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日付 種目

齋藤　郁磨(4) 10.43 瀧澤　龍太(2) 10.62 女部田　祐 10.70 小林　一成(4) 10.72 鈴木　宏明 10.73 黒澤　光(M1) 10.76 伊藤　孝太郎(1) 10.81 草野　誓也 10.84
東学大 城西大 筑波銀行 駿河台大 登利平AC 流通経済大 東海大 Team Accel
根本　万大(1) 21.31 藤川　哲平(3) 21.45 三田　真也(4) 21.45 大久保　公彦(2) 21.62 鹿内　翔太(4) 21.64 寺田　優志 21.74 吉田　大夢(2) 21.76 和西　玲旺(1) 21.80
順天堂大 中央大 S Ｗ．ＴＦＣ S 中央大 駿河台大 登利平AC 東経大 駿河台大
野﨑　俊伍(3) 48.42 吉野　颯太(1) 48.54 小泉　拓海(1) 48.90 金子　涼(3) 48.96 油谷　恒佑(3) 48.96 若菜　優太 49.00 宮川　昌也(3) 49.51
つくば秀英高 大東大 日本大 城西大 東金商高 Team Accel 東京農大三高
中條　龍(3) 1:57.87 庄司　貴紀(3) 1:58.06 服部　直 1:58.34 大木　学 1:58.71 川口　航汰(3) 1:59.75 上野　雄大(2) 1:59.83 佐々木　亮介(1) 2:01.51 宮城　勇一(2) 2:05.72
城西大 駿河台大 UPAC 茨城陸協 東北大 中央大 國學院大 法大工
湯原　慶吾(3) 3:56.21 青栁　良英(4) 3:56.67 石川　聖也(M1) 3:57.14 北村　光(1) 3:59.06 秦　涼輔 3:59.45 池田　一成(3) 3:59.76 七海　龍成(2) 4:01.76 加瀬　莉穏(3) 4:02.15
水戸工高 横浜国立大 早大同 樹徳高 法大Ⅱ部 東海大相模高 昌平高 佐原高
湯原　慶吾(3) 14:42.89 三野　貴史 14:51.69 宮下　隼人(3) 14:57.58 丹所　健(2) 14:59.55 鈴木　宗孝(3) 15:16.95 高津戸　拓実 15:20.79 高橋　幸二 15:24.84 福井　大夢(2) 15:27.73
水戸工高 松戸市陸協 富士河口湖高 湘南工大附高 氷取沢高 ＭＫＰＪＴ オキHD 水戸工高
樽木　将吾 32:15.08 島﨑　慎愛(3) 32:18.54 茂原　將悟(3) 32:19.39 星野　純希(3) 32:24.98 依田　崇弘 32:29.18 仲田　晶太 32:33.87 金子　遼 32:42.37 上岡　正太 32:52.87
小田原市役所 藤岡中央高 高崎高 国士舘大 山梨陸協 茨城陸協 滑川走友会 ＭＫＰＪＴ
馬場　和樹 13.90 井口　貴文(3) 14.04 森田　俊一 14.10 森戸　信陽(3) 14.15 大野　亮(4) 14.28 永島　唯哉(4) 14.39 春木　滉司(3) 14.44 川上　明日麻(3) 14.59
昌平ＡＣ 立教大 ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 市立船橋高 東海大 東工大 早大同 荏田高
加藤　誠也 50.82 冨田　博貴(3) 51.92 野口　友輝(2) 52.06 前山　陽軌(3) 52.06 平井　健一 52.42 渡辺　翔太(3) 54.74 小野　浩介(1) 55.16 山本　武(1) 57.20
熊谷市役所 城西大 城西大 S 慶應義塾大 S Team Accel 山梨学院大 日本体育大 愛教大
町田　将光(3) 9:21.05 神田　朝日 9:23.32 中野　雄介(3) 9:24.89 大久保　誠吾 9:25.08 竹内　俊樹 9:25.59 小又　寛也(4) 9:26.42 工藤　優太(2) 9:31.70 内田　幸瑛 9:31.97
市立川口高 西武台高教員 大磯高 さいたま市陸 大和市陸協 木更津高専 竹園高 早大同好会
割田　仁志 21:33.43 川端　脩也(3) 21:35.60 福岡　光 22:05.31 鈴木　大介 22:24.52 粟野　敬介 22:28.47 髙橋　樹生(3) 22:41.99 今村　健人(3) 22:43.95 及川　知大(2) 22:46.78
埼玉陸協 八千代松陰高 平塚市役所 さいたま市陸 明大同好会 白鴎大足利高 八千代松陰高 神奈川工科大
作新学院大学 40.46 TeamAccel 40.60 駿河台大 40.85 早大同 40.94 大宮東高 41.02 流通経済大 41.06 駿河台大 41.56 駿河台大 42.09
前原　宙哉(4) GR 小池　雄作 川本　想太朗(4) 大谷　直矢(2) 堂阪　日向(2) 黒澤　光(M1) 岡　海来(1) 佐藤　和樹(2)
佐藤　風雅(3) 草野　誓也 石原　瑞樹(4) 中村　健士(2) 西郷　翔(3) 田中　優作(2) 鹿内　翔太(4) 笹本　優輔(3)
成田　圭佑(3) 中村　圭佑 下里　尚輝(1) 原　大介(4) 本多　友士(3) 斉藤　颯斗(4) 関谷　涼(3) 宇野　敬太(4)
江田　尋貴(1) 小嶋　和麿 小林　一成(4) 根本　裕(4) 江幡　風助(3) 佐々木　健也(3) 和西　玲旺(1) 高山　裕昭(4)
TeamAccel 3:11.45 つくば秀英高 3:13.75 阿見ＡＣ 3:14.04 城西大 3:14.32 作新学院大学 3:15.28 市立船橋高 3:15.90 駿河台大 3:16.58 筑波大同好会 3:16.90
板鼻　航平 林　晃生(2) 澤幡　幹 田中　瑶佑(1) 川村　健太(3) 平野　壮太(2) 松本　侑哉(1) 小林　智希(3)
若菜　優太 野崎　俊伍(3) 加藤　裕介 鈴木　祥貴(4) 佐藤　風雅(3) 山﨑　稔侍(2) 高山　裕昭(4) 小原　隼斗(5)
大岐　亮平 高橋　竜成(2) 木村　知博 佐藤　星哉(4) 椎名　竜(3) 栁沼　快門(2) 皆川　龍仁(1) 山崎　孔史(2)
相山　慶太郎 會田　智也(3) 佐藤　慧太郎 金子　涼(3) 成田　圭佑(3) ??田　有佑(1) 宇野　敬太(4) 小澤　樹(3)
小林　秀輔(4) 2m08 稱原　慎平(4) 2m08 丸山　智也 2m05 内田　大雅 2m05 久保田　征孝(4) 2m05 鳥海　貴之(3) 2m00 渡辺　健太(1) 2m00
埼玉大 東海大 富岡市陸協 千葉陸協 上武大 流通経済大 上武大

市村　脩人 2m08
阿見ＡＣ

髙須　莉喜(3) 5m10 堀川　晴海(4) 5m00 石橋　和也(1) 5m00 石川　文貴 5m00 永田　純也 4m80 田中　成(4) 4m80 三輪　凌大(3) 4m80
横浜国立大 日本体育大 清和大 阿見ＡＣ 横浜市陸協 日体大 樹徳高

高橋　翔大(2) 4m80
東海大
高橋　一斗(4) 4m80
清和大

中村　健士(2) 7m48(-0.2) 小田　大雅(1) 7m41(0.0) 中島　貴大 7m41(-0.7) 長島　薫 7m32(-0.2) 川島　鶴槙(3) 7m29(-0.6) 宮崎　章光(4) 7m27(-0.6) 松添　基理(3) 7m24(+0.4) 秋山　裕樹(2) 7m15(+0.1)
早大同 福岡大 埼玉陸協 平国大ＡＣ 順天堂大 東海大 法政大 川崎市立橘高
長谷川　大悟 15m57(-1.1) 川島　鶴槙(3) 15m45(0.0) 辻田　達也(3) 15m45(-0.8) 齋藤　勇太(3) 15m32(0.0) 犬井　亮介(4) 15m16(+0.3) 池畠　旭佳瑠 15m09(-1.2) 中谷　靖宏(4) 14m88(-0.2) 海老原　侑也 14m81(0.0)
横浜市陸協 順天堂大 順天堂大 作新大 筑波大 駿台ＡＣ 大東大 OCOSITEI
吉田　孝博 15m45 今　祐太(M2) 15m29 石井　光一(4) 15m14 戸辺　誠也(3) 15m01 秋場　康太(2) 14m92 伊藤　崚真(4) 14m82 山中　郁瑛(4) 14m50 伊藤　大悟(3) 13m83
茨城茗友ク 埼玉大 ウェルネス大 国士舘大 日本大 国際武道大 福岡大 順大
堤　雄司 60m54 篠﨑　拓郎(4) 45m50 髙橋　史門(1) 45m26 宮入　紳豪(4) 45m01 石井　光一(2) 44m57 田村　勇太(2) 43m76 塩畑　亮祐(2) 42m48 岩瀬　拓実(2) 41m94
群馬綜合ガード NR,GR 順天堂大 筑波大 東学大 流通経済大 順天堂大 国際武道大 国士舘大
根本　太樹(M2) 65m76 北亦　将成(3) 61m68 石川　諒(3) 56m46 小島　奨生(3) 56m00 土屋　翔大(4) 55m90 山本　令央(1) 55m40 市來　眞 55m31 栄野比　ホセ(2) 53m19
流通経済大 流通経済大 水戸工高 日本大学 九州共立大 日本大 昭和電工川崎 上武大
山崎　元気(4) 70m94 中村　雄二(4) 69m80 井野　伸洋(4) 66m19 高橋　輝 65m53 中嶋　亮太 64m98 青沼　李軌(3) 63m63 谷川　健太 63m12 平田　洋周 62m06
東海大 尚美学大 国士舘大 育英クラブ T.A.C 山梨学院大 栃木陸協 法大Ⅱ部
飯島　篤史 6461点 川端　一輝(2) 6355点 岸井　貴春(3) 6298点 福島　優(4) 6136点 新井　真秀 6081点 石﨑　一平 6010点 泉　和徳(4) 5948点 柳澤　聡希(2) 5882点
千葉大ｸﾗﾌﾞ 慶応大 筑波大 流通経済大 SAC ビーイング 東海大 国武大

第９０回関東陸上競技選手権大会 【17501300】
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【111020】
2017/08/18 ～ 2017/08/20

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月19日
男子100m
風：-0.5

8月20日
男子200m
風：+0.5

8月18日 男子400m

8月19日 男子800m

8月18日 男子1500m

8月20日 男子5000m

8月18日 男子10000m

8月20日
男子110mH(1.067m)

風：+1.4

8月19日 男子400mH(0.914m)

8月19日 男子3000mSC

8月18日 男子5000mW

8月18日 男子4X100mR

8月18日 男子棒高跳

8月20日 男子4X400mR

8月20日 男子走高跳

8月19日 男子走幅跳

8月20日 男子三段跳

8月19日 男子砲丸投(7.260kg)

8月18日 男子円盤投(2.000kg)

8月20日 男子ハンマー投(7.260kg)

8月18日 男子やり投(800g)

11.44(+0.7)-6m85(+1.3)-10m86-1m65-52.24

15.78(+0.2)-32m28-4m10-51m93-4:47.43

8月18日
～19日

男子十種競技
11.35(+1.0)-6m65(+1.2)-9m53-1m90-52.55

15.86(-0.2)-25m98-4m20-49m29-4:56.28

11.28(+1.0)-6m89(+1.4)-9m85-1m81-52.14

15.11(-0.2)-29m33-3m60-40m85-4:48.22

11.48(+1.0)-6m35(+1.2)-10m47-1m93-55.27

16.22(-0.2)-30m21-3m90-44m80-4:54.12

11.82(+1.0)-6m02(+0.9)-11m22-1m65-53.47

16.60(-0.2)-33m39-4m00-55m67-4:54.93

11.84(+0.7)-6m16(+1.5)-9m89-1m78-52.90

16.59(+0.2)-31m50-4m00-41m58-4:38.92

11.64(+0.7)-6m87(+0.5)-9m80-1m75-53.21

16.10(+0.2)-28m21-3m80-46m48-5:18.13

10.98(+0.7)-6m34(+0.6)-9m97-1m60-51.77

15.86(+0.2)-27m80-3m50-48m69-5:19.55
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第９０回関東陸上競技選手権大会 【17501300】
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【111020】
2017/08/18 ～ 2017/08/20

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小寺　美沙季(M1) 11.90 中村　優希(3) 11.92 福田　奈央(2) 11.96 鈴木　一葉(1) 12.07 豊田　麗(2) 12.15 佐藤　天寧(1) 12.28 前田　柚奈(3) 12.33 細谷　優美(4) 12.40
作新大 埼玉大 作新高 埼玉栄高 横浜国大 星野高 荏田高 大東文化大
齋藤　莉奈(2) 24.52 芝田　望笑(1) 24.73 鈴木　一葉(1) 24.80 横田　理紗(3) 24.94 福田　奈央(2) 25.11 ﾃﾞｨﾐﾉ　美貴(3) 25.11 永富　美柚(2) 25.16
山梨学院大 山梨学院大 埼玉栄高 大東大 作新高 川崎市立橘高 東京女子体育大
松本　聖華(3) 55.37 大島　愛梨(2) 56.14 秦野　南美(1) 56.19 芝田　望笑(1) 56.25 宇喜多　七海(4) 56.55 河野　百花(3) 56.91 外山　ひかり(3) 56.97 河津　茉佑(2) 57.32
駿河台大 宇中女高 山梨学院大 山梨学院大 東京学芸大 市立船橋高 東京農大三高 東京女子体育大
武藤　桃花(2) 2:10.50 白鳥　さゆり(3) 2:12.05 金子　美聡(3) 2:12.48 那須野　友美 2:16.25 河田　実由(2) 2:16.45 鈴木　玲海(2) 2:16.75 山中　千穂 2:19.95 今井　咲 2:21.44
桐蔭学園高 順天堂大 前橋育英高 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 小金高 坂戸西高 みちるAC 千葉大ｸﾗﾌﾞ
白鳥　さゆり(3) 4:29.29 猿見田　裕香 4:30.60 秋山　桃子 4:31.11 宮﨑　友里花(1) 4:36.32 米谷　結希 4:36.90 渡邊　聖菜(4) 4:37.83 辻　和可子(3) 4:38.53 河田　実由(2) 4:40.45
順天堂大 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 順天堂大 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 立大 川越南高 小金高
猿見田　裕香 16:33.27 伊澤　菜々花 16:40.14 石原　七海(2) 17:22.28 小林　愛奈(3) 17:32.21 立石　祐子 17:51.35 中根　美咲(2) 18:05.99 山脇　彩華(3) 18:19.53 高柳　波流(2) 18:20.44
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 本庄東高 常総学院高 ｸﾞﾗｽﾙｰﾂAC 常総学院高 新栄高 川越南高
伊澤　菜々花 35:08.03 小林　茉海(3) 36:45.32 齋藤　茜(2) 37:12.06 藤本　優(3) 37:24.01 奥田　佳子(3) 37:30.49 山下　萌(3) 38:14.20 弓削田　眞理子 38:19.64 塚田　菜々羽(3) 38:29.09
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 市立船橋高 松山女高 市立船橋高 我孫子高 鶴嶺高 石川眼科 船橋法典高
鈴木　美帆(3) 13.96 齋藤　碧彩(3) 14.00 水越　香織(4) 14.06 バルア　ミティラ 14.10 沼沢　美季(4) 14.14 西村　夏帆(3) 14.15 中島　未貴(2) 14.27 田中　陽夏莉(1) 14.31
法政大 共愛学園高 立教大 駿河台大 作新大 昌平高 山梨学院大 山梨学院大
村上　夏美(3) 1:00.00 坂本　るみ(3) 1:00.06 川端　涼夏(M2) 1:00.61 比嘉　和希(1) 1:00.85 小山　涼華(3) 1:01.15 松本　聖華(3) 1:01.47 瀧澤　瑞季(3) 1:02.64
成田高 茨キリスト高 法政大 山梨学院大 大東文化大 駿河台大 本庄東高
金澤　結(1) 10:53.05 三上　希風(3) 11:08.43 大西　夏帆(2) 11:11.64 板垣　星空(2) 11:39.93 田山　由佳(3) 11:50.18 生井沢　祐希(3) 12:23.04 松尾　瑞樹(2) 14:33.10
立教大 木更津総合高 木更津総合高 熊谷女高 鉾田一高 鉾田一高 真岡女高
松本　みなみ(2) 24:16.40 尾内　夏輝(3) 24:19.56 田牧　明花音(3) 24:31.97 中里見　咲璃(1) 24:32.06 中村　みのり(3) 24:33.90 栗本　真実(2) 24:44.19 浅水　千歩(2) 25:20.32 中　梨緒(2) 25:50.74
熊谷女高 伊勢崎清明高 逗子高 新島学園高 三浦学苑高 逗子高 獨協大 横浜翠嵐高
市立船橋高 47.20 荏田高 47.50 相洋高 47.54 埼玉栄高 47.62 白鴎大足利高 47.98 駿台甲府高 48.11 東洋大牛久高 48.37
景山　咲穗(1) 田中　真優(1) 小川　ひかり(1) 吉田　詩央(1) 笹沼　若奈(3) 若杉　彩乃(2) 川越　りこ(2)
小林　歩未(2) 髙山　百合香(3) 髙島　菜都美(2) 鈴木　一葉(1) 福田　捺巴(1) 山口　華枝(2) 小倉　梨央(2)
大平　沙由里(3) 前田　柚奈(3) 金子　ひとみ(1) 塩味　未琴(1) 南部　千尋(3) 今村　令那(3) 山田　莉瑚(2)
高山　千優(3) 西場　美月(1) 髙島　咲季(1) 程川　奈々子(3) 成瀬　絢音(3) 岩浅　優花(2) 中谷　真子(1)
駿台甲府高 3:52.16 市立船橋高 3:52.78 埼玉栄高 3:53.27 市立松戸高 3:55.39 国際学院高 3:56.18 伊志田高 3:57.83 幕張総合高 3:58.66
岩浅　優花(2) 白鳥　茉莉佳(2) 豊泉　百々花(2) 宮本　祐里(2) 小笠原　遥(2) 山口　結渚(3) 森元　陽菜(2)
山口　華枝(2) 小林　歩未(2) 吉田　詩央(1) 松本　桃香(2) 小林　梨花(2) 中村　紗華(3) 本木　岬稀(2)
若杉　彩乃(2) 景山　咲穗(1) 塩味　未琴(1) 河野　杏樹(2) 青田　百華(2) 結城　夏実(2) 長沼　泉里(1)
今村　令那(3) 岸　茄楠(1) 植竹　七海(1) 二本松　采香(1) 大久保　清楓(2) 髙澤　ゆう(2) 塩田　夏帆(1)
神坂　莉子(3) 1m74 照井　はるか 1m71 中村　紗華(3) 1m71 青山　夏実(2) 1m71 齋藤　優羽(1) 1m68 北原　千愛(3) 1m68 加藤　玲奈 1m65 田中　瑠々花(2) 1m60
市立船橋高 聖学院T&F 伊志田高 日本女子体育大 埼玉栄高 立花学園高 小田原市役所 都留興譲館高

鈴木　小街(1) 1m60
順天堂大
梅原　遥奈(2) 1m60
成田高
五十嵐　彩可(4) 1m60
大東大
田中　里実(4) 1m60
東京学芸大

根本　智子 3m80 蕪野　亜紀(4) 3m70 久保　愛菜(2) 3m70 生島　弥歩(4) 3m60 佐々木　絢(1) 3m50 絹村　莉子 3m50 諸田　祐佳(1) 3m40
新日鐵住金君津 清和大 清和大 筑波大 日本女子体育大 加須西中 太田女高

角田　ルアニィ(1) 3m60
慶應大

小野瀬　桃華(3) 5m87(+0.8) 鈴木　利佳(4) 5m78(0.0) 山口　華枝(2) 5m70(0.0) 剱持　早紀 5m69(+0.1) 神山　綾音(3) 5m68(0.0) 松尾　香澄(2) 5m55(+0.3) 清野　華菜 5m52(0.0) 小清水　瑠巳(3) 5m48(+0.3)
埼玉栄高 日本大 駿台甲府高 長谷川体育 日本体育大 川崎市立橘高 ＮＳＡＣ 鶴嶺高
剱持　早紀 12m71(+1.4) 齋藤　萌乃(3) 12m62(+0.5) 奥村　彩音(1) 12m56(+1.0) 中野　瞳 12m39(-0.2) 橋本　梨沙(3) 12m36(0.0) 中澤　希緒 12m32(+1.6) 剱持　クリア(2) 12m32(-0.3) 水城　伽奈子(3) 11m96(+0.6)
長谷川体育 日女体大 東京学芸大 マグノリア 幕張総合高 埼玉陸協 筑波大 杉戸農高
吉野　千明 14m78 海老原　佑香(2) 14m50 大野　史佳(2) 14m44 木暮　佳奈(4) 13m82 石井　明日夏(3) 13m24 荒木　優奈(3) 12m81 松下　ちひろ(3) 12m59 小林　日菜子(2) 12m28
埼玉陸協 日本女体大 西武台高 国士舘大 東京女体大 東京学館船橋高 川口総合高 聖学院大
芳賀　鼓(4) 46m51 石井　明日夏(3) 44m47 塗　真奈美(4) 44m40 杉田　実咲(2) 43m53 神山　結衣(3) 42m35 海老原　佑香(2) 40m46 君山　絢子(1) 39m58 中鉢　玲美(3) 39m37
国士舘大 東京女体大 東女体大 順大 茨城大 日本女体大 日本女体大 日体大
関口　清乃(2) 57m36 大和　観月(4) 54m75 多田　一葉(4) 52m95 阿久津　実夏(2) 49m77 松井　美波(1) 49m21 阿部　千明(3) 48m87 磯田　実華(3) 48m47 高橋　七海(3) 47m71
筑波大 GR 流通経済大 GR 流通経済大 中央大 東女体大 平国大 春日部東高 八千代松陰高
後藤　明日香(2) 50m13 亀谷　実生(2) 48m73 浅野　叶紀(3) 48m02 平石　風歩(3) 45m44 郡司　美奈子(3) 43m66 二方　恵里奈 43m34 桑原　愛 43m21 安馬　利菜(3) 42m97
筑波大 茨キリスト高 東京女体大 東学大 矢板高 埼玉陸協 陸桜会千葉 東女体大
佐野　愛実(4) 4581点 諏訪間　恵美 4517点 石川　瑛子(3) 4361点 青野　杏子 4243点 石黒　りえ 4239点 鴫原　佳蓮(1) 4235点 佐々木　菜摘(2) 3847点 町田　希(2) 3787点
東海大 国士舘ｸﾗﾌﾞ 東学大 千葉大ｸﾗﾌﾞ 座間市陸協 順大 白鴎大足利高 前橋東高

8月19日
女子100m
風：+0.3

8月20日
女子200m
風：+0.7

8月18日 女子400m

8月19日 女子800m

8月18日 女子1500m

8月20日 女子5000m

8月18日 女子10000m

8月20日
女子100mH(0.840m)

風：-0.6

8月19日 女子400mH(0.762m)

8月19日 女子3000mSC(0.762m)

8月18日 女子5000mW

8月18日 女子4X100mR

8月20日 女子走高跳

8月19日 女子棒高跳

8月20日 女子4X400mR

8月18日 女子走幅跳

8月19日 女子三段跳

8月19日 女子砲丸投(4.000kg)

8月19日 女子円盤投(1.000kg)

8月20日 女子ハンマー投(4.000kg)

8月18日 女子やり投(600g)

16.10(-0.1)-1m65-8m89-26.51(-1.3)

5m22(-0.3)-29m80-2:23.16

8月19日
～20日

女子七種競技
15.34(-0.1)-1m56-9m77-28.00(-1.3)

4m92(-0.9)-35m98-2:24.95

16.56(+0.3)-1m45-9m36-27.08(+2.7)

4m60(0.0)-42m93-2:23.46

15.51(+0.6)-1m45-8m89-26.98(-1.6)

5m07(-0.1)-31m91-2:34.19

15.58(-0.1)-1m53-8m85-27.57(-1.3)

4m90(-0.6)-33m58-2:35.85

15.56(+0.6)-1m45-9m64-27.78(-1.6)

4m95(-1.1)-35m76-2:36.50

16.28(-0.1)-1m35-10m32-26.53(-1.3)

4m64(-0.7)-23m36-2:38.52

16.56(-0.1)-1m50-6m54-27.17(-1.3)

5m05(0.0)-19m93-2:33.11


	決勝一覧

