
ト ラ ッ ク 審 判 長 渡邊　隆洋 跳躍審判長 岩崎　義治 投てき審判長 田中　右一 スタート審判長 鎌倉　光男 招集所審判長 吉田　光広 混成競技審判長 竹村　義人

日付 種目

桐生　祥秀(1) 10.05 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ　飛鳥(3) 10.21 大瀬戸　一馬(2) 10.27 九鬼　巧(4) 10.30 山口　竜哉(3) 10.34 須田　隼人(2) 10.37 女部田　祐(3) 10.37 猶木　雅文(3) 10.40

埼玉・東洋大学 GR,=UR,=KR 東京・日本大学 福岡・法政大学 和歌山・早稲田大学 鹿児島・城西大学 神奈川・早稲田大学 東京・中央大学 東京・中央大学

山縣　亮太(4) 10.23 原　翔太(4) 10.39 小池　祐貴(1) 10.41 吉田　知央(4) 10.68 松田　翔太(3) 10.75 岩見　隆裕(4) 10.76 綱島　凌(1) 10.77 竹内　優太(4) 10.83

広島・慶應義塾大学 GR 群馬・上武大学 GR 北海道・慶應義塾大学 GR 神奈川・青山学院大学 群馬・東京農業大学 神奈川・慶應義塾大学 埼玉・聖学院大学 埼玉・埼玉医科大学

伊藤　太一(M1) 10.92 竹井　尚也(M1) 10.99 西村　三郎(D1) 11.10 川人　敏志(M1) 11.37

茨城・茨城大学大学院 京都・東京大学大学院 高知・筑波大学大学院 宮城・筑波大学大学院

加藤　修也(1) 47.25 油井　快晴(1) 47.28 小林　直己(2) 47.29 佐藤　拓也(3) 47.80 佐藤　拳太郎(2) 47.85 西村　定喜(3) 47.87 福永　拓哉(3) 48.00 横山　直弘(3) 48.13

静岡・早稲田大学 静岡・順天堂大学 神奈川・東海大学 埼玉・早稲田大学 埼玉・城西大学 石川・明治大学 京都・日本大学 静岡・中央大学

茅田　昂(4) 47.70 壁谷　智之(4) 48.11 長谷川　佑(4) 48.44 鈴木　啓太(3) 48.74 和田　竜樹(4) 48.92 臼井　玄(3) 49.03 室伏　基(3) 49.09 中野　哲太(4) 49.20

広島・慶應義塾大学 愛知・慶應義塾大学 神奈川・東京農業大学 埼玉・駿河台大学 千葉・東京農業大学 千葉・成蹊大学 神奈川・慶應義塾大学 北海道・駿河台大学

近藤　崇裕(M1) 48.15

三重・筑波大学大学院 GR

ｴﾉｯｸ･ｵﾑﾜﾝﾊﾞ(3) 3:48.66 八木沢　元樹(4) 3:52.23 加藤　光(4) 3:52.54 前野　貴行(4) 3:53.13 安齋　宰(3) 3:53.34 長浜　雄一(4) 3:53.64 三宅　一輝(3) 3:54.21 武藤　健太(3) 3:54.93

山梨・山梨学院大学 栃木・明治大学 宮城・日本体育大学 兵庫・明治大学 神奈川・順天堂大学 埼玉・東洋大学 宮城・中央大学 福島・国士舘大学

ﾗｻﾞﾗｽ･ﾓﾀﾝﾔ(1) 3:49.84 大山　憲明(1) 3:52.30 熊崎　健人(4) 3:52.35 大越　望(1) 3:52.70 中村　祐紀(1) 3:53.18 小澤　洸太(3) 3:53.60 大島　千幸(4) 3:55.83 吉永　竜聖(1) 3:56.40

東京・桜美林大学 福岡・創価大学 大阪・帝京大学 奈良・青山学院大学 大阪・青山学院大学 静岡・東京農業大学 熊本・拓殖大学 鹿児島・青山学院大学

柴田　幸樹(M1) 3:57.85 池上　聖史(M1) 4:02.56

東京・東京工業大学大学院 GR 宮崎・国士舘大学大学院

村山　紘太(4) 28:54.85 井上　大仁(4) 28:55.87 ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾑｲﾊﾞ･ｷﾄﾆｰ(3) 28:57.05 文元　慧(4) 29:00.93 横手　健(3) 29:07.20 服部　勇馬(3) 29:09.65 市田　孝(4) 29:09.69 柳　利幸(3) 29:11.29

宮城・城西大学 長崎・山梨学院大学 東京・日本大学 京都・明治大学 栃木・明治大学 埼玉・東洋大学 鹿児島・大東文化大学 埼玉・早稲田大学

村山　謙太(4) 29:03.22 中谷　圭佑(2) 29:11.89 潰滝　大記(3) 29:14.77 浅岡　満憲(4) 29:17.32 其田　健也(3) 29:26.93 柿原　聖哉(4) 29:27.44 神野　大地(3) 29:39.32 吉村　大輝(4) 29:39.97

宮城・駒澤大学 兵庫・駒澤大学 和歌山・中央学院大学 岐阜・東京農業大学 青森・駒澤大学 大阪・神奈川大学 愛知・青山学院大学 鹿児島・流通経済大学

太田　和彰(4) 13.84 尾形　晃広(3) 14.18 川口　逸人(4) 14.30 山口　裕之(4) 14.34 札場　大輝(3) 14.34 腰山　高弘(4) 14.36

長野・日本大学 石川・国士舘大学 宮城・法政大学 神奈川・法政大学 大阪・国際武道大学 北海道・筑波大学

増野　元太(3) 13.84

北海道・国際武道大学

矢田　弦(2) 14.15 高畠　匠(3) 14.34 岸　一輝(3) 14.49 小坂元　雄斗(3) 14.67 松永　晃雅(2) 14.94 三浦　拓哉(3) 15.15 上野　佑太(1) 15.68

島根・東京学芸大学 東京・東京学芸大学 神奈川・青山学院大学 神奈川・桐蔭横浜大学 神奈川・國學院大學 埼玉・帝京大学 福岡・慶應義塾大学

大室　秀樹(M2) 14.15 粟野　祐弥(M2) 14.51 赤木　健太郎(M1) 14.77 川邉　凱仁(M2) 14.78 布田　健人(M1) 14.88 志田　望(M2) 15.16 小久保　翔太(M1) 15.63

茨城・筑波大学大学院 山形・日本体育大学大学院 兵庫・日本体育大学大学院 東京・筑波大学大学院 神奈川・横浜国立大学大学院 岩手・東京学芸大学大学院 愛知・東京大学大学院

池上　聖史(M1) 9:20.28 上條　俊之(M1) 10:05.02

宮崎・国士舘大学大学院 山梨・山梨大学大学院

松永　大介(2) 39:18.71 西塔　拓己(4) 39:23.58 小林　快(4) 39:27.90 木村　洋介(4) 40:53.75 山下　優嘉(1) 41:32.23 山田　康太(2) 41:59.38 斉藤　凱(2) 42:25.03 中尾　讓(2) 42:39.33

神奈川・東洋大学 広島・東洋大学 秋田・早稲田大学 愛知・順天堂大学 富山・東洋大学 愛知・順天堂大学 愛知・平成国際大学 岡山・山梨学院大学

皿井　泰光(3) 43:11.01 遠藤　克也(2) 44:01.48 大内　穂高(4) 44:12.29 渡邉　成陽(2) 44:30.90 宇野　文貴(2) 45:34.71 髙橋　直己(1) 45:52.34 高木　啓徳(4) 46:32.41 平田　准也(2) 46:47.56

愛知・横浜国立大学 群馬・東京農業大学 茨城・東京学芸大学 神奈川・東京大学 富山・東京大学 埼玉・東京学芸大学 群馬・東京農業大学 宮城・立教大学

佐久間　貴弘(M1) 44:57.64 増田　結心(M1) 48:40.34 近藤　健一(M1) 49:20.38

東京・順天堂大学大学院 千葉・東京大学大学院 三重・東京大学大学院

中大・学連 39.12 法大・学連 39.31 東洋大・学連 39.54 城西大・学連 39.91 日体大・学連 40.01 大東大・学連 40.01 順大・学連 40.47 日大・学連 41.18

川上　拓也(1) 西垣　佳哉(3) 小笹　幸平(3) 鈴木　宏明(2) 関　卓哉(3) 梨本　真輝(3) 大田　醇(4) 小木　萌人(2)

猶木　雅文(3) 大瀬戸　一馬(2) 小林　将一(3) 本間　圭祐(4) 山本　悠史(2) 森　雅治(2) 北川　翔(1) 林　謙太郎(1)

日吉　克実(1) 冨田　智(4) 北村　優弥(4) 中沢　史哉(4) 川瀬　孝則(2) 佐々木　秀弥(1) 北風　優貴(2) 原　洋介(4)

谷口　耕太郎(2) 長田　拓也(2) 桐生　祥秀(1) 山口　竜哉(3) 松尾　慎太郎(3) 渡邉　悟(3) 佐々木　靖典(4) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ　飛鳥(3)

慶大・学連 39.96 上武大・学連 40.52 東農大・学連 41.11 青学大・学連 41.20 東学大・学連 41.24 東経大・学連 41.31 作新学大・学連 41.48 神奈川大・学連 42.05

岩見　隆裕(4) GR 内堀　直也(3) 松田　翔太(3) 内川　望(4) 荒谷　亘彦(2) 境田　雄太(4) 黒川　裕也(2) 伊東　武紘(1)

吉田　直人(2) 石川　綜師(1) 唐沢　大将(3) 吉田　知央(4) 高畠　匠(3) 糟谷　翔(2) 海老原　侑也(3) 長沼　俊貴(4)

小池　祐貴(1) 越智　将之(4) 嶋崎　優輝(2) 田口　智久(4) 加藤　裕介(2) 蓼沼　雅治(4) 赤沼　成太(4) 鈴木　啓介(3)

山縣　亮太(4) 原　翔太(4) 長谷川　佑(4) 岸　一輝(3) 矢田　弦(2) 石坂　有章(4) 土屋　拓実(2) 三好　智樹(3)

佐藤　凌(2) 2m16 中島　大輔(1) 2m16 平　龍彦(3) 2m13 山下　義弘(2) 2m10 村田　祥人(2) 2m10 村岡　健也(3) 2m10 元吉　雄基(4) 2m05

新潟・東海大学 栃木・日本大学 静岡・筑波大学 北海道・東洋大学 神奈川・東海大学 山形・筑波大学 東京・東海大学

津川　拓実(2) 2m05

神奈川・日本体育大学

高須賀　俊徳(4) 2m05

愛媛・法政大学

5位 6位 7位 8位

5月17日
男子1部１００ｍ

風：+1.6

5月17日
男子2部１００ｍ

風：+1.5

1位 2位 3位 4位

5月16日
男子3部１００ｍ

風：-2.0

5月17日 男子1部４００ｍ

5月17日 男子2部４００ｍ

5月16日 男子3部４００ｍ

5月16日 男子1部１５００ｍ

5月16日 男子2部１５００ｍ

5月17日
男子1部１１０ｍＨ

風：-1.5

5月17日
男子2部１１０ｍＨ

風：+2.0

5月16日 男子3部１５００ｍ

5月16日
男子1部１００００

ｍ

5月16日
男子2部１００００

ｍ

5月16日
男子3部１１０ｍＨ

風：-1.5

5月17日
男子3部３０００ｍ

ＳＣ

5月17日
男子1部１００００

ｍＷ

5月17日
男子2部１００００

ｍＷ

5月17日
男子3部１００００

ｍＷ

5月17日
男子1部４×１００

ｍ

5月17日
男子2部４×１００

ｍ

5月16日 男子1部走高跳
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刈田　真人(3) 2m07 菅原　敬弥(4) 2m07 枝　裕二(2) 2m04 中山　健(2) 2m04 福永　大輔(2) 1m98 能手　俊充(2) 1m98 岩田　和也(1) 1m98 西形　優希(4) 1m93

神奈川・慶應義塾大学 秋田・流通経済大学 神奈川・神奈川大学 岩手・都留文科大学 神奈川・東京大学 栃木・作新学院大学 群馬・上武大学 神奈川・学習院大学

渡邊　聖(2) 1m93

静岡・埼玉大学

工藤　健太(4) 1m93

宮城・東京大学

吉田　丞児(2) 1m93

東京・東京経済大学

衛藤　昂(M2) 2m24 石橋　哲也(M2) 1m93

三重・筑波大学大学院 京都・順天堂大学大学院

山本　凌雅(1) 16m16(+3.4) 戸村　柊(4) 15m94(+1.1) 王野　裕貴(2) 15m92(+2.6) 米澤　宏明(4) 15m91(+1.4) 黒田　寛亮(4) 15m88(+2.5) 有松　今日(4) 15m67(+1.3) 犬井　亮介(1) 15m53(+3.2) 中村　涼太(4) 15m35(+3.6)

長崎・順天堂大学公認16m02(+1.1) 千葉・順天堂大学 岡山・東海大学 公認15m70(-0.1) 京都・筑波大学 岡山・東海大学 公認15m54(+1.1) 和歌山・日本大学 京都・筑波大学 公認15m27(+1.7) 千葉・平成国際大学公認15m17(+0.6)

狩野　佑輔(4) 15m72(+2.7) 児島　有伸(2) 15m69(-0.2) 和泉　理久(4) 15m34(+1.6) 望月　一樹(4) 14m89(-1.4) 菊池　真生(3) 14m88(-1.6) 関口　快(3) 14m73(+0.1) 田部　達弥(4) 14m60(-0.6) 大房　秋臣(4) 14m54(-0.4)

群馬・上武大学 公認15m35(+2.0) 福岡・慶應義塾大学 神奈川・慶應義塾大学 神奈川・明海大学 神奈川・慶應義塾大学 愛知・横浜国立大学 東京・東京学芸大学 山梨・都留文科大学

松下　翔一(D1) 15m39(-0.5) 清水　樂(M2) 14m80(0.0) 益本　悟(M2) 14m74(0.0) 横山　巧機(M2) 14m47(-0.4) 中　宗一郎(M1) 13m91(-0.2)

兵庫・筑波大学大学院 静岡・横浜国立大学大学院 広島・日本体育大学大学院 兵庫・東京学芸大学大学院 岐阜・筑波大学大学院

秋場　堅太(4) 53m48 小林　寛雅(4) 50m61 安保　建吾(3) 50m13 谷口　真太郎(4) 49m82 中村　太地(4) 49m46 安部　宏駿(3) 48m70 武田　一城(3) 48m68 花田　優平(4) 46m03

埼玉・日本大学 埼玉・順天堂大学 秋田・東海大学 大阪・国士舘大学 茨城・国士舘大学 岡山・日本大学 埼玉・日本大学 奈良・法政大学

佐藤　一濤(4) 61m76 名城　政臣(3) 61m68 堀　健斗(3) 60m75 森本　涼太(4) 60m19 藤岡　眞也(1) 60m00 秋場　堅太(4) 59m71 谷池　功樹(3) 59m51 鈴木　勝輝(4) 58m90

東京・日本大学 神奈川・東海大学 大阪・順天堂大学 三重・国際武道大学 秋田・順天堂大学 埼玉・日本大学 神奈川・国際武道大学 秋田・国際武道大学

根本　太樹(3) 59m82 奥村　匡由(2) 59m19 加藤　修(2) 58m02 佐藤　太一(4) 56m25 小林　祐貴(2) 51m10 小野　晋司(2) 47m92 牛平　広大(3) 46m20 金井　貴洋(4) 45m45

茨城・流通経済大学 滋賀・流通経済大学 岩手・流通経済大学 東京・立教大学 東京・慶應義塾大学 千葉・清和大学 石川・高崎経済大学 群馬・武蔵大学

保坂　雄志郎(M1) 65m54 角田　光洋(M1) 54m06 水島　淳(M1) 48m77 山瀬　貴雅(M1) 42m94 久治　佑樹(M2) 39m80

埼玉・筑波大学大学院 GR 東京・東京学芸大学大学院 京都・筑波大学大学院 京都・順天堂大学大学院 神奈川・横浜国立大学大学院

恵良　友也(3) 74m66 園田　健太(3) 74m23 森　誉(2) 72m40 小南　拓人(1) 71m95 齋藤　文孝(4) 71m79 小椋　健司(1) 71m51 大島　知之(3) 70m40 滑川　晃平(3) 70m11

福岡・日本体育大学 北海道・筑波大学 茨城・中央大学 北海道・国士舘大学 岐阜・日本大学 鳥取・日本大学 愛知・筑波大学 千葉・日本大学

村松　卓哉(3) 67m09 三渕　和也(4) 66m44 海老原　正樹(3) 65m19 橋本　三四朗(4) 64m80 落合　健太(3) 62m22 鈴木　滉平(3) 62m03 加瀬　隼汰(1) 60m30 上條　琢磨(2) 60m06

長野・東京学芸大学 茨城・流通経済大学 神奈川・慶應義塾大学 埼玉・聖学院大学 静岡・東京学芸大学 茨城・流通経済大学 千葉・流通経済大学 埼玉・聖学院大学

今田　直弥(M2) 74m28 眞里谷　健司(M1) 69m01 山瀬　貴雅(M1) 62m84 ﾎｱﾝ　ﾃｳｪﾝ(M1) 55m31 遠島　隆行(M2) 52m48 須田　光(M1) 48m35

長崎・日本大学大学院 GR 京都・筑波大学大学院 GR 京都・順天堂大学大学院 茨城・筑波大学大学院 栃木・埼玉大学大学院 群馬・群馬大学大学院

川﨑　和也(4) 7248点 谷　浩二朗(4) 7007点 栗原　彰理(2) 6807点 久山　陽大(4) 6712点 右代　啓欣(2) 6688点 白幡　十夢良(4) 6576点 村中　智彦(3) 6509点 田代　和也(3) 6445点

兵庫・順天堂大学 兵庫・筑波大学 東京・日本大学 神奈川・法政大学 北海道・国士舘大学 北海道・筑波大学 長野・順天堂大学 群馬・日本大学

船場　大地(3) 6545点 柏倉　飛鳥(2) 6403点 小宮山　彦毅(3) 6266点 久保　健二(4) 6208点 足立　裕紀(4) 6019点 田畑　勇貴(4) 5779点 堀内　隆仁(3) 5769点 小田　豪生(4) 5494点

鹿児島・東京学芸大学 山形・東京学芸大学 長野・東京学芸大学 福岡・慶應義塾大学 山梨・都留文科大学 長野・横浜国立大学 東京・慶應義塾大学 千葉・東京情報大学

石井　祐人(M2) 6449点 三村　瑞樹(M1) 6264点 岩科　伶(M2) 6264点 中嶋　俊文(M1) 6070点

埼玉・早稲田大学大学院 長野・東京学芸大学大学院 茨城・東京学芸大学大学院 富山・東海大学大学院

土井　杏南(1) 11.59 藤森　安奈(2) 11.93 松本　沙耶子(1) 12.00 高森　真帆(1) 12.04 塩谷　寛美(2) 12.10 島田　沙絵(2) 12.12 池内　英里香(4) 12.23 赤司　かずみ(4) 12.26

埼玉・大東文化大学 GR 東京・青山学院大学 静岡・都留文科大学 東京・青山学院大学 千葉・駿河台大学 長崎・青山学院大学 兵庫・都留文科大学 埼玉・城西大学

川端　涼夏(3) 56.00 池嶋　祥子(3) 56.07 大森　郁香(4) 56.12 利藤　野乃花(1) 56.73 工藤　裕実(6) 56.91 新宅　麻未(3) 57.15 安西　この実(2) 57.30 中村　孝美(4) 57.39

埼玉・法政大学 新潟・都留文科大学 千葉・日本大学 東京・東京学芸大学 東京・慶應義塾大学 熊本・中央大学 東京・東京学芸大学 神奈川・青山学院大学

伊藤　美穂(4) 4:29.78 飯野　摩耶(3) 4:30.11 森　智香子(4) 4:30.68 出水田　眞紀(1) 4:31.31 髙木　佑里(4) 4:32.29 小林　美貴(3) 4:33.60 谷本　有紀菜(4) 4:35.67 小枝　理奈(2) 4:36.45

神奈川・順天堂大学 山梨・東京農業大学 長崎・大東文化大学 神奈川・立教大学 青森・日本体育大学 埼玉・順天堂大学 山口・筑波大学 福島・大東文化大学

福内　櫻子(3) 33:44.72 菊地　優子(4) 33:46.87 鈴木　ひとみ(4) 33:46.99 篠塚　麻衣(4) 33:47.16 田山　絵理(4) 34:18.97 田山　満理(4) 34:29.21 二瓶　優奈(3) 34:57.45 疋田　裕巳(4) 35:05.86

福岡・大東文化大学 埼玉・白鴎大学 神奈川・玉川大学 千葉・中央大学 鹿児島・大東文化大学 鹿児島・大東文化大学 福島・東洋大学 静岡・日本体育大学

田邉　ちひろ(4) 13.63 福部　真子(1) 13.78 荻原　さや(4) 14.01 川村　涼伽(2) 14.04 大村　美香(1) 14.10 森岡　美紅(2) 14.11 羽角　彩恵(4) 14.14 小柳　結莉(3) 14.39

大分・城西大学 広島・日本体育大学 神奈川・慶應義塾大学 福井・中央大学 鹿児島・青山学院大学 岡山・横浜国立大学 北海道・早稲田大学 長崎・中央大学

羽石　成美(M2) 15.08(-2.4)

栃木・日本女子体育大学大学院GR

青学大・学連 46.11 大東大・学連 46.58 都留文大・学連 46.85 埼大・学連 47.49 東学大・学連 47.67 東女体大・学連 47.93 筑波大・学連 59.79

小川　梨花(4) 後藤　理紗(3) 森　佑紀那(2) 渡邉　愛和(2) 児島　里菜(2) 高杉　雅(2) 早坂　知華(1)

島田　沙絵(2) 秋葉　七海(1) 池内　英里香(4) 原賀　祥乃(2) 舘谷　美咲(2) 福嶋　美緒(1) 二宮　茜(3)

高森　真帆(1) 細谷　優美(1) 永瀬　綾夏(1) 鈴木　佑菜(2) 清野　華菜(3) 杉山　玲菜(1) 山田　朱莉(4)

藤森　安奈(2) 土井　杏南(1) 松本　沙耶子(1) 小峰　紫緒里(1) 安西　この実(2) 田島　沙耶(1) 久貝　瑞稀(3)

5月17日 男子2部走高跳

5月17日 男子3部走高跳

5月17日 男子1部三段跳

5月16日 男子2部三段跳

5月16日 男子3部三段跳

5月16日 男子1部円盤投

5月17日
男子1部ハン

マー投

5月17日
男子2部ハン

マー投

5月17日
男子3部ハン

マー投

5月17日 男子1部やり投

5月16日 男子2部やり投

5月16日 男子3部やり投

10.90(-0.1)-7m07(-0.8)-10m78-2m02-50.62

15.61(+1.4)-35m32-4m50-52m32-4:42.56

5月16日
～17日

男子1部十種競
技 11.13(-0.1)-6m78(-1.0)-12m51-1m85-50.31

14.49(+1.9)-35m30-4m00-49m37-4:48.51

11.33(-0.1)-6m97(-2.6)-10m01-2m02-50.92

15.08(+1.4)-27m94-4m20-48m93-4:49.86

11.12(0.0)-6m81(-1.4)-10m40-1m96-49.69

15.10(+1.4)-28m06-4m10-40m60-4:45.91

11.31(+1.0)-6m31(-1.3)-8m86-1m75-51.17

16.06(+1.1)-30m12-3m30-50m29-4:16.14

11.48(-0.1)-6m61(-3.6)-10m63-1m90-52.22

14.98(+1.9)-35m80-3m60-56m96-4:49.47

11.04(-0.1)-6m43(-1.9)-10m00-1m70-50.65

16.06(+1.9)-31m04-4m20-59m62-4:51.30

11.40(-0.2)-6m72(+0.2)-11m52-1m75-51.95

16.06(+2.0)-35m12-3m80-56m01-4:52.84

5月16日
～17日

男子2部十種競
技 11.17(+0.6)-6m34(-2.0)-10m06-1m70-50.66

14.89(+3.0)-33m28-3m60-48m11-4:46.53

11.17(+0.6)-6m30(-0.2)-8m87-1m70-52.80

15.68(+2.0)-27m64-3m30-51m44-4:42.61

11.39(-0.2)-6m21(+0.3)-8m67-1m65-53.39

16.30(+2.0)-22m98-4m00-46m47-4:50.62

11.47(0.0)-6m52(-2.2)-10m68-1m70-50.50

16.71(+1.9)-28m86-4m00-56m89-4:34.42

11.50(0.0)-6m73(-2.7)-11m06-1m93-52.29

15.78(+1.9)-31m96-3m80-51m74-4:58.51

11.63(+1.0)-6m12(-1.5)-11m32-1m65-53.79

18.74(+2.0)-38m54-3m30-51m42-4:56.06

11.44(+0.6)-6m51(-1.0)-8m68-1m65-54.60

16.82(+2.0)-26m84-3m80-35m02-5:06.16

11.06(+0.6)-6m20(-0.4)-9m68-1m70-50.37

15.26(+3.0)-31m64-4m20-41m10-4:34.13

11.20(-0.2)-6m51(-0.7)-10m64-1m85-50.91

15.18(+2.0)-33m24-NM-49m45-4:45.07

11.53(+0.6)-6m21(-1.9)-9m17-1m80-52.84

15.91(+3.0)-33m68-3m80-49m68-4:44.30

5月16日
～17日

男子3部十種競
技 11.12(-0.2)-6m24(-1.0)-10m58-1m70-51.78

16.81(+3.0)-32m22-3m80-48m26-4:34.58

11.79(+1.0)-6m20(-0.7)-10m63-1m90-53.62

15.68(+1.1)-31m94-4m00-40m65-4:35.77

5月17日
女子1部１００ｍ

風：+0.7

5月17日 女子1部４００ｍ

5月16日 女子1部１５００ｍ

5月17日
女子1部４×１００

ｍ

5月16日
女子1部１００００

ｍ

5月17日
女子1部１００ｍＨ

風：+2.7

5月16日 女子2部１００ｍＨ



蕪野　亜紀(1) 3m70 福島　沙和子(3) 3m65 小山　智子(3) 3m50 上原　あずさ(3) 3m50 山内　裕香(3) 3m40 小田嶋　怜美(3) 3m40 藤井　瑞紀(1) 3m30

千葉・清和大学 東京・日本体育大学 東京・日本体育大学 埼玉・早稲田大学 茨城・茨城大学 千葉・清和大学 群馬・日本女子体育大学

大熊　菫(4) 3m40 生島　弥歩(1) 3m30

埼玉・日本体育大学 埼玉・筑波大学

小林　翠(M2) 2m90

山梨・山梨大学大学院

宮坂　楓(4) 12m94(+1.1) 剱持　早紀(2) 12m80(+5.0) 加藤　玲奈(4) 12m67(+2.5) 森本　麻里子(2) 12m67(+1.8) 一村　ﾘｻ(3) 12m53(+1.1) 内海　智香(3) 12m31(+4.0) 風巻　七海(1) 12m05(+1.4) 佐野　恵(2) 12m02(+1.7)

長野・横浜国立大学 山梨・筑波大学 公認12m26(-0.5) 神奈川・東海大学公認12m66(+1.7) 大阪・日本女子体育大学 東京・電気通信大学 神奈川・東海大学公認12m10(+2.0) 千葉・中央大学 東京・国士舘大学

知念　莉子(3) 46m69 磯部　恵美利(4) 46m02 河合　郁実(4) 45m41 藤森　夏美(1) 45m22 辻川　美乃利(1) 44m92 柴沼　千晴(3) 43m86 小林　恵(4) 42m56 樋川　仁子(3) 41m42

沖縄・筑波大学 神奈川・東京女子体育大学 神奈川・筑波大学 東京・順天堂大学 大阪・筑波大学 茨城・中央大学 兵庫・国士舘大学 神奈川・中央大学

酒井　瞳(M1) 42m61

東京・国士舘大学大学院

勝山　眸美(2) 60m56 大﨑　かな(4) 55m55 松崎　鈴(4) 52m87 犬伏　志歩(3) 50m46 鳥越　美穂(4) 49m96 佐藤　真央(3) 48m23 小川　瑞紀(4) 47m98 大和　観月(1) 47m93

埼玉・筑波大学 GR,KR 和歌山・筑波大学 群馬・国士舘大学 北海道・順天堂大学 千葉・東京女子体育大学 福島・国士舘大学 茨城・流通経済大学 茨城・流通経済大学

久世　生宝(2) 54m16 高橋　唯(2) 51m96 島袋　優美(3) 51m57 斉藤　真理菜(1) 50m71 鈴木　愛弓(4) 49m45 二方　恵里奈(2) 48m08 小池　礼華(2) 47m08 金原　莉沙(4) 46m59

岡山・筑波大学 秋田・中央大学 沖縄・国士舘大学 茨城・国士舘大学 茨城・筑波大学 埼玉・東京女子体育大学 埼玉・聖学院大学 静岡・東京学芸大学

右代　織江(M2) 48m98

北海道・国士舘大学大学院

男子１部総合 日本大学 72.5点 順天堂大学 63点 東洋大学 44点 東海大学 42点 筑波大学 37点 法政大学 29点 早稲田大学 28点 国士舘大学 25点

男子２部総合 慶應義塾大学 86点 東京学芸大学 63点 流通経済大学 41点 東京農業大学 37点 青山学院大学 28点 上武大学 24点 駒澤大学 19点 横浜国立大学 14点

男子３部総合 筑波大学大学院 19点 順天堂大学大学院 6点 国士舘大学大学院 5点 東京大学大学院・東京学芸大学大学院5点 日本体育大学大学院 4点 茨城大学大学院・東京工業大学大学院・日本大学大学院・早稲田大学大学院3点

女子１部総合 筑波大学 56.5点 大東文化大学 37点 日本体育大学 28.5点 青山学院大学 28点 中央大学 27点 国士舘大学 23点 順天堂大学 21点 都留文科大学 21点

女子２部総合 国士舘大学大学院 6点 日本女子体育大学大学院・山梨大学大学院3点

凡例  NM:記録なし GR:大会記録 =UR:日本学生タイ記録 KR:関東学生記録 =KR:関東学生タイ記録

5月16日 女子1部棒高跳

5月16日 女子2部棒高跳

5月17日 女子1部三段跳

5月16日 女子1部円盤投

5月16日 女子2部やり投

対抗得点

5月16日 女子2部円盤投

5月17日
女子1部ハン

マー投

5月16日 女子1部やり投


