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70th All Japan Corporate Teams Championships
2022年9月23日(金)～25日(日)      決勝一覧表

岐阜メモリアルセンター長良川競技場 241020
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種目名 日付 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１００ｍ 9/24 多田　修平 10.29/+0.9

住友電工・関西

伊藤　孝太郎 10.33/+0.9

東京ガスエコモ・東日本

矢橋　寛明 10.40/+0.9

ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重・中部

遠藤　泰司 10.43/+0.9

新日本住設G・関西

川上　拓也 10.49/+0.9

大阪ガス・関西

小倉　亮介 10.49/+0.9

FABLA・東日本

川西　裕太 10.56/+0.9

Gollirab・関西

２００ｍ 9/25 伊藤　孝太郎 20.86/-1.2

東京ガスエコモ・東日本

佐藤　風雅 20.87/-1.2

那須環境技術ｾﾝﾀｰ・東日本

安田　圭吾 20.94/-1.2

住友電工・関西

山下　潤 21.10/-1.2

ANA・東日本

佐藤　拳太郎 21.19/-1.2

富士通・東日本

樋口　一馬 21.19/-1.2

MINTTOKYO・東日本

井本　佳伸 21.27/-1.2

東京ガスエコモ・東日本

染谷　佳大 21.41/-1.2

大和ハウス工業・東日本

４００ｍ 9/24 伊東　利来也 47.04

住友電工・関西

板鼻　航平 47.15

ATC・東日本

河内　光起 47.32

大阪ガス・関西

吉津　拓歩 47.59

TOYOTC・東日本

山内　大夢 47.78

東邦銀行・東日本

渡邉　楽久 47.96

ＢＤＰ・中部

小田　颯良 48.60

RUDOLF・東日本

小渕　瑞樹 49.51

登利平・東日本

８００ｍ 9/25 花村　拓人  1:49.85

竹尾・東日本

伊藤　健太  1:50.37

ｱｽﾘｰﾄｴｰｼﾞｪﾝﾄ・東日本

高橋　竜平  1:50.42

MORE・東日本

源　裕貴  1:50.57

ＮＴＮ・中部

林　貴裕  1:50.98

RSLAB・東日本

森谷　公亮  1:51.53

Santen・関西

八谷　弘樹  1:51.61

航空自衛隊・東日本

鹿居　二郎  1:51.65

Astray・中部

１５００ｍ 9/24 青木　涼真  3:40.90

Ｈｏｎｄａ・東日本

野口　雄大  3:42.08

トーエネック・中部

坂東　悠汰  3:42.46

富士通・東日本

館澤　亨次  3:42.60

ＤｅＮＡ・東日本

小袖　英人  3:43.24

Ｈｏｎｄａ・東日本

伊藤　健太  3:43.74

ｱｽﾘｰﾄｴｰｼﾞｪﾝﾄ・東日本

木村　理来  3:44.24

愛三工業・中部

石川　聖也  3:44.78

キヤノン・東日本

５０００ｍ 9/25 ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ 13:22.69

日立物流・東日本

ｷﾌﾟﾗﾝｶﾞｯﾄ ﾍﾞﾝｿﾝ 13:22.70

SUBARU・東日本

ﾓｿｯﾌﾟ ﾋﾗﾘｰ 13:24.76

マツダ・中国

ﾏｺﾞﾏ ﾍﾞﾇｴﾙ･ﾓｹﾞﾆ 13:25.49

旭化成・九州

ｼﾞｮｾﾌ ｶﾗﾝｼﾞｬ 13:27.06

愛知製鋼・中部

青木　涼真 13:31.49

Ｈｏｎｄａ・東日本

ｷﾌﾟｷﾙｲ ﾋﾞｸﾀｰ ｺﾘﾙ 13:32.43

GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄGrp・東日本

小袖　英人 13:33.07

Ｈｏｎｄａ・東日本

１００００ｍ 9/24 ｽﾀﾝﾈﾘｰ ﾜｲｻﾞｶ 27:19.86

ヤクルト・東日本

ﾘﾁｬｰﾄﾞ ｷﾑﾆｬﾝ 27:19.92

日立物流・東日本

ﾍﾞﾅｰﾄﾞ ｺｴﾁ 27:20.02

九電工・九州

ｷﾞﾃﾞｵﾝ ﾛﾉ 27:25.30

GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄGrp・東日本

ｼﾞｪｰﾑｽ ﾑｵｷ 27:40.07

コニカミノルタ・東日本

ｴﾊﾞﾝｽ ｹｲﾀﾆｰ 27:44.10

トヨタ紡織・中部

ｼﾞｬｸｿﾝ ｶﾍﾞｻ 27:44.69

Ｈｏｎｄａ・東日本

ｷﾌﾟﾗﾝｶﾞｯﾄ ﾀﾞﾝ 27:48.81

ＪＦＥスチール・中国

１１０ｍＨ

(1.067m)

9/25 高山　峻野 13.39/+0.8

NGRゼンリン・東日本

石田ﾄｰﾏｽ　東 13.60/+0.8

勝浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部・東日本

徳岡　凌 13.61/+0.8

KAGOTANI・関西

髙橋　佑輔 13.73/+0.8

北海道ﾊｲﾃｸAC・東日本

河嶋　亮太 13.78/+0.8

旭油業株式会社・関西

吉間　海斗 ISAparty・関西 13.85/+0.8

石川　周平 富士通・東日本

栗城　ｱﾝｿﾆｰ 14.04/+0.8

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

４００ｍＨ

(0.914m)

9/25 岸本　鷹幸 49.94

富士通・東日本

高田　一就 50.09

ROOTSTOKYO・東日本

尾﨑　雄祐 50.32

PEACEAC・中国

山内　大夢 50.48

東邦銀行・東日本

鍜治木　崚 50.49

住友電工・関西

松下　祐樹 51.05

ミズノ・東日本

山本　研司 51.22

四国学院クラブ・関西

野中　渓人 52.89

ATHLETELINK・九州

３０００ｍＳＣ

(0.914m)

9/24 ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ  8:30.18

愛三工業・中部

ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞｨｸ  8:32.01

日立物流・東日本

山口　浩勢  8:37.63

愛三工業・中部

西方　大珠  8:39.56

愛三工業・中部

滋野　聖也  8:46.75

プレス工業・東日本

砂田　晟弥  8:51.11

プレス工業・東日本

松本　葵  8:52.38

大塚製薬・関西

神　直之  8:57.71

北星病院・東日本

１００００ｍＷ 9/24 池田　向希 38:15.86

NGR旭化成・九州

丸尾　知司 39:05.73

愛知製鋼・中部

野田　明宏 39:07.08

自衛隊体育学校・東日本

村山　裕太郎 39:24.64

富士通・東日本

古賀　友太 39:30.48

大塚製薬・関西

勝木　隼人 39:54.91

自衛隊体育学校・東日本

諏方　元郁 40:00.71

愛知製鋼・中部

髙橋　和生 40:27.51

ADﾜｰｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ・東日本

４×１００ｍＲ 9/24 ATC･東日本 39.99

奥野　遼平

本多　諒平

小澤　優太

草野　誓也

小島プレス･中部 40.57

野村　勇輝

若杉　俊佑

服部　辰也

山田　佑輔

JAWS･東日本 40.77

清水　僚太

齊藤　斗把

川越　広弥

蛭間　雄也

復刻AC･関西 40.96

橘高　夏輝

野坂　迅斗

加古　裕馬

森川　雄太

ROOTS TOKYO･東日本 41.00

桑田　成仁

大瀨戸　一馬

赤城　健太

飯田　貴之

TGK･中部 41.06

竹田　星哉

稲垣　夏生

川喜田　剛志

千種　紹弘

NEXUS AC･関西 41.21

伊藤　慎悟

酒井　翼

原　聡志

林　大地

ATHLETE LINK･九州 41.50

岡崎　隼弥

立岡　岬

松尾　祐輝

松尾　脩平

４×４００ｍＲ 9/25 ATC･東日本  3:10.45

相山　慶太郎

飯塚　啓伍

小澤　優太

板鼻　航平

TGK･中部  3:10.96

辻　佑太

水谷　拓也

稲垣　夏生

千種　紹弘

RUDOLF･東日本  3:11.00

小田　颯良

中川　滋貴

前山　陽軌

片山　雄斗

MORE･東日本  3:13.40

清水　隆太郎

服部　直

林　大生

高橋　竜平

スターヒルズ･関西  3:14.47

篠原　宏輔

吉田　和晃

山口　享郎

溝腰　好高

UNITE･東日本  3:15.37

佐藤　拓也

本間　聖人

中野　裕翔

三田　真也

ＬＭＡＣ･中部  3:16.80

岩田　晃

中村　颯人

清水　泰志

小林　航

復刻AC･関西  3:17.05

富永　匠哉

森川　雄太

加古　裕馬

野坂　迅斗

走高跳 9/25 瀬古　優斗 2m24

滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ・関西

澁谷　蒼 2m21

team猿魂・北陸

赤松　諒一 2m21

アワーズ・中部

真野　友博 2m18

九電工・九州

藤田　渓太郎 佐竹食品・関西 2m10

勝田　将 富田中学校教諭・中部

堀井　遥樹 ダイシンプラント・北陸

久我　洸士郎 渡辺パイプ・東日本 2m10

長谷川　直人 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

棒高跳 9/24 石川　拓磨 5m35

東京海上日動CS・東日本

尾崎　駿翔 5m30

ROOTSTOKYO・東日本

澤　慎吾 5m20

きらぼし銀行・東日本

宮川　泰明 5m20

タカトミクラブ・北陸

松澤　ｼﾞｱﾝ成治 5m00

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

錦織　実 5m00

出雲三中教・中国

山方　諒平 MOON・関西 5m00

荻田　大樹 メイスンワーク・東日本

走幅跳 9/24 泉谷　駿介   8m00/+0.3

住友電工・関西

橋岡　優輝   7m95/+0.5

富士通・東日本

山川　夏輝   7m71/+1.0

佐賀スポ協・九州

石倉　南斗   7m63/-0.1

ＮＴＮ・中部

小田　大樹   7m57/+1.1

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ・東日本

松原　奨   7m43/+1.2

滝沢ハム・東日本

松原　瑞貴   7m37/-0.7

岐阜協立大学職・中部

村田　遼介   7m30/+0.9

OCOSITEI・東日本

三段跳 9/25 池畠　旭佳瑠  16m22/+1.9

駿河台大非常勤・東日本

山下　祐樹  15m95/+1.0

IRERUDAKE・東日本

田代　一樹  15m71/+1.4

MINTTOKYO・東日本

藤内　誠也  15m69/-0.3

日経大AC・九州

江崎　伸  15m61/+3.1

駿河AC・中部

屋良　太章  15m55/+0.9

友睦物流・九州

對馬　勇斗  15m54/+0.8

紅屋商事・東日本

大田　和宏  15m50/+2.7

日本体育施設・東日本

砲丸投

(7.260kg)

9/24 森下　大地  17m75

ウィザス・東日本

武田　歴次  17m50

栃木スポ協・東日本

佐藤　征平  16m91

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

岩佐　隆時  16m72

佐賀スポ協・九州

金城　海斗  16m69

ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ鹿児島・九州

山元　隼  16m64

ROBLE・中部

中村　太地  16m40

ミズノ・東日本

氏家　豪留  16m13

ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ・東日本

円盤投

(2.000kg)

9/25 湯上　剛輝  57m08

トヨタ自動車・中部

幸長　慎一  53m91

四国大職・関西

堤　雄司  53m87

ALSOK群馬・東日本

米沢　茂友樹  53m07

オリコ・東日本

蓬田　和正  51m80

KAGOTANI・関西

山瀬　貴雅  46m42

いんば学舎・東日本

松田　知利  45m97

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

岡崎　一輝  45m67

関西連盟・関西

ハンマー投

(7.260kg)

9/25 柏村　亮太  71m67

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ・東日本

墨　訓熙  68m47

小林クリエイト・中部

木村　友大  65m22

ゼンリン・東日本

赤穂　弘樹  64m37

まなびや園・中国

奥村　匡由  61m85

奥村造園・関西

保坂　雄志郎  61m09

埼玉医科大学G・東日本

佐々木　海聖  56m21

R・中部

遠藤　克弥  56m03

七尾東雲高校教員・北陸

やり投

(0.800kg)

9/24 小椋　健司  79m59

栃木スポ協・東日本

ﾃﾞｨｰﾝ　元気  78m88

ミズノ・関西

崎山　雄太  78m66

愛媛県競技力向上対策・関西

石坂　力成  78m18

鳥取県ｽﾎﾟｰﾂ協会・中国

坂本　達哉  77m77

修文大学教・中部

石山　歩  72m37

中部連盟・中部

八木　一憲  70m93

みかん山・中部

横堀　雅孝  70m89

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

男子

１５００ｍ 9/24 池浦　陽生  3:54.10

FREERUN・北陸

新郷　幸聖  3:55.26

安川電機・九州

小林　海葵  3:58.85

中電工・中国

５０００ｍ 9/25 新郷　幸聖 14:58.36

安川電機・九州

上田　大樹 15:21.99

戸上電機製作所・九州

男子ジュニア

凡例（NGR:大会新記録）
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種目名 日付 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１００ｍ 9/24 兒玉　芽生 11.39/-0.0

NGRミズノ・九州

君嶋　愛梨沙 11.54/-0.0

土木管理総合・中部

御家瀬　緑 11.69/-0.0

住友電工・関西

山中　日菜美 11.80/-0.0

Theodds・関西

松本　沙耶子 11.93/-0.0

七十七銀行・東日本

高橋　明日香 11.99/-0.0

バリュエンス・東日本

齋藤　愛美 12.05/-0.0

大阪成蹊学園職・関西

名倉　千晃 12.07/-0.0

ＮＴＮ・中部

２００ｍ 9/25 兒玉　芽生 23.49/-0.7

NGRミズノ・九州

久保山　晴菜 24.14/-0.7

今村病院・九州

君嶋　愛梨沙 24.30/-0.7

土木管理総合・中部

松本　奈菜子 24.31/-0.7

東邦銀行・東日本

齋藤　愛美 24.60/-0.7

大阪成蹊学園職・関西

松林　玲佳 24.64/-0.7

MMG・関西

松本　沙耶子 24.82/-0.7

七十七銀行・東日本

渡邊　輝 25.19/-0.7

田子重・中部

４００ｍ 9/24 久保山　晴菜 53.24

今村病院・九州

松本　奈菜子 53.66

東邦銀行・東日本

稲岡　真由 54.77

KAGOTANI・関西

塩見　綾乃 55.53

岩谷産業・関西

青木　りん 56.51

東邦銀行・東日本

中村　美宇 56.89

東邦銀行・東日本

川田　朱夏 57.07

ニコニコのり・関西

新宅　麻未 58.11

アットホーム・東日本

８００ｍ 9/25 塩見　綾乃  2:04.81

岩谷産業・関西

池崎　愛里  2:05.09

ダイソー・中国

後藤　夢  2:05.14

豊田自動織機・中部

山田　はな  2:06.18

わらべや日洋・東日本

内山　成実  2:07.74

ｱｲ･ｴｽ･ｼｰ・東日本

小山　愛結  2:08.61

岩谷産業・関西

菊地　梨紅  2:08.67

肥後銀行・九州

康本　花梨  2:08.88

ユニクロ・東日本

１５００ｍ 9/23 田中　希実  4:10.41

NGR豊田自動織機・中部

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ｱｷﾄﾞﾙ  4:11.38

コモディイイダ・東日本

後藤　夢  4:12.97

豊田自動織機・中部

井手　彩乃  4:13.79

ワコール・関西

ｴｽﾀ ﾑｿﾆ  4:14.22

ニトリ・東日本

出水田　眞紀  4:14.94

第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ・東日本

吉川　侑美  4:15.21

ユニクロ・東日本

信櫻　空  4:15.37

パナソニック・東日本

５０００ｍ 9/25 ﾃﾚｼｱ ﾑｯｿｰﾆ 14:57.81

ダイソー・中国

田中　希実 14:58.60

豊田自動織機・中部

ｱｸﾞﾈｽ ﾑｶﾘ 15:00.69

京セラ・九州

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ｱｷﾄﾞﾙ 15:03.53

コモディイイダ・東日本

ﾍﾚﾝ ｴｶﾗﾚ 15:08.74

豊田自動織機・中部

ｵﾏﾚ ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾆｬﾎﾞｹ 15:13.13

ﾕｰ･ｴｽ･ｲｰ・東日本

ﾜﾝｸﾞｲ ｴｽﾀｰ ﾜﾝﾌﾞｲ 15:17.75

スターツ・東日本

ｷﾌﾟｹﾓｲ ｼﾞｮｱﾝ 15:21.32

九電工・九州

１００００ｍ 9/23 ｶﾏｳ ﾀﾋﾞﾀｼﾞｪﾘ 31:17.40

三井住友海上・東日本

ｶﾑﾙ ﾊﾟｳﾘﾝ ｶﾍﾞｹ 31:20.02

ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ・東日本

萩谷　楓 31:55.04

エディオン・中国

ﾃﾞｽﾀ ﾌﾞﾙｶ 32:03.80

デンソー・中部

逸木　和香菜 32:09.25

九電工・九州

安藤　友香 32:12.11

ワコール・関西

鈴木　優花 32:16.16

第一生命ｸﾞﾙｰﾌﾟ・東日本

山口　遥 32:37.29

ＡＣ・ＫＩＴＡ・東日本

１００ｍＨ

(0.838m)

9/25 福部　真子 12.73/+1.1

NNR NGR日本建設工業・東日本

青木　益未 13.03/+1.1

NGR七十七銀行・東日本

清山　ちさと 13.12/+1.1

いちご・九州

大村　美香 13.22/+1.1

南国殖産・九州

大松　由季 13.25/+1.1

エリアワン・中部

野村　有香 13.44/+1.1

ふじさわ小児科医院・北陸

田中　陽夏莉 13.49/+1.1

富士山の銘水・東日本

大久保　有梨 13.76/+1.1

ユティック・北陸

４００ｍＨ

(0.762m)

9/25 梅原　紗月 57.24

住友電工・関西

宇都宮　絵莉 58.29

長谷川体育施設・東日本

伊藤　明子 58.40

セレスポ・東日本

ｲﾌﾞﾗﾋﾑ　愛紗 58.82

メイスンワーク・東日本

横田　華恋 59.12

KAGOTANI・関西

川端　涼夏 59.96

松本土建・中部

三藤　祐梨子  1:01.34

七十七銀行・東日本

王子田　萌  1:02.16

NDソフト・東日本

３０００ｍＳＣ

(0.762m)

9/24 石澤　ゆかり 10:14.03

日立・東日本

秋山　祐妃 10:17.90

肥後銀行・九州

小池　彩加 10:18.96

エフアシスト・東日本

大宅　楓 10:20.27

大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ・東日本

沖村　美夏 10:23.17

愛媛銀行・関西

１００００ｍＷ 9/24 藤井　菜々子 45:44.91

エディオン・中国

岡田　久美子 46:07.13

富士通・東日本

熊谷　菜美 47:11.75

関彰商事・東日本

渕瀬　真寿美 47:28.86

建装工業・東日本

林　奈海 48:46.32

佐賀スポ協・九州

立見　真央 49:41.37

田子重・中部

溝口　友己歩 50:28.13

ホンダロジコム・東日本

矢来　舞香 50:43.44

千葉興業銀行・東日本

４×１００ｍＲ 9/24 七十七銀行･東日本 46.52

佐々木　明日香

松本　沙耶子

森　美悠

佐藤　日奈子

KAGOTANI･関西 46.74

那須　眞由

稲岡　真由

横田　華恋

安田　明日翔

東邦銀行･東日本 46.78

青木　りん

武石　この実

松本　奈菜子

広沢　真愛

小島プレス･中部 47.96

加藤　早紀

新木　詩乃

中尾　優里

猪岡　真帆

長谷川体育施設･東日本 48.03

剱持　早紀

宇都宮　絵莉

中島　ひとみ

山本　渚

レジェンズ･東日本 49.50

小松　彩香

児島　里菜

伴　佳恵

鎌田　怜花

ULTIMATE･中部 49.52

堤　真千

堤　扶子

谷﨑　仁美

世古　和

UNITE･東日本 49.84

野平　楓

西村　琴葉

田中　澪希

橋本　真由

走高跳 9/25 津田　ｼｪﾘｱｲ 1m85

築地銀だこ・関西

髙橋　渚 1m82

メイスンワーク・東日本

青山　夏実 1m79

ダイテックス・東日本

渡川　和華 1m73

ニチレク・関西

仲野　春花 ニッパツ・東日本 1m70

神田　菜摘 福岡大学職・九州

福本　幸 1m70

甲南大職・関西

徳本　鈴奈 友睦物流・九州 1m70

鐡丸　美由紀 鹿児島銀行・九州

棒高跳 9/24 前川　淳 4m10

東金沢整形外科ｸﾘﾆｯｸ・北陸

所　杏子 4m00

ラフィネ・中部

竜田　夏苗 3m90

ニッパツ・東日本

那須　眞由 3m80

KAGOTANI・関西

森田　彩 3m80

MOON・関西

安宅　伽織 3m70

YONDENKO・関西

稲艸　夏姫 3m60

山下体育社・中国

野志　侑希 3m50

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ・関西

走幅跳 9/24 秦　澄美鈴   6m67/+1.6

NGRシバタ工業・関西

嶺村　優   6m10/+0.4

オリコ・東日本

竹内　真弥   5m99/-0.2

ミズノ・東日本

山本　渚   5m91/+0.2

長谷川体育施設・東日本

権瓶　明日夏   5m91/+0.5

ALSOK新潟・北陸

萩原　このか   5m90/+0.4

とらふぐ亭・東日本

水野　舞音   5m87/-0.7

SMILEYANGEL・中部

佐々木　明日香   5m80/+0.7

七十七銀行・東日本

三段跳 9/25 森本　麻里子  13m71/+1.4

NGR内田建設・東日本

髙島　真織子  13m09/+0.9

九電工・九州

山下　桐子  12m54/+1.1

つくばTP・東日本

黒澤　かおり  12m52/-0.1

山形ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・東日本

浅野　紗弥香  12m42/+0.9

東郷町施設ｻｰﾋﾞｽ・中部

宮畑　さくら  12m37/+1.6

旭油業株式会社・関西

糟谷　友里  12m34/+1.2

小島プレス・中部

剱持　早紀  12m15/+0.1

長谷川体育施設・東日本

砲丸投

(4.000kg)

9/24 郡　菜々佳  15m55

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

尾山　和華  15m14

今村病院・九州

松下　ちひろ  13m97

筑附大塚特支職・東日本

齋藤　友里  13m08

サンヨーホーム・東日本

茂山　千尋  12m82

鶴川第一小職員・東日本

村上　憂歌  11m89

MMG・関西

中村　雪乃  11m25

TWCPEAC・東日本

円盤投

(1.000kg)

9/25 郡　菜々佳  56m15

NGR新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

川口　紅音  50m99

ウィザス・東日本

半田　水晶  48m56

染めＱ・東日本

藤森　夏美  46m23

STAC・東日本

山本　実果  45m98

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ・関西

清水　麻衣  45m35

アサイ・関西

粟津　彩弥  41m41

TWCPEAC・東日本

近藤　未空  41m40

トヨタ自動車・中部

ハンマー投

(4.000kg)

9/25 藤本　咲良  60m07

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ・関西

小舘　充華  59m31

染めＱ・東日本

勝山　眸美  58m43

オリコ・東日本

髙橋　沙湖  58m00

佐賀スポ協・九州

関口　清乃  54m34

栃木スポ協・東日本

吉川　奈緒  54m14

郡山高教・関西

佐藤　若菜  53m64

船谷HDG・中部

濵田　恵里奈  52m29

skyone・九州

やり投

(0.600kg)

9/24 長　麻尋  57m23

国士大教・東日本

久世　生宝  56m46

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ・関西

武本　紗栄  55m96

佐賀スポ協・九州

右代　織江  55m18

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・北陸

西村　莉子  54m67

三菱電機・関西

佐藤　友佳  54m40

ニコニコのり・関西

金子　春菜  53m23

市原産業・中部

松井　麻里弥  48m83

ライフバランス・関西

女子

３０００ｍ 9/23 ｼﾞｪﾌﾟﾝｸﾞﾃｨﾁ ｼﾞｭﾃﾞｨ  8:50.68

資生堂・東日本

ﾜﾝｸﾞｲ ｴｽﾀｰ ﾜﾝﾌﾞｲ  8:58.19

スターツ・東日本

小坂井　智絵  9:27.58

JP日本郵政G・東日本

加藤　小雪  9:27.80

ダイソー・中国

藤田　あい  9:29.19

豊田自動織機・中部

柴田　来夢  9:29.91

ワコール・関西

松浦　亜依  9:30.23

キヤノン・九州

川上　望華  9:30.86

京セラ・九州

女子ジュニア

団体総合 住友電工 52点

関　西

富士通 40.5点

東日本

ミズノ 40点

東日本

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 39.5点

北　陸

豊田自動織機 34点

中　部

東邦銀行 34点

東日本

KAGOTANI 32点

関　西

七十七銀行 27点

東日本

男子総合 住友電工 37点

関　西

富士通 33.5点

東日本

日立物流 23点

東日本

愛三工業 22点

中　部

Ｈｏｎｄａ 19点

東日本

東京ガスエコモ 18点

東日本

ROOTS TOKYO 18点

東日本

ゼンリン 17点

東日本

女子総合 豊田自動織機 34点

中　部

ミズノ 28点

東日本

七十七銀行 27点

東日本

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 25点

北　陸

東邦銀行 25点

東日本

今村病院 23点

九　州

KAGOTANI 22点

関　西

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ 21点

関　西

対抗得点

凡例（NNR:日本新記録/ NGR:大会新記録）
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種目名 日付 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３０００ｍ 9/23 長尾　優汰(3)  8:56.07

金山中・岐阜

加藤　優弥(3)  8:56.25

中京高・岐阜

中川　拓海(3)  8:56.31

益田清風高・岐阜

栗本　航希(3)  8:56.32

県岐阜商高・岐阜

木下　瑛仁(3)  9:23.44

美濃加茂高・岐阜

森本　欽也(3)  9:24.61

萩原南中・岐阜

加藤　佑都(3)  9:24.90

美濃加茂高・岐阜

中島　叶夢(2)  9:25.17

金山中・岐阜

男子中学・高校

４×１００ｍＲ 9/24 岐阜県選抜･岐阜 42.93

河原　良真(1)

近藤　駈(3)

大野　和真(3)

山下　誓己(3)

松倉中･岐阜 45.02

小林　煌輝(3)

藤本　遥斗(3)

小林　悠輝(3)

河合　諒真(3)

緑ヶ丘中･岐阜 45.57

熊﨑　来翔(2)

岩井　瑠希(3)

樋口　堅信(1)

杉山　兼康(2)

国府中･岐阜 45.91

和仁　瑞貴(3)

臼田　智紀(3)

中村　拳士郎(3)

谷口　諒真(3)

糸貫中･岐阜 46.72

山村　悠太(2)

杉野　善一(3)

永井　陽翔(3)

田　智樹(3)

中津川第二中･岐阜 46.76

阿部　晃大(3)

中田　皓清(3)

原　倖輝(3)

楯　奏志(3)

恵那東中･岐阜 47.45

堀口　悠詩(2)

丸山　颯斗(1)

小木曽　陽太(3)

志津　泰知(2)

長森中･岐阜 47.78

岡田　瑛翔(3)

薮崎　光成(2)

栗本　颯大(3)

永井　琉生(3)

男子中学生

３０００ｍ 9/23 宇納　杏莉(1) 10:02.83

美濃加茂高・岐阜

瀬木　彩花(3) 10:05.26

美濃加茂高・岐阜

田中　千晶(2) 10:05.31

中山中・岐阜

篠田　心晴(3) 10:24.68

関桜ヶ丘中・岐阜

服部　七海(1) 10:29.06

東濃実高・岐阜

樋口　ほのか(3) 10:32.27

美濃加茂高・岐阜

野原　理世(2) 10:32.56

大垣西部中・岐阜

田坂　望愛(3) 10:40.93

美濃加茂高・岐阜

女子中学・高校

４×１００ｍＲ 9/24 岐阜県選抜･岐阜 47.71

森　沙也香(1)

樹山　由來(1)

三好　心実(3)

市原　奈那(3)

緑ヶ丘中･岐阜 51.85

山田　美緒(2)

今峰　紗希(3)

中島　凛音(1)

吉田　仁胡(2)

中津川第二中･岐阜 52.94

村田　陽菜(3)

深見　玲名(3)

林　倖菜(3)

鈴木　百来(3)

高田中･岐阜 53.31

佐竹　美緒(3)

大橋　彩音(2)

西脇　結羽愛(2)

髙木　友結(3)

国府中･岐阜 53.91

裏道　有紗(3)

福澤　幸芽(3)

中垣　美羽(3)

野中　瑠奈乃(3)

大垣西部中･岐阜 54.25

二羽　めぐみ(2)

髙嶋　希華(1)

渡邊　叶望(1)

瀬　愛加(2)

岐阜中央中･岐阜 54.74

水木　花音(2)

遠藤　心音(1)

鈴木　はな子(2)

石丸　摩耶(1)

各務原中央中･岐阜 55.72

永田　葵衣(2)

近藤　桃羽(2)

笠原　凜桜(2)

髙野　春妃(1)

女子中学生

４×１００ｍＲ 9/24 多治見ジュニア･岐阜 53.77

熊谷　唯(6)

橋本　彪我(6)

永井　梨愛(6)

志村　俊哉(6)

美濃加茂ジュニアA･岐阜 54.04

渡邉　湊(6)

伊藤　詩麻(6)

黒川　夏希(6)

桑下　暖生(6)

中池ジュニア･岐阜 55.07

大嶋　志歩(6)

山田　晄菜(6)

森　稔成(6)

川井　煌大(6)

瑞穂陸上･岐阜 55.36

小川　花(6)

杉山　官侑(6)

中村　優亜(6)

春木　奏人(6)

島陸上･岐阜 55.49

岩島　馳昊(6)

山岡　小十郎(6)

篠田　彩乃(6)

白木　里実(5)

美濃加茂ジュニアＢ･岐阜 55.55

高橋　風葵(6)

木澤　莉央(6)

小久保　澄人(5)

川合　凜奈(5)

TSC･岐阜 56.13

浅野　朱花(5)

林　音寧(5)

長屋　奏也士(6)

ティニスウッド　悠月(6)

はしまモア･岐阜 56.68

西脇　夏希(6)

奥平　真央(6)

森島　日輪(6)

赤尾　海友(6)

混合小学生

１００ｍ 9/24 石田　駆(T46) 11.08/+0.2

トヨタ自動車

三本木　優也(T45) 11.15/+0.2

京都教育大

小久保　寛太(T20) 11.24/+0.2

かつみ会

石山　大輝(T13) 11.34/+0.2

聖カタリナ大

大島　健吾(T64) 11.49/+0.2

名古屋学院大AC

稲垣　克明(T63) 13.92/+0.2

住友電装

男子パラ(立位)

４００ｍ 9/24 上与那原　寛和(T52)  1:05.83

SMBC日興証券

伊藤　竜也(T52)  1:08.23

新日本工業

男子パラ(車いす)

１００ｍ 9/24 加藤　茜(T20) 12.93/+1.7

SAC

髙桑　早生(T64) 14.03/+1.7

NTT東日本

伊藤　綾音(T20) 14.46/+1.7

岐障AC

長棟　静夏(T20) 14.94/+1.7

岐阜清流高特

伊藤　朱音(T20) 16.00/+1.7

岐障AC

４００ｍ 9/24 佐々木　真菜(T13) 57.93

東邦銀行

辻　沙絵(T47) 58.83

日本体育大学

高松　佑圭(T38)  1:09.16

ローソン

女子パラ(立位)


