
【十種競技】

No. 招待 性別 所属 都道府県 資格記録 自己記録
2016年度
ﾗﾝｷﾝｸﾞ

1 ○ 中村 明彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 男 スズキ浜松ＡＣ 静岡 8180 8180 1
2 ○ 右代 啓祐 ｳｼﾛ ｹｲｽｹ 男 スズキ浜松ＡＣ 静岡 8160 8308 2
3 ○ 川崎 和也 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ 男 Team Accel 千葉 7665 7679 3
4 ○ 清水 剛士 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 男 NTN 三重 7535 7697 4
5 森本 公人 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾐﾄ 男 大阪教育大 京都 7445 7445 5
6 潮崎 傑 ｼｵｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 男 日本大 兵庫 7422 7422 7
7 柏倉 飛鳥 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｱｽｶ 男 Team Accel 千葉 7400 7400 8
8 右代 啓欣 ｳｼﾛ ﾋﾛﾖｼ 男 国士舘大 東京 7385 7385 9
9 音部 拓仁 ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ 男 富士通 埼玉 7338 7725 10

10 片山 和也 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 男 中京大 岡山 7324 7324 11
11 坂本 都志記 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｷ 男 大隅鹿屋病院 鹿児島 7275 7304 12
12 小倉 希望 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 男 筑波大 鹿児島 7240 7351 13
13 武本 泰漢 ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾝ 男 アルプロンAC 東京 7132 7132 15
14 乾 颯人 ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ 男 皇學館大 三重 7118 7118 16
15 伊佐 嘉矩 ｲｻ ﾖｼﾉﾘ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪 7079 7079 17
16 村中 智彦 ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 男 順天堂大 長野 7068 7068 18
17 栗原 彰理 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾏｻ 男 東京陸協 東京 7053 7053 19
18 川畑 夏唯 ｶﾜﾊﾀ ｶｲ 男 千葉商科大 千葉 7021 7021 20
19 黒田 貴稔 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 男 びわこスポーツ大 静岡 6998 6998 21
20 久家 俊希 ｸﾔ ﾄｼｷ 男 筑波大 京都 6976 6976 22
21 清水 陽春 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾊﾙ 男 日本体育大 群馬 6957 6957 24
22 稲葉 礼史 ｲﾅﾊﾞ ﾚｲｼﾞ 男 国際武道大 千葉 6949 6949 25
23 岸川 勇 ｷｼｶﾜ ﾕｳ 男 日本大 長崎 6944 6944 26
24 奥田 啓祐 ｵｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 男 東海大 東京 6886 6886 31

【七種競技】

No. 招待 性別 所属 都道府県 資格記録 自己記録
2016年度
ﾗﾝｷﾝｸﾞ

1 ○ ヘンプヒル 恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 女 中央大 京都 5882 5882 1
2 山﨑 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 女 九州共立大 長崎 5751 5751 2
3 ○ 宇都宮 絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 女 長谷川体育施設 兵庫 5668 5668 3
4 ○ 桐山 智衣 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ 女 ヤマダ電機 群馬 5597 5597 4
5 西村 莉子 ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 女 武庫川女子大 兵庫 5486 5486 5
6 シュレスタ まや ｼｭﾚｽﾀ ﾏﾔ 女 筑波大 大阪 5361 5361 6
7 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 女 筑波大 東京 5276 5389 9
8 川口 真弥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾔ 女 筑波大 大阪 5131 5131 12
9 藤沼 朱音 ﾌｼﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 女 中央大 神奈川 5090 5090 14

10 渡辺 歩佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕｶ 女 日本体育大 北海道 5090 5090 14
11 堂脇 優香 ﾄﾞｳﾜｷ ﾕｳｶ 女 武庫川女子大 兵庫 5085 5085 16
12 中田 有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 女 日本保育サービス 愛知 5065 5962 17
13 諏訪間 恵美 ｽﾜﾏ ｴﾐ 女 国士舘クラブ 神奈川 4956 4956 21
14 萬 玲奈 ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女 滋賀陸協 滋賀 4946 4946 22
15 遠山 実希 ﾄｵﾔﾏ ﾐｷ 女 トヨタ自動車 愛知 4908 4946 25
16 石黒 りえ ｲｼｸﾞﾛ ﾘｴ 女 座間市陸協 神奈川 4825 4967 29
17 松岡 絵里 ﾏﾂｵｶ ｴﾘ 女 環太平洋大 兵庫 4822 4822 31
18 山田 夏葵 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 女 中央大 埼玉 4821 4821 32
19 泉谷 莉子 ｲｽﾞﾀﾆ ﾘｺ 女 武庫川女子大 大阪 4808 4808 35
20 佐野 琴美 ｻﾉ ｺﾄﾐ 女 日本体育大 神奈川 4802 4802 37
21 山手 美久莉 ﾔﾏﾃ ﾐｸﾘ 女 国士舘クラブ 東京 4785 4870 41
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【十種競技】

No. 招待 性別 所属 都道府県 資格記録 自己記録
2016年度
ﾗﾝｷﾝｸﾞ

25 小野瀬 翼 ｵﾉｾ ﾂﾊﾞｻ 男 日本体育大 石川 6909 6909 27
26 乾 大輔 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｽｹ 男 関西学院大 京都 6908 6914 28
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