 木下　雄登(3) 慶応薬学部 DNS

ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵﾋｺ 東京

8 37 谷本　直彦(2) 杏林 DNS

ｳｴﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川

9 18 上野　慎太郎(1) 北里 DNS

ｶｷﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川

12 157 柿沼　一隆(6) 聖マリアンナ DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:45 予選

7月3日 15:50 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

大会記録(GR)            4:02.14   斉藤　竜助(上柚木・筑波大)            第６１回

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:45 予選

7月3日 15:50 決勝

決勝 

カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 奈良

1 8 245 高森　一(4) 東京 4:19.80

ｽｶﾞｲ ｼｭｳﾍｲ 東京

2 1 240 須貝　秀平(3) 東京 4:21.53

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 神奈川

3 13 22 柴田　曉(1) 北里 4:21.79

ｱｵｷ ﾘｮｳ 関東学連

4 4 312 青木　亮(4) 山梨 4:22.46

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 東京

5 9 188 山下　将平(4) 東京医科歯科 4:23.81

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉

6 14 66 大島　和輝(6) 慶応三四会 4:26.61

ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 茨城

7 2 164 吉原　雅大(1) 筑波 4:27.73

ｶﾒﾋ ﾅｵﾄ 東京

8 3 128 亀樋　尚人(1) 昭和 4:28.75

ｵｵﾔ ｷｮｳﾀﾛｳ 東京

9 15 215 大矢 恭太郎(5) 東京歯科 4:33.37

ｼﾞｮｳﾉ ﾋｻｼ 関東学連

10 11 311 城野　悠志(3) 山梨 4:34.91

ｻﾉ ﾔｽﾉﾘ 関東陸学

11 7 68 佐野　康徳(6) 慶応三四会 4:36.04

ｶﾅﾀｹ ﾀｶﾋﾃﾞ 埼玉

12 10 298 金武　嵩英(2) 防衛医科 4:36.58

ﾅｶﾞﾄﾓ ｶｽﾞｷ 茨城

13 16 166 長友　一樹(2) 筑波 4:37.16

ﾎｿﾔ ﾀｹﾋﾛ 栃木

14 5 265 細谷　雄大(2) 獨協医科 4:46.04

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京

15 12 291 鈴木　崇之(6) 日大歯学部 4:59.54

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 栃木

6 99 佐藤　光(3) 自治医科 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

大会記録(GR)            15:01.87  土岐　朋善(栃木県総合運動場・北里大)  第６０回

決勝 

カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 東京

1 27 247 山下　博司(4) 東京 16:22.47

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｷ 埼玉

2 21 66 大島　和輝(6) 慶応三四会 16:28.21

ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 神奈川

3 12 27 田中　健一(2) 北里 16:33.87

ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城

5 11 167 福田　壮馬(2) 筑波 16:34.40

ﾖｺｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 東京

6 14 202 横倉　智行(3) 東京医科 16:46.35

ﾌｸﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 栃木

7 2 104 福原　伸彦(6) 自治医科 16:48.17

ﾀｶｲｼ ﾀｸ 東京

8 18 241 高石　拓(3) 東京 16:57.26

ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 栃木

9 7 81 秋山　淳(2) 国際医療 17:01.16

ｻﾉ ﾔｽﾉﾘ 関東陸学

9 3 68 佐野　康徳(6) 慶応三四会 17:10.52

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ

10 24 72 木下　雄登(3) 慶応薬学部 17:16.90

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｸﾐ 関東学連

11 6 44 山ノ内　拓実(4) 群馬 17:30.35

ｻｶﾓ ﾄﾀﾛｳ 東京

12 13 277 坂本　太郎(1) 日大医学部 17:31.59

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 関東学連

13 16 316 山下　大輔(5) 山梨 17:34.53

ｺｳｲ ｻﾄｼ 東京

14 10 178 厚井　聡(1) 東京医科歯科 18:12.62

ｻｻｻﾞｷ ﾅｵﾔ 神奈川

15 22 5 笹崎　直哉(2) 麻布 18:24.11

ｳｴﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川

16 1 18 上野　慎太郎(1) 北里 18:26.65

ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 神奈川

17 4 11 高村　和輝(3) 麻布 18:41.22

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 東京

18 9 109 鈴木　創太(1) 順天堂 18:41.34

ﾉﾄ ﾋﾛｷ 東京

19 28 184 能登　大輝(2) 東京医科歯科 19:41.45

ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ 東京

20 23 113 牧野　祐也(1) 順天堂 21:05.26

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 栃木

21 17 94 木村　凌矢(1) 自治医科 21:20.58

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 長野

OP 15 152 岩渕　良平(5) 信州 15:36.13

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城

5 174 大和田　淳也(6) 筑波 DNF

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 東京

8 138 小林　啓太(5) 昭和 DNS

ｻﾉ ｲﾌﾞｷ 栃木

19 76 佐野　息吹(1) 国際医療 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 東京

20 273 渡辺　祐介(2) 日本医科 DNS

ｶﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 栃木

25 268 菅野　靖幸(4) 獨協医科 DNS

ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾋﾄ 東京

26 129 成田　友仁(1) 昭和 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 13:20 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子110mH

大会記録(GR)            15.20     米田　憲司(大井埠頭・筑波大)          第５０回

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:-1.2 2組 風:-3.1

カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻｷ ﾂｶｻ 東京 ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 茨城

1 5 123 岩崎　司(5) 順天堂 15.71 1 3 170 萩澤　宏樹(4) 筑波 15.77

ｱｷﾔﾏ ｻﾄｼ 東京 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木

2 3 127 秋山　智志(1) 昭和 17.23 2 5 267 橋本　涼太(3) 獨協医科 15.90

ﾕｳｷ ﾏｻｱｷ 東京 ﾊｼﾔﾏ ﾀｸﾋﾛ 神奈川

3 4 248 結城　将明(4) 東京 18.15 3 6 57 橋山　卓弘(3) 慶応三四会 17.25

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ 東京 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 神奈川

4 7 115 渡邊　敬康(1) 順天堂 20.12 4 7 67 佐々木　貴紀(6) 慶応三四会 17.75

ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 関東学連 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 関東学連

5 6 93 串田　好宏(5) 埼玉医科 27.65 4 39 遠藤　瑞樹(1) 群馬 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般男子400mH

大会記録(GR)            54.83     岩崎　司(多摩市立・順天堂大)          第６３回

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾞｵ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 関東学連

1 3 59 梶尾　暢彦(4) 慶応三四会 1:00.24 1 4 39 遠藤　瑞樹(1) 群馬 55.04

ﾏﾂｵ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 栃木

2 5 253 松尾　裕一郎(5) 東京 1:00.28 2 3 100 田村　大地(4) 自治医科 56.21

ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 東京 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 千葉

3 7 222 新井　宏和(3) 慈恵会医科 1:16.29 3 1 293 山本　千博(3) 日大松戸 58.13

ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 栃木 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 神奈川

1 270 石塚　紀行(5) 獨協医科 DNS 4 8 55 松原　佑太(2) 慶応三四会 59.17

ｾｼﾞﾓ ﾕｷﾋｺ 神奈川 ﾋﾛﾀ ﾕｳ 登録中

2 23 瀬下　幸彦(1) 北里 DNS 5 7 42 廣田　湧(1) 群馬 1:05.12

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 茨城 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 栃木

4 171 原　優太(4) 筑波 DNS 6 2 74 栗林　俊輝(1) 国際医療 1:05.25

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 長野 ﾀｶｷﾞ ｶｲﾍｲ 兵庫

6 146 北川　幹太(2) 信州 DNS 5 244 高木　海平(4) 東京 DNF

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 東京 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 関東学連

8 114 松本　侑樹(1) 順天堂 DNS 6 310 池田　有(3) 山梨 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子3000mSC

大会記録(GR)            9:36.20   野田　博之(筑波大学・筑波大)          第５１回

決勝 

カナ名 所属地
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 栃木
1 12 104 福原　伸彦(6) 自治医科 10:03.71

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 東京
2 3 247 山下　博司(4) 東京 10:15.34

ｱｻｶﾜ ﾖｳﾍｲ 神奈川
3 22 33 浅川　陽平(4) 北里 10:23.95

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｸﾐ 関東学連
4 15 44 山ノ内　拓実(4) 群馬 10:26.71

ﾁｮｳﾄｸ ﾏｻﾕｷ 栃木
5 4 77 長徳　将幸(1) 国際医療 10:27.12

ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 埼玉
6 23 300 佐々木　裕明(3) 防衛医科 10:39.68

ｽｷﾞﾀ ﾄﾓｷ 神奈川
7 16 176 杉田　智樹(2) 鶴見 10:43.57

ﾅｶﾆｼ ｷｮｳｽｹ 神奈川
8 20 28 中西　恭輔(2) 北里 10:59.97

ﾖｼﾄﾐ ﾄｼﾋｺ 埼玉
9 18 302 吉冨　俊彦(4) 防衛医科 11:05.38

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 神奈川
10 8 3 伊藤　諒太(2) 麻布 11:08.00

ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳ 関東学連
11 6 40 関口　奨(1) 群馬 11:12.43

ｸﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 東京
12 25 119 倉沢　勘太(3) 順天堂 11:12.68

ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 東京
13 9 239 加藤　浩介(3) 東京 11:17.41

ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ 神奈川
14 14 54 中川原　賢亮(2) 慶応三四会 11:23.72

ﾊﾅｲ ｼｮｳ 茨城
15 5 168 花井　翔(3) 筑波 11:26.41

ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 栃木
16 24 102 釜田　祥史(5) 自治医科 11:26.42

ﾐｶﾐ ﾐｽﾞｷ 東京
17 10 261 三神　瑞樹(3) 東邦 11:26.60

ｲｼﾂﾞﾁ ｹｲ 神奈川
18 11 56 石鎚　啓(3) 慶応三四会 11:49.56

ﾅﾏﾀﾒ ﾀｸ 東京
19 19 183 生田目　拓(2) 東京医科歯科 12:01.56

ﾖｼﾏﾂ ｼｭｳ 東京
20 21 179 吉松　秀(1) 東京医科歯科 12:30.27

ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 関東学連
21 17 93 串田　好宏(5) 埼玉医科 12:56.79

ｱｼﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ 長野
OP 13 153 芦原　典宏(6) 信州 11:02.85

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 神奈川
1 13 望月　雄斗(3) 麻布 DNF

ﾀｹｳﾁ ｲｸﾄ 東京
2 120 竹内　郁人(3) 順天堂 DNS

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城
7 174 大和田　淳也(6) 筑波 DNS

ﾖｺｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 東京
26 202 横倉　智行(3) 東京医科 DNS

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 関東学連
27 315 熊谷　拓磨(5) 山梨 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子4X100mR

大会記録(GR)            43.09     慶應義塾大(舎人公園・小林・竜崎・鳥光・入来)第６４回

予選 3組2着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉医科・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂・東京

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.92 Q 記録 44.10 q 記録 44.66

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｹｽ ﾘｮｳ 東京 ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 関東学連 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ 東京
1 233 池洲　諒(2) 東京 1 93 串田　好宏(5) 埼玉医科 1 115 渡邊　敬康(1) 順天堂

ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉 ｲﾜｻｷ ﾂｶｻ 東京
2 249 石井　聡(5) 東京 2 90 竹内　優太(1) 埼玉医科 2 123 岩崎　司(5) 順天堂

ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 東京 ｶﾅﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 関東学連 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 東京
3 254 宮脇　敦士(5) 東京 3 92 金本　嘉久(3) 埼玉医科 3 108 黒田　清隆(1) 順天堂

ｲﾘｴ ｼｮｳｲﾁ 東京 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼玉 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 神奈川
4 250 入江　翔一(5) 東京 4 91 中山　雄太(1) 埼玉医科 4 107 小田　遼馬(1) 順天堂

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北里・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 麻布・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 群馬・群馬

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 44.87 記録 45.16 記録 45.91

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｾｼﾞﾓ ﾕｷﾋｺ 神奈川 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 関東学連
1 23 瀬下　幸彦(1) 北里 1 6 田中　善久(2) 麻布 1 43 矢口　知征(3) 群馬

ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾋﾄ 神奈川 ｳｼﾔﾏ ｻﾄｼ 神奈川 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 関東学連
2 29 馬場　章人(2) 北里 2 10 牛山　聡(3) 麻布 2 39 遠藤　瑞樹(1) 群馬

ｶﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 ﾋﾛﾀ ﾕｳ 登録中
3 25 苅谷　英紀(2) 北里 3 9 村田　俊介(2) 麻布 3 42 廣田　湧(1) 群馬

ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川 ﾊﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 ﾋﾙﾏ ﾀｶｼ 関東学連
4 26 後藤　啓吾(2) 北里 4 12 濱元　俊輔(3) 麻布 4 41 蛭間　貴司(1) 群馬

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 防衛医科・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 自治医科・栃木

7 7 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 47.68 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｼｽﾞﾐ ｺｳ 埼玉
1 296 吉住　航(1) 防衛医科

ﾊｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 関東学連 1
2 301 萩田　大地(4) 防衛医科

ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 埼玉 2
3 297 伊藤　翼(2) 防衛医科

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉 3
4 295 鈴木　崇文(1) 防衛医科

4

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:00 予選
7月3日 13:45 決勝

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



一般男子4X100mR

大会記録(GR)            43.09     慶應義塾大(舎人公園・小林・竜崎・鳥光・入来)第６４回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:00 予選
7月3日 13:45 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波・茨城 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶応大三四会・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昭和・東京

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.79 Q 記録 43.90 記録 45.16

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜｺﾞｴ ﾘｮｳｽｹ 茨城 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 神奈川 ｶｸﾗｲ ﾕｳ 東京
1 160 川越　亮承(1) 筑波 1 60 小林　研太(4) 慶応三四会 1 134 加倉井　優(4) 昭和

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾈ 茨城 ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京
2 165 中川　隆嶺(2) 筑波 2 69 世良　泰(6) 慶応三四会 2 140 山川　正博(5) 昭和

ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 茨城 ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川 ﾀﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 東京
3 170 萩澤　宏樹(4) 筑波 3 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会 3 135 玉田　啓太(4) 昭和

ｶﾞﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 茨城 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川 ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東京
4 172 蒲田　久典(5) 筑波 4 53 加藤　英生(2) 慶応三四会 4 141 栗山　翔司(6) 昭和

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際医療福祉・栃木 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京歯科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慈恵医科・東京

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R2
記録 45.87 記録 47.15 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 栃木 ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 東京 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京
1 87 佐藤　充(3) 国際医療 1 216 河合　章太(5) 東京歯科 1 224 高橋　潤次(3) 慈恵会医科

ｸﾗﾅｶﾞ ﾕｳｷ 栃木 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 東京 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 東京
2 84 倉永　勇希(2) 国際医療 2 217 木村 翔馬(5) 東京歯科 2 222 新井　宏和(3) 慈恵会医科

ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾕﾀｶ 栃木 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 東京 ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾀｶ 東京
3 83 宇賀神　裕(2) 国際医療 3 214 松崎 和磨(3) 東京歯科 3 223 白石　朋敬(3) 慈恵会医科

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾄ 栃木 ｱｻｲ ﾏｻﾄｼ 東京 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京
4 78 藤井　智仁(1) 国際医療 4 218 浅井 雅敏(6) 東京歯科 4 228 吉田　賢司(5) 慈恵会医科

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大歯学部・東京

7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾔ ﾐﾂﾋﾛ 東京
1 288 津谷　充宏(2) 日大歯学部

ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京
2 286 高川　遼祐(1) 日大歯学部

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京
3 285 小林　秀太朗(1) 日大歯学部

ﾖｺﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ 東京
4 289 横山　宗典(2) 日大歯学部

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



一般男子4X100mR

大会記録(GR)            43.09     慶應義塾大(舎人公園・小林・竜崎・鳥光・入来)第６４回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:00 予選
7月3日 13:45 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科歯科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東邦・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 獨協医科・栃木

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 44.66 Q 記録 45.68 記録 46.75

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋｺ 東京 ﾂｶﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 栃木
1 177 北村　拓也(1) 東京医科歯科 1 262 富田　匡彦(4) 東邦 1 269 塚原　恭平(4) 獨協医科

ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｷ 東京 ｲﾜｲ ﾀﾂﾉﾘ 東京 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木
2 182 徳永　佳紀(2) 東京医科歯科 2 259 岩井　達則(3) 東邦 2 267 橋本　涼太(3) 獨協医科

ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 東京 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 東京 ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 栃木
3 185 松尾　一樹(2) 東京医科歯科 3 256 齋藤　孝太(2) 東邦 3 270 石塚　紀行(5) 獨協医科

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 東京 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 栃木
4 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科 4 264 渡辺　大地(6) 東邦 4 266 橋本　昌也(3) 獨協医科

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大医学部・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨・山梨

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 47.06 記録 48.81 記録 49.99

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｴﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 東京 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 東京 ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 山梨
1 204 植松　望武(4) 東京医科 1 274 石沢　大基(1) 日大医学部 1 307 大山　晃司(1) 山梨

ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 東京 ﾑﾗﾀ ｻﾄﾙ 東京 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 関東学連
2 207 小森　悠矢(4) 東京医科 2 281 村田　哲(3) 日大医学部 2 318 船橋　洋人(6) 山梨

ｵｵｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ 東京 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾛ 山梨
3 205 大木　健太郎(4) 東京医科 3 276 小山　瑛司(1) 日大医学部 3 308 井上　康浩(2) 山梨

ｱｻｶｹﾞ ﾏｻｷ 東京 ﾐｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 関東学連
4 197 朝蔭　正樹(3) 東京医科 4 278 見澤　大輔(2) 日大医学部 4 310 池田　有(3) 山梨

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 信州・長野

OP 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.45

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾔｽ 長野
1 149 野口　昌靖(3) 信州

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 長野
2 146 北川　幹太(2) 信州

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 長野
3 151 竹田　裕(4) 信州

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 長野
4 150 松村　富穂(3) 信州

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



一般男子4X100mR

大会記録(GR)            43.09     慶應義塾大(舎人公園・小林・竜崎・鳥光・入来)第６４回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:00 予選
7月3日 13:45 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶応大三四会・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 埼玉医科・埼玉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京・東京

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.41 記録 43.86 記録 43.93

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 神奈川 ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 関東学連 ｲｹｽ ﾘｮｳ 東京
1 60 小林　研太(4) 慶応三四会 1 93 串田　好宏(5) 埼玉医科 1 233 池洲　諒(2) 東京

ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 埼玉 ｲｼｲ ｻﾄｼ 東京
2 69 世良　泰(6) 慶応三四会 2 90 竹内　優太(1) 埼玉医科 2 249 石井　聡(5) 東京

ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川 ｶﾅﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 関東学連 ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 東京
3 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会 3 92 金本　嘉久(3) 埼玉医科 3 254 宮脇　敦士(5) 東京

ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼玉 ｲﾘｴ ｼｮｳｲﾁ 東京
4 53 加藤　英生(2) 慶応三四会 4 91 中山　雄太(1) 埼玉医科 4 250 入江　翔一(5) 東京

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波・茨城 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科歯科・東京

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.15 記録 44.43 記録 44.61

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜｺﾞｴ ﾘｮｳｽｹ 茨城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ 東京 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京
1 160 川越　亮承(1) 筑波 1 115 渡邊　敬康(1) 順天堂 1 177 北村　拓也(1) 東京医科歯科

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾈ 茨城 ｲﾜｻｷ ﾂｶｻ 東京 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｷ 東京
2 165 中川　隆嶺(2) 筑波 2 123 岩崎　司(5) 順天堂 2 182 徳永　佳紀(2) 東京医科歯科

ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 茨城 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 東京 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 東京
3 170 萩澤　宏樹(4) 筑波 3 108 黒田　清隆(1) 順天堂 3 185 松尾　一樹(2) 東京医科歯科

ｶﾞﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 茨城 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 神奈川 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連
4 172 蒲田　久典(5) 筑波 4 107 小田　遼馬(1) 順天堂 4 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北里・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東邦・東京

7 1 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.84 記録 45.82

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｾｼﾞﾓ ﾕｷﾋｺ 神奈川 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋｺ 東京
1 23 瀬下　幸彦(1) 北里 1 262 富田　匡彦(4) 東邦

ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾋﾄ 神奈川 ｲﾜｲ ﾀﾂﾉﾘ 東京
2 29 馬場　章人(2) 北里 2 259 岩井　達則(3) 東邦

ｶﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 東京
3 25 苅谷　英紀(2) 北里 3 256 齋藤　孝太(2) 東邦

ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 東京
4 26 後藤　啓吾(2) 北里 4 264 渡辺　大地(6) 東邦

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



一般男子4X400mR

大会記録(GR)            3:23.07   慶應義塾大(大井埠頭・西垣・種瀬・秋山・竹内)第５０回

予選 2組3着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科歯科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波・茨城

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:33.70 Q 記録 3:33.78 Q 記録 3:33.94

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 東京 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｷ 東京 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 茨城
1 254 宮脇　敦士(5) 東京 1 182 徳永　佳紀(2) 東京医科歯科 1 171 原　優太(4) 筑波

ｽｶﾞｲ ｼｭｳﾍｲ 東京 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連 ｶﾞﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 茨城
2 240 須貝　秀平(3) 東京 2 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科 2 172 蒲田　久典(5) 筑波

ｷｼﾀﾆ ﾀﾂｼﾛｳ 東京 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 東京 ﾀﾀﾞﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 茨城
3 235 岸谷　達史朗(2) 東京 3 185 松尾　一樹(2) 東京医科歯科 3 161 多田村　明弘(1) 筑波

ﾀｶﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 奈良 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 東京 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾈ 茨城
4 245 高森　一(4) 東京 4 188 山下　将平(4) 東京医科歯科 4 165 中川　隆嶺(2) 筑波

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大歯学部・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際医療福祉・栃木

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:34.81 q 記録 3:38.99 記録 3:47.29

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｴﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 東京 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 栃木
1 204 植松　望武(4) 東京医科 1 291 鈴木　崇之(6) 日大歯学部 1 74 栗林　俊輝(1) 国際医療

ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 東京 ﾖｺﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ 東京 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 栃木
2 207 小森　悠矢(4) 東京医科 2 289 横山　宗典(2) 日大歯学部 2 80 本山　広貴(1) 国際医療

ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 東京 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹｲｼﾞﾛｳ 栃木
3 199 高橋　篤史(3) 東京医科 3 285 小林　秀太朗(1) 日大歯学部 3 79 堀口　慶次郎(1) 国際医療

ｳｴﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京 ﾂﾔ ﾐﾂﾋﾛ 東京 ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄｼ 栃木
4 203 上田　元(4) 東京医科 4 288 津谷　充宏(2) 日大歯学部 4 82 石塚　吏(2) 国際医療

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慈恵医科・東京

7 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:48.73

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 東京
1 222 新井　宏和(3) 慈恵会医科

ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾀｶ 東京
2 223 白石　朋敬(3) 慈恵会医科

ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京
3 225 村山　大輔(4) 慈恵会医科

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京
4 224 高橋　潤次(3) 慈恵会医科

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 13:00 予選
7月3日 16:10 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子4X400mR

大会記録(GR)            3:23.07   慶應義塾大(大井埠頭・西垣・種瀬・秋山・竹内)第５０回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 13:00 予選
7月3日 16:10 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北里・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昭和大学・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶応大三四会・神奈川

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:36.13 Q 記録 3:39.62 Q 記録 3:42.44

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｾｼﾞﾓ ﾕｷﾋｺ 神奈川 ﾋｻﾉ ﾐｽﾞｷ 東京 ｶｼﾞｵ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川
1 23 瀬下　幸彦(1) 北里 1 130 久野　瑞貴(2) 昭和 1 59 梶尾　暢彦(4) 慶応三四会

ｶﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川 ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東京 ﾔﾅｲ ﾖｼﾉﾘ 神奈川
2 25 苅谷　英紀(2) 北里 2 141 栗山　翔司(6) 昭和 2 71 楊井　祥典(6) 慶応三四会

ﾊﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 神奈川
3 30 原　義尚(2) 北里 3 137 久保　大二郎(5) 昭和 3 55 松原　佑太(2) 慶応三四会

ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 東京 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川
4 26 後藤　啓吾(2) 北里 4 136 山田　貴志(4) 昭和 4 53 加藤　英生(2) 慶応三四会

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 信州・長野 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 獨協医科・栃木 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京歯科・東京

OP 4 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS 8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:34.08 記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 長野 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木
1 147 伊藤　良多(3) 信州 1 267 橋本　涼太(3) 獨協医科

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 長野 ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 栃木 1
2 146 北川　幹太(2) 信州 2 270 石塚　紀行(5) 獨協医科

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 長野 ｶﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 栃木 2
3 150 松村　富穂(3) 信州 3 268 菅野　靖幸(4) 獨協医科

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 長野 ﾂｶﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 栃木 3
4 151 竹田　裕(4) 信州 4 269 塚原　恭平(4) 獨協医科

4

凡例  DNS:欠場



一般男子4X400mR

大会記録(GR)            3:23.07   慶應義塾大(大井埠頭・西垣・種瀬・秋山・竹内)第５０回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 13:00 予選
7月3日 16:10 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北里・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶応大三四会・神奈川

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:28.33 記録 3:30.07 記録 3:33.85

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 東京 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾋﾄ 神奈川 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 神奈川
1 254 宮脇　敦士(5) 東京 1 29 馬場　章人(2) 北里 1 55 松原　佑太(2) 慶応三四会

ｲｹｽ ﾘｮｳ 東京 ｶﾘﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川
2 233 池洲　諒(2) 東京 2 25 苅谷　英紀(2) 北里 2 53 加藤　英生(2) 慶応三四会

ｷｼﾀﾆ ﾀﾂｼﾛｳ 東京 ﾊﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川 ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川
3 235 岸谷　達史朗(2) 東京 3 30 原　義尚(2) 北里 3 69 世良　泰(6) 慶応三四会

ﾀｶﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 奈良 ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川 ﾄﾘﾐﾂ ﾀｸﾄ 神奈川
4 245 高森　一(4) 東京 4 26 後藤　啓吾(2) 北里 4 61 鳥光　拓人(4) 慶応三四会

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波・茨城 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昭和大学・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科歯科・東京

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:35.02 記録 3:35.89 記録 3:36.55

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 茨城 ﾋｻﾉ ﾐｽﾞｷ 東京 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｷ 東京
1 170 萩澤　宏樹(4) 筑波 1 130 久野　瑞貴(2) 昭和 1 182 徳永　佳紀(2) 東京医科歯科

ｶﾞﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 茨城 ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東京 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 関東学連
2 172 蒲田　久典(5) 筑波 2 141 栗山　翔司(6) 昭和 2 189 吉田　寛(4) 東京医科歯科

ﾀﾀﾞﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 茨城 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 東京
3 161 多田村　明弘(1) 筑波 3 140 山川　正博(5) 昭和 3 185 松尾　一樹(2) 東京医科歯科

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾈ 茨城 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 東京 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 東京
4 165 中川　隆嶺(2) 筑波 4 136 山田　貴志(4) 昭和 4 188 山下　将平(4) 東京医科歯科

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大歯学部・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科・東京

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:37.49 記録 3:37.68

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京 ｳｴﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 東京
1 285 小林　秀太朗(1) 日大歯学部 1 204 植松　望武(4) 東京医科

ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京 ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 東京
2 286 高川　遼祐(1) 日大歯学部 2 207 小森　悠矢(4) 東京医科

ﾂﾔ ﾐﾂﾋﾛ 東京 ｳｴﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京
3 288 津谷　充宏(2) 日大歯学部 3 203 上田　元(4) 東京医科

ﾖｺﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ 東京 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 東京
4 289 横山　宗典(2) 日大歯学部 4 199 高橋　篤史(3) 東京医科

凡例  DNS:欠場



一般男子走高跳

大会記録(GR)            2m01      西川　昌志(大井埠頭・筑波大)          第５０回

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 関東学連 － － － － － ○ － × ○ × ○ ○

1 9 301 萩田　大地(4) 防衛医科 × ○ × ○ × ○ × × × 2m01 =GR

ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾕﾀｶ 栃木 － － － － ○ × ○ － ○ × × ○ × ○

2 15 83 宇賀神　裕(2) 国際医療 × × × 1m92

ﾊｼﾔﾏ ﾀｸﾋﾛ 神奈川 － － － ○ ○ ○ × × ×

3 12 57 橋山　卓弘(3) 慶応三四会 1m80

ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木 ○ ○ ○ ○ × × ×

4 2 75 佐藤　純也(1) 国際医療 1m70

ｲﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 － － × × ○ ○ × × ×

5 3 52 岩田　賢太郎(2) 慶応三四会 1m70

ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾏｻ 東京 ○ ○ ○ × × ×

6 13 234 緒方　善政(2) 東京 1m65

ｾﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京 × ○ × × ○ × ○ × × ×

7 4 229 瀬田　康弘(6) 慈恵会医科 1m65

ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京 ○ × × ×

8 1 118 久保　伸貴(2) 順天堂 1m55

ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 長野 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

OP 10 155 田中　泰裕(6) 信州 1m75

ｵｸﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京 × × ×

7 198 奥村　光一郎(3) 東京医科 NM

ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 東京 × × ×

8 222 新井　宏和(3) 慈恵会医科 NM

ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 × × ×

14 195 原田　健太郎(2) 東京医科 NM

ﾊﾗ ｺﾅﾝ 神奈川

5 252 原　湖楠(5) 東京 DNS

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 東京

6 114 松本　侑樹(1) 順天堂 DNS

ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京

11 177 北村　拓也(1) 東京医科歯科 DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:05 決勝

1m55 1m70 1m86 1m89 1m92

1m95

1m60

1m98

1m65

2m01 2m04

1m75 1m80 1m83

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子走幅跳

大会記録(GR)            7m41      西川　昌志(大井埠頭・筑波大)          第５０

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾈ 茨城 × 6m35 6m53 6m53 7 6m70 － 5m32 6m70

1 13 165 中川　隆嶺(2) 筑波 +1.6 +1.7 +1.7 +1.6 +0.3 +1.6

ﾘｭｳｻﾞｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川 6m09 × 6m62 6m62 8 6m42 6m58 6m67 6m67

2 12 63 竜崎　俊亘(4) 慶応三四会 +2.3 +1.7 +1.7 +2.5 +2.0 +1.4 +1.4

ﾊｼﾔﾏ ﾀｸﾋﾛ 神奈川 6m38 × 6m26 6m38 3 × 6m58 6m55 6m58

3 8 57 橋山　卓弘(3) 慶応三四会 +3.3 +1.3 +3.3 +2.2 +1.5 +2.2

ﾋﾙﾏ ﾀｶｼ 関東学連 × 6m42 × 6m42 4 6m52 × 6m38 6m52

4 2 41 蛭間　貴司(1) 群馬 +2.9 +2.9 +2.1 +2.5 +2.1

ｶﾞﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 茨城 6m28 6m51 － 6m51 6 － － 4m63 6m51

5 6 172 蒲田　久典(5) 筑波 +2.5 +0.6 +0.6 +0.5 +0.6

ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ 神奈川 6m26 6m35 6m48 6m48 5 － － 5m47 6m48

6 5 21 西郷　智貴(1) 北里 +3.4 +2.0 +3.0 +3.0 +1.6 +3.0

ﾊｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 関東学連 6m06 6m05 6m24 6m24 2 6m24 4m56 6m19 6m24

7 14 301 萩田　大地(4) 防衛医科 +2.3 +2.0 +2.6 +2.6 +2.1 +2.9 +3.9 +2.1

ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 東京 6m19 6m14 6m01 6m19 1 5m76 5m93 5m93 6m19

8 10 242 新井　絢也(4) 東京 +2.7 +3.7 +1.0 +2.7 +1.2 +3.6 +1.9 +2.7

ﾏｽﾌﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 栃木 6m08 5m81 5m84 6m08 6m08

9 22 88 増渕　龍一郎(3) 国際医療 +2.3 +1.6 +1.3 +2.3 +2.3

ｱｷﾔﾏ ｻﾄｼ 東京 6m06 5m95 5m76 6m06 6m06

10 19 127 秋山　智志(1) 昭和 +4.1 +2.1 +0.5 +4.1 +4.1

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 5m80 5m82 6m01 6m01 6m01

11 15 9 村田　俊介(2) 麻布 +1.2 +1.5 +2.3 +2.3 +2.3

ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄｼ 栃木 5m93 5m75 5m74 5m93 5m93

12 7 82 石塚　吏(2) 国際医療 +2.5 +0.5 +0.9 +2.5 +2.5

ﾔｻｶ ﾋﾛﾋｻ 栃木 5m69 5m56 × 5m69 5m69

13 3 96 八坂　寛久(2) 自治医科 +2.3 +2.6 +2.3 +2.3

ｶｸ ﾃﾂｱｷ 東京 5m64 5m04 5m14 5m64 5m64

14 9 206 賀来　哲明(4) 東京医科 +3.2 +2.3 +3.1 +3.2 +3.2

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京 5m02 5m03 － 5m03 5m03

15 1 224 高橋　潤次(3) 慈恵会医科 +1.7 +1.8 +1.8 +1.8

ｲﾜｻｷ ﾊｼﾞﾒ 東京 5m03 4m83 4m94 5m03 5m03

16 11 194 岩崎　源(2) 東京医科 +2.5 +2.2 +2.6 +2.5 +2.5

ｾﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京 × × 4m80 4m80 4m80

17 4 229 瀬田　康弘(6) 慈恵会医科 +2.3 +2.3 +2.3

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 神奈川 × 4m76 4m33 4m76 4m76

18 17 20 小島　大輝(1) 北里 +1.7 +2.4 +1.7 +1.7

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 東京 × × 4m66 4m66 4m66

19 21 110 高橋　宏光(1) 順天堂 +1.4 +1.4 +1.4

ﾆｼ ﾀｸﾔ 東京 4m24 4m33 4m42 4m42 4m42

20 25 122 西　卓也(4) 順天堂 +3.0 +2.0 +1.9 +1.9 +1.9

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 長野 6m24 6m37 6m29 6m37 6m37

OP 16 150 松村　富穂(3) 信州 +1.2 +1.0 +0.7 +1.0 +1.0

ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京

18 286 高川　遼祐(1) 日大歯学部 DNS

ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 山梨

20 307 大山　晃司(1) 山梨 DNS

ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 東京

23 214 松崎 和磨(3) 東京歯科 DNS

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 東京

24 231 伊東　完(1) 東京 DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

7月3日 15:10 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子三段跳

大会記録(GR)            14m66     城野　一秀(北里大)                    

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝ ﾕｳｽｹ 群馬県 13m41 × × 13m41 5 13m32 13m96 12m91 13m96

1 13 306 菅　裕亮(3) 明治薬科 -0.2 -0.2 +1.3 +0.9 +2.1 +0.9

ｶﾞﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 茨城 12m99 13m81 13m53 13m81 8 13m17 － － 13m81

2 1 172 蒲田　久典(5) 筑波 +0.9 +1.5 +1.2 +1.5 +0.5 +1.5

ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 東京 × 13m36 13m34 13m36 4 13m70 13m78 × 13m78

3 9 214 松崎 和磨(3) 東京歯科 +1.7 +2.0 +1.7 +1.4 +0.4 +0.4

ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾀｶ 神奈川 13m09 × 13m44 13m44 6 13m21 × 13m69 13m69

4 15 21 西郷　智貴(1) 北里 +0.8 +1.6 +1.6 +1.1 +1.1 +1.1

ﾊｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 関東学連 12m14 13m45 － 13m45 7 － 13m10 12m90 13m45

5 11 301 萩田　大地(4) 防衛医科 -0.2 +2.3 +2.3 +3.3 +2.0 +2.3

ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾕﾀｶ 栃木 12m90 12m84 － 12m90 1 12m60 13m11 12m38 13m11

6 3 83 宇賀神　裕(2) 国際医療 +0.2 +2.8 +0.2 -0.3 +0.8 +0.8 +0.8

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 × 13m07 12m70 13m07 3 12m69 12m62 12m95 13m07

7 12 9 村田　俊介(2) 麻布 +1.6 +2.2 +1.6 -0.4 -0.8 +2.4 +1.6

ﾆｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ 神奈川 12m44 13m02 13m01 13m02 2 － 12m66 － 13m02

8 10 70 西本　真章(6) 慶応三四会 +1.2 +2.3 +3.2 +2.3 +1.1 +2.3

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木 12m71 － 12m82 12m82 12m82

9 8 267 橋本　涼太(3) 獨協医科 +1.3 +2.1 +2.1 +2.1

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾈ 茨城 12m43 12m69 12m28 12m69 12m69

10 4 165 中川　隆嶺(2) 筑波 +0.8 +1.2 +0.3 +1.2 +1.2

ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京 11m01 11m78 12m24 12m24 12m24

11 16 286 高川　遼祐(1) 日大歯学部 +0.6 -0.3 +2.3 +2.3 +2.3

ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 東京 11m81 10m55 11m60 11m81 11m81

12 5 242 新井　絢也(4) 東京 +1.0 +1.3 +2.3 +1.0 +1.0

ﾔｻｶ ﾋﾛﾋｻ 栃木 × 11m23 11m15 11m23 11m23

13 14 96 八坂　寛久(2) 自治医科 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7

ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾀｶ 東京 11m17 － － 11m17 11m17

14 6 223 白石　朋敬(3) 慈恵会医科 +0.5 +0.5 +0.5

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京

2 251 清水　崇紘(5) 東京 DNS

ﾘｭｳｻﾞｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川

7 63 竜崎　俊亘(4) 慶応三四会 DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

7月3日 12:05 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(7.26kg)

大会記録(GR)            13m66     西川　昌志(大井埠頭・筑波大)          第５０

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾉ ﾘｮｳｼﾞ 東京

1 21 237 宮野　涼至(2) 東京 10m51 11m01 × 11m01 8 10m60 × × 11m01

ﾔｽｳﾗ ｼｭｳｽｹ 関東学連

2 20 187 保浦　修裕(3) 東京医科歯科 9m76 10m08 9m97 10m08 6 10m50 × × 10m50

ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 東京

3 19 35 高山　和樹(1) 杏林 10m23 × 9m67 10m23 7 10m42 × × 10m42

ｷﾘﾉ ｿｳ 神奈川

4 22 64 桐野　創(5) 慶応三四会 × 9m33 9m28 9m33 3 10m02 9m58 9m65 10m02

ﾐｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京

5 7 278 見澤　大輔(2) 日大医学部 8m38 9m68 × 9m68 5 9m10 × 9m48 9m68

ﾊﾗ ｺﾅﾝ 神奈川

6 18 252 原　湖楠(5) 東京 9m53 9m35 9m51 9m53 4 9m48 × 9m34 9m53

ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 東京

7 13 117 小川　悠(2) 順天堂 8m89 8m55 9m04 9m04 1 9m05 9m32 9m41 9m41

ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 関東学連

8 5 46 関口　敬一朗(5) 群馬 9m19 8m94 8m78 9m19 2 8m49 8m93 8m12 9m19

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾛｳ 東京

9 9 219 倉林　二朗(2) 慈恵会医科 8m47 8m50 8m52 8m52 8m52

ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 関東学連

10 14 43 矢口　知征(3) 群馬 7m68 8m09 8m38 8m38 8m38

ﾏﾂｵｶ ｼﾝｾｲ 神奈川

11 3 65 松岡　信成(5) 慶応三四会 7m79 8m16 8m07 8m16 8m16

ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 東京

12 8 131 三林　建太(2) 昭和 × 7m84 8m12 8m12 8m12

ｻｶｲ ﾀｶｵ 栃木

13 23 98 酒井　貴央(3) 自治医科 3m87 7m97 7m92 7m97 7m97

ｼﾗｲｼ ｹﾝ 茨城

14 2 175 白石　健(6) 筑波 7m21 6m40 7m47 7m47 7m47

ｾﾘｻﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京

15 10 208 芹澤　俊太郎(5) 東京医科 6m98 7m06 6m73 7m06 7m06

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 東京

16 16 139 森川　友喜(5) 昭和 5m77 6m13 6m12 6m13 6m13

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋｻﾉﾘ 東京

17 24 106 宇都宮　尚典(1) 順天堂 5m37 5m78 5m23 5m78 5m78

ﾌﾅｷ ﾊﾔﾄ 東京

18 4 212 舟木　勇人(2) 東京歯科 4m91 × × 4m91 4m91

ｼﾗｾ ﾀﾞｲﾓﾝ 神奈川

1 158 白勢　大門(6) 聖マリアンナ DNS

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲﾋ 東京

6 143 塩川　大飛(2) 昭和薬科 DNS

ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾋﾄ 栃木

11 97 奥山　博仁(3) 自治医科 DNS

ｱｵｷ ｼﾝｺﾞ 東京

12 290 青木　伸悟(4) 日大歯学部 DNS

ｼｹﾞﾏﾂ ｿｳｼ 長野

15 148 重松　壮志(3) 信州 DNS

ﾌﾙﾀ ﾔｽﾋｻ 茨城

17 173 古田　泰久(5) 筑波 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

7月3日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(2.0kg)

大会記録(GR)            40m58     照井　克生(大井埠頭・東京大)          第４０

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽｳﾗ ｼｭｳｽｹ 関東学連

1 5 187 保浦　修裕(3) 東京医科歯科 × 27m59 × 27m59 7 29m78 × 31m07 31m07

ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 東京

2 2 35 高山　和樹(1) 杏林 29m79 28m15 × 29m79 8 × × × 29m79

ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾏｻ 東京

3 4 234 緒方　善政(2) 東京 25m23 26m97 26m97 3 27m84 29m53 29m73 29m73

ﾊﾗ ｺﾅﾝ 神奈川

4 11 252 原　湖楠(5) 東京 × 25m55 27m09 27m09 4 × 27m23 28m96 28m96

ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京

5 13 118 久保　伸貴(2) 順天堂 × × 27m51 27m51 6 28m12 × × 28m12

ｻｶｲ ﾀｶｵ 栃木

6 16 98 酒井　貴央(3) 自治医科 27m21 27m38 26m67 27m38 5 26m90 26m34 26m03 27m38

ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 関東学連

7 15 43 矢口　知征(3) 群馬 25m82 23m94 × 25m82 2 23m12 24m48 25m50 25m82

ｷﾘﾉ ｿｳ 神奈川

8 7 64 桐野　創(5) 慶応三四会 23m77 25m22 × 25m22 1 × 22m94 × 25m22

ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 関東学連

9 12 46 関口　敬一朗(5) 群馬 23m57 25m00 23m44 25m00 25m00

ｼﾗｲｼ ｹﾝ 茨城

10 18 175 白石　健(6) 筑波 19m37 21m90 22m80 22m80 22m80

ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 東京

11 8 131 三林　建太(2) 昭和 20m00 19m52 19m98 20m00 20m00

ｵｷ ﾅｵﾋｺ 神奈川

12 19 49 沖　尚彦(1) 慶応三四会 13m90 13m02 14m54 14m54 14m54

ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｲ 東京

13 14 200 宮下　竜伊(3) 東京医科 12m21 12m82 13m93 13m93 13m93

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 東京

14 17 139 森川　友喜(5) 昭和 × 11m99 13m19 13m19 13m19

ｵｸﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京

15 9 198 奥村　光一郎(3) 東京医科 × 6m56 6m49 6m56 6m56

ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 東京

1 213 谷口　健太郎(3) 東京歯科 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ 東京

3 115 渡邊　敬康(1) 順天堂 DNS

ﾂﾔ ﾐﾂﾋﾛ 東京

6 288 津谷　充宏(2) 日大歯学部 DNS

ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾋﾄ 栃木

10 97 奥山　博仁(3) 自治医科 DNS

ﾌﾙﾀ ﾔｽﾋｻ 茨城

20 173 古田　泰久(5) 筑波 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

7月3日 12:50 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子やり投

大会記録(GR)        57m89     福田　亮介(栃木県総合運動場・慶應義塾大)第５９回

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾏｻ 東京

1 10 234 緒方　善政(2) 東京 52m21 × 47m44 52m21 8 53m22 52m79 51m22 53m22

ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 神奈川

2 12 26 後藤　啓吾(2) 北里 49m09 49m32 49m33 49m33 6 × 49m53 × 49m53

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京

3 4 251 清水　崇紘(5) 東京 49m42 － × 49m42 7 × 45m23 48m97 49m42

ｾﾗ ﾔｽｼ 神奈川

4 22 69 世良　泰(6) 慶応三四会 44m37 － × 44m37 5 42m32 42m24 42m75 44m37

ﾐｴﾀﾞ ｽｽﾑ 栃木

5 3 86 三枝　晋(2) 国際医療 44m06 43m89 35m76 44m06 4 41m46 43m94 × 44m06

ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 茨城

6 2 170 萩澤　宏樹(4) 筑波 × 41m13 37m05 41m13 3 39m16 × × 41m13

ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 関東学連

7 11 43 矢口　知征(3) 群馬 41m11 37m32 38m11 41m11 2 40m12 33m68 × 41m11

ﾕｳｷ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川

8 6 58 遊木　一成(3) 慶応三四会 39m87 × × 39m87 1 37m13 × × 39m87

ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木

9 21 75 佐藤　純也(1) 国際医療 － － 39m09 39m09 39m09

ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 東京

10 5 117 小川　悠(2) 順天堂 × 34m38 38m71 38m71 38m71

ｻｶｲ ﾀｶｵ 栃木

11 23 98 酒井　貴央(3) 自治医科 × 37m93 35m67 37m93 37m93

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京

12 17 228 吉田　賢司(5) 慈恵会医科 30m10 36m45 34m54 36m45 36m45

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 茨城

13 8 171 原　優太(4) 筑波 36m13 35m83 35m82 36m13 36m13

ｶﾂﾏﾀ ﾖｼﾄ 神奈川

14 16 19 勝亦　義人(1) 北里 × 35m16 35m15 35m16 35m16

ｲｹﾀﾞ ﾓﾘﾄ 東京

15 14 226 池田　守登(5) 慈恵会医科 34m83 × × 34m83 34m83

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 東京

16 7 136 山田　貴志(4) 昭和 33m08 31m14 × 33m08 33m08

ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 埼玉

17 13 297 伊藤　翼(2) 防衛医科 31m75 × × 31m75 31m75

ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｲ 東京

18 9 200 宮下　竜伊(3) 東京医科 27m93 × 25m98 27m93 27m93

ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 山梨

19 15 313 中山　隆弘(4) 山梨 × × 24m61 24m61 24m61

ﾀｹｳﾁ ｲｸﾄ 東京

20 120 竹内　郁人(3) 順天堂 × × × NM

ｼｹﾞﾏﾂ ｿｳｼ 長野

1 148 重松　壮志(3) 信州 DNS

ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾋﾄ 栃木

18 97 奥山　博仁(3) 自治医科 DNS

ﾏｽﾌﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 栃木

19 88 増渕　龍一郎(3) 国際医療 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:50 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子100m

大会記録(GR)            12.73     計良　彩果(多摩市立・山梨大)          第６３回

予選 5組1着＋3

1組 風:-0.4 2組 風:-0.4

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｳﾗ ﾐﾅﾐ 東京 ﾅｶﾀﾆ ｷｴ 高知
1 4 525 松浦　みなみ(4) 慶応薬学部 13.72 Q 1 7 560 中谷　貴恵(3) 昭和 13.78 Q

ﾀｶｾ ｱｷｺ 東京 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 東京
2 5 617 高瀬　晶子(5) 東京医科 13.88 2 6 616 黒田　祐子(4) 東京医科 14.59

ﾄｻ ﾐﾄﾞﾘ 東京 ｳｶｼﾞ ﾙﾐ 栃木
3 7 553 土佐　翠(4) 順天堂 13.95 3 5 528 宇梶　瑠美(1) 国際医療 14.68

ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ 栃木 ﾉﾂﾞ ﾔﾁﾖ 東京
4 2 536 杉山　捺希(1) 自治医科 14.03 4 3 597 野津　八千代(2) 東京医科歯科 14.94

ｶﾜｽﾐ ｱﾔﾉ 神奈川 ﾀｹﾑﾗ ｱﾔ 山形
5 6 502 川澄　亜也乃(3) 麻布 14.14 4 585 竹村　彩(4) 筑波 DNS

ﾅｶｺｳｼﾞ ﾐｵ 東京 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 栃木
6 3 636 中小路　美緒(2) 日本歯科 14.92 8 540 中川　彩子(2) 自治医科 DNS

ﾔｽﾐｲｼ ﾁｱｷ 東京
8 650 休石　千晶(2) 明治薬科 DNS

3組 風:-0.4 4組 風:-0.8

カナ名 所属地 カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｷﾉ ｹｲｺ 東京 ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川
1 4 602 吹野　恵子(4) 東京医科歯科 13.50 Q 1 3 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 13.75 Q

ﾀｹﾔﾏ ﾁｱｷ 東京 ｲｿ ｱﾔｶ 栃木
2 6 558 竹山　千晶(2) 昭和 13.76 q 2 6 527 磯　絢香(1) 国際医療 13.91

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｴ 埼玉
3 7 512 田中　美帆(3) 北里 13.79 q 3 8 647 永井　和恵(4) 防衛医科 14.63

ﾁｮｳ ﾋｻｺ 栃木 ﾅｶﾞｲ ﾘﾎ 東京
4 3 632 長　比佐子(4) 獨協医科 14.29 4 2 618 永井 里歩(2) 東京歯科 14.85

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁｻ 東京 ﾑｶｲﾀﾞﾆ ﾚﾐ 神奈川
5 8 640 柴山　知紗(4) 日大歯学部 14.71 5 4 503 向谷　怜実(3) 麻布 15.11

ｶﾅｴﾀﾞ ｱﾔｶ 東京 ﾐﾂｲ ｻﾕﾐ 栃木
6 5 634 金枝　紋香(1) 日本歯科 15.21 6 7 630 三井　紗由美(2) 獨協医科 15.45

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 埼玉 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｺ 長野
7 2 645 吉田　美乃莉(1) 防衛医科 15.49 OP 5 569 橋本　菜々子(3) 信州 13.50

5組 風:-1.3

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川
1 4 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 13.28 Q

ｱﾗｲ ﾚｲ 関東学連
2 3 534 新井　礼(3) 埼玉医科 13.72 q

ｽﾅｶﾜ ﾁﾊﾙ 東京
3 7 543 砂川　千晴(1) 順天堂 14.54

ﾏﾉ ﾄﾓｺ 茨城
4 8 578 間野　智子(1) 筑波 15.58

ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾅ 神奈川
5 2 504 有馬　和奈(1) 北里 15.82

ｽｽﾞｷ ﾘｶ 東京
5 621 鈴木　理香(3) 東京 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｺ 山梨
6 656 山本　理子(3) 山梨 DNS

決勝 

風:-3.1

カナ名 所属地
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｷﾉ ｹｲｺ 東京
1 6 602 吹野　恵子(4) 東京医科歯科 13.59

ﾀｹﾔﾏ ﾁｱｷ 東京
2 2 558 竹山　千晶(2) 昭和 13.92

ｱﾗｲ ﾚｲ 関東学連
3 7 534 新井　礼(3) 埼玉医科 13.96

ﾏﾂｳﾗ ﾐﾅﾐ 東京
4 4 525 松浦　みなみ(4) 慶応薬学部 13.97

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川
5 1 512 田中　美帆(3) 北里 14.08

ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川
6 5 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 14.09

ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川
3 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 DNS

ﾅｶﾀﾆ ｷｴ 高知
8 560 中谷　貴恵(3) 昭和 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 10:30 予選

7月3日 15:25 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子200m

大会記録(GR)            26.37     三澤　真理　(多摩市立・山梨大)        第６３回

予選 3組2着＋2

1組 風:-2.5 2組 風:-2.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川 ﾌｷﾉ ｹｲｺ 東京

1 4 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 28.25 Q 1 3 602 吹野　恵子(4) 東京医科歯科 28.92 Q
ﾄﾉｻｷ ﾏﾘ 東京 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾏｷ 栃木

2 5 550 外崎　万里(3) 順天堂 30.53 Q 2 6 538 枝松　真紀(2) 自治医科 29.37 Q
ﾂｶﾊﾗ ﾘｵ 東京 ﾀｶｾ ｱｷｺ 東京

3 6 638 塚原　理央(5) 日本歯科 32.75 3 7 617 高瀬　晶子(5) 東京医科 29.52 q
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｺ 長野 ｸﾘﾔﾏ ｱﾝﾘｺ 栃木

OP 7 569 橋本　菜々子(3) 信州 28.28 4 4 633 栗山　安里子(5) 獨協医科 29.94
ﾄｳｳﾗ ﾐｽﾞｷ 神奈川 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｵ 神奈川

2 572 東浦　瑞生(1) 聖マリアンナ DNS 5 2 574 會澤　真緒(3) 聖マリアンナ 30.16
ｵｵﾇｷ ﾕｶ 茨城 ｲｼｶﾜ ﾐｶ 東京

3 586 大貫　結華(5) 筑波 DNS 6 5 561 石川　美香(4) 昭和 30.19
ｵﾉ ｱﾔｶ 茨城

8 583 小野　綾花(4) 筑波 DNS

3組 風:-0.8
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川

1 4 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 27.21 Q
ﾀｹﾔﾏ ﾁｱｷ 東京

2 6 558 竹山　千晶(2) 昭和 28.10 Q
ｶﾜﾉ ｱﾔﾅ 東京

3 7 595 川野　亜也奈(2) 東京医科歯科 28.35 q
ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｴ 埼玉

4 2 647 永井　和恵(4) 防衛医科 30.35
ﾅｶｺｳｼﾞ ﾐｵ 東京

5 3 636 中小路　美緒(2) 日本歯科 31.15
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾐｷ 東京

6 8 605 長友　美季(1) 東京医科 34.71
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｴ 東京

5 555 山口　奈苗(6) 順天堂 DNS

決勝 

風:-0.7
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川

1 4 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 26.59
ﾌｷﾉ ｹｲｺ 東京

2 5 602 吹野　恵子(4) 東京医科歯科 27.29
ﾀｹﾔﾏ ﾁｱｷ 東京

3 3 558 竹山　千晶(2) 昭和 28.06
ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川

4 6 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 28.27
ｶﾜﾉ ｱﾔﾅ 東京

5 1 595 川野　亜也奈(2) 東京医科歯科 28.32
ｴﾀﾞﾏﾂ ﾏｷ 栃木

6 8 538 枝松　真紀(2) 自治医科 28.62
ﾀｶｾ ｱｷｺ 東京

7 2 617 高瀬　晶子(5) 東京医科 28.91
ﾄﾉｻｷ ﾏﾘ 東京

8 7 550 外崎　万里(3) 順天堂 30.49

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 12:30 予選

7月3日 14:25 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子400m

大会記録(GR)            1:02.30   土井　愛美(栃木県総合運動場・筑波大)  第６０回

予選 2組3着＋2

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川 ﾏﾂｲ ﾉﾘｴ 東京

1 3 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 1:04.37 Q 1 4 513 松井　法恵(4) 杏林 1:04.87 Q

ｲﾅｶﾞｷ ﾕﾐ 東京 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 栃木

2 2 594 稲垣　有美(2) 東京医科歯科 1:08.53 Q 2 3 631 川口　真由子(3) 獨協医科 1:05.73 Q

ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 東京

3 8 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 1:09.25 Q 3 5 600 北村　瑶子(4) 東京医科歯科 1:06.12 Q

ﾔｽﾀﾞ ﾁﾎ 神奈川 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾅ 東京

4 7 509 安田　千穂(1) 北里 1:10.54 4 1 557 武藤　晴南(1) 昭和 1:06.70 q

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾅｺ 茨城 ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川

5 1 577 堀口　比奈子(1) 筑波 1:20.74 5 7 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 1:06.83 q

ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 関東学連 ｽﾄﾞｳ ﾚｲﾅ 茨城

4 514 鈴木　詩織(2) 群馬 DNS 6 8 576 須藤　れいな(1) 筑波 1:13.77

ﾂｶﾊﾗ ﾘｵ 東京 ｶｽﾔ ﾐﾉﾘ 東京

5 638 塚原　理央(5) 日本歯科 DNS 2 542 糟谷　美律(1) 順天堂 DNS

ﾀﾀﾞ ｹｲｺ 東京 ﾋﾛﾀ ｼｭｳｺ 長野

6 619 多田 恵子(6) 東京歯科 DNS 6 570 広田　周子(4) 信州 DNS

決勝 

カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｲ ﾉﾘｴ 東京

1 6 513 松井　法恵(4) 杏林 1:03.25

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 東京

2 7 600 北村　瑶子(4) 東京医科歯科 1:04.49

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 栃木

3 4 631 川口　真由子(3) 獨協医科 1:05.37

ﾑﾄｳ ﾊﾙﾅ 東京

4 1 557 武藤　晴南(1) 昭和 1:06.93

ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川

5 5 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 1:07.00

ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川

6 2 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 1:07.52

ｲﾅｶﾞｷ ﾕﾐ 東京

7 3 594 稲垣　有美(2) 東京医科歯科 1:08.73

ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木

8 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:30 予選

7月3日 15:05 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子800m

大会記録(GR)            2:18.00   米倉　さつき(大井埠頭・千葉大)        第４０回

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木 ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 東京

1 6 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 2:40.86 Q 1 5 603 松尾　はるか(4) 東京医科歯科 2:33.10 Q
ｶｽﾔ ﾐﾉﾘ 東京 ｵｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 5 542 糟谷　美律(1) 順天堂 2:41.84 2 4 654 岡村　みずき(2) 山梨 2:34.74 q
ｶﾈｺ ﾏﾘ 東京 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 栃木

3 7 639 金子　茉莉(4) 日大歯学部 2:43.44 3 7 535 川上　直美(1) 自治医科 2:40.39 q
ｲﾁﾉｻﾜ ﾏｲ 茨城 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾎ 神奈川

4 3 579 市野沢　舞(2) 筑波 2:43.76 4 2 510 山本　真帆(1) 北里 2:41.62
ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾐ 神奈川 ｵｵﾋﾗ ｱｽﾞｻ 茨城

5 8 506 高木　喜未(1) 北里 2:52.00 5 3 581 大平　梓(3) 筑波 2:49.88
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 東京 ｵｵﾄﾓ ﾕｷｺ 東京

6 2 559 中村　優花(2) 昭和 2:57.08 6 8 613 大友　有紀子(3) 東京医科 2:57.71
ﾋﾛﾀ ｼｭｳｺ 長野 ﾀﾀﾞ ｹｲｺ 東京

OP 4 570 広田　周子(4) 信州 2:38.74 6 619 多田 恵子(6) 東京歯科 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾍﾞ ｻﾕﾘ 神奈川 ﾋﾗﾉ ｱｻｺ 東京

1 6 519 阿部　小百合(3) 慶応三四会 2:36.35 Q 1 3 564 平野　朝子(6) 昭和 2:32.58 Q
ﾀﾅｶ ﾏﾘ 東京 ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川

2 4 547 田中　麻里(2) 順天堂 2:39.40 q 2 5 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 2:33.63 q
ｷｼﾀﾞ ｻﾅｴ 東京 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 栃木

3 3 615 岸田　さなえ(4) 東京医科 2:54.09 3 4 530 小林　沙紀(2) 国際医療 2:51.61
ﾋﾛｾ ｱﾔｶ 東京 ｲﾀﾀﾞﾆ ﾏｺ 東京

4 8 622 廣瀬　彩佳(2) 東邦 3:01.05 4 2 589 板谷　真子(1) 東京医科歯科 2:54.95
ｸﾄﾞｳ ｱｽﾞﾐ 神奈川 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷｺ 東京

2 571 工藤　安澄(1) 聖マリアンナ DNS 5 8 641 横山　真起子(6) 日大歯学部 3:06.17
ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 関東学連 ｻﾄｳ ﾁｱｷ 栃木

5 514 鈴木　詩織(2) 群馬 DNS 6 6 629 佐藤　千明(2) 獨協医科 3:11.11
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 東京 ｶﾜｻｷ ｷﾐｺ 東京

7 637 中澤　友美(2) 日本歯科 DNS 7 635 川崎　貴美子(2) 日本歯科 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾉ ｱｻｺ 東京
1 6 564 平野　朝子(6) 昭和 2:28.71

ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 東京
2 3 603 松尾　はるか(4) 東京医科歯科 2:31.16

ｱﾍﾞ ｻﾕﾘ 神奈川
3 4 519 阿部　小百合(3) 慶応三四会 2:32.33

ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川
4 7 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 2:36.64

ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 栃木
5 1 535 川上　直美(1) 自治医科 2:39.19

ﾀﾅｶ ﾏﾘ 東京
6 2 547 田中　麻里(2) 順天堂 2:41.21

ｵｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨
7 8 654 岡村　みずき(2) 山梨 2:46.52

ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木
8 5 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 2:56.01

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 10:10 予選

7月3日 13:50 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m

大会記録(GR)            4:49.71   水谷　里沙(上柚木・筑波大)            第６１回

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ﾙｲ 茨城 ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 東京

1 12 584 後藤　塁(4) 筑波 5:07.91 1 7 603 松尾　はるか(4) 東京医科歯科 5:12.92

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾎ 神奈川 ﾏｽﾀﾞ ｴﾘ 関東学連

2 4 510 山本　真帆(1) 北里 5:30.35 2 8 515 増田　英莉(4) 群馬 5:12.99

ｻﾄｳ ﾐｷ 東京 ｱﾍﾞ ｻﾕﾘ 神奈川

3 10 511 佐藤　美紀(3) 北里 5:39.82 3 5 519 阿部　小百合(3) 慶応三四会 5:13.05

ｼｮｳｼﾞ ｱﾕｶ 埼玉 ﾅｶﾀ ﾁﾎ 神奈川

4 6 646 荘司　亜由香(3) 防衛医科 6:17.25 4 6 573 中田　千穂(1) 聖マリアンナ 5:22.89

ﾜﾀﾞ ﾕｶﾘ 東京 ﾖｼﾀﾞ ﾁｻ 東京

5 5 623 和田　友佳吏(2) 東邦 6:18.66 5 11 556 吉田　千紗(6) 順天堂 5:31.68

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｶ 埼玉 ﾅｶﾀ ﾞﾏｲｺ 栃木

6 3 644 原田　美香(1) 防衛医科 6:21.25 6 2 541 仲田　真依子(5) 自治医科 5:36.66

ﾎﾝﾏ ﾐﾎ 茨城 ｱｼﾞﾏ ﾁｻｷ 山梨

7 1 580 本間　美帆(2) 筑波 6:23.06 7 13 655 安島　千咲(3) 山梨 5:53.08

ｵｶ ｶﾎｺ 東京 ﾌｶｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 栃木

8 8 614 岡　加穂子(3) 東京医科 6:25.02 8 1 624 深澤　那々子(1) 獨協医科 5:55.23

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 東京 ﾊﾗﾏ ﾄﾓｺ 山梨

9 13 593 山本　真央(1) 東京医科歯科 6:30.74 3 657 原間　智子(4) 山梨 DNS

ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 栃木 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 栃木

10 7 628 木下　知香(2) 獨協医科 6:31.53 4 535 川上　直美(1) 自治医科 DNS

ﾀﾆ ｴﾘｶ 東京 ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川

11 2 549 谷　英里香(3) 順天堂 6:56.24 9 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 DNS

ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 東京 ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 長野

9 637 中澤　友美(2) 日本歯科 DNS 10 566 町田　はるか(1) 信州 DNS

ｱﾍﾞ ﾏｻﾖ 東京 ｶﾜｻｷ ｷﾐｺ 東京

11 648 阿部　昌代(2) 明治薬科 DNS 12 635 川崎　貴美子(2) 日本歯科 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般女子3000m

大会記録(GR)            10:03.47  西原　理恵子(大井埠頭・日大歯学部)    第５７回

決勝 

カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ﾙｲ 茨城

1 14 584 後藤　塁(4) 筑波 10:48.61

ｷﾑﾗ ﾅﾅｴ 東京

2 3 546 木村　奈々恵(2) 順天堂 11:18.43

ﾅｶﾀ ﾞﾏｲｺ 栃木

3 20 541 仲田　真依子(5) 自治医科 11:37.49

ﾔｻﾞｷ ｶﾅ 神奈川

4 2 508 矢崎　香菜(1) 北里 11:45.20

ｻﾄｳ ﾐｷ 東京

5 11 511 佐藤　美紀(3) 北里 11:59.92

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾎ 東京

6 22 554 中沢　美帆(4) 順天堂 12:01.96

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｻ 茨城

7 24 575 小林　有彩(1) 筑波 12:09.84

ﾎｼﾉ ｻｷ 東京

8 17 565 星野　咲季(3) 昭和薬科 12:26.25

ﾀｹﾅｶ ｶﾖ 山梨

9 15 652 竹中　花予(1) 山梨 12:48.35

ﾜﾀﾗｲ ﾘｴ 東京

10 8 562 渡会　理恵(4) 昭和 12:49.01

ﾌｶｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 栃木

11 5 624 深澤　那々子(1) 獨協医科 12:50.93

ﾑﾗｵｶ ﾏｷ 山梨

12 4 653 村岡　真季(1) 山梨 12:51.77

ｵﾁｱｲ ﾏﾘﾅ 神奈川

13 6 501 落合　茉里奈(2) 麻布 13:04.26

ｲｼｶﾜ ﾏﾐ 東京

14 21 563 石川　まみ(6) 昭和 13:18.44

ﾖｺﾔﾏ ﾏｷｺ 東京

15 10 641 横山　真起子(6) 日大歯学部 13:58.89

ﾌｼﾞﾀ ｱｻﾐ 東京

16 23 592 藤田　亜沙美(1) 東京医科歯科 14:29.53

ﾅﾘｶﾜ ﾕｷﾖ 東京

17 19 599 成川　幸世(3) 東京医科歯科 15:27.40

ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 長野

OP 1 566 町田　はるか(1) 信州 11:38.96

ﾅｶﾞｸﾗ ﾐｽﾞｴ 長野

OP 16 568 長倉　瑞恵(3) 信州 12:38.85

ｶﾈｺ ｶﾖ 栃木

7 627 金子　佳代(2) 獨協医科 DNF

ﾊｼﾓﾄ ｻﾜ 東京

13 610 橋本　沙和(2) 東京医科 DNF

ﾅｶﾀ ﾁﾎ 神奈川

9 573 中田　千穂(1) 聖マリアンナ DNS

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ 栃木

12 532 藤井　綾乃(2) 国際医療 DNS

ﾏｽﾀﾞ ｴﾘ 関東学連

18 515 増田　英莉(4) 群馬 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 12:40 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般女子100mH

大会記録(GR)            16.39     二本柳　麻衣(上柚木・筑波大)          第６１回

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:-2.4 2組 風:-1.6

カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁｺﾊﾞ ｻﾅ 神奈川 ｱｸﾂ ﾐｽﾞｷ 栃木

1 5 522 内木場　紗奈(4) 慶応三四会 18.74 1 5 526 阿久津　瑞季(1) 国際医療 16.68

ｲﾅｷ ﾐｽﾞｶ 東京 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾅﾐ 東京

2 7 544 稲木　瑞花(2) 順天堂 18.76 2 7 525 松浦　みなみ(4) 慶応薬学部 17.92

ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木 ﾁｮｳ ﾋｻｺ 栃木

3 4 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 19.51 3 3 632 長　比佐子(4) 獨協医科 18.31

ﾐﾔﾊﾗ ｺﾄﾐ 東京 ﾅｶｼｮｳｼﾞ ｱﾔｺ 神奈川

4 6 598 宮原　琴美(2) 東京医科歯科 19.89 4 4 524 中小路　絢子(6) 慶応三四会 18.65

ﾐﾔﾆｼ ﾏｵ 東京 ﾁｶｶﾈ ｴﾘｶ 東京

5 3 620 宮西　真央(2) 東京 20.73 5 8 609 近兼　絵里香(2) 東京医科 18.90

ﾀｶｾ ｱｷｺ 東京 ﾅｶﾀﾆ ｷｴ 高知

8 617 高瀬　晶子(5) 東京医科 DNS 6 560 中谷　貴恵(3) 昭和 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

7月3日 14:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般女子4X100mR

大会記録(GR)            51.69     山梨大(多摩市立・原間・三澤・勝・計良)第６３回

予選 2組3着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶応大三四会・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 自治医科・栃木 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 獨協医科・栃木

1 3 ｺﾒﾝﾄ GR 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 51.54 Q 記録 54.09 Q 記録 54.35

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅ 神奈川 ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木 ｳﾂｷ ｹｲｺ 栃木
1 518 柳澤　奈々(2) 慶応三四会 1 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 1 626 宇津木　景子(2) 獨協医科

ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾏｷ 栃木 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 栃木
2 520 工藤　裕実(3) 慶応三四会 2 538 枝松　真紀(2) 自治医科 2 631 川口　真由子(3) 獨協医科

ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 栃木 ｸﾘﾔﾏ ｱﾝﾘｺ 栃木
3 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 3 540 中川　彩子(2) 自治医科 3 633 栗山　安里子(5) 獨協医科

ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ 栃木 ﾁｮｳ ﾋｻｺ 栃木
4 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 4 536 杉山　捺希(1) 自治医科 4 632 長　比佐子(4) 獨協医科

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨・山梨

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
q 記録 54.64 記録 58.46 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾅｷ ﾐｽﾞｶ 東京 ﾁｶｶﾈ ｴﾘｶ 東京
1 544 稲木　瑞花(2) 順天堂 1 609 近兼　絵里香(2) 東京医科

ﾄｻ ﾐﾄﾞﾘ 東京 ﾀｶｾ ｱｷｺ 東京 1
2 553 土佐　翠(4) 順天堂 2 617 高瀬　晶子(5) 東京医科

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｴ 東京 ｷｼﾀﾞ ｻﾅｴ 東京 2
3 555 山口　奈苗(6) 順天堂 3 615 岸田　さなえ(4) 東京医科

ﾄﾉｻｷ ﾏﾘ 東京 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 東京 3
4 550 外崎　万里(3) 順天堂 4 616 黒田　祐子(4) 東京医科

4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 聖マリアンナ・神奈川

8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:15 予選
7月3日 16:00 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



一般女子4X100mR

大会記録(GR)            51.69     山梨大(多摩市立・原間・三澤・勝・計良)第６３回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:15 予選
7月3日 16:00 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科歯科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際医療福祉・栃木 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波・茨城

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 53.25 Q 記録 54.69 Q 記録 56.37

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜﾉ ｱﾔﾅ 東京 ｷｼﾞﾏ ﾏｷ 栃木 ｵｵﾇｷ ﾕｶ 茨城
1 595 川野　亜也奈(2) 東京医科歯科 1 529 木嶋　麻樹(2) 国際医療 1 586 大貫　結華(5) 筑波

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 東京 ｲｿ ｱﾔｶ 栃木 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞｭ 茨城
2 600 北村　瑶子(4) 東京医科歯科 2 527 磯　絢香(1) 国際医療 2 582 川口　安珠(3) 筑波

ﾐﾔﾊﾗ ｺﾄﾐ 東京 ｳｶｼﾞ ﾙﾐ 栃木 ﾏﾉ ﾄﾓｺ 茨城
3 598 宮原　琴美(2) 東京医科歯科 3 528 宇梶　瑠美(1) 国際医療 3 578 間野　智子(1) 筑波

ﾌｷﾉ ｹｲｺ 東京 ｱｸﾂ ﾐｽﾞｷ 栃木 ｵﾉ ｱﾔｶ 茨城
4 602 吹野　恵子(4) 東京医科歯科 4 526 阿久津　瑞季(1) 国際医療 4 583 小野　綾花(4) 筑波

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北里・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 昭和・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本歯科・東京

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 56.40 記録 57.36 記録 1:00.63

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾅ 神奈川 ﾀｹﾔﾏ ﾁｱｷ 東京 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾐｵ 東京
1 504 有馬　和奈(1) 北里 1 558 竹山　千晶(2) 昭和 1 636 中小路　美緒(2) 日本歯科

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川 ﾅｶﾀﾆ ｷｴ 高知 ﾂｶﾊﾗ ﾘｵ 東京
2 512 田中　美帆(3) 北里 2 560 中谷　貴恵(3) 昭和 2 638 塚原　理央(5) 日本歯科

ｶﾜｲ ﾕﾀｶ 神奈川 ｲｼｶﾜ ﾐｶ 東京 ｶﾅｴﾀﾞ ｱﾔｶ 東京
3 505 河相　ゆた香(1) 北里 3 561 石川　美香(4) 昭和 3 634 金枝　紋香(1) 日本歯科

ﾔｽﾀﾞ ﾁﾎ 神奈川 ﾋﾗﾉ ｱｻｺ 東京 ｶﾜｻｷ ｷﾐｺ 東京
4 509 安田　千穂(1) 北里 4 564 平野　朝子(6) 昭和 4 635 川崎　貴美子(2) 日本歯科

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



一般女子4X100mR

大会記録(GR)            51.69     山梨大(多摩市立・原間・三澤・勝・計良)第６３回

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

7月3日 09:15 予選
7月3日 16:00 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京医科歯科・東京 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 慶応大三四会・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 獨協医科・栃木

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 52.63 記録 53.61 記録 54.28

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜﾉ ｱﾔﾅ 東京 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅ 神奈川 ｳﾂｷ ｹｲｺ 栃木
1 595 川野　亜也奈(2) 東京医科歯科 1 518 柳澤　奈々(2) 慶応三四会 1 626 宇津木　景子(2) 獨協医科

ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 東京 ｳﾁｺﾊﾞ ｻﾅ 神奈川 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 栃木
2 600 北村　瑶子(4) 東京医科歯科 2 522 内木場　紗奈(4) 慶応三四会 2 631 川口　真由子(3) 獨協医科

ﾐﾔﾊﾗ ｺﾄﾐ 東京 ｲﾜﾌﾞ ｶﾎ 神奈川 ｸﾘﾔﾏ ｱﾝﾘｺ 栃木
3 598 宮原　琴美(2) 東京医科歯科 3 516 岩部　佳穂(1) 慶応三四会 3 633 栗山　安里子(5) 獨協医科

ﾌｷﾉ ｹｲｺ 東京 ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川 ﾁｮｳ ﾋｻｺ 栃木
4 602 吹野　恵子(4) 東京医科歯科 4 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 4 632 長　比佐子(4) 獨協医科

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際医療福祉・栃木 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 自治医科・栃木 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂・東京

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.40 記録 54.52 記録 55.00

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷｼﾞﾏ ﾏｷ 栃木 ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 栃木 ｲﾅｷ ﾐｽﾞｶ 東京
1 529 木嶋　麻樹(2) 国際医療 1 539 冨澤　洋子(2) 自治医科 1 544 稲木　瑞花(2) 順天堂

ｲｿ ｱﾔｶ 栃木 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾏｷ 栃木 ﾄｻ ﾐﾄﾞﾘ 東京
2 527 磯　絢香(1) 国際医療 2 538 枝松　真紀(2) 自治医科 2 553 土佐　翠(4) 順天堂

ｳｶｼﾞ ﾙﾐ 栃木 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 栃木 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｴ 東京
3 528 宇梶　瑠美(1) 国際医療 3 540 中川　彩子(2) 自治医科 3 555 山口　奈苗(6) 順天堂

ｱｸﾂ ﾐｽﾞｷ 栃木 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ 栃木 ﾄﾉｻｷ ﾏﾘ 東京
4 526 阿久津　瑞季(1) 国際医療 4 536 杉山　捺希(1) 自治医科 4 550 外崎　万里(3) 順天堂

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波・茨城 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北里・神奈川

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.15 記録 57.41

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾇｷ ﾕｶ 茨城 ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾅ 神奈川
1 586 大貫　結華(5) 筑波 1 504 有馬　和奈(1) 北里

ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞｭ 茨城 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川
2 582 川口　安珠(3) 筑波 2 512 田中　美帆(3) 北里

ﾏﾉ ﾄﾓｺ 茨城 ｶﾜｲ ﾕﾀｶ 神奈川
3 578 間野　智子(1) 筑波 3 505 河相　ゆた香(1) 北里

ｵﾉ ｱﾔｶ 茨城 ﾔｽﾀﾞ ﾁﾎ 神奈川
4 583 小野　綾花(4) 筑波 4 509 安田　千穂(1) 北里

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



一般女子走高跳

大会記録(GR)            1m56      尾崎　成美(石岡・北里大)              第６２回

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川 － － － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 9 512 田中　美帆(3) 北里 1m59 GR

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅ 神奈川 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 8 518 柳澤　奈々(2) 慶応三四会 1m59 GR

ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 東京 ○ × ○ × × ×

3 1 649 高橋　恵美(2) 明治薬科 1m30

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ 関東学連 ○ × ○ × × ×

3 2 533 山本　遥菜(2) 埼玉医科 1m30

ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾐ 東京 × × ○ × × ×

5 3 601 小島　聖美　(4) 東京医科歯科 1m25

ﾔｽﾀﾞ ﾁﾎ 神奈川 × × ○ × × ×

5 7 509 安田　千穂(1) 北里 1m25

ﾆｼﾀﾞ ﾘｻ 神奈川 × × ×

5 517 西田　梨紗(1) 慶応三四会 NM

ｶﾜﾉ ｱﾔﾅ 東京 × × ×

6 595 川野　亜也奈(2) 東京医科歯科 NM

ﾖｼｲ ﾁｻ 東京

4 606 吉居　知咲(1) 東京医科 DNS

1m45 1m50 1m531m25 1m30 1m35 1m40 1m56 1m59 1m62

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

7月3日 11:05 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子走幅跳

大会記録(GR)            5m40      奥平　裕子(筑波大・群馬大)            第５１

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｳﾗ ﾐﾅﾐ 東京 4m89 4m94 4m84 4m94 8 4m98 4m99 ／ 4m99

1 3 525 松浦　みなみ(4) 慶応薬学部 +4.1 +2.5 +1.1 +2.5 +3.2 +3.5 +3.5

ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 東京 × 4m76 4m85 4m85 7 4m64 × 4m50 4m85

2 8 596 坂本　奈津季(2) 東京医科歯科 +1.9 +0.6 +0.6 +1.1 +1.1 +0.6

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川 4m68 4m37 4m82 4m82 6 4m54 4m80 4m76 4m82

3 4 512 田中　美帆(3) 北里 +2.2 -0.6 +0.7 +0.7 +1.4 +2.4 +1.9 +0.7

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅ 神奈川 4m52 4m73 4m61 4m73 5 3m51 × × 4m73

4 17 518 柳澤　奈々(2) 慶応三四会 +2.9 +2.3 +2.9 +2.3 +1.4 +2.3

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ 栃木 4m47 4m50 4m68 4m68 4 4m49 4m61 4m24 4m68

5 16 537 高橋　夏澄(1) 自治医科 +3.0 +1.4 +2.4 +2.4 +1.7 +3.8 +2.1 +2.4

ﾅｶﾀﾆ ｷｴ 高知 4m55 4m62 4m60 4m62 3 × － － 4m62

6 20 560 中谷　貴恵(3) 昭和 +2.7 +2.3 +2.2 +2.3 +2.3

ｱｲｻﾞﾜ ﾏｵ 神奈川 4m31 4m47 4m20 4m47 2 4m30 4m55 4m49 4m55

7 15 574 會澤　真緒(3) 聖マリアンナ +2.3 +2.6 +2.0 +2.6 -0.2 +3.6 +1.9 +3.6

ｳﾂｷ ｹｲｺ 栃木 4m26 4m34 × 4m34 1 4m21 4m36 4m21 4m36

8 18 626 宇津木　景子(2) 獨協医科 +2.2 +1.0 +1.0 +0.4 +2.9 +1.4 +2.9

ｲﾜｻｷ ﾕｶ 栃木 4m19 × 4m29 4m29 4m29

9 11 625 岩崎　友香(2) 獨協医科 +2.4 +1.2 +1.2 +1.2

ﾁｶｶﾈ ｴﾘｶ 東京 4m14 4m18 4m04 4m18 4m18

10 9 609 近兼　絵里香(2) 東京医科 +1.8 +1.5 +1.0 +1.5 +1.5

ﾉﾂﾞ ﾔﾁﾖ 東京 × 4m11 4m14 4m14 4m14

11 2 597 野津　八千代(2) 東京医科歯科 +2.2 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾅｴﾀﾞ ｱﾔｶ 東京 × 4m11 4m08 4m11 4m11

12 1 634 金枝　紋香(1) 日本歯科 +2.7 +0.8 +2.7 +2.7

ｻｸﾗｲ ﾘｶｺ 山梨 × 4m09 3m67 4m09 4m09

13 21 651 櫻井　里圭子(1) 山梨 +2.3 +1.7 +2.3 +2.3

ｲﾜﾀ ﾏｷ 埼玉 3m78 3m71 3m94 3m94 3m94

14 12 643 岩田　真希(1) 防衛医科 +1.9 +2.0 +1.8 +1.8 +1.8

ｷｼﾞﾏ ﾏｷ 栃木 3m82 3m71 3m87 3m87 3m87

15 10 529 木嶋　麻樹(2) 国際医療 +2.4 +0.9 +1.9 +1.9 +1.9

ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾅ 神奈川 3m60 3m05 × 3m60 3m60

16 25 504 有馬　和奈(1) 北里 +2.1 +2.2 +2.1 +2.1

ﾅｶﾞﾄﾓ ﾐｷ 東京 3m50 3m54 3m32 3m54 3m54

17 6 605 長友　美季(1) 東京医科 +0.8 -0.6 +0.9 -0.6 -0.6

ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 長野 × 4m17 × 4m17 4m17

OP 7 567 安部　朋子(2) 信州 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 東京

5 637 中澤　友美(2) 日本歯科 DNS

ｱﾗｲ ﾚｲ 関東学連

13 534 新井　礼(3) 埼玉医科 DNS

ｲﾅｷ ﾐｽﾞｶ 東京

14 544 稲木　瑞花(2) 順天堂 DNS

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 東京

19 548 中村　早希(2) 順天堂 DNS

ﾆｼﾀﾞ ﾘｻ 神奈川

22 517 西田　梨紗(1) 慶応三四会 DNS

ｺﾝﾉ ﾕｳｺ 茨城

23 587 今野　優子(6) 筑波 DNS

ﾅｶﾞﾔﾏ ｴﾘﾅ 栃木

24 531 永山　絵里奈(2) 国際医療 DNS

ﾀｹﾑﾗ ｱﾔ 山形

26 585 竹村　彩(4) 筑波 DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

7月3日 14:05 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子砲丸投

大会記録(GR)            9m11      南修　由美(大井埠頭・日大獣蓄)        第４０

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｲ ﾕﾀｶ 神奈川

1 1 505 河相　ゆた香(1) 北里 8m84 8m88 9m18 9m18 8 9m19 9m11 8m87 9m19 GR

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ 関東学連

2 7 533 山本　遥菜(2) 埼玉医科 8m46 × 7m63 8m46 7 7m28 7m95 × 8m46

ｱｲｻﾞﾜ ﾏｵ 神奈川

3 3 574 會澤　真緒(3) 聖マリアンナ 7m00 6m89 7m14 7m14 5 7m07 6m94 7m71 7m71

ﾖｼｽﾞ ｱﾔﾎ 神奈川

4 4 521 吉津　亜矢帆(3) 慶応三四会 7m44 × 7m50 7m50 6 7m55 7m12 7m38 7m55

ｱﾄﾍﾞ ｶｵﾘ 神奈川

5 2 523 跡部　かおり(5) 慶応三四会 6m99 6m82 6m55 6m99 4 6m77 6m52 6m63 6m99

ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅｴ 神奈川

6 5 507 平松　香菜恵(1) 北里 5m39 5m39 6m32 6m32 3 6m59 5m73 5m54 6m59

ﾄｳｳﾗ ﾐｽﾞｷ 神奈川

7 6 572 東浦　瑞生(1) 聖マリアンナ 5m79 5m90 5m88 5m90 2 6m26 5m76 5m80 6m26

ﾉﾂﾞ ﾔﾁﾖ 東京

8 8 597 野津　八千代(2) 東京医科歯科 5m43 5m40 5m48 5m48 1 5m00 5m85 5m19 5m85

ｶﾅｲ ﾋﾃﾞﾐ 東京

9 9 658 金井　秀美(1) 東京医科歯科 3m72 4m48 4m54 4m54 4m54

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

7月3日 09:20 決勝

凡例  GR:大会記録



一般女子円盤投

大会記録(GR)            31m34     名古　早織(多摩市立・明治薬科大)      第６３

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｲ ﾕﾀｶ 神奈川

1 10 505 河相　ゆた香(1) 北里 23m72 24m32 23m43 24m32 8 24m93 23m63 23m84 24m93

ｱﾄﾍﾞ ｶｵﾘ 神奈川

2 1 523 跡部　かおり(5) 慶応三四会 × 22m23 22m60 22m60 7 21m30 × 21m34 22m60

ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞｭ 茨城

3 2 582 川口　安珠(3) 筑波 19m66 19m62 19m73 19m73 6 17m28 19m03 20m58 20m58

ｳﾁｺﾊﾞ ｻﾅ 神奈川

4 5 522 内木場　紗奈(4) 慶応三四会 － × 18m35 18m35 5 19m47 20m05 × 20m05

ｶﾈｺ ﾏﾘ 東京

5 9 639 金子　茉莉(4) 日大歯学部 15m77 14m02 16m87 16m87 4 14m31 13m48 × 16m87

ﾂｼﾞﾊﾀ ｼﾎｺ 東京

6 6 591 辻畑　志帆子(1) 東京医科歯科 10m86 11m60 11m25 11m60 1 12m19 12m67 13m90 13m90

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 東京

7 4 593 山本　真央(1) 東京医科歯科 12m27 12m71 10m71 12m71 3 13m60 × 12m12 13m60

ﾏｼｺ ﾕﾐ 東京

8 7 611 益子　有美(2) 東京医科 12m15 12m65 12m64 12m65 2 12m82 × 13m54 13m54

ﾀﾆ ｴﾘｶ 東京

9 8 549 谷　英里香(3) 順天堂 × 9m30 9m99 9m99 9m99

ｻﾄｳ ﾙﾐ 東京

10 3 608 佐藤　瑠美(2) 東京医科 × 8m34 8m48 8m48 8m48

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

7月3日 14:50 決勝

凡例 



一般女子やり投

大会記録(GR)            39m76     三澤　真理(上柚木・山梨大)            第６１

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｲ ﾕﾀｶ 神奈川

1 8 505 河相　ゆた香(1) 北里 36m42 35m33 34m25 36m42 8 37m04 36m71 35m91 37m04

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ 関東学連

2 10 533 山本　遥菜(2) 埼玉医科 26m26 29m67 31m29 31m29 7 22m12 30m12 29m20 31m29

ｱｼﾞﾏ ﾁｻｷ 山梨

3 13 655 安島　千咲(3) 山梨 22m76 23m67 22m55 23m67 6 22m30 23m48 × 23m67

ｳﾁｺﾊﾞ ｻﾅ 神奈川

4 7 522 内木場　紗奈(4) 慶応三四会 21m33 21m96 23m60 23m60 5 23m56 × 23m16 23m60

ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅｴ 神奈川

5 4 507 平松　香菜恵(1) 北里 22m06 17m89 23m51 23m51 4 22m30 21m58 20m55 23m51

ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞｭ 茨城

6 15 582 川口　安珠(3) 筑波 20m82 22m40 22m50 22m50 3 20m11 21m25 18m14 22m50

ｱﾍﾞ ｹｲ 千葉

7 14 642 安倍　慧(4) 日大松戸 16m37 16m86 17m29 17m29 1 20m43 19m55 20m02 20m43

ｲﾜｾ ﾅﾂｺ 東京

8 2 604 岩瀬　奈津子(6) 東京医科歯科 17m62 17m54 18m86 18m86 2 17m98 × × 18m86

ﾂｶﾊﾗ ﾘｵ 東京

9 9 638 塚原　理央(5) 日本歯科 14m94 14m58 × 14m94 14m94

ｲﾄｳ ﾕﾘ 東京

10 6 607 伊藤　有理(2) 東京医科 × × 13m50 13m50 13m50

ﾔｷﾞｭｳ ｾｲﾅ 東京

11 3 612 野牛　聖那(2) 東京医科 12m36 11m39 13m14 13m14 13m14

ｲﾅｶﾞｷ ﾕﾐ 東京

12 11 594 稲垣　有美(2) 東京医科歯科 12m99 11m62 11m45 12m99 12m99

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 栃木

13 1 530 小林　沙紀(2) 国際医療 10m96 11m94 10m57 11m94 11m94

ﾆｼﾀﾞ ﾘｻ 神奈川

14 12 517 西田　梨紗(1) 慶応三四会 11m05 9m19 11m36 11m36 11m36

ﾅｶｺｳｼﾞ ﾐｵ 東京

5 636 中小路　美緒(2) 日本歯科 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

7月3日 13:35 決勝

凡例  DNS:欠場


	01男100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02男200
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03男400
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04男800
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	05男1500
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	06男5000
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	07男110H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	08男400H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	09男3000SC
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	10男400R
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	11男1600R
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	12男高跳
	R6_1組

	13男走幅跳
	R6_1組

	14男三段
	R6_1組

	15男砲丸
	R6_1組

	16男円盤
	R6_1組

	17男やり
	R6_1組

	33女100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	34女200
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	35女400
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	36女800
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	37女1500
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	38女3000
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	39女100H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	40女400R
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	41女高跳
	R6_1組

	42女幅跳
	R6_1組

	43女砲丸
	R6_1組

	44女円盤
	R6_1組

	45女やり
	R6_1組

	コンディション
	11-1-1 コンディションリスト

	
	印刷処理

	得点
	001得点表　男子
	14-1-1 リザルトリスト（対抗戦所属）

	002得点表　女子
	14-1-1 リザルトリスト（対抗戦所属）



