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台風22号の接近に伴う悪天候につき、

主催者の判断で以下の種目を中止した。

【男子】
・5000m（4～6組）

・10000m

・4×400mR

・走幅跳（5、6回目）

・三段跳

・ハンマー投

【女子】
・4×400mR

・三段跳

・ハンマー投



男子100m

大会記録(GR)            10.45     寺田 健人(中京大)                     2014 10月29日 10:25 

1組 (風:-0.6) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 愛知

1 6 F1508 杉本　大騎(3) 尾北高 10.90 1 8 C766 岡田　崇平 小島プレス 11.26
ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富山 ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾔ 愛知

2 7 5-423 倉川　鷹斗(3) 中京大 10.95 2 2 J1101 奥村　俊哉(1) 愛知高 11.31
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛知 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 静岡

3 4 5-33 長谷川　有希(4) 名大 11.27 3 6 5-425 小泉　潤(3) 中京大 11.44
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛知 ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知

4 1 5-85 新海　涼司(2) 名大 11.29 4 4 J1094 戸田　由騎(2) 愛知高 11.62
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 愛知 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知

5 5 L1670 村瀬　崚(3) 豊田大谷高 11.44 1 5-361 大久保　直哉(4) 中京大 DNS
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 愛知 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 愛知

6 2 5-1039 鈴木　賢太(3) 大同大 11.56 3 5-102 太田　敦(3) 愛知学院大 DNS
ｸｼﾞﾒ ﾕｳｶﾞ 徳島 ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ 愛知

3 5-1067 久次米　悠雅(1) 中京大 DNS 5 5-613 大橋　永(4) 東海学大 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 岡山 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知

8 5-1053 藤原　将司(1) 中京大 DNS 7 5-354 中島　大我(1) 至学館大 DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 愛知 ﾋﾗﾀ ｶﾂﾐ 愛知

1 1 5-1042 橋本　隆一(2) 大同大 11.27 1 3 C9079 平田　勝己 エイム 11.21
ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知 ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

2 7 5-594 早川　和輝(2) 名城大 11.34 2 1 5-372 矢野　智大(4) 中京大 11.32
ｻｶｲ ｶﾂﾐ 愛知 ｷﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 愛知

3 8 L2065 酒井　克実(2) 豊田高専 11.35 3 7 H1384 木林　翼(2) 日進西高 11.33
ｵﾄｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 三重 ｺｳﾑﾗ ｱﾂｷ 愛知

4 6 5-1069 音泉　翔哉(4) 中部大 11.36 4 2 B1750 紅村　篤紀 POWER MAX 11.47
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知

5 4 J1554 佐藤　優樹(1) 菊里高 11.41 5 5 5-616 遠山　慎一郎(4) 東海学大 11.54
ｱｵｷ ｹﾝｼｮｳ 滋賀 ｱﾗｷ ｼｹﾞﾀｶ 愛知

6 3 6-1573 青木　謙尚(2) 滋賀大 11.56 6 6 F1920 荒木　誉天(2) 尾北高 11.55
ｺﾀﾞﾏ ｲｷ 鹿児島 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｲｷ 愛知

7 2 5-1049 児玉　粹(1) 中京大 11.61 7 8 H1385 小笠原　海貴(2) 日進西高 11.67
ｺﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 愛知 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾅﾘ 愛知

8 5 J1107 小塚　功太郎(2) 愛知高 11.64 4 5-614 小笠原　朝成(4) 東海学大 DNS

5組 (風:-0.2) 6組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛知 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知

1 8 5-617 山田　魁星(4) 東海学大 11.14 1 8 L1997 岩元　将生(3) 三好高 11.44
ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 愛知 ｶﾜｲ ｶﾝｼﾞ 愛知

2 2 A409 近藤　順三郎 スターライズ 11.32 2 3 5-122 河合　完治(2) 愛知学院大 11.46
ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 愛知 ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ 愛知

3 6 5-1286 前畑　有輝(1) 東海学大 11.40 3 5 5-360 井面　拓也(4) 中京大 11.51
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 愛知 ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ 愛知

4 5 5-103 吉田　遥樹(3) 愛知学院大 11.41 4 1 L2177 村田　恭健(1) 三好高 11.56
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜 ｵｵｲﾜ ｾﾅ 愛知

5 7 5-357 中島　一将(4) 中京大 11.56 4 2 H1378 大岩　世奈(2) 星城高 11.56
ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 愛知

6 4 5-359 井添　晶文(4) 中京大 11.69 6 7 L2176 近藤　隼人(1) 三好高 11.65
ｻｻｷ ｺｳｽｹ 愛知 ｸﾗﾁ ﾀｶﾔ 愛知

7 1 L1660 佐々木　康介(2) 豊田大谷高 11.78 7 6 L1666 倉地　貴也(2) 豊田大谷高 11.70
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ 愛知 ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 三重

3 F1649 近藤　玲司(1) 尾北高 DNS 8 4 1148 笠原　真綾(3) 三重高 12.14

凡例  DNS:欠場



男子100m

大会記録(GR)            10.45     寺田 健人(中京大)                     2014 10月29日 10:25 

7組 (風:-0.2) 8組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 滋賀 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

1 4 5-1050 福永　凌太(1) 中京大 11.38 1 5 5-575 後藤　祐貴(3) 名城大 11.69
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 長野 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

2 3 B9956 丸岡　精二 駒ヶ根AC 11.64 2 6 L2063 宮川　凌太(2) 豊田高専 11.89
ﾓﾘ ﾀｶﾔ 愛知 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 鹿児島

3 5 H1381 森　貴哉(2) 星城高 11.69 3 3 5-362 川畑　慎吾(4) 中京大 11.93
ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 愛知 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 静岡

4 1 5-650 吉本　優馬(2) 東海学大 11.78 4 1 5-1104 高柳　育矢(3) 名古屋学院大 11.93
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 愛知 ﾀｹｳﾁ ｱｵﾄ 愛知

5 8 5-629 宮川　新(3) 東海学大 11.99 5 8 L2216 竹内　蒼人(1) 三好高 11.97
ｸﾛｺｳﾁ ﾘｸﾄ 愛知 ｸｻｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知

6 2 J1125 黒河内　陸人(2) 愛知高 12.00 6 4 5-1374 草崎　総一朗(1) 中部大 12.02
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 愛知

7 7 5-636 佐藤　広幸(2) 東海学大 12.10 7 7 H1083 中村　康貴(2) 大同大大同高 12.06
ﾔﾏｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ｲｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 愛知

6 5-618 山内　翼(4) 東海学大 DNS 2 L2195 石村　大樹(1) 豊田大谷高 DNS

9組 (風:+0.1) 10組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知

1 6 H1350 加藤　寛之(2) 天白高 11.59 1 6 C9054 石田　正大 愛知陸協 11.48
ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ 愛知 ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｽｹ 愛知

2 2 5-1455 小泉　登(1) 名古屋学院大 11.80 2 4 J984 鶴田　大介(2) 菊里高 11.83
ﾀﾝ ﾅﾂｷ 愛知 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 愛知

3 7 L2175 丹　南暉(1) 三好高 11.95 3 7 5-642 林　佑哉(2) 東海学大 11.97
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 長野 ｺﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

4 1 105 土屋　雄大 飯伊陸協 11.97 4 8 5-1097 小西　隆之介(4) 名古屋学院大 12.01
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 愛知 ﾔﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 愛知

5 5 5-1111 加藤　駿(2) 名古屋学院大 11.98 5 5 L2573 矢頭　飛雄夏(1) 豊田北高 12.06
ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 愛知

6 8 5-96 青山　洸気(4) 愛知学院大 12.44 6 3 J1646 松原　康太(1) 愛知高 12.07
愛知 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知

3 L1665 ｶﾅﾖﾝ ﾐｹﾞﾙ(2) 豊田大谷高 DNS 7 1 L1668 谷澤　佑貴(2) 豊田大谷高 12.20
ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ 愛知 ﾋﾗﾃ ﾕｳｷ 愛知

4 J1126 森川　陽一朗(2) 愛知高 DNS 8 2 F1654 平手　優輝(1) 尾北高 12.40

11組 (風:+0.4) 12組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾏ 愛知 ﾉｽﾞｴ ﾖｼﾅﾘ 愛知

1 7 L2211 高木　ユウマ(1) 三好高 11.80 1 3 5-555 野末　佳成(3) 南山大 11.83
ﾏｴﾀﾞ ｱｽﾞﾏ 愛知 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知

2 1 L2179 前田　亜津摩(1) 三好高 11.83 2 4 5-110 北村　弘晃(3) 愛知学院大 11.84
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 愛知 ｼﾏｶﾜ ｺｳﾀ 愛知

3 3 5-1376 林　拓実(1) 中部大 11.96 3 5 A463 島川　昂太 スターライズ 11.91
ｶﾄｳ ｶﾝｴｲ 愛知 ｽｷﾞｵ ｲｯｾｲ 愛知

4 6 L2009 加藤　幹瑛(2) 三好高 12.03 4 8 J1486 杉尾　一成(2) 総合工科高 11.98
ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 愛知

5 2 5-630 山澤　遼大(3) 東海学大 12.06 5 7 5-1098 竹内　優翔(4) 名古屋学院大 12.16
ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 愛知 ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 愛知

6 4 L2015 船田　ヒロヒト(2) 三好高 12.22 6 2 H1090 岩永　向世(2) 大同大大同高 12.20
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 愛知 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ 東京

5 L2196 藤井　祐輔(1) 鶴城丘高 DNS 1 5220 佐藤　丞 PMAC DNS
ﾉﾄﾞﾔ ﾀｸﾑ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知

8 5-1094 能登谷　拓武(M1) 豊橋技科大 DNS 6 A465 前田　智哉 スターライズ DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m

大会記録(GR)            10.45     寺田 健人(中京大)                     2014 10月29日 10:25 

13組 (風:+0.4) 14組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｲﾔ 三重 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 愛知

1 3 5-1113 谷口　稀依也(2) 名古屋学院大 11.59 1 4 5-1285 大久保　光祐(1) 東海学大 11.43
ｲｿｶﾞｲ ﾋｶﾙ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 愛知

2 8 C1335 磯谷　光 豊田高専AC 11.74 2 3 J1479 山口　颯太(1) 市工芸高 11.92
ｳｶｲ ｺｳｲﾁ 静岡 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｾｲ 愛知

3 4 5-1107 鵜飼　孝一(2) 名古屋学院大 11.81 3 8 J996 高橋　大成(2) 菊里高 11.94
ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 愛知 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 愛知

4 6 L2576 齋藤　惠太(1) 豊田北高 11.86 4 5 J1650 田中　椋(1) 愛知高 12.23
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 愛知 ﾆｼｷ ﾘｮｳ 愛知

5 2 H1082 清水　陸(2) 大同大大同高 12.25 5 6 L2396 西木　崚(1) 豊田高専 12.24
ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ 愛知

6 5 F1735 戸田　健太(1) 佐織工髙 12.26 1 5-431 水野　照太(3) 中京大 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知 ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 愛知

7 1 J1100 近藤　宗一郎(2) 愛知高 12.33 2 5-459 井出　拓見(2) 中京大 DNS
ｲﾁﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 岐阜 ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊本

7 5-1452 市原　僚太(1) 名古屋学院大 DNS 7 5-434 米村　竜星(3) 中京大 DNS

15組 (風:+0.3) 16組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ｸｵﾝ 愛知

1 3 5-397 鈴木　康太(4) 中京大 11.25 1 5 H1389 杉浦　久遠(2) 日進西高 11.81
ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 愛知

2 4 5-407 片山　和也(4) 中京大 11.27 2 3 L1304 永田　健人(2) 豊田北高 11.91
ｷﾑﾗ ﾀｶﾄ 茨城 ﾊﾀﾉ ｸﾆﾋｺ 愛知

3 7 5-393 木村　陸人(4) 中京大 11.82 3 6 B1472 波多野　邦彦 東海デカスロン 12.14
ｵｵﾂｶ ｼｵﾝ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｷ 愛知

4 2 J1648 大塚　至恩(1) 愛知高 11.97 4 7 J1455 松本　雅生(2) 山田高 12.22
ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知 ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄ 愛知

5 5 5-390 飯田　哲大(4) 中京大 11.98 5 4 J1144 奥山　岳冬(2) 名古屋商高 12.34
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 香川 ﾀｹｼﾀ ﾀｸﾏ 愛知

6 6 5-401 山崎　太士(4) 中京大 12.11 6 1 L1315 竹下　拓馬(2) 豊田北高 12.40
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 愛知 ｴｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知

7 1 H1094 佐藤　嵩瑠(2) 大同大大同高 12.12 7 2 J1752 江崎　颯人(1) 山田高 12.65
ﾏｽﾀﾞ ﾄｳﾏ 愛知 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｸﾐ 愛知

8 8 H1593 増田　闘馬(1) 大同大大同高 12.33 8 J1132 別府　拓(1) 愛知高 DNS

17組 (風:0.0) 18組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾀ ﾅｵｷ 愛知 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ 愛知

1 8 L2504 北　直樹(1) 三好高 11.90 1 5 B9126 下村　遼 愛知陸協 11.93
ﾌｶﾂ ｼｮｳﾏ 愛知 ｿｳﾌｸ ﾕｳﾀ 愛知

2 5 L2011 深津　将誠(2) 三好高 11.92 2 1 H1564 早福　裕太(1) 天白高 12.20
ﾂﾂﾞｷ ﾀｸﾏ 愛知 ｶﾀﾅﾔ ﾖｼﾉﾘ 愛知

3 7 5-1448 都築　卓馬(1) 大同大 12.09 3 3 L2394 刀谷 吉徳(1) 豊田高専 12.21
ﾄﾐﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾏ 愛知

4 4 H1598 富田　崚介(1) 大同大大同高 12.23 4 2 H1692 青山　侑雅(1) 享栄高 12.24
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾀ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 愛知

5 6 H1421 田口　圭太(2) 享栄高 12.35 5 6 L2630 山口 玲真(1) 豊田高専 12.27
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷﾖ 愛知 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾌﾐ 愛知

6 3 F1733 藤本　一清(1) 佐織工髙 12.48 6 4 L2078 山中　理史(2) 豊田高専 12.37
ｶｻｲ ﾄｼｷ 愛知 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 愛知

7 2 L1669 葛西　駿輝(2) 豊田大谷高 12.61 7 7 H1686 加藤　悠太(1) 享栄高 12.43
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 愛知 ﾋﾗﾉ ﾅｵｷ 愛知

1 B1272 吉村　文孝 にっとTFC DNS 8 8 F1727 平野　直希(2) 佐織工髙 13.01

凡例  DNS:欠場



男子100m

大会記録(GR)            10.45     寺田 健人(中京大)                     2014 10月29日 10:25 

19組 (風:0.0) 20組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｭｳｶﾞ 愛知 ｲﾄｳ ﾖｼｷ 愛知

1 2 H1688 小林　飛向(1) 享栄高 12.38 1 5 5-1558 伊藤　圭希(4) 中京大 12.12
ﾅｶｾ ﾑﾂｷ 愛知 ﾐﾅﾐ ﾀｹｼ 愛知

2 5 H1565 中瀬　睦基(1) 天白高 12.44 2 3 H1513 南　岳志(1) 日進西高 12.35
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾌﾐ 愛知 ﾌｼﾞﾉ ﾄﾓﾌﾐ 愛知

3 6 L1317 水野　義文(2) 豊田北高 12.47 3 1 L1318 藤野　智史(2) 豊田北高 12.50
ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾄｳ ｱﾗﾀ 愛知

4 8 J1649 廣瀬　拓海(1) 愛知高 12.62 4 4 L2536 加藤　新汰(1) 岡崎学園高 12.64
ﾖﾀ ﾘｮｳｺﾞ 愛知 ｲｹﾀﾞ ｶｲﾄ 愛知

5 7 H1721 依田　陵吾(2) 大同大大同高 12.69 5 8 F1728 池田　海人(1) 佐織工髙 12.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸｵｳ 愛知 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 愛知

6 4 F1890 渡辺　陸皇(1) 愛知啓成高 12.92 6 2 B1281 桂川　祐一 にっとTFC 12.81
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 愛知 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 愛知

7 3 J1131 長谷川　裕哉(1) 愛知高 13.24 7 6 H1095 伊藤　純(2) 大同大大同高 13.13
ｻｻｶﾜ ﾖｼｱｷ 愛知 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 愛知

1 L1336 笹川　佳明(2) 岡崎学園高 DNS 7 H1347 佐藤　樹(2) 天白高 DNS

21組 (風:+0.4) 22組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｹﾞ ﾘｭｳｶﾞ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 愛知

1 4 H1420 柘植　竜雅(2) 享栄高 12.55 1 6 C9080 松本　優一 愛知陸協 11.55
ｶﾂﾏﾀ ﾊﾔﾃ 愛知 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾔ 愛知

2 3 L2017 勝亦　颯(2) 三好高 12.65 2 8 F1839 川﨑　優也(1) 一宮高 12.31
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 愛知 ｸﾗｼﾏ ﾕｳｷ 愛知

3 8 J1574 山本　優弥 (1) 名古屋商高 12.92 3 2 J1484 倉島　侑希(2) 総合工科高 12.54
ｲﾄｳ ｶｹﾙ 三重 ﾖｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知

4 1 2087 伊藤　翔(1) 高田高 13.07 3 7 F1837 吉山　大護(1) 一宮高 12.54
ﾃﾗｼﾀ ﾚﾝﾄ 愛知 ｻｶﾓﾄ ｺｳ 愛知

5 7 H1510 寺下　廉人(1) 日進西高 13.07 5 5 J1721 坂本　洸(1) 総合工科高 12.58
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 愛知 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 愛知

6 6 H1084 近藤　優(2) 大同大大同高 13.08 6 3 J1703 二宮　和也(1) 総合工科高 14.16
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 三重 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ 愛知

7 5 1909 長谷川　亮太(2) 高田高 13.46 4 B1406 河口　高久 中京大クラブ DNS
ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾔﾄ 愛知

8 2 H1689 日比野　隼斗(1) 享栄高 13.62

23組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 岐阜

1 4 254 塚本　渉太(2) 東濃実高 11.37
ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岐阜

2 6 927 上田　隼土(1) 東濃実高 12.20
ｱｻﾋ ﾋﾛﾑ 岐阜

3 3 247 朝日　大夢(3) 東濃実高 12.35
ｵｸ ﾏｻﾋﾛ 三重

4 5 1902 奥　雅弘(2) 高田高 12.68
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知

5 8 C9055 渡辺　裕二 愛知陸協 12.79
ﾉﾀﾞ ｾｲﾔ 岐阜

6 2 1295 野田　聖也(1) 東濃実高 12.86
ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岐阜

7 928 篠田　龍太(1) 東濃実高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m

大会記録(GR)            46.97     籾木 勝吾(中京大)                     2011 10月29日 12:20 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｱｻｲ ﾘｮｳ 愛知

1 3 5-418 岡田　直也(3) 中京大 48.70 1 6 5-1528 朝井　瞭(3) 名市大 51.57
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ 福島 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 愛知

2 5 5-468 五十嵐　雅記(2) 中京大 50.61 2 8 L2505 鈴木　隆斗(1) 三好高 52.34
ﾔｽｴ ﾕｳﾏ 岐阜 ﾏﾂﾐﾔ ﾁｶﾄﾓ 滋賀

3 7 5-1074 安江　悠真(3) 中部大 52.12 3 3 5-752 松宮　慎友 岐阜経済大 52.92
ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛知 ｺﾔﾅｷﾞ ｶｲﾘ 愛知

1 5-541 佐藤　晃平(2) 名市大 DNS 4 7 H1479 小柳　界力(1) 天白高 53.11
ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 愛知 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 滋賀

2 5-463 小山　拓也(2) 中京大 DNS 5 4 6-1575 東　将大(2) 滋賀大 53.53
ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 愛知

4 C9057 屋貝　博文 愛知陸協 DNS 6 1 5-1379 福田　敦大(1) 東海学大 53.55
ｾｷ ﾅｵﾔ 愛知 ｶｲ ﾕﾀｶ 愛知

6 B1753 関　尚哉 POWER MAX DNS 7 2 L1338 甲斐　裕(2) 岡崎学園高 53.75
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 静岡 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞ 愛知

8 5-559 川口　稜太(2) 南山大 DNS 8 5 L2067 塚本　和(2) 豊田高専 54.23

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾜ ﾀﾂﾔ 愛知 ｱｻｲ ｼｮｳﾍｲ 愛知

1 7 F1500 丹羽　龍也(2) 尾北高 53.65 1 6 L1340 淺井　将平(2) 岡崎学園高 54.07
ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 愛知 ｺｼﾉ ﾕｳﾄ 三重

2 5 H1386 中川　剛志(2) 日進西高 53.75 2 7 1927 越野　勇斗(1) 高田高 54.49
ｿｶﾞ ｼｭﾝｻｸ 愛知 ｲｹﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 愛知

3 3 H1237 曽我　駿作(2) 中村高 54.26 3 5 J1754 池山　将平(1) 山田高 54.80
ｿｶﾞ ﾂｶｻ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｲﾁ 愛知

4 8 5-1491 曽我　司(1) 名城大 54.35 4 4 J1708 杉浦　彰一(1) 総合工科高 55.40
ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 愛知 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知

5 6 H935 岡元　裕輝(2) 昭和高 54.38 5 8 J1093 岡田　朋也(2) 愛知高 57.07
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ 愛知 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 愛知

6 2 F1648 山本　倫也(1) 尾北高 55.05 6 2 L1332 花澤　優河(2) 岡崎学園高 58.76
ｸﾏｻﾞｷ ﾚﾝ 愛知 愛知

7 4 L1316 熊崎　廉(2) 豊田北高 55.11 1 L2527 ｸｴﾄ ｱﾚｸｻﾝﾃﾞﾙ(2) 豊田大谷高 DNS
ｶﾆ ﾊﾙｶ 愛知 ﾓﾄﾔ ﾀﾂﾛｳ 愛知

8 1 J1105 可兒　遥(2) 愛知高 56.04 3 C9052 元谷　達郎 愛知陸協 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｲ ｱｷﾄ 愛知 ﾜｸｲ ﾘｮｳｼﾞ 新潟

1 3 J1127 甲斐　暉人(2) 愛知高 55.85 1 6 5-475 和久井　亮二(2) 中京大 54.54
ｲﾄｳ ｹｲ 愛知 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 三重

2 6 F1918 伊藤　佳(2) 愛知啓成高 56.20 2 7 5-462 川村　建勝(2) 中京大 56.64
ｶﾈｺ ｺｳｷ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｽｹ 愛知

3 8 L2503 金子　弘樹(1) 三好高 56.65 3 3 H1509 渡邉　輝介(1) 日進西高 58.79
ﾀｹｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾕｷ 愛知

4 5 J1643 竹川　和樹(1) 愛知高 57.61 4 5 J1573 後藤　直之(1) 市工芸高 59.89
ｻｻｷ ﾕｳﾔ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 愛知

5 7 H1508 佐々木　結也(1) 日進西高 57.69 5 8 L2528 上田　慎之助(1) 豊田大谷高 1:02.85
ｽｽﾞｷ ﾋﾕｳ 愛知 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀﾞｲ 愛知

1 L2480 鈴木　飛雄(1) 鶴城丘高 DNS 6 2 H1597 加藤　遼大(1) 大同大大同高 1:05.07
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 愛知 ｷﾀﾔﾏ ﾚｵ 愛知

2 L2198 榊原　健太(1) 鶴城丘高 DNS 4 H1419 北山　怜央(2) 享栄高 DNS
ｵｵﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 三重

4 5-1164 大原　龍太(4) 東海学大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m

大会記録(GR)            46.97     籾木 勝吾(中京大)                     2011 10月29日 12:20 

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜

1 2 248 上田　和幸(3) 東濃実高 53.32
ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｼ 愛知

2 8 5-1257 中川　基史(1) 至学館大 56.61
ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾄ 岐阜

3 4 929 杉田　悠斗(1) 東濃実高 57.11
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知

4 7 F1268 渡邊　亮太(2) 一宮高 57.27
ﾑﾗｾ ﾕｳｷ 愛知

5 6 J1713 村瀬　佑希(1) 総合工科高 58.95
ｱﾗﾎﾞﾘ ｼｭﾝｽｹ 愛知

6 5 J1706 荒堀　俊輔(1) 総合工科高 1:01.76
ﾅｶｼﾏ ﾚｲ 愛知

7 3 L2572 中島　怜生(1) 豊田北高 1:08.82

凡例  DNS:欠場



男子800m

大会記録(GR)            1:50.32   北島 寛也(中京大)                     2014 10月29日 13:50 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾝﾓﾂ ﾀｲﾁ 兵庫 ｲｲﾀﾞ ﾚﾝ 愛知

1 2 5-939 剱物　太一(1) 至学館大 2:06.99 1 4 H1097 飯田　蓮(2) 大同大大同高 2:12.25
ｴﾄｳ ｼﾝｶｲ 愛知 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 愛知

2 1 5-933 江藤　慎改(1) 至学館大 2:09.78 2 2 F1739 安部　将希(2) 佐織工髙 2:12.84
ｸﾏｻﾞﾜ ｲｯｾｲ 山形 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 三重

3 5 5-334 熊澤　一誠(2) 至学館大 2:10.33 3 5 5-352 和田　卓也(2) 至学館大 2:13.07
ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ 愛知 ｸﾆﾅｶ ｺｳｷ 愛知

4 6 H1092 佐藤　博也(2) 大同大大同高 2:11.35 4 1 L2506 國仲　功暉(1) 三好高 2:13.38
ﾄﾀﾞ ﾚﾝﾀ 愛知 ｶﾜｶﾐ ﾁｶﾗ 愛知

5 4 H1093 戸田　蓮大(2) 大同大大同高 2:14.95 5 6 5-1435 河上　知良(1) 名大 2:16.35
ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 沖縄 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 愛知

6 7 5-323 比嘉　大悟(3) 至学館大 2:15.25 6 7 L2581 田畑　佑真(1) 豊田北高 2:19.54
ｼﾉﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 岐阜 ｽｻﾞｷ ﾖｳｾｲ 愛知

7 3 249 篠田　竜三(3) 東濃実高 2:21.08 7 3 H1511 鷲﨑　陽生(1) 日進西高 2:19.88

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲｶﾜ ｼｵﾝ 愛知 ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ 愛知

1 6 L2212 相川　至恩(1) 三好高 2:05.87 1 5 H1392 南　祐輝(2) 日進西高 2:02.14
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 愛知 ﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知

2 9 5-209 山田　崇義(2) 愛教大 2:10.04 2 8 5-88 茂田　孝弘(2) 名大 2:02.82
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼ 愛知 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ 富山

3 4 H1388 藤田　優士(2) 日進西高 2:10.70 3 3 5-1100 藤沢　俊志(4) 名古屋学院大 2:03.95
ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ 愛知 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 愛知

4 1 L2580 加藤　峻大(1) 豊田北高 2:11.39 4 6 5-511 小川　卓也(M1) 名工大 2:03.96
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 愛知 ﾆﾜ ｹﾝﾀ 愛知

5 2 H1611 田邊　優一(1) 昭和高 2:18.91 5 1 H1346 丹羽　建太(2) 天白高 2:04.82
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶﾝﾀ 愛知 ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ 愛知

3 L1972 榊原　幹太(2) 鶴城丘高 DNS 6 2 B9104 川熊　悟 愛知陸協 2:06.11
ｺﾞﾄｳ ｱﾂﾔ 愛知 ﾁｬﾔ ﾕｳﾄ 愛知

5 5-521 後藤　敦哉(2) 名工大 DNS 7 4 H927 茶谷　友翔(2) 昭和高 2:15.22
ﾅｶﾉ ｹｲ 群馬 ﾏﾂｵ ﾖｼﾋﾛ 愛知

7 5-60 中野　圭(3) 名大 DNS 7 B1779 松尾　圭浩 三菱重工名 DNS
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｶﾉﾘ 岐阜

8 5058 藤谷　隆典 KYB DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ 愛知 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾄ 岐阜

1 6 5-1440 中村　光志(1) 名大 1:57.63 1 3 5-89 森　信人(2) 名大 1:57.29
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 愛知 ﾄﾘｲ ﾏｻｷ 愛知

2 4 5-1438 小林　篤生(1) 名大 1:58.71 2 6 D276 鳥居　正樹 東三河ＡＣ 1:58.01
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｷ 愛知

3 7 5-81 斉藤　俊介(2) 名大 1:59.96 3 8 L2061 村山　治希(3) 豊田高専 1:58.53
ﾎﾏﾝ ﾂｶｻ 三重 ﾅｽ ﾋﾛｷ 愛知

4 3 5-1182 穂満　司(1) 愛知工大 2:00.69 4 2 5-1105 那須　広基(3) 名古屋学院大 1:58.99
ｼｭｸﾘ ﾘｭｳｼﾞ 滋賀 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 愛知

5 5 504 宿利　隆司 東レRC 2:04.81 5 7 5-221 遠藤　聡(3) 愛淑大 2:01.67
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ 愛知 ﾕｱｻ ﾄﾓﾀｶ 愛知

6 8 5-1310 谷口　唯都(1) 名市大 2:05.68 6 1 5-119 湯浅　友貴(2) 愛知学院大 2:03.79
ｱｵｷ ﾎﾀﾞｶ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知

1 5-558 青木　穂高(2) 南山大 DNS 4 B1754 渡邉　卓弥 POWER MAX DNS
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 ｼﾓｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

2 5-30 角田　涼(4) 名大 DNS 5 D379 下澤　友寛 CREW DNS

凡例  DNS:欠場



男子800m

大会記録(GR)            1:50.32   北島 寛也(中京大)                     2014 10月29日 13:50 

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛知

1 6 5-464 佐藤　亘(2) 中京大 1:58.69
ｲﾄｳ ﾔｽﾊﾙ 静岡

2 4 5-1281 伊藤　泰治(1) 中京大 1:59.46
ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛知

3 7 5-1060 西尾　勇佑(1) 中京大 2:00.43
ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知

4 9 5-1275 大畑　伸太郎(1) 中京大 2:00.95
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜

5 3 5-373 山田　蒼太(4) 中京大 2:04.63
ﾆｼｶﾜ ｼﾝｻｸ 広島

6 5 5-369 西川　晋作(4) 中京大 2:09.73
ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 富山

7 8 5-366 柴田　修二(4) 中京大 2:22.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岡山

8 2 5-476 渡邉　智哉(2) 中京大 2:32.28
ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋｻﾉﾌﾞ 愛知

9 1 5-473 山崎　尚信(2) 中京大 2:33.56

凡例  DNS:欠場



男子1500m

大会記録(GR)            3:44.22   エドワード ワウエル(NTN)              2013 10月29日 09:30 

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｽｽﾞｷｺﾞｳｼ 愛知

1 17 J1707 尾﨑　駿介(1) 総合工科高 4:44.21 1 3 B2179 鈴木　豪師 日進ランニングクラブ 4:23.07
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 愛知 ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾔ 京都

2 3 B1282 山本　裕也 にっとTFC 4:44.81 2 1 2919 北村　俊也 立命館同好会 4:23.58
ﾏﾉ ﾕｳｷ 愛知 ﾔｺﾞﾄ ﾕｳﾋ 愛知

3 15 J1487 真野　湧希(2) 総合工科高 4:50.55 3 7 L2215 位髙　雄飛(1) 三好高 4:23.68
ﾀﾂﾜｷ ﾘｮｳ 愛知 ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ 三重

4 4 J1482 達脇　涼(2) 総合工科高 4:53.23 4 2 5-1443 町田　弦(1) 名大 4:23.75
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 岐阜 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 愛知

5 16 1294 大矢　一貴(1) 東濃実高 4:55.19 5 8 J1704 木村　海光(2) 総合工科高 4:28.18
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛知 ﾐﾔﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知

6 9 H1691 宮嶋　勇貴(1) 享栄高 4:55.38 6 6 J1645 宮村　眞一郎(1) 愛知高 4:33.41
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知 ｱﾏﾉ ﾀﾂﾐ 愛知

7 13 5-416 遠藤　侑汰(3) 中京大 4:55.69 7 9 L1303 天野　辰海(2) 豊田北高 4:34.71
ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾀｶ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ 愛知

8 5 C9056 早川　由高 愛知陸協 4:55.89 8 5 5-1236 水野　将志(1) 皇學館大 4:37.07
ﾌｼﾐ ｶｽﾞﾏ 愛知 ﾊﾞﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 愛知

9 7 L2570 伏見　一真(1) 豊田北高 4:56.54 9 12 H1380 阪野　大輝(2) 星城高 4:40.48
ﾋｺﾞ ｶｽﾞｷ 愛知 ｻﾜｲ ｱﾀｶ 愛知

10 6 H1091 肥後　一輝(2) 大同大大同高 4:56.61 10 17 F1655 澤井　昭貴(1) 尾北高 4:44.72
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知

11 1 H1096 後藤　祐矢(2) 大同大大同高 4:58.08 11 13 B9160 安藤　優汰 愛知陸協 4:45.01
ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｷ 愛知 ｲﾜｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 愛知

12 11 H1566 浅井　淳希(1) 天白高 5:03.33 12 14 H1345 岩井　駿汰郎(2) 天白高 4:51.43
ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 岐阜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴｲｷ 愛知

13 10 5085 塚原　良裕 関体協 5:15.14 13 15 H1353 榊原　英輝(2) 天白高 4:53.75
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 愛知

14 12 5-421 木村　遼太(3) 中京大 5:22.20 4 J1128 伊藤　正樹(2) 愛知高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾀｲｼ 愛知 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 愛知

15 14 H1383 鈴木　大志(2) 星城高 5:43.23 10 D9030 西井　良 愛知陸協 DNS
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺｳｷ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 愛知

2 H1687 兵藤　光樹(1) 享栄高 DNS 11 D378 小林　麻咲樹 CREW DNS
ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳ 愛知

8 5-1038 鈴木　翔吾(3) 大同大 DNS 16 H1348 宮島　翔(2) 天白高 DNS
ｳﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 愛知

18 H1690 浦山　将太(1) 享栄高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m

大会記録(GR)            3:44.22   エドワード ワウエル(NTN)              2013 10月29日 09:30 

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三重 ｶﾑｷ ｻﾄﾙ 愛知

1 15 5-1441 長谷川　和紀(1) 名大 4:15.16 1 6 J1086 嘉無木　悟(2) 愛知高 4:08.91
ｷﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知 ﾅﾐｻﾞｷ ｼｭﾝ 愛知

2 1 5-50 木村　健太郎(3) 名大 4:16.74 2 13 5-108 浪崎　駿(3) 愛知学院大 4:11.43
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂｷ 愛知 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 愛知

3 2 J1118 横山　竜起(2) 愛知高 4:17.22 3 14 5-75 小川　瑞貴(2) 名大 4:12.59
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾄ 愛知 ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛知

4 9 J1099 竹内　亮人(1) 愛知高 4:17.71 4 11 5-46 岩井　宏樹(3) 名大 4:13.04
ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ 愛知 ﾄｶﾉ ﾀｶﾔ 静岡

5 6 5-1109 岡本　宏基(2) 名古屋学院大 4:17.83 5 4 5-59 戸叶　貴也(3) 名大 4:13.14
ｲﾀﾞ ｺｳﾖｳ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 愛知

6 10 J1117 井田　洸陽(1) 愛知高 4:19.34 6 8 J1644 山田　舜人(1) 愛知高 4:13.17
ﾀﾃﾏﾂ ｼｮｳｺﾞｳ 愛知 ｱﾗｷ ｼﾝﾄ 愛知

7 8 J1130 立松　昇剛(1) 愛知高 4:22.09 7 16 H1216 荒木　信斗(1) 名経大高蔵高 4:13.91
ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 三重 ﾀｹｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 愛知

8 3 253 伊藤　啓介(3) 四日市工高 4:22.55 8 7 J1095 竹内　啓一郎(2) 愛知高 4:15.41
ｵｷﾞ ﾖｳｽｹ 愛知 ｵｸﾉ ｶｲ 愛知

9 11 J1119 荻　瑶介　(1) 愛知高 4:22.75 9 1 J1085 奥野　凱(2) 愛知高 4:16.04
ﾑﾗｷ ｹﾝﾀ 愛知 ｵｸ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

10 17 J1103 村木　謙太(1) 愛知高 4:24.02 10 12 A467 於久　幸大 ぬまちゃんず 4:17.29
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三重

11 14 C1029 佐藤　技 I.A.R.C 4:24.03 11 5 345 西田　健一郎 三重大学職 4:17.48
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ﾏﾂｵ ﾖｼﾋﾛ 愛知

12 5 5-382 内藤　裕輝(4) 中京大 4:24.04 12 15 B1779 松尾　圭浩 三菱重工名 4:18.51
ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｷﾋﾛ 愛知 ﾐﾜ ｼｭﾝﾀ 愛知

13 13 C1027 轟　暁光 I.A.R.C 4:26.00 13 9 J1088 三輪　俊太(2) 愛知高 4:19.70
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓﾕｷ 愛知

14 16 5-561 鈴木　皓翔(2) 南山大 4:40.24 14 3 J1108 山内　智幸(1) 愛知高 4:22.39
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｲｷ 愛知 ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ 愛知

4 J1090 古荘　太希(2) 愛知高 DNS 15 2 B2298 廣瀬　史明 No-Mark 4:24.52
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 群馬 ｾｷﾔ ﾕｳｷ 愛知

7 5-62 萩原　諒(3) 名大 DNS 10 H1194 関谷　侑紀(1) 名経大高蔵高 DNS
ｶﾐﾑﾗ ｵｳﾌﾞ 愛知

12 J1092 上村　旺武(2) 愛知高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m

大会記録(GR)            3:44.22   エドワード ワウエル(NTN)              2013 10月29日 09:30 

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 愛知

1 2 J1102 前田　陸(1) 愛知高 3:59.79
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ 愛知

2 1 H1183 高橋 登也(3) 名経大高蔵高 4:00.92
ｲﾅﾊﾞ ﾅｵｷ 愛知

3 4 J1098 稲葉　直希(3) 愛知高 4:00.99
ｻｯｻ ﾀｸﾐ 愛知

4 12 H1185 佐々　拓海(3) 名経大高蔵高 4:01.14
ｱｻｲ ﾋﾛﾄ 愛知

5 7 J1109 浅井　大登(1) 愛知高 4:02.18
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知

6 10 J1647 岡田　康平(1) 愛知高 4:02.56
ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 三重

7 5 5-582 市川　航大(3) 名城大 4:02.89
ﾊｯﾄﾘ ﾀｹﾙ 愛知

8 9 J1129 服部　尊(1) 愛知高 4:03.96
ｻﾄｳ ﾕｳ 愛知

9 11 5-299 佐藤　佑(4) 至学館大 4:07.96
ｿﾌﾞｴ ﾀﾞｲｼﾞ 愛知

10 15 B1242 祖父江　大尚 庄内RT 4:13.79
ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ 愛知

11 3 J1097 荒木　幸平(2) 愛知高 4:14.16
ﾋｺｻｶ ﾀｲﾁ 愛知

12 14 J1104 彦坂　泰地(1) 愛知高 4:17.78
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 愛知

13 17 H1184 川口　浩甫(3) 名経大高蔵高 4:25.19
ﾆｼﾜｷ ｼｮｳﾀ 愛知

6 H1206 西脇　翔太(1) 名経大高蔵高 DNS
ﾄﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 愛知

8 J1091 外山　雅大(2) 愛知高 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｼ 愛知

13 J1110 近藤　総司(1) 愛知高 DNS
ﾑﾗｾ ｺｳﾕｳ 愛知

16 5-946 村瀬　巧夕(1) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m

大会記録(GR)            13:22.08  ヒラム ガディア(トヨタ自動車)         2014 10月29日 15:00 

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 三重

1 1 5073 狭間　貴博 KYB 17:05.71 1 14 315 渡邉　理雄(1) 四日市工高 16:14.10
ｶｻｲ ﾕｳｼﾞ 岐阜 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 三重

2 2 5-228 笠井　裕司(3) 岐阜大 17:07.88 2 1 319 小林　篤貴(1) 四日市工高 16:15.56
ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ 愛知 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ 愛知

3 11 B2530 加藤　善隆 にっとTFC 17:29.94 3 7 5-506 吉村　泰希(4) 豊田高専 16:43.72
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛知 ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ 愛知

4 21 5-1321 中本　雄大(1) 愛知教育大 17:32.37 4 10 5-1319 江口　京弥(M1) 愛知教育大 16:47.77
ｵｵｲﾁ ｹｲﾔ 愛知 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 三重

5 5 5-598 大市　啓矢(2) 名城大 17:35.00 5 18 306 上原　大河(1) 四日市工高 16:55.43
ｶﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 岐阜 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ 愛知

6 3 5-1494 北川　翔悟(1) 名城大 17:37.26 6 3 5-553 片山　陽介(3) 南山大 16:57.09
ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 三重 ｶﾅﾂﾞ ﾘｸﾄ 三重

7 8 5598 岡田　佳剛 三重マスターズ 17:40.37 7 2 257 金津　里玖斗(3) 四日市工高 16:59.32
ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 愛知 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 愛知

8 6 B1227 米田　政史 庄内RT 17:50.68 8 4 C1055 髙木　大 愛知マスターズ 17:03.65
ｻｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｻｸ 愛知

9 20 B1466 作田　大輔 名城ARC 17:53.30 9 25 5-680 水野　賢作(2) 愛知工大 17:14.76
ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｶｾｲ 愛知

10 25 D9037 小田　一馬 愛知陸協 17:58.17 10 26 5-1404 山田　華生(1) 南山大 17:16.33
ｺﾞﾁｮｳ ｺｳｲﾁ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 愛知

11 24 L2577 牛腸　巧一(1) 豊田北高 17:58.99 11 8 C1306 中村　隆史 トヨタ工業学園 17:21.73
ﾃﾞｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岐阜 ﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 三重

12 29 5-1473 出川　正章(1) 岐阜大 18:04.26 12 16 322 森　麟太郎(1) 四日市工高 17:22.06
ｵｵﾋﾗ ｶｲﾄ 三重 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾘｭｳｼｮｳ 三重

13 13 281 大平　海都(2) 四日市工高 18:09.46 13 15 308 長谷　隆翔(1) 四日市工高 17:22.66
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 愛知 ﾀﾆ ﾀﾂﾖｼ 岐阜

14 19 B1719 長谷川　洋祐 東海理化 18:30.33 14 6 5066 谷　達佳 KYB 17:29.98
ﾅｶｼﾏ ｲﾂｷ 愛知 ｿﾒﾊ ﾂｶｻ 静岡

15 31 5-1405 中島　樹(1) 南山大 18:43.29 15 11 6 染葉　司 静岡陸協 17:32.61
ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 愛知 ﾊｶﾞ ﾀｶﾕｷ 岐阜

16 26 B1285 安達　真 にっとTFC 18:44.50 16 29 5-1469 芳我　隆之(2) 岐阜大 17:34.62
ｵｵﾀ ｶｲ 愛知 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 愛知

17 9 5-596 太田　海(2) 名城大 18:51.60 17 21 5-597 奥田　周治(2) 名城大 17:39.21
ｵｸﾑﾗ ﾀﾂｷ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ 三重

18 28 H933 奥村　竜生(2) 昭和高 19:11.37 18 20 290 西村　颯太(2) 四日市工高 17:42.37
ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 三重 ｵｵｼﾞ ｱｷﾄ 愛知

19 22 301 森　亮太(2) 四日市工高 20:37.58 19 27 5-1410 大地　陽斗(1) 南山大 17:46.04
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂ 愛知 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾅﾘ 岐阜

4 H1195 早川　里月(1) 名経大高蔵高 DNS 20 24 5-1348 小川　善也(1) 岐阜大 17:55.52
ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ﾐｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 愛知

7 B1433 佐伯　崇洋 名古屋市消防 DNS 21 32 D410 三嶋　紀之 CREW 18:01.07
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 愛知 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 三重

10 C868 遠藤　誠 富士松ＡＣ DNS 22 19 296 増田　陸人(2) 四日市工高 18:11.92
ｵｶﾞﾀ ﾋﾘｭｳ 三重 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 三重

12 307 尾方　飛龍(1) 四日市工高 DNS 23 31 5-1490 阪口　日向(1) 名城大 18:17.69
ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶﾎ 三重 ﾂｹﾞ ﾄｷﾐﾂ 岐阜

14 299 村山　峻秀(2) 四日市工高 DNS 24 33 5198 柘植　常光 恵那体連 18:34.70
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 三重 ﾎｿﾔﾏﾀﾞ ﾓﾘﾄ 愛知

15 320 小林　勇斗(1) 四日市工高 DNS 25 13 C1311 細山田　守斗 トヨタ工業学園 19:18.08
ｺﾝﾉ ｱｷﾋﾛ 愛知 ﾜｷﾀ ｱﾕﾑ 愛知

16 B1454 今野　哲博 名城ARC DNS 5 D374 脇田　亜由武 CREW DNS
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 愛知 ｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 愛知

17 5-1492 田中　翔也(1) 名城大 DNS 9 H1217 和泉　海翔(1) 名経大高蔵高 DNS
ｶﾄﾞﾉ ﾏｻﾔ 愛知 ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾔ 愛知

18 B1456 角野　方哉 名城ARC DNS 12 H1197 服部　遂哉(1) 名経大高蔵高 DNS
ﾔﾏｻｷ ﾀｹｼ 愛知 ﾊﾔｼ ｱﾗﾀ 三重

23 B9115 山崎　剛 名城ARC DNS 17 2350 林　新(3) 北星高 DNS
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 愛知 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 愛知

27 5-1478 永田　雄也(1) 名工大 DNS 22 H1209 加藤　大輝(1) 名経大高蔵高 DNS
ﾐｳﾗ ﾕｳｽｹ 愛知 ｷﾑﾗ ﾊﾞﾝﾘ 愛知

30 B1469 三浦　祐介 名城ARC DNS 23 H1196 木村　帆理(1) 名経大高蔵高 DNS
ｸｽﾐ ﾊﾙﾄ 愛知 ｱﾕｶﾜ ｼｮｳ 愛知

32 L2575 楠美　晴大(1) 豊田北高 DNS 28 H1215 鮎川　翔(1) 名経大高蔵高 DNS
ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 愛知

30 H1199 本多　桜空(1) 名経大高蔵高 DNS
ｺｳｹﾂ ｲｻｵ 岐阜

34 5185 纐纈　功 恵那体連 DNS
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ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 静岡

1 30 5-307 吉田　裕也(4) 至学館大 16:02.80 1 86 鈴木　裕人 静岡陸協
ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｷ 三重 ﾊﾙﾄﾉ ﾋｶﾘ 愛知

2 17 5-1302 山本　成輝(1) 名古屋学院大 16:03.44 2 H1219 ハルトノ　光(1) 名経大高蔵高

ﾏﾂｲ ﾄｼｱｷ 岐阜 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 愛知

3 23 5-1228 松井　利晃(1) 岐阜大 16:14.41 3 H1214 深沢　竜生(1) 名経大高蔵高

ｵｸﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 三重 ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ 愛知

4 27 5-1110 奥山　大河(2) 名古屋学院大 16:29.87 4 5-1167 天野　智貴(1) 東海学大
ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 三重 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘｱｷ 愛知

5 31 252 飯田　竜平(3) 四日市工高 16:34.66 5 5-385 山本　成晃(4) 中京大
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓﾔ 愛知 ﾋﾗｲ ｱﾂﾔ 京都

6 15 5-342 長濱　朋哉(2) 至学館大 16:37.64 6 6-1588 平井　敦也(4) 佛教大学
ﾔﾏﾓﾘ ﾀｸﾐ 愛知 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 愛知

7 22 5-602 山守　拓巳(2) 名城大 16:38.44 7 C1085 小島　慎也 三菱自岡崎
ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 愛知

8 35 5-1326 西山　皓基(1) 愛知教育大 16:39.04 8 5-53 柴田　雄斗(3) 名大
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 愛知 ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ 愛知

9 11 A325 伊東　和哉 ぬまちゃんず 16:42.85 9 A338 矢野　祥一 ぬまちゃんず

ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知 ﾐﾉﾆｼ ｺｳｲﾁ 京都

10 34 A337 浅野　純也 ぬまちゃんず 16:44.02 10 6-1595 箕西　洸一(3) 佛教大学
ﾆｯﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 ﾅｶﾞﾗ ﾋﾛﾄ 京都

11 19 291 新田　雄大(2) 四日市工高 16:44.22 11 6-1592 長柄　博人(3) 佛教大学
ﾅｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 愛知

12 18 5-182 名倉　望(3) 愛知教育大 16:47.04 12 5-1093 山下　達也(3) 豊橋技科大
ﾅｶﾓﾄ ｲｯｾｲ 愛知 ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知

13 4 5-1095 中本　一成(4) 豊橋技科大 16:47.55 13 C782 小松　弘一郎 トヨタSC
ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛知 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 愛知

14 8 5-675 南部　幸裕(3) 愛知工大 16:48.55 14 5-117 森本　辰徳(2) 愛知学院大
ﾂﾈｶﾜ ｼｮｳ 愛知 ﾅｶﾞｵ ﾚｵ 岐阜

15 21 5-319 恒川　翔(3) 至学館大 16:49.06 15 5056 長尾　麗雄 KYB
ｻﾉ ﾌﾐｱｷ 三重 ﾅｶﾞｴ ｹｲﾄ 愛知

16 26 5-115 佐野　文昭(2) 愛知学院大 16:52.35 16 5-583 長江　圭徒(3) 名城大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾄ 愛知 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ 愛知

17 13 H1055 村上　龍人(2) 惟信高 16:53.27 17 C1307 上野　大輔 トヨタ工業学園

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ 愛知 ｱｵｲ ﾖｼｵ 愛知

18 28 D9027 山本　晃之 愛知陸協 16:59.17 18 D372 青井　美雄 CREW
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾆｼﾂｼﾞ ｶｽﾞｷ 愛知

19 12 C815 山本　雄治 トヨタSC 17:00.62 19 5-1274 西辻　和暉(1) 中京大
ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 奈良 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知

20 3 5-37 松井　佑輔(4) 名大 17:02.25 20 B2528 安田　真基 庄内RT
ｿｶﾞ ｱｷﾋｻ 愛知 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾑ 愛知

21 32 5-576 曽我　晃久(3) 名城大 17:05.42 21 H1200 藤原　十夢(1) 名経大高蔵高

ｸｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知

22 24 C978 久嶋　肇 TPAC 17:08.79 22 D373 岡田　慎平 CREW
ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 愛知

23 7 C809 松浦　拓海 トヨタSC 17:13.04 23 C973 鈴木　孝典 TPAC
ﾎｯﾀ ｼｹﾞﾙ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 愛知

24 6 5-99 堀田　茂(4) 愛知学院大 17:16.87 24 5-1071 松林　大貴(4) 中部大
ﾔﾏｵｶ ﾉﾌﾞﾀ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 岐阜

25 5 C943 山岡　信孝 TPAC 17:54.15 25 5193 安藤　雅紀 恵那体連
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ 三重 ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 愛知

1 267 西村　啓吾(3) 四日市工高 DNS 26 B1716 千田　尚孝 東海理化
ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｼﾝ 岐阜 ﾂｲｷ ｱｷﾗ 静岡

2 244 稲垣　幸心(2) 恵那南高 DNS 27 5-1011 立木　晶(3) 静岡大
ｲｸﾀ ﾀｶﾔ 愛知 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳｽｹ 愛知

9 C1026 生田　卓哉 I.A.R.C DNS 28 5-58 竹原　佑亮(3) 名大
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知 ﾅｶｶﾞｷ ｼｹﾞｵ 岐阜

10 B1766 山田　大介 三菱重工名 DNS 29 5191 中垣　茂雄 恵那体連
ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 三重 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾄ 愛知

14 284 鈴木　慎也(2) 四日市工高 DNS 30 5-1165 土屋　智仁(2) 東海学大
ﾅﾑﾗ ﾊﾔﾄ 三重 ﾁｶｻﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ 岐阜

16 288 名村　迅人(2) 四日市工高 DNS 31 5031 近澤　輝剛 大垣体連
ﾅﾙｾ ﾉﾌﾞﾄﾖ 岐阜 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 愛知

20 246 成瀬　延豊(2) 恵那南高 DNS 32 C948 鈴木　雄貴 TPAC
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 愛知 ｷﾉｼﾀ ﾀﾏｷ 愛知

25 C781 山口　真司 トヨタSC DNS 33 5-669 木下　珠基(4) 愛知工大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 愛知 ﾊﾏﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 岐阜

29 5-199 安藤　大成(3) 愛知教育大 DNS 34 5023 浜野　雄大 大垣体連
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 京都

33 B1455 山田　大輔 名城ARC DNS 35 6-2160 林　紘平(1) 立命大
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｷ 愛知

36 D371 山内　正規 CREW
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ｽｷﾞｳﾗ ｲﾂｷ 愛知 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知

1 H1198 杉浦　樹(1) 名経大高蔵高 1 D300 田中　秀幸 トヨタ自動車

ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｱｷｵ 愛知

2 H1213 加藤　優弥(1) 名経大高蔵高 2 C847 岡田　明應 ウインドアップ

ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 愛知

3 H1208 藤井　正斗(2) 名経大高蔵高 3 C758 山口　真弘 小島プレス
ﾄｲ ｶﾝﾀﾛｳ 愛知 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｼ 愛知

4 H1191 戸井　寛太朗(3) 名経大高蔵高 4 D251 栗山　峻志 泉州電業ＴＲＣ

ｴﾄｳ ｺｳｷ 愛知 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛知

5 H1202 江藤　広輝(3) 名経大高蔵高 5 5-290 伊藤　優汰(4) 至学館大
ｲﾁﾊﾗ ﾘｷﾔ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 三重

6 H1212 市原　利希也(2) 名経大高蔵高 6 5399 山田　侑矢 三重県庁AC
ｲｶﾐ ﾜﾀﾙ 愛知 ﾋｻﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知

7 H1201 伊神　航(3) 名経大高蔵高 7 5-503 久田　淳司(4) 豊田高専
ｼﾓﾑﾗ ｺｳﾔ 愛知 ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｾｲ 愛知

8 H1186 下村 航也(3) 名経大高蔵高 8 5-1169 福岡　崚生(1) 東海学大
ﾅｶﾞｲ ｺｳｾｲ 愛知 ﾀｹﾝｶ ﾘｮｳ 岐阜

9 H1218 永井　康生(1) 名経大高蔵高 9 840 竹中　伶(3) 大垣日大高
ｲﾁﾉｾ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾀﾂﾐ ﾖｼﾋﾛ 愛知

10 H1188 一瀬  達也(3) 名経大高蔵高 10 C842 辰巳　慶宏 ウインドアップ

ﾆｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 熊本 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ 三重

11 6-959 西　慶一郎(4) 大阪大 11 4917 河合　祐介 三重陸協
ｿｶﾞ ｼｹﾞｷ 静岡 ｸｻｶﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 岐阜

12 5-437 曾我　篤暉(3) 中京大 12 5035 日下部　吉彦 大垣体連
ｺﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ 三重

13 6005 小藤　友裕 岐阜陸協 13 5523 竹中　泰知 三重マスターズ

ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 愛知 ｱﾂﾀ ｹﾝﾔ 京都

14 H1189 竹内　嘉希(3) 名経大高蔵高 14 6-1609 熱田　賢哉(1) 佛教大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 愛知 ﾉﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 愛知

15 H1220 渡邉　介仁(1) 名経大高蔵高 15 C1283 野村　翼 三菱自岡崎
ｵｶﾞﾀ ｲﾂｷ 愛知 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾐﾂ 愛知

16 C1298 緒方　樹 トヨタSC 16 5-5378 高岡　弘光(4) 中京大
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺﾞ 愛知 ｴﾓﾄ ｻﾄｼ 愛知

17 H1203 清水　透吾(3) 名経大高蔵高 17 C1078 江本　悟司 三菱自岡崎
ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ 愛知 ﾏﾂﾋｻ ﾘｮｳｽｹ 京都

18 H1211 清家　一真(2) 名経大高蔵高 18 6-1608 松久　亮介(1) 佛教大学
ﾅｶﾞｻｶ ﾀｶﾄ 愛知 ｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知

19 C802 長坂　崇斗 トヨタSC 19 C806 岡山　大介 トヨタSC
ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 静岡 ﾜﾘﾀ ﾕｳｷ 愛知

20 520 石上　真吾 見次クラブ 20 A320 割田　雄貴 ぬまちゃんず

ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ 愛知

21 5-309 石川　憲幸(3) 至学館大 21 5-685 中村　正明(1) 愛知工大
ｲｼｺ ｼﾝﾉｽｹ 愛知 ﾜﾀﾅﾌﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜

22 5-289 石子　紳之介(4) 至学館大 22 5054 渡邉　祐二 KYB
ﾓﾛｸﾏ ﾖｼｷ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｷ 愛知

23 C1086 諸熊　祥希 三菱自岡崎 23 5-667 吉田　新規(M2) 愛知工大
ﾅｶｼﾏ ｲｵﾘ 愛知 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾚﾝ 愛知

24 C966 中島　庵 TPAC 24 5-5379 高柳　佳怜(4) 中京大
ｶﾈｺ ﾀｲﾗ 愛知 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知

25 H1193 金子　泰良(1) 名経大高蔵高 25 5-670 寺田　彰吾(4) 愛知工大
ｽﾅﾋﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知 ｲﾏﾄｸ ﾅｵｷ 愛知

26 H1207 砂平　淳也(1) 名経大高蔵高 26 5-673 今徳　直輝(3) 愛知工大
ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 愛知 ｶﾜｳﾁ ﾏｻｱｷ 愛知

27 H1190 寺沢　一希(3) 名経大高蔵高 27 C1084 河内　正輝 三菱自岡崎
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾏ 愛知 ﾐｳﾗ ｼｭﾝ 愛知

28 B1768 山崎　励磨 三菱重工名 28 5-686 三浦　舜(1) 愛知工大
ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 長野

29 H1192 平野　翔太(2) 名経大高蔵高 29 5-381 田中　仁悟(4) 中京大
ﾉﾀﾞ ﾀﾓﾝ 三重 ﾔﾏﾅｶ ｿｳｽｹ 愛知

30 5-912 野田　多聞(3) 三重大 30 5-681 山中　創介(2) 愛知工大
ｲﾁﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 静岡

31 C955 市原　翼 TPAC 31 5-386 渡邉　俊貴(4) 中京大
ﾃﾗｻﾜ ﾚｵ 愛知 ｲﾅｺ ｺｳﾀﾛｳ 福井

32 5-477 寺澤　怜央(2) 中京大 32 5-1273 稲子　光太郎(1) 中京大
ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 滋賀

33 6-211 田鍋　宏明(2) 立命大
愛知

34 B1246 ｹｱｰ ﾊｳｴﾙ 庄内RT
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 三重

35 5883 樋口　真大 T.G.K

記録 記録

凡例  DNS:欠場



男子10000m

大会記録(GR)            27:51.71  ヤツン ハッサン(和歌山北高)           2012 10月29日 18:00 

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾎｿｻﾞﾜ ｺｳｷ 三重

1 5-920 細澤　幸輝(5) 三重大
ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知

2 5-185 津田　耕平(4) 愛知教育大
ﾉｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ 愛知

3 B1226 野崎　洋平 庄内RT
ｿｶﾞ ﾅｵﾀｶ 愛知

4 5-177 曽我　直崇(M1) 愛知教育大
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 長野

5 A52 伊東　和也 下伊那郡陸協

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 愛知

6 C925 鈴木　孝徳 TEAM KAKERU
ｲｿﾍﾞ ﾕｳﾄ 愛知

7 5-1489 磯部　裕斗(1) 名城大
ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾔ 愛知

8 5-181 舟橋　祐哉(3) 愛知教育大
ｼﾓｼﾞ ｹﾝｽｹ 愛知

9 5-198 下地　健介(3) 愛知教育大
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 岐阜

10 5-834 佐藤　佑哉(M2) 岐阜大
ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾅﾘ 愛知

11 5-552 高橋　克成(3) 南山大
ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 兵庫

12 5-1181 吉岡　優希(1) 愛知教育大
ｱｲﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 愛知

13 F1916 相原　省一(1) 愛知啓成高
ｶｶﾞ ﾓﾄｷ 愛知

14 F1917 加賀　元基(1) 愛知啓成高
ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｷ 愛知

15 F1116 服部　太樹(2) 愛知啓成高

記録



男子110mH(1.067m/9.14m)

大会記録(GR)            14.09     古川 裕太郎(小島プレス)               2012 10月29日 12:00 

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛知 ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐阜

1 3 5-374 山本　健太(4) 中京大 14.55 1 3 253 波多野　晃大(3) 東濃実高 16.04
ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 愛知 ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三重

2 4 C1310 堤　遼平 トヨタ工業学園 15.57 2 6 1926 鳥尾　英紀(1) 高田高 17.47
ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ｳﾝﾉ ﾊﾙｷ 愛知

3 5 5-427 高松　知史(3) 中京大 15.63 3 5 L2574 海野　晴輝(1) 豊田北高 18.06
ﾌｸｼﾏ ﾄﾓｷ 愛知 ﾌｸﾑﾗ ﾏｻｼ 大阪

4 6 5-370 福島　知樹(4) 中京大 15.70 4 7 6836 福村　将志 大阪陸協 19.18
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 愛知 ｳｶｲ ﾏｻｼ 愛知

5 7 H1354 濱田　龍星(2) 天白高 16.64 5 8 F1836 鵜飼　将史(1) 一宮高 21.62
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾔ 愛知 ｲﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

6 2 L2214 小川　晃弥(1) 三好高 18.21 2 F1265 岩井　友宏(2) 一宮高 DQ,T6

ﾋｴｲ ﾀｲｾｲ 愛知 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 愛知

8 H1594 日榮　泰盛(1) 大同大大同高 DNS 4 J917 東山　博(2) 市工芸高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった



男子400mH(0.914m)

大会記録(GR)            50.51     中村 明彦(中京大)                     2011 10月29日 13:00 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲｾｲ 愛知

1 3 5382 柳本　拓也 三重高教 53.18 1 5 5-564 石黒　泰成(2) 南山大 1:00.09
ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｺﾆｼ ｹﾝﾀ 三重

2 6 5-507 加藤　悠基(4) 豊田高専 56.82 2 8 1904 小西　健太(2) 高田高 1:00.43
ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 三重 ｱｶｼ ﾄｼｷ 愛知

3 4 5-347 東　直輝(2) 至学館大 57.13 3 7 H1480 明石　敏暉(1) 天白高 1:01.33
ｲｼｸﾞﾛ ﾜﾀﾙ 愛知 ｶﾐﾄ ﾋﾅﾀ 愛知

4 1 5-593 石黒　亘(2) 名城大 1:00.61 4 4 J1143 上戸　日向(3) 名古屋商高 1:03.49
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ﾔｶﾞﾐ ﾘｭｳｷ 愛知

5 8 J1485 鈴木　竜之助(2) 総合工科高 1:02.08 5 6 H925 矢神　龍輝(2) 昭和高 1:05.59
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 愛知 ｶﾄｳ ｶｲﾄ 愛知

6 7 5-563 山本　晃暉(2) 南山大 1:04.86 6 2 H1244 加藤　海渡(2) 中村高 1:08.12
ｲﾅｸﾞﾏ ｹﾝﾀ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知

2 L2074 稲熊　健太(3) 豊田高専 DNS 3 5-505 松原　大悟(4) 豊田高専 DNS
ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ 愛知

5 5-123 後藤　夏輝(2) 愛知学院大 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗ ﾋﾛｷ 愛知

1 2 F1267 蔵　浩暉(2) 一宮高 56.88
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 滋賀

2 7 6-1578 前川　真寛(2) 滋賀大 1:00.25
ｵｵﾄﾓ ﾂﾊﾞｻ 愛知

3 5 H1355 大友　翼(2) 天白高 1:00.59
ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 愛知

4 3 L2178 須藤　颯(1) 三好高 1:03.85
ｾﾄ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知

4 6 L2538 瀬戸　秀孝(1) 岡崎学園高 1:03.85
ｾﾝﾊﾞ ﾚﾝ 愛知

6 4 L2003 仙波　蓮(2) 三好高 1:05.83
ｷﾖﾀ ｿｳﾉｽｹ 愛知

7 8 J1709 清田　颯之助(1) 総合工科高 1:05.86

凡例  DNS:欠場



男子4X400mR

大会記録(GR)            3:18.84   中京大(北島、中西、浦井、岡）)        2011 10月29日 16:20 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 三好高B L2009 加藤　幹瑛(2) ｶﾄｳ ｶﾝｴｲ 2 三好高E L2003 仙波　蓮(2) ｾﾝﾊﾞ ﾚﾝ
(愛知) L2175 丹　南暉(1) ﾀﾝ ﾅﾂｷ (愛知) L2506 國仲　功暉(1) ｸﾆﾅｶ ｺｳｷ

L2176 近藤　隼人(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ L2000 横田　幹太(3) ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ
L2178 須藤　颯(1) ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ L2216 竹内　蒼人(1) ﾀｹｳﾁ ｱｵﾄ

2 愛知高B J1125 黒河内　陸人(2) ｸﾛｺｳﾁ ﾘｸﾄ 3 愛知高C J1124 水野　裕登(2) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ
(愛知) J1100 近藤　宗一郎(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ (愛知) J1093 岡田　朋也(2) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

J1127 甲斐　暉人(2) ｶｲ ｱｷﾄ J1648 大塚　至恩(1) ｵｵﾂｶ ｼｵﾝ
J1105 可兒　遥(2) ｶﾆ ﾊﾙｶ J1643 竹川　和樹(1) ﾀｹｶﾜ ｶｽﾞｷ

3 天白高A 4 愛知高D
(愛知) (愛知)

4 三好高A L2505 鈴木　隆斗(1) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 5 佐織工髙A F1735 戸田　健太(1) ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ
(愛知) L2212 相川　至恩(1) ｱｲｶﾜ ｼｵﾝ (愛知) F1739 安部　将希(2) ｱﾍﾞ ﾏｻｷ

L2211 高木　ユウマ(1) ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾏ F1727 平野　直希(2) ﾋﾗﾉ ﾅｵｷ
L2177 村田　恭健(1) ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ F1302 不破　僚太(2) ﾌﾜ ﾘｮｳﾀ

5 愛知高A J1646 松原　康太(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 6 豊田大谷高A L1711 彌田　蒼(1) ｲﾖﾀﾞ ｱｵｲ
(愛知) J1094 戸田　由騎(2) ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ (愛知) L1668 谷澤　佑貴(2) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾕｳｷ

J1101 奥村　俊哉(1) ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾔ L1669 葛西　駿輝(2) ｶｻｲ ﾄｼｷ
J1107 小塚　功太郎(2) ｺﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ L2528 上田　慎之助(1) ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

6 岡崎学園高A L1338 甲斐　裕(2) ｶｲ ﾕﾀｶ 7 大同大大同高A

(愛知) L1340 淺井　将平(2) ｱｻｲ ｼｮｳﾍｲ (愛知)
L1332 花澤　優河(2) ﾊﾅｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ
L2538 瀬戸　秀孝(1) ｾﾄ ﾋﾃﾞﾀｶ

7 高田高A 1927 越野　勇斗(1) ｺｼﾉ ﾕｳﾄ 8 南山大A
(三重) 1904 小西　健太(2) ｺﾆｼ ｹﾝﾀ (愛知)

1911 前田　彩斗(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ
1926 鳥尾　英紀(1) ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ

8 日進西高A H1384 木林　翼(2) ｷﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ
(愛知) H1386 中川　剛志(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ

H1388 藤田　優士(2) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼ
H1392 南　祐輝(2) ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 総合工科高A J1486 杉尾　一成(2) ｽｷﾞｵ ｲｯｾｲ 1 中京大D
(愛知) J1708 杉浦　彰一(1) ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｲﾁ (愛知)

J1704 木村　海光(2) ｷﾑﾗ ｶｲﾄ
J1485 鈴木　竜之助(2) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 滋賀大A 6-1573 青木　謙尚(2) ｱｵｷ ｹﾝｼｮｳ 2 中京大E
(滋賀) 6-1575 東　将大(2) ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ (愛知)

6-1583 民輪　純一(2) ﾀﾐﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 
6-1578 前川　真寛(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

4 三好高C L2179 前田　亜津摩(1) ﾏｴﾀﾞ ｱｽﾞﾏ 3 中京大J 5-470 畑野　佑太(3) ﾊﾀﾉ ﾕｳﾀ
(愛知) L2015 船田　ヒロヒト(2) ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ (愛知) 5-1275 大畑　伸太郎(1) ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾀﾛｳ

L2503 金子　弘樹(1) ｶﾈｺ ｺｳｷ 5-1060 西尾　勇佑(1) ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ
L2214 小川　晃弥(1) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾔ 5-464 佐藤　亘(2) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

5 総合工科高C J1722 髙田　主音(1) ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾈ 4 中京大K 5-459 井出　拓見(2) ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ
(愛知) J1721 坂本　洸(1) ｻｶﾓﾄ ｺｳ (愛知) 5-476 渡邉　智哉(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ

J1707 尾﨑　駿介(1) ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 5-468 五十嵐　雅記(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ
J1713 村瀬　佑希(1) ﾑﾗｾ ﾕｳｷ 5-475 和久井　亮二(2) ﾜｸｲ ﾘｮｳｼﾞ

6 名古屋商高A J1144 奥山　岳冬(2) ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄ 5 中京大L 5-419 岡村　幸哉(3) ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾔ
(愛知) J1478 笹岡　昌弘(1) ｻｻｵｶ ﾏｻﾋﾛ (愛知) 5-424 黒木　省悟(3) ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ

J1574 山本　優弥 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 5-421 木村　遼太(3) ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
J1143 上戸　日向(3) ｶﾐﾄ ﾋﾅﾀ 5-416 遠藤　侑汰(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

7 総合工科高B J1480 渡邊　武志(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 6 中京大M 5-427 高松　知史(3) ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ
(愛知) J1482 達脇　涼(2) ﾀﾂﾜｷ ﾘｮｳ (愛知) 5-415 浦井　崚自(3) ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ

J1709 清田　颯之助(1) ｷﾖﾀ ｿｳﾉｽｹ 5-418 岡田　直也(3) ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ
J1719 阪東　英和(1) ﾊﾞﾝﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 5-417 太田　雅文(3) ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ

8 三好高D L2213 菅谷　航汰(1) ｽｶﾞﾔ ｺｳﾀ
(愛知) L2504 北　直樹(1) ｷﾀ ﾅｵｷ

L2011 深津　将誠(2) ﾌｶﾂ ｼｮｳﾏ
L2215 位髙　雄飛(1) ﾔｺﾞﾄ ﾕｳﾋ



男子4X400mR

大会記録(GR)            3:18.84   中京大(北島、中西、浦井、岡）)        2011 10月29日 16:20 

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 中京大A 5-1558 伊藤　圭希(4) ｲﾄｳ ﾖｼｷ
(愛知) 5-357 中島　一将(4) ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ

5-362 川畑　慎吾(4) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ
5-373 山田　蒼太(4) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ

2 中京大B 5-366 柴田　修二(4) ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ
(愛知) 5-361 大久保　直哉(4) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ

5-1281 伊藤　泰治(1) ｲﾄｳ ﾔｽﾊﾙ
5-369 西川　晋作(4) ﾆｼｶﾜ ｼﾝｻｸ

3 中京大C 5-365 児島　大樹(4) ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ
(愛知) 5-359 井添　晶文(4) ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ

5-372 矢野　智大(4) ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ
5-374 山本　健太(4) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ

4 中京大F 5-393 木村　陸人(4) ｷﾑﾗ ﾀｶﾄ
(愛知) 5-397 鈴木　康太(4) ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

5-390 飯田　哲大(4) ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
5-401 山崎　太士(4) ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ

5 中京大I 5-410 山本　拓朗(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ
(愛知) 5-408 西村　啓佑(4) ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

5-406 秋田　啓佑(4) ｱｷﾀ ｹｲｽｹ
5-407 片山　和也(4) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

6 中京大N 5-368 中内　亮太(4) ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀ
(愛知) 5-375 横地　秀春(4) ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ

5-367 田中　宏樹(4) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ
5-360 井面　拓也(4) ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ

7 中京大G 5-440 蛭子屋　雄一(3) ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ
(愛知) 5-483 井戸田　魁(2) ｲﾄﾞﾀ ｶｲ

5-485 瀬古　優斗(2) ｾｺ ﾕｳﾄ
5-445 水谷　來(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾗｲ

8 中京大H 5-447 山添　琢郎(3) ﾔﾏｿﾞｴ ﾀｸﾛｳ
(愛知) 5-480 朝居　拓麻(2) ｱｻｲ ﾀｸﾏ

5-443 高橋　幸大(3) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ
5-444 松橋　亮太(3) ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ



男子走高跳

大会記録(GR)            2m17      赤松 諒一(岐阜大)                     2017
大会記録(GR)            2m17      瀬古 優斗(中京大)                     2017
大会記録(GR)            2m17      蛭子屋 雄一(中京大)                   2017 10月29日 10:00 

　

ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ 福岡 － － － － － ○ ○ ○

1 24 5-440 蛭子屋　雄一(3) 中京大 × × ○ ○ × × × 2m04
ｲﾄﾞﾀ ｶｲ 岐阜 － － － － － ○ ○ －

2 21 5-483 井戸田　魁(2) 中京大 ○ × ○ × × × 2m04
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 愛知 － － － ○ ○ × ○ × ○ × × ○

3 13 5-1128 松下　陸(1) 愛知教育大 × × × 1m98
ﾌｸｵｶ ｼｭｳﾀ 愛知 － － － － × ○ ○ × × ×

4 19 5-1061 福岡　秀太(1) 中京大 1m90
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 愛知 － － － － × × ○ ○ × × ×

5 23 5-398 谷口　裕哉(4) 中京大 1m90
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾔ 愛知 － － － × ○ × ○ × ○ × × ×

6 15 L1867 西村　智哉(3) 岡崎工高 1m90
ｽｷﾞﾀ ﾋｶﾙ 愛知 － － － － ○ × × ○ × × ×

7 17 L2097 杉田　光(3) 岡崎城西高 1m90
ｽｷﾞﾔﾏ ﾙｵ 岐阜 － － × ○ － ○ － × × ×

8 1 250 杉山　流音(3) 東濃実高 1m85
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾗ 東京 － － ○ ○ × × ○ × × ×

9 18 5-1258 中島　由来(1) 中京大 1m85
ｸｽﾐ ｹｲﾀ 新潟 － － × ○ ○ × × ○ × × ×

10 7 5-1277 久住　恵太(1) 中京大 1m85
ｲｸﾀ ﾕｳｷ 愛知 － ○ ○ ○ × × ×

11 9 5-70 幾田　勇希(2) 名大 1m80
ｵｶｲ ﾀｲｾｲ 愛知 － － － ○ × × ×

11 20 L2080 岡井　大靖(3) 岡崎城西高 1m80
ｲﾅﾅﾐ ﾗｲﾄ 愛知 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

13 4 L2571 稲浪　嶺斗(1) 豊田北高 1m80
ｶｻｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知 － ○ × ○ × ○ × × ×

13 11 5-524 笠井　謙一郎(2) 名工大 1m80
ｵｸﾑﾗ ｷﾐﾔ 愛知 － － × ○ × ○ × × ×

13 12 F1109 奥村　公哉(2) 愛知啓成高 1m80
ｶﾜｼﾏ ﾀｲｷ 岐阜 － ○ × × ×

16 5 5-4190 川島　大輝(1) 岐阜聖徳大 1m70
ｻｲｷ ﾊﾙﾄ 愛知 ○ × × ×

17 6 F1652 斉木　遥都(1) 尾北高 1m65
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 愛知 × r

2 H1592 山本　雄稀(1) 大同大大同高 NM
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾂﾞｷ 愛知

3 L2069 松永　華月(2) 豊田高専 DNS
ﾑﾈﾋﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知

8 5-411 宗平　壮一郎(4) 中京大 DNS
ｻﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知

10 B9162 佐野　主学 愛知陸協 DNS
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ 富山

14 5-496 福島　龍二(2) 中京大 DNS
ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 熊本

16 5-396 佐々木　慎吾(4) 中京大 DNS
ｶﾄｳ ｷｲﾁ 愛知

22 B9123 加藤　紀一 愛知陸協 DNS

1m85 1m90 1m95 1m98
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m70

2m04

1m75

2m07

1m80

2m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m65

2m01

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子棒高跳

大会記録(GR)            5m50      山本 聖途(中京大)                     2012 10月29日 10:00 

　

ﾏﾂｻﾞﾜｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 新潟 － － － － － － × ○ × × ×

1 15 186 松澤ｼﾞｱﾝ成治 新潟アルビレックス 5m00
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛知 × ○ × × ×

2 5 F1112 丸山　雄太(2) 愛知啓成高 3m20
ｲﾖﾀﾞ ｱｵｲ 愛知 － － × × ×

6 L1711 彌田　蒼(1) 豊田大谷高 NM
ｲｾｷ ﾕｳﾄ 愛知 － － － － × × ×

8 L1655 井石　優人(2) 豊田大谷高 NM
ｱｻｲ ﾀｸﾏ 岐阜

1 5-480 朝居　拓麻(2) 中京大 DNS
ﾔﾏｿﾞｴ ﾀｸﾛｳ 愛知

2 5-447 山添　琢郎(3) 中京大 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｷ 愛知

3 5-500 渡邉　嵩貴(2) 中京大 DNS
ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾄ 静岡

4 7226 大谷　龍冬(2) 浜松開誠館高 DNS
ﾓﾘ ﾀｸﾏ 愛知

7 L1709 森　拓真(1) 豊田大谷高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

9 5-443 高橋　幸大(3) 中京大 DNS
ｶﾜｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 京都

10 5-1052 川久保　友博(1) 中京大 DNS
ﾖｼﾄﾒ ﾘｮｳﾀ 京都

11 5-1064 吉留　涼太(1) 中京大 DNS
ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ 青森

12 5-444 松橋　亮太(3) 中京大 DNS
ｺｷﾞｿ ｺｳ 愛知

13 5-484 小木曽　光(2) 中京大 DNS
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 愛知

14 5-482 石川　拓磨(2) 中京大 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m20 5m10

記録 ｺﾒﾝﾄ
3m40 3m60 3m80 4m00 4m20 5m00

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

大会記録(GR)            7m86      大岩 雄飛(スポウエルAC)               2014 10月29日 12:00 

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 愛知 × 6m99 × 6m78 6m99
1 20 5-345 永見　崚一郎(2) 至学館大 +0.4 +0.5 +0.4

ﾓﾄﾔﾏ ﾘｮｳ 佐賀 6m65 6m86 6m83 6m88 6m88
2 17 5-389 本山　遼(M1) 中京大 +0.4 -0.7 -0.3 +0.3 +0.3

ｱｻﾉ ﾏｻﾔ 愛知 × 6m72 6m44 6m61 6m72
3 12 5-201 浅野　真弥(3) 愛教大 +0.4 +0.3 0.0 +0.4

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 × 6m68 6m43 3m84 6m68
4 21 5-446 森山　大成(3) 中京大 +0.5 0.0 0.0 +0.5

ﾅｶﾞｻｶ ｱｷｽﾐ 愛知 × 6m66 × × 6m66
5 13 5-191 長坂　顕澄(3) 愛教大 +0.2 +0.2

ｱｿ ｱﾔﾄ 岡山 × × 6m66 × 6m66
5 19 5-481 阿曽　彩登(2) 中京大 +0.5 +0.5

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾋﾄ 愛知 × 6m65 6m65 6m56 6m65
7 8 5-726 藤本　辰仁 岐阜経済大 0.0 +0.2 +1.3 0.0

ﾉｾ ﾕｳﾀ 愛知 6m58 6m30 6m59 6m46 6m59
8 9 5-1460 野瀬　優太(1) 愛知工大 +0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.1

ﾅﾙﾐﾔ ﾀｹｼ 滋賀 6m31 6m50 6m59 6m59
9 5 5-1272 成宮　壮(1) 中京大 +0.2 -0.1 +0.4 +0.4

ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪 4m37 × 6m45 6m45
10 14 5-442 川西　良典(3) 中京大 0.0 +0.3 +0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 愛知 6m15 × 6m38 6m38
11 7 5-1183 渡辺　素己(1) 愛知工大 -0.2 +0.4 +0.4

ｺｷﾞｿ ﾕｳｻｸ 愛知 × × 6m38 6m38
12 16 B2474 小木曽　優作 中京大クラブ +0.7 +0.7

ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼ 愛知 6m18 6m24 6m31 6m31
13 3 5-1184 塚本　拳史(1) 愛知工大 0.0 0.0 -1.2 -1.2

ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 三重 × × 6m27 6m27
14 6 5-1279 長谷川　遥貴(1) 中京大 +0.8 +0.8

ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 愛知 × 6m01 6m13 6m13
15 1 J1448 井澤　蔵人(2) 山田高 0.0 +0.5 +0.5

ｽｶﾞﾔ ｺｳﾀ 愛知 × × 6m09 6m09
16 4 L2213 菅谷　航汰(1) 三好高 -0.4 -0.4

ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｽｹ 愛知 5m92 6m08 5m81 6m08
17 2 5-202 坂野　公亮(3) 愛知教育大 0.0 0.0 +0.1 0.0

ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知 × × ×
10 L2000 横田　幹太(3) 三好高 NM

ｷﾖﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 高知

11 5-422 清遠　隆介(3) 中京大 DNS
ﾊﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 岐阜

15 5072 花井　貴弘 KYB DNS
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ 愛知

18 C768 東　孝一 小島プレス DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

大会記録(GR)            7m86      大岩 雄飛(スポウエルAC)               2014 10月29日 12:00 

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾏﾉ ｶｲｾｲ 愛知 6m33 6m12 5m87 － 6m33
1 10 5-1189 天野　快聖(1) 愛知工大 0.0 -0.5 +0.6 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 三重 2m83 5m29 5m98 5m59 5m98
2 16 5406 渡邉　慎二 三重県庁AC 0.0 0.0 +0.2 +0.5 +0.2

ｵｵﾜｷ ﾏｻｼ 愛知 5m67 × 5m94 5m80 5m94
3 17 5-516 大脇　将史(3) 名工大 0.0 +1.2 +0.3 +1.2

ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾈ 愛知 5m78 5m23 5m63 5m88 5m88
4 20 J1722 髙田　主音(1) 総合工科高 +0.5 -0.2 +0.7 +0.2 +0.2

ｻﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 愛知 5m33 5m38 5m83 5m57 5m83
5 11 H936 佐橋　秀紀(2) 昭和高 -0.5 -0.4 +0.8 0.0 +0.8

ｱｻﾉ ﾄｳﾔ 愛知 5m44 5m62 5m80 5m62 5m80
6 14 H934 浅野　冬弥(2) 昭和高 0.0 +0.6 +0.1 +0.5 +0.1

ﾀｶﾊｼ ｲｸﾐ 愛知 5m53 × × × 5m53
7 19 J924 高橋　郁海(2) 市工芸高 +0.4 +0.4

ﾀｷﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 5m14 5m26 5m47 5m34 5m47
8 9 1930 滝谷　健太郎(1) 高田高 0.0 0.0 +0.3 +0.6 +0.3

ｼﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 愛知 5m02 4m90 5m39 5m39
9 6 F1651 白山　大貴(1) 尾北高 +0.2 0.0 +0.7 +0.7

ｻｻｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知 4m51 5m23 5m30 5m30
10 18 J1478 笹岡　昌弘(1) 名古屋商高 0.0 0.0 +0.3 +0.3

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知 × × 5m20 5m20
11 13 F1647 森田　雄太(1) 尾北高 +0.1 +0.1

ﾌﾅﾊｼ ﾅｵﾄ 愛知 4m63 4m81 5m12 5m12
12 8 F1653 舟橋　直斗(1) 尾北高 +0.1 -0.1 +0.7 +0.7

ﾊﾞﾝﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知 5m02 × 5m09 5m09
13 5 J1719 阪東　英和(1) 総合工科高 0.0 -1.2 -1.2

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 愛知 5m08 × 4m98 5m08
14 12 J1124 水野　裕登(2) 愛知高 0.0 +0.5 0.0

ｵｸﾞﾗ ﾘｭｳﾏ 愛知 4m69 4m54 4m84 4m84
15 4 F1516 小椋　隆真(2) 尾北高 +0.2 0.0 +0.3 +0.3

ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｶﾞｸ 愛知 × × ×
2 H1595 松山　雅楽(1) 大同大大同高 NM

ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 岐阜

1 251 高橋　渉(3) 東濃実高 DNS
ﾅｶﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 愛知

3 H1722 中谷　元(1) 大同大大同高 DNS
ｲｹﾄﾞ ｺｳｾｲ 愛知

7 L1330 池戸　皓星(2) 岡崎学園高 DNS
ｷｼ ﾕｳﾏ 愛知

15 L1341 岸　佑真(2) 岡崎学園高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳

大会記録(GR)            15m98     中山 昂平(中京大)                     2016 10月29日 14:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 愛知

1 H1425 加藤　勇人(3) 中部大春日丘高
ﾀﾐﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 滋賀

2 6-1583 民輪　純一(2) 滋賀大
ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ 三重

3 1911 前田　彩斗(2) 高田高
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾄ 愛知

4 5-599 西田　彪人(2) 名城大
ﾐｿﾞｶﾐ ﾙｲ 大阪

5 5-486 溝上　瑠伊(2) 中京大
ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｮｳﾀ 愛知

6 5-1141 津曲　章太(1) 中京大
ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 三重

7 808 久保倉　佳吾(3) 宇治山田商高
ｵﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川

8 0 小田　央彬 横浜市陸協
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛知

9 C756 山本　雄介 小島プレス
ｵﾘﾀ ｶｲﾄ 京都

10 5-441 織田　海斗(3) 中京大
ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山

11 5-391 大枝　巧弥(4) 中京大
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 長野

12 5-1142 増子　良平(1) 中京大
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 三重

13 5239 西澤　団 シンフォニア



男子砲丸投(7.260kg)

大会記録(GR)            17m76     山元 隼(フクビ化学)                   2016 10月29日 14:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 福井

1 4 697 山元　隼 フクビ化学 16m05 16m51 × × 16m24 16m85 16m85
ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 滋賀

2 3 5-488 杉本　仁(2) 中京大 13m81 × 14m39 14m43 14m68 13m96 14m68
ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 岐阜

3 5 5-451 早川　匠海(3) 中京大 × × 12m86 × 14m47 × 14m47
ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾔ 愛知

4 2 5-489 戸澤　廣哉(2) 中京大 12m62 13m59 × × × × 13m59
ﾀｶﾀ ﾋﾛﾐﾁ 長崎

5 6 5-1276 高田　浩道(1) 中京大 10m73 10m93 × × 10m93 10m26 10m93
ｶﾐﾔ ﾖｼｷ 愛知

6 1 L2633 神谷　佳希(1) 豊田北高 5m75 5m55 5m79 6m07 5m43 6m12 6m12



男子円盤投(2.000kg)

大会記録(GR)            56m89     湯上 剛輝(トヨタ自動車)               2016 10月29日 14:25 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾕｶﾞﾐ ﾏｻﾃﾙ 愛知

1 9 C697 湯上　剛輝 トヨタ自動車 55m67 × × 55m87 × × 55m87
ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知

2 8 5-1062 中井　康二(1) 中京大 × × 44m17 × × × 44m17
ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷﾁ 愛知

3 10 5-1126 東　大吉(1) 愛知教育大 × × 36m32 × × × 36m32
ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄ 愛知

4 6 5-1451 中山　貴登(1) 名古屋学院大 × × 31m46 × × 32m20 32m20
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛知

5 12 5-1096 小川　浩平(4) 名古屋学院大 × × 32m16 × × × 32m16
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛知

6 7 5-1099 中村　勇太(4) 名古屋学院大 32m01 × × × × × 32m01
ﾀｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡山

7 11 5-57 多賀　駿介(3) 名大 29m76 × × × × × 29m76
ｲ ﾖﾚ 愛知

8 4 5-1324 李　如來(1) 愛知教育大 × 26m44 × × × × 26m44
ﾅｶｻﾀﾞ ｼﾝ 愛知

9 1 5-1301 中定　慎(4) 名古屋学院大 × × 23m83 23m83
ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 愛知

10 3 H1356 佐々木　大介(2) 天白高 18m49 × × 18m49
ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｷ 愛知

2 L2579 東　和輝(1) 豊田北高 × × × NM
ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 愛知

5 5-647 山下　徹(2) 東海学大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子ハンマー投(7.260kg)

大会記録(GR)            69m71     植松 直紀(中京大)                     2016 10月29日 15:50 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 愛知

1 5-288 安藤　佑馬(4) 至学館大
ﾅｶﾀ ｶｽﾞｷ 愛知

2 H984 中田　和輝(1) 中京大中京高
ﾀｶﾔ ｹﾝﾀ 愛知

3 J922 髙谷　健太(2) 市工芸高
ｲｹﾉｳｴ ｺｳｷ 愛知

4 5-760 池之上　昂希 岐阜経済大
ｲﾜﾀ ﾄﾓﾔ 愛知

5 5-1047 岩田　朋也(1) 中京大
ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞｷ 岐阜

6 5-767 大谷　法輝 岐阜経済大
ｻｻｷ ｶｲｾｲ 岐阜

7 5-774 佐々木　海聖 岐阜経済大
ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ 岐阜

8 5-1155 篠田　大貴 岐阜経済大
ﾋｶﾞｼｳﾗ ｶﾝﾀ 三重

9 5-452 東浦　貫太(3) 中京大
ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 静岡

10 491 植松　直紀 スズキ浜松ＡＣ
ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛知

11 5-449 古旗　崇裕(3) 中京大
ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 兵庫

12 5-1055 服部　優允(1) 中京大
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知

13 C1002 石田　考正 愛知DC



男子やり投(0.800kg)

大会記録(GR)            75m95     ディーン 元気(ミズノ)                 2016 10月29日 11:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知

1 17 B1185 八木　一憲 みかん山 × × 64m97 × 66m50 × 66m50
ｱｻﾉ ｶﾂﾔ 岐阜

2 16 5-487 浅野　克弥(2) 中京大 × 59m13 × × × × 59m13
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 静岡

3 20 5-450 杉山　裕太(3) 中京大 53m81 × × × × 55m43 55m43
ﾎｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 愛知

4 15 5-821 星田　晃大郎 岐阜経済大 × × 54m80 54m72 × × 54m80
ｶﾄｳ ｱﾂｷ 岐阜

5 21 5-48 加藤　敦貴(3) 名大 51m51 × × × 53m06 × 53m06
ﾖｼｴ ｱｷﾋﾛ 兵庫

6 12 187 吉江　明広 タイモスポーツ 48m49 × × × × × 48m49
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 愛知

7 13 L1667 山本　海斗(2) 豊田大谷高 × 45m77 × 46m26 × × 46m26
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 愛知

8 1 F1271 山田　将義(2) 一宮高 45m58 × × × × × 45m58
ﾌﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

9 6 F1302 不破　僚太(2) 佐織工髙 44m70 × × 44m70
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知

10 14 H989 伊藤　温規(3) 中京大中京高 44m23 × × 44m23
ｶﾄｳ ｹﾝﾄ 愛知

11 11 L1305 加藤　健人(2) 豊田北高 × × 42m76 42m76
ｻﾄｳ ｻﾄｼ 愛知

12 9 J915 佐藤　聡志(1) 市工芸高 × 40m86 × 40m86
ｷﾀﾑﾗ ﾄｼｽﾞﾐ 愛知

13 4 H939 北村　俊澄(2) 昭和高 × 40m19 × 40m19
ｼﾉﾀﾞ ｹﾝ 岐阜

14 7 5-6042 篠田　健(3) 岐阜聖徳大 39m31 × × 39m31
愛知

15 5 L2526 ｱﾗｳｼﾞｮ ﾊﾟﾌﾞﾛ(2) 豊田大谷高 × × 39m03 39m03
ｵｵｼﾏ ｻﾜｷ 愛知

16 8 H1538 大嶋　爽生(1) 名城大附高 × × 37m29 37m29
ｶﾂｻﾞｷ ﾚｵ 愛知

17 3 H1596 勝崎　励雄(1) 大同大大同高 × 33m81 × 33m81
ｲｼｲ ﾏﾅﾌﾞ 愛知

18 2 H1729 石居　学(1) 大同大大同高 × 29m70 × 29m70
ｻｻｷ ﾀｸﾔ 愛知

10 1332 佐々木　拓也 愛知DC DNS
ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 京都

18 5-448 石山　歩(3) 中京大 DNS
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 埼玉

19 5-1066 相澤　潤一郎(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m

大会記録(GR)            11.93     桐山 智衣(中京大)                     2011
大会記録(GR)            11.93     市川 華菜(ミズノ)                     2016 10月29日 11:15 

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 愛知 ｱｹﾎﾞｼ ﾋｶﾙ 愛知

1 5 5-2169 近藤　彩加(2) 中京大 12.60 1 3 5-2368 明星　光(1) 中京大 12.76
ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知 ｲｲｶﾜ ﾙﾅ 愛知

2 4 5-2418 中内　彩虹(1) 東海学大 12.66 2 4 L6507 石川　留菜(1) 岡崎学園高 12.77
ﾖｺﾔﾏ ｱﾔｶ 三重 ｽｶﾞｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ 愛知

3 3 145 横山　綾香(3) 松阪商高 12.68 3 1 5-2170 菅嶋　悠乃(2) 中京大 12.93
ｲｺﾏ ｼﾎ 三重 ｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 愛知

4 6 1159 生駒　志穂(3) 三重高 12.83 4 8 5-2389 志村　和香奈(2) 中部大 12.98
ｶｼﾏ ﾅﾅｺ 愛知 ﾌｼﾞﾅﾐ ｻﾔ 愛知

1 J5657 鹿嶌　菜々子(1) 愛知高 DNS 5 2 J5877 藤浪　沙耶(1) 山田高 13.08
ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉ 愛知 ﾏｷ ｽｽﾞﾅ 兵庫

2 J5663 木下　慶乃(1) 愛知高 DNS 6 5 5-2374 牧　すずな(1) 中京大 13.11
ｵｵﾔ ｻﾔﾅ 愛知 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 愛知

7 J5649 大矢　紗也菜(2) 愛知高 DNS 7 7 5-2070 山崎　恵里佳(4) 金城学大 13.17
ｵｶ ﾅﾙﾐ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 愛知

8 5-2006 岡　愛美(4) 名大 DNS 6 J5661 山田　桃子(1) 愛知高 DNS

3組 (風:+0.7) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ 愛知

1 5 L6330 山本　詩織(1) 三好高 12.87 1 4 L6275 前田　晴菜(2) 三好高 13.58
ﾐﾔﾀﾞ ｲﾏﾘ 富山 ﾊﾅｷ ﾕｳﾅ 愛知

2 4 5-2172 宮田　伊毬(2) 中京大 13.22 2 1 C759 花木　優奈 小島プレス 13.64
ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾏﾅ 愛知

3 3 5-2395 林　祐子(3) 名古屋学院大 13.33 3 6 L6506 石川　真菜(1) 岡崎学園高 13.66
ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾏｷ 愛知

4 6 5-2148 岩川　奈々萌(3) 中京大 13.60 4 3 J5667 宮本　珠希(2) 愛知高 13.90
ｶｼﾞ ﾘｻｺ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞ 愛知

5 7 H5484 梶　里沙子(2) 昭和高 13.65 5 7 L6532 鈴木　柚子(1) 豊田北高 14.05
ｺｳﾑﾗ ﾓﾓｶ 愛知 ｲﾉｼﾏ ﾘｵﾝ 愛知

6 1 J5666 香村　百華(1) 愛知高 13.67 6 5 H5826 猪嶋　凜音(1) 天白高 14.21
ｽﾐﾀﾞ ﾏﾕ 愛知 ｱﾁﾜ ﾕﾂｷ 愛知

7 8 J5646 隅田　眞憂(2) 愛知高 13.95 7 2 J6044 阿知波　祐月(1) 山田高 14.21
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｺ 愛知 ｻﾄｳ ｶﾅｺ 愛知

2 B1274 渡邉　直子 にっとTFC DNS 8 5-2021 佐藤　圭那子(2) 愛知学院大 DNS

5組 (風:+0.7) 6組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾈﾏﾂ ﾕｳﾅ 愛知 ﾊｼｸﾞﾁ ﾅﾅﾊ 愛知

1 3 H5778 兼松　祐奈(1) 日進西高 13.96 1 6 L6530 橋口　那々華(1) 豊田北高 14.62
ﾖｼﾓﾄ ﾋﾅ 愛知 ﾎﾘｷ ｻﾕﾘ 愛知

2 4 J5668 吉本　秘那(2) 愛知高 14.56 2 2 L6346 堀木　さゆり(1) 三好高 14.89
ｶﾜｲ ﾅﾅｺ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 愛知

3 6 H5859 河合　菜々子(1) 昭和高 14.60 3 1 L6512 鈴木　麻央(1) 三好高 15.23
ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ 愛知 ｿﾉﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 愛知

4 1 H5637 村上　まこと(2) 中村高 14.75 4 7 L6510 園部　葉月(1) 岡崎学園高 15.33
ｵｸﾞﾘ ｹｲ 愛知 ｶﾜﾊﾗ ｱﾐ 愛知

5 5 J6045 小栗　恵(1) 山田高 14.90 5 8 L5810 河原　あみ(2) 豊田北高 15.43
ｸｽﾓﾄ ﾅﾐ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾘﾉｶ 愛知

6 2 L5811 楠元　七彩(2) 豊田北高 15.03 6 5 L5850 鈴木　李乃香(2) 岡崎学園高 15.67
ｲｿｶﾞｲ ﾅﾂﾐ 愛知 ｲﾜｻｷ ﾋﾅﾉ 愛知

7 7 L5801 磯谷　奈津美(2) 豊田北高 15.09 3 H5854 岩﨑 日那乃(1) 大同大大同高 DNS
ｱｵﾏﾂ ﾗﾑ 愛知 ﾄｸﾊﾗ ﾅﾅ 愛知

8 J5844 青松　羅夢(2) 山田高 DNS 4 L6529 徳原　奈々(1) 豊田北高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m

大会記録(GR)            11.93     桐山 智衣(中京大)                     2011
大会記録(GR)            11.93     市川 華菜(ミズノ)                     2016 10月29日 11:15 

7組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｷﾞﾉ ﾕｲ 愛知

1 1 L6531 荻野　由唯(1) 豊田北高 14.63
ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾐ 愛知

2 3 5-2195 福永　夏澄(3) 南山大 15.05
ｼｮｳｶ ﾅﾅﾐ 岐阜

3 2 671 荘加　七海(1) 東濃実高 15.21
ｸﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 愛知

4 4 L6276 熊本　玲奈(2) 三好高 15.46
ﾜﾀﾞ ﾅﾐ 愛知

5 5 L6543 和田　菜実(1) 三好高 15.77
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｺ 愛知

6 8 L5816 福澤　里湖(2) 豊田北高 15.97
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知

6 5-2509 山本　彩加(1) 南山大 DNS
ﾀﾅｶ ｶﾎ 岐阜

7 515 田中　花歩(1) 東濃実高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400m

大会記録(GR)            56.56     吉田 葵(大平台高)                     2016 10月29日 12:40 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 愛知 ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 愛知

1 3 5-2115 河邊　真知子(4) 椙女大 59.85 1 6 F5921 平野　瑞季(1) 一宮高 1:01.55
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾅ 愛知 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 愛知

2 6 L5835 畔柳　幸奈(2) 岡崎学園高 1:01.70 2 7 F5746 加藤　優奈(2) 一宮高 1:03.25
ﾔｷﾞ ﾏﾕ 愛知 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾉ 愛知

3 8 H5785 八木　真由(1) 日進西高 1:06.32 3 2 H5861 土田　夏乃(1) 昭和高 1:10.92
ｿﾌﾞｶﾜ ｱｵｲ 愛知 ｶﾄｳ ﾘｮｳｺ 愛知

4 7 J5688 曽布川　葵(2) 名古屋商高 1:07.65 4 4 H5777 加藤　涼子(1) 日進西高 1:12.27
ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾘｶ 愛知 ｳｼﾀﾞ ｱｽｶ 岐阜

5 2 H5855 川口　絵里佳(1) 中村高 1:07.81 5 3 514 牛田　明日香(1) 東濃実高 1:13.54
ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 滋賀 ｻﾉ ｶﾝﾅ 愛知

4 5-2445 齊藤　彩佳(1) 中京大 DNS 6 5 5-2053 佐野　栞那(4) 愛淑大 1:22.30
ﾀﾏｷ  ﾘﾅ 三重

5 5-2443 玉木　理菜(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子800m

大会記録(GR)            2:11.97   許 燕貞(韓国)                         2013 10月29日 13:35 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｲｸﾉ 愛知

1 6 L5815 中村　有里(2) 豊田北高 2:35.11 1 3 5-2171 高橋　郁乃(2) 中京大 2:26.19
ﾖｼﾅｶ ﾘﾝ 愛知 ｷﾏﾀ ﾕｲｺ 愛知

2 7 L6345 芳中　凜(1) 三好高 2:35.17 2 4 5-2547 木俣　結子(1) 名古屋女子大 2:27.29
ﾊﾅｲ ﾊﾙｶ 愛知 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｶ 静岡

3 3 L5814 花井　遥香(2) 豊田北高 2:43.28 3 7 5-2540 藤田　ゆうか(1) 名古屋女子大 2:28.35
ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｺ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 愛知

4 4 H5830 山下　桃子(1) 天白高 2:43.37 4 5 5-2525 近藤　由梨(1) 名大 2:28.53
ｸｽﾞﾔ ｴﾘ 愛知 ﾅｶｼﾏ ｱｲ 愛知

5 2 5-2393 葛谷　恵利(3) 名古屋学院大 2:47.44 5 1 5-2221 中島　亜衣(3) 名城大 2:34.64
ｶｼﾜﾓﾘ ﾆｺ 愛知 ﾇﾉﾒ ﾐｵ 愛知

1 H5831 柏森　にこ(1) 天白高 DNS 6 2 H5857 布目　美緒(1) 中村高 2:35.48
ｼﾓﾜｷﾀ ﾅﾂｷ 愛知 ﾀﾑﾗ ﾒｲ 高知

5 H5860 下脇田　菜月(1) 昭和高 DNS 7 6 5-2446 田村　芽生(1) 中京大 2:37.46

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｶ 愛知

1 4 5-2120 山中　今日香(2) 椙女大 2:17.37
ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛知

2 5 5-2382 長屋　美月(1) 中京大 2:19.68
ｷﾀﾑﾗ ｱｲ 広島

3 3 5-2444 北村　愛(1) 中京大 2:20.15
ﾓﾘﾀ ﾕｲ 愛知

4 8 J5655 森田　柚衣(1) 愛知高 2:24.20
ｶﾄｳ ﾐｵｺ 愛知

5 1 5-2025 加藤　美桜子(2) 愛大 2:25.51
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長野

6 2 5-2463 桜井　菜緒(1) 名古屋学院大 2:26.41
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 愛知

6 5-2014 長谷川　詩歩(2) 名大 DNS
ﾀﾆｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 三重

7 5281 谷崎　仁美 T.G.K DNS

凡例  DNS:欠場



女子1500m

大会記録(GR)            4:29.68   荘司 麻衣(中京大)                     2012 10月29日 10:05 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｸ 愛知

1 2 J5664 森山　美空(1) 愛知高 5:02.02
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 愛知

2 5 5-2188 小笠原　香苗(4) 名市大 5:04.50
ｻﾄｳ ﾐｻﾄ 岐阜

3 6 5-2358 佐藤　美里(1) 中京学大 5:10.02
ﾊﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｶ 愛知

4 3 J5648 濱口　京華(2) 愛知高 5:11.33
ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅｺ 愛知

5 10 5-2469 桐山　菜奈子(1) 愛淑大 5:14.73
ﾐﾜ ﾅﾂﾐ 愛知

6 7 5-2122 三輪　奈津美(4) 椙女大 5:21.90
ｱｻﾉ ｻｷ 岐阜

7 12 5-2068 淺野　紗希(1) 岐経大 5:24.62
ｿﾌﾞｴ ﾐﾕｷ 愛知

8 13 H5833 祖父江　美雪(1) 天白高 5:24.82
ｱｵｷ ｴﾘ 愛知

9 8 5-2516 青木　恵理(1) 椙女大 5:25.15
ﾊｼﾓﾄ ﾏｷ 愛知

10 11 L5813 橋本　真希(2) 豊田北高 5:36.38
ｵｵﾀ ｷｮｳｶ 岐阜

11 14 5-4057 大田　杏香(3) 岐阜聖徳大 5:39.49
ﾀｶｵｶ ﾐﾕ 愛知

12 15 H5788 高岡　美侑(1) 日進西高 5:58.00
ﾅﾔﾀﾆ ﾓﾓ 愛知

13 16 H5825 納谷　桃(1) 天白高 5:59.04
ｲｼｶﾜ ﾏﾘｱ 愛知

14 17 H5787 石川　茉莉亜(1) 日進西高 7:35.05
ﾐﾂｲ ｻｷ 愛知

1 J5658 三井　咲(1) 愛知高 DNS
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 三重

4 5-2009 山下　奈央(4) 名大 DNS
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 愛知

9 5-2454 宍戸　萌百伽(1) 東海学大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子5000m

大会記録(GR)            15:36.72  アン カリンジ(豊田自動織機)           2015 10月29日 14:30 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 長野

1 1 5-2357 河西　いづみ(4) 中京学大 18:24.33
ﾐﾔｷﾞ ｱﾐ 岐阜

2 4 5-2067 宮城　亜美(3) 岐経大 19:10.37
ﾌｸｵｶ ﾅﾅ 岐阜

3 3 5-447 福岡　菜々(4) 岐阜大 19:11.53
ﾆﾜ ﾅﾅｺ 愛知

4 6 5-2106 丹羽　菜々子(2) 至学館大 19:19.59
ﾋｶﾞ ﾐｽﾞｷ 岐阜

5 5 5-2362 比嘉　観寿妃(1) 中京学大 19:29.90
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 愛知

6 8 5-2497 山田　桃子(1) 南山大 20:33.64
ｲｲﾂﾞｶ ﾋｻﾈ 愛知

7 7 5-2496 飯塚　寿音(1) 南山大 20:52.10
ｶﾅﾀﾞ ﾔｺ 愛知

8 10 5-2193 金田　弥子(3) 南山大 22:09.51
ﾔﾏｻｷ ﾕｷﾈ 愛知

9 11 5-2497 山崎　幸音(3) 南山大 22:42.12
ｷﾀｺﾞｳ ﾅﾐ 愛知

2 C2061 北郷　菜実 安城快足AC DNS
ｶｲﾄ ﾐｷ 岐阜

9 5-2281 垣内　美紀(2) 岐阜大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100mH(0.838m/8.50m)

大会記録(GR)            13.72     白井 怜子(濃飛倉庫運輸)               2012 10月29日 11:45 

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知 ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ 愛知

1 3 H5708 森　美月(3) 日進西高 15.88 1 3 J5878 久保田　乃愛(1) 山田高 18.90
ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾉ 愛知 ﾀｶｽ ﾓｶ 愛知

2 4 H5694 吉本　彩乃(2) 天白高 16.30 2 4 H5784 高須　萌圭(1) 日進西高 20.18
ﾀｷﾂﾞｶ ﾚﾅ 愛知 ｽｶﾞﾉ ﾘｶ 愛知

3 2 J5659 滝塚　麗奈(1) 愛知高 17.95 3 5 L5812 菅野　莉加(2) 豊田北高 20.58
ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 愛知 ﾓﾄｿﾞﾉ ﾅﾅｶ 愛知

4 6 L6551 齋藤　あおば(1) 豊田高専 18.18 4 6 L6533 本園　菜々花(1) 豊田北高 20.71
ｱﾗｼ ﾕｲﾅ 愛知 ｳﾉ ﾕｳﾅ 愛知

5 5 J6013 嵐　結菜(1) 愛知高 23.28 5 2 L5817 宇野　友菜(2) 豊田北高 21.47
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｴ 愛知

7 L5851 鈴木　奈々江(2) 岡崎学園高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400mH(0.762m)

大会記録(GR)            1:01.38   吉田 佳純(県岐阜商高)                 2016 10月29日 13:15 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ 愛知 ｻﾄｳ ﾚﾐ 愛知

1 6 J5654 立石　留菜(2) 愛知高 1:09.44 1 6 F5750 佐藤　伶美(2) 一宮高 1:12.56
ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾅ 愛知 ｷﾑﾗ ﾃﾝｶ 愛知

2 3 J5687 杉本　瑠奈(2) 名古屋商高 1:13.09 2 3 5-2398 木邨　天香(2) 名古屋学院大 1:14.11
ｶｺ ｱﾔﾅ 愛知 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾔ 愛知

3 7 L6509 加古　恵菜(1) 岡崎学園高 1:15.55 3 5 F6083 長島　加弥(1) 愛知啓成高 1:28.08
ｶﾏﾀﾞ ﾏﾅ 愛知 ｲﾏｲｶﾘ ﾏﾐ 愛知

4 4 H5697 鎌田　茉那(2) 天白高 1:18.94 4 5-2017 今碇　真未(2) 愛知学院大 DNS
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島

5 5-2147 安藤　もも(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子4X400mR

大会記録(GR)            3:55.18   中京大(真柄、桑子、田中、斎藤)        2011 10月29日 16:05 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 岡崎学園高A L5835 畔柳　幸奈(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾅ 3 中京大B
(愛知) L6507 石川　留菜(1) ｲｲｶﾜ ﾙﾅ (愛知)

L6509 加古　恵菜(1) ｶｺ ｱﾔﾅ
L6506 石川　真菜(1) ｲｼｶﾜ ﾏﾅ

3 三好高A L6330 山本　詩織(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ
(愛知) L6275 前田　晴菜(2) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ

L6345 芳中　凜(1) ﾖｼﾅｶ ﾘﾝ
L6512 鈴木　麻央(1) ｽｽﾞｷ ﾏｵ

4 愛知高C J5667 宮本　珠希(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾏｷ
(愛知) J6013 嵐　結菜(1) ｱﾗｼ ﾕｲﾅ

J5668 吉本　秘那(2) ﾖｼﾓﾄ ﾋﾅ
J5646 隅田　眞憂(2) ｽﾐﾀﾞ ﾏﾕ

5 山田高A
(愛知)

6 愛知高B
(愛知)

7 中京大A 5-2374 牧　すずな(1) ﾏｷ ｽｽﾞﾅ
(愛知) 5-2172 宮田　伊毬(2) ﾐﾔﾀﾞ ｲﾏﾘ

5-2382 長屋　美月(1) ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ
5-2170 菅嶋　悠乃(2) ｽｶﾞｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ

8 愛知高A J5654 立石　留菜(2) ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ
(愛知) J5655 森田　柚衣(1) ﾓﾘﾀ ﾕｲ

J5666 香村　百華(1) ｺｳﾑﾗ ﾓﾓｶ
J5652 吉田　凛(1) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ

2 天白高A DNS
(愛知)

凡例  DNS:欠場



女子走高跳

大会記録(GR)            1m76      山中 里花子(中京大)                   2014 10月29日 14:00 

　

ｲｼﾊﾗ ﾘｻ 岐阜 － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 8 5-2156 石原　里紗(3) 中京大 1m60
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｶ 愛知 － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 7 5-2419 宮下　優(1) 東海学大 1m55
ｽﾔﾏ ﾄﾓｶ 愛知 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

3 5 5-2121 陶山　朋伽(2) 椙女大 1m55
ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｵ 愛知 － － × × ○ ○ × × ×

4 6 J5884 梶原　梨央(1) 山田高 1m45
ﾎｼﾊﾞ ｱｲｶ 愛知 － － ○ × ○ × × ×

5 4 5-2230 干場　愛花(4) 東海学大 1m45
ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴ 愛知 ○ ○ × × ×

6 2 J5680 川口　萌(2) 名古屋商高 1m35
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 愛知 ○ × × ×

7 1 H5482 山崎　優香(2) 昭和高 1m30
ﾆｼｶﾜ ｻｸﾗ 愛知 × × ×

3 H5862 西川　桜(1) 昭和高 NM

1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

凡例  NM:記録なし



女子棒高跳

大会記録(GR)            4m05      間宮 里菜(岐阜陸協)                   2017 10月29日 13:30 

　

ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ 滋賀 － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 6 5-2370 南部　珠璃(1) 中京大 3m50
ﾌｼﾞｲ ｺﾄ 愛知 － － － － － － × ○ × × ×

2 8 5-2091 藤井　琴(3) 至学館大 3m50
ﾄｺﾛ ｷｮｳｺ 愛知 － － － － － × ○ × × ○ × × ×

3 4 5-2162 所　杏子(3) 中京大 3m50
ｻﾄｳ ｱｲ 愛知 － － － － × ○ ○ － × × ×

4 9 5-2160 佐藤　愛(3) 中京大 3m40
ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取 － － － － ○ × ○ － × × ×

5 5 5-2159 齊木　杏祐華(3) 中京大 3m40
ｶﾐﾔ ﾕｳｷ 静岡 － － － － － × × ○ × × ×

6 10 6273 神谷　優希(3) 磐田農高 3m40
ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ 愛知 ○ ○ × × ×

7 2 J5883 木村　帆香(1) 山田高 2m60
ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 愛知 － － － × × ×

12 5-2376 髙田　彩佳(1) 中京大 NM
ｲｼﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 静岡

1 6021 石田　若葉(2) 浜松開誠館高 DNS
ｱﾏﾉ ﾏｲ 静岡

3 6024 天野　茉維(2) 浜松開誠館高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 静岡

7 379 鈴木　麻名実 創進浜松ＡＣ DNS
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 愛知

11 5-2157 今泉　友里(3) 中京大 DNS
ﾏﾐﾔ ﾘﾅ 岐阜

13 6014 間宮　里菜 岐阜陸協 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m50

3m70

3m50 3m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m60

3m80

2m80 3m00 3m20 3m40

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳

大会記録(GR)            6m20      田中 美沙(中京大)                     2013 10月29日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｵ ﾕｳﾘ 愛知 5m54 × 5m59 × × 5m65 5m65
1 12 C775 中尾　優里 小島プレス -0.3 -0.8 -0.3 -0.3

ｼﾗｲ ﾏﾐ 新潟 5m20 5m18 5m34 × 5m30 × 5m34
2 11 5-2161 白井　真美(3) 中京大 -0.2 0.0 -0.7 -0.5 -0.7

ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ 愛知 4m91 5m02 4m76 4m88 5m05 4m90 5m05
3 10 J5652 吉田　凛(1) 愛知高 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 -1.0 +0.3 -1.0

ﾄﾐﾀ ﾘｺ 富山 4m95 4m86 4m94 4m80 × 4m82 4m95
4 15 5-2519 富田　理子(1) 中京大 -1.4 -0.2 -0.7 +0.2 -0.7 -1.4

ｶｽﾔ ﾕﾘ 愛知 4m95 4m92 4m77 × 2m90 4m81 4m95
5 13 5-2377 糟谷　友里(1) 中京大 -0.7 -0.7 -0.5 -0.4 -0.8 -0.7

ﾀﾀﾞ ﾏｲｺ 愛知 4m54 4m46 4m57 4m58 4m68 4m64 4m68
6 14 H5483 多田　茉衣子(2) 昭和高 0.0 -0.8 0.0 -0.5 -0.1 -2.1 -0.1

ｲﾄｳ ﾐｶ 愛知 4m52 4m45 4m25 － － － 4m52
7 9 L6344 伊藤　実花(1) 三好高 -0.7 -0.7 0.0 -0.7

ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 愛知 × 4m41 4m47 × × 4m38 4m47
8 8 5-2227 河口　朋美(4) 東海学大 -0.2 -0.1 -0.9 -0.1

ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 愛知 4m33 4m08 4m10 4m33
9 6 H5858 安藤　萌衣(1) 昭和高 -0.7 -0.4 +0.2 -0.7

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 愛知 × 4m31 4m12 4m31
10 7 5-2040 中村　彩花(3) 愛教大 -0.4 +0.2 -0.4

ｲｻｼﾞ ﾈﾈ 岐阜 4m15 4m23 4m11 4m23
11 1 513 伊佐治　音々(1) 東濃実高 -0.1 -0.6 -0.2 -0.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 愛知 4m01 3m95 4m08 4m08
12 3 5-2396 山田　若奈(3) 名古屋学院大 -0.5 -0.8 -1.3 -1.3

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞ 愛知 3m85 3m91 4m04 4m04
13 4 H5711 古屋　柚(2) 日進西高 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2

ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 愛知 × × 3m63 3m63
14 2 H5779 石川　碧衣(1) 日進西高 -0.2 -0.2

ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂﾐ 三重 3m25 3m46 3m31 3m46
15 5 2170 堀内　夏美(1) 高田高 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5



女子三段跳

大会記録(GR)            12m60     三澤 涼子(ライフメッセージAC)         2015 10月29日 15:45 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ 三重

1 1921 高山　みなみ(2) 高田高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 岐阜

2 5-2453 安藤　優美子(1) 東海学大
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 愛知

3 J5691 山田　実句(2) 名古屋商高
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重

4 5-2163 早川　優花(3) 中京大
ｸｾﾞ ﾕｶﾘ 愛知

5 B1418 久世　由香里 中京大クラブ
ｱｻﾉ ｻﾔｶ 岐阜

6 5-2232 浅野　紗弥香(3) 東海学大
ｲｵｶ ﾏﾎ 三重

7 1293 猪岡　真帆(3) 上野高
ｶｼﾞ ｽｽﾞｶ 徳島

8 5-2158 梶　涼夏(3) 中京大
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉ 愛知

9 5-2481 小島　一乃(1) 椙女大



女子砲丸投(4.000kg)

大会記録(GR)            14m74     中田 恵莉子(中京大)                   2012 10月29日 10:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾂｷ 兵庫

1 3 5-2179 川口　叙樹(2) 中京大 10m95 11m67 11m79 11m47 11m23 11m91 11m91
ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｺ 愛知

2 5 H5524 清水　菜々子(1) 中京大中京高 10m77 10m61 10m73 11m62 10m63 11m55 11m62
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｶ 愛知

3 6 H5518 近藤　綾佳(2) 中京大中京高 8m86 8m86 8m89 9m08 8m13 9m18 9m18
ﾀﾃｲｼ ﾚｲﾅ 愛知

4 1 F5955 立石　伶奈(1) 尾北高 6m39 6m00 6m46 6m39 6m29 5m70 6m46
ｵｵﾆｼ ﾐｻﾎ 愛知

2 5-2004 大西　美佐歩(4) 名大 DNS
ﾏｽﾀﾞ ﾅｵ 静岡

4 5-2371 増田　奈緒(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子円盤投(1.000kg)

大会記録(GR)            52m23     室伏 由佳(ミズノ)                     2012 10月29日 12:50 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾀ ﾊﾂｷ 熊本

1 11 5-2381 堀田　葉月(1) 中京大 × × 40m41 × 41m01 × 41m01
ﾏｷ ｱｶﾘ 愛知

2 15 5-2167 牧　亜香里(3) 中京大 × 39m59 × × × × 39m59
ﾓﾘｶﾜ ｴﾐｺ 新潟

3 13 5-2182 森川　絵美子(2) 中京大 × 37m95 × × × 38m94 38m94
ｶﾅｲ ｱｵｲ 大阪

4 12 5-2165 金井　葵(3) 中京大 × × 37m60 × × × 37m60
ｳﾗﾀ ｱﾝﾅ 三重

5 14 5-2408 浦田　晏那(1) 中京大 × 32m87 × × 36m24 × 36m24
ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 山口

6 10 5-2181 鶴井　美里(2) 中京大 × × 32m47 × × × 32m47
ﾃｼﾏ ﾓｴﾉ 愛知

7 16 5-2482 手島　萌乃(1) 椙女大 × 28m41 × × 30m96 × 30m96
ﾀｶｲ ﾓｴｶ 愛知

8 7 L5837 髙井　萌香(2) 岡崎学園高 × × 26m94 27m11 × × 27m11
ｷﾖﾅｶﾞ ﾘﾘｺ 愛知

9 9 J5678 清永　梨里子(3) 名古屋商高 × 26m09 × 26m09
ｶﾜﾁ ｹｲｺ 愛知

10 8 5-2007 河内　慶子(4) 名大 × × 26m05 26m05
ｿｶﾞ ﾐｸ 愛知

11 5 H5717 曽我　美久(2) 日進西高 × 23m68 × 23m68
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 愛知

12 6 M5434 安藤　桃花(3) 藤ノ花女子高 22m11 × × 22m11
ﾆｼﾉ ﾊﾂﾈ 愛知

13 4 H5782 西野　初音(1) 日進西高 × × 20m80 20m80
ｲｿｶﾞｲ ｻｷ 愛知

14 3 H5780 磯貝　早希(1) 日進西高 19m95 × × 19m95
ｵｵﾔ ｶﾎ 愛知

15 1 H5827 大矢　果歩(1) 天白高 × × 16m50 16m50
ﾐｽﾞﾉ ﾕｲ 愛知

2 L5907 水野　由惟(2) 岡崎東高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子ハンマー投(4.000kg)

大会記録(GR)            61m95     室伏 由佳(ミズノ)                     2012 10月29日 17:00 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗｻｶ ﾜｶﾅ 愛知

1 H5696 白坂　わかな(2) 天白高
ﾀｶｷ ﾕｳｺ 広島

2 5-2180 高木　優子(2) 中京大
ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳｺ 愛知

3 5-2164 大久保　祥子(3) 中京大
ﾀｹｶﾜ ﾐｶ 静岡

4 311 武川　美香 スズキ浜松ＡＣ
ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾗ 兵庫

5 5-2409 藤本　咲良(1) 中京大
ｱｲｻﾞﾜ ｷﾜ 愛知

6 H5834 相澤　希和(1) 天白高
ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳｶ 愛知

7 5-2095 水野　杏香(3) 至学館大



女子やり投(0.600kg)

大会記録(GR)            54m48     瀧川 寛子(中京大)                     2017 10月29日 09:30 

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ 愛知

1 11 5-2386 石本　瞳(1) 中京大 × 42m59 × × × 46m09 46m09
ｲﾏﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 熊本

2 8 5-2178 今村　瑞穂(2) 中京大 × × 45m16 × × × 45m16
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 岐阜

3 9 5-2166 金子　春菜(3) 中京大 × × 44m15 44m63 × × 44m63
ﾆｼﾔﾏ ｲｸﾐ 愛知

4 10 B2261 西山　育未 中京大クラブ × × 43m12 × 43m88 × 43m88
ｺﾄｳ ﾈﾈ 長崎

5 12 5-2442 古藤　寧々(1) 中京大 × 38m40 × × 40m46 × 40m46
ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 高知

6 7 5-2141 池田　梨紗(4) 中京大 × 39m68 × × × × 39m68
ｲｿｶﾞｲ ﾓﾓｺ 愛知

7 6 5-2001 磯貝　萌々子(2) 名大 × × 37m53 × × × 37m53
ｵｵﾂﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ 岐阜

8 13 5-2237 大坪　恵(2) 東海学大 × × 36m95 × × × 36m95
ｽｷﾞﾔﾏ ｿﾗ 愛知

9 5 H5520 杉山　そら(2) 中京大中京高 × × 31m07 31m07
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 愛知

10 4 H5698 山口　紗季(2) 天白高 × 27m34 × 27m34
ｼﾓﾀﾞ ｼﾎ 愛知

11 3 J5960 下田　志帆(1) 名古屋商高 × 27m02 × 27m02
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 愛知

12 1 H5781 田中　瑞紀(1) 日進西高 × × 24m89 24m89
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｱｻ 愛知

13 2 H5715 近藤　茉杏咲(2) 日進西高 × × 22m58 22m58


