２０１７関東インカレ

ピンク：女子短距離種目 水色：男子短距離種目 緑：男子長距離種目

第一日目 5月25日(木)
9:50 男子2部1500m

予選

中村裕紀(4) 生方敦也(2) 吉田圭太(1)

11:25 男子2部100m

予選

武内一世(1)

11:50 女子1部100m

予選

足立紗矢香(3) 伊藤有那(1) 佐々木梓(1)

12:50 男子3部110mH

決勝

岸一輝（M2)

12:55 男子2部110mH

予選

中野昴(2)

13:40 女子1部100mH

予選

萩原加奈子(4) 金井まるみ(2) 松田彩佳(2)

14:15 男子2部400m

予選

藤岡壱成(4)

14:30 女子1部走幅跳

決勝

三藤祐梨子(4) 今濱美咲(2) 佐々木明日香(2)

14:35 女子1部400m

予選

杉浦はる香(4) 三藤祐梨子(4) 藤井彩乃(1)

15:30 男子2部1500m

決勝

中村裕紀(4) 生方敦也(2) 吉田圭太(1)

16:10 男子2部4×100mR

予選

中村大紀(4) 藤岡壱成(4) 村山明輝(4) 金城貴之(3) 髙田亮佑(3) 武内一世(1)

16:35 女子1部4×100mR

予選

緒賀悠(4) 高森真帆(4) 足立紗矢香(3) 上村希実(2) 大竹佑奈(2) 伊藤有那(1)

17:05 男子2部10000m

決勝

橋詰大慧(3) 森田歩希(3) 橋間貴弥(3)

第二日目 5月26日(金)
9:50 男子2部110mH

準決勝

中野昴(2)

10:35 女子1部100mH

準決勝

萩原加奈子(4) 金井まるみ(2) 松田彩佳(2)

10:55 男子2部100m

準決勝

武内一世(1)

11:10 女子1部100m

準決勝

足立紗矢香(3) 伊藤有那(1) 佐々木梓(1)

11:45 男子2部400m

準決勝

藤岡壱成(4)

12:00 女子1部400m

準決勝

杉浦はる香(4) 三藤祐梨子(4) 藤井彩乃(1)

13:10 男子2部3000mSC

予選

上村臣平(2)

14:25 男子2部110mH

決勝

中野昴(2)

14:45 女子1部100mH

決勝

萩原加奈子(4) 金井まるみ(2) 松田彩佳(2)

14:55 男子2部100m

決勝

武内一世(1)

15:05 女子1部100m

決勝

足立紗矢香(3) 伊藤有那(1) 佐々木梓(1)

15:35 男子2部400m

決勝

藤岡壱成(4)

15:45 女子1部400m

決勝

杉浦はる香(4) 三藤祐梨子(4) 藤井彩乃(1)

18:10 男子2部4×100mR

決勝

中村大紀(4) 藤岡壱成(4) 村山明輝(4) 金城貴之(3) 髙田亮佑(3) 武内一世(1)

18:25 女子1部4×100mR

決勝

緒賀悠(4) 高森真帆(4) 足立紗矢香(3) 上村希実(2) 大竹佑奈(2) 伊藤有那(1)

第三日目 5月27日(土)
11:00 男子2部800m

予選

阿久津樹生(4) 齋藤未藍(4) 棗大吾(4)

11:30 女子1部800m

予選

奧田静香(3)

12:40 女子1部400mH

予選

三藤祐梨子(4) 松岡奈央(3) 村上瑞季(1)

14:05 男子3部200m

決勝

岸一輝(M2)

14:15 男子2部200m

予選

武内一世(1)

14:40 女子1部200m

予選

高森真帆(4) 上村希実(2) 佐々木梓(1)

15:50 男子2部800m

準決勝

阿久津樹生(4) 齋藤未藍(4) 棗大吾(4)

16:05 女子1部800m

準決勝

奧田静香(3)

17:00 男子2部3000mSC

決勝

上村臣平(2)

17:35 男子2部4×400mR

予選

齋藤未藍(4) 棗大吾(4) 藤岡壱成(4) 髙田亮佑(3) 中澤佑介(2) 中野昴(2)

18:10 女子1部4×400mR

予選

杉浦はる香(4) 三藤祐梨子(4) 奧田真澄(3) 上村希実(2) 佐々木梓(1) 藤井彩乃(1)

第四日目 5月28日(日)
9:00 男子2部ハーフマラソン

決勝

下田裕太(4) 林奎介(3) 山田滉介(3)

10:30 女子1部400mH

準決勝

三藤祐梨子(4) 松岡奈央(3) 村上瑞季(1)

11:20 男子2部200m

準決勝

武内一世(1)

11:30 女子1部200m

準決勝

高森真帆(4) 上村希実(2) 佐々木梓(1)

13:00 男子2部800m

決勝

阿久津樹生(4) 齋藤未藍(4) 棗大吾(4)

13:10 女子1部800m

決勝

奧田静香(3)

13:35 女子1部400mH

決勝

三藤祐梨子(4) 松岡奈央(3) 村上瑞季(1)

14:05 男子2部200m

決勝

武内一世(1)

14:15 女子1部200m

決勝

高森真帆(4) 上村希実(2) 佐々木梓(1)

15:00 男子2部5000m

決勝

小野田勇次(3) 鈴木塁人(2) 神林勇太(1)

16:10 男子2部4×400mR

決勝

齋藤未藍(4) 棗大吾(4) 藤岡壱成(4) 髙田亮佑(3) 中澤佑介(2) 中野昴(2)

16:20 女子1部4×400mR

決勝

杉浦はる香(4) 三藤祐梨子(4) 奧田真澄(3) 上村希実(2) 佐々木梓(1) 藤井彩乃(1)

