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中学男子100m

1組 (風:-0.3) 2組 (風:+0.6)

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

ｸﾉ ｱｷﾗ 愛知 ｲｼｶﾜ ｿｳ 愛知

1 5 V400 久野　明(3) 上郷中 11.88 1 5 50 石川　颯(3) 矢作北中 11.95

ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳﾔ 愛知 ﾀｶﾊﾀ ﾄﾜ 愛知

2 6 196 金城　秀哉(3) 鶴城中 12.13 2 3 49 髙畑　永遠(3) 矢作北中 12.38

ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ 愛知 ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知

3 7 V135 村田　恭健(3) 朝日丘中 12.23 3 6 57 岩附　来輝(3) 矢作北中 12.63

ﾌﾞﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｵｵｲﾜ ﾌﾐﾉﾘ 愛知

4 3 203 分野　涼太(3) 鶴城中 12.28 4 8 W392 大岩　史典(3) 吉田方中 12.94

ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾎｸﾄ 愛知

5 8 204 町田　昂規(3) 鶴城中 12.95 5 7 W378 吉田　北斗(3) 吉田方中 13.04

ﾐｳﾗ ﾀｲｷ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知

6 2 205 三浦　大輝(3) 鶴城中 13.01 6 4 V141 鈴木　悠太(3) 朝日丘中 13.12

ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 愛知

4 V128 荒川　和人(3) 朝日丘中 DNS 2 62 山田　晃太郎(2) 矢作北中 DNS

3組 (風:-1.1) 4組 (風:+0.9)

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

ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 愛知

1 3 51 井上　享吾(3) 矢作北中 12.68 1 5 V132 近藤　隼人(3) 朝日丘中 12.49

ﾏｷｳﾁ ｼｭｳﾏ 愛知 ｺｸﾘｮｳ ﾀｸﾔ 愛知

2 6 S217 牧内　宗真(3) 豊明中 12.78 2 6 S218 國領　択哉(3) 豊明中 12.70

ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 愛知 ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛知

3 5 53 吉田　海翔(3) 矢作北中 12.85 3 4 S215 櫻場　勝大(3) 豊明中 12.73

ﾌｶﾔ ｼｮｳｴｲ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知

4 7 V157 深谷　笙瑛(2) 朝日丘中 12.99 4 8 V410 松原　誕幸(2) 上郷中 13.44

ｾﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知 ｲｻﾐ ﾘｮｳ 愛知

5 4 S213 千田　匡希(3) 豊明中 13.02 5 3 209 伊佐見　涼(2) 鶴城中 13.89

ﾄﾔﾏ ﾘｮｳｲﾛｳ 愛知 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾏ 愛知

6 8 S172 外山　隆一朗(3) 栄中 13.03 2 201 竹原　悠真(3) 鶴城中 DNS

ｲﾜﾀ ｺｳｷ 愛知 ﾀｶﾉ ﾏｻﾔ 愛知

7 2 61 岩田　晃輝(2) 矢作北中 13.12 7 V403 高野　雅也(3) 上郷中 DNS

5組 (風:+0.7) 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

ﾏﾉ ﾄﾜ 愛知 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｷ 愛知

1 3 S180 真野　智羽(2) 栄中 12.84 1 5 V134 西山　朋希(3) 朝日丘中 13.29

ｷｸﾀﾆ ﾕｷﾔ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知

2 7 66 聞谷　友貴矢(2) 矢作北中 13.08 2 2 S182 佐藤　匠(2) 栄中 13.80

ｷｼ ｹｲﾀﾛｳ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 愛知

3 2 V131 岸　慧太郎(3) 朝日丘中 13.20 3 4 V145 鈴木　航(2) 朝日丘中 13.88

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 愛知 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 愛知

4 4 S225 木村　友哉(2) 豊明中 13.27 4 6 69 福島　翔大(2) 矢作北中 13.91

ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ 愛知 ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ 愛知

5 6 V405 竹内　啓輔(2) 上郷中 13.36 5 8 59 川越　奎彰(3) 矢作北中 14.02

ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 愛知 ｲﾅﾅﾐ ﾗｲﾄ 愛知

6 8 200 杉山　仁彦(3) 鶴城中 13.71 6 3 V139 稲浪　嶺斗(3) 朝日丘中 14.20

ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 愛知 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾜ 愛知

5 V138 田端　大暉(3) 朝日丘中 DNS 7 7 S175 髙田　永遠(2) 栄中 14.48

凡例  DNS:欠場



中学男子100m

7組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ 愛知

1 5 54 橋本　陸馬(3) 矢作北中 13.61

ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾍｲ 愛知

2 4 V144 梅村　康平(2) 朝日丘中 14.01

ｵｸﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知

3 3 S181 小倉　健太郎(2) 栄中 14.15

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ 愛知

4 6 S173 柏原　達哉(2) 栄中 14.44

ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 愛知

5 7 S221 吉永　和真(2) 豊明中 14.61

ﾌｼﾐ ｶｽﾞﾏ 愛知

6 2 V129 伏見　一真(3) 朝日丘中 15.11

ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳﾏ 宮崎

7 8 3515 稲垣　諒馬(2) 大宮中 15.22

凡例  DNS:欠場



中学男子4×100mR

1着 46.72 2着 47.34 3着 47.78
4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 57 1 204 1 W378

2 49 2 203 2 W358

3 51 3 196 3 W363

4 50 4 197 4 W369

4着 48.22 5着 49.53 6着 49.64
7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 V132 1 V405 1 S213

2 V128 2 V407 2 S225

3 V141 3 V410 3 S217

4 V135 4 V400 4 S218

7着 51.13
2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 S181

2 S172

3 S182

4 S180
ﾏﾉ ﾄﾜ 愛知

真野　智羽(2) 栄中

外山　隆一朗(3) 栄中
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知

佐藤　匠(2) 栄中

栄中A

ｵｸﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知

小倉　健太郎(2) 栄中
ﾄﾔﾏ ﾘｮｳｲﾛｳ 愛知

村田　恭健(3) 朝日丘中 久野　明(3) 上郷中 國領　択哉(3) 豊明中
ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ 愛知 ｸﾉ ｱｷﾗ 愛知 ｺｸﾘｮｳ ﾀｸﾔ 愛知
鈴木　悠太(3) 朝日丘中 松原　誕幸(2) 上郷中 牧内　宗真(3) 豊明中
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知 ﾏｷｳﾁ ｼｭｳﾏ 愛知
荒川　和人(3) 朝日丘中 谷澤　哲平(2) 上郷中 木村　友哉(2) 豊明中
ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄ 愛知 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 愛知

愛知

近藤　隼人(3) 朝日丘中 竹内　啓輔(2) 上郷中 千田　匡希(3) 豊明中

朝日丘中A 上郷中A 豊明中A

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 愛知 ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ 愛知 ｾﾝﾀﾞ ﾏｻｷ

石川　颯(3) 矢作北中 作野　飛斗(3) 鶴城中 岩尾　竜輝(3) 吉田方中
ｲｼｶﾜ ｿｳ 愛知 ｻｸﾉ ｱｽﾄ 愛知 ｲﾜｵ ﾘｭｳｷ 愛知
井上　享吾(3) 矢作北中 金城　秀哉(3) 鶴城中 原田　誠也(3) 吉田方中
ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳﾔ 愛知 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ 愛知
髙畑　永遠(3) 矢作北中 分野　涼太(3) 鶴城中 佐久間　大吾(3) 吉田方中
ﾀｶﾊﾀ ﾄﾜ 愛知 ﾌﾞﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知

愛知

岩附　来輝(3) 矢作北中 町田　昂規(3) 鶴城中 吉田　北斗(3) 吉田方中

矢作北中A 鶴城中A 吉田方中A

ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾎｸﾄ



中学男子走幅跳

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

ｲｼｶﾜ ｿｳ 愛知 5m51 5m52 × × 5m58 5m64 5m64

1 20 50 石川　颯(3) 矢作北中 +1.3 +0.7 0.0 +1.7 +1.7
ｲﾜﾀ ｺｳｷ 愛知 5m22 5m22 5m09 4m78 5m43 5m23 5m43

2 18 61 岩田　晃輝(2) 矢作北中 +2.2 +2.2 +0.7 +1.5 +1.1 0.0 +1.1
ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 愛知 4m19 5m11 5m11 × 5m22 5m39 5m39

3 3 53 吉田　海翔(3) 矢作北中 +1.2 -0.5 -0.5 +0.5 -1.2 -1.2
ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ 愛知 5m16 5m16 × 4m99 5m28 5m15 5m28

4 14 V135 村田　恭健(3) 朝日丘中 +1.3 +1.3 -0.5 +1.6 -0.1 +1.6
ｲｼｶﾜ ｱﾕﾑ 愛知 4m38 5m03 5m03 4m89 5m18 5m01 5m18

5 12 212 石川　歩夢(2) 鶴城中 +1.3 +1.2 +1.2 +0.4 +1.4 +1.0 +1.4
ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｷ 愛知 5m07 5m07 5m05 4m69 × 4m69 5m07

6 13 V134 西山　朋希(3) 朝日丘中 +0.3 +0.3 +0.2 +0.5 -1.1 +0.3
ﾌｶﾔ ｼｮｳｴｲ 愛知 × 4m97 4m97 × 5m01 4m66 5m01

7 4 V157 深谷　笙瑛(2) 朝日丘中 -0.8 -0.8 +1.0 +0.9 +1.0
ﾏﾉ ﾄﾜ 愛知 4m97 4m97 4m87 4m81 4m61 4m71 4m97

8 21 S180 真野　智羽(2) 栄中 -0.7 -0.7 +2.5 +1.0 +0.8 0.0 -0.7
ｷｼ ｹｲﾀﾛｳ 愛知 2m80 4m96 4m96 4m96

9 22 V131 岸　慧太郎(3) 朝日丘中 +1.1 +2.5 +2.5 +2.5
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知 4m80 4m92 4m92 4m92

10 15 V141 鈴木　悠太(3) 朝日丘中 +0.6 +1.5 +1.5 +1.5
ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾍｲ 愛知 3m91 4m83 4m83 4m83

11 10 V144 梅村　康平(2) 朝日丘中 +0.3 0.0 0.0 0.0
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知 4m42 4m68 4m68 4m68

12 9 V407 谷澤　哲平(2) 上郷中 -0.3 +0.1 +0.1 +0.1
ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾏ 愛知 3m31 4m51 4m51 4m51

13 17 201 竹原　悠真(3) 鶴城中 +2.1 +0.9 +0.9 +0.9
ﾖﾈﾂﾞ ﾕｳｷ 愛知 × 4m45 4m45 4m45

14 7 211 米津　優輝(2) 鶴城中 +1.5 +1.5 +1.5
ｷｸﾀﾆ ﾕｷﾔ 愛知 4m35 4m41 4m33 4m41

15 2 66 聞谷　友貴矢(2) 矢作北中 +0.6 +0.7 +0.1 +0.7
ｲﾄｳ ｺｳｷ 愛知 3m76 3m95 3m85 3m95

16 6 V411 伊藤　香輝(2) 上郷中 +1.0 -1.3 +2.5 -1.3
ｲｿｶﾞｲ ｼｭｳﾀ 愛知 3m64 3m64 3m07 3m64

17 5 V404 磯貝　周汰(2) 上郷中 -0.3 -0.3 +1.4 -0.3
ﾌﾞﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 愛知 × × ×

19 203 分野　涼太(3) 鶴城中 NM
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 愛知

1 62 山田　晃太郎(2) 矢作北中 DNS
ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄ 愛知

8 V128 荒川　和人(3) 朝日丘中 DNS
ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 愛知

11 V138 田端　大暉(3) 朝日丘中 DNS
ﾋﾗﾔﾏ ﾘｸ 愛知

16 V406 平山　璃久(2) 上郷中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子四種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

17.13 7m99 1m71 58.46

1 S32 -0.6 1996

(611) (366) (552) (467)

20.31 8m50 1m68 55.39

2 S67 -0.6 1832

(325) (396) (528) (583)

18.78 7m82 1m59 57.87

3 197 -0.8 1754

(452) (356) (457) (489)

20.11 8m45 1m53 56.28

4 S34 -0.6 1693

(341) (393) (411) (548)

18.11 7m52 1m38 58.51

5 51 -0.6 1620

(514) (338) (303) (465)

20.33 8m55 1m56 58.78

6 P727 -0.8 1613

(324) (399) (434) (456)

21.11 10m32 1m38 57.48

7 57 -0.8 1578

(267) (505) (303) (503)

18.88 7m29 1m41 59.91

8 54 -0.6 1507

(443) (324) (324) (416)

18.99 7m21 1m41 59.91

9 S65 -0.8 1493

(433) (320) (324) (416)

21.37 6m36 1m41 1:03.30

10 S110 -0.8 1151

(249) (270) (324) (308)

22.28 8m65 1m32 1:07.63

11 69 -0.8 1050

(191) (405) (263) (191)

26.71 8m47 1m23 1:04.87

12 59 -0.6 880

(17) (394) (206) (263)

DNS DNS DNS

P719 DNS

DNS DNS DNS

P728 DNS
(3)

(3)
ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛知

野島　昌悟 守山東中

(3)
ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛知

石田　拓真 守山東中

(2)
ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ 愛知

川越　奎彰 矢作北中

(2)
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 愛知

福島　翔大 矢作北中

(3)
ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 愛知

金子　奨平 春日井中部中

(3)
ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 愛知

大橋　功輝 春日井中部中

(3)
ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ 愛知

橋本　陸馬 矢作北中

(3)
ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知

岩附　来輝 矢作北中

(3)
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 愛知

中嶋　湧希 守山東中

(2)
ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知

井上　享吾 矢作北中

(3)
ｶﾜｻｷ ｱﾗﾀ 愛知

川崎　嵐太 TSM

(3)
ｻｸﾉ ｱｽﾄ 愛知

作野　飛斗 鶴城中

(3)
ｷｯｺｳ ｸｳｶﾞ 愛知

亀甲　空雅 春日井中部中

氏名 所属

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

加藤　瑠乃祐 TSM

凡例  DNS:欠場



男子四種競技 110mH(0.914m)

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ｻｸﾉ ｱｽﾄ 愛知

1 6 S32 加藤　瑠乃祐(3) TSM 17.13 611 1 6 197 作野　飛斗(3) 鶴城中 18.78 452

ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知 ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 愛知

2 3 51 井上　享吾(3) 矢作北中 18.11 514 2 7 S65 大橋　功輝(3) 春日井中部中 18.99 433

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ 愛知 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 愛知

3 8 54 橋本　陸馬(3) 矢作北中 18.88 443 3 4 P727 中嶋　湧希(3) 守山東中 20.33 324

ｶﾜｻｷ ｱﾗﾀ 愛知 ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知

4 7 S34 川崎　嵐太(2) TSM 20.11 341 4 3 57 岩附　来輝(3) 矢作北中 21.11 267

ｷｯｺｳ ｸｳｶﾞ 愛知 ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 愛知

5 5 S67 亀甲　空雅(3) 春日井中部中 20.31 325 5 8 S110 金子　奨平(2) 春日井中部中 21.37 249

ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ 愛知 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 愛知

6 2 59 川越　奎彰(3) 矢作北中 26.71 17 6 2 69 福島　翔大(2) 矢作北中 22.28 191

ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛知 ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛知

4 P719 石田　拓真(3) 守山東中 DNS 5 P728 野島　昌悟(3) 守山東中 DNS

凡例  DNS:欠場



男子四種競技 砲丸投(4.000kg)

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

ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知

1 13 57 岩附　来輝(3) 矢作北中 10m17 9m73 10m32 10m32 505
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 愛知

2 7 69 福島　翔大(2) 矢作北中 8m33 8m65 8m46 8m65 405
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 愛知

3 9 P727 中嶋　湧希(3) 守山東中 8m55 8m44 8m17 8m55 399
ｷｯｺｳ ｸｳｶﾞ 愛知

4 14 S67 亀甲　空雅(3) 春日井中部中 8m23 8m50 8m40 8m50 396
ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ 愛知

5 11 59 川越　奎彰(3) 矢作北中 8m29 8m47 8m08 8m47 394
ｶﾜｻｷ ｱﾗﾀ 愛知

6 6 S34 川崎　嵐太(2) TSM 8m45 8m45 8m33 8m45 393
ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

7 10 S32 加藤　瑠乃祐(3) TSM 7m99 7m27 7m91 7m99 366
ｻｸﾉ ｱｽﾄ 愛知

8 3 197 作野　飛斗(3) 鶴城中 7m82 7m75 7m55 7m82 356
ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知

9 2 51 井上　享吾(3) 矢作北中 7m45 6m99 7m52 7m52 338
ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ 愛知

10 1 54 橋本　陸馬(3) 矢作北中 5m93 7m22 7m29 7m29 324
ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 愛知

11 5 S65 大橋　功輝(3) 春日井中部中 7m06 7m21 × 7m21 320
ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 愛知

12 4 S110 金子　奨平(2) 春日井中部中 6m24 6m36 6m23 6m36 270
ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛知

8 P719 石田　拓真(3) 守山東中 DNS
ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛知

12 P728 野島　昌悟(3) 守山東中 DNS

凡例  DNS:欠場



男子四種競技 走高跳

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 － － － － － － － －

1 14 S32 加藤　瑠乃祐(3) TSM － － － － × ○ ○ × ○ × × ○ 1m71 552

× × ○ × ○ × × ×

ｷｯｺｳ ｸｳｶﾞ 愛知 － － － － － － － －

2 10 S67 亀甲　空雅(3) 春日井中部中 － － － － ○ ○ ○ ○ 1m68 528

× ○ × × ×

ｻｸﾉ ｱｽﾄ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 7 197 作野　飛斗(3) 鶴城中 ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × 1m59 457

ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 愛知 － － － － － － － －

4 9 P727 中嶋　湧希(3) 守山東中 － － － － ○ × × × 1m56 434

ｶﾜｻｷ ｱﾗﾀ 愛知 － － － － － － － －

5 12 S34 川崎　嵐太(2) TSM － － × × ○ ○ × × × 1m53 411

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

6 2 54 橋本　陸馬(3) 矢作北中 × × × 1m41 324

ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○

7 6 S65 大橋　功輝(3) 春日井中部中 × × × 1m41 324

ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○

8 5 S110 金子　奨平(2) 春日井中部中 × × × 1m41 324

ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

9 4 51 井上　享吾(3) 矢作北中 1m38 303

ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

9 8 57 岩附　来輝(3) 矢作北中 1m38 303

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

11 1 69 福島　翔大(2) 矢作北中 1m32 263

ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ 愛知 ○ × ○ × × ×

12 3 59 川越　奎彰(3) 矢作北中 1m23 206

ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛知

11 P728 野島　昌悟(3) 守山東中 DNS

ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛知

13 P719 石田　拓真(3) 守山東中 DNS

1m62 1m65

1m68 1m71 1m74

1m41

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ1m44 1m47 1m50 1m53 1m56 1m59

1m23 1m26 1m29 1m32 1m35 1m38

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

凡例  DNS:欠場



男子四種競技 400m

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

ｷｯｺｳ ｸｳｶﾞ 愛知 ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ 愛知

1 6 S67 亀甲　空雅(3) 春日井中部中 55.39 583 1 4 57 岩附　来輝(3) 矢作北中 57.48 503

ｶﾜｻｷ ｱﾗﾀ 愛知 ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ 愛知

2 2 S34 川崎　嵐太(2) TSM 56.28 548 2 5 54 橋本　陸馬(3) 矢作北中 59.91 416

ｻｸﾉ ｱｽﾄ 愛知 ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 愛知

3 4 197 作野　飛斗(3) 鶴城中 57.87 489 3 6 S65 大橋　功輝(3) 春日井中部中 59.91 416

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 愛知

4 3 S32 加藤　瑠乃祐(3) TSM 58.46 467 4 7 S110 金子　奨平(2) 春日井中部中 1:03.30 308

ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ 愛知 ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ 愛知

5 7 51 井上　享吾(3) 矢作北中 58.51 465 5 2 59 川越　奎彰(3) 矢作北中 1:04.87 263

ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 愛知 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 愛知

6 5 P727 中嶋　湧希(3) 守山東中 58.78 456 6 3 69 福島　翔大(2) 矢作北中 1:07.63 191



中学女子100m

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-1.4)

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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 愛知

1 3 V5362 山本　詩織(3) 三好丘中 13.21 1 3 V5006 高橋　流惟(3) 岩津中 13.84

ﾅｶﾞｲ ｴﾘｶ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁｺ 愛知

2 4 5519 永井　絵理香(3) 甲山中 13.24 2 5 5061 山本　祥子(2) 矢作北中 13.90

ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 愛知 ｲﾉｳｴ ﾘｻ 愛知

3 2 S5195 鈴木　真綾(2) 栄中 13.64 3 2 5055 井上　理沙(3) 矢作北中 14.04

ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾕｶ 愛知 ｸﾜﾊﾀ ﾘｵﾝ 愛知

4 6 V5009 馬場　真由花(2) 岩津中 13.85 4 1 5059 桑畑　杏音(2) 矢作北中 14.13

ｻﾄｳ ﾕｳｶ 愛知 ﾐｳﾗ ﾏﾅｴ 愛知

5 5 S5187 佐藤　友香(3) 栄中 14.10 5 8 5202 三浦　愛永(3) 鶴城中 14.35

ﾓﾘ ﾌﾀﾊﾞ 愛知 ﾌﾏ ｻﾕﾘ 愛知

6 8 5203 森　双葉(3) 鶴城中 14.10 6 6 P5535 夫馬　小百合(2) 守山東中 14.35

ｸﾉﾘ ｻﾔ 愛知 ﾅｶﾞｻｶ ﾓｴ 愛知

7 7 V5010 九里　沙耶(2) 岩津中 14.12 7 4 W5270 長坂　もえ(2) 吉田方中 14.50

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 愛知 ﾃﾙｲ ﾘｮｳ 愛知

8 1 P5521 岡田　笑子(3) 守山東中 14.59 8 7 5052 照井　凜羽(3) 矢作北中 14.57

3組 (風:-0.8) 4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

ｼﾐｽﾞ ﾓｴ 愛知 ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾐ 愛知

1 5 V5368 清水　萌恵(3) 上郷中 14.15 1 6 V5365 木下　琴海(3) 上郷中 14.44

ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 愛知 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ 愛知

2 3 5063 原田　萌衣(2) 矢作北中 14.23 2 3 S5213 東山　なつ美(2) 豊明中 14.53

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾅﾉ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ 愛知

3 6 5056 森下　ひなの(3) 矢作北中 14.34 3 7 5217 山口　桃奈(2) 鶴城中 14.64

ﾌｶﾀﾞ ﾘｵ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾎ 愛知

4 4 5204 深田　莉央(3) 鶴城中 14.38 4 4 5068 渡邉　葵帆(2) 矢作北中 14.69

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾐ 愛知 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｷﾉ 愛知

5 8 V5366 柴田　奈美(3) 上郷中 14.84 5 8 V5378 今泉　由稀ノ(2) 上郷中 14.81

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ｷｻｷ 愛知

6 2 S5186 水谷　有里(3) 栄中 15.46 6 2 5212 杉浦　希咲(2) 鶴城中 14.85

ﾖﾈﾓﾘ ｹｲﾄ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ｼｵﾘ 愛知

1 5205 米森　景都(3) 鶴城中 DNS 7 5 V5377 柴田　栞里(2) 上郷中 14.87

ｸﾗﾊｼ ﾘﾅ 愛知 ｲﾀｶﾞｷ ﾏｲ 愛知

7 5218 倉橋　里奈(2) 鶴城中 DNS 8 1 5064 板垣　茉衣(2) 矢作北中 14.97

5組 (風:-0.4) 6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

ﾊﾏﾁﾞ ｶﾎ 愛知 ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ 愛知

1 3 5060 浜地　夏帆(2) 矢作北中 14.32 1 8 S5194 山下　杏実(2) 栄中 14.60

ﾓﾘﾀﾆ ｷﾗﾗ 愛知 ｱｵｷ ﾓﾓｶ 愛知

2 1 S5208 森谷　咲星(3) 豊明中 14.53 2 4 S5193 青木　萌々香(2) 栄中 14.71

ｲﾜﾀ ｻﾗ 愛知 ﾖｼｲ ｱﾘ 愛知

3 4 P5519 岩田　彩楽(3) 守山東中 14.57 3 1 S5192 吉居　杏璃(2) 栄中 14.80

ｶﾉｳ ﾄｱ 愛知 ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ 愛知

4 2 V5128 加納　永愛(3) 朝日丘中 14.79 4 6 S5211 内山　和花奈(3) 豊明中 15.26

ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ 愛知 ﾊｯﾄﾘ ｽﾐﾅ 愛知

5 8 V5153 長坂　帆夏(2) 朝日丘中 14.88 5 5 S5210 服部　純奈(3) 豊明中 15.49

ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾅ 愛知 ｸﾘﾔﾏ ｱﾔﾉ 愛知

6 6 5213 杉浦　妃菜(2) 鶴城中 15.20 6 3 5062 栗山　綾乃(2) 矢作北中 15.56

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲﾘ 愛知 ｱｲﾊﾞ ｺﾄﾈ 愛知

7 7 5214 杉本　あいり(2) 鶴城中 15.54 7 7 S5185 相羽　琴音(3) 栄中 15.70

ﾅｶｶﾞｷ ﾈｲ 愛知 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 愛知

8 5 5215 中垣　音衣(2) 鶴城中 15.64 8 2 V5369 永井　彩加(3) 上郷中 16.83

凡例  DNS:欠場



中学女子100m

7組 (風:-1.9) 8組 (風:-0.6)

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

ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 愛知 ｱｲﾁ ﾘｺ 愛知

1 4 V5150 宮下　香凜(2) 朝日丘中 15.05 1 3 V5129 愛知　莉子(3) 朝日丘中 15.05

ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 愛知 ｵﾀﾞ ﾕｳﾅ 愛知

2 2 V5372 吉岡　莉菜(2) 上郷中 15.11 2 7 V5138 小田　結奈(2) 朝日丘中 15.16

ｶﾄｳ ｱﾔｶ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｴ 愛知

3 7 V5151 加藤　彩花(2) 朝日丘中 15.23 3 2 V5132 渡辺　真絵(3) 朝日丘中 15.44

ﾌｸﾖｼ ﾓﾓｱ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 愛知

4 5 V5135 福吉　桃杏(2) 朝日丘中 15.43 4 5 S5191 長谷川　れいな(2) 栄中 15.49

ﾋﾋﾞ ﾏｺﾄ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾋﾅ 愛知

5 6 V5144 日比　麻琴(2) 朝日丘中 15.50 5 1 V5143 鈴木　日菜(2) 朝日丘中 15.50

ｳﾈﾍﾞ ｷｮｳｺ 愛知 ﾏﾅｺ ｶﾎ 愛知

6 1 V5370 畝部　響子(3) 上郷中 15.93 6 4 P5536 眞名子　佳穂(2) 守山東中 15.50

ﾂﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 愛知

7 3 5069 都築　日莉(2) 矢作北中 16.24 7 8 S5207 松本　愛海(3) 豊明中 15.58

ﾉﾅｶ ﾏﾖ 愛知 ﾌｸｵｶ ﾊﾂﾈ 愛知

8 V5371 野中　雅予(2) 上郷中 DNS 8 6 V5142 福岡　初音(2) 朝日丘中 15.90

9組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾀﾞｶ ｻｷ 愛知

1 6 V5141 日髙　沙紀(2) 朝日丘中 15.43

ｲｼｲ ﾓﾈ 愛知

2 3 V5125 石井　萌音(3) 朝日丘中 15.70

ｸﾛｶﾜ ｻﾗ 愛知

3 4 V5139 黒川　紗楽(2) 朝日丘中 15.78

ｾｶﾞﾜ ﾅｺ 愛知

4 8 V5152 瀬川　菜子(2) 朝日丘中 16.02

ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 愛知

5 7 V5137 岡本　唯(2) 朝日丘中 16.27

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 愛知

6 2 V5149 小林　梨紗(2) 朝日丘中 16.94

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾈ 愛知

5 V5148 渡邊　絢音(2) 朝日丘中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子4×100mR

1組
1着 52.61 2着 53.66 3着 54.26
6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 V5006 1 V5287 1 5055

2 V5005 2 V5277 2 5061

3 V5010 3 V5273 3 5063

4 V5009 4 V5272 4 5052

4着 54.52 5着 55.32 6着 58.91
5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 W5261 1 V5366 1 5204

2 W5260 2 V5365 2 5203

3 W5264 3 V5368 3 5202

4 W5265 4 V5370 4 5205

2組
1着 54.51 2着 56.01 3着 56.65
3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 S5186 1 V5378 1 V5153

2 S5195 2 V5377 2 V5150

3 S5192 3 V5379 3 V5138

4 S5187 4 V5372 4 V5128

4着 57.13 5着 58.50
2ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 S5213 1 5059 1 5213

2 S5211 2 5068 2 5218

3 S5208 3 5056 3 5217

4 S5207 4 5064 4 5212松本　愛海(3) 豊明中 板垣　茉衣(2) 矢作北中 杉浦　希咲(2) 鶴城中
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 愛知 ｲﾀｶﾞｷ ﾏｲ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ｷｻｷ 愛知
森谷　咲星(3) 豊明中 森下　ひなの(3) 矢作北中 山口　桃奈(2) 鶴城中
ﾓﾘﾀﾆ ｷﾗﾗ 愛知 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾅﾉ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ 愛知
内山　和花奈(3) 豊明中 渡邉　葵帆(2) 矢作北中 倉橋　里奈(2) 鶴城中
ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾎ 愛知 ｸﾗﾊｼ ﾘﾅ 愛知

愛知

東山　なつ美(2) 豊明中 桑畑　杏音(2) 矢作北中 杉浦　妃菜(2) 鶴城中

豊明中A 矢作北中B 鶴城中B

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ 愛知 ｸﾜﾊﾀ ﾘｵﾝ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾅ

佐藤　友香(3) 栄中 吉岡　莉菜(2) 上郷中 加納　永愛(3) 朝日丘中
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 愛知 ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 愛知 ｶﾉｳ ﾄｱ 愛知
吉居　杏璃(2) 栄中 黒野　唯奈(2) 上郷中 小田　結奈(2) 朝日丘中
ﾖｼｲ ｱﾘ 愛知 ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛知 ｵﾀﾞ ﾕｳﾅ 愛知
鈴木　真綾(2) 栄中 柴田　栞里(2) 上郷中 宮下　香凜(2) 朝日丘中
ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ｼｵﾘ 愛知 ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 愛知

愛知

水谷　有里(3) 栄中 今泉　由稀ノ(2) 上郷中 長坂　帆夏(2) 朝日丘中

栄中A 上郷中B 朝日丘中A

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘ 愛知 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｷﾉ 愛知 ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ

江國　怜奈(3) 吉田方中 畝部　響子(3) 上郷中 米森　景都(3) 鶴城中
ｴｸﾆ ﾚﾅ 愛知 ｳﾈﾍﾞ ｷｮｳｺ 愛知 ﾖﾈﾓﾘ ｹｲﾄ 愛知
村松　風香(3) 吉田方中 清水　萌恵(3) 上郷中 三浦　愛永(3) 鶴城中
ﾑﾗﾏﾂ ﾌｳｶ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾓｴ 愛知 ﾐｳﾗ ﾏﾅｴ 愛知
鈴木　萌那(3) 吉田方中 木下　琴海(3) 上郷中 森　双葉(3) 鶴城中
ｽｽﾞｷ ﾓｴﾅ 愛知 ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾐ 愛知 ﾓﾘ ﾌﾀﾊﾞ 愛知

愛知

鳥居　紗羽(3) 吉田方中 柴田　奈美(3) 上郷中 深田　莉央(3) 鶴城中

吉田方中A 上郷中A 鶴城中A

ﾄﾘｲ ｻﾜ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾐ 愛知 ﾌｶﾀﾞ ﾘｵ

馬場　真由花(2) 岩津中 鈴木　優月(3) 平坂中 照井　凜羽(3) 矢作北中
ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾕｶ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾕﾂﾞｷ 愛知 ﾃﾙｲ ﾘｮｳ 愛知
九里　沙耶(2) 岩津中 海老原　みなみ(3) 平坂中 原田　萌衣(2) 矢作北中
ｸﾉﾘ ｻﾔ 愛知 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 愛知 ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 愛知
小船　妃那子(3) 岩津中 神谷　凪咲(3) 平坂中 山本　祥子(2) 矢作北中
ｺﾌﾈ ﾋﾅｺ 愛知 ｶﾐﾔ ﾅｷﾞｻ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁｺ 愛知

愛知

高橋　流惟(3) 岩津中 稲垣　葵衣(2) 平坂中 井上　理沙(3) 矢作北中

岩津中A 平坂中A 矢作北中A

ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 愛知 ｲﾅｶﾞｷ ｱｵｲ 愛知 ｲﾉｳｴ ﾘｻ

凡例  DNS:欠場



中学女子走幅跳

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

ｸﾜﾊﾀ ﾘｵﾝ 愛知 4m48 4m51 4m47 4m78 4m64 4m86 4m86

1 16 5059 桑畑　杏音(2) 矢作北中 +0.6 +1.4 -0.3 0.0 +0.6 +0.6 +0.6
ｽﾀﾞ ｼｵﾘ 愛知 4m44 4m50 4m14 4m30 4m45 4m68 4m68

2 20 V5367 須田　栞合(3) 上郷中 -0.6 +0.6 -0.5 +1.3 +0.5 +1.3 +1.3
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 愛知 × 4m65 4m65 4m64 4m12 × 4m65

3 18 S5187 佐藤　友香(3) 栄中 -0.4 -0.4 +2.2 +1.3 -0.4
ｲﾜﾀ ｻﾗ 愛知 4m37 4m45 4m45 4m52 4m54 4m37 4m54

4 19 P5519 岩田　彩楽(3) 守山東中 -0.6 -0.9 -0.9 -0.1 -0.2 +0.8 -0.2
ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ 愛知 4m14 4m17 4m02 × 4m18 4m21 4m21

5 14 S5194 山下　杏実(2) 栄中 +0.1 +1.5 -2.1 -1.6 +1.4 +1.4
ｱｵｷ ﾓﾓｶ 愛知 4m17 4m20 4m13 3m95 4m07 4m11 4m20

6 13 S5193 青木　萌々香(2) 栄中 -1.1 +1.8 +0.7 +0.9 +0.5 +1.3 +1.8
ｱｲﾁ ﾘｺ 愛知 3m13 4m10 4m10 4m11 × × 4m11

7 12 V5129 愛知　莉子(3) 朝日丘中 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ﾏﾅｺ ｶﾎ 愛知 4m04 4m09 4m09 × 3m73 3m93 4m09

8 15 P5536 眞名子　佳穂(2) 守山東中 -0.9 -0.9 -0.9 +2.8 +1.5 -0.9
ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ 愛知 4m05 4m07 × 4m07

9 7 V5153 長坂　帆夏(2) 朝日丘中 -1.2 +1.1 +1.1
ｶﾉｳ ﾄｱ 愛知 4m04 4m04 3m96 4m04

10 4 V5128 加納　永愛(3) 朝日丘中 +1.8 +1.8 +0.8 +1.8
ﾋﾋﾞ ﾏｺﾄ 愛知 3m74 3m96 3m81 3m96

11 6 V5144 日比　麻琴(2) 朝日丘中 +0.6 +1.9 -0.3 +1.9
ｲﾀｶﾞｷ ﾏｲ 愛知 3m69 3m69 3m58 3m69

12 5 5064 板垣　茉衣(2) 矢作北中 +1.0 +1.0 -0.2 +1.0
ﾖｼｵｶ ﾘﾅ 愛知 3m67 3m67 3m59 3m67

13 11 V5372 吉岡　莉菜(2) 上郷中 -0.7 -0.7 -0.3 -0.7
ｶﾄｳ ｱﾔｶ 愛知 3m60 3m60 3m25 3m60

14 3 V5151 加藤　彩花(2) 朝日丘中 +1.3 +1.3 +0.2 +1.3
ｼﾊﾞﾀ ｼｵﾘ 愛知 3m59 3m59 3m45 3m59

15 10 V5377 柴田　栞里(2) 上郷中 +1.6 +1.6 -1.3 +1.6
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 愛知 3m58 3m58 3m35 3m58

16 8 V5373 加藤　瑞季(2) 上郷中 -1.5 -1.5 -1.2 -1.5
ｲｼｲ ﾓﾈ 愛知 × 3m54 3m05 3m54

17 9 V5125 石井　萌音(3) 朝日丘中 +1.6 -2.1 +1.6
ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 愛知 3m32 3m32 × 3m32

18 1 V5137 岡本　唯(2) 朝日丘中 +3.1 +3.1 +3.1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 愛知

2 V5136 渡邉　深友(2) 朝日丘中 DNS
ﾓﾘ ﾌﾀﾊﾞ 愛知

17 5203 森　双葉(3) 鶴城中 DNS
ｸﾗﾊｼ ﾘﾅ 愛知

21 5218 倉橋　里奈(2) 鶴城中 DNS

凡例  DNS:欠場



女子四種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.35 1m45 10m29 27.28

1 S5017 -0.5 -0.8 2599

(796) (566) (548) (689)

16.94 1m21 9m06 29.14

2 P5521 -0.5 -0.8 1936

(603) (321) (468) (544)

17.53 1m33 5m81 28.96

3 V5379 -0.5 -0.8 1793

(538) (439) (259) (557)

18.92 1m39 5m74 29.32

4 S5083 -0.5 -0.8 1686

(398) (502) (255) (531)

18.78 1m24 7m12 29.62

5 P5535 -0.5 -0.8 1613

(411) (350) (343) (509)

19.89 1m24 8m11 29.45

6 5201 -0.5 -0.8 1588

(311) (350) (406) (521)(3)

(2)
ﾀｶｷﾞ ｻﾅｴ 愛知

高木　咲苗 鶴城中

(2)
ﾌﾏ ｻﾕﾘ 愛知

夫馬　小百合 守山東中

(2)
ﾅﾙｾ ﾙﾐ 愛知

成瀬　瑠美 春日井中部中

(3)
ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛知

黒野　唯奈 上郷中

(3)
ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 愛知

岡田　笑子 守山東中

氏名 所属

ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛知

木村　加乃 TSM

凡例 



女子四種競技 100mH(0.762m)

(風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛知

1 4 S5017 木村　加乃(3) TSM 15.35 796

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 愛知

2 7 P5521 岡田　笑子(3) 守山東中 16.94 603

ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛知

3 3 V5379 黒野　唯奈(2) 上郷中 17.53 538

ﾌﾏ ｻﾕﾘ 愛知

4 2 P5535 夫馬　小百合(2) 守山東中 18.78 411

ﾅﾙｾ ﾙﾐ 愛知

5 5 S5083 成瀬　瑠美(2) 春日井中部中 18.92 398

ﾀｶｷﾞ ｻﾅｴ 愛知

6 6 5201 高木　咲苗(3) 鶴城中 19.89 311



女子四種競技 走高跳

ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛知 － － － － － － ○ ○

1 6 S5017 木村　加乃(3) TSM ○ ○ ○ × × × 1m45 566

ﾅﾙｾ ﾙﾐ 愛知 － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

2 4 S5083 成瀬　瑠美(2) 春日井中部中 ○ × × × 1m39 502

ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛知 － ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 2 V5379 黒野　唯奈(2) 上郷中 1m33 439

ﾌﾏ ｻﾕﾘ 愛知 ○ ○ ○ ○ × × ×

4 1 P5535 夫馬　小百合(2) 守山東中 1m24 350

ﾀｶｷﾞ ｻﾅｴ 愛知 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 3 5201 高木　咲苗(3) 鶴城中 1m24 350

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 愛知 ○ ○ × ○ × × ×

6 5 P5521 岡田　笑子(3) 守山東中 1m21 321

1m36
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m39 1m42 1m45 1m48

1m18 1m21 1m24 1m27 1m30 1m33
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m15



女子四種競技 砲丸投(2.721kg)

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

ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛知

1 1 S5017 木村　加乃(3) TSM 10m29 9m93 10m08 10m29 548
ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 愛知

2 6 P5521 岡田　笑子(3) 守山東中 9m06 × 8m76 9m06 468
ﾀｶｷﾞ ｻﾅｴ 愛知

3 3 5201 高木　咲苗(3) 鶴城中 7m49 5m54 8m11 8m11 406
ﾌﾏ ｻﾕﾘ 愛知

4 4 P5535 夫馬　小百合(2) 守山東中 6m74 6m97 7m12 7m12 343
ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛知

5 5 V5379 黒野　唯奈(2) 上郷中 5m74 × 5m81 5m81 259
ﾅﾙｾ ﾙﾐ 愛知

6 2 S5083 成瀬　瑠美(2) 春日井中部中 5m74 × 5m00 5m74 255



女子四種競技 200m

(風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛知

1 5 S5017 木村　加乃(3) TSM 27.28 689

ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛知

2 3 V5379 黒野　唯奈(2) 上郷中 28.96 557

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 愛知

3 4 P5521 岡田　笑子(3) 守山東中 29.14 544

ﾅﾙｾ ﾙﾐ 愛知

4 6 S5083 成瀬　瑠美(2) 春日井中部中 29.32 531

ﾀｶｷﾞ ｻﾅｴ 愛知

5 2 5201 高木　咲苗(3) 鶴城中 29.45 521

ﾌﾏ ｻﾕﾘ 愛知

6 7 P5535 夫馬　小百合(2) 守山東中 29.62 509


