
★★★100m ★★★5000m

平野　 浩大② 予 3） 10″82（-0.1） 山崎　 諭弘④ 決 5） 14′51″66

決 6） 10″76（+1.0） 松隈　 是明② 決 7） 14′58″37

川合　 大輝④ 予 3） 10″90（+0.9） 宮澤　 隼平③ 決 8） 15′09″66

辻田　 知晃④ 予 3） 10″89（+0.6）

★★★110mH

★★★200m 神田　 大陽④ 予 2） 14″28（+1.8）

中村　 圭佑③ 予 1） 21″23（+0.5） 決 5） 14″30（+0.9）

決 1） 21″07（+0.5） 松下　 祐樹③ 予 2） 14″49（+1.2）

片倉　 岳人④ 予 2） 21″76（+0.5） 決 6） 14″34（+0.9）

決 5） 21″76（+0.5） 安藤　 優介② 予 3） 14″37（+0.5） ◎

小池　 雄作① 予 4） 22″30（+1.3） 決 8） 14″50（+0.9）

★★★400m（タイムレース） ★★★400mH（タイムレース）

鶴田　　　賢④ タ 3） 48″84 川島　 龍一② タ 7） 53″27

畑中　 秀友③ タ11） 50″35 下里　 直弥③ タ 8） 53″67

吉﨑　 晋介② DQ 内藤　 頼隆② タ16） 54″94

★★★800m（タイムレース） ★★★3000mSC

新安　 直人① タ 1） 1′53″19 三宅　 隆友② 決 3） 9′16″28

黒川　 大地① タ 9） 1′56″98 林　　　　 優③ 決 5） 9′17″15

古市　 真也② タ11） 1′59″13 椎名　　　巧① 決 6） 9′22″96

★★★1500m ★★★4×100mR

仲野　 光博③ 決 3） 4′00″50 川合④・平野②

髙沢　 圭祐③ 決 9） 4′04″55 中村③・片倉④ 決 2） 40″62

齊藤　　　航① 決10） 4′06″30

★★★4×400mR

★★★走高跳 髙橋（健）③・吉﨑②

山村　 昂平② 決 3） 2m05 鶴田④・川本② 決 2） 3′13″76

菅　　　隆徳③ NM

川端　 哲矢① NM

★★★砲丸投

知念　　　雄④ 決 2） 15m35 ◎

★★★棒高跳 七尾　　　紘④ 決 6） 14m93

福原　 大地④ 決 7） 4m70 小林　 寛雅② 決 8） 14m47

石川　 文貴② 決 8） 4m60

高橋　 祐介① NM

★★★円盤投

小林　 寛雅② 決 3） 49m54 ◎

★★★走幅跳 知念　　　豪③ 決 5） 48m99

西海　　　亮② 決 2） 7m44（+0.7） 小岩　 晴樹② 決11） 42m35

髙政　 知也① 決 3） 7m42（+1.0）

谷山　 宗敬② 決 9） 7m11（+0.3）

★★★ハンマー投

知念　　　雄④ 決 2） 63m59

★★★三段跳 鈴木　 雄大③ 決 9） 54m27

戸村　　　柊②  決10） 14m59（+3.7） 松井　 勝矢③ 決11） 53m00

小池　　　輝① 決11） 14m58（+0.6）

小西　 雄基④ 決13） 14m49（+0.8）

★★★やり投

吉村　 拓哉③ 決 7） 61m00

岩田　　　純④ 決14） 54m86

飯塚　 篤之④ 決16） 52m77

◎・・・自己新記録
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★★★100m ★★★1500m

1組（+0.5） 髙浪　 琢三① 決 2） 4′02″32

髙橋那央之④ 決 1） 10″98

2組（+1.1）

佐々木靖典② 決 1） 10″90 ★★★5000m

佐藤　 優太④ 決 1） 14′42″80

有馬　 啓司④ 決 2） 14′50″27

★★★200m 山下　 侑哉③ 決 3） 15′00″18

1組（0.0）

浜野　 大蔵④ 決 2） 21″88

★★★110mH

1組（+1.2）

★★★400m 原　　　佑弥① 決 2） 14″59

2組 大田　　　醇② 決 4） 15″02

川本　 稜佑② 決 1） 49″99

田中　 智也① 決 2） 51″03

★★★400mH

1組

★★★800m 成瀬　 元気① 決 1） 53″36

1組 佐藤　 亮太② 決 4） 57″37

鵜生川督人① 決 5） 1′58″34
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