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男子100m

1組 (風:+0.1) 2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

ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ 静岡 ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 静岡

1 3 1088 小川　拓夢(3) 常葉大 10.89 1 7 746 屋貝　博文 アローズジム 10.81

ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮崎 ｵｵﾊｼ ﾅｵﾕｷ 新潟

2 1 873 水久保　漱至(3) 宮崎工高 10.89 2 6 279 大橋　尚之(2) 新潟明訓高 11.00

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾐ 宮崎 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 愛知

3 6 19 平田　勝己(4) 中京大 10.94 3 2 C187 服部　辰也 小島プレス 11.03

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知

4 2 C6 田中　星次 トヨタ自動車 11.04 4 3 M262 和田　瑞輝(3) 豊川高 11.04

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 愛知 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎

5 7 M260 中澤　悠哉(3) 豊川高 11.04 5 4 872 木下　裕貴(3) 宮崎工高 11.09

ｶﾜｷﾀ ﾀｹｼ 三重 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 静岡

6 5 4334 川喜田　剛志 NTN 11.15 6 8 4400 飯塚　拓巳(2) 藤枝明誠高 11.14

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 静岡

7 4 58 児島　大樹(3) 中京大 11.17 1 1096 石川　隆成(4) 常葉大 DNS

ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 愛知

8 8 54 大久保　直哉(3) 中京大 11.32 5 H11 水野　駿佑(3) 中京大中京高 DNS

3組 (風:-0.2) 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

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 三重 ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛知

1 3 6 小池　龍緯(4) 中京大 10.84 1 2 69 横地　秀春(3) 中京大 11.33

ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 富山 ﾑﾗｲ ﾕﾀｶ 石川

2 1 93 林　賢吾(3) 中京大 11.13 2 4 25 村井　豊(4) 中京大 11.37

ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 愛知

3 2 206 高木　翔太(3) 愛教大 11.20 3 7 H13 彦坂　陽平(3) 中京大中京高 11.39

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 愛知

4 4 710 土屋　拓斗(2) 駿台甲府高 11.24 4 8 H7 松永　乃樹(3) 中京大中京高 11.45

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 和歌山 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 新潟

5 6 128 山崎　巧巳(2) 中京大 11.38 5 5 280 齋藤　健太(2) 新潟明訓高 11.54

ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮崎 ｽﾄｳ ｺｳｽｹ 新潟

6 8 887 和藤　一真　(2) 宮崎工高 11.38 6 1 292 須藤　光祐(1) 新潟明訓高 11.55

ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 愛知 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾞｳ 愛知

7 7 H27 服部　匡恭(1) 中京大中京高 11.40 7 6 M261 原田　剛(3) 豊川高 11.64

ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 岐阜

5 118 黒木　省悟(2) 中京大 DNS 8 3 10 田口　亮雅(4) 中京大 11.82

5組 (風:-0.5) 6組 (風:-0.8)

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

ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 宮崎 ｽｽﾞｷ ﾐｷﾄ 愛知

1 6 108 内村　颯太(2) 中京大 11.08 1 8 205 鈴木　幹人(3) 愛教大 11.38

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮崎 ｼﾓｻﾄ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

2 4 125 野村　一輝(2) 中京大 11.20 2 7 8 下里　功大(4) 中京大 11.45

ｶﾜｿﾞｴ ﾖｳﾏ 宮崎 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮崎

3 7 905 川添　瑛真(1) 宮崎工高 11.40 3 5 871 野村　勇輝(3) 宮崎工高 11.46

ﾔｸﾉ ﾐｷﾄ 愛知 ﾏｴﾊﾞｼ ｼｭﾝﾔ 愛知

4 2 L228 薬野　幹人(3) 安城学園高 11.42 4 2 M264 前橋　竣耶(2) 豊川高 11.51

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨 ﾂﾂｲ ｶﾝﾀ 愛知

5 8 709 田中　拓海(2) 駿台甲府高 11.44 5 3 M263 筒井　幹太(2) 豊川高 11.74

ﾂﾙ ﾘｮｳｽｹ 宮崎 ｲｹﾔ ﾖｼﾉﾘ 静岡

6 5 874 鶴　凌輔(3) 宮崎工高 11.55 1 1061 池谷　宜憲(2) 常葉大 DNS

ｶｸﾀﾆ ﾄｼﾔ 愛知 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐阜

1 H415 角谷　俊弥(3) 日進西高 DNS 4 60 田中　宏樹(3) 中京大 DNS

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨

3 702 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 DNS 6 704 辰巳　海斗(3) 駿台甲府高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m

7組 (風:-0.4) 8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

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾅﾘ 愛知 ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三重

1 5 764 小笠原　朝成(3) 東海学大 11.31 1 8 109 浦井　崚自(2) 中京大 11.02

ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知

2 8 53 井面　拓也(3) 中京大 11.39 2 7 110 遠藤　侑汰(2) 中京大 11.22

ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 三重 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝ 愛知

3 3 773 杉村　拓哉(2) 東海学大 11.40 3 5 H283 川口　顕(2) 松蔭高 11.35

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 愛知 ｵｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛知

4 7 774 高山　琢磨(2) 東海学大 11.49 4 3 H8 大原　康平(2) 中京大中京高 11.50

ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知 ﾉｾ ﾕｳﾀ 愛知

5 2 M121 岩本　一徳(3) 豊橋西高 11.59 5 4 151 野瀬　優太(3) 天白高 11.57

ﾅｶｶﾞﾐ ﾓﾄｷ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 愛知

6 1 H286 中神　元希(2) 松蔭高 11.59 6 6 M258 鈴木　良太(3) 豊川高 11.60

ﾉｶﾞﾐ ｷｲﾁﾛｳ 長崎 ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 宮崎

7 4 15 野上　喜一郎(4) 中京大 11.91 7 2 114 河野　凌太(2) 中京大 11.64

ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ 愛知 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 静岡

6 C24 江口　嘉成 トヨタ自動車 DNS 1 119 小泉　潤(2) 中京大 DNS

9組 (風:-0.6) 10組 (風:-0.7)

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

ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊本 ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾐ 愛知

1 4 129 米村　竜星(2) 中京大 11.32 1 6 L656 磯谷　拓実(2) 岡崎城西高 11.38

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 静岡 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知

2 7 1099 溝口　佳佑(4) 常葉大 11.32 2 8 C46 中島　勇介 豊田自動織機 11.44

ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富山 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳ 愛知

3 5 117 倉川　鷹斗(2) 中京大 11.37 3 1 M126 石原　翔(2) 豊橋西高 11.50

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ 愛知 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ 愛知

4 1 C134 増田　憲保 岡崎TFC 11.52 4 5 J312 西川　知希(3) 栄徳高 11.73

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 石川 ｼﾞﾝ ｺｳｷ 兵庫

5 6 123 谷口　祥太郎(2) 中京大 11.57 5 2 120 神　高希(2) 中京大 11.94

ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 宮崎 ﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ 愛知

6 2 877 林　公成　(3) 宮崎工高 11.62 7 M273 田原　弘基(2) 豊川高 DNS

ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 新潟 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ 愛知

7 8 278 石塚　秀雪(2) 新潟明訓高 11.78 3 L181 松村　圭(3) 豊田大谷高 DNS

ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ｿｱﾚｽ ﾏﾙｺ 愛知

3 706 菊地　拓磨(3) 駿台甲府高 DNS 4 J313 ソアレス　マルコ(3) 栄徳高 DNS

11組 (風:-0.1) 12組 (風:+0.8)

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

ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 新潟

1 6 C150 金原　悠太 岡崎TFC 11.30 1 3 289 藤井　海都(1) 新潟明訓高 11.34

ｵｾﾞｷ ﾕｳｷ 岐阜 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 岐阜

2 2 582 尾関　祐希(3) 中津商 11.50 2 7 577 伊藤　優(3) 中津商 11.57

ｲｼｶﾞﾐ ｶﾅﾀ 宮崎 ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 愛知

3 5 876 石神　奏太(3) 宮崎工高 11.56 3 4 H276 堀田　一馬(2) 松蔭高 11.58

ｵｵﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 三重 ｽｽﾞﾑﾗ ﾐﾉﾙ 岐阜

4 4 763 大原　龍太(3) 東海学大 11.58 4 2 584 鈴村　実(3) 中津商 11.64

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 愛知 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 岐阜

5 1 H18 佐藤　智博(2) 中京大中京高 11.61 5 5 456 大橋　拓実(3) 大垣工高 11.82

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 三重 ﾐﾉｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

6 8 744 濱口　祐希(2) 津東高 11.81 1 157 箕浦　知宏(2) 天白高 DNS

ｲﾅﾌｸ ﾋｶﾙ 岐阜 ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

7 7 911 稲福　煕(1) 岐聖大 11.88 6 66 矢野　智大(3) 中京大 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ 愛知 ﾈﾀﾞﾁ ﾚｲﾗ 新潟

3 M120 渡邉　修也(3) 豊橋西高 DNS 8 281 根立　怜来(2) 新潟明訓高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m

13組 (風:-0.4) 14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

ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 新潟 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知

1 6 282 石垣　雄太郎(2) 新潟明訓高 11.69 1 6 L425 森岡　幹太(2) 三好高 11.43

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛知 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 新潟

2 3 800 伊東　和輝(2) 愛県大 11.85 2 5 290 大塚　稜介(1) 新潟明訓高 11.60

ｽｷﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 愛知

3 1 L613 杉崎　悠一郎(2) 岡崎城西高 11.88 3 7 L409 望月　拓実(3) 三好高 11.61

ﾄﾐﾀ ﾘｭｳｶﾞ 新潟 ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ 愛知

4 7 288 冨田　龍雅(1) 新潟明訓高 11.91 4 4 H1 清水　佑(3) 中京大中京高 11.62

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 愛知 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

5 4 J60 伊藤　洸規(2) 明和高 11.95 5 8 L235 野村　隆之介(2) 安城学園高 11.63

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岐阜 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知

5 590 福田　聖汰(3) 中津商 DNS 6 3 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 11.70

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ 愛知

2 141 森山　大成(2) 中京大 DNS 7 1 H24 杉野　蒼太(2) 中京大中京高 11.81

ﾐｽﾞﾏ ﾐﾉﾙ 宮崎 ﾑﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岐阜

8 910 水間　穂(1) 宮崎工高 DNS 2 381 武藤　大知(3) 美濃加茂高 DNS

15組 (風:-0.2) 16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

ｵｵｻﾜ ﾀｹﾙ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 愛知

1 5 M28 大澤　健(3) 豊橋東高 11.75 1 7 L623 石川　友哉(2) 岡崎城西高 11.68

ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 愛知

2 1 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 11.76 2 1 M125 久保田　大斗(2) 豊橋西高 11.74

ｽｻ ﾄｼﾉﾘ 新潟 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

3 2 287 須佐　俊紀(1) 新潟明訓高 11.78 3 2 703 高野　隼人(3) 駿台甲府高 11.84

ｻｶｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 愛知 ｴﾑﾗ ﾕｳｷ 愛知

4 4 M127 坂上　弘明(2) 豊橋西高 11.87 4 6 J245 惠村　友貴(3) 長久手高 12.16

ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ 愛知 ﾐﾀ ｶｵﾙ 愛知

5 6 52 井添　晶文(3) 中京大 11.92 5 3 J321 三田　薫(2) 栄徳高 12.19

ﾄﾖﾀ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ｳﾁﾔﾏ ｹｲ 宮崎

6 8 L494 豊田　智大(2) 鶴城丘高 11.95 6 5 890 内山　圭(2) 宮崎工高 12.29

ﾅｶﾞｲ ﾀｲｷ 三重 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 愛知

7 7 720 永井　大喜(3) 津東高 12.32 4 L238 野村　尚弘(2) 安城学園高 DNS

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 愛知 ﾓﾄﾔﾏ ﾘｮｳ 佐賀

3 F58 田島　悠平(3) 津島高 DNS 8 44 本山　遼(4) 中京大 DNS

17組 (風:-0.8) 18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

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾂｷ 静岡 ｺｻﾄ ｹｲﾀ 愛知

1 3 4406 内山　夏生(1) 藤枝明誠高 11.78 1 5 H418 小里　渓太(3) 日進西高 11.55

ﾄｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 静岡 ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ 愛知

2 6 4408 遠山　亮太(1) 藤枝明誠高 11.80 2 3 H12 高橋　舞羽(2) 中京大中京高 11.59

ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

3 7 M58 河合　翔吾(2) 豊橋南高 11.82 3 7 L233 澤　竜之介(2) 安城学園高 11.92

ｵｻﾍﾞ ﾄﾓｷ 静岡 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知

4 1 2703 長辺　朋樹(3) 加藤学園高 11.84 4 1 L417 宮田　亘(3) 三好高 12.01

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知 ﾋﾛｶﾜ ﾐﾂﾙ 新潟

5 4 146 田嶋　佑亮(3) 天白高 11.89 5 2 284 廣川　　充(2) 新潟明訓高 12.09

ｲｹｼﾞﾘ ｺｳｷ 宮崎 ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ 三重

6 2 891 池尻　光輝　(2) 宮崎工高 12.06 6 4 1949 磯田　拓海 三重高 12.28

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ 三重 ﾐﾀ ﾋﾛｷ 愛知

7 5 1942 竹内　秀成 三重高 12.10 7 6 H43 三田　大喜(1) 中京大中京高 12.33

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 宮崎 ﾅｶｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知

8 8 892 福田　翔磨(2) 宮崎工高 12.50 8 L241 中井　崇博(1) 安城学園高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m

19組 (風:-1.4) 20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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 愛知 ﾖｺﾀ ﾘｮｳ 愛知

1 7 130 渡邊　麻仁(2) 中京大 11.59 1 3 H298 横田　凌(1) 松蔭高 11.62

ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知 ﾆｴ ｺｳｷ 愛知

2 6 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 11.86 2 6 M29 贄　光希(3) 豊橋東高 11.70

ﾀﾅﾊｼ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知

3 1 L682 棚橋　亮太(3) 岡崎高 11.97 3 7 M32 尾﨑　舜弥(2) 豊橋東高 11.78

ｶﾄｳ ｼﾝ 岐阜 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

4 3 371 加藤　晨(3) 美濃加茂高 12.02 4 5 L416 樋口　康太(2) 三好高 11.79

ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 愛知

5 5 707 清水　健太郎(3) 駿台甲府高 12.12 5 8 F72 平田　章悟(2) 津島高 11.87

ﾌｸﾉ ﾘｸ 宮崎 ｲﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 三重

6 4 888 福野　陸(2) 宮崎工高 12.37 6 2 348 今村　航(3) 津商高 11.91

ﾔﾏｷ ｼｮｳ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 宮崎

7 2 J322 八巻　将(2) 栄徳高 12.59 7 4 908 安藤　勇太(1) 宮崎工高 12.02

ﾌﾙﾔﾏ ﾋｭｳｶﾞ 岐阜 ﾋｵｷ ﾘｭｳﾔ 岐阜

8 8 912 古山　日向(1) 中津商 12.80 8 1 394 日置　竜也(2) 美濃加茂高 12.07

21組 (風:-0.3) 22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

ﾀｹﾑﾗ ｼｮｳﾄ 愛知 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ 岐阜

1 2 H285 武村　翔斗(2) 松蔭高 11.22 1 4 602 藤井　晃大(2) 中津商 11.55

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ 岐阜 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁ 愛知

2 1 397 森田　雄也(2) 美濃加茂高 11.67 2 8 L484 木下　真一(3) 鶴城丘高 11.80

ﾌｸﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 徳島 ｲﾄｳ ﾐｷ 岐阜

3 5 240 福田　浩一郎 日亜化学工業 11.77 3 2 578 伊東　樹(3) 中津商 11.93

ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

4 7 L230 杉本　康拓(3) 安城学園高 11.83 4 1 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 11.93

ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ 愛知 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜

5 8 H17 金井　駿賢(2) 中京大中京高 12.01 5 5 471 林　智大(2) 大垣工高 11.94

ｵｵﾓﾄ ﾀｲｷ 愛知 ｺﾞﾄｳ ｺｳ 愛知

6 3 J57 大本　泰生(3) 明和高 12.11 6 3 1105 後藤　昂(5) 豊田高専 12.13

ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 宮崎 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 三重

7 6 914 阪本　峻平(1) 宮崎工高 12.23 7 6 1941 窪田　雅大 三重高 12.20

ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野 ﾋﾗﾀ ｼｭｳﾔ 広島

8 4 752 知沢　和輝(3) 阿南高 12.34 7 1972 平田　修弥(3) 立命大 DNS

23組 (風:-0.3) 24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

ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 愛知

1 6 H292 和田　達希(2) 松蔭高 11.73 1 2 238 山田　純貴(4) 名大 11.67

ﾐﾔﾀ ﾀﾂｷ 愛知 ｳｻﾐ ﾊﾙｷ 三重

2 4 L604 宮田　龍樹(3) 岡崎城西高 11.83 2 1 1947 宇佐美　温基 三重高 11.74

ｶﾄﾞﾉ ｹｲｽｹ 愛知 ｵｷﾞｿ ﾊﾙﾄ 岐阜

3 3 J316 門野　敬介(3) 栄徳高 12.05 3 3 595 小木曽　晴都(2) 中津商 11.77

ﾏﾂｵｶ ｺｳﾔ 三重 ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ 愛知

4 8 726 松岡　洸弥(3) 津東高 12.13 4 4 M36 村松　聖太(3) 豊橋東高 11.83

ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ　 愛知 ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 愛知

5 7 J314 佐藤　貴裕(1) 栄徳高 12.25 5 7 J49 香川　隼也(3) 明和高 11.86

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 宮崎 ﾂｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 愛知

6 2 906 渋谷　勇斗(1) 宮崎工高 12.28 6 8 L686 築山　卓生(2) 岡崎高 12.09

ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾎ 愛知 ﾊﾗ ﾚﾉﾝ 岐阜

1 H416 宮田　和歩(3) 日進西高 DNS 7 6 379 原　レノン(3) 美濃加茂高 12.09

ｵｲﾀﾞ ｼﾝ 愛知 ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 三重

5 J243 種田  慎(2) 長久手高 DNS 8 5 1925 松川　航大 三重高 12.24

凡例  DNS:欠場



男子100m

25組 (風:-0.1) 26組 (風:-1.1)

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

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 愛知 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知

1 5 H295 本間　稜也(1) 松蔭高 11.73 1 2 L411 岩元　将生(2) 三好高 11.99

ﾀｶﾊｼ ｱｷ 新潟 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 愛知

2 6 285 高橋　亜稀(2) 新潟明訓高 11.76 2 3 L647 中村　尚貴(3) 岡崎城西高 12.21

ﾊｯﾄﾘ ﾗｲﾑ 岐阜 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜

3 8 601 服部　来夢(2) 中津商 11.84 3 5 2 中島　 一将(3) 中京大 12.27

ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知 ｽｷﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 宮崎

4 2 L414 横田　幹太(2) 三好高 11.98 4 4 878 杉田　響介(3) 宮崎工高 12.40

ﾅﾐﾄ ﾕｳｷ 三重 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵ 愛知

5 3 722 波戸　優輝(3) 津東高 12.04 5 6 J318 鈴木　浩生(2) 栄徳高 12.52

ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 愛知

6 4 L227 和田　海晴(3) 安城学園高 12.05 6 1 L405 鈴木　大雄(3) 三好高 12.67

ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知 ﾋﾉ ﾘｭｳｷ 愛知

7 7 H290 森田　哲平(2) 松蔭高 12.05 7 H15 日野　龍希(2) 中京大中京高 DNS

ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 愛知 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 愛知

1 H14 青山　宏貴(2) 中京大中京高 DNS 8 L73 青山　和樹(2) 岩津高 DNS

27組 (風:-1.0) 28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

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 愛知 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛知

1 4 L643 大久保　光祐(3) 岡崎城西高 11.99 1 1 H35 伊藤　壮太(3) 中京大中京高 11.75

ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐｵ 三重 ﾌｸｵｶ ｼｭｳﾀ 愛知

2 7 350 西村　史旺(2) 津商高 12.20 2 4 H31 福岡　秀太(3) 中京大中京高 11.84

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾔ 愛知

3 8 708 熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 12.21 3 7 F57 山内　優八(3) 津島高 11.94

ﾌｸﾔｽ ｻｲﾄ 愛知 ｼﾏｶﾜ ｺｳﾀ 愛知

4 6 148 福安　彩人(2) 天白高 12.27 4 2 0 島川　昂太 ＧＥＮＫＡＩ 12.14

ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛知 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知

5 5 H173 伊藤　諒(2) 豊明高 12.28 5 3 153 松山　真平(3) 天白高 12.34

ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 三重 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知

6 3 1948 笠原　真綾 三重高 12.29 6 8 H33 増田　智也(1) 中京大中京高 12.35

ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮崎 ﾋﾀﾞｶ ｾｲﾏ 宮崎

7 1 889 齊藤　将太(2) 宮崎工高 12.30 7 6 893 日髙　誓真　(2) 宮崎工高 12.95

ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 愛知 ﾊﾔｼ ｱﾂﾔ 愛知

8 2 H4 大藏　祐貴(3) 中京大中京高 12.47 5 J311 林　篤弥(3) 栄徳高 DNS

29組 (風:-0.5) 30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

ｴｸﾞﾁ ﾏｻｷ 愛知 ｻﾄｳ ﾚﾝ 岐阜

1 8 F67 江口　昌輝(3) 津島高 11.94 1 3 596 佐藤　蓮(2) 中津商 12.22

ﾅｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ 岐阜 ﾅｶﾞｴ ｵｳｷ 愛知

2 3 600 永井　健一(2) 中津商 12.10 2 7 L606 長江　桜暉(3) 岡崎城西高 12.26

ｸﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 三重 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知

3 6 739 倉田　章博(2) 津東高 12.13 3 8 L412 六車　公佑(2) 三好高 12.35

ｺｳﾀﾞ ｶｲﾄ 三重 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岐阜

4 2 1959 香田　海斗 三重高 12.23 4 5 389 田口　颯斗(2) 美濃加茂高 12.36

ﾊﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 愛知 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾊﾙ 愛知

5 5 J52 幅田　真史(2) 明和高 12.24 5 1 J317 足立　泰治(3) 栄徳高 12.45

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 宮崎 ｱﾘｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛知

6 1 894 木下　翔太(2) 宮崎工高 12.28 6 4 143 有賀　光紀(3) 天白高 12.46

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾀﾅﾊｼ ｺｳｽｹ 愛知

7 7 C9012 渡辺　裕二 愛知陸協 12.29 7 6 H426 棚橋　幸右(2) 日進西高 12.49

ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 三重 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 静岡

8 4 741 永井　佑季(2) 津東高 12.44 2 4425 榊原　修都(1) 藤枝明誠高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m

31組 (風:-1.1) 32組 (風:-0.8)

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

ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知 ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知

1 7 M30 飯田　喜大(2) 豊橋東高 11.88 1 2 H23 織田　大輝(3) 中京大中京高 12.18

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 愛知 ｳﾒﾊﾗ ｱﾂｷ 静岡

2 5 F69 渡邉　祐人(3) 津島高 12.14 2 4 1951 梅原　純希(3) 加藤学園高 12.42

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 愛知

3 6 L426 豊田　健人(2) 三好高 12.15 3 7 J319 西村　和望(2) 栄徳高 12.48

ﾀﾅｶ　ﾚﾂ 愛知 ｲﾉｳｴ ｺﾞｳｷ 愛知

4 2 F77 田中　烈(2) 津島高 12.26 4 1 L78 井上　剛貴(3) 豊田工高 12.70

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知 ｲｹﾓﾄ　ﾏｻﾕｷ 愛知

5 4 649 池田　翔一(4) 名院大 12.41 5 8 C161 池本　正幸 アイシンAW 12.77

ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨 ｱｵｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 静岡

6 3 711 樋川　充(2) 駿台甲府高 12.55 6 3 4401 青島　洸太朗(2) 藤枝明誠高 12.97

ﾓﾘﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ 愛知

7 1 H419 森廣　駿介(3) 日進西高 12.58 7 5 106 池田　樹生(2) 中京大 13.13

ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 岐阜 ｷﾀｶﾐ ｶｽﾞﾔ 新潟

8 8 587 竹内　颯(3) 中津商 12.59 6 286 北上　和哉(2) 新潟明訓高 DNS

33組 (風:-0.6) 34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

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 愛知 ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 愛知

1 7 644 竹内　優翔(3) 名院大 12.12 1 3 F71 小島　光騎(2) 津島高 11.90

ｱｲｺｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 宮崎 ｷﾑﾗ ﾄｼｷ 愛知

2 4 881 愛甲　昌秀(3) 宮崎工高 12.29 2 5 F70 木村　寿樹(2) 津島高 11.93

ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知

3 6 458 髙田　謙太(3) 大垣工高 12.32 3 2 M35 前田　貴文(3) 豊橋東高 12.02

ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 愛知 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾂﾔ 岐阜

4 1 144 木村　俊彦(3) 天白高 12.34 4 6 576 五十嵐　達哉(3) 中津商 12.10

 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂｷ 愛知 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 岐阜

5 5 J241 服部  竜樹(2) 長久手高 12.47 5 7 375 田口　幸志郎(3) 美濃加茂高 12.36

ｱｵｷ ｼﾛｳ 新潟 ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾐ 三重

6 3 291 青木　四郎(1) 新潟明訓高 12.47 6 4 1946 山中　匠 三重高 12.41

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾔ 宮崎 ｳﾉ ﾕｳｾﾝ 愛知

7 2 896 富永　竜矢　(2) 宮崎工高 12.78 7 8 H421 宇野　湧泉(2) 日進西高 12.89

ﾌﾅﾀﾞ ｹﾝｿﾞ- 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 愛知

8 L420 船田　ケンゾー(3) 三好高 DNS 1 H424 中村　優介(2) 日進西高 DNS

35組 (風:-0.2) 36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

ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新潟 ﾂｹﾞ ﾋﾛｷ 愛知

1 5 283 今井　淳平(2) 新潟明訓高 12.07 1 7 H41 柘植　大輝(2) 中京大中京高 12.28

ﾓﾘﾀ ｼｭｳ 三重 ﾐｽﾞﾕｷ ｹﾝ 岐阜

2 8 1955 森田　秀 三重高 12.17 2 5 380 水行　健(3) 美濃加茂高 12.38

ｸﾉ ｼｭﾝ 岐阜 ﾀｷｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 愛知

3 2 386 九野　隼(2) 美濃加茂高 12.39 3 4 H21 瀧川　智貴(3) 中京大中京高 12.48

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾖｺﾏｸ ﾘｮｳｲﾁ 岐阜

4 6 H280 藤本　大樹(1) 松蔭高 12.49 4 1 476 横幕　凌一(2) 大垣工高 12.51

ｲﾄｳ ﾕｳﾋ 愛知 ﾑﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 静岡

5 1 F83 伊藤　雄飛(2) 津島高 12.61 5 8 2773 村井　琉晟(2) 加藤学園高 12.57

ｺｶｼﾞ ﾘｮｳﾀ 新潟 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 岐阜

6 7 293 小鍛治　亮太(1) 新潟明訓高 12.68 6 6 388 田口　翔哉(2) 美濃加茂高 12.77

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 長野 ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 長野

7 3 1801 小林　拓真(3) 上田東高 13.05 7 2 1803 荻原　克崇(2) 上田東高 12.79

ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｷ 愛知 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知

8 4 H425 坂野　公紀(2) 日進西高 13.11 3 H40 伊藤　温規(2) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m

37組 (風:-0.9) 38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

ﾔｽｴ ｹﾝﾄ 岐阜 ｵｸﾞﾘ ｼｮｳｷ 岐阜

1 8 383 安江　拳人(3) 美濃加茂高 12.35 1 5 581 小栗　将揮(3) 中津商 12.15

ｸﾛｴ ｺｳｷ 愛知 ﾀﾅﾊｼ ﾘｸ 岐阜

2 3 F74 黒江　恒輝(3) 津島高 12.41 2 7 377 棚橋　陸(3) 美濃加茂高 12.18

ｸﾛｴ ﾕｳﾄ 愛知 ﾊﾔｼ ﾚｵ 愛知

3 1 156 黒江　悠斗(3) 天白高 12.53 3 6 147 林　怜央(3) 天白高 12.55

ｱｻﾉ ﾐｷﾄ 愛知 ｲﾅﾏｽ ﾘｮｳ 愛知

4 2 152 浅野　幹人(3) 天白高 12.70 4 3 H609 稲益　涼(2) 名工高 12.58

ﾋﾋﾞ ｹｲｲﾁ 愛知 ｶﾜﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜

5 4 M38 日比　慶一(3) 豊橋東高 12.82 5 8 465 川出　大介(2) 大垣工高 12.65

ﾉﾑﾗ ﾚｵ 愛知 ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾄ 三重

6 5 H9 野村　玲旺(2) 中京大中京高 13.11 6 4 349 番条　陽斗(3) 津商高 13.05

ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾙ 愛知

6 L419 仲谷　朗(3) 三好高 DNS 7 2 H612 長谷川　大竜(2) 名工高 13.73

ｺｶﾞ ﾕｳｷ 岐阜

7 467 古賀　雄貴(2) 大垣工高 DNS

39組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑｶｲ ﾀｸﾔ 広島

1 8 342 向井　拓也(3) 至学館大 11.54

ｳﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛知

2 4 J48 内山　航(3) 明和高 12.16

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 三重

3 2 745 渡邊　匠(2) 津東高 12.87

ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 愛知

4 6 M40 伊藤　哲也(2) 豊橋東高 12.99

ﾊｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 三重

5 3 1951 橋川　光太郎 三重高 13.36

ｽﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐阜

6 7 766 鷲見　駿太朗(3) 東海学大 13.37

ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾐ 三重

5 1926 山川　拓海 三重高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m

1組 (風:+1.4) 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

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 静岡 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮崎

1 4 746 屋貝　博文 アローズジム 21.52 1 3 873 水久保　漱至(3) 宮崎工高 21.55

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾐ 宮崎 ｺｷﾞｿ ﾕｳｻｸ 愛知

2 5 19 平田　勝己(4) 中京大 21.76 2 7 36 小木曽　優作(4) 中京大 21.64

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛知 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮崎

3 6 58 児島　大樹(3) 中京大 22.07 3 1 125 野村　一輝(2) 中京大 21.80

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 新潟

4 2 872 木下　裕貴(3) 宮崎工高 22.10 4 2 289 藤井　海都(1) 新潟明訓高 22.30

ｵｵﾊｼ ﾅｵﾕｷ 新潟 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮崎

5 7 279 大橋　尚之(2) 新潟明訓高 22.25 5 5 871 野村　勇輝(3) 宮崎工高 22.38

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 静岡 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 愛知

6 8 737 伊藤　卓 アローズジム 22.30 6 6 H27 服部　匡恭(1) 中京大中京高 22.72

ｶﾜｷﾀ ﾀｹｼ 三重 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 静岡

7 1 4334 川喜田　剛志 NTN 22.39 4 1090 鈴木　晟也(3) 常葉大 DNS

ｲﾄｳ ﾐｷ 岐阜 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐阜

8 3 578 伊東　樹(3) 中津商 24.76 8 60 田中　宏樹(3) 中京大 DNS

3組 (風:+0.7) 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

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 三重 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知

1 5 6 小池　龍緯(4) 中京大 21.88 1 3 110 遠藤　侑汰(2) 中京大 22.15

ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 宮崎 ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀ 徳島

2 2 108 内村　颯太(2) 中京大 22.41 2 4 61 中内　亮太(3) 中京大 22.51

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 和歌山 ｶﾜｿﾞｴ ﾖｳﾏ 宮崎

3 7 128 山崎　巧巳(2) 中京大 22.75 3 5 905 川添　瑛真(1) 宮崎工高 22.52

ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮崎 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 静岡

4 6 887 和藤　一真　(2) 宮崎工高 22.79 4 6 1069 鈴木　隆斗(2) 常葉大 22.66

ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 新潟 ｲｼｶﾞﾐ ｶﾅﾀ 宮崎

5 8 278 石塚　秀雪(2) 新潟明訓高 23.45 5 8 876 石神　奏太(3) 宮崎工高 22.99

ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ 愛知

1 782 若山　弘幸(2) 東海学大 DNS 6 2 H12 高橋　舞羽(2) 中京大中京高 23.03

ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知

3 54 大久保　直哉(3) 中京大 DNS 7 7 648 長谷川　大和(4) 名院大 23.19

ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山

4 H11 水野　駿佑(3) 中京大中京高 DNS 1 121 高松　知史(2) 中京大 DNS

5組 (風:-0.8) 6組 (風:-1.8)

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

ﾔｸﾉ ﾐｷﾄ 愛知 ｽﾄｳ ｺｳｽｹ 新潟

1 1 L228 薬野　幹人(3) 安城学園高 23.02 1 5 292 須藤　光祐(1) 新潟明訓高 22.99

ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝ 愛知 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知

2 5 H283 川口　顕(2) 松蔭高 23.08 2 3 37 鈴木　舜也(4) 中京大 23.03

ｵｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛知 ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ 愛知

3 4 H8 大原　康平(2) 中京大中京高 23.08 3 4 53 井面　拓也(3) 中京大 23.39

ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ 愛知 ｺｻﾄ ｹｲﾀ 愛知

4 8 H1 清水　佑(3) 中京大中京高 23.30 4 8 H418 小里　渓太(3) 日進西高 23.40

ｵｾﾞｷ ﾕｳｷ 岐阜 ﾅｶｶﾞﾐ ﾓﾄｷ 愛知

5 2 582 尾関　祐希(3) 中津商 23.81 5 1 H286 中神　元希(2) 松蔭高 23.42

ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 岐阜 ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾑ 宮崎

3 10 田口　亮雅(4) 中京大 DNS 6 7 875 黒葛原　大夢(3) 宮崎工高 23.90

ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 愛知 ｽｽﾞﾑﾗ ﾐﾉﾙ 岐阜

6 H13 彦坂　陽平(3) 中京大中京高 DNS 7 2 584 鈴村　実(3) 中津商 24.25

ｶｸﾀﾆ ﾄｼﾔ 愛知 ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富山

7 H415 角谷　俊弥(3) 日進西高 DNS 6 117 倉川　鷹斗(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m

7組 (風:-0.8) 8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

ﾈﾀﾞﾁ ﾚｲﾗ 新潟 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知

1 8 281 根立　怜来(2) 新潟明訓高 23.26 1 6 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 23.47

ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛知 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 宮崎

2 3 H35 伊藤　壮太(3) 中京大中京高 23.43 2 5 877 林　公成　(3) 宮崎工高 23.48

ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知 ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 愛知

3 2 L425 森岡　幹太(2) 三好高 23.48 3 2 J49 香川　隼也(3) 明和高 23.73

ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ 愛知 ｶﾄｳ ｼﾝ 岐阜

4 6 H24 杉野　蒼太(2) 中京大中京高 23.56 4 8 371 加藤　晨(3) 美濃加茂高 23.89

ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 新潟 ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ 愛知

5 1 282 石垣　雄太郎(2) 新潟明訓高 23.61 5 7 52 井添　晶文(3) 中京大 23.92

ﾏｾｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知 ﾉｾ ﾕｳﾀ 愛知

6 4 L234 柵木　友幸(2) 安城学園高 24.19 1 151 野瀬　優太(3) 天白高 DNS

ﾅｶｵ ｺｳｼﾞ 佐賀 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 愛知

7 5 540 中尾　浩司(3) 伊万里商業 24.23 3 L670 竹内　諒(3) 岡崎高 DNS

ｴﾑﾗ ﾕｳｷ 愛知 ﾐﾉｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

8 7 J245 惠村　友貴(3) 長久手高 24.49 4 157 箕浦　知宏(2) 天白高 DNS

9組 (風:+0.1) 10組 (風:-1.7)

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

ﾀｶﾊｼ ｱｷ 新潟 ﾆｴ ｺｳｷ 愛知

1 6 285 高橋　亜稀(2) 新潟明訓高 23.38 1 4 M29 贄　光希(3) 豊橋東高 23.51

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

2 4 M32 尾﨑　舜弥(2) 豊橋東高 23.50 2 2 L235 野村　隆之介(2) 安城学園高 23.63

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 新潟 ｲｹｼﾞﾘ ｺｳｷ 宮崎

3 3 280 齋藤　健太(2) 新潟明訓高 23.74 3 1 891 池尻　光輝　(2) 宮崎工高 24.00

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ 愛知 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 愛知

4 7 C134 増田　憲保 岡崎TFC 23.85 4 8 M48 木村　優斗(3) 豊橋南高 24.07

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ 岐阜 ﾀﾅﾊｼ ﾘｮｳﾀ 愛知

5 8 397 森田　雄也(2) 美濃加茂高 23.87 5 6 L682 棚橋　亮太(3) 岡崎高 24.27

ｳﾁﾔﾏ ｹｲ 宮崎 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 愛知

6 5 890 内山　圭(2) 宮崎工高 24.08 6 3 H14 青山　宏貴(2) 中京大中京高 24.28

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 愛知 ｵｵﾓﾄ ﾀｲｷ 愛知

7 2 J60 伊藤　洸規(2) 明和高 24.44 7 7 J57 大本　泰生(3) 明和高 24.44

ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 岐阜 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 静岡

8 1 456 大橋　拓実(3) 大垣工高 24.90 5 640 高柳　育矢(2) 名院大 DNS

11組 (風:-1.7) 12組 (風:-1.1)

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

ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 新潟 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

1 5 290 大塚　稜介(1) 新潟明訓高 23.12 1 5 L416 樋口　康太(2) 三好高 23.88

ｵｵｻﾜ ﾀｹﾙ 愛知 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知

2 8 M28 大澤　健(3) 豊橋東高 23.66 2 3 L417 宮田　亘(3) 三好高 24.12

ｶﾄｳ ｹｲﾀ 愛知 ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知

3 2 M44 加藤　圭太(3) 豊橋南高 23.96 3 4 H290 森田　哲平(2) 松蔭高 24.22

ｲﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 三重 ｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

4 4 348 今村　航(3) 津商高 23.96 4 8 L233 澤　竜之介(2) 安城学園高 24.25

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知 ﾖｺﾔﾏ ﾓﾄﾊﾙ 愛知

5 7 L677 吉田　将人(2) 岡崎高 23.98 5 2 113 横山　最大(2) 豊田高専 24.64

ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 愛知 ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ 愛知

6 6 M46 上田　大登(3) 豊橋南高 24.15 6 7 H17 金井　駿賢(2) 中京大中京高 25.07

ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 愛知

7 1 752 知沢　和輝(3) 阿南高 25.46 1 L238 野村　尚弘(2) 安城学園高 DNS

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

3 H18 佐藤　智博(2) 中京大中京高 DNS 6 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m

13組 (風:-1.3) 14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

ﾎﾘ ｺﾀﾛｳ 愛知 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮崎

1 7 J58 堀　児太郎(3) 明和高 24.11 1 4 889 齊藤　将太(2) 宮崎工高 24.02

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾔ 愛知

2 8 L231 高橋　知義(2) 安城学園高 24.20 2 8 L72 杉浦　有哉(3) 岩津高 24.12

ﾋﾛｶﾜ ﾐﾂﾙ 新潟 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛知

3 3 284 廣川　　充(2) 新潟明訓高 24.28 3 1 M58 河合　翔吾(2) 豊橋南高 24.19

ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新潟 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 新潟

4 5 283 今井　淳平(2) 新潟明訓高 24.30 4 5 294 髙橋　幸大(1) 新潟明訓高 24.31

ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｷ 愛知

5 2 119 加藤　悠基(3) 豊田高専 24.36 5 7 M55 柴田　龍輝(2) 豊橋南高 24.49

ﾌｸﾉ ﾘｸ 宮崎 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知

6 1 888 福野　陸(2) 宮崎工高 24.58 6 6 M52 鈴木　良太郎(2) 豊橋南高 24.78

ﾄﾐﾀ ﾘｭｳｶﾞ 新潟 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 宮崎

4 288 冨田　龍雅(1) 新潟明訓高 DNS 7 2 906 渋谷　勇斗(1) 宮崎工高 25.28

ﾐｽﾞﾏ ﾐﾉﾙ 宮崎 ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知

6 910 水間　穂(1) 宮崎工高 DNS 3 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 DNS

15組 (風:0.0) 16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

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 愛知 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ 岐阜

1 4 H295 本間　稜也(1) 松蔭高 23.67 1 2 602 藤井　晃大(2) 中津商 23.76

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知 ｽｻ ﾄｼﾉﾘ 新潟

2 8 146 田嶋　佑亮(3) 天白高 23.79 2 3 287 須佐　俊紀(1) 新潟明訓高 23.86

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ 三重 ｽｷﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 宮崎

3 6 1942 竹内　秀成 三重高 24.16 3 8 878 杉田　響介(3) 宮崎工高 24.39

ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐｵ 三重 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 岐阜

4 1 350 西村　史旺(2) 津商高 24.40 4 5 577 伊藤　優(3) 中津商 24.64

ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 三重 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 宮崎

5 7 1925 松川　航大 三重高 24.41 5 7 892 福田　翔磨(2) 宮崎工高 24.82

ｽﾅﾊﾞ ﾏｻﾄ 岐阜 ﾀﾅﾊｼ ｺｳｽｹ 愛知

2 585 砂場　柾人(3) 中津商 DNS 6 4 H426 棚橋　幸右(2) 日進西高 24.84

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 宮崎 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 岐阜

3 908 安藤　勇太(1) 宮崎工高 DNS 7 1 458 髙田　謙太(3) 大垣工高 25.43

ﾔｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ｷﾀｶﾐ ｶｽﾞﾔ 新潟

5 H291 八木　智大(2) 松蔭高 DNS 6 286 北上　和哉(2) 新潟明訓高 DNS

17組 (風:0.0) 18組 (風:-1.2)

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

ｵｻﾍﾞ ﾄﾓｷ 静岡 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知

1 6 2703 長辺　朋樹(3) 加藤学園高 23.55 1 5 L411 岩元　将生(2) 三好高 24.12

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 長野 ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知

2 4 1804 山口　諒偲(2) 上田東高 24.35 2 3 L414 横田　幹太(2) 三好高 24.41

ﾊﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 愛知 ｳﾒﾊﾗ ｱﾂｷ 静岡

3 2 J52 幅田　真史(2) 明和高 24.76 3 7 1951 梅原　純希(3) 加藤学園高 24.74

ﾀｷｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 愛知 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知

4 5 H21 瀧川　智貴(3) 中京大中京高 24.92 4 4 L412 六車　公佑(2) 三好高 25.07

ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾊﾙ 愛知 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 愛知

5 8 L237 藤田　康晴(2) 安城学園高 24.98 5 6 L73 青山　和樹(2) 岩津高 25.15

ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 愛知

6 3 153 松山　真平(3) 天白高 25.06 6 8 144 木村　俊彦(3) 天白高 25.34

ｱｵｷ ｼﾛｳ 新潟 ﾋﾉ ﾘｭｳｷ 愛知

7 7 291 青木　四郎(1) 新潟明訓高 25.16 2 H15 日野　龍希(2) 中京大中京高 DNS

ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 愛知

1 H292 和田　達希(2) 松蔭高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m

19組 (風:+1.3) 20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

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ 愛知 ﾊｯﾄﾘ ﾗｲﾑ 岐阜

1 7 L181 松村　圭(3) 豊田大谷高 23.24 1 7 601 服部　来夢(2) 中津商 24.00

ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛知

2 4 C9006 石田　正大 愛知陸協 23.88 2 6 L426 豊田　健人(2) 三好高 24.74

ﾋｵｷ ﾘｭｳﾔ 岐阜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知

3 2 394 日置　竜也(2) 美濃加茂高 24.40 3 8 H280 藤本　大樹(1) 松蔭高 25.10

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知 ﾖｺﾏｸ ﾘｮｳｲﾁ 岐阜

4 6 649 池田　翔一(4) 名院大 24.78 4 2 476 横幕　凌一(2) 大垣工高 25.79

ｶﾂﾉ ﾔｽﾊﾙ 岐阜 愛知

5 5 464 勝野　泰治(2) 大垣工高 24.87 1 176 若杉　俊佑(1) 中京大 DNS

ﾋﾀﾞｶ ｾｲﾏ 宮崎 ｸﾛｴ ﾕｳﾄ 愛知

6 3 893 日髙　誓真　(2) 宮崎工高 25.15 3 156 黒江　悠斗(3) 天白高 DNS

愛知 ﾌｸﾔｽ ｻｲﾄ 愛知

1 158 天野　広大(1) 中京大 DNS 4 148 福安　彩人(2) 天白高 DNS

ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 愛知 ｱｻﾉ ﾐｷﾄ 愛知

8 H293 石田　龍我(1) 松蔭高 DNS 5 152 浅野　幹人(3) 天白高 DNS

21組 (風:-0.1) 22組 (風:-1.7)

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

三重 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜

1 1 177 川村　建勝(1) 中京大 22.35 1 6 471 林　智大(2) 大垣工高 24.40

ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛知

2 7 M36 村松　聖太(3) 豊橋東高 24.41 2 4 H3 西尾　勇佑(3) 中京大中京高 25.12

ﾑﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 静岡 ｼﾗｷ ﾕｳﾔ 岐阜

3 8 2773 村井　琉晟(2) 加藤学園高 24.64 3 2 468 白木　雄也(2) 大垣工高 25.60

ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知 ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 長野

4 2 H33 増田　智也(1) 中京大中京高 25.07 4 7 1803 荻原　克崇(2) 上田東高 25.70

ｶﾜﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾔ 宮崎

5 4 465 川出　大介(2) 大垣工高 25.61 5 8 896 富永　竜矢　(2) 宮崎工高 25.94

ﾋﾛｾ ｱｷﾄ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 長野

6 3 L245 廣瀬　暁斗(3) 安城学園高 25.68 6 5 1801 小林　拓真(3) 上田東高 26.58

ﾉﾑﾗ ﾚｵ 愛知 ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｷ 愛知

7 5 H9 野村　玲旺(2) 中京大中京高 26.08 7 3 H425 坂野　公紀(2) 日進西高 27.23

ｳﾉ ﾕｳｾﾝ 愛知

8 6 H421 宇野　湧泉(2) 日進西高 26.51

23組 (風:0.0) 24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

ｲﾁﾊﾗ ｶｹﾙ 岐阜 ﾓﾘﾀ ｼｭｳ 三重

1 2 594 市原　翔(2) 中津商 24.36 1 3 1955 森田　秀 三重高 24.11

ﾂｹﾞ ﾃﾝﾕｳ 岐阜 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岐阜

2 6 598 柘植　天佑(2) 中津商 25.16 2 2 389 田口　颯斗(2) 美濃加茂高 24.96

ﾊﾔｼ ﾚｵ 愛知 ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 三重

3 7 147 林　怜央(3) 天白高 25.63 3 7 1948 笠原　真綾 三重高 25.01

ｱﾜﾉ ﾚﾝ 岐阜 ﾊﾔﾉ ﾀｸﾄ 岐阜

4 3 463 粟野　廉(2) 大垣工高 25.73 4 8 472 早野　巧人(2) 大垣工高 25.56

ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 愛知 ﾔｽｴ ｹﾝﾄ 岐阜

5 5 M40 伊藤　哲也(2) 豊橋東高 25.75 5 6 383 安江　拳人(3) 美濃加茂高 25.57

ﾋﾋﾞ ｹｲｲﾁ 愛知 ﾊｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 三重

6 4 M38 日比　慶一(3) 豊橋東高 26.36 6 4 1951 橋川　光太郎 三重高 26.60

ｺｶﾞ ﾕｳｷ 岐阜 ﾊｼﾊﾞ  ﾀﾞｲｽｹ 愛知

8 467 古賀　雄貴(2) 大垣工高 DNS 5 C53 羽柴　大典 豊田自動織機 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m

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

ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮崎 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛知

1 5 871 野村　勇輝(3) 宮崎工高 50.48 1 4 H35 伊藤　壮太(3) 中京大中京高 50.54

ﾐﾜ ﾉﾘﾋﾃﾞ 静岡 ﾔｸﾉ ﾐｷﾄ 愛知

2 7 1073 三輪　徳秀(2) 常葉大 50.91 2 3 L228 薬野　幹人(3) 安城学園高 50.72

ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾑ 宮崎 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 富山

3 1 875 黒葛原　大夢(3) 宮崎工高 50.94 3 5 59 柴田　修史(3) 中京大 50.89

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎 ﾈﾀﾞﾁ ﾚｲﾗ 新潟

4 2 872 木下　裕貴(3) 宮崎工高 51.42 4 2 281 根立　怜来(2) 新潟明訓高 51.25

ﾔﾏﾆｼ ﾚﾝ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ 愛知

5 6 C27 山西　練 トヨタ自動車 51.65 5 7 H12 高橋　舞羽(2) 中京大中京高 51.65

ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 愛知

3 H11 水野　駿佑(3) 中京大中京高 6 1 H27 服部　匡恭(1) 中京大中京高 52.69

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 愛知 ﾏﾄﾊﾞ ｱｲｲﾁﾛｳ 静岡

4 L667 西田　悠人(3) 岡崎高 6 1072 的場　愛一郎(2) 常葉大

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知 ｲﾁｶﾜ ｲﾂﾞｷ 静岡

8 1104 鈴木　颯斗(5) 豊田高専 8 1062 市川　稜基(2) 常葉大

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

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ 愛知

1 8 67 山田　蒼大(3) 中京大 50.78 1 5 H24 杉野　蒼太(2) 中京大中京高 51.13

ﾎｯﾀ ﾕｳﾔ 佐賀 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知

2 6 765 堀田　侑冶(2) 敬徳高校 51.17 2 6 L417 宮田　亘(3) 三好高 51.46

ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知

3 5 782 若山　弘幸(2) 東海学大 51.55 3 3 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 51.84

ｺｻﾄ ｹｲﾀ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

4 7 H418 小里　渓太(3) 日進西高 51.65 4 7 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 52.05

ｲｼｶﾞﾐ ｶﾅﾀ 宮崎 ﾅｶｵ ｺｳｼﾞ 佐賀

5 4 876 石神　奏太(3) 宮崎工高 52.05 5 8 540 中尾　浩司(3) 伊万里商業 52.11

ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 愛知

6 1 L77 馬場　亮太朗(3) 豊田工高 52.12 1 F58 田島　悠平(3) 津島高 DNS

ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ 三重 ﾐﾉｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

7 2 1949 磯田　拓海 三重高 53.68 2 157 箕浦　知宏(2) 天白高 DNS

ｼﾓｻﾄ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 ｶｸﾀﾆ ﾄｼﾔ 愛知

3 8 下里　功大(4) 中京大 4 H415 角谷　俊弥(3) 日進西高 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

ﾀｹｼﾀ ｺｳｾｲ 愛知 ｴｸﾞﾁ ﾏｻｷ 愛知

1 5 C181 竹下　航世 小島プレス 51.59 1 4 F67 江口　昌輝(3) 津島高 51.07

ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ 愛知 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 新潟

2 3 H1 清水　佑(3) 中京大中京高 51.62 2 5 290 大塚　稜介(1) 新潟明訓高 51.59

ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾔ 愛知 ｵｵｻﾜ ﾀｹﾙ 愛知

3 7 L687 馬渕　嵩也(2) 岡崎高 52.66 3 6 M28 大澤　健(3) 豊橋東高 52.39

ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮崎 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞｼ 愛知

4 4 887 和藤　一真　(2) 宮崎工高 52.95 4 2 L618 鶴田　一志(2) 岡崎城西高 53.48

ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮崎

5 6 C9006 石田　正大 愛知陸協 54.04 5 1 889 齊藤　将太(2) 宮崎工高 53.60

ﾀﾅﾊｼ ﾘｸ 岐阜 ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 愛知

6 2 377 棚橋　陸(3) 美濃加茂高 54.28 6 8 M46 上田　大登(3) 豊橋南高 55.15

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 長野 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 愛知

7 1 1804 山口　諒偲(2) 上田東高 54.57 3 L670 竹内　諒(3) 岡崎高 DNS

ｿｱﾚｽ ﾏﾙｺ 愛知 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

8 J313 ソアレス　マルコ(3) 栄徳高 DNS 7 707 清水　健太郎(3) 駿台甲府高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m

7組 8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

ｷﾑﾗ ﾄｼｷ 愛知 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 愛知

1 5 F70 木村　寿樹(2) 津島高 51.81 1 8 F72 平田　章悟(2) 津島高 51.61

ﾏｾｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知 ﾏﾂｵｶ ｺｳﾔ 三重

2 6 L234 柵木　友幸(2) 安城学園高 52.12 2 6 726 松岡　洸弥(3) 津東高 52.84

ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ 愛知 ｳﾁﾔﾏ ｹｲ 宮崎

3 1 J312 西川　知希(3) 栄徳高 53.06 3 4 890 内山　圭(2) 宮崎工高 53.10

ｲ ﾖﾚ 愛知 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 新潟

4 4 H278 李　如來(2) 松蔭高 53.44 4 5 278 石塚　秀雪(2) 新潟明訓高 53.14

ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾔ 愛知

5 3 H297 山田　翼(1) 松蔭高 53.68 5 7 L72 杉浦　有哉(3) 岩津高 53.47

ｱﾙﾄｳﾅ ﾙｼｱﾉ 静岡 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

6 7 4389 アルトウナ　ルシアノ(2) 藤枝明誠高 54.99 6 1 L416 樋口　康太(2) 三好高 55.61

ﾑﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岐阜 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知

2 381 武藤　大知(3) 美濃加茂高 DNS 2 L425 森岡　幹太(2) 三好高 DNS

ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 静岡 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 新潟

8 4421 岡島　雅人(1) 藤枝明誠高 DNS 3 289 藤井　海都(1) 新潟明訓高 DNS

9組 10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

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ｳｻﾐ ﾊﾙｷ 三重

1 6 M32 尾﨑　舜弥(2) 豊橋東高 51.86 1 5 1947 宇佐美　温基 三重高 51.70

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾔ 愛知 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 愛知

2 2 F57 山内　優八(3) 津島高 52.70 2 3 M44 加藤　圭太(3) 豊橋南高 52.52

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔｲ 愛知 ﾆｴ ｺｳｷ 愛知

3 4 M60 山下　隼維(3) 豊橋南高 53.02 3 4 M29 贄　光希(3) 豊橋東高 52.98

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 三重 ｵｵﾓﾄ ﾀｲｷ 愛知

4 8 744 濱口　祐希(2) 津東高 53.53 4 7 J57 大本　泰生(3) 明和高 53.29

ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｱｷ 新潟

5 5 H14 青山　宏貴(2) 中京大中京高 54.25 5 1 285 高橋　亜稀(2) 新潟明訓高 53.32

ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 愛知

6 7 M30 飯田　喜大(2) 豊橋東高 54.71 6 6 M128 酒井　拓人(3) 豊橋西高 53.34

ｵｵﾊｼ ﾅｵﾕｷ 新潟 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

1 279 大橋　尚之(2) 新潟明訓高 DNS 7 8 119 加藤　悠基(3) 豊田高専 53.64

ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知 ｽｷﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 宮崎

3 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 DNS 8 2 878 杉田　響介(3) 宮崎工高 53.83

11組 12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

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 新潟

1 2 L677 吉田　将人(2) 岡崎高 52.25 1 1 294 髙橋　幸大(1) 新潟明訓高 52.18

ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 愛知 ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 愛知

2 8 H13 彦坂　陽平(3) 中京大中京高 52.86 2 4 J49 香川　隼也(3) 明和高 52.46

ｲﾁﾊﾗ ｶｹﾙ 岐阜 ｲｹｼﾞﾘ ｺｳｷ 宮崎

3 1 594 市原　翔(2) 中津商 53.17 3 2 891 池尻　光輝　(2) 宮崎工高 53.54

ﾐｽﾞﾕｷ ｹﾝ 岐阜 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 愛知

4 3 380 水行　健(3) 美濃加茂高 54.00 4 3 M48 木村　優斗(3) 豊橋南高 53.72

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 愛知 ﾎﾘ ｺﾀﾛｳ 愛知

5 4 L647 中村　尚貴(3) 岡崎城西高 54.20 5 7 J58 堀　児太郎(3) 明和高 54.67

ｻｺｳ ﾘｭｳﾀ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐｵ 三重

6 7 L646 酒匂　隆太(3) 岡崎城西高 55.59 6 6 350 西村　史旺(2) 津商高 54.99

ｵｲﾀﾞ ｼﾝ 愛知 ﾐﾀ ﾋﾛｷ 愛知

5 J243 種田  慎(2) 長久手高 DNS 7 5 H43 三田　大喜(1) 中京大中京高 55.24

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ｷﾉｼﾀ ｱﾂﾔ 愛知

6 708 熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 DNS 8 M122 木下　敦也(3) 豊橋西高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m

13組 14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

ﾀﾅｶ　ﾚﾂ 愛知 ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛知

1 7 F77 田中　烈(2) 津島高 53.71 1 8 H3 西尾　勇佑(3) 中京大中京高 53.47

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 愛知 ﾀｹｳﾁ ｹｲ 愛知

2 4 L231 高橋　知義(2) 安城学園高 54.73 2 1 H19 竹内　恵唯(2) 中京大中京高 53.48

ﾖｺｵ ﾀｹﾙ 愛知 ﾎﾏﾝ ﾂｶｻ 三重

3 8 781 横尾　武尊(2) 東海学大 54.82 3 3 724 穂満　司(3) 津東高 54.07

ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 岐阜 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 愛知

4 2 458 髙田　謙太(3) 大垣工高 55.41 4 2 J60 伊藤　洸規(2) 明和高 54.25

ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ 愛知 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

5 3 L81 内藤　将人(3) 豊田工高 57.57 5 6 780 山澤　遼太(2) 東海学大 54.92

ﾔﾏｷ ｼｮｳ 愛知 ﾓﾄﾔ ﾀﾂﾛｳ 愛知

6 6 J322 八巻　将(2) 栄徳高 58.13 6 4 C9005 元谷　達郎 愛知陸協 56.57

ﾐﾀ ｶｵﾙ 愛知 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｺﾞ 愛知

7 5 J321 三田　薫(2) 栄徳高 58.75 7 7 H287 平柳　諒悟(2) 松蔭高 57.32

ﾋﾉ ﾘｭｳｷ 愛知 ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨

1 H15 日野　龍希(2) 中京大中京高 DNS 5 711 樋川　充(2) 駿台甲府高 DNS

15組 16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 ﾘｭｳﾀ 宮崎 ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 愛知

1 2 909 甲斐　竜太(1) 宮崎工高 53.20 1 5 F71 小島　光騎(2) 津島高 53.33

ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 ｸﾛｴ ｺｳｷ 愛知

2 4 J51 後藤　拓己(2) 明和高 53.93 2 4 F74 黒江　恒輝(3) 津島高 55.21

ｶﾄﾞﾉ ｹｲｽｹ 愛知 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾊﾙ 愛知

3 3 J316 門野　敬介(3) 栄徳高 55.12 3 1 L237 藤田　康晴(2) 安城学園高 55.66

ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 愛知

4 7 1803 荻原　克崇(2) 上田東高 56.84 4 7 F69 渡邉　祐人(3) 津島高 55.75

ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾊﾙ 愛知 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知

5 5 J317 足立　泰治(3) 栄徳高 57.90 5 2 153 松山　真平(3) 天白高 55.78

ﾊﾞﾝﾄﾞｳｼﾝｽｹ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ　 愛知

1 H441 板東　新介(1) 豊明高 DNS 6 3 J314 佐藤　貴裕(1) 栄徳高 56.57

ﾊﾔｼ ｱﾂﾔ 愛知 ｼｮｳﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 愛知

6 J311 林　篤弥(3) 栄徳高 DNS 7 8 H28 正田　寛治(1) 中京大中京高 57.11

ﾔｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知

8 H291 八木　智大(2) 松蔭高 DNS 6 H284 佐藤　匠(2) 松蔭高 DNS

17組 18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

ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 岐阜 ｽｻ ﾄｼﾉﾘ 新潟

1 1 456 大橋　拓実(3) 大垣工高 55.10 1 5 287 須佐　俊紀(1) 新潟明訓高 54.13

ｵｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛知 ﾀﾅﾊｼ ｺｳｽｹ 愛知

2 6 H8 大原　康平(2) 中京大中京高 55.26 2 4 H426 棚橋　幸右(2) 日進西高 54.58

ﾅﾐﾄ ﾕｳｷ 三重 ﾅﾙｶﾜ ﾘｭｳﾏ 三重

3 2 722 波戸　優輝(3) 津東高 55.78 3 2 1943 成川　竜馬 三重高 55.28

ｱｵｷ ｼﾛｳ 新潟 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知

4 7 291 青木　四郎(1) 新潟明訓高 55.90 4 8 L412 六車　公佑(2) 三好高 56.77

ｵﾉ ｼｮｳﾀ 愛知 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知

5 4 L85 小野　翔大(2) 豊田工高 56.07 5 1 L423 坂本　大毅(2) 三好高 58.67

ﾆｼﾌﾞ ﾀｶｼ 岐阜 ｷﾀｶﾐ ｶｽﾞﾔ 新潟

6 8 392 西部　剛史(2) 美濃加茂高 56.97 3 286 北上　和哉(2) 新潟明訓高 DNS

ｱｷﾊﾞ ｺｳﾍｲ 愛知 ｶﾝﾒﾗ ﾀｹﾙ 宮崎

7 3 L88 秋葉　康平(3) 豊田工高 57.23 6 879 上米良　武尊(3) 宮崎工高 DNS

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵ 愛知 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 岐阜

8 5 J318 鈴木　浩生(2) 栄徳高 57.27 7 467 古賀　雄貴(2) 大垣工高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m

19組 20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

ｸﾛｴ ﾕｳﾄ 愛知 ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ 三重

1 5 156 黒江　悠斗(3) 天白高 55.02 1 2 1950 角谷　昌真 三重高 54.69

ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 ﾋﾛｾ ｱｷﾄ 愛知

2 8 471 林　智大(2) 大垣工高 55.21 2 3 L245 廣瀬　暁斗(3) 安城学園高 55.66

ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 岐阜 ﾂｹﾞ ﾃﾝﾕｳ 岐阜

3 2 384 加藤　和磨(2) 美濃加茂高 55.58 3 6 598 柘植　天佑(2) 中津商 55.90

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 愛知 ｻｸﾗｲ ﾀｲｶﾞ 岐阜

4 7 J319 西村　和望(2) 栄徳高 55.64 4 8 373 櫻井　大賀(3) 美濃加茂高 56.06

ｵｻﾍﾞ ﾄﾓｷ 静岡 ｳﾒﾊﾗ ｱﾂｷ 静岡

5 6 2703 長辺　朋樹(3) 加藤学園高 55.72 5 5 1951 梅原　純希(3) 加藤学園高 57.03

ｲﾄｳ ﾕｳﾋ 愛知 ﾊﾔｼ ﾚｵ 愛知

6 3 F83 伊藤　雄飛(2) 津島高 56.23 4 147 林　怜央(3) 天白高 DNS

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 新潟 ｽﾄｳ ｺｳｽｹ 新潟

4 280 齋藤　健太(2) 新潟明訓高 DNS 7 292 須藤　光祐(1) 新潟明訓高 DNS

21組 22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

ﾖｺﾏｸ ﾘｮｳｲﾁ 岐阜 ﾅｶﾏﾙ ｺｳｽｹ 広島

1 4 476 横幕　凌一(2) 大垣工高 55.92 1 2 320 中丸　幸祐(4) 至学館大 55.98

ﾑﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 静岡 ｸﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 三重

2 2 2773 村井　琉晟(2) 加藤学園高 56.37 2 5 739 倉田　章博(2) 津東高 56.37

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛知 ﾉﾑﾗ ﾚｵ 愛知

3 5 L426 豊田　健人(2) 三好高 57.36 3 4 H9 野村　玲旺(2) 中京大中京高 57.70

ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｷ 愛知 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 愛知

4 8 H425 坂野　公紀(2) 日進西高 59.15 4 7 M40 伊藤　哲也(2) 豊橋東高 58.56

ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 長野 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ 静岡

5 7 0 林　洸希(2) 阿南高 59.20 5 6 4422 和田　晴斗(1) 藤枝明誠高 59.16

ﾋｵｷ ﾕｲﾄ 岐阜 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｷ 愛知

3 393 日置　唯斗(2) 美濃加茂高 DNS 3 L180 平野　竜生(3) 豊田大谷高 DNS

ﾄﾐﾀ ﾘｭｳｶﾞ 新潟 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 京都

6 288 冨田　龍雅(1) 新潟明訓高 DNS 8 319 中野　真侍(4) 至学館大 DNS

23組 24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

ｲﾄｳ ﾕｳ 愛知 ｷﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 愛知

1 8 311 伊藤　優(4) 至学館大 51.01 1 4 350 木寺　尊行(2) 至学館大 52.02

ｲﾉｳｴ ｼｭｳｺﾞ 愛知 ﾖｼｲ ｹｲﾀ 岐阜

2 7 329 井上　脩吾(3) 至学館大 51.53 2 3 324 吉井　啓太(4) 至学館大 52.98

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ 岐阜 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 三重

3 3 397 森田　雄也(2) 美濃加茂高 53.92 3 6 333 加藤　大生(3) 至学館大 56.87

ｸｻﾔﾏ ｺｳﾔ 三重 ﾋｵｷ ﾘｭｳﾔ 岐阜

4 6 1842 草山　晃也(2) 名張西高 55.65 4 2 394 日置　竜也(2) 美濃加茂高 57.28

ﾀｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岐阜 ﾄｷ ﾕｳﾀ 愛知

5 2 389 田口　颯斗(2) 美濃加茂高 57.34 5 5 359 土岐　優太(2) 至学館大 57.96

ﾏﾂｲｼ ﾅｵｷ 三重 ｶﾄｳ ｼﾝ 岐阜

4 725 松石　直樹(3) 津東高 DNS 6 8 371 加藤　晨(3) 美濃加茂高 58.97

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｺﾄ 広島 ﾔｽｴ ｹﾝﾄ 岐阜

5 323 堀之内　誠(4) 至学館大 DNS 7 7 383 安江　拳人(3) 美濃加茂高 1:00.79

凡例  DNS:欠場



男子800m

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

ﾅｶﾞｵ ｺｳｽｹ 愛知 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 愛知

1 2 B135 長尾　孝介 愛知マスターズ 2:09.67 1 3 M50 杉原　寛紀(2) 豊橋南高 2:07.35

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 愛知 ﾐﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 静岡

2 7 L76 藤井　涼(2) 岩津高 2:19.05 2 6 1957 三輪　龍ノ介(2) 加藤学園高 2:07.84

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 三重 ﾏｾｷﾞ ｳﾀ 愛知

3 3 1952 杉本　響 三重高 2:19.58 3 4 L415 柵木　嬉大(2) 三好高 2:08.82

ﾉﾑﾗ ﾚｵ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

4 4 H9 野村　玲旺(2) 中京大中京高 2:27.37 4 5 L416 樋口　康太(2) 三好高 2:13.05

ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 愛知 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲｾｲ 三重

8 H613 川端　康暉(2) 名工高 DQ,T1 5 8 2106 杉原　開誠(2) いなべ総合高 2:13.67

ｳｴﾔﾏ ｶｲﾄ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

5 L418 上山　海斗(2) 三好高 DNS 6 7 L424 前田　拓海(2) 三好高 2:22.25

ｱｻｲ ｼｭﾝｽｹ 三重 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｷ 愛知

6 2137 淺井　駿佑 三重高 DNS 1 L180 平野　竜生(3) 豊田大谷高 DNS

ｱﾗｷ ﾋﾛﾌﾐ 佐賀

2 3 荒木　宏文 国見台AC DNS

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

ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 愛知 ｺｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 佐賀

1 7 M56 清水　康介(2) 豊橋南高 2:05.44 1 3 750 古賀　雅大(3) 敬徳高校 2:05.67

ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 愛知 ﾌﾀﾐ ﾏｻﾋﾛ 愛知

2 4 M34 川村　航太(2) 豊橋東高 2:05.85 2 8 149 二見　昌宏(2) 天白高 2:10.03

ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 岐阜 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 三重

3 5 106 梶原　佑太(2) 大垣商高 2:08.36 3 2 528 岡本　将司(3) いなべ総合高 2:10.60

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾅﾙｶﾜ ﾘｭｳﾏ 三重

4 8 L423 坂本　大毅(2) 三好高 2:14.23 4 4 1943 成川　竜馬 三重高 2:12.55

ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｺﾞ 愛知 ｶｲ ﾘｭｳﾀ 宮崎

5 3 H287 平柳　諒悟(2) 松蔭高 2:17.12 5 1 909 甲斐　竜太(1) 宮崎工高 2:14.40

ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 愛知 ﾔﾉ ﾃﾙｼ 愛知

6 1 M61 安藤　憲史(2) 豊橋南高 2:24.79 5 L407 矢野　瑛士(3) 三好高 DNS

ｶﾝﾒﾗ ﾀｹﾙ 宮崎 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 静岡

2 879 上米良　武尊(3) 宮崎工高 DNS 6 1093 松居　優毅(3) 常葉大 DNS

ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 愛知 ｲﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ 愛知

6 F544 永柳　慶大(2) 愛知黎明高 DNS 7 F545 井寺　勇介(3) 愛知黎明高 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

ｶｲｾ ｼｭﾝﾔ 静岡 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

1 1 1066 海瀬　俊弥(2) 常葉大 2:00.66 1 5 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 1:59.55

ﾅｽ ﾋﾛｷ 愛知 ﾎｯﾀ ﾕｳﾔ 佐賀

2 8 652 那須　広基(2) 名院大 2:00.75 2 4 765 堀田　侑冶(2) 敬徳高校 1:59.68

ｵｵｳﾁ ﾘｷ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岐阜

3 5 1954 大内　理輝(3) 加藤学園高 2:02.06 3 8 774 渡邉　智也(1) 美濃加茂高 1:59.97

ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 三重

4 2 L226 古川　和樹(3) 安城学園高 2:04.54 4 6 532 清水　将大(3) いなべ総合高 2:00.44

ｻｸﾗｲ ﾀｲｶﾞ 岐阜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾂｸﾞ 愛知

5 7 373 櫻井　大賀(3) 美濃加茂高 2:04.78 5 7 M178 近藤　大嗣(3) 豊橋工高 2:01.32

ｽｶﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知 ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ 愛知

6 4 J246 須川　友樹(3) 長久手高 2:05.60 6 3 M42 天野　智貴(3) 豊橋南高 2:02.68

ﾅｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ 岐阜 ｲ ﾖﾚ 愛知

7 3 600 永井　健一(2) 中津商 2:09.09 7 2 H278 李　如來(2) 松蔭高 2:09.83

ｼｮｳﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知

6 H28 正田　寛治(1) 中京大中京高 DNS 1 H297 山田　翼(1) 松蔭高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した



男子800m

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾘｲ ﾌｳｷ 愛知

1 3 H30 鳥居　風樹(1) 中京大中京高 1:57.35

ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 愛知

2 7 F549 伊藤　理久也(2) 愛知黎明高 1:57.56

ﾅｶｵ ｺｳｼﾞ 佐賀

3 4 540 中尾　浩司(3) 伊万里商業 1:58.34

ｻﾄｳ ﾕｳ 愛知

4 8 337 佐藤　佑(3) 至学館大 1:58.45

ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾑ 宮崎

5 6 875 黒葛原　大夢(3) 宮崎工高 1:58.45

ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛知

6 2 H3 西尾　勇佑(3) 中京大中京高 1:58.84

ﾀｹｳﾁ ｹｲ 愛知

7 1 H19 竹内　恵唯(2) 中京大中京高 2:01.57

ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛知

5 H35 伊藤　壮太(3) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した



男子1500m

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

ﾅｶｶﾞﾒ ｷｮｳｽｹ 静岡 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知

1 11 1420 仲亀　京助(2) 加藤学園高 4:30.35 1 12 H279 深田　将生(1) 松蔭高 4:37.13

ｴﾓﾄ ｹﾝﾀ 静岡 ｲﾀｶﾞｷ ｶﾐﾄ 愛知

2 2 2765 江本　健太(2) 加藤学園高 4:34.88 2 15 M33 板垣　神美音(2) 豊橋東高 4:38.37

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 愛知 ﾑﾗｲ ﾀﾂﾔ 愛知

3 4 H289 村上　遙(2) 松蔭高 4:35.17 3 8 H614 村居　辰哉(2) 名工高 4:38.62

ｻｲｸﾞｻ ｺｳｼ 静岡 ﾆｼｲ ｼｮｳﾍｲ 愛知

4 13 1415 三枝　宏嗣(3) 加藤学園高 4:37.85 4 2 L679 西飯　昌平(2) 岡崎高 4:39.16

ｵｵﾊｼ ﾓﾄｷ 愛知 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾘｷ 愛知

5 7 M39 大橋　基希(2) 豊橋東高 4:39.80 5 10 L724 本多　大力(1) 科技高豊田 4:40.11

ｽｽﾞｷ ﾘｸ 岐阜 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 愛知

6 14 469 鈴木　理久(2) 大垣工高 4:41.07 6 14 M61 安藤　憲史(2) 豊橋南高 4:40.29

ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 愛知 ﾅｲﾄｳ ｺｳｷ 愛知

7 1 H281 大澤　仁(2) 松蔭高 4:43.47 7 6 L736 内藤　康樹(1) 科技高豊田 4:45.70

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 静岡 ﾋｻｽｴ ｱｷﾗ 愛知

8 6 1425 山田　陸人(2) 加藤学園高 4:44.85 8 9 L732 久末　士(1) 科技高豊田 4:49.67

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 愛知 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 愛知

9 15 L76 藤井　涼(2) 岩津高 4:50.22 9 13 M129 伊藤　稜平(3) 豊橋西高 4:51.08

ｽｷﾞｴ ﾕｳｾｲ 愛知 ｱﾏﾉ ｷｮｳ 愛知

10 10 H422 杉江　佑成(2) 日進西高 4:50.85 10 4 J320 天野　響(2) 栄徳高 4:58.07

ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶｼ 愛知 ｱｻﾀﾞ ｲｻﾞﾔ 愛知

11 8 653 安西　高志(2) 名院大 5:06.51 1 J315 浅田　勇矢(2) 栄徳高 DNS

ｱｻｲ ｼｭﾝｽｹ 三重 ｶﾝﾒﾗ ﾀｹﾙ 宮崎

12 12 2137 淺井　駿佑 三重高 5:07.72 3 879 上米良　武尊(3) 宮崎工高 DNS

ｳﾒﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛知 ﾋﾗﾉ ﾘｵ 愛知

3 H420 梅村　隆太郞(3) 日進西高 DNS 5 L733 平野　莉旺(1) 科技高豊田 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 長野 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳ 愛知

5 0 山本　光汰(2) 阿南高 DNS 7 H423 藤村　凌(2) 日進西高 DNS

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 三重 ｳｴﾔﾏ ｶｲﾄ 愛知

9 1952 杉本　響 三重高 DNS 11 L418 上山　海斗(2) 三好高 DNS

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

ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 静岡 ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾏ 岐阜

1 9 1414 徳田　勝幸(2) 加藤学園高 4:12.80 1 8 955 羽柴　悠真(1) 中津商 4:27.02

ﾃﾗﾁ ﾘｸﾄ 静岡 ﾖﾈﾀﾆ ﾊﾙｷ 愛知

2 5 1956 寺地　陸人(2) 加藤学園高 4:13.31 2 13 H45 米谷　悠希(1) 中京大中京高 4:27.19

ﾐﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 静岡 ｽｷﾞ ｺｳｷ 愛知

3 15 1957 三輪　龍ノ介(2) 加藤学園高 4:25.02 3 6 H576 杉　虹輝(1) 中部大第一高 4:28.18

ﾃﾞﾄ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知

4 8 L685 出戸　智大(2) 岡崎高 4:25.88 4 11 L226 古川　和樹(3) 安城学園高 4:29.83

ﾏｾｷﾞ ｳﾀ 愛知 ﾐﾔｻｺ ｹｲﾄ 愛知

5 1 L415 柵木　嬉大(2) 三好高 4:38.87 5 2 F556 宮迫　継人(2) 愛知黎明高 4:30.62

ﾜｷﾀ ﾖｳｽｹ 愛知 ｷｼｶﾜ ﾖｼﾐﾂ 愛知

6 4 L676 脇田　耀介(2) 岡崎高 4:41.16 6 15 L727 岸川　良光(2) 科技高豊田 4:31.97

ｵｾﾞｷ ﾀﾂﾐ 愛知 ﾀｶﾀﾞ ﾘﾖｳﾄ 愛知

7 7 H584 尾関　竜望(1) 中部大第一高 4:41.65 7 14 L737 高田　稜人(1) 科技高豊田 4:32.43

ﾊｯﾄﾘ ｼｭｳﾄ 愛知 ﾌﾀﾐ ﾏｻﾋﾛ 愛知

8 14 158 服部　嵩土(2) 天白高 4:41.73 8 9 149 二見　昌宏(2) 天白高 4:34.54

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 三重 ﾀｹｲ ﾘｮｳｽｹ 岐阜

9 12 1954 松原　隼斗 三重高 4:43.82 9 12 597 武井　亮介(2) 中津商 4:34.84

ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｷ 愛知 ｼﾌﾞﾔ ｱｻﾄ 岐阜

10 13 M123 松下　真己(2) 豊橋西高 4:46.70 10 10 954 澁谷　麻人(1) 中津商 4:36.11

ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ 愛知 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｺﾞ 愛知

11 11 L735 樹神　太一(1) 科技高豊田 4:48.62 11 4 H287 平柳　諒悟(2) 松蔭高 4:39.11

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾄｳ ｼﾕｳｺﾞ 愛知

12 3 L728 畔柳　拓実(2) 科技高豊田 4:49.75 12 3 L726 加藤　秋悟(2) 科技高豊田 4:40.20

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

13 10 H296 松山　裕二(1) 松蔭高 4:53.94 13 5 L424 前田　拓海(2) 三好高 4:42.80

ｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 愛知 ｵｵｻﾄ ﾘｮｳ 静岡

2 F543 木口　稜斗(2) 愛知黎明高 DNS 1 1952 大里　凌央(3) 加藤学園高 DNS

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 愛知 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知

6 H574 高橋　龍平(1) 中部大第一高 DNS 7 L423 坂本　大毅(2) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m

5組 6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

ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀ 静岡 ｽｶﾞﾇﾏ ｱｵｼ 静岡

1 2 1419 杉崎　勇太(3) 加藤学園高 4:15.11 1 3 1417 菅沼　蒼紫(2) 加藤学園高 4:11.51

ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 愛知 ﾔﾉ ﾃﾙｼ 愛知

2 9 M56 清水　康介(2) 豊橋南高 4:17.86 2 7 L407 矢野　瑛士(3) 三好高 4:21.02

ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 愛知 ﾁｬｷ ｺｳｽｹ 愛知

3 1 M34 川村　航太(2) 豊橋東高 4:17.87 3 14 H37 茶木　康輔(1) 中京大中京高 4:22.75

ｼﾗｲ ｺｳﾍｲ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ 愛知

4 11 M41 白井　航平(2) 豊橋東高 4:19.19 4 15 F555 前田　龍希(2) 愛知黎明高 4:23.37

ﾂﾁﾔ ｲｽﾞｻ 静岡 ﾉﾀﾞ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 愛知

5 8 1421 土屋　射翼(2) 加藤学園高 4:28.69 5 1 L720 野田　凌太郎(2) 科技高豊田 4:23.41

ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲﾁ 愛知 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 愛知

6 12 L729 渋谷　大地(2) 科技高豊田 4:30.44 6 5 H575 加藤　大成(1) 中部大第一高 4:23.56

ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖｼ 愛知

7 7 M50 杉原　寛紀(2) 豊橋南高 4:30.82 7 2 L722 遠藤　主喜(1) 科技高豊田 4:25.20

ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝｷ 静岡 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｵ 愛知

8 15 1411 服部　廉己(2) 加藤学園高 4:31.09 8 8 L666 吉田　拓央(3) 岡崎高 4:25.70

ﾌｼﾞｼﾀ ﾄﾓﾖｼ 静岡 ｶﾜｲ ｹﾝﾄ 愛知

9 14 1953 藤下　朋義(2) 加藤学園高 4:31.39 9 9 L734 河合　健斗(1) 科技高豊田 4:29.12

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 愛知 ﾐｼﾏ ｱﾂｼ 愛知

10 5 H580 安藤　諒(1) 中部大第一高 4:32.76 10 12 B9011 三嶋　淳司 愛知陸協 4:34.63

ﾋｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 愛知 ｵｾﾞｷ ﾃﾙﾏｻ 愛知

11 10 L718 檜枝　仁(2) 科技高豊田 4:48.78 11 4 H577 尾関　耀匡(1) 中部大第一高 4:36.12

ﾄﾐﾓﾄ ｶﾞｸﾄ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 愛知

12 4 H38 富本　楽斗(3) 中京大中京高 4:56.71 12 11 L672 小林　誠(3) 岡崎高 4:44.31

ｲﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ 愛知 ｽｶﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知

3 F545 井寺　勇介(3) 愛知黎明高 DNS 13 10 J246 須川　友樹(3) 長久手高 4:59.51

ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 愛知 ｺﾐｿﾞ ﾋｻﾖｼ 愛知

6 F544 永柳　慶大(2) 愛知黎明高 DNS 6 M31 古溝　尚嘉(3) 豊橋東高 DNS

ｲｻｼﾞ ｹｲｽｹ 愛知 ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾑ 宮崎

13 L725 伊佐治　恵介(2) 科技高豊田 DNS 13 875 黒葛原　大夢(3) 宮崎工高 DNS

7組 8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

ｶﾜｶﾐ ﾏｻｶｾﾞ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 静岡

1 12 2768 川上　正風(3) 加藤学園高 4:13.22 1 10 1423 渡辺　大地(2) 加藤学園高 4:05.98

ｼｲﾉ ｼｭﾗ 愛知 ｶﾄｳ ｺﾞｳｷ 愛知

2 1 F554 椎野　修羅(2) 愛知黎明高 4:14.14 2 14 M59 加藤　豪起(3) 豊橋南高 4:06.15

ﾂﾁﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜 ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛知

3 7 588 土本　剣汰郎(3) 中津商 4:16.06 3 12 H3 西尾　勇佑(3) 中京大中京高 4:11.58

ｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ｲｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 岐阜

4 5 H5 浦　智博(3) 中京大中京高 4:19.10 4 3 369 石本　孝二(3) 美濃加茂高 4:13.47

ﾎﾘｴ ｱｷ 愛知 ﾏｾ ﾄﾓﾔ 愛知

5 4 H29 堀江　暁(1) 中京大中京高 4:19.47 5 9 H288 間瀬　智哉(2) 松蔭高 4:17.13

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾘﾕｳｾｲ 愛知

6 11 L739 村山　悠斗(1) 科技高豊田 4:20.86 6 7 L723 小嶋　琉晟(1) 科技高豊田 4:17.40

ﾋﾗﾉ ｺｳﾀ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岐阜

7 15 L730 平野　晃大(2) 科技高豊田 4:21.87 7 11 374 佐藤　貴大(3) 美濃加茂高 4:19.64

ｸｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知 ﾅｶｲ ﾘﾄ 愛知

8 2 C419 久嶋　肇 TPAC 4:23.70 8 5 L731 中井　理杜(1) 科技高豊田 4:20.13

ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 愛知 ｻｶﾏｷ ｹｲｲﾁ 愛知

9 8 H20 松田　佳之(2) 中京大中京高 4:24.55 9 13 155 坂巻　慶一(3) 天白高 4:21.00

ｺｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 佐賀 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 愛知

10 13 750 古賀　雅大(3) 敬徳高校 4:26.44 10 16 M37 今泉　瑛(3) 豊橋東高 4:21.04

ｵｶｳﾁ ﾏｻﾔ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ 愛知

11 9 H44 岡内　雅矢(1) 中京大中京高 4:31.01 11 1 H34 清水　豊(3) 中京大中京高 4:21.92

ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ 愛知 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 岐阜

12 6 H6 吉岡　拓実(3) 中京大中京高 4:31.42 12 8 376 田口　裕芽(3) 美濃加茂高 4:23.34

ﾂﾑﾗ ﾕｳﾔ 愛知 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 愛知

13 3 C163 津村　優也 アイシンAW 4:34.11 13 2 H39 青山　一樹(1) 中京大中京高 4:27.46

ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 愛知 ﾎﾏﾝ ﾂｶｻ 三重

14 10 L738 加藤　大青(1) 科技高豊田 4:34.93 14 15 724 穂満　司(3) 津東高 4:28.51

ﾏﾂｲｼ ﾅｵｷ 三重 ﾑﾗｲ ﾘﾕｳﾄ 愛知

14 725 松石　直樹(3) 津東高 DNS 15 4 L719 村井　龍斗(2) 科技高豊田 4:29.55

ﾏｻｷ ﾉﾌﾞｱﾂ 愛知

16 6 L721 正木　伸篤(2) 科技高豊田 4:45.80

凡例  DNS:欠場



男子1500m

9組 10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

ｻﾄｳ ﾕｳ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ 愛知

1 6 337 佐藤　佑(3) 至学館大 4:07.58 1 1 B634 山本　大志 愛知製鋼 3:50.24

ｵｵｳﾁ ﾘｷ 静岡 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知

2 11 1954 大内　理輝(3) 加藤学園高 4:10.30 2 3 772 重田　真稔(2) 東海学大 4:00.89

ﾅｶﾈ ﾐﾅﾐ 愛知 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 愛知

3 4 L678 中根　美七海(2) 岡崎高 4:10.49 3 9 F540 木村　駿(3) 愛知黎明高 4:01.09

ｼﾞﾝﾉ ｺｳﾀ 愛知 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙｶ 静岡

4 10 338 神野　航汰(3) 至学館大 4:11.41 4 7 1413 小野寺　悠(3) 加藤学園高 4:01.81

ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 愛知

5 7 F551 松井　達也(3) 愛知黎明高 4:13.81 5 2 611 山崎　寿彦(3) 皇學館大 4:02.79

ｶﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ 愛知 ﾉｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 愛知

6 13 H585 金澤　稜己(1) 中部大第一高 4:14.43 6 4 H32 野上　亮祐(3) 中京大中京高 4:04.73

ﾂﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ｼﾝﾉｽｹ 岐阜

7 3 L681 土山　尚法(3) 岡崎高 4:15.44 7 11 378 永谷　慎之介(3) 美濃加茂高 4:07.60

ﾀｹｳﾁ ｹｲ 愛知 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 愛知

8 5 H19 竹内　恵唯(2) 中京大中京高 4:15.57 8 13 F549 伊藤　理久也(2) 愛知黎明高 4:07.73

ﾐﾅｸﾁ ﾕｳﾄ 静岡 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知

9 8 1418 水口　裕斗(2) 加藤学園高 4:15.87 9 15 L671 松田　倫幸(3) 岡崎高 4:08.02

ｺｼﾞﾏ ﾀｸ 愛知 ﾄﾘｲ ﾌｳｷ 愛知

10 16 H42 小島　拓(1) 中京大中京高 4:16.66 10 10 H30 鳥居　風樹(1) 中京大中京高 4:08.42

ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ 愛知 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾄ 愛知

11 15 M42 天野　智貴(3) 豊橋南高 4:18.60 11 6 H10 青山　尚大(3) 中京大中京高 4:08.99

ﾋﾗﾀ ﾘｸ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜

12 14 F550 平田　陸(3) 愛知黎明高 4:19.83 12 14 67 山田　蒼大(3) 中京大 4:12.70

ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳｷ 愛知

13 9 L673 森　俊輔(2) 岡崎高 4:22.53 13 12 C338 杉村　良樹 安城学園AC 4:17.74

ﾊﾔｼ ｱﾗﾀ 三重 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 富山

14 2 3278 林　新(3) 北星高 4:30.44 5 59 柴田　修史(3) 中京大 DNS

ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｱｷ 愛知 ｲｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 愛知

1 C329 清水　文唱 TPAC DNS 8 H25 石田　虎太郎(3) 中京大中京高 DNS

ｿﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 愛知 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾔ 愛知

12 C299 園田　英義 TPAC DNS 16 H26 櫻井　亮也(3) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子3000m

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

ﾃﾗﾁ ﾘｸﾄ 静岡 ｽｽﾞｷ ｷﾜﾑ 静岡

1 2 1956 寺地　陸人(2) 加藤学園高 9:23.25 1 1 2776 鈴木　究(1) 加藤学園高 9:09.16

ﾔﾉ ﾃﾙｼ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾀｸ 愛知

2 3 L407 矢野　瑛士(3) 三好高 9:25.19 2 8 H42 小島　拓(1) 中京大中京高 9:11.00

ﾅｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ 静岡 ｶｲｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 岐阜

3 5 2779 仲田　颯(1) 加藤学園高 9:35.77 3 4 769 貝川　裕亮(1) 美濃加茂高 9:11.38

ｴﾓﾄ ｹﾝﾀ 静岡 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知

4 17 2765 江本　健太(2) 加藤学園高 9:40.72 4 6 L671 松田　倫幸(3) 岡崎高 9:15.72

ｽｽﾞｷ ﾘｸ 岐阜 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 愛知

5 13 469 鈴木　理久(2) 大垣工高 9:50.12 5 13 765 島田　拓弥(3) 東海学大 9:19.32

ｽｽﾞｷ ﾖｼｷ 静岡 ﾅｶﾞﾔ ﾚﾝﾀﾛｳ 岐阜

6 11 2777 鈴木　芳樹(1) 加藤学園高 9:57.58 6 21 772 永谷　連太郎(1) 美濃加茂高 9:19.99

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 静岡 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 愛知

7 21 1425 山田　陸人(2) 加藤学園高 10:04.66 7 5 H39 青山　一樹(1) 中京大中京高 9:20.73

ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知 ﾋﾗﾀ ﾘｸ 愛知

8 14 L424 前田　拓海(2) 三好高 10:08.95 8 10 F550 平田　陸(3) 愛知黎明高 9:23.29

ｱｻﾉ ｶｲﾄ 岐阜 ﾎﾘｴ ｱｷ 愛知

9 15 768 浅野　海人(1) 美濃加茂高 10:10.91 9 7 H29 堀江　暁(1) 中京大中京高 9:24.68

ﾌﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 岐阜 ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝｷ 静岡

10 16 462 古山　雄基(3) 大垣工高 10:15.22 10 16 1411 服部　廉己(2) 加藤学園高 9:29.57

ﾜｷﾀ ﾖｳｽｹ 愛知 ﾓﾘｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 岐阜

11 6 L676 脇田　耀介(2) 岡崎高 10:17.86 11 2 382 森島　嘉大(3) 美濃加茂高 9:30.95

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 愛知

12 7 L423 坂本　大毅(2) 三好高 10:18.96 12 9 L673 森　俊輔(2) 岡崎高 9:31.29

ﾆｼｲ ｼｮｳﾍｲ 愛知 ﾃﾞﾄ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

13 19 L679 西飯　昌平(2) 岡崎高 10:25.93 13 15 L685 出戸　智大(2) 岡崎高 9:31.88

ｻｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 静岡 ﾁｬｷ ｺｳｽｹ 愛知

14 10 2706 斉藤　大洋(1) 加藤学園高 10:27.25 14 12 H37 茶木　康輔(1) 中京大中京高 9:32.17

ﾏｾｷﾞ ｳﾀ 愛知 ｵｶｳﾁ ﾏｻﾔ 愛知

15 9 L415 柵木　嬉大(2) 三好高 10:27.40 15 11 H44 岡内　雅矢(1) 中京大中京高 9:33.37

ｸｻｵ ﾀｲﾁ 愛知 ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ 岐阜

16 18 H610 草尾　太一(3) 名工高 10:28.99 16 20 461 廣瀨　友亮(3) 大垣工高 9:35.65

ﾏｷﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 岐阜 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｵ 愛知

17 12 474 牧村　庸平(2) 大垣工高 10:30.84 17 18 L666 吉田　拓央(3) 岡崎高 9:38.56

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 静岡 ｸｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知

18 8 2709 中村　友哉(1) 加藤学園高 10:31.30 18 22 C419 久嶋　肇 TPAC 9:39.18

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 愛知 ﾌｼﾞｼﾀ ﾄﾓﾖｼ 静岡

19 1 L672 小林　誠(3) 岡崎高 10:48.26 19 19 1953 藤下　朋義(2) 加藤学園高 9:46.44

ｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 愛知 ﾖﾈﾀﾆ ﾊﾙｷ 愛知

4 F543 木口　稜斗(2) 愛知黎明高 DNS 20 14 H45 米谷　悠希(1) 中京大中京高 9:47.52

ｽｷﾞｴ ﾕｳｾｲ 愛知 ﾌｶﾔ ｹﾝﾄ 愛知

20 H422 杉江　佑成(2) 日進西高 DNS 3 C418 深谷　健斗 TPAC DNS

ﾀｹｳﾁ ｹｲ 愛知

17 H19 竹内　恵唯(2) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m

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

ﾅｶｶﾞﾒ ｷｮｳｽｹ 静岡 ﾏｾ ﾄﾓﾔ 愛知

1 23 1420 仲亀　京助(2) 加藤学園高 16:33.79 1 16 H288 間瀬　智哉(2) 松蔭高 15:36.90

ｻｲｸﾞｻ ｺｳｼ 静岡 ｽｶﾞﾇﾏ ｱｵｼ 静岡

2 1 1415 三枝　宏嗣(3) 加藤学園高 16:39.15 2 2 1417 菅沼　蒼紫(2) 加藤学園高 15:36.94

ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲﾁ 愛知 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳｷ 愛知

3 3 L729 渋谷　大地(2) 科技高豊田 16:45.17 3 3 C338 杉村　良樹 安城学園AC 15:49.74

ｼﾓｼﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三重 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 三重

4 29 354 下地　悠大朗(2) 至学館大 17:00.33 4 5 541 松永　拓真(2) いなべ総合高 15:50.08

ｲｻｼﾞ ｹｲｽｹ 愛知 ｼﾞﾝﾉ ｺｳﾀ 愛知

5 6 L725 伊佐治　恵介(2) 科技高豊田 17:14.60 5 4 338 神野　航汰(3) 至学館大 15:51.73

ﾂﾁﾔ ｲｽﾞｻ 静岡 ｺﾐｿﾞ ﾋｻﾖｼ 愛知

6 5 1421 土屋　射翼(2) 加藤学園高 17:15.62 6 17 M31 古溝　尚嘉(3) 豊橋東高 16:05.96

ｷｼｶﾜ ﾖｼﾐﾂ 愛知 ｼﾗｲ ｺｳﾍｲ 愛知

7 10 L727 岸川　良光(2) 科技高豊田 17:17.44 7 10 M41 白井　航平(2) 豊橋東高 16:06.28

ｲﾀｶﾞｷ ｶﾐﾄ 愛知 ﾉﾀﾞ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 愛知

8 17 M33 板垣　神美音(2) 豊橋東高 17:19.82 8 9 L720 野田　凌太郎(2) 科技高豊田 16:08.08

ｵｵﾊｼ ﾓﾄｷ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 愛知

9 11 M39 大橋　基希(2) 豊橋東高 17:20.78 9 13 365 山本　将平(2) 至学館大 16:11.79

ﾌｶﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知 ﾐｼﾏ ｱﾂｼ 愛知

10 27 H279 深田　将生(1) 松蔭高 17:21.25 10 6 B9011 三嶋　淳司 愛知陸協 16:14.94

ｶﾜｲ ｹﾝﾄ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ 愛知

11 4 L734 河合　健斗(1) 科技高豊田 17:29.73 11 12 F555 前田　龍希(2) 愛知黎明高 16:15.03

ﾅｲﾄｳ ｺｳｷ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛知

12 22 L736 内藤　康樹(1) 科技高豊田 17:33.65 12 26 345 吉田　裕也(3) 至学館大 16:22.95

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 三重 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 愛知

13 8 1954 松原　隼斗 三重高 17:39.12 13 18 C233 山口　真司 トヨタSC 16:26.17

ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 愛知 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 愛知

14 16 H281 大澤　仁(2) 松蔭高 17:45.13 14 8 L739 村山　悠斗(1) 科技高豊田 16:27.52

ﾊｯﾄﾘ ｼｭｳﾄ 愛知 ﾐﾔｻｺ ｹｲﾄ 愛知

15 25 158 服部　嵩土(2) 天白高 17:47.44 15 20 F556 宮迫　継人(2) 愛知黎明高 16:27.65

ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岐阜

16 13 L735 樹神　太一(1) 科技高豊田 17:51.37 16 1 374 佐藤　貴大(3) 美濃加茂高 16:30.64

ﾀｶﾀﾞ ﾘﾖｳﾄ 愛知 ﾅｶｼﾏ ｲｵﾘ 愛知

17 21 L737 高田　稜人(1) 科技高豊田 18:01.58 17 7 C317 中島　庵 TPAC 16:32.68

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖｼ 愛知

18 12 L728 畔柳　拓実(2) 科技高豊田 18:06.89 18 29 L722 遠藤　主喜(1) 科技高豊田 16:47.30

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 愛知 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ 愛知

19 24 H289 村上　遙(2) 松蔭高 18:12.12 19 15 H6 吉岡　拓実(3) 中京大中京高 16:49.41

ﾋﾗﾉ ｺｳﾀ 愛知 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 愛知

20 15 L730 平野　晃大(2) 科技高豊田 18:12.45 20 23 M37 今泉　瑛(3) 豊橋東高 16:52.47

ﾋｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾘﾕｳｾｲ 愛知

21 2 L718 檜枝　仁(2) 科技高豊田 18:25.71 21 27 L723 小嶋　琉晟(1) 科技高豊田 17:03.03

ﾋｻｽｴ ｱｷﾗ 愛知 ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾑ 愛知

22 14 L732 久末　士(1) 科技高豊田 18:25.87 22 28 M49 河合　希(3) 豊橋南高 17:04.62

ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾘｷ 愛知 ﾂﾈｶﾜ ｼｮｳ 愛知

23 7 L724 本多　大力(1) 科技高豊田 18:35.26 23 21 358 恒川　翔(2) 至学館大 17:25.40

ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶｼ 愛知 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 愛知

24 28 653 安西　高志(2) 名院大 18:53.37 24 24 L738 加藤　大青(1) 科技高豊田 17:29.65

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 愛知

25 18 H296 松山　裕二(1) 松蔭高 19:01.35 25 25 M51 高橋　倉太(3) 豊橋南高 17:33.49

ｶﾄｳ ｼﾕｳｺﾞ 愛知 ﾄﾐﾓﾄ ｶﾞｸﾄ 愛知

9 L726 加藤　秋悟(2) 科技高豊田 DNS 26 22 H38 富本　楽斗(3) 中京大中京高 17:45.54

ﾋﾗﾉ ﾘｵ 愛知 ｶﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 岐阜

19 L733 平野　莉旺(1) 科技高豊田 DNS 11 385 金村　淳矢(2) 美濃加茂高 DNS

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳ 愛知 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 愛知

20 H423 藤村　凌(2) 日進西高 DNS 14 H20 松田　佳之(2) 中京大中京高 DNS

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 岐阜 ｸｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知

26 475 安田　湧大(2) 大垣工高 DNS 19 C419 久嶋　肇 TPAC DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m

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

ｲｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 岐阜 ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 愛知

1 10 369 石本　孝二(3) 美濃加茂高 15:16.84 1 8 B469 須崎　大輝 トーエネック 14:04.89

ﾀﾂﾐ ﾖｼﾋﾛ 愛知 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛知

2 8 C295 辰巳　慶宏 TPAC 15:17.30 2 6 B471 小山　裕太 トーエネック 14:11.37

ﾐﾅｸﾁ ﾕｳﾄ 静岡 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳﾔ 愛知

3 15 1418 水口　裕斗(2) 加藤学園高 15:25.42 3 9 B474 西川　凌矢 トーエネック 14:26.56

ﾋｻﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙｶ 静岡

4 6 122 久田　淳司(3) 豊田高専 15:28.75 4 11 1413 小野寺　悠(3) 加藤学園高 14:30.25

ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀ 愛知 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼﾞ 愛知

5 2 M43 森下　滉太(3) 豊橋南高 15:29.04 5 14 B475 河合　代二 トーエネック 14:31.65

ｻｶｲ ﾀｸﾔ 愛知 ﾋｺｻｶ ｶﾅﾒ 愛知

6 9 C326 酒井　拓欣 TPAC 15:30.27 6 13 B637 彦坂　要 愛知製鋼 14:35.24

ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾕﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 愛知

7 13 F551 松井　達也(3) 愛知黎明高 15:31.08 7 12 B472 湯田　晟旭 トーエネック 14:48.69

ｼｲﾉ ｼｭﾗ 愛知 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 愛知

8 18 F554 椎野　修羅(2) 愛知黎明高 15:31.38 8 4 B465 井上　裕彬 トーエネック 14:57.54

ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 静岡 ｳｴｷ ｱｷﾌﾐ 愛知

9 28 1414 徳田　勝幸(2) 加藤学園高 15:33.08 9 17 B476 植木　章文 トーエネック 15:05.57

ﾏｻｷ ﾉﾌﾞｱﾂ 愛知 ｼﾗﾊﾈ ﾕｳﾀ 愛知

10 17 L721 正木　伸篤(2) 科技高豊田 15:35.91 10 10 C319 白羽根　勇太 TPAC 15:06.37

ｻｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛知 ｶﾜｾ ｼｮｳﾔ 三重

11 26 M62 坂部　隼一朗(2) 豊橋南高 15:40.67 11 7 418 川瀬　翔矢(3) 近大高専 15:07.95

ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 静岡

12 3 1419 杉崎　勇太(3) 加藤学園高 15:40.98 12 26 1423 渡辺　大地(2) 加藤学園高 15:08.52

ｶﾜｶﾐ ﾏｻｶｾﾞ 静岡 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 愛知

13 29 2768 川上　正風(3) 加藤学園高 15:41.56 13 28 F540 木村　駿(3) 愛知黎明高 15:13.28

ﾅｶﾞﾔ ｼﾝﾉｽｹ 岐阜 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｼ 愛知

14 1 378 永谷　慎之介(3) 美濃加茂高 15:42.64 14 15 0 栗山　峻志 泉州電業 15:14.02

ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ 愛知 ｶｻﾞﾐ ﾅｵ 愛知

15 14 H34 清水　豊(3) 中京大中京高 15:43.95 15 16 B9026 風見　尚 愛知陸協 15:15.44

ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 愛知 ﾉｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 愛知

16 21 347 石川　憲幸(2) 至学館大 15:55.20 16 22 H32 野上　亮祐(3) 中京大中京高 15:17.16

ｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾔ 愛知

17 23 H5 浦　智博(3) 中京大中京高 15:55.84 17 27 H26 櫻井　亮也(3) 中京大中京高 15:19.55

ﾅｶﾈ ﾐﾅﾐ 愛知 ｶﾜｿｴ ｷｮｳﾀ 愛知

18 5 L678 中根　美七海(2) 岡崎高 15:56.32 18 19 B473 川添　杏太 トーエネック 15:20.94

ﾅｶｲ ﾘﾄ 愛知 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾄ 愛知

19 30 L731 中井　理杜(1) 科技高豊田 15:57.55 19 20 H10 青山　尚大(3) 中京大中京高 15:22.18

ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾔ 愛知 ﾊﾔﾐ ｹｲｽｹ 岐阜

20 16 C323 荻野　貴也 TPAC 16:00.60 20 1 473 早見　京祐(2) 大垣工高 17:40.25

ｵﾁｱｲ ｷｮｳﾍｲ 静岡 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ﾜｳｴﾙ 三重

21 25 1065 落合　恭平(2) 常葉大 16:02.52 2 4322 エドワード　ワウエル NTN DNS

ﾑﾗｲ ﾘﾕｳﾄ 愛知 ｼﾞｪｰﾑｽ ﾑﾜﾝｷﾞ 三重

22 27 L719 村井　龍斗(2) 科技高豊田 16:11.74 3 4332 ジェームス　ムワンギ NTN DNS

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 岐阜 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 愛知

23 20 376 田口　裕芽(3) 美濃加茂高 16:22.54 5 B468 小澤　洸太 トーエネック DNS

ﾂﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 愛知 ｵﾊﾗ ﾕｳｷ 愛知

24 4 L681 土山　尚法(3) 岡崎高 16:26.16 18 B643 小原　祐生 愛知製鋼 DNS

ｵｶﾀﾞ ｱｷｵ 愛知 ｺﾂｼﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知

7 C315 岡田　明應 TPAC DNS 21 B644 小辻　貴史 愛知製鋼 DNS

ﾂｶﾅｶ ｴｲﾄ 愛知 ｲｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 愛知

11 B470 塚中　栄都 トーエネック DNS 23 H25 石田　虎太郎(3) 中京大中京高 DNS

ｸﾜﾔﾏ ﾌｳﾔ 三重 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛知

12 529 桑山　楓矢(3) いなべ総合高 DNS 24 328 伊藤　優汰(3) 至学館大 DNS

ｲｼｺ ｼﾝﾉｽｹ 愛知 ｵｵｻﾄ ﾘｮｳ 静岡

19 327 石子　紳之介(3) 至学館大 DNS 25 1952 大里　凌央(3) 加藤学園高 DNS

ﾖｼﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知

22 C300 吉丸　健太郎 TPAC DNS

ｸｽ ｶﾂﾋﾃﾞ 愛知

24 C252 玖須　勝英 トヨタSC DNS

凡例  DNS:欠場



男子110mH(1.067m/9.14m)

1組 (風:+0.8) 2組 (風:-0.7)

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

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 愛知 ｶﾀﾋﾗ ﾀﾂｷ 静岡

1 3 11 角田　涼一(4) 中京大 14.64 1 6 1097 片平　樹(4) 常葉大 15.68

ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 宮崎 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新潟

2 5 114 河野　凌太(2) 中京大 14.99 2 3 283 今井　淳平(2) 新潟明訓高 15.84

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 石川 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知

3 2 123 谷口　祥太郎(2) 中京大 15.06 3 2 L665 吉田　駿介(3) 岡崎高 16.75

ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｽｹ 静岡

4 1 64 福島　英樹(3) 中京大 15.43 4 4 4404 小林　恭輔(2) 藤枝明誠高 16.85

ｲｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛知 ﾌｸﾉ ﾘｸ 宮崎

5 8 4 石原　康平(4) 中京大 17.21 4 8 888 福野　陸(2) 宮崎工高 16.85

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛知 ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊本

4 68 山本　健太(3) 中京大 DNS 5 129 米村　竜星(2) 中京大 DNS

ﾎﾘｴ ｺｳｷ 岐阜 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾐ 三重

6 5188 堀江　功輝 美濃加茂陸上 DNS 7 1926 山川　拓海 三重高 DNS

ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知

7 66 矢野　智大(3) 中京大 DNS

3組 (風:-0.5) 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

ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛知 ｻｶｲ ｹｲﾄ 愛知

1 3 L227 和田　海晴(3) 安城学園高 16.29 1 6 J248 酒井　賢斗(3) 長久手高 17.02

ｷﾉｼﾀ ｴｲｽｹ 愛知 ﾅｶﾞｵ ﾀｲｷ 佐賀

2 7 M54 木下　英亮(2) 豊橋南高 16.33 2 4 762 永尾　大樹(2) 敬徳高校 17.10

ﾎﾘ ｺﾀﾛｳ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知

3 4 J58 堀　児太郎(3) 明和高 16.62 3 8 M35 前田　貴文(3) 豊橋東高 17.29

ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ 愛知 ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 愛知

4 6 H17 金井　駿賢(2) 中京大中京高 16.77 4 2 L128 松下　陸(3) 知立東 17.38

ｻｶｼﾀ ﾀｲﾁ 静岡 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 岐阜

5 8 4409 坂下　太一(1) 藤枝明誠高 17.19 5 5 384 加藤　和磨(2) 美濃加茂高 17.90

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵﾔ 静岡 ﾋﾀﾞｶ ｾｲﾏ 宮崎

6 2 4388 松村　直哉(2) 藤枝明誠高 18.16 6 3 893 日髙　誓真　(2) 宮崎工高 19.01

ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ｵｸﾞﾘ ｼｮｳｷ 岐阜

5 706 菊地　拓磨(3) 駿台甲府高 DNS 7 7 581 小栗　将揮(3) 中津商 19.34

5組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 三重

1 4 745 渡邊　匠(2) 津東高 17.72

ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

2 5 119 加藤　悠基(3) 豊田高専 18.32

ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知

3 2 J51 後藤　拓己(2) 明和高 19.56

ｶﾜﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜

4 7 465 川出　大介(2) 大垣工高 21.49

ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 愛知

5 3 L419 仲谷　朗(3) 三好高 22.53

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 長野

6 1801 小林　拓真(3) 上田東高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400mH(0.914m)

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

ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 愛知 ｻｻｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 長崎

1 3 770 天野　裕太 至学館クラブ 52.88 1 4 757 笹島　修平(4) 東海学大 55.93

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 静岡 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 静岡

2 7 1092 望月　康揮(3) 常葉大 54.60 2 5 1094 山口　翔太(3) 常葉大 56.90

ｼﾓｻﾄ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｱｷ 新潟

3 4 8 下里　功大(4) 中京大 55.09 3 3 285 高橋　亜稀(2) 新潟明訓高 57.65

ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新潟 ﾎﾘ ｺﾀﾛｳ 愛知

4 8 283 今井　淳平(2) 新潟明訓高 58.08 4 8 J58 堀　児太郎(3) 明和高 57.73

ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ 愛知 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ 愛知

5 2 H1 清水　佑(3) 中京大中京高 58.10 5 7 H24 杉野　蒼太(2) 中京大中京高 58.06

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 愛知

5 1104 鈴木　颯斗(5) 豊田高専 DNS 6 6 M57 川口　拓人(2) 豊橋南高 59.85

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知

6 L667 西田　悠人(3) 岡崎高 DNS 2 L665 吉田　駿介(3) 岡崎高 DNS

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

ｷﾉｼﾀ ｴｲｽｹ 愛知 ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ 愛知

1 8 M54 木下　英亮(2) 豊橋南高 57.80 1 7 H17 金井　駿賢(2) 中京大中京高 1:00.21

ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知

2 7 L227 和田　海晴(3) 安城学園高 59.41 2 5 M35 前田　貴文(3) 豊橋東高 1:00.37

ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾔ 愛知 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知

3 2 L687 馬渕　嵩也(2) 岡崎高 1:00.55 3 8 M30 飯田　喜大(2) 豊橋東高 1:00.64

ﾅｶﾞｵ ﾀｲｷ 佐賀 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

4 4 762 永尾　大樹(2) 敬徳高校 1:01.39 4 4 119 加藤　悠基(3) 豊田高専 1:02.24

ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 岐阜 ﾌｸﾉ ﾘｸ 宮崎

5 5 384 加藤　和磨(2) 美濃加茂高 1:01.60 5 3 888 福野　陸(2) 宮崎工高 1:03.12

ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 三重 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ 愛知

6 6 1941 窪田　雅大 三重高 1:01.75 6 6 C134 増田　憲保 岡崎TFC 1:03.65

ﾋﾗｵｶ ﾀｲｷ 静岡 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 愛知

7 3 1091 平岡　泰樹(3) 常葉大 1:02.70 2 H14 青山　宏貴(2) 中京大中京高 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

ｳﾁﾔﾏ ｹｲ 宮崎 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 宮崎

1 3 890 内山　圭(2) 宮崎工高 1:01.26 1 4 894 木下　翔太(2) 宮崎工高 1:02.03

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 新潟 ﾑﾗｲ ﾘｭｳｾｲ 静岡

2 2 294 髙橋　幸大(1) 新潟明訓高 1:03.12 2 5 2773 村井　琉晟(2) 加藤学園高 1:03.97

ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 岐阜 ｶﾜﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜

3 4 458 髙田　謙太(3) 大垣工高 1:04.72 3 2 465 川出　大介(2) 大垣工高 1:08.16

ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ 愛知 ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知

5 H12 高橋　舞羽(2) 中京大中京高 DNS 4 7 H290 森田　哲平(2) 松蔭高 1:08.82

ｺｶﾞ ﾕｳｷ 岐阜 ﾖｺﾏｸ ﾘｮｳｲﾁ 岐阜

6 467 古賀　雄貴(2) 大垣工高 DNS 5 6 476 横幕　凌一(2) 大垣工高 1:09.11

ｱｵｷ ｼﾛｳ 新潟 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛知

7 291 青木　四郎(1) 新潟明訓高 DNS 6 3 H173 伊藤　諒(2) 豊明高 1:09.62

ｷﾀｶﾐ ｶｽﾞﾔ 新潟

8 286 北上　和哉(2) 新潟明訓高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子4X100mR

1組
1着 42.58 2着 42.58 3着 42.66
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

1 708 1 2480 1 1099

2 709 2 2482 2 1090

3 710 3 2490 3 1088

4 702 4 2481 4 1097

4着 43.38 5着 44.35 6着 44.51
4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8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 H13 1 H43 1 577

2 H27 2 H1 2 582

3 H8 3 H17 3 584

4 H12 4 H24 4 578

7着 44.53
2ﾚｰﾝ 1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

1 703 1 (    )

2 707 2 (    )

3 711 3 (    )

4 705 4 (    )

2組
1着 43.74 2着 43.87 3着 44.21
6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 2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 H283 1 M125 1 L409

2 H286 2 M120 2 L425

3 H276 3 M121 3 L417

4 H285 4 M126 4 L422

4着 44.58 5着 44.62 6着 45.61
8ﾚｰﾝ 7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

1 595 1 H295 1 J321

2 601 2 H292 2 J312

3 602 3 H290 3 J322

4 596 4 H298 4 J314

3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

岡崎高A

佐藤　蓮(2) 中津商 横田　凌(1) 松蔭高 佐藤　貴裕(1) 栄徳高
ｻﾄｳ ﾚﾝ 岐阜 ﾖｺﾀ ﾘｮｳ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ　 愛知
藤井　晃大(2) 中津商 森田　哲平(2) 松蔭高 八巻　将(2) 栄徳高
ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ 岐阜 ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知 ﾔﾏｷ ｼｮｳ 愛知
服部　来夢(2) 中津商 和田　達希(2) 松蔭高 西川　知希(3) 栄徳高
ﾊｯﾄﾘ ﾗｲﾑ 岐阜 ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 愛知 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ 愛知

愛知

小木曽　晴都(2) 中津商 本間　稜也(1) 松蔭高 三田　薫(2) 栄徳高

中津商B 松蔭高B 栄徳高A

ｵｷﾞｿ ﾊﾙﾄ 岐阜 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 愛知 ﾐﾀ ｶｵﾙ

武村　翔斗(2) 松蔭高 石原　翔(2) 豊橋西高 佐伯　祐太(3) 三好高
ﾀｹﾑﾗ ｼｮｳﾄ 愛知 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳ 愛知 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知
堀田　一馬(2) 松蔭高 岩本　一徳(3) 豊橋西高 宮田　亘(3) 三好高
ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 愛知 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知
中神　元希(2) 松蔭高 渡邉　修也(3) 豊橋西高 森岡　幹太(2) 三好高
ﾅｶｶﾞﾐ ﾓﾄｷ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ 愛知 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知

愛知

川口　顕(2) 松蔭高 久保田　大斗(2) 豊橋西高 望月　拓実(3) 三好高

松蔭高A 豊橋西高A 三好高A

ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝ 愛知 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ

樋川　充(2) 駿台甲府高
ﾜｶｽｷﾞ ﾀｹｼ 山梨

若杉　武史 駿台甲府高

ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

清水　健太郎(3) 駿台甲府高
ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨

駿台甲府高B 岡崎高B

ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

高野　隼人(3) 駿台甲府高

高橋　舞羽(2) 中京大中京高 杉野　蒼太(2) 中京大中京高 伊東　樹(3) 中津商
ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ 愛知 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ 愛知 ｲﾄｳ ﾐｷ 岐阜
大原　康平(2) 中京大中京高 金井　駿賢(2) 中京大中京高 鈴村　実(3) 中津商
ｵｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ 愛知 ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ 愛知 ｽｽﾞﾑﾗ ﾐﾉﾙ 岐阜
服部　匡恭(1) 中京大中京高 清水　佑(3) 中京大中京高 尾関　祐希(3) 中津商
ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ 愛知 ｵｾﾞｷ ﾕｳｷ 岐阜

岐阜

彦坂　陽平(3) 中京大中京高 三田　大喜(1) 中京大中京高 伊藤　優(3) 中津商

中京大中京高A 中京大中京高B 中津商A

ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 愛知 ﾐﾀ ﾋﾛｷ 愛知 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ

大久保　雄平(3) 駿台甲府高 樋口　一馬(3) 松商学園高 片平　樹(4) 常葉大
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 長野 ｶﾀﾋﾗ ﾀﾂｷ 静岡
土屋　拓斗(2) 駿台甲府高 成澤　稜(3) 松商学園高 小川　拓夢(3) 常葉大
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 長野 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ 静岡
田中　拓海(2) 駿台甲府高 斉藤　巧(3) 松商学園高 鈴木　晟也(3) 常葉大
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 長野 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 静岡

静岡

熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 三宅　浩生(3) 松商学園高 溝口　佳佑(4) 常葉大

駿台甲府高A 松商学園高A 常葉大A

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 長野 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



男子4X100mR

3組
1着 43.88 2着 44.78 3着 44.81
3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 2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 L233 1 148 1 L411

2 L235 2 151 2 L416

3 L234 3 143 3 L414

4 L228 4 146 4 L404

4着 44.82 5着 45.19 6着 46.80
8ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 4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 J52 1 F72 1 156

2 J53 2 F67 2 152

3 J49 3 F57 3 144

4 J58 4 F74 4 153

6ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

4組
1着 44.20 2着 44.95 3着 46.33
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 8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 M30 1 397 1 F69

2 M29 2 394 2 F70

3 M28 3 371 3 F77

4 M32 4 383 4 F71

4着 47.54
4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ DQ,R1 6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 L405 1 L677 1 (    )

2 L419 2 L680 2 (    )

3 L412 3 L675 3 (    )

4 L426 4 L683 4 (    )

7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

豊田　健人(2) 三好高 亀井　築(3) 岡崎高

中津商C

六車　公佑(2) 三好高 畔柳　聖也(2) 岡崎高
ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛知 ｶﾒｲ ｷｽﾞｸ 愛知

仲谷　朗(3) 三好高 石川　諒太(2) 岡崎高
ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｾｲﾔ 愛知

鈴木　大雄(3) 三好高 吉田　将人(2) 岡崎高
ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

三好高C 岡崎高C 豊橋西高B

ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知

尾﨑　舜弥(2) 豊橋東高 安江　拳人(3) 美濃加茂高 小島　光騎(2) 津島高
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ﾔｽｴ ｹﾝﾄ 岐阜 ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 愛知
大澤　健(3) 豊橋東高 加藤　晨(3) 美濃加茂高 田中　烈(2) 津島高
ｵｵｻﾜ ﾀｹﾙ 愛知 ｶﾄｳ ｼﾝ 岐阜 ﾀﾅｶ　ﾚﾂ 愛知
贄　光希(3) 豊橋東高 日置　竜也(2) 美濃加茂高 木村　寿樹(2) 津島高
ﾆｴ ｺｳｷ 愛知 ﾋｵｷ ﾘｭｳﾔ 岐阜 ｷﾑﾗ ﾄｼｷ 愛知

愛知

飯田　喜大(2) 豊橋東高 森田　雄也(2) 美濃加茂高 渡邉　祐人(3) 津島高

日進西高A

豊橋東高A 美濃加茂高A 津島高B

ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

堀　児太郎(3) 明和高 黒江　恒輝(3) 津島高 松山　真平(3) 天白高
ﾎﾘ ｺﾀﾛｳ 愛知 ｸﾛｴ ｺｳｷ 愛知 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知
香川　隼也(3) 明和高 山内　優八(3) 津島高 木村　俊彦(3) 天白高
ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾔ 愛知 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 愛知
堀　健人(3) 明和高 江口　昌輝(3) 津島高 浅野　幹人(3) 天白高
ﾎﾘ ｹﾝﾄ 愛知 ｴｸﾞﾁ ﾏｻｷ 愛知 ｱｻﾉ ﾐｷﾄ 愛知

愛知

幅田　真史(2) 明和高 平田　章悟(2) 津島高 黒江　悠斗(3) 天白高

明和高A 津島高A 天白高B

ﾊﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 愛知 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ｸﾛｴ ﾕｳﾄ

薬野　幹人(3) 安城学園高 田嶋　佑亮(3) 天白高 上田　隼ノ介(3) 三好高
ﾔｸﾉ ﾐｷﾄ 愛知 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知
柵木　友幸(2) 安城学園高 有賀　光紀(3) 天白高 横田　幹太(2) 三好高
ﾏｾｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知 ｱﾘｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛知 ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知
野村　隆之介(2) 安城学園高 野瀬　優太(3) 天白高 樋口　康太(2) 三好高
ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ﾉｾ ﾕｳﾀ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

愛知

澤　竜之介(2) 安城学園高 福安　彩人(2) 天白高 岩元　将生(2) 三好高

安城学園高A 天白高A 三好高B

ｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ﾌｸﾔｽ ｻｲﾄ 愛知 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



男子4X100mR

5組
1着 41.56 2着 42.40 3着 45.17
6ﾚｰﾝ 5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

1 873 1 280 1 1942

2 887 2 292 2 1949

3 871 3 289 3 1941

4 872 4 279 4 1947

4着 45.46 5着 45.80
8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 2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

1 739 1 892 1 (    )

2 744 2 875 2 (    )

3 726 3 890 3 (    )

4 722 4 891 4 (    )

4ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

6組
1着 42.97 2着 43.08 3着 44.74
5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 2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

1 877 1 4404 1 282

2 874 2 4400 2 281

3 876 3 4406 3 284

4 905 4 4408 4 283

4着 45.15 5着 45.23 6着 47.19
8ﾚｰﾝ 4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 4405 1 888 1 4401

2 4388 2 894 2 4389

3 4387 3 889 3 4409

4 4407 4 907 4 4422

3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

新潟明訓高B

福田　皓規(1) 藤枝明誠高 北ノ薗　敦也(1) 宮崎工高 和田　晴斗(1) 藤枝明誠高
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 ｷﾀﾉｿﾉ ｱﾂﾔ 宮崎 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ 静岡
高木　周(2) 藤枝明誠高 齊藤　将太(2) 宮崎工高 坂下　太一(1) 藤枝明誠高
ﾀｶｷﾞ ｱﾏﾈ 静岡 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮崎 ｻｶｼﾀ ﾀｲﾁ 静岡
松村　直哉(2) 藤枝明誠高 木下　翔太(2) 宮崎工高 アルトウナ　ルシアノ(2) 藤枝明誠高
ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵﾔ 静岡 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 宮崎 ｱﾙﾄｳﾅ ﾙｼｱﾉ 静岡

静岡

雑村　京祐(2) 藤枝明誠高 福野　陸(2) 宮崎工高 青島　洸太朗(2) 藤枝明誠高

藤枝明誠高B 宮崎工高D 藤枝明誠高C

ｻｲﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 静岡 ﾌｸﾉ ﾘｸ 宮崎 ｱｵｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ

川添　瑛真(1) 宮崎工高 遠山　亮太(1) 藤枝明誠高 今井　淳平(2) 新潟明訓高
ｶﾜｿﾞｴ ﾖｳﾏ 宮崎 ﾄｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 静岡 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新潟
石神　奏太(3) 宮崎工高 内山　夏生(1) 藤枝明誠高 廣川　　充(2) 新潟明訓高
ｲｼｶﾞﾐ ｶﾅﾀ 宮崎 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾂｷ 静岡 ﾋﾛｶﾜ ﾐﾂﾙ 新潟
鶴　凌輔(3) 宮崎工高 飯塚　拓巳(2) 藤枝明誠高 根立　怜来(2) 新潟明訓高
ﾂﾙ ﾘｮｳｽｹ 宮崎 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 静岡 ﾈﾀﾞﾁ ﾚｲﾗ 新潟

新潟

林　公成　(3) 宮崎工高 小林　恭輔(2) 藤枝明誠高 石垣　雄太郎(2) 新潟明訓高

新潟明訓高C

ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 宮崎 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｽｹ 静岡 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ

波戸　優輝(3) 津東高 池尻　光輝　(2) 宮崎工高

藤枝明誠高D

宮崎工高B 藤枝明誠高A

松岡　洸弥(3) 津東高 内山　圭(2) 宮崎工高
ﾅﾐﾄ ﾕｳｷ 三重 ｲｹｼﾞﾘ ｺｳｷ 宮崎

濱口　祐希(2) 津東高 黒葛原　大夢(3) 宮崎工高
ﾏﾂｵｶ ｺｳﾔ 三重 ｳﾁﾔﾏ ｹｲ 宮崎

倉田　章博(2) 津東高 福田　翔磨(2) 宮崎工高
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 三重 ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾑ 宮崎

津東高A 宮崎工高C 新潟明訓高D

ｸﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 三重 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 宮崎

木下　裕貴(3) 宮崎工高 大橋　尚之(2) 新潟明訓高 宇佐美　温基 三重高
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎 ｵｵﾊｼ ﾅｵﾕｷ 新潟 ｳｻﾐ ﾊﾙｷ 三重
野村　勇輝(3) 宮崎工高 藤井　海都(1) 新潟明訓高 窪田　雅大 三重高
ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮崎 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 新潟 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 三重
和藤　一真　(2) 宮崎工高 須藤　光祐(1) 新潟明訓高 磯田　拓海 三重高
ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮崎 ｽﾄｳ ｺｳｽｹ 新潟 ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ 三重

三重

水久保　漱至(3) 宮崎工高 齋藤　健太(2) 新潟明訓高 竹内　秀成 三重高

三重高A

ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮崎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 新潟 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ

宮崎工高A 新潟明訓高A

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



男子4X400mR

1組
1着 3:23.32 2着 3:25.58 3着 3:27.00
4ﾚｰﾝ 7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 L682 1 2482 1 H12

2 L687 2 2490 2 H1

3 L667 3 2480 3 H24

4 L677 4 2481 4 H3

4着 3:30.58 5着 3:36.76
8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 1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 L417 1 594 1 (    )

2 L422 2 600 2 (    )

3 L404 3 598 3 (    )

4 L425 4 602 4 (    )

3ﾚｰﾝ DNS 6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

1 1091 1 (    )

2 1092 2 (    )

3 1094 3 (    )

4 1073 4 (    )

2組
1着 3:28.40 2着 3:33.50 3着 3:45.90
5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 1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 L235 1 M32 1 L416

2 L228 2 M29 2 L412

3 L231 3 M30 3 L411

4 L234 4 M35 4 L414

2ﾚｰﾝ DNS 3ﾚｰﾝ DNS 4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 (    ) 1 (    ) 1 (    )

2 (    ) 2 (    ) 2 (    )

3 (    ) 3 (    ) 3 (    )

4 (    ) 4 (    ) 4 (    )

6ﾚｰﾝ DNS 8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

1 (    ) 1 (    )

2 (    ) 2 (    )

3 (    ) 3 (    )

4 (    ) 4 (    )

松蔭高B 岡崎高B 松蔭高A

岡崎高C 日進西高A

柵木　友幸(2) 安城学園高 前田　貴文(3) 豊橋東高 横田　幹太(2) 三好高
ﾏｾｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知 ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知
高橋　知義(2) 安城学園高 飯田　喜大(2) 豊橋東高 岩元　将生(2) 三好高
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 愛知 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知
薬野　幹人(3) 安城学園高 贄　光希(3) 豊橋東高 六車　公佑(2) 三好高
ﾔｸﾉ ﾐｷﾄ 愛知 ﾆｴ ｺｳｷ 愛知 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知

愛知

野村　隆之介(2) 安城学園高 尾﨑　舜弥(2) 豊橋東高 樋口　康太(2) 三好高

三好高B

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ

ﾐﾜ ﾉﾘﾋﾃﾞ 静岡

三輪　徳秀(2) 常葉大

安城学園高A 豊橋東高A

望月　康揮(3) 常葉大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 静岡

山口　翔太(3) 常葉大

ﾋﾗｵｶ ﾀｲｷ 静岡

平岡　泰樹(3) 常葉大
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 静岡

森岡　幹太(2) 三好高 藤井　晃大(2) 中津商

常葉大A 中京大中京高B

上田　隼ノ介(3) 三好高 柘植　天佑(2) 中津商
ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ 岐阜

佐伯　祐太(3) 三好高 永井　健一(2) 中津商
ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知 ﾂｹﾞ ﾃﾝﾕｳ 岐阜

宮田　亘(3) 三好高 市原　翔(2) 中津商
ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ 岐阜

三好高A 中津商A 天白高A

ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知 ｲﾁﾊﾗ ｶｹﾙ 岐阜

吉田　将人(2) 岡崎高 樋口　一馬(3) 松商学園高 西尾　勇佑(3) 中京大中京高
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 長野 ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛知
西田　悠人(3) 岡崎高 三宅　浩生(3) 松商学園高 杉野　蒼太(2) 中京大中京高
ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 愛知 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 長野 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ 愛知
馬渕　嵩也(2) 岡崎高 成澤　稜(3) 松商学園高 清水　佑(3) 中京大中京高
ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾔ 愛知 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 長野 ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ 愛知

愛知

棚橋　亮太(3) 岡崎高 斉藤　巧(3) 松商学園高 高橋　舞羽(2) 中京大中京高

岡崎高A 松商学園高A 中京大中京高A

ﾀﾅﾊｼ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 長野 ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ

凡例  DNS:欠場



男子4X400mR

3組
1着 3:20.82 2着 3:26.56 3着 3:31.41
6ﾚｰﾝ 8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

1 875 1 891 1 874

2 873 2 887 2 876

3 872 3 905 3 909

4 871 4 890 4 878

4着 3:33.27 5着 3:43.14 6着 3:56.40
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4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 1941 1 456 1 L426

2 1947 2 471 2 L423

3 1950 3 458 3 L424

4 1943 4 476 4 L410

1ﾚｰﾝ DNS 5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

1 386 1 (    )

2 377 2 (    )

3 389 3 (    )

4 379 4 (    )

田口　颯斗(2) 美濃加茂高
ﾊﾗ ﾚﾉﾝ 岐阜

原　レノン(3) 美濃加茂高

ﾀﾅﾊｼ ﾘｸ 岐阜

棚橋　陸(3) 美濃加茂高
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岐阜

美濃加茂高A 美濃加茂高B

ｸﾉ ｼｭﾝ 岐阜

九野　隼(2) 美濃加茂高

成川　竜馬 三重高 横幕　凌一(2) 大垣工高 貴島　寿洋(3) 三好高
ﾅﾙｶﾜ ﾘｭｳﾏ 三重 ﾖｺﾏｸ ﾘｮｳｲﾁ 岐阜 ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知
角谷　昌真 三重高 髙田　謙太(3) 大垣工高 前田　拓海(2) 三好高
ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ 三重 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知
宇佐美　温基 三重高 林　智大(2) 大垣工高 坂本　大毅(2) 三好高
ｳｻﾐ ﾊﾙｷ 三重 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知

愛知

窪田　雅大 三重高 大橋　拓実(3) 大垣工高 豊田　健人(2) 三好高

三重高A 大垣工高A 三好高C

ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 三重 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 岐阜 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ

野村　勇輝(3) 宮崎工高 内山　圭(2) 宮崎工高 杉田　響介(3) 宮崎工高
ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮崎 ｳﾁﾔﾏ ｹｲ 宮崎 ｽｷﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 宮崎
木下　裕貴(3) 宮崎工高 川添　瑛真(1) 宮崎工高 甲斐　竜太(1) 宮崎工高
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 宮崎 ｶﾜｿﾞｴ ﾖｳﾏ 宮崎 ｶｲ ﾘｭｳﾀ 宮崎
水久保　漱至(3) 宮崎工高 和藤　一真　(2) 宮崎工高 石神　奏太(3) 宮崎工高
ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮崎 ﾜﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮崎 ｲｼｶﾞﾐ ｶﾅﾀ 宮崎
黒葛原　大夢(3) 宮崎工高 池尻　光輝　(2) 宮崎工高 鶴　凌輔(3) 宮崎工高
ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾑ 宮崎 ｲｹｼﾞﾘ ｺｳｷ 宮崎 ﾂﾙ ﾘｮｳｽｹ 宮崎

宮崎工高A 宮崎工高C 宮崎工高B

凡例  DNS:欠場



男子走高跳

　

A

ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ 福岡 － － － － － － ○ × × ○

1 13 135 蛭子屋　雄一(2) 中京大 × × × 2m05
ﾐﾁﾜｷ ﾀﾞｲﾄ 愛知 － － － ○ － × × ○ ○ × × ×

2 14 B606 道脇　大斗 OBUエニスポ 2m02
ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 愛知 ○ ○ × ○ × ○ ○ × × － ×

3 10 L669 久保　快斗(3) 岡崎高 1m96
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 愛知 － ○ × ○ － × ○ － × × ×

4 1 L128 松下　陸(3) 知立東 1m96
ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 愛知 － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 11 L230 杉本　康拓(3) 安城学園高 1m96
ｲﾄｳ ﾓﾄｷ 新潟 － － × ○ × × ○ × × ○ × × ×

6 4 134 伊藤　元貴(2) 中京大 1m96
ﾌｸｵｶ ｼｭｳﾀ 愛知 ○ ○ × ○ ○ × × ×

7 12 H31 福岡　秀太(3) 中京大中京高 1m93
ｵﾉ ﾋﾛｷ 長野 － × ○ ○ － × × ×

8 7 2486 小野　寛貴(3) 松商学園高 1m90
ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 愛知 － × × ○ × ○ × × ×

9 2 H4 大藏　祐貴(3) 中京大中京高 1m90
ｺﾞﾄｳ ｺｳ 愛知 ○ × ○ × × ×

10 16 1105 後藤　昂(5) 豊田高専 1m85
ｵｶｲ ﾀｲｾｲ 愛知 × × ×

3 L609 岡井　大靖(2) 岡崎城西高 NM
ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ 愛知 － － × × ×

15 C331 早川　周吾 安城学園AC NM
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾗｲ 愛知 － － － － － － － × × ×

17 140 水谷　來(2) 中京大 NM
ｾﾄｸﾞﾁ ｹｲ 鹿児島

5 38 瀬戸口　桂(4) 中京大 DNS
ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 熊本

6 89 佐々木　慎吾(3) 中京大 DNS
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取

8 42 濱田　平良(4) 中京大 DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 愛知

9 91 谷口　裕哉(3) 中京大 DNS
愛知

18 161 井戸田　魁(1) 中京大 DNS

2m05
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m08

1m85 1m90 1m93 1m96 1m99 2m02
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m80

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走高跳

　

B

ﾅｶｼﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知 － － － － － － － －

1 13 L485 中島　大我(3) 鶴城丘高 － － ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × × 1m92
ｽｷﾞﾀ ﾋｶﾙ 愛知 － － － － － － － ○

2 19 L630 杉田　光(2) 岡崎城西高 ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × × 1m86
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知 － － － － － － － ○

3 17 L680 石川　諒太(2) 岡崎高 ○ × ○ ○ ○ × × × 1m83
ｱｲｺｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 宮崎 － － － － － － － × ○

4 14 881 愛甲　昌秀(3) 宮崎工高 － ○ × × ○ ○ × × × 1m83
ﾅﾙｾ ﾀｲﾁ 愛知 － － － － － － － ○

5 15 L232 成瀬　太一(2) 安城学園高 － × × ○ ○ × × × 1m80
ｽﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐阜 － － － － － － － ○

6 1 766 鷲見　駿太朗(3) 東海学大 ○ ○ × × × 1m77
ﾓﾘｼﾀ ﾀｽｸ 愛知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 11 L240 森下　祐(1) 安城学園高 ○ × × × 1m74
ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 － － － － － ○ ○ ○

8 9 J51 後藤　拓己(2) 明和高 × × ○ × × × 1m74
ｱﾘｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛知 － － － － － ○ × ○ ○

9 12 143 有賀　光紀(3) 天白高 × × × 1m71
ｷｸﾀ ｺｳｶﾞ 愛知 － － － － － － － × × ○

10 20 L645 菊田　光我(2) 岡崎城西高 × × × 1m71
ｽｷﾞｻｷ ﾄﾓﾔ 愛知 － － － － － － ○ × × ×

11 18 L244 杉崎　智哉(1) 安城学園高 1m68
ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 愛知 － － － － － ○ × × ×

12 6 L419 仲谷　朗(3) 三好高 1m65
ﾊﾀﾅｶ ﾖｼｷ 愛知 － － － ○ － × ○ × × ×

13 10 L244 畠中　喜輝(1) 安城学園高 1m65
ｷﾀﾉ ｹｲ 長野 － × × ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

14 4 2487 北野　慧(3) 松商学園高 1m62
ｵｸﾞﾘ ｼｮｳｷ 岐阜 － － － － × × ○ × × ／

15 8 581 小栗　将揮(3) 中津商 1m62
ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 宮崎 － ○ ○ × × ×

16 5 914 阪本　峻平(1) 宮崎工高 1m56
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 長野 － × ○ × × ×

17 2 2467 塩原　大樹(2) 松商学園高 1m53
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾔ 宮崎

3 896 富永　竜矢　(2) 宮崎工高 DNS
ｺｶｼﾞ ﾘｮｳﾀ 新潟

7 293 小鍛治　亮太(1) 新潟明訓高 DNS
ｻｶｲ ｹｲﾄ 愛知

16 J248 酒井　賢斗(3) 長久手高 DNS

1m95

1m71
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m74 1m77 1m80 1m83 1m86 1m89 1m92

1m53 1m56 1m59 1m62 1m65 1m68
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m50

凡例  DNS:欠場



男子棒高跳

　

A

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 香川 － － － － － － － －

1 13 96 山崎　太士(3) 中京大 － － ○ × ○ × × × 4m80
ﾖｼｶﾜ ﾄｼｷ 滋賀 － － － － － － － ○

2 12 68 吉川　寿希(3) 近江高 × ○ × × × 4m30
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 滋賀 － － － － － － × ○ ○

3 7 67 村田　祐透(3) 近江高 × × × 4m20
ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 愛知 － － － × ○ － ○ × × ○ ○

4 9 L405 鈴木　大雄(3) 三好高 × × × 4m20
ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知 － － － × ○ － ○ × × ×

5 4 83 飯田　哲大(3) 中京大 4m00
ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 岐阜 － － － × ○ － × × ○ × × ×

6 8 375 田口　幸志郎(3) 美濃加茂高 4m00
ｵｵﾑﾛ ﾀｶｷ 青森 － － × ○ ○ ／

7 10 480 大室　雄基(2) 大湊高 3m80
ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ 愛知 × ○ × ○ × ○ × × ×

8 3 L171 大橋　勇介(2) 豊田大谷高 3m60
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 愛知 ○ ○ × × ○ × × ×

9 2 M267 両角　祐哉(2) 豊川高 3m60
ｸﾉ ｼｭﾝ 岐阜 × ○ × × ×

10 1 386 九野　隼(2) 美濃加茂高 3m20
ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 愛知 － － × × ×

5 L659 齋藤　汰一(2) 岡崎城西高 NM
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 愛知 － － － － － × × ×

6 M269 山口　遼也(2) 豊川高 NM
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

11 138 高橋　幸大(2) 中京大 DNS

4m20
記録 ｺﾒﾝﾄ

4m30 4m40 4m60 4m80 5m00

3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m20

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子棒高跳

　

B

ｺｷﾞｿ ﾕｳｻｸ 愛知 － － × ○ － × × ×

1 11 36 小木曽　優作(4) 中京大 5m00
ﾍﾝﾐ ｼｭﾝﾀ 京都 － － × ○ － × × ×

1 12 2087 逸見　俊太 京都陸協 5m00
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 愛知 － × ○ × × ○ － × × ×

3 10 39 高田　凌(4) 中京大 5m00
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂｷ 香川 － ○ × × ×

4 6 41 西山　夏樹(4) 中京大 4m80
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 新潟 － ○ × × ×

4 8 45 山本　政則(4) 中京大 4m80
ｷﾑﾗ ﾀｶﾄ 茨城 × ○ × × ×

6 4 86 木村　陸人(3) 中京大 4m60
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾝｷ 滋賀 × ○ × × ×

6 7 883 板東　歓揮(4) びわスポ大 4m60
ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ 青森 × × ×

3 139 松橋　亮太(2) 中京大 NM
ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ 滋賀 × × ×

5 896 嶋崎　吉孝(3) びわスポ大 NM
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 愛知 － － × × ×

9 B775 小山　範晃 中京大クラブ NM
ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ 愛知

1 92 野村　大成(3) 中京大 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 三重

2 480 清水　剛士 NTN DNS
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 愛知

13 90 鈴木　康太(3) 中京大 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ
4m80 5m00 5m10 5m20 5m30 5m40

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

A

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

ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知 7m25 7m25 7m16 7m03 7m11 7m32 7m32

1 25 B385 南　晋太郎 中京大クラブ +0.2 +0.2 +0.5 +0.8 -0.5 +1.8 +1.8
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長野 6m93 7m26 7m14 7m26 7m31 × 7m31

2 23 95 宮崎　琢也(3) 中京大 0.0 +0.9 +0.3 +0.9 +2.5 +2.5
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 7m13 7m13 7m12 7m30 6m94 7m13 7m30

3 26 37 鈴木　舜也(4) 中京大 +0.2 +0.2 -0.3 +0.2 +1.9 +1.6 +0.2
ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 高知 × 6m91 × 5m63 － － 6m91

4 20 88 斉藤　克弥(3) 中京大 -0.4 +1.1 -0.4
ﾓﾄﾔﾏ ﾘｮｳ 佐賀 6m63 6m63 6m54 × 6m74 6m68 6m74

5 24 44 本山　遼(4) 中京大 +0.2 +0.2 +0.1 +0.4 +0.1 +0.4
ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 愛知 × 6m74 6m74 － × × 6m74

6 17 H18 佐藤　智博(2) 中京大中京高 +0.7 +0.7 +0.7
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 6m31 6m65 6m43 × × × 6m65

7 18 141 森山　大成(2) 中京大 +1.1 0.0 0.0 0.0
ﾂﾙ ﾘｮｳｽｹ 宮崎 6m50 6m53 × － － － 6m53

8 15 874 鶴　凌輔(3) 宮崎工高 +0.6 +0.8 +0.8
ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 富山 6m45 6m45 × 6m45

9 12 94 前原　功二朗(3) 中京大 +1.7 +1.7 +0.6
ﾐﾔﾀ ﾀﾂｷ 愛知 － 6m42 6m42 6m42

10 19 L604 宮田　龍樹(3) 岡崎城西高 0.0 0.0 0.0
ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 新潟 × 6m41 6m41 6m41

11 8 282 石垣　雄太郎(2) 新潟明訓高 +1.1 +1.1 +1.1
ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪 6m40 6m40 6m28 6m40

12 10 137 川西　良典(2) 中京大 +1.1 +1.1 +1.0 +1.1
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 愛知 4m13 6m36 6m36 6m36

13 11 H7 松永　乃樹(3) 中京大中京高 +0.8 +0.3 +0.3 +0.3
ﾕｳﾊﾞ ｾｲﾔ 奈良 6m35 6m35 5m40 6m35

14 7 46 弓場　聖矢(4) 中京大 +0.6 +0.6 +0.1 +0.6
ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 愛知 － 6m32 6m32 6m32

15 13 L643 大久保　光祐(3) 岡崎城西高 +0.5 +0.5 +0.5
ｺﾞﾄｳ ｱｷﾋﾄ 岐阜 × 6m26 6m26 6m26

16 1 87 後藤　旭人(3) 中京大 +0.6 +1.8 +0.6
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 6m21 6m25 6m25 6m25

17 3 703 高野　隼人(3) 駿台甲府高 +0.6 +0.4 +0.4 +0.4
ﾊﾗ ﾚﾉﾝ 岐阜 － 5m79 × 5m79

18 5 379 原　レノン(3) 美濃加茂高 +0.7 +0.7
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭｷﾔ 静岡 × 5m77 5m77 5m77

19 6 1074 渡邉　寿希也(2) 常葉大 +0.5 +0.5 +0.5
ﾉｾ ﾕｳﾀ 愛知 4m37 5m18 × 5m18

20 2 151 野瀬　優太(3) 天白高 +0.9 +1.4 +1.4
ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛知 × × ×

22 69 横地　秀春(3) 中京大 NM
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

4 702 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岐阜

9 590 福田　聖汰(3) 中津商 DNS
ﾐｽﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 宮崎

14 873 水久保　漱至(3) 宮崎工高 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾗｲ 愛知

16 140 水谷　來(2) 中京大 DNS
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静岡

21 1070 鈴木　遼太(2) 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

B

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

ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 愛知 6m30 6m37 6m37 － 6m50 6m61 6m61

1 22 L668 梅田　峻也(3) 岡崎高 +1.1 +0.6 +0.6 +1.4 +1.7 +1.7
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 愛知 6m14 6m33 6m26 6m34 6m59 6m43 6m59

2 13 L409 望月　拓実(3) 三好高 +1.3 +0.7 +1.0 +0.3 +0.8 +0.3 +0.8
ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知 × 6m44 6m44 6m45 × 6m55 6m55

3 21 L414 横田　幹太(2) 三好高 +0.8 +0.8 +0.5 +0.3 +0.3
ｲﾜﾎﾘ ｱﾗﾀ 愛知 5m96 6m25 6m25 6m41 6m34 6m11 6m41

4 17 M132 岩堀　新(3) 豊橋西高 +0.6 +1.6 +1.6 +1.6 +0.7 +0.1 +1.6
ｵｷﾞｿ ﾊﾙﾄ 岐阜 6m07 6m35 4m28 × × × 6m35

5 7 595 小木曽　晴都(2) 中津商 +1.0 +1.2 +1.1 +1.2
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｾｲﾔ 愛知 5m72 6m31 6m31 6m21 × 5m93 6m31

6 10 L675 畔柳　聖也(2) 岡崎高 +0.8 -0.4 -0.4 +1.2 -1.2 -0.4
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知 6m15 6m30 6m30 5m88 6m27 × 6m30

7 15 L411 岩元　将生(2) 三好高 +1.3 +0.9 +0.9 +2.0 +0.1 +0.9
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 宮崎 × 6m23 6m23 5m85 × × 6m23

8 6 908 安藤　勇太(1) 宮崎工高 +1.5 +1.5 +1.4 +1.5
ﾌｸｵｶ ｼｭｳﾀ 愛知 × 6m18 － 6m18

9 1 H31 福岡　秀太(3) 中京大中京高 +0.1 +0.1
ｾｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 愛知 5m87 6m14 6m14 6m14

10 24 L487 瀬口　永真(2) 鶴城丘高 +0.5 +0.8 +0.8 +0.8
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｷ 愛知 5m93 6m12 6m12 6m12

11 11 M55 柴田　龍輝(2) 豊橋南高 +0.6 -0.1 -0.1 -0.1
ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾎ 愛知 6m06 6m10 × 6m10

12 18 H416 宮田　和歩(3) 日進西高 +0.8 -0.4 -0.4
ｶﾒｲ ｷｽﾞｸ 愛知 × 6m10 5m88 6m10

13 19 L683 亀井　築(3) 岡崎高 -1.0 +0.9 -1.0
ﾊﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 愛知 5m96 6m02 5m49 6m02

14 5 J52 幅田　真史(2) 明和高 +1.0 +0.7 -0.1 +0.7
ｵｶｲ ﾀｲｾｲ 愛知 5m90 5m95 5m95 5m95

15 23 L609 岡井　大靖(2) 岡崎城西高 +1.0 +0.4 +0.4 +0.4
ﾀｷｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 愛知 5m93 5m93 5m88 5m93

16 4 H21 瀧川　智貴(3) 中京大中京高 +0.1 +0.1 -0.8 +0.1
ﾀｶｷﾞ ｱﾏﾈ 静岡 5m78 5m91 5m61 5m91

17 12 4387 高木　周(2) 藤枝明誠高 +1.6 +0.2 -1.0 +0.2
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知 × 5m78 5m78 5m78

18 9 M52 鈴木　良太郎(2) 豊橋南高 +0.5 +0.5 +0.5
ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 愛知 × 5m76 5m76 5m76

19 14 H276 堀田　一馬(2) 松蔭高 +1.2 +1.2 +1.2
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾔ 宮崎 × 5m56 × 5m56

20 20 896 富永　竜矢　(2) 宮崎工高 -0.1 -0.1
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 長野 × 5m35 5m35 5m35

21 2 1804 山口　諒偲(2) 上田東高 +1.1 +1.1 +1.1
ﾋﾛｶﾜ ﾐﾂﾙ 新潟 × 4m18 × 4m18

22 3 284 廣川　　充(2) 新潟明訓高 +1.2 +1.2
ﾎﾘﾉ ﾘｭｳｾｲ 愛知 × × ×

8 L481 堀野　流星(3) 鶴城丘高 NM
ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨

16 704 辰巳　海斗(3) 駿台甲府高 DNS
ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山

25 84 大枝　巧弥(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳

C

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

ｼｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 愛知 6m39 6m69 6m58 6m33 × × 6m69

1 1 B603 塩澤　健太 OBUエニスポ 0.0 -0.4 +0.3 -0.9 -0.4
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 × 6m53 6m53 － － 6m54 6m54

2 22 4407 福田　皓規(1) 藤枝明誠高 +0.6 +0.6 -1.0 -1.0
ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知 5m97 5m97 5m86 5m45 × × 5m97

3 12 H33 増田　智也(1) 中京大中京高 +0.3 +0.3 +0.4 +0.4 +0.3
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔｲ 愛知 5m72 5m91 5m91 3m92 5m54 5m48 5m91

4 25 M60 山下　隼維(3) 豊橋南高 +0.7 +0.4 +0.4 +0.1 +0.7 -0.1 +0.4
ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 愛知 5m57 5m83 5m29 5m60 5m61 5m01 5m83

5 15 H4 大藏　祐貴(3) 中京大中京高 +0.2 0.0 -0.8 +0.4 +0.5 +0.9 0.0
ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ 愛知 5m67 5m67 × 5m43 × × 5m67

6 16 M36 村松　聖太(3) 豊橋東高 +0.2 +0.2 -0.1 +0.2
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 三重 4m59 5m60 5m60 5m37 5m51 5m51 5m60

7 10 741 永井　佑季(2) 津東高 +2.2 +0.4 +0.4 +0.1 +0.3 +0.2 +0.4
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 岐阜 5m47 5m47 4m93 5m17 × 5m45 5m47

8 18 388 田口　翔哉(2) 美濃加茂高 -0.1 -0.1 -0.1 +0.1 -1.2 -0.1
ﾂｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 愛知 4m45 5m46 5m46 5m46

9 24 L686 築山　卓生(2) 岡崎高 +0.9 0.0 0.0 0.0
ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 愛知 5m25 5m25 － 5m25

10 17 H292 和田　達希(2) 松蔭高 -1.5 -1.5 -1.5
ｻｲﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 静岡 4m94 5m21 5m21 5m21

11 11 4405 雑村　京祐(2) 藤枝明誠高 +0.6 +0.6 +0.6 +0.6
ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 愛知 × 5m17 4m87 5m17

12 8 M135 北島　拓弥(2) 豊橋西高 +0.1 +0.2 +0.1
ﾖｺﾀ ﾘｮｳ 愛知 5m15 5m15 － 5m15

13 9 H298 横田　凌(1) 松蔭高 +1.8 +1.8 +1.8
ﾋﾋﾞ ｹｲｲﾁ 愛知 × 4m78 4m78 4m78

14 7 M38 日比　慶一(3) 豊橋東高 +0.3 +0.3 +0.3
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 宮崎 4m67 4m67 × 4m67

15 14 894 木下　翔太(2) 宮崎工高 +1.4 +1.4 +1.4
ｷﾜﾀﾞ ﾀｲｷ 愛知 × 4m65 4m65 4m65

16 13 M130 黄檗　大樹(3) 豊橋西高 +0.6 +0.6 +0.6
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知 3m51 4m62 4m10 4m62

17 5 H280 藤本　大樹(1) 松蔭高 -0.9 -1.1 +0.1 -1.1
ｳﾉ ﾕｳｾﾝ 愛知 4m12 4m12 － 4m12

18 4 H421 宇野　湧泉(2) 日進西高 +1.5 +1.5 +1.5
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

2 710 土屋　拓斗(2) 駿台甲府高 DNS
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

3 709 田中　拓海(2) 駿台甲府高 DNS
ｱｲｺｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 宮崎

6 881 愛甲　昌秀(3) 宮崎工高 DNS
ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 宮崎

19 877 林　公成　(3) 宮崎工高 DNS
ｱﾘｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛知

20 143 有賀　光紀(3) 天白高 DNS
ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 静岡

21 4420 鈴木　健一朗(1) 藤枝明誠高 DNS
ｱｻﾉ ﾐｷﾄ 愛知

23 152 浅野　幹人(3) 天白高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子三段跳

A

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

ﾜﾀﾘ ｱｷﾋﾛ 京都 14m54 14m56 14m56 15m08 14m61 15m23 15m23

1 25 47 和多利　瑛洋(4) 中京大 -2.3 -1.5 -1.5 +0.8 +1.6 +0.4 +0.4
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野 15m05 15m05 － － － － 15m05

2 26 40 中山　昂平(4) 中京大 -0.3 -0.3 -0.3
ｺｷﾞｿ ﾕｳｻｸ 愛知 14m75 14m75 14m71 12m95 － 14m99 14m99

3 21 36 小木曽　優作(4) 中京大 +1.5 +1.5 -0.2 +1.0 +2.4 +2.4
ｵﾘﾀ　ｶｲﾄ 京都 × 14m49 14m49 14m66 14m96 14m95 14m96

4 29 130 織田　海斗(2) 中京大 +2.7 +2.7 +0.1 +0.4 +2.2 +0.4
ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 富山 13m22 14m44 14m05 － × 14m51 14m51

5 23 93 林　賢吾(3) 中京大 -0.6 +1.7 -0.2 +0.3 +0.3
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ 大阪 14m10 14m41 14m41 × 14m46 13m55 14m46

6 28 884 藤原　僚二(4) びわスポ大 -2.7 +0.4 +0.4 -0.7 +1.3 -0.7
ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山 13m34 14m41 × × × 14m17 14m41

7 20 84 大枝　巧弥(3) 中京大 -1.3 -1.0 +1.1 -1.0
ﾊﾗ ﾚﾉﾝ 岐阜 × 13m89 13m54 13m71 13m67 × 13m89

8 15 379 原　レノン(3) 美濃加茂高 +1.4 -2.5 +1.7 +0.4 +1.4
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 愛知 × 13m81 13m81 13m81

9 24 774 高山　琢磨(2) 東海学大 -0.5 -0.5 -0.5
ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 愛知 13m28 13m67 13m27 13m67

10 14 L482 井之上　裕介(3) 鶴城丘高 +1.5 +1.9 +0.9 +1.9
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 静岡 13m39 13m54 13m46 13m54

11 18 1100 山田　裕太(4) 常葉大 -1.7 +1.1 -0.3 +1.1
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 長野 13m15 13m47 13m47 13m47

12 19 2488 増子　良平(3) 松商学園高 -1.8 -1.0 -1.0 -1.0
ﾊﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 愛知 13m14 13m34 13m00 13m34

13 10 J52 幅田　真史(2) 明和高 +1.7 +2.0 +0.5 +2.0
ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪 × 13m12 13m12 13m12

14 16 137 川西　良典(2) 中京大 -1.3 -1.3 -1.3
ｺﾞﾄｳ ｺｳ 愛知 12m22 12m95 － 12m95

15 11 1105 後藤　昂(5) 豊田高専 -2.5 +0.6 +0.6
ﾂﾙ ﾘｮｳｽｹ 宮崎 × 12m75 － 12m75

16 13 874 鶴　凌輔(3) 宮崎工高 +2.5 +2.5
ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 岐阜 × 12m70 12m70 12m70

17 4 375 田口　幸志郎(3) 美濃加茂高 -1.3 -1.3 -1.3
ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 愛知 × 12m58 － 12m58

18 9 L668 梅田　峻也(3) 岡崎高 -0.6 -0.6
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知 12m27 12m41 12m41 12m41

19 12 146 田嶋　佑亮(3) 天白高 -0.7 -0.2 -0.2 -0.2
ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知 × × －

3 L414 横田　幹太(2) 三好高 NM
ｱｻﾉ ﾐｷﾄ 愛知 × × ×

5 152 浅野　幹人(3) 天白高 NM
ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 岐阜 × × ×

17 5380 石原　圭祐 SELECT NM
ｻｶｲ ｹｲﾄ 愛知

1 J248 酒井　賢斗(3) 長久手高 DNS
ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 愛知

2 H4 大藏　祐貴(3) 中京大中京高 DNS
ﾌｸｵｶ ｼｭｳﾀ 愛知

6 H31 福岡　秀太(3) 中京大中京高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 愛知

7 L409 望月　拓実(3) 三好高 DNS
ﾀｷｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 愛知

8 H21 瀧川　智貴(3) 中京大中京高 DNS
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 愛知

22 B9020 木村　友紀 愛知陸協 DNS
ｶﾄｳ ﾏｵ 静岡

27 1067 加藤　真生(2) 常葉大 DNS
大阪

30 174 溝上　瑠伊(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳

B

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

ﾅｶﾞｴ ｵｳｷ 愛知 12m61 12m61 12m08 11m05 12m24 12m44 12m61

1 18 L606 長江　桜暉(3) 岡崎城西高 +0.5 +0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.6 +0.5
ｻﾄｳ ﾚﾝ 岐阜 12m59 12m59 12m57 12m00 12m60 12m50 12m60

2 17 596 佐藤　蓮(2) 中津商 +0.2 +0.2 -1.0 +0.4 -0.8 -0.4 -0.8
ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳｷ 愛知 12m52 12m52 12m24 × × 12m36 12m52

3 11 L490 川原　竜輝(2) 鶴城丘高 +0.1 +0.1 +1.8 -0.6 +0.1
ｶﾝﾄﾞﾘ ﾀｸﾏ 愛知 11m93 12m46 12m46 12m05 － － 12m46

4 24 L486 神取　卓磨(3) 鶴城丘高 -0.3 -0.4 -0.4 -1.5 -0.4
ﾅﾙｾ ﾀｲﾁ 愛知 － 12m45 12m45 × × × 12m45

5 15 L232 成瀬　太一(2) 安城学園高 -0.6 -0.6 -0.6
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｾｲﾔ 愛知 12m41 12m41 12m39 － 11m88 12m09 12m41

6 23 L675 畔柳　聖也(2) 岡崎高 +0.9 +0.9 +1.1 +1.4 +0.4 +0.9
ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾂﾔ 岐阜 12m15 12m15 12m11 11m61 10m77 － 12m15

7 16 576 五十嵐　達哉(3) 中津商 +0.3 +0.3 +0.4 -0.5 -1.1 +0.3
ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾐ 三重 × 12m13 11m69 11m97 × × 12m13

8 25 1946 山中　匠 三重高 +0.4 +0.1 -0.5 +0.4
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知 × 12m10 12m10 12m10

9 5 M52 鈴木　良太郎(2) 豊橋南高 -0.5 -0.5 -0.5
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｷ 愛知 12m04 12m04 10m32 12m04

10 3 M55 柴田　龍輝(2) 豊橋南高 +0.5 +0.5 +0.9 +0.5
ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾄ 三重 × 11m99 11m67 11m99

11 13 349 番条　陽斗(3) 津商高 -1.0 0.0 -1.0
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔｲ 愛知 11m82 11m82 11m47 11m82

12 8 M60 山下　隼維(3) 豊橋南高 +0.4 +0.4 -0.4 +0.4
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 長野 11m72 11m72 － 11m72

13 19 1804 山口　諒偲(2) 上田東高 +1.4 +1.4 +1.4
ｶﾒｲ ｷｽﾞｸ 愛知 11m45 11m45 11m15 11m45

14 12 L683 亀井　築(3) 岡崎高 +2.3 +2.3 +0.3 +2.3
ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 岐阜 11m21 11m21 9m80 11m21

15 14 587 竹内　颯(3) 中津商 +0.9 +0.9 +1.8 +0.9
ﾖｺﾀ ﾘｮｳ 愛知 10m92 11m17 10m97 11m17

16 2 H298 横田　凌(1) 松蔭高 +0.6 -0.4 +0.6 -0.4
ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 10m93 11m10 11m10 11m10

17 9 J51 後藤　拓己(2) 明和高 +1.9 +0.6 +0.6 +0.6
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 岐阜 × 11m09 × 11m09

18 1 388 田口　翔哉(2) 美濃加茂高 +0.1 +0.1
ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 愛知

4 H276 堀田　一馬(2) 松蔭高 DNS
ｺｶｼﾞ ﾘｮｳﾀ 新潟

6 293 小鍛治　亮太(1) 新潟明訓高 DNS
ｱﾘｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛知

7 143 有賀　光紀(3) 天白高 DNS
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

10 L680 石川　諒太(2) 岡崎高 DNS
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 愛知

20 H7 松永　乃樹(3) 中京大中京高 DNS
ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 愛知

21 L669 久保　快斗(3) 岡崎高 DNS
ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 新潟

22 282 石垣　雄太郎(2) 新潟明訓高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 愛知

26 L405 鈴木　大雄(3) 三好高 DNS
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知

27 L411 岩元　将生(2) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子砲丸投(7.260kg)

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

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 三重

1 3 50 中村　洋介(4) 中京大 12m82 × 14m60 × 14m39 14m82 14m82

ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 岐阜

2 2 146 早川　匠海(2) 中京大 13m89 13m95 13m81 13m90 × × 13m95

ﾅｶｻﾀﾞ ｼﾝ 愛知

3 4 643 中定　慎(3) 名院大 × 9m76 9m60 9m95 9m55 9m14 9m95

ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静岡

4 1 771 塩原　雅人(2) 東海学大 8m31 9m33 9m03 8m91 9m87 9m32 9m87



高校男子砲丸投(6.000kg)

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

ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知

1 21 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 14m06 14m33 13m90 14m41 14m20 13m75 14m41

ｸﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知

2 22 H200 倉野　信宏(3) 名古屋大谷高 13m34 × × × 13m98 × 13m98

ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ 愛知

3 19 L406 廣瀬　友亮(3) 三好高 11m86 11m51 × × 11m84 11m72 11m86

ｶﾂ ﾀｶｼ 岐阜

4 24 583 勝　崇(3) 中津商 11m18 × 11m46 － － － 11m46

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知

5 3 H226 鈴木　健太郎(1) 名古屋大谷高 10m37 11m30 10m30 11m14 10m06 9m81 11m30

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 愛知

6 20 J247 村田　宏樹(3) 長久手高 10m70 × 10m22 11m29 × × 11m29

ﾂｹﾞ ﾋﾛｷ 愛知

7 11 H41 柘植　大輝(2) 中京大中京高 11m07 10m72 10m95 11m02 10m71 11m21 11m21

ﾌﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 岐阜

8 23 591 古山　翔太(3) 中津商 10m53 11m12 10m95 － － － 11m12

ｳﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛知

9 15 J48 内山　航(3) 明和高 9m30 10m23 × 10m23

ｱｶﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 愛知

10 16 J240 赤塚　亮介(3) 長久手高 9m88 9m37 10m11 10m11

ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 岐阜

11 13 459 竹中　暉(3) 大垣工高 10m09 9m64 × 10m09

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ 愛知

12 17 L242 榊原　一(1) 安城学園高 9m87 × 9m88 9m88

ｲﾝﾃﾞﾝ ﾏｺﾄ 愛知

13 8 150 因田　　誠(3) 天白高 9m84 × 9m71 9m84

ｶﾘﾉ ﾘｭｳｾｲ 愛知

14 18 L248 狩野　龍星(1) 安城学園高 × 8m83 9m61 9m61

ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知

15 1 H23 織田　大輝(3) 中京大中京高 9m20 8m68 9m33 9m33

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 愛知

16 9 H180 竹内　佑輝(3) 豊明高 8m93 9m04 9m19 9m19

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐阜

17 10 592 村本　拓海(3) 中津商 8m88 8m85 7m41 8m88

ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 愛知

18 25 L250 佐々木　秀斗(1) 安城学園高 8m79 8m71 8m84 8m84

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知

19 2 H40 伊藤　温規(2) 中京大中京高 8m66 8m68 8m70 8m70

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙｷ 愛知

20 6 L74 渡邉　陽希(2) 岩津高 8m22 8m32 8m55 8m55

ｻﾄｳ ﾁﾖﾉｽｹ 静岡

21 4 1422 佐藤　千代乃介(2) 加藤学園高 8m44 8m40 8m52 8m52

ﾉﾋﾗ ﾕｳｼﾝ 愛知

5 L413 野平　湧心(2) 三好高 DNS
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 愛知

7 154 後藤　大輝(3) 天白高 DNS
ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ 愛知

12 145 佐藤　　暖(3) 天白高 DNS
ｼｮｳﾌﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知

14 L684 菖蒲　隆行(3) 岡崎高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子円盤投(2.000kg)

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

ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 京都

1 8 143 石山　歩(2) 中京大 46m05 × 45m98 × 49m37 × 49m37

ｶﾜｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 滋賀

2 7 98 川尻　涼介(3) 中京大 × 47m51 × × × × 47m51

ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ 愛知

3 6 B381 久保　博規 中京大クラブ × 45m04 × × × 43m83 45m04

ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 岐阜

4 1 146 早川　匠海(2) 中京大 × 42m80 × × 39m59 39m93 42m80

ﾅｶﾞｲ ｺｳｽｹ 愛知

5 5 534 永井　宏典(3) 岐経大 × × 38m99 41m08 × × 41m08

ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 愛知

6 9 B382 木村　祥吾 中京大クラブ 38m68 × × 37m84 × × 38m68

ｷﾀﾉ ﾏｻﾋﾛ 愛知

7 4 H177 北野　雅大 豊明高 × × 30m68 × 32m35 × 32m35

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 静岡

8 3 1098 杉山　大介(4) 常葉大 28m51 × 28m81 27m85 28m03 × 28m81

ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静岡

9 2 771 塩原　雅人(2) 東海学大 25m48 × × 25m48

ｶﾈｺ ｹｲﾄ 愛知

10 456 金子　渓人(3) 京都大 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)

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

ｼﾗﾌｼﾞ ｷﾖﾊﾙ 愛知

1 26 L225 白藤　聖陽(3) 安城学園高 × 34m84 × 41m83 × × 41m83

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 愛知

2 24 J247 村田　宏樹(3) 長久手高 33m30 × 37m89 36m62 38m45 × 38m45

ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知

3 1 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 36m74 × × × × × 36m74

ｶﾂ ﾀｶｼ 岐阜

4 27 583 勝　崇(3) 中津商 31m47 34m16 × 36m29 × × 36m29

ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄ 愛知

5 23 H204 中山　貴登(3) 名古屋大谷高 34m71 × × 34m85 × 35m28 35m28

ｽｶﾅｶ ｹｲｽｹ 愛知

6 29 M169 須賀中　慶祐(3) 豊橋工高 29m28 34m04 34m78 31m92 × 33m21 34m78

ｷﾀﾉ ﾏｻﾋﾛ 愛知

7 25 H177 北野　雅大(3) 豊明高 33m45 × 34m01 32m38 × × 34m01

ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ 愛知

8 28 L406 廣瀬　友亮(3) 三好高 × 26m73 33m98 × 31m95 × 33m98

ｸﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知

9 22 H200 倉野　信宏(3) 名古屋大谷高 32m92 × × 32m92

ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 静岡

10 10 1412 芹澤　匠太郎(2) 加藤学園高 28m72 × 30m23 30m23

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐阜

11 14 592 村本　拓海(3) 中津商 26m26 28m46 × 28m46

ﾀｹﾅｶ ﾋｶﾙ 岐阜

12 11 459 竹中　暉(3) 大垣工高 27m67 × × 27m67

ﾂｹﾞ ﾋﾛｷ 愛知

13 4 H41 柘植　大輝(2) 中京大中京高 × 27m48 × 27m48

ﾌﾅﾀﾞ ｹﾝｿﾞ- 愛知

14 21 L420 船田　ケンゾー(3) 三好高 × × 26m14 26m14

ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 愛知

15 5 H216 菅谷　弥史(2) 名古屋大谷高 19m94 × 25m83 25m83

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁ 愛知

16 7 H175 古川　皓一(2) 豊明高 23m50 25m62 × 25m62

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知

17 3 H40 伊藤　温規(2) 中京大中京高 25m11 × × 25m11

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 愛知

18 12 154 後藤　大輝(3) 天白高 × 24m72 × 24m72

ｳﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛知

19 13 J48 内山　航(3) 明和高 × 23m61 × 23m61

ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 静岡

20 8 2710 吉澤　輝(2) 加藤学園高 22m40 22m66 23m38 23m38

ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知

21 2 H23 織田　大輝(3) 中京大中京高 22m27 22m98 × 22m98

ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ 愛知

6 145 佐藤　　暖(3) 天白高 DNS
ﾉﾋﾗ ﾕｳｼﾝ 愛知

9 L413 野平　湧心(2) 三好高 DNS
ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾏ 愛知

15 H282 小川　拓馬(2) 松蔭高 DNS
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ 愛知

16 L242 榊原　一(1) 安城学園高 DNS
ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 静岡

17 4423 石上　博希(1) 藤枝明誠高 DNS
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

18 L421 岡本　佑大(3) 三好高 DNS
ﾌﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 岐阜

19 591 古山　翔太(3) 中津商 DNS
ｻﾜｶﾞﾀ ﾕｷﾉﾘ 静岡

20 4402 澤潟　幸典(2) 藤枝明誠高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子ハンマー投(7.260kg)

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

ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 岐阜

1 7 5527 田中　透 チームミズノ 65m85 × 66m09 64m63 × × 66m09

ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 愛知

2 8 B374 久保　浩司 中京大クラブ 65m94 × × 59m29 61m05 × 65m94

ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ 岐阜

3 5 475 篠田　大貴(4) 岐経大 61m99 64m43 64m74 62m85 × × 64m74

ﾋｶﾞｼｳﾗ ｶﾝﾀ 三重

4 9 147 東浦　貫太(2) 中京大 55m94 57m34 × 57m63 58m51 × 58m51

ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛知

5 4 144 古旗　崇裕(2) 中京大 55m43 × × × × 55m22 55m43

ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知

6 10 81 石田　孝正 愛陸ＤＣ 50m19 × × 52m13 × × 52m13

ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ 和歌山

7 3 97 安達　昌輝(3) 中京大 50m99 51m75 51m47 × 51m39 51m28 51m75

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 沖縄

8 2 565 川上　翔平(2) 岐経大 45m17 45m56 46m09 46m02 × × 46m09

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 静岡

1 1064 岡田　賢太(2) 常葉大 DNS
ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 三重

6 48 植松　直紀(4) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子ハンマー投(6.000kg)

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

ｼﾗﾌｼﾞ ｷﾖﾊﾙ 愛知

1 13 L225 白藤　聖陽(3) 安城学園高 46m50 54m60 59m29 × 57m99 × 59m29

ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 愛知

2 12 J244 石井　大地(3) 長久手高 42m92 45m28 × × 45m81 × 45m81

ｱﾗｷ ｼｭﾝｽｹ 三重

3 11 735 荒木　駿甫(2) 津東高 × 37m97 41m66 39m61 40m87 × 41m66

ﾅﾙｾ ｿｳﾀ 岐阜

4 15 460 成瀬　壮太(3) 大垣工高 40m15 × × 39m98 40m04 × 40m15

ﾀﾆｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 静岡

5 9 2780 谷垣　洋平(3) 加藤学園高 36m27 38m21 × 39m77 × 39m25 39m77

ﾌﾅﾀﾞ ｹﾝｿﾞ- 愛知

6 10 L420 船田　ケンゾー(3) 三好高 38m90 × 38m90 38m87 39m04 38m91 39m04

ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 静岡

7 14 1412 芹澤　匠太郎(2) 加藤学園高 × 35m77 36m10 37m79 × 37m53 37m79

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ 岐阜

8 4 470 西村　圭悟(2) 大垣工高 35m65 × × × 33m34 34m72 35m65

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 長野

9 8 754 中嶋　宏太(2) 阿南高 31m89 × 33m21 33m21

ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

10 16 L421 岡本　佑大(3) 三好高 32m31 － － 32m31

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ 愛知

11 1 H221 山田　樹(2) 名古屋大谷高 × × 29m44 29m44

ｵｵｻﾜ ﾕｳ 愛知

12 6 L183 大澤　優(2) 豊田大谷高 24m75 × × 24m75

ｶﾘﾉ ﾘｭｳｾｲ 愛知

13 5 L248 狩野　龍星(1) 安城学園高 21m35 23m44 × 23m44

ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 愛知

14 7 L250 佐々木　秀斗(1) 安城学園高 × 23m19 × 23m19

ﾜｶｿﾞﾉ ﾕｳｽｹ 岐阜

15 2 477 若園　祐輔(2) 大垣工高 × 21m63 × 21m63

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 長野

16 3 750 小林　薫(2) 阿南高 20m25 × × 20m25



男子やり投(0.800kg)

A

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

ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 京都

1 17 143 石山　歩(2) 中京大 72m89 × × × × × 72m89

ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ 山形

2 16 51 宮田　涼(4) 中京大 × 65m02 × × 65m88 × 65m88

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾋﾛｷ 愛知

3 18 C47 榊原　寛紀 豊田自動織機 56m75 60m22 × 54m56 56m93 58m50 60m22

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 愛知

4 15 148 藤原　俊也(2) 中京大 58m58 × × 53m91 × × 58m58

ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾔ 愛知

5 19 760 永井　翔也(4) 東海学大 58m01 × × × 56m82 58m11 58m11

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 静岡

6 14 145 杉山　裕太(2) 中京大 × 54m90 × 56m01 × 56m14 56m14

ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 長野

7 6 753 後藤　魁斗(3) 阿南高 54m08 × × 47m69 48m41 51m72 54m08

ｶｹﾞｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 愛知

8 20 C11 蔭浦　隆博 トヨタ自動車 × 52m64 53m85 53m28 × × 53m85

ﾌﾅﾊｼ ｺｳｽｹ 三重

9 7 1944 舟橋　宏祐 三重高 52m23 × × 52m23

ﾔｷﾞ ﾀﾂﾔ 愛知

10 12 H213 八木　辰弥(3) 名古屋大谷高 47m38 50m48 50m94 50m94

ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ 愛知

11 9 H227 藤井　瑞樹(1) 名古屋大谷高 50m45 50m60 × 50m60

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 愛知

12 5 154 後藤　大輝(3) 天白高 50m46 × × 50m46

ﾐｽﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知

13 2 M131 水間　優亮(3) 豊橋西高 37m95 50m22 × 50m22

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 愛知

14 4 H180 竹内　佑輝(3) 豊明高 49m13 × × 49m13

ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 長野

15 11 9064 友田　利男 下伊那郡陸協 48m94 49m04 × 49m04

ｱｶﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 愛知

16 13 J240 赤塚　亮介(3) 長久手高 × × 48m81 48m81

ｶﾐﾔ ﾐﾂﾋｺ 愛知

17 3 49 神谷　光彦(4) 中京大 41m10 45m05 46m55 46m55

ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｼｭｳ 静岡

18 8 4403 鈴木　元修(2) 藤枝明誠高 45m36 45m89 × 45m89

ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ 愛知

19 10 145 佐藤　　暖(3) 天白高 × × 39m69 39m69

ﾜﾃﾞ ﾀﾂﾐ 愛知

20 21 M134 和出　竜実(2) 豊橋西高 23m90 25m79 27m39 27m39

ﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 静岡

1 1071 仲　智裕(2) 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子やり投(0.800kg)

B

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

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛知

1 9 642 小川　浩平(3) 名院大 53m47 52m36 × × 50m65 × 53m47

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐阜

2 15 592 村本　拓海(3) 中津商 49m47 53m00 × 49m13 － － 53m00

ﾌﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 岐阜

3 16 591 古山　翔太(3) 中津商 47m28 × 49m21 47m01 × 47m24 49m21

ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 愛知

4 18 H216 菅谷　弥史(2) 名古屋大谷高 44m39 48m80 × 45m55 × 46m30 48m80

ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知

5 2 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 39m15 × 47m36 × 26m15 × 47m36

ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

6 14 L421 岡本　佑大(3) 三好高 46m37 × × 40m12 42m54 42m59 46m37

ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁ 愛知

7 10 H175 古川　皓一(2) 豊明高 43m54 45m09 × 45m57 × 45m09 45m57

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 愛知

8 11 H424 中村　優介(2) 日進西高 45m07 × × × 44m25 × 45m07

ｳﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ 愛知

9 17 J48 内山　航(3) 明和高 44m89 43m67 44m36 44m89

ｼｮｳﾌﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知

10 19 L684 菖蒲　隆行(3) 岡崎高 × 41m47 43m11 43m11

ｶﾂ ﾀｶｼ 岐阜

11 13 583 勝　崇(3) 中津商 40m25 × × 40m25

ﾓﾘﾋﾛ ｼｭﾝｽｹ 愛知

12 12 H419 森廣　駿介(3) 日進西高 39m90 40m05 × 40m05

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知

13 6 H40 伊藤　温規(2) 中京大中京高 35m89 × 38m59 38m59

ﾉﾋﾗ ﾕｳｼﾝ 愛知

14 5 L413 野平　湧心(2) 三好高 25m67 38m16 × 38m16

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 愛知

15 4 L86 山本　大地(2) 豊田工高 30m26 34m77 36m15 36m15

 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂｷ 愛知

16 7 J241 服部  竜樹(2) 長久手高 31m30 33m15 36m07 36m07

ｲﾜﾂｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 愛知

17 3 L75 岩月　和秀(2) 岩津高 35m79 × × 35m79

ｲﾝﾃﾞﾝ ﾏｺﾄ 愛知

18 8 150 因田　　誠(3) 天白高 34m80 35m50 × 35m50

ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知

1 H23 織田　大輝(3) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場


