
No 競技名 氏名１ 氏名２ 所属
1 男子 １００ｍ 多田　修平 ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 住友電工 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 坂井　隆一郎 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 大阪ガス 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 金　局穎 ｷﾑ ｸﾞｷﾞｮﾝ 大韓民国 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 永田　駿斗 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾄ 住友電工 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 李　逵炯 ｲ ｷﾞｭﾋｮﾝ 大韓民国 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 佐々木　啓輔 ｻｻｷ ｹｲｽｹ Steam 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 植本　尚輝 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ アイゾック 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 川西　裕太 ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ Gollirab 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 上山　紘輝 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 住友電工 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 李　俊赫 ｲ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 大韓民国 予備予選免除
1 男子 １００ｍ 朴　泰建 ﾊﾟｸ ﾃｺﾞﾝ 大韓民国
1 男子 １００ｍ 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 住友電工
1 男子 １００ｍ 川上　拓也 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 大阪ガス
1 男子 １００ｍ 泉谷　駿介 ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 住友電工
1 男子 １００ｍ 高　承煥 ｺ ｽﾝﾌｧﾝ 大韓民国
1 男子 １００ｍ 申　珉圭 ｼﾝ ﾐﾝｷﾞｭ 大韓民国
1 男子 １００ｍ 勝瀬　健大 ｶﾂｾ ｹﾝﾀﾞｲ なにわJAC
1 男子 １００ｍ 森川　雄太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 復刻AC
1 男子 １００ｍ 米田　拓海 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ SPORCE
1 男子 １００ｍ 西岡　優樹 ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ B&M
1 男子 １００ｍ 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高知union
1 男子 １００ｍ 片山　凜平 ｶﾀﾔﾏ ﾘﾝﾍﾟｲ 但馬AC
1 男子 １００ｍ 松井　星矢 ﾏﾂｲ ｾｲﾔ 大体大職員
1 男子 １００ｍ 佐藤　玄主 ｻﾄｳ ｸﾛｽ オマツリジャパン
1 男子 １００ｍ 森脇　蓮 ﾓﾘﾜｷ ﾚﾝ SPORCE
1 男子 １００ｍ 伊藤　慎悟 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 戸田　富貴 ﾄﾀﾞ ﾌｳｷ 四国学院クラブ
1 男子 １００ｍ 前田　盛翔 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 公立学校共済
1 男子 １００ｍ 石塚　春輝 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｷ HST
1 男子 １００ｍ 内記　拓哉 ﾅｲｷ ﾀｸﾔ HST
1 男子 １００ｍ 浦川　和希 ｳﾗｶﾜ ｶｽﾞｷ SPORCE
1 男子 １００ｍ 栗本　由紀 ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 赤兎馬AC
1 男子 １００ｍ 岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 原　聡志 ﾊﾗ ｻﾄｼ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 青木　滋音 ｱｵｷ ｼﾞｵﾝ JR西日本
1 男子 １００ｍ 長澤　亮 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 野坂　迅斗 ﾉｻｶ ﾊﾔﾄ 復刻AC
1 男子 １００ｍ 薮木　雅也 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾔ Frontier AC
1 男子 １００ｍ 田村　隆翔 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 但馬ＡＣ
1 男子 １００ｍ 荒木　貴弘 ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ トータルスポーツ
1 男子 １００ｍ 福本　昴 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ SPORCE
1 男子 １００ｍ 竹中　真人 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄ 摂南大職
1 男子 １００ｍ 加古　裕馬 ｶｺ ﾕｳﾏ 復刻AC
1 男子 １００ｍ 名村　和希 ﾅﾑﾗ ｶｽﾞｷ Ash
1 男子 １００ｍ 森田　拓也 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ N.C.C.
1 男子 １００ｍ 石井　司 ｲｼｲ ﾂｶｻ 神戸市消防局
1 男子 １００ｍ 山口　享郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁｵ スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 喜田　展矢 ｷﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 廣谷　帝紀 ﾋﾛﾀﾆ ﾀｲｷ MES由良ドック
1 男子 １００ｍ 塩山　昌弘 ｼｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 赤堀　弘晃 ｱｶﾎﾞﾘ ﾋﾛｱｷ Center-Run
1 男子 １００ｍ 谷口　祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ 新日本住設
1 男子 １００ｍ 東川　滉希 ﾋｶﾞｼｶﾜ ｺｳｷ Gloria
1 男子 １００ｍ 畑中　慎也 ﾊﾀﾅｶ ｼﾝﾔ トータルスポーツ
1 男子 １００ｍ 山本　侑輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 関西実業団
1 男子 １００ｍ 松本　海斗 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ JTEKT
1 男子 １００ｍ 吉岡　達哉 ﾖｼｵｶ ﾀﾂﾔ 関西実業団
1 男子 １００ｍ 松尾　勇汰 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ K.A.C
1 男子 １００ｍ 溝腰　好高 ﾐｿﾞｺｼ ﾖｼﾀｶ スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 細川　和紀 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞｷ スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 内賀嶋　陽史 ｳﾁｶﾞｼﾏ ﾋﾌﾐ 関西電力
1 男子 １００ｍ 古川　雅也 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾔ スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 弓岡　侑稔 ﾕﾐｵｶ ﾕｷﾄｼ 復刻AC
1 男子 １００ｍ 菊地　憧 ｷｸﾁ ｼｮｳ Gloria
1 男子 １００ｍ 佐々木　諒 ｻｻｷ ﾘｮｳ スターヒルズ



1 男子 １００ｍ 古井　理也 ｺｲ ﾏｻﾔ MMG
1 男子 １００ｍ 江角　祐輔 ｴｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ MMG
1 男子 １００ｍ 山崎　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ Gloria
1 男子 １００ｍ 富永　匠哉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 復刻AC
1 男子 １００ｍ 眞武　俊輔 ﾏﾀｹ ｼｭﾝｽｹ スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 日置　勇斗 ﾋｵｷ ﾕｳﾄ NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 森　知幸 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ Gloria
1 男子 １００ｍ 北村　匠 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ MMG
1 男子 １００ｍ 橘高　夏輝 ｷｯﾀｶ ﾅﾂｷ 復刻AC
1 男子 １００ｍ 中村　誠基 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ T&F.net KOBE
1 男子 １００ｍ 三木　健嗣 ﾐｷ ﾀｹｼ K.A.C
1 男子 １００ｍ 岩森　皓平 ｲﾜﾓﾘ ｺｳﾍｲ 日亜化学
1 男子 １００ｍ 山根　収 ﾔﾏﾈ ｵｻﾑ K.A.C
1 男子 １００ｍ 竹村　太希 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｷ 高知union
1 男子 １００ｍ 松元　春樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ 住友電工伊丹
1 男子 １００ｍ 土橋　哉仁 ﾂﾁﾊｼ ﾄｼﾋﾄ 松下記念病院
1 男子 １００ｍ 堤　修一 ﾂﾂﾐ ｼｭｳｲﾁ K.A.C
1 男子 １００ｍ 片井　大貴 ｶﾀｲ ﾀｲｷ T&F.net KOBE
1 男子 １００ｍ 重成　快靖 ｼｹﾞﾅﾘ ｶｲｾｲ 日亜化学
1 男子 １００ｍ 伊後　達矢 ｲｺﾞ ﾀﾂﾔ K.A.C
1 男子 １００ｍ 中田　裕也 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ MMG
1 男子 １００ｍ 安野　雄人 ﾔｽﾉ ﾀｹﾄ 松山南郵便局
1 男子 １００ｍ 丸橋　健人 ﾏﾙﾊﾞｼ ﾀｹﾄ 川崎重工
1 男子 １００ｍ 田中　秀彦 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 住友電工伊丹
1 男子 １００ｍ 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 舞鶴市
1 男子 １００ｍ 山内　大誠 ﾔﾏｳﾁ ﾀｲｾｲ 日亜化学
1 男子 １００ｍ 北岡　尚樹 ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ 大池小教員
1 男子 １００ｍ 隅田　康寛 ｽﾐﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 村田　亮 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 草津署
1 男子 １００ｍ 津波　響樹 ﾂﾊ ﾋﾋﾞｷ 大塚製薬
1 男子 １００ｍ 岐田　遼太郎 ｷﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ MOON
1 男子 １００ｍ 真鍋　諒大 ﾏﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ たまゆら
2 男子 ２００ｍ 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 住友電工
2 男子 ２００ｍ 笠谷　洸貴 ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ 四国学院クラブ
2 男子 ２００ｍ 上山　紘輝 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 住友電工
2 男子 ２００ｍ 植本　尚輝 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ アイゾック
2 男子 ２００ｍ 朴　泰建 ﾊﾟｸ ﾃｺﾞﾝ 大韓民国
2 男子 ２００ｍ 宮内　魁大 ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 四国学院クラブ
2 男子 ２００ｍ 遠藤　泰司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 新日本住設
2 男子 ２００ｍ 高　承煥 ｺ ｽﾝﾌｧﾝ 大韓民国
2 男子 ２００ｍ 永田　駿斗 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾄ 住友電工
2 男子 ２００ｍ 申　珉圭 ｼﾝ ﾐﾝｷﾞｭ 大韓民国
2 男子 ２００ｍ 酒井　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ NEXUS AC
2 男子 ２００ｍ 伊東　利来也 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 住友電工
2 男子 ２００ｍ 河内　光起 ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 大阪ガス
2 男子 ２００ｍ 好岡　郁弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ Stark
2 男子 ２００ｍ 田村　朋也 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 住友電工
2 男子 ２００ｍ 佐藤　玄主 ｻﾄｳ ｸﾛｽ オマツリジャパン
2 男子 ２００ｍ 増原　麟 ﾏｽﾊﾗ ﾘﾝ スターヒルズ
2 男子 ２００ｍ 青木　滋音 ｱｵｷ ｼﾞｵﾝ JR西日本
2 男子 ２００ｍ 前田　盛翔 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 公立学校共済
2 男子 ２００ｍ 山口　享郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁｵ スターヒルズ
2 男子 ２００ｍ 日置　勇斗 ﾋｵｷ ﾕｳﾄ NEXUS AC
2 男子 ２００ｍ 長澤　亮 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ NEXUS AC
2 男子 ２００ｍ 石塚　春輝 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｷ HST
2 男子 ２００ｍ 加古　裕馬 ｶｺ ﾕｳﾏ 復刻AC
2 男子 ２００ｍ 野坂　迅斗 ﾉｻｶ ﾊﾔﾄ 復刻AC
2 男子 ２００ｍ 向山　尊次 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ Gloria
2 男子 ２００ｍ 溝腰　好高 ﾐｿﾞｺｼ ﾖｼﾀｶ スターヒルズ
2 男子 ２００ｍ 松村　翔 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳ HST
2 男子 ２００ｍ 廣谷　帝紀 ﾋﾛﾀﾆ ﾀｲｷ MES由良ドック
2 男子 ２００ｍ 薙野　智弥 ﾅｷﾞﾉ ﾄﾓﾔ スターヒルズ
2 男子 ２００ｍ 藤本　悠希 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 川崎重工
2 男子 ２００ｍ 古井　理也 ｺｲ ﾏｻﾔ MMG
2 男子 ２００ｍ 北村　匠 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ MMG
2 男子 ２００ｍ 中江　理緒 ﾅｶｴ ﾘｵ NEXUS AC



2 男子 ２００ｍ 堀内　祐希 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ アトレティカ
2 男子 ２００ｍ 江角　祐輔 ｴｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ MMG
2 男子 ２００ｍ 濱　宏平 ﾊﾏ ｺｳﾍｲ アトレティカ
2 男子 ２００ｍ 土橋　哉仁 ﾂﾁﾊｼ ﾄｼﾋﾄ 松下記念病院
2 男子 ２００ｍ 片井　大貴 ｶﾀｲ ﾀｲｷ T&F.net KOBE
2 男子 ２００ｍ 中田　裕也 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ MMG
2 男子 ２００ｍ 隅田　康寛 ｽﾐﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スターヒルズ
3 男子 ４００ｍ 隅田　康寛 ｽﾐﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スターヒルズ
3 男子 ４００ｍ 大崎　健太 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ T&F.net KOBE
3 男子 ４００ｍ 田村　朋也 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 住友電工
3 男子 ４００ｍ 好岡　郁弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ Stark
3 男子 ４００ｍ 林　悠仁 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞﾝ スターヒルズ
3 男子 ４００ｍ 藤本　悠希 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 川崎重工
3 男子 ４００ｍ 林　大地 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ NEXUS AC
3 男子 ４００ｍ 薙野　智弥 ﾅｷﾞﾉ ﾄﾓﾔ スターヒルズ
3 男子 ４００ｍ 末田　里木 ｽｴﾀ ｻﾄｷ 高知union
3 男子 ４００ｍ 富永　匠哉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 復刻AC
3 男子 ４００ｍ 森岡　龍輝 ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳｷ K.A.C
3 男子 ４００ｍ 片野　貴裕 ｶﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ WAC
3 男子 ４００ｍ 尾崎　瀬奈 ｵｻﾞｷ ｾﾅ U2M
3 男子 ４００ｍ 本田　和真 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ WAC
3 男子 ４００ｍ 丸吉　達也 ﾏﾙﾖｼ ﾀﾂﾔ K.A.C
3 男子 ４００ｍ 鍜治木　崚 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 住友電工
4 男子 ８００ｍ 一ノ宮　健郎 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾀｹﾛｳ 愛媛県競技力向上対策

4 男子 ８００ｍ 森谷　公亮 ﾓﾘﾀﾆ ｺｳｽｹ 参天製薬
4 男子 ８００ｍ 島田　達 ｼﾏﾀﾞ ｲﾀﾙ 住友電工伊丹
4 男子 ８００ｍ 田中　智則 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 近大職員
4 男子 ８００ｍ 阿部　利樹 ｱﾍﾞ ﾄｼｷ U2M
4 男子 ８００ｍ 森本　雄太 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 大阪長居AＣ
4 男子 ８００ｍ 泉本　直也 ｲｽﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ GRowing MAN
4 男子 ８００ｍ 大竹　康平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ レデイ薬局
4 男子 ８００ｍ 清水　祥吾 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ U2M
4 男子 ８００ｍ 樋口　恵介 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ レデイ薬局
4 男子 ８００ｍ 平田　健司 ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾞ 但馬AC
4 男子 ８００ｍ 平岡　錬 ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ レデイ薬局
4 男子 ８００ｍ 玉田　匠 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 大阪府庁
4 男子 ８００ｍ 小竹守　昴 ｺﾀｹﾓﾘ ｽﾊﾞﾙ ＪＲ四国
4 男子 ８００ｍ 辻本　広大 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ スターヒルズ
4 男子 ８００ｍ 亀坂　晃司 ｶﾒｻｶ ｺｳｼﾞ 甲南大学職
4 男子 ８００ｍ 片野　貴裕 ｶﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ WAC
4 男子 ８００ｍ 小林　毅司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 但馬ＡＣ
4 男子 ８００ｍ 田中　智之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ ＪＲ四国
4 男子 ８００ｍ 山崎　竜暉 ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ スターヒルズ
4 男子 ８００ｍ 内藤　隆秀 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ カネカ
4 男子 ８００ｍ 瀨古　優太 ｾｺ ﾕｳﾀ OBRS
4 男子 ８００ｍ 尾崎　瀬奈 ｵｻﾞｷ ｾﾅ U2M
4 男子 ８００ｍ 左近　実智隆 ｻｺﾝ ﾐﾁﾀｶ WAC
4 男子 ８００ｍ 山脇　孝之 ﾔﾏﾜｷ ﾀｶﾕｷ U2M
4 男子 ８００ｍ 北川　一紀 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ グンゼスポーツ
4 男子 ８００ｍ 森川　直樹 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵｷ 日体クラブ
4 男子 ８００ｍ 武田　慶佑 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ GRlab
4 男子 ８００ｍ 上仲　祐樹 ｶﾐﾅｶ ﾕｳｷ WAC
5 男子 １５００ｍ 秦　将吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 大塚製薬
5 男子 １５００ｍ 大竹　康平 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ レデイ薬局
5 男子 １５００ｍ 戸田　雅稀 ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ SGH
5 男子 １５００ｍ 千葉　直輝 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ SGH
5 男子 １５００ｍ 岩﨑　祐也 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 茂木　亮太 ﾓﾃｷﾞ ﾘｮｳﾀ 住友電工
5 男子 １５００ｍ 石井　優樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ ＮＴＴ西日本
5 男子 １５００ｍ 辻村　公佑 ﾂｼﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 浜田　泰輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 大和精機
5 男子 １５００ｍ 宮木　快盛 ﾐﾔｷ ｶｲｾｲ 大塚製薬
5 男子 １５００ｍ 野中　優志 ﾉﾅｶ ﾏｻｼ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 鈴木　塁人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGH
5 男子 １５００ｍ 打越　雄允 ｳﾁｺｼ ﾕｳｽｹ 大塚製薬



5 男子 １５００ｍ 田村　和希 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 住友電工
5 男子 １５００ｍ 國行　麗生 ｸﾆﾕｷ ﾚｵ 大塚製薬
5 男子 １５００ｍ 平田　健司 ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾞ 但馬AC
5 男子 １５００ｍ 北村　友也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ OBRS
5 男子 １５００ｍ 藤　諒健 ﾌｼﾞ ﾘｮｳｹﾝ 日亜化学
5 男子 １５００ｍ 阿部　利樹 ｱﾍﾞ ﾄｼｷ U2M
5 男子 １５００ｍ 松本　葵 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 大塚製薬
5 男子 １５００ｍ 三谷　康一郎 ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ KEPJT
5 男子 １５００ｍ 岡﨑　一樹 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ KEPJT
5 男子 １５００ｍ 赤井　大樹 ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ 関西実業団
5 男子 １５００ｍ 廣瀨　大貴 ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｷ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 村上　聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 大塚製薬
5 男子 １５００ｍ 井上　大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 一宮　颯斗 ｲﾁﾐﾔ ﾊﾔﾄ 愛媛銀行
5 男子 １５００ｍ 今﨑　俊樹 ｲﾏｻﾞｷ ﾄｼｷ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 平岡　錬 ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ レデイ薬局
5 男子 １５００ｍ 阿部　弘輝 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 住友電工
5 男子 １５００ｍ 村上　隼 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 岡山商大附AC
5 男子 １５００ｍ 田中　誉也 ﾀﾅｶ ﾀｶﾔ GRlab
5 男子 １５００ｍ 松本　匠 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 市体育振興公社
5 男子 １５００ｍ 松下　知樹 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ 鳴教大職
5 男子 １５００ｍ 岩本　直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ GRlab
5 男子 １５００ｍ 日下　聖也 ｸｻｶ ｾｲﾔ 日亜化学
5 男子 １５００ｍ 川東　拓未 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ レデイ薬局
5 男子 １５００ｍ 泉本　直也 ｲｽﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ GRowing MAN
5 男子 １５００ｍ 瀨古　優太 ｾｺ ﾕｳﾀ OBRS
5 男子 １５００ｍ 小林　毅司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 但馬ＡＣ
5 男子 １５００ｍ 木村　哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 大阪経済大学TC
5 男子 １５００ｍ 大西　毅彦 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋｺ OBRS
5 男子 １５００ｍ 森本　雄太 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 大阪長居AＣ
5 男子 １５００ｍ 小林　力斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｷﾄ 松茂町役場
5 男子 １５００ｍ 中尾　仁志 ﾅｶｵ ﾋﾄｼ 大阪長居AＣ
5 男子 １５００ｍ 住山　祐耶 ｽﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ GRlab
5 男子 １５００ｍ 大西　洋彰 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ OBRS
5 男子 １５００ｍ 大村　舜 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝ ダイフク
5 男子 １５００ｍ 粟田　貴明 ｱﾜﾀ  ﾀｶｱｷ GRlab
5 男子 １５００ｍ 衣斐　俊彦 ｴﾋﾞ ﾄｼﾋｺ GRlab
5 男子 １５００ｍ 淺尾　朋幸 ｱｻｵ ﾄﾓﾕｷ GRowing MAN
5 男子 １５００ｍ 左近　実智隆 ｻｺﾝ ﾐﾁﾀｶ WAC
5 男子 １５００ｍ 山﨑　優希 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 日亜化学
5 男子 １５００ｍ 林　拓樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ GRlab
5 男子 １５００ｍ 作田　大翔 ｻｸﾀ ﾀﾞｲｶ 関西実業団
5 男子 １５００ｍ 虫本　涼介 ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ もみの木薬局
5 男子 １５００ｍ 外村　翼 ﾎｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ GRlab
5 男子 １５００ｍ 小山　直洋 ｺﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 川崎重工
5 男子 １５００ｍ 栗坂　俊弥 ｸﾘｻｶ ﾄｼﾔ GRlab
5 男子 １５００ｍ 北川　一紀 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ グンゼスポーツ
5 男子 １５００ｍ 久本　駿輔 ﾋｻﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ GRlab
5 男子 １５００ｍ 三浦　拓朗 ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 大塚製薬
5 男子 １５００ｍ 辻横　浩輝 ﾂｼﾞﾖｺ ﾋﾛｷ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 籔下　響大 ﾔﾌﾞｼﾀ ｷｮｳﾀ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 大阪ガス
5 男子 １５００ｍ 關　颯人 ｾｷ ﾊﾔﾄ SGH
5 男子 １５００ｍ アンティパス　キベット ｱﾝﾃｨﾊﾟｽ ｷﾍﾞｯﾄ SGH
5 男子 １５００ｍ エドウィン　キプケモイ ｴﾄﾞｳｨﾝ ｷﾌﾟｹﾓｲ SGH
5 男子 １５００ｍ 中谷　雄飛 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ SGH
5 男子 １５００ｍ 永山　博基 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ 住友電工
5 男子 １５００ｍ 湊谷　春紀 ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ ＮＴＴ西日本
5 男子 １５００ｍ 佐藤　章徳 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ カネカ
5 男子 １５００ｍ 松本　直記 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ カネカ
5 男子 １５００ｍ 丸井　俊英 ﾏﾙｲ ﾄｼﾋﾃﾞ カネカ
5 男子 １５００ｍ 片岡　佑太 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ K.A.C



6 男子 ５０００ｍ アンティパス　キベット ｱﾝﾃｨﾊﾟｽ ｷﾍﾞｯﾄ SGH
6 男子 ５０００ｍ 遠藤　日向 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 田村　和希 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 野中　優志 ﾉﾅｶ ﾏｻｼ 大阪ガス
6 男子 ５０００ｍ 高田　康暉 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 鈴木　塁人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGH
6 男子 ５０００ｍ 吉田　圭太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 小林　歩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 中谷　雄飛 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ SGH
6 男子 ５０００ｍ エドウィン　キプケモイ ｴﾄﾞｳｨﾝ ｷﾌﾟｹﾓｲ SGH
6 男子 ５０００ｍ 石井　優樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 清水　颯大 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 大阪ガス
6 男子 ５０００ｍ 岩見　秀哉 ｲﾜﾐ ｼｭｳﾔ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 千葉　直輝 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ SGH
6 男子 ５０００ｍ 坂東　剛 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 大阪ガス
6 男子 ５０００ｍ 國行　麗生 ｸﾆﾕｷ ﾚｵ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 大塚　倭 ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾄ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 橋本　尚斗 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 藤原　直樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 山陽特殊製鋼
6 男子 ５０００ｍ 關　颯人 ｾｷ ﾊﾔﾄ SGH
6 男子 ５０００ｍ 北村　友也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ OBRS
6 男子 ５０００ｍ 岩佐　壱誠 ｲﾜｻ ｲｯｾｲ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 八巻　雄飛 ﾔﾏｷ ﾕｳﾄ SGH
6 男子 ５０００ｍ 谷原　先嘉 ﾀﾆﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 大阪府警
6 男子 ５０００ｍ 城越　勇星 ｼﾛｺｼ ﾕｳｾｲ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 北﨑　拓矢 ｷﾀｻｷ ﾀｸﾔ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 上村　和生 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 松尾　淳之介 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 辻村　公佑 ﾂｼﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 大阪ガス
6 男子 ５０００ｍ 籔下　響大 ﾔﾌﾞｼﾀ ｷｮｳﾀ 大阪ガス
6 男子 ５０００ｍ 茂木　亮太 ﾓﾃｷﾞ ﾘｮｳﾀ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 熊代　拓也 ｸﾏｼﾛ ﾀｸﾔ 山陽特殊製鋼
6 男子 ５０００ｍ 熊谷　拓馬 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 山本　翔馬 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 金橋　佳佑 ｶﾅﾊｼ ｹｲｽｹ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 宮木　快盛 ﾐﾔｷ ｶｲｾｲ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 高畑　凌太 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 大阪ガス
6 男子 ５０００ｍ 日下　聖也 ｸｻｶ ｾｲﾔ 日亜化学
6 男子 ５０００ｍ 藤村　行央 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｷｵ 住友電工伊丹
6 男子 ５０００ｍ 相馬　崇史 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 田中　誉也 ﾀﾅｶ ﾀｶﾔ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 松下　知樹 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ 鳴教大職
6 男子 ５０００ｍ 三谷　康一郎 ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ KEPJT
6 男子 ５０００ｍ 久松　大海 ﾋｻﾏﾂ ﾋﾛﾐ KEPJT
6 男子 ５０００ｍ 髙橋　裕太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大塚製薬
6 男子 ５０００ｍ 小松原　遊波 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾊ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
6 男子 ５０００ｍ 久本　駿輔 ﾋｻﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 柿島　瑞紀 ｶｷｼﾏ ﾐｽﾞｷ 大阪市役所
6 男子 ５０００ｍ 衣斐　俊彦 ｴﾋﾞ ﾄｼﾋｺ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 片山　弘之 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 市体育振興公社
6 男子 ５０００ｍ 藤島　直也 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｵﾔ DEEARS
6 男子 ５０００ｍ 結城　直哉 ﾕｳｷ ﾅｵﾔ 日亜化学
6 男子 ５０００ｍ 佐々木　優一 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ ミロクRC
6 男子 ５０００ｍ 外村　翼 ﾎｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 野村　雅仁 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ KEPJT
6 男子 ５０００ｍ 平田　治 ﾋﾗﾀ ｵｻﾑ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
6 男子 ５０００ｍ 上田　隆一 ｳｴﾀ ﾘｭｳｲﾁ ミロクRC
6 男子 ５０００ｍ 山垣　純也 ﾔﾏｶﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 大野　達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ ミロクRC
6 男子 ５０００ｍ 下村　悟 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ パナソニックホームズ
6 男子 ５０００ｍ 松木　隼也 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎ
6 男子 ５０００ｍ 浅田　英吾 ｱｻﾀﾞ ｴｲｺﾞ 但馬ＡＣ
6 男子 ５０００ｍ 出原　祥磨 ｲｽﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 川崎重工
6 男子 ５０００ｍ 岩本　直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ GRlab



6 男子 ５０００ｍ 林　拓樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 松宮　賢人 ﾏﾂﾐﾔ ｹﾝﾄ パナソニックホームズ
6 男子 ５０００ｍ 谷川　浩樹 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 日亜化学
6 男子 ５０００ｍ 森田　祐介 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ ミロクRC
6 男子 ５０００ｍ 前田　淳宏 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ GRlab
6 男子 ５０００ｍ 佐藤　修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 大阪府庁
6 男子 ５０００ｍ 大黒　裕史 ｵｵｸﾞﾛ ﾋﾛﾌﾐ 大阪市役所
6 男子 ５０００ｍ 長島　潮 ﾅｶﾞｼﾏ ｳｼｵ 大阪市役所
6 男子 ５０００ｍ 農添　光陽 ﾉｳｿﾞｴ ｺｳﾖｳ ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎ
6 男子 ５０００ｍ 中村　祐紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 住友電工
6 男子 ５０００ｍ 呑村　大樹 ﾉﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ＮＴＴ西日本
6 男子 ５０００ｍ 吉田　順哉 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ カネカ
7 男子 １００００ｍ 鈴木　塁人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ SGH
7 男子 １００００ｍ 川端　千都 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ SGH
7 男子 １００００ｍ 小松　巧弥 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ ＮＴＴ西日本
7 男子 １００００ｍ 村本　一樹 ﾑﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 住友電工
7 男子 １００００ｍ 三上　嵩斗 ﾐｶﾐ ｼｭｳﾄ SGH
7 男子 １００００ｍ 比夫見　将吾 ﾋﾌﾐ ｼｮｳｺﾞ 大阪府警
7 男子 １００００ｍ 源　康介 ﾐﾅﾓﾄ ｺｳｽｹ 大阪府警
7 男子 １００００ｍ 米田　大輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ 大阪府警
7 男子 １００００ｍ 橋爪　孝安 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾔｽ SGH
7 男子 １００００ｍ 橋本　大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ SGH
7 男子 １００００ｍ 岩見　秀哉 ｲﾜﾐ ｼｭｳﾔ 住友電工
7 男子 １００００ｍ 竹下　凱 ﾀｹｼﾀ ｶｲ SGH
7 男子 １００００ｍ 野田　一貴 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大塚製薬
7 男子 １００００ｍ 熊代　拓也 ｸﾏｼﾛ ﾀｸﾔ 山陽特殊製鋼
7 男子 １００００ｍ 竹ノ内　佳樹 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ ＮＴＴ西日本
7 男子 １００００ｍ 西　研人 ﾆｼ ｹﾝﾄ 大阪ガス
7 男子 １００００ｍ 上門　大祐 ｳｴｶﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大塚製薬
7 男子 １００００ｍ 熊橋　弘将 ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ 山陽特殊製鋼
7 男子 １００００ｍ 平田　幸四郎 ﾋﾗﾀ ｺｳｼﾛｳ SGH
7 男子 １００００ｍ 山﨑　竹丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ まるRC
7 男子 １００００ｍ 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ ＮＴＴ西日本
7 男子 １００００ｍ 神野　裕貴 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｷ 愛媛銀行
7 男子 １００００ｍ 東小薗　慎介 ﾋｶﾞｼｺｿﾞﾉ ｼﾝｽｹ DEEARS
7 男子 １００００ｍ 外村　翼 ﾎｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ GRlab
7 男子 １００００ｍ 桂　聡史 ｶﾂﾗ ｻﾄｼ DEEARS
7 男子 １００００ｍ 棚橋　建太 ﾀﾅﾊｼ ｹﾝﾄ KEPJT
8 男子 １１０ｍＨ 野本　周成 ﾉﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 愛媛県競技力向上対策

8 男子 １１０ｍＨ 徳岡　凌 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ KAGOTANI
8 男子 １１０ｍＨ 河嶋　亮太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 旭油業株式会社
8 男子 １１０ｍＨ 大室　秀樹 ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ 大塚製薬
8 男子 １１０ｍＨ 二ノ宮　裕平 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾍｲ 極東油業
8 男子 １１０ｍＨ 吉間　海斗 ﾖｼﾏ ｶｲﾄ ISAparty
8 男子 １１０ｍＨ 内賀嶋　陽史 ｳﾁｶﾞｼﾏ ﾋﾌﾐ 関西電力
8 男子 １１０ｍＨ 福田　博之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神戸高校教員
8 男子 １１０ｍＨ 村上　眞生 ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ Gloria
8 男子 １１０ｍＨ 吉田　和晃 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ スターヒルズ
8 男子 １１０ｍＨ 桐山　範大 ｷﾘﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ 関西電力
8 男子 １１０ｍＨ 山村　惇 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾂｼ N.C.C.
8 男子 １１０ｍＨ 小谷　勇人 ｺﾀﾆ ﾊﾔﾄ K.A.C
8 男子 １１０ｍＨ 隅田　康寛 ｽﾐﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スターヒルズ
9 男子 ４００ｍＨ 小谷　勇人 ｺﾀﾆ ﾊﾔﾄ K.A.C
9 男子 ４００ｍＨ 今川　雄行 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ KSYS
9 男子 ４００ｍＨ 大林　督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 石丸製麺
9 男子 ４００ｍＨ 鍜治木　崚 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 住友電工
9 男子 ４００ｍＨ 吉田　和晃 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ スターヒルズ
9 男子 ４００ｍＨ 山本　研司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 四国学院クラブ
9 男子 ４００ｍＨ 押谷　真鈴 ｵｼﾀﾆ ﾏﾘﾝ HST
9 男子 ４００ｍＨ 水野　稜 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ T&F.net KOBE
9 男子 ４００ｍＨ 尾﨑　祐真 ｵｻｷ ﾕｳﾏ 関西実業団
9 男子 ４００ｍＨ 稲田　和也 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ HST
9 男子 ４００ｍＨ 嶋村　祐介 ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ T&F.net KOBE



10 男子 ３０００ｍＳＣ 打越　雄允 ｳﾁｺｼ ﾕｳｽｹ 大塚製薬
10 男子 ３０００ｍＳＣ 川東　拓未 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ レデイ薬局
10 男子 ３０００ｍＳＣ 上田　大樹 ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 戸上電機製作所
10 男子 ３０００ｍＳＣ 大田　真輝 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 愛媛銀行
10 男子 ３０００ｍＳＣ 岡﨑　一樹 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ KEPJT
10 男子 ３０００ｍＳＣ 松本　匠 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 市体育振興公社
10 男子 ３０００ｍＳＣ 酒上　真太朗 ｻｶｳｴ ｼﾝﾀﾛｳ GRlab
11 男子 ５０００ｍＷ 小林　剛之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ
11 男子 ５０００ｍＷ 古賀　友太 ｺｶﾞ ﾕｳﾀ 大塚製薬
11 男子 ５０００ｍＷ 栁原　隼 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 西川ローズ
11 男子 ５０００ｍＷ 島田　史也 ｼﾏﾀﾞ ﾌﾐﾔ 日亜化学
11 男子 ５０００ｍＷ 杉本　明洋 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 京都府庁
11 男子 ５０００ｍＷ 小山　直洋 ｺﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 川崎重工
11 男子 ５０００ｍＷ 藤田　匠也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 日亜化学
11 男子 ５０００ｍＷ 小野　圭貴 ｵﾉ ﾖｼｷ ＪＲ四国
11 男子 ５０００ｍＷ 古川　誠也 ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ 京都府庁
11 男子 ５０００ｍＷ 松本　浩一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ GRlab
11 男子 ５０００ｍＷ 森川　直樹 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵｷ 日体クラブ
14 男子 走高跳 瀬古　優斗 ｾｺ ﾕｳﾄ 滋賀レイクスターズ
14 男子 走高跳 藤田　渓太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 佐竹食品株式会社
14 男子 走高跳 大西　健介 ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 関西電力
14 男子 走高跳 平松　祐司 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 辰野
14 男子 走高跳 佐々木　竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ Gloria
14 男子 走高跳 田中　英和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 摂津高教
14 男子 走高跳 上田　裕紀 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ MOON
14 男子 走高跳 嵯峨　颯 ｻｶﾞ ﾊﾔﾃ トータルスポーツ
14 男子 走高跳 福本　義永 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ オフィスシャッツ
14 男子 走高跳 戸祭　雄太 ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳﾀ YONDENKO
14 男子 走高跳 長澤　涼介 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 洛西高校教員
15 男子 棒高跳 重藤　慶多 ｼｹﾞﾄｳ ｹｲﾀ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本
15 男子 棒高跳 森田　凌世 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ FLYKAGAWASFLY
15 男子 棒高跳 逸見　俊太 ﾍﾝﾐ ｼｭﾝﾀ Gloria
15 男子 棒高跳 山方　諒平 ﾔﾏｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ MOON
15 男子 棒高跳 菅原　大我 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ MOON
15 男子 棒高跳 千賀　一輝 ｾﾝｶﾞ ｶｽﾞｷ マックス
15 男子 棒高跳 高橋　遼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 関西電力
15 男子 棒高跳 東野　誠 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｺﾄ 日亜化学
15 男子 棒高跳 大久保　圭介 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ MOON
16 男子 走幅跳 吉田　弘道 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 関西実業団
16 男子 走幅跳 津波　響樹 ﾂﾊ ﾋﾋﾞｷ 大塚製薬
16 男子 走幅跳 藤原　駿也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ レデイ薬局
16 男子 走幅跳 海老沼　勝輝 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾏｻｷ 三和建設
16 男子 走幅跳 吉本　和希 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大体大職員
16 男子 走幅跳 門田　光希 ｶﾄﾞﾀ ﾘｸ ツルタホールディング
16 男子 走幅跳 大西　悠太 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 関西実業団
16 男子 走幅跳 難波　隆輝 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｷ びわ成AC
16 男子 走幅跳 畑中　慎也 ﾊﾀﾅｶ ｼﾝﾔ トータルスポーツ
16 男子 走幅跳 黒川　大輔 ｸﾛｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大淀養護学校
16 男子 走幅跳 臼杵　將悟 ｳｽｷ ｼｮｳｺﾞ Frontier AC
16 男子 走幅跳 真鍋　比呂 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 香川県庁
16 男子 走幅跳 西谷　昌弘 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 重心道ｱｽﾚﾃｨｸｽ
16 男子 走幅跳 田中　雅貴 ﾀﾅｶ ﾏｻﾀｶ 日本製鉄広畑
16 男子 走幅跳 谷口　祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ 新日本住設
16 男子 走幅跳 遠藤　泰司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 新日本住設
16 男子 走幅跳 西田　拓展 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾉﾌﾞ 川崎重工
16 男子 走幅跳 岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ ISAparty
16 男子 走幅跳 名村　和希 ﾅﾑﾗ ｶｽﾞｷ Ash
16 男子 走幅跳 正木　聡史 ﾏｻｷ ｻﾄｼ Gloria
16 男子 走幅跳 保田　篤希 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｷ N.C.C.
16 男子 走幅跳 森田　拓也 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ N.C.C.
16 男子 走幅跳 沖　昌 ｵｷ ｱｷﾗ 関西電力
16 男子 走幅跳 熊野　宏祐 ｸﾏﾉ ｺｳｽｹ 関西実業団
16 男子 走幅跳 松本　彗佑 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 極東油業
16 男子 走幅跳 隅田　康寛 ｽﾐﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スターヒルズ
16 男子 走幅跳 岐田　遼太郎 ｷﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ MOON



17 男子 三段跳 金　樟雨 ｷﾑ ｼﾞｬﾝｳ 大韓民国
17 男子 三段跳 柳　珪珉 ﾕ ｷﾞｭﾐﾝ 大韓民国
17 男子 三段跳 平松　祐司 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 辰野
17 男子 三段跳 原田　睦希 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾂｷ 清川株式会社
17 男子 三段跳 山形　翔希 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳｷ EAGLET AC
17 男子 三段跳 香嶋　隼斗 ｺｳｼﾏ ﾊﾔﾄ 旭油業株式会社
17 男子 三段跳 菅原　慎平 ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ Gloria
17 男子 三段跳 真鍋　比呂 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛ 香川県庁
17 男子 三段跳 奥村　隆斗 ｵｸﾑﾗ ﾀｶﾄ 高知union
17 男子 三段跳 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ MetLife
17 男子 三段跳 板西　佑介 ｲﾀﾆｼ ﾕｳｽｹ 市立東高校
17 男子 三段跳 西澤　明生 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷｵ メディカルアートAC
17 男子 三段跳 山本　侑輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 関西実業団
17 男子 三段跳 荻原　徹 ｵｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ ISAparty
18 男子 砲丸投(7.260kg) 森　貞樹 ﾓﾘ ｻﾀﾞｷ 三晃薬局
18 男子 砲丸投(7.260kg) 幸長　慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 四国大職
18 男子 砲丸投(7.260kg) 渡部　卓広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ HST
18 男子 砲丸投(7.260kg) 木下　隼一 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ CREVAS
18 男子 砲丸投(7.260kg) 秦　啓訓 ﾊﾀ ﾋﾛﾉﾘ 日亜化学
18 男子 砲丸投(7.260kg) 田上　貴之 ﾀｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 関西実業団
18 男子 砲丸投(7.260kg) 伊後　達矢 ｲｺﾞ ﾀﾂﾔ K.A.C
19 男子 円盤投(2.000kg) 幸長　慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 四国大職
19 男子 円盤投(2.000kg) 蓬田　和正 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ KAGOTANI
19 男子 円盤投(2.000kg) 和田　拓巳 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 但馬ＡＣ
19 男子 円盤投(2.000kg) 檀野　俊 ﾀﾞﾝﾉ ｼｭﾝ Gollirab
19 男子 円盤投(2.000kg) 荒木　慎大郎 ｱﾗｷ ｼﾝﾀﾛｳ CREVAS
19 男子 円盤投(2.000kg) 森　貞樹 ﾓﾘ ｻﾀﾞｷ 三晃薬局
20 男子 ハンマー投(7.260kg) 北亦　将成 ｷﾀﾏﾀ ｼｮｳｾｲ 箕島高校　教諭
20 男子 ハンマー投(7.260kg) 奥村　匡由 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 奥村造園
20 男子 ハンマー投(7.260kg) 森垣　和也 ﾓﾘｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ 大阪柔整学校
20 男子 ハンマー投(7.260kg) 日野　雄貴 ﾋﾉ ﾕｳｷ 和歌山日産自動車
20 男子 ハンマー投(7.260kg) 高橋　俊雄 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 京都城南診療所
21 男子 やり投(0.800kg) ディーン　元気 ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ ミズノ
21 男子 やり投(0.800kg) 中西　啄真 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ 大体大職員
21 男子 やり投(0.800kg) 崎山　雄太 ｻｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛媛県競技力向上対策

21 男子 やり投(0.800kg) 増田　悠悟 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ アカデミアホテル
21 男子 やり投(0.800kg) 寒川　建之介 ｿｳｶﾞﾜ ｹﾝﾉｽｹ GRAND STONE
21 男子 やり投(0.800kg) 麻植　一輝 ｵｴ ｶｽﾞｷ 関西実業団
21 男子 やり投(0.800kg) 谷場　雅之 ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ WBF
21 男子 やり投(0.800kg) 檀野　俊 ﾀﾞﾝﾉ ｼｭﾝ Gollirab
22 男子ジュニア １５００ｍ 中村　俊輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ
24 女子 １００ｍ 御家瀬　緑 ﾐｶｾ ﾐﾄﾞﾘ 住友電工
24 女子 １００ｍ 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大阪成蹊学園職
24 女子 １００ｍ 三宅　奈緒香 ﾐﾔｹ ﾅｵｶ 住友電工
24 女子 １００ｍ 山中　日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ The odds
24 女子 １００ｍ 寺田　明日香 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ ジャパンクリエイト
24 女子 １００ｍ 西尾　香穂 ﾆｼｵ ｶﾎ 甲南大学職
24 女子 １００ｍ 松林　玲佳 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ MMG
24 女子 １００ｍ 藤原　未来 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 住友電工
24 女子 １００ｍ 近藤　真由 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 四国大職
24 女子 １００ｍ 稲田　美咲 ｲﾅﾀﾞ ﾐｻｷ B&M
25 女子 ２００ｍ 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大阪成蹊学園職
25 女子 ２００ｍ 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大阪成蹊学園職
25 女子 ２００ｍ 山中　日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ The odds
25 女子 ２００ｍ 稲岡　真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ KAGOTANI
25 女子 ２００ｍ 松林　玲佳 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ MMG
25 女子 ２００ｍ 安田　明日翔 ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ KAGOTANI
26 女子 ４００ｍ 青山　聖佳 ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 大阪成蹊学園職
26 女子 ４００ｍ 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 岩谷産業
26 女子 ４００ｍ 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ ニコニコのり
26 女子 ４００ｍ 稲岡　真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ KAGOTANI
26 女子 ４００ｍ 横田　華恋 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ KAGOTANI
26 女子 ４００ｍ 安田　明日翔 ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ KAGOTANI
26 女子 ４００ｍ 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 住友電工
27 女子 ８００ｍ 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 岩谷産業



27 女子 ８００ｍ 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ ニコニコのり
27 女子 ８００ｍ 小山　愛結 ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 岩谷産業
27 女子 ８００ｍ 川尻　萌愛 ｶﾜｼﾞﾘ ﾓｴ 但馬ＡＣ
27 女子 ８００ｍ 河原田　萌 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 鳥居本養護教員
27 女子 ８００ｍ 松井　晶 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 愛媛銀行
27 女子 ８００ｍ 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 大塚製薬
27 女子 ８００ｍ 松本　寿美 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ GRlab
28 女子 １５００ｍ 井手　彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ ワコール
28 女子 １５００ｍ 田﨑　優理 ﾀｻｷ ﾕｳﾘ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 下田平　渚 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ センコー
28 女子 １５００ｍ 西出　優月 ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ ダイハツ
28 女子 １５００ｍ 山中　柚乃 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 愛媛銀行
28 女子 １５００ｍ 下山田　絢香 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 兼重　志帆 ｶﾈｼｹﾞ ｼﾎ GRlab
28 女子 １５００ｍ 柴田　彩花 ｼﾊﾞﾀ ｱｲｶ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 鳴瀧　ほのか ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 北脇　亮子 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 酒井　想 ｻｶｲ ｺｺﾛ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 大庭　結菜 ｵｵﾊﾞ ﾕｲﾅ シスメックス
28 女子 １５００ｍ 平田　由佳 ﾋﾗﾀ ﾕｶ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
28 女子 １５００ｍ 福田　サラ ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ
28 女子 １５００ｍ 竹山　楓菜 ﾀｹﾔﾏ ｶｴﾅ ダイハツ
28 女子 １５００ｍ 真也加　ジェルーシャ有里 ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ 大塚製薬
28 女子 １５００ｍ 中野　円花 ﾅｶﾉ ﾏﾄﾞｶ 岩谷産業
28 女子 １５００ｍ 米谷　結希 ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｷ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
29 女子 ５０００ｍ 村尾　綾香 ﾑﾗｵ ｱﾔｶ ダイハツ
29 女子 ５０００ｍ 岡崎　菜津乃 ｵｶｻﾞｷ ﾅﾂﾉ GRlab
29 女子 ５０００ｍ 西原　加純 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾐ シスメックス
29 女子 ５０００ｍ 井手　彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ ワコール
29 女子 ５０００ｍ 安藤　友香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶ ワコール
29 女子 ５０００ｍ 谷口　真菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ ワコール
29 女子 ５０００ｍ 兼重　志帆 ｶﾈｼｹﾞ ｼﾎ GRlab
29 女子 ５０００ｍ 下田平　渚 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾅｷﾞｻ センコー
29 女子 ５０００ｍ 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 大塚製薬
29 女子 ５０００ｍ 清水　萌 ｼﾐｽﾞ ﾓｴ ワコール
29 女子 ５０００ｍ 中野　円花 ﾅｶﾉ ﾏﾄﾞｶ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 大森　菜月 ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ ダイハツ
29 女子 ５０００ｍ 川内　理江 ｶﾜｳﾁ ﾘｴ 大塚製薬
29 女子 ５０００ｍ 柳谷　日菜 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾅ ワコール
29 女子 ５０００ｍ 西出　優月 ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ ダイハツ
29 女子 ５０００ｍ 福良　郁美 ﾌｸﾗ ｲｸﾐ 大塚製薬
29 女子 ５０００ｍ 川村　楓 ｶﾜﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 鳴瀧　ほのか ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ シスメックス
29 女子 ５０００ｍ 安井　絵理奈 ﾔｽｲ ｴﾘﾅ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 若井　莉央 ﾜｶｲ ﾘｵ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 伊藤　舞 ｲﾄｳ ﾏｲ 大塚製薬
29 女子 ５０００ｍ 柴田　来夢 ｼﾊﾞﾀ ﾗﾑ ワコール
29 女子 ５０００ｍ 瀬川　帆夏 ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ シスメックス
29 女子 ５０００ｍ 豊田　由希 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷ 愛媛銀行
29 女子 ５０００ｍ 永岡　真衣 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｲ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 藤村　晶菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾅ ノーリツ陸上部
29 女子 ５０００ｍ 武田　千捺 ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ ダイハツ
29 女子 ５０００ｍ 清水　里名 ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ ノーリツ陸上部
29 女子 ５０００ｍ 西尾　咲良 ﾆｼｵ ｻｸﾗ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 下山田　絢香 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ シスメックス
29 女子 ５０００ｍ 藤村　晴菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾅ ノーリツ陸上部
29 女子 ５０００ｍ 不破　亜莉珠 ﾌﾜ ｱﾘｽ センコー
29 女子 ５０００ｍ 真也加　ジェルーシャ有里 ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ 大塚製薬
29 女子 ５０００ｍ 大井　千鶴 ｵｵｲ ﾁﾂﾞﾙ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
29 女子 ５０００ｍ 森田　歩実 ﾓﾘﾀ ｱﾕﾐ センコー
29 女子 ５０００ｍ 沖村　美夏 ｵｷﾑﾗ ﾐｶ 愛媛銀行
29 女子 ５０００ｍ 平野　文珠 ﾋﾗﾉ ｱﾔﾐ ノーリツ陸上部
29 女子 ５０００ｍ 朝比奈　亜妃乃 ｱｻﾋﾅ ｱｷﾉ センコー
29 女子 ５０００ｍ 岡田　唯 ｵｶﾀﾞ ﾕｲ 大塚製薬



29 女子 ５０００ｍ 米谷　結希 ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｷ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
29 女子 ５０００ｍ 右田　有奈 ﾐｷﾞﾀ ﾕﾅ ジャパンクリエイト
29 女子 ５０００ｍ 平田　由佳 ﾋﾗﾀ ﾕｶ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
29 女子 ５０００ｍ 二羽　杏美 ﾆﾜ ｱｽﾞﾐ 愛媛銀行
29 女子 ５０００ｍ 田代　実穂 ﾀｼﾛ ﾐﾎ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
29 女子 ５０００ｍ 柴田　佑希 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷ ダイハツ
29 女子 ５０００ｍ 清水　穂高 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
29 女子 ５０００ｍ 松本　寿美 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ GRlab
29 女子 ５０００ｍ 上田　雪菜 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ ダイハツ
29 女子 ５０００ｍ 小枝　未森 ｺｴﾀﾞ ﾐﾓﾘ 愛媛銀行
29 女子 ５０００ｍ 岡田　倫佳 ｵｶﾀﾞ ﾘﾝｶ 愛媛銀行
29 女子 ５０００ｍ 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 岩谷産業
29 女子 ５０００ｍ 大同　美空 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾐｸ 岩谷産業
30 女子 １００００ｍ 清水　萌 ｼﾐｽﾞ ﾓｴ ワコール
30 女子 １００００ｍ 安藤　友香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶ ワコール
30 女子 １００００ｍ 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 大塚製薬
30 女子 １００００ｍ 兼重　志帆 ｶﾈｼｹﾞ ｼﾎ GRlab
30 女子 １００００ｍ 枚田　茉優 ﾋﾗﾀ ﾏﾕ ワコール
30 女子 １００００ｍ 石井　寿美 ｲｼｲ ﾋｻﾐ シスメックス
30 女子 １００００ｍ 谷口　真菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ ワコール
30 女子 １００００ｍ 柳谷　日菜 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾅ ワコール
30 女子 １００００ｍ 川内　理江 ｶﾜｳﾁ ﾘｴ 大塚製薬
30 女子 １００００ｍ 鳴瀧　ほのか ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ シスメックス
30 女子 １００００ｍ 藤村　晴菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾅ ノーリツ陸上部
30 女子 １００００ｍ 藤村　晶菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾅ ノーリツ陸上部
30 女子 １００００ｍ 坪倉　琴美 ﾂﾎﾞｸﾗ ｺﾄﾐ ワコール
30 女子 １００００ｍ 堀江　美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ シスメックス
30 女子 １００００ｍ 若井　莉央 ﾜｶｲ ﾘｵ 岩谷産業
30 女子 １００００ｍ 平野　文珠 ﾋﾗﾉ ｱﾔﾐ ノーリツ陸上部
30 女子 １００００ｍ 清水　里名 ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ ノーリツ陸上部
30 女子 １００００ｍ 豊田　由希 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷ 愛媛銀行
30 女子 １００００ｍ 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 岩谷産業
30 女子 １００００ｍ 川村　楓 ｶﾜﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 岩谷産業
30 女子 １００００ｍ 清水　穂高 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
31 女子 １００ｍＨ 寺田　明日香 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ ジャパンクリエイト
31 女子 １００ｍＨ 藤原　未来 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 住友電工
31 女子 １００ｍＨ 中司　菜月 ﾅｶﾂｶ ﾅﾂｷ ＹＯＳＨＵ
31 女子 １００ｍＨ 石井　あや ｲｼｲ ｱﾔ センコー
31 女子 １００ｍＨ 泉谷　莉子 ｲｽﾞﾀﾆ ﾘｺ azuki
31 女子 １００ｍＨ 長原　実希 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｷ N.C.C.
32 女子 ４００ｍＨ 横田　華恋 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ KAGOTANI
32 女子 ４００ｍＨ 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 住友電工
33 女子 ３０００ｍＳＣ 山中　柚乃 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 愛媛銀行
33 女子 ３０００ｍＳＣ 堀尾　咲月 ﾎﾘｵ ｻﾂｷ センコー
34 女子 ５０００ｍＷ 糸山　未歩 ｲﾄﾔﾏ ﾐﾎ 高知中央高教員
37 女子 走高跳 渡川　和華 ﾜﾀｶﾞﾜ ﾖﾘｶ ニチレク
37 女子 走高跳 福本　幸 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾕｷ 甲南大学職
37 女子 走高跳 鈴木　夢 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 重心道ｱｽﾚﾃｨｸｽ
37 女子 走高跳 津田　シェリアイ ﾂﾀﾞ ｼｪﾘｱｲ 築地銀だこ
38 女子 棒高跳 那須　眞由 ﾅｽ ﾏﾕ KAGOTANI
38 女子 棒高跳 安宅　伽織 ｱﾀｷﾞ ｶｵﾘ YONDENKO
38 女子 棒高跳 逸見　綾子 ﾍﾝﾐ ｱﾔｺ ジラソーレ
38 女子 棒高跳 野志　侑希 ﾉｼ ﾕｳｷ コンドーテック
38 女子 棒高跳 森田　彩 ﾓﾘﾀ ｱﾔ MOON
38 女子 棒高跳 黒田　愛香 ｸﾛﾀﾞ ｱｲｶ 黒田精肉店
38 女子 棒高跳 岩佐　幸葵子 ｲﾜｻ ﾕｷｺ ジラソーレ
39 女子 走幅跳 秦　澄美鈴 ﾊﾀ ｽﾐﾚ シバタ工業
39 女子 走幅跳 中野　瞳 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ つくば分析センター
39 女子 走幅跳 佐伯　美奈 ｻｴｷ ﾐﾅ KAGOTANI
39 女子 走幅跳 石井　あや ｲｼｲ ｱﾔ センコー
39 女子 走幅跳 市原　琴乃 ｲﾁﾊﾗ ｺﾄﾉ 旭油業株式会社
39 女子 走幅跳 宮畑　さくら ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 旭油業株式会社
40 女子 三段跳 中野　瞳 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ つくば分析センター
40 女子 三段跳 宮畑　さくら ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 旭油業株式会社
40 女子 三段跳 萬　玲奈 ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ HST



41 女子 砲丸投(4.000kg) 山本　遥 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 大体大職員
41 女子 砲丸投(4.000kg) 中田　恵莉子 ﾅｶﾀ ｴﾘｺ 四国大職
41 女子 砲丸投(4.000kg) 村上　憂歌 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ MMG
41 女子 砲丸投(4.000kg) 松井　麻里弥 ﾏﾂｲ ﾏﾘﾔ ライフバランス
42 女子 円盤投(1.000kg) 辻川　美乃利 ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾉﾘ 内田洋行
42 女子 円盤投(1.000kg) 山本　実果 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ コンドーテック
42 女子 円盤投(1.000kg) 清水　麻衣 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ アサイ
42 女子 円盤投(1.000kg) 中田　恵莉子 ﾅｶﾀ ｴﾘｺ 四国大職
43 女子 ハンマー投(4.000kg) 藤本　咲良 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ コンドーテック
43 女子 ハンマー投(4.000kg) 吉川　奈緒 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 郡山高教
43 女子 ハンマー投(4.000kg) 浅田　鈴佳 ｱｻﾀﾞ ｽｽﾞｶ Gollirab
44 女子 やり投(0.600kg) 佐藤　友佳 ｻﾄｳ ﾕｶ ニコニコのり
44 女子 やり投(0.600kg) 西村　莉子 ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 三菱電機
44 女子 やり投(0.600kg) 久世　生宝 ｸｾﾞ ｷﾎｳ コンドーテック
44 女子 やり投(0.600kg) 須河　綾乃 ｽｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 奈良養護学校職員
44 女子 やり投(0.600kg) 松井　麻里弥 ﾏﾂｲ ﾏﾘﾔ ライフバランス
45 女子ジュニア １５００ｍ 黒田　愛梨 ｸﾛﾀﾞ ｱｲﾘ シスメックス
45 女子ジュニア １５００ｍ 川尻　萌愛 ｶﾜｼﾞﾘ ﾓｴ 但馬ＡＣ
45 女子ジュニア １５００ｍ 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 大塚製薬
45 女子ジュニア １５００ｍ 松井　晶 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 愛媛銀行
45 女子ジュニア １５００ｍ 丹羽　琴音 ﾆﾜ ｺﾄﾈ センコー
45 女子ジュニア １５００ｍ 小山　愛結 ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 岩谷産業
45 女子ジュニア １５００ｍ 八木　美羽 ﾔｷﾞ ﾐｳ 岩谷産業
45 女子ジュニア １５００ｍ 尾崎　光 ｵｻﾞｷ ﾐﾂ シスメックス
45 女子ジュニア １５００ｍ 福田　美空 ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 愛媛銀行
45 女子ジュニア １５００ｍ 増田　優菜 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾅ センコー
45 女子ジュニア １５００ｍ 鈴木　愛美 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ センコー
45 女子ジュニア １５００ｍ 白木　万菜 ｼﾗｷ ｶｽﾞﾅ ノーリツ陸上部
45 女子ジュニア １５００ｍ 塚本　衣音 ﾂｶﾓﾄ ｲｵ 大塚製薬
45 女子ジュニア １５００ｍ 澤田　月乃 ｻﾜﾀﾞ ﾂｷﾉ ノーリツ陸上部
45 女子ジュニア １５００ｍ 杉山　明沙 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾅ センコー
46 女子ジュニア ３０００ｍ 柴田　来夢 ｼﾊﾞﾀ ﾗﾑ ワコール
46 女子ジュニア ３０００ｍ 黒田　愛梨 ｸﾛﾀﾞ ｱｲﾘ シスメックス
46 女子ジュニア ３０００ｍ 八木　美羽 ﾔｷﾞ ﾐｳ 岩谷産業
46 女子ジュニア ３０００ｍ 萩原　柚乃 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾉ 岩谷産業
46 女子ジュニア ３０００ｍ 尾崎　光 ｵｻﾞｷ ﾐﾂ シスメックス
46 女子ジュニア ３０００ｍ 松井　晶 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 愛媛銀行
46 女子ジュニア ３０００ｍ 宇都　ひなた ｳﾄ ﾋﾅﾀ ワコール
46 女子ジュニア ３０００ｍ 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 大塚製薬
46 女子ジュニア ３０００ｍ 増田　優菜 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾅ センコー
46 女子ジュニア ３０００ｍ 塚本　衣音 ﾂｶﾓﾄ ｲｵ 大塚製薬
46 女子ジュニア ３０００ｍ 丹羽　琴音 ﾆﾜ ｺﾄﾈ センコー
46 女子ジュニア ３０００ｍ 澤田　月乃 ｻﾜﾀﾞ ﾂｷﾉ ノーリツ陸上部
46 女子ジュニア ３０００ｍ 白木　万菜 ｼﾗｷ ｶｽﾞﾅ ノーリツ陸上部
46 女子ジュニア ３０００ｍ 福田　美空 ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 愛媛銀行
46 女子ジュニア ３０００ｍ 杉山　明沙 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾅ センコー
46 女子ジュニア ３０００ｍ 沖田　美優 ｵｷﾀ ﾐﾕ センコー


