
男子100m第1レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 東田 旺洋 栃木県スポーツ協会 栃木 10.21

2 伊藤 孝太郎 東京ガスエコモ 神奈川 10.22

3 鈴木 涼太 スズキ 静岡 10.24

4 中村 彰太 東洋大学 静岡 10.27

5 矢橋 寛明 ヴィアティン三重RC 三重 10.30

6 竹田 一平 スズキ 静岡 10.32

7 稲毛 碧 早稲田大学 新潟 10.32

8 川西 裕太 Gollirab 大阪 10.32

9 草野 誓也 Accel Track Club 千葉 10.33

10 岩崎 浩太郎 ユティック 福井 10.33

11 宮本 大輔 山口フィナンシャルグループ 山口 10.33

12 島田 開伸 早稲田大学 静岡 10.35

13 宮城 辰郎 日星電気株式会社 静岡 10.35

14 伊藤 弘大 至学館大学 愛知 10.36

15 前田 拓夢 東洋大学 福岡 10.37

16 舘野 峻輝 東洋大学 愛知 10.38

17 熊田 竜也 東海大学 神奈川 10.40

18 小倉 亮介 FABLA 神奈川 10.41

19 川端 公人 Runway 静岡 10.43

20 鈴木 颯斗 城西大学 埼玉 10.44

21 川面 聡大 SPRINTEST 神奈川 10.46

22 末次 拓海 城西大学 佐賀 10.46

23 松浦 謙聖 法政大学 茨城 10.47

24 本多 諒平 Accel Track Club 千葉 10.48

25 富樫 竜輝 武南高等学校 埼玉 10.50

26 井上 直紀 早稲田大学 群馬 10.50

27 藤原 裕弥 大東文化大学 熊本 10.51

28 假屋 直幹 大東文化大学 大阪 10.51

29 中道 泰貴 Steam 静岡 10.51

30 菅原 巧 城西大学 静岡 10.52

31 由井 響 都留高校 山梨 10.52

32 衣笠 拓実 甲南大学 兵庫 10.53

33 石川 尚央 逗子高校 神奈川 10.54

34 倉澤 幹拡 ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎 宮崎 10.54

35 柴草 繭音 埼玉大学 埼玉 10.56

36 上田 嵩矢 大東文化大学 鳥取 10.56

37 中野 翔大 大阪体育大学 和歌山 10.56

38 山田 展之 相模原ギオンスタジアムアスリートクラブ 神奈川 10.57

39 寺澤 大地 早稲田大学 大阪 10.58

40 小久保 大地 中央大学 茨城 10.58

41 大西 蒼玄 大阪体育大学 奈良 10.58

42 髙松 祐孝 大松運輸 神奈川 10.59

43 米田 拓海 SPORCE 奈良 10.60

44 小野寺 潤 大東文化大学 埼玉 10.60

45 西村 陽杜 東洋大学 長野 10.60

46 坂本 壮平 山梨学院大学 山梨 10.60

47 設楽 王我 東洋大学 埼玉 10.61

48 飯田 貴之 ROOTS TOKYO 東京 10.61

49 熊谷 隆矢 駿河台大学 千葉 10.62

50 今西 康太 城西大学 長野 10.62

51 ビリヤパニヤ ダニエル SPRINTEST 神奈川 10.63

52 谷尾 匠 甲南大学 兵庫 10.63

53 三村 大河 駿河台大学 茨城 10.63

54 鳥居 青矢 名古屋大学 愛知 10.64

55 大津 瑛 宮崎アスリートクラブ 宮崎 10.64

56 藤原 巧成 上智大 神奈川 10.65

57 藤原 篤弥 社高 兵庫 10.65

58 江川 雅人 中央大学 京都 10.66

59 前田 盛翔 滋賀陸協 滋賀 10.66

60 寺崎 一輝 大阪教育大学 大阪 10.67

61 辻田 幸輝 京都産業大学 滋賀 10.68

62 大石 浩貴 群大TF荒牧クラブ 群馬 10.68

63 先本 貴一朗 筑波大学 福岡 10.68
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男子100m第2レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 東田 旺洋 栃木県スポーツ協会 栃木 10.21

2 伊藤 孝太郎 東京ガスエコモ 神奈川 10.22

3 鈴木 涼太 スズキ 静岡 10.24

4 中村 彰太 東洋大学 静岡 10.27

5 矢橋 寛明 ヴィアティン三重RC 三重 10.30

6 竹田 一平 スズキ 静岡 10.32

7 稲毛 碧 早稲田大学 新潟 10.32

8 川西 裕太 Gollirab 大阪 10.32

9 草野 誓也 Accel Track Club 千葉 10.33

10 岩崎 浩太郎 ユティック 福井 10.33

11 宮本 大輔 山口フィナンシャルグループ 山口 10.33

12 川上 拓也 大阪ガス 大阪 10.34

13 成島 陽紀 東洋大学 茨城 10.34

14 島田 開伸 早稲田大学 静岡 10.35

15 宮城 辰郎 日星電気株式会社 静岡 10.35

16 伊藤 弘大 至学館大学 愛知 10.36

17 前田 拓夢 東洋大学 福岡 10.37

18 熊田 竜也 東海大学 神奈川 10.40

19 小倉 亮介 FABLA 神奈川 10.41

20 川端 公人 Runway 静岡 10.43

21 鈴木 颯斗 城西大学 埼玉 10.44

22 川面 聡大 SPRINTEST 神奈川 10.46

23 末次 拓海 城西大学 佐賀 10.46

24 松浦 謙聖 法政大学 茨城 10.47

25 本多 諒平 Accel Track Club 千葉 10.48

26 富樫 竜輝 武南高等学校 埼玉 10.50

27 井上 直紀 早稲田大学 群馬 10.50

28 藤原 裕弥 大東文化大学 熊本 10.51

29 假屋 直幹 大東文化大学 大阪 10.51

30 中道 泰貴 Steam 静岡 10.51

31 菅原 巧 城西大学 静岡 10.52

32 由井 響 都留高校 山梨 10.52

33 衣笠 拓実 甲南大学 兵庫 10.53

34 石川 尚央 逗子高校 神奈川 10.54

35 倉澤 幹拡 ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎 宮崎 10.54

36 柴草 繭音 埼玉大学 埼玉 10.56

37 上田 嵩矢 大東文化大学 鳥取 10.56

38 中野 翔大 大阪体育大学 和歌山 10.56

39 山田 展之 相模原ギオンスタジアムアスリートクラブ 神奈川 10.57

40 寺澤 大地 早稲田大学 大阪 10.58

41 小久保 大地 中央大学 茨城 10.58

42 大西 蒼玄 大阪体育大学 奈良 10.58

43 髙松 祐孝 大松運輸 神奈川 10.59

44 米田 拓海 SPORCE 奈良 10.60

45 小野寺 潤 大東文化大学 埼玉 10.60

46 西村 陽杜 東洋大学 長野 10.60

47 坂本 壮平 山梨学院大学 10.60

48 設楽 王我 東洋大学 埼玉 10.61

49 原川 浩太朗 東洋大学 山口 10.61

50 飯田 貴之 ROOTS TOKYO 東京 10.61

51 熊谷 隆矢 駿河台大学 千葉 10.62

52 今西 康太 城西大学 長野 10.62

53 ビリヤパニヤ ダニエル SPRINTEST 神奈川 10.63

54 谷尾 匠 甲南大学 兵庫 10.63

55 三村 大河 駿河台大学 茨城 10.63

56 鳥居 青矢 名古屋大学 愛知 10.64

57 大津 瑛 宮崎アスリートクラブ 宮崎 10.64

58 藤原 巧成 上智大 神奈川 10.65

59 藤原 篤弥 社高 兵庫 10.65

60 中谷 颯汰 相洋高校 神奈川 10.66

61 江川 雅人 中央大学 京都 10.66

62 前田 盛翔 滋賀陸協 滋賀 10.66
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男子200m第1レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 染谷 佳大 大和ハウス工業 東京 20.48

2 三浦 励央奈 早稲田大学 神奈川 20.57

3 井本 佳伸 東京ガスエコモ 神奈川 20.66

4 樋口 一馬 M NT TOKYO 東京 20.80

5 西 裕大 早稲田大学 埼玉県 20.82

6 山路 康太郎 法政大学 三重 20.83

7 山下 潤 ANA 東京 20.92

8 安田 圭吾 住友電工 兵庫 21.00

9 川端 魁人 中京大クラブ 愛知 21.00

10 成島 陽紀 東洋大学 茨城 21.02

11 伊藤 弘大 至学館大学 愛知 21.08

12 木下 裕貴 順天堂大学 宮崎 21.09

13 千田 杜真寿 早稲田大学 茨城 21.12

14 澤 大地 早稲田大学 滋賀 21.15

15 北川 翔 渡辺パイプ 東京 21.17

16 小笹 龍世 東洋大学 福岡 21.21

17 新上 健太 早稲田大学 神奈川 21.22

18 川瀬 孝則 J.VIC 東京 21.25

19 沼田 充広 城西大学 京都 21.28

20 山本 祐大 法政大学 神奈川 21.29

21 原川 浩太朗 東洋大学 山口 21.32

22 柴草 繭音 埼玉大学 埼玉 21.33

23 木下 祐一 法政大学 京都 21.35

24 渡邉 聖矢 山梨学院大学 山梨 21.35

25 木野内 京介 作新学院大学 茨城 21.37

26 海老澤 蓮 順天堂大 千葉 21.38

27 中谷 颯汰 相洋高校 神奈川 21.38

28 杉浦 正吾 京都産業大学 京都 21.45

29 伊藤 有哉 至学館大学 愛知 21.47

30 齊藤 歩 至学館大学 静岡 21.50

31 飯嶋 駿 横浜市陸上競技協会 神奈川 21.52

32 保坂 凜 駿台甲府高校 山梨 21.57

男子200m第2レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 伊藤 孝太郎 東京ガスエコモ 神奈川 20.45

2 染谷 佳大 大和ハウス工業 東京 20.48

3 三浦 励央奈 早稲田大学 神奈川 20.57

4 樋口 一馬 M NT TOKYO 東京 20.80

5 西 裕大 早稲田大学 埼玉 20.82

6 山路 康太郎 法政大学 三重 20.83

7 山下 潤 ANA 東京 20.92

8 舘野 峻輝 東洋大学 愛知 20.98

9 安田 圭吾 住友電工 兵庫 21.00

10 川端 魁人 中京大クラブ 愛知 21.00

11 伊藤 弘大 至学館大学 愛知 21.08

12 木下 裕貴 順天堂大学 宮崎 21.09

13 千田 杜真寿 早稲田大学 茨城 21.12

14 澤 大地 早稲田大学 滋賀 21.15

15 北川 翔 渡辺パイプ 東京 21.17

16 小笹 龍世 東洋大学 福岡 21.21

17 川瀬 孝則 J.VIC 東京 21.25

18 沼田 充広 城西大学 京都 21.28

19 山本 祐大 法政大学 神奈川 21.29

20 柴草 繭音 埼玉大学 埼玉 21.33

21 大門 龍平 東京都立板橋高等学校 東京 21.34

22 渡邉 聖矢 山梨学院大学 山梨 21.35

23 木野内 京介 作新学院大学 茨城 21.37

24 海老澤 蓮 順天堂大 千葉 21.38

25 杉浦 正吾 京都産業大学 京都 21.45

26 伊藤 有哉 至学館大学 愛知 21.47

27 齊藤 歩 至学館大学 静岡 21.50

28 飯嶋 駿 横浜市陸上競技協会 神奈川 21.52

29 保坂 凜 駿台甲府高校 山梨 21.57

30 田中 颯 京都産業大学 滋賀 21.54

31 牧原 浩樹 至学館大学 愛知 21.59
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男子400m

№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録
1 中島 佑気ジョセフ 東洋大学 東京 45.72

2 岩崎 立来 大阪体育大学 奈良 46.10

3 河内 光起 大阪ガス 大阪 46.13

4 吉津 拓歩 TOYO TC 埼玉 46.34

5 野瀬 大輝 立命館大学 滋賀 46.70

6 竹内 彰基 早稲田大学 愛知 46.80

7 川上 聡太 東洋大学 千葉 46.89

8 板鼻 航平 Accel track club 千葉 47.00

9 藤好 駿太 早稲田大学 福岡 47.04

10 新上 健太 早稲田大学 神奈川 47.05

11 眞々田 洸大 早稲田大学 千葉 47.06

12 野口 航平 明治大学 京都 47.08

13 中里 将基 作新学院大学 栃木 47.12

14 村木 渉真 早稲田大学 東京 47.19

15 萩原 拓斗 東洋大学 愛知 47.31

16 勝 優虎 駿河台大学 埼玉 47.32

17 新垣 颯斗 東洋大学 愛知 47.33

18 檜垣 正昭 福山平成大学 広島 47.33

19 志賀 優晟 駿河台大学 埼玉 47.34

20 杉田 諒 駿河台大学 埼玉 47.34

21 福字 涼太郎 立命館大学 山口 47.34

22 服部 冴汰郎 東洋大学 北海道 47.47

23 川路 武 芙蓉建設 山梨 47.60

24 中川 諒 京都産業大学 兵庫 47.73

25 野中 聖弥 城西大学 佐賀 47.79

26 松本 純弥 法政大学 神奈川 47.80

27 児玉 悠作 法政大学 長野 47.81

28 田口 竜也 京都産業大学 兵庫 47.82

29 北澤 徹 城西大学 茨城 47.83

30 村石 怜司 法政大学 神奈川 47.85

31 藤 太樹 東農大 神奈川 47.85

32 入月 誠ノ介 韮崎高校 山梨 48.52

男子110mH第1レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 徳岡 凌 KAGOTANI 兵庫 13.60

2 久保田 太一 筑波大学 兵庫 13.89

3 小池 綾 法政大学 大阪 13.90

4 鐵口 蓮 日本体育大学 神奈川 14.11

5 加藤 秀彬 BeyonD 神奈川 14.14

6 香取 直樹 Accel Track Club 千葉 14.23

7 久保田 健介 早稲田大学陸上競技同好会 埼玉 14.16

8 丸山 壮 筑波大学 京都 14.29

9 酒井 春名 社高校 兵庫 14.34

10 森上 慧 早稲田大学陸上競技同好会 埼玉 14.44

11 牛山 敦貴 巨摩高校 山梨 15.14

男子110mH第2レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 徳岡 凌 KAGOTANI 兵庫 13.60

2 藤原 孝輝 東洋大学 埼玉 13.60

3 久保田 太一 筑波大学 兵庫 13.89

4 小池 綾 法政大学 大阪 13.90

5 鐵口 蓮 日本体育大学 神奈川 14.11

6 加藤 秀彬 BeyonD 神奈川 14.14

7 香取 直樹 Accel Track Club 千葉 14.23

8 久保田 健介 早稲田大学陸上競技同好会 埼玉 14.26

9 丸山 壮 筑波大学 京都 14.29

10 酒井 春名 社高校 兵庫 14.34

11 奥野 遼平 ATC 千葉 14.41

12 森上 慧 早稲田大学陸上競技同好会 埼玉 14.44

13 牛山 敦貴 巨摩高校 山梨 15.14
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男子400mH

№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録
1 岸本 鷹幸 富士通 東京 49.65

2 田中 天智龍 早稲田大学 鹿児島 49.71

3 松下 祐樹 ミズノ 神奈川 49.97

4 高田 一就 ROOTS TOKYO 東京 50.02

5 髙橋 祐満 西宮市陸協 兵庫 50.18

6 筒江 海斗 スポーツテクノ和広 福岡 50.23

7 鍜治木 崚 住友電工 兵庫 50.25

8 山内 大夢 東邦銀行 福島 50.40

9 大林 督享 石丸製麺 香川 50.46

10 田代 優仁 東邦銀行 福島 50.66

11 伊奈 颯太 城西大学 愛知 50.67

12 長谷 伸之助 中大クラブ 東京 51.08

13 濱田 寛志 城西大学 大阪 51.16

14 新城 雄基 ROOTS TOKYO 東京 51.18

15 柴田 有仁 慶應義塾大学 愛知 51.47

16 木村 竜晟 大阪教育大学 兵庫 51.58

17 村冨 浩太朗 筑波大学 宮崎 51.62

18 柴崎 駿希 東洋大学 山形 51.64

19 山岡 竜太朗 山梨学院大学 山口 52.30

20 紅谷 輝大 山梨学院大学 山梨 53.29

21 金丸 滉佑 身延高校 山梨 53.93

男子三段跳
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 池畠 旭佳瑠 駿河台大学AC 埼玉 16m26

2 小田 大雅 XSPO SEAGULLS KANAGAWA 神奈川 15m90

3 鈴木 憲伸 明治大学 東京 15m90

4 北川 凱 東海大学 静岡 15m68

5 丸山 圭太 大阪体育大学 兵庫 15m52

6 横森 友朗 山梨大学 山梨 15m47

7 城崎 滉青 東洋大学 福岡 15m37

8 中島 陸斗 駿河台大学 埼玉 15m26

男子走幅跳
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 吉田 弘道 神崎郡陸協 兵庫 8m12

2 藤原 孝輝 東洋大学 埼玉 8m03

3 谷口 祐 新日本住設 大阪 7m91

4 小田 大樹 ヤマダホールディングス 群馬 7m88

5 高野 恭平 愛知陸協 愛知 7m65

6 海老沼 勝輝 三和建設 大阪 7m63

7 水野 遥人 日本大学 東京 7m61

8 松下 凌晟 岐阜協立大学 岐阜 7m61

9 津藤 広夢 順天堂大 群馬 7m61

10 長尾 行浩 山梨学院大学 山梨 7m48

男子走髙跳
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 蛭子屋 雄一 埼玉陸協 埼玉 2m17

2 平松 祐司 辰野(株) 大阪 2m17

3 宮田 風 日本大学 東京 2m14

4 大川 海翔 大阪体育大学 滋賀 2m05

4 後藤 昂 東京陸協 東京 2m05

5 大橋 駿音 流通経済大学 千葉 2m05

女子100m第1レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 君嶋 愛梨沙 土木管理総合 長野 11.36

2 青木 益未 七十七銀行 宮城 11.51

3 齋藤 愛美 大阪成蹊ＡＣ 大阪 11.66

4 坂野 七海 大阪体育大学 大阪 11.70

5 髙橋 明日香 バリュエンス 東京 11.71

6 名倉 千晃 NTN 三重 11.74

7 喜田 奈南子 大松運輸 神奈川 11.87

8 福田 奈央 作新学院大学 栃木 11.90

9 田中 きよの 駿河台大学 群馬 11.92

10 竹内 爽香 渡辺パイプ株式会社 東京 11.92

11 小針 涼葉 駿河台大学 静岡 11.92

12 伊藤 すずほ 日本女子体育大学 東京 11.93

13 小倉 梨央 駿河台大学 茨城 12.04

14 園宮 璃子 BTAC東京 東京 12.10

15 奥村 陽 山梨学院高等学校 山梨 12.19

16 三島 菜楠 国際学院高等学校 埼玉 12.23

17 奥 珠杏 相洋高校 神奈川 12.23

18 小林 萌恵 山梨学院大学 神奈川 12.84

19 武田 杏 山梨学院大学 神奈川 12.95
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女子100m第2レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 君嶋 愛梨沙 土木管理総合 長野 11.36

2 青木 益未 七十七銀行 宮城 11.51

3 齋藤 愛美 大阪成蹊ＡＣ 大阪 11.66

4 坂野 七海 大阪体育大学 大阪 11.70

5 髙橋 明日香 バリュエンス 東京 11.71

6 名倉 千晃 NTN 三重 11.74

7 喜田 奈南子 大松運輸 神奈川 11.87

8 田中 きよの 駿河台大学 群馬 11.92

9 竹内 爽香 渡辺パイプ株式会社 東京 11.92

10 小針 涼葉 駿河台大学 静岡 11.92

11 伊藤 すずほ 日本女子体育大学 東京 11.93

12 小倉 梨央 駿河台大学 茨城 12.04

13 園宮 璃子 BTAC東京 東京 12.10

14 吉永 葉月 埼玉県立豊岡高等学校 埼玉 12.12

15 奥村 陽 山梨学院高等学校 山梨 12.19

16 三島 菜楠 国際学院高等学校 埼玉 12.23

17 奥 珠杏 相洋高校 神奈川 12.23

18 小林 萌恵 山梨学院大学 神奈川 12.84

19 武田 杏 山梨学院大学 神奈川 12.95

女子200m第1レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 齋藤 愛美 大阪成蹊ＡＣ 大阪 23.54

2 吉永 葉月 埼玉県立豊岡高等学校 埼玉 24.77

3 安田 明日翔 KAGOTANI 兵庫 24.93

4 山﨑 有紀 スズキ 静岡 24.99

5 奥 珠杏 相洋高校 神奈川 25.03

6 谷﨑 仁美 omg 三重 25.11

7 児玉 楓夏 駿河台大学 秋田 25.26

8 星野 莉亜 法政大学 東京 25.27

女子200m第2レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 齋藤 愛美 大阪成蹊ＡＣ 大阪 23.54

2 吉永 葉月 埼玉県立豊岡高等学校 埼玉 24.77

3 安田 明日翔 KAGOTANI 兵庫 24.93

4 山﨑 有紀 スズキ 静岡 24.99

5 奥 珠杏 相洋高校 神奈川 25.03

6 谷﨑 仁美 omg 三重 25.11

7 児玉 楓夏 駿河台大学 秋田 25.26

8 星野 莉亜 法政大学 東京 25.27

女子400m

№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録
1 松尾 季奈 立命館大学 兵庫 54.72

2 近藤 七海 至学館大 愛知 56.12

3 光井 梨乃 相洋高校 神奈川 56.52

4 畑 和希 相洋高校 神奈川 56.87

5 岩間 彩芽 駿台甲府高校 山梨

女子100mH第1レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 福部 真子 日本建設工業 東京 12.82

2 中島 ひとみ 長谷川体育施設 兵庫 13.13

3 鈴木 美帆 長谷川体育施設 神奈川 13.20

4 林 美希 中京大学附属中京高等学校 愛知 13.46

5 藤原 未来 住友電工 兵庫 13.48

6 田中 陽夏莉 富士山の銘水 山梨 13.50

7 藤森 菜那 ゼンリン 東京 13.53

8 小宮 いつき ジーケーライン陸上競技部 東京 13.58

9 佐々木 天 ROOTS TOKYO 東京 13.66

10 佐藤 美憂 山梨学院大学 長崎 13.69

11 髙木 茜里 中京大学附属中京高等学校 愛知 13.81

12 片山 心菜 中京大学附属中京高等学校 愛知 13.83

13 山﨑 有紀 スズキ 静岡 13.84

14 柳田 夏希 駿河台大学 東京 14.12

15 今田 涼花 山梨学院大学 静岡 14.49

16 落合 倫 韮崎高校 山梨 15.14

女子100mH第2レース
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 福部 真子 日本建設工業 東京 12.82

2 中島 ひとみ 長谷川体育施設 兵庫 13.13

3 鈴木 美帆 長谷川体育施設 神奈川 13.20

4 林 美希 中京大学附属中京高等学校 愛知 13.46

5 藤原 未来 住友電工 兵庫 13.48

6 田中 陽夏莉 富士山の銘水 山梨 13.50

7 藤森 菜那 ゼンリン 東京 13.53

8 小宮 いつき ジーケーライン陸上競技部 東京 13.58

9 佐々木 天 ROOTS TOKYO 東京 13.66

10 佐藤 美憂 山梨学院大学 長崎 13.69

11 髙木 茜里 中京大学附属中京高等学校 愛知 13.81

12 片山 心菜 中京大学附属中京高等学校 愛知 13.83

13 山﨑 有紀 スズキ 静岡 13.84

14 柳田 夏希 駿河台大学 東京 14.12

15 今田 涼花 山梨学院大学 静岡 14.49

16 落合 倫 韮崎高校 山梨 15.14
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女子400mH

№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録
1 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設 兵庫 56.88

2 伊藤 明子 セレスポ 東京 58.09

3 横田 華恋 KAGOTANI 兵庫 58.37

4 川端 涼夏 松本土建 長野 59.04

5 比嘉 和希 富士山の銘水 山梨 60.56

女子三段跳
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 剱持 早紀 長谷川体育施設 山梨 12m91

2 剱持 クリア KENNYa.c. 山梨 12m29

3 田口 侑楽 国際学院高等学校 埼玉 12m21

4 平山 果歩 甲府南高校 山梨 11m57

女子走幅跳
№ 苗字 名前 所属 登録陸協 資格記録

1 平加 有梨奈 ニッパツ 神奈川 6m00

2 橋本 結空 国際学院高等学校 埼玉 5m87

3 古屋 日奈子 山梨大学 山梨 5m85

4 丸山 星乃 甲府昭和高校 山梨 5m36

5 脇坂 早也 都留高校 山梨 5m23
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