
期日：2019年5月5日(日)
場所：ケーズデンキスタジアム水戸

【男子100m】 (風 +0.5) 【女子100m】 (風 -1.4)
第1位 10″44 草野 誓也 (Team Accel) 第1位 11″88 T. Wisil (PNG)
第2位 10″46 藤本 峻介 (岐阜共立大①) 第2位 11″88 和田 麻希 (ミズノ)
第3位 10″51 大久保 公彦 (中央大④) 第3位 12″18 重永 乃理子 (福岡大M2)

【男子(B)100m】 (風 -0.2) 【女子(B)100m】 (風 +1.9)
第1位 10″64 S. McLean (USA) 第1位 12″18 竹内 爽香 (渡辺パイプ)
第2位 10″71 川面 聡太 (ｱｽﾚﾃｨｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ) 第2位 12″25 渡邉 ひかる (ﾏｲﾅﾋﾞｱｽﾘｰﾄｷｬﾘｱ)
第3位 10″72 宮城 辰郎 (中央大④) 第3位 12″35 新木 詩乃 (筑波大④)
第4位 10″76 中村  僚真 (順大③)
第5位 10″78 瀬尾  英明 (順大①) 【特別女子100m】 (風 -3.4)

第1位 11″51 V. Rosa (BRA)
【特別男子100m】 (風 -1.7) 第2位 11″69 L. Marina (BRA)
第1位 10″45 P. Oliveira (BRA) 第3位 11″84 F. Davide (BRA)
第2位 10″46 R. Nascimento (BRA)
第3位 10″51 D. Silva (BRA) 【女子100mH】 (風 -1.8)

第1位 14″57 本田 怜 (牛久高)
【男子110ｍH】 (風 -0.5)
第1位 14″02 寺田 享平 (国際武道大③) 【女子(B)100mH】 (風 -0.9)
第2位 14″27 馬場 和樹 (昌平AC) 第1位 14″48 本田 怜 (牛久高)
第3位 14″28 鈴木 祐成 (東海大②)

【女子走高跳】
【男子(B)110ｍH】 (風 -1.3) 第1位 1m75 GR 京谷 萌子 (北海道ハイテクAC)
第1位 14″15 河嶋 亮太 (東海大③) 第2位 1m75 GR 高橋 渚 (日大②)
第2位 14″23 馬場 和樹 (昌平AC) 第3位 1m70 神坂 莉子 (日女体大②)
第3位 14″45 吉田 昴央 (東海大④) 第4位 1m70 中村  紗華 (順大②)

【男子走高跳】 【女子棒高跳】
第1位 2m24 GR 赤松 諒一 (岐阜大M2) 第1位 4m10 竜田 夏苗 (ニッパツ)
第2位 2m21 GR 藤田 渓太郎 (立命館大④) 第2位 4m00 間宮 里菜 (アクトス)
第3位 2m21 GR 長谷川 直人 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC) 第3位 3m80 根本 智子 (日本製鐵君津)
第9位 2m10 野中  廉也 (順大③)
第18位 2m00 角田  滉貴 (順大④) 【女子走幅跳】

第1位 6m42(+1.9) 中野 瞳 (和食山口)
【男子棒高跳】 第2位 6m22(+1.8) H. Elizabeth (AUS)
第1位 5m50 竹川 倖生 (法大④) 第3位 6m09(+2.0) 嶺村 優 (オリコ)
第2位 5m40 松澤 ジアン成治 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC)
第3位 5m30 来間 弘樹 (ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞAC,H29卒) 【女子円盤投】
第10位 5m00 石丸  颯太 (順大③) 第1位 49m99 GR 辻川 美乃利 (筑波大M2)

第2位 47m81 半田 水晶 (筑波大④)
【男子走幅跳】 第3位 46m51 藤森 夏美 (福井県ｽﾎﾟｰﾂ協会,H29卒)
第1位 8m13(+3.3) GR 津波 響樹 (東洋大④) 第10位 41m98 杉田  実咲 (順大④)
第2位 8m04(+0.8)GR 山川 夏輝 (東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ) 第13位 37m12 四役ひかり (順大②)
第3位 8m01(+3.0) 外川 天寿 (国際武道大③)
第10位 7m54(+1.8) 稲川  尚汰 (順大④)
第11位 7m54(+2.5) 川島  鶴槙 (順大M1)
第15位 7m40(-1.3) 津藤  広夢 (順大①)

【男子砲丸投】
第1位 18m08 佐藤 征平 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽAC)
第2位 18m02 森下 大地 (第一学院高教)
第3位 17m66 仲村 太地 (ミズノ)
第21位 13m04 田代  寛治 (順大④)

【男子円盤投】
第1位 59m69 GR 湯上 剛輝 (トヨタ自動車)
第2位 59m41 GR 堤 雄司 (群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ)
第3位 56m88 GR 米沢 茂友樹 (オリコ)
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