
日付 種目
鹿野　剣之介  10.88 (-2.0) 川崎　彰悟  10.90 (-2.0) 海津　亮太  10.91 (-2.0) 貝沢　諒太  10.95 (-2.0) 大町　蓮  10.97 (-2.0) 加藤　綾一  10.97 (-2.0) 佐藤　智仁  11.06 (-2.0) 釜澤　拓也  11.14 (-2.0)
仙台大 星稜大 新潟国情大 富山大 東海大北海道 星稜大 岩手大 北翔大
武田　貴大  21.38 (+1.4) 進藤　和基  21.59 (+1.4) 我妻　一真  21.64 (+1.4) 川村　航太  21.66 (+1.4) 樋口　克治  21.79 (+1.4) 高橋　伸尚  22.01 (+1.4) 南　周作  22.34 (+1.4)
山形大 東海大北海道 仙台大 岩手大 富山大 仙台大 北翔大
澤田　雄太  48.03 今野　拓磨  48.62 阿部　翔太  49.00 芦澤　勇太郎  49.18 手塚　翔太  49.48 浦野　泰希  49.87 松田　和樹  49.91 松本　宏二郎  50.01
金沢大 仙台大 東北福祉大 岩手大 星稜大 松本大 新潟大 仙台大
五十嵐　一也  1:56.45 小岩　来穂  1:57.95 石田　将之  1:58.12 二位関　祐輔  1:58.20 原　悠輔  2:00.35 舟木　祐大  2:00.55 宮本　翔平  2:01.08 佐藤　優太  2:05.61
新潟大 東北福祉大 富士大 金沢大 新潟医福大 岩手大 新潟大 東北福祉大
荒木　和也  4:01.03 大野　雄揮  4:02.03 町田　遼太  4:03.21 合場　雅志  4:03.26 岸田　空  4:03.40 舛田　侑也  4:03.82 菅野　辰也  4:03.96 佐々木　昂大  4:04.80
富士大 信州大 新潟医福大 金沢大 福井工大 金沢工大 仙台大 秋田大
岡野　耕大  15:03.95 大谷　宗平  15:08.39 髙橋　真央  15:13.43 佐々木　昂大  15:17.68 坂野　圭史  15:32.55 荒木　和也  15:32.92 樗澤　慎吾  15:34.41 宮川　光  15:36.17
信州大 岩手大 東北学大 秋田大 信州大 富士大 新潟大 新潟大
五十嵐　大義  31:16.51 岡野　耕大  31:17.83 大谷　宗平  32:28.13 宮川　光  32:32.82 米山　祐貴  32:53.87 大河原　雄平  33:05.03 雑賀　真人  33:09.54 星　寛人  33:14.81
信州大 信州大 岩手大 新潟大 信州大 岩手大 新潟大 岩手大
本間　竜一  14.69 (-0.2) 五百崎　太郎  14.75 (-0.2) 中島　宏典  14.85 (-0.2) 阿部　敦司  14.87 (-0.2) 荒井　孝彦  15.12 (-0.2) 近藤　拓  15.25 (-0.2) 岡室　憲明  15.47 (-0.2)
新潟国情大 富山高専 新潟大 東北福祉大 福島大 仙台大 星稜大
後藤　秀也  52.01 大瀬　貴仁  52.65 岩科　圭  54.49 小原　俊介  54.92 神部　光  55.01 菊地　亮太  55.03 岡田　創  55.62 三平　崇弘  1:30.97
岩手大 福島大 道教大岩見沢 岩手大 福島高専 仙台大 富山大 新潟医福大
安齋　嘉章  9:25.68 吉川　昇吾  9:31.75 泉　継道  9:36.19 安島　宏尚  9:39.70 田中　健太  9:39.85 本郷　拓海  9:52.61 松吉　祐士  9:53.97 本間　寿也  9:55.41
岩手大 信州大 信州大 東北福祉大 新潟大 仙台大 富山大 新潟医福大
遠山　拓馬  46:25.71 谷口　哲也  46:45.92 栁澤　優斗  46:52.80 井口　僚太  47:54.22 金　東泳  48:42.04 土門　晃大  49:29.55 村上　貴史  49:46.74 佐々木　信春  49:50.69
小松短大 小松短大 福井工大 小松短大 富士大 山形大 岩手大 東北学大
富山大  41.14 東北学大  41.33 新潟医福大  41.41 東海大北海道  41.52 福島大  41.76 星稜大  41.88 新潟大  42.25 仙台大  44.28

樋口　克治 早坂　祐哉 袖山　宗吾 佐々木　悠亮 金子　祥大 加藤　綾一 藤間　優介 阿部　祐誠

西村　顕志 亀井　康夫 栃倉　郁実 大町　蓮 齋籐　啓 川崎　彰悟 中島　宏典 安齋　彰悟

貝沢　諒太 大瀧　直也 山崎　勇哉 進藤　和基 渡部　大雅 西野　功希 平野　貴大 鹿野　剣之介

池岡　直哉 髙橋　侑大 吉本　政貴 城山　正太郎 房田　匠実 福田　圭佑 山田　将斗 高橋　伸尚

新潟医福大  3:12.36 東北学大  3:14.35 仙台大  3:14.37 福島大  3:14.40 富山大  3:14.49 金沢大  3:14.76 新潟大  3:17.43 信州大  3:20.47

福島　滉一 大瀧　直也 阿部　光 金子　祥大 西村　顕志 向井　康晃 天野　祥希 藤森　未知也

長谷川　大輔 高橋　英史 松本　宏二郎 照内　颯 貝沢　諒太 古橋　弘貴 田畑　行信 都築　和正

渡辺　晃 早坂　祐哉 草野　道弘 白木　駿佑 池岡　直哉 平戸　佑樹 柏谷　興 浦田　敦也

山崎　勇哉 髙橋　侑大 今野　拓磨 大瀬　貴仁 栃折　京太郎 澤田　雄太 松田　和樹 東　征宏

鈴木　真悟  2.06 丸山　貴倫  2.03 栗原　孝佳  2.00 猿子　隼平  1.95 相良　剛児  1.95 鎌田　直樹  1.95 大熊　燿平  1.90
福島大 諏訪東理大 新潟医福大 新潟大 仙台大 仙台大 新潟大

武田　隆史  1.95
仙台大

酒井　智朗  4.90 髙橋　拓実  4.80 三宅　怜  4.80 鍛治　有成  4.70 佐藤　涼太  4.60 佐藤　譲  4.60 後藤　瑞樹  4.50 柴田　恭平  4.50
金沢大 東北大 仙台大 星稜大 福島大 秋田大 仙台大 仙台大
小田　翔太  7.34 (+0.9) 福田　圭佑  7.31 (+0.9) 内田　梓文  7.28 (+0.9) 清水　奨太  7.14 (+0.2) 重谷　将司  7.13 (+0.8) 木村　傑  7.07 (+1.6) 遠山　朗  7.03 (+1.0) 岡崎　和貴  6.95 (+0.7)
星稜大 星稜大 岩手大 星稜大 金沢大 新潟医福大 新潟医福大 東北大
石橋　尚晃  w15.56 (+2.4) 今野　勝貴  w15.29 (+2.1) 去石　匡樹  15.18 (+1.8) 石川　真也  14.89 (+1.7) 渡邉　凌介  14.84 (+1.6) 櫻井　大幹  14.79 (+0.8) 渡瀬　雅己  w14.68 (+3.0) 福田　賢一郎  14.49 (+1.3)
東海大北海道 仙台大 仙台大 東北福祉大 星稜大 上越教大 星稜大 新潟大
平尾　大也  13.71 宮村　俊光  13.06 金子　尭宙  12.24 篠原　真史  12.24 畑　壮  11.87 村松　克磨  11.48 野土　峻希  11.38 高橋　亮太  10.99
新潟医福大 福井工大 東北福祉大 新潟医福大 星稜大 松本大 富山高専 新潟医福大
金子　尭宙  39.12 織田　洸太郎  38.05 長井　勁哉  37.82 尾崎　雄介  36.33 岡沢　英  33.65 水上　龍之介  33.55 森野　寛之  32.28 高橋　亮太  32.04
東北福祉大 新潟医福大 富山高専 松本大 新潟大 星稜大 仙台大 新潟医福大
菅原　皓太  54.57 小笠原　和憲  52.40 佐藤　大樹  49.98 若生　智樹  49.95 篠原　真史  49.10 咲間　大輝  44.58 前田　智之  42.66 寺島　国彦  39.78
新潟医福大 仙台大 仙台大 東北学大 新潟医福大 仙台大 富山大 松本大
石黒　悠生  66.04 吉住　啓史  63.14 福田　涼太郎  62.55 森木　創太  62.10 菊田　来輝  60.99 相馬　貴仁  60.49 千葉　遼平  60.20 金野　延人  59.63
富山大 北翔大 新潟医福大 道教大岩見沢 星稜大 仙台大 仙台大 仙台大
及川　景介  6469 北園　和也  5964 中田　健太  5760 藤井　翼  5528 小北　大志  5477 新井　俊哉  5476 松浦　洋介  5451 千田　祥平  5377
岩手大 北海道大 金沢大 東北大 信州大 新潟大 東北学大 富士大
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小尾　麻菜  12.16 (-0.9) 山下　愛美  12.23 (-0.9) 櫻井　夢可  12.25 (-0.9) 前山　美優  12.46 (-0.9) 杉本　有希  12.50 (-0.9) 瀧澤　祐未  12.61 (-0.9) 堂腰　莉衣奈  12.71 (-0.9) 万年　由里子  12.75 (-0.9)
仁愛女短大 福島大 道教大岩見沢 新潟医福大 富山高専 松本大 富山大 道教大岩見沢
小尾　麻菜  w24.39 (+2.9) 櫻井　夢可  w24.96 (+2.9) 熊谷　晴菜  w24.97 (+2.9) 瀧澤　祐未  w25.15 (+2.9) 佐藤　愛  w25.34 (+2.9) 万年　由里子  w25.35 (+2.9) 原　菜月  w25.83 (+2.9)
仁愛女短大 道教大岩見沢 岩手大 松本大 岩手大 道教大岩見沢 福島大
大坂　汐里  56.96 工藤　早紀  57.32 秋元　文子  57.37 椛澤　ひかる  57.47 齋藤　衿香  58.01 原　菜月  58.86 川崎　翔子  59.48 長村　紋  1:00.79
岩手大 東北福祉大 弘前大 新潟医福大 福島大 福島大 福島大 松本大
小野　莉奈  2:07.58 広田　有紀  2:09.93 糸原　綾  2:13.16 田中　友海  2:17.54 饒村　里緒  2:18.61 太田　千尋  2:19.14 小玉　実加  2:20.31 齋藤　未吹  2:24.30
福島大 NGR 秋田大 NGR 福島大 新潟医福大 東北福祉大 東北福祉大 星稜大 富山大
饒村　里緒  4:46.82 上野　玲奈  4:49.05 吉田　里穂  4:49.76 高橋　あかね  4:52.20 伊藤　麻里子  4:54.43 遠藤　普子  4:55.06 佐々木　美希  4:55.47 阿部　愛実  4:56.53
東北福祉大 東北学大 星稜大 東北福祉大 東北福祉大 新潟大 新潟医福大 東北学大
出口　園子  17:04.26 石山　由佳  17:08.79 小林　文香  17:35.48 土屋　千穂  17:48.28 吉田　里穂  18:02.53 石川　美悠  18:10.82 横山　千晶  18:21.32 遠藤　普子  18:47.52
東北福祉大 東北福祉大 東北福祉大 東北学大 星稜大 東北学大 新潟大 新潟大
出口　聡子  34:55.94 石山　由佳  35:40.16 松栄　モモ子  36:25.63 木村　奈津子  37:53.22 横山　明日香  37:57.61 根岸　千里  39:52.38 本間　清香  46:28.53
東北福祉大 NGR 東北福祉大 NGR 東北福祉大 東北学大 東北学大 東北学大 新潟大
浅井　智佐  14.74 (-0.6) 大柄　千波  14.77 (-0.6) 星野　智美  14.92 (-0.6) 清水　茜  14.97 (-0.6) 武部　真央  15.05 (-0.6) 本間　史恵  15.36 (-0.6) 谷口　祥子  15.43 (-0.6) 赤坂　美奈  15.92 (-0.6)
山形大 東北福祉大 新潟医福大 北翔大 星稜大 東海大北海道 東北学大 東北福祉大
齋藤　衿香  1:00.67 山本　千裕  1:00.69 新田　真未  1:03.03 吉江　千裕  1:04.12 一瀬　輪子  1:04.59 島田　瑶子  1:05.59 東　奈那美  1:06.24 増田　里子  1:08.16
福島大 福島大 岩手大 星稜大 北海道大 金沢医科大 新潟大 仙台大
小池　彩加  11:00.04 工藤　レイラ  11:08.05 鈴木　由衣  11:14.95 石川　美悠  11:24.97 田村　飛鳥  11:29.39 横山　千晶  11:29.41 伊藤　玲奈  11:47.97
東北福祉大 NGR 東北福祉大 NGR 東北福祉大 NGR 東北学大 NGR 福島大 NGR 新潟大 NGR 仙台大 NGR
髙野　美咲  54:28.38 栃久保　瑠依  56:11.60 脇本　望  57:35.24 三平　知加子  58:00.55 新田　由里子  1:00:13.51 林　有理沙  1:01:58.04 峯　菜摘  1:03:52.74 米谷　依里香  1:04:59.50
福島大 東北福祉大 福井工大 金沢大 岩手大 福井工大 東北福祉大 東北学大
岩手大  46.73 新潟医福大  47.01 福島大  47.75 東北福祉大  49.39 星稜大  49.94 松本大  50.57 東北学大  50.78 仙台大  50.83

川﨑　志穂美 永井　佳織 伊藤　彩 磯谷　莉朋 村井　愛咲 長村　紋 谷口　祥子 小松　英恵

佐藤　愛 吉田　皆美 五十嵐　麻央 大柄　千波 畑中　清楓 瀧澤　祐未 遠藤　有紗 増田　里子

土橋　智花 椛澤　ひかる 山下　愛美 柿崎　美里 表　遥香 水澤　志保子 吉田　彩音 若月　未来

熊谷　晴菜 前山　美優 青木　成美 工藤　早紀 宮口　智子 中澤　久美 菅原　実緒華 高橋　愛美

新潟医福大  3:45.56 福島大  3:47.51 東北福祉大  3:55.14 星稜大  3:56.12 松本大  4:04.39 仙台大  4:07.27 東北学大  4:07.31 新潟大  4:12.43

椛澤　ひかる 原　菜月 磯谷　莉朋 野崎　由芽 長村　紋 岩泉　莉奈 谷口　祥子 工藤　友紀

前山　美優 五十嵐　麻央 工藤　早紀 畑中　清楓 瀧澤　祐未 馬場　ちえり 吉田　彩音 東　奈那美

佐藤　静香 山下　愛美 松川　明里 吉江　千裕 中澤　久美 増田　里子 吉住　葵 小山　清夏

吉田　皆美 齋藤　衿香 柿崎　美里 小玉　実加 水澤　志保子 堀越　琴乃 水谷　優香子 鎌田　沙穂

今村　久美子  1.66 若月　未来  1.66 阿部　奈生  1.63 有賀　楓子  1.60 石川　茉紀  1.50 木村　麻里絵  1.50 柴田　宏  1.45
福島大 仙台大 東北福祉大 新潟医福大 新潟医福大 仙台大 山形大

佐藤　穂奈美  1.50
山形大

山崎　亜加音  3.10 菅野　ひかり  3.10 中川　さおり  2.90 安田　侑  2.80 志賀　麻理亜  2.40 遠藤　歌織  2.40
道教大岩見沢 北翔大 星稜大 福島大 仙台大 山形大
木村　綾花  5.68 (+0.4) 青木　成美  5.62 (+0.7) 高橋　英里  5.58 (+1.1) 今井　晴香  5.48 (+1.5) 青木　亜里沙  5.27 (+1.4) 阪村　静  5.20 (+1.8) 高橋　美裕  w4.96 (+2.3) 小崎　真歩  4.88 (+1.5)
弘前大 福島大 福島大 新潟大 新潟医福大 東海大北海道 東北福祉大 新潟大
古見　由莉香  11.72 (-0.1) 梨本　まひろ  w11.29 (+2.4) 野口　巴留奈  11.14 (+0.2) 阿部　奈生  w10.88 (+3.4) 赤坂　遥夏  10.60 (+1.4) 藤井　美咲  w10.44 (+3.0) 松見　知香  10.42 (+0.7) 高橋　美裕  10.27 (-0.5)
新潟医福大 新潟医福大 富山大 東北福祉大 富山大 新潟医福大 福井工大 東北福祉大
立花　あゆみ  12.84 武田　佳澄  12.36 富山　絵菜  11.56 加藤　由希子  11.48 畑中　里子  11.44 益戸　愛海  11.12 山田　美華子  11.05 市川　瑞穂  10.98
道教大岩見沢 仙台大 新潟医福大 仙台大 仙台大 弘前大 金沢学大 新潟大
市川　瑞穂  36.56 大野　果穂  35.96 髙橋　麻里奈  34.85 稲家　華奈  34.44 加藤　由希子  34.28 蘓武　彩織  33.81 武田　佳澄  33.70 吉田　知佳子  30.97
新潟大 新潟医福大 弘前大 新潟医福大 仙台大 新潟大 仙台大 新潟大
高橋　怜美  44.63 髙橋　麻里奈  36.65 蘓武　彩織  32.41 亀山　美桜  28.96
新潟医福大 弘前大 新潟大 仙台大
井口　華穂  46.51 荒　裕子  46.27 大崎　捺生  44.67 山本　結香  42.71 小関　里帆  41.42 土屋　祥子  39.40 林　あすみ  38.70 三浦　文賀  37.47
新潟医福大 福島大 仙台大 新潟医福大 仙台大 新潟大 福井県大 八戸学大
佐藤　紗也華  4374 中野　沙紀  4240 戸澤　亜季  4092 宮西　あゆみ  3922 山本　萌可  3715 中澤　久美  3664 高松　愛咲美  3475 土屋　祥子  3209
仙台大 新潟医福大 山形大 新潟大 富山大 松本大 新潟大 新潟大

8月12日 100mH

8月12日 走高跳

8月12日 砲丸投

8月12日 200m

8月13日 走幅跳

8月13日 やり投

8月13日 800m  2:40.16  2:48.12

w (wind assist) : 追風参考

 2:28.13  2:38.27  2:30.62  2:35.47  2:36.04  2:36.18

 4.79 (+0.8) w 4.43 (+2.5)

 38.58  25.44  27.10  27.88  31.18  25.10  20.81  39.42

 4.92 (+0.4)  5.22 (+1.6)  5.09 (+1.7)  4.83 (+1.3)  5.06 (+2.0)  4.72 (+2.0)

 8.44  7.91

 27.99 (-1.2)  26.41 (-1.0)  27.44 (-1.0)  27.58 (-1.0)  28.43 (-1.2)  27.95 (-1.0)  28.51 (-1.2)  31.22 (-1.2)

 8.91  8.23  7.96  9.01  7.86  7.25

 16.81 (-0.5)  18.84 (0.0)

 1.61  1.61  1.50  1.40  1.35  1.45  1.35  1.35

 16.60 (0.0)  16.01 (-0.5)  16.06 (-0.5)  16.08 (0.0)  17.20 (0.0)  16.74 (-0.5)

8月13日 やり投

8/12～8/13 七種競技

8月12日 円盤投

8月12日 ﾊﾝﾏｰ投

8月13日 三段跳

8月13日 砲丸投

8月12日 棒高跳

8月12日 走幅跳

8月13日 4x400mR

8月12日 走高跳

8月13日 10000mW

8月12日 4x100mR

8月13日 400mH

8月12日 3000mSC

8月12日 10000m

8月12日 100mH

8月12日 1500m

8月13日 5000m

8月12日 400m

8月13日 800m

女子 8月12日 100m

8月13日 200m

NGR NGR


