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芦田 創 ｱｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾑ 男 TOYOTA T47 100m 12.22(-0.2) 走幅跳 6m46(0.0)

阿利 美咲 ｱﾘ ﾐｻｷ 女 吉野川市陸上競技協会 T20 1500m DNS 5000m 19:10.73
井草 貴文 ｲｸﾞｻ ﾀｶﾌﾐ 男 ACKITA T37 1500m 4:28.31 AR
石田 駆 ｲｼﾀﾞ ｶｹﾙ 男 愛知学院大 T46 100m 11.35(-0.6) 200m 22.29(-0.3) NR
井内 菜津美 ｲﾉｳﾁ ﾅﾂﾐ 女 みずほフィナンシャルグループ T11 1500m 5:36.45
日野 未奈子 GR
池田 樹生 ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ 男 DAC T64 100m 12.56(-0.5) 200m 25.06(+1.2)
石垣 喜人 ｲｼｶﾞｷ ﾖｼﾄ 男 日本福祉大 T37 100m 14.07(+0.5) 200m 30.06(+0.4)
岩田 悠希 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男 one's T20 1500m 4:05.31 5000m 15:13.71
上野 卓也 ｳｴﾉ ﾀｸﾔ 男 横浜平沼高等学校教諭 F13 やり投 38m93
稲垣 克明 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂｱｷ 男 住友電装(スミトモデンソウ) T63 走幅跳 4m92(+0.3) 100m 14.65(-1.0)
笠松 大聖 ｶｻﾏﾂ ﾀｲｾｲ 男 日本体育大学 T64 100m 12.81(-0.3)
川口 梨央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 女 NPOかがやき T20 走幅跳 4m64(-0.6) 200m 27.48(-0.4)
菅野 新菜 ｶﾝﾉ ﾆｲﾅ 女 みやぎTFC T20 400m 1:01.12
小久保 寛太 ｺｸﾎﾞ ｶﾝﾀ 男 埼玉陸協 T20 100m 10.99(+0.4) 走幅跳 NM
小西 正朗 ｺﾆｼ ﾏｻｱｷ 男 ｺﾛﾝﾋﾞｱＳＪ T12 100m 12.33(+1.0)
櫻井 円 ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 女 ACKITA T35 100m 19.37（-1.4）
佐々木 真菜 ｻｻｷ ﾏﾅ 女 東邦銀行 T13 400m 58.68
澤田 優蘭 ｻﾜﾀﾞ ｳﾗﾝ 女 マッシュホールディングス T12 100m 12.90(-0.5）
塩川 竜平 GR
三本木 優也 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ 男 京都教育大学 T45 100m 11.07(+0.3) NR
階戸 健太 ｼﾅﾄ ｹﾝﾀ 男 ACKITA T47 100m 11.49(+0.2)
鈴木 海人 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 男 東京陸協 T12 100m DQ
高橋 峻也 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾔ 男 トヨタ自動車 F46 やり投 51m49
高松 佑圭 ﾀｶﾏﾂ ﾕｶ 女 ローソン T38 400m 1:08.15
竹村 明結美 ﾀｹﾑﾗ ｱﾕﾐ 女 アシックス T38 400m 1:11.76 100m 15.00(+1.2)
田中 司 ﾀﾅｶ ﾂｶｻ 男 三井住友海上 F12 やり投 47m76
田巻 佑真 ﾀﾏｷ ﾕｳﾏ 男 日本体育大学 T64 100m 12.43(-0.0) 200m 25.03(-1.4)
田村 直幸 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 男 SRC T36 400m 1:11.65 800m 2:40.74 NR
辻 沙絵 ﾂｼﾞ ｻｴ 女 日本体育大学 T47 走幅跳 4m97(+0.0) NR
辻村 美月 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 女 SRC T38 100m 22.82(-1.4）

十川 裕次 ﾄｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 男 幸福会ソレイユ	 T20 1500m 3:59.63 5000m 15:06.35 AR

中川 大輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男 愛知陸協 T20 1500m 4:14.95 5000m 15:47.02
本郷 佑汰 ﾎﾝｺﾞｳ ﾕｳﾀ 男 SRC T37 100m 16.85(+0.8)
又吉 康十 ﾏﾀﾖｼ ｺｳﾄ 男 ゼンリンDC T64 走幅跳 5m91(+0.1)
松本 武尊 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 男 ACKITA T36 100m 12.57(-0.3) 400m DNS
村竹 陽太 ﾑﾗﾀｹ ﾖｳﾀ 男 ACKITA T11 100m 13.43(-1.6)
土田 政志 GR
湯口 英理菜 ﾕｸﾞﾁ ｴﾘﾅ 女 日本体育大学 T61 走幅跳 2m89(+0.9) 200m 39.26(-0.6) WR,AR,NR
保田 明日美 ﾔｽﾀﾞ ｱｽﾐ 女 ろけっと団 T63 100m 18.06(-1.4) 走幅跳 3m38(-0.7）
山路 竣哉 ﾔﾏｼﾞ ｼｭﾝﾔ 男 東京陸協 T12 100m 11.41(-0.8)
山路 喬哉 ﾔﾏｼﾞ ﾀｶﾔ 男 メルカリ T12 100m 11.60(+1.5)
山本 萌恵子 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｺ 女 愛知陸協 T20 1500m 4:56.79 女 3000m 10:25.52
吉田 知樹 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 男 広島建設 T63 100m DNS
和田 伸也 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 男 長瀬産業 T11 1500m 4:10.44 5000m 15:26.39
長谷部 匠 GR 1500m 5000m
北村 友也 GR 5000m
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