
 男子100m

Virtus世界記録(WR)           10.68     Osvaldo Nieves(Puerto Rico)           2004
日本記録(NR)                 10.82     臼木  大悟(長崎・希望が丘)            2021
大会記録(GR)                 11.05     小久保　寛太(埼玉・（福）かすみ会)    2019 3月13日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾂﾙﾏｷ ｶｽﾞﾃﾙ 千葉
弦巻　和輝
ｼﾝｻﾞｷ ｲﾁﾛ 石川 ｶｷﾓﾄ ｸｳﾄ 神奈川
新崎　一路 春風ｸﾗﾌﾞ 柿本　空斗
ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 奈良 ｺﾝﾉ ﾊｼﾞﾒ 岩手
西川　大樹 昆野　朔 岩手県障ｽﾎﾟ協
ﾔｽｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 奈良 ｻﾄｳ ｱﾕｾ 岩手
安川　飛悠河 佐藤　鮎世 岩手県障ｽﾎﾟ協
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾃﾞ 大阪 ｽｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 東京
原口　知秀 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ 末崎　佑晟 AC･KITA
ｶｲﾀﾞ ﾓﾄｷ 石川 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 東京
改田　元希 春風ｸﾗﾌﾞ 吉田　卓真 八王子ﾊﾟﾗ AC
ﾈﾂﾞ ﾘｮｳﾏ 奈良 *ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 東京
根津　亮真 北村　亮太 第一生命
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾗ 千葉 ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 宮城
藤原　優宙 岡島　大悟 みやぎTFC

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾓﾘｼﾀ　ｶｲﾄ 兵庫
森下　開登 個人

ｼﾏﾀﾆ ﾚｲ 宮城 ﾋｼﾞｶﾀ ﾀﾂｷ 東京
嶋谷　玲 みやぎTFC 土方　起樹 AC･KITA
ｶﾗｽｺﾞ ﾀｲｼﾝ 千葉 ｻｼ ﾂﾊﾞｻ 千葉
鴉越　太心 佐志　翼
ｶｻﾊﾗ ｺｳｷ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｵ 大阪
笠原　浩樹 山田　真生 個人
ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾏ 東京 ﾆｼﾔﾏ ﾚﾝ 長崎
山岡　竜馬 八王子ﾊﾟﾗ AC 西山　蓮 希望が丘
ｺｳﾉ ﾀｶﾐﾂ 東京 ｲｼｸﾞﾛ ｱｷｵ 石川
河野　孝光 十条SC 石黒　晶雄 春風ｸﾗﾌﾞ
ｶﾐﾃﾞ ｼｮｳﾀ 千葉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾏｻ 大阪
上出　翔太 十条SC 橘　良雅 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 静岡 ﾀｶﾊｼ ﾅﾙｷ 宮城
中村　颯斗 静岡ﾊﾟﾗ陸協 髙橋　成輝

5組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京
石井　淳一 十条SC
ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 東京
小山　卓朗 十条SC
ﾆｼﾓﾘ ﾀｸﾏ 香川
西森　卓真 香川ﾊﾟﾗ陸上
*ﾅｶﾔ ﾀｹﾙ 和歌山
中屋　武留 和歌山ﾊﾟﾗAC
ｵﾘﾊﾗ ﾀｸﾏ 千葉
折原　巧真
ﾔｽｶﾜ ﾐｷｵ 東京
安川　美喜雄 十条SC
*ｺｸﾎﾞ ｶﾝﾀ 埼玉
小久保　寛太 福かつみ会
ｳｽｷ ﾀﾞｲｺﾞ 長崎
臼木　大悟 希望が丘

21



 男子200m

Virtus世界記録(WR)           21.45     Allan Stuart(Great Britain)           2007

日本記録(NR)                 22.32     安川　美喜雄(東京・十条SC)            2018

大会記録(GR)                 22.38     安川　美喜雄(東京・十条SC)            2018 3月13日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｼﾝｻﾞｷ ｲﾁﾛ 石川 ﾐﾅﾐ ｻﾄｼ 大阪
新崎　一路 春風ｸﾗﾌﾞ 南　智司 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 千葉 ﾋｼﾞｶﾀ ﾀﾂｷ 東京
河村　拓海 土方　起樹 AC･KITA
ﾋﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ 大阪 ｶｷﾓﾄ ｸｳﾄ 神奈川
平井　良和 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ 柿本　空斗
ｶﾗｽｺﾞ ﾀｲｼﾝ 千葉 ｶﾐﾃﾞ ｼｮｳﾀ 千葉
鴉越　太心 上出　翔太 十条SC
ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｵ 大阪 *ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 東京
山田　真生 個人 北村　亮太 第一生命
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾗ 千葉 ﾆｼﾓﾘ  ﾀｸﾏ 香川
藤原　優宙 西森　卓真 香川ﾊﾟﾗ陸上

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

*ﾓﾘ ﾍｲｿﾞｳ 東京 *ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知
森　平蔵 AC･KITA 石田　正大 大興運輸
ﾆｼﾔﾏ  ﾚﾝ 長崎 ｵｶﾀﾞ  ｶｽﾞｷ 愛媛
西山　蓮 希望が丘 岡田　和輝 愛ｱｽﾘｰﾄ
ｲｼｸﾞﾛ ｱｷｵ 石川 *ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ 奈良
石黒　晶雄 春風ｸﾗﾌﾞ 茶山　健
*ｸﾗﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 千葉 *ﾅｶﾔ ﾀｹﾙ 和歌山
倉本　翼 個人 中屋　武留 和歌山ﾊﾟﾗAC
ｴﾉｸﾗ ﾕｳﾏ 大阪 ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 東京
榎倉　佑馬 ACたまがわ 小山　卓朗 十条SC
ｵﾘﾊﾗ ﾀｸﾏ 千葉 ﾔｽｶﾜ ﾐｷｵ 東京
折原　巧真 安川　美喜雄 十条SC
ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京 ｳｽｷ ﾀﾞｲｺﾞ 長崎
石井　淳一 十条SC 臼木　大悟 希望が丘

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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 男子400m
WPA世界記録(WR)              46.86     Tavares Martins(BRA)                  2019

Virtus世界記録(WR)           46.72     Allan Stuart(Great Britain)           2003

WPAアジア記録(AR)            49.32     Mohd Nasharuddin(MAS)                 2018

日本記録(NR)                 50.29     岸田　悠弥(千葉・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)           2020

大会記録(GR)                 50.89     倉本　翼(千葉・one's)                 2016 3月13日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶｷﾓﾄ ｸｳﾄ 神奈川
柿本　空斗

ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京 ﾋﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ 大阪
木村　達一 八王子ﾊﾟﾗ AC 平井　良和 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ｶｷﾐ ﾕｳｷ 香川 ﾍﾞｯｸ ﾙｲ 香川
垣見　悠樹 香川ﾊﾟﾗ陸上 別宮　瑠伊 香川ﾊﾟﾗ陸上
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 千葉 ﾐﾅﾐ ｻﾄｼ 大阪
河村　拓海 南　智司 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ﾀｼﾛ ｱﾊﾏﾄﾞ 大阪 ﾆｼﾔﾏ ﾚﾝ 長崎
田代　アハマド ｽﾎﾟｱｶ 西山　蓮 希望が丘
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮城 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 千葉
佐藤　淳 宮城ﾊﾟﾗ陸協 藤田　公平

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ 静岡 *ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知
大石　匠真 磐田見付分校 石田　正大 大興運輸
ｻｶｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 大阪 *ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ 奈良
坂口　修平 ACたまがわ 茶山　健
*ｸﾗﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 千葉 *ﾓﾘ ﾍｲｿﾞｳ 東京
倉本　翼 個人 森　平蔵 AC･KITA
*ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 千葉 *ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 千葉
嶌田　開人 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ 青木　聖真
*ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 東京 *ﾐｼﾏ ｶﾞｸﾄ 東京
松本　隆寛 東京陸協 三島　楽人 AC･KITA
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 愛媛 *ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 千葉
岡田　和輝 愛ｱｽﾘｰﾄ 岸田　悠弥 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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 男子800m
WPA世界記録(WR)            1:53.63     Rabotnitskiy Alexander(RUS)           2015

Virtus世界記録(WR)         1:49.91     Formela Miroslaw(POL)                 1998

WPAアジア記録(AR)          1:57.07     Uemura Yuki(JPN)                      2017

日本記録(NR)               1:55.65     米澤　諒(千葉・ｴｽﾌﾟｰﾙ)                2018

大会記録(GR)               1:57.19     米澤　諒(千葉・ｴｽﾌﾟｰﾙ)                2018 3月13日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶｽｼﾞ ﾘｸ 和歌山 ﾂﾙｲ ｶｽﾞｼ 兵庫
中筋　陸駆 和歌山ﾊﾟﾗAC 釣井　一史 個人
ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 大阪 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京
北川　健太 大阪SYG 岡部　広法
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｽｽｹ 香川 ﾀｼﾛ ｱﾊﾏﾄﾞ 大阪
北条　文典 香川ﾊﾟﾗ陸上 田代　アハマド ｽﾎﾟｱｶ
ｶﾗｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 東京 *ｵｷﾓﾄ ﾀｲﾁ 東京
烏田　達也 十条SC 沖元　太一 十条SC
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 福岡
中村　大輔 個人 中村　勇斗 個人
ｸﾘ ﾕｳｽｹ 香川 ｲｼｲ ﾊﾔﾃ 東京
栗　悠祐 香川ﾊﾟﾗ陸上 石井　颯 十条SC
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 千葉 ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ 栃木
佐藤　羽 樋山　達也 ﾘｽRT

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾀ ﾘｭｳｷ 兵庫 ﾀｹﾁ ﾕｳｼ 愛媛
中田　隆暉 個人 武智　湧史 愛ｱｽﾘｰﾄ
ﾍﾞｯｸ ﾙｲ 香川 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 岩手
別宮　瑠伊 香川ﾊﾟﾗ陸上 北村　大吾 岩手県障ｽﾎﾟ協
ｵｸﾉ ﾖｼｶﾂ 宮城 *ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 埼玉
奥野　喜勝 みやぎTFC 渡辺　真伍 十条SC
ｱﾗﾜｶ ﾄﾓﾛｳ 宮城 *ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京
荒若　明日 みやぎTFC 本田　昴佑 十条SC
ｲｼｲ ｸﾆｱｷ 東京 ﾊｷﾞﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京
石井　邦明 SCｴﾝﾄﾞﾚｽ 萩谷　涼太郎 十条SC
ﾐﾔｳﾗ ｹﾝｺﾞ 大阪 *ｺｲｿ ﾅﾂｷ 東京
宮浦　健悟 ACたまがわ 小礒　夏樹 十条SC
ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ 静岡 *ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 広島
大石　匠真 磐田見付分校 上村　勇貴 広島陸協
ｱﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ 埼玉 *ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉
阿部　智春 十条SC 米澤　諒 ｴｽﾌﾟｰﾙ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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 男子1500m
WPA世界記録(WR)            3:45.50     Brannigan Michael(USA)                2017

Virtus世界記録(WR)         3:45.50     Brannigan Michael(USA)                2017

WPAアジア記録(AR)          3:53.35     Akai Daiki(JPN)                       2021

日本記録(NR)               3:52.88     赤井　大樹(奈良・十川ｺﾞﾑ)             2020

大会記録(GR)               3:59.83     赤井　大樹(奈良・十川ｺﾞﾑ)             2019 3月13日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組
1組 2組

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 福岡
山本　晃大 中村　勇斗 個人
ｺﾏｷ ﾕｳﾄ 千葉 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 東京
小牧　悠人 多賀　長門 島本PJT
ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 静岡
河野　純平 島本PJT 古谷　翔太 静岡ﾊﾟﾗ陸協
ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 大阪 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 東京
北川　健太 大阪SYG 佐藤　大宇 島本PJT
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大阪 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 和歌山
岩本　悠佑 ACたまがわ 山本　昂城 和歌山ﾊﾟﾗAC
ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 東京 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 東京
高橋　大稀 島本PJT 齋藤　堪汰 島本PJT
ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 香川 ﾏｻﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 香川
乃村　洋之 香川ﾊﾟﾗ陸上 政田　楓手 香川ﾊﾟﾗ陸上
ﾂﾙｲ ｶｽﾞｼ 兵庫 *ｵｷﾓﾄ ﾀｲﾁ 東京
釣井　一史 個人 沖元　太一 十条SC
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｽｽｹ 香川
北条　文典 香川ﾊﾟﾗ陸上
ﾅｶｽｼﾞ ﾘｸ 和歌山
中筋　陸駆 和歌山ﾊﾟﾗAC
ﾅｶﾀ ﾘｭｳｷ 兵庫
中田　隆暉 個人
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京
中村　大輔 個人
ｶﾗｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 東京
烏田　達也 十条SC
ｸﾘ ﾕｳｽｹ 香川
栗　悠祐 香川ﾊﾟﾗ陸上

3組 タイムレース上位8位
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲｼｲ ｸﾆｱｷ 東京
石井　邦明 SCｴﾝﾄﾞﾚｽ
ﾀｹﾁ ﾕｳｼ 愛媛
武智　湧史 愛ｱｽﾘｰﾄ
*ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 東京
木村　雄哉
ﾊｷﾞﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京
萩谷　涼太郎 十条SC
*ﾑｺｳﾀﾞ ﾀｸﾔ 広島
向田　拓矢 個人
*ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾔ 埼玉
小林　慶哉 彩tama
*ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知
中川　大輔 三菱自動車工業
*ﾐﾀﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 埼玉
御手洗　翼 彩tama
*ﾄｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 大分
十川　裕次 個人
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 男子5000m
WPA世界記録(WR)           14:09.51     Brannigan Michael(USA)                2017

Virtus世界記録(WR)        14:09.51     Brannigan Michael(USA)                2017

WPAアジア記録(AR)         15:06.30     Togawa Yuji(JPN)                      2021

日本記録(NR)              14:30.09     岩田　悠希(千葉・one's)               2021

大会記録(GR)              14:59.66     中川　大輔(愛知・三菱自動車工業)      2019 3月13日 14:20 決　勝

決　勝　

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｶﾄｳ ﾘｮｳ 千葉
加藤　諒 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 香川
乃村　洋之 香川ﾊﾟﾗ陸上
ﾉﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京
野村　太一 八王子ﾊﾟﾗ AC
ｸﾒ ﾙｶ 香川
久米　流加 香川ﾊﾟﾗ陸上
ｻｻｷ ﾚｲ 宮城
佐々木　玲 みやぎTFC
ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ 栃木
中川　壮気 ﾘｽRT
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 和歌山
山本　昂城 和歌山ﾊﾟﾗAC
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ 千葉
米倉　智弘 千葉陸協
ｶﾉｳ ﾀｲｾｲ 埼玉
加納　大聖
ｶﾄﾞﾀ ﾀｹﾕｷ 大阪
門田　丈幸 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ﾏｻﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 香川
政田　楓手 香川ﾊﾟﾗ陸上
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 静岡
杉山　晃聖 個人
ﾀｸﾞﾘ ｹﾝｼﾝ 兵庫
田栗　健伸 個人
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 滋賀
伊藤　充生 個人
*ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉
森田　和裕 埼玉滑川走友会

*ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知
中川　大輔 三菱自動車工業

*ﾄｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 大分
十川　裕次 個人

 男子3000mSC

Virtus世界記録(WR)         9:29.51     Sousa Joaquim(POL)                    2003

日本記録(NR)               9:59.89     上條　裕貴(埼玉・埼玉滑川走友会)      2019

大会記録(GR)              10:04.38     水野　友登(静岡・静岡パラ陸上)        2019 3月13日 10:20 決　勝

決　勝　

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｷﾀ ﾀﾂﾔ 石川
喜多　達也 春風ｸﾗﾌﾞ
*ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 静岡
水野　友登 静岡ﾊﾟﾗ陸協
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 埼玉
上條　裕貴 埼玉滑川走友会
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 男子10000m

Virtus世界記録(WR)        29:35.21     Iwata  Yuki(JPN)                      2020

日本記録(NR)              29:35.21     岩田　悠希(千葉・one's)               2020

大会記録(GR)              31:58.64     森田　和裕(埼玉・埼玉滑川走友会)      2019 3月13日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｶﾄｳ ﾘｮｳ 千葉
加藤　諒 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 千葉
坂本　拓己
ｻﾉ ｷｮｳﾍｲ 静岡
佐野　恭平 静岡ﾊﾟﾗ陸協
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 静岡
杉山　晃聖 個人
ｶﾄﾞﾀ ﾀｹﾕｷ 大阪
門田　丈幸 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ 千葉
米倉　智弘 千葉陸協
ﾖﾄﾞﾉ ｼｭﾝ 埼玉
淀野　竣 SCｴﾝﾄﾞﾚｽ
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 香川
山田　慎 香川ﾊﾟﾗ陸上
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 東京
藤本　康希 SCｴﾝﾄﾞﾚｽ
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 埼玉
金子　遼 埼玉滑川走友会

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 京都
木村　友哉
ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ 宮城
菱沼　嘉竜 みやぎTFC
*ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉
森田　和裕 埼玉滑川走友会

*ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 千葉
岩田　悠希

 男子400mH(0.838m/35.00m)

Virtus世界記録(WR)           55.04     Barbosa Gracelino(POR)                2019

日本記録(NR)               1:00.00     村田　隆弥(石川・日本代表)            2015

大会記録(GR)               1:00.22     眞次　駿英(千葉・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)           2019 3月13日 12:35 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｷﾀ ﾀﾂﾔ 石川
喜多　達也 春風ｸﾗﾌﾞ
*ﾑﾗﾀ ﾀｶﾔ 石川
村田　隆弥 春風ｸﾗﾌﾞ
ﾅｶﾆｼ ｼｮｳﾀ 和歌山
中西　正太 和歌山ﾊﾟﾗAC
*ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 千葉
渡辺　譲二
*ﾏﾂｸﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 千葉
眞次　駿英 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
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 男子4X100mR

Virtus世界記録(WR)           43.26     Italy                                 2019

日本記録(NR)                 43.93     安川 美喜雄・西森 卓真・中島 朗・北村 亮太(日本代表)2015

大会記録(GR)                 44.64     one's（千葉）           　            2017 3月13日 13:00 決　勝

決　勝　

2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

木村　達一 東京 八王子ﾊﾟﾗ AC 笠原　浩樹 千葉

山岡　竜馬 東京 八王子ﾊﾟﾗ AC 鴉越　太心 千葉

吉田　卓真 東京 八王子ﾊﾟﾗ AC 藤田　公平 千葉

高橋　俊紀 東京 八王子ﾊﾟﾗ AC 渡辺　譲二 千葉

杉本　崇 千葉

関根　大樹 千葉

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

石井　淳一 東京 十条SC 橘　良雅 大阪 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ

河野　孝光 東京 十条SC 原口　知秀 大阪 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ

上出　翔太 千葉 十条SC 平井　良和 大阪 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ

中島　朗 千葉 十条SC 南　智司 大阪 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

荒若　明日 宮城 みやぎTFC 市川　智也 奈良

岡島　大悟 宮城 みやぎTFC 茶山　健 奈良

奥野　喜勝 宮城 みやぎTFC 西川　大樹 奈良

嶋谷　玲 宮城 みやぎTFC 根津　亮真 奈良

安川　飛悠河 奈良

兼松　琉人 奈良

順位 ﾁｰﾑ名 記録

ﾔｽｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ

ｶﾈﾏﾂ ﾘｭｳﾄ

みやぎTFC

ｱﾗﾜｶ ﾄﾓﾛｳ

ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

ｵｸﾉ ﾖｼｶﾂ

ｼﾏﾀﾆ ﾚｲ

ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾔ

*ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ

ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

ﾈﾂﾞ ﾘｮｳﾏ

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ

堺ﾌｧｲﾝｽﾞ

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾏｻ

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾃﾞ

ﾋﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ

ﾐﾅﾐ ｻﾄｼ

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

ｾｷﾈ ﾀﾞｲｷ

十条SC

ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

ｺｳﾉ ﾀｶﾐﾂ

ｶﾐﾃﾞ ｼｮｳﾀ

八王子パラAC

ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾏ

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ

ｶｻﾊﾗ ｺｳｷ

ｶﾗｽｺﾞ ﾀｲｼﾝ

ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ

*ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ
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 男子4X400mR

Virtus世界記録(WR)         3:22.85     Russia                                2017
日本記録(NR)               3:28.59     北村 亮太・倉本 翼・石田 正大・上村 勇貴(日本代表)2017
大会記録(GR)               3:33.53     AC・KITA(東京)                        2016 3月13日 15:10 決　勝

決　勝　

2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

岩本　悠佑 大阪 ACたまがわ 市川　智也 奈良

榎倉　佑馬 大阪 ACたまがわ 茶山　健 奈良

坂口　修平 大阪 ACたまがわ 西川　大樹 奈良

宮浦　健悟 大阪 ACたまがわ 根津　亮真 奈良

安川　飛悠河 奈良

青木　重憲 奈良

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

荒若　明日 宮城 みやぎTFC 阿部　智春 埼玉 十条SC

岡島　大悟 宮城 みやぎTFC 石井　颯 東京 十条SC

奥野　喜勝 宮城 みやぎTFC 沖元　太一 東京 十条SC

嶋谷　玲 宮城 みやぎTFC 小礒　夏樹 東京 十条SC

菱沼　嘉竜 宮城 みやぎTFC 萩谷　涼太郎 東京 十条SC

本田　昴佑 東京 十条SC

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

笠原　浩樹 千葉 中筋　陸駆 和歌山 和歌山ﾊﾟﾗAC

坂本　拓己 千葉 中西　正太 和歌山 和歌山ﾊﾟﾗAC

藤田　公平 千葉 中屋　武留 和歌山 和歌山ﾊﾟﾗAC

渡辺　譲二 千葉 山本　昂城 和歌山 和歌山ﾊﾟﾗAC

杉本　崇 千葉

関根　大樹 千葉

順位 ﾁｰﾑ名 記録

ｾｷﾈ ﾀﾞｲｷ

和歌山ﾊﾟﾗAC

ﾅｶｽｼﾞ ﾘｸ

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳﾀ

*ﾅｶﾔ ﾀｹﾙ

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

ｶｻﾊﾗ ｺｳｷ

ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ

ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ

十条SC

ｱﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ

*ｵｷﾓﾄ ﾀｲﾁ

*ｺｲｿ ﾅﾂｷ

ﾊｷﾞﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ

*ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ

ｱｵｷ ｼｹﾞﾉﾘ

みやぎTFC

ｱﾗﾜｶ ﾄﾓﾛｳ

ｲｼｲ ﾊﾔﾃｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

*ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾔ

*ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ

ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

ﾈﾂﾞ ﾘｮｳﾏ

ﾔｽｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ

ｵｸﾉ ﾖｼｶﾂ

ｼﾏﾀﾆ ﾚｲ

ACたまがわ

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ

ｴﾉｸﾗ ﾕｳﾏ

ｻｶｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

ﾐﾔｳﾗ ｹﾝｺﾞ
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 男子走幅跳
WPA世界記録(WR)               7m64     Romly Abdul Latif(MAS)                2018
Virtus世界記録(WR)            7m64     Romly Abdul Latif(MAS)                2018
WPAアジア記録(AR)             7m64     Romly Abdul Latif(MAS)                2018
日本記録(NR)                  7m01     小久保　寛太(埼玉・日本代表)          2021
大会記録(GR)                  6m65     山口　光男(ﾊﾟｰﾊﾟｽ)                    2017
大会記録(GR)                  6m65     小久保　寛太(埼玉・（福）かすみ会)    2019 3月13日 09:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 埼玉
渡邉　海登 個人
ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾔ 奈良
市川　智也
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾞｲｺﾞ 埼玉
門脇　大悟
ﾀｶﾊｼ ﾅﾙｷ 宮城
髙橋　成輝
ﾓﾘｼﾀ　ｶｲﾄ 兵庫
森下　開登 個人
*ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 静岡
山口　光男 ﾊﾟｰﾊﾟｽ
*ｺｸﾎﾞ ｶﾝﾀ 埼玉
小久保　寛太 福かつみ会

 男子三段跳
WPA世界記録(WR)              14m50     Prudnikov Dmytro(UKR)                 2017

Virtus世界記録(WR)           14m62     Bem-Bahri Wissem(TUN)                 2001

WPAアジア記録(AR)            13m46     Sharaheli Asaad(KSA)                  2015

日本記録(NR)                 12m84     長田　雅人(東京・なぎさSC)            2019

大会記録(GR)                 12m01     長田　雅人(東京・なぎさSC)            2019 3月13日 13:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

*ﾑﾗﾀ ﾀｶﾔ 石川
村田　隆弥 春風ｸﾗﾌﾞ
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾞｲｺﾞ 埼玉
門脇　大悟
ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾄ 東京
長田　雅人 なぎさｽﾎﾟｰﾂ

 男子砲丸投(7.260kg)
WPA世界記録(WR)              17m34     Maksym Koval(UKR)                     2021

Virtus世界記録(WR)           17m34     Maksym Koval(UKR)                     2021

WPAアジア記録(AR)            17m29     Zolkefli Muhammad Ziyad               2017

日本記録(NR)                 11m70     斎藤　太一(千葉・千葉陸協)            2021

大会記録(GR)                 11m22     綛谷　和也(大阪・堺ﾌｧｲﾝｽﾞ)            2016 3月13日 09:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀ ﾋﾛｼ 石川
喜多　裕史 春風ｸﾗﾌﾞ
ｶｾﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 大阪
綛谷　和也 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
*ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 千葉
齋藤　太一 ｴｽﾌﾟｰﾙ
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 男子円盤投(2.000kg)

Virtus世界記録(WR)           45m79     Maksym Koval(UKR)                     2018

日本記録(NR)                 26m77     熊本　亮(宮崎・CA宮崎)                2014

大会記録(GR)                 26m77     熊本　亮(宮崎・CA宮崎)                2014 3月13日 11:00 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶｲﾀﾞ ﾓﾄｷ 石川
改田　元希 春風ｸﾗﾌﾞ

 男子やり投(800g)

Virtus世界記録(WR)           56m84     Sena de Rafael(BRA)                   2011

日本記録(NR)                 55m75     斉藤　太一(東京・個人)                2012

大会記録(GR)                 55m75     斉藤　太一(東京・個人)                2012 3月13日 12:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶｲﾀﾞ ﾓﾄｷ 石川
改田　元希 春風ｸﾗﾌﾞ
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀
山中　大輔
*ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 千葉
齋藤　太一 ｴｽﾌﾟｰﾙ
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 女子100m

Virtus世界記録(WR)           11.91     Margorzata Klemann(POL)               2005

日本記録(NR)                 12.98     酒井　かづみ(群馬・日本代表)          2003

大会記録(GR)                 13.13     鈴木　裕貴(千葉・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)           2017 3月13日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ 千葉 ﾄｸｴ ﾊﾙｶ 宮城
林　遥 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ 徳江　遥香
ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾈ 大阪 *ｶﾄｳ ﾏｷ 宮城
山本　汐音 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ 加藤　真希 みやぎTFC
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾋﾛ 東京 ｶﾄｳ ｱｶﾈ 神奈川
杉本　美優 八王子西特支 加藤　茜 個人
ﾋﾉ ｶﾉﾝ 栃木 *ｻｶｲ ｿﾉﾐ 埼玉
日野　花音 ﾘｽRT 酒井　園実
*ｲｹｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 東京 *ｽｽﾞｷ ﾕｷ 千葉
池崎　恵 鈴木　裕貴 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
ｽｷﾞｷ ﾕﾘｴ 東京 *ｷﾑﾗ ﾏﾔｶ 兵庫
杉木　祐理恵 個人 木村　真耶加 SO兵庫西宮

*ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取
川口　梨央 NPOかがやき

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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 女子200m

Virtus世界記録(WR)           25.01     Lisa Llorens(AUS)                     2000

日本記録(NR)                 26.62     外山　愛美(宮崎・宮崎銀行)            2019

大会記録(GR)                 26.94     外山　愛美(宮崎・宮崎銀行)            2018 3月13日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 石川 *ﾊﾗﾉ ﾌﾐﾅ 千葉
中村　有里 春風ｸﾗﾌﾞ 原野　史菜 千葉陸協
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 千葉 *ｽｽﾞｷ ﾕｷ 千葉
渋谷　美咲 鈴木　裕貴 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
*ﾀﾅｶ ｶｺ 東京 *ｷﾑﾗ ﾏﾔｶ 兵庫
田中　華子 個人 木村　真耶加 SO兵庫西宮
ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 大阪 *ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取
東　千優 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ 川口　梨央 NPOかがやき
ｶﾄｳ ｱｶﾈ 神奈川
加藤　茜 個人

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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 女子400m
WPA世界記録(WR)              55.18     Clark Breanna(USA)                    2021

Virtus世界記録(WR)           55.18     Breanna Clark(USA)                    2021

WPAアジア記録(AR)            58.55     Mohamad Ariffin Siti Noor Iasah(MAS)  2016

日本記録(NR)                 59.42     外山　愛美(宮崎・宮崎銀行)            2019

大会記録(GR)               1:00.79     外山　愛美(宮崎・宮崎銀行)            2018 3月13日 11:15 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 石川
中村　有里 春風ｸﾗﾌﾞ
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 千葉
渋谷　美咲
ﾀﾅｶ ｶｺ 東京
田中　華子 個人
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ 宮城
小林　美玲 みやぎTFC
ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 大阪
東　千優 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
*ﾊﾗﾉ ﾌﾐﾅ 千葉
原野　史菜 千葉陸協
*ｷﾑﾗ ﾏﾔｶ 兵庫
木村　真耶加 SO兵庫西宮
*ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ 宮城
菅野　新菜 みやぎTFC

 女子800m
WPA世界記録(WR)            2:15.79     Bieganowska Barbara(POL)              2018

Virtus世界記録(WR)         2:07.74     Niewiedzial Barbara(POL)              2004

WPAアジア記録(AR)          2:18.61     Furuya Anju(JPN)                      2021

日本記録(NR)               2:17.16     古屋　杏樹(埼玉・彩tama)              2019

大会記録(GR)               2:19.30     古屋　杏樹(埼玉・彩tama)              2019 3月13日 13:10 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅ 栃木
澤田　陽南 ﾘｽRT
ｱﾍﾞ ﾐﾅﾐ 東京
安部　実奈美 SCｴﾝﾄﾞﾚｽ
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 宮城
髙橋　彩文 みやぎTFC
ﾏﾕｽﾞﾐ ﾘｮｳｺ 東京
黛　涼子 J･FAMILY
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ 愛媛
藤原　由奈 愛ｱｽﾘｰﾄ
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 女子1500m
WPA世界記録(WR)            4:23.37     Niewiedzial Barbara(POL)              2012

Virtus世界記録(WR)         4:23.37     Niewiedzial Barbara(POL)              2012

WPAアジア記録(AR)          4:36.56     Furuya Anju(JPN)                      2020

日本記録(NR)               4:35.12     古屋　杏樹(埼玉・彩tama)              2021

大会記録(GR)               4:49.26     蒔田　沙弥香(愛知・個人)              2018 3月13日 10:40 決　勝

決　勝　

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｱﾍﾞ ﾐﾅﾐ 東京
安部　実奈美 SCｴﾝﾄﾞﾚｽ
*ｶﾜｼﾀ ｱｵｲ 千葉
川下　葵 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ 愛媛
藤原　由奈 愛ｱｽﾘｰﾄ
*ｵｶﾉ ｶｺ 埼玉
岡野　華子 あいおい損害
*ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｺ 愛知
山本　萌恵子 光ヶ丘女子職員

*ｱﾘ ﾐｻｷ 徳島
阿利　美咲 吉野川市陸協
*ﾏｷﾀ ｻﾔｶ 愛知
蒔田　沙弥香 個人

 女子5000m

Virtus世界記録(WR)        17:17.30     Hannah Taunton(GBR)                   2020

WPAアジア記録(AR)         17:41.39     Makita Sayaka(愛知・愛知陸協)         2019

日本記録(NR)              17:23.49     古屋　杏樹(埼玉・彩tama)              2021

大会記録(GR)              17:42.69     蒔田　沙弥香(愛知・愛知陸協)          2019 3月13日 14:20 決　勝

決　勝　

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ 千葉
山本　京子 ひかりAC
*ｱﾘ ﾐｻｷ 徳島
阿利　美咲 吉野川市陸協
*ﾌﾙﾔ ｱﾝｼﾞｭ 埼玉
古屋　杏樹 彩tama

 女子4X100mR

Virtus世界記録(WR)           50.99     Russia                                2017

日本記録(NR)                 52.14     鈴木 裕貴・岡部 蘭・十代 茜・川上 春菜(日本代表)2017

大会記録(GR)                 55.66     みやぎTFC(宮城)                       2019 3月13日 12:50 決　勝

決　勝　

4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ氏名 ｶﾅ 所属地 所属

加藤　真希 宮城 みやぎTFC

菅野　新菜 宮城 みやぎTFC

小林　美玲 宮城 みやぎTFC

髙橋　彩文 宮城 みやぎTFC

順位 ﾁｰﾑ名 記録

みやぎTFC

*ｶﾄｳ ﾏｷ

*ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ

ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ
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 女子4X400mR

Virtus世界記録(WR)         4:03.15     Poland                                2004

日本記録(NR)               4:31.72     田中 華子・豊嶋 眞樹子・岩切 麻衣・蒔田 沙弥香(日本代表)2017

大会記録(GR)               4:38.96     みやぎTFC(宮城)                       2019 3月13日 15:00 決　勝

決　勝　

4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

加藤　真希 宮城 みやぎTFC

菅野　新菜 宮城 みやぎTFC

小林　美玲 宮城 みやぎTFC

髙橋　彩文 宮城 みやぎTFC

順位 ﾁｰﾑ名 記録

みやぎTFC

*ｶﾄｳ ﾏｷ

*ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ

ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ

 女子走幅跳
WPA世界記録(WR)               6m21     Kucharczyk Karolina(POL)              2019

Virtus世界記録(WR)            6m21     Kucharczyk Karolina(POL)              2019

WPAアジア記録(AR)             5m20     Ismail Siti Noor Radiah(MAS)          2016

日本記録(NR)                  5m18     酒井　園実(埼玉・ISFnet)              2021

大会記録(GR)                  4m82     十代　茜(大阪・ACたまがわ)            2018 3月13日 09:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾈ 大阪
山本　汐音 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 東京
谷口　愛美
ﾋﾉ ｶﾉﾝ 栃木
日野　花音 ﾘｽRT
*ｲｹｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 東京
池崎　恵
ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 大阪
東　千優 堺ﾌｧｲﾝｽﾞ
*ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取
川口　梨央 NPOかがやき
*ｻｶｲ ｿﾉﾐ 埼玉
酒井　園実

 女子砲丸投(4.000kg)
WPA世界記録(WR)              14m39     Poleth Isamar Mendes Sanchez(ECU)     2021

Virtus世界記録(WR)           14m39     Poleth Isamar Mendes Sanchez(ECU)     2021

WPAアジア記録(AR)            10m71     Ramian Nursuhana(MAS)                 2012

日本記録(NR)                 10m63     中田　裕美(長野・長野県ﾊﾟﾗ陸協)       2018

大会記録(GR)                 10m54     中田　裕美(長野・長野県ﾊﾟﾗ陸協)       2018 3月13日 09:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｻ 大阪
山口　藍沙 ｽﾎﾟｱｶ
*ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 長野
中田　裕美 長野ﾊﾟﾗ陸協
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 女子円盤投(1.000kg)

Virtus世界記録(WR)           43m63     Gloria Agblemagnon(FRA)               2019

日本記録(NR)                 26m52     後藤　久美(東京・なぎさSC)            2017

大会記録(GR)                 24m75     後藤　久美(東京・なぎさSC)            2016 3月13日 11:00 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ｸﾐ 東京
後藤　久美 なぎさｽﾎﾟｰﾂ

 女子ハンマー投(4.000kg)

Virtus世界記録(WR)           50m51     Beatrice Aoustin(FRA)                       2021

日本記録(NR)                                                                 

大会記録(GR)                                                                 3月13日 14:00 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 神奈川
川口　穂菜美 個人

 女子やり投(600g)

Virtus世界記録(WR)           39m77     Sirly Tiik(EST)                       2000

日本記録(NR)                 38m89     川口　穂菜美(神奈川・個人)            2019

大会記録(GR)                 36m77     川口　穂菜美(神奈川・個人)            2019 3月13日 12:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 神奈川
川口　穂菜美 個人
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