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凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子100m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　19組

1組 (風:-1.4) 2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

ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀ 愛知 ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知

1 1 61 中内　亮太(3) 中京大 10.97 1 3 B385 南　晋太郎 中京大クラブ 10.92

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 愛知

2 2 58 児島　大樹(3) 中京大 11.01 2 7 759 谷口　俊祐(4) 東海学大 11.09

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静岡 ｼﾅﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 北海道

3 4 223 中村　明彦 スズキ浜松AC 11.01 3 4 374 品田　晃宏 フロスト札幌 11.20

ﾆﾜ ﾕｳｷ 愛知 ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ 愛知

4 8 13 丹羽　勇揮(4) 中京大 11.09 4 2 53 井面　拓也(3) 中京大 11.27

ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 福井 ﾏﾐﾔ ﾀｲｽｹ 和歌山

5 3 741 寺田　健人 福井陸協 11.21 5 6 173 間宮　大輔(1) 中京大 11.49

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 和歌山 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 和歌山

6 5 128 山崎　巧巳(2) 中京大 11.25 6 1 168 中島　一登(1) 中京大 11.78

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 三重 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ 愛知

6 6 小池　龍緯(4) 中京大 DNS 7 8 L181 松村　圭(3) 豊田大谷高 11.80

ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 岐阜 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知

7 127 矢橋　寛明(2) 中京大 DNS 5 118 黒木　省悟(2) 中京大 DNS

3組 (風:-0.9) 4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

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾃ 愛知 ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富山

1 8 226 木村　颯　(2) 愛教大 11.01 1 7 117 倉川　鷹斗(2) 中京大 11.40

ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 宮崎 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知

2 5 108 内村　颯太(2) 中京大 11.06 2 8 L425 森岡　幹太(2) 三好高 11.44

ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三重 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 愛知

3 3 109 浦井　崚自(2) 中京大 11.08 3 3 L116 山根　大輝(2) 豊田高専 11.58

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾅﾘ 愛知 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 愛知

4 2 764 小笠原　朝成(3) 東海学大 11.26 4 6 650 浅野　裕貴(4) 名院大 11.58

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛知 ｺｳﾑﾗ ｱﾂｷ 愛知

5 7 769 山田　魁星(3) 東海学大 11.29 5 5 B588 紅村　篤紀 POWER MAX 11.61

ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知 ﾆｴ ｺｳｷ 愛知

6 6 346 池田　悠城(2) 至学館大 11.39 6 2 M29 贄　光希(3) 豊橋東 11.67

ｷﾖﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 高知 ﾓﾘ ﾚﾝﾔ 愛知

7 1 116 清遠　隆介(2) 中京大 11.46 7 1 H481 森　蓮也(3) 惟信高 12.13

ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ 愛知 ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ 愛知

4 482 青山　耕也(4) 立命館大 DNS 4 762 大橋　永(3) 東海学大 DNS

5組 (風:-0.7) 6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

ｻｸﾏ ｺｳﾍｲ 愛知 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知

1 7 770 佐久間　光平(2) 東海学大 11.30 1 6 767 遠山　慎一郎(3) 東海学大 11.58

ﾖｼｲ ｹｲﾀ 岐阜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 愛知

2 3 324 吉井　啓太(4) 至学館大 11.32 2 7 L588 小林　雅輝(3) 岡崎城西高 11.70

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 愛知

3 2 130 渡邊　麻仁(2) 中京大 11.45 3 3 K47 山田　真南斗(3) 半田高 11.77

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 愛知

4 4 H475 渡辺　優雅(3) 惟信高 11.71 4 5 775 西村　一真(2) 東海学大 11.82

ｶﾄｳ ﾋﾛﾔ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛知

5 1 726 加藤　寛也(4) 名城大 11.73 5 2 768 山内　翼(3) 東海学大 11.87

ﾃｼﾏ ﾃﾝ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 愛知

6 5 761 手島　天(2) 西尾高 11.87 6 4 84 渡邉　勇真 愛陸ＤＣ 12.02

ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 愛知 ﾎﾝﾎﾞｳ ﾀｸﾔ 愛知

7 6 313 今村　裕希(4) 至学館大 11.94 1 L602 本坊　拓也(3) 岡崎城西高 DNS

ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ 愛知

8 8 162 大浦　優汰(1) 中京大 12.11 8 691 安田　凌(4) 南山大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子100m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　19組

7組 (風:-1.4) 8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

ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 愛知 ｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知

1 3 L373 武田　将貴(2) 豐田西高 11.83 1 4 L233 澤　竜之介(2) 安城学園高 11.73

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ 愛知

2 5 L235 野村　隆之介(2) 安城学園高 11.86 2 7 M36 村松　聖太(3) 豊橋東 11.76

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ 愛知 ﾏﾔｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 愛知

3 6 758 山田　祥真(3) 西尾高 11.90 3 6 779 宮川　新(2) 東海学大 11.80

ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 愛知

4 2 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 11.95 4 8 L238 野村　尚弘(2) 安城学園高 11.94

ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ｺﾐﾅﾐ ﾂﾊﾞｻ 愛知

5 4 947 西村　望(1) 至学館大 12.01 5 3 C9015 小南　翼 愛知陸協 11.98

ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ 福島 ﾅｶｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知

6 1 159 五十嵐　雅記(1) 中京大 12.06 6 5 L241 中井　崇博(1) 安城学園高 12.13

ｴﾑﾗ ﾕｳｷ 愛知 ｲｿｶﾞｲ ﾋｶﾙ 愛知

7 7 J245 惠村　友貴(3) 長久手高 12.08 7 2 L121 磯谷　光(3) 豊田高専 12.18

ﾖｺﾔﾏ ﾓﾄﾊﾙ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知

8 8 L113 横山　最大(2) 豊田高専 12.31 8 1 B595 前田　智哉 POWER MAX 12.29

9組 (風:-1.7) 10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

ﾌｸﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 徳島 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 愛知

1 4 240 福田　浩一郎 日亜化学工業 11.89 1 7 770 川端　功輝(2) 西尾高 11.51

ﾀﾅﾊｼ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知

2 3 L682 棚橋　亮太(3) 岡崎高 11.92 2 8 L411 岩元　将生(2) 三好高 11.73

ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知 ｱﾍﾞ ﾖｼｷ 愛知

3 1 L417 宮田　亘(3) 三好高 11.98 3 3 H468 安部　良紀(3) 向陽高 11.91

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛知 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 愛知

4 8 800 伊東　和輝(2) 愛県大 12.02 4 6 L648 鈴木　皓貴(3) 岡崎城西高 12.02

ﾏｴｶﾜ ﾌｳﾄ 愛知 ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ 愛知

5 2 K45 前川　楓斗(2) 半田高 12.11 5 2 L414 横田　幹太(2) 三好高 12.05

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾐﾂ 愛知 ｱﾏｲｹ ﾄﾓﾔ 愛知

6 7 L57 桝田　信光(2) 愛産大三河高 12.29 6 4 L385 天池　友哉(2) 豐田西高 12.07

ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 岐阜 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ 愛知

5 101 秋田　啓佑(3) 中京大 DNS 7 1 K49 竹内　賢哉(3) 半田高 12.08

ﾌｸﾁ ｶｽﾞｼ 愛知 ﾂｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 愛知

6 K43 福地　一志(2) 半田高 DNS 8 5 L686 築山　卓生(2) 岡崎高 12.17

11組 (風:-0.6) 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

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 愛知 ﾅｶﾉ ﾀｸﾏ 愛知

1 8 A125 近藤　順三郎 ＡＣ　ラ・イースト 11.58 1 1 J119 中野　拓磨(3) 菊華高 11.94

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾄｼ 愛知 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知

2 5 J424 前田　龍利(1) 菊華高 11.88 2 7 L412 六車　公佑(2) 三好高 12.17

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 愛知 ﾖｺｵ ｼｭﾝ 愛知

3 7 H479 小笠原　淳(2) 惟信高 11.94 3 3 L54 横尾　駿(3) 愛産大三河高 12.19

ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｷ 愛知 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知

4 2 802 小見山　大幹(2) 愛県大 12.14 4 5 649 池田　翔一(4) 名院大 12.25

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ 愛知 ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ 愛知

5 6 H463 山口　翔(2) 向陽高 12.20 5 6 K46 濵島　秀太(2) 半田高 12.29

ｾｺ ｼﾝﾔ 愛知 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂｷ 愛知

6 3 H461 世古　真也(2) 向陽高 12.46 6 2 J241 服部　竜樹(2) 長久手高 12.53

ﾃｼﾏ ｺｳｷ 愛知 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻﾄｼ 愛知

7 1 H563 手島　光貴(3) 中部大第一高 12.51 7 8 J551 東山　聖(1) 名東高 12.64

ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ 愛知 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛知

8 4 106 池田　樹生(2) 中京大 13.04 4 L426 豊田　健人(2) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子100m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　19組

13組 (風:-1.4) 14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

ｲﾜﾑﾛ ﾕｳﾀ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 愛知

1 3 J121 岩室　佑汰(2) 菊華高 12.13 1 3 L391 髙橋　錬(1) 豐田西高 12.35

ｲｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 愛知 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 愛知

2 6 A126 石本　卓也 ＡＣ　ラ・イースト 12.22 2 7 L236 山下　光太郎(2) 安城学園高 12.37

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｷ 愛知 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾄ 愛知

3 1 B604 宮本　博基 OBUエニスポ 12.23 3 4 L61 内田　啓斗(3) 愛産大三河高 12.65

ｶﾄｳ ｼｭｳﾔ 愛知 ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 愛知

4 2 1049 加藤　修也(3) 中部大 12.37 4 1 K56 高野　允旗(2) 半田高 12.66

ﾅﾂﾒ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知

5 4 L392 夏目　健太郎(1) 豐田西高 12.40 5 2 L67 後藤　孝壱(2) 愛産大三河高 12.77

ﾄﾞｳｼﾀ ﾀｸﾐ 愛知 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾏ 愛知

6 8 L60 堂下　拓海(2) 愛産大三河高 12.50 6 8 L70 三上　諒真(2) 愛産大三河高 13.16

ｲﾅﾏｽ ﾘｮｳ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 長野

7 5 H609 稲益　涼(2) 名古屋工高 12.61 7 6 1801 小林　拓真(3) 上田東高 13.18

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾘｵﾄ 愛知

8 7 767 中川　竜介(3) 西尾高 12.66 8 5 774 澤田　里織人(2) 西尾高 13.60

15組 (風:-0.3) 16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

ｿﾌﾞｴ ﾄｵﾙ 愛知 ｶﾗｼﾏ ﾋﾛｷ 愛知

1 8 H487 祖父江　斗織(2) 惟信高 12.33 1 7 J169 唐嶋　大騎(3) 名古屋西高 11.44

ﾅｶﾞｼｹﾞ ｼｭﾝﾔ 愛知 ｵﾊﾗ ｱﾕﾐ 愛知

2 2 K59 永重　俊弥(2) 半田高 12.51 2 2 J139 小原　歩(2) 名東高 12.32

ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾏｻ 愛知 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知

3 1 J122 石原　誉将(2) 菊華高 12.65 3 4 H476 原　秀彰(2) 惟信高 12.88

ﾋﾋﾞ ｹｲｲﾁ 愛知 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛知

4 4 M38 日比　慶一(3) 豊橋東 12.71 4 6 L63 黒田　悠介(3) 愛産大三河高 13.19

ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 長野 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾙ 愛知

5 5 1803 荻原　克崇(2) 上田東高 12.72 5 8 H612 長谷川　大竜(2) 名古屋工高 13.24

ｳｴﾓﾄ ﾏｻﾔ 愛知 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｷ 愛知

6 3 H622 上本　真也(1) 惟信高 12.74 3 K53 片岡　啓希(2) 半田高 DNS

ﾌﾅﾄ ﾅｵｷ 愛知 ｻｻ ﾏｻｷ 愛知

7 7 H621 舟戸　直暉(1) 惟信高 12.82 5 H484 佐々　誠紀(3) 惟信高 DNS

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 愛知

8 6 J120 松原　将永(3) 菊華高 12.88

17組 (風:+0.1) 18組 (風:-1.6)

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

ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 三重 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾔ 福井

1 2 117 川村　建勝(1) 中京大 11.01 1 5 325 内山　直也(1) 敦賀高 11.44

ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞｷ 愛知 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾔ 福井

2 5 766 杉浦　和希(3) 西尾高 11.70 2 8 318 上村　侑矢(2) 敦賀高 11.60

ﾊﾔｼ ﾀｸｴｲ 福井 ﾃﾗｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福井

3 4 324 林　拓慧(1) 敦賀高 11.81 3 4 309 寺木　慎一朗(3) 敦賀高 11.63

ｸﾆﾏｻ ｶﾝﾀ 愛知 ｵｵﾂｷ ｱｷﾋﾛ 福井

4 7 J164 國政　貫太(2) 名古屋西高 11.95 4 2 330 大槻　陽大(1) 敦賀高 11.87

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 福井 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 福井

5 3 313 山本　彰吾(3) 敦賀高 12.02 5 3 326 松本　悠希(1) 敦賀高 12.06

ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 福井 ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 福井

6 6 322 松本　司(2) 敦賀高 12.13 6 7 321 岩崎　匠海(2) 敦賀高 12.23

ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 京都 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ 静岡

8 319 中野　真侍(4) 至学館大 DNS 7 6 1032 土屋　真宏(1) 中京大 12.29

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子100m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　19組

19組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｾ ﾀｲｶﾞ 福井

1 5 316 川瀬　大我(2) 敦賀高 11.59

ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 岐阜

2 2 170 西尾　拓巳(1) 中京大 11.70

ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ 福井

3 3 314 岸本　雅月(2) 敦賀高 11.71

ﾀｶｼﾏ ﾃｯﾀ 福井

4 4 317 高島　哲太(2) 敦賀高 12.08

ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾑ 福井

5 8 311 久保田　拓夢(3) 敦賀高 12.20

ﾉｻｶ ｶｽﾞｷ 福井

6 6 312 野坂　和貴(3) 敦賀高 12.36

ﾏﾝｶﾞﾐ ﾅｵﾄ 愛知

7 7 B9038 萬上　直人 愛知陸協 12.63

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子200m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　7組

1組 (風:-2.4) 2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

ﾉﾑﾗｶｽﾞｷ 宮崎 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 愛知

1 4 125 野村　一輝(2) 中京大 22.03 1 3 L612 田中　颯人(2) 岡崎城西高 22.06

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 三重 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛知

2 5 6 小池　龍緯(4) 中京大 22.03 2 6 769 山田　魁星(3) 東海学大 22.38

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾃ 愛知 ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知

3 7 226 木村　颯　(2) 愛教大 22.20 3 5 782 若山　弘幸(2) 東海学大 22.64

ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知

4 6 166 祖父江　巧(1) 中京大 22.61 4 1 648 長谷川　大和(4) 名院大 23.05

ﾀﾅｶ ﾘﾋﾄ 愛知 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ 愛知

5 2 J136 田中　理人(3) 名東高 22.69 5 8 L181 松村　圭(3) 豊田大谷高 23.30

ﾆﾜ ﾕｳｷ 愛知 ｺｳﾑﾗ ｱﾂｷ 愛知

6 3 13 丹羽　勇揮(4) 中京大 22.84 6 2 B588 紅村　篤紀 POWER MAX 23.38

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 和歌山 ﾏﾐﾔ ﾀｲｽｹ 和歌山

7 1 168 中島　一登(1) 中京大 23.79 4 173 間宮　大輔(1) 中京大 DNS

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐阜 ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ 愛知

8 60 田中　宏樹(3) 中京大 DNS 7 762 大橋　永(3) 東海学大 DNS

3組 (風:-2.8) 4組 (風:-2.1)

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

ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 愛知

1 6 121 高松　知史(2) 中京大 23.09 1 8 L116 山根　大輝(2) 豊田高専 23.46

ｼﾅﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 北海道 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 愛知

2 4 374 品田　晃宏 フロスト札幌 23.11 2 5 775 西村　一真(2) 東海学大 23.71

ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛知

3 1 L425 森岡　幹太(2) 三好高 23.34 3 4 768 山内　翼(3) 東海学大 23.83

ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富山 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

4 3 117 倉川　鷹斗(2) 中京大 23.37 4 7 L416 樋口　康太(2) 三好高 24.14

ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知 ｴﾑﾗ ﾕｳｷ 愛知

5 2 767 遠山　慎一郎(3) 東海学大 23.82 5 3 J245 惠村　友貴(3) 長久手高 24.33

ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知 ﾖｺﾔﾏ ﾓﾄﾊﾙ 愛知

6 8 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 23.97 6 1 L113 横山　最大(2) 豊田高専 24.55

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 愛知 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

7 7 L670 竹内　諒(3) 岡崎高 24.26 7 2 780 山澤　遼大(2) 東海学大 24.59

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 愛知

5 759 谷口　俊祐(4) 東海学大 DNS 6 84 渡邉　勇真 愛陸ＤＣ DNS

5組 (風:-1.8) 6組 (風:-0.5)

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

ﾌｸﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 徳島 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ 愛知

1 4 240 福田　浩一郎 日亜化学工業 23.58 1 1 762 後藤　直哉(2) 西尾高 24.21

ｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ﾖｺｵ ﾀｹﾙ 愛知

2 6 L233 澤　竜之介(2) 安城学園高 23.62 2 6 781 横尾　武尊(2) 東海学大 24.60

ｼﾗｲ ｿｳｺﾞ 愛知 ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｷ 愛知

3 1 1114 白井　蒼梧(4) 豊田高専 23.83 3 4 802 小見山　大幹(2) 愛県大 24.73

ｱﾗｶﾜ ﾘｸﾄ 愛知 ﾉｻｶ ｶｽﾞｷ 福井

4 5 L624 荒川　陸人(2) 岡崎城西高 24.05 4 2 312 野坂　和貴(3) 敦賀高 25.00

ﾏﾔｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 福井

5 3 779 宮川　新(2) 東海学大 24.06 5 8 313 山本　彰吾(3) 敦賀高 25.30

ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 愛知 ｺｸﾎﾞ ﾕｳﾔ 愛知

6 8 L238 野村　尚弘(2) 安城学園高 24.33 6 7 L124 小久保　祐哉(2) 豊田高専 25.41

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 愛知 ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 長野

7 2 833 遠藤　聡(2) 愛知淑徳大 24.70 7 3 1803 荻原　克崇(2) 上田東高 25.47

ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 愛知 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛知

7 L625 本田　和馬(2) 岡崎城西高 DNS 5 L426 豊田　健人(2) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子200m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　7組

7組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾔ 福井

1 3 325 内山　直也(1) 敦賀高 23.21

ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ 福井

2 2 314 岸本　雅月(2) 敦賀高 23.43

ｶﾜｾ ﾀｲｶﾞ 福井

3 6 316 川瀬　大我(2) 敦賀高 23.87

ｱﾏﾉ ﾐﾂﾞｷ 愛知

4 7 J171 天野　瑞月(2) 名古屋西高 24.22

ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 福井

5 4 322 松本　司(2) 敦賀高 24.62

ｷﾀｸﾞﾁ ｹｲｼﾝ 福井

6 5 327 北口　慶心(1) 敦賀高 25.35

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻﾄｼ 愛知

7 8 J551 東山　聖(1) 名東高 25.57

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子400m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　7組

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

ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 静岡

1 7 121 高松　知史(2) 中京大 49.66 1 6 640 高柳　育矢(2) 名院大 50.84

ｶﾜｼﾀ ﾀﾂﾔ 広島 ﾅｶﾉ ﾀｸﾏ 愛知

2 2 316 川下　竜矢(4) 至学館大 50.28 2 4 J119 中野　拓磨(3) 菊華高 51.05

ｽﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

3 8 270 砂原　健汰 名大 50.89 3 2 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 51.57

ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ 愛知 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 愛知

1 52 井添　晶文(3) 中京大 DNS 4 7 L417 宮田　亘(3) 三好高 51.93

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐阜 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知

3 60 田中　宏樹(3) 中京大 DNS 5 8 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 53.05

ﾉﾑﾗｶｽﾞｷ 宮崎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜

4 125 野村　一輝(2) 中京大 DNS 3 67 山田　蒼大(2) 中京大 DNS

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 三重 ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知

5 6 小池　龍緯(4) 中京大 DNS 5 782 若山　弘幸(2) 東海学大 DNS

ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛知

6 166 祖父江　巧(1) 中京大 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

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾄｼ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知

1 3 J424 前田　龍利(1) 菊華高 51.29 1 4 L677 吉田　将人(2) 岡崎高 52.45

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛知

2 7 276 角田　涼 名大 51.46 2 8 K50 沖島　祐輝(3) 半田高 52.94

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知 ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知

3 4 L235 野村　隆之介(2) 安城学園高 51.93 3 6 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 53.34

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 長野 ｲｿｶﾞｲ ﾋｶﾙ 愛知

4 8 1804 山口　諒偲(2) 上田東高 53.64 4 7 L121 磯谷　光(3) 豊田高専 54.29

ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知

5 6 C9006 石田　正大 愛知陸協 53.73 5 2 M313 山内　健太郎(1) 豊橋東 55.52

ｵｵｻﾜ ﾀｹﾙ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知

5 M28 大澤　健(3) 豊橋東 DNF 3 L416 樋口　康太(2) 三好高 DNS

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｼ 愛知

2 M32 尾崎　舜弥(2) 豊橋東 DNS 5 K51 西田　侑史(2) 半田高 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

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 愛知 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶｷ 愛知

1 3 L647 中村　尚貴(3) 岡崎城西高 52.63 1 3 773 榊原　卓樹(2) 西尾高 55.30

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 愛知 ﾋﾛｾ ｱｷﾄ 愛知

2 4 L231 高橋　知義(2) 安城学園高 52.79 2 6 L246 廣瀬　暁斗(3) 安城学園高 55.39

ｽｽﾞｷ ﾕｷﾔ 愛知 ｸﾗﾁ ﾀｶﾔ 愛知

3 6 L239 鈴木　夕紀也(2) 安城学園高 53.68 3 2 L187 倉地　貴也(1) 豊田大谷高 55.81

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 愛知 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知

4 8 188 石川　涼(4) 愛教大 54.47 4 5 L412 六車　公佑(2) 三好高 57.59

ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾊﾙ 愛知 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 愛知

5 7 L237 藤田　康晴(2) 安城学園高 55.17 5 7 L179 佐々木　康介(1) 豊田大谷高 58.77

ｲｼｶﾜ ﾋﾄｷ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 愛知

6 2 L371 石川　仁貴(2) 豐田西高 55.58 6 4 J120 松原　将永(3) 菊華高 1:00.12

ｻｺｳ ﾘｭｳﾀ 愛知 ｶﾅﾖﾝ ﾐｹﾞﾙ 愛知

7 5 L646 酒匂　隆太(3) 岡崎城西高 55.79 8 L186 カナヨン　ミゲル(1) 豊田大谷高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子400m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　7組

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾑ 福井

1 8 311 久保田　拓夢(3) 敦賀高 52.64

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 愛知

2 7 H620 小林　蒼空(1) 惟信高 53.83

ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 愛知

3 4 M40 伊藤　哲也(2) 豊橋東 56.22

ｲﾜﾑﾛ ﾕｳﾀ 愛知

4 6 J121 岩室　佑汰(2) 菊華高 56.50

ﾄｳﾒｲ ｼｮｳｺﾞ 愛知

5 3 765 東明　省吾(2) 西尾高 57.14

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 愛知

6 2 L395 山口　将平(1) 豐田西高 1:00.43

ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ 愛知

5 B9001 川熊　悟 愛知陸協 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子800m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　5組

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

ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 愛知 ﾋﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 岐阜

1 3 L388 鈴木　大和(1) 豐田西高 2:08.45 1 4 852 平井　宗一郎(3) 中京高 2:05.76

ﾖﾈﾑﾗ ｶﾝ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀ 愛知

2 4 238 米村　侃(2) 飛騨高山高 2:09.07 2 6 L376 水野　堅太(1) 豐田西高 2:07.09

ﾆﾔﾏ ｹｲ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 愛知

3 6 L378 丹山　慧(2) 豐田西高 2:09.09 3 5 833 遠藤　聡(2) 愛知淑徳大 2:09.37

ｵﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 福井 ﾅｶﾞｾ ﾀｹﾙ 岐阜

4 2 333 小畑　圭央(1) 敦賀高 2:12.73 4 3 856 長瀬　丈(2) 中京高 2:09.76

ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 愛知 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 愛知

5 7 H613 川端　康暉(2) 名古屋工高 2:13.68 5 1 K60 小川　智徳(2) 半田高 2:10.04

ﾐｳﾗ ﾏｻｷ 愛知 ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 愛知

6 1 B425 三浦　雅季 みかん山 2:27.92 6 2 H478 梅田　拳吾(2) 惟信高 2:18.46

ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋｻ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 愛知

5 M382 中村　至玖(1) 豊橋東 DNS 7 8 H486 山口　竜斗(2) 惟信高 2:20.73

ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ 愛知 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知

8 B9001 川熊　悟 愛知陸協 DNS 7 L423 坂本　大毅(2) 三好高 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

ﾀｶﾊｼ ﾅﾌﾐ 愛知 ﾂﾁﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜

1 2 K37 髙橋　直史(3) 半田高 2:02.11 1 5 588 土本　剣汰郎(3) 中津商高 2:00.08

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

2 4 L379 藤田　悠真(2) 豐田西高 2:04.03 2 4 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 2:02.17

ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ 愛知 ﾅｽ ﾋﾛｷ 愛知

3 8 L117 吉村　泰希(3) 豊田高専 2:04.21 3 8 652 那須　広基(2) 名院大 2:02.54

ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知

4 5 L226 古川　和樹(3) 安城学園高 2:04.53 4 6 112 岡田　直也(2) 中京大 2:03.65

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 愛知 ｽｶﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知

5 6 D9009 近藤　尭之 愛知陸協 2:05.34 5 1 J246 須川　友樹(3) 長久手高 2:04.54

ｻﾉ ｺｳｷ 愛知 ﾊﾔｶﾜ ｼｵﾝ 岐阜

6 3 682 佐野　公紀(4) 名市大 2:05.40 6 3 851 早川　史恩(3) 中京高 2:07.56

ｲﾏｲ ﾕｳﾏ 愛知 ﾏﾂｵｶ ｷｮｳ 愛知

7 7 K38 今井　悠真(3) 半田高 2:05.56 7 2 J137 松岡　京(2) 名東高 2:10.69

ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾏ 岐阜 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾌﾐ 岐阜

8 1 955 羽柴　悠真(1) 中津商高 2:06.36 8 7 941 櫻井　喬史(1) 至学館大 2:15.90

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 富山

1 5 59 柴田　修史(3) 中京大 1:56.98

ﾇﾏﾀ ﾀｸﾔ 愛知

2 3 C9 沼田　拓也 トヨタ自動車 1:58.04

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜

3 6 67 山田　蒼大(2) 中京大 1:59.13

ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾀｶ 岐阜

4 2 844 市川　佳孝(3) 中京高 2:00.98

ｱｽﾞﾏﾀﾆ ｺｳﾍｲ 愛知

5 1 C18 東谷　航平 トヨタ自動車 2:05.46

ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 愛知

6 7 C13 吉村　拓也 トヨタ自動車 2:06.86

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知

4 B593 渡邉　卓弥 POWER MAX DNS

ﾐﾖｼ ﾘｮｳｼﾞ 愛知

8 H473 三好　了聖(3) 惟信高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子1500m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　4組

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

ﾊﾞﾝ ﾀｸﾏ 愛知 ｽｷﾞ ｺｳｷ 愛知

1 2 K58 坂　卓磨(2) 半田高 4:25.44 1 1 H576 杉　虹輝(1) 中部大第一高 4:28.48

ﾌｸﾔﾏ ﾖｳｽｹ 愛知 ﾑﾗｲ ﾀﾂﾔ 愛知

2 5 K42 福山　陽介(2) 半田高 4:27.66 2 12 H614 村居　辰哉(2) 名古屋工高 4:29.11

ｱｻﾉ ﾀｶﾌﾐ 岐阜 ﾏｾｷﾞ ｳﾀ 愛知

3 6 593 浅野　貴史(2) 中津商高 4:28.68 3 13 L415 柵木　嬉大(2) 三好高 4:30.05

ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知 ｵｾﾞｷ ﾃﾙﾏｻ 愛知

4 10 K52 都築　佑太(2) 半田高 4:29.94 4 2 H577 尾関　耀匡(1) 中部大第一高 4:31.87

ﾄﾗﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 愛知

5 4 K57 虎谷　惇平(2) 半田高 4:30.60 5 7 H580 安藤　諒(1) 中部大第一高 4:31.89

ｶｾﾞｵｶ ﾀﾂｼ 愛知 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ 愛知

6 1 K55 風岡　辰志(2) 半田高 4:34.84 6 4 H567 松田　貫汰(3) 中部大第一高 4:32.60

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

7 12 L389 松本　翼　(1) 豐田西高 4:51.92 7 14 L424 前田　拓海(2) 三好高 4:33.30

ｵｵﾀ ｿﾗ 岐阜 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

8 13 580 太田　空(3) 中津商高 4:52.80 8 6 H582 滝川　裕大(2) 中部大第一高 4:35.44

ｵｸﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 岐阜 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 愛知

9 8 846 奥田　雄三(3) 中京高 4:53.04 9 9 L386 中野　拓海(1) 豐田西高 4:35.73

ﾃﾗﾀﾞ ｶﾞｲ 岐阜 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 愛知

10 9 589 寺田　凱(3) 中津商高 5:09.96 10 5 H581 熊谷　知樹(2) 中部大第一高 4:37.02

ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 愛知 ｶﾜﾉ ﾅｷﾞ 愛知

11 11 H611 永野　竜都(3) 名古屋工高 5:21.00 11 11 L372 河野　凪(2) 豐田西高 5:04.15

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ 愛知 ﾌﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 愛知

3 K41 竹内　寛斗(2) 半田高 DNS 3 B148 古田　健吾 YAMATE AC DNS

ﾕﾊﾗ ﾖｼｷ 愛知 ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾄ 愛知

7 J146 柚原　義輝(2) 名東高 DNS 8 J141 秋本　健貴(3) 名東高 DNS

ｵｾﾞｷ ﾀﾂﾐ 愛知

10 H584 尾関　竜望(1) 中部大第一高 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

ﾂﾁﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜 ﾅｶﾆｼ ｹﾞﾝｷ 愛知

1 4 588 土本　剣汰郎(3) 中津商高 4:08.95 1 1 B561 中西　玄気 愛三工業 3:53.79

ｻﾄｳ ﾕｳ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜

2 3 337 佐藤　佑(3) 至学館大 4:12.47 2 2 845 岡田　和大(3) 中京高 3:55.47

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 愛知 ｶｲﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ 新潟

3 6 H573 近藤　駿人(3) 中部大第一高 4:17.34 3 7 131 海沼　和孝(2) 中京大 3:58.78

ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛知 ｿｶﾞ ｼｹﾞｷ 静岡

4 8 298 岩井　宏樹 名大 4:19.27 4 8 132 曾我　篤暉(2) 中京大 4:00.05

ｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 愛知 ﾎﾘ ｺｳｽｹ 岐阜

5 7 445 瀬川　駿(2) 愛知大 4:21.18 5 9 537 堀　滉輔(3) 岐経大 4:00.86

ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾏ 岐阜 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知

6 12 955 羽柴　悠真(1) 中津商高 4:22.15 6 6 80 山田　祥吾(3) 中京大 4:00.96

ﾀﾅｶ ｺｳｼ 愛知 ﾖｺﾔ ﾀｸﾄ 岐阜

7 9 K48 田中　江志(3) 半田高 4:22.42 7 3 499 横家　拓人(4) 岐経大 4:03.11

ｶﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ 愛知 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 岐阜

8 1 H585 金澤　稜己(1) 中部大第一高 4:23.36 8 5 902 米山　遼(1) 岐経大 4:03.63

ｱｻｲ ﾔｸﾐ 愛知 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ 岐阜

9 10 H570 浅井　匠(2) 中部大第一高 4:24.33 9 12 850 沼田　大輝(3) 中京高 4:04.78

ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 愛知 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾏ 岐阜

10 11 H575 加藤　大成(1) 中部大第一高 4:25.42 10 4 860 北村　昭磨(1) 岐経大 4:06.93

ﾔｺﾞ ﾋﾛﾄ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 愛知

11 2 B9014 矢後　寛人 愛知陸協 4:31.40 11 13 255 遠藤　暢 名大 4:09.55

ｱﾜ ﾀｸﾔ 愛知 ﾀﾑﾗ ﾘｸ 愛知

12 14 H569 阿波　拓也(2) 中部大第一高 4:32.67 12 10 H583 田村　陸(2) 中部大第一高 4:11.11

ﾀｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛知 ﾂﾁﾓﾄ ﾋﾛｷ 岐阜

5 K39 瀧本　健太(3) 半田高 DNS 13 14 849 土本　浩輝(3) 中京高 4:11.91

ﾎﾘﾉ ｺｳｷ 愛知 ｶﾅﾔ ﾄﾓｱｷ 愛知

13 H572 堀野　紘生(2) 中部大第一高 DNS 14 11 6295 金谷　智顕(1) 皇學館大 4:12.23

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子3000m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 愛知

1 4 B9008 田中　裕一 愛知陸協 9:28.62

ｻﾄｳ ﾏｻｼ 愛知

2 9 L64 佐藤　匡(2) 愛産大三河高 9:36.16

ﾔﾉ ﾃﾙｼ 愛知

3 5 L407 矢野　瑛士(3) 三好高 9:42.93

ｸｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知

4 10 C419 久嶋　肇 ＴＰＡＣ 9:44.35

ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳｷ 愛知

5 13 J140 岩渕　厚樹(3) 名東高 9:49.68

ﾀｹｲ ﾘｮｳｽｹ 岐阜

6 7 597 武井　亮介(2) 中津商高 9:50.93

ﾅｶﾈ ﾘｮｳｶﾞ 愛知

7 15 J144 中根　涼雅(3) 名東高 9:51.60

ﾔﾏﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 岐阜

8 11 237 山村　肇(2) 飛騨高山高 9:52.23

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 岐阜

9 6 586 関口　ひなた(3) 中津商高 9:55.04

ｼﾌﾞﾔ ｱｻﾄ 岐阜

10 8 954 澁谷　麻人(1) 中津商高 9:55.52

ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾔ 愛知

11 22 J550 山内　直也(1) 名東高 9:57.43

ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

12 12 L424 前田　拓海(2) 三好高 9:57.47

ｶｻｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 愛知

13 14 A9002 笠木　良平 愛知陸協 9:58.12

ｸｻｵ ﾀｲﾁ 愛知

14 18 H610 草尾　太一(3) 名古屋工高 10:00.04

ｵｳﾐ ﾊﾔﾄ 岐阜

15 17 579 近江　隼(3) 中津商高 10:02.73

ﾑﾛｵｶ ﾕｷﾋﾛ 愛知

16 23 J549 室岡　幸衛(1) 名東高 10:24.02

ﾅｶﾑﾗ ﾍｲﾀ 愛知

17 19 D9011 中村　平太 愛知陸協 10:39.56

ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 岐阜

18 16 5033 塚原　良裕 関体協 10:46.56

ｲﾄｳ ﾀﾂｷ 愛知

19 21 L390 伊藤　樹(1) 豐田西高 11:34.84

ｾｷﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐阜

1 855 関谷　将太郎(2) 中京高 DNS

ﾏｷﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 岐阜

2 857 牧田　祐太朗(2) 中京高 DNS

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｷ 岐阜

3 854 稲葉　翔己(2) 中京高 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 愛知

20 B785 藤井　洋介 愛知陸協 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　4組

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

ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳｷ 愛知 ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ 愛知

1 15 C338 杉村　良樹 安城学園AC 15:55.36 1 23 235 池亀　透 名大 15:26.70

ｵﾉﾀﾞ ｺｳｷ 愛知 ｳｴﾏﾂ ﾀﾂﾔ 愛知

2 14 L381 小野田　航季(2) 豐田西高 15:56.66 2 21 815 植松　達也(1) 愛工大 15:30.53

ｼﾞﾝﾉ ｺｳﾀ 愛知 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾋﾛ 奈良

3 16 338 神野　航汰(3) 至学館大 15:59.75 3 1 124 平野　恵大(1) 皇學館大 15:32.08

ﾅﾙｶﾜ ﾄﾓｱｷ 三重 ﾂｷﾀﾞﾃ ｹﾝﾀ 愛知

4 4 810 生川　智章(3) 愛工大 16:05.91 4 4 31 築舘　健太(4) 中京大 15:33.04

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛知 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 愛知

5 24 345 吉田　裕也(3) 至学館大 16:06.40 5 2 H571 中川　侑斗(3) 中部大第一高 15:33.83

ｵｵｽﾐ ﾄｼｷ 愛知 ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ 三重

6 3 805 大角　寿樹(4) 愛工大 16:11.53 6 19 817 児玉　勘太(1) 愛工大 15:35.39

ｵｵﾉ ｾｲｼﾞ 愛知 ﾔﾏﾅｶ ｿｳｽｹ 愛知

7 5 816 大野　誠士(1) 愛工大 16:17.07 7 22 819 山中　創介(1) 愛工大 15:39.57

ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾜｳﾁ ﾏｻｷ 愛知

8 13 290 河上　匠 名大 16:20.13 8 28 C278 河内　正輝 三菱自岡崎 15:43.89

ﾎﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 愛知 ﾏﾁｶﾞｼﾗ ﾕｳｷ 愛知

9 6 654 保浦　一仁(2) 名院大 16:22.84 9 3 H565 町頭　優貴(3) 中部大第一高 15:46.74

ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 愛知

10 20 814 南部　幸裕(2) 愛工大 16:24.02 10 35 347 石川　憲幸(2) 至学館大 15:53.28

ｷﾉｼﾀ ﾀﾏｷ 愛知 ｲﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 岐阜

11 19 808 木下　珠基(3) 愛工大 16:25.04 11 25 5035 今田　敦士 関体協 15:54.74

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 愛知 ｲﾁﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 愛知

12 12 292 柴田　雄斗 名大 16:25.55 12 7 299 一林　諒 名大 15:58.64

ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 愛知 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾐﾂ 愛知

13 22 269 松井　佑輔 名大 16:30.61 13 24 72 高岡　弘光(3) 中京大 16:02.98

ｲｺﾏ ﾀｸﾔ 愛知 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 愛知

14 28 B688 生駒　卓也 WindRun 16:33.72 14 14 231 伊藤　無限 名大 16:06.53

ｲﾏﾄｸ ﾅｵｷ 愛知 ﾓﾘﾜｷ ｹｲﾀ 岐阜

15 17 812 今徳　直輝(2) 愛工大 16:37.87 15 10 543 森脇　啓太(3) 岐経大 16:11.04

ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘｱｷ 愛知

16 10 297 飯田　康平 名大 16:43.44 16 5 81 山本　成晃(3) 中京大 16:11.20

ｳｴﾃﾞﾗ ｹｲﾀ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 愛知

17 18 248 上寺　啓太 名大 16:51.47 17 18 232 鈴木　雅斗 名大 16:12.61

ﾀｶﾐ ｼｮｳｿﾞｳ 岐阜 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 岐阜

18 9 532 田上　精蔵(3) 岐経大 16:54.35 18 12 493 村田　祐哉(4) 岐経大 16:14.42

ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ﾓﾛｸﾏ ﾖｼｷ 愛知

19 26 B434 佐伯　崇洋 名古屋市消防 16:56.10 19 27 C281 諸熊　祥希 三菱自岡崎 16:17.39

ｱｸﾂ ﾕｳｷ 愛知 ｳｷﾂ ﾃﾙﾔ 愛知

20 27 L375 阿久津　有希(1) 豐田西高 16:57.20 20 32 303 浮津　照也 名大 16:23.33

ﾂﾈｶﾜ ｼｮｳ 愛知 ﾏﾂｷ ﾕｳﾀ 岐阜

21 23 358 恒川　翔(2) 至学館大 17:22.51 21 8 538 松木　湧太(3) 岐経大 16:23.76

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 愛知 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 岐阜

22 21 265 森長　真言 名大 17:24.40 22 31 577 田口　雄太郎(2) 岐経大 16:23.77

ﾐﾔﾜｷ ｺｳﾍｲ 岐阜 ﾀｹﾀ ﾋﾛﾐﾁ 山形

23 8 896 宮脇　航平(1) 岐経大 17:31.70 23 9 871 竹田　裕道(1) 岐経大 16:24.97

ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 愛知 ﾋﾛｾ ﾏｻｷ 愛知

24 31 A166 松本　康宏 eA愛知 17:37.82 24 34 H566 広瀬　匡基(3) 中部大第一高 16:26.50

ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 岐阜 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾄ 兵庫

25 32 5021 佐藤　創一 岐阜ＭＣ 17:47.05 25 6 79 前田　脩登(3) 中京大 16:35.93

ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 岐阜 ｸｻﾉ ﾄｼﾐﾂ 岐阜

26 25 514 小畑　祐二(3) 岐経大 17:57.45 26 13 472 草野　俊光(4) 岐経大 16:49.17

ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 愛知 ｷﾞﾅﾏ ｾｲｺﾞ 岐阜

27 30 B283 米田　政史　 庄内ＲＴ 17:57.94 27 17 568 宜名眞　清悟(2) 岐経大 16:50.99

ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 愛知 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾖｳ 長崎

28 36 B181 安達　真 にっとTFC 18:00.74 28 37 77 永田　昂陽(3) 中京大 16:53.74

ﾖｺｲ ﾀﾂﾔ 愛知 ｼﾛﾏ ﾀｶﾋﾄ 岐阜

29 37 1119 横井　達哉(4) 名院大 18:11.46 29 29 528 城間　孝仁(3) 岐経大 16:54.01

ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 愛知 ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾄ 愛知

30 34 B683 安部　耕平 WindRun 18:17.48 30 38 J141 秋本　健貴(3) 名東高 17:07.31

ﾋｵﾓ ｼｮｳｲﾁ 愛知 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 岐阜

31 29 506 日面　彰一 天白川走友会 18:30.79 31 11 465 伊藤　弘陽(4) 岐経大 17:22.54

ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾄ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 岐阜

32 35 A157 松井　正仁 eA愛知 19:45.90 15 559 遠藤　航(2) 岐経大 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 愛知 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｶﾂ 岐阜

7 C410 山元　博幸 碧AC DNF 16 588 本田　大勝(2) 岐経大 DNS

ﾀﾃｲｼ ﾘｷﾔ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ 愛知

1 806 立石　力也(4) 愛工大 DNS 20 818 高橋　創太郎(1) 愛工大 DNS

ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｱｷ 愛知

2 809 寺田　彰吾(3) 愛工大 DNS 26 C329 清水　文唱 ＴＰＡＣ DNS

ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 愛知

11 B364 大久保　利哉 県庁クラブ DNS 30 C214 鈴木　孝徳 KAKERU DNS

ﾁﾊﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 愛知

33 L374 千葉　翔太(1) 豐田西高 DNS 33 B9018 井上　崇 愛知陸協 DNS

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 愛知

36 H579 高橋　虹太(3) 中部大第一高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　4組

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

ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｷ 愛知 ﾛｼﾞｬｰｽｼｭﾓ ｹﾓｲ 愛知

1 26 803 吉田　新規(M1) 愛工大 14:45.05 1 1 B570 ロジャースシュモ　ケモイ 愛三工業 13:34.45

ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 三重 ﾊﾟﾄﾘｯｸﾑｴﾝﾄﾞ ﾑﾜｶ 愛知

2 3 247 岸田　裕也 名大 14:46.17 2 2 B562 パトリックムエンド　ムワカ 愛三工業 13:46.58

ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾋﾛ 岐阜 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ 愛知

3 15 843 芥川　比呂(3) 中京高 14:58.61 3 8 B566 淀川　弦太 愛三工業 14:02.23

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 静岡 ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 愛知

4 11 633 田中　雄也(3) 皇學館大 15:00.15 4 11 B469 須崎　大輝 トーエネック 14:02.78

ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｼ 愛知 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 愛知

5 1 D110 栗山 峻志 泉州電業 15:03.24 5 12 B559 藤井　寛之 愛三工業 14:08.31

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 愛知 ﾏﾁｬﾘｱ ﾃﾞｨﾗﾝｸﾞ 愛知

6 10 638 山下　大地(2) 皇學館大 15:03.63 6 4 B639 マチャリア　ディラング 愛知製鋼 14:11.87

ﾀｲﾗ ｺｳﾖｳ 岐阜 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼﾞ 愛知

7 4 576 平良　耕陽　(2) 岐経大 15:04.24 7 25 B475 河合　代二 トーエネック 14:13.48

ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ 岐阜 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 岐阜

8 5 500 横山　颯大(4) 岐経大 15:05.74 8 37 494 安田　翔一(4) 岐経大 14:16.57

ｳｽｷ ﾀﾂｵ 徳島 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 愛知

9 28 28 臼木　辰雄(4) 中京大 15:08.85 9 22 B640 吉村　直人 愛知製鋼 14:16.72

ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 愛知

10 27 804 石川　竜治(4) 愛工大 15:10.23 10 21 B634 山本　大志 愛知製鋼 14:17.25

ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 愛知 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛知

11 12 27 石川　数馬(4) 中京大 15:15.84 11 16 B641 松村　和樹 愛知製鋼 14:18.13

ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知 ﾋｺｻｶ ｶﾅﾒ 愛知

12 37 242 福田　拓弥 名大 15:20.65 12 24 B637 彦坂　要 愛知製鋼 14:21.55

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋｺ 愛知 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳﾔ 愛知

13 13 611 山崎　寿彦(3) 皇學館大 15:21.75 13 23 B474 西川　凌矢 トーエネック 14:21.71

ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 岐阜 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 愛知

14 6 894 水上　優斗(1) 岐経大 15:23.70 14 10 B633 安田　昌倫 愛知製鋼 14:24.66

ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 愛知

15 32 H568 貴田　勇斗(3) 中部大第一高 15:24.54 15 26 D147 近藤　聖志 トヨタ自動車 14:27.52

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾏ 岐阜 ｲｼｲ ｶｸﾄ 愛知

16 20 526 清水　竜馬(3) 岐経大 15:24.67 16 9 B94 石井　格人 中央発條 14:29.12

ｵｸ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾄ 愛知

17 2 29 於久　幸大(4) 中京大 15:27.54 17 17 B97 相場　祐人 中央発條 14:30.83

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｸﾐ 岐阜 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 愛知

18 9 476 島袋　匠(4) 岐経大 15:27.62 18 7 B465 井上　裕彬 トーエネック 14:34.13

ｼﾛﾏ ﾀﾞｲﾁ 岐阜 ﾎﾘｱｲ ｼｭｳﾍｲ 愛知

19 33 527 城間　大知(3) 岐経大 15:29.78 19 18 B560 堀合　修平 愛三工業 14:35.60

ｶﾝｹｲﾀﾛｳ 山形 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知

20 18 567 菅　桂太朗(2) 岐経大 15:30.31 20 13 B568 松本　伸之 愛三工業 14:38.95

ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｾｲ 愛知

21 16 488 林　大介(4) 岐経大 15:32.10 21 14 B89 鈴木　柊成 中央発條 14:39.32

ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 三重 ｱﾂﾞﾏ ﾕｳｷ 愛知

22 31 30 島田　隼弥(4) 中京大 15:35.28 22 15 B90 吾妻　佑起 中央発條 14:42.96

ｷｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岐阜 ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾀ 三重

23 17 516 岸澤　勇樹(3) 岐経大 15:37.87 23 30 807 唐澤　研太(3) 愛工大 14:43.34

ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岐阜 ｺﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜

24 7 849 伊藤　雄其(1) 岐経大 15:39.80 24 38 474 小藤　友裕(4) 岐経大 14:44.41

ｶﾐｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ 岐阜 ｵｵｶﾞｷ ｺｳｷ 岐阜

25 8 857 神里　裕司(1) 岐経大 15:41.57 25 36 468 大垣　皓暉(4) 岐経大 14:44.84

ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 岐阜 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ 愛知

26 23 555 井上　雄斗(2) 岐経大 15:46.73 26 19 B98 五十嵐　友也 中央発條 14:45.98

ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｷ 岐阜 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 愛知

27 22 498 山中　一輝(4) 岐経大 15:47.17 27 31 811 ?井　駿佑(3) 愛工大 14:48.14

ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 岐阜 ｳｴﾉ ﾘﾂｷ 岐阜

28 24 479 杉本　智紀(4) 岐経大 15:47.52 28 34 467 上野　立貴(4) 岐経大 15:01.12

ﾀﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 岐阜 ﾅｶﾞｻｶ ｷﾐﾔｽ 愛知

29 21 872 田立　勇太(1) 岐経大 15:49.59 29 20 B92 長坂　公靖 中央発條 15:05.62

ﾓﾘｷ ﾕｳﾏ 愛知 ｵﾊﾗ ﾕｳｷ 愛知

30 38 H564 森木　優摩(3) 中部大第一高 15:50.35 30 27 B643 小原　祐生 愛知製鋼 15:05.92

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 岐阜 ﾎｿｴ ﾕｳｺﾞ 岐阜

31 19 572 佐藤　友祐(2) 岐経大 15:53.49 31 33 587 細江　勇吾(2) 岐経大 15:05.99

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 岐阜 ｺﾂｼﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知

32 34 546 山本　悠塁(3) 岐経大 16:04.25 32 29 B644 小辻　貴史 愛知製鋼 15:11.01

ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜 ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 静岡

33 35 480 杉山　淳一(4) 岐経大 16:06.75 33 32 233 國司　寛人 名大 15:26.84

ｾｺ ﾕｳﾀ 京都 ﾓﾘ ﾄｼｷ 愛知

34 30 71 瀬古　優太(3) 中京大 16:27.03 34 28 B565 森　敏貴 愛三工業 15:30.10

ﾐﾉｼﾏ ｺｳｽｹ 岐阜 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛知

14 853 蓑島　晃佑(3) 中京高 DNS 6 B569 石川　裕之 愛三工業 DNF

ﾓﾘ ｹﾝｼﾝ 岐阜 ｼﾞｮｾﾌ ｶﾏｼ 愛知

25 858 森　拳真(2) 中京高 DNS 3 D154 ジョセフ　カマシ トヨタ自動車 DNS

ｲｼﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 愛知 ｻｲﾗｽ ﾛｲｺﾝ 愛知

29 B222 石塚　誠 AGX DNS 5 B645 サイラス　ロイコン 愛知製鋼 DNS

ｵｶﾞﾜ ﾏﾝﾀﾛｳ 愛知 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｻｼ 岐阜

36 D76 小川　満太郎 ＴＴランナーズ DNS 35 584 長﨑　将志(2) 岐経大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子10000m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 長野

1 1 75 田中　仁悟(3) 中京大 32:48.98

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 静岡

2 2 82 渡邊　俊貴(3) 中京大 33:16.93

ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 愛知

3 4 J147 大橋　海斗(2) 名東高 37:22.29

ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 愛知

3 765 島田　拓弥(3) 東海学大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mH(1.067m/9.14m)
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　3組

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

ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知

1 4 6012 和戸　達哉 岐阜陸協 14.12 1 5 104 平林　卓磨(3) 中京大 15.78

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 石川 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓｷ 愛知

2 2 123 谷口　祥太郎(2) 中京大 15.12 2 6 63 福島　知樹(3) 中京大 15.88

ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道

3 3 114 河野　凌太(2) 中京大 15.14 3 2 105 山本　拓朗(3) 中京大 17.00

ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 岐阜 ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知

4 7 170 西尾　拓巳(1) 中京大 15.36 4 3 149 浅岡　駿佑(2) 中京大 17.73

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛知 ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡

5 68 山本　健太(3) 中京大 DNS 5 7 163 荻野　龍斗(1) 中京大 18.02

ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 愛知

6 66 矢野　智大(3) 中京大 DNS 4 64 福島　英樹(3) 中京大 DNS

ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 福井

8 57 久保　祐樹(3) 中京大 DNS

3組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福井

1 7 309 寺木　慎一朗(3) 敦賀高 16.03

ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知

2 4 L665 吉田　駿介(3) 岡崎高 16.81

ﾀｶｼﾏ ﾃｯﾀ 福井

3 2 317 高島　哲太(2) 敦賀高 17.14

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知

4 3 M35 前田　貴文(3) 豊橋東 17.61

ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 愛知

5 5 H462 前田　佳祐(2) 向陽高 18.47

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 長野

6 1801 小林　拓真(3) 上田東高 DNF

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子400mH(0.914m)
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　2組

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

ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊本 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 福井

1 3 129 米村　竜星(2) 中京大 53.40 1 2 306 松元　勝太朗(3) 敦賀高 55.88

ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾔ 愛知

2 6 121 高松　知史(2) 中京大 54.10 2 5 L687 馬渕　嵩也(2) 岡崎高 58.33

ﾅｶｼﾏ ﾂｶﾈ 愛知 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

3 4 761 中島　束(4) 東海学大 55.38 3 4 L119 加藤　悠基(3) 豊田高専 59.54

ｻｻｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 長崎 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知

4 1 757 笹島　修平(4) 東海学大 55.72 4 7 M30 飯田　喜大(2) 豊橋東 1:00.94

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛知 ｼﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

5 8 893 松本　拓巳(1) 岐経大 1:00.09 5 6 866 篠田　拓海(1) 岐経大 1:01.55

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 愛知 ｽｽﾞｷ ｺｳ 愛知

2 210 清水　颯人(3) 愛教大 DNS 6 8 760 鈴木　巧(3) 西尾高 1:02.73

ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｲﾅｸﾞﾏ ｹﾝﾀ 愛知

5 54 大久保　直哉(3) 中京大 DNS 7 1 L126 稲熊　健太(2) 豊田高専 1:10.58

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 愛知 ｳｶｲ ｷｮｳﾍｲ 愛知

7 L667 西田　悠人(3) 岡崎高 DNS 3 194 鵜飼　恭平(4) 愛教大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子4X100mR
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　2組

1組
1着 42.11 2着 43.57 3着 44.35
4ﾚｰﾝ 5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 J169 1 L409 1 L668

2 J168 2 L425 2 L682

3 J161 3 L410 3 L670

4 J170 4 L422 4 L686

4着 44.40 5着 44.41
7ﾚｰﾝ 8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 L121 1 H475 1 (    )

2 L116 2 H481 2 (    )

3 L119 3 H479 3 (    )

4 L113 4 H474 4 (    )

3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

2組
1着 43.58 2着 44.20 3着 44.36
3ﾚｰﾝ 5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

1 318 1 K49 1 J142

2 314 2 K44 2 J136

3 316 3 K50 3 J551

4 309 4 K47 4 J143

4着 44.91 5着 46.16 6着 46.38
6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 H463 1 L174 1 J121

2 H462 2 L179 2 J119

3 H467 3 L187 3 J120

4 H468 4 L181 4 J122安部　良紀(3) 向陽高 松村　圭(3) 豊田大谷高 石原　誉将(2) 菊華高
ｱﾍﾞ ﾖｼｷ 愛知 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ 愛知 ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾏｻ 愛知
柴田　雄太(3) 向陽高 倉地　貴也(1) 豊田大谷高 松原　将永(3) 菊華高
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 愛知 ｸﾗﾁ ﾀｶﾔ 愛知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 愛知
前田　佳祐(2) 向陽高 佐々木　康介(1) 豊田大谷高 中野　拓磨(3) 菊華高
ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 愛知 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 愛知 ﾅｶﾉ ﾀｸﾏ 愛知

愛知

山口　翔(2) 向陽高 井石　優人(1) 豊田大谷高 岩室　佑汰(2) 菊華高

向陽高A 豊田大谷高A 菊華高A

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ 愛知 ｲｾｷ ﾕｳﾄ 愛知 ｲﾜﾑﾛ ﾕｳﾀ

寺木　慎一朗(3) 敦賀高 山田　真南斗(3) 半田高 北折　宏規(3) 名東高
ﾃﾗｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福井 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ 愛知 ｷﾀｵﾘ ﾋﾛｷ 愛知
川瀬　大我(2) 敦賀高 沖島　祐輝(3) 半田高 東山　聖(1) 名東高
ｶﾜｾ ﾀｲｶﾞ 福井 ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛知 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻﾄｼ 愛知
岸本　雅月(2) 敦賀高 水野　太智(2) 半田高 田中　理人(3) 名東高
ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ 福井 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾁ 愛知 ﾀﾅｶ ﾘﾋﾄ 愛知

愛知

上村　侑矢(2) 敦賀高 竹内　賢哉(3) 半田高 川村　健志(3) 名東高

名東高A

ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾔ 福井 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ 愛知 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

横山　最大(2) 豊田高専 葛西　涼(3) 惟信高

豊橋東A

敦賀高A 半田高A

加藤　悠基(3) 豊田高専 小笠原　淳(2) 惟信高
ﾖｺﾔﾏ ﾓﾄﾊﾙ 愛知 ｶｻｲ ﾘｮｳ 愛知

山根　大輝(2) 豊田高専 森　蓮也(3) 惟信高
ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 愛知

磯谷　光(3) 豊田高専 渡辺　優雅(3) 惟信高
ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾓﾘ ﾚﾝﾔ 愛知

豊田高専A 惟信高A 三好高B

ｲｿｶﾞｲ ﾋｶﾙ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 愛知

市橋　直也(3) 名古屋西高 佐伯　祐太(3) 三好高 築山　卓生(2) 岡崎高
ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾔ 愛知 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知 ﾂｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 愛知
佐藤　悠斗(2) 名古屋西高 貴島　寿洋(3) 三好高 竹内　諒(3) 岡崎高
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 愛知 ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 愛知
栗原　輝也(3) 名古屋西高 森岡　幹太(2) 三好高 棚橋　亮太(3) 岡崎高
ｸﾘﾊﾗ ﾃﾙﾔ 愛知 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 愛知 ﾀﾅﾊｼ ﾘｮｳﾀ 愛知

愛知

唐嶋　大騎(3) 名古屋西高 望月　拓実(3) 三好高 梅田　峻也(3) 岡崎高

名古屋西高A 三好高A 岡崎高A

ｶﾗｼﾏ ﾋﾛｷ 愛知 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 愛知 ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子4X400mR
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　

1着 3:29.42 2着 3:30.41 3着 3:30.44
6ﾚｰﾝ 3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

1 645 1 761 1 L417

2 648 2 768 2 L404

3 652 3 770 3 L416

4 640 4 766 4 L410

4着 3:30.95 5着 3:31.34 6着 3:35.19
4ﾚｰﾝ 1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 1 314 1 L425

2 M29 2 307 2 L422

3 M313 3 322 3 L411

4 M32 4 311 4 L412

7着 3:47.67 8着 3:50.86
7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

1 773 1 760

2 762 2 767

3 774 3 758

4 765 4 759東明　省吾(2) 西尾高 後藤　雅貴(3) 西尾高

澤田　里織人(2) 西尾高 山田　祥真(3) 西尾高
ﾄｳﾒｲ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ 愛知

後藤　直哉(2) 西尾高 中川　竜介(3) 西尾高
ｻﾜﾀﾞ ﾘｵﾄ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ 愛知

榊原　卓樹(2) 西尾高 鈴木　巧(3) 西尾高
ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ 愛知 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ 愛知

西尾高C 西尾高B

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶｷ 愛知 ｽｽﾞｷ ｺｳ 愛知

尾崎　舜弥(2) 豊橋東 久保田　拓夢(3) 敦賀高 六車　公佑(2) 三好高
ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾑ 福井 ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ 愛知
山内　健太郎(1) 豊橋東 松本　司(2) 敦賀高 岩元　将生(2) 三好高
ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 福井 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知
贄　光希(3) 豊橋東 中澤　崚也(3) 敦賀高 佐伯　祐太(3) 三好高
ﾆｴ ｺｳｷ 愛知 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 福井 ｻｴｷ ﾕｳﾀ 愛知

愛知

飯田　喜大(2) 豊橋東 岸本　雅月(2) 敦賀高 森岡　幹太(2) 三好高

豊橋東A 敦賀高A 三好高B

ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ 福井 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ

高柳　育矢(2) 名院大 杉浦　和希(3) 西尾高 貴島　寿洋(3) 三好高
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 静岡 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞｷ 愛知 ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ 愛知
那須　広基(2) 名院大 川端　功輝(2) 西尾高 樋口　康太(2) 三好高
ﾅｽ ﾋﾛｷ 愛知 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 愛知 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 愛知
長谷川　大和(4) 名院大 小澤　亮人(3) 西尾高 上田　隼ノ介(3) 三好高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知 ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 愛知 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知

愛知

藤沢　俊志(3) 名院大 手島　天(2) 西尾高 宮田　亘(3) 三好高

名院大A 西尾高A 三好高A

ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ 富山 ﾃｼﾏ ﾃﾝ 愛知 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子走高跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝　

A

ｾｺ ﾕｳﾄ 滋賀 － － × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 12 165 瀬古　優斗(1) 中京大 2m08
ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾏ 愛知 － － ○ － × ○ ○ － × × ×

2 9 B386 市川　靖真 中京大クラブ 2m05
ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ 福岡 － － － － － × ○ × × ×

3 10 135 蛭子屋　雄一(2) 中京大 2m05
ﾐﾁﾜｷ ﾀﾞｲﾄ 愛知 － － ○ ○ ○ × × ×

4 11 B606 道脇　大斗 OBUエニスポ 2m00
ｲﾄｳ ﾓﾄｷ 新潟 － － × ○ × × ○ × × ×

5 8 134 伊藤　元貴(2) 中京大 1m95
ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 熊本 － ○ ○ × × ×

6 7 89 佐々木　慎吾(3) 中京大 1m90
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 愛知 ○ × ○ ○ × × ×

7 1 C19 松本　滉生 トヨタ自動車 1m90
ﾏﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 愛知 × ○ ○ ○ × × ×

7 4 C8 真鍋　周平 トヨタ自動車 1m90
ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ 静岡

2 1032 土屋　真宏(1) 中京大 DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 愛知

3 91 谷口　裕哉(3) 中京大 DNS
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取

5 42 濱田　平良(4) 中京大 DNS
ｲﾄﾞﾀ ｶｲ 岐阜

6 161 井戸田　魁(1) 中京大 DNS

2m11
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m85 1m90 1m95 2m00 2m05 2m08
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m80

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子走高跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝　

B

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｷ 愛知 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 6 L114 村山　治希(2) 豊田高専 1m85
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重 － － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 11 103 西村　啓佑(3) 中京大 1m85
ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶﾋｻ 愛知 － － － － × ○ × × ×

3 9 189 犬塚　貴久(4) 愛教大 1m80
ｷﾀｵﾘ ﾋﾛｷ 愛知 － － － ○ × × ×

4 13 J143 北折　宏規(3) 名東高 1m75
ｽｷﾞｻｷ ﾄﾓﾔ 愛知 － － × ○ × ○ × × ×

5 10 L245 杉崎　智哉(1) 安城学園高 1m75
ｺｻﾞﾜ ﾀｽｸ 愛知 × ○ × ○ × ○ × × ×

6 5 L240 小澤　祐(1) 安城学園高 1m70
ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 愛知 － ○ × × ×

7 3 L419 仲谷　朗(3) 三好高 1m65
ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡 × ○ ○ × × ×

8 1 163 荻野　龍斗(1) 中京大 1m65
ﾊﾀﾅｶ ﾖｼｷ 愛知 × × ○ × × ○ × × ×

9 4 L244 畠中　喜輝(1) 安城学園高 1m65
ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛知 × ○ × × ×

10 2 J145 加藤　和基(2) 名東高 1m60
ｽﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐阜 － － － × × ×

7 766 鷲見　駿太郎(3) 東海学大 NM
ﾅﾙｾ ﾀｲﾁ 愛知

8 L232 成瀬　太一(2) 安城学園高 DNS
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

12 L680 石川　諒太(2) 岡崎高 DNS

1m91
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m94

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m88
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子棒高跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝　

A

ﾍﾝﾐ ｼｭﾝﾀ 京都 － － － － ○ － × ○ －

1 16 2087 逸見　俊太 京都TFC × × × 5m20
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 新潟 － － － － × ○ ○ × × ×

2 17 186 松澤　ジアン成治 新潟アルビレックスRC 5m10
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 愛知 － － － － × ○ × × ×

3 12 B775 小山　範晃 中京大クラブ 5m00
ｴﾉｷ ｼｮｳﾀ 愛知 － － － － × × ○ － × × ×

4 15 33 榎　将太(M1) 中京大 5m00
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂｷ 香川 － － ○ × ○ × × ×

5 4 41 西山　夏樹(4) 中京大 4m90
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 新潟 － － ○ × × ×

6 8 45 山本　政則(4) 中京大 4m80
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 愛知 － － ○ － × × ×

6 13 39 高田　凌(4) 中京大 4m80
ｺｷﾞｿ ﾕｳｻｸ 愛知 － － ○ － × × ×

6 14 36 小木曽　優作(4) 中京大 4m80
ｷﾑﾗ ﾀｶﾄ 茨城 － ○ × × ×

9 3 86 木村　陸人(3) 中京大 4m60
ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ 青森 － × ○ × × ×

10 2 139 松橋　亮太(2) 中京大 4m60
ﾔﾏｻｷ ﾀｲｼ 香川 － × ○ × × ×

10 6 96 山崎　太士(3) 中京大 4m60
ｱｻｲ ﾀｸﾏ 岐阜 － × × ×

5 155 朝居　拓麻(1) 中京大 NM
ﾖﾂﾔ ﾀｶﾋﾛ 滋賀 － × × ×

7 547 四津谷　孝紘(3) 岐経大 NM
ｺｷﾞｿ ｺｳ 愛知 － － × × ×

9 1189 小木曽　光(1) 中京大 NM
ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ 愛知

1 92 野村　大成(3) 中京大 DNS
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 愛知

10 160 石川　拓磨(1) 中京大 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 熊本

11 169 中村　仁(1) 中京大 DNS

5m30
記録 ｺﾒﾝﾄ

5m40

4m60 4m80 4m90 5m00 5m10 5m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m40

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子棒高跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝　

B

ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山 － － － － － － － ○

1 10 102 片山　和也(3) 中京大 ○ ○ × × × 4m40
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道 － － － － － － － ○

2 11 105 山本　拓朗(3) 中京大 × ○ × × × 4m20
ﾅｶﾔﾏ ｶｲｾｲ 新潟 － － － － － － × ○ × × ×

3 12 876 中山　海晟(1) 岐経大 3m80
ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ 愛知 － － － × ○ ○ ○ × × ×

4 7 L171 大橋　勇介(2) 豊田大谷高 3m60
ｲｾｷ ﾕｳﾄ 愛知 － － × ○ × ○ ○ ○ × × ×

5 5 L174 井石　優人(1) 豊田大谷高 3m60
ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡 ○ ○ × × ○ × × ×

6 3 163 荻野　龍斗(1) 中京大 3m00
ﾆｼｵ ﾀｸﾐ 岐阜 ○ ○ × × ×

7 1 170 西尾　拓巳(1) 中京大 2m80
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ 富山 ○ × ○ × × ×

8 4 171 福島　龍二(1) 中京大 2m80
ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ 愛知 × × ×

2 162 大浦　優汰(1) 中京大 NM
ｵﾊﾗ ｱﾕﾐ 愛知 － － － － － × × ×

6 J139 小原　歩(2) 名東高 NM
ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知 － － － － － － － × × ×

9 83 飯田　哲大(3) 中京大 NM
ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 岐阜

8 101 秋田　啓佑(3) 中京大 DNS
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

13 138 高橋　幸大(2) 中京大 DNS
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重

14 103 西村　啓佑(3) 中京大 DNS

4m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

4m20 4m40 4m50

2m80 3m00 3m20 3m40 3m60 3m80
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m60

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子走幅跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾅﾘｻﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 大阪 7m10 7m61 7m11 7m63 7m35 7m54 7m63

1 19 5 成定　駿介(5) 関学大 +1.4 +1.4 +0.7 +1.9 +1.8 -0.1 +1.9
ｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 香川 7m36 7m36 7m29 7m50 7m46 7m59 7m59

2 12 508 宇治　和希(3) 岐経大 +0.1 +0.1 +1.9 +0.4 +0.5 +1.4 +1.4
ﾄｶﾞﾜ ﾃﾝｼﾞｭ 北海道 × 7m49 7m49 7m57 7m44 7m53 7m57

3 21 840 外川　天寿(2) 岐経大 +1.3 +1.3 +1.8 +1.3 +1.5 +1.8
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長野 7m41 7m41 7m37 7m11 7m22 7m21 7m41

4 11 95 宮崎　琢也(3) 中京大 +1.0 +1.0 +1.3 +1.0 0.0 +0.2 +1.0
ｲﾉ ﾀｶﾌﾐ 富山 7m24 7m30 × × 5m65 7m37 7m37

5 17 466 井野　貴史(4) 岐経大 +1.7 +0.5 -0.7 +1.0 +1.0
ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｳﾄ 愛媛 7m36 7m36 7m14 － × 7m16 7m36

6 22 4 茂松　佑人(5) 関学大 +2.3 +2.3 +0.2 +0.3 +2.3
ﾄﾀﾞｶ ｼﾝｺﾞ 宮崎 × 7m35 7m35 7m10 7m13 7m31 7m35

7 15 533 戸髙　晋吾(3) 岐経大 +0.6 +0.6 +0.6 +2.9 +0.5 +0.6
ﾋﾛﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 兵庫 × 7m14 7m14 × × × 7m14

8 23 18 廣田　英一郎(4) 関学大 +1.1 +1.1 +1.1
ｱｿ ｱﾔﾄ 岡山 7m12 7m12 6m92 7m12

9 3 157 阿曽　彩登(1) 中京大 +3.0 +3.0 +0.4 +3.0
ｳﾁｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 北海道 × 7m11 7m04 7m11

10 4 557 内久保　貴人(2) 岐経大 +2.1 +0.7 +2.1
ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ 愛知 7m07 7m10 － 7m10

11 18 482 青山　耕也(4) 立命館大 +0.8 +0.3 +0.3
ｳｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 奈良 7m05 7m10 × 7m10

12 10 19 上田　健輔(4) 関学大 +1.5 +0.7 +0.7
ｲｼｸﾗ ﾐﾅﾄ 新潟 7m09 7m09 6m90 7m09

13 13 552 石倉　南斗(2) 岐経大 +1.7 +1.7 +0.2 +1.7
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾔ 兵庫 × 7m09 7m09 7m09

14 5 69 松本　慎也(3) 関学大 +0.9 +0.9 +0.9
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静岡 6m89 6m89 × 6m89

15 14 223 中村　明彦 スズキ浜松AC +0.9 +0.9 +0.9
ﾅｶﾞｵ ﾅｵﾔ 愛知 × 6m89 × 6m89

16 9 582 永尾　直哉(2) 岐経大 +0.7 +0.7
ﾉﾓﾄ ﾕｳｾｲ 愛媛 × 6m85 6m68 6m85

17 16 881 野本　祐成(1) 岐経大 +1.6 +0.9 +1.6
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 宮城 × 6m29 6m29 6m29

18 1 574 鈴木　良太(2) 岐経大 +0.1 +0.1 +0.1
ﾓﾄﾔﾏ ﾘｮｳ 佐賀 × 5m69 5m69 5m69

19 7 44 本山　遼(4) 中京大 0.0 0.0 0.0
ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛知

8 69 横地　秀春(3) 中京大 DNS
ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 高知

2 88 齋藤　克弥(3) 中京大 DNS
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知

6 37 鈴木　舜也(4) 中京大 DNS
ﾃﾋﾞﾗ ﾋﾛｼ 和歌山

20 1204 手平　裕士 オークワ DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子走幅跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾄｳﾏ ﾀﾞｲﾁ 沖縄 7m08 7m08 × 5m38 × × 7m08

1 18 580 当真　大智(2) 岐経大 +1.0 +1.0 +0.8 +1.0
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾋﾄ 愛知 6m88 6m96 6m89 6m84 6m95 7m07 7m07

2 16 536 藤本　辰仁(3) 岐経大 +0.9 +1.1 +1.7 +0.7 +0.5 +0.6 +0.6
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 6m65 6m88 6m88 6m91 × 7m02 7m02

3 19 141 森山　大成(2) 中京大 +1.3 +1.8 +1.8 +0.7 0.0 0.0
ﾕｳﾊﾞ ｾｲﾔ 奈良 6m49 6m57 × 6m17 6m08 6m44 6m57

4 11 46 弓場　聖矢(4) 中京大 +0.2 +2.0 +0.7 +0.7 +0.4 +2.0
ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 愛知 × 6m39 6m39 6m23 × 6m54 6m54

5 10 L668 梅田　峻也(3) 岡崎高 +0.4 +0.4 +0.8 +0.3 +0.3
ｱｻｲ ｼｭﾝ 愛知 × 6m52 6m26 5m77 4m43 5m93 6m52

6 22 325 浅井　駿(3) 至学館大 0.0 +0.6 +0.6 +1.1 +0.7 0.0
ﾅｶﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 愛知 × 6m47 6m10 6m41 6m41 6m48 6m48

7 21 946 永見　崚一郎(1) 至学館大 +0.3 +0.7 +1.8 +0.7 +0.7 +0.7
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 × 6m40 6m22 × 4m44 6m41 6m41

8 8 104 平林　卓磨(3) 中京大 +0.3 +0.3 +0.1 +1.1 +1.1
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ 富山 6m21 6m28 6m22 6m28

9 15 171 福島　龍二(1) 中京大 +1.3 +0.5 +0.8 +0.5
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ 愛知 6m18 6m25 × 6m25

10 4 L411 岩元　将生(2) 三好高 +0.5 +1.6 +1.6
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道 6m23 6m23 6m15 6m23

11 1 105 山本　拓朗(3) 中京大 +0.3 +0.3 +1.2 +0.3
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｾｲﾔ 愛知 5m88 6m17 6m17 6m17

12 7 L675 畔柳　聖也(2) 岡崎高 -0.6 +0.7 +0.7 +0.7
ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ 愛知 6m02 6m04 6m04 6m04

13 5 332 加藤　駿汰(3) 至学館大 +0.1 +0.7 +0.7 +0.7
ｺﾞﾄｳ ｱｷﾋﾄ 岐阜 6m01 6m01 5m82 6m01

14 9 87 後藤　旭人(3) 中京大 0.0 0.0 +0.4 0.0
ｶﾒｲ ｷｽﾞｸ 愛知 6m00 6m00 5m87 6m00

15 3 L683 亀井　築(3) 岡崎高 +1.1 +1.1 +0.4 +1.1
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岐阜 4m60 5m78 × 5m78

16 2 641 丸山　純平(3) 名院大 +0.5 +0.6 +0.6
ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 富山 4m73 4m73 × 4m73

17 17 94 前原　功二郎(3) 中京大 +0.7 +0.7 +0.7
ｼｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 愛知 × × ×

12 B603 塩澤　健太 OBUエニスポ NM
ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪 × × ×

13 511 大西　一成(3) 岐経大 NM
ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 岐阜 × × ×

14 863 櫻井　昌太(1) 岐経大 NM
ｷﾖﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 高知 × × ×

20 116 清遠　隆介(2) 中京大 NM
ﾔﾏｶﾜ ｱﾗｼ 三重

6 950 山川　嵐(1) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子走幅跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾔ 福井 6m37 6m57 6m57 × 6m57 － 6m57

1 5 318 上村　侑矢(2) 敦賀高 0.0 +0.7 +0.7 +0.8 +0.7
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 福井 6m37 6m57 × × × 6m48 6m57

2 2 307 中澤　崚也(3) 敦賀高 0.0 +0.8 +1.7 +0.8
ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 愛知 × 6m18 6m18 6m15 6m25 5m74 6m25

3 14 J530 加藤　勇人(2) 中部大春日丘高 +1.1 +1.1 -0.1 +0.5 +0.4 +0.5
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳﾀ 愛知 5m64 5m89 5m71 5m85 6m23 6m15 6m23

4 20 L380 小笠原　照太(2) 豐田西高 +0.3 +1.1 +0.4 +1.2 +0.7 -0.2 +0.7
ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 静岡 × 6m11 6m02 6m08 × 6m03 6m11

5 4 756 北嶋　一輝(4) 東海学大 +0.4 +0.2 +0.3 +0.4 +0.4
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 福井 5m87 6m00 6m00 5m82 5m76 5m82 6m00

6 3 331 内藤　裕希(1) 敦賀高 0.0 +0.8 +0.8 0.0 +0.5 +0.5 +0.8
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛知 5m64 5m85 5m85 5m86 5m52 5m63 5m86

7 16 646 池田　侑也(4) 名院大 +0.4 +0.4 +0.4 +1.2 +1.4 +0.7 +1.2
ﾀﾅｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知 × 5m81 × × 5m79 5m75 5m81

8 19 B600 棚瀬　将太朗 OBUエニスポ +2.3 +0.8 +1.2 +2.3
ｵｸﾉ ｺｳﾀ 愛知 5m06 5m75 5m70 5m50 × 5m67 5m75

9 15 L377 奥野　航太(2) 豐田西高 +0.4 +1.4 +0.4 +1.2 +0.9 +1.4 R
ｲﾏｲ ｹｲﾄ 愛知 5m75 5m75 5m56 5m75

10 21 L55 今井　啓翔(3) 愛産大三河高 +1.1 +1.1 +0.4 +1.1
ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 愛知 × 5m68 5m68 5m68

11 18 L674 後藤　怜(2) 岡崎高 +0.6 +0.6 +0.6
ｿﾒﾔ ｼｭﾝｽｹ 大阪 5m45 5m55 5m55 5m55

12 13 529 染谷　俊介(3) 岐経大 +0.4 +0.9 +0.9 +0.9
ｶﾜﾉ ｼｮｳﾍｲ 愛知 5m45 5m52 5m01 5m52

13 10 H469 川野　翔平(2) 向陽高 0.0 +1.8 0.0 +1.8
ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ 愛知 × 5m51 5m51 5m51

14 12 L396 阿部　雄輔(2) 豐田西高 +1.1 +1.1 +1.1
ｾｺ ｼﾝﾔ 愛知 5m41 5m41 5m32 5m41

15 7 H461 世古　真也(2) 向陽高 -0.2 -0.2 +0.6 -0.2
ﾔｺ ﾏｻﾔ 愛知 5m10 5m37 5m37 5m37

16 8 L384 八子　将也(2) 豐田西高 0.0 +0.6 +0.6 +0.6
ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ 愛知 4m75 5m02 × 5m02

17 11 759 後藤　雅貴(3) 西尾高 +0.6 +0.4 +0.4
ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾏｻ 愛知 4m99 5m00 5m00 5m00

18 6 J122 石原　誉将(2) 菊華高 +0.4 +0.1 +0.1 +0.1
ﾋﾋﾞ ｹｲｲﾁ 愛知 × 4m89 4m89 4m89

19 9 M38 日比　慶一(3) 豊橋東 0.0 0.0 0.0
ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ 愛知 × × ×

17 M36 村松　聖太(3) 豊橋東 NM
ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛知

1 J145 加藤　和基(2) 名東高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子三段跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野 15m51 15m51 14m42 15m40 15m08 15m59 15m59

1 13 40 中山　昂平(4) 中京大 +0.4 +0.4 -1.6 +0.4 +2.2 +1.7 +1.7
ｳﾁｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 北海道 14m42 14m42 × 14m92 × 15m28 15m28

2 17 557 内久保　貴人(2) 岐経大 +0.2 +0.2 -0.5 +0.2 +0.2
ｵﾘﾀ ｶｲﾄ 京都 14m79 15m21 15m21 × 14m99 14m95 15m21

3 10 136 織田　海斗(2) 中京大 +0.9 0.0 0.0 +1.2 -0.2 0.0
ﾀﾆ ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 兵庫 15m08 15m08 × × × 14m71 15m08

4 11 15 谷　真三郎(4) 関学大 +1.0 +1.0 +0.4 +1.0
ｻｲﾀ ｼｮｳﾉｽｹ 大阪 15m05 15m05 13m72 14m99 14m67 14m88 15m05

5 12 10 斎田　将之介(4) 関学大 +0.6 +0.6 +1.7 -0.5 +0.4 +1.6 +0.6
ﾜﾀﾘ ｱｷﾋﾛ 京都 14m24 15m01 × 13m61 － × 15m01

6 14 47 和多利　瑛洋(4) 中京大 0.0 +2.9 +0.5 +2.9
ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山 × 14m39 14m39 × × 14m64 14m64

7 9 84 大枝　巧弥(3) 中京大 +2.4 +2.4 +2.6 +2.6
ﾀｹｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛知 13m81 13m96 × × × × 13m96

8 5 943 竹内　飛翔(1) 至学館大 +1.8 +2.6 +2.6
ｴﾅﾐ ﾖｼﾋﾛ 福井 13m90 13m90 13m37 13m90

9 2 852 江南　良浩(1) 岐経大 +1.2 +1.2 +0.1 +1.2
ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾂﾔ 福井 12m48 13m75 13m63 13m75

10 4 540 宮本　竜也(3) 岐経大 +1.5 +2.5 +0.6 +2.5
ｱｽﾞﾏ ﾅｵｷ 千葉 13m36 13m40 13m40 13m40

11 3 208 東　直樹(3) 愛教大 +2.5 +0.9 +0.9 +0.9
ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪 × 13m29 13m29 13m29

12 6 137 川西　良典(2) 中京大 +1.3 +1.3 +1.3
ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 富山 × × ×

16 93 林　賢吾(3) 中京大 NM
ﾔﾏｶﾜ ｱﾗｼ 三重

1 950 山川　嵐(1) 至学館大 DNS
ﾄｵﾔﾏ ﾕｳﾔ 愛知

7 483 遠山　雄耶(4) 岐経大 DNS
ﾐｿﾞｶﾐ ﾙｲ 大阪

8 174 溝上　瑠伊(1) 中京大 DNS
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 愛知

15 774 高山　琢磨(2) 東海学大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子三段跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 富山 13m58 13m70 13m70 12m67 13m92 × 13m92

1 3 502 伊東　純也(3) 岐経大 +0.3 +1.0 +1.0 -0.1 +1.7 +1.7
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 福井 13m91 13m91 × × × 13m87 13m91

2 1 307 中澤　崚也(3) 敦賀高 +0.9 +0.9 +0.4 +0.9
ﾅｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 13m33 13m33 13m25 12m99 13m19 13m29 13m33

3 2 877 中山　望(1) 岐経大 +0.4 +0.4 +1.4 -0.3 +1.8 +1.5 +0.4
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 愛知 × 12m58 12m58 12m45 － － 12m58

4 10 L409 望月　拓実(3) 三好高 +1.5 +1.5 +1.1 +1.5
ﾅｶﾞｴ ｵｳｷ 愛知 × 12m55 12m52 × × × 12m55

5 7 L606 長江　桜暉(3) 岡崎城西高 +0.8 +1.4 +0.8
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 長野 × 12m54 12m50 12m43 12m28 12m43 12m54

6 8 1804 山口　諒偲(2) 上田東高 +0.2 +1.0 +1.0 0.0 +1.3 +0.2
ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭﾝ 愛知 12m41 12m42 12m39 × 12m29 12m40 12m42

7 5 1113 門脇　駿(4) 豊田高専 +0.1 +0.6 +2.1 +0.3 -0.3 +0.6
ｵｵｷｼﾞﾏ ｿｳ 愛知 × 12m12 × × 12m35 × 12m35

8 6 L387 大木島　壮(1) 豐田西高 +0.8 +1.0 +1.0
ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知 × × ×

4 L382 島田　涼介(2) 豐田西高 NM
ﾋｱﾃ ﾘｮｳｽｹ 愛知 × － －

9 948 日當　亮介(1) 至学館大 NM
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 愛知 × × ×

12 H467 柴田　雄太(3) 向陽高 NM
ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知 × × ×

13 J142 川村　健志(3) 名東高 NM
ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 愛知

11 L669 久保　快斗(3) 岡崎高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子砲丸投(7.260kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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 11 50 中村　洋介(4) 中京大 × 15m12 × × × × 15m12

ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 岐阜

2 10 146 早川　匠海(2) 中京大 13m51 13m71 13m92 × 14m32 14m51 14m51

ｼﾗﾌｼﾞ ｷﾖﾊﾙ 愛知

3 13 L225 白藤　聖陽(3) 安城学園高 13m33 13m92 14m16 × × 14m14 14m16

ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知

4 1 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 11m71 11m94 12m43 12m79 12m61 12m72 12m79

ﾅｶｻﾀﾞ ｼﾝ 愛知

5 15 643 中定　慎(3) 名院大 10m21 9m78 9m83 10m28 10m25 9m68 10m28

ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静岡

6 9 771 塩原　雅人(2) 東海学大 9m36 9m33 9m88 10m04 × 9m99 10m04

ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知

7 7 149 浅岡　駿佑(2) 中京大 8m58 8m56 9m55 8m55 8m87 8m64 9m55

ｼｮｳﾌﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知

8 6 L684 菖蒲　隆行(3) 岡崎高 7m34 7m53 7m99 7m71 × 7m40 7m99

ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 愛知

9 8 H472 松田　春志(3) 惟信高 7m11 7m51 7m30 7m51

ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 愛知

10 4 L674 後藤　怜(2) 岡崎高 7m36 7m06 6m68 7m36

ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ 富山

2 171 福島　龍二(1) 中京大 － － － NM
ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ 愛知

3 162 大浦　優汰(1) 中京大 － － － NM
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川

5 149 中山　滉一(2) 中京大 DNS
ｲｼﾔﾏ ｱﾂﾑ 京都

12 143 石山　歩(2) 中京大 DNS
ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山

14 102 片山　和也(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子円盤投(2.000kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ 愛知

1 20 B984 ディーン　元気 ミズノ × × 43m57 44m49 46m28 × 46m28

ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ 愛知

2 16 B381 久保　博規 中京大クラブ 42m58 × × × 46m26 × 46m26

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 福井

3 21 1 山元　隼 フクビ化学 43m71 45m16 × × × 45m09 45m16

ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 岐阜

4 15 146 早川　匠海(2) 中京大 36m73 × × × 42m63 × 42m63

ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 愛知

5 14 B382 木村　祥吾 中京大クラブ 39m56 × × 39m93 × × 39m93

ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山

6 17 102 片山　和也(3) 中京大 38m21 × × × × × 38m21

ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾔ 愛知

7 18 167 戸澤　廣哉(1) 中京大 × × 38m05 × × × 38m05

ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知

8 1 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 37m24 × × × × × 37m24

ﾜｸｶﾞﾜ ｼﾞｭｷﾔ 愛知

9 13 651 湧川　寿希哉(4) 名院大 × 36m19 × 36m19

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重

10 19 103 西村　啓佑(3) 中京大 34m50 × × 34m50

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知

11 10 104 平林　卓磨(3) 中京大 × 31m51 × 31m51

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 愛知

12 6 J247 村田　宏樹(3) 長久手高 × 31m02 × 31m02

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛知

13 11 647 中村　勇太(3) 名院大 28m84 30m54 × 30m54

ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ 愛知

14 9 L406 廣瀬　友亮(3) 三好高 27m65 30m14 × 30m14

ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 岐阜

15 8 101 秋田　啓佑(3) 中京大 × × 29m35 29m35

ｾｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知

16 22 C51 関　涼太郎 豊田自動織機 28m34 × × 28m34

ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静岡

17 4 771 塩原　雅人(2) 東海学大 × 27m70 × 27m70

ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ 静岡

18 7 1032 土屋　真宏(1) 中京大 26m22 27m09 × 27m09

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道

12 105 山本　拓朗(3) 中京大 × × × NM
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 福井

2 319 竹内　颯汰(2) 敦賀高 DNS
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川

3 149 中山　滉一(2) 中京大 DNS
ﾌﾅﾀﾞ ｹﾝｿﾞ- 愛知

5 L420 船田　ケンゾー(3) 三好高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子ハンマー投(7.260kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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 12 5527 田中　透 チームミズノ × 64m35 65m90 66m55 × 67m45 67m45

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 三重

2 11 48 植松　直紀(4) 中京大 61m93 65m29 65m60 59m66 65m13 64m51 65m60

ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ 岐阜

3 10 475 篠田　大貴(4) 岐経大 62m84 × × 64m04 × × 64m04

ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ 愛知

4 13 1096 墨　訓熙(M1) 中京大 60m33 62m20 × × × × 62m20

ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 愛知

5 14 B374 久保　浩司 中京大クラブ 58m94 × × 58m20 × 59m42 59m42

ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛知

6 9 144 古旗　崇裕(2) 中京大 53m88 × × 54m20 54m18 54m18 54m20

ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知

7 15 81 石田　考正 愛陸ＤＣ 51m81 × × × 50m39 × 51m81

ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ 和歌山

8 8 97 安達　昌輝(3) 中京大 49m56 51m12 × 49m86 50m55 50m98 51m12

ｲｹﾉｳｴ ｺｳｷ 愛知

9 7 845 池ノ上　昂希(1) 岐経大 42m05 × 42m58 42m58

ｻﾄｳ ｶﾂｼﾞ 愛知

10 6 B120 佐藤　克二 愛知MS名古屋 39m18 × × 39m18

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 福井

11 2 315 高橋　龍平(2) 敦賀高 37m39 × 38m58 38m58

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 福井

12 1 310 吉田　健人(3) 敦賀高 × 34m82 36m66 36m66

ﾌﾅﾀﾞ ｹﾝｿﾞ- 愛知

13 5 L420 船田　ケンゾー(3) 三好高 30m31 × × 30m31

ｵｵｻﾜ ﾕｳ 愛知

14 4 L183 大澤　優(2) 豊田大谷高 22m57 23m93 × 23m93

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 福井

3 319 竹内　颯汰(2) 敦賀高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子やり投(0.800kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ 山形

1 13 51 宮田　涼(4) 中京大 63m04 65m55 × 64m56 × × 65m55

ﾎﾘｳﾁ ﾖｳﾍｲ 愛媛

2 12 172 堀内　遥平(1) 中京大 63m59 64m79 × 63m26 × 64m49 64m79

ｱｻﾉ ｶﾂﾔ 岐阜

3 11 156 浅野　克弥(1) 中京大 57m72 × 57m71 55m29 × － 57m72

ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾔ 愛知

4 16 760 永井　翔也(4) 東海学大 53m28 55m99 × 53m67 55m66 55m55 55m99

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 静岡

5 7 145 杉山　裕太(2) 中京大 × 55m60 × × × 55m75 55m75

ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岡山

6 9 102 片山　和也(3) 中京大 52m54 × 54m01 55m53 × 54m66 55m53

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 石川

7 15 175 山本　大誠(1) 中京大 53m65 － － － － － 53m65

ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｱｷ 愛知

8 1 J138 村上　尚彰(2) 名東高 46m53 50m49 × 47m06 49m26 50m63 50m63

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静岡

9 8 223 中村　明彦 スズキ浜松AC 50m11 50m25 × 50m25

ｱｶﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 愛知

10 6 J240 赤塚　亮介(3) 長久手高 49m68 × × 49m68

ｵｵｶﾜ ﾅｵｷ 愛知

11 5 1110 大川　直樹(5) 豊田高専 48m46 48m66 × 48m66

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｷ 愛知

12 3 201 丸山　晃碩(3) 愛教大 39m79 41m98 42m36 42m36

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知

13 2 L59 柴田　聖信(3) 愛産大三河高 × 41m43 41m54 41m54

ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知

4 149 浅岡　駿佑(2) 中京大 DNS
ﾕﾁ ﾋﾃﾞﾔｽ 愛知

10 C26 湯地　秀康 トヨタ自動車 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 愛知

14 148 藤原　俊也(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子やり投(0.800kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 福井

1 1 320 山本　侑希(2) 敦賀高 49m09 － 48m97 46m30 50m06 － 50m06

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 愛知

2 14 L383 渡邊　湧也(2) 豐田西高 47m52 49m72 － 43m91 45m19 45m96 49m72

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛知

3 15 642 小川　浩平(3) 名院大 49m10 － × 47m79 － 48m41 49m10

ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

4 13 L421 岡本　佑大(3) 三好高 43m79 － 46m56 46m40 － 46m45 46m56

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂｷ 愛知

5 16 J241 服部　竜樹(2) 長久手高 42m45 － － 28m93 × 35m58 42m45

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知

6 11 L394 竹内　亮太郎(1) 豐田西高 33m36 35m11 39m29 41m49 － － 41m49

ｼｮｳﾌﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知

7 12 L684 菖蒲　隆行(3) 岡崎高 37m72 40m11 41m12 38m86 40m98 － 41m12

ﾉﾋﾗ ﾕｳｼﾝ 愛知

8 10 L413 野平　湧心(2) 三好高 × 31m92 36m80 32m36 37m65 － 37m65

ｶﾘﾉ ﾘｭｳｾｲ 愛知

9 5 L248 狩野　龍星(1) 安城学園高 31m57 － 35m45 35m45

ﾌｸｲ ﾀﾂﾔ 愛知

10 8 H464 福井　達也(2) 向陽高 34m96 35m10 － 35m10

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ 愛知

11 3 L243 榊原　一(1) 安城学園高 27m44 － 31m63 31m63

ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 愛知

12 4 L250 佐々木　秀斗(1) 安城学園高 × 27m38 27m22 27m38

ﾔﾉ ﾀｲｷ 愛知

13 9 L56 矢野　大輝(2) 愛産大三河高 26m93 － － 26m93

ｲﾀｸﾗ ｼｵﾝ 愛知

14 6 L69 板倉　矢穏(2) 愛産大三河高 23m34 － － 23m34

ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 愛知

15 2 B683 安部　耕平 WindRun 13m85 18m66 － 18m66

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川

7 149 中山　滉一(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子100m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　9組

1組 (風:+0.1) 2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

ﾀﾞﾃ ﾏﾅﾐ 京都 ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜

1 3 2004 伊達　愛美(M1) 中京大 12.19 1 3 211 國定　ゆうみ(3) 済美高 12.80

ｱﾏｷﾞ ﾎﾉｶ 愛知 ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 高知

2 4 2069 天城　帆乃香(1) 中京大 12.38 2 6 2351 西原　琳(1) 至学館大 13.04

ｽｶﾞｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ 愛知 ﾉﾅｶ ｱｵｲ 愛知

3 8 2073 菅嶋　悠乃(1) 中京大 12.58 3 7 L5404 野中　あおい(3) 岡崎城西高 13.15

ｷﾖﾊﾗ ﾋｶﾙ 岐阜 ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 愛知

4 2 217 清原　ひかる(2) 済美高 12.98 4 5 2346 大町　ゆい(1) 至学館大 13.20

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 愛知

1 1450 田村　有利奈(3) 上田東高 DNS 5 4 J5295 渡辺　彩奈(1) 名東高 13.25

ｽｼｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 愛知 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾘ 愛知

5 2023 杉山　美貴(3) 中京大 DNS 6 2 L5289 加藤　寿理(3) 三好高 13.41

ﾆﾜ ｱﾘｻ 愛知 ﾔｽｴ ｷﾉ 愛知

6 2026 丹羽　愛利彩(3) 中京大 DNS 7 1 M5214 安江　紀乃(1) 豊橋東 13.66

ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ 静岡 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ 愛知

7 2008 名倉　彩夏(4) 中京大 DNS 8 M5016 實重　佑依子(2) 豊橋東 DNS

3組 (風:-0.5) 4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

ｱｻﾉ ﾏｵ 愛知 ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜

1 4 J5082 浅野　真緒(3) 菊華高 13.20 1 3 2046 岩川　奈々萌(2) 中京大 13.20

ｲｸﾞｼ ﾐﾈｶ 愛知 ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 愛知

2 8 5200 伊串　嶺花(3) 向陽高 13.28 2 4 L5453 大原　夕奈(2) 岡崎高 13.28

ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知 ｷﾉｼﾀ ｻﾕﾐ 愛知

3 6 M5015 白井　千尋(2) 豊橋東 13.45 3 6 2301 木下　沙由美(3) 東海学大 13.29

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅ 愛知 ｲｿｶﾞｲ ﾚﾅ 愛知

4 2 L5426 川端　真奈(2) 岡崎城西高 13.48 4 5 L5312 礒谷　怜奈(3) 岡崎学園高 13.50

ｱｲﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知 ﾀｶﾓﾘ ﾐｻｷ 愛知

5 3 J5088 相田　真理子(3) 名東高 13.85 5 7 H5259 高森　美咲(3) 中部大第一高 13.67

ｴｼﾞﾏ ﾐﾅｴ 岐阜 ｸﾎﾞﾀ ﾚｴﾅ 愛知

1 208 江島　美苗(3) 済美高 DNS 6 2 H5254 久保田　玲愛(3) 中部大第一高 13.72

ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ 愛知 ｱﾋﾟｱﾀｳｨｱﾎﾀﾙ 愛知

5 M5018 三矢　ひとみ(2) 豊橋東 DNS 7 1 J5298 アピアタウィア蛍(1) 名東高 14.70

ｱｻｲ ﾏｺ 愛知 ﾃｼﾞﾏ ﾌﾜﾘ 愛知

7 2006 浅井　真子(4) 中京大 DNS 8 2025 手嶋　風理(3) 中京大 DNS

5組 (風:-1.2) 6組 (風:-1.6)

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

ｳﾗﾉ ﾅｵ 岐阜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶ 岐阜

1 5 226 浦野　奈央(1) 済美高 13.34 1 2 218 髙橋　宏樺(2) 済美高 13.61

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 愛知 ｶﾜｶﾐ ｱﾕﾐ 愛知

2 7 5205 山本　真由(3) 向陽高 13.34 2 3 L5265 川上　歩美(1) 豐田西高 13.84

ﾊﾔｼ ﾐﾕｷ 愛知 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ 愛知

3 3 L5268 林　美柚紀(1) 豐田西高 13.50 3 4 C151 河村　英理香 Pasco 13.89

ﾖｼｵｶ ｱﾕﾐ 愛知 ｸﾗﾁ ﾌｳｶ 愛知

4 6 2310 吉岡　鮎美(2) 東海学大 13.60 4 6 L5442 倉地　楓花(2) 岡崎城西高 13.99

ｶﾜﾉ ｱﾔｶ 愛知 ｶﾐﾅｼ ｸﾗﾗ 岐阜

5 2 L5174 川野　礼佳(2) 安城学園高 13.62 5 1 227 上梨　クララ(1) 済美高 14.05

ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岐阜 ｱﾏｷ ｻｷ 愛知

6 8 222 林　夏妃(2) 済美高 13.73 6 5 K5010 天木　咲希(2) 半田高 14.18

ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 愛知

7 1 2244 林　祐子(2) 名院大 13.87 7 8 J5098 中村　真子(2) 名東高 14.87

ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ 愛知 ｳｴｷ ｱﾔﾈ 愛知

8 4 J5296 吉田　柚季(1) 名東高 14.77 7 5208 上木　彩音(3) 向陽高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子100m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　9組

7組 (風:-1.3) 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

ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 埼玉 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 福井

1 1 3158 高橋　萌木子 埼玉陸協 12.75 1 2 208 和田　侑季(3) 敦賀高 13.35

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾕ 岐阜 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 愛知

2 4 234 藤本　あゆ(1) 済美高 13.84 2 5 L5317 窪田　茉穂(2) 岡崎学園高 14.18

ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 愛知 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 愛知

3 7 L5314 鈴木　英里花(3) 岡崎学園高 14.12 3 4 5210 河村　有香(3) 向陽高 14.31

ﾏﾂｵ ｶﾅ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｶ 愛知

4 3 M5013 松尾　佳奈(2) 豊橋東 14.19 4 3 L5158 山口　萌香(3) 安城学園高 14.64

ｽﾄﾞｳ ｱﾕ 愛知 ｻｲﾉﾋﾗ ｻﾔｶ 愛知

5 8 L5285 須藤　亜悠(2) 三好高 14.36 5 6 J5085 斉野平　彩夏(2) 菊華高 14.90

ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 岐阜 ｱｻﾀﾞ ﾊﾅ 愛知

6 6 212 杉山　葵(3) 済美高 14.54 6 8 L5262 麻田　羽那(2) 豐田西高 15.06

ﾔﾏﾏﾄ ﾘｵ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾓﾓｶ 愛知

7 2 H5263 山本　里緒(2) 中部大第一高 14.70 7 7 L5318 石川　百香(2) 岡崎学園高 15.73

ｳｽｲ ﾐｽｽﾞ 岐阜

5 225 臼井　未涼(1) 済美高 DNS

9組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知

1 2 L5292 矢幅　由夏(3) 三好高 12.99

ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 福井

2 3 230 敦賀高 13.29

ｼｼﾄﾞ ﾘｺ 福井

3 5 223 宍戸　梨瑚(1) 敦賀高 13.54

ﾅﾜﾃ ｺﾅﾂ 福井

4 6 221 縄手　こなつ(2) 敦賀高 13.68

ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 福井

5 8 217 山本　咲希(2) 敦賀高 14.50

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 福井

4 229 山本　しおり(1) 敦賀高 DNS

ﾕﾙﾂﾞﾒ ﾐｸ 福井

7 219 緩詰　実玖(2) 敦賀高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子200m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　5組

1組 (風:-0.9) 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

ﾆﾜ ｱﾘｻ 愛知 ﾌｼﾞﾜｶ ｽｽﾞｶ 愛知

1 4 2026 丹羽　愛利彩(3) 中京大 25.02 1 7 2160 藤原　涼花(2) 至学館大 25.86

ｽｶﾞｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ 愛知 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜

2 5 2073 菅嶋　悠乃(1) 中京大 25.68 2 5 220 永島　美紀(2) 済美高 26.56

ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 埼玉 ﾐﾔﾀﾞ ｲﾏﾘ 愛知

3 1 3158 高橋　萌木子 埼玉陸協 25.99 3 2 2078 宮田　伊毬(1) 中京大 26.72

ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 高知 ﾅｶﾀ ﾕｷ 愛知

4 3 2351 西原　琳(1) 至学館大 26.42 4 3 B608 中田　有紀 日本保育サービス 26.87

ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 愛知

5 2 2371 飯嶌　あかり(1) 中京大 27.28 5 6 J5295 渡辺　彩奈(1) 名東高 27.00

ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ 静岡 ｷﾖﾊﾗ ﾋｶﾙ 岐阜

6 2008 名倉　彩夏(4) 中京大 DNS 6 4 217 清原　ひかる(2) 済美高 27.09

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長野 ｱｻﾉ ﾏｵ 愛知

7 1450 田村　有利奈(3) 上田東高 DNS 7 8 J5082 浅野　真緒(3) 菊華高 27.54

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広島

8 2045 安藤　もも(2) 中京大 DNS

3組 (風:-0.7) 4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

ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛知

1 4 2046 岩川　奈々萌(2) 中京大 27.24 1 7 L5506 渡邊　もも(1) 三好高 27.64

ｶﾄｳ ﾐﾕ 岐阜 ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岐阜

2 6 210 加藤　未夢(3) 済美高 27.39 2 6 222 林　夏妃(2) 済美高 28.26

ｶﾜﾉ ｱﾔｶ 愛知 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾕ 岐阜

3 3 L5174 川野　礼佳(2) 安城学園高 28.09 3 3 234 藤本　あゆ(1) 済美高 29.12

ｲｼﾀﾞ ｻｷ 岐阜 ﾄﾐﾀﾞ ｻｸﾗｺ 愛知

4 8 215 石田　咲(2) 済美高 28.30 4 2 5209 富田　桜子(3) 向陽高 29.54

ﾅｶﾈ ﾏﾎ 愛知 ｴｼﾞﾏ ﾐﾅｴ 岐阜

5 2 L5405 中根　舞穂(3) 岡崎城西高 28.38 4 208 江島　美苗(3) 済美高 DNS

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀 ｶｹﾞﾔﾏ　ｱﾝ 愛知

6 7 2072 澤田　華慧(1) 中京大 28.67 5 H5267 影山　杏(2) 中部大第一高 DNS

ｲｿｶﾞｲ ﾚﾅ 愛知

5 L5312 礒谷　怜奈(3) 岡崎学園高 DNS

5組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾐﾕｷ 愛知

1 7 L5268 林　美柚紀(1) 豐田西高 27.46

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 福井

2 3 215 長谷川　実季(2) 敦賀高 27.52

ﾅﾜﾃ ｺﾅﾂ 福井

3 5 221 縄手　こなつ(2) 敦賀高 27.78

ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 福井

4 4 218 柴田　遙華(2) 敦賀高 28.28

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 愛知

5 6 L5317 窪田　茉穂(2) 岡崎学園高 29.46

ﾕﾙﾂﾞﾒ ﾐｸ 福井

2 219 緩詰　実玖(2) 敦賀高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子400m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　3組

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

ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 長野 ｲﾄｳ ﾕｲ 愛知

1 3 2137 望月　絵美(4) 至学館大 59.34 1 1 H5217 伊藤　友惟(3) 惟信高 1:02.62

ｷﾉｼﾀ ｻﾕﾐ 愛知 ｲﾏｲ ﾁｻﾄ 愛知

2 5 2301 木下　沙由美(3) 東海学大 59.67 2 7 L5297 今井　千里(3) 岡崎学園高 1:03.49

ｱｻﾋ ﾐﾎ 北海道 ﾔﾏﾀ ﾅﾅﾐ 愛知

3 6 2149 朝日　美帆(2) 至学館大 59.86 3 6 K5007 山田　七海(2) 半田高 1:04.21

ｲﾁﾉｾ ｻｷ 愛知 ｽｴﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 愛知

4 7 L5444 一ノ瀬　早希(3) 岡崎高 1:02.71 4 2 H5219 末永　千尋(2) 惟信高 1:05.87

ｲﾅ ﾕﾏ 岐阜 ｲｲﾇﾏ ﾁｶ 愛知

5 2 2383 伊奈　佑真(4) 中部学院大 1:03.47 5 4 H5256 飯沼　千花(3) 中部大第一高 1:05.92

ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾒﾉ 愛知 ｻｶｲ ﾘｻ 愛知

6 8 L5402 友松　姫乃(3) 岡崎城西高 1:06.97 6 3 J5122 酒井　里紗(2) 名古屋西高 1:09.00

ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三重 ﾂｼﾞ ﾘｻｺ 三重

1 2047 島田　奈央(2) 中京大 DNS 5 2048 辻　りさ子(2) 中京大 DNS

ﾊﾗ ﾅﾅｶ 愛知 ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知

4 5207 原　菜々花(3) 向陽高 DNS 8 L5296 阿部　瑞季(3) 岡崎学園高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾅｶ ﾘﾅﾘ 福井

1 2 222 竹中　璃愛(2) 敦賀高 1:02.16

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 福井

2 7 215 長谷川　実季(2) 敦賀高 1:02.22

ｲｼﾀﾞ ｻｷ 岐阜

3 3 215 石田　咲(2) 済美高 1:03.22

ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 福井

4 1 217 山本　咲希(2) 敦賀高 1:03.78

ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 福井

5 8 218 柴田　遙華(2) 敦賀高 1:05.91

ｶﾂｷ ﾚｲﾅ 愛知

6 6 M5012 香月　伶那(3) 豊橋東 1:07.41

ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 愛知

7 4 M5014 伊藤　美月(2) 豊橋東 1:08.95

ｻｲﾉﾋﾗ ｻﾔｶ 愛知

8 5 J5085 斉野平　彩夏(2) 菊華高 1:13.42

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子800m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　3組

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

ﾔﾏｼﾀ ﾏｲｶ 愛知 ｲﾜｻｶ　ｱﾐ 愛知

1 1 2188 山下　舞香(2) 愛知大 2:35.66 1 2 H5265 岩坂　亜美(3) 中部大第一高 2:27.50

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 長野 ｶﾄｳ ﾐﾕ 岐阜

2 3 2302 塩澤　華奈(3) 東海学大 2:36.67 2 4 210 加藤　未夢(3) 済美高 2:27.72

ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｸﾗ 愛知 ﾂｸﾀﾞ ｻｴ 愛知

3 5 J5158 林田　さくら(3) 長久手高 2:38.68 3 7 J5096 佃　紗英(2) 名東高 2:29.27

ﾅｼﾓﾄ ﾕｲ 岐阜 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾅ 愛知

4 4 103 梨本　唯衣(3) 飛騨高山高 2:45.16 4 6 L5260 川﨑　史奈(2) 豐田西高 2:30.57

ｲｼﾑﾗ　ﾀﾞｲｱﾝｹｲ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 岐阜

5 2 H5260 石村　ダイアンケイ(3) 中部大第一高 2:54.40 5 1 117 山本　かれん(2) 飛騨高山高 2:34.33

ｸｽﾞﾔ ｴﾘ 愛知 ｱｵﾔﾏ ﾁﾊﾙ 愛知

6 6 2242 葛谷　恵利(2) 名院大 2:58.33 6 3 H5224 青山　千春(2) 惟信高 2:54.25

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 愛知 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 長野

7 J5084 近藤　佑花(2) 菊華高 DNS 5 1447 成澤　優(3) 上田東高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ｱｺ 広島

1 3 2354 藤井　亜子(1) 至学館大 2:15.23

ﾂｶﾅｶ ｱﾔﾐ 岐阜

2 6 2275 塚中　彩海(3) 名城大 2:17.05

ｲﾅ ﾕﾏ 岐阜

3 4 2383 伊奈　佑真(4) 中部学院大 2:24.78

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 愛知

4 7 L5445 山本　梨乃(3) 岡崎高 2:28.97

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 愛知

5 1 2251 小笠原　香苗(3) 名市大 2:30.22

ｱｻｵｶ ﾘﾅ 愛知

6 2 L5448 朝岡　里奈(2) 岡崎高 2:32.09

ﾀｶﾞﾜ ｱｽｶ 岐阜

7 8 114 田川　陽佳(2) 飛騨高山高 2:33.67

ﾑｶｲ ﾁｶ 愛知

5 2289 向井　智香(1) 名城大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子1500m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　2組

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

ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾅﾂ 岐阜 ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 愛知

1 13 2143 権藤　菜津(3) 至学館大 5:24.36 1 2 2033 林　綾香(3) 中京大 4:57.47

ﾌｼﾞﾀ ﾘﾗ 愛知 ﾏｷﾀ ｻﾔｶ 愛知

2 1 L5288 藤田　鈴来(2) 三好高 5:24.97 2 8 D9007 蒔田　沙弥香 愛知陸協 5:06.11

ｶﾄｳ ｶﾅｺ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 愛知

3 7 L5267 加藤　歌那子(1) 豐田西高 5:26.20 3 7 2117 山田　みのり 名大 5:07.82

ｶﾄｳ ﾘﾉ 愛知 ﾐｽｵ ﾅｵｶ 岐阜

4 12 L5270 加藤　理乃(1) 豐田西高 5:42.38 4 4 105 翠尾　直佳(3) 飛騨高山高 5:08.79

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾈﾈ 愛知

5 8 J5084 近藤　佑花(2) 菊華高 5:42.96 5 5 J5091 中村　寧々(3) 名東高 5:12.31

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 岐阜

6 11 L5261 山本　彩加(2) 豐田西高 5:48.64 6 9 113 清水　里菜(2) 飛騨高山高 5:15.71

ﾐﾔﾁ ｶｽﾐ 岐阜 ｵｸ ｶﾝﾅ 岐阜

7 4 472 宮地　花純(1) 中津商高 5:49.46 7 6 2379 於久　栞奈(1) 中京学大 5:19.25

ｶﾄｳ ﾏｲ 愛知 ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知

8 9 L5291 加藤　舞(3) 三好高 5:49.57 8 13 L5294 鷲阪　野乃(2) 三好高 5:20.11

ﾊﾏﾉ ｱﾔﾈ 岐阜 ｷﾖｼ ﾘｻ 岐阜

9 5 2352 浜野　綾音(1) 至学館大 5:50.18 9 11 112 喜代志　理紗(2) 飛騨高山高 5:23.72

ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾎ 愛知 ｶﾂﾀﾞ ﾓｴ 愛知

10 10 L5293 末長　真穂(3) 三好高 6:05.73 10 12 2307 勝田　萌(2) 東海学大 5:36.01

ｺｳｶﾞ ﾘｵ 岐阜 ﾂｶﾅｶ ｱﾔﾐ 岐阜

11 6 100 光賀　理緒(3) 飛騨高山高 6:21.68 1 2275 塚中　彩海(3) 名城大 DNS

ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾅ 岐阜 ﾅｽ ﾁﾊﾙ 岐阜

2 328 中島　黎奈(3) 中津商高 DNS 3 2377 那須　千晴(2) 中京学大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾕﾗ 岐阜 ｽｷﾞｳﾗ ｷｴ 愛知

3 471 藤井　優楽(1) 中津商高 DNS 10 2084 杉浦　貴恵(4) 愛教大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子3000m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｷﾞ ｱｽｶ 愛知

1 1 C183 髙木　明日加 小島プレス 9:35.85

ｱｶｻｶ ﾖﾓｷﾞ 神奈川

2 5 2273 赤坂　よもぎ(3) 名城大 9:40.91

ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野

3 4 2280 玉城　かんな(2) 名城大 9:44.78

ｶｼﾞﾔ ﾅﾅｺ 愛知

4 2 C185 加治屋　ななこ 小島プレス 9:49.25

ｷﾀﾓﾄ ｶﾅｺ 愛知

5 7 2268 北本　可奈子(4) 名城大 9:53.91

ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 福井

6 13 2270 齋藤　菜摘(4) 名城大 9:57.47

ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ 静岡

7 6 2282 松浦　佳南(2) 名城大 10:01.73

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 愛知

8 3 C180 山本　彩乃 小島プレス 10:04.61

ｿﾌﾞｴ ﾐｶ 岐阜

9 9 2374 祖父江　美佳(2) 中京学大 11:25.23

ﾄｸﾅｶﾞ ﾓｶ 愛知

10 14 K5011 德永　萌花(2) 半田高 11:34.70

ﾐﾅﾐ ﾒﾙﾓ 愛知

11 10 2122 南　芽留萌 名大 11:38.37

ﾅｶｵ ｻｸﾗ 愛知

12 12 J5326 中尾　さくら(1) 名東高 12:39.38

ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 岐阜

8 2278 青木　和(2) 名城大 DNS

ｼﾐｽﾞ ﾅﾅﾐ 愛知

11 J5094 清水　夏波(3) 名東高 DNS

ｲﾖﾀﾞ ｱﾕﾐ 愛知

15 J5097 伊豫田　歩(2) 名東高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子5000m
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾑﾗ ﾏﾕ 愛知

1 2 C337 奥村　麻友 安城学園AC 18:41.02

ｻﾄｳ ﾏｲｺ 東京

2 1 A5148 佐藤　麻衣子 AC・KITA 18:56.94

ｳﾒﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 愛知

3 3 2139 梅田　順子(3) 至学館大 19:56.62

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子100mH(0.838m/8.50m)
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　3組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+0.2)

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

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛知 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重

1 6 L5411 清水　はる(3) 岡崎城西高 15.78 1 5 2066 早川　優花(2) 中京大 15.99

ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知 ｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛知

2 7 2021 平手　佑佳(4) 中京大 15.85 2 4 L5443 須田　遥賀(2) 岡崎城西高 17.95

ﾅｶﾞﾔ ｾﾘﾅ 岐阜 ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ 愛知

3 2 213 長屋　芹奈(3) 済美高 16.82 3 6 L5446 佐羽内　亜海(2) 岡崎高 18.03

ﾃｼﾞﾏ ﾌﾜﾘ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀

3 2025 手嶋　風理(3) 中京大 DNS 4 3 2072 澤田　華慧(1) 中京大 18.55

ﾀﾆ ﾕｳﾅ 愛知 ｲｼｶﾞｷ ｱﾔｶ 愛知

4 2007 谷　優奈(4) 中京大 DNS 5 2 K5009 石垣　綾香(1) 半田高 18.93

ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 岐阜

5 2049 古澤　彩果(2) 中京大 DNS 6 7 2245 山田　若奈(2) 名院大 19.11

3組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 福井

1 5 208 和田　侑季(3) 敦賀高 15.21

ｶﾜｼﾏ ｳﾐ 福井

2 7 209 川島　卯未(3) 敦賀高 15.22

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳ 愛知

3 6 J5083 水野　優(2) 菊華高 19.13

ﾊﾞﾝﾉ ｺﾊﾙ 愛知

4 4 K5008 坂野　湖春(2) 半田高 19.28

ﾃﾞﾒﾛ ｶｵﾘ 愛知

3 B598 デメロ　香織 POWER MAX DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子400mH(0.762m)
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　3組

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

ｷﾀﾉ ﾕｳｷ 愛知 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜

1 3 2096 北野　有紀(3) 愛教大 1:02.10 1 4 220 永島　美紀(2) 済美高 1:06.96

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ 愛知

2 6 2044 山本　麻湖(3) 中京大 1:04.67 2 8 L5435 近藤　夕雅(1) 岡崎城西高 1:08.89

ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ 愛知 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知

3 4 2151 内山　はるな(2) 至学館大 1:05.29 3 3 L5284 都築　祐衣(3) 三好高 1:09.68

ﾅﾂﾒ ｻﾅ 愛知 ﾎﾝﾏ ﾕﾉ 愛知

4 5 2157 夏目　沙奈(2) 至学館大 1:09.35 4 2 L5423 本間　夢乃(2) 岡崎城西高 1:10.47

ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 愛知 ﾂｼﾞ ﾘｻｺ 三重

5 8 2211 山崎　恵里佳 金城学大 1:11.40 5 6 2048 辻　りさ子(2) 中京大 1:10.94

ｵｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 愛知 ﾅｶﾞﾔ ｾﾘﾅ 岐阜

2 L5449 尾﨑　夏実(3) 岡崎高 DNS 5 213 長屋　芹奈(3) 済美高 DNS

ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三重 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 愛知

7 2047 島田　奈央(2) 中京大 DNS 7 L5156 松本　彩加(3) 安城学園高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｼﾏ ｳﾐ 福井

1 2 209 川島　卯未(3) 敦賀高 1:07.05

ｵｵｺｳﾁ ﾘﾎ 愛知

2 3 L5421 大河内　莉歩(2) 岡崎城西高 1:11.96

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶ 岐阜

3 5 218 髙橋　宏樺(2) 済美高 1:13.30

ｱﾝﾄﾞｳ ﾙﾘｶ 愛知

4 4 L5264 安藤　瑠香(1) 豐田西高 1:14.92

ｲｼﾀﾞ ﾗﾝ 愛知

5 6 L5282 石田　蘭(3) 三好高 1:17.36

ｱｻｲ ｶﾔｺ 愛知

7 2095 浅井　茅子(3) 愛教大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子4X100mR
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　2組

1組
1着 50.69 2着 51.39 3着 51.83
4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 L5453 1 J5115 1 L5286

2 L5444 2 J5113 2 L5507

3 L5450 3 J5117 3 L5506

4 L5446 4 J5118 4 L5284

4着 52.44 5着 56.65
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ DQ,R1
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 J5088 1 5205 1 L5283

2 J5295 2 5200 2 L5292

3 J5096 3 5202 3 L5289

4 J5297 4 5199 4 L5287

2組
1着 49.65 2着 50.39 3着 52.55
2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

1 217 1 222 1 M5016

2 208 2 215 2 M5015

3 220 3 208 3 M5022

4 211 4 209 4 M5214

4着 53.27
7ﾚｰﾝ 4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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 K5008 1 (    ) 1 (    )

2 K5006 2 (    ) 2 (    )

3 K5010 3 (    ) 3 (    )

4 K5007 4 (    ) 4 (    )

天木　咲希(2) 半田高
ﾔﾏﾀ ﾅﾅﾐ 愛知

山田　七海(2) 半田高

ｺｲｴ ｻｷ 愛知

鯉江　紗衣(3) 半田高
ｱﾏｷ ｻｷ 愛知

半田高A 三好高B 岡崎学園高A

ﾊﾞﾝﾉ ｺﾊﾙ 愛知

坂野　湖春(2) 半田高

國定　ゆうみ(3) 済美高 川島　卯未(3) 敦賀高 安江　紀乃(1) 豊橋東
ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜 ｶﾜｼﾏ ｳﾐ 福井 ﾔｽｴ ｷﾉ 愛知
永島　美紀(2) 済美高 和田　侑季(3) 敦賀高 鈴木　美有(3) 豊橋東
ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ 岐阜 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 福井 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知
江島　美苗(3) 済美高 長谷川　実季(2) 敦賀高 白井　千尋(2) 豊橋東
ｴｼﾞﾏ ﾐﾅｴ 岐阜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 福井 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知

愛知

清原　ひかる(2) 済美高 竹中　璃愛(2) 敦賀高 實重　佑依子(2) 豊橋東

済美高A 敦賀高A 豊橋東A

ｷﾖﾊﾗ ﾋｶﾙ 岐阜 ﾀｹﾅｶ ﾘﾅﾘ 福井 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ

椙山　薫(1) 名東高 大島　直子(3) 向陽高 有川　那菜聖(2) 三好高
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙ 愛知 ｵｵｼﾏ ﾅｵｺ 愛知 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 愛知
佃　紗英(2) 名東高 西中　凜々子(3) 向陽高 加藤　寿理(3) 三好高
ﾂｸﾀﾞ ｻｴ 愛知 ﾆｼﾅｶ ﾘﾘｺ 愛知 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾘ 愛知
渡辺　彩奈(1) 名東高 伊串　嶺花(3) 向陽高 矢幅　由夏(3) 三好高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 愛知 ｲｸﾞｼ ﾐﾈｶ 愛知 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ 愛知

愛知

相田　真理子(3) 名東高 山本　真由(3) 向陽高 宮川　杏奈(2) 三好高

名東高A 向陽高A 三好高A

ｱｲﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 愛知 ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ

佐羽内　亜海(2) 岡崎高 宮田　歩美(2) 名古屋西高 都築　祐衣(3) 三好高
ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ 愛知 ﾐﾔﾀ ｱﾕﾐ 愛知 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知
村上　温子(3) 岡崎高 三上　かな子(2) 名古屋西高 渡邊　もも(1) 三好高
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 愛知 ﾐｶﾐ ｶﾅｺ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛知
一ノ瀬　早希(3) 岡崎高 廣島　琴音(3) 名古屋西高 榊原　萌(1) 三好高
ｲﾁﾉｾ ｻｷ 愛知 ﾋﾛｼﾏ ｺﾄﾈ 愛知 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾓｴ 愛知

愛知

大原　夕奈(2) 岡崎高 鈴木　杏奈(3) 名古屋西高 都築　陽奈(1) 三好高

岡崎高A 名古屋西高A 三好高C

ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 愛知 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 愛知 ﾂﾂﾞｷ ﾋﾅ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子4X400mR
トラック審判長：松本 幸人

スタート審判長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

決　勝　

1着 4:06.78 2着 4:17.51 3着 4:24.16
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

1 222 1 L5287 1 M5013

2 209 2 L5284 2 M5022

3 208 3 L5294 3 M5015

4 215 4 L5506 4 M5011

4着 4:27.87
6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 5498

2 5499

3 5501

4 5497
ﾉｸﾞﾁ ｻｷｺ 愛知

野口　咲子(3) 西尾高

増子　紗和(3) 西尾高
ﾖｼﾐ ﾊﾙｶ 愛知

吉見　はるか(2) 西尾高

西尾高A

ｲｼﾊﾞｼ ﾜｶﾅ 愛知

石橋　若奈(3) 西尾高
ﾏｽｺ ｻﾜ 愛知

長谷川　実季(2) 敦賀高 渡邊　もも(1) 三好高 朝倉　亨奈(3) 豊橋東
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 福井 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛知 ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知
和田　侑季(3) 敦賀高 鷲阪　野乃(2) 三好高 白井　千尋(2) 豊橋東
ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 福井 ﾜｼｻｶ ﾉﾉ 愛知 ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ 愛知
川島　卯未(3) 敦賀高 都築　祐衣(3) 三好高 鈴木　美有(3) 豊橋東
ｶﾜｼﾏ ｳﾐ 福井 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 愛知

愛知

竹中　璃愛(2) 敦賀高 有川　那菜聖(2) 三好高 松尾　佳奈(2) 豊橋東

敦賀高A 三好高A 豊橋東A

ﾀｹﾅｶ ﾘﾅﾘ 福井 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 愛知 ﾏﾂｵ ｶﾅ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子走高跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝　

ﾑﾈｶﾈ ﾏﾘﾅ 京都 － － － － － － ○ × × ○

1 15 2038 宗包　麻里菜(3) 中京大 × × × 1m65
ﾐﾔﾀ ｱﾕﾐ 愛知 － － － － － ○ × × ×

2 13 J5118 宮田　歩美(2) 名古屋西高 1m55
ｱｷﾔﾏ ﾕｷｴ 香川 － － － × ○ ○ × × ×

3 11 2290 秋山　侑希恵(4) 東海学大 1m50
ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 愛知 － ○ ○ × ○ × × ×

4 5 L5266 林　彬加(1) 豐田西高 1m45
ﾎｼﾊﾞ ｱｲｶ 静岡 － － － × × ○ × × ×

5 6 2303 干場　愛花(3) 東海学大 1m45
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙ 愛知 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 9 J5297 椙山　薫(1) 名東高 1m45
ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重 － ○ ○ × － × ×

7 1 2371 飯嶌　あかり(1) 中京大 1m40
ﾆｼﾅｶ ﾘﾘｺ 愛知 － ○ ○ × × ×

7 8 5202 西中　凜々子(3) 向陽高 1m40
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 岐阜 － ○ ○ × × ×

7 10 212 杉山　葵(3) 済美高 1m40
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾅ 愛知 － ○ × × ○ × × ×

10 12 L5269 山中　優奈(1) 豐田西高 1m40
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾓｴ 愛知 － × ○ × × ×

11 7 L5188 柳原　萌(3) 安城学園高 1m35
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 愛知 － × × ○ × × ×

12 4 5210 河村　有香(3) 向陽高 1m35
ｳｽｲ ﾐｽｽﾞ 岐阜

2 225 臼井　未涼(1) 済美高 DNS
ﾅｶﾞﾇﾏ ｻｱﾔ 北海道

3 2065 長沼　紗彩(2) 中京大 DNS
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾔｶ 愛知

14 L5183 小笠原　早矢楓(1) 安城学園高 DNS
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 愛知

16 B464 井上　七海 TIGER　FITNESS DNS

1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m70

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

1m30

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子棒高跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝　

ｱｲﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 滋賀 － － － － － － － －

1 11 26 饗庭　みずき 滋賀陸協 × ○ ○ × × × 3m50
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 愛知 － － － － － － － ○

2 13 2055 今泉　友里(2) 中京大 × ○ × × × 3m40
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野 － － － － － － － × ○

3 12 2037 原　奈津美(3) 中京大 × ○ × × × 3m40
ﾄｺﾛ ｷｮｳｺ 愛知 － － － － － － － ○

4 9 2060 所　杏子(2) 中京大 × × ○ × × × 3m40
ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 愛知 － － － － － － ○ －

5 14 L5408 髙田　彩佳(3) 岡崎城西高 × × × 3m20
ｻﾄｳ ｱｲ 愛知 － － － － － － ○ －

5 15 2058 佐藤　愛(2) 中京大 × × × 3m20
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 三重 － － － － ○ × ○ × × ×

7 7 2039 山田　梨央(3) 中京大 3m00
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾅｺ 愛知 － － － × ○ ○ × × ○ × × ×

8 6 J5116 吉長　日向子(3) 名古屋西高 3m00
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘ 愛知 － － － ○ ○ × × ×

9 5 L5422 水上　真里(2) 岡崎城西高 2m80
ﾅｶﾔﾏ ｻﾗ 愛知 － － － ○ ○ × × ×

9 8 L5410 中山　紗良(3) 岡崎城西高 2m80
ﾐｶﾐ ｶﾅｺ 愛知 － － － ○ × × ×

11 4 J5117 三上　かな子(2) 名古屋西高 2m60
ﾀﾆｶﾞｲﾄ ｶﾔ 愛知 × × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

12 3 L5290 谷垣内　華也(3) 三好高 2m60
ﾉﾅｶ ｺﾅﾂ 愛知 × ○ ○ × × ×

13 2 J5092 野中　小夏(2) 名東高 2m20
ﾅｶｻﾄ ﾌﾗﾝｼｽｶﾏﾘ 愛知 ○ × × ×

14 1 J5120 中里　フランシスカマリ(2) 名古屋西高 2m00
ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取

10 2057 齊木　杏祐華(2) 中京大 DNS
ｻｲﾄｳ ｷﾐｶ 滋賀

16 2010 斉藤　希望花(M2) 中京大 DNS

3m30
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m40 3m50 3m60

2m20 2m40 2m60 2m80 3m00 3m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子走幅跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｱﾏｷﾞ ﾎﾉｶ 静岡 × 5m76 5m76 × 5m89 5m65 5m89

1 17 2069 天城　帆乃香(1) 中京大 +0.9 +0.9 +0.2 +0.2 +0.2
ｲｼﾊﾗ ｶｵﾙｺ 愛知 5m73 5m73 × × × 5m79 5m79

2 16 2036 石原　薫子(3) 中京大 +0.9 +0.9 +1.5 +1.5
ｼﾗｲ ﾏﾐ 新潟 5m42 5m56 5m56 × 5m71 × 5m71

3 11 2059 白井　真美(2) 中京大 +1.1 +2.0 +2.0 +1.6 +1.6
ｱｻｲ ﾏｺ 愛知 5m51 5m51 5m17 × 5m65 5m60 5m65

4 2 2006 浅井　真子(4) 中京大 +0.9 +0.9 +1.1 +2.3 +0.4 +2.3
ﾖｼﾑﾗ ﾂｷﾉ 愛知 5m51 5m52 5m52 5m45 × 5m49 5m52

5 15 L5417 吉村　月乃(2) 岡崎城西高 +0.6 +1.1 +1.1 +1.1 +1.9 +1.1
ｳﾗﾉ ﾅｵ 岐阜 5m43 5m44 5m44 5m23 5m46 5m42 5m46

6 10 226 浦野　奈央(1) 済美高 +0.9 +0.6 +0.6 -0.2 +0.5 +1.7 +0.5
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 長野 5m11 5m35 5m02 5m27 × × 5m35

7 13 2020 大日方　紗愛(4) 中京大 +1.3 +0.7 +0.3 +1.7 +0.7
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重 5m17 5m21 5m21 4m59 × × 5m21

8 6 2066 早川　優花(2) 中京大 +1.1 +0.5 +0.5 +0.4 +0.5
ｶｼﾞ ｽｽﾞｶ 徳島 × 5m19 5m19 5m19

9 14 2056 梶　涼夏(2) 中京大 +0.9 +0.8 +0.8
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾄ 富山 5m08 5m08 4m71 5m08

10 7 2205 山本　里都(3) 岐経大 +0.7 +0.7 +1.1 +0.7
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 愛知 4m93 4m93 4m62 4m93

11 4 J5090 山口　葉菜(3) 名東高 +2.0 +2.0 +0.6 +2.0
ﾏｽｶﾜ ﾓｴｶ 愛知 4m83 4m88 4m79 4m88

12 5 5204 枡川　萌夏(3) 向陽高 +3.4 +1.5 +0.5 +1.5
ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知 4m83 4m83 4m82 4m83

13 8 2021 平手　佑佳(4) 中京大 +3.0 +3.0 +1.7 +3.0
ｱﾗｲ ﾐﾎ 愛知 4m55 4m55 － 4m55

14 1 2194 荒井　美穂(4) 東邦大 +0.9 +0.9 +0.9
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅ 岐阜

3 2322 長谷川　奏(3) 愛県大 DNS
ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 岐阜

9 209 大島　佑香(3) 済美高 DNS
ﾀｶﾂｶ ﾐﾁｴ 岡山

12 2011 高塚　三知恵(4) 中京大 DNS
ﾅｶﾀ ﾕｷ 愛知

18 B608 中田　有紀 日本保育サービス DNS
ﾏｴﾀﾞ ｴﾘﾅ 和歌山

19 2014 前田　江里菜(4) 中京大 DNS
ｶﾝﾄﾞﾘ ｿﾗﾅ 愛知

20 L5182 神取　空那(1) 安城学園高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子走幅跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 福井 5m42 5m47 5m20 5m35 5m06 5m45 5m47

1 1 230 敦賀高 +0.5 +1.6 +1.1 -0.3 +0.4 +0.8 +1.6
ﾀｹﾅｶ ﾘﾅﾘ 福井 4m70 4m70 4m47 4m56 4m65 4m98 4m98

2 3 222 竹中　璃愛(2) 敦賀高 +0.3 +0.3 +1.8 +1.0 +1.7 +1.5 +1.5
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 愛知 4m82 4m82 × 4m52 × 4m87 4m87

3 15 2300 河口　朋美(3) 東海学大 +0.6 +0.6 0.0 +0.9 +0.9
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 愛知 4m47 4m78 4m78 4m60 4m44 4m65 4m78

4 17 L5450 村上　温子(3) 岡崎高 +0.7 +0.5 +0.5 -0.3 +1.3 +0.9 +0.5
ﾃﾞﾒﾛ ｶｵﾘ 愛知 4m76 4m76 4m55 × × × 4m76

5 14 B598 デメロ　香織 POWER MAX +0.2 +0.2 +1.1 +0.2
ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知 4m44 4m61 4m39 4m30 × 4m57 4m61

6 12 M5011 朝倉　亨奈(3) 豊橋東 +0.2 +0.5 +0.6 +1.8 +1.0 +0.5
ｶﾐﾅｼ ｸﾗﾗ 岐阜 3m68 4m50 2m65 4m11 4m37 × 4m50

7 11 227 上梨　クララ(1) 済美高 +0.4 +2.2 +2.5 +3.7 +1.1 +2.2
ｲｼｶﾞｷ ｱﾔｶ 愛知 4m41 4m43 3m90 － － － 4m43

8 2 K5009 石垣　綾香(1) 半田高 +0.8 +0.8 +0.6 +0.8
ｽﾄﾞｳ ｱﾕ 愛知 4m41 4m41 4m21 4m41

9 18 L5285 須藤　亜悠(2) 三好高 +1.2 +1.2 -0.2 +1.2
ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀 4m33 4m33 4m33 4m33

10 13 2072 澤田　華慧(1) 中京大 +0.7 +0.7 +2.1 +0.7
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 愛知 × 4m18 3m81 4m18

11 9 L5258 原田　真衣(2) 豐田西高 +3.4 +0.6 +3.4
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 愛知 × 4m15 4m15 4m15

12 8 M5014 伊藤　美月(2) 豊橋東 +1.8 +1.8 +1.8
ｼﾓｶﾜ ｶﾎ 愛知 3m99 4m04 4m04 4m04

13 7 L5257 下川　華穂(2) 豐田西高 +1.7 +0.2 +0.2 +0.2
ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知 3m81 3m95 3m95 3m95

14 10 M5017 鈴木　玖美佳(2) 豊橋東 +0.5 +1.3 +1.3 +1.3
ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 愛知 3m76 3m93 3m85 3m93

15 6 J5098 中村　真子(2) 名東高 +1.0 +2.3 +0.4 +2.3
ｳﾒﾂﾞ ｱﾔｶ 福井

4 216 梅津　彩香(2) 敦賀高 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳ 愛知

5 J5083 水野　優(2) 菊華高 DNS
ﾅｶﾞﾇﾏ ｻｱﾔ 北海道

16 2065 長沼　紗彩(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子三段跳
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｱｻﾉ ｻﾔｶ 岐阜 × 10m92 10m92 11m57 × 11m41 11m57

1 7 2305 浅野　紗弥香(2) 東海学大 +2.1 +2.1 +0.7 -0.5 +0.7
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重 10m61 11m00 10m96 10m34 10m64 11m15 11m15

2 2 2066 早川　優花(2) 中京大 +1.4 +0.4 +0.5 -1.5 -0.5 +1.7 +1.7
ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重 10m58 10m84 10m84 11m04 11m03 10m69 11m04

3 9 2013 野田　奈津実(4) 中京大 +0.7 +0.1 +0.1 +1.4 +0.8 -0.1 +1.4
ｵｵｼﾏ ﾅｵｺ 愛知 10m50 10m50 × 10m05 10m64 10m24 10m64

4 1 5199 大島　直子(3) 向陽高 +0.8 +0.8 +0.7 -0.8 0.0 -0.8
ｲﾘｴ ﾊﾙｶ 愛知 10m48 10m55 10m45 10m28 10m53 10m46 10m55

5 10 L5429 入江　晴香(2) 岡崎城西高 +1.2 0.0 +1.3 0.0 0.0 +0.7 0.0
ｲｼｶﾜ ｶﾅｺ 愛知 9m88 9m98 9m63 9m69 10m11 10m00 10m11

6 4 2094 石川　加奈子(3) 愛教大 -0.9 +2.2 -0.8 +0.7 +0.7 0.0 +0.7
ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 愛知 9m11 9m30 9m30 9m25 9m62 9m51 9m62

7 3 M5017 鈴木　玖美佳(2) 豊橋東 +0.1 -0.3 -0.3 +2.5 +1.2 +0.7 +1.2
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 愛知 9m59 9m59 × － － － 9m59

8 5 J5090 山口　葉菜(3) 名東高 +0.5 +0.5 +0.5
ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ 愛知 － － ×

11 M5011 朝倉　亨奈(3) 豊橋東 NM
ｵｵｼﾏ ﾕｳｶ 岐阜

6 209 大島　佑香(3) 済美高 DNS
ｺﾃﾗ ﾅﾎ 岐阜

8 2269 小寺　菜帆(4) 名城大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子砲丸投(4.000kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 愛知

1 18 L5171 近藤　沙南(2) 安城学園高 11m23 11m84 11m86 11m05 × 11m69 11m86

ﾔﾏｳﾗ ｱﾐｶ 愛知

2 15 L5157 山浦　あみか(3) 安城学園高 11m18 11m63 × 11m19 × 11m39 11m63

ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 福井

3 2 211 原田　ハルミ(2) 敦賀高 11m54 10m63 11m24 11m27 11m32 10m77 11m54

ｻﾄｳ ﾏｵ 静岡

4 17 2016 佐藤　真緒(4) 中京大 10m99 × 11m22 × × 11m35 11m35

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾂｷ 兵庫

5 16 2368 川口　叙樹(1) 中京大 10m82 10m99 10m87 11m14 × 11m25 11m25

ﾖｼｲ ｱﾔﾉ 福井

6 3 206 吉井　彩乃(3) 敦賀高 11m22 11m20 11m17 10m85 10m99 11m12 11m22

ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知

7 19 2021 平手　佑佳(4) 中京大 10m29 10m94 10m39 10m78 10m69 × 10m94

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 岐阜

8 20 221 中村　玲(2) 済美高 9m49 9m89 9m92 9m59 9m81 9m69 9m92

ﾋﾗﾉ ｶﾝﾅ 愛知

9 14 L5175 平野　栞菜(2) 安城学園高 9m20 9m67 9m85 9m85

ﾋｶﾞｼ ｱｷﾗ 愛知

10 12 L5170 東　輝(2) 安城学園高 9m45 9m61 9m35 9m61

ｷﾄｳ ﾅﾎ 愛知

11 13 J5095 鬼頭　奈帆(2) 名東高 9m23 8m92 9m51 9m51

ｲｼﾔﾏ ﾘﾝｶ 福井

12 1 231 石山　鈴華(1) 敦賀高 × × 9m19 9m19

ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重

13 11 2371 飯嶌　あかり(1) 中京大 8m66 8m13 8m07 8m66

ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 愛知

14 9 L5180 大久保　春香(1) 安城学園高 7m48 8m45 8m03 8m45

ﾅｶﾞﾇﾏ ｻｱﾔ 北海道

15 6 2065 長沼　紗彩(2) 中京大 8m28 7m97 8m44 8m44

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀

16 10 2072 澤田　華慧(1) 中京大 8m32 8m01 8m36 8m36

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重

17 5 2066 早川　優花(2) 中京大 8m19 7m83 7m66 8m19

ﾄﾘｲ ﾕﾅ 愛知

18 8 L5191 鳥居　佑南(1) 安城学園高 7m60 7m98 7m72 7m98

ﾀﾅﾊｼ ﾏﾎ 岐阜

19 7 219 棚橋　麻帆(2) 済美高 6m76 7m09 7m42 7m42

ｻｲﾄｳ ﾏｲ 岐阜

20 4 229 齋藤　舞(1) 済美高 6m98 7m39 7m21 7m39

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子円盤投(1.000kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 奈良

1 12 2019 山本　実果　(4) 中京大 42m36 × 45m35 × × 46m13 46m13

ﾓﾘｶﾜ ｴﾐｺ 新潟

2 11 2077 森川　絵美子(1) 中京大 39m78 41m45 × × × × 41m45

ｶﾅｲ ｱｵｲ 大阪

3 13 2062 金井　葵(2) 中京大 38m74 41m00 × × × × 41m00

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾖ 京都

4 10 2043 安田　昌代(3) 中京大 × 34m87 36m70 37m68 × × 37m68

ﾏｷ ｱｶﾘ 愛知

5 14 2064 牧　亜香里(2) 中京大 × 37m66 × × × × 37m66

ﾔﾏｳﾗ ｱﾐｶ 愛知

6 9 L5157 山浦　あみか(3) 安城学園高 34m05 34m50 × × 36m93 × 36m93

ﾊﾔｾ ﾅﾅ 愛知

7 15 2104 早瀬　名那(2) 愛教大 × 33m34 × × × × 33m34

ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｷ 愛知

8 6 L5281 林　夏月(3) 三好高 30m59 × × × × × 30m59

ｻｸﾗﾀﾞ ｼｮｳｺ 福井

9 1 212 櫻田　翔子(2) 敦賀高 29m50 × 30m19 30m19

ｸﾆｻﾀﾞ ﾕｳﾐ 岐阜

10 2 211 國定　ゆうみ(3) 済美高 × 26m24 27m66 27m66

ｶﾜｼﾏ ｺﾅﾂ 愛知

11 7 J5119 川嶋　小夏(3) 名古屋西高 × 22m09 26m65 26m65

ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 岐阜

12 5 221 中村　玲(2) 済美高 × 25m37 26m03 26m03

ﾀﾅﾊｼ ﾏﾎ 岐阜

13 4 219 棚橋　麻帆(2) 済美高 23m96 25m01 × 25m01

ｻｲﾄｳ ﾏｲ 岐阜

14 3 229 齋藤　舞(1) 済美高 15m13 × 15m76 15m76

ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 山口

8 2076 鶴井　美里(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子ハンマー投(4.000kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳｺ 愛知

1 1 2061 大久保　祥子(2) 中京大 51m78 × 52m65 × × × 52m65

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 愛知

2 4 2041 田口　優(3) 中京大 52m40 × 52m21 × × × 52m40

ｶﾈｺ ﾒｲﾅ 愛知

3 5 L5159 金子　明奈(3) 安城学園高 44m67 45m40 × × 45m46 46m66 46m66

ﾀｶｷ ﾕｳｺ 広島

4 3 2075 高木　優子(1) 中京大 45m53 × × × 45m75 × 45m75

ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 福井

5 7 211 原田　ハルミ(2) 敦賀高 39m14 41m02 × 41m43 × × 41m43

ﾋｶﾞｼ ｱｷﾗ 愛知

6 6 L5170 東　輝(2) 安城学園高 21m24 31m20 × × 36m29 38m19 38m19

ﾋﾗﾉ ｶﾝﾅ 愛知

7 2 L5175 平野　栞菜(2) 安城学園高 × 36m32 37m26 × × × 37m26

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子やり投(0.600kg)
フィールド審判長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

決　勝

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

ﾏｷﾉ ﾋﾄﾐ 神奈川

1 17 2018 牧野　仁美(4) 中京大 44m65 48m38 × 49m96 × × 49m96

ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 岐阜

2 16 2063 金子　春菜(2) 中京大 40m63 × 44m14 × 44m12 × 44m14

ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾉ 岐阜

3 21 2110 中田　寛乃(1) 愛教大 39m10 41m65 42m38 41m83 × 42m08 42m38

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 愛知

4 22 L5171 近藤　沙南(2) 安城学園高 37m24 × × 37m00 × × 37m24

ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｺ 愛知

5 15 J5093 近藤　智湖(3) 名東高 33m16 34m17 36m53 36m13 37m11 × 37m11

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 愛知

6 13 5205 山本　真由(3) 向陽高 32m60 35m47 × 31m41 33m20 × 35m47

ｶﾏﾀﾆ ﾄｱｹ 福井

7 1 214 鎌谷　十朱(2) 敦賀高 33m77 × 35m39 30m33 34m08 × 35m39

ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｷ 愛知

8 14 L5281 林　夏月(3) 三好高 30m85 31m69 33m17 28m06 32m80 34m20 34m20

ｷﾄｳ ﾅﾎ 愛知

9 9 J5095 鬼頭　奈帆(2) 名東高 31m56 × 33m10 33m10

ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 長野

10 12 2020 大日方　紗愛(4) 中京大 32m17 × × 32m17

ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｳｶ 愛知

11 8 L5127 永松　優香(2) 豊田大谷高 30m59 32m14 × 32m14

ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知

12 11 2021 平手　佑佳(4) 中京大 30m45 31m67 × 31m67

ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 高知

13 7 2040 池田　梨紗(3) 中京大 29m52 × 30m77 30m77

ﾌｸｼﾏ ｻｷ 愛知

14 5 5214 福島　沙紀(3) 向陽高 29m02 × × 29m02

ﾅｶﾞﾇﾏ ｻｱﾔ 北海道

15 6 2065 長沼　紗彩(2) 中京大 28m35 × 28m72 28m72

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 愛知

16 10 J5159 小林　彩花(3) 長久手高 25m84 28m23 × 28m23

ﾐﾑﾗ ﾎﾉｶ 愛知

17 3 L5259 三村　穂乃佳(2) 豐田西高 22m39 22m74 × 22m74

ﾐｽﾞﾉ ﾅﾂｷ 愛知

18 4 L5263 水野　菜月(1) 豐田西高 17m69 18m00 20m67 20m67

ﾄﾘｲ ﾕﾅ 愛知

19 2 L5191 鳥居　佑南(1) 安城学園高 17m85 19m91 × 19m91

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 兵庫

18 2017 中島　美穂(4) 中京大 DNS
ｲﾏﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 熊本

19 2070 今村　瑞穂(1) 中京大 DNS
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 富山

20 2042 田中　麻友(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権


