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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 11/19 小久保  大地 10.74/-0.2

NGR茨城・中大

大貫  健太 10.88/-0.2

神奈川・スプリンテスト

小滝  将太 11.01/-0.2

神奈川・レジェンズ

天方  洋介 11.05/-0.2

千葉・ＳＴＡＣ

栗本  由紀 11.14/-0.2

京都・赤兎馬AC

田中  純白 11.17/-0.2

神奈川・EAGLERUN

齊藤  卓人 11.20/-0.2

神奈川・ＳＡＣ

和久田  燿 11.22/-0.2

大阪・KURC

２００ｍ 11/19 小田  佳喜 22.51/+0.0

神奈川・東農大

角田  翔輝 22.53/+0.0

神奈川・桐蔭横浜大

藤原   宇央 22.68/+0.0

東京・NEC府中

松本  雄二郎 22.79/+0.0

千葉・ＳＴＡＣ

村上  智樹 22.84/+0.0

神奈川・神奈川陸協

小山  卓朗 23.09/+0.0

東京・十条SC

田村  隆翔 23.80/+0.0

兵庫・KURC

須貝  夢一郎 41.22/+0.0

千葉・AgaiN

４００ｍ 11/19 清水  隆太郎 48.66

神奈川・MORE

紀平  直人 49.21

神奈川・レジェンズ

田村  優介 49.49

京都・同志社AC

藤  太樹 49.76

神奈川・東農大

前田  理貴 51.30

東京・東農工大

小林  直己  1:08.66

東京・HULFT

８００ｍ 11/19 山川  樹  1:59.16

神奈川・防大

遠藤  旦  1:59.64

東京・東京陸協

鈴木  蘭丸  1:59.81

神奈川・ＳＡＣ

斉藤  弘晃  2:00.13

神奈川・防大

上村  勇貴  2:00.50

広島・黄金山AC

杉本  崇  2:00.53

千葉・ＳＲＣ

小礒  夏樹  2:00.56

東京・十条SC

中山  勇人  2:00.85

神奈川・レジェンズ

１５００ｍ 11/19 遠藤  旦  4:05.50

東京・東京陸協

東本  拓也  4:13.51

和歌山・和歌山陸協

萩谷  涼太郎  4:14.46

東京・十条SC

榎本  健人  4:15.27

滋賀・龍大SR

服部  純  4:16.66

大阪・関大ランナーズ

河村  圭人  4:17.66

千葉・印西RC

藤  幸太郎  4:17.75

兵庫・森ノ宮医療大学

石井  邦明  4:21.73

東京・東京陸協

５０００ｍ 11/19 富張  裕紀 15:29.58

神奈川・矢口R

小瀧  諒介(3) 16:05.79

埼玉・滑川総合高

島田  裕豊(1) 16:06.15

埼玉・滑川総合高

花檀  択洋 16:21.01

神奈川・ハピネスAC

井辻  祐太郎 16:27.37

千葉・浦安陸協

柿谷  悠貴(2) 16:30.86

埼玉・滑川総合高

加賀爪  由(3) 17:10.41

埼玉・滑川総合高

山本  凌 17:35.67

神奈川・防大

４×１００ｍＲ 11/19 カンガルーポー 42.67

大木  秀平

長岡  泰成

本馬  聖也

立野  大空

AgaiN 43.59

大島  誠

須貝  夢一郎

廣瀬  堅三

中澤  優

アトレティカ-A 43.71

上田  達也

谷上  耕太郎

西岡  勇人

濱  宏平

KURC 43.87

花光  隼人

和久田  燿

大塚  雅也

田村  隆翔

YAMATO TC-B 44.34

片山  克樹

植田  宏樹

前川  裕貴

寺下  健治

Tommy 45.43

谷  慶悟

壹岐  大吾

上田  太一

野崎  佑一

KIZUNA 45.58

岩間  翔琉(中2)

吉村  成矢(中2)

原  虎太朗(中2)

萩原  悠海(中2)

関大ランナーズ 45.59

海原  紬希

高田  敦史

小川  裕史

濱川  秀哉

４×４００ｍＲ 11/19 レジェンズ  3:23.14

碓井  涼

玉田  修平

竹下  雅之

紀平  直人

東農工大  3:23.20

下藤  誉司

東井  良太

香坂  俊光

前田  理貴

防大  3:24.16

山田  陽太郎

山川  樹

斉藤  弘晃

吉田  琉颯

A.I.R  3:25.63

金子  純

八本  和友

小島  俊紀

厚谷  龍

スプリンテスト  3:27.66

山内  優希

柴田  遼

三輪  将之

大貫  健太

TEAM300  3:28.91

大杉  享平

深澤  斗希也

鷹見  智成

鈴木  健

ＳＡＣ-A  3:29.35

冨田  駿人

片山  滉平

鈴木  蘭丸

井ﾉ川  充

千葉陸協  3:31.81

武居  裕也

平山  凌

岡田  佑輔

宮田  大聖

走幅跳 11/19 角屋  喜基   6m99/+0.1

神奈川・レジェンズ

宮崎  章光   6m90/ 0.0

神奈川・レジェンズ

長岡  泰成   6m90/+0.2

大阪・カンガルーポー

下村　諒   6m89/-0.1

千葉・土気TFC

田口  宣幸   6m58/-0.1

千葉・土気TFC

上條  将吾   6m50/ 0.0

長野・セイコーエプソン

野崎  公児   6m47/+0.2

千葉・市川陸協

新井  聡   6m42/-0.3

東京・REMIX.AC

男子一
般

１００ｍ 11/19 水谷  陽亮(中3) 11.21/-0.4

NGR千葉・千葉蘇我

小松  悠稀(中3) 11.37/-0.4

千葉・千葉誉田

大久保  芯馬(中3) 11.47/-0.4

千葉・千葉蘇我

高崎  颯太(中3) 11.48/-0.4

東京・ＫＭＣ陸上ク

齊藤  大雅(中2) 11.56/-0.4

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

ﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ  ｱﾚｯｸｽ勇(中2)11.59/-0.4

東京・駒沢中

望月  航汰(中3) 11.64/-0.4

神奈川・ハピネスAC

萩原  悠海(中2) 11.65/-0.4

東京・KIZUNA

１５００ｍ 11/19 北山  俊太朗(中2)  4:16.57

NGR東京・千住ジュニア

渡邉  碧海(中3)  4:18.99

NGR東京・田無一中

伊東  一隼(中3)  4:26.61

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

出口  覇迦(中2)  4:26.78

東京・千住ジュニア

磯崎  蓮凌(中1)  4:26.83

神奈川・新田中

宮本  真之介(中2)  4:28.98

大阪・陸王AC

稲田  陸斗(中2)  4:29.06

神奈川・橘中

相澤  陽(中2)  4:29.56

東京・千住ジュニア

走幅跳 11/19 目原  碧人(中3)   6m27/+0.1

NGR千葉・千葉誉田

渡邊  璃久(中2)   5m84/-0.3

千葉・白山中

和泉  賢治(中3)   5m79/-0.5

神奈川・久里浜中

原  虎太朗(中2)   5m76/+0.1

東京・KIZUNA

高嶋  裕貴(中2)   5m35/-0.5

東京・いずみの森中

福士  翔大(中2)   5m23/-0.1

東京・田無一中

松岡  晄成(中1)   5m17/+0.2

東京・ﾌｫﾙﾃｽﾎﾟｰﾂ

鈴木  雅翔(中2)   5m01/-0.5

千葉・白山中

男子中
学

１００ｍ 11/19 水口  政人 11.26/+0.0

=GR神奈川・ダブルスチール

池下  裕貴 11.42/+0.0

大阪・コナミスポーツ

岡山   進也 11.52/+0.0

東京・チーム武蔵野

寺下  健治 11.62/+0.0

京都・YAMATOTC

足立  健太 11.70/+0.0

東京・IDATENVC

小川  裕之 11.71/+0.0

神奈川・SUTINT.

貝瀬  啓太 11.71/+0.0

新潟・南魚沼市陸協

栗本  直規 11.79/+0.0

愛知・愛知マスターズ

１５００ｍ 11/19 伴  卓磨  4:26.46

東京・東京陸協

佐藤  心雄  4:30.52

神奈川・神奈川M

大森  教尋  4:31.12

東京・ポポロＡＣ

丹羽  大介  4:35.60

神奈川・たまプラ陸上部

石井  隆雄  4:40.17

神奈川・SUTINT.

窪田  俊郎  4:53.00

東京・ピッツキューブ

田中  洋孝  4:53.27

大阪

古怒田  修  4:53.48

東京・ポポロＡＣ

５０００ｍ 11/19 佐藤  心雄 16:48.37

神奈川・神奈川M

大場  孝広 16:54.70

東京・ポポロＡＣ

竹内  良彰 17:17.88

東京・アトミクラブ

古怒田  修 17:31.65

東京・ポポロＡＣ

酒井  拓磨 18:01.01

東京・江東陸協

植村   克秀 18:29.75

東京・ポポロＡＣ

白石   敏雄 18:32.84

東京・ポポロＡＣ

加藤  文敏 19:04.59

千葉・幸はやぶさ

男子壮
年

１００ｍ 11/19 柴田  友香 12.55/-0.4

大阪・スターヒルズ

八田  さくら 12.60/-0.4

神奈川・県港北高

近藤  もこみ(1) 13.25/-0.4

埼玉・滑川総合高

佐下  亜未 13.27/-0.4

大阪・アトレティカ

髙橋  小夜 13.32/-0.4

栃木・TRAINI

藤田  吉乃 13.50/-0.4

大阪・大和大

佐々木  友美 13.55/-0.4

大阪・スターヒルズ

２００ｍ 11/19 八田  さくら 25.65/+0.4

神奈川・県港北高

ﾊﾞﾛｸﾞﾝ  ﾊﾙ(中2) 25.99/+0.4

東京・千住ジュニア

濟藤  未夢 26.27/+0.4

神奈川・ハピネスAC

柴田  友香 26.66/+0.4

大阪・スターヒルズ

近藤  もこみ(1) 27.10/+0.4

埼玉・滑川総合高

佐下  亜未 27.83/+0.4

大阪・アトレティカ

槇村  せいあ(中3) 28.47/+0.4

東京・ＫＭＣ陸上ク

８００ｍ 11/19 平賀  恵子  2:26.51

千葉・千葉マスターズ

徳永  昌子  2:29.59

神奈川・レジェンズ

姫松  花子  2:32.10

茨城・茨城陸協

山上  瑞稀  2:40.06

大阪・帝塚山学院

嶋津  愛海  2:44.48

東京・ＫＭＣ陸上ク

新井  芳子  2:46.70

東京・TEAM武蔵野

今津  瑠菜  2:47.70

大阪・大和大

末永  聖佳  2:47.74

大阪・大和大

１５００ｍ 11/19 平賀  恵子  4:59.74

千葉・千葉マスターズ

天宮  咲恵(中3)  5:05.21

東京・千住ジュニア

前橋  莉桜(中2)  5:11.09

東京・千住ジュニア

森田  彩空(中1)  5:13.91

東京・ＫＭＣ陸上ク

今泉  愛子  5:16.73

茨城・IRF

千葉  慈生(2)  5:18.87

埼玉・滑川総合高

清田  菜未  5:41.08

京都・龍大SR

嶋津  愛海  5:45.02

東京・ＫＭＣ陸上ク

４×１００ｍＲ 11/19 ＫＦC 51.56

赤川  絵理

常盤  千尋

宮坂  奈緒

三田  優子

ハピネスAC-B 51.60

嶋中  心優(中1)

星澤  綾音(中2)

好村  風花(中1)

池上  明愛(中1)

白山中 52.31

工藤  美結奈(中1)

髙橋  あおい(中2)

鎌形  美緒(中3)

鈴木  瑠希綾(中2)

ＫＭＣ陸上ク 52.76

蘆田  希実(中1)

東山  幸穂(中1)

金山  百合海(中2)

槇村  せいあ(中3)

ハピネスAC-A 52.82

大村  菜友(中3)

大継  想瑠(中3)

松本  奏那(中3)

後藤  千里(中3)

アトレティカ 53.65

藤原  実優

佐下  亜未

仲野  光

岡本  南穂

大和大 54.10

徳原  麻友

藤田  吉乃

仲野  舞

今津  瑠菜

KIZUNA 54.84

小川  千紗(中1)

市原  帆乃羽(中2)

田中   里音(中1)

平田  椛七(中1)

走幅跳 11/19 宮坂  奈緒   4m76/-0.3

神奈川・ＫＦC

赤川  絵理   4m71/-0.4

東京・ＫＦC

中村  ﾘｻ   4m31/-0.1

東京

渡邊  蒼菜   4m28/-0.2

静岡・東農大

藤原  茉優   4m09/-0.3

大阪・アトレティカ

女子一
般

１００ｍ 11/19 ﾊﾞﾛｸﾞﾝ  ﾊﾙ(中2) 12.76/+0.1

NGR東京・千住ジュニア

星澤  綾音(中2) 12.81/+0.1

NGR神奈川・ハピネスAC

鎌形  美緒(中3) 12.97/+0.1

千葉・白山中

髙橋  悠(中1) 13.24/+0.1

栃木・TRAINI

市原  帆乃羽(中2) 13.36/+0.1

東京・KIZUNA

髙橋  あおい(中2) 13.38/+0.1

千葉・白山中

島崎  乃葵(中1) 13.44/+0.1

東京・千住ジュニア

槇村  せいあ(中3) 13.44/+0.1

東京・ＫＭＣ陸上ク

８００ｍ 11/19 松下  倫子(中2)  2:22.46

東京・千住ジュニア

加藤  真緒(中2)  2:25.84

東京・千住ジュニア

中野  莉亜(中3)  2:28.40

東京・千住ジュニア

横山  桃花(中3)  2:28.73

千葉・ＳＲＣ

柳  琴都(中1)  2:28.80

神奈川・横浜田奈中学校

石田  咲綾(中2)  2:29.47

東京・ゆめおりAC

春本  汐里(中1)  2:31.89

東京・KIZUNA

長沼  晴奈(中2)  2:33.98

東京・千住ジュニア

走幅跳 11/19 東山  幸穂(中1)   4m62/-0.2

東京・ＫＭＣ陸上ク

大石  萌香(中3)   4m59/-1.2

大阪・陸王AC

原田  優南(中2)   4m56/+0.3

東京・駒沢中

松本  奏那(中3)   4m49/-0.6

神奈川・ハピネスAC

平田  椛七(中1)   4m39/-0.3

東京・KIZUNA

鈴木  詩花(中2)   4m28/ 0.0

東京・ＫＭＣ陸上ク

金山  百合海(中2)   4m28/+0.3

東京・ＫＭＣ陸上ク

蘆田  希実(中1)   4m14/-0.1

東京・ＫＭＣ陸上ク

女子中
学

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


