
期日：2019年7月28日(日)
場所：慶応義塾大学日吉陸上競技場

【男子100m】 【女子100m】 (風 -0.2)
第1位 10″47（+0.2） デーデー　ブルーノ(東海大②) 第1位 11″86 和田　麻希 (ミズノ)
第2位 10″49（+0.2） 松尾　隆雅 (東洋大③) 第2位 11″93 湯淺佳那子 (日本体育大④)
第3位 10″50（+0.2） 大久保公彦 (中大④) 第3位 12″04 田植　晶子 （法大③）
第6位 10″63（-1.2） 木下　 裕貴 （順大③）

【女子400m】
【男子400ｍ】 第1位 54″68 宮園　彩恵 (国士大③)
第1位 45″78 ウォルシュ　ジュリアン(富士通) 第2位 54″77 大島　愛梨 (中大①)
第2位 46″52 Mo Ilhwan (韓国) 第3位 55″15 浜田　真衣 (立大③)
第3位 46″54 小久保友裕 (早大③)

第1位 2′06″56 細井　衿菜 （慶大①）
第1位 1′50″88 鹿居　二郎 （亜大④） 第2位 2′06″92 広田　有紀 （秋田大⑥）
第2位 1′50″97 根本　大輝 （順大②） 第3位 2′08″08 池崎　 愛里 （順大③）
第3位 1′51″00 石川　昌樹 （横国大①） 第10位 2′15″17 山口　　　光 （順大①）
第10位 1′52″25 林　　貴裕 （順大④）

【女子1500m】
【男子1500m】 第1位 4′18″52 田中　希実 (豊田織機TC)
第1位 3′46″32 原田　 凌輔 （順大②） 第2位 4′19″60 後藤　夢 (豊田織機TC)
第2位 3′47″73 ダニエル　カヨウキ (桜美林大①) 第3位 4′19″76 吉村　玲美 (大東大①）
第3位 3′48″91 前川　優月 (東国大③) 第4位 4′23″88 佐藤みな実 （順大④）

第10位 4′27″45 花田　 咲絵 （順大③）
【男子110ｍH】 第11位 4′27″99 髙橋　 優菜 （順大③）
第1位 13″79（-1.5） 矢澤　航 (デサントTC)
第2位 13″96（-1.5） 樋口　陸人 (法大②) 【女子100mH】 (風 -0.4)
第3位 14″24（-1.5） 吉田　昂央 (東海大④) 第1位 13″49 寺田明日香 （パソナグループ）
第4位 14″38（-1.4） 中田　英駿 （順大②） 第2位 13″65 鈴木　美帆 （長谷川体育施設）

第3位 13″79 藤森　菜那 （明大④）
【男子400mH】
第1位 50″15 豊田　将樹 (法大④) 【女子400mH】
第2位 50″21 高田　一就 (法大④) 第1位 58″52 関本　萌香 （早大②）
第3位 50″32 川越　広弥 (城西大④) 第2位 58″75 芝田　陽香 （ミズノスポーツサービス）

第3位 59″75 川端　涼香 （松本土建）
【男子走高跳】 第7位 1′01″16 山本　 唯弥 （順大④）
第1位 2m25 佐藤　凌 (東日本印刷)
第2位 2m19 赤松　諒一 （岐阜大M2） 【女子走高跳】
第3位 2m10 太田　蒼 （東海大④） 第1位 1m78 竹内　萌 (大東大③)
第5位 2m05 野中　 廉也 （順大③） 第2位 1m75 仲野　春花 (ニッパツ)

第3位 1m75 青山　夏実 (日女体大④)
【男子三段跳】 第4位 1m75 中村　 紗華 （順大②）
第1位 15m66　（-0.1） 池畠　旭佳瑠 (駿台AC)
第2位 15m65　（+0.5） 柿埜　涼生 (ゴールドジム) 【女子走幅跳】
第3位 15m34（+0.5） 一戸　和成 (東海大③) 第1位 6m12(+1.4) 漁野　理子 (早大③)

第2位 6m06(+0.5) 村上　南帆 (九州共立大③)
【男子砲丸投】 第3位 5m85(+0.9) 古谷　夢華 (横国大③)
第1位 18m00 瀬畑　聡 (日大桜門陸友会)
第2位 17m78 武田　歴次 (日大桜門陸友会) 【女子やり投】
第3位 16ｍ79 佐藤　征平 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC) 第1位 56m86 佐藤　友佳 （ニコニコのり）

第2位 56m16 右代　織江 （新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC）
【男子やり投】 第3位 54m85 大城　まゆ （共立クラブ）
第1位 81m11 小南　拓人 (筑波銀行)
第2位 77m97 小椋　健司 (日本体育施設) 【女子砲丸投】
第3位 76m84 新井　涼平 (スズキ浜松AC) 第1位 14m84 大野　史佳 （埼玉大①）

第2位 14m61 長沼　瞳 （茨城陸協）
第3位 14m42 髙橋　由華 （九州共立大④）

第1位 39″34 中大
第2位 39″80 法大
第3位 39″88 東洋大
第5位 40″24 順大（小澤・木下・根本・藤田）

第1位 3′09″33 東洋大
第2位 3′09″86 早大
第3位 3′10″26 中大
第6位 3′12″24 順大（岩﨑・小澤・天野・三好）

第15回　トワイライト・ゲームス

【男子800m】

【男子4×100mR】

【男子4×400mR】

【女子800m】


