
種目 ゼッケン
レーン

試技順
氏名 フリガナ 所属 学年 学部 自己ベスト 登録陸協 種目 ゼッケン

レーン

試技順
氏名 フリガナ 所属 学年 学部 自己ベスト 登録陸協

100m 14 2 山田穂高 ﾔﾏﾀﾞﾎﾀｶ 慶大 4 薬 10"68 千葉 走高跳 36 1 山室光平 ﾔﾏﾑﾛｺｳﾍｲ 慶大 2 法・政治 1m90 神奈川

68 3 南山義輝 ﾐﾅﾐﾔﾏﾖｼｷ 早大 1 スポーツ科学 10"50 福岡 61 2 金井直 ｶﾅｲﾅｵ 早大 2 スポーツ科学 神奈川

1 4 小池祐貴 ｺｲｹﾕｳｷ 慶大 4 総合政策 10"32 北海道 3 3 森慶太 ﾓﾘｹｲﾀ 慶大 4 法・政治 1m95 神奈川

55 5 徳山黎 ﾄｸﾔﾏﾚｲ 早大 4 スポーツ科学 10"53 神奈川 56 4 根岸勇太 ﾈｷﾞｼﾕｳﾀ 早大 3 スポーツ科学 千葉

22 6 永田駿斗 ﾅｶﾞﾀｼｭﾝﾄ 慶大 3 総合政策 10"38 長崎 27 5 石川遼 ｲｼｶﾜﾘｮｳ 慶大 2 環境情報 2m08 東京

52 7 野本周成 ﾉﾓﾄｼｭｳｾｲ 早大 4 スポーツ科学 10"64 愛媛 補欠 34 中野雄仁 ﾅｶﾉﾕｳﾄ 慶大 2 経済 1m93 神奈川

補欠 10 和田佑太 ﾜﾀﾞﾕｳﾀ 慶大 M1 理工 10"66 神奈川 42 義永優樹 ﾖｼﾅｶﾞﾕｳｷ 慶大 1 法・政治 1m95 神奈川

11 内田貴一 ｳﾁﾀﾞｷｲﾁ 慶大 4 環境情報 10"61 東京 走幅跳 63 1 髙内真壮 ﾀｶｳﾁﾏｵ 早大 2 スポーツ科学 7m25 栃木

67 下平健正 ｼﾓﾀｲｹﾝｾｲ 早大 1 文化構想 10"63 青森 15 2 伊藤丈晃 ｲﾄｳﾀｹｱｷ 慶大 3 総合政策 7m43 福島

63 髙内真壮 ﾀｶｳﾁﾏｵ 早大 2 スポーツ科学 10"64 栃木 60 3 岡本和茂 ｵｶﾓﾄｶｽﾞｼｹﾞ 早大 2 スポーツ科学 7m32 大阪

400m 28 2 大谷尚文 ｵｵﾔﾅｵﾌﾐ 慶大 2 理工 47"70 三重 6 4 鈴木喜成 ｽｽﾞｷﾖｼﾅﾘ 慶大 4 商 7m36 神奈川

69 3 村木渉真 ﾑﾗｷｼｮｳﾏ 早大 1 スポーツ科学 47"07 愛知 56 5 根岸勇太 ﾈｷﾞｼﾕｳﾀ 早大 3 スポーツ科学 7m48 千葉

23 4 前山陽軌 ﾏｴﾔﾏﾊﾙｷ 慶大 3 環境情報 46"86 千葉 5 6 三上良英 ﾐｶﾐﾖｼﾋﾃﾞ 慶大 4 環境情報 7m64 福岡

51 5 石田裕介 ｲｼﾀﾞﾕｳｽｹ 早大 4 スポーツ科学 47"38 千葉 補欠 24 宮澤英佑 ﾐﾔｻﾞﾜｴｲｽｹ 慶大 3 法・法律 7m05 神奈川

12 6 塩津和輝 ｼｵﾂｶｽﾞｷ 慶大 4 環境情報 47"67 神奈川 40 友金ｼﾞｪｲﾑｽ ﾄﾓｶﾈｼﾞｪｲﾑｽ 慶大 1 環境情報 7m18 神奈川

65 7 伊東利来也 ｲﾄｳﾘｸﾔ 早大 1 スポーツ科学 47"28 千葉 52 野本周成 ﾉﾓﾄｼｭｳｾｲ 早大 4 スポーツ科学 愛媛

補欠 18 小林児太朗 ｺﾊﾞﾔｼｺﾀﾛｳ 慶大 3 理工 48"52 埼玉 棒高跳 30 1 奥平拓海 ｵｸﾋﾗﾀｸﾐ 慶大 2 環境情報 4m80 東京

35 南正志 ﾐﾅﾐﾏｻｼ 慶大 2 商 49"89 神奈川 56 2 根岸勇太 ﾈｷﾞｼﾕｳﾀ 早大 3 スポーツ科学 3m30 千葉

54 加藤修也 ｶﾄｳﾉﾌﾞﾔ 早大 4 スポーツ科学 45"69 静岡 31 3 川端一輝 ｶﾜﾊﾞﾀｶｽﾞｷ 慶大 2 経済 4m20 群馬

66 折田歩夢 ｵﾘﾀｱﾕﾑ 早大 1 スポーツ科学 47"59 鹿児島 60 4 岡本和茂 ｵｶﾓﾄｶｽﾞｼｹﾞ 早大 2 スポーツ科学 大阪

1500m 9 1 野村直己 ﾉﾑﾗﾅｵｷ 慶大 M1 政策メディア 3'55"85 山口 37 5 小島信一郎 ｺｼﾞﾏｼﾝｲﾁﾛｳ 慶大 1 総合政策 4m00 大阪

70 2 森田将平 ﾓﾘﾀｼｮｳﾍｲ 早大 1 スポーツ科学 4'01"54 広島 補欠 8 堀内隆仁 ﾎﾘｳﾁﾀｶﾋﾄ 慶大 M2 政策メディア 4m10 東京

7 3 中谷浩崇 ﾅｶﾀﾆﾋﾛﾀｶ 慶大 4 理工 3'49"94 神奈川 28 大谷尚文 ｵｵﾔﾅｵﾌﾐ 慶大 2 理工 2m80 三重

62 4 齋藤雅英 ｻｲﾄｳﾏｻﾋﾃﾞ 早大 2 スポーツ科学 3'47"35 東京 円盤投 20 1 内藤健太 ﾅｲﾄｳｹﾝﾀ 慶大 3 経済 33m10 神奈川

19 5 田島直人 ﾀｼﾞﾏﾅｵﾄ 慶大 3 総合政策 4'02"00 千葉 8 2 堀内隆仁 ﾎﾘｳﾁﾀｶﾋﾄ 慶大 M2 政策メディア 43m11 東京

59 6 飯島陸斗 ｲｲｼﾞﾏﾘｸﾄ 早大 2 スポーツ科学 3'49"68 茨城 58 3 雨宮巧 ｱﾒﾐﾔﾀｸﾐ 早大 2 社会科学部 32m72 山梨

補欠 16 岩船佑希 ｲﾜﾌﾈﾕｳｷ 慶大 3 法・政治 3'57"16 東京 2 4 加賀見康晴 ｶｶﾞﾐﾔｽﾊﾙ 慶大 4 法・法律 30m57 神奈川

32 川村知樹 ｶﾜﾑﾗﾄﾓｷ 慶大 2 法・政治 3'58"04 神奈川 補欠 30 奥平拓海 ｵｸﾋﾗﾀｸﾐ 慶大 2 環境情報 30m78 東京

53 谷原知己 ﾀﾆﾊﾗﾄﾓｷ 早大 3 スポーツ科学 4'00"39 神奈川 33 佐藤孝紀 ｻﾄｳﾀｶﾉﾘ 慶大 2 法・政治 神奈川

64 西久保達也 ﾆｼｸﾎﾞﾀﾂﾔ 早大 2 スポーツ科学 3'54"15 埼玉 やり投 17 1 掛村将寛 ｶｹﾑﾗﾏｻﾋﾛ 慶大 3 商 52m83 東京

110mH 13 2 中島瑞樹 ﾅｶｼﾞﾏﾐｽﾞｷ 慶大 4 理工 14"69 長野 52 2 野本周成 ﾉﾓﾄｼｭｳｾｲ 早大 4 スポーツ科学 43m03 愛媛

57 3 古谷拓夢 ﾌﾙﾔﾀｸﾑ 早大 3 スポーツ科学 13"73 神奈川 21 3 中島悠太 ﾅｶｼﾞﾏﾕｳﾀ 慶大 3 経済 埼玉

4 4 上野佑太 ｳｴﾉﾕｳﾀ 慶大 4 環境情報 14"20 福岡 26 4 安部広太郎 ｱﾍﾞｺｳﾀﾛｳ 慶大 2 商 53m26 神奈川

52 5 野本周成 ﾉﾓﾄｼｭｳｾｲ 早大 4 スポーツ科学 13"62 愛媛 補欠 31 3 川端一輝 ｶﾜﾊﾞﾀｶｽﾞｷ 慶大 2 経済 49m29 群馬

38 6 富岡達人 ﾄﾐｵｶﾀﾂﾄ 慶大 1 環境情報 14"20 大阪 41 中野敬太 ﾅｶﾉｹｲﾀ 慶大 1 法・政治 神奈川

61 7 金井直 ｶﾅｲﾅｵ 早大 2 スポーツ科学 13"85 神奈川

補欠 25 山田龍 ﾔﾏﾀﾞﾘｭｳ 慶大 3 法・政治 14"70 神奈川

39 富山弘貴 ﾄﾐﾔﾏﾋﾛｷ 慶大 1 環境情報 14"35 広島

4x200mR 55 徳山黎 ﾄｸﾔﾏﾚｲ 4 スポーツ科学 神奈川

52 野本周成 ﾉﾓﾄｼｭｳｾｲ 4 スポーツ科学 愛媛

67 下平健正 ｼﾓﾀｲｹﾝｾｲ 1 文化構想 青森

65 伊東利来也 ｲﾄｳﾘｸﾔ 1 スポーツ科学 千葉

68 南山義輝 ﾐﾅﾐﾔﾏﾖｼｷ 1 スポーツ科学 福岡

51 石田裕介 ｲｼﾀﾞﾕｳｽｹ 4 スポーツ科学 千葉

10 和田佑太 ﾜﾀﾞﾕｳﾀ M1 理工 神奈川

1 小池祐貴 ｺｲｹﾕｳｷ 4 総合政策 北海道

14 山田穂高 ﾔﾏﾀﾞﾎﾀｶ 4 薬 千葉

22 永田駿斗 ﾅｶﾞﾀｼｭﾝﾄ 3 総合政策 長崎

11 内田貴一 ｳﾁﾀﾞｷｲﾁ 4 環境情報 東京

29 大川弘太郎 ｵｵｶﾜｺｳﾀﾛｳ 2 法・政治 神奈川
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