
ト ラ ッ ク 審 判 長 吉田　光広

跳 躍 審 判 長 斎藤　宰
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記 録 主 任 清水　亙

日付 種目

小久保　寛太 11.15 折原　巧真 11.47 安川　美喜雄 11.52 関口　颯真 11.65 中村　颯斗 11.68 渡辺　勇太 11.70 高橋　成輝 11.80 石井　淳一 11.83
（福）かつみ会 GR one's 十条SC ＳＣＡＣ 静岡パラ陸協 堺ファインズ みやぎTFC 十条SC
臼井　悠斗 11.55(+0.5) 前川　丈一郎 11.68(+0.5) 上出　翔太 11.83(+0.5) 河野　孝光 11.93(+0.5) 宮本　颯太 11.94(+0.5) 松下　裕哉 11.95(+0.5) 鬼塚　海世 12.05(+0.5) 夏山　成水 12.10(+0.6)
リスＲＴ ACいなみ野 十条SC 十条SC みやざき中央 リスＲＴ 十条SC 香川県育成会
安川　美喜雄 23.00 中屋　武留 23.20 折原　巧真 23.40 関口　颯真 23.55 橘　   良雅 23.57 榎倉　佑馬 23.61 石井　淳一 23.64 北村　亮太 23.66
十条SC 和歌山パラAC one's ＳＣＡＣ 堺ファインズ ACたまがわ 十条SC 第一生命
河野　孝光 23.87(-1.5) 三島　楽人 24.13(-1.5) 上出　翔太 24.28(-0.5) 平野　   航 24.29(-1.5) 永野　翔太 24.31(-1.5) 嶋谷　　玲 24.46(-1.5) 木村　達一 24.72(-0.7) 南　  智司 24.74(-0.5)
十条SC AC・KITA 十条SC Ibis RC 穂波学園 みやぎTFC 八王子特別支援 堺ファインズ
茶山　   健 51.54 岸田　悠弥 51.82 倉本   　翼 52.26 石田　正大 52.32 島田   　悠 53.72 米澤　　諒 53.90 土谷　一馬 54.33
KOYO AC ダイバーシティ one's 大興運輸 SRC エスプール 札幌NFC
関口　颯真 52.92 三島　楽人 53.43 北村　大吾 54.52 南　  智司 54.55 別宮　瑠伊 54.61 上田　湧大 55.16 松廣　豪樹 55.62 白水　夢一郎 55.68
ＳＣＡＣ AC・KITA 中野製麺 堺ファインズ 香川県育成会 熊障陸協 香川県育成会 穂波学園
米澤　　諒 1:58.18 上村　勇貴 1:58.46 小礒　夏樹 1:58.59 渡辺　真伍 2:03.46 今吉　圭三 2:03.84 宮浦　健悟 2:04.53 本田　昂佑 2:04.60 熊倉　貴広 2:16.70
エスプール 個人 十条SC 十条SC SCC ACたまがわ 十条SC Ibis RC
北村　大吾 2:05.74 久保　翔太 2:08.57 中田　隆暉 2:08.73 中村　勇斗 2:09.35 黒沢　　廉 2:10.22 上田　湧大 2:12.93 森上　載斗 2:13.59 多賀　長門 2:13.97
中野製麺 白嶺分校 個人 個人 one's 熊障陸協 大阪SYG 島本PJT
赤井　大樹 4:02.01 五味　翔太 4:04.04 中川　大輔 4:04.27 岩田　悠希 4:06.35 菱沼　嘉竜 4:07.23 木村　雄哉 4:08.09 向田　拓矢 4:09.23 安西　伸浩 4:09.77
十川ゴム GR SRC 三菱自動車工業 one's みやぎTFC PERSOL 個人 ひかりAC
秋元　優弥 4:20.79 政田　楓手 4:20.84 久保　翔太 4:21.09 田栗　健伸 4:22.55 阿部　智春 4:23.06 中村　勇斗 4:24.14 多賀　長門 4:28.57 佐々木　登耶 4:29.35
さいたま桜 香川県育成会 白嶺分校 MTクラブ 十条SC 個人 島本PJT 札幌NFC
中川　大輔 14:59.66 森田　和裕 15:22.37 岩田　悠希 16:00.44 田栗　健伸 16:12.03 藤本　康希 16:20.50 政田　楓手 16:26.07 松本　伸之助 16:26.63 余村　直彦 16:30.02
三菱自動車工業 GR,AR 埼玉滑川走友会 one's MTクラブ 個人 香川県育成会 ACたまがわ 大阪走友会
佐々木　登耶 17:18.96 佐野　恭平 17:35.62 大塚　才豪 17:37.85 乃村　洋之 17:57.12 岡本　勇二郎 18:12.33 伊東　佑貴 18:33.47 田中　進太郎 18:34.91 酒井　貴勝 18:50.24
札幌NFC 静岡パラ陸協 愛アスリート 香川県育成会 山口Step 志村学園 堺ファインズ ＳＣＡＣ
森田　和裕 31:58.64 木村　友哉 32:11.90 福田　憲互 32:33.28 藤本　康希 32:51.53 余村　直彦 33:16.54 水野　友登 33:19.16 音　信之介 33:24.00 金子　   遼 33:35.23
埼玉滑川走友会 GR 鴻ノ池SC GR 西九福祉会 個人 大阪走友会 静岡パラ陸協 春風クラブ 埼玉滑川走友会
眞次　駿英 1:00.22 指田　雅貴 1:01.84 中西　正太 1:03.33 村田　隆弥 1:04.18 岡田　有生 1:08.48 喜多　達也 1:10.61
ダイバーシティ GR AC・KITA 和歌山パラAC 春風クラブ DAC2014 春風クラブ
水野　友登 10:04.38 小林　慶哉 10:08.38 井上　翔太 10:19.97 上條　裕貴 10:27.76 喜多　達也 11:12.43
静岡パラ陸協 NR,GR 彩tama ACたまがわ 埼玉滑川走友会 春風クラブ
十条SC 45.39 みやぎTFC 46.67 堺ファインズ 46.78 ＳＣＡＣ 47.04 福島パラ陸協 47.76 永福学園 48.48 香川県育成会 48.61 KOYO AC 48.63
上出　翔太 荒若　明日 山田　真生 山中　大輔 七海　竜也 大塚　玲於 別宮　瑠伊 西川　大樹
石井　淳一 高橋　成輝 渡辺　勇太 関口　颯真 桑折　洋也 千田　   諒 松廣　豪樹 根津　亮真
鬼塚　海世 榊田　  魁 原口　知秀 岩﨑　秀則 加賀田　広樹 田中　大夢 垣見　悠樹 公文　陽平
河野　孝光 嶋谷　　玲 益子　晟 清水　育人 渡邊　あづは 土方　起樹 西山　勇大 茶山　   健
SRC 3:37.57 ACたまがわ 3:40.79 十条SC 3:45.18 堺ファインズ 3:45.71 香川県育成会 3:49.40 穂波学園 3:53.19 志村学園 3:55.71 Ibis RC 3:58.48
島田   　悠 坂口　修平 本田　昂佑 山田　真生 垣見　悠樹 白水　夢一郎 水城　孝一 平野　   航
山内　祐介 井上　翔太 渡辺　真伍 平井　良和 別宮　瑠伊 永野　翔太 森　   平蔵 熊倉　貴広
杉本　   崇 岩本　悠佑 阿部　智春 南　  智司 政田　楓手 岩本　   歩 加藤　颯真 中山　春助
渡辺　譲二 宮浦　健悟 小礒　夏樹 田上   　亮 松廣　豪樹 塔下　拳汰 伊東　佑貴 遠藤　芳人
山口　惇也 1m58 北野　翔太 1m52
オーパ・AC オーパ・AC
小久保　寛太 6m65(+1.2) 高橋　成輝 6m20(+0.7) 渡邉　海登 5m87(-0.3) 鈴木　翔大 5m85(+0.4) 門脇　大悟 5m75(-1.0) 沖野　   諒 5m64(+1.1) 篠塚　  陸 5m37(+1.6) 佐藤　巴音 5m10(-0.9)
（福）かつみ会 =NGR みやぎTFC 個人 A.F.T.C ＭＢＣ My Sport 個人 春日井高等特支
長田　雅人 12m40(+2.6) 村田　隆弥 10m39(+1.1)
なぎさSC GR 春風クラブ

公認12m01(+1.2)

綛谷　和也 10m57 齋藤　太一 10m33 浅田　亮汰 7m60 喜多　裕史 5m52 中小路　惇 5m31
堺ファインズ one's ACたまがわ 春風クラブ オーパ・AC
武田　和也 13m22
福島パラ陸協
齋藤　太一 51m81 山中　大輔 39m53 武田　和也 35m75 中園　将朋 27m64
one's ＳＣＡＣ 福島パラ陸協 堺ファインズ
木村　真耶加 13.42 十代   　茜 13.68 森　   月奈 13.95 梅若　  舞 14.12 菊池　紗弥香 14.35 東　  千優 14.52
SO兵庫西宮 ACたまがわ なにわ高等支援 安藤眼科医院 愛アスリート 堺ファインズ
日野　花音 14.50(+0.1) 松本　百絵 14.93(+0.1) 川上　琴音 15.17(+0.1) 五十嵐　麻美 15.64(+0.1) 荒木　芽夢 15.91(+0.1) 吉田　祥子 16.15(-0.8) 川口　瑠奈 16.28(-0.8) 山本　汐音 16.38(-0.8)
リスＲＴ AC・KITA 永福学園 Ibis RC オーパ・AC 堺ファインズ 堺ファインズ 堺ファインズ
川口　梨央 27.12 鈴木　裕貴 27.61 木村　真耶加 27.72 外山　愛美 28.41 原野　史菜 28.72 川上　春菜 29.14 東　  千優 29.52 菊池　紗弥香 29.59
鳥取城北高 ダイバーシティ SO兵庫西宮 宮崎銀行 one's 日本海倶楽部 堺ファインズ 愛アスリート
外山　愛美 1:01.71 菅野　新菜 1:02.52 川口　梨央 1:03.07 林　　瑞妃 1:05.31 牧　安里紗 1:07.27 川上　春菜 1:08.09 原野　史菜 1:09.19 東　  千優 1:10.93
宮崎銀行 みやぎTFC 鳥取城北高 Sブルーミング SRC 日本海倶楽部 one's 堺ファインズ
木村　真耶加 1:03.44 小林　未来 1:11.66 小栗　菜奈未 1:12.53 當麻　捺美子 1:15.99 岩下　楓香 1:17.37 五十嵐　純果 1:19.41 安西　夏樹 1:33.68 山方　彩圭 1:33.79

2019日本ＩＤ陸上競技選手権大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【111020】
2019/06/01 ～ 2019/06/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月2日
 男子100m

風：-1.1

6月2日
チャレンジアスリート男子

100m

6月1日
 男子200m

風：-1.6

6月1日
チャレンジアスリート男子

200m

6月2日  男子400m

6月2日
チャレンジアスリート男子

400m

6月2日  男子800m

6月1日
チャレンジアスリート男子

800m

6月2日  男子1500m

6月2日
チャレンジアスリート男子

1500m

6月1日  男子5000m

6月1日
チャレンジアスリート男子

5000m

6月2日  男子10000m

6月1日  男子400mH(0.840m)

6月1日  男子3000mSC(0.914m)

6月1日  男子4X100mR

6月2日  男子4X400mR

6月1日  男子走高跳

6月2日  男子走幅跳

6月1日  男子三段跳

6月2日  男子砲丸投(7.260kg)

6月2日  男子円盤投(2.000kg)

6月1日  男子やり投(800g)

6月2日
 女子100m

風：-0.4

6月2日
チャレンジアスリート女子

100m

6月1日
 女子200m

風：-4.2

6月2日  女子400m

6月2日
チャレンジアスリート女子

400m



SO兵庫西宮 永福学園 熊障陸協 ACたまがわ 穂波学園 永福学園 穂波学園 穂波学園
古屋　杏樹 2:19.30 黛　   涼子 2:39.26 安部　実奈美 2:41.24 藤原　由奈 2:42.15 小林　未来 2:54.41
彩tama NR,GR,AR J・FAMILY 個人 愛アスリート 永福学園
小栗　菜奈未 2:54.06 當麻　捺美子 2:56.43 岩下　楓香 3:03.22 五十嵐　純果 3:09.75 吉門　愛香 3:09.79 外間　ゆり 3:12.87 東恩納　範子 3:15.19 手嶋　絵梨 3:16.54
熊障陸協 ACたまがわ 穂波学園 永福学園 やえせ高支 やえせ高支 やえせ高支 穂波学園
山本　萌恵子 4:52.35 蒔田　沙弥香 4:53.16 豊嶋　眞樹子 5:02.44 阿利　美咲 5:08.22 岡野　華子 5:12.38 川下　　葵 5:31.99 藤原　由奈 5:44.90
光ヶ丘女子高校 個人 ビーイング 吉野川市陸協 彩tama ダイバーシティ 愛アスリート
蒔田　沙弥香 17:42.69
個人 GR
みやぎTFC 55.66 堺ファインズ 1:02.15 穂波学園 1:08.85
高橋　彩文 GR 吉川　瑛葉 山方　彩圭
小林　美玲 吉田　祥子 岩下　楓香
加藤　真希 東　  千優 安西　夏樹
菅野　新菜 川口　瑠奈 手嶋　絵梨
みやぎTFC 4:38.96 穂波学園 5:57.21
小林　美玲 GR 山方　彩圭
菅野　新菜 岩下　楓香
加藤　真希 安西　夏樹
高橋　彩文 手嶋　絵梨
外間　ゆり 1m17
やえせ高支
川口　梨央 4m71(+0.2) 十代   　茜 4m67(+0.3) 倉内　未来 4m47(-0.8) 梅若　  舞 4m33(+1.0) 嶋田　桃子 4m30(+0.7) 池崎　   恵 3m83(0.0) 酒井　園実 3m65(-0.8) 吉田　祥子 3m44(-0.2)
鳥取城北高 ACたまがわ ヒロフーズ 安藤眼科医院 岐障AC ほけんの窓口 ISF NET 堺ファインズ
中田　裕美 10m52 川口　穂菜美 8m95 後藤　久美 7m39 山口　藍沙 5m72 西岡　  凜 4m76 曲山　寿江 4m65
長野パラ陸協 個人 なぎさSC オーパ・AC オーパ・AC 福島パラ陸協
後藤　久美 23m55
なぎさSC
川口　穂菜美 36m77 鹿島田　虹美 19m94 曲山　寿江 13m88
個人 NR,GR 永福学園 福島パラ陸協

凡例  NR:日本記録 GR:大会記録 =NGR:大会タイ記録 AR:アジア記録

6月2日
チャレンジアスリート女子

400m

6月2日  女子800m

6月1日
チャレンジアスリート女子

800m

6月2日  女子1500m

6月1日  女子5000m

6月1日  女子4X100mR

6月2日  女子4X400mR

6月1日  女子走高跳

6月2日  女子走幅跳

6月2日  女子砲丸投(4.000kg)

6月2日  女子円盤投(1.000kg)

6月1日  女子やり投(600g)


