
種目 ビブス 氏名 氏名カタカナ IPC NO 所属7文字 都道府県

100m 6 粟屋 尚貴 アワヤ ナオキ Olive 神奈川

7 石井 淳一 イシイ ジュンイチ 十条SC 東京

9 石黒 晶雄 イシグロ アキオ 春風クラブ 石川

27 折原 巧真 オリハラ タクマ TMBS 千葉

32 笠原 浩樹 カサハラ コウキ SRC 千葉

43 上出 翔太 カミデ ショウタ 十条SC 千葉

56 北村 亮太 キタムラ リヨウタ 10871 第一生命 東京

64 倉本  翼 クラモト ツバサ 28295 個人 千葉

70 小久保 寛太 コクボ カンタ 34453 福かつみ会 埼玉

74 小山 卓朗 コヤマ タクロウ 十条SC 東京

85 重松 颯太 シゲマツ ソウタ one's 千葉

100 高橋 成輝 タカハシ ナルキ 53755 N.athle 宮城

108 橘 良雅 タチバナ ヨシマサ 堺ファインズ 大阪

114 田村 浩志 タムラ コウシ 春風クラブ 石川

127 中村 颯斗 ナカムラ ハヤト 静岡パラ陸協 静岡

130 中屋 武留 ナカヤ タケル 42422 和歌山パラAC 和歌山

141 土方 起樹 ヒジカタ タツキ ACKITA 東京

153 前川 丈一郎 マエカワ ジョウイチロウ ビオラ 兵庫

160 松下 裕哉 マツシタ ユウヤ リスRT 栃木

172 森下  開登 モリシタ カイト 36137 個人 兵庫

175 安川 美喜雄 ヤスカワ ミキオ 十条SC 東京

178 山田 真生 ヤマダ マオ 個人 大阪

193 渡辺 愛翔 ワタナベ マナト 岐障AC 岐阜

194 渡辺 勇太 ワタナベ ユウタ 堺ファインズ 大阪

200m 6 粟屋 尚貴 アワヤ ナオキ Olive 神奈川

7 石井 淳一 イシイ ジュンイチ 十条SC 東京

9 石黒 晶雄 イシグロ アキオ 春風クラブ 石川

10 石田 正大 イシダ ショウタ 26327 タイコウウンユ 愛知

16 榎倉 佑馬 エノクラ ユウマ ACたまがわ 大阪

21 岡田 和輝 オカダ カズキ 愛アスリート 愛媛

27 折原 巧真 オリハラ タクマ TMBS 千葉
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32 笠原 浩樹 カサハラ コウキ SRC 千葉

43 上出 翔太 カミデ ショウタ 十条SC 千葉

52 岸田 悠弥 キシダ ユウヤ 39443 ダイバーシティ 千葉

56 北村 亮太 キタムラ リヨウタ 10871 第一生命 東京

64 倉本  翼 クラモト ツバサ 28295 個人 千葉

69 河野 孝光 コウノ タカミツ 十条SC 東京

74 小山 卓朗 コヤマ タクロウ 十条SC 東京

87 嶌田 開人 シマダ カイト ダイバーシティ 千葉

116 茶山 健 チャヤマ タケル 50007 KOYOAC 奈良

130 中屋 武留 ナカヤ タケル 42422 和歌山パラAC 和歌山

131 西尾 圭矢 ニシオ ケイヤ ショウスポ 福井

146 藤田 公平 フジタ コウヘイ SRC 千葉

153 前川 丈一郎 マエカワ ジョウイチロウ ビオラ 兵庫

160 松下 裕哉 マツシタ ユウヤ リスRT 栃木

161 松本 隆寛 マツモト タカヒロ 36136 東京陸協 東京

169 森 平蔵 モリ ヘイゾウ 51815 ACKITA 東京

175 安川 美喜雄 ヤスカワ ミキオ 十条SC 東京

400m 10 石田 正大 イシダ ショウタ 26327 タイコウウンユ 愛知

21 岡田 和輝 オカダ カズキ 愛アスリート 愛媛

52 岸田 悠弥 キシダ ユウヤ 39443 ダイバーシティ 千葉

87 嶌田 開人 シマダ カイト ダイバーシティ 千葉

116 茶山  健 チャヤマ タケル 50007 KOYOAC 奈良

161 松本 隆寛 マツモト タカヒロ 36136 東京陸協 東京

169 森  平蔵 モリ ヘイゾウ 51815 ACKITA 東京

800m 4 荒若 明日 アラワカ トモロウ みやぎＴＦＣ 宮城

8 石井  颯 イシイ ハヤテ 十条SC 東京

13 岩田 悠希 イワタ ユウキ 33913 one's 千葉

15 上村 勇貴 ウエムラ ユウキ 19682 広島陸協 広島

17 大川内   健太 オオカワチ   ケンタ 伊万里特支 佐賀

24 岡部 広法 オカベ ヒロノリ one's 東京

25 沖元 太一 オキモト タイチ 19678 十条SC 東京

68 小礒 夏樹 コイソ ナツキ 23392 十条SC 東京

75 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本PJT 東京



83 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本PJT 東京

99 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本PJT 東京

106 武智 湧史 タケチ ユウシ 愛アスリート 愛媛

107 田代 アハマド タシロ アハマド スポアカ 大阪

119 内藤 海星 ナイトウ カイセイ 個人 大阪

136   萩谷 涼太郎  ハギヤ リョウタロウ 十条SC 東京

143 樋山 達也 ヒヤマ タツヤ リスRT 栃木

150 別宮 瑠伊 ベック ルイ 香川パラ陸上 香川

152 本田 昴佑 ホンダ コウスケ 15096 十条SC 東京

166 宮浦 健悟 ミヤウラ ケンゴ ACたまがわ 大阪

170 森上 載斗 モリガミ タイト 個人 大阪

190 米澤  諒 ヨネザワ リョウ 32648 エスプール 千葉

192 渡辺 真伍 ワタナベ シンゴ 26323 十条SC 埼玉

1500m 2 赤井 大樹 アカイ ダイキ 34454 個人 奈良

72 小林 慶哉 コバヤシ  ケイヤ 15093 彩tama 埼玉

106 武智 湧史 タケチ ユウシ 愛アスリート 愛媛

117 十川 裕次 トガワ ユウジ 39447 個人 大分

120 中川 大輔 ナカガワ ダイスケ 8692 三菱自動車工業 愛知

136 萩谷 涼太郎 ハギヤ リョウタロウ 十条SC 東京

142 菱沼 嘉竜 ヒシヌマ ヨシタツ みやぎＴＦＣ 宮城

190 米澤  諒 ヨネザワ リョウ 32648 エスプール 千葉

5000m 13 岩田 悠希 イワタ ユウキ 33913 one's 千葉

26 音 信之介 オト  シンノスケ 春風クラブ 石川

39 門田 丈幸 カドタ タケユキ 堺ファインズ 大阪

40 金子  遼 カネコ リョウ 埼玉滑川走友会 埼玉

42 加納 大聖 カノウ タイセイ one's 埼玉

58 木村 友哉 キムラ トモヤ NARA-X 京都府

72 小林 慶哉 コバヤシ  ケイヤ 15093 彩tama 埼玉

93 杉山 晃聖 スギヤマ コウセイ 杏林堂薬局 静岡

103 高山 侑大 タカヤマ ユウダイ 42949 日鉄ステンレス 山口

104 田栗 健伸 タグリ ケンシン MTクラブ 兵庫

117 十川 裕次 トガワ ユウジ 39447 個人 大分

120 中川 大輔  ナカガワ ダイスケ 8692 三菱自動車工業 愛知



142 菱沼 嘉竜 ヒシヌマ ヨシタツ みやぎＴＦＣ 宮城

147 藤本 康希 フジモト コウキ SCエンドレス 東京

157 政田 楓手 マサダ カエデ 香川パラ陸上 香川

173 森田 和裕 モリタ カズヒロ 34751 埼玉滑川走友会 埼玉

177 山田  慎 ヤマダ シン 香川パラ陸上 香川

181 山本 昂城 ヤマモト コウキ 和歌山パラAC 和歌山

189 米倉 智弘 ヨネクラ トモヒロ 千葉陸協 千葉

10000m 26 音 信之介 オト  シンノスケ 春風クラブ 石川

39 門田 丈幸 カドタ タケユキ 堺ファインズ 大阪

40 金子  遼 カネコ リョウ 埼玉滑川走友会 埼玉

58 木村 友哉 キムラ トモヤ NARA-X 京都

93 杉山 晃聖 スギヤマ コウセイ 杏林堂薬局 静岡

103 高山 侑大 タカヤマ ユウダイ 42949 日鉄ステンレス 山口

147 藤本 康希 フジモト コウキ SCエンドレス 東京

173 森田 和裕 モリタ カズヒロ 34751 埼玉滑川走友会 埼玉

177 山田  慎 ヤマダ シン 香川パラ陸上 香川

189 米倉 智弘 ヨネクラ トモヒロ 千葉陸協 千葉

400mH 1 青木 聖真 アオキ ショウマ 36775 one's 千葉

125 中西 正太 ナカニシ ショウタ 和歌山パラAC 和歌山

159 眞次 駿英 マツグ タカヒデ 41415 ダイバーシティ 千葉

191 渡辺 譲二 ワタナベ ジョウジ 36141 SRC 千葉

3000mSC 53 喜多 達也 キタ タツヤ 春風クラブ 石川

164 水野 友登 ミズノ ユウト 28812 静岡パラ陸協 静岡

走幅跳 70 小久保 寛太 コクボ カンタ 34453 福かつみ会 埼玉

95 鈴木 翔大 スズキ ショウタ 39446 A.F.T.C 東京

100 高橋 成輝 タカハシ ナルキ 53755 N.athle 宮城

172 森下  開登 モリシタ カイト 36137 個人 兵庫

176 山口 光男 ヤマグチ ミツオ 22288 パーパス 静岡

193 渡辺 愛翔 ワタナベ マナト 岐障AC 岐阜

三段跳 123 ⾧田 雅人 ナガタ マサト なぎさスポーツ 東京

163 水木 祐介 ミズキ ユウスケ 岐障AC 岐阜

167 村田 隆弥 ムラタ タカヤ 春風クラブ 石川

砲丸投 33 綛谷 和也 カセタニ カズヤ 堺ファインズ 大阪



76 齋藤 太一 サイトウ タイチ 49457 エスプール 千葉

94 祐代 浩幸 スケダイ ヒロユキ 堺ファインズ 大阪

やり投 76 齋藤 太一 サイトウ タイチ 49457 エスプール 千葉

105 武田 和也 タケダ カズヤ 福島パラ陸協 福島

179 山中 大輔 ヤマナカ ダイスケ S・C・A・C 滋賀

走高跳 102 髙山  遥 タカヤマ ハルカ いしかわ特支 石川

円盤投 179 山中 大輔 ヤマナカ ダイスケ S・C・A・C 滋賀

4×100mR 18 大塚 玲於 オオツカ レオ ACKITA 東京

90 末崎 佑晟 スエザキ ユウセイ ACKITA 東京

115 千葉 碧大 チバ アオト ACKITA 東京

141 土方 起樹 ヒジカタ タツキ ACKITA 東京

169 森  平蔵 モリ ヘイゾウ 51815 ACKITA 東京

11 市川 智也 イチカワ トモヤ KOYOAC 奈良

41 兼松 琉人 カネマツ リュウト KOYOAC 奈良

116 茶山  健 チャヤマ タケル 50007 KOYOAC 奈良

132 西川 大樹 ニシカワ ダイキ 22282 KOYOAC 奈良

134 根津 亮真 ネヅ リョウマ KOYOAC 奈良

101 田上  亮 タガミ リョウ 堺ファインズ 大阪

108 橘  良雅 タチバナ ヨシマサ 堺ファインズ 大阪

138 原口 知秀 ハラグチ トモヒデ 堺ファインズ 大阪

158 益子  晟 マスコ セイ 堺ファインズ 大阪

174 諸岡  晃 モロオカ コウ 堺ファインズ 大阪

194 渡辺 勇太 ワタナベ ユウタ 堺ファインズ 大阪

9 石黒 晶雄 イシグロ アキオ 春風クラブ 石川

28 改田 元希 カイダ モトキ 春風クラブ 石川

53 喜多 達也 キタ タツヤ 春風クラブ 石川

114 田村 浩志 タムラ コウシ 春風クラブ 石川

167 村田 隆弥 ムラタ タカヤ 春風クラブ 石川

32 笠原 浩樹 カサハラ コウキ SRC 千葉

44 鴉越 太心 カラスゴ タイシン SRC 千葉

92 杉本  崇 スギモト タカシ SRC 千葉

97 関根 大樹 セキネ ダイキ SRC 千葉

146 藤田 公平 フジタ コウヘイ SRC 千葉



191 渡辺 譲二 ワタナベ ジョウジ 36141 SRC 千葉

4×400mR 14 岩本 悠佑 イワモト ユウスケ ACたまがわ 大阪

16 榎倉 佑馬 エノクラ ユウマ ACたまがわ 大阪

80 坂口 修平 サカグチ シュウヘイ ACたまがわ 大阪

166 宮浦 健悟 ミヤウラ ケンゴ ACたまがわ 大阪

101 田上  亮 タガミ リョウ 堺ファインズ 大阪

109 田中  樹 タナカ イツキ 堺ファインズ 大阪

144 平井 良和 ヒライ ヨシカズ 堺ファインズ 大阪

158 益子  晟 マスコ セイ 堺ファインズ 大阪

165 南  智司 ミナミ サトシ 堺ファインズ 大阪

174 諸岡  晃 モロオカ コウ 堺ファインズ 大阪

7 石井 淳一 イシイ ジュンイチ 十条SC 東京

68 小礒 夏樹 コイソ ナツキ 23392 十条SC 東京

69 河野 孝光 コウノ タカミツ 十条SC 東京

74 小山 卓朗 コヤマ タクロウ 十条SC 東京

136 萩谷 涼太郎   ハギヤ リョウタロウ 十条SC 東京

152 本田 昴佑 ホンダ コウスケ 15096 十条SC 東京

49 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本PJT 東京

75 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本PJT 東京

83 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本PJT 東京

99 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本PJT 東京

32 笠原 浩樹 カサハラ コウキ SRC 千葉

44 鴉越 太心 カラスゴ タイシン SRC 千葉

92 杉本  崇 スギモト タカシ SRC 千葉

97 関根 大樹 セキネ ダイキ SRC 千葉

146 藤田 公平 フジタ コウヘイ SRC 千葉

191 渡辺 譲二 ワタナベ ジョウジ 36141 SRC 千葉

121 中筋 陸駆 ナカスジ リク 和歌山パラAC 和歌山

125 中西 正太 ナカニシ ショウタ 和歌山パラAC 和歌山

130 中屋 武留 ナカヤ タケル 42422 和歌山パラAC 和歌山

181 山本 昂城 ヤマモト コウキ 和歌山パラAC 和歌山


