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日付 種目

大久保　公彦(3) 10.40 岩崎　浩太郎(4) 10.43 草野　誓也 10.48 増田　拓巳(4) 10.50 川辺　隼也(4) 10.57 谷口　耕太郎 10.61 須田　隼人 10.65 吉田　知央 10.70
中央大 東海大 Team Accel 東海大 法政大 凸版印刷 いなば食品 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ
出場者なし

有馬　龍(3) 1:52.64
日本体育大
矢澤　航 14.08 渡邊　和敏 14.65 大越　崇浩(2) 14.86 岸井　貴春(4) 15.08 川名　裕治 16.03
ﾃﾞｻﾝﾄTC 由紀精密 筑波大 筑波大 LOW-TECH
枝　　裕二 2m06 宮本　隼汰(2) 2m00
M.A.K. 国際武道大
出場者なし

木村　研太 13m11 木内　亮平 12m42 斎藤　知樹(2) 11m12
川崎市陸協 中島走友会 横浜国立大
出場者なし

片岡　巧(1) 10.91 倉岡　大貴(1) 11.05 中村　亮太(1) 11.22 飯田　夢空(1) 11.25 岡村　大喜(1) 11.29 大洲　蒼空(1) 11.33 川﨑　凜(1) 11.38 大島　達也(1) 11.40
川崎市立橘高 東海大相模高 市立金沢高 東海大相模高 慶應高 川崎市立橘高 座間高 川崎市立橘高
安倍　立矩(1) 9:08.95 小室　凜太郎(1) 9:35.69 尼子　夏年(1) 9:52.04 菊地　駿輔(1) 10:06.39 有田　達輝(1) 10:54.32
厚木高 希望ヶ丘高 慶應高 湘南高 関東学院高
河須﨑　翔斗(1) 6m97(+0.2) 太田　輝(1) 6m66(-1.0)
川崎市立橘高 東海大相模高
下川　優来(1) 13m14 梶本　保希(1) 11m44 安田　修也(1) 11m39
西湘高 弥栄高 旭丘高
石井　大翔(2) 14.32 片岡　巧(1) 14.35 米山　大晟(1) 15.11 大塚　榛人(1) 15.68
東海大相模高 川崎市立橘高 桐蔭学園高 東海大相模高
高橋　明日香 12.09
ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
青木　りん 57.30
東邦銀行
出場者なし

芳賀　鼓(M1) 43m82
国士舘大
山内　愛 52m36
長谷川体育施設
出場者なし

青山　夏実(3) 1m75 中村　紗華(1) 1m72 北原　千愛(1) 1m69 加藤　玲奈 1m66 山田　実来(3) 1m63 菊池　涼香(3) 1m60 八ツ井はるか(3) 1m55 宮崎　蓮(1) 1m50
日本女子体育大 順天堂大 日本女子体育大 小田原市役所 桐光学園高 湘南工大附高 川崎市立橘高 相模田名高
遠田　光李(3) 3m30 佐々木　絢(2) 3m30 堀田　小雪(4) 3m20
川崎市立橘高 日本女子体育大 東海大
舛永　理紗(1) 12.44 宮崎　リサ(1) 12.72 宮渕　萌(1) 12.75 山田　菜月(1) 12.80 保谷　叶笑(1) 13.00 山口　朱莉(1) 13.00 前原　由佳(1) 13.08 大須賀しえ里(1) 13.12
東海大相模高 荏田高 桐光学園高 中大附横浜高 荏田高 舞岡高 荏田高 湘南工大附高
川越　美咲(1) 15.13 坂本　あい(1) 15.83 菅野　なつみ(1) 16.89
東海大相模高 藤沢西高 舞岡高
大庭　友理奈(1) 5m02(0.0) 北野　友美(1) 5m01(-0.1) 山口　朱莉(1) 4m85(-0.8) 猪俣　遥加(1) 4m61(-0.2)
東海大相模高 川崎市立橘高 舞岡高 光明相模原高

 成年/少年A女子共通
5000mW

 少年男子B 3000m

8月12日  成年女子 砲丸投(4.000kg)

8月11日

 成年女子 100m
風：+1.2

8月12日  成年男子 400m

 成年/少年A女子共通 棒高
跳

8月11日
 成年/少年A女子共通 走高

跳

8月10日  成年女子 やり投(600g)

8月11日

8月11日

8月11日
 成年男子 100m

風：+0.1

8月11日
 少年男子B 100m

風：+0.7

国体代表選手選考会 【18140015】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2018/08/10 ～ 2018/08/12

1位

8月10日  成年男子 やり投(800g)

8月12日  少年女子B 走幅跳

8月12日
 少年女子B 100mH(0.762m)

風：-0.4

8位

8月11日
 少年女子B 100m

風：+0.8

4位 5位 6位

8月12日
 少年男子共通

110mJH(0.991m)
風：-0.4

8月12日
 成年男子 110mH(1.067m)

風：+0.6

小澤 清治・轡田 寛・小谷 昭彦

宮永 均

岡本 克巳・坂本 聡志

松尾 正弘・小島 正久

西舘 健吾

竹田 道宏

8月12日  成年男子 800m

8月12日  成年女子 400m

8月12日  少年男子B 砲丸投(5.000kg)

8月12日  成年男子 砲丸投(7.260kg)

8月12日  少年男子B 走幅跳

7位2位 3位

8月11日

8月11日  成年女子 円盤投(1.000kg)

8月11日  成年男子 三段跳

8月12日  成年男子 走高跳


