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凡例（凡例（NGR:大会新記録/ =NR:日本最高ﾀｲ記録/ NHN:日本高校新記録）

第５回日本記録挑戦記録会　兼　住友電工杯 2016年10月16日(日)

決勝一覧表
住友総合グランド陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子10/16 ６０ｍ 竹下　裕希 6.70 川面　聡大 6.72 川上　拓也 6.74 堀江　新太郎 6.76 簾内　勇拳 6.80 与那原　良貴 6.80 日吉　克実 6.87 黒木　省悟 6.93

住友電工･兵庫 -0.3	 ミズノ･東京 -0.3	 中央大･千葉 -0.3	 住友電工･兵庫 +0.4	 城西大･秋田 +0.4	 東洋大･沖縄 +0.4	 中央大･静岡 +0.4	 中京大･愛知 -0.3	

男子 10/16 １００ｍ 竹下　裕希 10.31 野川　大地 10.40 猶木　雅文 10.41 川面　聡大 10.42 土手　啓史 10.57 与那原　良貴 10.58 小谷　優介 10.63 白石	黄良々 10.64

住友電工･兵庫 +0.5	NGR 住友電工･兵庫 +0.5	 大阪ガス･大阪 +0.5	 ミズノ･東京 +0.5	 住友電工･兵庫 +0.5	 東洋大･沖縄 +0.5	 住友電工･兵庫 +0.5	 大東文化大･鹿児島 +0.1	

男子 10/16 ３００ｍ 北村　柊也 33.23 須貝	陽太郎 33.33 堀井　浩介 33.63 同順：片山　雄斗 33.63 山崎	大紀 33.82 櫻井　朴也 33.85 松原　秀一郎 33.85 佐藤　拳太郎 33.94

大東文化大･新潟 大東文化大･新潟 城西大･埼玉 法政大･大阪 大東文化大･東京 東洋大･栃木 東洋大･熊本 城西大･埼玉

男子 10/16 ３０００ｍ 遠藤　日向 	7:59.18 野田　一貴 	8:19.31 木村　哲也 	8:19.70 伊藤　和麻 	8:21.46 久門　大輔 	8:22.79 辻横　浩輝 	8:23.34 村本　一樹 	8:24.92 冨田　祥平 	8:25.34

学法石川高･福島 NHN 大塚製薬･徳島 住友電工･兵庫 住友電工･兵庫 住友電工･兵庫 大阪ガス･大阪 住友電工･兵庫 ワコール･京都

男子10/16 ２００ｍＨ 大室　秀樹 22.80 佐藤　大志 22.90 小西　勇太 23.16 渡部　佳朗 23.33 吉田　和晃 23.83 舘野　哲也 23.90 鍵本　真啓 24.01 加藤　慶彦 24.02

(0.762m) 大塚製薬･徳島 -2.2	=NR	NGR 日立化成･東京 -2.2	NGR 住友電工･兵庫 +0.5	 城西大･福島 +0.5	 大阪ガス･大阪 +0.5	 日立産機ｼｽﾃﾑ･東京 +0.5	 立命館大･奈良 -2.2	 立命館大･北海道 -2.2	

男子10/16 ４×２００ｍ 中央大 	1:22.92 住友電工 	1:23.20 城西大 	1:26.19 東洋大 	1:26.38 立命館大 	1:27.24 中京大 	1:27.80

		川上　拓也 		野川　大地 		堀井　浩介 		北村　将大 		平田　雄大 		内村　颯太

		谷口　耕太郎 		土手　啓史 		佐藤　拳太郎 		櫻井　朴也 		小椋　直樹 		遠藤　侑汰

		日吉　克実 		堀江　新太郎 		渡部　佳朗 		松原　秀一郎 		山上　剛志 		浦井　崚自

		竹田　一平 		竹下　裕希 		小林　史智佳 		池田　仁 		勢力　奎 		川村　建勝

女子10/16 ６０ｍ 三宅　奈緒香 7.61 西尾　香穂 7.66 和田　麻希 7.67 佐々木　梓 7.76 同順：木村　茜 7.76 木村　瑞穂 7.80 鈴木　彩芳 7.93 井上　愛梨 7.94

住友電工･兵庫 -1.7	 甲南大･大阪 -1.7	 ミズノ･京都 -1.7	 東大阪大敬愛高･大阪 -1.7	 住友電工･兵庫 -0.6	 甲南大･大阪 -1.7	 園田学園女子大･兵庫 -0.6	 東大阪大敬愛高･大阪 -0.6	

女子10/16 １００ｍ 三宅　奈緒香 11.93 和田　麻希 11.98 佐々木　梓 12.15 木村　茜 12.42 大橋　沙季 12.48 井上　愛梨 12.57 鈴木　彩芳 12.58 同順：宮本　まきの 12.58

住友電工･兵庫 -0.1	 ミズノ･京都 -0.1	 東大阪大敬愛高･大阪 -0.1	 住友電工･兵庫 -1.0	 園田学園女子大･兵庫 -1.0	 東大阪大敬愛高･大阪 -0.1	 園田学園女子大･兵庫 -0.1	 園田学園女子大･兵庫 -1.0	

女子 10/16 ３００ｍ 中島　ひとみ 39.30 西田　美菜 39.37 梅原　紗月 39.53 小田垣　亜樹 39.56 川田　朱夏 39.73 王子田　萌 39.81 梶浦　みずき 40.47 木本　彩葉 40.79

園田学園女子大･兵庫 東大阪大敬愛高･大阪 立命館大･京都 三井住友銀行･兵庫 東大阪大敬愛高･大阪 立命館大･大阪 立命館大･愛知 立命館大･大阪

女子10/16 ５０００ｍ 岩出　玲亜 15:55.35 井上　藍 16:05.73 堀江　美里 16:16.01 福士　加代子 16:17.73 松山　芽生 16:25.03 津崎　紀久代 16:37.42 小﨑　まり 16:39.93 安川　侑那 16:53.91

ノーリツ･兵庫 ノーリツ･兵庫 ノーリツ･兵庫 ワコール･京都 ノーリツ･兵庫 ノーリツ･兵庫 ノーリツ･兵庫 ワコール･京都

女子 10/16 １００ｍＨ 藤原　未来 14.10 梅原　紗月 14.97

(0.762m) 住友電工･兵庫 -2.8	 立命館大･京都 -2.8	

女子 10/16 ４×２００ｍ 立命館大 	1:39.96 武庫川女子大学 	1:42.28
		木本　彩葉 		茂森　紗季
		梅原　紗月 		小原　愛里菜
		梶浦　みずき 		江口　あす実

		王子田　萌 		山下　優香


